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平成24年度採択 博士課程教育リーディングプログラム 
H29年度外部評価委員会プレゼンテーション資料（2018年1月29日）

充実した健康長寿社会を築く
総合医療開発リーダー育成プログラム

Training Program of 
Leaders for Integrated Medical System (LIMS)
for Fruitful Healthy-Longevity Society

Tr
Le
fo

博士課程教育リーディングプログラム

1

博士課程教育リーディングプログラム
充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成プログラム
- Training Program of Leaders for Integrated Medical System (LIMS) -

カリキュラム

概要

育成する人材像 教育研究実施体制

工学、薬学の学生に医学部卒業に匹敵する医学知識を、一方、医学の学生には工学の知識を教育するこ
とにより、学際的な視点で医学・医療の問題を理解すると同時に、PMDA/厚労省など医療行政の考え方、
経済の動向や社会的な側面も踏まえて問題解決を図る国際的な総合医療開発リーダーを育成・輩出する。

医療現場 
（医学）

技術開発現場 
（工学）

創薬現場 
（薬学）

課 題
• 加速する高齢社会 
• 各現場の人々が考える
医療開発ニーズのギャップ

領域の垣根や常識を超えた
革新的な医療技術・医療支援
機器等を創出する人材

育成する人材像

LIMS
企業の開発者等 による医療工学特別講義

学生（定員12名/年）

特別研究
演習・実習

講    義

･･･

分野・産学官を横断した
幅広い知識を習得

医療現場・開発現場を知り 
社会的ニーズを把握

プログラム担当教員 による講義・実習
（プログラム担当教員の所属） 
・医学研究科　　　・工学研究科　・薬学研究科 
・再生医科学研究所・経済学研究科・数理解析研究所

指導・助言等

メンター（LIMS教員）

企業/公的機関/海外等へのインターンシップ

（特別講義担当者の所属企業等） 
・日立製作所      ・浜松ホトニクス　・GEヘルスケア 
・京都市ASTEM ・トヨタテクニカルデベロップメント 等

• 高齢者に優しい医療支援機器
システムの立案ができる 

• 高齢社会の医療経済問題を
理解し対応できる 

• 世界標準を目指す医療
産業を創出できる

• LIMS教員による
個別のメンター制度 

• 企業からの講師陣を
含む充実した講義 

• プレリサーチ、
QE審査を経て
特別研究へ

5年制 1年次 2年次 3年次 4年次 5年次
4年制 1年次 2年次 3年次 4年次

特別研究

演習・実習

講  義

(プレリサーチ) 特別研究

異分野ゼミ：コロキウム（ホームルーム）

医療現場での実習

英語ディベートI~V

開発現場での実習（インターンシップ）

学際応用科目

倫理学、医療経済学講義

医療工学特別講義

基盤科目（人体解剖学、生理学等）

学 
位 
取 
得 

※
プ
ロ
グ
ラ
ム
修
了
の
附
記

医 
・ 
工 
・ 
薬 
の 
垣 
根 
を 
越 
え 
て

社 
会 
に 
貢 
献 
す 
る 
リ 
l 
ダ 
l 
の 
輩 
出

2

LIMSプログラムにおける教育のコンセプト／今年度新たに取り組んだ課題

non-MD学生に人体解剖・生理学等の医
学の根幹となる知識・考え方を学ばせる

先端医療・看護
の現場を体験

英語能力を磨く 第一線の企業人から学ぶ

人体解剖学

低侵襲治療学 医療・生活支援システム学

英語 debate ホームルーム(コロキウム) 医療工学特別講義
討論を牽引する

H29年度の進捗
外部評価委員会、フォロー
アップ・アンケートを反映
した取り組み： 
• キャリアパス形成の支援 
• 「病院見学実習」実施 
• インターンシップ 
• 積極的な情報発信, etc

支援期間終了後
の取り組み

大学本部が中心となる大学
院横断教育プログラムセン
ター設置： 
• 体制構築 
• 教育の質保証 
• 安定性

LIMS関連部局による支援
期間終了後の教育体制の維
持、履修生支援等に関する
取り組み

3

1. 第2回 フォローアップアンケート
2. キャリアパス形成に対する支援・取り組み 
3. 外国人教員によるLIMS プログラムの評価とフィードバック
4. プレリサーチ・ローテーション型演習「病院見学実習」
5. インターンシップ
6. 平成29年度 外部評価委員会（LIMS履修生によるポスター発表） 
7. 平成29年度 医療工学特別講演会とHP等による広報活動
8. 卓越大学院構想も含め、支援期間終了後の取組
大学院横断教育プログラム推進センター
支援期間終了後の教育体制・学生支援・インターンシップ

配布資料および説明内容について

4

第２回フォローアップアンケートの結果と考察 (1) 
履修生・研究科指導教授にLIMSの取り組みへの理解が深まりつつある

Q. LIMSでの活動が研究科の研究内容に与える影響を点数で表すと? 
(－3 ~ +3 の範囲で回答)

研究科指導教授 履修生
2016年度アンケート 0.13 0.11
2017年度アンケート 0.83 0.91

Q. LIMSプログラムへの参加を決めた最大の理由

2016年度アンケート 1. 奨学金 2. プログラムの内容

2017年度アンケート 1. プログラムの内容 2. 奨学金

1. 第２回フォローアップアンケートの結果と考察 (P1-5) 5

第２回フォローアップアンケートの結果と考察 (2) 
その理由として、昨年度以降の取り組みが功を奏しつつあると考えられる

第1回フォローアップアンケートや外部評価委員会での意見を反映した取り組みに対して、肯定
的な回答が得られた。 

1. 病院見学実習・医療工学特別講演会（ワークショップ）：
座学が多い：今後は「LIMSならではの実地(実習)を！」との履修生からの要望に応える 

2. 遠隔システム（吉田-桂キャンパス間）による講義： 
遠方の履修生の便宜を図るため、授業に応じて遠隔システムを採用 

3. インターンシップの推奨： 
参加した履修生とその指導教授からは
『インターンシップ参加が全員がプラスになった』 

4. ホームページ：
プログラムへの理解をあげる為に見やすさを前面に出し、コラム、行事等について発信 
閲覧数合計：50,708 pv (Feb/2016-Jan/2017)が

59,368 pv (Feb/2017-Jan/2018)に増加 (+17%)
＊今後の課題： 

留学生の増加に伴い、英語での講義、実習、講演会が望まれる。学内での講義、実習は極
力対応しているが、外部講師の講演会や学外実習へのさらなる対応が急務

61. 第２回フォローアップアンケートの結果と考察 (P1-5)

キャリアパス委員会の設置（LIMS教授会2017年5月8日承認）

氏 名 職 名 研究科・専攻

1 委員長 森 泰生 教授 工学研究科・合成・生物化学専攻

2 委員 武田 俊一 教授 医学研究科・医学系専攻

3 委員 椎名 毅 教授 医学研究科・人間健康科学系専攻

4 委員 金子 周司 教授 薬学研究科・薬学専攻

5 委員 木村 祐 特定准教授 学際融合教育研究推進センター

6 委員 西 美幸 特定准教授 学際融合教育研究推進センター

7 委員 松橋 眞生 特定准教授 学際融合教育研究推進センター

8 委員 岡田 知久 特定准教授 医学研究科・脳機能総合研究センター

9 委員 高橋 めい子 特定講師 学際融合教育研究推進センター

72. キャリアパス形成に対する支援・取り組み (P7)

1. L4 履修生(7名)の進路希望調査 
2. キャリア形成に関する相談会

キャリアパス委員会によるL4 履修生(7名)の進路希望調査

1. 現在就職先として考えているのは企業、アカデミアどちらですか? 
企業：3人 
アカデミア：1人 
残りは未定 

2. 1の考えを決めた一番の理由は何ですか?
• インターンシップでの経験から (就職希望先：企業) 
• もともと企業の研究職に興味があったため (就職希望先：企業) 
• 自分の発見に対する洞察力とリーダーシップを向上させる研究環境にいる必要が
あると思うのでアカデミックを希望 (就職希望先：アカデミア) 

• 研究を続けたいため。海外ポスドクも志望先として考えているのはドイツでのイ
ンターンシップを経験し海外で自分が働くイメージができたから (未定) 

• 将来の不安から (未定) 
• 企業・アカデミア・公的機関とも就職先の候補  (未定) 

3. 希望就職先は入学時と現在で変わりましたか? 
変わっていない：3人 
変わった：2人 

4. 2018年1月に「キャリア形成に関する相談会」を計画しています。参加予定ですか?

82. キャリアパス形成に対する支援・取り組み (P8-9)

参考資料②

53



講師：代表取締役社長 伊藤 浩孝 氏 
日時：平成30年1月17日(水)13時から15時30分 
場所：LIMSセミナー室 
内容：
1. 自己紹介 
2. キャリアの変遷

• 中外製薬の研究 
• GE ヘルスケアにおける戦略・マーケティング 
• テカンジャパンにおけるマネージメント 

3. キャリアの方向性 
• 企業で求められるコンピテンシーの事例 

4. 質疑・応答（対話形式）

キャリア形成セミナー／相談会 (1)

講師：技術開発統轄部 学術開発部 宮川 健 氏 
日時：平成30年1月18日(木)15時から17時 
場所：オムロン本社(京都府向日市) 
内容： 
1. キャリアパスについて 

• 企業/会社がどんなところであるか 
• 大学と企業のアウトプットの違い 
• 博士卒には何が求められるか など 

2. 参加者の希望や現在の思いについて（対話形式）

テカンジャパン株式会社 オムロンヘルスケア株式会社

̶博士人材を求める企業の視点から̶̶医工薬キャリアを実践してきた経験から̶

92. キャリアパス形成に対する支援・取り組み (P10-14 )

1月17日に実施された相談会（講師：テカンジャパン代表取締役社長伊藤浩孝氏）

*Tecan：1980年にスイスに設立された企業グループ 
　　　　Liquid Handlingの自動化で認められたTecanの技術は、創薬やゲノム・プロテオーム
　　　　関連、そして臨床・診断分野において広く応用されている。

102. キャリアパス形成に対する支援・取り組み (P10-14 )

キャリア形成セミナー／相談会 (2)

1月18日にオムロン本社にて実施された相談会 
（講師：オムロンヘルスケア(株)技術開発統括部・学術開発部の四ノ宮部長、宮川氏）

　オムロンヘルスケアはどのような会社かを説明いただき、血圧計の変遷、グローバ
ルシェア等に耳を傾けた。その後、宮川氏から企業と大学における研究職の役割・環
境の違いとともに、オムロンヘルスケアに入社するに至った経緯等をお聞きした。四
ノ宮部長からは、「博士取得者は、自ら提案することが大事」といったコメントをい
ただき、履修生から質問も活発に行われた。
　最後に、四ノ宮部長、宮川氏、履修生のみでキャリアパスについて時間の許す限り
ディスカッションして終えた。

112. キャリアパス形成に対する支援・取り組み

キャリア形成セミナー／相談会 (3)

平成28年度以降：外部評価委員を産官学の識者17名に委嘱、 
毎年度末に外部評価委員会を開催 

（委員会の日程調整等の事情により委員は国内から）

3. 外国人教員による LIMS プログラムの評価とフィードバック

これを補完する目的でLIMSプログラムに参加する外国人教員からのフィードバック

Dr. Christian Altmann
Associate professor

LIMS担当科目：
英語debate I-V、ホームルーム

（演習タイプ科目）

Dr. Zenas Chao
Associate professor

LIMS担当科目：
生理学

（座学タイプ科目）

3. 外国人教員による LIMS プログラムの評価とフィードバック (P15-17)

• 学生は所属研究科の学位研究に加えてプログ
ラムの研究を実施する必要があり、時間が不
足しがち 

• 日本人・留学生の交流や共同で課題を実施す
る機会は貴重

• 学生によって、モチベーションや講義への取
組みは様々 

• 座学（生理学の講義形態）よりセミナー形式
の方がよいのでは

12

「病院見学実習」の背景・目的・到達目標

背景：
• フォローアップアンケート、外部評価委員会の指摘
• 医療の現場を知るための実習を本プログラムの初期に導入
（L1,L2,L3編入生） 

• プレリサーチ・ローテーション型演習（選択必修）として位置付 
• 人間健康科学科の全面的協力のもとに実施 

目的： 
LIMS履修生が京大病院で行われている医療の現場を十分に理解し、
医療現場でのニーズや医療の将来について考える機会を提供する。
LIMS履修生が総合医療開発リーダーとして成長するために必要な目を
養い、LIMSプログラムで実施する特別研究のテーマ設定に役立てる。 

到達目標：
人間健康科学Vに準じて設定

134. プレリサーチ・ローテーション型演習「病院見学実習」 (P19-21)

平成29年度「病院見学実習」実施状況 (1)

参加者：5名
L1(M1) 野口勇貴、L1(D1) Mahmud Md Rasel Al
L2(M2) 秤谷隼世、西山美咲、小島莉果 

実習場所・日程及び参加者： 
病理部（8月1日）野口、西山 
検査部・輸血部（8月2日）Rasel、秤谷、小島
薬剤部（8月8日）野口、西山、秤谷、小島
医療情報企画部（8月9日）野口、西山、秤谷、小島
病歴管理室（8月9日）野口、西山、秤谷、小島
外来受診体験実習（8月4, 7, 8日）全員 
まとめ（8月11日）野口、西山、秤谷、小島

病歴管理室 輸血部全体のプレゼンテーション薬剤部

144. プレリサーチ・ローテーション型演習「病院見学実習」 (P19-21)
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154. プレリサーチ・ローテーション型演習「病院見学実習」 (P19-21)

平成29年度「病院見学実習」実施状況 (2)
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病院見学実習マニュアル

レポート

164. プレリサーチ・ローテーション型演習「病院見学実習」 (P22-28)

平成29年度「病院見学実習」実施状況 (3)
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インターンシップの実施について

• 昨年度は合計9件（海外7件、国内2件） 

• 今年度は5件終了し、最終的には合計9件実施予定（海外8件、
国内1件） 

• フォローアップ・アンケートに見られるように、履修生、研
究科指導教授からもインターンシップ実施について肯定的な
意見
� LIMSプログラムにおけるインターンシップの意義が理解さ
れつつあると考える 

• 支援終了後のインターンシップ体制については後述
（スライド37）

5. インターンシップ (P29) 17

氏 名 職 名 研究科・専攻

1 委員長 福山 秀直 特任教授 学際融合教育研究推進センター

2 委員 武田 俊一 教授 医学研究科・医学系専攻

3 委員 椎名 毅 教授 医学研究科・人間健康科学系専攻

4 委員 秋吉 一成 教授 工学研究科・高分子化学専攻

5 委員 掛谷 秀昭 教授 薬学研究科・医薬創成情報科学専攻

6 委員 田畑 泰彦 教授 ウイルス・再生医科学研究所

7 委員 木村 祐 特定准教授 学際融合教育研究推進センター

8 委員 松橋 眞生 特定准教授 学際融合教育研究推進センター

LIMS インターンシップ委員会名簿 

185. インターンシップ (P29)

学年
研究科・専攻・ 

学年
履修者名 研究科指導教員 研修先 所在地 期　間

L3
工学 
合成・生物化学 
Ｄ１

西谷 暢彦 松田 建児　教授
Indiana University, 
Department of Chemistry

インディアナ州 
ブルーミントン 

（米国）
2016.6.8～2016.8.1

L3
工学 
高分子化学 
Ｄ１

末永 和真 中條 善樹　教授 Cornell University,  
Department of Materials Science and Engineering

ニューヨーク州 
イサカ 

（米国）
2016.6.14～2016.9.2

L3
工学 
分子工学 
Ｄ１

宇野 雅俊 白川 昌宏　教授
東レ株式会社　基礎研究センター　 
医薬研究所

神奈川県 
鎌倉市

2016.7.4～2016.7.29

L4
工学 
合成・生物化学 
Ｄ２

山口 一真 森 泰生　教授
University of Toront, 
The program in Neuroscience and Metal Health at Scikkid's Peter 
Gilgan Centre 

オンタリオ州 
トロント 
（カナダ）

2016.9.1～2016.9.30

L4
医学 
人間健康科学系 
Ｄ２

五明 美香子 椎名 毅　教授
Duke University, 
Pratt School of Engineering

ノースカロライナ州 
ダラム 

（米国）
2016.10.6～2016.11.4

L4
薬学 
薬科学 
Ｄ２

宮之原 遵 金子 周司　教授
Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, 
Departments of Radiology and Neurology, Neuroprotection 
Research Laboratory

マサチューセッツ州 
ボストン 
（米国）

2016.10.14.～2016.11.10

L2
医学 
医科学 
Ｍ２

Shamima Sultana 高橋 良輔　教授 日本光電工業株式会社　総合技術開発センター 
医療機器事業本部

埼玉県 
所沢市

2016.11.1～2016.11.30

L1
医学 
医学 
Ｄ１(L１)

Akter Salma 武田 俊一　教授
Instituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM), 
DNA Metabolism Laboratory

ミラノ 
（イタリア）

2017.3.1～2017.5.25

L3
医学 
医科学 
Ｄ１(L３)

SAHA Liton Kumar 武田 俊一　教授
National Institute of Health (NIH), 
National Institute of Health Sciences (NIEHS)

ノースカロライナ州 
ダラム 

（米国）
2017.3.6～2017.5.5

H28年度

H28年度のインターンシップ実施状況について

195. インターンシップ (P30)

学年 研究科・専攻・ 
学年

履修者名 研究科指導教員 研修先 所在地 期　間

L4
薬学 
医薬創成情報科学 
Ｄ2(L4)

堂上 久美子 岡村 均　教授
Hans Knöll Institute, 
Department of Molecular and Applied Microbiology

イエナ 
（ドイツ）

2017.7.1～2017.8.31

L3
薬学 
薬科学 
Ｄ１(L3)

松本 明宏 髙倉 喜信　教授
University of Pittsburgh, 
Department of Pathology 

ペンシルベニア州 
ピッツバーグ 
（米国）

2017.9.1～2017.11.30

L2
医学 
医学 
Ｄ2(L2)

赤川 礼美 武田 俊一　教授
University of Bonn,  
Bonn-Aachen International Center for Information Technology 
(B-IT)

ボン 
（ドイツ）

2017.10.10～2017.12.13

L3
薬学 
医薬創成情報科学 
Ｄ1(L3)

李 雪氷 掛谷 秀昭　教授
University of Bonn,  
Bonn-Aachen International Center for Information Technology 
(B-IT)

ボン 
（ドイツ）

2017.10.19～2017.11.20

L5
工学 
合成・生物化学 
D3(L5)

水藤 拓人 梅田 真郷　教授
University of Texas Medical School at Houston, 
Department of Biochemistry & Molecular Biology 

テキサス州 
ヒューストン 
（アメリカ）

2017.11.6～2017.11.24

L1
医学 
医学 
Ｄ1(L1)

Mahmud Md 
Rasel Al

武田 俊一　教授
Andalusian Center for Molecular Biology and Regenerative 
Medicine (CABIMER) 

セビリア 
（スペイン）

2018.1.29～2018.2.27

L3
医学 
人間健康科学系 
Ｄ1(L3)

ZEIDAN Hala 坪山 直生　教授
国立長寿医療研究センター 
老年学・社会科学研究センター

愛知県 
大府市

2018.2.13～2018.3.30

L2
薬学 
医薬創成情報科学 
M2(L2)

小島 莉果 岡村 均　教授 University of Manchester, 
Centre for the History of Science, Technology and Medicine

マンチェスター 
（イギリス）

2018.2.17～2018.4.8

L2
医学 
人間健康科学系 
M2(L2)

前田 信太郎 上久保靖彦　准教授
National Human Genome research institute (NHGRI), 
Translational and Functional Genomic Branch

メリーランド州 
ベセスダ 
（米国）

2018.2.28～2018.3.23

L2
工学 
高分子化学 
M2(L2)

三浦 理沙子 秋吉 一成　教授
The University of Chicago, 
Institute for Molecular Engineering

イリノイ州 
シカゴ 
（米国）

2018.夏予定

L1
医学 
医学 
Ｄ1(L1)

清水 直登 武田 俊一　教授
Centre national de la recherche scientifique（CNRS), 
Institut de Biologie Intégrative de la Cellule

パリ 
（フランス）

2018.夏予定

H29年度

H30年度

H29年度のインターンシップ実施状況について
205. インターンシップ (P30-53)

インターンシップの推進：渡航先選定への履修生の不安を解消する取り組み (1)

1. 産学交流大学院研究発表会兼インターンシップマッチング交流会 (2017/06/26開催)

• プログラムを代表し、L2秤谷隼世君が企業関係者にLIMSテーマについて口頭発表
• 企業関係者への履修生ポスター発表6件
• 特定教員3名参加

2. 実施済履修生によるノウハウ提供（web レポート作成）
• LIMSwiki（内部限定ページ）内に、先輩たちがどのようにして渡航先を決めた
かがわかるようにレポートを作成。最終的にはホームページ公開を検討

215. インターンシップ

3. インターンシップ報告会／L1 向けインターンシップ説明会  (2017/12/27開催)
• 2017年度インターンシップ実施履修生のうち6名が、教員・履修生が集う「ホームルーム」にお
いて報告・ディスカッションを実施 

• 　L1 学生には事前にインターンシップの目的・手順等概要および企業マッチング用IDMシステム
の説明会を行った 

インターンシップ報告会 L1 向け事前説明会

225. インターンシップ

インターンシップの推進：渡航先選定への履修生の不安を解消する取り組み (2)

LIMS 履修生（L3～L5）によるポスター発表

Functional and M orphological Analysis of the Transverse Arch of the Foot by 
Using Precise Pressure Sensors and 2D Ultrasound

ZEIDAN Hala 
(Human Health Science, D1

 Background: Hallux Valgus (HV) is the 
deviation of the hallux from the middle line. I t is 
said to alter foot function and weight bearing 
patterns, to cause pain in the forefoot, gait 
abnormalities and diff iculties in shoes fi tting 
increase risk of fall ing, and intervenes with other 
toes’  al ignments.  
 The transverse arch (TA) is defined as the 
distance between the first and the fi fth metatarsal 
heads (MTH). TA absorbs and propels forces 
during gait, prevents from injuries. There is also a 
l ink between toe deformities and TA ’ s height.  
 A t terminal stance of a gait cycle, the contact is 
mainly on the forefoot where 90~100 percent of 
the body weight is being supported. Pressure 
distribution under the foot has been studied widely 
using different methods. Meanwhile, the pressure 
under M TH was measured based on areas instead 
of specific location to each of them.  

Purpose: 1) Develop a device that measures the 
pressure specif ically under the M TH. 
2) Find a link between MTH pressure distribution 
and M TH heights.   
 M ethods: Feet were divided into two groups: 1) 
without-HV, 2) with-HV (HV�20º). The pressure
distribution under the M TH was measured using 

Figure 1. M etatarsal Heads’  Sensors 

individual sensors attached directly on the skin 
under the MTH and connected to a computer. 
While the heights of the sesamoids and the MTH 
were measured using a weight-bearing ultrasound 
device. The measurements were done in three 
positions: sitting, quiet standing and 90% weight 
shif t on test-leg (simulating the terminal stance).

Figure 2. Ultrasound Imaging Device 
 Results: Our analysis of ultrasound images have 
shown no signif icant dif ferences between MTH 
heights between groups in all  positions; 
signif icance was observed in 90% standing on LS.  
 References:
1) Matsubara, K. et al. Journal of Foot and 

Ankle Research. 2017. 
2) Kavlak, Y . et al. Turkish Journal of 

Physiotherapy and Rehabilitation. 2015.  
I nternship: M y internship is planned for February 
2018 in NCGG where I wil l  take part in a study 
about elderly patients with Sarcopenia and their 
muscle mass changes with accurate nutri tion. 
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Nanochemistry for Alzheimer's Disease 

Nobuhiko Nishitani 
(L4, Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Graduate School of Engineering

Self-assembly is a process that molecules 
aggregate via noncovalent interactions and form 
periodic nano structures. Amyloid beta (A�) is 
one of the self-assembled biomolecules, and is 
associated with various neurodegenerative 
diseases such as A lzheimer’ s disease and 
Parkinson’ s disease. The key component of A� is 
the � sheet that has two dimensional (2-D) 
self-assembled structures, and it is known that the 
formation is promoted by surfaces. I  envision that 
the fundamental research of the early stage of A�
formation on a surface will  al low for 
development of  a remedy or an inhibitor against 
A lzheimer's disease. 

In my LIM S research, I  focused on a 

cooperative self-assembly of 2-D structure 
(Figure 1). By using scanning tunneling 
microscopy (STM), we can observe surface 
structures of 2-D self-assembly at the 
single-molecule level. I  have repotted the method 
that enables us to quantify and estimate the 
effects of intermolecular interactions on 
stabilization of self-assembled structure.[1,2] The 
result wil l  allow for a fully understanding of the 
early stage of A� formation. 

In addition to the research in LIMS, I wi ll  
show about my activities in LIM S: the f irst prize 
at Idea Competition of Nikkei Techno 
Renaissance Japan, and international internship at 
Indiana University in the U.S (Figure 2). 

Figure 1. STM  observation of cooperative 2-D self-assembly at the liquid/sol id interface. 

Figure 2. Pictures at Idea Competition of Nikkei Techno Renaissance Japan and international 
internship at Indiana University in the U.S. 

References
[1] N. Nishitani, T. Hirose, K . Matsuda, Chem. Asian. J. 2015, 10, 1926�1931. (Selected as a V IP 
(Very Important Paper) and cover picture) 
[2] N. Nishitani, T. Hirose, K . M atsuda, Langmuir 2017, 33, 9151�9159. 

(a) (b) 

-  9 -

Development of Functional Optical Materials for Quantifying 
Biomolecules Based on Organic - Inorganic Hybrids 

SUENAGA Kazumasa 
(Department of Polymer Chemistry, Graduate School of Engineering

M y research purpose in the L IM S program 
is the development of biosensors based on 
stimuli-responsive luminescent dyes which 
are capable of presenting bright emission only 
in the aggregation state. In particular, I  
selected glutathione as a target molecule 
because of  i ts crucial  roles in buffering 
oxidation/reduction conditions in the cel ls. 
Indeed, various bioprobes have been already 
developed for faci le detection of glutathione. 
However, i t is sti l l  challenging to monitor the 
time-course of  changes in glutathione 
concentration in real-time. In order to obtain 
the new perspective in the material design, I  
focused on the peptide mimetic materials 
(peptoids, Figure 1) which are studied in Ober 
laboratory at Cornell University because of  
their wide versati l i ty. Thus, I evaluated 
potential of the peptoids as a scaffold for 
constructing desired sensing materials. 

I worked on the development of the stimuli-
responsive optical unit for real izing the sensor 
peptoids which can show signal changes by 
the conformation changes of a scaf fold. By 
employing the drastic change in optical 
properties of spiropyrane derivatives, the 
target molecule was designed. According to 
Scheme 1, I synthesized the spiropyrane 
derivative, and the val idity of the synthesized 
unit is currently under investigation. 
Additionally, I gathered information 
regarding basic properties and applicabil i ty of 
peptoids for sensing materials. 

So far, I have accomplished to obtain the 
series of stimuli-responsive luminescent dyes 
such as mechanical forces and temperature 
changes during the L IM S program. It can be 
expected that advanced sensing materials with 
the desired functions could be obtained by the 
combination with these environment-sensitive 
dyes and designed foldermers. 

Place of internship 
Cornell  University, Department of M aterials 
Science and Engineering 
Host Supervisor  
Professor Christopher K . Ober 

M ember of Ober Lab. 

Figure 1. Comparison of chemical structures 
between peptides and peptoids.

HO

MeO

O H

Scheme 1. Synthesis of the spiropyrane unit.
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236. 平成29年度 外部評価委員会 (P55-73)
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H29年度 医療工学特別講演会 (第2回)
日時：2017年5月30日

I. 報道発表 14:00 ~ 15:00 医学研究科 管理棟2階小会議室

司会 大菊　鋼 医学URA室長
登壇者 上本 伸二 LIMS プログラム実施責任者 医学部長・医学研究科長

渡邉　大 LIMS ユニット長 大学院医学研究科・教授
近藤 輝幸 LIMS 協議会委員 大学院工学研究科・教授
黒田 智宏 LIMS 担当教授 附属病院医療情報企画部長
井手口 直子  LIMS 外部評価委員 帝京平成大学薬学部・教授

II. 第 3 回 医療工学特別講演会 15:00 ~ 17:00小会議室 先端科学研究棟1階 セミナー室

司会 杉山 梨恵  医学・病院地区URA  
演 題 薬剤師の役割と連携 ～ ケースで考える医工連携
講 師 井手口 直子 先生（帝京平成大学薬学部 教授）

247. H29年度 第2回・第3回「医療工学特別講演会」と広報活動(P75-76)
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H29年度 医療工学特別講演会 (第3回)

日時：2017年11月21日

I. 報道発表 13:00 ~ 14:30 医学研究科 管理棟2階小会議室

登壇者 上本 伸二 LIMS プログラム実施責任者 医学部長・医学研究科長
近藤 輝幸 LIMS 協議会委員 大学院工学研究科・教授
足立 壮一 LIMS 担当 大学院医学研究科・教授
山川 みやえ LIMS 外部評価委員 大阪大学 大学院医学系研究科・准教授
木下 彩栄 医学研究科・教授
青山 朋樹 医学研究科・准教授

II. 第 3 回 医療工学特別講演会 15:00 ~ 17:00小会議室 基礎医学記念講堂

演 題 認知症ケアから極める超高齢社会への看護学の社会実装
講 師 山川 みやえ 先生（大阪大学 大学院医学系研究科保健学専攻 准教授）
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257. H29年度 第2回・第3回「医療工学特別講演会」と広報活動(P78-79)

H29年度 医療工学特別講演会・記者発表

26

医学と工学、組織と文化の壁を越えた人材育成　京大大学院の取り組み｜ロバスト・ヘルス
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7. H29年度 第2回・第3回「医療工学特別講演会」と広報活動 (P77, 80-94)

ロハス・メディカル（2017年11月25日）薬事日報（2017年6月5日）

LIMS ホームページ
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• 2017年7月2日（日）京都大学の他のリーディン
グプログラムと合同でオープンキャンパスを実施 

• 特定教員（高折准教授、木村准教授、松橋准教授、
西准教授、東森講師）が中心となり企画

京都大学
充実した健康長寿社会を築く
総合医療開発リーダー育成プログラム(LIMS)

世界に先駆ける超高齢社会の日本モデル
－求められる総合医療と新たな医療産業－

健康長寿とＱＯＬ向上
高齢者の社会参画
医療費の抑制

医療・福祉・在宅ケアの統合
個人の生活全体を考慮した支援システム
良い生活習慣による疾病・障害の予防

社会や医療現場のニーズに立脚して総合
医療システムを開発する医工学人材と
これを統率するリーダー

時代に即した三世代互助
地域社会に開かれた医療支援
働ける限り働きつつ健康維持

人体解剖学や生理学など医学部卒業生に匹敵する知識習得
附属病院・関連医療機関，高齢者施設等での研修を通じた
現場ニーズの理解
医療政策，医療経済，医療倫理，知的財産・国際標準化等
社会における医療ルールの学修

協力企業・組織の講師による特別講義やインターンシップ，
社会実証研究への参画により，社会需要に発した技術の創出・
統合を柔軟に行えるセンスを養成
履修生ごと  の LIMS 指導教授・メンター教員によるきめ細かな
サポートのもと，自ら評価基準，規制のあり方や政策決定の
根拠提示が行える俯瞰力やコミュニケーション能力を習得

平成24年度採択　複合領域型 ー生命健康ー 

授賞式にて
(M2遠野宏季さん，松本朋子さん，西谷暢彦さん）

藤森工業部門にて最優秀賞を受賞
発明したアイデアを企業と共願で特許化

選考時のプレゼンテーション

日本経済新聞社主催のアイデアコンテストにおいて
M2 履修生の3名によるプレゼンテーションが企業
部門最優秀賞を獲得！
履修生はLIMSスペースでアイデアをまとめあげ，
企業との共願による出願作業も行いました．
（特願2015-151542）

プログラムの特色

学際応用科目「低侵襲治療学」
腹腔鏡下膵切除手術の見学や手術シミュレータ
による模擬体験を実施しています．
（京都大学医学部付属病院）

基盤科目「人体解剖学」
系統解剖を体験するとともに，バーチャル画像や
樹脂模型を使い，立体的に人体の「構造」と「機能」の
連関を理解します．

英語ディベート
通常のクラスに加えて，Max Planck 認知神経科学
研究所名誉所長 Robert Turner 先生を招聘し，
履修生による研究・履修内容紹介，教員も交えた
ディベートを行いました.（2014/10/20-21実施）

学外合同ワークショップへの参加
M2 履修生 松本さん（写真）の班が最も興味深い
まとめを行った３班の１つに選ばれました．
（2014/06/27�開催「中長期研究インターンシップ
実施に向けた学生・教職員・企業担当者の集い」)

学際応用科目「医療・生活支援システム学」
介護施設で筋力トレーニングプログラムに参加し，
予防やリハビリテーションの重要性について理解を
深めています.

約3万人の医療従事者が参加する学会での特別展示
第29回日本医学会総会 2015関西において，
協力企業・組織と履修生のアイデアを組み合わせ
医療イノベーションへ向けた技術・システム提案
を行い，さまざまなご意見をいただきました．
（2015/04/11-13 開催; 国立京都国際会館）

LIMSプログラムによる総合医療開発リーダーの育成

総合医療開発リーダー

特別研究

研修
　病院、高齢者施設
　官公機関
　国際機関（認可・政策）　

学際応用科目
インターンシップ
　海外インターンシップ
　企業インターンシップ

数理科学
　生体シミュレーション
　機器評価シミュレーション

基盤科目

業インタ ン
医療施設 、官公機関

医療経済学
　医療経済論
　知的財産&国際標準化

協力企業・組織 演習・実習

　

工学　　　　薬学 医学・生物学　　　　医療特論

人体解剖学
生理学

　　　　　　等

医療・生活支援システム学
　　　　　　　　　　　　　　等

英語ディベート
　　　　　　　　　等

総合医療

診断・治療機器

認知行動機能賦活
全身の調和
補綴機能 移動、公共の場

での健康モニター
事故の予見・防止

健康を増進する家
作業・娯楽支援

在宅ケア

介護機器サービス

緩和ケア施設

病院

リハビリテーション施設

福祉施設

住宅

長期療養急性期ケア・治療

高齢者に優しい総合医療システムの開発

診療所
かかりつけ医

加齢

医学の知識・技術を活用し、医療・生活支援
システムや、新しい医療産業市場を創出

高度な工学知識・技術に基づいた
先端医療システムを開発

Training Program of Leaders for Integrated Medical System for Fruitful Healthy-Longevity Society

DATA
［学生募集人数］��名／年
［現在の学生数］��名（医学 ��, 薬学 �, 工学 �）
［プログラム担当者数］��名
［参画研究科・組織等］

［雇用教員・職員］��名
特定教員��名、事務職員�名

〈研究科〉医学研究科　薬学研究科
　　　　　工学研究科　情報学研究科
〈研究所・ユニット等〉
　　　　数理解析研究所　　　　　　　　　
　　　　ウイルス・再生医科学研究所　　　
　　　　統合複雑系科学国際研究ユニット 
〈その他〉　医学部付属病院履修生へのきめ細かな指導

研究科指導教授に加えて，LIMS 指導教授 1 名と
メンター 1 名をそれぞれ配置し，研究テーマや
履修計画，将来のキャリアパス形成に対して
綿密にサポートを行っています．

�������	
������

※資料内に記載の学年等は、作成時のものです。

7. 第2回オープンキャンパス in 東一条館への参加
277. H29年度 第2回・第3回「医療工学特別講演会」と広報活動

大学院横断教育プログラム推進センター設置に向けて
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8. 大学院横断教育プログラム推進センター (1)
8. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

大学院共通・横断教育実施体制専門委員会
所属・職 氏名 備考

副学長（共通教育担当） 村 中 孝 史 １号委員
理事補（教育担当） 杉野目 道 紀 ２号委員
財務部長 三 浦 和 幸 ３号委員
教育推進・学生支援部長 田 頭 吉 一 ４号委員
副学長（教育改革担当） 有 賀 哲 也 ５号委員
国際高等教育院 伊 藤 紳三郎 ５号委員
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9. 大学院横断教育プログラム推進センター (2)
大学院横断教育プログラム推進センター設置（平成30年4月1日）

298. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

大学院横断教育プログラム推進センター

学際融合教育研究推進センター

霊長類学・ワイルド
ライフサイエンス

ユニット 

健康長寿社会の
総合医療開発

ユニット

グローバル生存学
大学院ユニット

総合生存学館

総　長

リーディング大学院
卓越大学院

教育担当理事・副学長

博士課程教育リーディングプログラム運営会議
構成：総長、教育担当理事、研究科長、プログラムコーディネーター、教育推進・
学生支援部長等
審議事項：リーディング大学院プログラムの運営に関する重要事項及びプログラ
　　　　ムの在り方について審議

博士課程教育リーディングプログラム運営委員会
構成：教育担当理事、プログラムを実施する研究科の教授（若干名）、プログラム
コーディネーター、教育推進・学生支援部長等
審議事項：教育課程、履修者の募集、選抜及び履修・修学、研究指導認定及びプ
　　　　ログラムの修了認定、奨励金・研究活動経費等に関する事項並びにプログ
　　　　ラムに関する関係部局等との調整に関する事項を審議

デザイン学 
ユニット 教授会

学館長

学館会議

総合生存学専攻
【博士課程】

思修館
プログラム

　　兼任等 　　兼任等

総　長

教育担当理事・副学長

大学院横断教育プログラム運営委員会 
構成：センター長、副センター長、卓越大学院及びリーディング大学院
　　　　プログラムのコーディネーター等及び教育制度委員会委員等 
審議事項：卓越大学院及びリーディング大学院プログラムの教育の評価 
　　　　及び質保証、運営に関する企画、関係する博士課程との調整等

　　兼任等 　　兼任等

ＧＳＳ
リーディング大学院

ＬＩＭＳ
リーディング大学院

センター長

各教授会

各プログラムコーディネーター

【現　状】 【新体制】

プログラム 
委員会

総合生存学館

教授会

学館長

学館会議

総合生存学専攻
【博士課程】

思修館
プログラム

プログラム 
委員会

大学院横断教育プログラム運営協議会 
構成：センター長、副センター長、各研究科長、

国際高等教育院長・副教育院長、卓越大学院及びリーディング
　　　　大学院プログラムのコーディネーター等 
審議事項：卓越大学院及びリーディング大学院プログラムの運営に
　　　　関する重要事項について審議

デザイン学
リーディング大学院

ＰＷＳ
リーディング大学院

●●●●
卓越大学院

大学院 研究所・センター 大学院 研究所・センター

●●●●
卓越大学院

●●●●
卓越大学院

●●●●
卓越大学院

大学院横断教育プログラム推進センターの設置について

　補助金措置期間終了後の博士課程教育リーディングプログラム及び今後採択が期待される卓越大学院教育プログラムについて、関連する研究科等が責任を持ってその
運営に協力・支援する枠組みを整備するとともに、大学院改革の推進及び学位付記プログラムとしての教育の質保証を実現するため、全学的な実施体制を構築する。

目的

教授会 教授会 教授会 協議員会

ＧＳＳ
プログラム

ＬＩＭＳ 
プログラム

ＰＷＳ
プログラム

デザイン学
プログラム

ユニット長 ユニット長 ユニット長 ユニット長

9. 大学院横断教育プログラム推進センター (3)
308. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

1. 体制構築

2. 教育の質
保証

3. 安定性

センター長： 
• 総長が指名し、総長及び執行部による指導・責任体制を担保 
• 「大学院横断教育プログラム運営協議会」を統括 
• 各研究科長の協力のもと大学院横断教育プログラムの運営に関する重要事
項を審議決定

運営協議会： 
• 国際高等教育院・院長、副院長が参画 
• 教育院の大学院共通教育基盤との連携を図る 
• 大学院横断教育全体を俯瞰した体系的な議論を行う 

運営委員会： 
• コーディネーター、各研究科の大学院・教育制度委員会委員等が参加 
• プログラム関係者以外の委員が過半数→第三者的視点を確保

各プログラム教授会： 
• 研究科・専攻・研究所等は学系等の承認を受けた組織として参画 
• 従来のユニット教授会と比較して機能と裁量を高め、責任の所在を明確化
→ 支援（補助金措置）期間終了後の安定したプログラム運営

大学院横断教育プログラム推進センター (4)
318. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

支援期間終了後の教育内容について

現在

支援期間終了後

医学研究科 
• LIMSの講義カリキュラムの根幹である「non-MD大学院生に対す
る医学教育」のコンセプトに基づくカリキュラム改変を予定 

• LIMS履修生だけではなく、LIMSを継承する大学院教育プログラ
ムの履修生に対しても解剖学、生理学、医化学等の基礎医学の系
統的な教育を継続して実施できる体制を維持 

• 医学研究科教員が提供する学際応用科目：H30年度入学の履修生
が受講するH30年度（L2受講科目はH31年度）まで維持 

• 医工学関連企業からの学外講師による「医療工学特別講義I/II」：
博士課程修了者の企業への就職、産学連携による大学院教育とい
う観点から、H32年度以降も医学研究科で維持する予定 

工学研究科 
• LIMSプログラム採択直後に博士課程前後期連携教育プログラム・
融合工学コースに「総合医療工学分野」を設置 

• LIMS開講科目（「材料化学基礎」「生物分子解析学」「機械工学
基礎」「医薬用高分子設計学」等）の単位を相互認定する制度を
確立済 

• 補助期間終了後も「総合医療工学分野」を継続し、履修生が不利
にならない様に配慮する 

薬学研究科 
• LIMSプログラムへの提供科目「薬物動態学」：補助期間終了後は
薬学研究科の既設科目に取り込む（LIMS履修生の受講を認め、単
位を相互認定）

科目数 合計単位数 担当教員数

講義科目 29 52 112

ゼミ・演習科目 
(英語debateⅠ-Ⅴ) 5 4 5

フィールドワーク・実習
(インターンシップ、人体
解剖学、学際応用科目、

プレリサーチ)

10 8 53

科目数 合計単位数 担当教員数

講義科目 13 22 65

ゼミ・演習科目 
(英語debateⅠ-Ⅴ) 4 2 4

フィールドワーク・実習
(インターンシップ、人体
解剖学、学際応用科目、

プレリサーチ)
5 5 24

※終了後はM1(L1)履修生の講義科目は不要なため、M2(L2)
以降の履修生の講義科目をカウント

必要となる約65名の教員体制については、医学、工
学、薬学研究科等、関連部局で調整し確保

328. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)
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特待生奨励金 
• 補助期間終了後は支給しないことを履修生に周知している。一方、
リーディングプログラムで課しているプレリサーチ、特別研究を実
施するための研究活動経費およびインターンシップ経費について
支給する必要がある。 

• L2履修生は TA として、L3～L5 履修生は RA として各研究科で可
能な限り優先して雇用する（医学研究科では RA を、工学研究科
では TA を研究科経費で雇用するシステムが構築されている）。企
業からの博士課程学生に対する奨学生制度（博士課程修了後、そ
の企業に就職し3年間勤務すると返還を免除される）とのマッチン
グに注力する。 

• L2、L3の履修生：日本学術振興会の特別研究員制度（DC1および
DC2）に応募するために論文・学会発表を指導し、採用を目指す
（研究奨励金20万円／月、科研費150万円以内／年が支給）。 

研究活動費 
• 平成28年度は、履修生1人につき年間50万円の研究活動費を支給し
ているが、補助期間終了後もプレリサーチ、特別研究は継続するこ
とから、履修生1人につき、年間10万円に減額して支給する。これ
に伴い、平成31年度から34年度までの4年間に総額10,400千円の
財源が必要となる。 

• 複数の企業からの少額の奨学寄附金を募ること、および全学経費
や総長裁量経費の申請は必須であるが、抜本的な全学的受け皿の
構築と支援が最も望ましく、LIMS プログラムとして強く要望して
いく。

全学的な緩和措置を要求するとともに、医学、工学、
薬学研究科等、関連部局（履修生在籍研究科等）の運
営費交付金、他からの捻出について検討を開始

現在

支援期間終了後（研究活動費支援） 

支給学生数／年 支給総額／年

特待生奨励金 ２９名 72,600千円

研究活動費 ３０名 15,000千円

支給学生数／年 支給総額／年

平成31年度 ４２名 4,200千円

平成32年度 ３３名 3,300千円

平成33年度 １７名 1,700千円

平成34年度 １２名 1,200千円

支援期間終了後の履修生支援について

※1人あたり10万円を支給。

338. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

国内企業へのインターンシップ 
• 補助期間終了後も国内企業での中長期研究インターンシップを継
続するために、全国14大学と37企業（H28年12月現在）が会員と
して参画する一般社団法人産学協働イノベーション人材育成協議会
（C-ENGINE）（代表理事 北野正雄 京都大学理事・副学長）の
「研究開発実践型インターンシップのオンラインマッチング
（IDM）システム」への履修生全員のユーザ登録を完了した。 

• 協議会コーディネーターとLIMSインターンシップ担当特定准教授
が、本制度を利用し、履修生と企業との双方にとって有意義なイ
ンターンシップ内容と時期を調整し、適切なマッチングを支援す
る。インターンシップに必要な経費は、全額企業負担であり、国
内企業へのインターンシップ継続は可能と考える。 

海外インターンシップ 
• 補助期間終了後も海外インターンシップを継続するため、平成28
年度後期から海外受入機関の調査を開始した。その過程で、経産
省の「グローバル人材育成インターンシップ派遣事業」を実施し
ている独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）の New York 事
務所 情報技術部長（兼 情報処理推進機構（IPA）New York事務所
長）である八山幸司氏（2017年8月に帰国し、経産省に戻る。後
任は 中沢 潔氏）から、JETRO の長期インターンシップ制度（3 ～ 
6ヵ月、研修制度あり、平成28年度実績は、応募数111人に対し、
派遣数86人。）の利用を勧められている。インターンシップ費用
は全額JETROが負担する。 

• 独立行政法人 日本学生支援機構（JASSO）の「海外留学支援制度
（協定派遣）」への応募をLIMS履修生に勧め、京都大学あるいは
部局間で学術交流協定・学生交流協定を締結している諸外国の大
学、学部への留学のための奨学金獲得を目指す。

これらの制度でカバーできない経費については、医学、
工学、薬学研究科等、関連部局で検討・対応

現在

支援期間終了後

派遣人数／年 派遣経費／年

インターンシップ 9名 5,000千円

海外 派遣予定人数／年 派遣予定経費／年

平成31年度 １０名 5,000千円

平成32年度 ６名 3,000千円

平成33年度 ２名 1,000千円

支援期間終了後のインターンシップについて

※派遣人数は今年度中の出発予定も含む

国内 派遣予定人数／年 派遣予定経費／年

平成31年度 ４名 1,200千円

平成32年度 ３名 900千円

平成33年度 １名 300千円
※1人あたり30万円を支給 
　平成34年度は研究の取り纏めのため実施しない

※1人あたり50万円を支給 
　平成34年度は研究の取り纏めのため実施しない

348. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

入学年度別履修生数 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
25年度 2 2
26年度 7 7 7
27年度 5 5 5 5
28年度 12 12 12 12 8

29年度編入 4 4 4
29年度 12 12 12 12 5

30年度編入 1 1 1
30年度 12 12 12 12 12
年度合計 2 7 5 12 42 53 46 33 17 12
メンター 担当履修生数 計

1 木村　祐 1 1 1 3
2 髙折恭一 1 1 2
3 西　美幸 4 4
4 松橋眞生 1 1 2 4
5 高橋めい子 1 2 1 1 5
6 東森信就 1 1 2 1 5
7 Dinh Ha Duy 1 2 1 4
8 岡田知久 2 1 3
9 大石直也 1 1 1 3
10 鈴木崇士 2 1 3
11 永安一樹 2 1 3
12 藤本晃司 1 1 1 3

年度毎担当数 2 7 5 12 16 42

不足予定数 -53 -46 -33 -17 -12
必要メンター数（１人が４名担当とする） 13 12 8 4 3

メンター業務可能なLIMS教員数(岡田・藤本先生含む) 8 2 1 1 0
不足メンター数 5 10 7 3 3

30年度以降の
メンター

割当数（案）

医学研究科 0 4 3 1 1
人間健康科学系専攻 1 1 1 0 0
工学研究科 2 3 2 1 1
薬学研究科 2 2 1 1 1

計 5 10 7 3 3

支援期間終了後のメンターについて メンター制度 
メンター選定法： 

• プログラム履修開始時に各履修生の希望を聞いた上で、特定
教員1名をメンターとして選定 

L1-2学生に関する業務： 
• プレリサーチに関する指導・助言 
• 研究科指導教授、およびプログラム指導教授とともに評価表
（ポートフォリオ）を作成 

２年修了時の博士論文研究基礎力審査（QE）に関する業務： 
• 英語レポートおよび特別研究計画を作成をサポート 
• プログラム担当教授、入進学審査委員とともにQEでの口頭試
問を担当 

QE後の業務： 
• 特別研究実施について適宜、指導と助言 
• インターンシップ委員会の協力の下、インターンシップの計
画立案について積極的に関与 

• 履修生への手厚い支援・指導を行うメンター教員体制は外部評価
委員会からも高く評価され、補助期間終了後も維持したい。 

• H31年度で約10名の特定教員（特定助教等）が必要となる。

医学、工学、薬学研究科等、関連部局が中心となり、
人的支援を行う予定

358. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

医学研究科における大学院科目の改変

non-MD学生に医学の根幹となる知識・考え方を学ばせる 
• 学生の多様なバックグラウンド（生物系・非生物系・医療系・留学生・社会人）に対応可能な
講義体制 

医療工学特別講義 
• LIMS提供科目「医療工学特別講義」についてH31年度より医学研究科で提供を検討 

創薬医学概論 
• 創薬ビジネスに必要な基礎知識の習得を目的とする。 
• 創薬プロセス、製薬企業における創薬戦略、バイオベンチャーの設立とビジネスモデル、薬事
行政の考え方について 

• アカデミアの創薬支援基盤であるバイオバンク、コホート研究、医師主導臨床試験等について 
• 創薬医学研究に必要な生命倫理、法務について 

修士課程における医学英語の必修化 
• 外国人教員によるインタラクティブな演習形式 
• 研究者に必要となる英語スキル習得 

修士課程における分野横断型「大学院教育コース」の導入 
• 演習（セミナー・ワークショップ）形式、リトリートでの研究進捗発表 
• コース運営への指導教授の関与を担保しつつ、若手教員によるメンター制度への対応も図る 
• 点数化し、内部進学評価・QE審査に対応

医科学専攻カリキュラムWGで検討中（実施予定：H31年度～）

368. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

最先端機器演習について

演習タイトル 機器名 実施日
（または予定日） 演習担当 使用責任者

新生児蘇生講習会
ノルウェー国レールダルメディカルAS 社製
周産期医療臨床手技トレーニングシステム

レールダルメディカルジャパン
SimPad システム 200-30005

7月5日（水）
13:00～18:00

山口　助教
（人間健康科学系専攻）

古田　教授
（人間健康科学系専

攻）

High field MRI for human brain 
imaging: the usefulness and the risk

既設 MRI 装置 MAGNETOM Trio
独国 Siemens Aktiengesellschaft 製

7T MRI装置用 3rd Order シミングシステム
既設 MRI 装置 MAGNETOM Trioオプションコイル

6/23（金）
13:00～16:15

浦山　特定助教（LIMS)
岡田　特定准教授

(脳機能総合研究センター)

伊佐　教授
（脳機能総合研究セ

ンター長）

脳磁図による非侵襲的な
ヒトの一次知覚野の同定 全頭型脳磁計 Elekta Neuromag System 7/7（金）

13:00～16:15
松橋　特定准教授

（LIMS)
松橋　特定准教授

（LIMS)

共焦点顕微鏡の原理と応用
共焦点レーザー顕微鏡

Laser Confocal Microscope
 (Leica mycrosystems TCS SP8)

5/30（火）
14:00～17:00

奥野　特定助教
（研究支援センター）

萩原　教授
（形態形成機構学）

組織修復材料学演習 X線血管造影装置
高速液体クロマトグラフ質量分析計

6/8（木）
13:00～16:15

有馬　助教、
戸田　研究員

（ウイルス・再生研）

有馬　助教
（ウイルス・再生

研）

多次元フローサイトメトリー法
を用いた人血液細胞の解析

米国ベックトンディッキンソン社製
405nm レーザーアップグレードキット

11/14（火）
13:00～18:00

足立　教授
（人間健康科学系専攻）

足立　教授
（人間健康科学系専

攻）

オールインワン蛍光顕微鏡の全て キーエンス製 オールインワン蛍光顕微鏡 12/18（月）
13:00～16:15

武田　教授
（放射線遺伝学）

武田　教授
（放射線遺伝学）

生活機能適応学演習 作業活動遂行分析システム 11/10（金）
14:45～18:00

岡橋　助教、松島　助教
（人間健康科学系専攻）

二木　教授
（人間健康科学系専

攻）

流体流れにおける微粒子挙動の可視化計
測 

ビジョンリサーチ社製
ハイスピードデジタルイメージングカメラ

2D Flow Master PIV 解析装置
11/17（金）
13:00～18:00

中部　教授、
巽　准教授、 
栗山　助教

（工学研究科　機械理工

中部　教授
（機械理工学専攻）

筋力発揮における受動・能動的筋張力
と神経活動

米国ノラクソン社製
シグナルアイソレーションユニット EM-IF2
米国バイオデック社製　筋力測定システム

米国ノラクソン社製　ミニレシーバー EM-622

12/13（水）
10:30～12:00

市橋　教授、建内　助教
（人間健康科学系専攻）

市橋　教授
（人間健康科学系専

攻）

化合物スクリーニング
Chemical Screening

液体ハンドリング自動化装置12 
ステージワークステーション EDR 384SX

Automatic Liquid Handler

12/12（火）、
12/13（水）
13:00～17:00

（※2日間出席必
要）

奥野　特定助教
（研究支援センター）

萩原　教授
（形態形成機構学）

神経細胞機能計測
Measurement of neuronal activity

オリンパス株式会社製
高速神経活動イメージングシステム

1/25（木） 
13:00～17:00

渡邉　教授、
矢和多　助教

渡邉　教授
（生体情報科学）

光音響トモグラフィによるインビボ3次元
血管造影と造影剤の体内動態観察

米国Endra 社製
光音響CTスキャナー Nexus128 システム

12/15（金）
13:00～18:00

近藤　教授
（工学研究科 物質エネル

ギー化学専攻）
木村　特定准教授

近藤　教授
（物質エネルギー科

学専攻）

平成28年度から
最先端機器演習
（プレリサーチ）
を継続実施

�
Point１

履修生の最先端
機器に対する理
解を深め、これ
らの機器を活用
した研究を展開

Point２
機器導入から数
年を経過してい
るため、メンテ
ナンス費用を拠

出

Point３
LIMS教授会で使
用責任者を決定
し、メンター教
員を確保

• 機器導入から数年経過 
• LIMS発足時の使用責任者の移動や退職

378. 卓越大学院構想を含め支援期間終了後の取り組み (P95-96)

LIMSプログラムの修了審査学位授与フロー

研究科教授会

学位調査委員

*公聴会等（試問）

「論文内容の要旨」 
及び 

「論文審査結果の要旨」

LIMS修了審査委員会

修了調査委員

修了要件確認

LIMSプログラム教授会 
修了判定会議

② 調査委員選定

③ 学位調査 ③ 修了調査

プログラム修了調査 
結果報告書

報告

② 調査委員選定 LIMS調査委員報告

京都大学 博士課程教育 
リーディングプログラム 

運営委員会

研究科 LIMSユニット

総　長

報告
報告

報告

報告
④ 修了認定審査

プログラム履修生
① 

「学位論文審査願」
①「LIMS修了審査願」 

「特別研究論文 (thesis)」

学位論文審査願提出の確認 
学位論文審査願（写）の送付

（リーディングプログラム 
修了認定について）

（学位認定について）

上申

研究科会議 
学位審査

*公聴会等（試問）*公聴会等 
Type C（別途開催）

修了審査について 38
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