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■令和２年度医学博士授与者（前期） 

 

氏 名 学 位 論 文 名 

  

菅家 康之 Gene aberration profile of tumors 

of adolescent and young adult 

females 

（ＡＹＡ世代女性がんの遺伝子

異常プロファイル ） 

 

林 学 補体レクチン経路と第二経路の

活性化における MASP-1 および

MASP-3 の役割 

 

遠藤 英成 Identification of a 

TGFβ-dependent stromal 

subset in dMMR/MSI-H 

colorectal cancer 

(dMMR/MSI-H 大腸癌における

TGFβ依存型間質タイプの同定) 

 

秋田 発 Negative chronotropic and 

inotropic effects of lubiprostone 

on iPS cell-derived 

cardiomyocytes via activation of 

CFTR 

（ルビプロストンは CFTR チャネ

ルの活性化を介して iPS 細胞由

来心筋細胞において陰性変時

作用および陰性変力作用を示

す） 

 

刑部 有祐 Do tone duration changes that 

elicit the mismatch negativity 

also affect the preceding middle 

latency responses? 

（ミスマッチ陰性電位を誘発する

持続長変化音は、先行する中間

潜時反応に影響を与えるか？） 

 

尾崎 有紀 Tumor mutation burden and 

immunological, genomic, and 

clinicopathological factors as 

biomarkers for checkpoint 

inhibitor treatment of patients 

with non-small-cell lung cancer. 

（非小細胞肺癌に対する免疫チ

ェックポイント阻害薬の効果予測

因子を視野に入れた，腫瘍の遺

伝子変異数と免疫学的・遺伝子

的・臨床的因子との関連性） 

 

Mst Ziasmin 

Khatun 

Cesium suppresses fibroblast 

proliferation and migration 

(セシウムは繊維芽細胞の細胞増

殖と遊走を制御する） 

 

伊藤 祐子 NKX2-1 (TTF-1) gene 

re-expression induces cell death 

through apoptosis and necrosis in 

dedifferentiated thyroid 

carcinoma cells 

（NKX2-1 遺伝子導入によるアポ

トーシスとネクローシスを介した

脱分化甲状腺癌細胞の細胞死

誘導効果） 

 

今泉 公宏 高解像度 Optical Coherence 

Tomography Angiography による

脈絡膜毛細管板の加齢変化の

検討 

 

佐藤 亜希子 Prediction of the prognosis of 

somatoform disorders using 

theMinnesota Multiphasic 

Personality Inventory (MMPI) 

（ミネソタ多面人格目録（MMPI）

に基づく身体表現性障害の予後

予測） 

 

高野 智弘 Reflected wave increase after 

endovascular aortic therapy: 

Assessment of wave intensity in a 

goat model 

（ステントグラフト治療後に反射波

は増加する: ヤギ実験モデルに

おける wave intensity の評価） 

 

髙村 元章 A cross-sectional study on 

characteristics of physical 

activity in pre-frail older adults 

（プレ・フレイル高齢者における

身体活動の特徴に関する横断研

究） 

 

学  事 
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AUNG KYI 

THAR MIN 

Therapeutic potential of 

anti-VEGF receptor 2 therapy 

targeting for 

M2-tumor-associated 

macrophages in colorectal cancer 

（大腸癌におけるM2腫瘍関連マ

クロファージを標的とした抗

VEGF レセプター2 療法の可能

性について） 

 

青柳 良倫 Prenatal nicotine exposure 

affects cardiovascular function 

and growth of the developing 

fetus 

（妊娠中のニコチン投与が胎仔

の心血行動態と発育に及ぼす影

響についての検討） 

 

浅間 宏之 MicroRNA let-7d targets 

thrombospondin-1 and inhibits 

the activation of human 

pancreatic stellate cells. 

（MicroRNA let-7d は

thrombospondin-1 を標的として

膵星細胞の活性化を抑制する） 

 

菊地 眸 Effectiveness of L-menthol spray 

application on lesions for the 

endoscopic clarification of early 

gastric cancer: Evaluation by the 

color difference 

（L-メントールによる早期胃癌の

内視鏡的な明瞭化の上乗せ効

果：色差による検証） 

 

髙木 基行 Comparison of histopathology 

and preoperative 

18F-FDG-PET/CT of 

osteomyelitis aiming for image 

guided surgery: a preliminarytrial 

(イメージガイド下手術構築を目

的とした骨髄炎の病理組織学的

検査所見と術前

18F-FDG-PET/CT 所見の比較) 

 

疋田 雅之 Estimation of frequency 

difference at which stream 

segregation precedes temporal 

integration as reflected by 

omission mismatch negativity 

（音脈分凝が時間統合に優先す

る周波数差の検討：欠落音に対

するミスマッチ陰性電位を用い

て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和 3年 3月 1日現在） 

◯新任教授等 

採用 2.10.1 地域包括的癌診療研究講座 

       教授 柴田 昌彦 

採用 2.10.1 総合内科・臨床感染症学講座 

       教授 山藤 栄一郎 

採用 2.12.1 会津医療センター 

       感染症・呼吸器内科学講座 

       医監兼教授 久米 裕昭 

昇任 3. 1.1 健康リスクコミュニケーション学講座 

 教授 田巻 倫明 

 

◯新任准教授等 

昇任 2.10.1 糖尿病内分泌代謝内科学講座 

       准教授 待井 典剛 

採用 2.10.1 外傷再建学講座 

       准教授 畑下 智 

昇任 3. 1.1 泌尿器科学講座 

       准教授 小川 総一郎 

採用 3. 2.1 総合内科・臨床感染症学講座 

       准教授 加藤 隼悟 

 

◯新任講師等 

採用 2.10.1 総合内科・臨床感染症学講座 

       講師 安田 一行 

採用 2.10.1 公衆衛生学講座 

       講師 國分 直子 

採用 2.12.1 肥満・体内炎症解析研究講座 

       講師 中嶋 正太郎 

採用 3. 3.1 輸血・移植免疫学講座 

       講師 植田 航希 

 

 

 

人  事 
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■令和２年９月から令和３年２月までの 

 主な諸規程の制定、改正及び改廃関係 

 

○「福島県立医科大学医学部履修規程」の

一部改正について 

（平成１８年４月１日制定・令和２年９月１６日施行） 

進級判定及び卒業認定の基準に係る文言及びそ

の他所要の改正が行われた。 

 

○「公立大学法人福島県立医科大学利益相 

反マネジメント要綱」の制定について 

（令和２年１０月１日制定・令和２年１０月１日施行） 

利益相反WEB申告システムを導入するにあたり、

現行要綱ではシステム導入後の利益相反マネジ

メント方法と大部分が合致しないため、現行要

綱を廃止し、新たに制定された。 

 

○「公立大学法人福島県立医科大学利益相

反のマネジメントに関する要綱」の廃止に

ついて 

（平成２１年３月２５日制定・令和２年１０月１日施行） 

公立大学法人福島県立医科大学利益相反マネジ

メント要綱の制定に伴い、令和２年１０月１日

付けにて廃止された。 

 

○「福島県立医科大学大学院医学研究科履

修規程」の一部改正について 

（平成１８年４月１日制定・令和２年１０月２１日施行）  

履修届の押印廃止、それに伴う所要の改正が行

われた。 

 

○「福島県立医科大学動物実験委員会規程」

の一部改正について 

（平成１９年１０月１日制定・令和２年１０月２６日施行） 

様式第１号（第７条関係）において、メールア

ドレス表記の削除等、その他所要の改正が行わ

れた。 

 

○「福島県立医科大学助産師養成課程設置

準備委員会設置要綱」の一部改正について 

（令和元年７月１２日制定・令和２年１１月１１日施行） 

構成員に医学部産科婦人科学講座主任教授の追

加、その他所要の改正が行われた。 

 

○「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・令和２年１２月１日施行） 

期末手当の支給割合の改正が行われた。 

 

○「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・令和２年１２月１日施行） 

期末特別手当の支給割合の改正が行われた。 

 

○「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・令和２年１２月１１日施行） 

第８条検体検査料等の改定、別表３県民健康調

査「健康診査」緊急連絡基準一覧表に「γ-GT」

の項目追記等の改正が行われた。 

 

○「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・令和２年１２月２４日施行）  

補助対象経費のプログラム責任者及び指導医に

係る経費から「社会保険料」を削除する改正が

行われた。 

 

○「福島県立医科大学附属病院実地修練に

関する要綱」の制定について 

（令和２年１２月２８日制定・令和２年１２月２８日施行） 

医師法第１１条第２号に規定する実地修練のた

めに附属病院に受け入れる研修生に関して必要

な事項を定める要綱が制定された。 

 

諸規程改正 
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■役員会 

 

【令和２年９月３０日 第７回役員会】 

○ 令和５年度医学部入学者選抜に係る変

更点について 

 令和４年度に実施する令和５年度入学者選抜

から、学校推薦型選抜Ａ枠の出願資格を変更す

ることについて審議され、原案のとおり承認さ

れた。 

○ 令和２年度福島県公立大学法人評価委

員会の結果について 

 福島県公立大学法人評価委員会から令和元年

度業務実績について、「地域貢献」及び「復興支

援」については「年度計画を十分に実施できて

いる」との評価を、その他の項目においては「年

度計画をおおむね実施できている」との評価を

受けたことについて報告された。 

 

【令和２年１０月２８日 第８回役員会】 

○ 寄附講座の変更について 

 寄附講座「地域包括的癌診療研究講座」の変

更について審議が行われ、原案のとおり承認さ

れた。 

〇 令和元年度寄附講座に係る評価報告に

ついて 

 ２５講座に対して評価が行われ、大半の講座

が「評価できる」「適切である」というＡ評価以

上となったこと等について報告された。 

 

【令和２年１１月２５日 第９回役員会】 

○ 令和３年度予算編成方針について 

 令和３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。 

○ 令和２年度中間決算について 

 中間決算までの当期総利益は▲９，２００万

円となり、前年度との比較で４億８，８００万

円の利益減となったこと等について報告された。 

 

【令和２年１２月２３日 第１０回役員会】 

○ 本学とシンガポール国立大学、ＩＲＳＮ

及びＣＥＰＮとのＭＯＵ（覚書）締結につ

いて 

 本学の国際交流事業の一環として、新たに、

シンガポール国立大学、ＩＲＳＮ及びＣＥＰＮ

とＭＯＵ（覚書）を締結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。 

○ 令和２年度１１月次決算について 

 当期総利益は１，２００万円となり、前年度

同期との比較で４億９，２００万円の利益減と

なったこと等について報告された。 

 

【令和３年１月２７日 第１１回役員会】 

○ ＳＤＧｓの推進に関する郡山市との連

携協定について 

 「郡山市と福島県立医科大学とのＳＤＧｓの

推進に関する連携協定書」を締結することにつ

いて審議が行われ、原案のとおり承認された。 

○ 令和３年度法人組織・定員に係る県協議

結果について 

 令和３年度法人組織・定員に係る県協議結果

について報告された。 

 

【令和３年２月２４日 第１２回役員会】 

○ 大学院看護学研究科博士課程の設置認

可申請について 

 大学院看護学研究科博士課程の文部科学省へ

の設置認可申請について審議が行われ、原案の

とおり承認された。 

○ 令和３年２月１３日福島県沖地震に係

る本学の被害及び復旧状況について 

 大学の全体的な状況、附属病院、各学部の対

応状況について、各担当理事から報告された。 

 

 

役員会・教育研究審議会 
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■教育研究審議会 

 

【令和２年９月８日 令和２年度第２回教

育研究審議会】 

○ 福島県立医科大学大学院学則の一部改

正について 

 文部科学省における、大学院設置基準の一部

を改正する省令の施行に伴い、福島県立医科大

学大学院学則の一部改正を行ったことが報告さ

れた。 

 

【令和２年１２月７日 令和２年度第３回

教育研究審議会】 

○ 医学部総合型選抜について 

 令和３年度から導入する医学部総合型選抜に

ついて、募集定員、選抜方法等の審議が行われ、

原案のとおり承認された。 
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