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令 和 3年
賀 詞 交 歓会

令和３（2021）年 1 月 4 日（月）、本郷・お茶の水キャンパスの教育研究棟・
歴史記念館（新研究棟・A 棟）
、小川講堂において年頭恒例の賀詞交歓会が開催さ
れました。理事、評議員、教授の方々をはじめ、教職員、学内外の関係者が出席さ
れ、中継会場を合わせて 934 名が出席されました。また、新型コロナウイルス感
染症対策として、賀詞交歓会後の懇親会の開催は取りやめとなりました。
本号では、小川秀興理事長の年頭所感の詳細について掲載致します。

年 頭 所 感

学校法人 順 天 堂

理事長

小川

秀興

教育研究棟・歴史記念館 小川講堂
令和 3 年１月４日
令和３年賀詞交歓会に際しまして、年頭の御挨拶を申し上げます。
学校法人順天堂の伝統そして本会の主旨として、理事長が過去と現況を総括し、法人の掲げ
る目標や近い将来の展望についてお話し致します。
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〔Ⅰ〕本郷・お茶の水キャンパス再編事業の完成

大学・研究 機能

病院（1,051床）機能

センチュリータワー

法人本部・教育棟（医学部・国際教養学部）

病院（２号館）

教育研究棟
教育研究棟
・歴史記念館

病院（１号館）

本郷・お茶の水キャンパス再編事業
約15年の歳月を重ね、集大成へ
（図1）本郷・お茶の水キャンパス

まず初めに、本郷・お茶の水キャンパス再編事業の完成について申し上げます。この度、
教育研究棟・歴史記念館（新研究棟）のⅡ期工事が完成し、約 15 年に及ぶ再編事業が一応
完成致しました。
図１の左端のビルが再編事業を進めるきっかけとなったセンチュリータワーです。世界的
に有名な建築家でイギリス人・ノーマン・フォスター卿（男爵）によって設計された有名な
ビルです。彼の書によると紅白に色付けされたセンチュリータワーは「未来に向けて、宇宙
に向かって飛び立つロケット」だそうです。約 15 年前のリーマンショックの時にこの建物
を入手出来たことで、順天堂は一切の活動を止めることなくキャンパス内の建物の建て替え
を “ 原形質流動 ” の如く次々に進めていくことが出来ました。
昭和 35（1960）年頃の順天堂は、医学部と体育学部の２学部と医学部附属順天堂准看護
婦学院、そして医学部附属病院は順天堂医院だけでした。医学部の１・２年生は千葉県の習
志野キャンパスで体育学部と共に学び、３・４年生になると本郷キャンパスの２号館そして
５号館で講義を受け、５・６年生は順天堂医院の臨床講堂・階段教室などで講義を受けてい
ました。
そして昭和 63（1988）年、順天堂創立 150 周年記念事業として順天堂医院本館（1 号館）
の建て替え計画が始まりました。この 1 号館の建設の頃、私は患者さんにサービスをする工
夫を検討する “ サービス委員会 ” の長を務めていました。
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当時大学運営の中枢となる主要部門が入っていた 5 号館、そして佐藤達次郎記念館（順天
堂医院 3 号館）、有山登記念館（図書館・講堂）、研究棟の 9 号館も耐震性あるいはアスベス
ト問題などで次々に建て替えられ、現在残っているのは内部改築を行った 1 号館だけになり
ました。
この「本郷・お茶の水キャンパス再編事業」は当初より大変長期間を要するものと認識して
おりました。このプロジェクトには歴代の学長、医学部長、病院長、副院長、看護部の部長・
副部長クラス、技師長、そして事務部門の枢要な地位の人たち、累計 123 名が参画して戴き、
15 年間で 180 回もの会議を開催、諸氏の意見を集約して進めてきました。この図は、順天堂
の人々の叡智と情熱の結晶であります。
■の建物は再編事業
で補修、または追加
工事を行った建物を
示す
■色の建物は再編事
業で建て替えた建
物、または購入した
建物を示す
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呼称

①
①
②
③
④
④
⑤
⑥
⑦
⑧

１ 号館
C棟
Ｂ 棟（２ 号館）
御 茶 の 水 セ ンタ ー ビル
４ 号館
Ｄ棟
診療放射線学科実習棟
医局棟
Ａ棟 （ 教 育 研 究 棟 ・ 歴 史 記 念 館 ）
１ ０ 号館

⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

呼称
セ ンチ ュ リ ー タ ワ ー
第２ 教育棟
第３ 教育棟
旧元町小学校
Ｏ Ｇ ビル
I P B ビル
甲 斐 ビル
サ ンス イ ビル
６ 号館
サ テ ライ ト４
加 藤 ビル

㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞
㉟

呼称
M K ビル
N TYお 茶 ノ 水
サ テ ライ ト９
駐車場
サ テ ライ ト２
駐車場
ウ エ ス ト ンハ イ ツ
サ テ ライ ト３
治療院
空地
中西邸
サ テ ライ ト８
キタメ ディ ア 本館
保育所（工事中）
キタメ ディ ア 別館

（図2）本郷・お茶の水キャンパス関連施設

図２は本郷・お茶の水キャンパスの本学関連施設を示したものです。黄色が建て替えていな
い 1 号館、4 号館、6 号館、赤色が新しい建築基準をクリアするように建て替えた建物、ある
いは土地・建物を新たに購入して建築したものです。この再編事業によって、順天堂の本郷・
お茶の水キャンパスに帰属する土地・建物の総面積はプロジェクト開始前に比べて約 2 倍、
容積は約 3 倍となりました。多くの建物に分かれていますので、本郷・お茶の水キャンパス
再編事業事務局の小林局長に建物の名称をわかり易く付け直してもらっています。
また、図２には載せていませんが、本郷・お茶の水キャンパス周辺、徒歩圏内に 9 つの寮
があります。寮の利用を希望する、看護師や臨床研修医をはじめとする順天堂医院に働く人た
ちのために、そして緊急時に使えるように確保しています。
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教育研究棟・歴史記念館（2020年9月28日竣工）

明治39年（1906年）当時の第三代堂主佐藤 進が建て
大正12年（1923年）の関東大震災で焼失した
順天堂醫院旧本館の正面の外観を再現（約100年後）
（図3）教育研究棟・歴史記念館竣工（2020/9/28）

この白く美しい建物が、昨年 9 月に竣工した教育研究棟・歴史記念館です（図３）。約 100
年前の明治 39（1906）年に順天堂第三代堂主の佐藤進先生が建てた、当時最先端の洋風建築、
順天堂醫院旧本館がモデルです。この建物は大正 12（1923）年の関東大震災時に類焼してし
まいました。今回、これを正確に復元・再建することを期して、何とか無事に竣工すること
が出来ました。非常に立派な建物が出来たと思います。3 階建ての歴史記念館の後ろの建物は
13 階建ての教育研究棟です。
図４は、歴史記念館内の展示ギャラリーです。順天堂の歴史が簡潔に展示されています。
順天堂は天保 9（1838）年 5 月に順天堂の初代堂主、佐藤泰然先生が江戸の薬研堀に開い
た蘭医学塾「和田塾」から始まりました。蘭学を含む西洋学者弾圧の風潮の中、佐倉藩主 堀
田正睦の招きで弟子たちと共に佐倉に移住し、蘭医学塾「順天堂」（佐倉順天堂）を開塾しま
した。
第二代堂主の佐藤尚中先生は政府より大学東校（東京大学医学部の前身）のリーダーとして
大学大博士（初代校長）に任命され、佐倉の順天堂から多くの医師を連れて上京、大学東校設
立を支え、天皇の侍医・大典医にも任命されました。その後、約半数の門下生を大学東校に残
して官職を辞し、
一般市民のための医学を続けて下谷練塀町（現 秋葉原）に順天堂医院を設立、
診察と医学教育、研究を行いましたが、大変な盛況で手狭になり、本郷・お茶の水キャンパス
の現在の地に順天堂医院を移しました。
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（図4）歴史記念館

展示ギャラリー

第三代堂主の佐藤進先生は、外科医として活躍する中で最新の医学を求めて日本で最初の外
務省旅券（パスポート）を受けてドイツに留学され、ベルリン大学医学部の正規課程を優秀な
成績で卒業、ウィーン大学でも学ばれ当時最先端の医学を日本に持ち帰りました。
帰国後は順天堂医院の院長に就任しましたが、東京帝国大学医学部に附属第一病院、次いで
第二病院が設立された際はいずれもその初代院長に任命されました。いずれも多くの優秀な弟
子とともに東京帝国大学附属病院に赴任し、やはり多くの弟子を東京帝国大学に残して順天堂
医院に戻って来られました。この様に、東京大学医学部と順天堂とは深いつながりで結ばれて
おります。
展示ギャラリー（図 4）の右手奥には寄付者名刻が掲示されています。教育研究棟・歴史記
念館の建設に当たり、寄付や学債という形で御支援戴いた方々の名前が記されています。

（図5）教育研究棟・歴史記念館

J untendo

5

共同研究・研修部門

No.3 1 4

法人だより
図５は教育研究棟・歴史記念館の 6 階から 12 階の 7 フロアーに亘るオープンラボの様子で
す。研究フロアーの南北の面には大きな窓があり、とても明るく開放的な研究スペースとなっ
ています。この研究スペースやカンファレンスルームは複数の科の研究者が集まって研究を行
い、データを持ち寄って意見を交わす交流の場にもなっています。写真の奥に大きな窓が写っ
ていますが、この窓際にスタッフ共有の長机があります。窓からの風景に目を休めたり、気分
転換をしたりして欲しいと思います。
このオープンな研究室の基となった順天堂の「共同研究システム」は 50 年以上前に始ま
りました。狭い敷地内、高い建物もない限られたスペースの中、理事長（第五代堂主）・学長
を併任されていた有山登先生（生化学名誉教授）に「研究室の共同化・中央化」という提案
を受け入れて戴き、中央・共同研究室が出来たのが始まりです。初代室長は浪久利彦教授で
私は若手研究者代表として室長補佐を務めました。高価な医療機器や研究機器を専門の技術
員が厳重に管理し、所属する科に関わらず皆が研究に用いることが出来るようになりました。
そこでは違う専門分野の研究者の交流が自然に生まれ、その中から新しい発見や成果が生ま
れてきました。
今回、完成した教育研究棟・歴史記念館のオープンラボでも同様の連携・連鎖反応が起きて
その成果が次々と世界に発信されることを期待しています。

（図6）小川講堂

（図7）有山登メモリアルホール

図６が教育研究棟・歴史記念館の「順天堂創立 180 周年記念 小川秀興講堂」通称「小川講堂」
です。常設としては国内最大の 64 面マルチスクリーンをはじめとする映写システムや２つの
通訳ブースを備え、定員は 525 人です。今回、名称を決めるにあたり理事会に「小川・有山講堂」
という案を出したのですが、他の理事の先生方が全員「小川講堂」を選ばれ、この名称に決定
しました。教育研究棟・歴史記念館 13 階の大会議室（図７）には有山登先生のお名前を付け
させて戴き、
「有山登メモリアルホール」と決まりました。いろいろな面で活用して戴きたい
と思います。
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教育研究棟・歴史記念館は環境格付認証を申請し、日本の CASBEE（建築物環境性能評
価機構）からは昨年 10 月 15 日に最高ランク「S ランク」の認証を受けました。また、世
界基準の建築物環境性能評価として、米国の LEED に最高ランクの「プラチナ認証」を申請
中です（図 8）。

環境格付認証

① ＣＡＳＢ ＥＥ
日本の第3者機関が建築物の環境性能を評価し格
付けする手法、既にＳランク(最高ラベル)取得済

玄 関正面

② ＬＥＥＤ
米国の第3者機関が建築物の環境性能を評価し格付け
する手法、2021年5月にプラチナ（最高ラベル）を
認証取得予定

① ＆② ダ ブル取得 は日本初

（図8）建築物の環境格付認証

いずれも、建築物の環境性能、エコロジーあるいは建設に際して「環境を破壊するような物
質の使用」の有無等を評価し、格付する機関です。教育研究棟・歴史記念館は、この両機関か
ら最高ランクの認証を受ける日本初の建物となる予定です。
教育研究棟・歴史記念館のオープンラボにつきましては、ノーベル生理学・医学賞を受賞さ
れた山中伸弥先生が所長を務める京都大学 iPS 細胞研究所などを小林局長がつぶさに見学さ
せて戴き、大いに参考にさせて戴きました。昨年 11 月 6 日に教育研究棟・歴史記念館の完成
記念講演会を開催した際に山中先生にはオンラインで特別講演をして戴きました。（詳細は『順
天堂だより』2020 年 12 月号をご覧ください。）

〔Ⅱ〕
“ピンチはチャンス”～ COVID-19 との共存、そして克服～
COVID-19 がもたらす “ ピンチをチャンスに ” 変えようというのが、日本で COVID-19 の
感染による影響が出始めた頃からの私共のキャッチフレーズです。
まず、①医療従事者の安全を確保しつつ、この機会に高度先進医療を更に推進する。②会
合は Zoom 等を使いオンラインで行う。③一堂に多数が集まらぬように、会合は短時間で活
性化させる。④幹部も一堂に会さぬよう、部内リーダーと次席、例えば院長と副院長などは
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同席を避ける。⑤ COVID-19 対応はマニュアル通り、一般患者と職員が不安感を持たぬよ
う、動線を変え明示する。広報文をホームページ院内掲示で周知する。⑥病診連携を強化し
て、紹介患者を積極的に受け入れる。外来・入院診療の効率を上げ、待ち時間の短縮と業務の
効率化を図る。⑦各附属病院では、初診にオンライン診療を活用する。⑧マスク（市販のマ
スク、サージカルマスク、N95 マスク）を使い分ける。防護服・防護グラスを確保し、足り
なければ工夫して代用する。マスクとフェイスシールドの併用もする。⑨ Web やオンライン
の講義を導入する好機と捉え、全学部で積極的に推進する。⑩ 6 病院間での情報共有を図る。
COVID-19 対応での有効事例を内外より積極的に入手、分析整理・合議しつつ試行し、それ
らの経緯結果をまず 6 病院間で発信する。⑪難局にある時だからこそ、効率的な検査・処方、
そして医療機器の有効活用を図る。⑫長期化も考えられるので、超勤など過重労働にならぬよ
うに時差通勤も取り入れ、多くの患者各位に短時間で対応出来るよう工夫する。⑬在宅勤務も
想定されているが、在宅で出来る業務を各部署で検討し、実践する。そして常に実効性を検証
する。⑭ 6 病院で患者を受け入れ、常に安全性を高めること。即ち、COVID-19 陽性患者へ
の対応、特に一般患者とは完全に分離した出入口・動線・診察・検査・入院体制を HP・掲示
等で広報する。COVID-19 以外の悪性度・難易度の高い疾患の救命と QOL の向上に努める
こと等です。
さて、順天堂大学医学部 6 附属病院の医療現場では、医師や看護師のコロナ対策チームが
医療のプロフェッショナルとして細心の注意を払いつつ果敢に COVID-19 の最前線で戦い、
日々の診察・治療そして研究にあたっています。
医学は常に進歩し、次々に新しい機械や治療法、新薬が出てきますのでこれを医療現場で患
者さんに還元しなければなりません。順天堂にはアジア各国から最新の医療を求めて患者さん
が多数来ます。このような国を超えて信頼されいている医療を継続せねばなりません。現在、
このコロナ禍という前代未聞の状況において、医療人としての心映えを示しつつ着実に前進致
しましょう。
・医学部附属病院リバイバルプラン
以下はこの難局において、どのように病院の効率と安全性を上げていくのかというリバイバ
ル（再生）プランです。①全身麻酔下の手術症例に対して、外来で術前の PCR 検査や CT 検
査を行い COVID-19 の感染の可能性を確認の上、院内の手術件数を回復させる。②サージカ
ルマスクとアイガードを着用し、内視鏡検査、超音波検査などを慎重に再開させていく。③現
在の COVID-19 専用病棟を有効活用していく。④外来ではオンライン診療と電話再診、処方
薬の宅配の利用を加速する。⑤医療費あと払いクレジットサービス「あとクレ」や、お薬配送
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サービスをもっと広報し、
「大学病院は時間がかかる、待たされる、混雑している」というイメー
ジを払拭する。⑥緊急事態宣言の終了後、COVID-19 陽性者が再び増加し、第 2 波（7 月
～ 8 月）、第 3 波（11 月～）という状況に対応すべく、医師・看護師・事務職等のチームは
いつでも参集出来るように解散せずに待機する。“ 知と技を共に up” させる。⑦ COVID-19
対応に取り組みつつも、6 附属病院が安心・安全であることを追求し、常に更新していく。
COVID-19 によって、6 病院はお互いに情報交換を行い結束し、連帯感を高めて戴きたいと
思います。
・COVID-19 に伴う 6 学部の対応
さて、COVID-19 に伴う 6 学部の対応、つまり授業と学生の教育等々についてまとめます。
まず、5 月の時点で従来の授業の 90 ～ 100％がオンラインになりました。授業の内容に合わ
せて同時双方向型、オンデマンド配信型、課題提示型と適切なスタイルを選んで行いました。
演習や実習、臨床についてはオンラインでの実施が可能なものを実施、不可能なものは実施を
延期しました。また、ネット環境に不備のある学生にルーターの貸与を実施したところ、6 学
部全学年で約 200 名が利用しています。
さて、オンライン授業の導入で全く経験のない授業スタイルに取り組むことになり、各学部
で若手教員を含む体制の整備が一挙に進んだと思います。私は「若い人たちの方がこのような
新しい技術に馴染みのある人が比較的多いと思います。不慣れな人は大変だと思いますが、こ
れも１つのチャンスだと思って積極的に取り組んでください」と申し上げました。年配と若手
の教職員では差が出るだろうと思ったのです。ところが、受講した学生たちからの評価によっ
て、教員は年齢に関わらず習熟して見事な授業を展開し、かなりの好評を得ていることが判り
ました。教員諸氏の努力と柔軟性に心から敬意を表します。

〔Ⅲ〕順天堂の運営状況と今後の展望
・総負債比率の推移
年頭所感で理事長として運営内容を公示する義務がありますので、今年も改めてお話致しま
す。昭和から平成に変わる頃、創立 150 周年事業が始まり当時最新の設備を備えた順天堂医
院の建て替えを行ったことは先ほどお話致しました。この建て替えのために莫大な借金を負い、
1 日の利息が約 700 万円で雪だるま式に負債が増えているさなかの平成 8（1996）年、私は
医学部長に選出されました。就任後にこの負債を知りあまりの額に愕然としましたが、“ 大学
人 ” として無駄を無くし、リストラを一切行わずに返済していこうと決心しました。
手始めに医学部 4 附属病院の院長を集めて “ 四病院長会議 ” を発足し、知恵を出し合い借
金の返済を進めました。平成 12（2000）年に学長に就任し、医学部と病院だけでなく全学的
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な、職域を横断した “ 学長室 20 のプロジェクト ”（学長室委員会）を発足させました。これ
により教職員の結束も強まり、更に返済のスピードを上げ、財務状況を公表しつつ運営改善を
することが出来ました。こうして「法人全体の総負債は総資産の 33％以下」という文部科学
省の新学部の設置条件をクリアすることが出来、平成 16（2004）年には浦安キャンパスの順
天堂医療短期大学（3 年制）を念願の 4 年制の順天堂大学医療看護学部に改組することが出来
ました。
次いで、順天堂東京江東高齢者医療センターと練馬病院を開設し、現在の医学部 6 附属病
院の形になりました。平成 22（2010）年には三島キャンパスに保健看護学部、平成 27（2015）
年には本郷・お茶の水キャンパスに国際教養学部、平成 31（2019）年に保健医療学部を開設
し、６学部となりました。そして現在建設中の浦安日の出キャンパスには新たに２つの学部の
新設、そしてさいたま市に病院の建設を計画しています。
・新学部構想

浦安日の出キャンパス整備計画

千葉県浦安市日の出地区の約 4 ヘクタールの土地を本学５番目のキャンパスとして、講義
棟や体育館の整備が始まっています（図 9）。まずⅠ期としてここに臨床検査学科と臨床工学
科の２科から成る医療科学部（仮称）を令和 4（2022）年 4 月に開設予定です。Ⅱ期は医療
や医学に応用出来る IT や AI の技能、データサイエンスを学ぶデータサイエンス学部（仮称）
で令和 5（2023）年 4 月の開設を目指しています。
★浦安地区の浦安病院と浦安キャンパス
(医療看護学部)に加えて、新キャンパスを整備中
Ⅱ期：データサイエンス学部（仮称）校舎

イメージパース

Ⅰ期：医療科学部（仮称）校舎

バス停

体育館

浦安日の出キャンパス
（浦安市日の出六丁目4番）

学部・研究科名

課程

修業年限

医療科学部
（仮称）

臨床検査学科

4年

110名

440名

臨床工学科

4年

70名

280名

4年

160名

Ⅰ期
Ⅱ期

ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学部
ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学科
（仮称）
※ 両学部の大学院開設を計画中

（図9）新学部構想

入学定員 収容定員
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640名 2023年4月開設予定

浦安日の出キャンパス整備計画
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〔Ⅳ〕３研究科・６学部
・医学研究科・医学部
医学部教育の質を示す指標の一つとして、医師国家試験の合格率があります。本学医学部
の令和 2（2020）年３月の合格率は 99.2％でした。医学系の全国国公私立大学 81 校の中で、
本学は 5 年間、10 年間、そして 20 年間の平均でも 2 番目に高い合格率をキープしています。
この結果は、学生本人は勿論、教職員の努力の賜物だと思います。順天堂の医学部は留年や卒
業延期をさせずに 6 年間で卒業させ、国家試験も合格させる、“ 医学教育に秀でた大学 ” とい
う定評が出来ています。そしてこの定評により、医学部の入学希望者が全国より集まり、医学
系私立大学 29 校の中では初年度の学費が最も安い大学とされ、毎年非常に優秀な学生が入学
してきます。
・臨床研修医数（マッチ数）
国公私立医科大学の学生たちは母校にこだわらず、研修先となる病院を自分で選び卒後２
年間の初期臨床研修に応募出来ます。本学医学部 6 附属病院のうち、順天堂医院、静岡病院、
浦安病院、練馬病院の４つが対象研修施設となっており、合計すると大学病院・市中病院を
含めて日本で最も多くの臨床研修医を受け入れている大学となっています（令和 2 年度 157
人、令和 3 年度 154 人）。臨床研修を受け入れているこの 4 病院にはそれぞれ特徴があり、
多くの臨床研修医のニーズに応えることが出来るということも人気が高い理由の１つだと思
います。また、臨床研修医の約半数は他大学の卒業生で、「学閥を問わない」という開放的な
本学の学風「三無主義：性別・学閥・国籍の差別無し」の精神がこのような面にも表れてい
ると思います。
・医学研究科

大学院生数

大学院は大学における研究のコアで、その中心は大学院生です。医学研究科の大学院生数は
国公私立医科大学 81 校の中で 7 位、私立大学では最も多くの大学院生が在籍しています。臨
床研修医と同様に他大学卒業生が多いのが特徴で、非常に優秀な人たちが集まっています。こ
れは世界的な研究成果をあげている研究者・教授陣がいること、最新の研究設備が整っている
こと、国内最大級の症例数・病床数を誇る医学部附属病院の臨床データを活用出来ること、更
に学費が国公立の医学系大学院より安いこと等が理由だと思います。
・大学院：学位（博士号）授与者数
順天堂の大学院には医学研究科、スポーツ健康科学研究科、医療看護学研究科があります。
医学研究科には修士課程と博士課程、スポーツ健康科学研究科と医療看護学研究科には博士前

J untendo

11

No.3 1 4

法人だより
期課程と博士後期課程があります。また、博士号には甲類（課程博士）と乙類（論文博士）が
あります。
図 10 は本学で博士学位を授与された人数のグラフです。年々増えていることがお判り戴け
ると思います。近年、スポーツ健康科学研究科と医療看護学研究科の博士学位の増加も目立っ
てきています。平成 19（2007）年に開設された医療看護学研究科は、前期課程に「特別研究
12 分野と高度実践看護師 9 コース」
、後期課程に「特別研究 11 分野」という首都圏の看護系
大学院では最も充実した養成コースがあり、人気が高まっています。意欲ある大学院生を中心
とした研究力の向上に期待しています。

順天堂大学 博士学位授与者数推移
甲 2,368号 乙 2,506（計：4,874号）
令和2年12月現在

250

＋α
(乙論文)

人

医療看護
200

スポ健（乙）
スポ健（甲）

150

医学（乙）
医学（甲）

100

50

0
S3739 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4
年 度
予 定

（図10）順天堂大学

博士学位授与者数推移

・さくらキャンパス再整備計画
千葉県の高台にあるさくらキャンパスには医学部の１年生とスポーツ健康科学部、そしてス
ポーツ健康科学研究科の学生が学んでいます。令和 3（2021）年 4 月からスポーツ健康科学
部の定員が 1 学年 410 名から 600 名と約 1.5 倍になりますので、現在、新しく 8 階建ての講
義棟と 9 階建ての女子寮を建設中です。スポーツ健康科学部の専門領域における文部科学省
科学研究費の取得状況（スポーツ科学、体育、健康学科およびその関連分野）は第２位に躍進
していますので、３学科を統合して１学科 6 コース制に再編成し、教育研究部門の更なる発
展を期します。また、学生は入学後に適性に応じてコース選択が出来るようになりますので
教員そして学生のモチベーションが高まると期待しています。（詳細は『順天堂だより』2020
年 12 月号 18 ページをご覧ください。）また、屋内プールの建設を予定しています。公式大会
が開催出来る、アリーナ（客席）付きの 50 ｍプールです。
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・教員採用試験合格者・企業就職内定率推移
スポーツ健康科学部は毎年多くの優秀な教育者を輩出していることで全国的に有名です。
新卒と既卒を合わせて今年度は教員採用試験の合格者が 135 人と、ここ数年の最多記録を更
新しています。また、企業就職内定率も全国平均を毎年上回っており、ここ 5 年間は就職率
100% をキープしています。これは、真剣に取り組んでいる学生たちを、就職課と就職支援室
を中心とし、教職員が一丸となってサポートしているお陰だと思います。
・第 74 回全日本体操競技個人総合選手権での活躍
スポーツ健康科学部を代表する世界レベルの
競技が体操です。代表選手には「体操ニッポン」
として金メダルの期待がかかり、もの凄いプレッ
シャーもあると思います。本学は日本代表とし
てオリンピック体操競技に数多くの選手を輩出
し、メダルをたくさん日本に持ち帰っています。
12 月に無観客で開催された第 74 回全日本体操
競技個人総合選手権では、初優勝を飾った萱和

（図11）第74回全日本体操個人総合選手権
左から優勝: 萱和磨選手、3位: 谷川航選手、谷川翔選手

磨選手（大学院スポーツ健康科学研究科博士前期課程 2 年、セントラルスポーツ所属）そし
て同点３位の谷川航選手（平成 31 年卒、セントラルスポーツ所属）、谷川翔選手（４年）の
谷川兄弟をはじめ、10 位以内に本学関係者が 7 名も入るという快挙でした。彼らの今後の活
躍に大変期待しています。（詳細は本号 49 ページをご覧ください。）
・第 97 回東京箱根間往復大学駅伝
本年、順天堂大学チームは総合７位（往路 7 位、復路 8 位）で、来年大会出場のシード権
を獲得しました。特筆すべきは 6 区の山下りを走った主将の清水颯大選手（4 年）です。山登り・
山下りは難所ですが、区間 2 位のとても良い走りで襷をつなぎました。そして、最後 10 区の
原田宗広選手（4 年）は区間 7 位で、その走りも良かったと思います。皆、よく頑張ったと思
います。今回 4 年生 2 名が区間 1 桁順位の好走を見せ、10 名の内、8 名が 1 年から 3 年生で
すので来年益々の活躍が期待されます。来年は是非、優勝を狙って挑んで戴きたいと思います。
（詳細は本号 50 ページをご覧ください。）
そして、彼らを支えたのが長門俊介監督、黒田政夫ヘッドコーチ、仲村明コーチ（前監督）、
3 人ともかつて順天堂のメンバーとして箱根路を走った選手でした。また、順天堂の理事会の
中で駅伝の担当理事を務めて戴いている宮野武先生（小児科名誉教授、練馬病院名誉院長）に
は練馬病院と駅伝に力を注いで戴いています。
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・医療看護学部、保健看護学部、医療看護学研究科
順天堂には医療看護学部と保健看護学部という２つの看護学部があります。順天堂の看護教
育の歴史は大変古く、明治 29（1896）年に順天堂看護婦養成所として文京区本郷で始まりま
す。その後は時代の流れに合わせて何度も名称を変え、平成元（1989）年に順天堂医療短期
大学として新しい千葉県の浦安キャンパスに移転、平成 16（2004）年に 4 年制の順天堂大学
医療看護学部になりました。また、静岡方面の慢性的な看護師不足を補うため、平成 22（2010）
年に三島キャンパスに保健看護学部を開設しました。
看護学部の教育の質の目安となるのが看護師国家試験の合格率です。令和元年度の看護師国
家試験合格率の全国平均は 89.2％、医療看護学部 98.1％、保健看護学部は 96.7％と共に全国
平均を 10％近く上回る高い合格率を毎年キープしています。学生の皆さんも、教職員も非常
によく頑張っていると思います。
現在、医療看護学部の定員は 200 名です。看護師の他に、希望者が受講出来る保健師、そ
して希望者の中から選抜された学生のみ受講出来る助産師と最大で３つの国家資格が取得出来
るようになっています。保健看護学部は定員 120 名全員が看護師と保健師の２つの国家資格
を取得出来る “ 総合カリキュラム ” を採用しており、いずれも高い合格率を誇っています。
また、医療看護学研究科では看護の最前線で働いている現役の看護師が、もっと深く学びた
い・研究したいと時間を割いて入学しており、研究活動が年々活発に、そして幅広くなってい
ます。文部科学省科学研究費補助金の取得状況（社会医学、看護学およびその関連分野）も国
公私立大学中で第 3 位となり、国内の看護学研究をリードしています。
・国際教養学部
平成 27（2015）年に５番目の学部、国際教養学部を本郷・お茶の水キャンパスに開設し
て 6 年目になりました。年々人気が上がっており、平成 31（2019）年度には定員を 120 名
から 240 名に倍増したので入学試験の倍率が下がるかと思いましたがその逆でした。令和 2
（2020）年度の倍率は 7.7 倍に達し、開設時の約 2 倍となりました。また、入学定員増に伴い、
第 3 教育棟を新築（2020 年 3 月に竣工）しました。
本学の国際教養学部の特徴の１つに、他人を想う「仁」を基本とした３つの領域「グローバ
ル社会」
「異文化コミュニケーション」そして「グローバル・ヘルスサービス」があります。
中でも「グローバル・ヘルスサービス」は本学部固有で、医学部を中心とする医療で世の中に
貢献してきた本学ならではの学問領域です。また、国際教養学部では多方面で活躍する著名な
方々を講師としてお迎えし、特別講義を開催して戴いています。（詳細は本号 69 ページをご
覧ください。
）現場で活躍している方々の生の声が学生に与えるインパクトは大きく、学生た
ちの特別講義に対する評価も高く出ています。ただ、学生たちは普段の授業で基礎が出来てい
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るからこそ、特別講義の価値も判るのだと思います。国際教養学部は「医療と健康」をコアと
しながら、ブランド力を強化し、的確で良質な広報を展開して戴きたいと期待しています。
・保健医療学部
平成 31（2019）年度、本郷・お茶の水キャンパスに開設した６番目の学部、保健医療学部
は理学療法士と診療放射線技師を養成しています。この学部も人気が急上昇しており、2 年目
となる令和 2（2020）年度の入学試験倍率は 8.5 倍（前年比約 2 倍）となりました。
メインの校舎は御茶の水センタービルで、昨年 3 月には順天堂医院のすぐ裏に診療放射線
学科の実習棟が竣工しました。この実習棟には最新の医療機器（MRI 装置や超音波診断装置
など）が多数揃っており、実物を使って演習や実習を受けられることも魅力の１つだと思いま
す。理学療法士も診療放射線技師も、超高齢化社会を迎えたいま重要性が増していますので、
これから伸びていく学部だと思います。

〔Ⅴ〕本郷旧元町小学校跡地活用計画
本郷・お茶の水キャンパスの西側に児童の減少で廃校となった旧元町小学校があります。大
正 12（1923）年、関東大震災で非常に多くの人が亡くなり、本郷・お茶の水キャンパス周辺
も火の海となりました。その教訓を活かし、昭和 2（1927）年には “ 小学校の隣りには避難
所になる公園 ” という復興小学校が東京都内に 52 ヶ所整備されましたが、この旧元町小学校
と元町公園が現存する最後の１ヵ所となりました。
このように歴史的に価値のある小学校と公園ですが施設・設備の老朽化が進んだこともあり、
文京区が跡地の活用プランを公募していたので、新井学長、服部医学部長、佐藤信紘理事に知
恵を絞ってもらい、本学から案を出したところ活用事業者として選定されました。また、卒業
生でもある鈴木大地君がスポーツ庁長官の 5 年の任期を見事に勤め上げて大学院スポーツ健
康科学研究科特任教授として本学に帰って来ましたので、健やかな子供を育てるプロジェクト
に参入してもらい、青少年の夢や姿勢を示して戴きたいと思います。
このプロジェクトの基本コンセプトは、100 年後につな
がる地域の健康拠点「元町ウェルネスパーク」の創造、～
持続可能な未来健康都市「文の京」の実現～（図 12）です。
①大学の事業構想としては、オープンイノベーションセ
ンター「GAUDI」、AI インキュベーションファーム（仮称）、
スポートロジーセンター、東京都難病相談・支援センター、
保育施設、病後児保育、病児保育、医療的ケア児のケアが
出来る施設等です。更に、②企業・団体との共同事業構想
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としては、体育施設管理、イベント対応、健康レストラン・カフェ、インターナショナルプリ
スクール等を検討しています。
これから本格的な工事が始まりますが、順天堂と文京区が連携して開発し、多数の企業にも
参画して戴き、令和 6（2024）年 10 月末の竣工を目指しています。都会の一等地をどう活用
して夢を形作っていくか、これが今後の課題です。

〔Ⅵ〕共同研究講座・寄付講座
大学、大学院で得られた最先端の研究成果は、社会に還元していくことに意味があります。
本学では以前は寄付講座が多かったのですが、現在は自治体や企業と協力して共に研究を進め
る共同研究講座の開設が増えています。現在、共同研究講座を日本で多く設置している東京大
学、大阪大学、東北大学、京都大学に続き第 5 位、私立大学では第 1 位となっています。
共同研究講座の開設は大学、そして研究者のクオリティーを示す 1 つの大きな指標と言え
ます。国内外の企業にとって魅力ある研究テーマや研究力があるのか、研究者がいるか、そし
てその裏付けとなるデータがどのくらい活用出来るのかを検討した上で企業は国公私立大学に
開設を希望します。例えば、神経学の服部信孝教授（医学研究科長・医学部長）、代謝内分泌
内科学の綿田裕孝教授ら現役の教授陣も多くの共同研究講座を持っていますが、特筆すべきは
定年退職を迎えて名誉教授となっても研究を続けているプロバイオティクス研究講座の山城雄
一郎特任教授、ジェロントロジー：医学・健康学応用講座の佐藤信紘特任教授、乳酸菌生体機
能研究講座の奥村康特任教授そして環境医学研究所の髙森建二所長・特任教授などのシニア・
スタッフの方々です。そして最近、女性や若手准教授が実質責任者として共同研究講座を開設
することも増えてきました。これを今後はもっと積極的に進めて、色々な企業とのコラボレー
ションによって新しい成果を目指してほしいと思います。
・広報活動／プレスリリース
さて、大学の活動を社会に伝えるのに必要なのは広報、プレスリリースです。研究成果や世
界に先駆ける新しい取り組みなど、積極的に大学から発信していかなければ知ってもらえませ
ん。例えば、医学・医療系のプレスリリースを見ると、2017 年、18 年は東京大学、2019 年
は慶應義塾大学の発表数が多かったことが解ります。本学でも学内でプレスリリースの意義と
手順の説明を周知したところ、2020 年には東京大学、慶應義塾大学を超える本数のリリース
を発表し、
新聞やネットニュースなど多くの媒体に取り上げられるようになりました。そして、
それに伴い取材の問い合わせや、患者さんやその家族などからの問い合わせも増えましたし、
その研究室で学びたいという大学院進学希望者や、共同研究講座を開設したいという企業から
の注目も増えてきました。これからも、質の高い、世の中のためになる研究成果等のプレスリ
リースを積極的に進めて戴きたいと思います。
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〔Ⅶ〕医学部 6 附属病院体制
本学医学部には現在 6 つの附属病院があり、大学の附属病院としては日本最大級の病床数
（3,449 床）を持つ病院群を有しています。まず、①最先端医療・総合医療・研究・教育の施
設である順天堂医院（本院）、②ドクターヘリを保有し、静岡県東部地域の地域医療・救急医
療の要となっている静岡病院、③環境医学研究所、そしてアジア初の「かゆみ研究センター」
という研究施設を有し、若者人口の多い千葉県浦安市で地域医療を支えている浦安病院、④埼
玉県で精神科スーパー救急病棟を企画中の順天堂越谷病院、⑤東京都の要請を受け、高齢者そ
して認知症の予防・診断・治療の拠点病院となっている順天堂東京江東高齢者医療センター、
⑥練馬区の強い要請を受け、練馬区の基幹病院として 74 万人の練馬区民と近隣区の患者を支
えている練馬病院の６病院で、それぞれ地域に根差した医療を展開しています。
・順天堂医院

治験実施件数の推移

製薬企業が創った新薬を試験管の中や動物実験で効果を確認し、人での効果と安全性を調べ、
国の承認を得るために行う臨床試験が治験です。治験は、大学病院で専門的知識を有する医師
のもとで患者さんの同意を得て行われます。これも、今までは旧７帝大が頼まれることが多かっ
たのですが、順天堂医院で行われる治験が年々増加し、令和元（2019）年度は 183 件となり
ました。これも、これから更に増えていくと思います。
・順天堂医院

～臨床研究中核病院～

令和 2（2020）年 3 月、順天堂医院が厚生労働省から全

医療法（昭和23年 法律第205号）第4条の3
第1項の規定に基づき、全国13番目の臨床
研究中核病院として承認された

国で 13 番目の臨床研究中核病院に承認されました（図 13）。
臨床研究中核病院には、国立がん研究センター中央病院、東

No

名称

承認年月

1

国立がん研究ｾﾝﾀｰ中央病院

2015年8月

北大学病院、大阪大学病院、国立がん研究センター東病院、

2

東北大学病院

2015年8月

3

大阪大学病院

2015年8月

名古屋大学病院、九州大学病院、東京大学病院と国立がん研

4

国立がん研究ｾﾝﾀｰ東病院

2015年9月

5

名古屋大学病院

2016年1月

究センターと旧７帝大が並んでいます。これは、治験となる

6

九州大学病院

2016年1月

7

東京大学病院

2016年3月

新薬に抗がん剤が多いからです。順天堂医院はトライアルを

8

慶應義塾大学病院

2016年3月

9

千葉大学病院

2017年3月

経て臨床研究中核病院に指定されました。

10

京都大学病院

2017年3月

11

岡山大学病院

2017年3月

12

北海道大学病院

2018年3月

13

順天堂医院

臨床研究中核病院は国際水準の臨床研究や、医師主導治験
の実施を中心的に担う病院で、厳格な審査が行われます。承
認要件を満たすため平成 29（2017）年 3 月に順天堂医院臨
床研究・治験センターを発足しました。

2020年3月
※ 旧７帝大

（図13）厚生労働省より全国13番目の
臨床研究中核病院として承認

今後は、国内有数の臨床力を研究開発に活用して、安全かつ迅速に臨床試験を実施する医療
機関としてリーダーシップを発揮することが求められます。
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〔Ⅷ〕順天堂大学・JICA 保健医療分野の連携協定 締結
2020/11/20 連携協定署名式（JICA本部）

途上国における保健医療分野の支援を
強化し、SDGs（持続可能な開発目標）
のGOAL3「すべての人に健康と福祉を」
に貢献します

JICA
北岡伸一理事長

学校法人順天堂
小川秀興理事長

◎本学とJICAは、これまでタイにおける高齢化対策や非感染
症疾患対策に関するJICA海外協力隊派遣、及びタイ、ボリビ
アにおける保健セクターの事業で協力してきた
（図14）順天堂大学・JICA 保健医療分野の連携協定 締結

昨年 11 月、本学は国際協力機構（JICA）と保健医療分野の連携協定を締結しました（図
14）
。今回の協定は、途上国における保健医療分野の支援を強化するため、より包括的な連携
を目指し、
SDGs（持続可能な開発目標）ゴール 3「すべての人に健康と福祉を」に貢献します。
本協定締結に至るまでの経緯など、本件につきましては国際交流センター（JUIC）で詳細を
図入りでまとめましたので、本号 43 ページを是非ご覧ください。
少しだけ、留学生の話をしますと、本学で一番多くの留学生を受け入れているのが医学研究
科です。今までに合計 350 名が本学の大学院正規課程で学位を取得しています。受け入れ講
座別では、もっとも多いのが皮膚科学・アレルギー学、2 位が腎臓内科学、3 位が公衆衛生学
と整形外科・運動器医学となっています。今は奨学金もいろいろとありますので、是非利用して、
正規課程の留学生数を、3 年ほどで倍増、出来れば 3 倍位まで増やして欲しいと思っています。

〔Ⅸ〕教職員として実行すべき 10 箇条
順天堂大学の教職員として実行すべき 10 箇条をまとめますと、以下の通りです。
①有能な人材を集める。
②有能な人材に育てる。
③国際交流を図る。
・海外への留学生の派遣、海外からの留学生を受け入れること。
・国内外の大学との連携協力協定を締結のみに止まらず、実際的な動きとして加速させること。
④学内外の共同研究・国際研究を推進し、研究論文として遺す。
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⑤国内外から研究費を獲得する。
・公的研究費、民間企業からの研究費を獲得する。
⑥各学部・キャンパス公開講座を増加させ、学脈を拡げ、強化する。
・教員自身が自らの特技・旗印を掲げ、自身の存在感を社会に向かって発信する。
⑦キャンパス内外の主要な所に、センスのある広報（看板・プレート・ポスター・HP・QR コード）
を掲げる。
・一般人、特に若者がスマートフォン・SNS 等で情報を入手出来るように工夫する。
⑧大学院の充実を図ること。
・博士課程設置の意義を考え、社会に開かれた大学院にする。
・既に社会的に名を成している者を、文部科学省の規定に従い、委員会の資格審査を経て、大
学院生として受け入れ、IT 機器を使った双方向授業を強化し、DVD・スマートフォン・ICT
等を用いて教育する。
・様々なツールを使い、一方的な講義はやめ、アクティブラーニングを推進する。
⑨教員自身の FD を実施し、お互いに高め合うこと。
⑩教職員の SD に努めること。
・各役職者がお互いを戒めながら、しっかりとした教育体制を整えること。

〔Ⅹ〕学是、理念、学風
最後に、本学の学是『仁』、理念『不断前進』、学風『三無主義』について触れます。学是は
第二代堂主・佐藤尚中先生（大学東校、後の東京帝国大学の初代校長）が墓前に記した文字が『仁』
です。
「人在りて我在り、他を思いやり、慈しむ心。これ 即ち『仁』」。私が学長に就任した際に、
これを「学是」と定義しました。次に、
「理念」を有山登先生（第五代堂主・第二代理事長）の『不
断前進』としました。これは現状に満足して止まることなく、常に前を向いて進んで行くとい
うことです。そして「学風」が『三無主義』です。これは私が始めました。三無とは①男女の
差、②学閥の差、③国籍の差が無いことを指します。順天堂では性別を問わず、出身大学を問
わず、国籍を問わず、様々な人が集まり個性や特技を活かして協力して働いていこう、という
ことです。
大学として、特記すべきことは女性研究者の活躍です。科学研究費補助金の採択件数が 400
件以上ある大学は国公私立大学で 37 校あり、その中で順天堂大学は女性研究者の占める割合
が 30％前後と高く、2014 年度から 2020 年度まで 7 年間、37 校中第一位を続けております。
今後、女性教育・研究陣の評価が適格に高まって来ることを祈念致しております。
令和 3 年賀詞交歓会の年頭所感として、恒例ですので、大学の現状と、今後の方向性について、
お話し致しました。ご清聴、ありがとうございました。
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2020年に成したこと、2021年に成すべきこと
2020年に成したこと、2021年に成すべきこと

学長

新井

一

◆ 2020 年に成したこと
新型コロナウイルス感染症に翻弄された 2020 年でありますが、
その大きな影響は 6 学部・3 研究科そして 6 附属病院全てに及びま
した。学部学生については、前期の授業が全てオンラインとなり、
特に新 1 年生はキャンパスに一度も登校もできず新たな同級生と直
に顔を合わせることもないという異常な状態を強いることになりま
した。9 月からは各々のキャンパスでオンラインと対面式を併用し
たハイブリッド型の授業を開始しましたが、課外活動などの制限もあり学生生活が正常に復し
たとはいい難い状態が続いています。また、本学の伝統ともいえるさくらキャンパスの啓心寮
は、医学部学生の入寮を見合わせ、さらに入寮者の人数を制限した上での運用となりました。
一方で、オンデマンド型オンライン授業では、復習が容易で学習効果が高まるといったメリッ
トもあり、今後は対面式授業とオンライン授業を上手く融合して、新たな教育手法を各々の学
部で作り上げていくことが求められます。まさに「ピンチをチャンスに」の発想をもって、事
に当たる必要があります。
さて、この様な状況においても順天堂は小川秀興理事長のリーダーシップのもと様々な事業
を展開してきました。本郷・お茶の水キャンパスにおいては、2020 年 1 月には保健医療学部
の新実習棟の竣工式が、2 月には国際教養学部の第 3 教育棟の竣工式が行われました。保健医
療学部の新実習棟には CT などの診断機器が装備されており、診療放射線学科の実習が行われ
ます。また、第 3 教育棟は 260 名収容の大型教室を 2 部屋、ゼミなどで使用する教室 4 室、
演習室 4 室、会議室 13 室を備えています。2019 年に一学年 240 名に定員増となった国際教
養学部の学生は、今年度から第 2 教育棟と第 3 教育棟に分かれて授業を受けることになりま
した。
9 月には、浦安日の出キャンパス建設の地鎮祭と、本郷・お茶の水キャンパスの教育研究棟・
歴史記念館（新研究棟、A 棟）竣工式が執り行われました。約 4 万平米の浦安日の出キャン
パスでは、臨床検査技師と臨床工学士を育成する医療科学部（仮称）を 2022 年に開設すべく
現在準備が着々と進んでいますが、この新学部に加え 2023 年にはデータサイエンス関連の学
部を開設する予定となっています。
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本郷・お茶の水キャンパスの新研究棟は、外堀通りに面した歴史ファサードの完成をもって
竣工となりました。オープンラボを基本とした研究室での活動は 2019 年 4 月からスタートし
ていましたが、それに順天堂のシンボルともいえる歴史ファサードが加わり、まさに画竜点睛
となりました。そして、11 月には京都大学 iPS 研究所所長の山中伸弥先生による新研究棟完
成記念講演会が、新研究棟の小川講堂をメイン会場としてオンライン形式で開催されました。
（
『順天堂だより』2020 年 12 月号をご覧ください。）
順天堂医院 1 号館の改修工事は 2019 年には一段落つき、現在は 1 号館と B 棟合わせて 1,051
床で稼働しています。本郷以外の医学部附属病院においても再編計画を実行中で、練馬病院の
増床のための新外来棟が 2019 年 12 月に竣工、2020 年に入り 90 床増床に向けた病院本体
の改修工事が進行中です。また静岡病院においても、より高度な医療を提供するための新病棟
の建築が本格化しています。現時点で順天堂グループは 6 附属病院合計で 3,449 床の病床を
有していますが、ここ数年のうちさらに病床数が増すことになります。
スポーツ健康科学部の 410 名から 600 名への定員増に向けた対応として、2021 年 3 月に
はさくらキャンパスに新教育棟と新女子寮が竣工となります。この様に 6 学部・3 研究科・
6 附属病院は、2020 年新型コロナウイルス感染症流行の中にあっても各々が着実に前進し、
2021 年の飛躍につながる実績をあげることができました。
また、本郷・お茶の水キャンパスに近接する旧元町小学校跡地の再利用プロジェクト、すな
わち地域コミュニティーの活性化を図るための官民連携事業の担当者に本学が選定されたこと
を受け、2021 年にはその計画が大きく進展することになります。この旧元町小学校プロジェ
クトには、2020 年 9 月までスポーツ庁長官を務め 11 月より本学に復帰した鈴木大地特任教
授にも関与してもらい、スポーツ・医学・社会の連携を図る様々な取り組みを展開していきま
す。さらに、埼玉県さいたま市浦和美園での附属病院設置に向けた取り組みも最終調整の段階
に入っています。順天堂のさらなる発展を期して、2021 年は気持ちも新たに「人材育成を通
じて社会に貢献する」という大学本来の役割をしっかりと果たしていきたいと考えています。
◆ 2021 年に成すべきこと
◆学部教育
上述の様に、2020 年 9 月からはオンラインと対面式を併用したハイブリッド型の授業が行
われていますが、現在の新型コロナウイルス感染症状況をみると今後直ちに対面式主体の従来
型の授業形態に戻ることは難しく、両者を融合した新たな教育手法を各々の学部で模索する必
要があります。
また現在、Diploma Policy、Curriculum Policy、Admission Policy の三つの方針の見直
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しを全学的に行っています。重要なポイントは、三つの Policy と各学部のコンピテンシーと
の整合性が図られているか、さらに三つの Policy がシラバスなどに反映され具体化されてい
るかになります。構築された教育カリキュラムを継続的に改善するために、カリキュラム評価
委員会を設置して PDCA サイクルを作動させていますが、その検証のプロセスを明確化する
ために各学部ではそれぞれ Assessment Policy を定めたところであり、これによって教育の
質をさらに向上させていく必要があります。
◆学部定員増・入試対策
この原稿を執筆している 2020 年 12 月末現在、年内に予定されていたスポーツ健康科学部
総合型選抜 I・Ⅱと学校推薦型選抜、医療看護学部の学校推薦型選抜と帰国生選抜、保健看護
学部の学校推薦型選抜と総合型選抜／帰国生選抜、国際教養学部の総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・外部試
験利用型と学校推薦型選抜、保健医療学部の総合型選抜と特別選抜（帰国生）と学校推薦型選
抜の入試は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも例年通りに実施することができま
した。ただ、毎年夏に行っているオープンキャンパスは全学部 Web 配信の形での開催となり
ました。また、進学説明会も一部対面で実施できた学部もありましたが、多くはやはり Web
開催となりました。
定員が 410 名から 600 名に増員となり従来の 3 学科制を 1 学科制にしたスポーツ健康科学
部では、一般試験の地方会場（仙台・大阪・福岡）での実施を今回は断念せざるを得なくなり
ました。さくらキャンパスで行われる入学試験に多くの受験生が挑戦してくれることを期した
いと思います。スポーツ健康科学部以外の 5 学部では募集定員数に変動はなく、各学部とも
に一般入試と大学入試共通テスト利用入試で多くの受験生が本学を目指してくれることを期待
しています。ただし、医療看護学部は 2022 年度からは現在の定員 200 名が 220 名に増員と
なる予定であり、優秀な人材獲得に向けた的確な入試戦略が今まで以上に求められます。
2019 年 4 月に順天堂大学第 6 番目の学部として開設された保健医療学部は、今回 3 回目の
入試を迎えようとしています。保健医療学部では上述のように新実習棟が完成し、医学部及び
順天堂医院と連携して一体的に学生教育・研究に当たる体制が整いました。いよいよ 2023 年
には医学・医療の基本的素養を基に高度な専門知識を身につけるとともに、確かな技術を習得
した理学療法士及び診療放射線技師を世に送り出すことになります。
国際教養学部では、2019 年度より入学定員が 120 名 から 240 名 になりましたが、本学の
ブランド力を最大限に生かし、他学では学べない “ 国際×医療 ” というキーワードを強調した
広報も功を奏して、志願者の量と質の向上は図られています。
しかしながら、各学部とも入試対策にはまだ改善の余地があります。学力のみならずその人
となりをしっかり見極めた上で多様な学生を受け入れるために、新たな入試方式の導入を常に
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模索し、同時に広報活動を強化していく必要があります。
◆オリンピック・パラリンピック
新型コロナウイルス感染症の流行を受けて 2021 年に延期となった 2020 年東京オリン
ピック・パラリンピックですが、スポーツ健康科学部では様々な準備が再始動しています。
既存の世界基準に適応している陸上競技場や 2017 年 4 月に完成した体操競技場（OGAWA
GYMNASTICS ARENA）とともに、海外のトップアスリートをさくらキャンパスに受け入れ
ることを期待しています。また、東京オリンピック・パラリンピックの医療サポートについて
は、新国立競技場、オリンピックアクアティクスセンター、東京辰巳国際競技場、伊豆ベロド
ローム、伊豆マウンテンバイクコースの 5 会場の観客用医務室に多くの医師・看護師を派遣
することも当初の予定通りになっています。
今後、学生諸君がボランティア活動に参加することも想定されますが、学業と両立できるよ
う大学としても柔軟に対応していきます。前回開催の 1964 年から 56 年ぶりの東京オリンピッ
ク・パラリンピックです。1 年延期となりましたが、順天堂大学としてもその成功に一役買う
覚悟を持って 7 月の開幕に臨みたいと思います。
◆国際化
2020 年度すなわち 2021 年 3 月末までの海外から本学への短期研修生（研修期間：3 日以
上）は、医学部の 11 名のみとなり、2019 年度の短期研修生の合計が 470 名であったことを
踏まえると大幅減となりました。勿論この減少は新型コロナウイルス感染症の流行が原因です
が、そのような状況の中でも、2020 年度の長期留学生の在籍者数が微増していることは嬉し
いニュースでした。
実際、長期留学生については、レジデンストラックに則り一定期間の隔離待機を経れば海外
からの入国も可能になりつつあります。新型コロナウイルス感染症の流行がどう推移するかに
もよりますが、2021 年度は全学部においてさらなる国際化に向け、外国語教育の充実と海外
留学の推進を図る必要があります。そのためには、これまで行ってきた TOEFL 重視の英語教
育で培った手法を他の言語教育にも拡張させること、留学協定校の増加、双方向交流の加速、
教員の交流・共同研究の促進を進めていかなくてはなりません。
◆国家試験・就職
2020 年の医師国家試験については、本学医学部より 128 名が受験し、合格者は 127 名、
合格率 99.2％は全国第 4 位でした。過去 5 年間・10 年間・20 年間の平均合格率は、全国国
公私立大学 81 校中第 2 位となっています。医学部卒業生のうち 82 名が、順天堂医院、静岡
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病院、浦安病院、練馬病院の順天堂グループに初期臨床研修医として残留しました。この 82
名に他大学出身者を加え、順天堂グループ全体で 2020 年 4 月に採用した研修医数は 150 名
と全国最多となりました。
一方で 2021 年度の静岡病院のマッチ率は 71.0％と低迷したことは大きな反省材料となり
ました。その背景にはやはり新型コロナウイルス感染症の流行により、春期の学生の病院訪問
が制限されたことがあります。2022 年に向けて各附属病院ともに、Web を活用するなど研
修医募集に向けた創意工夫が問われることになります。厚生労働省の方針により首都圏の研修
医数にはシーリングが設定されていますが、充実した魅力的な研修プログラムの提供により、
全国最多の研修医数を維持しなくてはなりません。
看護師国家試験については、医療看護学部、保健看護学部それぞれ 98.1％、96.7％の合格
率となりました。また、医療看護学部卒業生の 93.7％、保健看護学部卒業生の 72.3％が、本
学医学部附属病院群に就職しています。
スポーツ健康科学部については、企業就職内定率は 100％、教職に進んだ者は 62 名（正規
採用 36 名、非常勤講師等 26 名）にのぼりました。今後も「教職の順天堂」の名に恥じるこ
とのないように、教職に進む卒業生の数を増加させるべく様々な取り組みが必要です。
2020 年 3 月、国際教養学部から第 2 期の卒業生を世に出すことができましたが、その就職
率は 98.0％になりました。就職先には所謂一流企業も多く、彼らあるいは彼女達の今後の活
躍を大いに期待しています。一方で、2021 年度の就職戦線をみると新型コロナウイルス感染
症の影響は決して無視できるものではなく、航空や観光などの業界では厳しい結果となってい
ます。新たな分野の開拓など、大学として学生の就職支援に改めて力を注ぐ必要があります。

◆大学院・研究力
2020 年度の医学研究科の修士、博士課程、スポーツ健康科学研究科の前期、後期課程、医
療看護学研究科の前期、後期課程の入学者を表 1 に示します。大学院の強化は順天堂大学の
重要な課題でありますが、2019 年から医学研究科では修士課程定員 20 名が 30 名、博士課
程定員 140 名が 160 名に増員となりました。国際教養学部には現時点では研究科が併設され
ていませんが、今後国際教養学部卒業生の受け入れを念頭に、医学研究科修士課程に公衆衛生
学コース（グローバルヘルスリサーチ、クリニカル・トランスレーショナルサイエンス）が設
置されました。また、2020 年 4 月には遺伝カウンセラー育成を目途に遺伝カウンセリングコー
ス（臨床遺伝学）が開設され、国際教養学部の卒業生 1 名が進学しており、2021 年度も 1 名
が受験予定です。
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表 1.

2020 年度大学院入学者数
研

究

科

課
修士課程

医学研究科

程

博士課程

スポーツ健康科学研究科
医療看護学研究科
合

入学者数
64
162

博士前期課程

62

博士後期課程

18

博士前期課程

24

博士後期課程

10

計

340

図 1 に、本学の文部科学省科学研究費の年次推移を示します。獲得金額は 2014 年をピーク
に減少傾向となっていましたが、2017 年には 2014 年のレベルまで復活し、2018 年、2019
年、
2020 年と採択件数と金額はともに増加しています。この 2020 年の科学研究費の獲得額は、
全国の私立大学のなかで採択件数は第 5 位、獲得金額では第 4 位でした。ただし、医学関係
の研究費の一部が AMED（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）管轄になったため、図
1 の科学研究費に加えて 2015 年には約 3 億 6 千万円、2016 年には約 3 億 9 千万円、2017
年には約 3 億 6 千万円、2018 年には約 5 億 5 千万円、2019 年度には約 8 億 8 千万円の研究
費が AMED より支給されており、2020 年度も約 9 億円が支給される見込みです。
いずれにせよ大学院生が行う研究の集積が、大学全体の研究推進の原動力になります。その
意味からは、医療看護学研究科、スポーツ健康科学研究科はともに大いに健闘しており、また
医学研究科もその例外ではありません。しかしながら、医学研究科について敢えて付言すると、
基礎医学系の大学院生数を増加させ、その研究の活動性をさらに上昇させることが必要となり
ます。今後 10 年の順天堂のさらなる発展を考えると、基礎医学系の研究力を今以上に充実さ
せなくてはなりません。
図 1．⽂部科学省科学研究費採択年次推移
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2020年に成したこと、2021年に成すべきこと

学長特別補佐

木南

英紀

◆ 2020 年に成したこと
2020 年に設置された内部質保証推進委員会の委員長とアドミッ
ションセンターのセンター長を拝命。
1）内 部質保証の推進は、PDCA サイクルを廻し、学部・大学院の
教育研究活動の質の向上を図ることが目標。大学入試選抜の公
正確保について体制及び規程の整備、大学基準協会への対応を
実施。
2）アドミッションセンターは、入学者 ( 学部及び大学院 ) の中長期的な入学者選抜方法の在
り方の策定、入学者選抜機能の検証、学生確保に係る広報活動等を行うことにより、継続
的に優秀な学生を確保することが目的。医学部を除く 5 学部共通一般選抜入試の企画・実
施準備。新型コロナ感染症に伴う入学者選抜の特別措置、今後の変更の可能性などを各学
部と連携して公表。
3）基礎医学の研究力のアップ
①世界の基礎研究をリードしている国内の研究者をリクルート。本学の被引用論文数の押
し上げに効果が見え始めた。
②教授の定年を意識した研究活動と教室運営は、基礎医学の教育研究の持続的な活性化に
必須。定着化に向けて継続注力。
4）2019 年 4 月に大学院医学研究科修士課程医科学専攻に設置された公衆衛生学コースを学
位プログラムとして整備。今後、文科省への申請準備。
◆ 2021 年に成すべきこと
1）内部質保証のシステムを有効に機能させ、「教学マネジメント体制の確立」、「私立大学
等改革総合支援事業」、
「大学認証評価」、
「医学教育分野別評価」などへの対応につなげる。
2）アドミッションセンター：新型コロナウイルス感染対応に加えて、入試制度が大きく変
わる今、入試改革を各学部・研究科と連携して策定する。
3）効果的オンライン教育：学長をサポートし、全学部・大学院で進める。とくに、対面授
業とのハイブリッドの長所を生かし、社会人大学院生の学び直し、留学生の確保、海外
の大学との交流の拡大を目指す。
4）国際教養学部（英語および日本語コースの整備）および保健看護学部の後方支援。
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2020年に成したこと、2021年に成すべきこと

医学研究科長、医学部長

服部

信孝

◆ 2020 年に成したこと
昨年に続き医学研究科長、医学部長の２期目になり、更にスピー
ド感を持って教育、研究体制の充実化を進めてきた。しかしながら、
新型コロナウイルス感染症が世界中に蔓延したことでこれまでの生
活とは異なるニューノーマルが登場した。マスク着用は必須になり
講義はオンラインが当たり前になり、教授会をはじめとする会議も
オンラインになった。
この新型コロナウイルス感染が一向に収束することなく一年が過ぎたが、その結果オンライ
ン講義やオンデマンドによる講義が学生諸君には、有効なスタイルとして受け入れられている。
「チャレンジング（挑戦的）」と言われたが、感染症下にあっても 6 月には臨床実習を開始した。
他の大学が行っていない中いち早く再開出来、またＭ６の自習室を開放できたのも、大学事務
職員、医学教育研究室、そして学生諸君の自ら作成した感染症対策がしっかりしていたからで
ある。新型コロナウイルス感染症と共に生活する 1 年間であったが、教育のシステムの改革
などを進めることが出来た。このコロナ下にあっても ECFMG certification コースにチュー
ター制度を取り入れ、更なる発展を目指すことが出来た。今後は成果を出すべく、一人でも多
く ECFMG を取得出来るよう指導していく予定である。今年は TOEFL も例年の時期に実施
できず思うように進められなかったが、M1 では約 80 名が ECFMG コースを選択しており、
将来の発展が期待される。また、順天堂大のグローバル化推進のため米国のトップ大学である
ジョンズ・ホプキンス大学との交換留学制度や臨床実習プログラムが決まり、来年度以降具体
的なプログラムを実施予定である。
大学院医学研究科については、共同研究講座の設立を推し進めた。2020 年度には 46 講座
が設置され、現在も複数の講座設置が進んでおり 50 講座に迫る勢いである。既に旧 7 帝大と
肩を並べる状況であり、本学既存の講座数を超え研究力がアップしていると言える。担当教授
のみならず若い准教授クラスの教員が誘致した講座もあり頼もしい限りである。大学院の充実
も進んでおり、データサイエンスコースをはじめ新たなコースも出来、ビッグデータを見据え
た AI を使った近未来的医療の実現を目指すことになる。臨床講座に関しては、外科学教室の
消化器外科学講座の統合が行われ、魅力ある講座運営が行われるものと期待している。研究面
では文部科学省科学研究費補助金（以下、科研費）の採択が増え、また AMED の採択研究費
も増えており、順調に進んでいる。2020 年度においても採択率アップを目指して「基盤 B」

J untendo

27

No.3 1 4

法人だより
に限定して査読希望者のレビュ−を継続して行いたいと考えている。また、研究力アップのた
め横断的ネットワークの強化をすべく学内研究会を立ち上げ、今後の研究力推進を計りたいと
考えている。
◆ 2021 年に成すべきこと
2019 年に教育研究棟・歴史記念館（新研究棟、A 棟）の運営がはじまったが、全般的に活
発であるとは言い難いので研究スペースを含めた抜本的改革を推し進める予定である。大学医
学部を中心とした大型研究費の採択を目指していきたい。幸い次年度にはムーンショット課題
の採択が決まっており、長期計画による研究が進められると考えている。科研費に関しては「若
手研究」が学位取得を条件としており、大学院の充実が一層求められることになる。科研費の
申請については早期から指導し、内容のある申請書の書き方、研究テーマの設定を推し進める
予定である。更なる増加・採択率のアップを目指したい。
臨床に関しては医学部附属順天堂医院（本院）が臨床研究中核病院に認定されたので臨床治
験の推進、特に医師主導の治験を進める必要がある。また、本院は当然ながら本院以外の附
属病院にも共同研究講座の設置を進めたいと考え、更なる共同研究講座の増加に向けてリー
ダーシップを発揮したい。既に事業者として認定されている旧元町小学校再編事業の計画を具
体的に進めていく必要があり、AI インキュベーションファーム *、スポートロジーセンター、
GAUDI* とワーキンググループを中心に実現に向けて準備していきたい。
医学部については、ECFMG コースの取得を目指して受験を推し進めると同時に、成果を
上げていきたいと考えている。2019 年にハーバード大学の医学教育を学ぶ機会を得たが、
アクティブラーニングの強化が本学にとっても必須と考えており、また基礎と臨床を融合さ
せた教材の作成を進めたいと考えている。順天堂大学の更なる飛躍を目指して、教育・研究・
臨床についてそれぞれ関わりを持ち、成果をあげたいと考えているので、今年も協力・指導
を宜しくお願いしたい。
＊ AI インキュベーションファーム : 協賛する企業やベンチャーキャピタルと協力し、学内外から能
力のある人を研究グループの責任者として招聘し、それぞれの課題にそった研究開発・社会実装
を目指す事業。また、データサイエンティストの教育・育成や、地域に向けた AI 塾を開催し、社
会貢献を図る。
＊オープンイノベーションセンター「GAUDI」: 開発シーズを持つ学内外・国内外の研究者や企業
などに、本学の附属病院が持つ大規模臨床プラットフォームを活用しながら、医師・医療従事者
との協働による臨床試験や検証実験のフルサポートを行い、資金調達から製品化・事業化までを
ワンストップで支援する事業。
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大学院スポーツ健康科学研究科の2020-2021

スポーツ健康科学研究科長

内藤

久士

◆ 2020 年に成したこと
①文部科学省科学研究費補助金の「スポーツ科学、体育、健康科学
及びその関連分野」における区分別の新規採択率は２年連続で
30％を超え、その件数は筑波大学に次いで第 2 位の実績を残しま
した。
②志願者数の一層の増加を目指して学生募集の在り方について検討
を行い、博士前期課程入試に、オンライン面接を導入しました。
③コロナ禍における国際化を目指す取り組みの一環として、学部とともに北京体育大学と国際
シンポジウムや学術交流会をオンラインで３回実施し、同時に学生募集のための大学院説明
会も行いました。大学院留学生は、中国からの留学生を中心に増加しています。
④コロナ禍による研究活動への影響を最小限に食い止め、研究が停滞することがないように「さ
くらキャンパス実験・研究実施に際しての感染症防止ガイドライン」を定め、これに基づく
研究活動及び研究指導に努めました。また、研究の活性化を一層図る取り組みとしてスポー
ツ健康科学部・研究科教員および学外からの講師を招いた学術研究講演会を毎月オンライン
で開催しました。
◆ 2021 年に成すべきこと
①質の高い学術論文数の増加と、外部からの大型研究費の取得を目指して、教員及び大学院生
に対する研究支援の仕組みづくりに積極的に取り組みます。
②大学院における学生募集の在り方についてさらに検討を行い、前期・後期課程とともに志願
者数の一層の増加を目指します。同時に、2021 年度からの学部の定員増・組織変更に対応
した研究科の在り方を検討します。
③大学院及びスポーツ健康医科学研究所における教育研究活動の国際化を加速させるととも
に、より多くの国々からより多くの留学生及び研究者を迎えることを目指します。
④「さくらキャンパス実験・研究実施に際しての感染症防止ガイドライン」に沿った研究活動
を徹底し、コロナ禍による研究活動への影響を最小限に食い止め、安定した研究活動を支え
る仕組みを整えます。
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大学院医療看護学研究科・医療看護学部の
さらなる発展を目指して

医療看護学研究科長、
医療看護学部長

植木

純

◆ 2020 年に成したこと
2020 年に成したこととして、① Web 会議システム・テレビ会議
システムの迅速な導入、②新型コロナウイルス感染症感染対策の徹
底、③国際交流活動の継続があります。
① Web 会議システム・テレビ会議システムの導入は、新型コロナ
ウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」発令の後、教
職員一丸となって速やかに取り組みました。オンライン・オンデマ
ンドによる遠隔授業や遠隔実習指導、後期よりは登校時にキャンパ
ス内でハイブリッド方式（座席の間隔を開けるため、2 教室を用いて対面とオンラインで実施）
で授業を行いました。また、オープンキャンパスも遠隔での個別進学相談も加えてオンライン
で実施、計 1,388 名が参加し、11 月に実施した学校推薦型入試では、昨年とほぼ同数の受験
生が受験しました。学部 FD「大学人としての人材養成の在り方について」
、大学院 FD「高度
実践看護師教育の課題と展望」も対面とオンラインで実施、参加者は例年よりも増加しました。
大学院には社会人が多く、今後も継続して対面・オンラインが選択できるように対応してい
きます。
②新型コロナウイルス感染症の感染対策は、学生全員にヘルスチェックダイアリーの記載を
指導して内容の確認を継続して行い、登校時には登下校の時間と体温の電子登録を加えて行い
ました。病院実習用にはレベル 2 の医療用サージカルマスクやフェイスガード等を提供しま
した。年末までに学生 3 名が感染しましたが、キャンパス敷地内での感染ではなく、教職員
からの感染者は発生しておりません。
③国際交流活動の継続では、マイアミでの感染拡大が日本でも報道されておりましたが、
University of Miami, School of Nursing & Health Studies と MOU を 10 月に締結しまし
た。また、1st Asia International Symposium on Nursing をインドネシアのパジャジャラ
ン大学（MOU 締結予定）
、ネパールのトリブバン大学、タイのタマサート大学 (MOU) の 4
大学間で遠隔配信で実施し、Graduate school strategies のセッションでは、JICA の紺屋健
一講師より JICA Development Studies Program について講演いただきました。
◆ 2021 年に成したいこと
2021 年に成したいこととして、①カリキュラム改訂と日の出キャンパス開設に向けた一般
教育科目の移転準備、②学部定員の増加、③大学院に JICA と連携したバイリンガルコースの
新設準備があります。
①学部のカリキュラム改訂に関しては、指定規則の一部を改正する省令が 10 月に交付され

J untendo

30

No.3 1 4

法人だより
たことが背景にあります。2022 年度の入学生から新カリキュラムが適用できるよう、現カリ
キュラムのブラッシュアップも加えて、カリキュラム改正に係る学則変更承認申請を 7 月ま
でに行います。
また、
2022 年度は日の出キャンパスが浦安に開設されます。1 年生の一般教育科目に関して、
さくらキャンパスから日の出キャンパスへの移転準備も同時に進めて参ります。
②学部定員の増加では、附属病院群の病床数増加や千葉県等全国的な看護師不足に対応する
ため、2022 年度より 200 名から 220 名に定員を増やす予定です。5 月までに文部科学省へ
申請できるように、既存の校舎の改修も含めて学内での手続きを進める所存です。
③大学院に関しては、大学院大学としてさらなるグローバル化を目指して、JICA と連携し
た国外からの留学生を対象とするバイリンガルコースを 2022 年春または秋から新設する予
定です。博士前期課程では「アドバンスドプラクティス・グローバルナーシング」、後期課程
では「グローバルナーシング・デベロップメント & プラクティス」の開設を予定しています。
2021 年は英文のシラバス作成や教員配置など準備を完了させます。
授業や研究指導はすべて英語で行う看護を専門とする領域では国内初のコースとなります
が、5 学部の教員の先生方にもご支援いただきたくよろしくお願い致します。
平素から大学院医療看護学研究科の講義や演習、実習にご協力いただき誠にありがとうござ
います。2021 年度もご支援、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

大学院医療看護学研究科の組織図構想 2022
博士後期課程（３ 年）
専門１２分野（高度研究能力）

看護管理学

臨床病態学

小児看護学

地域看護学

慢性看護学

高齢者看護学

精神看護学

感染制御看護学

ウィメンズヘルス
看護学

がん・クリティカルケア

在宅看護学

看護学

専門看護師９コース(高度実践能力)

がん

感染

母性

小児

老年

精神

在宅

ｸﾘﾃｨｶﾙｹｱ

バイリンガルコース
（高度実践・研究能力）

看護管理学

臨床病態学

小児看護学

地域看護学

慢性看護学

高齢者看護学

精神看護学

感染制御看護学

ウィメンズヘルス
看護学

がん・クリティカルケア
看護学

アドバンスドプラクティス
グローバルナーシング

J untendo

在宅看護学

バイリンガルコース
グローバルナーシング
（グローバルリーダー デベロップメント &
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グローバルリーダー

慢性

看護教育学

高度専門職業人

看護教育学

修了後
研究者・教育者・指導者

博士前期課程（２ 年）
専門１２分野（基礎研究能力）
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2020年に成したこと、2021年に成すべきこと

スポーツ健康科学部長

吉村

雅文

◆ 2020 年に成したこと
①スポーツ健康科学部では、2021 年 4 月から 410 名から 600 名へ
の収容定員増と現在の 3 学科構成を改め 1 学科 6 コース制への学
科再編が無事に文部科学省に認可され、教職課程認定が申請中と
なりました。これに合わせて「ReBorn」と称した改革委員会を立
ち上げ、教育課程の更なる充実を目指し、今後の学部運営につい
て検討を進めています。
②新 型コロナウイルス対策として遠隔授業の開始にあたり、若手教員
が中心となったオンライン授業対策チームを創設し、教員及び学生向けのオンライン授業対
応マニュアルの作成、オンライン授業情報交換サイトの立ち上げ、非常勤講師の授業サポー
トなど、様々な準備を行い、順調に遠隔授業をスタートさせることができました。また、後
期授業からは対面型の授業も一部再開しました。
③運動部活動としては、運動部運営委員会が中心となり作成した 6 段階に設定したガイドラ
インに基づき、学生のスポーツ活動を再開しました。体操競技部は、第 74 回全日本学生体
操競技選手権大会にて見事、団体総合で優勝しました。陸上競技部は、第 97 回箱根駅伝に
おいて総合７位、来年大会のシード権を獲得いたしました。本当に多くの方々からご声援を
頂き心から感謝申しあげます。
④『SAKURA 未来プロジェクト』と『＃スポーツを止めるな』の連携プロジェクトとして、
現役アスリートや指導者のオンライントークを同じコロナ禍を過ごしている中高生アスリー
トへの “ エール ” を込めて YouTube チャンネルより配信しました。
◆ 2021 年に成すべきこと
①定員増・学科編成にあたり、より魅力的で充実したカリキュラム改革を推進し、体制を整え
ます。
②入学試験選抜方法の改革、多様な学生の受け入れと国際化を視野に入れた学生募集の強化を
実践します。
③新講義棟、新女子寮の竣工などハード面の充実を有効活用し、4 年間続く学生数の増加に対
応できる受入体制を整備します。
④終わりが見えない今の状況を「with コロナ」として、徹底した感染症対策を講じ、学生や
教職員が安全・安心に活動できるよう、感染者を出さない・広げない環境づくりを目指すと
ともに、ニューノーマルと社会変化に対応すべく、スポーツ健康科学部にしかできないよう
な新しいチャレンジを行いたいと考えております。
⑤広報活動の強化、運動部の支援・強化活動の強化、新アリーナ・プール、クリニック構想等々
の検討を加速し、更なる発展を目指します。
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2020年に成したこと、2021年に成すべきこと

保健看護学部長

大熊

泰之

◆ 2020 年に成したこと
コロナ禍における対応について：前期は授業のほとんどをオンラ
インで行い、看護総合実習のみ臨地で実施しました。後期は 1 年生
対面授業、2 年生以上はオンラインを中心に演習・実習は出来る限
り対面・臨地で行なっています。この 9 か月間で教員、学生の ICT
利活用技術は飛躍的に進歩しました。まさにピンチはチャンス（小
川秀興理事長）です！
教育課程について：2019 年 4 月から新しい看護学教育モデル・コア・カリキュラムに基づ
くカリキュラムがスタートし、1、2 年生は新カリキュラム、3、4 年生は従来のカリキュラム
で教育を行なっています。2022 年には指定規則改正に伴いさらなるカリキュラム改訂を控え
ており、2020 年始めから作成作業を急ピッチで進めています。
カリキュラムに基づいて内容の濃い教育を行うには、教員組織の充実が必須と考えます。
2020 年度は初めて全領域に教授を配置し、教員の不足もかなり補うことが出来ました。
国際交流について：フィンランドのユヴァスキュラ応用科学大学とはコロナ禍においてもオ
ンラインで交流を続け、2020 年 10 月、念願の学部間協定 (MOU) を締結することができま
した。
卒業後の進路について：保健師国家試験合格率は 94.5%、合格者数は 121 名で全国第 2 位
でした。実際に 2020 年 4 月卒業生の 1 割（12 名）が保健師として就職していることは全国
の看護学部の中でも異例の高率であり、本学部の特徴と考えます。
◆ 2021 年に成すべきこと
新カリキュラム申請：2022 年の指定規則改正に向けて、2021 年 7 月には新しい改正カリキュ
ラムを申請したいと思います。全ての学生が保健師課程と看護師課程を履修するカリキュラム
を堅持しつつ、
実習などの見直しを行い幅広い場面で活躍できる看護職者の育成を目指します。
同時に入学定員を 2022 年度から 120 名から 130 名に増員する申請を行います。
卒業生のフォローとキャリア支援：卒業生の動向を把握し、一定期間看護を実践した後に大
学院進学も勧め、本学部卒の教員を増やしていきたいと思います。
コロナ禍の先行きが見通せないので、オンラインでの海外研修、オンライン国際合同授業な
どを計画し、国際交流と学生・教員のレベルアップを図ります。
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2020年に成したこと、2021年に成すべきこと

国際教養学部長

加藤

洋一

1．2020 年に成したこと
①新型コロナ対策：収容定員倍増の学生（１２０名から２４０名へ）
２学年目が入学し、学生総数は 720 名を超えた。4 月初旬に遠隔授
業タスクフォースを立ち上げ、緊急事態宣言解除後の 5 月末より前期
オンライン授業を開始。後期は毎週火、木曜を対面授業の日として、
遠隔授業との併用によるハイブリッド型授業を開講。特に 1 年生の来
校率が高く 90％を超える日が続いた。②学部開設６年間の留学者数
は、長期留学者５5 名を含め４36 名となった。本年度も 8 月に米国
へ 2 名が長期留学に出発、コロナ禍にも拘らず元気で優秀な成績が
報告されている。一方、外国人留学生はシンガポール国立大学から４年連続で合計７４名を受入
れていたが、感染拡大の影響で困難となったため、年度内の 2021 年 3 月初旬に順天堂大学＆
シンガポール国立大学オンライン合同研究発表会を開催する。③例年のフィリピン・セブ島での
約１ヶ月の「英語集中学習プログラム」はオンライン留学によるプログラムとして実施。④入学直
後に大学を試験会場とする TOEFL-ITP が緊急事態宣言のため施行が困難となったことを奇貨と
して、インターネットを利用した模擬 iBT を 1 年生全員が受験。世界標準である TOEFL-iBT ス
タイル受験形式に慣れると共に、本学部生の長所・弱点を把握・分析した。⑤保護者会からの外
部語学試験受験料（就職時の TOEIC 等）補助の受け入れ。⑥第３期生の進路：一部上場企業
を始め、コロナ禍にも拘らず全国平均を大きく上回る就職率（12 月末現在 94.5％）となってい
る。今年度新たに加わった内定先としては、花王 ( 株 )、富士フィルムメディカル ( 株 )、大和ハ
ウス工業 ( 株 ) など。大学院進学は、本学 7 名、他大学、海外の大学院に数名が挑戦中。
2．2021 年に成すべきこと
・ Post Corona、With Corona を見据えた上で、新カリキュラム２年間の学部運営を総括し、
定員増３年目以降に適切に対応すると共に、コロナ下で苦戦が伝えられる国際系学部の中にあっ
ても、本学部独自のブランド力向上に努め、一層のステップアップを図る。
①海外帰国生、外国人留学生など多様な学生の受け入れを拡大するため、国際バカロレア試
験の総合成績が一定点数以上の者には筆記試験を免除するなど、新しい入試方式の採用および
広報の強化。②単位互換を前提とした交換留学プログラム整備に向け、日本語・日本文化に関す
る講義の充実、英語による展開科目授業の開講拡大。③向こう 2 年間の入学者増に合わせ、年
度毎・領域毎の教員増、組織の充実。④第３教育棟と第２教育棟との有機的な活用による感染
防御の徹底、安全で魅力あるキャンパス創生。⑤コロナによる経済状況悪化をものともしない就
職活動・実績のさらなる向上を図り、入試との好循環に結びつける。⑥本学部教員の高い科研
費取得率の維持および強化。⑦ 2021 年度より立ち上がる医学部公衆衛生修士大学院医療通訳
養成コースの充実と国際教養を土台とした新たな大学院を構想。⑧増加する卒業生のフォロー
と同窓会組織拡大への活動支援。
2021 年度も何卒宜しくご指導、ご支援賜りますようお願い申し上げます。
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2020年に成した事、2021年に成すべき事

保健医療学部長

代田

浩之

◆ 2020 年に成したこと
新型コロナウイルス感染症の流行ヘの対応に追われた 2020 年は、
社会全体がデジタルトランスフォーメーションを加速した年でもあ
りました。保健医療学部も 4 月にはオンラインでのオリエンテーショ
ンそして遠隔授業を開始しました。若手教員中心のプロジェクトチー
ムによって 4 月末には軌道に乗り、同時双方向型とオンデマンドの
授業を併用して効率的な授業ができたと考えています。後期からは
感染対策を継続しながら、対面とオンラインのハイブリッド授業に
実習も加えて新しい教育体制を作ってきました。
この経験は講義だけでなく、学内外の会議や研究報告など様々な分野で私たちの仕事のスタ
イルを変えました。特に海外とのやり取りが簡単に出来るようになり、国立台湾大学やタイの
マヒドン大学などと教員間での交流を行い、12 月には台湾医薬大学と学生間での情報交換会
が実現しました。デンマークの Aalborg 大学とはデンマーク大使館との共催で遠隔医療に関
する Webinar を開催し、社会連携にも貢献できたと考えています。
もう一つのトピックスとして診療放射線学科の実習棟の完成があります。この実習棟は地上
11 階建で、一般撮影やマンモグラフィ装置はもちろん MDCT や 1.5T-MRI など最先端の装
置を備えた実習施設です。一方、理学療法学科では御茶の水センタービルの 8 階に 60 台の治
療ベッドを設置し、各種評価や治療手技を実践的に学ぶ実習室を、9 階には呼吸循環代謝と運
動機能の解析室、三次元動作解析室を備えて充実した教育 ･ 研究環境を装備しました。この中
で 2020 年後期から本格的な実習が開始され 2 年生も充実した毎日を過ごしています。
◆ 2021 年に成すべきこと
さて、2021 年には 3 期生を迎えます。現在入学試験を実施中ですが、本学部の認知度を更
に上げるために、全国的な広報活動を強化します。学事の面では、1 期生の 3 年生は実習の比
重が高くなっていきます。実習施設を使って充実した臨床教育を進めると共に、国家試験につ
いても国試対策委員会を中心にしっかりした支援をしていきます。国際連携では現在検討中の
交換留学制度を確立して 2021 年度中に学生を送り出したいと考えています。研究面では産学
連携プロジェクトとして理学療法では歩行解析や歩行補充装置、遠隔リハビリテーションの開
発、診療放射線では脳区域の AI 解析プロジェクト等を進行させます。
2021 年も理学療法学科と診療放射線学科とが力を合わせて教育・研究そして臨床活動に邁
進してまいりますので、宜しくお願いします。
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2020年に成したこと、2021年に成すべきこと

順天堂医院

院長

髙橋

和久

◆ 2020 年に成したこと
1．2020 年はコロナ (COVID-19) に始まりコロナで終わった 1 年で
した。我々が過去に経験をしたことのない未曾有の感染症に対して
心がけたことは院内感染の防止でした。COVID-19 診療専従チー
ムを創りコロナ診療と一般診療を完全に分離しました。さらに不安
を払拭するため病院全職員に当院での COVID-19 対応状況につい
てメールで情報を公開、また感染予防策を周知し、日常生活で感
染しにくい・させにくい生活を心がけるよう指示しました。全職員
の協力で幸い院内感染やクラスターは発生していません。
2．4 月には HCU（高度治療室）を含む一般病棟 3 つをコロナ専用病棟に転用し一般入院診療
を制限、また、感染防御に関わるマスク (PPE) が枯渇し手術、検査、外来を縮小した結果、
4 ～ 5 月は病院稼働が大きく落ち込みました。第 1 波以降は、外来、入院のリバイバルを段
階的かつ精力的に進めました。COVID-19 の生物学的特性が明らかになり感染対策も立て易
くなりました。また国内外の支援者の個人、団体から PPE をご寄付いただき、国の補助金で
HCU の個室化工事を進めた結果、COVID-19 診療は 2 病棟のみで対応が可能になりました。
4 月、5 月と落ち込んだ稼働も 10 月には前年度を上回るまでに回復しました。
3．コロナ禍、アフターコロナでも対応できる医療供給体制を構築しました。外来においては、オ
ンライン診療、ウォークスルー検査、院内薬処方の宅配と医療費あと払いクレジットサー
ビスなどを導入し、病院滞在時間を短縮しました。入院患者に関しては入院前に PCR 検査
を導入しました。
4． 4 月に日本で 13 番目の臨床研究中核病院として承認されました。
◆ 2021 年に成すべきこと
1．COVID-19 感染は現在もなお拡大しており収束の兆しが見えません。引き続き院内感染を起
こさないよう徹底した感染対策を実施、特定機能病院としての責任を果たしていきます。
2．コロナ禍においてもオンライン診療などの持続性のあるタフな医療供給体制をバージョンアッ
プします。IT、AI を導入し、診療、検査、会計、処方薬の待ち時間短縮するなど順天堂医
院の新しい外来診療の整備を急ピッチで進めます。
3．特定機能病院として高度な先進医療を推し進めます。1 号館手術室の改修を進めつつ、ロボッ
ト支援下手術で日本をリードする存在を目指します。
4．職員に徹底した医療安全文化を定着させます。
5．2021 年に内定している初期研修医はほぼフルマッチでした。コロナ禍でも研修医教育を更に
充実させ、研修医が押し寄せる教育病院を目指します。
6．臨床研究中核病院として医薬品、医療機器を開発し、世界にエビデンスを発信していきます。
7．2024 年からの医師の働き方改革実施に向けてタスクシフト、タスクシェアを進めます。
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2020年に成したこと、2021年に成すべきこと

静岡病院

院長

佐藤

浩一

◆ 2020 年に成したこと
以前より地域医療支援病院の取得を目指して参りましたが、紹介
率、逆紹介率とも承認要件に達し、保健医療審議会と医療審議会を
経て 2020 年１月７日に静岡県より承認を頂きました。これにより
DPC *機能評価係数Ｉが 0.0307 ポイント上昇しました。さらに病院・
診療所・歯科医院 127 施設と連携し、地域に開かれた病院として、
救急医療や新生児・周産期医療を中心に地域医療に邁進いたします。
＊DPC: Diagnosis ( 診断 )、Procedure ( 診療行為 )、Combination( 組み合わせ)。

看護師のスキルアップを目標として、看護師特定行為指定研修機関の承認を目指しておりま
したが、厚生労働省東海北陸厚生局による実地調査を経て、2020 年２月 26 日付けで厚生労
働省より承認が得られました。特定行為取得看護師を育成し、働き方改革におけるタスクシフ
トとタスクシェアリングを推進し、高度でかつ安全な医療や勤務医の負担軽減を目指していく
所存であります。
◆ 2021 年に成すべきこと
2021 年７月に新棟の第Ｉ期工事が竣工する予定です。第Ｉ期工事終了により、ハイブリッ
ド手術室・ロボット手術室を含め、８つの手術室（第Ⅱ期工事終了後には 11 室）が完成します。
ハイブリッド手術室では心臓弁膜症に対して、手術療法だけでなく、経カテーテル大動脈弁置
換術（TAVI）などのカテーテル治療を循環器内科・心臓血管外科合同で開始いたします。ロボッ
ト手術は、現時点では泌尿器科・呼吸器外科が行っておりますが、今後は外科・心臓血管外科
でも導入していきます。現状では手術室は９つで手術室稼働状況も目一杯の状況ですが、新棟
手術室の完成により各診療科手術枠を拡張し手術数の増加に努めてまいります。
当院は長年病床利用率が極めて高く、救急医療をはじめとする各診療に支障をきたしておりま
した。これを解決するにはベッドの増床が必須でしたが、当院の所属する駿東田方 2 次医療圏は
1,000 床ほどのオーバーベッドの状況で増床は認められませんでした。この問題を解決すべくあら
ゆる可能性を追求した結果、地域医療連携推進法人制度にたどり着きました。この制度は周辺の
医療機関や自治体と法人を形成し、紹介・逆紹介の円滑化、患者情報の共有化、医療機器の共
同利用、勉強会や共同研修会の実施などを目指すもので、この中の１つに地域医療構想達成の
ために必要な病床移動を参加法人間で行うことが含まれています。この法人形成により参加医療
機関の非可動病床を融通して頂き、当院に数十床の増床を可能にし、病床利用率の改善に努めま
す。新棟の完成とともに病床を拡大し、今後ますます地域医療に貢献すべく全力を尽くします。
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2020年に成したこと、2021年に成すべきこと

浦安病院

院長

吉田

幸洋

明けましておめでとうございます。新年を迎えるにあたり、浦安
病院における 2020 年の振り返りと 2021 年の抱負について述べさ
せていただきます。
◆ 2020 年に成したこと
2020 年は、新型コロナウィルス（COVID-19）感染症のパンデミッ
クに世界中が翻弄された年であったと思います。当院では、昨年の
第１波発生時より、救命救急センターを中心に COVID-19 の患者を
受け入れ治療を行なってきました。おかげさまで、今日までなんとか院内感染によるクラスター
の発生を見ずに千葉県の COVID-19 対策重点医療機関としての役割を果たすことができまし
た。有効なワクチン接種が開始・普及するまで感染拡大が続く可能性がありますが、重症患者
受け入れの最後の砦として地域医療に貢献してゆく所存です。
昨年は診療部門として新たに２つのセンターを設置しました。一つは「スポーツ医学セン
ター」で、千葉ロッテ・マリーンズの医療面・コンディショニング面の全面サポートの実施な
ど様々なスポーツに関わりトップアスリートに対する診療を行なっております。また、地域住
民の QOL 向上に貢献するため、疾病の早期発見・早期治療を目的とする「健康推進センター」
を設置し、人間ドック・脳ドックや企業検診を開始しました。
新たに導入した診療機器としましては、２台の RI 装置を最新のものに代替えするとともに、
近年低侵襲治療として使用頻度が高まっている多目的血管撮影装置をリニューアルしました。
また、放射線画像システム（PACS）の更新を行ったことで画像や読影レポートの参照がより
スムースとなり、診療の効率化に貢献しております。引き続き、より安全で質の高い医療を提
供できるよう、設備環境を整えていきたいと思います。
◆ 2021 年に成すべきこと
2020 年に増設工事が完了し、それまでの 12 室から 14 室に増えた手術室を有効活用すべく、
より難易度の高い手術症例のさらなる増加を図りたいと思います。また、手術室の階下には、
悪性腫瘍症例に対する手術や化学療法を実施する患者さんの予後改善に寄与するとされている
口腔ケアを充実するべく口腔ケア室を設置したいと考えております。さらに、３号館建設によ
り移転した部署の跡地の有効利用と１号館に残った診療部門の整備・拡張を図るべく、法人の
キャンパス・ホスピタル再編事業事務局との連絡・連携をさらに進めていきたいと思います。
本年も、引き続きご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
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令和2年に達成したこと、令和3年になすべきこと

順天堂越谷病院
院長

髙崎

芳成

◆令和 2 年に成したこと
当院の精神科を中心とした医療の中で、令和 2 年の最重点課題は
医療安全とコンプライアンスの遵守でした。これについては医療安
全推進センターが中心となって医療安全を徹底し、令和２年も医療
事故等の発生を防ぐことができました。また、COVID-19 の感染拡
大への対応も最重点課題の 1 つでしたが、職員の努力と創意により、
職員ならびに内外患者に感染者が一人も出ていないことは特筆すべ
き点と考えています。（令和 2 年 12 月 22 日現在）
また、令和 2 年においては診療報酬の改定が行われましたが、その内容を理解し、外来お
よび入院診療に於ける入院患者一人当たりの単価を然るべき医療の中でより向上させることが
出来たと考えています。
外来診療については令和元年度に新たに加わった整形外科外来も順調に伸びを示し、当院に
於ける一般診療の実績向上に貢献しました。また、COVID-19 の影響により外来患者数は初診、
再診ともに減少を余儀なくされましたが、内科を中心に単価の上昇でこれをカバーできました。
また、精神科にコロナ外来を新たに創設し、COVID-19 の感染に対して不安を抱く患者への
対応を行ってまいりました。
また、ホームページを刷新し、学校法人順天堂の様式に合致させると共に、各診療科の新た
な情報を加え、より充実した内容となりました。
一方、入院においては医師、看護師および事務職が一丸となって入退院管理を行いましたが、
COVID-19 感染対策上、外出および面会制限を厳しくしたことなどより、昨年度に比較して
低迷する結果となりました。しかし、先に述べたように職員の努力により一人の陽性患者を出
すこと無く経過しております。
◆令和 3 年に成すべきこと
令和３年を迎えては、令和 2 年と同様、医療安全の徹底とコンプライアンスの遵守、更に危
機管理体制の充実を目指します。これは、精神医療を主体とする当院では引き続き最重要課題
と認識しています。特に前年に引き続き、当面 COVID-19 の感染対策は重要課題で、デイケア、
作業療法の実施に於ける “3 密 ” の回避、面会・外出制限などを継続し、対応してまいります。
また、職員によるウイルスの持ち込みを阻止すべく、実生活に於ける指導も徹底して行います。
一方、外来においては COVID-19 感染がより拡大する中で、明確に受診患者数の回復傾向
が認められます。しかし、精神科のコロナ外来をより積極的に広報し、当院に於けるクラスター
感染を徹底して防ぐことでその安全なイメージをホームページ、フェイスブック等で同様に積
極的に広報し、より充実した外来診療の展開を目指します。
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2020年に成したこと、2021年に成すべきこと

順天堂東京江東高齢者医療センター
院長

津田

裕士

◆ 2020 年に成したこと
明けましておめでとうございます。
新年にあたり、2020 年の順天堂東京江東高齢者医療センターの状
況を振り返りますと、まず、新型コロナウイルス感染症の終息が見えな
い中、4 月に緊急事態宣言が発令されたことにより患者数が激減しまし
た。そのため、外来では電話再診を受け付け、入院では手術前 PCR
検査を実施するなどの対策を行い、稼働を上げるよう努力致しました。
コロナ禍の状況を踏まえ、例年開催しております医療連携フォーラム
や区民健康講座を、昨年は Web 配信・ホームページでの動画配信に変更致しました。また、毎
年開催されているセンター運営協議会等の会議を Zoom 開催とし、研修会は e ラーニングでの
開催としまして、多くの教職員の参加を促進させました。さらに、広報活動強化のため、各科紹
介パンフレットを各医療機関へ配布し、郵便局にも設置していただきました。
施設設備については、開院以来 18 年以上が経過し、建物・建物付属設備に不具合が発生し
てきたため、2020 年より毎年計画的に東京都の大規模修繕予算申請を行うことに致しました。
2020 年は、
「空調設備の更新」、
「非常用自家発電機の整備」及び「照明制御設備の更新工事」
を行いました。設備では、手術台・無影灯などの毎年計画的な更新を必要とする機器や、ベッド
サイドモニター等の修理が不能な機器を優先的に更新し、診療等に支障をきたさないように配慮
致しました。
また、12 月半ばより新型コロナウイルス感染症の陽性患者が認知症病棟にて発生し、当該病
棟の全患者さん及び関連職員全員に、PCR 検査を行いました。なお、当医療センターでは 11
月より、入院される患者さん全員に PCR 検査を実施しております。
2.

2021 年に成すべきこと
2021 年の課題は、新型コロナウイルス等の感染防止に向けて引き続き感染対策の強化を図ると

ともに、医療安全管理体制についても強化するよう教職員を対象とした e ラーニングの研修会を
毎月開催致します。また、病院機能評価有効期限が 2022 年 6 月 14 日までとなっておりますので、
病院機能評価の受審に向けて教職員一丸となり取り組んで参ります。
そして病院の「安全・安心」の広報をするために、ホームページの活用、医師会への情報提供、
情報交換会の開催等による医療連携の更なる強化を図ります。
設備・機器の更新は、設備においては東京都の大規模修繕予算の活用、機器においては設備
投資案件として錠剤自動分包機、放射線画像管理システムを予定しております。
最後になりますが、昨年に引き続き、順天堂人としての誇りを持ち、患者さんに安全で質の高い
医療が提供できるよう教職員一同一丸となり努めて参ります。本年もよろしくお願い申し上げます。
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順天堂大学練馬病院
2020年に成したこと、
2021年に成すべきこと

練馬病院

院長

児島

邦明

本年も皆さまのご支援ご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上
げます。
◆ 2020 年に成したこと
1月

新３号館外来診療開始、①歯科診療科、②脳神経・脳卒中セ
ンター、③小児・AYA 世代ボーンヘルスケアセンター、④多血
小板血漿（PRP）外来新設。
第 100 回医療連携フォーラム記念大会開催。

2月

横 浜ダイヤモンドプリンセス号より新型コロナウイルス感染者１

3月

第 11 期初期研修医修了証書授与式。

名入院、DMAT チーム出動。
泌尿器科ロボット支援手術 da Vinci X 手術開始。
4月

非常事態宣言、災害対策本部設置、帰国者・接触者外来、4 Ａコロナ病棟 20 床開設。

5月

眼科外来移転、入院支援センター “ かけはし ” 開設。

第 12 期初期研修医 36 名、97.3％マッチ（基本 33/33、小児 2/2、産科 1/2）
。
春の叙勲 宮野武名誉院長 瑞宝小綬章授与。
石井清臨床検査科技師長 第 39 回福見秀雄賞受賞。
6月

3 階病棟へ新型コロナウイルス感染症専用病床 20 床移転。
軽井沢セミナー in NERIMA を院内で、看護部新人研修をホテルカデンツァで開催。

7月

心臓血管外科 心雑音外来開設。

8月

総合診療科・性差科外来を救急室の隣に移転、救急プライマリセンターを開設。

9月

医療連携の会、陸上自衛隊第 1 師団第 1 音楽隊、ホテルカデンツァ光が丘で開催。
７B でコロナクラスター発生、計 60 名発生、医療スタッフ 36 名、患者 24 名。

10月

2 病棟でクラスター各 6 名、計 12 名発生。 2021 年度第 13 期初期臨床研修医マッチン
グで 32 名 91.4％（基本 31/31、小児 1/2、産科 0/2）
。

11月

病 理診断科の小倉加奈子先任准教授が経済産業省「未来の教室」STEAM ライブラリー
事業に、医学分野として唯一採択。

12月

1 号館 490 床増床工事 72％終了、2021 年 7 月終了予定。

◆ 2021 年に成すべきこと
１．入院診療 4 月 490 床増床
（1）N ICU/GCU 新設による地域の小児・周産期センター診療の充実。
（2）心臓血管外科新設による循環器内科・血管疾患診療の充実。
（3）無菌室 12 床新設による地域の血液疾患診療の充実。
２．外来診療
（1）歯科術前口腔ケア診療充実による手術安全性の向上、NST チーム医療の充実。
（2）救急・プライマリーケアセンター開設による地域救急医療の充実。
（3）将来の 3 次救急施設認可を目指して練馬区および東京都と交渉継続。
順天堂の学是『仁』
、理念『不断前進』
、学風『三無主義』と、練馬病院の文化でもある「礼儀・
接遇・マナーの実践」
、
「医療安全の徹底」を継続して参ります。
本年も皆さまのご支援をよろしくお願い申し上げます。
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2020年に成したこと、2021年に成すべきこと

総務局長事務取扱

細谷

芳三

◆ 2020 年に成したこと
2020 年は下記事項の支援を進めました。
(1) 医療科学部（仮称）開設準備
2022 年 4 月を目処に臨床検査技師及び臨床工学士を養成する本
学第７番目の学部として千葉県浦安市日の出地区の校地に医療科学
部（仮称）を開設することを目指し、教員組織、教育課程等に関す
る資料を 2020 年 10 月文部科学省に事前相談資料として提出しま
した。設置届出にて可となれば 2021 年 4 月文部科学省へ学部設置
届出を行い、開設に向けて準備を進めます。
(2) データサイエンスを学ぶ大学院コースの開設
2021 年 4 月から医療、健康、スポーツなどの分野に係わるデータを解析・分析し、新たな
付加価値を創造できる人材養成を目指して、大学院医学研究科修士課程に「データサイエンス
コース」を開設します。このコースでは数学・統計学・プログラミングの基礎からデータサイ
エンスの知識とスキルを座学と演習を中心として学びます。また企業連携講座を設置し、企業
の最前線で活躍する講師によりデータサイエンスの実践の修得を図ります。
(3) 浦安日の出キャンパス整備計画の推進
浦安日の出キャンパスの整備計画の第Ⅰ期として (1) の医療科学部（仮称）の開設計画を進
めています。浦安日の出キャンパスには、校舎のほか体育館やグラウンドを整備し、学生教育の
ほか教職員のスポーツ活動にも利用して頂くことを予定しています。第Ⅱ期としてデータサイエン
スを学ぶ新学部を 2023 年 4 月開設に向けて準備を進めています。新学部では、IT に関する
知識とスキルを修得し、医療、健康、スポーツをはじめ種々な場面で蓄積されたビッグデータを
解析・分析し、様々な社会問題の解決や新たな価値の創造に貢献できる人材の養成を目指します。
(4) 寄附行為の改正
私立学校法の改正に基づき、文部科学省に本法人寄附行為の変更認可申請を行い、1 月 30
日に認可を受けました。主な変更点は、①役員の職務及び責任の明確化等に関する規定の整備、
②情報公開の充実、③中期的な計画の策定等です。
◆ 2021 年に成すべきこと
2020 年に引き続き①浦安日の出キャンパス整備計画の推進、②大学間・企業等との連携強
化による研究推進の展開支援、③ ICT 活用による事務効率化の重点的取組、④看護系 2 学部
入学定員増。保健医療学部を基礎とする大学院開設に向けての支援、以上を中心に不断前進の
理念のもと邁進していく所存です。
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順天堂大学と JICA との保健医療分野での連携協定の締結について
学校法人順天堂と国際協力機構（JICA）は、2020 年 11 月
20 日、保健医療分野の連携協定を締結しました。締結式は東
京の JICA 本部にて執り行われました。
今回の協定は、途上国における保健医療分野の支援を強化
するため、より包括的な連携を目指し、SDGs（持続可能な開
発目標）ゴール 3「すべての人に健康と福祉を」に貢献します。
本学と JICA はこれまで、タイにおける高齢化対策や非感染症
疾患対策に関する JICA 海外協力隊派遣、及びタイ、ボリビアに

連携協定署名式 JICA 北岡理事長（左）、
学校法人順天堂 小川理事長（右）

おける保健セクターの事業で協力してきました。中でも、タイでの皮膚科学・アレルギー学・形成
外科学の分野における人材育成については、小川理事長（当時：助教授）が日本側チーフ・オーガ
ナイザーとなり、1976 年にタイ皮膚病学研究所（バンコク）に皮膚科・アレルギー科医師育成コー
スを設置し、1984 年 3 月より皮膚科・アレルギー科専門医育成コース：ディプロマコース（日本・
タイ政府間共同プログラム）へと発展させ、アジア・太平洋地域の皮膚病学・アレルギー学分野の
人材育成に多大な貢献をしてきました。このコースは世界的に見ても数少ない皮膚病学・アレルギー
学分野での国際ディプロマコースとして高い評価を得て、今日に至るまでの 43 年間で、39 カ国・
地域、1,074 名の修了者（タイ 394 名、パキスタン 109 名、フィリピン 94 名など）
（図 1 参照）
を輩出し、アジア太平洋諸国そしてアフリカ諸国で、その分野のリーダーとして活躍しています。
― バンコクを拠点とした日本・タイ協力事業：JICAプロジェクト ―
［Ⅰ
Ⅰ］タイ皮膚病学研究所（在バンコク）におけるアジア・太平洋地域の
医師を対象とした皮膚科・アレルギー科医師育成コース
国別参加者（1976～2019）43年間
1 タイ

394

14 アフガニスタン

13

27 モンゴル

1

2 パキスタン

109

15 インド

13

28 シンガポール

1

3 フィリピン

94

16 ブータン

9

29 ブルンジ

1

4 バングラデシュ

81

17 フィジー

8

30 エジプト

1

5 中国

58

18 韓国

7

31 ギニア

1

6 ミャンマー

49

19 モルディブ

6

32 イラク

1

7 カンボジア

38

20 東ティモール

5

33 ヨルダン

1

8 ネパール

36

21 パプアニューギニア

3

34 ケニア

1

9 インドネシア

31

22 タンザニア

3

35 オランダ

1

10 ヴェトナム

28

23 オーストラリア

2

36 サウジアラビア

1

11 スリランカ

27

24 トンガ

2

37 セーシェル

1

12 マレーシア

25

25 ガーナ

2

38 南アフリカ

1

13 ラオス

16

26 アラブ首長国連邦

2

39 南スーダン

1

合計 1,074人

図1：皮膚科・アレルギー科専門医育成コース国別参加者（於 バンコク）
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［Ⅰ
Ⅰ］タイ皮膚病学研究所（在バンコク）におけるアジア・太平洋地域の
医師を対象とした皮膚科・アレルギー科医師育成コースの参加者
タイ 394名
パキスタン 109名

フィリピン 94名
中国 58名

バングラデシュ 81名

ミャンマー 49名

モンゴル 1名

カンボジア 38名

韓国 7名

アフガニスタン 13名
イラク 1名

ベトナム28名
U.A.E. 2名

ガーナ 2名

マレーシア 25名
インドネシア 31名

ギニア 1名

インド 13名

エジプト 1名

南スーダン 1名

ネパール 36名

ヨルダン 1名
サウジアラビア 1名

東ティモール 5名
パプアニューギニア 3名

モルディブ 6名
ブータン 9名
ラオス 16名
スリランカ 27名
シンガポール 1名

フィジー 7名

オーストラリア 2名

ブルンジ 1名
南アフリカ 1名

トンガ 2名

タンザニア 3名
ケニア 1名

39カ国・地域

セーシェル 1名

計1,074名

また、世界各国の皮膚科学・アレルギー学を専攻する医師を JICA、日本財団などの支援又
は自費による研修員・留学生として大学院医学研究科皮膚科学・アレルギー学において受入れ
を行ってきました。その総勢は 1981 年から 2019 年の 39 年間で 19 カ国・地域、119 名（就
中、学位取得者 39 名）（図 2 参照）に達します。
― 東京・本郷を主拠点とした ―
［Ⅱ
Ⅱ］順天堂大学医学研究科 皮膚科・アレルギー学での海外留学生の受入人数
1981年～2019年

タイ 36名
（PhD. 15名）

計119名

19カ国・地域より
中国 32名
（PhD.12名）
韓国 11名
（PhD. 1名）

オーストリア 1名
バングラデシュ 1名
インド 1名

メキシコ 1名
ラオス 1名
カンボジア2名
ベトナム6名 （PhD. 3名）
インドネシア 7名
（PhD. 3名）

ナイジェリア 1名
パキスタン 5名
（PhD. 1名）
ミャンマー 7名
（PhD. 1名）
スリランカ 1名
（PhD. 1名）

ルワンダ 1名
（PhD. 1名）

国名

受入人数

ブラジル 3名

オーストラリア 1名
（PhD. 1名）

学位取得者 国名

受入人数

学位取得者

タイ

36

15 オーストリア

1

中国

32

12 バングラデシュ

1

韓国

11

1 インド

1

インドネシア

7

3 ラオス

1

ミャンマー

7

1 メキシコ

1

ベトナム

6

3 ナイジェリア

1

パキスタン

5

1 パラグアイ

1

ブラジル

3

ルワンダ

1

1

カンボジア

2

スリランカ

1

1

オーストラリア

1

119名

39名

1

計

パラグアイ 1名

19カ国・地域
計119名

図2：医学研究科 皮膚科・アレルギー学での海外留学生の受入れ人数（於 東京・本郷）
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さらに 2008 年に順天堂大学国際交流センター（JUIC：センター長 小川秀興）を設立し、
大学全体としての留学生の受入れを加速化させました。それ以来、2020 年までの外国人学生・
留学生数は、287 名（6 学部・3 研究科）となりました。医学研究科では、皮膚科学・アレルギー
学、産婦人科学、整形外科・運動器医学、放射線診断学、呼吸器内科学、公衆衛生学などに学
び、学位取得者は 132 名（1989 年以降では 350 名）（図 3 参照）に達しております。
［Ⅲ
Ⅲ］順天堂大学医学研究科（博士・修士課程）の留学生の学位取得者
1968年～2019年

28カ国・地域より
韓国 52名

中国 189名
ドイツ 1名

計350名

モンゴル 2名

アメリカ 3名

パキスタン 1名
朝鮮 6名

ネパール 2名

ギリシャ 1名

台湾 29名
ラオス 1名
ベトナム 5名

エジプト 1名

ミャンマー 3名
バングラデシュ 2名
サウジアラビア 1名

ルワンダ 1名

グアテマラ 1名
ホンジュラス 1名

フィリピン 1名

インド 1名
スリランカ 1名

ブラジル 1名

インドネシア 19名

タイ 19名
マレーシア 3名

パラグアイ 1名

オーストラリア2名

国名

学位取得者 国名

学位取得者 国名

学位取得者

中国

189

オーストラリア

2

ドイツ

1

韓国

52

ネパール

2

パキスタン

1

台湾

29

バングラディシュ

2

パラグアイ

1

インドネシア

19

モンゴル

2

フィリピン

1

タイ

19

インド

1

ブラジル

1

朝鮮

6

エジプト

1

ホンジュラス

1

ベトナム

5

ギリシャ

1

ラオス

1

アメリカ

3

グアテマラ

1

ルワンダ

1

マレーシア

3

サウジアラビア

1

ミャンマー

3

スリランカ

1

総計

350名

28カ国・地域
計350名

図3：医学研究科（博士・修士課程）
の留学生の学位取得者

今回の連携協定の締結を通じ、ミャンマーにおいて、地球規模課題対応国際科学技術協力
（SATREPS）の枠組みを活用し、薬剤耐性菌に関する国際共同研究を推進する予定です。また、
本学では、医学のほか、看護、放射線、リハビリテーション等の保健医療分野、そしてスポー
ツ健康科学部での留学生の受け入れを通じ、長期的な視点に立った途上国の人材育成を強化さ
せていく予定です。保健医療分野の国際協力事業において、より長期的かつ戦略的な視野で国
際交流活動が加速化していくことが期待されます。
（文責：総務部長
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順天堂医院 脳神経内科と消化器内科が
世界の優秀な専門病院ランキングに選出されました
世界の優秀な病院ランキング（World’s Best Specialized Hospitals 2021）の Neurology
（神経学）分野で順天堂医院脳神経内科が国内１位、世界 10 位に選ばれました。また、
Gastroenterology（消化器内科学）分野で消化器内科が国内１～４位、世界 51 ～ 100 位に
選ばれました。
このランキングは Newsweek 誌と Statista 社が提携し、専門分野における病院の推薦と査
定による調査を踏まえ、医療専門家による国際委員会にてランク付けを行ったものです。
◆脳神経内科

科長

服部信孝教授コメント

11/12( 木 )、Newsweek 誌の上記記事におい
て、脳神経内科（Neurology）部門で筆者が科長
を務める順天堂医院脳神経内科が日本国内 1 位、
世界 10 位と評価されていることを患者さんに教
えて頂きました。この様な評価をいただき更に上
を目指して鋭意努力したいと思っております。ま
た、世界一位を目指して医局員一同奢ることなく
不断前進の精神で頑張る所存です。

ランキング証明書を手にする服部教授

・World’s Best Specialized Hospitals 2021 (Neurology) 外部サイトにリンクします。
https://www.newsweek.com/worlds-best-specialized-hospitals-2021/neurology

◆消化器内科

科長

永原章仁教授コメント

このたび消化器内科は Newsweek 誌の 2021 年
ワールドベストホスピタルにランクインいたしま
した。これは世界の病院ランキングで、当科が高
評価を頂いたということで、誇らしい限りです。
この賞は、医局員が患者さんに真剣に向き合い、
その患者さんにとってベストな医療は何かを常に
考え、全員で議論して医療を実践してきた結晶で
あり、この賞状の重みをひしひしと感じます。受
賞を契機に、これからも一人一人の患者さんを大

左より池嶋教授、永原教授、椎名教授（消化器
画像診断・治療学）、伊佐山教授

切にしつつ、世界の消化器内科をリードする科を目指して、医局員一同邁進いたします。
皆様、これからも消化器内科をよろしくお願いいたします。
・World’s Best Specialized Hospitals 2021 (Gastroenterology) 外部サイトにリンクします。
https://www.newsweek.com/worlds-best-specialized-hospitals-2021/gastroenterology
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老人性疾患病態・治療研究センター

日本学士院会員に就任して

特任教授

宮下

保司

令和 3（2021）年 1 月より、日本学士院会員に就任いたしました。
日本学士院は、教育・学術の進歩発展を図るため明治 12（1879）
年に創設された東京学士会院（初代会長・福澤諭吉）をその前身と
し、明治 39（1906）年に欧米諸国のアカデミーの機能を有する学
術機関として帝国学士院と改称されたことをもって直接の出発とし、
現在に至っております。昭和 31（1956）年に公布された日本学士
院法によって、学術の発展に寄与するために必要な事業を行うもの
とされ、授賞、国際学士院連合における活動、外国アカデミーとの交流等が行われてきました。
現在は、人文学・社会科学から理学・工学・医学等に渡る広範な分野の 150 名（令和 3 年 1
月 1 日現在欠員 11 名）の会員がこれらの活動を担っております。
順天堂大学の関係者について過去の学士院会員名簿を紐解きますと、小川鼎三先生（昭和
37(1962) 年に本学医学部医史学研究室を創設された）、野口英世先生（明治 30（1897）年
～ 31（1898）年に順天堂医院に勤務）等の大先輩のお名前があります。今回、私が若輩なが
らこうした大先輩のご活躍を日本学士院にて引き継ぐこととなり、誠に身の引き締まる思いが
致します。
日本学士院の活動のうち、各大学においてよく知られておりますものとして、日本学士院賞、
日本学士院エジンバラ公賞、日本学士院学術奨励賞の授賞があります。近年では順天堂大学に
おきましても、平成 18(2006) 年に和賀井敏夫名誉教授が「超音波診断法の創始と発展に関
する研究」の優れた業績により日本学士院賞を受賞され、また平成 30（2018）年には小松雅
明教授が「選択的オートファジーの異常と消化器疾患発症機序の解明」の業績により日本学士
院学術奨励賞を受賞されたことは記憶に新しいところであります。順天堂大学は現在も臨床研
究・基礎医学研究・スポーツ医学研究等において優れた業績を挙げており、今後さらに受賞が
増えてゆくであろうと期待されます。
日本学士院における第７分科（医学・薬学・歯学）の所属会員として、この分野における優
れた業績が広く顕彰されるよう私も微力を尽くしたいと考えております。今後とも先生方から
のご指導ご鞭撻を賜りたく宜しくお願い申し上げます。
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日本臨床外科学会雑誌
令和 2 年度優秀論文賞受賞のご報告

浦安病院 がん治療センターセンター長

吉川

征一郎

この度は、名誉ある日本臨床外科学会雑誌 令和 2 年度優秀論文賞
を賜り、大変光栄に思っております。受賞論文は『緩和手術症例に
おける予後予測指標の比較検討』です。
切除不能悪性腫瘍に対する症状緩和手術の対象患者は、予後や全
身状態が厳しいことが多く、手術適応は慎重である必要があります。
適応には 2 ヶ月以上の予後が期待できることが望ましいとされる一
方、2 ヶ月予後予測指標は示されておりませんでした。本論文では、
患者の不利益を避け、QOL 向上をもたらす手術が適切
に行えることを目指し、現在用いられている 4 つの指標
について 60 日予後予測の有用性を検討しました。
今回の受賞は、ひとえに医学部附属浦安病院消化器一
般外科 石﨑陽一教授、大学院医学研究科緩和医療学研
究室 水嶋章郎教授、江東高齢者医療センター外科・消
化器外科 福永正氣特任教授をはじめとする先生方によ
る多大なご指導の賜物であります。心より感謝申し上げ
ます。
私は現在、外科から緩和に軸足を移しておりますが、
今後も一人の医師として患者様のお役に立てるよう精進
していく所存です。今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しく
お願い申し上げます。

医学教育等関係業務功労者表彰
令和２年度の文部科学省医学教育等関係業務功労者表彰を医学部附属順天堂医院栄養部調理
課の番場直美さんが受賞されました。
この賞は、大学における医学又は歯学に関する教育・研究若しくは患者診療等に係る補助的
業務に関し、顕著な功労のあった者を表彰することで、関係職員の士気を高揚し、もって医学
又は歯学教育の充実向上を図ることを目的としたものです。
なお、本年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため表彰式は行われず、表彰状と
副賞が送られました。
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第 74 回全日本体操競技個人総合選手権大会について

スポーツ健康科学研究科 教授

原田

睦巳

本年初めから新型コロナウイルスの感染が拡大し、最大の祭典であったオリンピックも延期
となり、軒並み主要大会が中止となりました。また約 2 ヶ月間、選手たちは器械器具を用い
た技術練習を行うことも出来ず、過去に経験したことのない過酷な状況を強いられました。体
操競技の世界では「1 日休むと取り戻すのに 3 日かかる」という言葉があります。体操競技は
技術系の競技種目であり、繊細で微妙な感覚を常に研ぎ澄ましておく必要があります。この様
な中で、
選手たちには「自分自身に向き合い、己を見つめ直し、今出来ることを精一杯努力する」
という意識を持つように指導して参りました。まさに「ピンチをチャンスに」です。また「当
たり前がどれだけ価値があり、幸せであるか」ということも気付かされ、選手のみならず我々
スタッフにも大きな成長と意識の変化をもたらしたと感じています。
その様な中、最大限の感染防止対策を講じ、2020 年 12 月 8 日から 13 日まで群馬県高崎
市の高崎アリーナにて第 74 回全日本体操競技個人総合選手権大会が開催されました。3 連覇
のかかる谷川翔（スポ科 4 年）、昨年度、高校生ながら世界選手権日本代表となった橋本大輝（ス
ポ科 1 年）
、日本の絶対的エースに成長した萱和磨（博士前期課程 2 年、セントラルスポーツ
所属）
、世界選手権日本代表の谷川航（平成 31 年卒、セントラルスポーツ所属）の 4 名によ
る優勝争いが予想され、学内練習でも非常に緊張感のある毎日を過ごし、試合を迎えました。
2 日間ある大会の中、初日に谷川翔と橋本があん馬で落下、非常に苦しい立場での決勝のス
タートとなりました。決勝では、谷川翔が不安であったあん馬を無難に乗り切りましたが、橋
本がまさかの 2 日間連続であん馬で落下し、優勝戦線から離脱しました。この経験が彼を更
に強くすることと思います。谷川航は得意の跳馬において、新たに取り組んだ技を実施しまし
たが着地に失敗し、萱が独走体勢に入りました。萱は平行棒で小さなミスがあったものの安
定した演技を積み重ねていきました。最終種
目の鉄棒においても素晴らしい演技を実施し、
見事に初優勝を果たしました。また、上位 10
名中 7 名の選手が本学関係者で占めるという
快挙でした。
今大会でこの様な成績を収める事ができま
したのも、小川理事長、新井学長をはじめ、
本学諸関係者の暖かいご支援とお力添えの賜
物であり、この場をお借り致しまして改めて
初優勝した萱選手

御礼申し上げます。
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第 97 回箱根駅伝総合 7 位で
シード権奪還 大学 3 大駅伝出場へ

箱根駅伝強化担当理事
陸上競技部監督
駅伝監督

宮野
武
山崎 一彦
長門 俊介

お陰様で正月 2 日、3 日に行われた第 97 回東京箱根間大学往復駅伝競走（以下、箱根駅伝）
において本学は総合 7 位となり、来年のシード権を奪還、同時に本年 10 月の出雲、11 月の
伊勢路の全国大学駅伝、合わせて大学 3 大駅伝大会への出場権を獲得することが出来ました。
これ偏に、小川理事長はじめ、理事会並びに順天堂大学関係者の皆様、J 友会会員の皆様、使
途指定寄付金にご協力頂いた皆様のご支援の賜物と衷心より感謝申し上げます。
大会後に行われた納会は小川理事長が構想から約 20 年間心血を注いで来られた順天堂の本
郷・お茶の水キャンパスホスピタル再編事業の集大成として完成した教育研究棟・歴史記念館
の小川講堂にて初めて開催して頂きました（上の写真）。この納会にシード権を獲って臨めた
ことを心から嬉しく思いました。
昨年来コロナ禍にあり、大会開催を危ぶむ声もありました。そんな状況下、開催にこぎつけ
ていただいた関東学生陸上競技連盟、そして東京都と警視庁、さらに神奈川県と県警、その他
多くの関係者のご尽力に深甚の感謝と敬意を表する次第であります。
今年のチームは長門俊介監督になって 5 年目となり、監督が全国から集めた選手たち、云
わば長門チルドレンと呼べるチームであります。指導者と学生が一体となり、実に見事なレー
スで昨年のリベンジを果たしてくれました。
往路は若い 1 ～ 2 年生が躍動し 7 位、復路は 6 区主将清水颯大選手（4 年）の過去の不振
を振り払う爆走と 10 区原田宗広選手（4 年）の昨年 1 区の屈辱を晴らす激走で、総合 7 位でフィ
ニッシュしてくれました。来年は後輩、特に 1 年生の三浦、石井、2 年生の野村、伊豫田、西
澤が軸となり成長し、更なる上位から優勝を目指して頑張ると確信致します。
皆さまには物心両面に亘る倍旧のご支援を伏してお願い申し上げる次第であります。
以下、監督長門俊介の奮戦記であります。
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各区間寸評
１区：三浦龍司（１年生）
（区間 10 位）
12 月に怪我の影響で約 2 週間メイン練習を行えず、十分な準備ができなかった。ペース変動が大
きく難しいレース展開で、後半の勝負所で離れてしまった。他校も有力な 1 年生が出走していたが、
皆苦しんでいた。その中でも先頭から約 30 秒と 1 区の役割は十分に果たしてくれた。
２区：野村優作（２年生）
（区間 10 位）
有力な選手が前後でスタートしていく状況の中、前半は冷静な走りで自身の走りに徹していた。
起伏が激しくなる後半は、他の選手が苦しめられているところで前を追い、区間 10 位ではあっ
たが、初めての箱根駅伝でエース区間の役割を十分に担ってくれた。
３区：伊豫田達弥（２年生）
（区間 5 位）
青山学院大学などの有力校が前後に位置する中、落ち着いたレース運びで順位を２つ上げ、追
撃態勢のきっかけを作ってくれた。駅伝経験の少ない選手だったが、堂々と箱根駅伝デビュー
を果たしてくれた。
４区：石井一希（１年生）
（区間 5 位）
往路の難区間、1 年生の初出走ではあったが、安心して任せられる状態だった。積極的に前を追
う一年生らしからぬ走りで上位校との差を埋めてくれた。三浦の活躍で目立たない存在となっ
てしまっていたが、石井の存在感が大きくクローズアップされる走りとなった。
５区：津田将希（３年生）
（区間 13 位）
箱根の山登りのために準備してきた選手であった。途中、上位チームに手が届くところまで着実に追
いつめたが、後半、山から吹き下ろす凍寒風に苦しめられ低体温血症になり失速、逆にシード争い
が迫ってくるような状況になってしまった。来年必ずリベンジしてくれると信じている。
６区：清水颯大（４年生：主将）
（区間 2 位）
３年間、箱根駅伝に苦しめられてきた選手であり、山下りは３度目の正直で挑んだ。前半から区間
記録に迫るハイペースで爆走、前を追って 5 位に上げてくれた。後半、疲れが出たが、区間２位の
走りでこれまでの汚名を返上してくれた。主将としての役割を十分に果たしてくれた。
7 区：小島優作（３年生）
（区間 15 位）
12 月に入り好調だったため、
起用した。前半は予定通りのペース配分で走っていたが、中盤以降、
苦しい走りとなってしまい、清水が作った貯金を使い切ってしまった。チームで一番努力して
きた選手であるため、今後の奮起に期待したい。

ⓒ KGRR

1区 三浦龍司

ⓒ KGRR

2区 野村優作

ⓒ KGRR

3区 伊豫田達弥
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4区 石井一希

ⓒ KGRR

5区 津田将希
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８区：西澤侑真（２年生）
（区間 10 位）
本来、往路で登場すべき選手であったが、なかなか調子が上がらず、前回大会と同様の区間を
担当してもらった。前回よりも記録は向上したが、シード権争いの数校が後方から追って来る
状況となってしまった。ロードを得意とする選手であるため、今後奮起してもらいたい。
９区：鈴木尚輝（３年生）
（区間 11 位）
復路のエース区間であるが、下り基調の区間であるため、コース適正を考慮し、起用した。帝京、
早稲田の２校に終盤置いていかれ、順位を２つ落とすことになった。初の駅伝出走で重要区間
を担ってくれた。今後の躍進に繋げてもらいたい。
10 区：原田宗広（４年生）
（区間 6 位）
最終区に襷が渡った時点ではシード圏外も迫る状況の中、前を走る帝京大学、早稲田大学を中
継直後に追いかけ、
上の順位を果敢に狙いに行ってくれた。終盤、国学院大学が加わり４校のデッ
ドヒートの中、昨年の屈辱を晴らす激走で、７位でゴールに飛び込んでくれた。

ⓒ KGRR

6区 清水颯大

ⓒ KGRR

7区 小島優作

ⓒ KGRR

8区 西澤侑真

ⓒ KGRR

9区 鈴木尚輝

ⓒ KGRR

10区 原田宗広

◆監督総括
はじめに、コロナ禍の中、多くの方のご尽力により第 97 回東京箱根間往復駅伝競争が開催された
ことに深く感謝するとともに、小川秀興理事長先生、宮野武駅伝強化担当理事をはじめとする多くの
法人関係の方々、卒業生の皆様には多大なるご支援、ご声援を賜り、誠に有難うございます。
今大会は、５強と言われる大学に食い下がり、チャンスがあればその一角を崩すつもりで先手先手
の区間配置で挑みました。往路は、１・２年生が若い力で流れを作り、初出走とは思えない堂々の走
りで他大学のエース級選手と十分に戦ってくれました。５区の山登りでは、手に届くところまで上位
校が見えていましたが後半に低体温血症で失速、往路７位で折り返すこととなりました。復路は、経
験者３名を中心に一つでも上の順位に押し上げるつもりで挑みました。山下りでは、３年間箱根駅伝
で結果を残せなかった主将の清水が区間 2 位の好走で５位まで順位を上げ、気迫の走りで追撃体勢を
作ってくれました。しかし、７区以降苦しい走りが続き、10 区に襷が渡る時点では、シード争いま
でもが視野に入る予断を許さない状況となりました。アンカーの原田も前回大会一番悔しい想いをし
た選手でしたが、４校が牽制しあう 6 位争いで手に汗握るスパート合戦を繰り広げる中から、７位で
ゴールへ飛び込んできてくれました。清水と共に悔しい想いをした 2 人が最後に汚名返上の走りで順
位を守り抜いてくれたことに私自身、非常に心が震えました。
今回、来年大会のシード権を獲得できましたが、優勝候補のチームとは明らかな力の差を感じまし
た。本学の可能性のある若い戦力で優勝を目指すためには、変革しなくてはならないこともあります。
不断前進の精神でさらなる高みを目指し精進して参りますので、今後とも変わらぬご声援を宜しくお
願い致します。
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さくらキャンパス

令和 2 年度 6 学部合同学生部委員会報告

学生部長

廣瀬

伸良

12/2（水）17 時 30 分よりオンライン会議にて、
6 学部合同学生部委員会が開催され 117 名が参加
した。
Ⅰ．新井一学長よりご挨拶
COVID-19 禍、多くの問題が発生し、各学部で
様々な対応をしている。充分な情報交換を行い、
次のステップの糧としてもらいたい。

初のオンラインによる開催

Ⅱ . 各キャンパス ( ６学部 ) より年次報告
医学部の齋藤学生部長より①学生支援で昨年、学生相談室を開設し臨床心理士を非常勤で
採用して対応をしている事、②クラブ活動は 9 月より感染対策をして再開している事等の報告が
あった。さくらキャンパスについて筆者が①啓心寮は約 330 名が入寮し、感染予防の徹底によ
りコロナ罹患者は発生していない事、②運動部の大会は、全国・関東大会クラスは半数が中止
となり、4 年生は出場せず引退を迎える事等を報告した。浦安キャンパスの岩渕学生部長より①
COVID-19 感染対策マニュアルを作成し指導をした事、②教員を構成員としたハラスメントの相
談窓口を設置した事、③就活は病院見学が難しく、就活媒体を利用して実施した事等の報告があっ
た。三島キャンパスの濱田学生部長より①生活指導・支援などをオンデマンド形式で実施した事、
②学生支援ではアドバイザーが小グループで対応し、相談しやすい環境になった事等の報告があっ
た。国際教養学部の湯浅学生部長より①修学情報を集め、問題のある学生はフォローアップリス
トを作成し個別に対応している事、② 1 年生はオンラインで担任と顔合わせをし、目標設定シー
トを作成、発表して 2 年時に振り返る予定である事等の報告があった。最後に、保健医療学部の
坂野学生部長より、①講義の形態は前期 Zoom、後期はハイブリットで実施している事、② 12
月に学生からの意見集約を計画している事、③ COVID-19 の特別講義を実施し感染対策を継続
している事等の報告があった。
Ⅲ．学生生活実態調査

結果報告

学生生活実態調査について、筆者より 1 年生の本学への受験理由については、
「校風」
「将来の
進路に有利」
「オープンキャンパスでの印象が良かった」の回答率が昨年度に比べて上がっている
事、コロナ禍における本学の授業対応などについては医学部を筆頭に満足度が高くなっている事
等を資料に基づき報告した。
Ⅳ．各学部長よりご挨拶
最後に、6 学部長と木南学長特別補佐からご挨拶いただいた。
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教授就任にあたって

教授就任にあたって
医学研究科再生医学 教授
医学部形成外科学講座 教授（併任）

田中

里佳

この度、2020 年 12 月 1 日付で大学院医学 研 究科 再生医学の初
代担当教授と医学部形成外科学講座の講座内教授を拝命致しました。
就任に際しましては、小川秀興理事長、新井一学長、服部信孝医学部
田中

里佳 教授

長、髙橋和久院長、水野博司教授、理事会、教授会の先生方には格
別のご高配を賜り厚くお礼を申し上げます。

私は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれ育ち、1994 年に南カリフォルニア大
学に入学し医学を専攻しました。その翌年、日本の医療に携わりたいという思いを捨てきれず、帰国
子女として東海大学医学部に入学し単身で日本における医師の道を歩み始めました。東海大学医学
部 5 年次に半年間アメリカ合衆国ノースカロライナ州 Wakeforest 大学へ留学し、形成外科の再建
手術の面白さを体験したことで形成外科の専攻を決意しました。さらに、細胞による組織再生が可
能な再生医学に興味を持ち、大学院で再生医学を専攻する中、血管再生治療の開発研究に従事し
ました。この時に臨床と研究を両立できる Physician Scientist を目指すようになりました。
2011 年に水野博司教授が主宰されている順天堂大学医学部形成外科学講座に入職し、自身の臨床
と研究を精力的に取り組める環境をいただきました。内閣府事業の「最先端次世代研究支援プログラム」
と AMED の再生医療実用化事業の助成を受け、少量の血液で実施できる低侵襲で高い効果を有する
次世代の血管再生治療（生体外培養末梢血単核球細胞：MNC-QQ 細胞）の開発に至り、2017 年に
は順天堂大学発ベンチャーである（株）
リィエイルを設立しました。本成果は本学でなければ成し遂げ
られなかったと思っております。ご支援いただいた順天堂の皆様には心より感謝しております。
今後は、“Made in 順天堂 ” である高い血管再生能を有する細胞製剤を実用化し、世界に普
及させるため更に精進いたします。臨床分野におい

た なか

り か

田中 里佳
【学歴及び職歴】
トケア、美容外科を専門とする中、2019 年 4 月に 2002年 3 月 東海大学医学部 卒業
設立された日本の大学病院初となる「足の疾患セン 2002年 5 月 東海大学医学部附属病院外科系 臨床研修医
2004年 4 月 同 大学院医学部医学研究科 基盤診療学系再生医療科専攻 入学、
ター」
のセンター長を務めさせていただいております。
東海大学医学部外科学系形成外科 入局
日本には存在しない足病学・足病診療を少しでも普 2006年12月 米国ニューヨーク大学形成外科学教室 留学（～2007年7月）
2008年 3 月 東海大学大学院医学部医学研究科 修了（医学博士）
及できればと考えております。
2008年 4 月 同 医学部外科学系形成外科 助教
今後は、順天堂での成果がグローバルな発展を
2011年 4 月 順天堂大学医学部形成外科学講座 助教
遂げられるように努力し、グローバルに活躍できる 2012年 2 月 同 医局長（～2016年3月）、同 准教授
若手医師の臨床・研究両面の教育のために努力する 2017年11月 同 先任准教授
2019年 4 月 同 医学部附属順天堂医院足の疾患センター 副センター長
所存です。今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜り
2020年 4 月 同 センター長（～現在に至る）
ますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
2020年12月1日より現職

ては形成外科医として創傷外科、創傷治癒、フッ
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教授就任にあたって
医学研究科循環器内科学（静岡病院）教授、
医学部内科学教室・循環器内科学講座教授（併任）、
医学研究科静岡災害医学研究センター教授（併任）

諏訪

哲

この度、令和 3 年 1 月 1 日付で順天堂大学大学院医学研究科循環
器内科学（静岡病院）の教授を拝命致しました。就任にあたり格別の
諏訪

哲 教授

御高配を賜りました理事長の小川秀興先生、学長の新井一先生、医学
部長の服部信孝先生、静岡病院長の佐藤浩一先生、循環器内科教授

の南野徹先生に深く感謝申し上げます。また、研修初日より今日に至るまで御指導を賜りました先
輩の先生方、苦楽を共にした同僚の先生方、支えて下さった後輩の先生方皆様に御礼を申し上げ
たく存じます。
私は昭和 61 年に岩手医科大学を卒業致しました。卒業と同時に順天堂大学内科研修医として
2 年間の研修の後、循環器内科へ入局させて頂きました。当時は山口洋先生が主任教授を務めて
いらっしゃいました。山口先生は冠状動脈造影の創始者の Sones 先生に学ばれ、日本に冠状動
脈造影法を紹介された方で、診断だけではなく今日広く行われている経皮的冠形成術や急性心筋
梗塞に対する再灌流療法等様々な領域へ研究を広められておいででした。カテーテル検査や治療
を学ばせて頂きその後、平成 2 年 1 月から順天堂大学医学部附属伊豆長岡病院（現 静岡病院）
で学ばせて頂きました。幸運にも虚血性心疾患の治療が進歩した時期でした。急性心筋梗塞に対
する治療が選択的冠状動脈内血栓溶解療法から血栓溶解剤の静脈内持続投与や単回投与を経
て、経皮的冠形成術が主流となった変遷を診て参りました。更に冠形成術もバルーンカテーテル
による拡張術から金属ステントを経て薬剤溶出性ステントへと進化する過程に立ち会うことが出来
ました。静岡病院が第三次救急救命センターであっ
す わ

さとる

たことから、ドクターカーやドクターヘリにも携わり、 諏訪 哲
心電図の伝送等を含めて救急医療体制の構築にも
関わることも出来ました。これらの臨床実績から前
教授の代田浩之先生が主任研究者となる共同研究
をはじめとして幾つもの他施設共同試験に参加する
機会にも恵まれました。
今月からエキシマレーザー治療が可能となり、補
助循環ポンプカテーテル（インペラ）の導入や新棟
の開設に伴って構造的心疾患に対する治療が行わ
れようとしております。順天堂がこれからも時代の
先駆けとなるように力を尽くして参りますので今後と
もより一層の御指導、御鞭撻の程何卒宜しく御願い

【学歴及び職歴】
1986年 3 月 岩手医科大学医学部 卒業
1986年 5 月 順天堂大学医学部附属順天堂医院内科 臨床研修医
1988年 6 月 同 医学部循環器内科学講座 専攻生
1989年 1 月 越谷市立病院勤務
1989年 7 月 田方保健医療対策協会附属病院勤務
1990年 1 月 順天堂大学医学部附属順天堂伊豆長岡病院循環器科 助手
1998年10月 日本内科学会認定内科医
2000年 3 月 医学博士授与（順天堂大学）
2001年 3 月 日本循環器学会循環器専門医
2003年11月 順天堂大学医学部循環器科学講座（静岡病院）講師
2007年 4 月 同 准教授
2013年 3 月 同 先任准教授
2016年 4 月 同（順天堂医院）先任准教授
2017年 4 月 同（静岡病院）先任准教授
2021年1月1日より現職

申し上げます。
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教授就任にあたって
医学研究科消化器内科学（浦安病院）教授
医学部内科学教室・消化器内科学講座 教授（併任）

北村

庸雄

この度、2021 年 1 月 1 日付で順天堂大学大学院医学研究科消化器
内科学（浦安病院）教授を拝命致しました。就任に際しましては、小
川秀興理事長、新井一学長、服部信孝医学部長、髙森建二理事、吉
北村

庸雄 教授

田幸洋浦安病院院長をはじめ、理事会、教授会の先生方より格別なご
高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、入局以来ご指導を賜りま

した佐藤信紘教授（現 理事・特任教授）
、渡辺純夫教授（現 特任教授）
、並びに消化器内科の
永原章仁チェアマン・教授、長田太郎教授と同門及び同窓の皆様に心より感謝申し上げます。
私は 1984 年に浜松医科大学を卒業と同時に研修医として順天堂大学内科に入局し、2 年間
の研修を終えた後に白壁彦夫教授が主宰されていた消化器内科学講座の肝臓研究室（浪久利彦
教授）に大学院生として入局しました。当時幾つものテーマで研究がなされていましたが、私は
研修医時代の指導医でもあった渡辺純夫先生のご指導で胆汁酸輸送の研究を始めることになり、
1987 年末には浪久教授の御高配により、ボストンの Irwin M. Arias 教授（Tufts 大学生理学講
座）の研究室に留学し、胆汁酸の細胞内・細胞膜輸送、毛細胆管収縮機構などについて研究す
る機会を得ました。
1990 年秋には大阪大学より佐藤信紘先生が主任教授として赴任され、ほぼ同時期に帰国した
私は、佐藤教授の掲げられた細胞の増殖・分化機構という教室のテーマを中心に研究を始めまし
た。恵まれた環境の中で細胞内カルシウム・シグナリングを中心とした肝細胞の増殖・分化、肝
細胞の老化、肝類洞内皮細胞の機能制御などについて研究を進めることが出来たことは大変幸せ
でした。又、この間に外来医長や医局長を拝命し多くのことを学びました。
2004 年 6 月に浦安病院に着任してから早くも 16 年半が経ち、丸山俊秀教授、須山正文教授、
長田太郎教授のもとで肝疾患を中心に診療をして参
りました。又、併設された環境医学研究所の髙森

きたむら

つね お

北村 庸雄
所長には研究の場も与えて頂き大変感謝しています。 【学歴及び職歴】
この間に C 型肝炎ウイルスの治療には飛躍的な進 1984年 3 月 浜松医科大学医学部 卒業
1984年 6 月 順天堂大学医学部附属順天堂医院内科 臨床研修医
歩がみられた一方で、B 型肝炎ウイルスの再活性化、 1986年 7 月 同 消化器内科学講座入局
非アルコール性脂肪肝炎による肝発がん、腸内細菌 1987年11月 米国Tufts 大学医学部生理学教室
Research Associate（〜1990年11月）
叢と肝疾患の問題など代謝の中心臓器である肝臓
1990年 5 月 順天堂大学大学院医学研究科博士課程 修了（医学博士）
には多くの未解決の課題が残されています。又、肝 1990年12月 順天堂大学医学部消化器内科学講座 助手
がん治療に関しては分子標的治療薬が次々と認可さ 1996年 6 月 同 講師
2004年 6 月 同 助教授（浦安病院）
れ、新たな時代を迎えようとしています。このような 2007年 4 月 同 先任准教授
中で微力ではありますが、科長の長田教授とともに 2016年 4 月 同 附属浦安病院消化器内科 科長補佐（併任）、
同 健康管理室室長（併任）
地域医療と順天堂の発展に貢献出来るよう努めて参
2020年 4 月 同 大学院医療看護学研究科 准教授（併任）
りますので、今後とも何卒宜しくご指導のほどお願
2021年1月1日より現職

い申し上げます。
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新たに開設された共同研究講座
高齢者身体運動機能研究開発講座
病院管理学 教授
准教授

小林 弘幸
山本 宗孝

人生 100 年時代と言われる昨今、健康への関心は世界中で高まっています。特に本邦は世界
に類を見ない少子高齢社会であり、平均寿命と健康寿命のギャップが大きな問題となっています。
2014 年に日本老年医学会が提唱したフレイル（健常から要介護へ移行する中間の段階）という
概念は広く認識されるようになり、総合的な予防対策の必要性が指摘されているものの、身体的、
精神・心理的、社会的の各要素で、それぞれ独自のアプローチが行われているのが現状です。特
に高齢者の転倒による有害事象の発生は、当院を含め全国の施設で医療安全上の大きな問題と
して認識されています。各施設で様々な取り組みが行われているものの、その発生率に改善の傾
向はみられません。さらに、昨今の新型コロナウイルス感染症の流行により、自粛モードによる身
体的精神的影響や感染症対策への不安など、高齢者の生活スタイルには大きな影響が及んでい
ます。これまでの取り組みでは健康維持が困難となってきていることは、看過できない問題です。
このような背景のもと、高齢者の運動・食事・睡眠などの “ 生活の場 ” へ直接介入し、多くの
知見を得ることで、エビデンスに基づいた健康増進への取り組みおよびフレイル予防法を確立す
ることを目指し、新たな共同研究講座として、㈱ハーフセンチュリーモアと『高齢者身体運動機能
研究開発講座』を開設いたしました。
本共同研究講座では、高齢者の新しい日常生活における健康評価と健康改善への介入を科学
的に実践することで、高齢化社会の健康増進実現に寄与するとともに、QOL の向上に貢献でき
るよう、研究に取り組んで参ります。特に、転倒防止に関しては、これまでの当院での研究成果
を基にさらに発展させ、新たな知見を本高齢者施設だけでなく、全国の医療機関へ発信していく
ことで医療機関での安全管理に貢献していく所存です。
さらに、人材育成の観点から国内外の学会等への参加も積極的に行い、分野の限定をせず多
くの研究員を受け入れ、横断的な分野での高齢者の安全管理の知見を有する人材育成を行ってい
きたいと考えております。

パーキンソン病臨床データ解析研究講座
神経学講座 教授

服部

信孝

パーキンソン病は全国で 16 ～ 20 万の罹患患者が存在すると言われており、全世界でも 2030
年までに 3,000万人に達するとする統計学的データもある。最近のAIを使ったデータによるとパー
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キンソン病の疾患名は 1 つであるがその臨床型は最低でも 3 型に分類されるとする解析結果もあ
り、加えて単一遺伝子異常で発症する遺伝性パーキンソン病の原因遺伝子や遺伝子座が 23 個は
存在することが分かっており、多様性の高い疾患であることは間違いない。
順天堂医院では少なくとも 4,000 例の症例を保持しており臨床実績だけでなく臨床研究、基
礎研究とも世界トップレベルであり、スタッフも国内はもとより国際的にも活躍している。実際昨
年発表された脳神経内科の世界ランキングで 10 位にランクされていることからも本講座のアクティ
ビティーの高さが証明されている。
本共同研究講座では小野薬品工業（株）との共同研究で、臨床データを蓄積して疾患予測モ
デルを確立することにある。その結果、将来的にはプレシジョンメディスン * の実現が可能になる
と考えている。
＊ Precision Medicine: 精密医療。細胞を遺伝子レベルで分析し、それぞれの患者さんに合った最適
な治療を行う医療。

（順天堂ニュース 1 ～ 2 月号掲載分より）
※任期更新人事を除く

主なる人事異動
令和 2 年 11 月 1 日付			
就

任

齋浦

明夫

大学院医学研究科肝・胆・膵外科学

教授（併任）

伊藤

澄信

医学部附属順天堂医院臨床研究・治験センター

客員教授

令和 2 年 11 月 30 日付			
退

任

岡嶋

勝信

総務局総務部文書・広報課

課長補佐（併任）

岡嶋

勝信

本郷・お茶の水キャンパス安全衛生管理室

課長補佐（併任）

令和 2 年 12 月 1 日付			
就

任

配置換え

木南

英紀

大学評価支援室

室長（併任）

田中

里佳

大学院医学研究科形成・再建外科学

教授（併任）

林田

眞和

大学院医学研究科麻酔科学

教授

林田

眞和

大学院医学研究科疼痛制御学

教授（併任）

田中

里佳

大学院医学研究科再生医学

教授

田中

里佳

医学部形成外科学講座

教授（併任）

林田

眞和

医学部麻酔科学・ペインクリニック講座

教授（併任）

安波

洋一

大学院医学研究科難治性疾患診断・治療学

客員教授

安波

洋一

大学院医学研究科難病の診断と治療研究センター

客員教授

梁

広石

医学部総合診療科学講座

先任准教授（臨床）

岡嶋

勝信

総務局総務部総務課

課長補佐（併任）

岡嶋

勝信

大学評価支援室

課長補佐
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令和 2 年 12 月 31 日付			
退

任

渡邉

徹雄

医学部附属順天堂医院臨床研修センター

課長補佐（併任）

渡邉

徹雄

臨床研修センター本部

課長補佐（併任）

令和 3 年 1 月 1 日付			
就

任

配置換え

訃

井尾

浩章

順天堂大学（練馬病院担当）

校医（併任）

青木

茂樹

大学院医学研究科データサイエンス

教授（併任）

冨田

茂樹

大学院医学研究科人体病理病態学

教授

北村

庸雄

大学院医学研究科消化器内科学

教授

諏訪

哲

大学院医学研究科循環器内科学

教授

諏訪

哲

大学院医学研究科静岡災害医学研究センター 教授（併任）

諏訪

哲

医学部内科学教室・循環器内科学講座

教授（併任）

北村

庸雄

医学部内科学教室・消化器内科学講座

教授（併任）

冨田

茂樹

医学部人体病理病態学講座

教授（併任）

福井

宜規

大学院医学研究科環境医学研究所

客員教授

田村

好史

大学院医学研究科スポーツ医学・スポートロジー 先任准教授（併任）

ニヨンサバ フランソワ

大学院医学研究科アトピー疾患研究センター 先任准教授（併任）

澁谷

智義

医学部内科学教室・消化器内科学講座

先任准教授

宮野

剛

医学部外科学教室・小児外科学講座

先任准教授

斉藤

健司

医学部附属順天堂医院医療サービス支援センター

課長補佐（併任）

斉藤

健司

医学部附属順天堂医院臨床研修センター

課長補佐（併任）

渡邉

徹雄

医学部附属浦安病院事務部管財課

課長補佐

斉藤

健司

臨床研修センター本部

課長補佐

報

ご冥福を祈り、謹んでお知らせします。
古幡

憲郎

殿

医学部（神）

S45 年卒

令和 2 年 9 月 5 日逝去

吉元

昭治

殿

医専（産）

S25 年卒

令和 2 年 9 月 27 日逝去

山家

典子

殿

高等看護学校本科 S42 年卒

令和 2 年 10 月 26 日逝去

河西

達夫

殿

医専

S24 年卒

令和 2 年 11 月 5 日逝去

千葉

義昭

殿

体育学部

S39 年卒

令和 2 年 11 月 16 日逝去

北山

俊也

殿

医学部（産）

S54 年卒

令和 2 年 11 月 22 日逝去

和賀井敏夫

殿

名誉教授（超音波） 新潟医大S24 年卒

田中

純二

殿

体育学部

S33 年卒

令和 2 年 12 月 ４ 日逝去

大島

良造

殿

体育学部

S38 年卒

令和 2 年 12 月 27 日逝去

前川

武男

殿

医学部（外）

S41 年卒 静岡病院元副院長 令和 3 年 1 月 17 日逝去
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令和 2 年 11 月 30 日逝去

