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主な内容

春 夏 秋 冬

2020 年のノーベル医
学生理学賞は C 型肝炎
の発見に多大な貢献の
あった 3 人に贈られまし
た。私が医師となった頃
はまだＣ型肝炎の正体
は不明で、非Ａ非Ｂ肝炎
とか、輸血後肝炎などと
呼ばれていました。研

修を行っていた病院で
は人工心肺を使った手
術が盛んに行われてお
り、輸血部の看護師さん
によく供血者のデータ
チェックを頼まれまし
た。スクリーニングと
は言っても HBs 抗原の
チェックと、GOT/GPT
値の上昇で判断するほ
か方法はありません。

当時の輸血はロシアン
ルーレットのようなも

ので、10 人に 1 人は肝
炎を発症し、緩徐な経過
を経て肝硬変・肝癌とな
りました。こうした患者
さんの診療に追われな
がら、この得体の知れな
い病気の正体が、自分が
現役の間に明らかにな
るのだろうか、とある種
の無力さを感じていた
なか、カイロン社から、
今回の受賞者の一人で
あるマイケル・ホートン

博士らによるＣ型肝炎
ウイルスの同定とアッ
セイ法の確立が発表さ
れました。

世界が変わったような
あの驚きは今でもよく
覚えています。ホートン
博士がのちに欧州肝臓
学誌に寄稿した「Ｃ型肝
炎発見までのロング・ア
ンド・ワインディング・
ロード」という総説には
6 年間におよぶ絶え間な

い失敗ののちの「クロー
ン 5-1-1」の分離は「発
見の瞬間」というよりは
6 カ月に及ぶ確認と確信
の過程であった、と書か
れています。

未知の疾患であった肝
炎の原因が明らかとなり、
その対策と治療法が確立
され、撲滅も視野に入っ
たという人類の英知に対
してノーベル賞が贈られ
たことに、消化器内科医

として大変よろこばし
く、また誇りに思います。

2021 年を迎えても新
型コロナウイルス感染
症との闘いはまだ続く
でしょう。新しい年には
予防と治療に向けた新
しい一歩が踏み出され
ることを願ってやみま
せん。

内科学（消化器・
肝臓内科）病院教授

安田　宏
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新年のごあいさつ　春夏秋冬
新春によせて
前田賞／医学会学術集会報告
“With コロナ時代 ” をどう生き抜く
教室・施設紹介 他
菅生キャンパスリニューアル計画／寄付金 他
解剖ご遺体追悼ミサ　他
医学部成績優秀者顕彰・課外活動団体等表彰 他
朝鮮大学医学部と NITTE 大学との協定締結について 他

新しい年に 新しい一歩
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令和 3 年、新たな飛躍の年に一層重要な「自ら学ぶ態度」

未来を描く、第 5 次カリキュラム改正

年 頭 の ご 挨 拶

大学院医学研究科長　遊道　和雄
大学院　難治性疾患病態制御学　教授

医学部長　加藤　智啓
生化学（生化学）教授

大学病院長　大坪　毅人
外科学（消化器・一般外科）教授

看護専門学校　校長　鈴木　昌子

新春によせて新春によせて

新年あけましておめでとうござい
ます。

平素より、大学院医学研究科の運
営にご高配をたまわり、誠に有り難
うございます。本年も、ご指導ご鞭
撻のほど、どうぞ宜しくお願い申し
上げます。

令和 2 年は、新型コロナウイルス
感染拡大への対応に、国内外の大学・
研究機関は何処も多くの力を割かざ
るを得ない状況でございました。昨
年は、国内・海外の学術集会や研究
会の多くが中止・延期を余儀なくさ
れる一方、多くの方のご努力により、
現地ならびにオンラインを複合した
ハイブリッド型、あるいは Live-Web
形式などさまざまな方法を取り入れ
て、最新の技術や最新の知識を習得、
および共有できるように工夫もなさ
れました。

本学の大学院教育についても、多
くの方々の努力に支えられ、Web 形
式の大学院講義を実施し、かつ暫定
的ではありますが、学位審査や学位
審査に必要な語学試験について大学
院学生、研究生ならびに指導教授・
指導准教授の方々のご負担を少しで

も軽減し、不利益にならないように
大学院教学委員会および研究科委員
会にお知恵を絞っていただきました。
ここに、あらためて厚く御礼を申し
上げます。

こうしたコロナ禍の苦難を皆様の
英知で乗り越えようとしている令和
3 年は、我々一人ひとり、ならびに
本学が大輪の花を咲かす時であると、
そして令和 2 年までに知識と経験、
そして運を十分にためこんだのであ
ると、強く信ずる次第でございます。

大学院医学研究科は今後とも、学
校教育法第99条にありますように『学
術の理論及び応用を教授研究し、そ
の深奥をきわめ、または高度の専門
性が求められる職業を担うための深
い学識及び卓越した能力を培い、文
化の進展に寄与すること』を目的と
して活動を続けてまいります。

令和 3 年の年頭にあたり、本学の
建学の精神と大学院のポリシーを今
一度確認し、新たな着眼点から研究
を行い、その成果を学内外に発信し
ていただくことを祈念しまして、新
年のご挨拶とさせていただきます。

新年あけましておめでとうござい
ます。いつも本校の教育にご尽力い
ただき、心より感謝申し上げます。

2020 年は新型コロナウイルス感染
症の影響により、あたりまえと思っ
ていた日常が大きく変化しました。
オールマリアンナという言葉に支え
られ、現実と向き合い、一歩ずつ前
に進んだ一年でした。この状況下で
も、看護学生は、さまざまな変化を
速やかに認識し、自分をポジティブ
に変化させていました。この姿に若
い学習者であり、目標を見据えた人
間の強さと可能性を見ることができ
ました。

2022 年の新カリキュラム施行に向
け、第 5 次カリキュラム改正が行わ
れます。2021 年は看護学校の教育の
要となるカリキュラム構築の年にな
ります。この度の改正は超高齢化社
会における疾病構造の変化、療養の
場の多様化、地域包括ケアシステム
の推進という背景があります。多様
化・複雑化するケアニーズに対応す
るために看護師に求められる能力と
して「臨床判断能力」の必要性が提
示されました。そこで、看護基礎教
育では「臨床判断を行うための基礎
的能力を育む」ことがカリキュラム
改正の柱として明示されました。

臨床判断のプロセスは「気づき、
解釈、反応、省察」からなると言わ
れています。特に省察できることは、
気づきを導き、解釈につながるもの
と考えます。専門職者は「省察的実
践家」であること、つまり①行為の
中の知　②行為の中の省察　③行為
についての省察、以上 3 つのリフレ
クション概念に基づき実践できると
いうことです。医療の場は不確実な
場であり、その時々に即した医療者
の対応が求められます。そのため、3
つのリフレクション概念に基づく省
察ができる能力を身につけ、臨床判
断につなげられる基盤を育むことが
看護基礎教育に求められています。3
年という短い教育期間の中で、この
能力を身につけることは容易ではあ
りません。だからこそ、どのような
カリキュラムのもと、どのような教
育を実施するかが重要になります。

教育理念に基づき、本校の特性を
活かし、創造力を発揮し、未来を描
く楽しみを感じながらカリキュラム
構築をしていきたいと思います。

2021 年が新しい日常に明るい未来
が実感できる年になることを祈念す
るとともに、変わらぬご協力をお願
いして新年のご挨拶とさせていただ
きます。

明けましておめでとうございます。
昨年は本邦を含め世界中が新型コ

ロナウイルス感染症との闘いに明け
暮れた一年でした。新しい年は人類
がこの難局を乗り切り、素晴らしい
年になりますよう願っております。

医学部では、平成 28 年度入学生か
ら実施しております「新カリキュラ
ム」が、本年 4 月から第 6 学年にま
で進みます。導入後もさらなる改善
を加え、新しいというだけでなく、
充実したカリキュラムになっており
ます。第 1 学年の「早期体験実習」
では、人間の一生を支える社会のシ
ステムを学ぶという観点から、マタ
ニティークリニック、幼稚園、地域
医療機関、高齢者介護施設を順次訪
れ実習します。

この早期体験実習は、昨年こそ新
型コロナウイルス感染症の影響で断
念せざるを得ませんでしたが、内外
から高い評価を受けております。本
学学生を受け入れてくださっている
機関の方々に、この場を借りて厚く
御礼申し上げます。第 4 学年では、
昨年 11 月に、「CBT」および「OSCE」
と呼ばれる共用試験を経て進級見込
みとなった学生は、昨年末にスチュー
デントドクター（SD）としての認定
を受けています。新年から診療参加
型臨床実習の準備に余念がないこと
と思います。「診療参加型」の名称が
示すように、医療現場で医療スタッ
フの一員として医学・医療を学ぶこ
とが求められております。これには、
教員の熱心な指導と現場職員のご理

解が必要で、新年早々ご協力をお願
い申し上げる次第です。さらに、学
外医療機関等のご協力が一層重要と
なってまいります。日頃よりご協力
いただいています医療機関の方々に
は、この場を借りて厚く御礼申し上
げます。

今年、新型コロナウイルス感染症
の影響がどの程度になるのかは予測
が難しい面がありますが、医師を目
指す医学生にとって現場での臨床実
習は必要不可欠なものです。また、
人体解剖をはじめ基礎医学実習も実
地教育が重要です。新型コロナウイ
ルス感染防止を図りつつ、これらを
行ってまいりたいと考えております。
一方、講義等においては、昨年から
オンライン講義・動画講義などを駆
使し、登校しての受講とのハイブリッ
ド形式で進めております。今年度も
新型コロナウイルス感染症の動向を
勘案しつつ、バランスをとって進め
てまいりたいと考えております。こ
のような時、学生諸君には、「自ら学
ぶ態度」が一層重要となります。こ
の態度を身に付けてもらうとともに、
教職員はじめ周囲の方々には、「自ら
学ぶ学生」のご支援を切にお願いす
る次第です。2 年後には本学病院の新
病棟が完成します。新病棟で臨床実
習を行う本学学生の姿を想像し、新
型コロナウイルス感染症を克服した
明るい未来を信じ、この一年、皆さ
まとともに努力してまいりますこと
を申し上げ、新年のご挨拶とさせて
いただきます。

新年明けましておめでとうござい
ます。昨年は、世界中に蔓延した新
型コロナウイルス感染症のため、多
くの犠牲者をうむ結果となりました。
海外渡航禁止はもとより、東京オリ
ンピックも延期となりました。我が
国において第一波では待機可能な診
療の延期、患者さんの診療控えもあ
り、医療機関はコロナ診療一色とな
りました。当院では、2 月のダイヤモ
ンドプリンセス号の横浜港着岸から
災害モードのスイッチを入れ、全病
院をあげて積極的にコロナ診療に取
り組んできました。治療法や対処法
の定まっていない時期に、医療人と
しての信念のもと、治療を貫き通し
た当院の教職員の姿は、多くの方々
の共感をよび、応援メッセージやマ
スクをはじめとする医療品、その他
多くの物資や寄付金を頂きました。
温かいお言葉やご寄付をいただいた
皆様に、この場をお借りし、心より
御礼申し上げます。

新型コロナウイルスに対する治療
を通し、情報共有の重要性を改めて
認識いたしました。当院では毎週、
院内情報共有のための Web 会議を開

催するとともに、多摩病院、西部病院、
東横病院とも Web 会議を開催し情報
共有を行なっております。また、即
時対応の必要な状況や情報について
は、セキュリティーの強固なネット
ワークシステムを利用して情報共有
するとともに、その対応を行なって
おります。　

昨年 9 月よりこれまで大きな会場
で開催していた病診連携、病病連携
の集まりは、地域医療連携 Web セミ
ナーとしてお昼休みの時間帯に配信
することといたしました。これまで
新型コロナウイルスに関連して３題
配信し、そのほか当院で新しく始まっ
た治療法の紹介など医療にまつわる
ホットな話題を継続して配信してい
く予定です。これまで配信された内
容は病院のホームページにアーカイ
ブされておりますので是非ご覧くだ
さい。

結びに新型コロナウイルス感染症
が 1 日も早く収束することを願いつ
つ、今後も時代の変化に対応した患
者さんと職員に優しい病院を目指し
精進してまいりたいと思います。
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前　田　賞

2020年度前田賞選考委員会において、本年は多数の応募者の中から
受賞推薦者を5名選考し、その後、最終選考結果を9月 28日（月）開催
の常任役員会にて報告、理事長の承認を得て、下記のとおり受賞者が
決定いたしました。
去る10月 30日（金）午後4時から東館会議室において、明石理事長、
常勤理事、選考委員等の学内関係者がご出席されるなか、授賞式が行
われました。

後列左より　石上智嗣 氏、児島良恵 氏、杉下陽堂 氏、内田晶子 氏、井端啓二 氏、
前列左より　鈴木宣男総務担当理事、明石勝也理事長
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多発する実災害へ応対するための災害拠点病院における専従事務業務
　の確立

アメリカ特許名：COLLECTED BIOLOGICAL TISSUE CRYOPRESER-
VATION TOOL AND METHOD FOR FREEZING COLLECTED 
TISSUE FRAGMENT（日本特許名：採取生体組織凍結保存用具および
採取組織片凍結方法）

Targeting BCL2 with Venetoclax is a Promising Therapeutic Strategy 
for “Double-Protein-Expression”Lymphoma with MYC and BCL2 
Rearrangements.（邦題：venetoclax による BCL2 標的治療は MYC 及
び BCL2 遺伝子再構成を持つ“Double-Protein-Expression”リンパ腫に
対する有望な治療戦略である）

Activity-dependent secretion of synaptic organizer Cbln1 from lysosomes 
in granule cell axons（邦題：シナプス形成分子 Cbln1 は神経活動依存的
に顆粒細胞軸索のライソソームから分泌される）

周囲から看護実践が素晴らしいと認められる看護師の看護実践の様相
〜 一急性期病院の場合〜

医学会学術集会　委員長　藤谷 博人

第 78 回医学会学術集会報告
−オンラインで開催−

2020 年度　第 13 回前田賞授賞式

この度は名誉ある前田賞を賜り、
深く感謝申し上げます。

数多くの自然災害や人為災害が発
生する昨今、災害危機管理の重要性
が高まっています。大学病院は災害
拠点病院に指定されており、災害発
生時には診療機能を維持し、重症傷
病者を中心とした受入れ体制を整え
る必要があります。この役割は川崎
市が策定する地域防災計画にも明記
されており、当院への期待は非常に
高くなっています。

病院の災害対策はライフラインや

防火設備の整備といったハード面の
充実と並行し、災害時医療を展開す
るためのソフト面を強化することが
重要との信念で業務を遂行してまい
りました。2019 年度、大学病院は数
多くの災害に直面しましたが、病院
防災部会員や DMAT 隊員と共に築き
上げてきた仕組みが機能し、病院全
体の災害対応能力が向上しているこ
とを実感しています。危機管理に完
成形はありませんが、今後も「最悪
の事態」を想定しながら、着実に業
務に取り組んでまいります。

この度は栄誉ある前田賞を賜り、
深く感謝申し上げます。

私たちは、神経細胞の情報伝達の
場であるシナプスがどのように発達
過程で形成されるか、また、経験や
学習によって再構築されるかを研究
しています。シナプスの数が多すぎ
ても少なすぎても精神疾患や、神経
発達症、さらには認知症などの神経
疾患を引き起こすことから、シナプ
ス形成のメカニズムを解明すること
は神経科学における重要な課題のひ
とつです。

今回、シナプスを新しく作り出す
働きを持つタンパク質 Cbln1 が、神
経活動に応じて神経軸索のライソ
ソームから分泌されることを明らか
にしました。ライソソームのタンパ
ク質分解酵素が神経細胞の周囲を破
壊し、開いた空間で Cbln1 がシナプ
ス形成をするという効率的な神経構
造の変化が起きる可能性を示唆しま
した。この研究をさらに進めていく
ことで、シナプス数の増減が原因と
なる疾患の理解と、新しい治療方法
の開発を目指しています。

この度は栄誉ある前田賞を賜り深
く感謝申し上げます。

本研究では、師長から推薦を受け
た当院の看護師・助産師 21 名の語り
から質的統合法（KJ 法）を用いて、
急性期病院における看護支援の様相
を明らかにいたしました。結果、患
者のセルフケア能力を促進する 6 つ
の支援過程が示され、支援の課題は

「普段からどう生きていきたいのか本
人の意向・意思をタイムリーに確認
する事」でした。

看護師は限りある入院生活の中で

その人らしくという一人ひとりの価
値観や可能性を引き出していました。
セルフケアのゴール「その人らしく
生きること」に近づくには患者・家
族が最善を尽くせるよう患者・家族・
医療者が良く理解し合うことが重要
であることがわかりました。

看護部では患者の持つ力を引き出
すセルフケアを促進する看護の提供
を目指しております。今後もセルフ
ケア看護を推進し、その人らしさに
寄り添える看護師の育成および看護
実践の質向上に尽力してまいります。

第14回前田賞については、mail および学内ポスターにてご案内いたします。

この度、栄誉ある第 13 回前田賞を
頂戴し、大変光栄に存じます。私は、
化学療法・放射線療法といった、妊
孕性喪失のリスクが高いがん治療を
受ける小児、思春期・若年（AYA）
世代がん患者の妊孕性温存、特に卵
巣組織凍結に関する研究に取り組ん
でおります。

液体窒素タンク内で最大数十年間
保存される凍結卵巣組織片は、従
来液体窒素がデバイス内を循環する
オープン型が採用されてきました。
しかし、近年液体窒素を介した検体

間の相互ウイルス感染リスクが明ら
かとなり、検体に液体窒素が直接触
れない、クローズ型卵巣組織凍結デ
バイスの発明に至り、日米同時特許
を取得いたしました。

この特許取得に至るまで、多くの
ご指導ご支援をいただきました鈴木
直教授はじめ、遊道和雄教授、多く
の先生方にこの場をお借りして深謝
申し上げます。今後とも一研究者と
して、「from Marianna」の研究を世
界に届けることができるよう、精進
してまいります。

この度は栄誉ある前田賞を賜り誠
にありがとうございます。

BCL2 と MYC の 遺 伝 子 再 構 成
を同時に持つ B 細胞腫瘍（‘double-
hit’lymphoma; DHL） の ほ と ん ど
は両蛋白を高発現（‘double-protein-
expression’）します。DHL はまれな
病型ですが、従来の化学免疫療法に
抵抗性を示し、非常に予後不良であ
るため、新規治療法開発のために本
研究を行いました。

細胞株を用いた薬剤添加実験を
行ったところ、DHL 細胞は非常に低
濃度の BCL2 阻害薬 venetoclax に高
いアポトーシス感受性を示しました。
さらに、venetoclax への抵抗性の原
因として知られているリン酸化 BCL2

や MCL1 の発現の変化についても検
討 し、DHL の み が 特 に venetoclax
へ高感受性を示す背景についても
示すことができました。これらの
成果は欧州血液学会の機関誌である
Haematologica に Original article とし
て論文発表いたしました。

venetoclax は既に慢性リンパ性白血
病に対して保険適応を有しています
が、DHL に対して特に有望な治療選
択肢となると考え、今後は臨床研究
に取り組んでいきたいと考えており
ます。

最後に、ご指導くださった先生方、
研究にご協力くださった皆様に深く
御礼申し上げます。

第 78 回医学会学術集会は、COVID-
19 の影響により令和 2 年 11 月、初の
オンライン開催となり、11 月 26 日か
ら 12 月 2 日までの 1 週間、事前登録
した学内教職員が視聴されました。

プログラムは大きく 3 つで構成さ
れ、1、「学内研究助成金採択者講
演」（小児科：慶野 大先生、循環器内
科：米山喜平先生）、2、「ダイバーシ
ティ研究助成金採択者講演」（予防医
学：本橋隆子先生、生理学：藤原清
悦先生）、そして 3、は「特別講演：
COVID-19 に対するオールマリアン

ナの最前線」としました。ここでは、
医療安全管理室：石上智嗣先生、看
護部：熊木孝代先生、薬剤部：田中
恒明先生、精神療法センター：古茶
大樹先生、そして救急医学：藤谷茂
樹先生、と大学病院において活躍さ
れた COVID-19 関連各部署からご講
演をいただきました。

本学術集会は COVID-19 との共存
社会において今後に繋がる画期的な
会となり、今回視聴された皆様には
この場をお借りして厚く御礼申し上
げます。
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◆ 大 学 病 院

◆ 西 部 病 院

◆ 多 摩 病 院

令和 2 年の元日には、このような
事態になることは誰も想像しなかっ
たでしょう。年末から武漢での新型
肺炎が話題になってはいましたが、
いつものように病院に顔を出し、関
係部署にお年賀を渡し、自宅に戻っ
てから氏神様へ初詣に行きと、普通
のお正月を過ごしていました。しか
し、1 月中旬には人人感染の可能性が
指摘されるようになり、多摩病院で
も注意喚起のポスター掲示を始めま
した。そして 1 月末には、武漢から
横浜中華街などに訪日した中国人の
罹患者が報告されるようになり、東
京でも何人か陽性者が報告されるよ
うになっています。けれども、この
時点では、

・ 症状が軽い

新型コロナウイルス感染症について

川崎市立多摩病院　病院長　長島 悟郎

今年は新型コロナウイルスの脅威
にさらされながら、「with コロナ」と
もいわれる新しい生活様式（ニュー
ノーマル）が求められています。さ
らに医療の現場においては、今まで
以上に繊細かつ徹底した感染防止策
を施しながら日々の業務に取り組む
必要があり、気の抜けない状況が続
いています。

新型コロナウイルス感染症が国内
だけでなく、世界的にもこれからど
うなっていくのか、予防・治療方法
がどうなるのか、これからの解明と
開発が期待されることも多く、この
感染症との闘いは長期戦になること
が見込まれます。

当院の新型コロナウイルス感染症
に対する診療（以下コロナ診療）は、
2020 年 2 月横浜港に着岸したダイヤ
モンドプリンセス号内の新型コロナ
ウイルス感染症罹患患者の救援のた
め、DMAT 隊の派遣要請から始まり
ます。その後のコロナ診療は、まさ
にオールマリアンナによる総力戦と
なりました。最前線で治療にあたっ
てくれた教職員は、医療者としての
強い信念のもと、見事に第一波を乗
り越えることができました。その後
も新型コロナウイルス感染症は収束
の兆しを見せず、第二波、第三波と
罹患患者数の増加を認め出口の見え
ない持久戦となっております。

“With コロナ ” への対応と現状

−今、われわれにできること−

横浜市西部病院　病院長　國場 幸均

大学病院　病院長　大坪 毅人

・ 中国では人人感染は家族や医療従
　　事者などの濃厚接触者に限られ
　　ている

・ 中国以外では人人感染が確認され
　　ていない

などの状況から、WHO は緊急事態
宣言に該当しないと判断していまし
た。

その後、中国国内での感染急増が
明 ら か と な り、 つ い に 1 月 31 日、
WHO が非常事態宣言を出し、2 月 1
日には日本でも指定感染症に位置付
けられました。この頃にはテレビな
どでさまざまな情報が流布され、院
内でも全例 N95 を装着して診療すべ
きという過剰な意見も出始め、感染
症学会からは専門家として自重して
行動するようステイトメントが出さ

れるなど、世間は混乱を極めていま
した。そうしたなか、ダイアモンド
プリンセス号事件が発生します。ア
ルコール手指消毒剤もマスクも枯渇
し、病院も大変な状況になっていま
した。そして、とうとう和歌山で済
生会有田病院の医師が中国とは全く
関係なく COVID-19 に罹患し、牧田
総合病院、相模原中央病院などでも
クラスターが発生します。けれども、
環境感染学会はこの時点でも封じ込
めが可能で、遡及調査も可能と大見
栄を張っていました。しかし、2 月末
には小中高休校要請が閣議決定され、
東京都では新規感染者が 100 名を超
えるようになり、3 月 13 日には日本
でも緊急事態宣言が発出されるに至
ります。

令和 3 年 1 月がどんな状況になっ
ているか想像はできません。一時、
Zoom 飲み会がはやりましたが、人間、
やはり息遣いを感じながらでないと
飲んだ気がしないようです。TV会議、
リモート講義なども当初は多く行わ

れていましたが、その利便性の反面、
限界も明らかになっているのではな
いでしょうか？

思えば 1910 年代に流行ったスペイ
ン風邪では、日本でも 20 万人が命を
落としました。平均寿命 50 歳代、キャ
バクラもホストクラブもなく、みん
な真面目に手洗いをし、マスクをし
ていたにもかかわらずです。ワクチ
ンもなく、治療薬もない時代です。
結局、集団免疫の獲得とともにパン
デミックは収束しました。社会活動
を再開すれば、再び感染が蔓延し、
特に弱者の多い老人保健施設や医療
機関で大きな被害が出ることは、諸
外国の状況を見れば明らかです。日
本でも、アクセルを踏み、たまにブ
レーキを踏み、思ったほどには Dx が
進まず、守旧派の巻き返しを受けな
がら時が流れているような気がしま
す。新型コロナウイルスによる感染
症が、普通の風邪になっていること
を切に願っています。

そうした中で、診療提供への種々
の取り組みに対し、ご理解いただき、
また病院運営にご協力いただいてい
ることに対してあらためて感謝申し
上げます。

さて、当院は 2 月のクルーズ船ダ
イヤモンドプリンセス号への対応、
帰国者・接触者外来の開設など早い
時期から行政と連携して種々取り組
んでいましたが、4 月 20 日に新型コ
ロナウイルスの院内感染が判明、そ
こから多くの患者さんやご家族、教
職員、関係各機関に多大なご心配と
ご負担をおかけする事態となりまし
た。

毎日混乱が続く中、災害対策本部・

こうした慢性期のコロナ禍での
BCP（Business Continuity Planning）
は①一般診療とコロナ診療を両立す
る。②院内クラスターを発生させな
い。この2つのことが重要と考えます。

一般診療とコロナ診療の両立につ
いては、通常診療とコロナ診療の導
線を完全に分離し、厳しいゾーニン
グの実施とその順守にあります。ま
た、コロナ診療を特定の診療科や部
署に委ねるのではなく、全病院でサ
ポートする体制を維持することが必
要です。当院は川崎市内において、
コロナ重症患者の受け入れ病院とし
て機能しておりますが、重症患者の
数に応じて 3 つの Phase に分けて各

ICT を起点としつつ、全教職員がそ
れぞれの立場でできることを実践し
てくれました。また、大学病院・多
摩病院をはじめとする全学的な支援
を受け、6 月 8 日の院内感染終息宣言
に至りました。

その経過の中で、残念ながら亡く
なられた患者さんもおり、当時感じ
た無念や後悔、そして安全・安心な
医療を提供することへの誓いを忘れ
ることのないようにしなければなり
ません。

そして現在、地域医療に貢献する
ために、少しでも早く通常の診療体
制に戻すべくさまざまな方策を検討、
実践しています。各科の理解、協力
のもとに診療科の枠を越えて治療に
あたる診療体制を構築し、入院患者
受け入れを行っております。そのほ
か、たとえ感染が起きたとしても最
小限の拡がりで食い止められるよう
な病床運用の工夫と円滑なベッドコ

診療科よりコロナ診療支援を行うよ
うにしております。こうしたコロナ
診療を行いつつ特定機能病院・地域
の中核病院としての機能を維持して
ゆかなければなりません。

院内クラスターを発生させないた
めに、感染防止チェク表を“医師用”、

“看護師用”、“患者さんと接する職員
用”、“患者さんと接しない職員用”、
さらには病院に出入りする“業者用”
を作成し、これらの事項について毎
日チェックすること義務付けており
ます。このことはコロナ禍での医療
従事者が守らなければならない新た
な行動規範になると思います。また、
感染予防の遵守状況について、感染
制御部・医療安全管理室・看護部に
よる院内ラウンドのみならず 4 病院
間での相互ラウンドも実施しており
ます。患者さんの院内での空間的な
密集を避けることが困難な状況につ

ントロール、入院時のスクリーニン
グ検査、正面玄関での体温チェック
と問診など、病院全体をあげて取り
組んでいます。

当院には多くの励ましや感謝の言
葉がメールや手紙で寄せられました。
また、医療物資や食べ物・飲み物の
寄付もたくさんいただきました。当
院かかりつけの患者さま、かつて当
院で治療を受けられた方、同じ医療
の現場で働いている方、近隣の住民
や企業・幼稚園などからメッセージ
が届き、当院に課せられている期待
と責任を改めて実感しました。

今後は、これからも感染対策の徹
底を継続しつつ、「地域の皆様に求め
られ信頼に応えられる病院」を目指
していきたいと思います。

関係各位の皆様のご理解とご協力
をお願い申し上げます。

いては、時間的に密集を回避する工
夫に取り組んでおります。大学病院
では来年度より循環器領域、呼吸器
領域、消化器領域の内科、外科系の
外来診療を統合し、午前外来の密集
を避け、午後に振り分ける方法を検
討しております。この他オンライン
診療についても従来のものに加え、
さまざまな形での実施に向けて取り
組んでおります。

最後に、コロナ禍により人と人の
繋がりが希薄になってきております。
我々医療人は三密を避けながらも患
者さんに寄り添い、心の通った診療
を提供することが大切と考えます。

“With コロナ時代 ” を
　　　　　　どう生き抜く
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教室・施設紹介感染症学　講座

臨床腫瘍学　准教授　砂川 　優

「凶」は「吉」に好転する感染症のネットワーク構築を目指して
感染症学　教授　國島 広之

年越し、お正月というと、私に
は「日勤、当直」というイメージ
しかありませんが、多くの先生方
も同じかもしれません。2019 年
大晦日と 2020 年年始は勤務でし
たが、そんな中、時間を見つけて
初詣に行って来ました。京王線沿
線に住んでいるため、調布市にあ
る深大寺に行くことが多く、2020
年も初詣で訪れました。深大寺
は、「そば」「鬼太郎」でも有名と
思いますが、国宝の銅造釈迦如倚
像が安置されていることでも有名
です。

深大寺（浮岳山深大寺）の歴史
は奈良時代にまでさかのぼりま
す。天平 5（733）年に、水神「深
沙大王（じんじゃだいおう）」を
祀る寺院として創建され、開祖で
ある満功上人（まんくうしょうに
ん）の両親がこの神様のご利益で
結ばれたことから、良縁を願い多
くの人が訪れるようになったそう
です。西暦 850 年前後に天台宗に
改宗し、鎌倉時代には人並はずれ
た霊力により奇跡をおこしたとい
われる「元三大師（がんざんたい
し）」を祀り、厄除け祈願に訪れ
る人でさらに賑わうようになった
そうです。深大寺のご本尊である
元三大師は、比叡山の高僧であり、
荒廃していた比叡山諸堂の復興な
ど数多くの功績を挙げられたこと
から比叡山中興の祖として崇めら
れています。また、今も全国のお

寺や神社で引かれている、おみく
じの創始者としても有名です。全
国のお寺や神社で、この「おみく
じ」は引かれていますが、寺社に
よっては「吉」を引きやすくする
ため「凶」の「おみくじ」を抜き
取っている場合もあるようです。
しかし、深大寺の「おみくじ」は
古来のままなので、凶が多いこと
で有名です。2020 年私も深大寺
でおみくじを引きましたが、「凶」
でした。しかし「凶」は「吉」に
好転する力を秘めていると言われ
ています。

この元三大師像は、坐像ながら
2 メートル近い巨像で日本最大の
肖像彫刻だそうです。しかも、50
年に 1 回の開帳が 2020 年秋に予
定されていましたが、新型コロナ
ウイルス感染症のため延期とな
り、安全なかたちでの秘仏ご開帳
が検討されていました。そのなか
で、天台宗祖・伝教大師最澄の
1200 年大遠忌を迎える 2021 年秋、
東京国立博物館にて、特別展「最
澄と天台宗のすべて」が開催さ
れ、同展に元三大師像が特別出陳
するそうです。これは、江戸時代
以来 205 年ぶりの「出開帳」とな
るようです。この機会にぜひご覧
になってはいかがでしょうか？そ
の頃には、after コロナ、の状況
になっていること、「凶」が「吉」
に好転していることを願います。

キリスト教文化センターは 1971 年
大学創立と同時に設置され、2021 年
でちょうど 50 年になります。聖マリ
アンナ医科大学を定年退職後、本セ
ンターに非常勤の事務職員（教育研
究）として 10 年間勤務する機会をい
ただき、2021 年 3 月をもって退職す
ることになりました。

明石勝也理事長より大学聖堂（大
学教育施設）の管理責任者として拝
命を受け、大学の宗教行事を司る小
田武彦司祭（宗教学特任教授・宗教
主事）のサポート役を務め、また患
者さんを中心とした大学の聖堂「特
別教育施設」（第 2・4 土曜日）、病院
聖堂（毎水曜日）、東横病院聖堂（月
1 回木曜日）でのミサに携わってきま
した。

また、スタッフの一人として本セ
ンターが主催する新入生歓迎会、ク
リスマス会、講演会・音楽会などの
文化交流会をサポートしてきました。
一番思い出となったのは、長崎の教
会群の世界遺産登録を前に「長崎の
潜伏キリシタンと教会群」について、
学生・教職員の方に紹介する機会を
いただき、多くを学ばせていただい
たことでした。このことは、長崎県
五島列島の潜伏キリシタンをルーツ
とする私にとっても大変光栄なこと
でした。　

また、私的には本センター在職中

聖マリアンナ医科大学を去るに当たり思うこと

の 2017 年に休暇を頂き、戦国キリシ
タン大名の高槻城主でもあった高山
右近列福を記念したイタリア・フラ
ンス・スペインの 11 日間の巡礼旅行

（主催：日本カトリック中央協議会）
に参加する機会を得ることができま
した。このとき特に、日本にキリス
ト教を伝えた聖フランシスコ・ザビ
エルの生家（スペインのザビエル城
主）、カトリックの総本山である「バ
チカン」を訪れることができたこと
は人生の中で一番の思い出となりま
した。

私は、聖マリアンナ医科大学に奉
職できる機会が与えられたことを心
から感謝しております。皆様どうぞ
明石嘉聞博士のご遺志を大切に受け
継ぎ、各方面にわたりご活躍されま
すように切にお祈りいたしておりま
す。

2020 年に世界的なパンデミッ
クとなっている新型コロナウイ
ルス感染症をはじめ、他の新興・
再興感染症、薬剤耐性菌など数
多くの課題があることから、感
染症に対する危機管理体制の構
築が必要不可欠です。外国との
往来がしやすくなり便利になる
一方、感染症の outbreak の速度
も一段と速くなっています。こ
のような社会情勢の中で 2021 年
には東京オリンピックも予定さ
れており、感染症専門チームに
よる支援と最新の情報共有が重
要となっています。

感染症は地域で伝播拡散する
疾患であり、医療施設、行政機
関、社会全体における感染症
ネットワークを構築することが
重要な対策であると考えており
ます。そのため感染症学講座で
は、地域における各種セミナー
の開催等を行い、連携を深めて

おります。
また、大学病院においては、

感染症診療チーム（Antimicrobial 
Stewardship Team）が設置され、
院内の感染症全般診療の一翼を
担っております。AST が支援す
ることで院内における感染症の
治療効果がみられ、早期退院に
貢献しています。

研究では、感染症の原因微生
物の検出同定、迅速診断ならび
に薬剤耐性・病原性・伝播性な
どに関する解析や、感染症の病
態などに関する解析、環境要因
などに関する解析などを行って
います。感染症分野に関する幅
広い領域に関する基礎的・臨床
的研究を実践するとともに、さ
まざまな企業とコンソーシアム
を組み、共同研究を実践し、感
染症診断、感染症治療、感染制
御に関する最新のエビデンスを
構築するような研究を通じて創

薬や新たな製品化に
も 寄 与 し て お り ま
す。

講座が開設して間
もないですが、感染
症の教育及び研究に
一層尽力したいと考
えております。今度
とも感染症学講座へ
のご指導ご鞭撻のほ
ど、何卒よろしくお
願いいたします。

退職のごあいさつ

キリスト教文化センター　岩下 光幸
2020 年 11 月 30 日（月）に「ク

リスマス・イルミネーション
2020 点灯式」が開催されました。
菅生キャンパスの冬の恒例行事
となりました本式典も 9 年目を
迎えましたが、今年はこれまで
とは趣向を変え、猛威を振るっ
ている新型コロナウイルス感染
症と日夜問わず闘い続けている
全ての医療従事者の方々に敬意
と感謝の気持ちを込め、また、
一日も早い終息を願い、ブルーライ
トアップを実施することとしました。

開式時刻になると、オルガンが奏
でるクリスマスソングのメロディー
に合わせ、小田武彦神父率いる教職
員有志からなるキャンドル隊が入場。
会場となった医学部本館脇の石階段
がキャンドルの灯が放つ暖かな光に
包まれました。

新型コロナウイルス感染拡大防止を
考慮し、例年行っている聖歌隊による
聖歌合唱を、代表者による独唱に変更

しましたが、
皆を優しさ
で包み込む
ような独唱
者の歌声に、
オーディエ
ンスは終始
魅了されて
いました。

続 い て、
明石勝也理
事長が、世

クリスマス・イルミネーション 2020 点灯式

界中が新型コロナウイルス感染症の
パンデミックに見舞われた今年一年、
本学が新型コロナウイルス感染症に
対して全力で闘ってきたこと、また、
多くの方から支援をいただいたこと
を振り返り、「このイルミネーション
が新型コロナウイルス感染症と闘い
続けている医療従事者を支える光と
なり、また、本学教職員や学生、そ
して何よりも患者さんや、そのご家
族の希望の光になれば」と、挨拶さ
れました。

挨拶の後は、いよいよ点灯のカウ
ントダウン。全オーディエンスが心
の中でカウントダウンを行い、明石
理事長が点灯スイッチを押すと、約
70,000 球のブルーイルミネーションが
一斉に夜空に煌めきました。

このような趣旨から、例年より実
施期間を大幅に延長しており、2021
年 3 月 31 日（水）まで午後 4 時 30 分
〜午後 11 時の間で点灯いたします。

総合企画室企画調査課
星野大輔

キリスト教文化センタ―主催のクリスマス
会（筆者　後列左から 2 番目）
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菅生キャンパスリニューアル計画・入院棟建設工事について

創立 50 周年記念事業募金

◆寄付者のご芳名【法人】

◆寄付者のご芳名【法人】

掲載に同意をいただいたご寄付者様のお名前のみ掲載させていただきます。順不同、敬称略。

当法人は 2021 年に創立 50 周年を迎えるにあたり、大学病院の建替えを初め
とした「創立 50 周年記念事業　菅生キャンパスリニューアル計画」を推進し
ており、2020 年度より新入院棟の新築工事等が本格的に始まりました。また、
医学教育や学生支援・研究活動の面においては、これらの活動を支援するた
めの環境整備をより一層推進してまいります。

皆様におかれましては、これらの趣旨をご理解いただき、当法人へのご支援、
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

募金目的：創立 50 周年記念事業の 1 つである
　　　　　菅生キャンパスリニューアル計画への支援

2020 年度上半期（2020 年 4 月 1 日から 2020 年 10 月 31 日）までの寄付金受
入状況は 2,763,000 円／ 9 件となっております。皆様からの多大なるご支援に
厚く御礼申し上げますとともに、ここにご芳名を掲載させていただきます。

募金目的：教育研究活動への支援を目的とした募金

教育研究支援募金

 外科ゴルフ愛好家有志
 川崎個人タクシー協同組合
 株式会社ハーフ・センチュリー・モア 代表取締役 金澤　王生
 株式会社横浜セイビ 代表取締役 川口　健治
 株式会社ウチダシステムズ 代表取締役 岩田　正晴
 医療法人社団鈴木医院 理事長 鈴木　　哲 
 株式会社夢ぽけっと 代表取締役 片山　惠子
 株式会社田商事 代表取締役 鈴木　武龍

安藤久美子
安藤美樹子
榎本　幸子
横地　太郎
岡田　智幸
加藤　昌代
加藤　篤史
岩山　初枝
岩瀬　雄二
岩本　晃明
宮本　雄策
金剛寺　謙
古田　繁行
甲斐千鶴子
荒　　正孝
高田　光敏
今村けい子
根岸龍二郎
根津　保廣

◆寄付者のご芳名【個人】

◆寄付者のご芳名【個人】

三井　寛之
山口　時彦
山田　　翼
山田　隆祥
寺沢　浩平
秋元　芳子
出雲　昌樹
小泉　俊輔
小暮　正久
小野田恵一郎
小林　久和
上條　靖司
森本紳一郎
深井　一生
神津　崇士
水野　幸一
瀬川　　貴
星野　大輔
生垣　　繁

青山　純夫
船津　年子
前畑　忠輝
大岡　正道
大橋　英夫
大石　忠生
大坪　毅人
中野　弘雅
中澤美喜子

町田市 鈴木省吾
長谷真裕子
長田　博昭
田中　雅男
渡邉　典子
藤岡　照裕
徳田　直人
飯塚　和男
肥塚　　泉
風間　　仁

平田　秀彦
米山　喜平
米山　博喜
米山　励子
蜂谷　勇治
豊田　高彰
豊田　順一
北川　博昭
堀越　一昭
堀内　正浩
明石　涼子
木下　愼一
野島　未穂
野呂　三之
鈴木　孝夫
廣　俊太郎
濱田　裕子
齊藤　　覚

入院棟建設工事について、新型
コロナウイルス感染症などのパン
デミック対策として、迅速に対応
できるように設計の見直しや変
更、施設設備の仕様変更などもあ
りましたが、工事は着々と進んで
おり完成まであと 2 年を切りまし
た。工事の進捗状況については、
山留工事・掘削工事が終了し、新
病院の土台となる基礎躯体工事を
進めています。基礎躯体の上に、
地震に対応する免振装置 77 基の
設置を行い、1 階の床躯体工事を
進め、2021 年 4 月から地上躯体
工事へと移行していきます。地上
躯体工事の鉄骨組立てやコンク
リート打ち込みなどは、2022 年 2
月までに完了させ 2022 年 3 月よ
り最上階の仕上げに取りかかる予
定です。外部・内部仕上げ工事に
ついては、2021 年 9 月から着手し

2022 年 10 月に完了する予定です。
また、資材の揚重のために 3 台

の大型タワークレーンを設置し、
約 13t の重量物を揚重することが
できます。タワークレーンは、工
事が進むにつれ更に高くなってい
き、2022 年 3 月頃に撤去する予
定です。

工事車両については、掘削工事
が完了し、土の搬出用ダンプから
資材搬入用トラックや生コンミキ
サー車等の車両へと変わっていま
す。工事の本格化に伴い、従事す
る作業員も約 800 人まで増えてい
き、2022 年 10 月竣工に向けて工
事を進めていきます。工事期間中
は、ご不便をおかけしますが、引
き続きご理解とご協力のほどよろ
しくお願い申し上げます。

菅生キャンパスリニューアル
推進準備室 参与　長谷川　修

2020 年度上半期（2020 年 4 月 1 日から 2020 年 10 月 31 日）までの寄付金受
入状況は 36,887,000 円／ 181 件となっております。皆様からの多大なるご支援
に厚く御礼申し上げますとともに、ここにご芳名を掲載させていただきます。

聖マリアンナ医科大学 菅生会

　高原　　誠　　　　石田　典孝　　　　川野あゆ子　　　　渡邉　正文

選ばれる病院
　　〜人・社会・未来から〜

撮影　2020.10.28

エネルギー棟 病院別館

看護専門学校 体育館 教育棟
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新型コロナウイルス対応支援寄付金（充実発展資金）

学校法人 聖マリアンナ医科大学 財務部寄付募集推進室
TEL：044 – 977 – 8111（代表）（内線 5854、5856）
E-mail：kifusuishin@marianna-u.ac.jp

◆お問い合わせ先

◆ご寄付のお手続き◆

マリアンナ寄付 検 索

創立 50 周年記念事業募金、教育研究支援募金、新型コロナウイル
ス対応支援寄付金（充実発展資金）ともに、以下の方法でお手続きす
ることができます。

　❶ 専用の払込取扱票による金融機関窓口でのお振込み
　　 ※払込取扱票をご希望の方は財務部寄付募集推進室までお問

　　　　 い合わせください。
　❷ インターネットでのお申し込みによるクレジットカード・ペ

　　　 イジー等での決済

◆寄付者のご芳名【法人】

当院の新型コロナウイルス感染症への対応は、ダイヤモンド・プリンセス
号内での感染拡大への対応から始まり、医師・看護師を始めとするメディカ
ルスタッフが専属チームを結成し、一丸となって昼夜を問わず未知のウイル
スと闘っております。

この対応に対し、多くの皆様方から寄付金や物資のご支援を賜り、心から
御礼申し上げます。今後も皆様のご声援に応えられる病院として診療に励む
所存でありますので、引き続き、ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

聖マリアンナ医科大学病院 病院長　大坪毅人

2020 年 11 月 11 日までの寄付金受入状況は 55,859,713 円／ 622 件となってお
ります。皆様からの多大なるご支援に厚く御礼申し上げますとともに、ここ
にご芳名を掲載させていただきます。

募金目的：新型コロナウイルス感染症の予防、診断、治療に
　　　　　係る各種備品類の購入や施設整備等の実施

 Yahoo! 基金
 マリアの宣教者フランシスコ修道会戸塚修道院
 聖マリアンナ医科大学　聖医会
 聖マリアンナ医科大学硬式庭球部 OB・OG 会
 聖医会福島県支部
 カトリック聖ドミニコ修道会
 医療法人社団三知会　中野島整形外科クリニック
  理事長 三科　正彦
 一般財団法人　健康とアートを結ぶ会
 株式会社イクミママ  中尾　和善
 株式会社いすず質店
 株式会社ニチリョー 代表取締役 伊東　隆義
 株式会社ブルーラインシステム 代表取締役社長 宮田　英明
 株式会社中村建設 代表取締役 中村　　茂
 伸和コントロールズ株式会社 代表取締役社長 幸島　宏邦
 フローリーディング研究所
 東京サラヤ株式会社 代表取締役社長 更家　秀児
 武蔵小杉駅前通り商店街振興組合
 明治安田生命保険相互会社
 明治安田生命保険相互会社　新横浜支社

阿部まゆみ
阿部公仁彦
安久　久恵
安達　　隆
安田　　勝
安藤枝里子
伊達　浩二
伊藤　弘美
伊藤　真裕
伊藤　瑞穂
伊藤　直子
伊藤美知子
井口富美子
井上　春樹
井内　正士
井内　正人
稲富　正彦
羽生　　健
丑丸　　秀
臼井　孝夫
　　　優菜
　　　瑠奈

　　ロビリン
臼田　周平
浦　このみ

◆寄付者のご芳名【個人】

◆寄付者のご芳名【個人】
遠藤　美帆
遠藤　利絵
塩野目小織
奥谷　　聡
横山　勝征
横山　　正
岡村　由起
岡田　裕星
岡田　良子
岡島　靖司
岡部　未希
岡本　　健
恩田　明広

Chiho.S
下田　明子
加藤　博明
河原　大助
河田　　岳

花田
海老原明美
柿原　純平
潟永　健一
鴨居　瑞加
苅田みすず
間瀬　圭一

舘脇　圭子
岩下　淳子
菊地　孝俊
菊地　　剛
菊地　泰叶
菊地　大幹
菊地　友恵
菊池　信介
吉井　昭子
吉川　綾子
吉川　潤子
吉野　博郎
久保地美奈子
宮本　芳子
鏡田　早苗
近藤　一博
近藤　明子
金崎はつ江
熊井　健得
熊谷　晶子
熊谷　典昭
原　美佐江
原田　雅樹
古川　　真
古田　一義
戸村　智憲

五十嵐れい子
後藤　博臣
御手洗龍治
光野　寿子
幸島　宏邦
紅林　昌子
高井早紀子
高荷　礼子
高橋　佳世
高橋　　健
高橋佐和子
高橋　宣善
高橋　容子
高山　尚士
高山　哲嘉
高瀬　裕之
高木　幸江
高木　克浩
高木　美紀
黒川　誠子
黒田　　友
黒部　　武
今　　景子
今井　五郎
今井　忠行
　　　伸美

　　　久子
今村　惠子
今田　　潔
根津　貴浩
佐藤　彰洋
佐藤　正春
佐藤　千穂
佐伯　里枝
坂本　加苗
堺　　誠也
三ッ本憲史
三浦　健治
三浦　　修
三浦　真弓
三原　治人
三好　元子
三国　絵美
三村　政雄
三鍋伊佐雄
山屋　英樹
山下　朝陽
山口　雅代
山口　輝臣
山口　優人
山口　裕一
山崎　浩和
山前　正臣
山田　一毅
山田　夏実
山本　拓司
山本　　歩
山本　隆行
寺村美由紀
柴地　成行
守屋　正子
手島　公子
狩俣　一郎
渋谷惠美子
諸山　佳子
諸田　直美
勝俣　花菜
小金井法鏡
小黒　清貴
小山　久枝
小森　聡子
小泉　宏隆
小池　幹雄
小尾　竜正
小野　真湖
小野　優子
小林　一希
小林　照子
小林　陽一
小澤俊一郎
小澤　　碧
松浦　真一
松薗　優子
半澤絵里奈
松代　光晴
松田由紀子
松島　孝雄
松尾　　寛
松本　俊郎
松野　　力
上原　慶子

信田　正和
新谷　敏晴
森　富美男
森下　　広
深見　　良
深川　深雪
深津　直也
深田　弘美
田代　　厚
進藤　　信
水林　朋子
世古　修路
瀬尾　圭亮
　　　恵子
成合　靖正
星野由紀子
正村　修身
西岡　　聡
西岡　由莉
西原　　瞳
西根　　晃
西川　慈子
西川　　徹
西村　久代
西村　仁志
西村　智哉
西田　悦子
斉藤　滋美
石井　孝憲
石橋　克哉
石橋　祥光
石川　弘明
雪竹　　浩
仙野　陽子
千葉　まり
千葉健太郎
川井　慶子
川浦　良枝
川原　典子
川口　　洋
川上　光市
川村　　豊
泉岡ゆり子
浅沼ひかる
船木　恵美
倉田　真衣
増山　富夫
村井　信之
村上　亮子
太田　賢哉
太田美智子
袋布　夢衣
大貫　正行
大久保沙恵
大橋須美子
大橋　良人
大谷　行子
大島　岳彦
谷口麻由美
谷口　有近
谷合　靖子
竹内　裕子
中井恵里香
中山　　大
中川　　進

中村まち子
中村　幸子
中村　隆子
中村　隆一
中島　　愛
中島　由裕
中澤　信八
仲三河賢一
仲俣　海翔
仲林　　勇
張　　宇藍
長阪さやか
長阪　澄江
長沢　美香
長谷川恵美
長谷川弘美
塚本　一貴
柘植　澄子
天沼　寛文
天谷　秀治
添田　和俊
田屋美代子
田上　治利
田中　圭子
田中　晋平
タナカトオル
田中雄一郎
田澤　　将
渡橋希代子
渡辺　紀子
渡辺　寿夫
渡辺利江子
渡辺　涼子
渡邊　　圭
渡邊　真人
渡邊真由美
渡邉　均代
渡邉　泰治
渡邉　典江
渡邉　典子
渡邉　優太
都築麻紀子
島村　芳昭
島田　早苗
嶋口　日環
東　　英子
藤田　剛広
徳久　　惠
徳冨　鎮一
内山　　元
内田　裕也
縄田　知恵
南雲　温子
南雲　智子
二村　洋行
入江　　優
馬渕　　海
梅津　俊一
白石　壮志
白柳　彰彦

八鍬　淳一
飯島　勝行
飯島　　誠
俵道　　淳
富島　　寛
冨澤　直樹
武居　篤子
福元　郁子
福田　亮治
平　　智恵
平　　邦彦
別府　正和
片山　久光
片山奈緒美
保科　典子
豊島　大蔵
望月　浩司
北原　和江
北向　　浩
北川あず真
北川　真弓
北中　陽介
牧野　哲也
　　奈穂子
　　　光希
　　　伶哉
堀田　燿子
堀籠　俊之
末永　　仁
末永　大介
木村香奈子
木村　　剛
木村　尚子
野村　尚之
野澤　良雄
矢島　悠子
遊佐　美蘭
立石　恭子
立川　陽介
林　　京子
林田　明子
鈴木　りこ
鈴木　瑛子
鈴木　健吾
鈴木　孝子
鈴木　克巳
鈴木　　純
鈴木　伸彦
鈴木　明夫
鈴木由美子
和田　　絢
和田庄太郎
和田　崇文
脇田　幸輔
尹ソニョン
杼木　秀高
杼木真理子
齋藤　淑子
齋藤　葉子

金剛山総本山少林寺川崎小杉道院
　　　　　　　　　　　有志一同

（福）日本介助犬協会　高柳友子
柏町整形外科、内科医院　三上雅恵
田中達朗（宮前平整形外科クリニック）

詳細はホームページをご覧ください
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明石嘉聞先生の墓前で参拝

令和 2 年 10 月 1 日（木）午後
1 時 30 分より創立者 故・ス
テファノ明石嘉聞博士と、亡
くなられたすべての教職員の
方々を偲んで追悼ミサが、宗
教学教授小田武彦司祭のもと
特別教育施設（聖堂）にてし
めやかに執り行われました。

今年は新型コロナウイルス
感染症の拡大防止を考慮し、
役員と一部の教職員、医学部・
看護専門学校の学生代表のみ
の参列となりました。一時間
ほどの追悼ミサの様子は学務
課の協力のもと Zoom を使っ
て、全教職員及び学生へ配信
され、より多くの方々が視聴
可能となり、リモート授業が
続く今年の新入生たちにも画
面を通して届けることができ
ました。

来年は教職員、学生の皆さん
が実際のミサに参列してもら
えるようにと願っております。

総務部 総務課　平高菜海子

しめやかに 創立者等追悼ミサ

創立者等追悼ミサ当日、明石勝也理事
長はじめ法人理事らが、川崎市営 緑が
丘霊園（通称 津田山霊園）にある本学
創立者明石嘉聞先生の墓前で手を合わせ
ました。

総務部 総務課　森田昭一

科学が進歩するとともに、人間の体の構造を
精密に学べるようになりましたが、ご献体をし
てくださる方がいらっしゃらなければ、本当に
良い医者を育てることはできません。AI による
診断技術が進化しても、病因や病気を解明する
ためには、病気の本当の姿をつぶさに調べさせ
ていただく病理解剖が不可欠です。

この 1 年間、亡くなられた方々の尊い御志、
またご家族のご承諾・ご理解のおかげで 51 名
の方々の病理解剖と、32 名の方々のご献体を解
剖実習させていただきました。このなかには本
学元教授のお名前もあり、2 年前にも元教授の
お名前を読み上げましたが、先生方は全身全霊
で良い医者を育てることを願っておられるのだ
と痛感しております。医療の質の向上のために、
そして良い医者を育てるためにと大きな決断を
してくださったご家族のみなさん、本当にあり
がとうございました。学生、 教職員一同、心か
ら感謝し、尊いおささげを絶対に無駄にしない
という新たな決意を固めております。

今日、感謝の祈りをささげる 83 名の方々は、
地上での命を全うされ、今、神のみもとで安ら
かに過ごしておられます。この祈りの集いに参
列、視聴している方々の願いと決意を、神がしっ
かり受け止めてくださり、実りあるものとして
くださるように心を込めて祈ります。どうぞご
一緒にお祈りください。

小田武彦　司祭（抜粋）

令和元年 8 月 1 日からの 1 年間に、系統解剖及び附属病院等における病理解剖のためにご献体くださいま
した 83 名のご遺霊に限りない感謝と尊敬の気持ちを込め、令和 2 年 10 月 2 日（金）本学特別教育施設（聖堂）
において、解剖ご遺体追悼ミサを執り行いました。

今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止を考慮し、役員、執行役員、解剖・病理の教授、学生代表の
みの参列として、お招きすることが叶わなかったご遺族の方々へは、ミサの様子や写真などを冊子にしてお
贈りし、ご報告することとしました。また、解剖実習を経験した学生たちはZOOM配信での追悼となりました。

開式は午前 10 時 30 分より、最初に明石勝也理事長のあいさつ、北川博昭学長の弔辞で、ご献体くださっ
た方々とご遺族への感謝を述べ、ご冥福を祈りました。続いて小田武彦司祭（本学特任教授）の司式により
ミサが開祭し、説教、聖書の朗読、聖歌とともに神への祈りをささげました。最後に出席者一人ひとりが故
人への尊敬を込めて献花をささげ、ご献体から学んだ真理を役立て、今後も真摯に努力を続けていくことを
胸に刻みました。

あらためてご遺族をはじめ関係者の方々には心からのお礼を申し上げ、御霊のご冥福をお祈りいたします。

解剖ご遺体追悼ミサ

潅水・献香

感謝の典礼

交わりの儀

奉献文−感謝の祈り−

献香・献花

ことばの典礼
第一朗読 第二朗読

医学部　学生代表

理事長

明石 勝也
学　長

北川 博昭

医学部 学生代表

解剖学　池森敦子 教授

看護専門学校 学生代表

明石嘉聞先生の墓前で参拝する明石理事長
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新入職員研修会に参加して

令和元年度　医学部成績優秀者に対する顕彰・課外活動団体等に対する表彰
および学業成績等優秀学生奨学金授与式

受賞・表彰

１年次　金　峰世／佐藤友宏／荒川　茜／相澤咲衣／關佑里菜
２年次　佐久間萌音／白鳥智子／小海　優／清水　健／松平珠緒
３年次　豊福伸幸／堀越望実／福本孔明／廣瀬敦久／一瀬萌里
４年次　山本千智／大山一慶／岩原麻衣／青木拓巳／今岡陽一朗
５年次　山崎修平／安田浩毅／石井明里／天笠玲菜／芦川有美

＜団体賞＞  
　優秀団体賞　　剣道部 
　敢闘団体賞　　サッカー部
　　　　　　　　バドミントン部
　　　　　　　　硬式野球部 
　特別賞　団体　バスケットボール部

令和元年度　課外活動団体等　表彰

令和元年度　医学部 成績優秀者

学業成績等優秀学生奨学金給付者 岩原　麻衣

2020 年 9 月 4 日（金）に菅生キャン
パス総合防災訓練を実施しました。
COVID-19 の感染拡大を懸念し、3 密

（密閉・密集・密接）とならない訓練
形態を企画しました。災害対策本部
運用訓練や「ブラインド型訓練」は
実施しないこととしましたが、可能
な限り実災害に則した訓練内容とし、
以下のことを実施しました。

2020 年 菅生キャンパス総合防災訓練の実施

①消火訓練　②通報訓練　③避難
訓練（病院リニューアル計画が進行
中であることから一部で避難経路が
変更になっており、経路確認訓練の実
施も含む）　④少人数による災害対策
本部運用訓練　⑤医学部・看護専門
学校と連携した訓練　⑥災害研修会
と連動した訓練　⑦ MDIS（Marianna 
Disaster Information System）操作訓
練　⑧非常放送装置による訓練

各部署において課題を抽出し工夫
した訓練が実施でき、災害拠点病院
の職員として、各自が日頃から災害
時の行動を意識し、実災害時には普
段の意識の切り替えや主体的に行動
できることを目標に、今後も訓練を
重ねていきたいと考えています。

大学病院看護師 本館 6 西北病棟
主任　林沙紀子

令和 2 年 9 月 12 日（土）に、提携校
である昭和薬科大学及び東京純心大
学との 3 大学合同で「多職種連携セ
ミナー」を開催しました。例年は各
大学を会場としてセミナーを実施し
ておりましたが、今年度は新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響に鑑み、
オンライン開催となりました。

本セミナーは、本学医学部生と昭
和薬科大学薬学部生、東京純心大学
看護学部生のそれぞれ第 4 学年を対
象とし、「医療における多職種連携協
同およびチーム医療の意義」を学ぶ
ことを目的に、「医」「薬」「看」に共
通するテーマのシナリオを基に学部
連携 PBL を実施しています。オンラ
イン開催という初の試みではありま
したが、プログラムが進行するにつ

第 4 学年 多職種連携セミナー、
オンラインで開催

れて円滑な
コ ミ ュ ニ
ケーション
が と れ、3
学部の学生
が互いに専門知識を出し合いながら
課題に取り組むことにより、患者の
多角的な理解に繋がっていました。

総括では、薬理学 松本直樹教授（聖
マリアンナ医科大学）、応用薬物治療
部門 濵本知之教授（昭和薬科大学）、
看護学部看護学科 上谷いつ子副学長

（東京純心大学）から今回のシナリオ
解説が行われ、学生にとって多職種
連携の重要性を認識できた有意義な
セミナーとなりました。

教学部 教育課    麻生春菜

コロナ禍により出来なかった研修
を人事部の方々をはじめ多くの方々
のご協力のもと、約半年後の 10 月 1
日（木）に開催いただきました。研修
では法人の歴史から今後の展望など
多くのことを具体的に学ぶことがで
きました。大学の成り立ちや精神な
どが現在の大学方針につながってい
るのだと実感し、より深く理解する
ことができたと考えます。また個人
情報保護等、社会人として必要な情

報と、さらに聖マリアンナ医科大学
の事務職として必要な知識を沢山得
られた実りある研修でした。組織図
について考え発表する機会もあり、
さまざまな立場の人の意見を聞き考
え、話し合うことで、よりマリアン
ナの一員だという自覚を持つことが
できたと考えます。

また、新入職で他部署の皆と話す
機会がとても貴重でした。お互いに
業務を少しずつ覚えている最中だっ
たこともあり、悩みを共有し知って
いることを教えあうことができたと
思います。新型コロナの流行という
世界的にも大変な時代に入職とはな
りましたが、これもまた一つの経験
と捉え、今後に活かしていきたいと
研修を通して強く感じました。

感染症学 秘書　燕昇司万里子

この度、富士通株式会社様より、
パソコン 5 台のご寄付をいただきま
した。感謝いたします。ご寄付いた
だいたパソコンにつきましては、学
生の支援として有効に活用させてい
ただきます。

教学部 学長室　若佐彰斗

富士通株式会社様より
パソコンを寄贈

2020 年 8 月 28 日（金）午前 10 時 55
分、特別教育施設「聖堂」前の駐車
場において、この度、導入された公
用車両と運転手の祝福式が執り行わ
れました。

祈願のあと、小田武彦司祭がドア
やエンジンルームを開けた車に聖水
で祝福し、運転者を護り安全運転が
できるよう参加者全員で祈りを捧げ
ました。

総務部 総務課　森田昭一

公用車導入と祝福式

例年、7 月の昼休みに教育棟 1 階学生ラウンジにて顕彰・表彰および授与式
が行われるところ、今年は新型コロナウイルス感染予防対策の関係により 11
月 9 日（月）と 13 日（金）に分散し、北川博昭学長、加藤智啓医学部長より受賞
者に賞状、一部の学生には副賞として図書カードがそれぞれ授与されました。
各選考について、成績優秀者は令和元年度学年末成績の結果に基づき各学年
の成績上位者 5 名が選出され、課外活動団体等についても同様に令和元年度
中の活動成績に基づいて各団体賞及び個人賞 5 名が選考されました。

また、1 〜 4 年次を通じて、特に成績が優秀であった第 5 学年 岩原 麻衣さ
んに対しては、学業成績等優秀学生奨学金として 100 万円が給付されました。

次年度も、医学部学生の更なる頑張りと活躍に期待しています。
教学部 学務課 主任　青木美香子

＜個人賞＞  
　スカッシュ同好会 3 年 林　　美音
　陸上部 4 年 工藤遼太郎
　剣道部 5 年 飯田　秀輝
　陸上部 卒業生 河名　紗季
　陸上部 卒業生 原　　義明
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附属病院  施設だより附属病院  施設だより

戴　帽　式

国 際 交 流

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

❖ 東　横　病　院 ❖

◆ 手術支援ロボット
“ センハンス ” を導入

❖ 多　摩　病　院 ❖

◆ 令和 2 年度
多摩病院災害訓練実施

❖ 西　部　病　院 ❖

◆ ホームページが新しくなりました

❖ ❖

◆ 新型コロナウイルス影響下
での検診の実態について

多くの支えとともに踏み出す
“ 新たな一歩 ” 戴帽式

看護専門学校　1 年Ｂ組
野瀬 成美

2020 年 10 月 23 日（金）私たち看護
専門学校 1 年生 91 名は戴帽式を迎え
ることができました。4 月、COVID-
19 流行に伴う緊急事態宣言の真っ只
中に入学した私たちですが、入学式
は中止となり、1 カ月間の自宅待機と
2 カ月間のオンライン授業を経て、新
1 年生として初めて登校したのは 6 月
末のことでした。

入学前に想像していた学生生活と
はかけ離れ、何をするにも制限の多
い毎日を残念に思うこともありまし
た。しかし前代未聞の状況下で、感
染対策の徹底と学習環境の整備に試
行錯誤してくださっている先生方の
思いもひしひしと感じ、「今この環境
でできることを着実にやろう」とい
う思いで学習を進めてきました。

7 月には初めての病棟実習に行かせ
ていただき、看護学生一人ひとりが
かけがえのない学びを得ました。看
護師の一日は私たちの想像以上に多
忙なものでした。しかし、限られた

時間の中で患者さまとの信頼関係を
構築している看護師のコミュニケー
ション技術から学ぶことは数多く、
講義で学んだヘンダーソンの「患者
の皮膚の内側に入り込む看護」の“実
際”に触れたことで、学びがより深
まりました。また、受け持たせてい
ただいた患者さんとのコミュニケー
ションを通して、自分の課題に気付
くこともできました。

この度の戴帽式を迎えられたのは、
看護学校・大学病院関係者の皆さま、
入院患者さん並びにそのご家族の皆
さまや、日々応援してくれている家
族の支えがあってこそであり、この
半年間ともに切磋琢磨してきた学生
全員の努力の賜物でもあります。

看護師への新たな一歩を踏み出し
た私たちの後ろには、支えてくださっ
ている多くの存在があるということ
を忘れず、これからも精進していき
ます。

本学は、2020 年 6 月に朝鮮大学医
学部（韓国光州広域市）と教職員の
相互派遣を含めた包括的な学術交流
ならびに医学部生の学生交流プログ
ラムに関する協定を締結し、医学部
学生の相互派遣、卒前の短期臨床実
習（病院研修）に関する教育内容や
研究のための教職員の交流について
合意いたしました。

朝鮮大学は、1946 年にその前身で
ある光州イブニングアカデミーを韓
国初の民立大学として開校し、1953
年に現在の総合大学である朝鮮大学
が設立されました。医学部は 1966 年
に韓国初の私立医科大学として設立
し、1971 年に附属病院を開院。その
後も、歯科大学、薬学大学、看護学
部などの医学系学部・大学にとどま
らず、法学部、経営学部、教育学部
などを有する総合大学として現在も
発展し続けています。

この度の協定締結の経緯としては、
私（鈴木センター長）と古くからの
友人である同大学の医師より、協定
締結を前提とした留学生の受け入れ

朝鮮大学医学部（韓国）と NITTE 大学（インド）との
協定締結について

について打診があったことがきっか
けとなっています。その後、正式な
留学生受け入れ依頼があったことを
受け、2020 年 1 月 28 日から 2 月 7 日
までの 2 週間、産婦人科学講座にお
いて同大学からの留学生を 3 名受け
入れた後に、正式な協定締結のため
の諸手続きを行い、協定締結に至り
ました。

続いて、2020 年 7 月には、インド
南部のカルナータカ州にある NITTE
大学と学術交流協定を締結しました。
協定内容といたしましては、朝鮮大
学同様、教職員の派遣も含めた包括
的な学術交流協定と医学生のクリニカ
ル・クラークシップを前提とした学生
交流プログラムに関するものです。

NITTE大学は、1979年にNitte Education 
Trust として設立され、2008 年に大
学と認定されました。電子通信工学、
情報科学など理系に特化した大学で、
3 つのキャンパスに 13 の学部を有し
ています。医学部、歯学部、薬学部、
看護学部があり、研究・教育の内容は、
インドでもトップクラスです。同大

学は日本の大学で
は宮崎大学、立命館
大学と提携してい
おりますが、医学部
単科大学との提携
は本学が初めてと
なり、また、本学と
いたしましても、イ
ンドの大学とは初
めての学術提携と
なります。

協定締結にあたっ

ては、7 月初めに、本学事業担当の山
本真士理事、私（鈴木センター長）、
田嶋宏子国際交流センター副セン
ター長が、来日していた NITTE 大学
の国際交流担当ディレクターと本学
にて面談し、協定についての内容を
確認し、協定締結に至りました。

コロナ禍で現地への訪問は叶わな
かったため、郵送での署名協定とな
りましたが、8 月 18 日にはビデオ会
議を実施しました。本学からは、北
川博昭学長、加藤智啓医学部長、田
嶋宏子国際交流センター副センター
長、NITTE からは、副学長をはじめ、
副学長補佐、学部長、
教務部長、研究開発部
長、そして、今回の協
定締結のきっかけを
くださった国際交流
担当ディレクター等
多数の方が出席され、
今後の交流内容など
を 1 時間にわたり確認
し、両大学間の交流を
深めました。

今年度は新型コロナウイルス感染
症感染拡大の影響により、留学生の
派遣のみならず受け入れについても
断念せざるを得ない状況の中、この
ように 2 つの大学と協定を締結でき
たのはとても喜ばしいことです。す
ぐに交流を開始することは叶いませ
んでしたが、来年度以降の医学部生
や医師の交流については、今後の状
況を注視し相手校とも十分協議した
うえで、本学からの派遣だけでなく
海外大学からの留学生等の受け入れ
が、従来どおり実施されることを切
念しております。

2020 年 9 月に、センハンス・デジ
タルラパロスコピー・システムが東
横病院に設置されました。ダ・ヴィ
ンチと同じ手術支援ロボットのひと
つで、当院では消化器疾患、婦人科
疾患の手術に使用されています。アー
ムがコンピュータ制御され、安定し
た視野の中、精緻な操作が可能とな
ります。この機器は、全ての腹腔鏡
手術が保険適用となり、胃癌、大腸癌、
子宮癌などの悪性疾患だけではなく、
胆石症、鼠径ヘルニア、子宮筋腫な
どの良性疾患に対しても使用可能で
す。先進的な医療を患者さんに安全
に提供できるよう、現在、関連スタッ
フ一同、努力してまいります。

副院長・消化器病センター長
古畑智久

10 月 3 日（土）に災害訓練が実施さ
れました。今年度は新型コロナウイ
ルスの影響により､ 例年とは違った
規模を縮小した洪水時の水害対策机
上訓練で約 80 名が参加しました。

最近､ 完成したばかりの水害対策
マニュアルを基に病院執行部や各部
署がどのような動きをするのか検証
をおこない､ 今後も訓練継続により､
さまざまな災害に対する意識向上や
再確認が重要と思われます。

事務部 総務課 係長　新倉謙太郎

毎年 10 月はピンクリボン月間で多
くの方が乳がん検診を受診します。
しかし今年度は新型コロナウイルス
影響下のため、全国的に受診患者は
減少傾向にあります。当院で行って
いる川崎市・町田市の乳がん検診も
昨年より 10 月実績で 43 件（約 20%）
減少しました。コロナ禍においても、
乳がんの早期発見の重要性は変わり
ません。新型コロナウイルスへの対
策は必要ですが、毎年多くの方が乳
がんに罹患し、この病気で命を落と
していることも忘れてはいけないと
思います。

当センターでは、乳がんの早期発
見と治療のため、今後も乳がん検診
受診の啓発を進めるとともに地域医
療に貢献していきます。

事務室 主査　村上弘輝

令和 2 年 11 月 5 日（木）より、西部
病院のホームページをリニューアル
しました。院内感染からの復興を印
象付けるとともに、当院の得意分野・
アピールポイントを発信し集患につ
なげるために、7 月より 13 名のプロ
ジェクトチームを発足させて検討を
進めてまいりました。

今回は、まずトップページをリ
ニューアルましたが、今後は従来か
ら掲載している内容の見直しを行い
つつ、新たな項目も追加して、より
分かりやすく順次リニューアルを進
めていく予定です。

総務課 主査　前田光一郎

聖マリアンナ医大新聞編集委員会　委員名簿 （2020 年 6 月 30 日現在）

※聖マリアンナ医大新聞は、年 3 回以上各 10,000 部を発行し各部署、附属病院、附属施設、名誉教授、聖医会、保護者会、
高校、教育関連病院、官公庁他に配布しております。

●委員長　鈴木　登　［免疫学・病害動物学］
●委　員	 舩橋利也［生理学］／竹村　弘［微生物学］	／藤谷博人［スポーツ医学］／
	 菊地栄次［腎泌尿器外科学］／櫻田　勉［内科学（腎臓・高血圧内科）］／
	 柴田みち［栄養部］／木村慶子［看護部］／島津幸二［総務部］／奥島英明［総務課］

／森田昭一［総務課］	／宇佐美英晴［教学部］		／冨田智博［総務課（東横）］／
	 猿田哲也［総務課（西部）］	／村松隆志［総務課（多摩）］

朝鮮大学病院　救急センター

NITTE 大学　医学部棟

国際交流センター長　鈴木　直


