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本研究科は医科学、先端応用医学、地域総合医療学
の3コースよりなる統合先進医学専攻として組織され
ています。医科学コースは独創性・創造性に優れ、自立
して活躍できる研究者を、先端応用医学コースでは卓
越した臨床研究能力と先端的で高度な専門的スキル
を備え、高い倫理観と研究マインドを持った臨床医の
養成に努めます。地域総合医療学コースは地域に貢
献できる臨床研究や教育的指導力を備えた総合診療
医・ER救急医・家庭医を養成する目的で、国立大学で
は初めて設置されました。従来の研究主体となる博士
課程とは異なり、地域医療をリードするジェネラリスト
の養成が目的で、この分野に興味があり、将来指導的
立場を目指す人を求めています。
本研究科には親身になって世話をする優秀な教官が多
く、複数の教員による指導体制を整備して、専攻に縛ら
れない柔軟な対応、支援により質の高い教育を受けるこ
とができると確信しています。ライフサイエンス支援セン
ターには動物実験施設や各種の大型機器を設置し、ま
た全学組織である高エネルギー医学研究センターや子
どものこころの発達研究センターとも連携が可能で、充
実した研究生活ができる環境が整っています。
多くの人が本学医学系研究科に入って、大きく育ち、
21世紀のグローバル社会において、国際的にも活躍
できる人材としてはばたかれることを期待しています。

The Graduate School of Medical Science is dedicated 

to Integrated and Advanced Medical Sciences and 

offers three courses: the Life Sciences Course, the 

Advanced Biomedical Sciences Course, and the 

Comprehensive Community Medicine Course. The 

Life Sciences Course is aimed at nurturing original 

and creative researchers who can work independently, 

whereas the Advanced Biomedical Sciences Course 

is focused on producing clinicians with sophisticated 

clinical expertise. The Comprehensive Community 

Medicine Course has been established to produce 

General Physicians, Emergency Physicians, and 

Family Physicians with clinical research abilities and 

educational leadership who can contribute to their 

local communities. Unlike conventional PhD courses 

in which research is the main focus, the aim of this 

course is to train Generalist Physicians who can guide 

the healthcare of local communities. 

The Graduate School of Medical Sciences has a 

system in place whereby a high level of education can 

be provided by our excellent teaching staff. This 

system also creates an excellent environment for 

students to fulfill all of their research needs. 

Our hope is that students who are interested in 

learning will join us at The Graduate School of Medical 

Sciences, a place where we feel that they will flourish 

in our globalized 21st Century society.
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■教育理念・目標
福井大学大学院医学系研究科（博士課程）では、
① 高度な知識を有し、科学的・論理的な思考で高い水準の医学

系研究を遂行・発信できる研究能力を有する医学研究者
② 先端的で高度専門的な臨床技能を提供できる実践能力を

有する臨床医
③ 地域に貢献ができる臨床研究能力や教育的指導力を備えた

質の高い総合診療医・ER救急医・家庭医
の養成を教育理念とし、21世紀の社会で活躍できる優れた人
材、高度専門職業人を育成します。

■特色
福井大学大学院医学系研究科は、研究を通じ人類に対する高
い倫理観と、豊かな人間性の涵養を目指し、医学・生命科学領
域を主とする博士課程、および、看護学領域を主とする修士課
程から構成されています。また、学びやすいように長期履修制度
や昼夜開講制度を設けています。
博士課程では、統合先進医学専攻のもとに「医科学コース」「先
端応用医学コース」「地域総合医療学コース」の3コースを設置
し、創造性に優れ、研究・開発能力を有し、自立して活躍する研究
者、卓越した研究能力と高度な専門的スキルを有する臨床医学
研究者、地域に貢献できる臨床研究や教育的指導力を備えた質
の高い総合的診療医・ER救急医・家庭医を養成します。
① 「医学科コース」では、医学科基礎系教員に加え、高エネルギー

医学研究センター所属教員も参画し、実績や特色を基にした
コースワークを設け、組織的な教育・研究指導を行います。
本コースでは、医科学・生命科学等の専門科目だけでなく、自
立して研究を遂行するために必須な遺伝子操作等の各種実
験手技、情報処理技術、論文作成法などを含む教科内容の
コースワークとします。

② 「先端応用医学コース」では、次の３部門を設け、臨床系教員
を中心に基礎系教員も参画して、体系的な教育・研究指導を
行います。

・ 腫瘍医学部門：放射線医学総合研究所と連携した重粒子線
医学担当教員も加え、分子腫瘍学、腫瘍画像診断学、腫瘍病
理診断学、腫瘍内視鏡診断学、腫瘍外科治療学、腫瘍薬物治
療学、腫瘍放射線治療学等の科目を設定しています。また、
腫瘍の外科治療学、薬物治療学、放射線治療学では、外科手
術や抗腫瘍薬治療、分子標的治療（遺伝子治療含）、合併感染
症対策等の教科内容を横断的に教育するとともに、疼痛緩和
療法などの集学的教科内容をも含んだコースワークとします。

・ 器官再生医学部門：選択科目として成長発達病態学、器官再
生生物医学、神経運動分子生物学、呼吸循環器官再生分子
科学、心血管内分泌代謝医学を設定しています。各組織・臓
器の再建・再生を軸に、成長発達、退行性変性や器官機能喪
失、生体医工学に拠る再建などを加えた特色ある教科内容
のコースワークとします。

・ 病態情報解析医学部門：遺伝学や分子病理学的なミクロの
レベル及び分子イメージングや高次脳機能画像診断学手法、

灌流画像、薬物動態、医学疫学手法等によるマクロのレベル
で、生体病態を新しい角度から解析できうる人材育成を目指
した教科内容のコースワークとします。併せて病態情報解析
に関わる新たな知見の発見、手法の開発を将来担える人材
育成を目指した教科内容のコースワークとします。

③ 「地域総合医療学コース」では、本学の総合診療部、救急部、
地域医療推進講座、地域プライマリケア講座の専門医を始め
臨床系教員を中心に基礎系教員も参画した教育・研究指導を
行います。本コースでは、地域医療における医療技術等の基礎
的知識や教育指導方法などを「地域総合医療学概論」で修得
します。また、他のコース科目において、臓器横断的な知識を
身につけ、患者診療に必要な包括的能力、コミュニケーション
能力、身体診察能力、及び臨床推論の基本的技能を修得しま
す。臨床研究に卓越し、地域医療のできる医師の人材養成を
目的に、疫学倫理や臨床疫学等の統計手法や医学教育手法
を学ぶ教科内容のコースワークとします。

各コースとも質の高い教育・研究指導を実施するため、異なる
コースの複数の教員による教育・研究指導（複数教員指導体
制）を導入し、横断的及び有機的な教育・研究指導を行います。
また、ライフサイエンスイノベーション推進機構（生命科学複合
研究教育センター、トランスレーショナルリサーチ推進セン
ター、ライフサイエンス支援センター）や子どものこころの発達
研究センター所属の教員等も参画し、全コース共通の必須科目
等に特色あるコースワークを設けています。

■求める学生像
理念・目標を達成するために、 博士課程では、
① 医学・生命科学領域において、科学的・論理的な思考で高い

水準の研究の遂行・発信を目指す人
② 各医療分野で優れた臨床研究能力と先端的で高度な臨床技

能を備えた医学研究者を目指す人
③ 研究・教育指導の出来る卓越した総合診療医・ＥＲ救急医・

家庭医を目指す人
を求めています。
■入学者選抜の基本方針
博士課程では、将来、医療ならびに関連分野の中核として活躍
する多くの人材を育成するため、以下のように入学の門戸を広
げています。
① 入学の時期：春季（4月）と秋季（10月）の年2回とし、それに

合わせて入学試験を年2回行っています。
② 出願資格：大学の医学、歯学又は修業年限6年の薬学若しく

は獣医学を履修する課程を卒業した者だけでなく、他学部卒
業者及び短大や専修学校修了者に対しても、教育、研究又は
診療に従事した期間の研究業績を持って、卒業と同等以上
の学力があると審査した者には出願資格を認めています。

③ 学力検査等：筆記試験(英語)と志望する専攻・部門（コース）
についての口頭試問を行い、語学力及び専門的知識を評価し
ます。

■Educational ideals/Goals
At the Graduate School of Medical Sciences, University of 

Fukui, our educational ideals is to cultivate…

① Medical researchers with high level knowledge who can 

scientifically and logically conduct high level medical 

research. 

② Clinical Physicians with the ability to supply advanced 

and high level clinical care.

③ High level General Practitioners, Emergency Physicians 

and Family Physicians who have clinical research ability 

to contribute to communities and the competence of 

educational leadership.

And our goal is developing human resources and highly 

specialized professionals play an active role in the society of 

21st Century.

■Features
The aim of the medical and life science doctoral programs 

and masters nursing programs at the Graduate School of 

Medical Sciences is to cultivate high level ethics and strong 

compassion through research. We also provide long-term 

study programs as well as day and night courses to make 

learning for our students as convenient as possible. 

Our PhD program has 3 courses, Life Sciences course, 

Advanced Biomedical Sciences course, and Comprehensive 

Community Medicine course, each of which is based on 

Integrated and Advanced Medical  Sciences. Our aim is to 

cultivate independent researchers who are highly creative 

and having research and development capability, clinical 

medicine researchers who possess outstanding research 

abilities and specialized skills, General Practitioners, Emergency 

Physicians, and Family Physicians who have clinical research 

ability to contribute to communities and the competence of 

educational leadership.

■The ideal student
To accomplish our policies and goals, we seek the following 

candidates for our doctoral courses…

① Those that use their scientific and logical thinking skills to 

conduct high-level research in the fields of medicine and 

life sciences.

② Those who wish to become clinical researchers and 

possess clinical research ability and advanced and high 

level clinical ability in multiple medical field.

③ Those who wish to become a General Practitioner, 

Emergency Physician, or Family Physician who will also 

conduct research and education. 

■Basic policies for selection of applicants
Our PhD courses welcome applicants whose goal is to 

pursue activities in medicine and related fields in the future

① Enrollment: Spring (April) and Autumn (October). Entrance 

exams are offered twice a year, one for each entrance 

term.

② Qualification of applicants: We will consider applicants 

who have not majored in medicine, dentistry, pharmacy 

or veterinary medicine for 6 years, by their qualifications, 

experience and research history.

③ Examination: We evaluate the applicant’s language ability 

and expert knowledge through the use of an English 

examination and interview and through their knowledge of 

their desired field.

アドミッション・ポリシー Admission policy
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■教育理念・目標
福井大学大学院医学系研究科（博士課程）では、
① 高度な知識を有し、科学的・論理的な思考で高い水準の医学

系研究を遂行・発信できる研究能力を有する医学研究者
② 先端的で高度専門的な臨床技能を提供できる実践能力を

有する臨床医
③ 地域に貢献ができる臨床研究能力や教育的指導力を備えた

質の高い総合診療医・ER救急医・家庭医
の養成を教育理念とし、21世紀の社会で活躍できる優れた人
材、高度専門職業人を育成します。

■特色
福井大学大学院医学系研究科は、研究を通じ人類に対する高
い倫理観と、豊かな人間性の涵養を目指し、医学・生命科学領
域を主とする博士課程、および、看護学領域を主とする修士課
程から構成されています。また、学びやすいように長期履修制度
や昼夜開講制度を設けています。
博士課程では、統合先進医学専攻のもとに「医科学コース」「先
端応用医学コース」「地域総合医療学コース」の3コースを設置
し、創造性に優れ、研究・開発能力を有し、自立して活躍する研究
者、卓越した研究能力と高度な専門的スキルを有する臨床医学
研究者、地域に貢献できる臨床研究や教育的指導力を備えた質
の高い総合的診療医・ER救急医・家庭医を養成します。
① 「医学科コース」では、医学科基礎系教員に加え、高エネルギー

医学研究センター所属教員も参画し、実績や特色を基にした
コースワークを設け、組織的な教育・研究指導を行います。
本コースでは、医科学・生命科学等の専門科目だけでなく、自
立して研究を遂行するために必須な遺伝子操作等の各種実
験手技、情報処理技術、論文作成法などを含む教科内容の
コースワークとします。

② 「先端応用医学コース」では、次の３部門を設け、臨床系教員
を中心に基礎系教員も参画して、体系的な教育・研究指導を
行います。

・ 腫瘍医学部門：放射線医学総合研究所と連携した重粒子線
医学担当教員も加え、分子腫瘍学、腫瘍画像診断学、腫瘍病
理診断学、腫瘍内視鏡診断学、腫瘍外科治療学、腫瘍薬物治
療学、腫瘍放射線治療学等の科目を設定しています。また、
腫瘍の外科治療学、薬物治療学、放射線治療学では、外科手
術や抗腫瘍薬治療、分子標的治療（遺伝子治療含）、合併感染
症対策等の教科内容を横断的に教育するとともに、疼痛緩和
療法などの集学的教科内容をも含んだコースワークとします。

・ 器官再生医学部門：選択科目として成長発達病態学、器官再
生生物医学、神経運動分子生物学、呼吸循環器官再生分子
科学、心血管内分泌代謝医学を設定しています。各組織・臓
器の再建・再生を軸に、成長発達、退行性変性や器官機能喪
失、生体医工学に拠る再建などを加えた特色ある教科内容
のコースワークとします。

・ 病態情報解析医学部門：遺伝学や分子病理学的なミクロの
レベル及び分子イメージングや高次脳機能画像診断学手法、

灌流画像、薬物動態、医学疫学手法等によるマクロのレベル
で、生体病態を新しい角度から解析できうる人材育成を目指
した教科内容のコースワークとします。併せて病態情報解析
に関わる新たな知見の発見、手法の開発を将来担える人材
育成を目指した教科内容のコースワークとします。

③ 「地域総合医療学コース」では、本学の総合診療部、救急部、
地域医療推進講座、地域プライマリケア講座の専門医を始め
臨床系教員を中心に基礎系教員も参画した教育・研究指導を
行います。本コースでは、地域医療における医療技術等の基礎
的知識や教育指導方法などを「地域総合医療学概論」で修得
します。また、他のコース科目において、臓器横断的な知識を
身につけ、患者診療に必要な包括的能力、コミュニケーション
能力、身体診察能力、及び臨床推論の基本的技能を修得しま
す。臨床研究に卓越し、地域医療のできる医師の人材養成を
目的に、疫学倫理や臨床疫学等の統計手法や医学教育手法
を学ぶ教科内容のコースワークとします。

各コースとも質の高い教育・研究指導を実施するため、異なる
コースの複数の教員による教育・研究指導（複数教員指導体
制）を導入し、横断的及び有機的な教育・研究指導を行います。
また、ライフサイエンスイノベーション推進機構（生命科学複合
研究教育センター、トランスレーショナルリサーチ推進セン
ター、ライフサイエンス支援センター）や子どものこころの発達
研究センター所属の教員等も参画し、全コース共通の必須科目
等に特色あるコースワークを設けています。

■求める学生像
理念・目標を達成するために、 博士課程では、
① 医学・生命科学領域において、科学的・論理的な思考で高い

水準の研究の遂行・発信を目指す人
② 各医療分野で優れた臨床研究能力と先端的で高度な臨床技

能を備えた医学研究者を目指す人
③ 研究・教育指導の出来る卓越した総合診療医・ＥＲ救急医・

家庭医を目指す人
を求めています。
■入学者選抜の基本方針
博士課程では、将来、医療ならびに関連分野の中核として活躍
する多くの人材を育成するため、以下のように入学の門戸を広
げています。
① 入学の時期：春季（4月）と秋季（10月）の年2回とし、それに

合わせて入学試験を年2回行っています。
② 出願資格：大学の医学、歯学又は修業年限6年の薬学若しく

は獣医学を履修する課程を卒業した者だけでなく、他学部卒
業者及び短大や専修学校修了者に対しても、教育、研究又は
診療に従事した期間の研究業績を持って、卒業と同等以上
の学力があると審査した者には出願資格を認めています。

③ 学力検査等：筆記試験(英語)と志望する専攻・部門（コース）
についての口頭試問を行い、語学力及び専門的知識を評価し
ます。

■Educational ideals/Goals
At the Graduate School of Medical Sciences, University of 

Fukui, our educational ideals is to cultivate…

① Medical researchers with high level knowledge who can 

scientifically and logically conduct high level medical 

research. 

② Clinical Physicians with the ability to supply advanced 

and high level clinical care.

③ High level General Practitioners, Emergency Physicians 

and Family Physicians who have clinical research ability 

to contribute to communities and the competence of 

educational leadership.

And our goal is developing human resources and highly 

specialized professionals play an active role in the society of 

21st Century.

■Features
The aim of the medical and life science doctoral programs 

and masters nursing programs at the Graduate School of 

Medical Sciences is to cultivate high level ethics and strong 

compassion through research. We also provide long-term 

study programs as well as day and night courses to make 

learning for our students as convenient as possible. 

Our PhD program has 3 courses, Life Sciences course, 

Advanced Biomedical Sciences course, and Comprehensive 

Community Medicine course, each of which is based on 

Integrated and Advanced Medical  Sciences. Our aim is to 

cultivate independent researchers who are highly creative 

and having research and development capability, clinical 

medicine researchers who possess outstanding research 

abilities and specialized skills, General Practitioners, Emergency 

Physicians, and Family Physicians who have clinical research 

ability to contribute to communities and the competence of 

educational leadership.

■The ideal student
To accomplish our policies and goals, we seek the following 

candidates for our doctoral courses…

① Those that use their scientific and logical thinking skills to 

conduct high-level research in the fields of medicine and 

life sciences.

② Those who wish to become clinical researchers and 

possess clinical research ability and advanced and high 

level clinical ability in multiple medical field.

③ Those who wish to become a General Practitioner, 

Emergency Physician, or Family Physician who will also 

conduct research and education. 

■Basic policies for selection of applicants
Our PhD courses welcome applicants whose goal is to 

pursue activities in medicine and related fields in the future

① Enrollment: Spring (April) and Autumn (October). Entrance 

exams are offered twice a year, one for each entrance 

term.

② Qualification of applicants: We will consider applicants 

who have not majored in medicine, dentistry, pharmacy 

or veterinary medicine for 6 years, by their qualifications, 

experience and research history.

③ Examination: We evaluate the applicant’s language ability 

and expert knowledge through the use of an English 

examination and interview and through their knowledge of 

their desired field.

アドミッション・ポリシー Admission policy
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医科学および生命科学領域において、高度な知識および科

学的・論理的思考に基づき、独創性・創造性に優れた研究を

遂行し、国際的にも活躍できる自立した研究者、各診療分野

で優れた臨床研究能力と先端的で高度な医療技能を備え、

高い倫理観と研究マインドを持った臨床医および地域に貢

献できる臨床研究や教育的指導力を備えた質の高い総合診

療医・ＥＲ救急医・家庭医を養成することを目的としている。

これらの目的を達成するため、「統合先進医学専攻」のもと、

基礎医学領域を中心とする医科学コース、臨床医学領域を

中心に各診療分野で優れた臨床研究能力と先端的で高度な

医療技能を修得する先端応用医学コースと地域医療におけ

る臨床研究や教育的指導ができる医療技能を修得する地域

総合医療学コースを設け、大学院担当教員による複数教員

指導体制により体系的に教育・研究指導を行う。

Our aim is cultivation,

1. Independent researchers who conduct original and creative 

research in the medical science and life science fields based on 

scientific and logical thinking and high level knowledge. 2. 

Clinical Physicians with high ethical standards who are focused 

on research and possess clinical research abilities and 

advanced, high-leveled medical skills 3. General Practitioners, 

Emergency Physicians, and Family Physicians who have clinical 

research ability to contribute to communities and the 

competence of educational leadership. To achieve this goal we 

have created three courses under the major of integrated 

advanced medical sciences. 1. The Life Sciences Course which 

is focused on the basic medical field, 2. The Advanced 

Biomedical Sciences Course, which focuses on clinical medicine 

in order to obtain clinical research abilities and advanced 

high-leveled medical techniques, and 3. The Comprehensive 

Community Medicine Course is where students can receive the 

medical skills necessary for clinical research and educational 

guidance in the field of community medicine. Moreover, graduate 

school students can receive research guidance from multiple 

research advisers.

カリキュラム・ポリシー Curriculum Policy 統合先進医学専攻の組織構成 Organization Structure of Integrated Advanced Medical Sciences

履修プロセス

医科学コース

分子生命医科学
Molecular Medical-Sciences 

高次生命医科学
Highly Developed Biological 
Systems of Human 

生体情報医科学
Bio-signaling in Biomedical  
Sciences 

感染防御医科学
Medical Microbiology 

機能画像医学
Medical Functional Imaging

腫瘍医学部門
Oncology 

総合診療学・ER救急学・
家庭医学等の地域医療に関連する
臨床分野を中心とした専門科目

Life Sciences Course

先端応用医学コース
Advanced Biomedical 
Sciences Course

地域総合医療学コース
Comprehensive Community 
Medicine Course

各専攻の目的に照らして、大学院生が修得すべき学習成果

の達成を学位授与の方針とする。具体的には、

① ４年以上在学し、共通科目１８単位、選択科目（コース・領

域専門科目等）１２単位以上を修得し、国際的に活躍でき

る研究能力や、先端的で高度専門的な臨床研究を遂行で

きる高度医療に関する能力、もしくは地域に貢献できる質

の高い総合医療に関する能力が十分培われていること。

② 査読のある、国際的に評価の定まっている欧文の学術誌

もしくはそれと同等の学術的価値を有する学術誌に筆頭

著者として原著論文を公表し、研究の着想、計画、実施、

論文執筆等における自発性が十分に発揮されたかを判断

する、学位審査に合格すること。

③ ただし、評価の高い国際的学術誌に論文発表し、上述の

研究能力や高度医療に関する能力が十分に確立されてい

ることが確認された場合は、３年次修了以降、学位審査に

より早期に学位授与することができること。

The requirement for graduation is for each graduate student to 

learn the required syllabus of their chosen course.. More specifically, 

①To be enrolled at the school for at least 4 years, and complete 

a General requirements (18 credits), Elective courses (more 

than 12 credits from course and division subjects etc.), 

establish research abilities that can be recognized 

internationally, the ability to conduct highly advanced clinical 

research in terms of highly advanced medical treatment, or, 

the retain the abilities related to high quality general medicine 

which contributes to their local community. 

②The student shall author an academic thesis and it shall be 

submitted to a peer reviewed international scientific journal of 

repute or submitted to a similar journal that has the equivalent 

academic worth as indicated above. Students must also pass 

a thesis evaluation, which will evaluate the idea, plan, 

implementation, and the level of the author’s ability to think and 

react quickly 

③ If a student has submitted their academic thesis to a highly 

reputed international scientific journal and the quality of the 

thesis has been deemed acceptable as indicated above, the 

student will have the chance to take the thesis evaluation at the 

completion of their 3rd year, therefore making it possible to earn 

their PhD degree early.

ディプロマ・ポリシー Diploma Policy

Learning Process

生殖・周産期・腫瘍医学
Reproductive and Perinatal Medicine 

腫瘍制御医学
Ontological Medicine 

重粒子線治療医学
Heavy Ion Treatment 

器官再生医学部門
Regenerative Medicine 

成長発達病態学
Human Growth and Development 

器官病態解析・制御医学
Pathophysiological Analysis and 
Regulation 

病態情報解析医学部門
Medical Information of Pathophysiology 

病態情報・画像医学
Medical Imaging for 
Pathopysiological Information 

医科学コース
Life Sciences Course

年次
Grade

1～３

2～３

3～4

先端応用医学コース
Advanced Biomedical
Sciences Course       

地域総合医療学コース
Comprehensive Community 
Medicine Course                 

共通必須科目18単位（医科学基礎総論・医科学特論・先端応用医学概論・実験基礎演習）
Common Subjects 18 credits are required 
(Introduction to Medical Sciences, Special Topics in Medical Sciences, Outlines of Advanced Biomedical Sciences, Basic methods for biomedical science)

コース科目（６単位以上）
Course Subjects（More than 6 credits)

分野専門科目（６単位以上）
　Specialized Subjects（More than 6 credits)

選択必須科目２単位
（地域総合医療学概論） 
Elective Subject 2 credits 
 (Special Topic on Comprehensive 
  Community Medicine ) 

Special subjects that is focus on 
clinical fields which are concerned 
with Community Medicine such as 
Community and General Medicine, 
Emergency Medicine and Family 
Medicine.
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医科学および生命科学領域において、高度な知識および科

学的・論理的思考に基づき、独創性・創造性に優れた研究を

遂行し、国際的にも活躍できる自立した研究者、各診療分野

で優れた臨床研究能力と先端的で高度な医療技能を備え、

高い倫理観と研究マインドを持った臨床医および地域に貢

献できる臨床研究や教育的指導力を備えた質の高い総合診

療医・ＥＲ救急医・家庭医を養成することを目的としている。

これらの目的を達成するため、「統合先進医学専攻」のもと、

基礎医学領域を中心とする医科学コース、臨床医学領域を

中心に各診療分野で優れた臨床研究能力と先端的で高度な

医療技能を修得する先端応用医学コースと地域医療におけ

る臨床研究や教育的指導ができる医療技能を修得する地域

総合医療学コースを設け、大学院担当教員による複数教員

指導体制により体系的に教育・研究指導を行う。

Our aim is cultivation,

1. Independent researchers who conduct original and creative 

research in the medical science and life science fields based on 

scientific and logical thinking and high level knowledge. 2. 

Clinical Physicians with high ethical standards who are focused 

on research and possess clinical research abilities and 

advanced, high-leveled medical skills 3. General Practitioners, 

Emergency Physicians, and Family Physicians who have clinical 

research ability to contribute to communities and the 

competence of educational leadership. To achieve this goal we 

have created three courses under the major of integrated 

advanced medical sciences. 1. The Life Sciences Course which 

is focused on the basic medical field, 2. The Advanced 

Biomedical Sciences Course, which focuses on clinical medicine 

in order to obtain clinical research abilities and advanced 

high-leveled medical techniques, and 3. The Comprehensive 

Community Medicine Course is where students can receive the 

medical skills necessary for clinical research and educational 

guidance in the field of community medicine. Moreover, graduate 

school students can receive research guidance from multiple 

research advisers.

カリキュラム・ポリシー Curriculum Policy 統合先進医学専攻の組織構成 Organization Structure of Integrated Advanced Medical Sciences

履修プロセス

医科学コース

分子生命医科学
Molecular Medical-Sciences 

高次生命医科学
Highly Developed Biological 
Systems of Human 

生体情報医科学
Bio-signaling in Biomedical  
Sciences 

感染防御医科学
Medical Microbiology 

機能画像医学
Medical Functional Imaging

腫瘍医学部門
Oncology 

総合診療学・ER救急学・
家庭医学等の地域医療に関連する
臨床分野を中心とした専門科目

Life Sciences Course

先端応用医学コース
Advanced Biomedical 
Sciences Course

地域総合医療学コース
Comprehensive Community 
Medicine Course

各専攻の目的に照らして、大学院生が修得すべき学習成果

の達成を学位授与の方針とする。具体的には、

① ４年以上在学し、共通科目１８単位、選択科目（コース・領
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学生と教員の特別対談 Special Interview of Faculty and Student

日常的に湧き上がる臨床の疑問を検証する「臨床研究」、
現役の臨床医だからこそ有意義な結果が導き出せる
Clinical Research to Investigate the Questions that Come Up during Everyday Clinical Work,
for the Type of Meaningful Results That Could Only Come from an Active Clinician

臨床研究の手法を身に付け、地域医療のリーダーとなる人材を育成する「地域総合医療学コース」。
現役の医師として働きながら同コースで学ぶ田中徳治さんと指導教員である林寛之先生に、臨床研究の
意義や目指すべき医師像などについてお話いただきました。
The Comprehensive Community Medicine Course equips students with the techniques of clinical 
research, and trains them to become leaders in community medicine. Dr. Tokuharu Tanaka, a student 
in this course who also currently works as a doctor, and his advisor, Professor Hiroyuki Hayashi, 
talked about the importance of clinical research, their goals as doctors, and more.

林　地域総合医療学コースの目的のひとつが、地域医療のリー

ダーとなる人を育てることです。そう考えると、田中先生のよ

うに現役の医師として地域で働きながら大学院へ通うことは

意義が大きいと思います。田中先生は、なぜ大学院へ進学しよ

うと思ったのですか。

田中　私が卒業した自治医科大学には義務年限という制度が

あり、9年間は出身都道府県でへき地医療を含め、指定された

公的医療機関に勤務します。義務年限を終えるにあたり、自

身が実践してきた地域医療や総合診療を形に残し次のステッ

プにつなげたいと思いました。そんな時、恩師から福井大学

大学院に地域医療に関するコースが設立されたと聞き、入学

を決めました。医師として働く上で感じる臨床上のさまざま

な疑問を研究したいという考えもありました。

林　臨床にまじめに取り組んでいると、日々さまざまな疑問が

出てきますよね。教科書通りじゃないと思うこともたくさん

あります。本コースでは、臨床現場で日常的に湧き上がる疑問

を検証する臨床研究に取り組みます。マウスなど動物を使う

基礎研究では室温など環境を揃えた上で実験に取り組みますが、

臨床研究はそうはいきません。患者さんたちは食べるもの、暮

らし方、性格などすべてが人それぞれですから。そんな環境の

違いがあるのに、同じ病気になったからといって同じ経緯をた

どるとは限らない。臨床医はそこにもっと目を向ける必要が

あります。日本ではどちらかというと基礎研究の分野は進ん

でいますが、臨床研究は遅れています。

田中　臨床研究に必要な医療統計の手法は学内外の先生たち

に指導していただいています。有効な研究結果を出すためには、

データの集め方も重要だと学びました。中にはシアトルに勤

務されている先生もいらっしゃるのですが、メールで質問をす

ると、数分後に返信があることもあり、指導への熱意を感じます。

ありがたいですね。

林　臨床研究の難しさは、あまり大風呂敷を広げすぎると収集

がつかなくなってしまうところです。まずは限られた範囲でデー

Hayashi: One goal of the Comprehensive Community Medicine 
Course is to train students to become leaders in community med-
icine, so I think it means a lot to have someone like you taking this 
course while simultaneously working as a community doctor. 
What made you decide to enroll at this graduate school, Dr. Tanaka?
Tanaka: I graduated from Jichi Medical University, which has a 
“compulsory term” system, so I worked at designated public 
medical institutions for nine years, including time spent providing 
medical care in remote rural areas of my home prefecture. As this 
compulsory term ended, I felt that I wanted to make sure that the 
community medicine and comprehensive medical care that I had 
practiced could take some more tangible form, before moving to 
my next step. Around then, I heard from a former teacher of mine 
that there was a new course at the University of Fukui Graduate 
School of Medical Sciences focused on community medicine, so 
that settled it — I decided to enroll. I wanted to research the var-
ious questions that come up in the course of my clinical work as 
a doctor.
Hayashi: You really do run into all sorts of questions on a daily 
basis once you start to do clinical work in earnest; there’s a lot 
that isn’t how you expected based on the textbooks. Our course 
focuses on clinical research, to investigate the questions that come 
up during everyday clinical work. As students, we did our basic 
research on animals like mice, in carefully controlled room-tem-
perature lab environments, but clinical research is nothing like 
that. So much varies from patient to patient: what they eat, what 
their lifestyles are like, their personalities, and so much else. Just 
because two patients have the same issues doesn’t necessarily 
mean that the details are going to be the same — they each have 
different environments and other factors. Clinicians need to be 
more aware of their patients’ situations. Japan may be advanced 
in the fi eld of basic research, but if anything, the country lags 
behind when it comes to clinical research.
Tanaka: The teachers, both from on-campus and off, have taught 
me medical statistics techniques that are necessary for clinical 
research. One thing I’ve learned is that the way you collect data 
is also very important if you want to produce effective research 
results. I’m really grateful to have teachers who are so passion-
ately dedicated to teaching — one of the teachers is working in 
Seattle, and when I send emails with questions, I’ve gotten 
responses back as soon as just a few minutes later.

教授　林  寛之　　大学院生　田中 徳治
Professor Hiroyuki Hayashi, and Graduate School Student Tokuharu Tanaka

Dr. Hayashi has been a professor in the Division of Emergency Medicine 
and General Medicine at University of Fukui Hospital since 2011. He is a 
graduate of Jichi Medical University. He is licensed by the Medical Council 
of Canada. Before his current position, he worked at several community 
hospitals, clinics, and tertiary hospitals in Fukui.

After graduating from Jichi Medical University, Dr. Tanaka worked in com-
munity medicine in Fukui. In 2015, he joined the Department of Internal Med-
icine at Sugita Genpaku Memorial Obama Municipal Hospital, and now 
serves as the Head of Internal Medicine. He also enrolled in the Comprehen-
sive Community Medicine Course at the University of Fukui Graduate School 
in 2015, and is currently in the fourth year of his doctoral program. He is 
licensed by the Japanese Society of Internal Medicine, and works as a fam-
ily medicine specialist certifi ed by the Japan Primary Care Association.

福井大学医学部附属病院総合診療部教授。自治
医科大学卒業。日本救急医学会指導医。日本プラ
イマリ・ケア連合学会指導医。カナダトロント総
合病院救急部で臨床研修後、福井県内地域医療
に従事、福井県立病院を経て、2011年より現職。

自治医科大学卒業後、福井県内地域医療に従事。
2015年より杉田玄白記念公立小浜病院一般内
科に所属、内科医長。同年より福井大学大学院地
域総合医療学コースに所属し、現在博士課程4年
次生。日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専
門医。

林　寛之 Hiroyuki Hayashi 田中 徳治 Tokuharu Tanaka
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タを採集し、着実に結果を出していく。そんな小さな進歩の積

み重ねで、真実にたどりつけるのだと思います。

田中　私はこれまでずっと地域医療に携わり、高齢者の患者さ

んを診ることが多かったので、高齢者の皆さんが長く、元気に

生きるためにどんなことに取り組めばいいのか、何に配慮した

らいいのかを研究しています。まずは人工透析をしている患

者さんに絞ってデータを採集し、自分の力で歩ける機能を維持

するために必要な指標を導き出しました。これまで使われて

きた計算式より簡単な方法で指標が出せるようになり、臨床現

場で栄養指導をする際に役立っています。今後は透析患者さ

んから対象を広げ、研究を発展させたいと考えています。

林　臨床研究は臨床の現場を知っている人しかできません。

医師として患者さんと接しながら、並行して研究することに意

義があります。臨床研究の手法を身に付けた人材が増え、地域

医療の現場で周りの医療従事者にそのスキルを伝えることが

できれば、地域全体の医療の質は上がるはずです。研修医たち

は大学病院だけでなく、地域の市中病院でも働いており、将来

的に専門的な研究をしてプレゼンテーションしなくちゃいけ

ない。その際に、田中先生のような臨床研究をした人に指導し

てもらうことはメリットが大きいと思います。田中先生は医

師としての仕事と研究を両立できていますか。

田中　大学院での学びは生活の一部といった感じで、大変では

ありますが苦痛や負担は感じていません。臨床研究という新

しい世界へ飛び込んだ面白さのほうが大きいですね。

林　どんな環境でも前向きに取り組める姿勢は田中先生の良

いところだと思いますよ。へき地診療では、検査機器などが限

られた状況で幅広い年齢層、さまざまな病状の患者さんを診な

くてはいけません。その状況を新しい分野を学べるチャンス

と捉える考え方が必要だと思います。

田中　医師に求められるニーズは現場によって違うと思います。

地域医療では総合医として幅広い知識を身に付け、いろいろな患

者さんを診なくてはいけない。現場ごとに新しいことを学び、柔軟

に対応することで自分の存在意義が認められるとうれしいですね。

林　今、日本にはジェネラリストとなる総合医が不足していて、

国が増やそうとしています。もちろん、高度医療を提供する専

門医も大事ですが、守備範囲が広く、地域医療のフロントライ

ンで活躍できる総合医を育成しなくてはいけない。患者さん

が抱えるさまざまな背景に目を向けられるマクロの視点が地

域医療の総合医には求められます。そういったスキルを育成

できるという点でも、このコースには意義があります。田中先

生はこれから、ここでの学びをどう生かしていきたいですか。

田中　臨床研究の論文を発表し、結果を出したからといってそ

れがゴールではありません。大学院で臨床研究の手法と人脈を

手に入れたので、それを生かしてこれからも臨床研究を続けて

いきたいと思っています。若手の医師たちに臨床研究の手法を

伝え、地域医療に貢献していきたいです。現在、英語の勉強にも

力を入れており、海外の医療現場で働くことにも興味があります。

林　総合診療は範囲が広いのでゴールがありません。だから飽

きないし、面白い。医師として新しい知識をずっとキャッチアッ

プし、信頼性があるかどうかを見定めなくていけません。その

ためには生涯勉強ですね。また、患者さんにはそれぞれ価値観

があり、受けたい医療も違います。命を伸ばすという観点だけ

でなく、人生における優先順位に目を向けないとその人が本当

に求める医療は提供できないと思います。本当に必要なのは患

者さんの「幸せ」をテーマにした臨床研究です。そのためには

医療スタッフだけでなく、例えば宗教家など多職種が連携した

研究が必要だと考えています。そんなつながりを築いて研究を

進めることも本コースの課題です。実現できれば医療の質はもっ

と上がるし、患者さんの満足度も上がるでしょう。

田中　大学院への進学は敷居が高いと思っている人が多いか

もしれません。私もそうでしたが、入学してみると未知の分野

について学べ、スキルアップを実感する毎日です。優秀な先生

たちが知恵を惜しみなく提供してくださるのも心強いです。

林　大学院は自主性が求められ、好奇心旺盛で自分でテーマを

見つけられる人にとって非常に恵まれた環境です。次世代の

地域医療のリーダーとなる人材の入学に期待しています。

Hayashi: Part of what makes clinical research so diffi cult is that, 
if you bite off more than you can chew, you can wind up unable to 
bring it all together. Instead, you should narrow your focus and 
collect data on a smaller scale, and work steadily toward produc-
ing results. I think that you make your way to the underlying truth 
gradually, one small step at a time.
Tanaka: I’ve worked in community medicine for a long time now, 
and I’ve worked with many elderly patients, so I’ve researched 
what we should do and what we should pay attention to in order 
to help senior citizens live long, healthy lives. The fi rst thing I did 
was to narrow down my focus to patients who are on dialysis, and 
collect data on them. Then, I determined the indicators necessary 
for patients to maintain the ability to walk on their own. These 
were simpler than the formula I used to use for calculations, and 
have proven useful when giving nutritional guidance in my clinical 
work. I hope to be able to continue my research in the future, 
expanding beyond dialysis patients.
Hayashi: Only people familiar with actual clinical environments 
can do clinical research. The great thing about clinical research 
is that you’re involved in research while also working to connect 
with patients as their doctor. If more people learn the techniques 
of clinical research, and if they can share their skills with other 
medical professionals as they practice community medicine, 
then this should lead to higher-quality medical care for the com-
munity as a whole. Trainee doctors don’t just work at university 
hospitals — they also work at community municipal hospitals, 
and they have to give presentations on specialized research they 
intend to do. I think there are major advantages to having doctors 
like you, who have experience with clinical research, available to 
provide them with guidance along the way. How do you balance 
your work as a doctor with your research?

Tanaka: It’s like how my graduate school studies just became a 
part of my life — it can be tough at times, but I don’t feel like it’s 
too much to handle. If anything, I fi nd myself excited about jump-
ing into this whole new world of clinical research.
Hayashi: I admire your ability to look at the bright side of any sit-
uation as you do your work, Dr. Tanaka! When providing medical 
care in remote rural areas, you have to take care of patients of all 
ages, who are dealing with all sorts of conditions, and all with 
limited access to things like testing equipment; I feel like you 
really do have to think of it as an opportunity to study a new fi eld.
Tanaka: I think that what a community needs from a doctor will 
vary from place to place. For community medicine, you need 

broad knowledge as a family doctor, 
and you have to work with all sorts of 
patients. You learn new things in 
each place, and having the fl exibility 
to rise to these challenges provides 
the satisfaction of knowing you’re 
doing work that makes a difference.
Hayashi:  Japan is currently facing a 
shortage of generalists who can pro-
vide comprehensive medical care, 
so there are national efforts to increase 
their numbers. Specialists who can 
offer high-level specialized medical 
care are important, too, of course, 
but there’s a lot of ground to cover, 

so Japan needs to train more of the family doctors who work on 
the front lines of community medicine. Family doctors working in 
community medicine need to take a much broader point of view, 
taking patients’ various backgrounds into account. In that sense, 
then, I think this course helps students develop that sort of per-
spective. How do you think you’ll use what you’ve studied here, 
Dr. Tanaka?
Tanaka: I may have published clinical research, but I don’t think 
of those sorts of results as some kind of fi nish line. I’ve learned 
clinical research techniques and developed personal connec-
tions at this graduate school, and I want to take advantage of 
these as I continue my clinical research. I hope to contribute to 
community medicine by teaching these clinical research tech-
niques to younger doctors. Right now, I’m focused on studying 
English, too, because I’m also interested in working in medical 
care overseas.
Hayashi: Comprehensive medical care is a broad fi eld, and 
there’s no fi nish line — that’s what keeps it fresh and interesting 
for me. I’m always catching up on the latest information as a doc-
tor, and it’s important to be able to tell whether it’s credible or not. 
That’s why I feel like I’m never done learning. Patients, too, each 
have their own set of values, and they want different types of 
medical care. It’s not enough to simply try to prolong patients’ 
lives; I think that if you don’t keep an eye on what patients priori-
tize in their lives, then you won’t be able to provide the type of 
medical care that people truly want. What is truly necessary is 
clinical research on the theme of patient happiness, and I sus-
pect that it will involve more than just medical staff — I think that 
it’ll be necessary to do research with people who work in all sorts 
of occupations, like people of religion. One of the goals of this 
course is to build these kinds of connections through our 
research, which I believe will allow us to not only further increase 
the quality of medical care, but also improve patient satisfaction.
Tanaka: I think that a lot of people might feel hesitant about going 
to graduate school. I used to be the same way, but since I’ve 
enrolled, I’ve been able to study a whole new fi eld, and I can feel 
my skills improving every day. It’s reassuring to have such excel-
lent teachers who are so generous with their knowledge.
Hayashi: Graduate school students need to be autonomous, so 
graduate school is a wonderful place for people who are full of 
curiosity and able to fi nd their own themes to focus on for their 
studies. I look forward to seeing people enroll who will go on to 
become the community medicine leaders of the next generation.
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タを採集し、着実に結果を出していく。そんな小さな進歩の積

み重ねで、真実にたどりつけるのだと思います。

田中　私はこれまでずっと地域医療に携わり、高齢者の患者さ

んを診ることが多かったので、高齢者の皆さんが長く、元気に

生きるためにどんなことに取り組めばいいのか、何に配慮した

らいいのかを研究しています。まずは人工透析をしている患

者さんに絞ってデータを採集し、自分の力で歩ける機能を維持

するために必要な指標を導き出しました。これまで使われて

きた計算式より簡単な方法で指標が出せるようになり、臨床現

場で栄養指導をする際に役立っています。今後は透析患者さ

んから対象を広げ、研究を発展させたいと考えています。

林　臨床研究は臨床の現場を知っている人しかできません。

医師として患者さんと接しながら、並行して研究することに意

義があります。臨床研究の手法を身に付けた人材が増え、地域

医療の現場で周りの医療従事者にそのスキルを伝えることが

できれば、地域全体の医療の質は上がるはずです。研修医たち

は大学病院だけでなく、地域の市中病院でも働いており、将来

的に専門的な研究をしてプレゼンテーションしなくちゃいけ

ない。その際に、田中先生のような臨床研究をした人に指導し

てもらうことはメリットが大きいと思います。田中先生は医

師としての仕事と研究を両立できていますか。

田中　大学院での学びは生活の一部といった感じで、大変では

ありますが苦痛や負担は感じていません。臨床研究という新

しい世界へ飛び込んだ面白さのほうが大きいですね。

林　どんな環境でも前向きに取り組める姿勢は田中先生の良

いところだと思いますよ。へき地診療では、検査機器などが限

られた状況で幅広い年齢層、さまざまな病状の患者さんを診な

くてはいけません。その状況を新しい分野を学べるチャンス

と捉える考え方が必要だと思います。

田中　医師に求められるニーズは現場によって違うと思います。

地域医療では総合医として幅広い知識を身に付け、いろいろな患

者さんを診なくてはいけない。現場ごとに新しいことを学び、柔軟

に対応することで自分の存在意義が認められるとうれしいですね。

林　今、日本にはジェネラリストとなる総合医が不足していて、

国が増やそうとしています。もちろん、高度医療を提供する専

門医も大事ですが、守備範囲が広く、地域医療のフロントライ

ンで活躍できる総合医を育成しなくてはいけない。患者さん

が抱えるさまざまな背景に目を向けられるマクロの視点が地

域医療の総合医には求められます。そういったスキルを育成

できるという点でも、このコースには意義があります。田中先

生はこれから、ここでの学びをどう生かしていきたいですか。

田中　臨床研究の論文を発表し、結果を出したからといってそ

れがゴールではありません。大学院で臨床研究の手法と人脈を

手に入れたので、それを生かしてこれからも臨床研究を続けて

いきたいと思っています。若手の医師たちに臨床研究の手法を

伝え、地域医療に貢献していきたいです。現在、英語の勉強にも

力を入れており、海外の医療現場で働くことにも興味があります。

林　総合診療は範囲が広いのでゴールがありません。だから飽

きないし、面白い。医師として新しい知識をずっとキャッチアッ

プし、信頼性があるかどうかを見定めなくていけません。その

ためには生涯勉強ですね。また、患者さんにはそれぞれ価値観

があり、受けたい医療も違います。命を伸ばすという観点だけ

でなく、人生における優先順位に目を向けないとその人が本当

に求める医療は提供できないと思います。本当に必要なのは患

者さんの「幸せ」をテーマにした臨床研究です。そのためには

医療スタッフだけでなく、例えば宗教家など多職種が連携した

研究が必要だと考えています。そんなつながりを築いて研究を

進めることも本コースの課題です。実現できれば医療の質はもっ

と上がるし、患者さんの満足度も上がるでしょう。

田中　大学院への進学は敷居が高いと思っている人が多いか

もしれません。私もそうでしたが、入学してみると未知の分野

について学べ、スキルアップを実感する毎日です。優秀な先生

たちが知恵を惜しみなく提供してくださるのも心強いです。

林　大学院は自主性が求められ、好奇心旺盛で自分でテーマを

見つけられる人にとって非常に恵まれた環境です。次世代の

地域医療のリーダーとなる人材の入学に期待しています。

Hayashi: Part of what makes clinical research so diffi cult is that, 
if you bite off more than you can chew, you can wind up unable to 
bring it all together. Instead, you should narrow your focus and 
collect data on a smaller scale, and work steadily toward produc-
ing results. I think that you make your way to the underlying truth 
gradually, one small step at a time.
Tanaka: I’ve worked in community medicine for a long time now, 
and I’ve worked with many elderly patients, so I’ve researched 
what we should do and what we should pay attention to in order 
to help senior citizens live long, healthy lives. The fi rst thing I did 
was to narrow down my focus to patients who are on dialysis, and 
collect data on them. Then, I determined the indicators necessary 
for patients to maintain the ability to walk on their own. These 
were simpler than the formula I used to use for calculations, and 
have proven useful when giving nutritional guidance in my clinical 
work. I hope to be able to continue my research in the future, 
expanding beyond dialysis patients.
Hayashi: Only people familiar with actual clinical environments 
can do clinical research. The great thing about clinical research 
is that you’re involved in research while also working to connect 
with patients as their doctor. If more people learn the techniques 
of clinical research, and if they can share their skills with other 
medical professionals as they practice community medicine, 
then this should lead to higher-quality medical care for the com-
munity as a whole. Trainee doctors don’t just work at university 
hospitals — they also work at community municipal hospitals, 
and they have to give presentations on specialized research they 
intend to do. I think there are major advantages to having doctors 
like you, who have experience with clinical research, available to 
provide them with guidance along the way. How do you balance 
your work as a doctor with your research?

Tanaka: It’s like how my graduate school studies just became a 
part of my life — it can be tough at times, but I don’t feel like it’s 
too much to handle. If anything, I fi nd myself excited about jump-
ing into this whole new world of clinical research.
Hayashi: I admire your ability to look at the bright side of any sit-
uation as you do your work, Dr. Tanaka! When providing medical 
care in remote rural areas, you have to take care of patients of all 
ages, who are dealing with all sorts of conditions, and all with 
limited access to things like testing equipment; I feel like you 
really do have to think of it as an opportunity to study a new fi eld.
Tanaka: I think that what a community needs from a doctor will 
vary from place to place. For community medicine, you need 

broad knowledge as a family doctor, 
and you have to work with all sorts of 
patients. You learn new things in 
each place, and having the fl exibility 
to rise to these challenges provides 
the satisfaction of knowing you’re 
doing work that makes a difference.
Hayashi:  Japan is currently facing a 
shortage of generalists who can pro-
vide comprehensive medical care, 
so there are national efforts to increase 
their numbers. Specialists who can 
offer high-level specialized medical 
care are important, too, of course, 
but there’s a lot of ground to cover, 

so Japan needs to train more of the family doctors who work on 
the front lines of community medicine. Family doctors working in 
community medicine need to take a much broader point of view, 
taking patients’ various backgrounds into account. In that sense, 
then, I think this course helps students develop that sort of per-
spective. How do you think you’ll use what you’ve studied here, 
Dr. Tanaka?
Tanaka: I may have published clinical research, but I don’t think 
of those sorts of results as some kind of fi nish line. I’ve learned 
clinical research techniques and developed personal connec-
tions at this graduate school, and I want to take advantage of 
these as I continue my clinical research. I hope to contribute to 
community medicine by teaching these clinical research tech-
niques to younger doctors. Right now, I’m focused on studying 
English, too, because I’m also interested in working in medical 
care overseas.
Hayashi: Comprehensive medical care is a broad fi eld, and 
there’s no fi nish line — that’s what keeps it fresh and interesting 
for me. I’m always catching up on the latest information as a doc-
tor, and it’s important to be able to tell whether it’s credible or not. 
That’s why I feel like I’m never done learning. Patients, too, each 
have their own set of values, and they want different types of 
medical care. It’s not enough to simply try to prolong patients’ 
lives; I think that if you don’t keep an eye on what patients priori-
tize in their lives, then you won’t be able to provide the type of 
medical care that people truly want. What is truly necessary is 
clinical research on the theme of patient happiness, and I sus-
pect that it will involve more than just medical staff — I think that 
it’ll be necessary to do research with people who work in all sorts 
of occupations, like people of religion. One of the goals of this 
course is to build these kinds of connections through our 
research, which I believe will allow us to not only further increase 
the quality of medical care, but also improve patient satisfaction.
Tanaka: I think that a lot of people might feel hesitant about going 
to graduate school. I used to be the same way, but since I’ve 
enrolled, I’ve been able to study a whole new fi eld, and I can feel 
my skills improving every day. It’s reassuring to have such excel-
lent teachers who are so generous with their knowledge.
Hayashi: Graduate school students need to be autonomous, so 
graduate school is a wonderful place for people who are full of 
curiosity and able to fi nd their own themes to focus on for their 
studies. I look forward to seeing people enroll who will go on to 
become the community medicine leaders of the next generation.
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研究分野紹介（教員紹介）　Introduction of Reseach Fields (Faculty Members)

解剖学分野
Anatomy

教授　飯野 哲
Prof. Satoshi Iino

研究内容紹介（Introduction of Research）
生体臓器には実質細胞に加え線維芽細胞を含めた多様
な間質細胞が存在し、臓器機能の調節に関与している。
消化管において、筋層ではカハール介在細胞と線維芽細
胞が消化管神経系と共に消化管運動を調節し、粘膜で
は線維芽細胞が粘膜機能を支える。私たちはこれら細胞
群を組織細胞学的・生理学的・分子生物学的に研究し、
正常な消化管機能を担う細胞の働きを明らかにし、消化
管障害における病態生理や治療への手掛かりを得ようと
考える。同時に発生学的見地からの研究も行い臓器形成
と再生における間質細胞の意義について検討を進めてい
る。また消化管と他臓器を比較することにより、間質細胞
の持つ多様性および臓器特異性を明らかにしたいと考え
ている。
The interstitial cells are distributed in all internal 

organs and regulate organ functions. In the gas-

trointestinal tract, two types of interstitial cells in 

musculature called interstitial cells of Cajal （ICC） 
and muscular fibroblast-like cells （FLC） regulate 

motility of the gastrointestinal tract in conjunction 

with the enteric nervous system, and fibroblasts 

and subepithelial fibroblasts support mucosal 

functions. We use histological, physiological, mo-

lecular biological and developmental approach 

to elucidate physiological, pathophysiological 

and morphogenetic significance of these cells in 

gastrointestinal regulation. We also investigate 

the interstitial cells in extra-gastrointestinal tract 

to elucidate a variety of interstitial cells in internal 

organs.

主な研究業績（Research Achievements）
Iino S., Horiguchi S., Horiguchi K.

Interstitial cells of Cajal in the gastrointestinal mus-

culature of Wjic c-kit mutant mice

J. Smooth Muscle Res. 47:111-121（2011）
Iino S., Horiguchi K., Horiguchi S., Nojyo Y. 

c-Kit-negative fibroblast-like cells express 

platelet-derived growth factor receptor α in the 

murine gastrointestinal musculature.

Histochem. Cell Biol. 131:691-702（2009）
Iino S., Horiguchi K., Nojyo Y.

Interstitial cells of Cajal are innervated by nitrergic 

nerves and express nitric oxidesensitive guanylate 

cyclase in the guinea pig gastrointestinal tract.

Neuroscience 152:437-448（2008） 
Iino S., Horiguchi K.

Interstitial cells of Cajal are involved in neurotrans-

mission in the gastrointestinal tract.

Acta Histochem. Cytochem. 39:145-153 （2006）

担当講義
医科学基礎総論　医科学特論　高
次生命医科学特論　生体統御学特
論　高次生命医科学演習

研究テーマ
間質細胞による臓器制御機構
消化管機能を支える形態学的基盤
消化管の病態における間質細胞

Interstitial cells in regulation of 
organ functions
Morphological basis of gastro-
intestinal functions
Pathological analysis of inter-
stitial cells in gastrointestinal 
tract

研究内容紹介（Introduction of Research）
我々動物は、絶えず変化する周辺環境を知覚し、経験と照らし
合わせて適切な行動を選択し実行します。このはたらきは脳内の
ニューロンとグリアが作る複雑なネットワークにより支えられてい
ます。そこで我 は々、分子生物学から行動薬理学に至る幅広い
実験手法を駆使して、感覚情報処理や行動発現に関わる脳内神
経回路を同定し、その神経解剖学的特徴や分子基盤を明らかに
しながら、経験依存的な行動様式獲得の脳内メカニズムを解明
することを目指しています。特に光遺伝学を用いた神経回路の可
視化と操作、先端的電子顕微鏡技術を応用した高感度で高分
解能な分子局在解析など、新規で独自性の高い実験技術を開発
しながら研究を進める点が特色です。

Learning and memory are accomplished by the com-

plex network composed of neuron and glia in the brain. 

In order to obtain insights into structural basis and mo-

lecular mechanisms underlying learning and memory, 

we visualize and examine the network responsible for 

a specific memory paradigm. We employ various types 

of advanced techniques such as an optogenetic ap-

proach combined with behavioral pharmacology and 

unique and advanced quantitative immunoelectron 

microscopic techniques together with conventional mo-

lecular biological techniques.

主な研究業績（Research Achievements）
1. Murata K, Kinoshita T, Fukazawa Y, Yamaguchi M 

et al. （2019） Opposing Roles of Dopamine Receptor 

D1- and D2-Expressing Neurons in the Anteromedial 

Olfactory Tubercle in Acquisition of Place Preference 

in Mice. Front in Behav Neurosci 13: 50.

2. Sato-Hashimoto M, Ishikawa T, Elhanbaly R, Fuka-

zawa Y, Ohnishi H et al. （2019） Microglial SIRPα 

regulates the emergence of CD11c+ microglia and 

demyelination damage in white matter. eLife e42025.

3. Lujan R, Fukazawa Y et al. （2018） SK2 channels as-

sociate with mGlu1α receptors and Cav2.1 channels 

in Purkinje cells. Front in Cell Neurosci 12: 311. 

4. Kakegawa W, Fukazawa Y et al. （2018） Optogenetic 

Control of Synaptic AMPA Receptor Endocytosis 

Reveals Roles of LTD in Motor Learning. Neuron 99: 

985-998.

5. Shinoda T, Fukazawa Y, Miyata T et al. （2018） Elas-

ticity-based boosting of neuroepithelial nucleokinesis 

via indirect energy transfer from mother to daughter. 

PLOSBiol 16（4）:e2004426.

6.	Lanjakornsiripan D, Fukazawa Y, Gotoh Y et al. 

（2018） Layer-specific morphological and molecular 

differences in neocortical astrocytes and their depen-

dence on neuronal layers. Nature Commun 9（1）:1623.

担当講義
組織細胞形態学・神経科学特論演習
組織細胞形態学・神経科学特論実習
生体統御学特論
高次生命医科学演習特論
医科学基礎総論
医科学特論

研究テーマ
経験依存的な行動様式獲得に関わ
る脳内構造基盤と分子機構の解明

Anatomical basis and molecu-
lar mechanisms underlying  
experience-dependent behav-
ioral changes

脳形態機能学分野
Division of Brain Structure and Function
教授　深澤 有吾
Prof. Yugo Fukazawa
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研究内容紹介（Introduction of Research）
分子・細胞・臓器・個体の各レベルにおいて、生理学実験と数理モデル
解析を統合したシステム生理学研究を行い、生体機能の統合的かつ定量
的な機序解明を目指しています。
１. 細胞内イオン動態に着目した心臓機能の生理・病態生理に関する研究
　細胞膜や細胞内小器官に発現するチャネル・トランスポータが、心筋細
胞の興奮-収縮連関を制御する機序と病態生理について研究しています。
２.	心臓のシステム生理学研究
　実験データをもとに包括的心筋細胞モデルを構築し、数理モデル解析
から新しい作業仮説を導出し、実験的に検証するシステム生理学研究を
行っています。
３.	リンパ球のイオン動態と細胞機能連関に関する研究
　リンパ球の細胞内イオン動態がリンパ球機能を制御する機序と免疫応
答との関連について研究しています。

1.	Study on cardiac physiology and pathophysiology focusing 

on intracellular ion dynamics. 

　We study physiology and pathophysiology of ion channels/

transporters in plasmalemma and organelles to clarify how they 

regulate excitation-contraction coupling of cardiac cells. 

2.	Cardiac systems physiology.

　We develop and analyze comprehensive mathematical 

models of cardiac cells based on experimental data to gener-

ate new hypothesis, which will be validated experimentally by 

ourselves. 

3.	Study on coupling between intracellular ion dynamics and 

cellular functions of lymphocytes. 

　We study the mechanisms of ion dynamics of lymphocytes 

and their roles in immune responses.

主な研究業績（Research Achievements）
1） Saito R, Takeuchi A, Himeno Y, Inagaki N, Matsuoka S. A 

simulation study on the constancy of cardiac energy metabo-

lites during workload transition. J Physiol. 2016;594:6929-6945.

2） Kim B, Takeuchi A, Hikida M, Matsuoka S. Roles of the mito-

chondrial Na+-Ca2+ exchanger, NCLX, in B lymphocyte chemo-

taxis. Sci Rep. 2016;6:28378. 

3） Takeuchi, A., Kim, B., Matsuoka, S. The mitochondrial Na+-

Ca2+ exchanger, NCLX, regulates automaticity of HL-1 cardio-

myocytes. Sci Rep. 2013;3: 2766.

4） Otsuka A, Nakajima S, Kubo M, Egawa G, Honda T, Kitoh A, 

Nomura T, Hanakawa S, Sagita Moniaga C, Kim B, Matsuoka S, 

Watanabe T, Miyachi Y, Kabashima K. Basophils are required 

for the induction of Th2 immunity to haptens and peptide anti-

gens. Nat Commun. 2013;4:1738.

5） Kim B, Takeuchi A, Koga O, Hikida M, Matsuoka S. Pivotal 

role of mitochondrial Na+-Ca2+ exchange in antigen receptor 

mediated Ca2+ signalling in DT40 and A20 B lymphocytes. J 

Physiol. 2012;590: 459-74. 

担当講義
生体情報医科学特論
統合生理学特論演習
統合生理学特論実習

研究テーマ
心臓のシステム生理学研究
細胞生理学

Systems physiology of heart 
Cellular physiology

統合生理学分野
Integrative and Systems Physiology

教授　松岡 達
Prof. Satoshi Matsuoka

研究内容紹介（Introduction of Research）
当研究室では、病原性を有する微生物感染に対する宿主因子と自然免
疫応答の分子機構についての研究にゲノム編集（CRISPR/Cas9シス
テム）を用いて取り組んでいる。プロジェクト1　アダプタータンパク質
3BP2はチロシンキナーゼSykの基質であり、3BP2のチロシンリン酸化
はマクロファージの貪食作用に必要である。現在その分子機構の解明に
取り組んでいる。プロジェクト2　チロシンキナーゼAblはC型肝炎ウイ
ルス（HCV）のウイルス粒子形成に必要ある。また様 な々STAT分子が
HCV感染によるインターフェロン応答に異なる役割を有する。現在病原
性微生物に対する新たな感染宿主因子についての研究を行っている。
We are working for the host factors against the pathogenic 

microbe infection and the molecular mechanism of innate im-

munity response by using CRISPR/Cas9 system. Project 1. 

Adaptor protein 3BP2 is the substrate of Syk protein-tyrosine 

kinase. Tyrosine phosphorylation of 3BP2 is required for the 

Fc-receptor mediated phagocytosis and characteristic secre-

tion of cytokines and chemokines in macrophages. We have 

been working for the molecular dissection of 3BP2 tyrosine 

phosphorylation-mediated phagocytosis and macrophage ac-

tivation. Project 2. Protein-tyrosine kinase Abl plays important 

role in hepatitis C virus （HCV） particle assembly. In addition, 

STAT family proteins play different roles between type I and 

III interferons by HCV infection. We have been working for the 

role of novel host factors required for the pathological microbe 

infection.

主な研究業績（Research Achievements）
1. Honjoh, C., Chihara, K., Yoshiki, H., Yamauchi, S., Takeu-

chi, K., Kato, Y., Hida, Y., Ishizuka, T., and Sada, K. As-

sociation of C-type lectin mincle with FcεRIβγ subunits 

leads to functional activation of rat mast cells through 

Syk protein tyrosine kinase. Sci. Rep. 7:46064, 2017. 

2. Yamauchi, S., Takeuchi, K., Chihara, K., Honjoh, C., 

Kato, Y., Yoshiki, H., Hotta, H., and Sada, K. STAT1 is 

essential for the inhibition of hepatitis C virus replica-

tion by interferon-λbut not by interferon-α. Sci. Rep. 

6:38336, 2016. 

3. Yamauchi, S., Takeuchi, K., Chihara, K., Sun, X., Honjoh, 

C., Yoshiki, H., Hotta, H. and Sada, K. Hepatitis C virus 

particle assembly involves phosphorylation of NS5A by 

the c-Abl tyrosine kinase. J. Biol. Chem. 290（36）:21857-

21864, 2015. 

4. Kimura, Y., Chihara, K., Honjoh, C., Takeuchi, K., Yam-

auchi, S., Yoshiki, H., Fujieda, S., and Sada, K. Dectin-

1-mediated Signaling Leads to Characteristic Gene 

Expressions and Cytokine Secretion via Syk in Rat Mast 

Cells. J. Biol. Chem. 289（45）:31565-31575, 2014. 

5. Shukla, U., Hatani, T., Nakashima, K., Ogi, K., and Sada, 

K. Tyrosine phosphorylation of 3BP2 regulates BCR-me-

diated activation of NFAT. J. Biol. Chem. 284（49）:33719-

33728, 2009.

担当講義
医科学基礎総論、医科学特論、実
験基礎演習、感染防御医科学特
論、感染防御医科学演習

研究テーマ
微生物感染に対する宿主因子の研究

Host factors against microbe 
infection

ゲノム科学・微生物学分野
Genome Science and Microbiology

教授　定 清直
Prof. Kiyonao Sada
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研究分野紹介（教員紹介）　Introduction of Reseach Fields (Faculty Members)

研究内容紹介（Introduction of Research）
1） 化学教育の充実のため、ポインター＆ソケット-ディンプル方式
を用いた分子模型教材を開発した。2） 種特異的クリスタリンとし
て、アカガエル科・アオガエル科のρ－クリスタリンとアマガエル科
のζ－クリスタリンを同定した。ρ-クリスタリンは糖尿病性白内障
を誘発するアルドース還元酵素から進化したため酵素活性を失っ
ている。一方、ζ-クリスタリンはキノン還元酵素のままである。3） 
フクイネンシスのキトサナーゼを用いたキチンオリゴ糖の生産技術
を開発した。また、アワラネンシス由来キチナーゼの結晶化を国際
宇宙ステーションISSの無重力状態で成功させた。4） 溶連菌毒素
NADaseとそのインヒビター：SNIが共発現することを発見した。
5） 北陸信越地域での高田型トノサマガエルの分布を明らかにした。
高田型は、ダルマガエルに似ているため、交雑種の可能性がある。
1） The molecule model teaching materials using a 

pointer & socket dimple system were developed for 

substantial chemical education. 2） We identifi ed ρ- and 

ζ-crystallins as taxon-specifi c crytallin of Ranidae/Rha-

cophoridae and Hylidae, respectively. Since ζ-crystallin 

evolved from the aldose reductase which induces a 

diabetic cataract, it has lost enzymatic activity. However, 

ζ-crystallin is still quinone reductase. 3） We developed 

the manufacturing technique of chitin oligosaccharides 

using chitosanase obtained from Fukuinensis and also 

succeeded in making crystals of chitinase obtained 

from Wakasanensis under weightless conditions of ISS. 

4） We discoveredthat the hemolytic streptococcal toxin 

NADase and its inhibitor:SNI were co-expressed. 5）We 

clarified distribution of the Takata-type black-spotted 

pond frog in Hokuriku Shin-Etsu area. Since the Takada-

type frog resembles the daruma pond frog, there is pos-

sibility of a hybrid.

主な研究業績（Research Achievements）
1） 化学教育のためのソケット・ディンプル方式分子模型教材の開
発、田中幸枝、淺原雅浩、川井昌之、小鍛治優、上田昌範、藤井豊、
福井大学医学部研究雑誌11, 1-6, 2010. 2） Taxon-specific 

ζ-crystallin in Japanese tree frog （Hyla japonica） lens., 

Fujii Y, Kimoto H, Ishikawa K, Watanabe K, Yokota Y, Na-

kai N, Taketo A., J Biol Chem. 276（30）:28134-9. 2001. 

3） Purification and structural analysis of Paenibacillus 

fukuinensis D-2 chitosanase secreted highly by Bacillus 

brevis, Sato Y., Seto N., Kimoto H., Fujii Y., Suzuki M., 

Saito J., Ando S., Miki K., Kusaoke H., Chitin and Chito-

san Research, 12;207, 2006. 4） Genetic and biochemical 

properties of streptococcal NAD-glycohydrolase inhibi-

tor, H.Kimoto, Y.Fujii, S.Hirano, Y.Yokota, A.Taketo, J Biol 

Chem. 281, 9181-9. 2006. 5）北陸・上越地方に特有な高田
型トノサマガエル（Rana nigromaculata）の生物地理学研究、
川内一憲 , 田中幸枝 , 小鍛冶優 , 百崎孝男, 藤井豊、両生類誌、
2011（22）, 39, 2011.

担当講義
分子生命医科学特論、生体分子構
造・機能解析論、分子生命医学特
論演習、分子生命医科学徳論実習

研究テーマ
1） 化学教育
2） 種特異的クリスタリン
3） キチンオリゴ糖生産技術
4） 溶連菌毒素
5） 生物多様性保全
1） Chemical Education
2） Taxon-specifi c Crystallin
3） Manufacturing technique of 
Chitin Oligosaccharides
4） Streptococcal Toxins
5） Preservation of Biodiversity

分子生命化学分野
Molecular Medical Sciences

教授　藤井 豊
Prof. Yutaka Fujii

研究内容紹介（Introduction of Research）
1) 活性化B細胞の分化方向の決定は、確率的である事が知られ
ています。私たちは、この確率的変化の実態は、ミトコンドリアの
機能変化である事を見いだしました。この発見を発展させ、『ミト
コンドリアの機能変化から細胞分化決定にいたる過程』の分子機
構を様 な々細胞系列において明らかにします。
2) 私たちは、CD4T細胞から分化するCD8T細胞という新しい
細胞を見いだしました。この細胞の生体内における機能を明らかに
する事を通じて、免疫研究の新しい分野を開拓したいと考えてい
ます。
1) Upon activation, B-cells undergo class switch re-

combination or differentiate into plasma cells. These 

processes are mutually exclusive and stochastic. We 

recently found that stochastic change of mitochondrial 

function was responsible to this fate determination 

process. Therefore, our aim is to clarify the molecular 

mechanisms of cell fate determination regulated by mi-

tochondrial function in various cell types. 

2) Recently, we found that immune reactions promoted 

differentiation of CD8T cells from naïve CD4T cells within 

peripheral lymphoid tissues. The aim of our research is 

to elucidate the physiological and pathological roles of 

CD4-derived CD8T cells in vivo.  

主な研究業績（Research Achievements）
Sugai M., Gonda H., Kusunoki T., Katakai T., Yokota Y. 

and Shimizu A. Essential role of Id2 in negative regula-

tion of IgE class switching. Nature Immunol. 4, 25-30. 

2003. 

Nambu, Y., Sugai, M., Gonda, H., Lee, C-G., Katakai, 

T., Agata, Y., Yokota, Y. and Shimizu, A. Transcription-

coupled events associating with immunoglobulin switch 

region chromatin. Science 302, 2137-40, 2003. 

Gonda H., Sugai, M., Nambu, Y., Katak ai, T., Agata, 

Y., Mori, K. J., Yokota Y. and Shimizu, A. The balance 

between Pax5 and Id2 activities is the key to AID gene 

expression. J. Exp. Med. 198, 1427-37, 2003.

Sugai, M., Aoki, K., Osato, M., Nambu, Y., Ito, K., Taketo, 

M. M., and Shimizu, A. Runx3 Is Required for Full Activa-

tion of Regulatory T Cells To Prevent Colitis-Associated 

Tumor Formation. J. Immunol. 186, 6515-6520, 2011.

Nambu, Y., Hayashi, T., Jang, K.J., Aoki, K., Mano, H., 

Nakano, K., Osato, M., Takahashi, K., Itoh, K., Teramukai, 

S., Komori, T., Fujita, J., Ito, Y., Shimizu, A. and Sugai, M. 

In situ differentiation of CD8aaT cells from CD4T cells in 

the peripheral lymphoid tissues. Sci Rep. 2, 642, 2012.

Jang, K.J., Mano, H., Aoki, K., Hayashi, T., Muto, A., 

Nambu, Y., Takahashi, K., Itoh, K., Taketani, S., Nutt, 

S.L., Igarashi, K., Shimizu, A., and Sugai, M. Mitochon-

drial function provides instructive signals for activation-

induced B-cell fates. Nat. Communs 6: 6750 (2015).

担当講義
・医科学基礎総論
・医科学特論
・高次生命医科学特論
・生体統御学特論
・高次生命医科学演習
・分子遺伝学特論演習
・分子遺伝学特論実習
研究テーマ
1） ミトコンドリア機能変化による細
胞分化決定機構の解明
2） CD4由来CD8T細胞による免
疫反応制御機構の解析
1) Mechanism of cell fate determ-
ination by mitochondrial function
2) Functional analysis of CD4 
derived-CD8T cells

分子遺伝学分野
Molecular Genetics

教授　菅井 学
Prof. Manabu Sugai
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研究内容紹介（Introduction of Research）
近年、統合失調症、自閉症スペクトラム障害（ASD）、うつ病、注意欠如・多動性障害

（ADHD）、失読症などの発達障害や精神・神経疾患に於いて、神経細胞移動や軸索
伸長の異常との関連が指摘されている。神経細胞移動障害症の原因は、遺伝性、非
遺伝性を問わず様 な々要因を挙げることができるが、疾患発症のキーとなる神経細胞
内での共通の分子制御メカニズムが示唆される。当研究室では、これらの精神・神経
疾患に対して、細胞内ロジスティクスあるいは細胞内マシナリーの観点から創薬ターゲッ
トを同定し、より汎用性の高い治療薬あるいは診断薬の開発を目指したい。また、当研
究室では、神経細胞移動や細胞内物質輸送などを可視化して評価する為、超解像蛍
光顕微鏡システムによる高度な蛍光分子イメージング技術を立ち上げており、今後さら
なる先端技術の開発・導入にもチャレンジしたい。
In recent years, the connection between abnormalities in neuronal migra-

tion or neurite extension and psycho-neurological diseases or develop-

mental disorders, such as schizophrenia, autism spectrum disorder （ASD）, 
depression, attention deficit hyperactivity disorder （ADHD）, and dyslexia, 

has become apparent. There are many causes that lead to the develop-

ment of neuronal migration disorders, both hereditary and nonhereditary, 

but common molecular control mechanisms inside neurons have been 

suggested as the key factor for disease onset. In this laboratory, we work 

on identifying potential targets for drug treatment by focusing on intracel-

lular logistics or intracellular machinery, to develop more highly versatile 

therapeutic or diagnostic drugs for treating psycho-neurological diseases. 

We would also like to venture into the development and introduction 

of cutting-edge technologies, such as the ultra-resolution fluorescent 

microscope system recently built in our laboratory that allows us to use 

sophisticated molecular imaging with fluorescent molecules, to enable 

visualization and evaluation of neuronal migration or intracellular transport.

主な研究業績（Research Achievements）
1. Toba S, Kim M, Yamada M et al., Alpha-synuclein binds unconven-

tional microtubules that have a unique function. 

 Scientific Reports, 7, doi:10.1038/s41590-017-15575-3（2017）.

2. Yamada M. et al., A regulatory mechanism of cargo unloading: Arl3 

and LC8 coordinately induce dissociation of the dynein-dynactin. 

Nature Communications doi:10.1038/ncomms6295 （2014）.

3. Yamada M. et al., Rab6a releases LIS1 from a dynein idling complex 

and activates dynein for retrograde movement. 

 Nature Communications doi:10.1038/ncomms3033 （2013）.

4. Yamada M.et al., mNUDC is required for plus-end directed transport of 

cytoplasmic dynein and dynactins by kinesin-1. 

 The EMBO Journal, 29（3）, 517-531 （2010）.

5. Yamada M. et al., Inhibition of calpain increases LIS1 and partially res-

cues in vivo phenotypes in a mouse model of lissencephaly. 

 Nature Medicine, 15（10）, 1202-1207 （2009）.

6. Mori D., Yamada M. et al.,　An essential role of the aPKC-Aurora A-

NDEL1 pathway on neurite elongation via modulation of microtubule 

dynamics. 

 Nature Cell Biology, 11（9）, 1057-1068 （2009）.

7. Yamada M. et al., LIS1 and NDEL1 coordinate the plus-end-directed

 transport of cytoplasmic dynein. 

 The EMBO Journal, 27（19）, 2471-2483 （2008）.

担当講義
医科学特論
医科学基礎総論
生体情報医科学特論Ⅰ＆Ⅱ
生体情報医科学演習

研究テーマ
細胞内ロジスティクスを指標とした
神経細胞移動障害症の発症メカニ
ズムの解明

Using intracellular logistics 
to clarify pathogenic mecha-
nisms of neuronal migration 
disorder.

分子生体情報学分野
Cell Biology & Biochemistry
教授　山田 雅己
Prof. Masami Yamada

薬理学分野
Pharmacology
教授　青木 耕史
Prof. Koji Aoki

研究内容紹介（Introduction of Research）
CDX1とCDX2は、成体では腸管の上皮細胞に限局して発現
するホメオボックス蛋白質です。CDX1とCDX2は、腸管上
皮細胞の発生、分化、恒常性の維持に不可欠な転写因子とし
て働き、腸管上皮細胞の様々な遺伝子の発現を調節していま
す。これまでの解析から、染色体の安定性などの制御を介して、
CDX2が大腸腫瘍形成の抑制因子として働くことなどを明らか
にしてきました。現在、当研究室では大腸癌及び炎症性腸疾
患を標的にした創薬への貢献を目指して、CDX1とCDX2の
機能解析を中心に次の研究課題を進めています。（１）大腸癌
幹細胞の幹細胞性の維持機構の解明と大腸癌幹細胞特異的
分子標的の同定。（２）大腸癌細胞の増殖と生存の制御機序
の解明。（３）炎症性腸疾患の発症機序の解明と分子標的の
同定。とくに、腸管上皮細胞におけるオートファジーの制御機
序の解明。
CDX1 and CDX2 are homeobox proteins expressed 

specifically in the intestinal epithelial cells. They are 

essential for development, differentiation and physiol-

ogy of the intestinal epithelial cells through controlling 

expression of various genes in the cells. We have pre-

viously shown that CDX2 suppresses intestinal polyp 

formation through regulation of chromosomal stability. 

To identify therapeutic targets of colon cancer and 

inflammatory bowel disease, we have investigated 

the functions of CDX1 and CDX2. The specific aims 

of our study are as follow. （1） Mechanisms of control-

ling stemness of colon cancer cells and identification 

of molecular targets of colon cancer stem cells. （2） 
Mechanisms of controlling cell proliferation and surviv-

al of colon cancer cells. （3） Underlying mechanisms 

of inflammatory bowel disease and identification of its 

molecular targets. （4） Molecular mechanisms of con-

trolling autophagy in the intestinal epithelial cells.

主な研究業績（Research Achievements）
（1） Aoki K, Kakizaki F, Sakashita H, Manabe T, Aoki 

M, and Taketo MM. Suppression of colonic polyposis 

by homeoprotein CDX2 through its nontranscriptional 

function that stabilizes p27 Kip1 . Cancer Research, 

Vol. 71 （2）, 593-602, 2011.

（2） Aoki K, Aoki M,Sugai M, Harada N, Miyoshi H, 

Tsukamoto T, Mizoshita T, Tatematsu M, Seno H, 

Chiba T, Oshima M, Hsieh CL, and Taketo MM. Chro-

mosomal instability by β-catenin/TCF transcription 

in APC or β-catenin mutant cells. Oncogene, Vol.26 

（No.24）, 3511-3520, 2007.

（3） Aoki K, Tamai Y, Horiike S, Oshima M, and Taketo 

MM. Colonic polyposis caused by mTOR-mediated 

chromosomal instability in Apc +/Δ716 Cdx2 +/- 

compound mutant mice. Nature Genetics, Vol.35 

（No.4）, 323-330, 2003.

担当講義
生体情報医科特論 I、生体情報医
科特論 II、生体情報医科学演習、
薬理学特論演習、薬理学特論実習

研究テーマ
大腸癌幹細胞の維持機構の解明と大
腸癌幹細胞特異的分子標的の同定

Mechanism of control l ing 
colon cancer stemness and 
identification of its molecular 
targets
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研究分野紹介（教員紹介）　Introduction of Reseach Fields (Faculty Members)

研究内容紹介（Introduction of Research）
生体膜に存在するチャネルタンパク質は、膜を横切るイオンや
水の移動を制御することで、神経での電気信号の発生と伝導、
分泌、筋収縮など、多くの生理現象に関わっています。チャネル
タンパク質がどのようにしてイオンや水の移動を調節しているの
か、そのメカニズムは基礎医学の本質的課題であり、医薬品を
開発する際にも重要な情報となります。私たちはこれまでに、生
体膜の化学的・物理的性質がチャネルタンパク質の働きを大き
く左右することを発見しました。この現象がチャネルタンパク質の
機能メカニズム解明の糸口になると考え、独自の人工生体膜実
験技術を使ってチャネルタンパク質の働きを精密に測定し、分
子レベルでのメカニズム解明に挑んでいます。私たちの研究を
応用すれば、生体膜環境を操ることでチャネル機能を制御する
という、新しい発想での創薬にもつながると期待しています。
In the biological membranes, the channel proteins 

contribute various physiological phenomena by regu-

lating ion and water transport across the membrane. 

Therefore, the molecular mechanism of the channel 

protein function is regarded as an essential problem of 

basic medicine and an important information for drug 

development. Now we are focusing on the chemical 

and physical effects from the surrounding membrane 

on the function of the channel proteins. Our cutting-

edge experiments using the artificial biological mem-

brane reveal such membrane effects on the single 

protein molecule, finally bring a clue for the molecular 

mechanism of the channel protein function. We expect 

our research creates a novel concept of drugs that 

regulate the channel protein function by controlling the 

membrane properties.

主な研究業績（Research Achievements）
Iwamoto M. and Oiki S. Constitutive boost of a K+ 

channel via inherent bilayer tension and a unique ten-

sion-dependent modality. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 

115 （2018） 13117-13122

Iwamoto M. et al. Concurrent in vitro synthesis and 

functional detection of nascent activity of the KcsA 

channel under a membrane potential. ACS Synth. Biol. 

7 （2018） 1004-1011

Iwamoto M. and Oiki S. Contact bubble bilayers with 

flush drainage. Sci. Rep. 5 （2015） 9110

Iwamoto M. and Oiki S. Amphipathic antenna of an 

inward rectifier K+ channel responds to changes in the 

inner membrane leaflet. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 110 

（2013） 749-754

Iwamoto M. and Oiki S. Counting ion and water mol-

ecules in a streaming file through the open-filter struc-

ture of the K channel. J. Neurosci. 31 （2011） 12180-

12188

担当講義
医科学基礎総論

研究テーマ
チャネルタンパク質機能の分子メカ
ニズム

Molecular	mechanisms	of	 the	
channel	protein	functions

分子神経科学分野
Molecular Neuroscience

教授　岩本 真幸
Prof. Masayuki Iwamoto

研究内容紹介（Introduction of Research）
1. 有限群Gに対して、特殊なG順序集合に附随した幾何学的加群で

あるBurnside加群についての構造を解明する。Burnside加群と
はBurnside環の一般化概念である。我 は々これまでPetrieらによっ
て解明されたBurnside環の合同式のBurnside加群版を構成し、
Burnside加群の普遍化版を考えてきた。我々が提唱した「普遍
Burnside加群」はどのような群に対しても定義可能である。さらに
Lefschetz加群という概念を考え、Burnside加群とLefschetz加
群の間には自然な同型写像が作れることを証明した。今後はBurn-

side加群の環構造及びベキ等元公式へのアプローチを考えている。
2. 有限群の部分群複体という概念は1970年代にK.S.Brownが、G

の非自明なp-部分群複体に関するホモロジカルなシローの定理を
発見したことに起因する。本研究では、有限群Gから定義される抽
象複体に関するホモトピー性質を解明することを目的とし、最終目標
はホモトピー性質を通して有限群の特徴付け、さらに分類定理を得
ることにある。

1. Let G be a finite group. The aim of this study is to know 

the structure of a Burnside module which is a geometric 

module associated to a special partially ordered set with a 

G action. This module is a generalization of a Burnside ring. 

We constructed congruences for the Burnside module, which 

are based on the theory of the Burnside ring by T.Petrie and 

others. Next we got a univeral idea, i.e. “A Universal Burnside 

module” which is definable for any group. Furthermore, we 

met the notion of a Lefschetz module which is also a kind of a 

geometric module. We proved that there exists a natural iso-

morphism between a Burnside module and a Lefschetz mod-

ule. From now on, we are going to study the ring structure of 

the Burnside module and idempotents formulas.

2. Let G be a finite group. “A subgroup complex” was found 

by K.S.Brown in the 1970’s. In the process, he discovered the 

homological Sylow theorem on a non-trivial p-subgroup com-

plex of G. The aim of this study is to know homotopy proper-

ties of subgroup complexes of G. Specifically, we will get the 

classification theorem of a finite group through the homotopy 

property.

主な研究業績（Research Achievements）
1. Ryousuke Fujita, The Bouc complex of a finite nilpotent 

group is contractible, Far East Journal of Mathematical Sci-

ences, 102（5）, 1057-1064, 2017.

2. Ryousuke Fujita, On the finite space with a finite group ac-

tion, RIMS Koukyuuroku, 1968, 76-80, 2015.

3. Ryousuke Fujita, Susumu Kono, Some aspects of a finite 

-space, RIMS Koukyuuroku, 1876, 89-100, 2014.

4.Ryousuke Fujita, On the Euler characteristic of a finite  

-space, Far East Journal of Mathematical Sciences, 74（1）,  

87-103, 2013.

5. Ryousuke Fujita, On the Lefschetz Module, Hokkaido Math-

ematical Journal,  36, 111-120, 2007.

担当講義

研究テーマ
1. 有限群が作用する有限複体から
できる幾何学的加群の構造解明
2. 有限群からできる部分群複体の
ホモトピー性質の解明

1. On the geometric module 
associated to finite complexes 
with a finite group action
2. On homotopy properties 
of subgroup complexes of a 
finite group

医療統計学分野
Biostatistics
教授　藤田 亮介
Prof. Ryousuke Fujita
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研究内容紹介（Introduction of Research）
核医学（RI）検査は生理機能や病態評価に役立っており、
近年はポジトロンCT （PET）を用いた分子イメージングや腫
瘍診断が注目されています。定量性に優れたPET画像は、
体内物質と類似構造の化合物を用い、血流、糖代謝、酸素
代謝、アミノ酸代謝といった基礎的生理機能の評価を可能と
し、病態生理評価、臓器機能診断に利用できます。また、動
物実験による基礎的研究では、新しいトレーサー（分子プロー
ブ）の開発や治療効果の評価などが可能であり、広範な応
用が期待されます。様 な々トレーサーの生体内での動態を正
確に解析し、生体機能および様 な々病態を解明していきます。
脳機能解析においては、機能的MRI（fMRI）検査による機
能局在の解明や、拡散テンソル画像（DTI）を用いたトラクト
グラフィー、脳容積解析（VBM）等のMRI手法も応用します。
The research target of the Division of Medical Imag-

ing is to generate, analyze and translate various 

in vivo functional images using positron emission 

tomography （PET）, MRI and other modalities of 

medical imaging technique. Kinetic modeling with 

physiological analysis and applying molecular imag-

ing methods to clinical studies are good examples 

of our research target. Brain activation studies using 

fMRI are also one of the major subjects of our re-

search interest.

主な研究業績（Research Achievements）
Komeda H, et al. Do individuals with autism spectrum 

disorders help other people with autism spectrum 

disorders?: An investigation of empathy and helping 

behaviors in adults with ASD. Frontiers Psychiat. 2019

Okazawa H, et al. No significant difference found in 

PET/MRI CBF values reconstructed with CT-atlas-

based and ZTE MR attenuation correction. Eur J Nucl 

Med Mol Img Res, 2019; 9: 26

Umeda Y, et al. The vertebral 3’-deoxy-3’-18F-fluoro- 

thymidine uptake predicts the hematological toxicity 

after systemic chemotherapy in patients with lung can-

cer. Eur Radiol. , 2019; 29:3908-3917.

Okazawa H, et al. Noninvasive method for measure-

ment of cerebral blood flow using O-15 water PET/MRI 

with ASL correlation. Eur J Radiol 2018; 105: 102-109

Tsujikawa T, et al. Selected 18F-FDG PET radiomic fea-

tures remain the same. Oncotarget 2018; 9: 20734-46.

Naito E, et al. Development of right-hemispheric 

dominance of inferior parietal lobule in proprioceptive 

awareness task. Cereb Cortex 2017; 27（11）: 5385-

5397.

（Reference）URL: http://www.med.u-fukui. ac.jp/birc/

staff/HO_pub.html

担当講義
生体機能画像法の開発と生理機能
・病態の解明

研究テーマ
分子イメージングを用いた各種疾
患の臨床的研究、病態解析および
診断法・解析法の開発

Functional  imaging  using 
methods for molecular imag-
ing ; Kinetic modeling using 
PET; Activation studies with 
fMRI

高エネルギー医学研究センター　
分子イメージング展開領域
Medical Imaging Division, Bio-
medical Imaging Research Center

教授　岡沢 秀彦
Prof. Hidehiko Okazawa

高エネルギー医学研究センター
分子プローブ開発応用領域
Molecular Imaging Division, Bio-
medical Imaging Research Center

教授　清野 泰
Prof. Yasushi Kiyono

研究内容紹介（Introduction of Research）
体内における遺伝子やタンパク質などの分子を、
生物が生きたままの状態で画像化する「分子イ
メージング」は、様々な病態の高度な診断を可能
とすると考えられている。定量性に優れる核医学
分子イメージングは、ライフサイエンスの基礎研
究、生体機能や病因の解明、再生医療、テーラー
メード医療などの医学研究、創薬研究、臨床診
断分野などへの貢献が期待されている。この期待
に応えるためには、個々の疾患に特徴的な分子を
イメージングするため分子プローブの開発が必須
となってくる。そこで、脳神経、腫瘍、心臓を中
心に、PET分子イメージングプローブの開発研
究を行っている。さらに、診断のみならず治療へ
の展開も考え、内照射治療の研究も並行して行っ
ている。
Molecular imaging with nuclear medicine 

enables noninvasively quantitative evalu-

ation of physiological function, gene ex-

pression, pharmacokinetics of proteins 

and peptides, and distribution of receptors 

with high sensitivity. Together with recent 

development of imaging equipments, mo-

lecular imaging with nuclear medicine is 

expected to contribute to elucidation of 

physiological and pathological functions, 

medical sciences and clinical diagnosis. 

It is essential for molecular imaging with 

nuclear medicine to develop the radiola-

beled molecular probes interacted with 

a targeted molecule, such as receptors, 

transporters and enzymes. Therefore, we 

are developing the diagnostic and thera-

peutic molecular probes based on specific 

characteristics of the targeted diseases. 

主な研究業績（Research Achievements）
1.	Makino	A,	Miyazaki	A,	Tomoike	A,	Kimura	
H,	Arimitsu	K,	Hirata	M,	Ohmomo	Y,	Nishii	R,	
Okazawa	H,	Kiyono	Y,	Ono	M,	Saji	H.	PET	
probe	detecting	non-small	cell	lung	cancer	
susceptible	 to	 epidermal	 growth	 factor	
receptor	tyrosine	kinase	 inhibitor	therapy.	
Bioorg	Med	Chem.	26	1609-1613	（2018）.
2.	Lin	C.,	Kiyono	Y.	et	al.	Predictive	Value	of
Early-Stage	Uptake	of	3’-Deoxy-3’-18F-Flu-
orothymidine	 in	Cancer	Cells	Treated	with	
Charged	Particle	 Irradiation.	 J	Nucl	Med.	
56	945-50	（2015）

担当講義
医科学基礎総論、実験基礎演習、
医科学特論、機能画像医学特論 I、
II、機能画像医学演習、分子イメー
ジング特論演習、分子イメージン
グ特論実習

研究テーマ
病態の特性に基づく診断および治
療用分子プローブの開発

Development of diagnostic and 
therapeutic molecular probes 
based on specific characteris-
tics of the targeted diseases.
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研究分野紹介（教員紹介）　Introduction of Reseach Fields (Faculty Members)

研究内容紹介（Introduction of Research）
内科学（１）領域、血液・腫瘍内科
抗がん薬の研究を中心テーマとする教室である。抗がん薬の作用機序・薬物動態・耐性克服そして機能薬
理に基づくがん細胞の分子病態解明に基づき、がんのプレシジョンメディシンを目指す。シタラビンを含む核
酸アナログ、DNA損傷薬、抗体医薬、分子標的薬、エピジェネティック薬、白血病、リンパ腫、骨髄腫など
幅広いがん腫に対する抗がん薬を対象としている。核酸代謝から共通する尿酸降下薬の作用と効果について
も検討している。
内科学（１）領域、感染症・膠原病内科
感染症の重症化には生体反応としての全身性炎症反応症候群が関 与しその病態は高サイトカイン血症に起
因する過剰防衛反応である。 感染症治療に用いる抗生物質のなかでミノサイクリン、アジスロマイ シンなど
サイトカイン産生を抑制する作用を併せ持つ薬剤があり、そ のサイトカイン抑制機序について検討している。
免疫低下状態におけ る重症感染症の克服を目的としている。
Hematology and Oncology group:

Our research interest includes 1, overcoming resistance to anticancer agents, 2, clinical phar-

macology of anticancer agents, and 3, molecular mechanisms of leukemogenesis. We deal 

with wide variety of agents including a key agent for treating leukemia cytarabine, antibodies, 

molecular targeted agents, and epigenetic agents. Our goal is to establish tailor-made che-

motherapeutics based on the mechanisms of drug action/drug resistance and understanding 

cancer cell biology. Urate-lowering agents are also studied clinically and pharmacologically. 

Infectious diseases and Collagen diseases group: 

Our major research interest is directed toward severe infectious diseases. The underlying 

pathogenesis is closely associated with hypercytokinemia in hosts. Certain antibiotics not 

only have antimicrobial effects but also simultaneously inhibit the production of cytokines. We 

investigate the mechanism in which such agents suppress hypercytokinemia.

主な研究業績（Research Achievements）

1, Kida J, et al. An MDS-derived cell line and a series of its sublines serve as an in vitro model 

for the leukemic evolution of MDS. Leukemia. 232:1846-1850,2018.

2, Ookura M, et al.YM155 exerts potent cytotoxic activity against quiescent （G0/G1） multiple 

myeloma and bortezomib resistant cells via inhibition of survivin and Mcl-1. Oncotarget, 

8:111535-111550,2017.

3, Sakura T, et al. for the Japan Adult Leukemia Study Group （JALSG）. High-dose metho-

trexate therapy significantly improved survival of adult acute lymphoblastic leukemia: a phase 

III study by JALSG. Leukemia, 32:626-632,2017.

4, Matsuda Y et al. The combination of panobinostat with ponatinib synergistically overcome 

imatinib-resistant CML cells. Cancer Sci, 107:1029-1038,2016.

4, Sun J et al. Tetracyclines downregulate the production of LPS-induced cytokines and 

chemokines in THP-1 cells via ERK, p38, and nuclear factor kB signaling pathways. Biochem 

Biophys Rep, 4:397-404,2015

5,Tai K et al. Significantly higher cytokine and chemokine levels in patients with Japanese 

spotted fever than in those with Tsutsugamushi disease. J Clin Microbiol. 2014;52:1938-46.

6, Yamauchi T et al. Reduced drug incorporation into DNA and antiapoptosis as the 

crucial mechanisms of resistance in a novel nelarabine-resistant cell line. BMC Cancer. 

2014;29;14:547.

7, Ikegaya S et al. Tsutsugamushi disease caused by Shimokoshi-type Orientia tsutsugamu-

shi: the first report in Western Japan. Am J Trop Med Hyg. 2013;88:1217-9.

8, Negoro E et al. Utility of PCR amplification and DNA microarray hybridization of 16S rDNA 

for rapid diagnosis of bacteremia associated with hematological diseases. Int J Infect Dis. 

2013;17:e271-6

9, Yamauchi T et al. Aurora B inhibitor barasertib and cytarabine exert a greater-than-additive 

cytotoxicity in acute myeloid leukemia cells. Cancer Sci. 2013;104:926-33.

担当講義
先端応用医学概論、臨床腫瘍学特論、臨床腫
瘍学演習Ⅰ（総論）、臨床腫瘍学演習Ⅱ（各論）、
内科学特論演習Ⅰ、内科学特論実習Ⅰ
研究テーマ
抗腫瘍薬の作用機序・耐性克服、薬物動態に基
づくテーラーメイド白血病治療 /感染症重症化の
病態解明 /尿酸降下薬の作用機序 /腫瘍崩壊症
候群のマネージメント/がん細胞とDNA修復 /白
血病細胞のエピジェノム解析に基づく新治療。
Tailor-made chemotherapy for leukemia directed 
by pharmacology, mechanisms of action, and over-
coming drug resistance /Mechanisms of advance-
ment of severe infectious diseases / Mechanisms 
of action of urate-lowering agents / Management of 
tumor lysis syndrome / DNA repair in cancer cells / 
Epigenetic targeting for leukemia /

内科学（1）分野
First Department of Internal Medicine

教授　山内 高弘
Prof. Takahiro Yamauchi

研究内容紹介（Introduction of Research）
私たちの研究室では、ヒト病理組織検体を用いた形態学的
解析（組織学、免疫組織化学、in situ hybridizationな
ど）を中心に、分子生物学、生化学などの研究手法を応用
して糖鎖解析を行い、がんや炎症など、さまざまな病態にお
ける糖鎖の発現意義を明らかにするため、日夜研究を行っ
ています。糖鎖生物学（glycobiology）の観点から病因・
病態を解明する病理学（pathology）、すなわち糖鎖病理学

（glycopathology）という学問の魅力を若い研究者と共
有できたら、これに勝る幸せはないと考えています。
Our research goal is to elucidate the biological 

function of glycan chains expressed on the cell 

surface under pathological conditions such as 

cancer and inflammation. To this end, we are ex-

amining human pathological specimens using a 

variety of analytical techniques including histology, 

biochemistry, and molecular biology. We would be 

happy if we could share the fun of glycopathology 

(glycobiology + pathology） with young scientists.

主な研究業績（Research Achievements）
1. Tsutsumiuchi M, Hoshino H, Kogami A, Tsutsu-

miuchi T, Yokoyama O, Akama TO, Kobayashi 

M. Preferential expression of sialyl 6’-sulfo N-

acetyllactosamine-capped O-glycans on high 

endothelial venules in human peripheral lymph 

nodes. Lab Invest, in press.

2. Tsutsumiuchi T, Hoshino H, Fujieda S, Kobayashi 

M. Induction of peripheral lymph node addressin 

in human nasal mucosa with eosinophilic chronic 

rhinosinusitis. Pathology 51: 263-273, 2019.

3. Shinagawa T, Hoshino H, Taga M, Sakai Y, 

Imamura Y, Yokoyama O, Kobayashi M. Clinico-

pathological implications to micropapillary blad-

der urothelial carcinoma of the presence of sialyl 

Lewis X-decorated mucin 1 in stroma-facing 

membranes. Urol Oncol 35: 606.e17-606.e23, 

2017.

4. Inamura S, Shinagawa T, Hoshino H, Sakai Y, 

Imamura Y, Yokoyama O, Kobayashi M. Ap-

pearance of high endothelial venule-like vessels 

in benign prostatic hyperplasia is associated 

with lower urinary tract symptoms. Prostate 77: 

794-802, 2017.

5. Hoshino H, Ohta M, Ito M, Uchimura K, Sakai Y, 

Uehara T, Low S, Fukushima M, Kobayashi M. 

Apical membrane expression of distinct sulfated 

glycans represents a novel marker of cholangi-

olocellular carcinoma. Lab Invest 96: 1246-1255, 

2016.

担当講義
分子腫瘍学特論、分子腫瘍学演
習、腫瘍病理学特論演習、腫瘍病
理学特論実習

研究テーマ
腫瘍微小環境における硫酸化糖鎖
の機能解析

Roles of sulfated glycans in 
tumor microenvironment

腫瘍病理学分野
Tumor Pathology

教授　小林 基弘
Prof. Motohiro Kobayashi
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研究内容紹介（Introduction of Research）
本邦において悪性腫瘍の罹患者数ならびに死亡者数の上位に大腸、胃、膵臓、肝臓などの消化器がんが占めている。い
ずれのがんにおいても生命予後に関わる重要な要因はがん細胞の浸潤・転移であり、このことを制御することが予後改善
の鍵である。当教室では癌細胞株や外科手術標本を用いて増殖因子、タンパク分解酵素、接着分子、血管新生因子を
ターゲットとした浸潤・転移の新しい機序の解明から治療に応用できる研究を進めています。
また近年増加傾向にある糖尿病に対して膵ラ島移植による新規治療を目指した研究も行なっています。最近では蚕の繭
から抽出されるセリシン （絹タンパク） やラッキョウから抽出されるフルクタンの細胞保護効果により、膵ラ島
分離・保存効率が高くなる結果が得られ、臨床応用へと発展する可能性を見出しています。
Gastroenterological cancers are ranked high among malignant tumors. The increased invasiveness of 
cancer cells is important for progression and metastasis to the surrounding organs. The invastigation of 
this mechanism may advance the development of new therapies and improve survival rates. We have 
been performing molecular biological studies in metastasis of gastroenterological cancer. In our recent 
in vitro and vivo experiment with gastroenterological cancer cell lines, we found that the antibody sup-
pressed angiogenic activity and tumor formation, suggesting that our finding might be developed into a 
new cancer therapy. 
Cryopreservation is necessary for the long-term storage of islet cells and to increase the practicality 
of clinical islet transplantation. Sericin could prevent cytoarchitectural damage during the isolation and 
purification process, resulting in increased pancreatic islet yield. Sericin could contribute to islet therapy 
by enhancing the stability of islets.
主な研究業績（Research Achievements）
・Yoshida Y, Goi T, Kurebayashi H, Morikawa M, Hirono Y, Katayama K. Prokineticin 2 expression as a 
novel prognostic biomarker for human colorectal cancer. Oncotarget.2018
・Fujimoto D, Goi T, Hirono Y. Expression of ribophorine II is a promising prognostic factor in human 
gastric adenocarcinoma. Int J Oncol. 2017.
・Goi T, Nakazawa T, Hirono Y, Yamaguchi A. anti-tumor effect is enhanced by simultaneously target-
ing VEGF and PROK1 in colorectal cancer. Oncotarget 2015.

・Goi T, Naruse T, Kimura Y, Fujimoto D, Morikawa M, Koneri K, Yamaguchi A Hepatic artery infusion 
therapy is effective for chemotherapy-resistant liver metastatic colorectal cancer. World J Surg Oncol. 
2015.
・Kurebayashi H, Goi T, Shimada M, Tagai N, Naruse T, Nakazawa T, Kimura Y, Hirono Y, Yamaguchi A 
Prokineticin 2 （PROK2） is an important factor for angiogenesis in colorectal cancer. Oncotarget. 2015.
・Fujimoto D, Ueda Y, Hirono Y, Goi T, Yamaguchi A. PAR1 participates in the ability of multidrug resis-
tance and tumorigenesis by controlling Hippo-YAP pathway. Oncotarget. 2015.
・Goi T, Kurebayashi H, Ueda Y, Naruse T, Nakazawa T, Koneri K, Hirono Y, Katayama K, Yamaguchi 
A Expression of prokineticin-receptor2（PK-R2） is a new prognostic factor in human colorectal cancer. 
Oncotarget. 2015.
・Katoh S, Goi T, Naruse T, Ueda Y, Kurebayashi H, Nakazawa T, Kimura Y, Hirono Y, Yamaguchi A. 
Cancer stem cell marker in circulating tumor cells: expression of CD44 variant exon 9 is strongly cor-
related to treatment refractoriness, recurrence and prognosis of human colorectal cancer. Anticancer 
Res. 2015.
・Nakazawa T, Goi T, Hirono Y, Yamaguchi A.The expression of Prokineticin1 protein is a useful new 
prognostic factor for human sporadic colorectal cancer. Annalas of Surgical Oncology 2014.
・Goi T, Nakazawa T, Hirono Y, Yamaguchi A.The anti-prokineticin1（PROK1） monoclonal antibody sup-
presses angiogenesis and tumor growth in the colorectal cancer. Annalas of Surgical Oncology 2014.
・Kimura Y, Goi T, Nakazawa T, Hirono Y, Katayama K, Urano T, Yamaguchi A. CD44variant exon 9 
plays an important role in colon cancer initiating cells. Oncotarget 4, 785-791, 2013.
・Goi T, Nakazawa T, Hirono Y, Yamaguchi A. Prokineticin 1 expression in gastrointestinal tumors. Anti-
cancer Research, 2013.
・Yokoi S, Murakami M, Morikawa M, Goi T, Yamaguchi A, Terada S. Sericin in the isolating solution 
improves the yield of islets isolated from the pancreas. Cytotechnology. 2016.
・Ohnishi K, Murakami M, Morikawa M, Yamaguchi A. Effect of the silk protein sericin on cryopreserved 
rat islets. Journal of Hepatobiliary Pancreat Science, 2012.

担当講義
臨床腫瘍学特論　臨床腫瘍学演習
Ⅰ（総論）　臨床腫瘍学演習Ⅱ（各論）　
外科学特論演習Ⅰ　外科学特論実習Ⅰ

研究テーマ
（1）消化器がんにおける浸潤、転

移機構の解明
（2）糖尿病治療を目指した膵ラ島

移植の検討

（1）Clarify the mechanisms in 
the invasion and metasta-
sis of cancer

（2）Islet transplantation of the 
pancreas to aim at the dia-
betes treatment

外科学（1）分野
First Department of Surgery
教授　五井 孝憲
Prof. Takanori Goi

研究内容紹介（Introduction of Research）
婦人科腫瘍の新たなバイオマーカーの開発。特に新たな分子マー
カーの開発や分子イメージングを用いた婦人科腫瘍の早期発見や
予後予測を試みている。最近我 が々発見した婦人科腫瘍における
分子マーカーは子宮内膜癌における核内p-mTORの発現が子宮
内膜癌の進展や予後に関与していることを見出した。分子イメージ
ング手法を用いて腫瘍の個別のバイオロジーや機能をできるだけ非
侵襲性に検討する方法を行っている。我 の々教室ではFDG-PET, 

FLT-PETやエストロゲンホルモン受容体イメージング-PETを用い
て婦人科腫瘍のバイオマーカーに用いることができるか否か検討し
ている。最近私たちはFDG-PETとFES-PETを組み合わせること
により子宮肉腫を術前にかなりの高い確率で診断できることを見出
した。新たなバイオマーカーの開発で容易ではないが、必ず患者の
予後改善に寄与する。
Prevention and early detection are the preferred ap-

proaches to reducing cancer mortality when feasible. 

There has been a dramatic increase in the development 

of molecular markers and imaging techniques that aim to 

meet this need. Our laboratory has tried to the develop-

ment of new biomarkers and risk predictors for prevention 

and early detection of gynecologic cancers. Recently, we 

found nuclear phosphorylated mTOR （p-mTOR） expres-

sion was new biomarker in endometrial endometrioid 

cancer （ECC）, because nuclear p-mTOR expression 

was associated with tumour progression and poor sur-

vival in EEC. The use of novel imaging techniques that 

have the ability to evaluate tumour biology and function 

shows a great deal of promise in providing early surro-

gate biomarkers of response to therapy which may allow 

for individualised or patient-specific regimes. Recently, 

we found that the high diagnostic accuracy with regional 

fl uorine-18 fl uorodeoxy- glucose positron emission to-

mography （FDG）/16α-[18F]fl uoro-17β-oestradiol （FES）
-PET for uterine sarcoma supports the potential clinical 

use of additional PET imaging trials using FES in the 

workup of incidentally discovered “suspected uterine sar-

coma” based on FDG PET fi ndings. The process of novel 

biomarker development is not easy. However, biomarkers 

hold the promise of improving the lives of patients through 

improved prediction for individualised.

主な研究業績（Research Achievements）
1、Localisation of phosphorylated mTOR expression is 

critical to tumour progression and outcomes in patients 

with endometrial cancer. Yoshida Y et al. Eur J Cancer. 

2010 

2、Additional value of 16α-[18F]fl uoro-17β-oestradiol 

PET for differential diagnosis between uterine sarcoma 

and leiomyoma in patients with positive or equivocal fi 

ndings on [18F]fl uorodeoxyglucose PET. Yoshida Y et al. 

Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2011

担当講義
婦人科腫瘍学・診断・治療

研究テーマ
婦人科腫瘍における新たなバイオ
マーカーの開発

The development of new bio-
markers and risk predictors for 
prevention and early detection 
of gynecologic tumors.

産科婦人科学分野
Obstetrics and Gynecology

教授　吉田 好雄
Prof. Yoshio Yoshida
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研究分野紹介（教員紹介）　Introduction of Reseach Fields (Faculty Members)

皮膚科学分野
Dermatology

教授　長谷川 稔
Prof. Minoru Hasegawa

研究内容紹介（Introduction of Research）
メインプロジェクト: 表皮に発現する蛋白であるデ
ルモカインの様々な皮膚疾患（乾癬、接触皮膚炎、
アトピー性皮膚炎、創傷治癒、虚血再還流、悪
性黒色腫）における役割の検討。我々が独自に
作成したデルモカイン欠損マウスにおいて、皮膚
疾患モデルを誘導することにより、デルモカイン
の皮膚疾患における役割を検討している。他のプ
ロジェクト：1）全身性強皮症の病態におけるサ
イトカインの役割の検討 2）全身性強皮症に関す
る臨床研究、バイオマーカーの探索 3）自己免
疫性および遺伝性皮膚疾患の病態にかかわる細
胞外基質の役割の検討
Main project: Investigation of the roles of 

dermokine in the pathogenesis of various 

skin diseases （psoriasis, contact derma-

titis, atopic dermatitis, wound healing, 

ischemia-reperfusion, malignant mela-

noma）. Recently, we generated a novel 

dermokine-deficient mice. Using these 

mice, we have been investigating the roles 

of dermokine in skin disorders.

Other projects: 

1） The roles of cytokines in the pathogen-

esis of systemic sclerosis 

2） Clinical research including the investi-

gation of biomarkers in systemic sclerosis

3） The roles of extracellular matrix mol-

ecules in the pathogenesis of autoimmune 

skin diseases and genodermatosis.

主な研究業績（Research Achievements）
1. Luong VH, Hasegawa M, et al. Blockade 

of the CX3CL1-CX3CR1 pathway inhibits 

the progress of skin inflammation, fibrosis, 

and vascular injury in an experimental 

mouse model of systemic sclerosis. 

Arthritis Rheumatol, in press.

2. Hasegawa M, Matsushita Y, et al. A 

novel inhibitor of Smaddependent tran-

scriptional activation suppresses tissue 

fibrosis in mice models of systemic scle-

rosis. Arthritis Rheum 60（11）: 3465-75, 

2009

3.  Haas KM, Hasegawa M （co-first 

author）,  et al. Complement receptors 

CD21/35 link innate and protective im-

munity during Streptococcus pneumoniae 

infection by regulating IgG3 antibody re-

sponses. Immunity 17（6）:713-23,2002

担当講義
皮膚科学

研究テーマ
デルモカイン、全身性強皮症、硬
化性萎縮性苔癬、乾癬、アトピー
性皮膚炎

dermokine, systemic sclerosis, 
lichen sclerosus et atrophicus, 
extracellular matrix molecules, 
psoriasis, atopic dermatitis, 
malignant melanoma

歯科口腔外科学分野
Dentistry and Oral Surgery

教授　 吉村 仁志
Prof. Hitoshi Yoshimura

研究内容紹介（Introduction of Research）
歯科口腔外科学領域では、口腔領域に発症する疾
患の本態とその原因や成立過程を明らかにし、また
有効な治療法や予防法を確立することを目指してい
ます。現在研究に取り組んでいるテーマは、口腔腫
瘍、薬剤関連顎骨壊死、顎関節疾患、顎変形症、
歯科インプラント治療です。これらについて分子生
物学的手法等を用いて検討し、研究成果を発信し
ています。
 In the Department of Dentistry and Oral 

Surgery, we aim to clarify the nature of the 

disease that develops in the oral region, its 

cause and process, and also aim to estab-

lish the effective treatment and preventive 

method. Currently, the main research targets 

are oral tumor, medication-related osteone-

crosis of the jaw, temporomandibular joint 

disease, jaw deformity and dental implant 

treatment. These are examined using mo-

lecular biological approach, and we have 

been steadily presenting the results of our 

research.

主な研究業績（Research Achievements）
1. Yoshimura H, Yoshida H, Matsuda S, 

Ryoke T, Ohta K, Ohmori M, Yamamoto 

S, Kiyoshima T, Kobayashi M, Sano K: 

The therapeutic potential of epigallocate-

chin-3-gallate against human oral squamous 

cell carcinoma through inhibition of cell pro-

liferation and induction of apoptosis: In vitro 

and in vivo murine xenograft study. Mol Med 

Rep. 2019, 20：1139-1148.

2. Yoshida H, Yoshimura H, Matsuda S, 

Ryoke T, Kiyoshima T, Kobayashi M, Sano K: 

Effects of peritumoral bevacizumab injection 

against oral squamous cell carcinoma in a 

nude mouse xenograft model: A preliminary 

study. Oncol Lett. 2018, 15:8627-8634.

3. Matsuda S, Yoshimura H, Sano K: Risk 

factors and treatments for medication-

related osteonecrosis of the jaw: A 10-year 

single-institution experience. J Oral Maxillo-

fac Surg Med Pathol 2018, 30:10-16.

4. Wayama MT, Yoshimura H, Ohba S, 

Yoshida H, Matsuda S, Kobayashi J, 

Kobayashi M, Gomes Filho JE, Sano K. 

Diminished progression of periapical le-

sions with zoledronic acid in ovariecto-

mized rats. J Endod. 2015, 41:2002-2007.

担当講義
歯科口腔外科学

研究テーマ
口腔腫瘍、薬剤関連顎骨壊死、顎
関節疾患、顎変形症、歯科インプ
ラント治療

oral tumor, medication-related 
osteonecrosis of the jaw, tem-
poromandibular joint disease, 
jaw deformity，dental implant 
treatment
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感染制御部
Infection Control and Prevention

教授　岩﨑 博道
Prof. Hiromichi Iwasaki

研究内容紹介（Introduction of Research）
感染症重症化の機序解明が大きな研究の柱となる。
全身性炎症反応症候群（SIRS）は宿主側の背景に
ある高サイトカイン血症に依存する重症の病態であ
るが、最近一部の抗菌剤がこれを抑制することを明
らかとした。免疫不全患者に合併する感染症に対し
ては診断・治療を研究の対象とし、発熱性好中球
減少症の細菌学的遺伝子検査法を開発した。最近
では、新興リケッチア感染症の全国的調査に着手し、
重症化傾向の強い日本紅斑熱の救命治療法の開発
を臨床的、基礎的に開始した。また、サイトカイン
調節に関する基礎的研究も進め、基礎分野臨床分
野の成果を海外に積極的に発信している（1-3）。
We facilitate the clinical diagnosis and ther-

apy for infection in the compromised hosts. 

We are developing new methodologies to 

diagnose the bacteremia in a patient with 

febrile neutropenia. It has been understood 

that over-production of cytokines causes 

excessive defensive reaction following se-

vere infection with systemic inflammatory 

response syndrome （SIRS）. Therefore, we 

focus on the control of the defensive reaction 

would possibly induce the effective therapy 

for severe infection. We refer the relationship 

between the cytokine product and SIRS, and 

have elucidated the clue of the new therapy. 

Recently the cases of emerging rickettsial 

infection, Japanese spotted fever have been 

sometimes reported, and the fetal cases 

also increased. It is necessary to establish 

the suitable therapy for this infection. We 

have begun a nationwide investigation in 

Japan. We have performed the fundamental 

experiments about the cytokine modulation 

and also released our research and clinical 

analysis in international conferences.

主な研究業績（Research Achievements）
1）　Kobayashi A, Iwasaki H. Doughnut le-

gions. N Engl J Med 380: e11, 2019.

2） Kobayashi A, Iwasaki H. Human feet bit-

ten by multiple brown dog ticks, Rhipicepha-

lus sanguineus. ID Cases 9: 8, 2017.

3） Kobayashi A, Iwasaki H. Tetanus attacks 

an old person with inadequate vaccination 

showing ʻRisus Sardonicus’ face. ID Case 

10: 38-39, 2017.

担当講義
感染症学、感染制御学

研究テーマ
感染症の重症化機序解明

Study for mechanism of dis-
ease severity on infection.

研究内容紹介（Introduction of Research）
・がん進化による治療耐性を引き起こす肝がん幹細胞様クローンの同定
（中本安成）
・がん微小環境で免疫チェックポイント抗体と樹状細胞を併用する新規治
療法の開発（中本安成）
・バイオメタルが誘導するタウオリゴマー形成促進機構の解明（濱野忠則）
・肝がん微小環境での免疫編集に関わるHLA-classII発現変化と制御
機構の解析（平松活志）
・胃発癌におけるオートファジーの機能解析と予防への応用（大谷昌弘）
・酸化ストレスPET/MRIイメージングによる急性期脳梗塞の病態解明（井
川正道）
・HLA分子とPD-1経路を中心とした肝がん治療における免疫学的マー
カーの探索（松田秀岳）
・Identification of liver cancer stem cell-like clones that cause 
treatment resistance by cancer evolution　（by Yasunari Naka-
moto, M.D.,Ph.D.）.
・Development of novel therapeutics using immune checkpoint 
antibody and dendritic cells in cancer microenvironment （by 
Yasunari Nakamoto, M.D.,Ph.D.）.
・Elucidation of tau oligomerization promotion mechanism in-
duced by biometal （by Tadanori Hamano, M.D., Ph.D.）.
・Analysis of HLA-class II expression change and control 
mechanism involved in immune editing in liver cancer microen-
vironment （by Katsushi Hiramatsu, M.D., Ph.D.）.
・Functional analysis of autophagy in gastric carcinogenesis 
and application for the prevention （by Masahiro Ohtani M.D., 

Ph.D.）.
・Elucidation of the pathological condition of acute cerebral 
infarction by oxidative stress PET / MRI imaging （by Masamichi 
Ikawa, M.D., Ph. D.）.
・Search for immunological markers in liver cancer treatment 
centering on HLA molecule and PD-1 pathway （by Hidetaka 
Matsuda, M.D., Ph.D.）
主な研究業績（Research Achievements）
・Endo Y, Hasegawa K, Nomura R, Arishima H, Kikuta KI, 
Yamashita T, Inoue Y, Ueda M, Ando Y, Wilson MR, Hamano 
T, Nakamoto Y, Naiki H. Apolipoprotein E and clusterin inhibit 
the early phase of amyloid-β aggregation in an in vitro model 
of cerebral amyloid angiopathy. Acta. Neuropathol. Commun. 
2019, 28;7（1）:12.
・Matsuda H, Hiramatsu K, Akazawa Y, Nosaka T, Saito Y, 
Ozaki Y, Hayama R, Takahashi K, Naito T, Ofuji K, Ohtani M, 
Nemoto T, Hida Y, Kimura H, Soya Y, Nakamoto Y. Genetic 
polymorphism and decreased expression of HLA class II DP-
genes are associated with HBV reactivation in patients treated 
with immunomodulatory agents. J. Med. Virol. 2018, 90（4）:712-
720.
・Nosaka T, Baba T, Tanabe Y, Sasaki S, Nishimura T, Imamura 
Y, Yurino H, Hashimoto S, Arita M, Nakamoto Y, Mukaida N. 
Alveolar Macrophages Drive Hepatocellular Carcinoma Lung 
Metastasis by Generating Leukotriene B（4）. J. Immunol. 2018,  
1;200（5）:1839-1852.

担当講義
先端応用医学概論、内科学特論、
神経運動分子生物学

研究テーマ
消化器内科学、神経内科学に関す
る病態研究と治療法の開発

Pathophysiologic and Thera-
peutic Study of Gastroenterol-
ogy and Neurology

内科学（2）分野
Second Department of Inter-
nal Medicine

教授　中本 安成
Prof. Yasunari Nakamoto
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研究分野紹介（教員紹介）　Introduction of Reseach Fields (Faculty Members)

研究内容紹介（Introduction of Research）
呼吸器・アレルギー分野では気道炎症におけるプロトン
感知性受容体の関与、マスト細胞の細胞内シグナル伝
達に関する研究、間質性肺炎、肺癌治療におけるPET/

MRIの有用性に関する研究、IgG4関連肺疾患モデルマ
ウスに関する研究、肺末梢小型肺がんに対する超音波
気管支鏡（EBUS-GS法）での診断率向上を目指した
研究を行っている。内分泌・代謝分野では糖尿病・高
血圧患者におけるレニンアンジオテンシン系に関する遺
伝子多型など分子遺伝学研究、脂肪毒性による心筋障
害メカニズムの解明のための糖尿病性心筋症の発症機
序に関するマウスを用いた研究を行っている。
Third Department of Internal Medicine takes 

charge of research on respiratory medicine, al-

lergy, oncology, endocrinology and metabolism. 

Main subjects of study in allergy, oncology and 

respiratory medicine are involvements of proton- 

sensing receptors in airway inflammation, useful-

ness of PET/MRI for evaluation of interstitial pneu-

monia or lung cancer, a murine model of IgG4-

related respiratory diseases, improvement for 

diagnosis of peripheral small-sized lung cancer 

using EBUS-GS. Those in endocrinology and me-

tabolism are molecular genetics on renin angio-

tensin system in patients with hypertension and 

diabetes mellitus, and the mechanism of diabetic 

cardiomyopathy related to toxicity from lipid.

 

主な研究業績（Research Achievements）
1. Umeda Y, Tsujikawa T, et al. The Vertebral 3’
-Deoxy-3’-18F-Fluorothymidine Uptake Predicts 

the Hematological Toxicity after Syntemic Xhe-

motherapy in Patients with Lung Cancer. Eur Ra-

diol in press

2. Kadowaki M, Yamada H, et al. Extracellular 

acidification-induced CXCL8 production through 

a proton-sensing receptor OGR1 in human air-

way smooth muscle cells: a response inhibited 

by dexamethasone. J Inflamm （Lond） 16: 4, 2019

3. Ueno M, Suzuki J, Hirose M, Sato S, Imagawa 

M, Zenimaru Y, Takahashi S, Ikuyama S, Koizumi 

T, Konoshita T, Kraemer FB, Ishizuka T. Cardiac 

overexpression of perilipin 2 induces dynamic 

steatosis: prevention by hormone-sensitive lipase. 

Am J Physiol Endocrinol Metab 313:E699-E709, 

2017

4 Makino Y, Konoshita T, ,et al. A genetic variant 

in the distal enhancer region of the human renin 

gene affects renin expression. PLoS One 10: 

e0137469, 2015

担当講義
先端応用医学概論、呼吸循環器再
生分子科学、呼吸循環器再生分子
科学演習、内科学特論演習Ⅲ

研究テーマ
呼吸器内科学、アレルギー内科学、
腫瘍学、内分泌内科学、糖尿病代
謝内科学に関する臨床ならびに基
礎医学的研究

Clinical and basic research on 
respiratory medicine, allergy, 
oncology, endocrinology and 
metabolism.

内科学（３）分野
Third Department of Internal Medicine

教授　石塚 全
Prof. Tamotsu Ishizuka

腎臓病態内科学、検査医学分野
Nephrology

教授　岩野 正之
Prof. Masayuki Iwano

研究内容紹介（Introduction of Research）
腎臓病態内科学の研究目標は、健常時および疾
患時における腎臓の構造および機能を統合的に
解明することである。分子生物学、細胞生物学、
免疫学、生化学、および臨床疫学の手法を複合
的に応用し、このミッションの達成に努めている。
特に、基礎医学の研究成果を臨床応用すること
橋渡しするようなトランスレーショナル・リサーチ
に重点を置いている。具体的には、1） 腎糸球体
疾患の進展機序解明、2） ステロイド療法よりも
副作用が少ない新規治療法開発、および3） 蛋白
尿よりも優れた新規バイオマーカー開発、の３つ
のテーマについて研究を進めている。
Our research program is focused on inte-

grative biology applied to the structure or 

function of the kidney in health or disease. 

Scientific studies reflecting our research 

mission utilize the tools of basic molecular 

genetics, cellular biology, immunology, 

biochemistry, and clinical epidemiology. 

Special emphasis is placed on transla-

tional researches bridging basic science 

with clinical applications. Our research ef-

fort is arbitrarily organized into three work-

ing areas as follows: 1） Pathogenesis of 

glomerular diseases; 2） Establishing the 

novel therapeutic strategy more effective 

than conventional steroid therapy; 3） De-

velopment of the novel biomarkers better 

than proteinuria. 

主な研究業績（Research Achievements）
1. Urinary FSP1 is a biomarker of cres-

centic GN. J Am Soc Nephrol 23:209-214, 

2012

2. Hypoxia promotes fibrogenesis in 

vivo via HIF-1 stimulation of epithelial-

to-mesenchymal transition. J Clin Invest 

117:3810-3820, 2007

3. Evidence that fibroblasts derive from 

epithelium during tissue fi brosis. J Clin 

Invest 110:341-350, 2002

4. Renal redox dysregulation in AKI: Ap-

plication for oxidative stress marker of AKI. 

Am J Physiol Renal Physiol 307:F1342-51, 

2014

5. Tubulointerstitial Nephritis with IgM-

Positive Plasma Cells. J Am Soc Nephrol. 

28:3688-3698, 2017

担当講義
器官再生生物医学、器官再生生物
医学演習、腎臓病態内科学特論演
習、腎臓病態内科学特論実習、心
血管内分泌代謝学、心血管内分泌
代謝学演習

研究テーマ
1） 間質線維化および糸球体障害の
機序解明
2） 尿中バイオマーカーの開発

1） Mechanisms of tubulointer-
stitial fi brosis and glomerular 
injury
2） Development of urinary bio-
makers
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研究内容紹介（Introduction of Research）
小児科学研究室では、小児アレルギー・免疫疾患、
血液・腫瘍学、先天性代謝異常、新生児学、神経科
学、腎臓領域の研究を行っています。アレルギーグルー
プは、現在、食物アレルギーの病態を解析する動物
モデルを作成し、食物アレルギーの治療の可能性につ
いて研究しています。また、新生児グループと共同で、
気管支喘息や未熟児の慢性肺疾患で生じる気道リモ
デリングの機序を明らかにし、新規治療法に応用する
ことを目指しています。腫瘍研究グループは造血幹細
胞移植を利用した抗腫瘍免疫の新規治療法の開発を
行っています。新生児グルーブは栄養管理に関する臨
床研究を行っており、腎臓グループと共同で未熟児の
腎機能バイオマーカーの開発を行っています。
Our research domains include pediatric al-

lergic and immunologic diseases, hematology, 

oncology, inherited metabolic diseases, neo-

natology, neuroscience, and nephrology. The 

allergy research team is uniquely equipped to 

develop animal models to analyze the patho-

physiology of food allergy and is now explor-

ing every possibility for the treatment of food 

allergy. The team also aims to unravel the mo-

lecular basis for airway remodeling associated 

with bronchial asthma and chronic lung dis-

eases of premature babies, collaborating with 

the neonatology research team, and translate 

the information into new therapies. The oncol-

ogy team is developing a novel strategy of an 

anti-tumor immunotherapy using hematopoi-

etic stem cell transplantation. The neonatology 

research team is working on nutrition admin-

istration of preterm babies and biomarkers of 

renal function of premature babies.

主な研究業績（Research Achievements）
・Evaluation of metabolic defects in fatty acid 

oxidation using peripheral blood mononuclear 

cells loaded with deuterium-labeled fatty acids　
Dis Markers　（2019）
・Skin inflammation exacerbates food allergy 

symptoms in epicutaneously sensitized mice. 

Allergy （2018）.

・Urinary podocalyxin as a possible novel 

marker of intrauterine nephrogenesis and 

extrauterine podocyte injury. Pediatr Nephrol 

（2017）
・Alternaria extract activates autophagy that 

induces IL-18 release from airway epithelial 

cells. Biochem Biophys Res Commun （2015）

担当講義
成長発達病態学部門

研究テーマ
小児疾患の病態解析と新規治療法
開発の研究

Analysis of pathophysiology 
and development of novel 
therapeutics of childhood dis-
eases

小児科学分野
Pediatrics

教授　大嶋 勇成
Prof. Yusei Ohshima

循環器内科学分野
Cardiovascular Medicine

教授　夛田 浩
Prof. Hiroshi Tada

研究内容紹介（Introduction of Research）
循環器疾患の成因、疫学、および非薬物学的治療の研究を
おこなっている。特に下記の研究に重きをおいている。
1．不整脈、および心不全に対する非薬物的療法（カテーテ
ルアブレーション、ペースメーカ・植え込み型除細動器等の
デバイス治療）に関する研究
2．心臓超音波検査、CT、MRI装置を用いた心臓イメージ
ング 

3．梗塞心筋予後予測に対するサロゲートマーカーの有用性
We have been conducting research on the genesis, 

epidemiology, and non-pharmaco-logical treatment 

of various kinds of cardiac disease. Recently, we 

have been focusing on the following research: 

1. Non-pharmacological treatment of cardiac ar-

rhythmias and heart failure using catheter ablation 

and cardiac devices （pacemakers, intracardiac 

defibrillators, and biventricular pacing）
2. Cardiac imaging with echocardiography, CT, 

MRI, scintigraphy and PET 

3. Predictive utility of the surrogate markers for vi-

able myocardium after infarction

最近の主な研究業績（Research Achievements）
1） Meng L，Uzui H，et al. Role of SGLT1 in high 

glucose level-induced MMP-2 expression in human 

cardiac fibroblasts．Mol Med Rep，17:6887-92，
（2018）

2） Morishita T，Uzui H，et al. Association of plasma 

pentraxin-3 levels with coronary risk factors and the 

lipid profile: a cross-sectional study in Japanese 

patients with stable angina pectoris．Heart Vessels，
33: 1301-10，（2018）
3） Kaseno K, Hisazaki K, et al．The impact of the 

CartoSound® image directly acquired from the left 

atrium for integration in atrial fibrillation ablation．J 

Interv Card Electrophysiol，53:301-8 （2018）
4） Miyazaki S, Kajiyama T, et al．Impact of electrical 

connections between ipsilateral pulmonary veins on 

the second-generation cryoballoon ablation proce-

dure．J Cardiovasc Electrophysiol，30: 27-31，（2019）
5） Miyamoto K, Doi A, et al．Multicenter study of the 

validity of additional freeze cycles for cryoballoon 

ablation in patients with paroxysmal atrial fibrillation．
Circ Arrhythm Electrophysiol，12（1），e006989，（2019）
6） Hisazaki K, Hasegawa K, et al．Endothelial dam-

age and thromboembolic risk after pulmonary vein 

isolation using the latest ablation technologies: a 

comparison of the second-generation cryoballoon 

vs. contact force-sensing radiofrequency ablation．
Heart Vessels，34:509-16，（2019）

担当講義
先端応用医学概論、心血管内分泌
代謝学、心血管内分泌代謝学演習
研究テーマ
不整脈に対する非薬物学的マネージメ
ント（アブレーション / デバイス）/ 心
臓イメージング・心不全に関する研究 
/ 虚血心筋バイアビリティに関する研究
Non-pharmacological man-
age-ment （catheter ablation/
dev ic -es） o f  card iac  ar -
rhythmias and heart failure/ 
Research on car-diac imag-
ing and heart failure/ Renal 
sympathetic denervation for 
the treatment of resistant 
hypertension
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研究分野紹介（教員紹介）　Introduction of Reseach Fields (Faculty Members)

研究内容紹介（Introduction of Research）
精神医学領域では、動物モデルを用いた基礎的
研究から、各精神疾患を対象とした臨床研究ま
で広く網羅した研究を行っている。基礎研究と
しては、神経保護効果に注目した気分安定薬の
作用機序解明や、栄養・発育環境が情動に与え
る影響を通した気分障害の病態解明を試みてい
る。臨床研究としては、自閉スペクトラム症や注
意欠如多動症などの神経発達症を対象に、高磁
場3T-MR装置を用いた脳構造や脳機能イメージ
ング、視線計測を用いたバイオマーカーの探究、
新規治療法の開発などの研究が進められている。
On basic researches, we investigate 

mechanism of clinical effect of mood sta-

bilizer on the neuroprotective effect and 

pathophysiology of mood disorder through 

studies of nutritive or developmental envi-

ronment. On clinical researches for neu-

rodevelopmental disorders, structural and 

functional neuroimaging, exploring bio-

marker, and development new treatment 

are studied. 

主な研究業績（Research Achievements）
Kosaka H, Fujioka T, Jung M. Symptoms 

in individuals with adult-onset ADHD are 

masked during childhood. Eur Arch Psych 

Clin Neurosci, in press.

Omata N, Mizuno T, et al., Mania is an ex-

tension of depression from the perspective 

of neuronal plasticity - Evaluation of our 

hypothesis through the affective spectrum. 

Med Hypotheses, 102:87-88, 2017. 

Kosaka H, et al. Oxytocin efficacy is 

modulated by dosage and oxytocin recep-

tor genotype in young adults with high-

functioning autism: a 24-week randomized 

clinical trial. Translational Psychiatry, 6

（8）:e872, 2016.

Fujioka T, et al., Gazefinder as a clinical 

supplementary tool for discriminating be-

tween autism spectrum disorder and typi-

cal development in male adolescents and 

adults. Molecular Autism, 7:19, 2016.

担当講義
精神疾患の生物学的基盤の研究

研究テーマ
1）神経発達症の病態研究
2）認知機能に関する脳画像研究
3）気分障害の基礎的研究

1） Pathological research of 
neurodevelopmental disor-
ders

2） Neuroimaging research of 
cognitive function

3） Basic research of mood 
disorder

精神医学分野
Psychiatric Medicine
教授　小坂 浩隆
Prof. Hirotaka Kosaka

研究内容紹介（Introduction of Research）
外科学（２）領域では胸部外科（心臓血管外科、呼
吸器外科）に関連する臨床に即した研究を行っている。
心臓血管外科では僧帽弁形成術に対する新しい手術
手技の開発や大血管吻合法の改良を目指した動物実
験を行っている。また、血管新生因子（PD-ECGF）
を用いた重症虚血肢の治療に関する基礎的研究を
行っている。呼吸器外科では新しい気瘻予防法の開発
や抗癌剤感受性試験に基づく補助化学療法などの臨
床研究に加え、ヒト呼吸器系におけるムスカリン受容
体およびβ-アドレナリン受容体の組織分布と薬理学的
特性に関する基礎研究を薬理学教室と共同で行ってい
る。
We are mainly studying clinical issues related 

to Thoracic Surgery including both Cardiovas-

cular and Respiratory fi elds. In Cardiovascular 

group, we have done experimental researches 

such as the development of new surgical 

techniques for mitral valve plasty and the im-

provement of an anastomotic device for great 

vessel. In addition, we have carried out basic 

study using angiogenetic factor （PD-ECGF） 
on the treatment of critical limb ischemia. In 

Respiratory group, we performed a surgical 

modifi cation of pleurodesis for prevention 

of repetitive catamenial pneumothorax, and 

clinical application of adjuvant chemotherapy 

based on susceptibility testing anticancer 

drug. Basic research about regional quantifi 

cation of muscarinic acetylcholine receptors 

and β-adrenoceptors in human airways was 

also performed in collaboration with the Divi-

sion of Pharmacology.

主な研究業績（Research Achievements）
Ikeda T, Anisuzzaman AS, Yoshiki H, Sasaki M, 

Koshiji T, Uwada J, Nishimune A, Itoh H, Mura-

matsu I. : Regional quantifi cation of muscarinic 

acetylcholine receptors and β-adrenoceptors 

in human airways. Br J Pharmacol. 2012 Jul; 

166（6）:1804-14.

Ikeda T, Sasaki M, Sakon K, Koshiji T. : An 

effective method of pleurodesis involving ab-

sorbable mesh for repetitive catamenial pneu-

mothorax. Eur J Cardiothorac Surg. 2012 Aug; 

42（2）:370-2.

Sakakibara Y, Koshiji T, Hagio K, Ishigami M, 

Nakatsu T. : Novel wrapping technique with in-

sertion of fat tissue for hemostasis in aortic sur-

gery. Ann Thorac Surg. 2010 Mar; 89（3）:992-3. 

担当講義
外科学特論演習Ⅱ、外科学特論実
習Ⅱ

研究テーマ
胸部外科における新しい手術手技
の開発
ヒト肺、気管支におけるβアドレナ
リン受容体の解明

Development of new surgical 
techniques in Thoracic sur-
gery
Quantification of β-adreno- 
ceptors in human airways

外科学（２）分野
Second Department of Surgery

教授　腰地 孝昭
Prof. Takaaki Koshiji
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研究内容紹介（Introduction of Research）
以下の研究を精力的に行っています　１）新規治療薬の開発を目
指した、肉腫の発生と進展に関する基礎研究　２）脊髄損傷の臨
床病理学的研究および脊髄の再生医療の基礎的研究　３）椎間
板および関節軟骨の再生医療　４）個 の々体格に適合するカスタ
ムメイド人工関節の開発　５）運動器疾患患者の動作解析。
Our research project include the followings,; 1） the basic 

research of the sarcoma biology aiming at the develop-

ment of the new therapeutic drug, 2） the clinicopatho-

logical study of the spinal cord injury, and the basic 

research of the regenerative medicine for the spinal cord 

injury. 3） the regenerative medicine of an intervertebral 

disk and the joint cartilage, 4） the development of cus-

tom-made prostheses to adapt to an individual physical 

status, and 5） the motion analysis in the patients with 

musculoskeletal disorders

主な研究業績（Research Achievements）
Sakamoto T, Miyazaki T, et al. Intraarticular injection of 

processed lipoaspirate cells has anti-inflammatory and 

analgesic effects but does not improve degenerative 

changes in murine monoiodoacetate-induced osteoarthri-

tis. BMC Musculoskeletal Disorders. 2019, in press

Kakimoto T, Matsumine A, et al. Immunohistochemical ex-

pression and clinicopathological assessment of the can-

cer testis antigens NY-ESO-1 and MAGE-A4 in high-grade 

soft-tissue sarcoma. Oncol Lett. 17:3937-3943, 2019.

Nakajima H, Takahashi A, et al: Prognostic factors and 

optimal management for patients with cervical spinal cord 

injury without major bone injury. J Orthop Sci. 24:230-236, 

2019.

Okuno K, et al. Carbonic anhydrase IX enhances tumor 

cell proliferation and tumor progression in osteosarcoma. 

Onco Targets Ther. 11:6879-6886, 2018.

Takahashi A, Nakajima H, et al. Comparison of Mesen-

chymal Stromal Cells Isolated from Murine Adipose Tissue 

and Bone Marrow in the Treatment of Spinal Cord Injury. 

Cell Transplant. 27:1126-1139, 2018.

Kitade I et al. Relationship between gait parameters and 

MR imaging in idiopathic normal pressure hydrocephalus 

patients after shunt surgery. Gait Posture 61:163-168, 

2018.

Nakajima H, et al.. Surgical treatment of low lumbar osteo-

porotic vertebral collapse: a single-institution experience. 

J Neurosurg Spine.24: 39-47, 2016.

Watanabe S, et al. Early transplantation of mesenchymal 

stem cells after spinal cord injury relieves pain hypersen-

sitivity through suppression of pain-related signaling cas-

cades and reduced inflammatory cell recruitment. Stem 

Cells. 33:1902-14, 2015.

担当講義
整形外科学特論

研究テーマ
肉腫の発生と進展に関する基礎研
究。脊髄、椎間板、関節軟骨の再
生医療。カスタムメイド人工関節
の開発。歩行・動作解析。

Basic researches of  sar -
coma biology, regenerative 
medicine of the spinal cord, 
intervertebral disk and joint 
carti lage, development of 
custom-made prosthesis, and 
motion analysis in patients 
with musculoskeletal disorders

整形外科学分野
Orthopedic Surgery
教授　松峯 昭彦
Prof. Akihiko Matsumine

麻酔・蘇生学分野
Anesthesiology and Reanimatology

教授　重見 研司
Prof. Kenji Shigemi

研究内容紹介（Introduction of Research）
当教室では、全身麻酔が必要な時に、いつでも、簡便に安全に、快適で安楽な
睡眠を、誰に対しても提供できる、人工知能を活用したシステムを「ロボット麻酔」
と称して開発している。それは、既存の麻酔器や各種モニタ器機、電子麻酔記
録器に工夫を加えたものであるが、バイタルサインや投薬の記録方法を改善した
だけの機器でない。既存のパラメータを組み合わせて処理して新しい情報を提
供するモニタも開発して、パーソナルコンピュータを組み込んだ制御システム（診
療支援システム）として、全く新しく構築されたものである。具体的には、脳波
を解析して麻酔深度を数値で表示し、適切な深度を目標値として入力することに
より、麻酔薬を投与するシリンジポンプをフィードバック制御によってコントロー
ルして麻酔する。また、症例によって必要量が異なる鎮痛薬の投与量を滴定す
るシステムを確立し、筋弛緩薬の投与量も筋弛緩モニタを組み込んだもので制
御する。並行して、血液循環は、心電図、動脈圧波形、および心音図から、非
侵襲的に左心室大動脈結合状態を算定し、この値を病態解析や治療効果の定
量的な指標として確立する。血液量の過不足は、左心室拡張終期容量や平均
循環充満圧のモニタを開発して評価する。人工呼吸に関しては、無気肺の予防
を目的として、全身麻酔中の肺リクルートメントのパラメータ設定と施行時期につ
いて研究する。当領域の大学院生には、以上のシステムを総合的に安全に維持・
運用・改善する技量が求められる。
We have been developing a system named “robot anesthesia”. This 

system utilizes artificial intelligence that can provide any patients with 

convenient, safe and comfortable sleep at any time when general 

anesthesia is required. It includes some ingenuities to existing anes-

thesia machines, various monitor equipment, electronic anesthesia 

recorders, but it is not just a device to improve recording method of 

vital signs and medications. The new monitor combines usual param-

eters and processes them as new information, and it is completely 

newly constructed to control the life system of a living organism dur-

ing invasive surgery. Specifically, the electroencephalogram is ana-

lyzed to control the administration of anesthetics, and a system is set 

up to titrate the dose of analgesic drugs with different cases, and the 

dose of muscle relaxant is also controlled by incorporating muscle re-

laxation monitor. At the same time, left ventricular aortic coupling（Ees/

Ea） is noninvasively calculated from the electrocardiogram, arterial 

pressure waveform, and phonocardiogram. Excess or deficiency in 

blood volume is assessed by evaluating left ventricular end-diastolic 

volume（LVed） and monitoring mean circulatory filling pressure（Psf）. 

Regarding artificial respiration, the ventilation parameters are evalu-

ated and the timing of pulmonary recruitment during general anes-

thesia is determined for the purpose of prevention of atelectasis. For 

graduate students in our department, skills to maintain, operate and 

improve the above systems comprehensively and safely are required. 

主な研究業績（Research Achievements）
1. Hayashi K., Shigemi K., Shishido T. et al. Single-beat estimation of 

ventricular end-systolic elastance-effective arterial elastance as an 

index of vetricular mecha-noenergetic performance. Anesthesiol 92, 

1769-1776, 2000. 2. Mukozawa M, Takakura K, Mizogami M. Direct 

vasocontractile activities of bupiva-caine enantiomers on the isolated 

rat tho-racic aorta. Anesthesiology Research and Practice 2010･ID 

820186, 2010.

担当講義
麻酔科学（循環制御医学）
研究テーマ
1） 脳波の解析に基づいたフィードバッ
ク制御による麻酔薬の投与方法
2） 鎮静薬と鎮痛薬の相互作用
3） 筋弛緩モニタによるフィードバック
制御による筋弛緩薬の投与方法
4） 左心室大動脈結合状態のモニタの開発
5） 左心室終末容量のモニタの開発
6） 平均循環充満圧のモニタの開発
1） Feedback control of propofol infusin system.
2） Interaction of sedatives and analgesics.
3） Feedback control of rocuro-
nium administration system.
4） Non-invasive monitor of 
Ees/Ea, LVed and Psf.
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研究分野紹介（教員紹介）　Introduction of Reseach Fields (Faculty Members)

研究内容紹介（Introduction of Research）
1）腎癌におけるmicroRNA-204によるオートファジー制御の治療効果
2）心理ストレスと下部尿路機能・性機能障害について-動物モデルによる基
礎的な研究
3）メタボリック症候群や生活習慣病と下部尿路機能障害について、福井県の
住民検診や人間ドックのデータを用いた横断的・縦断的疫学調査
4）メタボリック症候群や生活習慣病の病態モデルを用いて排尿筋過活動発生
のメカニズムを分子レベルで解明する
5）脳血管障害、下部尿路閉塞にみられる排尿筋過活動の発生メカニズムと
その新規治療法の開発臨床に直結した研究テーマで、トランスレーショナルリ
サーチを目指す。
1）Induction of autophasy in the prostate cancer by microRNA and 
its clinical usefulness.
2）Influences of psychological stress on lower urinary tract and 
sexual function in rats, potential role of corticotropin-releasing fac-
tor.
3）Epidemiologic study of the relationship between lower urinary 
tract symptoms and metabolic syndrome or lifestyle-related dis-
eases in multiphasic health screening. 
4）Using animal models with cerebral infarction, bladder outlet ob-
struction, metabolic syndrome and lifestyle-related diseases, we will 
study the underlying mechanisms to develop detrusor overactivity 

（DO） and define new approaches benefi cial for the treatment of 
DO.

主な研究業績（Research Achievements）
1） Inamura S, Ito H, Shinagawa T, Tsutsumiuchi M, Taga M, Kobayashi M, 
Yokoyama O. Prostatic stromal inflammation is associated with bladder 
outlet obstruction in patients with benign prostatic hyperplasia. Prostate. 
2018, 78: 743-752.
2） Ito H, Wang D, Zha X, Inamura S, Seki M, Taga M, Yokoyama O. Cas-

tration increases PGE2 release from the bladder epithelium in male rats. 
Life Sci. 2018, 193:252-256.
3） Inamura S, Shinagawa T, Hoshino H, Sakai Y, Imamura Y, Yokoyama 
O, Kobayashi M. Appearance of High Endothelial Venule-Like Vessels 
in Benign Prostatic Hyperplasia Is Associated with Lower Urinary Tract 
Symptoms. Prostate 2017, 77: 794-802
4） Shinagawa T, Hoshino H, Taga M, Sakai Y, Imamura Y, Yokoyama O, 
Kobayashi M. Clinicopathological implications to micropapillary bladder 
urothelial carcinoma of the presence of sialyl Lewis X-decorated mucin 1 
in stroma-facing membranes. Urol Oncol. 2017 S1078-1439 （17）30264-8. 
5） Yokokawa R, Akino H, Ito H, Zha X, Yokoyama O. Nerve growth factor 
release from the urothelium increases via activation of bladder C-fiber in 
rats with cerebral infarction. Neurourol Urodyn. 2017, 36:1448-1455
6） Yokoyama O, Nishizawa O, Homma Y, Takeda M, Gotoh M, Kakizaki H, 
Akino H, Hayashi K, Yonemoto K; OASIS project group. Nocturnal polyuria 
and hypertension in patients with lifestyle-related diseases and overactive 
bladder. J Urol. 2017, 197: 423-431
7） Ishida H, Yamauchi H, Ito H, Akino H, Yokoyama O. α1D-adrenoceptor 
blockade increases voiding efficiency by improving external urethral 
sphincter activity in rats with spinal cord injury. Am J Physiol - Regulatory, 
Integrative and Comp 2016, 311: R971-R978
8） Kurokawa T, Zha X, Ito H, Aoki Y, Akino H, Kobayashi M, Yokoyama 
O. Underlying mechanisms of urine storage dysfunction in rats with salt-
loading hypertension. Life Sci. 2015, 141:8-12
9） Taga M, Hoshino H, Low S, Imamura Y, Ito H, Yokoyama O, Kobayashi 
M. A potential role for 6-sulfo sialyl Lewis X in metastasis of bladder uro-
thelial carcinoma. Urol Oncol. 2015, 33:496.e1-9
10） Wang D, Zha X, Nagase K, Akino H, Muramatsu I, Ito H, Yokoyama 
O. Effects of the 5α-reductase Inhibitor Dutasteride on Rat Prostate α
1A-adrenergic Receptor and Its Mediated Contractility. Urology. 2015, 85

（3）:704.e9-704.e14.

担当講義
泌尿器科学Urology

研究テーマ
尿路生殖器癌、性機能障害、下部
尿路機能障害

Genitourinary cancer, sexual 
dysfunction, lower urinary tract 
dysfunction

泌尿器科学分野
Urology

教授　横山 修
Prof. Osamu Yokoyama

研究内容紹介（Introduction of Research）
脳脊髄神経外科領域の大学院研究は、①手術標本を用いた脳神経外科疾患
における病理組織学研究、②放射線科や高エネルギー医学研究センターと共
同で行うPET-MRとASL-MRを用いた脳循環代謝や脳腫瘍悪性度評価、③
工学部や福井県の企業と協力して新しい手術機器を開発する医工連携研究、
④ロシア、台湾、トルコなどの協定大学との国際共同研究、⑤脊髄内視鏡を用
いた脊髄疾患の診断と治療、⑥解剖学教室、オートプシーイメージングセンター
と共同で臨床医のための外科解剖教育システムの構築、などを主に行っている。
Research in neurosurgical department has focused on the following 

topics. One is histopatholgical study of brain tumors, vascular mal-

formations, cerebral amyloid angiopathy,  and so on. You can do the 

study with electron microscopy easily with strong help of a highly-

experienced technician. The second topic is neuroradiological study 

by using PET-MR with cooperation with department of diagnostic 

radiology and high-energy medical research center in our university. 

We have developed arterial spin labeling （ASL） MR or investigated 

the significance of PET with 62Cu-ATSM. The third topic is develop-

ment of new surgical instruments of modalities by corporation with 

department of engineering. We have already succeeded the devel-

opment of some new instruments and obtained patent rights. 

The fourth topic is international cooperative study with universities 

that we contracted mutual exchange program in Russia, Taiwan, 

and Turkey. The fifth topic is diagnoses and treatments of spinal pa-

thologies using a spinal endoscopy. The sixth topic is the construc-

tion of the education system of surgical anatomy using cadavers 

and postmortem CT and MR cooperating with the Department of 

Anatomy and the Autopsy Imaging Center of the University of Fukui.

主な研究業績（Research Achievements）
1. Kodera T, Arai Y, Arishima H, Higashino Y, Isozaki M, Tsunetoshi 

K, Matsuda K, Kitai R, Shimizu K, Kosaka N, Yamamoto T, Shioura H, 

Kimura H, Kikuta K. Evaluation of obliteration of arteriovenous mal-

formations after stereotactic radiosurgery with arterial spin labeling 

MR imaging. Br J Neurosurg. 2017;31（6）:641-647.

2. Arishima H, Higashino Y, Yamada S, Akazawa A, Arai H, Tsune-

toshi K, Matsuda K, Kodera T, Kitai R, Awara K, Kikuta K. Spinal en-

doscopy combined with selective CT myelography for dural closure 

of the spinal dural defect with superficial siderosis: technical note. J 

Neurosurg Spine. 2018;28（1）:96-102.

3. Kodera T, Tada H, Akazawa A, Hashimoto N, Yamada S, Arai H, 

Higashino Y, Kitai R, Takeuchi H, Kikuta K. Evaluation of the use of 

calcium phosphate cement for aesthetic neurosurgical cranial re-

construction, World Neurosurg. 2018;110（2）:E296-E304.

4. Lin CM, Arishima H, Kikuta K, Naiki H, Kitai R, Kodera T, Matsuda 

K, Hashimoto N, Isozaki M, Tsunetoshi K, Neishi H, Higashino Y, 

Akazawa A, Arai H, Yamada S. Pathological examination of cerebral 

amyloid angiopathy in patients who underwent removal of lobar 

hemorrhages. J Neurol. 2018;265（3）:567-577.

担当講義
脳脊髄神経学特論演習においては脳血管の正常構造と脳血管障害の病
理を対比し、その発症機序につき概説する
研究テーマ
1. 手術標本を用いた病理組織学的基礎研究、2. PET-MRとASL-MRを
用いた病態評価、3. 医工連携による手術機器開発、4. ロシア、台湾、ト
ルコの協定大学との国際共同研究、5.脊髄内視鏡を用いた脊髄疾患の診
断と治療、6.死後画像診断装置を用いた手術解剖教育システムの構築
Basic research of histopathological analysis of surgical 
specimen of neurosurgical disease; characteristic analysis of 
disease by using PET-MR and arterial spin labeling （ASL）-MR; 
development of new surgical instruments by cooperating with 
department of engineering or companies in Fukui; international 
cooperative study with universities in Russia, Taiwan, and 
Turkey; diagnoses and treatments of spinal pathologies using 
a spinal endoscopy; construction of the education system of 
surgical anatomy using cadavers and postmortem CT and MR.

脳脊髄神経外科学分野
Neurosurgery

教授　菊田 健一郎
Prof. Kenichiro Kikuta
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研究内容紹介（Introduction of Research）
頭頸部癌の成長には腫瘍細胞の分化・増殖・浸
潤が重要であり、それらを制御する種々因子の同
定や解明は、新しい治療につながる。網羅的蛋
白解析やマイクロアレイを用いて新しい因子の探
索をしている。アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎患者
遺伝子解析を行い、その遺伝子機能解析を行う
ことで、新規治療の開発を目指している。
Differentiation, proliferation and invasion 

of cancer cells are deeply associated with 

growth of head and neck cancer. We are 

trying to discover a new molecule and reg-

ulated mechanism, which may be linked 

to advanced treatment for head and neck 

cancer. We performed microarray analysis 

and proteomics. We are also investigating 

the SNPs and gene expression of nasal 

cells in patients with allergic rhinitis and 

sinusitis. We believe that functional analy-

sis of such molecule should link to a novel 

treatment for allergic rhinitis and sinusitis.

主な研究業績（Research Achievements）
1） Suppression of SESN1 reduces cispla-

tin and hyperthermia resistance through 

increasing reactive oxygen species （ROS） 
in human maxillary cancer cells. Int J Hy-

perthermia. 35（1）:269-278, 2018 

2） Increased expression of L-plastin in na-

sal polyp of patients with nonsteroidal anti-

inflammatory drug-exacerbated respiratory 

disease. Allergy. 2018 

3） Periostin as a novel biomarker for post-

operative recurrence of chronic rhinosinitis 

with nasal polyps. Sci Rep. 30;8（1）:11450, 

2018 

4） Short-chain fatty acids induce tissue 

plasminogen activator in airway epithelial 

cells via GPR41&43. Clin Exp Allergy. 48

（5）:544-554, 2018

5） Trimellitic anhydride induces low-grade 

mast cell degranulation without specific 

IgE. Toxicol Rep. 7;3:701-707, 2016 

6） Suppression of Poly（rC）-Binding 

Protein 4 （PCBP4） reduced cisplatin re-

sistance in human maxillary cancer cells.　
Sci Rep. 5:12360, 2015

担当講義
臨床腫瘍学特論、臨床腫瘍学演習
I/ II、耳鼻咽喉科学・頭頸部外科
学特論演習・実習

研究テーマ
頭頸部癌の分化・増殖・浸潤に関
連する遺伝子発現・制御機構の解
明、アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎
発症機序の解明

Gene expression and regula-
tion of head and neck cancer.
Mechanism on the onset of 
allergic rhinitis and sinusitis.

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野
Otorhinolaryngology & Head 
and Neck Surgery

教授　藤枝 重治
Prof. Shigeharu Fujieda

研究内容紹介（Introduction of Research）
緑内障の治療は、視神経が障害されるのを抑える
ために、眼圧を下げる治療がおこなわれています。
緑内障手術は必ずしも全ての患者の眼圧を下げら
れる万能な手術ではなく、緑内障のタイプや患者
背景によって、眼圧の下がり方がずいぶんと異な
ることを、私たちはこれまで臨床研究をおこない、
次 と々明らかにしてきました。私たちは、今、眼
圧がなかなか下がらない難治性の緑内障の手術
成績を改善する研究に取り組んでいます。緑内障
の中でも、特に眼圧が下がりにくいのが、糖尿病
網膜症による血管新生緑内障です。血管新生が
生じ眼圧が上昇する分子メカニズムを解明する研
究に取り組んでいます。また、緑内障で障害され
る視神経を保護する神経保護治療の研究をおこ
なっています。
The goal of glaucoma treatment is prevent 

optic neuropathy by lowering intraocular 

pressure. So far, we have revealed that 

the surgical outcome of glaucoma sur-

gery depends on glaucoma subtypes 

and patient background. We are now 

working on research to improve the sur-

gical outcomes for refractory glaucoma. 

Especially,neovascular glaucoma due to 

diabetic retinopathy is resistant to glau-

coma surgery. We are investigating for 

molecular mechanism of angiogenesis in 

the eye. In addition, we are now conduct-

ing neuroprotective therapy to rescue 

glaucoma optic neuropathy. 

主な研究業績（Research Achievements）
Takihara Y, et al. In vivo imaging of axonal 

transport of mitochondria in the diseased 

and aged mammalian CNS.

Proceedings of the National Academy of 

Sciences USA 2015:112:10515-10520.

Yokota S, et al. Altered transport velocity 

of axonal mitochondria in retinal ganglion 

cells after laser-induced axonal injury in 

vitro.

Investigative Ophthalmology & Visual Sci-

ence 2015:56（13）8019-8025.

担当講義
眼科学

研究テーマ
緑内障の手術に関する研究と神経
保護に関する研究

Glaucoma surgery and neuro-
protection for glaucoma optic 
neuropathy

眼科学分野
Ophthalmology

教授　稲谷 大
Prof. Masaru Inatani
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研究分野紹介（教員紹介）　Introduction of Reseach Fields (Faculty Members)

研究内容紹介（Introduction of Research）
医療安全は医療の基礎であり、医療安全なくして安全な医療の提供は不可能である。
“To err is human”を前提に、医療事故防止のための持続的な改善が行われてきた
が、医療事故を根絶することは不可能である。なぜなら、医療事故を完璧に阻止する
システムやマニュアルはなく、そして、医療を行う最小単位が人間である以上、医療
事故は発生し続ける。よって、個人のエラーを抑止する方策が必要であり、チーム医
療が重要である。チームのパフォーマンスを高める方策として米国AHRQが開発した
TeamSTEPPSなどのツールがあり、それらを実践することが、予期しない医療事故の
発生や患者の在院日数、入院コストへ及ぼす影響について検討する。また、転倒・転
落事故の原因として、高齢者におけるポリファーマシーや睡眠薬などの薬物の関与が
推察されるが、因果関係は不明である。転倒・転落事故と高齢者における薬物療法と
の関連を検討する。これは、転倒・転落事故の防止に重要な研究である。
Patient safety is the foundation of good patient care, and it is required 
in each medical institution. Based on the basic assumption that to err is 
human, there have been enormous efforts to improve healthcare system 
for preventing medical accidents. However, it appears to be impossible 
to eliminate medical accidents as the minimum element providing medical 
care is a human being who is destined to err. To reduce medical ac-
cidents, team approach to medical care is needed to overcome human 
error. There are some tools to promote better performance of medical 
teams, e.g., TeamSTEPPS that is offered by the Agency for Healthcare 
Research and Quality （AHRQ） in the USA. Introducing TeamSTEPPS into 
the education of team-based care and then using tools of TeamSTEPPS 
in real practice of health care is likely to reduce human error and improve 
patient safety. 
The effects of the introduction of TeamSTEPPS will be measured prospec-

tively in terms of the number of unexpected medical accidents, length of 
hospitalization as well as cost. 
Falling on the floor is one of the major incidents, but it is difficult to prevent 
it. Some kind of drug or polypharmacy may be associated with falling 
incidents in elderly patients. We are investigating the association between 
them. 

主な研究業績（Research Achievements）
Akino H, Kuwabara Y, Terasaki K, et al. What increased the incident re-
ports from doctors in our hospital? 7th World Congress of Clinical Safety 

（WCCS）, 2018, Bern, Switzerland.
Fujii M, Akino H, Terasaki K, et al. Checking failures and the estimation of 
risk-taking behaviors:  A cross-sectional survey in a university hospital. 6th 
WCCS, 2017, Rome, Italy.
Yokokawa R, Akino H, Ito H, et al. Nerve growth factor release from the 
urothelium increases via activation of bladder C-fiber in rats with cerebral 
infarction. Neurourol Urodyn. 36: 1448-1455, 2016.
Akino H, Namiki M, Suzuki K, et al. Factors influencing patient satisfaction 
with antimuscarinic treatment of overactive bladder syndrome: results of a 
real-life clinical study. Int J Urol 21: 389-394, 2014.
Akino H. Spontaneous contractile activity of the detrusor muscle and its 
role in the pathogenesis of overactive bladder syndrome. LUTS 4: 42-47, 
2012.
Akino H, Maekawa M, Nakai M, et al. Ultrasound-estimated bladder 
weight predicts risk of surgery for benign prostatic hyperplasia in men us-
ing alpha-adrenoceptor blocker for LUTS. Urology 72: 817-820, 2008.

担当講義
先端応用医学概論
器官再生生物学、
器官再生生物学演習

研究テーマ
1. ヒューマファクターの医療事故
の発生への関与に関する研究
2. 高齢者の転倒・転落に関する研
究

1. The study on the involve-
ment of human factors in the 
occurrence of medical acci-
dents
2. The research on falls of el-
derly people

医療安全管理部
Department of Patient Safety

教授　秋野 裕信
Prof. Hironobu Akino

研究内容紹介（Introduction of Research）
われわれは種 の々ヒトアミロイドーシスをモデル疾患に選び、アミロイド
線維形成過程を説明する重合核依存性重合モデル、および線維伸長
過程を説明する一次反応速度論モデルを構築、様 な々生体分子及び有
機化合物の線維形成過程に及ぼす影響を解析して来た。今後われわれ
は、①種 の々生体分子がアミロイド線維形成を促進・阻害する分子機
構を、複雑な生体分子間相互作用の精密な解析を通して疾病発症機構

（医学）の観点から明らかにすること、②アミロイド線維の組織障害機
構を細胞・組織レベルで明らかにすること、および③種 の々有機化合物
による線維形成阻害、溶解の分子機構を明らかにすることを目指す。
We developed a novel fl uorometric method to quantitate 

amyloid fibrils in vitro based on the unique characteristics of 

thiofl avin T. Since our fi rst description in 1989, thioflavin T 

has become among the most widely used “gold standards” 
for selectively identifying amyloid fi brils both in vivo and in 

vitro. Using the thiofl avin T method, we analyzed the kinetics 

of amyloid fi bril polymerization in vitro and proposed a nucle-

ation-dependent polymerization model to explain the general 

mechanisms of amyloid fi bril formation in vitro. Based on this 

model, we characterized the biological molecular interactions 

that promoted or inhibited amyloid fi bril formation in vitro and 

developed a model for a pathological molecular environment 

inducing human amyloidoses in vivo. We summarize our fu-

ture goals.

（1） The overall picture of the biological molecular environment 

to induce and inhibit amyloid fi bril formation needs to be 

formed.

（2） The exact molecular mechanisms how amyloid fi brils and 

other misfolded protein aggregates become toxic to cells and 

organs need to be elucidated.

（3） Various therapeutic approaches targeting the misfolding 

and aggregation of amyloid proteins must be taken.

主な研究業績（Research Achievements）
・Endocytosed β2-microglobulin amyloid fibrils induce 

necrosis and apoptosis of rabbit synovial fibroblasts by 

disrupting endosomal/lysosomal membranes: A novel 

mechanism on the cytotoxicity of amyloid fibrils. Okoshi, T., 

Yamaguchi, I., Ozawa, D., Hasegawa, K., Naiki, H. PLoS One 

10（9）:e0139330, 2015

・Multifaceted anti-amyloidogenic and pro-amyloidogenic 

effects of C-reactive protein and serum amyloid P component 

in vitro. Ozawa, D., Nomura, R., Mangione, P. P., Hasegawa, K., 

Okoshi, T., Porcari, R., Bellotti, V., Naiki, H. Sci. Rep. 6:29077, 

2016

・Apolipoprotein E and clusterin inhibit the early phase 

of amyloid-β aggregation in an in vitro model of cerebral 

amyloid angiopathy. Endo, Y., Hasegawa, K., Nomura, R., 

Arishima, H., Kikuta, KI., Yamashita, T., Inoue, Y., Ueda, M., 

Ando, Y., Wilson, M. R., Hamano, T., Nakamoto, Y., Naiki, H. 

Acta Neuropathol. Commun. 7（1）:12, 2019

担当講義
分子病理学特論演習、分子病理学
特論実習、病態情報解析医学特論
II、病態情報解析医学演習II

研究テーマ
ヒトアミロイドーシスの分子病態解
明と治療薬開発

Molecular pathogenesis of hu-
man amyloidoses and thera-
peutic strategy

分子病理学分野
Molecular Pathology

教授　内木 宏延
Prof. Hironobu Naiki
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環境保健学分野
Environmental Health

教授　平工 雄介
Prof. Yusuke Hiraku

研究内容紹介（Introduction of Research）
「環境保健学」とは、環境因子と健康との関連を解明し、疾
病予防と健康増進を目指す研究分野である。ヒトに疾病をも
たらす環境因子として、化学的因子（環境・産業化学物質）、
物理学的因子（紫外線、放射線）、生物学的因子（細菌、
ウイルス、寄生虫）などが挙げられる。本研究分野では、一
般環境や産業現場に存在する化学物質をはじめとする種々
の環境因子による健康影響に関する実験研究や疫学研究を
行い、疾病の分子機構を解明して、リスク評価に資するバイ
オマーカーの開発、および地域における疾病予防と健康増
進に貢献する成果の創出を目指している。最近では特に、繊
維・粒子状物質（アスベスト、ナノ素材、金属微粒子など）
による発がんと呼吸器疾患、および妊娠中の喫煙による次世
代影響に関する研究を進めている。
“Environmental health” is a research field to study 

the interaction between environmental factors and 

human health to achieve disease prevention and 

health promotion.  Environmental factors, including 

chemical factors （environmental and occupational 

toxicants）, physical factors （ionizing radiation and 

ultraviolet light） and biological factors （bacteria, 

viruses and parasites）, cause diseases in humans.  

We are carrying out experimental and epidemiologi-

cal studies regarding health effects of environmental 

factors, especially environmental and occupational 

toxicants.  We are investigating the molecular 

mechanism of diseases caused by environmental 

factors to develop new biomarkers and contribute to 

disease prevention and health promotion in commu-

nities.  Recently, we focus on carcinogenesis and 

respiratory diseases caused by particulate matters 

（asbestos, nanomaterials and fine metal particles） 
and a transgenerational effect of maternal smoking.

主な研究業績（Research Achievements）
1. Hiraku Y, Guo F, Ma N, Yamada T, Wang S, 

Kawanishi S, Murata M. Multi-walled carbon nano-

tube induces nitrative DNA damage in human lung 

epithelial cells via HMGB1-RAGE interaction and 

Toll-like receptor 9 activation. Part Fibre Toxicol 13, 

16 （2016）.

2. Hiraku Y, Sakai K, Shibata E, Kamijima M, Hisana-

ga N, Ma N, Kawanishi S, Murata M. Formation of 

the nitrative DNA lesion 8-nitroguanine is associated 

with asbestos contents in human lung tissues: a pilot 

study. J Occup Health 56, 186-196 （2014）.

3. Hiraku Y, Goto H, Kohno M, Kawanishi S, Murata 

M. Metal-mediated oxidative DNA damage induced 

by methylene blue. Biochim Biophys Acta 1840, 

2776-2782 （2014）.

担当講義
医学・医療と社会

研究テーマ
環境因子による健康影響の分子機
構の解明とリスク評価に関する研
究

Molecular mechanism for 
health effects of environmental 
factors and risk assessment

法医学・人類遺伝学分野
Forensic Medicine and 
Human Genetics

教授　島田 一郎
Prof. Ichiroh Shimada

研究内容紹介（Introduction of Research）
酸素中毒に基因する瀰漫性肺胞傷害（DAD）の
発症機構に関して、高濃度酸素曝露マウスの肺
には肺硝子膜が形成され、c-Mycが高発現し、
アポトーシスが進行することを報告した。更に、
高濃度酸素曝露マクロファージでは、アポトーシ
スに伴いc-Mycが高発現することを見出した。
現在は、酸素濃度の変化に基因するマクロファー
ジの分子・免疫学的変化が肺線維化進展に関
わっている可能性について究明している。

1. Hyperoxia is a known cause of diffuse 

alveolar damage （DAD）. We reported 

the transcript profiling of DAD induced 

by hyperoxia exposure in mouse lungs, 

and showed that the gene expression 

of myelocytomatosis oncogene （c-Myc） 
was significantly upregulated, whereas 

that of surfactant-associated protein 

（SP）-C was downregulated. 

2. Hyperoxia induces ROS production and 

cell death in lung tissues through a cell-

type specific mechanism involving up-

regulation of c-Myc/Bax, and caspase-8 

and -3/7 activation-dependent pathways, 

thereby leading to the development of 

DAD.

主な研究業績（Research Achievements）
Shimada I, Kubota A, Katoh M, Suzuki F. 

Hyperoxia causes diffuse alveolar damage 

through mechanisms involving upregula-

tion of c-Myc/Bax and enhanced produc-

tion of reactive oxygen species. Res Inv 

2016;54:59-68.

Shimada I, Matsui K, Brinkmann B, Hohoff 

C, Hiraga K, Tabuchi Y, Takasaki I, Kato I, 

Kawaguchi H, Takasawa K, Iida R, Takiza-

wa H, Matsuki T. Novel transcript profiling 

of diffuse alveolar damage induced by 

hyperoxia exposure in mice: normalization 

by glyceraldehyde 3-phosphate dehydro-

genase. Int J Legal Med 2008;122:373-83.

Shimada I, Matsui K, Iida R, Tsubota E, 

Matsuki T. Time course of housekeeping 

gene expression changes in diffuse alveo-

lar damage induced by hyperoxia expo-

sure in mice. Leg Med 2009;11 Suppl 1: 

S151-4.

担当講義
病態情報解析医学特論

研究テーマ
酸素濃度の変化に基因するマクロ
ファージの病態生理および肺線維
化進展の解明

Pathophysio logy of  mac-
rophage in hypoxia and hy-
peroxia exposure, and investi-
gation of pulmonary fibrosis
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研究分野紹介（教員紹介）　Introduction of Reseach Fields (Faculty Members)

研究内容紹介（Introduction of Research）
日本では、病院内の薬剤師が医師と協議し、独自に院
内製剤を調製して多様な患者のニーズに対応している。
一方、院内製剤を承認された医薬品と比較すると、そ
の有効性、安全性、経済性、品質管理などに関して多
くの課題を抱えているのが現状である。その問題点の
解決方法の一つとして「市販化」があるが、様々な角
度からその必要性や要望について調査し、評価・検証
することが必要となる。我々は院内製剤に関する文献
の評価や全国規模の使用実態調査を実施し、その調
査結果をもとに医療現場が要望する院内製剤の市販化
を実現させるために、製薬企業や行政へ働きかける活
動を続けている。我 は々各 の々医療機関における個別
化医療と、新たな医療現場のニーズに裏打ちされた本
当に必要な薬剤の市販化に向けた活動を並行させなが
ら、医療及び社会に貢献するために継続して努力して
いきたいと考えている。
In Japan, pharmacists who are in consultation 

with doctors independently prepare medica-

tions in an attempt to meet the needs of pa-

tients in the hospital. However, unlike govern-

ment-approved medications, independently 

and individually prepared hospital preparations 

raise concerns about their effectiveness, safety, 

economic efficiency, quality control, etc. One 

way to address these concerns is to commer-

cialize these preparations and to understand 

the difference between necessity and demand 

from various points of view. We have conduct-

ed nation-wide utilization surveys and evalu-

ated the literature on hospital preparations. 

We hope to continuously contribute to society 

and to medical care by improving individual-

ized care and by commercializing medications 

needed in clinical practice.

主な研究業績（Research Achievements）
1）	Sakai	T,	Ohtsu	F,	Mori	C,	Tanabe	K,	Goto	
N,.Signal	of	Miscarriage	with	Aripiprazole:	A	
Disproportionality	Analysis	of	the	Japanese	
Adverse	Drug	Event	Report	Database.Drug	
Saf.40,1141-1146（2017）.
2）	 Iwade	K,Shimoji	S,	Masaki	H,	Sakai	 T,	
Tanabe	K,	Goto	N,	Ohtsu	F,.	The	Effective-
ness	 of	Counseling	Using	 Preventative	
Informational	Sheets	with	Climate	and	Envi-
ronmental	Data	from	Insurance	Pharmacies	
in	Preventing	Worsened	Asthma	Symptoms.,	
YAKUGAKU	ZASSHI	139,	475	-482	（2019）.

担当講義
先端応用医学概論
病態情報解析医学特論Ⅱ（臨床薬
物治療学）
病態情報解析医学演習Ⅲ
臨床薬理学特論演習

研究テーマ
院内製剤の有用性と市販化に向け
た検討

Application of Hospital Prepa-
rations, and an Approach to-
ward Their Commercialization

薬剤部
Clinical Pharmacology
教授　後藤 伸之
Prof. Nobuyuki Goto

放射線医学分野
Radiology

教授　木村 浩彦
Prof. Hirohiko Kimura

研究内容紹介（Introduction of Research）
この十年来、中枢神経系の基礎分野のみならず、臨床
画像診断にMRIの様々な撮像法が開発、利用されてき
た。拡散強調画像、Magnetization transfer、MR 

spectroscopy, perfusion imagingなど多くの新た
なMR撮像法が、非侵襲的に形態的、機能的情報を
計る方法として提供されてきた。我々は特にArterial 

Spin Labeling （ASL）法に注目し、初期より臨床
MR装置にこのシーケンスを導入し、血流計算手法の
基礎的検討や、臨床応用の研究を積極的にすすめてき
た。特に脳梗塞、虚血、炎症、腫瘍などの病態解析
に有力な手法となることが期待されている。
Over the past decade, there has been an ex-

ponential growth of development and utiliza-

tion of neuroimaging in both basic and clinical 

neuroscience. In particular, magnetic reso-

nance imaging such as Diffusion & Perfusion 

imaging, Magnetization transfer, CEST imag-

ing, and MR spectroscopy permit noninvasive 

measurements brain structure and function 

with excellent spatial and temporal resolution. 

Among those MRI methods, we have espe-

cially focused on ASL imaging which permits 

noninvasive perfusion measurements. We have 

implemented the ASL imaging sequence on a 

clinical scanner at an early date and investi-

gated the blood flow measurement model and 

clinical applications. ASL perfusion has been 

promised in providing the useful information 

for analyzing various diseased state of brain 

infarction, ischemia, inflammation, and brain 

tumors.

主な研究業績（Research Achievements）
･ “Arterial Transit Time Mapping Obtained by 

Pulsed Continuous 3D ASL Imaging with Multi-

ple Post-Label Delay Acquisitions: Comparative 

Study with PET-CBF in Patients with Chronic 

Occlusive Cerebrovascular Disease.” Tsuji-

kawa, T., Kimura, H, et al., PLoS One （2016）, 

11（6）: e0156005.

･ “Comparison of long-labeled pseudo-con-

tinuous arterial spin labeling （ASL） features 

between young and elderly adults: special ref-

erence to parameter selection.” Fujiwara, Y., et 

al. （2017）. Acta Radiol 58（1）: 84-90.

･	 “Three-dimensional	 arterial	 spin	 labeling	
imaging	with	 a	 DANTE	 preparation	 pulse.”	
Matsuda,	T.	,Kimura	H.,		et	al.	（2018）.	Magnetic	
resonance	imaging	49:	131-137.

担当講義
放射線医学特論（演習、実習）、
病態情報解析医学特論Ⅰ、病態情
報解析医学演習Ⅰ

研究テーマ
様々な病気に伴う脳組織傷害の
MRIを用いた血流、代謝変化から
の病態解析をめざしている。

To disclose the pathophysiol-
ogy of brain insult in various 
diseases using MR imaging 
such as ASL perfusion and 
MR spectroscopy.
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研究内容紹介（Introduction of Research）
当講座は福井県高浜町が設置した寄附講座であ
り、同町において、理想的な医療システムの質
的研究や、地域主体の健康のまちづくりに関する
地域社会参加型研究を実施しています。地域医
療の臨床家でもあり、研究者でもあり、コーディ
ネータでもある仕事ができます。地域医療や公衆
衛生、実践的研究に関心のある方はぜひご連絡
下さい。
We are conducting qualitative studies 

about ideal community medicine and com-

munity-based participatory researches 

about community-led community health 

in Takahama town, Fukui prefecture. You 

will be not only a clinical staff, but also a 

researcher and a community-coordinator. 

Do not hesitate to contact me if you are 

interested in community medicine and 

public health.

主な研究業績（Research Achievements）
1）	 Ikai	T,	Suzuki	T,	Oshima	T,	Kanayama	
H,	Kusaka	Y,	Hayashi	H,	Terasawa	H.	What	
sort	of	medical	care	 is	 ideal?	Differences	
in	 thoughts	on	medical	care	among	resi-
dents	of	urban	and	rural/remote	Japanese	
communities.	Health	Soc	Care	Commu-
nity.	 2017	Sep;25（5）:1552-1562.	doi:	
10.1111/hsc.12271.	Epub	2015	Sep	27.
2）	Ikai	T,	Yamtree	S,	Takemoto	T,	Tamura	T,	
Kanayama	H,	Sato	K,	Kusaka	Y,	Hayashi	H,	
Terasawa	H.	Medical	care	ideals	among	ur-
ban	and	rural	residents	in	Thailand:	a	quali-
tative	study.	 Int	J	Equity	Health.	2016	Jan	
5;15:2.	doi:	10.1186/s12939-015-0292-6.

担当講義
地域医療学（総合診療学、家庭医
療学）

研究テーマ
地域に理想的な医療システムの追
究とコミュニティヘルスの実践的研
究

Explorative research for ideal 
system of community medi-
cine and action research in 
community health

地域プライマリケア講座
Primary Health Care

教授　井階 友貴
Prof. Tomoki Ikai

研究内容紹介（Introduction of Research）
臨床研究に特化した臨床医のための領域です。
特に地域医療において指導的な医師を養成するこ
とを目的としています。大学院生の今までの臨床
力を生かして、臨床現場の疑問に答えるために、
大学院の豊富な学習環境を大いに利用してくださ
い。
Syntopic readingによるデータベース構築や勉
強法を学んで、豊富な知識を構築するのみなら
ず、臨床現場での教育者としての手法を学んでい
ただきます。将来地域で働いても自己学習ができ
る人材の養成を目指します。
This course is especially designed for clin-

ical research for physicians who work for 

community. On completion of this course, 

the graduates are expected to play an im-

portant role not only as experts but also as 

educators for community as well as other 

health care professionals. Please utilize 

the abundant resources to pursue your 

clinical questions. 

 You will experience a lot of syntopic read-

ings which will help you to build up your 

clinical database as well as clinical knowl-

edge & skills in teaching. You will be aca-

demically self-directed learner for sure.

主な研究業績（Research Achievements）
・PECEP（Pediatric Emergency Care & 

Evaluation for Physicians） course 開発およ
び普及（日本救急医学会WG）
・Triage救急臨床診断学コース開発普及
Development of PECEP（Pediatric Emer-

gency Care & EvalQuation for Physicians） 
course

Triage clinical reasoning training course 

for physicians and nurses

担当講義
地域医療学（救急医学、総合診療
学、家庭医療学）

研究テーマ
全人的アプローチ（救急総合診療）
を行うための医学教育手法開発

Teaching methodology and 
development regarding ho-
listic medicine （emergency 
medicine, general medicine 
and family medicine）

総合診療部
Emergency & Family Medicine

教授　林 寛之
Prof. Hiroyuki Hayashi
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その他の分野

担当講義

免疫学特論、医動物制御学特論、免疫細胞学特論演習・実習、
医動物学特論演習・実習

医動物学分野
Immunology & Parasitology

担当講義

地域総合医療学概論（総合診療・ER救急医療・家庭医療）、
地域総合医療学・臨床疫学特論Ⅰ～Ⅲ、地域総合医療学・臨床疫学演習Ⅰ～Ⅱ、
総合診療学特論演習・実習、ER救急学特論演習・実習、家庭医学特論演習・実習

地域医療推進講座
（寄附講座）

Department for Promotion of 
Community Medicine 
(Endowed Chair)



本プログラムは、①本院初期研修と博士号取得を効
率よく両立できる初期研修同時履修コースと、②本
学の学部生が博士課程科目を早期履修できる博士
課程科目早期履修コースを用意し、博士号の早期
取得をサポートします。

Point

1
学位を卒後最短4年間で取得できる
1年目の授業料（半額）を優先的に免除できる

Point

2
履修した博士課程共通科目を本研究科入学
後に大学院単位として認定する

ATMプログラム

博士号を活かした多彩な進路
■大学

■公的機関

■基幹病院

基礎系／臨床系
助教→教授職

厚生労働省の官僚
国立研究所などの主任研究員

指導的医師

■ATMプログラムの特長

通常よりも
2年早い
博士号の取得
が可能

通常よりも
2年早い
博士号の取得
が可能

■ATMプログラムの学年進行

卒後臨床研修

専門医

ATMプログラム終了後、
専門医を目指すことも可能

年4

年4年2

ATMプログラムなら

1 2 3 4 5 6 1 2 DC1

医学部 大学院博士課程

DC2

1 2 3 4 5 6 DC3 DC4

1 2 3 4 5 6 1 2 DC3DC2DC1 DC4

DC3 DC4

2
DC2DC1

大学院講義の先取り履修

年4
ATMプログラムなら

1

通常の学年進行

博士課程初期研修
同時履修コース

博士課程
科目早期履修コース

Point

2

Point

1

Point

1

担当講義

生体情報医科学特論Ⅰ、生体情報医科学特論Ⅱ、生体情報医科学演習、統合生理学特論演習、
統合生理学特論実習

統合生理学領域
Integrative Physiology

担当講義

生体情報医科学特論Ⅰ、生体情報医科学特論Ⅱ、生体情報医科学演習、薬理学特論演習、
薬理学特論実習

薬理学領域
Pharmacology

担当講義

免疫学特論、医動物制御学特論、免疫細胞学特論演習、免疫細胞学特論実習、
寄生虫学特論演習、寄生虫学特論実習

免疫学・寄生虫学領域
Immunology & Parasitology

担当講義

腫瘍制御特論演習、腫瘍制御特論実習
高次脳機能領域
Functional Neuroimaging

担当講義

分子腫瘍学特論、分子腫瘍学演習、臨床腫瘍学特論、臨床腫瘍学演習Ⅰ(総論)、
臨床腫瘍学演習Ⅱ(各論)、腫瘍病理学特論演習、腫瘍病理学特論実習

腫瘍病理学領域
Tumor Pathology

担当講義

臨床腫瘍学特論、臨床腫瘍学演習Ⅰ(総論)、臨床腫瘍学演習Ⅱ(各論)、皮膚科学特論演習、
皮膚科学特論実習

皮膚科学領域
Dermatology

本院の初期臨床研修医（医学部医学科卒業予定者を含む。）を対
象に、本学医学部附属病院での初期研修と博士号取得を効率よ
く両立できる。
申請時期：医学系研究科博士課程入試の出願資格審査申請期間

本学の医学部３年～６年生を対象に、博士課程授業科目を早期
履修できる。

①初期研修
　同時履修コース

②博士課程授業科目
　早期履修コース
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本研究科では、教育及び研究に係る国際交流の促進に寄与することを目的
に、外国人留学生のために次のサポートを用意しています。
  1. 在留許可の申請
  2. 宿舎の提供
  3. 私費外国人留学生のための奨励金制度

1. 在留許可取得までの流れ
留学生が日本で学ぶためには、まず入国目的と在留期間が明記された査証を
取得することが必要です。これらの手続きをスムーズに進めるために、入国管
理局の発行する在留資格認定証明書を取得し、その上で査証の申請を行うこ
とをお勧めします。在留資格認定証明書は、留学を希望する本人の申請を受
け、本研究科が入国管理局で手続きを行うことにより取得できます。
一般的に在留資格認定証明書の取得に2か月程度、その後の査証の取得に
更に1か月程度の期間を要しますので、留学を希望される方はこの期間を考
慮し、早めに本研究科にご連絡ください。
在留許可証は、日本入国時に査証を提示し、更に入国管理局の審査を受ける
ことで発行されます。

【在留許可取得までの手続き概要】
①お住まいの国の日本大使館（総領事館）で在留資格認定証明書を伴う査証

の申請手続きについて相談してください。その際、必要な資料等を確認して
ください。

②日本入国の約3か月前を目安に、本研究科の事務担当に在留資格認定証
明書の交付申請をしてください。これを受けて本研究科が入国管理局にて
交付手続きを行います。在留資格認定証明書が発行され次第、本研究科
から国際スピード郵便（ＥＭＳ）にて本人宛に送付します。

③在留資格認定証明書とパスポート、その他大使館から指示のあった書類を
整えて日本大使館（総領事館）で査証の申請をしてください。お住まいの国
によって交付されるまでの期間は異なりますが、おおよそ1か月程度で日本
大使館（総領事館）から査証の貼付されたパスポートが交付されますので、
必ずこれを持って日本に渡航してください。

④日本入国時に空港で入国管理局の審査を受け、在留カードが発行されま
す。このカードが在留許可証となります。（利用する空港によっては在留
カードが発行されないことがありますが、この場合は後日、入国管理局から
本人宛に郵送されます。）

2. 宿舎の提供
本研究科に留学する学生およびその家族は、本学が提供する留学生用の
宿舎「国際交流会館」に入居することできます。入居を希望する者は、原則
として入居希望日の1か月前までに入居申請書を下記の問合わせ先に提出
してください。

【施設の概要】
国際交流会館は単身棟と世帯棟に分かれており、鉄筋コンクリ－ト2階建て、総
面積698㎡の建物です。単身棟には居室10室、事務室、ラウンジ及び談話室等
があります。また、世帯棟には、夫婦用及び家族用の居室6室があります。

3. 私費外国人留学生のための奨励金制度
本研究科で学ぶ私費外国人留学生（国費外国人留学生、外国政府派遣外
国人留学生を除く）は、入学料全額および授業料の半額免除を申請するこ
とができます。
その他、学業人物ともに優秀であり、かつ、経済的理由により就学が困難と
認められる留学生には、地方公共団体、民間奨学団体による奨学金が受け
られる場合があります。
詳細については、下記にお問い合わせください。

The graduate school offers a wide range of support for international 
students to promote international exchange in education and 
research.
 1. Application for permission of stay in Japan
 2. International house(Dormitory) 
 3. Scholarships for privately-financed international students

1. Obtaining residence status in Japan
To study in Japan, you must first obtain a visa from the Embassy 
or Consulate-General of Japan in your country that indicates the 
purpose and length of your stay in Japan. For this application, 
we recommend you to obtain a Certificate of Eligibility which will 
accelerate the application process. This Certificate of Eligibility 
is issued by the Immigration Bureau of Japan, and the academic 
affairs division for Matsuoka Campus will apply on your behalf. 

※Please keep in mind that it generally takes about 1-2 months to 
obtain the Certificate of Eligibility and 1 month to obtain the Visa.

【Flowchart for entering Japan with a Certificate of Eligibility】
①Please ask the Embassy or Consulate-General of Japan nearest 

you about the documents required when applying for a visa 
with a Certificate of Eligibility.

②You have to apply for a Certificate of Eligibility to our university 
at least 3 months before you expect to enter Japan. We apply 
for the Certificate of Eligibility from the Immigration Bureau of 
Japan on your behalf. As soon as it is issued, we will send it to 
you by EMS (Express Mail Service).

③After you receive the Certificate of Eligibility, please visit the 
Embassy or Consulate-General of Japan nearest you with all 
the necessary documents. They will issue the visa.

④When you enter Japan, you will undergo an immigration check 
(Landing Examination) and receive your residence permit as 
well as Resident Card. (This card is only issued at major 
international airports. Students arriving at other airports will 
receive the card by mail from the Immigration Bureau of 
Japan)

2. Dormitory for International students
International students and their families can stay in the 
International House. Students who wish to stay in the International 
House must submit an application to the academic affairs division 
for Matsuoka Campus one month before you expect to start living.

【About the dormitory】
The House is made up of two buildings, a singles building and a 
family building. Each building is a two-story ferro-concrete 
structure, with a total floor space area of 698㎡. The singles 
building includes 10 rooms, an office, lounge and a meeting room. 
There are 6 rooms for couples and families in the family building.

3. Scholarship for Privately-Financed International Students
Privately-financed international students can apply for a waiver 
of their entrance fees and half of their tuition.
Moreover, scholarships are available for students of good 
character and academic standing with financial difficulties.
For more detail, please contact the section indicated below.

外国人留学支援

福井大学学務部  松岡キャンパス学務課
〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
TEL 0776-61-8849  FAX 0776-61-8162

問合わせ先 Academic Affairs Division for Matsuoka Campus
Faculty of Medical Sciences, University of Fukui 
(Address) 23-3, Matsuokashimoaizuki, Eiheiji-cho, Yoshida-gun, Fukui 910-1193
TEL : +81-(0)776-61-8849   FAX : +81-(0)776-61-8162

CONTACT

International Student Support

■ 入学料・授業料の免除および徴収猶予
この制度は現行（令和元年9月末現在）制度に基づくものであり、今後この
基準が変更となる場合がありますので、希望する方は、入学手続きの前（入
学料・授業料の振込をする前）に松岡キャンパス学務課学生担当
（TEL0776-61-8265）にお問い合わせください。

(1)入学料免除および徴収猶予
経済的に入学料の納付が困難で学業優秀と認められる方、または入学
前１年以内に学資負担者が死亡、失職、風水害等の災害を受けたことに
より入学料の納付が困難と認められる方に対して、入学料の全額もしく
は半額を免除または徴収を猶予する制度です。

(2)経済的理由による授業料免除
経済的に授業料の納付が困難で学業優秀と認められる方、または入学
前１年以内に学資負担者が死亡、失職、風水害等の災害を受けたことに
より授業料の納付が困難と認められる方に対して、授業料の全額もしく
は半額を免除する制度です。

(3)大学院入学時成績優秀による授業料免除
医療機関等に勤務する社会人で入学試験の成績が優秀な方、並びに
ATMプログラム利用の入学者、地域総合医療学及び医科学コース入
学者等に対して、入学後1年間の授業料の半額を免除する制度です

（春・秋季入学者各6名程度）。前述の入学者の免除申請者が定員に満
たない場合は、他コースの入学者も対象となります。 

■ 奨学金制度
この制度を希望する方は、出願する前に松岡キャンパス学務課学生担当
（TEL0776-61-8266）にお問い合わせください。

(1)独立行政法人日本学生支援機構
人物、学業ともに優秀かつ健康であり、経済的理由により修学が困難と
認められる方に対する奨学制度で、入学時の収入に応じて第一種（無利
子）、第二種（有利子）の2種類があります。この奨学金は貸与型で、修了
または退学後に返還する必要があります。

(2)福井大学生協奨学金
経済的理由による授業料免除申請者のうち、全額免除の基準を満たし
ながら、審査の結果半額免除となった方の中から、選考により一時学資
支援金として、10万円が給付されます。なお、この奨学金は返還の必要
はありません。

(3)福井大学大学院医学系研究科基礎医学振興奨学金
基礎医学系分野の研究者育成を図ることを目的とした奨学制度です。基
礎医学系分野に入学し、将来基礎医学系研究者を目指す方を対象とし、
入学料および授業料相当額が給付されます（入学料及び授業料の支払い
を確認後給付されます。）。なお、この奨学金は返還の必要はありません。

(4)福井大学大学院医学系研究科振興奨学金
高度専門医療人育成を図ることを目的とした奨学制度です。将来医学ま
たは看護領域における優れた研究・実践力を有する医療人を目指す社会
人大学院生（医師として本務先を有する者は除く）を対象とし、入学料お
よび授業料相当額が給付されます（入学料及び授業料の支払いを確認後
給付されます。）。なお、この奨学金は返還の必要はありません。

(5)福井大学医学系研究科画像医学振興奨学金
画像診断分野の高度専門医療人育成を目的とした奨学制度です。医科
学コース機能画像医学部門に入学した学生を対象とし、入学料および
授業料相当額が給付されます（入学料及び授業料の支払いを確認後給
付されます。）。なお、この奨学金は返還の必要はありません。

(6)福井大学大学院医学系研究科私費外国人留学生振興奨学金
私費外国人留学生の経済支援を目的とした奨学制度です。博士課程に
入学した私費外国人留学生を対象とし、入学料及び授業料半額相当額
が給付され、原則返還の必要はありません（入学料及び授業料の支払
いを確認後給付されます。）。ただし、給付を中止された場合の奨学金の
返還の要否については、別に定められています。

Exemptions and postponement of the admission fee and 
the tuition fee
For detail and application, contact academic affairs office in Matsuoka 
Campus. TEL:0776-61-8265

1. Exemption and postponement of matriculation fee
When one of the following conditions is applicable, half of the matriculation 
fee can be exempted or its payment can be postponed upon request.

・ A student who is unable to pay the matriculation fee due to financial 
difficulties but are proven to have outstanding academic performance.

・ A student who is unable to pay the matriculation fee due to the death of 
his/her financial provider, or due to the damage caused by a natural 
disaster from which a student or his/her financial provider is suffering, 
which took place within a year prior to the admission.

2. Exemption of tuition for the student who have financial 
difficulties
When one of the following conditions is applicable, half of the matriculation 
fee can be exempted or its payment can be postponed upon request.

・ A student who is unable to pay the tuition due to financial difficulties but 
are proven to have outstanding academic performance.

・ A student who is unable to pay the tuition due to the death of his/her 
financial provider, or due to the damage caused by a natural disaster 
from which a student or his/her financial provider is suffering, which 
took place within a year prior to the admission.

* Privately  financed  international  students  sent  by  their  government  
are  not eligible for exemption of the tuition.   

3. Exemption of tuition for the student who had outstanding 
record of Entrance Examination
When one of the following conditions is applicable, half of the tuition fee 
for the first year can be exempted upon request.(Maximum 6 students for 
each entrance term) In case there is not enough applicants, it will be 
available for the students in other courses.

・ A student who is working at medical institutions and have the outstanding 
record of Entrance Examiation

・ A student who is enrolled by ATM program
・ A student who enlloed in Comprehensive Community Medicine course 

or Life Sciences course.

Scholarship 

1. Honors Scholarship for the student in Life Sciences course
This scholarship is in purpose of cultivate the researchers for basic 
medicine. This will be provided to the student who studies basic medicine 
field and aims to be a researcher for basic medicine in the future. It provides 
the matriculation fee and tuition for 4 years. (After we confirm the payment of 
each fee, university will refund the money.) In addition, this is no nessesary 
of refund.

2. Honors Scholarship for the student in graduate school of 
medical sciences University of Fukui
This scholarship aim to cultivate the advanced professionals for medicine 
and for the student who intend to conduct an excellent research in medical 
field or nursing field with practical skills. It provides the matriculation fee 
and tuition for 4 years. (After we confirm the payment of each fee, 
university will refund the money.) In addition, this is no nessesary of refund.

3. Honors Scholarship for student major in medical imaging 
This scholarship aim to cultivate the advanced professionals for medical 
imaging. This is for the students who major in Medical Functional Imaging 
in Life Scineces course. It provides the matriculation fee and tuition for 4 
years. (After we confirm the payment of each fee, university will refund the 
money) In addition, this is no nessesary of refund.

4. Honors Scholarship for privately financed international student  
This scholarship system aim to have financial support for international students.
This is for international students who enroll in the PhD course and it 
provides students entrance fee and half of the tuition fee. (After we confirm 
the payment of each fee, university will refund the money) In addition, this 
is no nessesary of refund. 
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本研究科では、教育及び研究に係る国際交流の促進に寄与することを目的
に、外国人留学生のために次のサポートを用意しています。
  1. 在留許可の申請
  2. 宿舎の提供
  3. 私費外国人留学生のための奨励金制度

1. 在留許可取得までの流れ
留学生が日本で学ぶためには、まず入国目的と在留期間が明記された査証を
取得することが必要です。これらの手続きをスムーズに進めるために、入国管
理局の発行する在留資格認定証明書を取得し、その上で査証の申請を行うこ
とをお勧めします。在留資格認定証明書は、留学を希望する本人の申請を受
け、本研究科が入国管理局で手続きを行うことにより取得できます。
一般的に在留資格認定証明書の取得に2か月程度、その後の査証の取得に
更に1か月程度の期間を要しますので、留学を希望される方はこの期間を考
慮し、早めに本研究科にご連絡ください。
在留許可証は、日本入国時に査証を提示し、更に入国管理局の審査を受ける
ことで発行されます。

【在留許可取得までの手続き概要】
①お住まいの国の日本大使館（総領事館）で在留資格認定証明書を伴う査証

の申請手続きについて相談してください。その際、必要な資料等を確認して
ください。

②日本入国の約3か月前を目安に、本研究科の事務担当に在留資格認定証
明書の交付申請をしてください。これを受けて本研究科が入国管理局にて
交付手続きを行います。在留資格認定証明書が発行され次第、本研究科
から国際スピード郵便（ＥＭＳ）にて本人宛に送付します。

③在留資格認定証明書とパスポート、その他大使館から指示のあった書類を
整えて日本大使館（総領事館）で査証の申請をしてください。お住まいの国
によって交付されるまでの期間は異なりますが、おおよそ1か月程度で日本
大使館（総領事館）から査証の貼付されたパスポートが交付されますので、
必ずこれを持って日本に渡航してください。

④日本入国時に空港で入国管理局の審査を受け、在留カードが発行されま
す。このカードが在留許可証となります。（利用する空港によっては在留
カードが発行されないことがありますが、この場合は後日、入国管理局から
本人宛に郵送されます。）

2. 宿舎の提供
本研究科に留学する学生およびその家族は、本学が提供する留学生用の
宿舎「国際交流会館」に入居することできます。入居を希望する者は、原則
として入居希望日の1か月前までに入居申請書を下記の問合わせ先に提出
してください。

【施設の概要】
国際交流会館は単身棟と世帯棟に分かれており、鉄筋コンクリ－ト2階建て、総
面積698㎡の建物です。単身棟には居室10室、事務室、ラウンジ及び談話室等
があります。また、世帯棟には、夫婦用及び家族用の居室6室があります。

3. 私費外国人留学生のための奨励金制度
本研究科で学ぶ私費外国人留学生（国費外国人留学生、外国政府派遣外
国人留学生を除く）は、入学料全額および授業料の半額免除を申請するこ
とができます。
その他、学業人物ともに優秀であり、かつ、経済的理由により就学が困難と
認められる留学生には、地方公共団体、民間奨学団体による奨学金が受け
られる場合があります。
詳細については、下記にお問い合わせください。

The graduate school offers a wide range of support for international 
students to promote international exchange in education and 
research.
 1. Application for permission of stay in Japan
 2. International house(Dormitory) 
 3. Scholarships for privately-financed international students

1. Obtaining residence status in Japan
To study in Japan, you must first obtain a visa from the Embassy 
or Consulate-General of Japan in your country that indicates the 
purpose and length of your stay in Japan. For this application, 
we recommend you to obtain a Certificate of Eligibility which will 
accelerate the application process. This Certificate of Eligibility 
is issued by the Immigration Bureau of Japan, and the academic 
affairs division for Matsuoka Campus will apply on your behalf. 

※Please keep in mind that it generally takes about 1-2 months to 
obtain the Certificate of Eligibility and 1 month to obtain the Visa.

【Flowchart for entering Japan with a Certificate of Eligibility】
①Please ask the Embassy or Consulate-General of Japan nearest 

you about the documents required when applying for a visa 
with a Certificate of Eligibility.

②You have to apply for a Certificate of Eligibility to our university 
at least 3 months before you expect to enter Japan. We apply 
for the Certificate of Eligibility from the Immigration Bureau of 
Japan on your behalf. As soon as it is issued, we will send it to 
you by EMS (Express Mail Service).

③After you receive the Certificate of Eligibility, please visit the 
Embassy or Consulate-General of Japan nearest you with all 
the necessary documents. They will issue the visa.

④When you enter Japan, you will undergo an immigration check 
(Landing Examination) and receive your residence permit as 
well as Resident Card. (This card is only issued at major 
international airports. Students arriving at other airports will 
receive the card by mail from the Immigration Bureau of 
Japan)

2. Dormitory for International students
International students and their families can stay in the 
International House. Students who wish to stay in the International 
House must submit an application to the academic affairs division 
for Matsuoka Campus one month before you expect to start living.

【About the dormitory】
The House is made up of two buildings, a singles building and a 
family building. Each building is a two-story ferro-concrete 
structure, with a total floor space area of 698㎡. The singles 
building includes 10 rooms, an office, lounge and a meeting room. 
There are 6 rooms for couples and families in the family building.

3. Scholarship for Privately-Financed International Students
Privately-financed international students can apply for a waiver 
of their entrance fees and half of their tuition.
Moreover, scholarships are available for students of good 
character and academic standing with financial difficulties.
For more detail, please contact the section indicated below.

外国人留学支援

福井大学学務部  松岡キャンパス学務課
〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
TEL 0776-61-8849  FAX 0776-61-8162

問合わせ先 Academic Affairs Division for Matsuoka Campus
Faculty of Medical Sciences, University of Fukui 
(Address) 23-3, Matsuokashimoaizuki, Eiheiji-cho, Yoshida-gun, Fukui 910-1193
TEL : +81-(0)776-61-8849   FAX : +81-(0)776-61-8162

CONTACT

International Student Support

■ 入学料・授業料の免除および徴収猶予
この制度は現行（令和元年9月末現在）制度に基づくものであり、今後この
基準が変更となる場合がありますので、希望する方は、入学手続きの前（入
学料・授業料の振込をする前）に松岡キャンパス学務課学生担当
（TEL0776-61-8265）にお問い合わせください。

(1)入学料免除および徴収猶予
経済的に入学料の納付が困難で学業優秀と認められる方、または入学
前１年以内に学資負担者が死亡、失職、風水害等の災害を受けたことに
より入学料の納付が困難と認められる方に対して、入学料の全額もしく
は半額を免除または徴収を猶予する制度です。

(2)経済的理由による授業料免除
経済的に授業料の納付が困難で学業優秀と認められる方、または入学
前１年以内に学資負担者が死亡、失職、風水害等の災害を受けたことに
より授業料の納付が困難と認められる方に対して、授業料の全額もしく
は半額を免除する制度です。

(3)大学院入学時成績優秀による授業料免除
医療機関等に勤務する社会人で入学試験の成績が優秀な方、並びに
ATMプログラム利用の入学者、地域総合医療学及び医科学コース入
学者等に対して、入学後1年間の授業料の半額を免除する制度です

（春・秋季入学者各6名程度）。前述の入学者の免除申請者が定員に満
たない場合は、他コースの入学者も対象となります。 

■ 奨学金制度
この制度を希望する方は、出願する前に松岡キャンパス学務課学生担当
（TEL0776-61-8266）にお問い合わせください。

(1)独立行政法人日本学生支援機構
人物、学業ともに優秀かつ健康であり、経済的理由により修学が困難と
認められる方に対する奨学制度で、入学時の収入に応じて第一種（無利
子）、第二種（有利子）の2種類があります。この奨学金は貸与型で、修了
または退学後に返還する必要があります。

(2)福井大学生協奨学金
経済的理由による授業料免除申請者のうち、全額免除の基準を満たし
ながら、審査の結果半額免除となった方の中から、選考により一時学資
支援金として、10万円が給付されます。なお、この奨学金は返還の必要
はありません。

(3)福井大学大学院医学系研究科基礎医学振興奨学金
基礎医学系分野の研究者育成を図ることを目的とした奨学制度です。基
礎医学系分野に入学し、将来基礎医学系研究者を目指す方を対象とし、
入学料および授業料相当額が給付されます（入学料及び授業料の支払い
を確認後給付されます。）。なお、この奨学金は返還の必要はありません。

(4)福井大学大学院医学系研究科振興奨学金
高度専門医療人育成を図ることを目的とした奨学制度です。将来医学ま
たは看護領域における優れた研究・実践力を有する医療人を目指す社会
人大学院生（医師として本務先を有する者は除く）を対象とし、入学料お
よび授業料相当額が給付されます（入学料及び授業料の支払いを確認後
給付されます。）。なお、この奨学金は返還の必要はありません。

(5)福井大学医学系研究科画像医学振興奨学金
画像診断分野の高度専門医療人育成を目的とした奨学制度です。医科
学コース機能画像医学部門に入学した学生を対象とし、入学料および
授業料相当額が給付されます（入学料及び授業料の支払いを確認後給
付されます。）。なお、この奨学金は返還の必要はありません。

(6)福井大学大学院医学系研究科私費外国人留学生振興奨学金
私費外国人留学生の経済支援を目的とした奨学制度です。博士課程に
入学した私費外国人留学生を対象とし、入学料及び授業料半額相当額
が給付され、原則返還の必要はありません（入学料及び授業料の支払
いを確認後給付されます。）。ただし、給付を中止された場合の奨学金の
返還の要否については、別に定められています。

Exemptions and postponement of the admission fee and 
the tuition fee
For detail and application, contact academic affairs office in Matsuoka 
Campus. TEL:0776-61-8265

1. Exemption and postponement of matriculation fee
When one of the following conditions is applicable, half of the matriculation 
fee can be exempted or its payment can be postponed upon request.

・ A student who is unable to pay the matriculation fee due to financial 
difficulties but are proven to have outstanding academic performance.

・ A student who is unable to pay the matriculation fee due to the death of 
his/her financial provider, or due to the damage caused by a natural 
disaster from which a student or his/her financial provider is suffering, 
which took place within a year prior to the admission.

2. Exemption of tuition for the student who have financial 
difficulties
When one of the following conditions is applicable, half of the matriculation 
fee can be exempted or its payment can be postponed upon request.

・ A student who is unable to pay the tuition due to financial difficulties but 
are proven to have outstanding academic performance.

・ A student who is unable to pay the tuition due to the death of his/her 
financial provider, or due to the damage caused by a natural disaster 
from which a student or his/her financial provider is suffering, which 
took place within a year prior to the admission.

* Privately  financed  international  students  sent  by  their  government  
are  not eligible for exemption of the tuition.   

3. Exemption of tuition for the student who had outstanding 
record of Entrance Examination
When one of the following conditions is applicable, half of the tuition fee 
for the first year can be exempted upon request.(Maximum 6 students for 
each entrance term) In case there is not enough applicants, it will be 
available for the students in other courses.

・ A student who is working at medical institutions and have the outstanding 
record of Entrance Examiation

・ A student who is enrolled by ATM program
・ A student who enlloed in Comprehensive Community Medicine course 

or Life Sciences course.

Scholarship 

1. Honors Scholarship for the student in Life Sciences course
This scholarship is in purpose of cultivate the researchers for basic 
medicine. This will be provided to the student who studies basic medicine 
field and aims to be a researcher for basic medicine in the future. It provides 
the matriculation fee and tuition for 4 years. (After we confirm the payment of 
each fee, university will refund the money.) In addition, this is no nessesary 
of refund.

2. Honors Scholarship for the student in graduate school of 
medical sciences University of Fukui
This scholarship aim to cultivate the advanced professionals for medicine 
and for the student who intend to conduct an excellent research in medical 
field or nursing field with practical skills. It provides the matriculation fee 
and tuition for 4 years. (After we confirm the payment of each fee, 
university will refund the money.) In addition, this is no nessesary of refund.

3. Honors Scholarship for student major in medical imaging 
This scholarship aim to cultivate the advanced professionals for medical 
imaging. This is for the students who major in Medical Functional Imaging 
in Life Scineces course. It provides the matriculation fee and tuition for 4 
years. (After we confirm the payment of each fee, university will refund the 
money) In addition, this is no nessesary of refund.

4. Honors Scholarship for privately financed international student  
This scholarship system aim to have financial support for international students.
This is for international students who enroll in the PhD course and it 
provides students entrance fee and half of the tuition fee. (After we confirm 
the payment of each fee, university will refund the money) In addition, this 
is no nessesary of refund. 

学習支援制度 International Student Support
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人材育成のネットワーク
超少子高齢化地域での先進的がん医療人養成（北信がんプロ）

戦略的がん医療人育成システムの構築 認知症チーム医療リーダー養成コース（本科コース）

北信地域の医科系5大学（金沢大学、信州大学、富山大学、福井大学、金沢医科大学）と石川県立看護大学の6大学
（北信がんプロ）が共同実施体制を組織しています。また、北信地域のがん診療拠点病院、地域がん診療推進病院、
がん患者団体等との連携により、北信4県のがん医療を担っている大多数の医療人が、この組織の中で「がん医療の
プロフェッショナル養成」および「地域のがん医療の向上」のために協力できる体制を築いています。

実施体制

多施設・多職種
連携の演習

特徴ある症例の
北信がんデータ
ベースの構築

特徴ある症例の地域がんデータベース
・免疫チェックポイント 阻害薬使用症例
・小児長期フォローアップ症例
・在宅緩和ケア実施症例
・障がい者がん症例
・妊孕性保存症例　等

金沢大 がんゲノム生涯教育 医師
 個別化薬物実践 薬剤師
 がんゲノム多職種連携入門 多職種

信州大 がん専門医療人養成 多職種

富山大 高齢がん患者対策 医師
 高齢対策薬剤師 薬剤師
 在宅緩和リハ 看護師

福井大 在宅栄養管理 医師等
 在宅緩和医療 医師等

金沢医大 がん集学的治療 医師

石川看護大 がんライフケアコース

福井県立すこやかシルバー病院
国立病院機構医王病院
石川県立高松病院
国立病院機構北陸病院
谷野呉山病院
魚津緑ヶ丘病院

信州大学医学部附属病院金沢大学附属病院

福井大学附属病院

富山大学附属病院

金沢医科大学病院

超少子高齢化地域での
先進的がん医療人養成

《北信がんプロ》 富山大学

がん患者団体

行政・医師会

長野県がん診療連携
拠点病院

富山県がん診療連携
拠点病院

福井県がん診療連携
拠点病院

石川県がん診療連携
拠点病院

シンガポール国立大
復旦大学等

国立がん研究センター

筑波大学
E-learningクラウド

信州大学金沢大学

金沢大学
中核拠点

金沢医科大

富山大学 地方自治体

研究機関

地域医療連携機関 福井大学

福井大学金沢医科大学

石川県立看護大学

事業連携

教育・実習

e-le
arn
ing

教育・実習

e-le
arn
ing

教育・実習
e-learning

北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン（認プロ）福井校

Hamano T, Shirafuji N, Makino C, et al., Pioglitazone prevents tau

oligomerization. Biochem Biophys Res Commun. 2016;478(3):1035-42. 

Hamano T, Yen SH, Gendron T, et al., Pitavastatin decreases tau

levels via the inactivation of Rho/ROCK. Neurobiol Aging. 2012: 33(10):2306-20. 

北陸医科系4大学拠点ネットワーク

認知症診療に係る専門的知識、および技能に加えて本学の特色を生かしたPET, MRIの機能画像を用い
た卓越した臨床研究活動、基礎研究活動が可能な医師を養成します。

認知症プロフェッショナル授業科目＊（8単位以上取得が必須。e-learning授業やデメンシアカンファレ
ンス受講による単位認定を含みます）

北陸認知症プロ養成プログラム・北陸認知症プロチーム養成基盤形成プランの科目（以下北陸認プロ科
目）を履修するとともに、本学医学系専攻の機能画像医学部門（高エネルギー医学研究センター）の科目
を履修することにより、認知症画像診断の最先端の知識・技能を習得することを特色とします。また認知
症の早期診断・予防につながる検診事業や、かかりつけ医の連携を推進できる人材を育成します。その他
タウ・シヌクレイの細胞モデルを用いた認知症の基礎研究も行うことができます。あわせて認知症関連論
文を学位論文として完成させます。

大学院教員を中心とした直接指導、デメンシアカンファレンス等による広汎な研修を組み合わせた指導
体制をとります。

認知症診療・研究のリーダーとなる卓越した認知症専門医師が育成され、アカデミアや中核医療機関の
スタッフとしておおいに活躍することが期待されます。

北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン（認プロ）は、超高齢社会を背景に認知症の分野で特に高度
な知識、技能を有する医師が求められていることから、ハイレベルの認知症専門医師の養成を目的として
設置されたプログラムです。北陸の医科系4大学（金沢大学・福井大学・富山大学・金沢医科大学）が地域
医療機関、研究機関、自治体等と連携して実施しています。

■教育の内容

■履修科目

■教育内容の特色

■指導体制

■教育コース・
　コース修了者の
　キャリアパス構想

■北陸認プロの意義

主な論文

（インテンシブ11コース）

各大学の強みを
生かした
相互補完的
教育コース

北信オンコロジーセミナー
ライフステージ事例検討会

金沢大 先端的個別化医療 医師
 個別化薬物療法 薬剤師
 高度医学物理士 物理士

信州大 ゲノムがん治療医 医師
 遺伝カウンセラー 多職種

富山大 高齢がん患者対策 医師
 個別化医療薬剤師 薬剤師

福井大 地域がん専門医 医師

金沢医大 がん専門医リーダー 医師

石川看護大 ライフステージ 看護師

（本科10コース）

アレルギー研究者育成コース（本科コース）

本科コース
・アレルギー研究者育成コース

インテンシブコース
・アレルギー専門医リーダー養成コース
・地域アレルギー専門医療人養成コース

福井大学

北陸地域のアレルギー疾患診療均霑化を目指して

・ 総合アレルギー専門医の育成
・ 研究マインドを持った臨床医育成
・ 災害時にも強いアレルギー臨床医育成
・ 診療科の枠を超えたアレルギー専門医療スタッフの育成

北陸アレルギーセミナー・事例検討会
北陸難治アレルギー疾患データーベース

アレルギー疾患医療連絡協議会

アレルギー疾患対策拠点病院
日本アレルギー学会北陸地方会
日本アレルギー協会北陸支部

TV会議システム・e-learning
遠隔診療体制構築

インテンシブコース
・地域アレルギースペシャリスト養成コース
・エコチル調査アレルギースペシャリスト養成コース

協力・連携 協力・連携

富山大学

本科コース
・総合アレルギー専門医育成コース

金沢大学

北陸高度アレルギー専門医療人育成プラン

Takabayashi T, Tanaka Y, Susuki D et al.　 Increased expression of L-plastin in nasal polyp of patients with 
nonsteroidal anti-inflammatory drug-exacerbated respiratory disease.　 Allergy. 2019, 74:1307-1316.
Imoto Y, Takabayashi T, Sakashita M, et al. Combination therapy with montelukast and loratadine alleviates 
pharyngolaryngeal symptoms related to seasonal allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019, 7:1068-1070
Kawasaki A, Ito N, Murai H et al. Skin inflammation exacerbates food allergy symptoms in epicutaneously 
sensitized mice. Allergy. 2018, 73:1313-1321.

e-learningにより科目を履修し、アレルギー治療と研究に必要な基礎・臨床の研究手法を習得します。
北陸アレルギーセミナー、TV 会議システムによる症例検討会等に参加し、アレルギー疾患の診療現
場での問題点を把握し、研究へとつなげます。また、北陸難治アレルギーデーターベースを活用し、
臨床研究を実施する経験を積みます。

北陸高度アレルギー専門医療人育成プランは、アレルギー専門医が少なく偏在している北陸地方にお
いて、アレルギー疾患診療の均霑化を達成する上で求められるアレルギー疾患の専門医療人と研究マ
インドを有するアレルギー研究者の育成を目的として設置されたプログラムです。福井大学を代表とし
て、金沢大学と富山大学、北陸3県の地方自治体、各医療圏の基幹病院と連携して実施しています。

■教育内容の特色

■育成プランの意義 

主な論文
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人材育成のネットワーク
超少子高齢化地域での先進的がん医療人養成（北信がんプロ）

戦略的がん医療人育成システムの構築 認知症チーム医療リーダー養成コース（本科コース）

北信地域の医科系5大学（金沢大学、信州大学、富山大学、福井大学、金沢医科大学）と石川県立看護大学の6大学
（北信がんプロ）が共同実施体制を組織しています。また、北信地域のがん診療拠点病院、地域がん診療推進病院、
がん患者団体等との連携により、北信4県のがん医療を担っている大多数の医療人が、この組織の中で「がん医療の
プロフェッショナル養成」および「地域のがん医療の向上」のために協力できる体制を築いています。

実施体制

多施設・多職種
連携の演習

特徴ある症例の
北信がんデータ
ベースの構築

特徴ある症例の地域がんデータベース
・免疫チェックポイント 阻害薬使用症例
・小児長期フォローアップ症例
・在宅緩和ケア実施症例
・障がい者がん症例
・妊孕性保存症例　等

金沢大 がんゲノム生涯教育 医師
 個別化薬物実践 薬剤師
 がんゲノム多職種連携入門 多職種

信州大 がん専門医療人養成 多職種

富山大 高齢がん患者対策 医師
 高齢対策薬剤師 薬剤師
 在宅緩和リハ 看護師

福井大 在宅栄養管理 医師等
 在宅緩和医療 医師等

金沢医大 がん集学的治療 医師

石川看護大 がんライフケアコース

福井県立すこやかシルバー病院
国立病院機構医王病院
石川県立高松病院
国立病院機構北陸病院
谷野呉山病院
魚津緑ヶ丘病院

信州大学医学部附属病院金沢大学附属病院

福井大学附属病院

富山大学附属病院

金沢医科大学病院

超少子高齢化地域での
先進的がん医療人養成

《北信がんプロ》 富山大学

がん患者団体

行政・医師会

長野県がん診療連携
拠点病院

富山県がん診療連携
拠点病院

福井県がん診療連携
拠点病院

石川県がん診療連携
拠点病院

シンガポール国立大
復旦大学等

国立がん研究センター

筑波大学
E-learningクラウド

信州大学金沢大学

金沢大学
中核拠点

金沢医科大

富山大学 地方自治体

研究機関

地域医療連携機関 福井大学

福井大学金沢医科大学

石川県立看護大学

事業連携

教育・実習

e-le
arn
ing

教育・実習

e-le
arn
ing

教育・実習
e-learning

北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン（認プロ）福井校

Hamano T, Shirafuji N, Makino C, et al., Pioglitazone prevents tau

oligomerization. Biochem Biophys Res Commun. 2016;478(3):1035-42. 

Hamano T, Yen SH, Gendron T, et al., Pitavastatin decreases tau

levels via the inactivation of Rho/ROCK. Neurobiol Aging. 2012: 33(10):2306-20. 

北陸医科系4大学拠点ネットワーク

認知症診療に係る専門的知識、および技能に加えて本学の特色を生かしたPET, MRIの機能画像を用い
た卓越した臨床研究活動、基礎研究活動が可能な医師を養成します。

認知症プロフェッショナル授業科目＊（8単位以上取得が必須。e-learning授業やデメンシアカンファレ
ンス受講による単位認定を含みます）

北陸認知症プロ養成プログラム・北陸認知症プロチーム養成基盤形成プランの科目（以下北陸認プロ科
目）を履修するとともに、本学医学系専攻の機能画像医学部門（高エネルギー医学研究センター）の科目
を履修することにより、認知症画像診断の最先端の知識・技能を習得することを特色とします。また認知
症の早期診断・予防につながる検診事業や、かかりつけ医の連携を推進できる人材を育成します。その他
タウ・シヌクレイの細胞モデルを用いた認知症の基礎研究も行うことができます。あわせて認知症関連論
文を学位論文として完成させます。

大学院教員を中心とした直接指導、デメンシアカンファレンス等による広汎な研修を組み合わせた指導
体制をとります。

認知症診療・研究のリーダーとなる卓越した認知症専門医師が育成され、アカデミアや中核医療機関の
スタッフとしておおいに活躍することが期待されます。

北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン（認プロ）は、超高齢社会を背景に認知症の分野で特に高度
な知識、技能を有する医師が求められていることから、ハイレベルの認知症専門医師の養成を目的として
設置されたプログラムです。北陸の医科系4大学（金沢大学・福井大学・富山大学・金沢医科大学）が地域
医療機関、研究機関、自治体等と連携して実施しています。

■教育の内容

■履修科目

■教育内容の特色

■指導体制

■教育コース・
　コース修了者の
　キャリアパス構想

■北陸認プロの意義

主な論文

（インテンシブ11コース）

各大学の強みを
生かした
相互補完的
教育コース

北信オンコロジーセミナー
ライフステージ事例検討会

金沢大 先端的個別化医療 医師
 個別化薬物療法 薬剤師
 高度医学物理士 物理士

信州大 ゲノムがん治療医 医師
 遺伝カウンセラー 多職種

富山大 高齢がん患者対策 医師
 個別化医療薬剤師 薬剤師

福井大 地域がん専門医 医師

金沢医大 がん専門医リーダー 医師

石川看護大 ライフステージ 看護師

（本科10コース）

アレルギー研究者育成コース（本科コース）

本科コース
・アレルギー研究者育成コース

インテンシブコース
・アレルギー専門医リーダー養成コース
・地域アレルギー専門医療人養成コース

福井大学

北陸地域のアレルギー疾患診療均霑化を目指して

・ 総合アレルギー専門医の育成
・ 研究マインドを持った臨床医育成
・ 災害時にも強いアレルギー臨床医育成
・ 診療科の枠を超えたアレルギー専門医療スタッフの育成

北陸アレルギーセミナー・事例検討会
北陸難治アレルギー疾患データーベース

アレルギー疾患医療連絡協議会

アレルギー疾患対策拠点病院
日本アレルギー学会北陸地方会
日本アレルギー協会北陸支部

TV会議システム・e-learning
遠隔診療体制構築

インテンシブコース
・地域アレルギースペシャリスト養成コース
・エコチル調査アレルギースペシャリスト養成コース

協力・連携 協力・連携

富山大学

本科コース
・総合アレルギー専門医育成コース

金沢大学

北陸高度アレルギー専門医療人育成プラン

Takabayashi T, Tanaka Y, Susuki D et al.　 Increased expression of L-plastin in nasal polyp of patients with 
nonsteroidal anti-inflammatory drug-exacerbated respiratory disease.　 Allergy. 2019, 74:1307-1316.
Imoto Y, Takabayashi T, Sakashita M, et al. Combination therapy with montelukast and loratadine alleviates 
pharyngolaryngeal symptoms related to seasonal allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019, 7:1068-1070
Kawasaki A, Ito N, Murai H et al. Skin inflammation exacerbates food allergy symptoms in epicutaneously 
sensitized mice. Allergy. 2018, 73:1313-1321.

e-learningにより科目を履修し、アレルギー治療と研究に必要な基礎・臨床の研究手法を習得します。
北陸アレルギーセミナー、TV 会議システムによる症例検討会等に参加し、アレルギー疾患の診療現
場での問題点を把握し、研究へとつなげます。また、北陸難治アレルギーデーターベースを活用し、
臨床研究を実施する経験を積みます。

北陸高度アレルギー専門医療人育成プランは、アレルギー専門医が少なく偏在している北陸地方にお
いて、アレルギー疾患診療の均霑化を達成する上で求められるアレルギー疾患の専門医療人と研究マ
インドを有するアレルギー研究者の育成を目的として設置されたプログラムです。福井大学を代表とし
て、金沢大学と富山大学、北陸3県の地方自治体、各医療圏の基幹病院と連携して実施しています。

■教育内容の特色

■育成プランの意義 

主な論文
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脳の機能発達の仕組みを、遺伝
子から個体レベルまで解明し、
発達障害の新たな理解や治療
法の開発に貢献

連合大学院  福井校

脳機能発達学領域

発達障害による社会性、コミュ
ニケーション・想像力における
障害の脳メカニズムの解明・お
よびその治療・支援

情動認知発達学領域

養育者による虐待など環境に
よる子どもの脳発達におよぼす
影響の解明、養育者への教育・
療育方法の開発

発達環境支援学領域

連合小児発達学研究科 福井校 （福井大学子どものこころの発達研究センターとの連携）

子どものこころの発達研究センター

脳機能発達研究部門

情動認知発達研究部門

発達支援研究部門

児童青年期こころの専門医育成部門

解剖

高エネ研

精神科

小児科

心理

高次脳

小児期・児童青年期のこころの専門医およびコメディカル等の育成・確保のた
めの研修プログラム並びに体制整備等の構築を行い、県内の精神医療を推進。

子どもの発達を支援するエビデンスを発信し、その成果を教育現場や
子育て支援の現場に還元。Age2・永平寺町コホート事業も継承。

発達障がい・神経科学の基礎研究、トランスレーショナル研究に従事。
知能やこころの育ちの破綻と疾患を分子・細胞レベルで解明。

自閉症者の脳画像検査、バイオマーカー探求の臨床研究を推進。
子どものこころや知能の育ちの障害を画像化・研究。

自閉スペクトラム症、注意欠如多動症などの発達障がい児を
支える環境には、親・養育者はもとより、学校教員、スクールカ
ウンセラーなどの心理士、医師・看護師などがチームを組ん
で、発達障がいをもつ子ども一人ひとりに対してアセスメント
を行い、それに基づいてそれぞれの子どもにあった教育・養育
支援をしていくことが必要とされています。そのためには、科学
的根拠に基づいた子どものこころに関する脳科学・心理学・
教育学などの専門的知識が必要とされます。しかし、現在の我
が国ではその専門家が質・量ともに十分ではありません。その
ため、親や学校の先生はどうしたら良いか分からず、負担が増
え、家庭環境や学校環境にさまざまな影響を及ぼすという負の
循環が問題となっています。そこで、文部科学省の指導の下、

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 福井校

■連合小児発達学研究科の意義・背景
発達障がいおよび子どものこころに関する高度専門家の育成
を目指し、平成21年度に大阪大学を基幹校として金沢大学・
浜松医科大学の 3 校による博士後期課程の大学院「連合小
児発達学研究科」が発足しました。そして平成 24 年度から、
福井大学と千葉大学が加わり、5 大学の連合大学院として拡
充されることになりました。この大学院は、子どものこころと発
達障がいを専門的に研究・教育する機関として、我が国初め
てのものです。福井大学では、連合大学院に併せて、平成23・
24年度に「子どものこころの発達研究センター」および「附属
病院子どものこころ診療部」を開設し、これにより「教育」・「研
究」・「診療」を3つの柱として、発達障がいと子どものこころ
の問題に対して専門的に取り組む体制が整いました。

1. Xie MJ, Ishikawa Y, Yagi H, et al. PIP3-Phldb2 is crucial for LTP regulating 
synaptic NMDA and AMPA receptor density and PSD95 turnover. Sci Rep. 9
(1):4305, 2019.

2. Yamashita Y, Makinodan M, Toritsuka M, et al. Anti-inflammatory effect of 
ghrelin in lymphoblastoid cell lines from children with autism spectrum 
disorder. Front Psychiatry. 10:152, 2019.

3. Jung M, Mizuno Y, Fujisawa TX, et al. The effects of COMT polymorphism on 
cortical thickness and surface area abnormalities in children with ADHD. 
Cereb Cortex, 1-10, 2018.

4. Fujisawa TX, Nishitani S, Takiguchi S, et al. Oxytocin receptor DNA methylation 
and alterations of brain volumes in maltreated children. Neuropsychopharma-
cology, May 9, 2019.

本連合大学院は、学部や修士課程を卒業・修
了された方だけでなく、学校教員や心理士、医
師・看護師また社会福祉行政などに従事され
ている方を主な対象としています。講師陣に
は、脳科学、心理学、教育学および小児医学、
精神医学の専門家が揃い、福井校の講師だけ
でなく、他校に所属する講師の講義をテレビ
およびe-learningシステムで受けることがで
きます。大学院3年間で、講義を受け、自身で
テーマを決めて研究を行い、成果を博士論文
としてまとめ、審査によって「小児発達学博
士」を取得することができます。そして将来、得
た知識や研究成果を基に社会で大いに活躍
していただくことで、発達障がい児自身の社会
適応とその環境の改善に大きく貢献できるも
のと期待しています。

■教育の内容

主な論文

友田明美教授

副研究科長（福井校代表）

松﨑秀夫教授

Prof Akemi Tomoda
安倍　博教授
Prof Hiroshi Abe

Prof Hideo Matsuzaki

大学院
連合小児発達学研究科

「子どものこころと脳発達とその障害」に関する
高度専門家の育成

早期発見
適切な支援方法
障害児の社会適応
支援者のQOL

各校
子どものこころの
発達研究センター

各校
子どものこころ

診療部

教育

目的

H24～

H21～
診療 研究金沢校大阪校

福井校

千葉校浜松校

急務！ 発達障害支援の専門家の育成  連合小児発達学研究科の枠組み

後期３年のみの博士課程  文理融合型（脳科学・心理学・教育学）

ACCESS

Matsuoka Campus [Graduate School of Medical Sciences]
23-3, Matsuoka-shimoaizuki, Eiheiji-cho, Yoshida-gun, Fukui Prefecture
910-1193, Japan
Tel   +81-(0)776-61-3111

Tokyo Komatsu
Tokyo Fukui
Nagoya Fukui 

Osaka Fukui

Komatsu Fukui
Fukui Matsuoka

>>>
>>>

>>

>>>

>
>>>

        (1 hour by air)

(3 hours and a half by train)

(1 hour 40 minutes by train
 2 hours and 50 minutes by bus)

(1 hour 50 minutes by train
 3 hours and a half by bus)

(1 hour by bus)

　　 (30 minutes by bus)

[ LOCATION ]

Section for Graduate School of Medical Sciences
Academic Affairs Office for Matsuoka Campus
Academic Affairs Department
University of Fukui

Tel   +81-(0)776-61-8247
Fax  +81-(0)776-61-8162
Email m-kyomu@ml.u-fukui.ac.jp

[ CONTACT ]

[ TRANSPORTATION ]

Matsuoka Campus

Fukui Station

Fukui

Tokyo

Narita International Airport
Nagoya

Fukuoka

Fukuoka Airport 

Matsuoka Campus

Sapporo

New Chitose Airport

Osaka

松岡キャンパス 
〒910-1193 吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
Tel 0776-61-3111（代表）

【お問い合わせ先】

松岡キャンパス学務課 大学院担当
Tel 0776-61-8247
Email m-kyomu@ml.u-fukui.ac.jp

東　京 小　松
東　京 福井駅
名古屋 福井駅 

大　阪 福井駅
小　松 福井駅
福井駅 松　岡

>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

（飛行機で約1時間）

（電車で約3時間半）

（電車で約1時間40分　バスで約2時間50分）

（電車で約1時間50分　バスで約3時間半）

（バスで約1時間）

（バスで約30分）

[ 所在地 ]

[ 交通機関 ]

アクセス

松岡キャンパス（医学系研究科）

札幌

新千歳空港

Sendai

Sendai International Airport

仙台

仙台国際空港

福井駅

成田国際空港

Tokyo International Airport
羽田空港

東京

福岡

福岡空港

大阪
名古屋

福井福井

松岡キャンパス

Ishikawa

Komatsu Airport

石川

小松空港
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脳の機能発達の仕組みを、遺伝
子から個体レベルまで解明し、
発達障害の新たな理解や治療
法の開発に貢献

連合大学院  福井校

脳機能発達学領域

発達障害による社会性、コミュ
ニケーション・想像力における
障害の脳メカニズムの解明・お
よびその治療・支援

情動認知発達学領域

養育者による虐待など環境に
よる子どもの脳発達におよぼす
影響の解明、養育者への教育・
療育方法の開発

発達環境支援学領域

連合小児発達学研究科 福井校 （福井大学子どものこころの発達研究センターとの連携）

子どものこころの発達研究センター

脳機能発達研究部門

情動認知発達研究部門

発達支援研究部門

児童青年期こころの専門医育成部門

解剖

高エネ研

精神科

小児科

心理

高次脳

小児期・児童青年期のこころの専門医およびコメディカル等の育成・確保のた
めの研修プログラム並びに体制整備等の構築を行い、県内の精神医療を推進。

子どもの発達を支援するエビデンスを発信し、その成果を教育現場や
子育て支援の現場に還元。Age2・永平寺町コホート事業も継承。

発達障がい・神経科学の基礎研究、トランスレーショナル研究に従事。
知能やこころの育ちの破綻と疾患を分子・細胞レベルで解明。

自閉症者の脳画像検査、バイオマーカー探求の臨床研究を推進。
子どものこころや知能の育ちの障害を画像化・研究。

自閉スペクトラム症、注意欠如多動症などの発達障がい児を
支える環境には、親・養育者はもとより、学校教員、スクールカ
ウンセラーなどの心理士、医師・看護師などがチームを組ん
で、発達障がいをもつ子ども一人ひとりに対してアセスメント
を行い、それに基づいてそれぞれの子どもにあった教育・養育
支援をしていくことが必要とされています。そのためには、科学
的根拠に基づいた子どものこころに関する脳科学・心理学・
教育学などの専門的知識が必要とされます。しかし、現在の我
が国ではその専門家が質・量ともに十分ではありません。その
ため、親や学校の先生はどうしたら良いか分からず、負担が増
え、家庭環境や学校環境にさまざまな影響を及ぼすという負の
循環が問題となっています。そこで、文部科学省の指導の下、

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 福井校

■連合小児発達学研究科の意義・背景
発達障がいおよび子どものこころに関する高度専門家の育成
を目指し、平成21年度に大阪大学を基幹校として金沢大学・
浜松医科大学の 3 校による博士後期課程の大学院「連合小
児発達学研究科」が発足しました。そして平成 24 年度から、
福井大学と千葉大学が加わり、5 大学の連合大学院として拡
充されることになりました。この大学院は、子どものこころと発
達障がいを専門的に研究・教育する機関として、我が国初め
てのものです。福井大学では、連合大学院に併せて、平成23・
24年度に「子どものこころの発達研究センター」および「附属
病院子どものこころ診療部」を開設し、これにより「教育」・「研
究」・「診療」を3つの柱として、発達障がいと子どものこころ
の問題に対して専門的に取り組む体制が整いました。

1. Xie MJ, Ishikawa Y, Yagi H, et al. PIP3-Phldb2 is crucial for LTP regulating 
synaptic NMDA and AMPA receptor density and PSD95 turnover. Sci Rep. 9
(1):4305, 2019.

2. Yamashita Y, Makinodan M, Toritsuka M, et al. Anti-inflammatory effect of 
ghrelin in lymphoblastoid cell lines from children with autism spectrum 
disorder. Front Psychiatry. 10:152, 2019.

3. Jung M, Mizuno Y, Fujisawa TX, et al. The effects of COMT polymorphism on 
cortical thickness and surface area abnormalities in children with ADHD. 
Cereb Cortex, 1-10, 2018.

4. Fujisawa TX, Nishitani S, Takiguchi S, et al. Oxytocin receptor DNA methylation 
and alterations of brain volumes in maltreated children. Neuropsychopharma-
cology, May 9, 2019.

本連合大学院は、学部や修士課程を卒業・修
了された方だけでなく、学校教員や心理士、医
師・看護師また社会福祉行政などに従事され
ている方を主な対象としています。講師陣に
は、脳科学、心理学、教育学および小児医学、
精神医学の専門家が揃い、福井校の講師だけ
でなく、他校に所属する講師の講義をテレビ
およびe-learningシステムで受けることがで
きます。大学院3年間で、講義を受け、自身で
テーマを決めて研究を行い、成果を博士論文
としてまとめ、審査によって「小児発達学博
士」を取得することができます。そして将来、得
た知識や研究成果を基に社会で大いに活躍
していただくことで、発達障がい児自身の社会
適応とその環境の改善に大きく貢献できるも
のと期待しています。

■教育の内容

主な論文

友田明美教授

副研究科長（福井校代表）

松﨑秀夫教授

Prof Akemi Tomoda
安倍　博教授
Prof Hiroshi Abe

Prof Hideo Matsuzaki

大学院
連合小児発達学研究科

「子どものこころと脳発達とその障害」に関する
高度専門家の育成

早期発見
適切な支援方法
障害児の社会適応
支援者のQOL

各校
子どものこころの
発達研究センター

各校
子どものこころ

診療部

教育

目的

H24～

H21～
診療 研究金沢校大阪校

福井校

千葉校浜松校

急務！ 発達障害支援の専門家の育成  連合小児発達学研究科の枠組み

後期３年のみの博士課程  文理融合型（脳科学・心理学・教育学）

ACCESS

Matsuoka Campus [Graduate School of Medical Sciences]
23-3, Matsuoka-shimoaizuki, Eiheiji-cho, Yoshida-gun, Fukui Prefecture
910-1193, Japan
Tel   +81-(0)776-61-3111

Tokyo Komatsu
Tokyo Fukui
Nagoya Fukui 

Osaka Fukui

Komatsu Fukui
Fukui Matsuoka

>>>
>>>

>>

>>>

>
>>>

        (1 hour by air)

(3 hours and a half by train)

(1 hour 40 minutes by train
 2 hours and 50 minutes by bus)

(1 hour 50 minutes by train
 3 hours and a half by bus)

(1 hour by bus)

　　 (30 minutes by bus)

[ LOCATION ]

Section for Graduate School of Medical Sciences
Academic Affairs Office for Matsuoka Campus
Academic Affairs Department
University of Fukui

Tel   +81-(0)776-61-8247
Fax  +81-(0)776-61-8162
Email m-kyomu@ml.u-fukui.ac.jp

[ CONTACT ]

[ TRANSPORTATION ]

Matsuoka Campus

Fukui Station

Fukui

Tokyo

Narita International Airport
Nagoya

Fukuoka

Fukuoka Airport 

Matsuoka Campus

Sapporo

New Chitose Airport

Osaka

松岡キャンパス 
〒910-1193 吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
Tel 0776-61-3111（代表）

【お問い合わせ先】

松岡キャンパス学務課 大学院担当
Tel 0776-61-8247
Email m-kyomu@ml.u-fukui.ac.jp

東　京 小　松
東　京 福井駅
名古屋 福井駅 

大　阪 福井駅
小　松 福井駅
福井駅 松　岡

>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

（飛行機で約1時間）

（電車で約3時間半）

（電車で約1時間40分　バスで約2時間50分）

（電車で約1時間50分　バスで約3時間半）

（バスで約1時間）

（バスで約30分）

[ 所在地 ]

[ 交通機関 ]

アクセス

松岡キャンパス（医学系研究科）

札幌

新千歳空港

Sendai

Sendai International Airport

仙台

仙台国際空港

福井駅

成田国際空港

Tokyo International Airport
羽田空港

東京

福岡

福岡空港

大阪
名古屋

福井福井

松岡キャンパス

Ishikawa

Komatsu Airport

石川

小松空港
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