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“Dignity of Life”
 Cardinal Jan Veillot, the Secretary of State of Vatican City, sent a message 
from the Pope at the founding of the Toyo Medical College.  The Pope 
recognized the importance of services provided by the medical profession and 
stressed the importance of compassion for the sick and suffering. He noted the 
importance of life in itself and said that life should be respected per se. 
 The Pope reminded us of the Catholic position on life and indicated that it 
should be the guiding principle of medical science. He hoped that, in reflecting 
on this principle, our medical students would learn solid ethical positions and 
embrace the mission of medicine in the world. They should not hesitate to learn 
unusual medical techniques and skills if they can put such knowledge to use in 
helping humanity.

Dignity of Life

生命の尊厳
　教皇聖下は、貴教区に、キリスト教の精神に基づ
く医学生の教育と、東南アジアの発展途上国に働く
医師の養成とを目的とした医科大学が設立された
ことをきかれて、心から満足され、大きな期待を寄せ
ておられます。
　教皇ご自身この企画に深い関心を抱かれてお
り、東洋医科大学（現 聖マリアンナ医科大学）が、
その希望を充分にみたし、その崇高な使命を達成
する有効な手段となることをお祈りになっておられる
ことを、貴下にお伝えするようにのぞまれました。
　この新しい大学の学生が、すぐれた医学の知識を
身につけるだけではなく、かれらとかれらの知識は病
者に奉仕するためのものであり、患者はかれらの利
益のために、また学問の発展のためにあるのではな
い、ということを心に銘記して世に出るならば、この大
学は、万人の称讃を受けるでありましょう。こうした心
構えがあれば、かれらが患者を病人としてよりは、単
に病気として見るとか、或いは生活の資源として、ま
た科学の進歩の名の下に行われる実験の材料とし
て考えるような危険に陥ることはなくなるでしょう。かれ
らは、患者のひとりひとりが人間であり、永遠につくら
れたものであること、生命と尊厳とをもち、神聖にして
犯すべからざるもの、決して他の目的のための手段と
せられてはならないことを忘却しないでしょう。
　何千年もの間、医師たちは、人間の生命を尊重す
ることが、自分たちに課せられた特別の義務であると
考えてきました。生命の尊厳こそ、医療の基本的原則
であり、この原則によれば、堕胎によって胎児をかんた
んに闇に葬るような現代の手術のあり方は、決して許
されなかったはずです。
　教皇は、東洋医科大学が、多くの学生にとって、単
なる医学的知識と技術を学ぶのみに止まらず、さらに
倫理的義務を体得する場となるように、お祈りになっ
ております。
　この義務は、つねに医師の崇高な使命と結合し
ており、年と共に、また科学の進歩によって弱まるど
ころか、ますます重要、切実なものとなっております。
　教皇は、この新大学を末永く見守りたいとのお心か
ら、彫刻家エンリコ・マンフリーニが制作したカリスを、
記念として大学の聖堂に寄贈したいとのご厚意を示
されました。茲にこの書簡を添えてお届けします。
東洋医科大学が、その理想を実現できるよう、お祈
りいたします。
兄弟愛と尊敬の念をこめて。

　本学は昭和46年に敬虔なカトリック信者である明石嘉聞博士によって創立されました。「日本に何としてもキリスト
教の理念に満ちた医学教育ができる医科大学をつくりたい」という博士の強い思いから設立されたのです。日本の
キリスト教系の大学は多くが修道会を中心につくられていますが、本学は敬虔な信者による創立ということから、カト
リックオリエンテッドな日本で唯一の医科大学であると考えております。
　本学の建学の理念は「キリスト教的人類愛に基づく生命の尊厳」ですが、私どもは、医療の持つ本質的な部分と
キリスト教の愛の精神は、本来同じものであると理解しています。ですからキリスト教の愛の精神をベースに教育を
展開することが、良き医療者、良き医者を育てる最良の方法と考えております。
　私自身も本学で学び長く臨床医を務めてまいりましたが、救急医療の中で、病める方や傷ついた方をなんとかし
て差し上げたいという心を養うことができました。この、マザーテレサが路上で死にゆく人々に対し抱いたのと同様の

「なんとかして差し上げたい」という愛の精神こそ、医療の原点なのです。本学には4つの附属病院と1つのクリニックがあり、地域の方々に良い医
療を提供するとともに、医師を志す皆さんがプロのスタッフの下で学べる優れた教育環境が整っています。また、教育・診療・研究の体制を一流のレ
ベルに引き上げるべく、学内が一丸となって取り組んでおります。こうした環境の下、本学でぜひ、医師にとって最も大切な愛の精神を育んでいただ
きたいと思います。

キリスト教的人類愛を基本精神とする本学の創設に際し、ローマ教皇パウロ六世より特別な関心と期待が寄せられ、
カリスとパテナを拝受するとともに、異例の祝福を賜りました。ここに原文のままご紹介します。
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理事長　明石 勝也
昭和57年� 3月� 聖マリアンナ医科大学�医学部�卒業
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� � 同大学�名誉教授

「キリスト教の愛の精神」を礎に医療を学んでください

教皇庁国務長官

ジャン・ヴイヨ枢機卿

　表紙は本学のキリスト教文化セ
ンターにある4色のステンドグラス
をイメージしたものです。オフホワ
イトは「癒し」、オレンジは「希望」、
ブルーは「学び」、グレーは「畏
れ」を表しています。「癒し」と「希
望」を提供する医療には、日々の

「学び」と生命への尊厳（畏れ）
が求められます。

表紙について
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建学の精神 キリスト教的人類愛に根ざした「生命の尊厳」を基調とする
医師としての使命感を自覚し、人類社会に奉仕し得る人間の育成、
ならびに専門的研究の成果を人類の福祉に活かしていく医師の養成

　昭和46年（1971）年、故・明石嘉聞博士によって東洋医科大学の名で創立・開学して以来、附属病院・看護専門学校・大学院などが次 と々併設され、
医学教育における理想的な環境を築いてきた聖マリアンナ医科大学。本学の目指す教育は、あくまでも生命の尊厳を守り、医師としての使命感を自覚
し、人類の福祉に貢献できる医師の育成です。
　そのため、本学では6年一貫教育体制の下、一般教育から専門教育に至るまできめ細かなカリキュラムを設計。医師としての自覚と、将来必要となる基
本的医学知識・技能・態度の修得を図り、プロフェッショナルとしての誇りと、豊かな人間性、そして幅広い教養を持つ医師の輩出に力を注いでいます。
　人間関係がますます複雑化すると予想される21世紀、医の倫理が、その重要性を一層増してきています。そうした時代には、さまざまな最新の科学
技術を駆使したハイテク医療にも増して、命ある者を思いやる豊かな人間性を培うことが重要な課題となります。これからの医師は、温かい人類愛に根
ざした「医のこころ」を備えていなければなりません。「医のこころ」とは人類の健康と幸福に奉仕するこころ、医学に携わるものが持っていなければなら
ない人としての倫理です。そして、この使命感こそ医学生を支える精神的バックボーンと言えるでしょう。
　医を志す者に終着点はありません。どんなベテラン医師であっても、生涯が学習の場となる以上、その精神的よりどころとなるのは、生命の尊厳であ
り、生命への畏敬の念でしょう。私たち聖マリアンナ医科大学は、こうした人間尊重の立場に立った医学教育を実践する気鋭の医科大学なのです。

Founding Spirit
Respect for the dignity of life is the 
foundation of all medical education. 
Basing this dignity on the Christian 
love of humanity is the key to medical 
practice at the St. Marianna University 
School of Medicine. 

　「日本に何としてもキリスト教の理念に
満ちた医学教育ができる医科大学を創り
たい」――敬虔なカトリック信者である明
石嘉聞博士の強い想いのもと、本学は昭
和46年に創立されました。
　本学は、建学の精神として「キリスト教
的人類愛に基づく生命の尊厳」を掲げて
いますが、医療の持つ本質的な部分とキ
リスト教の愛の精神は本来同じものであ

る、と私共は理解しています。そして、この精神を具現化する良医の育成
が本学の教育方針であり、医学教育のグローバル・スタンダード化の潮流
の中で、本学は2016年度の入学生から新カリキュラムを導入しました。
　本学が目指す「良医」の姿は、卒業時の学位授与方針であるディプロ
マ・ポリシーに銘記されています。それは、「正しく判断し、正しく行動し、そ
して、それらの省察を生涯にわたって実践する医師」のことです。その目
標に近づくために、入学時から一貫して能力レベルに合わせ、段階的に
学習することが可能な教育カリキュラムを構築し、それを遂行していく「ア
ウトカム基盤型教育」を、本学は取り入れました。
　そこには、本学ならではの必修の「宗教学」に加え、魅力的な早期体
験臨床実習、複合的な医学的知識の習得を可能にするブロック型の機
能的な時間割、第4学年後期からの充実した2年間の診療参加型臨床
実習などが組み込まれています。高学年での臨床実習の海外における
提携先も増加しており、そこに向けて低学年から学べる選択制の実践的
な英語教育のコースも開設されています。
　アウトカム基盤型教育では、何を教わるかでなく、自らが何を学ぶかが
重視されます。そのため、随所に自学自習の時間を多く取り入れたカリ
キュラムとなって、新入生の皆様を迎え入れています。将来、病める人に
愛ある医療を提供する「良医」を目指して、独立独歩の気概のある、自立
心の旺盛な若い学生諸君が多数参集し、良医の第一歩として卒業生の
列に加わっていただくことを希望しています。

学長　尾崎 承一
昭和51年� 3月�京都大学�医学部�卒業
昭和59年� 1月�医学博士取得（京都大学�医博696号）
平成13年� 4月�聖マリアンナ医科大学�内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科）�教授
平成20年� 4月�同大学�医学部長
平成26年� 4月�同大学病院長
平成29年� 4月�同大学�学長

自立心の旺盛な若い学生諸君に期待します
昭和 46年 1月 27日 東洋医科大学設置認可

昭和 46年 4月 1日 東洋医科大学開学

昭和 48年 4月 1日  東洋医科大学を 
聖マリアンナ医科大学に 
名称変更

昭和 49年 2月 12日 大学病院本館開院

昭和 51年 1月 1日 共通放射能基礎医学 
    研究施設設置

昭和 52年 3月 30日 大学院設置認可

昭和 52年 4月 1日 大学院開学

昭和 54年 3月 27日 看護専門学校設置認可

昭和 54年 4月 1日 看護専門学校開校

昭和 55年 7月 1日 大学病院別館開院

昭和 55年 7月 1日 救命救急センター開設

昭和 55年 10月 14日 視聴覚教育センター開設

昭和 58年 10月 1日 熱傷センター開設

昭和 62年 5月 25日  聖マリアンナ医科大学  
横浜市西部病院開院

平成 2年 10月 4日 難病治療研究センター開設

平成 3年 12月 9日 ハートセンター開設

平成 5年 4月 1日 糖尿病センター開設

平成 6年 5月 16日 夜間急患センター開設

平成 8年 7月 18日 東館竣工

平成 8年 10月 5日 特別教育施設「聖堂」竣工

平成 9年 4月 1日 医学総合情報センター開設

平成 13年 6月 1日 生殖医療センター開設

平成 13年 8月 1日  医学総合情報センターを 
医学情報センターへ 
名称変更

平成 15年 4月 1日 初期臨床研修センター開設

平成 18年 2月 1日 川崎市立多摩病院開院

平成 20年 2月 29日 教育棟竣工

平成 20年 6月 16日 東横病院改築竣工

平成 21年 3月 2日  聖マリアンナ医科大学附属研究所 
ブレスト＆イメージング先端医療センター 
附属クリニック開院

平成 22年 3月 1日 総合周産期 
    母子医療センター開設

平成 23年 10月 3日 腫瘍センター開設

平成 27年 4月 1日 男女共同参画 
    キャリア支援センター開設

    臨床研究データセンター開設

平成 27年 8月 1日 ハイブリッド心臓大動脈 
    治療センター開設

平成 28年 4月 1日 肝疾患医療センター開設

平成 29年 ４月 1日 感染症センター開設

沿革
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実習成果発表会で成果を共有
　“Early Exposure to Life 
Cycle”を終了した学生は、
グループごとに実習成果を
発表します。この日は学生も
スーツ姿で、雰囲気はさな
がら学会発表のよう。自ら作
成したポスターを使いなが
ら、学生や教職員、実習に
協力していただいた病院の
関係者を前に学んだことを総括しました。教職員からも積極的な質問
があり、自らの言葉で応答しながら新たな発見をしたり、この体験を今
後どのように生かしていくかを考える機会になりました。

特集  早期体験実習、芽生える自覚
医学生となった1年目から、医師としての責務を実感できるのが「早期体験実習」です。
学内外で実習を行うことにより、医師としての倫理観や使命感、医学を学ぶ目的意識を育みます。

　本学では、「キリスト教的人類愛に根ざした生命の尊
厳」をより具現化させるために、人の一生と医療との関わ
りを学ぶ 学外早期体験実習“Early Exposure to Life 
Cycle”を実施しています。学生たちはマタニティクリニッ
ク、幼稚園、病院・診療所、高齢者施設で実習を行い、医
学生に必要なコミュニケーション能力と人間関係の重要
性を理解し、相手の話に耳を傾け、考えや気持ちを受け
止めることの大切さを理解します。

分娩中の妊婦さんを補助
　実習にあたって、妊婦さんに圧迫感を与えないために交代で診察
を見学したり、内診時は妊婦さんからあまり見えないように距離をとっ
たりという配慮を行いました。そんな中、帝王切開手術の際、血圧が
安定しない妊婦さんの脚を私の肩にのせて、体勢を楽にする補助を
しました。「がんばってください」などと声掛けをしましたが、不安を和
らげられたかは自信がありません。しかし、妊婦さんに「おかげで楽に
なりました」と言っていただけたのでうれしかったです。また、新生児
を取り上げて、「オギャー」と泣いたときは「ああ良かった」と涙がでま
した。生命の誕生に立ち会うことができ、医師を目指すうえで貴重な
経験になったと思います。

1学年 中辻 侑子

愛ある医療

誕生

晩年

人の一生と医療・福祉・介護の
関わりを学ぶ

学外早期体験実習
Early Exposure to Life Cycle

迎
え
る

Early Exposure to 
Life Cycle I

分娩に立ち会い、 
生命の尊さを実感する
　生命が誕生する場であるマタニティクリ
ニックでの実習では診察を見学し、妊娠各期
における健康管理や保健指導、妊婦さんや
ご家族に対する医療従事者の配慮を学びま
す。さらに、出産に立ち会い、生命の尊さを
考える貴重な機会となっています。

マタニティクリニック
「誕生」の実習現場

成長・発達

加齢・老化
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表情や身振り手振りの大切さ
　まず、子どもと意思疎通するにはどうすればよいかを考えました。言葉だけで
はなく、表情と身振り手振りを交えて話すことの大切さに気づきました。“心の会
話”も意識するようにして、工作の時間に気が散ってしまう幼児には、「今やって
いることも楽しいけど、工作の方も楽しいよ」と興味を持たせるようにしました。
幼児は興味があることに対する集中力は高いですが、気が散ってしまうと話
を聞いてくれません。また、工作の時間にうまく人形を作れなくてやめてしまう
子もいます。そんなときは、アドバイスして自分で達成することを覚えてもらうよう
に努めました。
　遊びは子どもにとって人間形成の場のひとつ。一生懸命やって、良識ある
大人になるよう手助けするという気持ちで関わりました。同時に子どもと接しな
がら、自分がきちんと良識ある大人であるか振り返ることができました。
1学年　野澤 勇哉

問診やカルテの記入も体験
　「積極的に患者さんに関われるように」という実習した診療所の先生の方
針で、問診やカルテ記入を行うことができました。授業でも問診の練習はしたこ
とがなく、今回の実習が初めての経験です。実際に来院された患者さんを前
にして、「薬をちゃんと飲んでいますか？」「運動はされていますか？」などと体
調を伺いました。私の質問はぎこちなかったかもしれませんが、問診した患者
さんから「楽しい」と喜んでもらえてうれしかったです。
　また、先生のご配慮で健康診断の補助をさせていただきました。しかし、緊
張してしまい、計測時にメジャーを落としてしまうなど動きがぎこちなくなってし
まいました。
　実習成果発表会では、実習先の先生も来られて、熱心にプレゼンテーション
を聞いていただきました。
1学年 杉田 龍光

見
守
る

Early Exposure to 
Life Cycle II

支
え
る

Early Exposure to 
Life Cycle III

子どもの 
発達・コミュニケーションを学ぶ
　幼稚園実習では、子どもたちを迎え入れる
朝の準備から、子どもたちが帰った後の掃除
まで先生と同じ業務を体験します。学生は、
幼児を見て自分のやるべきことを判断した
り、子どもの基本的な行動原理の理解に努め
ます。同時に、診察以外での子どもの生活も
考えられる医師になることを目指します。

幼稚園
「成長・発達」の実習現場

臨床の現場で、 
地域医療を理解する
　病院・診療所実習では、患者さんへの理解
と共感を深めることを目的に、診察の見学
や患者さんの付き添いなどを行います。医師
と医療従事者、そして患者さんとのコミュニ
ケーションのあり方を観察。自らが加わるこ
とで、医学生としての明確な目的意識や高い
倫理観を育みます。

病院・診療所
「加齢・老化」の実習現場

特集  早期体験実習、芽生える自覚
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  学生は消防署に待機し、出動要請があ
ると救急車に同乗して現場に向かいます。
実習中に市民救命士の講習も修了するた
め、心臓マッサージやAEDの操作といった
貴重な体験をする機会もあります。救急医
療の現場を肌で感じると共に、命の大切さ
も実感します。

　学生が看護師と共に行動し、業務を体
験することにより看護師の患者さんへの接
し方を学びます。大学病院で行われている
医療について知識を深めると同時に、看護
師をはじめとした様々な職種が連携してい
るチーム医療、その中で医師が果たすべき
役割について考えるきっかけとします。

　救急車同乗実習を通して、医師と他の
医療従事者の連携について知りたいと思
いました。同時に、救急車で搬送する患者
さんに、心の面からどんなサポートができる

か考察しました。実際に救急車に同乗して
感じたのは、どんな困難な状況でも最善を
尽くすというモチベーションの高さ、出動中
と待機中で気持ちを切り替えることの大切
さです。この経験を活かして、医師と他の
医 療 従 事 者のより
良い連携について
学び続けたいと思
います。

　病棟看護実習を通じて、医師を支えてく
れる看護師の仕事を「体感」することができ
ました。患者さんの気持ちを理解して接する
ことの大切さを学び、看護には体力も必要

であること、仕事量が非常に多いことが分か
り、医療チームの一員として看護師の役割
の重要さを理解することができました。
　入学して間もない時期に、病棟における
患者さんの生活環境など座学では分からな
い現場の空気に触
れることで、医学生と
しての自覚が一層
強くなったのも収穫
でした。

救急車同乗実習

病棟看護実習

自分を知り、相手の行動理由を知る
　たくさんのお年寄りと接するのは初めての体験。でも卒業後は高齢者が多
い地元で働きたいので、お年寄りとのコミュニケーションのよい練習になると期
待を胸に実習に参加しました。談話室でくつろぐ方とコミュニケーションをする
時間があったのですが、何を話してよいか分からず、私は音楽で皆さんとひと
つになろうと思いました。そこで、キーボードをお借りして「上を向いて歩こう」
を演奏したのです。すると、それまで黙って車いすに座っていた方々の表情
が変わり、自然に手拍子を始め、中には歌い始める方もいました。実習の目標に

「自分自身の行動や感情にも目を向け、自分を振り返る重要性の理解」があり
ますが、自分のことがわからないと、他人の気持ちや行動は理解できません。
自分の行動理由を知って、相手の行動理由を考えるという“基本”を学ぶこと
ができたと思います。
1学年　若原 有紀

　学生は1学年後期から始まる学外早期体験実習「Early Exposure to Life 
Cycle」に先立ち、入学して間もない時期から主に大学病院での様々な実習を行い
ます（右参照）。救急車同乗実習においては、川崎市消防局の協力を得て各消防
署で救急隊の方から直接指導を受けています。医療の現場に内在する倫理的、社
会的、医学的諸問題と直面し、医師に必要な人格形成の修練を自ら行っていくた
めの動機づけとなる実習です。さらに、早期から臨床の現場に触れることで、医療に
は医師だけでなく数多くの職種が関わっていることも理解します。

医師に必要な人格を形成する

学内早期体験実習

困難な状況でも最善を尽くす

看護師の仕事の重要さ

1学年 竹山 知宏 

1学年 椎木 拓也

寄
り
添
う

Early Exposure to 
Life Cycle IV

高齢者とのコミュニケーションを考える
　高齢者施設実習では、学生は介護サービスの
機能と役割、高齢者の生活、職員間の連携体制
などを学びます。学生たちは施設のスタッフから
指導を受けながら、入浴予定者のバイタル測定、
入浴着脱衣介助などを実施。談話室でくつろぐ
高齢者との会話を通して、コミュニケーションに
おいて「受け止めることの大切さ」など心の技術
も学びます。

高齢者施設
「晩年」の実習現場

特集  早期体験実習、芽生える自覚

学内早期体験 
実習内容
● 救急車同乗実習
●  救命救急センター 

見学実習
● 診療協力部門見学実習
● 病棟看護実習
● 外来・小児保育実習

9 10School Guidebook 2018 School Guidebook 2018



Curriculum
生命の尊厳を深く認識するために

ディプロマ・ポリシー （学位授与方針）
キリスト教的人類愛に根ざした「生命の尊厳」について深い認識を持ち、
人類社会に奉仕し得る医師となるために、正しく判断し、正しく行動し、
そしてそれらを生涯にわたって実践し得る基礎を確立しなければならない。

自ら考え行動する積極性を養ってください
　本学は国際標準に合致した新カリキュラムを導入しています。目標としているのは、周囲の人 と々うまくコミュニ
ケーションをとりながら円滑に最新の医療を進めていける医師を育てることです。どんな医療施設においても、治療
をすべき患者さんや周囲の医療スタッフ、関係者と良好な関係を築いて医療を進めていけることが大切です。医
療は常に進歩していますから、卒業してからも医師というものは一生涯学び続ける必要があります。是非本学で、
学び続ける姿勢というものをしっかり身に付けて欲しいと思っております。

医学部長　加藤 智啓

　6年間の医学教育において最終的に到達する目標として学習成果（アウトカム）を明確に示し、大学入学時から一貫して目標に近づく
ために、能力の修得レベルに合せて段階的に学習可能なアウトカム基盤型教育を行っています。そこでは教員が何を教えたかではなく、
学生が何を学び、何を修得したかが重視されます。具体的には、医師としての姿勢と責務の自覚、医学的知識と問題解決能力がどこま
で修得されたか、コミュニケーション能力と基本的診療能力の修得がどこまでされたか、自らの行動を振り返り、修正し、改善していく能
力の修得がどこまでなされたかという観点から、学生の到達度を評価し教育を進めます。

「何を修得したか」を問う、アウトカム基盤型教育

世界医学教育連盟（WFME）の提示するグローバルスタンダードに準拠した新カリキュラムを策定し、
アウトカムを基盤としながら、ディプロマ・ポリシーに沿った独自の教育を行っています。

第1領域
医師の責務

医師の義務や医療倫理を 
理解している。

第2領域
医師の姿勢

医師として人類社会に奉仕する
使命感を有している。

第3領域
複合的知識

幅広い知識を身につけ、 
複合的な視点から 
知識を統合し応用できる。

第4領域
問題解決能力

科学的根拠に基づいて 
評価・判断し、問題解決に 
あたることができる。

正しく判断
できる

正しく行動
できる

生涯にわたって
省察し実践する
基礎ができる

第5領域
コミュニケーション 

能力

 患者、家族や様々な職種の人と 
良好なコミュニケーションを 
とることができる。

第6領域
基本的診療能力

医師として必要な実践的能力を 
有している。

第7領域
社会的責任

常に感謝と思いやりの心を持ち、
医師としての役割を果たすことが
できる。

第8領域
省察的実践家

自らの行動を振り返り、 
修正し改善していくことができる。

Topics

2019年にWFME国際認証を取得予定
　米国のEducational Commission for Foreign Medical Graduates（ECFMG、米国外医学部の卒業生に対して米国の医師国家試
験受験資格を審査する団体）は、2023年以降、WFME（世界医学教育連盟）または米国医科大学協会の認証を受けた医学部の卒業生以外に
米国の医師国家試験受験を認めない旨を世界各国の医学教育機関に通達しました。本学はすでに2016年度入学生からWFMEの提示するグ
ローバルスタンダードに準拠した新カリキュラムで教育を行っており、2019年にはWFMEの医学教育分野別認証を取得する予定です。これに
より本学の医学教育の質が国際的にもはっきりと担保されます。

チームで振り返る学び

　総合教育科目において、英語、副外国語を必修科目とするとともに、
リベラルアーツ、人文社会系の教養科目を選択制として取り入れ、医療
倫理や一般教養に関し多くのことを学ぶことができます。また、ブロック
型科目で行われるブロックTBL（チーム基盤型学習）や、ポートフォリオ
での継続的な学びの振り返りが、省察的実践家への道筋をつけること
に大きく寄与しています。

深く、実践的な学び

　総合教育科目では自己表現力と相互
理解力を培う「最新コミュニケーション
技法」を学び、専門教育科目の「行動科
学」においては、行動の成りたちや正しく
行動できるための基礎を学びます。
　3学年までの早期体験実習では医療
の基本について学び、4学年後半からの
診療参加型実習では、それまでに修得し
た知識と技術を実際の臨床現場で実践
する力を養います。

科横断的、倫理的な学び

　1～4学年に社会医学系の各科目、知
的学びの技能である「アカデミック スキ
ルズ」が配当されています。また、科横断
的コース、臨床チュートリアルで複合的
知識と問題解決能力を養います。さらに、

「実践医学」は実際の医療を行うにあ
たって直面する課題について学習する
もので、医療現場で生じるさまざまな倫
理的、社会医学的な問題を解決する力
を育みます。
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世界標準のカリキュラムで学ぶ
2016年に策定された新カリキュラムは、臨床実習の充実に主眼が置かれています。
1～3学年の早期体験実習、4～6学年の診療参加型臨床実習を合わせて74週の臨床実習期間を確保しています。

新カリキュラム
1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年

専門教育
科目

ブロック型科目
学びを1週間単位に 
分けた短期集中学習を
午前に配当しています。

シリーズ型科目
語学や“慣れ”が必要な
科目は年間継続学習し
ます。

●アカデミック スキルズ
●宗教学

●緩和医療
●医療倫理
●臨床検査
●医学情報学

●スポーツ医学
●行動科学
●診断学

●医療と社会
●法医学
●薬物・栄養・輸液
●中毒・環境因子
●感染症

基礎系実習
臨床医学を理解するた
めの準備として、基礎医
学について実習します。

●生体基礎実習 ●臨床解剖実習
● 医療と社会実習
● 生命機能実習

臨床実習
6年間で74週の臨床実習
期間を確保しています。

その他 ●症候から診断へのアプローチ
● 研究室配属

総合教育
科目

副外国語のほか幅広い
分野を学び、医療人として
の自己形成を目指します。

●English for Medical Science　●実践医学　　　

●生命機能実習

　　　　　　　　　　　     　●総合教育科目（選択必修：副外国語［独・仏・中国］、選択：語学系・人文社会系）

（救急車同乗実習・院内看護実習 他／Eary Exposure to Life Cycle）

●循環器
●腎泌尿器
●産婦人科
●眼科（3年）
●血液（3年）
● 耳鼻咽喉科 
（3年）

●外科総論（2年）
●腫瘍（2年）
●生体防御（2年）
● 加齢と老化・  

リハビリテーション 
（2年）

●消化器
●神経精神科
●小児科
●総合診療
●整形外科
●皮膚科・形成外科

●呼吸器
●画像診断
● 内分泌・代謝・ 

乳腺
●神経・脳外
●免疫
●麻酔・救急

それぞれの科目を
1週間単位で学びます。

●形態実習（脳、骨、人体のミクロ構造、人体のマクロ構造、臓器のミクロ構造、臓器の異常）　　

生涯成長するための力を育みます
　本学のカリキュラムで特に重点を置いているの
は、ディプロマ・ポリシーにもある「自らを省察し実
践する」機会を数多く設けていることです。知識
や技能を評価する試験に加えて、学生は自らの
態度や姿勢を評価する「ポートフォリオ」を活用し
ます。１学年にアカデミック スキルズの一環として
ポートフォリオについて理解し、6年間の学びの中
で一人ひとりがポートフォリオを作成。継続的に自
分自身に起きた出来事を振り返り、学習について

修正・改善していきます。ここで身に付けた姿勢は医師となった後も、生涯におい
て自らを進歩させる原動力となり、いつまでも役立てることができます。

カリキュラム委員長　臨床検査医学　教授 信岡 祐彦

Topics Topics

ポートフォリオで、 
学習到達度を評価
　学習の到達度を行動科学に
基づく「ポートフォリオ」で評価し
ます。学生自身が「目標→記録→振り
返り」のポートフォリオを作成し、年4回、教員がこれ
を形成評価しフィードバックします。総合的な能力が
測定できると同時に、学生は自らの体験をさらなる成
長につなげます。特に、4学年1月から2年間に及ぶ診
療参加型臨床実習におけるポートフォリオは、自身の
成長を確認する上で極めて重要です。

カリキュラムの開発に学生も参加
　本学のカリキュラムは、カリキュラム委員会が中心と
なり教育カリキュラムの策定と運営を担っています。カリ
キュラム委員会の下部組織は11の委員会と6つの部会か
ら構成され、それらと並列してカリキュラム学生委員会を
設置しています。カリキュラム学生委員会では、各学年の
学生代表数名とカリキュラム委員（教員）がカリキュラムの
内容や試験日程などに関して定期的に意見交換を行い、
学生の意見を積極的に取り入れています。
　2016年度から導入した新カリキュラムにはカリキュラ
ム学生委員会の学生からの意見やアイデアが多数組み込
まれました。

 Early Exposure to Life Cycleでは、学生はマタニティクリニック、幼稚園、
病院・診療所、高齢者施設で実習を行います。
人の一生と健康について、医学生の視点から考察する機会になります。

専門教育の一環として
全ての学生が宗教学を 
履修します。
生命の尊厳を理解して、
より良い医師となることを 
目指します。

共
用
試
験（
Ｃ
Ｂ
Ｔ・Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
）

Ｐ
Ｃ
Ｃ・Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ

●Introduction to Clinical Medicine

 4学年からのクリニカルクラークシップでは、
学生は診療チームの一員となり
担当する患者さんの病状について
現場の医師と一緒に検討する機会もあります。

●�臨床実習�
（クリニカルクラークシップ）

選
択
制
臨
床
実
習

コ
ー
ス
別
集
中
講
義

●早期体験実習

●循環のしくみ
●呼吸のしくみ
●消化のしくみ
●内分泌のしくみ
●生殖のしくみ
●物質代謝のしくみ

●医系自然科学
●神経のしくみ
●感覚のしくみ
●生理のしくみ
●遺伝子のしくみ
●発生のしくみ
●血液のしくみ

選択科目の
「最新コミュニケーション技法」では、
自分の特徴・感情について知り、
その取り扱い方を学びます。

●総合医学教育
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専門教育科目・特色のある授業

複雑な課題をチームで解決
　1～3学年のブロック型科目では、学んだ学習内容に関する課題を、翌週月曜日に少人数グ
ループで議論し、解決するブロックTBL（チーム基盤型学習）を取り入れています。

「愛のある医療」を学ぶ
　「キリスト教的人類愛に根ざした『生命の
尊厳』にはどのような意味があるのか」を理
解します。命を尊重するにはどのような配慮
が必要なのか、具体的な事例を基に考察と
議論を深めることで、生命を大切にする感性
を磨いていきます。

医療現場で必要な英語を
　1～4学年において、各学年1クラス約30
人の少人数制で世界で通用する英語力を
修得します。3学年では医学論文の構成と
内容を迅速かつ正確に把握、4学年では患
者症例に関する説明を英語で表現ができる
ことを目的としています。

▶ ブロックTBL（チーム基盤型学習） ▶ 宗教学 ▶ EMS

短期集中のブロック型科目と、通年で学ぶシリーズ型科目
　1～4学年の専門教育科目（必修科目）は、ブロック型科目とシリーズ型科目に分かれています。
ブロック型科目では、各臓器の構造と機能、主な疾患の病因・病態生理・症候・治療などについ
て、1週間を1ブロックとして集中型系統的講義を行います。授業は下記のように午前中に配当さ
れています。午後は１年間かけて学ぶシリーズ型科目や総合教育科目が配当され、語学や“慣
れ”が必要な科目を時間をかけて修得します。さらに専門科目には、基礎系実習、臨床実習な
ど、特色あるカリキュラムが用意されています。
　もちろん教室で勉強しているだけではありません。木曜日には学外早期体験実習があり、大学
外の医療・福祉施設他で医療の現場を体験します。

Ⅰ限目 ディスカッション
　他の学生の推論の過程や判断の
根拠を理解、共有、また分析すること
で、コミュニケーション能力と論理的な
思考能力を高めていきます。

Ⅱ限目 プレゼンテーション
　チームで導き出した結論を発表。
学生の理解力を想起レベルから問題
解決レベルに引き上げ、プレゼンテー
ション能力も高めます。

From Student From Teacher

From Student 

From Student 

ひとりでは気づけない視点から 
ブレイクスルーがあります
　ブロックTBLで出さ
れる課題は、通常のテ
ストより難しく設定さ
れています。与えられ
る時間も短く、一人で
は解くことが難しいこ
ともしばしばです。そ
れをグループで考える
ことで、一人では気づ
けなかった視点からブレイクスルーが得られるこ
ともあります。毎週のブロックTBLでディスカッ
ションを行うため、考える力が高められ、相手の
意見を尊重しながら自分の考えを上手に伝える
スキルも磨くことができました。ここで身につけ
た力は、医師となった際に患者さんとのコミュニ
ケーションにも活かすことができると思います。

生涯にわたって考えて続けてください
　私の授業は知識の暗記ではなく、「考える」
訓練をするものです。生命の尊厳とは、どのよう
な意味内容を持っているのか？生物学的な生命
と、一人一人のかけがえのない人生、家庭生活、
社会生活がどのような意味で深く結ばれ、なぜ
切り離すことができないのか？医療者が直面す
る具体的事例に即して、どのようにすれば生命
を粗末にせず、尊重するにはどのような配慮が
必要なのか？それを考えるために、授業ではさま
ざまな事例を取り上げます。しかし、そのときに
導き出した答えが大切なのではありません。医
師が取り組まなければならない問題は、日々変
化していくからです。さまざまな事例に遭遇した
ときに責任をもって自律的な判断をくだすため
の訓練を行います。生涯にわたって、この授業
で学んだことを進化させていってください。

生命の尊厳について学びました
　宗教学では、事前に予習用のプリントを読んでから授業に臨めるので、講義
中は先生のお話を聞いて考えたり、メモとったりすることに集中できます。この
授業を通して医療と宗教のつながりや、生命の尊厳について学ぶことができま
した。将来、たとえば看取りをする際の対応に活かすことができると思います。

英語と医学の知識が同時に深まります
　医学部では英語に触れる機会が少なくなると
考えていたのですが、実際は違いました。EMS
で週に2回、英語を学ぶことができます。特に英
文のアウトラインを作成する授業は、医学論文
の書き方を意識した内容で、将来きっと役立つ
と思います。毎週、小テストがあるので、その対
策の意味もあり授業を
受けた日は帰宅後によ
く復習しています。自
信がついたので、今は
留学も視野に入れてい
ます。

2学年 横峯 祐希

2学年 佐藤 俊介2学年 坂口 昌弘

担当教員 宗教学 特任教授 小田 武彦

English for 
Medical Science

1学年から専門教育をスタート
医師になる自覚を育む

月

宗教学

形態実習1：脳 生体基礎実習
学外

早期体験実習

学外
早期体験実習

実践医学

EMS

総合教育科目

EMS

総合教育科目

形態実習1：脳 生体基礎実習

実践医学

EMS

総合教育科目

シリーズ型授業ブロック型授業

宗教学

EMS

総合教育科目

火 水 木 金 土

神経のしくみ/神経① 神経のしくみ/神経① 神経のしくみ/神経①

神経のしくみ/神経② 神経のしくみ/神経② 神経のしくみ/神経②ブロックTBL

ブロックTBL

1つのテーマを1週間かけて学ぶ

翌週の
ブロックTBLで
課題を論議、解決

●ブロック型授業とシリーズ型授業の時間割例（1学年）

次週

午
前

午
後

午
前

午
後

専門教育
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「医」を支える幅広い教養
　1～4学年の選択科目の「総合教育科目」は、語学、人文・社会科学、医療系科目まで幅広い分野から構成され
ています。選択必修科目の語学は独語、仏語、中国語で、そのうち1科目を3学年までに履修することになっていま
す。言語の修得のみならず、各言語の持つ文化的背景にも触れます。その他の選択科目は、西洋、東洋の医学の
発達・発展を中心にした歴史関連の科目、高等学校までの自然科学をさらに各分野別に掘り下げていく科目、日本
語の文章表現に磨きをかける科目、円滑な人間関係のためのコミュニケーション関連の科目、人間を取り巻く社会
や哲学に関する科目、将来医療人として役立つ経済学や情報技術などに関する科目を開講しています。
　講師の大半は学外組織所属で、外部からの情報も豊富に得られる学習環境です。学年が上がるに連れて、
専門医学に特化していく医学部環境の中で、視野を大きく保ち、一人の人間としてさまざまな問題を熟慮する良
い機会になると期待しています。医療人としての人間性、調和の取れた個性あふれる自己の形成を目指します。

自ら学ぶ力と
医師としての人間性の養成

From Student 

From Teacher 

力に合わせて指導が受けられます
　6学年になったとき、国際交流で海外の医科
大学に留学することも視野に入れているので

「Academ ic  Eng l i sh  f o r  S tudy i ng 
Abroad」を履修しました。
　授業では日本語は一切使わないので、積極的
に英語を理解しようとする姿勢が身に付きまし
た。毎回、宿題が出されますが、私はライティング
の宿題では2時間くらいかかりました。
　授業は10人強という少人数で行うため、先生
は各個人の英語力や成長度を把握してくださいます。一人ひとりに合わせ
て表現を変えたり、分かりやすく指導していただけるので安心です。授業
も半年にわたって行われるので、分からなくても復習して挽回する時間が
たっぷりあります。積極的に取り組めば必ず力がつけられる授業だと思い
ます。

特色ある選択科目で培う「人間性」
　本学は互いに医師になるという目標に向かって支え合い、切磋琢磨す
る姿勢、人に対する思いやりと、成長するのに不可欠な「素直さ」を有し
ている学生が多いのが特長です。こういった学生が多いのは、幅広い知
識を身につけるとともに、意思疎通や感情の取り扱い方を知り、ブレない
自己肯定感と他者への相互理解を深め、一人の人間として不可欠な感
性・人間性を養うことを目標にしたカリキュラムを組んでいることも理由
の一つです。

3学年 石川 亜美

担当教員 医学教育文化部門 又野 悦子

▶  Academic English for 
Studying Abroad

▶  Preparation for Overseas 
Internship Programs

グローバルに活躍する学生のための 
実践的医学英語
　「総合教育科目」には、海外留学・研修を目指す学生のためのネイ
ティブスピーカーの外国人講師による実践医学英語として「Academic 
English for Studying Abroad」と「Preparation for Overseas 
Internship Programs」が開講され、授業は全て英語で行われます。
　前期科目の「Academic English for Studying Abroad」では4つ
の語学技能（読む、聞く、書く、話す）の修得、また外部語学検定資格
試験で高得点を得るために必要となるスキルの向上を目指します。後
期科目の「Preparation for Overseas Internship Programs」では、
英文履歴書や志望動機書の作成方法、医学専門用語を使った症例
提示、また、医学専門用語の発音や意味を学びます。
　海外を目指す学生に対して万全の留学準備教育でサポートし、卒
業後、グローバルに活躍する人材の育成に力を注いでいます。
　どちらの授業も少人数制で教員が一人一人の能力を把握しなが
ら、英語力の向上を図ります。本学では6学年の国際交流のほか、6
学年に進級する直前の3月に実施される「英国大学医学部での臨床
実習のための短期留学」、夏期休暇などの長期休業中の海外実習プ
ログラム（学外団体によるもの）への参加も全面的に支援しており、こ
の授業はそのような留学の機会を活用するために役立てられます。

▶  最新コミュニケーション技法
患者さんとの対話を学ぶ
　患者さんとのコミュニケーション技術の修得は「良医」にとって必
要不可欠です。この講義では、「良医」として、患者さんとのより良い
コミュニケーションを可能とするための、6つのテーマで構成してい
ます。
　それは、①コミュニケーションの基本論「聴く・尋ねる・応答する」
を全体の基盤とし、②ディベート、③ディスカッション、④プレゼンテー
ション、⑤自己開発、⑥コーチングの各論であり、これらを通した参
画型トレーニング「理論・実習・振り返り」により、各自の歩幅で実践
力を培います。
　表面的な会話技術といったレベルではなく、的確な自己表現力
を培うとともに、「治してあげたい」医師と「健康を取り戻したい」患
者さんとの、人間同士の深い相互理解を助けるためのコミュニケー
ション技術の修得を目指します。
　授業は午後の２時限を使用して行われ、多くの場合は1時限目に
講義、2時限目は個人研究やグループ実習に充てられており、学生同
士がディベートの試合を行うこともあります。

総合教育科目

■ 副外国語（独語）
■ 副外国語（仏語）
■ 副外国語（中国語）
□  Academic English 

for Studying Abroad
□  Preparation for 

Overseas Clinical 
Internship Programs

□  Elementary TOEFL 
Preparation

□  TOEFL Writing
□  Advanced TOEFL 

Preparation
□ スポーツ科学
□ 法と倫理
□ 社会学
□ 医療と心理

□ 最新コミュニケーション技法
□ 古代の日本人と医療
□ 読み手に届く文章講座
□ 医療経済学
□ 医学教育学
□ 西洋の歴史・文化と医療
□ 哲学
□ 物理科学と科学的論法
□ 基本生物医学
□ ヒトの遺伝学
□ 生体調整のしくみ
□  医療者のための情報技術入門
□ 神経情報工学
□  医師のためのカウンセリング講座
□ 医の歴史

■は選択必修科目　□は選択科目

総合教育科目・特色のある授業

総合教育科目
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臨床実習

▶  診療参加型臨床実習 
（Clinical Clerkship）

最前線で診療法と臨床技能を習得
　4学年1月から5学年10月までの第Ⅰ期臨床実習では、大学病院の
基幹診療科である内科、外科、産婦人科、小児科を4週間ずつ小グ
ループでローテーションします。具体的には、臓器別に内科、外科の
診療科を組み合わせ、学生は内科的な疾患の病態生理、診断法と
外科的な診療とを体系的に習得します。
　さらに、5学年の1月から6学年7月までの第Ⅱ期臨床実習では、大
学病院の救命救急センター、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、整形外科、

腫瘍内科、神経精神科、放射線科、麻酔科、形成外科の各診療科
と、附属病院である横浜市西部病院、川崎市立多摩病院を2週間ず
つローテーションします。また、第Ⅱ期臨床実習の最後には、学外・海
外の病院、本学附属病院の診療科を学生が希望により選択できる
選択制実習が4週間行われます。
　全臨床実習期間を通して、臨床現場で積極的に診療に参加し、
他の医療職従事者や患者さんとその家族と良好な関係を築くととも
に、基本的診療能力、根拠に基づいて医療を行う能力、および臨床
推論能力を修得します。

From Student 

From Teacher 

患者さんのお話を積極的に傾聴しました
　診療参加型臨床実習では、医師や看護師だけ
ではなく一緒に医療に取り組むさまざまな職種の
動きを見て、将来医師となる自分がすべきことを
学びました。また、同時に複数のことを並行して
行う能力の向上にも取り組みました。
　他大からいらした先生から、「聖マリアンナ医
科大学の附属病院は、患者さんとの交流をとて
も大切にしている」とうかがったことがあります。
患者さんと信頼関係を築く上で、傾聴することが
一番大切と教えていただいたので、担当させて
いただいた患者さんのお話を積極的に傾聴するように心がけました。

多くの施設の協力に感謝しています
　本学の臨床実習は1学年から始まります。と
くに2016年度から始まった学外早期体験実習
「Early Exposure to Life Cycle」は、建学の
精神にある「『生命の尊厳』を基調とする医師とし
ての使命感」をできるだけ早い段階で培うための
ものです。この実習は大学の力だけでは行えませ
ん。マタニティクリニック、幼稚園、病院・診療所、
高齢者施設といった数多くの施設からご協力を
いただきました。学生共々、感謝の気持ちでいっ
ぱいです。専門教育科目の「アカデミック スキル
ズ」の一環として行ったポスター発表会では、学

生のプレゼンテーションも堂々として頼もしく感じました。協力施設の先生
も多数いらっしゃり、学生も大いにやりがいを感じたものと思います。

5学年 酒井 瑛子

担当教員　 
内科学（循環器内科）
教授　明石 嘉浩

“人との触れあい”を通して
医療を体感する臨床実習

▶  学外早期体験実習
臨床の現場では何をすべきか知る
　学外早期体験実習（Early Clinical Exposure to Life Cycle）
では、本学の教育理念である「キリスト教的人類愛に根ざす生命の
尊厳を基調とする医学教育の実践」を目指すカリキュラムが展開され
ます。1学年前期は大学病院内で見学実習を行い、医療の現場に内
在する倫理的、社会的、医学的諸問題と直面し、医師に必要な人格
形成の修練を自ら行っていくための動機づけとなるようカリキュラムを
組み、後期は学外施設のマタニティクリニック、幼稚園、病院・診療所・
クリニック、高齢者施設での実習を行い、人の一生と医療の関わりを
学ぶとともに、地域における、医療・介護・福祉・保健に関心を持つこと
を目標とします。実習を通じて、交流する他者を視察するだけでなく、
学生自身の行動や感情を振り返ることで、コミュニケーションの方法を
模索しながら、より良い人間関係の構築の仕方を身につけ、将来医
師として臨床の現場で何をなすべきかを知る機会と捉えています。

▶  Introduction to Clinical 
Medicine（ICM）

シミュレーターやロールプレイで実践力を養成
　4学年の“Introduction to Clinical Medicine（ICM）”では、
臨床実習前に修得すべき、医師として必要な基本的診療知識や安
全管理などを学びます。基本的診療手技を学ぶうえで、実際に患
者さんに行うことが困難な医療行為については、大学に併設された
Medical Simulation Laboratory（MSL）を活用します。これによ
り、臨床現場・臨床場面を模擬的に再現した学習環境を提供し、医
師としての実践力を養成します。具体的には人体を模したモデルやシ
ミュレーターを使った実技トレーニング、学習者同士や模擬患者が参
加するロールプレイを行っていきます。このように本学ではMSLの機
器、設備や教育プログラムを充実させ、シミュレーション教育に力を注
いでいます。

“忘れられない経験”を、教員とともに振り返る
　日々の臨床実習を単に体験にとどめず、振り返ることによって成長につなげていくために、臨床実習ポートフォリ
オを導入しています。ポートフォリオを通して実習の記録だけでなく、臨床実習を通して経験した“忘れられない経
験”や“自己の成長に大きく影響したできごと”について指導教員とともに振り返り、分析するSignificant Event 
Analysis（SEA）を行います。学生はポートフォリオにより2年間の臨床実習を通して、自身がどのように成長したか
を経時的に振り返ることができ、評価者は試験による最終評価だけでなく、成長の過程（プロセス）を評価すること
ができます。

第Ⅰ期（4学年1月～5学年10月） 第Ⅱ期（5学年1月～6学年7月）

■ 総合診療（内科、地域医療）
■ 呼吸器（内科、外科）
■ 循環器（内科、心臓血管外科）
■ 消化器（消化器・肝臓内科、消化器・一般外科）
■ 神経（内科、脳神経外科）
■ 腎・泌尿器（腎臓・高血圧内科、腎泌尿器外科）
■ 代謝・内分泌（代謝・内分泌内科、乳腺・内分泌外科）
■ 血液内科 / リウマチ・膠原病・アレルギー内科
■ 産科・婦人科 / 総合周産期母子医療センター
■ 小児科 / 小児外科 / 新生児科

■ 眼科 / 耳鼻咽喉科
■ 皮膚科 / 整形外科
■ 救命救急センター / 腫瘍内科
■ 選択制実習
■ 神経精神科 / 放射線科
■ 麻酔科 / 形成外科
■ 西部病院 / 多摩病院

Topics

市民救命士取得実習
　1学年に行われる「救急車同乗実習」の一環として、学生は
市民救命士を取得するための講習を受けます。心臓マッサー
ジやAEDの操作といった技能を身に付ける貴重な機会です。

（「救急車同乗実習」については10ページをご覧ください）
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Profile

救急医療に興味を持ったことがきっかけ
で医学部へ入学しました。実際に医学部
で勉強を始めたら、基礎医学や内科、外科
などの臨床医学もとても大切であると気
づき、救急医療以外のことについても一
生懸命勉強しています。

臨床実習／学生の一日

From Student 

From Teacher 

発表の要点が見えた手術症例検討会
　臨床実習では、多くの先生方を前に症例報告を行う機会があります。患者さんの基本情報や
現病歴、既往歴、服薬歴などの他に、カルテの画像の所見を述べ、現在の患者さんの状態の評
価から、術式を決めるまでの簡単な道筋を説明しました。僕の発表には一点だけ表現に間違え
があり、発表後に修正点を教えていただきました。
　発表を実際にしてみると、覚えるべき要点というものが後から見えてきました。今後のプレゼ
ンテーションでは、発表をスムーズに行うための要点は何なのか、しっかりと自分なりに検討し
て挑みたいと思いました。

積極的な姿勢を期待します
　医師国家試験に合格すれば「医師」になります。ただし、その時点ではきちんと患
者さんを診ることはできません。きちんと患者さんを診る力が備わって初めて「医
者」になることができます。ある専門の技術を持つ人を表す「師」から人を意味する

「者」へ、「医者」になることを常に意識してください。臨床の現場で重要なのは積
極的な姿勢と謙虚な態度です。このことは患者さんと接する全ての医療従事者に
とって必要不可欠なもので、臨床実習を行う学生であっても例外ではありません。
積極的に患者さんと関わり、謙虚な態度で患者さんを支える、そんな全てが患者さ
んを中心にして動いていることを、臨床実習を通じて感じ学んでください。人が心に
抱く不安の原因は“分からない”ということ、不安を抱えている患者さんが何につい
て分からないのかを把握し、分かり易い言葉で丁寧に説明することによって抱えて
いる不安を癒していく力も、臨床実習を通じて身に付けて欲しいと思っています。

担当教員 
外科学（消化器・一般外科）
講師　朝野 隆之

医療チームの一員として 
臨床の現場で成長する

▶  カンファレンス
　消化器・一般外科のカンファレンスでは、前日の当直帯に当直医が
診療した患者さんの経過や画像所見をスタッフ全員で検討し、治療
方針の確認を行うための活発な討論が行われます。その際、臨床経
過から推察される診断やCT等の画像検査の読影などが学生にも質
問されます。答えが分からない場合でも、丁寧に解説してもらい理解を
深めることができました。少し緊張しましたが、積極的にカンファレンス
に参加することにより、座学で学んだ知識を整理し、提示された症例
における疑問を解決することができました。また、その日に行われる手
術を確認し指導の先生と相談をしながら見学する手術を決め、幅広く
多くの手術を経験することができました。

▶  手術室実習
　あらかじめ清潔不潔の概念を学び手術室での実習に臨みます。実
際の手洗いやガウンテクニックを体験し、清潔操作を身に付けることが
できました。手術中は、実際の術野に展開されている場面で基本的な
解剖学的知識や手術手技の内容に関しての質問を受けました。分から
ないことについてはその場で解説をしていただきました。予定手術の場
合、実際に行われる手術の流れや手術における解剖学的な知識を前日
までに予習してから手術見学に入ります。腹部手術を見学するのは初
めての体験でかなり緊張しましたが、十分な予習をしてから手術に臨む
ことにより、手術内容の理解を深めることができました。教科書だけでは
学べない知識を身に付け、貴重な経験を積むことができました。

▶  病棟回診
　配属された診療チームの一員として、チームの受け持ち患者さん全員
の回診を行います。手術後の患者さんでは、全身状態や創部の状態を
確認し、血液検査や画像検査の結果を慎重に検討します。食事を始め
るタイミングやドレーンの管理など、ベッドサイドでなければ学べないことがた
くさんあることに気付きました。患者さんごとに、その日の検査や治療の内
容などを確認しながらその都度先生方が患者さん本人へ適切な説明を
行なっている場面を実際に見て学ぶことができました。先生方の指導のも
と、手術を目的に入院している患者さんを受け持ち、術前の医療面接や
身体診察を行い、実際に手術を見学し、術後の状態を診ることにより、周
術期管理の大切さや手術を受ける患者さんの気持ちを学びました。

▶  OSCE
　消化器・一般外科のOSCEで縫合を学びました。実習初日に、持針器・
剪刀・鑷子などの道具の持ち方や使い方、縫合針への糸の付け方、運
針の仕方、結紮の仕方、抜糸の仕方等の実技と、一連の手技を行うにあ
たっての自己および他者に対する安全への配慮について講義を受け、
模型を使った練習を行いました。2週間の実習期間中に、先生方の指導
を受けながら時間をかけて何回も練習をしました。研修医になった途端
に実際の患者さんへ縫合処置を行わなければいけない状況になること
を考えると、身の引き締まった気持ちで練習に取り組むことができました。
実習の最終日に試験を受けました。練習をした分だけ力がつき、試験は
自分なりに満足のいく結果で、努力が報われることを実感しました。

外科学（消化器・一般外科）で
診療参加型臨床実習を行った
久米  敦紀くんの一日を紹介します。

5学年 久米 敦紀

5学年 久米 敦紀

� 7:30 � 9:00� 8:15 � 16:30

� 18:00
Topics

CBTとOSCEはスチューデントドクターの必須条件
　4学年の最後に、学生が臨床実習を行う能力があるか判別する共用試験 OSCE（Objective Structured Clinical Examination＝客観
的臨床能力試験）とCBT（Computer-Based Testing）が行われます。OSCEは、態度・臨床技能を客観的に評価するための実技試験で、試
験官が見守る中、医療面接や胸部診察など実際の診療を再現して行われます。CBTは、全国国公私立大学医学部・医科大学を対象に実施する
する試験で、パソコンを使って問題に解答します。出題される問題はデータベースから抽出されますが、難易度が毎回同じになるように設定され
ています。学生はどちらにも合格しないと、ステューデントドクターとして臨床実習を行うことができません。医師を目指す上で初めて経験する
大きな関門になる試験です。
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総合医学教育
6年間の総仕上げ 
充実した臨床研修へ

総合医学教育・特色のある授業

解剖学の理解を深める
　6学年の夏休みまでの4週間は、自らが選択
した診療科の臨床実習または、2学年に行っ
た解剖学（実習）に改めて取り組むこともできま
す。これは本学のカリキュラムの大きな特長で、
約半数の学生が解剖学に取り組んで人体の
構造についての知識を確かなものにします。

膨大な医学知識をつなげる
　6学年の9月からは、いよいよ6年間の総まと
めとしてのコース別集中講義がスタートしま
す。医師国家試験出題基準に準拠した臓器・
疾患別の講義が1～2週間ごとに集中して行
われ、それぞれのコースでは6年間で学んだ

▶ 選択制実習（解剖学）

▶ コース別集中講義

From Student 
学ぶ姿勢が医師になってからも役立ちます
　コース別集中講義は、先生の授業もていねいで、各科試験に出題される分野についてまんべんなく学ぶことができました。私が
質問をすると先生は分かりやすく教えてくださり、疑問を解決することができました。この授業の良い点は国家試験に向けた勉強の
ペース配分がつかめること、得意と苦手がはっきり分かること、知識の整理ができることです。私は授業を受けた後、その日のうちに
復習して知識を定着させるように心がけました。ここで身に付けた学ぶ姿勢は、医師になってからも役立っています。

聖マリアンナ医科大学病院　眼科 塚本 彩香

From Teacher

6年間で培った知識の総仕上げ
　6学年では、基礎系・臨床系・社会医学系とこれまで学んだ医学知識・技能など6年一貫教育の総
仕上げの年に当たります。また、最終目標である医師国家試験にむけた準備の年にも当たります。4
月からの2ヶ月間は、選択制実習（4週間ずつ）を配当、学内および学外（海外を含む）医療施設にお
いて、診療参加型臨床実習が行われ、技能面での集大成の最後の場面を迎えます。
　さらに、疾病と臓器の関連について、より理解を深めるために「コース別
集中講義」が設けられています。コース別集中講義は、医師国家試験出題
基準のブループリント（医師国家試験設計表）に準拠したカリキュラムとなっ
ており、臓器別・疾患毎に分類された講義が計15コース（17週間）から展開
され、これまで一人ひとりが個別に学習した膨大な医学知識を整理し、つな
がりを持った形ある知識へと進化させることができます。本学のコース別集
中講義は、医師国家試験に向けたペースメーカーの位置づけとなっており、

「選択制実習」と「コース別集中講義」とを併せて、卒業に向けたステップ
を一段一段昇っていくこととなります。

担当教員 産婦人科学
教授 鈴木 直

自分自身の成長を実感する
　医学部最終学年である6学年は、病態生理に基づく疾患の理解を確実なものにします。身につけた
知識と臨床実習での経験が深い関連を持って認識され、医学・医療に対する見方、考え方がより深く
幅広いものとなります。そしてそれが医師国家試験合格、さらには翌年から始まる初期臨床研修の充
実へとつながっていきます。6学年のカリキュラムが進むにつれ、本学の3項目のディプロマ・ポリシー、 
すなわち、①正しく判断できる、②正しく行動できる、③生涯にわたって省察し実践する基礎ができる、
という項目が、自分の中で達成されつつあることが実感できるでしょう。

月 火 水 木 金 土

Ⅰ限 弁膜症（内科） 不整脈① 弁膜症（外科） 先天性心疾患
（外科）

予備日Ⅱ限 IE（内科）・腫瘍 不整脈② 先天性心疾患
（小児科）

脈管疾患 
（大血管・末梢） 試験

Ⅲ限 心電図 血圧／ 
動脈硬化

先天性心疾患
（外科） 予備日

Ⅳ限 心不全① 虚血性心疾患
① 心膜・心筋疾患 予備日

予備日
Ⅴ限 心不全② 虚血性心疾患

②
循環器疾患の

薬物療法 予備日

6学年の時間割（9月心臓・脈管疾患コース）

総合医学教育

■ 消化器・腹壁・腹膜疾患
■ 腎・泌尿器疾患
■ 呼吸器・胸壁・縦隔疾患・感染症
■ 内分泌・代謝・栄養疾患
■ 心臓・脈管疾患
■ 神経疾患
■  先天異常、周産期の異常、成長・発達の

異常・生殖器（産科・婦人科）
■  先天異常、周産期の異常、成長・発達の

異常（小児科学・小児外科）

■ 救急医学・プライマリケア
■  血液疾患／アレルギー性疾患、膠原病、

免疫病
■ 運動器疾患
■ 精神・心身医学的疾患
■  皮膚・頭頸部疾患（眼科学・形成外科学・

耳鼻咽喉科学・皮膚科学）
■ 形態診断
■ 保健医療論／予防と健康管理・増進

学習内容が網羅的に取り扱われます。また、
各週の金曜日には多肢選択問題の試験を行
うことで、知識の向上と定着を図ります。
　そして医師となる最後の関門として医師
国家試験があります。5学年までに積み重ね
てきた知識の上に最終学年での総合医学
教育が加わって、全員が自信を持って医師
国家試験に臨むことができます。また、担当
教員が学生一人ひとりに対して、学習への取
り組みや卒業後の進路などの全般的な指
導と助言を行い、充実した学生生活を送るこ
とができるよう、随時指導も行っていきます。
　6学年は、もう間もなく医師として社会に
貢献するという認識を新たにする1年でもあ
ります。自分に起きたできごとを振り返りなが
ら、医師としても人間としても常に成長を意
識することの重要性を身に付けます。
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国際交流

　本学では、平成24年に本格的な国際交流事業が開始されました。本学から海外大学への学生の
派遣や留学生の受け入れを中心に、積極的に海外大学や施設、留学生との交流を行っております。
　単位認定が認められる正課の留学プログラムは、6学年の選択制実習の臨床実習において行われ
ます。一定の成績を収め、応募要件を満たした学生は海外の大学での臨床実習に参加することがで
きます。1校からスタートした協定校は、徐々に数を増やし、現在は4施設と協定を締結して交流を継続
しております。

派遣 受け入れ
平成24年度 2名 2名
平成25年度 ー 1名
平成26年度 3名 5名
平成27年度 7名 2名
平成28年度 7名 11名
平成29年度 3名 6名

国際交流でグローバルな視野を育む

内科チームの一員として診療
▶ ハワイ大学／アメリカ （平成28年�協定締結）

織原 梓（卒業生）

マラリア感染の機序を学習
▶ 江原国立大学／韓国 （平成27年�協定締結）

澤邊 愛加

英語によるプレゼンテーションを経験
▶ 高神大学／韓国 （平成23年�協定締結）

込田 みどり

全身の解剖学用語を修得
▶ 同済大学／中国 （平成27年�協定締結）

小関 昭仁

　私は6学年の1ヵ月間、ハワイ大学クアキニ病院にて実習を行いま
した。海外での臨床実習は入学当初からの夢であり、学内とハワイ
大学の選抜試験を通過するために上級英語のクラスを取り、医学英
語の力を磨いて臨みました。実習にあたっては日米の医療制度の違
いや、英語での身体診察・問診を学ぶという2つの目標を持っていまし
た。初めの1週間は日本人でアメリカの医師である渡慶次先生の熱
血指導のもと、家庭医実習を行いました。毎朝4時から始まる渡慶次
先生の実習はハワイ大学の学生の間でもハードなことで有名であり、
英語での回診やカルテの記入、採血や救急対応など、非常に密度の
濃い充実したものとなりました。また、自分に厳しく他者への思いやり
にあふれる先生の医師としての姿勢には非常に感銘を受け、医学英
語だけでなく様々な大切なことを教えていただきました。
　残りの3週間は病棟の内科チームに移って実習を行いました。クア
キニ病院ではレジデントとハワイ大学の学生で構成されたチームが、
重症度や疾患にかかわらずに患者さんを担当し、それぞれのチーム
が上級医に治療方針を確認する形で医療を行っています。学生が
積極的に治療方針について発言し、チームの一員という意識を持っ
て患者さんのために働いている様子が印象的でした。一方で保険の
関係で高額な医療を受けることができない患者さんがいることなど、
アメリカ医療の問題点を目にすることもありました。
　慣れない環境で英語を使っての実習であり、初めは辛いことばかり
でした。しかし、尊敬する先生に出会えたことや、アメリカの医療を実
際に経験できたことなど多くのことを吸収できました。この経験を活か
し、患者さんの役に立てる一人前の医師になれるよう、さらに研鑚を
積んでいきます。

　病院から徒歩で15分ほどの寮で生活しながら、産婦人科と寄生
虫科で2週間ずつ実習させていただきました。産婦人科では手術へ
の参加、超音波外来への同席やレクチャー、Hwang教授の胎盤研
究を見学させていただきました。手術の方法や手順が、5学年の臨床
実習とは多少異なり戸惑いましたが、助手として常に仕事を与えてく
ださり、ただの見学者ではないことを自覚しました。外来では、患者さ
んの表情から教授が信頼されていることが分かり、目標とするべき医
師像を得られた気がしました。寄生虫科では、マラリアを専門とする
研究所でマラリアの感染機序や感染に関わる蛋白質の研究を一緒
にさせていただきました。日本ではあまり見られないマラリアですが、
韓国では徴兵制度があり管理が届きにくい北との国境付近では、兵
士に感染者が多くみられ、いまだに問題となっているそうです。ここで
の実習は、将来医師になっても必要となる研究技術の基礎を学ぶこ
とができました。
　私は、全くと言っていいほど英語ができませんでした。しかし、そん
な私でも韓国の先生や学生、友だちのおかげで、本当に充実した実
習生活を送ることができました。留学に対して一歩を踏み出すにはす
こし勇気がいりますが、ぜひそこを踏み越えて多くの人に経験してほ
しいと思います。

　私は高神大学にて、血液・腫瘍内科、循環器内科を各1週間、肝
臓・胆嚢・膵臓外科を2週間ローテーションさせていただきました。各
科では英語でプレゼンテーションをする機会にも恵まれました。韓国
の医学生は医療に対しとても真面目かつ勉強熱心であり、彼らと共
に学べたことは良い刺激となりました。外科では毎日手術実習を行
いました。海外の大学病院で手術室に入り、手術の見学や助手がで
きたことは非常に貴重な体験でした。高神大学医学部の創設者は
韓国で初めて肝切除を行った医師であったこともあり、肝臓外科の
先生方が肝臓手術にプライドを持って臨まれていたのが印象的でし
た。肝臓外科の教授から最新の手術方法などについてレクチャーを
受けた際、私にも「ぜひ良い外科医になってほしい」と言ってくださり、
ますます外科への興味が深まりました。
　臨床以外にも、保険制度などの医療システムや、医学教育・卒後
研修制度の韓国と日本との違い、宗教や歴史等の文化についても学
べ、非常に視野が広がりました。
　また、細やかな配慮をしてくださる韓国の方々の優しさのおかげで、
1人で留学している寂しさを感じることはありませんでした。実習中に
できた友人たちとは帰国後も連絡を取り合っています。切磋琢磨し合
えるかけがえのない友人たちも、この実習で得た大きな財産です。

　放射線科と内分泌内科を2週間ずつローテートしました。放射線科
では毎朝7:45からのカンファレンスに参加させていただき、その後は指
導医であるZHU先生が読影をしている隣で画像を読み、指導してい
ただきました。まさに、頭の天辺から足の爪先まで、ありとあらゆる疾患
の画像を見ることができました。ZHU先生は都度解説をしてくださった
ので、全身の解剖学用語や医学英語を身につけられました。
　内分泌内科では、Yuan先生が主要な疾患の診断・治療について
一対一で指導してくださいました。回診や外来診療にも参加しました。 
その際の外来の様子には衝撃を受けました。まず入室すると、小さな
部屋に向かい合ったテーブルが2つ。2人の医師が患者さんの診察を
していました。ところが、診察室にどんどん患者さんが詰めかけてきて
列をなします。当然、問診の内容も聞こえます。プライバシーの問題を
厳しく指摘される日本とは異なる様子で、興味深かったです。
　また、医師も医学生も皆研究志向が強く、日常業務の後で研究に
取り組んでいました。業務においても医学生は積極性が高く、医療
チームの一員として自分のできることを見出し自分から仕事を提案す
ることが多く、その姿勢を見習わせてもらいました。

Topics Topics

留学のための準備教育
　海外実習で必要な英語の4つの技能（読む、聞く、書く、話す）の
修得を目標としたAcademic English for Studying Abroad

（前期）とPreparation for Overseas Clinical Internship 
Progurams（後期）を総合教育科目の選択科目として開講してい
ます。授業はネイティブスピーカーの外国人講師により行われ、具
体的には、IELTSの受験対策や英文履歴書の作成方法、面接対策
など、アカデミックレベルでの能力向上を目指しています。また、留
学学生のために奨学金を給付し、海外での実習に向けた準備を行
うため万全のサポート体制を整えています。

協定校以外の施設への派遣も可能
　国内同様、国外の施設についても、要件を満たすことができれば
自ら受け入れ先に交渉し、自主的に開拓した施設への派遣も認め
られるため、協定校以外の派遣実績もあります。
　課外活動としては、6学年に進級する直前の3月に実施される医
学教育振興財団主催の「英国大学医学部での臨床実習のための
短期留学」への応募推薦も積極的に行っています。この他にも、夏
期休暇などの長期休業中に実施している学外団体の海外実習プロ
グラムについても周知し、学生の国際交流を全面的に支援してお
ります。

1 2

1 2

3

1�病棟の内科チームと（右から1人目が筆者）　2�Kuakini�Medical�Center

1�医学部長先生と副部長先生による全実習修了式（右から2人目が筆者）　2�産婦人科実習
修了式　3�江原国立大学は2005年に医学部を設立。附属病院は2000年にリニューアルを
行い、本館、老人およびがん病院、そして2013年に設立された小児病院を擁している。

1�放射線科の先生方と集合写真　2�同済大学は1907年にドイツ人医師が設立した
Shanghai�German�Medical�Schoolが前身。現在は、医学部を含む理工系を中心とした総
合大学として発展し続けている　3�同済大学の学生と外灘にて（筆者右）

1�血液腫瘍内科の先生方、一緒に実習した学生たちと記念撮影　2�高神大学の5年生と桜
の下で（筆者左）　3�高神大学は6つの学部を持つキリスト教系の総合大学。附属病院は912
の病床を持ち、開院以来、心臓手術や腎移植、がんセンターの活性化に取り組んでいる。

1

2 3

1

2 3

※平成29年度は6月30日現在
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Graduates
医
学
部
卒
業

医
師
国
家
試
験

聖マリアンナ医科大学
附属病院
・大学病院

・横浜市西部病院　・川崎市立多摩病院

東名
厚木病院

協力施設
近隣・遠隔地

後期研修を見据えた 初期臨床研修

東横病院 大学病院

川崎市立
多摩病院

教育関連
病院

横浜市
西部病院

専門医を育成する 後期研修

医師免許
取得聖マリアンナ・スピリットが医療を変える

医師国家試験を経て卒業後は全員が研修医として初期臨床研修を受けます。
さらに、後期研修病院や附属病院で専門性の高い医療の実践や、大学院生として高度な研究など、
希望に合わせたさまざまな進路が広がっています。

本学の卒業生は初期臨床研修の修了
後も、引き続き専門医を目指して、附属病
院や教育関連施設で後期研修を行うこ
とができます。

卒業後の進路

研修医

大学院生

病院勤務医

開業医

大学病院に息づいている「やさしさ」を 
学んでいます
　初期臨床研修医として、大学病院のさまざまな診療科を
ローテーションしています。まだ医師としては未熟な私ですが、
先輩の先生方は決して「研修医」を特別扱いするのではな
く、同じチームの一員として接してくれます。それまで経験がな
かった手技にもどんどん挑戦させていただけますし、私も一緒
に患者さんの診療にあたっているという実感を持っています。
　本学の大学病院で研修していると、建学の精神にある「生
命の尊厳を基調とする医師としての使命感」や「愛ある医療」
を実感する瞬間があります。私は将来、患者さんにも同僚にも
「やさしい医師」を目標にしているので、大学病院に息づいて
いる「やさしさ」を学んでいきたいと思います。

聖マリアンナ医科大学病院　奥田 絋隆（写真右） 
平成28年3月卒（第40回生）

スケジュールにメリハリをつけ 
診療と研究を両立させています
　2年間の初期臨床研修を経て、大学病院の眼科に入局しま
した。現在は外来診療や手術を行いながら、週1日の研究日や
勤務後の時間を使って、視神経を保護する新薬の研究に取り
組んでいます。診療と研究を両立させるのは大変と思われる
かもしれませんが、1日のスケジュールにメリハリをつければ十
分に可能です。診療の合間に実験を行い、勤務後に結果を確
認するなど工夫をしています。眼科では先輩の先生方も大学
院で研究をされている方が多く、私も何らかの研究テーマに取
り組みたいという気持ちから大学院に進みました。専門医とし
て臨床経験を積みながら、研究も並行して行えるのは大学病
院ならではのメリットだと感じています。

聖マリアンナ医科大学病院　田中 千広　 
平成26年3月卒（第38回生）

地域に求められる医療を 
築くことのやりがい
　私が勤務する西埼玉中央病院は、埼玉県所沢市周辺で
呼吸器専門診療を行える数少ない病院のひとつです。私が
赴任する2016年までは、15年以上にわたり呼吸器を専門とす
る常勤の医師がおらず、診療体制を築くのはゼロからのスター
トでした。しかし、どんな困難があっても、患者さんから感謝さ
れる医療を提供できたと思えるとき、医師になって良かったと感
じています。
　2017年からは社会人大学院生として母校に再び入学しま
した。臨床医は診療だけではなく、研究も並行して行うことが
必要です。医学は生涯学習と位置づけ、勉強を継続して患者
さんにフィードバックしていきたいと思います。

西埼玉中央病院　濵元 陽一郎　 
平成10年3月卒（第22回生）

医師である以前に、 
良い人間であるように努めています
　臨床医は病気を診るだけでなく、人を診るのも仕事です。で
すから、私自身も医師である以前に良識ある「人」であるように
努めています。
　今でも臨床実習のときに指導教官が語っていた言葉を思い
出します。「私は“施術”という言葉が大嫌いだ。施すなんてお
こがましい。“行う”で十分」 その言葉にとても共感し、同じ考
え方でこれまで診療にあたってきました。学外早期体験実習で
母校の実習生が当院を訪れますが、医療の現場では患者さん
と医師、どちらが偉いわけでもありません。患者さんと対等に接
する、驕ることのない医師が増えてほしいと願っています。
　私は生命の誕生に立ち会える産婦人科に進みましたが、医
師には様々な道があります。これから医師を目指す皆さんは、
本当に自分がやりたいことを見つけて欲しいと思います。

会沢産婦人科医院　会沢 芳樹　 
昭和62年3月卒（第11回生）
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Facility

　すべての教室にはレノンシステムが導入されています。学生の机の
端末と教員の端末で、1対1のリアルタイムな対応が可能になり、さまざま
な授業が展開されます。201教室は学生一人に1台のPCが設置されて
います。

　PCと周辺機器が設置されており、学生は自由に利
用することができます。

　蔵書数約15万冊を誇る本学の知の宝庫です。ゆったりと配置された開
架書棚の書籍は、本学図書館独自の分野別分類により整理され、研究
や勉強の利便性を高めてくれます。また、コンピュータ検索システムと連動
し、書籍を書庫からスピーディに自動搬送する自動書庫も備えています。
さらに、WEBでも医学情報収集に関わる数々の電子サービスが利用で
きます。

　建学の精神とともに社会の要請に応える良医の育成を実践す
る場として、医学教育に必要なすべての機能を集結し、少人数
教育と情報教育に対応し得る環境を整えています。
　落ち着いた色調の建物内には、講義教室・図書館・学習室に
加え、ラウンジ・レストラン・書店・学生ロッカー室などのアメニティー
施設も充実。さらに、入退館をICカードで管理することで、安全性
も高めています。創造性豊かな教育環境と先進的なシステムを
備えた教育棟で、充実した学生生活が送れます。

教 室 201・301・302・401・402

PCルーム

明石嘉聞 記念図書館

　レノンシステムは、ICカードを利用し
た双方向型・対話型の授業支援システ
ムです。授業中に学生の考え方や理
解度をレスポンスアナライザーを用いて
確認し、リアルタイムに授業の進行に活
かすことができます。

レノンシステム

5階のテラスから遠くの街を一望できます
　教育棟の屋内は吹き抜けになっていて、とても開放感
があります。白を基調にしたインテリアで清潔感があるの 
も特長です。5階にはラウンジとテラスがあり、そこ
から遠くの街をはるかに見渡すことができます。
キャンパスが丘の上にあるので眺望が素晴ら 
しく、心のリフレッシュになります。

4学年 大橋 龍太郎

インタラクティブな授業が可能

　語学教育のための教室です。各室32席で、CALLシステム、e-learning
システム、プロジェクター、書画カメラ、DVD/VHSデッキを設置しています。

マルチメディアラボラトリー
充実した設備が語学教育を加速

豊富な台数で学生に人気

ゆとりあるスペースの下には、約15万冊の自動書庫

教育棟
吹き抜けの開放感あふれる空間
1階から4階までが吹き抜けで、
周囲に様々な教室が配置された教育棟。
天気の良い日は、屋上の広 と々したウッドデッキが
人気のスポットです。
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　地下1階に集中する実習室。解剖実習室、病理実習室、法医・生化学実習
室、生理・薬理実習室など、いずれも充実した設備が整っています。

各種実習室
学んだ知識を体験で結びつける

　本館1階にあり、各講座の研究者に
対して電顕利用の便宜を図る施設で
す。一方では、独自の研究にも力を注
ぎ、機器操作や資料作成の講習会の
実施、臨床診断用の検体処理、関連学
会の情報提供といった幅広い業務も受
け持っています。

大学院電子顕微鏡研究施設
幅広い業務で研究者を支援

　医用生体工学の教育・研究を目的とした施設です。主
に人体の動作解析、生体材料と人体との親和性などを
研究しています。また、生物学的・工学的な学際領域から
の研究も進行中です。

大学院医用生体 工学研究施設
工学的な学際領域を研究

　放射性同位元素を利用して医学の教育および研究
を行うための施設です。最新の機器をそろえ、遺伝子
研究のための実験室や種々の機器も設置されていま
す。利用者に対する教育や健康管理体制も万全です。

大学院アイソトープ研究施設
遺伝子研究を推進

　動物実験は動物実験関連法規に基づき、動物福祉
の精神にのっとり科学的に実施されなければなりませ
ん。そこで、人にも動物にも安全な環境の中で教育・研
究が進められるよう、細心の配慮がなされています。

大学院実験動物 飼育管理研究施設
安全な環境に配慮

キリスト教精神に触れる、
大切な祈りの空間 聖堂
　平成8年、創立25周年を記念し、特別教育施設として開設しました。
キリスト教精神を教育の礎とする本学にとって大切な祈りの空間です。
収容人員は100人で、ミサは近隣の方々にも開かれています。クリスマス
の集いをはじめ、さまざまな集会が行われるコミュニティ空間としても活
用されています。

ステンドグラスと
天窓からの光が
印象的な空間。

入口の横の温かみの
ある木の十字架が、
やさしく受け入れてく
れます。

「愛ある医療の実践」について、思いを新たにする場所
　病棟における実習や「宗教学」の授業を通して、生命の尊厳を守り、愛ある医療が実践できる医師に 
なりたいと思うようになりました。聖堂を訪れるたびに、その思いを新たにしています。
5学年 大沼 舞

●�学生食堂「マリオン］
　吹き抜けのゆったりとした空間。学生と教員の交流場所です。

学びをサポートする様々な施設Besides this

●�ラウンジ
　明るい空間に
ゆったりとしたソ
ファとテーブルを
設置。授業の合
間は、明るい日差
しの中でリフレッ
シュできます。

●��キリスト教
� 文化センター
　キリスト教 関 連
の書籍などが置か
れ、学 生はもちろ
ん、すべての人に
開かれた交流の場
となっています。

●�インフォメーションディスプレイ
　1階ロビーにあり、大学から学生に向けた情
報を簡単に確認できます。

●�紀伊國屋書店
　医学に関する教科書や雑誌が充実している
専門書店。文具類もそろっています。

　キャンパス西側に位置する医学部本館。30室を超える研究室を中心
に、医学専門教育の拠点として、医学生たちには最も身近な存在のひ
とつです。地下1階は、医学教育の出発点ともいえる実習用の施設を完
備。1階から上には、さまざまな研究室があります。6階には大講堂や大
学院アイソトープ研究施設、大学院実験動物飼育管理研究施設が設
けられています。

医学部本館
医学研究の最前線で学ぶ
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医学教育における臨床面を受け持つ
聖マリアンナ医科大学病院は特定機能病院として、
高度な医療の提供、医療技術の評価・開発を行いながら、
学生や医師が高度な研修を行える環境を整備しています。

　午後6時から翌朝8時まで診療を行う、夜
間救急医療施設です。原則的に全診療科
の医師が対応し、年間の受診者は約15,000
人に上ります。隣接する救命救急センターと
連携して「統合ER」の一翼を担い、研修医
指導の場ともなっています。

夜間急患センター
統合ERの一翼を担う

　140万都市である川崎市唯一の総合周
産期母子医療センターです。周辺地域を中
心に、多くのハイリスクな妊娠・分娩や新生児
を受け入れ、産科・新生児科・小児外科を中
心としたチーム医療を行っています。

総合周産期 
母子医療センター

母子のための救命救急センター

　神奈川県下で初の救命救急センターで
す。救急集中治療の専門医が中心となり、
全科の専門医と看護師が24時間体制で、
救急患者さんの診断・治療を行います。ま
た、重症外傷や敗血症の標準的な治療も
実施しています。

救命救急センター
地域の救急医療の中核施設

　手術台に血管造影装置を備え、内科的な
カテーテル治療と外科手術が同時に行えま
す。2016年2月からは、通常の大動脈弁置
換術を受けられない患者さんに適用できる、
経カテーテル的大動脈弁置換術を実施す
る施設として認定されました。

ハイブリッド手術室
内科的手術と外科手術を統合

　1つの科・1人の医師の判断だけでがん
治療を行なうのではなく、キャンサーボード
(Cancer Board)を充実させ、内科、外科、
放射線科などの医師および看護師、薬剤師
が相談・協力して、個々の患者さんに最適な
がん治療を行っています。

腫瘍センター
患者さんの治療を最適化

　聖マリアンナ医科大学病院は昭和49年に開院した本館と昭和55年に竣工の別館から成り、
キャンパスのほぼ中央に位置します。当院は大学病院として、また特定機能病院として高度の臨
床・教育・研究の全てを担う医療施設です。本学の医学教育における臨床面を受け持ち、卒前教
育では臨床実習、卒後教育では研修医など若年医師の実地修練の場となっています。当院には
31の診療科と1,200床を有する病棟のほか、さまざまな医療設備が機能的に配置されています。
本館には各診療科の外来部門と外科系入院部門、最新設備を誇る診療協力部門、病院長室な
ど管理部門が配置されています。別館には24時間体制の救命救急センター、CCU、腎センター、
内科系入院部門が配置されています。このような大学病院ならではの医療環境が聖マリアンナ医
科大学の高度な臨床医学教育を支え、優れた医師の輩出に貢献しています。

大学病院と、学生が学ぶ教育棟、
医学部本館は通路で結ばれている
ため、移動が容易に行えます。学生
は、大学病院を訪れる患者さんや
診療にあたる医師を目にすること
で、常に臨床を肌で感じます。

A�聖堂
B�医学部本館
C�教育棟
D�体育館
E�明石会館
F�看護専門学校
G��エネルギー�
センター

H�大学病院本館
I�大学病院別館
J�東館
K��難病治療研究�
センター

L��バスロータリー
M��正面入口

A
B

CD
F

E

G

J I

H

L M

K

Topics

全国に先駆けて 
動物介在療法をスタート
　平成27年から本格的に動物介在
療法をスタートしました。動物を治療
に介在させることで、患者さん自身
が治療に前向きに取り組めるように
することを目指しています。

勤務犬第1号のミカ

附属病院

聖マリアンナ医科大学病院
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　乳がんの先端医療を目指し、乳がん診療には欠かせない画像診断部門
を併設した、日本初の独立型ブレストセンターです。乳腺外科・放射線科・腫
瘍内科・看護師・技師・薬剤師などの医療スタッフによる、患者さんを中心とし
たチーム医療を実施しています。

〒215-8520　神奈川県川崎市麻生区万福寺6-7-2　TEL.044-969-7720

　昭和54年に開設された3年課程の看護専門学校。キリスト教的人類愛と
生命の尊厳を基本として、社会の人々の期待に応えられる看護実践者を育
成しています。看護の理論や技術の修得はもちろんのこと、一人の人間とし
て成長していくことのできる教育が行われています。

　さまざまな難病の発病を解明し、最先端の治療法を開
発する本学大学院の附属研究所です。本学卒業生に加
え、数多くの国内外の留学生が優秀な指導教員の下、研
究を重ね論文を発表しています。6,500㎡のスケールに、
最新の研究機材をそろえ、活発な研究活動が行われてい
ます。

　昭和22年、大学創立者・故明石嘉聞博士が
医療教育・社会福祉を目的とした聖マリアンナ会
の創立とともに開設した歴史ある病院です。平
成20年にリニューアルオープンし、消化器病セン
ター・心臓病センター・脳卒中センターを創設し、
消化器がん・心臓病・脳卒中を中心に専門的な
検査・診療・手術を行っています。また、全スタッフ
を女性とした女性検診科を開設。最新のマンモ
グラフィを備え、乳がん・子宮がん検診を独自のレ
ディースクリニック、川崎市の公費検診を含めて
実施しています。平成26年からは健康診断セン
ター、平成27年からは生活習慣病センターを開
設し、診療体制の一層の充実を図りました。

〒211-0063�
神奈川県川崎市中原区小杉町3-435　�
TEL.044-722-2121

　「よこはま21世紀プラン」の一環として昭和62
年5月に開院。最新医療を積極的に取り入れた
21世紀型高機能総合病院です。敷地面積約
53,000㎡、建物面積32,000㎡、耐震構造地下1
階・地上5階建、病床数518床というスケールを
誇っています。当院の特徴は、24時間いつでも全
科に対応できる3次救急医療センターや、母子の
健康をトータルに管理する周産期センターの開
設、最新画像診断機器の導入、さらにトータル医
療情報システムによる物流センターの一元化とい
う最新鋭の設備を完備しています。

〒241-0811　�
神奈川県横浜市旭区矢指町1197-1　�
TEL.045-366-1111

聖マリアンナ医科大学
東横病院

聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院

附属病院

附属施設

　川崎市が設立し、聖マリアンナ医科大学
が指定管理者として運営を託され、全ての
職員が本学の教職員で構成される公設民
営の自治体病院です。市民病院の役割とし
て、24時間365日型の小児救急を含む救急
災害医療センターを持ち、病診連携を密に
行う地域医療支援病院として機能していま
す。同時に、医科大学として、良質の医療人
を育てるための教育の実践、難治疾患に対
する進んだ診断・治療を行う役割も担ってい
ます。

〒214-8525　�
神奈川県川崎市多摩区宿河原1-30-37　�
TEL.044-933-8111

指定管理者 聖マリアンナ医科大学

川崎市立多摩病院

ブレスト＆イメージング
先端医療センター附属クリニック

難病治療研究センター

看護専門学校
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Campus Life

2  新入生 宿泊研修
　新入生は4月のオリエン
テーション期間に2泊3日の
宿泊研修に参加し、医師と
して必要な資質となるコミュ
ニケーション能力やプレゼン
テーション能力を修得しま
す。卒業生の講話などもあ
り、先輩教員の話に耳を傾
けて、自らの将来の医師像を思い描くきっかけとなります。和やかな
雰囲気の下、学生同士や教員との交流を深めていきます。

3  医療施設見学実習
　低学年のうちから夏休
みにもしっかり学びたい。
時間があるからこそ普段
できない経験をしたい。そ
んな希望に応えるのが医
療施設見学実習です。学
務課では、希望者に実習
が行える病院や保健所な
どの公共施設を紹介して
います。

1  スチューデント ドクター宣誓式
　臨床実習に臨む学生が、
医療に携わる人間としての
責任感、医師としての使命
感とその自覚を再認識する
ための宣誓式です。医療人
としての心構えや、臨床実
習における重要性を理解し
ます。真新しい白衣に身を
包み、期待と緊張の中、決意を新たに、スチューデント ドクターとし
て第一歩を踏み出す瞬間です。

4  聖医祭
　毎年11月に行われる学
園祭です。キャンパスには
所狭しと模擬店が並び、文
化系クラブは日頃の成果を
展示発表するなど、にぎわ
いを見せます。目玉の一つ
は本学教授らの講演会や
シンポジウム。一般の方にも
分かりやすく最新医学の世界に誘います。病院内で行われる本学
管弦楽団の演奏会は入院患者さんにも好評です。

年間行事 貴重な経験が積める、多彩な一年間 聖マリアンナ医科大学が
国際サッカー連盟のメディカルセンター（F-MARC）として認定
　本学は、世界で5番目、アジアで初めての国際サッカー連盟（FIFA）のメディカル
センター（F-MARC）として、平成19年12月に認定されました。サッカーは全世界にお
いて人気のあるスポーツのひとつで、FIFAは211の国や地域の加盟数があり、競技
人口は約2億7,000万人以上です。F-MARCは、1994年、FIFAに所属しているサッ
カー選手の健康を守るため、サッカーに関連した傷害の病因および疫学研究を目的
に設立されました。
　本学での活動として、①サッカー選手に対する医学サポートシステムの確立（外
傷・障害の治療、発育期の栄養、メディカルチェックシステムの再構築、サッカー医学
のネットワークシステムの構築、次世代へのサッカー医学教育）、②臨床研究（身体
的、心理的傷害予防プログラムの作成、人工芝と天然芝での障害に関する研究お
よび暑熱対策、サッカー選手の傷害の解析と予防、女子サッカー選手の身体的特徴
と傷害に関する研究）、③基礎研究（筋損傷の分子レベルでの研究、軟骨損傷にお
ける人工軟骨移植に関する研究、疲労骨折のバイオメカニクス研究）を実施してい
ます。今後も基礎研究や調査活動などサッカー医学の発展向上に努めます。

学年担当委員がサポート
　本学では、学年担当委員が担当学年の学習状況から、学生生活
全般に至る幅広い相談に応じています。学生は教員ごとに班分けさ
れ、食事会や個別面談などを通じて相互にコミュニケーションを図り、
学生生活における課題を共有し、解決へ導くことを目的としています。
近年では学生生活も複雑化し、勉強のみならず、対人関係、精神的
不調などさまざまな問題を抱えることも少なくありません。学生生活全
般の身近な相談役としての役割を、学年担当委員が担っています。

オープンキャンパスは 
医学体験がオススメ！
　オープンキャンパスの医学体
験は、救命措置や医療器具の操
作など、医療ドラマで見たことが

あるような内容を盛り込ん
でいるので、楽しみにして
いてください！私たちも勉
強会を開いたり、同級生
と手技の練習をして準備
も万全です。

聖医祭は、 
協調性も培えます
　聖医祭は、1年生から4年生が一丸
となってつくりあげるひとつの祭典で
す。学生はもちろん、地域にお住ま
いの方々や新たに医師を志す新
入生たちを盛り上げることを目
的としています。準備を通して
勉学だけでなく、協調性も培うこ
とができます。

4学年 山下 真珠

4学年 朝比奈 光暉

4月
□ 1学年前期授業開始
■  スチューデント 

ドクター宣誓式 下①
■ 入学式
■  新入生 

オリエンテーション
■ 新入生宿泊研修 下②

10月
■  創立者等 

追悼ミサ聖祭
■  解剖ご遺体慰霊法要 

並びに学内追悼ミサ
■ 開学記念日

6月

□ 1学年前期中間試験

12月

□ 冬季休業

8月
□ 夏季休業
■  東日本医科学生 

総合体育大会
■  医療施設見学実習  
下③

2月

□ 1学年後期期末試験
□ 1学年学年末再試験

5月

■ 実験動物感謝祭

11月

□ 1学年後期中間試験
■ 聖医祭 下④

7月

■ オープンキャンパス

1月

□ 1学年後期授業終了
□ 1学年後期期末試験

9月

□ 1学年前期授業終了
□ 1学年前期期末試験
□ 1学年後期授業開始

3月

□ 春季休業
■ 卒業式
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バレーボール部 北尾 真友子

　男子部21人、女子部19人の
総勢40人で、春と秋は医科リー
グ、医歯薬リーグ、夏は東医体
の年5回の大会に参加していま
す。バレーボール部の魅力は、
学年を越えた仲の良さ。キャン
プ、釣り、ダイビングなどのほか、
勉強も教え合って頑張ります。

硬式テニス部 鎌田 響
　硬式テニス部は、部員の仲が
とてもいい部活です！ＯＢもとても
多く、学生生活のサポートもして
いただけます。受験は大変だとは
思いますが、頑張って乗り越え、
一緒に楽しい大学生活を送りま
しょう。

M.C.C. 山川 奈津子（前列中央）

　週2回、聖堂に集まって練習
しています。コンサートでお客
さんに喜んでもらえるのが一番
のやりがい。歌が好きな人や、
病院などでの患者さんとのふ
れあいに興味がある方は、ぜひ
M.C.C.に遊びに来てください。

管弦楽団　安田 浩毅

　年2回の大きな演奏会や、病
院・高齢者施設での演奏会を目
標に、楽器の経験者も初心者も、
一緒になって音楽を楽しんで
います。演奏会ではOBや看護
師、病院の職員も楽団に加わる
ことがあり、音楽をみんなで作り
上げる達成感は最高です。

陸上部 川澄 宏
　陸上は個人競技なので、自
分のペースで部活を行うことが
できます。走る、跳ぶ、投げると
いった単純なものですが、単純
なだけに誰でも気軽にできる部
活動です。大会の後に交流会
が毎回開かれ、他大学の友だ
ちもたくさんできますよ。

バドミントン部 竹田 真子
　みんながバドミントンというス
ポーツを楽しめるように部活づく
りを行っています。コーチが指
導してくださるので初心者はも
ちろん経験者でもステップアップ
することができる環境です。季
節に合わせてイベントも盛りだく
さんです。

バスケットボール部 花田 陵

　僕たちは男子と女子が一緒
に活動していて、男子は週3回、
女子は週2回の練習です。夏は
東医体、春と秋は関東医歯薬
大会、神奈川リーグでは県内の
大学と試合があり、交流の輪が
広がります。経験者から初心者
まで、入部をお待ちしています。

MESS　高橋 未奈（左）

　英語で自分たちの研究を発表
したり、外部の団体を通して海外
へ留学に行ったり、幅広く活動し
ています。英語が話せなくてもで
きる活動もあります。自分のスケ
ジュールに合わせて活動しやす
いので兼部も可能です。ぜひ海
外への扉を叩いてみませんか？

クラブ・サークル
勉強中とは別の顔が見られる、それが魅力

体育会リスト

■ アイスホッケー部
■  アメリカン 

フットボール部
■ カヌー部
■ 空手道部
■ 剣道部
■ 硬式テニス部
■ 硬式野球部
■ ゴルフ部
■ サッカー部
■ 山岳部
■ 柔道部

■ 準硬式野球部
■ 水泳部
■ スキー部
■ スノーボード部
■ ソフトテニス部
■ 卓球部
■ バスケットボール部
■ バドミントン部
■ バレーボール部
■ ヨット部
■ ラグビー部
■ 陸上競技部 

文化会リスト

■ 奇術部
■ 軽音楽部
■ フォークソング部
■ MESS
　  ( Marianna English 

Speaking Society)

■ M.C.C.
　  ( Marianna Chorus 

Club)

同好会リスト

■  ウェイトトレーニング 
同好会

■ 管弦楽団
■ 写真同好会
■ ダンス同好会
■ 東洋医学研究会
■ フットサル同好会
■  医学シミュレーション

研究会
■ 解剖学研究会
■ サイクリング同好会
■  スポーツチャンバラ

同好会
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「町のお医者さん」への
あこがれが原点

先生が医師を目指そうと
思われたきっかけは何ですか？

　医療者として患者さんの命を救ったり、病
気を治したりする姿に憧れを持っていたの
だと思います。それが原点です。祖父が亡く
なった中学生の頃、それもきっかけになって
漠然とですが、医師を目指すようになっていま
した。病気にかかったときに見てもらった先生
方など、みんなが尊敬して頼っている、町のお
医者さんの姿が大きかったと思います。

先生が研究されている
HTLV-1関連脊髄症（HAM）は、
どのような病気ですか？

　世界には原因不明で治療が難しい「希少
難病」が、未だ数千種類も存在するといわれ
ています。私が研究している「神経難病HAM

（HTLV-1関連脊髄症）」も希少難病のひと
つです。HTLV-1というウイルスが原因で起こ
る病気で、両足の麻痺やしびれ、痛み、排尿
排便異常をきたし、進行すると車いす生活や
寝たきりになってしまう場合もあります。現在、
日本には約3,600人、再発性多発軟骨炎に
至っては約400人しかいない難病なのです。

　希少難病は患者さんの数が少なく、日本全
国に散在しています。そのため、新薬の開発
を進めようとしても、臨床情報や検査情報が
集まりにくいのです。それが新薬の開発のネッ
クになっていました。
　私が2007年に関東で初めてのHAM専門

教員インタビュー

医学研究の最前線で活躍し、地域医療の充実のために尽力する本学の教員たち。
その姿と熱き想いをお送りします。

　神経内科専門医、リウマチ内科専門医、総合内科専門医。ヒ
トT細胞白血病ウイルス（HTLV-1）による神経難病（HAM）
の専門家。
　1993年、鹿児島大学医学部卒。同大学の神経内科で神経
難病HAM（HTLV-1関連脊髄症）の研究に携わる。2000年

から3年間、NIH（アメリカ国立衛生研究所）で世界中から集
まった医師と研究に取り組む。帰国後、2007年より聖マリア
ンナ医科大学に勤務。難病治療研究センターにおいて、関東
ではじめてのHAM・キャリア外来を開設するなど、希少難病
の診療にあたりながら、HAMの新薬開発を進める。

Doctor 1 山野�嘉久（やまの�よしひさ）
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外来を難病治療研究センターに開設したの
は、患者さんが全国から集まり、臨床情報や
検査情報を蓄積できるようになるからです。 
また、薬の開発には生体試料が非常に重要
ですが、患者さんから血液や検体をいただい
て研究することもできます。
　希少難病は患者さんの数が少ないので、
非常に重要な検査でも医療保険で行うこと
ができません。医療保険で承認されるには臨
床性能試験が必要ですが、企業はその費用
を回収できないので二の足を踏んでいる状
態です。そこで、遠くに住んでいて来院できな

い患者さんの場合は、当センターと患者さん
の近くの診療所とが病診連携をとって情報
や検体を提供してもらいます。その検査結果
をフィードバックして診療の相談にも応じるこ
とが可能です。

熱意が共感を呼び
全国的な診療体制へ

新薬の開発には、患者さんや医師との
連携が欠かせないのですね？

　私は厚生労働省の難病研究班の責任者
も務めていますが、全国の治療拠点になる
先生方と協力して全国的な診療体制の構
築を進めています。患者さんの情報を集め
るレジストリーを構築し、本学の難病治療セ
ンターはその事務局になっています。情報を
しっかり集めて解析すれば、研究成果を患
者さんの臨床にフィードバックすることができ
ます。
　全国的な診療体制を構築するために必要
なのは、患者さんと一緒になって、ひとつひとつ
データを示すことです。そうすれば、研究の必

要性を納得していただくことができて、理解と
共感が広がります。ひとつの難病をとことん研
究する先生はあまり多くありませんが、私が研
究することで「山野ががんばっているなら、協
力しよう」という善意が広がり、それに支えられ

て、私の研究はなりたっているのだと思います。
　国内だけではありません。2017年3月には
HTLVや関連ウイルスの研究者が世界から
集まる「第18回国際ヒトレトロウイルスHTLV
会議」が東京で開催されました。基礎研究か
ら臨床研究に至るまで、最新の知見や研究
成果が発表され、世界の研究者が交流する
ことでHAMのような希少難病の新薬開発に
はずみがつくのはうれしいことです。

可能性が見えているから
どんな苦労もいとわない

HAMの新薬開発は
現在はどのような段階ですか？

　新薬の開発には3つの段階があり、いま第
2段階が終わったところです。新薬の有効性
が証明できたため、2017年6月からは製薬企
業に開発をバトンタッチして第3段階の治験
が始まります。現在、そのための準備を急ピッ
チで進めているところです。
　第3段階の治験も2019年の初めには終わる
と思います。そこからデータをまとめて新薬の
承認申請を出すので、順調にいけば2020年の
東京オリンピックの頃には、新薬として承認され
るでしょう。

希少難病の 
新薬開発において
難しさはどこにありますか？

　希少難病の新薬開発では、
それまで治験が実施されていな
いのでデータをとるにもひな型
がありません。ですから、どんな
データをとれば良いのか調べる

ところから始まるのです。そのために、あら
ゆるデータが必要です。幸い私はHAM専
門外来の診療をとおして豊富にデータを蓄
積していました。それでも、医師主導治験を
開始する前に必要な面談の準備には3ヵ月
ほどかかり、その間、私はほとんど眠れない
日々が続きました。研究所のスタッフも夜遅
くまで働いて準備を手伝ってくれました。そ
こが製薬企業ではなく、医師主導で行う治
験の難しさです。基本的にすべて自分たち
で資料を作成しなければならず、厚生労働
省に説明にいく際には資料を段ボールに詰
めて持って行くほどの量になりました。
　なぜそこまでできるのか？と問われたら、
HAMの患者さんの期待を一身に背負って
いるという使命感と、これが自分のライフワー
クだと思い込んでいることでしょうか。私はこ
ういう仕事が好きなのだと思います。だから
全く嫌だという気持ちはなく、むしろ楽しんで
やっています。この研究をきちんとやれば、
その先に可能性が開けることが分かってい
るので、そこに望みをかけるしかない。そこ
に到達する過程を楽しんでいます。

本学を目指す方に
メッセージをお願いします。

　私の場合は、臨床の現場で患者さんが
苦しんでいる様子を見て、その苦しみを共
有して、この病気をなんとか治したいという
想いから研究がスタートしました。医師にな
る方は、人の苦しみや気持ちに共感できる
ことが大切だと思います。もし、そういう世
界に自分が向いていると思うなら、医学部
を目指してください。
　苦しんでいる患者さんと向き合ったとき、
何らかのアクションを起こす人と起こさない
人がいます。目の前にまったく道が見えない
ような状況でも、それを切り開いていくような
方にこそ、医師になって欲しいと思います。

「第18回国際ヒトレトロウイルスHTLV会議」で会長を務める山野教授
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ある患者さんの術前術後に使うケースも増え
ていますが、圧倒的に多いのは治らない患者
さんに対してです。残りの人生をどうやって過
ごすかというときに、時間の余裕を持たせた
り、QOLを保つ、また上げるための治療なの
です。やっていることは抗がん剤の投与です
が、余命を意識しながら過ごす方に、伴走す
るのが私たちの仕事です。
　ですから薬の専門的知識だけではなく、た
とえ若くても人間的に成熟していることが求
められます。患者さんに私たちがどうやって
アドバイスしたり、一緒に過ごしていくか考え
る、とても人間味のある仕事です。抗がん剤
治療はどんどん進歩していますが、一方で目
の前の患者さんと向きあうことは人生や死を
考えるという非常に人間くさいことです。その
ミックスが臨床腫瘍学、腫瘍内科の一番の
面白みだと思っています。

　大学病院は急性期病院としての役割があ
りますから、トータルケアを実践できるところは
それほど多くありません。でも本学は建学の
精神にあるように、患者さんのトータルケアに
対する意識が高く、臨床腫瘍学講座の立ち
上げも非常にスムーズでした。とてもありがた
く思っています。

腫瘍センターの役割は何ですか？

　がんの治療は、ひとつの診療科・ひとりの医
師の判断で行うのではありません。内科、外
科、放射線科などの医師および看護師、薬剤
師が相談・協力して行います。そのためには、
すべての職種・診療科が、がん治療につい
て常に最新情報を共有する「キャンサーボー
ド」、個々の患者さんに最適な治療を行うことを
目指す「症例カンファレンス」などを通じて、一
人ひとりの患者さんの治療方針をいろいろな
意見を聞きながら決めていくことが大事です。

　また、腫瘍センターでは腫瘍内科だけでな
く看護師・薬剤師やがんと関わる医師たちに
入っていただき、部会活動を行っています。が
ん患者さんは手術、抗がん剤、放射線という
がんを抑える治療だけではなく、痛みや精神
的なケア、ご家族のケアも大事になります。そ
ういうところを緩和治療や連携パス、がんサ
ロンといった部会活動で補完しています。

生活基盤を守りながら
新規治療のチャンスも探る

抗がん剤治療を外来で行える施設が
増えていますね？

　抗がん剤治療が進歩して、ほとんどの臓
器のがんにおいては、できるだけ外来で治
療するようにしています。仕事を続けたい、
海外旅行に行きたい、ご家族と一緒にすご
したいなど、患者さんが希望する日常生活
の中にがんの治療を入れていこうという考
え方です。
　そのために外来注射センターが重要な
役割を果たしていますが、大学病院別館2
階にある腫瘍センターを改築して、待ち時
間も含めて快適に治療を受けていただけ
る環境を整備しました。かつて入院で抗が
ん剤治療が行なわれてきたときと同じよう
に、患者さんの症状を正確に把握し、少し
でも楽に抗がん剤治療を受けていただけ
るよう、副作用などに対応しながら、安全な
治療を行っています。

医師主導治験で難治性の
患者さんに光を届ける

腫瘍センターの代表的な研究には
どのようなものがありますか？

　がん治療を進歩させるために、新しいエ
ビデンス（科学的な証拠）の創出に力を入

れています。この取り組みは大きく分けて
ふたつあります。
　ひとつは新しい治療法を開発するために
患者さんにご協力いただく治験や臨床試験
です。製薬会社が開発した新薬を使い、より
効果的な治療を探します。それが患者さん
に新たな治療のチャンスを与えたり、新しい
標準治療の開発につながります。
　もうひとつは、医師の力で新しいエビデンス
を出していく「医師主導治験」です。自らの臨
床経験や基礎研究の中からでたアイデアの
実現可能性を示す橋渡し研究や、開発早期
の医師主導治験の実施を推進しています。
　患者さんの数が少なく、製薬会社ではな
かなか開発が進まない領域にも、医師が
責任を持って新薬を開発します。そのため
に大学の組織や世界中の医師とのネット
ワークを活用しています。

本学を目指す方に
メッセージをお願いします。
　
　医師という仕事はやればやるほどやりが
いが出てきます。どんどん知識も深まり、経
験も増えていきます。
　働く医師を支えるシステムも進歩している
ので、若い方は何の心配もなくこの世界に
飛び込んでいただきたいと思います。私のよ
うに子どもを育てながら働いている女性の
医師もたくさんいますし、イクメンの医師も心
配なくこの道に進んで欲しいですね。

　2010年、本学に臨床腫瘍学が設立されると同時に講
師として入職し、新しい講座の土台固めに勤しんできた。
2016年に教授就任、大学病院�腫瘍内科部長・腫瘍セン
ター長も務めている。地域に根ざした最善・最適ながん診
療、そして教育・研究…。

　国立がんセンター中央病院でのレジデント時代、抗がん
剤治療が遅れていた日本の現状を知り、引っ張っていく人
が一人でも多くならないといけないと思い、抗がん剤と緩
和医療の専門家としての道を選んだ。「世界とともに“が
ん”への飽くなき挑戦を」がモットーである。

Doctor 2 中島�貴子（なかじま�たかこ）

「白い巨塔」に感動して
医師への道を目指す

先生が医師を目指そうと
思われたきっかけは何ですか？

　東大の理科二類にいたとき、「白い巨塔」
のドラマを見たのがきっかけです。その作品
はふたりの医師の生き様を描いているのです
が、ひとりは内科医で昔ながらの「良いお医者
さん」。患者のそばに立ち、患者の手を握り、目
の前にあることを研究に結びつけていきます。
もうひとりは外科医として非常に優秀なのです
が、医学以外の環境に惑わされ本来の道を

失っていきます。彼は最後にがんで亡くなるの
ですが、死の直前に改心して、医師という仕事
の素晴らしさ、本来あるべき姿を理解します。
　私はそのドラマに感動して、医師という仕事
への興味が急に湧いてきました。「科学的な
興味と患者さんに起こることを連結させるのが
医師の仕事なのだ」「二人合わせたら最高の
医者なのに」と思いました。それで、横浜市立
大学医学部を受験しなおしたのです。

がん治療を専門にした理由は？

　総合内科で研修医として勤務していた 
とき、がん診断の難しさを知りました。がんにつ

いてより深く学びたくなり、国立がんセンター
中央病院のレジデントとなったのです。その
後、抗がん剤治療部門をローテーションして
いる際、指導医から「日本には抗がん剤治
療の専門家が必要だ。次世代を育てるため
にも、抗がん剤治療の専門家になったらどう
か？」と勧められ、抗がん剤と緩和医療を専門
とするようになりました。　
　臨床腫瘍学では、腫瘍、とくに悪性腫瘍に
関することに全て対応します。手術と放射線
治療とを統合しながら、主に抗がん剤と緩和
治療を中心とした内科的な治療を行っている
ので、病院内では「腫瘍内科」と名乗ってい
ます。抗がん剤は、手術をして治る可能性の
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研究および最先端医療（全講座・分野）

解剖学（人体構造）
　形態人類学研究を開学以来継続しています。遺跡から発掘された
縄文時代～江戸時代までの古人骨資料が数千体研究室に保管され
ており、鎌倉の中世人骨の頭骨の刀創例や江戸下町出土の骨病変例
などユニークな研究を行っています。

解剖学（機能組織）
　それぞれの教員が、下記のテーマで研究を行っております。 ①新規
腎疾患治療薬の開発 ②上皮組織のベクトル輸送機構の解明 ③骨
代謝調整に係るホルモンの作用機序解明

解剖学（生物学）
　当分野では、以下の２つのテーマについて研究を行っています。  
①細胞膜損傷の修復機構に関する分子生物学的研究、 ②ペプチド
性神経伝達物質による神経修飾機構の解析

生理学（統合生理）
　生理学教室（統合生理分野）では、記憶・学習のメカニズムの解明を
中心に研究を進めています。さまざまな技術を用いて、分子レベルから行
動レベルに至るまで、脳機能を統合的に理解することを目指しています。

生理学（細胞・器官生理）
　それぞれの教員が独自のテーマを持って研究を行っています。ヒトで
は性自認に関与する分界条床核の痛み反応、血小板由来成長因系に
よって調整される摂食行動、母性行動が中枢神経系に与える影響、筋
肉の増殖や分化誘導、に関する研究を行っています。

生理学（物理学）
　物理学教室ではそれぞれの教員が ①分光法を用いた物性実験、
②素粒子,原子核に関する理論研究、③惑星・宇宙線の観測的研究の
各分野において独自に研究を進めています。また、全員が協力して、物
理学に関する授業法を開発しています。

生化学（生化学）
　タンパク質は多様な翻訳後修飾を有しており、その異常が疾患につ
ながることが考えられます。本講座では質量分析など最近の手法を用
いたタンパク質の網羅的解析（プロテオミクス）により、翻訳後修飾異常
と疾患との関連を追求しています。

生化学（化学）
　自己免疫疾患は発症機序が未知の難病ですが、特徴である自己抗
体産生の一因として、蛋白質の翻訳後修飾の異常が提唱されていま
す。現在、関節リウマチにおいて自己抗原となる糖鎖異常蛋白質の解
析を行っています。

微生物学
　病原微生物を取り扱う特殊な施設であるP2、P3実験室を保有し、目に
見えない小さな生き物を分子レベルで探究しています。特に、三大感染
症の1つであるエイズの治療薬候補となる物質の探索を行っています。

薬理学
　基礎から臨床へのトランスレーショナルリサーチを、以下のテーマを
中心として研究しています。
① 癌や心疾患など幅広く病態について解明し、薬になる物質や因子を

探索する基礎研究
②脂肪幹細胞の他臓器や組織への分化を利用した再生医療研究
③ヒトに対する薬の新たな効果や副作用を検討する臨床研究
④G蛋白質共役型受容体の機能解析と疾患に関連する研究

免疫学・病害動物学
　免疫学、病害動物学を中心とした生体防御医学分野の研究、自己
免疫疾患の発症機序、治療に関する研究を行っています。大学院で
は、免疫学に加えて再生医学分野での研究を行い、iPS細胞を用いた
組織再生による難治性疾患治療を目指しています。

病理学（診断病理）
　病理実習では顕微鏡だけではなく、バーチャルスライドで、PCやiPad
で病理標本を観察することができます。研究では、免疫染色での乳癌、
大腸癌の予後不良因子の検討、胆嚢発癌経路、前立腺癌の分子病
理学的解析を行っています。

病理学（分子病理）
　病理診断の基本は細胞を観察する「形態学」にありますが、時に診
断が困難な場合があります。この際に有効なのが「分子病理学」的ア
プローチで、病変細胞のDNAやRNAの解析から客観的で正確な診
断を行います。

予防医学（環境保健）
　大規模地震災害で発生するアスベストや海産物中ヒ素など、強い発
がん性を有する物質からの健康被害を予防や根絶する無毒化システ
ムについて、分子生物・化学的手法を用いて検証や実用化する研究を
行っています。

法医学
　県内で発生した事件死体の「声なき声」を司法解剖により探り、死者
の人権擁護と社会秩序の維持に貢献しています。また、最新機器によ
る薬物分析や病理学的に致死的病態を考究することで「生者への還
元」も目指しています。

スポーツ医学
　肉ばなれ等の骨格筋損傷に対し、微弱電流、アイシング、高気圧酸
素等の刺激が、組織修復促進に与える影響について分子生物学的に
研究しています。

臨床検査医学
　臨床検査医学は血液検査や心電図などの臨床検査を通して、疾患
の診断や病態の解析を行う分野です。中でも循環器と超音波、医学教
育と人材育成に力を入れています。特に附属病院の超音波部門は日
本でも屈指の規模と充実度を誇っています。

内科学（総合診療内科）
　総合診療内科は臨床から得られたデータに基づいた診断学に関す
る研究成果を発信しています。具体的には不明熱、感染症、リンパ腫な
ど診断困難例の診断推論の研究や痛みの表現から診断を導く研究
です。他にも、近未来の医療を考える地域医療学、漢方教育学などの
研究にも取り組んでいます。

内科学（呼吸器内科）
　中枢気道狭窄病変に対する気道拡張術等の気管支鏡を用いた呼
吸器インターベンションが当科の特長であり、最近では重症気管支喘
息に対する気管支熱形成術や重症肺気腫に対する内視鏡的治療も
実施しております。

内科学（循環器内科）
　循環器内科では、大動脈弁狭窄症に対するカテーテル治療

（TAVI）の経験を順調に重ね、引き続き新たな治療にも取り組んでま
いります。近日、心房中隔欠損症に対する閉鎖デバイスを用いたカテー
テル治療を開始します。低侵襲でありながら劇的に変化する血行動態
について、心電図や心エコーを用いて評価する研究を行っています。

内科学（消化器・肝臓内科）
　胃液や内視鏡検査時の胃洗浄廃液を用いた胃癌の超早期診断法

（日欧特許取得、日本経済新聞掲載）やB型肝炎ウイルス感染による
発癌リスク診断法（神奈川新聞掲載）を開発するなど、臨床応用可能
な消化器癌の最先端研究を行っております。

内科学（腎臓・高血圧内科）
　腎泌尿器外科と協力して腎臓病センターを立ち上げ、腎移植や透
析関連手術にも積極的に関与するなど、腎臓病・高血圧の臨床の全
領域をカバーしている全国でも稀有な施設です。全国各地から研修医
を受け入れ、教育をしています。又、高齢患者が多く、患者を全人的に
診る総合医兼腎専門医の育成に力を注いでいます。さらに、臨床だけ
でなく、アカデミアとして、多くの基礎研究や臨床研究を推進し、学会の
ガイドライン作成にも多く携わっています。

内科学（代謝・内分泌内科）
　代謝の病気の代表はいまや国民病ともいえる糖尿病です。また、内
分泌の病気の代表はバセドウ病のような甲状腺の病気やクッシング症
候群のような副腎の病気です。代謝・内分泌内科では、日頃の診療の
中で浮かんだ疑問を、科学的な方法で解決するための研究（臨床研
究）を数多く行っています。

内科学（神経内科）
　遠隔医療を含む脳卒中医療システム開発、頭蓋内外動脈硬化症の
神経超音波学的研究、パーキンソン病の動作解析、脊髄小脳変性症
の小脳萎縮に関する研究など、神経を侵す疾患に対する幅広い臨床
研究を行っています。

内科学（血液・腫瘍内科）
　腫瘍は染色体異常や遺伝子変異により生じます。腫瘍細胞の形態
に加え、染色体や遺伝子異常の情報を加えることで、正しい診断と治
療法の選択が可能になります。当科ではこれらを研究し、その情報を日
常診療に活用しています。

内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科）
　ANCA関連血管炎に対するリツキサンやSLEに対するセルセプトな
ど多くの最先端医療の実績を有し、強皮症の心肺病変、RAの画像解
析、血管炎や膠原病の病態解析、生理活性物質によるT細胞の制御
機構などの研究を行っています。

神経精神科学
　精神・心を脳（あるいは身体）に還元するのではなく、あくまでも心の
水準での深い理解を重視しています。臨床精神病理学、老年精神医
学、臨床精神薬理学、児童発達精神医学、司法精神医学、神経心理
学のスペシャリストがそろっています。良き臨床医の育成をモットーに、目
の前にいる一人の患者をどう診るのか、どう治療するのかという視点を
常に重視しています。
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小児科学（小児科）
　小児救急医療と専門性の高い臓器別医療を提供しています。また、
総合周産期母子医療センターを併設し高度な新生児医療も行ってい
ます。予防接種、小児がん、骨髄移植、てんかん医療などにも積極的に
取り組んでいます。

小児科学（新生児科）
　早産児の腸内フローラの解析および腸内フローラと壊死性腸炎の
関連性について研究を行っています。また、新生児科医の負担軽減の
ため電子診療支援システムの構築に取り組んでいます。

外科学（消化器・一般外科）
　以下のテーマについて臨床研究を行っています。
①骨格筋量と、術後経過に関する研究
② 表面筋電図を用いた嚥下運動測定システムの開発（明治大学と共

同研究）
③ Satllite noduleから見た転移性肝癌のsurgical marginに関する

研究
④胃切除後の食欲・体重の変化とグレリン・レプチンの関係
⑤ その他消化器外科手術の安全性の向上につながる種々の臨床研究

外科学（心臓血管外科）
　小児から成人までの心臓血管外科手術を幅広く行い、緊急症例に
は24時間体制で対応しています。高齢者・ハイリスクな患者さんに対し、
ステントグラフト術、低侵襲心臓手術など、できるかぎり体に負担の少な
い治療を心がけています。

外科学（呼吸器外科）
　肺癌外科治療に、分子生物学的知見を導入するため、寄付講座と
して「分子病態情報研究講座」を設置し、共同研究を開始しました。目
的のひとつはタンパク発現から見た肺癌細胞の悪性度に着目し、病態
に最適な術式を確立することにあります。

外科学（小児外科）
　小児外科の新たな治療は胎児の異常を妊娠早期に発見し、治療の
一部を子宮内で行う胎児治療です。出生後の治療では救命できない
赤ちゃんを救命できる可能性が高いです。これらの臨床応用に向けて
羊胎仔を用いた国際共同研究をNew Zealand Otago大学と行って
います。

外科学（乳腺・内分泌外科）
　乳腺・内分泌外科は乳癌手術件数では全国第3位を誇り、診断から
治療まで各種専門家が揃った国内有数の乳癌診療施設です。さらに
基礎と臨床を橋渡しするトランスレーショナル・リサーチや豊富な症例数
に基づく臨床研究に取り組んでいます。

脳神経外科学（脳神経外科一般）
　私たちは脳卒中や脳腫瘍など脳神経外科疾患の全領域にわたる
臨床ならびに基礎研究を行っています。特に神経内視鏡手術、覚醒下
脳手術、頭蓋底外科手術に係る術中電気生理学的モニタリング法や
新術式の開発に注力しています。

整形外科学
　整形外科は痛みを取り除き身体を自由に動かせることを目標とした
診療科です。前腕の動きの3次元的解析や、足部靱帯損傷の新しい再
建手術の研究、筋肉のタイプ（いわゆる速筋と遅筋）の違いと手術後の
リハビリ効果など、多彩な研究を行っています。

形成外科学
　当科では、マイクロサージャリー技術を駆使した再建術を中心に、多く
の形成外科手術を行っています。培養皮膚移植、PRP（多血小板血漿）
等の再生医療や乳房再建の分野では、日本でトップの実績を誇ります。

皮膚科学
　皮膚科では、膠原病、血管炎、悪性腫瘍、乾癬などの治療が日進月
歩であり、それらの最先端治療をいち早く取り入れて実践することによ
り、大学病院にふさわしい高度な診療を行っています。

腎泌尿器外科学
　がんの早期発見や、治療効果の判定に指標となる物質のことを腫瘍
マーカーと言います。当科では膀胱がんの新しい腫瘍マーカーとして、
尿中のマイクロRNAという分子に着目し、膀胱がん患者さんで増えて
いるマイクロRNA、減っているマイクロRNAを調べています。尿中マイ
クロRNAを調べるだけで、高い確率で膀胱がんの診断ができることを
目指しています。

産婦人科学
　当講座では、周産期分野において精密超音波検査や重症切迫早
産の管理、腫瘍では有数の悪性腫瘍症例数を有しております。また生
殖領域では、若年女性がん患者に対する卵巣組織凍結保存法の開
発、早発卵巣不全に対する原始卵胞体外活性化法の開発など、世界
的に先駆けとなる研究と医療を行っております。

眼科学
　網膜硝子体手術は糖尿病網膜症、黄斑円孔、黄斑前膜、網膜剥
離、硝子体出血などを初めとして、網膜硝子体疾患全般にわたってい
ます。白内障、緑内障等手術全般に力を入れており、小切開手術によ
る、低侵襲、短時間手術により早期視力回復、社会復帰が可能となっ
ています。

耳鼻咽喉科学
　従来から行われている温度刺激検査（カロリックテスト）では、3つあ
る半規管のうち外側半規管しかその機能を評価することができませ
んでした。当教室では、偏垂直軸回転検査（OVAR）、video head 
impulse test（HIT）、前庭誘発筋電位（VEMP）などの新しい平衝機
能検査機器を用いて他の半規管や耳石器の機能を評価しています。
これらを駆使して、めまい疾患の障害部位診断、障害部位に応じたリ
ハビリテーション法の開発、乗り物酔い・宇宙酔いの発症機序の解明を
行っています。

放射線医学
　日進月歩に進化する画像最新技術（CT, MRIなど）を用いて病んで
いる患者さんの人体内部を4次元動画で示し病気の本質に迫る研究、
カテーテルや放射線照射装置で患部を開くことなく治療する技術を研
究し現代がん治療の主役になりつつあります。

麻酔学
　ハイブリッド手術室での経血管カテーテル治療（大動脈弁手術、不
整脈治療、動脈瘤手術）および気管支鏡下気管内手術の麻酔管理・
多様な患者（超低出生体重児から超高齢者）の安全な麻酔管理・周
術期腎機能保護方法の向上

救急医学
　以下の6つのテーマについて研究を行っています。
①重症病態の肺経由動脈熱希釈法（TPTD）を用いた循環管理
② ショックの本態である末梢組織酸素代謝異常の研究（乳酸値による

評価）
③重症感染症、耐性菌の研究
④院内急変患者への対応（RRS: rapid response system）
⑤ 心肺蘇生、胸骨圧迫による脳血流を近赤外分光法（NIRS）で評価する
⑥一酸化炭素中毒の新しい治療法としての光照射

臨床腫瘍学
　抗がん剤治療専門の科として最新の情報に基づいた治療を行って
います。さらにより有効な新規治療の確立のために、臨床試験、治験に
も多く参加しています。日本ではまだ極めて少ない医師主導治験も行っ
ており、その実施要件を満たす質の高い診療を行っています。

感染症学
　今や感染症の問題は、広く地域社会全体の危機と認識されるよう
になってきており、感染症に対する危機管理体制の構築が必要不可
欠な状況となっています。感染症学講座では、地域および社会のネット
ワークの拠点として活動しています。

医学教育文化部門（人文・社会科学）
　生物学的な「生命」と家庭「生活」とかけがえのない「人生」はどのよ
うな意味で結ばれているか。どのようにすれば生命を粗末にせずにす
むか。具体的な事例をもとに考察と議論を深めることで、生命を大切に
する感性を磨いていきます。

医学教育文化部門（語学）
　英語は、1学年から4学年までの必修科目となっており、医科学系分
野での臨床及び研究における英語能力を養う事を目的としています。
論文を読み、書くための論理的思考に基づき英文を扱う力を、専門分
野の内容を読みながら習得します。更に、臨床現場で使用する英語表
現も学びます。

医学教育文化部門（医学教育研究）
　医学教育研究分野では、グローバルな視点に立って卒前から生涯
教育にわたる教育カリキュラム開発、研究のみならず、総合教育セン
ターとして他職種連携、シミュレーション教育、e-learningなど、皆様が
学ぶ環境にも力を入れています。

医学教育文化部門（医学情報学）
　統計学的に情報・データをみる能力を養うことができるよう、実践的な
統計学の講義を行っています。また、臨床研究のデザイン、データの品
質確保、統計解析の支援を通して、科学的な医療情報の創出に貢献
しています。

難病治療研究センター
　骨関節疾患、リウマチ性疾患、自己免疫疾患、難治性血管炎、成人
T細胞白血病ウイルス（HTLV-I）関連脊髄症を中心に、中枢神経系を
はじめとした組織・臓器の再生医療をもターゲットとした病因病態の解
明・治療標的分子の探索、治療法・治療薬剤の開発を行っています。

Topics

次世代認定マーク「くるみん」を取得
　学校法人 聖マリアンナ医科大学は、2016年5月18日付けで神奈川労働局より次世代育成支援対策推
進法（第13条）に基づく基準適合一般事業主に認定され、次世代認定マーク「くるみん」を取得しました。
　本学では、教職員の職業生活と家庭生活との両立を支援し、すべての教職員が能力を最大限発揮できる
多様な労働環境の促進を行ってきました。このたび、「聖マリアンナ医科大学一般事業主行動計画」（2010
年4月1日～2015年3月31日）に定めた目標を達成し、認定基準を満たしたことから次世代認定マーク 

「くるみん」の取得となりました。

研究および最先端医療（全講座・分野）
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Information
入試データ 卒業後データ

協定校

推薦入試 医師国家試験合格状況（新卒）

初期臨床研修医数（本学） 初期臨床研修終了後の進路（H28年度修了者）

卒業生の主な進路（初期臨床研修）

男女別構成比／単位：人／■男子�■女子（　）内は％ 単位：人�／■卒業者数�■合格者数　●本学合格率�●私立平均

一般入試 大学院（H29.5.1）
男女別構成比／単位：人／■男子�■女子（　）内は％ 単位：人／■男子�■女子

国公私立別構成比
単位：人／■国立　■公立　■私立　■その他（　）内は％　

現浪別構成比
単位：人／■現役　■1浪　■2浪　■3浪　■4浪以上　■その他※（　）内は女子内数
※その他には大学卒、大学院卒、大学在学中、社会人、認定・検定、外国等を含む

平成
25年度

［入学者数］［志願者数］

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

15
（35.7）

27
（64.3）

14
（38.9）

22
（61.1）

27
（48.2）

29
（51.8）

18
（36.7）

31
（63.3）

30
（62.5）

3
（18.8）

5
（33.3）

6
（40.0）

6
（37.5）

11
（50.0）

13
（81.2）

10
（66.7）

9
（60.0）

10
（62.5）

11
（50.0）

18
（37.5）

42

36

56

49

48

16

15

15

16

22

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

108 98 105 103 11190 90 100 94 99

83.3

91.8 94.0
91.3 89.2

91.8 92.5
95.2 94.2

89.4

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

3,143

3,503 3,462
3,648

3,527
115 115 115 115 115

2
（1.7）

1
（0.9）

2,325
（74.2）

2,650
（75.6）

2,616
（75.6）

2,711
（74.3） 2,657

（75.3）
85

（74.0）
89

（77.4）
89

（77.4）
92

（80.0）

86
（74.8）

720
（22.7）

752
（21.5）

756
（21.8）

821
（22.5）

766
（21.7）

26
（22.6）

24
（20.9）

24
（20.9）78

（2.5）
89

（2.5）
71

（2.1）
95

（2.6）
90

（2.6）

20
（0.6）

12
（0.3）

19
（0.5）

21
（0.6） 14

（0.4）

2
（1.7）

2
（1.7）

2
（1.7）

2
（1.7）

22
（19.1）

27
（23.5）

［入学者数］［志願者数］（推薦入学試験を含まない）

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

3,143
（1,262）

3,503
（1,423）

3,462
（1,352）

3,648
（1,418） 3,527

（1,429）
115（46） 115（45） 115（39） 115（49）

7（1）

583
（234）

422
（140）

859
（367）

466
（175）

487
（171）

703
（275）

857
（383）

533
（185）

973
（439）

664
（262）

499
（168）

425
（89）

413
（89）

669
（267）

13（2）

27
（10）

12（3）

10（2）
8（1）

27
（7）

13（4）

10（3）

18（8）

8（2）
7（2）

30
（11）

30
（14）

770
（367）

666
（264）

997
（451）

706
（334）

671
（320）

675
（321）

641
（303）

965
（479）

24
（11）

29
（13）

38
（19） 29

（18）

29
（11）

29
（14）

31
（11）

258
（87）

348
（110）

340
（123）

251
（67）

333
（87）

335
（112）

396
（93）

378
（122）

4（0）
5（0）

22
（12）

115（40）

18（0）

14（0）
5（0）

10（0）

34
（21）

34
（19）

［入学者数］［志願者数］（推薦入学試験を含まない）

平成
25年度

［入学者数］［志願者数］

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

1,881
（59.7）

1,262
（40.3）

2,080
（59.4）

1,423
（40.6）

2,110
（60.9）

1,352
（39.1）

2,230
（61.1）

1,418
（38.9） 

2,098
（59.5）

66
（66.7）

65
（65.0）

70
（70.0）

60
（60.6）

64
（68.8）

33
（33.3）

35
（35.0）

30
（30.0）

39
（39.4）

29
（31.2）

1,429
（40.5） 

3,143

3,503

3,462

3,648

3,527

99

100 

100

99 

93 

第1学年 合計第4学年第3学年第2学年

36

118

30
21

4

28

6
11

40

31

7
38

146

3632

● 聖マリアンナ医科大学病院
● 横浜市西部病院
● 川崎市立多摩病院
● 相澤病院
● 近畿大学医学部附属病院
● 板橋中央総合病院
● 伊東市民病院
● 汐田総合病院
● 鹿児島大学病院

● 川崎市立川崎病院
● 京都民医連中央病院
● 杏林大学医学部附属病院
● 慶應義塾大学病院
● 小張総合病院
● 済生会川口総合病院
● 埼玉県済生会川口総合病院
● さいたま市立病院
● さいたま赤十字病院

● 静岡医療センター
● 湘南藤沢病院
● 昭和大学病院
● 昭和大学藤が丘病院
● 聖路加国際病院
● 高崎総合医療センター
● 千葉大学医学部附属病院
● 中東遠総合医療センター
● 東海大学医学部附属病院

● 東京医科大学
● 東京医療センター
●  東京慈恵会医科大学 

附属柏病院
●  東京慈恵会医科大学 

附属病院
● 東京女子医科大学病院
● 東京大学医学部附属病院
● 東京ベイ・浦安市川医療センター

● 沼津市立病院
● 町田市民病院
●  横浜市立大学附属 

市民総合医療センター
● 横浜市立大学附属病院
● 北里大学

研修開始�
年度（平成）

臨床研修期間 臨床研修修了後の進路

採用者 修了者 任期付助教 大学院生 本学以外

21 64 61 24 24 13

22 61 61 23 31 6

23 53 53 22 24 7

24 45 42 20 19 3

25 50 49 17 25 6

26 48 48 19 24 5

27 44 44 10 27 9

28 43 ー ー ー ー

29 53 ー ー ー ー

任期付助教  10名
● 消化器・一般外科（1）　● 呼吸器外科（1）　● 小児外科（1）　
● 乳腺・内分泌外科（1）　● 眼科（3）　● 耳鼻咽喉科（2）　● 麻酔学（1）

大学院  27名
● 消化器・一般外科（3）　● 小児外科（1）　● 眼科（1）　● 耳鼻咽喉科（2）
● 麻酔学（2）　● 皮膚科学（1）　● 呼吸器内科（6）　● 循環器内科（2）
● 消化器・肝臓内科（1）　● 腎臓・高血圧内科（4）　● 代謝・内分泌内科（1）
● 神経内科（2）　● 血液・腫瘍内科（1）

琉球大学病院  麻酔科

東海大学病院  消化器・肝臓内科

東北大学病院  精神科

東京慈恵会医科大学  小児科

鹿児島大学  眼科

グリフォード大学

ノースウエスタン大学  Dr.ウッドルフテレサ教室

包括協定校
● 昭和薬科大学　● 明治大学　● 東京純心大学　● 上智大学（協定締結順）

海外協定校
● 高神大学（韓国）　● 江原国立大学（韓国）　● 同済大学（中国）　 
● ハワイ大学（アメリカ）
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出身別志願者入学者数 在学生出身校一覧

●�関西
平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度

入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数

三重 0 33 0 35 滋賀 0 10 0 10

京都 3 53 1 55 大阪 3 120 0 146

兵庫 0 65 1 69 奈良 0 24 2 36

和歌山 0 13 0 22

●�中国
平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度

入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数

鳥取 1 9 0 9 島根 0 7 0 5

岡山 0 31 2 25 広島 0 29 2 45

山口 1 8 0 14

●�四国
平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度

入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数

徳島 0 17 0 20 香川 0 15 0 15

愛媛 0 26 1 38 高知 0 5 0 7

●�九州・沖縄
平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度

入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数

福岡 0 29 1 61 佐賀 1 19 0 37

長崎 1 22 0 23 熊本 0 10 0 15

大分 0 4 0 11 宮崎 0 19 1 19

鹿児島 0 42 1 49 沖縄 1 18 0 25

●�外国、認定・検定、その他
平成29年度 平成28年度

入学者数 志願者数 入学者数 志願者数

0 54 1 63

●�北海道
平成29年度 平成28年度

入学者数 志願者数 入学者数 志願者数

北海道 2 94 1 116

●�東北
平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度

入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数

青森 0 24 0 21 岩手 0 23 1 26

宮城 0 46 0 44 秋田 1 15 0 14

山形 0 14 0 21 福島 0 41 1 44

●�関東
平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度

入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数

茨城 2 91 1 94 栃木 0 50 1 61

群馬 2 56 2 62 埼玉 7 212 4 205

千葉 6 116 4 128 東京 38 1133 32 1038

神奈川 15 422 23 391

●�中部
平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度

入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数

新潟 0 57 1 63 富山 0 18 0 15

石川 0 12 1 15 福井 0 15 0 15

山梨 1 30 1 30 長野 0 75 4 68

岐阜 2 24 1 33 静岡 1 121 5 138

愛知 5 156 3 152

●�北海道

北海道
旭川龍谷／岩見沢東／大麻／帯広柏葉／釧路湖陵／札幌北／
札幌聖心女子学院／札幌西／札幌南／函館／函館白百合学園／
函館ラ・サール／北嶺／立命館慶祥

●�東北

青森 八戸

岩手 一関第一／花巻北／盛岡第一／盛岡第四／盛岡中央

宮城 秀光／秀光中等教育／仙台育英学園／仙台第一／仙台第三／�
仙台第二／東北学院／宮城第一

秋田 秋田

山形 酒田東／山形東／山形南

福島 会津学鳳／安積／磐城／橘／日本大学東北／福島東

●�関東

茨城 茨城／江戸川学園取手／常総学院／水城／水戸第一／
茗溪学園

栃木 宇都宮／宇都宮短期大学附属／鹿沼／佐野日本大学／栃木／�
白鴎大学足利／文星芸術大学附属

群馬 太田（県立）／太田（市立）／高崎／高崎女子／前橋（県立）／�
前橋女子

埼玉
浦和（県立）／浦和明の星女子／大宮／開智／開智未来／�
春日部／越谷北／栄東／狭山ケ丘／秀明／城西大学付属川越／�
城北埼玉／西武学園文理／獨協埼玉／本庄東／立教新座

千葉

市川／市原中央／暁星国際／国府台女子学院高等部／佐原／�
志学館高等部／芝浦工業大学柏／聖徳大学附属女子／�
専修大学松戸／千葉（市立）／千葉東／銚子（市立）／�
東邦大学付属東邦／成田／日本大学習志野

東京

青山学院高等部／麻布／跡見学園／郁文館／穎明館／
江戸川女子／桜蔭／桜美林／大崎／大妻／大妻多摩／�
お茶の水女子大学附属／小山台／海城／開成／学習院高等科／�
吉祥女子／暁星／共立女子／慶應義塾女子／恵泉女学園／�
光塩女子学院高等科／晃華学園／攻玉社／佼成学園／�
香蘭女学校高等科／國學院／國學院大學久我山／�
国際基督教大学／駒場東邦／実践女子学園／�
品川女子学院高等部／忍岡／芝／渋谷教育学園渋谷／淑徳／�
淑徳巣鴨／頌栄女子学院／城北（私立）／女子学院／�
白百合学園／新宿／巣鴨／聖学院／成蹊／成城／成城学園／�
聖心女子学院／聖ドミニコ学園／青稜／世田谷学園／創価／�
拓殖大学第一／立川／玉川学園高等部／多摩大学目黒／
帝京大学／田園調布／田園調布学園高等部／田園調布雙葉／
東京学芸大学附属／東京女学館／東京成徳大学／
東京都市大学付属／桐朋／桐朋女子／東洋英和女学院高等部／�
豊島岡女子学園／獨協／戸山／西／日本学園／日本大学第三／�
日本大学第二／日本大学鶴ケ丘／八王子東／日比谷／富士見／�
雙葉／普連土学園／宝仙学園／本郷／町田／三田／武蔵（都立）／�
武蔵（私立）／明治学院／明治大学付属中野／明法／目黒学院／�
目黒星美学園／立教女学院／立正／両国／早稲田／�
早稲田大学系属早稲田実業学校高等部

神奈川

浅野／厚木／栄光学園／追浜／神奈川学園／神奈川総合／�
神奈川大学附属／鎌倉学園／鎌倉女学院／カリタス女子／�
関東学院／公文国際学園高等部／慶應義塾／光陵／相模原／�
サレジオ学院／自修館／湘南／湘南白百合学園／逗子開成／�
聖光学院／清泉女学院／洗足学園／桐蔭学園／�
桐蔭学園中等教育／桐光学園／藤嶺学園藤沢／�
日本女子大学附属／柏陽／平塚江南／法政大学第二／�
森村学園高等部／山手学院／横須賀学院／横浜共立学園／�
横浜サイエンスフロンティア／横浜栄／横浜翠嵐／横浜隼人／�
横浜平沼／横浜雙葉／横浜緑ケ丘

●�中部

新潟 三条／高田／中越／新潟／新潟明訓

富山 片山学園／富山東

石川 金沢泉丘／金沢大学附属

福井 藤島

山梨 甲府南／甲陵／駿台甲府

長野 飯田／伊那北／長野／長野西／長野日本大学／松本深志

岐阜 鶯谷／岐阜／岐阜北／岐阜聖徳学園／多治見北

静岡
磐田南／掛川西／加藤学園暁秀／静岡サレジオ／�
静岡聖光学院／静岡雙葉／日本大学三島／沼津東／浜松北／�
富士／不二聖心女子学院

愛知 愛知淑徳／岡崎／岡崎城西／海陽／滝／千種／東海／名古屋／�
名城大学附属

●�関西

三重 鈴鹿／日生学園第一

京都 大谷／京都教育大学附属／西京／同志社／同志社女子／�
ノートルダム女学院／洛南

大阪 大阪星光学院／大阪桐蔭／四天王寺／高槻／履正社

兵庫 小林聖心女子学院／須磨学園／宝塚北／三田学園／六甲

奈良 聖心学園中等教育／帝塚山

和歌山 智辯学園和歌山

●�中国

鳥取 倉吉東／米子東

島根 出雲

広島
呉青山／ノートルダム清心／広島学院／�
広島工業大学附属広島／広島城北／広島女学院／�
福山暁の星女子

岡山 岡山／岡山朝日

山口 宇部

●�四国

愛媛 愛光

●�九州・沖縄

福岡 久留米大学附設／小倉／筑紫女学園／福岡雙葉／京都

佐賀 弘学館／佐賀西／武雄／早稲田佐賀

長崎 青雲

宮崎 宮崎大宮

鹿児島 ラ・サール

沖縄 開邦／首里東／昭和薬科大学附属／宮古

●�その他

その他
高校卒業程度認定試験・大学入学資格検定／広島朝鮮初中高級
学校／慶應義塾ニューヨーク学院／早稲田渋谷シンガポール／�
レザン�アメリカンスクール
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学 長 尾崎 承一
医学部長 加藤 智啓

［解剖学］

人体構造

教 授 平田 和明
准 教 授 長岡 朋人
講 師 星野 敬吾

機能組織�

教 授 池森 敦子
准 教 授 廣井 準也

生物学�

講 師 赤染 康久
講 師 厚地 靖雄
講 師 東郷 建

［生理学］ 

統合生理�

教 授 幸田 和久
講 師 藤岡 仁美
講 師 藤原 清悦

細胞・器官生理�

教 授 舩橋 利也
准 教 授 長谷 都
講 師 小倉 裕司
講 師 福島 篤

物理学�

講 師 高須 雄一
講 師 根本 幸雄

［生化学］ 

生化学�

教 授 加藤 智啓
講 師 有戸 光美

化学�

准 教 授 末松 直也

［微生物学］ 

教 授 中島 秀喜
病院教授 竹村 弘
講 師 三好 洋

［薬理学］ 

教 授 松本 直樹
特任教授 飯利 太朗
准 教 授 武半 優子

［免疫学・病害動物学］ 

教 授 鈴木 登
准 教 授 清水 潤

［病理学］ 

診断病理�

教 授 高木 正之
准 教 授 前田 一郎
講 師 有泉 泰
講 師 土居 正知

分子病理�

准 教 授 干川 晶弘

［予防医学］ 

環境保健�

教 授 髙田 礼子
准 教 授 人見 敏明

健康増進・疫学�

講 師 木村 美也子

［法医学］ 

教 授 向井 敏二
准 教 授 呂 彩子
特任准教授 千葉 正悦

［スポーツ医学］ 

教 授 藤谷 博人
講 師 油井 直子

［臨床検査医学］ 

教 授 信岡 祐彦

 ［内科学］ 

総合診療内科�

教 授 松田 隆秀
講 師 中川 禎介
講 師 鳥飼 圭人

呼吸器内科�

教 授 峯下 昌道
特任教授 宮澤 輝臣
准 教 授 井上 健男
講 師 西根 広樹
講 師 半田 寛
講 師 古屋 直樹

循環器内科�

教 授 明石 嘉浩
病院教授 原 正壽
病院教授 原田 智雄
准 教 授 鈴木 健吾
講 師 佐々木 俊雄
講 師 戸兵 雄子
講 師 宮㟢 秀和
講 師 木田 圭亮
講 師 石橋 祐記
講 師 田邉 康宏
講 師 出雲 昌樹
講 師 茶谷 健一

消化器・肝臓内科�

教 授 伊東 文生
病院教授 安田 宏
准 教 授 山本 博幸
准 教 授 松本 伸行
講 師 松永 光太郎
講 師 渡邊 綱正
講 師 池田 裕喜
講 師 中原 一有

腎臓・高血圧内科�

教 授 柴垣 有吾
准 教 授 櫻田 勉

代謝・内分泌内科�

教 授 田中 逸
准 教 授 永井 義夫

講 師 加藤 浩之

神経内科�

教 授 長谷川 泰弘
准 教 授 秋山 久尚
講 師 大塚 快信
講 師 白石 眞
講 師 柳澤 俊之

血液・腫瘍内科�

教 授 三浦 偉久男
准 教 授 富田 直人
講 師 酒井 広隆
講 師 磯部 泰司
講 師 加藤 雅之

リウマチ・膠原病・�
アレルギー内科�

教 授 川畑 仁人
准 教 授 岡崎 貴裕
講 師 永渕 裕子
講 師 大岡 正道
講 師 山崎 宜興
講 師 花岡 洋成

［神経精神科学］ 

教 授 古茶 大樹
特任教授 堀 宏治
准 教 授 長田 賢一
准 教 授 野田 久美子
講 師 三宅 誕実
講 師 秋元 光知穂
講 師 秋山 知子
講 師 小口 芳世

［小児科学］ 

小児科�

教 授 山本 仁
特任教授 木下 明俊
准 教 授 麻生 健太郎
准 教 授 森 鉄也
講 師 勝田 友博
講 師 齋藤 陽
講 師 曽根田 瞬
講 師 右田 王介
講 師 長江 千愛

新生児�

准 教 授 北東 功

［外科学］ 

消化器・一般外科�

教 授 大坪 毅人
准 教 授 中野 浩
准 教 授 牧角 良二
准 教 授 民上 真也
講 師 小泉 哲
講 師 小林 慎二郎
講 師 榎本 武治
講 師 朝野 隆之

心臓血管外科�

教 授 宮入 剛
病院教授 西巻 博
准 教 授 近田 正英
講 師 安藤 敬

講 師 永田 徳一郎

呼吸器外科�

教 授 中村 治彦
准 教 授 佐治 久
講 師 丸島 秀樹

小児外科�

教 授 北川 博昭
病院教授 川瀬 弘一
准 教 授 古田 繁行

乳腺・内分泌外科�

教 授 津川 浩一郎

［脳神経外科学］ 

脳卒中�

教 授 田中 雄一郎

脳神経外科一般�

准 教 授 大塩 恒太郎
講 師 伊藤 英道
講 師 高砂 浩史

［整形外科学］ 

教 授 仁木 久照
病院教授 赤澤 努
講 師 新井 猛
講 師 増田 敏光
講 師 泉山 公
講 師 平野 貴章
講 師 鳥居 良昭
講 師 山本 豪明

［形成外科学］ 

教 授 梶川 明義
病院教授 相原 正記

［皮膚科学］ 

教 授 相馬 良直
准 教 授 川上 民裕
准 教 授 門野 岳史
講 師 松岡 摩耶

［腎泌尿器外科学］ 

教 授 力石 辰也
准 教 授 佐々木 秀郎
准 教 授 丸井 祐二
講 師 中澤 龍斗

［産婦人科学］ 

婦人科�

教 授 鈴木 直
講 師 谷内 麻子
講 師 五十嵐 豪
講 師 大原 樹
講 師 髙江 正道
講 師 出浦 伊万里

産科�

准 教 授 河村 和弘
准 教 授 長谷川 潤一
講 師 水主川 純

［眼科学］ 

教 授 高木 均

特任教授 上野 聰樹
准 教 授 北岡 康史
講 師 徳田 直人
講 師 向後 二郎

［耳鼻咽喉科学］ 

教 授 肥塚 泉
准 教 授 谷口 雄一郎
講 師 佐々木 祐幸
講 師 宮本 康裕
講 師 赤澤 吉弘
講 師 春日井 滋

［放射線医学］ 

教 授 中島 康雄
病院教授 三村 秀文
特任教授 五味 弘道
准 教 授 松岡 伸
講 師 阿部 達之
講 師 宮川 国久
講 師 中村 尚生
講 師 橘川 薫
講 師 濱口 真吾
講 師 阿部 彰子
講 師 福島 徹
講 師 小川 普久

［麻酔学］ 

教 授 井上 莊一郎
准 教 授 日野 博文
准 教 授 田尻 治
准 教 授 坂本 三樹
講 師 内田 和秀
講 師 小幡 由美

［救急医学］ 

救急 

教 授 平 泰彦
講 師 松本 純一
講 師 森澤 健一郎
講 師 柳井 真知

集中治療 

教 授 藤谷 茂樹

［臨床腫瘍学］ 

教 授 中島 貴子
講 師 津田 享志
講 師 小倉 孝氏

［感染症学］ 

教 授 國島 広之

［医学教育文化部門］  

人文・社会科学�

特任教授 小田 武彦

語学系�

教 授 成田 早苗
准 教 授 内藤 麻緒
講 師 宮越 智子

医学教育研究�

教 授 伊野 美幸
特任教授 田嶋 宏子
講 師 望月 篤

教員組織一覧

医学情報学�

教 授 井上 永介
講 師 上野 隆彦

●寄附講座（医学部）

［ 幹細胞再生医学 
寄附講座］

特任教授 井上 肇

［緩和医療学寄附講座］

特任教授 月川 賢

●共同研究講座（医学部）

［ 先端生体画像情報 
研究講座］

特任教授 小林 泰之

［分子病態情報研究講座］

特任教授 西村 俊秀
特任准教授 藤井 清永

東横病院

［分子病理学］

病院教授 小泉 宏隆

［内科学］

循環器内科

准 教 授 長田 尚彦
講 師 米山 喜平
講 師 田中 修
講 師 古川 俊行

消化器・肝臓内科

診療教授 中嶋 孝司

代謝・内分泌内科

病院教授 太田 明雄

神経内科

診療教授 植田 敏浩
講 師 高田 達郎

［外科学］

消化器・一般外科

病院教授 古畑 智久
診療教授 宮島 伸宜
講 師 磯貝 晶子
講 師 佐々木 貴浩

心臓血管外科

講 師 千葉 清

［脳神経外科学］

脳神経外科一般

講 師 小野 元
講 師 吉田 泰之

［麻酔学］

病院教授 関 一平 

横浜市西部病院

［病理学］

診断病理

病院教授 相田 芳夫
准 教 授 栁澤 信之

［内科学］

呼吸器内科

病院教授 駒瀬 裕子
講 師 檜田 直也
講 師 粒来 崇博

循環器内科

講 師 松田 央郎

消化器・肝臓内科

准 教 授 松田 浩二
講 師 高橋 秀明

腎臓・高血圧内科

講 師 白井 小百合
講 師 松井 勝臣

代謝・内分泌内科

病院教授 方波見 卓行

神経内科

講 師 大島 淳

血液・腫瘍内科

准 教 授 井上 靖之
講 師 佐野 文明

リウマチ・膠原病・�
アレルギー内科

准 教 授 柴田 朋彦
講 師 鈴木 豪

［神経精神科学］

講 師 長谷川 浩

［小児科学］

特任教授 瀧 正志

［外科学］

消化器・一般外科

病院教授 國場 幸均
講 師 田中 圭一

心臓血管外科

准 教 授 小林 俊也

小児外科

准 教 授 脇坂 宗親
講 師 佐藤 英章

乳腺・内分泌外科

講 師 矢吹 由香里

［脳神経外科学］

脳神経外科一般

特任教授 田口 芳雄
准 教 授 榊原 陽太郎

講 師 中村 歩希
講 師 小野寺 英孝

［整形外科学］

教 授 笹 益雄
講 師 大沼 弘幸

［皮膚科学］

准 教 授 村上 富美子

［産婦人科学］

産科

准 教 授 田村 みどり

婦人科

講 師 飯田 智博

［眼科学］

准 教 授 荒川 明

［耳鼻咽喉科学］

准 教 授 岡田 智幸

［放射線医学］

病院教授 山田 隆之
准 教 授 八木橋 国博

［麻酔学］

病院教授 永納 和子

［救急医学］

准 教 授 桝井 良裕
准 教 授 吉田 徹

川崎市立多摩病院

［病理学］

診断病理

病院教授 小池 淳樹

［内科学］

総合診療内科

特任教授 小宮山 純
講 師 西迫 尚

呼吸器内科

講 師 佐治 淳子

循環器内科

准 教 授 水野 幸一

消化器・肝臓内科

教 授 鈴木 通博
病院教授 奥瀬 千晃
講 師 石井 俊哉

腎臓・高血圧内科

講 師 今井 直彦
講 師 金城 永幸

代謝・内分泌内科

講 師 浅井 志高

神経内科

准 教 授 堀内 正浩

リウマチ・膠原病・�
アレルギー内科

講 師 今村 愉子

［小児科学］

講 師 宮本 雄策

［外科学］

消化器・一般外科

准 教 授 朝倉 武士
講 師 四万村 司

［脳神経外科学］

脳神経外科一般

病院教授 長島 悟郎
講 師 森嶋 啓之

［整形外科学］

病院教授 松下 和彦

［形成外科学］

講 師 舘下 亨

［産婦人科学］

婦人科

講 師 大熊 克彰

［眼科学］

講 師 松澤 亜紀子

［耳鼻咽喉科学］

准 教 授 晝間 清

［放射線医学］

講 師 田島 佳子

［麻酔学］

特任教授 舘田 武志

［救急医学］

講 師 田中 拓
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［外科学］

乳腺・内分泌外科�

病院教授 首藤 昭彦
准 教 授 川本 久紀

［放射線医学］ 

講 師 印牧 義英大
学院

大学院

［難治性疾患病態制御学］ 

大学院教授 遊道 和雄

［遺伝子多型・機能解析学］ 

大学院教授 熊井 俊夫

講 師 佐藤 工

［応用分子腫瘍学］ 

大学院教授 太田 智彦
講 師 呉 文文

［ 疾患バイオマーカー・ 
標的分子制御学］

大学院教授 鈴木 真奈絵

［先端医療開発学］ 

大学院教授 山野 嘉久
特任教授 渡邉 俊樹

［臨床再生組織工学］ 

大学院准教授 小島 宏司

●寄付研究部門（大学院）

［ 先端創薬科学 
寄附研究部門］

特任教授 武永 美津子
特任講師 淺野 帝太

［ 陽子線治療・先端腫瘍画像 
寄附研究部門］

特任教授 山口 慶一郎

大学院附属研究所

《難病治療研究センター》 

准 教 授 佐藤 知雄
講 師 関根 尚子
講 師 藤井 亮爾
講 師 鈴木 越
講 師 戸澤 晃子
講 師 長谷川 大輔 

大学病院附属研究施設

《アイソトープ研究施設》 

教 授 松井 宏晃
講 師 廣井 朋子

《 実験動物飼育管理研究 
施設》 

講 師 渡辺 実
 

（平成29年5月1日 現在）
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