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The 61st International Congress on Therapy
 Medical systems with COVID-19

    Opening remarks : Koichi Ito, MD, PhD (Managing director, IMSJ) 

    Congratulatory remarks : Dr. Clemens von Goetze (Ambassador, Embassy of the Federal Republic of Germany Tokyo)

 Toshio Nakagawa, M.D., Ph.D. (President, Japan Medical Association) 

    Medical Lectures Chair :	 Koichi Ito, MD, PhD (Managing director, IMSJ)

 Taro Kondo, MD, PhD (Managing director, IMSJ)

Lecture I: Challenge to Covid-19 vaccine

 Akihisa Harada MD, Ph.D

	 (President & Representative Director, Pfizer Japan Inc.)

Lecture II: COVID19, a disease that took the World by the cytokine storm

 Beate Heissig, MD PhD

 (Specially Appointed Associate Professor, Department of Research Support 

  Utilizing Bioresource Bank, Graduate School of Medicine, Juntendo University)

Lecture Ⅲ : Global perspective-pandemic preparedness and response

 Nahoko Shindo, MD, PhD

 (Senior Advisor, Global Infectious Hazard Preparedness Department , 

  WHO Health Emergencies Programme)

Lecture Ⅳ : COVID-19 in Germany

 Mathias B. Bonk, MD, MSc, DTM

 (Chairman of the Board, Berlin Institute of Global Health)

    Chair :	 Kenichi Ishibashi, MD, PhD (Chairman, Board of Directors, IMSJ)

Discourse : Based on comparison of the Japanese and German Constitutionー

 Does the Japanese Constitution need change?

 Prof. Dr. jur. Heinrich Menkhaus (Full Professor, Faculty of Law and Graduate 

 School of Law, Meiji University / Director, MICL)

    Closing remarks : Kenichi Ishibashi, MD, PhD (Chairman, Board of Directors, IMSJ)
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開会挨拶

（公財）日本国際医学協会

常務理事

伊藤公一

ドイツ連邦共和国大使館 東京

特命全権大使

クレーメンス・フォン・ゲッツェ

　この度は、日本国際医学協会の皆様へのご挨拶の機

会をいただき、大変光栄に存じます。

また、今年の国際治療談話会総会の開催、心よりお祝

い申し上げます。この談話会は長い伝統を持ち、長年

にわたり日本とドイツの医学界を密接に結びつけてき

ました。

　貴協会は過去数十年にわたり、実に様々なテーマを

取り上げてこられましたが、今年は、極めて緊急性の

高いコロナパンデミックとその対策を議題にされまし

た。幸いなことに日本ではここ数週間、新型コロナウ

イルスの感染者数が大幅に減少しており、この傾向が

今後も続くことを願っております。しかし今最も重要

なのは、双方の専門家が意見交換を行い、互いから学

び、この大変な病気、このパンデミックと闘うために

協力していくことです。

　貴協会はこの分野において国際的な科学者や医師の

知見を結集するために、非常に積極的に活動されてい

ます。本総会が実り多いものとなりますよう祈念いた

します。

祝辞

公益社団法人　日本医師会

会長

中川俊男

　第61回国際治療談話会総会の開催に当たり、日本

医師会を代表して、祝辞を述べさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るい始

めてから約2年の歳月が流れましたが、今もなお予断

を許さない状況が続いています。我が国では9月末を

もって緊急事態宣言および「まん延防止等重点措置」

が全面解除されることになりました。我が国の新規陽

性者数は、全国では8月20日の25,992人、東京都

では8月13日の5,908人をピークに、11月1日現在

で全国では84人、東京都では9人にまで減少してい

ます。しかしながら、行動制限緩和後に感染が再拡大

した海外の事例を鑑みるに、引き続き気を緩めること

なく新型コロナウイルスと向き合っていかねばなりま

せん。

　そして、新型コロナウイルス感染症と闘うに際して、

我々は、国境を超えた協力体制を築く必要があります。

その一環として、今年9月に日本医師会が加盟してい

るアジア大洋州医師会連合（CMAAO）は台北総会

オンライン会議を開催し、そこで「新型病原体パンデ

ミックの管理における共同作業に関する台北声明」を

採択いたしました。さらに10月には、日本医師会が

加盟している世界医師会（WMA）はロンドン総会オ

ンライン会議を開催し、そこで「COVID-19ワクチ

ンと海外渡航の要件に関するWMA決議」等を採択い

たしました。

　また、日本医師会はCMAAOやWMAの他にも、

各国医師会、WHO西太平洋地域事務局、日本貿易振

興機構NYセンター等グローバルヘルスの分野での交

流を通じて得た情報を共有しています。引き続き、日

本医師会は、世界各国の医師会や医師をはじめとする

医療従事者と協力しながら、新型コロナウイルス感染

症に対応してまいります。

　長丁場の闘いになりますが、新型コロナウイルス感

祝辞
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染症はいずれ終息します。これまでと同様に世界各国

が連携して感染対策を徹底し、世界全体で新型コロナ

ウイルスに打ち勝ちましょう。

　結びにあたり、改めて本日の総会のご盛会、公益財

団法人日本国際医学協会の今後ますますのご発展とご

出席の皆様のご健勝を心から祈念申し上げ、お祝いの

言葉とさせていただきます。

メッセージ

日本国際医学協会日本国際医学協会

第 61 回国際治療談話会総会に寄せるお祝辞第 61 回国際治療談話会総会に寄せるお祝辞

（訳文）

　ご臨席の皆様

　日本国際医学協会第61回国際治療談話会総会に当

たり、ビーティッヒハイム＝ビッシンゲン市および市

民一同を代表し、ここに心からなるご挨拶をお送りい

たしますとともに、私個人としましても心よりご挨拶

を申し上げる次第であります。また、本年も再び皆様

にお祝辞をお送りできますことは、私の格別に光栄と

存ずるところであります。

　昨年の総会では「新型コロナウイルス感染症	―	日

独の対応」がテーマとなっておりました。本年は、「ポ

ストコロナの医療体制」が総会のテーマに選定されま

した。また、本年は総会が初めて完全なオンラインで

開催されることになっております。

　皆様が本年と昨年選定されたこれらのテーマは、世

界的なパンデミックに鑑みますと極めて重要であり、

かつその講演は将来のパンデミックとの戦いのために

必ずや重要な貢献をされるものと思われます。また、

これらのテーマは、この世界的なパンデミックによっ

て私たちの生活が如何に変化したかをも物語っており

ます。また、これらのテーマは今後幾年にもわたって

私たちの関心を引くことになりましょう。日本国際医

学協会は、まさにこのような時代にあっては掛替えの

ない存在であり、重要な社会的役割を果たしておられ

るのであります。

　エルヴィン・フォン・ベルツは、19世紀末に26年

余にわたって東京大学において活動し、単に教鞭をとっ

ただけでなく、自らも多くのことを学びました。彼は

病人を治療し、文化や日本の昔からの治療法を探求し、

取り分け草津温泉の効能を指摘しました。彼は、世界

の全ての民族と学問のために付加価値を得るべく幅広

い知識と経験や学識の交流を促しました。このような

意味におきまして、日本の医学は今日までに先進的、

かつ正に研究分野においては強力な学問へと発展して

きたのであります。

　日本国際医学協会は、エルヴィン・フォン・ベルツ

のこのような求めを、既に60余年も前に人々の出会

い、交流および友好関係の分野について取り上げ、エ

ルヴィン・フォン・ベルツの郷里であるビーティッヒ

ハイム＝ビッシンゲン市との関係を構築することによっ

て新たな方向付けをして下さいました。私たちは、今

日この好機を互いに知り合い、互いの考えと文化を交

流するために活用し、もって国際理解と平和の増進に

努めております。エルヴィン・フォン・ベルツの遺志

は今日まで生き続けており、私たちはこれを将来にわ

たって育み続けたいと思っております。

　取り分け青少年には草津町との姉妹提携を捧げ、将

来にわたって友好関係を継続してゆきます。来年は草

津町とともに、国境を越えて私たちの連帯を強固にし

ている姉妹都市提携60周年の記念祭を催すことになっ

ております。

　日本国際医学協会は、今日におきましても変わるこ

となく日本とドイツ並びに世界の多くの国々との間の

学術、取り分け医学の交流にとって重要な絆の役を

担っておられます。ここに貴日本国際医学協会に対し

感謝の意を表し上げますとともに、本年の国際治療談

話会総会のご盛会をお祈り申し上げる次第です。

　このような意味におきまして私は、貴日本国際医学

協会が今後も更に実り多きご活動を続けられますよう

ビーティッヒハイム＝ビッシンゲン市

市長

ユルゲン・ケッシング
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お祈りいたし、併せて本年の総会のご成功を念じ上げ

ます。ビーティッヒハイム＝ビッシンゲン市は、日本

の友人の方々と今後も常に固い絆で結ばれて参ります。

メッセージ

日本国際医学協会日本国際医学協会

第 61 回国際治療談話会総会に寄せるお祝辞第 61 回国際治療談話会総会に寄せるお祝辞

（訳文）

石橋健一先生

並びに日本国際医学協会会員の皆様

　この度、第61回国際治療談話会総会が開催される

に当たり、ここに旧ハンザ同盟都市レムゴ市議会並び

に同市庁を代表して心からなるご挨拶をお送りいたし

ます。また、初めてのオンラインによる総会「ポスト

コロナの医療体制」のご盛会とご成功をここにお祈り

申し上げます。

　パンデミックは、今や既に一年半にもわたって続き、

その終息は未だに見通せません。このパンデミックは

人類にとっての一大挑戦であります。それは、新たな

状況が生ずれば常にそれに対して柔軟な対応が求めら

れるからにほかなりません。医学にとっても然りであ

ります。研究の分野においても、また科学も新たな知

見を獲得し、それを十分に活かしてゆかねばなりませ

ん。これらのデータを伝達し、交流を促すことは全人

類にとって極めて重要なことであります。

エンゲルベルト・ケンペルの生誕の地におきまして石

橋先生に親しくお会いできますならば私にとってはこ

の上もない喜びであります。また、先生をはじめ日本

国際医学協会の使節団を近い将来ここハンザ同盟都市

レムゴ市にお迎えできますならば私たちの大きな喜び

とするところであります。

メッセージ

日本国際医学協会日本国際医学協会

第 61 回国際治療談話会総会に寄せるお祝辞第 61 回国際治療談話会総会に寄せるお祝辞

（訳文）

　日本国際医学協会第61回国際治療談話会総会に当

たり、カールスルーエ市および同市参事会並びにカー

ルスルーエ市民一同を代表してここに心からなるお祝

辞をお伝え申し上げますとともに、私個人といたしま

しても衷心よりご挨拶を申し述べます。

　この度の総会は、コロナ・パンデミックに起因して、

今年初めての日本とドイツを結ぶWeb公演による完

全なオンラインでの開催となりました。本年の国際治

療談話会総会のテーマが「ポストコロナの医療体制」

であるのは偶然ではなく、もっともな根拠があるのです。

　ドイツと日本の医学の間には長きにわたって緊密な

絆が存在しておりますが、同様に当カールスルーエ市

とも濃い結びつきが存在することを私は嬉しく思って

おります。それを象徴的に物語っておりますのがエル

ヴィン・フォン・ベルツ博士やエンゲルベルト・ケン

ペル博士の様な著名な医師たちであります。日本国際

医学協会の元会長であられた石橋長英先生と、その後

を継がれたご令息石橋長生先生はともに、日本の医師

たちと当カールスルーエ市の医師たちとの間の良き関

係のために絶えず積極的にご尽力下さいましたが、今

日ではご令孫の石橋健一先生がこれを継いでおられ

ます。それ故私は、治療談話会のこのような伝統が

2022年に再びカールスルーエにおいて継続できるよ

う願っております。

　と申しますのも、実は当市カールスルーエは、日本

のライフスタイルや文化が様々な形でその姿を現して

いる都市だからであります。これは、とりわけ扇状都

市と呼ばれる当市において極めて活発な活動を続けて

おられる独日協会の功績のお陰でありますが、同協会

旧ハンザ同盟都市レムゴ市

市長

マルクス・バイアー

カールスルーエ市

市長

ドクター･フランク･メントゥルップ
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は日独両国の相互理解と友好のために、また更には文

化および学術関係の促進に努め多大な成功を収めてお

られます。

　1994年より独日協会は、カールスルーエ市立動物

公園にある日本庭園の代母となっております。実は、

この公園の歴史は1914年に遡ります。この年カール

スルーエ出身のある医師が日本から石灯籠一基と色々

の種子を持ち帰ったことに始まります。仏塔、狛犬、

神社、とりわけ2018年に新たに建造された茶室など

を擁するこの庭園は、ある種の	―	私たちにとっては	

―	エキゾチックな雰囲気を醸しております。散策の

ために朱塗りの「鳥居」を潜ってここに一歩足を踏み

入れますと別の世界に誘われます。しかし、同時にこ

の日本庭園は、男女を問わずカールスルーエ市民にとっ

ては、ほぼ自然で当たり前のもの	―	つまり、元から

あるカールスルーエの一部	―	となっているのであり

ます。このように別のものと平静にあい交わること、

「よそのもの」と見做していたものを調和的に統合し

てゆくこと	―	これが世界に向かって開かれた雰囲気

と誕生以来の当市の特徴である新しいものへの好奇心

を如実に物語っております。

　私は、この様な意味におきまして日本国際医学協会

の将来のご成功を祈念致しますとともに、第61回国

際治療談話会総会の新たなスケールでのご盛会と稔り

多き成果をお祈り申し上げる次第です。

公益社団法人　日本歯科医師会

会長

堀　憲郎

　この度の第61回国際治療談話会総会のご盛会を心

よりお慶び申し上げます。

　貴会の今後益々のご発展と会員の皆様のご健勝を心

よりお祈りいたします。

公益社団法人　日本薬剤師会

会長

山本信夫

　日本国際医学協会の第61回国際治療談話会総会が

盛大に開催されますこと、心よりお祝い申し上げます。

貴協会講演会の開催等を通じ、我が国の医療の向上、

更には国際医学交流の発展に貢献されており、改めて

敬意を表したいと思います。本日の総会のご盛会をお

祝い申し上げますとともに、貴協会の今後益々のご発

展を心より祈念申し上げ、お祝いの言葉と致します。

祝電
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（公財）日本国際医学協会

常務理事

近藤太郎

　2021年度の総会の主題を「ウィズコロナの医療体

制」としました。

　2020年3月に新型コロナウイルス感染症パンデミッ

クが宣言されて以降、世界中で人々の生活は一変しま

した。

　命に関わる感染症のことを、日々身近に感じながら

人々は生活してきました。

　開発されたワクチンが広く接種され、日本では第5

波を乗り越えてきたところです。

　診断と治療のあり方、医療体制のあり方、後遺症の

問題、ウイルスの変異、社会生活のあり方など課題は

多岐にわたります。

　本日の総会では、日本とドイツからあわせて4名の

方にお話しいただき、ご試聴いただくみなさまと知見

を新たにしたいと思います。

2020 年初より世界を一気に巻き込んだパンデミ

ック、日を追うごとに感染者が増え、重症化し社会

経済活動もままならない状態に陥った。2020 年 1

座長のことば 月に中国から“SARS-CoV2”として全遺伝子配

列が公開され、WHO はこのウイルス感染症のこと

を”COVID-19”と名付けた。この後、世界中の研

究機関、製薬企業がこのパンデミックに挑戦するため

にワクチン、治療薬の研究開発に臨んだ。製薬企業は

業界としてこのパンデミックに挑戦するために、平時

には競合する会社同士であっても COVID-19 に関し

ては、自らの知見を積極的に他社と情報交換を行っ

た。また、この領域では、ベンチャー企業が積極的に

研究資源の投入を行っていることから、大企業からこ

のようなベンチャー企業に開発ノウハウの提供を進

め、さらには大企業の生産部門の余剰を有望なベンチ

ャー企業の抗ウイルス薬やワクチンの生産に提供され

た。2020 年、通常では見ることのできない、業界

一丸となって手を取り合ってこのパンデミックに挑戦

する姿が米国の研究開発型の企業間で見られたこと

は、社会を脅かすパンデミックに対抗するために我々

も学ぶことが大きいのではないかと考える。弊社でも

このような他社および他のベンチャーとのプロジェク

トが 200 以上にも及んだ。その後、一年の内に新し

いメカニズムのワクチンが開発され、社会の“日常”

を取り戻す一歩となりつつある。この成功はすべての

開発プロセスを省略することなく、通常順番に行うプ

ロセスをすべて同時にスタートしてこの短い期間にワ

クチンを世に出すことができた。しかし、この短期間

での世界 150 か所の医療機関での第三相臨床試験に

成功できたのは、一企業の努力だけではなく、このパ

ンデミックに打ち勝つと信じた多くの方々の力の結集

である。コロナ禍で奮起した製薬企業のワクチン開発

とそれを支えた業界の結束力、そしてその挑戦をサポ

ートしてくれた治験参加のボランティア、医療従事者、

規制当局をはじめ様々な面で支援をしてくれた多くの

方々の勇気、これらすべてがサイエンスを実臨床に結

びつけた。本講演では、ワクチン開発に関する背景と

我々のパンデミックへの挑戦を紹介する。

新型コロナワクチンへの挑戦新型コロナワクチンへの挑戦

ウィズコロナの医療体制
座長　　（公財）日本国際医学協会　常務理事

伊藤公一

 （公財）日本国際医学協会　常務理事

近藤太郎

講演Ⅰ

ファイザー株式会社

代表取締役社長・医師

原田明久
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世界中にサイトカインストームを起こした世界中にサイトカインストームを起こした

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症

順天堂大学大学院医学研究科

バイオリソースバンク活用研究支援講座

特任准教授

ベアーテ・ハイジッヒ

　気候変動に苦しむ世界では、嵐が増えている。準備

は保護である。

　大半の重症症例では、重症急性呼吸器症候群コロナ

ウイルス2（SARS-Co-2）に起因する新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）パンデミックは、サイト

カインストーム症候群の特徴を伴う急性呼吸窮迫症候

群と過炎症の臨床症状を示す	。我々のグループは、炎

症の重症例を対象にサイトカインストーム調節時の凝

固および線維素溶解関連因子の役割を調査している。

治療への扉を開き、COVID-19の病態メカニズムでこ

れらの因子が果たす役割を理解することは重要となる。

　COVID-19パンデミックは世界を席巻した。政府

は、ロックダウンから学校の閉鎖、そしてウイルスの

空中伝播を考慮したマスクの着用などの基本的な衛生

基準の安心感に至るまで、ウイルスの蔓延を封じ込め

るために迅速に対応した。

　パンデミック時には、医療制度、地方政府または中

央政府、さらに世界的な科学協力体制の脆弱性が浮き

彫りになった。

　科学界はこのようなパンデミックにどのように備え

ていたのか？　ここでは、科学的準備の定義（出典：

米国保健社会福祉省内の事前準備・対応担当次官補の

枠組み）について説明する。科学的準備とは、緊急時

の計画者、対応者、コミュニティが主要な公衆衛生上

の緊急事態または災害に対するより良い準備、対応、

およびそのような事態からの回復を可能にする科学的　

研究フレームワークを確立・維持することを目的とし

た共同作業である。

講演Ⅱ 　基盤となるのは、国内および国際規模での政府機関、

民間企業、学術機関、コミュニティ組織間の協力体制

である。COVID-19パンデミックのような災害に取り

組むための健全な研究基盤には以下のものが含まれる。

● 迅速な治験審査委員会の発足

● 事前に特定した科学研究ネットワーク

● 前臨床および臨床研究のための信頼性が高く利用

可能なデータおよび資料ソース

● 各国間の静的および動的な資金調達の流れ

　このレベルの科学的準備を国際的な規模で達成する

には、各国間の強力な関係を確立する必要がある。

　ドイツと日本との間には、19世紀後半にさかのぼる

協力と科学交流の長い歴史がある。ドイツは、病理学

者のルドルフ・ヴィルヒョウ（1821・1902）や細菌

学者のロベルト・コッホ（1843・1910）のような医

学の世界的リーダーと共に学ぶ多くの若い日本の医師

を歓迎した。有名な例として、ロバート・コッホの学

生であり、私立伝染病研究所（後に東京大学医科学研

究所に改名）の創設者である北里柴三郎博士が挙げら

れる。今日、ドイツと日本は世界で最も優れた医療制

度の1つを備え、両国の科学的基準が類似することを

考えると、ドイツと日本の科学者と医師は健全な研究

基盤を構築するのに最適である。以下は、COVID-19

パンデミック時の研究準備に関する考えと経験である。

●● 迅速な治験審査委員会の発足迅速な治験審査委員会の発足

　それが国内研究または国際研究にかかわらず、前臨

床研究または臨床研究を承認する通常時間のかかるプ

ロセスは、新たな災害に迅速に対応するのに役立つは

ずである。

●● 事前に特定した科学研究ネットワーク事前に特定した科学研究ネットワーク

　Maherら（Nature誌、2021年6月16日）によると、

COVID-19に関する国際協力は、非COVID-19研究

と比較して、パンデミック発生から最初のたった数ヵ

月以内に発足した。興味深いことに、パンデミック時

に国際的に協力した人々の3分の1は別の国で生まれ、

同僚と再会したばかりである。別の3分の1の人々は、

米国でそれぞれの役割や立場で働いていた人と協力した。
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　これらの研究結果は、国際協力は、事前に別の国で

働いた経験から生まれることを示している。したがっ

て、科学的準備に必要な実行可能なネットワークを生

み出すには、日本とドイツとの医学学術交流を回復す

ることが不可欠である。

●● 前臨床および臨床研究のための信頼性が高く利用可	前臨床および臨床研究のための信頼性が高く利用可	

　能なデータおよび資料ソース　能なデータおよび資料ソース

　医学における大きな疑問に答えるには、優れた基礎

科学施設、臨床サンプル、信頼できる臨床データの利

用が必要である。細胞株は不変であるが、患者のサ

ンプルは、患者に何が起こっているのかを現実的に

理解するための鍵を握る。順天堂大学では、生物資

源を利用して医学研究を推進する学科を設置した。

COVID-19患者のサンプルとワクチン接種後の患者

からサンプルを採取した。バイオリソースバンクは、

貴重な臨床データと患者資料をグローバルな科学コ

ミュニティに迅速に提供できる。我々のようにバイオ

バンクに対して長期的財源を受け取ることは、科学的

準備へのもう一つのステップとなる。国内の臨床研究

ではなく国際的な臨床研究を実施するためのモジュー

ルを構築することは、別のレベルの科学的準備である。

　嵐はもっと頻繁にやって来るであろう。科学的準備

を整えておけば、より迅速に対応するのに役立つ。

地球規模展望地球規模展望

世界保健機関健康危機管理対策

地球規模感染症対策部

上級顧問

進藤奈邦子

　2019年年末の第一報から早2年が経過しようとし

ている。COVID-19は依然世界的な流行が観察され

ており、とくに欧米では新学期、国際渡航および社会

経済活動の再開により患者数が増加傾向にある。

WHOの集計によるとすでに10億回以上のワクチン

が接種されているが、以前ワクチン接種率が40％を

講演Ⅲ

下回る国がアフリカなど低所得国を中心に存在する。

世界規模での流行コントロールのためにはワクチンの

公平な供与が危急の課題とされる。

　日本は先進国中最もCOVID-19による死亡率が低

い。圧倒的超高齢化社会において健康弱者を守り、大

規模なロックダウンなしにCOVID-19のインパクト

を抑え込んだことは特筆に値する。昨今の患者数の激

減は、もともと日本人個人の衛生行動の周知徹底、公

衆衛生インターベンション（大規模集会の中止、延期、

職業別ガイドラインの設定、医療機関における感染制

御策）が効果的に行われていたことに加えて、ワクチ

ン接種が一挙に進んだこと、公衆衛生メッセージが届

きにくい「情報ポケット」と言われるグルーブにも若

年者の自宅死や医療機関のたらい回しなどのニュース

報道やソーシャルメディアコミュニケーションにより

危機感が浸透したことなどが理由として考えられる。

　WHOが世界規模で収集している情報によれば、

1年間に約170の「パンデミックの芽」が検知され

ている。また、21世紀に入ってからほぼ4-5年に

一度感染症のメジャーイベントが起こっている。

COVID-19を含め、新興再興感染症の多くが動物由

来の病原体である。様々な理由による地球上の環境変

化がこれらの人獣共通感染症の発生と拡大に影響を与

えている。感染症の大規模流行やパンデミックは今後

必ず起こり続ける。この事実を念頭に置いた危機管

理、事業継続計画を立てる必要がある。

ドイツにおける新型コロナウイルス感染症ドイツにおける新型コロナウイルス感染症

ベルリン グローバルヘルス研究所

所長

マティアス・ボンク

　COVID19の最初の症例が報告されてからほぼ2年

後、ロックダウンなどの広範囲にわたる徹底的な対策

を講じたにもかかわらず、パンデミックは未だ収束し

ておらず、ヨーロッパと中央アジアは再びその震源地

になっている（WHO、2021年11月4日）。8320

講演Ⅳ
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万人の住民を抱えるドイツでは、これまでに504万

5000症例が診断を受け、97,715人が、COVID19

が原因またはCOVID19を発症して亡くなった（RKI、

2021年11月15日）。ドイツはパンデミック初期の

対応が成功したことで賞賛されてきたが、現在、第4

波に襲われ、症例数が指数関数的に増加し（最大約

50,000件/日）、毎日の死亡者数も増加している。店

舗でのマスク着用の強制など、制限は限られているが、

現在、ロックダウンや学校の閉鎖は行われておらず、

病院、特に集中治療室の収容能力はドイツ各地で限界

に達しつつある。このような状況は、オーストリア、

ベルギー、デンマーク、オランダなどの近隣諸国にも

当てはまる。このような進展に至った主な理由の1つ

は、不十分な予防接種率である。これは、多くの場合、

政治的リーダーシップの欠如、政治家、公衆衛生当局、

科学者に対する継続的な不信のいずれか、または両方

に起因する。本プレゼンテーションでは、ドイツでの

COVID-19パンデミックの経時的な進展の概要、現

在の状況、これらに寄与する重要な要因のみならず、

課題、機会、考えられる解決策について説明する。

紹介

（公財）日本国際医学協会

理事長

石橋健一

　明治大学大学院法学研究科	専任教授のハインリッ

ヒ・メンクハウス	先生に『ドイツ基本法と日本国憲

法の比較～日本国憲法を改正すべきか？』という演題

でご講演いただきます。

　メンクハウス先生は17年前に、ドイツのマールブ

ルク大学日本研究センターの教授をされていた頃から

当財団と長いお付き合いがあり、当財団から訪独した

際には現地で大変お世話になりました。

感想

ドイツ基本法と日本国憲法の比較ドイツ基本法と日本国憲法の比較

～日本国憲法を改正すべきか？～日本国憲法を改正すべきか？

明治大学大学院法学研究科　専任教授 

比較法研究所　所　　長

ハインリッヒ・メンクハウス

　当然のことながら、ドイツ連邦共和国の基本法と日

本国憲法は、比較することが可能です。というのは、

いずれの国においても、成分化されている憲法が存在

するからです。しかし、ドイツ憲法を日本国憲法改正

のためのモデルとして使うことは、様々な理由から慎

重でなければなりません。両憲法の歴史的な背景およ

び基本的原則は、大きくかけ離れています。例を挙げ

ると、ドイツが連邦国家であるのに対し、日本は中央

集権国家です。また、ドイツが共和国であるのに対し、

日本は、憲法上は元首が規定されていないものの君主

国家として扱われています。さらに、ドイツは新国家

ＥＵを創立するために協力しなければならないのに対

し、東アジアではＥＵと同等の同盟は見受けられません。

　両国の憲法の比較においては、法理論学に基づいて、

憲法にどのような定めが必要か、また、それぞれの憲

法において使われている典型的な法的専門用語が何を

意味しているかを検討する必要があります。こうした

観点からすると、両国の憲法はそれぞれに欠点を有し

ており、また継続的な改正が必要であることが分かり

ます。国を構成する基本的要素について、両国の憲法

を見てみましょう。例えば領土について、両国の憲法

には一言も記載がありませんし、いかにして国籍が取

得できるのかという問題についてもほとんど触れられ

ていません。日本国憲法では、国籍に関する具体規律

感　想
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は全て、下位の法律に委ねられています。他方、ドイ

ツ連邦共和国基本法は、ドイツ国民の他国への引渡し

の禁止を規定するにとどまり、ドイツ国籍を取得する

方法については規定していません。

　こうした状況は、国の正式名称、国旗、国歌、国紋、

国語などの点についても同様です。これらの点につき、

日本国憲法には全く規定がなく、ドイツ連邦共和国基

本法は国旗についてのみ規定していますが、黒・赤・

金の色について述べているだけです。

　国家原理に関する定めについても、同様の印象を持

ちます。日本では、民主制、法治主義、社会福祉制な

どの原則が採用されていると主張されていますが、日

本国憲法では言及すらされていません。また、ドイツ

では、最も重要な原則である法治国家制はドイツ基本

法の28条に概念として記載があるものの、同条は各

州の憲法の内容について定めるのみです。しかし、法

治国家制は連邦においても当然に守られるべき原則で

あることは言うまでもありません。

　これらの点からすれば、ドイツ基本法の改正が現在

までに63回にわたり行われたことは、驚くべきこと

ではありません。日本国憲法は、1948年に可決され

たドイツ基本法より少しだけ早く、1946年に可決さ

れていますが、これまで一度も改正されていません。

それはもちろん、憲法改正に関して高い壁があるため

ですが、日本国憲法の可決から年月が経って社会が変

わり、憲法の定めと社会の実情との差が見えてきまし

た。こうした状況は、憲法の法としての有効性に対し、

国民の信頼を失わせるものです。

　日本国憲法の規律の中には、ドイツが参考にすべき

面白い定めがあります。例えば、日本における最高裁

判所裁判官の国民審査は、ドイツにおいても民主主義

を改善するために導入することが可能です。また、日

本における最高裁判所の規則制定権は、ドイツにおけ

る三権分立を改善し、法治国家制を強化することがで

きます。

　同様に、ドイツ基本法の規律の中には、日本国憲法

を改善し得る定めがあります。民主主義を強化する必

要性からは、日本の総理大臣の衆議院解散権を廃止す

るべきです。なぜなら、衆議院の解散を総理大臣の単

独の意思で決めることができるため、与党に有利にな

るように解散の時期を選ぶことができてしまうからで

す。民主主義を強化するためには、日本でもドイツの

ように、内閣の決議に議会の承認を必要とすることで、

議会の内閣への統制をより広く行うことが推奨できる

かもしれません。ドイツでは、例えば兵力の派遣や戦

争状態は、連邦議会で決められています。

閉会挨拶

（公財）日本国際医学協会

理事長

石橋健一

　本日は当財団の第61回総会に多数ご視聴いただきあ

りがとうございました。新型コロナウイルス感染症に

ついて原田先生、ハイジッヒ先生、進藤先生、ボンク

先生、お忙しいところ大変有意義なご講演を賜り感謝

申し上げます。今回のテーマは春先に、コロナ感染が

収まったことを想定して「ポストコロナの医療体制」

と題して企画して参りましたが、見事に期待が裏切ら

れ「ウイズコロナの医療体制」と間際に変更いたしま

した。これから日本では新型コロナウイルス感染症の

第6波が懸念されています。これからこのウイルスとど

う付き合っていくか、本日の講演が皆様の明日からの

生活、また診療に多いに役立つことを期待しております。

　来年1月20日には通常通り、当財団第452回例会

をWEBにて開催予定です。テーマは「リンと健康・

慢性腎臓病」です。また「近年のイノベーション事例

から見るバイオベンチャーとイノベーションエコシス

テム」という感想の講演もございます。本日、視聴い

ただい方々に改めてご案内いたしますので、ぜひご視

聴ください。また会員になりますとオンデマンドでこ

れまでの講演を視聴いただけますので、ホームページ

を通して入会もご検討ください。

　本日は最後までありがとうございました。これで第

61回総会を終わらせていただきます。
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（１）第447回 国際治療談話会例会

日　時 ２０２１年１月２８日（木）
司　会 山崎　力
形　式 ＷＥＢ講演
テーマ 総合診療-これまでとこれから

＝総合診療の現状と将来予測
　国際医療福祉大学	医学部総合診療医学
　主任教授
　大平善之　先生
＝仮説形成的推論モデルに基づく診断推論方略
　－プライマリ・ケアでの誤診を減らすために
　横浜市立大学	医学部医学教育学・総合診療医学
　教授
　太田光泰　先生

感　想 ＝ポストコロナ時代の経営戦略
　ボストン	コンサルティング	グループ　
　マネージング・ディレクター＆シニア・パートナー
　植草徹也　先生

（2）第448回 国際治療談話会例会

日　時 ２０２１年３月１８日（木）
司　会 市橋　光
形　式 ＷＥＢ講演
テーマ ワクチンの変更と問題点

＝日本における予防接種事情
　医療法人自然堂	峯小児科
　院長
　峯　眞人　先生
＝HPV（ヒトパピローマウイルス）ワクチンの
　光と影　日本と世界
　自治医科大学附属さいたま医療センター産婦人科
　教授
　今野　良　先生

感　想 ＝400年の伝統事業、継続の要諦
　樋屋製薬株式会社
　代表取締役社長　
　坂上隆彦　先生

（3）第449回 国際治療談話会例会

日　時 ２０２１年５月２７日（木）
司　会 近藤　太郎
形　式 ＷＥＢ講演
テーマ ICT、AIのヘルスケアでの活用

＝サステナブルな医療と社会を創るヘルステック・
　イノベーション
　一般社団法人	持続可能社会推進機構	
　理事長/医師
　髙﨑洋介　先生
＝ICT時代に必要な価値に基づく医療とその戦略

　株式会社ミナケア
　代表取締役社長/医師
　山本雄士　先生

感　想 ＝コンピューターが拓く未来
　日本IBM
　常務執行役員	最高技術責任者	兼	研究開発担当
　森本典繁　先生

（４）第450回 国際治療談話会例会

日　時 ２０２１年７月１５日（木）
司　会 伊藤公一
形　式 ＷＥＢ講演
テーマ 最新の甲状腺疾患診療～内科と外科より～

＝甲状腺機能低下症と妊娠
　伊藤病院
　内科医長
　吉原　愛　先生
＝甲状腺癌治療戦略の最近～分子標的薬を導入して～
　伊藤病院
　外科医員
　正木千恵　先生

感　想 ＝SDGs（持続可能な開発目標）への取り組み
　ミズノ株式会社
　相談役会長
　水野正人　先生

（５）第451回 国際治療談話会例会

日　時 ２０２１年９月１６日（木）
司　会 村上貴久
形　式 ＷＥＢ講演
テーマ 医薬品・医療機器開発における薬事規制の動向　

-	医薬品医療機器総合機構（PMDA）の役割	-
＝コロナ禍での医療イノベーション推進に向けた
　PMDAの取組み
　独立行政法人医薬品医療機器総合機構
　理事長
　藤原康弘　先生
＝医療機器の開発と審査における最近の動向について
　独立行政法人医薬品医療機器総合機構
　医務管理監
　山本晴子　先生

感　想 ＝社会保障の制度とヒューマンサービス
　社会福祉法人日本心身障害児協会	島田療育センター	
　理事長
　河　幹夫　先生

（６）第61回総会　１１月１８日（木）

　（本誌掲載）

2021年度国際治療談話会例会一覧
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2021年度就任者  

名誉会員

　クレーメンス・フォン・ゲッツェ（ドイツ連邦共和国大使館	東京　特命全権大使）

2021年度入会者   

維持会員　6名　（カッコ内は紹介者）

今野　　良 自治医科大学付属さいたま医療センター　教授　(市橋　光)

會田　　梓 伊藤病院　医師　(伊藤公一)

美田　誠二 川崎市立看護短期大学　名誉教授　(石橋健一)

竹川　勝治 医療法人社団	愛育会　理事長　(伊藤公一、石橋健一)

進藤奈邦子 世界保健機関　上級顧問　(石橋健一)

本間　聡起 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター	健康管理センター長　(石橋健一)

公益財団法人日本国際医学協会役員一覧（2021年12月31日現在）

会　　長	 都築正和

理 事 長	 石橋健一

常務理事	 伊藤公一・近藤太郎　　　　　　　　　					

理　　事	 市橋　光・村上貴久・永井良三・谷口郁夫・山崎力

監　　事	 石橋長孝・園井健一　　		　　　									

評 議 員	 Wolfgang	R.	Ade・比企能樹・伊沢一郎・Georg	K.	Loeer・村松弘康・大内尉義・齊藤	勲・

	 櫻井達也・佐々木敬・島田宗洋（ABC順）

発 行 人	 石橋健一

編集委員	 伊藤公一、近藤太郎、市橋　光、村上貴久、永井良三、谷口郁夫、山崎　力

編集事務	 石橋長孝、長崎孝枝、八田七恵

発 行 所	 公益財団法人日本国際医学協会

	 〒154-0011東京都世田谷区上馬1-15-3　MK三軒茶屋ビル3F
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Opening Remarks

Koichi Ito MD, PhD

Managing director, IMSJ

Congratulatory message 

Dr. Clemens von Goetze
Ambassador

Embassy of the Federal Republic of Germany Tokyo

It is a great honor to speak here to the International 

Medical Society of Japan and I congratulate you 

on holding this year’s conference. These confere 

nces have a long tradition and since many years 

they connect closely the medical worlds of Japan 

and Germany.

  

 

I know that you are covering a broad spectrum of 

different fields of medicine since decades, and this 

year you have chosen a very pressing subject, 

obviously the pandemic and ways to fight it. We 

recognize with pleasure that the number of Covid-19 

cases have been going down tremendously in 

Japan in the last weeks and I hope this success can 

be sustained. But it is of utmost importance to 

exchange the views of the experts from both sides, 

to learn from each other and combine forces to 

fight this difficult disease and this pandemic.  

 

I know that the society is extremely active in 

combining the knowledge of international scientists 

and physicians in this field and I wish you fruitful and 

successful deliberations.

Congratulatory message 

Toshio Nakagawa, M.D., Ph.D.
President

Japan Medical Association

On behalf of the Japan Medical Association, JMA, I 

would like to express my congratulations on the 

opening of the 61st International Congress of 

Therapy.

Almost two years have passed since the COVID-19 

began to rage across the world, yet the situation is 

still unpredictable. As of the end of September, the 

State of Emergency and the Priority Preventative 

Measures were both completely lifted. The number 
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of new confirmed cases in Japan has decreased 

from the peak of 25,992 on August 20th to 84 on 

November 1st in Japan, and from the peak of 5,908 

on August 13th to 9 on November 1st in Tokyo. 

However, in light of overseas cases where the 

infection re-expanded after easing the behavioral 

restrictions, we must continue to be relentless in 

response to the COVID-19.

We need to build the cross-border cooperation in 

countermeasures against the COVID-19. As part of 

that, the Confederation of Medical Associations in 

Asia and Oceania (CMAAO), JMA is a member of, 

held its General Assembly Taipei as an online 

meeting in September. The “Taipei Statement on 

Collaborative Work for Managing Novel Pathogen 

Pandemic” was adopted there. Moreover, the 

World Medical Association (WMA), JMA is a member 

of, held its General Assembly London as an online 

meeting in October. There, the “WMA Resolution on 

COVID-19 Vaccines and International Travel 

Requirements” was adopted.

In addition to the activities in CMAAO and WMA, 

JMA shares information obtained through exch 

anges in the fields of global health, such as national 

medical associations, the WHO Western Pacific 

Regional Office and the Japan External Trade 

Organization, JETRO, New York. JMA will continue to 

respond to the COVID-19 infection in cooperation 

with medical associations, physicians, and other 

healthcare professionals around the world.

It will be a long battle, but the COVID-19 will 

eventually come to an end. Thus, we should ensure 

that countries across the world will continue working 

together and stay committed to the infection 

control, so that the entire world wins against the 

COVID-19.

In conclusion, I would like to express my sincere 

wishes for the success of this congress, the continued 

growth of the International Medical Society of 

Japan, and the good health of all attendees.

Grußbotschaft

Jürgen Kessing

Oberbürgermeister der Stadt 

Bietigheim-Bissingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

dem 61. Internationalen Therapiekongress der Inter 
nationalen Medizinischen Gesellschaft Japans se 
nde ich im Namen der Stadt Bietigheim-Bissingen, 
ihrer Bürgerschaft wie auch persönlich die besten 
Grüße. Es ist mir eine besondere Ehre, Ihnen auch in 
diesem Jahr ein Grußwort zukommen zu lassen.

Letztes Jahr stand Ihr Kongress unter dem Motto 
„Coronavirus - Infektionskrankheit: Japan und deu 
tsche Maßnahmen im Vergleich“. Dieses Jahr haben 
Sie das Thema „Medizinische
Systeme nach COVID-19" ausgewählt. In diesem 
Jahr wird der Kongress auch erstmals eine
reine Onlineveranstaltung sein.

Die Themen, die Sie in diesem und im letzten Jahr 
gewählt haben, sind angesichts der
weltweiten Pandemie besonders relevant und die 
Vorträge werden mit Sicherheit einen
wichtigen Beitrag für die künftige Pandemiebek 
ämpfung leisten. Die Themen zeigen auch, wie sehr 
sich unser Leben durch diese weltweite Pandemie 
verändert hat. Sie werden uns auch in den nächsten 
Jahren beschäftigen. Die Internationale Medizinis 
che Gesellschaft ist gerade in diesen Zeiten unerset 
zlich und spielt eine wichtige gesellschaftliche Rolle.

Erwin von Bälz wirkte Ende des 19. Jahrhunderts 
über 26 Jahre an der Universität von Tokio
und lehrte nicht nur, sondern lernte auch selbst viel 
dazu. Er behandelte Kranke, erforschte
die Kultur und die alten japanischen Heilmethoden 
und machte unter anderem auf die Heilkraft der 
heißen Quellen in Kusatsu aufmerksam. Er förderte 
den Austausch von Wissen, von Erfahrungen und 
Kenntnissen, um für alle Völker in der Welt und die 
Wissenschaften einen Mehrwert zu erzielen. In die 
sem Sinne entwickelte sich die Medizin in Japan bis 
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heute zu einer fortschrittlichen, gerade in der For 
schung starken Wissenschaft.

Die Internationale Medizinische Gesellschaft Japans 
hat diesen Anspruch Erwin von Bälz‘ auf Begegnung, 
Austausch und freundschaftliche Beziehungen vor 
über 60 Jahren aufgegriffen und ihm durch die 
Kontaktaufnahme zu Bietigheim-Bissingen, dem 
Geburtsort Erwin von Bälz‘, eine neue Richtung 
gegeben. In der Tradition Erwin von Bälz‘ nutzen wir 
heute die Chancen zum gegenseitigen Kennenl 
ernen, zum Austausch von Ideen und Kultur und 
stärken damit die weltweite Völkerverständigung 
und den Frieden. Das Vermächtnis Erwin von Bälz‘ ist 
bis heute lebendig und wir wollen es auch in Zukunft 
weiter pflegen.

Vor allem der Jugend widmen wir unsere Städte 
partnerschaft mit Kusatsu, die die Freundschaft 
fortsetzt. Nächstes Jahr werden wir mit Kusatsu unser 
60-jähriges Partnerschaftsjubiläum begehen, das 
unsere Verbundenheit über Grenzen hinweg festigt.

Die Internationale Medizinische Gesellschaft Japans 
bildet auch heute noch ein wichtiges
Bindeglied für den wissenschaftlichen, insbesondere 
medizinischen Austausch zwischen
Japan, Deutschland und vielen anderen Ländern 
dieser Erde. Hier danken wir der
internationalen Medizinischen Gesellschaft Japans 
und wünschen den diesjährigen
Beratungen des Internationalen Therapiekongresses 
einen guten Verlauf.

In diesem Sinne wünsche ich der Internationalen 
Medizinischen Gesellschaft Japans weiterhin 
erfolgreiches Wirken und ein gutes Gelingen 
anlässlich ihres diesjährigen Kongresses. Die Stadt 
Bietigheim-Bissingen wird ihren Freunden in Japan 
stets eng verbunden bleiben.

Mit freundlichen Grüßen,

Jürgen Kessing

Oberbürgermeister

Grußbotschaft

Markus Baier

Bürgermeister der Alten 

Hansestadt Lemgo

Sehr geehrter Herr Dr. Kenichi Ishibashi,

sehr geehrte Damen und Herren der Internationalen 

Medizinischen Gesellschaft Japans,

im Namen von Rat und Verwaltung der Alten 

Hansestadt Lemgo grüße ich Sie zu Ihrem 61, 

Internationalen Therapiekongress. Auf diesem 

Wege wünsche ich dem ersten Online-Kongress 

„Medical systems after COVID 19" einen guten und 

erfolgreichen Verlauf.

Die Pandemie dauert jetzt schon  1  1/2 Jahre an 

und es ist noch immer kein Ende absehbar. Diese 

Pandemie

bedeutet für die Menschen eine große Heraus 

fordung, da immer neue Situationslagen eine 

gewisse Flexibilität erfordern, auch für die Medizin. 

In der Forschung sowie auch die Wissenschaft 

müssen neue Erkenntnisse gewonnen und 

ausgewertet werden. Die Weitergabe und das 

austauschen dieser Daten ist von enormer 

Wichtigkeit für die ganze Menschheit.

Sehr geehrter Herr Dr. Ishibashi, über ein persönliches 

Kennenlernen in der Geburtsstadt von Engelbert

Kaempfer würde ich mich auch sehr freuen. Es wäre 

uns eine große Freude, Sie und eine Delegation der

Internationalen Medizinischen Gesellschaft Japans 

in naher Zukunft in der Alten Hansestadt Lemgo 

begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Markus Baier

Bürgermeister der Alten Hansestadt Lemgo
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Grußbotschaft

Dr.Frank Mentrup

Oberbürgermeister der Stadt 

Karlsruhe

Grußbotschaft von Oberbürgermeister Dr. Frank 

Mentrup für den 61. Internationalen Therapiekongress 

der Internationalen Medizinischen Gesellschaft 

Japans

Der Internationalen Medizinischen Gesellschaft 

Japans übermittle ich zu ihrem 61. Internationalen 

Therapiekongress im Namen der Stadt Karlsruhe, 

ihres Gemeinderats und ihrer Bürgerinnen und 

Bürger und auch ganz persönlich die besten 

Wünsche. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr der 

Kongress als reine Onlineveranstaltung mit Web-

Vorträgen aus Japan und Deutschland stattfinden, 

bedingt durch die Corona-Pandemie. Nicht von 

ungefähr ist das Thema des Therapiekongresses in 

diesem Jahr „Medizinische Systeme nach 

COVID-19“.

Die intensiven Verbindungen mit der Stadt Karlsruhe 

freuen mich ebenso wie die engen Bande, die es 

zwischen der deutschen und der japanischen 

Medizin seit langem gibt. Dafür stehen namhafte 

Ärzte wie Dr. Erwin von Bälz und Dr. Engelbert 

Kämpfer. Der ehemalige Präsident der 

Internationalen Medizinischen Gesellschaft Japans, 

Professor Dr. Choei Ishibashi, hat sich, ebenso wie 

später sein Sohn Chosei und heute sein Enkel Dr. 

Kenichi Ishibashi, stets aktiv für die guten Beziehungen 

zwischen den Medizinerinnen und Medizinern 

Japans und denen der Fächerstadt eingesetzt. Ich 

wünsche mir daher sehr, dass diese Tradition mit 

dem Therapiekongress 2022 in Karlsruhe wieder 

fortgesetzt werden kann.

Denn hier bei uns in Karlsruhe sind japanische 

Lebensart und Kultur in vielfacher Weise präsent. 

Dies ist vor allem das Verdienst der sehr engagierten 

Deutsch-Japanischen Gesellschaft in der Fäche 

rstadt, die sich mit großem Erfolg für Verständnis und 

Freundschaft zwischen Deutschland und Japan 

sowie für die Förderung kultureller und wissensc 

haftlicher Beziehungen einsetzt. Seit 1994 ist die 

Deutsch-Japanische Gesellschaft Patin des 

Japangartens im Karlsruher Zoologischen Stadt 

garten, dessen Geschichte auf das Jahr 1914 

zurückgeht, als ein Karlsruher Arzt eine Steinleuchte 

und verschiedene Samen aus Japan mitgebracht 

hatte. Mit seiner Pagode, seinem Steinlöwen, dem 

Shinto-Schrein und vor allem dem im Jahr 2018 neu 

erbauten Teehaus verströmt der Garten das Flair 

des - für uns - Exotischen. Der Gang durch das rote 

„Torii“ führt mit einem Schritt in eine andere Welt. 

Gleichzeitig ist der Japanische Garten für die 

Karlsruherinnen und Karlsruher – fast wie selbstve 

rständlich – ein Stück Ur-Karlsruhe. Dieser unaufger 

egte Umgang mit dem Anderen, diese harmonische 

Integration des vermeintlich Fremden spiegeln die 

weltoffene Atmosphäre wider und die Neugier auf 

Neues, die unsere Stadt seit jeher auszeichnet.

Ich wünsche der Internationalen Medizinischen 

Gesellschaft Japans für die Zukunft viel Erfolg und 

dem 61. Internationalen Therapiekongress auch im 

neuen Format einen erfolgreichen Verlauf und gute 

Ergebnisse.

Dr. Frank Mentrup

Oberbürgermeister
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Congratulatory Telegram

Kenro Hori MD

President, Japan Dentist Association

Please accept our sincere congratulations on the 

success of the 61st International Congress on 

Therapy.

We truly wish further development of your Society 

and the health of your members.

Nobuo Yamamoto MD

President, Japan Pharmaceutical Association

I'm delighted that the 61st International Congress 

on Therapy is such a grand event.

Through events and lectures such as these, your 

association contributes to both the improvement of 

health care in Japan and the development of 

international medical exchange as well. I truly 

respect everything you do.

I hope your association will continue to prosper and 

grow.

Introductory Message from 
the Chair

Taro Kondo MD, PhD

Managing director, IMSJ

Since the announcement of the COVID-19 

pandemic in March 2020, people's lives have 

changed all over the world.

People have to live their lives while feeling 

surrounded by life-threatening infectious diseases 

every day. The vaccine that was developed has 

been widely inoculated and Japan has overcome 

the fifth wave.

There are a wide variety of issues such as diagnosis 

and treatment, the medical system, after effects, 

virus mutations, and social life.

At today's Congress, we invited four speakers from 

Japan and Germany. I'm sure that we can share 

and renew our knowledge by listening to their 

presentations.

Lectures on Medicine 

Lecture I

Challenge to Covid-19 vaccine

Akihisa Harada MD, Ph.D

President & Representative Director

Pfizer Japan Inc.

From the beginning of 2020, the pandemic that 

involved the world at risk, the number of infected 

people increased day by day, and it became 

severe and the socio-economic activity fell into a 

state of being unable to remain. In January 2020, 

the entire gene sequence was released from China 

as "SARS-CoV2", and WHO named this viral infection 

"COVID-19". After that, research institutes and 

pharmaceutical companies around the world 

began research and development of vaccines and 

therapeutic agents to challenge this pandemic. In 

order to challenge this pandemic as an industry, 

pharmaceutical companies actively exchanged 

information with other companies regarding 

COVID-19, even among competing companies in 

normal times. In addition, since venture companies 

are actively investing research resources in this area, 

large companies are promoting the provision of 

development know-how to such venture com 

panies, and the surplus of the production capacity 

of large companies was provided to those small 

companies` antiviral drugs and vaccines asset 

production. In 2020, it was seen among US R & 

D-type companies that the industry was united to 

take on the challenge of this pandemic, which is 

not normally seen, in order to counter the pandemic 

that threatens society. I think we also have a lot to 

learn. We have more than 200 such projects with 

other companies and other ventures. After that, a 

vaccine with a new mechanism was developed 

within a year, and it is becoming a step to regain 

the "normal life" of society. This success allowed the 

vaccine to be launched in this short period of time, 

starting all the normally sequential processes at the 

same time, without omitting the entire development 
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process. However, it was not only the efforts of one 

company that succeeded in the phase III clinical 

trials at 150 medical institutions around the world in 

this short period of time, but also the power of many 

people who believed that they would overcome 

this pandemic. This vaccine development inspired 

by challenge against COVID-19 encouraged the 

cohesiveness of the industry that supported it, and 

volunteers who participated in clinical trials, medical 

professionals, and regulatory agencies. The courage 

of many people contributed to bring Science to 

real-world application in medical setting. In this talk, 

I would like to introduce the background of vaccine 

development and our challenges to the pandemic.

Lecture II

COVID19, a disease that took the World 
by the cytokine storm

Beate Heissig, MD PhD

Specially Appointed Associate Professor

 Department of Research Support Utilizing 

Bioresource Bank

Graduate School of Medicine, Juntendo University

Storms increase in a world struggling with climate 
change. Preparedness is protection.

The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic 
caused by the severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-Co-2) in the most severe cases 
presents with clinical symptoms of acute respiratory 
distress syndrome and hyper-inflammation with 
features of cytokine storm syndrome. Our group 
studies the role of coagulation- and fibrinolysis-
associated factors in the regulation of the cytokine 
storm in severe cases of inflammation. It will be 
important to understand the role of those factors in 
the patho-mechanism of COVID-19 giving a window 
for treatments. 

The COVID-19 pandemic has taken the world by 
storm. Governments quickly reacted to contain the 
spread of the virus ranging from lockdowns, over 
school closures, to basic hygiene standard 

reassurances like wearing a mask given the airborne 
transmission of the virus. 

Vulnerabilities in health systems, local or central 
governments, and global science collaborations 
have emerged during the pandemic. 

How prepared was the scientific community for this 
pandemic? Here, a definition of scientific prepare 
dness (adapted from the frameworks of the Assistant 
secretary for preparedness and response within the 
United States Department of Health & Human 
Services): Science preparedness is a collaborative 
effort to establish and sustain a scientific research 
framework that can enable emergency planners, 
responders, and the community to better prepare 
for, respond to, and recover from major public 
health emergencies or disasters.

The basis are collaborations between government 
agencies, the private sector, academic institutions, 
and community organizations on a national and 
international scale.
A sound research infrastructure to tackle a disaster 
like the COVID-19 pandemic includes:
・Rapid Institutional Review Board
・Pre-identified Scientific Research Networks
・Reliable and Accessible Data and Material 

Sources for Preclinical and Clinical Studies
・Static and Dynamic Funding Streams between 

countries

To achieve this level of scientific preparedness on 
an international scale, strong ties between countries 
should be established. 
Germany and Japan have a long history of 
collaborations and scientific exchange dating back 
to the late 19th century. Germany welcomed many 
young Japanese physicians to study with world-
leaders in medicine like the pathologist Rudolf 
Virchow (1821–1902), or the bacteriologist Robert 
Koch (1843–1910). A famous example was Dr. 
Shibasaburo Kitasato, a scholar of Robert Koch, the 
founder of the Institute of Infectious Diseases, later 
renamed The Institute of Medical Science, The 
University of Tokyo. Today, Germany and Japan 
have one of the best health systems in the world, 
and given similar scientific standards, scientists and 
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physicians from Germany and Japan are a perfect 
match to set up a sound international research 
infrastructure. Following are thoughts and 
experiences on research preparedness during the 
COVID-19 pandemic:
・Rapid Institutional Review Board.
The usually time-consuming process of approving a 
preclinical or clinical studies if it is national or 
international should be could help to react faster to 
new disasters.

・Pre-identified Scientific Research Networks
According to Maher et al. (Nature, June 16, 2021), 
international collaborations on COVID-19 only rose 
within the first few months of the pandemic 
compared to non-COVID-19 research. Of interest, 
one-third of those collaborating internationally 
during the pandemic were born in another country 
and just reconnected with colleagues. Another 
third were collaborating with someone who had 
worked in one capacity or another in the United 
States.
These study results show that international 
collaborations are borne out of the experience of 
having worked in a different country beforehand. It 
is therefore vital to reinstate medical scholarly 
exchange between Japan and Germany to 
generate a viable network necessary for scientific 
preparedness.

・Reliable and Accessible Data and Material 
Sources for Preclinical and Clinical Studies

Access to excellent basic science facilities, clinical 
samples, and reliable clinical data are necessary to 
answer the big questions in medicine. Cell lines are 
patient, but patient samples are the key to a realistic 
understanding of what happens in the patient. At 
Juntendo University, we established a department 
to use bioresources to promote medical research. 
We collected COVID-19 patient samples and 
samples from individuals after vaccination. 
Bioresource banks can quickly provide valuable 
clinical data and patient material to the global 
scientific community. Receiving long-term funding 
for biobanks like ours will be another step to scientific 
preparedness.Having modules in place to conduct 
international rather than national clinical studies is 
another level of scientific preparedness.

Storms will come more often. Scientific preparedness 
can help us to react faster.

Lecture III

Global perspective-pandemic
preparedness and response

Nahoko Shindo, MD, PhD

Senior Advisor

Global Infectious Hazard Preparedness Department

WHO Health Emergencies Programme

Two years have passed since the first report of 

COVID-19 at the end of 2019. The global epidemic 

of COVID-19 is still ongoing. The number of patients 

is increasing especially in Europe and the United 

States due to the start of new academic year, 

international travel and the resumption of socio-

economic activities. According to WHO's data, 

vaccines have already been received more than 1 

billion times; however, there are countries where the 

vaccination rate is below 40%, mainly in low-income 

countries such as those in Africa. Equal provision of 

vaccines is an urgent issue in terms of global 

epidemic control.

Japan has the lowest COVID-19 mortality rate 

among developed countries. It is worth noting that 

in an overwhelmingly super-aging society, Japan 

was able to protect its vulnerable people and 

suppress the impact of COVID-19 without 

conducting a major lockdown. The recent drastic 

decrease in the number of patients is thought to be 

due to the following reasons: good hygiene 

practices have been thoroughly implemented, and 

public health interventions (the cancellation or 

postponement of large-scale gatherings, the setting 

of occupational guidelines, and performing 

infection control measures at medical institutions) 

were effectively implemented. 

Moreover, vaccination was conducted quickly, and 

a sense of crisis permeated even among groups 

with limited access to public health messages also 

known as the "information pocket", owing to news 

that reported the death of young people at home 
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and people who were stuck inside of ambulances 

and not able to enter medical institutions, as well as 

social media communications.

According to information collected worldwide by 

WHO, about 170 "pandemic leads" are detected 

each year. In addition, a major incident related to 

infectious disease has occurred almost every 4-5 

years since the beginning of the 21st century. Many 

of the newly re-emerging infectious diseases, 

including COVID-19, have been animal-origin 

pathogens. Environmental changes on the earth 

caused by a variety of reasons are affecting the 

outbreak and spread of these zoonotic infectious 

diseases. Large-scale epidemics and pandemics of 

infectious diseases will surely continue to occur in 

the future. It is necessary to create crisis management 

measures and business continuity plans with these 

facts in mind.

Lecture IV

COVID-19 in Germany

Mathias B. Bonk, MD, MSc, DTM

Chairman of the Board

Berlin Institute of Global Health

Almost two years after the first COVID19 cases have 

been reported and despite a wide range of often 

drastic measures such as lockdowns, the pandemic 

is far from being over and Europe and Central Asia 

are now at the epicenter of it again (WHO, 

November 4, 2021). In Germany with its 83.2 million 

inhabitants 5.045 million cases have been diagnosed 

so far and 97.715 people have died due to or with 

COVID19 (RKI, November 15, 2021). While Germany 

has been lauded for its successful response at the 

beginning of the pandemic, it is now in its 4th wave 

with an exponential growth of cases (up to about 

50.000 / day) and a growing number of daily deaths. 

While there are only limited restrictions such as com 

pulsory mask wearing in shops, but no lockdowns or 

school closures, in place right now, the hospital 

capacities, especially in intensive care units, are 

reaching their limits in more and more regions in 

Germany. This also applies to several neighboring 

countries such as Austria, Belgium, Denmark, or the 

Netherlands. One of the main reasons for these 

developments are the insufficient vaccination rates, 

often due to either a lack of political leadership 

and/or an ongoing distrust in politicians, public 

health authorities and scientists. This presentation 

will provide you with an overview of the development 

of the COVID-19 pandemic in Germany over time, 

the current situation, important factors contributing 

to these as well as challenges, opportunities, and 

possible solutions.

Introduction of speaker of 
discourse

Kenichi Ishibashi, MD, PhD

Chairman, Board of Directors, IMSJ

Prof. Dr. jur. Heinrich Menkhaus, a full professor at 

Meiji University's Faculty of Law Graduate School  

of Law, wil l  give a lecture entit led "Based on  

comparison of the Japanese and German Con 

stitution - Does the Japanese Constitution need  

change? " 

Dr. Menkhaus has had a long relationship with our 

foundation since he was a professor at the University 

of Marburg's Center of Japanese Studies in Ger 

many, 17 years ago.

When our foundation members visited Germany, he 

very kindly took care of us.

Discourse
Based on comparison of the Japanese 
and German Constitution-Does the 
Japanese Constitution need change?

Prof. Dr. jur. Heinrich Menkhaus

Full Professor, Faculty of Law and Graduate School 

of Law, Meiji University 

Director, MICL

It is of course possible to compare the German and 

the Japanese constitutions as both states have 

written constitutions. But to use the German one as 
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a model for change of the Japanese one might for 

a number of reasons not be the best idea. Too 

different are the underlying histories and too 

different the very principles that guide the two 

constitutions. To give just a simple example, 

Germany is a federal state, Japan a centralized 

one, Germany is a republic, Japan more a mon 

archy, although the Japanese constitution does not 

stipulate the head of state   and Germany has to 

integrate itself into building a new state, the EU, 

something not visible in East Asia.

It is better to look for guidance in the theoretical 

discussions of what needs to be written in a 

constitution and what the typical judicial terms used 

in constitutions mean. In this respect, both 

constitutions have their shortcomings and both 

need constant change. Let´s just have a look at the 

regulations in both constitutions on the basic 

features that constitute a state. No mention of the 

territory in both and almost no mention of how to 

gain citizenship. The Japanese constitution entrust 

this question completely to a separate law and the 

German constitution restricts itself to the prohibition 

of extradition of German citizens, without giving 

even a hint of how citizenship is to be acquired. 

The same situation is to be found when it comes to 

the more formal regulations of name of the state, 

flag, anthem, symbol and spoken and written 

language. In the Japanese constitution there is no 

mention of either and the German one only says 

about the flag, that it has three colors, namely 

black, red and gold. 

As far as the guiding principles of the state are 

concerned the picture does not look much better. 

Democracy, Rule of Law, Welfare State etc. are not 

even mentioned in the Japanese constitution, 

although Japan of course claims that is following 

this principles. In Germany the very important Rule 

of Law is mentioned only in Art. 28 of the Basic Law, 

where it does not belong, because this article 

stipulates the guiding principles for the constitutions 

of the states that created Germany as a Federal 

State, but of course the Rule of Law also governs 

the Federal State as such.     

As a result it is not surprising that the German 

constitution, which was promulgated in 1948 and 

therefore is only a little younger than the Japanese 

one, has been revised 63 times up to date, while the 

Japanese constitution of 1946 was not changed 

even once. This is of course due to the very high 

requirements for constitutional change in Japan, 

but it has led to a visible disparity between the facts 

and their legal regulation, which causes a 

fundamental loss of trust in the validity of legal 

regulation. 

There are some features in the current Japanese 

constitution that offer food for thought in Germany. 

For example, the public vote on the cabinet 

appointed judges of the Japanese Supreme Court 

could be introduced to the German constitution to 

improve the guiding principle of democracy and 

the autonomy of the administration of the Japanese 

Supreme Court over all affairs of the judiciary in 

Japan could, being taken over in Germany upgrade 

the separation of powers as part of the guiding 

principle of Rule of Law in the German constitution.

There might also be some features in the German 

Basic Law that could help to improve the Japanese 

constitution. On the basis of the necessity of 

executing democracy as a guiding principle there 

should not be the possibility to close the lower house 

of the parliament by sole decision of the prime 

minister, because the political party to which the 

prime minister belongs should not be able to take 

advantage of a favorable view of his party among 

the voters. Again to strengthen the principle of 

democracy it might be recommendable to enlarge 

the parliamentary control of cabinet decisions by 

creating the necessity of parliamentary consent as 

this is done in the German constitution e.g. for the 

deployment of the armed forces.
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Closing Remarks

Kenichi Ishibashi, MD, PhD

Chairman, Board of Directors, IMSJ

We appreciate that many people participated in 

the 61st International Congress on Therapy 

organized by our foundation. We would like to thank 

Dr. Harada, Dr. Heissig, Dr. Shindo, and Dr. Bonk for 

their very thoughtful lectures on the COVID-19 

infection. In early spring, we planned the theme of 

this congress to be the "Post-Corona Medical 

System", assuming that the corona infection would 

have subsided. However, the situation has become 

contrary to our expectations, so we had to change 

the theme to "Medical systems with COVID-19" on 

short notice. Now, there are concerns about a sixth 

wave of COVID-19 infections in Japan. We hope 

that today's lecture will be useful to everyone in 

their daily lives immediately, as well as for medical 

treatment in how to deal with this virus from now on.
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第 61 回総会開催にあたりまして多大なご寄付を賜りました。
ご関係各位に改めて御礼申しあげます。

エー ･エム ･プロダクツ株式会社　 アステラス製薬株式会社

第一三共株式会社 学校法人	京華学園

一般社団法人世田谷区医師会 一般財団法人日本医薬情報センター

一般財団法人ザ・ブラフ・クリニック 医療法人社団健隆会	石橋医院

医療法人社団栄晴会　中央内科クリニック 伊藤病院

株式会社慈恵実業 株式会社ヤクルト本社　中央研究所

公益社団法人日本歯科医師会 公益社団法人日本薬剤師会

公益社団法人東京都医師会 興和株式会社

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 日本光電工業株式会社

日本新薬株式会社 ノボノルディスクファーマ株式会社

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 サノフィ株式会社

大正製薬株式会社 YMGサポート株式会社	 （ABC順）

賛助会員一覧

あすか製薬株式会社 バイエル薬品株式会社

中外製薬株式会社 第一三共株式会社

エーザイ株式会社 株式会社フジカ

株式会社診断と治療社 株式会社ツムラ

株式会社ヤクルト本社　中央研究所 公益社団法人日本医師会

公益財団法人日独協会 協和発酵キリン株式会社　

LifeScan	Japan 株式会社 MSD株式会社

日本新薬株式会社 ニプロ株式会社

小野薬品工業株式会社 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

サノフィ株式会社 大正製薬株式会社

武田薬品工業株式会社 帝人ヘルスケア株式会社	 （ABC順）

法人（24 社）
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創立者石橋長英による国際交流の句碑説明が設置される

　昨秋、当財団評議員の伊沢一郎先生（下野市国際交流協会	会長）のご配慮により、下野市とディーツヘルツター

ルの姉妹都市締結45周年を記念して、石橋小学校の句碑に説明板が設置され引渡式が行われました。この句

碑は、石橋長英の友人でもあった水原秋桜子氏の俳句「人と村　同じ名もてり　すみれ咲く」が刻まれ、友好

の証として石橋長英が両町に寄贈したものになります。

　1962年に石橋長英が学会の際にドイツ・ヘッセン州にある旧	シュタインブリュッケン町「Steinbrücken：

日本語で石＝Stein（シュタイン）、橋＝Brücke（ブリュッケ）」を訪れたことがきっかけで、同じ名前を持つ

者同士とまさに「橋渡し」をして、栃木県の旧	石橋町（現	下野市）と旧	シュタインブリュッケン町（現	ディー

ツヘルツタール市）との交流が始まり、1975年に姉妹都市締結されるに至りました。2009年にお互い合併

した下野市とディーツヘルツタール市が改めて姉妹都市締結を調印し、石橋長英がまいた種が実り今も学生・

市民同士の国際交流が続いています。

左から伊沢先生、石﨑教育長、須藤石橋小校長


