






(4) 第 160 号 北大医学部同窓会新聞 平成 30年5 月 24日

平成29年度同窓会会長賞報告 成果を償頭演者として、 日本病理学会 （心社会浜献に対する表彰
総会で発表し店い評価を得た。 蕊采藉慎

本貸は、 次の一に該当する医学部医
学科を卒業する学生を顕彰することを
目的に、 平成27年度に創設されましt;::.
(1)学業成績に対する表彰

学業成組が特に優秀で、 かつ、 人格
に優れた者 3名以内

(2)研究活動に対する表彰
学会、 学会誌等で優れた評価を受け
た者

(3)課外活動に対する表彰
全国規模の競技会、 コンクール等で
優勝した団体の主将， または個人

(4)社会iThtに対する表彰
ポランティア活動、 人命救助、 災害
救援等の社会活動において、 括動実
禎が認められ他の学生の模範となっ
た者

(5)その他の活動等に対する表彰

会長賞にふさわしいと認められる者
受買者は、 毎年2月に医学部長から推 倍品愴

囮された候補者について選考し、 第3国 ［授打理由】在学中に神経薬理学教室
目となる平成2呼目度は次の8名を受役者 において熱心に研究に取り組み、その

として即訊ました 成果を箪頭演者として日本梨理学会
授貨式は3月 22日(;ic)に挙行された 北部会で発表し高い評価を得た。

医学部医学科学位記伝述式で、 浅香正
博同窓会長(48Wりから表彰楯が贈呈
されました。
(L 浮業成績に対する表彰
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田中 翔
ぼtt理由J在学中の学業成組が特に

優秀で、 かつ、 人格に優れている。

(2)研究活動に対する表彩
叡と•n

上遠野なほ

（授代理由J在学中に豚瘍病理学教塞

砿屈柑竺
［授賞理由］在学中に腫紺病理学教室

において熱心に研究に取り組み． その
成果を符頸演者として、 日本分子生物
学会年会で発表し裔い評価を得た．

萩笛蛉
［授賞理由】在学中に肺紺射理学教室

において熱心に研究に取り組み、 その
成果を償頭演者として． 日木病理学会
総会で発表し高い評価を得た。

ぼ賞理由】在学中に発生した救急事
案において迅速で的確な応急手当を行
い、 人命を救助しました、 これは社会
に貢献し高く評価されt.::.

（敬称齢り

その他前4号に準ずるもので、 同窓会 において熱心に研究に取り組み、 その

新人生ご挨拶

100期代表 謹面[I .-v-.. 
医師には． ！ぷ者の病女（や怪我を治し、

その心身の痛みや苫しみを和らげ、 人々
の健店や生命を助けるという崇高な使
命があると考えています。 実際、 幼い
頃噛息を患っていた私を、 親身になっ

て適切な診療をしてくださった医師を
大変ありがたく思いました。 今、 その
医師となるためのスタートラインに立

つことができ、 嬉しく誇らしく思うと
同時に、 身の引き締まる思いを改めて

強く抱いています。私たち新入生は、

各人の理想とする医師像に近づけるよ
う、 切磋琢1i5しながら真撃にかつ謙虚
に勉学に励んで参ります。 深い知謀と
麻い技術｀ そして広い教養と豊かな人
間性を併せ持ち、 患者さんを第一に考
えて最善の医税を施す医師となり、 社
会に貢献して人々にが仕できることを
目指し、 日々稟が進を頂ねて参ります。
諸先生方・諸先輩方におかれましては、

ご指導ご鞭撻を賜りますよう． 何卒宜

しくお願い申し上げます。
多くの先輩方が築き上げてきた北海

道大学の輝かしい歴史と伝統に新たな
ーペー ジを加えられるよう、 目まぐる
しく変化する社会にも目ざましく進歩
する科学技術にも柔軟に対応しながら、

仲間とともに一生懸命努力し続けるこ
とをここに誓いまして、 ご挨拶とさせ
ていただきます。

平成30年4月 1年次入学者名簿 (102名） 100期生
氏名 出身校 氏名 出身校 氏名 出身校 氏名 出身校 氏名 出暑校 氏名 出身校

大城怜加 昭印槃科大学附属 党l句修央札幌南 信闘優希札幌南 佐匠屈 滝 白石耕太郎 匹 今井公俊札幌西

寵/II 邑高 旭川県 4\111I 友規 山梨学院 後藤雅伐 屎立＂森 増片腱人 日比谷 守U 天斗 久留米人学附属 田中白人· 早稲田

辻 恭平 璧光学院 辻まどか 県立松本深志 蜂谷 1i11介 大叡柑店 佐鎮史弥 北磁 石川行甜 安積 店原 火岐阜県立大垣北

大田知ば札幌南 叩II兄祐札幌南 坂井駿太 高槻 松澤 潤筑波大学附属 虞保 悠希惰ヶ丘 叛田芙紗子 桜ほ

金田侑大 黒河 悠1l幌光呈 濱田燃幹 兵 貨柳佑亮札幌北 山田佳佑 芝 今谷 真札幌怜i

出村拓巳 大麻 友寄也6 昭和菜科大学附属 坂本翔太郎札幌匹 佐藤 尭札幌清 伊藤史苑 北磁 田q, “聞成

太田帆香 惰風南海 成田大高 北磁 樋口太惰 占森 松下 廉札幌南 高fl 伊靡 北嶺 板谷悠帆 旭Ill東

鎌nl 啓介 八戸 桑似 輝北硲 佐占結基札幌北 東 拓樹 北嶺 山本哲太 釧路湖駿 大久保諒一

東海林巧札幌南 西尾拓謁札幌南 V井敦規 集立応縞 芝野良紀 東大寺学瀾 o• 直樹希修猷館 谷U 広樹 明苦

加藉愛理札幌南 洒111 Iii虫 ll幌南 佐々木祐一郎札幌南 松田拓也札幌国際情報 高縞凛太郎 旭JII東 市/II 芽生札幌南

菊地光太郎札幌南 小澤史弥 北磁 贋石和輝1111成 荒木琢登筑波人学附属 山本悩樹 札幌隋 岡野 LLL哉 逗子Ill!成

徳光 駿札幌北 西H は北嶽 笹8 京介 海脳中等教百 渭水 駿筑波大学附属 伊藤 洋仙台第：：： 張 曲成 束C:,"f,園

北村祐日札幌南 平松佳J11笑 神戸湿昂女子学院 福島秀文 桐蛭 丸井竹之介 Pl陵 竹内尚捐 開成 江端芙鰈札幌ti本大学

佐々木美羽札幌·Iり 古堂な太 礼幌北 佐藤海斗 県立浜松北 池」こ 巾酉大和学図l 古愕 fir真札幌Ill 小榮 涼立命餌慶祥

,x田 楽札幌北 野村祐太 高田 薩本 巧札幌隋 F澗 翼修猷館 猪部優り 金沢大牛附属 月ぶ［ 知輝帝塚Lli

吉JII 諒日本大学三島 松闘実沙 雙葉 佐藤謹太郎 愛 森 稚敏 叩泊学園 立野� 涼仁札幌北 島田文和 新潟高校

関根かれん札幌大谷 近藤 騒Jlll成 帥頭煩祐 嵯峨野 池田壮雄 1111成 米澤大晟 用鮪ラ・サール 大澤はんな 雙菜高校

平成30年4月 2年次進級者名簿 (5名） ※総合教暉沿ら彰ラ

氏名 出身校 氏名 出身校 氏名 出身校 氏名 出身校 氏名 出身校

太Ill �S鯖1札幌北 倅浪 叫/11!111東 小澤 叫束京学五大学附属国際 四叫札幌北 E谷可花札幌南

平成30年4月 2年次学士編入学者名簿 (5名）
氏名 出身校 氏 出兵校 氏名 出身校 氏名 出身校 氏名 出兵校

牛Ill兄太郎 廣瀬克彦 土m tl1司 丸片和輝慶應渡塾大学 中H恒富山人学
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