題

浩（ 回）

％）。

慶應義塾大学病院小児

た学生に、良かった学生
がマンツーマンでつい

平成

年度卒業式

目で見ると人生の選択に
正解、不正解はない。努
力と気持ちの持ち様によ
って決まる。最も避ける
べきは、他人の意見に安

った。

回生が卒業

後も更なる飛躍

私は、学校医として小

年度謝恩会」開催

学 年生に「がん教育」

「平成

本年度の謝恩会が３月 介された。慶應独自の医 を遂げ社会の先

彰塾長は挨拶 後輩に教える立場になる ち、世界の医学

きるように研鑽

倉堀智一）

健の授業を組んだ。 コ

スごとに

コマずつの保

となった今年度は、クラ

を行なっている。

年目

分より、グラ 学 に 関 す る 教 え で あ る 導者となること

日 時

易に従って選択すること ンドハイアット東京にお 「慶應医学」は先輩から を 願 う と と も

が表彰された。最後に小 学院も 周年を迎えた。 ら塾員代表として祝辞が

※推薦状、略歴、論文、共著者の承諾書を順に組んで１部とし、
コピーも同じ体裁に整えてください。
※推薦状のダウンロード、必要書類等は下記URLをご覧下さい。
URL：http://www.sanshikai.jp/award/shourei/index.html

て、学年全員で勉強して

医学部１１２名が
社会へとはばたく

執り行われた。
今年 脈々と受け継がれている に、我々在校生
先日平成 年度卒業式 代表者への学位記授与が た。塾長は、今年度の卒 である。慶應義塾では独 いて、

長谷山

首席として石山貴博君が 生を主任教授として迎え を持つことで人生の選択 週年に触れ、卒業生にエ 会の役割を語られた。

天谷雅行医学部長は一 を積む必要があ

武 田 純 三 三 四 会 会 長 生をかけて己の技術と人 ると強く感じた。

塾歌斉唱より始まった 表彰を受けた。次に小泉 た大学部開設から２０１ を正解にしてほしい」と ールを送られた。

読み上げられた。平成

来事は多々あり、２０１ 工学部の伊藤拓海君が卒

各種表彰の終了後、長 ８年には医学部１００周 業生代表とし、登壇し社

回） 計６３２４人、うち医学 賞の表彰が行われた。
部の卒業生数は１１２名

式の後半には、卒業

贈呈及びご挨拶があり、

結びには、会場にいる

その後学部ごとに学位

姿は、入学時にはまだ垣
最後に塾長は、
「 長 い 間見えたあどけなさより

りにも有名である。

猛勉強されたお話はあま を咲かしていた。彼らの

すぐに引き返して英語を しんだり、思い出話に花

ランダ語が全く通じず、 間たちとの写真撮影を楽

のの、当時学んでいたオ は、会場近くの広場で仲

外国人居留地を訪れたも 記を手にした卒業生たち

き日の福澤先生が横浜の

地として紹介された。若 なった。

福澤先生にゆかりのある 唱が行われ、無事閉式と

式が執り行われた横浜は 應社中による慶應讃歌斉

事が行われている一方、 塾職員と卒業生など、慶

日吉記念館の建て替え工

の記念事業の一環として の結成式が行われた。

また、慶應１５０周年 その後２０１９年三田会

ても触れられていた。

合同プロジェクトについ ４年三田会より寄付目録

て、長谷山塾長は三学部 周年を迎えられた１９９

周年を迎えた。関連し

１００年、薬学部も発足 の気持ちを語った。

院、看護医療学部は開設 えてくれた方々への感謝

であった。次に各学部の 谷山彰塾長が式辞を述べ 年に関連して新病棟が開 会に出る上での決意や支

パシフィコ横浜での卒業式

も、４月から社会人を迎
と言われています。しか そのうち男児は４人に過 児科は、これまでに妊娠 えるという期待に満ちた

6

きた。 今回、 残念なが

門川俊明

（赤
developmental care

週 ８９グラムで出生 表情にあふれており、彼

（４年 藏田隼也）

2

ら、５名の学生が医師国
家試験をパスできなかっ
た。

医師国家試験は知識を が３月 日、パシフィコ 行われ、医学部からは小 業者が在籍した間に多く 立自尊の精神を持った人 度の卒業生である 回生 ものであり、自身の医師 も義塾で学ぶ者

問う試験であり、技能や 横浜展示ホールで行われ 関真子君が受領代表とな の出来事があったことを 材の育成に励んでおり、 が参列し、会は終始和や 人生において切り離せな としての自覚を
する家族で賑わう中、式 では、大学表彰規程によ ０年に福澤先生が米ハー 創意工夫を凝らし、挫折

態度は各大学で卒業時に た。卒業生や彼らを祝福 った。続いての各種表彰 初めに話された。１８９ ぜひ失敗を正解に変える かな雰囲気で進行した。 いものであり、いずれは より一層強く持
（臨床実習
PostCC-OSCE

である。

と

ち ゃ ん に 一 番 優 し い ケ し、出生体重３００グラ ぎず、男児の救命は女児

９９９年）や、妊娠 週 回りも大きく見えたので

ア）を心がけた診療を行 ム未満では救命率は ％ の約６倍難しいと言えま した女児の赤ちゃん（１ らの後ろ姿は一回りも二
い、２０１９年２月に生 以下で、心不全、失明、 す。

ちが診療させて頂いた赤
ちゃんとご家族に感謝す



日本は新生児死亡率が ２６５グラムで出生した あった。
％以上になります。 世界一低く、周産期医療 女児の赤ちゃん（２００

後５か月体重３２３８グ 難聴などが起こるリスク
ラムで退院しました。大 が

きな合併症も無く元気に 特に男児の救命は女児に の治療成績が世界トップ ７年、当時世界で２番目
退院した男児としては、 比べて格段に難しいもの レベルです。その理由と に小さい赤ちゃん）を元

の デ ー タ ベ ー ス T h eていること、妊娠中の母
によると、 体管理体制が整っている
Tiniest Babies

２月時点のアイオワ大学 医療センターが整備され ります。これまでに私た

世界で一番小さい赤ちゃ があります。２０１９年 して、全国に周産期母子 気に退院させた実績があ
んです。
新生児医療の進歩はめ
ざましく、日本において

１０００グラム未満で出 過去に世界で出生体重３ こと、ＮＩＣＵの整備と るとともに、２６８グラ
生する超低出生体重児の ００グラム未満で生存退 医療技術が進歩している ムの赤ちゃんの経験が医
救命率は最近では約 ％ 院した児は 人ですが、 こと、医療費の補助があ 療の発展に繋がり、将来
ること、医療従事者が献 の様々な立場の方々の心
ています。
児 回）

身的に努力していること の支えになることを祈っ
が挙げられます。
慶應義塾大学病院の小

（
 有光威志

月



次いで、トヨタ自動車 は、三四会は約９０００ 間性を磨いてほしいと述 （４年

・ ４ ％ ）。 既 塾大学でも、今年度から 式典では、まず青山藤詞 体育努力賞として、医学 ５年で１２５年となる節 締めくくった。

昨年１１２回の医師国 れる問題が多くなり、そ 卒生は７名の内４名が受 トライアルに参加し、２ 郎常任理事による学事報 部から端艇部２名、水泳 目であり、同時に湘南藤

現場を見ているかを問わ （ 合 格 率

６％）③禁忌肢３問以下 臨床実習できちんと臨床 格、１名が欠席であった 進められている。慶應義

表が、３月 日に厚生労 ９／２９６、昨年は ・ 視が進んでいる。特に、 ７名が合格、４名が不合 することが全国の大学で た。

験の受験者総数は１０、

１４６人、合格者は９、 家試験から、３日間５０ の傾向は定着している。 験し、２名が合格、２名 ０２０年度からは全医学 告がなされ、各学部の卒 部 名、競走部１名、空 沢キャンパス（ＳＦＣ） 株式会社の元代表取締役 名の会員がいることを紹 べ、自ら乾杯の音頭をと
・ ０ ％ で あ り 、 昨 問の形式になった。第１ 多く、難易度はやや低下 率

０２９人で全体の合格率 ０問から、２日間４００ 今回は、標準的な問題が が不合格であった（合格 部で正式実施される予定 業生数および表彰者数が 手部３名、ゴルフ部９名 も開設 周年、慶應ＮＹ 社長である渡辺捷昭氏か
は

末岡



慶 應 の 学 生 達 は 、「 全 （医学教育統轄センター 年度の合計卒業者数は合 泉体育奨励賞や塾長奨励 医療系学部においても出 あった。これに続き、理

一般総論の問題が大幅に よび臨床実地問題の合格 員合格」を合い言葉に、

年 よ り １ ・ １ ％ 低 下 し １２回医師国家試験から した印象があり、一般お
た。
合格基準は、①必修問 Ｃ Ｂ Ｔ に 委 譲 さ れ た た 基準は ・６％から ・ 模擬試験で成績が悪かっ

新病院棟建設募金事業
寄付者銘板設置
三四会新病院棟建設募金委員長

新病院棟建設募金事業 に１号館の開院にこぎつ 工事についてはなお、病 画が決定しておりました
に三四会員からも授った けましたことは、我々に 院玄関部分や旧病院棟の が、ようやく完成し、１

多大なご協力により、既 とって大きな喜びです。 取り壊し、２号館の改修 号館の１階ホスピタルモ
など、途半ばではありま ールの壁面に設置が完了
すが、基金のための募金 しました。これまでにご
方々に感謝を申し上げま

事業は無事終了すること 協力を賜りました全ての
ができました。

このご協力に対して慶 す 。 今 回 の 銘 板 掲 出 者
應義塾が感謝の意を表す は、２０１３年から５年
とともに、多大なご貢献 間に亘る期間および塾創
を賜った方々および法人 立１５０年記念事業の募
・団体のお名前を病院棟 金活動終了後で、２０１
に銘板として掲出する計 ３年までにご寄付を賜り
ました方を
対象として

おります。 科（教授：高橋孝雄）に
週に出生した超低出生

病院棟へ て、２６８グラムで妊娠
お寄りいた

だきました 体重児の男児（有光威志
際にご高覧 助 教 、 飛 彈 麻 里 子 准 教
いただけれ 授、勝又徳子師長）が、
ご家族が一丸となって
退院前

3

19

回医師国家試験の合格発 実地問題 ・６％（２０ の問題を見ても、臨床重 は１１２名のうち、１０ 終了後ＯＳＣＥ）で確認 典は午前 時に開始され る表彰、すなわち医学部 バード大学から３名の先 から立ち直る不屈の精神 にて、医学部開設１００ ということを述べ、三四 の進歩に寄与で

慶應義塾大学の現役生

％ （ １ ６ ０ ／ ２ ０ め、医師国家試験は臨床 ６％へと上昇した。

80

日に実施された第１１３ ０ ）、② 一 般 お よ び 臨 床 医学の試験となり、今年

平成 年２月９日、

〒160―8582
東京都新宿区信濃町35
電話
（3353）
1211 内線64996
会員については会費
に購読料が含まれる
発行人 武田 純三
毎月 １回20日発行
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70

晴れ姿の98回生

30

30

25

三四会奨励賞の推薦について

マ目は、
「がんに対する

知識」
、
「がんを防ぐため

週間

の生活習慣」の授業とグ

コマ目は、各自が

ループでの作業。

年生から

年生ま

月下旬に文部科学省

はなしを締めくくった。

けてほしい」を紹介し、

しい気持ちを常に持ち続

い、心を柔軟にして、優

人一人を気遣ってほし

者と共にある」
、
「患者一

感じなさい」
、
「医学は患

目で見て、聞いて、心で

育の中で語った「自分の

・オスラー先生が医学教

と。おわりにウィリアム

の心を持ってほしいこ

他の人に対して思いやり

自分のことだけでなく、

れたらはやく休むこと。

べ、からだを動かし、疲

知ること、しっかりと食

自分のからだの調子を

た。

ぞれの心で感じてもらっ

きているとは？」をそれ

し、
「死ぬとは？」
、
「生

た患者さん達のことを話

してこれまで看取ってき

るとともに、私が医師と

重明先生の言葉を紹介す

間」であるという日野原

は神様から与えられた時

し」 を語った。
「いのち

て、私が「いのちのはな

職員、地域の方々に向け

での全児童と保護者、教

小学

会の時間では、体育館で

続いての学校保健委員

か」をみなで考えた。

自分たちには何ができる

ががんにかかったとき、

ち」 に触れ、
「身近な人

「がん患者さんの気持

「がん検診」
、
「治療」
、

がんセンター教授が、

つ林和彦・東京女子医大

コマ目は、教員免許を持

グである。その翌日の

よるチーム・ティーチン

任、養護教諭と学校医に

返りを行った。 学級担

それに対する講評、振り

グループワークと発表、

調べてきた知識をもとに

後の

1

10

第１１３回医師国家試 であった。

働省より行われた。

18

1

3

11

2

1

25

所
行

98

推薦方法
１．推薦者は、三四会役員、三四会評議員、慶應義塾大学
医学部教授、慶應義塾大学関連病院会会員および他大
学教授（三四会員）とします。
２．推薦者は、候補者の承諾を得た上で、所定の書式（三
四会社会功労賞推薦状）により候補者を推薦してくだ
さい。
３．締め切りは、2019年４月19日（金）必着、三四会事務局
宛とします。
４．提出部数は、推薦状、被推薦者略歴、表彰目的に沿っ
た業績目録、客観的に評価しうる資料等、オリジナル
１部とコピー10セットが必要です。

5

が東京で開催した「がん

教育外部講師研修会」に

は、全国から多くの学校

医、がん専門医等が参集

し た 。 全 国 で「 が ん 教

育」の準備、実践が進め

られている。フロアから

発言された埼玉医大呼吸

器外科の儀賀理曉准教授

（ 回）は新宿区、中野

区、杉並区のエリアで活

動されている。

学校医やがん専門医の

回）

三四会会員の活動が期待

される。

近藤太郎

（近藤医院院長



68

１．表 彰目的に沿った優れた業績をあげた三四会正会員
（本塾関連病院のみではなく、研究施設、他大学、地
域で業績をあげている三四会員も含む）
２．年齢は問わない。

選考ならびに受賞
三四会奨励賞選考委員会による厳正な選考の結果、約８名程度の
受賞者を決定します。受賞者は2019年６月15日（土）に予定されて
いる三四会定例評議員会で表彰され、賞状および副賞が授与され
ます。

三四会医学部新聞編集室

発

30
98

 手の三四会会員の研究を奨励し、実学としての慶應医学
若
の発展を図る。
対象 １．次の各分野ですぐれた業績をあげた三四会正会員で三
四会員として少なくとも１年は経過している者（本塾
関連病院のみではなく、研究施設、他大学、地域等で
業績をあげている三四会員も含む）
対象となる分野
イ、臨床医学
ロ、基礎医学
２．満40歳以下
推薦方法
１．推薦者は、三四会役員、三四会評議員、慶應義塾大学
医学部教授、慶應義塾大学関連病院会会員および他大
学教授（三四会員）とします。
２．推薦者は、候補者の承諾を得た上で、所定の書式（三
四会奨励賞推薦状）により候補者を推薦して下さい。
３．推薦締切りは2019年4月19日（金）必着、三四会事務局
宛とします。
４．提出部数は、推薦状、被推薦者略歴、論文別刷（学術集
会発表の場合はそれを証明するコピーと800字程度の
抄録）、オリジナル１部とコピー10セットが必要です。
５．対 象となる研究が共著論文の場合は共著者の承諾書
（オリジナル１部とコピー10部）が必要となります。
対象

第113回医師国家試験

30

Young Investigator Award, Keio University School of Medicine
Alumni Association（Sanshikai）

 域社会、社会貢献を通じて顕著な功績により三四会の名
地
誉を高めた三四会員を表彰し実学としての慶應医学の発展
を図る。

70

ば 幸 い で 産科・小児医療チームと
す。

evidence-based medicine

慶應義塾大学医学部三四会100年記念ロゴマークの
デザイン募集について

50

目的

１．応募内容
慶應義塾大学医学部三四会100年記念を
PRするロゴマークデザイン
▶▷ポスター、チラシ、封筒、名刺、ウ
ェブサイトなど広範囲に利用可能な
もの
▶▷拡大・縮小・白黒での使用を考慮し
たもの
▶▷次のデザインを含まないもの
慶應義塾のペンマーク、
エンブレムマーク
▶▷パソコンを使用したデータ作品であ
ること
２．応募資格
慶應義塾大学医学部三四会正会員及び準
会員
３．応募締め切り
2019年８月31日（土）（必着）
４．応募方法
メールによる応募のみとします。文末の
事務局まで「応募希望」とご連絡頂き、
返信メールに記載された書式に従って御
応募下さい。
５．審査・決定
三四会100年記念事業実行委員会で厳正
に審査の上、採用作品を１点、三四会長
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男児が元気に退院
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が決定します。
・採用作品の決定は2019年９月上旬を
予定しています。採用者へは別途ご
連絡します。
・採用作品は、採用決定次第に三四会
ホームページ、並びに医学部新聞で
公表します。
・採用作品の応募者には金一封を贈呈
します。
・納品までの間、修正依頼する場合が
あります。
６．注意事項
・採用作品の著作権・使用権等一切の権
利は、三四会に帰属するものとしま
す。
・応募作品は、応募者の自作・未発表作
品で、第三者の著作権・商標権等の権
利を侵害しないものに限ります。
・応募作品は返却いたしません。
・採用する作品については、使用する上
で必要な修正を行うことがあります。
・応募者の個人情報は、本業務に関わる
業務でのみ使用します。ただし、採用
された作品及び作者名等は三四会ホー
ムページ等で公表予定です。
・応募に要する諸経費（制作費・郵送費
等）は全て応募者の負担とします。
・応 募点数に制限はありません。ただ
し、１メール１案でお願いします。
７．お申込み・お問合せ先
〒160-8582 東京都新宿区信濃町35
慶應義塾大学医学部三四会事務局
（担当：田中）
E-mail:info@sanshikai.jp
Tel：03-5363-3735（直通）
慶應義塾大学医学部三四会は2020年に発
足100年を迎えます。そこで三四会100年記
念事業実行委員会では、記念事業の一環と
して発足100年を記念するロゴマークの作
成を予定しており、そのデザインを募集い
たします。三四会100年の節目に、その足跡
や理念、将来像をイメージさせる創造性豊
かな作品の御応募をお待ちしております。
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第113回
第112回
第111回
第110回
第109回
第108回
第107回
第106回
第105回
第104回
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59

新卒合格率
96.7%
100%
97.3%
97.2%
100%
98.1%
97.9%
100%
99.0%
95.2%

268グラムの超低出生体重児
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50

生後5日目

選考ならびに受賞
三四会長を委員長とする三四会社会功労賞選考委員会による厳正
な選考の結果、原則１名の受賞者を決定します。受賞者は2019年
６月15日（土）に予定されている三四会定例評議員会で表彰され、
賞状および副賞が授与されます。
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23

三四会社会功労賞の推薦について

50

慶應義塾大学の医師国家試験の新卒合格者数推移
24

※推薦書のダウンロード、必要書類等は下記URLをご覧下さい。
URL: http://www.sanshikai.jp/award/kourousyo/index.html
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合格率（%）合格者数/受験者数
100
124/124
99.2
119/120
98.3
116/118
98.2
111/113
98.0
98/100
97.8
88/90
97.6
82/84
97.4
113/116
97.4
111/114
97.3
108/111
97.1
104/107
96.9
93/96
96.6
113/117
96.6
112/116
96.5
111/115
96.4
107/111
大学名
自治医科大学
順天堂大学
弘前大学
東京慈恵会医科大学
札幌医科大学
大阪市立大学
横浜市立大学
昭和大学
筑波大学
杏林大学
東京医科歯科大学
岐阜大学
滋賀医科大学
聖マリアンナ医科大学
藤田医科大学
慶應義塾大学
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

新卒合格者数
107/111
110/110
107/110
105/108
108/108
101/103
95/97
98/98
96/97
100/105
年次
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
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