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医学講座の歴史

短期大学部（平成5年～平成14年）時代は大

講座制で，学部長と森田益次教授（平成3年4月

～平成22年3月）が医系の専任教員でした．医

学部看護学科（平成14年以降）時代から医系の

専任教員1名（森田教授）の基礎医学部門基礎

医学分野基礎医学講座となり，平成21年の改組

で現在の医学講座という名称になりました．平

成22年4月に山中龍也が，平成28年4月に岩破

一博教授・森本昌史教授が着任し，岩破教授が

女性生涯保健学，森本教授が小児発達保健学，

山中龍也が臨床健康科学・臨床腫瘍学部門を担

当しております．

臨床健康科学・臨床腫瘍学
部門の教育・研究

学部では臨床腫瘍学，臨床遺伝学，病態疾病

論，人体構造機能論，疫学，研究方法論，卒業

研究，大学院では腫瘍病態生理総論・各論，臨

床がん薬理作用論，臨床遺伝学特論，研究方法

論特論，臨床健康科学特別・専門演習など保健

看護学の基盤となる医学系科目の教育を担当し

ております．特筆すべき点は，看護系大学とし

ては時代に先駆けて，平成7年度から臨床遺伝

専門医の森田教授による遺伝学の講義が開始さ

れ継続されている事と，平成22年度から臓器横

断的な臨床腫瘍学の講義が開始されている事が

あげられます．また，大学院では平成22年度か

らがん看護専門看護師コースがスタートし，臨

床腫瘍学の専門医が教育を担っている点があげ

られます．

研究では医学研究科腫瘍分子標的治療学講座

も併任しながら，悪性脳腫瘍のゲノム解析から

予後予測因子・バイオマーカー・標的分子を明

らかにし，分子標的創薬を目標としております．

また，保健看護学分野研究はがん患者の自律神

経機能の解析を中心に進めております．現状で

は，医系教官が保健看護学研究科で教育・研究

をどのように展開すべきかという課題もありま

すが，将来的には，医系教官の看護学科・保健

看護学研究科における教育・研究がいかにある

べきか考えていく必要があるように思います．

教　　室　　員

2名のスタッフが教育・研究に励んでいます．

以下，紹介させて頂きます．

山中龍也

教授，新潟大学医学部卒業，新潟大学脳神経

外科学教室入局，米国国立衛生研究所研究員

（R. Michael Blaese博士研究室），新潟県立十日
町病院部長，新潟大学脳研究所講師，久留米大

学医学研究科先端癌治療研究センター教授を経

て本学に着任しました．この間，転写因子

C/EBPの機能解析，脳腫瘍の免疫療法・ゲノム
解析の研究から現在の研究テーマを継続してお

ります．日本臨床腫瘍学会指導医・がん薬物療

法専門医であることから，臨床腫瘍学を基盤と

した教育を担当しております．また，北部医療

センターの脳神経外科診療も兼務しております．

高島康郎

助教，岡山大学理学部卒業，岡山大学大学院

自然科学研究科修了，九州大学生体防御医学研

究所特任助教を経て，平成29年4月に本学に着

任しました．医学研究科腫瘍分子標的治療学講

座を担当しています．脳腫瘍の遺伝子変異，診

断・予後予測因子，分子標的治療のシグナル経

路の研究に取り組んでいます．また，保健看護

学研究科・看護学科の講義も担当しております．
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