大学だより
本郷・お茶の水キャンパス近況

伊藤

事務長

嘉章

医学研究科
1．大学院医学研究科（修士課程・博士課程） 2020 年度入学試験概要について
2020 年度大学院医学研究科（修士課程・博士課程）の入学試験を下記の通り実施いたします。
（入学試験についての詳細は HP 等でご確認ください。）
【選抜方法および出願期間、入学試験期日等】
区

分

前

期

日

程

後

期

日

程

選抜方法

一般入試（外国人入試 含）
社会人入試

一般入試（外国人入試 含）
社会人入試

出願期間

2019 年 7 月 22 日（月）～
2019 年 8 月 30 日（金）

2019 年 11 月 11 日（月）～
2019 年 12 月 13 日（金）

入学試験日

2019 年 9 月 12 日（木）

2020 年 1 月 9 日（木）

語学試験

10:00 ～ 11:30（90 分）

10:00 ～ 11:30（90 分）

口述試験

13:00 ～

13:00 ～

合格発表日

2019 年 10 月 11 日（金）正午

2020 年 2 月 14 日（金）正午

医学部
1．医学部１年生の病院見学について
6/18（火）
、医学部 1 年生の学事の一環として、
順天堂医院にて病院見学が行われました。病院見
学は、学生が初めて白衣で医療現場に身を置く体
験を通して、①医学部生としての自覚を高めるこ
と、②医療チームの一員としての基本的な態度と
マナーを学ぶこと、③病院内で働く様々な職種の
人々や病院内の多様な機能を見学してチーム医療

臨床工学室を見学している様子

の実際を知ること、を目的としています。

当日は見学に先立ち、センチュリータワー地下 1 階で服部信孝医学部長からの訓示の他、
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順天堂医院の髙橋和久院長と看護教育課の鵜澤久美子師長にご講演いただきました。貴重な講
演でいただいた言葉を胸に、参加学生の病院見学に対するモチベーションは非常に高まった事
と思います。
2．医学教育・卒後教育（成田）ワークショップ開催
7/19（金）
、20（土）の両日、2019 年度医学教育ワークショップ・卒後教育ワークショップ
が成田ビューホテルで開催致します。新井 一学長、服部信孝医学部長・医学研究科長以下、
教職員、研修医、大学院生、学生等が参加を予定しています。
今回の総合テーマは『講義・実習のありかた：学生の立場を考えた指導・教育』で、各分科
会のテーマは、以下の通りです。
分科会 A1

『学ぶ側の立場を考えた指導・教育（基礎）～学生による授業評価結果を踏まえて～』

分科会 A2

『学ぶ側の立場を考えた指導・教育（臨床）～学生による授業評価結果を踏まえて～』

分科会 B1

『横断的指導体制の確立を目指して ～より質の高い研究成果を得るには～』

1）分野横断研究を推進するために必要な基盤
2）多様な視点を持った研究者の育成方法
分科会 B2

『臨床研修医から見た臨床講義・実習のありかた』

国際教養学部
1．高大連携ブリッジ授業の実施について
国際教養学部では、意欲ある高校生が専門的な
学問分野の知識や理解を深め、自らの学びの方向
を考える機会を提供する取り組みとして『高大連
携ブリッジ授業』を実施しております。これは、
「グ
ローバル市民（Global Citizenship）」の養成を目
的としている国際教養学部のカリキュラムの特色
高大連携ブリッジ授業の様子

の 1 つで、高校生は国際教養学部の学生と一緒に

講義を聴講し、国際教養学部での教育を体験することで入学後のイメージをより具体的に持っ
ていただくこと、そしてこの環境で学びたいと思っていただくことを目的としています。
6 月には、神奈川県総合高等学校・関東国際高等学校の 2 校より受講生の受入れを実施し、
受講した高校生より好評を得ました。9 月以降は予約制とし、希望する全ての高校生が受講出
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来る予定となっております。
今後も高校生が国際教養学部のカリキュラムに接触する機会を多く設け、国際教養学部の魅
力を全国に発信して参ります。

保健医療学部
1．保健医療学部開設記念国際シンポジウム
6/8（土）
、理学療法学・診療放射線学を専門
とする研究者を国内外から演者として招聘し本
郷・お茶の水キャンパス・Ａ棟講堂において保健
医療学部開設記念国際シンポジウムを開催しまし
た。テーマは『Medical Teamwork in an Aging
Society, Bringing the Future into the Present
（高齢化社会におけるチーム医療のあり方）
』で、
学部開設記念国際シンポジウムの様子

日本語通訳を付けずに行われました。

当日は保健医療学部 1 年生（244 名）、保健医療学部教員（25 名）、順天堂大学医学部 6 附属
病院の医師、医療職者（理学療法士・診療放射線技師他）に加え、数年後に本学部の臨床実習
でご協力いただく学外施設（理学療法学科約 80 施設、診療放射線学科約 35 施設）から多数の
方にご参加いただきました。保健医療学部 1 年生は、チーム医療の重要性と外国語の必要性を
再認識するなどとても良い刺激を受けたことと思います。
２．保健医療学部専任教員 FD 研修会
7/6（土）
、クロスウェーブ府中（東京都府中市）
にて『保健医療学部教員 FD 研修会』を開催し、
代田浩之保健医療学部長を含む専任教員（理学療
法学科：12 名、診療放射線学科：13 名）と事務
職員が参加して『保健医療学部のコンピテンシー
作成』をテーマに集中討議を行いました。研修会
では活発な意見交換が行われ、保健医療学部教員

FD研修会の様子

の教育に対する強い熱意が感じられました。

保健医療学部の授業が開始され早 3 ヶ月ですが、「アドミッションポリシー」「カリキュラム
ポリシー」
「ディプロマポリシー」「アセスメントポリシー」に加え「コンピテンシー」を設定
し、評価・検証することで、保健医療学部の教育の質向上を図って参ります。
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事務部長事務取扱者

順天堂医院近況

米澤

和彦

１．本郷・湯島地区『路上喫煙禁止地区啓発キャンペーン』
本郷・お茶の水キャンパス周辺は、平成 20 年より路上喫煙禁
止地区・重点地域の指定となっています。歩きタバコだけでな
く、立ち止まっての喫煙も禁止です。この活動の一環として、文
京区・地域区民の皆さんによる『路上喫煙禁止啓発キャンペーン』
が 5/14（火）午前 8 時 30 分より丸の内線「御茶ノ水駅」前で実
施され、瀬山禁煙推進委員長（呼吸器内科先任准教授）をはじめ、
職員数名がキャンペーンに参加しました。
また、世界禁煙デー（5/31）に因み、5/31（金）から 6/6（木）
の一週間に亘って「禁煙推進委員会」のメンバーを中心に順天堂
周辺の禁煙パトロールを実施致しました。その他にも本郷・お茶
厚生労働省のポスター

の水キャンパス付近での下記の通り禁煙活動を実施いたします。
・今後の主な予定
■歩行喫煙禁止地区周知啓発キャンペーン（8：30 ～ 9：00）

令和元年 7 月 9 日（火）、9 月 10 日（火）、11 月 12 日（火）、令和 2 年 3 月 10 日（火）
■禁煙の日パトロール：令和 2 年 1 月 22 日（金）12：30 ～ 13：00
2．令和元年度 医療関連事犯担当検事研修
5/27（月）～ 31（金）
、医療関連事犯担当検事の研修会を実施しました。日本各地の検察庁
より 10 名の検事が来院され、病院概要説明、専門医師からの講義、病院食体験、さらに各部
署において専門的な研修を受けました。今後は医療関連事犯の審理にこの研修の経験を活かし
ていかれるとのことです。この研修は例年開催していますが、非常に評判が良く人気の研修と
のことです。
3．起震車、煙体験ハウス等による体験型消防訓練
の実施について
6/12（水）10 時から 15 時 30 分まで、順天堂医
院１号館で新入教職員の消防訓練を実施しました。
まず最初に本郷消防署予防課員と文京区役所防
災課員からレクチャーを受け、起震車による地震
発生時の身体防護、煙ハウスによる濃煙熱気内の
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避難要領、水消火器・屋内消火栓の放水を体験
しました。
順天堂医院では火災及び地震等の緊急事態に
おける院内の安全を確保するプログラムを毎年
実施し、職員の防火防災意識の向上及び実践力
の強化を図っており、今後も定期的に実施し職
員の防災意識を高めて参ります。

屋内消火栓の放水体験

事務部長事務取扱者

静岡病院近況

小野

隆宏

1．2019 年度会計監査（期末）
5/9（木）
、
EY 新日本有限責任監査法人による 2019 年度会計監査（期末）が実施されました。
特に指摘事項はなく、無事に終了しました。
2．感染対策研修会・抗菌薬研修会
5/13
（月）
、
感染症看護専門看護師の長富美惠子師長と薬剤科の中島隆良薬剤師が講師となり、
『点滴台・カートの管理』と『抗菌薬について』をテーマに院内研修会を実施しました。
当日は 255 名の参加があり、参加者からは「環境を常に清潔にしておく必要性や、点滴・ワ
ゴン使用方法がよく理解できた」、「抗菌薬について、特性に応じ作用する場所や作用の仕方な
ど、基本的な知識を得ることができた」等、多くの反響があり、重要性の理解が進みました。
3．新入職員フォローアップ研修会
5/18（土）～ 19（日）、2019 年度新入職員と 2018 年度中途採用者を対象に、静岡県御殿場
市の時之栖にて、一泊二日の「新入職員フォローアップ研修」を実施しました。
コメディカル・看護部・事務部から計 103 名の参加があり、1 日目はグループワークと講義
による知識の習得や相互理解を深める取り組みを行い、2 日目はボーリング大会を開催してリ
フレッシュと職種を超えたコミュニケーションを図りました。

グループワークの様子

静岡病院に関する○×クイズを行いました
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4．感染対策研修会
5/27（月）
、
『ロタウイルス感染症』をテーマに、感染対策研修会を実施しました。小児科の有井
直人准教授より、感染が強いロタウイルスの怖さと予防接種の大切さ、感染を拡大させないための
防止策について講演いただきました。当日は職員 236 名の参加があり、大変好評な研修会でした。
5．市民公開講座
6/17（月）
、膠原病・リウマチ内科の岡田 隆先生を講師に『リウマチのお話し ～リウマチと上手く
付き合っていくために～』をテーマに市民公開講座を開催し、57 名に参加いただきました。
関節リウマチ発症後の関節の変化を、実際の手の写真やレントゲンを用いて説明され、治療
薬のメトトレキサート（MTX）、その他の抗リウマチ薬、生物学的製剤について、効果・副作
用・使い分けについて等、治療方法に関して判り易く解説されました。
関節リウマチは女性に多い疾患ということもあり、来場者の多くは女性で、「説明が丁寧で
解り易かった」
、
「疑問に思ったことを解説していただいた」、「薬の効果が具体的でためになっ
た等」
、非常に好評でした。
また、7/18（木）には『目の充血 ～目が赤くなった！危険？それとも？』というテーマで
市民公開講座を開催しました。
次回は 8 月 20 日（火）に『防ごう脳卒中 ! 急ごう脳卒中 ! 』をテーマに
市民公開講座を開催致します。詳細は HP をご覧ください。
http://www.hosp-shizuoka.juntendo.ac.jp/

事務部長

浦安病院近況

川島

１．市民公開講座
浦安病院では地域への情報発信や貢献、交流を目
的として市民公開講座を開催し、毎回異なるテーマの
もと、その領域を専門とする医師が講演を行っていま
す。毎回多くの皆さんにご参加をいただいています。
・第 89 回：5/25（土）
『心不全にならない、心不全に負けない最新知識』
講

師：循環器内科

准教授

宮﨑哲朗

わかりやすい言葉で伝える心臓疾患

・第 90 回：6/29（土）

『足腰の健康維持・増進のために必要なこと、やっておきたいこと』
講

師：整形外科

准教授

前澤克彦
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２．教職員参集訓練
5/25（土）
、
「病院近隣の高速道路において大型
バスが絡む多重事故が発生し、傷病者が多数搬送
されて来ること」を想定した教職員参集訓練を行
いました。午前 6 時に院内スマホでの一斉メール
を送信した後、夜間・休日緊急連絡網での伝達、
各部署内の緊急連絡網で通知しました。
早朝の実施にも拘わらず、開始後およそ 3 時間

本番さながらの緊張感で参集登録

以内に 800 名を超える教職員が災害対策本部に参
集し、成功裏に終了しました。
３．臨床倫理に関する講演会

6/4（火）
、臨床倫理に関する講演会を開催しました。医療現場で生じた臨床倫理に関する問
題について、最善の解決策を模索していく中で、職種によりそれぞれの立場での考え方や価値
観の違いによるジレンマが生じた際、問題解決に向けてどのように具体的にアプローチをして
いくのか、事例検討を通して学びました。
４．優良危険物取扱者表彰
6/7（金）
、浦安市防火安全協会の推薦により、
当院防災センターの加藤越史さんが（一社）千葉
県危険物安全協会連合会の総会で会長表彰を受賞
しました。
教職員一同、これからも浦安病院施設の安全管
理に精進し、事故の防止に努力して参ります。
気持ちも新たに危険物取扱に従事します

5．うらやす市民大学開講

今年度も引き続き「うらやす市民大学健康講座」を開講しています。6/15（土）～ 2020 年
3/7（土）にかけて各診療科の講師により計 11 回
講演を行います。大学病院としての高度医療と地
域に密着した医療がどうあるべきか、地域住民の
皆さんと共に考えていきます。
・第 1 回：6/15（土）
『地域住民に安心を提供
する病院を目指して ～順天堂大学浦安病院
の 35 年の歩みと地域連携について～』
事務部長

川島
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・第 2 回：6/22（土）『かぜっぽいので抗菌薬をください…は正しい？』
呼吸器内科

助教

南條友央太

・第 3 回：7/20（土）『沈黙の臓器肝臓は何をしているのか？』
消化器内科

先任准教授

北村庸雄

6．病院機能評価受審（一般病院 3rdG：Ver.2.0）
6/18（火）～ 19（水）の 2 日間にわたり公益財団法人日本医療機能評価機構の「病院機能
評価一般病院２＜ 3rdG：Ver.2.0 ＞」の訪問審査を受けました。審査の 1 つ、「ケアプロセス
調査」に対しては繰り返し模擬審査を行うなど、吉田院長のリーダーシップのもと教職員のみ
ならず派遣職員、委託職員等スタッフ全員が一致団結して臨むことができました。
7．地域連携フォーラム
浦安病院は「顔が見える医療連携」を目指し、地域の医療従事者をお招きして地域連携フォー
ラムを開催しています。今回は 6/27（木）にオリエンタルホテル東京ベイにて開催しました。
腎・高血圧内科の髙原久嗣准教授に『糖尿病性腎臓病（ＤＫＤ）について』、消化器・一般外科
の稲木紀幸先任准教授に『わたしたちの食道・胃外科診療と仕事の流儀』についてご講演いた
だき、来場された方々と積極的な情報交換を行い、懇親を深めることができました。（参加：
122 名

院外 62 名／院内 60 名）

８．春季防火訓練
7/4（木）、5D 病棟において「夜 9 時に配電盤か
ら出火があり、入院患者を避難させる」という想
定で、春季防火訓練を行いました。通報連絡・初
期消火・避難誘導・防護措置と実 践さながらの訓
練ができました。今後も浦安病院一丸となって防
災意識の向上に取り組んでいきます。
現場隊長より公設消防隊への状況報告

９．新人リフレッシュセミナー
7/8（月）～ 10（水）、リソル生命の森（千葉
県長生郡）にて『新人リフレッシュセミナー』を
開催しました。当セミナーでは、就任から約 3 カ
月間学んできたことの振り返りや今後の目標の整
理を行いました。また、心身のリフレッシュと、
職種間の壁を越えて同期同士の絆を深めることを
目的としたアクティビティを通じて、新入職員の

職場を離れてリフレッシュ！

モチベーションアップを図りました。
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事務長事務取扱者

順天堂越谷病院近況

山方

進

１ 教職員講習会
① 5/22（水）
、外部講師を招き、2 部構成で教
職員講習会を開催しました。
1 部は、医療安全管理委員会医薬品安全管
理部会主催による医薬品安全管理に係る講習
会で、
『最新の医薬品情報の活用に向けて』
と題し、医薬品添付文書の新記載要領及び
RMP（医薬品リスク管理計画）等について、
医薬品安全管理に関する講習

配付資料に基づき講演が行われました。
2 部は医療ガス安全管理委員会主催による、
『医療ガスの取り扱いについて』と題した講習
会で、医療ガスの注意事項及び事故例、酸素
ボンベの取り扱い方法等が講演されました。
受講者には、リスク管理、リスク軽減の周
知が図られた講習会となりました。

医療ガスの取り扱いに関する講習

② 6/18（火）、順天堂医院医療安全推進部長の
小林弘幸教授（病院管理学）と、医療安全管
理室長の川﨑志保理先任准教授（心臓血管外
科学）を講師に迎え、医療安全をテーマにご
講演頂きました。
第 1 部の川﨑先生には医療安全の取り組み
について、ＩＣ（インフォームドコンセント）
等について講演頂き、第 2 部の小林先生には

川﨑先生による講演

リスクマネジメントの基本について、検証、
準備、予行等に分け、その重要性を講演頂きました。

受講者には、ヒューマンエラー防止の意識向上に資する講習会となりました。
２．内部監事監査
6/13（木）
、学校法人順天堂の繁藤 勝内部監事、照沼則子内部監事、順天堂医院の武井テル
看護部長補佐による監査を受けました。
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人事担当者には労務管理上の課題と留意点について、看護部には教育、評価体制の現状と改
善点についての聞き取り調査が行われました。
それぞれの指導事項について、関係者への周知と改善を進めて参ります。
3．防火訓練の実施
6/17（月）
、越谷市消防署大袋分署のご協力
を得て、令和元年度第 1 回防火訓練を実施しま
した。
今回は「1 号館 2 階病棟での夜間の出火」を
想定し、初動体制の確立の向上を目指した総合
訓練でした。緊急時の通報連絡、避難誘導の応
援体制等を確認しつつ、問題点を検証しました。
終了後の講評では消防署員より厳しい指摘も
ありましたので、自主防火管理体制の見直し及

避難救助袋の構造と内部を確認した櫻井副看護部長

び防火意識の向上を図って参ります。
4．適時調査の実施
6/21（金）
、関東信越厚生局 指導監査課による適時調査が実施されました。
当日は、入院基本料、基本診療料、特掲診療料等、施設基準の各種届出要件の確認、療養担
当規則の順守状況について、書類審査、聞き取り調査及び院内巡視にて検証されました。
講評にて指摘を受け通達された指導内容について、管理体制の見直しとともに法令順守に向
け、適性を期すよう努めて参ります。
5．公開講座（ガーヤ★健康茶論）開催
7/27（土）
、
「心と身体を健康に保つ場」として、第 6 回ガー
ヤ★健康茶論を看護部主催で開催しました。当日は 2 部構成
で①メンタルクリニックの馬場 元教授による『高齢者もう
つ病になるの？』と、②看護部の佐々木竹美主任による『う
つ病を予防するコツ』が予定されています。
順天堂越谷病院については、HP をご覧ください。
http://www.juntendo-koshigaya.jp/
第６回ガーヤ健康茶論ポスター
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６．埼玉県立大学より感謝状贈呈
埼玉県立大学より創立 20 周年を記念し、
「熱意ある教示をもって
実習指導に取り組み、学生教育に貢献したこと」に謝意が示され、
順天堂越谷病院に感謝状が贈呈されました。
越谷病院では埼玉県立医科大学から、下記の通り看護学部の
実習生を受入れています。
①看護学実習

（精神科看護学）

②精神保健福祉援助実習（精神保健福祉士養成）
③作業療法実習

（精神科作業療法）

事務部長

順天堂東京江東高齢者医療センター近況

浪越

隆

１．順天堂ひまわりカフェ（認知症カフェ）
4/17（水）に第 1 回、5/15（水）に第 2 回、6/19（水）
に第 3 回の『順天堂ひまわりカフェ（認知症カ
フェ）
』を開催しました。
認知症カフェは厚生労働省が策定した認知症施
策推進総合戦略（新オレンジプラン）の中で、認
知症の人とその家族を支えることを目的に全国で
設置が進められています。当医療センターでは『順

順天堂ひまわりカフェ

天堂ひまわりカフェ』として、2016 年から月 1 回

の開催を続けており、地域住民の認知症に対する関心の高さを感じています。これからも院内
の専門職や地域包括支援センターと連携して活動を続けて参ります。
２．高齢者医療センターの国際交流
5/17（金）
、中国で在宅介護サービスを中心としたグループホーム運営会社の代表取締役
CEO 張 軍氏、研修部門責任者（日本の理学療法士資格者、認知症ケア専門士資格者）、設立
開拓部門総責任者、サービス企画開発部マネージャー、そして同行された一般社団法人国際認
知症ケア連合会事務局長の計 5 名が、高齢者、特に認知症患者への介護サービスの向上を目的
として当医療センターに来訪されました。ご一行は病棟とリハビリテーション室を見学され、
当センタースタッフの話を熱心に聞いておられました。
当医療センターでは、これからも有意義な国際交流ができるよう図って参ります。
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リハビリテーション室にて

見学終了後の記念撮影

３．江東区救急業務連絡協議会 表彰
4/23（火）、ホテルイースト 21 東京にて平成 31
年度江東区救急業務連絡協議会総会が開催され、
「医療業務・救急業務を通じて地域社会に貢献し、
救急業務連絡協議会の発展に寄与した医療従事
者」として、
医事課（医事課ベットコントロール係）
の盆子原裕晃さんが表彰されました。
当医療センターは、これからも救急業務に積極
表彰式の様子

的に協力し、地域医療との連携を図っていきます。
４．
『災害時における傷病者搬送・通信訓練』

5/25（土）
、江東区保健所・江東区医師会主催の『災害時における傷病者搬送・通信訓練』
に参加しました。江東区砂町ブロックにある藤﨑病院（災害拠点連携病院）でトリアージを実
施し、重症傷病者を当医療センター（災害拠点病院）まで、タフレンジャー（担架）、車イス、
リヤカーにて搬送する訓練です。当医療センターでは、脳神経外科の萬代秀樹准教授を中心と
して、看護師、事務員による重症傷病者の受け入れを行いました。

無線通信訓練

救護所でのトリアージ
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５．区民健康講座開催
5/25（土）
、今年度第 2 回の区民健康講座『脱
臼しにくい人工股関節 ～股関節の痛みの改善と
機能回復に～』を開催し、整形外科の尾崎 友助
教に講演いただきました。
また、
6/22（土）には第 3 回区民健康講座を『人
生 100 歳時代を健やかに迎えるには ? ～○○熱中
症とは～』というテーマで循環器内科の宮内克己

尾崎助教の講座の様子

教授に講演いただきました。

いずれも多くの方が来場され、区民の皆さんの健康への関心の高さが窺えました。
６．ボランティアイベント
①コンサート
毎月、1 階多目的ホールにおいて入院・外来
患者さん、そして近隣施設入所者の方々を対象
にボランティアコンサートを開催しています。
様々なジャンルの演奏が行われ、毎回楽しいひ
とときを過ごしています。今回も多くの方にお
集まりいただきました。
江東区の女声合唱団

② 2 階外来展示コーナー
患者さんの癒しの空間作りを目的とした外来展示コーナーには、絵や写真や生け花などボラ
ンティアの皆さんによる作品が毎月交代で展示されています。

和みの絵手紙

ボランティアさんによる生け花

７．院内研修会
毎月、教職員を対象に様々な研修会を開催しています。毎回多くの方が参加し自己啓発に努
めています。
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①感染対策研修会
6/20（木）
・21（金） 『手指衛生と標準予防策について』
6/26（水）
・28（金） 『アウトブレイク事例報告』
7/5（金）

『海外感染症について ～渡航前後の注意事項～』

②医療安全研修会
6/19（水） 『窒息防止対策』
7/23（火） 『医療倫理』
③その他
6/27（木） 『緩和ケア研修会」
7/ 3（水） 『礼儀・接遇・マナーに関する研修会』
7/25（木） 『認知症に関する研修会』（認知症ケアチーム）

事務部長事務取扱者

練馬病院近況

井田

豊太郎

１．2 号館改修に伴う 2 号館 3 階の閉鎖について
現在、建設中の新 3 号館（外来棟）は 2 号館と連絡通路で繋がります。5 月に入り、連絡フ
ロアとなる 2 号館 3 階が閉鎖され、この階にあった部署が移転しました。（旧 3 号館は 4 号館
と名称を変更しました。）
2 号館の改修は 3 号館竣工と併せて本年 12 月末に完成予定で、来年 2020 年 1 月からは 3 号
館で外来診療が開始となる予定です。3 号館に移転した 1 号館の外来のスペースを病棟に改修
し、2021 年 4 月には 1 号館が 90 床増床となります。

3号館建設現場 全景写真
（4/26撮影）
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２．期末会計監査の実施について
5/16（木）
、EY 新日本有限責任監査法人による平成 30 年度会計監査が実施されました。会
計士 4 名が来院し、当院の院長をはじめ事務役職者 5 名が対応しました。昨年同様の監査が行
われましたが、
特段の指摘はなく、無事に終了しました。今後も気を引き締めて業務に努めます。
３．事業所内保育ぴのぴの、子どもの日会・おやつピクニックの開催について
子どもの日に合わせて、園児達がジャンボこいのぼりを作りました。また、5/16（木）には、
近所の公園におやつピクニックに出かけました。0 ～ 2 歳の園児達は、外で食べるおやつに大
喜びでした。保育所では今後も、事故等に注意しながら、園児達がのびのびと過ごせるように
努めていきます。

手作りのジャンボこいのぼり

おやつピクニック

４．武蔵野大学見学会について
5/21（火）
、
武蔵野大学人間科学部社会福祉学科の学生 17 名が病院実習見学で来院しました。
これは医療ソーシャルワーカー養成のための実践的なプログラムの一環であり、当院の医療支
援センター医療福祉相談室が対応しました。
５．認定看護師による啓発週間
5/27（月）～ 31（金）、脳卒中リハビリ看護認定看護師を中心に『脳卒中週間 in 練馬病院 ～「ま
さか？」より「もしや？」で受診 脳卒中～』をテーマに啓発週間を開催しました。脳卒中に
関する展示や看護師による相談ブース等を設置し、お立ち寄りいただいた患者さんに声を掛け、
啓発しています。本年度も様々な計画を立て、進めて参ります。
６．日本医学英語教育学会による医学英語検定の実施
6/16（日）
、日本医学英語教育学会の第 12 回応用級（3 級）・基礎級（4 級）試験が当院にお
いて行われ、2 年目の研修医全 31 名が受験しました。年々増加する訪日外国人患者に対応す
る言語は多岐にわたりますが、まずは医療に従事出来るレベルの英会話力を身につけていただ
きたいと思います。
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研修医の皆さんの今後の活躍に大いに期待しています。
７．区民健康医学講座
日

時： 6 月 29 日（土）14 時より

座

長：メンタルクリニック 教授 八田耕太郎

演

題：
『
“治る認知症”って何 ? −突発性正常圧水頭症−』

演

者：脳神経外科 先任准教授 菱井誠人

次回は、8/31（土）の開催を予定しています。
順天堂大学練馬病院については、HP をご覧ください。
http://www.juntendo.ac.jp/hospital_nerima/

事務部長事務取扱者

さくらキャンパス近況

大竹

淳雅

スポーツ健康科学研究科
１．スポーツ健康医科学研究所 国際セミナー開催
5/30（木）
、スポーツ健康医科学研究所にて国
際セミナーを開催し、オーストラリア・ビクトリ
ア大学の Dr. Sarah Voisin（Postdoctoral fellow）
に『運動・トレーニングのエピジェネティクス *
～性差およびトレーナビリティ * ～』と題して講
演いただきました。
活発な意見交換がなされました

国際セミナーには、スポーツ健康医学研究所に

所属する教員及び PD・RA、大学院生が参加し、講演会後には活発な意見交換がなされました。
＊エピジェネティクス：DNA 配列に依存せず、かつ細胞分裂を経て引き継がれる遺伝子機能の
変化や仕組みについての研究
＊トレーナビリティ：トレーニングによって向上する体力、技術、精神力など能力の可能性

スポーツ健康科学部
１．IAAF 世界リレー 2019 事前キャンプ受入れ
5/11（土）～ 12（日）に横浜国際総合競技場（日産スタジアム）で開催された『IAAF 世
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界リレー 2019 横浜大会』に参加する各国の代表チームが、さくらキャンパス陸上競技場で事
前合宿を行いました。これは、今までさくらキャンパスで多くの事前キャンプの受入れをして
いる実績が国内外に周知されていたことによるもので、2020 東京オリンピック・パラリンピッ
クでの事前キャンプ誘致にも繋がるものと考えています。世界トップクラスの選手の練習を間
近かで見ることができた学生たちにとっても、非常に有意義な時間となったようです。
・フィンランド代表チーム : 8 名
期

間：5/5（日・祝）～ 8（水）

・イタリア代表チーム：39 名
期

間：5/5（日・祝）～ 7（火）

・韓国代表チーム：9 名
期

間：5/5（日・祝）～ 8（水）
直前練習を行うフィンランドチーム

２．就職に関する特別合同ゼミナール開催

スポーツ健康科学部では、年に 2 回、学部 3・4 年生を対象とした進路選択や就職活動に関
する就職支援対策講座『特別合同ゼミナール』を開催しています。（大学院生も参加可能です。）
今年度は 5/22（水）のゼミナールの時間に前期の講義を開催しました。
3 年生の講座では『社会人の先輩から学ぼう』というテーマで、本学卒業生の山中周平さん
（2009 年卒）には企業就活希望者、三浦勤治さん（1981 年卒）には教職希望者に向けて講演を
していただきました。大学での学びや経験を活かしてそれぞれの現場で活躍されている先輩方
からいただいた経験談やアドバイスは、多くの学生の胸に強く響いたことと思います。
また、教員採用試験や公務員試験を間近かに控えた 4 年生に対しては、希望進路別に今年度
の試験で出題の可能性の高いと思われる分野を中心とした『直前対策講座』などを実施しました。

三浦勤治さん

山中周平さん

３．第 72 回啓心寮寮祭
じゅんしんれいげつ

5/31（金）～ 6/2（日）
、
『順心令月〜繋げ！旧世代の魂を 築け！新世代の花道を〜』というテー
マで第 72 回啓心寮寮祭が開催されました。寮祭は寮生同士や地域との交流を目的としており、入
寮して 2 ヶ月の 1 年生を中心とした寮生たちが、3 日間にわたり様々なイベントで盛り上がりました。
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寮祭は初日の「寮対抗運動会」に始まり、2 日目には印西市長をお招きして、「泰然の庭」
の特設ステージで学生部長・総寮監による餅つき大会やダンスコンテストなどのイベントが目
し

す

い

白押しでした。最終日には酒々井町と連携した「裸神輿」が町内を練り歩き、町内の皆さんか
ら力水をかけていただき、学生たちと町民が一体となりました。

「泰然の庭」
で様々なイベントが行われました

酒々井町と連携した裸神輿

４．第 64 回千葉県私立大学学生支援研究協議会の開催
6/28（金）
、さくらキャンパスで「第 64 回千葉県
私立大学学生支援研究協議会」が開催されました。
同協議会は昭和 62（1987）年に設立され、32 年の
歴史を有する伝統のある協議会です。同協議会では
多岐にわたる学生生活全般の事柄から事例等を提
示し、情報交換や学生対応を協議しつつ大学間の
情報共有を図り、各大学での学生支援に反映させ
ています。

千葉県内の私立大学26校が参加しました

この度順天堂大学は 16 年ぶりに当番校となり、さくらキャンパスでの開催となりました。
協議会では吉村雅文学部長より『大学スポーツ協会（UNIVAS）発足について』、町田修一教
授より『学生支援に携わる教職員の健康講座』の 2 講演のほか、テーマごとにグループ討議を
行いそれぞれの発表・報告を行い、情報共有を図りました。また協議会後に、情報交換会を開
催し、同じ学生支援に携わる教職員同士が親睦を深め闊達な意見交換ができ、有意義な協議会
となりました。
５．第 30 回ユニバーシアード競技大会
7/3（水）～ 14（日）、イタリア・ナポリで開催される「第 30 回ユニバーシアード競技大会」
に、本学から選手・スタッフが次頁の通り参加します。
ユニバーシアード競技大会は国際大学スポーツ連盟（FISU）が主催する学生を対象にした
国際総合競技大会で、2 年ごとに開催されます。
各競技の戦績は、順天堂だより 9 月号にてご報告致します。
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第３０回 ユニバーシアード競技大会
【選手】
競技名

陸上競技

出場選手・スタッフ

【スタッフ】
出場予定種目
ポジション

氏

110mH
4×100ｍＲ

学科 ・ 学年

泉谷 駿介

400mH
井上
4×400ｍＲ

ウィング
バレーボール
スパイカー

名

スポーツ科学科 ２年

体操競技 団体・個人

谷川
萱

本

駆 大学院前期課程 ２年

志摩美古都 健康学科

団体・個人

競技名
部

陸上競技

３年
体操競技

翔 スポーツ科学科 ３年
和磨 大学院前期課程 １年

団体・個人

谷川

航 H31（2019）年卒

サッカー フォワード

旗手

怜央 スポーツ科学科 ４年

サッカー
柔

道

役職等
本部員

理文 医学部・助教（循環器内科）

コーチ

青木

和浩 スポーツ健康科学部・教授

ドクター

金子

晴香 医学部・講師（整形外科）

監督

原田

睦巳 スポーツ健康科学部・教授

コーチ

齋藤

良宏 Ｈ 11 年卒・Ｈ 19 年院修了

ドクター

山田

大樹

総務

古賀

総務

田村

菅浪裕也（院 2 年）3 ゜54′08

中村僚真（3 年）10″76

5位

瀬尾英明（1 年） 10″78
中村紗華（2 年）1 ｍ 70

⑥第 6 回木南道孝記念陸上競技大会

（4/20・21：駒沢オリンピック公園）

（5/6：ヤンマースタジアム長居）

・男子十種競技

・男子 200m

駿（4 年）7295 点

③第 53 回織田幹雄記念国際陸上競技大会
（4/27・28：エディオンスタジアム広島）

5位

根本万大（3 年）21″17

6位

木下裕貴（3 年）21″35

・男子 800m

・男子 110mH

5位

泉谷駿介（2 年）13″56

根本大輝（2 年）1́ 51″18

・男子 110mH

・男子三段跳

3位

竹之内優汰（3 年）15m59

泉谷駿介（2 年）13″58

・女子 800m

④第 35 回静岡国際陸上競技大会

5位

（5/3：小笠山総合運動公園エコパスタジアム）

池崎愛里（3 年）2́ 07″10

⑦セイコーゴールデングランプリ陸上 2019 大阪

・男子 400mH
駆（院 2 年）50″34

（5/19：ヤンマースタジアム長居）
・男子 110mH

・女子 800m
3位

スポーツ健康科学部
非常勤助教

4位

4位

Events Meet 2019

井上

昌大

・女子走り高跳

②日本 GP プレミア TOKYO Combined

5位

初 Ｈ 6 年卒・Ｈ 8 年院修了

・男子 100m

・男子 50km 競歩

6位

スポーツ健康科学部
非常勤講師（スポーツクリニック・整形）

（5/5：ケーズデンキスタジアム水戸）

（4/14：石川・輪島）

2位

光介 Ｈ 24（2012）年卒

⑤ 2019 水戸招待陸上

①第 103 回日本陸上競技選手権大会 50km 競歩

田上

卒年等

（令和元年 6 月 3 日現在）

1．陸上競技部

2位

大越

名

メディカルドクター 福島

運動部の主なる戦績

8位

氏

1位

池崎愛里（3 年）2́ 5″75
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3．体操競技部

・男子 400mH
4位

井上

①第 73 回全日本体操個人総合選手権

駆（院 1 年）50″97

（4/26 ～ 28：高崎アリーナ）

・女子 800m
7位

個人総合

池崎愛里（3 年）2́ 06″09

⑧第 98 回関東学生陸上競技対校選手権大会

個人総合

泉谷駿介（2 年）13″41

・男子三段跳

奈海（2 年）47́ 48″83

254.126

翔、

・男子種目別ゆか

1位

谷川

翔

14.650

跳馬

1位

三輪哲平

14.900

5位

坂本実優（4 年）、原島瑛里（4 年）、
原田名緒（4 年）、安

（6/2：コカ・コーラボトラーズジャパン

優音（2 年）、

遠山亜里沙（1 年）、水野日葵（1 年）

スポーツパーク）
・男子 110 mH

4．自転車競技部

中田英駿（2 年）14″14

①全日本学生トラックレースシリーズ第 1 戦
（4/7：日本サイクルスポーツセンター）

2．バレーボール部

・女子 500m タイムトライアル

〈男子〉

3位

① 2019 年度春季関東大学 1 部リーグ戦

野寺

楓（3 年）39″00

・女子 3km インディヴィデュアル・パーシュート

（4/6 ～ 5/18：日本体育大学ほか）

1位

9 位（全 12 チーム）4 勝 7 敗

五味田奈穂（4 年）4́ 19″24

・女子チーム・スプリント

岡本捷吾（2 年）

1位

〈女子〉

1́ 06″55

野寺

楓、五味田奈穂

・女子ポイントレース（10km）

① 2019 年度女子春季関東大学 1 部リーグ戦
（4/7 ～ 5/19：青山学院大学ほか）
2 位（全 10 チーム）8 勝 3 敗
敢闘選手賞

和麿

2位

・女子団体総合

中村紗華（2 年）12 ｍ 96

ベストスコアラー賞

萱

254.363

鈴木茂斗（2 年）、三輪哲平（1 年）

⑨布勢スプリント 2019

1位

3位

翔

大久保圭太郎（3 年）、湯浅賢哉（3 年）、

・女子三段跳び
1位

谷川

加藤裕斗（4 年）、谷川

菊地梨紅（4 年）2́ 09″03
林

1位

・男子団体総合

伊東優成（4 年）62 ｍ 95

・女子 10000m 競歩
1位

和麿（院 1 年）169.328

（5/24 ～ 28：一関総合体育館）

・女子 800m
1位

萱

③第 52 回東日本学生体操競技選手権大会

泉谷駿介（2 年）16 ｍ 08

・男子ハンマー投げ
1位

2位

翔（3 年）170.265

（5/18・19：武蔵野の森総合スポーツプラザ）

・男子 110mH

1位

谷川

②第 58 回 NHK 杯体操

（5/23 ～ 26：相模原ギオンスタジアム）
1位

1位

1位

五味田奈穂

22 ポイント

2位

野寺

20 ポイント

楓

②全日本学生ロードレースカップシリーズ第 3 戦
（5/11・12：静岡毛兼伊豆市大野）

瀬戸杏華（4 年）
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・女子総合

2位

①春季リーグ戦

五味田奈穂

・女子 500m タイムトライアル

（4/13 ～ 5/19：駿河台大学ほか）

1位

2 部 1 位（8 勝 1 敗）（2 部残留）

野寺

楓

38″374

〈女子〉
5．バスケットボール部

①春季リーグ戦

〈男子〉

（4/13 ～ 5/19：順天堂大学さくらキャンパスほか）

①第 68 回関東大学バスケットボール選手権大会

3 位（4 勝 2 敗）

（4/28 ～ 30：帝京平成大学ほか）
7．スカッシュ部

ベスト 32
〈女子〉

①第 30 回全日本アンダー 23 スカッシュ選手権大会

①第 53 回関東大学バスケットボール選手権大会

（6/1・2：SQ-CUBE さいたま）

（5/5 ～ 11：駒澤オリンピック公園ほか）
7位

・男子

1位

松本航太（2 年）

・女子

3位

小川春香（3 年）

② City of Kalgoorlie-Boulder Golden Open 2019
6．ハンドボール部

（5/30 ～ 6/3：カナダ・カルガリー）

〈男子〉

・男子

1位

机 龍之介（4 年）

事務長事務取扱者

浦安キャンパス近況

松原

広幸

医療看護学研究科
1．大学院医療看護学研究科「大学院説明会」
医療看護学研究科では、学是「仁」の精神に基づき、
高度な実践能力をもつ看護専門職者、及び医療看護
学のあり方を探求する教育者・研究者を育成してい
ます。
今年は大学院説明会を 7/6（土）と 8/3（土）に開
催致します。詳細は医療看護学研究科のホームペー
ジをご覧ください。
医療看護学研究科

植木研究科長の説明を真剣に聴く皆さん

入学案内

https://www.juntendo.ac.jp/graduate/nurs/admission/
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医療看護学部
1. デモントフォート大学看護学生の受入れ
6/4（火）～ 12（水）
、本学の協定校である英国デ
モントフォート大学（DMU）の看護学生 8 名の研修
を受入れました。日本という異文化での臨床実践（研
修）を通して、学術的洞察力や実践的スキル、そし
て自己啓発の向上を目的とした研修です。
DMU の学生たちは医療看護学部の授業に参加し、
順天堂医院と順天堂東京江東高齢者医療センターで

講演するKay de Vries教授

研修を受け、本郷・お茶の水キャンパスにある「日
本医学教育歴史館」を見学しました。滞在期間中は、
本年夏に開催される英国研修（デモントフォート大
学等）に参加を予定している医療看護学部の学生 14
名がバディとして受入れ学生のサポートをしました。
また、6/7（金）には本郷・お茶の水キャンパスで、
デモントフォート大学教授の Kay de Vries 先生によ
る『Advance Care Planning* in UK』をテーマとし
た講演が行われました。

DMUと本学部の学生たち
（センチュリータワー19階にて）

＊アドバンス・ケア・プランニング：患者本人と家族が、医療者や介護提供者とともに、将来に意思決定能力
が低下する場合に備えて、今後のケア全体の目標や具体的な治療・療養について話し合うプロセスのこと。

2．TOEFL 表彰
医療看護学部では 1 年次に 4 月と 12 月の 2 回、TOEFL 試験を受験しています。昨年度の
成績に対して、
6/12（水）に TOEFL 成績優秀者の表彰式が浦安キャンパスで挙行されました。
今回は「High Score 賞」（高スコア取得者）2 名と「Highly Developed 賞」（スコアアップ者）
5 名が、新井学長から表彰状および副賞をいただきました。

学長、理事長と今回表彰された7名

Ju n te n d o
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3．保護者会総会・懇談会
6/1（土）
、浦安キャンパスにおいて今年度保護
者会総会が開催されました。総会に先立ち、工藤
綾子学部長、上野恭子教務委員長、岩渕和久学生
部長からの挨拶の後、各役員の紹介、決算報告、
予算審議、修学援助基金、保護者会行事の確認な
ど滞りなく進行しました。総会終了後の学年別懇
談会には、学生部委員の教員が参加し、各学年の
学習状況、生活状況等について、保護者の皆様か

基礎看護実習室を見学する1年生保護者の皆様

らのご質問にお答えさせていただきました。
4．Open Campus 開催
夏期の Open Campus を 7/27（土）、28（日）、
8/20（火）に開催します。看護体験や在校生に質
問するコーナーなど、いろいろな角度から順天堂
の看護の魅力をお伝えするイベントを企画してお
りますので、医療看護学部に興味をお持ちの受験
生、保護者の方にご紹介いただけると幸いです。
詳細は医療看護学部ホームページ「オープン
キャンパス特設サイト」をご覧ください。

在学生と個別相談会
（昨年の様子）

医療看護学部オープンキャンパス特設サイト
http://www.nurs.juntendo.ac.jp/admission/campus/

5. 高大接続プログラム
高等学校と大学を繋ぐ一体的な教育に向けた「高大接続改革」に各大学が取り組んでおりま
すが、本学部では、8/8（木）に千葉県・東京都・埼玉県内の高等学校（87 校）の 2 年生を対
象とした高大接続プログラムを実施します。

保健師の仕事について学びました
（昨年の様子）

Ju n te n d o
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三島キャンパス（保健看護学部）近況

事務長事務取扱者

阿部

弘明

１．新入生スタートアップセミナー
4/13（土）～ 14（日）
、新入生スタートアップセミナーを開催しました。今回は『順大生とし
て学ぶ姿勢を探求する』というテーマで、①自己理解、他者理解を深める ②主体的に学ぶと
いうことについて理解を深める ③新しい仲間と人間関係を深める、ことを狙いとしています。
初日は学生同士のグループワークで「自分が描く将来像」をまとめました。2 日目はウォー
クラリーで三嶋大社をはじめとする市内の名所を訪問し、これから 4 年間過ごす三島市の地理
を学びました。
新入生の皆さんにとって、たくさんの新しい友人と心を通い合わせる充実した２日間になっ
たことでしょう。4 年間の勉学と様々な経験を通して、理想の将来像へ近づけるように頑張っ
てください。

オープニングの様子

ウォークラリー in 楽寿園

２．
４年生マナー研修会開催
4/20（土）、4 年生を対象としたマナー研修会を開催しました。社会人基礎力とは何か、仕
事をする上での報告 ･ 連絡 ･ 相談の重要性、好印象を与える身だしなみや言葉遣い、お辞儀の
仕方など、社会人としての基礎を学ぶ研修です。この研修で習ったことをしっかり身に付け、
魅力ある社会人になっていただきたいと思います。

お互いにお辞儀をチェック

メモを取りつつ、真剣にレクチャーを聞いていました
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３．県内高校生による大学見学会
5/10（金）、看護師を目指している静岡県立松崎
高等学校の皆さんがバスで来学しました。ＩＣＴ設
備の整ったマルチメディア教室で保健 看護学部の
説明を受け、充実した実習室など三島キャンパスの
施設を見学して大きな刺激を受けた様子でした。
病室を模した実習室を見学する高校生の皆さん

４．1 年生の学外実習
①生活援助技術演習
5/8（水）
、１年生を対象とした生活援助技術演
習を行いました。患者役と看護者役とに分かれ、
車椅子やストレッチャーを体験する演習科目で
す。学生たちは「少しの段差でこんなに振動があ
るなんて」
「ちょっとでもスピードが上がると恐
怖を感じる」など患者目線で多くのことを感じた

ストレッチャーで廊下の段差を体験

ようでした。
こうした 1 つひとつの経験の積み重ねは思いや
りのある看護師になるために、とても大切だと思
います。これから４年間、多くのことを学び身に
付けて患者さんの心に寄り添うことのできる看護
職者になってください。
②静岡病院活動見学実習（看護学概論）
5/30（木）
、本学医学部附属静岡病院において、

キャンパス内を車椅子で移動してみました

医師、看護師、コメディカルの方々が活躍する現

場を 1 年生が見学しました。保健看護学部は今年で開設 10 年目となりますが、毎年、静岡病
院の職員の方々は温かく迎えて接してくださいます。
真新しいユニフォームに身を包んだ学生たちは医療・保健・福祉に関わる多くの職種の役割
を学ぶと同時に、医療現場の緊張感を肌で感じることができました。

看護師業務を見せていただいている様子

Ju n te n d o

血液浄化センターで透析の説明を受けている様子
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