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学
■
氏

事

令和元年度医学博士授与者（前期）
名

Winnugroho
Wiratman

学 位 論 文 名

木下 美佐子 Characteristics of awareness and behavior
of medical staff for prevention of falling
accidents among inpatients
（入院患者の転倒転落事故防止に向けた
医療従事者の認識と行動の特徴）
阿部 良伸

弓屋 結

上田 由桂

金澤 晃子

吉田 和樹

IL-13 attenuates early local
CXCL2-dependent neutrophil recruitment
for Candida albicans clearance during a
severe murine systemic infection
（マウスの Candida albicans 重症全身感染
モデルにおいて、IL-13 は菌体の排除に関
与する CXCL2 に依存した早期の好中球の
動員を減弱する）
Communication between health professionals and community residents in Fukushima: A focus on the feedback loop.
（福島県における保健従事者と地域住民
間のコミュニケーション：フィードバックルー
プに焦点を当てて）
Risk factors of problem drinking in the
chronic phase among evacuees in Fukushima following the Great East Japan
Earthquake based on a two-year cohort
study: The Fukushima Health Management
Survey.
（東日本大震災後の避難住民における問
題飲酒になる要因：2 年間のコホート研究
福島県県民健康調査）
Blood Concentration of Tacrolimus and
Age Predict Tacrolimus-Induced Left
Ventricular Dysfunction after Bone Marrow
Transplantation in Adults
（骨髄幹細胞移植後タクロリムス誘発性左
室機能障害に Tacrolimus 血中濃度と年齢
が関連する）
Father-child bonding among Japanese
fathers of infants: A municipal-based study
at the time of the 4-month child health
checkup
（乳児を持つ父親のボンディング：4 か月児
健康診査での調査）

清水 裕美

鈴木 雄一

小平 俊介

第 105 号
Effects of working environments with minimum night lighting on night-shift nurses’
fatigue and sleep, and patient safety
（夜間照明を最小限とした交代勤務看護師
の勤務環境が疲労・睡眠・患者安全に及
ぼす影響）
Assessment of Cognitive and Motor Skills
in Parkinson’s Disease by A Robotic Object Hitting Game
(仮想現実空間でのゲーム課題を用いたパ
ーキンソン病の認知・運動機能評価)
Association neutraliz antibody titers
against parechovirus A3 in maternal and
cord blood pairs and perinatal factors.Association between neutralizing antibody titers against parechovirus A3 in
maternal and cord blood pairs and perinatal factors.
（パレコウイルス A3 型に対する母体血、臍
帯血の中和抗体価と周産期因子との関連）
Ratio of alpha2-macroglobulin levels in
cerebrospinal fluid and serum: an expression of neuroinflammation in acute disseminated encephalomyelitis
(髄液と血清の α２-マクログロブリンの比は
急性散在性脳脊髄炎における神経炎症を
反映している。)
Total knee arthroplasty in Japanese patients aged 80 years or older
（８０歳以上の日本人患者に対する人工膝
関節置換術）

人

事
（令和 2 年 3 月 1 日現在）

○新任教授等
採用 1.10.1 総合科学教育研究センター
採用 2. 1.1
採用 2. 1.1

教授

佐々木 道子

教授

髙橋 直人

疼痛医学講座
療養支援看護学部門
教授
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第 105 号

○新任准教授等

○「公立大学法人福島県立医科大学物品調達の不適

採用 1.10.1 総合科学教育研究センター

切支出等に係る再発防止策検討委員会設置要綱」の
制定について

准教授 柴田 恭子

（令和元年８月１日制定・令和元年８月１日施行）
採用 1.10.1

法人物品調達に不適切支出等が発生又は発生が疑

総合科学教育研究センター
准教授 有吉 健太郎

われる場合、外部の有識者である委員をもって再発防止
策等を検討する委員会の設置に関し、必要な事項が定

採用 2. 1.1 微生物学講座

められた。

准教授 末永 忠広
昇任 2. 3.1 基礎病理学講座

○「福島県立医科大学附属病院総合医療情報システ
准教授 東

智仁

ム運用管理要綱」の一部改正について
（平成１８年４月１日制定・令和元年８月７日施行）
部門システムのパスワード文字数が「８文字以上」に改

○新任講師等

正された。（第２２条第３号関係）
○「公立大学法人福島県立医科大学寄附講座に関す

採用 1.9.1 新医療系学部設置準備室

る規程」の一部改正について

講師 髙橋 一人

（平成２０年１０月１日制定・令和元年８月１９日施行）

昇任 2.1.1 歯科口腔外科

福島県立医科大学部局長等選考規程の一部改正に
伴い、(定義)第３条第４項が変更された。

講師 金子 哲治

○「公立大学法人福島県立医科大学医学部附属放射

採用 2.2.1 医療エレクトロニクス研究講座
講師 中嶋 正太郎
昇任 2.3.1 リウマチ膠原病内科学講座

性同位元素研究施設放射線障害予防規程」の一部改
正について
（平成１８年４月１日制定・令和元年８月２８日施行）

講師 浅野 智之

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す
る法律」の一部改正に伴い、所定の改正がなされた。

昇任 2.3.1 呼吸器外科学講座
講師 長谷川 剛生

○「福島県立医科大学附属病院放射線障害予防規程」
の一部改正について
（平成１８年４月１日制定・令和元年８月３０日施行）
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す
る法律」の一部改正に伴い、所定の改正がなされた。

諸規程改正

○「公立大学法人福島県立医科大学会津医療センタ
ー附属病院臨床研修委員会規程」の一部改正につい
て

■令和元年 8 月から令和 2 年 2 月までの
主な諸規程の制定、改正及び改廃関係

（平成２５年５月１２日制定・令和元年９月１日施行）
委員会の開催について明記された。（第５条関係）

○「福島県立医科大学附属病院治験審査委員会規程」
の一部改正について

○「公立大学法人福島県立医科大学会津医療センタ

（平成１８年４月１日制定・令和元年８月１日施行）

ー附属病院医療ガス安全管理委員会設置要綱」の一

再生医療に関する治験審査を想定し、法的根拠を明
示するとともに、委員以外の専門家等の助言を得ること

部改正について
（平成２５年５月１２日制定・令和元年９月１日施行）
組織の構成員の見直し等が行われた。

が出来るよう改正された。

○「公立大学法人福島県立医科大学奨学寄附金取扱
細則」の一部改正について
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（平成１８年４月１日制定・令和元年９月６日施行）

第 105 号

○「病児病後児保育助成事業実施要綱」の一部改正

担当理事の名称変更に伴い記載の整備が行われた。 について
○「公立大学法人福島県立医科大学職務発明審査会

（平成２０年６月２５日制定・令和元年１０月１日施行）

要綱」の一部改正について

助成事業の対象者が利用する施設について、「『病児

（平成１８年４月１日制定・令和元年９月６日施行）

保育事業』の実施施設」及び「指導監督基準を満たす

担当理事の名称変更に伴い記載の整備が行われた。 『認可外保育施設』」とすること等が改正された。
○「福島県立医科大学医学部履修規程に関する教授

○「公立大学法人福島県立医科大学病児病後児保育

会申合せ」の一部改正について

所運営要綱」の一部改正について

（平成１８年４月１日制定・令和元年９月１８日施行）

（平成２３年４月１８日制定・令和元年１０月１日施行）

第４学年の進級判定の見直し等が行われた。

保育無償化の対象児かどうかを把握するため、通所施

○「公立大学法人福島県立医科大学教育研究用及び

設名欄を変更する等、様式第１号および様式第２号が改

附属病院医療用機器購入機種選定等委員会設置要

正された。

綱」の一部改正について

○「福島県県民健康調査「健康診査」小児健康

（平成１８年４月１日制定・令和元年９月２０日施行）

診査検体検査実施要領」の一部改正について

「特定調達契約の物品等の調達に係る仕様策定手続 （平成２８年６月２８日制定・令和元年１０月１日施行）
きについて」の通知に基づき、所要の改正がなされた。

健診とりまとめ機関へ支払う、事務手数料等が改正さ

○「公立大学法人福島県立医科大学医師臨床研修費

れた。

補助金交付要綱」の一部改正について

○「福島県県民健康調査「健康診査」小児健康診査

（平成１９年３月７日制定・令和元年９月２４日施行）

交付金交付要綱」の一部改正について

補助の対象に関して、文言の加除等が行われた。

（平成２３年１２月８日制定・令和元年１０月１日施行）

(第３条および別表)

別表１に定める交付金の額及び第１号様式が改正さ

○「福島県立医科大学附属病院褥瘡対策委員会設置

れた。

要綱」の一部改正について

○「PET 機器の研究利用にかかる実施要綱」の一部改

（平成１８年４月１日制定・令和元年９月２５日施行）

正について

委員を支援する体制等が追加された。

（平成２６年１月１日制定・令和元年１０月１日施行）

○「福島県立医科大学附属病院医薬品等臨床試験実

消費税の増税に伴い、(別表)第７条関係の利用者区

施細則」の一部改正について

分による機器使用料金が改正された。

（平成１８年４月１日制定・令和元年１０月１日施行）

○「公立大学法人福島県立医科大学条件付一般競争

治験製品管理者指名書の作成が治験責任医師の責
務に追記された。

入札（物品購入等）実施要領」の制定について
（令和元年１０月１日制定・令和元年１０月１日施行）

○「公立大学法人福島県立医科大学会津医療センタ

法人が発注する物品購入等について、入札に参加す

ー附属病院医薬品等臨床試験実施細則」の一部改正

る者の事務所の所在地等に関する資格を定めて行う一

について

般競争入札を実施するにあたり、公立大学法人福島県

（平成２５年９月１日制定・令和元年１０月１日施行）

立医科大学契約細則第６条の規程に基づき、必要な事

治験製品管理者指名書の作成が治験責任医師の責

項が定められた。

務に追記された。

○「公立大学法人福島県立医科大学臨床研究審査委

○「福島県立医科大学附属病院医薬品採用・削除に

員会審査手数料取扱要領」の一部改正について

関する取扱内規」の一部改正について

（平成３０年３月２０日制定・令和元年１０月１日施行）

（平成１８年４月１日制定・令和元年１０月１日施行）
内規における用語の定義等が改正された。

審査請求書（第４条関係別記様式）において、経過
措置期間終了に伴い、指針からの法移行研究に関す
る項目が削除された。
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○「公立大学法人福島県立医科大学成果有体物取扱

○「甲状腺検査専門委員会診断基準等検討部会病理

実施細則」の制定について

診断コンセンサス会議設置要綱」の制定について

（令和元年１０月１日制定・令和元年１０月１日施行）

（令和元年１０月１５日制定・令和元年１０月１５日施行）

成果有体物取扱いの事務手続きに関し、必要な事

定例的に継続開催している会議の位置付けを明確に

項が定められた。

し、適正な運営を図るための事項が定められた。

○「福島県立医科大学育児サポート助成事業実施要

○「福島県立医科大学看護学部履修規程」の一部改

綱」の一部改正について

正について

（平成２２年１０月１日制定・令和元年１０月１日施行）

（平成１８年４月１日制定・令和２年４月１日施行）

令和元年１０月より開始される幼児教育・保育の無償

助産師養成課程の募集停止に伴い、履修科目、別表

化の対象となる認可外保育施設利用者に対し、助成金

１（科目）及び別表２（先修科目）等が改正された。

を重複して支給しないよう規定された。

○「福島県立医科大学看護学部履修規程に関する教

○「県内における福島県「県民健康調査」甲状腺検

授会申合せ」の一部改正について

査交付金交付要綱」の一部改正について

（平成１８年４月１日制定・令和２年４月１日施行）

（平成２５年６月２４日制定・令和元年１０月１日施行）

履修規程第１６条「助産に関する履修科目」を削除した

積算する診療報酬の改定に伴う交付金額の変更及び ことに伴う改正がなされた。
申請様式等が改正された。

○「福島県立医科大学における人を対象とする医学

○「県外における福島県「県民健康調査」甲状腺検

系研究に関する規程」の一部改正について

査交付金交付要綱」の一部改正について

（平成２９年４月１日制定・令和元年１１月１日施行）

（平成２４年５月２２日制定・令和元年１０月１日施行）

個人情報管理者の選任方法が改正された。（第１３条

積算する診療報酬の改定に伴う交付金額の変更及び 関係）
申請様式が改正された。

○「福島県立医科大学附属病院院内感染対策委員会

○「福島県立医科大学附属病院院内がん登録実施要

設置要綱」の一部改正について

綱」の一部改正について

（平成１８年４月１日制定・令和元年１１月６日施行）

（平成１９年７月２６日制定・令和元年１０月３日施行）

委員会の成立要件が追加された。

院内がん登録情報に関する担当者について明記され ○「公立大学法人福島県立医科大学教員の人事等に
た。（第１１条関係）

関する特例規程」の一部改正について

○「福島県立医科大学学則」の一部改正について

（平成１８年４月１日制定・令和元年１１月６日施行）

（平成１８年４月１日制定・令和２年４月１日施行）

助産師養成課程設置準備室教員の選考に関する規

医学部の入学定員が、令和２，３年度の２年間暫定的

程が制定されたことに伴い、文言が追加された。

に増員された。

(第３条関係)

○「公立大学法人福島県立医科大学職員の定年に関

○「福島県立医科大学助産師養成課程設置準

する規程」の一部改正について

備室教員選考委員会規程」の制定について

（平成１８年４月１日制定・令和元年１０月１０日施行）

（令和元年１１月６日制定・令和元年１１月６日施行）

新医療系学部設置準備室及び保健科学部（仮称）教

教員選考委員会の設置等について、必要な事項が定

授に採用される教員について、定年の特例が設けられ

められた。

た。

○「福島県立医科大学助産師養成課程設置準備室教

○「甲状腺検査専門委員会診断基準等検討部会設置

員の採用及び昇任選考規程」の制定について

要綱」の制定について

（令和元年１１月６日制定・令和元年１１月６日施行）

（令和元年１０月１５日制定・令和元年１０月１５日施行）
部会の運営等に関し、必要な事項が定められた。

福島県立医科大学助産師養成課程設置準備室の教
員の採用及び昇任選考に関し、必要な事項が定められ
た。
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○「福島県立医科大学組換えＤＮＡ実験安全管理規

○「福島県立医科大学附属病院医薬品等製造販売後

程」の一部改正について

調査実施細則」の一部改正について

（平成１８年４月１日制定・令和元年１１月１１日施行）

（平成２５年４月１日制定・令和２年１月１５日施行）

様式第４号（第１２条関係）、様式第５号（第１４条関

再生医療等製品の調査に関する追記及び記載整理

係）が追加された。

等が行われた。

○「公立大学法人福島県立医科大学飼養保管施設管

○「福島県立医科大学会津医療センター附属病院医

理運営委員会要綱」の制定について

薬品等製造販売後調査実施細則」の一部改正につい

（令和元年１１月１２日制定・令和元年１１月１２日施行）

て

公立大学法人福島県立医科大学飼養保管施設管理

（平成２５年５月１２日制定・令和２年１月１５日施行）

運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項が定めら

再生医療等製品の調査に関する追記及び記載整理

れた。

等が行われた。

○「福島県立医科大学医療情報システム管理委員会

○「福島県立医科大学大学院外国人学生の入学に関

設置要綱」の一部改正について

する規程」の一部改正について

（平成２１年８月２０日制定・令和元年１１月２０日施行）

（平成１８年４月１日制定・令和２年４月１日施行）

委員会の招集について、項目が追加された。（第６条
関係）

経済状況の確認及び外国人留学生担当教員の追加
等が行われた。（第３条）

○「福島県立医科大学大学院看護学研究科履修規程」 ○「福島県立医科大学動物実験委員会規程」の一部
の一部改正について

改正について

（平成１８年４月１日制定・令和２年４月１日施行）

（平成１９年１０月１日制定・令和２年１月２４日施行）

共通必修科目の追加に伴い、単位変更となる改正が

動物実験計画書（様式第１号）について改正された。

なされた。

○「福島県立医科大学授業料等の免除等に関する細

○「福島県立医科大学会津医療センター附属病院栄

則」の一部改正について

養管理運営要綱」の一部改正について

（平成１８年４月１日制定・令和２年２月１日施行）

（平成２５年５月１２日制定・令和元年１１月２５日施行）

国の修学支援制度に基づいた、入学料及び授業料の

栄養管理部門の体制等について改正された。

支払免除並びに支払猶予について改正された。

○「福島県立医科大学助産師養成課程設置準備室教

○「公立大学法人福島県立医科大学諸料金規程」の

員選考基準に係る申合せ」の制定について

一部改正について

（令和元年１２月１２日制定・令和元年１２月１２日施行）

（平成１８年４月１日制定・令和２年２月１日施行）

福島県立医科大学助産師養成課程設置準備室教員

附属病院の自由診療に関する諸料金が改正された。

の採用及び昇任選考規程に規定する教員選考基準に

（別表第２）

ついて、必要な事項が定められた。

○「ふくしま国際医療科学センター医療-産業トラン

○「福島県立医科大学臨床教授等の称号付与に関す

スレーショナルリサーチセンター動物実験施設管理

る規程」の一部改正について

規程」の一部改正について

（平成１８年４月１日制定・令和２年１月１日施行）

（平成２８年４月１日制定・令和２年２月３日施行）

医学及び看護学臨床教授等の称号を付与する期間

動物施設の設置目的を「免疫不全動物の飼養保管及

が３年以内に改正された。（第７条関係）

び担がん動物作製等」から「TR センターにおける事業推

○「公立大学法人福島県立医科大学職員給与規程」

進」に拡大する（第１条関係）等が改正された。

の一部改正について

○「公立大学法人福島県立医科大学役員報酬規程」

（平成１８年４月１日制定・令和２年１月１０日施行）

の一部改正について

県での給与改定に準じ、勤勉手当の支給割合等が改 （平成１８年４月１日制定・令和２年２月４日施行）
正された。

本法人役員の期末特別手当の期末特別手当基礎額
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に乗ずる割合について、県に準じて改正された。

第 105 号

平成３０年度業務実績について、「地域貢献」、「県民

○「公立大学法人福島県立医科大学ネーミングライ

の健康の保持・増進」及び「復興支援」については「年

ツ審査委員会設置要綱」の制定について

度計画を十分に実施できている」との評価を、その他の

（令和２年２月６日制定・令和２年２月６日施行）

項目においては「年度計画をおおむね実施できている」

ネーミングライツ事業を実施するにあたり、審査委員会 との評価を受けたことについて報告された。
の設置に係る事項が定められた。
○「公立大学法人福島県立医科大学寄附金取扱細則」【令和元年１０月３０日
の制定について

第８回役員会】

○令和２年度組織・定員要求について

（令和２年２月１２日制定・令和２年２月１２日施行）

大学及び附属病院としての課題解決・使命達成に向

寄附金の受入れ及び経理事務の取扱いに係る事項

けて、優先的に取り組むため必要な組織・定員を県に

が定められた。

要求することについて報告された。

○「福島県立医科大学庁舎等維持管理業務委託低入

○令和２年度運営費交付金等の要求について

札価格調査事務処理要領」の制定について

令和２年度の運営費交付金等として、総額で１５９億

（令和２年２月２１日制定・令和２年２月２１日施行）

６００万円を県に要求すること等について報告された。

法人が契約細則第２４条の規定に基づき行う、庁舎等
維持管理業務の委託契約に関して必要な事項が定めら 【令和元年１１月２７日
れた。

第９回役員会】

○令和２年度予算編成方針について

○「公立大学法人福島県立医科大学寄附講座の研究

令和２年度予算編成の基本的な考え方、重点的に

活動等の評価に係る実施要領」の一部改正について

取り組むべき課題及び予算編成に当たっての留意事

（平成２５年４月３０日制定・令和２年２月２７日施行）

項等を定める方針について審議が行われ、原案のとお

寄附講座研究活動・成果報告会の開催方法の変更

り承認された。

等に伴い改正された。
○「公立大学法人福島県立医科大学庁舎等維持管理 【令和元年１２月２５日
業務の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要

第１０回役員会】

○遺贈（遺言による寄附）による寄附受入について

領」の制定について

本法人への遺贈による寄附受入に必要な制度を整

（令和２年２月２７日制定・令和２年２月２７日施行）

備することについて審議され、原案のとおり承認され

法人が発注する庁舎等維持管理業務について、条件 た。
付一般競争入札を実施するにあたり、必要な事項が定
められた。

【令和２年１月２９日

第１１回役員会】

○福島県立医科大学附属病院長候補者選考会議の
委員について

役員会・経営審議会・ 教
育研究審議会・医学部教
授会・看護学部教授会

次期病院長の選考手続きを進めるため、附属病院長
候補者選考会議委員の指定について審議され、原案
のとおり承認された。
【令和２年２月２７日

○福島県立医科大学准職員就業規則等の一部改正

■役員会
【令和元年９月２５日

第１２回役員会】

について
第７回役員会】

働き方改革関連法及び高年齢者雇用安定法へ対応

○令和元年度福島県公立大学法人評価委員会の結 するため、准職員就業規則等の一部改正について審
果について

議が行われ、原案のとおり承認された。
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・動物実験に関係しない教授又は准教授

■経営審議会

田中 明夫

該当なし

准教授（人間科学講座）

五十嵐 城太郎 准教授（自然科学講座）

■教育研究審議会
【令和元年９月６日

【令和２年２月１９日

令和元年度第２回教育研究審議会】

定例教授会】

〇臨床研究審査委員会委員の推薦について

○医学部定員の暫定増に伴う学則の一部改正（案）

次のとおり選出され、学長に推薦された。

について

挾間 章博

教授（細胞統合生理学講座）

丸橋 繁

教授（肝胆膵・移植外科学講座）

学部定員の暫定増について、令和２年度及び令和３

鈴木 義行

教授（放射線腫瘍学講座）

年度についても認められる見込みであることから、そ

藤野 美都子

教授（人間科学講座）

地域の医師不足に対応するため実施してきた、医

れに伴う学則の変更について審議され、原案のとおり
承認された。

■看護学部教授会

【令和元年１２月１６日

【令和元年１１月１９日

令和元年度第３回教育研究審議会】

定例教授会】

○飼養保管施設管理運営委員会委員の推薦について

○保健科学部（仮称）の設置について

次のとおり選出され、学長に推薦された。

保健科学部（仮称）の設置認可申請の内容に関して

太田 昌一郎 教授（生命科学部門）

審議され、原案のとおり承認された。
【令和元年１２月１７日

定例教授会】

○動物実験委員会委員の推薦について

■医学部教授会

次のとおり選出され、学長に推薦された。

【令和元年１１月２０日

定例教授会】

太田 昌一郎 教授（生命科学部門）

○飼養保管施設管理運営委員会委員の推薦について
次のとおり選出され、学長に推薦された。
・生命科学・社会医学系
関根 英治 教授（免疫学講座）
・臨床医学系
池添 隆之 教授（血液内科学講座）
【令和元年１２月１８日

定例教授会】

○動物実験委員会委員の推薦について
次のとおり選出され、学長に推薦された。

編集発行

・動物実験に関係する教授または准教授
千葉 英樹 教授

（基礎病理学講座）

公立大学法人福島県立医科大学

浄土 英一 准教授（システム神経科学講座）

事務局 企画財務課

西田 満

〒960－1295

教授

（生化学講座）

井上 直和 准教授（細胞科学研究部門）

福島県福島市光が丘１番地

TEL 024（547）1013 ／ FAX 024（547）1991
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