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【連載】データサイエンスの未来（第２回）

健康データサイエンス学部（仮称）開設準備室 特任教授

姫野龍太郎

法人だより
学校法人順天堂

臨時教授会での理事長報告

理事長

小川

秀興

本郷・お茶の水キャンパス TOEFL奨励賞表彰式・３学部合同臨時教授会（７号館、小川秀興講堂にて）

6 月、
順天堂大学の５つのキャンパスにて令和 4（2022）年度 臨時教授会が開催され、
理事長による報告がありました。また、臨時教授会に先立ち 2021 年度 TOEFL 奨励賞（佐
藤・小川賞）の表彰式が執り行われました。本稿では表彰式と臨時教授会での小川秀興
理事長のお話しを掲載いたします。

2021 年度 TOEFL 奨励賞（佐藤・小川賞）表彰式
TOEFL 奨励賞（佐藤・小川賞）は、国際基準の英語検定試験 TOEFL において他の学
生の規範となる優秀な成績を収めた学生に対し賞状並びに奨学金を贈呈する制度として、
2014 年に小川理事長が創設されました。奨学金は順天堂大学グローバル・リーダーシッ
プ育成推進奨学金（佐藤・小川奨学金）を財源としており、毎年、各学部の High Score
賞と Highly Developed 賞それぞれ上位 5 位が各学部の教授会で表彰状を授与されてい
ます。
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◆小川秀興理事長による講評
順天堂大学では、これからの国際時代に英語力は不可欠と考え、全学を挙げて英語学習を進
めてきました。そしてその学習進度を計る客観的な物差しとして、国際基準の英語検定試験
TOEFL（PBT 677 点満点）を用いています。全学部の 1 年生全員が入学直後の 4 月と約 9 ヶ
月後の 2 回受験した結果、高得点の学生を High Score 賞、1 回目から 2 回目で大きくスコア
を伸ばした学生を Highly Developed 賞として表彰しています。

（図1） 2021年度

学部別TOEFL結果（平均点）

2021 年度の 1 年生は、全学部で 1 回目より 2 回目の平均点が上がり、学習効果を実感しま
した（図 1）
。このような取組みは学生にとっても、そして教員にとっても大変なチャレンジ
かもしれませんが、2 年次以降も目標を設定して学びを継続し、在学中に英語力を着実に身に
付けてほしいと思います。
◆医学部
2008 年、最初に医学部に TOEFL を導入しました。図 2 のグラフからも解りますが、医学部
には英語力の高い学生が年々入学しており、
1 回目のスコア
（青線）
が右肩上がりになっています。
TOEFL 導入 2 年目は残念ながら 2 回目の平均点の方が下回るという結果でしたが、ここ数年に
至っては毎回、1 回目の受験より 2 回目の受験で 20 点ほどスコアが上がっています。
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医学部で TOEFL による英語力の測定を始めたのは本学が最初だそうです。今では多くの国
公私立大学の医学部で取り入れられ、受験校が増加傾向にあります。そして年 1 回受験とい
う大学が多い中、毎年 1 年生全員が 2 回受験し、その達成度に応じて表彰しているのは本学
だけのようです。
2021 年度、国内医学部の TOEFL 平均点スコア・ランキングでは、本学は国際医療福祉大
学（567 点）に次いで 2 位（559 点）でした。学生にとっては語学力が点数化されるので具
体的な目標も立てやすく、学習意欲の向上と学習効果が明らかでしたので、他学部にも導入す
ることに致しました。

（図2） 医学部1年
TOEFLスコア平均点の推移（開始年度以降）

（図3）スポーツ健康科学部1年
TOEFLスコア平均点の推移（開始年度以降）

◆スポーツ健康科学部
2013 年度、スポーツ健康科学部、医療看護学部、保健看護学部にも TOEFL を導入しました。
スポーツ健康科学部は、1 回目は全員受験ですが 2 回目は受けられる人を対象として導入し、
年々平均点が上がっていました（図 3）。2021 年度は平均点の伸び率が低迷しましたが、これ
は 1 学年が 410 名から 600 名という大所帯になったこと、2 回目を全員受験に切り替えたこと、
という 2 つの影響が大きかったようです。600 名の学生を教える先生方はかなり大変だと思
いますが、是非きめ細かい指導とフォローを心がけて英語に自信が持てる学生を増やしてほし
いと思います。
さて、就職の話を少ししますが、本学スポーツ健康科学部は、全国平均より高い就職率を毎
年キープしています。学生たちはエントリーシートに TOEFL のスコアは勿論、High Score 賞・
Highly Developed 賞の受賞歴を書いたり、自己アピールに使う等、就職活動でも効果的に
利用しているそうです。
◆医療看護学部・保健看護学部
2013 年に導入した医療看護学部と保健看護学部の平均点の推移は図 4、5 の通りです。両
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学部とも、1 回目、2 回目ともに緩やかではあるものの右肩上がりで年々 1 年生の英語力が向
上していることがうかがえます。中には、高得点を獲得する実力を備え、他学部に比しても非
常に優秀な学生がいます。
両学部とも、海外の協定校との交流をオンラインで続けるなど、積極的に英語を使う機会を
設けています。他の言語を学ぶというのは異文化を知ることでもあり、自分にはない考え方や
相手の立場になって考える訓練にもなると思います。そういう意味で、英語力・語学力を磨く
ことは患者さんやその家族とコミュニケーションをとる等、多くの場面できっと役立ちますの
で、是非在学中にしっかり身に付けて頂きたいと思います。

（図4） 医療看護学部1年
TOEFLスコア平均点の推移（開始年度以降）

（図5） 保健看護学部1年
TOEFLスコア平均点の推移（開始年度以降）

◆国際教養学部
国際教養学部では開設当初の 2015 年度から、TOEFL を導入しました。受験生が増えて
倍率も上がってきたので 2019 年度に定員を 2 倍にして頂きました。国際教養学部の平均点
のグラフ（図 6）を見ると 2 回目のスコアがしっかりと上がっているのがわかります。是非
TOEFL のスコアも就職活動で利用してもらいたいと思いますし、自ら目標を定めて勉強を継
続して欲しいと思います。

（図6） 国際教養学部1年
TOEFLスコア平均点の推移（開始年度以降）
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◆保健医療学部
2019 年度に開設した保健医療学部にも、TOEFL を導入したところ、残念ながら初年度は
2 回目の方が平均点が低い結果となりました（図 7）。2021 年 3 月にスポーツ健康科学部で英
語を指導されていた須藤路子先生が定年を迎えられたので、4 月から特任教授として保健医療
学部で英語をご指導頂くことになりました。須藤先生は日本人の英語学習、音声言語習得がご
専門で、英語教員の選定からお任せしたところ、2021 年度は平均点が 18 点も上がりました。
各学部とも、学生たちも英語教員の皆さんもよく頑張っていると思います。教員の皆さんは
是非、この調子で学生に寄り添い導く指導を続けてください。期待しています。

2022 年 6 月 臨時教授会 理事長報告
7 学部 3 研究科 6 医学部附属病院を運営する学校法
人順天堂の代表として、理事長には法人の運営状況や
今後の展望などを説明する義務があります。教授会は、
大学の発展の核となる重要な会議で、今年も前年度決
算の確定後となる 6 月の教授会に理事長が出席し、本
学の重要事項および今後目指す方向性について説明を
致しました。また、
6 附属病院の科長会議等にも参加し、
最前線で日々奮闘している医療従事者を労い励ますと
共に、今後成すべきことなどについて意見を交換しま
した。

≪2022年度 臨時学部教授会開催スケジュール≫
①三島キャンパス
（保健看護学部）
：10/Ⅵ
（金）
②浦安キャンパス
（医療看護学部）
および
浦安・日の出キャンパス
（医療科学部）
：15/Ⅵ
（水）

これから、順天堂の最近の進歩と現在の姿、そし
て我々の進むべき方向と計画、理念を共有したいと

③さくらキャンパス
（スポーツ健康科学部）
：22/Ⅵ
（水）
④本郷・お茶の水キャンパス
（医学部・国際教養学部・
保健医療学部）
：28/Ⅵ
（火）

思います。

[ Ⅰ ] 順天堂の今
１．運営状況と新しい学部の開設
私が学校法人の運営に関わるようになったのは、1996 年に医学部長に就任した時です。3
年前に順天堂医院 1 号館の再建工事が終わり、当時最新のシステムを導入した病院として評
判になりました。毎日多くの患者が殺到していましたが、建て替えの借金が増えて 447 億円
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にまで膨らんでいた時でした。借金を速やかに返済することに決め、順天堂医療短期大学（3
年制）を医療看護学部（4 年制）に改組することを目標としました。順天堂の核は医学であり、
医療現場はチームです。医師だけではなく看護師をはじめとする医療従事者が不可欠ですので、
まず看護師教育に本腰をいれることにしました。2000 年に学長に選定されたのをきっかけに、
全学をあげての借金返済の取り組みを始めました。そうして財政面の文部科学省の条件をクリ
アし、2004 年に念願の医療看護学部を改組・開設することができました。その後は 2010 年
に保健看護学部、2015 年に国際教養学部、2019 年に保健医療学部、2022 年に医療科学部
を開設して現在の 7 学部となりました。
一方、本郷キャンパスの建物は老朽化が進んでおり、建て替えの必要性が高まっていました。
2008 年リーマンショック（金融危機）が始まり世界的に影響が広がる中、幸運にも 2009 年
に本郷キャンパスの西側にあるセンチュリータワーの購入の話が出ました。「隣の土地と建物
が買えるのは千載一遇のチャンスだ」と理事会と評議員会が満場一致で賛成し、購入しました。
センチュリータワーは世界的に著名な建築家、ノーマン・フォスター卿が手掛けた建物で、建
物を貫く吹き抜けと柱の無いオフィス空間が彼の建築の特徴の 1 つです。センチュリータワー
に紅白に塗られた鉄塔があるのですが、
「未来に向けて飛び立つロケット」をイメージして作
られたそうです。
センチュリータワーを入手できたお陰で、古い建物の機能を一時的にセンチュリータワーに
移して古い建物を建て直すという方法で本郷キャンパス内の建て替えを進め、近隣の建物を購
入して現在の本郷・お茶の水キャンパスの形になりました。このセンチェリータワーは順天堂
の発展と隆盛のコアとして大いに活用され、現在は法人本部、医学部と国際教養学部の教室と
して使われています。
２．医学部附属 6 病院
私が医学部長に就任した時、附属病院は順天堂医院、伊豆長岡病院（現 静岡病院）、浦安病院、
越谷病院の 4 つでした。借入金の返済が進み、先述の学部開設と並行して順天堂東京江東高
齢者医療センター (2002 年 ) と練馬病院 (2005 年 ) を開設し 6 附属病院となりました。現在、
本学 6 附属病院の病床数は国内最大級の 3,533 床です。
6 附属病院の総病床数と稼働額は年々増えていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響
で 2020 年度は収入が減りました。日本中、どこの病院も同じ状況でした。本学附属病院は積
極的に新型コロナウイルス感染症の陽性患者の診療を引き受け、新型コロナウイルス関連の補
助金等で損失を補填しました。
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[ Ⅱ ] 現在進行中の計画
１．浦安・日の出キャンパス整備計画
2022 年 4 月、浦安・日の出キャン
パスに本学 7 番目の学部となる医療科
学部を開設しました（図 8）。
医療科学部は、臨床検査技師を育成
する臨床検査学科と臨床工学技士を育
成する臨床工学科の 2 科から成ります。
臨床検査技師、臨床工学技士ともに国

（図8） 浦安・日の出キャンパス
（Ⅰ期工事完了）

家資格でパラメディカル・スタッフと
呼ばれる病院に欠かせない医療従事職
です。
現在、日本国内でパラメディカル職
の養成機関の多くは専門学校です。本
学は大卒資格が得られる 4 年制の学部
として、理学療法士と診療放射線技師
を養成する保健医療学部（本郷・お茶
の水キャンパス）を 2019 年に開設し、
（図9） 浦安・日の出キャンパス整備計画

今年は医療科学部を開設致しました。

（図10）健康データサイエンス学部（仮称）
※設置認可申請中
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千葉県浦安市の浦安・日の出キャンパスは海に近い約 4 ヘクタールの四角い埋め立て地で、
浦安病院担当の髙森建二理事（環境医学研究所所長）が県と交渉を重ねて入手できました。こ
のキャンパスに集う人々を守るため、岩盤に達する長い杭を打ち、校舎と体育館を耐震設計に
しました。現在はⅡ期工事で 2023 年度の開設を申請中の健康データサイエンス学部（仮称）
の校舎を、続けてⅢ期工事では 2024 年度の開設に向けて準備中の薬学部（仮称）の校舎の建
設を予定しています（図 9）。このキャンパスは 3 つの学部と大学院生を中心に、近くの浦安キャ
ンパスに通う医療看護学部の学生が体育の授業等で使う、活気あふれる場所になると思います。
2．埼玉・浦和美園プロジェクト
病院不足・医師不足を補う目的で埼玉県が大学病院と大学院整備計画を公募し、本学の整備
計画が採択され、2018 年に埼玉県と整備に関する確認書を締結しました。新型コロナウイル
ス感染症の多方面にわたる影響で計画の変更などもあり、2022 年 4 月に計画変更案が承認さ
れ、学内に天野篤理事（心臓血管外科学特任教授）を中心とする設立準備委員会を立ち上げま
した。埼玉スタジアム 2002 に近い場所で、埼玉高速鉄道の浦和美園駅や東北自動車道の浦和
IC にも近く、首都圏そして仙台等からのアクセスが良い場所です（図 11）。2025 年に工事着
工、2027 年 11 月の開院に向けて、患者ファーストな 800 床の病院、がん治療ができる陽子
線治療施設、リハビリ施設そして大学院の設置等を計画しています。

（図11）埼玉・浦和美園プロジェクト

3．本郷旧元町小学校跡地活用計画
現在、本郷・お茶の水キャンパスの西に位置する旧元町小学校と元町公園のプロジェクトも

J untendo

8

No.3 2 3

法人だより
進んでいます。東京は関東大震災で壊滅的な被害を受け、小学校の隣に避難場所となる公園が
ある “ 復興小学校 ” が都内に 52 ヶ所できました。少子化や建物の老朽化が進み復興小学校が
徐々に減り、旧元町小学校・元町公園は現存する最後の 1 校となりました。廃校となって久
しい旧元町小学校と隣接する元町公園の歴史的価値を残しつつ、幅広い年代層の文京区民にも
愛される施設とする本学の「元町ウェルネスパーク」計画が文京区に採用され、2025 年の竣
工に向けて、より良い施設を造るべく検討を重ねています（図 12）。

（図12）本郷旧元町小学校跡地活用計画

[ Ⅲ ] 順天堂の研究力
１．公的研究費
大学・大学院の存在意義の 1 つは「研究」です。これを推進するため文部科学省は科学研
究費補助金事業（以降、科研費）を行い、価値のある研究への支援を行っています。公表資料
によると、本学は 2021 年度の科研費配分額で私立大学 592 校中 4 位にあたる約 13 億円の
配分を受けています。また、AMED（日本医療研究開発機構）や厚生労働省科研費などその
他の公的科研費を加えると総額約 43 億円で、私立大学では慶應義塾大学、早稲田大学に次ぐ
3 位の規模です。そして本学の研究力の中心は大学院医学研究科です。
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文部科学省科研費の公表資料から「スポーツ科学、体育、健康科学およびその関連分野」の
過去 4 年間の新規採択累計数は、本学は 280 件で筑波大学に次いで 2 位です。配分額（直接
経費）では筑波大学、東京大学に次ぐ 3 位となっています。また、「社会科学、看護学および
その関連分野」の過去 4 年間の新規採択累計数は、東京大学、京都大学、東北大学に次いで
千葉大学と同数の 92 件で 4 位、配分額（直接経費）では 5 位となっています。研究内容が一
番大事ですが、応募件数は 1 位ですので、採択されるノウハウを共有して採択率が上がるよう、
努力してください。
文部科学省科研費の公表資料に科研費を採択された研究者の女性比率があります。採択件数
400 件以上の 38 大学の中で、本学は 8 年連続 1 位、科研費採択研究者の 30％以上を女性が
占めている唯一の大学です。これは、本学が 50 年以上も前から「共同研究室」という今で言
うオープンラボシステムを採用しており、所属講座・役職・性別・年齢等に関係なく研究でき
る環境と文化を大切に続けてきたことが大きいと考えています。学風『三無主義』のとおり、
皆で協力していく、このスタイルで研究をもっと進めて欲しいと思います。
２．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、社会に還元して実用化されることに意味が
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。現在本学は 62 講座を有し、国内で共
同研究講座・寄付講座を多く開設している順に東京大学、大阪大学、京都大学に次ぐ 4 位、
私立大学では 1 位です。本学の定年は満 65 歳ですが、共同研究講座や企業からの研究助成
金を得て、定年後も特任教授として精力的に最先端の研究をしている研究者が何人もいます。
また、1 人で幾つもの共同研究講座を運営している教授も数名いますし、先任准教授や准教
授でも持つ人がいます。是非、GAUDI を利用するなど、自らの研究を積極的に進化させて
ほしいと思います。
３．広報活動／研究成果等のプレスリリース
大学の活動を社会に伝えるには、積極的なプレスリリースが効果的です。本学でも研究成果
のプレスリリースを積極的に行っており、画期的な研究成果や一般の方にも有用な研究成果を
戦略的に広報し、海外向けの英文リリースも展開しています。研究成果については、掲載さ
れた学術雑誌のインパクトファクター＊を基準に、その分野をリードする学術雑誌が認めた成
果をリリースしています。国内の医学・医療系プレスリリースを比較すると、リリース数は
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2020 年度、2021 年度と 2 年連続で 1 位でした。発表したリリースは、テレビ、新聞、ネッ
トニュース等の多くの媒体に取り上げられ、それを見た方からの取材の申し込みや共同研究の
打診、患者さんやその家族からの問い合わせや、その研究室で学びたいという大学院進学希望
者も増えました。
研究者でもある皆さんは、自らの研究成果が形になったら、プレスリリースに値するのかど
うかを学内ポータル（学内専用ホームページ）で確認し、問い合わせてください。また、研究
以外の成果でも、自分たちには “ 当たり前 ” のことが世の中の人にとっては非常に画期的で有
益な情報だということもあるかもしれません。気になったら問い合わせてください。これから
も全学で、質の良い、世の中の役に立つ研究成果等のプレスリリースを積極的に進めて頂きた
いと思います。
＊インパクトファクター : Journal Impact Factor (IF)、学術雑誌の質を計る指標の１つ。各分野内で
の相対的な影響力の大きさを示す数値。

資源の少ない日本は科学技術創造立国、文化学術立国を目指しています。知的存在感が無く
なれば日本は世界に取り残されます。今はネットで検索すればすぐに情報を得られる時代です
から、自分の専門を中心にアンテナを張って知的好奇心を刺激される新しいジャンルにも目を
向け、自分の専門とコラボレーションして新しい物を産み出す可能性、発見できる可能性を見
つけトライしてください。本学は医学・スポーツ科学・看護学という 3 分野で宝の山とも言
える貴重なデータがありますので、そういう物も是非利用し、学部間の垣根を超えて新しい研
究を始めてください。そして積極的に外部資金や研究費の獲得を目指し、広報の力を利用して
ください。

[ Ⅳ ] これからの順天堂

～ 9 学部 5 研究科体制へ～

本年 4 月、順天堂に新しいキャンパスがオープンし、5 キャンパス 7 学部となりました。
キャンパスは大学本部のある東京都の本郷・お茶の水キャンパス（①医学部、⑤国際教養学
部、⑥保健医療学部）
、千葉県のさくらキャンパス（②スポーツ健康科学部）と浦安キャンパ
ス（③医療看護学部）、浦安・日の出キャンパス（⑦医療科学部）、静岡県の三島キャンパス（④
保健看護学部）の 5 ヵ所です。（丸数字は開設順です。）浦安・日の出キャンパスには、⑧健康デー
タサイエンス学部（仮称、2023 年度開設申請中）と⑨薬学部（仮称、2024 年度開設計画中）、
10 番目の学部も計画しています（図 13）。薬学部（仮称）が 6 年生まで揃う 2029 年度には、
9 学部の総入学定員数が約 8,500 名となります。
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学部（○数字は開設順）
本郷・お茶の水

大学院研究科

①医学部

①医学研究科

キャンパス

⑤国際教養学部

④保健医療学研究科（仮称）

（東京都文京区）

⑥保健医療学部

さくらキャンパス
（千葉県印西市）
浦安キャンパス
（千葉県浦安市）
三島キャンパス
（静岡県三島市）

（2023 年認可申請中）

①医学部（1 年）
※コロナ禍により 2020-22 年度は実施せず

②スポーツ健康科学研究科

②スポーツ健康科学部
③医療看護学部

③医療看護学研究科
③医療看護学研究科

④保健看護学部

（サテライトキャンパス）

⑦医療科学部
浦安・日の出
キャンパス
（千葉県浦安市）

⑧健康データサイエンス学部（仮称）
（2023 年認可申請中）

⑤（計画中）

⑨薬学部（仮称）
（2024 年認可申請準備中）
（図13） 順天堂大学

9学部5研究科構想

大学院は①医学研究科、②スポーツ健康科学研究科、③医療看護学研究科に加え、④保健医
療学研究科（仮称）の博士前期課程を 2023 年度に開設すべく申請中です。2029 年度には初
期臨床研修医を含め 1 万人を超える若者たちが学ぶ教育機関となる見込みです。教職員の皆
さんは是非、教育レベルを落とさず、大学院の研究力の充実を図りつつ、自分の学問領域で
リーダーシップをとる姿勢を持ち「不断前進」の心構えで自己研鑽してほしいと思います。
①医学部
5 月に公表された河合塾の資料によると、医学部の偏差値の高い順に東京大学と京都大学
が 1 位、慶應義塾大学と順天堂大学が 3 位となっていました。本学医学部の偏差値の高さ、
すなわち受験生に選ばれる理由としては、立地の良さ、6 附属病院の圧巻の症例数、留年・
退学が少ないこと、臨床・基礎ともに優れた教職員が揃っていること、国家試験の合格率が
常に高いこと、私立医科系大学の中で初年度の学費が最も安いこと、など挙げられると思い
ます。全国から優秀な学生が集まっていますので、教職員の皆さんは是非この好循環を維持
してください。
３月の医師国家試験の合格発表で、本学は全国平均（91.7％）を上回る 96.4％という合格
率でした（図 14）。過去 5 年間、そして 10 年間の合格率平均でも、本学は国公私立医科系大
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学 81 校の中で第 2 位の高い合格率でキープしていますが、不合格となった数名が非常に残念
です。国家試験の出題傾向も変わってきていますので、今年度こそ全員合格となるよう、教職
員は兜の緒を締めて学生指導にあたってください。

（図14）医学部国家試験

合格率推移

・臨床研修医マッチ数
医学部の学生は、医師国家試験に合格し 2 年間の臨床研修を経てようやく臨床医として現
場で働けるようになりますが、研修先は学生本人の希望と病院のマッチングで決まります。現
在は 303 名（令和 3 年度 154 人、令和 4 年度 149 人）の研修医を本学で受け入れており、
本学は平成 30 年度から 5 年連続で国公私立大学医学部附属病院群の中で受け入れ人数 1 位で
す。本学医学部附属病院では、順天堂医院、静岡病院、浦安病院、練馬病院という特徴のある
４病院が臨床研修対象施設で、様々な研修医のニーズに応えることができるということも希望
者が多い理由の１つだと思います。また、研修医の約半数が他大学の卒業生というのも特徴の
１つです。他の病院で働いてみたい、という若者の気持ちも理解できますが研修後に「やっぱ
り順天堂が良い」と戻って来るような魅力的な職場環境にすべく、皆さんもアイディアを出し
てください。
・大学院医学研究科
医学部卒業生の臨床研修後の進路は大きく２つに分かれます。医師として臨床現場で働く
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人と大学院へ進学する人です。医学系の大学院生の人数順では、旧帝大・６医専が多くの学
生を集める中、大阪大学、東京大学、京都大学、東北大学、名古屋大学に続いて順天堂大学
が 6 位です。また、大学院も他大学の卒業生、そして女性が多いのが特徴で、優秀な学生が
集まっています。これは、最先端の研究で世界を牽引している研究者・教員が熱心に指導し
ているからだと思います。そしてその熱意を支えるのは、充実した研究施設、国内最大級の
症例数・病床数を誇る医学部附属 6 病院の臨床データが活用できること、更に学費が国公私
立の医学系大学院中、最も安いこと等が高く支持されて優秀な学生が集まり、相乗効果で本
学に学ぶことがステイタスになっているからだと思います。ただ、医学研究科も他大学卒業
生が増えています。良いことなのですが、本学卒業生にももっとその魅力を伝えるべく、努
力してください。
・学位（修士、博士）
本学大学院には現在①医学研究科（修士課程・博士課程）、②スポーツ健康科学研究科（博
士前期課程・後期課程）、③医療看護学研究科（博士前期課程・後期課程）の３研究科があり、
来年度、保健医療学部の大学院の開設に向けて進めています。国際教養学部や他大学の卒業生
が進学している①医学研究科修士課程には医科学コース、公衆衛生学コース、遺伝カウンセリ
ングコース、データサイエンスコース、ヘルスコミュニケーションコースの 5 コースがあり
ます。

（図15）博士学位授与者数推移（甲2,723号、
乙2,539号、計 5,262号）
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本学医学研究科博士課程の研究力は非常に高く、修了必須単位の学位論文は英文で執筆する
ことが条件となっており、権威あるジャーナル（学術雑誌）に掲載される論文も少なくありま
せん。医学研究科博士課程の学位論文のインパクトファクターは平均 4.0 点で、学術レベルの
高い研究論文を発表しています（図 15）。大学院教育は研究者育成の第一歩ですので、教員の
皆さんは「良い後継者を育てる」という心構えでしっかりと腰を据え、教授の務めであると再
認識して取り組んで頂きたいと思います。
・外国人留学生（医学研究科博士課程 学位取得者）
本学で最も多く留学生を受け入れているのは医学研究科の博士課程で、今までに 31 ヵ国の
留学生が本学で医学博士の学位を取得しました。1/3 にあたる約 120 名が皮膚科学専攻、私
の教え子です（図 16）。わたしはタイで Diploma Course in Dermatology を開設し、ハン
セン病や HIV を含む性感染症など現地のニーズの高い病気を中心に教える中で優秀な人を本
学に留学させてきました。今、その人たちは各国の厚労省のような機関や医学部教授として活
躍しています。良い研究をしている指導者の下には学生が集まります。教員の皆さんには是非、
私の記録を塗り替える気概を持って多くの留学生を育てて欲しいと思います。わからないこと
は国際交流センターに問い合わせてください。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の対応方法も確立し各国が出入国を緩和しました。
日本国民の衛生的な生活ぶりやルールを守る真面目さも世界で注目を浴びました。今後再び日

（図16）大学院医学研究科（博士課程）学位取得者（外国人留学生）1968〜2022年 31か国・地域より 計 366名
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本への留学熱は高まると思います。教員の皆さんは本学の大学院で、自分の指導下で学ぶメリッ
トを効果的に宣伝し、積極的に留学生を受け入れてください。
②スポーツ健康科学部

～さくらキャンパス再整備計画～

2021 年度、スポーツ健康科学部の定員が約 1.5 倍の 600 名に増え、３学科から１学科 6
コース制になり、学生は入学後に適性に応じてコース選択ができるようになりました。また、
さくらキャンパスは非常に良い固い地盤の上にあると判りましたので、学生増に対応すべく建
物の高層化を進め、2021 年に 8 階建ての講義棟（3 号館）と 9 階建ての学生寮を竣工しました。
3 号館ができたので教室系面積が 1.7 倍になりました。
さくらキャンパス再整備計画として講義棟や学生寮だけでなく、東京 2020 オリンピックに
備えて OGAWA GYMNASTIC ARENA（体操競技場、スカッシュコート）、陸上競技場、サ
ッカー場など施設や設備の改修を順番に進めてきました。2021 年 12 月、桜坂下に駐車場と
駐輪場を整備し、2022 年 1 月末にはテニスコートを６面（屋内 2 面と桜坂下に 4 面）整備し
ました。現在はテニスコートの跡地に新しい体育館と、公式大会が開催できるアリーナ（客席）
付きの 50 ｍ屋内プールの建設を進めています（2023 年 10 月完成予定）。
オリンピックで注目を浴びたように、スポーツ健康科学部は体操競技部と陸上競技部の活躍
や、毎年プロ選手を輩出している蹴球部等が注目されています。今度はテニスコートに続き、
体育館と屋内プールが新しくなりますのでこうした施設を使う競技のレベルアップと目覚まし
い活躍を期待しています。
・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では、全学生が選手としての活躍を目指しているわけではありません。
スポーツ健康科学部は毎年多くの優秀な教員を輩出しており、2021 年度は合計 114 名が教員
採用試験に合格しました。最近 10 年は、毎年 100 人以上の教員を輩出しています（図 17）。
また、2021 年度のスポーツ健康科学部の企業就職内定率は 99.5％でした。これは、真剣に教
職課程と就職活動に取り組んだ学生たちと、就職課と就職支援室を中心とした教職員の手厚い
サポート体制の賜物だと思います。
また、大学院スポーツ健康科学研究科の研究力が高まる中、進学希望者も増えています。日
本代表レベルのアスリートが、より科学的にスポーツやコーチングを究めようと入学していま
す。本学のスポーツ健康医科学研究所やスポートロジーセンターなどとも協力し、スポーツと
医学やスポーツとリハビリ等、医療系の学部が多い本学ならではの新しい研究が加速度的に進
むことを期待しています。
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（図17）スポーツ健康科学部 教員採用試験合格・企業就職内定率推移

③医療看護学部と④保健看護学部

～国家試験合格率～

順天堂の看護教育の歴史は古く、1896 年に順天堂看護婦養成所（文京区本郷）で始まりま
した。現在はその流れを組んだ医療看護学部と保健看護学部、２つの学部で看護師を養成して
おり、両学部とも毎年、全国平均を上回る看護師国家試験の合格率で看護師として世に送り出
しています（図 18）。

（図18）医療看護学部・保健看護学部
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2022 年度から医療看護学部は定員が 220 名（20 名増）に、保健看護学部は定員が 130 名
（10 名増）になりました。医療看護学部では看護師のほか、保健師（希望者）と助産師（希望
者から選抜）の最大で３つの国家資格を取得でき、保健看護学部では全員が看護師と保健師の
２つの国家資格を取得できる “ 総合カリキュラム ” を採用しています。
2021 年度の看護師国家試験で最多の合格者を出した学部は本学医療看護学部で 196 名（合
格率 100％）
、保健看護学部は 117 名（合格率 99.2％）でした。保健師国家試験では 100 名
以上の合格者を出しているのはわずか３校で、多い順に本学医療看護学部（128 名）、防衛医
科大学（116 名）
、本学保健看護学部（112 名）
、自治医科大学（100 名）でした。助産師国
家試験は医療看護学部から 10 名全員が合格しました。皆さんよく頑張っていると思います。
今年も期待しています。
大学院医療看護学研究科
医療看護学研究科には目的意識の高い社会人学生が多く、年々研究活動が幅広く活発になっ
ています。それは先ほどご紹介した科研費の取得状況からも察することができると思います。
医療看護学研究科は三島キャンパスからも遠隔講義を受けられ、首都圏の看護系大学院では最
も充実した養成コース（前期課程：特別研究 12 分野・高度実践看護師（専門看護師）9 コース、
後期課程：特別研究 12 分野）があることでも人気があります。また、医療看護学研究科は今年、
本学初の秋入学制度を開始します。JICA（国際協力機構）とともに国際的に活躍できる看護
の専門家を育成するという日本初の試みで、留学生向けの英語による学位取得コース、博士前
期課程 Global Nursing Course（定員 4 名）、後期課程 Global Nursing Leadership Course
（定員 2 名）です。こういう素晴らしい取り組みは是非、他の研究科でもどんどん進めて欲し
いと思います。
⑤国際教養学部
「教養」はダイバーシティの理解が重要な現代社会で欠かせない素養の 1 つだと思います。
開設 8 年目の国際教養学部には「グローバル社会」
「異文化コミュニケーション」そして医学・
医療で世の中に貢献してきた本学オリジナルの学問領域「グローバル・ヘルスサービス」の３
領域があります。また、国際教養学部には池上彰特任教授をはじめとする多方面で活躍する著
名な方々を講師としてお迎えしており、各分野の第一人者の特別講義は毎回非常に人気が高い
です。特別講義は学生の感想や評価も参考にして優れた内容の講義を検討、厳選し、満足度の
高い授業を企画していると思います（図 19）。
留学や旅行も徐々に再開されていますので、国際教養学部の教職員の皆さんも海外の協定校
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との交流等を活発化させたり、活動を効果的に広報する手段を探したり、頑張ってください。
学生の皆さんには、いよいよ世界に目を向け、多様な活躍を見せて欲しいと期待しています。

（図19）国際教養学部

⑥保健医療学部
理学療法学科と診療放射線学科の２学科から成る保健医療学部は今年度、初めての卒業生を
輩出します。どちらも医療系の国家資格を取る学科で、受験倍率をみると年々人気が高くなっ

（図20）保健医療学部
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ています。順天堂医院のすぐ近くにある診療放射線学科の実習棟には MRI 装置など最新の医
療機器を多数揃えており、実物の機器を使って実際の診療さながらの演習や実習を受けること
ができます。理学療法士も診療放射線技師も、超高齢社会の日本では重要性が増している職業
ですので需要が高く、これからも伸びる学部だと思います。また、この分野の大学院研究科（理
学療法学専攻、診療放射線学専攻、定員は各 5 名）の開設を準備中です（図 20）。
保健医療学部初の国家試験・就職に向けて、良い結果が残せるよう、学生も教職員の皆さん
も頑張ってください。両学科ともに「国家試験、全員合格」を期待しています。

[ Ⅳ ] 順天堂人、教員として
学是は『仁』
、
「人在りて我在り。他を思いやり、慈しむ心。これ即ち『仁』」です。理念は
『不断前進』
、そして学風は『三無主義』
、「男女の差、学閥の差、国籍の差、無し」です。順天
堂に学び働く仲間 “ 順天堂人 ” として、是非この３つのキーワードを胸に進んでください。

順天堂は経営の建て直しを始めてから 26 年で、2 学部・2 研究科・1 短大・4 病院から 7 学部・
3 研究科・6 病院になりました。規模は大きくなりましたが、順天堂人として、自分の所属す
る学部だけでなく、ぜひ他の学部や附属病院について興味を持ち、声を掛け合ってください。
お互いの専門分野や研究を知ってコラボレーションを始めたり、アドバイスを出し合いお互い
の良いところを伸ばしたり、いざという時にパッと協力できるような関係であってほしいと願っ
ています。このような交流が「日本の順天堂」から「世界の順天堂」に躍進する種の１つにな
ると思います。
今、本学の医学部・医学研究科は教育・研究・診療のすべてにおいて日本を代表するレベル
にあります。教員の皆さんは是非、自分の学部の学生を指導するだけではなく、世界をリード
し牽引するくらいの気迫をもって、自分の道を究めてください。そして国籍や性別を問わず、
教えを請う人には手を差し伸べてチャンスを与えてください。そこから知ることも学ぶことも
少なからず在るはずです。
教員は若者を伸ばし育てて世の中に貢献するのが仕事です。自らの教師としてのレゾンデー
トル（存在意義）
。それはどのような教育をして、教え子がどのような人物が育ったか、教え
子たちにどう思われているか、ということが教師としての評価です。そういう想いを頭の片隅
に置きつつ、自らの師と、客観的に見た自分を想い比べて理想とする教員像を求め、これから
も頑張ってください。ご清聴ありがとうございました。
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ウクライナ避難民に係るモルドバ調査団への派遣
本学医学部附属練馬病院救急・集中治療科の大場次郎准教授が、国際協力機構（ JICA）に
よるウクライナ避難民及び周辺国支援のための緊急人道支援・保健医療分野協力ニーズ調査団
の第二次調査団に参加しました。
大場次郎准教授のコメント
これまで、2013 年フィリピン台風被害、2015 年バヌアツサイクロン被害、2015 年ネ
パール地震被害に対する国際支援を経験しました。日本国内では災害支援、主に自然災害
に対する緊急医療支援に多く携わってきました。一人でも多くの被災者の方々の笑顔を見
ることができればとの想いで、活動を続けてきました。
今回の活動が今までの活動と圧倒的に異なる点は、人が起こしている人為的災害であると
いうことです。自然災害では、時間の経過と共に木々が芽吹き、まちが明るくなり、子供た
ちの笑顔が見られるようになり、徐々に町が復興に向かっていることや、明るい未来に進ん
でいることを肌で感じる瞬間が多々あります。しかし、ウクライナを含む周辺国の人々が心
配している事は侵攻によるさらなる被害拡大です。人為的災害の悲しさ、先行きが戦況に左
右される不安定さを強く感じました。日本国
内に居てできることは、関心を持ち続け、決
して風化させないことです。
一方で、原因が人為的災害であっても自
然災害であっても、避難してきた方々に必
要となる緊急医療は変わりません。地震や
豪雨など災害医療に向き合い乗り越えてき
た日本の技術や健康危機管理の知見は、世
界でも際立つと感じました。早く侵攻が終
結することを切望しております。

災害医療チームを効果的に配置できる場所を
確認する大場医師（左）写真提供：JICA

～派遣の経緯～
JICA は、ウクライナ避難民及び周辺国支援のため、緊急人道支援・保健医療分野協力ニー
ズ調査団をウクライナの隣国モルドバに派遣することを決定しました。医療関係者及び JICA
職員等で構成されたメンバーが 3/19( 土 ) に第一次調査団、4/5( 火 ) に第二次調査団として
日本を出発し、モルドバに支援に入りました。本学医学部附属練馬病院の大場次郎准教授は第
二次調査団に参団しました。
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第二次調査団が支援に入る時期まで、モ
ルドバにはウクライナから約 38.8 万名が
入国し、多くがルーマニアなどのモルドバ
国外に移動したものの、9.6 万名が引き続
きモルドバに滞在していました。ウクライ
ナ南部と国境を接し、九州ほどの国土に
264 万人が暮らすモルドバは、避難民が流
入するウクライナ周辺国の中でも経済基盤
日本を出発する調査団員
（左から2人目が大場医師）写真提供：JICA

が脆弱で、ひとり当たりの GDP は日本の
9 分の 1 です。ウクライナ難民の滞在によ

るモルドバの医療サービスのひっ迫が懸念されていました。
第一次調査団が避難所や病院訪問などを中心に精力的な調査活動を行った結果、①高度医療
を必要とする慢性疾患を抱えた避難民の流入によるモルドバの医療体制への負荷増大、②医療
機材の老朽化やメンテナンスを行う人材の不足、③ウクライナから多くを調達していた医薬品
をはじめとする医療資機材不足、等の課題を特定しました。第二次調査団はこれらの課題に対
する現地のニーズを具体化すべく、緊急性を要する医療機材の選定や優先順位付けを行い、支
援策を迅速に策定することができました。また、調査団はモルドバ保健省及び WHO が設置
した EMTCC（緊急医療チーム調整所：Emergency Medical Team Coordination Cell）に
参加し、各国緊急医療チームの活動調整、WHO の承認を得た災害医療情報の標準化手法の
MDS (Minimum Data Set) の活用による患者情報のデータ分析、情勢悪化に備えた緊急医
療チームの配置計画の策定等への支援を継続して実施しました。MDS の導入支援により患者
データが数値化・可視化され、避難民の求めている医療ニーズや傾向等が明らかになり、現
地の支援調整に貢献することができました。調査団により具体化された支援策については、
JICA およびパートナー機関が早期に実施するとともに、避難民を受け入れているモルドバを
含むウクライナ周辺国に対し、引き続き最大限の協力を行っていく予定です。
本学は、JICA と保健医療分野の連携協定を締結しており、調査団への協力は本協定に基づ
くものです。本学と JICA はこれまで、①タイ国政府と協力して皮膚・アレルギー学・形成外
科学の分野におけるアジア太平洋諸国・中近東・アフリカ諸国からの専門医育成教育を約 40
年以上続け、更に②高齢化対策や非感染性疾患対策に関する JICA 海外協力隊派遣、及び③ボ
リビアにおける保健セクターの事業などで協力してきました。今後も保健医療分野における連
携の加速が期待されます。
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JUIC 主任

ウクライナからの学生等への支援について

鈴木

隼人

本学は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻の影響により、教育や研究を継続することが
できなくなったウクライナの学生や研究者を支援しています。ロシア軍による空爆で病院や教
育施設が破壊され、学生・研修医・研究者などが学びの機会を失い将来に深刻な影響を及ぼし
ている中、ウクライナの未来をこれから築く者が学びを諦めることのないように、彼ら彼女ら
を一時的に受け入れ教育・研究環境を提供しています。
6/29 現在、医学部生、研修医、医学系の研究者 18 名の受け入れが決定しています。医学
部生は本学医学部生とともに臨床実習に参加し、研修医や研究者は専門に応じた講座にて実習・
研修を行う予定です。
こ う し た 教 育・ 研 究 活 動 に 加 え て、 本 学 教 員 や 学 生 と も 様 々 な 交 流 を 行 っ て い ま す。
6/15( 水 ) および 17( 金 ) には、小川理事長、新井学長、服部医学部長との懇談会および昼
食会が行われました。学生からは自身の専門分野に関する質問がなされた他、ウクライナでの
新型コロナウイルスの状況について様々な意見が交わされるなど、和やかな会となりました。

小川理事長、服部医学部長との懇談会・昼食会

小川理事長、新井学長との懇談会・昼食会

ウクライナの医学部生 5 名が、
消化器外科で見学型臨床実習を行いました

文責：消化器外科 ( 上部 ) 准教授、
国際共同研究機構

折田

創

6/6( 月 ) ～ 24( 金 )、ウクライナの医学部生 5 名が、消化器
外科学講座にて（上部消化管外科学 2 名、下部消化管外科学 2 名、
肝・胆・膵外科学 1 名）見学型臨床実習を行いました。
実習は手術見学が中心で、なかでもロボット手術には全員が
高い関心を寄せていました。本学メディカルテクノロジー・シ
ミュレーションセンターで体験実習を行い、腹腔鏡のシミュレー
ターでトレーニングを行うなど、連日楽しくかつ熱心に取り組
みました。最終日には「実習報告を行いたい」との提案があり、 肝・胆・膵外科学の齋浦教授と見学した学生
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医局で成果報告会を行ったところ、本学医学部生
の参加もあり、関心の高さを伺わせました。
彼らの実習に対し、自主的にサポートを名乗り
出てくれた学生もいました。医学部５年金井ひな
たさんと宮崎アリシアさんは、手術中の通訳や
日々のサポートなどに務めてくれました。
他にも、臨床研修中のケンブリッジ大学の学生
と夏期学生として来日中のジョンズホプキンス大

シミュレーションセンターの体験実習の様子

学理学部の学生を交えての交流会も開かれ、大変有意義な実習となりました。「将来医師とし
て再来日し、本学の優れた低侵襲手術を学びたい」という夢を語る学生もいました。

ウクライナの医学生２人がダビンチ手術を見学
（左から下部消化管外科学の坂本教授、
上部消化管外科学の峯教授、宮崎さん）

上部消化管外科学 那須准教授（右端）
の
クルズスにて成果報告のプレゼンテーション

ウクライナの医学生との授業活動での交流

医学部一般教育外国語研究室
教授

浅野

恵子

2 月からの軍事侵略におけるウクライナ戦禍の昨今、学校法人順天堂では、6 月からウクラ
イナからの医学部生及び研修生を受け入れております。悲惨な戦時下で、一陣が入国を果たし
ました。その後、特に同じ医学関連を志す同世代の順天堂大学の医学部生と保健医療学部の学
生が授業活動を通して交流を深めました。
ウクライナからの学生の多くが日本の文化や医学教育について強い興味を持っていたことか

医学部1年生の授業に参加

医学部学生との交流会の様子
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ら、医学部の 1 年生の英語のクラスや国際医学教育塾、及び保健医療学部におけるランチタ
イム医療英会話セミナーに参加してもらいました。英語という共通言語を駆使して、お互いの
国の文化、医療制度、医学部における教育など、どのクラスでも時間が足りないくらいディス
カッションを熱心に行っている姿がとても印象的でした。もちろん堅苦しい内容ばかりではな
く、同世代の流行の共通話題なども楽しそうに語り合っているようでした。
今も続く戦火で、自国での過酷さを拭い去ることは困難でしょうが、順天堂において、日本
の学生との交流で少しでも安心できる時間が過ごせたとしたら、本望だと思う次第です。一日
も早く、彼らが安全に教育が受けられる環境になることを願ってやみません。

保健医療学部のセミナーに参加

保健医療学部の教職員と

ウクライナからの学生・研修医・研究者の受け入れについて
本学は、他を思いやり、慈しむ心、本学の学是『仁』の精神に基づき、未来を担う彼ら彼女
らが学業を継続できるよう、引き続き支援に取り組んでまいります。
本学のウクライナからの学生・研修医・研究者への支援内容は次の通りです。
１．受 入 対 象：ロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、教育や研究の機会を安全に
確保することができなくなった学生・研修医・研究者
２．受入れ期間：2022 年 7 月より 3 か月または 1 年間（予定）。
ただし、ウクライナ情勢の行方により延長の可能性あり。
３．ウクライナの学生等に対する本学の支援
（1）渡日・帰国に必要な往復航空券  
（3）生活支援金：月額 6 万円       

  
（2）本学の寮の無償提供

      
（4）授業料の不徴収

また、こうした支援のために緊急支援募金へのご協力をお願いしており
ます。詳細は学内ポータルサイトにて詳細をご確認のうえ、趣旨にご賛
同いただいた多くの皆様からご支援を賜りますようお願い申し上げます。
https://portal.med.juntendo.ac.jp/news/nid00001405.html

J untendo

25

No.3 2 3

法人だより

練馬病院臨床検査科 元技師長

瑞宝双光章を受章して

石井

清

この度、学校法人順天堂より推薦をいただき、瑞宝双
光章を受章いたしました。これもひとえに小川秀興理事
長はじめ病院関係者皆様のご指導ご支援の賜物と思い深
く感謝しております。
令和 4（2022）年 4 月 29 日付での受章でありましたが、
勲章伝達式や皇居における拝謁は新型コロナウイルスの
感染対策で中止となり誠に残念でした。しかし、名誉あ
る章を受章できたことは、大変光栄なことと感謝してお
ります。
石井技師長

私は、昭和 52(1977) 年 4 月から 1 年間、臨地実習生

として順天堂大学医学部附属順天堂医院中央臨床検査室（現 臨床検査部）で教育や技術指導
を受け、翌昭和 53(1978) 年 4 月に就任いたしました。就任から平成 25(2013) 年 3 月まで
順天堂医院で 35 年間勤務し、その後、練馬病院へ配置換えとなり、本年 3 月に定年を迎える
までの 9 年間、練馬病院での業務を全ういたしました。
昭和 56（1981）年 1 月には、約 1 カ月間、外務省領事移住部東南アジア巡回医療団員と
して当院膠原病内科の医師 2 名とともに東南アジア諸国 4 カ国（ベトナム、ラオス、インド
ネシア、パプア・ニューギニア）11 箇所を巡回し、在住外務省職員や在留邦人の健康診断検
査（生化学、血算、尿一般、尿沈渣、糞便検査）を行いました。昭和 59（1984）年 4 月には、
約 1 年半、国際協力機構（JICA）の技術協力専門家として南米パラグアイ国に派遣され、現
地職員に血液、細菌、尿一般、緊急検査の教育と技術指導を行いました。言葉も通じなく試薬
や機器備品の乏しい発展途上国での教育と技術指導には苦労もありましたが、良い経験となり
ました。
練馬病院に着任してからは、順天堂医院時代に臨床検査医学講座の先生方の指導下で投稿し
た論文が評価され、平成 27（2015）年度日本検査血液学会学術賞を受賞することができまし
た。また、同年 11 月には、公益社団法人日本臨床検査同学院主催の緒方富雄賞を受賞し、令
和 2（2020）年 6 月には、公益財団法人黒住医学研究振興財団主催の福見秀雄賞を受賞する
ことができました。そして今回の受章となり、大変光栄なことであります。
多数の賞を受賞できたのも長年にわたりご指導いただいた順天堂の諸先生方や先輩、同僚、
そして順天堂全職員の皆様のおかげであり、心より感謝申し上げます。
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教授就任にあたって

教授就任にあたって
医療看護学研究科 教授
医療看護学部 教授（併任）

種市

ひろみ

この度、2022 年 6 月 1 日付で医療看護学 研 究科ならびに医療看
護学部在宅看護分野の教授を拝命いたしました。就任に際し、小川秀
興理事長、新井一学長、植木純医療看護学研究科長・医療看護学部
種市

ひろみ 教授

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。

私は、千葉大学看護学部を卒業し、看護師及び保健師の資格を取得、静岡県立こども病院
NICU にて 3 年間の臨床経験を積みました。結婚と同時に北海道に移り住み、一時現場を離れる
こととなりましたが、知り合いの保健師の勧めにより、疾患や障害のある方を訪問する「訪問指導員」
となりました。当時は、介護保険制度施行前で、訪問看護制度も浸透していない状況下、疾患や
障害をもつ方々の在宅療養には多くの困難がありました。当時の老人保健法に基づく訪問指導で
は医療的処置には関われず、歯がゆい思いでいたことを思い出します。介護保険制度が施行された
2000 年、
介護支援専門員
（ケアマネジャー）として活動を開始し、
制度開始直後の混とんとした中で、
地域保健・医療を学ぶ必要性を実感しました。そこで、2001 年札幌医科大学大学院保健医療学
研究科に入学、2003 年修士号（地域看護）を取得し、その後、保健師や教員として、在宅看護
の基盤となる経験を積んでまいりました。
在宅看護は、1997 年に看護 師 養 成 課 程に「在

たねいち

種市

ひろみ

宅看護論」が規定され、
教育に位置付けられました。 【学歴及び職歴】
1984年3月 千葉大学看護学部 卒業
比較的歴史が浅い分野ですが、超高齢社会である
1984年4月 静岡県立静岡こども病院 看護師(～1987年3月)
日本において、在宅看護・継 続看護を実 践し、地 1994年6月 札幌市 訪問指導員
域包括ケアシステムに対応できる看護職の養成は 2000年4月 札幌市在宅福祉サービス協会 介護支援専門員
2001年4月 札幌医科大学大学院保健医療学研究科看護学専攻修士課程 入学
急務です。順天堂大学にて、看護学部生及び大学
2003年3月 同 修了
院生への教育に携わる機会を得て、地域で療養す 2003年3月 札幌市中央区役所 保健師
るあるいは介護予防を必要とする方々への支援を包 2004年3月 専門学校北海道保健看護大学校 専任教員
括的、継続的視点を持って支援できる看護職を育 2008年4月 獨協医科大学看護学部 助教
2008年8月 同 医学部公衆衛生学 研究生
成したいと決意を新たにしております。研究テーマと 2010年4月 同 看護学部 学内講師
しては、認知症、高齢者の介護予防を目的とした研 2013年4月 同 講師
究をしております。住み慣れた地域で自分らしく暮 2014年2月 博士号（医学）取得（獨協医科大学）
2014年4月 首都大学（現 東京都立大学）、獨協医科大学 第2号国内研修員（～同年6月）
らし続けるために、データに基づき、効果的な支援
2014年7月 豪州モナシュ大学、獨協医科大学 第2号海外研修員（～同年9月）
方法を地域に暮らす方々と共に作り上げていくこと 2015年4月 獨協医科大学看護学部 准教授、
獨協医科大学大学院 看護学研究科 准教授（併任）
ができれば何よりと思っております。
2019年4月 東都大学幕張ヒューマンケア学部看護学科 教授
皆様の一層のご指導とご鞭撻を賜りますよう、何
2022年6月1日より現職
卒宜しくお願い申し上げます。
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子どもたちが安心して診察を受けられる病院に

練馬病院 事務部長事務取扱

～練馬病院内にヒーリングアートを設置～

井田

豊太郎

総合小児科外来のドア ～紙の国のパレード～

練馬病院では、来院・入院する子どもたちが抱える大きな不安を少しでも和らげるために、
ヒーリングアート分野で見識がある女子美術大学の協力を得て、ヒーリングアート「紙の国の
パレード」
「動物たちの森のパーティー」を院内に設置しました。
“ ヒーリングアート ”（癒しの芸術）とは
病院の小児病棟や介護福祉施設を中心に、アートの設置による心の安らぐ空間づくりを
目的としたプロジェクトです。白く無機質な病院の環境を、アートによって改善していき
たいというコンセプトで始められました。（女子美術大学ヒーリング表現領域より）

■ヒーリングアート設置の背景
練馬病院では、改修工事に伴い小児病棟・総合小児科外来をリニューアルしました。真っ白
なドアや壁、大きな部屋番号は清潔感があり明るい印象となりましたが、小児科のスタッフに
は「子どもたちがもっと安心して治療を受けられるような環境にしてあげたい」という想いが
ありました。また、病棟スタッフも、入院中の子どもたちが抱える不安を解消して、慣れない
入院生活の中で少しでも楽しみを与えてあげたいと考えていました。
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■ヒーリングアートの展開
総合小児科外来

～紙の国のパレード～

子どもたちに心穏やかにスムーズに診察を受けられるようになってほしいという想いから、
各診察室ドアの目印を兼ねて、折り紙風の動物たちがパレードをしているように見える楽しい
世界観とし、各ドアに、キリン、ゾウ、パンダなどをデザインしました。
今にも動き出しそうなカラフルな動物たちが、病院の診察室を親しみやすい場所へと変えて
くれました。診察室に入るのが怖いと思うお子さんでも、動物たちが待っているドアなら開け
てみたくなるかもしれません。

総合小児科外来のドア ～紙の国のパレード～

小児病棟

～動物たちの森のパーティー～

入院中の子どもたちが安心して治療を受けられるよう、にぎやかで明るく、楽しい「動物
たちの森のパーティー」がテーマです。森で動物たちが思い思いにパーティーの準備をして
います。
水彩の絵の具と色鉛筆の柔らかい色調で、動物たちが「ひとりじゃないよ」と語りかけてく
るような、安心できる空間になりました。入院生活に不安を覚える子どもたちが少しでも心安
らぐ時間を過ごせるように、動物たちが応援しています。

小児病棟

～動物たちの森のパーティー～
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■メッセージ

練馬病院小児病棟看護師長

藤岡

かおり

来院する子どもたちと出会う中で、一人一人の個性や、未来への可能性を肌で感じな
がら日々業務にあたる中、病院で過ごす時間が「少しでも子どもやご家族の癒しの時間
になればいいな」という想いがあります。
「この動物は何？」「ペンギンさんは何羽いるかな？」「風船の色は何色？」少し大きく
なると「ペンギンさんはどんな気持ちかな？」など…年齢に応じて楽しみ方は様々です。
思うように外出できないお子様にも、ヒーリングアートを通して、美術鑑賞をお楽しみい
ただければと思います。スタッフ一同、皆様の笑顔が輝くことを願っております。
■順天堂と女子美術大学との関係
順天堂大学と女子美術大学は 2015 年 5 月に連携・協力に関する基本協定を締結しました。
この協定に基づき、
「佐藤志津・小川秀興賞」※の表彰、双方の特長を活かしヒーリングアート・
癒し・スポーツメンタルなどを切り口とした様々な分野・領域での連携協力や、新たな取り組
みに挑戦しています。（※ 詳細は『順天堂だより』2022 年５月号 34 ページをご覧ください。）

国際交流センター（JUIC）近況

国際交流センター
主任

～国際化ビジョンの進捗状況～

鈴木

隼人

国際交流センター（ JUIC: Juntendo University International Center）は 2008 年に開設
され、小川秀興センター長（理事長）のご指導の下に本学の国際化の推進に力を注いでおりま
す。本学は、2015 年に順天堂大学国際化ビジョンを策定し、国際性に富んだ人材育成、国際
的研究拠点の形成、本学が有する国際レベルの知的財産の社会還元、学内体制の国際化を進め
ておりますが、本稿では「国際化ビジョン」において設けられた次の 4 つの数値目標の現在
の状況をご報告します。
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①正規留学生数（本学での学位取得を目的に正規学生として入学した学生の数。）
順調に増え、既に 2022 年度目標を大幅に越えております。2022 年度は既に 137 名が在籍
しており、後期にも入学予定者がおります。
②短期受入留学生数（本学で 3 日間以上研修を実施した、海外機関・施設に所属する学生の数。）
新型コロナウイルスの感染拡大による日本国政府の入国制限により、2020 ～ 2021 年度の
実績は大幅に減少しました。しかし、2022 年度は入国制限が解除され、また国際教養学部
において交換留学生の受け入れが開始されるなど、以前の水準まで戻り、目標値に達するこ
とが期待されます。
③国際交流協定校数（本学と交流協定を締結している海外機関・施設の数。ただし、複数の学
部・研究科において同一の機関と協定を締結している場合には重複を除く。）
この 5 年間で順調に増え、2022 年度の目標を達成できる見込みです。
④海外留学・研修等学生数（長・短期含む）
（海外機関・施設で 3 日以上研修した学生の数。ただし、
海外での学会発表や海外での競技大会への参加者は含めない。）
新型コロナウイルスの感染拡大による日本国政府や海外諸国の出入国制限により、2020 年
度以降の実績は大幅に減少しました。しかし、この間オンライン留学という新しい試みが開
始され、また 2022 年度からは各学部等において海外研修が再開されるなど海外への留学生
数は順調に回復する見込みです。
当センターは「国際化ビジョン」に基づき、今後も各学部・研究科と協働して、本学の国際
化推進に貢献してまいります。

（順天堂ニュース 6、７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 4 年 3 月 31 日付			
退

任

飯塚

順彦

総務局

コンプライアンス推進副責任者（併任）

吉村

雅文

大学院スポーツ健康科学研究科

コンプライアンス推進責任者（併任）

和氣

秀文

大学院スポーツ健康科学研究科

コンプライアンス推進副責任者（併任）

永原

章仁

医学部

コンプライアンス推進副責任者（併任）

川島

徹

医学部附属浦安病院

コンプライアンス推進副責任者（併任）

浪越

隆

医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター

コンプライアンス推進副責任者（併任）

吉村

雅文

スポーツ健康科学部

コンプライアンス推進責任者（併任）
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和氣

秀文

スポーツ健康科学部

コンプライアンス推進副責任者（併任）

町田 修一

スポーツ健康科学部

コンプライアンス推進副責任者（併任）

上野

恭子

医療看護学部

コンプライアンス推進副責任者（併任）

大熊

泰之

保健看護学部

コンプライアンス推進責任者（併任）

令和 4 年 4 月 1 日付			
就

任

石関

貴衛

総務局

コンプライアンス推進副責任者（併任）

和氣

秀文

大学院スポーツ健康科学研究科

コンプライアンス推進責任者（併任）

町田 修一

大学院スポーツ健康科学研究科

コンプライアンス推進副責任者（併任）

櫻井

隆

医学部

コンプライアンス推進副責任者（併任）

鈴木

健司

医学部附属順天堂医院

コンプライアンス推進副責任者（併任）

田村

直人

医学部附属順天堂医院

コンプライアンス推進副責任者（併任）

奥澤

淳司

医学部附属順天堂医院

コンプライアンス推進副責任者（併任）

唐島

孝彰

医学部附属浦安病院

コンプライアンス推進副責任者（併任）

佐藤

忠弘

医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター

コンプライアンス推進副責任者（併任）

和氣

秀文

スポーツ健康科学部

コンプライアンス推進責任者（併任）

水野

基樹

スポーツ健康科学部

コンプライアンス推進副責任者（併任）

田中登志雄

スポーツ健康科学部

コンプライアンス推進副責任者（併任）

櫻井しのぶ

医療看護学部

コンプライアンス推進副責任者（併任）

小池

道明

保健看護学部

コンプライアンス推進責任者（併任）

三宅

一德

医療科学部

コンプライアンス推進副責任者（併任）

六車

仁志

医療科学部

コンプライアンス推進副責任者（併任）

大学院医学研究科静岡災害医学研究センター

教授（併任）

令和 4 年 4 月 9 日付			
退

任

小池

道明

令和 4 年 4 月 30 日付			
退

任

岡嶋

勝信

総務局総務部総務課

課長補佐（併任）

髙澤

祐治

さくらキャンパス安全衛生管理室

室長（併任）

柴田

展人

さくらキャンパス安全衛生管理室

産業医（併任）

令和 4 年 5 月 1 日付			
就

任

黄田

常嘉

さくらキャンパス安全衛生管理室

室長（併任）

深尾

宏祐

さくらキャンパス安全衛生管理室

産業医（併任）

早乙女秀雄

大学院医学研究科難治性疾患診断・治療学 客員教授
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山口

陽子

大学院医学研究科老人性疾患病態・治療研究センター 客員教授

早乙女秀雄

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

田邉

新一

大学院医学研究科共同研究講座（Pandemic Ready 共同研究講座） 客員教授

大嶽

浩司

大学院医学研究科共同研究講座（デジタルセラピューティクス講座） 客員教授

山口

陽子

医学部病理・腫瘍学講座

客員教授

渡野邉郁雄

医学部外科学教室・消化器外科学講座（肝・胆・膵外科学） 先任准教授

大久保勝己

総務局財務部財務課

課長補佐

峰島三千男

社会連携推進室

分室長（併任）

泉

浩

浦安・日の出キャンパス安全衛生管理室

室長（併任）

長岡

功

浦安・日の出キャンパス安全衛生管理室

産業医（併任）

長岡

功

順天堂大学（浦安・日の出キャンパス担当） 校医（併任）

三宅

一德

順天堂大学（浦安・日の出キャンパス担当） 校医（併任）

浩

順天堂大学（浦安・日の出キャンパス担当） 校医（併任）

泉

令和 4 年 6 月 1 日付			
就

任

配置換え

訃

赤澤

智宏

大学院医学研究科共同研究講座（唾液 1ml を用いた認知症バイオマーカー開発講座） 教授（併任）

福田

真嗣

大学院医学研究科共同研究講座（細菌叢再生学講座） 特任教授

服部

正平

大学院医学研究科共同研究講座（唾液 1ml を用いた認知症バイオマーカー開発講座） 客員教授

藍

智彦

医学部臨床検査医学講座

先任准教授（臨床）

種市ひろみ

大学院医療看護学研究科

教授

種市ひろみ

医療看護学部

教授（併任）

梅澤千賀子

医学部附属順天堂医院健康スポーツ室

課長補佐

鷺坂

医学部附属順天堂医院事務部サービス課

課長

光子

報

ご冥福を祈り、謹んでお知らせします。
山田

紘

殿

体育学部

S38 年卒

令和 4 年 5 月 19 日逝去

中井

幸三

殿

体育学部

S51 年卒

令和 4 年 5 月 22 日逝去

安田

則夫

殿

体育学部

S34 年卒

令和 4 年 5 月 29 日逝去

和田

昌士

殿

医学部（耳）

S44 年卒

令和 4 年 6 月 6 日逝去

佐藤

竜太

殿

体育学部

H 7 年卒

令和 4 年 6 月 11 日逝去

稲見

邦晃

殿

医学部（内）

S38 年卒

令和 4 年 6 月 28 日逝去

石垣

金星

殿

体育学部

S43 年卒

令和 4 年 6 月 30 日逝去
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本郷・お茶の水キャンパス事務室

医学研究科近況

事務長事務取扱者

阿部

弘明

１．医学研究科（修士課程・博士課程） 2023 年度入学試験概要
2023 年度の入学試験を下記の通り実施致します。
選抜方法、試験日程等は以下の通りです。①一般入学試験、②社会人入学試験、③外国人留学生
入学試験［＊特別永住者を除く］、④外国在住外国人留学生入学試験（渡日前入学許可制度）※ 1
詳細は、ホームページの「大学院学生募集要項」にてご確認ください。
■ 2023 年度 春入学
区

分

出願期間
入学試験日

Ａ日程試験

選抜方法

Ｂ日程試験

2022年7月19日
（火）
～

2022年11月7日（月）～

2022年8月26日
（金）

2022年12月9日（金）

2022年9月8日
（木）

2023年1月12日（木）

①

②

③

④

○

○

○

○

○

○

○

○

語学試験

10:00～11:30（90分）

10:00～11:30（90分）

○

○

○

×※ 1

口述試験

13:00～

13:00～

○

○

○

○

○

○

○

○

合格発表日

2022年10月14日
（金）
正午

2023年2月17日（金）正午

※ 1：④外国在住外国人留学生入学試験（渡日前入学許可制度）では、出願時点において、本学が定める一定
の語学基準（TOEFL、IELTS、TOEIC、JLPT のいずれか）を満たしている必要があります。

医学研究科ホームページ
https://med.juntendo.ac.jp/

本郷・お茶の水キャンパス事務室

医学部近況

事務長事務取扱者

阿部

弘明

１．医学部１年生の病院見学（代替行事）
医学部 1 年生の学事には順天堂医院の病院見学があります。今年度も新型コロナウイルス感
染症が収束していないことを鑑みて院内見学を行わず、会場を分散して説明会を開催しました。
6/8（水）
、順天堂医院の全面的な協力のもと、院内の様々な部署のスタッフからそれぞれ
の業務について説明いただきました後、高橋和久院長と岡田綾看護部長にご講演をいただきま
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した。
医師を目指す学生は病院を支える多種多様な職
種について多くのことを学ぶと共に、医療チーム
の一員としての自覚を高めることができました。
2.

オ ス キ ー

M4 保護者向け CBT・OSCE 説明会開催
6/4( 土 )、医学部 4 年生の保護者を対象とした

各部署からの説明

CBT・OSCE の説明会をオンライン（Zoom）で
開催し、多くの方にご出席いただきました。
医学教育研究室の冨木裕一教授による
CBT と OSCE の概略説明に加え、過去に
CBT 試験を１回でクリアできなかった先輩
の事例について原因を分析した上で、4 年
生が普段の生活から心掛けておくべき習慣
についてアドバイスがあり、保護者の方々
は皆熱心に耳を傾けていました。冨木教授
と保護者の間で活発な質疑応答も行なわれ、
約 1 時間 30 分におよぶ説明会は盛況のうちに終了しました。
３．医学教育・卒後教育ワークショップの開催

7/15（金）
、本郷・お茶の水キャンパスにおいて医学教育・卒後教育ワークショップを開催
しました。多数の教職員、大学院生、研修医、医学部学生が参加し、活発に意見を交わしまし
た。各討議テーマは次の通りです。
・医学教育テーマ：『学修効果を高めるための新たな視点と改善』
分科会 A1：
『共用試験後アンケートから臨床実習前教育の改善点を探る』
分科会 A2：
『卒業試験後アンケートから臨床実習の改善点を探る』
・卒後教育
分科会 B1：
『大学院においてより良い研究を目指すため何をすべきか』
1) 基礎講座と臨床講座の連携（社会医学を含む）
2) 横断的指導体制の強化（マルチプルメンターズ）
『クリニカルクラークシップで研修医と共に学ぶことができる教育の在り方』
分科会 B2：
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医学部ホームページ
https://med.juntendo.ac.jp/

さくらキャンパス事務部

スポーツ健康科学部近況

部長事務取扱者

大竹

淳雅

１．2022 年度オープンキャンパス
5/21（土）
、今年度 2 回目のオープンキャンパスを開催し、本学部を志望する高校生とその
保護者（92 組 184 名）にご参加いただきました。また、公募で集まった在学生の学生サポー
ターを中心に、さくらキャンパス内の施設・設備を見学する「キャンパスツアー」を実施しま
した。学生サポーターとして協力してくれた在学生にとっても、高校生や保護者との交流は楽
しくも有意義な機会となりました。
昨年度まで、新型コロナウイルス感染症対策でオープンキャンパスはオンライン開催が中心
でしたが、今年度は感染対策を徹底し可能な限り対面で実施する方針で検討を進めています。
また、今年は現時点で下記の通り 7 回の開催を予定しています。
【2022 年度のオープンキャンパス等実施計画】
開 催 日

イベント名

実施形式

3 月 26 日（土）

オープンキャンパス

オンライン

5 月 21 日（土）

オープンキャンパス

対面

7 月 2 日（土）

オープンキャンパス

対面

8 月 6 日（土）

入試説明会

オンライン

8 月 20 日（土）

オープンキャンパス

対面

9 月 3 日（土）

入試説明会

オンライン

オープンキャンパス

対面

11 月 26 日（土）

２．新体育館・屋内プール新築工事の地鎮祭
5/26（木）
、新体育館・屋内プール新築工事（2023 年 7 月竣工予定）の地鎮祭が執り行わ
れ、小川理事長をはじめとする法人幹部の皆さまにご臨席頂きました。新体育館・屋内プール
は、2021 年 4 月の学部入学定員増（410 名から 600 名に増員）と併せて計画されたもので、
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さくらキャンパス念願の屋内プールを備えた運動施設となります。
新体育館は天井高 12.5m、バレーボール、バスケットボール等の屋内競技の公式戦が開催
できる規模で、観客席エリアも確保されており、観客を入れた公式戦の実施が可能です。
屋内プールは 50m × 10 レーンで、完成すると「公認競泳プール国内一般 AA」の基準を
クリアし、日本水泳連盟が主催する大会を開催できるプールとなります。また、横方向に使
用する場合は 25m × 20 レーンを確保できます。屋内プールに導入した可動床は、0 ｍから
2.25 ｍまで水深を変更でき、水球競技を含むアスリートの使用から高齢者や小児を対象とす
る公開講座まで、幅広い活用が期待されています。

新体育館・屋内プール外観パース

新体育館・屋内プール鳥瞰パース

３．令和 4 年度 ゴミゼロ運動
5/29（日）
、印西市の「ゴミゼロ運動」に啓心
寮生が参加し、さくらキャンパス周辺の公道を中
心に清掃活動を実施、地域の環境美化に貢献しま
した。
印西市の「ゴミゼロ運動」は昭和 57 年に始まっ
た環境美化運動で、市民が協力し道路上に散乱ご
み等の一斉清掃等を行っています。毎年 5 月 30
日（ゴミゼロの日 ) を基準日としており、さくら

ゴミゼロ運動に参加した啓心寮生

キャンパスもこの趣旨に賛同し、毎年、啓心寮生
が中心となって同運動に協力しています。
４．教育実習事前指導
6/18（土）
・19（日）
、教職課程を履修している 3 年生（243 名）を対象とした教育実習事
前指導を、今年度は感染対策を徹底したうえで、対面形式で実施しました。講師は、全国各地
で活躍している保健体育科教員を中心とした 12 名（本学部 OB・OG）に依頼しました。
初日は 1 グループ 20 名程度のグループで、午前中は「教育実習の意義と心構え」や「指
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導案の作成について」を講義形式で実施しました。午後は、参加学生が事前に作成した学習
指導案を基に、実際の教育実習で活用できるように個別的・具体的に指導いただきました。2
日目は前日に学生が作成・修正した指導案に基づいて、体育と保健の模擬授業を実施しました。
教育実習事前指導は、教員免許の取得に必要な教育実習を直前に控えた学生が、教育実習へ
の心構えや意義を学ぶとともに、基礎的な実践的指導力を身に付けることを目的に毎年開講し
ています。

全体講義の際の講師紹介

OB・OGによる模擬授業の指導

スポーツ健康科学研究科・学部ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/hss/

運動部の主なる戦績

（2022 年 6 月 19 日現在）

1．陸上競技部

・男子 3000m 障害
１位

①第 101 回関東学生陸上競技対抗選手権大会

２位

（5/19 ～ 22：東京・国立競技場）

村竹ラシッド（３年）13"31(-1.2)

・男子 800 ｍ

・男子 5000m

３位

三浦龍司（３年） 13'42"35

根本大輝（院１年）1'47"49

・男子 400mH

・男子 10000m
１位

8'14"47

・男子 110mH

（関東インカレ）

１位

三浦龍司

６位

伊豫田達弥（４年）28'42"35

小野寺将太（院１年）50"49

・女子 800m
１位

山口光（４年）

2．体操競技部

2'08"14

①第 61 回 NHK 杯体操

②第 106 回日本陸上競技選手権大会
（6/9 ～ 12: 大阪・ヤンマースタジアム長居）
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④第９回アジア体操競技選手権大会

・男子個人総合
１位

（6/15 ～ 18：カタール・ドーハ）

橋本大輝（３年） 257.793

・男子団体総合

・男子種目別ゆか
５位

・男子種目別鉄棒

４位

橋本大輝

14.133

８位

三輪哲平

14.000

４位
８位

４位

橋本大輝

14.900

５位

三輪哲平

14.866

橋本大輝

13.300

三輪哲平

14.400

橋本大輝

13.300

・女子種目別跳馬
８位

青木萌（１年） 12.683

・女子種目別段違い平行棒

86.500

５位

・男子種目別平行棒

髙木藍（１年） 12.700

14.800
3．スカッシュ部

・男子種目別鉄棒
橋本大輝

14.466

６位

・男子個人総合

１位

三輪哲平

・男子種目別鉄棒

江俣有寿彩（２年）、日髙大輝（２年）

橋本大輝

４位

７位

412.450

橋本大輝、森川顕範（３年）、

1位

14.700

・男子種目別平行棒

三輪哲平、村山覚人（４年）
、

橋本大輝

橋本大輝

７位

（5/19 ～ 21：群馬・高崎アリーナ）
１位

３位

・男子種目別あん馬

14.266

②第 55 回東日本学生体操競技選手権大会

１位

13.000

・男子種目別ゆか

・男子種目別鉄棒

・男子団体総合

日髙大輝

（6/18 ～ 19：東京体育館）

14.766

三輪哲平

14.067

⑤第 76 回全日本体操種目別選手権

・男子種目別平行棒

６位

日髙大輝

・男子種目別あん馬

・男子種目別跳馬

橋本大輝

日本代表チーム

（日髙大輝（２年） 249.500）

三輪哲平（４年） 14.233

・男子種目別つり輪

７位

２位

①ダイナム CUP SQ-CUBE OPEN 2022 in

15.000

YOKOHAMA

③第 20 回全日本タンブリング・ダブル

（5/3 ～ 5：神奈川・ヨコハマスカッシュ

ミニトランポリン競技選手権大会
（6/4 ～ 5：静岡産業大学磐田キャンパス）

スタジアム SQ-CUBE）

・女子タンブリング

・女子選手権

１位

北折愛里（2 年）

３位

22.600
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浦安キャンパス事務室

医療看護学研究科近況

事務長事務取扱者

松原

広幸

１．研究計画発表会、研究経過発表会
5/28（土）
、浦安キャンパス 13 教室で、9 時か
ら博士前期課程「研究計画発表会」、13 時 30 分
より博士後期課程「研究経過発表会」を Zoom 併
用で開催しました。
博士前期課程「研究計画発表会」では 2 年生
28 名が、一人あたり 7 分間（発表 5 分間、質疑
応答 2 分間）の持ち時間で研究計画を発表しまし
た。研究科委員会で承認された研究計画を発表し、

研究計画発表会で発表する大学院生

今後の研究（修士論文）に関する指導・助言を得ることで研究活動の充実を図っています。
また、
博士後期課程「研究経過発表会」では 2 年生 10 名が、一人あたり 15 分間（発表 10 分間、
質疑応答 5 分間）の持ち時間で発表しました。研究計画及び現時点までの研究成果を発表し、
研究指導教員や同補助教員以外の教員等から助言・指導を受け、研究計画及び進捗状況を確認
しました。
両課程ともに研究論文の完成と課程修了を目指した、充実した発表会となりました。
２．大学院説明会
医療看護学研究科では、学是『仁』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。
本研究科をより知って頂くために 6/18（土）、7/23（土）大
学院説明会を開催します。詳細は医療看護学研究科ホームペー
ジをご覧ください。
医療看護学研究科説明会
https://www.juntendo.ac.jp/graduate/nurs/
admission/oc.html

3．第 2 回日中看護学国際シンポジウム
6/25（土）
、順天堂大学と中国医科大学の共催で第２回日中看護国際シンポジウムをオンラ
インで開催しました。
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浦安キャンパスからは、特別講演として植木純研究科長が『コロナ禍から未来につなげる大
学院医療看護学研究科の研究活動と国際化の推進』、看護教育に関する講演として寺岡三左子
教授が『看護シミュレーション教育の現況と大学院教育研究センターにおける将来展望』とい
うテーマで講演を行い、若林律子教授が座長として参加しました。シンポジウムでは、日本・
中国・オーストラリアの参加者から大学、病院等における看護教育や臨床看護、地域在宅支援
についての講演があり、終日に渡って学術交流を行いました。
コロナ禍の影響もあり今回はオンラインでの開催となりましたが、次回第３回シンポジウム
は本学が主幹となり、２年後に日本での開催を見込んでいます。

開会式で挨拶をする植木研究科長

演者として紹介される寺岡教授

医療看護学研究科ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/graduate/nurs/

医療看護学部近況

浦安キャンパス事務室
事務長事務取扱者

松原

広幸

1．Open Campus 開催、病院見学会、学内進学相談会
夏期の Open Campus を 8/5（金）、6（土）の 2 回開催します。新型コロナウイルスの感
染状況を踏まえて参加人数を制限した現地開催を予定しています。なお、各回とも事前予約が
必要です。
オープンキャンパスでは、順天堂大学について紹介し、医療看護学部の特徴や看護の魅力を
伝える「学部説明」
「公開講義」
「プロフェッショナルへの道」「キャンパスクルーズ」などを
企画しています。
また、
9/3（土）に学内進学相談会を開催します。「学校推薦型選抜・帰国生選抜」対策として、
小論文、面接試験の説明、教員による個別相談会を企画しています。
興味のある方は是非、次ページの HP よりお申込みください。
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医療看護学部ホームページ
http://www.nurs.juntendo.ac.jp/

三島キャンパス事務室

保健看護学部近況

事務長事務取扱者

門脇

玲子

1．授業開始
新学期開始から 3 か月が経過しました。三島キャンパス内では十分な感染対策を講じ、全
学年で原則として対面式授業を実施しています。また、医学部附属静岡病院を中心とした臨地
実習も順調に進められています。キャンパス内は、仲間と共に大学生活を送ることのできる笑
顔と明るい声に満ちています。
さて、三島キャンパスは開学から 13 年目を迎えました。校庭の樹木もすくすくと育ち、今
年も梅の木には沢山の実がなりました。青々として爽やかに、学生と共に大きく成長していま
す。新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、次第に行動制限が緩和されています。今後は課外
活動やボランティア活動など、学生活動も一層活発になることが期待されます。緑豊かなキャ
ンパスで伸び伸びと学び、正しい知識や看護技術を習得し、4 年後に大きな実を結んでください。
2．保護者とアドバイザー教員との懇談会
6/18（土）保護者会総会の終了後、大学学生部主催「保護者とアドバイザー教員との懇談会」
を開催しました。今回は対面式とオンラインを併用して開催し、多数の保護者の皆様にご参加
いただきました。
希望者を対象とした懇談会を少人数かつ学年合同で実施し、アドバイザー教員が担当してい
る学生の保護者と学習状況などを話し合い、共有できる場となりました。疑問点や悩みを共感
することで教員や参加者同士の心の距離も近くなり、学年進行に伴う家庭内でのサポート方法
等の一助としていただく良き機会となりました。

保護者会総会の様子

実習室などキャンパスを見学していただきました
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保健看護学部ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/hsn/

本郷・お茶の水キャンパス事務室教務課

国際教養学部近況

次長

藤本

幸雄

１．前期授業・カリキュラム
今年度前期は引き続き感染対策に留意しながら、原則として対面授業を継続しています。ただ
し、やむを得ず登校できない学生への配慮として遠隔配信を伴うハイフレックス型とし、その他
オンデマンド型を採り入れる科目もあるなど、オンライン授業の活用も継続しています。間もな
く前期授業が終了し定期試験が行われ、集中講義を除いた前期カリキュラムが終了します。
徐々にコロナ禍の制限が緩和されつつありますが、夏季休業期間中は社会のルール・マナー
を守りながら、それぞれの状況・目的に合わせて有意義に、そして安全に過ごしていただきた
いと思います。
２．海外留学・研修、研究活動
コロナ禍の渡航制限が徐々に緩和され、海外留学に取り組む学生が出てきました。また、コ
ロナ前に夏季に実施していたセブ島海外研修プログラムも、現地での研修がいよいよ再開され
ます。教員の海外での研究活動も再開され、渡航する先生方も少しずつ出てきました。
以前のように、積極的に海外交流が行われ、学部が活性化することを期待しています。
３．就職・キャリア支援
コロナ禍の就職活動は、学生と大学の支援体制、そして採用する企業側にも大きな影響と変
化をもたらしてきましたが、今年度も引き続き、企業側の採用状況、プロセスなどの情報収集
に努めております。
今年度より対面授業の再開に合わせて、面談・セミナーは全て学生が「対面」か「オンライ
ン」を選んで利用できる体制で実施しています。また、学部定員増後、初めて全学年が 240
名体制となった今年度は、カウンセラーを増員して個別面談枠を増やし、また就職支援室長と
支援室スタッフによる「ゼミナール訪問」や、毎月 1 回各ゼミナールで選出された 3 年生キャ
リア担当者のミーティングを行っています。
5/28（土）には「就活集中トレーニング」をオンラインで開催し、3 年生 54 名が参加しま
した。就職活動で重要な「自己分析」を開始し自分を客観視できるようにすること、今後の就
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職活動で必要となる基礎的な力（人の話しをよく聴き、考えを深める質問をし、相互に気づき
を得る）を養うグループワークを体験することを目的に、就職活動のスタートを切るための準
備を集中的に行うことができました。
引き続き、セミナーの受講、個別面談など積極的に活動していただきたいと思います。
４．公開講座「UNHCR WILL ２LIVE Chinema パートナーズ」上映会
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）は国連機関の一
つで、難民を国際的に保護、支援し、難民問題の解決に向
けた取り組みを行っています。順天堂大学は大学パート
ナーズとして、
「難民」となった人たちをスクリーンの「向
こう側」ではなく、自分と同じ世界に生きる人として考え
る機会となることを願い、毎年、上映会を開催しています。
今年度は 6/21（火）に『日本人の忘れもの：フィリ
ピンと中国の残留邦人』の上映会を 3 年ぶりに対面の公
開講座として開催しました。上映前には、難民問題につ
いての出張授業を実施している学生団体 SOAR（ソア：
Students' Organization Assembled for Refugees） に
所属し活動している本学部の学生と、英語科教員によるミ
ニ・トークセッションが行われました。
映画を鑑賞した皆さんは様々な感想を持たれたと思います。その想いを日々の生活・活動に
繋げていただけましたら幸いです。
５．保護者会定例総会
6/25（土）
、感染対策に十分配慮して今年度の保護者会定例総会を開催しました。「1 年生
の保護者の方々にキャンパスを見ていただきたい」という保護者会役員の皆様の想いもあり、
1 年生の保護者の皆様には第 3 教育棟の大教室にお越しいただきました。2 年生以上の保護者
の皆様にはオンラインでご参加いただきました。
総会に先立ち、大学側説明会が開催され、加藤洋一学部長、田村好史教務委員長、玉村健志
留学支援委員長、湯浅資之学生部長、平林正樹キャリア支援委員長から、それぞれご説明いた
だきました。また、保護者会からデジタルサイネージ 2 台と各教室設置の消毒液スタンドを
寄贈していただきました。大切に使用させていただきます。
これからも、保護者会と大学が共に協力して、学生のためを考えた学部運営を進めて参りま
す。
（詳細は国際教養学部保護者会報告 64 ページをご参照ください。）
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加藤学部長による挨拶

新役員による進行

国際教養学部ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/ila/

本郷・お茶の水キャンパス事務室教務課

保健医療学部近況

次長

礒部

豊

１．集合写真撮影
4/11（月）
、本郷・お茶の水キャンパス 7 号館歴史ファサード前にて、診療放射線学科 4 年
生の集合写真を撮影し、新井一学長、代田浩之保健医療学部長をはじめ診療放射線学科の全教
員も入っていただきました。今回は卒業アルバム用の撮影でしたが、記念として診療放射線学
科 4 年生全員にプレゼントしました。
理学療法学科の 4 年生は、順天堂附属病院や外部施設での臨床実習中で集合が難しいため、
時期をみて同様の撮影を計画しています。

2022年度 保健医療学部診療放射線学科4年生
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２．スポーツ大会
5/14（土）
、新しい浦安・日の出キャンパスにて理学療法学科 3 年生のスポーツ大会を開催
しました。開催にあたっては自治会メンバーや有志を中心に「計画してはコロナが悪化して中
止」を何度か繰り返し、ようやく開催へこぎつけました。当日は検温やアルコール消毒、マス
ク着用、会話禁止等々、感染対策に万全を期して開催しました。
現 3 年生は入学直後から前期授業が全て遠隔授業になる等、新型コロナウイルス感染症の
影響を大きく受けた学年でした。閉会挨拶では、森沢知之学生部委員会副委員長（理学療法学
科・准教授）が過去をふり返り言葉に詰まる場面があったのが印象に残りました。限られた時
間でしたが、
学生や教職員が「スポーツ大会を通じ仲間意識をより深める」という目的に向かっ
て一致団結できたと思います。
これから本格的に始まる臨床実習や国家試験対策へ向け、今後の学生生活がより充実したも
のになると強く感じました。

３．保健医療学部「第 2 回国際シンポジウム」開催
5/21（土）13 時から、7 号館小川秀興講堂において保健医療
学部「第 2 回国際シンポジウム」を開催しました。今回のテーマ
は「Evolution of Health care and Technology in Singapore
and Japan： Physical Therapy and Radiological Technology
Perspectives（シンガポールと日本におけるヘルスケアとテクノ
ロジーの進化 〜理学療法と放射線技術の視点から〜）」で、2019
年 6 月の保健医療学部開設記念「国際シンポジウム」を開催以来、
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3 年ぶり 2 回目の開催となりました。
第１部の全体セッション（レクチャーセッション）では、シンガポール最大の医療機関グループ
SingHealth の技術部長を務めた Celia Tan 氏と、シンガポール唯一の理学療法士や診療放射
線技師を養成する大学 Singapore Institute of Technology の Benjamin Soon 氏（理学療
法学科）と Christopher Lai 氏（放射線診断学科）に講演いただき、本学からは、高橋哲也
教授（理学療法学科副学科長）と中西淳教授（診療放射線学科）がテーマに沿った講演を行い
ました。シンガポールと日本の医療技術の進化の現状や医療専門職養成の特徴など、互いの違
いや共通点、強みや特徴について理解が進みました。参加した学生達も演者に英語で積極的に
質問し、関心の高さがうかがわれました。
第２部は学生セッションで、理学療法学科と診療放射線学科に分かれ、学生が主体的にシン
ポジウムを運営しました。本学部生は、動画やスライドを使用して日本や順天堂大学の紹介を
行いました。それぞれの国の学生発表に対して相互に積極的な質問がなされ、近い将来それぞ
れの国を訪問する約束をするなどとても盛り上がりました。学生の国際活動への意識を高め、
保健医療学部のグローバル化、及び MOU 締結に向けた非常に貴重で有意義なシンポジウム
となりました。

診療放射線学科

理学療法学科

代田学部長

シンポジウムの様子

保健医療学部ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/hs/
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浦安・日の出キャンパス（医療科学部、
健康データサイエンス学部（仮称：認可申請中））近況

浦安・日の出キャンパス事務室
事務長事務取扱

川島

徹

1．高校教員対象 医療科学部、健康データサイエンス学部（仮称）説明会
5/27（金）
、事前に参加申込みをいただいた 36
校※から主に進路指導部の先生方をお迎えし、医
療科学部及び健康データサイエンス学部（仮称）
の学部説明会を開催しました。
当日、学部及び学科の説明に加え、学部の全教
員による個別相談の機会を設け、様々なご質問に
お答えしました。参加された先生方から「学部と

高校進学指導教員への説明会を実施（医療科学部 長岡学部長）

学科の教育内容等がよくわかりました」
「設備・
先生方の熱意、さすが順天堂大学だと感銘を受けました」「希望生徒には貴学の理念を十分に
理解して受験に臨むよう指導したい」
「出張講義に来て欲しい」など、感想や次に繋がるご要
望等をいただきました。
※ 36 高校の所在地は 6 都県（東京都 15 校、千葉県 10 校、埼玉県 3 校、神奈川県 5 校、茨城県 2 校、
栃木県 1 校）

2．神田女学園高等学校の生徒が来校
6/1（水）、浦安・日の出キャンパスに神田女
学園高等学校の教育プログラム「フィールドワー
ク」で生徒 10 名が来校しました。生徒たちは、
医療科学部と健康データサイエンス学部（仮称）
の研究室を訪れ、教員から学部学科の教育内容
や特徴の説明を受け、大学で学ぶ楽しさなどに
ついて熱心に聞いた後、多くの質問をいただき

高校生に健康データサイエンス学部（仮称）
を紹介

ました。
3．浦安・日の出キャンパス地域公開講座
浦安・日の出キャンパスでは、当キャンパスで取り組んでいる教育研究活動について、地域
及び地域住民の皆様にご理解いただくことを目的とし、地域公開講座の積極的な開催を予定し
ております。
5/21（土）に第１回地域公開講座を開催し、医療科学部の長岡功学部長に『医学への誘い
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－順天堂大学の医療の原点－』と題してご講演い
ただきました。参加者からは「とても聴きやすく、
飽きずに終わりまで拝聴できました」
「大学の講
義を思い出しました。楽しかったです」「地域の
活性化につながるこの取組みは素晴らしい」等、
多くの満足する感想とともに、今後の講座を期待
する声も多く寄せられました。

浦安・日の出キャンパスで初の公開講座を開催

【今後の開催日程】
開催日
第２回

2022 年
６/18（土）

第３回

7/16（土）

第４回

9/17（土）

講演テーマ・演者
『次世代人工透析の可能性』
医療科学部臨床工学科 学科長・教授 峰島三千男
『データサイエンスが語る老後の健康維持』
健康データサイエンス学部（仮称）開設準備室 特任教授

姫野龍太郎

『細胞診における “ がん ” の検査』
医療科学部臨床検査学科 教授、医療科学部 学生部長

廣井禎之

『統計人材リーダーの育成 −統計・データサイエンスの目指すもの、忘
第５回

10/22（土） れてはならないもの−』
大学院医学研究科データサイエンス 客員教授

第６回

2023 年
1/21（土）

第７回

2/18（土）

第８回

3/18（土）

岩崎学

『遺伝子検査のはなし －過去・現在・未来－』
医療科学部臨床検査学科 教授

行正信康

『より良い臨床検査をめざして －160 万人のデータから見た検査と健康－』
医療科学部臨床検査学科 学科長・教授

三宅一德

『医療とデータサイエンス』
大学院医学研究科放射線診断学 主任教授、
大学院医学研究科データサイエンスコース コース長

（ＱＲコードをご利用の際は、不要なＱＲコードを隠し、

青木茂樹

①

カメラ機能で読み込んでください。）
①医療科学部ホームページ
https://ms.juntendo.ac.jp
②浦安・日の出キャンパス地域公開講座（問い合わせ・申し込み）
https://ms.juntendo.ac.jp/news/nid00001454.html
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事務部長

順天堂医院近況

米澤

和彦

１．2022 年度新入教職員等の防火防災訓練の実施
当院では 5/25（水）に新入教職員等を対象とした防火防災訓練を実施しました。
訓練内容は文京区防災課より提供を受けた「地震体験車」を使用し南海トラフ地震の揺れを
体験する身体防護訓練と、地震による出火を想定した初期消火訓練の 2 つとなります。
今回の訓練は例年実施していた内容ですが、直近 2 年間は新型コロナウイルスの感染対策
として実施を見送っていたため、3 年ぶりの実施となりました。最近では関東近辺で震度 4 以
上の地震が頻発しており、当院においても首都直下型地震などの大きな地震に見舞われる可能
性を否定できません。有事の際、職員・患者の安全を守り的確な行動がとれるよう、今後も訓
練に努めてまいります。

地震体験車による身体防護訓練

地震による出火を想定した初期消火訓練

２．新型コロナウイルス感染症への対応（病床の有効利用）
当院では、東京都の要請を受け新型コロナウイ
ルス感染症患者対応病棟として重症 14 床、中等
症 30 床、合計 44 床を確保していました。
今節、都内の感染者数は依然として 2,000 名前
後を数えるものの、重症患者については大幅な減
少傾向となったため、新型コロナ感染症患者以外
の救急患者をはじめ、その他の疾患で入院を必要

COVID-19対応病棟

とする患者の受け入れをより強化するために、コ

ロナ確保病床（即応病床）数の見直しを行うこととしました。これを受け 6/13（月）より重
症病床は 14 床から 6 床へ、また中等症等病床は 30 床から 16 床へ変更しました。
引き続き、新型コロナウイルス感染症の流行状況を見極めつつ、その他の疾患で入院治療を
必要とする患者さんも積極的に受入れてまいります。
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３．大規模地震への備え（地震対応視聴覚教養訓練）
当院では、前述の通り大規模地震発生の際に
患者と職員を守るために地震対応訓練を推進し
ております。
5/30（月）
・6/6（月）には 7 号館 13 階の有
山登メモリアルホール会場とオンラインの併用
で、スライドと映像による地震対応の視聴覚教
養訓練を実施、両日合わせて 1,097 名（会場参
加 47 名、オンライン参加 1,050 名）が参加しました。

視聴覚訓練スライドの一部

視聴覚教養訓練では地震発生時の初動対応や、2019 年秋に実施した「災害総合訓練」の映
像を視聴し、有事の対応を再確認しました。
今後は、今回参加できなかった職員に e-learning を実施して全職員に周知徹底を図ってま
いります。また、6/18（土）には「震度 6 強の地震発生を想定」した「災害対策本部立ち上げ、
情報集約訓練、負傷者救護訓練」を実施しました。
順天堂医院ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/

事務部長

静岡病院近況

小野

隆宏

1．新型コロナワクチン接種
当院で 2021 年 3 月に開始した新型コロナワクチンの接種は、①静岡県の大規模接種会場
と伊豆の国市や他自治体の個別接種②かかりつけ患者③医療従事者への接種、合わせて延べ
38,000 回を実施しました（2022 年 5 月末日現在）。
今後の新型コロナワクチン接種の支援計画ですが、① 9 月末までに「18 歳以上の成人の 3 回
目の追加接種」約 10,000 人②「毎月新たに 12 歳以上となる方の 1・2 回目接種」③ 7 月末ま
でに伊豆の国市とかかりつけ患者の小児 (5 歳～ 11 歳 ) の 1・2 回目接種で約 3,400 回④ 9 月
末までに 60 歳以上または基礎疾患をかかえる方の 4 回目接種約 20,000 回、
を対応する予定です。
また、別途県の要請で⑧アレルギー等で mRNA ワクチン接種ができない方を対象とした、
ノババックス
（武田薬品工業㈱の組み換えタンパクワクチン）の接種を 6 月より開始しました。
静岡県では第 6 波以降、緩やかではありますが感染者数が減少傾向にあります。これも各
医療機関の努力の結果ととらえ、ワクチン接種の支援を必要不可欠な地域貢献と位置づけ積極
的に推進しています。
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2．増床計画
静岡県東部メディカルネットワークが承認され、当院は念願の増床許可（56 床）を受けま
した。今年度内に半数の 28 床の増床を行いますが、工事を要しない 26 床を 13 の診療科に
割り振り 5 月より稼動を開始、稼動病床が 577 床から 603 床となりました。これにより、慢
性的なベッド不足の改善が見込まれます。今回は、消化器内科・膠原病リウマチ内科に各 4 床、
血液内科に 5 床、救急診療科に 3 床、循環器内科に 2 床の他、外科・脳神経外科・整形外科・
心臓血管外科・呼吸器外科・形成外科・脳神経内科・産婦人科に各 1 床を配分しました。
9 月には全体の稼働状況を確認して適正配分への調整を行い、来年度の残りの 28 床増床に
対応予定です。全増床が完了すると 633 床となり、静岡県内で 4 番目、県東部では最大の病
床数を持つ地域の基幹病院となります。
新棟建設による病院設備の高機能化、手術室拡張のタイミングでの増床による機能と病床充
足化を軸に、さらなる医療連携を目指します。
3．スマートグラスの試験導入
スマートグラスは、現場の状況を映像と音声によりリアルタイムに伝送し、コミュニケーショ
ンを図ることが可能なデバイス（装置）です。
3/1（火）より、「医療×消防×企業」の多機関連携試験導入として、病院搬送前救急活動
において救急隊員がスマートグラスを装着し、患者さんの救急車内収容時から病院搬入までの
状態やその変化、バイタルサインの推移などの情報を、映像と音声によりリアルタイムに病院
で待機する医師や看護師に伝送する取り組みを開始しました。
これにより、搬送先の受け入れ準備がスムーズに進められるほか、搬送中の重症外傷や脳卒
中心血管系疾患に対して院内医師による的確な緊急処置（輸血、手術、血栓溶解療法、血管内
治療など）の指示が可能となり、病院到着前のより早い段階で、院内各部署の診療体制や治療
方針の検討・決定につながることが大きく期待されています。
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4．出張肝臓病教室の開催
6/16( 木 )、静岡県肝疾患診療連携拠点病院事
業として、静岡県立三島南高等学校にて出張肝臓
病教室を開催しました。
肝臓専門医より、薬物乱用による注射針や、ピ
アスの穴開け器具の使い回し、タトゥーやアート
メイクに潜む肝炎ウイルス感染の危険性から肝臓
がんに至るお話があり、身近な話として真剣に話

出張肝臓病教室の様子

を聞く生徒さんたちの姿が見られました。
また、当日は感染対策に考慮して 1 つの教室で講演を行い、そ
の様子をリアルタイムで全教室に配信し、全校生徒約 600 人に講
演を聞いていただく貴重な機会となりました。
5．広報誌『J's（ジェイズ）』臨時号発刊
当院で TAVI（経カテーテル弁置換術）の治療が開始されたこと
から、広報誌『J's』臨時号にて TAVI の特集を行いました。
広報誌は当院ＨＰに掲載しておりますので、ぜひご覧下さい。
静岡病院ホームページ
https://www.hosp-shizuoka.juntendo.ac.jp/

事務部長事務取扱者

浦安病院近況

唐島

孝彰

１．臨床倫理講演会
5/17（火）
、アメリカのハーバード大学で救急医として活躍されている方を外部講師として
お招きし、臨床倫理講演会を開催しました。アメリカの医療の現状を交えつつ、アドバンス・
ケア・プランニング（ACP）や終末期患者の価値観や人生観を引き出すコミュニケーション
方法について、ご自身の経験を交えて詳しくご講演いただきました。
２．環境活動推進会議発足
SDGs への取り組み、エコキャンパス・ホスピタルの実現をさらに加速させ、特にカーボン

J untendo

53

No.3 2 3

キャンパス・附属病院だより
ニュートラルの推進に取り組むことを目的に、2022 年度よ
り「環境活動推進会議（委員長：放射線科先任准教授 鈴木
通真）
」を発足しました。この会議では、まず CO2 削減と省
エネ対策を中心に、削減目標を見える化し、より具体的な対
策を実行していきます。
浦安病院では院内で働く人全員が高い意識を持ち、来院者
にもご協力いただきながらエコへの取組みを積極的に推進し
てまいります。
３．春季防火訓練・今川 D 棟春季防火訓練
7/8（金）
、
「3 号館 2 階の泌尿器科外来ユーティリティ電
源から火災発生」との想定の下、春季防火訓練を行いました。

SDGsアクション

その場に居合わせた来院者を安全に避難させるため、同外来で働くスタッフ一人一人が避難経
路をしっかりと把握して正しく誘導できることを目的に、各自の任務に従い真剣に訓練に取り
組みました。

春季防火訓練

今川D棟春季防火訓練

また 5/19（木）には、今川 D 棟の 2022 年度春季防火訓練を行いました。今回は「1 階の
院内保育所たんぽぽから火災発生」との想定の下、
保育士を中心に園児を安全に避難させることを第
一に通報、初期消火、避難の訓練を行いました。
４．口腔ケア室講演会
5/27（金）に開催された講演会では、今年度
新たに設置された口腔ケア室の歯科医師と歯科衛
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生士より、同室の役割や、口腔内が不衛生なことで様々な疾患が引き起こされてしまうメカ
ニズムなどについて説明がありました。講演会の最後には、職種を問わず活発な質疑が交わ
され、教職員が口腔ケア診療について知識を深める機会となりました。

５．七夕飾り
7/7（木）の七夕の節句を前に、3 号館 1 階の
つくしのエレベーター前に笹を飾りました。短冊
を用意し、ご来院の方や入院中の患者さんに願い
ごとをしたためていただきました。
浦安病院では、今後も皆さんの癒しとなる空間
七夕飾り

を提供していきます。
浦安病院ホームページ
https://www.hosp-urayasu.juntendo.ac.jp/

事務長事務取扱者

順天堂越谷病院近況

山方

進

1．生活保護指定医療機関の更新
4 月１日付で、越谷市より生活保護の指定医療機関（指定の更新）を受けました。
生活保護受給の下、メンタルクリニックの治療を希望される患者に質の高い専門的な医療を
提供できるよう、引き続き努めていきます。

2．オンライン「健康講座」開催
5/24（火）
、オンライン方式（ライブ配信）にて第 1 回「健康講座」を開催し、メンタルク
リニックの西紋昌平准教授（総病棟医長）を講師に、
『不眠について』と題して講演頂きました。
7 月は、19 日（火）に脳神経内科医による『パーキンソン病について』、そして 20 日（水）
に膠原病内科医による『関節リウマチについて』の開催を予定しています。
「健康講座」を通じて、近隣の住民に対し、当院の専門医、専門領域を顔の見えるアプロー
チで認知度を高めていきたいと考えています。
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3．脳の健康診断開始
7/4（月）より脳神経内科の専門医による『脳の健康
診断（脳ドッグ）
』を開始しました。
脳神経内科／認知症の専門医による診察で、神経疾
患の早期診断・介入を目指し、脳の健康維持に資する
検査及びその後の治療に繋げていく体制を目指してい
きます。
4．参議院議員選挙不在者投票対応
7/10（日）
、投開票の第 26 回参議院議員選挙の不在
者投票を行いました。
新型コロナウイルスの新規感染者数に減少傾向が見ら
れる一方で外出・外泊の制限継続の中、投票日に住所地

脳の健康診断ポスター

での投票が難しい方に病棟にて投票頂きました。
順天堂越谷病院ホームページ
https://hosp-koshigaya.juntendo.ac.jp/

順天堂東京江東高齢者医療センター近況

事務部長事務取扱者

佐藤

忠弘

１．長寿いきいきサポート外来（フレイル・サルコペニア外来）
「フレイル・サルコペニア外来」を「長寿いきいきサポート外来」に名称変更しました。
当外来は「なんとなく体調が悪い」「最近、身体が動かしづらい」という原因がよくわから
ない不調に悩む高齢者の窓口となり、診断や検査を行います。担当する医師は循環器内科・消
化器内科・呼吸器内科の専門医で構成されており、高齢者の病気や症状に精通しているほか、
必要に応じて当医療センターの内科、整形外科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、メン
タルクリニック等の専門医に紹介します。当医療センターの高齢者医療のエキスパートが「フ
レイル（虚弱）
」
「サルコペニア（筋力の低下）」という切り口から診療科の枠を超えて連携し、
患者さんとご家族を支えます。
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２．高齢者医療を考える Web 学術講演会
当医療センターでは高齢者医療を考える Web 学術講演会を毎月 1 回オンラインで開催して
います。これは病診連携の一環として、近隣 3 区の医師向けに最新の診療ガイドラインおよびエ
ビデンスと医療情報の提供を目的としており、5/23( 月 ) に下記テーマで講演いただきました。
『動脈瘤、閉塞性動脈硬化症、下肢静脈瘤の治療』心臓血管外科 助教

佐藤友一郎

『認知症？早期診断、早期治療のための短期検査入院のご紹介
〜 8 月から全ての 70 歳江東区民を対象に認知症検診が始まります！〜』
メンタルクリニック 教授

柴田展人

『この症状を見たら〇〇を疑え！
〜呼吸器疾患編〜【息がうまく吸えない時に考えること】』
呼吸器内科 准教授

菅野康二

３．乳腺外来の開設・マンモグラフィの設置
5 月より乳腺外来を開設しました。順天堂医院より乳腺科の医師
を派遣いただき、木曜日の午前中に外来診療を行っています。
外来開設にあたり、高画質と低線量を実現した最新のマンモグラ
フィを導入しました。当機器は地域の医師も利用予約できる体制を
整備しております。
４．江東区救急業務連絡協議会表彰

富士フィルムメディカル㈱
AMULET Innovality

江東区救急業務連絡協議会より、
「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、臨床検査科の増田友紀主任が表彰さ
れました。
当医療センターは、これからも救急業務に
積極的に協力し、地域医療との連携を図って
いきます。

左から椎名城東消防署長(順大OB)、増田主任、宮嶋院長

順天堂東京江東高齢者医療センターホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/hospital_gmc/
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事務部長事務取扱

練馬病院近況

井田

豊太郎

１．令和 4 年春の叙勲
令和 4 年春の叙勲において、臨床検査科の石井清氏が瑞宝双光章（保健衛生功労）を授与
されました。
石井氏のこれまでのご努力が、このような形に結実されましたことを我が事のようにうれしく、
誇りに思います。
（関連記事：本誌 26 ページをご覧ください。）
２．
「やさしい日本語」講演会開催
5/13( 金 )、医学部医学教育研究室の武田裕子教
授をお招きし、院内の医療従事者向けの「やさし
い日本語」講演会を開催、参加者は 165 名でした。
武田教授には医療現場におけるやさしい日本語
の重要性の講話に続き、職員が実際にやさしい日
本語を用いて病状を説明するワークショップ等を
行っていただきました。
今回の講演会で学んだことを、日本語を母語と

ワークショップの様子（一番左が武田教授）

しない方に対してだけではなく高齢者の方を含め、普段の接遇に応用してまいります。
＊本講演は練馬区の後援を受け、7/2（土）にもハイブリッド開催いたしました。

３．軽井沢セミナーを行いました。
6/24( 金 )、25( 土 ) に軽井沢セミナーを行い、
研修医、看護師、コメディカル、事務の新入職員
を含む、総勢 161 名が参加しました。今回のセミ
ナーは実に 3 年ぶりの軽井沢での開催となりまし
た。技術や知識面だけでなく、新入職員同士の横
のつながりが深まったことと思います。

ベルデ軽井沢にて

４．区民健康医学講座
日

時：7 月 23 日 ( 土 )14 時～

演

題：
『小児外科とはどんな仕事？』

演

者：小児外科 准教授 田中圭一朗
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５．心臓血管外科無料メール相談を開始！
当院の心臓・大動脈外科チームの医師が回答する、患者さん向けの「無料メール相談」を開
始しました。身体への負担の少ない低侵襲治療（手術）を検討中の方や、自分に合った治療法
を探されている方に、ぜひご利用いただきたいと思います。
なお、当メール相談は新規患者さんを対象としています。詳しくは当院ホームページをご覧ください。
心臓血管外科無料メール相談（患者さん向け）
https://hosp-nerima.juntendo.ac.jp/clinic/
cardiovascular_surgery/mail_council.html

練馬病院ホームページ
http://www.juntendo.ac.jp/hospital_nerima/

同 窓 会だよ り
広報担当理事

医学部同窓会

新城

邦裕

医学部同窓会の最近の活動状況についてご紹介申し上げます。
１．総

務

5/21( 土 )、医学部同窓会代議員会・総会をハイブリッド形式（7 号館 13 階有山登メモリ
アルホールでの現地開催と Web 開催の併用）で開催いたしました。令和 3 年度会務ならびに
事業報告、および令和 3 年度決算、令和 4 年度事業計画案、予算案の説明があり、承認され
ました。
本年は同窓会会長改選の年であり、現会長である宮川政久君（S39 年卒）が再選されました。
監事については長岡正範君（S49 年卒）
、林明人君（S56 年卒）が選任されました。宮川会長
の再選にともなって、役員にも交代がありました。
また、長年にわたり同窓会活動に寄与された方々に同窓会功労賞が授与されました（7. で
紹介）
。さらに法人から、順天堂大学および順天堂医院の近況に関して小川秀興理事長と髙橋
和久順天堂医院院長よりそれぞれご説明がありました。
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２．渉外・支部
新型コロナウイルス感染症の影響で長らく支部会などの開催は困難でしたが、今後は状況を
みながら Web 開催、またはハイブリッド形式での開催を検討していきます。各支部会において、
本部役員も Web を介して参加し、同窓会活動や大学の近況を説明することで相互の意見交換
を行っていく予定です。
３．広

報

支部会活動が困難であり支部からの報告が少ない状況にあります。そのため、引き続き、同
窓会誌
『茶崖』
を年 4 回から年 3 回に減らして発行いたします。第 185 号は 9 月に発行予定です。
４．学

術

5/21( 土 ) の代議員会・総会に先立ち順天堂医学会学術集会が開催されました。
学術奨励賞受賞者の上野祐司君（H12 年卒、神経学講座）、杉本起一君（H14 年卒、下部
消化管外科学講座）による講演が行われました。また、堀

賢教授（H3 年卒、医学研究科感

染制御科学）による特別講演「新型コロナウイルス感染症対策と出口戦略」が行われました。
今年度の学術奨励賞と海外留学時助成の応募につきましては、例年どおり 7/15( 金 ) に締め
切らせていただきました。
５．学

生

今年度の学生学術奨励賞の応募締切日は例年どおり 8/31( 水 ) です。皆様にご周知ください。
よろしくお願いいたします。
６．診療連携
4/20( 水 ) の順天堂医院医療連携委員会において、順天堂医院の初診・紹介患者数の都内私
立医科大学との比較について報告がありました。
７．同窓会功労賞
以下の 12 名の先生方が受賞されました。同窓会活動へのご協力に感謝いたします。
（敬称略）
秋本千賀子（S52 年卒）

伊東

信（S52 年卒）

南條

環（S52 年卒）

小林

滋（S55 年卒）

淡路

利行（S56 年卒）

五十

豊（S56 年卒）

石田

一樹（S56 年卒）

久保田真司（S56 年卒）

窪田

久（S56 年卒）

佐藤

昭人（S56 年卒）

中野

村上

晶（S56 年卒）

博美（S56 年卒）

・順天堂大学医学部同窓会ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/obmed/
・順天堂大学医学部同窓会
E-mail: dosokai@juntendo.ac.jp
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スポーツ健康科学部同窓会【啓友会】
《第 57 回代議員会

啓友会事務局

報告》

令和４年 6 月 18 日（土）に第 57 回代議員会をオンライン会議と書面決議で開催致しまし
た。未だ収束が見えないコロナ禍の中、一堂に会しての会議を出来ない状況で、昨年まで書面
決議として議決権行使による決議を行ってきました。そこで、本年はオンライン会議 (Zoom)
も取り入れ、画面越しに顔を合わせて協議ができました。議案については、以下のとおりです。
①会則改正案について
・社会の変化や大学（スポーツ健康科学部）の再編等を考慮し、会則全体の見直しを行いま
した。啓友会は任意団体のため、一般法人法を参考にしつつ機動性を考慮した規定の新設
や文言を整理し、改正案を提案しました。
②令和３年度事業報告並びに決算報告、監査報告について
・コロナ禍の中、会議等が開催できず、予算どおりの執行ができないところがありました。
その他、各部会が計画していた事業は滞りなく実施できましたことを報告しました。
③令和４年度事業計画案並びに予算案について
・事業計画案では、各部会の計画案と新たに大学構内の施設への補助事業が加わったことを
提案しました。
・予算案については、学生増に伴い会費収入が増加したことで予算が今までより大きくなり
ました。そのため、繰越金については、財政調整基金へ移行し、会費収入を基に予算案の
作成を行った旨を提案しました。
以上、３つの議案につきましては、賛成多数で可決されました。
また、会に先立ち、和氣秀文学部長よりご挨拶をいただきました。会の終盤には、卒業生の
進路状況や来年度の学生募集について先生方よりお話をいただきました。
〔学生表彰〕
令和３年度の学生表彰は第 57 回代議員会で表彰を予定していましたが、6 月 16 日（木）
に行いました。東俊郎記念奨学生 1 名・栗本閲夫記念奨学生 1 名・学業優秀学生表彰 6 名を
表彰しました。
（当日都合のつかなかった学業優秀学生表彰 2 名は別の日に表彰いたします。）
【卒後研修会埼玉大会について】
周知のとおり、8 月に第 38 回順天堂大学卒後研修会埼玉大会を開催するにあたり、申込受
付を開始しております。多くの同窓生の皆様さまにご参加いただきたいと考えております。
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開催に際しては、現在の社会情勢を受けて集客の規模を縮小し、高校生や一般の方々には公
開をしないことと決定しました。申込案内は啓友会ホームページに掲載しておりますので、詳
しくはホームページをご覧ください。
また、当日参加される皆さまには、検温・マスクの着用・手指消毒等、感染予防にご協
力いただくと共に、会場内では、担当者の指示に従っていただきますようにお願い申し上
げます。
・順天堂大学啓友会ホームページ
https://www.juntendo-keiyukai.com/
・住所変更等の連絡は、下記のいずれかでお知らせ下さい。
E-mail:keiyu@juntendo.ac.jp

Tel:0476-98-1031

Fax:0476-98-1174

学術推進委員

看護学部同窓会

岡

美智代

◆ 2022 年度 順天堂大学看護学部同窓会総会
看護学部同窓会総会は、昨年度に続き今年度も感染予防のため書面総会となりました。
「コロナ禍でも講演を聞きたい」という同窓生の希望があり、5/28（土）14 ～ 15 時にオンラ
イン講演会を開催いたしました。人との接触がまだ制限されている昨今、新型コロナウイルス感
染症関連について学びたいということで、順天堂大学大学院医学研究科感染制御科学の堀 賢教授
にご講演をお願いいたしました。ご講演テーマは、
『新型コロナウイルス感染症対策とコロナ後
の世界に向けた戦略』で、ご講演では住宅での窓の開け方など、具体的な感染予防対策を大変わ
かりやすくお話しいただきました。手洗い、そしてユニバーサルマスキング（いつでもマスク）
が重要だという事も、強調していらっしゃり、基本的な感染予防対策の重要性を改めて学びまし
た。また、堀先生は文京区の新型コロナワクチン接種に、順天堂の看護学部同窓会が協力者を集
めて対応したことについても触れてくださり、卒業生として大変誇らしく思いました。
今回も昨年度に続きオンライン講演会でしたが、110 名以上の参加者があり、大変盛会の
うちに終了いたしました。
順天堂大学看護学部同窓会ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/ognurse/
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スポーツ健康科学部保護者会（さくら会）

会長

中澤

正孝

◆さくら会定例役員会の開催
去る 5 月 28 日 ( 土 )、本郷・お茶の水キャンパスのセンチュリータワーで、新たに 1 年生
役員 5 名をお迎えし、第 115 回役員会が開催されました。コロナ禍の為、しばらくオンライ
ン方式を併用した役員会が続いておりましたが、やや落ち着きを見せている感染状況下におい
て、対面方式にて実施できたことは喜ばしいことでした。
今回、議題の中心となったのは保護者懇談会の開催に関してでした。この懇談会は、大学の
教員や在学生が大学生活やその後の進路について情報提供してくれる保護者のための集会で
す。昨年、一昨年とオンラインで開催する中で、保護者の皆さまからはオンライン開催の支持
とほぼ同数の対面による開催を求める意見も頂戴いたしました。そこで今年度は、オンライン
と対面を同時に進行する「ハイブリッド方式」での開催を実施することに致しました。ただし、
保護者同士の間隔を確保しつつ収容できる教室の広さの関係上、対面参加の人数は 300 人以
内にすることや、感染状況が悪化した場合はオンライン方式のみで実施することなどの制限が
あることはご了承いただきたいと思います。
さらに、①クラブや同好会への助成、②栄養支援事業、③保護者会費の活用などについても
話し合いました。①はクラブや同好会の活動費用をサポートするものです。順天堂大学では、
陸上競技部や体操部などの体育会クラブのほかに、同好会として 11 団体 281 名が活動をして
います。所属人数の多いところを例に挙げますと、バスケットボール同好会（54 名）や障が
い者スポーツ同好会（51 名）などがあります。②は学内カフェテリアで提供される食事に対
する助成です。味噌汁の具の量を増やしたり、食券代の一部補助をしたりすることで子供たち
の栄養面をサポートしています。好評を得ているようですので積極的に支援を継続致します。
③では１年生を対象に、約１万円分のカフェテリア食券と啓友会商品券を配布することになり
ました。入学式後に行われてきた保護者歓迎会を感染防止の観点から開催できなかったことに
対する還元です。
その他、修学援助基金、さくら会会報の発刊などについて意見が交わされました。引き続き
役員一同、大学教職員の方々と協力して子供たちの大学生活を支援して参りますので、ご協力
のほどお願い致します。

医療看護学部保護者会

会長

中前

雅人

◆ 2022（令和 4）年度保護者会総会・学年別懇談会
6 月 18 日（土）、浦安キャンパスの対面式とオンライン（Zoom）の併用で保護者会総会を
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開催致しました。
総会に先立ち、植木純学部長、櫻井しのぶ教務委員長、岩渕和久学生部長からご挨拶を頂い
た後、2021 年度事業報告、決算報告、会長・監事の選出、各役員の紹介、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。予算案では、修学援助基金について
昨年度利用がなかったため、今年度は一般会計予算からの繰り入れは行わないこととしました。
また、昨年度は新型コロナウイルス感染症への対応として、施設充実費より給茶機の導入、ペー
パーホルダー、ゴミ箱の設置を行いました。
今年度も快適な学生生活が過ごせるよう、保護者会として補助していきたいと思います。そ
の他の案件につきましても、昨年度行った事業の精査を行い、今年度予算に反映させたことを
説明させていただきました。
総会終了後の学年別懇談会には、教務委員と学生部委員の先生方に参加頂きました。各学年
の学習状況や生活状況等について、保護者の皆様からのご質問にお答えいただき、活発な意見
交換がされました。先生方から直接貴重なお話をお伺いすることができ、また保護者同士も親
睦を深めることができ、非常に有意義な場となりました。

保護者会総会の様子

学年別懇談会の様子

国際教養学部保護者会

会長

小林

至

日頃より、国際教養学部保護者会の活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうござい
ます。
令和 4 年度、国際教養学部保護者会会長を拝命しました、小林 至です。新型コロナウイル
スとの共存の必要性が叫ばれつつも、一進一退の状況が続く中、保護者会としましても厳しい
舵取りを迫られておりますが、国際教養学部保護者会は発足７年目を迎え、コロナ禍前と同様
とはいかないまでも、種々の活動に取り組んでおります。
そのような中、令和 4 年度重点施策として、次ページの 3 本の柱を掲げ、大学・学生・保護者、
三方よしの “good for everyone” を念頭に置き、活動をしてまいります。
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1．英語・第 2 外国語の学習への取り組みの支援継続
学生の皆さんに、TOEIC、TOEFL、IELTS 等の海外留学や就職活動に必要不可欠となる各
種試験、第 2 外国語に関わる各種検定の受験機会を継続して提供してまいります。
2．海外留学に向けた補助制度の創設
今後、回復が期待される海外留学に関わる補助制度運用の展開を予定しております。制度の
詳細につきましては、決定次第、お知らせいたします。
3．国際教養学部保護者会主催講演会の開催
昨年、国際弁護士の八代英輝氏にご登壇いただき第 1 回として開催した保護者会主催講演
会を定例行事化します。今年度は第 2 回として、10 月 29 日（土）の開催を予定しております。
今年度の演者については、現在役員会において選考中です。詳細は、決定次第、キャンパス
内での掲示や、国際教養学部ホームページ保護者向け専用サイト、書面、あるいは J-PASS 等
でお知らせいたします。どうぞご期待ください。
また、保護者会として、学生たちの就職活動を全面的にサポートすべく、キャリア支援委員
会との連携を更に強化し、継続的な支援を行ってまいります。
保護者会としましては、これら 3 本の柱に加え、就職支援活動を軸に、保護者の皆様の声
をお聞きしながら、大学、学生、保護者が一体となり、学生たちがより充実した大学生活を送
ることができるよう、役員一同これまで以上に努めていきたいと考えております。微力ではあ
りますが、全力で国際教養学部保護者会活動に取り組んでまいりますので、会員の皆様におか
れましては、引き続きお力添えいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

保健医療学部保護者会

会長

村田

達宣

4/8（金）から新学期の授業がスタートしました。感染対策に万全を期し、対面授業を中心
に遠隔授業も活用して授業が実施されております。コロナ禍において学生達が大学へ通学して
友人達と一緒に授業を受けられることは親としてもとても嬉しく感じております。
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新学期授業開始を機に、新 1 年生保護者の中から新しい運営委員を募集しました。保護者
会への関心度は高く「運営委員をやっても良い」「どんなことをするのか話を聞いてみたい」
といった声をいただき、最終的に理学療法学科 2 名、診療放射線学科 4 名、計 6 名の方に保
健医療学部保護者会運営委員としてご協力をいただくこととなりました。現運営委員と共に今
後の保護者会活動を実施していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。
◆ 2022 年度 第１回役員会開催について
5/21（土）17 時から、保護者会第 1 回役員会を開催しました。今回は 2022 年度初の役員
会であり、新 1 年生保護者運営委員が初参加となることから大学にて対面で開催したかった
のですが、新型コロナウイルス感染症が悪化傾向であったことと、当日に学生が多数参加する
「国際シンポジウム」が開催されていたため会場の事情もあり、やむなく Zoom ベースにて開
催しました。
保健医療学部保護者会運営委員は現状で 24 名（4 年生 7 名、3 年生 6 名、2 年生 5 名、1
年生 6 名）となりました。役員会では、① 2022 年度運営委員について、②保護者会会則につ
いて、③活動計画について、④ 2022 年度年間行事予定について、⑤ 2021 年度会計収支・監
査報告について、⑥ 2022 年度予算（案）について、⑦修学援助金について、⑧ 2022 年度定
例総会について、⑨ 2023 年度会長・監事について審議が行われました。7/23（土）には保
護者会定例総会が予定されています。

後 援 会 だ より
医学部後援会

副会長

伴田

浩司

いよいよ夏本番を迎え、皆様におかれましてはより一層ご隆盛のこととお喜び申し上げます。
平素は医学部後援会の活動にご理解とご支援をいただき、厚くお礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症は第 6 波の襲来、オミクロン株「BA.4」「BA.5」に加え、新た
な変異株「XE」の国内感染確認と脅威が続く中で、順天堂の病院関係者におかれましても、
日夜新型コロナウイルスとの戦いにより大変な激務を強いられていると存じます。心より感謝
申し上げます。
◆ 2022 年度

後援会定時総会

本年度の総会は 6 月 25 日（土）の開催予定で準備を進めましたが、新型コロナウイルスの
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後援会だより
感染拡大防止の観点から定期総会による審議事項は全て書面表決としました。これにより、学
術奨励賞の表彰式も中止と致しました。
定時総会の主要企画である小児外科学講座 山髙篤行教授のご講演は３年連続延期となりま
した。山髙教授には、ご講演の延期と共に来年のご講演につきましてもご快諾頂きました。こ
の場をお借りして、心より感謝申し上げます。
◆医学部後援会 学術奨励賞審査結果
学術奨励賞選考委員の長岡名誉教授、藤巻会長、中村副会長、宮原副会長により選出され、
医学部後援会として以下の通り承認致しました。
【学術奨励賞受賞者】
川本晃史先生

放射線治療学講座

准教授・静岡病院（2013 年卒）

武田昌寛先生

小児外科学講座

助教（2012 年卒）

竹田

産婦人科学講座

准教授（2008 年卒）

純先生

【学術奨励賞準賞受賞者】
川村海渡先生

脳神経外科学講座

大学院生（2011 年卒）

受賞されました先生方へ心よりお祝い申し上げます。
受賞者の報告及び書面評決の結果につきましては、医学部後援会ホームページにも掲載して
おりますので、是非ご覧ください。
医学部後援会は、順天堂大学と卒業生の父母の皆様と連携して、共に卒後子弟の成長を願い、
1975 年 3 月に設立されました。会員の皆様と情報を共有し、卒後の子弟教育の効果向上に資
する事を第一の目的として運営しております。まだ入会いただいていない卒業生父母の皆様に
おかれましては、是非ご入会いただき積極的に後援会活動にご参画頂きます様、よろしくお願
い申し上げます。
後援会活動、入会手続き等の照会は、下記までお願いいたします。
▽医学部後援会事務局
〒 113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1 順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス事務室内
Tel：03-5802-1021

Fax：03-3814-6576

・順天堂大学医学部後援会ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/kouenkai/
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座長：医学研究科神経学 主任教授
順天堂大学第 49 回都民公開講座
『遠隔医療の実際とその応用・発展』医学研究科放射線診断学 主任教授

服部
桑鶴

信孝
良平

6/18( 土 )、上記の都民公開講座を本郷・お茶の水キャンパス 7 号館の小川秀興講堂にて開催
しました。
◆はじめに
座長 服部

信孝

新型コロナウィルス感染症がもたらしたとも言えるオンライン診
療が、重要なツールとして人々の間に普及している。オンライン診
療に関する診療報酬も改定され、診察におけて重要な位置づけに
なっていると言える。本講座では 4 人の講師の先生方にオンライ
ン診療の応用とその発展というテーマで分かりやすく説明して頂い
座長 服部信孝主任教授

た。本院のオンライン診療導入から産婦人科によるアスリート外来、
脳神経内科によるパーキンソン病外来、さらにはスマートフォンを

駆使したアプリによるドライアイの診断・予防・治療について分かりやすく解説して頂いた。
距離、時間、費用の面から次世代のオンライン診療システムの発展が望まれている。今後のオ
ンライン診療の進歩に注目したい。
①順天堂医院における新型コロナウイルス感染症を契機としたオンライン診療の実際
医学研究科放射線診断学 教授

桑鶴

良平

本邦における新型コロナウイルス感染症の全国的な流行により、
2020 年 4 月に厚生労働省が臨時的・時限的措置としてオンライン
診療の実施要件を緩和致しました。当院でも 2020 年 4 月から 5
月にかけて、当院独自の Zoom を用いたオンライン診療システム
を立ち上げ現在まで診療を行っています。
オンライン診療を行う医師全員に e-learning 受講を義務化し、
座長 桑鶴良平主任教授

オンライン診療指針に基づいて診療ができるように配慮しました。
現時点で 300 名以上の医師が e-learning を受講し、月約 200 人

のオンライン診療を施行しています。
2022 年 4 月に診療報酬の改定があり、オンライン診療の患者要件の緩和と診療報酬が認め
られたことにより今後もオンライン診療に適切と思われる対象患者を中心に継続して施行して
いく予定です。
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②女性特有の疾患に対するオンライン診療のメリット －ライフステージ別利用法の提案－
医学研究科産婦人科学

教授 北出

真理

順天堂医院では、2020 年の診療報酬改定を機に、新型コロナウ
イルス感染予防策として Zoom を用いたオンライン診療を開始し
ました。産婦人科はいち早く参入し、2022 年 5 月までにのべ 432
名（総人数：292 名）に対して施行しています。これは全診療科
の中で最多であり（別機種で施行する脳神経内科を除く）、現在は、
難病支援センターからのれん分けして頂き、独自で行っております。
北出真理教授

対象としては、ホルモン療法施行中や周術期の良性疾患が最多で

すが、次いで女性アスリート、不妊症と続きます。患者さんの満足度は概して高く、複数回受
けている方は 81 名でした。スポーツ栄養士と共に行う女性アスリートの栄養指導も人気が高
く、海外からのリピーターもいらっしゃいますが、今後は遠隔連携診療料も利用しながら、今
まで受診できなかった地方在住アスリートにも適用する予定です。
③パーキンソン病・認知症・神経難病における遠隔医療の現状と未来
医学部神経学講座 准教授

大山

彦光

神経難病の多くは進行性で、遠方への通院が困難となります。解
決法の一つとして遠隔医療があり、当科では 2017 年よりオンライ
ン診療サービスを開始し、診療件数はコロナ禍で月 120 名前後ま
で急増しています。オンライン診療は利点も多い一方、対面診察と
比較すると得られる情報が限られ、この欠点を補う技術として、ウェ
アラブルデバイスなどを用いた遠隔モニタリングがあり、在宅でも
大山彦光准教授

客観的かつ連続的に評価できます。さらに、これまでの 2 次元の
ビデオ通話を 3 次元化し、まるで同じ空間を共有しているかのよ

うにオンライン診療を行うことができる技術が開発されています。また、人工知能の活用によ
り、より良い医療の実現が可能になるかもしれません。今後、技術の進歩によるデジタルトラ
ンスフォーメーションにより医療のパラダイムシフトが期待されます。
④スマホアプリを用いた予防、個別化、予測、参加型医療の実現
医学部眼科学講座 准教授

猪俣

武範

ついにスマートフォンアプリケーション ( スマホアプリ ) が薬のように処方される時代が到
来しました。ニコチン依存症治療アプリおよび CO チェッカー「CureApp SC」が 2020 年 8
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月に薬事承認を取得し、同年 12 月に保険収載されました。
デジタル技術や Internet of Medical Things (IoMT) 等を用い
て病気の予防・診断・治療等の医療行為を支援または実施するソ
フトウェア等をデジタルセラピューティクス (DTx) と言います。
我々もドライアイに対する DTx を目的としたスマホアプリの開発
をスタートしています。このスマホアプリの実用化により、ドラ
イアイ未診断者や未治療者に対する早期診断・早期治療ならびに
猪俣武範准教授

COVID-19 や仕事や学業のため医療機関に受診できない人に対し
て、遠隔診療やオンライン診療が可能となります。

ウィズ・アフターコロナ社会では、世界中で患者・市民の生活圏における医療ニーズは増加
すると予想されます。スマホアプリを用いた DTx は、患者・市民中心の医療の実現に寄与す
ると考えられます。
ご講演いただいた演者の先生方、ご出席いただいた聴講者の皆さま、会の準備を進めていた
だいた順天堂医学会事務局のスタッフの皆さまに心より感謝申し上げます。
順天堂大学都民公開講座は、2 月と 6 月の年２回開催です。
次回の日程・内容等につきましては、開催の約１ヶ月前から
ホームページに掲載いたしますので是非ご覧ください。
順天堂医学会 HP：https://www.juntendo.ac.jp/journal/index.html

サバティカル研修の経過報告：This is London.

救急・災害医学（静岡病院）准教授

大森

私は 2021 年 7 月末に日本を飛び立ち、現
在、ロンドンにある Queen Mary University
of London の Centre for Trauma Sciences
に所属しております。

◆留学に至るまでの経緯
15 年間、救急医として主に順天堂大学医学
部附属静岡病院で勤務する中で上司や同僚な
ど多くの方々に恵まれ、安定した何不自由な
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い生活を送っていました。そうした中、自分
の性格上、その環境に甘えてしまっているこ
とに気づき、少しでも成長するためには心地
よい環境から離れなければならないと思い、
決断し、行動に移させていただきました。
留学先の選定に関しては、いくつかの候補
がありましたが、自らの専門分野としていた
外傷と救急ヘリの研究を積極的におこなって
いる現センターに絞り、2019 年 11 月に現在
の Boss で あ る Prof. Karim Brohi に 直 接 連
絡し、自分で資金を確保出来れば OK と返事
をいただきました。
留学先に前任者や今まで日本人がいたこと
もなかったこともあり、留学するまでの準備
はとても苦労しました。コロナ禍ということ

Blizard Institute、研究所内

もあり、多くの書類が必要であったり、書類

を送っても返事がなかなか来ず、確認すると く行っており、現在世界中から集まった 13
書類の再提出を求められたりと、Visa を取る 人のフェロー ( 日本人は私 1 人 ) と共に、外
まで、そして Visa を取ってから出発するま 傷性凝固障害や大量輸血、病院前輸血などの
でも非常に多くの時間を費やさなければなり 研究をしております。私は現在、重症外傷患
者の輸血中の様々な凝固因子の変化に関連し

ませんでした。

たプロジェクトを行っておりますが、今後、

◆留学先について

他の様々な分野のプロジェクトにも参加し、

Queen Mary University of London は ロ いずれは日英共同研究を行えたらと思ってお
ン ド ン １ の 救 急 病 院 で あ る Royal London ります。
hospital が併設されており、日本でいうド

自分の研究とは別に普段行っていることと

クターヘリの London Air ambulance を所 しては、データベースの整理の他に、重症外
有し、多くの重症患者が集まってきます。私 傷 の 搬 送 時 に、On call trauma researcher
は こ こ の Centre for Trauma Sciences で が必ず呼ばれるので、一緒に患者を診察し、
Clinical Researcher として配属されていま そこで取った採血を色々な機械にまわして
す。Centre for Trauma Sciences は 通 常 の データを集めています。その他、全体カンファ
外傷診療はもちろんのこと、病院前診療、リ レンスの他に、臨床カンファレンスや勉強会
ハビリ、虐待などの外傷に係わる研究を幅広 に参加しています。
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ることは確かかもしれません。日本に居た時
は、恥ずかしながら子供たちの送り迎え、家
事などはほとんどしていなく、家族皆で食事
をとることもほとんどありませんでした。し
かしロンドンでは、ほぼ毎日家族で一緒に朝
夕の食事をとり、子供の学校に迎えに行った
り、週末は皆で公園に行ったりと、仕事以外
のこと、特に家族のことを考える時間が増え、
人間として価値観の幅が広がりました。

◆コロナについて

病院からの景色

世界では未だ新型コロナウイルスの問題が

◆ロンドンでの生活について

騒がれており、特に日本ではオミクロン株の

ロンドンは世界中から多国籍の人々が集 影響を多々受けていると聞いています。しか
まっており、異なる文化、異なる宗教を持つ し、ちょうどこの留学記を書き始めた 2 月
人々が同じコミュニティの中で生活する多様 24 日にイングランドではコロナ規制が全撤廃
となりました。

性に満ちた都市です。
幸か不幸か私の職場や自宅周辺には日本
人がおらず、自分がマイノリティの世界を
経験し、日々多くの刺激や、心が押し潰され
そうな経験をすることが出来ております。さ
らに詐欺、電気が使えない、水が出ない、必
要なものがすぐに手に入らないなど、日本で
は経験しないであろう困難が次から次へと舞
い込んできます。日本では考えられないよう
なことが起きますが、こちらの人は “This is
London.” と言って、普通に生活しているの
で、自分も何が正しいのか分からなくなって
います。慣れ親しんだ日本を離れたことでだ
いぶん人間としての柔軟性、適応能力が身に
ついているのではないかと思います。
日本を離れ、多くのことを失いましたが、
ロンドンでの生活でそれ以上のことを得てい
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日本とロンドンの両方のコロナ禍を経験し 続で完全には楽しめておりませんが、出来る
ている自分にとっては、国民性の違いを大い 限り前を向いて楽しみ、留学生活が「思い出」
に感じることが出来ました。実際、世の中で ではなく「財産」になるよう日々努力し、少
起きていることはほぼ同じなのですが、「組織 しでも多くのことを学び、日本に還元してい
の調和を重んじ、一人を守りにいく日本」、
「全 けたらと思っております。
体を守るために個々を尊重するイギリス」と

イギリス留学を検討されている方、興味が

いう感覚です。特にロンドンはダイバーシティ ある方は遠慮なくご連絡ください。
で、人それぞれの考え方、生き方があり、国
民一人一人の選択、責任に任せたという感じ
であり、ほとんどの人がマスクをしていませ
んでした…。どちらが良いか悪いかは人それ
ぞれなのかもしれませんが、自分の考えを持
つ大切さも知ることが出来、視野が広がった
気がします。

◆今後について
今はまだ毎日が挑戦、苦労、失敗などの連

ラボの仲間たちと

順天堂大学サバティカル研修には専任教員であれば学部を問わず
ご応募いただけます。興味がある方は、「学内ポータルサイト」
より「教員の海外派遣支援」をご覧ください。
https://portal.med.juntendo.ac.jp/department/juic/04.html

お知らせ

学校法人順天堂 広報誌
「順天堂だより」323 号（2022.7）

●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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健康データサイエンス学部（仮称）開設準備室
特任教授

【データサイエンスの未来】

姫野

龍太郎

第2回

驚愕の機械学習の進歩とその未来

データサイエンスの未来という連載、第1回はデータサイエンスの興隆をもたらした4つの
要素を紹介しました。今回はその第２回として、今持てはやされているAI(人工知能)、中で
も機械学習の進歩に関する近年の2つの重要な出来事について紹介し、これからの進展を
展望します。その2つとは、2012年の“グーグルの猫”と2015年の“アルファ碁”です。
“グーグルの猫”は、
「1,000万枚の画像データを与えてコンピュータに分析させた結果、コ
ンピュータが自分で猫を認識できた」と2012年にグーグルが発表したことを指します。それ
までコンピュータには“猫にはこういう特徴がある”と、１つ１つ列挙して教える必要がありま
した。それをコンピュータが自分で学習したことが画期的だったのです。
２つ目は2015年、コンピュータ囲碁プログラムの“アルファ碁”が人間のプロ囲碁棋士に
初めて勝ったことです。それまでもチェスや将棋ではコンピュータが人間のプロに勝利する
ことがありましたが、囲碁は場合の数が多すぎて先を読むのが難しく、コンピュータが勝つ
のは無理だと思われていました。それが基本的には「猫の学習」と同じ方法で学習したコン
ピュータが2017年5月、当時の囲碁の世界チャンピオンに勝利したのです。このアルファ碁
というプログラムでは過去の試合結果を学習させたのですが、そこから発展したAlphaGo
Zeroは自分自身との対局という４０日間の学習でアルファ碁に勝利しています。さらに囲碁
だけでなく、他のゲームにも対応したAlphaZeroではグーグルが自社で開発した機械学習
用プロセッサ“TPU（Tensor Processing Unit)”を5,000台使って機械学習にかかる時間
を大幅に短縮、わずか８時間の学習でAlphaGo Zeroに勝利しているのです。ここで重要な
ことは、２つあります。
①人の対局データを使わず、コンピュータ同士で対局させて学習させたこと。
②専用のプロセッサを大量に使うことで時間のかかる学習を短縮できたこと。
この2つの方法を使うことで、非常に速く高度な学習ができて、人の能力を凌駕して
います。
この内、②は、専用のプロセッサが今続々開発されていて、この方面の速度向上は万全な
ように見えます。一方の①は、ゲームではルールが明確なのでこの方法が取れます。しかし、
実社会のデータを学習に使う場合は簡単ではなく、いかに効率よくコンピュータに学習で
きるデータを与えるかが、今後の発展の鍵を握っています。ここに研究者の腕の見せ所があ
ります。

