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　皆さま，新年明けましておめでとうございます。

　愛知医科大学の建学以来の最大の行事であるキャンパ

ス再整備は，平成19年から加藤延夫前理事長によって開

始され，医心館，保育所，立体駐車場が順次完成しまし

た。しかし，本丸である新病院はリーマンショックなど

様々な艱難辛苦による２年間の中断の後，平成23年７月

に建設が開始され，工事は極めて順調に進み，来る５月

９日に開院を迎える運びとなりました。

　建設工事を担当して頂いた鹿島建設株式会社には，社

会経済が最も不況で東日本大震災の影響の出る前という

時期に，本学にとってまことに好条件で落札して頂き，

その後完璧な工事を施工して頂きましたことに心から感

謝いたします。

　新病院建設のため，多額の融資獲得に駆けずり回ると

ともに，病院長を中心に現病院の経営の向上に腐心しつ

つ，一方では支出を抑え無駄を省くという大がかりな構

造改革を断行して，ようやく期待通りの新病院の完成に

たどり着けました。

　これもひとえに職員の皆さまの献身的なご努力とご協

力の賜物と厚く御礼申し上げます。今考えると，背筋が

寒くなるようなギリギリの選択と決断でしたが，運も味

方をしてくれました。しかしながら，運を勝ち取る背景

には，上述した限りない努力と正しい判断，それに戦略

が必要であったことは申すまでもありません。

　新病院建設は目的ではなく，あくまでも手段の一つで

す。新病院をベースに，今後愛知医科大学が大きく発展

していくことが目的です。それでは，どのような発展が

期待できるでしょうか。

　新病院の病床数は，これまでのＡＢ病棟とほぼ同じで

すが延床面積は２倍近くあり，その機能性や物流・動線

の適切な配備が先端医療，教育，臨床研究に適した素晴

らしいものとなっております。また，最先端の電子カル

テ導入により，より質の高い教育や，いわゆる「human 

bridge」といわれる病診連携が可能となります。更に患

者さんが快適・安全・高レベルな診療を受けられるだけ

ではなく，職員も非常に働きやすくなります。

　この新病院の基本構想は，佐藤啓二新病院建設委員会

委員長により練られましたが，そのモットーは「元気ホ

スピタル」であり，患者さんも職員も元気になる病院と

いう意味です。一方で，手術室も12室から19室に増やし，

集中治療室を大幅に拡大いたしましたので，多数の重症

患者や救急患者をいつでも治療できるようになります。

　今後の基本方針として，患者さんの視点に立った病院，

地域から信頼される機能的で安全性の高い病院，将来の

医療需要の変化に柔軟に対応できる病院，医療の効率化

と経済性に優れた病院，これからの医療を担う人材育成

ができる病院等を掲げています。

　つい先日の年末の朗報を皆さまにお伝えしたいと思い

ます。執行部が一丸となって国や諸方面に働きかけ，新

病院建設にも関連した巨額の公的補助金授受の内示を受

けました。この補助金は，研究推進のためのもので，愛

知医科大学と病院への誇りと価値を付与して頂いたもの

と私自身は感謝し，皆さまとこれを十分に利用しつつ臨

床研究の発展に向けて頑張って頂きたいと思います。

　また，愛知医科大学にとって長年の懸案でありました

公共交通機関の導入も，新年度からは名鉄バスがその役

を担います。その後は順に路線を増やし，近い将来には

東西南北からバスが愛知医科大学に乗り入れ，バスの拠

点（ハブ）となるよう進めるつもりでおります。

　最後に，改めて愛知医科大学の理事長として，私は本

学の職員の皆さまとは一蓮托生との思いで，大同小異は

あっても指導者としての考えや行動を常に心掛けてきま

したが，本年もこの心境を基に当面は今後10年間の大学

像を考え，学内全体を導いていきたいと期しております。

　心新たにご協力とご理解をお願いし，新年のご挨拶と

させて頂きます。

年頭ごあいさつ

―新年のごあいさつ―

理 事 長 　三 宅 養 三
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　明けましておめでとうございます。本年もどうかよろ

しくお願いします。

　本年は，本学にとって病院が生まれ変わる重要な年と

なります。昨年までに，旧から新へ移行する時の多くの

課題について，多くの教職員のご理解を得て方針がまと

まってきました。皆さまの協力により，新病院の開院が

可能になってまいりましたので，後はその方針に基づい

て計画を実行することになります。リーマンショック以

来の財務的な不安の中で建設を決断し，昨年竣工式を迎

えることができたことは私個人にとっても感銘するとと

もに達成感を禁じ得ません。ここに至るまでに，大学運

転資金の確保の意味合いから，俸給の適正化に伴う実質

給与の据え置きや予算編成の緊縮等に対する学長の態度

に多くの批判があったとしても，正しい選択であったこ

とが後日理解されることを期待するものです。ここにそ

びえ立つ新病院は，同僚・先輩諸氏の努力の結実であり，

教職員全員が学外に対して誇ってください。「新しい時

代に適合できる基盤ができました」と。

　さて，大学を取り巻く社会に目を向ければ，本学の順

風満帆の船出とは裏腹に諸問題が渦巻いています。大学

にもかなりの影響が出ることは必至です。まずは，病院

収入に影響する要素として，消費税率の引き上げ，医療

保険の負の改正，病院群・特定機能病院指定における条

件付け等が挙げられます。更に，TPPによる影響は如何

に表れるかなど，働けど依然として楽にはなりません。

　従前から，負担軽減策を講じてきましたが，確実に結

実したとは言い難いと反省しています。昨年は，プライ

マリーケアセンターの設置と救急体制の強化，大学院看

護学研究科への高度実践看護師（看護師特定能力認証）

コース設置が行われてきました。男女共同参画に向けた

戦略的計画としては，生涯教育センター設置に向けての

取り組みが根本的に必要であると考えています。建学の

精神の下に地域医療の充実を旗印として，市町村との連

携協定を進めてきたことは，高齢化社会に対する方策に

関する問題をともに分かち合い，大学の地域の中におけ

る存在感を高めて，更に医科大学としての品格を示して

いくためです。残念ながら本学の教育基幹病院設置に向

けた動きは中断を余儀なくされましたが，これは第二病

院のない私立医科大学の負い目を消すことが主たる目的

でした。その一方では，公共交通機関の乗り入れが決ま

ったことで，患者居住地域の拡大が果たされることを期

待しています。

　次に，教育・研究面も日本だけでなく世界の動向を見

れば，静観できない状況です。教育面では，WFME（世

界医学教育連盟）提唱の認証制度導入は，昨年受審した

公益財団法人大学基準協会の実地調査時における指導の

とおり，自己点検評価体制を組まなければ追いつけない

状況ですので，確実に着手して実現しなければなりませ

ん。卒前・卒後一貫教育を打ち出したことは，教育のア

ウトカムの評価と相まっていく体制整備が必要だからで

す。

　研究面では，特定機能病院の承認要件が厳しくなり，

臨床系の英文論文数がチェックされます。基礎医学系も

含めた協力体制のみならず，他大学との共同研究体制も

考えていくことが重要です。

　紙面の関係で他は省略しますが，課題山積の中で，皆

さま方には更なる発展と大学内の調和を是非心がけて頂

きたいと申し述べて，新年のあいさつとします。

―新年を迎えて―

学 長 　石 川 直 久
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　昨年12月に新病院竣工の式典が盛大に執り行われ，い

よいよ今年５月の連休明けには，開院を迎える運びとな

りました。開院に向けて準備が進んでいる新病院のゆっ

たりとした通路を歩いてみると，新しい建物の香りが漂

い，患者さんやスタッフが行き交う開院後の様子が目に

浮かび，期待感で胸が膨らみます。

　新病院の機能が全面稼働すれば，愛知医科大学病院の

診療は必ず大きく発展していくとともに，教育･研究に

及ぼす効果も計り知れないものがあります。一方，その

運営に欠かせないのは人材の確保であり，医療者の育成

を継続的に行っていくことが求められます。ことに，全

国的な医師不足が叫ばれる中で，教育・研究・診療を支

える医師の後継者の育成に力を注がなければ，更なる発

展は望めません。

　さて，今日の日本の医学教育に求められている大きな

問題として，世界的基準を満たす医学教育を確立してい

くことがあります。世界医学教育連盟（WFME：World 

Federation of Medical Education）が定めている医学教

育のグローバルスタンダードが改訂され，平成25年に日

本医学教育学会が中心になって日本版を策定しました。

医学教育の九つの領域について基準を定め，それぞれに

最低限のラインとしての「基本的水準」と，目指すべき

こととしての「質的向上水準」が定められています。一

方，それに準拠した医学教育がなされているかどうかを

認証するために，全国医学部長病院長会議などが中心に

な っ て， 日 本 医 学 教 育 認 証 評 価 評 議 会（JACME：

Japan Accreditation Council for Medical Education）を

発足させ，医学教育機関認証制度の実施に向けた準備が

進んでいます。

　本学医学部でもこの認証に向けて，ここ３年間にわた

り，医学教育中長期計画検討委員会，それに続く医学教

育強化推進委員会を設置して検討を進めてきました。既

に平成25年度から，新カリキュラムへ移行していますが，

更なる改善を目指し，検討を進めています。

　新カリキュラムでは，グローバルスタンダードに準拠

した臨床実習を実施するため，臨床実習に十分な時間を

充てることができるよう設定しました。同時に，学生に

とって教育とは受動的に教えられることではなく，自ら

学ぶことを身につけることが重要であり，学生の自学自

習の時間を確保するようにしてあります。また，医師に

なることを目指す学生が医師としての「professionalism」

を養うことが重要であり，「医療人入門」などのコース

が取り入れられています。

　平成26年度から共用試験で基準をクリアした学生に，

全国医学部長病院長会議がStudent Doctorの称号を認証

することになり，本学ではこの称号の使用にあたり，臨

床実習用制服も一新することになりました。

　最後に，学生諸君に声を大にして申し上げたい。大学

教育では，自学自習が基本であることを十分理解して，

自ら積極的な学習に取り組んで頂きたい。

―年頭のごあいさつ―

医学部長 　佐 賀 信 介
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　平成26年を迎えるにあたり，病院長としてごあいさつ

させて頂きます。

　病院長に就任して約３年間，病院の体制基盤の整備，

経営改善の推進を中心に働かせて頂きました。特に昨年

は，新病院に移行するにあたり，診療体制が大きく変わ

るため体制整備に尽力してまいりました。

　新病院が本年５月９日に開院します。19室の手術室と

75床のICU系ﾍﾞｯﾄを有し，急性期医療，高度医療に対応

できる高機能な病院であります。私は，新病院の開院に

当たり，二つの柱からなる診療方針を掲げたいと思いま

す。

　一つ目は，大学病院としての高度な医療の提供，二つ

目は，救急医療体制の充実であります。

　高度医療を提供する「特定機能病院」は，より高い質

が求められており，愛知医科大学病院がこれに応えるべ

く，診療体制の改変を図って行きます。より専門性の高

い医療を必要とする診療に特化するために，外来では段

階的に完全紹介制を導入します。完全紹介制によって，

大学病院での医療が必要な，より専門性が高い症例，高

度な手術が必要な症例を増やす狙いがあります。逆に，

病状が安定した患者は「かかりつけ医」に逆紹介して，

地域医療連携の積極的な活用を進めていきます。

　これによって，診療の高度化，手術症例の増加を図り

ます。手術室の増床によって，年間１万例以上の手術件

数を目指します。一方で，軽症症例の逆紹介や医療の効

率化によって，職員の業務負担軽減も図っていきます。

この機会に土曜日は休診とし，職員の勤務体制も週休２

日制に移行します。土曜日の外来患者も年々減少してき

ており，地域医療サービスの観点からも大きな支障はな

いと考えております。

　平日の診療開始時間を30分早め８時30分からとするこ

とで，平日により多くの患者を受け入れるようにします。

また，平日に紹介状を持たないで来院した患者は，プラ

イマリケアセンターで診療し，必要に応じて専門外来へ

紹介します。

　高度救命救急センターでの救急患者への対応やドクタ

ーヘリの活躍によって，愛知医科大学病院の救急医療は，

診療の目玉の一つとなっています。近年，地域社会での

救急患者に対する治療の重要性が増しており，本院でも

確実な対応が必要となってきています。しかし，現在で

は救急車搬入件数やドクターヘリからの本院への搬入率

は，まだまだ十分ではありません。今後，救急医療に力

を入れ充実させることは，多数の重症症例の受入によっ

て，より高度な医療を提供することになり，地域医療へ

の大きな貢献となります。また，救急は研修医，専修医，

学生や若い看護師などの医療スタッフにとって重要な経

験の場，教育の場となります。

　今後，救命救急科が中心となって各診療科の協力の下

に，救急を活性化して「救急車を断らない」体制の構築

を目指しています。救急車で来院した救急患者は，高度

救命救急センターで対応し，walk in患者はプライマリ

ケアセンターで診ます。この二つは隣接しているため，

病状の必要度に応じて相互に患者を容易に移動させるこ

とが可能です。このように今後は，スムーズな受入がで

きる救急体制を作っていきます。

　これらの診療方針を柱として，今後，更に診療体制の

構築，改変を進め，愛知医科大学病院が大きく発展すべ

く努力を重ねる所存ですので，よろしくお願い申し上げ

ます。

―新年のごあいさつ―

病 院 長 　野 浪 敏 明



−　6　−

　平成26年を迎え，教職員並びに学生の皆さまに新年の
ごあいさつを申し上げます。
　看護学部は，平成12年の開設から14年が経過し，平成
25年秋に第１回卒業生の卒業10周年の会が開催されまし
た。開設当初の教職員も多く参加してくださり，卒業生
たちの成長を確認し，看護基礎教育の重要さを実感する
ひと時でした。
　教育理念の最初に謳われている「人間の尊厳に畏敬の
念をもつ豊かな人間性の涵養」の下，看護学部での「創
造的・発展的に実践能力」を身に付けた「資質の高い実
践者」の育成，看護学研究科での「卓越した看護実践能
力及び研究・教育・管理能力を持つ高度専門職者」の育
成については，カリキュラムの改正があっても変わらぬ
基盤としてきました。
　社会の変化に対応すべく看護基礎教育の法的な改正が
あり，学部教育では，平成24年度にカリキュラムの一部
を改正し，平成25年度から新カリキュラムでの教育を開
始しました。新カリキュラムでは，専門基礎科目，看護
学専門科目は可能な限り連動して配置することで体系化
し，教養教育科目を学びに応じて高学年次まで配置しま
した。また，看護実践能力を育成するための授業科目を
充実し，生涯教育の出発点として看護学の基礎を統合す
るようなカリキュラムの編成を目指しました。平成24年
８月28日に出された中央教育審議会答申の提言にある教
員中心の授業科目の編成から学位を与える課程（プログ
ラム）中心の授業科目として構築されたと考えています。
また，併せて改正された保健師課程の選択制導入に伴い，
今年の新３学年次生から，保健師課程を選択し，必要な
単位を取得した学生のみが，保健師国家試験受験資格が
得られることになります。
　看護学教育の重要な位置を占める実習教育について
は，大学病院を始め多くの協力施設により成り立ち，学
びを広げています。主な実習は，大学病院における全面
的な協力体制の下に教育が成り立っています。最新の設
備と最先端の医療を経験できる新病院においても，看護

の役割をしっかり果たせる看護職を育成するために，卒
業生が大学病院で継続して成長できることも含め，大学
病院看護部との連携の強化に取り組んでいきます。
　看護学研究科では，修士課程コースでは高度な実践が
できる看護師の育成として，専門看護師教育課程（CNS）
コースと，更に平成25年度からは特定行為を実施できる
高度実践看護師コースの教育を開始しました。この制度
は，特定行為に係る看護師の研修制度として，法案の準
備が進められていますが，本学では医学部・病院の多大
なる支援を受けて，学生，教員ともに前例の少ない先駆
的な取り組みに頑張っています。愛知医科大学独自の教
育システムと修了生の受入れやキャリア支援について更
に検討し，医療チームの一員として力を発揮していくこ
とを期待しています。今後とも更に看護学研究科の充実
と発展を図り，看護基礎教育を終えた学部卒業生の学ぶ
場としていけるよう努力してまいります。
　看護実践研究センターでは，認定看護師教育部門にお
いて，感染管理と救急看護における卓越した認定看護師

（CN）の育成のための教育等を行うとともに卒後研修・
研究部門や地域連携・支援部門においても活発な活動が
行われています。平成25年度に受審した大学基準協会に
よる大学認証評価では，正式な結果はまだ出ておりませ
んが，評価の過程で看護実践研究センターの活動が高く
評価されており，これからも社会に期待される活動を続
けて行きたいと思います。
　学部教育，大学院教育，看護実践研究センターにおけ
る教育・研修などの活動を行っていく上で，教職員の役
割は重要です。そのためにも教員自らが自己研鑽し，そ
の教育・研究能力を発揮して，協力し合える組織であり
たいと思います。
　今年も，学生一人ひとりの看護への思いと可能性を大
切にし，生涯学習に主体的に取り組める看護職として社
会に送り出したいと考えています。
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

―新年を迎えて―

看護学部長 　八 島 妙 子
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　平成26年５月９日（金）の新病院開院に向けて，移行・
引越しの検討，各部門の運用検討，医療機器の調達，家
具什器の最終的な詰め等を行っていますが，竣工を前に，
平成25年11月26日（火）17時30分から，大学本館たちば
なホールにおいて，各分野の機能等を紹介した新病院報
告会を開催しました。
　まず，報告会の始めに野浪敏明病院長から，新病院で
の診療方針（二つの柱）として，①大学病院としての高
度な医療（初診完全紹介制・逆紹介の推進・診療単価ア
ップ），②救急体制の充実（スタッフ教育・地域医療へ
の貢献・診療単価アップ）について述べられ，その後，
各部門からの報告がありました。
　報告の内容としては，新病院への事務室等の先行移転，
耐震構造とBCP（Business Continuity Plan：事業継続
計画），NAVIT（患者案内システム）の運用，採血・採
尿センターの運用，エアシューターの運用，最新放射線
機器の導入，入退院支援センターの運用，手術室・
GICUの運用，個室整備，ニュークックチル，総合物流

システム，家具什器の整備，今後のスケジュール等，新
病院の現場で行う運用を中心に説明がありました。
　新病院の開院が近づき，職員の関心が更に高まってお
り，報告会には400名近くの職員が参加し，熱心に聞き
入っていました。

　平成25年12月16日（月）午後６時から名古屋東急ホテ
ルにおいて，役員・名誉教授・教授懇親会が開催されま
した。お忙しい中ご出席頂いた53名の諸先生方は，久し
ぶりにお顔をあわせられたこともあって話に花が咲き，
とても和やかな懇親会となりました。
　初めに三宅養三理事長から挨拶があり，続いて，名誉
教授を代表して祖父江逸郎名誉教授の挨拶の後，伊藤元

監事の音頭で乾杯が行われ会が始まりました。懇親会で
は，叙勲を受章された名誉教授のご紹介，今年度新たに
名誉教授の称号を授与された先生，新たに教授に就任さ
れた先生等から近況報告や抱負などのあいさつがありま
した。
　最後に石川直久学長からあいさつがあり，会は盛会裡
に終了しました。

　平成26年１月６日（月）午前11時から，大学本館たち
ばなホールにおいて新年祝賀式が行われました。
　祝賀式では，初めに三宅養三理事長から「昨年の11月
に新病院の建物が完成し，本年の５月には無事開院の運
びとなりました。これもひとえに全職員の献身的な努力
の賜物であります。今後は，この新病院の優れた機能を
大いに活用し，先端医療，教育・研究，地域医療，救急
医療等のすべての分野において，飛躍的な発展を成し遂
げることを期待し，その実現のためにも，当面は今後10
年間の大学像を考え，学内全体を導いていきたいと期し
ておりますので，全職員の更なるご協力をお願いした
い。」と挨拶があり，続いて，石川直久学長から「リー
マンショック以来の様々な厳しい社会経済状況を乗り越
え，無事に新病院開院を迎えることができることは，こ
れもひとえに全職員の努力の結実であります。依然とし
て大学を取り巻く社会情勢は厳しいものがありますが，
今後本学の存在感をより一層高め，大きく発展していく
ためにも，教育・研究・診療の更なる充実を図り，これ

まで以上に社会に貢献できる策を練ることが必要になっ
てきますので，全職員の更なるご協力をお願いしたい。」
と挨拶がありました。
　この後，会場を１階のレストランオレンジに移し，厚
生会主催による新年賀詞交換会が行われました。

新病院報告会の開催

役員・名誉教授・教授懇親会開催

平成26年新年祝賀式
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　平成25年11月１日付けで，学校法人愛知医科大学のシ
ンボルマークが制定されました。
　これは，本法人のイメージを可視化し，大学及び病院
を広く地域に浸透させるためデザインされました。
　全体構成は，愛知の「A」を基本形に，医科の「I」
と「K」，更には「人」という文字をイメージしており，
医療メスと水平線に見立てたラインは，人と地域に貢献
する医療の在り方を表現しています。
　カラーは，大学が知識と冷静さを感じさせる深いブル
ーからグリーンへのグラデーションに，病院は自然豊か
な長久手の環境をイメージしたグリーンのグラデーショ
ンで表されています。

　平成25年11月22日（金）大学本館301講義室において，
平成25年度永年勤続者表彰式が行われました。
　三宅養三理事長から表彰状が授与され，「新病院は，
来年５月９日に開院します。建物だけでなく，医療機器
にも予算を投じ，職員は非常に働きやすく，患者さんに
は最新の医療を提供できる病院です。皆さんには新病院
の良さを十分に味わって頂き，新病院とともに末永く頑
張って頂きたいと思います。」とあいさつがあり，被表
彰者を代表して，財務・管理室の岩船徹雄副室長から謝
辞が述べられ，表彰式は終了しました。
　永年勤続者表彰者は，次のとおりです。

3 0 年 勤 続 者
伊藤　聖志 岩船　徹雄 小口　音恵 加藤　　治 亀井　真澄 小谷　　修 小寺　　努
近藤　恭典 中條　孝弘 辻　　　晶 辻　　洋子 中島　英子 中田　昌敏 中村　　勝
東　　直樹 二村　朋幸 三宅　辰仁 村居　　巌

1 0 年 勤 続 者
安藤　光代 市川　光生 今井　裕一 今田　佑果 宇野　美香 宇留間元昭 太田　梨江
加藤千鶴代 河尻　尚子 河村　直彦 小島　誌野 小林　広人 佐藤　雅子 柴田　英治
杉山　明隆 鈴木　千草 竹市　夢二 竹内　史子 竹内　知子 田沢　紀子 多羅尾陽子
永田　　寛 中村小源太 西　　由紀 幡野その子 羽生田正行 原田　博之 平松　敏雄
山口　悦郎 横田　綾乃 吉田　友美

（86名：五十音順・敬称略）※氏名掲載は希望者のみ

2 0 年 勤 続 者
伊佐次厚司 石川かおり 石橋　宏之 伊藤　卓也 岩　　　亨 内山　貴弘 奥村　和之
小澤　泰彦 木下　　功 小林　晴子 柴田　由加 島田　博之 清水久倫子 鈴木　裕二
鷲見　　恵 仙石　昌也 多々良英矢 林　まり子 藤本　明美 山口　千秋 脇田　美和

学校法人愛知医科大学
シンボルマークの制定

平成25年度永年勤続者表彰

謝辞を述べる岩船副室長
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　山田髙路名誉教授が，平成25年秋の叙勲において瑞宝
小綬章を授与され，平成25年11月11日（月）国立劇場大
劇場にて，下村博文文部科学大臣による伝達式が行われ，
皇居・長和殿において，天皇陛下のお言葉と拝謁を賜り
ました。心からお祝い申し上げます。
　山田先生は，昭和34年３月に名古屋市立大学医学部を
卒業し，同大学医学部助手，鳥取大学医学部助手，名古
屋市立大学助教授を経て，昭和49年５月に，愛知医科大
学医学部法医学講座教授として赴任されました。平成元
年４月から医学部教務部長，また平成９年４月からは，
医学情報センター（図書館）長，視聴覚教材センター長
を兼務され，平成12年３月に定年退職されるまで，法医
学の研究・教育と学生指導に務められました。
　研究分野では，ガスクロマトグラフによる分析技術に
早くから精通され，法医解剖で欠かすことのできない血
中アルコールの定量法，睡眠薬及び麻酔薬等の検出条件
の検討等に努められ，目覚ましく進歩する分析技術の発
展に貢献されました。鑑定業務においては，本学の設立
間もない時期から名古屋地区のみならず広い地域からの
鑑定依頼に対応され，平成９年には治安功労者として，
愛知県知事より愛知県表彰，平成10年には法務大臣より
感謝状と銀杯を授与されています。
　教育分野では，平成元年から３年間，医学部教務部長
に就任し，特に臨床医学部門の教育に重点を置いたカリ
キュラムの編成を協議され，早期体験実習の導入を行い，
より良い臨床医の育成を目指して尽力されました。定年
後も非常勤講師として，「医療倫理学」の講義を受け持
たれています。

　山田先生から，「このたびの受章は，これまでの名古
屋市立大学医学部及び鳥取大学医学部の皆さま，更に愛
知医科大学においては，教員先輩諸先生及び多くの職員
の皆さま方の，温かいご支援の賜物と深く感謝し，厚く
御礼申し上げます。退職後は，一市民としてボランティ
ア活動に参加し，高齢者施設を訪問しておりますが，こ
れからもこれを継続し，少しでも地域社会のためになれ
るようにと考えております。これを機会に一層精進し，
この栄誉に恥じることのないよう努力いたしたく存じま
すので，今後とも相変わらぬご鞭撻のほどを，お願い申
し上げます。」と感想がありました。

山田髙路名誉教授　　秋の叙勲の栄誉

　本院看護部前部長の伊藤惠子さんが,平成25年度秋の
叙勲において瑞宝双光章を授与され，平成25年11月11日

（月）国立劇場大劇場にて，下村博文文部科学大臣によ
る伝達式，皇居・長和殿において，天皇陛下のお言葉と
拝謁を賜りました。心からお祝い申し上げます。
　伊藤前看護部長は，名古屋大学医学部附属病院にて看
護師長，専任リスクマネージャーを務められた後，東海
中央病院副看護部長を経て，平成18年２月に本院看護部
副部長に就任されました。平成19年に看護部長に昇任さ
れた後，７対１看護体制の確立や，病床稼働率の向上等
により本院の経営改善に貢献され，平成25年３月に退職
されました。
　看護現場での功績に加え，本学看護学部，看護実践研
究センターで講義を担当される等，教育，研究において
も尽力され，看護師の養成にも貢献されました。
　受章された伊藤さんから，「このたび思いがけず，叙
勲の栄に浴しましたことは，ひとえに皆さま方のご指導，
ご支援の賜物と深く感謝申し上げます。この栄誉に恥じ
ないように，今後も看護師として精進していきたいと思
います。愛知医科大学病院の一層の発展と新病院での皆

さまのご活躍に期待し，心から応援しています。」と感
想がありました。

伊藤惠子前看護部長　  秋の叙勲の栄誉
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　本学が日頃から警察業務へ積極的に協力するととも
に，安心・安全なまちづくりに大きく貢献したことに対
して，昨年に引き続き，平成26年１月９日付けで愛知警
察署長から感謝状が贈呈されました。
　これは，本学職員による大学付近の交差点での交通安
全県民運動に係る街頭活動への積極的な参加や，本学医
学部，看護学部の学生に対して警察関係者による「交通

安全講習会」を開催することで，交通事故防止のための
マナーの普及，交通安全意識の高揚に努めていること等
に対して贈られたものです。
　今後とも本学は医科大学として，医療のみならず，地
域住民の皆さまとともに安心・安全な生活が守られるよ
う様々な方面で貢献してまいります。

　平成25年12月３日（火）午後５時から，大学本館302
講義室において，南イリノイ大学家庭医療科医師であり，
本学卒業生の上松東宏先生【写真】を講師にお招きし，「こ
れからのFamily Medicine の話をしよう」と題した講演
会が開かれました。
　講演では，近年日本でも耳にするようになった家庭医
療（Family Medicine）は，米国の人々の生活の中でど
う根づいているのか，また，今後日本では浸透していく
のかについて，日米での診療経験を通して，双方の特徴
や課題についてお話を頂きました。
　次に，平成26年１月27日（月）午後６時から，大学本
館301講義室において，みゆきクリニック院長であり，
本学卒業生の塙美由貴先生【写真】を講師にお招きし，「メ
ンタルヘルスと日本の未来」と題した講演会が開かれま
した。
　講演では，「精神分析的精神科医は，どう診断しどう
治療するのか」をテーマに，様々な症例を挙げて，現代
の精神医療の現状についてご説明頂きました。また，み
ゆきクリニックにおける，うつ病患者に対しての治療法

（生活習慣の改善，栄養指導，栄養素の補充等）につい
てもお話を頂きました。

　各講演会には，多くの関連分野の教職員や学生の参加
があり，参加者は熱心に聞き入っていました。
　今後も，著名人をお招きして「学長招聘特別講演会」
を開催していきます。

　平成26年１月12日（日）長久手南小学校において，長
久手市消防出初式が行われ，本学自衛消防隊12名が参加
しました。
　長久手市では出初式を今回，市民に広く知ってもらう
ため，毎年実施している長久手小学校から，都市化が著
しい長久手南小学校に会場を移し開催されました。
　消防本部・消防団の他，各消防関係団体による分列行
進から始まり，観閲・表彰が行われ，またアトラクショ
ンとして消防署員による救急救助訓練の後，本学自衛消
防隊は，消防署・消防団，他の事業所自衛消防隊ととも
に一斉放水に参加し，集まった市民から盛んな拍手を受
けました。
　また会場では，女性消防クラブ・応急救護ボランティ
ア・危険物安全協会による防火啓発コーナー，消防団に
よる消防クイズ・消防車試乗・防火服を着用しての記念

撮影などが行われ，見学者で大変にぎわいました。
　地域貢献，防災意識の普及高揚のため，これからも事
業所自衛消防隊としての参加を予定していますので，ご
協力の方お願いします。

愛知警察署感謝状の贈呈

学長招聘特別講演会開催
上松東宏先生，塙美由貴先生

　医学や看護学の枠組みを越えて，幅広い分野で活躍しておられる著名人の方々を講師としてお招きしております「学
長招聘特別講演会」が平成25年12月に１回，平成26年１月に１回開催されました。
　詳細は以下のとおりです。

上松先生

塙先生

平成26年長久手市消防出初式
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医 学 部

４月１日
４月２日

前学期開始
Student Doctor認証式

４月４日 入学式

４月７日～４月９日
４月10日～４月11日

５月23日
５月27日～６月６日
６月９日～６月11日

７月11日～７月18日
７月26日

９月１日～９月12日

９月15日
９月16日～９月26日
９月29日
９月29日～ 10月15日
９月30日～ 10月２日
10月16日

10月24日
10月30日～ 10月31日

１学年次合宿
新入生ガイダンス
学生定期健康診断

３学年次定期試験
４学年次定期試験
１学年次早期体験実習

４学年次定期試験
６学年次Advanced OSCE
夏季休業
２学年次定期試験
４学年次学外体験実習
後学期開始（２学年次）
１学年次定期試験
後学期開始（１学年次）
３学年次定期試験
１学年次早期体験実習
総合防災訓練（１～４学年次）
後学期開始（３～６学年次）
解剖慰霊祭
６学年次第１回総合試験

11月１日～ 11月２日 大学祭

11月５日
11月10日～ 11月14日
11月４日～ 11月21日
11月28日
12月１日～ 12月２日
12月３日～ 12月４日

１月６日～１月９日
１月23日～２月６日
２月６日～２月23日
２月９日～２月20日
２月23日～３月６日
２月28日

３学年次定期試験
１学年次早期体験実習
４学年次定期試験
４学年次共用試験CBT
６学年次第２回総合試験
３学年次定期試験
冬季休業
３学年次定期試験
２学年次定期試験
１学年次定期試験
２学年次学外体験実習
２・３学年次クリクラ体験実習
４学年次共用試験OSCE

３月７日 卒業証書・学位記授与式

春季休業

看 護 学 部

４月４日 入学式

４月４日，４月７日
～４月８日
４月７日
４月８日
４月９日
４月25日～４月26日

７月８日～７月11日
７月22日～７月29日
７月25日～７月31日

９月16日
９月17日

10月11日
10月16日

新入生ガイダンス

前学期授業開始（２・３学年次）
前学期授業開始（４学年次）
前学期授業開始（１学年次）
新入生研修（１学年次）
学生定期健康診断

２学年次定期試験
３学年次定期試験
１学年次定期試験
夏季休業

後学期授業開始（１～３学年次）
後学期授業開始（４学年次）

キャンドルセレモニー（２学年次）
総合防災訓練（１～３学年次）

11月１日～ 11月２日 大学祭

12月15日～ 12月19日

１月19日～１月23日

２月９日～２月10日

２学年次定期試験
冬季休業

１学年次定期試験

３学年次定期試験
春季休業

３月７日 卒業証書・学位記授与式

平成26年度学年暦のご紹介

　平成26年度の医学部及び看護学部の主な学年暦を紹介します。
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≪医 学 部≫

●推薦入学試験
＜公募制＞
①試 験 日　　平成25年11月17日（日）
②志 願 者 数　　92名
③受 験 者 数　　91名
④合格者発表　　平成25年11月21日（木）
⑤合 格 者 数　　25名

●一般入学試験
＜第１次試験＞
①試 験 日　　平成26年１月21日（火）
②志 願 者 数　　2,169名
③受 験 者 数　　2,078名
④第２次試験受験資格者発表
　　　　　　　　平成26年１月27日（月）
⑤第２次試験受験資格者数　　436名
＜第２次試験＞
①試 験 日　　平成26年１月30日（木）・31日（金）
②合格者発表　　平成26年２月６日（木）

●大学入試センター試験利用入学試験
＜第１次試験＞
①試 験 日　　平成26年１月18日（土）・19日（日）
②第２次試験受験資格者発表
　　　　　　　　平成26年２月６日（木）
＜第２次試験＞
①試 験 日　　平成26年２月13日（木）
②合格者発表　　平成26年２月20日（木）

●愛知県地域特別枠入学試験
＜第１次試験＞
①試 験 日　　平成26年１月18日（土）・19日（日）
②第２次試験受験資格者発表
　　　　　　　　平成26年３月６日（木）
＜第２次試験＞
①試 験 日　　平成26年３月９日（日）
②合格者発表　　平成26年３月13日（木）

≪看護学部≫

●推薦入学試験
＜指定校制＞
①試 験 日　　平成25年11月10日（日）
②志 願 者 数　　16名
③受 験 者 数　　16名
④合格者発表　　平成25年11月19日（火）
⑤合 格 者 数　　16名
＜一般公募制Ⅰ＞
①試 験 日　　平成25年11月10日（日）
②志 願 者 数　　24名
③受 験 者 数　　23名
④合格者発表　　平成25年11月19日（火）
⑤合 格 者 数　　６名
＜一般公募制Ⅱ＞
①試 験 日　　平成25年11月10日（日）
②志 願 者 数　　36名
③受 験 者 数　　36名
④合格者発表　　平成25年11月19日（火）
⑤合 格 者 数　　10名

●社会人等特別選抜
①試 験 日　　平成25年11月10日（日）
②志 願 者 数　　９名
③受 験 者 数　　８名
④合格者発表　　平成25年11月19日（火）
⑤合 格 者 数　　３名

●一般入学試験
①試 験 日　　平成26年１月26日（日）
②志 願 者 数　　527名
③受 験 者 数　　520名
④合格者発表　　平成26年２月７日（金）

●大学入試センター試験利用入学試験
　（前期Ａ・前期Ｂ・後期）

①試 験 日　　平成26年１月18日（土）・19日（日）
②合格者発表　　前期Ａ・前期Ｂ：
　　　　　　　　　　　平成26年２月７日（金）
　　　　　　　　後期：平成26年３月６日（木）

平成26年度入学試験開始

　今年もいよいよ入試シーズンの幕開けとなりました。
　本学においても医学部，看護学部，大学院の入試が行われています。いずれの試験においても，受験生の合格への意
気込みが感じられました。
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≪大学院医学研究科≫

●第２次募集
１　募集人員

　基礎医学系，臨床医学系各専攻合わせて22名
２　出願期間

　平成26年１月４日（土）から

　平成26年１月15日（水）まで【必着】
３　入学者選考方法

　入学者は，学力試験及び出身大学の調査書を総合
して選考する。

①試験日　平成26年２月14日（金）
②試験項目及び時間

時　間 試験項目

10：00

～

12：00

外国語（英語）〔辞書使用可，電子辞書不可〕
※　外国人志願者の外国語試験は，英語

一ヵ国語のみによる試験又は英語と日
本語の二ヵ国語による試験のいずれか
を選択する。

13：00

～

面接試問（志望する専攻分野に関連する
専門試験を含む。）

４　合格者発表

　平成26年２月28日（金）　午後１時
５　入学手続期間

　平成26年３月３日（月）から

　平成26年３月10日（月）まで
６　出願書類提出先

　愛知医科大学医学部庶務課大学院係

　平成25年度の愛知医科大学不老会部会会員の集いが平
成25年11月９日（土）午前10時30分から，大学本館２階
たちばなホ−ルにおいて開催されました。
　会員の集いは，前回までは不老会の愛知医科大学部会
の主催で開催されておりましたが，平成24年に不老会が
公益財団法人に移行されたことにより，今回から大学の
主催となり「愛知医科大学不老会会員の集い」として行
うこととなりました。
　当日は，不老会の役員及び各地域代表，本学部会会員
並びに一般の方の93名の参加があり，本学からは，佐賀
信介医学部長，解剖学講座の中野隆教授，そして，関係
教職員21名及び医学部学生25名が参加しました。
　会員の集いは，成願された方々への黙とうで始まり，
佐賀医学部長のあいさつ，北村直哉不老会理事長及び武
田幸生不老会愛知医科大学担当理事の来賓あいさつが行
われました。その後，愛知医科大学部会の部会長である
武田幸生氏の辞任を受けて改選が行われ，新部会長に笠
原英城氏が選任されました。
　最後に学生体験を，医学部学生の代表として，３学年
次生の秋本健さんから「私の班で解剖させて頂いたご献

体では，大腸の位置関係が正常とは大きく異なっていま
した。発生学的にも興味深い所見であるため，論文も読
んで詳しく調べ，平成25年３月に香川で開催された日本
解剖学会において発表させて頂きました。学会発表とい
う貴重な体験ができたのも，不老会の皆さま方のおかげ
です。解剖学実習を経て，ご献体くださったご本人，及
びそのご家族の高い志の下で，解剖実習をさせて頂いた
ということが，如何に重い意味を持っているのかという
ことを日々実感させて頂くとともに，医師になる上で非
常に貴重なご機会を頂けたことを深く感謝しておりま
す。」と感謝を込めた体験発表がありました。
　会員の集いに引き続き，本学脳神経外科学講座の渡部
剛也准教授から「脳と血圧～脳卒中の予防～」をテ−マ
に記念講演が行われ，参加者に分かり易く講演されまし
た。
　その後，大学本館１階レストラン「オレンジ」におい
て，参加者と医学部学生及び教職員との懇談会が和やか
に行われ，参加者は，医学部学生，教職員が見送る中を
それぞれ帰途につきました。

愛知医科大学不老会会員の集い開催
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　今年で40回を迎えた医大祭は，平成25年11月２日（土），
３日（日・祝）の２日間にわたり開催されました。
　今年のテーマは「next innovation」でした。今回の医
大祭が学生にとって新しい一歩を踏み出すきっかけにな
り，人間としての幅を広げて成長していきたいという思
いが込められています。このテーマを掲げて，今までと
は一味違った医大祭にするために，色々な案を出し合い，
より良い医大祭にするために実行委員を中心に団結して
準備してきました。
　今年の医大祭は今までと大きく変わったものになった
と思います。新しいイベントを企画し，新しい形で充実
させ，今回のテーマである「next innovation」に沿った
素晴らしい医大祭となりました。
　 医 大 祭 前 に は， こ の 医 大 祭 を 通 じ て，「next 
innovation」を意識しつつ，人として少しでも成長し，
将来医師，看護師になる糧にできればと思っていました
が，私自身，委員長として医大祭を終えた今，大きく成
長することができたと感じています。もちろん，それも
周りの支えがあったからこそであり，委員を始めとする
多くの仲間に感謝しています。そしてこの仲間達ととも
に協力しあって一つのものを作り上げた経験は一生の宝
物であり，医大祭によって生まれた多くの人との出会い
や関わりをこれからも大切にしていきたいです。
　最後になりましたが，多大なご協力を賜った関係各位
にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます

　平成26年１月11日（土）・12日（日）の２日間にわたり，
邦和セミナープラザ（名古屋市港区）において，平成25
年度医学部FD（教員研修）として「第７回医学教育ワ
ークショップ」が開催されました。
　研修課題を，「グローバル化を目指した愛知医大の医
学教育の在り方（その２）」とし，最近の“医学教育の国
際認証”の潮流にマッチしたテーマを選択しました。今
回は，21名の先生方にご参加頂き，前回以上に熱い議論
が展開され，本学の医学教育向上に繋がる有益なプロダ
クトが得られました。
　今回主眼を置いた「能動学習の導入」及び「参加型臨

床実習（クリクラ）の充実」の２課題を中心に議論を展
開しましたが，全ての参加者が各々の持ち場において，
今回の研修で得た医学教育のノウハウを積極果敢に活用
し，医学教育の向上を目指して尽力頂けるように期待し
ています。
　医学教育センター（AMEC）では，本学の実情に応
じた実践的な研修プログラムを今後も企画・立案し，本
学の医学教育の改善・改革に貢献したいと考えておりま
すので，教員の皆さまのご支援・ご協力を何卒宜しくお
願い致します。

第40回医大祭に寄せて
実行委員長　医学部４学年次生　藤田　友樹

平成25年度医学部FD（教員研修）
第７回医学教育ワークショップ開催

医学教育センター（AMEC）長　福沢　嘉孝　
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　平成25年11月７日（木）午後６時から，大学本館３階
303講義室において，がんプロフェッショナル養成基盤
推進プラン市民公開講座が開催されました。
　これは，本学が名古屋大学等東海地区の医療系学部を
擁する６大学と連携して参加している「がんプロフェッ
ショナル養成基盤推進プラン」の事業の一環として開催
されたものです。
　当日は，がんプロフェッショナル養成プログラム教育
委員会委員長である福富隆志教授（外科学講座（乳腺・

内分泌外科））を座長に，菊地正悟教授（公衆衛生学講座），
三嶋秀行教授（特任）（臨床腫瘍センター），佐々木裕子
准教授（看護学部）の３名の講師が，がんの予防，治療
及び緩和ケアに関する内容の講演を行いました。
　この公開講座には，大学近隣の一般市民の方々約60名
にご出席頂き，途中ユーモアあふれる講演に笑いが起こ
るなど和やかな雰囲気の中にも，関心が高いがん医療に
関する内容であるだけに，講師の一言ひとことにうなず
きながら熱心に聴講されていました。

　医学部６学年次生の竹内一さん，武田陽子さんが執筆
した英文論文 ‘A rare congenital extrahepatic portosystemic 
shunt affecting the inferior mesenteric vein, inferior 
vena cava, and left ovarian vein’ が，ドイツの学術誌
Surgical & Radiologic Anatomyに掲載されました。
　これは，２学年次の解剖実習において見出したきわめ
て稀な血管変異例について，発生学的及び臨床医学的な
考察を加えて論文にまとめた結果，学術的に優れた内容
であることが国際的に評価されたものです。
　指導に当たった解剖学講座の中野隆教授から，「多忙
な学生生活の中，英文論文にまとめ上げた努力に敬意を
表します。」と言葉がありました。

　平成25年11月４日（月・祝）長久手市文化の家「光の
ホール」において，愛知医科大学加齢医科学研究所30周
年記念講演会『認知症がわかる市民公開講座』が開催さ
れました。
　本講演会は，昭和58年４月に設置された加齢医科学研
究所が，30周年を迎えたことを記念して，近隣住民の方々
を対象とした市民公開講座という形での開催となりまし
た。
　講演会は，「認知症」をテーマに，精神科学講座の兼
本浩祐教授から「認知症って何だろう…身近な人が認知
症になった時どうすればいいか」，脳卒中センターの泉
雅之准教授から「脳卒中になったあと，認知症になって
しまうことがあるかも…脳血管性認知症のおはなし」，
加齢医科学研究所の吉田眞理教授から「認知症になると
脳はどうなるの？」と題した３部構成で行われ，立ち見
の方が出るほどの盛況ぶりでした。

　最後に，石川直久学長から閉講のあいさつがあり，盛
会裏に終了しました。

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
市民公開講座開催～関心の高い話題を熱心に聴講～

医学部６学年次生　竹内一さん　武田陽子さん
ドイツの学術誌Surgical & Radiologic Anatomyに論文掲載

本症例について，第115回日本解剖学会全国学術集会（2010年，
盛岡）で発表した際の写真
左から竹内一さん，高橋実代さん，武田陽子さん

加齢医科学研究所

30周年記念講演会開催

講演される
吉田教授
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〈個人〉
青木　重久
青木　瑠里
青山めぐみ
青山　俊博
赤木　保英
明石　　学
縣　　裕篤
秋田　明子
秋田　高典
明田　憲昌
浅井　昭博
浅井　昭雅
浅井　和子
浅井　紳吉
浅井　哲也
浅井　富成
朝井　規仁
浅井　梨華
浅田　博章
浅野　公造
鰺坂　礼子
足立　知子
足立　　学
阿部加代美
阿部壮一郎
阿保　勝枝
天野　千春
天野　哲也
荒川　正子
荒川　正臣
荒川　好美
荒木　康久
安藤　功臣
安藤　高宣
飯島　直人
飯田　　年
五十嵐一憲
生田　芳文
井倉　富雄
池田　康憲
池田　　洋
池田　雅彦
池谷　敏彦
池谷　俊郎
伊佐治賢市
伊佐治泰己
井澤　一宏
石神　寛通
石川　敦子
石川　厚子
石川　勝博
石川　直久
石川　　望
石川　　洋
石川まゆみ
石口　恒男
石田　篤範
石塚　竜哉
石塚美津子
石橋　克巳
石橋　宏之
石原　成光
石原　敏行
石原友紀子
出田　祐久
磯部　　朗
板倉　譲二
市川　和夫

市川　光生
市原　一郎
伊藤　麻子
伊藤　　彩
伊藤　惠子
伊藤　　元
伊藤　隆之
伊藤　卓也
伊東　正道
伊藤　光枝
伊藤　陽一
伊藤　嘉朗
伊藤　義昭
伊藤　可宗
稲垣　幸一
稲田　修平
稲葉　英夫
稲葉　文江
井上　詩野
井上　山夫
井上　義基
井上　里恵
衣斐　　達
今井　浩子
今井　裕一
今井　美恵
伊礼リカルド
岩井　雅枝
岩城　正佳
岩瀬　光範
岩田　　健
岩田　博英
岩月　嘉彦
岩船　徹雄
岩脇　光治
宇井　利夫
上田　　翔
植田　革章
植田　広海
上竹あゆみ
上床　邦彦
上野　直樹
牛田　享宏
内田　英哉
内原　茂樹
内山　弘子
内山　浩志
宇野　裕治
宇野　洋二
梅田　哲正
梅田　直宏
梅村　昌代
江上　直美
越川　幸彦
遠迫　克昭
大岩　靖典
大川　隆司
大澤　和美
大須賀浩二
太田　明伸
太田　　敬
大田　哲也
太田　藤吾
太田　政好
大高　通代
大竹　一生
大竹　一成
大塚　喜義

大西　絋二
大西　純一
大西　八郎
大西　勇人
大西　正文
大野　和子
大野　　完
大野　秀人
大橋　一夫
大平　正宏
大村　雄三
大脇　雅弘
大脇　正哉
岡　　京子
岡　　信充
岡島　信夫
岡田　　忠
岡田　豊子
岡田　博子
岡村　元嗣
岡本　雄一
岡本　好子
岡山　直樹
小川　麻子
小川　匡之
小川　徹也
小川　徳雄
小川　直子
小川　晴子
小川　　浩
小川　泰宏
奥野　　充
奥村　和之
奥山　　誠
小栗　章子
小栗　　隆
小栗　徹也
長田　和久
小澤　泰彦
小澤　裕子
忍田　栄紀
尾嶋　義信
小野　友和
折本　有貴
恩田　　実
加川　直樹
柿﨑　裕彦
柿崎　芳信
栫　　富子
葛西賀奈子
葛西　博幸
春日　輝明
春日井邦夫
春日井　孝
加瀬澤治平
加瀬澤克治
片桐　義彦
片野　浩三
加藤　　彩
加藤　　治
加藤　恵子
加藤　健作
加藤　修司
加藤　俊二
加藤　真司
加藤　孝之
加藤　　剛
加藤　哲治

加藤　典子
加藤　　肇
加藤　栄史
加藤　　仁
加藤　政隆
加藤　　優
加藤　通太
加藤由紀子
加藤　庸子
加藤　好幸
金森　秀樹
金谷　鎬二
金谷　雄生
金谷　雄平
金成　拓二
蟹江四志秀
金田　俊吉
金林　秀則
印牧　研吾
神谷　　勉
神谷　美帆
神山　重彦
加茂　裕子
狩浦　一男
川合　淳郎
河合　隆志
河合　　保
川合　紀子
川勝　聖子
川﨑香奈子
川瀬　　清
川瀬　哲也
河村　敏紀
河本　博喜
神﨑十三生
神田　　亮
神取　祥和
岸　　孝彦
岸川　典明
木曽　英夫
喜多　公雄
北　　　潔
北川　康雄
北野　　仁
北野　　充
北原　玉子
北原　德明
木戸　貞二
鬼頭　敏幸
木下　大輔
木村　英作
木村　　修
木村　伸也
木村　哲夫
木村　友子
久徳　重和
金　　日成
久具　純子
草場　　靖
郡上　弘恵
国井　拓也
國芳　浩平
久野　和隆
久保　昭仁
窪田まゆみ
熊谷　　恵
熊崎　優子
熊澤　佑介

久米　　真
久米　正美
倉科　朗男
倉知　佳徳
倉橋　明美
黒川　道雄
黒須　琢磨
黒田　幸恵
黒宮　郁夫
小池三奈美
小出　龍郎
髙阪　　彰
小澤喜久子
越野　保一
小柴　　孝
小嶋美代子
小島　靖男
小瀬　捨夫
小平　良子
小塚　　聡
小寺　　努
後藤　裕美
後藤　　淳
後藤　佳志
小藤田喜文
小西　裕之
小林加奈子
小林左代子
小林　武男
小林　千尋
小林　春枝
小林　博文
小林　啓之
小林　美和
小林　幸男
五味　道子
小嶺　涼子
小宮　美絵
小山　　誠
近藤　一男
近藤　桂一
近藤　淳子
近藤千津子
近藤　朋志
近藤　直也
近藤　瑞枝
近藤　三博
佐井　紹謙
佐井　紹徳
斎藤　寛子
斎藤　啓光
斎藤　征夫
佐伯　　及
佐伯　　公
佐伯　　禮
佐賀　信介
阪井　孝峰
坂井田直子
坂井田法子
坂浦　正輝
坂倉　一義
坂田久美子
坂林　妙美
坂本　恵子
坂本　　学
櫻井喜代美
櫻井　靖宏
櫻木　理沙

雑喉　正泰
佐々木裕茂
佐々木誠人
笹島　茂美
佐田　昌久
佐竹　和哉
佐竹　建亮
佐藤　啓二
佐藤　慈子
佐藤　孝至
佐藤千代香
佐藤奈奈子
佐藤　晴恵
佐藤　恵美
佐藤　元彦
佐藤陽一郎
佐藤　陽子
佐藤　良幸
佐橋　　功
塩原　健二
塩見　利明
重冨　　亮
重冨　克美
重冨　雄哉
宍戸　秀隆
志津野　誠
シバスンダラン カルナン
柴田　英治
柴田　幸子
柴田　正明
島田　孝一
清水　國樹
清水　賢明
清水　貞子
清水　祐樹
清水　善英
下坂　博昭
下田　昌弘
下村　弘美
ジョシィ　英子
白木　直也
新海　淑子
菅　　記博
菅本みよ子
杉浦　文昭
椙江　　勇
杉江　直美
杉田威一郎
杉田　知己
杉田　道久
杉野　重人
杉本　郁夫
杉山　明隆
杉山　　隆
洲﨑恵美子
鈴木　英司
鈴木　金光
鈴木久美子
鈴木志貴子
鈴木　智子
鈴木　宏昌
鈴木　浩子
鈴木　裕二
鈴木　祐二
鈴木陽一郎
住田　康雄
住友　　誠
諏訪真沙実

諏訪雄二郎
瀬尾　孝寛
瀬音　令子
千賀　真弓
宗宮　教壹
曽我　洋一
祖父江逸郎
髙木三保子
髙島　英二
髙島みすず
高橋恵美子
高橋　和子
高橋喜久彌
髙橋　孝子
髙橋　　剛
高濱　和也
高林　拓也
高原　　理
髙本　　滋
髙森眞理子
髙栁　鉄朗
髙栁　友子
髙山　克司
瀧井　和子
夛喜田恵子
滝浪　　真
滝浪瑠璃子
瀧本　　勲
卓　　麗聖
竹内　　健
竹内　敏行
竹崎　　武
武田千代子
武藤　　寛
竹原　俊夫
竹本昌三郎
竹谷　和視
竹谷　　淳
田沢　紀子
田嶋　弘美
田代　　馨
只腰　雅夫
舘　　陽平
田中　和義
田中　恵輔
田中　　聡
田中　譲二
田中　　徹
田中　豊美
田中　創始
田中　英夫
田中　正彦
田中　　實
田中　幸晴
田中　竜二
谷　　公寛
谷口　節子
谷口　孝之
谷口　征子
谷口　昌子
種村新司朗
玉置　　晋
中條　孝弘
中條　孝美
長島　克浩
塚本　慶子
塚本　真康
柘植　勇人

柘植　治美
土川　和宏
土田　　伸
土屋　芳夫
都築　倍弘
堤　　啓介
恒川　　洋
恒吉　雅弘
津幡　宏子
鶴澤　正仁
鶴薗　卓也
手島　満生
天満　由宏
遠山美智子
土岐八雄子
徳田　幸子
徳永　　裕
戸田　景子
戸田美佐子
戸邊　博夫
戸松　　章
戸松　幹彦
冨石香代子
冨田　照子
留野健一郎
留野　朋子
鳥本　惠三
内藤　孝司
永井　司朗
永井　孝憲
中尾　春壽
中川　　隆
中川　隆文
中川　　洋
長嵜みつ江
中沢　成彦
中嶋　　毅
中田　茂樹
中武　清志
中津　雅人
中西　照明
中西　正美
中野　俊一
中野　正吾
中東　康純
中村　彰良
中村　一男
中村　仁治
中村小源太
中村　二郎
中村　　隆
中村　　信
中村　正幸
中村　　勝
鍋岡　政義
浪打嘉代子
成田　篤彦
成田　昭年
生川　剛史
成瀬　隆𠮷
成瀬みち子
名和　秀高
南部　俊孝
二井　章太
西尾　洋司
西川　和裕
西川紗也子
西川　唯文

新病院建設募金寄附者ご芳名（敬称略）
新病院建設募金へご協力頂き，心より御礼申し上げます。

ご寄附を頂いた皆さまへ深く感謝の意を込めまして，ご芳名を掲載させて頂きます。
（平成23年３月22日～平成26年１月31日まで）

平成26年１月31日現在　　募金総額　561,923,162円　　募金者数：個人 1,073件　法人 150件
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西田美千子
西塚　麻代
西村　修子
西山　　耕
仁田　正和
二ノ宮宗憲
丹羽　克也
丹羽　滋郎
丹羽　直也
丹羽　　実
根木　浩路
野口　敬生
野口　裕記
野口　　宏
野口　昌良
野口　靖之
野崎　宗信
野田　愛司
野田　照代
野田　英明
野田　正治
野浪　敏明
野々垣憲二
羽谷　　篤
萩原　典彦
萩原　良治
白頭　実季
橋詰　良夫
橋本　章司
橋本　敏文
蓮池　　隆
長谷川高明
長谷川辰雄
長谷川恒雄
長谷川泰久
畠山　　登

蜂谷　　仁
服部　貴子
服部　憲政
服部　秀樹
服部　　弘
花田　慈成
花野八代子
塙　美由貴
羽生田正行
羽根田雅巳
羽根田みや子
馬場　研二
濵島　吉伸
濱田　　実
早川　常彦
林　　和子
林　　宗伸
林　　卓範
林　　哲也
林　　弘二
林　　浩之
林　　雅広
林　　光佑
林　　禎子
林　　累子
早瀬　　聡
原　　一夫
原　　啓子
原　　直宏
原田　純一
原田　敏幸
原田　英典
坂　　征治
坂野　章吾
坂野　俊彦
東　　直樹

久田　佳明
菱田　健作
肥田　典之
日高　太郎
秀浦信太郎
平井　裕子
平岩　親輔
平岩真理子
平木さとし
平松　裕志
廣瀬　士朗
深津　英捷
深見　浩司
深見　祐吉
福岡　長子
福澤加奈子
福沢　嘉孝
福田　雅之
福智　寿彦
福富　隆志
福本　勝子
藤井　　武
藤田　治樹
藤田　守彦
藤原　祥裕
二村　真秀
舟橋　　努
振本　常弘
古井　憲司
古井　　景
古井由美子
古野小夜子
古橋　弘子
星野　州泰
細川　好孝
細田　尚孝

堀　　　東
堀　　正身
堀井　　誠
堀江徹二郎
堀口　明彦
堀部　　博
堀本　恵子
本多　靖明
本田　旨幸
前田　一成
前田　祥治
前村　泰子
牧野　吉秀
政木　浩次
政本　進午
増田多喜子
増田　敏彦
増田　宏昭
増田　　博
間瀬　武則
町田　雅美
松井　辰人
松井　千佳
松尾　高嗣
松岡　和己
松崎　圭治
松永　和雄
松波　宗治
松橋かおる
松本喜代美
松本　悟一
松本　達也
松本　　毅
松本　直美
松本　正義
間野こずえ

萬谷　和代
三浦　功博
三浦富美子
三浦　裕次
三鴨　廣繁
三木　慎子
三倉　亮平
三嶋　秀行
水谷　　聡
水野　明正
水野　　巌
水野　　知
水野　重雄
水野　健雄
水野　由美
水野　義己
三原　英嗣
宮川　秀郎
宮城　浩昭
宮木　正敏
宮口　彰久
三宅　養三
宮地加奈子
深山　鉄平
三輪　　均
三輪　啓志
三輪　雅一
村居　　巌
村上　　正
村上　英樹
村瀬　雄亮
村中　和秋
望月　　博
望月　弘人
森　　研一
森　　康充

森川　圭造
森川　匡章
森口　直彦
森田竹千代
森田みき子
森本　光生
森山　　茂
諸江　健二
八木　　晃
八木　達也
矢崎　祝秀
八島　妙子
安井　幸蔵
安井　昭二
安川　龍也
安田　治郎
矢田　雄滋
柳川　雅夫
柳澤　行徳
柳下　則明
栁田　昇二
矢野　尚美
藪下　廣光
山内　明夫
山内　一征
山内　正美
山形由美子
山川日出雄
山岸　赳夫
山岸　由佳
山口　悦郎
山口　拓史
山口　千秋
山口　　司
山崎　京子
山﨑　　奨

山﨑　節正
山﨑　孝壽
山﨑　直子
山下　雅史
山下　義徳
山下　良平
山田　健二
山田　純也
山田　史郎
山田たえ子
山田　髙路
山田千句美
山田　哲也
山田　敏子
山田　利美
山田　晴生
山田　英史
山田　英海
山田　博彦
山田　　操
山田ミチエ
山中　寛紀
山本　晴彦
山本　文洋
山本　真之
山本　瑞枝
山本　美子
横井　悦子
横井　雄幸
横井　豊治
横井みどり
横井　幸男
横内　定明
横地　高志
横地　智春
横山　博美

横山　佳香
吉江　康二
吉川　兼人
吉田　一亮
吉田　眞理
吉永　梓生
吉峰　順子
米田　政志
米永千枝子
余間　辰徳
李　　　節
若槻　明彦
若林　生恵
若林　敏弘
脇田　美和
渡邊　一央
渡邉　克己
渡邉　純一
渡邉　翔太
渡邉　大輔
渡邉　　寶
渡邉　　務
渡辺　俊也
渡辺　秀人
渡邉　雅弘
渡辺弥千雄
渡邊　義文
渡部圭一朗
渡部　圭史
渡部　美佳

匿名207名

（五十音順）

〈法人〉

＊新病院建設募金寄附者ご芳名は、愛知医科大学ホームページ（新病院建設募金）においても掲載しています。

愛知医科大学医学部父兄後援会
愛知医科大学看護学部父母会
愛知医科大学整形外科学教室同門会
一般社団法人愛知医科大学同窓会
あいち尾東農業協同組合
赤門ウイレックス株式会社
医療法人秋田病院
朝日機器株式会社
株式会社朝日機器エンジニアリング
医療法人アスクレピオス会岡眼科クリニック
医療法人亜弓会ひらい眼科
医療法人一五会
医療法人岩村外科胃腸科
医療法人植田耳鼻咽喉科
株式会社ヴェリテ
株式会社ウェルハート
エスエス技研株式会社
株式会社EternalFlame
株式会社エバ
株式会社エフエスナゴヤ
エムエスティ保険サービス株式会社
株式会社大垣共立銀行
株式会社オオツカ
株式会社オーテック
医療法人大山会大山クリニック
医療法人かすが
株式会社片岡企画
医療法人社団嘉奉会城端理休クリニック
川北電気工業株式会社
医療法人河島医院
川重冷熱工業株式会社
医療法人社団喜峰会東海記念病院
協伸産業株式会社
特定医療法人共和会
医療法人社団恵摂会森田内科クリニック
医療法人桂名会
株式会社コアズ
医療法人幸信会とみやす整形外科クリニック
医療法人浩清会

医療法人香徳会
株式会社サーティーフォー
医療法人済世会
株式会社桜木不動産コンサルタント
医療法人さとう耳鼻咽喉科
三機工業株式会社中部支社
医療法人三仁会あさひ病院
株式会社シーエナジー
株式会社十六銀行
医療法人社団順心会井上病院
医療法人湘山会眼科三宅病院
医療法人昇樹会
医療法人常念会
医療法人如水会鈴鹿腎クリニック
医療法人社団新成会石田眼科
医療法人社団親和会衛藤病院
医療法人杉山会すぎやま病院
医療法人スズムラ眼科医院
星光ビル管理株式会社
医療法人社団誠道会
積水メディカル株式会社中部営業所
瀬戸信用金庫
タイガー総業株式会社
第16回（平成4年度）医学部卒業生・87クラス連絡会一同
医療法人社団大誠会
社会医療法人大雄会
高砂熱学工業株式会社
医療法人高浜内科
医療法人玉田皮膚科
たんぽぽ薬局株式会社
医療法人ちかだクリニック
株式会社茶屋坂自動車学校
医療法人東海眼科
東京音楽工業株式会社
トーテックビジネスサポート株式会社
株式会社トットメイト
株式会社ナカシマ
中日本工業株式会社
株式会社名古屋銀行

株式会社ナゴヤ保缶化学工業社
株式会社ニチイ学館
株式会社日本ハイポックス
日本空調サービス株式会社
株式会社庭萬
株式会社Heartful.Care（シルバーハウスつぼみ四軒家）
医療法人白直会白木耳鼻科クリニック
医療法人橋本整形外科クリニック
株式会社阪神調剤薬局
日立キャピタル株式会社
株式会社日立製作所公共システム事業部
株式会社日立ビルシステム
医療法人福智会
医療法人福友会
医療法人藤枝会
株式会社ペグ
ホーチキ株式会社名古屋支店
医療法人星眼科医院
株式会社堀場測量設計
株式会社マイナビ
丸善株式会社名古屋支店
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社夢幻
医療法人明眼会西垣眼科医院
医療法人森永産婦人科
株式会社八神製作所
株式会社矢場とん
山菊印刷株式会社
株式会社山下設計
有限会社優ケア・もあはーと介護ステーション
医療法人友和会竹沢内科歯科医院
医療法人行橋クリニック
医療法人羊蹄会
特定医療法人録三会
医療法人和光会川島病院
ワタキューセイモア株式会社名古屋支店

匿名18法人
（五十音順）
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　平成23年７月６日の着工以来，２年５か月の間，災害・

事故も無く順調に工事が進捗し，平成25年11月末に新病

院棟（中央棟）が竣工，平成25年12月３日（火）大安吉

日に新病院竣工記念式典が挙行されました。

　新病院エントランスホール（オアシスホール）で神事

が執り行われた後，ご参列の皆さまに新病院の主要部分

を見学して頂きました。時間に制約があったため，ゆっ

くり見学とはいきませんでしたが，明るく清潔感のある

内装仕上げと素晴らしい眺めを携えた病室では，写真撮

影される方が多数いらっしゃいました。一様にご満足の

様子でしたので，患者さんを始め，皆さまにもご満足頂

けることを確信致しました。

　その後，２階職員レストランを会場とした祝賀会では，

三宅養三理事長の施主あいさつが大変印象的なものでし

た。通常このような式典あいさつは，形式的なものにな

りがちですが，今回のあいさつは，経営トップの確固た

る決断とともに推進された新病院建設への思い，完成し

た新病院に対する関係各位への感謝，そして今後の愛知

医科大学病院の進むべき姿を，自身の熱い言葉でお話し

されました。

　特に，新病院はあくまで「器」であり，これからの新

病院を支えるものは我々「人」であるという言葉は士気

高まるものでした。高度先端医療を支える高機能・高効

率な新病院は，全国でも指折り数えることのできる施設

として完成しました。しかし，この「器」を活かすのは

あくまでも運用する我々愛知医科大学の職員です。理事

長あいさつのとおり，新病院完成はあくまでもスタート

に過ぎません。目指すべき病院像，信頼される病院像を

実現してこそ，健全な日常生活を送り信頼を寄せて頂く

地域の方々を支えていけるのです。

　竣工後，すでに事務部門を始めとして新病院への移転

作業が始まり，平成26年４月11日（金）の開院式に向け

て引越しも本格化します。多忙な日常業務に加え，苦労

されることも多々あるかと存じますが，愛知医科大学病

院の新たなスタートに向け，職員一丸となり共に尽力し

たいと思います。今後ともご協力の程，宜しくお願い致

します。

竣工式挙行

　新病院トピックス

三宅理事長

佐藤新病院建設委員会委員長

野浪病院長
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　平成25年12月14日（土），15日（日）の２日間にわたり，
本学看護学部棟を主会場として平成25年度愛知ＤＭＡＴ
隊員養成研修が開催され，県内から医療関係者約100名
が参加しました。この研修会は，本院が基幹災害拠点病
院であることから，愛知県からの委託を受けて毎年開催
されているものです。
　ＤＭＡＴ（災害医療派遣チーム）は，Disaster Medical 
Assistance Teamの頭文字をとってDMAT（ディーマッ
ト）と呼ばれており，医師，看護師，業務調整員（医師・
看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され，大規模
災害や多傷病者が発生した事故などの現場において，急
性期（おおむね48時間以内）に活動できる機動性を持っ
た，専門的な訓練を受けた医療チームです。厚生労働省
が全国の医療機関に1,000チームの配備を目指しており，
先の東日本大震災では，発災から２週間の間に全国から

340チームが被災地に入り活動するなど，その災害対応
力は高く評価されました。
　今回の研修会は，今後日本ＤＭＡＴ隊員とともに活動
することが見込まれる病院の職員を対象に，災害医療に
関する研修を実施して，愛知ＤＭＡＴとして県内での災
害時の医療体制を強化することを主目的に開催されまし
た。受講修了者は，その後全国レベルでの追加研修を受
講することにより，日本ＤＭＡＴ隊員の資格を得ること
ができます。
　研修会では，日本ＤＭＡＴインストラクターとして医
師部門を中川隆救命救急科部長が，看護師部門を川谷陽
子救急外来主任が，業務調整員部門を小澤和弘救命救急
センター主任がそれぞれ担当しました。参加者は，それ
ぞれ真剣な眼差しで研修に取り組んでいました。

　私立医科大学病院協会は，各病院が他病院の見学・評
価を行うことにより，安全対策を強化し，改善につなげ
ることを目的として，平成18年から医療安全相互ラウン
ドの実施を指示しています。
　今年度は平成26年１月30日（木）午後１時30分から午
後４時45分まで，大阪医科大学附属病院の医師，看護師，
コメディカルの計９名が来院され，審査して頂きました。
　本院の医療安全体制を「自己評価表」に基づいてプレ
ゼンテーションを行った後，実際に「４つの病棟，中央
放射線部，薬剤部，ＭＥ室，腎センター，特殊血管撮影
室」を見学され，次のような講評を受けました。
○　施設として病院全体が明るく，広く，癒しの空間と

いう印象を受けた。
○　感染管理室が作成掲示しているポスター，職員教育

に注力しており，目を見張るものがあること。
○　病棟の汚物室が狭く，スタッフに負担がかかってい

ること。
○　暴言・暴力・迷惑行為に対する対応策の構築が万全

であり，大変参考になること。
○　医療安全管理室の専任医師を招聘すべきであるこ

と。
○　薬剤部について，院内調剤件数が多く，薬剤師に負

担を強いているため，ピッキングマシーン導入の必要
性があること。

　その他，見学部門への細やかな御指摘を受け，高安正
和医療安全管理室長から，前向きに改善に向けて努力し
ていきたいとあいさつがされました。

愛知ＤＭＡＴ隊員養成研修を開催

放射線部ラウンド

特殊血管撮影室ラウンド

私立医科大学病院
医療安全相互ラウンドを実施
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　厚生労働省では現在，新たな専門医の仕組みが検討さ
れており，専門医の定義が「それぞれの診療領域におけ
る適切な教育を受けて十分な知識・経験を持ち，患者か
ら信頼される標準的な医療を提供できる医師」とされ，
平成29年度から新制度が開始されます。
　この定義に見合う専門医を養成すべく，日本内科学会
では新たにJMECC（Japanese Medical Emergency Care 
Course）の受講が認定内科医試験の受験要件として加わ
りました。
　JMECCとは，「内科救急」と日本救急医学会策定の

「ICLS：Immediate Cardiac Life Support ／２次救命処
置研修コース」を組み合わせた講習会です。
　内科医を目指す医師にとって認定内科医の取得は必須
であり，それを基本に各臓器別の専門医の取得に繋がり
ます。新制度では認定内科医は廃止となり，総合内科専
門医のみとなりますが，内科は基本領域専門医に位置付
けられ，引き続きJMECCは総合内科専門医の受験要件
の一つとなります。
　新制度前の現時点からJMECCの受講ニーズは非常に
高く，全国的に受講の機会が非常に限られている状況の
ため，本院では名古屋第一赤十字病院救命救急センター
長・救急部長の花木芳洋先生をディレクターに迎え，平
成26年１月19日（日）に医心館でJMECCを開催しました。
今回の受講者は10名で，本院の医師のみならず，遠くは
熊本県から参加された方もありました。
　当日は，野浪敏明病院長，山口悦郎教授（内科学講座

（呼吸器・アレルギー内科））及びJMECC担当内科の天
野哲也教授（内科学講座（循環器内科））から開催に当
たっての挨拶があり，一次救命処置，気管挿管と除細動，
疾病救急と急変（心停止）への対応等を実習し，そして
最後に筆記試験が行われました。
　午前９時から午後５時半まで，途中ランチョンセミナ
ーや休憩を挟みながら，非常に濃い内容で行われました。

　厚生労働省で特定機能病院の見直しや新たな専門医制
度が検討されていることを鑑み，将来的に専門医制度が
診療報酬に反映される仕組みが作られることも十分に考
えられることから，本学も全体の動きに乗り遅れないよ
う，将来を見据えて，地道に専門医を育成していく仕組
みを構築していきます。
　また，ディレクターの資格を有する医師が全国的に少
なく，愛知県でも１名しかいないことから，専門医の育
成はもとより，ディレクターの育成も行い，将来的には
全て自前でJMECCが開催できることを目指していきま
す。

　平成26年1月22日（水）大学本館たちばなホールにお
いて，インフルエンザ院内アウトブレイク報告会が開催
されました。
　報告会では，感染予防対策委員長の石口恒男教授のあ
いさつの後，感染制御部長の三鴨廣繁教授から報告が行
われました。
　報告内容としては，平成25年11月24日（月）に，４Ｄ
の入院患者がインフルエンザＡと診断され，その後，他
の病棟でも患者及び職員のインフルエンザ罹患者が次々
に発生しましたが，地域ではインフルエンザは流行して

おらず，通常のインフルエンザに比べ，非常に感染力が
強いと推測されました。
　本院では，インフルエンザウイルスの感染を封じ込め
る対策として，発生病棟では新規入院患者の受け入れを
停止し，発症病棟の患者のみならず病院職員・委託業者・
実習生の全員に対して抗インフルエンザ薬の予防投与を
行い，また，職員については出勤停止期間の見直しを行
い，出入業者及び面会者の制限等を行いました。
　平成25年12月10日（火）に羅患者の発生がなくなった
ことから，終息宣言を出すこととなりました。

JMECC（日本内科学会認定内科救急・ICLS講習会）開催

インフルエンザ院内アウトブレイク報告会　開催



−　21　−

　平成25年11月10日（日）長久手市役所において長久手
市民まつりが開催され，本院もテントブースを出展し，
無料で骨密度測定，血管年齢測定，健康相談を実施しま
した。
　今回は，日ごろお世話になっている地域住民の皆さん
との交流が目的で出展しました。
　当日は雨が降り，肌寒い天候であったにも関わらず，
700名以上の来訪者があり，自身の測定結果に一喜一憂
する場面も多く見られ，看護師に相談する光景は健康へ
の関心の高さを伺うことができました。
　また，テント内には，来年５月に開院する新病院の幟
やパネルを展示し，PRを行いました。

　平成25年12月19日（木）午後１時30分から８Ａカンフ
ァレンスルームにおいて，小児科の医局及びボランティ
アさんの協力の下，クリスマス会が行われました。
　当日は，ボランティアグループによる紙芝居やバルー
ンアート，ハンドベル演奏などイベントが盛りだくさん
でした。
　最後にサンタクロースから子供たち一人ひとりの名前
が呼ばれプレゼントが手渡されました。プレゼントを手に
した子供たちは，満面の笑みを浮かべ，またご家族の方々
にとっても楽しい時間を過ごすことができたようです。

　本院看護部の南三和子主任と，中央放射線部の山田新
吾主任が，平成25年11月21日（木）に文部科学大臣から，
医学又は歯学に関する教育，研究若しくは患者診療等に
係る補助的業務に関し，顕著な功労のあった方々に授与
される，医学教育等関係業務功労者表彰を受賞されまし
た。
　表彰を受けられた南主任からは，「この度は名誉ある
賞を頂き，大変光栄に存じます。これも皆さま方からの
長年にわたるご指導，ご支援の賜物と深く感謝しており
ます。今後もこの賞に恥じないよう，頑張っていきたい
と思っております。」，また山田主任からは，「今回，こ
のような栄誉ある賞を頂き大変うれしく思っておりま
す。これもひとえに大学病院スタッフを始め，皆さま方
のご指導，お力添えのおかげと感謝しております。今後

も，新病院に向けこの賞に恥じないよう一層の努力をし
て参りたいと思います。今後も皆さま方のご指導，ご支
援をよろしくお願い致します。」と喜びの言葉を頂きま
した。

長久手市民まつりへの出展

小児科病棟クリスマス会
☆病室にサンタがやってきた☆

南三和子看護部主任，山田新吾中央放射線部主任
医学教育等関係業務功労者表彰受賞

南主任
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　平成25年10月５日（土）山梨大学で開催された第73回
日本解剖学会中部支部学術集会において，医学部解剖学
講座の矢倉富子助教と同講座の梅本佳納榮研究員がそれ
ぞれ奨励賞を受賞されました。
　これは，同学会における演題発表のなかで，矢倉助教
が発表した「Satellite glial cells: morphological alterations 
of microglial cells」及び梅本研究員が発表した「腎兪穴
に関する解剖学的検討」が，生物学的に優秀な演題とし
て評価されたものです。
　受賞された矢倉助教から，「今回，このような賞を梅
本先生とともに頂きましたことを大変光栄に存じており
ます。この賞を励みに，引き続き研究に勤しんでいきた
いと思います。」，また梅本研究員から，「終始温かくご
指導頂きました中野隆教授を始め，解剖学講座の諸先生
方に深く感謝いたします。この経験を励みに，研究の更
なる発展を目指したいと思います。」とそれぞれ言葉が
ありました。

　平成25年９月23日（月・祝）北京で開催された第64回
国際宇宙会議において，生理学講座の岩瀬敏教授（特任）
がLife Science Awardを受賞されました。
　国際宇宙会議とは，国際宇宙航行アカデミー（IAA）
及び国際宇宙法学会が毎年開催する宇宙会議で，世界最
大の宇宙関連会議です。
　また，Life Science Awardは，宇宙における医学・生
命科学・生理学分野で多大な功績を残した方に贈られる
賞で，毎年１名が選出されるものです。今までに，３名
の日本人研究者が受賞してきましたが，これで４人目の
受賞となりました。
　受賞された岩瀬教授（特任）から，「思いがけず受賞
の栄に浴しました。これもご支援頂いた西村直記講師を
始めとする共同研究者の皆さまと，岐阜医療科学大学学
長の間野忠明先生のご指導の賜と感謝しております。こ
れまであまり研究者の多くなかった領域である宇宙医
学・生理学の分野に興味を持って頂ける方が増えれば，
うれしく思います。」と言葉がありました。

解剖学講座　矢倉冨子助教　梅本佳納榮研究員
第73回日本解剖学会中部支部学術集会 奨励賞受賞

矢倉助教

梅本研究員

生理学講座　岩瀬敏教授（特任）
第64回国際宇宙会議においてLife Science Award受賞
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　平成26年１月６日（月）長久手市役所西庁舎において，
平成25年度長久手市表彰に係る表彰式が執り行われ，本
院救命救急科の中川隆教授が長久手市表彰を受賞されま
した。
　長久手市表彰とは，長久手市表彰条例に基づき，市政
の振興に寄与した方々を表彰するもので，今回の受賞は，

「救急功労」として長年にわたり市救命救急業務の高度化
及び充実，強化に尽力されたことが評価されたものです。
　受賞された中川教授から「地域に根ざした救急医療体
制の整備・充実に向け，地道な取り組みが高い評価につ
ながったわけで，今回の受賞は愛知医科大学全職員の表
彰と考えています。長久手市民からは新病院オープンに
大きな期待が寄せられており，職員一丸となって一層信

頼される救急医療の提供を目指しましょう。」と感想が
ありました。

　平成26年１月９日（木）尾三消防本部において，本院
救命救急科の竹内昭憲教授（特任）【写真】が感謝状の
贈呈を受けました。
　これは，救急業務における傷病者収容及び救急活動の
検証に係る指示・指導・助言を行い，救急業務の高度化
及び救急隊員の資質向上に寄与した功績が評価されたも
のです。
　受賞された竹内教授（特任）から「このたび尾三消防
本部より『救急行政の発展と救急隊員の教育および技術
の向上に寄与』ということで感謝状を頂きました。救急
部門で働く者として，病院前救護の質の向上に努めるの

は当然のことであり，今回の感謝状は本科全体が頂いた
ものと考えております。」と感想がありました。

　感染症科の山岸由佳准教授【写真】が，平成25年11月
25日（月）・26日（火）に開催された，「第26回日本外科
感染症学会総会学術集会」において，最優秀論文（症例
報告）「炭山賞」を受賞しました。
　これは，同学会における論文発表のなかで，山岸准教
授が発表した「質量分析法が有用であった血流感染の２
症例」が，特に優秀な症例報告として評価されたものです。
　表彰を受けた山岸准教授から「名誉ある賞を頂き大変
光栄に存じます。ご指導頂きました三鴨教授に深謝申し
上げます。今後もなお一層精進してまいる所存でござい
ます。」と感想がありました。

救命救急科　中川隆教授
平成25年度長久手市表彰を受賞

救命救急科　竹内昭憲教授（特任）
尾三消防本部から感謝状の贈呈

感染症科　山岸由佳准教授
第26回日本外科感染症学会総会学術集会「炭山賞」受賞



−　24　−

　本院の院内学級（長久手市立長久手小学校たんぽぽ学
級）は，平成16年４月に開設され，けがや病気で入院中
の子どもたちの教育を保障するための教室で，教員が毎
日常駐し，病棟スタッフと密接な連携のもと，健康上の
配慮をしながら授業を実施し，退院後のすみやかな学校
生活への適応を支援していますが，院内学級への支援は
スタッフのみならず，院外の方々からもご支援を頂いて
おります。
　名古屋市中村区にある「組み飴」で有名な浅野製菓さ
んでは，ハロウィンやクリスマスを始め，母の日や夏祭
りの時期に，イベントに合わせたデザインのあめを院内
学級へ毎年お贈り頂いています。
　一釜ずつ丹念に絵柄を組み上げて作る「組み飴」は，
たとえ同じ絵柄でも，切り出した飴一つひとつが微妙に

変化しており，手作りならではの温もりが伝わります。
　また，色彩豊かなあめは，食べるのが勿体ないほどで，
素敵な贈り物を大事に持っている子もいます。
　浅野製菓さんのご厚意に感謝し，敬意を表します。

　人権週間（12月４日～ 12月10日）における啓発活動
の一環として，平成25年12月10日（火）午後５時30分か
ら，Ｃ病棟C202講義室において，今年度２回目となる
ハラスメント防止講演会が開催されました。
　当日は，講演会に先立ち，ハラスメント防止委員会委
員長の佐賀信介医学部長から，職場でいじめや嫌がらせ
を受けてしまったような時に，どのような手段を取るべ
きかとか，知らず知らずのうちに加害者にならないため
には，何をどのように注意して教育・指導すべきか，な
どについて考える機会として頂ければとの挨拶がありま
した。
　講演会は，前回と同じく岩月律子氏（21世紀職業財団）
を講師にお招きし，「パワーハラスメントにならない指
導とは」とのテーマで，近年発生しているハラスメント
の具体的な事例なども織り交ぜながら熱心に説明して頂
き，36名の参加がありました。
　講演後に受講者から，「パワハラは上司から部下だけ
だと思っていたが，部下や同僚からもあることを初めて

知った。」，「どんなことがパワハラなのか，対処方法な
ど多くを学べた。」などの意見がありました。
　また，冒頭の佐賀委員長による挨拶の中で，ハラスメ
ント防止のための対処方法などを記載した携帯用の「啓
発カード」を作成し，全学生・職員を対象に配付予定で
あることが紹介されました。

合資会社浅野製菓さん
院内学級たんぽぽへあめのプレゼント

平成25年度第2回ハラスメント防止講演会開催
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　平成25年４月に，｢財団法人愛恵会｣ から ｢一般財団
法人愛知医科大学愛恵会｣ と改称し，新たなスタートを
切って，初年度となる公演事業を開催しました。
　今回の主な公演事業内容としては，公演初日である平
成25年11月１日（金）にロビーコンサートが行われ，｢
中野みち子＆岡野兄弟＆馬場淳史｣ による津軽三味線と
津軽民謡では，声量豊かな津軽民謡と，迫力ある津軽三
味線の演奏に圧倒されました。
　公演２日目の11月２日（土）にも，ロビーコンサート
が行われましたが，中でも特筆すべきは刀根麻理子さん
の（トーク＆ライブ）でした。
　不登校児童や引きこもりを対象としたボランティア活
動，骨髄バンクを推進する福祉ボランティア活動，自ら
のいじめられた体験などを赤裸々にお話され，観客も真
剣な眼差しで聞き入っておられました。
　公演３日目の11月３日（日）には，お子さま向けとし
て，人形劇 ｢したきりすずめ｣ が上演され，多くのお子
さんに楽しいひと時を過ごして頂きました。
　また，東海ラジオ ｢かにタク言ったもん勝ち｣ でお馴
染みのタクマさんによるマジックイリュージョンショー
が行われ，絶妙のトークで，ステージに笑いと不思議の
ファンタジーを出現させ，拍手喝采で会場は大いに盛り
上がりました。
　その他，体験教室では，お料理交流会，絵手紙，プリ
ザーブドフラワー，色彩心理カウンセリングなどの教室
が開催され，参加者がそれぞれ思考を凝らした作品を仕
上げ，そのでき栄えに一喜一憂され，いずれも定員を上
回る好評ぶりでした。
　また，展示会で最も注目を浴びたのが，野田武男さん
の口で描いた絵画展 ｢いのちの絵筆｣ でした。
　これには，約100通にも上るアンケートが寄せられ，
多くの方々が作品を見て涙し，感動されておりました。
また，生きる力や勇気を頂いたとの感想が多数寄せられ
ました。

　平成26年１月22日（水）医心館１階ロビーにおいて，
愛知県赤十字血液センター主催の本学職員等による団体
献血が実施され，職員を始め多くの方々にご協力頂きま
した。
　せっかく献血をお申し出頂いたのに体調によりご協力
頂けなかった方々は，ご自愛頂き，次回の献血の際には
是非ご協力くださるようお願いします。
　次回は，平成26年７月頃に予定していますので，ご協
力よろしくお願いします。

冬の団体献血

 一般財団法人　愛知医科大学愛恵会 

主催公演事業開催

中野みち子さん（津軽三味線）

刀根麻理子さん（トーク＆ライブ）

プリザーブドフラワー教室

　献血ご協力ありがとうございました

・35名

・30名

　（400ml・25名）

・５名

・献血受付数

・献血できた方

・献血できなかった方
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学　術　振　興

研究種目 申請件数（件） 申請金額（千円）
新学術領域研究（研究領域提案型）
（継続の研究領域・終了研究領域） 4 17,000

基盤研究（B）一般 8 64,290
基盤研究（B）海外学術調査 1 7,300
基盤研究（C）一般 67 130,842
基盤研究（C）特設分野研究 2 2,430
挑戦的萌芽研究 9 18,053
若手研究（B） 32 64,802

合　　計 123 304,717

平成26年度科学研究費助成事業申請状況

○公益財団法人日本膵臓病研究財団
 第21回（平成25年度）膵臓病研究奨励賞

●氏　　名 稲熊真悟（病理学講座・講師）
研究題目 ZIC2新規標的遺伝子CORO2A，S100A3

による膵臓癌細胞浸潤・遊走能の制御と
病理組織診断への応用

助成金額 800,000円

○公益財団法人大幸財団
 平成26年度第23回外国人来日研究助成

●氏　　名 齋藤敏之（解剖学講座・准教授）
研究題目 腰部脊髄神経後枝末梢部の三次元構造と

椎間関節・脊柱起立筋との関係
来日研究者 Niels Hammer（ドイツ・ライプチヒ大学・

助教）
助成金額 750,000円

○公益財団法人総合健康推進財団
 平成25年度第30回一般研究奨励助成

●氏　　名 西山　毅（公衆衛生学講座・講師）
研究題目 疫学調査に向けた簡易食事調査票の開発

および大規模コホートへの適用
助成金額 500,000円

○公益財団法人中冨健康科学振興財団
 平成25年度（第26回）研究助成金

●氏　　名 竹内幹伸（脳神経外科学講座・助教）
研究題目 脊髄障害性疼痛を引き起こす大脳皮質賦

活化領域の局在に関する研究
助成金額 1,000,000円

○AO Spine Japan Research Project Grant 2014
●氏　　名 竹内幹伸（脳神経外科学講座・助教）

研究題目 腰部多裂筋の安静時異常自発放電は、腰
部椎間孔部／椎間孔外狭窄症の診断根拠
になるか？

助成金額 1,000,000円

梶田　幸宏
学位授与番号　甲第414号
学位授与年月日　平成25年11月７日
論文題目： 「Behavioral and neuropathological 

changes in animal models of chronic painful scar（ラッ
ト有痛性瘢痕モデルにおける疼痛慢性化の行動学的・神
経病理学的解析）」

森島　達観
学位授与番号　甲第415号
学位授与年月日　平成25年12月12日
論文題目： 「Periprosthetic fracture torque 

for short versus standard cemented hip stems: an 
experimental in vitro study（セメント人工股関節のス
テム周囲骨折発生におけるトルクに関するインビトロで
の実験的研究−ショートステムとスタンダードステムの
比較について）」

◆大学院医学研究科

学　位　授　与

研究助成等採択者
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鈴木　啓介
学位授与番号　乙第360号
学位授与年月日　平成25年11月21日
論文題目： 「Estimated glomerular filtration 

rate and daily amount of urinary protein predict the 
clinical remission rate of tonsillectomy plus steroid 
pulse therapy for IgA nephropathy（IgA腎症における
扁桃摘出+ステロイドパルス療法による臨床寛解率は，推
算糸球体濾過量と１日尿タンパク量によって予測できる）」

伊藤　義紹
学位授与番号　乙第361号
学位授与年月日　平成25年12月12日
論文題目： 「Nonsteroidal anti-inflammatory 

drug-induced visible and invisible small intestinal 
injury（非ステロイド性抗炎症薬による肉眼的及び非肉
眼的小腸粘膜障害）」

　平成25年12月６日（金）名古屋ガーデンパレスにおい
て，第８回日本病院前救急診療医学会が本院救命救急科
の中川隆教授を会長として開催されました。
　本学会は，ドクターヘリやラピッドレスポンスカーに
より医師が救急現場へ出向き，早期治療開始による救命
率向上を目的とする学会であり，全国から180名の救命
救急医が参加しました。
　シンポジウム「ドクターヘリ基地病院におけるラピッ
ドレンスポンスカーの活用」では，ドクターヘリとラピッ
ドレスポンスカーを運用する先進的施設から８演題の報
告がありました。傷病者や事故状況に応じて，両者を同
時出動し成果を上げているとの報告がある一方，ドク

ターヘリ対応が天候，重複要請等の理由で応需不可の場
合に限りラピッドカーを運用するなど，施設によって大
きな違いが判明しました。
　また，国立長寿医療研究センター大川弥生先生による
特別講演「医療の新たな課題としての生活機能−生命・
生活・人生の全てを対象に−」は，救急医療の入り口に
立つ我々救命救急医にとって，その後のリハビリの重要
性，更には単なる機能回復のみならず，生活機能に着眼
したフォローの重要性を学ぶことができ，たいへん有意
義な学会となりました。
　本学会開催に当たり，皆さまのご支援を賜り，厚く御
礼申し上げます。

 【学会名】 【開催日】 【会長等】
・第26回日本性感染症学会学術大会 平成25年11月16日（土）・17日（日） 三鴨　廣繁
・第８回日本病院前救急診療医学会  平成25年12月６日（金） 中川　　隆
・地域救急医療学寄附講座講演会 平成25年12月15日（日） 井上　保介

　平成25年12月15日（日）名古屋国際センターホールに
おいて，地域救急医療学寄附講座講演会が井上保介教授

（特任）をコーディネーターとして開催されました。
　本講演会は，寄附講座のテーマでもある市民参加型の
救急医療を支えるバイスタンダー（心停止者発生場所に
居合わせた市民等）が，心肺蘇生法やAED実施時に受
ける心的ストレスを題材に開催されました。
　野口宏名誉教授による基調講演を始めとして，このよ
うな心的ストレスにかかわる調査を行っている小牧消防

本部の田島典夫救急救命士，本講座の青木瑠里助教から
の活動報告，心停止からの生還者として牛田尊氏の講演，
最後に名城大学の畑中美穂准教授によるストレスの軽減
方法に関する講演が行われました。
　当日は，一般市民23名を含む80名以上の参加があり，
有意義な会となりました。
　講演会の開催に当たり，関係各社のご協力の上で無事
終了できましたことを御礼申し上げます。

　平成25年11月16日（土）・17日（日）岐阜県長良川国
際会議場において第26回日本性感染症学会学術大会が，
感染症科の三鴨廣繁教授を大会長として開催されまし
た。
　学術大会のテーマは「性感染症を多角的に考える」で，
大会長である三鴨教授が産婦人科出身ではありますが，
現在は横断的診療，チーム医療が必要な感染症診療，感
染制御に関わっていることに加えて，最近の日本性感染
症学会学術集会が，医師，薬剤師，看護師，保健師，臨
床検査技師，教育関係者，行政関係者など参加される先

生方の職種も多様化していることがテーマの由来となっ
ています。
　当日は664名の方々に参加頂き，学会の根幹である一
般演題では，57題のご発表を頂き，熱心な討論が行われ
たことは会長冥利に尽きると感じています
　また，学会開催にあたっては，昨今の厳しい経済事情
の中，多くの関連企業の方，一般財団法人愛知医科大学
愛恵会からご寄附，ご支援とご協力を頂き感謝しており
ます。

第８回日本病院前救急診療医学会

地域救急医療学寄附講座講演会

第26回日本性感染症学会学術大会

本学講座等の主催による学会等
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【医学教育のグローバルスタンダードを目指して】

　「医学が進歩しても解剖学の重要性は変わらない。」−

医学教育者がよく口にする言葉です。

　卒後にどの診療科に進むにせよ，医学の根幹をなす解

剖学の重要性は言うまでもありません。しかし，私は「医

学の進歩に伴って，解剖学教育は改革しなければならな

い。」と考えています。

　多くの医学部において解剖学は複数講座であり，担当

分野は肉眼解剖学と組織学に分かれています。しかし，

医学教育改革の柱であるモデル・コア・カリキュラムや

共用試験は，旧来の「～ ology（学問）」の枠を外して

総合的に組み直されています。そこで，本学の解剖学で

は，大講座制を採用し，解剖学全分野を統合した一貫教

育を行っています。

　その教育理念は，「知識は実際に使わなければ身につ

かない。」ということです。例えば，数学の学習過程に

おいて，公式は覚えます。その公式を用いて応用問題を

解きます。同様に，「公式」に相当する解剖学の知識を

使って，「応用問題」である臨床医学，すなわち画像診

断や病態，症候の理解に結びつける思考過程を重視した

教育を行っています。それには，市販の教科書では対応

できないため，独自の『サブノート』を作成して講義や

実習に用いています。この『サブノート』は，系統解剖

ではなく局所解剖を中心に据え，生体の画像解剖や体表

解剖，機能解剖，病態生理を加えた臨床指向の教材です。

　医学教育先進国では，解剖実習期間中に臨床医学の講

義が組み込まれています。すなわち，講義で重要なポイ

ントを教示し，それを実習中に学生が自らの目で確認す

ることにより，解剖学と臨床医学の有機的な統合が図ら

れています。本講座においても，内科学講座（神経内科），

整形外科学講座，放射線医学講座の協力により，解剖学と

臨床医学の統合講義を組み込み，より効果的な解剖実習

を行っています。更に本年度からは，脳神経外科学講座

と共同で，高学年次生を対象にした解剖セミナーの開催

を企画しています。このセミナーによって，解剖学の知

識を外科手技に結びつけることができると考えています。

　このように，知識偏重で応用力や問題解決能力を軽視

した旧来の基礎医学教育の問題点を改め，解剖学教育の

グローバルスタンダードを目指しています。また，某週

刊誌に掲載された『現役学生2,000人が選んだ面白い，

自慢の講義』において，本講座は全国の医学部医学科の

中から唯一選ばれています。

　医科大学として最新の病気や健康維持等に役立つ情報を一般の方にも分かり易くお伝えする記事として，学報第２号
（昭和56年３月）からスタートしました「健康と病気」シリーズを一時中断し，本号から，本学における教育・研究等
を講座ごとに紹介する新シリーズ「教育・研究最前線」の掲載を開始致します。これまで，執筆頂きました先生方及び
ご愛読頂きました皆さま方にお礼申し上げます。
　第１回目は解剖学講座のご紹介です。

学無止境

新シリーズのスタート！「教育・研究 最 前 線」

教育・研究最前線

解剖学講座　教授　中野　隆

　「学無止境」―学問には終止も境界も無い。これは，私の座右の銘であると同時に，解剖学講座の基本方針です。
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【世界に発信する医学研究】

　特定の分野に留まることなく幅広い研究を行い，世界

に向けて発信しています。今回は，その一端を紹介しま

す。

　臨床解剖学的研究には，特に力を注いでいます。例え

ば，高齢化社会に伴って骨粗鬆症や変形性関節症が増加

していますが，股関節や膝関節，肘関節の靱帯あるいは

滑膜ヒダに関する研究は，十分ではありません。これは，

従来の研究は解剖学の範疇に留まり，臨床的な視点が欠

如していたためです。私たちは，大腿骨頭の栄養血管を

被覆する滑膜ヒダや肘関節の不安定性に関与する靱帯に

ついて，新たな知見を発表しています。更に，骨折など

に対するギプス固定後に広範囲に慢性痛が生じる病態を

複合性局所疼痛症候群と呼びますが，そのモデル・ラッ

トを開発して，メカニズムの解明に取り組んでいます。

その結果，神経損傷に由来する慢性痛とは異なる新たな

メカニズムの存在が推測されています。また，電子顕微

鏡を用いた組織学的研究は，講座開設当初から継続して

行っています。

　高い根治性や術後のQOLを考慮した手術が求められ

る現在，解剖体を用いた手術手技研修や新たな術式開発

の必要性が高まっています。本講座では，18年前から脳

神経外科学講座と共同で『愛知頭蓋底脊椎手術手技ワー

クショップ』を開催し，全国から多くの脳神経外科医が

参加しています。

　学生も活発な研究活動を行っていることが，特徴の一

つとして挙げられます。低学年次生は解剖実習中に見出

された変異例について，高学年次生は臨床医学的な視点

を加えたテーマについて，研究に励んでいます。最近の

２年間で，学生が英文を含め２編の論文を発表していま

す。また，学生や講座員が毎年のように学会で受賞して

いることは，特筆されるでしょう。

　近年の主な受賞歴を記します。

○ 第114回日本解剖学会全国学術集会（2009年）学生セ

ッション最優秀賞

○ 第14回臨床解剖研究会（2010年）優秀賞

○第52回日本脈管学会（2011年）優秀賞

○ 第117回日本解剖学会全国学術集会（2012年）献体学

術賞（２演題）

○ 第73回日本解剖学会中部支部学術集会（2013年）奨励

賞（2演題）

○ 第119回日本解剖学会全国学術集会（2014年）献体学

術賞

【講座からの一言】

　「学無止境」−医学は，生涯学び続けなければならな

い学問であり，かつ，学際領域の学問です。

　愛知医科大学医学部解剖学講座は，臨床医学の発展に

繋がる，旧来の枠を越えた解剖学を実践しています。
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規　　　則

　規則の制定・改廃情報をお知らせします。

「シンボルマークデザインについて」の裁定

　愛知医科大学及び愛知医科大学病院のイメージを可視
化し，広く地域に浸透させていくため，平成25年11月１
日付けで「学校法人愛知医科大学シンボルマークデザイ
ンについて」が理事長裁定され，今後大学概要等の各種
印刷物を始め，ホームページ等においても広く使用して
いくこととなりました。

「人間ドック利用者に対する助成金制度
について」の裁定　 　　　　　　　

　職員の人間ドック受診率向上及び職員・被扶養者の健
康の保持増進を図るため，平成25年12月20日（適用は平
成26年４月１日から）付けで「人間ドック利用者に対す
る助成金制度について」が理事長裁定され，助成対象，
申請手続き等が整備されました。

医学研究科履修規程の一部改正

　愛知医科大学大学院医学研究科履修規程の一部が改正
され，感染・免疫学講座教授就任等に伴い，授業科目，
コース名称等が整備されました。
　施行日は平成26年１月１日

組換えＤＮＡ実験安全予防規程の一部改正

　愛知医科大学組換えＤＮＡ実験安全予防規程の一部が
改正され，組換えＤＮＡ実験安全委員会委員の任期が整
備されました。
　施行日は平成25年11月１日

放射線障害予防規程の制定等

　新病院における放射性同位元素等の管理等に関する事
項の整備及び放射性同位元素等による放射線障害の防止
に関する法律等の改正に対応するため，愛知医科大学病
院放射線障害予防規程の制定及び愛知医科大学病院（旧
棟）放射線障害予防規程の一部が改正されました。
　施行日は平成25年12月１日

安全衛生管理組織規程の一部改正

　学校法人愛知医科大学安全衛生管理組織規程の一部が
改正され，総括安全衛生管理者，衛生管理者，産業医等
の職務内容，安全衛生委員会の委員構成等が整備されま
した。
　施行日は平成25年12月18日

「解剖学実習用死体の収集業務等に係る
手当等の支給基準」の裁定　 　　　

　解剖学実習用死体の収集業務等に係る手当等の支給基
準が実態に合わせて整備され，次の関係規則が整備され
ました。
　施行日は平成25年11月１日

【制定】
・　解剖学実習用死体の収集業務等に係る手当等の支給

基準
【廃止】
・　解剖学実習用死体の収集業務等に係る手当等の支給

基準
・　解剖学実習用死体の収集業務等に係る手当等の支給

基準運用細則


