
【学長就任にあたって】

京都府立医科大学学長 山 岸 久 一

今年の 4月 1日から本学の学長に就任し
ました山岸久一でございます。その職責の
重さを日一日と痛感している毎日でありま
すが、府立医科大学の皆様方に学長就任の
ごあいさつを兼ねて所信を申し述べさせて
いただきます。
京都府立医科大学は、2年後の平成 20

年にも独立行政法人になろうとしています。
大学が「新しいカタチ」に生まれ変わる、
その胎動期にあります。変革を遂げ、なお、
独自性を発揮し、京都という地に根ざした
特色ある大学、選ばれる病院として持続的
発展をするために、ひとつの「変えないこ
と」と三つの「変えること」を確実に実行
したいと考えています。
ひとつの「変えないこと」というのは、

京都府とともに歩み、発展することです。
私が病院長の時（平成 15 年 4 月～平成 17
年 3 月）に府立医大病院が理念として掲げ
た社会的責任は「世界トップレベルの医療
を地域へ」ということであります。私たち
は今日まで京都府との絆を大切にして参り
ました。独立法人化を円滑に推進するため
には、この絆をさらに強く、太くしていく
ことが、地域社会に責任を果たす礎になる
と考えております。
三つの「変えること」
一つ目は、「人を育てること」です。有

能な人材を輩出するためには、現在行われ
ている医学卒前・卒後の一貫教育をさらに
充実して「機能的教育体制」を構築したい
と考えています。教養教育では医学準備型
教養教育を徹底して卒前・卒後の一貫指導

を充実し、関係病院との連携強化によって、
府立医大独自の大学キャンパスの拡大と充
実を果たし、さらには京都市内の他大学と
の連携を強化したいと思っています。
二つ目は、「アカデミズムと最先端医療

を追求するための環境整備」です。
まず、〈研究領域〉では、医学科・看護

学科の博士・修士課程の充実・新設によっ
て研究者育成に努めます。また、現在行わ
れているプロジェクト研究制度を維持発展
させ、中央研究室の有効利用に加えて、府
立医科大学全体として横断的に各教室の壁
を越えて先端的医療を展望すべく、いくつ
かの横断的リサーチユニットを立ち上げる
計画機関としての「研究開発センター」を
新たに設置したいと思っております。
〈診療領域〉では、本年度から 6年計画

で外来診療棟・臨床研究棟の建築が開始さ
れます。この建築に合わせて診療センター
化構想（小児医療センター、循環器センター、
消化器センター、脳神経センター、呼吸器
センター、腎・尿路センター、アレルギー
センター、メンタルヘルスケアセンター、
女性センターなど）を確実にする設計に
なっており、さらに大型災害時にも対応で
きる設計になっております。また、本年 8
月頃には本学附属病院は厚生労働省が指定
する都道府県に一つの「がん診療連携拠点
病院」に指定される可能性が大きいので、
これを機会に「がん征圧センター」を立ち
上げたいと考えておりますと同時に 21 世
紀に必要な「予防医学センター」も充実し
て『選ばれる病院』にしていきます。

三つ目は、「充実した医療サービスの提
供」です。世界トップレベルの医療ととも
に、安心で信頼できる充実した医療サービ
スを提供することで、地域社会に貢献する
ことが、京都府立医科大学の社会的使命で
あると考えます。
未来に向かい、〈大学〉においては、医

学、教養学、看護学に加えて、医用工学、
保健福祉学、食環境学の分野をも見据えた
ヘルスサイエンス系総合大学として発展さ
せ、〈病院〉においては、鴨川西岸沿い北
側に、京都府立医科大学及び京都府メディ
カルセンターの拡張建設を行うことを夢に
描いてます。「温かい心と弛まぬ努力」が
私の信条でありますが、それらの実現のた
めには大学構成員のすべての方々の全面的
な御協力と、温かい御支援・御鞭撻を賜り
ますよう心からお願い申し上げて、学長就
任に際しての御挨拶とさせていただきます。
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管理職再任あいさつ

管理職就任あいさつ

平成 18 年 4 月 1 日付けで研究部長を拝
命致しましたので、ご挨拶申し上げます。
研究部長の職責は、本学における研究を

推進するためにその基盤の保持と更なる整
備にあると理解しています。
そのようなことから任期の 2年間の課題

として以下のようなことが考えられるので
はないかと思っています。

西野元研究部長が着手され、伏木前研究
部長の時の平成 15 年度より大学院重点化
がなされましたが、ちょうど平成 18 年度
で 4年目の完成年度を迎えます。今後、こ
の大学院をどのようにしていくのか、学内
の皆様のご意見を賜りたいと思います。
二つ目に、既に平成 17 年度末に教授・

助教授の先生方には個人調書や担当科目の
講義概要の整理をお願いしました医学研究
科医科学専攻（仮称）修士課程の平成 19 年
度設置を目指していることがあります。こ
れは修士課程修了後に引き続く本学博士課
程への進学を念頭において、医学の隣接領
域出身の 4年制大学卒業生を対象としたも
のです。この中で昨年度来強化されてきま
した京都府立大学と京都工芸繊維大学との
連携を背景として、専門教育科目の講義や
研究指導の支援を両大学にお願いすること
としています。このことを通して、本学修
士課程修了者の一部が両大学の博士後期課
程へ進学する道も開かれますならば、お互
いにメリットのあることとなります。設置
者の理解を得て 6月末に文部科学省に設置
申請いたしましたので宜しくご協力いただ
きたいと存じます。
三つ目は、平成 17 年度末に大学院教授

会でお認めいただきました大学院中央研究
室の新しい体制を早急に整備し、かつその
中で新たにできました大学院中央研究室共
同研究プロジェクトセンターの稼動に着手
したいと考えています。
これ以外にも、平成 15 年 12 月の同志社

大学、平成 17 年 3 月の立命館大学、そし
て平成 18 年 3 月の京都薬科大学との学術
交流協定の今後更なる推進と平成 15 年 4
月に開設されましたリエゾンオフィスによ
る産学公連携の推進等多くの課題があると
認識しています。
これらのことすべてと関連する最大のも

のが早ければ平成 20 年 4 月に想定されて
います本学の独法化における研究環境をど
のようにしていくかがあります。学内一部
には独法化に対するいわゆる“そもそも
論”もあるようですが、どのような状況下
にあってもこれまで本学が培ってきました
優れた研究環境を更に伸ばすようにしなけ
ればなりません。そのためにも、多くの皆
様のご意見をいただきながら、研究委員会
や大学院教授会等での組織的な意思決定に
基づき進んで行きたいと考えています。学
内の皆様のご支援・ご指導をお願いしたい
と存じます。

この度、医学部看護学科長に再任されま
したので、ご挨拶申し上げます。
本学看護学科は平成 14 年に医療技術短

期大学部から医学部看護学科に改組、今年
の 3月に 4年制大学として第 1回目の卒業

生 86 名を送り出すことができました。こ
れも医科大学の皆様のご協力の賜と感謝い
たします。
卒業生達は 2月末に実施された看護師お

よび保健師国家試験を全員が、そして一部
が助産師国家試験もあわせて受験しました。
その結果、いずれも全国看護系大学の中で
も上位の合格率を得ることができました。
また、看護師・保健師・助産師として京都
府をはじめ他の医療・保健機関等へ就職、
大学院への進学等、様々な看護実践、研究
の場へと進みました。これからの活躍を見
守りたいと思います。
さて、今年 4月には、看護系大学数は全

国で 140 校を越え、京都府内にも 4校とな
り、看護学教育の高等教育化・多様化がま
すます進展しています。この流れの中で本
学科が発展するためには、本学科での看護
学教育・研究の特徴をより明確にし、これ
をアピールしていくこと、そして学生への
学習と生活支援を工夫し、きめ細かく実践
していくことが求められます。それらをふ
まえ、5年目を迎えた本学科では、看護学

研究の充実、特色ある看護学教育課程の検
討をさらに進めるともに学生指導の工夫等
の努力を重ねていきたいと考えております。
また、かねてから準備してきました大学

院修士課程について、大学全体の協力を頂
きながらその開設を急ピッチで進めていく
ことが、今年の看護学科の最重要課題です。
すでに看護系大学院は全国に 80 課程以上
が設置されており、これは看護学教育が大
学院の時代に入ったことを物語っています。
人々が望む医療への模索、健康に対する
ニーズの多様化・複雑化に伴い、看護学に
おいてもまた、より高度な専門職の育成が
望まれ、その実現には大学院教育が必要不
可欠なのです。このような社会的ニーズに
応えるためにも、府立医大に京都府初の看
護系大学院が開設できますよう、大学の皆
様の強力なご指導・ご鞭撻をいただきなが
ら、看護学科として全力で取り組んでまい
りたいと思います。どうぞよろしくお願い
いたします。

本学における研究の
更なる推進に向けて

地域保健医療疫学教授 渡邊 能行

看護学教育のさら
なる発展に向けて

看護学科教授 岡山 寧子
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教授就任あいさつ

平成 18 年 4 月 1 日付けで本学数学教室
教授に着任いたしました。着任前は長年、
大阪大学理学部で数学の研究・教育に携
わって参りました。この 4月からは医科大
学という私にとっては全く未知の世界に飛
び込み、慌ただしい日々を過ごしておりま
したが、徐々にこの新しい環境にも慣れて

きたところです。
自己紹介も兼ね数学の世界の一端を述べ

たいと思います。私は数学の中の「トポロ
ジー」と言われる分野を研究しています。
これは一種の幾何学ではありますが、昔小
中学校で習った図形のイメージとは大きく
異なり、トポロジーでは図形を自由自在に
連続的に変形し、変形しても変わらない性
質を調べます。面積や体積などは変形によ
り変化するわけですが、図形のつながり方
は不変です。たとえて言うならば、神経と
か血管が体のどこからどこへつながってい
るかというつながり具合は体を動かしても
変わらないといった感じです。そのような
不変な性質が図形のより根源的な性質であ
ろうという考えのもとで図形を研究する分
野がトポロジーと言えましょう。トポロ
ジーを始めとし、現代数学は 20 世紀にお
いて高度に抽象化され、医学同様、専門の
細分化が進んでいるのが現状です。一方で
他分野からの数学への期待は大きく、21
世紀の数学のあり方として、他分野との連
携も大きな課題であろうと思います。
それでは数学は医学にどのように関わっ

ているのでしょうか。もちろん、統計学の
ように医学研究によく利用されるものもあ
りますし、大学の教養科目として学生の論
理的思考を育成する役割も大きいと思いま
す。それに加え、医学との関連という観点
から最近の研究の動きを見てみますと、「数
理生物学」というものが以前からありまし
たが、近年では「医学数学」、「数理医学」
といった新たな分野が生まれつつあり、日
本でも研究が進んでいるようです。また、
トポロジー的な発想からDNAの研究も行
われているようです。驚くべきことは高度
に抽象化された一見役に立ちそうにない数
学理論がこのような研究にも生かされてい
るということです。私はこれらの研究の専
門家ではありませんが、医科大学に奉職し
たこともあり、最近興味を持って注目して
いるところです。
最後になりましたが、数学と医学との壮

大な連携を夢見ながら、研究と教育に全力
で取り組んで参りますので、今後とも御指
導御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

数学の世界と医学との関わり

統計学教授 長崎 生光
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学長退任あいさつ

平成 12 年 4 月より平成 18 年 3 月末まで
2期にわたり学長を務めましたが、その間、
なんとか無事任務を遂行できましたのも、
医大構成員の皆様の御理解と御支援による
ものと感謝し、厚くお礼申し上げます。
顧みますれば、就任 2年位は教授選考を

行いましてもなかなか決まらず、流れたり
いたしました。また、決議事項につきまし
ても、すっきりしないことがありました。
また、府立両大学のあり方につきましても、
喧々囂々の議論がなされました。
就任 3年目になり、私の性格や大学運営

のしかたなどについて、一定の御理解がい
ただけるようになりましてからは、ずいぶ
んとスムーズにいくようになり、多くのこ
とが進み、実行することができるようにな
りました。

その間に、平成 14 年 4 月に医学部看護
学科設置、平成 15 年 4 月に大学院重点化、
平成 15 年 4 月にリエゾンオフィス開設、
同年 9月に第 1回産学公連携フォーラム開
催などを行うことができました。
また、教授選考委員会の改正及び講座再

編により、ゲノム医科学、計量診断病理学、
臨床分子病態・検査医学、血液・腫瘍内科
学に新しい教授を誕生させることができま
した。産学公連携の推進に伴い、東洋医学
講座を手始めに、5つの寄附講座を設立い
たしました。大学間連携につきましても、
京都府立大学、京都工芸繊維大学との連携、
同志社大学、立命館大学、京都薬科大学と
学術交流包括協定を締結いたしました。
本学は医科大学でありますが、大学の使

命の根幹をなすものは、やはり教育を通じ
ての人材育成と研究であります。教育、研
究につきましては、学生部長、研究部長を
中心に多くの関係者の協力のもとに、教育
につきましては、新統合カリキュラムを基
にコアカリキュラムによる医科学教育、
CBT、OSCEへの対応、ファカルティ・ディ
ベロプメントの推進、医学教育研究セン
ターの設立、臨床教授制度の設立による学
内外協力による学生教育の充実の方向付け
を行いました。卒後教育について、専攻医
制度を設立しました。研究につきましては、
大学院教育の推進も含め、ポストゲノム研
究推進のために、プロテオミクス研究機器
の整備とともに、大学院中央研究室の再編
と任期付教員の採用を行いました。
診療につきましては、病院長を中心に医

師、看護師、他の医療従事者、事務職員の

方々の協力により、高度先進医療の推進、
病院経営改善推進会議設立による繰入金の
削減、安全管理委員会、院長補佐の導入に
よる病院管理運営委員会設立による病院管
理運営の円滑化、病院教授制度導入による
病院経営の改革推進とともに、外来診療棟、
臨床研究棟の新築計画を確立し、本年 5月
から工事が開始されております。昨秋平成
17 年 9 月には、教育、研究と診療を通し
た地域貢献のための自己点検の実施も行う
ことができ、いろいろな点で大学が前向き
に発展し得る手応えを感ずるようになって
きました。
大学はどことも現在変革が求められ、国

立大学も国立大学法人として、独立法人化
され、いろいろの状況が生まれております。
私が思いますに、そのうちに少数の勝ち組
と多数の負け組ができるのではということ
です。本学は今後も伝統ある大学として、
医学、医療、看護、保健、福祉、医療工学
など、ヘルスサイエンス系総合大学として
存在感があり、競争力のある京都府民の健
康を守る信頼される大学として発展する必
要があります。そのためには、大学構成員
1人 1人が自覚を持ち、自他尊重の精神で
議論をするのは重要ですが、いったん決定
されたことには、小異を捨てて大同につく
ことも大事です。私も側面から応援いたし
ますので、山岸学長を中心に皆様が一丸と
なって発展を期し、がんばってください。
最後に医大の皆様方の御健勝と御多幸を

祈念いたしまして、あいさつとさせていた
だきます。

6年間の学長の仕事を顧みて

前学長 井端 泰彦
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教授退職あいさつ

ひとは長い長い間、「大地は平らである」
と信じていたようです。今でも、私たちは
日常的な感覚では、そう感じて生活をして
います。外国に旅行をしたときの時差とか
テレビでの大リーグの中継などから、どう
も地球は丸いらしいと納得する程度です。
ほぼ 500 年ほど前に、地球は球のようだと

考えて、コロンブスはアメリカに達しまし
た。それから 100 年ほどして、ガリレオは
「地球は丸いだけでなく、自転しながら太
陽のまわりを回っている」と地動説を唱え
ます。長い間、教会がそれを否定したよう
に、地動説は実に納得し難いものでありま
した。今日であっても、地動説は私たちの
日常的な感覚では納得出来ません。私たち
は、小学校以来、知識として知っているだ
けです。「地球が丸い」以上に自分で確か
めることは困難なようです。初めて見た人
工衛星からの地球の写真には感動したもの
です。
こどもは人参やほうれん草が苦手であっ

たりします。また、晩ご飯近くになって、
アイスクリームを食べたいとかコーラを飲
みたいとか言っても親は相手にしません。
こどもには理解出来ない事態でしょう。な
にが大切であるのかということは分かり難
いものです。
このように、真実ないし真理は私たちに

は見え難いのだと思います。このような例
を見つけることはさほど困難ではありませ
ん。この事実「真実は分かり難い」の対偶
を考えると、「分かり易い話には気を付け

よう」ということになりましょう。
1917 年にロシア革命がありました。多

くの人には分かり易い話であり、ロシアの
大衆はその時の流れに賛同したのでしょう
が、70 数年後にソビエト連合は崩壊しま
した。マルクス・レーニンの考えは分かり
易かったかも知れませんが、現実の社会な
り人間の営みを理解するには一面的過ぎた
のでしょう。「改革なくして成長なし」も
実に響きのいいフレーズです。だから、気
を付けなければなりません。
多くの大学では、諸々の改革が進んでい

ますが、その様なときには、分かり易い話
には気を付けたいものだと思っています。
学生は教養課程の諸々の講義の大切さに気
付きません。それはほうれん草や人参みた
いなものではないでしょうか。いささか気
になるのは、気付いていないのは学生だけ
でないように思われるときがあります。
最後になりましたが、長い間のみなさま

のご厚意や励ましには心より感謝申し上げ
ます。京都府立医科大学の今後のますます
の発展を祈念しております。

3月 31 日に退職のセレモニーを経験し、
段ボール箱に荷物を詰め、翌日の 4月 1日

には、新しい職場で新入生の入学式に参加
するという、全くあわただしい日程の中で、
お世話になった方々に挨拶もしないままに
府立医科大学を退職しました。
看護学生たちと短大時代を含めて 13 年

間一緒に過ごすことができました。大学の
教師としての喜びは、若い学生たちと学問
の話に限らず、様々なテーマで話しをし、
一人一人の若者を知ることです。府立医大
での後半は、私も忙しかったのですが、看
護学生たちは忙しくて、十分な話をするこ
とができませんでした。残念です。
私が在職した期間は、府立医大での看護

職の養成が専門学校から短大、4大、そし
て大学院へと短時間の間に変化していく時
でした。その中で看護学生に期待したこと
があります。それは専門性を身につけると
同時に、一人の社会人としてのコミュニ
ケーション能力を身につけるということで

す。看護職への社会の期待が高まり、活躍
の場が広まっていけば、看護職者のコミュ
ニケーション力への要請も高まってくると
考えたからです。今後、期待された能力を
身につけて、臨床など様々な分野で卒業生
が活躍すること願っています。
謝恩会の席でもしゃべったのですが、個

人的には、“successful aging”ということ
で、皆さんの世話にならずに、健康に年齢
を重ねていけることを願っています。
職場の同僚であった皆様、そして学生、

卒業生の皆さんの活躍を楽しみにしていま
す。
ありがとうございました。

真実は分かり難い

統計学教授 八木 克巳

13年間、看護学生とすごして

看護学科教授 塩見 武雄
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学内ニュース

外来診療棟等整備工事について
いよいよ、本格的工事がスタート！

外来診療棟等の整備については、今年度に第 1期

の建設工事がスタートすることとなっており、現在、

営繕棟、旧臨床講義棟等の解体工事を進めています。

本学は、府民の総合的な健康管理の中枢センター

として、その位置付けがますます重要となっていま

す。今回、京都府の医療拠点として府民医療に一層

貢献できるよう、整備を行うものです。

■整備年次計画（予定）

▼新しい外来診療棟・臨床医学学舎

■各階の概要

内 容 外来診療棟、臨床医学学舎の建て替え

構 造 等 鉄筋鉄骨造 地上 8階、地下 1階 面積 34,850 ㎡

整備概要

府民本位の 3つの視点

１ 府民にやさしい大学病院－－府民の健康と安心・安全を提供し地域に貢献－－

（1）小児医療センター （2）予防医学センター （3）急性期リハビリテーション拠点
（4）地域医療支援拠点 （5）患者にやさしい新外来棟（メディカルセンター等）

２ 環境に配慮した施設（省エネルギー化・断熱性能の向上・緑化の推進）
３ 危機に強く、支えとなる建物（緊急時の救急スペースの確保）
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学内ニュース

リエゾンオフィスの取り組み
～「京都発 医・工・薬 産学公連携フォーラム」の開催～

リエゾンオフィスでは、平成 18 年 3 月 20 日に「医工薬連携～医療におけるナノテクノロジー～」をテーマとして、本学と連携関係に
ある 4大学（京都工芸繊維大学・京都薬科大学・同志社大学・立命館大学）と共同で「京都発 医・工・薬 産学公連携フォーラム」を開催し
ました。

フォーラムではカーボンナノチューブの発見者である名城
大学の飯島澄男先生及びMEMS（Micro Electro Mechanical
Systems（微小電気機械システム））の第一人者である東北大
学の江刺正喜先生による基調講演の他、開催大学の研究者に
よるパネルディスカッションが行われました。その後開催し
た交流会及びポスターセッションでは各大学の学長も参加し、
参加者の交流が深められたことと思います。

◇京都発 医・工・薬 産学公連携フォーラム

日 時：平成 18 年 3 月 20 日（月）
14 : 30～19 : 30

場 所：京都ホテルオークラ 4階暁雲の間
参加者数：第 1部 基調講演・パネルディスカッション

285 名
第 2部 交流会・ポスターセッション

157 名

パネルディスカッションの様子

飯島先生 江刺先生

交流会、ポスターセッション
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学内ニュース

京都薬科大学との学術交流協定の締結

本学は、このほど京都薬科大学と学術交流の推進に合意し、平成 18 年 3 月 27 日に本学において、共同研究の推進や両大学が有する教

育研究資源の相互利用等を骨子とする学術交流協定書の調印式を行いました。

本学では、医学研究を巡る高度化、融合化等の情勢を踏まえ、医学隣接科学領域において多様な研究資源を有する大学・大学院と学術

連携を推進しており、平成 15 年 12 月に同志社大学と、また平成 17 年 3 月には立命館大学と学術交流協定を締結してきたところであり、

今回の京都薬科大学は 3例目となります。

当日は、本学井端学長と京都薬科大学の西野学長が、「京都府立医科大学と京都薬科大学の学術交流に関する包括協定書」に、また、

本学伏木研究部長と京都薬科大学の太田副学長（研究科長）が、「京都府立医科大学と京都薬科大学の研究交流に関する協定書」（個別協定

書）にそれぞれ署名・捺印されました。

京都薬科大学とは、個々の研究者同士では、従来より共同研究などの交流は行ってきましたが、この協定の締結により、本学の高度な

基礎、臨床医学研究と京都薬科大学の創薬をはじめとする独創的な薬学研究との連携交流が更に促進され、両大学の研究資源を有効活用

した先進的な共同研究プロジェクトなどの推進により、新たな研究成果が生み出されることが期待されます。

〈京都薬科大学との学術交流の具体的内容〉

連携メニュー
連携研究機関等
（提供できる研究
インフラ）

共 同 研 究 等

本

学

共同研究の推進
（調査・試験等）

研究施設設備の共
同利用

研究者の相互交流

◇本学大学院中央研究
室（研究施設及び研
究機器の利用）

◇各教室（部門）、附属
研究センターの各研
究室
（研究施設及び研究
機器の利用）

《共同研究のこれまでの実績》
○ モデル動物の分化・再生機序の神経化学的研究
○ 循環器疾患の治療を目指したアルドステロン膜上受容体の研
究
○ 活性酸素産生酵素阻害物質のスクリーニング

《今後共同研究が可能と思われるもの》
○ 臓器移植における免疫抑制剤の薬物動態に関する研究
○ 分子インプリントポリマー及びそれを感応素子とした電位検
出型人工免疫センサーの開発
○ 薬物投与の最適化（ドラッグデリバリーシステム）の研究
○ 急性膵炎の病態解析と治療薬の開発
○ 生物分子基盤の革新的難病治療薬創製
○ アレルギー疾患モデルの開発、発症機構の解明及び治療薬の
開発
○ 高齢者における薬物動態の解析
○ 新規抗がん剤の開発 等

京
都
薬
科
大
学

◇京都薬科大学共同利
用機器センター（研
究施設及び研究機器
の利用）

◇各教室等の研究室
（研究施設及び研究
機器の利用）

包括協定書の締結（井端学長（左）、薬大・西野学長（右）） 個別協定書の締結（伏木研究部長（左）、薬大・太田副学長（右））
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学内ニュース

病院機能評価の認定について

病院機能評価については、平成 18 年 1月 30 日から 2月 1日までの 3日間で、�日本医療機能評価機構による訪問審査を受審
したところですが、去る 3月 20 日付けで同機構から認定証（写真 1）の交付がありました。
この度の認定は、職員一人一人が自己の業務を真摯に見直し、全員が一丸となって改善の取組を進めた結果であり、更に、初
回審査で認定を受けたことは、本学附属病院の実力と職員個々の能力の高さを示したものでもあり、職員の皆様には、敬意と感
謝を申し上げる次第です。
言うまでもなく、病院機能評価受審の本旨は、その取組のプロセスを通じて、病院機能をより高いレベルに引き上げることに
あり、また、5年ごとに認定の更新を課されていることから、認定後も継続した取組が求められます。
職員の皆様には、今回の認定に満足することなく、「世界トップレベルの医療を地域へ」の理念の下、患者様と地域医療機関
に選ばれる慈しみに満ちた病院を目指して、不断の努力をお願い申し上げます。

●受審までの主な経過 ●受審を契機とする主な取組

16年 3 月
10月

12月

17年 1 月

5 月
6 月

9 月
10月
12月

18年 1 月

3 月
4 月

受審準備委員会の設置（委員長：病院長補佐）
キックオフ宣言（臨床部長会）
推進員会議の開催（第 1回）
講演会の開催（第 1回）
自己評価調査の実施（第 1回）
改善特別チームの設置（7チーム）
病院の理念、基本方針の制定
機構に受審の申込み
患者の権利とお願い（義務）の制定
自己評価調査の実施（第 2回）
推進員会議の開催（第 2回）
自己評価調査の実施（第 3回）
「書面審査票」等を機構に提出
講演会の開催（第 2回）
推進員会議の開催（第 3回）
推進員会議の開催（第 4回）
職員向け説明会の開催
訪問審査（1月 30 日～2月 1日）
「認定」の決定
「認定」の通知

・理念、基本方針の制定
・患者の権利とお願い（義務）の制定
・将来計画（附属病院中期経営改善計画）の策定
・業務改善委員会、広報委員会の設置
・各種業務の指針、マニュアル等の整備
・インフォームド・コンセントガイドライン、診療録記載指針の作成
・接遇情報の発行、名札の新装・着用の徹底
・院内掲示物取扱基準の作成、掲示物の整理
・外来待ち時間調査の実施
・患者満足度調査の実施、御意見箱の増設
・病院長、改善特別チームによる院内巡視の実施
・患者プライバシーの配慮（中待合いの原則廃止、検体／検査／処置行
為が人目に触れない工夫等）
・受動喫煙の防止（喫煙ハウスの設置）
・小児食の選択メニュー実施
・チームカンファレンスの情報収集、提供
・診療情報管理室の設置、診療録の中央管理 など

※全部署において「自己評価調査」を実施し、各業務の点検と改善を自

主的に進めた。

（写真 1） 認定証（正面玄関に掲示） （写真 2） 受審風景（合同面接調査）
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学内ニュース

「生体材料・生体力学講座」開設

ジンマー株式会社からの寄附により、寄附講座として「生体材料・生体力学講座」が平成 18 年 4 月 1 日をもって開設されました。

■目的
生体に応用する各種材料と人体における動きの力学的解析の研究と教育を通じて人材育成を図りながら、十分な基礎的データに

基づいた、患者の予後改善に応用可能な研究を行い、健康寿命の改善に関する研究と教育に寄与する。

■講座活動内容
頚椎疾患、手関節疾患、足部疾患、人工関節置換、骨折に対する骨接合などに用いる生体材料の研究と、各種運動器疾患の生体

力学的解析・細胞レベルでの力学応答解析を行い、臨床応用を目指す。

■協力教室
整形外科学教室

■講座教員
教授：久保俊一（本務 整形外科学教室）
助教授（寄附講座）徳永大作（専任）
学内講師（寄附講座）新井祐志（専任）

「生体材料・生体力学講座」は、本学で
5番目の寄附講座として、平成 18 年 4 月 1
日に開設され、私が初代助教授に就任させ
ていただきました。私は、昭和 61 年に京
都府立医科大学を卒業後、本学整形外科教
室に入局し、研修医時代には上肢のスポー
ツ障害に関する筋電図学的研究を行い、こ
の頃から生体力学に興味を持ちました。平
成 2年にはアメリカ合衆国 Texas Tech
University Health Sciences Center（バイオ
メカニクス研究部）に留学する機会に恵ま
れ、主に上肢の解剖と手関節・手指の生体
力学の研究を行いました。平成 12 年から
は再び大学で勤務し、おもに関節リウマチ
の診療と研究に携わり、リウマチ性疾患の
治療に使用される生体材料としての人工関

節の研究や、関節リウマチで侵される各関
節の生体力学の研究を継続してきたことに
より、このたび「生体材料・生体力学講座」
の初代助教授の大任を仰せつかったと考え
ております。
生体材料（バイオマテリアル）とは、生体

に用いられることで一定の有用な機能を発
現する材料の総称で、生体外で機能し、診
断や治療を支えるものや、生体内で損傷あ
るいは欠損した臓器のかわりにその機能を
発揮するものが含まれ、人工関節はその代
表的なものです。人工関節は 19 世紀の終
わり頃に象牙製の人工膝関節が作製された
のがはじめてで、股関節では 1902 年に最
初の人工骨頭が試みられました。以後素材
と形状の改良がすすみ、メタル、ステンレ
ス、バイタリウム、ゴム、アクリル樹脂、
HDPといった素材がさまざまな組み合わ
せで用いられました。人工股関節で実際に
実用段階に入ったのは、低摩擦人工股関節
の理論が出現してからで、以後人工股関節
は急速な進歩をとげています。人工関節材
料として必要なことは、毒性、発癌性、催
奇形性がなく、生体親和性、耐久性にすぐ
れるということです。
生体力学（バイオメカニクス）とは、生体

に加わる力や生体が発する力を解析し、診
断、治療、スポーツ医学などに応用しよう
とするもので、生体材料とも密接に関連し
ています。現在、生体力学という研究領域
に対するニーズは大きく変貌しつつありま
す。おもにスポーツ医学の分野において、
外力と身体の反応を解析することで傷害の
発生を予防しようとする研究は生体力学の
代表的なものです。また、リウマチ性疾患
など、運動器を侵す疾患における生体力学

を研究し、日常生活動作を制限する障害の
発生を予見、あるいは予防する研究も行わ
れています。とくに、近年のコンピューター
の急速な進歩によって、今までは不可能で
あった生体内の変化を正確にとらえ、疾病
に伴う変化を侵襲を与えずに再現すること
が可能になってきています。
生体材料・生体力学講座では、一人ひと

りの人間に平等に与えられるクオリティ・
オブ・ライフを楽しむ権利の回復と獲得を
目標として、最新の知見と技術を応用して
基礎的研究に取り組み、実際の診療に応用
できる技術の開発をめざします。具体的に
は、
（1）各種疾患に用いられる生体材料、特に

人工関節（股関節、膝関節、肘関節、
肩関節、手指、足趾）の評価と改良

（2）運動器疾患における脊椎・関節病変の
コンピューターを用いたシミュレー
ションと、障害発生の予防

（3）細胞レベルにおける力学的ストレスの
応答

などを研究テーマとして進めております。
生体材料と生体力学の研究は、今後の医

療にとってなくてはならないものです。こ
のため、本学において生体材料・生体力学
講座が開設されましたことは、大変意義深
いものと考えております。しかし、新設の
講座であり、研究体制・スタッフとも十分
ではありません。本講座の発展には学内の
先生方の御支援が是非とも必要と考えてお
ります。何卒よろしくお願い申し上げます。
また、最後になりましたが講座開設にご尽
力、御指導いただきました先生方には、心
より御礼申し上げます。

最新の生体材料と生体力学
の研究を臨床の場へ

生体材料・生体力学講座（寄附講座）助教授

徳永 大作
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歳　出 
28,700,526
（100%） 

小児疾患研究施設費 
1,416,433 （4.9%） 

病院費 

本院費 

一般会計繰入金 
7,789,699
（27.1%） 

（赤字） 
使用料 

（診療収入・ 
授業料等） 
18,416,159
（64.2%） 

府債　1,760,000（6.1%） 

雑入　38,034（0.1%） 

繰越金 
100（0.0%） 

国庫補助金350,868（1.2%） 

人件費 
14,567,568 
（50.8%） 

脳・血管系老化 
研究センター費 
257,137（0.9%） 

手数料137,966（0.5%） 

公債費 
2,325,092 
（8.1%)

元利償還金 
2,312,988 
（8.1%)

大学総務費 
3,035,681 
（10.6%)
医科 
大学費 
3,639,156 
（12.7%)

寄附金 
205,020 
（0.7%） 

財産収入 
2,680（0.0%） 

教室費 
346,338 
（1.2%） 

公債諸費 
12,104 
（0.0%） 

22,284,284 （77.
6%

）

 

20,867,851 （72.7%

）

 
（単位：千円） 

歳　入 
28,700,526
（100%） 

施設費 
451,994 
（1.6%） 

学内ニュース

平成18年度 医科大学当初予算の概要

平成 18 年度当初予算が府議会 2月定例会で可決成立しました。今年度は 4月に知事選を控え「骨格的」な予算編成となり、予算規模

は対前年度当初予算比 2.2％減となりました。

収入面でみますと、府税収入は法人 2税は伸びるものの、臨時財政対策債と地方交付税は前年度を下回り、依然として厳しい状況に直

面しています。

このような中で、本学としては教育・研究・診療を通じて府民福祉の向上に寄与するため、予算の確保に努めましたところ、医科大学

の予算総額としましては、287 億円余となり、昨年度当初と比べまして 9億 1100 万円の増となっております。その主なものとしまして

は、外来診療棟等（第 1期）建設事業として平成 18 年度の着工予算や附属病院次期総合電算システム整備事業として電子カルテシステム

の開発経費がそれぞれ認められたところです。

一方、本学の運営経費は約 78 億円にものぼる一般会計からの繰入金（赤字）に支えられており、引き続き大学及び附属病院の経営改善

の推進が強く求められています。

今後とも附属病院の経営改善を進めることはもちろんのこと、全職員が節電・節水をはじめ、日常の業務点検を徹底することにより無

駄を省き、より一層効率的な運営を心がけていくとともに、府民の健康を守る中枢センターとして又、地域医療の中核施設としてその役

割を果たし、府民の期待と信頼に応えていくことが強く求められています。

■ 教育・研究の充実

・ 遺伝子・蛋白質機能解析研究事業費 4,800万円
蛋白質の構造、性質及び機能を分析・解析するために必要な研究機器を整備し

ます。

・ 学外臨床実習経費 200万円
臨床実習教育の充実を目的として、大学外の医療機関等において学生の臨床実

習を行い、地域の中で役立つ医療人を養成します。

・ 高度情報化推進事業費 637万円
学内ネットワークの保守・管理運営に要する経費を確保し、ネットワークの円

滑な運用を図ります。

■ 開かれた大学づくり

・ 産学連携講座運営費 2億 500万円
民間からの寄附金を有効に活用して、本学の持つ医学的研究の進展及び充実を

図るため、寄附講座を設置します。

・ 公開講座開催費 73万円
本学の医学的研究を府民に還元するため、公開講座を実施します。

・ 国際交流事業費 30万円
オクラホマ州オクラホマ大学に学生を派遣し交流を進めます。

■ 大学の施設整備

・ 外来診療棟等（第 1期）建設事業費費 4億 5,200万円
老朽化・狭隘化した外来診療棟等について、京都府の医療拠点として府民医療

に一層貢献できるよう整備を行います。

全体工期：2期 6年（第 1期：⑱～⑳）

■ 患者サービスの向上

・ 次期総合電子システム整備事業費 9億 5,300万円
医療の質と患者サービスの向上及び業務の効率化を進めるため、電子カルテシ

ステムの開発に着手します。

・ 診療機器整備費 2億 9,800万円
地域医療機関として必要な機器を整備することにより、受診しやすい診療体制

の整備を促進するとともに、特定機能病院にふさわしい高度医療の提供を確保し、

診療内容の充実につなげます。

主な事業内容
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卒業式・入学式

平成 17 年度卒業式が 3月 3日に挙行され、医学科卒業生
97 名、看護学科卒業生 86 名、大学院修了生 22 名が医療人
として新たなスタートを切りました。
平成 14 年 4 月に設置された医学部看護学科としては初め

ての卒業生となります。
卒業生を代表して医学科岩井崇泰さんと看護学科池田美香

さんが卒業証書を、大学院修了生を代表して山本恭三さんが
学位記を受領しました。
医学部卒業生中、学業成績が最も優秀であった学生に贈ら

れる「京都府立医科大学学長賞」は、医学科志村勇司さんと
看護学科栗林佑季さんに授与され、その栄誉を称えられまし
た。

在学生代表の医学科第 5学年奥田雄介さんと看護学科第 3
学年深谷純子さんの卒業生に対する祝意とお礼を込めた送辞
を受けた後、卒業生を代表して医学科新美太祐さんと看護学
科村上佳栄子さんが、在学中の思い出や卒業を迎えた喜び、
そして感謝の気持ちを答辞で読み上げました。
平成 18 年度の入学式は、4月 6日に挙行され、医学科 100

名、看護学科 90 名（第 3学年編入学 15 名を含む）の入学生が、
医師や看護師等を目指し研鑽に励むことになりました。
在学生代表の医学科第 6学年神崎智仁さんと看護学科第 4

学年角川絵夢さんから大学生活におけるアドバイスなど心温
まる歓迎の挨拶がありました。
また、4月 7日には、大学院の入学式が挙行され、入学生

は 72 名でした。

平成 17年度 卒業式 学長式辞

平成 17年度 卒業式 学長賞

平成 18年度 入学式

平成 18年度 入学式

平成 18 年 7 月号
編集・発行
京 都 府 立 医 科 大 学
（庶務課企画情報係 電話075 251 5208）
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