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課題評価側と研究者をつなぐ役割
AMEDの経験は将来の大きな財産に

これまでの臨床経験を生かして
がん研究課題に取り組んでいます

AMED

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構（AMED）
戦略推進部感染症研究課

国立研究開発法人
日本医療研究開発機構（AMED）
戦略推進部がん研究課

鈴木 淳

佐藤 有紀
平成 年に横浜市立大学大学院医学研

究科 顎顔面口腔機能制御学（口腔外科学）

博士課程を修了後、同学客員研究員を経て、

米国食品医薬品局（ＦＤＡ）生物製品評価

研究センター（ＣＢＥＲ）へ研究員として留

学していました。現在は戦略推進部がん研

究課で、研究課題の公募締め切りや大きな

会議の準備などを行いつつ、臨床研究に関

わる課題を担当しています。研究課題の進

捗を管理する先生や、研究代表者の先生方

との連携を行う際に、これまでの臨床経験

が生かせていると感じます。

ＡＭＥＤでは将来の臨床応用を視野に入

れながら、基礎研究から臨床研究までさま

ざまな内容の研究課題を扱っています。研

究者をサポートする立場で事業を推進して

いるＡＭＥＤをどうぞよろしくお願いします。
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年４月、横浜市立大学大学院医

年３
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平成

学研究科博士課程に入学後、平成

月まで本学附属市民総合医療センター内分

研究に携わってきました。

泌・糖尿病内科に勤務し、診療の傍ら臨床

現在は戦略推進部感染症研究課で肝炎

事業を担当しています。肝炎等克服実用

化研究事業のマネジメントとして、課題評

専門分野とは異なる領域の研究内容を理解

価側と研究者とをつなぐのが主な仕事です。

することに苦労しますが、アクティブで新

者と密にコミュニケーションを取ることが、

たな芽が出つつある研究に触れ、その研究

ＡＭＥＤという機構を知っていただき、研

将来の大きな財産になると思っています。

がん治療の未来を探る

究事業をウェブサイトなどでご覧の上、興味

2015.7

を持っていただけたらと思います。
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横浜市立大学とあなたを結ぶ広報誌

AMED

21

2015年4月に発足した国立研究開発法人 日本医療研究開発機構（AMED）
は、患者さんへ一刻も早く、薬や医療機器をお届けするために医療研究開発を基礎から
実用化まで支援しています。
YCUからは2名の医師が出向中です。

学生活動

日、総合体育館１
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金沢八景キャンパス正門入って
すぐ左にセブン イ-レブン開店

５月

階にコンビニがオープンしま

した。一日約千人が訪れる繁

折舘 伸彦

盛ぶりで、一番人気は 〝
セブ

先端医科学研究センター長
横浜市立大学附属病院 耳鼻いんこう科部長
先進医療推進センター長

ンカフェ〟だそう。
「学生さん

市川 靖史

や教 職員、近所の方、みな

横浜市立大学附属病院
臨床腫瘍科・乳腺外科部長

さんにとって便利な店に。こ

んな商品をおいてほしいなど、

気軽にご意見ください」と意

気込む、店長の金子大祐・ち

ひろ夫 妻。店 舗に隣 接して

した。新たなコミュニケーショ

イートインスペースもできま

営業時間は8～19時 (土曜は16時まで)、日曜・祝日は休みです

ンスポットとして人気です。

学生たちが地域の魅力を発信
﹃ 金沢ＨＡＫＫＥＮ﹄

金沢八景駅などで配

布 しているフリーペー

をご存じですか？ 〝学

14

パー﹃金沢ＨＡＫＫＥＮ﹄

生広報ワークショップ〟の

を取材に走り、制作している

人のメンバーが、実際に町中

冊子です。
「協力してくださ

る地域の方々への感謝も込め

て、金沢区の良さを伝えたい」

と代表の鈴木希生さん ３(年 。)
誌面に登場いただける店舗や

企業、イベント情報を随時募

Interview

集中。ぜひ、ご一読ください。

定期的な学生ミーティングで企画やテーマを決定します

TOPICS

Web版はこちら
http://www.yokohama-cu.ac.jp/univ/pr/whistle.html

【金沢八景キャンパス】
国際総合科学部（国際教養学系／国際都市学系／経営科学系／理学系）•医学部（医学科・看護学科）※1年次
大学院（都市社会文化研究科／国際マネジメント研究科／生命ナノシステム科学研究科）
【福浦キャンパス】医学部（医学科・看護学科）•大学院（医学研究科）
【鶴見キャンパス】国際総合科学部（理学系）
・大学院（生命医科学研究科）
【舞岡キャンパス】木原生物学研究所・国際総合科学部（理学系）
・大学院（生命ナノシステム科学研究科）
【附属病院（福浦キャンパス内）】
【附属市民総合医療センター】
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定期購読者募集中！
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折舘 伸彦
市川 靖史

──ＹＣＵでは、どのようながん研究が
し、先進的ながん治療が必要な市民の皆

立大学として、地域の医療機関と連携
様により良い医療を提供するなど、中心
的な役割を担っていく考えです。
──ＹＣＵのがん研究は、社会や市民の

ります。さらに、ＹＣＵの附置研究所であ
ボット手術を行う先端機器を備えており、

例えば泌尿器科の前立腺がんでは、ロ

身体の負担が少なく、効果的な治療を

施も支援しています。今後は患者さんの

った医師を養成し、地域の病院に派遣

も、該当する専門担当医に伝えて対応を

主治医は専門外の相談を受けた場合に

東京大学と連携した、がんプロフェッシ

す上で、地域に向けてどのような取り組

──がんの早期発見、早期治療を目指

地域に派遣した医師などとのネットワー

んの予防対策や治療を通じて地域の皆

ＹＣＵの果たすべき大きな使命です。が

現在、緩和医療（注）をさらに発展させ

めに連携室を設置しています。学外の医

地域の医療機関との連携を強めるた
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行われているのでしょうか。
一般的ながん治療法から先進的な医療
に関わる分野まで、幅広い領域のがん研
究を行っています。大学と附属病院で行
われている研究のうち、これから厚生労

る先端医科学研究センターなどでは、臨
すでに保険適用されて多くの患者さんに

方々の暮らしにどのような形で反映され

床応用前の基礎医学レベルのがん研究に
役立てられています。これに加え、厚生

働省の先進医療として発展していくと考

も取り組み、学外からの研究費や助成金
労働省の先進医療の承認を目指してのロ

ていくのでしょうか。

の獲得を支援する人材も採用しています。
ボット手術（胃、直腸、子宮がん）の実

えられる研究を支援していくシステムもあ

また、平成 年４月に次世代臨床研究
者がよりいっそう質の高い臨床研究に迅
行う手術支援ロボットが、がん治療に大
きく役立っていくものと期待しています。
また、今後さまざまな臨床試験のステ
ップを踏み、今までの、がんに対する標
新規医療の確立を目指します。

ん撲滅対策推進条例」を制定しました。

横浜市がん撲滅対策推進条例は、が
んに対して、地域が一体となって力を注
診断やワクチンの活用などの予防対策や、

いでいく新たな施策です。定期的な健康
基礎研究や臨床研究を進めることにより、
がんの早期発見、早期治療につながる成
果が期待されます。
また、がんが進行して発見された場
合には、より高度な治療が必要です。Ｙ
ＣＵは横浜市内に医学部を持つ唯一の公

──ＹＣＵは「地域がん診療連携拠点
病院」として、どのような役割を果たし
ているのですか。

がんの医療を受ける皆様の権利を守るこ

ることが大切だと考えています。これは

ご家族にわかりやすくきちんとお伝えす

他の病気を抱えている方や、在宅で治療

とにもつながります。
また、ご本人やご家族と接するすべて
の医師が、
「自分がこの方の主治医なん

することもＹＣＵの大きな役割です。例

確認し、主治医としての役割を最後まで

だ」という認識を持つようにしています。

えば、大腸がんの腹腔鏡手術が行える認

果たすことを心がけています。

ョナル養成基盤推進プランで、大学院生

みを行っていますか。

クを緊密にしています。ＹＣＵを中心に

様に貢献し、市民公開講座やウェブサイ

市民の皆様の幸せを追求することが

した多くの地域医療スタッフが、がんに

トなどを通じてさまざまな情報を発信し

るために、国際都市である横浜の大学病

師に「どんなことでも相談してください」

ています。

院として、緩和医療の進んだ海外の医療

（注）緩和医療・緩和ケア 重
: い病を抱える患者さんや
ご家族の体と心の痛みをやわらげることで療養生活の
質をよりよいものにし、より豊かな人生を送ることが
できるように支えていくケア。

し、誠意を持った対応を心がけています。

とお伝えし、お寄せいただいた連絡に対

正確な診断名と治療方法をご本人と

ようなことを心がけていますか。

──がんの患者さんと接する中で、どの

機関との連携を始めています。

を進めています。

悩む方を一体になって支える体制づくり

ています。診療科や職種を超えた連携、

にがんに関する高度な教育を行ったりし

術を受けていただけるように派遣したり、

定医を養成し、どの病院でも安心して手

がん診療に携わるすぐれた技術を持

会と連携した診療を推進しています。

医療だけでなく福祉、介護など、地域社

Ｕは、地域がん診療連携拠点病院として、

を受けている方もいらっしゃいます。ＹＣ

がんの患者さんにはご高齢の方が多く、

安全で患者さんにやさしい手術を
可能にする手術支援ロボット
「ダ・
ヴィンチ」が導入されました。高度
な手術をより正確に行うことがで
き、身体の傷を小さくして出血や
術後の痛みを減らすことで、回復
も早くなります。

ですか。

準治療を超えるような、次の一手となる

26

ＹＣＵはどのような役割を担っていくの

──横浜市は平成 年度に「横浜市が

速に取り組める環境を構築しています。

センター（Ｙ─
ＮＥＸＴ）を立ち上げ、研究
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実際の手術の様子

幅広い分野のがん研究を推進して
新規医療の確立を目指しています
がん診療医を養成して地域の医療機関に派遣
学内外との緊密な連携を図っています

Nobuhiko Oridate
プロフィール
先端医科学研究センター長、附属病院 耳鼻いんこう科 部長
先進医療推進センター長、医学部 耳鼻咽喉科・頭顎部外科 主任教授
大学院医学研究科 頭顎部生体機能・病態医科学 主任教授
頭頸部腫瘍、音声外科が専門
プロフィール
附属病院 臨床腫瘍科・乳腺外科 部長
医学部・大学院医学研究科 がん総合医科学 主任教授
消化器がんの薬物療法を中心としたがん治療全般が専門

Yasushi Ichikawa

がん治療の未来を探る

先端医療の研究と、地域連携による取り組み

さまざまな病気の中でも、
がんは死亡者数が多いことで知られています。
平成25年人口動態調査によると、
横浜市では1年間の死亡者の31.1％に当たる約9,000人が、
がんで亡くなっています。
一方で、
がんの研究、治療法は急速に進化しており、
効果的な予防法や早期治療、先進的な治療法の有効性が確立されつつあります。
YCUのがん治療への取り組みを2人の医師が語りました。

