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巻頭言

皆さま、明けましておめでとうございます。
公益社団法人日本女医会は昨年、創立 120 周年を皆さまの
お力添えのおかげを持ちまして、無事に迎えることができまし
たこと、心より御礼申し上げます。式典の当日、ご来場いただ
いた先輩方やご来賓の皆さま関係者の皆さま、またインターネッ
トや記念誌などに触れ祝ってくださった全ての皆さまに改めまし
て、心よりの御礼を申し上げます。
2022 年は 3 年目を迎えたCOVID19 のパンデミックにロシア
のウクライナ侵攻、7月には元首相が暗殺など驚くような事件ば
かりが起こりました。その文脈の中で日本女医会の120 年の歴
史や社会的な役割を考えてみますと、多くの諸先輩方と同時に
その時代その時代の全ての名もなき女性たちの健康を通して、
日本女医会はこの国を支え、新しい時代を切り拓いてきたのだ
ということを改めて思い知り感銘を受けるとともに、現在の日本
女医会を担うものの一人として、背筋がピンと伸びるような思い
が致します。
ロシアのウクライナ侵攻が始まって以来、急激に国内でも軍
靴の足音の高まりを感じておりますが、先の世界大戦があった
時、国内の医療は女性医師と高齢の男性医師が担っておりまし
た。健康な若い男性医師は一人残らず戦地に招集されていたか
らです。もう二度とそんな時代を迎えることがないよう、私たち
女性医師たちは命の尊厳と平和の大切さをいつでも忘れずに活
動をして行かねばならないと日々痛感しております。
私たちの国は少子化と急激な高齢化に加え資源もなく、20
年ほど前から経済的低迷が続き、なかなか回復基調に戻りま
せん。エネルギーも全世界が CO2 排出を抑えるために再生可
能エネルギーに取り組む中、その兆しも見えず日本社会全体が
長い長いトンネルに入っているように思います。
また東日本大震災からの復興も続く中、原発事故への反省

や警戒も大きく薄れてきており、嘆かわしい限りです。エネル
ギー問題も安全保障も何ら解決策を持たず、未来ある産業も全
く育っておりません。世界中で進むDX（デジタルトランス
フォーメーション）の波にも完全に乗り遅れ、古い原発を50
基以上抱えて増税・軍拡、そのために急激に進む少子化と高
齢化の中で、社会保障サービスが削られようとしています。け
れども南海トラフ地震の震源域での地震は確実に増え、次第に
「西日本大震災」のリスクが高まり、再び原発事故の可能性が
増してきております。
この原因を考えますと、第二次大戦の後に何の反省もなく、

この国の意思決定権が圧倒的に男性に偏ったまま、硬直化して
大きな視点を失ったまま80 年近くが過ぎ、それが今では時代
にそぐわずに社会の硬直化はますます顕著になり制御不能に
なっていることが原因だと思われます。
日本女医会を作って来られた先輩方の行動や言動を振り返

れば、これまで常に偏って柔軟性のない意思決定権のある男性
諸氏との戦いの日々であったことがわかります。先輩方は 120
年も前から、弱いものに救いの手を差し伸べ尊厳を認め合う、
つまり多様性のある社会を目指して戦って来られたことがわかり
ます。何という先見性、何という勇気ある柔軟な発想であった
ことでしょう。
2023 年の輝かしい年の初めに、私たち日本女医会はこの先

輩方が命懸けで切り拓き、その後に脈 と々築いてくださった道
をしっかり進みながら、この国が決して再び戦禍に巻き込まれ
ることなく、次の大きな震災で原発事故が起きることがないよ
う、全ての女性や子ども・お年寄りの健康と尊厳が保たれて
行くように、少しでも尽力をして行かなくてはならないと、創立
121年目の年始に思いを新たに致している次第でございます。
本年も何卒よろしくご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
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日本女医会		
創立120周年を祝して

� 青森支部　高橋英子

新年おめでとうございます。
昨年末の日本女医会創立 120 周年記念式典に出席し、女
性医師の道を切り開いた、公許女性医師第一号の荻野吟子、
東京女医学校を設立した日本女医会の初代会長吉岡彌生、
日本女医会を創設し、日本女医会雑誌を創刊した前田園子
らの先人の偉大さを改めて実感いたしました。幾多の苦難の
道を乗り越え「記録され、記憶し、記憶していくこと」で連
綿と歴史を紡ぎ、ここに120 周年を迎えたことは喜ばしくもあ
り誇りでもあります。三年半ぶりに対面で開催された祝賀会は
前田佳子会長の「今の世界を変える責任は今を生きる私たち
にあり、“ジェンダー平等を実現しよう”」という力強い“日本
女医会宣言�2022”で締めくくられました。個々の責任の重さ
を感じると共に、今回会員の皆様と顔を合わせ親しく会話を
交わし同じ時間を共有できたことで、皆様とご一緒に心一つ
にして宣言の実現のために第一歩を踏み出そう、という熱い
思いが湧いてきました。新しい年が 130 周年に向けて日本女
医会と皆様の飛躍の一年になりますよう祈念いたします。

先人、先輩に	 	
感謝するとき

� 山形支部　豊岡志保

明けましておめでとうございます。男女共同参画の活動に
おいては女性限定は是か非かという話題です。女性限定に批
判することは簡単です、男女共同参画ですから。でも、現実
は男女共同参画でしょうか？　コンシャス、アンコンシャスバ
イアスにより決して公平の参画にはなっていないと思います。
バイアスがある以上、そこでの女性限定で活動を推し進める
意味があるのではないでしょうか？　日本女医会が 120 年を

迎え、さらに社会に貢献する活動を続けている理由を考えて、
女性限定に賛成しました。道をつくってくださった諸先輩をは
じめ、一緒に会員でいる皆様に感謝したい気持ちです。本年
もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

時代に即した活動を

� 宮城支部　岩﨑惠美子

明けましておめでとうございます。
日本中が新型コロナウイルス感染症に翻弄され続けた三年
間でしたが、ようやく治療のための内服薬も使うことが出来
るようになり、感染症対策の出口が見えてまいりました。
宮城支部でも、新型コロナ感染症の影響を受け、対面で
の活動は制限され、十分な活動は出来ませんでした。
ただ、この流行を嘆くだけでなく、私達に大きな ICTを活
動に使う切っ掛けを作ってくれたことは、大きなメリットと受
け取り、受け入れていきたいと思っています。
最初は戸惑いや失敗もありましたが、今では会員同士の
Webを使っての交流や会議、時には講演会を開催するまでに
私たちも変化しました。
さらに、それらをスムーズに使いこなしてゆくように、HP
の刷新をいたしました。
今後も、時代に即した ICTを使っての活動、情報発信を進

め、会員同士の交流だけでなく、広報にも力を注ぎ、会として
も社会貢献についても認知を進めていきたいと考えています。
皆様のますますのご健康とご活躍を心から祈念いたします。

車の両輪のように

� 理事　樋渡奈奈子
新
あらた

しき　年の初めの初春の
今日降る雪のいやしけ吉事� 大伴家持〜万葉集より〜

新年あけましておめでとうございます。
2022 年は日本女医会創立 120 周年の記念となる年で、12
月11日には前田佳子会長の下、日本女医会創立の理念を再
確認し、新たなる記念の日となりました。
2019 年武漢での新型コロナウィルス感染症報告以降、当
会の活動もオンラインによる理事会、市民公開講演会、定
時総会……と変化して来ました。その中で創設された IT
部の活躍は目覚ましく、記念講演も当会ホームページから
YouTubeにて公開されています。元来アナログ人間の私は、

年
頭
所
感
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デジタル化について勉強の日々です。利便性の一方、サイバー
攻撃による、大病院での医療停止等に対策の強化も求められ
ており、教育現場ではマスクをした子供達の表情が読めない
……、オンライン授業により、コミュニケーションの取り方が
難しくなった……等のマイナス面も危惧されています。当会の
活動・会員同士の交流も車の両輪のようにアナログ、デジタル
双方から進めていくことが理想と考えております。
今年もご指導のほど、宜しくお願い申し上げます。

飛躍できる一年に

� 埼玉支部　竹並　麗

新年あけましておめでとうございます。日本女医会埼玉支
部は現在会員数 72 名です。会員の高齢化も進み自然には退
会者が入会者を上回り理事会や行事の運営に苦労していまし
た。しかしながら当支部は、県医師会との連携がよくとれて
おり郡市医師会の女性役員も増加傾向にあり実力のある女性
医師の入会が増えました。仕事はもちろんの事、子育て、介
護、医師会活動、趣味等々で皆多忙を極めております。
理事会でも積極的、建設的な意見が多く出てきますがたま
には土日の弾丸旅行の計画も持ち上がります。昨年 4月には
桜を見に秋田まで行きました（残念ながら角館では桜の開花
前でしたが）。
埼玉県は小さな県で都内へはどこからでも比較的近いので
すが、意外に東西のアクセスが悪く埼玉県内の移動は複雑な
面もあり、県庁所在地のさいたま市を中心とした女性医師が
活動の中心になっていました。コロナ禍で生活様式も大きく
変わり女医会の活動も転換期を迎えております。
今年は兎年。若い先生の力も借りて「もっともっと楽しい女
医会に。」ウサギさんのように飛躍できる一年にしたいと会員
一同願っております。

飛躍、向上の年に

� 　理事　宮坂晴子

明けましておめでとうございます。卯年を迎え、今年は還
暦の節目の年です。ウサギのように穏やかでありながら飛躍、
向上の年でありたいと願っております。
昨年を思い返してみますと、暗く悲しいニュースが多かった
と思います。コロナウイルス感染拡大、ウクライナ危機、記
録的な円安と物価上昇。安倍晋三元首相銃撃事件（７月）エ

リザベス英女王ご逝去（９月）等々。
そのような中、日本医師会会長に埼玉県から松本吉郎先生
が就任されましたことは、大変嬉しく励まされたビッグニュー
スでした。先生は私が埼玉支部長の時から励ましのお言葉
を頂き、常に女性医師支援活動を後押ししてくださいました。
また、12月に開催されました日本女医会120 周年記念式典・
祝賀会にもご多忙の中ご出席頂き、女医会活動を応援してく
ださいました。今後も日本女医会と日本医師会が目的を共有
し協力して活動が出来れば、女医会の更なる発展になるので
はと思っております。
本年も皆様のご健勝と益々のご活躍を祈念いたします。今
年も宜しくお願い申し上げます。

再会を楽しみに…

� 栃木支部　馬場安紀子

新年おめでとうございます。
私事、昨年の定時総会をもって理事 10 年間の任期を終え、
栃木支部の支部長に就任いたしました。同時に栃木支部から
新理事に就任した望月善子、再任の塚田篤子理事ともども本
年もよろしくお願いいたします。
昨年は日本女医会創立 120 周年を迎え、12月に記念式典・
講演会・祝賀会が華やかに行われました。120 周年の喜びに
も増して、数年ぶりに全国からご出席の皆様にお会いできた
ことが心から嬉しいことでした。コロナ禍でオンライン講演会
が定着し自宅から聴講できるのは非常に便利ですが、同じ空
気を味わい視線を交わし触れ合うその一瞬で 100 の言葉に
勝る気持ちが伝わると感じました。
本年 5月の第 68 回定時総会は、宇都宮市に昨年新設さ
れた真新しいコンベンション施設で開催いたします。前日には
映画のロケ地めぐりの市内観光、懇親会も開催します。全国
の会員の皆様にお会いできるのを心待ちに準備中ですので、
奮ってご参加ください。

栃木で	 	
お会いしましょう

� 理事　塚田篤子
新年あけましておめでとうございます。
昨年、日本女医会は 120 周年を迎え、コロナ禍にもかかわ
らず、無事記念式典を行うことが出来ました。
今年は、3 年に亘る新型コロナウイルスパンデミックを乗り
越え、日本女医会定時総会が、栃木県宇都宮市で開催され
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ることになっております。これは、2019 年の札幌から４年ぶ
りの地方開催であり、栃木支部にとっては 1998 年以来２度
目の開催となります。会場は昨年新設されたライトキューブ宇
都宮です。駅に直結した便の良い隈研吾デザイン監修のコン
ベンションセンターです。また前日には、宇都宮市を巡るオプ
ショナルツアー、さらに懇親会なども企画しております。栃木
支部会員一同、第 68 回総会で皆様にお会いできるのを楽し
みにしております。多くの会員のみなさまのご参加をお待ちい
たしております。

御礼

� 理事　大谷智子

前会長として御礼を申し上げたく投稿させて頂きました。
2020 年 5月に第 12 代の公益社団法人日本女医会の代表
理事（会長）に任命頂きました。
新型コロナ感染症の幕開けと共に会長を担い、2021年と
2022 年の 5月の総会およびブロック懇談会や各委員会での
公開講演会も全てWeb配信として開催されました。行き届か
ないこともありましたが、多くの会員の先生にご協力頂きまし
たことを御礼申し上げる次第です。日本女医会の女性医師の
相互の連携を募り、会員数の増加を考えてきましたが、現実
的には直接にお会いすることはできず空白の 2 年間になり難
題を残して任を解かれることになりました。
最後に会員皆様への感謝とご多幸をお祈りするとともに、
2022 年 5月に行われた役員改選にて選挙管理委員長をお願
いした山口いづみ先生（東京都葛飾支部）がご逝去され、ご
闘病の中でも大任を引き受けて頂きましたことを深謝しご冥
福をお祈り申し上げます。

121 年目は軽やかに

� 理事　木村友美

新年おめでとうございます。元アメリカ連邦最高裁判所判
事 Ruth�Bader�Ginsburg�（1933/3/15 〜 2020/9/18） は、
常に公明正大な態度で女性やマイノリティーの権利のために
闘い続けたリベラル派判事として、アメリカで最も尊敬される
女性の一人ですが、親の介護は女性の役目だと決めつけ介護
費控除を申請できるのは女性だけだった1970 年代、母親の
介護費控除が認められない男性の弁護をして権利を勝ち取り
ました。ジェンダー平等の女性が暮らしやすい社会は、男性

も暮らしやすい社会なのです。
RBGのようになるには「信念に従って励め」「責任をとるこ
とを恐れるな」「何をしたいかを考えて、取りかかれ」「でも
好きなことを楽しむ」「仲間を巻き込む」「ユーモアを持つ」こ
とが必要だそう。
日本女医会が 120 年の重みを背負いながら、軽やかに121
年目を歩み出せるよう尽力したいと思います。

ウイズコロナ・	 	
ポストコロナの時代に

� 大阪支部　杉本睦子

明けましておめでとうございます。昨年は日本女医会創立
120 周年という節目を迎え盛大な記念式典を挙行出来たこと
は本当に素晴らしい事でした。この歴史を築いて下さった先
達の先生方に心からの敬意を表しますと共に私達後に続くも
のも、女性医師の活躍の場を益々広げて行けるよう歩みを止
めてはならないと思います。
大阪支部ではご多聞に漏れず、コロナ禍のために支部総会
の開催もままならずにおりましたが、今年の 4月は何とか講
演会と談話会を開催する予定で準備を進めております。今年
こそウイズコロナ・ポストコロナを旨く生かして有意義な活動
が出来ることを願っております。幸い大阪支部からは藤谷副
会長と芳川理事が本部役員として活動して下さっているので
心強い限りです。今年こそ楽しく明るい年になることを心より
祈念しています。

対面行事のありがたさ

� 理事　芳川た江子

新年明けましておめでとうございます。2018 年の 6月から
日本女医会の理事になり、庶務部を担当しています。
昨年の12月11日（日）には、コロナ禍の中、公益社団法
人日本女医会創立 120 周年の記念行事が無事に行えたこと、
本当によかったと思っています。理事の先生方ともずっとズー
ム会議だったため、対面では初めてお会いする先生方もたく
さんおられました。やはり対面でお会いすると、いちだんとみ
んなの団結力が強くなったような気がします。
今年は 5月21日（日）の栃木での総会をはじめ、対面で
できる行事を増やせていけたらいいなと思っています。
また、長寿社会福祉委員会も担当していて、今年の1月29
日（日）に「認知症とフレイル」の講演があります。リモートで、
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当日オンラインで参加できるので、皆様ご視聴のほど、よろし
くお願いいたします。
今年こそ、コロナなどの感染症が落ち着き、皆様と対面で
お会いできる機会が増えることを願っています。

コロナ禍での	 	
女性医師の活躍に思う

� 鳥取支部　松田隆子

新年明けましておめでとうございます。
昨年 1月30日、女医会第 24 回ブロック懇談会で、『鳥取
県における女性医師支援活動の取り組み』と題して、鳥取県
医師会の女性医師支援への取り組みや活動を、医師会の男
女共同参画委員の先生と発表しました。医師会では『鳥取県
女性医師の会』を立ち上げ、年に1度開催し、世界や県内
外における女性医師の立場や活動の講演や、県内女性医師
に医療現場で頑張っている様子を発表していただきました。
県内にはご高齢の現役女性医師で日本医師会赤ひげ大賞を
受賞された先生もおられます。コロナ禍で集会はできなくな
り、アンケート調査をしました。高齢者の多い地域医療は大
変ですが、職場や育児環境の改善もあり若い女性医師は育
児や家事と共に医療も頑張りたいと思っているようです。
いずれにしても、女性医師どうしのつながりは重要で、創
立 120 年を経た日本女医会がどのように活躍・前進していく
か期待しています。

慢性期医療の	 	
質向上を目指して

� 香川支部　橋本康子

明けましておめでとうございます。私は昨年 7月に日本慢性
期医療協会の会長を拝命いたしました。まだまだ未熟ではあ
りますが精一杯取り組もうと思っています。
日本慢性期医療協会は 2009 年に日本療養病床協会から
一般社団法人日本慢性期医療協会となりました（会員数 1136
名 2022 年 12月現在）。
「慢性期医療」とはどういう医療？と思われている方が少な
からずおられると思います。私たちは、急性期医療以降のす
べての時期を「慢性期医療」と定義しています。そして、お
預かりや療養ではなく治療を行う場です。
回復期、生活期、維持期、終末期などの時期がありますが、
私たちは急性期と慢性期医療のシームレス化、医療と介護の
シームレス化を図っていこうと思っています。

また、慢性期医療の質向上のために、全人的に患者さんを
診られる総合診療医がすべての病院に配置され、リハビリテー
ションと介護の基準化が創設されることを目指しています。

「甲辰」に向けた	
「癸卯」の年によせて

� 佐賀支部　浅見豊子

新年おめでとうございます。
2023 年は「癸卯（みずのと・う）」の年で、「寒気が緩み、
萌芽を促す年」になるようです。コロナ禍以降、停滞気味の
世の中に、希望が芽吹く春がやってきますことを期待したいも
のです。また、今まで培ってきた自身の力が試される年とも
言われ、最後まで諦めずに希望を持ち続けながらも無理をし
ないことが道を開く鍵になるとのことです。
個人的には 2024 年度が大学定年の年であり、2024 年
に 2 つもの全国学会を佐賀アリーナで開催いたします。その
2024 年「甲辰（きのえ・たつ）」の年は、「芽吹くと、大きく
旺盛に実る年」になるとのことであり、前年となる2023 年は、
男女共同参画支援を含めた種々の仕事を大学人として仕上げ
られるよう、整理と準備をしっかりしたいものです。
日本女医会の皆様にとりまして、2023 年が良い1年となり
ますことを祈念しております。今年もどうぞよろしくお願い申し
上げます。

命の重みを		
世界にも届けたい

� 熊本支部　板井八重子

一昨年から非常勤勤務に移行して、少しゆとりある生活を
味わえるようになりましたが、昨年の念頭には思いもしなかっ
た「戦争」が日々の生活に影響をもたらす年明けとなりました。
昨年から、過去に向き合った水俣病についての著書『水
俣・胎児との約束』の英訳チームを結成し、ワシントン・水
俣・東京・熊本を結ぶWEB会議を行っています。この本は、
胎児性水俣病患者としてさえ生まれえなかった胎児に対して、
「あなたたちの犠牲を無駄にしない」と約束した書です。今
年は、これを是非完成までこぎつけたいと思います。抽象的
な言葉よりも事実で、命の重みを世界にも届けたいと思いま
す。
諸先輩のご活躍を胸に、今年も全国の女医会の皆様のご
健勝をお祈りいたします。
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2022 年 6月18日に開催された第 162 回秋田県医師会定

例代議員会において、第 16 代会長に選定していただいた。1

週間前の岐阜県医師会定例代議員会において医師会長に就

任された伊在井みどり先生と一緒に、都道府県医師会では

初めての女性医師会長が２名誕生することになった。その責

任の重さを感じつつ、歴代の会長先生方の高邁な志を受け

継ぎ、秋田県の医療と県民の健康と命を守っていく所存であ

る。

私は、2008 年に秋田県医師会常任理事に就任した。小児

科医である小山田雍先生が秋田県医師会長に就任され、小

児科領域担当の常任理事が求められた流れであった。2019

年 9月に開業するまで、当時の私は市立秋田総合病院の勤

務医であり、目の前の患者さんの診療に全力を尽くしていた。

病院の中で役職が付き、病院のためにと日々働いていたの

で、医師会活動について知る機会などほとんど無かった。常

任理事に就任当時は乳幼児保健、学校保健を主に担当し、

またその後 2009 年に発生した新型インフルエンザ感染症に

おける小児の重症肺炎に対応したこともあり、救急医療や感

染症・広域予防接種体制整備も担当した。

感染症担当としては、2009 年当時から今回の新型コロナ

ウイルス感染症流行拡大までの約10 年間は、次に発生する

新興感染症に備えた研修や体制作りにあけくれた気がする。

しかし当時の行政は、「新興感染症部会」の開催すらない

年もあるくらいであり、2012 年に発生した中東呼吸器症候

群（MERS）も、対岸の火事を見ているような状況であった。

あの時から情報共有システム等をしっかり構築していれば、

少なくとも今回の新型コロナ発生当初の混乱は避けられたか

もしれない。

また、小児科領域を担当する中で、児童虐待予防も重要

と考え、2014 年に「児童虐待予防小委員会」を医師会内に

立ち上げた。それと同時に国の事業であった「虐待防止医療

ネットワーク事業」の実現を県に要望したが、なかなか進ま

なかったため、2018 年に会内に「虐待防止連絡協議会」を

立ち上げ、行政や司法、学校関係、各病院の担当者が集ま

る場を作り、連携構築や研修を行っている。

2008 年の常任理事就任以降、そして 2016 年副会長就任

から医師会長に就任するまで大変ありがたかったのは、私が

「このような事業をやりたい」などと提案すると、当時の会長

や他の役員が認めてくれたことであった。小児救急外来体制

の整備を担当した際に学んだのが「根回し３周が大事」であ

る。とにかく、1回話しただけでは人は動かない。理解も十

分にはしていただけないように思われる。2回目は「初めて聞

いた」のような反応も受ける。3回目に行くと、やっと協力し

ていただける印象がある。しかも、1か所訪ねるだけではす

まない。関係各所に足を運んで説明を重ねることの重要性を

この時に学んだ。

これまで約14 年間、医師会活動を行ってきてわかったこ

とは、勤務医時代のように患者さんのため、自分の修行のた

め、病院のためだけでは、「医療」は成立しないということ

だった。誰かが仕組みを考えないといけないし、行政と交渉

もしなければならない。厚生局や保険者との交渉もある。つ

くづく、「医師会は縁の下の力持ち」であり、さながらグリム

童話の「こびとのくつや」だなあと思う。現在当会では、新

型コロナ感染症対応の事業以外にも様 な々事業を県から受託

し取り組んでいる。オンライン診療（秋田モデル）の実証実

験、投薬だけではない社会的処方による「まちづくり」の実

証実験、医業継承推進事業、医療的ケア児支援のキッズナ

ラティブブック事業など同時進行で取り組んでいる。いつか

必ず県民のためになるであろうそれらの事業を担当してくだ

さっている医師会役職員を大変誇らしく思う今日この頃。そ

して後に続いてくださる若い医師に、そのバトンを渡していけ

たらと思っている。それが女性医師ならさらに嬉しい。

秋田県医師会長に
就任して

小泉ひろみ
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間葉系幹細胞由来「細胞外小胞」
を応用した T 細胞急性リンパ芽球性

白血病の治療開発

藤田医科大学医学部輸血細胞治療科・講師
藤井紀恵

研究目的

研究代表者は、先行研究において間葉系幹細胞より分泌
される生体粒子「細胞外小胞」が末梢T細胞の機能的分
化を制御し、急性移植片対宿主病に対する治療効果を発揮
することを世界に先駆けて報告した。本研究では、間葉系
幹細胞由来細胞外小胞（mesenchymal�stem/stromal�cell-
derived�extracellular�vesicle:�MSC-EV）の持つT細胞抑
制効果に着目し、難治性血液疾患であるT細胞急性リンパ
芽球性白血病（T�acute�lymphoblastic�leukemia:�T-ALL）/�
T 細胞リンパ芽球性リンパ腫（T�lymphoblastic� lymphoma:�
T-LBL）に対して、体外投与したMSC-EVが治療効果を示
すことを明らかにする。具体的にはT-ALL/T-LBLに対する
MSC-EVの治療効果のメカニズムを解明し、更に取得したメ
カニズムを適用し、MSC-EVの T-ALL/T-LBLに対する創
薬と臨床応用につなげることを視野においている。

方　法

1．�MSC-EVが T-ALL 細胞に対して特異的に増殖抑制効果
を持つことを明らかにする

2．�MSC-EVの高純度精製方法の確立および分子生物学的
特徴の確認　　

3．�MSC-EVが T-ALL 細胞に効果を示す分子メカニズムを
明らかにする

結　果

1.�多数株・多系統の細胞株にMSC-EVを添加したところ、
NALM-6 や BALL-1（B 細胞急性リンパ芽球性白血病細胞
株）、HELやK562（急性骨髄性白血病細胞株）では増殖
は抑制されなかったが、T-ALL 細胞株であるJurkat および
Molt4 において特異的に増殖抑制効果を認めた。
2.�以前はMSC-EVをポリマー沈殿法により分離していた
が、EVの分離のゴールデンスタンダードの方法は超遠心法
であり、さらに生体に投与できるグレードのEVを精製する

ため、超遠心法によるEV精製を行った。一般的に知られて
いるようにポリマー沈殿法と比較し超遠心法で得られたEV
の収量は少なかった。また、透過型電子顕微鏡ではMSC-
EVの小型膜小胞の存在が確認できた。さらに、qNanoR
による小胞のサイズ分布と粒子濃度の定量を行ったところ、
100nm程度を中心としたサイズ分布を認めた。
3.�さらに増殖抑制効果のメカニズムを明らかにするために
細胞周期や抗アポトーシス分子の発現解析を行ったところ、
アポトーシスアッセイにおいてMSC-EVによるアポトーシス
誘導効果が確認できた。さらにはメイギムザ染色においても
細胞形態に変化が認められた。

考　察

以上から、MSCから超遠心法により生体に投与できるグ
レードのEVを精製し、形態学的にEVの特徴を持つことが
確認できた。このMSC-EVは T-ALL 細胞株特異的に増殖
抑制効果を持ち、細胞死を誘導することが確認された。今
後はMSC-EV 網羅的解析を行い、相違や特徴などを検討す
る。さらに、白血病マウスを作製し、in�vivoにおけるMSC-
EVの効果を確認したい

謝　辞

この度は第 41回日本女医会学術研究助成を賜り、日本女
医会理事の先生方、関係者の皆様には心より御礼申し上げ
ます。さらなる成果を上げていく所存でございます。今後とも
ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

急性肺傷害における
炎症性細胞死 Pyroptosis の

役割の解明

自治医科大学
水品佳子

研究目的

急性肺傷害（ALI）は全身性炎症や肺組織の直接的な
傷害によって誘導されることが知られているが、現在も病態
の詳細は不明で、致死率が高く、有効な治療方法は確立し
ていない。無菌性炎症を惹起する強力な炎症性サイトカイ
ンであるIL-1βは、前駆体として合成された後、Caspase-1

学術研究助成 受賞者の軌跡
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に代表されるプロテアーゼにより活性型にプロセシングさ
れ、Caspase-1/Gasdermin�D�（GSDMD）依存性の炎症
性細胞死 Pyroptosis によって細胞外に放出される。また、
Caspase-1の抑制によりCaspase-8/Caspase-3/GSDME 依
存的なPyroptosis�が生じることを我々の研究グループより報
告している。ALIにおけるPyroptosis の役割はほとんどわ
かっておらず、本研究では、ALIにおけるPyroptosis の役
割を解明し、新たな治療標的を同定することを目的に研究を
行った。

方　法

ALIモデルとして、A549 細胞（肺胞上皮細胞株）にナノ
シリカ（二酸化ケイ素のナノマテリアル。粒子径 30�nm）を
最終濃度 100�μg/mLもしくは 300�μg/mLで添加した。
添加 6 時間後に細胞上清・細胞タンパク質を回収し解析を
行った。

結　果

A549 細胞にナノシリカを添加すると細胞上清中のLDH
は有意に増加し、共焦点顕微鏡および SYTOX�green�
staining�assayで細胞死の増加が認められた。ナノシリカ刺
激後のA549 細胞のタンパク質を回収し、Western�blot 法で
解析を行ったところ、ナノシリカ刺激によりGSDME および
Caspase-8 のプロセシングが認められ、それらはEmricasan
（Caspase 阻害剤）の添加によって抑制された。次に、ナノ
シリカ刺激による肺胞上皮細胞の細胞死におけるGSDME
のプロセシング機構やPyroptosis の役割を解明する目的
で、Caspase-3 および Caspas-8 欠損 A549 細胞を作製し
た。GSDMEのプロセシングはCaspase-3 欠損細胞で抑制
されたが、Caspase-8 欠損細胞では抑制されなかった。さら
にCaspase-3 および Caspase-8 欠損 A549 細胞をナノシリカ
で刺激したが、両細胞ともに細胞死の抑制は認められなかっ
た。

考　察

ナノシリカ刺激は肺胞上皮細胞に Caspase-3 依存的
な GSDMEプロセシングとともに、細胞死を誘導したが、
Caspase-3 欠損細胞でも細胞死は抑制されなかった。以上
の結果から、今後はナノシリカ刺激による肺胞上皮細胞死
について、Pyroptosis 以外の細胞死であるNecroptosis や
Ferroptosis 等の関与についての解析を、in�vivoも含めてさ
らに進める予定である。

謝　辞

第 41回日本女医会学術研究助成を賜り、日本女医会学
術助成選考委員ならびに役員の先生方、会員の皆様、関係
者の皆様に感謝申し上げます。臨床業務と研究の両立の難し

さを実感する日々ではありますが、新たな治療方法開発につ
ながる研究成果があげられるよう、引き続き努力して参る所
存です。今後ともご指導のほど、何卒よろしくお願い申し上
げます。

ROS1融合遺伝子陽性肺癌における
ROS1阻害剤耐性への
新たな治療法の探索

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター
/岡山大学病院　客員研究員

加藤有加
背　景

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）は予後
不良な疾患の代表である。c-ros�oncogene�1（以下、「ROS1」）
融合遺伝子は、NSCLC 患者の1〜 2%に認められ、約
2,000人 /年の新規発生があり、特に、社会的に重要な集団
である非喫煙者の若年に多い。ROS1 融合遺伝子を有する
NSCLCに対して、MET/ALK/ROS1を標的としたALK/
ROS1阻害剤としてクリゾチニブが 2016 年に薬事承認され
ており、ROS1 融合遺伝子を有するNSCLCに対して著明
な有効性を示している。しかしながら、クリゾチニブによる
治療開始後、約１年の経過でほぼ例外なく薬剤耐性を獲得
し、治療効果がなくなる。当該薬剤耐性の機序については、
G2032Rなどの二次耐性変異の獲得等が非臨床研究で報告
されているが、全貌が明らかとなった訳ではない。我々は、
ROS1陽性肺癌細胞株を用いてクリゾチニブに耐性の細胞
株（クリゾチニブ耐性株（HCC78R））を作り、次世代シーケ
ンサー等にて、ROS1陽性肺癌のクリゾチニブ耐性機序の原
因として、EGFRのリン酸化及び EGFRの下流シグナルの活
性化に加え、AXLの過剰発現が一因であることを報告した
（Kato�Y.�Cancer�Sci.�2018）。本研究は、患者由来のROS1
陽性肺癌細胞株および組織を利用し、クリゾチニブへの耐
性機序をさらに探索し、より深い寛解が得られる新規治療戦
略を構築することを目的とした。

方　法

（1）ROS1 肺癌患者のクリゾチニブ投与前および投与 6カ
月後（増悪時）の胸水を採取し、それぞれ細胞株 ABC-26
（親株）、ABC-20（クリゾチニブ耐性株）を樹立した。（2）
ROS1 肺癌患者の治療経過で複数の組織を採取し、MTT�
assay、Western�Blotting、RT-PCR、pRTK-array 等を施
行した。（3）ABC-26 およびABC-20を用い、Xenograft モ
デルを作り、第一世代 ROS1阻害剤（クリゾチニブ）、第二
世代 ROS1阻害剤（ロルラチニブ）を投与し、その有効性等
を評価した。
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結　果

MTT�assay および Western�Blotting では、ABC-26 が
クリゾチニブに対する感受性が高いことに対し（IC50;�0.039
μM）、ABC-20 がクリゾチニブ耐性であることを確認し
た（IC50;�0.767μM）。また、ROS1阻害剤として、第二世
代の薬剤であるロルラチニブについては、ABC-20 および
ABC-26ともに感受性が高く維持されており（IC50;�0.008μ
M、0.0002μM）、Western�Blotting の結果からも、ロルラ
チニブはABC-26 およびABC-20 の ROS1下流のリン酸化
を抑制していることが明らかとなった。したがって、ロルラチ
ニブは、クリゾチニブ耐性の前も、クリゾチニブ耐性の後に
も効果的な薬剤であることが示唆された。Xenograft�model

では、ABC-26を用いたmodel の場合、クリゾチニブおよび
ロルラチニブいずれも抗腫瘍効果が得られ、ロルラチニブの
ほうがより腫瘍縮小効果が得られた（p<0.05）。また、ABC-
20 を用いたmodel の場合、クリゾチニブによる腫瘍縮小効
果は得られなかったものの、ロルラチニブでは強い腫瘍縮小
効果が得られた。

謝　辞

日本女医会学術研究助成を賜り、関係者の皆様に心より
感謝申し上げます。受賞を励みに更に社会および患者様に還
元できるよう研究を発展できるよう謙虚に学んでまいりたいと
存じます。

仙台の象徴と云えば伊達政宗が挙げられる。

名立たる戦国武将の中でも、熱烈なファンが多

いことでも知られていて、仙台城趾の伊達政宗

の騎馬像は仙台での記念写真のスポットとなっ

ている。仙台城趾は城自体が無く城跡だけであ

る。城下を見下ろす気分しか味わえないので、

観光地としていかがなものかと仙台生まれの私

はずっと思っていた。令和4年3月の最大震度

6の地震で騎馬像が壊れてしまい、修復中の今

は、その騎馬像さえも無

いのである。

コロナ禍になってから

久しぶりに香川県高松市

で開催された学会に参加

する機会があった。学会

の終了後に愛媛県の行け

るところまで足を伸ばし

たところが、宇和島城で

あった。そしてそこで仙

台の伊達家との繋がりを

詳しく知った。宇和島伊

達藩は伊達秀宗が一代目

である。伊達政宗の庶子

の秀宗は織田家の人質として仙台を離れ、幼少

期を過ごした。政宗とともに大坂冬の陣で豊臣

家を討ち、徳川家から宇和島に領地を与えられ

た。これには裏話があるようで政宗に後から嫡

子が生まれ、秀宗が邪魔になり、政宗が徳川家

に追い出しを依頼したとか伊達家の分裂を狙っ

た徳川家側の謀略との説もある。その後は政宗

がお目付け役として送った老中の山家氏を秀宗

が暗殺し、政宗が秀宗と絶縁したようだ。

仙台と愛媛。遠く離れてしまった伊達家。江

戸時代の距離感は現代の海外並みであろうか。

だが政宗と離れて育った秀宗と政宗親子の距離

の方がきっと更に遠かったのだろう。徳川家の

謀略による分断が成功していたのだと宇和島城

を見て思った。

コロナ禍になって気が付けば3年が過ぎた。

ウイズコロナの暮しが始まったが、気兼ねなく

出かけられる機会があれば私もまた旅してみた

いと思う。皆様も仙台を訪れることがあれば是

非、伊達政宗の騎馬像をご覧頂きたい。分断さ

れた伊達家の悲哀を感じ取れるかもしれない。

最後に政宗騎馬像は仙台のあちらこちらにあ

る。知る人ぞ知る『隠れ政宗』は仙台駅前のガ

ス燈の上にいる。皆様にも是非探して頂きたい。

伊達政宗の騎馬像に思う第 5回 宮城支部

綿谷かおる
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第 1 部では内閣府経済社会総合研究

所次長、前内閣府男女共同参画局長の林

伴子氏に経済という新しい切り口で男女

共同参画の今を考えるご講演をしていただ

きました。

2020（令和 2）年の日本の正社員・正

職員の男女別・学歴別の年収をみると、

女性大卒者の年収は男性高卒者の年収

とほぼ同水準であり、諸外国に比べても

日本の男女賃金格差は大きい。大卒既婚

女性の 6 割、高卒既婚女性の 8 割が年

収 200 万円未満であるが、これは夫の

扶養の範囲内で働く就労調整によるもの

と考えられる。妻の年収が一定以下であ

れば夫の税が安くなる配偶者控除の税制

度、妻は年収 130万円以下であれば、年

金、介護保険料を払わずに、医療、介護、

基礎年金を受けられる第 3号被保険者制

度、企業の配偶者手当、これらが三位一

体となって、女性が結婚すると夫の扶養

の範囲内で働くように勧めてしまっている。

現在の社会保険制度は、昭和時代の

正規雇用の男性労働者と専業主婦と子供

という核家族モデルをもとに形成されてい

るが、令和の家庭の姿は大きく変化して

いる。昭和 45 年には結婚 100 万件のう

ち離婚は10万件未満であったが、現在、

結婚 50万〜 60万件のうち離婚は 20万

件で、1/3は離婚している。女性の結婚

イコール永久就職という時代ではない。

既婚女性の年収が低い状態で離婚す

ると、子供を引き取った女性一人親世帯

の経済状況は大変厳しい。離婚した人の

7割は末子年齢が小学校に上がる前であ

るが、別れた夫から養育費をもらってい

るのは 24％にすぎず、3/4 は養育費をも

らっていない。

男性の人生も変化している。高度経済

成長期 50 歳以上の男性の 96%に配偶

者がいたが、現在の男性は 50 歳時点で

未婚、離婚した人を合わせて、3 割以上

の人に配偶者がいない。一人で両親の介

護を担っている男性もいて、男性だったら

転勤するであろうという人事は通用しなく

なった。

若い男性の意識も変わった。1980 年

代は未婚男性の 4 割弱は専業主婦希望

であったが、現在の未婚男性が将来の

妻に望むライフスタイルは仕事と家庭の両

立、専業主婦を望むのはわずか 6％。

家族の姿が変わり、若い人の意識も変

わったのに、一定年齢以上の人に強く残っ

ている古い意識、社会保障や税の制度、

非正規雇用、長時間労働、企業の配偶

者手当といった慣行の問題が複雑に絡み

あって女性の自立を阻んでいる。

人生 100 年時代において、経済的困

窮に陥ることなく、尊厳と誇りをもって人

生を送ることのできる社会の実現を目指し

て、政府は「女性版骨太の方針 2022」を

決定した。女性の経済的自立を可能とす

る環境の整備、女性の視点も踏まえた社

会保障制度・税制等、早期からの女性の

キャリア教育、柔軟な働き方をコロナ前に

戻さない、男性の家庭・地域社会におけ

る活躍、これらを念頭において、誰ひと

り取り残さない社会の実現を目指し、幅

広い分野で制度・政策を点検、見直して

いく必要がある。

　第 15回医学を志す女性のためのキャリア・シンポジウム報告　

「令和における男女共同参画」―女性のキャリアを考えるー
2022 年 10月29日オンライン配信� 男女共同参画事業委員長　木村友美

キーワードは「経済」

2022 年 10 月 29 日（土）15：00 より「第 15 回医学を志す女

性のためのキャリア・シンポジウム」を開催いたしました。コロナ

感染予防のため Zoom でオンライン開催し、11 月 30 日より日本

女医会ホームページでも公開しております。公益事業として、医学

生、医師だけでなく、一般の方にも視聴していただける内容です。

男女 格 差をあらわすジェンダーギャップ 指 数（The Global 

Gender Gap Index : GGGI）は経済、教育、政治、健康の 4 分野

のデータから作成され、2022 年の日本は、146 か国中、教育 1 位、

健康 63 位は世界トップクラスであるにもかかわらず、政治 139 位、

経済 121 位のため、全体としては 116 位で、G7 でも東アジア太平

洋地域でも最下位です。

男女の経済格差の解消は、日本のジェンダー平等実現に欠かせない重要なポイントです。

林　伴子氏講演　「もはや昭和ではない」～日本社会の変容と男女共同参画の課題～
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日本の伝記　知のパイオニア

荻野吟子とジェンダー平等
堺 正一（著）　発行：玉川大学出版部　2,750 円

女性医師の歴史を語る上で、外
すことが出来ないのが公許女性医
師第1号の荻野吟子です。これま
でにも彼女の伝記は何冊も出版さ
れてきました。
埼玉県生まれの著者堺正一氏は

父を戦争で失い、母に育てられま
した。こどもの頃に母から聞いた
荻野吟子と吉岡彌生の話が記憶に
残っており、今回ジェンダー平等と

いう視点から、荻野吟子自身が医師になってからの活動を中
心に語るという新しいスタイルで本にまとめられました。
著者からの手紙には次のように記されていました。
「多くの困難を伴う緊急課題を抱えた21世紀の今こそ、少
しでも多くの若い人たちが、荻野吟子の生き方から生きる希
望、たくましく生きる勇気を学び、21世紀を生きる者として“真
の幸せとは？”　“家族とは？”　“世のために何ができるか？”
　“平和とは？”などを考えるきっかけになればと願いつつこ
の本を書きました。ジェンダー平等の目標の実現を祈りつつ。」
私たちも改めて荻野吟子をはじめとする先人の女性医師た

ちが目指したジェンダー平等の重みを感じ、問題を先送りせ
ずに取り組む必要があります。ぜひご一読ください。

科学が君を「高貴化」する
小田鴿介（著）　発行：東銀座出版社　1,200 円

著者小田鴿介氏は工学博士の視
点から、自然科学が人間を知的に
支え、社会を合理的に発展させる
原動力であるというメッセージを
込めて自費出版されました。
『大辞泉』によると「高貴」とは、
（1）身分・家格などが高く貴いこ
と。また、そのさま。「―の出」「―
な家柄」（2）人柄などに、気品のあるさま。「―な精神の持ち
主」（3）値段が高くて貴重なこと。また、そのさま。「―な薬」
[二 ]［名］「高貴織り」の略、とあります。
著者は、人間が努力の積み重ねで賢く逞しくなることを「高

貴化する」と表現し、ヨーロッパの古代〜現代、日本の江戸
から近代の「高貴化」した人物を取り上げて、科学に裏打ち
された知性の重要性を若者たちに語りかけています。
著者からの手紙には次のように記されていました。
「特に第 7章の“AIの活用で幸せになろう”は、AIの活用
で知的資本や生活新案権の獲得が、悩み多き若者特に女性向
けの福音となって欲しいのです。」
時代背景が影響しているのかもしれませんが、残念なこと

に高貴な人物として取り上げられている中に女性がいません。
女性向けの福音とするのであれば、女性にも焦点を当てた次
作を期待します。

今回は日本女医会に献本いただいた2冊を紹介させていただきます。

会長　前田佳子

ディスカッション

第 2 部では、林伴子氏、前田佳子会長、

青木正美副会長、宮坂晴子理事でディス

カッションを行いました。

女性が自立するのに必要な経済力を持

つには、女性自身の意識改革も大切。昭

和の母親像、家族像、女性像にとらわれ

ず、時代の変化に柔軟に対応していくこ

とができるよう、若い人には「女性はなん

にでもなれる」「お母さんと違う時代をあ

なたたちは生きていく」と伝えたい。

物事を変えるには波風はつきもの。船

は波や風がないと前へ進まない。凪の状

態ばかりでは船は腐って沈んでしまう。日

本という船を沈ませないよう、波風を恐れ

ず、身近なことから議論して変えてゆきま

しょう。

「やればできます！すぐできることはたくさ

んあります！」という林さんの力強い言葉

に勇気づけられました。すぐできることの

具体例は、是非ホームページの見逃し配

信でご確認ください。ホームページから講

演資料もダウンロードできます。

ご講演いただいた林伴子様に心より感

謝申し上げます。
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栃木支部総会を
開催しました

支部長　馬場安紀子

2022 年 10月 2日（日）、日本女医会栃木支部総会
を宇都宮市の栃木県青年会館コンセーレにて開催し
ました。総会後には、新型コロナ感染症予防のため
過去 2年間中止していた講演会と談話会（お茶会）
も行いました。
講演会は、獨協医科大学眼科学准教授の永田万由美会員による「2022 年度版・白内障診療アップデート」で、白内

障の原因、病態から最新の手術手技、予防法まで教えていただき、講演会後には、ほぼ全員が白内障好発年齢の参加
者から沢山の質問がありました。個人的には、画家のモネが片眼のみ白内障の手術をした後、色調の左右差に苦しん
だ、とのお話が印象的で、自分も本当の色を見ているのだろうかと思い、3年間怠っていた眼科検診を即受けようと決
心しました。
また、前田佳子会長、青木正美副会長が講演会と談話会に出席してくださり、会長が日本女医会のビジョン実現の
ための活動についてお話され、女性医師のみならず全女性たちの地位向上と幸せを目指そうという力強いメッセージ
に感銘を覚えました。今後の日本女医会の活動を楽しみに、当支部も協力して参ります。
当日は、42年ぶりに栃木県開催となった国体開会式の翌日で混雑が心配されましたが、宇都宮医師会から出された
交通網確保のための外出自粛対策などが功を奏したのか全く混乱はなく、帰りの運転中も、3年ぶりに顔と顔を合わせ
て語り合えた喜びに浸り温かい気持ちに満たされておりました。関係各位に深謝申し上げます。

公益社団法人日本女医会　第68回定時総会のお知らせ
令和5年度の定時総会を栃木県宇都宮市にて下記の要領で開催致します。
前日のエクスカーションは、主催地宇都宮市を巡る魅力的なバスツアーと懇親会が開催されます。ご多用
中かとは存じますが、皆様お誘い合わせの上、是非ご出席賜りますようお願い申し上げます。

令和5年5月20日（土）
●エクスカーション（13時30分〜17時45分 予定）
（バスツアー：大谷観音参詣、大谷採掘場跡資料館、若竹の杜、竹林散歩など）
●懇親会

令和5年5月21日（日）
●支部・本部連絡会
●第68回定時総会
●公開講演会
　講師：小宮根真弓先生
（自治医科大学皮膚科学教授）
●会場：ライトキューブ宇都宮

詳細につきましては、追ってお知らせ申し上げます。 日本一の面積を誇る若竹の杜若山農場の竹林
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国際女医会通信
The Letter from Medical Women’s International Association （MWIA）

国際女医会議 2022に現地参加してまいりました（2）
� National�coordinator�前田佳子

28

「Young�Women�Young�Doctors:�Our�Inspiration�Our�Future」
をテーマに台北国際会議場（Taipei�International�Convention�
Center；TICC）とオンラインのハイブリッド開催となった第 32
回国際女医会議の報告第 2弾をお届けいたします。
海外からの現地参加は国際女医会会長 Eleanor�Nwadinobi、

国際女医会事務局長 Padmini�Murthy、国際女医会財務担当
Helen�Goodyear、国際女医会元会長Bettine�Pfleiderer、西太平
洋地域担当副会長Desiree�Yap、韓国女医会Bong�Ok�Kim、イ
タリア女医会Antonella�Vezzani、日本女医会�前田佳子の 8名で
した。
参加登録は現地 391人、オンライン260人でした。シンポジウ

ムは19（演題 99）、口演 34、ポスター 85、合計 40セッションで
演題数 213でした。発表は一部を除いて事前録音でした。

6月23日

開会の前日は病院見学ツアーに向かいました。台湾女医会会長
が勤務しているChang�Gung�Memorial�Hospital は、総病床数
3700と台湾で最大規模の病院です。2015 年 11月から稼働して
おり、4つの照射室を備えた陽子線治療センターの見学をしまし
た。お昼は日本の和食チェーン「大戸屋」のお弁当でした。西太
平洋地域の会議はオンラインで開催でした。夜は台北賓館で台湾
女医会主催のウェルカムパーティが催されました。台北賓館は日
本統治時代に台湾総督館邸だったバロック式の建物で、国賓をも
てなす迎賓館として使われています。私たちはバブルのためテー
プで区切られておもてなしを受けました。知事の挨拶、音楽の演
奏、ディナーを歴史ある建物の中で楽しみました。

6月24日

開会式は台湾女医会会長の挨拶で幕を開け、台湾医師会会長、
台湾女性議員の挨拶に続いて、蔡英文総統が祝辞を述べられま
した。間近で蔡英文総統を見られるとは思っていませんでしたの
で、感激のひと時でした。開会式の模様は地元メディアが取材
に入っており、インターナショナルチャンネルで放映されました
（https://youtu.be/AvU6q3AKcOA）。

私はこの3年間Work-Life�Balance 委員会の副座長をしてきま
したので、委員会が企画したシンポジウム「Work-Life�Balance�
of�Women�Doctors」で発表しました。演者は 6人で、ナイジェ
リアのDabota�Yvonne、イギリスのHelen�Goodyear、アメリ
カの Padmini�Murthy、ドイツの Bettina�Pfleiderer、台湾の
Wen-Hsuan�Hou、日本は前田佳子が発表しました。続けて口演
Surgery�and�Urologyで座長と発表も行いました。

6月25日

夜にはガラディナーが開催され、バブルの中にいる私たちは
テープで分けられた場所でパーティを楽しみました。台湾大学の
医学生はダンスを披露し、台湾女医会の先生はカラオケで美声を
披露してくださいました。

6月26日

総会は初めてのオンライン開催となり、3日間で計 3回開催さ
れました。最終日には役員選出のオンライン投票がありましたが、
これも初めての試みで、前日からテスト投票を何回か行っての本
番となりました。新しい事務局長（Mariam�Jashi,�Georgia）と財
務担当（Elia�Lo�Chin,�USA）及び、次期会長（Amani�Asafour,�
Egipt）が選出されました。8地域担当の副会長も承認されました。
中央ヨーロッパEdith�Schratzberger-Vécsei （Austria）、北ヨー
ロッパElizabeth�Lorraine-Lichtenstein�（Sweden）、南ヨーロッ
パ Concetta Laurentaci�（Italy）、北アメリカConnie�Newman�
（USA）、ラテンアメリカNelci�Zanon�Collange�（Brazil）、中
東・アフリカ�Claribel�Abam�（Nigeria）、中央アジアDarunee�
Buddhari�（Thailand）、西太平洋�Bong�Ok�Kim�（Korea）

現地参加が少人数で半ば監禁状態であったがために意見交換
の機会が多く、特に西太平洋地域からの２人とはこれまでにない
ほど話をする時間があり、有意義な1週間でした。第 33回国際
女医会議は 2025 年にエジプトで開催されます。日本女医会会員
の先生方と一緒にピラミッドを見に行きたいものです。

国際女医会役員と台湾女医会会員 開会式のテレビ放映より 祝辞を述べる蔡英文総統
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●�医師を志したきっかけを		
教えてください

高校生の時に読んだ「シュバイツ
アー 1）日記」に感銘し医師を志しました。
私は農家の末っ子で、両親が 42歳の

時に生まれました。末っ子だったせい
で、とても自由に育てられ、医学部に行
きたいと言ったら、それも許してくれま
した。村会議員をしていた父は、いつも
「人のために尽くす人になれ」と言って
いました。３年浪人して漸く、東京女子
医科大学が受け入れてくれました。
６年間「学生寮」に入り、私は寮生
の最後の学年でした。「学生寮」は、当
時としては冷暖房完備の立派な鉄筋４
階建てでした。部屋は４人部屋で、違う
学年の組み合わせでした。６年間の「学
生寮」での共同生活の中で、規律を守
ること、我慢をすること、助け合うこと、
相手の立場にたって考えることなどを学
びました。22時の門限は絶対でした。「マ
ニュキアは学生さんのするものではあり
ません！」と寮母さんににらまれた時代
でした。でも素晴らしい青春の時間でも
ありました。夜中、屋上で星空を眺めな
がら「リルケ」を語り、恋愛談議に花を
咲かせたことなど忘れられません。そし
ていつも個性的で立派なロールモデルを
身近に感じていました。
医師を志す者にとって、学生時代に

「寮」生活を経験することは大変有益で
あると思います。
中学高校とも部活は卓球部でしたの
で大学でも続けました。昭和 41年には
東日本医科総合体育大会で団体戦とダ

1）　アルベルト・シュヴァイツァー（1875-1965）：アルザス人の医師、神学者、哲学者、音楽学者、博学者。30歳時に医療と伝道に生きることを志し、中部ア
フリカのガボンにおいて、住民への医療などに生涯を捧げた。日本においては内村鑑三などによって古くから紹介され、その生涯は児童向けの偉人伝において
親しまれている。医師の仕事以外に哲学でも業績を残し、「生命への畏敬」の概念で世界平和に貢献した。

2）　草川小児科：昭和42年（1967年）に新装となった東京女子医科大学附属第二病院小児科に草川三治先生が部長として赴任した。日本女医会会員であった
石原幸子、森川由紀子がスタート時の医局員であった。女子医大卒業の山崎トヨ先生をはじめ４名、千葉大卒業の男性医師１人が昭和44年に新卒新入局員とし
て入局した。

3）　第 43回日本女医会定時総会：大平民子支部長の下、�栃木県宇都宮市・宇都宮ロイヤルホテルで開催され、会員126名、非会員も含めると150名が参加した。
東京女子医大名誉教授であった太田和夫先生による講演「臓器移植をめぐる諸問題」が行われた。

ブルス戦に優勝、個人戦では準優勝の
ため３冠王とはなれませんでしたが、良
き卓球人生でもありました。当時、部
活の資金源として各大学でダンスパー
ティーを開催していました。ダンスを
踊ったことがない私は、部長としての責
任もありダンスを習いに教習所や劇場へ
通いました。そこで出会ったのが主人で
した。結婚は墓場ではありませんでした
（夫は墓場だと言っていますが）。

●�小児科を選択した理由を		
教えてください

いずれは開業したいと望んでいまし
たが、女性医師として小児科か産婦人
科が良いのではないか？　どちらにする
かとても迷いましたが、最終的には昭和
44（1969）年に女子医大附属第二病院
（現・東京女子医科大学附属足立医療セ
ンター）の小児科に入局しました。草川
小児科2）の初めての新卒新入局員５人の
中の１人でしたが、とても大切に育てて
いただきました。病室は常に豊富な症例
に満ち溢れ、臨床医となるにはこの上な
く恵まれた環境でした。特に草川教授
が厚生省（現・厚生労働省）の川崎病
研究班長をされていたときでもあり、全
国からの川崎病の患者さんがどんどん集
まってきました。
しゃっくりが主訴で入院してきた新生
児化膿性髄膜炎女児は３日間意識がな
く、父親は棺も用意してしまったのです
が、奇跡的に助かり、その後 28歳の結
婚式に招待され、翌年元気な赤ちゃんを
出産できたことは信じがたい大きな喜び

でした。患者さんの成長を見られること
は小児科医になった大きな幸せでありま
す。
在局中に子供を３人出産しました。教
授をはじめ医局内での理解や協力があり
ましたが、不器用な私は、夫と姉夫婦と
相談し、子育てをあきらめ仕事に専念す
ることにしました。
休日だけの母親に子供は当然懐かず、

添い寝をすると嫌がられたり泣かれたり
して悲しい思いもしました。
昭和 53（1978）年５月、大宮市の双
愛病院小児科医長を経て、昭和54（1979）
年 10月に地元の宇都宮市で開業しまし
た。開業して 44 年目になりましたが、
診療を休んだのは実兄の告別式の当日
のみでした。夫は医師ではないので仕事
を代わることは出来ず、私は点滴をしな
がら診療することもありました。大きな
トラブルもなく現在まで過ごせたのは幸
運でした。平成 30年に息子が帰ってき
て院長を継いでくれたので、精神的にも
肉体的にもかなり楽になりました。

●�日本女医会入会された	 	
きっかけを教えてください。

当時は当然のように卒業と同時に日本
女医会に入会しました。卒業してしばら
くは忙しくて日本女医会の活動に積極的
に関わったことはありませんでした。平
成９年に当時日本女医会副会長だった
医局の先輩の石原幸子先生に、栃木で
総会を開催してもらえないかと声をから
れました。平成10（1998）年に第 43回
定時総会 3）を開催させていただくことと

日本女医会

第3回 山崎トヨ先生

聞き手 ● 前田佳子
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なり、臓器移植をテーマに講演をしてい
ただき良い評価をいただきました。総会
開催をきっかけに日本女医会の活動が活
発になり、平成12（2000）年には理事
の丸茂畠子先生（群馬）と副会長の石
原幸子先生（東京）の推薦で理事にな
りました。平成18（2006）年から副会長、
平成24（2012）年から監事を勤めました。

●	日本女医会に入会して、	 	
最も記憶に残っていることは	 	
なんですか。
日本女医会には長い間関わってきま
したので、いくつも素晴らしい思い出が
あり、５つ挙げさせて頂きます。一番は
平成 10（1998）年に第 43回定時総会
を宇都宮で開催させていただいたこと
です。その準備会の共同作業を通して、
支部会員間の相互理解が生まれ、出身
校も年齢も超えた仲間を得ることができ
ました。二番は日本女医会栃木支部の
会報創刊号が会員の協力と努力で昨年
出来上がったことです。三番は日本女医
会 100 周年記念式典で皇后様（現・上
皇后様）に間近にお目にかかれたことで
す。四番は国際女医会創立100周年 4）で
令和元（2019）年にニューヨークに行っ
たことです。五番は昨年、荻野吟子賞を
いただいたことです。
2023 年は 25年ぶりに栃木で第 68回

定時総会を開催させていただきますの
で、栃木支部は一丸となって準備を進め
ています。たくさんの会員の先生に栃木
に来ていただけるのを楽しみにしていま
す。

●	最後に山崎先生から	 	
日本女医会の後輩に	 	
伝えたいことをお聞かせください
私はこれからも、身近にいる女性医師

に日本女医会について、少しでも伝えて
いければと思っております。
日本女医会は120年という長い歴史を
持つ世界最古の女性医師の会です。か
つて女性医師誕生には、はかり知れない
苦難の道のりが続いたと伝えられていま
す。そのような中、日本女医会は、今日
まで多くの公益事業を行ってきました。

4）　国際女医会創立100周年：�2019 年 7月25〜 28日に創設の地であるニューヨーク・ブルックリンで第 31回国際女医会議として開催された。日本からは会
員 24人、非会員1人、家族など5人で計 30人が参加した。50年以上の会員に送られるGolden�Jubilee（50周年記念日のこと）賞は、日本人では21人が受賞し、
栃木支部長の山崎トヨ先生もその１人であった。

10 年前に公益社団
法人に移行してから
は、10 以上の公益
事業を行っています
ので、積極的に関
わって欲しいです。
事業に参加してくだ
さることが、新しい
出会いや楽しい有意
義な出会いの場とな
り会の発展にもなる
のです。
また、「社会にも
のが言える日本女医
会」にも誇りを持って欲しいです。さら
に、日本女医会は国際女医会と唯一つな
がっていることも素晴らしいことですの
で、後輩には国際的な活動を広げて欲
しいと願っています。
日本女医会には学術研究助成制度が
あり、公益法人に移行してからは全て
の女性医師が応募できるようになりまし
た。また、顕彰事業として日本女医会吉
岡彌生賞と荻野吟子賞があり、今までに
吉岡彌生賞は97人と１団体、荻野吟子
賞は37人に授与されています。是非積
極的に応募していただきたいと思ってい
ます。
女性医師が年々増えているにもかか

わらず、会員減少が続いている現状を
大変危惧しております。活性化のために
は、学会や医師会の会合の際に日本女
医会の存在を知ってもらい、女性医師同
士の共感を得られれば入会につながる
のではないかと思います。私自身も昔、
先輩から声をかけていただいた時には、
緊張とともに嬉しくもありました。個人
的には故石原幸子日本女医会元副会長
の日本女医会に対する熱い思いと奉仕
の姿に惹かれ、導かれて参りました。
ジェンダーフリーが叫ばれる昨今です
が、女性医師への不平等もまだまだ解
消されていません。これからも日本女医
会がかけがえのない拠り所としての役割
を果たすためには、和解力が原動力とな
るはずです。伝統ある日本女医会に感

謝と誇りの念を持って、次の世代に繋い
で欲しいと願うばかりです。

●インタビューを終えて

栃木支部総会の開催日にインタビュー
をさせていただきました。高校生の時に
医療だけでなく社会に貢献をするシュバ
イツァーに感銘を受けられたということ
が、いつも優しくて度量が大きい山崎ト
ヨ先生のルーツなのだと知ることができ
て感激いたしました。日本女医会との関
わりが長くて深い山崎先生が後輩に伝え
たいことをしっかり受け止め、今後の日
本女医会の活動をさらに社会に貢献で
きるものにしていきたいと改めて心に誓
いました。

（2022/10/2　宇都宮の喫茶店「美留久（みるく）」でお話をうかがいま
した）

ご略歴
1969 年 3 月 東京女子医科大学卒業
1969 年 4 月  東京女子医科大学附属第二

病院小児科入局（1975 年 2
月〜1978 年 4 月同医局長）

1978 年 5月  双愛病院（大宮市）小児科
医長

1979 年10 月  山崎小児科医院開業、院長
1989 年 4 月  作新学院大学女子短期大学

部非常勤講師（小児保健）
1994 年 4 月  宇都宮大学教育学部家政科

非常勤講師（小児保健）
2000 年 5月 日本女医会理事
2006 年 5月 日本女医会副会長
2012 年 5月 日本女医会監事
2016 年 5月〜 2022 年 5月
 日本女医会栃木支部支部長
2022 年 5月 荻野吟子賞受賞
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女醫の團結� 日本女醫會長　吉岡彌生

「日本女醫會」とは一體どういふ會であるのか。何の爲に存

在して居るのか。母校の同窓會があれば結構ではないか。日本醫

師會といふものがあるのだから、殊更「日本女醫會」といふ樣に、

女醫だけが殊更團體を組織する必要はないではないか。―といふ

樣な事を、女醫諸氏から最近屢々耳にするのですが、私としては、

女醫がまだこんなにも「日本女醫會」に無理解であるといふ事は、

甚だ殘念に耐へない次第であります。

一體日本の現代社會は、御承知の樣に、モダニズムが奔流し

て居るにも拘らず、男尊女卑の風は未だ牢乎として抜け切らないの

であります。斯ういふ弊風を撲滅するには、現代社會の第一線に

活躍し、而も女子として最高敎育を受けて居る女醫が、先づ團結

して、女子の實力を示さなくてはならないと思ひます。一個人が

如何に偉大でも、その力は知るべきで、何より賴むべきは、團結

の力であります。斯ういふ意味に於て、日本の女醫が一丸となつ

て團結して行くといふ事は、最緊要事であらねばなりません。

殊に今年は、帝國女醫専も、新に卒業生を出したのであります

から、「日本女醫會」の意義は益々加重するものと考へられます。

よく世間では、學閥を問題にしますが、私は日本の女醫といふ大

きな立場から考へて、「どこそこの出身」といふ樣な小事に拘泥し

たくないのです。

更に考へなければならないのは、現に萬國女醫會といふものが

組織せられて、昨年はパリーに大會があつて、吉原りう子氏が日

本代表として参加せられ、明年はオーストリアのヴイエナで開催せ

らるゝ といふ状態ですから、今後は、日本女醫の存在を世界に明

示する必要上、多數の代表者を送らなければならぬと思ひます。

それには、「日本女醫會」といふ樣な團體が存在しなければなら

ぬは理の當然であります。

また、女醫が殊更「女醫會」を設くるの必要ないなどゝ いふ事

は、机上の空論で、取るに足らない事であります。現實の社會を

見ます時、上述の如く、婦人團結は、益 そ々の意義を強めて参り

ます。婦人の権利も伸張し、保護し、男女が相互に尊重し合ふ

樣には、先づ婦人の團結があらねばなりません。殊に女醫などは、

單に「女醫」といふ事だけで、不當の蔑視を蒙る事がないとも限

らないのでありますから、「日本女醫會」の結束を益々堅くしなけ

ればならないと信ずるのであります。

――斯く考察して行きますと、日本全國の女醫諸氏は、悉く日
本女醫會々員である權利と義務があると同時に、本會を今後益々

隆盛にするだけの決心を持たれん事を切望する次第であります。

�（文中敬称略。引用箇所は一部常用漢字の表記としました。
文責：広報部）

J M W A  a r c h i v e s

#016
女医の団結
日本女医会会長　吉岡彌生

1902（明治 35）年に創設され、昨
年 120 周年を迎えた日本女医会。今
回は 1920（大正 20）年に就任した吉
岡彌生初代会長による力強い巻頭言
「女医の団結」をご紹介いたします。
日本社会が近代化する一方で男尊
女卑の風潮が未だ抜けきらないと嘆
く吉岡会長は、風潮撲滅のために女
医が団結し、世に女子の実力を示す
べきと訴えます。
令和の現代においても、概して日
本人は大人しく、日本女性はさらに
従順で、不当な扱いを受けても、声
を上げることが憚られ続けています。それでも、一人ひとりの力は弱くても、女性が団結し、世に訴えることが、当時
も今も重要であることを、改めて吉岡会長から叱咤激励いただける年初にふさわしい巻頭言です。是非、ご一読ください。
なお、原稿中の用語・語句につきましては、当時のままとさせて頂いておりますので、ご了承下さい。

写真左：日本女医会第六回総合記念撮影（於上野精養軒）　写真右：吉岡彌生

日本女医会雑誌　第38 号　　昭和5 年（1930）年7 月18 日刊
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公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
2022年度第3回理事会議事録

１．日時・場所

１．�日時　2022年 7月 16日（土）��
午後 3 時 30 分〜午後 5 時 30
分

２．�場所　ZOOMによるオンライ
ン会議（内８名は千駄ヶ谷の
日本女医会事務局にて参加）

３．出欠席者
　　�1）出席者� �
理事　�前田佳子� 藤谷宏子��

青木正美� 磯貝晶子��
牛山元美� 大谷智子��
木村友美� 塚田篤子��
樋渡奈奈子� 宮坂晴子��
望月善子� 芳川た江子

　　監事　大関ひろ美
　　2）�欠席者
　　理事　野村明子
　　監事　村上京子

２．継続審議事項
１．�創立120周年記念誌（日本女医会
史追補版）について� （継続）

　・�前田会長より、7/12に行われた委
員会について、前理事の馬場先生
が委員会に加わっていただけるこ
と等の報告があった。

　・�大谷理事より、記念誌の価格など
についての質問があり、前田会長
より、記念誌は無料配布であるこ
と、予算は計上済みだが現在、再
見積もり中である旨の回答があっ
た。

２．創立120周年記念事業について
� （継続）
　・�前田会長より、前回決定している
項目の再確認と、新たに決定した
項目などについての説明が行われ
た

　・�大谷理事より、記念祝賀会を12月
に行うことについての是非を問う
発言があり、改めて開催の可否を
審議し、賛成多数という結果にな
った。

　・�前田会長より、改めて今回の記念
祝賀会について説明がなされ、中
止基準の設定についての議論が行
われた。

３．HPリニューアルについて
� （承認）
　・�前田会長より、7/6 に行われた委
員会で、HPの今後の方針や方向
性について話し合った旨の報告が
あり、現在開発中のテストHPの
デモが行われた。クレジットカー
ドによる決済や、会員自らが更新
を行える機能が加わる。最新情報
の追加と最終テストの後、10月の
キャリア・シンポジウム前のフル
オープンを目指す。

　・�大谷理事より、クレジットカード
の決済処理について、事務局のチ
ェック体制が重要との指摘があっ
た。

　・�大関監事より、HPの更新の実務
担当者や今回採用するクレジット
カード決済サービスについての質
問があり、更新は事務局と IT部
が行い、どの決済サービス会社を
使うかを大関監事に報告した。

３．審議事項
1．2022年度ブロック懇談会について�
� （継続）
　・�芳川理事より、対面なら愛媛支部
の道後温泉で 11月に実施したい
が、感染状況が心配であることと、
オンライン開催の場合は実施可能
な支部候補を次回理事会までに幹
部で決めてほしい旨の要請があっ
た。

２．第68回定時総会について
� （継続）
　・�芳川理事より、開催地の栃木支部
の先生に講演を依頼中であるとの
報告があった。

　・�塚田理事より、栃木支部での打ち
合わせ状況の説明があり、対面で
行うか、ハイブリッド開催か、12
月初旬までに理事会で決めてほし
い旨の要望があった。

３．�宮城県女医会からの公開講演会助
成申請について� �（承認）

　・�樋渡理事より、会員でもある岩﨑
惠美子先生が講師を務める報告が
あり、５万円の助成を承認した。

４．規程と内規の変更について
� （承認）
　・�前田会長より、規程の改訂と内規
の新設についての説明があり、承
認された。

５．2022年 6月会計報告承認�（承認）
　・�塚田理事より説明があり、2022年
６月の会計報告が承認された。

６．�2022年度第２回（６月）理事会
議事録承認� （承認）

　・�2022年度第２回理事会議事録が承
認された。

７．新入会員について� （承認）
　　�　2022 年６月 17 日から 2022 年 7
月 14日の新入会員２名が承認され
た。

８．その他�
　1）�小泉ひろみ先生秋田県医師会長就

任お祝いについて� （承認）�
前田会長より、6/18 より秋田県
医師会長に選任された小泉ひろみ
先生にお祝いを差し上げる提案が
なされ、承認された。

　2）�映画『荒野に希望の灯をともす』
の会誌掲載について� （承認）�
�　前田会長より、故・中村哲医師
のドキュメンタリー映画につい
て、会誌246号に掲載する提案が
あり、承認された。

　3）�Lito さん書籍の会誌246号につい
ての掲載について� （承認）

　　�　前田会長より、120 周年記念誌
の表紙を飾るLito さんの書籍が８
月に出版されるため、会誌 246号
の「本の紹介コーナー」に載せる
提案があり、承認された。

　4）事務の寸志について� （承認）
　　�　パートタイム勤務の事務員２名
に３万円ずつの夏季寸志を払うこ
とが承認された。

４．報告事項
１．各部、NC報告
　1）庶務部報告
　・�芳川理事より、会員動静について
報告があった。
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　・�事務局夏季休業について、8/15（月）
とする旨報告があった。

　2）広報部報告
　・�藤谷副会長より、会誌246号（9/25
発行予定）について報告があった。

　3）学術部報告
　・�大谷理事より、学術部の仕事の見
直しについての報告があり、外部
選考委員を選考するための規程を
作成する提案がなされた。またホ
ームページの「新しい治療とトピ
ックス」ページへの理事による原
稿投稿の呼びかけがあった。

　�・�前田会長より、学術研究助成授賞
者の報告をホームページにも載せ
る、未報告者からの原稿を回収し
てほしい旨の提案があった。

　4）IT部報告
　・�磯貝理事より、年間行事に合わせ
て活動をしていくために、イベン
トが決まり次第、詳細を IT部に
伝えてほしいという要望と、毎回
の理事会時には、理事会予定表に

講演会予定も記載し提出する旨の
提案があった。

5）ナショナルコーディネータ報告
　・�前田会長より、台湾の台北市で
開催された第 32回国際女医会議
（6/24 〜 6/26）に出席、発表した
旨の報告があった。

２．各委員会報告
　1）男女共同参画事業委員会
　・�木村理事より、7/15に開催された
男女共同参画事業委員会で、10月
開催のキャリア・シンポジウムに
ついて、内閣府経済社会総合研究
所次長の林伴子さんの講演に決定
した旨の報告があった。

　2）長寿社会福祉事業委員会
　・�芳川理事より、2022年度講演会は
12月に 120周年記念式典を予定し
ているため、来年1/29（日）開催、
テーマは「認知症とフレイル」、講
師は芳川浩男先生を予定している
旨の報告があった。

　3）女性の健康支援事業委員会

　・�樋渡理事より、7/15に開催された
女性の健康支援事業委員会の報告
があった。時期は２月後半から理
事会を除く３月で、テーマについ
ては検討中である。

　4）小児救急事業委員会
　・�藤谷副会長より、ホームページに
一般の方向けのページを設け、「小
児科専門医相談室」という情報提
供から進めたいとの報告があった。

３．対外的団体活動
　1）�前田会長より、国際婦人年連絡会

の分野別委員会への所属を近日中
に確認する旨の報告があった。

　2）�前田会長より、7/7に開催された
国連NGO国内女性委員会の定例
総会に出席した旨の報告があっ
た。

４．その他
　・�前田会長より、7/10に開催された
日本女医会埼玉支部第 64回総会・
懇親会に参加した旨の報告があっ
た。



2023 年 1 月 31 日

日本女医会誌・復刊第 247 号　　19



2023 年 1 月 31 日

20　　日本女医会誌・復刊第 247 号

オンライン資格確認、保険証廃止、イ

ンボイス制度など、医療現場に急激な

変化が訪れ、DX（業務のデジタル化）や、

IT（情報技術）活用は喫緊の課題です。

これまで ITに頼らずともご活躍されてきたベテラン医師

たちがDXに置き去りにされることのない体制が求めら

れます。当会でも IT部の尽力でオンラインセミナーが定

着し、リニューアルされたホームページでは、本誌にも

報告されている10月のキャリア・シンポジウムや12月

に開かれた120周年記念式典・講演会が動画で視聴で

き、当会の提言などもご覧いただけます。また、女性初

の県医師会長となられた秋田の小泉ひろみ会員、5月通

常総会開催予定地である栃木の馬場安紀子支部長をはじ

め各支部長よりご寄稿を賜りました。次回は120周年記

念式典特集を企画しておりますのでご期待ください。

� （牛山元美）
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氏　名 支部 卒年

入会

北上ゆり 埼玉 平成 17
上利理代 大阪 平成 12
東あかね 京都 昭和 56
今　紀子 埼玉 昭和 55
山本恭代 徳島 平成 8
稲垣絵美 新宿 平成 17
岩﨑裕子 栃木 昭和 62

退会 10 名

物故

濵田登茂子 栃木 昭和 20
佐藤雅子 岩手 昭和 44
子安佳子 大阪 昭和 31
榊多鶴子 杉並 昭和 26
山口いづみ 葛飾 昭和 46
岩本淳子 茨城 昭和 32
中原千恵子 文京 昭和 36

�会員動静
（2022 年 8月 27日〜 12月 29日現在・敬称略）

2022 年度　女性の健康支援事業委員会オンライン公開講演会

「日本で必要な
プレコンセプションケアとは」
日　　時：2023 年３月５日（日）13：00 ～15：00
開催方法：Youtube ライブ配信によるオンライン開催
講　　師：�荒田 尚子先生（国立研究開発法人国立成育医療センター 母

性内科診療部長、妊娠と薬情報センター兼務プレコンセプショ
ンケアセンター責任者）

事前登録は不要です。開始日時になりましたら、
以下のＵＲＬからご視聴ください。
https://youtu.be/Rbb2IkN-u3U

右の QR コードからもご視聴いただけます。詳しくは同封のチラシをご覧ください。

※QRコードからの場合
スマートフォンの QR リーダーから、右記の QR コードを読み取ってご視聴ください。

訂正とお詫び

会誌 246 号掲載の「寄附者一覧」のお名前に誤りがございま
した。正しくは中島幹恵先生です。ご寄附いただいた中島先生に
ご迷惑をお掛け致しましたことをお詫び申し上げますとともに、
訂正をさせて頂きます。

＜講 師＞

国立研究開発法人 国立成育医療センター
母性内科 診療部⾧、妊娠と薬情報センター兼務
プレコンセプションケアセンター責任者

荒田 尚子先生

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷1-3-19
ロワレール千駄ヶ谷202
tel 03-6447-0820  fax 03-6447-0821
Email office@jmwa.or.jp

公益社団法人日本女医会 女性の健康支援事業委員会 online 公開講演会

公益社団法人日本女医会

視 聴
無 料

「プレコンセプションケア」ご存知ですか？

若い世代の男女がより健康になる事で未来の母児、

次世代の子どもたちの健康につながります。

医療、教育、地域保健、職域、いろいろなところで

プレコンセプションケアは始まっています。

＜主催・お問い合わせ＞

日本で必要な

2023年

オンライン開催 （Live配信）
（日）13：00 ～ 15：00

＊参加申込は不要です。

詳しい視聴方法は裏面をご覧ください。

プレコンセプションケアとは


