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旭川医科大学開学30周年記念誌発行にあたって 

 

　この度、旭川医科大学開学30周年記念誌を「旭川医科大学研究フォーラム」の特集号として、発行することにな

りました。 

　旭川医科大学は昭和48年9月に設置され、平成15年に開学30周年を迎えました。11月5日に歴代学長、小松弥生

医学教育課長を初めとする文部科学省関係者、北海道知事（代理）、旭川市長、北海道大学総長はじめ道内の大学関

係者、北海道及び旭川市医師会長、各界代表の方々や多数の教職員にご出席いただき、記念式典と祝賀会を盛会裏

に開催することが出来ました。 

　式典では文部科学大臣、北海道大学総長、北海道知事、旭川市長にご祝辞をいただきました。その後、吉田貴彦健

康科学講座教授により、旭川医科大学開設以来、卒業生の道内における活躍の場の広がりを経時的に分析して報

告いただき、また吉田晃敏眼科学講座教授からは遠隔医療を通じた地域貢献の様子を報告していただきました。

両報告ともに非常に好評を博しました。 

　記念祝賀会では札幌医科大学長、北海道医師会長及び旭川市医師会長から祝辞をいただき、元旭川医科大学長

黒田一秀先生による祝杯の後、本学30年の歩みや、その時々の苦労を懐かしみ、これからの本学の発展などを話題

とした懇談が行われました。また前旭川医科大学長の久保良彦先生と旭川医科大学同窓会長千葉　茂教授からス

ピーチをいただき、最後に元旭川医科大学長清水哲也先生による万歳三唱でなごやかな祝賀会を閉じました。 

　その式典に先立って、同日の午後に開学30周年記念事業の一環として、卒業生が色々な分野で活躍しておられ

る様子を披露していただくとともに、旭川医科大学にまつわる過去、現在、未来の話をしていただくことを目的に、

４人の卒業生による「旭川医科大学30年の光跡」と言うタイトルの記念フォーラムが看護学科大講義室で千葉　

茂教授と野村紀子教授の司会の下に開催されました。当日は来賓ならびに在校生や教職員約170名が参加し、盛

会裏に挙行できましたが、開学記念日（休講日）であったため、在校生の出席がやや少なかったのは残念でした。 

　ご講演いただいた卒業生とテーマは以下の４人の方々です。 

　　 

　　　　牧野憲一氏    （第１期生：旭川赤十字病院副院長） 

　　　　　　　　　　「地域医療への旭川医科大学の貢献　過去、現在、未来」 

　　　　廣川博之氏    （第２期生：旭川医大附属病院　経営企画部教授） 

　　　　　　　　　　「旭川医科大学附属病院の過去、現在、未来」 

　　　　森　千里氏 　 （第６期生：千葉大学大学院医学研究院環境生命医学教授） 

　　　　　　　　　　「千葉大学、京都大学において基礎医学教育及び大学院博士課程教育を行って」 

　　　　中谷祐貴子氏 （第21期生：厚生労働省大臣官房　統計情報部社会統計課　社会医療統計第二係長） 

　　　　　　　　　　「医療統計から見た30年」 

 

　その講演内容はそれぞれに非常に興味深いものであり、今後の旭川医科大学の方向性を示唆するものであった

と思います。この講演内容を学内外のもっと多くの方々に知っていただきたく思い、その内容をこの旭川医科大

学開学30周年記念特集号に掲載することにしました。 

　これら30周年記念の催しや最近10年間の主な出来事の写真も掲載するとともに、大学の沿革・年表や講座等の

簡単な紹介も掲載して、平成16年で30年の区切りとなるように編集されています。 

　旭川医科大学は今年の４月から法人化され、運営形態は変わりましたが、当大学に課せられている教育、研究、

診療及び地域貢献という役割に変わりはありません。この特集号がこれまでの30年間に生じてきた問題点を改善

し、優れている点は大いに伸ばすことを考えるきっかけになるように期待したいと思っています。 

 

学  長   八 竹 　  直  
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　このフォーラムは、平成15年５月から、久保良彦

前学長と、その後引き継がれた八竹　直学長をはじめ

とする開学30周年記念行事実行委員会によって企画・

準備され、同年11月５日の開学記念日に開催された

ものである。私どもは、企画・準備の段階からこのフ

ォーラムの司会の任を仰せつかった。本フォーラムの

内容と形式については、われわれ司会者に一任された

が、フォーラムのパネリストは本学医学部医学科卒業

生で構成するように依頼された。 

　最初に、写真１、約30年前のキャンパス予定地を

ご覧いただきたい。広野の中の看板が、道民の長年の

悲願であった国立医科大学の新設がこの旭川の地で成

就することになったことを力強く示している。そして

昭和48年（1973年）11月５日、本フォーラムからち

ょうど30年前に、戦後初めての国立単科医科大学と

して本学が誕生するとともに、第１期生が入学したわ

けである。本学の創設に至るまでの国や道、関連諸団

体のご尽力が並大抵のものでなかったことは、当時の

「旭川医科大学30年の光跡」 

司  会　千 葉 　茂 *・野 村 紀 子 **

*旭川医科大学医学部医学科同窓会長、同大医学部精神医学講座教授　**旭川医科大学医学部看護学講座教授 

写真１　約30年前のキャンパス予定地 

［ 旭 川 医 科 大 学 開 学 3 0 周 年 記 念 フ ォ ー ラ ム ］  

旭川医科大学研究フォーラム 7： Suppl. 2006

－３－ 



関連資料から読み取ることができる。まことに身の引

き締まる思いがする。 

　写真２は、現在のキャンパスである。本学は、看護

学科棟を含む広大な姿に発展し、写真１と比較すると、

まさに隔世の感がある。本学附属病院も、装いを新た

にしながら、新時代に見合う医療、教育、研究を追求

している。しかし一方で、開学30周年というひとつ

の節目を迎えたこの時期に、また、国立大学法人とし

て生まれ変わったこの時期に、本学は、その足跡を振

り返り、現状を評価・分析することによって、新たな

大学の未来を創り上げなければならない。 

　このフォーラムでは、大きく４つの領域にフォーカ

スをあてた。すなわち、第１に地域医療（第１期生　

牧野憲一氏）、第２に大学附属病院（第２期生　廣川

博之氏）、第３に大学教育（第６期生　森　千里氏）、

そして第４に行政（第21期生　中谷祐貴子氏）である。

このたび、それぞれのパネリストに講演内容をご執筆

いただいたので是非ご一読いただきたい。 

　フォーラムでは、母校を思う気持ちに裏打ちされた

各パネリストの講演に対して、会場から大きな拍手が

送られた。ご多忙にもかかわらず講演をご快諾いただ

いたパネリストの皆様に、司会者としてこの場をお借

りして深謝申し上げる。 

 

写真２　現在のキャンパス 
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１．地域医療機関への医師の供給 

１）地域中核病院への浸透 

医師の供給を考える際には、地域の中核医療機関（都

市部の大病院）への供給と地方いわゆる僻地医療機関

を分けて考える必要がある。地域の中核病院は症例数

も多く、医師の確保が比較的容易である。これら道内

の中核医療機関には従来北海道大学と札幌医科大学よ

り医師が派遣されてきていた。その牙城に旭川医科大

学の卒業生がいかに入り込んでいくかがむしろ問題で

あった。Fig１は、私が勤務する旭川赤十字病院に勤

務する旭川医科大学卒業生の推移をみたものである。

最初の卒業生が出た1979年から６年経過した1985年

には勤務する医師の約10%が旭川医科大学卒業生とな

っていた。それから18年後の2003年、旭川赤十字病

院の医師数は約100人に増えたがその3分の1が旭川医

科大学の卒業生であり、この間着実に勢力が拡大して

きたことがわかる。診療科の観点からこの状況を分析

すると、現在ある20の診療科のうち旭川医科大学が

主体的にかかわっている診療科が６科、旭川医科大学

出身者が在籍している診療科を合わせると15科（75％）

となっている（Fig 2）。 

この状況は旭川市内の他の公的病院においても同様

であり、旭川厚生病院の20科中9科に旭川医科大学卒

業生が在籍しており、医師数に占める旭川医科大学卒

業生の割合は48％にも上っている(Fig 3a)。また、市

立旭川病院においては19の診療科のうち9診療科32％

に卒業生が在籍しており、医師数79人中25人（32％）

が旭川医科大学の出身者となっている（Fig 3b）。

旭川医科大学の出身者は旭川市内の公的病院には確実

に浸透していると言える。 

さらに、道北・道東の中核病院にも旭川医科大学の

卒業生は着実に浸透している。オホーツク医療圏の拠

点病院である北見赤十字病院では15の診療科の３分

の２に卒業生が在籍しており３分の１は旭川医科大学

出身者が主体となって診療している。医師に占める旭

川医科大学出身者の割合も80人中26人（33%）とな

っている（Fig 4a）。道北地区の拠点病院である名

寄市立病院に到っては旭川医科大学への依存度がさら

に強く、14の診療科中11科（79％）が旭川医科大学

が主体となっており、医師数47人中35人（74％）が

旭川医科大学出身者となっている(Fig4 b)。道北・道

東地区の地域中核病院において旭川医科大学卒業生は

重要な地位を占めてきている。 

２）僻地医療機関への貢献 

2000年の北海道保健統計年報にて北海道の医師数

は人口10万人に対して203.1人と全国平均を上回った1）。

ところが、北海道は医療過疎の地域と一般には考えら

れている。それは医師の偏在が存在することに起因し

牧 野 憲 一 * 

* 旭川赤十字病院副院長 

依頼論文

地域医療への旭川医科大学の貢献　～過去・現在・未来～ 

 

【要　　　旨】

　旭川医科大学の地域医療への貢献 

旭川医科大学は昭和48年の開学以来、着実に北海道の医療に浸透し、貢献度も次第に高まってきた。幾つか

の観点からこれを論じることが出来るが、今回は①地域医療機関への医師の供給　②高度医療の提供　③遠隔

医療の整備　の３つに絞って検証する。 

キーワード　医師派遣、地域医療、機能分化、高度医療 
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ている。旭川のある上川中部医療圏は北海道の中で最

も医師の多い地域となっている。医師一人あたりの人

口は352人と札幌圏の406人をも上回っている。それ

に対して、根室地区では医師一人当たりの人口が

1169人、宗谷地区では962人と上川中部医療圏の３

倍になっている（Fig 5）。今後は、この医師の偏在を

如何に解消するかが大きな課題となっている。 

これらを総括すると、旭川医科大学は北海道への医

師の供給に貢献した。特に量的には、十分に機能を果

たしてきたが、医師の地域的な偏在が解消されていない。 

３）地域医療機関への医師供給システムの今後 

従来、地域医療機関への医師の供給は主に大学病院

が担当してきた。しかし、今後もそれを継続していく

ことが可能であろうか？　新臨床研修制度が開始する

と、医師の初期研修が大学病院のみならず多くの市中

病院においても行われるようになる。これに伴い医師

の供給体制が変化することが予想される。大学病院は

従来のように初期研修後の医師を養成する機能を持つ

ことになるが大学の医局に入局することなく医師とし

ての研修を積む医師が多くなると考えられる。このこ

とをふまえ、今後の大学の医師の供給に関して考えて

みたい。 

①　地方・僻地病院への医師の供給 

地方・僻地病院への医師の供給は地域住民の医療を

確保するために欠くことの出来ないものである。従来、

医師の派遣は大学のいわゆる医局が中心となって行っ

てきた。しかし、この弊害が近年指摘されている。今

後も、この方式を継続することは難しく新たな派遣シ

ステムを構築する必要がある。今後想定される医師の

派遣方式としては、①行政が主体となってコントロー

ルする　②厚生連、日本赤十字社、済生会といった大

規模法人がこの分野での役割を強化する　③地方の中

核病院が医師派遣制度を確立する　④人材派遣会社を

通して派遣を行う　⑤大学が主体となってコントロー

ルする　が考えられる。新臨床研修制度が導入され、

大規模法人や地方の中核病院にて研修医が育つように

なるとこれらの病院が僻地病院・診療所への医師派遣

を開始する可能性は十分にある。しかし、現実的には

医師不足に悩む僻地病院が医局を含む大学に寄せる期

待は大きく、大学は今後もこの分野で主体的な役割を

果たすことが求められるであろう。この場合、医局が

独自に医師派遣を行う従来の制度を見直し、大学が派

遣要請を受け、大学として派遣するシステムに変更す

る必要があると考える。 

②　その他の病院への医師の派遣 

これに対して、都市の大病院への医師の供給は全く

別物である。都市の大病院のスタッフはある程度充足

しており、これらの病院ではスタッフの派遣を大学に

依頼するのではなく、スタッフとなる医師を選択する

時代を迎えようとしている。それは、病院は良い人材

（医師）を確保し病院の責任で病院の医療の質を高め

なくてはならないからである。 

良い医師のいる病院に患者は集まり、患者の集まる

病院に意欲のある医師が集まるものである。従って、

このような病院への医師の派遣は若い医師を研修させ

るために派遣するという意味合いが強くなるであろう。 

一方、都市にある病院でも中小病院の場合には少し

意味が異なってくる。これらの病院には私的な病院が

多く、医局としての特別な医師の供給は不要と考えら

れる。それぞれの病院に必要な医師を、各病院の企業

努力で集めることが適当と考えるからである。 

さらに、私的な医療機関である開業医のback up体

制も求められてきた。一人で開業している医師が病気

となったり、学会に出席したりするために病院を空け

る際に代わりに診療を行う医師が必要となる。従来は、

出身医局がback upすることが多かったと考えられる。

しかし、今後は出身医局のみならず、医師会・地域医

療を支援する病院等がこの役割を担っていくと推察する。 

 

２．高度医療の提供 

旭川医療圏における旭川医科大学の位置づけは、大

学が独立行政法人に移行すると大きく変化することが

考えられる。従来、大学病院は特定機能病院として３

次医療と教育を担う病院という位置づけであった。旭

川医療圏においては、３次医療を主に担う旭川医科大

学附属病院があり、その下に、二次医療機関としての

公的４病院（市立旭川病院、旭川赤十字病院、旭川厚

生病院、道北病院）があり、さらに一次医療機関とし

て開業医の病院、診療所が存在していた。しかし、こ

れらの階層どおりに各病院が機能してきたかというと

必ずしもそうではない。どの医療機関も同じような医

療を行ってきたと言った方が適当かも知れない（Fig 

6）。 

しかし、今後求められることは医療機関の機能の分

化と、医療連携である（Fig 7）。 

近年、医療機器は高度で、高価となっている。また、
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医療を受ける側が求める医療の要求水準は次第に高く

なってきている。高度な医療を行うためには、医療設

備と人的資源が必要であり、各医療機関がそれらの資

源を同じように持つことは非効率といえる。これから

は、限られた医療資源を有効に使うことが求められる。

ガンマナイフ、PET、高磁場MRIなどの高度な医療

機器をどの病院もが持つ必要はなく、救命救急センタ

ー、脳卒中センター、心血管センター、NICUといっ

たマンパワーを必要とするセンターも持つ病院を限定

した方が効率的である。今後は、医療の機能分化が是

非とも必要である。 

このような考え方にたって旭川医科大学附属病院の

今後の方向性を考えると、やはり三次医療機関として

の特定機能病院の果たす役割は高度医療、先端医療で

はなかろうか。遺伝子治療、移植・再生医療といった

分野は基礎研究の裏づけにたって行う医療であり、大

学病院が取り組むべき医療と考える。高度救急医療も

その中に含まれるかも知れない。 

しかし、それらの高度医療・先端医療のみでは病院

の経営が成り立たないことも事実である。独立行政法

人となり、基本的には独立採算の病院として運営する

ことが求められるとなると、採算性のある医療も同時

に行うことが求められる。これらの医療に関しては他

の公的病院が行っている医療と競合することも予測さ

れる。その場合、医大病院といえども地域の一次医療

機関との連携を強めて、患者紹介に結びつけることも

必要であろう。 

 

３．遠隔医療の整備 

一方、旭川医科大学は旭川地区の医療のみならず三

次医療機関として北海道全体の医療にも関与している。

特に道北・道東の医療への関与は大きい。北海道は広

大である。広大な土地を、限られた人員がカバーしな

くてはならないわけで、それを効率的に行うには、医

師が移動するのではなく医療情報が移動することによ

り円滑に行うことの可能な分野がある。それが、画像

伝送の分野である。 

画像伝送は幾つかの分野で行われ、旭川医科大学はそ

の最先端を走っている。その第１が放射線画像の遠隔

診断、第２が病理遠隔診断（テレパソロジー）であり、

第３が眼科での遠隔診療、遠隔手術支援である。これ

らの画像伝送技術はネットワーク（インターネット）

環境の整備、画像圧縮技術の進歩、コンピューター関

連機器の性能向上に伴い、格段の進歩を遂げている。

今後もさらに発展していくと考えられる。 

４．終わりに 

私は、旭川医科大学を卒業した後、臨床医への道を

ひたすら駆け抜けてきた。大学に籍を置いた事もある

が学生教育には直接かかわってはいない。そんな私が

今病院の管理職となり、若い医師達を見ていていつも

感じることがある。それはプロフェッショナルの医師

になるための教育を受けていないということである。

医師になるために必要な医学教育は確かに受けている。

しかし、医療は知らない。医療とは医学に裏づけされ

たサービス業である。医療を行うためには、患者さん

に接する接客の仕方がある。さらに医療というサービ

スを提供するためには医療保険制度、介護保険制度、

労災認定制度、身体障害者認定制度、年金制度（障害

年金）の知識も必要となる。これらを熟知することは

無理にしても自分がかかわった患者さんがどのような

社会的なサービスを受けることが出来るかを判断し、

その情報を提供することも医療従事者の業務である。

これからの医科大学は医学という学問を教えるのみな

らず、医師を養成する専門学校として医療従事に必要

な幅広い教育の場になってほしいと願っている。 
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Fig 1　医師数 Fig 2　診療科 

旭医大：旭川医科大学を卒業した医師 
その他：旭川医科大学以外の大学を卒業した医師 
 

旭医大主体：構成する主な医師が旭川医科大学から派遣されている診療科 
旭医大在籍：他大学からの医師が主体となっているが旭川医科大学出身の 
　　　　　  医師が在籍している診療科 
その他　　：他大学からの医師のみの診療科 
 
 

旭川赤十字病院に勤務する医師の推移 
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 旭川市内の公的病院に勤務している旭川医科大学卒業生 

Fig 3a　旭川厚生病院 

勤務する医師数 

その他 
45 
52％ 

旭医大 
41 
48％ 

その他 
11 
55％ 

旭医大 
9 
45％ 

在籍している診療科 

勤務する医師数 在籍している診療科 

勤務する医師数 在籍している診療科 

勤務する医師数 在籍している診療科 

その他 
54 
67％ 

旭医大 
26 
33％ 

その他 
5 
33％ 

旭医大 
主体 
5 
34％ 

旭医大 
在籍 
5 
33％ 

その他 
54 
68％ 

旭医大 
25 
32％ 

旭医大 
9 
32％ 

その他 
10 
68％ 

その他 
12 
26％ 

旭医大 
35 
74％ 

その他 
3 
21％ 

旭医大 
主体 
11 
79％ 

Fig 3b　市立旭川病院 

Fig 4a　北見赤十字病院 Fig 4b　名寄市立病院 



Fig 5　医師一人当たりの人口 Fig 6　旭川医科大学附属病院の位置づけ（過去） 

Fig 7　旭川医科大学附属病院の位置づけ（今後） 

旭川医科大学研究フォーラム 7： Suppl. 2006

－９－ 



参考文献 

１）　北海道保健統計年報　平成12年　 

 

和文抄録 

旭川医科大学は1974年の開学以来、北海道の医療に貢献してきた。多くの医師を養成し地域に送り出した。こ

れにより、北海道の人口あたりの医師数は全国平均を上回るようになった。しかし、医師の多くは旭川や札幌な

どの都市部に集中し、僻地の医師不足は解消していない。医師の派遣体制が問題となるが、今後は今までの医局

単位での派遣にかわって大学が窓口となった派遣体制を構築する必要がある。一方、大学病院は各病院の機能分

化が進む中、高度先進医療を主体とした医療を提供することが求められる。 

 

 

英文抄録 

Asahikawa Medical College has contributed to the medical treatment of Hokkaido since the 

establishment in 1974. Many doctors were trained and it sent out to the area. Thereby, the number of 

doctors per population of Hokkaido came to exceed the national average. However, many of doctors 

are concentrated on city parts, such as Asahikawa and Sapporo, and the shortage of a doctor of a 

remote district is not canceled. Although a doctor's dispatch organization poses a problem, it is 

necessary to build the dispatch organization from which it changed to dispatch in an old medical office 

unit so called “ikyoku” from now on, and the university became a subject. On the other hand, it is 

called for that a university hospital offers the medical treatment which made advanced medical 

treatment the subject while functional specialization of each hospital progresses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenichi Makino * 

key word :  doctor dispatch, local medical treatment, functional specialization, advanced 

　　　　      medical treatment

A contribution of Asahikawa Medical College to local medical treatment

*Asahikawa Red Cross Hospital 副院長 
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旭川医科大学附属病院の過去・現在・未来 

 －経営企画部の視点から－ 

【要　　　旨】

　旭川医科大学附属病院における①過去から現在までの患者数、病院収入などの推移、②包括評価導入後の状況、

③今後の経営企画部の取り組み、について述べた。 

　①　外来患者数は年々増加傾向にある。新規登録患者数は開院後約10年間１万人以上であったが、その後減少

し、平成になってから約7000人ほどである。病院収入も年々増加傾向にある。 

　②　平成15年４月から、特定機能病院の入院診療費請求に包括評価が導入された（旭川医科大学では６月から）。

包括による金額と、包括分を出来高に置き換えた金額とを導入後の７、８、９月分について比較したところ、入院

分は７、８月が1500万円ほど包括が上回っていたが、９月になると差がなくなった。差がほとんどでないように

計画し導入されたが、今後の対応は、さらに推移を見る必要がある。 

　③　健全な病院経営を目指すためには、収入を増やす、あるいは支出を減らす必要がある。収入を増やすために

は患者がふえなければいけないが、再来患者増より新規登録患者の増加が望ましい。そのためには地域医療連携

の推進、医療需要の把握などが必要である。支出を減らすためには、詳細な経営分析、評価を行い、人的、物的医療

資源の有効活用を図らねばならない。これから求められる病院情報システムは、これらの経営に関する情報を十

分利用できるものである必要がある。 

* 旭川医科大学附属病院経営企画部 

廣　川　博　之 * 

図１　年度別外来・入院患者数 

依頼論文

１.　はじめに 

　旭川医科大学医学部附属病院の開院は昭和51年11

月１日である。開院後30年経過していないが、筆者

の現在の所属が附属病院経営企画部であることから、

開学30周年記念フォーラムでは、附属病院の過去、

現在、未来と題した講演をさせていただいた。本稿で

は講演の内容、すなわち、開院以来の患者数や病院収

入の推移、経営企画部設置までの歩み、平成15年６

月から導入された入院診療費の包括評価、今後の経営

企画部の取り組みなどについて述べる。 

 

２.　過去から現在 

１）患者数の推移（図１） 

　年度別の外来患者と入院患者ののべ数を図１に示す。

外来患者と入院患者を合わせた総数は昭和55年度に

30万人以上となり、また、平成４年度に40万人を超

えた。その後も増加傾向にあるが、入院患者数はほぼ

一定であり、総数の増加は外来患者数の増加による。 

後述するように、入院診療費の包括評価が始まったこ

とにより、平均在院日数は短縮しており、病床稼働率

が一定であれば今後入院患者数も増加すると予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）新規登録患者数と一日平均外来患者数（図２） 

　年度ごとの新規登録患者数は、昭和62年度までは
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昭和54年 

 

昭和55年 

昭和63年 

平成２年 

 

 

 

平成10年 

 

平成14年 

平成15年 

平成16年 

 

 

医事業務システム運用開始 

（患者基本、入退院情報、給食、レセプト作成など） 

医事課医療情報係新設 

医療情報システム企画室設置（学長裁定） 

病院情報総合システム運用開始 

（カルテ管理、注射薬管理、看護婦勤務管理支援、

検査・処方オーダ） 

医療情報システム企画室を医療情報室に改組 

病院総合情報システム運用開始 

医療情報部設置 

医事課経営企画室新設 

附属病院経営企画部設置（医療情報部を改組） 

電子カルテシステムを取り入れた新病院情

報管理システム運用開始 

表１　病院情報システムの変遷と経営企画部設置までの歩み 

図２　新規登録患者数と一日平均外来患者数 

図３　附属病院の歳入と歳出 

図４　包括評価の計算式 

１万人を超えることが多かったが、昭和63年度以降

はほぼ7,000人である。 

　一日平均外来患者数は徐々に増加し、平成12年度

に1,000人を超えた。外来棟は一日患者数が750名と

して設計されているため、手狭となってきており、今

後改修が予定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）歳入と歳出（図３） 

　患者数の増加に伴い、歳入も増加傾向にある。しか

し、ここ数年、国の経済状況を反映してか、歳出はほ

とんど増えていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）医療情報係から医療情報部、そして経営企画部へ

（表１） 

　病院情報管理システムの先駆けともいうべき医事業

務システムが、昭和54年に運用を開始した。そして、

翌年、医事課に医療情報係が新設され、医事業務シス

テムの管理にあたった。それ以降の病院情報管理シス

テムとその管理、運用を行う部門との変遷を表１に示

す。経営企画部は附属病院内外の医療情報を収集し、

民間的経営感覚を取り入れた経営戦略設計を企画、立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案する組織として、医療情報部を発展的に解消して新

たに設置された。 

 

３.　現在 

１）入院診療費の包括評価 

　わが国の保険医療機関は、平成15年３月までは外来、

入院での診療報酬を「出来高払い」として、社会保険

診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合などの

審査支払機関に請求してきた。出来高払い方式では、

投薬、注射、処置、検査、画像診断などの診療行為ご

とに料金を計算する。すなわち、投薬や検査が多けれ

ば、それだけ診療報酬が高くなる。平成15年４月か

らは全国82の特定機能病院等を対象に、わが国独自

の診断群分類であるDPC (Diagnosis Procedure 

Combination)に基づく「包括評価払い」が、入院で

の診療報酬に対して開始された。包括評価払いでは、

診断群ごとに設定されている一日あたりの診療単価を

基に医療費を計算する（図４）。この医療費の中には、 

投薬、注射、1000点未満の処置、検査、画像診断な
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図５　包括－出来高の比較（入院） 

図６　包括－出来高の比較（外来） 

図７　包括－出来高の比較（入院と外来の合計） 

図８　平均在院日数と病床稼働率 
      　平成14年４月～平成15年９月 

どの料金が含まれており、包括評価の導入が膨張し続

ける医療費の抑制に繋がると考えられている。 

２）包括評価と出来高の比較（図５,６,７） 

　本学附属病院では平成15年６月から包括評価が導

入されている。包括評価導入後の平成15年７月、８月、

９月分の診療報酬金額を、包括評価分も従来の出来高

として計算した金額と比較した。その結果を図５～７

に示す。図５は入院での診療報酬で、７月、８月期は

包括評価の方が高く、９月期では包括評価と出来高の

差がほとんどなくなった。図６は外来での診療報酬で

ある。外来は包括評価導入後も出来高で算定している

が、入院患者の他科受診も包括評価の対象となる。し

たがって、入院患者に対し行う他科外来での多くの検

査、1000点未満の処置等は診療報酬を請求できず、

入院患者を出来高で計算した金額がいずれの月でも高

くなった。図７に入院分と外来分との合計を示す。入

院分での包括評価による増額が、外来分で減額される

ことになる。 

　包括評価導入にあたっては、包括による金額と、包 

 

 

括分を出来高に置き換えた金額との間で、差がほとん

どでないように計画し導入された。今後の対応は、さ

らに推移を見る必要がある。 

３）平均在院日数と病床稼働率（図８） 

　包括評価では在院日数が短いほど一日あたりの点数

（診療単価）が高い。したがって、在院日数を短くし、

多くの患者を入院させた方が経営にとっては有利であ

る。しかし、医療資源には限りがあり、一般に在院日

数が短くなると病床稼働率が低下する傾向にある。　

本学附属病院の平均在院日数はかつて30日以上であ

ったが、次第に短くなる傾向にあり、包括評価導入後

20日をやや超えるほどになっている。一方、病床稼

働率は病棟再開発によって使用できない病床があるた

め、８月、９月は非常に高くなっている。（新病棟完

成後の病床稼働率は90％前後で推移している。） 

４.　未来 

　国立大学の法人化に伴い、健全な病院運営がこれま

で以上に強く求められている。そのためには、病院の

収入を増やし、支出を減らさねばならない。収入増は
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図９　求められる新病院情報管理システム 

医療需要を正確に把握し、地域医療連携を推進して、

新規登録患者を増やすことなどが必要であり、支出減

は詳細な経営分析や評価を行い、人的、物的医療資源

の有効活用をはかることなどが必要である。附属病院

ではさらに、大学病院としての機能の充実、患者本位

の医療サービスの提供、医療の質向上、安全な医療サ

ービスの提供、なども求められている。経営企画部で

は、それらのための一助となるような新病院情報シス

テムの構築を目指している（図９）。 

　これからの新病院情報システムには、①医療過誤リ

スク回避・防止、②診療支援、チーム医療の実施、③

地域での医療連携、医療支援、④病院経営の改善、医

療の効率化、⑤患者サービスの向上、などを実現する

ための機能が必要である。具体的には、①患者へのリ

ストバンド装着、バーコード識別などによる患者確認、

オーダ確認、②電子カルテの導入、③遠隔医療センタ

ーのデータ管理サーバと病院情報システムとの有機的

な結合による病－診、病－病連携の促進、④物流シス

テム、医事システム、管理会計システムなどの一元管

理による経営情報分析、⑤患者案内用端末などを利用

した患者への情報提供、などである。 

　これらの機能が網羅されたシステムを

一朝一夕に構築するのは、まず不可能で

ある。平成16年１月に運用を開始する新

病院情報システムでも、これらの機能を

完全に備えているわけではなく、今後も

新たな機能開発が必要である。 

 

５.　終わりに 

　開院以来、患者は順調に増加している。

今後、患者増に加え、医療のさらなる高

度化、患者意識の変化、医療制度の変革

などが予想される。これらの対応には、

正確な多くの医療情報を迅速に取得し、

有効活用を図る必要がある。経営企画部

は患者の安全を最優先に、これからの病

院運営に有用な情報をもたらすシステム

構築をめざしたい。 
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依頼論文

未来世代のために  

―次世代環境健康学プロジェクトの活動について― 

* 千葉大学大学院　医学研究院　環境生命医学 

森 　 千 里 * 

図１　筆者が最近上梓した本 

　　 「未来世代のために」 

 

 

はじめに 

　旭川医科大学開学30周年記念フォーラムにおいて

講演の機会を与えていただいた。私は1984年に卒業

した後、母校を離れ基礎の教室に身を置いて教育や研

究を行ってきた。現在は千葉大学に所属し、医学部で

は「解剖学・発生学」を、大学院では「環境由来の健

康影響に関して研究を行う環境生命医学」を指導して

いる。2003年11月５日の講演では、「千葉大学、京

都大学において基礎医学教育及び大学院博士課程教育

を行って」と題し、母校を離れて経験した事、そこか

ら次世代に伝えたいと思った事を、当方が書いている

エッセイを基にお話させていただいた。これまで私が

学会やシンポジウムで講演している研究内容のお話よ

り、その方が母校の関係者にお役に立てるのではと考

えたからである。講演

で用いたエッセイは､

当方が上梓した「未来

世代のために」（図１、

解説：養老孟司）（１）

に載っているのでお読

みいただければ幸いで

ある。 

　今回、新たに講演内

容の旭川医科大学研究

フォーラムへの掲載依

頼が届いた。さすがに

エッセイに書いた内容

では研究フォーラムに

は不適と思われるので、我々の研究活動内容をお知ら

せしたいと思う。 

　よって、ここでは、化学物質による健康影響の最近

の考え方、我々の研究室から最近報告したヒト胎児曝

露量調査結果、ヒト臍帯を用いた胎児複合曝露に対す

るトキシコゲノミクス評価法開発、そして、胎児の複

合曝露の対策として考えうる対応策、特に次世代環境

健康学プロジェクトについて報告する。 

 

１.　化学物質による健康影響の最近の考え方 

　現代を生きる我々の体内には少なくとも数十種類の

化学物質が存在することがわかっており、これには一

人の例外もない（２）。我々のまわりには数多くの化

学物質が存在し、化学物質による環境問題は水面下で

進行している。体内から検出される化学物質濃度は個

人差が大きく、またそれらの化学物質に対する感受性

にも個人差があることが予想される。そして、化学物

質の暴露量が多いケースや化学物質に対して高感受性

のケースが健康リスクにおいてHigh risk groupと判

断されるようになってきている（３）。 

　また、最近、我々が曝露されている化学物質には微

量で生体内のホルモン作用を乱し悪影響を引き起こす

ものもあることが判明してきた（内分泌撹乱物質、い

わゆる環境ホルモン）（２）。そして、胎児期や新生

児・乳幼児期曝露による影響が特に心配されている。

この時期の曝露形態は、大人における化学物質の曝露

経路とは違い、経胎盤曝露や母乳経由曝露という時期

特異的なものである。また、胎児や乳幼児は、大人に

比し化学物質に対して感受性が高いということもわか

ってきており、High risk life stageと考えられるよ

うになってきている（２,３）。 

　一方、心身が発達途上にある思春期以前の子供、乳

幼児、胎児には、成人に対するものとは異なる対応が

必要である。臨床現場からの報告では、過去20～30

年で小児の喘息やアトピー性皮膚炎は世界的にも増加

しているとのことである（４,５）。文部科学省や厚
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図２　ヒト臍帯を用いたトキシコゲノミクス評価法 

　　　開発に関するフレームワーク 

　　  文献（７）より改変 

生労働省の発表では、小・中学校で喘息の子供は10

年間で2倍に増え、皮膚や呼吸器、さらに目鼻にアレ

ルギー様症状をもつ子供は40％を超えている。また、

注意欠陥多動性障害（ADHD）の学童は５～６％と

報告されている。 

　病気の発症には、遺伝的背景と環境要因が関与して

いるが、わずか数十年でヒトの遺伝的背景が急激に変

化することはありえない。だから、最近急激に増加し

ている病気の原因は環境要因に起因すると判断される。

では、環境要因の何が原因と考えられるのであろうか？

環境要因には、物理的要因、生物的要因、化学的要因、

社会的要因がある。近年増加している病気の原因とな

りうるような変化をした環境要因としては、社会的要

因の中の生活習慣、化学的要因の中の化学物質の複合

汚染状況などが挙げられている（２）。 

 

２.　ヒト胎児への曝露量調査 

　我々は、臍帯を用いてヒト胎児への曝露量調査を行

ってきた。その結果、蓄積性が高いダイオキシン類、

PCB類、DDT類、ヘキサクロロシクロヘキサン

（HCH）、クロルデン類、重金属、植物エストロゲ

ンが調査対象となったすべての臍帯から検出されてい

る。そして、上述以外の化学物質も含め20種類以上

の化学物質によるヒトの胎児での複合汚染が現実に起

こってことがわかってきている（２,６,７）。 

　次の段階として、現在の胎児の複合曝露状況が胎児

にとって悪影響を及ぼしているのかが問題となる。し

かし、胎児の複合曝露による影響を適切に評価する方

法は確立されておらず、化学物質の複合曝露によるヒ

ト胎児へのリスク評価は、現段階では未着手の状態で

ある。一方、化学物質の影響を、従来の毒性評価のエ

ンドポイントで評価するのではなく、化学物質曝露に

よって引き起こされる遺伝子や遺伝子産物の発現変化

を網羅的に解析して評価するトキシコゲノミクス分野

の研究が急速に進んでいる（７,８）。そこで我々は、

胎児の複合曝露の影響評価のためにトキシコゲノミク

スを活用する試みを進めている（２,７,８）。 

　次に、第一子を生んだ時の母親の年齢とその時の臍

帯中の化学物質の濃度の関係を調査した結果、蓄積性

が高いPCB類では、母親の年齢が高くなるにつれて、

臍帯中から検出される濃度が高くなる傾向が認められ

た。これは、蓄積性が高い化学物質は、年齢に伴って

人体（母親）中の蓄積量が増えているのみならず、第

一子を産む母親の年齢が高くなるにつれて、胎児に移

行する量も増える事を意味している（２）。また、

PCB類など化学物質が高いと、他の化学物質の濃度

も高いケースが見つかっており、複合影響を考慮する

とHigh risk groupの存在を示唆するデータも出てき

ている（３）。 

 

３.　胎児曝露のリスクを評価するための新たな試み；

トキシコゲノミクス（Toxicogenomics；毒性遺伝子情

報学）の必要性 

　胎児の複合曝露がはっきりした現在、この複合曝露

がその子の将来の健康に悪影響を及ぼす可能性がある

のかどうかを正確に評価する必要性が出てきた。しか

も，できるだけ早めにそのリスクを評価し，さらにリ

スクがあるならば、それを削減することも必要となっ

てきている。そのため、High risk life stageにおけ

る化学物質曝露によるmRNA発現の変化やタンパク

質発現の変化をトキシコゲノミクスにより包括的に捉

え、将来起こりうる健康被害を予測し、リスクを評価

しようとする試みを我々は最近報告した(７,８)。この

報告では、ヒト臍帯を用いた評価法開発に関するフレ

ームワークを提唱している(図２)。これまでに、図2

のフレームワークを現実化にするためのヒト臍帯を用
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図３「次世代環境健康学プロジェクト」概略図 

いた基礎実験において、臍帯が包括的遺伝子発現解析

の対象として有用であることが判明し、さらに、臍帯

の化学物質曝露量と遺伝子発現に関するクラスター解

析によると両者に有意な相関が認められた。また、臍

帯構成細胞のin vitro系における化学物質曝露での遺

伝子発現変化の解析においても、発現量が変化する遺

伝子をリストアップすることができた。これらの結果

より、臍帯を用いたトキシコゲノミクス解析による胎

児曝露評価法の確立が可能なことが明らかになりつつ

ある。 

 

４.　対応策としての次世代環境健康学プロジェクト 

　化学物質のヒトへの健康影響を考える時、大人より

未来世代のことを中心に考えることの重要性が認知さ

れ、日本人胎児が数多くの人工化学物質に複合的に曝

露されていることが判明した現在、この胎児の化学物

質複合曝露問題は、未来世代のためにも、早急に検討

を進めていかなければならない重要課題の一つとなっ

ている。そのため、この問題に早くから取り組んでき

た我々は、今までの概念にとらわれない研究体制で本

問題に関する研究を実施し、社会が必要としている人

材育成をおこなえる教育システムを持ち、臨床的な実

践的対応が行える「次世代環境健康学プロジェクト」

（図３）とそのセンターの設立に着手した。 

 

　「次世代環境健康学」とは、21世紀を担う将来世

代の健やかな発育・発達と、QOL（生活の質）の向

上を目的として行われる研究・教育・実践を統合した

新しい学問分野である。千葉大学医学部では、環境改

善型予防医学という新しい視点から研究および教育を

総合的に進めるため、医学部内の講座の壁を越えて、

2003年９月以来勉強会を開き、胎児や小児ら未来世

代の健康を改善するためにどうしたらよいかを話し合

ってきた。そして、そこでの提案を実現するため、

2004年4月には千葉大学亥鼻地区に建設された｢医薬

系総合研究棟｣内に「次世代環境健康学共同研究スペ

ース」を確保し、環境由来の健康影響の研究やその対

策について、具体的な取り組みを開始した。 

　この取り組みをさらに発展させ社会に働きかけるた

めには、大学の中の一グループとして活動しているだ

けではなく、責任ある集団として活動しなければなら

ないと考え、2004年７月には千葉大学医学部のサポ

ートにより、特定非営利活動（NPO）法人「次世代

環境健康学センター」を設立した。本法人では、長期

コホートを視野に入れた調査研究や、長期影響のメカ

ニズムを解明するエピジェネティックスなどを中心に

進めていく（研究・開発事業）。また、化学物質曝露

を避けるためには環境改善が必要であるため、ゼロ次

予防をキーワードに、一般市民向けの市民講座（一般

教育事業）や研究者向けのワークショップ（研究者育

成事業）を開催する。これらの事業をスムーズに進め

さらに発展させるため、研究者とボランティアの橋渡

しとなるメディカルコーディネーター

の養成や、研究成果や科学的知識を一

般の人にわかりやすく伝える環境メデ

ィアプロジェクトも進めていく（専門

家育成事業）。 

（本NPOのホームページアドレス：

http://jisedainpo.hp.infoseek.co.jp/） 

 

　終わりに 

　今回、我々の最近の研究活動を中心に、

日本人胎児の複合汚染に関する研究から、

新しい影響評価法の開発、そしてその

対応策についてまとめた。ここ数年、

欧米や日本において、胎児を基準とし

て環境面から子供と大人の疾病につい

て考えると傾向が出てきており、我々

が提唱している「胎児のための環境予防医学の確立」

が広く認識されたと言える。 

　これまで医学が行ってきた病気への対応は、まず原
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因の究明、次に治療法の開発、そして予防である。し

かし、19世紀から20世紀にかけて英国で行われた結

核患者の疫学調査の結果を見ると、結核菌の同定（原

因の究明）時期やストレプトマイシン（治療法）開発

時期、BCGワクチン（予防法）開発時期に結核患者

が激減しているわけではない。患者数が毎年減り続け

ていることは、生活環境の公衆衛生学的な改善の結果

であるという報告もある。医学の目的が、人の生命を

延長し健康を増進することであれば、病気への根本的

な対策は、環境を改善しそもそも病気にならないよう

に予防することかもしれない。我々が始めた「次世代

環境健康学プロジェクト」とそれを推進するために開

設したNPO（特定非営利活動法人）「次世代環境健

康学センター」に、皆さんの温かいご支援がいただけ

ればと願っている。 
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１.　医療統計からの30年の比較 

　はじめに医療施設調査などの統計調査から、施設、

患者、医師、医療費等について比較する。 

　医療施設の状況では、病院数は横ばいであるが、診

療所、特に歯科診療所の数が増加している（図１）。

病床数では、感染症病棟が減少し、その他病棟（一般

病床、療養病棟）及び精神病床は増加している（図２）。

患者の状況は、性別年齢調整死亡率（人口10万対）

については年々減少している（図３）。主な死因別に

みると、脳血管疾患は男女とも減少しているが、悪性

新生物は増加傾向にあり（図４,５）近年自殺・不慮

の事故が増加傾向にあることが注目されている。また、

新入院患者数、外来患者延べ数は、この30年で約２

倍に増加している（図６）。 

　医師の状況は、病院従事医師数は1.6倍に増加し、

その内訳は、開業医は減少し勤務医が増加している（図

７）。診療科別に1970年を100とした増加率を見ると、

麻酔科、脳神経外科などのいわゆるマイナーな科が増

加し、内科、外科、小児科などメジャーな科では減少

している（図８,９）。また、卒業直後の25～29歳で

増加率を比較すると、精神科が最も多く増加している

（図10）。 

　医療費についてみると、病院の入院患者の医療費は

１件（１入院）あたり、約4.6倍に増加、約34万円と

なっている。国民所得にしめる医療費の割合は4.3％

から8.4％に、金額では約８倍に増加しているが、１

入院あたりの医療費の増加と患者数の増加の両方が影

響していると思われる（図11）。このようにこの30

年で患者数は約２倍、入院費はあ約４倍、医療費は約

８倍になっている。 

　一方、従事者である医師の手当ては、産業業界の部

長クラスで年収が2.6倍増加してきたのより大きく、

4.1倍に増加し、1300万円となっている（図12）。

特に、25～29歳の若い医師の給与における増加率は

高い（図13）。 

 

２.　女性医師の動向 

　次に女性医師についてさまざまな角度から近年の動

向を見てみる。医師数に占める女性の割合は、全体で

10％から16％に増加しているが、特に29歳以下の医

師では2000年に初めて30％を超えるまでになった（図

14）。診療科別にみると、内科系では、男女とも増

加の傾向は同じだが、外科系、外科、産婦人科では女

性の伸びが男性の伸びより高い（図15,1６）。女性医

師の労働力率は、一般の女性労働者に比べ高いことが

明らかとなっている（図17）。同様に、手当てをみ

ると、女性医師は男性の約85％となっており、一般

の女性労働者が男性に比べて60％あまりであるのに

比べれば、女性医師は高い方である（図18）。また、

女性の医師国家試験合格率は男性より平均して６％高

く（図19）、医師の行政処分例の数を比較すると、

女性医師は約３％で、一般犯罪の処分例の女性の割合

に比べると少なくなっている（図20）。数字から見

る限り、女性医師の倫理性は一般的に高いものと推察

される。これは職業の選択肢が男性に比べ女性では少

ないことが影響しているのではないかと思われる。 

 

３.　医療関連施策の動向 

依頼論文

医療統計から見た30年 

* 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課 

中 谷 祐貴子 * 
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【要　　　旨】

医療統計データ等から、この30年の医療の状況変化を紹介するとともに、近年増加を続けている女性医師の

動向と、医療制度改革のうち主な施策についての最新の状況を紹介する。 

－19－ 



　最後に近年の医療関連施策の動向について紹介する。

まず、医療計画の見直しについてみると、2003年の

８月末までに届けられたその他病床の構成割合は、一

般病床が約7割であった（図21）。医療計画見直しの

検討会では、医療施設の人員配置基準の見直し、高額

医療機器の適正な設置、専門医の配置基準の制定等が

議論になっている。 

　次に、今年度より必修化された医師臨床研修の最近

の状況についてみると、2003年10月までに臨床研修

病院は1000病院に達する見込みである（図22）。

2003年９月30日に行われたマッチングの中間公表で

は９割以上の学生、病院が参加し、学生に１位で希望

されているプログラムは75％に達している（図23）。

北海道では、例年どおりかやや増加の見込みと予想さ

れている。臨床研修費に係わる費用については、研修

医の平均手当は同年代の看護師と比較しても低く、年

収360万、月30万の手当に満たない研修医が平成15

年採用者でも８割以上おり（図24）、2003年末迄に

は増額するか否かを含め、今後の方向が固まる予定で

ある。 

　また、2004年4月の診療報酬の改定に向けても、臨

床研修について検討されており、医療機関の教育機能

をどう評価するかが論点となっている。2003年４月

に開始されたDPC（包括評価）については、導入後

の評価などが検討課題となっている。また先ごろ国民

医療費の将来推計の新しい推計値がある会議で提示さ

れたが、この10年で2025年医療費推計は141兆円か

ら70兆円と約半分に減少している（図25）。次期診

療報酬の改定の内容については、2004年当初には概

要がまとまる予定である。 

 

まとめ 

　統計データによると、この30年で、施設、医療従

事者については十分数に確保されつつあり、１件あた

りの医療費は約３～４倍に増加した。国民所得に占め

る医療費の割合は８％を超え、今後、医療制度改革で

は、医療現場に対して、一層の効率化と質の向上とを

求める方向に進んでいる。こうした改革に対しては、

若手の人材育成や医療機関相互の連携などソフト面の

充実が重要になってくるものと思われる。 

図３ 

図２ 

図１ 
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図９ 

図８ 
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司会を務める千葉茂教授、野村紀子教授 

開学30周年記念フォーラム 
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平成15年11月5日 「旭川医科大学30年の光跡」開催 
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吉田貴彦教授 吉田晃敏教授 

司会を務める塩野寛副学長 

開学30周年記念式典 

地域貢献報告 
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学　長 

清水哲也  

副学長（教） 

東　匡伸  
副学長（医） 

水戸廸郎  

副学長（教） 

安孫子　保  
副学長（医） 

久保良彦  
副学長（教） 

片桐　一  

図書館長 

内田倖喜  
図書館長 

片桐　一  
図書館長 

宮岸　勉  

 

 

  

第四代学長 

平成3年～9年

1991～1997

歴代役職者 
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学　長 

久保良彦  

副学長（教） 

片桐　一  
副学長（医） 

牧野　勲  

図書館長 

岩渕次郎  
図書館長 

松嶋少二  

図書館長 

黒島晨汎  
図書館長 

山内一也  

第五代学長 

平成9年～15年

1997～2003
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学　長 

八竹　直  

副学長（教） 

塩野　寛  
副学長（医） 

石川睦男  

図書館長 

山内一也  
図書館長 

小川勝洋  

第六代学長 

平成15年～

2003～
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清水哲也  
平成3年7月1日 

　　～平成9年6月30日 
 
 

久 保良彦  
平成9年7月1日 

　　～平成15年6月30日 

八竹　直  
平成15年7月1日～ 

［学長］

平成

6
年度

平成

3
年度

平成

7
年度

平成

8
年度

平成

9
年度

平成

10
年度

平成

11
年度

平成

12
年度

平成

13
年度

平成

14
年度

平成

15
年度

（教）東　匡伸  
 

（医）水戸廸郎  
　　 平成3年8月1日～平成7年7月31日 

（教）安孫子　保  
　　平成7年8月1日～平成8年6月15日 

（医）久保良彦  
　　平成7年8月1日～平成9年6月30日 

（教）片桐　一  
　　平成8年6月16日～平成15年7月31日 

内田倖喜  
平成3年7月1日～平成7年3月31日 

片桐　一  
平成7年4月1日～平成8年6月15日 

宮岸　勉  
平成8年6月16日～平成9年3月31日 

岩渕次郎  
平成9年4月1日～平成11年3月31日 

松嶋少二  
平成11年4月1日～平成12年3月31日 

黒島晨汎  
平成12年4月1日～平成13年3月31日 

山内一也  
平成13年4月1日～平成15年7月31日 

小川勝洋  
平成15年8月1日～ 

（医）牧野　勲  
　　平成9年7月1日～平成15年7月31日 

（教）塩野　寛  
 

（医）石川睦男  
　　平成15年8月1日～ 

［副学長（教）・（医）］ ［図書館長］

 

1991

2003

1994

歴代役職者在任期間 
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この10年のトピックス 

看護学科設置 
 

平成8年4月5日 
第一回看護学科入学式挙行 
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清水学長のあいさつ 



看護学科棟第一期工事完了 看護学科棟完成 

平成11年6月9日　看護学科完成式典挙行 

司会を務める 
野村紀子看護学科長 
 

日野原重明 
聖路加看護学園理事長 

日野原重明聖路加看護学園理事長講演 

看護学科棟完成 
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この10年のトピックス 

附属病院・遠隔医療センター設置 

完成式典にて、ハーバード大学と接続し、説明する吉田晃敏・遠隔医療センター長 

平成11年3月26日　附属病院に遠隔医療センター棟落成 
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附属病院・病棟診療棟完成 
 

病棟完成記念講演会 
「21世紀における医学教育について」 

佐藤達夫・東京医科歯科大学副学長 司会を務める牧野勲病院長 

工事中の附属病院東病棟 完成した附属病院東病棟 

 

平成13年9月5日　附属病院・病棟診療棟完成記念式典挙行 
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旭川医科大学の沿革 昭和48年～平成15年 
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はじめに 

　旭川医科大学は1973（昭和48）年9月、医学部医学科のみの単科大学として誕生し、その後、幾多の試練を経ながらも着実に

研究・教育・診療体制を充実・発展させてきた。開学20余年を経た1996（平成8）年には新たに看護学科が創設され、２学科体制

となった。両学科とも大学院を擁し、2003（平成15）年、開学30周年を迎えた。本学の主な出来事は後掲の関連年表に、講座・学

科目をはじめ各部局の沿革はそれぞれ当該のページにゆずり、ここでは、本学のあゆみを巨視的に概観しておこう。 

 
日本近現代史のなかの医師 
　江戸時代までの日本では、医療の担い手である医師の養成に国家が積極的に介入することはなかった。明治になり中央集権

国家が樹立されるとともに、それも国策の一環と位置づけられるようになり、主としてドイツをモデルにひな型が確立した。

1906（明治39）年には「医師法」が制定され、医師の資格や業務が法的に明確になった。明治から大正を経て昭和の戦前期まで、

医師の養成機関といえば大学と専門学校の二本立てであった。すなわち、７つの帝国大学医学部と６つの官立医科大学、慶応・

慈恵・日本医大などの私立大学医学部・医科大学、それに医学専門学校が各地にあった。 

　戦時体制が強化されるにつれ、官立の大学医学部・医科大学に軍医養成機関として臨時医学専門学校が附置されるようにな

り、さらに太平洋戦争中の1942（昭和17）年から終戦にかけて、軍医のさらなる不足に対処するために医師速成教育を目的と

する医学専門学校が急速に各地に新設された。 

　終戦直後には、多くの医療施設の破壊・閉鎖により医療の提供は困難を極めた。こうした中で1948（昭和23）年、医療施設の

要件などを定めた「医療法」、医療従事者の資格・身分などを定めた新しい「医師法」や「歯科医師法」、「保健婦助産婦看護婦法」

が制定されるなど、医療の新しい基盤づくりが進められた。医師・看護婦などの医療従事者は国家試験合格を経て授与される

国家資格となった。また、この新たな「医師法」により医師養成は専門学校では認められず大学に一本化された。それと前後し

て戦前からの医学専門学校の多くが相次いで大学医学部・医科大学に昇格した。 

　その後、国公私立あわせて46大学による医師養成体制が1960年代までつづいた。入学定員は1960（昭和35）年までは3000

人以下であったが、前年における国民皆保険制度の実施に伴って医療ニーズが急激に増大したことなどにより、医師が不足ぎ

みになってきた。それに対処すべく同年から定員が徐々に増加して、1965（昭和40）年には約4000人となった。それでも医師

の慢性的不足傾向はつづいた。 

 
旭川医科大学開学へ 

　1970（昭和45）年、佐藤栄作内閣のときに医師養成政策の大転換が行われた。同年、1985（昭和60）年までに人口10万あたり

150人の医師を確保するという行政目標が立てられ、医学部・医科大学の新設が積極的に図られることになった。 

　医療過疎地を抱え医師不足に悩んでいた北海道でも、全道をあげて、北大に次ぐ第二の国立大医学部の誘致に積極的に動い

た。とりわけ道北・道東の医療過疎地の解消と医療水準の向上は至上命題であった。わが旭川医科大学もそうした流れの中で

誕生したわけである。候補地として釧路と旭川が最後までしのぎを削ったが、文部省は、1972（昭和47）年1月、旭川に設置する

ことを正式に決定した。 

　当初は1973（昭和48）年４月開学の予定であったが、設置の前提となる「国立学校設置等の一部を改正する法律」の国会審議

が大幅に遅れたため、開学は９月にずれ込み、授業開始は11月であった。入学定員は100名。この年のみ入学試験は10月に実施

されたが、次年度からは当時の国立大学二期校のひとつとして３月下旬に実施された。この1973（昭和48）年といえば、読売巨

人軍がプロ野球９年連続日本一という偉業を成し遂げた年として知られるが、反面、第一次オイルショックとそれに伴う狂乱

物価が国民生活を襲った年でもあった。 

　この年から政府の無医大県解消計画も積極的に進められた。こうして新設された医学部・医科大学は、本学を含め、1979（昭

和54）年までに国立17、私立16に達した。そして1981（昭和56）年には医学部入学定員がなんと8350人に達した。人口10万に

対して150人の医師を確保するという目標は当初の計画を２年前倒しにしたかたちで実現した。近年ではむしろ医師の養成

は抑制ぎみであり、本学においても、1979（昭和54）年には医学科入学定員が120名に増えたが、その15年後の1989（平成元）

年には当初の100人に戻されている。ちなみに、他大学を卒業してから医師をめざす人材が年々増えていることに鑑み、2000

（平成12）年度からは、１学年の定員枠100名を維持したままで２年次後期編入学試験（募集人員5名）も実施されている。 
 
仮学舎から現在地へ 

　開学当時はまだ現在地（旭川市緑が丘）の講義実習棟は完成しておらず、最初の約半年間は北海道教育大学付属旭川小学校

の旧校舎（旭川市北門町）を仮学舎として授業が展開された。現在地に移転したのは翌1974（昭和49）年5月である。同年にはま

－35－ 
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た、体育館・福祉厚生施設・中央機械室なども竣工した。さらに翌1975（昭和50）年には本部管理棟・基礎臨床研究棟・動物実験

施設・ＲＩ研究施設が竣工し、これ以降も諸施設は順調に整備されていった。 

 
講座・学科目の整備・充実・改組 
　後掲の年表にあるように、開学当初は８講座（基礎５・臨床３）・９学科目（いずれも一般教育）体制であったが、1974（昭和49）

年に７講座（基礎４・臨床３）・１学科目が追加、さらに1975（昭和50）年に７講座（基礎４・臨床３）、1976（昭和51）年に６講座

（いずれも臨床）、1977（昭和52）年に２講座（基礎１・臨床１）が追加され、これ以後、基礎14講座・臨床16講座・一般教育10学

科目体制がしばらく続いた。 

　その後、時代のニーズに即応させるべく、1985（昭和60）年に歯科口腔外科学講座、1988（昭和63）年に臨床検査医学講座が

それぞれ追加された。さらに平成に入ると、初めての寄附講座である臨床薬理学講座が1993（平成５）年から６年間にわたっ

て置かれた。 

　1996（平成８）年には新たに看護学科が設置され、基礎看護学・臨床看護学・地域保腱看護学の三大講座体制がスタートした。

一般教育の学科目として同年に数理情報科学、翌年に生命科学が増設されたのも、看護学科設置に伴う教官定員増によるもの

であった。さらに、2002（平成14）年には臨床に救急医学講座が設けられた。 

　ここ数年は、学問分野の進展等に合わせて講座・学科目の改称や統廃合も進んできた。2000（平成12）年には細菌学講座を微

生物学講座に、2002（平成14）年には耳鼻咽喉科学講座を耳鼻咽喉学・頭頸部外科学講座にそれぞれ改称した。また同年、看護

学科では三大講座体制を一大講座体制に統合した。さらに2003（平成15）年には衛生学講座と公衆衛生学講座とを合わせて健

康科学講座に改組、また、教官定員削減に伴って学科目哲学を廃止し学科目歴史を歴史・哲学と改称した。 

 
附属施設等の整備・充実 

　早くも1976（昭和51）年には体育館や基礎臨床研究棟が増築された。これを皮切りに以後たびたび施設の増改築が行われて

きた。野球場・テニスコートの竣工は翌1977（昭和52）年であった。1978（昭和53）年には附属図書館が竣工した。同年には動

物実験施設も設置された。以下、1980（昭和55）年の学長棟・副学長棟・局長棟・職員研修施設棟竣工、翌1981（昭和56）年の弓

道場・実験実習機器センター竣工とつづき、1983（昭和58）年ともなると、体育館２階にトレーニング・コーナー、ＲＩ施設に有

害廃液焼却施設が設けられるなど、きめ細かな整備が進んだ。1984（昭和59）年には学生の健康管理にとって重要な保健管理

センターが設置され、翌年に竣工した。1988（昭和63）年には５階建の臨床研究棟が竣工した。さらに、1999（平成11）年には

情報処理センター、2001（平成13）年に医学教育実践指導センターなど、時代のニーズに即応した施設が着実に整備されて今

日に至っている。 

　ここで入試制度の変化と本学の対応についてまとめておこう。既述のように本学は、発足当初は国立二期校に属し、3月下旬

に入学試験が行われていた。1979（昭和54）年、国公立大学共通一次試験の実施に伴って一期・二期の区別がなくなり、各大学

独自の二次試験は３月上旬に一本化された。このとき本学では、他の多くの大学とともに試験の中に面接と小論文を導入した。

さらに1992（平成4）年には、大学入試センター試験の実施に伴って国公立大学入試日程に分離分割方式が導入され、本学独自

の2次試験も前期（2月下旬）と後期（３月中旬）の二本立てとなった。さらに、意欲に燃えた優秀な現役生を確保すべく1998（平

成10）年度には推薦入学制度を導入した。そして2002（平成14）年度には、基礎学力に加え医療従事者としての適性と十分な

意欲を持つ人材を選抜するための、AO（アドミッション・オフィス）入試が導入された。国立大学医学部では初のAO入試であ

る。それを実施する母体として、同年度にアドミッションセンターが発足し、専任の教授・助教授が置かれた。 

　 
附属病院の整備・充実 

　本学附属病院の建設が着工されたのは1974（昭和49）年3月であり、工事半ばの翌75年4月には附属病院創設準備室が設置

されて活動を開始した。そして1976（昭和51）年の11月、附属病院が15診療科・６部の陣容でオープンした。ここに本学は、研

究・教育・診療の三拍子揃った医科大学として名実ともに本格的な活動を開始したのである。開院当初の病床数は327床であ

った。防災センター、段差のないアプローチ、ゆとりのある玄関ホール、各階の憩いの場デイルーム、書類・薬・医療材料等の迅

速な移動のための気送管・ボックスコンベア、カルテの集中管理、一般用・障害者用・配膳用・非常用など用途別のエレベーター、

中央集塵装置など、当時としては画期的な工夫が随所に盛り込まれていた。看護婦宿舎もほぼ同時期に竣工した。こうして一

応の完成を見た附属病院であったが、同年に早くも増築が始まり、以後たびたび増改築が行われた。 

　1986（昭和61）年には病理部が設置された。翌1987（昭和62）年には屋外リハビリテーション施設が竣工した。1989（平成元）

年に輸血部、1992（平成４）年に救急部、1998（平成10）年には医療情報部が設置された。1999（平成11）年には他大学に先駆け
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た新たな施設として遠隔医療センターが竣工し、そして2000（平成12）年には治験支援センターが設置された。こうして院内

の諸施設が充実していき、2001（平成13）年には待望の新病棟が完成し、９月に記念式典が挙行された。さらに、2002（平成14）

年には総合診療部、2003（平成15）年には周産母子センターと経営企画部というように、時代のニーズに即応する診療体制が

ますます整備されてきた。 

 
日本近現代史のなかの看護婦・助産婦・保健婦 

　のちの助産婦にあたる産婆は既に江戸時代には職業として確立されていた。1899（明治32）年には「産婆規則」が制定され、

業務や資格が制度化された。これに対し看護婦のほうは、江戸時代以前の日本では病院医療が未発達だったために職業として

の確立は遅れた。ようやく1885（明治18）年頃から１年半ないし2年制の看護学校が設立され始め、本格的な看護婦の登場とな

った。 

　看護婦が女性特有の職業として広く知られ評価を高めたのは、日清・日露戦争における日赤（日本赤十字社）看護婦の救護活

動によるところが大きい。大正時代には衛生思想の普及とともに病気に対する一般国民の理解が進み、看護婦の需要は拡大し

た。質的に差が大きく役割もあいまいな看護婦であったが、1915（大正４）年、「看護婦規則」の制定により、各府県で異なって

いた資格制度が統一され、養成教育施設の標準が示された。 

　保健婦は保健指導にあたる職業女性であり、もともとは公衆衛生婦や巡回看護婦の名で呼ばれていたが、1937（昭和12）年、

「保健所法」が制定され各地に保健所が設けられるとともに、保健婦という名称で初めて法的に位置づけられた。さらに1941

（昭和16）年の「保健婦規則」で、保健婦も看護婦に準じて資格の全国的統一がなされた。 

　これら「産婆規則」「看護婦規則」「保健婦規則」は、戦後の1948（昭和23）年に「保健婦助産婦看護婦法」に一本化され、同時に

これら３職種の免許資格が厳しくなった。看護婦・保健婦・助産婦の免許は文部大臣または厚生大臣の指定した学校・養成所を

卒業し国家試験に合格した者に与えられることになった。2002（平成14）の法改正により、男性の看護士・保健士と合わせ、呼

称は保健師・助産師・看護師と改められた。 

 
看護学科の創設・整備・充実 

　1959（昭和34）年、「国民健康保険法」の改正によってすべての国民が医療保険に加入できるようになった。こうして日本は、

いわゆる国民皆保険の時代に入った。ところが、この皆保険の実現は医療ニーズの急速な増大をまねき、看護婦の慢性的な供

給不足をもたらした。そのため看護婦には、低賃金でありながら激務を強要されがちな状況がつづいたが、1992（平成4）年、「看

護婦等の人材確保の促進に関する法律」が制定され、看護職者の安定的な供給がめざされた。 

　ちょうどその頃、医療の高度化・複雑化も急速に進展し、文部省・厚生省・日本看護協会・各種関連学会などは、連携して、医療

の高度化・複雑化に即応できる優れた知識と技術を持った看護職者の育成を期するようになった。こうして、看護教育の中心

は急速に、従来の専門学校から短大へ、さらに4年制大学へとシフトしてきた。そういう流れの中でわが旭川医科大学看護学科

は、平成8（1996）年、全国43番目の4年制大学看護学科として誕生した。1年次入学定員60名に加え、1998（平成10）年度から

は3年次編入学定員10名で今日に至っている。 

　発足当初は基礎看護学・臨床看護学・地域保健看護学の三大講座体制であったが、2002（平成14）年、各講座の有機的な連携

を図り円滑な運営をめざすために、看護学講座という一大講座に統合された。 
 
地域貢献と国際交流の活発化 

　大学には常に、地域に開かれた存在であることが要請されている。とりわけ税金を主財源としている国立大学の場合、地域

社会への貢献は必須であろう。とりわけ医学部は、患者の診療を行うだけでなく周辺地域住民の疾病予防・健康管理へのニー

ズにも積極的に応えてこそ、その存在意義が格段に大きくなる。地域貢献の一環として本学では既に、1986（昭和61）年９月に

公開講座を開始し、地域住民の疾病予防や健康管理に貢献してきた。この伝統を活かして、2000（平成14）年には、地域住民の

生涯学習のニーズ等にも応えるため、新たに旭川医科大学派遣講座を開始した。毎年200種類以上の講演メニューが用意され

ている。 

　また、急激に進展する国際化の波の中にあって、2000（平成12）年には、本学とアメリカ合衆国ジョージア州にあるマーサー

大学、中華人民共和国江蘇省にある南京中医薬大学との間に、それぞれ学術交流に関する協定が締結された。その主な内容は、

教員および研究者の交流、学生の交流、共同研究、学術資料・刊行物および情報等の交換である。さらに看護学科では、2003（平

成15）年から、ＪＩＣＡ（国際協力事業団）による母子保健人材育成コース研修事業に積極的に参画し、研修学生を主としてア
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フリカ・中南米諸国から受け入れ、大きな成果を収めている。 

 
近年の相次ぐカリキュラム改革 

　医師・看護師などの医療人の養成は、他の職業人の場合とは異なり、国策の一環であるという面が極めて強く、どの養成機関

で学ぶにしても国民の医療ニーズに即応できる一定の水準に達している必要がある。そのような観点に立ち、全国に80ある医

学部医学科では、2002（平成14）年度から、文部科学省の「医学・歯学教育の在り方に関する調査研究協力者会議」が策定した「医

学教育モデル・コア・カリキュラム」にそって、ほぼ同一の内容の講義・実習が展開されている。この全国共通のカリキュラム（通

称コアカリ）に準拠すれば、教員も学生も、医師国家試験まで無理・無駄・むらのない教育や学習を行うことができるわけであ

る。本学医学科のカリキュラムも、このコアカリの影響で大きく改革された。 

　本学医学科では過去にもたびたび、社会の変化等に即応してカリキュラムの微修正を繰り返してきたが、1999（平成11）年

度からは、従来のものを一新する全く新しいカリキュラムとなった。１コマ100分授業を60分授業に改めて密度の濃い授業展

開を期し、早期体験実習、問題解決型の医学チュートリアルなど、低学年から具体的・実践的な教育を重視するようにした。ま

た、一般教育の選択科目を大幅に増やし、しかも選択科目と必修科目のメリハリも利かせた。これらはいずれも上述のコアカ

リの精神の先取りしたものである。さらに、コアカリ正式導入後の2002（平成14）年には、従来の不備を是正すべく再度のカリ

キュラム改革を断行した。 

　一連の改革に際し、本学では、臨床実習の改革の一環として、他大学に先駈けてクリニカル・クラークシップを導入し、2003

（平成15）年度から実施している。また、2002（平成14）年には、医学教育実践指導センターに所属する施設としてスキルズ・ラ

ボラトリーが竣工した。このラボラトリーは、学部学生および研修医に必須の基本的手技に関する技能教育、医師の生涯教育

における高度技能習得の援助、看護師・救急救命士など医療従事者の技術教育、一般市民の基本的救急救命処置の実習などに

関する技術的指導を援助、ならびに教材の開発を目的として設立されたものである。 

　なお、看護学科にあっては、まだ全国共通のコア・カリキュラムは定まっていないが、創設当初から不断にカリキュラム見直

しの作業を独自に進めてきた。そして、創設4年を経て初めての卒業生を送り出した2000（平成12）年、国民の医療ニーズ等を

ふまえた、いっそう特色のある斬新なカリキュラムが実現した。 

 
国立大学法人化へ 

　国の財政が逼迫している折から、どの大学にも効率の良い管理・運営体制が求められている。全国の国立大学は「競争的環境

の中で個性輝く大学」のキャッチフレーズのもと、2004（平成16）年度から法人化されることになった。空前絶後の大改革とい

ってよい。本学でも目下その準備に追われ、2002（平成14）年には国立大学法人移行準備室を立ち上げた。研究戦略室や教育支

援室も、この法人化を睨んで新たに設置された。 

　公立・私立も含め全国の医学部は、一方では上述の共通コア・カリキュラムに縛られて個性を打ち出しにくくなりながらも、

他方では、競争的環境の中で個性輝く大学として生き残りを模索することが求められてきている。近年、本学では、周辺大学と

の統合や連合が取りざたされ、その模索も繰り返されたが、当面は、小回りの利く単科医科大学として存続することになった。

教育・研究・診療のいっそうの充実のみならず、さまざまな地域貢献・国際交流も新たに求められている。そんな大きな期待と

若干の不安とが交錯する中で、2003（平成15）年11月、本学の開学30周年記念式典は挙行された。（文責／歴史・哲学／近藤均） 
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旭川医科大学年表 

●旭川医科大学の主要な出来事 ●国内外の主要な出来事

 

　 8/20　  北海道知事が医大誘致場所を旭川市に決定する 

　 9/ 2　  国立医科大学北海道誘致期成会が、道内の地方自治体・各種団体を結集し

　　　　    て設立される 

 

 

　 1/11　  47年度予算原案をめぐる大臣折衝で、国立医大創設準備費の復活と北海 

　　　　　 道（旭川市）、山形、愛媛の医大（医学部）設置が決定される 

　 5/ 1　　文部省が旭川医科大学創設準備事務を北大学長に委嘱する 

　　　　　 文部省が北海道大学に旭川医科大学創設準備要員として教授2名、事務官

　　　　　 3名の定員を配置する 

　 6/22　  文部省に医科大学（医学部）設置準備会が設置される 

　 7/ 1　　旭川医科大学創設準備室が北海道大学内に設置される 

　　　　　 旭川医科大学創設準備室長に北大教授として山田守英（学長予定者）、事務 

　　　　　 長に山本義和が発令、また北大助教授笹森秀雄（進学課程責任者予定者）

　　　　　 が同室勤務（兼務）を命ぜられる 

　 8/29　  財団法人国立旭川医科大学設置協力会が設置される 

  12/18　  旭川医科大学仮校舎（旧北海道教育大学附属旭川小学校）の改修工事着工 

                する（48．2．10完工） 

 

 

　 2/ 1　　昭和48年度旭川医科大学の入試要項を発表する 

　 2/ 3　　市立旭川病院のうち研究室（本学暫定施設として使用予定）の改修工事着工    

　　　　　 する（48．3．31完工） 

　 3/16　  北大教授として黒田一秀（旭川医科大学医学部附属病院長予定者）が発令

　　　　　 される 

　 4/ 1　　旭川医科大学創設準備室が北大事務局より旭川市北門町の仮校舎に移転 

                する 

　 5/ 7　　旭川医科大学校舎新営工事の起工式を現地で挙行する 

　 9/25　　参議院本会議において「国立学校設置法等の一部を改正する法律」が可決 

　　　　　 成立する（9．29公布施行） 

　 9/29　　旭川医科大学が設置される（昭和48年法律第103号） 

　　　　　 8講座（解剖学第一・生理学第一・生化学・病理学第一・細菌学・内科学第一・ 

　　　　　 外科学第一・泌尿器科学）、9学科目（哲学・歴史・心理学・社会学・物理学・化 

　　　　　 学・生物学・英語・ドイツ語）が開設される 

　　　　　 学長山田守英、開設の講座・学科目の各担当教官、事務局長前田清一およ

　　　　　 び事務局等の事務官が発令される 

  10/17　  第1回の教授会を開催する 

  10/21　  48年度入学試験（第1回）を旭川工業高等専門学校、旭川東高等学校、旭川 

　　　　　 西高等学校の3会場で実施する（志願者1,685名、受験者1,620名） 

  10/29　  48年度入学試験合格者を発表する（101名） 

  11/ 5　   48年度入学式（第1回）を仮校舎講堂において挙行する（入学者男95名、女

　　　　　 5名、計100名） 

  11/ 6　   授業を開始する 

  11/20　  旭川医科大学開学記念式典および祝賀会が開催される 

  11/　　   設置協力会建設の本学教職員宿舎Ａ棟（20戸）およびＢ棟（30戸）が竣工 

 

　 5/14　横綱大鵬引退 

　 6/17　沖縄返還協定調印 

　 8/16　株価大暴落（ドルショック） 

 

 

　 2/ 3　 冬季オリンピック札幌大会開催 

　 2/28　連合赤軍浅間山荘銃撃戦終結 

　 3/21　高松塚古墳で極彩色壁画を発見 

　 4/16　ノーベル賞作家川端康成自殺 

　 5/15　沖縄の施政権返還、沖縄県発足 

　 6/ 5　 第1回国連人間環境会議開催（ストックホルム） 

　 7/ 7　 田中角栄が首相に就任 

　 8/26　第20回オリンピックミュンヘン大会開催 

　 9/29　日中共同声明調印、国交正常化 

  11/ 5　 上野動物園で中国政府寄贈のパンダ初公開 

 

 

 

 

 

　 1/27　米政府・南ベトナム政府などがベトナム平和

　　　　  協定調印（パリ） 

　 2/15　外国為替が変動相場制へ移行 

　 4/24　組合闘争による電車遅延のため首都圏の38 

　　　　  駅で通勤客らが暴徒化 

　 5/ 6　 4歳馬ハイセイコー10戦連勝 

　 5/15   ドイツ民主共和国（東独）と国交樹立 

　 8/ 8　 韓国の有力政治家金大中が東京のホテルか 

　　　　  らKCIA（韓国中央情報部）により誘拐（金大

　　　　  中事件） 

　 9/15　中央線国電に老人・身体障害者優先席（シル

　　　　  バーシート）登場 

  10/ 6　 エジプト・シリアが進撃しイスラエルと交戦、 

　　　　   第4次中東戦争始まる 

  10/23　第1次石油危機（オイルショック）始まる 

  10/23　江崎玲於奈がノーベル物理学賞受賞 

  11/ 1　 プロ野球読売巨人軍が9年連続日本一（Ｖ9）

　　　　  を達成 

  11/29　熊本市の大洋デパートで火災、死者103人 

  12/22　国民生活安定緊急措置法・石油需給適正化法

　　　　  を公布・施行 
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●旭川医科大学の主要な出来事●国内外の主要な出来事

 

　 2/28　  本学と旭川市との問で関連教育病院協定書を締結する 

　 3/27　  附属病院の建設工事着工する 

　 3/　　　講義実習棟新営（4階・6,689㎡）並びに中央研究棟新営（3階・1,461㎡）工

　　　　　 事が竣工する 

　 4/ 1　　新たに7講座（解剖学第二・生理学第二・薬理学・病理学第二・内科学第二・ 

　　　　　 小児科学・産婦人科学）と1学科目（数学）が開設される 

　　　　　 附属病院創設準備のため主幹が置かれる 

　 4/20　  昭和49年度入学式を仮校舎講堂において挙行する（入学者男92名、女9名、

　　　　　  計101名） 

　 5/ 9　　校舎の一部完成により、仮校舎よりの移転を完了する 

　 6/ 7　　本学に副学長2名、参与若干名を置くこととなる 

　 8/　　　体育館新営（1階・1,082㎡）および福利厚生施設新営（2階・1,848㎡）工事 

　　　　　  が竣工する 

　 9/25　　福利厚生施設内の食堂・喫茶・売店が開店する 

　 9/　　　中央機械室新営工事（2階・1,613㎡）が竣工する 

  10/16　　副学長に下田晶久（教育研究および厚生補導担当）および黒田一秀（医療 

　　　　　  担当）が発令される 

  10/　　　 設置協力会建設の本学教職員宿舎Ｃ棟（30戸）およびＤ棟（20戸）が竣工

　　　　　 する 

 

 

　 2/20　　参与に黒川利雄、丹羽貴知蔵、日野原重明、広瀬経一、盛永　要が発令される 

　 3/18　　文部省に国立医科大学附属病院創設準備事務連絡協議会が設置される 

　 4/ 1　　 新たに7講座（衛生学・公衆衛生学・寄生虫学・法医学・外科学第二・整形外

　　　　　 科学・眼科学）が開設される 

　　　　　  附属病院創設準備室が設置される 

　 4/18　　昭和50年度入学式を体育館において挙行する（入学者男91名、女9名、 

　　　　　 計100名） 

　 6/　　　本部管理棟新営工事（2階・1,280㎡）が竣工する 

　 7/12　　白菊会旭川医科大学支部が発足する 

　 7/　　　基礎臨床研究棟新営工事（8階・9,939㎡）が竣工する 

　 9/24　　第1回医大祭「創造から想像へ」を開催する 

　 9/　　　動物実験施設新営（3階・1,172㎡）およびＲＩ研究施設新営（2階・900㎡）

　　　　　 工事が竣工する 

　10/　　　設置協力会建設の本学教職員宿舎Ｅ棟（30戸）が竣工する 

　11/ 7　　昭和50年度解剖体追悼法要（第1回）を挙行する 

 

 

　 3/　　　体育館増築（1階・194㎡）および基礎臨床研究棟増築（8階・256㎡）工事が

　　　　　 竣工する 

　　　　　 陸上競技場（サッカー場、ラグビー場を含む）および近文墓地内の納骨堂 

                が竣工する 

　　　　　 体育館2階のスペースに武道場を仮設する 

　 4/ 1　　新たに6講座（内科学第三・精神医学・皮膚科学・耳鼻咽喉科学・放射線医　

　　　　　 学・麻酔学）が開設される                                                                                                                                                                                                                                      

 

　 2/25　衆院予算委で商社の売惜しみや石油会社の

　　　　  便乗値上げなどを追及 

　 3/12　小野田寛郎元少尉、フィリピンのルバング 

　　　　  から29年ぶりに帰国 

    6/10　東京国立博物館で開催中のモナ 

　　　     リザ展の入場者が150万人を突破 

　 8/ 8　 ニクソン米大統領がウォーターゲート事件 

　　　　  により辞任 

　 8/29　 池田理代子作「ベルサイユのばら」宝塚歌劇 

　　　　   団月組により初演、「ベルばら」ブーム 

  10/ 8　  前首相佐藤栄作のノーベル平和賞受賞が決　 

   10/14　 後楽園球場で巨人軍長嶋茂雄の引退セレモ

　　　　   ニー 

  12/ 9　 金脈問題により辞任した田中角栄に代わり

　　　　   三木武夫が首相に就任 

 

 

 

 

 

 

　 3/10　東海道・山陽新幹線が東京・博多間全通 

　 5/ 3　ベトナム戦争終結 

　 5/ 7　 エリザベス英女王夫妻来日 

　 5/16　田部井淳子が女性として世界初のエベレス

　　　　　ト登頂に成功 

　 7/16　東京江戸川区で六価クロムによる土壌汚染

　　　　  が問題化 

　 7/19　沖縄国際海洋博覧会開催 

　 8/23　日本最長（8489メートル）の中央自動車道恵

　　　　  那山トンネルが開通 

　 9/30　天皇・皇后が初の訪米に出発 

  10/ 6　 第29回世界医師会総会が東京で開催 

 

 

 

 

 

　 1/ 6   京都平安神宮の本殿・内拝殿などが過激派の 

　　　　  放火により全焼 

　 1/31　日本初の五つ子が鹿児島市で誕生 

　 2/ 4　ロッキード社が多額の航空機売り込み工作 

　　　　  資金を日本政府高官などへ流した、と米上　

　　　  　院が公表（ロッキード事件の始まり） 

　 7/17　第21回オリンピックモントリオール大会開 　
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●旭川医科大学の主要な出来事 ●国内外の主要な出来事

　　　　　 事務局に部制がしかれる 

　 4/16　  51年度入学式を体育館において挙行する（入学者男97名、女3名、計100名） 

　 4/　　　福利厚生施設の一部にサークル用物品庫を仮設する 

　　　　　 公務員宿舎501棟新営工事（40戸）が竣工する 

　 5/10　  旭川医科大学に医学部附属病院が設置される（15診療科、6部） 

　　　　　  医学部附属病院長に黒田一秀が発令される 

　 5/　　　臨床講義棟新営（1階・1,444㎡）並びに中央機械室増築（2階・390㎡）工事

　　　　　 が完工する 

　 6/15　  納骨堂（近文墓地内）の入魂式を挙行する 

　 7/　　　基礎臨床研究棟増築（8階・3,236㎡）、看護婦宿舎新営（5階4,247㎡　　　

　　　　   （52年3/増築分を含む））および公務員宿舎502棟（40戸）・503棟（40戸）新

　　　　　 営工事が竣工する 

　 9/　　　附属病院新営（11階・38,266㎡（同年12月増築分1,229㎡を含む））、中央

　　　　　 機械室増築（2階・389㎡）および廃液処理室・焼却炉室新営（2階・447㎡）

　　　　　 工事が竣工する 

　10/ 1　　附属病院患者等の福利厚生上の便宜を図るため、財団法人旭仁会が設立

　　　　　 される 

　10/26　  旭川医科大学医学部附属病院開院記念祝典を挙行する 

　11/ 1　　附属病院開院し、診療を開始する 

　12/　　　附属病院増築（高エネルギー施設（1階・357㎡）およびRI廃棄物保管庫新

　　　　　 営（1階・26㎡）工事が完工する 

 

 

　 2/20　  参与に今井道雄、黒川利雄、丹羽貴知蔵、日野原重明が発令される 

　 2/　　　中央機械室増築工事（2階・185㎡）が竣工する 

　 3/　　　看護婦宿舎増築工事（5階・1,575㎡）および野球場、テニスコート（5面）が

　　　　　 竣工する 

　 4/ 1　　事務局長に三輪陽一が発令される 

　 4/15　  52年度入学式（第5回）を体育館において挙行する（入学者男89名、女12 

　　　　　 名、計101名） 

　 4/18　  新たに2講座（生化学第二・脳神経外科学）が開設される 

　 8/　　　公務員宿舎504棟新営工事（20戸）が竣工する 

　11/　　　附属病院棟増築工事（11階・3,910㎡）が完工する 

 

 

　 2/　　　附属図書館新営工事（2階・1,736㎡）が竣工する 

　 3/　　　基礎臨床研究棟増築（1階・760㎡）・本部管理棟増築（2階・898㎡）、屋外運

　　　　　 動場管理施設新営（1階・158㎡）・附属病院棟増築（119㎡）および看護婦宿 

　　　　　 舎増築（5階・1,708㎡）工事が完工する 

　 4/ 1　　医学部附属動物実験施設が設置される 

　 4/14　  53年度入学式を体育館において挙行する（入学者男86名、女15名、計　101名） 

　10/　　　附属動物実験施設増築（358㎡）およびドッグファームの新営（241㎡）工

　　　　　 事が完工する 

　11/ 1　　動物慰霊碑の入魂式を挙行する 

 

                  

　 7/27　ロッキード事件に関し、東京地検が前首相 

　　　　  田中角栄を外為法および外国貿易管理法違

　　　　  反容疑で逮捕 

　 8/20　新幹線こだま号に禁煙車登場 

　 9/ 9　 毛沢東中国共産党主席が死去 

　10/ 1　 国家公務員に週休2日制試行 

　10/29　山形県酒田市で大火、消失1200棟 

　11/10　天皇在位50周年記念式典が日本武道会で開催 

　12/18　教育課程審議会が「ゆとりある教育」を文相

　　　　  に答申 

　12/21  ジャンボ宝くじ発売（1等1000万円） 

   12/24   三木武夫に代わって福田赳夫が首相に就任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 2/10   日米漁業協定調印（200カイリ漁業水域） 

　 8/ 7　 北海道の有珠山が噴火を開始 

　 9/ 5　 巨人軍の王貞治が国民栄誉賞第1号受賞 

　 9/29   日本赤軍によるボンベイでの日航機ハイジ

　　　　  ャック事件に関し、政府が超法規的措置 

　 7/14   初の静止気象衛星ひまわりの打ち上げに成功 

 

 

 

 

 

 

　 3/16   インフルエンザ大流行（香港・ソ連型）、患者

　　　　  296万人に達す 

　 3/18   東京原宿で原色服を着て踊る若者が日曜ご

　　　　  とに増加（竹の子族） 

　 5/20   新東京国際空港（成田）開港式 

　 5/23   初の国連軍縮総会が開幕 

　 8/12   日中平和友好条約調印 

  12/ 6    福田武夫に代わって大平正芳が首相に就任 
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●旭川医科大学の主要な出来事●国内外の主要な出来事

 

　 2/20　  参与に今井道雄、黒川利雄、丹羽貴知蔵、日野原重明が発令される 

　 3/24　  第1回卒業証書授与式を体育館において挙行する（卒業生男75名、女3名、

　　　　　 計78名） 

　 3/　　   附属病院中央診療棟Ｂ増築（3階・268㎡）および危険物保管庫新営（20㎡）

　　　　　 工事が完工する 

　 4/ 1　   学生定員、20名増により120名となる 

　　　　　 大学院医学研究科が設置される 

　　　　　 参与に清水文彦が発令される 

　 4/13　  54年度入学式を体育館において挙行する（入学者男111名、女8名、計119名） 

　 4/16　  54年度大学院入学試験（第1回）を実施する 

　 4/19　  54年度大学院入学試験合格者を発表する（合格者6名） 

　 5/16　  第67回医師国家試験合格者が発表される（本学合格者73名、合格率93．6％） 

　 7/ 1　   学長に山田守英が発令（再任）される 

　 8/　　   講義実習棟2階の第3・4講義室改修および第8講義室をロッカー室に改修

　　　　　 する工事が完工する 

   12/　　   講義実習棟4階に第4実習室・心理学実習室・LL準備室の新営（502㎡）お

　　　　　 よび臨床講義棟のロビーの増築（1階・147㎡）工事が完工する 

 

 

　 3/25　  第2回卒業証書授与式を体育館において挙行する（卒業生男77名、女10名、

　　　　　 計87名） 

　 3/　　   附属病院中央診療棟Ｂ増築（3階・135㎡）、講義実習棟2階の第1・第2講義

　　　　　 室の改修および学長棟・副学長棟・局長棟・職員研修施設棟新営工事が完  

　　　　　 工する 

　 4/ 1　   事務局長に森井宏一が発令される 

　 4/11　  55年度入学式を体育館において挙行する（入学者男112名、女8名、計120名） 

  11/　　   自転車置場新営工事（60㎡）が完工する 

 

 

　 2/20　  参与に今井道雄、黒川利雄、丹羽貴知蔵、日野原重明が発令される 

　 3/25　  第3回卒業証書授与式を体育館において挙行する（卒業生男82名、女7名、

　　　　　 計89名） 

　 3/　　   講義実習棟1階の解剖学および第1・第2・第3の各実習室の改修、附属病院

　　　　　 特殊診療棟増築（3階・1,101㎡）および弓道場新営（77㎡）工事が竣工する 

　 4/ 1　   医学部附属実験実習機器センターが設置される 

　　　　　 参与に清水文彦が発令される 

　 4/10　  56年度入学式を体育館において挙行する（入学者男110名、女10名、計120名） 

　 6/　　   附属実験実習機器センター増築工事（5階・2,228㎡）が竣工する 

　 7/ 1　   学長に黒田一秀が発令される 

　　　　　 副学長に小野寺壮吉（教育研究および厚生補導担当）および吉岡　一（医 

　　　　    療担当兼病院長）が発令される 

　 8/　　   屋外運動場管理施設増築工事（1階・3㎡）が完工する 

　 9/　　   附属病院玄関棟増築工事（1階・230㎡）が完工する 

　10/ 1　   事務局長に谷本周太郎が発令される 

　10/　　   附属実験実習機器センター増築工事（3㎡）が竣工する 

 

　 1/ 1　 米中国交回復 

　 1/13   国公立大学共通1次試験、初めて実施 

　 3/26   イスラエルとエジプト、ワシントンで平和条

　　　　  約に調印 

　 3/28   米スリーマイル島原子力発電所で大量の放

　　　　  射能漏れ 

　 5/12   本州四国連絡橋尾道今治ルートの大三島橋 

　　　　  （全長328m）開通 

　 6/12　 元号法公布 

　 6/28　第5回先進国首脳会議が東京で開催（東京サ

　　　　 ミット） 

　 7/ 1　ソニー、ウォークマン（ヘッドホンステレオ）

　　　　 を発売 

　 8/ 1　 国鉄、山口線で蒸気機関車の運転再開 

　 9/ 7　 国際児童年世界会議がモスクワで開催 

　10/26   韓国大統領朴正熙暗殺 

 

 

 

　 7/17　死去した大平正芳に代わって鈴木善幸が首

　　　　  相に就任 

　 7/19　第22回オリンピックモスクワ大会開催、日・

　　　　  米などはソ連のアフガニスタン侵攻（前年　

　　　     12月）に抗議して参加をボイコット 

　 9/11　埼玉所沢の富士見産婦人科病院の乱診・乱 

　　　　  療が判明、被害届900人 

 

 

 

　 1/22　環境庁が佐渡島の国際保護鳥トキの人工増

　　　　  殖に着手 

　 3/16　臨時行政調査会初会合、「小さな政府」を提唱 

　 3/20　神戸市主催神戸ポートアイランド博覧会開幕 

　 6/15　パリ警視庁が日本人留学生を逮捕、死体切断

　　　　  し肉片を食したと話題　  

　 7/20　東京・大阪・名古屋間で電子郵便開始 

  10/16　北炭夕張新鉱でガス突出事故、93人死亡 

  10/19　福井謙一、フロンティア電子理論によりノー

　　　　  ベル化学賞受賞 
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●旭川医科大学の主要な出来事 ●国内外の主要な出来事

 

　 3/25　  第4回卒業証書授与式を体育館において挙行する（卒業生男94名、女4名、

　　　　　 計98名） 

　 3/　　   体育館増築工事（1階・6㎡）が完工する 

　 4/ 9　   57年度入学式（第10回）を体育館において挙行する（入学者男105名、女  15名、

　　　　　　 計120名） 

　10/　　   附属病院玄関棟増築工事（1階・19㎡）が完工する 

　12/　　   附属動物実験施設増築工事（2階・901㎡）が竣工する 

 

 

　 2/20　  参与に今井道雄、丹羽貴知蔵、日野原重明、山田守英が発令される 

　 3/25　  第5回卒業証書授与式を体育館において挙行する（卒業生男88名、女11名、

　　　　　 計99名） 

　　　　　 本学最初の課程博士の学位記授与式を挙行する 

　 3/　　   武道場新営（1階・424㎡）および福利厚生施設増築（1階・33㎡）工事が完工する 

　 3/　　   体育館2階の仮武道場跡にトレーニング・コーナーを設営する 

　 4/ 1　   参与に清水文彦が発令される 

　 4/ 8　   58年度入学式を体育館において挙行する（入学者男104名、女16名、計120名） 

　 6/15　  旭川医科大学開学10周年記念祝典を挙行する 

　 9/30　  本学最初の論文博士の学位記授与式を挙行する 

　10/ 1　   副学長に石井兼央（教育研究および厚生補導担当）が発令される 

　12/ 1　　事務局長に木下　明が発令される 

　12/　　　RI 研究施設の有害廃液焼却施設新営工事（46㎡）が完工する 

 

 

　 3/24　　第6回卒業証書授与式を体育館において挙行する（卒業生男80名、女15名、

　　　　　  計95名） 

　　　　　 講義実習棟増築工事（4㎡）が竣工する 

　 4/12　　保健管理センターが設置される 

　 4/13　　昭和59年度入学式を体育館において挙行する（入学者男99名、女21名、　

　　　　　  計120名） 

 

 

　 2/20　  参与に今井道雄、丹羽貴知蔵、日野原重明、山田守英が発令される 

　 3/25　  第7回卒業証書授与式を体育館において挙行する（卒業生男104名、女9名、

　　　　　  計113名） 

　 3/　　　福利厚生施設増築（1階・224㎡）、保健管理センター新営（福利厚生施設の

　　　　　 2階部分に245㎡）および動物実験施設増築（2階・83㎡）工事が竣工する 

　 4/ 1　　歯科口腔外科学講座が増設される 

　　　　　 参与に清水文彦が発令される 

　 4/ 5　　60年度入学式を体育館において挙行する（入学者男93名、女27名、計120名） 

　 7/ 1　　学長に黒田一秀が発令（再任）される 

　　　　　 副学長に石橋　宏（教育研究および厚生補導担当）および鮫島夏樹（医療                 

　　　　　 担当兼病院長）が発令される 

 

 

 

　 2/ 8　 東京千代田区のホテル・ニュージャパンで火

　　　　  災、死者32人 

　 2/ 9　 日航機が羽田沖で墜落、死者24人　　　　 

　11/27　鈴木善幸に代わって中曽根康弘が首相に就任 

　12/23　電電公社がテレホンカード使用の公衆電話 

　　　　  を開設 

 

 

 

　 4/15　千葉浦安に東京ディズニーランド開園 

　 6//26  参議院選挙、全国区は初の比例代表制 

　 7/15　任天堂がファミリーコンピュータを発売 

　 9/ 1　 ソ連空軍機が大韓航空機を撃墜、日本人28人

　　　　  を含む269人死亡 

　 9/24　ＮＨＫ朝ドラ「おしん」、最高視聴率65％を　

　　　      記録 

　10/14   宮城県で日本初の試験管ベビー誕生 

 

 

 

 

 

 

 

　 1/26　 いわゆる「ロス疑惑」にかんする週刊誌報道

　　　　   開始 

　 3/13　 宇都宮病院での精神病患者に対する違法診

　　　　   療・日常的暴行が発覚 

　 7/28　 第23回オリンピックロサンゼルス大会開催、

　　　　   ソ連圏15カ国不参加 

 

 

　 3/17　 つくば科学万博開幕 

　 3/22　 厚生省が国内エイズ患者第1号を認定 

　 4/ 1　 民営化により日本たばこ産業株式会社（JT） 

　　　　　 と日本電信電話株式会社（NTT）が開業 

　 6/15　 金の現物まがい商法の豊田商事社長刺殺　

　　　　  （被害届2万5千人余） 

　 8/12　ボーイング747SR機、群馬御巣鷹山中に墜落

　　　　  炎上、死者520人 

　10/15　ソ連書記長ゴルバチョフがペレストロイカ

　　　　  （改革）を発表 

　10/16　 阪神タイガース、21年ぶりのリーグ優勝 
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●旭川医科大学の主要な出来事●国内外の主要な出来事

 

　 3/25　 第8回卒業証書授与式を体育館において挙行する（卒業生男106名、女8名、

　　　　　  計114名） 

　 4/ 1　  事務局長に高梨正昭が発令される 

　 4/11　  61年度入学式を体育館において挙行する（入学者男97名、女23名、計120名） 

　 4/22　  医学部附属病院に病理部が設置される 

　 9/ 6　  旭川医科大学医学部附属病院開院10周年記念祝典を挙行する 

　 9/ 8　  昭和61年度旭川医科大学公開講座「思春期危機」（第1回）を開講する 

　11/　　  物品庫（体育館）新営工事（1階・89㎡）が竣工する 

 

 

 

　 2/20　 参与に今井道雄、丹羽貴知蔵、日野原重明、山田守英が発令される 

　 3/25　 第9回卒業証書授与式を体育館において挙行する（卒業生男113名、女11名、

　　　　　  計124名） 

　 3/　　  屋外リハビリテーション施設工事が竣工する 

　 4/ 1　  参与に清水文彦が発令される 

　 4/10　 62年度入学式（第10回）を体育館において挙行する（入学者男93名、女27名、 

　　　　　  計120名） 

　 7/ 1　  学長に下田晶久が発令される 

　 8/ 1　  副学長に安孫子　保（教育研究および厚生補導担当）および鮫島夏樹（医 

　　　　　療担当兼病院長）が発令される 

  11/　　  附属病院玄関棟外来食堂・喫茶室増築工事（1階・88㎡）が竣工する 

 

 

　 3/25　 第10回卒業証書授与式を体育館において挙行する（卒業生男87名、女23名、 

　　　　　  計110名） 

　 4/ 1　  事務局長に織田忠利が発令される 

　 4/ 8　  63年度入学式を体育館において挙行する（入学者男86名、女34名、計120名） 

　 5/25　  臨床検査医学講座が増設される 

　10/　　  臨床研究棟新営工事（5階・1,318㎡）が竣工する 

 

 

　 1/　　  附属病院棟増築工事（5㎡）が竣工する 

　 2/20　 参与に鈴木　茂、丹羽貴知蔵、日野原重明、山田守英が発令される 

　 3/25　 第11回卒業証書授与式を体育館において挙行する（卒業生男107名、女16名、

　　　　　   計123名） 

　 4/ 1　  学生定員、20名減により100名となる 

　　　　　参与に清水文彦が発令される 

　 4/ 7　  平成元年度入学式を体育館において挙行する（入学者男76名、女24名、 

               計100名） 

　 6/28　 医学部附属病院に輸血部が設置される 

 

 

　 2/　　  廃棄物保管庫Ｉ新営工事（1階・29㎡）が竣工する 

　 3/　　  附属病院MRI－CT装置棟新営工事（1階・465.7㎡）が竣工する 

 

　 1/28　米でスペースシャトル爆発事故 

　 2/21　長寿世界一の泉重千代、徳之島で死去（120歳 

　　　　  238日） 

　 2/26　フィリピンでマルコス大統領亡命、アキノ新 

　　　　  大統領組閣 

　 4/ 1　 男女雇用機会均等法施行 

　 4/26　ソ連でチェルノブイリ原発事故 

　11/25　三菱銀行有楽町支店前で3人組が現金輸送車    

　　　　　から3億3千万強奪 

 

 

　 2/23　日銀が公定歩合を0.5%引き下げ、超低金利時

　　　　  代到来 

　 4/ 1　 国鉄が分割・民営化されＪＲに 

　 5/ 8　 俵万智の歌集『サラダ記念日』刊行、ベストセ

　　　　  ラーに 

　 7/ 4　 閣議で生産者米価を31年ぶりに引き下げ 

　10/12　利根川進が日本人初のノーベル医学生理学

　　　　  賞を受賞 

　11/ 6　中曽根康弘に代わって竹下登が首相に就任 

 

 

 

 

　 3/13　青函トンネル開通 

　 3/17　東京ドーム落成式 

　 4/10　 瀬戸大橋開通 

　 7/ 5　 有力政治家への未公開株式譲渡に絡むリク 

　　　　　ルート事件が発覚 

　 9/17    第24回オリンピックソウル大会開催 

 

 

　 1/ 7　  昭和天皇没、平成と改元 

　 4/ 1　  消費税導入 

　 6/ 2　  竹下登に代わって宇野宗佑が首相に就任 

　 6/ 4　  中国で天安門事件（第2次） 

　 8/ 9　  宇野宗佑に代わって海部俊樹が首相に就任 

　11/ 9　  ベルリンの壁崩壊 

 

 

 

 

 

　 4/ 1　 大阪で国際花と緑の博覧会（花の万博）開幕 

　 6/29   天皇家の次男が結婚、秋篠宮家創立 

旭川医科大学研究フォーラム 7： Suppl. 2006

［昭和61年］………………………………………………………………………………………………………………………1986

［昭和62年］………………………………………………………………………………………………………………………1987

［昭和63年］………………………………………………………………………………………………………………………1988

［平成2年］………………………………………………………………………………………………………………………1990

［昭和64（平成元年）］  1月7日までは昭和64年 ……………………………………………………………………………………1989

－44－ 



 

　 3/23　　第12回卒業証書授与式を体育館において挙行する（卒業生男101名、女21名、

　　　　　　計122名） 

　 4/ 1　　事務局長に萱　昭一が発令される 

　 4/ 6　　平成2年度入学式を体育館において挙行する（入学者男79名、女21名、 

　　　　　 計100名） 

　12/　　　廃棄物保管庫Ⅱ新営工事（1階・12㎡）が竣工する。 

 

 

　 2/20　　参与に鈴木　茂、丹羽貴知蔵、日野原重明、山田守英が発令される 

　 3/25　　第13回卒業証書授与式を体育館において挙行する（卒業生男96名、女25名、

　　　　　　計121名） 

　 4/ 5　　平成3年度入学式を体育館において挙行する（入学者男84名、女16名、 

　　　　　 計100名） 

　 7/ 1　　学長に清水哲也が発令される 

　 8/ 1　　副学長に東　匡伸（教育・研究および厚生補導担当）および水戸廸郎（医療 

　　　　　 担当兼病院長）が発令される 

 

 

　 3/25　　平成3年度学士学位記授与式を体育館において挙行する（卒業生男86名、 

                女27名、計113名） 

　 4/ 1　　事務局長に樫野　豊が発令される 

　 4/10　　医学部附属病院に救急部が設置される 

　　　　　 平成4年度入学式（第20回）を体育館において挙行する（入学者男76名、 

                女24名、計100名） 

　12/　　　附属病院薬剤部当直室取設工事（16㎡）が竣工する 

 

 

　 2/20　　参与に鈴木　茂、坂東　徹、日野原重明、廣重　力、山田守英、横路孝弘が

　　　　　 発令される 

　 3/25　  平成4年度学士学位記授与式（第15回）を体育館において挙行する（卒業生

　　　　　 男95名、女20名、計115名） 

　 3/　　　附属病院洗濯室取設工事（41㎡）が竣工する 

　 4/ 9　　平成5年度入学式を体育館において挙行する（入学者男65名、女35名、 

　　　　　 計100名） 

　 5/　　　看護婦宿舎全面改修工事が竣工する 

　 6/11　　臨床薬理学（ツムラ）講座（寄附講座）が開設される（3年契約） 

　 8/ 2　　第1回大学説明会を開催する 

　11/ 5　　旭川医科大学開学20周年記念祝典を挙行する 

 

 

　 3/25　  平成5年度学士学位記授与式を体育館において挙行する（卒業生男85名、 

　　　　　 女34名、計119名） 

　 4/ 1　　事務局長に宮崎治彦が発令される 

　 4/ 8　　平成6年度入学式を体育館において挙行する（入学者男80名、女20名、計100名） 

　 4/27　  看護学科設置準備委員会を設置する 

　 5/20　  医学部附属病院に集中治療部が設置される 

●旭川医科大学の主要な出来事 ●国内外の主要な出来事

　10/ 3　 東西ドイツ統一 

　10/20   病原性大腸菌Ｏ157で幼稚園児2人死亡、Ｏ157 

　　　　   騒動の淵源 

  12/ 2　TBS秋山豊寛がソ連のソユーズTM11号で日 

　　　　  人初の宇宙飛行 

 

 

 

　 1/16　多国籍軍がイラクを攻撃し湾岸戦争勃発 

　 6/ 3　 雲仙普賢岳で大火砕流 

　 6/17 　南アフリカでアパルトヘイト（人種隔離・差別）

　　　　　 関連諸法を廃止 

　 9/17   南北朝鮮が国連に同時加盟 

　11/ 5　 海部俊樹に代わって宮沢喜一が首相に就任 

　12/21  ソビエト連邦消滅 

 

 

 

　 1/11   大学入試センター試験発足 

　 1/26   大相撲初場所で19歳5ヶ月の貴花田が史上最

　　　　   年少の初優勝 

　 4/ 1　 育児休業法施行 

　 6/15   国連平和維持活動（PKO）協力法成立 

　 7/25   第25回オリンピックバルセロナ大会開催 

 

 

 

　 1/ 1　 EC統合市場発足 

　 1/27   曙が初の外国人横綱に 

　 5/15   日本初のプロサッカーリーグ（Ｊリーグ）開幕 

　 6/ 9　 皇太子徳仁、小和田雅子と結婚 

　 7/12   北海道南西沖地震（Ｍ7.8） 

　 7/16   日本一の高層ビル横浜ランドマークタワー

　　　     （296m）オープン 

　 8/ 9　 宮沢喜一に代わって細川護熙が首相に就任 

　 9/13   イスラエル・PLOがパレスチナ暫定自治に　

　　　     合意 

 

 

 

　 1/29   政治改革関連法が成立し小選挙区比例代表

　　　　  並立制を導入 

　 4/28   細川護熙に代わって羽田孜が首相に就任 

　 6/30   羽田孜に代わって村山富市が首相に就任 

　10/13   大江健三郎ノーベル文学賞受賞 
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　 1/25　  学内LAN管理運営委員会を設置する 

　 2/20　  参与に伊藤義郎、菅原功一、日野原重明、廣重　力、山田守英、横路孝弘が

　　　　　 発令される 

　 3/24　  平成6年度学士学位記授与式を体育館において挙行する（卒業生男73名、

　　　　　 女25名、計98名） 

　４/１　　附属図書館長に片桐　一教授（併任）が発令される 

　 4/ 7　　平成7年度入学式を体育館において挙行する（入学者男67名、女33名、計100名） 

　 7/ 1　　学長に清水哲也が発令（再任）される 

　 8/ 1　　副学長に安孫子　保（教育研究および厚生補導担当）および久保良彦（医

　　　　　 療担当）が発令される 

 

 

　 3/25　  平成7年度学士学位記授与式を体育館において挙行する（卒業生男80名、

　　　　　 女19名、計99名） 

　 4/ 1　　事務局長に高橋　喬が発令される 

　　　　　 看護学科が設置される 

　　　　　 学科目に数理情報科学が増設される 

　　　　　 臨床薬理学（ツムラ）講座（寄附講座）が開設される（3年契約の更新） 

　 4/ 5　　平成8年度入学式を体育館において挙行する（入学者医学科男71名、女29 

　　　　　 名、計100名、看護学科男4名、女56名、計60名） 

　 6/16　  副学長に片桐　一（教育研究および厚生補導担当）が発令される 

　        　  附属図書館長に宮岸　勉教授（併任）が発令される 

 

 

　 2/20　  参与に伊藤義郎、菅原功一、丹保憲仁、日野原重明、廣重　力、堀　達也、 

                前原澄子が発令される 

　 3/25　  平成8年度学士学位記授与式を体育館において挙行する（卒業生男79名、

　　　　　 女17名、計96名） 

　 4/ 1　　学科目に生命科学が増設される 

                附属図書館長に岩渕次郎教授（併任）が発令される 

　 4/11　  平成9年度入学式（第25回）を体育館において挙行する（入学者医学科男

　　　　　 76名、女24名、計100名、看護学科女60名、計60名） 

　 7/ 1　　学長に久保良彦が発令される 

　 8/ 1　　副学長に片桐　一（教育研究および厚生補導担当）および牧野勲（医療担

　　　　　 当）が発令される 

 

 

　 3/25　  平成9年度学士学位記授与式（第20回）を体育館において挙行する（卒業

　　　　　 生男78名、女22名、計100名） 

　 4/ 1　　医学部附属病院に医療情報部が設置される 

　 4/10　  平成10年度入学式を体育館において挙行する（入学者医学科男73名、女 

　　　　    27名、計100名、看護学科男2名、女58名、計60名、同3年次編入女4名、計4名） 

 

 

 

●旭川医科大学の主要な出来事●国内外の主要な出来事

 

　 1/17   阪神・淡路大震災、死者5000人余 

　 3/20   東京都心部で地下鉄サリン事件 

　 4/ 9　 東京と大阪の知事、ともにタレントが当選　

　　　　  （青島幸男・横山ノック） 

　 8/ 1　 北大医学部付属病院で日本初の遺伝子治療 

　10/ 6　 薬害エイズ訴訟、和解へ 

　11/ 9　 野茂英雄が米大リーグで日本人初の新人王に 

 

 

 

 

 

　 1/11   村山富市に代わって橋本龍太郎が首相に就任 

　 2/10   北海道豊浜トンネルで巨石崩落、20人死亡 

　 4/ 1    らい予防法廃止 

　 6/ 1 　新食糧法施行、米の自由販売開始 

　 7/19   第26回オリンピックアトランタ大会開催 

　10/20   衆議院選挙が初の小選挙区比例代表並立制で

　　　　  実施 

 

 

 

 

 

　 5/27   神戸の中学校校門に小学生の切断頭部が放置、            

　　　　  酒鬼薔薇聖斗を名乗る中学生の犯行 

　 6/17   臓器移植法成立 

　 7/ 1　 香港が中国に返還 

　 8/31   ダイアナ元英皇太子妃がパリで交通事故死 

　11/17   北海道拓殖銀行の経営が破綻 

　12/ 1　 地球温暖化防止京都会議開催 

　12/16   テレビアニメ「ポケモン」を見た子供560人が

　　　　  光感受性発作 

 

 

 

 

　 2/ 7　 冬季オリンピック長野大会開幕 

　 5/27   若乃花が横綱昇進、史上初の兄弟横綱誕生 

　 7/25   和歌山で砒素混入カレー事件 

　 7/30   橋本龍太郎に代わって小渕恵三が首相に就任 
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［平成10年］………………………………………………………………………………………………………………………1998
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●旭川医科大学の主要な出来事 ●国内外の主要な出来事

 

　 2/20　  参与に伊藤義郎、菅原功一、丹保憲仁、日野原重明、廣重　力、堀　達也、 　

　　　　    前原澄子が発令される。 

　 3/10　  旭川医科大学学友会会章をもとに学章を制定する（雪の結晶とナナカマ

　　　　　 ドの実を図形化）　   

　 3/25　  平成10年度学位記授与式を体育館において挙行する（卒業生男66名、女

　　　　　 33名、計99名） 

　 4/ 1　　情報処理センターを設置する（学内措置） 

　　　　　 医学部附属病院に遠隔医療センターを設置する（学内措置） 

　　　　　 附属図書館長に松嶋少二教授（併任）が発令される 

　 4/ 9      平成11年度入学式を体育館において挙行する（入学者医学科男73名、女22名、

　　　　　   計95名、看護学科男1名、女59名、計60名、同3年次編入女10名、計10名） 

　 6/ 9　　看護学科完成記念式典を挙行する 

 

 

　 3/24　  平成11年度学位記授与式を体育館において挙行する（卒業生医学科男83

　　　　　 名、女20名、計103名、看護学科男3名、女58名、計61名） 

　 4/ 1　　附属図書館長に黒島晨汎教授（併任）が発令される 

                事務局長に松本五朗が発令される 

　　　　　 細菌学講座を微生物学講座と改称する 

　　　　　 大学院医学研究科を大学院医学系研究科と改称する 

　　　　　 大学院医学系研究科に修士課程看護学専攻が設置される 

　　　　　 運営諮問会議委員に伊藤義郎、大田すみ子、黒田一秀、佐野文男、杉山　裕、

　　　　　 舘田邦彦、廣重　力、毛利義臣および吉川　潮が発令される 

　 4/ 7　　平成12年度入学式を体育館において挙行する（入学者医学科男66名、女29

　　　　　　名、計95名、看護学科男2名、女58名、計60名、同3年次編入女10名、計10名） 

　 5/ 1　　医学部附属病院に治験支援センターを設置する（学内措置） 

　10/ 6　   12年度医学科第2年次後期編入学生入学式（第1回）を第1会議室において

　　　　　 挙行する（編入学者男2名、女3名、計5名） 

 

 

　 3/23　  平成12年度学位記授与式を体育館において挙行する（卒業生医学科男67名、

　　　　　　女34名、計101名、看護学科女69名、計69名） 

　 4/ 1　　医学教育実践指導センターを設置する（学内措置） 

                附属図書館長に山内一也教授（併任）が発令される 

　 4/ 6　　平成13年度入学式を体育館において挙行する（入学者医学科男67名、女28名、

　　　　　    計95名、看護学科男2名、女58名、計60名、同3年次編入女10名、計10名） 

　 7/ 1　　学長に久保良彦が発令（再任）される 

　 8/ 1　　副学長に片桐　一（教育研究および厚生補導担当）および牧野勲（医療担

　　　　　 当）が発令（再任）される 

　 9/ 5　　新病棟完成記念式典を挙行する 

　10/ 1　   13年度医学科第2年次後期編入学生入学式を第1会議室において挙行す

　　　　　 る（編入学者男4名、女1名、計5名） 

 

 

 

 

　 1/ 1　 欧州単一通貨ユーロ、参加11カ国で発足 

　 1/25　性交不能に効くバイアグラ認可 

　 8/ 9　 国旗・国歌法成立 

　 8/17   トルコ西部で大地震、死者１万７千人以上 

　 9/30　東海村で国内初の臨界事故 

　12/20　マカオが中国に返還 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 3/31　北海道の有珠山噴火 

　 4/ 5　 死亡した小渕恵三に代わって森喜朗が首相 

　　　　  に就任 

　 6/13　韓国・北朝鮮首脳が初会談 

　 6/26　米英日が同時にヒトゲノム解読完了を発表 

　 7/21　九州・沖縄サミット開催 

　 9/ 1　 三宅島噴火で全島民避難開始 

　 9/16　第27回オリンピックシドニー大会開催 

　10/10   白川英樹がノーベル化学賞受賞 

　11/ 5　 旧石器発掘でねつ造発覚 

 

 

 

 

 

 

　 4/26　森喜朗に代わって小泉純一郎が首相に就任 

　 9/10　日本初のＢＳＥ（狂牛病）確認 

　 9/11　米同時多発テロ 

　10/10  野依良治がノーベル化学賞受賞 

　11/15  アフガニスタンでタリバン政権崩壊 
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●旭川医科大学の主要な出来事●国内外の主要な出来事

 

　 1/ 1　　事務局長に太田貢が発令される 

　 3/25　  平成13年度学位記授与式を体育館において挙行する（卒業生医学科男　

　　　　　 67名、女30名、計97名、看護学科男2名、女65名、計67名） 

    4/ 1　　耳鼻咽喉科学講座を耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座と改称する 

　　　　　 看護学科3大講座制を1大講座性に改組する 

　　　　　 救急医学講座が設置される 

　　　　　 アドミッションセンターが設置される 

　　　　　 医学部附属病院に総合診療部が設置される 

　　　　　 国立大学法人移行準備室を設置する 

　　　　　 運営諮問会議委員に伊藤義郎、大田すみ子、小田清一、佐野文男、嶋村輝郎、

　　　　　 清水哲也、舘田邦彦、廣重　力および松田忠男が発令される 

　 4/ 5　　平成14年度入学式を体育館において挙行する（入学者医学科男63名、女32名、

　　　　　　  計95名、看護学科男3名、女57名、計60名、同3年次編入男1名、女9名、計10名） 

　 9/26　  スキルズ・ラボラトリー開所式を挙行する 

  10/ 1　   14年度医学科第2年次後期編入学生入学式を第1会議室において挙行す

　　　　　 る（編入学者男4名、女1名、計5名） 

  12/11　  旭川医科大学研究戦略室を設置する 

　　　　　 旭川医科大学教育支援室を設置する 

 

 

　 3/25　  平成14年度学位記授与式を体育館において挙行する（卒業生医学科男66  

　　　　　 名 、女26名、計92名、看護学科男1名、女64名、計65名） 

    4/ 1　　衛生学講座および公衆衛生学講座を健康科学講座に改組する 

　　　　　 学科目哲学を廃止し学科目歴史を歴史・哲学と改称する 

　　　　　 医学部附属病院に周産母子センターが設置される 

　　　　　 医学部附属病院に経営企画部が設置される 

　 4/11　  平成15年度入学式を体育館において挙行する（入学者医学科男59名、女31名、

　　　　　　 計90名、看護学科男5名、女55名、計60名、同3年次編入男2名、女8名、計10名） 

　 7/ 1　　学長に八竹　直が発令される 

　 8/ 1　   副学長に塩野　寛（教育研究および厚生補導担当）および石川睦男（医療

　　　　　 担当）が発令される 

                附属図書館長に小川勝洋教授（併任）が発令される 

　 9/10　  学長補佐（国際交流・社会連携担当）に小川勝洋が発令される 

  10/ 1　　15年度医学科第2年次後期編入学生入学式を第1会議室において挙行す

　　　　　 る（編入学者男5名、計5名） 

　11/ 5　   開学30周年記念式典を挙行する 

 

 

　 3/25　  平成15年度学位記授与式を体育館において挙行する（卒業生医学科男84名、

　　　　　　女24名、計108名、看護学科男2名、女64名、計66名） 

 

　 5/20　東ティモールが独立 

　 5/31　日韓共催サッカーワールドカップ開幕 

　 8/ 5　 住民基本台帳ネットワーク稼動 

　 9/17　小泉首相が北朝鮮訪問、金正日総書記と会談、   

　　　     日朝平壌宣言 

　 9/15　北朝鮮による拉致被害者5人が24年ぶりに帰国 

　10/ 8　 小柴昌俊がノーベル物理学賞受賞 

　10/ 9　 田中耕一がノーベル化学賞受賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 3/19　米英軍がイラクと開戦、主とバグダッドをミ

　　　　  サイル攻撃 

　 4/ 1　 日本郵政公社発足 

　  　　　市町村合併で33市町村が7市4町に再編、さ

　　　　  いたま市など誕生 

　 4/ 3　 厚労省が新型肺炎ＳＡＲＳを新感染症に認定 

　 4/24　理化学研究所のグループが新種のビタミン

　　　　  （ピロロキノリンキノン）を発見 

　 8/27　火星が6万年ぶりに地球へ大接近 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　 8/13　第28回オリンピックアテネ大会開催 

 

 

主要参考文献：『近代日本総合年表』第4版（岩波書店）・『イミダス』2003年版・2004年版（集英社）・ 『旭川医科大学概要』各年版・ 『写真集　旭川医科大学二十年の軌跡』1994年 
　　　　　    なお、本学の恒例行事については、入学式・卒業式を除き、原則として初回のみを掲載した。 
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部局沿革 



 

歴史・哲学（哲学） 

歴史・哲学（歴史） 

　学科目「歴史」は、昭和48（1973）

年9月、本学の開学と同時に原田一

典助教授（前職は旭川高専教授）に

より開講された。同氏はその後、昭

和51（1976）年4月に教授に昇任し、

平成6（1994）年3月に定年退官して

名誉教授となった。在任中は「歴史」

「史料講読」「文学講読」「比較文明論」

「古典講読」などの講義を担当した。 

　同氏の専門は北海道地域史であり、在任中は、北海道史・

札幌史・旭川史などの編纂に従事すると共に、50編以上に

及ぶ著書・論文等を発表してきた。研究の幅広さは教育に

も反映し、同氏の講義は、アイヌの社会と文化、和人の蝦

夷地支配の史的過程、ヨーロッパ・ヒンドゥー・イスラム・

中国等の各世界の原理と論理などに及んだ。これらは、地

域医療に貢献すると共に国際的にも活躍できる医療人の

育成に、きわめてふさわしいテーマであった。 

　同氏の退官後、本学では、看護学科の創設準備に伴う教

授ポストの供出により、学科目「歴史」の専任教官は4年間

にわたり空席のままであった。その間、講義は、北海道教

育大学旭川校や旭川高専のスタッフ

を非常勤講師として招聘して行われた。 

　平成10（1998）年4月に「歴史」ポス

トが復活し、第2代教授として近藤均

が着任した。同氏の専門は医学・医療

の歴史である。教育面では、当初は原

田前教授の授業科目を受け継いでい

たが、相次ぐカリキュラム改革に伴い、

ここ数年は、医学科必修科目「総合生

命科学」「社会医学基礎」「臨床医学概論」の一部、看護学科

必修科目「人間科学」の一部、両学科共通の「医療文化史」「医

系文学」「科学技術史」「医療のラテン語」「教養概論」など

を担当してきている。その意図するところはメディカル・

ヒューマニティーズの充実である。 

　研究面では、古代ギリシャの医師ヒポクラテスの、本邦

初の完訳全集（注解つき）刊行の主要メンバーを務めたほ

か、江戸時代の医学関係古文書（漢文）の解読に基づく論

文などを発表してきた。近年は本邦初の『生命倫理事典』

の編纂にも力を注ぎ、現在はその増補改訂版の編集に従

事している。 

 

　学科目「哲学」は、昭和48（1973）年9月、本学の開学と同

時に岡田雅勝助教授（前職は北大文学部助手）により開講

された。同氏はその後、昭和63（1978）年4月に教授に昇任

し、平成13（2001）年3月に定年退官して名誉教授となった。

在任中は主として「哲学」

「論理学」の講義を担当

し、また「ドイツ語」「総

合講義」「医学概論」な

どの各一部も担当した。 

　同氏の研究はカント

哲学から始まり、分析

哲学などを経て、バイ

オエシックス（生命倫理）

へとシフトしていった。日本医学哲学・倫理学会の結成に

参加し、平成元（1989）年に旭川で開催された大会では大

会長を務めた。また、日本生命倫理学会においても活躍し、

平成12（2000）年に旭川で開催された第12回同学会年次

大会の大会長を務めている。さらに、長年にわたって北海

道バイオエシックス懇話会の世話人を務めてきた。 

　主要な業績としては、単著に『ヴィトゲンシュタイン』

など、共著に『人間像を求めて』など、共訳書に『医学にお

ける哲学の効用』『もう患者でいるのはよそう』などがある。 

　また、同氏は哲学だけでなく文学にも造詣が深く、この

方面の業績として、評伝『小熊秀雄』などがある。さらに、

在任中は研究・教育だけでなく学生との交流にも意を用い、

クラブやサークルの顧問を幅広く務めた。 

　同氏の定年退官後は、教官定員削減など諸般の事情に

より、学科目「哲学」は廃止されたが、平成15（2003）年4月

より、学科目「歴史」が「歴史・哲学」と改められ、担当教授

の近藤均が、非常勤講師の協力も得ながら人文系の教養

教育を幅広く担当している。 

　　なお、学科目「哲学」「歴史」だけでなく「心理学」「社会

学」をも担当する事務補助員として、昭和49年度より久富

京子、60年度より太田裕美、62年度より山田陽子、平成5

年9月より朝地蓬子、6年4月より小笠原友子が各種実務

に貢献してきた。 

初代 岡田雅勝教授 

初代 原田一典教授 近藤均教授 

－51－ 
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　心理学教室は、昭和48年9月、本学の設置と同時に開講

され、岩淵次郎助教授（1981年4月教授に昇格）によって

教室の基盤がつくられた。まもなく助手・教務職員（各1名）

の配置に伴い、新たに佐田都、今川民雄（現北星学園大学

教授）、土肥聡明（現北海道医療大学教授）、熊井（旧姓神村）

桂子、井手正吾（現札幌学院大学助教授）、稲田尚史（現浅

井学園大学教授）、齋藤恵一（現北海道医療大学講師）、高

橋恵子（現浅井学園大学講師）等、少壮気鋭のスタッフの

参加活躍を得て、教育・研究態勢が整備されてきた。 

　平成10年3月の岩淵初代教授の定年退官の後、平成11

年12月には、第二代高橋雅治教授に引き継がれた。教室の

現員は高橋に加え、池上将永（教務職員）の2名である。 

　当研究室は、岩淵初代教授のもと、精神衛生全般にわた

る諸問題についての臨床心理学的研究や、ポリグラフ等

を利用した生理心理学的研究において成果を挙げてきた。

また、高橋第二代教授の就任後は、学習心理学、行動心理学、

認知神経科学等の分野にも取り組み、セルフ・コントロー

ルや注意等の高次脳機能の研究において成果を挙げている。 

 

 

心理学 

社会学 

　本学科目は、大学設立当初よ

り平成元年年3月まで笹森秀雄

教授が学科運営をしてこられた。

笹森教授は農村社会学、都市社

会学の第一人者として、北海道

の社会学のみならず、日本の社

会学全体に大きな貢献をしてこ

られた。笹森教授は調査を重んじ、

実際に現地の人々を訪ね、彼ら

の話を聞き、実態を踏まえた研

究を重視してきた。 

　笹森教授が定年退官されたあと、平成2年9月17日より

松岡悦子が助教授として赴任し、現在に至っている。松岡

悦子の専門は文化人類学、とくに医療人類学であり、日本

をはじめとする東南アジアやヨーロッパの各地で、妊娠・

出産・育児などのリプロダクションを比較文化の視点か

ら研究している。また、研究にはジェンダーや倫理の視点

も加味し、その研究成果を教育にも応用している。 

　教育では、選択科目として社会学、ジェンダー論、医療

人類学を講義し、医学科および看護学科の必修科目とし

て「社会医学基礎II」「社会医学基礎IV」と「人間科学II」を

講義している。また実習科目として、模擬患者を用いたコ

ミュニケーションスキルの練習、模擬裁判やリスクマネ

ジメントの実習を行っている。 

 松岡悦子助教授 
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数学 

数理情報科学 

　平成8年4月1日に看護学科設置に伴い、医学科と看護

学科の情報リテラシーおよび医学統計学の教育を行うた

めに数理情報科学（医学科）が設置される。 

　平成9年8月1日に助教授・三田村保が着任する。専門を

情報システム工学とする三田村氏は本学の情報教育の基

礎を築く。平成14年3月31日に北海道工業大学に転出する。 

　平成14年11月1日に助教授・高橋龍尚が着任する。専門

を医用生体工学とする高橋は医学関連分野に必要な情報

処理教育と統計解析学の基礎教育を行う。 

　平成14年4月1日からは情報処理センターの岡崎知也（教

務職員）の協力を得て、医療・福祉分野で必要とされるネ

ットワークや情報処理教育にも力を入れている。 

 

担当科目 

医学科１年「生命科学Ⅲ」・「生命科学実習Ⅲ」 

看護科１年「情報リテラシー」 

看護科３年「情報科学」 

研究分野 

　○生体の無侵襲計測 

　○運動時の呼吸循環制御に関する研究 

　○微小循環（血管の分岐構造と機能、呼吸循環器系　　

　　の酸素輸送能、血管壁およびリンパ管壁物質透過性）

　　に関する研究 

　数学教室は昭和49年4月1日に専門７講座と共に増設

され、北海道教育大学教授であった安田博（故人）が初代

教授として着任した。 

以来平成3年3月に定年退官するまで17年間その任にあ

たった。 

 

同年4月鹿児島大学教授であった山内一也が教授として

着任し現在に至っている。 

厳密な理論展開を重視するのが、これまで多くの大学で

行われてきた一般教育に対する数学の立場であった。し

かし対象が医学部学生であることを念頭に置き、この伝

統的立場にこだわらずに教育を行おうというのが当教室

の方針である。厳密性を重視するあまり入り口の段階で

多くの時間を費やし、応用面で不十分な教育となること

を恐れてである。生命科学IIでは物理学との関連性を持た

せながら、微分積分学、ベクトル解析、線形代数、微分方程

式の講義を行っている。生命科学IIIを数理情報学科と共

に担当しているが、当教室としては統計学分野の講義を

行っている。生命科学実習IIIを数理情報学科と共に担当

している。選択科目として現代数学の思想の講義を行っ

ている。 

　安田教授は一貫して計量微分幾何学とりわけフインス

ラー幾何学の研究に取り組んでこられ多くの論文を発表

された。山内の研究分野も計量微分幾何学の一分野であ

るリーマン幾何学である。その中でも射影変換論に興味

をもっている。近年は接束上の幾何学と結びつけて射影

変換論を展開している。 

 

左から岡崎知也，高橋龍尚 
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沿　革 

　物理学教室は昭和48年11月の本学開学時に星野了介

教授により開設され、昭和60年8月に谷本光穂教授へ引

き継がれ現在に至る。星野教授は定年退官後に本学名誉

教授となり、平成5年11月には勲三等瑞宝章を受章され

たが、同年12月に自宅のある札幌で永眠された。開設当時

から晴山雅寛講師、安濃英治教務職員が在籍。自然科学系

事務官の重山優子は、昭和50年に退職、後任として源長由

美子が当教室に着任。その後晴山は昭和54年に助教授に

昇任、平成４年に退職、現在は北海学園大学教授。晴山の

後任には本間龍也が講師として着任、平成15年４月には

助教授に昇任した。 

教　育 

　平成8年度の看護学科開設後、看護学科のカリキュラム

改定を経て、現在は授業科目「人間科学Ⅲ」、「人間科学実習」

を開講している。医学科では、平成11年度からチュートリ

アル教育の導入など学生の自学自習態度を重視するカリ

キュラムへと大幅な改革を断行、従来の「物理学Ⅰ,Ⅱ」に

代わり統合科目「総合生命科学Ⅴ」が誕生した。更に平成

14年度の全国的な医学教育モデル・コア・カリキュラムの

提唱により再度見直され、「生命科学Ⅱ」と改称、「生命科

学実習Ⅱ」と共に現在展開中である。情報処理教育は専任

教官の配置により当教室の手からは離れたが、選択科目「社

会の中の物理」や物理学未履修者に対する「医学科及び看

護学科のリメディアル授業」も行うなど、教室を挙げて教

育に関わり多忙を極めている。 

 

物理学 

化　学 

沿  革 

　昭和48年9月29日、本学の開学と同時に開設された。現 

中村正雄教授は、初代教授である内田倖喜名誉教授の後

任として平成7年8月に北海道大学電子科学研究所より赴

任した。現在は教授、助教授(平塚寿章)、教務職員(宍戸直美)、

事務職員(中村恭子、生命科学と併任)の4名で構成されて

いる。 

 

教　育 

　医学科第1・2学年における生命科学Ⅳ、生命科学実習Ⅷ、

医学チュートリアルⅠ、看護学科の人間科学Ⅲ、人間科学

実習などを担当、および生命科学Ⅵ、選択科目の環境科学

を分担する他、医学科第3・4学年における医学英語、医学

研究特論を生命科学と分担協力している。他に入学試験

関連の業務、高校化学の補習授業を担当する。 

 

研　究 

　中村・宍戸は生体における活性酸素種・フリーラジカル

種の生成と消去、生体内微量金属の生体内動態の検討を学

内の各講座ならびに学外諸研究室と協力して行っている。 

　平塚はモータータンパク質の構造と機能および生体物

質の蛍光標識の二つのテーマで研究している。 
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生物学 

生命科学 

沿　革 

　平成8年4月1日の看護学科設置に伴い、基礎教育充実

の一貫として数理情報科学とともに新設された学科目で

ある。現 林要喜知教授は、平成10年9月に長野県看護大学

から赴任した。 

　教育面では、生物学／化学教室のスタッフと協力しな

がら、看護学科の人間科学Ⅰや人間科学実習、および医学

科の生命科学Ⅰ、生命科学実習Ⅰ、生命科学Ⅵ、医学英語Ⅳ、

医学研究特論あるいは医学チュートリアルⅠ等を担当し

ている。さらには、医学科や看護学科教員の要請により、

大学院医学研究科博士過程教育や看護学科卒業研究指導

にも協力している。 

　研究面では、本学化学教室、解剖学第二講座さらには基

礎看護学講座と共同研究を展開している。最近の主たる

研究テーマは、 

１）免疫グロブリンスーパーファミリーメンバーである

　 神経接着分子BT-IgSFの脳、精巣における機能解析 

２）アルツハイマー病病態モデル細胞を用いたニューロ 

　  ン変性の分子機構解析 

３）抗痴呆性機能性食物素材の探索とそれらの応用研究、

４）身体にやさしい口腔ケアーに関する看護研究等であり、    

基礎医学や看護学分野において精力的な研究を進めて  

いる。 

　現在、研究室運営に関する業務は化学教室のスタッフ

が兼任している。また、オフィースアワーを利用した学部

学生に対する補習講義や、研究指導、あるいは、自主ゼミ

などが定期的に開かれているため、熱心な学部学生が絶

えず研究室を訪れている。 

 

 

　本学創設（昭和48年）と同時に美甘和哉教授と浜口秀夫

助教授が就任した。美甘教授は以後19年間の長きにわた

る教育・研究の指導の後、平成4年に定年退官された。浜口

助教授（現・つくば国際大学）は昭和50年に筑波大学医学

専門学群へ転出された。 

　昭和49年に上口勇次郎が教務職員として加わり、助手（昭

和49年）、付属病院講師（昭和52年）、助教授（昭和54年）を

経て、平成4年に教授となった。昭和49年に上口の後任と

して舟木賢治教務職員（現・島根大学教育学部助教授）が

採用され、昭和58年に鳥取大学医学部助手として転出した。

同年、舟木の後任として立野裕幸が採用され、講師（平成4

年）を経て助教授（平成6年）に昇進した。立野の後任とし

て渡邉誠二が採用され（平成4年）、平成13年に弘前大学

医学部助手として転出した。平成14年、渡邉の後任として

日下部博一教務職員が採用された。 

　事務官としては昭和51年から涌井玲子、新田恵、工藤ひ

とみが勤務し、退職後の昭和52年に渡辺美江（文部技官）

が採用されたが、平成13年に動物実験施設へ配置転換に

なり（定員削減）、事務補助員として小檜山和子が勤務し

ている。また、この30年間に研究生11名（上村利彦、須田稔、

小出展久、菅原茂樹、立野裕幸、武田哲男、上田克憲、島田

昌幸、宇高健二、加納宏、飯沢禎之）が在籍し、訪問研究者

の数は国内48名、国外21名の計69名に達している。 
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　本学科は昭和48年9月28日の本学設置と同時に開設さ

れ、初代英語教官として、戸松良一氏が講師として着任し

た（昭48年9月28日～昭51年12月17日）。その後、平野日

出征氏（昭52年10月17日～平5年3月31日）、山崎雅人氏（平

5年4月1日～平10年3月31日）、室松慶子氏（平10年11月

1日～平16年3月31日）が助教授を歴任している。また、平

成8年4月1日の本学医学部看護学科の設置に伴い、英語

教官が1名増員され、内藤永が着任し、現在に至っている（平

8年6月1日～講師、平15年8月1日～助教授）。外国人教師

としては、Joyce Ellen Okawa 氏（昭50年10月1日～昭

52年9月30日）、David Michael Flint氏（昭52年11月1日

～昭54年11月30日）、Andrew Thomas Grenville氏（昭

55年10月1日～昭58年8月20日）、 John Andrew 

Sunley氏（昭58年10月1日～昭61年9月30日）、Mark 

Nathan Weeden-Newstead氏（昭61年10月1日～平2年

9月14日）、George Meredith Wickstead氏（平2年10月1

日～平4年9月30日）、そしてSimon Nicholas Bayley氏

（平4年10月1日～現在）が歴任している。事務担当として

は、昭和49年3月12日に島津（現姓米並）由美子氏が着任し、

平成4年10月1日からは現在の伊林みち子氏へと引き継

がれている。 

 本学科の英語教育は、開設以来、最新の機器を活用した

教授法を取り入れ、一貫して実践的英語能力の向上を図

っている。研究面では、各教官が個別の専門に応じて、生

成文法、認知文法、音韻論、EFL、ESPなどの研究にあたり、

英語だけでなく、朝鮮語や満州語を始めとした諸言語の

研究においても成果を上げている。 

 

 

英　語 

ドイツ語 

　ドイツ語教室は、本学創設時の昭和48年9月29日に産

声を上げた。当時の新設医科大学創設の熱気がドイツ語

教室の北限を緯度にしてほぼ１度押し上げたのである。

初代教授として北大より丸子基夫氏が赴任された。独仏

露の3ヶ国語に通暁されている先生には、昭和63年3月31

日のご退官まで本学医学科のドイツ語教育の基礎を築い

ていただいた。先生と談論するたびに、いかに壮大なヨー

ロッパ文化交流史の研究であろうともその真贋は、リルケ・

マラルメ・ボードレールらの卓越した詩をこよなく愛し、

体験したか、それにより詩人の魂とは何かを真に洞察し

たかで決まるのである、と諭されているような気がする。

そのような厳しさを教えてくださる先輩である。現在も

なお矍鑠たる先生は、「フランス語講読」と「言葉と文化」

の非常勤講師を担当してくださっている。 

　丸子教授が本学を辞された年の8月1日付けで、北大文

学部ドイツ語科助手の田中が赴任し、現在に至っている。

それ以来、既に15年余の歳月が流れ去ろうとしている。平

成５年度に医学科第2学年後期の必修ドイツ語のみを選

択化してから、平成11年度の選択科目への完全移行まで

瞬く間であった。覚悟はしていたものの講義数の減少に

より、基礎文法すら終了できなくなった。「何をどのよう

にどの程度」、と模索が続いたのである。与えられた枠内

でのぎりぎりの外国語教育は現在も変わらない。しかし、

本学のご寛恕と受けとめているが、田中は現在、医学基礎

教育の視点からの「ドイツ語講読」に続く「医療のドイツ語」、

また「比較文化論」、「コミュニケーション論」(これら2科

目は平成15年度より実質的には「比較知覚文化論」、「医療

コミュニケーション論」となった)を開講している。これ

らの講義のなかでは、「人間」を見る目が多様な価値意識

の共有により培われること、またそれが医師・患者相互の

理解を育むことが常に強調される。 
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解剖学第一講座 

　平成６年4月1日時点では教授小野一幸、助教授佐藤洋一、

助手大森行雄および石川一志、技官佐々木孝志および羽

澤和美のスタッフと前年10月に研究生となったタンザニ

アからの留学生ゲサセの7名の教室員であった。外分泌腺

を中心とする消化器の微細構造が教室のテーマであった。

平成７年8月1日に佐藤洋一助教授が岩手医科大学解剖学

第二講座教授に着任した。平成8年3月に第2代教授小野

一幸（名誉教授、現北都保健福祉専門学校校長）が定年退

官となった。後任の第3代教授は大阪大学助教授であった

木山博資が平成9年2月1日に着任した。 

  

　木山着任当初の教室構成員は、石川助手、大森助手、大

学院生のゲサセ、中国からの蘇、バングラデシュからのマ

ンスール、および瀬尾寿美子、濤川一彦であった。また、事

務補助に中林晃代を採用した（平成12年度まで）。この後

平成9年4月に加藤英政が助手に着任し、助手が3名の体

制となった。平成9年から同12年までの木山在職期間は、

神経再生の分子メカニズムの解明が教室の主な研究テー

マで、臨床教室より以下の多くの大学院生が研究に加わり、

新規分子の発見や新たな神経再生の分子機序が解明され

た。竹田（眼）、本間（皮）、平山（整）、横浜（麻）、阿部（精）、佐々

木（歯外）、高宮（眼）、岩田（泌）、鈴木（１内）、佐々木（眼）。

また、大学院生中込咲綾は平成11年2年次に日本学術振

興会特別研究員(DC)に採用された。この他、加藤（札医大

泌尿器科）、小幡（自衛隊旭川駐屯地）が研究生として加わ

った。平成10年4月、石川助手が本学看護学科の助教授と

して昇任、その後任に瀬尾寿美子が日本学術振興会の特

別研究員(PD)を経て平成10年11月に助手に採用された。

平成10年7月大森助手が本講座助教授として昇任、平成

11年4月北見の日本赤十字北海道看護大学教授に就任した。

大森助教授の後任に濤川一彦が助手に採用された。 

平成13年1月1日付けで木山教授が大阪市立大学医学部

解剖学第一講座（現大学院医学研究科機能細胞形態学）教

授として転出し、平成13年3月31日をもって瀬尾助手と

濤川助手が大阪市立大学解剖学第一講座に助手として転

出した。 

　同年4月1日に吉田成孝が兵庫医科大学助教授から第4

代教授として着任した。同年7月に宮崎医科大学口腔外科

学医員の寺山隆司が、平成14年4月に大阪大学医学研究

科大学院を卒業した板東良雄が助手として着任した。現

在グリア細胞を中心とする中枢神経の細胞外環境の調節

を中心テーマとして研究活動を行っている。平成16年1

月に加藤英政が3年間の英国ベイブラハム研究所での留

学による研究休職を終え復職し、同年1月16日付で本学

から東北大学先端医工学機構の特任助教授として着任し

た。平成14年から横浜（麻）、酒巻（麻）、山田（2外）が、平成

15年から岸部（皮）が大学院生として研究に参加している。 

 

小野一幸 名誉教授 木山博資 現大阪市立大学教授 
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沿　革 

　解剖学第二講座は本学の開学まもない昭和49年4月に、

松嶋少二初代教授のもと、加地 隆講師、阪井（旧姓森沢）

裕子助手、向 節子助手および東崎（旧姓菅沢）真澄事務官

の陣容で開設された。 

　松嶋教授はその後20数年にわたり本学の解剖教育・研

究に携わり、平成12年3月定年退官となった。現在は名誉

教授として旭川市内の看護学校等の解剖学の非常勤講師

としてコメディカルの教育に貢献している。松嶋教授の

退官の後、平成12年10月渡部剛大阪大学医学部助教授が

第二代教授として着任し、現在に至っている。 

　加地講師は昭和50年4月に助教授に昇進後、平成3年4

月弘前大学医学部解剖学第二講座教授に転出、向助手は

結婚のため昭和55年4月に辞職した。 

　昭和56年4月からは相田一郎（本学3期）が助手として

採用された。相田助手は昭和62年4月、北海道旭川保健所

主任技師として転出、その後任として平 義樹（本学9期）

が助手として採用された。平助手は平成10年4月講師に

昇進し現在に至っている。 

　加地助教授が平成3年に弘前大学へ転出した後、平成4

年5月に同年3月北海道大学理学部を卒業した河西哲子が

助手として採用されたが、河西助手は平成6年3月進学の

ため辞職。後任として平成6年4月米国ハワードヒューズ

医学研究所研究員だった春見達郎が助手として採用された。 

　東崎事務官は講座開設時から講座の事務一般を取り仕

切ってくれていたが、平成15年3月、医事課へ配置換えと

なった。その後任として平成15年5月より武田和恵が事

務補助員として採用された。 

 

教育・研究 

　本講座の教育は、開設当初は組織学のみであったが、後

に骨学と神経解剖学も担当することとなった。平成11年

の新カリキュラムへの移行に伴い骨学の大部分は他の講

座の担当に変わり、現在は主に組織学と神経解剖学を担

当している。 

　研究は、松嶋教授の時代には松果体の機能形態学がメ

インテーマであった。松果体細胞形態の日内変動の解析や、

松果体の神経支配についての研究が精力的に行われた。

これらの研究は講座スタッフのみならず、早坂和正（本学

1期、放射線医学講座（当時））、河井 裕（放射線医学講座（当

時））、斉藤泰博（本学6期、放射線医学講座（当時））、門 正

則（本学5期、眼科学講座（当時））らの研究参加があり、研

究成果は各人の医学博士論文として結実した。 

　渡部教授の着任後は松果体のみならず、下垂体を中心

とした内分泌、外分泌器官に視野を広げ、分泌現象一般、

特に分泌顆粒形成・分泌過程の解析を行い、様々な新知見

が得られている。新しい研究体制に移行後、平成14年4月、

北原克教（本学17期、泌尿器科学講座）が大学院生として

新たに本講座の研究に加わった。現在、下垂体や前立腺を

中心に精力的に研究を進めている。 

　また、学外からは平成11年4月より、旭川市教育委員会

の友田哲弘氏が研究生として在籍している。氏は遺跡調

査を行っており、本学所蔵の人骨標本を用いて人骨につ

いて研鑽を積み、発掘時に役立たせている。 

 

 

解剖学第二講座 

初代 松嶋少二教授 第二代 渡部剛教授 
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生理学第一講座 

　本講座は1973年開学と同時に発足、黒島晨汎（医博）現

名誉教授が初代教授として着任し、2001年の定年退官ま

で寒冷適応を中心とした温熱生理学分野において活発な

研究を展開した。2001年10月、後任として名古屋大学医

学部より高井章（医博）が赴任し、新体制下での教室運営

が始った。2004年11月時点における教授以外の正職員は、

助教授の橋本眞明、学内講師の大日向浩、助手の宮津基助

手（平成16年10月科技機構より赴任）と事務職員の長尾

由紀の4名である。他に、Peter G. Osborne博士（研究支

援者・共同研究者）と高井佳子博士（眼科所属）、さらに、大

学院４年生の菅原亮一（眼科所属）、研究生の山本憲志（日

本赤十字北海道看護大学講師）を加え、総勢９名となって

いる。 

　現在、高井教授を中心とする細胞生理学グループと、橋

本助教授を中心とする温熱生理学グループとが、それぞ

れ次のようなテーマについて研究を進めている。 

　高井は大日向、宮津、高井佳、菅原、それに学外共同研究

者らと、２つの主要な研究テーマを中心に研究を展開中。

一つは、眼球毛様体筋の収縮に関与する非選択性陽イオ

ンチャネル(NSCC)の研究。NSCCは毛様体筋収縮時のア

セチルコリンによる細胞内Ca2+濃度上昇に関わる細胞外

液からのCa2+流入路を構成する。すでに、単離筋細胞を用

いた電気生理学的実験により、ムスカリン様受容体刺激

が2種のNSCCを開くことを明らかにした。また、近年伝

達物質作動性NSCCの本体の有望な分子的候補として注

目されている、TRPCイオンチャネルの数種がが毛様体

にも発現していることをRT-PCR法により確認した。現在、

電気生理学的手法を用い、このTRPC型イオンチャネル

とムスカリン受容体作動性NSCCとの関連についての研

究を進めている。 

　もう一つは、プロテインフォスファターゼ(PP)阻害作

用を持つオカダ酸やカリクリンなど天然毒素とその誘導

体による平滑筋張力増強作用に関する研究。結晶解析の

専門家との共同研究により、大腸菌で発現させた1型PP

とカリクリンとの共結晶のX線解析を行い、三次元的結合

状態を決定したことは、最近の大きな成果の一つ。 

　橋本は、Osborne博士らと冬眠動物を用い、冬眠から覚

醒時の脳を、脳の虚血再灌流モデルとしてとらえ、極低体

温から復温時の体内血液の移動、脳血流の変化と脳内代

謝物質・活性酸素種の定量、心・循環調節機能の維持、体内

新規合成蛋白質・遺伝子発現の変化などについての研究

を進めている。さらに、山本と共に人工炭酸泉浴の生理作

用について研究も平行して進めている。昨今、源泉の希釈

や、鉱泉にもあたらない井戸水、はては水道水を暖めた「温

泉」が報道をにぎわせている。温泉法上の問題のみならず、

医学的にも問題がありそうだが、炭酸泉の効果や作用メ

カニズムが実験科学的に解明されれば、炭酸泉入浴の意

義が理解され、そのような問題も少なくなると期待して

いる。 

 

2002-2004年度の教室メンバー 
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生理学第二講座 

初代 森茂美名誉教授 第二代 坂本尚志教授 第三代 柏柳誠教授 

沿　革 

　昭和48年に北海道大学生理学第二講座講師をつとめて

いた森茂美教授が、37歳の若さで旭川医大生理学第二講

座の初代教授に就任した。森教授は、平成5年に岡崎共同

研究機構･生理学研究所の主任教授として転出するまでの

旭川での19年の間で、歩行運動と筋緊張の統合機構に関

する研究を推進した。「姿勢」の研究分野を開拓した第一

人者であり、その研究業績は、国際的に極めて高い評価を

受けている。また、森教授は、本学の卒業生の学位取得(20

人以上)と研究推進に寄与した。内訳は以下の通り、神経

生理学(4名)、耳鼻咽喉科学(9名)、整形外科学(1名)、消化器

病学(4名)、泌尿器科学(3名)、小児科学(1名)などである。さ 

らに、積極的に学位取得者の海外留学を推進し、本講座で

の研究経験者の多くは、帰国後、本学や他の研究･教育機関

で活躍中である。 

　平成6年に、本学卒業生(2期)である千葉大学生理学第

二講座の坂本尚志助教授が本講座の第2代教授に就任した。

森教授の最初の弟子にあたる坂本教授は、平成15年まで

のほぼ10年間にわたり、教育･研究業務に携わった。主な

研究分野は「発声の生理学」で、耳鼻咽喉科学講座や眼科

学講座との共同研究も推進し、3人の学位取得者(耳鼻咽

喉科1名、眼科学2名)を輩出した。医学教育に強い関心を

持ち、現在の教育カリキュラムの原型を作り上げた。また、

本学特有のチュートリアルシステムの導入にも多大な貢

献をした。これらの功績が評価されて、平成15年に本学ア

ドミッションセンターに転出し、同センターの初代教授(セ

ンター長兼任)に就任した。 

　平成15年12月1日に北海道大学大学院薬学研究科ゲノ

ム機能学講座神経科学分野から第3代教授として柏柳誠

が着任した。柏柳は、北海道大学薬学部において元日本味

と匂学会会長で現青森大学学長の栗原堅三教授の下で感

覚生理学の教えを受け、嗅覚および味覚に関する生理学

的研究を続けている。現在の味覚生理学の分野では常識

となっている味細胞で発生する活動電位を世界に先駆け

て記録することに成功し、その業績が評価され第2回井上

研究奨励賞を昭和61年に受賞した。また、現在、嗅覚生理

学の分野では、個々の嗅細胞は幅広い匂い選択性を有す

ることから、個々の嗅細胞が特定の匂い情報を中枢に伝

えるためではなく、嗅覚系全体のパターンとして匂いの

質が認識されていることが分子生物学的手法を用いて証

明されている。柏柳は、培養神経細胞を嗅細胞のモデルと

して用いた研究結果からその概念を提起したことを評価

され、昭和63年に日本味と匂学会から第3回中西研究奨

励賞を授与された。その後、北海道大学大学院で6名の博

士課程大学院生と17名の修士課程大学院生を指導し、嗅覚･

味覚分野の研究を発展させたことを評価され、平成9年に

秋山財団賞を栗原堅三教授の協同受賞者として受賞した。 

　嗅細胞は神経細胞でありながら成体で再生する性質を

有している。さらに、脳室下層で新生した神経細胞も嗅球

へ移動して匂いの識別に関係している。これらのダイナ

ミックな現象を生理学的に、分子生物学的に解明するこ

とにより、神経系の再生医療への貢献をなしたいと考え

ている。また、医療の中の重要な要素であるQOLの向上に

向けて、嗅覚および味覚受容機構の解明をという基礎医

学的な側面から貢献を心がけている。 
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生化学第一講座 

　生化学第一講座は、昭和48年本学開学と同時に開設され、

藤澤仁教授のもとで教育研究活動が開始された。開講当

初のスタッフは藤澤教授の他、山内卓講師（昭和50年5月、

助教授に昇任、昭和62年8月まで在任）、山口睦夫助手（昭

和60年まで在任）が着任して、教室作りに取り組んだ。そ

の後、着任した当講座のスタッフと在任期間は以下の通

りである。中田裕康助手（昭和49年4月～昭和61年2月）、

木谷隆子技官（昭和49年5月～昭和51年4月）、奥野幸子技

官（昭和51年4月～平成14年6月）、飛松孝正助手（昭和61

年4月～平成元年12月）、加藤剛志助手（昭和62年5月～平

成元年12月、北大助手を経て平成12年5月より助教授と

して在任中）、亀下勇助教授（昭和62年8月～平成12年3月）、

石田敦彦助手（平成2年3月より在任中）、竹内昌之助手（平

成2年4月より在任中）、大山朋子技術補助員（平成15年4

月～平成16年3月）。平成14年3月、藤澤教授は定年退官を

迎え、同年4月、本学名誉教授の称号を授与された。平成

14年10月、藤澤教授の後任として谷口隆信教授が着任し、

現在、加藤助教授、石田助手、竹内助手とともに当講座の

運営にあたっている。 

 当講座開設当初は、酸素添加酵素の発見で名高い京都大

学早石研究室の流れを汲んで、先ず酸素添加酵素の反応

機構の研究に着手した。その後、酸素添加酵素によるモノ

アミン代謝調節という視点から、ドーパミン、セロトニン

などの神経伝達物質の生合成調節に重要な役割を果たし

ているチロシン水酸化酵素、トリプトファン水酸化酵素

の研究に発展し、多くの成果を上げた。また同時にポリア

ミン合成の律速酵素であるオルニチン脱炭酸酵素の研究

にも力を注いだ。これらの研究の過程で、現在、各方面か

ら注目を集めている2つの重要なタンパク質、カルモデュ

リン依存性プロテインキナーゼII（CaMキナーゼ II）と

14-3-3タンパク質（当初はアクチベーターと命名）が発見

されたことは特筆に値する。 

　CaMキナーゼ IIの発見が契機となって、教室の研究テ

ーマはカルシウムを介するタンパク質リン酸化反応とそ

の生理的役割の解明へと移行した。当然、CaMキナーゼ II

の研究が中心となり、後にノーベル賞を受賞することに

なるP. Greengard一派を初めとする米国の有力研究室と

の競り合いでは、辛酸を嘗めることも度々あったが、それ

にもめげず、数々の知見を世界に先駆けて発表して来た。

研究が進展するにつれ、CaMキナーゼIVや、さらにそれを

活性化するキナーゼとしてCaMキナーゼキナーゼが、また、

それらを脱リン酸化して不活性化するCaMキナーゼホス

ファターゼやCaMキナーゼ ホスファターゼNが新たに見

出された。“新規酵素の発見"というオーソドックスな生

化学を大切にしつつ、遺伝子工学など折々の先端技術も

積極的に取り入れて研究を発展させて来た、というのが

当講座の研究スタイルと言えようか。また、これらの研究

過程で多くの大学院生諸氏が重要な役割を果たし、学位

を取得した後もそれぞれの分野で活躍していることも特

筆されねばならない。 

　谷口教授着任後は、サイエンスを楽しもうという谷口

教授の大方針のもと、各スタッフが独自のテーマ（ミオシ

ン軽鎖キナ～ゼによる平滑筋ミオシンのリン酸化依存調

節機構の研究、CaMキナーゼホスファターゼ･CaMキナー

ゼ ホスファターゼNの生理的役割の解明）を発展させつ

つ、谷口教授のメインプロジェクト（癌細胞におけるSyk

プロテインキナーゼの役割の解明）にも積極的に協力す

るという自由な雰囲気のもとで、新たな飛躍を目指して

準備を進めている。 
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　生化学第二講座は昭和52年に開設され、同年12月金沢

徹教授の就任によって開講された。金沢教授は平成11年

3月定年退職され、同年4月1日、本学名誉教授の称号を授

与された。同年8月1日付けで鈴木 裕 助教授が本講座の

教授に就任した。現在の講座のメンバーは、教授・鈴木 裕、

助教授・大保 貴嗣、助手・山崎 和生、加藤 早苗、国費留学

大学院生・王 国麗、研究生・吉田 雅紀（国内留学生）、実験

補助員・Danko Stefania、事務および実験補助・五十嵐 由

美である。 

　開講後、本講座職員として在籍し教育・研究に貢献され

た各氏（現講座員以外）は重川宗一、高桑雄一、桑山秀人、

山口基徳、方波見文雄、大宮博士、上堂地美佳の各氏であり、

現在もそれぞれの立場で活躍されている。また現在まで

に多くの本学卒業生が本講座で研究に取組み、学位を取

得している。大学院生として本講座で研究し博士号を取

得された各氏は、稲尾茂則（4期、整形外科学講座より）、原

久人（5期、内科学第三講座より）、小原充裕（6期、外科学第

二講座より）、川島哲也（8期、内科学第三講座より）、久保

光司（8期、内科学第三講座より）、久保田達也（9期、内科学

第三講座より）、山縣一夫（11期、内科学第三講座より）、中

村哲史（12期、皮膚科学講座より）、木村圭介（14期、内科

学第三講座より）、齋野朝幸（13期、本講座、現在岩手医科

大学解剖学第二講座助手）、佐藤克彦（19期、皮膚科学講座

より）である。大宮博士氏（4期）は本講座の助手として勤

務され博士号を取得された。各氏の成果は、全て生化学領

域の代表的国際学術雑誌（J. Biol. Chem. 等）に発表され

ており、極めて高く評価され、生命科学の発展に重要な貢

献を果たしている。また、国内留学生（皮膚科）の宮内勇貴

氏は現在学位論文執筆中である。 

　本講座では、開講以来「P型カチオン輸送ATPase（主と

してCa2+ポンプ）の分子作動機構」について研究を進めて

きた。現在ではその成果に基づき「細胞Ca2+代謝異常と病

態」にも研究を発展させている。細胞膜や小胞体膜に存在

するCa2+ポンプは、ATPを分解して取り出したエネルギ

ーを利用して細胞質Ca2+を細胞外や小胞体内腔に汲み上

げることにより、Ca2+による細胞機能調節、Ca2+シグナル

形成、新規合成蛋白の修飾や細胞内輸送などの小胞体機能、

など様々な細胞の営みや生存に基本的役割を果たしてい

る。Ca2+ポンプの仲間にはNa+/K+ポンプや胃酸分泌を担

うH+/K+ポンプなどがありそれぞれ特異的なカチオンの

輸送を行なっている。本講座ではCa2+ポンプを中心とし

たこれらポンプがどのような仕組みで作動して細胞のイ

オン環境を制御するか、そしてポンプ遺伝子異常がどの

ような異常をどのような機序で蛋白の発現と機能にもた

らすかを明らかにし、さらにCa2+代謝異常による癌化、筋

弛緩障害、異常角化（細胞間接着障害）、精神障害、感覚器

官障害など様々の重篤な病態の発症機序を分子レベルか

ら理解することを目的としている。Ca2+ポンプのエネル

ギー変換機序に関して最近我々が提出したスキームは生

化学の代表的国際誌の表紙を飾り、他方、遺伝子異常によ

る病態に関するポンプ分子レベルの解析は日本研究皮膚

科学会のプレナリーレクチャーに選出されるなど臨床面

からも高い評価を受けている。そして日本生化学会、日本

生物物理学会など主要な国内生命科学関連学会のシンポ

ジウムや文部科学省・特定領域研究シンポジウムの招請

講演、そして国際学会における招請シンポジウム講演など、

成果紹介のチャンスが広がっている。また原著論文だけ

でなく招請総説も次々に発表されている。東大・分生研と

の共同研究（学術創成研究）、北大・理との共同研究（特定

領域研究）など学術振興会や文科省の最先端プロジェク

トも展開中である。すべては開講以来、地道ではあるが緻

密に論理を展開する研究を続けた結果であると認識し、

今後もそのような研究に対する姿勢を貫きたい。 

 

 

生化学第二講座 
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薬理学講座 

　薬理学講座では、昭和49年４月の開設以来24年間にわ

たり、安孫子保教授（旭川医大名誉教授）が教育・研究活動

の主導に力を注がれてきた。この間、当講座では『虚血心

筋の病態生理と薬理』をテーマとして精力的に研究が進

められた。 

　安孫子初代教授の後任として、平成10年10月に牛首文

隆教授が京都大学医学部より着任された。当初のスタッ

フは、牛首教授以下、橋爪裕子（助教授）、矢沢和人（助手）、

原明義（助手）、稲場香（事務補助員）であった。また当時、

大学院生であった岡田優二、肖春陽、馬紅の３名は、平成

13年に本学より学位を取得した。現在、橋爪は介護老人保

健施設旭泉苑で、矢沢は鹿児島大学医学部生理学講座で、

岡田は手稲渓仁会病院内科で、肖は米国 

で、馬は米国Burnham研究所でそれぞれ活躍中である。 

　現在は牛首教授を筆頭に、原明義（助教授）、結城幸一（助

手）、藤野貴行（助手）、山田武宏（大学院生）、高山浩二（大

学院生）、栗山周子（大学院生）、細木弥生（大学院生）、大蔵

暁正（大学院生）、中川直樹（研究生）、阿部和利（研究生）が

研究や教育に日夜励んでいる。また、高畑治（麻酔・蘇生学

講座助教授）と苅部英寿（旭川大学女子短期大学部教授）が、

診療や教育の合間を縫って研究活動に加わっている。さ

らに、講座に欠かすことのできないメンバーが、中西桂、

高島由紀子、横山忠彦である。中西は実験助手として活躍

しており、高島は事務補助員として講座の様々な用務を

担当している。横山は講座の開設当時より文部技官とし

て長年勤務し、平成５年に定年を迎えたが、現在もなお実

験補助員として教育研究活動の貴重な支えである。 

　現在の主たる研究テーマは、『プロスタノイドの生理的・

病態生理的役割の解明』である。プロスタノイド受容体に

対する特異的なアゴニストやアンタゴニストは殆どなく、

プロスタノイドが有する生理的・病態生理的役割につい

ては、これまで不明な点が多かった。これらの役割を解明

する目的で、当講座では、国際的にもごく一部の施設での

み使用可能なプロスタノイド受容体欠損マウスを用いた

解析を行っている。例えば、心臓、血管、血小板の機能にお

いて、心筋や脳の虚血障害、心血管リモデリングなどの循

環器障害において、さらには消化管運動や肝細胞の再生

において、どの種のプロスタノイドがどのような役割を

演じているかを解明すべく、精力的に検討を進めている。

　教育活動については、医学科２年生を対象に基礎医学

Ⅱの講義を、看護学科２年生を対象に薬理学の講義を行

っている。また、医学科３年生を対象とした基礎医学実習

Ⅲでは、教室員が一丸となり、摘出臓器や個体など複数の

系を用いた主要５項目の実験を通じて、学生に薬物投与法、

薬効の評価法、データのまとめ方などを重点的に指導し

ている。医学科３、４年生を対象とした医学英語Ⅳでは、

薬理学に関連した医学英語論文の読み方やその内容を理

解させ、医学英語に慣れるよう指導を行っている。 

　牛首教授が着任されてから６年目を迎えようとしてい

る。この間、平成13年９月には、牛首教授を会長として第

15回北海道薬物作用談話会が北海道大学学術交流会館に

おいて開催された。当初は広く感じていた研究室も、最近

では教室員や新たな実験機器が増え、手狭に感じるよう

になったことは喜ばしいことである。また、週に一度開催

しているセミナーでは、最新論文の紹介、研究成果の発表

や意見交換が活発に行われている。今後、種々の疾患の原

因の解明やその治療薬の開発を目指して、より一層充実

した教育・研究活動を展開していきたいと考えている。 

 

Inotek company
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病理学第一講座 

医局員全員 

　現在の病理学第一講座は初代の下田晶久教授の後任と

して昭和63年4月、札幌医科大学より小川勝洋教授が着

任しそのスタートを切った。平成16年７月現在での当教

室のメンバーは教授 小川勝洋（札幌医大昭和43年卒）、講

師 柳沼裕二（旭川医大第7期）、講師 吉江真澄（第15期）、

助手 玉川進（第8期）、大学院生として尾崎篤子（第23期）、

山本雅大（山形大医平成14年卒）、宮腰昌明（北海道大学歯

学部平成12年卒）、田中宏樹（北海道大学医学部大学院平

成16年修士過程修了）、さらに大塚製薬からの研究生 橋

本典和（大阪大学理学部大学院平成14年修士過程修了）、

秘書 宮崎有加、実験助手 八木志穂の総勢11名である。 

　これまで当講座で人体病理学を研鑽したのち病院病理

医として活躍しているものも多い。旭川赤十字病院の病

理部には安藤政克（第1期）、小幡雅彦（第16期）が、さらに

秋田大学医学部病理学第一講座には西川祐司（第6期）が

やはり当教室出身者であり、それぞれの地で活躍している。

またこれまでに他施設からの研究生なども積極的に受け

入れており、現在も全国各地で活躍している。 

    

　当教室の業務は教育・病理診断・研究の大きな3つの柱

からなっている。 

　教育に関してはスタッフが医学部の1，2，3年生に対し

て病理学の総論を中心に講義と病理実習にあたっている。

また医学部3年から4年生にかけての1年間にわたり医学

英語及び基礎医学実習が展開され、2名の医学部学生（八

島萌美、本山りえ）さらに6年生の松田知倫もマンツーマ

ンの指導のもと厳しくしかし楽しく臨床病理、基礎医学

研究の修得に励んでいる。 

　病理業務については附属病院での解剖、道北病院での

解剖、さらに道北・道東の病院からの臨床検体の病理診断

業務、また北海道対癌協会旭川がん健診センターには月

に10回の病理診断を担当し多忙な毎日を過ごしている。 

　研究については当教室では発癌機序の分子生物学的な

解析を積極的に行っている。研究テーマは、主にマウス肝

発癌モデルを用いた個体レベルの発癌機序の解明であり、

細胞あるいは細胞株を用い、分子生物学的・分子遺伝学的

方法を駆使することにより成果を上げている。講座内で

は週1回の研究会議を中心に随時ディスカッションを行

って研究方針・方法などの検討を行っている。 

    

　仕事以外では、毎年冬になると、医局総出でスキーツア

ーを行っている。これには例年現岐阜大学学長の黒木登

志夫先生も参加されており、夜は3・6街で盛り上がる。 

　以上のように病理学第一講座は教育、病理診断、研究、

レクリエーションにとバランスよく運営されている講座

である。病理学や発癌研究に興味のある学生、大学院生の

皆さんの訪問を期待している。 

 

カムイスキーリンクスにて 
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病理学第二講座 

　病理学第２講座は昭和49年4月に開講した。教授には

北大第１病理助教授の板倉克明が、助教授には国立がん

センター研究所病理部の片桐一（名誉教授、前副学長）が

発令された。昭和50年9月北大第一病理出身で、スローン

ケタリング記念癌研究所（ニューヨーク）より池田久實（現

　北海道血液センター所長）及び佐藤英俊（現　市立札幌

病院理事）が帰国し、助手に発令された。これに加えて上

杉淳枝技官により講座はスタートした。 

　昭和51年から53年にかけて、中山睿一（現　岡山大学

教授）、丸山直記（現　都老人研部長）、比嘉敏夫（現　札幌

北成病院院長）、八木禮徳、守内順子、佐々木修などが研究

に加わった。 

　昭和55年3月、板倉教授が北大癌研遺伝部門教授に選

任され転出した。同年6月片桐助教授が教授に選任され、

池田助教授、佐藤講師、比嘉助手で新体制はスタートした。 

　昭和55年より多くの大学院生・研究生が研究に参加した。

丹野正隆（２期・病理）、林朋子（３内）、昭和56年、三代川斉

之（３期・病理）、楯玄舟（３期・病理）、東寛（１期・小児）、平

田哲（２期・１外）、古井秀典（２期・２外）、昭和57年、小端

哲二（４期・病理）、長谷川浩（３期・小児）、熊井惠美（３期・

耳鼻）、中村隆文（４期・産婦）、昭和58年、河端薫雄（５期・

病理）、片山耕（４期・整形）、坂田博美（４期・２外）、昭和59

年、村上雅則（４期・３内） 

　昭和58年8月、米国より、北大第１病理出身の矢倉英隆

が助手として着任した。昭和60年より助教授となり平成

元年3月、東京都神経研に赴任するまで第２病理の研究を

リードした。 

　昭和60年よりさらに大学院生・研究生が加わった。 

蘆田知史（５期・３内）、井上亮一（５期・産婦）、昭和61年、

綾部時芳（６期・３内）、高橋英俊（７期・皮膚）、昭和62年、

久保孝一（歯科）、尾立貴志（旭川自衛隊）、昭和63年、石澤

貢（８期・病理）、柴田敏也（歯科）、安達俊秀（９期・耳鼻）、

平成元年、池田和代（９期・小児）、山崎泰宏（７期・１内）、

平成２年、佐藤啓介（11期・１外・病理）、植原元晴（耳鼻）、

平成３年、種市麻衣子（12期・１内・病理）、木ノ内玲子（12

期・眼科）、奥山光彦（12期・泌尿）、平成３年、小林博也（13

期・皮膚・病理）、二木源（１期・２内・病理）、坂爪悟（13期・

小児）、岡本美穂（９期・３内）。 

　平成５年４月、米国スローンケタリング記念癌研究所（ニ

ューヨーク）より木村昭治が助手として着任し、片桐教授、

木村、楯、佐藤の３名の助手と大学院生を合わせて総勢12

名となった。 

　平成５年からの大学院・研究生では、水本桂子（12期・眼

科）、平成６年、安部裕介（15期・耳鼻）、平成７年、荻野武（122

期・耳鼻）、小久保拓（16期・１外）、滝山由美（８期・２内）、

平成８年、熱田義顕（16期・１外）、平成９年、高橋学位（18

期・皮膚） 

　平成10年、皮膚科大学院を修了した青木直子（16期）が

新たに助手に加わり、片桐教授、佐藤、小林のスタッフと

なった。 

　平成11年より、能地仁（14期・整形）、阿部麻美（13期・整

形）、及川賢輔（17期・１外・病理）、小林助手の研究休職に

より、10月より尾島英知が助手として着任した。平成12年、

柳内充（21期・耳鼻）。 

　平成14年4月、片桐副学長の後任として、立野正敏が教

授に就任し佐藤講師、小林講師（学内）、及川助手のスタッ

フ、平成15年より大学院生長門利純（23期・耳鼻）ととも

に現在に至っている。 
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平成15年の教室員。 
前列左より／木村教授（看護学講座）、佐藤講師、立野教授、 
　　　　　　小林講師（学内）、松本技官。 
後列左より／及川助手、柳内大学院生、滝山研究生。 
 



－人物往来30年－　 

 細菌学講座として昭和48年9月に発足した当教室は、初

代東教授の平成12年3月の定年退官に伴って、同年4月か

ら微生物学講座に改称となり、第2代若宮教授に引き継が

れて現在に至っています。 

　この間、決して大人数ではないにしても、多士済々と言

うべき方々が当教室に在籍され、教育・研究並びにその支

援の日々を送られました。以下、当教室における平成16年

までの“人物往来”を編年体で記録し、教室30年の歴史と

致します。 

　在籍者氏名の後のカッコ書きは本学卒業生諸氏の期を

示しますが、上記の方々の他に、大学創成期には２期生の

工藤庄治氏、田川博氏、3期生の相田一郎氏、４期生の工藤

伸一氏らが、学部学生として当教室でのウイルス学に関

する実験や討論に参加されました。また、5期生の錫谷達

夫氏は平成14年に福島県立医大微生物学講座教授に就任

されました。最近では、医学教育改革に伴う新しいカリキ

ュラムによって、27期生の近藤祐地君、古川健太君、28期

生の内田　司君、鈴木映未由君、松本　哲君、30期生の佐

藤秀憲君らが、現在の当教室の研究テーマであるコレク

チンの分子生物学に汗を流しており、次の10年、20年の

教室の歴史が現在進行中であることを付記致します。 

 

微生物学講座 

東　匡伸 名誉教授 若宮伸隆 現教授 

 

◎在籍者氏名　　  　◎在籍期間 　　  ◎在籍時職位

東　匡伸       　　S48.9～H12.3    　 教授～副学長 

水野文雄　　 　　S48.9～S54.10　 　講師～助教授 

吉田逸朗　　 　　S48.9～現在      　  助手～助教授 

青柳貞子　　 　　S49.4～S57.12　 　技官 

末永　通　　　 　S50.4～S53.3　　　助手 

佐久間　孝　　 　S54.3～H2.3　　　 助手～助教授 

河合秀紀　　 　　S55.4～H3.3　　　 研究員 

吉田　武　　　 　S56.4～H1.3　　　 研究員 

鈴木　亘　　　 　S56.11～S59.3　　 研究員 

D.C. Burke       　S57.7～S57.10　　客員教授 

畠中千明　　 　　S58.1～H12.3 　　 技官 

錫谷達夫（5）  　　S58.4～H14.2　　  大学院～助手 

品田雅博（3）  　　S58.5～S60.3 　　  助手 

佐崎捷彦　　 　　S58.10～H3.3    　 研究員 

H.W. Fisher　  　S60.7～S60.7    　  客員教授 

西條政幸（9）  　　S63.4～H33      　 大学院 

高田　稔（7）     　H3.7～H7.6     　　研究員 

南野祐司　　 　　H3.9～H4.3　　　  研究員 

小笠原正洋（3）  　H3.10～現在　　    助手～講師 

M.M.Hoq　　　　 H3.10～H9.3　　   留学生～大学院 

秋葉真理子（4）  　H4.4～H13.3　　   大学院～研究員 

古谷野　伸（13）　H4.4～H7.3　　　  大学院　　　　 

◎在籍者氏名　　  　 ◎在籍期間 　　  ◎在籍時職位

千葉　篤（14）　   H6.4～H8.9　　　  大学院 

竹田尚功（9）    　 H7.4～H13.3　　　研究員 

芝木泰一郎（14）   H8.6～H12.3　　　大学院 

長峯正泰（18）   　H9.9～H12.3 　　  大学院 

Knox 洋子　　    H11.4～現在 　　   研究員 

石井育子　　　 　H12.4～現在        技術職員 

若宮伸隆　　　　 H12.11～現在　　  教授 

福應　温　　　　 H12.11～H15.3　　研究員 

大谷克城　　　　 H12.11～現在        研究員 

大谷雅恵　　　    H12.11～現在        研究員 

小山　聡（14）  　 H13.4～現在          研究員 

福澤　純（8）　　  H14.3～現在          助手 

張　成宰　　　    H14.10～現在        留学生～大学院 

矢尾尚之（17）      H14.7～現在　　　 研究員 

福田光子（21）      H15.4～現在　　　 大学院 

本村　亘（19）      H16.2～現在　　　 研究員 

吉崎隆之　　　    H16.4～現在　　　 大学院 

現在の微生物学講座教室員 
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健康科学 
（旧衛生学 、旧公衆衛生学） 

沿　革 

　健康科学講座は平成15年4月に、衛生学講座と公衆衛

生学講座を統合し、さらに附属病院の経営企画部および

一般教育の数理情報科学の兼任を得て編成された。 

　昭和50年4月に衛生学講座は河原林忠男先生、公衆衛

生学講座は福山裕三先生が初代教授に就任し創設された。

衛生学講座においては、河原林先生は室内環境の細菌学

的研究を行った。2代目教授として昭和58年5月に山村晃

太郎先生が就任し平成11年3月までの間、騒音などの物

理的環境の生体影響、産業保健、精神保健、循環器疾患の

臨床統計と疫学研究が教室のテーマとなり、平成8年に日

本産業衛生学会総会を旭川で主催した。平成12年1月に3

代目教授として吉田貴彦が就任し、産業保健および環境

保健と結びつけたトキシコロジー、特に免疫系、神経系な

どを標的臓器とした生体影響の研究へ展開した。公衆衛

生学講座においては、福山裕三先生は平成10年3月まで

の間に、北海道および旭川近郊の地域・時代背景を考慮に

入れた健康と疾病の疫学調査研究を公衆衛生行政に進ん

だ多くの卒業生との協力のもとに進めてきた。平成10年

10月に2代目教授として羽田明先生が就任し平成14年9

月まで遺伝疫学の手法によって生活習慣病予防のための

オーダーメード生活指導の研究がなされ、遺伝診療カン

セリング室の発足にも関わった。平成15年4月に健康科

学講座がスタートし、吉田貴彦が責任者を担い廣川博之

先生（経営企画部教授、併任）の協力を得つつ教室を運営し、

疾病の側から人を診る医学から人の健康を中心に観る医

学への概念の変革など社会ニーズの変遷に対応できる教

育、研究活動を心掛けている。 

　研究活動は、砒素やフォルムアルデヒドなどによる健

康障害、シックハウス症候群などの基礎的トキシコロジ

ー実験研究と、中国などの慢性砒素中毒、環境汚染リスク

と小児の免疫状態、成長期の生活習慣と骨密度、シックハ

ウス症候群などのフィールド調査を並行して行い、さら

には地域医療の在り方といった医療科学研究、青年期世

代への健康教育など、広く取り組んでいる。このような状

況にあって全学にわたる部署との相互協力が、学生教育、

研究、地域貢献の各方面において大きなメリットを生む

ものと期待される。 

衛生学初代 河原林忠男教授 公衆衛生学初代 福山裕三教授 衛生学第二代 山村晃太郎教授 

公衆衛生学第二代 羽田明教授 衛生学第三代 吉田貴彦教授 健康科学 廣川博之教授 

講座スタッフ 

学会スナップ 
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寄生虫学講座 

　本講座は昭和50年4月1日に発足し、国立予防衛生研究

所から久津見晴彦が教授として、東京医科歯科大学附属

臨床検査技師学校から宮本健司が助教授としてそれぞれ

着任した。同年8月、北海道大学理学部大学院博士課程を

終えた稲岡　徹が助手として赴任し、3名のスタッフで研

究が開始され、同年10月から早坂香代子が事務官として

加わった。7年後の昭和57年3月には東京大学医科学研究

所寄生虫研究部から中尾　稔が助手として新たに加わっ

た。昭和57年4月には、本学第2期生、大西健児（現　東京

都立墨東病院感染症科部長）が、寄生虫学講座の大学院生

として入学した。昭和57年7月から盛眞智子が事務官と

して任務に当たっている。講座発足時から行なわれた研

究は北海道の風土病として今日も患者が見られるエキノ

コックス症（多包虫症）に関するものであった。当時、本学

公衆衛生学講座助教授であった土井陸雄（のちに横浜市

立大学教授、現在は定年退官）のグループとの疫学的研究

も行なわれた。実験的研究としてはエキノコックス感染

動物モデルの開発が行なわれ、その方法は今日も受け継

がれ、エキノコックス症の病態解明、診断抗原の開発研究

など様々な分野に応用されている。久津見教授在職の後

半からは、道内で患者の発生が見られたマダニ媒介性の

ライム病について、宮本助教授を中心として研究が行わ

れている。この研究は本学医学部附属病院皮膚科外来へ

の検査協力体制へと発展し、さらに中尾助手はライム病

病原体の遺伝子多型解析へ発展させた。同時期、本学医学

部附属動物実験施設の中谷和宏助教授はエキノコックス

感染動物モデルを用いたエキノコックス症治療薬の効果

に関する研究を開始し、現在も継続して行っている。 

　平成6年3月に久津見教授が定年となり、平成10年5月

まで教授不在の時期が続いた。平成10年6月、岐阜大学医

学部寄生虫学教室から伊藤　亮が教授として着任して以

来、従来行なわれていたエキノコックス症（多包虫症）の

他に、国際的な重要性に鑑み、単包虫症と有鉤嚢虫症を加

えた研究が展開されている。平成11年12月からは本学第

2期生で、現在、市内で開業している石川裕司医師が研究

生として本講座に入った。平成1１年4月には北海道大学

大学院獣医学研究科博士課程を終えた迫　康仁が助手と

して、さらに平成13年4月には宮本助教授の後任として

順天堂大学医学部寄生虫学教室から山�　 浩が着任し、

新たな研究陣となった。これを機に、上記の寄生虫症以外

に、イヌ回虫症を含めた人畜共通感染症に関する研究も

開始している。平成14年4月からは、中国・新疆ウイグル

自治区、新疆医科大学助教授のウラム・マムティ、中国・四

川省寄生虫病研究所助教授の宵　寧、さらにブラジル・サ

ンパウロ大学獣医学部大学院修士課程を終えた佐藤大竹

マルセロの3人が大学院生として新たに研究仲間として

加わった。平成12年度からは、独立行政法人　日本学術振

興会の論博希望者支援事業の研究員としてインドネシア

大学のリザール・スバハールを受け入れたが健康上の都

合で中途退学となり、平成15年度から新たにインドネシ

ア厚生省のトニ・ワンドラを受け入れ、現在、博士号取得

のための研究指導を行なっている。現在の講座スタッフ

数は10名と決して大所帯ではないが、新興・再興人畜共通

寄生虫疾患として世界的に関心の高いエキノコックス症

と有鉤嚢虫症に関する、1) 血清学的検査法の開発、2) 遺

伝子組換え診断抗原の開発、3) 遺伝子多型解析による進

化と分子系統、4)ミトコンドリア遺伝子を用いた遺伝子

診断、5) 血清疫学、分子疫学的研究を軸に遺伝子から疫学

まで体系的な研究に取り組んでいる。この他、国内外の医

療機関からの寄生虫症検査依頼にも迅速に対応しており、

平成15年4月からは伊藤園予が技術補佐員としてその任

についている。最近では年間200件前後の依頼件数がある。

また、海外の研究者を招いての学術交流セミナーを開催

する機会も年々増えている。今後は、より一層、研究や交

流を通じて地域はもとより国際的にも貢献していきたい

と考えている。 

平成16年2月10日（寄生虫学講座にて） 
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法医学 

　法医学講座は昭和50年石橋宏前教授によって開講され、

平成4年11月に2代目教授塩野寛に引き継がれて現在に

至っている。 

　平成６年４月１日時点のスタッフは、教授塩野寛、助手

佐々木雅弘および福島亨（9期）、大学院生清水恵子（17期）

および事務官小助川直子の５名であった。 

　平成7年に福島が苫小牧保健所に転出し、平成10年佐々

木がアメリカに留学し、帰国後北海道大学産婦人科講座

の助手となって転出した。平成10年11月島根医科大学よ

り京大薬学部出身の上園崇が助手となり、平成14年3月

に帝京大学薬学部に転出した。平成11年4月大学院を終

了した清水が助手となり、講師を経て、平成13年に助教授

に昇任した。平成15年4月北大薬学部出身の浅利優が助

手になった。大学院生として水上創（20期）、斉藤修（22期）、

小川研人（東北大歯卒）および口腔外科から吉田将亜が教

室員に加わった。 

　平成12年4月塩野は日本法医学会理事長に就任し、平

成15年8月に教育担当副学長に就任した。 

　教室は開放的雰囲気であるため、準構成員と称される

職員、学生の方々が多数出入りされており、病院薬剤部と

の各種共同研究も始まっている。 

　本講座の研究テーマは、「DNA多型を用いた性別判定

と個人識別」と「中枢神経における法中毒」である。親子鑑

定はもとより、死後数十年、ひいては縄文時代の白骨から

の性別判定もDNA鑑定可能となり、平成15年3月塩野は「性

染色体上のDNA多型を用いた個人識別」の研究により北

海道科学技術賞を受賞し、7月に北海道警察本部長表彰を

受けた。 

　社会医学講座の一つとして、現在の活動は教育、研究の

他に法医鑑定実務（司法解剖、承諾解剖、検屍、生体鑑定等

の各種鑑定）が行われている。北海道内の司法解剖は事件

が発生した地域によって道央、道南は北海道大学と札幌

医科大学、道東、道北は旭川医科大学と道内の3法医学教

室が分担しておこなっている。北海道内の司法解剖の件

数は年々増加しており、例年60～70件前後であった旭川

医科大学における解剖件数も平成12年始めて100件を突

破し、その後毎年100件を越えている。その内容も独居老

人等の高齢者の割合が高まる傾向にあり、また犯罪件数

の増加や犯罪の多様化・複雑化や遺族等の関係者が死因

の特定を求める傾向が強まっており、急激な社会の変化

を感じる。 

　ここ数年当教室が主催する学会が続いている。平成12

年に日本法医学会北日本地方会が開催されたのを始めと

し、平成14年は日本DNA多型学会第11回学術集会が開

かれ、平成16年6月には第88次日本法医学会総会が行わ

れた。スタッフの人数を考えると一抹の不安があったが、

各方面の方々の御協力により何とか乗り越え成功裡に終

わることが出来た。 

2代目教授 塩野　寛副学長 
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内科学第一講座 

内科学第一講座は昭和48年9月29日、旭川医大の設置

と同時に開設され、初代教授として北海道大学第一内科

の小野寺壮吉助教授が着任した。同年、坂井英一助教授、

飛世克之助手が北大から着任し、この3人でスタートした。

昭和49年、北大から山下裕久、清水哲雄が助手として任用

され、昭和51年、飛世克之が講師に昇任、佐々木信博、羽根

田俊、舟山直樹が助手に任用され、スタッフは8人となった。

昭和51年11月1日、附属病院の開院とともに、第一内科病

棟は8階第1病棟に26床として発足し、同日、第一内科外

来が開始された。その後、山下裕久が講師に昇任、登坂聡

が助手に任用された。昭和54年、待望の旭川医大第一期生

が卒業し、赤石直之、加藤淳一、梅藤千秋、藤兼俊明、藤原

正文の5人が入局、昭和55年には、箭原修が助手として任

用され、第一内科は肺循環を中心に循環器、呼吸器、神経

の教育、研究、臨床を本格的に開始した。講師は、前述の飛

世、山下に続き清水、佐々木、藤兼、羽根田が務め、小野寺

教授の御薫陶のもと精励、活躍し、第一内科の礎を築いた。 

また、小野寺教授は、旭川医大附属図書館長、教育・研究

担当副学長を歴任され、本学創設期の教育・研究システム

構築に多大な貢献をされた。小野寺教授は旭川医大内科

学第一講座の人間教育、医師・医学者育成、地域貢献など

のためにあらゆる努力を惜しまず、教室員に、患者さんの

視点に立った臨床の厳しさ・大切さ、学問探究への真摯な

姿勢の必要性を自らをお手本として示された。そして、教

室開設10年の節目までは、教育、診療に重きをおかれ、10

年目からは研究にも力を注がれ、多くの教室員が国内外

で活躍するようになった。小野寺教授のライフワークは

肺循環であり、第32回日本胸部疾患学会では、肺血管収縮

応答のテーマで特別講演をされた。小野寺教授は、“開拓

者自身は自ら開いた土地の収穫を得られないという歴史

の悲劇”という一文をよく引用され、ご自身に重ねられて

いた。平成4年3月31日定年退官され、平成9年ご逝去され

るまでの間、先生の撒かれた種の収穫を逐一確かめられ、

教室の発展を暖かくお見守りいただいた。 

小野寺教授退官に続いて、平成4年8月、札幌医大第2

内科菊池健次郎助教授が第2代教授として着任した。菊

池教授は第一内科の専門領域である呼吸、循環、神経に

腎臓を加え、その充実を推進した。教授の補佐役として

助教授は、飛世、山下、箭原、羽根田を経て、現在は、長谷

部直幸が、講師は大崎能伸、川村祐一郎（現保健管理セン

ター助教授）、相澤仁志、中野均が務めている。菊池教授は、

これまでの伝統を継承し、その教育理念を、general 

physicianとしての広い視野とそれに加え、研究に裏付

けされた深い専門的知識および、技術の修得、さらに豊か

な人間性を兼ね備えた包容力のある医療人の育成とした。

そして、患者さんの視点に立った医療面接、頭から足先ま

で一貫した姿勢で観察、把握できる診察能力の修得、一流

の臨床医であるには、研究の遂行は不可欠との考えのもと、

臨床への還元を目指した基礎医学講座との共同研究を含

めた基礎研究や教室関連病院との共同臨床研究を推進し

ている。現在、第一内科の同門会員は200名を越え、道内

各地域の関連病院32施設で、呼吸、循環、神経、腎、救急の

領域で活躍、地域医療にも大きく貢献している。菊池教授

は、平成6年8月～10年3月まで本学保健管理センター所

長として、本学学生の健康管理・健康相談システムを当時

の清水学長のご支援、各診療科の協力のもとに現在のも

のへと構築し、また、平成11年度からのOSCE導入を臨床

教官会議責任者として第5学年担当教官、第3内科高後教

授とともに推進した。平成15年8月1日、副院長、地域医療

連携室長に就任し、経営改善・病院改革、道北、道東の病診

連携の推進を担当、平成16年4月からの国立大学法人化

とともに教育研究評議員として多忙な日々を送っている。

一方、平成15年9月には第33回日本腎臓学会東部学術大

会を、平成16年6月には第39回日本循環器病予防学会を

主催、平成17年9月には、第28回日本高血圧学会を主催す

る予定であり、教室員同門会員は菊池教授の指導の下、教

室の集大成をすべく日夜、教育、研究、臨床に励んでいる。

（敬称は略させていただきました） 
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内科学第一講座 

内科学第一講座は昭和48年9月29日、旭川医大の設置

と同時に開設され、初代教授として北海道大学第一内科

の小野寺壮吉助教授が着任した。同年、坂井英一助教授、

飛世克之助手が北大から着任し、この3人でスタートした。

昭和49年、北大から山下裕久、清水哲雄が助手として任用

され、昭和51年、飛世克之が講師に昇任、佐々木信博、羽根

田俊、舟山直樹が助手に任用され、スタッフは8人となった。

昭和51年11月1日、附属病院の開院とともに、第一内科病

棟は8階第1病棟に26床として発足し、同日、第一内科外

来が開始された。その後、山下裕久が講師に昇任、登坂聡

が助手に任用された。昭和54年、待望の旭川医大第一期生

が卒業し、赤石直之、加藤淳一、梅藤千秋、藤兼俊明、藤原

正文の5人が入局、昭和55年には、箭原修が助手として任

用され、第一内科は肺循環を中心に循環器、呼吸器、神経

の教育、研究、臨床を本格的に開始した。講師は、前述の飛

世、山下に続き清水、佐々木、藤兼、羽根田が務め、小野寺

教授の御薫陶のもと精励、活躍し、第一内科の礎を築いた。 

また、小野寺教授は、旭川医大附属図書館長、教育・研究

担当副学長を歴任され、本学創設期の教育・研究システム

構築に多大な貢献をされた。小野寺教授は旭川医大内科

学第一講座の人間教育、医師・医学者育成、地域貢献など

のためにあらゆる努力を惜しまず、教室員に、患者さんの

視点に立った臨床の厳しさ・大切さ、学問探究への真摯な

姿勢の必要性を自らをお手本として示された。そして、教

室開設10年の節目までは、教育、診療に重きをおかれ、10

年目からは研究にも力を注がれ、多くの教室員が国内外

で活躍するようになった。小野寺教授のライフワークは

肺循環であり、第32回日本胸部疾患学会では、肺血管収縮

応答のテーマで特別講演をされた。小野寺教授は、“開拓

者自身は自ら開いた土地の収穫を得られないという歴史

の悲劇”という一文をよく引用され、ご自身に重ねられて

いた。平成4年3月31日定年退官され、平成9年ご逝去され

るまでの間、先生の撒かれた種の収穫を逐一確かめられ、

教室の発展を暖かくお見守りいただいた。 

小野寺教授退官に続いて、平成4年8月、札幌医大第2

内科菊池健次郎助教授が第2代教授として着任した。菊

池教授は第一内科の専門領域である呼吸、循環、神経に

腎臓を加え、その充実を推進した。教授の補佐役として

助教授は、飛世、山下、箭原、羽根田を経て、現在は、長谷

部直幸が、講師は大崎能伸、川村祐一郎（現保健管理セン

ター助教授）、相澤仁志、中野均が務めている。菊池教授は、

これまでの伝統を継承し、その教育理念を、general 

physicianとしての広い視野とそれに加え、研究に裏付

けされた深い専門的知識および、技術の修得、さらに豊か

な人間性を兼ね備えた包容力のある医療人の育成とした。

そして、患者さんの視点に立った医療面接、頭から足先ま

で一貫した姿勢で観察、把握できる診察能力の修得、一流

の臨床医であるには、研究の遂行は不可欠との考えのもと、

臨床への還元を目指した基礎医学講座との共同研究を含

めた基礎研究や教室関連病院との共同臨床研究を推進し

ている。現在、第一内科の同門会員は200名を越え、道内

各地域の関連病院32施設で、呼吸、循環、神経、腎、救急の

領域で活躍、地域医療にも大きく貢献している。菊池教授

は、平成6年8月～10年3月まで本学保健管理センター所

長として、本学学生の健康管理・健康相談システムを当時

の清水学長のご支援、各診療科の協力のもとに現在のも

のへと構築し、また、平成11年度からのOSCE導入を臨床

教官会議責任者として第5学年担当教官、第3内科高後教

授とともに推進した。平成15年8月1日、副院長、地域医療

連携室長に就任し、経営改善・病院改革、道北、道東の病診

連携の推進を担当、平成16年4月からの国立大学法人化

とともに教育研究評議員として多忙な日々を送っている。

一方、平成15年9月には第33回日本腎臓学会東部学術大

会を、平成16年6月には第39回日本循環器病予防学会を

主催、平成17年9月には、第28回日本高血圧学会を主催す

る予定であり、教室員同門会員は菊池教授の指導の下、教

室の集大成をすべく日夜、教育、研究、臨床に励んでいる。

（敬称は略させていただきました） 
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内科学第二講座 

旭川医科大学内科学第二講座は昭和49年石井兼央教授

により開講され、昭和63年8月に牧野 勲教授、平成15年

12月からは第三代、羽田勝計教授に引き継がれ現在に至

っている。現在の医局・同門会員数は133名で、臨床・研究

各分野で活躍され、診療においても大学医局との密接な

連携により質の高い医療を提供できる体制が作られてい

る。教室の研究テーマは講座開設当初の膵臓、肝臓、糖尿病、

内分泌に膠原病が加わり、現在「糖尿病・代謝」、「消化器（肝

胆膵）」、「膠原病・内分泌」の3つのグループにより診療・研

究が行われている。臨床においては、卓越した専門性によ

る高度医療の提供のみならず、各領域に精通した質の高

い内科医を養成することを目標とし、羽田教授の指導下

で「病める人を癒す医療」、「地域に根ざしながら世界に羽

ばたく医療」を実践すべく各グループ互いに協調して診

療をおこなっている。研究においては、"Change " ,  

"Challenge",  "Communication"をkey wordに、これま

での成果を更に飛躍・発展させ、臨床に密着したオリジナ

ルな発想をもとに、その成果を臨床にフィードバックす

ることを目標に医局員が一丸となり切磋琢磨している。

以下に現在の各グループの研究・診療をご紹介したい。 

糖尿病・代謝グループは羽田教授の指導下に網頭助手

が中心となって糖尿病性腎症の成因解明と新しい治療法

の開発、糖尿病合併症の病態生理と治療、糖尿病性神経症

の病態解明をテーマに基礎的および臨床的検討をおこな

っている。診療においては糖尿病専門外来での血糖コン

トロール、コメディカルとの共同による患者教育の他、ク

リニカルパスを用いた質の高い教育入院を実践している。 

消化器グループは石井兼央初代教授、牧野　勲前教授

から継承されている

肝疾患、膵疾患を主

な研究テーマに中村

公英助教授をグルー

プリーダーとして肝

疾患は麻生助手、膵・

胆道疾患は横山講師

が中心となり免疫学

的肝細胞障害の発生

機序とその治療法の

検討、肝胆道疾患に

おける胆汁酸代謝、

神経ペプチドの肝生

理機能の解明、急性

膵炎におけるケモカ

インの臓器障害機序やその防御機構の検討、膵癌モデル

における発癌機構の基礎的検討等の他、UDCAによる自

己免疫性肝疾患の治療、造影超音波を用いた肝腫瘍の診

断と治療、非アルコール性脂肪性肝炎の診断と治療、膵胆

道癌の集学的治療成績向上に関する臨床研究等もおこな

っている。診療においては肝疾患専門外来、膵疾患外来、

一般消化器外来での診療の他、高度なIVR技術を駆使し

た血管造影、内視鏡、経皮経肝的治療をおこなっている。

これらの業績が評価され、平成14年4月には牧野 勲会長

のもと旭川で第88回日本消化器病学会総会を開催した。 

膠原病・内分泌グループは平野講師が中心となって慢

性関節リウマチの滑膜炎に関する研究、転写因子NF-kB

の活性化と自己免疫疾患発症との関連に関する研究、免

疫系と内分泌系の機能相関に関する研究、ステロイドの

作用機構に関する分子生物学的研究をおこなっている。

診療においては膠原病、内分泌、甲状腺疾患専門外来を開

設し、道北地方の膠原病・内分泌疾患のセンター的役割を

担っている。 

教室は和気藹々とした雰囲気をモットーとして、忙し

い中でも四季折々で親睦会を忘れずに開催して明日への

鋭気を養い、日々研鑽を続けている。新卒後研修制度が始

まり、講座・医局を取りまく環境は変化しているが、今後

も教室の良き伝統を忘れずに魅力のある講座を維持発展

するために努力を続けていきたい。 
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内科学第三講座 

沿　革 

当教室は並木正義教授を初代教授とし昭和51年4月に

開設され，平成6年12月より高後　裕教授が第2代教授に

就任し，現在に至っている。開設当初10名足らずの教室員

であったが，今では教室員・同門会員は約250名となって

いる。並木正義初代教授は消化器，消化器内視鏡，心身症

の草分けとして，数多くの優れた臨床研究を生み出した。

1980年，ハンブルグにおいて「ストレス潰瘍」の研究によ

りパブロフ賞を受賞され，その業績は国内外から高く評

価された。並木初代教授とともに第三内科の創成期には

高杉佑一初代助教授がご尽力された。ご自身の専門であ

る代謝疾患の研究と学生・研修医の教育の基礎を築かれた。

平成6年より高後　裕教授指導のもと新たなる発展を目

指し，消化器病学，消化器内視鏡学，血液・腫瘍学の各分野

において，精力的に臨床・研究を進めている。小原　剛第2

代助教授は膵胆道腫瘍で，斉藤裕輔第3代助教授は大腸腫

瘍，炎症性腸疾患に関して世界的な研究を展開している。

現在教室内には教授1，助教授1，講師2，助手5，医員12，大

学院生9名，関連病院勤務約180名，海外留学4名の同門会

員と29名の同門会準会員がいる。 

 

現　況 

診療面では肝，消化管，胆・膵，血液・腫瘍の各外来が設

けられている。いずれの専門外来もほぼ毎日担当医のも

とで行われている。入院患者も各々の専門グループによ

り診療されている。消化器は上部・下部の腫瘍性疾患と炎

症性疾患の診断と内視鏡治療，化学療法が日常診療とし

て行われている。高度先進医療として潰瘍性大腸炎のア

フェレーシスが，またクローン病に対する免疫抑制療法

及び栄養療法が行われ，さらに種々の治療法による潰瘍

性大腸炎の長期経過観察例の臨床的検討を進めている。

胆膵疾患においても各種画像診断と内視鏡的診断，遺伝

子診断や内視鏡治療，膵癌への化学療法（臨床試験）を行

っている。肝臓疾患はウィルス性肝炎に対するインター

フェロン，抗ウィルス剤，瀉血を用いた最新治療と，さら

に肝癌に対するラジオ波焼灼術などによる内科的治療を

中心に診療している。血液・腫瘍グループは血液悪性腫瘍

に対する診断･治療が中心で，悪性リンパ腫や多発性骨髄

腫を主な対象とした自家造血幹細胞移植併用超大量化学

療法や白血病や骨髄異形成症候群などへの同種造血幹細

胞移植などの集学的な化学療法を行っている。特に最近

は臍帯血移植やミニ移植にも積極的に取り組み，今年か

ら慢性骨髄性白血病に対する新たな免疫療法の臨床試験

を米国との共同研究で開始する。 

基礎的には炎症性腸疾患に対するステロイド感受性を

規定する因子の免疫学的研究及び内因性抗菌ペプチドや

IL18からみた自然免疫と獲得免疫のクロストーク機構の

役割の検討，胃癌・大腸癌の発生および発育進展に関与す

る分子病理学的研究，H. pyloriと胃発癌に関する研究，膵・

胆道癌の発癌に関する分子生物学的研究，膵癌に対する

RasやRho，PI3K/AKTなどの細胞内分子をターゲット

にした実験的治療，肝癌では遺伝子治療を目指した

syndecanやPR-39，nm23などの転移抑制機構における

役割についての研究，C型慢性肝炎では肝炎の進展と発癌

におけるC型肝炎ウィルスや肝内貯蔵鉄，アルコールなど

の修飾因子の関連性について検討している。また肝疾患

において酸化ストレスマーカーとしてのHNEや8-OHdG，

及び鉄関連分子の可溶性トランスフェリンレセプターや

鉄代謝ホルモンのヘプシジンの動態についてC型慢性肝

炎やアルコール性肝疾患における鉄代謝異常と関連づけ

て検討している。造血系細胞へのＣ型肝炎ウィルス感染

の影響に関する研究，造血器悪性腫瘍への化学療法後の

残存腫瘍に対する免疫療法及び熱ショック蛋白と樹状細

胞を用いた新規治療法の開発，生体内鉄代謝機構に関与

する各種蛋白質の機能に関する分子生物学的研究を行っ

ている。 

毎年，文部科学省科学研究費として基盤研究，特定領域

研究等に多数採択されている。また，厚生科学研究費に加

え，平成14年度には経済通産省（NEDO）の産学連携大型

助成金を獲得した。基礎研究と臨床研究の成果は，国内外

の学会発表はもとより，邦文論文にとどめることなく，英

文論文として世界に発信することを目標とし，日々研鑽

に励んでいる。また，海外との学術交流も盛んであり，現

在ハーバード大学，カリフォルニア大学アーバイン校，ペ

ンシルバニア州立大学，コールドスプリングハーバー研

究所，シカゴ大学へ研究留学している。 

 

－73－ 



旭川医科大学研究フォーラム 7： Suppl. 2006

精神医学講座 

昭和51年4月に森田昭之助初代教授の就任によって創

設された精神医学教室は、昭和53年9月に宮岸　勉第二

代教授に引き継がれ、平成9年9月に第三代目として旭川

医科大学１期生である千葉　茂教授が就任し、現在に至

っています。これまでに当教室で研鑽した医師数は80名

を超えており、平成16年3月31日現在、千葉教授以下11名

のスタッフが医局に在籍しています。 

診療面では、昭和51年11月の附属病院開院と同時に精

神科神経科の診療も開始され、統合失調症、躁うつ病、神

経症、器質性精神障害はもちろん、発作性疾患（てんかん

など）、痴呆性疾患、睡眠覚醒障害、さらには不登校や摂食

障害などの児童・青年期の精神障害などにも精力的に取

り組んできました。せん妄をはじめとして、院内各科から

の要請がますます大きくなっているコンサルテーション・

リエゾン精神医学にも早期から力を注いできました。こ

れまでの外来患者総数は1万人を突破しており、1日の外

来患者数は現在120名前後にのぼります。また、平成16年

3月には、専門外来として睡眠クリニックも開設しました。 

病棟は、平成12年2月に神経科病床10床を休止し、精神

科病床33床のみになりましたが、平成13年2月には日本

老年精神医学会認定医療施設、平成15年9月には日本睡

眠学会認定医療機関A型の認定を受け、専門的医療機関

として着実に地域医療への貢献を果たしてきました。さ

らに、平成16年3月には、専用検査室（2床）とモニタリン

グルームなどで構成される、最新のコンピュータ技術を

駆使した「精神行動生体現象モニタリングシステム」が新

たに導入され、睡眠覚醒障害、てんかん、痴呆、せん妄など

の診断・解析技術の向上が図られました。 

研究面では、神経生理、神経病理、および神経化学の三

つの研究グループに分かれ、相互に連携を保ちながら各

種病態の解明と科学的かつ合理的な治療法の確立を目指

して活動してきました。近年は、国内外の研究機関との共

同研究も盛んに進行させており、多数の重要な新知見を

公表しています。 

神経生理グループでは、千葉　茂教授を中心にてんかん、

意識障害、睡眠覚醒障害など高次脳機能障害の病態解明

を念頭において基礎および臨床研究に取り組んでいます。

基礎研究では、千葉教授がカナダブリティッシュ・コロン

ビア大学WADA教授と共同で推進した、キンドリングや

けいれん誘発物質の脳内微量注入を用いたてんかんの神

経機構に関する一連の研究は、現在、広島大学との共同研

究である動物モデル（Noda epileptic rat）を用いた研究

へと展開しています。最近では、抗コリン薬を用いたラッ

トせん妄モデルの開発に関する研究も行われています。

また、臨床研究では、ポリグラフィ、定量脳波解析、アクテ

ィグラフィなどを駆使した各種病態の解析や薬物脳波学

的研究などが行われています。 

神経病理グループでは、中枢神経系の老化過程や老化

と関連の深い神経変性疾患の病態を解明することを目的

に、布村明彦助教授を中心として組織細胞化学的手法を

用いた研究が進められています。アルツハイマー病脳、ダ

ウン症候群脳、およびレビー小体型痴呆脳における核酸

の酸化的傷害の解明や、アルツハイマー病における神経

細胞死の機構についての検討は、米国ケース・ウェスタン・

リザーブ大学との共同研究として継続されています。最

近では、同研究を基礎的背景としたアルツハイマー病の

生物学的診断マーカーの開発に関する研究やアルツハイ

マー病患者の血清および尿を材料として酸化的傷害のマ

ーカーを検出する研究プロジェクトなども進行中です。 

神経化学グループでは、向精神薬の作用機序やストレ

スに対する生体の反応機制を解明することを目的として、

興奮性アミノ酸が動物行動に及ぼす影響、ストレス適応

における皮質ドーパミン系の役割、精神異常惹起物質が

脳内神経伝達系に及ぼす影響などについて検討が続けら

れています。 

旭川医科大学開学30周年を迎えて、精神科医療に対す

る社会的ニーズはますます高まっており、「脳とこころの

医学」の重要性は今後さらに増していくことは疑いあり

ません。これまでに培われてきた当教室の真摯かつ自由

闊達な気風をこれからも受け継ぎながら、千葉　茂教授

のご指導のもとに教室員一同、地域医療の充実に貢献す

るとともに、精神医学の発展に寄与すべく研鑽を重ねて

いく所存です。 
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小児科学講座 

旭川医科大学小児科学講座は、大学の設置から約半年

後の昭和49年4月1日に開講した。教授として北海道大学

医学部小児科助教授であった吉岡一が、助教授として同

助手であった奥野晃正が、助手として同医員であった藤

田晃三が発令された。開講当初、研究室は市立旭川病院の

旧病棟に設けられ、わずかの実験室や暗室はあったものの、

教室創りの事務仕事に忙殺されたと聞く。そんな中、吉岡

教授は後に日本小児臨床薬理学会に発展する発達薬理シ

ンポジウムという研究会を立ち上げ、第1回の研究会を層

雲峡で開催した。翌昭和50年には日本小児科学会会長と

なり全国的に大問題となっていた筋肉注射による筋拘縮

症や未熟児網膜症などの諸問題の解決を計るとともに、8

月に第11回日本新生児学会も開催するなど、本講座は日

本の小児科学の中に確かな足跡を刻みだした。 

昭和51年西神楽に研究棟が完成し、第1期生への講義

も開始された。また秋には待望の附属病院業務が開始、

外来医長に丸山静男講師、病棟医長に滝本昌俊講師が就

任し、ようやく大学らしい体制が整った。この機会に開

講から2年越しで全国から小児科関係者を招いて開講記

念祝賀会が催された。またこの年、吉岡教授は北海道医

学賞を受賞した。 

昭和54年以降、本学の卒業生を講座に迎えるとともに、

旭川厚生病院や富良野協会病院、国立道北病院、深川市立

総合病院、名寄市立総合病院、遠軽厚生病院など関連病院

が拡大した。昭和56年7月吉岡教授が本学副学長兼病院

長に就任した。昭和57年9月第34回北日本小児科学会、昭

和58年7月第10回発達薬理シンポジウム、昭和59年8月

第17回日本小児呼吸器疾患研究会といった全国的な学術

大会を次々に主催した。この頃には講座内でのグループ

診療の体制も確立した。すなわち、吉岡教授率いる感染症

グループ、奥野助教授率いる内分泌グループ、その他各々

の専門医率いる神経グループ、血液腫瘍グループ、循環器

グループ、新生児グループの活動が軌道に乗った。後日腎

臓グループや遺伝グループも誕生した。また、この開講10

年目の年に、小児科学教室同門会が晴れて発足した。 

平成2年3月吉岡一教授が退官し本学名誉教授となり、

同年7月に助教授であった奥野晃正が教授に就任した。そ

して翌平成3年1月に藤田晃三が助教授に就任した。奥野

教授は平成2年10月に第24回日本小児内分泌学会、平成4

年9月に第44回北日本小児科学会を主催、その後平成10

年には日本小児科学会副会長を務めた。その間、平成3年

に北海道医学賞、北海道知事賞も受賞した。平成10年1月

には本学第1期生である沖潤一が助教授に就任した。 

昭和時代の病棟には肺炎などの感染症疾患患者も多

く入院していたが、平成時代になると次第に血液腫瘍疾

患などの長期入院の患者が多くなってきた。平成6年4月

附属病院内に東川養護学校訪問学級が開設され、子供た

ちが入院しながら学校の授業を受けられるようになった。

講座内診療グループの活動も順調に成果を上げるよう

になり、医学博士を取得するものも増加した（吉岡教授

時代10名、奥野教授時代15名）。学外の関連病院の輪は着々

と拡がり、小児科医を常勤とした病院は市立士別総合病

院、道立旭川肢体不自由児総合療育センター、北海道療

育園、斜里町国民健康保険病院、道立紋別病院、市立赤平

総合病院、函館協会病院、函館赤十字病院、清水赤十字病

院、市立稚内病院、札幌徳洲会病院、網走厚生病院、枝幸

町国民健康保険病院、道立羽幌病院、豊岡中央病院など

が挙げられる。 

平成12年3月に奥野教授が退官し本学名誉教授となり、

同年11月に北海道大学医学部から藤枝憲二が第3代目教

授として就任した。藤枝教授は平成15年8月に第55回北

日本小児科学会を、同年10月に第37回日本小児内分泌学

会を主催、また同年8月には周産母子センター長兼任とな

った。藤枝教授の時代になり、臨床研究と基礎研究がいよ

いよ盛んになり、講座の実験室には最新の機器が整備され、

それを活用する人々で賑わっている。平成16年には北海

道小児先進医療研究会が発足し、北海道小児健康フォー

ラムという市民公開講座や世界最先端の研究をしている

講師を招いての講演会が催されている。講座誕生から30

年の月日を経て、講座の臨床と研究の活動性は益々向上

している。 
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沿　革 

外科学第1講座は、昭和48年11月、旭川医科大学開学

とともに発足し、昭和51年11月、付属病院の開院ととも

に鮫島夏樹初代教授以下、5名のスタッフで診療を開始、

昭和54年6月には、本学の1期生が卒業生として初めて

入局した。昭和62年、副学長（病院長）を兼任されていた

鮫島教授が退官され、昭和63年4月より、久保良彦第2代

教授へと引き継がれた。久保教授は、平成7年8月から副

学長（病院長）、平成9年7月からは学長を歴任された後、

平成15年6月30日に退官された。この間に、平成9年11

月から、講座の主宰は笹嶋唯博現教授へと引き継がれ今

日に至っている。 

平成16年3月31日現在のスタッフは笹嶋唯博教授、稲

葉雅史助教授、山崎弘資講師、東　信良講師以下、助手5名、

医員8名、研修医2名、大学院生2名である。診療体制は、稲

葉助教授および救急医学講座郷　一知教授を中心とした

「心臓血管班」、山崎講師を中心とした「腫瘍反」、宮本助手

を中心とした「小児外科班」の3班に分かれ、それぞれの特

色を活かして相互に補完し合い、道北、道東の医療を一手

に引き受けている。 

心臓血管班は、下肢閉塞生動脈硬化症の治療では全国

トップレベルであるが、ここ数年は、道外からの紹介患者

が急増しており、東京をはじめ関東一円、近畿地方（大阪、

京都、奈良）、九州（福岡、鹿児島）からも患者が訪れ、下肢

動脈バイパス手術を受けている。 

基礎研究は、臨床に直結したテーマで行なわれており、

小口径代用人工血管に関する研究、移植自家静脈グラフ

トの組織治癒（特に内膜肥厚の発生機序とその防止）およ

び内皮細胞動態（形態学的変化、プロスタサイクリン産生

能など）、同種気管移植、癌に関する遺伝子学的研究など

であり、年2回の研究討議会においてその成果が報告され

ている。 

平成10年1月、旭川医科大学第1外科学教室同門会が発

足し、平成11年10月には第1回総会が開かれたが、これは

単なる互助、親睦を目的としたものではなく、会員全体の

学求活動にも寄与している。そのひとつが、毎年、同門会

総会の日に開かれる「関連施設症例研究会」であり、同門

会員の所属する関連施設から症例報告を中心とした多く

の臨床研究が発表され、それらに対して活発な討議がな

される。 

第3代教授である笹嶋教授の就任から8年を迎え、手術

件数をはじめとした診療実績は年毎に増加している。今

後も、さらなる発展を目指して、笹嶋教授のもと教室員一

丸となって意欲を燃やしている。 

 

 

 

外科学第一講座 

平成15年度、新入医局員歓迎会 
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外科学第二講座 

　平成6年4月1日時点のスタッフは教授、助教授、講師3名、

助手7名、他9名であった。同年7月には、第30回日本肝臓

学会総会、第30回日本肝癌研究会および第20回日本急性

肝不全研究会を旭川で開催した。平成8年3月初代水戸廸

郎教授が定年退官され、平成9年11月に、開講当時から教

室の研究指導者として精力的に仕事をしてきた葛西眞一

助教授が、2代目教授として就任した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　平成10年1月に棟方　隆講師が助教授に就任し、柿坂

明俊医局長、澤雅之外来医長、紀野修一病棟医長を中心と

した新教室の体制が整った。同年7月第25回日本低温医

学会を主催し、猛暑の旭川で低温保存に関するホットな

ディスカッションが行われた。　　　　　　　　　　　

　平成13年棟方助教授が帯広徳洲会病院院長、平成14年

山本哲輸血部講師が函館赤十字血液センター所長、平成

15年柿坂明俊副科長が旭川丸谷病院副院長として転出さ

れ、教室の新たな拠点作りに励んでいる。平成16年現在、

同門会員は約150名、教室員約80名となり、現教室の構成

員は、教授および河野　透助教授を中心に、講師3名、助手

6名、医員7名で教育、診療、研究に励んでいる。また、国内

外との交流も盛んで、常時数名の教室員が留学中で、かつ

同程度の留学生を海外から受け入れている。 

　教室では、患者さんを思いやれるハートを持ち、かつリ

サーチマインドに基づく新しい医療を考えられる外科医

師の育成を教育の基本理念としている。診療においては、

消化器外科を中心に消化管グループでは食道癌、炎症性

腸疾患に内視鏡手術を積極的に取り入れ、低侵襲手術に

むけてのデバイスの開発を行っている。肝胆膵グループは、

悪性疾患に対し血行再建を伴う拡大切除、内科・放射線科

と協力し、術中照射を含めた集学的治療を行っている。研

究においては、臓器機能の再生、再現に関し遺伝子工学を

用いた手法を取り入れ進められている。また、NO、サイト

カインの動態から各種臓器の病態生理についての基礎的

研究も行われており、その結果を基に炎症性腸疾患に有

用な薬剤の開発も手がけている。 

 

現　葛西眞一教授（平成9年11月～） 
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整形外科学講座 

第29回日本股関節学会主催（平成14年） 

初代 竹光義治 
名誉教授 

一期生入局（昭和54年）  
 

開講５周年記念講演会（昭和55年） 
 

第二代 松野丈夫教授 
 

　本講座は昭和50年4月、竹光義治（現　麻生リハビリテ

ーション専門学校校長）が初代教授として開設された。当

初は教授以下、原田吉雄助教授、佐藤邦忠の3名で、旭川市

立病院の一室でスタートした。その後、安藤御史、安部志朗、

さらに平山隆三、小野沢敏弘らを加え、同年11月附属病院

での診療を開始した。昭和53年には研修医第1号の柴田

稔が、昭和54年には本学卒業生から初めて末松典明、後藤

英司、山下泉、さらに金沢医大より佐藤幸宏が研修を開始

した。以後平成16年までに卒後入局者数は120名を越える。 

　平成9年2月に第2代教授として松野丈夫が就任し、さ

らに平成14年4月には伊藤浩助教

授を迎えた。松野教授が教室を主

宰して7年が経過し、教室も新たな

時代へと向かいつつある。国際的

視野から診療、研究、教育の各分野

に研鑽を続けており、地域医療と

も深く結びついている。股関節班

は松野教授のもと、伊藤助教授、寺

西助手、岡本医員らに構成される。松野教授は国際的にも

股関節外科のリーダーの一人であり、初期股関節症に対

する臼蓋、大腿骨骨切り術や、末期股関節症に対する人工

関節など種々の手術治療法に関する研究が遂行されてい

る。新しく開発した人工股関節は長期に渡る良好な成績

が期待されている。他にもosteolysisの問題、大腿骨頭壊

死発生の病態など、重要な研究が行われている。松野教授

が骨軟部腫瘍の病理診断の権威であることから、その指

導のもと丹代助手を中心とする腫瘍班は教室でのmain 

streamとなった。脊椎班は熱田講師、竹光助手らが担当し、

脊柱変性疾患、脊柱変形などに取り組んでいる。竹光名誉

教授により着手された農業地域での脊柱変形発生は地域

に根ざした課題として研究が引き継がれている。上肢班

は研谷助手・後山医員・入江医員が担当し、末梢神経障害

の手術、機能再建、肩、肘等のスポーツ障害、などに取り組

んでいる。下肢班は前田助手、能地医員、小原医員が担当し、

変形性関節症治療に加え、最近は骨延長など新しい手術

治療法を応用して多様な疾患に対応している。特にスポ

ーツ医学的立場から関節鏡を駆使した靭帯再建に取り組

み、朝野、福田両理学療法士と連携して研究を進めている。

教室の今井技官はコンピューターを駆使して教室のデー

タ処理、情報ネットワーク構築に大きく寄与している。今

後はさらに国内外との学術的交流を強めながら次代を担

う研究を充実させてゆく方向にある。 

 

 

 

同門会忘年会（平成13年） 
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皮膚科学講座 

　皮膚科学講座は昭和51年4月1日

臨床講座の最後として、第三内科学

講座、麻酔科学講座とともに開講さ

れた。大学開講2年半後の開講であ

った。当時は大河原　章（教授）、水元

俊裕（助教授）、岸山和敬（助手）、浜坂

幸吉（助手）の4名からのスタートで

あった。同年10月1日有賀昭俊（講師）、

大熊憲崇（助手）が加わった。同年10月21日皮膚科学講座

の講義がはじまり、11月1日に旭川医大附属病院が開院

となった。皮膚科外来初日は初診11名の患者が来院し、当

日から当直も始まった（当直者　大熊）。その後旭川医大

1期生5人（日下部芳志、久保　等、松尾　忍、松本光博、渡

辺　信）の入局をはじめとして、スタッフは徐々に増加し、

平成16年3月現在医局員は関連病院出向者、院生を加え

て37名である。その間昭和60年9月初代大河原　章教授

が北海道大学皮膚科教授へ転任され、昭和61年8月1日か

ら飯塚　一が2代目教授として現在に至っている。また昭

和63年には旭川医大皮膚科同門会（水元俊裕会長）も設立

され現在同門会員も85名を数える。 

　診療面では平成6年からアトピー性皮膚炎外来、平成7

年から乾癬外来、平成10年から腫瘍外来、平成12年から

水疱症角化症外来、平成13年から膠原病外来を設置し、質

の高い高度医療の実践に努めている。入院治療に関して

は飯塚教授の専門の乾癬においては平成2年から全国に

先駆けてPUVAbath療法の導入や、現在乾癬に使用可能

な新薬（ビタミンD3外用剤など）のほとんどすべてに開

発から携わっている。 

　またメラノーマをはじめとする悪性腫瘍の治療に関し

ては国立癌センターで研修後の浅野（11期)、和田（13期)

らにより飛躍的に治療成績も向上し、高度医療の実現が

可能になっている。特にメラノー

マのセンチネルノード生検の手術

数は全国で3番目である。 

　研究面では生化学、遺伝子工学、

形態学、真菌学の各グループに分

かれ活発に活動している。生化学

グループは飯塚教授を中心に、橋本、

高橋（英）、中村、佐藤（克）などが属

しており、おもに表皮ケラチノサ

イトの増殖、分化の解析が基本テ

ーマである。遺伝子工学グループ

は高橋（英）（講師）を中心に、本間（留

学中）、辻（大学院生）などが属しており、尋常性乾癬の発

症機序、関連遺伝子の解析などに取り組んでいる。形態学

グループは山本（講師）を中心に、中根、佐藤（恵）、菅野な

どが属しており、免疫電顕、走査顕微鏡などを駆使し、角

化症、水疱症の発症メカニズム解析に取り組んでいる。真

菌学グループは開学当時から北海道では最も活動的に研

究がなされ、道北地方の白癬の統計、M.canisなどのmating、

土壌好ケラチン性真菌の分布などが行われ、現在は高橋（朗）

を中心に、白癬菌種の遺伝子同定などに取り組んでいる。

開講からの教室の論文数も1100編を越えた。 

　今年度からは研修システムの変更に伴い2年間のメジ

ャー中心のスーパーローテートの後半6ヶ月間から皮膚

科専門医としてはスタートすることになった。また海外

留学もこの28年の間に、水元、松本、筒井、松尾、高橋（英）、

山本、木ノ内、村上、本間（ロンドン留学中）がアメリカ、ヨ

ーロッパの各施設で受け入れていただいた。また国内留

学では、高橋（英）（九大）、真鍋（北大）、青木（北大）、高橋（朗）

（千葉真菌研究センター）、辻（東海大）、若松（留学中）（大

阪大）が各大学（施設）でお世話になっている。　 

　過去の主な事業としては、平成12年皮膚悪性腫瘍学会、

平成13年日本臨床環境医学学会、平成15年には第67回日

本皮膚科学会東部支部総会学術大会を開催した。 

　開講以来の沿革をたどってみると、初代大河原教授の

築かれた礎の上に、飯塚教授を中心として教室員全員の

奮闘により、現在まで着実な成果をあげてきたと自負す

る次第である。これもひとえに同門、関連施設の皆様と看

護スタッフの協力のたまものと深謝したい。今後も道北

の皮膚科医療を担うためによりよき皮膚科医を育成し、

皮膚科学及び皮膚科診療の発展に寄与することを念ずる

ものである。 

　 

第二代目 
飯塚　一  教授 
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泌尿器科学講座 

　泌尿器科学講座は昭和48年9月29日に大学設置と同時

に開設され、黒田一秀教授が着任した。基礎臨床研究棟が

昭和50年7月30日に竣工するまでの間、当研究室は市立

旭川病院の旧病棟に設けられた。黒田教授は昭和49年10

月から副学長（医療担当）を、昭和51年5月から附属病院

長を併任した。同年10月には、黒田教授以下7名の常勤ス

タッフが揃い、附属病院外来や病室の設計、診療機器の選

定や購入などの作業が次々と行われた。また医学部4年生

（昭和48年入学の第1期生）に対する泌尿器科学講義が黒

田教授、高村助教授によって開始された。 

　附属病院は昭和51年11月1日に開院し、泌尿器科の外

来診療は11月4日から開始された。同年11月には黒田教

授の「神経因性膀胱の臨床的研究」に対し、北海道医師会賞、

北海道知事賞が授与された。昭和52年10月からは第1期

生の臨床実習が始まり、昭和55年には当学卒業生（第2期生）

からの入局者4名が得られた。 

　昭和56年7月には山田初代学長のあとを受け、黒田教

授が第2代旭川医科大学長に就任した。昭和57年4月から

は、当科関連施設として初めて、富良野協会病院、深川市

立総合病院に常勤医が派遣された。 

　昭和58年8月16日には、近畿大学医学部から八竹　直

教授が着任した。同年9月には、黒田会長のもと第48回日

本泌尿器科学会東部総会が開催され、大盛会の内に幕を

閉じた。昭和59年10月からは道北・道東の泌尿器科勉強

会として、旭川泌尿器科談話会が組織され、以来今日まで

通算37回開催されている。昭和62年6月30日、黒田学長は

2期6年間の任期を満了し退官した。 

　平成2年9月には、八竹教授の「尿路結石の発生原因に関

する研究」に対し、北海道医師会賞、北海道知事賞が授与

された。その後、長年の学術活動が徐々に評価され、平成4

年2月には第2回UDSフォーラムを、その後、平成9年（第4

回）、平成15年（第7回）にも同フォーラムを主催するに至

った。その間、平成8年～10年には、厚生省長寿科学総合

研究費「老年者尿失禁の有効な治療法の開発」（研究班班長：

八竹教授）の研究が行われ、平成9年9月には、金子助教授

の「下部尿路の神経支配に関する研究」に対し、北海道医

師会賞、北海道知事賞が授与された。さらに平成12年9月

には第7回日本神経因性膀胱学会を開催し、今や本邦にお

ける排尿機能研究のメッカとなっている。 

　また平成5年2月には、日本尿路結石症研究会（現学会）

第3回学術集会も主催、また平成9年には八竹教授が日本

尿路結石症学会の理事長に選出された。平成10年には、山

口講師の「上皮小体機能亢進症と尿路結石の研究」に対し

学会奨励賞が授与され、平成12年～14年には、文部科学

省研究費（基盤研究A）「蓚酸カルシウム結石発生におけ

る尿中高分子物質の作用機序解明に関する研究」（研究班

班長：八竹教授）が行われた。平成14年8月には日本尿路

結石症学会第12回学術集会を開催し、国際的にも主要な

尿路結石研究の情報発信基地としての地位を固めている。 

　他大学や産学共同研究も積極的に推進され、現在6件が

進行中である。名古屋市立大学（郡健二郎教授）とは2年毎

に合同カンファレンスを重ねており、お互いの専門領域

以外の診療や研究を補うべく、実地修練に努めている。 

　八竹教授は、平成15年7月1日に第6代旭川医科大学長

に就任し、同年9月には、平成11年に設立された当講座同

門会が主催した記念式典が行われた。 

　開講30年を経て、泌尿器科学講座の同門会員は55人、

平均スタッフ数は11.5名/年と未だ小所帯ではあるが、現

在まで当講座関連施設は延べ23施設と急速に発展してき

た。学術活動も積極的かつ効率的に行われており、科学研

究費等の競争的外部資金の獲得は、合計65件、総額約1億

4千万円に及んでいる。その間の指導学位論文は13本、著

書95編、学術論文576編、学術発表1002件を数え、長年の

地道な努力が実りつつある。 

　平成16年度からの国立大学法人化により、当講座にお

いても最大の試練の時期を迎えていることに疑いはない。

しかし試練は飛躍のチャンスでもあり、30年間に築いて

きた財産を糧に、より一層の発展が期待される。患者に優

しい医療、患者に役に立つ研究、またこれらを達成しうる

医療人の育成を目標に、これからも鋭意努力してゆきた

いと考えている。 

 

黒田一秀　名誉教授 八竹　直　学長 
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眼科学講座 

　眼科学講座は、昭和50年4月、福島県立医科大学の助教

授であった保坂明郎先生が、初代教授として着任され、酒

井忠一助教授の2名で開講しました。保坂初代教授が定年

退官し、平成4年には本学第一期卒業生である吉田晃敏先

生が2代目教授として就任しました。医局員は着実に増加

し、昭和54年から平成16年3月までに眼科同門会員は

120名を超え、いわゆる医局員は90名となりました。また、

平成11年6月には、本学二期生である廣川博之先生が、医

療情報部（現経営企画部）教授に就任しています。 

　開設当初、市立旭川病院と市立名寄病院の2つのみであ

った関連病院も、公的病院を中心として36を数え、道北・

道東のみならず、広く北海道全域にわたり、眼科医療の中

核として体制が整いつつあります。平成16年3月31日現在、

医局は吉田教授以下、石子助教授、森講師、木ノ内学内講

師（外来医長）、五十嵐羊羽、加藤祐司（医局長）、籠川（病棟

医長）、長岡、高宮の各助手、藤本、高井、花田、高橋智恵、山

口、栗山、澤木、高橋淳士、高野、佐藤の各医員、4名の大学

院生、1名の研修医、さらにオフサルミック・フォトグラフ

ァーとして福井文部技官、6名の視能訓練士、1名の眼科検

査助手、4名の秘書という構成です。現在、米国ハーバード

大学関連施設には3名が留学し、網膜硝子体、糖尿病網膜症、

網膜移植など臨床および基礎的研究に携わっています。

さらに、27の関連病院に医局在籍の常勤医師が40名勤務

しています。また、同門会員から35名が開業しており、当

講座から地域に密着した医療の担い手が毎年のように輩

出されております。 

　当講座の研究メインテーマは、糖尿病網膜症を中心に、

網膜硝子体に関する基礎的・臨床的研究ですが、さらに多

方面の研究へ発展しつつあります。最近は、基礎系研究室

との共同研究も盛んに行っております。さらに国外留学

中の教室員により、基礎研究が精力的に行われております。

また、平成6年には吉田教授が中心となり、眼科領域の診

断に必要なカラー動画像を送受信できるシステムを構築

し遠隔医療を開始しました。このシステムはその後改良

が加えられ、現在では眼科医局をキーステーションとして、

関連28病院の外来および手術場と結んで遠隔診断、遠隔

手術支援を行い、遠隔地の地域医療の充実をめざしてお

ります。さらには、平成8年から米国ハーバード大学眼科

Schepens眼研究所とも交信を開始し、同年、この業績に

対し米国マサチューセッツ州から知事賞が授与されまし

た。平成10年からは中華人民共和国南京中医薬大学とも

伝送が開始され、平成11年には、大学附属病院にも、国立

大学では初めて吉田教授をセンター長として遠隔医療セ

ンターが開設されました。吉田教授就任当初は網膜硝子

体疾患および眼微小循環が教室のメインテーマでありま

したが、前眼部の専門家養成のため平成7年からこの分野

で著名な東京歯科大学へ国内留学者を送り、現在では角

膜移植を中心に、角膜疾患のエキスパートが育成され活

躍しております。現在では、北海道内で行われる角膜移植

手術の90%を旭川医大眼科が担うようになっております。

大学病院では、月・水・金のみ受け付けていた初診患者も

現在では月～金まで受け付けております。年々増大する

専門領域での診察という要望にこたえ、平成8年から開設

した専門外来は、現在までに、糖尿病網膜症、緑内障、黄斑

疾患、網膜分枝閉塞症、角膜疾患、ぶどう膜炎、網膜剥離、

斜視・弱視などの疾患別外来に加え、エキシマレーザー外

来、眼循環外来、SLO／OCT外来、電気生理外来など検査・

治療の専門外来を合わせて14に増え、眼科専門医を中心

に各分野の専門外来を予約で行っております。また、病棟

は常に満床状態で、手術件数も増加し、平成16年度は年間

1200件になろうとしています。 

　大学は開学30周年を迎え大きな変革の時期をむかえて

おります。医局には若い力が満ちており、吉田教授のもと、

地域に根ざした臨床を実践する一方、世界に通用する研

究が数多く生まれ、更なる飛躍を目指し、次の10年に向け

て歩み出しました。 
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耳鼻咽喉科学 

　旭川医科大学耳鼻咽喉科学教室は昭和51年10月に、教

授を含め5名でスタートを切ったが、その後順調に医局員

が増加し、現在では総勢70名を越える大所帯となった。開

講23年目の平成10年に、海野徳二教授が退官され、11月

に本学第四期卒業生である原渕保明が第二代教授として

就任した。これまでの伝統を継承しつつ、新しい歴史を作

るべく若さと情熱にあふれる新教授を中心として医局員

一同一丸となって理想の教室づくりに情熱を傾けている。 

　当科では、耳科手術、頭頸部外科手術、扁桃が関わる疾患、

睡眠時無呼吸症候群などを中心に、耳鼻咽喉科・頭頸部外

科の疾患に対する治療・研究に精力的に取り組んでいる。

難聴者に対する聴力改善手術件数は年間50例以上に達し、

道北・道東地方では唯一、鼓室形成手術等の施設基準をク

リアーしている。高度難聴者に対する人工内耳手術に関

しても道北・道東地方でいち早く施設基準に適合、現在ま

で30例以上の手術件数を有している。日本耳鼻咽喉科学

会認定の補聴器適合検査施設、新生児聴覚スクリーニン

グ後の精密聴力検査機関基準に適合している。中耳炎に

対する疫学的研究、ワクチン開発の基礎的な研究も盛ん

である。頭頸部外科手術（鼻・副鼻腔・顔面・舌・口腔・咽頭・

喉頭・頸部・唾液腺・甲状腺・副甲状腺の外科）も精力的に

行い、頭頸部腫瘍に対する手術件数は年間130例、甲状腺

外科手術件数は年間50例以上にも及ぶ。鼻副鼻腔悪性手

術等、上顎骨悪性腫瘍手術等の施設基準の認定を受けて

いる。頭頸部癌手術では、顕微鏡下で微小血管吻合を行う

遊離皮弁再建を行っている。最近注目されている超選択

的動注化学療法・放射線同時併用療法を施行している道北・

道東地方では唯一の施設である。鼻性NK/T細胞リンパ

腫は、最近導入したカテーテルでの抗癌剤注入と放射線

療法により高い奏功率を示し、国内外から注目が集まっ

ている。腫瘍分子生物学、腫瘍免

疫学は当科の大きな研究テーマ

のひとつであり、遺伝子療法や免

疫療法の臨床応用を目指した研

究が盛んである。また扁桃を中心

とした上気道粘膜免疫機構の解

明も当科の研究テーマのひとつ

である。掌蹠膿疱症とIgA腎症は、

扁桃が関わる扁桃病巣疾患として、

扁桃摘出術の有効性が広く認識

されつつあり、当科では皮膚科，

第1内科（腎臓内科）と協力、扁桃

摘出術の高い有効性を報告して

いる。国内外から高く評価されている上気道の生理学的

研究成果を、睡眠時無呼吸症候群の診断と治療に応用し

ている。本症を疑う患者には、アプノモニターによるスク

リーニングを行い、外来もしくは短期入院でポリソムノ

グラフィーによる病態診断を行う。手術のみならず、CPAP、

栄養指導などの治療システムが確立している。シラカン

バ花粉症などの疫学研究、ワクチン療法の基礎的研究が

なされ、専門医の立場からガイドラインに沿った治療を

行い、外来でのレーザー手術も行っている。耳鳴について

は最近注目されているTRT（Tinnitus Retrain Therapy）

療法取り入れている。以上、耳鼻咽喉科・頭頸部外科として、

週5日間の一般外来の他に、中耳炎外来、腫瘍外来、扁桃外

来、睡眠時無呼吸症候群外来、鼻アレルギー外来、めまい

外来、耳鳴・補聴器外来の特殊外来を開設、専門医による

診断、治療がなされている。 

　学会等の開催としては、年3～4回の北北海道耳鼻咽喉

科懇話会、年1回の同門会学術講演会、集談会を開催し、一

般演題、臨床教育セミナー、特別講演を通して旭川を中心

とした北海道の耳鼻咽喉科医師のレベルアップを図って

いる。また来年度は日本口腔咽頭科学会を当教室が主催

する予定である。また鹿児島大学医学部耳鼻咽喉科教室

と 医 局 間 の 学 術 交 流 お よ び 親 睦 を 図 る 目 的 で

Asahikawa Kagoshima Advanced Research 

Seminar (AKARS)を行っており昨年度は当大学が鹿児

島を訪ね研究会で活発な意見交換を行った。リクリエー

ションとして、新年会、花見、年一回の医局旅行、観楓会、

忘年会を行い参加した医師、看護師及び学生間の交流を

深めている。昨年は国際学会演題、論文も積極的に発表し

充実した年であった。今年度も昨年度に劣らず益々充実

した成果を上げるべく研鑽していく予定である。 
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産婦人科学講座 

　旭川医科大学産婦人科学講座は昭和49年（1974年）4月

に教授として北海道大学産婦人科助教授清水哲也、助教

授として北海道大学産婦人科講師の芳賀宏光が発令され、

田中邦雄も加わり開設された。昭和50年には山田隆一が

助手として発令され、昭和51年11月1日に旭川医科大学

付属病院がオープンし、本格的な診療が開始された。昭和

52年4月鷲塚紀夫が講師として、8月に石川睦男、9月に有

賀敏、10月に溝口久富が助手として着任した。昭和53年4

月に山崎知文、その後、弘前大学、福島医科大学を卒業し

た長谷川、浅川、宮本が入局し、ようやく診療体制が整備

された。 

　昭和54年旭川医科大学医学部1期生を主体に8人が入

局し、昭和55年には北海道大学より山下幸紀、萬豊、牟礼

一秀が参画し、また、東京女子医大より衛藤眞里、また、そ

の後本学卒業生も毎年加わっている。この頃には、年間分

娩数も500例を越え、婦人科悪性腫瘍手術、不妊症領域で

も診療体制が整い、本格的診療体制が確立された。研究面

では、絨毛性腫瘍に関する基礎研究、prostaglandinの初

期胚における発現動態、着床に関する研究、超音波断層法

の不妊診療への応用、胎児well-beingの評価法に関する

研究など、産婦人科超音波医学の樹立に向け研究が推進

された。 

　昭和56年に芳賀は旭川赤十字病院に転出し、それに伴い、

山下幸紀が2代目助教授に就任した。 

　昭和62年9月に山下は国立札幌病院に転出し、石川が3

代目の助教授に就任した。 

　平成2年には待望の同門会も芳賀宏光を初代会長、鷲塚

紀夫、山下幸紀を副

会長として設立され、

現在会員数は100余

名にのぼっている。 

平成3年7月、清水は

旭川医科大学長に

就任し、看護学科の

設立など、学長就任

後も精力的に旭川

医科大学の発展に

寄与した。翌年5月

石川睦男が2代目教

授、7月に千石が4代

目の助教授に就任

した。この年、芳賀

初代助教授は旭川

赤十字病院院長に就任した。石川教授就任後は、診療面で

は低侵襲の治療を目指し、早期より内視鏡手術を導入し、

現在では婦人科悪性腫瘍まで拡大され、我が国でも最先

端の成績を残すに至っている。また、生殖補助医療技術の

推進も積極的に行われ、この分野においても数多くの実

積を残し、周産期領域においても、平成14年には周産母子

センターが設立され道東・道北地域の周産期医療の中心

として数多くの母体搬送、新生児を受け入れ、地域周産期

医療にも多大な貢献をしている。研究面でもNIH、ハーバ

ード大学、ユタ大学、ミシガン州立大学、また、アイルラン

ドのゴルウェー大学に多くの教室員が留学し、留学経験

者を中心に活性酸素消去酵素の生殖医学における役割、

特に黄体機能、受精現象、また、卵巣癌の診断制度の向上、

無精子症原因遺伝子の解析、卵子発育、成熟に関与する遺

伝子の探索などを中心に活発な研究を展開している。そ

の成果は15にのぼる全国学会を主催するなど全国的に高

い評価を受けている。国際交流にも積極的に取り組み、現

在までに中国、ブルガリア、アイルランド、バングラディ

シュから13人の留学生を受け入れている。 

　平成15年8月に石川は旭川医科大学付属病院長に就任し、

国立大学法人化など大学付属病院のビッグバンともいう

時代において、付属病院の発展のため、貢献している。 

現在、旭川医科大学産婦人科講座は、最先端の医療技術の

提供、世界を目指す独創的な研究の遂行とともに、道北・

道東における地域医療の担い手として卓越した知識、技

術を有するとともに患者に優しい全人的医療人の育成を

目標とし、診療・教育・研究に邁進している。 
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放射線医学講座 

　本講座は昭和51年4月、徳島大学より天羽一夫教授が

赴任し第1歩を踏みだした。次いで同年、斗南病院から三

橋英夫助教授（附属病院放射線部副部長兼務）、北海道大

学から菊池雄三助教授が赴任した。当時は、放射線診断を

天羽教授、核医学を三橋助教授、放射線治療を菊池助教授

がそれぞれ担当し、施設の整備、講義、教育実習、診療と目

の回るような慌ただしい毎日であった。昭和52年4月に

北大理学部出身の北村が助手として加わり、翌53年4月

には北海道大学より広瀬が、徳島大学より渡辺、坂東が助

手として赴任し、診療・研究の大きな力となった。昭和54

年6月、本学1期生の早坂と横浜国立大学出身の上北を初

めての新卒業生として採用、医局の雰囲気も新鮮なもの

となった。昭和55年4月には、現在まで講座を支えてくれ

ている、内村（旧姓品田）事務官が採用となった。昭和55年

になり本学2期生の浅野、西野、昭和57年には4期生の荒川、

高橋、吉川、昭和58年には5期生の杉江（現同門会会長）、

昭和59年には6期生の斉藤、昭和61年には8期生の石澤が

新たに採用となった。その後、平成5年に15期生の山田と

吉川が採用となるまで新卒業生の採用はなかったが、第1

内科から3期生の今本，4期生の高塩、麻酔科から7期生の

峯田が採用となっている。 

　天羽教授の定年退官に伴い，平成5年、金沢大学より油

野民雄教授が着任した。平成6年に放射線治療部門の責任

者として千葉大学より吉田講師、核医学部門の責任者と

して金沢大学より秀毛を迎えた。さらに、平成10年には、

自治医大より本学4期生の高橋康二助教授(放射線部副部

長兼務)を診断・IVRの責任者として迎えたことにより、新

たな診療・研究と教育体制が整った。その後、16期生の草

刈（現遠山）、川口（現中島）、17期生

の宮野、山本、片田、薄井、18期生の

尾野、19期生の稲岡、長沢、20期生

の沖崎、21期生の廣田、22期生の

佐藤、八巻、23期生の佐久間、24期

生の山品、25期生の渡辺、佐々木が

新たな力として加わった。その他、

杏林大学放射線科から花岡が、大

阪大学第1外科から瀬尾(現在アメ

リカで活躍中)が加入し、平成11年

からは中国から外国人研究者(後

に大学院入学)として趙を迎えた。 

　当講座の臨床・研究は、三本の柱、

すなわち超音波・CT・MRI・血管造影を組み入れた総合画

像診断および画像誘導下の各種治療(IVR)を行なう診断・

IVR部門、放射線照射による悪性腫瘍治療を主体とした

放射線治療部門、各種トレーサーを用いて各臓器の機能

診断や甲状腺疾患の治療を行なう核医学部門からなる。 

　診断・IVR部門では、各種画像診断のみならず肝臓や頭

頸部領域の癌に対する血管造影下での動注化学療法や肝

癌に対するリザーバー動注化学療法および各種出血に対

する動脈塞栓療法などのIVRに積極的に取り組んでいる。

また、大学附属の遠隔医療センターを拠点とした遠隔画

像診断にも力を入れている。 

　放射線治療部門では、全身化学療法や動注化学療法と

放射線治療の組み合わせ、術中放射線照射や転移性脳腫

瘍に対する定位放射線脳手術などに力を入れている。 

　核医学部門では、各種機能診断のみならず道北唯一の

甲状腺疾患（バセドウ病・甲状腺癌）に対するヨード治療

施設として、専用の治療室を新たに整備し実績を重ねて

いる。 

　新入教室員は、3つの部門をローテーションし総合的見

地から患者様や他科の医師と接することができるように

育成している。また、国内留学にも積極的に送り出してお

り、広い視野が身に付くようにしている。 

　現在、北海道では放射線科専門医、特に画像診断・IVR

の専門医はまだまだ少なく、またPETの普及とともに核

医学専門医の需要も飛躍的にのびている。このため道北・

道東地区の放射線診断・治療の発展へむけての拠点として、

臨床、学術研究とともに地域の放射線医療のリーダーと

なれる人材育成に取り組んでいる。 
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麻酔・蘇生学講座 

1. 教室のあゆみ 

　麻酔・蘇生学教室（旧麻酔学教室）は昭和51年4月、初

代小川秀道教授の就任によって開講となった。 

　開設時より臨床研究は盛んで、各種吸入麻酔薬なら

びに関連薬物の臨床薬理学的研究が現在に至り推し進

められいる。また学生教育における救急蘇生等の教育

法の開発も行ってきた。疼痛治療面では、東洋医学的な

アプローチを含めたペインクリニック全般にわたり研

究を進めている。 

　集中治療部は平成8年9月より藤本一弘講師が専任と

なり、胸部外科・腹部外科等の術前・術後管理を含めた

集中治療が活発に行われるようになった。 

　一方、海外との交流も盛んに行われており、特に中国

からの継続的な留学生が来科し現在も交流が行われい

る。また、平成8年からはアメリカへの研究留学を開始し、

現在は4人の医師が米国留学中である。 

　現在教室は、平成10年11月より第二代の岩崎　寛教

授を迎え更なる発展を迎えようとしている。岩崎教授

の研究テーマである骨格筋、特に喉頭筋に対する筋弛

緩薬の薬理学的・電気生理学的および組織学的検討や

鎮痛における脊髄下行性抑制系の関与・機序に関した

研究は、現在も教室での主たる研究テーマとして教室

員を中心として岩崎教授ご指導のもとに進行している

次第である。 

　現在は教室員74名、同門会員87名であり、北海道全

土にわたる約20の常勤医派遣施設と大学との連携のも

とに麻酔・集中治療・救急・ペインクリニックと幅広い

活動を行っている。 

　また、平成15年の救急医学講座の発足の伴い藤田　

智助教授が就任し、協力関係で臨床を行っている。 

　 

2. 教室の現状と運営方針・診療内容 

1）臨床 

　本大学附属病院中央手術部の麻酔、ペインクリニッ

ク外来・病棟、救急・集中治療部の3部門を中心とした臨

床活動がなされている。中央手術部では、岩崎教授を含

めた10名前後の指導医ならびに医員5名・研修医5名・

ローテーション医師数名により、年間約3,500例の手術

症例を麻酔科管理にて行っている。ペインクリニック

外来は連日診療しており、午前診療で約30名の外来患

者と入院患者が訪れる。対象患者は、帯状疱疹痛・腰下

肢痛・顔面神経麻痺から癌性疼痛まで幅広く、ペインク

リニックに関連した様々な症例の診療が行われている。

最近では硬膜外内視鏡による神経剥離術、脊髄電極挿

入による疼痛治療、経皮的椎体形成術および高周波熱

凝固による疼痛管理などの影響の治療法に着目し、様々

な痛みに応用を検討している。 

　医局関連病院としても、臨床麻酔に限らず、救急・集

中治療の研修が可能な施設やペインクリニックの専門

施設など優れた臨床麻酔医師の育成に役立つよう様々

な病院と連携を保ち教室員を派遣している。 

2）教育 

　臨床医学実習は5日間行われる。各曜日ごとに、少数

スタッフがマンツーマンの形で麻酔に関わる様々な

内容を教育している。麻酔に関与する呼吸・循環生理

から始まり、局所麻酔・全身麻酔の教育、蘇生実習、ペ

インクリニック教育、高次救急車の搭乗体験など、実

際の麻酔学により興味のもてるように配慮した体制

となっている。 

　また、救急医学講座の協力によりACLS講習会や

AED使用講習会など、医学部全体の教育にも積極的に

参加している。 

3）研究 

　以前から進めてきた各種吸入麻酔薬ならびに関連薬

物の臨床薬理学的研究に加え、現在大学院生や教室員

により多くの基礎的研究が行われている。前述の喉頭

筋群に対する各種筋弛緩薬の薬理学的・電気生理学的

な研究や鎮痛における脊髄下行性抑制系の機序に関し

た研究など岩崎教授の研究テーマに加え、吸入麻酔薬

の心筋イオンチャンネルへの影響、各種静脈麻酔薬の

てんかん誘発性、分子生物学的な疼痛関連物質の解明

などに加えて、第一解剖、薬理学講座などの基礎医学と

の共同研究も現在進行中である。 
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脳神経外科学講座の沿革と現状 

旭川医科大学脳神経外科学講座は、米増祐吉教授が初

代教授として着任し主宰され、昭和52年12月に教授以下

6名体制で開講されました。昭和53年4月より診療を開始

し、道北・道東地域の基幹病院として、地域医療に貢献す

る事を最大の責務として努力を重ねて参りました。幸い

に新入医局員にも恵まれ、これら地域の病院へ脳神経外

科医を派遣させて頂けるようになり、大学病院との連携

の下に地域医療の向上に貢献して参りました。 

平成9年には、初代　米増祐吉教授が定年退官され、名

誉教授に就任されました。後任には、米増教授の下、助教

授を務めた田中達也先生が2代目教授として就任されま

した。その後、新体制もようやく整い、田中達也教授の下に、

診療・研究・教育を三本柱として、更に講座を充実させて

きております。 

診療面では、コンピュータ画像を駆使した手術支援装

置を国内ではいち早く導入し、低侵襲でより正確で安全

な手術を目指し、従来は到達困難であった病変や種々の

疾患に応用して成果を上げております。神経内視鏡もい

ち早く導入し、困難な下垂体手術、深部の脳動脈瘤クリッ

ピングに応用し、すぐれた手術成績が得られています。そ

の他､術中エコーも積極的に導入しています。このように

より低侵襲で脳及び神経機能を可能なかぎり温存するよ

り安全な手術を目指しております。また、田中教授のライ

フワークでもある難治性てんかんの外科的治療にも積極

的に取り組み、国際てんかん学会の理事に就任したこと

から、この分野では世界有数の施設の一つとなっており

ます。平成14年からは、パーキンソン病や不随意運動の外

科治療も開始して、道内の神経内科等からも紹介を受け

ております。これらに伴い、外来患者や入院患者及び手術

件数は、徐々に増加し、特に最近は救急部の充実に伴い、

頭部外傷やくも膜下出血などの急患症例も増加して参り

ました。平成13年からは、脳血管障害等で進歩の著しい血

管内治療の分野も充実させつつあり、国内外へ教室員を

留学させて専門医を育成しており、血管内手術症例も急

増しております。また、平成15年からは、中国や東南アジ

ア地区へ教室員を派遣し、当地の若手脳神経外科医の教

育指導も積極的に始めております。 

研究面では、「臨床に結びつく研究を」という方針に基

づき、研究のための研究ではなく、臨床診療にフィードバ

ックできるような基礎研究を機能的脳神経外科領域を始

めとして、脳腫瘍や脳血管障害の分野でも幅広く行なっ

ております。学会関係では、平成10年には第21回日本て

んかん外科研究会、平成11年には第23回北日本脳神経外

科連合会学術集会、平成14年6月には第30回日本小児神

経外科学会、平成15年10月には第33回日本臨床神経生理

学会学術大会を主催し、盛会裏に終わっております。更に

来年は、2つの全国学会の主催を控え、現在その準備に余

念がありません。その間に脳神経外科地方会等を主催し、

小人数ながら何とか全国･地方学会を主催して参りました。

また、国内外の主要な学会には、演題を多く採択され、田

中教授以下教室員が出席しております。更に例年数回程度、

旭川市内で国内外の著名な講師を招聘して講演会を開催

し、最新の知見を得るだけでなく、市民公開講座や出張講

座を通じて、地域社会にも貢献すべく努めております。 

教育面においては、昨今の医学教育の改革に対応すべく、

少人数ながら、医学チュートリアルやOSCE、医学特論(医

学英語)にも積極的に参加しております。系統講義やポリ

クリのスケジュールについてもより実戦的な内容に変革

させつつあり、希望者にはM3からでも手術見学をさせた

り、ポリクリにおいても積極的に病棟処置や手術時の手

洗いにも参加させております。また、関連施設での学生実

習も積極的に行っております。 

現在の当講座の最大の悩みの種は、新入教室員がなか

なか集まらない事です。しかし、小人数ながら、田中教授

の下、講座の更なる充実と共に、旭川医科大学開学の精神

である「国内外への研究の発信と地域医療の充実･発展」に

寄与できるよう､今まで以上に努力を重ねております。 
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伊藤喜久教授 

臨床検査医学は、生物、物理、化学、

微生物学などの検査技術を駆使

して医学、医療の発展に寄与す

る臨床医学の一部門である。血液、

尿などの体液中の成分を測定す

る検体検査と、患者から発する

電気信号を計測する生理機能検

査から成る。診断、治療方針決定

とそのモニター、予後の推定な

どに利用されているが、今や遺

伝子解析、プロテオミクス、生理機能分析法などの先端、

先進医療の進歩を受けて、先天性、後天性の疾病の予知、

早期発見、早期治療によりオーダーメイドで個人の一生

の健康管理に関わる新たな時代を迎えている。一方、これ

までの自動搬送システムに象徴される重厚長大な大型投

資の時代は終焉を迎え、手のひらサイズの検査機器の登場、

患者診療へ直接関わる生理機能検査へと重心がシフトし

てきた。昭和63年の設立当初から講座と検査部を一体化

させ、3本柱である教育、研究、検査業務を常にバランスを

保ちながら、充実を目指してきた。病院が抱える大きな課

題の一つに院内感染制御がある。微生物検査室の質の高

い検査サービスと、優れた技師の養成はこれからの病院

の生命線を握ると言っても過言でない。新しい法人化体

制の下、検査部と輸血部は合併し、臨床検査・輸血部とし

て新たな歩みを始めた。 

教育においてはどのような時代であっても検査結果が有

効に活用されることが目標であり、生態内変化要因の特

定とそれらの機序の解明を中心に、オーダー、サンプリン

グ、保存、測定、生理的

変動、などの精度保証

システム、総合的な検

査の使い方、解釈など

を実地指導している。

臨床検査の研究は新し

い検査法の開発と臨床

的有用性を追及するこ

とが中心課題となる。

基礎研究から臨床応用

まできわめて横断的で

幅広い。当教室の歩み

は創立20年誌にまと

められており、平成6

年(1994年)からの動向、

活動を中心に紹介する。平成4年に着任された池田　久實

教授は「血小板膜蛋白CD36の機能の解明」を研究テーマ

として掲げ、生化学、遺伝子解析、血栓・止血の臨床的側面

から取り組まれた。平成11年池田教授が北海道血液セン

ター所長へと転出され、平成12年4月から伊藤　喜久教

授が自治医科大学臨床病理学講座から赴任し、講座教授

と検査部部長に就いた。研究テーマは尿蛋白検査であり、

過去15年間プロテイン1の臨床研究を進め、最近では尿

アルブミン、α1-ミクログロブリンなどの測定標準化や

血漿蛋白標準品の作製、導入に関連した研究にも関わっ

ている。また日本臨床化学会、臨床検査医学会、アジア太

平洋臨床生化学会理事として広く学術活動の振興に努め

ている。大学関連では現在チュートリアル実施委員長、病

院では院内感染対策委員長として多くの講座、部門の方々

の協力を得て、組織、機能、サービスの充実に取り組んで

いる。検査部運営では就任以来、収支の改善、向上に力を

注ぎ、新しい時代にふさわしい検査部モデルの構築を常

に模索している。林　由紀子講師の研究テーマはCD36、

プロテイン1などの生化学的基礎研究、教育面では臨床検

査医学への学生の関心の高まりもあり、EBLM、検査デー

タの精密・詳細解析、検査の有効活用などに取り組んでい

る。河端　薫雄病院講師は、新しい遺伝子検査の研究手法

を駆使して、プロテイン1のＳＮＰsの発見、遺伝子産物の

作製などに成果をあげ、現在は転写制御因子の研究に余

念がない。赤坂　和美病院助手は平成14年に第一内科か

ら移動となり、心臓・頸動脈・末梢血管超音波検査の専門

医として、今や生理機能検査における大車輪となりつつ

ある。また幸村　近　氏（現道北病院内科）に臨床助教授

として医学部、看護学

部の講義をお願いして

いる。ほかに講座の事務、

研究補助の3代目とし

て斉藤　典子さん、臨

床検査技師の田丸　奈

津子さんのお二人にお

手伝いいただいている。 
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　昭和51年11月1日、本学附属病院の診療科として歯科

口腔外科が開設された。当時は北海道大学歯学部口腔外

科から2名の派遣医師が診療していたが、昭和52年11月1

日、初代教授として弘前大学医学部歯科口腔外科学講座

助教授であった北　進一先生が着任、直後に愛知学院大

学歯学部から池畑　正宏講師が着任し、助手2名、医員2名

そして2名の技工士の計8名で歯科口腔外科診療がスター

トした。当時はまだ診療科であったため、研究室、実験室、

研究費もなく、教授室と技工士の部屋はあったが、他は当

直室を兼ねた大部屋1つのスタートであった。このような

時期が8年間続いたが、この間毎年のように科学研究費が

交付されており、附属の実験機器センターの一室を借りて、

細々ながら研究も継続されていた。 

　昭和60年4月、診療科から念願の講座に昇格した。 

実験機器センターの5階に、新しく臨床研究棟が増設され、

学生の教育、実習という大きな業務を受け持つこととな

った。また研究室や実験室も追加され、研究活動もいっそ

う充実してきた。 

　平成16年3月現在、北教授以下、助教授1名、講師1名、助

手2名、その他医員、研修医、大学院生、研究生及び関連病

院出張者も含めて総勢30名で、教室員も年々増加してき

ている。 

　当教室は、診療では口唇裂・口蓋裂などの口腔顔面奇形、

口腔悪性腫瘍、口腔顎顔面外傷、顎発育異常及び顎関節疾

患などの口腔外科疾患を主な対象としているが、全身的

にいろいろな疾患を持った患者の歯科治療や障害者の歯

科治療も行っている。 

　研究面では骨移植後の生体反応など骨代謝に関する研

究が教室もメインテーマであり、今までに数多くのテー

マに対し科学研究費の交付を受け、活発な研究活動がな

されてきた、現在は骨膜の骨形成能に関する研究、各種骨

移植材料移植後の治癒に関する微細構造的及び分子生物

学的な研究、骨延長法に関する研究などの基礎的研究に

加え、がん細胞のＤＮＡ量に関する研究、口腔癌や口唇裂・

口蓋裂の治療に関する研究も行われている。これらに加え、

最近は口腔粘膜疾患、特に前癌病変とされる病態に対し、

その自家蛍光を測定することによる悪性化の診断法開発

に取り組み、今後の展開が期待されている。また組織幹細

胞を用いた再生医学分野へのアプローチも検討されてき

ている。 

 

北　進一教授　（歯科口腔外科学講座初代教授） 

 



救急医学講座 

設立の背景 

　近年，高齢化社会の到来，交通事故の多発を要因とする

内科的緊急疾患や外傷等の救急症例数が増加し，これら

に対応するため救急医療体制の整備が重要な課題となっ

ている。大学附属病院は，高度な救命救急医療機関として

の機能を備えており，24時間救急医療体制を組むことが

可能であることから，二次医療圏を越えた広域の「救命救

急センター」として機能すべきであるとされている。 

　急激に変化する重度救急病態には，適切な救急処置を

要する。このような症例に対して複数の診療科領域にわ

たる疾病や障害を総合的に把握し，迅速かつ的確に診断・

治療ができる救急専門医の養成が望まれている。同時に，

全ての医師に緊急時の全身管理，特に呼吸・循環・意識に

関する救急救命処置の基本を教育することが求められて

いる。 

　地域的条件として，本学附属病院は，過疎地を含む広大

な面積を背景とし搬送距離の長い地域の中核医療機関で

ある。寒暖の差の大きい地域であり，熱中症，低体温等へ

の対応も必要とされる。道路事情等から重大な交通外傷

の発生しやすい地域でもある。更には近隣に旭川空港，石

狩川の支流の集中，十勝岳を控え，災害発生時に救急医療

に応える責務を負っている。 

 

救急医学講座の設立 

　以上の背景から平成14年4月に本学に救急医学講座が

設立された。同年12月に郷一知教授，平成15年2月に藤田

智助教授，同年3月に津田尚也助手が講座を担当すること

となった。 

 

活動状況 

　当初は，救急医学講座の3名に加え集中治療部の藤本一

弘講師，高橋文彦助手，上田拓実助手が救急医療の臨床の

中心的活動にあたることとした。以前に引き続き第1内科，

第3内科，整形外科，第1外科，脳神経外科，麻酔科蘇生科，

その後総合診療部にも日直・当直の応援をお願いした。 

平成15年4月から第5学年の臨床実習が始まり，平成16年

4月からは第6学年の臨床実習と卒後臨床研修も受け持つ

こととなった。救急の基本手技の習得には麻酔科蘇生科の

応援を，患者さんのきめ細かな診察や総合的な病態の把握

には総合診療部の応援をいただいての実習となった。新入

生のBLS; basic life support，卒業生のACLS; advanced 

cardiovascular life supportの実習も担当し，藤田助教

授，藤本講師を中心として地域のACLS振興の活動も開

始された。 

　救急部受診症例数も次第に増加し，平成13年度に約

3000名だった受診者数は平成14年度には4000名，平成

15年度には4500名となり，平成16年度は5000名を越え

る見込みである。救急車による患者さんの搬入数や入院

する患者さんの数も増加し，平成16年度にはそれぞれ

1200名，900名を越える見込みである。平成16年1月1日

から日本救急医学会認定医指定施設，同年4月からは日本

集中医学会専門医研修施設となり，専門医を目指す医師

への対応も整備されつつある。また，地域の救急医療体制

との連携も進めつつあり，平成15年9月には旭川市消防

本部と「救急救命士に対する医師の具体的指示等に関す

る覚書」を交わし，救急隊員の行う応急処置にも関わって

いく体制となった。 

 

今後の展望 

　近年，救急医療におけるドクターヘリの活用が注目さ

れている。本学では現在，夏季にはグラウンドを冬季には

旭川空港を使用したヘリコプターの受け入れを行ってい

る。本学敷地内にヘリポートが設置できればヘリコプタ

ーの受け入れとともにドクターヘリによる救急活動も可

能になる。本学附属病院ならではの構想であるので是非

実現したいと考えている。 

　旭川市内の救急車出動回数は増加しつつあり，年間

12000件を越え，250件以上が心肺停止症例である。外来

再開発に伴い，救急部は時間外玄関の真横に移動し，救急

症例への対応がより容易で迅速に行えるようになる見込

みである。年間救急患者受け入れ数12000名以上，救急車

受け入れ数4000件以上が当面の目標である。あと4名の

医師に救急医療に参加してもらえれば，休日・夜間勤務を

含めて救急部・集中治療部で担当していける。研修医の皆

さん，専門診療科へ進んだ皆さんにも是非1年から2年の

プログラムで救急医療に参加していただけるよう講座の

整備を進めていきたい。 

写真は講座設立時の救急部・集中治療部のメンバーである。 
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看護学講座 

　旭川医科大学医学部看護学科は、平成8年4月に第1期

生60名を迎え入れた。本学科は全国で43番目に開設され、

基礎看護学講座（基礎看護学、形態機能学、病態学）、臨床

看護学講座（母性看護学、小児看護学、成人・老人看護学）

および地域保健看護学講座（地域保健看護学、精神看護学、

環境保健論）の3つの大講座から構成されていた。だが教

員の赴任は学生の学年進行とともに順次行われたので、

初年度の教員は教授2名（野村紀子、岡田洋子）、助教授2名

（阿部典子、岩田銀子）、講師1名（安川緑）、助手2名（阿部修

子、横山由美子）だった。看護学科棟はまだ無く、授業は医

学科の講義実習棟で行われ、教員は本部管理棟に間借り

をしていた。 

　平成9年度には、教授1名（望月吉勝）、助教授2名（北村

久美子、松谷洋子）、助手1名（神成陽子）が赴任し、本部管

理棟と臨床研究棟に間借りした。 

　平成10年3月に看護学科棟第1期工事（講義室と教官室）

が終了し、4月に新築の校舎に引っ越した。平成10年度には、

教授2名（岩元純、木村昭治）、助教授3名（石川一志、松浦和

代、佐藤雅子）、講師1名（加藤千津子）、助手3名（伊藤幸子、

原等子、飛内真理子）が赴任した。 

　平成11年3月に看護学科棟第2期工事（正面玄関、事務室、

実習室、会議室など）が完了し、4月から新校舎での演習・

実習が可能となった。6月9日に看護学科棟完成記念式典

が開催され、本学参与の日野原重明先生の記念講演があ

った。 

　平成11年度には、教授2名（良村貞子、前田隆）、助教授2

名（新開淑子、上野栄一）、助手3名（吉野節子、若狭律子、山

内学）が赴任し、北村久美子が教授に昇任した。平成12年

3月に第1回学士学位記授与式が行われた。 

　平成12年4月に大学院医学系研究科修士課程看護学専

攻が設置された。平成12年度には、助手6名（菅野予史季、

山内まゆみ、笹川寿美、高橋美和、鶴田好志恵、五嶋里見）

が赴任し、伊藤幸子が講師に昇任した。6月24日に第2回

日本母性看護学会学術集会（学術集会長：野村紀子教授）

が大雪クリスタルホールで開催された。 

　平成13年度には、助手2名（浜めぐみ、苫米地真弓）が

赴任した。平成14年3月に第1回修士学位記授与式が行

われた。 

　平成14年4月より、さらに統合して1つの大講座（看護

学講座）とし、基礎・地域保健看護学分野（基礎看護学、形

態機能学、病態学、地域保健看護学、老年看護学、精神保健

看護学、公衆衛生論）および実践看護学分野（母性看護学、

小児看護学、発達障害看護学、成人看護学）の構成となった。

日本看護系大学協議会による看護を取り巻く情勢の分析

と看護系大学の果たすべき役割の検討のなかで、看護実

践能力育成を充実させることが挙げられた。それには演習・

実習という教育手法が重要であり、そのためには充分な

人数の教員を配置することが必要である。だが、現実には

逆に平成17年度からは助手1名の削減が割り当てられて

いる。また、これまでの3つの大講座では、各々が担当する

演習・実習にはその講座所属の教員があたるのが原則だ

った。そのために生じた教員の負担の不均衡を是正しつつ、

限られた人数の教員で教育実践の充実を図るために1つ

の大講座に統合したわけである。 

　平成14年度には、助手4名（竹明美、大西奈美子、杉山さ

ちよ、一條明美）が赴任し、新開淑子と松浦和代が教授に

昇任した。 

　平成15年度には、教授1名（服部ユカリ）、助手2名（中島

宣昭、留畑寿美江）が赴任した。JICAの「母子保健人材育成」

集団研修を平成15年度から5年間受け入れることとなった。

初年度は、カンボジア、カメルーン、エリトリア、ルワンダ、

モザンビーク、パプアニューギニア、ジャマイカから10名

が参加し、6月23日～7月24日の期間に実施された。 

　学科開設以来、他機関への転出や大学院への進学など

で教員の出入りがあり、平成16年7月時点では、教授9名（岩

元純、岡田洋子、北村久美子、木村昭治、新開淑子、野村紀子、

服部ユカリ、松浦和代、望月吉勝）、助教授1名（石川一志）、

講師5名（阿部修子、伊藤幸子、藤井智子、升田由美子、安川

緑）、学内講師1名（一條明美）、助手10名（荒ひとみ、河村

奈美子、神成陽子、菅野予史季、杉山さちよ、竹明美、苫米

地真弓、留畑寿美江、中島宣昭、山内まゆみ）である。 
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検査部 

手術部 

　昭和51年5月に附属病院が設置されると同時に中央診

療施設として検査部が発足した。初代検査部長は故石井

兼央第二内科教授（併任）、初代技師長として信岡 学が着

任した。その後牧野幹男教授、池田久實教授に継いで、平

成12年には四代目検査部長として伊藤喜久教授が着任し

た。以下は過去10年間について述べる。検査部助手の幸村 

近が平成13年度をもって退職し後任として赤坂和美が採

用された。平成8年に武田葉子が退職し後任として金盛英

里子、平成11年に森山隆則が北大医療短期大学に配置換

となり後任として新関紀康が採用された。平成12年度に

は事務官の長谷川幸江が本学会計課に配置換えになった。

平成13年度には初代技師長の退職に伴い二代目技師長と

して久保田勝秀が配置され、同時に遠藤玲美が新規採用

された。また開院当初に採用された片岡国子は平成14年

度をもって定年退官した。 

　平成11年度に総合臨床検査システム（生化学・血液検査・

中央採血）が稼動、12年度には免疫血清検査と一般検査シ

ステムも稼動し検査サービスの向上を図った。 

　平成13年7月には病院再開発事業により新東病棟が完

成した。それに伴い中央診療棟A三階で業務を実施して

いた生理機能検査室・微生物検査室・免疫血清検査室およ

び血液検査室は新東病棟2階に移転し、旧東病棟の一般検

査室、生化学検査室等と共に検査部すべてを病棟二階に

集中し検査部機能を充実させた。 

 

　昭和51年11月、旭川医科大学附属病院開院とともに手

術部が設置された。平成13年10月には吉田晃敏部長が第

38回全国国立大学病院手術部会議を開催。「手術室の効率

的な運用と安全性」について議論された。手術件数は平成

15年で4173件（定期3342件、緊急831件）と増加した。包

括医療制度の導入と独法化移行のため、大学人も医療経

済へ目をむけなければならなくなったことが主因と考え

られる。平成15年6月

には、26年間使用して

きた8手術室を移転。

面積は27%増の2715 

m2となり清潔外周供

給廊下の供給用自動

搬送システム、無影灯

とシーリングペンダ

ント、可動式顕微鏡、

可動式放射線撮影装

置を導入した。また、

内視鏡手術統合シス

テムを配備した手術

室も設置した。今年になり、リストバンドなどの医療事故

安全対策システムも導入。病理部との迅速病理診断シス

テムも入り、病理医と手術室内の術者が共通の画像を見

て会話することが可能となった。現在、患者情報管理シス

テムと術野映像システム・ネットワークシステムも導入

を予定し、遠隔医療センターとの連携の下、新時代に則し

た「先進的な手術部」が構築されつつあると実感している。 
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放射線部 

材料部 

　放射線部は油野教授を部長とし、医療担当の高橋助教

授及び医療技術担当の西部副部長を中心に、以下放射線

技師総勢21名から構成され、Ｘ線診断部門、CT部門、MRI

部門、血管造影部門、核医学部門、放射線治療部門の計6部

門を組織し、放射線科専門医や看護師と共にチーム医療

の協調の基、最先端の放射線医学を駆使し、中央部門とし

ての使命である患者サービスのより一層の向上に向け、日々

邁進している。 

　日進月歩の放射線医学の一翼を担う放射線技師の養成

機関においても、国公立の全てが四年制の大学となり、こ

うした教育機関からの優秀な学生を迎え入れる対応策と

して、部内の技術職の中から医学博士1名、学士6名、放送

大学に通い日夜勉学に励んでいる者が数名いる。日常の

診療を中心とした放射線技術面の研究も盛んに行われ、

全国学会で、指導的役割を果たしている者も数名輩出し

てきた。高度先進医療面では、ナロービームを駆使した直

線加速器による定位放射線治療が承認され、いまでは保

健診療報酬の適応となっている。 

　最近、放射線治療の分野で過剰・過少照射の事故が相次

ぎ、事故の再発を防止し、放射線治療への信頼を保持する

ために、専門家の現場への配置が必要となってきた。QA

を行う専門家として、欧米においてはMedical Physicist

が職制として確立されているが、日本においては、日本医

学放射線学会認定の医学物理士と日本放射線腫瘍学会認

定の放射線腫瘍学認定技師を対象として、治療ＱＡの専

門家として認めようという方向にあり、スタッフの中か

らその資格を取得した者もでてきている。 

　法人化により、稼動実績の向上はむろん、大学人として、

全人的教育も含め、最先端医療機器を最大限有効に駆使

できるスーパーテクノロジストの育成にむけ、関係各位

のご理解とご支援を期待したい。また、10年後の40周年

が迎えられることを切に願って・・・。 

 

 

 

 

 

　昭和51年11月の附属病院開設と同時に稼動を開始した。

病棟3階のほぼ中央に位置し、手術部とは扉1枚で隣り合

っていた。開設時の装置類は、高圧蒸気滅菌器5台、ＥＯガ

ス滅菌器3台、ウォッシャーステリライザー1台と洗浄装

置などであった。 

　平成13年7月に病院改造のために増築された東病棟3階

の北端に平行移動した。手術部もその後の改造で、同じ3階

で平行移動したため、現在はエレベーターホールを挟み

隣り合っている。装置類は、高圧蒸気滅菌器4台、ＥＯガス

滅菌器2台、低温プラズマ減菌器とウォッシャーステリラ

イザー各1台、および、大型の洗浄装置5台や殺菌器など周

辺機器が多様になっている。 

　材料部部長は、最初は外科系診療科教授の併任で任期

は2年（再任可）であった。その後、材料部業務の内容から

内科系診療科の教授も担当することになった。初代の水

戸廸郎教授（第二外科）から鮫島夏樹（第一外科）、竹光義

治（整形外科）、八竹直(泌尿器科・現学長)、保坂明朗(眼科)、

海野徳二(耳鼻咽喉科)、清水哲也(産科婦人科)、天羽一夫(放

射線科)、海野徳二、飯塚一(皮膚科)、高後裕(第三内科)、石

川睦男(産科婦人科・現病院長)と続き、現13代目材料部長

は岩崎寛教授(麻酔科蘇生科)が就任されている。 

　材料部業務を行う上での考え方は、当然のことながら

大いに変化してきている。感染対策は、当初は感染性汚染

（結核・梅毒・ＨＢウィルスなど）に対する対策だった。そ

の後、ユニバーサルプリコーションとなり、移転後はスタ

ンダードプリコーションに基づいた工程をとっている。

不潔・準清潔および清潔の区域分けで洗浄や滅菌装置が

パススルー型になったり、地球環境を考慮した滅菌ガス

や滅菌法になってきている。 
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病理部 

沿　革　 

・昭和51年11月1日附属病院開院時より検査部の一部

門として業務開始。 

・昭和53年4月26日学長裁定による学内的病理部設置。 

・昭和61年4月22日文部省令に基づく正式な病理部設

置、現在に至る。 

　このように、病理部は、開院以来組織診・細胞診・剖検を

3本柱とする中央診療部門として一貫して診断業務に従

事してきた。この間、病理部長は病理学第一・第二両講座

の教授（下田晶久・片桐　一・小川勝洋・立野正敏（現部長））

が交代で兼任、病理部専任の副部長は藤田昌宏（昭和53年

4月～平成元年3月）・村岡俊二（平成元年4月～平成4年3月）・

三代川斉之（平成4年4月～現在）が担当。平成5年4月1日

からは病理医が増員、現在まで専任病理医2人体制が維持

されている。開院当初は技師2名・解剖助手1名で始まり、

現在は加藤志津夫主任技師が技官3名（うちサイトスクリ

ーナ兼務2名）・技術補助員2名・技能補助員2名を束ねて

いる（平成16年3月現在）。細胞診は、サイトスクリーナ2

名がスクリーニングし、第一内科・産婦人科・病理部の細

胞診指導医がそれぞれの領域を担当。病理解剖業務は、第

一病理・第二病理・病理部の1週毎3交代制で、実質24時間

病理解剖の連絡が可能な体制となっている。 

　この度、附属病院改築に伴い、剖検室は感染症対策とし

てBSL3対応可能な設備に改装。病理部は手術部と同一フ

ロアの中診B棟3階へ移動し、術場内から直接術中迅速検

体を授受、病理画像を術場モニターに転送する迅速診断

システムを導入。また、病院業務の電子カルテ化の一環と

して、PCによるペーパレス業務もスタートしており、病

理診断書は病理マクロ画像をつけた形でWEB配信され

ている。このようにハード面が一新され、職員一同新鮮な

気持ちで病理業務に邁進している。　 

 

 

　輸血部の沿革は、昭和51年11月の開院と同時に輸血室

として業務を開始したことに始まる。当時、専任の教官、

技官は配置されず、室長を故関口定美（当時第二外科助教

授、前北海道赤十字血液センター所長）が兼務し、事務官

佐藤秀一が専任として任務にあたった。業務内容は、血液

製剤の発注、管理供給の一切を引受け、輸血に関わる諸問

題は、関口室長がその解決にあたった。検査業務は、旭川

血液センターの全面的な協力を仰いだ。 

　平成元年6月28日付で文部省より輸血部設置が認可さ

れ8月1日に開部した。部長を水戸廸郎（前第二外科教授）

が兼務し、専任講師（副部長）に浅川全一が発令され、主任

技官加藤志津夫、技官佐渡正敏、事務官佐藤秀一が輸血部

専任となり、業務を開始した。この機構改革により、安全

な輸血療法が遂行されるようになっていった。 

　部長は、平成3年8月1日から八竹直（現学長）、平成7年4

月1日から米増祐吉（前脳神経外科教授）、平成9年4月1日

から北進一（前口腔外科教授）が歴任した。専任講師は、平

成3年12月16日から山本哲、平成14年7月1日からは、紀

野修一が務めている。 

　輸血部の主たる業務は、血液型検査、交差適合試験、不

規則抗体スクリーニングなどの検査業務、輸血用血液の

発注、保存、払い出しなどの製剤管理業務、血液製剤の適

正使用や自己血輸血の推進、輸血のリスクマネジメント

に係わる安全管理業務などがあげられ、ミスが許されな

い輸血医療の下支えを行っている。また、学生や研修医に

対する輸血医学教育や、輸血療法連絡協議会を通じた医

療従事者に対する安全かつ適正な輸血の啓発にも力を注

いでいる。 

　現在、病院再開発にともない輸血部の再開発も進んで

おり、各診療科、中央診療部門などのご協力を頂きながら、

細胞療法や再生医療を含めた新世代の輸血部を誕生させ

るべく計画が練られている。 

 

輸血部 
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　地域の三次救急と時間外の再来に対応することを目的

に昭和55年に救急室が設置された。救急室委員会がおかれ，

室長は水戸廸郎教授，鮫島夏樹教授，水戸廸郎教授，吉岡

一教授，米増祐吉教授，小川秀道教授，竹光義治教授が歴

任した。当初は夜間と平日のみの患者さん受け入れ体制

だった。 

　平成4年4月からは救急部となり，竹光義治教授が部長，

宮元政春助教授が副部長に就任した。医員1名も新たに配

属され，看護師7名，放射線技師1名が増員された。平成5

年2月1日付けで北海道告示239号の救急告示医療機関と

なり，道央・道北の三次医療機関となった。受け入れは24

時間体制となり，内科系，外科系から各1名，計2名の医師

が当直を担当し，交替制勤務の看護師1名に加え，手術部

勤務の看護師1名が応援することになった。放射線技師，

検査技師，薬剤師各1名と事務官2名が当直業務に就いた。

救急部専用ベッド2床を確保し，屋外運動場に飛行場外離

着陸場を設置する方針となった。 

　平成8年からは菊池健次郎教授が部長，郷一知助教授が

副部長に就任し，集中治療部と連携することとなり，集中

治療部の藤本一弘講師と佐藤元彦助手がその任を補佐す

ることとなった。同年7月から高気圧酸素治療室が稼動を

開始し，平成10年にはヘリコプター搬送の受け入れ体制

が裁定された。平成12年には八竹直教授が部長に就任し，

平成14年には救急医学講座が新設され，同年12月に郷一

知教授，平成15年2月に藤田智助教授，3月に津田尚也助

手が講座に就任した。心肺蘇生のプログラムが立ち上げ

られ，9月から救急救命士の救命処置に対する指示出しを

行うことになった。現在は，救急部医師3名と集中治療部

の藤本一弘講師，唐崎秀則助手，野崎浩司助手が平日日中

の業務を行い，夜間・休日の救急業務には，総合診療部及び，

救急に関わりの深い診療科の医師の応援を得ている。 

　図は救急部受診者数の推移である。 

集中治療部は、昭和57年8月1日に集中治療室として2床

稼働にてスタートした。平成3年4月13日?7月8日まで看

護婦不足により一時閉鎖となった時期もあったが、平成4

年11月には4床稼働に躍進、平成6年5月20日には文部省

の許可を得て集中治療部に昇格した。さらに平成10年10

月5床稼働、同11月には現在の稼働数である6床に増床し

た。当初、集中治療部には専任の医師はおらず、実際の運

営は平成4年10月より救急部の宮本政春助教授、平成8年

3月から郷一知助教授が行っていた。平成8年9月、初めて

集中治療部の専任医師として麻酔・蘇生学講座から藤本

一弘が講師として就任し、その後助手として第一内科か

ら佐藤元彦（平成9年4月?13年6月）、木戸伸介（平成13年

7月?15年4月）、高橋文彦（平成15年5月?16年5月）が、第

二外科からは浅間俊之（平成13年4月?）、星智和（平成14

年4月?）、上田拓実（平成15年4月?）、唐崎秀則（平成16年4

月?現在）が加わっている。看護スタッフは、開設当初は竹

脇初代師長以下4名のナースと1名の看護助手でスタート

し、昭和63年11月に大槻師長が就任後、4床稼働時にはナ

ースが13名に、平成5年4月佐野師長、平成8年4月柴田師

長就任後、6床稼働時には20名のナースに増員された。平

成13年藤巻師長が就任し、現在21名のナース及び1名の

看護助手で運営されている。 

 

 

救急部 

集中治療部 
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総合診療部 

沿　革 

　平成14年12月16日、当時旭川医科大学第3内科講師の

奥村利勝が初代教授として着任した。平成15年4月1日第

3内科助手丹野誠志が講師として、米国ペンシルバニア大

学から高橋伸彦と第3内科医員・大学院生の長峯美穂が医

員として着任した。また、藤井幸恵（9階東NS副師長）が総

合診療部師長として着任した。平成15年11月1日第1内科

医員の竹内利治が助手に着任し、また高橋伸彦が助手に

昇進し、教官枠（教授1、助教授1、講師1、助手1）が充足さ

れた。従って、平成16年7月現在のスタッフは教授：奥村

利勝（旭川医科大学6期）、講師：丹野誠志（12期）、助手：竹

内利治（14期）、助手：高橋伸彦（17期）、医員：長峯美穂（18

期）、師長：藤井幸恵、教室秘書：菅原直子である。スタッフ

が揃い、平成15年12月22日総合診療部開設記念祝賀会を

行った。 

 

外来診療（初診外来　女性総合外来） 

　平成15年4月より総合診療部外来を開始（平日午後）し、

紹介状を持たない初診患者の診療を開始した。平成16年

3月から女性総合外来を開始した。完全予約制で事前に電

話で受診相談理由を長峯医師が聞き初診担当医の院内調

整（主に婦人科以外は長峯美穂、婦人科は産婦人科：荻野

元子先生）を行っている。平成16年4月13日より総合診療

部外来は平日午前も開始した。従って、病院を受診する初

診患者で、紹介状を有しない、特定の専門診療科の受診を

希望しない患者（平日日中8:30-17:00）の初期診療を行っ

ている。初診の段階で専門診療が必要な場合は速やかに

担当診療科へ紹介している。また、少しずつではあるが、

地域医療機関から多領域に医学的問題がある症例、不明

熱など診断前の症例、器質的疾患が判然としない愁訴を

有する症例など総合診療部宛の紹介状を持って来る症例

もでてきた。この地域医療機関との密接な連携が、大学病

院の総合診療部にとって最も重要であり、大学病院が社

会的責任を果たす上でも役に立つ。旭川医大病院の窓口

として総合診療部を使っていただけることが、大学病院

全体の活性化につながるとともに、学生、研修医のプライ

マリケア教育の充実につながる。初診患者は基本的には

学生（5年生、6年生）や研修医と一緒に医療面接・身体診察・

Problem listの作成・鑑別診断などを行う方針であり、教

育資源の観点からも多くの初診患者を確保するよう努力

していきたいし、何より地域医療機関からの御紹介が有

り難い。現在5学年学生から行われている参加型臨床実習

（クリニカルクラークシップ）は研修医の前倒しの感もあ

り、卒前卒後一体となった初期臨床研修体制を構築して

いくためにも外来の初診患者を増やすことは、診療と教

育の為の最優先事項である。 

 

卒後臨床研修センター 

　奥村が卒後臨床研修センター副センター長・旭川医科

大学附属病院プログラム責任者として、丹野がプログラ

ム副責任者の一人となって卒後臨床研修に関する業務全

般に関与している。 

　 

EBM勉強会 

　初診患者は、内科領域にとどまらず広くcommon     disease 

の診療能力を必要とする。総合診療部のスタッフがこれ

までの自分の専門領域のみならず、広いGeneralistの能

力を身に付ける為に毎週の勉強会『Common diseaseの

プライマリケアのEBM』を持ち回りで行っている。詳細は

Home pageに逐一掲載している。 
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周産母子センター 

沿革とスタッフ 

　平成15年4月1日、小児科新生児グループと産婦人科周

産期グループが合併しNICU6床、GCU（NICU後方支援ベ

ッド）6床、母体管理14床、LDR2床を有する周産母子セン

ターが新設され、初代センター長に現病院長（前産婦人科

学講座教授）である石川睦男が就任した。 

　平成15年7月1日、助教授に田熊直之（産婦人科）、講師

に林時仲（小児科）がそれぞれ昇任し、竹田津助手、小島助

手、宮本助手の常勤医師と数名の医員・研修医が配置され

診療基盤が整った（写真参照）。 

　平成15年8月1日、2代目センター長に藤枝憲二小児科

学講座教授（兼任）が就任した。現在は藤枝教授、田熊助教

授、林講師、吉田助手、竹田津助手、小島助手、長屋医員、日

高医員、佐々木医員、中村医員の専任スタッフの他、研修医・

大学院生で構成されている。 

現　況 

　周産期科医、新生児科医の極端な不足のため、ほとんど

の公的病院ではハイリスク妊娠管理や未熟児管理が不能

となっており、当センターへの母体搬送・新生児搬送が急

増している。そのため分娩数は例年の1.5倍以上となり、

さらに早産児や低出生体重児が全体の50％以上を占め、

帝王切開率は40％以上となっている。正常分娩は30％程

度である。 

今　後 

　他の分娩取り扱い施設や広範囲の地域住民からの期待

は大きく、我々も日々それに応えようとがんばっている。

しかしながら全ての需要に応えるためには、医師・助産師

等のマンパワーや医療機器など全てが不足しており、こ

れからの課題となっている。 
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経営企画部 

　経営企画部の沿革は附属病院における医療情報システ

ム発展の歴史と共に語られよう。 

　開院から2年後の昭和54年1月、大型汎用コンピュータ

が導入され、医事会計業務を皮切りに入院食管理業務、検

体検査業務、薬剤業務といった中央診療部門における電

算処理化が進められた。昭和62年には、診療業務における

コンピュータ化を一層推進するために医療情報システム

推進委員会が組織され、その翌年、医療情報システム企画

室（平成2年10月医療情報室に改組）が学長裁定によって

設置された。 

　平成2年1月には、診療現場から中央診療部門へ渡る伝

票類をオンライン化したシステム（オーダエントリシス

テム）が稼動した。当時のシステム構成は、業務用コンピ

ュータ272台とプリンタ142台が幹線系32Mbps、支線系

4M／10Mbpsのネットワークで繋がれたものであった。

以後現在に至るまで、コンピュータ台数は328台（平成7年）、

457台（平成10年）、700台（平成16年1月）と段階的に増設

されると共に、ネットワークも幹線系1,000Mbps、支線系

100Mbps、無線系11M／54Mbpsに性能を向上させてオ

ンライン業務種を拡大してきた。計算機が初めて導入さ

れてから四半世紀が経った現在では、電子カルテ機能や

患者・オーダ照合機能等を取り入れた情報システムに成

長している。 

　診療現場へのコンピュータ化が進むにつれて、情報シ

ステムは病院業務のライフラインとなり、その運用性、可

用性、安全性確保が急務の課題とされた。そこで、平成4年

より文部省（当時）に医療情報管理部門に係る要求を続け

た結果、平成10年4月に医療情報部の設置と専任教官（教授、

助教授）の増員が認められた。そこに看護師長を加え、業

務部医事課医療情報係（当時）とのスクラムのもと、情報

システムの運営体制が整えられた。 

　平成15年4月、医療情報部は発展的に解消し、経営企画

部に生まれ変わった。従来の医療情報分野に経営戦略分

野を加え、更に病院事務部経営企画課との連携により病

院経営に資する戦略的な情報マネージメントの実践を意

図したものであり、平成16年1月より新たに経営戦略担

当助教授が配置されている。 

　経営企画部での教育・研究領域は、医療情報学、医療経

済学、病院管理学、看護情報学に亘り、具体的なテーマを

挙げれば、遠隔医療、病院情報システム、地域医療情報シ

ステム、医療情報リテラシ、病院経営分析、医療コスト管理、

看護診断等である。又、主に医学科第3学年への「医療情報

学」講義を担当している。 

 

関係スタッフ 
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　医療事故の多発を憂慮した文部科学省は，平成13年度

より組織横断的な活動を期待して専任リスクマネジャー

を42国立大学病院に設置した。その体制整備の一環として，

平成14年8月1日に医療事故を未然に防止し，また，事故

の発生時は迅速で透明性のある対応により社会的信頼を

維持して，病院全体の医療の質を向上し安全な医療を提

供する目的で医療安全管理部が設置された。 

　医療安全管理部長は石川睦男（現病院長）事故防止・安

全問題担当副病院長が初代として就任し，平成15年8月

より葛西眞一副病院長が就任した。副部長は岩崎寛麻酔

科蘇生科教授・加藤千津子専任リスクマネジャー，そして

長谷部直幸第1内科助教授，平田哲手術部副部長（助教授），

藤田育志副薬剤部長，事務職員で構成されている。 

　リスク情報は主にイントラネットを利用したインシデ

ントレポーティングシステムより把握し，再発防止のた

めの調査・分析を行い，再発防止のためのシステム的なア

プローチを実施している。また，重篤な事例等については，

医療調査委員会等開催の有無を判定するなど他の委員会

と有機的に連携をとりながら運営を行っている。主な委

員会として，主にインシデントレポートの分析を行うリ

スクマネジャー連絡会議（月1回），リスクマネジャー全体

会議（3ｶ月に1回），医療事故防止対策委員会（月1回）など

がある。また，安全文化を醸成するための職員研修を企画・

実施する事故防止啓発部会は，各部門における安全への

取組みのポスターセッション，事例検討会（年3回）などの

参加型研修と，講演会やビデオ研修会を実施し，できるだ

け多くの職員が参加できるような工夫を重ねながら活発

に活動している。 

 

 

 

 

 

医療安全管理部 

　平成6年から本学で開始した遠隔医療を一層推進する

ため、文部科学省補正予算で総費用8億5千万円をかけて、

我が国初の本格的な遠隔医療センターを開設した。これ

により、眼科を含めた全診療科目で遠隔医療の対応が可

能となり、遠隔医療センター支援ネットワークは現在、国

内29病院、国外2施設と接続されている。 

 

　遠隔医療センターが設置された平成11年度から平成

15年度までの利用実績をみると、とくに診療報酬上の評

価がある放射線科と病理は平成14年から平成15年にか

けて急速な利用件数の増加が見られる。また、診療報酬上

の評価がない眼科においても、ネットワークの広がりと

ともに、年々その利用件数は増加の一途を辿り、全道から

患者紹介を受けている。 

 

　今後は、予防医学を主としたメディカルミュージアム

構想や在宅医療、離島における遠隔医療の実施を目指す

とともに、3次元ハイビジョンを活用した遠隔手術、そし

てP2P（Peer to Peer）型電子カルテの伝送等にも取り組

む。 

遠隔医療センター 

診療科等別使用実績 

遠隔医療センター支援ネットワーク医療機関 
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治験支援センター 

　平成12年5月1日付けで、複雑・繁雑化した治験の円滑

実施支援を目的として、治験支援センターが附属病院正

面玄関の薬剤部に隣接したところに設置された。治験支

援センターは、治験事務部門、治験薬管理部門および治験

コーディネート部門の3部門から構成されるが、支援セン

ターにはコーディネート部門の職員が常駐している。コ

ーディネート部門の職員は、主に外部資金によるもので

ある。開設当初のコーディネート部門には、治験コーディ

ネーター（CRC）として、薬剤師および看護師がそれぞれ1

名づつ配置され、1名の事務補佐員が補助にあたっていた。

そのため、業務内容は限定されたものであり、一部の治験

においてのみ被験者や治験責任医師への支援活動を行っ

ていた。なお、治験支援センター長は、開設以来、薬剤部長

の松原教授が兼務している。 

　平成13年4月1日　薬剤師（CRC）が1名増員となった。

更に、平成14年4月1日　薬剤師1名、看護師1名のCRCが

増員され、薬剤師3名、看護師2名の5人体制となり、業務

内容も拡大・充実してきた。 

　平成14年10月1日　治験支援センターのホームページ

を開設した。一般市民へ啓蒙や治験参加の募集、医療従事

者や治験依頼者に対する業務標準手順書や医薬品等臨床

研究提出書類の掲示がなされている。 

 

　更に、治験の拡大を目指して、平成15年より大学関連の

医療機関とのネットワークを構築した、「地域連携治験ネ

ットワーク」の準備を始め、平成16年度より実施を予定し

ている。 

 

地域医療連携室 

沿　革 

　平成15年6月2日より地域医療貢献を推進するため本

院に地域医療連携室が設置され、当時副病院長の八竹直

教授（現学長）が初代室長に、同年8月より新副病院長の菊

池健次郎教授が二代目室長に就任。副室長として総合診

療部丹野誠志講師が、室員として救急部、総合診療部から

各1名、専任室員として看護部（継続ケア看護師）、メディ

カルソーシャルワーカー (MSW)、事務職員がそれぞれの

業務に従事している。 

 

紹介患者の診療予約と検査予約受付（ＦＡＸ） 

　本院の最新診療情報と700施設を超える地域医療機関

との定期的情報交換のもと、本院のCT、MRI、核医学検査

などを含めた高度先進医療の診療・検査予約受付を行い、

待ち時間短縮化と該当診療科とのスムーズな病診連携シ

ステムの構築に貢献している。さらに、平成16年1月に禁

煙外来、3月に女性総合外来、4月には脳ドックの予約受付

を開始した。 

 

 

退院後の継続ケア調整 

　看護師が地域医療機関と連携し退院支援、逆紹介促進

及び退院後の在宅ケアの調整を行い、かつ毎年、地域医療

機関の医師、看護師、MSW、ケアマネージャー、ヘルパー、

医事職員との連携を深めるため、介護支援に関する症例

検討，講演を含めた「継続ケア地域連絡会」を開催している。 

 

医療福祉相談 

　MSWが福祉制度、経済問題、社会復帰などにについて、

入院中と退院後の医療相談を行っている。 

 

社会福祉制度や公費負担申請などの医事相談 

　事務職員が特定疾患、介護保険などの制度と申請に関

する医事相談を行っている。 

 

病床管理の効率化 

　平成16年1月より空床の有効活用をすべく、空床状況

を的確に把握し、その情報を医療用端末画面に提供し、空

床への入院決定の迅速化を図っている。 
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理学療法室 

　理学療法室は、昭和51年の病院開設以来附属病院外来

棟に設置され、平成9年に特殊診療棟に移転し、現在に至

っている。開設当初より定員は技官2名（理学療法士）体制

のままである。この間、常時定員増加と部への昇格を概算

要求しながら、できるだけ院内のニーズに応えるべく鋭

意努力してきたつもりである。 

　平成元年からの総患者数でみると（下記参照）、技官2名

で行える数の限界に近づいたのが平成9年度である。定員

増加の方向性が見通せないまま平成10年を迎え、患者処

方を限定してもらう方向に転換した。さらに、平成14年度

より大幅な医療保険点数の改正にともない、1日にみられ

る患者数の制限が強くなり、総患者数は減少傾向を示し

ている。さらに、現在の2名体制では限界があるため、病棟

医師・看護師の協力を仰ぎ、急性期のリハビリテーション

に対応してもらっているのが現状である。しかし、当院で

は潜在的に理学療法を必要とする患者はかなり多くいる

と思われる。法人化に向け、理学療法室から部へ昇格し、

技官の定員が増員されることが強く望まれる。それにより、

はじめて早期リハビリテーションの体制確保が実現され

ると考える。 

遺伝子診療カウンセリング室 

　遺伝子診療カウンセリング室は、平成13年4月に病院

運営委員会、教授会で正式に学内処置として設置が認め

られ、飯塚　一教授（皮膚科学講座）が初代の室長となり

運営が開始されている。カウンセリング室の設置の背景

には、ヒト遺伝子研究に関する3省合同倫理指針の決定が

ある。この指針に対応するため学内では、平成11年から、

学内に勉強会が形成され議論が行われていた。平成12年

に2月には、旭川医大フォーラムの場をかりて、日本で初

めての遺伝子診療部を運営する信州大学の福嶋教授をむ

かえて講演会をおこなった。このような背景から、平成12

年には、「遺伝子診療カウンセリング室」設置に関するワ

ーキンググループが病院運営委員会内に創設された。 

　遺伝子診療カウンセリング室の役割を紹介したい。一

つは、臨床各科に遺伝疾患の診断治療、支援団体の存在な

どの情報を提供していくことである。遺伝子診断を受け

た患者さんのサポートを目指すものである。もう一つは、

「遺伝相談」に該当する遺伝性疾患に関する患者さんの疑

問に答える機能である。そのため、火曜日と金曜日の午後

を基本として遺伝カウンセリングを行っている。現在の

ところ遺伝カウンセリングは、保険適応がないために、保

険外診療の体制をとっている。また、患者さんの遺伝情報

管理のために院内統一カルテとは切り離された別冊カル

テに患者情報が記載されている。カウンセリングに関し

ては、初回は、プレカウンセリングという形で相談者の情

報を収集する。次に相談者の状況にどのように対応する

かを臨床各科の医師で構成される協力スタッフのミーテ

ィングで検討する。この結果をもって実際のカウンセリ

ングを行うという順序である。生命倫理観は、大きく揺れ

動いており、複数の人数で複数回の検討を行うこのシス

テムは、非常に有効なものと考えている。 

 

年度別患者数 
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薬剤部 

　平成6年4月1日時点の職員は、稲垣俊一薬剤部長、阿久

津茂隆副薬剤部長を含め22名（うち薬剤師18名、事務官1

名、非常勤3名）であった。平成8年3月に稲垣部長が定年

退官となった。平成8年4月に副部長2名体制となり、早勢

伸正が副部長に昇任した。薬剤部長職が教授職に振り替

えとなり、平成9年8月1日に現薬剤部長である松原和夫

教授が着任となった。平成14年3月に阿久津副部長が定

年退官となって、4月に藤田育志が副部長に昇任した。平

成16年3月に早勢副部長が北海道薬科大学に転出し、副

部長職1つが教育職に振り替えとなり、平成16年8月1日

付けで田崎嘉一助教授が就任した。現在の職員数は、薬剤

師数25名（常勤18名、非常勤7名、うち3名は治験コーディ

ネーター）、事務官1名、技術補佐員3名の29名である。 

　平成5年4月から開始された院外処方せんの発行に伴い、

業務内容を病棟業務中心としたものへ変遷させる必要が

あった。そこで、注射オーダが平成7年4月から導入され、

注射薬の個人別セット渡しを開始し、順次全病棟へ拡大

した。同時期に薬剤管理指導業務も開始し、現在では一部

を除いてほぼ全病棟において実施している。平成15年には、

全病棟を対象とした入院時の持参薬チェックも開始した。

注射薬個人別セット渡し業務を行うために薬剤部の拡張

が行われ、平成8年1月に待合室の一部を調剤室に移行した。 

　平成10年4月には改正GCPの施行に伴い、治験薬は薬

剤部にて一元管理することになった。更に、平成12年5月

に薬剤部に隣接して治験支援センターを設置し、松原教

授がセンター長として兼任している。現在、治験支援セン

ターは、治験コーディネーターとして薬剤部から薬剤師

を1名派遣し、2名の非常勤薬剤師と2

名の看護師の治験コーディネーター

および1名の事務補佐員が治験関連

業務に当たっている。 

　平成10年、従来のオーダリングシ

ステムからPCオーダシステムに切

り替わることになり、処方オーダ、注

射オーダの仕様が大幅に変更となった。

新システム導入によって、外来患者

の薬剤情報提供用紙やお薬手帳用シ

ールの発行・交付が可能となり、外来

患者への薬剤情報提供が充実した。

さらに、オーダシステムにて医薬品

の常用量や相互作用等のチェックシ

ステムを組み込み、内服・外用薬の適

正使用の推進をはかった。 

　平成9年にはシクロスポリン、バンコマイシンの薬物血

中濃度測定（TDM）を開始し、以降、徐々に対象薬剤を増

やし、現在、特定薬剤治療管理料の対象となる11品目につ

いて測定を行っている。 

　前述のように内服薬については一定の成果が得られた

ため、次に注射薬の適正使用の推進とよりチーム医療へ

の貢献を目標とした。まず、1病棟に薬剤師が1人常駐し、

病棟の医薬品に関することすべての業務（注射薬の無菌

調整も含む）を行うサテライトファーマシーを設けた。更

に、一部の病棟や外来の在宅中心静脈栄養療法を行って

いる患者に実施していた注射薬の無菌混合調製を、全入

院患者分を対象として行うことを計画した。看護部の協

力を得て「混注センター」を設立し、平成14年7月より稼

動した。現在、平成16年度内に設置される点滴センターへ

の業務展開を模索している。 

　業務の多様化に伴い、合理化を図って、自動化できる部

分に機器を導入した。平成10年には薬袋作成機や散剤監

査システムにより調剤業務を、平成11年にはオートアン

プルディスペンサーにより注射剤払出業務の効率化を行

ってきた。薬品在庫管理システムもPCオーダ導入に伴い、

新システムを導入し、より正確な在庫管理や、病棟在庫の

減少につなげ、病院経営上にも大いに貢献することとな

った。なお、病院の増改築に伴い、薬剤部の1階部分が2階

に移転し、1フロアーとなった。 

　また、業務時間外に、試験研究活動も活発に行っている。

テーマは、中枢神経薬理や遺伝子多型の解析等である。こ

の間の学位取得者は、4名（うち1名は内地留学者）である。 
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　本病院は、昭和51年4月看護師101名を採用し、北海道

大学、札幌医科大学、弘前大学、旭川厚生病院の4施設で4

ヶ月間研修を行った後、同年11月に開院した。国立大学附

属病院として初めて看護部制が敷かれ、岡崎フサ子初代

看護部長のもと2名の副看護部長をおき、10看護単位を

設置した。看護部職員は147名（新卒者70％）であった。看

護職者による正面玄関ホールでの総合案内、入院患者の

病棟への案内を開始し、これらの患者サービスは現在も

継続している。その後、同53年に17看護単位602床となっ

た。55年に職員のレクリェーションとして開催された看

護部長杯争奪スポーツ大会は計19回続いた。また、57年

には副看護部長3人制（総務・教育・業務）となり、58年に

はICUが稼働した。 

　平成3年に看護師不足のためＩＣＵを一時閉鎖した。福

利厚生を強化すべく、保育所への育英資金補助、看護婦宿

舎の個室化、研修費用の援助などを行った。また、看護業

務の効率化と看護の質向上を目的に、看護情報システム

の開発に着手した。患者看護支援システム委員会を発足し、

全国に先駆けて看護診断を看護過程に取り入れ、看護量

算定までのトータルシステムの構築に取り組んだ。看護

過程のコンピュータ化には4年間を要した。また、他大学

と人事交流を開始し、これまでに10大学へ21名の看護師

を派遣している。 

　同5年に岡崎フサ子看護部長が退官し、増岡滋子看護部

長が就任した。8年には看護部継続ケア室を開設し、入院

から外来への継続看護及び地域との連携を図った。また、

看護学科が設立され、合計5施設の臨地実習を受託した。 

　同9年増岡滋子看護部長が退官し、新井多美子看護部長

が就任した。看護部感染対策委員会を設置し、院内感染予

防の徹底、スタンダードプリコーションの普及を図った。

また、患者観察支援システム委員会を発足し、携帯端末を

用いたベッドサイドでの重症患者情報入力（経過観察表）

システムを構築し、業務の効率化と院内の経過観察表の

共有化を行った。同年、看護部に病院増改築ワーキンググ

ループを発足した。診療を継続したまま、入院患者の安全

な療養環境を維持すべく他部門と綿密に調整し、増改築

を推進した。 

　さらに、同11年に看護部安全対策委員会を発足した。

13年には看護部長が事故防止・安全問題担当副病院長に

就任し、また看護師長による専任リスクマネジャーが誕

生した。安全対策は、個人や部門の取り組みにとどまるこ

となく病院組織全体の安全文化の醸成へと発展した。病

院の増改築第一期工事が完了し、新たに4東・ＮＩＣＵが

稼働し、20看護単位となった。 

　同14年に新井多美子看護部長が退官し、上田順子看護

部長が就任した。感染対策師長の専任化、総合診療部看護

師長の発令、ＷＯＣ認定看護師や治験コーディネーター

ナースの活動など、看護職者が院内で横断的にその専門

性を発揮するようになった。また、病棟クラークの配置に

より、一層のベッドサイドケアの充実を図った。さらに、

看護部電子カルテ小ワーキンググループを発足し、ペー

パーレスと情報の共有化をめざし電子カルテ化に着手し

た。また、情報開示を踏まえた記録委員会による看護記録

の監査を実施した。 

　同15年、地域医療連携室に看護師を配置し、医療情報部

師長は経営企画部師長と名称を変更した。がん化学療法

認定看護師も誕生し、スペシャリストの育成を図っている。

さらに、看護の質評価指標の検討、キャリア開発プログラ

ムの構築、職務満足度調査の実施など、看護の質の向上と

人材育成、及び魅力ある職場環境を推進している。 

　現在、副看護部長3名、看護師長22名、副看護師長50名

を含む看護部職員360名は、この30年の看護部の歩みを

礎に、地域の人々に信頼される質の高い看護を提供する

ことを目指し、日々取り組んでいる。 

 

 

看護部 

（平成16年度　プリセプタ－研修） 
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附属図書館 

　附属図書館は、本学創立とともに設置され、1978年3月

には図書館棟が竣工し、基本資料の整備やサービスの充

実を図ってきた。 

　特にこの20年は、図書館サービスの電算化と、データベ

ースや電子ジャーナル等、学術情報の電子化への積極的

な取り組みによって特徴付けることができる。 

　附属図書館は、1983年オフコンによる学術雑誌打ち出

しにより電算化をスタートさせたが、1990年の専用電子

計算機の導入から図書館サービスの本格的な電算化を進

めてきた。同年より学術情報センター（現・国立情報学研

究所）の全国総合目録システムを利用して目録の電子化

を始め、10万冊のカード目録の電子化（遡及入力）も1991

年に完了し所蔵するすべての資料を学内外からオンライ

ンで検索できるようにした。貸出の電算化も1991年に実

施し、1992年には、学術情報センターの相互貸借システ

ムの開始により大学図書館間の文献複写の申込・受付の

電子化を図り、2003年には利用者自身がLAN経由でパソ

コンから文献複写を申し込めるサービスを開始し、利用

者の利便性の向上を図ってきた。1999年には、図書館の

ホームページを設け、各種データベース、電子ジャーナル

や、図書館利用案内などの情報発信に努めている。 

　附属図書館は、近年急速に進展している学術情報自体

の電子化にも、いち早く積極的に取り組んできた。情報検

索サービスは、1986年からJOIS、Dialog、NACSIS-IRを

順次提供してきたが、医学系データベースのCD-ROM版も、

「Medline」（1990年）や「医学中央雑誌」（1992年）を導入

し利用者がパソコンで直接検索できるようになり、文献

検索は、従来の冊子から飛躍的に効率的で迅速な方法に

変わった。両データベースのLAN経由での検索も1995年

から相次いで実施し、研究室にいながらにしての文献検

索を実現した。1997年からは看護学系データベース

Cinahlを新たに提供している。1990年代後半からは、海

外の大手出版社を中心に、論文自体の電子化である電子

ジャーナルが本格的に登場し、本学でも2003年から本格

的に導入を始めたところである。電子ジャーナルにより、

蔵書検索、データベース検索、論文閲覧の電子化が実現さ

れつつあるところである。 

　附属図書館では、これらの電子化への取り組みと並んで、

図書館の利用時間や利用環境の改善にも取り組んできた。

利用時間は、1986年には、平日の開館時間を20時まで1時

間拡大した。また、閉館後も図書館1階については教職員

を対象に入退管理システムによる利用（無人開館）を

1990年に始め、その後、利用者や範囲を拡大し2000年に

は教職員・学生全員が24時間全館の資料を利用できるよ

うになった。施設面では2002年に図書館玄関とピロティ

を閲覧室に改修し閲覧環境の改善も図った。 

　地域の大学図書館として市民の利用への拡大も図って

きた。2002年には、一般向けの医療解説書からなる地域

市民コーナーを設置し、2003年からは一般市民への貸出

サービスも開始しているところである。 

　今後、図書館を取り巻く環境は、学術情報の電子化を中

心に更に大きく変貌することが予想されるが、附属図書

館として、今後も、教育・研究・診療への支援と地域貢献に

積極的に取り組んでいきたい。 
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　アドミッションセンターは，平成14年4月にアドミッ

ション・オフィス方式による入学者選抜入試（AO入試）の

円滑な実施を図るとともに，入試に関する総合的な広報

活動及び入学者選抜の改善に係る調査・研究を行うこと

を目的とし，専任教官2名の本学初の学内共同教育研究施

設として，設置された。　　　　　　　　　　　　　　　

　　 

　当初，アドミッションセンター長は，専任教授が決定さ

れるまでの間，片桐一副学長がアドミッションセンター

長事務取扱でスタート，その後，平成15年2月1日付けで

生理学第二講座坂本尚志教授が専任教授となり，アドミ

ッションセンター長に，平成15年10月1日付けで大谷奨

助教授が着任した。 

　平成16年4月からの国立大学法人化に向けて，入学試

験関係委員会の業務を見直し，かつ入試業務全体の一元

化を図る観点から，「入学センター」に改組，入学センター

長には，塩野寛教育研究・厚生補導担当副学長を，副セン

ター長には専任教授を配置，他に専任助教授1名及び学長

が指名する兼任の教員複数名で構成する組織体制とし，

センターの事務は，これも法人化に伴い，教務部入試課（現

入学主幹）が担当する予定としている。 

　センター設置に伴い，運営に関して重要事項を審議す

るためにセンター運営委員会を，AO入試の業務を審議す

る機関としてAO入試実施委員会を設置し，業務にあたっ

ている。 

　アドミッションセンターの役割及び業務内容としては，

平成14年度入試から導入しているAO入試学生募集の企画・

立案及びその実施，AO入試の企画及び実施，AO入試合格

候補者の決定業務等の他に，大学説明会等入試に関する

広報活動全般及び入学者選抜の改善に係る調査及び研究，

分析及び評価等があり，具体的な内容としては，入試広報

活動の一環として大学案内等広報誌の作成・公表，オープ

ンキャンパスの企画・運営，高校訪問及び進学説明会の他

に，道内の国公立大学と連携し，平成15年9月に「北海道

進学コンソーシアム」を形成し，平成16年8月，名古屋会

場において第1回目の合同進学説明会を行う予定である。 

　なお，入学センターの改組後は，AO入試を含めた本学

の全選抜を対象とした企画・立案の実施及びセンター専

用ホームページの作成，高大連携等入試広報にも力を注ぎ，

本学アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）の周知

を図りつつ，地域医療に関心を持つ受験者を増やすよう

活動していく計画である。 

　一方，本学は，従来から人物評価を重視し，面接試験を

取り入れた入学者選抜を行っており，面接担当者として

選抜に携わる学内の教員を対象として行うファカルティ・

ディベロップメント（FD）の一環としての講演会は，セン

ター設置以前からも実施されていたが，センター主催と

して，平成15年10月，学外から講師を招いて面接担当者

のスキルアップを図ることを目的とした講演会を実施，

引き続き平成16年2月には，面接技法の更なる改善を図

ることを目的としたワークショップを実施した。 

　入学者選抜改善の基礎となる調査・研究等については，

各選抜で入学してきた学生の成績等の追跡調査を実施し

ているが，センター専任教員が配置されたことにより，今

まで以上に精度の高い追跡調査を継続，分析することが

可能となり入学者選抜方法の改善が図られている。 

なお，今後の課題・懸案事項としては，入学から卒後まで

を対象とした学生の教育活動に関して一貫した追跡調査

を行い，教育の成果・効果を検証するための追跡システム

をどのように構築していくかについて，現在検討してい

るところである。 

　内容に関しては，医学教育目標達成度評価指標として，

「学力指標」，「技術指標」，「態度・意欲指標」の3項目がある。

これについては，体系的な追跡調査を行うためのデータ

ベース化を作成中であるが，社会に送り出した卒業生に

対する評価に関しては，卒後研修病院による評価システ

ムをどのように作成していくかということについて，検

討の段階である。 

　少子化が進み，18歳人口が減少していく中，高等教育機

関である大学・短期大学への進学率が約50％となり，収容

力（入学者÷志願者数）が100％に達する，いわゆる「大学

全入時代」が間もなく訪れ，大学における入学者選抜は，

重要性を増し，ますます多様化し，社会の様々なニーズに

対応していく必要に迫られている。 

　発足して間もないアドミッションセンターに課せられ

た役割は，今後ますます増大すると思われる。本学入学者

選抜の一層の工夫改善に取り組んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドミッションセンター 
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保健管理センター 

　「学生の心身の健康を保持・増進する」ことを目的とし、

昭和59年4月に設置されました。爾来、10名の所長、3名の

専任講師、2名の専任保健師が当センターを歴任してまい

りました。現在、第10代所長として松野丈夫教授、および

川村祐一郎助教授、藤尾美登世保健師がスタッフとして

学生の健康管理への支援を行っております。　　　　　

　　　　　　 

　業務として、「定期健康診断」をはじめ、「健康相談」を開

設し、常時学生のさまざまな相談に応じています。病気や

外傷の軽いものには応急処置をしており、本格的治療を

必要とする場合は主として大学の附属病院に依頼してお

ります。また、心身に関する悩み、心配事についてもカウ

ンセリングに応じ、問題解決への支援をしています。さら

に、「エイズ」「セクハラ」「アルハラ」など、人や社会との関

わりの深い問題についても、講演会などを通じて考えて

いく場を提供しています。 

　今の学生の置かれている立場を考えますと、当センタ

ーが担うべき問題が2つあげられると思います。1つは、ク

リニカルクラークシップなど現場参加型実習が増加して

いる現在、感染に対する認識・防御への対策が否応なしに

重大となっているということです。現在当センターでは

入学時のツ反（2段階）、実習前のB型ワクチン接種を実施

しています。他の1つの問題は、カリキュラムの密集化に

伴い、学生にとって余裕や「のどかさ」といった境遇が十

分味わえず、加えて多くの他者と関わらなければならな

い環境が生じ、メンタルストレスの問題が一層無視し得

なくなっているということです。上述のカウンセリング

を含めた種々の支援は今後益々重要になっていくことと

思われます。 

　医療スタッフの役割、社会的責任が増大している現在、

これに将来深く携わっていく医学科・看護学科学生の、青

年期における心身の健康づくりに少しでもお役に立てれ

ばというのが当センターの願いです。 

 

 

 

 

動物実験施設 

　動物実験施設は、昭和50年9月に第一期建物1,200㎡が

竣工後、翌10月に開設した。昭和53年4月、省令改正によ

り医学部附属動物実験施設として認可され、同年10月に

第二期建物359㎡と独立建物の犬舎241㎡が増設された。

さらに昭和57年12月には第三期建物901㎡が追加され、

総面積は2,701㎡に達した。この時、SPFバリア施設、サル

飼育室、中動物飼育室、ウサギ飼育室、バイオハザード安

全対策室、陰圧クリーン特殊飼育室、無菌動物飼育室(現・

凍結胚作成室)、実験動物学実験室等が完成するとともに、

講座で飼育されていたサルやネコも空調設備の整った動

物実験施設への受け入れが可能となった。 

　歴代の施設長には水戸廸朗教授を始め、安孫子保教授、

東匡伸教授、海野徳二教授、久保良彦教授、坂本尚志教授、

塩野寛教授が就任されてきた。平成14年5月からは第八

代の施設長として牛首文隆薬理学教授が併任されている。

また、開設以来田中宏講師(平成13年12月御逝去)を中心

にスタッフ全員が施設の発展に尽力してきた。現在、助教

授1名、事務官1名、技官7名、技能補助員1名、用務補助員1

名、シルバー人材派遣員1名の総勢12名で施設の業務を

分担し、研究支援に奔走している。 

　平成12年12月に『動物の保護及び管理に関する法律』

が『動物の愛護及び管理に関する法律』へ改正され、実験

動物の愛護や福祉をより向上させるよう義務付けられた。

大学は平成16年度から独立行政法人として新たな出発を

した。同時に、『労働安全衛生法』が適用され、以後、動物実

験施設もより一層高い安全性を要求されるようになって

いる。また、従来の『組換えDNA実験指針』は『遺伝子組換

え生物等の使用等の規制による多様性の確保に関する法

律』として平成16年2月に施行されるなど、遺伝子改変動

物の取扱いにもより厳密な拡散防止措置が求められ、多

難な時期を迎えている。 
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医学部附属実験実習機器センター 

　本学創設準備当初から学内共同利用研究施設の設置構

想に基づき、昭和49年5月に中央研究棟（現在の3階建て

部分）が完成し、大学設置協力会からの寄贈機器類が収納

されて共用が開始された。昭和48年11月開学当初から運

営委員会が編成され、毎年度設備の充実と共同利用の運

営がなされてきた。昭和56年4月1日付をもって、中央研

究棟は省令施設として実験実習機器センターへと昇格し、

学内の教育、実習、研究のための共同利用施設として新た

なスタートを切った。初代センター長として森　茂美教

授（生理学第二）が発令された。また、それまで中央研究棟

で活躍してきた宮川清志技官（昭和49年7月1日～現在）、

高田（大石）佳美技官（昭和51年1月1日～昭和58年8月31

日）、日下部光俊技官（昭和51年4月1日～現在）、泉　孝一

技官（昭和52年4月1日～昭和57年10月31日）、阿久津弘

明技官（昭和53年4月1日～現在）、鈴木智之技官（昭和55

年4月1日～現在）、の6名がセンター職員として配置換え

された。その後、専任教官に6月16日付で田中邦雄講師（現

助教授）が放射線科から配置換えされ、教務職員として小

島満技官（昭和58年12月1日～平成2年5月1日）が採用さ

れた。また、同年6月末には5階建新館が完成した。さらに、

阿部（加納）深雪技官（昭和58年8月1日～平成5年11月1日）、

千葉伸一技官（昭和59年4月1日～現在）が採用された。第

2代小野一幸センター長、第3代竹光義治センター長、第4

代松嶋少二センター長、第5代小川勝洋センター長のもと

センターの一層の充実が図られた。現在第6代センター長

として鈴木　裕教授（生化学第2）のもと、篠河栄利子技術

補助員（平成5年11月1日採用）を含め総勢8名が国立大学

法人化に向けて本学における当センターの新たな在り方

や役割を模索しているところである。 

　 

　 

 

放射性同位元素研究施設 

　当研究施設の開設は昭和50年11月1日である。初代運

営委員長は化学の内田教授に始まり、奥野助教授、東教授、

金沢教授、福山教授、大河原教授、片桐教授、黒島教授、奥

野教授、飯塚教授となり現在は11代目で化学の中村教授

が施設長として施設全般の運営を担っている。研究施設

の法令上の責任を引き受けている放射線取扱主任者は、

第一生理学の倉橋主任者に始まり、吉田主任者、奥野主任

者、亀下主任者から現在は5代目で2度目（渡米留学のため

中断）の微生物学の吉田主任者がその職責を全うしている。

現在も安全管理を担当している技術専門職員は、昭和50

年採用の鹿島技官、使用者や放射性同位元素の使用量の

増加に伴い昭和52年に長原技官が採用され、さらに使用者、

使用量、測定機器類の増加に対応するため昭和56年に田

口技官が採用になった。安全管理の補助及び一般的な事

務を扱う業務に、昭和50年に小迫事務官が採用になり、昭

和56年に中尾事務官に替わり、平成13年からは炭田事務

補助員が担当している。 

　開設当初で一番始めにアイソトープを用いた実験を行

ったのは、同年11月13日に小児科学の奥野先生と記録に

あり、
125

I標識のFSHとLHのKitで、当時β線を測る液体

シンチレーションカウンターは在ったがオートウエルγ

カウンターが無いため、アロカ社製のγ線ウエルタイプ

の検出器と計数管で一本ずつ手動で測定したことを覚え

ています。その後は測定機器類も予算措置がなされ充実

した設備が整う施設にと発展しました。また、研究の要望

に応えた使用核種の変更や放射線障害防止法の改正に伴

う承認申請書の変更等、膨大な書類の作成、文部科学省の

担当官との幾たびの折衝を経て許可を貰う大変な作業も

数回行いました。さらに来年か再来年には法律の改正に

伴い変更申請を余儀なくされることは確実で、また頭を

悩ますことになりそうです。 

　アイソトープを使う実験は使用者数、核種の使用量と

も平成5～6年頃より幾分下がる傾向は続いていますが医

学研究には必要不可欠な研究施設です。これからも研究

環境の良い場を皆さんに提供して行くための安全管理に

細心の注意を払い、事故のない施設で在り続ける事を願

うものです。 
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情報処理センター 

平成 7年　  4月 1日 

　 

　　　　　 7月 1日 

　　　　　 10月 1日 

8年     4月30日 

　　　　　 5月23日 

　　　　　 7月18日 

9年     4月 1日 

10年　 4月 1日 

11年　 4月 1日 

　 

12年　 1月 3日 

　 

　　　　　 3月 8日 

　　　　　 12月 5日 

　　　　　 11月 6日 

13年   3月28日 

15年   5月 1日 

　　　　　 12月11日 

学内LAN管理室設置。初代室長に片桐一就任。学内LAN（AMEC-NET）の稼動。 

専用線(64Kbps)で北海道大学へ接続。 

学内利用者（教職員）アカウント発行開始。電子メール・ネットニュースサービス提供開始。 

学内LANへの端末接続サービス開始。 

WWWサーバ運用開始。 

専用線が1Mbpsへ増強。 

専用線が1.5Mbpsへ増強。 

学内LAN管理室長に宮岸勉就任。 

学内LAN管理室長に岩渕次郎就任。 

学内LAN管理室を廃止して情報。 

処理センターを設置。初代センター長に坂本尚志就任。 

情報処理センター電子計算機システム稼動。学生アカウント発行開始。 

WWWメールサービス提供開始。 

利用申請のオンライン化実施。 

端末自動設定（DHCP）サービス提供開始。 

専用線がATM5Mbpsへ増強。 

高速学内キャンパスネットワークシステム（ギガビットイーサネット）運用開始。 

情報処理センター長に高橋雅治就任。 

WWWメールサービス更新。 

X線フィルムディジタイザ 画像処理用PC

情報処理実習室 ノンリニアビデオ編集装置 
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総務部 

●総務部…昭和51年4月1日設置。庶務課及び会計課の事務を所掌する。 

 

 

　昭和48年9月29日、本学開設とともに設置されて庶務係及び人事係の事務をつかさどり、以降年次進行とともに係の増

設及び名称変更を行い、現在、庶務、広報法規、企画、人事第一、人事第二、職員の6係の事務を所掌する。なお、庶務課長補佐

が昭和50年4月1日及び昭和51年4月1日にそれぞれ1ポストずつ設置された。また、専門員が平成10年4月1日及び平成15

年4月1日にそれぞれ1ポストずつ配置された。さらに、平成13年4月1日に研究協力を担当する専門職員、平成15年4月1日

に看護学科の事務を担当する専門職員及び卒後臨床研修を担当する専門職員が配置された。 

［庶務係］…昭和48年9月29日設置。以下の事務を分掌する。大学の事務の総括及び連絡調整、儀式その他諸行事、教授会

その他会議、会議室の使用、学術団体との連絡、渉外、秘書事務、学内の警備取締り、解剖体の受入事務等に関すること。 

［広報法規係］…平成13年4月1日文書係（昭和49年4月1日設置）から名称変更し、以下の事務を分掌する。学則その他諸

規程の制定及び改廃、公印の管守、公文書類の発受及び審査、掲示、大学の広報活動、情報公開、訟務、地域住民の生涯教

育に関すること。 

［企画係］…平成15年4月1日企画調査係（平成13年4月1日設置（調査係（昭和51年4月1日設置）から名称変更））から名称

変更し、以下の事務を分掌する。大学の運営・組織改革等についての企画・立案及び調査、調査統計その他諸報告、事務

組織の改善及び合理化、地域医療従事者の生涯学習に関すること。 

［人事第一係］…昭和61年4月1日任用係（昭和48年9月29日設置）から名称変更し、以下の事務を分掌する。職員の定員管

理及び運用、勤務評定、出張、研修、海外渡航、任免、人事記録、兼業及び併任、俸給及び諸手当の決定、災害補償、退職手

当、共済組合の長期給付、その他採用に関すること。 

［人事第二係］…昭和61年4月1日給与係（昭和49年4月1日設置）から名称変更し、以下の事務を分掌する。級別定数の管

理及び運用、外国人教員、教育職員に係る任免、人事記録、兼業及び併任、俸給及び諸手当の決定、災害補償、退職手当、

共済組合の長期給付、その他給与に関すること。 

［職員係］…昭和50年4月1日設置。以下の事務を分掌する。職員の分限及び懲戒、服務、勤務時間及び休暇、福利厚生その

他能率増進、健康管理及び安全保持、栄典及び表彰、職員団体、宿日直、医員及び研修医に係る任免、人事記録、兼業及び

併任、俸給及び諸手当の決定、災害補償、退職手当に関すること。 
 

　昭和48年9月29日、本学開設により庶務課とともに設置され、経理係、用度係の2係をもって業務を開始する。以降、年

次進行とともに係の増設及び名称変更が行われ、現在、総務、照査、司計、管財、給与経理、出納、用度第一、用度第二、情報

処理の9係の事務を所掌する。なお、会計課長補佐が2名昭和50年4月1日付けで配置された。また、専門員が平成13年4月

1日付けで配置された。さらに、平成元年4月1日付けで病院経営分析（のちに特定調達契約）を担当する専門職員が、平成

11年4月1日付けで医療材料を担当する専門職員が、平成12年4月1日付けで病院経営分析（のちに患者給食）を担当する

専門職員が配置された 

［総務係］…昭和50年4月1日設置。以下の事務を分掌する。会計事務の総括、連絡調整並びに会計官吏の命免、奨学寄附金

の受入れ、共同研究、受託研究の受入れ等に関すること。 

［照査係］…昭和50年4月1日設置。以下の事務を分掌する。会計事務の検査及び監査並びに共済組合の監査、営繕工事を

除く入札参加者の資格審査等に関すること。 

［司計係］…昭和49年4月1日経理係（昭和48年9月29日設置）から名称変更し、以下の事務を分掌する。予算要求及び学内

配分等に関すること。 

［管財係］…昭和49年4月1日設置。以下の事務を分掌する。大学財産及び職員宿舎等の管理、大学における防火防災等に

関すること。 

［給与経理係］…平成9年4月1日給与係（昭和49年4月1日設置）から名称変更し、以下の事務を分掌する。教職員の給与等

の支給経理及び旅費、謝金の支給、共済組合事務に関すること。 

［出納係］…昭和49年4月1日設置。以下の事務を分掌する。債権管理、授業料外歳入金の徴収、歳入歳出外現金及び委任経

理、科学研究費補助金等の経理、歳入歳出決算事務に関すること。 

［用度第一係］…昭和50年4月1日用度係（昭和48年9月29日設置）から名称変更し、以下の事務を分掌すする。物品の購入

及び役務契約並びに物品の管理、処分、貸借に関する事務、その他自動車の運行等に関すること。 

［用度第二係］…昭和50年4月1日設置。以下の事務を分掌する。医学部附属病院関係の物品購入及び役務契約並びに物品

の管理、処分、貸借に関する事務、清掃業務等の事務に関すること。 

［情報処理係］…平成7年10月1日設置。以下の事務を分掌する。事務の電算化に係る企画立案、事務用電子計算機の管理

及び運用に関すること。 

－会計課－ 
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業務部 

●業務部…昭和51年4月1日設置。施設課ならびに医事課の事務を管掌する。 

 

　昭和50年4月1日、附属病院創設準備室の設置に伴い、病院事務部門として、総主管、主管、主管補佐と患者、保険、社会

福祉、収納、中央診療事務、給食の6係が設けられ、病院の創設事務に当たった。翌51年5月10日、医学部附属病院の設置に

より創設準備室が廃止され、事務局業務部医事課に編入、医事情報係が増設され7係となる。その後、改組され、専門職員

制へ移行が進み、現在2係、各専門職員及び1室の業務を管掌する。 

［医事係］…医事に係る総括及び連絡調整、企画・調査及び統計、社会保険等の診療契約、諸規程に関する事務を分掌する。 

［収納係］…診療費の収納、保管、払い込み、債権管理、調査決定、領収証明、その他病院収入に関する事務を分掌する。 

［専門職員］…患者の受付、診療費の算定、諸料金納付書の発行、診療報酬請求明細書の作成、諸証明の発行、医療社会福祉

に係る手続き、保険診療等の診療報酬の審査及び請求、支払基金との連絡調整。 

　医療事務電子計算機の利用に係る企画立案、調査及び分析、事務処理に必要なシステム分析・設計及びプログラミング、

維持管理及び運転操作、データ及びファイルの管理。 

　診療記録の管理、中央診療施設等の診療統計及び連絡調整。に関する事務をそれぞれ分掌する。 

［栄養管理室］…患者の栄養管理及び栄養指導、入院患者への食事提供に係る献立・調理及び配膳、食事提供に係る衛生管

理、食材の選定及び品質検査、栄養管理等に係る受託実習生の指導に関する業務を分掌する。 

 

 

 

－施設課－ 

　昭和48年9月29日、本学開設とともに設置されて企画係・施設系の事務を所掌する。以降昭和49年4月1日施設系を工

営・設備の2係に分轄し、昭和50年4月1日設備係分掌の事務の1部を分けて電気機械係を設置し、昭和51年4月設備係を

整備係と名称変更し、さらに昭和52年4月に電気機械係を機械・電気の2係に分轄する。その後、平成12年4月に専門員を

配置し、現在専門員及び企画・工営・機械・電気・整備の5係の事務を所掌している。なお、施設課課長補佐が、昭和51年4月

1日に配置された。 

［専門員］…平成12年4月1日に配置。現在、建物及び環境整備等に係る施設の長期計画に係る事務のうち専門的事項、施設整

備計画の企画・立案・調査に関し指導・助言、組織の設置・改廃等に伴う施設整備に係る連絡調整に関する事務を分掌する。 

［企画係］…昭和48年9月29日設置。現在、大学の施設整備・営繕工事に関し総括並びに連絡調整、施設の立地計画、環境整

備計画、工事費の実施配分、経理、営繕工事の入札参加者の資格審査、営繕工事の請負契約に関する事務を分掌する。現

在係長以下職員及び非常勤職員も含め4名。 

［工営係］…昭和49年4月1日、前年9月29日設置の旧施設係を分轄して設置。現在、施設整備・営繕工事の建物等に関し計画、

設計、工事費の積算、工事の施工・監督・検査、工事用資材の検査・監守等及び建物等の維持保全等を分掌する。現在係長

以下職員2名。 

［機械係］…昭和52年4月1日旧電気機械係を分轄して設置。現在、施設整備・営繕工事の暖房等に関し計画、設計、工事費の

積算、工事の施工・監督・検査、工事用資材の検査・監守等及び暖房等設備の維持保全等を分掌する。現在係長以下職員6名。 

［電気係］…昭和52年4月1日旧電気機械係を分轄して設置。現在、施設整備・営繕工事の電気等に関し計画、設計、工事費の積

算、工事の施工・監督・検査、工事用資材の検査・監守等及び電気等設備の維持保全等を分掌する。現在係長以下職員4名。 

［整備係］…昭和51年4月1日旧設備係の名称を変更して設置。現在、施設整備・営繕工事の特殊設備に関し計画、設計、工事

費の積算、工事の施工・監督・検査、工事用資材の検査・監守等及び特殊設備等の維持保全等を分掌する。現在係長以下職

員2名。 
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教務部 

－図書課－ 

●教務部…昭和48年9月29日学生部設置。学生課の事務を管掌する。昭和49年6月7日新設医科大学に副学長制が設置さ

れたことに伴い学生部が廃止となり、学生課が事務局に統合された。昭和51年教務部が設置され、学生課並びに図書

課の2課体制となる。 

　　平成10年度入学主幹が設置され、学生課入学試験係が入学主幹付となり、学生課、図書課及び入学主幹の2課1主幹

体制となる。 

 

 

　本学開設とともに学生部学生課として設置される。昭和49年6月7日学生部廃止に伴い事務局に統合され、昭和51年

の教務部設置に伴い教務部学生課となる。現在は学生課長、学生課課長補佐及び教務係、各担当（授業料免除・奨学金担当、

留学生・広報担当、課外教育・保健担当、大学院担当、学生相談担当）の専門職員による体制からなる。 

　主に教務・厚生補導に関する業務をつかさどる。 

［教務係］…学部学生の教務関係業務の連絡調整、教務・厚生委員会を始めとする諸会議、教育課程の編成、学業成績、学籍

及び国家試験に関する事務を主に分掌する。 

　専門職員（授業料免除・奨学金担当）授業料・入学料免除及び徴収猶予の申請受付、各種奨学生制度への奨学生の推薦、

学生のアルバイトや福利厚生施設の管理に関する事務を主に分掌する。 

［専門職員（留学生・広報担当）］…外国人留学生受入れに関する業務、学生便覧「学生生活のしおり」広報誌「かぐらおか」

の発行、学生ロッカーの管理に関する事務を主に分掌する。 

［専門職員（課外教育・保健担当）］…課外活動物品の貸出・管理、大学祭・体育大会等に関すること、保健管理センターの事

務、学生と教官から組織される「学友会」に関する事務を主に分掌する。 

［専門職員（大学院担当）］…大学院学生の教育課程や学業成績、学籍及び大学院関係委員会、修士及び博士の学位、研究生

に関する事務を主に分掌する。 

［専門職員（学生相談担当）］…学生相談、厚生補導に関する事業計画に関すること、学生及び学生団体の指導・監督や課外

活動施設の管理・貸出に関する事務を主に分掌する。 

　昭和48年9月29日、本学開設とともに、事務局、学生部と並んで、附属図書館が1事務室1係をもって設置され、図書館

業務にあたった。昭和50年4月1日、図書館業務は事務局が一元的に処理することになり、附属図書館事務室が廃止され、

事務局に図書課が設けられ、管理係、図書係の２係となった。その後、閲覧参考係が増設され、図書係は整理係と名称を変

更し、3係の事務を管掌する。平成4年、3係の名称を、総務係、情報管理係、情報サービス係と変更した。 

 

［総務係］…昭和50年4月1日に管理係として設置。平成4年4月1日、総務係に名称を変更。図書館の調査統計、諸規定、図書

館資料の会計経理、その他図書館事務に関して総括し連絡調整を行う。現在、係長以下職員2名。 

 

［情報管理係］…昭和48年9月29日、図書係として設置。「整理係」（昭和53年4月1日）を経て、平成4年4月1日、情報管理係

に名称を変更。図書館資料の選択、図書資料の目録・整理、図書館システムの管理等を所掌する。現在、係長以下職員3名。 

 

［情報サービス係］…昭和53年4月1日、閲覧参考係として設置。平成4年4月1日、情報サービス係に名称を変更。閲覧、貸

出、図書館資料の相互利用、文献複写、レファレンスサービス等を所掌する。現在、係長以下職員3名。 
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－学生課－ 



　平成10年4月1日設置。従来の学生課から入学試験係1係をもって看護学科仮事務室跡（旧印刷室）に分かれ、入学試験業

務を担当する。平成14年4月1日付けでＡＯ入試を円滑に実施するための組織としてアドミッションセンターが設置され

た。また同時にＡＯ入試担当専門員1名が配置された。平成15年2月1日付けでアドミッションセンターに教授1名、同年10

月1日付けで助教授1名が配置された。 

 

［入学試験係］…従来、学生課教務係が分掌していた事務のうち、昭和53年4月1日に入学試験係として以下の事務を分けて

独立、さらに平成10年4月に入学主幹付として学生課から分かれて現在に至る。事務内容：入学試験業務、入学者選抜方

法の改善に係る企画・立案、入学者選抜に係る調査統計・諸報告に関すること。現在実施している選抜試験：一般入試（前

期・後期日程）、ＡＯ入試、推薦入学、医学科第2年次後期編入学、看護学科第3年次編入学、帰国子女特別選抜、私費外国人

留学生選抜、大学院医学系研究科（博士課程）、外国人留学生大学院医学系研究科（博士課程）、大学院医学系研究科（修士

課程）、現在、係長以下3名。 
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－入学主幹－ 



資　料 
－大学概要1994～2003、および旭川医科大学年報4～7号に依る－
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資料 

［平成6年］…………………………………………………………………………………………………………………………1994

基礎医学講座（14講座）

臨床医学講座（18講座）

10学科目

診療科（17診療科）

中央診療施設等（17施設）

薬剤部

看護部

会計課

庶務課

施設課

医事課

学生課

図書課

一般教育

附属病院

附属動物実験施設

附属実験実習センター

放射性同位元素研究施設

医学系研究科（4専攻）

総務部

業務部

教務部

事務局

大学院

医学部

附属図書館

保健管理センター

医学科

副学長
（教育研究及び厚生補導担当） 

副学長
（医療担当） 

 

参  与

学 長　

教授会

－113－ 

組織機構図 
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［平成15年］………………………………………………………………………………………………………………………2003

基礎医学講座（13講座）

臨床医学講座（19講座）

1大講座

11学科目

診療科（17診療科）

中央診療施設等（17施設）

薬剤部

看護部

庶務課
     　　企画評価室
     　　研究協力室

会計課

施設課

医事課
   　　  経営企画室

学生課

図書課

入学主幹

看護学科

一般教育

附属病院

附属動物実験施設

附属実験実習センター

放射性同位元素研究施設

情報処理センター

医学教育実践指導センター

医学系研究科（5専攻）

総務部

業務部

教務部

国立大学法人移行準備室

事務局

大学院

医学部

附属図書館

アドミッション
センター

保健管理センター

医学科

副学長
（教育研究及び厚生補導担当） 

副学長
（医療担当） 

 

運営諮問
会議

学 長　

教授会

学長補佐会議

新部門及び編成内容が 
変更になった部門 

－114－ 
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資料 

病院正門 
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屋外リハビリテーション 
施設 

駐車場 

駐車場 

駐車場 

駐車場 

駐
車
場 

駐
車
場 

駐
車
場 

駐
車
場 

附属病院 

臨床講義棟 
看
護
師
宿
舎 

基
礎
臨
床
研
究
棟 

本部管理棟 附属実験実習 
機器センター 臨床研究棟 

附属図書館 放射性同位元素 
研究施設 附

属
動
物
実
験
施
設 

廃
棄
物
保
管
庫
１ 

講
義
実
習
棟 

中央機械室 

体育館 

福
利
厚
生
施
設 

廃棄物処理施設 

武道場 

テニスコート 

廃
棄
物
保
管
庫
２ 

外来診療棟 

病棟 

自転車置場 

駐車場 

犬舎 

危
険
物
保
管
庫 

特殊 
診療棟 
 

高エネルギー 
施設 

MRI-CT 
装置棟 

自転車置場 

野球場 
 

陸上競技場 

体
育
管
理
施
設 

弓
道
場 

環状１号線 

看
護
学
科
棟 

遠隔医療センター 

正門 

学生通用門 

中
央
診
療
棟
A 
 

中
央
診
療
棟
B
 

平成6年完成済み 
建物及び施設 

平成15年完成済み 
建物及び施設 

建物等配置図 
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大学主要統計 （平成6年～平成15年） 
 

職員数 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15

24,155  

25,967  

24,829  

21,627  

19,221  

15,848  

17,896  

13,837  

15,228  

30,058

3,492,595  

3,809,053  

3,737,474  

4,055,301  

3,970,782  

4,036,380  

3,991,246  

4,297,065  

3,998,087  

4,392,873  

 

9,290,547  

9,493,186  

9,567,499  

9,997,267  

10,739,982  

10,464,653  

10,717,748  

10,872,471  

10,694,051  

11,398,533  

 

　 

　 

　 

　 

127,138  

189,989  

161,328  

175,266  

185,607  

216,155  

 

1,637,039  

1,884,198  

1,850,059  

2,305,181  

2,823,229  

3,098,808  

4,802,428  

783,770  

6,915,028  

3,517,049  

 

14,444,336  

15,212,404  

15,179,861  

16,379,376  

17,680,352  

17,805,678  

19,690,646  

16,142,409  

21,808,001  

19,554,668  

 

年度 
一般会計 

文部本省 国立学校 大学附属病院 産学連携等研究費 

 

施設整備費 

国立学校特別会計 
計 

単位：千円 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15

7,987,579  

7,961,793  

8,504,733  

8,718,046  

8,803,719  

9,332,920  

9,838,347  

10,318,727  

10,560,749  

10,495,318  

 

377,426  

387,794  

474,007  

500,554  

504,620  

536,975  

571,766  

575,261  

574,563  

553,838  

 

　 

　 

　 

　 

　 

　 

　 

　 

45,631  

44,598 

508,647  

543,489  

528,521  

582,822  

475,286  

537,875  

587,064  

703,902  

624,049  

622,947  

 

8,873,652  

8,893,076  

9,507,261  

9,801,422  

9,783,625  

10,407,770  

10,997,177  

11,597,890  

11,804,992  

11,716,701  

 

年度 
附属病院収入 授業料及び入学検定料 学校財産処分収入 雑収入 

 

国立学校特別会計 
計 

単位：千円 

学長 

副学長 

教授 

助教授 

講師 

助手 

計 

　 

事務官 

行政職（一） 

行政職（二） 

教育職（一） 

技官 

医療職（二） 

医療職（三） 

計 

　 

合計 

 

1 

2 

35 

28 

42 

136 

244 

　 

153 

　 

　 

　 

477 

　 

　 

630 

　 

874 

 

年度 6 

 1 

2 

36 

31 

40 

137 

247 

　 

151 

　 

　 

　 

479 

　 

　 

630 

　 

877 

 

7 

 1 

2 

34 

33 

43 

134 

247 

　 

149 

　 

　 

　 

478 

　 

　 

627 

　 

874 

 

8 

 1 

2 

35 

35 

43 

141 

257 

　 

146 

　 

　 

　 

476 

　 

　 

622 

　 

879 

 

9 

 1 

2 

39 

37 

49 

139 

267 

　 

144 

　 

　 

　 

475 

　 

　 

619 

　 

886 

 

10 

 1 

2 

44 

36 

45 

142 

270 

　 

145 

　 

　 

　 

467 

　 

　 

612 

　 

882 

 

11 

 1 

2 

45 

35 

47 

142 

272 

　 

147 

　 

　 

　 

468 

　 

　 

615 

　 

887 

 

12 

 1 

2 

46 

35 

45 

147 

276 

　 

　 

166 

52 

6 

　 

66 

316 

606 

　 

882 

 

13

1 

2 

47 

36 

46 

133 

265 

　 

　 

164 

45 

6 

　 

66 

322 

603 

　 

868 

 

14

1 

2 

51 

35 

45 

130 

264 

　 

　 

171 

37 

6 

　 

66 

322 

602 

　 

866 

 

15 

 

歳入 

歳出 

� � � �
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入学者数 
学部 

大学院 

 
医　　学　　科 

看　護　学　科 

　　　計 

624 

 

624 

 

6

623 

 

623

7

621 

60 

681

8

624 

118 

742

9

624 

181 

805

1 0

619 

251 

870

1 1

608 

258 

866

1 2

602 

253 

855

1 3

599 

256 

855

1 4

596 

260 

856

1 5

 
博　士　課　程 

修　士　課　程 

　　　計 

80 

 

80

6

81 

 

81

7

82 

 

82

8

84 

 

84

9

74 

 

74

1 0

85 

 

85

1 1

91 

13 

104

1 2

85 

26 

111

1 3

94 

29 

123

1 4

79 

28 

107

1 5

 

医 学 科 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護学科 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15

30 

30 

30 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

 

40 

40 

40 

40 

40 

34 

34 

 

70 

70 

70 

70 

70 

65 

65 

65 

55 

50 

60*　　 

20 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

10 

10 

― 

― 

― 

― 

 ― 

― 

6 

6 

 

― 

― 

― 

― 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

― 

― 

6 

6 

6 

6 

6 

6

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

― 

― 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

― 

― 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

若干 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

5 

5 

5 

5 

― 

 ― 

10 

10 

10 

10 

10 

10

100 

100 

100 

100 

100 

95 

100 

100 

100 

95 

60 

60 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

 

学　科 年　度 計 編入学 

私費外国 
人留学生 
選抜（定 
員枠外） 

ＡＯ入 
試募集 
人　員 前期日程 

 

後期日程 

 

推薦入学 

一般選抜募集人員 特別選抜募集人員 

 (単位：千円)

*看護学科初年度は分離分割日程に依らない 

入学者選抜方法別募集人員 

帰国子女 
特別選抜 
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国家試験合格者数 

学位授与者数 

留学生数 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

韓国 
 
 
中華人民共和国 
 
　 
モンゴル 
 
 
マレイシア 
 
　 
バングラディッシュ 
 
 
タンザニア 
 
　 
ギニア 
 
 
ブラジル 
 
　 
ペルー 
 
　 
　　　 
　　　計 
 
　合　　計 
 

定　員 
学　部 
大学院 
研究生 
学　部 
大学院 
研究生 
学　部 
大学院 
研究生 
学　部 
大学院 
研究生 
学　部 
大学院 
研究生 
学　部 
大学院 
研究生 
学　部 
大学院 
研究生 
学　部 
大学院 
研究生 
学　部 
大学院 
研究生 
学　部 
大学院 
研究生 
 

14 
 
 
 
 
9 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
11 
0 
13 
 

15 
 
1 
 
 
6 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
9 
0 
10

13 
 
 
 
 
5 
2 
 
1 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
6 
2 
11 
 

12 
 
 
 
 
5 
2 
 
1 
 
5 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
7 
2 
14 
 

11 
 
 
 
 
7 
 
 
 
1 
5 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
8 
1 
14 
 
 

10 
 
 
 
 
7 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
1 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
9 
4 
17 
 

9 
 
 
 
 
7 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
3 
12 
3 
18 
 

8 
 
 
 
 
5 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
3 
11 
3 
17 
 

7 
 
 
 
 
5 
1 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
3 
11 
1 
15

6 
 
 
 
 
2 
1 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
3 
8 
2 
13 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 
8 
9

31 
22 
23 
27 
21 
21 
10 
11 
15 
12

17 
13 
17 
22 
16 
15 
22 
10 
23 
18

博士（医学） 

年度 
 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16

108 
102 
105 
110 
108 
120 
121 
105 
99 
113

106 
91 
95 
100 
91 
100 
112 
98 
93 
101

98.1 
89.2 
90.5 
90.9 
84.3 
83.3 
92.6 
93.3 
93.9 
89.4

 
 
 
 
 

60 
71 
68 
71 
71

 
 
 
 
 

57 
69 
52 
68 
68

 
 
 
 
 

95 
97.2 
76.5 
95.8 
95.8

 
 
 
 
 
1 
8 
3 
2 
2

 
 
 
 
 
1 
7 
3 
2 
2

 
 
 
 
 

100 
87.5 
100 
100 
100

 
 
 
 
 

57 
59 
57 
56 
56

 
 
 
 
 

57 
59 
56 
56 
55

医師 保健師 助産師 看護師 

合格者 
数 

受験者 
数 

合格率 
（%） 

合格者 
数 

受験者 
数 

合格率 
（%） 

合格者 
数 

受験者 
数 

合格率 
（%） 

合格者 
数 

受験者 
数 

合格率 
（%） 

 
 
 
 
 

100 
100 
98.2 
100 
98.2

年度 修士（看護学） 
論文提出者 課程修了者 

� � � �



科学研究費補助金採択状況 

特別推進研究 

重点領域研究（１） 

重点領域研究（２） 

特定領域研究（Ａ）（１） 

特定領域研究（Ａ）（２） 

特定領域研究（C）（１） 

特定領域研究（C）（２） 

特定領域研究（２） 

一般研究（Ａ） 

一般研究（Ｂ） 

一般研究（Ｃ） 

基盤研究（Ａ）（１） 

基盤研究（Ａ）（２） 

基盤研究（Ｂ）（１） 

基盤研究（Ｂ）（２） 

基盤研究（Ｃ）（１） 

基盤研究（Ｃ）（２） 

萌芽的研究 

萌芽的研究（２） 

奨励研究（Ａ） 

試験研究（Ｂ）（２） 

国際学術研究 

若手研究（Ｂ） 

特別研究員奨励費 

合計 

 

上段：件数 
下段；金額（千円） 

1 
84,000

1 
85,000

1 
20,000

1 
32,500

1 
37,000

3 
5,500

2 
3,800

4 
8,500

1 
37,000

1 
26,400

5 
10,400

5 
19,900

4 
12,000

2 
9,100

1 
4,700

1 
53,000

1 
30,000

1 
6,000

2 
7,600

1 
4,000

1 
13,300

8 
21,000

4 
9,900

29 
31,500

35 
43,600

1 
3,100

1 
1,100

1 
12,200

1 
14,040

1 
13,520

3 
29,000

3 
28,300

1 
5,700

1 
3,500

2 
9,100

1 
22,100

1 
9,880

1 
9,490

2 
10,000

4 
8,100

5 
19,800

10 
39,300

15 
64,300

15 
55,300

10 
39,600

11 
40,000

13 
52,600

1 
1,800

1 
1,600

44 
55,500

36 
46,400

43 
57,700

39 
44,400

32 
43,000

39 
50,100

40 
52,700

44 
58,500

1 
1,400

3 
2,300

6 
6,800

6 
5,300

4 
4,900

4 
3,600

7 
9,100

8 
11,800

29 
26,000

26 
25,300

25 
24,800

23 
30,400

34 
29,600

28 
28,200

23 
22,900

21 
23,100

1 
500

1 
1,600

1 
1,600

1 
5,900

14 
15,600

13 
18,400

1 
1,000

2 
2,200

1 
1,200

68 
83,000

69 
97,600

82 
159,800

77 
175,400

102 
276,400

97 
260,600

84 
233,400

82 
199,840

78 
174,900

82 
159,990

年度 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15

77,388 

139,754 

48,132 

139,754 

77,388 

95,772 

119,939 

149,811 

112,848 

88,617

156 

200 

251 

200 

156 

144 

118 

123 

108 

97

13,832 

12,515 

8,080 

12,515 

13,832 

55,968 

39,017 

34,590 

23,584 

36,289

9 

8 

7 

8 

9 

15 

17 

19 

18 

24

91,220 

152,2619 

56,212 

152,2619 

91,220 

151,740 

158,956 

184,401 

136,432 

124,906

165 

208 

258 

208 

165 

159 

135 

142 

126 

121

年度 
件数 受 入 金 額 件数 受 入 金 額 件数 受 入 金 額 

医薬品等臨床研究 その他の研究 合　　　　計 

 (単位：千円)

※医薬品等臨床研究（会計課）、その他の研究（総務課） 

受託研究受入状況 



� � � �

患者数 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15

224,171 

221,533 

227,951 

222,632 

224,708 

234,037 

248,034 

255,460 

252,191 

267,879

915 

901 

930 

909 

917 

959 

1,012 

1,043 

1,029 

1,089

190,710 

191,148 

189,567 

194,373 

193,746 

197,353 

196,252 

186,382 

181,327 

160,781

522 

524 

518 

533 

531 

539 

538 

511 

497 

439

6,685 

6,035 

6,657 

5,973 

6,388 

6,883 

6,969 

7,099 

7,265 

8,255

年度 外来患者延数 
1日平均 
外来患者数 

 

入院患者延数 
1日平均 
入院患者数 

 
 

新規登録患者数 
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地域別初来院患者 
( 平成 15 年迄累計 ） 

道外 1.2 
釧路 0.4 

胆振 0.3 

根室 0.2 

日高 0.2 
石狩 1.5 

十勝 1.3 

宗谷 4.0 

留萌 3.9 

空知 7.7 

網走 9.5 

上川 69.4 

 

69.4 

 

 

9.5 

7.7 

4.0 

3.9 

1.5 

1.3 

1.2 

0.4 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.1 

0.0

69.7 

 

 

10.1 

7.8 

3.9 

4.0 

1.1 

1.1 

1.0 

0.4 

0.3 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0.0

122,122 

84,128 

37,994 

17,773 

13,727 

6,759 

6,959 

1,845 

2,003 

1,829 

657 

461 

357 

288 

239 

217 

85 

175,321

176,443  

122,854  

53,589  

24,202  

19,547  

10,199  

10,044  

3,910  

3,322  

2,972  

1,007  

784  

555  

478  

418  

359  

112  

254,352 

上川支庁 

　旭川市 

　その他 

網走支庁 

空知支庁 

宗谷支庁 

留萌支庁 

石狩支庁 

十勝支庁 

道外 

釧路支庁 

胆振支庁 

根室支庁 

日高支庁 

後志支庁 

渡島支庁 

檜山支庁 

　　計 

平成15年 
迄累計 

平成6年 
迄累計 (％)(％)

地域別初来院患者数 

主要医事統計 （平成6年～平成15年） 
 

※平成15年度迄累計の多い順に記載 
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項目 第一内科 
 

年度 

6

15

項目 

年度 

6

15

項目 
年度 

6

15

項目 
年度 

6

15 
 

16,282 

13,616

第二内科 

15,767 

12,909

第三内科 

16,526 

14,384

精 神 科  
神 経 科  

13,040 

2,942

小 児 科  

11,564 

13,907

第一外科 

17,226 

16,600

第二外科 

15,531 

13,254

整形外科 
 

18,035 

13,773

皮 膚 科  
 
8,083 

6,870

泌尿器科 

8,167 

6,847

眼  　科 

8,476 

11,898

耳鼻咽喉科 
 
7,299 

7,562

産 　 科  
婦 人 科  

16,179 

13,507

麻 酔 科  
蘇 生 科  

4,745 

164

脳神経外科 

9,156 

8,875

歯科口腔 
外　　科 

2,571 

1,865

計 

186,382 

160,781

放射線科 

2,015 

1,818

第一内科 
 
 
 

58 

164

第二内科 

51 

130

第三内科 

137 

348

1 

3

小 児 科  

11 

53

第一外科 
精 神 科  
神 経 科  

791 

1,276

第二外科 

340 

766

整形外科 
 
463 

787

皮 膚 科  
 
116 

266

泌尿器科 

255 

282

眼   科  

679 

1,760

耳鼻咽喉科 
産 　 科  
婦 人 科  

麻 酔 科  
蘇 生 科  

386 

760

809 

809

6 

13

脳 神 経  
外   科  

歯　　科 
口腔外科 

108 

227

287 

1,171

計 

4,498 

8,823

放射線科 

0 

8

第一内科 
 
 
 

8 

31

第二内科 

0 

4

第二内科 

2 

24

0 

13

小 児 科  

236 

226

第一外科 
精 神 科  
神 経 科  

476 

1,384

第二外科 

248 

665

整形外科 
 
393 

985

皮 膚 科  
 
30 

97

泌尿器科 

125 

382

眼   科  

303 

1,113

耳   鼻  
咽 喉 科  

産   科  
婦 人 科  

麻 酔 科  
蘇 生 科  

182 

554

228 

816

565 

559

脳 神 経  
外   科  

歯　　科 
口腔外科 

114 

277

138 

231

計 

3,049 

7,364

放射線科 

1 

3

項目 
年度 

6

15 
 

正常分娩 
 
 
 

142 

105

異常分娩 

65 

122

計 

207 

227

項目 
年度 

6

15

入　院 
 
 
 

72,409 

34,336

外　来 

71,675 

24,047

計 

144,084 

58,383

1,363 

2,064

外　来 

1263 

1,116

計 入　院 

2,626 

3,180

項目 
年度 

6

15

入　院 
 
 
 

6,896 

5,365

外　来 

4,381 

5,341

計 

11,277 

10,706

－　 

1,031

外　来 

Ｘ 線 撮 影 Ｘ 線 透 視 

Ｘ 線 Ｃ Ｔ 血 管 造 影 

－　 

15

計 入　院 

－　 

1,046

項目 
年度 

6

15

入　院 
 
 
 

5,700 

4,402

外　来 

1,443 

1,864

計 

7,143 

6,266

262 

301

外　来 

62 

109

計 入　院 

324 

410

項目 
年度 

6

15

入　院 
 
 
 

2,132 

1,957

外　来 

1,040 

1,120

計 

3,172 

3,077

7,533 

－　 

外　来 

9,238 

－　 

計 入　院 

16,771 

－　 

入　院 

2,301 

2,201

外　来 
 

放 射 線 治 療 治 療 計 画 

核　医　学 ( in-v ivo) 核　医　学 ( in-v i tro) Ｍ 　  Ｒ  　 Ｉ 
 

2,490 

3,490

計 
 4,791 

5,691

一般検査 
 
 
 
90,786 

87,348

血液学的 
検　　査 

251,610 

227,533

生化学的 
検　　査 

1,274,584 

1,532,487

33,817 

37,937

免疫学的 
検　　査 

165,559 

204,404

微生物学 
的 検 査 

内分泌学 
的 検 査  

17,317 

27,467

病理学的 
検　　査 

17,317 

9,692

そ の 他  
の 検 体  
検 　 査  

6,219 

3,528

循環機能 
検　　査 

12,884 

14,714

脳 神 経  
機能検査 

2,480 

2,982

呼吸機能 
検　　査 

6,301 

7,560

前庭聴力 
機能検査 

眼科関連 
機能検査 

そ の 他  

3,022 

5,917

56,364 

77,759

12,019 

86,306

計 
内 視 鏡  

101,351 

207,642

4,501 

4,921

分 　 類  
コ ー ド  
未 収 載  

0 

25

そ の 他  
各科特有 
の も の  

採 血 ・  
採 液 等  

219,507 

169,705

43,277 

48,401

合 　  計 

2,231,490 

2,561,090

超 音 波  
検 　 査  

8,281 

12,404

項目 病床稼働率 
 

年度 

6

15

87.08% 

73.00%

死亡患者数 

117人 

137人 

病理解剖数 
 
42件 

35件 

剖検率 
 

35.90% 

25.50%

診療科別入院患者数 

病床稼働率・死亡患者数・病理解剖数・剖検率 

（単位：人） 

分娩件数 （単位：件） 

放射線治療等患者数 （単位：人） 

Ｘ線撮影等患者数 （単位：人） 

診療科別麻酔件数 （単位：件） 

診療科別手術件数 （単位：件） 

臨床検査件数 （単位：件） 

生        理        機        能        検        査 

※ 神経ブロックは除く。 

※ 平成13年度～平成15年度は病棟再開発期間 
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項目 

年度 

6

15

項目 
年度 

6

15

患 者 数 
 
 9,468 

5,318

運動療法 
 
 
 
7,734 

4,951

日常動作訓練 
 
 
 
2,647 

2,044

義 肢・装 具 
装 着 訓 練 

 
 
 

1 

1,391

電 気・温 熱 
寒 冷・光 線 
療　法 
 
 
 

2375 

969

水治療法 
 
 
 
754 

371

そ の 他 
 
 
 
339 

421

計 
 
 13,850 

10,077

86,089 

86,545

外　　　　　　　　　来 
 
 
 

258,870 

267,424

4,069,556 

5,779,475

86,888 

87,692

入　　　　　　　　　院 
 
 
 

174,376 

152,584

剤　　数 
 
 
 

1,153,829 

918,135

127,977 

174,237

計 
 
 
 

433,246 

420,008

枚　　数 
 
 

件　　数 
 
 
 

剤　　数 
 
 
 

枚　　数 
 
 
 

件　　数 
 
 
 

枚　　数 
 
 
 

件　　数 
 
 
 

剤　　数 
 
 
 

5,223,385 

6,697,610

項目 
年度 

6

15

生活保護 
 
 3,616 

8,610

結  核 

24 

17

精  神 

1253 

361

116 

67

育  成 

345 

194

養  育 更  生 

36 

67

小  慢 

1053 

327

特定疾患 

2,351 

1,175

身障手帳 

126 

199

その他 計 入院患者 

13 

558

8,933 

11,585

1548 

585

外来患者 

7,385 

11,000

医事相談件数 （単位：件） 

理学療法件数 (単位：人・件)

処方枚数・処方件数・処方剤数 （単位：件） 

年度 

院外処方箋 

6 
 
 

35,703

7 
 
 
 

61,199

8 
 
 
 

64,150

9 
 
 
 

65,036

10 
 
 
 

60,616

11 
 
 
 

64,388

12 
 
 
 

73,960

13 
 
 
 

78,982

14 
 
 
 

74,778

15 
 
 
 

86,366

院外処方箋枚数 （単位：枚） 

項目 
年度 

6

15

散　　　　　　剤 
 
 58 

42

185 

48

液　　　　　　剤 
 
 
 

549 

445

7,597 

2,084

軟　　　膏　　　剤 
 
 
 

253 

202

128 

120

坐　　　　　　剤 
 
 
 

2 

26

195 

7,762

計 
 
 

件　　数 
 
 

数　量 (kg) 
 
 
 

件　　数 
 
 
 
 

数　量 (㍑) 
 

件　　数 
 
 
 
 

数　量 (kg) 
 
 
 

件　　数 
 
 
 
 

数　量 (本) 
 
 
 

(件　数) 
 
 
 

862 

715

一般製剤件数 （単位：件） 

項目 
年度 

6

15

瓶　　　　　　類 
 
 289 

367

13,868 

4,370

ア　ン　プ　ル 
 
 
 

14 

5

1196 

429

眼・点鼻・点耳剤 
 
 62 

24

1534 

426

そ　　　の　　　他 
 
 
 

59 

26,073

819 

46,881

計 
 
 
 

424 

26,469

17,417 

52,106

無菌製剤件数 (単位：本)

項目 

年度 

6

15

15

件　　数 
 
 
185 

50

回　　数 
 
 
 

900 

50

件　　数 
 
 
 

555 

4,000

回　　数 
 
 
 

3,700 

4,000

件　　数 
 
 
 

185 

70

数　量 (g) 
 
 
 

2,700 

1,600

件　　数 
 
 
 

555 

2,900

数　量 (ml) 
 
 
 

1,197,262 

20,000

件　　数 
 
 
189 

19,954

数　量 (本) 
 
 

固　　　　　体 
 
 

液　　　　　体 
 
 
 

固　　　　　体 
 
 
 

液　　　　　体 
 
 
 

試　　　　　　験 
 
 

試　薬　調　製 
 
 

注　　射　　薬 
異　物　検　査 

 
 
 4,520 

20,780

試験・試験調剤・異物検査数 （単位：件） 

項目 
年度 

6

薬　　　品　　　庫 
 
 43,166 

57,378

48,218 

58,435

各科の注射薬払出(再掲) 
 
 
 

93,216 

127,344

件　　数 
 
 

数　　量 
 
 
 

件　　数 
 
 
 

数　　量 
 
 
 
 

件　　数 
 
 
 
 

数　　量 
 
 
 
 

件　　数 
 
 
 
 

数　　量 
 
 
 
 

件　　数 
 
 
 
 

数　　量 
 
 
 

受入件数  
 
 

払出件数  
 
 
 

件　　数  
 
 
 

数　量 (本) 
 
 
 

838,788 

487,680

薬品受払数 （単位：件） 
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編　集　後　記　 
 

　10年一昔というが、日々の業務に追われていると、長い時間で物事を眺めるということを忘れがちである。

各人が長く携わってきた業務に関しては10年など大した期間ではないかもしれないが、大学全体としてみ

るとその内容は多岐に渡り、様々なことが起こっている。わずか10年の間の本学のことを振り返ってみても、

その全貌について言えるという人は意外と少ないのではないだろうか。開学10周年誌編纂の際の編集責任

者であられた原田一典名誉教授が「10年に一度は歴史をまとめておかないと、分からなくなることが出てく

る」と仰っておられたことを思い出す。大学の構成員は漸次入れ替わるが、その時々に各人が行ったことが

歴然たる事実として残り、大学の歴史を形作ってゆくということを改めて認識させられた。 

　開学30年を経て本学は国立大学法人に移行するという明治時代に国立大学が始まって以来の大改革の時

代に入って行く。日常的な業務を大きく変える改革というものは、その時点での評価は様々であるが、時間

が経ってみて、初めてその功罪が明らかになるものもある。特に痛みを伴う改革というのはそうであろう。

国立大学法人化という大改革に携わっている個々の構成員の日々の業務の成果は、次の10年で明らかにな

るのであろう。 

　最後になったが、発刊が大幅に遅れてしまったことをお詫びする。依頼原稿をお寄せ戴いた記念フォーラ

ムの演者の方々、各部局の沿革の原稿を担当された方々、下記の30周年記念事業実行委員会および研究フォ

ーラム編集委員各位、その他当方からの問い合わせにお答えいただいた各部局の方々、ならびに栃谷泰文前

図書館情報課長、小川聡図書館情報課長始めご助力戴いた図書館情報課の方々に心よりの謝意を表し、編集

後記とする。 

　（開学30周年記念事業実行委員会　記念誌担当　坂本尚志） 

平成16年度研究フォーラム編集委員 

小川勝洋　（図書館長／委員長） 

立野裕幸　（生物学／副委員長） 

吉田成孝　（解剖学第一講座） 

廣川博之　（経営企画部） 

新開淑子　（看護学講座） 

 

30周年記念実行委員会（記念誌担当） 

高橋雅治　（心理学） 

若宮伸隆　（微生物学講座） 

野村紀子　（看護学講座、H18退職） 

松野丈夫　（整形外科学講座） 

皆川智映　（看護部６階東ＮＳ） 

 



編集委員（五十音順） 

　石川一志　（看護学講座） 

　小川勝洋　（図書館長／委員長） 
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　高橋龍尚　（数理情報科学） 
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