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主な内容

春 夏 秋 冬

決意を胸に刻み
医学部　森友　脩斗

□■入学生喜びの声■□

変わりゆく世の中に
適応できるように

看護専門学校　山本 莉子

□■入学生喜びの声■□

本来この季節は、初々
しい新入学生や職員に
よって気分一新な頃で
すが、コロナ禍は収束
をみず、相変わらずの
萎縮した春を迎えるこ
とになりました。平時
であっても新たに医療

の世界に入るのは不安
であろうところ、得体
のしれない感染症の矢
面に立たなければなら
ないというのはかなり
酷なことであると思い
ます。

私は医師になって 20
数年ですが、こんな大
きな障壁は初めてです。
しかし、かつても想定
を超えるような新たな
る大問題の発生は、幾

度もあったのではない
でしょうか。

昨年の春は、未だ何
が起こっているのか分
からない状況でしたが、
今春はワクチンなど、
少しは進んでいる気が
します。去年の春には
ネット会議や Web 学会
は未経験でしたが、い
までは当たり前です。
コロナ禍前は各種会議
であちこち出向かなけ

ればなりませんでした
が、それが随分減った
ため時間も有効に使え
るようになりました。
世界では今、コロナ関
連だけでなく、さまざ
まな学術論文の投稿数
が激増しているようで
す。ポジティブにみれ
ば、それなりに我々は
順応しているのかもし
れません。おそらく人
類の英知をもって、こ

の難もいつしか乗り越
えるのであろうと信じ
ています。

新人が増えるという
ことは、そこに元から
いる者にとってもリフ
レッシュになる良い機
会であります。その時々
にあった新しい教育や、
システムの構築を考え
直すチャンスです。今
はどん底ですので、こ
れを初めて乗り切れば、

おそらく今後のどんな
苦難も乗り越えられる
のではないでしょうか。

今年の新人の皆様に
は、いつしか「コロナ世
代」とでも呼ばれるよ
うな屈強な医療者にな
れるように励んでほし
いと思います。気兼ね
なくできる歓迎会まで、
あと少しの辛抱かなと。

産婦人科学（産科）
病院教授　長谷川潤一

コロナ禍 2 回目の春

就任のあいさつ／ JACME 医学教育認証について
令和 2 年度大学院医学研究科学位記授与式／他
菅生キャンパスリニューアル計画／他
寄付金のご案内
科学研究費補助金・交付決定者一覧／他
新型コロナウイルス　医療従事者からの声
令和 2 年度　国家試験結果報告／他
本学における SDGs について／他

令和 3 年度　医学部 入学式／
令和 3 年度　看護専門学校 入学式／他
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令和 3 年度　第 51 回　医学部医学科 入学式

医学的知識と技術に加え、
倫理的義務の体得を

令和 3 年度　第 44 回　看護専門学校　入学式

多くの方々との出会いこそ
かけがえのない学び

新型コロナウイル
ス感染症の拡大が続
く中、私たち 115 名
の新入生は無事入学
式を迎えることがで
きました。このよう

な状況下に対策を講じ、節目となる
機会を設けていただき感謝申し上
げます。北川学長、明石理事長のお
言葉を拝聴し、自身も宣誓を行えた
ことで、医師としての使命、命と向
き合う責任の重さを強く感じまし
た。今後の大学生活は未だ制約も多
く困難を伴いますが、貴重な経験と
前向きに捉え、仲間と切磋琢磨しな
がら勉学に励みます。「生命の尊厳
に基づき、人類愛にあふれた医療人」
となるべく精進していく決意です。

今日を祝福するか
のように、春の陽気
が降りそそぐ中、例
年とは違った形での
開催ですが、私たち
は看護専門学校に入

学しました。新型コロナウイルスに
よる混乱の中、医療従事者になると
いうことは、誇るべきことですが、
それと同様、いつ感染するかわから
ない危険も大いに含まれています。
求められる看護師像というのも変
わりつつありますが、この世の中に
適応できる知識と技術、チームワー
クから、つながる医療を育もうと思
います。また、看護とは何かを身に
つけていき、出会った学友とともに
励み、社会に必要とされる看護師に
なると決意しました。

4 月 10 日（土）、医学部本館 6 階大講
堂において、令和 3 年度第 51 回医学
部入学式が執り行われた。新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止を考慮し、
新入生と一部の教職員の出席に限定
して行い、保護者の方々へ Live 配信
した。

開式後、まず新入生 115 名を代表
して永野智子さんに、北川博昭学長
から入学許可書が授与された。北川
学長は式辞で「本学の『建学の精神』
では、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
に奉仕し得る医療人を育成すること

を謳っています。本学では、多くの
学生にとって、単に医学的知識と技
術を学ぶのみではなく、さらに倫理
的義務を体得する場となるよう教育
され、この義務は医師の崇高な使命
と結合しており、年と共に重要切実
なものになっています。2 年後に完成
する新病院で 115 名の新入生諸君が
活躍される日を願っています」と述
べた。

続いて祝辞では、明石勝也理事長
はルカの福音書にある善きサマリア
人の一節を紹介し「隣人を自分のよ
うに愛することこそが人類愛の本質
であり、医療の原点でもあります。
この精神に則り、本学附属病院では
全教職員が心を一つにしてパンデ
ミックに立ち向かい重症患者の受け
入れ実績は全国トップレベルとなり
ました。諸君にもぜひこの精神を継
承してほしいと思います。若きエネ
ルギーのすべてを注いで、実りある 6
年間としてください」と新入生を激
励した。

岸忠宏聖医会会長の祝辞では「コ
ロナ禍の困難な状況での受験という
経験は、医師を目指す皆さんにとっ
て貴重なものであったと思われます。

医療が社会に果たす役割、社会の医
療に対する想いなどを感じたのでは
ないでしょうか。目標をしっかり見
据えて自分を見失わないでください」
と述べた。

次に、新入生を代表して森友脩斗
さんが、入学を許可された喜びを述
べ、学則を守り学業に精励すること
を宣誓し、在学生代表の第 4 学年江
藤修吾さんが歓迎の辞を述べた。

そして小田武彦司祭（宗教学特任教
授）の祈願式、校歌斉唱と進んで閉式。
夢と希望を胸に抱いた新入生たちの
医学生生活がスタートを切った。

4 月 8 日（木）、医学部本館 6 階大講
堂にて令和 3 年度看護専門学校入学
式が挙行された。新型コロナウイル
スの感染拡大防止を考慮して規模を
縮小し、保護者の方々へは式の内容
を Live 配信した。

校歌演奏に
続いて、新入
生 85 名 一 人
ひとりの名前
が呼ばれ、鈴
木昌子校長が
入学を許可し
た。鈴木校長
は式辞で「今
日 か ら 看 護

師を目指し“看護の世界”に足を踏
み入れ、3,000 時間以上に及ぶ学問を
積み重ねていきますがその 3 分の 1
は臨地実習です。指導の看護師、医
師、薬剤師、そして患者さん、人間
の生きていく姿や死を迎える瞬間な
ど、臨地実習ならではの経験を積み、
看護師の存在の意味を考え、看護と
は何かを学んでいきます。多くの方
との出会いこそが、看護師になるた
めのかけがえのない学びであり、自
分自身を成長させてくれます。講義・
演習・臨地実習を着実に積み上げ、3
年後、看護師として活躍されること
を期待します」と述べた。

続いて祝辞では、明石勝也理事長

は「キャンパス内は昨年から新病院
建築工事が開始され、今年は皆さん
の教室から進行状況がよく見えるは
ずです。確かな知識と技術をしっか
り学ぶとともに、将来の皆さんの活
躍の場も夢見ていただきたいと思い
ます」と激励した。

次に、新入生を代表して櫻井ゆき
さんが「仲間と支え合いながら、看
護の知識を身につけ、ひとりの人間
として成長できる 3 年間にします。
大きな愛で、より多くの人を笑顔に
できる看護師になることを誓います」
と述べた。小田武彦司祭による新入
生への祝福の祈りで式は終了し、新
入生は看護師への道を歩み始めた。

北川博昭 学長

式辞を述べる北川博昭 学長

入学許可書を授与される
新入生代表　永野智子 さん

明石勝也 理事長

鈴木昌子 校長

式辞を述べる鈴木昌子 校長
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するものと理解されています。活き
活きと、やりがいをもって、しかも
効率よく働ける職場づくりに取り組
んでいきたいと思います。“しなやか”
とは、決して折れることなく柔軟に
曲がるさまを表す言葉であります。

“しなやかに変化する”ことが東横病
院に求められる姿勢と考え、この言
葉を選びました。地域、法人に貢献
できるよう皆で力を合わせてまいり
ますので、東横病院へのご指導、ご
支援よろしくお願いいたします。

しなやかに変化する
　　　　　　東横病院を目指して

患者さんが迷わない
　　　がん治療の実現を目指して

臨床腫瘍学（腫瘍内科）教授
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バイオインフォマティクス学
　　　　大学院教授就任のご挨拶

平成	15 年	 3 月	 日本医科大学	医学部	卒業
平成	15 年	 4 月	 埼玉協同病院	研修医
平成	18 年	 5 月	 埼玉医科大学	臨床腫瘍科		
	 	 	 助手
平成	19 年	 4 月	 埼玉医科大学	国際医療セ	
	 	 	 ンター	腫瘍内科	助教
平成	24 年	 3 月	 医学博士取得（埼玉医科	
	 	 	 大学）
平成	24 年	12 月	 昭和大学横浜市北部病院		
	 	 	 内科	助教
平成	25 年	 2 月	 南カリフォルニア大学
	 	 	 ノリス包括がんセンター		
	 	 	 リサーチフェロー
平成	27 年	 7 月	 昭和大学横浜市北部病院		
	 	 	 腫瘍内科	助教
平成	28 年	 5 月	 昭和大学横浜市北部病院		
	 	 	 腫瘍内科	講師
平成	29 年	 7 月	 聖マリアンナ医科大学
	 	 	 臨床腫瘍学	准教授
令和	 2 年	 3 月	 聖マリアンナ医科大学病院	
	 	 		腫瘍センター長
令和	 3 年	 4 月	 聖マリアンナ医科大学
	 	 	 臨床腫瘍学	教授

平成	 3 年	 4 月	 札幌医科大学	医学部	卒業
平成	 7 年	 3 月	 札幌医科大学	大学院	修了		
	 	 	 医学博士号取得
平成	 7 年	 4 月	 札幌医科大学	内科学第一	
	 	 	 講座	研究生
平成	 8 年	 4 月	 日本学術振興会	海外特別
	 	 	 研究員（米国 Burnham		
	 	 	 Institute）
平成	10 年	 4 月	 米国 Burnham	Institute
	 	 	 上級研究員
平成	11 年	 4 月	 日本学術振興会	特別研究	
	 	 	 員（PD）（札幌医科大学）
平成	12 年	10 月	 札幌医科大学	医学部
	 	 	 内科学第一講座	助手
平成	19 年	 4 月	 札幌医科大学	医学部
	 	 	 内科学第一講座	助教
平成	20 年	 4 月	 札幌医科大学	医学部
	 	 	 内科学第一講座　講師
平成	25 年	 4 月	 聖マリアンナ医科大学
	 	 	 内科学（消化器・肝臓内科）
	 	 	 准教授
令和	 3 年	 4 月	 聖マリアンナ医科大学
	 	 	 大学院	バイオインフォマ
	 	 	 ティクス学	大学院教授

平成	 元年	 3 月	 札幌医科大学	医学部	卒業
平成	 6 年	 3 月	 札幌医科大学	医学部大学院	修了
平成	 6 年	 4 月	 市立赤平総合病院	外科	医員
平成	 7 年	 4 月	 東京大学医科学研究所	 	
	 	 	 ヒトゲノムセンター	研究員
平成	 9 年	 4 月	 札幌医科大学	外科学
	 	 	 第一講座	研究生
平成	10 年	 4 月	 札幌医科大学	外科学
	 	 	 第一講座	助手
平成	15 年	 8 月	 札幌医科大学	外科学
	 	 	 第一講座	講師
平成	20 年	 5 月	 札幌医科大学	外科学
	 	 	 第一講座	准教授
平成	25 年	 4 月	 札幌医科大学	消化器・総合、乳	
	 	 	 腺・内分泌外科学	講座	准教授
平成	26 年	 4 月	 札幌医科大学	保健医療
	 	 	 学部	教授
平成	29 年	 4 月	 聖マリアンナ医科大学東横病院		
	 	 	 消化器・一般外科	病院教授
令和	 2 年	 4 月	 聖マリアンナ医科大学
	 	 	 東横病院	副院長
令和	 3 年	 4 月	 聖マリアンナ医科大学
	 	 	 東横病院	病院長

令和 3 年 4 月 1 日付で、臨床腫瘍
学（腫瘍内科）教授を拝命いたしま
した。当科は 2010 年に新設され、昨
年 10 年を迎えました。この 10 年間
で腫瘍内科の認知度は上がり社会の
期待も高まってきている中、地域の
がん診療をさらに発展させる使命感
で一杯です。当科は消化器がんや希
少がんに対する薬物療法を専門とし
ており、ご高齢の方や難しい病態を
お持ちの患者さんに対しても最善の
治療を提供するべく尽力しています。
外科・内科・放射線科・病理・緩和チー
ムなど、がんに関わるさまざまな科
と連携をとり、〝チーム聖マリ 〟とな
り、がん患者さん一人ひとりの治療
を行っています。また、がん診療の
新たな柱となる「ゲノム医療」にも
力を入れ、がんゲノム医療拠点病院
としての役割を果たすため、当科が
中心となりチームで取り組み、神奈
川県北東部のゲノム医療を支えてい
ます。地域に根ざしたがん診療の拠
点として、個々の患者さんにとって
最善・最適ながん診療を提供するこ
とが、我々〝チーム聖マリ〟の最大
の使命です。

一方で、これからの本邦のがん診
療を担う腫瘍内科医の育成にも力を
入れています。さまざまな問題を抱
えるがん患者さんに正面から向き合

い解決することができる医師、臨床
試験・研究を自ら立案できる医師の
育成を目指します。本学から腫瘍内
科医を輩出し、がん治療医を目指す
学生の志望校になれるよう尽力いた
します。今後ともご指導、ご支援を
賜りますようよろしくお願い申し上
げます。

令和 3 年 4 月 1 日に宮島伸宜前病
院長の後任として病院長を拝命いた
しました。昭和 22 年 10 月の聖マリ
アンナ会東横病院開院時からは 13 代
目の病院長となります。

東横病院は、平成 20 年のリニュー
アル時に脳卒中、消化器病、心臓病
の 3 センターで診療を開始し、その
後、大学各講座のご協力のもと健康
診断センター、生活習慣病センター、
失神センター、婦人科、各種専門外
来を開設し、診療内容を充実させて
まいりました。今後もさらなる診療
科目の拡充を図りたいところではあ
りますが、東横病院は、すでにスペー
ス的に限界に達しています。これか
らは、地域や社会に対応した形で診
療体制を整え、求められ、選ばれる
病院として変化していかなくてはな
りません。コロナ禍にある現状では
その対策が地域から求められること
となりますが、感染収束となった日
が新しい東横病院へのスタート初日
となるよう、今から構想を練ってい
きたいと思います。

また、同時に職員の「ライフ・ワー
クバランス」を実現していくことも
重要なテーマと考えています。この
言葉は、生活と仕事は互いに相反す
るものではなく、それぞれの充実に
よってもたらされる相乗効果を意味

日本医学教育評価機構、通称 JACMEとは
Japan Accreditation Council for Medical 
Educationの略語で、日本の医学教育
の質をグローバルスタンダードの見
地から保証する機構です。JACME
は 2015 年に設立されましたが、国
際的認証評価の歴史は遡ること、
1984 年に始まります。

WHO と そ の 下 部 組 織 で あ る
WFME（世界医学教育連盟）の調
査から、世界の医学部教育の質の
問題が浮上し、1988 年からエジン
バラ宣言、サミット開催、ポジショ
ンペーパー発表など、数々の啓発
を行うも、効果は限定的でありま
した。2005 年に認証制度が提案さ
れ、2010 年 に は 米 国 ECFMG が、

「2023（現在、コロナ禍により期限
延長）年から WFME グローバルス
タンダードに準拠した医学部出身
者でなければ米国医師ライセンス
試験受験資格を与えない」と宣言し
たところ、急速に質保証の機運が進
み、日本では JACME が、
その中立性と評価能力に
関して WFME から認証さ
れたことから、JACME の
認証は WFME のそれと同
等と扱われ、すでに 54 校
の医学部が認証を受けま
した。

本学は来る 7 月第 2 週
に受審します。通常は評

JACME 医学教育認証について
医学教育分野別評価・検証委員会委員長

医学教育文化部門　医学教育研究分野　教授
伊野　美幸

価団が来学し、1 週間かけて評価を
行いますが、コロナ禍のため、オン
ラインで同期間の受審となります。
評価内容は、①使命と学修成果、②
教育プログラム、③学生評価、④学
生、⑤教員、⑥教育資源、⑦教育プ
ログラム評価、⑧統轄・管理運営、
⑨継続的改良と 9 領域に亘り、すで
に医学教育分野別評価・検証委員会
委員、各領域責任者および担当教
員、医学教育研究分野専任・兼任
教員と各領域担当事務が、337 ペー
ジに及ぶ自己点検評価報告書と段
ボール箱一杯分の参考資料を作成
し、現在も機構からの追加質問に対
応中です。また、当日は教員、研修医、
学生へのインタビューもあり、ほと
んどサイトビジットに近い評価内
容となっております。

最後に、JACME 受審に当たり、
多大なご尽力、ご協力いただきまし
た教職員の皆様方に厚く御礼申し
上げます。

令和３年４月１日付で新規開設さ
れたバイオインフォマティクス学大
学院教授を拝命いたしました。バイオ
インフォマティクス（bioinformatics）
は、生命情報科学と訳されることも
あり、生物学のデータを情報科学の
手法によって解析する学問および技
術です。特に、次世代シークエンサー
を活用したゲノム解析により大量の
データが生み出されるようになると
ともに、この分野は急速に発展して
きました。

臨床と直結した例では、がん遺伝
子パネル検査において、バイオイン
フォマティクスは、重要な役割を担っ
ております。本院は厚生労働省から

「がんゲノム医療拠点病院」に指定さ
れ、がん遺伝子パネル検査を精力的
に行っておりますので、今後も尽力
してまいります。

研究のメインテーマは、バイオイ
ンフォマティクスを駆使した消化器
がんのゲノム解析ですが、あらゆる
がん種および非腫瘍性疾患の病態解
明におきましても、バイオインフォ
マティクスを介して、本学の基礎研
究、橋渡し研究および臨床研究を強
力にサポートしたいと存じます。

生物学と情報科学の知識をバラン
ス良く身につけた研究者・技術者が
少なく、さらに医学を基盤とする人

材は極めて不足しております。バイ
オインフォマティクスの未来を担う
新しい人材の育成により、本学の発
展に貢献したいと存じます。研究、
臨床、教育、人材育成に邁進してま
いりますので、ご指導、ご鞭撻を賜
りますよう、よろしくお願い申し上
げます。

医学教育分野別評価・検証委員会
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教室・施設紹介

 講座名 氏名 国名（所在地）／ 留学期間 （職位） （ﾌﾘｶﾞﾅ） 留学先

 大学院医学研究科 学位記授与式
大学院入試委員長　鈴木 真奈絵

令和 3 年 3 月 24 日（水）に、本学
大学院の学位記授与式が執り行われ
ました。今回も新型コロナウイルス
感染症流行の影響により、新医学博
士及び指導教授・准教授のみの参加
という形式となりましたが、明石勝
也理事長、三宅良彦副理事長、北川
博昭学長、加藤智啓医学部長、遊道
和雄研究科長をはじめ、参加者全員
がアカデミックガウンを身に纏う厳
かな式典となりました。

式典では、北川学長より新医学博
士一人ひとりに学位記が手渡され、
式辞が述べられました。この際、令
和 2 年度学位授与者の中から、優秀
な論文を発表した新医学博士の稲垣
太朗氏(耳鼻咽喉科学)、土井駿一氏（循
環器内科）、堤俊太郎氏（最新医学研
究コース）に優秀学位論文賞が授与
されました。また、佐藤知雄准教授（難
治性疾患病態制御学）、足利光平講師

（内科学 循環器内科［受賞時］）に優

秀指導賞が授与されました。これら
受賞論文を含め、学位論文の多くが
国際的な学術専門誌に掲載されるよ
うになってきており、今後もますま
す優れた学位論文が発表されること
が期待されます。

また、明石理事長、遊道研究科長
からは祝辞が述べられ、優秀学位論
文賞を受賞した新医学博士の稲垣太
朗氏が答辞を述べ、小田武彦司祭に
よる祈願が執り行われ、学位記授与

令和 2 年度

2020年度 医学会
海外留学奨学金の授与

聖マリアンナ医科大学医学会では、海外での医学研究の
ため留学を予定する本会会員を対象に、奨学金の給付事業
を 2015 年より継続して行ってまいりました。昨年度にお
いては、同制度を見直し、基金の総額上限を 120 万円、ま
た個人への給付額上限を 30 万円に引き上げ、コロナ禍に
も拘わらず 2 名の応募がございました。担当委員会での選
考、並びに採用の判定を経て、今年 3 月 4 日（木）に北川博
昭会長より、内科学（循環器内科）小徳のぞみ助教、並び
に産婦人科学　鈴木玲子診療助手に対して奨学金を授与い
たしました。2 年後の帰国時には、本会雑誌への投稿、ま
たは学術集会での講演を通じて、留学成果を広く発表して
いただく予定です。

医学情報センター 図書情報課
主査　齋藤　薫

内科学 小徳のぞみ アイルランド / 2021 年 9 月
（循環器内科） （コトクノゾミ） National University 
（助教）  Ireland Galway 2023 年 8 月

 
産婦人科学 鈴木　玲子 アメリカ / 2021 年 3 月

（診療助手） （スズキレイコ） （Connecticut） 
  Yale University 2023 年 3 月

内科学（代謝・内分泌内科） 講座

内分泌疾患センターの設立
内科学（代謝・内分泌内科）教授　曽根 正勝

内分泌疾患は、甲状腺・副甲状腺疾患、
間脳下垂体疾患、副腎・性腺疾患など多
岐にわたり、その診断と治療には診療科
横断的な協力体制が欠かせません。これ
まで、聖マリアンナ医科大学病院には、
内分泌疾患を集学的に担う診療施設部門
がありませんでしたが、令和 3 年 4 月 1
日から、内分泌疾患センターを設立する
運びとなり、集学的な診断・治療・研究
を行う体制が整いました。

センター化に伴い、甲状腺・副甲状腺
疾患については乳腺・内分泌外科と代謝・
内分泌内科、下垂体疾患については脳神
経外科と代謝・内分泌内科、副腎疾患に
ついては腎泌尿器外科と代謝・内分泌内
科が連携して診療を行います。また各疾
患の診断・治療において放射線科と連携
した集学的診療を行っていきます。その
一環として、バセド
ウ病の放射性ヨード
内用療法や甲状腺眼
症のステロイドパル
ス治療を当院でも開
始いたしました。ま
た、糖尿病センター
においては、循環型
の地域連携をさらに
推進していきます。
普段の糖尿病加療は
地域の診療所で行っ
ていただき、コント
ロール悪化時や合併
症出現時などに当院
でサポートさせてい

ただけるような補完型の協力関係を築い
ていきたいと考えています。

コロナ禍で対面の会合は難しいですが、
Web やハイブリッド形式の会などをうま
く使いながら、地域の先生方との顔の見
える関係を目指しています。また、糖尿
病は多くの合併症を伴うため、診療科の
枠を越えた他科連携が不可欠です。当科
と腎臓高血圧内科共同の地域若手交流会
や、循環器内科と腎臓高血圧内科と当科
との 3 科連携の会、消化器外科と当科の
膵癌早期発見コンソーシアムなどを通じ
た連携の強化を進めています。内分泌疾
患・糖尿病の診療・教育・研究に教室員
皆で力を合わせて取り組んでいく所存で
すので、今後ともご支援のほど、よろし
くお願いいたします。

式は厳粛な雰囲気のもと終了しまし
た。例年、式典後には保護者の皆様
や直接指導に当たった教職員を交え
て懇親会が開かれますが、昨年同様
新型コロナウイルス感染症の影響に
て中止となりました。集合写真撮影
は例年通り行われ、新医学博士及び
本学の医学研究の発展を祈念し、全員
が想いを共有する時間となりました。

大学院には、次世代の医学教育、
研究並びに医療を担う有能な医療人・
医学専門家を養成し、医療と学術研
究の発展向上を通じて社会の充実に
貢献することが求められています。
来年度も多くの方が、大学院に進学
されることを期待しております。

優秀学位論文賞を受賞した
堤俊太郎氏（左）、土井駿一氏（中央）、

稲垣太朗氏（右）

優秀指導賞を受賞した
佐藤知雄 准教授（左）、足利光平 講師（右）

左から鈴木玲子 診療助手、北川博昭 学長、小徳のぞみ 助教

～
～
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創立 50 周年記念事業　菅生キャンパスリニューアル計画について

2021 年 1 月に新入院棟エリアの掘削作業が完了し、
上へ上へと地上躯体部分の建設が始まっています。そ
れから早４カ月、写真①のように２階部分の床面が出
来上がりつつあり、奥では３階の床面の構築がスター
トしています。

ここで各階フロアに目を向けてみると、内装は未着
手ですが、天井部分にあたる鉄骨に電気や水道といっ
た配管用の穴が空いているのがわかります（②の写真
は 1 階床から撮影）。

ただ、その鉄骨のサビが目に付きませんか？私のよ
うな素人には、果たしてこのままの鉄骨で大丈夫なの
かと心配になるのですが、そこはプロの仕事。建築構
造用の鋼材としてしっかりと計算されており、そんな
心配はどこ吹く風でした。

この鉄骨は、むき出しのまま仕上がる訳ではなく、
万が一の火災等の影響を考え、それら熱から守る耐火
性・断熱性の高い材料の吹き付けを行う予定です。

このような処置が引き続き 11 階まで続きます。空へ
空へと延びる新入院棟を温かく見守りください。

菅生キャンパスリニューアル推進準備室　居波洋子

免疫学・病害動物学　准教授　清水 　潤

始まりの季節

コロナ禍で混沌とした状態と
なってしまっていますが、今年も
春が訪れました。さまざまなもの
の始まりの季節であります。日本
生命の調査では、今春においても、
なにかを始めたいと思われた方は
全体の 7 割程度にも上ったそうで
す。始めたいことの上位には、運
動と趣味・習い事が占めます。そ
れでは、現在の余暇の利用方法か
ら見てみると、どのようになって
いるのでしょうか。

レジャー白書2020によりますと、

すなわちコロナ禍直前までの統計
が主になりますが、この 10 年程度
は日本における余暇活動の現状に
はあまり変化はみられません。国
内観光旅行がトップで、以下外食、
読書、ドライブ、映画鑑賞と続き
ます。国内観光旅行は 10 歳代を除
くと各年代、男女ともにほぼトッ
プを独占しています。

ここにコロナ禍による産業構造
への圧力が加わり、その後の変化
は想像がつきやすいところです。
旅行・イベントなどの主要な余暇

活動は、真正面から逆風を受け、
多くの方々において時間とストレ
スが同居する形となりました。こ
こでご紹介したい統計情報は、内
閣府による「コロナ禍の影響下で
の生活意識・行動の変化に関する
調査」です。

この調査で、「コロナ禍以降で何
らかの挑戦・取り組みをしたか」
という問いをしています。2020 年
6 月時点では全体の 6 割程度、12
月時点においても約半数の方が、
何らかの項目にハイと返答されて
います。やはり 10 ～ 20 歳代が最
も高く、「挑戦した」が 60 ～ 70%
でした。年齢とともに漸減します。

挑戦した項目としては回答割合
の多い順に、①家の修繕等の日常
生活に関わること、②芸術・料理
等の趣味、③ Zoom 等のオンライ
ンでの活動、④技術・語学等の学

習、⑤ビジネス関連の学習、⑥ビ
ジネスそのもの、となっています。
年代別には、①は各年代にまんべ
んなく多く、②から④は 10 ～ 20 歳
代、⑤と⑥は20～30歳代で多い、と、
とても分かりやすい結果です。コロ
ナ禍にも負けず、能動的な活動が継
続しています。特に若者の回答は私
たちの希望であり、何らかの形で応
援したいもの、と感じました。

社会も個人も多様性が尊ばれる
ようになりました。その点、上記
の内閣府の調査は、典型的な紋切
り型といってもいいのではないで
しょうか。年齢は考慮せず、項目
は無限に増やすことが正解と考え
ます。とはいうものの、私事にて
恐縮ですが、私自身はこの 1 年間、
上記③の Zoom への挑戦で手一杯
という感じでした。まだ続きそう
です。

工事ステップ

2021 年 2022 年年
月
延月数

病院別館改修

仮設渡り廊下

インフラ整備②

新入院棟
新築

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1月
45

Ⅰ期工事（延 42ヶ月）

新入院棟新築（延 40ヶ月）

地上駆体工事

基礎駆体工事 耐火被覆＋内装工事

擁壁駆体工事 外装工事

インフラ整備工事 仮設配管撤去

外構工事

渡り廊下

検査

改修工事

引越

免震工事

竣
工

◆Ⅰ期工事工程（新入院棟新築）

選ばれる病院　〜人・社会・未来から〜

病院別館

体育館

エネルギー棟

1

2 2021 年 5 月撮影

2021 年 6 月撮影

2021 年 5 月撮影
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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始め
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、さらに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。

2020 年度下期（2020 年 11 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日）の寄付金受入状況
は 68,666,034 円／ 182 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 天野　　朗
石﨑美智子

教育研究支援募金 ◆寄付者のご芳名【個人】　

2020 年度下期（2020 年 11 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日）の寄付金受入状況
は 19,270,000 円／ 10 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。

創立 50 周年記念事業募金

◆寄付者のご芳名【法人】

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

 京浜メディカルグループ 代表 矢作　　淳
 医療法人社団由穂会 理事長 馬場　克幸
 株式会社アニマルケア 代表取締役 前川三千夫
 株式会社アペックス・インターナショナル 代表取締役 塩谷　　禎
 株式会社江田商会 代表取締役 原田　義富
 株式会社創栄企画 代表取締役 東　　龍生
 株式会社ニチリョー 代表取締役 伊東　隆義
 株式会社みずほ銀行向ヶ丘支店
 株式会社メフォス 代表取締役 岡田　泰紀
 ソニー株式会社 会長兼社長 CEO 吉田憲一郎
 ダイダン株式会社 取締役社長 藤澤　一郎
 富士テレコム株式会社 代表取締役 西田　孝一

浅利　佑紗
新井　智也
荒井　幸代
有根　忠男
有馬　正貴
淡路　正則
安藤久美子
池田　紀子
石井　雅人
石橋　祥光
磯野　智崇
礒橋　文秀
井部　俊生
上野　明子
碓井　之雄
大岡　正道
太田　有紀
大坪　毅人
大山　行雄
岡田　徹也
小川由紀子
小川　泰子
小澤俊一郎
小野　完二
小宅知世子
小宅雄一郎
梯　　龍洋

◆寄付者のご芳名【個人】

春日井　滋
勝又　健太
加藤　達夫
加藤　尚之
加藤　弓子
加藤　義郎
加茂　　力
北川　博昭
北中　陽介
國島　広之
久保　和夫
黒沼　春樹
釼持　　睦
兒玉　達樹
小葉松洋子
小林　真一
小林　　稔

小原亘太郎・明希
児山　　新
齋藤明日香

千歳循環器クリニック
院長　坂本孝志

佐野　夏子
下山田和裕
白石　　眞
新澤　充禎
新明　卓夫

菅原　育子
杉原　　浩
鈴木　　博
鈴木　基子
須山美枝子
須山　恭延
曽根田　瞬
高田　光敏
髙橋　　悟
竹ノ下祥子
立谷　陽介
舘田　武志
田中　直子
爲安　　司
土屋　　款
土屋　優子
中尾　智彦
中川　武次
新倉謙太郎
西木戸　修
根津　保廣

長谷川大輔・智里
服部　浩美
花田　律子
原　　弘明
平田　昌也
深澤　雅彦

福住　曜子
藤村　明美
藤村　吉男
布施　恵理
舩橋　利也
古田　繁行
穂坂　　茂
星野　大輔
黄　　子嫣
峯下　昌道
椋本知佐子
村上　昌央
村田　武司
村山　　哲
森　　寿一
森　由美子
山口　敏雄
山崎　直木
山下　佳織
山下　久子
山下　昌樹
山下　幹夫
吉岡　拓也
吉岡　　昇
吉田　　稔

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、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この
新しい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、引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

2020 年度下期（2020 年 11 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日）までの寄付金受入
状況は 21,258,110 円／ 146 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

 カトリック菊名教会
 株式会社梓設計 代表取締役社長 杉谷　文彦
 株式会社スタジオデイズ 代表取締役 武田　康裕
 株式会社東日本ハウジング 代表取締役 岩内日出世
 株式会社みずほ銀行向ヶ丘支店
 向友会
 伸和コントロールズ株式会社 代表取締役社長 幸島　宏邦
 ダイダン株式会社 取締役社長 藤澤　一郎
 Yahoo! 基金

赤澤　吉弘
東　　伸行
天野　　朗
池田　昌弘
石橋　秀夫
石橋芙美子
伊藤砂智子
伊藤　真裕
岩﨑　統子
内田　　勝
内田　裕也
大石三枝子
大津　明彦
大橋　弥生
岡本ひとみ
岡本　裕介
折山　惠子
折山　正武
片岡　　学
片山奈緒美
加藤　昌之
鎌数　清朗
川浦　良枝

◆寄付者のご芳名【個人】

吉川　典章
久保田都美
小林　一希
崎山　千鶴
嶋　亜美花
島田　早苗
末竹　広子
鈴木佳寿恵
鈴木　　純
園田　浩二
高荷　礼子
高野子千鶴子
高野子雅彦
高橋　純子
瀧浪　優希
鶴崎　敬大
時乗浩一郎
徳冨　鎮一
長沢　美香
中澤　洋子
中野　武雄
中谷　信一
西山　公子

野村　和子
橋本　信博
林　隆一郎
平野　敏政
平山美奈子
福江　良子
藤田　友子
藤本　亜之
渕脇　純太
宮崎　裕子
宮本　英樹
村井　信之
森　由美子
門谷　光人
安原喜美子

HIDE
山崎　龍一

葉 マリウス ユリウス 成龍
吉田　智子
米田ひとみ 
和田　直子
渡辺　教子

詳細はホームページをご覧ください

法人・個人共に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。

法人・個人共に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。

法人・個人共に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。

宇田川由紀子
徳田　初穂

安永　芳樹

スマートフォンサイト
専用 QR コード
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免疫学・病害動物学 教　授 代表 3,600,000 軟骨炎症性疾患の診断と治療体系の確立
内科学（脳神経内科） 教　授 代表 11,700,000 HAM ならびに類縁疾患の患者レジストリを介した診 
    療連携モデルの構築によるガイドラインの活用促進 
    と医療水準の均てん化に関する研究
小児科学 教　授 代表 4,620,000 予測不能な乳児突然死 (SUID) 原因検索プロトコルと 
    制度整備に基づく診断精度向上と実態把握、ならび 
    に睡眠環境因子を含めた SUID/SIDS 予防策提言と 
    CDR 連携のための研究
小児科学 特任教授 代表 11,540,000 てんかんの地域診療連携体制の推進のためのてんか 
    ん診療拠点病院運用ガイドラインに関する研究
外科学（小児外科） 病院教授 代表 2,500,000 保健・医療関連行為に関する国際分類の我 
    が国への適用のための研究
脳神経外科学 准教授 代表 5,204,000 難治性てんかんにおけるカンナビノイド 
    （大麻抽出成分）由来医薬品の治験に向け 
    た課題把握および今後の方策に向けた研究
脳神経外科学 准教授 代表 2,080,000 コロナ禍における脳死下・心停止下臓器提 
    供経験施設の実態調査に基づく新たな臓器 
    提供体制構築に資する研究
産婦人科学 教　授 代表 13,800,000 小児・AYA 世代がん患者に対する生殖機能温存に 
    関わる心理支援体制の均てん化と安全な長期検体保 
    管体制の確立を志向した研究−患者本位のがん医療 
    の実現を目指して
産婦人科学 教　授 代表 9,200,000 がん・生殖医療連携ネットワークの全国展開と小児・ 
    AYA 世代がん患者に対する妊孕性温存の診療体制の 
    均てん化にむけた臨床研究−がん医療の充実を志向して
医療情報実用化 特任教授 代表 3,850,000 「HTLV-1　総合対策」推進におけるキャ 
マネジメント学    リア対策の基盤整備と適正な研究開発の推 
    進に資する包括的評価と提言のための研究
薬理学 教　授 分担 200,000 難治性てんかんにおけるカンナビノイド 
    （大麻抽出成分）由来医薬品の治験に向け 
    た課題把握および今後の方策に向けた研究
予防医学 教　授 分担 300,000 HAM ならびに類縁疾患の患者レジストリを介した診 
    療連携モデルの構築によるガイドラインの活用促進 
    と医療水準の均てん化に関する研究
内科学（代謝・内分泌内科） 教　授 分担 400,000 副腎ホルモン産生異常に関する調査研究
内科学（代謝・内分泌内科） 病院教授 分担 400,000 副腎ホルモン産生異常に関する調査研究
内科学（脳神経内科） 教　授 分担 400,000 事業場において治療と仕事の両立を支援す るた 
    めの配慮とその決定プロセスに関する研究

内科学（脳神経内科） 教　授 分担 4,000,000 難病に関するゲノム医療推進にあたっての統合研究
内科学（脳神経内科） 教　授 分担 300,000 HTLV-1 母子感染対策および支援体制の課 
    題の検討と対策に関する研究
内科学（脳神経内科） 教　授 分担 200,000 難治性てんかんにおけるカンナビノイド（大麻抽出 
    成分）由来医薬品の治験に向けた課題把握および今 
    後の方策に向けた研究
内科学（血液・腫瘍内科） 教　授 分担 200,000 慢性活動性 EBV 感染症と類縁疾患の疾患レジ 
    ストリ情報に基づいた診療ガイドライン改定
内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科） 教　授 分担 4,120,000 自己免疫疾患に関する調査研究
内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科） 講　師 分担 300,000 ベーチェット病に関する調査研究
小児科学 教　授 分担 200,000 小児科医師確保計画を踏まえた小児医療の 
    確保についての政策研究
小児科学 教　授 分担 14,440,000 新型コロナウイルスの小児への影響の解明のための研究
小児科学 教　授 分担 500,000 難治性てんかんにおけるカンナビノイド（大麻抽出成分）由来医 
    薬品の治験に向けた課題把握および今後の方策に向けた研究
小児科学 特任教授 分担 200,000 難治性てんかんにおけるカンナビノイド（大麻抽出成分）由来医 
    薬品の治験に向けた課題把握および今後の方策に向けた研究
小児科学 准教授 分担 250,000 てんかんの地域診療連携体制の推進のためのてんか 
    ん診療拠点病院運用ガイドラインに関する研究
小児科学 講　師 分担 3,144,000 新型コロナウイルスの小児への影響の解明のための研究
外科学（乳腺・内分泌外科） 教　授 分担 100,000 小児・AYA 世代がん患者に対する生殖機能温存に関わる 
    心理支援体制の均てん化と安全な長期検体保管体制の確立を 
    志向した研究 - 患者本位のがん医療の実現を目指して
脳神経外科学 准教授 分担 250,000 てんかんの地域診療連携体制の推進のためのてんか 
    ん診療拠点病院運用ガイドラインに関する研究
脳神経外科学 准教授 分担 800,000 プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究
産婦人科学 教　授 分担 200,000 思春期・若年成人（AYA）世代がん患者の 
    包括的ケア提供体制の構築に関する研究
産婦人科学 教　授 分担 1,700,000 医学的適応による生殖機能維持の支援と普 
    及に向けた総合的研究
放射線医学 教　授 分担 750,000 難治性血管腫・脈管奇形・血管奇形・リンパ管腫・ 
    リンパ管腫症および関連疾患についての調査研究
放射線医学 教　授 分担 500,000 がん治療における緩和的放射線治療の評価 
    と普及啓発のための研究
臨床腫瘍学 助　教 分担 1,350,000 現場や地域の実情に即したがん治療と並行 
    する緩和ケアの実装の推進に関する研究
感染症学 教　授 分担 1,500,000 新型コロナウイルス感染症に対する院内お 
    よび施設内感染対策の確立に向けた研究

解剖学 准教授 1,700,000 ヒトはなぜ戦うのか−生物考古学的資料に 
   基づくアンデス文明形成史の解明−
生理学 講　師 1,900,000 分泌性オートファジーのシナプス形成における役割の解明
予防医学 講　師 1,200,000 未就学児を養育する母親が遭遇するネガティブ 
   サポート及びそのインパクトに関する研究
内科学（消化器・肝臓内科） 教　授 3,200,000 ウイルスゲノム組み込みと生体機能情報のリ  
   アルタイム血中可視化による革新的肝癌制御
内科学（消化器・肝臓内科） 准教授 3,200,000 臨床検体から同定したピロリ菌ゲノム異常 
   の時空間的な解明に基づく胃癌の革新的制御
内科学（脳神経内科） 教　授 4,500,000 HAM の HTLV-1 感染細胞の異常形質を規 
   定するゲノム・エピゲノム制御機構の解析
産婦人科学 教　授 5,400,000 がんサバイバーシップ向上を志向した妊孕 
   性温存療法の革新的な技術開発
応用分子腫瘍学 大学院教授 4,900,000 乳がんにおける内分泌療法耐性獲得メカニズムの解析
解剖学 教　授 1,100,000 GLP-1 受容体活性化による 2 型糖尿病のサ 
   ルコペニア予防効果とメカニズムの解明
解剖学 准教授 1,000,000 超解像イメージング技術をもちいて真骨魚 
   類のアンモニア排泄機構を解明する
解剖学 准教授 800,000 多面的新手法による中近世日本人のライフヒ 
   ストリーの復元：生物考古学の新展開を探る
生理学 教　授 800,000 小脳が関与する脳高次機能のメカニズムの解明
生理学 名誉教授 700,000 海馬依存的学習におけるミクログリアの生理的役割の解明
生理学 准教授 1,500,000 生殖イベントが海馬の可塑性機能を変容する分子基盤
生理学 講　師 800,000 視床下部性性腺機能抑制における視索前野 
   領域ミクログリアの役割の証明
生理学 講　師 800,000 シナプス形成因子 Cbln1 によるシナプス後 
   部成熟過程の分子機構の解明
生理学 講　師 800,000 加齢による骨格筋幹細胞の機能低下メカニ 
   ズムにおける Egr3 分子の役割解明
生理学 助　教 800,000 骨格筋を形作る筋芽細胞融合の制御機構に 
   おける STAT6 分子の役割に関する研究
生理学 助　教 1,600,000 痛み行動の性差発現における分界条床核背 
   外側 CRH ニューロンの役割
生化学 教　授 1,300,000 Layilin を中心とした関節リウマチの滑膜  
   細胞増殖・活性化の機構解明
生化学 助　教 1,000,000 再発性多発軟骨炎の診断を可能にする血清ペプチドの検出
生化学 助　教 1,000,000 顕微鏡的多発血管炎の新規血清ペプチドバ 
   イオマーカー候補 AC13 の定量系の確立
微生物学 教　授 1,100,000 多剤耐性腸内細菌科細菌の耐性機序とバイ 
   オフィルムが耐性に及ぼす影響に関する研究
薬理学 教　授 1,600,000 胎仔心筋細胞増殖機構 Hipp-Yap 経路に着  
   目した心不全治療応用への基盤研究
薬理学 助　教 1,300,000 結晶成長における脱水和・脱溶媒和の影響
免疫学・病害動物学 客員教授 1,000,000 Reelin/Disabled/GSK3 経路修復による片  
   麻痺の新規治療法の確立
免疫学・病害動物学 研究技術員 1,200,000 神経移植による認知機能回復におけるコリ 
   ン作動性神経の再生とその役割の解明
病理学 准教授 700,000  がん型アミノ酸トランスポーター LAT1 を  
   標的とした胆道癌治療効果と発癌経路の解明
スポーツ医学 教　授 500,000 微弱電流および高気圧酸素は損傷骨格筋の 
   筋力回復を促進させるか
スポーツ医学 非常勤講師 1,300,000 軟骨・半月細胞の機械的ストレスに応答する核 
   酸修復・エネルギー代謝の解析と治療開発
内科学（循環器内科） 教　授 400,000 たこつぼ症候群患者に対する運動療法の再発予防効果
内科学（循環器内科） 准教授 0 血管内視鏡を用いた経皮的心房中隔欠損症 
   閉鎖術後における閉鎖栓の内膜被覆度の評価
内科学（循環器内科） 准教授 1,200,000 乳癌患者に対する 3 次元心エコー図を用い 
   た薬剤性心筋症スクリーニング方法の確立

内科学（循環器内科） 講　師 200,000 大規模 DPC データを用いた疫学研究～大  
   気汚染が与える心疾患発症と奪う医療費
内科学（消化器・肝臓内科） 病院教授 800,000 膵癌等を標的とする革新的消化器系新規腫瘍  
   マーカー・ラミニンγ２とその機能解析
内科学（消化器・肝臓内科） 准教授 1,500,000 ヒト門脈血液中に検出する細菌種解析に  
   よる肝疾患形成の解明
内科学（消化器・肝臓内科） 講　師 1,300,000 microRNA フィールド破綻に基づく B 型肝炎
   の発がんリスク診断および治療法開発
内科学（脳神経内科） 病院教授 1,700,000 4D Flow MRI の潜因性脳梗塞の塞栓源検索における有用性
内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科） 教　授 1,000,000 免疫チェックポイント阻害療法副作用マネージメ  
   ントのための免疫モニタリング法の樹立
内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科） 講　師 500,000 炎症と骨吸収に関与する IL-34 は関節リウ  
   マチの治療の標的分子となりうるのか？
内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科） 講　師 900,000 自己免疫疾患における新規 T 細胞及び B  
   細胞サブセットの動態及び機能解析
神経精神科学 准教授 1,000,000 性犯罪のリスクのある障がい者の社会インテグレーション
小児科学 教　授 1,300,000 院内心停止等ビッグデータを用いた小児医療環 
   境の医療安全指標にかかる多施設共同研究
小児科学 講　師 1,100,000 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合  
   ワクチンの接種部位別の局所反応の比較
脳神経外科学 准教授 700,000 フリーラン自発筋電図による定量的モニタリングの開発
脳神経外科学 研究員 900,000 クロロゲン酸の皮膚再生における生理作用の解明
整形外科学 病院教授 400,000 T1 ρマッピングによる移植軟骨の再生過  
   程の解明と競技復帰基準の確立
整形外科学 非常勤講師 700,000 スクレロスチンが引き起こす筋量低下を解明し 
   サルコペニアの治療や予防を開発する研究
皮膚科学 教　授 1,000,000 ブレオマイシンと免疫チェックポイント  
   阻害薬の併用による悪性黒色腫の治療
皮膚科学 准教授 1,100,000 皮膚悪性リンパ腫の包括的な病態解明に  
   よる新規治療法の提案
腎泌尿器外科学 病院教授 1,100,000 miR195-5p を用いた膀胱癌に対する革新的 
   膀胱内注入療法の開発
腎泌尿器外科学 研究技術員 1,000,000 3 次元再構築精巣をツールとした精子形成不全発生過程の解明
産婦人科学 病院教授 1,000,000 高周波超音波プローブと母体血清マーカー  
   を用いた癒着胎盤の診断に関する研究
産婦人科学 准教授 1,000,000 光干渉断層計を用いた最適組織選択によ  
   る効果的卵巣組織移植法の開発
産婦人科学 研究技術員 1,300,000 ARID1A 不活性化変異による卵巣明細胞  
   癌の発がん機構の解明
眼科学 教　授 1,600,000 新規血管細胞制御シグナル伝達に介入す  
   る網膜脈絡膜血管病治療法の開発
耳鼻咽喉科学 教　授 100,000 めまいリハビリテーションへの応用を目  
   的とした前庭動眼反射の可塑性の検討
耳鼻咽喉科学 非常勤講師 800,000 難治性中耳炎に対する細胞シート治療の  
   普及に向けた新規作製法の確立
耳鼻咽喉科学 研究員 400,000 前庭眼反射を指標とした「酔い」原因である感 
   覚の不一致の画期的定量評価法の開発
放射線医学 病院教授 400,000 本邦における乳腺濃度と乳癌発生の関連性とマ 
   ンモグラフィでの乳腺濃度表現法の研究
救急医学 特任教授 1,500,000 一酸化炭素（CO）中毒に対する新しい治療法としての光照射
救急医学 病院教授 900,000 Track and Trigger による自動的 RRS 起動
   システム開発・多施設検証
難治性疾患病態制御学 大学院教授 1,300,000 機械的ストレスに応答する軟骨の核酸修復と 
   エネルギー代謝の相関解析、治療法への応用
先端医学研究施設 研究技術員 800,000 癌抑制遺伝子 BAP1、DSB 応答の機能解析
臨床再生組織工学 准教授 1,100,000 自己細胞を用いた再生気管の臨床応用に向けて
難病治療研究センター 准教授 1,200,000 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症における疾  
   患特異的マーカーの検出とその人種別評価
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令和2（2020）年度　文部科学省・（独）日本学術振興会　科学研究費助成事業　交付決定者一覧 令和3年3月31日現在
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令和2（2020）年度　国立研究開発法人日本医療研究開発機構委託研究開発費　交付決定者一覧 令和3年3月31日現在

所属 職位 氏名 代表・分担 交付額（円）
：直接経費 研究課題名 所属 職位 氏名 代表・分担 交付額（円）

：直接経費 研究課題名

令和元（2019）年度　公的・民間助成金（競争的獲得資金）獲得状況一覧
所属 職位 氏名 助成事業名助成機関名 研究課題名 金額（単位：円）

 生理学 助　教 （国研）宇宙航空研究開発  月極域探査のための観測 探査車搭載型中性子検出器 4,674,000
   機構 機器の検討提案
 予防医学 講　師 （公財）三菱財団 社会福祉事業・研究助成 障がい児の親が被災時に遭遇するネガティブサポートの実態とその影響に関する研究 2,000,000
 免疫学・病害動物学 教　授 （公財）喫煙科学研究財団 喫煙科学研究財団　助成金 腫瘍免疫での免疫チェックポイントに対するニコチンの影響 2,000,000
 免疫学・病害動物学 非常勤講師 （公財）喫煙科学研究財団 喫煙科学研究財団　助成金 ヒト iPS 細胞由来神経細胞移植とニコチン投与を併用した認知症治療法開発の試み 2,000,000
 内科学（腎臓・高血圧内科） 講　師 （公財）中富健康科学振興財団 公益財団法人中冨健康科学 走運動による筋腎連関を介した糖尿病性腎臓病の進行抑制効果の検証と分子メカニ 1,500,000
    振興財団研究助成金 ズムの解明
 内科学（代謝・内分泌内科）【西部病院】 病院教授 （国研）国立国際医療研究センター 国際医療研究開発費 サブクリニカルクッシング症候群の診断基準の検証 100,000
 内科学（代謝・内分泌内科） 助　教 （公社）米穀安定供給確保 ごはん食健康データベース整備 新品種レジスタントスターチ高含有米の糖尿病患者に対する血糖改善効果の検討 104,000
   支援機構 事業研究・調査の研究助成
 内科学（血液・腫瘍内科） 教　授 （一社）日本血液学会 研究助成事業 慢性活動性 EB ウイルス感染症の背景因子としての細菌叢の意義 500,000
 小児科学 病院教授 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 新生児のための診療支援システムの拡充を通じた重症化予防プロジェクト 1,462,500
 整形外科学 病院教授 AOSpine Asia Pacific AOSpine Reseach Grant Research on mobile application software for school scoliosis screening 272,950
 整形外科学【西部病院】 病院教授 （一社）JA 共済総合研究所 JA 共済交通事故 MRT1 ρマッピングによる関節内骨折受傷後の関節軟骨の縦断的質的評価：外傷性 991,000
    医療研究助成 変形性関節症の早期治療介入の確立に向けて
 皮膚科学 准教授 日本皮膚科学会（資生堂寄付） 令和２年度日本皮膚科学会基礎 皮膚化学発癌におけるリンパ流の役割 1,000,000
    医学研究費（資生堂寄付）
 産婦人科学 准教授 （公財）内視鏡医学研究振興財団 一般研究助成 妊孕性改善を目的とした腹腔鏡下卵巣組織移植術の術式確立を志向した基礎研究 500,000
 産婦人科学 准教授 （公財）山口内分泌疾患研究振興財団 一般研究助成 医原性卵巣不全患者の妊孕性改善を目的とした Cell-free therapy による効果的卵巣組織移植法の開発 1,000,000

内科学（消化器・肝臓内科） 准教授 代表 1,800,000  腎負荷を低減した Dual Excretion 型 X 線造影剤の開発
内科学（脳神経内科） 教　授 代表 58,000,000  HAM の革新的治療となる抗 CCR4 抗体製剤のコン 
    パッショネートユースによる長期投与試験
内科学（脳神経内科） 教　授 代表 8,180,000  HAM・HTLV-1 陽性難治性疾患の診療ガイドラインに 
    資する統合的レジストリの構築によるエビデンスの創出
内科学（脳神経内科） 教　授 代表 16,850,000  HAM の治療薬開発を促進する代替エンドポイ 
    ントとしてのバイオマーカーの実用化研究
内科学（脳神経内科） 教　授 代表 14,700,000 新規 HTLV-1 感染モデルを用いた HAM 
    の発症予防法・治療法の開発
内科学（血液・腫瘍内科） 教　授 代表 33,100,000 慢性活動性 EB ウイルス感染症を対象とし た 
    JAK1/2 阻害剤ルキソリチニブの医師主導治験
小児科学 教　授 代表 2,600,000 小児の気道狭窄病変に伴う呼吸不全に対するヘリウム・酸素 
    混合ガス（AW-PD01）の臨床第Ⅱ相試験の研究総括に関する研究
小児科学 病院教授 代表 34,517,539 クリゾチニブの再発または難治性小児 ALK(anaplastic   
    lymphoma kinase) 陽性未分化大細胞型リンパ腫 (anaplastic 
    large cell lymphoma,ALCL) に対する第Ⅰ／Ⅱ相および再発ま 
    たは難治性神経芽腫に対する第Ⅰ相医師主導治験
産婦人科学 教　授 代表 969,231  生殖能を有する者に対する医薬品の適正使 
    用に関する情報提供のあり方の研究
耳鼻咽喉科学 教　授 代表 842,858 慢性めまいの診断法確立とめまい指導の有用性に関する研究
救急医学 教　授 代表 6,500,000 アダプティブデザインを用いた COVID-19 国際多施設ランダム 
    化比較試験と重症呼吸器感染症に対する臨床研究体制の基盤構築
薬理学 准教授 分担 769,231 革新的オンライン管理型心臓リハビリテー 
    ションシステムの医師主導治験
内科学（腎臓・高血圧内科） 教　授 分担 100,000 診療連携・国際連携をも視野にいれた、生活習慣病、 
    CKD の診療の質向上に直結する多施設長期コホート研究
内科学（消化器・肝臓内科） 病院教授 分担 5,000,000 患者層別化マーカー探索技術の開発／医療ニーズの 
    高い特定疾患・薬剤に対する患者層別化基盤技術の開発
内科学 ( 腎臓・高血圧内科） 講　師 分担 260,000 マージナルドナー腎移植の安全性に関する 
 講　師   新規エビデンス創出研究
内科学（代謝・内分泌内科） 病院教授 分担 200,000 難治性副腎疾患の診療に直結するエビデンス創出
内科学（脳神経内科） 教　授 分担 25,000,000 希少難治性疾患克服のための「生きた難病 
    レジストリ」の設計と構築
内科学（脳神経内科） 教　授 分担 2,769,231 HTLV-1 の総合的な感染対策に資する研究
医療情報実用化マネジメント 特任教授
学寄附研究部門
内科学（脳神経内科） 教　授 分担 500,000 ウイルス・宿主ゲノム情報に基づいた HTLV-1 関連疾患発症 
    予測法の開発と臨床情報統合データベースの整備・活用
内科学（脳神経内科） 教　授 分担 1,500,000 多層的シングルセル研究による HTLV-1 関連病 
    態予測サロゲートマーカーの探索とその臨床応用

内科学（脳神経内科） 教　授 分担 1,300,000  HTLV-1 関連疾患の発症リスク、進展メカ
医療情報実用化マネジメント 特任教授   ニズムに関するオミックス統合解析と発症
学寄附研究部門    予防に資する基盤的研究
内科学（血液・腫瘍内科） 教　授 分担 700,000  Epstein-Barr ウイルスによる T/NK 白血病・ 
    リンパ腫治療薬候補 S-FMAU の非臨床試験
内科学（リウマチ・膠原病アレルギー内科） 教　授 分担 300,000  顕微鏡的多発血管炎および多発血管炎性肉芽腫症に対するト 
    シリズマブの有効性、安全性、薬物動態に関する医師主導治験
小児科学 病院教授 分担 300,000  小児リンパ腫の標準的治療法の確立
小児科学 病院教授 分担 100,000 小児・AYA 世代の限局期成熟 B 細胞性リ 
    ンパ腫に対する標準的治療開発
外科学（消化器・一般外科） 教　授 分担 200,000 Borderline resectable 膵癌に対する集学的 
    治療法を用いた標準治療確立に関する研究
外科学（呼吸器外科） 教　授 分担 500,000 臨床病期Ⅰ／Ⅱ期非小細胞肺癌におけるリンパ節郭清の 
    縮小化の治療的意義を検証するランダム化比較試験
外科学（乳腺・内分泌外科） 教　授 分担 384,616 超音波デジタル画像のナショナルデータベース構築と人 
    工知能支援型超音波診断システム開発に関する研究
産婦人科学 教　授 分担 300,000  シスプラチンを含む化学療法を施行される子宮がん 
    患者の嘔気・嘔吐に対する六君子湯の効果−プラセ 
    ボ対照無作為化二重盲検比較検証試験
産婦人科学 病院教授 分担 10,000 妊娠 28 週未満発症の早産期前期破水妊婦に対するアジスロ 
    マイシン投与による気管支肺異形成の予防法の開発
放射線医学 教　授 分担 200,000 直腸癌局所再発に対する標準治療確立のための研究開発
放射線医学 教　授 分担 1,000,000  肺尖部胸壁浸潤癌に対する化学放射線療法後の術前後 
    デュルバルマブもしくはデュルバルマブ維持療法を併用 
    した集学的治療に関する単群検証的試験（JCOG1807C）
臨床腫瘍学 准教授 分担 1,538,462  SCRUM-Japan GI-SCREEN 基盤を活用した血液循環 
    腫瘍 DNA ゲノムスクリーニングに基づく HER2 遺伝子 
    異常を有する固形がんに対する DS-8201a の医師主導治験
臨床腫瘍学 講　師 分担 2,591,000  高度催吐性リスクのがん化学療法における 
    DEX（steroid）sparing に関する研究
感染症学 教　授 分担 1,000,000  SARS-CoV2 感染無症状・軽症患者におけるウイルス 
    量低減効果の検討を目的としたファビピラビルの多 
    施設非盲検ランダム化臨床試験およびファビピラビ 
    ルを投与された中等症・重症患者における臨床経過 
    の検討を目的とした多施設観察研究
感染症学 教　授 分担 400,000  感染症対策における数理モデルの拡大的活用研究
感染症学 教　授 分担 3,000,000  COVID-19 重症例に対するエトポシドおよびコルチコス 
    テロイドを使用した HLH-94 プロトコルによる有効性・ 
    安全性評価のための第 II 相臨床試験

難病治療研究センター 准教授 1,300,000 HAM 患者に対する抗 CCR4 抗体療法の最適化に関する研究
難病治療研究センター 助　教 1,100,000 HAM におけるウイルス感染細胞に起因し 
   た中枢神経傷害分子機構の解明
疾患バイオマーカー・標的分子制御学 大学院教授 1,300,000 顕微鏡的多発血管炎の新規バイオマーカー・
   治療標的候補血清ペプチドの網羅的解析
分子神経科学 大学院教授 1,000,000 視神経軸索障害におけるオートファジーを 
   含む代謝処理機能不全の機構解明
生化学 助　教 1,600,000 近位依存性ビオチン標識を用いたライリン 
   の新規相互作用分子の同定による機能解明
生理学 研究技術員 700,000 ケトン体誘導食が持久性運動能力に及ぼす 
   効果とその作用メカニズムの解明
予防医学 助　教 800,000 in vitro 血管モデルを用いた無機ヒ素暴露  
   による心血管疾患の発生機序の解明
内科学（総合診療内科） 准教授 700,000 高齢者ポリファーマシーに対する減処方プ 
   ロトコルの有効性：ランダム化比較試験
内科学（循環器内科） 助　教 700,000 Utility of passive leg raising echocardiography 
   for patients with heart failure with preserved 
   ejection fraction
内科学（消化器・肝臓内科） 助　教 1,500,000 幹細胞関連転写因子に着目した大腸癌術後再 
   発診断のためのリキッドバイオプシーの開発
内科学（消化器・肝臓内科） 助　教 1,200,000 胃液、胆汁、血液を用いた新規癌診断法に 
   おけるラミニンγ 2 単鎖の有用性の解析
内科学（腎臓・高血圧内科） 講　師 1,200,000 腎移植ドナーを対象とした運動療法の有効性について
内科学（腎臓・高血圧内科） 非常勤講師 1,400,000 習慣的有酸素運動による臓器連関を介した 
   糖尿病性腎臓病の予防メカニズムの解明
内科学（代謝・内分泌内科） 助　教 1,300,000 新品種レジスタントスターチ高含有米の糖 
   尿病患者に対する血糖改善効果の検討
内科学（脳神経内科） 講　師 600,000 狭窄性頸動脈病変の診断における SMI 超  
   音波の有用性に関する観察研究
内科学（リウマチ・膠原病・アレルギー内科） 助　教 1,500,000 自己免疫疾患特異的な末梢性ヘルパＴ細胞 
   と疾患治療効果に伴う遺伝子発現の動的観察
小児科学 講　師 1,500,000 大学病院における動物介在療法の有効性の評価

外科学（小児外科） 助　教 1,500,000 先天性尿路閉塞疾患に対する胎児期の経  
   尿膜管治療の臨床応用への可能性の検討
外科学（小児外科） 助　教 1,500,000 ビタミンＡとステロイド懸濁羊水注入併用気  
   管支結紮による羊胎仔横隔膜ヘルニア治療
脳神経外科学 講　師 800,000 スポーツ脳振盪における眼球運動測定による定量化の研究
整形外科学 助　教 400,000 外反母趾の病態と新たな治療法確立のた  
   めの第 1TMT 関節の解剖学的研究
産婦人科学 助　教 1,900,000 がん患者のための妊孕性温存における卵  
   細胞傷害の原因と改善方法の究明
産婦人科学 研究員 1,600,000 分子標的薬が妊孕性に及ぼす影響の解析
眼科学 助　教 1,000,000 p38-p62 シグナル阻害を介した視神経軸索  
   保護機構解明
耳鼻咽喉科学 助　教 900,000 鼻閉が及ぼす持続的運動と間欠的運動へ  
   の影響と治療適応の解析
麻酔学 講　師 1,900,000 TAVI 後急性腎障害の早期診断に有用な新 
   規バイオマーカーの確立
救急医学 講　師 500,000 急性期病院と周辺関連施設の薬剤耐性菌の疫 
   学的リンクおよび感染予防管理に関する研究
救急医学 助　教 600,000 他施設レジストリに基づく院内救急体制  
   の質改善と早期警告スコアの開発
難治性疾患病態制御学 特任助教 1,400,000 慢性活動性 EB ウイルス感染症における血 
   管障害発症機構の解明と治療法の開発
難病治療研究センター 助　教 1,100,000 STLV-1 感染初期のウイルス動態・免疫応  
   答解析による HAM 病態の理解
難病治療研究センター 研究技術員 1,000,000 多くの癌での予後不良因子 PLK1 の過剰発  
   現と PARP 阻害剤と DNA 損傷修復の関係
大学院アイソトープ研究施設 講　師 2,600,000 中枢型トリプトファン水酸化酵素のエク  
   ソン・スキップによる翻訳抑制解除と創薬
内科学（代謝・内分泌内科） 助　教 1,100,000 糖尿病治療における新規呼気アセトン測定  
   の有用性：良好な体重・血糖維持のための活用
難治性疾患病態制御学 特任助教 1,100,000 CAEBV における EB ウイルス由来 RNA  
   の解析：発症への関与と治療標的の可能性

晴山　　慎

木村美也子
鈴木　　登
藤原　成芳
市川　大介

方波見卓行
中村　祐太

新井　文子
北東　　功
赤澤　　努
原口　直樹

宮垣　朝光

高江　正道
高江　正道

松本　伸行
山野　嘉久

　
山野　嘉久

　
山野　嘉久

山野　嘉久

新井　文子

清水　直樹

森　　鉄也

鈴木　　直

肥塚　　泉
藤谷　茂樹

木田　圭亮

柴垣　有吾

安田　　宏

市川　大介
谷澤 　雅彦
方波見卓行
山野　嘉久

山野　嘉久
渡邉　俊樹

山野　嘉久

山野　嘉久

佐藤　知雄
新谷奈津美

黒川真奈絵

北岡　康史

土屋　貴大

掛橋　千彰

曹　　　洋
　

家　　研也

寺本佳楠子

五十嵐央祥

清川　博史

今井　直彦
渡邉　詩香

中村　祐太

萩原　悠太

櫻井　恵一

長江　千愛

田中　邦英

大林　樹真

小野寺英孝
軽辺　朋子

鈴木　由妃

白石絵莉子
佐瀬　佳奈

齋藤　善光

小幡　由美

齋藤　浩輝

内藤　貴基

大橋　彩香

山内　淳司

佐倉　杏奈

廣井　朋子

中川　朋子

大橋　彩香

山野　嘉久
渡邉　俊樹

新井　文子

川畑　仁人

森　　鉄也
森　　鉄也

大坪　毅人

佐治　　久

津川浩一郎
　

鈴木　　直

長谷川潤一
　

中村　直樹
中村　直樹

砂川　　優

伊澤　直樹

國島　広之

國島　広之
國島　広之



（ 8 ） 2021 年（令和 3 年）7 月 20 日 第 116 号

COVID-19 と闘ってきた一年間は、
「聖マリ」が一つのチームとなった稀
有な一年間でもあった。チーム医療
という言葉は随分と前からあったよ
うに思うが、そうはいっても、医者
が主導で動くのが病院であったよう
に思う。しかし、そんな常識は新型
コロナウイルスによってあっさりと
覆されてしまった。一年以上の長期
にわたり COVID-19 に対応しながら
地域医療を支え続けている当院の活
動は、まさに仲間とのチーム医療の
体現である。

医師と看護師の頑張りと胆力は言
わずもがな。市井の感染動向に合わ
せて、柔軟かつしなやかに変化して
きたコロナ対応病棟は施設環境課の
手作りであるし、職種と専門領域の
垣根を越えた全方位性の指揮系統の
確立は IT 戦略推進室のおかげであ
る。気管挿管の頻度を劇的に減少さ
せた高流量の酸素療法や最後の砦と
なる VV-ECMO は臨床工学技士の

私たちは、昨年 2 月から継続的に
COVID-19 重症患者さんの看護にあ
たっています。PPE の装着は想像以
上に大きな負担となり、すぐに駆け
つけたい時に対応できないもどかし
さなども伴います。24 時間 365 日、

2021 年 1 月 18 日（月）より総合診
療内科に新型コロナウイルス感染症
後外来を開設し、5 月 31 日（月）現
在、135 名の患者さんの診療を行い
ました。後遺症には、倦怠感や呼吸
困難感、味覚嗅覚障害、不安、脱毛、
記憶力の低下などさまざまな症状が

大学病院の新型コロナウイルス感
染症への取り組みは、令和 2 年 2 月
の「ダイヤモンド・プリンセス号」
の感染患者受入れから、積極的に行っ
ており、現在も多くの患者さんの診
療やリハビリテーション、患者さん
の家族のケアなどを行っております。

それを応援したいと、多くの方々
からのご支援が届いております。お
手紙や応援メッセージもたくさん届

救命士とは本来、消防機関等で勤
務していますが、私たちは病院で救
急外来での初期対応や他の医療機関
への搬送等を行っています。DMAT
派遣されたダイヤモンド・プリンセ
ス号の時には COVID-19 の患者さん

医療従事者からの声

新型コロナウイルス　最前線の現場から

COVID-19 と闘った一年間

「新型コロナウイルス感染症後
外来」について

No 密！だけど濃密な看護ケア

収束を願い検査を続けていく

迅速な治療のために

大学病院
新型コロナウイルス
感染症取り組みへの
ご支援・応援メッセージ
をいただいて

救急医学　准教授　森澤 健一郎

総合診療内科　助教　土田 知也

救命救急センター　師長　熊木 孝代

事務部管理課　主任　齊藤 沙織

臨床検査部　主査　大栁 忠智

救命救急センター　救急救命士　安藤 大吾
白藤 優佳

常駐があって可能となったし、日進
月歩の薬物治療においては薬剤師の
存在が全てである。命を救えたとし
てベッドから地に足をつけられたの
は何故か？リハビリの魔術と断言で
きる。発症前から感染力を持つ上に
受診のためには症状を隠す感染者す
ら出てくる現実の中で、誰よりも先
んじて矢面に立つ受付事務の面々と
ゾーニング（汚染区域と清潔区域の
区分）を徹底させる守衛さんたちを
忘れてはならない。マスクが無いか
ら無理！という世の流れの中でコロ
ナ診療を続けられたのは、四次元ポ
ケットのような調達部が支えてくれ
たからであるし、いかにも怪しいリ
ネンやら食器を洗ってくれている人
たちがいることも実感させられた。
遺伝子検査は偽陰性だとしても画像
所見が鍔際を守ってくれたミラクル
は放射線技師あっての話である。そ
して、院内だけでなく市外・県外を
問わず搬送と調整を敢行する病院救
命士とベッドコントロールの存在が
満床での白旗から救ってくれた。

総じて誰もが限界の先を見て行動
した一年間であったし、それが許さ
れた一年間であった。二度と繰り返
したくない一年間だが、仲間を実感
できた得がたい一年間でもあった。

患者さんの命を守るため、閉鎖空間
の中で誰よりも近い位置で関わらせ
ていただいています。物理的な近さ
だけでなく、患者さんやご家族との
つながりを大切にし、心に寄り添え
るケアを目指して頑張っています。
ワクチンが普及してきましたが、ま
だまだ終息の目途がたちません。ス
タッフからの感染者を出していない
ことに自信と誇りをもち、今後もチー
ム一丸となり、気を引き締めながら
対応を続けていきたいと思います。

ありますが、日常生活を送るのが困
難な重症な方もおられます。当科を
窓口として関連する症状に応じた診
療科・部署とシームレスな連携を取
り、対応しております。定期的に院
内公開で後遺症に関する勉強会を開
催し、新知見や各診療科担当者から
の feedback と情報共有を行い、患者
さん一人ひとりへの対応のみならず、
その臨床経験に基づく知見を世に発
信し、全国で後遺症に対応できる医
療機関を増やし、後遺症で苦しむ方
のお役に立てればと思います。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
PCR 検査という言葉が世の中に広がってきま
した。院内からは「接触者の迅速 PCR 検査
を実施してほしい」「手術前・入院前の PCR
検査体制を整えてほしい」など多くの要望が
あがってきました。そのつど、できる限り要
望に沿った検査体制を整えるべく、検査機器
の選定や手技のトレーニング、休祝日の対応、
試薬や消耗品の在庫管理など、実際に検体検
査を行うだけでなく、多くの業務に従事して
きました。今はただ、できるだけ早くこの感
染症が収束することを願い、日々検査を続け
ていくだけです。

いており、ファイルに綴り各
部署に回覧、病院の壁や掲示板に掲
示を行い、職員は励まされ元気を頂
いております。小中高の児童生徒か
らの応援メッセージは、児童生徒自
ら発案し、学校全体、近隣学校、野
球連盟校などに声掛けをし、まとめ
上げた素晴らしい作品となっており、
どれもとても温かく熱い気持ちが伝
わってきます。市民の方々からのご
支援、本当にありがとうございます。

をたくさん搬送しました。川崎市内
などの重症度が高くなった患者さん
に高度な治療を施すため医師ととも
に先方に出向き、現場と当院で通信
映像ツールを用いて情報共有を行い
ながら迅速に搬送してきました。ま
た、当院に入院中で状態が安定した
患者さんを他の医療機関へ搬送し、
より重症な患者さんを受け入れられ
るようにしています。私たち自身が
感染しない、させないように日々業
務を遂行しています。



（ 9 ）2021 年（令和 3 年）7 月 20 日第 116 号 聖 マ リ ア ン ナ 医 大 新 聞

◆　令和2年度　国家試験結果報告　◆

医学部 看護専門学校新卒 96.5％、全体でも 95.8％の
安定した合格率を維持

社会の期待を背負い、
本校から 74 名の看護師が誕生

2021 年 2 月 6 日（土）、7 日（日）に行
われた第 115 回医師国家試験は 3 月
16 日（火）に結果発表され、本学卒業
生は 115 名（新卒 111 名、既卒 4 名）
が合格しました（受験者は新卒 115 名
と既卒 5 名）。全体の合格率 95.8%は全
国 80 医学部中 16 位（昨年 22 位）、私
立 29 校中 6 位（昨年 12 位）と、昨年
を上回り、新卒（96.5％）・既卒（80.0％）
ともに安定した好成績でした。

本年は感染症対策のオンライン講
義のため学習環境が大きく変化しま
した。対面交流がなく、情報交換や
相互扶助が困難にもかかわらず、さ
まざまな工夫により成績の良い学生
が友人の援助を行い、多くの学生の
成績が急速に向上しました。国試委
員の頑張り、普段からの交流や友情、
先輩からの助言など、さまざまな要
素があったことと思います。学生諸
君の頑張りを大いに誇りに思います。
特に嬉しいのはそのような雰囲気が
本学の校風と言えるほどに定着して
いると感じられたことです。これだ
け大きな影響にも揺るがなかった学
生諸君の頑張りは、既に本学の文化

であると言ってよいと思います。
もちろん全教員の 6 年間の教育の

頑張りに負う所も疑いありません。
全ての教員、病院スタッフ、大学職
員はじめ学内の全ての皆様、そして
学外の指導者の皆様が温かく本学の
学生を育ててくださった努力の結実
です。本学の目標「良医の育成」は
国試成績で測れるものではありませ
んが、みんなで頑張る本学の雰囲気
が、全てに良い方向に進んでいるこ
との証の 1 つが「成績の安定感」だ
と思います。全ての関係者の皆様に
も、大きな尊敬とともに、お礼とお
祝いを申し上げたいと思います。

2021 年度は新カリキュラム移行年
で、従来の経験が通用しない面もあ
ることに加え、COVID-19 の影響も続
いていますが、学生諸君は頑張って
おります。ことに直接ご指導いただ
いている第 6 学年担当教員の皆様に
は相変わらずのご苦労をお願いいた
しますが、全ての皆様にも厳しくも
温かいご指導を今後も変わらず賜れ
ますようお願い申し上げます。

国試委員会委員長　松本直樹

2021 年 2 月 14 日（日）に行われた第
110 回看護師国家試験の結果が、3 月
26 日（金）に発表されました。全国の
受験者数は 66,124 名であり、合格者
は 59,769 名でした。当校からは卒業
した 42 回生 75 名と既卒者 1 名の計
76 名が受験し、74 名が無事に合格す
ることができました。残念ながら全
員の合格は叶いませんでしたが、本
校の合格率は 97.4％（新卒 97.3％）であ
り、全国の合格率 90.4％（新卒 95.4）
と比較しても高い合格率となりまし
た。

本校では 3 年間で 100 単位（3,030
時間）を履修します。そのカリキュ
ラムのうち 3 分の 1 を臨地実習が占
めており、3 年次は半年以上に及ぶ
期間にわたって大学病院や関連病
院、訪問看護ステーションや地域の
施設等で実践に即した実習を行いま
す。昨年度から流行している COVID-
19 の拡大よって 42 回生は 3 年次の 4
月から自宅での自粛に始まり、始業
もオンラインでのスタートとなりま
した。また臨地での実習も学内実習

に振り替えての実施となるなど、異
例尽くしの状況下において十分な学
習環境であったとは言い難かったと
思います。しかし、そのような状況
下においても 42 回生は常に前向きに
目標を持ち続け、看護師になること
を目指して努力していました。自ら
も感染の恐怖に怯えながら、国家試
験に向けた学習に一生懸命に取り組
み、精一杯頑張った結果が、この国
家試験合格であったと思います。依
然として猛威をふるう COVID-19 に
より看護師としてのスタートも大変
なものとなりましたが、看護職に寄
せられる社会的期待は大きく、本校
の卒業生として誇りをもって職務に
あたって欲しいと願っています。

感染予防の視点から例年通りには
講義や実習が行えない状況は続いて
おりますが、これからも一人でも多
くの卒業生が医療の最前線で活躍で
きるように、引き続き皆様の温かい
ご指導を賜れますよう何卒よろしく
お願いいたします。

教務係長　田中良和

2021 年 5 月 20 日（木）、本学は国連
アカデミック・インパクトに加盟し
ました。

国連アカデミック・インパクト 
（United Nations Academic Impact）
は、国連広報局のアウトリーチ部が
担当するプログラムで、学位を授与
する高等教育機関や研究機関が対象
となり、世界各国の高等教育機関同
士の連携や高等教育機関と国連との
連携の促進、並びに国連に委託され
た業務や活動に関するプロジェクト
やイニシアチブに対する高等教育機
関の直接的な関与の推進などを目的
とするプログラムです。

加盟するためには、以下の 10 原則
のうち１つ以上を支持し、促進する

国連アカデミック・インパクトに加盟

鈴木　直

聖マリアンナ医科大学  ディプロマポリシー 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。
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医師の義務や医療倫理を理解している。

医師として人類社会に奉仕する使命感を有している。

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。 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。

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。

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。

医師として必要な実践的能力を有している。

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 1 領域
（医師の責務）

第 2 領域
（医師の姿勢）

第 4 領域
（問題解決能力）

第 7 領域
（社会的責任）

第 5 領域
（コミュニケー

ション能力）

第 6 領域
（基本的診療

能力）

第 3 領域
（複合的知識）

医の倫理に関する基本的原理、および医師の法的責任につ
いては、十分に理解しておかなければならない。さらに、
良好な医師と患者の関係は、良質な医療の基礎となること
から、これらに関わる基本的知識を修得する。

医師として人に対して敬意を払い、異なる価値観や文化を
理解し尊重した上で、正しく判断する姿勢を修得する。

正確な情報を収集・整理して利用する能力を身につけ、医療
における科学的根拠に基づく意思決定と判断を行う能力を修
得する。

医師として、生涯にわたって学び実践する省察的実践家と
しての基本的な姿勢を修得する。

社会における臨床医・研究者・教育者等の多様な医師の役
割を理解し、社会的責任を果たすための基本的能力を修得
する。

医学・医療の実践のため、口頭あるいは文書・電子媒体な
どを用いた有効なコミュニケーション能力を修得する。

基本的な診療技能と、適切な検査法を選択できる能力を習
得するとともに、指導監督下において実施可能な医療行為
については、その実践的能力を修得する。

医学における科学的な知識と解釈について十分に理解し、
様々な視点から知識を統合し応用する能力と、基本的医療
行為に関する知識を修得する。

国際交流センター　センター長
産婦人科学（婦人科）教授

ことが求められます。
原則 1：国連憲章の原則を推進し、

実現する
原則 2：探求、意見、演説の自由を

認める
原則 3：性別、人種、宗教、民族を

問わず、全ての人に教育の
機会を提供する

原則 4：高等教育に必要とされるス
キル、知識を習得する機会
を全ての人に提供する

原則 5：世界各国の高等教育制度に
おいて、能力を育成する

原則 6：人々の国際市民としての意
識を高める

原則 7：平和、紛争解決を促す
原則 8：貧困問題に取り組む

原則 9：持続可能性を推進す
る

原則 10：異文化間の対話や
相互理解を促進し、
不寛容を取り除く

本学では以前より海外からの
留学生や研究者の受入れ、並び
に教職員や学生の留学やイン
ターンシップ等を通じた海外派遣を
実践しておりますが、今後それらの
交流を一層拡充させるとの方針に合
わせ、このたびの申請に当たっては、
原則のうち 10 の「異文化間の対話や
相互理解を促進し、不寛容を取り除
く」を支持し、促進することといた
しました。

本学の国際交流活動は、2020 年 4

月に設置した国際交流センターが中
心的役割を担っておりますが、現状
コロナ禍で思うような活動ができて
おりません。コロナの終息見通しが
立たない中、コロナの影響で本学の
国際交流活動が滞ることのないよう、
コロナ禍に対応する新たな交流方法
を模索し、引き続き海外との交流促
進に努めてまいります。

第 8 領域
（省察的実践家）

加盟認定書
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附属病院  施設だより附属病院  施設だより

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 ❖

◆ 肥満外科手術の保険収載

❖ 西　部　病　院 ❖

◆  「足の外科センター」開設

❖ 多　摩　病　院 ❖

◆ 手術支援ロボット da Vinci Xi の導入

❖ ❖

東横病院では 2018 年に手術初例を
経験しました。皆様のご協力のおか
げで、保険収載に必要な症例経験が
済み、2021 年 6 月より保険で手術可
能となりました。現在、手術の適応
は BMI 35 以上で糖尿病、高脂血症、
高血圧、睡眠時無呼吸症候群のいず
れか１つを合併し、6 か月以上の内科
治療でもコントロール不良な方です。
2021 年 4 月より BMI 32 以上の方も
適応拡大されましたが、かなり詳細
で厳密です。適応のご相談やお困り
の症例がありましたら、佐々木まで
ご連絡ください。

消化器病センター センター長
消化器・一般外科 准教授　佐々木貴浩

2021 年度 4 月より足部、足関節の
専門性に特化した医療を行う「足の
外科センター」を開設しました。足部、
足関節には疾患・外傷の種類が多く、
特有の創の合併症や術後に荷重制限
があり、それらに対応した看護や装
具の作成、術後の退院・転院の支援
が必要となります。当センターでは、
治療の全過程で多職種による包括的
な治療を受けることができる診療体
制を構築したことで、より高度な医
療を提供することが可能となりまし
た。また、リハビリテーション、装
具療法、注射などによる保存療法に
も力を入れています。

整形外科部長 病院教授　原口直樹

自治体による乳がん検診はマンモ
グラフィ、これに視触診が加わると
ころもありますが、超音波検査は行
われていません。

マンモグラフィは痛くてちょっと…。
被爆が心配…。実はインプラントを
入れていて…。コロナだから今じゃ
なくても…。いろいろな理由から乳
がん検診をためらっているあなた！
超音波による検診を受けてみません
か？費用は少しかかります。でも乳
がんの治療は早期発見、早期治療が
とても大切です。

ぜひ、乳がん検診を。
臨床検査技師 主査　大極明子

◆ 超音波による乳がん検診のススメ
シェアサイクリング

「聖マリアンナ医大ステーション」設置完了

医学生のワクチン接種について

3 月 27 日（土）に da Vinci が納品。
附属病院では初めての導入となりま
した。同時に、前立腺癌の早期発見
に有用な画像診断装置（トリニティ）
も納入されました。納品後、全職員
が直接 da Vinci に触れられる期間

（4/20 ～ 4/27）をもうけ、基礎知識・
操作研修を行いました。参加総数は
138 名で、大学をはじめ附属病院の先
生方にも参加していただきました。

院内では週 1 回でワーキング・大
学との調整連携目的に運営会議を月
1 回のペースで行っています。今後、
泌尿器科先行での手術予定で、施設
基準等の問題点をクリアにして安全
を担保した形で、早期開始ができれ
ばと考えています。
消化器・一般外科 病院教授　朝倉武士

コロナ後方支援チームのもとに、
「３密」回避策としてシェアサイクリ
ングステーションを設置して欲しい
との要望が数多く寄せられておりま
したが、去る 3 月 31 日（水）、「聖マ
リアンナ医大ステーション」の設置
が完了しました。設置場所は、看護
師寮「フローラ」横の教職員第一駐
車場内のスペースです。

本学が導入したのは、OpenStreet
株 式 会 社 が 運 営 す る「HELLO 
CYCLING」というサービスで、無料
会員登録後すぐに利用でき、アプリ
からいつでも自転車の予約やステー
ションの検索が簡単
に行えます。自転車
は全て電動式で非常
に快適に運転するこ
とができます。

OpenStreet 株式会
社は川崎市が実証実
験する「シェアサイ
クル事業」を請け負っ
ており、現在は小田
急線沿線を中心にス
テーションを拡大し

ています。
詳しくは、HELLO CYCLING 公式

ホームページにてご確認ください。
http://www.hellocycling.jp/

総務部 総務課　頼住和寿

本学医学部では、4 年生の後期か
ら臨床実習が始まり、年間を通し
て常に 200 名以上の学生が附属病
院で実習に励んでおります。去る 4
月 3 日（土）に、新 5、6 年生の希望
者へ第 1 回目の新型コロナウイル
スワクチン接種を実施いたしまし
た。これは、本学が積極的に新型

コロナウイルス診療を行うなか、実
習等での感染リスクを考慮し、実現
に至りました。

この度、貴重なワクチンの確保に
ご協力いただいた関係者並びに当
日協力いただいた教職員の皆様へ
この場を借りてお礼申し上げます。

教学部 学務課 主任　大里　満

令和 3 年 3 月 31 日（水）午後 3 時半
より、公益財団法人日本財団様から
の助成金と、当院へのコロナ支援募
金の一部によって購入された新しい
ドクターカーの祝福式が小田武彦司
祭のもと執り行われました。明石勝
也理事長をはじめ、大学及び大学病
院関係者が参列し、共にドクターカー
の安全運転・安全走行を祈願しまし
た。

今までの車両に比べ、ストレッ
チャーの操作が容易になり、後部の
スペースにテレビモニターが取り付

新ドクターカー祝福式

けられているため、車内でさまざま
な情報共有が可能となりました。ま
た、車内が広くなったため、より多
くの資機材を収納することができる
ようになりました。さらに後部座席
の窓が無くなったことにより患者さ
んのプライバシー保護にも配慮がさ
れた造りとなっております。

このドクターカーはすでに運用さ
れ、コロナ患者さんの搬送をはじめ、
さまざまな患者さんのために役立て
られています。

総務部 総務課　平高菜海子

2015 年 9 月、「持続可能な開発目標＝
Sustainable Development Goals (SDGs)」
が国連サミットで採択されて以降、
その取り組みは大きなムーブメント
となり世界に広がっています。教育・
研究機関である大学においては、そ
の英知を結集し、SDGs の達成に寄与
することが求められています。

本学では現在、川崎市の定める川
崎市 SDGs 登録・認証制度「かわさ
き SDGs ゴールドパートナー」の認

本学における SDGs について

証を申請しており、「SDGs の基礎知
識」として講演会開催を 10 月上旬に
予定しております。

SDGs が掲げる課題を解決していく
ためには、地域社会・環境など広範
な領域においてさまざまな「イノベー
ション」が必要となります。今後も
SDGs 達成に貢献する活動を推進して
まいりますので、教職員各位におか
れましては、ご理解ご協力のほど宜
しくお願いいたします。

（2021 年 4 月 1 日現在）聖マリアンナ医大新聞編集委員会　委員名簿

※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］／
	 丸井祐二［腎泌尿器外科学］／白井小百合［内科学（腎臓・高血圧内科）］／
	 福澤知子［看護部］／柴田みち［栄養部］／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）］／前田光一郎［総務課（西部）］／
	 村松隆志［総務課（多摩）］

伊野　美幸医学教育分野別評価・検証委員会委員長
医学教育文化部門　医学教育研究分野　教授


