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規 程

経営企画課

次のとおり諸規程の整備が行われました。

１ 札幌医科大学医学部カリキュラム委員会規程の一部を

改正する規程（平成27年10月22日規程 第47号）

２ 札幌医科大学附属病院医療クオリティ審議委員会規程

の一部を改正する規程（平成27年11月2日規程 第48号）

３ 北海道公立大学法人札幌医科大学諸料金規則の一部を

改正する規程（平成27年11月1日規程 第49号）

４ 札幌医科大学医療人育成センターあり方検討委員会規程

の一部を改正する規程（平成27年11月9日規程 第50号）

５ 札幌医科大学医療人育成センター教員選考規程の一部

を改正する規程（平成27年11月12日規程 第51号）

６ 札幌医科大学附属病院臨床倫理委員会規程（平成27年

7月28日規程 第52号）

７ 札幌医科大学附属病院輸血療法委員会規程の一部を改

正する規程（平成28年1月29日規程 第1号）

役 員 会

経営企画課

次の事項が審議、報告されました。

○第7回 平成27年10月19日（月）

【協議報告事項】

(1) 北海道公立大学法人札幌医科大学理事長予定者の決定

について

(2) 患者月報（KPI）について

(3) 平成27年北海道人事委員会勧告について

(4) 寄附金の受入状況について

(5) 地域新聞「ふりっぱー」での情報提供について

(6) その他

○第8回 平成27年11月16日（月）

【協議報告事項】

(1) 医学部長及び附属病院長の選考日程について

(2) 患者月報（KPI）について

(3) その他

○第9回 平成27年12月21日（月）

【審議事項】

(1) 平成28年度組織機構改正について

(2) 平成28年度予算編成方針（案）について

(3) 「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」

について

【協議報告事項】

(1) 医療人育成センター長の選考日程について

(2) 平成27年度中間決算について

(3) 平成27年度決算（損益）見込みについて

(4) 患者月報（KPI）について

(5) 寄附金の受入状況について

(6) その他

○第10回 平成28年1月18日（月）

【審議事項】

(1) 「北海道公立大学法人札幌医科大学が業務に関して徴

収する料金の上限の定め」の変更認可申請について

【協議報告事項】

(1) 患者月報（KPI）について

(2) その他

経 営 審 議 会

経営企画課

次の事項が審議、報告されました。

○第3回 平成27年12月11日（金）

【審議事項】

(1) 平成28年度予算編成方針（案）について

【協議・報告事項】

(1) 平成26年度決算における利益処分について

(2) 平成27年度中間決算について

(3) 平成27年度決算（損益）見込みについて
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教育研究評議会

経営企画課

次の事項が審議、報告されました。

○第6回 平成27年10月13日（火）

【審議事項】

(1) 特任教員等の人事について

(2) 札幌医科大学医学部カリキュラム委員会規程の改正に

ついて

(3) 助産学専攻科における教育課程の変更について

【協議報告事項】

(1) 部局長等の人事について

(2) 訪問研究員の受入れについて

(3) その他

○第7回 平成27年11月9日（月）

【審議事項】

(1) 札幌医科大学医療人育成センターあり方検討委員会規

程の改正について

(2) 医療人育成センター教授候補者の選考について

1 医療人育成センター教員選考規程の一部改正について

2 英語担当教授の選考について

(3) 平成28年度組織機構改正について

(4) 医学部教授候補者の選考について

(5) 附属病院長の選考日程について

【協議報告事項】

(1) 医学部カリキュラム委員会における学生委員の選任に

係る申し合わせについて

(2) 訪問研究員の受入れについて

(3) その他

・夏の時間外勤務縮減の試行結果について

○第8回 平成27年12月14日（月）

【審議事項】

(1) 平成28年度組織機構改正について

(2) 医学部消化器内科学講座担当教授候補者の選考について

(3) サバティカル研修申請に係る審査結果について

(4) 第1回附属病院長候補者選考委員会の開催結果について

(5) 学生の処分について

【協議報告事項】

(1) 医療人育成センター長選考の日程について

(2) サークルの処分について

(3) その他

○第9回 平成28年1月12日（火）

【審議事項】

(1) アドミッションセンター教員の選考について

(2) サバティカル研修申請に係る審査結果について

(3) 第2回附属病院長候補者選考委員会の開催結果について

(4) 附属病院臨床倫理委員会の設置に伴う関係規程の一部

改正等について

【協議報告事項】

(1) 部局長等の人事について

(2) サークルの処分について

(3) 訪問研究員の受入れについて

(4) その他
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総務課

　次のとおり、教員の人事が発令されました。

【部局長】

発令年月日 発令事項 職名 氏名 備考

【大学】

発令年月日 発令事項 職名 氏名 備考

【医学部】

発令年月日 発令事項 職名 氏名 備考

28.1.1

27.10.31 願により退職を承認する 杉目
すぎめ

　史行
ふみゆき

27.11.1
札幌医科大学特任助教を命ずる
任期は平成28年3月31日までとする 林

はやし

　温子
あつこ

特任助教

附属病院高度救命救急センター副センター長
を命ずる
任期は平成28年3月31日までとする

講師 原田
はらだ

　敬介
けいすけ

医学部救急医学講座

がん疼痛緩和医療学講座

－ がん疼痛緩和医療学講座

27.10.31 願により退職を承認する 助教 齊藤
さいとう

　正人
まさと

放射線医学講座

循環器・腎臓・代謝内分泌内科
学講座

27.10.31 願により退職を承認する 助教 神津
こうづ

　英至
ひでみち

27.10.31 願により退職を承認する 講師 北村
きたむら

　寛
ひろし

泌尿器科学講座

27.11.1 医学部教授を命ずる － 竹政
たけまさ

　伊知朗
いちろう 消化器・総合、乳腺・内分泌外

科学講座

27.11.1 医学部助教を命ずる － 岡田
おかだ

　学
まなぶ

泌尿器科学講座

27.11.1 医学部助教を命ずる － 諸
もろ

原
はら

　基貴
もとき

救急医学講座

27.11.30 願により退職を承認する 助教 五十嵐
い が ら し

　友彦
ともひろ

口腔外科学講座

27.12.1 医学部助教を命ずる － 佐々木
ささき

　敬則
たかのり

口腔外科学講座

腫瘍・血液内科学講座27.12.1 医学部准教授を命ずる 講師 宮西
みやにし

　浩嗣
こうじ

人　　事

3
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【助産学専攻科】

発令年月日 発令事項 職名 氏名 備考

27.12.31 願により退職を承認する 助教 石渡
いしわたり

　裕俊
ひろとし

腫瘍・血液内科学講座

28.1.1 医学部助教を命ずる － 永野
ながの

　伸
のぶたか

卓
循環器・腎臓・代謝内分泌内科
学講座

28.1.1 医学部講師を命ずる 助教 入船
いりふね

　秀仁
ひでと

救急医学講座

仲瀬
なかせ

　裕志
ひろし 消化器・免疫・リウマチ内科学

講座

28.1.1 医学部講師を命ずる 助教 原田
はらだ

　敬介
けいすけ

救急医学講座

28.1.31 願により退職を承認する 助教 高木
たかぎ

　伸之
のぶゆき

心臓血管外科学講座

28.1.31 願により退職を承認する 講師 蝦名
えびな

　智子
さとこ

28.1.31 願により退職を承認する 助教 才川
さいかわ

　悦子
えつこ

耳鼻咽喉科学講座

28.2.1 医学部助教を命ずる － 坪松
つぼまつ

　ちえ子
こ

微生物学講座

28.2.1 医学部教授を命ずる －
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講座名 研究者氏名 委託者 研究課題・事業名 金額（円）

小児科学講座 津川　毅
日本医療研究開
発機構

下痢症ウイルスの分子疫学と感染制御に関
する研究

27.4.1 ～ 28.3.31 1,000,000

腫瘍・血液内科
学講座

宮西　浩嗣 北海道大学
次世代シーケンシング・ゲノムワイド関連
解析を用いたC型肝炎治療に伴う肝病態進
展軽快、肝発癌に関わる宿主因子の解析

27.4.1 ～ 28.3.31 384,616

遺伝医学講座 櫻井　晃洋
国立がん研究セ
ンター

ゲノム情報で規定される超高リスク群の診
断と、層別化・個別化予防のためのエビデ
ンス構築をめざした臨床観察研究

27.4.1 ～ 28.3.31 440,000

整形外科学講座 加谷　光規 九州大学
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確立
のための研究

27.4.1 ～ 28.3.31 500,000

腫瘍・血液内科
学講座

井山　諭 岡山大学
インターロイキン2の免疫抑制作用を活用
する新しい免疫制御療法の開発

27.4.1 ～ 28.3.31 400,000

脳神経外科学講
座

三國　信啓 山形大学
脳脊髄液減少症の診断･治療法の確立に関
する研究

27.4.1 ～ 28.3.31 76,924

小児科学講座 要藤　裕孝
大阪府立急性
期・総合医療セ
ンター

小児期のウイルス性肝炎の病態解明や科学
的根拠の集積等に関する研究

27.4.1 ～ 28.3.31 400,000

消化器・リウマ
チ内科学講座

高橋　裕樹 京都大学
IgG4関連疾患の病因病態解明と新規治療法
確立に関する研究

27.4.1 ～ 28.3.31 1,000,000

耳鼻咽喉科学講
座

氷見　徹夫 福井大学
重症好酸球性副鼻腔炎に対する新しい治療
戦略

27.4.1 ～ 28.3.31 500,000

神経内科学講座 下濱　俊 九州大学
多発性硬化症生体試料バンクを活用したア
ジア人特有の遺伝環境因子探索による病態
解明

27.4.1 ～ 28.3.31 650,000

泌尿器科学講座 舛森　直哉 九州大学
標準的治療の確立が望まれる難治性疾患に
対する新規治療法の開発

27.4.1 ～ 28.3.31 230,000

呼吸器・アレル
ギー内科学講座

高橋　弘毅 東邦大学
びまん性肺疾患に対するエビデンスを構築
する新規戦略的研究

27.4.1 ～ 28.3.31 200,000

公衆衛生学講座 森　満 北海道大学
多系統萎縮症の自然歴とその修飾因子に関
する研究

27.5.20 ～ 28.3.31 300,000

神経内科学講座 下濱　俊 北海道大学
多系統萎縮症の自然歴とその修飾因子に関
する研究

27.5.20 ～ 28.3.31 300,000

公衆衛生学講座 森　満 釧路市
思春期保健事業及び生活習慣に係わる調査
の検討、集計及び分析

27.7.1 ～ 28.3.31 700,000

病理学第一講座 鳥越　俊彦
科学技術振興機
構

1細胞遺伝子発現解析による組織微小環境
情報の構築

27.9.1 ～ 28.3.31 4,000,000

遺伝医学講座 櫻井　晃洋
国立精神・神経
医療研究セン
ター

成人における未診断疾患に対する診断プロ
グラムの開発に関する研究

27.10.9 ～ 28.3.31 770,000

小児科学講座 津川　毅 佐賀大学
ロタウイルス胃腸炎に関する疫学調査-ロ
タウイルスワクチンの有効性に関する症例
対照研究-

27.12.14 ～ 35.12.31 1,091,339

期間

※受託研究とは、本学において、学外者から委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。ただし、委託者が公的機関の
研究課題及び公募型事業の研究課題のみを掲載する。

 ○受託研究について
附属産学・地域連携センター

　平成27年度における受託研究は次のとおりです。（平成28年1月末までに契約したもの）
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医学部
救急医学講座

教授 成松　英智 27.10.3
北海道医師会賞・北海道
知事賞

一般社団法人
北海道医師会
北海道

「救急領域における急性薬物中毒およ
び２次性脳損傷の病態解明と治療法開
発」が受賞研究（業績）として認めら
れたため。

山本　元久 27.10.14
公益信託加藤記念難病研
究助成

公益信託
加藤記念難病研
究助成基金

「IgG4関連疾患におけるmicroRNAの網
羅的発現と自然免疫応答の解析」が助
成研究として認められたため。

日本泌尿器科学
会北海道地方会

「経直腸的前立腺生検後の感染性合併
症予防のための直腸培養の有用性とキ
ノロン耐性大腸菌の細菌学的特徴」が
受賞発表として認められたため。

医学部
泌尿器科学講座

診療医 桧山　佳樹 28.1.30
日本泌尿器科学会北海道
地方会賞

表　彰　名

○各種表彰等受賞者について
　平成28年1月までの各種表彰等受賞者は次のとおりです。

受賞月日 表彰団体名所　　属 職　　名 氏　　名 受賞理由

医学部
病理学第一講座

講師 塚原　智英 27.11.5 日本病理学会学術研究賞
一般社団法人
日本病理学会

病理学において優れた研究成果を収め
たため。

医学部
消化器・免疫・
リウマチ内科学
講座

講師

お知らせ

附属病院
看護部

主任看護師 窪田　弘美 27.12.2
医学教育等関係業務功労
者表彰

文部科学省
大学における医学に関する教育・研
究・患者診療等に係る補助的業務に長
年従事し、顕著な功績を収めたため。

一般社団法人
北海道医師会
北海道

「代謝性病態と高血圧・循環器疾患に
関する臨床疫学研究」が受賞研究（業
績）として認められたため。

保健医療学研究
科理学療法学・
作業療法学専攻

大学院生 山下　達郎 27.11.7
第45回日本臨床神経生理
学会学術大会優秀ポス
ター賞

日本臨床神経生
理学会

「視覚誘導性自己運動錯覚誘起後に生
じる機能的支配領域の変化」が受賞発
表として認められたため。

保健医療学部
看護学科
看護学第三講座

教授 齋藤　重幸 27.10.3
北海道医師会賞・北海道
知事賞

北海道癌談話会

「Array-based genome-wide RNAi screening
to identify shRNAs that enhance
 p53-related apoptosis in human cancer
cells.」が優秀論文として認められたため。

フロンティア医
学研究所
ゲノム医科学部
門

大学院生 大箸　智子 27.12 BMB2015若手優秀発表賞

第38回日本分子
生物学会年会
第88回日本生化
学会大会

「新規p53標的遺伝子LIMA1の発現誘導
は癌細胞浸潤の抑制に必要である」が
受賞発表として認められたため。

フロンティア医
学研究所
ゲノム医科学部
門

大学院生 大箸　智子 27.9.12
北海道癌談話会奨励賞
（Incitement Award)
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