
順天堂大学医学部同窓会
山形県支部総会

平成22年10月16日

1)平成22年10月16日（土）午後6時30分～
2)上山温泉 葉山館

3)総会
会長挨拶

報告と協議
①報告事項

・支部長・支部幹事会
・5月22日（土）代議員会および総会

②検討事項
5）懇親会

①大学本部役員よりご挨拶と情報提供

②支部会員の近況報告
③その他



平成22年順天堂大学医学部同窓会
支部長・支部幹事会

平成22年10月16日

平成22年4月17日（土）午後3時～
東京 山の上ホテル別館2階（海・山・川・白磁の間）

出席者 横山支部長、矢吹幹事

会議の内容

①渉外、支部部門、総務部門からの報告

②森近 浩 同窓会会長挨拶 同窓会の現況について

③小川秀興 理事長 挨拶 順天堂の現況について

④乾 杯

⑤各支部（全国合計37支部）からの近況報告

横山先生と矢吹が山形県支部の状況を説明

⑥同窓会活動のアンケート報告



平成22年順天堂大学医学部同窓会
代議員会及び総会

平成22年5月22日（土）午後3時～順天堂大学医学部10号館1階 出席者 矢吹

議 題
①平成21年度会務並びに事業報告
②平成21年度決算
③平成22年度予算案
④役員の改選 森近浩 先生が会長に再選
⑤その他 平成25年 順天堂創立175年 記念事業の開催

行 事 順天堂大学医学部同窓会修学援助について
①学術奨励賞授与
②海外留学時助成金授与
③同窓会功労賞授与
④大学当局より現状報告

小川理事長、木南学長、富野医学部長、新井病院、細谷総務局長長
・平成22年4月 静岡県三島市に順天堂大学保健看護学部オープン
・本郷エコキャンパス・ホスピタル再編事業で早稲田大学との共同研究
・センチュリータワーを購入
・第28回日本医学会総会 副会頭小川理事長 開催

平成23年4月8日（金）～10日（日）東京国際フォーラム 事前登録25000円
新任教授お祝い・・・センチュリータワーにて

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Century_Tower_at_Japan.jpg


順天堂大学医学部同窓会とは？
～地方在住会員の思い～

これまで医師として医業を営んできて、そして、これからも大切にすべき
根本の考え、思想はどこから？

・・・学生時代または医師となって順天堂から伝えられたもの！

山形での開業において
実際の診療においては、付き合いのある大病院との連携が重要？！
・・・山形大学、県立中央病院、市立病院済生館など

同窓会の集まりは受け継がれてきたことを確認する場！



佐藤泰然の生い立ち

諱は信圭（のぶかど）、号は紅園
文化元年（1804）に武蔵国川崎在の稲毛で父藤佐と母フジの長男として誕生。

藤佐は、旗本の伊奈家に仕えて力量を発揮し、泰然の出生時藤佐は裁判の関係で稲毛村の田辺家
の養子になっていた。泰然は、田辺昇太郎、長じて田辺庄右衛門信圭と称し田辺家に仕えていた。

田辺家の所在地：神奈川県川崎市高津区北見方
（泰然の出生地） 第三京浜京浜川崎IC付近

菩提寺は正福寺(真言宗)

医学を志す以前は、伊奈差右衛門忠吉の用人。
出石藩の榛沢運平について学ぶ。結婚は19歳か20歳。

27歳（天保元年、1830年）より足立長雋（ちょうしゅん）の
下で勉強を始める。
初めの妻は、二人の女児を残して里に帰る。
山内豊城（榛沢塾での親友）の妻の妹「川端タキ」を後妻に！

泰然が医学を志したのは、松本良甫（松本家七代目、後の将軍侍医）の強い影響。
伊勢の国の船頭、磯吉、幸太夫のロシア帰りの見聞録から刺激を受けて！
蘭学への興味。
足立長雋（和蘭医）に5年間学ぶ。松本良甫とともに。
→原書を読むために高野長英のもとへ。天保元年に江戸開塾。泰然と良甫が尽力。
（山の手組として蘭学者が集まり時勢を嘆き実学の建設に向かった。庄内の小関三英。）

http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=35.59678389&lon=139.63343&sc=5&z=13


佐藤然僕
名は、信康→喜惣司→然僕（ねんぼく）。泰然とともに蘭学を修める。青地林宗のもとで！訳本あり
小野左太夫組・・・柳沢八郎右衛門組。天保13年に転封事件を機に？職を辞し伊東玄朴に入門
医学を学び神田お玉ヶ池で開業

・・・庄内藩 酒井忠器（ただたか）に聘せられ藩医（江戸屋敷詰め）となる。

藤佐と江戸で生活し（佐倉に転居せず）、ともに江戸小日向の日輪時に葬られている。

佐藤桃太郎
然僕の孫で、戊辰戦争時に官軍に処刑された。

戊辰戦争の際、旧幕臣の天野豊三郎、佐藤桃太郎、関口有之助等９名が各地に転戦の末、庄内藩
にたどり着いたが、藩は既に謝罪降伏していた為、この八ツ興屋の林高院に匿われ部落の豪農三浦
半三郎が厚くもてなした。

そして、三人の処刑の報を聞くと、三浦半三郎は病床起きだし、夜陰に紛れて処刑された酒田の
妙法寺に行き首を持ち帰り、この寺に埋葬し、明治3年3月21日立派な墓石を建立した。その後、毎
年4月21日には法要が営まれた。
＜三烈士の墓＞

庄内藩首脳は9人に降伏して国元に帰る事を勧めるが、天野・佐藤・関口の三人は聞かず、三人は
松山藩お預けとなり、新政府軍に対して反抗を続けた為、明治2（1869）年4月21日新政府軍は三
人の処刑を命じる。天野30歳、関口21歳、佐藤22歳（19歳とも）。



順天堂という名前

「順天」とは、“天道に従う”。つまり“自然の理に従う”という意味。
「堂」は、賓客に接し、また、礼楽を行う建物。商店の屋号または人の雅号などに添えていう語。

江戸の診療所は「和田塾」。佐倉に転居する際に命名された。
林洞海の話より「酒井雅楽守藩医山田朴庵？が命名した。」朴庵は安朴の誤りと思われる。

山田安朴：姫路藩の奥医、禄百石。儒者で医師、茶道にも達し漢時代の隷書をよくした。
小葭外史（しょうかがいし）。

順天堂が受け継いできた基本的な考えは「儒教思想」。儒教の根本は「仁（じん）」。
仁 ＝ 二人の姿 仁とは人に接する場合の心のあり方。

理事長室の額には
天保14年10月の日付あり

・・・・
これらの根本にあるのが、学是「仁」であります。「人在りて我在り、他を思いやり、慈しむ心。これ即ち
『仁』」。本学の校章は、「仁」を意匠化したもので、順天堂に集う者すべてが目指す学是であります。
2010年3月吉日学校法人 順天堂 理事長 小川 秀興

順天堂の校章は「仁」を意匠したもの。順天堂に学ぶ者すべての目指すとこ
ろです。「不断前進」の理念を持ち続け、たゆまぬ前進と改革と創造的な歩
みを続ける一方で、不易に守り通してきた精神、これこそが中国の古典・易

経に表された『順天応人』 本学の名前の由来です。



順天応人
「天地革而四時成。湯武革命、順乎天而應乎人。革之時、大矣哉」

天地革（あらた）まって四時（しいじ）成り、
湯武（とうぶ）命を革（あらた）めて、天に順（したが）い人に応ず。
革の時大いなるかな。 （易経の沢火革：六十四卦の第四十九卦）

天地の気が変革して四季がなる。
夏王朝を滅ぼして殷王朝を開いた湯王（とうおう）、
殷王朝を滅ぼして周王朝を開いた武王（ぶおう）の革命も天意に違わない道であり、民衆の
苦しみに応えたものであった。
※革は革命だけでなく、変革の意味がある。

大有、元亨。 彖曰、大有、柔得尊位、大中而上下應之、曰大有。其徳剛健而文明、應
乎天而時行。是以元亨。
象曰、火在天上大有。君子以遏惡揚善、順天休命。

大有は、元いに亨る。
彖に曰く、大有は柔尊位を得、大中にして上下こうれに応ずるを、大有と曰う。その徳剛健にして
文明、天に応じて時に行う。ここをもって元いに亨るなり。

象に曰く、火の天上に在るは大有なり。君子もって悪を遏め善を揚げて、天の休いなる命に順う。
（火の天の上にあるは大有なり。君子はもって悪をとどめ善を揚ぐる、天におおいなる命に順う。）



易経（えききょう）は、古代中国の占筮（細い竹を使用する占い）の書である。儒教の基本テキスト五経の
筆頭に挙げられる経典であり、『周易』（しゅうえき、Zhōu Yì）または単に『易』（えき）とも言うが、通常は、
基本の「経」の部分である『周易』に、儒教的な解釈による附文（十翼）を付け加えたものを易経と呼んで、
両者を区別している。

五経
易経、書経、詩経、礼経（儀礼/周礼）、春秋経、

七経
上記 + 論語、孝経

九経
五経+伝

十二経
九経+論語、孝経+爾雅（じが ）

十三経
十二経+孟子伝

礼記、春秋左氏伝、春秋公羊伝、春秋穀梁伝

儒教
根本は「仁（じん）」である。仁とは人に接する場合の心のあり方。愛に近く、その実践

にはとくに「忠恕（ちゅうじょ）」（真心と思いやり）が重視された。しかしその仁は、まず父
母兄弟の近親から漸次他に及ぼすべきものとされ、「孝」を尽くすことは仁の第一歩、兄
弟に対する「悌（てい）」がこれに次ぐとされる。

儒教の仁はその意味でいわゆる人類愛とは区別されなければならない。仁は本来人
の心情にかかわるものであることから、ともすれば情に流されて発露を誤るおそれが
あった。それを抑えて適宜ならしめるのが「義」である。「仁義」を並称することは孟子（も
うし）（孟軻（もうか））に始まり、その後、儒教の徳目を代表するものとなっている。仁・義
に礼・智を加えて「四徳」と称し、それに信を加えて「五常」という。



山形県の紹介
1. 天地人 NHK大河ドラマ

直江兼続： 米沢藩初代藩主上杉景勝を支えた智将

2. 映画「おくりびと」 2009年アカデミー賞外国語映画賞受賞
・庄内映画村他、県内で撮影
・小山薫堂 脚本

現、東北芸術工科大学（山形市）
デザイン工学部 企画構想学科学科長で同大教授

3. Jリーグでのモンテディオ山形の活躍・・・年間予算約12億円
J１残留 佐藤健太郎（MF） 順天堂大学蹴球部出身

4.山形大学 嘉山孝正 医学部長
2009年10月 中央社会保険医療協議会（中医協）委員就任

→ 国立法人がんセンター 中央病院長・理事長 就任
2010蔵王スキー実習にて



・スキヤキ・ウエスタン・ジャンゴ
・ICHI

・スノープリンス禁じられた恋のメロディ
・山形スクリーム
・十三人の刺客

・座頭市－THE LAST－

2007年 9月15日
2008年 10月25日
2009年 12月
2009年 8月1日
2010年
2010年

庄内映画村 鶴岡市 山形市

2010蔵王スキー実習にて

http://www.s-eigamura.jp/html/set.html
http://www.s-eigamura.jp/html/material.html
http://eiga.com/movie/53337/dvd/


オリエンタルカーペット（山辺町）

2010蔵王スキー実習にて

http://www.tohoku.meti.go.jp/joho/seizou/090713taisyojusho.html
http://make.pingmag.jp/J/2008/10/07/oriental/
http://www.oriental-carpet.jp/products/contruct.html
http://www.oriental-carpet.jp/products/homeuse.html
http://www.oriental-carpet.jp/products/art.html


山形県の最近の話題
①有機エレクトロニクスに関する研究所（米沢市）に設置。
「山形有機エレクトロニクスバレー構想」事業・・・山形大学工学部城戸淳二教授

②慶応大先端生命科学研究所（鶴岡市）
200１年研究所完成、鶴岡市、山形県、慶応大の３者でメタボローム（細胞代謝）

技術の研究、生命活動を研究
東北公益文科大学との立ち上げに県と鶴岡市で100億円補助
研究所には年間7億円×5年間で計35億円の補助

③アフィニス夏の音楽祭 2010 8月17日（火）～26日（木） 山形/酒田/東京
山形交響楽団（指揮者 飯森範親氏）の活躍

④IWC（インターナショナルワインチャレンジ）2010
SAKE部門 トロフィー受賞酒 金メダル受賞酒の中からさらに選定

・純米吟醸酒・純米大吟醸酒の部 雅山流 極月 Gold

・本醸造の部 裏・雅山流 香華 Gold

・吟醸酒、大吟醸酒の部 出羽桜 大吟醸酒 Gold

⑤草 木 塔 仙道山形大学前学長がパラグアイに建立。



順天堂のサッカー界での活躍

日本サッカー協会

小倉純二会長
新藤氏、清雲氏

FIFAスタッフ出羽三山へ
ホセサンチェス氏と妻木氏

日本代表スタッフと池田整形外科准教授（日本サッカー協会スポーツ医学委員会副委員長）



金子和夫 教授

新井一 順天堂病院院長
国立法人がんセンター理事就任

（広報担当）

昭和54年卒の菅原氏と櫻井氏

金子和夫 整形外科教授
就任パーティーより

平成22年3月22日


