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■ 平成30年度医学博士授与者（前期）

氏　　名 学　　位　　論　　文　　名
今泉　　剛 Population pharmacokinetics of intravenous 

acetaminophen in Japanese patients who 
undergo elective surgery（待機的手術を受
ける日本人患者における静注用アセトアミノ
フェンの母集団薬物動態）

金子　春香 COMT Val 108/158 Met polymorphism 
and treatment response to aripiprazole in 
patients with acute schizophrenia（統合失
調症急性期における COMTVal 108/158 Met 
遺伝子多型とAripiprazole 治療反応性）

須賀　淳子 Estradiol promotes rapid degradation of 
HER3 in ER-positive breast cancer cell line 
MCF-7.（エストロゲン受容体陽性乳癌細胞
MCF-7におけるエストロゲン刺激はHER3分
解を亢進する）

星野　　大 言語音連続刺激の欠落部がミスマッチ陰性電
位に与える影響

髙住　美香 補体制御因子 sMAPとＨ因子を融合した新規 
抗補体薬 sMAP-FHの開発

小野　敦史 Effect of the Fukushima earthquake on 
weight in early childhood - a retrospective 
analysis（乳幼児期の体重への東日本大震災
の影響に関する後方視的調査）

藤原　達雄 Evaluation of Brain Activity Using Near-
infrared Spectroscopy in Inflammatory 
Bowel Disease Patients（NIRS を用いた炎
症性腸疾患患者の脳活動性評価）

髙栁　大輔 Histological Comparison of Cold versus Hot 
Snare Resections of Colorectal Mucosa（大
腸粘膜の非焼灼切除と焼灼切除の組織学的比
較検討）

紺野　直紀 Changes in N-glycans of IgG4 and its  
r e l a t i on sh ip  w i th  the  ex i s t ence  o f 
hypocomplementemia and individual organ 
involvement in patients with IgG4-related 
disease（IgG4関連疾患患者における IgG4の
糖鎖解析および低補体血症・臓器障害との関
連について）

河野　創一 Frontal activity measured by near-infrared 
spectroscopy in patients taking different  
atypical antipsychotic drugs:A cross-sectional  
study（光トポグラフィー検査による抗精神
病薬内服患者の前頭葉機能の測定）

佐藤　久志 Incidence of organizing pneumonia after  
whole-breast radiotherapy for breast cancer,

and risk factor analysis（乳癌に対する乳房
温存術後の放射線治療による放射線肺炎の発
生頻度とリスク要因についての解析）

 人　　　事 
（平成31年２月１日現在）

◎新任教授等
採用 30.８.１　新医療系学部設置準備室 教授　加藤　貴弘
昇任 30.８.１　（会）消化器内科学講座
 医監兼教授　澁川　悟朗
採用 30.９.１　神経内科学講座 教授　金井　数明
採用 30.９.１　放射線医学県民健康管理センター
 特命教授　戸井田　淳
◎新任准教授等
採用 30.９.１　輸血・移植免疫学講座 准教授　三村　耕作
採用 30.９.１　ふくしま子ども・女性医療支援センター
 准教授　神保　正利
昇任 30.10.１　（会）外科学講座 科部長兼准教授　樋口　光徳
昇任 30.10.１　法医学講座 准教授　西形　里絵
昇任 30.11.１　泌尿器科学講座 准教授　羽賀　宣博
昇任 30.11.１　耳鼻咽喉科学講座 准教授　鈴木　政博
採用 31.１.１　肥満・体内炎症解析研究講座
 准教授　水田　裕子
採用 31.１.１　心臓調律制御医学講座 准教授　金城　貴士
昇任 31.２.１　衛生学・予防医学講座 准教授　各務　竹康
◎新任講師等
採用 30.８.１　災害医療支援講座 講師　社本　　博
昇任 30.８.１　神経精神医学講座 講師　松本　純弥
採用 30.10.１　生活習慣病・慢性腎臓病（CKD）
　　　　　　　病態治療学講座 講師　待井　典剛
採用 30.11.１　腫瘍内科学講座 講師　徳田　恵美
昇任 30.11.１　整形外科学講座 講師　渡邉　和之
昇任 30.11.１　麻酔科学講座 講師　今泉　　剛
昇任 30.11.１　放射線腫瘍学講座 講師　佐藤　久志
採用 31.１.１　臨床腫瘍センター 講師　遠藤　久仁
昇任 31.１.１　泌尿器科学講座 講師　片岡　政雄
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■ 新任あいさつ 

　　　　　　主任教授就任御挨拶

神経内科学講座　主任教授　　　　　　　　　　

　金　井　数　明　　

　平成30年９月１日付で福島県立神経内科学講座主任教授
を拝命いたしました金井 数明と申します。
　自分は千葉で育ち、高校卒業後一旦京都大学農学部農芸
化学科（現：応用生命科学コース）に進学しました。しか
し医学系に進路変更することになり、千葉大学医学部に平
成５年23才の時に入学し、大学時代はゴルフ部に所属し主
将も務めました。医学部卒業は平成11年29才の時で、進路
には悩みましたが神経内科に入局しました。当時は卒後研
修カリキュラムに相当な自由度があった時代で、特例で２
年目で大学院に進学し、テーマにイオンチャネル異常症を
希望したところ桑原聡先生の元に配属になりました。そこ
で末梢神経軸索興奮特性の研究に携わり、主に変性疾患
（筋萎縮性側索硬化症など）における運動神経の軸索興奮
特性の解析の研究を行いました。またその後、師である桑
原先生が教授になられ、そのライフワークである自己免疫
性末梢神経疾患の病態解析や治療法開発にも携わりました。
特に POEMS 症候群の病態解明や治療法開発には大変な
苦労を払ったのが今となってはよい思い出です。その後平
成24年に服部信孝先生が主宰される順天堂大学脳神経内科
へ移り、てんかんセンター立ち上げに携わり引き続き臨床
てんかん学や末梢神経生理検査を中心とした臨床神経生理
学でのさらなる研鑽を積み、また多系統萎縮症の病態研究
などにも携わりました。
　このたび福島県立医科大学の同窓に加えていただくこと
になりました。自分の使命の一つは、福島医療圏に一人で
も多くの神経内科医、あるいは神経内科に親和性を持った
医師を育てることであると考えます。
　今後とも皆様のご指導、ご鞭撻のほどどうかよろしくお
願いいたします。

 諸規程改正 

■ 平成30年８月から平成31年１月までの
　 主な諸規程の制定、改正及び改廃関係
○ 「公立大学法人福島県立医科大学ハラスメント防止規
程」の一部改正について
　　（平成18年４月１日制定・平成30年８月３日施行）
　 　ハラスメント対策委員会が成立する委員の出席人数に
ついて、３分の２以上から過半数に改正された。
○ 「公立大学法人福島県立医科大学歯科医師臨床研修費補
助金交付要綱」の一部改正について
　　（平成19年３月15日制定・平成30年８月31日施行）
　　別表（第５条関係）が改正された。
○ 「公立大学法人福島県立医科大学医師臨床研修費補助金
交付要綱」の一部改正について
　　（平成19年３月７日制定・平成30年８月31日施行）
　 　別表に定める交付額の算定方法について改正された。
（第５条関係）
○ 「公立大学法人福島県立医科大学諸料金規程」の一部改
正について
　　（平成18年４月１日制定・平成30年９月１日施行）
　 　附属病院の自由診療に関する諸料金のうち、「急性リ
ンパ性白血病細胞の免疫遺伝子再構成を利用した定量的
PCR 法による骨髄微小残存病変（MRD）量の測定」が
削除された。
○ 「地域産学官共同研究拠点オープンスペースラボ利用要
綱」の一部改正について
　　（平成23年３月31日制定・平成30年９月18日施行）
　 　医療研究推進本部が改組し、医療研究推進戦略本部事
項の変更に伴う改正が行われた。
○ 「福島県立医科大学医学部教務委員会規程」の一部改正
について
　　（平成18年４月１日制定・平成30年９月19日施行）
　 　医学部カリキュラム委員会設置に伴い、所掌事項の変
更及び所要の改正が行われた。
○ 「福島県立医科大学医学部カリキュラム委員会規程」の
制定について
　　（平成30年９月19日制定・平成30年９月19日施行）
　 　医学部教務委員会、IR 部門と共に医学教育を実施・
改善する仕組みを構築するため、教育の責任者（医学部
長）の下で、教育カリキュラムの立案と実施に責任と権
限を持つカリキュラム委員会が設置された。
○ 「公立大学法人福島県立医科大学寄附講座に関する規
程」の一部改正について
　　（平成20年10月１日制定・平成30年10月４日施行）
　 　医療研究推進本部が改組し、医療研究推進戦略本部の
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変更に伴う改正が行われた。
○ 「福島県立医科大学附属病院院内がん登録実施要綱」の
一部改正について

　　（平成19年７月26日制定・平成30年10月16日施行）
　 　がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針が新しく
通知されたことに伴い、所要の文言の整理と情報セキュ
リティーポリシーの追加等の改正が行われた。

○ 「看護学部共同研究事業についての申し合わせ」の一部
改正について

　　（平成20年10月21日制定・平成30年10月16日施行）
　 　看護学部共同研究事業において、配分した研究費の精
算報告の時期、研究成果の公表方法等について整理し、
明確化された。（第４号関係、第５号関係）

○ 「福島県立医科大学附属病院医療安全管理部業務規程」
の一部改正について

　　（平成18年４月１日制定・平成30年10月22日施行）
　　医療安全管理者の行う業務について新たに追加された。
○ 「PET 機器の研究利用にかかる実施要綱」の一部改正
について

　　（平成26年１月１日制定・平成30年11月１日施行）
　 　費用の負担に免除に関する事項が追加される等の改正
が行われた。

○ 「福島県県民健康調査「健康診査」個別健診実施要綱」
の一部改正について

　　（平成26年12月16日制定・平成30年11月５日施行）
　　検体検査料等の支払額の見直し等が行われた。
○ 「公立大学法人福島県立医科大学附属病院ヘリポート給
油取扱所予防規程」の制定について

　　（平成30年11月15日制定・平成30年11月15日施行）
　 　消防法第14条の２に基づき、公立大学法人福島県立医
科大学附属病院ヘリポート給油取扱所における危険物の
取扱作業、その他防災管理に必要な事項について定めら
れた。

○ 「福島県立医科大学看護学部教員適任者選考規程」の一
部改正について

　　（平成18年４月１日制定・平成30年11月20日施行）
　 　学部長、副学部長及び部門長が教員資格審査委員にな
らない場合の委員構成について定められた。

○ 「福島県立医科大学特定臨床研究に係る審査料助成事業
実施要綱」の制定について

　　（平成30年11月21日制定・平成30年11月21日施行）
　 　臨床研究法に基づく臨床研究の実施にあたり求められ
る、認定臨床研究審査委員会による審査に係る審査料に
対する助成に関し必要な事項が定められた。

○ 「公立大学法人福島県立医科大学内部統制に関する規
程」の制定について

　　（平成30年12月１日制定・平成30年12月１日施行）
　 　本学業務方法書第３条に定める業務の適正を確保する
ための体制等に関し必要な事項が定められた。

○ 「公立大学法人福島県立医科大学組織及び運営規程」の
一部改正について
　　（平成18年４月１日制定・平成30年12月１日施行）
　 　「理事（経営担当）」を「理事（経営・内部統制担当）」
に変更する等の改正が行われた。
○ 「先端臨床研究センター非臨床試験関連機器等の研究利
用にかかる実施要綱」の制定について
　　（平成30年12月１日制定・平成30年12月１日施行）
　 　先端臨床研究センターにおける非臨床試験関連機器等
の研究利用の実施に関し、必要な事項が定められた。
○ 「臨床教授等制度に基づく称号付与条件等の申合せ」の
制定について
　　（平成30年12月18日制定・平成30年12月18日施行）
　 　臨床教授等制度に基づく称号付与条件等についての基
準等が、明確に定められた。
○ 「公立大学法人福島県立医科大学知的財産取扱規程」の
一部改正について
　　（平成18年４月１日制定・平成30年12月19日施行）
　 　様式第１号（第４条関係）、第３号（第７条関係）が
改正された。
○ 「福島県立医科大学大学院学則」の一部改正について
　　（平成18年４月１日制定・平成30年12月26日施行）
　　別表第２（第11条関係）に規定する科目が変更された。
○ 「福島県立医科大学部局長等選考規程」の一部改正につ
いて
　　（平成18年４月１日制定・平成31年１月１日施行）
　 　附属病院規程の改正及び附属病院長選考規程の制定
（H31.１.１施行）により、附属病院長の選考方法が別に
定められることに関連し、改正が行われた。
○「福島県立医科大学附属病院規程」の一部改正について
　 　（平成18年４月１日制定・平成31年１月１日施行）
　 　平成30年６月１日付けで施行された「医療法等の一部
改正に関する法律」において、開設者（理事長）による
管理者（病院長）の選任方法の透明化などの措置を講じ
ることが義務づけられたことにより、所要の改正が行わ
れた。
○ 「福島県立医科大学附属病院長選考規程」の制定につい
て
　　（平成31年１月１日制定・平成31年１月１日施行）
　 　本学附属病院長の選考に係る手続きについて定められ
た。
○ 「福島県立医科大学附属病院長候補者選考会議に関する
細則」の制定について
　　（平成31年１月１日制定・平成31年１月１日施行）
　 　本学附属病院長選考規程第４条第２項の規定に基づき、
選考会議に関し必要な事項が定められた。
○ 「福島県立医科大学附属病院医療行為関連有害事象外部
評価委員会要綱」の一部改正について
　　（平成19年３月31日制定・平成31年１月９日施行）
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　 　医療行為関連有害事象外部評価委員会における構成員
の見直しや委員会の規模の適正化等が行われた。

○ 「公立大学法人福島県立医科大学役員報酬規程」の一部
改正について

　　（平成18年４月１日制定・平成31年１月11日施行）
　 　平成31年度における本法人役員の期末特別手当の期末
特別手当基礎額に乗ずる割合について、県に準じて改正
された。（第７条関係）

○ 「公立大学法人福島県立医科大学職員給与規程」の一部
改正について

　　（平成18年４月１日制定・平成31年１月15日施行）
　 　県での給与改定に準じて、すべての給料表において、
初任給を中心に若年層に重点を置いた給料月額の引き上
げ等の改正が行われた。

○ 「福島県立医科大学附属病院医薬品等臨床試験実施細
則」の一部改正について

　　（平成18年４月１日制定・平成31年１月16日施行）
　 　費用の改定に伴い、院内書式１、17、18が変更された。
○ 「福島県立医科大学附属病院治験等研究費算定要領」の
一部改正について

　　（平成30年10月１日制定・平成31年１月16日施行）
　 　予定 Visit 数を超える Visit が発生した場合の請求額
が明確化された。（第３条）
○ 「公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属
病院医薬品等臨床試験実施細則」の一部改正について

　　（平成25年９月１日制定・平成31年１月16日施行）
　 　福島県立医科大学会津医療センター附属病院治験等研
究費算定要領の一部改正に伴い、院内書式１、17及び18
が改正された。

○ 「公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属
病院治験等研究費算定要領」の一部改正について

　　（平成25年９月１日制定・平成31年１月16日施行）
　 　予定 Visit 数を超える Visit が発生した場合の請求額
が明確化された。（第３条）

○ 「入学者選抜におけるミスへの対応に関する要領」の制
定について

　　（平成31年１月29日制定・平成31年１月29日施行）
　 　福島県立医科大学が実施する入学者選抜において、ミ
スがあった場合及びミスやミスの疑いを指摘された場合
の基本的な対応について定められた。

役員会・経営審議会・ 
 教育研究審議会・医学部 
 教授会・看護学部教授会 

■ 役員会
【平成30年９月26日　第７回役員会】
○ 平成30年度第２回福島県公立大学法人評価委員会の結
果について 
　 　平成29年度業務実績に関して「年度計画をおおむね実
施できている」との評価を受けたこと、第２期中期目標
期間（平成24年度～平成29年度）に係る業務実績に関し
て「中期計画をおおむね実施できている」との評価を受
けたことについて報告された。

【平成30年10月31日　第８回役員会】
○平成31年度組織・定員要求について 
　 　県に対し、医学部、事務局及び会津医療センター等の
組織・定員を要求することについて審議が行われ、原案
のとおり承認された。 
○平成31年度運営費交付金等の要求について 
　 　平成31年度運営費交付金として、法人総額で149億 
１千５百万円を県に要求すること等について審議が行わ
れ、原案のとおり承認された。

【平成30年11月28日　第９回役員会】
○平成31年度予算編成方針について 
　 　平成31年度予算編成の基本的な考え方、重点的に取り
組むべき課題及び予算編成に当たっての留意事項等を定
める方針について審議が行われ、原案のとおり承認され
た。

【平成30年12月26日　第10回役員会】
○助産師養成課程設置に係る組織及び施設整備について 
　 　2023年４月に開設を予定している助産師養成課程に係
る組織及び施設整備について審議が行われ、原案のとお
り承認された。

【平成31年１月30日　第11回役員会】
○ 福島県立医科大学附属病院長候補者選考会議の委員につ
いて 
　 　特定機能病院の管理者（病院長）を選考するための合
議体の委員（６名）について審議が行われ、原案のとお
り承認された。
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■ 経営審議会
　該当無し

■ 教育研究審議会
【平成30年９月７日　平成30年度第２回教育研究審議会】
○看護学部カリキュラム等の改正について 
　 　平成29年10月に、文部科学省より看護学教育モデル・
コア・カリキュラムが公表されたこと等を受け、本学に
おいても学士課程の看護教育水準の向上に努める必要が
あることから、看護学部カリキュラム等の改正について
審議され、原案のとおり了承された。

【平成30年12月４日　平成30年度第３回教育研究審議会】
○大学入試改革への対応について 
　 　平成31年１月に予告公表する大学入試改革へ対応した
2021年度入学者選抜の内容について審議され、原案のと
おり承認された。

○ 福島県立医科大学看護学部３つの方針（ポリシー）及び
大学院看護学研究科教育理念等の一部改正について 

　 　看護学部３つの方針のうちディプロマ・ポリシーとカ
リキュラム・ポリシー及び大学院看護学研究科教育理念
等の一部改正について審議が行われ、原案のとおり承認
された。

○福島県立医科大学大学院学則の一部改正について 
　 　大学院看護学研究科の教育理念等の見直しに伴う、授
業科目の変更に係る学則の一部改正について審議が行わ
れ、原案のとおり承認された。

■ 医学部教授会
【平成30年10月17日　定例教授会】
○医学部カリキュラム委員の選任について
　　次のとおり選任された。
　・生命科学・社会医学系
　　　福島　哲仁 教授（衛生学・予防医学講座）
　・臨床医学系
　　　村川　雅洋 教授（麻酔科学講座）
　・総合科学系
　　　開　　康一 教授（ 総合科学教育研究センター（物

理学担当））
　・医学部生代表３名
　・教育専門家
　　　高森　智嗣 准教授（福島大学総合教育研究センター）

■ 看護学部教授会
　該当無し
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