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■令和３年度 医学博士授与者（前期） 

 

氏名 学位論文名 

Mudathir 

Salman 

Ismail Bakhit 

The superior frontal longitudinal tract: a 

connection between the dorsal premotor 

and the dorsolateral prefrontal cortices 

（上前頭縦走路：背側運動前野と背外側

前頭前野を結ぶ線維連絡） 

伊藤 裕平 Intraoperative fluorescence cerebral 

angiography by laser surgical microsco-

py: Comparison with xenon microscopy 

and simultaneous observation of cerebral 

blood flow and surrounding structures 

（レーザ照影手術顕微鏡を用いたフルオ

レセイン術中蛍光脳血管撮影：キセノン

照明との比較および血流画像と周囲構

造物の同時観察の試み） 

新井 猛浩 Incidence of and improvement in inap-

propriate parental behaviors of mothers 

with young children: a retrospective 

cohort study conducted in collaboration 

with a local government 

（幼児をもつ母親の不適切な養育行動

の発生と改善：自治体と共同で実施した

後ろ向きコホート研究） 

堀越 裕子 Opposing responses of the calcium 

channel blocker nicardipine to vascular 

stiffness in the elastic and muscular 

arteries in rabbits 

（カルシウム拮抗薬ニカルジピン投与に

対するウサギ弾性動脈と筋性動脈の硬さ

は相反的応答を示す） 

鈴木 学 MTX-HOPE is a low-dose salvage 

chemotherapy for aged patients with 

relapsed or refractory non-Hodgkin 

lymphoma 

（MTX-HOPE ： 再発難治性非ホジキン

リンパ腫の高齢患者を対象とした低用量

救援療法） 

岩崎 麻里子 Fast walking is a preventive factor 

against new-onset diabetes mellitus in a 

large cohort from a Japanese general 

population 

（速歩きは、日本人一般集団の大規模コ

ホートにおいて糖尿病新規発症の予防

因子である） 

 

後藤 芳明 

 

Usefulness of computed tomography 

angiography "spot sign" in the endo-

scopically assisted evacuation of acute 

subdural hematoma in the elderly 

（急性硬膜下血腫を合併した高齢患者

に対する小開頭内視鏡支援下血腫除去

術における CT アンギオグラフィの“スポ

ットサイン”を用いた術前出血点予測の

有用性） 

仲野 宏 PD‐L1 overexpression in EBV‐positive 

gastric cancer is caused by unique ge-

nomic or epigenomic mechanisms 

（EBV 関連胃癌における PD-L1⾼発現

は、特徴的なゲノムもしくはエピゲノム異

常により引き起こされる） 

矢澤 由加子 Association of Admission Hyperglycemia 

with Clinical Outcomes in Japanese Pa-

tients with Acute Large Vessel Occlusion 

Stroke: A Post-hoc Analysis of the Re-

covery by Endovascular Salvage for 

Cerebral Ultra-acute Embolism Japan 

Registry 2 

（大血管閉塞を合併した日本人脳卒中

例における入院時高血糖と臨床転帰の

関連：超急性期脳動脈閉塞の血管内治

療による救済レジストリー２の事後解析） 

池田 翔平 Femoral marrow MRI is a non-invasive, 

non-irradiated and useful tool for de-

tecting bone marrow involvement in 

non-Hodgkin lymphoma 

（大腿骨骨髄 MRI 検査は、非侵襲的か

つ被ばくを伴うことなく、非ホジキンリンパ

腫における骨髄浸潤を検出できる有用

なツールである） 

一瀬 瑞絵 Effect of switching to brexpiprazole on 

plasma homovanillic acid levels and an-

tipsychotic related side effects in pa-

tients with schizophrenia or schizoaffec-

tive disorder 

（統合失調症・統合失調感情障害患者

における brexpiprazole への切り替えが

血漿ホモバニリン酸濃度と抗精神病薬関

連副作用に及ぼす影響） 

松本 拓朗 Tn Antigen Expression Defines an Im-

mune Cold Subset of Mismatch-Repair 

Deficient Colorectal Cancer 

（ミスマッチ修復機構欠損大腸癌におけ

る Tn 抗原発現と免疫不活性） 

落合 晴香 Effect of oxytocin nasal spray on auditory 

automatic discrimination measured by 

mismatch negativity 

（ミスマッチ陰性電位によって測定された

聴覚自動識別機能に対するオキシトシン

の効果） 

学  事 
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Rahman 

Abidur 

 

Reduced Claudin-12 Expression Predicts 

Poor Prognosis in Cervical Cancer 

（Claudin-12 タンパク質の発現低下は子

宮頸がんの予後不良因子である） 

齋藤 悠 High FIB4 index is an independent risk 

factor of diabetic kidney disease in type 2 

diabetes 

（FIB4 index は 2 型糖尿病患者における

糖尿病性腎臓病の独立した予測因子で

ある） 

星 誠二 Upregulation of glucocorticoid recep-

tor-mediated glucose transporter 4 in 

enzalutamide-resistant prostate cancer 

（エンザルタミド耐性前立腺癌でのグルコ

コルチコイド受容体により制御されるグル

コーストランスポーター4 の亢進） 

蛭田 亮 Intraoperative transcranial facial motor 

evoked potential monitoring in surgery of 

cerebellopontine angle tumors predicts 

early and late postoperative facial nerve 

function 

（小脳橋角部腫瘍手術における経頭蓋

刺激顔面運動誘発電位モニタリングを用

いた術後早期および長期の顔面神経機

能予測） 

矢野 徹宏 Usefulness of computed tomography in 

the diagnosis of acute pyelonephritis in 

older patients suspected of infection with 

unknown focus 

（感染巣が自明でない感染症疑いの高

齢者に対する急性腎盂腎炎の診断にお

ける CT の有用性） 

山内 直人 Stromal expression of cancer‑associated 

fibroblast‑related molecules, versican and 

lumican, is strongly associated with 

worse relapse‑free and overall survival 

times in patients with esophageal squa-

mous cell carcinoma 

（食道扁平上皮癌間質での CAF 関連分

子の発現は予後に関連する） 

愛澤 正人 Risk of Delayed Bleeding after Cold 

Snare Polypectomy in Patients with An-

tithrombotic Therapy 

（抗血栓療法中の患者における大腸ポリ

ープに対する非焼灼切除後の遅発性出

血の危険性） 

川島 一公 Optimal Selection of Endoscopic Resec-

tion in Patients with Esophageal Squa-

mous Cell Carcinoma: Endoscopic Mu-

cosal Resection vs Endoscopic Submu-

cosal Dissection According to Lesion 

Size 

（食道表在癌に対する内視鏡治療 腫瘍

径からみた EMR と ESD の比較検討） 

 

Amanda 

Tiksnadi 

 

Direct comparison of Efficacy of the 

Motor Cortical Plasticity Induction and 

the Interindividual Variability between 

TBS and QPS 

（TBS と QPS との運動野可塑性誘導にお

ける有効性と個人の多様性に関する直

接比較検討） 

 

 

 

 

 

 

（令和 4年 3月 1日現在） 

◯新任教授等 

 

採用 3.10.1 放射線医学講座 

       教授  福島 賢慈 

昇任 3.12.1 小児腫瘍内科 

       教授  佐野 秀樹 

昇任 3.12.1 会津医療センター 漢方医学研究室 

       教授  鈴木 雅雄 

採用 4. 1.1 外傷学講座 

       教授  工藤 俊哉 

 

◯新任准教授等 

 

採用 3.10.1 白河総合診療アカデミー 

       准教授 高田 俊彦 

採用 3.10.1 低侵襲腫瘍制御学講座 

       准教授 比留間 孝広 

昇任 3.10.1 循環器内科学講座 

       准教授 八巻 尚洋 

採用 4. 1.1 癌集学的治療地域支援講座 

       准教授 中嶋 正太郎 

採用 4. 1.1 周産期間葉系幹細胞研究講座 

       准教授 水田 裕子 

採用 4. 1.1 エピゲノム分子医学研究講座 

       准教授 森 甚一 

採用 4. 1.1 エピゲノム分子医学研究講座 

       准教授  黒川 友博 

 

人  事 
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◯新任講師等 

 

採用 3.10.1 総合科学教育研究センター 

       講師 廣澤 由美 

昇任 3.10.1 循環器内科学講座 

       講師 小林 淳 

昇任 3.10.1 循環器内科学講座 

       講師 及川 雅啓 

採用 3.11.1 血液内科学講座 

       講師 小山 大輔 

 

 

 

 

 

 

■令和３年９月から令和４年２月までの

主な諸規程の制定改廃関係 

 

○「福島県立医科大学授業料等に関する規程」の

一部改正について 

（平成１８年４月１日制定・令和３年１０月１日施行） 

  長期履修生の退学に関する条文の追加及び所要の

改正が行われた。 

 

○「福島県立医科大学総合科学系教員体制等検討

委員会規程」の一部改正について 

（平成２３年８月１日制定・令和３年１０月８日施行） 

  総合科学系教員（教授以外）の選考について、主

任教授等選考管理委員会の審議が不要となった。 

 

○「公立大学法人福島県立医科大学教員の人事等

に関する特例規程」の一部改正について 

（平成１８年４月１日制定・令和３年１０月２１日施

行） 

  保健科学部教員適任者選考規程の制定に伴う文言

の追加が行われた。 

 

○「公立大学法人福島県立医科大学特任教授等の

称号付与規程」の一部改正について 

（平成２０年２月２９日制定・令和３年１０月２１日

施行） 

  特任教授等の定義に、保健科学と総合科学に関す

る教員について追加された。 

 

○「公立大学法人福島県立医科大学大学健康管理

センター教員適任者選考委員会規程」の一部改

正について 

（平成３０年３月１日制定・令和３年１０月２１日施

行） 

  保健科学部開設及び保健科学部教員適任者選考規

程の制定に伴う文言の追加が行われた。 

 

○「福島県立医科大学保健科学部教員適任者選考

規程」の制定について 

（令和３年１０月２１日制定・令和３年１０月２１日

施行） 

  保健科学部の教授、准教授、講師、助教及び助手

の採用及び昇任選考に関し、必要な事項が定められ

た。 

 

○「福島県立医科大学保健科学部教員の海外出張

に関する規程」の制定について 

（令和３年１１月１日制定・令和３年１１月１日施行） 

  保健科学部の専任教員（保健科学部を主たる兼務

先とする総合科学系教員を含む。）が、外国において

学術の研究、調査、発表又は指導等を行うため海外

へ出張する場合の取扱いについて必要な事項が定め

られた。 

 

○「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３年１１月４日施

行） 

  動物実験計画書（様式第１号）の教員個人のメー

ルアドレスの記載が削除された。 

 

○「公立大学法人福島県立医科大学プロジェクト

教員就業規則」の一部改正について 

（平成２０年３月３１日制定・令和３年１１月２４日

施行） 

  プロジェクト教員の採用について「福島県立医科

大学保健科学部教員適任者選考規程」の制定に伴う

改正及び所要の改正が行われた。 

諸規程改正 
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○「公立大学法人福島県立医科大学理事長付特命

教員就業規則」の一部改正について 

（平成２３年３月３０日制定・令和３年１１月２４日

施行） 

  理事長付特命教員の採用について「福島県立医科

大学保健科学部教員適任者選考規程」の制定に伴う

改正及び所要の改正が行われた。 

 

○「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３年１２月１日施行） 

  期末特別手当の支給割合が改定された。 

 

○「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３年１２月１日施行） 

  県での給与改定に準じ、期末手当の支給割合が改

正された。 

 

○「公立大学法人福島県立医科大学准職員給与規

程」の一部改正について 

（令和２年４月１日制定・令和３年１２月１日施行） 

  準用する職員給与規程の期末手当支給割合につい

て、翌年度から適用させるように改正された。 

 

○「公立大学法人福島県立医科大学非常勤職員給

与規程」の一部改正について 

（令和２年４月１日制定・令和３年１２月１日施行） 

  準用する職員給与規程の期末手当支給割合につい

て、翌年度から適用させるように改正された。 

 

○令和４年１月 1日施行の妊娠・出産・育児等と

仕事の両立支援のための措置を踏まえた休暇

制度の改正及び所要の改正について 

  令和４年１月 1 日施行の妊娠・出産・育児等と仕

事の両立支援のための措置を踏まえ、休暇制度の改

正及び所要の改正が次の規程で行われた。 

・公立大学法人福島県立医科大学職員就業規則 

（平成１８年４月１日制定・令和４年１月１日施行） 

・公立大学法人福島県立医科大学准職員就業規則 

（平成１８年４月１日制定・令和４年１月１日施行） 

・公立大学法人福島県立医科大学非常勤職員就業規則 

（平成１８年４月１日制定・令和４年１月１日施行） 

・公立大学法人福島県立医科大学臨床研修医就業規則 

（平成１８年４月１日制定・令和４年１月１日施行） 

・公立大学法人福島県立医科大学病院助手就業規則 

（平成１８年４月１日制定・令和４年１月１日施行） 

・公立大学法人福島県立医科大学専攻医就業規則 

（平成１８年４月１日制定・令和４年１月１日施行） 

・公立大学法人福島県立医科大学研修歯科医就業規則 

（平成１８年４月１日制定・令和４年１月１日施行） 

・公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター鍼

灸研修生就業規則 

（平成２６年４月１日制定・令和４年１月１日施行） 

 

○「公立大学法人福島県立医科大学教員の任期に

関する規程」の一部改正について 

（平成２１年１月１６日制定・令和４年２月１日施行） 

  労働契約法第十八条に規定の通算契約期間に係る

経過措置を踏まえ、通算雇用期間の算入の特例につ

いて追加された。 

 

 

 

 

 

 

■役員会 

 

【令和３年９月２９日 第７回役員会】 

○別科助産学専攻（仮称）に係る助産師学校の

新規指定申請について 

  別科助産学専攻（仮称）の令和５年度開設に向け

て、助産師学校としての新規指定を受けるため文部

科学省に申請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。 

 

○医学部定員の暫定増に伴う学則の一部改正に

ついて 

  地域の医師不足に対応するため実施してきた、医

学部定員の暫定増について、令和４年度についても

認められる見込みであることから、それに伴う学則

の改正を行い、文部科学省へ届出したことについて

報告された。 

役員会・教育研究審議会・

医学部教授会・看護学部教

授会・保健科学部教授会 
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【令和３年１０月２７日 第８回役員会】 

○目的積立金に係る執行上限額について 

  目的積立金に関する申合せに基づき、会津医療セ

ンターに４９０，５１１，１１１円、光が丘共通に

１，３７４，１７４，９８８円を配分することにつ

いて審議が行われ、原案のとおり承認された。 

 

○医学教育分野別評価の認定について 

  医学教育分野別評価が令和３年９月１６日付け

で認定され、認定期間は令和３年１０月１日から令

和１０年９月３０日までの７年間となること等に

ついて報告された。 

 

【令和３年１１月２４日 第９回役員会】 

○福島県立医科大学プロジェクト教員就業規則

等の一部改正について 

  保健科学部教員適任者選考規程が制定されたこ

とから、プロジェクト教員就業規則及び理事長付特

命教員就業規則に規定されている教員の採用に当

たっての資格審査について、保健科学部教員適任者

選考規程の追加等を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年度中間決算について 

  中間決算までの当期総利益は９億１，８００万円

となり、前年度との比較で１０億１，０００万円の

利益増となったこと等について報告された。 

 

【令和３年１２月２２日 第１０回役員会】 

○大学院看護学研究科助産師養成コース（仮称）

「令和５年度入試概要（案）」について 

  令和４年１月に公表を予定している、大学院看護

学研究科助産師養成コース（仮称）「令和５年度入

試概要（案）」について審議が行われ、原案のとお

り承認された。 

 

○施設配置計画検討部会の審議結果について 

  法人経営室及び医療人育成・支援センターからの

申請について、令和３年１２月８日及び１２月２０

日に審議し、原案のとおり承認したことについて報

告された。 

 

【令和４年１月２６日 第１１回役員会】 

○飯舘村との包括的な連携に関する協定の締結

について 

  飯舘村との包括的な連携に関する協定を締結す

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４年度組織及び定員に係る県協議結果に

ついて 

  令和４年度組織及び定員に係る県協議結果につ

いて報告された。 

 

【令和４年２月２２日 第１２回役員会】 

○本学とマウントサイナイ医科大学との学術交

流協定（覚書）の更新について 

  マウントサイナイ医科大学との学術交流協定を

令和４年から３年更新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４年度大学入学者選抜における受験機会

の更なる確保について 

  令和４年度入学者選抜における受験機会の更な

る確保について、文部科学省からの依頼と本学の対

応について報告された。 

 

 

■教育研究審議会 

 

【令和３年９月３日 令和３年度第２回教育研

究審議会】 

○別科助産学専攻（仮称）に係る助産師学校の新

規指定申請について 

  文部科学省に、別科助産学専攻（仮称）に係る助

産師学校の新規指定申請を行うことについて審議

が行われ、原案のとおり承認された。 

 

○別科助産学専攻（仮称）設置に伴う学則の一部

改正（案）等について 

  別科助産学専攻（仮称）の設置に伴う「福島県立

医科大学学則」の一部改正（案）及び「別科学則」

の制定（案）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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○別科助産学専攻（仮称）入学検定料・入学料・

授業料の設定について 

  別科助産学専攻（仮称）に係る入学検定料・入学

料・授業料の設定について審議が行われ、原案のと

おり承認された。 

 

○医学部定員の暫定増に伴う学則の一部改正（案）

について 

  医学部定員の暫定増員に伴う学則の一部改正（案）

について審議が行われ、原案のとおり承認された。 

 

○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設置について、令

和３年８月２７日付けで文部科学大臣から正式に

認可されたことについて報告された。 

 

【令和３年１２月３日 令和３年度第３回教育

研究審議会】 

○大学院医学研究科博士課程の定員増に係る大

学院学則の一部改正と文部科学省への届出に

ついて 

  令和５年度より大学院博士課程の入学定員及び

収容定員を変更することに伴う大学院学則の一部

改正等について審議が行われ、原案のとおり承認さ

れた。 

 

○大学院看護学研究科助産師養成コース（仮称）

「令和５年度入試概要（案）」について 

  大学院看護学研究科助産師養成コース（仮称）「令

和５年度入試概要（案）」について審議が行われ、

原案のとおり承認された。 

 

○第３期中期計画の変更について 

 県から提示があった中期目標の見直し案及び社会

情勢の変化等を踏まえた中期計画変更の方針につ

いて報告された。 

 

○寄附講座の設置・更新について 

  「周産期間葉系幹細胞研究講座」の新設及び「心

臓調律制御医学講座」の更新について報告された。 

 

 

■医学部教授会 

 

【令和３年１０月２０日 定例教授会】 

○臨床手術手技研修等専門委員会委員の推薦に

ついて 

 次のとおり選出され、学長に推薦された。 

八木沼 洋行 教授（神経解剖・発生学講座）、 

和栗 聡 教授（解剖・組織学講座）、 

永福 智志 教授（システム神経科学講座）、 

黒田 直人 教授（法医学講座）、 

室野 重之 准教授（耳鼻咽喉科学講座）、 

木村 隆（外科研修支援担当）、 

二階堂 琢也 准教授（整形外科学講座） 

 

【令和３年１２月１５日 定例教授会】 

○動物実験委員会委員の推薦について 

 次のとおり選出され、学長に推薦された。 

西田 満 教授（生化学講座）、 

浄土 英一 准教授（システム神経科学講座）、 

井上 直和 准教授（細胞科学研究部門）、 

田中 明夫 准教授（人間科学講座）、 

五十嵐 城太郎 准教授（自然科学講座） 

 

 

■看護学部教授会 

 

【令和３年１２月２１日 定例教授会】 

○動物実験委員会委員の推薦について 

 次のとおり選出され、学長に推薦された。 

  太田 昌一郎 教授（生命科学部門） 

 

 

■保健科学部教授会 

 

【令和３年１２月１３日 定例教授会】 

○動物実験委員会委員の推薦について 

 次のとおり選出され、学長に推薦された。 

  有吉 健太郎 准教授（総合科学教育研究センター） 


