新年を祝うとともに
慶應医学の発展を祈願
式典では、まず末松誠 應義塾医学振興基金」に
月

ります。１号館のⅠ期工

るはずだと思う。しか

血液を採取するだけで解

児診断法）という、母体

ＮＩＰＴ（非侵襲的胎

鑑往知来

し募金とはお金が係わ

ろうが、少なくとも幾

一、病院のインテリ

る行為である。母校よ

ばくかの熱い想いはあ

アやエクステリアは雰

先ず評価が分かれる部

第一として、効率性を

囲気を左右しますの

位だと思います。

となりましょう。一遍

求めるのは二の次と考

析可能となった新しい胎

一、病院は安全性を

ないと思います。

にということは無理だ

えて運用して頂きたい

児染色体検査法が、慶應

くずして対応すること

予定しており、三四会全

としても、少しずつで

りも御身（おんみ）が

事が、本年 月に竣工を
体で募金活動を活性化す

も協力していきたいと

一番。募金の額は気持

新病院に光を

で、第三者の意見を聞

協力をいただきたい」と

るために是非教授会にご

かれたらいかがでしょ
次に私の新棟に対す

す。分り易い場所で、

ョンは大切な部位で

一、インフォメーシ

建築家の家系であり、

うか。幸い塾長御自身

の想いが怒涛のように

当然であろう。母校へ

ちで十分でありそれが

国内においても日本医学

されてきています。日本

ても臨床研究として導入

義塾大学病院産科におい

す。

と思います。

村山 行信（ 回）

る希望を述べたいと思

寄せられれば、それは

なりました。時折用事

塾関係で優れた意見を

町にもどり、予研の一

私には 才年上の兄

村山病院院長

いう気持は持っていま

メッセージを伝えられ
た。そして、慶應義塾大
学病院の建設は、塾員の
みならず、日本全体にと

お持ちの方も居られま

います。

分り易く（他国語との

があって信濃町にはい

対応を含めて）説明し

きましたが、中央棟で

一、病院はアカデミ

隅で授業を受けまし

会の認定を受けた 施設

た。その中、新宿紀ノ

必ずやわれわれ塾員に

雨漏れする等、余り良

しょう。この分野での

国屋と同じようなイメ

てもらいたいと思いま

アン島で戦死しまし

ックな雰囲気を持つこ

いくために不可欠であ

も先端的な医療を進めて

っても重要であり、しか
外科） 昭和 年にテニ

が い ま し た が（ 回 生

新聞紙上で大きく取り上

のみが施行可能な検査で

げられていたことも覚え

力を与えてくれるはず

社中の募金の力で

ていらっしゃる三四会員

投資は決して無駄では

「患者さんにとって世

の方も多くいらっしゃる

とは望ましいけれど、

る、 とのお考えを示さ

界一〇〇な新病棟」が

あり、倫理的な側面から

実現することを望んで

である。

い評価は聞きませんで

埼玉西南部連合三田会

患者さんにとって
世界一○○な新病棟

ないと思うのです。
した。

ました。ブルーのライ

の会長に推され、慶應

ここ 年位前より、

ンが入って、それなり

義塾創立

歳を重ねたせいか、

時代であった。試験の

中した時期はスキー部

た時であった。一番熱

ての一番の付く思い出

ように私の人生にとっ

とも度々あった。この

病院に寝泊まりしたこ

者さんにつきっきりで

（正式名は承知してな

新病棟設立検討委員会

が、コンセプトとして

は公表しなくてもよい

才が揃っている。○○

院執行部には多数の俊

度」などが浮かぶ。病

採血などの侵襲的な検査

水穿刺、絨毛採取、胎児

を採取するためには、羊

が、このような胎児成分

て検査する方法でした

等の胎児成分をとりだし

は、羊水、胎盤、臍帯血

次いで、戸山常任理事

と思います。

最近妙に「母校」とい

あるのも忘れて雪山の

は、殆どが母校と関係

従来の胎児染色体検査

いる。○○は「安心、
きました。今又医学部

うことばに哀愁を感じ

中を走り回っていた。

している。今でも私の

方法をとる必要があり、

安全」
、
「優しい」
、
「高
の

億円の募金が行
100

る、 母校だけでなく

某講師の先生から「加

検査自身によって流産と

誠（ 回）

れて「王」字型の本格

われています。相継い

〝母〟 の付いたこと

藤君、試験には出てき

病棟設計、運営にあた

いが）で掲げて頂き、

加藤

的な病棟建設が始ま

での募金は、正直言っ

ば、母親、母国、母な

血の中には母校への熱

一般社団法人北埼玉医師会会長

ていましたので、信濃

り、寄付金により最初

て私のような超高齢者

る大河、には共通した

い想いが脈々と流れて

億円
170

す。初めて大きな病院

ージを持った木造２階

の終戦により、私の在
の一角に講堂も作られ

校は廃校となり、同年

にすっきりした良い建

の募金運動に携わって

事業として、

を訪れる方にとって、

建の病棟が完成し、そ

れ、この点を信濃町での
学していた陸軍経理学
月に慶應義塾大学医

物でした。薬理学の阿

官僚的であってはなら

た。昭和 年８月 日

日 活動のコアとなる教授の

学部予科に転入学させ

部勝馬教授等が主導さ

相 て、西室泰三評議員議長 たいと述べられた。
て頂きました。兄は陸

塾長、藤井清孝北里研究 本 健 史 専 任 講 師 （

上競技やサッカーをし

周年記念
150

所理事長、武田純三三四 当 ）、 久 保 亮 治 専 任 講 師 が臨席され、新病院棟建
して事業計画とそれにか
町の焼失前の病院も訪

に完成したのが７病棟

には大きな負担となり

て、名前だけでも書き

た。

れたはずですが、黒っ

（特別病棟）だったよ

ます。年金で暮らして

なさい」と叱咤された

た。最後に教職員代表と した。

ぽい２階建の建物だっ

年に医局を去

うに記憶しています。

〝いとおしさ〟 があ

西室評議員議長は、新 かる資金計画、現状の募

たような漠然とした記

昭和

る。今回の募金は母校

式典終了後に行われた

北里研究所から、小林学 三四会役員、医学部、看 の中で委員長自ら医学部

憶しかありません。私

いらっしゃる方もあ

同時に臨席された、比

来賓として、学校法人 の乾杯の発声で始まり、 会に就任されており、こ 明された。

懇親会は、竹内勤病院長 病院棟建設事業募金委員 金状況と目標について説

長、石館常任理事、馬場 護医療学部などの教員、 教授会を通じて関連の三 企能樹連合三田会長（前

自身予科は登戸や三鷹

り。多くは預金を切り

して池上直己教授が年頭

常 任 理 事 、 渋 谷 常 任 理 関連病院の医師などの参 四会員に対する強力な募 三四会長）および武田純

り、父の経営する志木

の挨拶を述べた。

事、北里家を代表して北 加者たちが新年の挨拶を 金活動へのお願いをされ 三三四会長からもお願い

の病院に勤めることと

りました。ところが、近

なってしまうリスクがあ

素敵な新病棟を世に

年、母体血液中に存在す

って欲しい。

示さんことを、強く望

私は既に母校への想

いを込めて募金を行っ

いる。

として診療にあたった

る胎児（胎盤）由来のＤ

ことが浮かぶ。一番大
今までの私の人生の

宇都宮済生会病院時代

んでやまない。

変だった時期は専修医
中で一番感激をした瞬

た。塾員の母校への想

月額 万円の実質負担

会で「寄付お願い」の

り、医学部長が各支部

い」思いをさせていた

いうことで「肩身の広

ればいけないと思って

ろ死ぬ準備を始めなけ

一介の開業医として

できることでしょう。

うな立派な新病院棟が

と、卒業生が誇れるよ

頑張っています。きっ

に向け、多くの仲間が

医学部創立１００数年

番、 番、 番、 Ｘ、

の血液で胎児の染色体、

た。妊娠９週以降の母親

が可能になってきまし

という胎児の染色体検査

報解析を行う、ＮＩＰＴ

て高速、多量のＤＮＡ情

代シークエンサーを用い

ＮＡ断片を用いて、次世

いには温度差はあるだ

間は塾医学部に合格し

であった。三日三晩患

への想いがなければ成

の仮校舎を転々とし、

「これま

八十島 唯一（ 回）

続新病院棟建設の実践的寄付考
三四会横浜支部長

となることが一目で分

際配布されたりしてい
し、外科学教室に入局

月の三四会募金委員

が作成され、医学部新

かり、月１回の外食控

て効果がじわじわ出始

回分割納付する場合
年記念新病院棟建設寄

除！でまかなえる事に

めているようだ。
（問

います。

慶應医学創設１００

立しない。

学部に入りやっと信濃

※末松医学部長による

里一郎氏にご出席いただ 交わし、親睦を深めた。 た。
だいた。
病院棟の建

新年祝賀式と併せて行 「教員新年挨拶（全文）
」 でも新たな
われた「坂口光洋記念慶 を４面に掲載します。
設が求めら
れてきまし

たが、創立

１５０周年

記念事業の

付金募集が、 平成 年

なり、大方の賛同が得

だいております。心か

募金のおすすめ
会キックオフミーティ

られると簡単に考えた

し、消化器外科を専攻

聞に挟み込み郵送した

ングを皮切りに本格的

合せ先医学部新病院棟

花谷 勇治（ 回）
にスタートした。その

が考えが甘かった。

私は昭和 年に卒業

して経済的に少し余裕

おかげさまで、開業

が、寄付という形で協

わることはできません

は、この事業に直接関

のＤＮＡ解析技術の向上

ます。さらに、日進月歩

査可能であるとされてい

Ｙ染色体の数的異常が検

花谷クリニック

後三四会は会長を陣頭

早いもので、卒業し

により、検査会社によっ

つあるようだが、間も

りと 成果が上がりつ

なり、静かに ゆっく

会会員が知るところと

きた結果、徐々に三四

に広報活動に進めめて

次なる手は自信作！

考」なる拙文を寄稿、

設に関する実践的寄付

聞論壇に「新病院棟建

不調。次いで医学部新

り、大方の反響も鈍く

く共感してしまった

厳しいとの反応にいた

ようだ、でも何かしな

天に向かって叫んいる

見えない分からない

が、反応が聞こえない

ばエコーが返ってくる

している。山中で叫べ

びかけの難しさを実感

なって１年半経つが呼

募金委員会の一員に

）
3430

をローテーションしま

学病院で外科と麻酔科

て１年間、慶應義塾大

フレッシュマンとし

を開業しています。

した後、目黒で胃腸科

間、外科医として勤務

間、 帝京大学に

市立川崎病院に５年

修医時代を経て、川崎

来たことを感謝してい

わず、無事に過ごして

ず、事故や災害にも遭

まで大きな病気もせ

ことになります。これ

者」の仲間入りをする

よう心掛けています。

すが、寄付を欠かさぬ

協会にも、僅かずつで

本赤十字社やユニセフ

せて貰っています。日

が、三四会会員の皆様

最後になりました

おすすめします。

募金をされますよう、

自身のためにも、ぜひ

のためだけでなく、ご

おかれましては、母校

の施行に当たっては十分

になってきた一方、検査

簡単な血液検査で胎児

時代となってきました。

能である事がうたわれる

についても出生前診断可

ら感謝しています。

力できたことを嬉しく

なくターニングポイン

「これなら出来る寄付

貯えは減りますが、そ

03-5363- しました。６年間の研

思っています。これま

ざなうように、一つのス それと直角に交わるホス 材感が感じられる材料を が持つ空間を杜のような

トを迎えようとしてい

協力」
なるミニ講演
（要

の分、心が豊かになり

開設準備室

ができました。同輩や

トーリーに沿って空間に ピタルモールは外来のメ 中心に、アースカラーで イメージで表現し、分か

るにしてはいささか勢

ます。しかし、この生

リア空間となっており、 ていきます。照明も木々 す。



渡辺真純

しています。私も今年

ば、積極的に寄付をさ

開催すると知らされれ

おられない会員各位に

でに、募金を済ませて

のような微小染色体異常

ては、

欠失症候群
22q11

歳となり、
「高齢

的ではなかったが、比

して今まであまり積極

たが、その後他所でプ

三四会評議員会で行っ

ａｘの申告が簡単）を

定申告が必須でｅ―Ｔ

０％ 税額控除には確

たとか、簡単にできる

がそう言えばまだだっ

寄付するつもりだった

り成果が期待される。

えておられるようであ

切り口の募金方法を考

募金委員会では新しい

かされます。しかし、

外に短かったことに驚

町で過ごした期間は意

て思い起こすと、信濃

ごしました。あらため

ントとして３年間を過

学病院に戻り、レジデ

あと、再び慶應義塾大

技と術後管理を学んだ

しても、認知

関わらないと

ん。生命には

も知れませ

た癌を患うか

せん。進行し

に襲われるかも知れま

然、心筋梗塞や脳梗塞

は思われません。 突

せていただきました。

院棟建設資金に募金さ

ます。このたび、新病

上げます。

のご発展をお祈り申し

のご健勝と、ますます

変苦労しております。し

され、臨床の現場では大

なカウンセリングが要求

で

企前会長から募金委員

とわかっていれば寄付

異常の診断が出来る時代

会学年幹事を頼まれ一

レゼンの機会も無くこ

したのにと思っている

年

変化をつけながら、安心 イン動線で、木質のヒュ まとめ落ち着きと安らぎ りやすく居心地の良い空

いが弱い。これからが

活がいつまでも続くと

インテリアは自然な素 なってそれぞれのエリア

な診療を受けられるよう ーマンスケールなインテ を与える空間を創りだし 間にすることを目指しま

を、心地よい森の中へい るスペースとなります。

回）

まず患者さんはキャン そこから中待合いに入る の間から差す木漏れ日の （新病院棟開設準備室長

した。２年間の関連病

念奮発、積極的に協力

れも不調。横浜三四会

症を発症する

さて私は寄付金に対

することに改心！し今

かも知れませ
あったので個人の寄付

広報活動をと提案し、

手段の考案や、頻回な

そこで簡易な申込み

う、やってください新

切である。やりましょ

の協力をお願いするや

め一人でも多くの会員

若い三四会会員も含

にわたり、無事に外科

かげで、 以後 年以上

叩き込まれました。お

術、そして学習方法を

も少なくなる

ことが一つで

に、思い残す

するととも

時間を大切に

ん。残された

覧表を作成し、たとえ

控除後の実質負担額一

請求書」
（Ａ４版１枚）

書（仮）兼法人用書類

！

いです。

田中

守

（産婦人科（産科）



回）

け考えていただけると幸

も皆様一人一人が少しだ

を、日本の将来のために

はどうするかと言うこと

良いか、その仕組み作り

そのためにはどうしたら

要があると思われます。

カウンセリングを行う必

・将来についての十分な

全ての夫婦に子供の病気

った夫婦だけでは無く、

ＰＴに自主的に興味を持

かしながら、本来、ＮＩ

日に至っている次第だ。 ホームページでも広報

その短い期間に、外科

額の ％が税額控除さ

三四会向けの明快簡便

医を全うすることがで

よう、そろそ
ば寄付額１００万円を

方ありますか。

れる事から寄付金額

病院棟寄付協力。

きました。
また、
開業し

しているが閲覧された

医としての知識と技

先ず考えたことは当

別、分割回数別、税額

な「個人用寄付金申込

いつやろう 今でしょ

て以降も慶應の出身と

時募金期間がまだ５年

除は個人 ％法人１０

40

方々も多いと思う。

た。

院への出張で、手術手

年金生活者はそれも

50

なかで達成

できなかっ

たこの建設

について、

メッセージを述べられる
西室泰三評議員議長

37

末岡募金担当理事の

に総力を挙げて精力的

後輩が学会や研究会を

13

てから 年が経とうと

18

プロジェク

トが立ち上
がり、既に
進行中であ

54

36

1

ければと思う毎日だ。

イン、照明などが一つに

60

平 成 年 １ 月 ５ 日 、 ２ て新年祝賀式が開催され
２０１５年

31

会長から祝詞をいただい （ 相当）の２名が授賞 設に強い期待を述べられ が募金戦略会議の議長と
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