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主な内容

春 夏 秋 冬

新春のお慶びを申し上
げます。

例年お正月は、家族や
親戚で集まったり、帰省や
旅行などさまざまお過ご
しのことと思います。私
は実家で鶏肉と大根、小
松菜、焼いた角餅などが
入ったすまし仕立ての東

京のお雑煮や、または妻
の実家で新潟郷土料理の

「のっぺ」といわれる里芋
や人参、かまぼこ、しい
たけなどが入った煮物を
いただきながら、近況や
地元の話題などの雑談を
するのが恒例で、普段と
全く異なる話が懐かしく
もあり、新鮮にも感じて
いました。昨今の状況に
より例年通りにいかなく
なっていますが、さまざ

まな機会を通して連絡を
取り合うようにしていき
たいものです。

昨年度は真鍋淑郎博士
のノーベル物理学賞受賞と
いう嬉しいニュースがあ
りました。博士のインタ
ビューには、日本の研究や
教育に関する重要なメッ
セージが含まれていま
したが、これまで受賞さ
れた先生方も貴重なメッ
セージを私たちに届けて

おられます。その中でも
印象に残るものの一つが、
何人かの先生が口にされ
ているセレンディピティ
という言葉です。これは、
3 人の王子たちが才気に
より困難を解決していく
ペルシャの童話「セレン
ディップの 3 人の王子た
ち」に由来した造語と言
われていますが、今では、
ふとした偶然をきっかけ
に幸運をつかみ取ること

（大辞泉）、思わぬものを偶
然に発見する能力（広辞苑）
を指したり、科学ではし
ばしば、困難に直面して
もそこから学び取ること
により成功に結びつける
ことを指しています。

私たちは昨今のライフ
スタイルの変化により、さ
まざまな場所を訪れ色々な
物事に触れる機会や、日常
の雑談が減り、思わぬ成功
を生み出す偶然も減ってい

るという指摘もあります
が、何よりセレンディピ
ティの由来のように困難
に際してもそれを乗り越
え成功へ転換させる能力
が求められているともい
えます。これまでの私たち
の取り組みがこの一年を
着実に明るい方向へ導い
てくれると信じています。

内科学（リウマチ・
膠原病・アレルギー内科）

教授　川畑仁人
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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
HP 特設サイトスペシャルコンテンツ
聖マリアンナ医科大学の軌跡
寄付金／菅生キャンパスリニューアル計画
教員表彰／教室・施設紹介　他
医学部成績優秀者顕彰／訃報 他
神奈川県立保健福祉大学と連携協定 他

新年を迎えて
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教育・診療・研究の
　　　三位一体となった飛躍の年に新 年 の ご 挨 拶

看護の本質を培う看護教育を目指して年 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

明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・
教育にご尽力、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、宜しくお願
い申し上げます。

高齢化社会を迎え、より高い日常
生活の活動性を維持し、健康寿命を
延伸させ活力に満ちた社会を育むた
め、聖マリアンナ医科大学は、医学
教育・診療・研究活動を通じて、主
体的かつ積極的に社会還元、ならび
に医学・医療の向上に向けて邁進し
ております。　

令和 3 年も、令和 2 年に引き続き
新型コロナウイルス感染拡大への対
応に、多くの力を割かざるを得ない
状況でございました。本学の大学院
教育についても、多くの方々のご尽
力に支えられ、Web 形式の大学院講
義を実施し、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。

創立 50 周年を迎え、教職員の諸先
輩方がたのたゆまぬご努力、ご尽力
のお陰をもちまして、本学はいま、
医学・医療の領域で大輪の花を咲か
せることができたと存じます。これ
からの 50 年も、聖マリアンナ医科大
学は教育・診療・研究の三位一体と
なった活動を基盤として、これまで
にない全く新しい治療法や医療技術
を生み出し、社会に大きな発展をも
たらすことが期待されています。こ
のためには、本学の有する臨床力、
臨床実績、研究成果、知的財産、設備・
施設、そして人的資産である学部生・
大学院生・全教職員の活動といった
すべてのリソースを結集するととも
に、産官学連携を組織的に推進して、
皆様と共に進んでまいりたいと存じ
ます。

新年明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
ただいておりますこと、心より感謝
申し上げます。

2021 年はコロナという未曽有のパ
ンデミックが私たちに伝えている意
味を受け止め、打ち勝つべく闘い続
けた一年でした。看護理論家である
トラベルビーが「病気や苦難の中に
意味を見出すよう人々を援助するこ
とが看護の本質である」と述べてい
ます。看護学生は、コロナ禍での臨
地実習を通して、どのような状況下
でも看護の本質を追求する看護師の
姿から、自分が今この時を看護学生
として生きている意味を見出してく
れているものと思います。

そして昨年は、未来に向けたカリ
キュラム構築の年でもありました。
このたびのカリキュラムは、多様化・
複雑化するケアニーズに対応する看
護専門職の育成を念頭に、地域包括
ケアシステムの推進、看護実践力の
向上、特に臨床判断能力の基盤を育
むことを目指して見直しがなされま
した。本校は気づきと省察、そして
患者さんのその人らしさを捉える力

を骨子とし、改正の趣旨に即したカ
リキュラム構築を実施しました。気
づきと省察は臨床判断能力の基盤で
す。その人らしさを捉えることは可
視化が困難な、その人の内面を把握
すること、つまり人間の本質を護る
看護を目指すということです。そし
てこれらの能力を 3 年間という短い
看護基礎教育期間にどのように身に
つけ、どのような段階を踏み、どの
程度培われているか学生個々が実感
できるカリキュラムであることを目
指しました。

未来に何が起こるかわからないの
が現実です。しかし、どのような状
況下でも地に根を張り、使命を全う
できる看護師の養成を目指し努力し
ていきます。菅生キャンパスに学生
の笑顔が溢れる日常が戻ることを祈
り、皆様に変わらぬご支援とご協力
をお願いし、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。年頭にあたりご挨拶を申し上
げます。

昨年を振り返ると、34 番目の診療
科として緩和ケア科が設置され、診
療施設として心不全センター、内分
泌疾患センター、人工関節センター、
脊椎センターが開設されました。ま
た手術機器として整形外科における
膝関節及び脊椎手術にロボットが導
入されました。

新型コロナに対する当院の取り組
みを振り返ると、まず、第 5 波の勢
いは凄まじく、第 4 波までの対応で
は増え続ける重症患者の対応が困難
となりました。当院は再度災害対策
本部を設置し、これまで一般診療と
して使用していた救命センター ICU
病床、さらには病院別館 6 階北の
HCU 病床を重症コロナ患者対応病床
に改修いたしました。これまでの救
命 HCU 17 床と合わせて 31 床をコロ
ナ重症患者の対応病床といたしまし
た。従来対応してきた救命センター、
小児病棟、婦人科病床と合わせ 7 月
から 10 月までの 4 カ月の間、当院
で対応した実患者数は重症者 108 名

（ECMO 対応 15 名）、中等症 48 名、
軽症 12 名。延患者数は重症者 1,749
名（ECMO対応377名）、中等症342名、
軽症 120 名にのぼりました。

次に、2021 年 1 月から開設したコ
ロナ感染症後外来（後遺症外来）で
は総合診療内科が中心となり、関係
する診療科が担当医を決めて予約の
段階で必要な検査を組み、午後に結
果を見ながら説明するというスタイ
ルで診療を行い、これまで 292 名の
患者さんが受診されております。最
後に、ワクチン接種については、当
院関係者及びその家族への接種はも
ちろんのこと、患者さんへの対応と
して別館 8 階ランチボックスの跡を
ワクチンセンターに改修いたしまし
た。さらにアレルギー反応等リスク
のある患者さんについてはリウマチ ･
膠原病 ･ アレルギー内科で対応する
ことを近隣医療機関に周知し、10 月
までに 303 名の患者さんを紹介いた
だきました。

今年も昨年同様、コロナ感染症の
対応はもちろんのこと地域や社会か
ら求められる要求に迅速に対応でき
るよう努めてまいりたいと存じます。

明けましておめでとうございます。
昨年、秋に新型コロナウイルス感

染症の第 5 波は終息したものの、今
後も変異株が猛威を振るう可能性が
あり予断を許さない状況です。今年
は、世界がこの感染症をしっかりと
制御し、さまざまな面で活力を取り
戻すよう願っております。

本学医学部では、平成 28 年度入
学生から実施した「新カリキュラ
ム」で学んだ学生が初めて卒業しま
す。全員が医師国家試験に合格し医
師キャリアを開始できるよう願って
おります。同カリキュラムでは、第
1 学年の「早期体験実習」で、人間
の一生を支える社会システムという
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ます。第 4 学年
では、「CBT」および「OSCE」に合
格し、スチューデントドクターとなっ
た学生が、学内外の医療現場で医療
スタッフの一員として学ぶ「診療参
加型臨床実習」を開始します。日頃
より両実習にご協力いただいていま

す外部の施設・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。教育体制面では、オンデマンド・
オンライン講義などを活用しつつも、
感染防止に努めながら、医師になる
ために必要不可欠な臨床・基礎実習
を中心にできる限り対面教育を行っ
てまいります。学生の課外活動も昨
年秋より徐々に再開しており、大学
と連携して感染対策を行いながら、
今年はコロナ以前に近いレベルまで
活動が戻るよう努力してまいります。

このような状況下、学生諸君には
「自ら学ぶ」あるいは「自分を育てる」
姿勢の重要性を十分に認識していた
だくとともに、教職員はじめ周囲の
方々には、「自ら学ぶ」、「自分を育て
る」学生のご支援をお願いする次第
です。約一年先にオープンする新病
棟で実習を行う学生の姿を想像し、
また、新型コロナウイルス感染症を
しっかりと制御できる日の来ること
を信じ、この一年、皆さまとともに
努力してまいります。何卒よろしく
お願い申し上げます。
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2021 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 27 日（月）開催の常任役員会にて報告、明石勝也理事長の承
認を得て、下記のとおり受賞者が決定いたしました。

11 月 1 日（月）午後 4 時から東館会議室において、理事長、
常勤理事、選考委員等の学内関係者が出席するなか、第 14 回

（2021 年度）前田賞授賞式が行われました。
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Angiotensin II Type 1a Receptor Loss Ameliorates Chronic 
Tubulointerstitial Damage after Renal Ischemia Reperfusion.

（邦題：アンジオテンシン II type 1a 受容体（AT1a）欠損は、腎虚血
再灌流後の慢性尿細管間質障害を抑制する）

神奈川県内の臓器提供の発展・啓発に貢献

潜因性脳梗塞に対する経皮的心房中隔欠損 / 卵円孔閉鎖術後の抗血栓
療法について～血管内視鏡を用いたデバイス内膜被覆度の評価～
Angioscopic evaluation of atrial septal defect closure device neo-
endothelialization

（邦題：血管内視鏡を用いた心房中隔欠損閉鎖栓の新生内膜被覆度の評価）

発表：特発性腸重積の超音波画像による嵌入強度の評価
論文：特発性腸重積症の整復失敗に関わる超音波画像所見の検討

 Layilin promotes mitochondrial fission by cyclin-dependent kinase 1 and 
dynamin-related protein 1 activation in HEK293T cells.

（邦題：ライリンは HEK293T 細胞においてサイクリン依存性キナーゼ
1 とダイナミン関連タンパク質 1 を活性化してミトコンドリアの切断を
促進する）

学術集会委員会　委員長　藤谷 博人

第 80 回医学会学術集会の開催報告

第 14 回 前田賞授賞式

前田先生のご遺影を囲んで
前列左：鈴木宣男選考委員長、同右：明石勝也理事長

後列左から、久保木 想太氏、中村晴美氏、藤田陽子氏、土屋貴大氏、田邉康宏氏

この度は栄誉ある前田賞を賜り、
誠に有難うございます。

本研究では特発性腸重積症の高圧
浣腸による整復困難に関わる超音波
画像所見を検討しました。重積した
腸管の外筒と内筒の間に液体貯留が
存在する場合、整復困難となること
が有意でありました。また、嵌入し
ている腸間膜の浮腫により整復困難
となることが示唆されました。この
検討は第 44 回日本超音波検査学会学
術集会の YIA で発表し最優秀賞を受
賞いたしました。その後、論文化に
も至っております。

超音波検査は検査者による依存性
があり、我々技師は疾患の理解や走
査技術の向上に努めなければなりま
せん。日々の検査の中で、臨床医に
正確な情報を提供するために試行錯
誤し検討を行った結果が今回のよう
な研究に結びつき評価されたものと
考えております。

最後に、ご指導いただきました超
音波センター岡村技術課長をはじめ
とする多くの先生方に深く感謝申し
上げます。今後はさらなる研究に取
り組んでまいります。

この度は栄誉ある前田賞を賜り誠
に有難うございます。

心房中隔欠損のカテーテル治療直
後は、閉鎖栓が露出し血栓性が亢進
しているため、血栓予防のため抗血
小板薬の投与が必要です。その投与
期間については、ガイドラインで「最
低 6 カ月間」と記載されていますが、
これまでヒト生体内で閉鎖栓を観察
する方法はなく、6 カ月という期間の
根拠も希薄なものでした。我々は血
管内視鏡により生体内で閉鎖栓を観
察することに成功し、留置後 6 カ月
の時点で約 3 分の１の症例で内膜被

覆は不十分で、大きいサイズの閉鎖
栓と中心部で不良であることを報告
しました。本研究は、当科の「新し
い治療に挑戦する、臨床の中で常に
研究を意識する」という環境下に考
案できました。明石教授を始め、指導、
協力くださった皆様に感謝いたしま
す。私は離島勤務等を経て 40 歳を過
ぎてから、本学でお世話になってお
ります。「どこにいても、いくつになっ
ても、やる気次第で自身の成長を感
じることができる医師という職業の
魅力」を、学生や若手医師に伝えて
いきたいと思います。

この度は栄誉ある前田賞を賜り、
深く感謝申し上げます。

私は、平成 19 年度～令和 2 年度の
14 年間、神奈川県臓器移植コーディ
ネーターとして、県内全域の臓器提
供症例の対応と普及啓発に携わって
まいりました。臓器提供を希望する
患者さんとそのご家族の意思を活か
すためには、院内外の多くの関係者
の協力があり、はじめて成り立ちま
す。臓器提供が適正かつ円滑に進む
よう調整するのが移植コーディネー
ターの使命であり、これまでの経験

から、臓器提供が安全に遂行できる
施設こそ、急性期の終末期医療が充
実しており、質の高い医療が提供で
きると学びました。

現在は、法人内 4 施設の移植医療
支援を行う専任院内コーディネー
ターとして活動しています。今後も
これまでの知識と経験を活かし、移
植医療支援室の理念でもある「患者
家族の権利の保護」と「安全な移植
医療の提供」を目標に、法人内の体
制構築に取り組んでまいります。

今年度、栄誉ある前田賞をいただ
くことができ、大変嬉しく思ってお
ります。

受賞対象論文では、「ライリン」と
いうタンパク質の新規機能を報告し
ています。ライリンは膜貫通タンパ
ク質の構造を有しているにもかかわ
らず、細胞内に多く存在しています。
本論文では、ライリンが細胞内でも
特にミトコンドリア近傍に局在する
こと、そしてライリンが CDK1–DRP1
シグナルの活性化を介してミトコン
ドリアの分裂を促進することを突き

止め、報告しております。通常、ミ
トコンドリアは細胞の状態に応じて
融合・分裂を繰り返しており、この
ミトコンドリア形態制御に異常があ
るとさまざまな疾患の誘因となるこ
とが報告されています。そのような
疾患の病態にライリンが関連してい
る可能性などを含め、今後もライリ
ンの機能を解明していきたいと考え
ています。

最後に、本研究に関し、ご指導・ご
協力を頂きました多くの方にこの場
をお借りして深く御礼申し上げます。

この度は、名誉ある前田賞をいた
だき、心より感謝申し上げます。腎
臓は加齢に伴い予備能が低下するこ
とから、高齢者は急性腎障害（AKI）
のハイリスク群とされます。医療技
術の進歩により積極的に先進医療が
導入され、その合併症としての AKI
が増加しています。AKI は、中長期
的に高率に慢性腎臓病へ移行するこ
とから、AKI からの慢性腎臓病（CKD）
発症・進行抑制対策の確立が喫緊の
課題です。

本研究において、尿細管細胞にお
けるアンジオテンシン II 受容体の活

性化を抑制することにより、AKI か
らの CKD 発症・進行抑制を明らか
にしました。本研究成果は、すでに
CKD 治療薬として臨床応用されてい
る薬剤（アンジオテンシン II 受容体
拮抗薬）のさらなる可能性を明らか
にし、急性腎障害後の CKD 進展抑制
対策に新たな提案を行うものであり、
医療経済的観点からも社会的意義が
極めて大きいと考えられます。

今後もこの研究をさらに進め、慢
性腎臓病患者の減少に寄与できるよ
う努めてまいります。

第 80 回医学会学術集会は、第 78、79 回
に引き続きオンライン形式にて開催いた
しました（10/28 ～ 11/11）。

今回のプログラムは、「特別講演」（マ
リアンナの保育支援：高橋恵先生）、「教

授就任講演」（砂川優教授、橋口さおり教
授、山本博幸大学院教授）、「最優秀論文賞
受賞講演」（望月俊彦先生）、「一般口演」（秋
山久尚先生、内田将司先生、高石智先生、
田中邦英先生、中島香緒里先生、保科か

おり先生、室井良太先生）、「学内助成金
採択者講演」（岩端秀之先生、上村悠先生、
薄場渉先生、小林司先生、冨田隼人先生）、
そして「ダイバーシティ研究助成金採択
者講演」（長田洋資先生、塚原千広先生、
久慈志保先生）でした。

オンデマンド開催は都合の良い時間に
視聴でき評判は上々でした。今回視聴さ
れた皆様には改めて感謝申し上げます。
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創立50周年

法人ホームページ特設サイト
創立50周年スペシャルコンテンツ

創立 50 周年を迎えるにあたり、多職種からなる若手教職員を中心とした 50 周年事業
企画部門プロジェクトチームを発足し、「マリアンナスピリッツ ～次の 50 年への挑戦～」
のスローガンのもと、4 つのコンテンツを製作し、50 回目の開学記念日である 2021 年
10 月 14 日より、特設サイトにて公開しておりますのでぜひご覧ください。

本学 50 周年事業企画部門プロジェクトリーダーを務めさせて頂きまし
た循環器内科 明石嘉浩です。50 周年プロジェクトチームでは「マリアン
ナスピリッツ ～次の 50 年への挑戦～」をスローガンとし、法人役員メッ
セージ、Future Video、Podcast、及びマリアンナチャンネルの 4 つのコ
ンテンツを製作いたしました。

本プロジェクトでは新しいものの「想像」や「創出」にこだわり、いず
れも「次の 50 年へのプロローグ」として感じられる夢のある内容となっ
ておりますので是非ご視聴ください。

僭越ながら、教職員の皆様が本学の次の 50 年を思
い描き歩み出すきっかけの一つとなればこの上ない
喜びでございます。ともに、次の 50 年へ歩み出しま
しょう。

明石勝也理事長、北川博昭学長、三宅良彦副理事長をはじめ、本学の運営
に携わる役員たちによるメッセージ動画です。

創立50周年を迎えた今、役員たちが各々の立場から法人のvision、教育・診療・
研究や法人運営の未来等を語ります。

50 年後の聖マリアンナ医科大学はどうなっているのでしょうか？教育・診
療・研究　全ての分野において最先端テクノロジーが活用されている未来…。
と同時に、テクノロジーの進化が進んでも、「マリアンナの愛」は変わらず受
け継がれ実践されている、そんな未来を描きました。

各部署の若手教職員が中心となり、ストーリーの立案から、撮影・作成ま
で携わりました。出演者は全て
学生、教職員またはそのご家
族です。皆が願う聖マリアン
ナ医科大学の未来の形を集結
させた夢のあるビデオになっ
ています。

また、「次の 50 年」を担う若
手教職員たちが願うマリアン
ナの未来を、「Future Video メ
イキング」のメッセージにし
ました。

2021 年 10 月 14 日（木）、50 回目の
開学記念日を迎えたこの日、菅生キャ
ンパスでは創立50周年記念イルミネー
ションの点灯式を執り行いました。

冒頭の挨拶で明石勝也理事長は、本
学 50 年間の歩みにご尽力いただいた
多くの方々へ感謝の言葉を述べるとと
もに、「過去の思い出に浸るのではな
く、未来に向けて夢を語り、それらを
着実に実現することでさらなる発展を

マリアンナスピリッツ 〜次の 50 年への挑戦〜

プロジェクトリーダー　明石 嘉浩
内科学（循環器内科）教授

創立 50 周年に際し、法人役員達が語る思い

教職員が思い描くマリアンナの 50 年後の未来

鼎談　聖マリアンナを語る　理事長・学長・大学病院長

理事長、学長、大学病院長が「聖マリアンナ医科大学 50 周年を振り返っ
て」及び「アフターコロナと医療の形」をテーマに 3 者鼎談をし、その模様
を Podcast 及び動画にしました。司会進行は創立 50 周年企画に相応しい、皆
様ご存知の方（各分野で大活躍中のアナウンサー）にお願いしました。

【第一部：聖マリアンナ医科大学創立 50 周年を
振りかえって】

この 50 年で医療者の育成と地域医療には大きな
成果がありました。これからを担う学生や若い医
師たちに対しては、「建学の精神である『キリスト
教的人類愛』をずっと紡いでいってほしい」と明
石理事長の熱い思いが語られます。また、これか
らの 50 年について、「夢を持てるような学問・教
育の実現」、「国際的な活躍」、「さまざまなアライ
アンスを組んでいきたい」など、3 者からさまざ
まな展望が語られました。

【第二部：アフターコロナと医療の形】
横浜港に到着したダイヤモンドプリンセス号に

乗船していた新型コロナウイルス感染患者を 2020
年 2 月 11 日に初めて受け入れて以来、「困った人
がいたら我々がやるしかない」と教職員が一致団
結し対応した当時の様子が語られます。そして新
型コロナの経験を通じた IT 化などの変化や大学
病院の位置づけなどの新たな課題、アフターコロ
ナの医療の在り方について語られました。

もう迷わない ! 各種案内動画を作成

創立 50 周年記念イルミネーション点灯式

遂げたい」と抱負を語りました。
創立 50 周年スペシャルコンテンツ

「Future Video」に出演した 3 名（本
学教職員・学生）がゲストとして参
加し、撮影時のエピソードや、教職
員としての将来の抱負を語り、会場
を盛り上げました。さらに、毎年恒
例の小田神父率いる聖歌隊も過去最
多となる 60 名の大編成となり、聖な
る灯で式典に花を添えました。

期　間：2021年 10月 14日
　　　　　　～2022年 3月 31日
時　間：16：30～ 23：00

今後のマリアンナの情報発信の基盤
となる動画発信サイト「マリアンナチャ
ンネル」を開設しました。今回は大学
病院利用者のためにわかりやすい案内
動画を作成しました。

【聖マリアンナ医科大学病院ルート案内】
大学病院の 6 つの最寄り駅について、
バス乗り場の紹介、どのバスへ乗れば
よいかを、駅ごとに紹介しています。

【スタッフがお送りする迷わないための
病院フロアルート案内】
　大学病院正面玄関から各検査室への

行き方を、職員の声で、進路の目印
などを動画でわかりやすく案内しています。

【受付から会計まで詳しくお伝えします】
　初診・再診の患者さん別に、受付、診察、会計の流れを、行先の写真、図

やイラスト、必要な提出物や書類も併せて丁寧に説明します。

マリアンナチャンネル

Future Video

役員メッセージ

Podcast・動画

※ Podcast は、Google Podcasts、Apple Podcasts、Spotify に対応しています。

URL：https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/pj/pj.html
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聖マリアンナ医科大学の軌跡

本学の創立者明石嘉聞博士は 1897
年に北海道で生まれました。生家は
カトリックの信仰が篤く、少年時
代に宣教師との交流を通して宗教的
教育者になろうという志を抱きまし
た。長崎の中学に進学すると「先生
よりも医師になった方がよい」と勧
められ、京都府立医科大学で医学を
修めました。

卒業後は滋賀県で明石医院を開院
しますが、1941 年に川崎市小杉町に
移り、東横医院を開院しました。間
もなく戦争がはじまり、近隣が空襲
で火の海と化すと院内に多くの被災
者が収容されましたが、その病院も
強制疎開となりました。

大学開学前史〜明石嘉聞博士の志した医学の道

そのような中で 1944 年、ニュー
ヨークの修道会で活動していた実
妹・明石志都香氏（シスター・マリ
アンナ）の訃報が届きます。その遺
志により社会医療事業に献身するこ
とを決意した明石博士は、キリスト
教精神に基づいた医療・教育・社会
福祉事業を行うため、新たな東横病
院の建設に着手し、その経営主体と
して宗教法人聖マリアンナ会を設立
しました。当初は 41 病床の木造 2
階建てで開院した東横病院も、1950
年に鉄筋コンクリートの病棟が完成
します。以降 5 期の工事を経て病院
の拡充のほか、医学研究所、保育園、
高等看護学院などさまざまな機能が

充実しました。私財を投
じた明星育英会も発足さ
せました。

予てより切望されてい
た医科大学の創設に向
け、東洋医科大学設立準
備財団が発足したのは
1969 年のことでした。そ
して 1971 年東洋医科大
学の設置認可、開学に至
るまではこのような長い
経過があったのです。

教　　　育

診　　　療

研　　　究

1971 年 1 月 学校法人東洋医科大学設置認可
 4 月 東洋医科大学開学（入学定員 80 名）
1973 年 4 月 聖マリアンナ医科大学に改称
  （入学定員を 100 名に増員）
1974 年 2 月 大学病院（本館）開院
1977 年 4 月 大学院医学研究科開学
  （入学定員 60 名）
1979 年 4 月 看護専門学校開校（入学定員 40 名）
1980 年 7 月 大学病院（別館）開院、   
  救命救急センター開設
1987 年 5 月 横浜市西部病院開院
1990 年 10 月 附属研究所（難病治療研究センター）
  開設
1993 年 11 月 大学病院特定機能病院承認
1996 年 10 月 特別教育施設「聖堂」竣工
2005 年 4 月 大学基準協会認証評価認定
2006 年 2 月 川崎市から指定管理者として指定
  を受け川崎市立多摩病院開院
2007 年 1 月 日本医療機能評価機構認定
2008 年 2 月 機械棟（エネルギーセンター）開棟
2008 年 4 月 教育棟開棟
 6 月 東横病院改築竣工
 11 月 附属研究所ブレスト & イメージング 
  先端医療センター開設
2009 年 2 月 キリスト教文化センター開設
 4 月 医学部の入学定員を 110 名に増員し  
  収容定員を 660 名に改変
2010 年 4 月 医学部の入学定員を 115 名に増員し  
  収容定員を 690 名に改変
2012 年 4 月 マリアンナさくら保育園開園
2019 年 6 月 大学病院新入院棟着工

今日の聖マリアンナ医科大学と明日への展開

1977 年に大学院医学研究科を開設し、様々な
研究成果を上げてきました。現在では幅広い研
究者を受け入れ、産・学・官連携研究も推進し
ています。

急速に進んでいるグローバル化と医学教育・

現在は神奈川県内に 4 つの附属病院を擁し、
中核病院、災害医療拠点、特定機能病院として
各地域の医療を守るとともに、キリスト教的人
類愛に根ざした医療を実践しています。

新型コロナウイルス感染症に対しては直ちに

本学の 50 年の教育で約 5 千名の医師と約 4 千
名の看護師を世に送り出してきました。

現在の教育カリキュラムは「卒業時点でどん
な医師になるか」ということを前提に構築してお
り、コミュニケーションにも力を入れています。

開学時に竣工していた
進学校舎

ブレスト＆イメージ
ングセンター開設

東横病院の
改築竣工

川崎市立多摩病院竣工看護専門学校開校

大学病院が開院、キャンパスが整う

横浜市西部病院竣工式

大学病院新入院棟竣工予定

創立者　明石嘉聞 博士

初期の東横病院※
東横病院の祝別式※

また医学的知識に偏らない幅広く豊かな人間性、
グローバルな視野を持つ学生を育成しています。
ここ数年は IT 環境の整備に注力し、コロナ禍に
おいてはオンラインやオンデマンドを活用した
講義を実施しています。さらに今後は最新のシ
ミュレーション教育施設などを整備していきま
す。

全面的な患者さんの受け入れを開始し、全学を挙
げてのバックアップ体制をとりました。現在は
コロナ後遺症専門外来開設、症例研究にも取り
組んでいます。新病院においては救命救急、手
術室などの機能をさらに強化し、高度先端医療、
災害対応を充実させた未来志向型病院をめざし
ていきます。

医療の変革に対応するため、今後は、「英語論文
数、トップジャーナルに掲載される論文の増加」

「英語論文作成、医療英語の支援体制」「研究者の
定員増」「公的および民間団体の研究費の獲得の
増加」「共同研究と研究成果の実用化」「研究施設・
環境の整備」「地域医療従事者の参加」などを進
めていきます。

※写真：明石嘉聞博士写真集より

1971年

1971年

1972年

1979年
1974年

1987年

2022年

2006年

2008年2008年

開学からの軌跡

医学部本館が竣工して行われた
開学式

建設中の医学部本館と明石会館
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当法人は 2021 年に創立 50 周年を迎え、大学病院の建替えをはじめとした「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、更
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。

2021 年度上期（2021 年 4 月 1 日～ 2021 年 10 月 31 日）の寄付金受入状況は
55,540,000 円／ 165 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

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】

◆寄付者のご芳名【法人】

◆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・看護師をはじめとす
るメディカルスタッフが専属チームを結成し、病院一丸となって未曾有のパ
ンデミックと闘っております。

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。

2021 年度上期（2021 年 4 月 1 日～ 2021 年 10 月 31 日）の寄付金受入状況は
6,440,670 円／ 93 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：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

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

2021 年度上期（2021 年 4 月 1 日～ 2021 年 10 月 31 日）の寄付金受入状況は
2,260,000 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。

教育研究支援募金

募金目的：教育研究活動への支援

 医療法人ガレンの会浦添さかい眼科 理事長 酒井美也子
 医療法人ささや産婦人科 理事長 菅藤　満
 医療法人社団紀真会 理事長 服部　真紀
 株式会社エムシー 代表取締役 森　　清一
 株式会社サニクリーン東京 代表取締役　 佐々木純男
 株式会社スズケン 代表取締役社長 宮田　浩美
 株式会社田商事 代表取締役 鈴木　武龍
 株式会社村井工務店 取締役会長 村井　忠光
 株式会社横浜セイビ 代表取締役社長 川口　大治 
 社会福祉法人日本医療伝道会 総合病院衣笠病院 理事長 南　　信明
 フクダ電子株式会社 代表取締役社長 白井大治郎

 カトリック菊名教会
 株式会社田商事 代表取締役 鈴木　武龍
 蔵敷昭和会

青木　康之
赤坂　兼啓
明石　　了
秋川　　健
浅利　翔平
安達　悦雄
石山　光徳
一幡　良利
伊藤　　薫
植田　正美
植村　　功
植村　博之
内田　靖之
独活山順子
浦嶋　詳一
遠藤　　榮
大岡　志穂
大岡　正道
大坪　毅人
岡田　幸法
小尾　麗子
海保　和夫
風間　真人
加藤　　葵
加藤　尚之

有根　忠男
五十嵐れい子
伊藤　真裕
上田　貴志
浦野　敦資
大久保節子
太田　善久

宮崎台小学校
岡崎　綾音
小澤　　碧
小尾　麗子
小林　和代
榮　　　優
阪口みき子

◆寄付者のご芳名【個人】

◆寄付者のご芳名【個人】

◆寄付者のご芳名【個人】

加藤　浩之
菊永　泰正
喜田川誠也
北川　博昭
木全　眞理
木村　聡子
熊井　俊夫
倉田　真衣
栗橋　登志
黒木　一典
小塚　隆司
小林　嘉緑
　　　和子
小林喜美雄
金野　光都
齊藤　　覚
佐野　由長
志澤　喜久
柴田　大輔
　　　真里
柴田　みち
白石　　眞
杉谷　文彦
鈴木　桂子
鈴木　浩明

坂田　有実
白石　壮志
杉谷　文彦
須野　敏章
セシリア

（秋山美穂子） 
高橋　智子
高橋　諒守
高村　靖子
田口　雅之
田澤　　将
田中　　徹
高橋　　茂
寺田　佳子

関　　　修
髙木　志伸
高田　光敏
髙月栄一郎
武半　優子
立入　和明
田中　千絵
田中　直子
田村　知大
寺師　純児
轟　　裕子
豊田　紀子
内藤　隆廣
中川　修一
中川　貴文
中澤　　潔
中谷　信一
西迫　　尚
西山　敬浩
新田　真子
野澤資亜利
野村　哲也
橋本　貴子
長谷川　武
長谷川　洋
蜂谷　勇治

初田　　忠
原口　千春
原田　　順
廣瀬　雅宣
藤本　佳也
藤原　正三
星　　恵子
黄　　子嫣
松井　秀樹
松﨑　弘明
真鍋　隆宏
水民　和行
水野　幸一
宮崎雄一郎
宮田　幸雄
三吉　智子
村上　　啓
森田　克彦
山口　時彦
山下　良彦
山田　一子
雪竹　　浩
尹ソニョン
横山　元泰
米澤　明憲

聖マリアンナ医科大学 菅生会

詳細はホームページをご覧ください

佐原　尚子
富樫　祐二
轟　　裕子
長崎　　誠
中澤　洋子
根本真一郎
長谷部亮平
初田　　忠
原田　雅樹
平山美奈子
福田　在有
　　亜沙美
福田佐保里
藤田　友子

藤原佐百合
藤原　秀樹
松田由紀子
松本　　　
松山　年男
三好　幸一
村上　亮子
望月　浩司
山口　啓子
山口　悟史
山口　裕一
山崎　龍一

阿部　尊洋
阿部　久恵
小尾　麗子

初田　　忠
森嶋　直人
横山　勝征

募集開始からの受入金額：794,875,756 円（2021.10.31 現在）

※お申し込み時に、掲載「不可」又は「意思表示のなかった方」につきましては、芳名は掲載しておりません。
　掲載をご希望される場合は、お手数ですがお問合せ先までご連絡くださるようお願い致します。

※お申し込み時に、掲載「不可」又は「意思表示のなかった方」につきましては、芳名は掲載しておりません。
　掲載をご希望される場合は、お手数ですがお問合せ先までご連絡くださるようお願い致します。

※お申し込み時に、掲載「不可」又は「意思表示のなかった方」につきましては、芳名は掲載しておりません。
　掲載をご希望される場合は、お手数ですがお問合せ先までご連絡くださるようお願い致します。
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菅生キャンパスリニューアル計画の進捗状況
−躯体工事完了が間近−

明石嘉聞博士の墓前で参拝創立者等 追悼ミサ

解剖ご遺体 追悼ミサ・慰霊法要　

菅生キャンパスの教職員・
学生の皆さんは、新入院棟の
階数が積みあがっていくのを
実際に見ることができ、着々
とリニューアル計画が進んで
いるのを実感できると思いま
す。今年（2022 年）早々に躯
体はできあがり、堂々とした
外観がみられるようになりま
す。すでに下方の階から内装
工事も始まり、10 月の竣工に
むけて予定通りに進捗してい
ます。今年の年末年始は病棟
の各種リハーサルや引っ越し
で大忙しになりますので、御
協力のほどよろしくお願いい
たします。

その後、別館を新外来棟に
改修しエントランス棟を新築
しますが、その設計も最終段
階にきております。外来はほ
とんどの場所が改修のみです
ので、なかなか皆さんの希望
通りにはいかずご迷惑をお掛
けしています。しかし、限ら
れたリソースのなかで使いや
すいように設計士さんに奮闘
努力していただいております
ので、最終的にどのような外
来になるか楽しみにしてくだ
さい。
菅生キャンパスリニューアル

推進準備室長　相原正記

工事ステップ

2022 年年
月
延月数

インフラ整備

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
 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

耐火被覆＋内装工事

外装工事

インフラ整備工事 仮設配管撤去

外構工事

検査

引越

◆Ⅰ期工事工程（新入院棟新築）

2023 年
1月 1日
引越・
使用開始

竣
工

2021 年 10 月 4 日（月）午後 1 時 30 分より特別
教育施設（聖堂）にて、創立者　ステファノ明
石嘉聞博士と亡くなられた本学のすべての教職
員を偲ぶ追悼ミサを、小田武彦神父（宗教学特
任教授）の司式により執り行いました。

今年度も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。追悼ミサの様子は ZOOM の中継により全
教職員及び学生へ配信され、今年の新入生たち
も画面を通して、本学の建学の精神である「キ
リスト教的人類愛」を感じる貴重な機会となり
ました。

明石勝也理事長はじめ法人理事らが 2021 年 10 月 5
日（火）川崎市営 緑ヶ丘霊園（通称 津田山霊園）にあ

る 本 学 創
立者 明石
嘉 聞 博 士
の 墓 前 で
手 を 合 わ
せました。

総務部
総務課

森田昭一

来年度こそ新型コロナウイルスが終息し、多
くの教職員や学生が追悼ミサに直接参列できる
よう願っております。

総務部 総務課　平高菜海子

2020 年 8 月からの 1 年間に、系統解
剖のためにご献体いただいた 39 名、並
びに病理解剖にご協力いただいた 55 名
の合わせて 94 名の方々に限りない感謝
と尊敬の気持ちを込め、2021 年 10 月 5
日（火）追悼ミサ並びに慰霊法要を執り行
いました。

今年も新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、追悼ミサは役員、執行役員、
解剖・病理の教授、学生代表の参列、慰
霊法要は理事長、学長、大学病院長、総
務課職員の参列といたしました。解剖実
習を経験した学生たちはミサの ZOOM
配信で追悼し、ご遺族の方々へは式の様
子や写真を編集した冊子をお贈りし、ご
報告いたしました。

参列者およびリモートで追悼した教職
員・学生たち共々に、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
てご遺族には心からのお礼を申し上げ、
御霊のご冥福をお祈り申し上げます。

川崎大師（平間寺）　清浄光院
午後2時開式

追悼ミサ 本学特別教育施設（聖堂）
午前10時 30分開式

慰霊法要

〜ご遺徳への感謝と、ご冥福をお祈りして〜

大導師　御貫首 藤田隆乗大僧正

司式　宗教学特任教授　小田武彦神父

選ばれる病院
　　～人・社会・未来から～

病院別館

病院本館

看護専門学校 体育館 教育棟 医学部本館

明石嘉聞博士の墓前で参拝する明石理事長

エネルギー棟

1 階画像センター 3 階部分

聖書朗読 学生による献花

明石勝也 理事長 北川博昭 学長 大坪毅人 大学病院長

撮影　2021 年 11 月 1 日
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教室・施設紹介

2021 年度　ダイバーシティ研究助成金 採択者一覧

2021 年度　ダイバーシティ表彰（学術分野） 受賞者一覧
	 氏名	 所属	 職位	 掲載雑誌	 論文表題

	 氏名	 所属	 職位	 研究課題名	 助成金額

第 47 回  聖マリアンナ医科大学公開講座

第 7・8 回市民公開講座を開催 
Web 公開

「未来がん医療プロフェッショナル養成プラン」

外科学（消化器・一般外科）講座

いかに安全な手術を行うか

外科学（消化器・一般外科）教授　大坪 毅人

男女共同参画キャリア支援セン
ターは女性や子育て中の研究者に対
する研究力向上のための支援として
2018 年度から「ダイバーシティ研究
助成金」、「ダイバーシティ表彰（学
術分野）」、「ダイバーシティ英語論文
作成費助成制度」を行って
おります。
「ダイバーシティ研究助成

金」、「ダイバーシティ表彰
（学術分野）」とも厳正なる
審査の結果、2021 年度は下
表の方が採択・受賞をされ
ました。「ダイバーシティ研
究助成金」の研究成果につ
いては、次年度に開催され
る医学会学術集会において

―男女共同参画キャリア支援センター活動報告―

2021 年度ダイバーシティ研究助成金および
ダイバーシティ表彰（学術分野）について

男女共同参画キャリア支援センター　事務局

報告していただきます。また、「ダイ
バーシティ表彰（学術分野）」につい
ては、2021 年 10 月 20 日（水）に別館
8 階臨床講堂において授賞式が執り行
われ、受賞者へ北川博昭学長より表
彰状と副賞が授与されました。

有戸　光美 生化学 講師 ライリンに焦点を当てた上皮間葉移行の分子 50 万円
    基盤の解明～がんの治療標的候補として～
大神田　敬 微生物学 助教 多剤耐性菌感染モデルとしての線虫の有用性 50 万円

永渕　裕子 内科学 講師 Modern Rheumatoid arthritis relapse in patients
  （リウマチ  Rheumatology with other iatrogenic immunodeficiency-
  ・膠原病・  2021;31: associated lymphoproliferative disorders
  アレルギー  1087-1093 and its treatment
  内科）
今泉　太一 小児科学 助教 Human Genetics Complex chromosomal rearrangements
    2020;139: of human chromosome 21 in a patient  
    1555-1563 manifesting clinical features partially  
     overlapped with that of Down syndrome

「新型コロナウイルス感染症の現在」
毎年、地域貢献への取り組みの一環として一般市民

を対象とした大学主催の公開講座を企画・運営してま
いりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、
昨年度（2020 年度）は対面による講座は中止を余儀な
くされました。

2022 年度の講座のテーマは、本学の各附属病院で多
くの同感染症患者を継続して受け入れていたこともあ
り、本感染症に関して新しく正しい情報を発信すべき
と考え、2021 年 11 月より約 1 カ月間「新型コロナウ
イルス感染症の現在」と題して、全 6 講をオンデマン
ド配信（一部はライブ配信でも開催）により開催いた
しました。

本学の各講座・専攻分野の先生方が講師として、小
児から高齢者まで全世代を対象とする同感染症の診
断・治療や後遺症や感染予防、また、ワクチン接種の
疑問や不安により添いながら、熱心に講義されており
ました。ご協力いただいた先生方には、この場を借り
て心より御礼申し上げます。

運営側としても初めての試みでしたが、今後も更な
る改善を図り、より充実した講座に繋げてまいります。

図書情報課　塙　清楓

文部科学省補助金事業未来がん医療プロフェッショ
ナル養成プラン「第 7 回・8 回市民公開講座」を本学
HP にて Web 公開しています。第 7 回は薬剤部 幕内
麻里薬剤師が『抗がん剤の副作用とその対策につい
て』、第 8 回は小児科学 病院教授　森 鉄也医師が『小
児のリンパ腫』の演題で講演しています。多くの方々
に各種がん医療にかかわる最新情報について知識を深
めていただけるよう、今後も講座の充実を図ってまい
ります。

教学部 大学院・研究推進課 主幹
松澤裕之

URL：http://www.marianna-u.ac.jp/ganpro/

本学では、医学教育の実践に顕著
な成果を上げた教員の功績を称え、
併せて全教員の教育意欲と能力向上
を目指し、このたび教員表彰制度を
新設しました。

初回の令和 2 年度は、講義部門で
第 1 ～ 4・6 学年に配当された講義担
当教員から各学年 5 名、実習部門で
第 1 ～ 4 学年に配当された基礎系実
習の担当講座から
各学年 1 講座（分野）
と、第 5・6 学年に
配当された臨床系
実習の指導教員 8 名
が、医学部学生の投
票により選出され
ました。令和 3 年 6
月 16 日（水）、大学
病院別館 8 階臨床講
堂での教授会終了
後に表彰式が執り
行われ、北川博昭学

令和 2 年度　聖マリアンナ医科大学 教員表彰

長による表彰状授与についで各受賞
者からは歓びの声とともに今後に向
けた力強い抱負が語られました。

同表彰は今年度（令和 3 年度）も
実施予定ですので、教員の皆様には
学生教育の更なる充実に向け、引き
続きご尽力くださるようお願い申し
上げます。

【講義部門】
 第 1 学年　第 1 位　水嶋崇一郎（解剖学） 第 2 位　有戸　光美（生化学）
 第 2 学年　第 1 位　米山喜平（循環器内科） 第 2 位　有戸　光美（生化学）
 第 3 学年　第 1 位　長江千愛（小児科） 第 2 位　有戸　光美（生化学）
  　〃　　古田　繁行（小児外科）
 第 4 学年　第 1 位　黄　世捷（循環器内科） 第 2 位　本橋　隆子（予防医学）
 第 6 学年　第 1 位　黄　世捷（循環器内科） 第 2 位　家　　研也（総合診療内科）
  　〃　　大岡　正道（リウマチ・膠原病
    　　　　 ・アレルギー内科）

【基礎系実習部門】（いずれも第 1 位）
 第 1 学年　解剖学（人体構造） 第 2 学年　解剖学（人体構造）
 第 3 学年　解剖学（機能組織） 第 4 学年　法医学

【臨床系実習部門】
 第 1 位　　黄　世捷（循環器内科） 第 2 位　家　研也（総合診療内科）

教員表彰選考委員会 委員長　向井 敏二

各部門受賞者・講座（受賞者は 1・2 位、講座は 1 位のみ掲載）

当科の特徴は、癌の手術だけでなく救命
救急センター・夜間急患センター経由や近
隣の医療機関のご支援もあり、一次から三
次までのさまざまな緊急疾患が集まります。
そのため、大学病院としては全国トップレ
ベルの経験数となった虫垂炎から、胆嚢炎
や大腸穿孔といった中難度手術、肝損傷や
膵損傷などの高エネルギー外傷まで対応し
ます。癌治療の臓器別スペシャリティを持
ちながら、外科医として幅広い臨床技術を
習得することを当科では目指しています。

先人たちの手術技術の積み重ねに加え、
手術器具の目覚ましい進歩、映像を使用し
た教育方法の進化によりさまざまな高難度
手術や低侵襲手術が考案され、実践されて
います。当科でも胸腔鏡腹腔鏡を併用し
た低侵襲食道癌手術や大腸癌多発肝転移
に対する門脈結紮を用いた二期的肝切除、
創を一つでも少なくすることを目指した
Reduced Port Surgery など、さまざまな高

難度手術に取り組んでいます。しかしそん
な時代でも、我々は「いかに安全な手術を
行うか」を最も大切に考えながら研鑽して
います。

年齢だけでは測れないフレイル、サルコ
ペニアといった機能評価を術前にしっかり
と行い、高リスク症例ならどこまでの手術
が許容できるか、超高齢者でも耐術能がク
リアできれば高難度手術に適応になるかな
ど、患者さん一人一人に合わせた安全な医
療を常に考えています。小さな合併症一つ
でもカンファレンスで皆と共有し、改善点
を考えることで、複数多人数のチームで動
いている当科でも、医局全体の透明性が向
上し、質の高い手術が作られていくと感じ
ています。

今後もより良い外科を目指してまいりま
す。どうぞご支援のほど、よろしくお願い
いたします。
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医学部

看護専門学校

令和 2 年度　医学部成績優秀者顕彰および
学業成績等優秀学生奨学金授与式

１年次　潮　るか／幸治　遥／髙山道絵／植村直弘／緒方ゆりの
２年次　金　峰世／相澤咲衣／荒川　茜／金子未夢／角田彩華
３年次　松平 珠緒／佐久間萌音／遊木　駿／美甘真里奈／髙田佳苗
４年次　堀越望実／下田大貴／福本 孔明／豊福 伸幸／後藤学宣
５年次　青木拓巳／山口こと葉／今岡陽一朗／宮本梨愛佳／山本千智

令和 2 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 第 5 学年　豊福　伸幸

多職種連携セミナー開催

2021 年 10 月 7 日（木）に菅生キャ
ンパス総合防災訓練を実施しました。
昨年に引き続き COVID-19 の感染拡
大を懸念し密にならない訓練形態を
企画し実施しました。訓練想定とし
ては、夜間帯に宮前区で震度 6 弱を
観測する地震が発生、院内各部署で
火災も発生し、患者・職員の避難が
必要な状況
で実施しま
した。昨年
度と異なる
点は、スタッ
フ数の少な
い夜間想定、
患者搬送訓
練を平地と

2021 年度  菅生キャンパス総合防災訓練の実施

階段の両方で実施、師長が病棟避難
訓練の評価を実施、新しい安否報告
の仕組みを試行、自宅にいる想定の
病院長と暫定災害対策本部間の情報
共有を Web 会議で実施した点などで
した。各部署では照明を消しリアル
な環境で実施するなど、工夫された
訓練が行われていました。師長が評
価シートを用いてチェックしたこと
で、スタッフの意識が高まり学びが
深まりました。災害拠点病院の一員
としての自覚を持ち、実災害では各
自が自ら行動できるよう、日頃から
の訓練の積み重ねが重要だと感じま
した。

大学病院看護師　本館 8 北病棟
副師長　大舘知佳

初代勤務犬ミカが天使になりました

秋晴れの心地よい季節となった令
和 3 年 9 月 10 日（金）の昼休みに、顕
彰および授与式が執り行われました。

今年度も昨年度と同様に、新型コ
ロナウイルス感染症予防対策として
学生の安全確保を最優先に考慮し、
関係者のみでの式となりましたが、
北川博昭学長、加藤智啓医学部長よ
り賞状と副賞（図書カード）が受賞
者に授与されました。受賞学生は下
記のとおりです。

各選考については、成績優秀者は
令和 2 年度学年末成績に基づき各学
年の成績上位者5名が選出され、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 豊福伸幸君に対し
ては、令和 3 年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
張りに期待しています。

教学部 学務課 主任　青木美香子

2021 年 9 月 11 日（土）に、提携校で
ある昭和薬科大学及び東京純心大学
の3大学合同で「多職種連携セミナー」
を開催しました。

本セミナーは、本学医学部生、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（Project Based Learning）を
実施しています。前回同様、今年度
も新型コロナウイルス感染拡大の影
響を鑑み、オンライン開催となりま
したが、プログラムが進行するにつ
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）、実践薬学部門 
廣原正宜教授（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

看護専門学校では、昨年度は新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点
からオープンキャンパスの開催は中
止していました。2021 年度について
はコロナ禍で先行きが不透明な中で
も受験生に本校の魅力を知ってもら
うため、事前予約制でオープンキャ
ンパスを開催しました。新型コロナ
ウイルス感染状況に鑑み、5 月、6 月、
8 月～ 10 月は月 1 回のオンライン開

催とし、感染状況が落ち着いた 7 月
と 11 月は参加人数を 50 名限定の上、
対面式で実施しました。オンライン
開催、対面式ともに本校の概要とし
て教育理念・カリキュラム・入試等
の説明や卒業生からの話を聞き、最
後に質問コーナーを設けました。対
面式では校内を見学し、模擬授業も
行いました。聖マリアンナ医科大学
のキャンパス内では 2023 年 1 月オー
プンの大学病院の新築工事が進んで
います。2022年度に入学する1年生は、
この新しい病院での実習も予定され
ています。歴史と実績と未来志向の
本校の魅力を今後も発信し、選ばれ
る専門学校を目指します。

看護専門学校 事務長　渡辺裕美

オープンキャンパスの開催

医学部進学相談会の開催

医学部では、受験生に本学のこと
をより良く知ってもらうため、例年、
進学相談会を開催しております。昨
年度はコロナ禍のため、WEB での開
催となりましたが、今年度は参加定
員 40 名の事前予約制とし、感染対策
を十分に講じたうえで開催いたしま
した。

進学相談会は時期をずらし 7 月～
10 月にかけて 6 回開催しました
が、いずれの回もほぼ定員を満
たし、好評のうちに終了しまし
た。

また、今年度より新たな試み
として、本学卒業生で、現在、
研修医として業務にあたってい
る先生方にご登壇いただき、ご
自身が医学部を志した理由、学
生生活、医師として働く現在の

心境等についてお話いただきました。
医学部進学に夢と希望を抱いてい

る受験生に本学の理念や魅力を十分
に感じ取っていただけた良い機会と
なりました。開催にあたり、多数の
教職員の皆様にご協力をいただきま
したことに感謝し、この場をお借り
して深く御礼申し上げます。

教学部 教育課 主任　中村　隆

本学名誉教授の長谷川和夫先生
が、2021 年 11 月 13 日（土）に逝去
されました。享年 92 歳。

先生は、1973 年に本学神経精神
科学の初代教授に就任され、以来、
精神疾患の基礎にある障害を追求
し続け、その後、老人性痴呆疾患
治療研究センターを開設するな
ど、病める人々の治療に力を注が
れました。また、認知症の疑いや
認知機能の低下を調べるテスト形
式の検査「長谷川式簡易知能評価
スケール」を開発、当時の「痴呆」
という用語を「認知症」に変更す
るのに貢献、日本の認知症診療の

第一人者とし
て活躍されま
した。

1993 年には
本学第 5代学
長に就任、翌年に名誉教授の称号
が授与されました。1999 年には本
法人の副理事長に、2002 年には理
事長として 2005 年に退任されるま
での 3 年間、法人の経営に携わら
れました。

先生のこれまでのご尽力に感謝
申し上げ、心よりご冥福をお祈り
いたします。

訃　報

長谷川和夫名誉教授が逝去

悪性リンパ腫
闘病中の初代勤
務犬ミカ（10 歳
オ ス ） が 12 月
7 日 21 時 45 分
逝去しました。
プライドを忘れ

ず、気高く、立派な勤務犬でした。
入院中に動物介在療法でミカに救

われた多くの子どもたちが、ミカの
お見舞いに来てくれました。「今度は
僕がミカを支えてあげる。僕も元気
もらったから、ミカも元気になるよ。」

とミカに手作りのお守りを作ってく
れました。

ミカが多くの患者さんに病気に立
ち向かう勇気と安らぎを、職員には
多くの笑顔と優しさを与えたこと、
永遠に忘れません。心からの感謝の
気持ちとともに、ミカのことを同じ
聖マリアンナ医科大学の教職員とし
て誇りに思います。ありがとうミカ。
ずっとずっと大好きだよ。ご冥福を
お祈りいたします。

初代ハンドラー 外科学（小児外科）
非常勤講師　長江秀樹
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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 ❖

◆ 永年勤務者表彰式

❖ 多　摩　病　院 ❖

◆ 新しい試み「多摩病院塾」

❖ 西　部　病　院 ❖

◆ 回復期治療室（GCU）を設置
❖ ❖

◆ 受賞をお祝いしました

看護の道を照らす暖かな灯
〜継灯式〜

看護専門学校　1 年Ｂ組
若山 涼加

※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。

入学して約半年、入学当初は学校
生活に慣れるのに必死でした。しか
し基礎的な講義から専門的な講義へ
と進むにつれ、得た知識を看護に関
連付けながら学びを深められるよう
になり、少しずつ看護師になる自覚
が芽生えてきました。

私たちは、昨年までの戴帽式に代
わり「継灯式」を行った一期生とな
りました。継灯式は、クリミア戦争
の際に傷病者を見守る唯一の灯をナ
イチンゲールのランプから引き継ぐ
ものとして設けられた式です。当時
この灯は傷病者が安心できる心の支
えとなっていたはずです。現在のこ
の灯は、患者さんが安心できるよう
な身体的、精神的及び社会的な看護
援助を行うことに代わっています。
共通しているのは、看護師は患者さ
んに寄り添うことが大切であるとい
うことだと私は考えます。

式場である 6 階大講堂は、1 年生一
同が空間を共にし、個々が持つ灯に

よって暖かな色を持ちました。これ
は 1 人では成せないことであり、仲
間意識を高めるきっかけとなりまし
た。多くの方々に支えられて学習で
きていることを再認識し、私は受け
取った灯を重く感じました。継灯式
での理事長、校長、看護部長の方々
からのお言葉を胸に、感謝の気持ち
を忘れず、今後の実習に向けて一歩
ずつ前に進みます。

現在、新型コロナウイルス感染症が
流行し 1 年半ほど経ちました。明石
勝也理事長より「感染症は未だ収束
しておらず、聖マリアンナ医科大学
病院では今もなお、最前線で医療従
事者が闘っている」とのお話を受け
ました。私たちはその現状をまだ医
療従事者として目の当たりにしてい
ません。しかしこの事実を看護学生
としてしっかり受け止め、病院の一
員として参加し、後を継げる看護師
になれるよう学業に励みます。

2021 年 10 月 25 日（月）に永年勤務
者表彰式を執り行いました。今年度
も新型コロナウイルス感染症拡大に
伴い、昨年度同様に、法人本部の聖
堂での表彰式は中止となり、各附属
病院での表彰式となりました。今年
度表彰された東横病院の教職員は勤
続 30 年 3 名、20 年 2 名、10 年 13 名
の合計 18 名の方々が表彰されました。
来年度こそは、法人本部の素晴らし
い聖堂で表彰式が開催されることを
願っています。

総務課 主幹　冨田智博

昨年度より多摩病院では、事務職
の育成を目的として「多摩病院塾」
を開催しています。長島病院長が講
師となり、事務職のほかに医師・看
護師・コメディカル 6 名を 1 グルー
プとして、講師が何かを教えるので
はなく、課題に対して受講者同士が
議論を通じ自らの学びを深めていく

「ケースメソッド」という方法を用い
ます。受講者からは“さまざまな職
種の方の考えが聞けて良かった”“多
摩病院のあるべき姿を考えるきっか
けになった”などの意見が多く寄せ
られ、多摩病院塾の新たな可能性を
感じています。

総務課（病院長室）土屋さとみ

新生児病棟では、2021 年 9 月より
回復期治療室（Growing Care Unit：
以下 GCU）を設置しました。GCU は、
NICU での急性期治療を脱し、その
後の処置を継続して必要とする児が
対象となります。新生児病棟は、集
中治療の場でありながら急性期の看
護だけではなく、児の成長発達にあ
わせた発育発達支援、育児環境の提
供および退院支援が必要です。その
ため、GCU では、個別に対応可能な
family-centered-care をモットーとし
た、より丁寧な医療と家族支援を実
現することを目指しています。

周産期センター主任医長 助教
廣瀬あかね

当院放射線技師の後藤由香さんが、
4 病院合同で行った研究で日本乳癌学
会の Breast Cancer 優秀論文賞を受賞
しました。内容は検診の利益と不利
益に関する意識調査です。また、小
泉美都枝さんが神奈川県より保健衛
生の向上に尽力された方に贈られる
保健衛生功労賞を受賞しました。ス
タッフ全員で今回の受賞をお祝いし
ました。今後も啓発活動を進め、良
い医療を提供したいと考えています。

ブレストセンター 事務 主任
倉田大和

本学は、神奈川県（水産技術セン
ター）、国立研究開発法人水産研究・
教育機構とともに、天然食品成分の
なかでは最も高い抗酸化力を持つセ
レノネイン（アミノ酸）を多く含む
マグロ肉を継続的に食べることによ
る生活習慣病対策やアンチエイジン
グ等の「未病改善へのセレノネイン
の有効性」を検証する臨床共同研究
を、2021 年 9 月から開始しました。

我が国は超高齢化社会を迎えまし
たが、外出や社会生活を楽しめる「健
康寿命」は実際の寿命より男女とも
に約 10 年も短縮していることが知ら
れています。高齢化社会において、
長寿で健康な日常生活の活動性を保
ち、健康寿命を延伸させるためには、
神経・運動・感覚器や臓器（循環器、
呼吸器、消化器等）の機能の現状を
把握して維持または改善していくこ
とが重要と考え、我々は「健康状態
や老化の程度を簡便にモニターでき
る指標・バイオマーカー」を研究し
てきました。さらに、日常生活のな
かで健康を維持し、改善していく具
体的方法として“食”の重要性に注
目して本研究を企画いたしました。

現在 3 機関共同で、マグロアミノ酸・
セレノネインに注目し、健康寿命延

未病改善にマグロが効くか検証します

難病治療研究センター センター長　遊道 和雄

伸や未病対策に向けたマグロの継続
的摂食の有効性を明らかにする臨床
研究を進めております。本試験では、
試験参加に同意した被験者 100 名に、
マグロの刺身・血合筋を 1 日 1 食×
週 3 回（1 食 80g または 120g）を提
供して 6 週間摂食（マグロ刺身食 3
週間、マグロ血合筋食 3 週間）して
もらい、マグロ食摂取前、摂食後に
末梢血と口腔粘膜検体の供与を受け、
セレノネイン、酸化・抗酸化マーカー
濃度や長寿遺伝子関連蛋白発現度を
解析して、マグロ刺身と血合筋を継
続的に摂食した場合の有効性を分析
する計画です。

マグロに含まれるセレノネインは、
生活習慣病や老化予防のほか、運動
機能の回復や疲労回復効果が期待さ
れています。本臨床研究は、国立研
究開発機構水産研究・教育機構、神
奈川県と共同研究を行うことによっ
て可能になる重要な臨床研究で、健
康寿命を延伸させ、活力に満ちた社
会の実現に貢献する結果が得られる
ことが期待されます。

参考 URL：
https://www.marianna-u.ac.jp/
houjin/today/20210907_01/

名　称：神奈川県立保健福祉大学と聖マリアンナ医科大学との連携協力に関する
　　　　協定書　
目　的：学術研究、教育等における連携・協力を図るため
内　容：次に掲げる事項について協力・連携に努める。
　　　　（1）学術研究に関すること
　　　　（2）教育に関すること
　　　　（3）地域貢献に関すること
　　　　（4）その他本協定の目的を達成するために必要な事項
締結者：神奈川県立保健福祉大学 理事長 大谷泰夫／学長 中村丁次
　　　　聖マリアンナ医科大学 理事長 明石勝也 ／学長 北川博昭
調印式：2021 年 6 月 10 日（木）

神奈川県立保健福祉大学と
聖マリアンナ医科大学が連携協定を締結

神奈川県立保健福祉大学と本学は、
2021 年 6 月 10 日（木）、学術研究、教
育等における連携・協力を図るため

「連携協力に関する協定書」を締結い
たしました。神奈川県立保健福祉大
学は、ヒューマンサービスの理念に
基づき、質の高い保健・医療・福祉
の人材養成と現任者への教育の充実
を図ることを目的に、2003 年 4 月に
開学されました。その後、大学院保
健福祉学研究科を開設し、保健医療
福祉のそれぞれの分野と連携・協力
を目指すことのできる高度専門職業

人の育成にも取り組み、現在多くの
卒業生や修了者が、保健・医療・福
祉の担い手として各方面で活躍して
います。

同大学には、看護学科、栄養学科、
社会福祉学科、リハビリテーション
学科が設置されており、本学として
も本協定に基づく教職員の交流、教
育・研究面における連携・協力を推進
し、看護師・コメディカルの人材確保
や本学に勤務する看護師・コメディカ
ルの大学院進学が期待されています。

教学部 学長室 主任　福井博史

【協定の概要】

（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
●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）］


