会が、３月 日金曜日に 室の佐渡充洋先生を講師

長年、幹事を務められ り、一同から感謝の拍手 リウマチ内科の安岡先生 いデータ駆使型の研究に のノトバイオートマウス ートしてもらうことで、

「 産 業 た小児科の粟津緑先生か が送られた。
総合医科学研究棟１階ラ と し て お 招 き し 、
また、
藤田保 からのご挨拶もあり、皆 対し、ＪＫｉＣでは、そ を作製することで、相関 より的確に、よりスピー

大学医学化学イノベーションセンター（ＪＫｉＣ）」の４つの取り組み

慶應医学部の研究者・医師による産学共同研究拠点「ＪＳＲ・慶應義塾

高度な素材と化学製品開発を促進するＪＳＲグループの化学研究者と

ＪＫｉＣ産学連携の取り組み

ート技術）
、 ２． 常在菌

成する技術（ノトバイオ

種だけを持つマウスを作

即ち、１．特定の細菌

な研究が可能である。

与して影響を見る総合的

で、培養してマウスに投 をＪＳＲ株式会社にサポ

がいるのかを調べる一方 デミアが苦手とする部分 は近いと考える。

奇跡の五輪２連覇、怪

％の佐野市にとっ

らに悪化する悪循環が最

安静で

分以

・ ％、低栄養

日の筋肉量減少は、床上

開始した。入院による１

Ｄ）予防プロジェクトを

入院関連機能障害（ＨＡ

内ＢＣＡＡ摂取」などの

「リハビリ」＋「

ハビリ患者を対象として

り、病院の包括指示でリ

ーツ医学の応用として、

近注目されている。スポ

ＮＳＴと耳鼻咽頭科によ

害をもたらし低栄養がさ

ＡＤＬが低下し、嚥下障

より、フレイルが進行し

不適切な安静と低栄養に

策は喫緊の課題である。

て入院患者のフレイル対

・

を続けていた。高齢化率

先生が悠然と糖尿病診療

こでは名誉院長の丸山博

應の関連病院であり、そ

に異動した。伝統ある慶

人事で佐野厚生総合病院

小生は昨年６月に教室

程式があったと聞く。

レーニング」の勝利の方

療法に支えられた超絶ト

そこには、
「専門的食事

たサンプルを、シーケン 知財化や市場ニーズ探し クロバイオーム研究セン 生結弦選手の平昌五輪で
スで解読して、どんな菌 など、重要ながら、アカ ターとして、知られる日 の勇姿は記憶に新しい。

える。臨床の場から届い かにすることが出来る。 ＫｉＣが世界有数のマイ 我からの脅威の復活、羽

養や、動物実験などが行 因と結果の関係」を明ら できる研究が行える。Ｊ

ウンジにて開催された。 精神保健トピック―スト ら当会ご卒業の挨拶があ 健衛生大学へ赴任される からエールを送られた。 れに加えて責任細菌の培 から更に踏み込んだ「原 ディに臨床の現場に還元
ほぼ全ての准教授・講 レスチェックを含めた一
師が加盟する団体である 次予防を中心に」と題す
が、現会員数は１４４名 る講義をいただいた。各
からなり、医学部・病院 人に配られた干しぶどう
を実質的に屋台骨として の粒を手に取り凝視し、
活動されているメンバー 香りを嗅ぎ、味を確かめ
たりすることで聴取者一
を紹介します。

本田 賢也（ 相当）

領域３ マイクロバイオーム
微生物学免疫学教室

性疾患など様々な疾患に

領域 はマイクロバイ 疫疾患、自閉症、神経変
オ ー ム（

か し 米 国
H u m a n培養技術、３．次世代シ
を は ーケンサーによるマイク
Microbiome Project

会則20条に則り、次のように開催します。

である。
一昨年は新病院棟建設 人一人が静かに心の中で
事業募金にも１０００万 問いかけをする珍しい体
円の寄付をするなど陰な 験をさせていただいた。
きていない一同が何かを

がら力強い活動を行って 日頃静かな時間を享受で
きている。
総会議事の終了後は懇 感じる不思議な時間を経

）
、
Microbiome

次いで、シリーズ講演 即ち常在細菌叢が研究テ 影響していると考えられ じめとする世界的な大規 ロバイオーム解析技術、

親会へ移行し、天谷医学 験した。
部長から挨拶と薫陶をい

ただいたが当医学部が今 として帝京大学医学部外 ーマである。マイクロバ ている。その為、世界経 模研究にもかかわらず、 という３つの技術を組み

後素晴らしい学生を集め 科の新見正則先生に「西 イオーム研究は、次世代 済フォーラムは２０１４ 病態悪化の原因となる菌 合わせた統合的なアプロ

」のひとつに「ヒトマ 繋がる菌種、即ち治療に クロバイオームを細分・

魅力ある学校を築くため 洋医のための漢方、そし シーケンサーが用いられ 年 の 「 新 興 技 術 ト ッ プ 種や、逆に病態改善へと ーチにより、複雑なマイ
に一丸となって協力して てトライアスロンとイグ るようになった２００７

行うことの強いメッセー ノーベル賞」の話をいた 年頃から、急速に研究が イクロバイオーム」をあ 使える細菌株を、実際に 要素化し、宿主細胞の機

ジ を 伝 え ら れ た 。 次 い だいた。新見先生の講演 進みだした。現在では、 げており、世界的に極め 分離培養できた例はまだ 能と明確に関係づけるこ

とができる。本領域の構

る嫌気性菌のバイオチャ ね 再 現 す る こ と が で き

菌動物室や、菌を培養す 株だけでマウスの中で概

でなく、日本最大級の無 雑な常在細菌叢を培養菌

タを蓄積するサーバだけ 養できる技術を持ち、複

た。シーケンサーやデー 在細菌叢の８割以上を培

しい研究環境が整えられ 常に得意としており、常

ＪＫｉＣでは、すばら 成メンバーは菌培養を非

で、北川病院長からも近 はどこでも大人気で、先 健 康 に 広 く 関 わ っ て い て重要なライフサイエン 少ない。

准教授・講師会は相互 日に迫った新病院棟への 生が独創的な発想の下に て、がん、肥満、自己免 ス分野となっている。し
の親睦と扶助の組織とし 移動と同時に今後の厳し 研究を実践し、それを楽
て 長 年 運 営 さ れ て き た い経営状況の中にあるも しむ姿勢が信濃町の人々
が、平成 年度の年次総 のの皆一同の力で乗り切 に伝えられ、いつしか忘
ろうとのご れかけていた世界を見せ
時間を共有することがで

挨拶をいた てもらえたような豊かな
だいた。

ンバー、さらには人型ロ る。したがって、機能・

ボットも用意された。欧 表現型に紐づけられた常

本年は初代本学部長北里柴三郎先生の87
年祭にあたり、医学部と三四会との共催に
よって下記により北里記念式を執り行うこ
とになりました。
三四会の皆様方のご列席の程をお願い申
し上げます。

４月 日（土）、信濃町キャンパスにて、医
塾大学病院１号館の竣工式が行われました。
竣工式には、義塾関係者ならびに設計・施

工関係者、来賓・招待者など３３０名以上が

出席しました。最初に挨拶に立った長谷山彰

塾長は、次代の慶應医学・医療を担う人材育

成の場として発展することへの期待を述べま

した。次に、天谷雅行医学部長から挨拶が、

岩沙弘道評議員会議長から祝辞がありまし

た。竹内勤常任理事から、新病院棟建設事業

に関する説明ならびに募金活動報告があり、

引き続き北川雄光病院長が１号館の概要説明

を行い、無事に竣工を迎えられたことに対す

る感謝の意と、慶應義塾大学病院のさらなる

発展に向けた決意を述べました。
続いて、慶應義塾から設計監理者・施工者

に感謝状が贈呈され、設計監理者・施工者か

らは記念品目録が慶應義塾に贈呈されまし

た。竣工式の最後にはテープカットが行われ

ました。竣工式の後には、引き続いて１号館
今回竣工した１号館には、旧病院棟から病

の内覧が行われました。

例年、日 きた。
熱のこもった講演の後

米で進められている「相 在細菌株を単離培養し、

日時：平成30年６月16日（土）
午後３時〜５時
場所：２号館11階 大会議室

平成30年度三四会評議員会開催のお知らせ

所
行
発

院機能の大部分が移転し、２０１８年５月７

頃なかなか

聞く機会の には東京會舘による料理

関」が得られるにすぎな その菌株コンソーシアム

記

北里記念式の挙行について

三四会医学部新聞編集室

撮影：石戸 晋

ない有意義 を食しながらの楽しい懇
な話を拝聴 親の場がもたれた。ふだ
する講演を ん分野が異なり、話す機
企画してい 会を見つけるのも困難で

30

％におよぶ。ま

5



村上円人

回）

（佐野厚生総合病院院長

うとしている。

タート元年」を向かえよ

めるなど、病院は「リス

更新時に業務効率化を進

し、来年度の電子カルテ

の縦割りの運用を標準化

が始まった。現在の病院

し産婦人科ではその運用

用の嘱託医制度」も新設

上がっている。
「女性専

を立ち上げ現場の志気は

取得に向けて、ＤＭＡＴ

た新たに災害拠点病院の

の橋渡し」をめざす。ま

野での人材育成と慶應へ

新規の申請を終え、
「佐

内科専門研修基幹施設の

た。感謝！さらに４月に

の優秀な研修医が赴任し

し、今年も慶應から多く

栃木県レコードを更新

は７年連続フルマッチの

ーを新設した。初期研修

推進のために研修センタ

ます。昨年、人材育成の

を賜り感謝、感謝であり

諸先輩から多くのご支援

赴任後、多くの教室や

である。

さに「筋肉はビジネス」

で ・

2 0

るが、今回 ある仲間が共に意見交換

5

0

は、ミニレ し、また、出席いただい
クチャーと た医学部長、病院長へも
して精神・ 忌憚のない話しのできる
神経科学教 機会であった。
極めてデリケートな問題 条件下で行う医療は、大
であり、その判断を誤っ 学病院で行うそれとは異
た場合、選手が充分にパ なるマインドセッティン
フォーマンスを発揮でき グが要求されます。時に
なかったり、ドーピング は選手の満足度や（おま

28

純三

武田

三四会長



雅行
純三

天谷
武田




73

日 時：平成30年３月16日（金）午後７時〜
場 所：２号館11階 三四会会議室
審議事項
１．平成30年度予算案につき承認された。
報告事項
１．三四会百年記念事業は2020年の秋をめどに記念式典
を開催予定である他、事業内容については今後議論
する。
２．2017年に三四会産業医委員会が発足し、11月６日に
第１回委員会が開催された。その後の活動として、
医学部・病院・三四会が連携して、産業医に対する
支援を組織的に行う計画（複数の企業が出資するコ
ンソーシアムとして寄附講座を運営し、産業保健の
マネジメントを担当する人材を確保する、といった
形態）についての議論が報告された。
３．三四会評議員会は６月16日午後３〜５時、２号館11
階大会議室にて開催予定。
４．三四会全国支部長会は10月６日午後６〜９時、ホテ
ルオークラにて開催予定。
５．葛西健WHO西太平洋地域事務局次長（69回生）が
同事務局長を目指すにあたり、三四会として協力で
きる具体的な方法につき提案された。
６．三四会ホームページがアップデートされ、沿革など
が追加された。
７．医師ワークライフ支援委員会主催の「先輩医師と語
る会」は６月８日に開催予定。

日（月）に開院しました。



講演に聴き入る会員

回オリンピック冬季競技大会
石田 浩之（ 回）

（２０１８／平昌）
に帯同して
慶應義塾大学スポーツ医学
研究センター

平昌五輪は、朝鮮半島 ールがあります。冬季大 規定に抵触することにつ じない的）安心感を優先
回オリンピック冬季競 南 北 合 同 チ ー ム の 参 加 会では季節的なこともあ ながります。個人情報の し、ＥＢＭを逸脱した医
毎回、
インフルエンザ た め 詳 細 は 述 べ ま せ ん 療行為を選択する場合も
政治的話題が先行し、 り、
技 大 会 （ ２ ０ １ ８ ／ 平 等、
昌）に日本オリンピック 大会運営が不安視される が問題となります。今回 が、見事金メダルを獲得 ありますが、それが好結
委員会（ＪＯＣ）本部ド 一面もありましたが、い も大会中にインフルエン した小平選手も治療に苦 果に繋がったというケー
クター（選手団チームド ざ始まってみると大きな ザを発症した選手がいま 慮した一例でした。彼女 スを少なからず経験して
クター）として帯同する 混乱はなく、選手は普段 したが、診断、隔離、周 の快挙に１％くらいは貢 います。スポーツ現場に
機会をいただきました。 通り勝負に専念するだけ 囲への予防投与を含めた 献出来たのではないかと

おける
"best medical
とは何なのか？
practice"
私はこれまで五輪を含 スポーツに関わる医師と

私自身、これで３回目の でした。むしろ、開会式 抗インフルエンザ薬投与 勝手に考えております。
冬季五輪競技会帯同とな ／閉会式においてトーマ に至る手順は、過去大会

りますが、２０１６年に ス・バッハ国際オリンピ の経験から事前準備をし め多くの国際大会の帯同 してずっと自問自答しな
行われた夏季大会（リオ ック委員会会長が、こと っかり行っていたため、 や運営に携って来ました がら、私自身も未だ答が
デジャネイロ）には同僚 さら“平和の祭典”を強 感染拡大を防ぐことに成 が、限られた医療資源や 得られておりません。
の真鍋知宏君（ 回）も 調するスピーチを行った 功し、罹患した選手も予
本部ドクターとして帯同 ことに、選手・スタッフ 定通り試合に参加するこ
また、
一
しております。我々がこ は少なからずの違和感を とができました。
のような立場を与えてい 覚えたのでした。先日の 部の疾患の治療ではドー
ただけるのは、慶應スポ 板門店宣言を受け、すで ピング規定を考慮しなく
ーツ医学の発展にご尽力 に平昌五輪からそのシナ てはなりません。薬剤選
いただいた諸先生のご指 リオは進行しつつあった 択については禁止されて
されていない、
とい
導はもちろんのこと、竹 のではないかと想像せず いる、
う単純な話だけでなく、
さて、
大会期間中、
帯同 用量に制限が加えられて

田恆和会長、平岡英介専 にはいられません。
務理事ほかＪＯＣの要職

におられる塾先輩方のお 医の力量が問われる場面 いる薬剤もあります。ル
力添えがあってのことと のひとつに現地で新規に ールの範囲の中でどのよ

本評議員会は総会に代わるもので、（会則
18条）、本会の最高意思決定機関です。
評議員各位のご出席をお願いいたします。
なお、閉会後、情報交換会を開催します。

６月12日（火）午後１時
北里講堂

日時
会場

3

21

学部開設１００年を記念して建設した慶應義

慶應義塾大学病院
1号館（新病院棟）が竣工

30

発生した疾患のコントロ うな治療を選択するかは

スピードスケート女子500mで金メダルを獲
得した小平奈緒選手、結城コーチとともに

記

10

浩（59回）
末岡

今年２月に行われた第

66

第

29

23

医学部長
三四会長

63

23

感謝しております。

平成29年度第６回定例理事会報告

平成29年度
准教授講師会を開催して
75

内覧会の様子（病室）

建物外観
産科病棟ラウンジ
内覧会の様子（手術室）

小児系外来中待合
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1211 内線64996
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