本年 月１日より、２ こそ、徹底的な議論と相 デミアの成果とするのみ
年間の任期で、医学部長 互理解を経て、英知を結 ならず社会実装させるた
を拝命いたしました。大 集して最善の選択をして めに必要です。国際連携

本年７月 日付で、厚

の事務次官級ポストであ

生労働省に初めて技術系

変光栄であるとともに、 いくことが求められてい は、真のグローバルキャ
そして、北川雄光病院長 に、さらに発展させなけ

回）

意義などについて少し補

あろう、役所的な背景や

はあまりなじみがないで

れているので、医学界で

ついてはご本人が報告さ

号でその重要な役割等に

が就任した。既に７９１

れ、鈴木康裕氏（

る「医務技監」が設置さ

身の引き締まる思いでご ます。竹内勤常任理事、 ン パ ス の 構 築 す る た め
ざいます。
私は、副病院長として と情報を共有し、強い連 ればなりません。研究で
年 に わ た たりたいと思います。そ 連携のみならず、総合大

３期、学部長補佐として 携の元、医学部運営に当 は、医学部内での教室間
２期、 合計
り、病院、医学部の両方 して、議論を机上の空論 学として、理工学部、薬
の運営を間近に見て参り に終わらせることなく、 学部、看護医療学部等と
ました。そこで得た経験 政策を確実に実装してい の学部間連携をさらに強
と反省をもとに、医学部 く強い実行力が求められ 固 に す る こ と が 必 須 で
次の１００年へ向けて、 ています。医学部執行部 す。診療では、臨床研究
世代を経ても変わること の体制をより強固なもの 中核病院としての機能を

職の政治任用ポストであ

にての妊娠・出産に成

器の小さな人が増える

丸く・整ってはいるが

二つ目は若い頃から

の同窓会が行われ、同

まず各府省のトップ３

は大臣、副大臣、大臣政

る。これに対し、国家公

功した直後であり、亡

中、とがっていて、し

に進化・発展し、体外

当時生殖医療は急速

ず、成功体験ばかりを

性があるにもかかわら

の 年間の合計 年間

慶應スピリットに基づ

した。今でも強く記憶

生方にご指導を頂きま

研修先では沢山の先

持ち、産婦人科を志し

から生殖医療に興味を

代でした。医学生の頃

授精へと移り変わる時

の一つと言われる顕微

慶應医学部が日本トッ

い経験に変わります。

功するまで続ければ佳

めれば失敗ですが、成

ます。失敗はそこでや

級生と再会しました。

足したい。

学部をさらにより強くす 佐を１名増員し、６名体 ていくとともに、患者さ

務官だが、これらは特別

のない目標を設定し、医 とするため、医学部長補 安全に、確実に発展させ
んに「こころ」のある最

教育改革は、
「 人 を 生 新の医療を提供すること

お世話になったのは学

くなられた大野虎之進

かし目は輝いている熱

いていると考えていま

追いかけ、失敗を恐れ
生時代や研修時代を懐

に残っている事の一つ

間研修を受け、出身地

の生殖医療を行われて

総合病院にて、最先端

ある東京歯科大学市川

移動してからも変わり

いう思いは大阪大学へ

をより深く学びたいと

た私ですが、生殖医療

恐れず大きな可能性を

にはまとまらず失敗を

ために、特に若い方々

プレベルであり続ける

の始まりのけじめとし

た私自身の、人生総括

生行政は昭和 （１９３

長となった。その後、衛

たときに自ら初代衛生局

部省から内務省に移され

７５）年に衛生行政が文

與專齋は、明治８（１８

という言葉を考案した長

医務局長であり「衛生」

相良知安である。２代目

省初代医務局長となった

６（１８７３）年に文部

原点といわれるのは明治

医師である医系技官の

省のみである。

は国交省、文科省、環境

ストに就くことがあるの

現在、技官で事務次官ポ

で交換する例がある）
、

省では同等のポスト同士

おり（但し、最近、厚労

官のポストは区分されて

的に事務官のポストと技

官である。役所では基本

務方）のトップが事務次

務員一般職（いわゆる事

かし、人を育てる」体制 が求められています。こ

るための基盤を構築する 制で臨みます。
ことが何よりも重要と考
えています。

本医学部執行部の基本 をより強固なものとする のような多種多様なミッ
スローガンは、
「 塾 ・ 医 ために、そして、次の１ シ ョ ン を 実 現 さ せ た め
学部・病院が一丸となる ００年の基盤を構築する に、医学部執行部は一枚
社 中 協 力 」 と 「 政 策 実 上で最も重要と考えてい 板となって、最大限努力
どうぞ、 皆様のご支

行」です。塾・医学部・ ます。産学連携によるイ いたします。
病院にそれぞれの立場に ノベーション創出は、信

違いがあることは当然で 濃町キャンパスで発見、 援、ご協力をよろしくお

慶應義塾大学病院の発

一つ目は母校および

た。

て頂くことにしまし

いを込めて寄付をさせ

持ちを表し、三つの願

す。違う見解を持った時 発明されたシーズをアカ 願い申し上げます。

大阪から
慶應医学部１００年への思い

生の 年間と卒後研修

先生をはじめ、各先生

い若者にエールを送り

展を願っています。

になります。 そのた

方が生殖医療に取り組

たい事です。

回）

同窓会では慶應医学部

め、私の医師としての

み、切磋琢磨されてお

富山 達大（産婦

創立１００年記念・新

基礎は慶應義塾大学に

られました。

クリニック院長
NewART

病院建設事業について

て学び、研修を行った

大阪

の説明を受けたり、ま

この夏医学部 回生

た各方面で活躍をされ

受精は歴史上 大革命

若い時は多くの可能

ている同級生の話を聞

す。
かしく思い起こす時間

に、 年目の研修先で

回っている代表的な大学

元の関西へ戻り、医局

いるのを目の当たりに

追求して頂きたいと考

知見や知識が発表され

８）年に設置された厚生

省、そして厚生労働省へ

と引き継がれたが、この

間、医系技官の最高位は

局長級だった。つまり医

系技官誕生以来１４０年

余、厚生省発足以来 年

宇都宮啓（

・食品安全審議官



回）
）

（厚生労働省 生活衛生

る。

行けたらと願うものであ

をいただきながら支えて

先生方のご指導、ご協力

られるよう、是非現場の

られる、いやさらに超え

ストが国民の期待に応え

りである。今後はこのポ

とはこの上ない喜び、誇

先輩が就任したというこ

初代医務技監に慶應の

いうことであろう。

ある国会に認められたと

の意思決定の最高機関で

に値する重要性が、国民

は保健医療に関して設置

できるものであり、今回

の議論を経て初めて設置

となる。つまり、国会で

働省設置法の改正が必要

トを新設するには厚生労

次官級の医務技監ポス

ととなったのである。

が次官級ポストに就くこ

近く経って初めて、医師

80

きながら、慶應での学

私は医学部を卒業

となりました。
後、慶應病院にて 年

点から、医学研究科は極 です。 学部と の大学

を大阪大学医学部産婦

ませんでした。生殖医

間・関連病院にて 年

めて重要な役割を担って 院研究科を有する慶應義

した事があります。日

最後に三つ目とし

人科へ移りましたの

・発展していく真只中

て、もしかしたら人生

塾大学は、このポジティ

にあり、毎年新しい技

の第 コーナーを回っ

えています。

います。

11

13

月１日より、天谷雅行医学部
長のもと、新しい医学部執行部が
設立。 人の医学部長補佐が選任
されました。今号では、新医学部
体制の顔ぶれを紹介するとともに
天谷医学部長の抱負を掲載しま
す。

10

療は待ったなしで進化

術が開発され、新しい
て、私自身がその激し

てです。お金の使い方

・慶應義塾へ直に寄付（最大50％の損金算入）
・私立学校共済を通して慶應義塾へ寄付

（全額損金算入）

天谷 雅行（64回）
医学部長
本で初めて凍結受精卵

大学院の充実は、研究 ブなサイクルを回すポテ
成果の発信を通じ、大学 ンシャルを持った大学で
のビジビリティーを国際 すが、まだまだ多くの課
的に高め、研究力のある 題を抱えております。そ

く発展する生殖医療の

はお金を稼ぐよりも難
す。その人の人生を表

法人税の控除対象

医学部長を拝命して

で、慶應義塾大学にて

の育成という観
Scientist

大学院医学研究科委員長が決定
月 日より医学部新体制が発足したのに合わせて、大学院医学研究

科でも岡野栄之研究科委員長が就任した。慶應医学部が次の１００年を
歩み始めたこの年、慶應義塾大学、病院、医学部において新体制が確立
したが、その中で大学院医学研究科はどのような道を歩もうとしている
のか。岡野研究科委員長より就任の抱負を寄せてもらった。

大学院医学研究科委員長を拝命 し て

優秀な人材を集めるため の中で医学研究科は、義
にも極めて重要でありま 塾における医学・生命科

流れの中に吸い込まれ
現在は大阪・梅田に

すのかもしれません。

しく、 しかし重要で
て不妊専門クリニック

母校への寄付は有意義

ていきました。

を開業し 年の月日が

な事と考えています。

＜三四会募金事務局/信濃町＞
TEL：03-3353-1211 内線：62766
専用TEL/FAX：03-3356-5568
E-mail : shintoubokin@sanshikai.jp

＜慶應義塾基金室/三田＞
TEL：03-5427-1898，FAX：03-5427-1546
E-mail : kikin-box@adst.keio.ac.jp

岡野 栄之（ 回）

ありました したが、自分の得意分野 す。また、大学院生らを 学のハブとしての使命を
時は、教育 もあればそうでない分野 含む若い研究者による革 持っていると思っており
医学研究科を世界中か

・研究・診 もあり、どれだけ医学部 新的な研究は、大学にと ます。
療を中心と の発展に貢献できたかど って重要な知的財産とな

した医学部 うか、心もとないところ り、イノベーションを産 ら優秀な人材が集まる活
み出し、やがては大学の 力のあるものにし、塾内

経ちました。微力では

こんな思いを抱きな

◆法人

金井 隆典（67回）

亨（68回）

武林

安井 正人（68回）

一方、研究と研究者の 財務に貢献することにな そして国内外の研究と人

の運営さら があります。
には塾内の

ございますが、産婦人

がら、同窓会二次会の

所得税の控除対象

整形外科学教室教授

他学部や一 育成を中心とした大学院 ります。現在、世界で競 材育成の牽引役となるこ

科医師として社会に貢

居酒屋でビールを飲み

◆個人

内科学（消化器）教室教授

この度、河上先生の後 貫教育校、関連病院、国 の仕事は、幸い私にとっ 争力のあるとされる米国 とができるように進化さ

献することが出来たと

新病院棟建設事業募金の寄付控除について

健康マネジメント研究科教授

任としまして大学院医学 内外の他大学や研究機関 て 得 意 な 分 野 で あ り ま のハーバード、スタンフ せて行きたいと思ってお

ながらざっくばらんな
話をしている中で寄付

慶應義塾大学病院新病院棟１号館の建設は、来年の４月の竣工を目指
して着々と進行しております。医学部および三四会では、義塾150周
年募金の終了後に三四会の持ち分30億円を目標に『新病院棟建設事業
募金』の活動が開始され、残すところあと半年となりました。三四会
員の先生方におかれましては、新病院棟が三四会員総力の象徴となる
よう、できるだけ多くの皆様の参画をお願いいたします。

平成29年10月吉日

三四会会長 武田 純三

薬理学教室教授

63

65

考えております。
今回は、お世話にな

の話は決まりました。

皆様の熱意が形になります！

（産学連携・広報担当）

医学部長補佐
医学部長補佐

研究科委員長を拝命致し との連携など多岐の問題 す。慶應医学にとって基 ォード、ＭＩＴあるいは りますので、皆さまどう

平成29年11月11日（土）13時30分〜18時15分
慶應義塾大学病院 2号館 11階 大会議室
慶應医学会
日本学術会議

募金申込の期限はあと半年です！（2018年3月31日まで）

3

った母校への感謝の気

三四会員の皆様へお願い

6

ました岡野栄之です。９ につき、バランスの取れ 礎―臨床一体型の医学を 英国のオックスブリッジ ぞ宜しくお願い申し上げ
ます。

（医学部開設100年記念事業募金）

9

坂元 亨宇（64回）

裕（59回）

P h y s i c i a nはまさにこのサイクルが

慶應医学会総会・シンポジウム
第97回

新病院棟建設事業募金

時
所
催
援
日
場
主
後

病院１階フロアに感謝を込めて
寄付者のお名前を掲示する銘板が設置されます

10

月末までの医学部長職に た運営を心がけて参りま 推 進 す る

21世紀に入って革新的な治療法が出現し、現在も活発に研究開発が進
められている疾患分野は何か？関節リウマチに代表される自己免疫疾患
は抗TNFα抗体に代表される生物製剤の導入で疾患のコントロールが可
能となりました。またオブシーボをはじめとする免疫チェックポイント
阻害療法の出現は分子標的薬剤とともに癌治療を一変させようとしてい
ます。さらに現在、これら癌免疫難病に対しては次々と新しい治療標的
が提示され「bench-to-bedside」型のトランスレーショナルリサーチが
強力に推進されようとしております。
本年度慶應医学会シンポジウムでは、このように非常に注目されてい
る癌・免疫難病の治療をめざした最先端研究について、それぞれの分野
のトップリーダーの方々にご講演いただくことになりました。まず東京
大学理学系研究科 濡木理教授には
「構造生物学と創薬」
と題して、特に
今後革新的な治療や創薬方法になると考えられるゲノム編集技術につい
て構造生物学の立場からお話をいただきます。先端医療振興財団 福島
雅典先生には臨床研究情報センターでの豊富な経験をもとに我が国の臨
床研究・臨床試験の現状と課題について、また国立精神・神経医療研究
センター 山村隆先生は特に免疫が関係する神経疾患の病態の理解と新
規治療法の開発状況についてお話しいただく予定です。本塾医学部より
先端医科学研究所 河上裕教授と佐谷秀行教授には最新の癌治療に関し
て、それぞれ免疫チェックポイント阻害および分子標的薬剤を基盤とし
た基礎臨床研究を推進する立場からお話しいただきます。また佐谷教授
には臨床研究中核病院としての慶應医学部におけるトランスレーショナ
ルリサーチの現状についてもリポートしていただく予定です。消化器内
科学の金井隆典教授からは近年患者数が増加している炎症性腸疾患の生
物製剤を用いた治療の原状、さらに現在非常に注目されている便移植に
よる腸内細菌叢制御を介した治験について報告していただく予定です。
このように本シンポジウムでは多面的な角度から「癌免疫難病に挑
む」臨床および基礎研究の現状と将来について深く議論されるものと思
われます。多くの皆様のご来場をお待ち申し上げます。

（吉村昭彦 60相当）

～ お 問 合 せ ～

4

病理学教室教授

10

6

3

2

先端医科学研究所細胞情報研究部門教授

皮膚科学教室教授

河上

68

2 1

（総務・倫理担当）

中村 雅也（66回）

（診療・医学部病院連携担当）
14

（研究・大学院連携担当）

医学部長補佐
（教育・学部連携担当）

医学部長補佐
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東京都新宿区信濃町35
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