ひ

ろ

ば

第 350 回順天堂医学会学術集会『リハビリテーション医療の最前線』
座

長：医学研究科リハビリテーション医学教授、保健医療学部理学療法学科教授
医学研究科呼吸器内科学教授
医学部内科学教室・循環器内科学講座先任准教授

藤原
髙橋
島田

俊之
和久
和典

9 月 10 日（木）
、本郷・お茶の水キャンパス歴史ファサード館及び新教育研究棟（新研究棟）
13 階カンファレンスルームと Web のハイブリッド開催にて、第 350 回順天堂医学会学術集
会『リハビリテーション医療の最前線』を開催いたしました。
新型コロナウイルスの感染流行が続く中での開催のため、会場参加は密を避けて 30 人程度
の参加とし、120 名は web 参加によるハイブリッド開催となりました。
学術集会の開催にあたって、今回の集会の企画意図につきまして、座長の髙橋より説明を行っ
た後、髙橋、島田、藤原の 3 名が座長を務め、各領域におけるリハビリテーション医療の最
前線につき 4 名の演者よりご講演をいただきました。

座長、左より島田和典先生、藤原俊之先生、髙橋和久先生

①『呼吸リハビリテーション普及への取り組みと最新の動向』
（大学院医療看護学研究科

教授

植木

純）

植木先生には、2001 年の呼吸リハビリテーションに関する
ステートメントの作成からその後の呼吸リハビリテーションマ
ニュアルの作成にいたるまでの呼吸リハビリテーション普及へ
の取り組みについてお話をいただきました。急性期、周術期、
回復期、生活期と生涯にわたり継続して実施する呼吸リハビリ
テーションの重要性とその効果についてご報告されました。呼
吸リハビリテーションの改訂に伴う呼吸リハビリテーションの
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定義において、①予防も含める、②シームレスな介入を強調、③「自己管理」、
「健康増進」「行
動変容」が加わったこと、④双方向性の医療＝医療者と患者の協働、という 4 点が新たに加
わり、呼吸リハビリテーションの最近の広がりについてもお話しいただきました。
②『心臓リハビリテーションの最前線』
（保健医療学部理学療法学科

教授

高橋哲也）

高橋先生には、順天堂医院での早期リハビリテーションの実
際、高齢患者のフレイル克服を目的とした機能的運動療法、遠
隔心臓リハビリテーションの展開について発表していただきま
した。心臓リハビリテーションの使命は、急性期での必要以上
の安静を避け、速やかに離床を進めること、回復期のリハビリ
テーションで、職場や社会への復帰を進めること、回復期・維
持期のリハビリテーションで重症化・再発予防を図ること、そ
して、予後に強く影響するフレイルを予防し、克服することで

高橋哲也先生

あるとお話しされ、心臓リハビリテーションの重要性をご講演いただきました。
③『がんのリハビリテーション up to date』
( 医学部リハビリテーション医学研究室

准教授

田沼

明)

田沼先生には、がんのリハビリテーションは、がんの治療が
始まる前や治療早期から行われる「予防的リハビリテーション」
、
がんそのものやがん治療によって生じた障害を回復させる「回
復的リハビリテーション」
、がんの再発や進行に伴って生じる障
害に対応する「維持的リハビリテーション」
、終末期にできる限
り生活の質（QOL）を維持するために行われる「緩和的リハビ
リテーション」に分類され、あらゆるがん種、あらゆる病期に
行うことができるとのご発表をいただき、がん患者におけるが

田沼

明先生

んリハビリテーションの重要性をお話しいただきました。
④『脳卒中のリハビリテーション - 機能の再建と運動学習 -』
（医学部リハビリテーション医学研究室

准教授

補永

薫）

近年ではリハビリテーション工学の発展とともにさまざまな神経筋電気刺激デバイスやロボ
ティクスなどの利用も試みられており一定の効果が報告されている。補永先生には非侵襲的悩
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刺激のなかでも Theta burst stimulation(TBS) といわれる経
頭蓋磁気刺激法の効果や特定動作の表面筋電図パターンを利用
したロボティクスを用いたリハビリテーション訓練の効果につ
いて講演していただいた。
講演ごとに参加者および講演者による積極的な質疑応答が行
われ、最後には総合討論が行われました。本学術集会は盛会の
もと無事終了いたしました。
補永

順天堂大学校歌の編曲と CD 収録

理事

薫先生

佐藤

信紘

今回、東京藝術大学卒業生で音楽学
部作曲科の石坂真帆先生（作曲家・ピ
アニスト）の見事な編曲により、本学
校歌はピアノ伴奏にソプラノ、アルト、
テノール、バスの混声合唱に生まれ変
わりました。皆さんに親しまれたメロ
ディーがより豊かな響きとなり、広が
りと奥行きが加わりました。編曲され
た校歌は来年、本学ホームページにて

9/12、藝大・千住キャンパススタジオＡにて収録

公開を予定しております。
◆東京藝術大学との交流
順天堂大学と東京藝術大学（以下、藝大）は 2016 年 3 月の包括的連携協定締結以来、著
名な芸術家・音楽家らの健康管理を本学が担うほか、交換講義や、宮田亮平前藝大学長の書の
掲示（本学センチュリータワー地下食堂）、公開シンポジウム『医療と芸術の融合をめざして』
の共催など、相互交流を盛んに行ってきました。
医師や教員のみならず本学総務部と藝大事務部の間でも交流が行われており、その中で、本
学の校歌の再生に藝大の力添えをいただけないか、という話が持ち上がりました。入学式や卒
業式で学生・教職員一同で歌い、各地で開催される同窓会でも歌われている『順天堂大学校歌』
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は、会場で流す伴奏録音が劣化していたこともあり、校歌のリニューアルが課題になっていた
のです。そこで、藝大音楽学部の佐野靖教授（学長特命 社会連携担当）にお願いしたところ
ご快諾いただき、数度の打ち合わせを経て新しく編曲された校歌が完成し、10 月 13 日に小
川講堂で開催された大学運営連絡
協議会の冒頭で披露されました。
校歌はこの度、“ 健康総合大学 ”
たる順天堂の未来がいきいきと展
望される芸術性の高いものに再生
されました。今後は、小川理事長
からのご要望もあり、校歌斉唱時
に使いやすい「伴奏版」の録音や、
各種スポーツの応援等に使える「応
援用」など、藝大との協調の下で

5/11、楽譜の受取式（センチュリータワーにて）
左より帯金克巳総務部長（当時）、筆者、木南英紀学長特別補佐、
石坂真帆先生、鈴木純明准教授、佐野靖教授

さらなる展開を目指しています。
ご期待いただければ幸いです。

◆『順天堂大学校歌』について
1957（昭和 32）年 5 月、順天堂医科大学
開学 10 周年の記念式典で校旗・校歌の制定
を含む記念事業に着手することが発表されま
した。
その後、学生アンケートの圧倒的多数票に
ま き とおる

よって宮澤隆治（本学職員）作詞、間紀徹（作
曲家・テノール歌手）作の曲が『順天堂大学
校歌』に選ばれ、1961（昭和 36）年 11 月
16 日 に 公 式 に 制 定、1963（ 昭 和 38） 年 5
月 21 日にソノシートに録音されました。こ
の録音を公式として長年大切に使っておりま
したが、レコード由来のノイズも多く、高性
能な機器を用いて広い会場で流すには不向き
となっていました。
1961年に制定された校歌
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第２代堂主 佐藤尚中先生の石像建立によせて

医史学研究室 主任
（文責）名誉教授

若尾 みき
酒井 シヅ

2020 年 10 月、順天堂第 2 代堂主 佐藤尚中先生の石像が、水
郷小見川観光協会により、生誕地である千葉県香取市の JR 小見
川駅前に建立されました。2016 年に日本遺産に認定された「北
総四都市江戸紀行～江戸を感じる北総の町並み～」の構成文化財
に、佐倉の順天堂並びに佐藤尚中の生誕地（現内浜公園）が登録
されたことを記念し建立されたものです。
佐藤尚中は 1827（文政 10）年、小見川藩医山口甫僊の次男
佐藤尚中先生（1827-1882）

として下総国小見川村（現 香取市小見川字内浜）に生まれました。
幼少期から江戸へ出て儒学や医学を学び、1842（天保 13）年、

16 歳の時に、佐藤泰然により江戸薬研堀に設立されたオランダ医学塾（後の順天堂）に入門
しました。翌年、泰然とともに佐倉に移り順天堂開設に尽力し、泰然に能力を認められ養嗣
子となります。次いで長崎留学では、オランダ軍医ポンペから最新医学を学び最も優秀な医
師と評され、佐倉に戻ると順天堂で最先端の医療・医学教
育を導入しその能力を大いに発揮しました。
1869（明治 2）年､ 明治新政府の要請で上京し宮内省 ｢
大典医｣ ( 天皇の主治医 )・文部省 ｢大学大博士｣ を拝命し、
大学東校 ( 現 東京大学医学部 ) の初代校長として近代医学
教育確立に尽力しました。1872（明治６）年、東京に順天
堂医院を開設し医療、医師の育成を発展させ多くの優秀な
医学者を育てました。
この度の石像建立をきっかけに、地元や小見川を訪れる
方々に日本近代医学の発展に貢献した佐藤尚中先生を知っ
提供：千葉県香取市

ていただけたらと願っています。

日本ペインクリニック学会第 54 回大会
広報委員会企画第３回川柳大賞入賞を受賞して

疼痛制御学
教授

水野

樹

この度は、栄えある日本ペインクリニック学会第 54 回大会広報委員会企画第３回川柳大賞
の入賞作品にご選出いただき、心より感謝申し上げます。このような栄誉は自分に縁のないも
のと思っておりましたので、第１回川柳大賞入賞作品（参照１、２) に引き続き今回二度目の
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受賞の通知を受けて、唯々驚いております。
今回受賞させていただいた川柳は、「痛み治療
微笑むゆとりと

家族愛」です（参照３)（写真）。

人は痛みを感じることで、細菌やウイルスなどの
敵の攻撃から自己を防衛し、自分の身体を正常に
維持させようとします。痛みの原因は、単なる炎
症だけではなく、人を取り巻くさまざまな環境因
子や神経反応で成り立っています。したがって、
第3回川柳大賞入賞賞状

単に消炎鎮痛薬の投与だけでは、痛みに効果のな

い場合を臨床上多々経験します。さらには効果の乏しい薬物を乱用することで、その副作用を
増幅させ、痛みの悪循環に陥ってしまうことさえもあります。そこで、痛みに対しては、抗鬱
薬や医療用麻薬などの薬物療法、神経ブロック療法、理学療法、精神療法を上手に組み合わせ
た総合的な治療が必要になります。痛みを多面的に分析し、さまざまな専門的観点から治療す
る仕組みである学際的痛み診療が重要と言えます。
特に慢性的な痛みの反応は、単純な反射的感覚ではなく、心の動きや情動を伴った苦しみや
不安など、人が感じる体験だとも考えられています。それゆえ、社会からの支援や家族からの
愛の注入は治療の上で大切と思われます。痛みに苦しみ悩む患者のみならず、ペインクリニッ
クの専門家や家族の微笑むほどの心の余裕が痛み治療に奏功するのではという願いから、この
川柳を綴りました。
今回の表彰は、私にとって身に余る栄誉であるだけでなく、人生を振り返るたいへん良い機
会となりました。これまで、ペインクリニックに携わるたくさんの方々から多くのことを学び、
さまざまな経験をさせてもらいました。この栄誉は、自分を厳しく指導し育てていただいた先
輩医師、自分を温かく支えてくれた同僚医師やコメディカルの皆様、そして家族のお蔭である
と実感しています。今後も、絆を大切にし、感謝と恩返しの気持ち、そして愛を持って、痛み
の診療に邁進していきたいと思っています。最後になりましたが、このような晴れがましい機
会を与えていただいた順天堂の小川秀興理事長、新井一学長、服部信孝医学部長、髙橋和久医
院長をはじめ諸先生方、また日本ペインクリニック学会理事、会長、広報委員会、会員の諸先
生方、関係各位、そして家族に厚く御礼申し上げます。
参照：1) 水野 樹：第 52 回大会受賞者報告、第 1 回川柳大賞 入賞「慢性痛 心の風邪と 共に去り」
（一般社団
法人日本ペインクリニック学会発行、日本ペインクリニック学会 NEWS LETTER、第 1 号、2018
年 9 月 25 日）
2) 水野 樹：日本ペインクリニック学会第 52 回大会広報委員会企画第 1 回川柳大賞入賞を受賞して．
（順
天堂だより 300：54-55、2018）
3) 水野 樹：第 54 回大会受賞者報告、第３回川柳大賞 入賞「痛み治療 微笑むゆとりと 家族愛」（一
般社団法人日本ペインクリニック学会発行、日本ペインクリニック学会 NEWS LETTER、第 9 号、
2020 年 10 月 25 日）
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第 97 回箱根駅伝予選会、圧勝で 1 位通過

箱根駅伝強化担当理事（兼）
練馬病院名誉院長

宮野

武

10/17（土）
、第 97 回箱根駅伝予選会が新型コロナの厳戒下、
陸上自衛隊立川駐屯地（立川市）において無観客で無事に開催
されました。大会開催関係者各位のご尽力に衷心より感謝申し
上げます。
そのような状況下、我が順天堂大学チームはお蔭様で断トツ
1 位の圧勝で通過、2 か月後の箱根の本戦、リベンジの舞台へ
駒を進めることが出来ました。三浦龍司（1 年）が初出場で「ハー
フマラソン 20 歳以下の日本人新記録」の快走が度肝を抜き、
際立ちましたが、チーム 2 位の野村優作（2 年：日本歴代 4 位）、
同 3 位の石井一希（1 年：日本歴代 8 位）ら 10 人の走者が全
て自己新記録の好走でした。10 人目の選手の記録が、他学のエー
ス級のものだとのことです。
私が箱根駅伝の強化に手を染めて 10 年になります。若干 31

予選会、日本人１位の三浦龍司選手

歳だった長門監督を抜擢して 5 年目です。選手は皆、長門監督が OB の皆さんの力を得ながら、
自らの人脈と自分の眼で見て獲得してきた学生たちで、いわば、長門チルドレンと云えます。
彼らを黒田ヘッドコーチとともに手塩に掛けて育成して来た成果が今回の予選会に出てきたと
思います。
しかし、本当の勝負はこれから
で す。 勝 っ て 兜 の 緒 を 締 め 直 し、
ここから 2 か月先の箱根の本戦で、
昨年 14 位のリベンジを果たすとと
もに、現在 3 強と云われる青学大、
東海大、駒沢大に挑みます。
そこで、
昨年シード落ち以来「禊」
として自粛しておりましたチーム
の強化目的の使途指定寄付金募集
を再開させて頂きます。小川理事
長はじめ多くの順天堂関係者の皆
様のご支援のもとにある、本学の

（提供：朝日新聞社）
予選会トップグループを一団となって走る本学の選手諸君
（左から三浦選手、西沢選手、伊豫田選手、清水選手、石井選手）
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シンボルスポーツ、箱根駅伝チームの強化のため、倍旧の物心両面でのご支援をお願い申し上
げる次第であります。行き違いがありましたらご容赦下さい。勿論、今年度既にご寄付頂きま
した皆様には結構でございます。
末筆ながら益々のご健勝ご発展を祈念申し上げます。

この勢いのまま、本戦へ！！

使途指定寄付金の詳細は、お手数ですが HP をご覧ください。
インターネットでの手続きにつきましては、「学生活動支援」→
「スポーツ活動支援」→「スポーツ健康科学部」→「陸上競技部
（男子駅伝）
」をお選びください。
https://www.juntendo.ac.jp/kifu/kifu_seido.html

お知らせ

学校法人順天堂 広報誌
「順天堂だより」313 号（2020.12）

●バックナンバーはこちらからご覧ください。
（https://www.juntendo.ac.jp/corp/news/letter）
●医学部同窓生の方の送付先住所変更等につきまして
は右記の文書・広報課までご連絡ください。
●啓友会・看護学部同窓会の同窓生の方は各同窓
会事務局あてにご連絡ください。
●在学生保護者の皆様には保護者会会員宛てとして
お送りしております。送付先の変更については
各キャンパス事務室にご連絡ください。
●本誌掲載記事の無断転載を禁じます。
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