建設事業がいよいよスタ 療環境・医療サービスを のようにひとまず折り返 ただけるとの力強いお言 れるのか、大いに注目さ 収支黒字を維持しており 皆様の期待に添うべく新 額８０００万円の奨学金

月に地鎮祭を挙行し、 るのは言うまでもなく、 いまだ道半ばであり、こ す。みなさまのご協力な しましても、こうしたご で行う病院建設には研究 を凌いでまいります。

と同時に、募金活動についても、で き、さらに患者さん本位 現するために必要な資金 三田会会長から武田新会 待の高さです。慶應義塾 健勝を心からお祈り申し

この様に２０１５年７

病院棟（１号館）１期棟 作業が始まり、いよいよ 月の竣工に

た（図２）
。

棟建築工事

新築工事の進捗状況をお 建物の姿が見えてきまし 向けて１期
１期棟は旧６号棟跡地

知らせします。
に建設中です。基礎工事
に続き免震装置の取り付
けが完了し、その上階に
あたる地下１階部分のコ
ンクリート床がほぼ完成

その目標を達成するた

行中です。

Ⅰ期工事部分へのローリ １号館を中核とした新病

後、中央棟北棟からこの きな柱に掲げ、新病院棟

予定しております。この バル人材育成を４つの大

建築予定と予算が公表 自慢ではないが、銀行 の書類はファイルケー 払いすぎることはない

が、新病棟の具体的な らの振込は使えない。 ゆく。結局、寄付関係 んなに金はないから、

（いや、口座にそ
に 寄 付 す る 気 は な い 設の寄付にはＡＴＭか 付する気持ちが萎えて か？）

われるか分からないの 使っていない。新棟建 ないが、だんだんと寄 を書き込んでしまった

てきた。医療の質とは診

療の質、職員の質、機器

設備の質、経営の質も含

れらを実践する中で基本

となることが、プロセス

である。プロセス指向と

→
（計画） （
Plan
Do実施）
（確認） Act
（処置）
Check

回） 指向とＰＤＣＡサイクル

（新病院棟開設準備室長

渡辺真純

寄付金を振り込むのも

この日しかない！と一

大決心して駅前の銀行

支店へチャリンコで乗

り付けた。案内嬢に導

かれ、
整理券をとって、

「ついでに、
いただくのも気が引け と女房から突き放され 怪しげな三文判が 本 って返す。

る。とっくに建て替え た。原稿料等を細々と でてきた。これが通帳 振込も。母校への寄付

なければいけなかった 貯めた自分のお小遣い の届け印かは確信がな なんです」なんて余計

ことは皆承知。病院の 様の口座に、寄付する い。しかも切手不要の な こ と を 言 っ て し ま

「寄付ですか、わあ
収益だけでは建築費を だけの金額は何とか貯 慶應義塾基金室行封筒 う。

ングが完了次第、いよい 院群と医学部が有機的に

されれば寄付するよ」 や郵便局に振り込みに スに塩漬けとなった。 はずだ…）と冷や汗を

さて実際に寄付行為を ない。学会費の振込等 ャ ッ シ ュ カ ー ド の 紛 紙に記入する方にちょ

と宣言はしていた。
が、 行ったことなど一度も 最終的きっかけは、キ かく。これから払込用

実行しようとすると最 は秘書さんにお願いし 失。これを軽く酔って っとご注意。右側の振

よこのⅠ期工事部分の北 連携した信濃町キャンパ
し、現在、Ⅰ期工事の基 以前、三四会新聞に慶應 るはずです。これぞ、世 日頃から新病院棟建設へ させ、平成 年春には 期I ります。医学部１００年

三四会員の皆様には、 側にⅡ期工事をスタート スに向かって前進してお

本事業は既にご承知の 礎部分が終わり、免震装 義塾創立１２５年時での 界に向かって誇れる慶應 のご理解とご協力を賜り ・ Ⅱ期部分からなる地上 の節目にあたってこの新

初の一歩がでない。振 ていたし、一家の会計 帰るタクシー内に財布 込依頼書の金額欄は、

り返ってみると、長年 は女房任せ。前年に届 ごと落とした。女房に 枠のなかに「円」が記

が竣工し、同年８月から 通り、総工費３００億円 置も設置されました。Ⅱ 新棟（現２号館）建設事 医学の構築であり、優れ 誠 に 有 り 難 う ご ざ い ま

予防医療センターや腫瘍 を予定しており、その１ 期工事竣工の２０１８年 業募金に関して記載した た臨床医が慶應から多数 す。この場をお借りして 病院棟が完成する事とな 次の１００年の新たな伝

」を記入し忘れる

お世話になっている慶 いていた寄付ご案内の 大目玉を食らい、夜中 入されている。ここに
６月号の医学部新聞紙 アプローチ部分を含めた であると認識しておりま

應義塾に寄付したこと 封筒を探しだしてみる にコールセンターに電 「

ります。信濃町駅からの 統作りの基盤となるもの

ＥＴセンター、そして病 で集めることになってお しておりますので、どう は、現２号館の総工費１ ております。

「寄付金自動払込」 話してカードを使用不 と、桁がずれてしまい
はほとんどない。慶應 と、

最近の案内では、
高校が久しぶりに甲子 なる書類がある。銀行 能にしてもらった。さ ます。

園に出場したときに一 に出向かなくて済むの すが、世界に誇る善意 クレジットカードでの

万 円 を 振 り 込 ん だ の でこれは便利と記入を と良心の日本人、翌日 寄付が可能となったよ

と、連合三田会のパー 始める。しかし銀行へ にはタクシー会社の事 うです。これで寄付行

御寄付を賜りました先 ０３件、約 億円、総額 よう重ねてお願いする次 院棟建設に向けた地鎮祭 ック・パラリンピック前 に充て努力して参ります

教職員一同、心を一つ 実のものとなりません。

應の卒業生は寄付慣れ 自分の口座はうん十年 再使用するためには銀 しかしまだ寄付は足り

有望な若手医師のため、 棟のⅠ期工事が本格的に

していないわけだ。そ 前にパートで勤務して 行の窓口へ本人が行か ないようです。最終兵

勝

今回の事業はその上を 後輩のため、医学生のた スタート致しました。こ にして『世界に冠たる大 医学部１００年の伝統を
りますが、是非とも三四 頂くと共に、一定以上の

お世話になっている大 給与を振り込んでもら 何たる天の配剤か、翌 ？ ○ ○ 回 生 は

しかし、医学部・病院 会の皆様には、ご支援を 御寄付を頂いた先生方に 行く規模であり、正に慶 め、全ての教職員の皆さ のⅠ期工事部分は、新病 学病院』を合言葉に新病 築かれてきた三四会員の

げます。

銘板を作成し、御芳名を 事業であります。医学部 さんのために……、新病 下１階、地上６階部分に 参りました。すべての医 たな伝統作りのために是

れに比べると、愚息が いた銀行の診療所で、 ねばならない。ここで 器としては星取り表か
２０１７年医学部創立百 上げます。

学からは寄付の依頼が うため開いたもの。銀 々日が病院の創立記念 敗、××回生には負け

のときどこの口座から 業員に給与を支払って にはこの日しかない！ やりたくないが。

皆様には、義塾創立１ 掲げさせて頂きます。ま 創立百年に向け、そして 院棟建設事業へのご支援 相当し、ここには、放射 療チームが結集したクラ 非ご支援賜りたく存じま
年に向けての新病院棟建

院病棟の一部などが整備 く国際医療拠点の創設、

視鏡センター、外来・入 ・ 臨床一体型医療に基づ 申し上げます。

しょっちゅう来る。こ 行というのは凄い。従 日。平日に銀行へ行く るな…、なんてことは
病院棟を中核とした〝世 重ねての御寄付のお願い お贈りしております。募 の 新 病 院 棟 建 設 無 く し

に変わりありません。新 を賜り、加えてこの度の 持ちとして記念バッジも 位置付けております。こ

設が最大目標であること ５０年記念事業で御寄付 た、先生方への感謝の気 次の百年に向けた事業と を宜しくお願い致します。 線治療、放射線診断、内 スター診療の実践、基礎 す。何卒、宜しくお願い

45

にとっては何と言っても 賜りますようお願い申し は信濃町キャンパス内に 應医学始まって以来の大 んのため、そして、患者 院棟（１号館）南側の地 院棟建設の準備を進めて 皆様には、これからの新

くらいか。要するに慶 あり、はたと困った。 戻ってきた。カードを が解決されるのでは。

に滑り出したようです。 の西室泰三氏が就任して 生 方 の 御 芳 名 は 、「 芳 名 で何と総工費の１／３弱 第です。慶應医学発展の が 無 事 執 り 行 わ れ ま し にフルオープンの予定で が、皆様からのご寄付が
37

対し、改めて感謝申し上 を挙げての募金活動であ 義塾の歴史に留めさせて て頂きました。

関係者の皆様の御尽力に おります。この様に全塾 録」に記し、末永く慶應 に当たる約 億円を集め ため、母校のため、将来 た。これを機に、新病院 す。

券を捌けずに被った分 のお届け印を押す欄が 務所に財布とカードが 為へのアクセスの問題

ありますが、何とか順調 員長には塾評議員会議長

0

・免疫統括センター、 Ｐ ／３の１００億円を募金 春を目処に着実に動き出 ことがあります。この時 育ってくれるものと信じ 感謝申し上げます。

32

年５月 日、旧６号棟 しており、この年の夏開 支援はもとより、病院収

どうか三四会の皆様方 面でご案内の様に、平成 完成を平成 年春に目指 す。法人による力強いご
年１月より平成 年３ 引き続きの御支援、御協 か ら は 個 人 が ２ ９ ６ ２ には、本事業に御理解を

12

棟（全個室）などが全面 ります。募金期間は平成 か三四会の先生方には、 ２０億円の内、三四会員
稼働致しました。まだま

26

だ解決すべき課題は多々 月末で、募金委員会の委 力をお願い申し上げます。 件、約 億円、法人が３ 頂き、御支援を賜ります 跡地に於きまして、新病 催されます東京オリンピ 益を病院建設資金の一部

29

なければ新病院建設は現

16

21

25

鑑往知来

当院は２０１２年より

育成する新奨学金制度が 皆様からの一層のご支援

ートいたしました。今年 提供することを目的とす し点は通過しましたが、 葉 を い た だ い て お り ま れています。我々といた ます。狭小なキャンパス 病院棟建設のローリング によって優秀な学部生を めには何よりも三四会の
その後工事は順調に推移 慶應医学の礎である「基 れからいよいよ正念場を くして目標の達成は有り 期待に応えられるよう、 スペースの制限や学生の

の認証を受け、
ISO9001

きる限りわかりやすく伝えていこう の医療を行うべくリニア は３００億円を想定して 長にバトンが渡り、新た が今後どのような医学・ 上げ、ご挨拶の結びとさ

回生の育成を目指して

誠（医化 回）

永田 博司（ 回）

「今回は、し ないのだから。このと 出すと「あ、これ印影
したことがある人なら たのだが、

ョンは慶應病院で診療 会をしておけばよかっ 込ませれば預金は減ら い、通帳と印鑑を差し

寄付するモチベーシ 幾らくらい払うか予演 も、自分の銀行に振り おどおどと窓口へ向か

けいゆう病院院長

がスケジュール通りに進 む広い概念とされる。こ

定しており、渡辺新病院 な視野を持った医療人育 長とする募金委員会が中 ０１８年 月の募金期間 う、懸命に取り組んでい が、部内も一丸となって オーバーヘッドなどの運 人材を育成するべく一層 お願いいたします。

棟建設企画担当教授を委 成のためにも必要不可欠 心となって、さらに強力 終了まで全力で取り組ん く所存ですので、今後と ご寄附をいただきました 用によって得られた年総 の努力を致します。
もよろしくお願い申し上
最後になりますが、三

これまでの募金活動を げます。

員長とする新病院棟建設 な事業であり、我々はこ に募金活動を推し進めて でまいります。
実 行 委 員 会 が 企 画 立 案 れを着実に推進していか まいります。三四会にお
かれましても、募金活動 通じて感じられるのは、

すでにご承知のことと の端緒を開いて下さった ご寄付くださったみなさ 四会のさらなるご発展と

し、戸山常任理事を議長 なければなりません。
とする病院経営ボードで

２０１４年５月、新病院棟となる

としています。今号では、清家塾長、 ック等を使用する放射線 おります。慶應義塾とい な体制の下、三四会のみ 医療を実現しようとして せていただきます。

医学部

末松

半ばに到達することがで 根幹をなす縦割りの学問
きました。この場を借り 体系は維持しつつ、共同
て改めて御礼を申し上げ 研究体制や新しい医療ニ
ーズを満たすために必要
来年平成 年度の新入 な「多部門の連携による

ます。

そして、２０１７年に 頃までには全ての工事を さまのご理解とご協力の 年に向けて「世界に冠た になります。創立 年を クラスター部門を創設し
医学部が創立１００年を 完了させたいと考えてお 賜物であり、この場をお る総合医学府の構築」を 迎えた７年前から信濃町 てまいりました。

寄付金慣れしていない私が
寄付を実践した顛末

附のおかげもあり目標の ・見直しを進め、 医学の ６階に向かってコンクリ

の企業の皆様からのご寄 旧来の教室・部門の再編 側（中央棟側）では地上

。建物東
多くの塾員の方々や多数 めてまいりました。また しました（図１）

医学部長

ご存知のように２０１

本年９月末時点での新 ート柱や鉄骨の組み立て

新病院棟１期棟建設工事
最新の進捗状況

１号館の地鎮祭が行われ、本格的な
戸山常任理事、末松医学部長、竹内 治療部門や

研究棟」
「 号館 北(棟 」)
「 号 館 南( 棟 」) の 棟

おかげ様で診療報酬改
寄付活動を進めておりま 改革を急速に進め、無給 定のあった平成 年度よ

借りしまして心から御礼 目指して全塾レベルでの キャンパスは内部の財務

このたびの事業は、患 申し上げます。

みなさまには、平素か が２０１２年までに竣工 迎えるにあたって、その ります。
ら慶應義塾大学医学部・ し、既に稼動しておりま 中核事業と位置付けられ

トイレが隣室と共用で パスしていた。しかも 三文判を使って通帳を たとおり印鑑は違って

。
危惧し
誰でもあるでしょう。 かとしよう」とずっと き、どこかで都合した が違いますね」
して実質１年半が経過し 大学院博士課程への大型 に医学部・病院の帰属収

号棟の個室。差額を ら自分で工面しなさい しを引っ繰り返すと、 判を調達して支店へと

すきま風の吹きすさぶ 母校への寄付なんだか 作ったはずだ。引き出 いた。文房具屋で三文

おかげさまで募金はこ す。周年寄付事業が開始 医の解消、助教有期制、 りも一年前の平成 年度

日現在、企業から 億 ありません。世界に冠た 身の先生方のみならず、 の優秀な人材の確保に努 ・ 病院が一体となって同
円弱、塾員・一般の方々 る慶應医学の構築も成し
から７億円弱、そして三
四会員から個人と法人を

勤（内 回）

識。医学部長には、
「１ ＴＭから旅費等を振り て い る こ と に も 気 づ われ、（ゼロの数を間違

竹内

されます。来年、すなわ 都市型地域医療の推進、

５０周年とかで何に使 込む程度のことにしか く。たいした問題では えて一千万円台の金額

賄えないことも共通認 まったが、これまでＡ の差出有効期間が切れ 凄い金額ですね」と言
ち平成 年の７月竣工を 医看薬連携によるグロー

病院長

得ません。
新しい信濃町キャンパスの
最終的に、信濃町キャ
誕生に向けて

構築を目指し、塾、信濃 思ってはおりますが、１ 円強となっております。 来慶應医学が進めてきた
町が一体となって本格的 ００億円の募金無くして 募金開始から１年９ヶ月 基礎医学と臨床医学の融
に動き出しております。 は到底新病院棟建設は実 が経過しましたが、よう 合に加え、予防医学が加
本事業は塾にとっても、 現されません。義塾創立 やく折り返し点を過ぎた わり、さらには医学部と
資金調達を含め極めて大 １５０年時には未だ新病 ところです。未だ道半ば 薬学部、看護医療学部、
の学生教育と基礎―臨床

きなプロジェクトであり 院棟建設がはっきりしな です。これからが正念場 理工学部が一体となって
今年、慶應義塾は創立 ます。本年５月には地鎮 かったため、御寄付を躊 と心得ております。

三四会の皆様方には募 一体型研究、そして高度

年目を迎え、創立百年 Ⅰ期工事が来年夏頃の竣 かったかと思いますが、 金１００億円の内、 億 先進医療を提供する新た

１５６年を、医学部では 祭が行われ、現在１号館 躇されていた先生方も多

56

承認された計画にもとづ 存じますが、本事業を実 比企前三四会会長・連合 まの本事業に対するご期 みなさまのますますのご

工事がスタート。新病院棟建設に併

病院長から新病院棟建設および募金 の放射線診断部門、生理 に準備してきた自己資金 とご支援を呼びかけてい ような形で社会に還元さ

たしましても、これまで なさまにさらなるご理解 いるのか、それらはどの

せて発足された医学部募金戦略会議
に関するご寄稿をいただきました。 検査部門や一部の外来・ に加え、大学病院を中心
医学部のみならず、慶應義塾全体と 病棟部門などが配置され とする継続的な収支改善

・ MRI
など
CT

院棟募金委員（末岡委員長）を中心

（議長：戸山常任理事）、三四会新病

しての取り組みなども、お知らせし る予定です。

の建設を進め、２０１８ 広くみなさまにお願いし
募金につきましては、

年春頃の竣工を目指して ている次第でございます。
まいります。その後も
年 ヶ月が経過した現

みなさまのご協力のお され、慶應医学の今後の を進め、東京オリンピッ ところまでお申し込みを

62

金状況ですが、この９月 て、慶應医学次の百年は ましたが、医学部のご出 奨学金制度による塾内外 支が黒転し、以来医学部

病院に対して、一方なら す。これらの施設は先の る新病院棟（１号館）の 者さんへより質の高い医

―新病院棟建設事業募金へのお願い

慶應医学百年に向けて

90

町キャンパス内の「臨床 れたと考えております。 催される２０２０年の春 た。これはひとえにみな ７年の医学部創立１００ 生は
「医学部１００回生」 水平型俯瞰組織」である

かげをもちまして、信濃 発展のための基礎が築か ク・パラリンピックが開 頂戴することができまし

100

64

3

「異端と先導」を実践する

に、さまざまな募金活動を推進して
Ⅰ期棟の竣工後は、引 り組む一方、昨年 月に

行いながら 号館Ⅱ期棟 ００億円）へのご協力を

解体や病院機能の移転を 設事業募金（目標額：１

き続き老朽化した施設の スタートした新病院棟建

1

による資金積み立てに取

います。慶應医学部新聞では、新病
ていきます。

篤

院棟建設の進捗状況などを報告する

三四会員の皆様へ
さらなるご支援のお願い
清家

ぬご理解とご協力を賜り 慶應義塾創立１５０年記 号館を中心にさまざまな
9

1

厚く御礼申し上げます。 念事業の一環として整備 病院機能等の移転・再編 時点で、目標額の半分の

1

塾長

1

界に冠たる大学病院〟の となり、大変申し訳なく 併せ６億円強、総額 億 ンパスには医学部創設以

戸山 芳昭（整 回）

26

まで残すところ３年とな 工を目指して急ピッチで 新病院建設が正式に決定 円を予定しております。 な慶應大学病院が誕生す

1

3

階建ての「１号館」
、新 病院棟を建設する事は、

りました。信濃町では平 進められています。

21

3

図１：中央棟側から見た建設現
場。クレーン車の下に地
下１階部分が見える
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来年からは塾員の方か スタートします。「昔の適 が必要です。何卒さらな

しております。 号館Ⅰ 礎臨床一体型」の医学の 迎えます。慶應義塾では 得ません。まさに慶應義 そしてお預かりしたご厚 アメニティ改善などの課 らの高額のご寄附と医学 塾のように全国の俊英が るご協力をいただければ

5

期棟の竣工は来年夏を予 更なる進化とグローバル 西室評議員会議長を委員 塾社中一体となって、２ 志を有意義に活かせるよ 題 も 山 積 し て お り ま す 部教授会の研究費獲得の 集い、世界に飛翔する」 幸甚と存じます。宜しく 医療の質の向上を目指し

1

所
行
発

成 年４月に３号館南棟
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三四会医学部新聞編集室

社中一丸となるとき！

医学部100年・
新病院棟建設に向けて
新病院棟１号館完成予想図

はたとえば、検査・与薬

など手順を
Process
Flow
ＰＦＣ を
Chart(
) 作成し
を文書化する。 そ
5W1H

うすることにより手順内

容が明確になり標準化さ

れる。万が一不具合 ヒ(ア

リ ハ ッ ト が) 生 じ た 場 合

ＰＦＣを見直し、不具合

の原因を検討しＰＦＣを

変更する。不具合を個人

の責任とせずシステム変

更することにより対応し

「医療の質をシステムで

保障する」
。
このようにＰ

ＤＣＡサイクルを常時回

すことによりスパイラル

アップを計り医療の質の

向上を計る。年に３回職

員相互に違う職場の内部

監査を、また年に一回外

部審査委員による外部審

査が行われ、ＰＤＣＡサ

イクルが適切に回されて

導
ISO9001

いるかどうかの審査が行

われる。 さて

入後２年間の感想である

が、①ＰＦＣ②内部監査

③今後の課題３点に関し

て触れてみたい。

①基本となるＰＦＣで

あるが、どのような業務

にしろ、いざ作成してみ

ると５Ｗ１Ｈを正確に作

成することは容易なこと

ではない。逆にどれだけ

今まで曖昧さの中で業務

が行われてきたのかとい

うことを痛感させられる

結果となった。②内部監

査により違う職場の仕事

を職員お互いに理解し合

うことは院内のコミュニ

ケーション向上に役に立

つこととなった。③課題

としては毎年１００名以

上の職員が入れ替わるた

め、新職員への教育の問

題・業務を定められたＰ

ＦＣ通りに行わないなど

の不遵守の問題等山積み

ではある。今後ますます

医療は複雑化し多様化し

ていくと考えられてい

る。そうであるからこそ

「医療の質をシステムで

保障する」ことが必要で

あると考える。

原彰男 回）

（国立病院機構 埼玉病

院副院長
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図２：奥に見える中央棟側から上階に向け
て建屋の組み立てが進んでいる
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