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　国際女医会は 1919 年にアメリカで結成され、２年
後の 2019 年には 100 周年を迎えます。現在 6 大陸か
ら 90 か国が加盟しており、日本は西太平洋地域に属
し日本女医会の会員は国際女医会の会員となります。
2016 年から 2019 年の 3 年間における国際女医会の
スローガンは“Medical Women――Ambassador of 
Change”となっています。今回、国際女医会の新た
な取り組みについて述べさせていただきます。

私は 2016 年より、次期会長の Dr. Clarissa Fabre
が 委 員長を務める国際 女医会の the Strategy and 
Membership Committee の委員として携わっておりま
す。この委員会が今年 3 月から 6 月までの 3 ヶ月間、会
員数の増強やこれからの方向性などを知るために、国際
女医会の全会員を対象としたアンケート調査を実施い
たしました。内容は、会員の年齢層、所属地域などか
ら、ワークライフバランス、国際女医会に期待すること
などに関する 25 項目の英語による質問でした。総回答
数は 1,150 で日本女医会の会員の方々からもご協力いた
だきました。このアンケート調査の結果は国際女医会の
ホームページの 2017 年 6 月の newsletter のところに掲
載されておりますが、その中にセクシャルハラスメント
に苦しんだという回答が 42% もありました。上記の結
果をふまえ、国際女医会の Scientific Committee では
Bettina Pfleiderer 会長、オーストラリアの Jan Coles
教授を中心に、女子医学生を含む全会員を対象とした

セクシャルハラスメントに関するアンケート調査を今後
実施していく予定です。現在質問事項を検討中ですの
で、近日中にこのアンケート調査の依頼がくることと思
います。

その国際女医会の Scientific Committee の分科会と
して Domestic Violence のワーキンググループが Dr. 
Helen Goodyear をリーダーとして活動を始めました。
昨年 11 月より 35 の実例を教育的な基本スライドにする
ことになり、各委員が一人 3 ～ 4 例を分担して作成し
ました。日本からの実例として、携帯電話からの交際
で妊娠した 14 歳の少女と、兄により妊娠させられた 11
歳の少女の 2 例が含まれています。このワーキンググ
ループの委員として、私は children at serious risk in 
domestic violence households の No.15、16 と staying 
in a relationship risks in life の No.35 を担当しました。
この 35 例のスライドは国際女医会のホームページに掲
載され閲覧ができます。ワーキンググループでは現在、
さらに多くの Domestic Violence の実例を集めていま
す。他にもスライドにしたほうがよい実例があれば、ぜ
ひ Bettina Pfleiderer 会長のメールアドレスか私宛に送
付をお願いいたします。

Dr. Bettina Pfleiderer ▶ president @mwia.net
諏訪美智子▶ info@suwa-pediatrics.com
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2017 年 5 月 14 日、第 62 回定時総会は定刻通り午前
10 時 30 分に庶務部担当馬場安紀子理事の発声のもとに
開会された。

大谷副会長による開会の辞が述べられた後、総会成
立、及び定款改訂に必要な出席者の確認がなされ、定
款規程通りの会員総数の過半数以上の出席、及び出席
者への議決権の委任が報告された。これをもって総会
の開会を宣言した。平成 28 年度に物故された 11 名の
会員に対して黙祷が捧げられた。

会長挨拶では、今回の大宮での開催について尽力頂
いた埼玉支部の皆様への謝辞、故山本纊子会長の後任
として会長に就任した旨、また、日本における女性医師
の労働環境整備への取り組み、国際女医会との協力強
化などについて述べられた。
  報告事項は、大谷智子副会長より平成 28 年度会務報
告に基づき行われた。

また、ナショナルコーディネータの前田会長からは、
平成 28 年度の活動報告と、本年 8 月 25 日から 27 日に
かけて香港に於いて開催される国際女医会西太平洋地
域会議への参加の呼びかけがあった。

議事に入る前に議長団の選出があり会長一任で議長
団に宮坂晴子会員（埼玉支部）、渡邉弘美会員（東京都
支部連合会）、議事録署名人に白木桃子会員（神奈川支
部）、西嶋摂子会員（大阪支部）が任命された。

議　事
第１号議案　平成 28 年度事業報告承認の件
第 2 号議案　平成 28 年度の収支報告承認の件

会計監査報告
第 3 号議案　平成 29 年度事業計画の件
第 4 号議案　平成 29 年度収支予算の件
第 5 号議案　管理運営資金の使用の件
第 6 号議案　選挙制度改正について
第 7 号議案　次期及び次々期総会開催地に関する件

表　彰
表彰では、日本女医会吉岡彌生賞「社会に貢献した

女性医師」の部門で生野照子会員（大阪支部）に授与
された。

荻野吟子賞は、村田郁氏に授与された。
学術研究助成は、山崎理絵氏（慶應義塾大学医学部

血液内科 特任助教）、筒井　幸氏（秋田大学附属病院 
助教）に授与され、山﨑倫子賞は林　香氏（慶應義塾
大学医学部予備医療センター助教）に授与された。

また、公益社団法人日本女医会溝口昌子賞は、清水
優子会員（東京女子医科大学 神経内科 准教授・東女
内支部）に授与された。

第 6 回提言論文優秀賞は、蓮沼直子氏（秋田大学医
学部総合地域医療推進学講座 准教授）、城所朋子氏（氷
川町整形外科・皮ふ科副院長）に授与された。
 （文責・広報部）

第 62回定時総会
懇親会を開催して

	 埼玉支部長　宮坂晴子

この度、平成 29 年 5 月 13 日（土）、14 日（日）に第
62 回定時総会懇親会を埼玉県さいたま市パレスホテル
大宮にて主催させていただきました。埼玉開催は 22 年
ぶり 2 回目で、前回開催の平成７年当時は現在のさいた
ま市誕生前（3 市・・浦和市、大宮市、与野市合併）で
大宮駅西口開発が始まった頃でした。2 年前に埼玉県開
催が決定してからは、更に発展したさいたま市を皆様に

公益社団法人日本女医会

第 62 回 定時総会
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ご紹介できるように埼玉支部の会員一同で準備を進め
てきました。

13 日（土）はパレスホテル大宮前に集合しバスで川
越観光のエクスカーションに行って頂きました。あいに
く朝からの雨で菓子屋横丁の多くのお店が閉まっていた
そうですが、喜多院のお庭は素晴らしかったと前田会長
におっしゃって頂きました。

会場のパレスホテルでは懇親会の準備を進め、ロビー
には埼玉県の偉人「荻野吟子」の展示パネルを熊谷の観
光ボランティアの方の御協力を頂き設置致しました。ま
た、熊谷ピンクリボンの会の方に展示をして頂きました。

6 時半からの懇親会では、来賓に日本医師会会長代
理として今村定臣先生、埼玉県知事代理として副知事
奥野　立様、埼玉県医師会会長金井忠男先生、前田
日本女医会会長その他多くの御来賓の方々に御出席を
頂き御挨拶を頂戴致しました。鹿田儀子先生による乾
杯の御発声に続く歓談の後、雅楽師の東儀秀樹さんに
よる演奏が始まりました。筝

そう

と篳
ひちりき

篥による荘厳で心に
染み入る演奏とユーモアに富んだトークを交えながら、

「JUPITER」「はなみずき」他数曲を披露して頂きまし
た。また、演奏後にはサプライズで CD 購入者に握手
会をして頂き貴重な時間を過ごす事が出来ました。

14 日（日）には、総会前に本部主催の支部・本部連絡
会が催され、支部活動報告、質疑応答等が行われました。

総会では選挙改正等含めすべての議題が滞りなく進
行し、吉岡弥生賞、荻野吟子賞、学術研究助成の各表

彰が行われました。
昼食の後、埼玉医科大

学総合医療センターの消化
器・肝臓内科教授の名越
澄子先生による「C 型肝炎
ウイルスを飲み薬で消せる
時代へ」と題して公開講演

会が行われました。フロアーからは、日常の診療に関す
る質問があり、また 2 日間にわたりボランティアで参加
して頂いた埼玉医大の学生さんからも質問があり、活発
な質疑応答が行われました。

2 日間に渡る予定を無事に終えられましたことも、本
部の理事の先生方、会員の皆様の御協力、御参加頂け
ましたお陰と厚く御礼申し上げます。ありがとうござい
ました。

日 本 女 医 会 吉 岡 彌 生 賞

受 賞 者 の 言 葉

吉岡彌生賞を
受賞して

大阪支部　生野照子

この度は、平成 29 年度吉岡彌生賞を賜
り、大変光栄に存じております。受賞す

るにあたってお力添えを頂いた先生方、一緒に仕事をし
てきたスタッフ、地域の方々、教育や行政関係の方々に
心から感謝を申し上げます。

私は医学部卒業後、母校である大阪市立大学附属病
院で小児科医として出発しました。日々の診療で、子ど
もの身体疾患に心理・社会的な問題が大きく影響して
いる事を実感しました。子どもの心を診る専門外来が
必要と考え「小児心身症外来」を立ち上げたのですが、
当時は稀な疾患とされていた「摂食障害」に苦しむ子
ども達の受診が増えるようになりました。1985 年には当
事者と連携して摂食障害の「家族の会」と「本人の会」
を設立し、外来診療や学術発表を行う傍ら、講演会や
マスメディアを通じて摂食障害の理解や啓発に取り組
みました。やがて社会問題として取り上げられるように
なり、こうした自助活動が全国に広まり、2016 年の日本
摂食障害協会の設立の一助となった事は望外の喜びで
あります。

各賞受賞者のみなさま

講演で登壇する名越澄子先生

荻野吟子のパネル展示
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現在は「なにわ生野病院心療内科」で、幅広い年齢
層の診療にあたっております。多職種で構成された十
数名の専門スタッフと共に、20 種類以上の心理療法の
中から症状に合わせた統合的治療を行っています。ま
た、大阪府公立学校メンタルヘルス総合センターとして
教職員支援の中核を担っています。

精神的な病や傷をもつ人にとって、多くの人々に支え
られる体験は安堵感と自尊感情の強化につながります。
私は、長年の治療を通して、「どの子も必ず花開く」「人
はいつでも変化できる」ということを学ぶことができま
した。今回の受賞を糧に、多職種連携による包括的な
支援システムがより社会に根付くよう力を尽くしたいと
存じます。

日 本 女 医 会 荻 野 吟 子 賞

受 賞 者 の 言 葉

荻野吟子賞を受賞に寄せて
前埼玉支部長　村田　郁	

みどりの美しく、木々の芽の萌いづる
時期となって参りました。先生方、お元
気にお過ごしの事と拝察申し上げます。

私は、この度 5 月 13 日の公益社団法人日本女医会 第
62 回定時総会に於いて荻野吟子賞を拝受致しました。
なんのお仕事、支援、研究等ございませんのに、重い
賞を手に、ただただ感動と先生方への感謝の念で一杯
でございます。ありがとうございました。

尚一層の努力を忘れずご恩返しをして参ります。よろ
しく御指導お願い申し上げます。先生方の御健勝をお
祈り申し上げます。

第 1 回  山 㟢 倫 子 賞

受 賞 者 の 言 葉

腎糸球体ポドサイトにおける
DNA損傷修復の

病態生理学的意義の解明
慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科

林　香

この度は大変名誉ある第一回山㟢倫子
賞を頂戴致しまして誠にありがとうござ

います。理事の先生方、選考委員の先生方に心より御

礼申し上げます。
今回受賞の対象となりました研究テーマは、腎臓病の

病態におけるエピゲノム変化と DNA 損傷修復機構の関
与を明らかにすることを目的としたものです。近年、エ
ピゲノム変化が疾患の発症・進展に重要な役割を果た
していることが様々な疾患で指摘されており、慢性腎臓
病においてもその関与が示唆されております。私たちは
特に、尿蛋白バリアにおいて重要な糸球体ポドサイトの
エピゲノム変化に注目して検討を行っておりますが、本
研究においては、病態に関与するポドサイトにおけるエ
ピゲノム変化に、DNA 損傷修復不全が関与しているの
ではないかと考え、検討を行っております。本研究によ
り、根本的な治療法のない慢性腎臓病において、新た
な治療標的の開発を目指したいと考えております。

本研究は、当教室の伊藤裕教授をはじめ、多くの先
生方の御指導、御協力の上に成り立っており、深く感謝
申し上げます。この賞を頂きましたことで、より一層精
進して参りたいと存じますので、今後とも御指導、御鞭
撻の程何卒よろしくお願い申し上げます。

学 術 研 究 助 成

受 賞 者 の 言 葉

精神疾患における
抗NMDA受容体抗体の
関与とその臨床的意義

秋田大学医学部附属病院精神科

筒井　幸

このたびは、歴史ある日本女医会の学術
研究助成を賜り、誠にありがとうございま

した。選考頂きました先生方、事務局の方々に心より深
謝致します。

今回助成を頂きました研究テーマは、自己免疫性脳炎
と精神科疾患の関連を明確にすることです。抗 NMDA
受容体脳炎は 2007 年に発見された、自己免疫性の辺縁
系脳炎です。若年女性に多く卵巣奇形腫を伴うことが
ままあり、統合失調症や躁うつ病の初発を思わせる著し
い精神症状を呈するため、精神科医が関与する機会の
多い疾患です。病期が進行すると、意識障害、けいれ
ん発作、自律神経症状、呼吸抑制などの重篤な身体症
状を生じます。この一連の経過が、精神科領域で従来
より悪性緊張病（致死性緊張病）として治療を行ってき
た病態とほぼ合致することが判明しました。これを契機
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とし、現在では一年に一種類程度新規の自己抗体が発
見されており、その中には精神症状を呈するものも少な
からず認められております。

本研究により、一部の患者さんには根本的な診断の
見直しと適切な治療の提供を、また統合失調症や躁う
つ病の成因を解明する一助となればと思い、これからも
研究を続ける所存です。まだまだ未熟者ではあります
が、今後とも、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上
げます。

学 術 研 究 助 成

受 賞 者 の 言 葉

同種造血幹細胞移植後
BKウイルス感染症の予防法
および新規治療法の開発

慶應義塾大学病院血液内科

山崎理恵

このたびは第 37 回学術研究助成の栄誉
を賜り、心より御礼申し上げます。

慶應義塾大学病院血液内科では、造血器腫瘍の患者
様に対し、年間約 30 件の同種造血幹細胞移植を施行し
ております。

ウイルス性出血性膀胱炎は、移植後患者の 10 ～ 25％
に発症するにもかかわらず有効な治療薬剤がなく、治療
に難渋する移植後合併症の１つです。原因ウイルスの１
つである BK ポリオーマウイルス（BKPyV）は、幼少
時に大多数が不顕性感染を起こしており、免疫不全状
態で再活性化します。BKPyV の抗体価の測定系には現
在確立されたものがなく、現在はその感染の実態を把
握しないまま同種移植に向うことがほとんどです。

このため我々は現在、ウイルス学の専門家の先生方に
ご協力いただき、抗 BKPyV 抗体測定のための ELISA
の系の確立に取り組んでおります。患者及びドナーの抗
体価と BKPyV 感染症との関連性を評価し、ハイリスク
症例を抽出したいと考えています。さらに、移植後定期
的に抗 BKPyV 抗体のモニタリングを行い、予防・治療
法としての免疫グロブリン製剤の意義を検討する予定
です。

皆様のご協力を力に、移植医療のベットサイドに還元
できるよう、精一杯研究に取り組んでいきたいと考えて
おります。引き続きご指導ご鞭撻頂けます様、どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

溝 口 昌 子 賞

受 賞 者 の 言 葉

第 2回　溝口昌子賞
受賞によせて

東京女子医科大学　神経内科　准教授

清水優子

このたびは第 2 回溝口昌子賞をいただき
大変光栄に存じます。日本女医会の理事の

先生方、選考委員の先生方、ご推薦いただいた渡邉弘
美先生、堀場　恵先生に厚く御礼申しあげます。そし
て大変身の引き締まる思いです。

昨今、疾患と Gender の問題は注目されており、とく
に生殖医学の進歩には目覚ましいものがあります。この
ような時代になっても、自己免疫性疾患をもつ女性患者
さんのなかには「子供を産んではいけない」といわれて
いる方が少なくありません。私の臨床研究は、そのよう
な患者さんの声から始まりました。私の専門分野は神
経内科学のなかで特に免疫性神経疾患の多発性硬化症、
視神経脊髄炎、重症筋無力症などです。このような神
経免疫疾患患者さんの挙児希望や、妊娠、周産期リス
クについて、東北大学、順天堂大学の先生方と協力し、
ひとりでも多くの患者さんに、安心して妊娠・出産を迎
えられるよう臨床実績を積み、日々患者さんへ還元させ
ていただいております。また、当院産婦人科の豊富なリ
スク妊産婦の臨床経験は妊産婦患者さんにとって非常
に大きな利点であり、たくさんの先生方のご協力のもと、
大きな信頼と信用を得ております。

近年、女性のキャリア形成の向上が注目されておりま
す。私どもの臨床研究が、われわれの医学界だけでは
なく、疾患を持つ患者さん一人ひとりの社会生活や家庭
生活のキャリア形成維持促進に、すこしでも貢献できれ
ばと思っております。
溝口昌子先生の御意思を忘れずに、これからも臨床・
研究に邁進し、後輩の育成にも今まで以上に力を注ぎ
たいと思います。そして、日本女医会に貢献できるよう
に、頑張ってまいりたいと存じます。今後とも、ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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公益社団法人日本女医会

第 62回定時総会
議事録

　平成 29年 5月14日（日）�午前 10時 45
分より、パレスホテル大宮�（埼玉県さいた
ま市大宮区桜木町 1-7-5）において、第 62
回定時総会が開催された。

開会の辞
大谷智子副会長より、開会の辞が述べ

られた。
司会の馬場安紀子理事より平成 29年 3

月 31日現在の会員総数 1,234 名に対し、
出席者数 71 名、記名委任者数 573 名、
合計 644 名であり、公益社団法人日本女
医会定款第18条、第 19条の規定により、
会員総数の過半数以上の出席があること
から本総会は適法に成立している旨が確
認され、開会を宣した。

黙祷
平成 28 年度に物故された会員11名の

方々の冥福を祈り、黙祷を捧げた。

会長挨拶
議案の審議に先立ち、前田佳子会長よ

り挨拶があった。

報告
1）��大谷副会長より、配布資料 ｢平成 28
年度会務報告 ｣に基づき会員動静、平
成 28年 1月12日に逝去された山本纊
子前会長から、前田佳子現会長就任の
経緯、第 61回定時総会での審議の結
果、会費納入状況、理事会役員、理事
会開催日、部会開催日、各賞の選考委
員会開催日等に関する報告が行なわれ
た。

2）��ナショナルコーディネータの前田会長
より、日本女医会誌に掲載している『国
際女医会通信』の案内、国際女医会で
実施しているアンケートへの協力依頼
があった。また、平成 28年 7月 28日
から 31日にウイーンおいて開催され

た第 30回国際女医会議における役員
改選、次期会長についての報告があり、
次回の第 31回国際女医会議は 2019 年
にニューヨークで開催されることが決
定した旨の報告もあった。また、平成
29年 8月25日から27日香港において
開催される西太平洋地域会議への参加
の呼びかけがあった。

以上の報告につき、司会者が質問を求
めたところ、以下の質疑応答があった。

質　問：日本女医会誌 229 号によると、
山本纊子前会長が亡くなった後、欠員と
なった会長職に、前田副会長（当時）が
筆頭副会長から就任したとある。当会の
定款では、会長は理事の互選によって選
出されるとなっているにも関わらず（※
注：会長の選出方法を定めているのは「会
長及び副会長選定に関する規程」）、会長
が筆頭副会長からの横滑りで決定してい
ることに賛同しかねるので、その経緯に
ついて説明を求める。
回　答：現前田会長が、会長職を代行し
ていたのは本年 3月の理事会までであり、
3月 18日の平成 28 年度第 8回理事会に
おいて、理事の互選による投票を行い、
会長が選出されている。
質　問：その経緯は日本女医会誌には掲
載されていない。故山本会長が亡くなる
前に、当時の筆頭副会長である前田副会
長を会長に推し、現会長が決定したので
はないかという疑問がある。
回　答：日本女医会誌 229 号の発行は本
年の１月25日で、その時点では前田副会
長は「会長代行」であった。しかし、3月
18日の理事会において役員の互選で会長
を選出しており、その旨は 5月 1日に発
行された230 号に記載されている。

質　問：では、その投票結果の獲得票数
を公表して頂きたい。
回　答：当日の出席理事は13名。うち前
田副会長 9票、大谷副会長 2票、福下理
事 2票の結果であり、その場において全
理事による承認が行われ、前田副会長が
会長に就任した。　
　　　
議長団選出
　司会より会場に対して議長団並びに議
事録署名人の推薦は、慣例に従い会長一
任で行うことを諮ったところ、拍手多数
でその旨が承認された。前田会長の一任
で、議長団に宮坂晴子会員、渡邉弘美会員、
議事録署名人に白木桃子会員、西嶋攝子
会員が指名され、拍手多数で異義なく選
出された。議長団、及び議事録署名人は
其々の位置に着席した。

議事
【第 1 号議案】　
平成 28 年度事業報告承認の件
大谷副会長より、配布資料「平成 28年

度事業報告」に基づき、平成 28年度に行
われた事業の報告が行われた。

【第 2 号議案】 �
平成 28 年度収支報告書承認の件
諏訪副会長より配布資料「平成 28年度

収支計算書」に基づき、平成 28年度の会
計に関する報告が行われた。������������　���

【会計監査報告】
塚田篤子監事より、平成 29 年 4 月 15

日に慎重かつ厳正な会計監査を実施し、
その結果、会計帳簿、附属明細書、財産
目録その表示については適法かつ正確に
表示され、また理事の業務執行について
も不正がないことを確認した旨が報告さ
れた。
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　議長は第 1号、及び第 2号議案につい
て採決に入った。賛成者の挙手を求めた
ところ、挙手多数（2分の1以上）と認めた。
議長は以上の結果、第 1号、第 2号議案
は原案の通り承認可決した旨を述べた。

【第 3 号議案】　
平成 29 年度事業計画の件
大谷副会長より配布資料｢平成 29年度
事業計画 ｣に基づき説明があった。
１．��研究助成� �
第 38回学術研究助成の実施。授賞者
3名のうち、最も優秀な者 1名に山﨑
倫子賞を授与する。

２．��女性医師支援シンポジウム及びキャ
リア形成支援の普及啓発事業� �
第 11回キャリア�シンポジウムの開
催。

３．��日本女医会吉岡彌生賞� �
平成 29年度日本女医会吉岡彌生賞の
実施。

４．��高齢者及び障害者への医療的ケア研修
事業�� � � �
高齢者医療、介護に関する講演会の開
催。�� � � �
DVD「たんの吸引を安全に行うため
に」を販売。

５．��全国公募等による公開講演会� �
市民公開講座への助成。��
提言論文募集の実施。

６．��荻野吟子賞� �
平成 29年度荻野吟子賞の実施。

７．��国際女医会活動� �
2017 年 8月 25日～ 27日に香港に於
いて開催される国際女医会西太平洋
地域会議に向けての準備。

８．ブロック懇談会
９．��十代の性の健康支援ネットワーク事業
（ゆいネット）� � � �
平成 30年 1月20日に東京に於いて協
議会を開催予定。

10．��小児救急事業� �
マニュアル本「どうしよう…子どもの
救急」（日本語版�英語版）の販売及
び配布。

● 庶務部
１．諸会議（理事会、総会等）の運営
● 事業部
１．��過去に行われてきた日本女医会の事
業の事業評価、女性医師の統計等の
調査報告、研究と、研究、調査のた
めの倫理委員会等の設立。

●渉外部
1．国際婦人年連絡会への参加
2．国連NGO国内女性委員会の活動
3．��内閣府男女共同参画局連携会議への参
加

● 広報部 
1．機関紙の発行（4月、9月、1月）
2．ホームページの更新と活用
● ナショナルコーディネータ
1．��2017 年第 8 月 25日～ 27日に香港に
於いて開催される国際女医会西太平洋
地域会議に向けての準備

2．国際女医会本部からの情報伝達
3．��日本女医会の活動状況を国際女医会本
部へ報告

　以上の後、議長は第 3号議案について
賛成者の挙手を求めたところ、挙手多数（2
分の 1以上）と認め、第 3号議案は賛成
多数とする旨を述べた。

【第 4 号議案】
平成 29 年度予算の件
　諏訪副会長より配布資料「平成 29年度
収支予算書」に基づき説明が行われた。
　以上の後、議長は第 4号議案について
賛成者の挙手を求めたところ、挙手多数（2
分の 1以上）と認め、第 4号議案は賛成
多数とする旨を述べた。

【第 5 号議案】
管理運営資金の使用の件について
　諏訪副会長より、現在の会の資金状況
に至るまでの経緯と、特定資産�管理運
営資金使用の承認に対する必要性につい
て説明が行われた。
　議長は第 5号議案について質問、意見
を諮ったところ、以下の質疑応答があっ
た。
質　問：NGOなどでは、ルールを設けて
取り崩しの限度額や目標額を定めている
ところがあるが、当会ではどうか。
　これに対して、同席の長岡美奈公認会
計士より以下の回答があった。
回　答：法律上はとくに取り崩しの限度
額等の規制はなく、維持する割合は法人
が任意で決定するものである。したがっ
て、法人独自のルールを作成して限度額
を決定してもよいし、必要に応じて使用
した結果、管理運営資金がゼロになって
も、それは法律的には問題ない。
質　問：法律上は使用額に限度はないと

いうことだが、その使用額を理事が決め
て、結局ゼロになったので、会費を値上
げするといったような事態にならないか、
懸念している。
回　答：理事会においては、平成 28年度
も未収会費の回収、役員、会員による寄
附等で資金獲得の努力は重ねており、今
後も続けてゆく所存である。
質　問：昨今の当会の会計の状況の中で、
会員から寄付を募る、企業からの寄附を
取るなどということは現実的でない。会
費の値上げについて理事会として考えて
いるのか。
回　答：現時点では会費の値上げは考え
ていない。会費は据え置いて、まずは会
員を増やすほうがより現実的な手段であ
ると考えている。
質　問：会費の値上げをせずに会を運営
できればそれにこしたことはないが、少
ない資金で会の活動が低下し、さらに会
員数が減るという悪循環に陥ることが懸
念される。そのため我々も協力をしたい
と考えている。
回　答：ありがとうございます。とにかく
現時点では会費の値上げではなく、その
他の方法で収入を増加させる方法を模索
していきたいと考えている。
　以上の質疑応答の後、議長は第 5号議
案について賛成者の挙手を求めたところ、
挙手が半数以上と認め、第 5号議案は賛
成多数とする旨を述べた。

【第 6 号議案】
選挙制度改正について
　資料に基づき、大谷副会長より、役員
選挙制度の改正についての説明が行われ
た。
　議長は第 6号議案について質問、意見
を諮ったところ、以下の質疑応答があっ
た。
質　問：第 11条にある「２．選挙人は指
定の投票用紙を期日までに日本女医会本
部事務局へ届くように送付する」とある
が、送付というのはどういう行動を指す
のか。
回　答：郵送ということになる。
質　問：ファックスということになるのか。
回　答：投票用紙の返送は原則として密
封と考えているので、ファックスは使用し
ない。
質　問：他の団体でも、郵送のことを「送
付」という言葉を使うのか。
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回　答：では、規程の記載を「郵送する」
というように修正することとする。
質　問：第 6条第 2項にある「会長は役
員の選挙の90日前までに選挙管理委員会
を設置する」とあるが、第 4条で会長が
公示をするのが 120日前になるのであれ
ば、その時点で選挙管理委員会がなくて
はならないのではないか。
回　答：この部分は現行の規定を流用し
た部分であり、ご指摘の通り、公示の時
点で選挙管理委員会が設置されているべ
きものであるので、修正を行うこととする。
　以上の質疑応答の後、議長は第 6号議
案について賛成者の挙手を求めたところ、
挙手が半数以上と認め、第 6号議案は賛
成多数とする旨を述べた。

【第 7 号議案】
次期及び次々期総会開催地に関する件
　前田会長より、次回の第 63回定時総会
は 2018 年 5月 20日東京都に於いて開催
の予定であり、2019 年は 5月19日に日程
は決定しているが、開催地は未定である
ことが述べられた。
　議長は第 7号議案について賛成者の挙
手を求めたところ、挙手多数（2分の1以
上）と認め、第 7号議案は賛成多数とす

る旨を述べた。
　議長は以上を以って第 62回定時総会の
議案のすべての審議が終了した旨を述べ、
議長及び、議事録署名人は降壇した。

表彰
1）日本女医会吉岡彌生賞
　・社会に貢献した女性医師部門
　生野照子（大阪支部）
2）荻野吟子賞
　村田　郁（元埼玉支部）
3）学術研究助成授賞者
　山﨑倫子賞
　��林　香（慶應義塾大学医学部予防医療
センター）
　��山崎理絵（慶應義塾大学医学部血液内
科）
　筒井　幸（秋田大学附属病院精神科）
　公益社団法人日本女医会 溝口昌子賞
　清水　優子（東女内支部）
4）提言論文募集優秀賞授賞者
　��蓮沼直子（秋田大学医学部総合地域医
療推進学講座）
　��城所朋子（東京都板橋区　氷川町整形
外科�皮ふ科）

閉会の辞

　諏訪副会長が、閉会の言葉を述べ弊会
を宣した。
� 午後 0時 31分閉会

A4_1/2 H124mm×W180mm 1C
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「山本纊子先生を偲ぶ会」報告� 会長　前田佳子

去る 6 月18 日（日），新宿京王プラザホテルにおいて故山本纊
子先生を偲ぶ会を開催いたしました。会場に入ると、祭壇は淡い
色とりどりのお花で飾られ、その中央に素敵なお帽子を頭に乗せ
た先生が微笑んでおられました。その両脇には各方面をはじめ、
支部の先生方から贈られたお花が並んでおり、まるで春のお花畑
のようでした。開式の前には濱田理事、馬場理事が持参された日
本女医会や国際女医会での先生のお写真を拝見し、思い出を語り
合いました。

ご主人、ご子息、ご息女を含めて 41 名が参列され、先生に想いを馳せました。日本医師会から常任理事の道永麻里先生、
日本精神神経学会から榎戸芙佐子先生、日本神経内科学会から濱田啓子先生、日本女医会から前田佳子がお別れの言葉を
述べました。献杯のお言葉は東京女子医科大学名誉教授の溝口秀昭先生にお願いいたしました。それぞれの先生が生前の
ご業績や様々なエピソード、そして早すぎる別れを惜しむ言葉を述べられました。最後にご家族を代表してご主人の山本
勇夫先生からご挨拶をいただき、散会となりました。

心温まる偲ぶ会であったと思います。お忙しい中ご参列いただいた先生方に心から御礼申し上げます。

国際女医会通信
英国女医会は 100 周年、国際女医会は 100 周年に向けて準備中

12 The Letter from 
Medical Women’s International Association （MWIA）

2017年6月のニュースレターの内容をお届けいたします。
No.12 が皆様のお手元に届く頃には、香港で開催される

国際女医会西太平洋地域会議は終了しています。会議の報
告は No.13 でさせていただきます。

会長Prof.Pfleiderer（ドイツ）からの
メッセージ

この３カ月は想像を絶するほどに実り多き 3 カ月でした。
MWIA の役員と委員の支えと激務がなかったら達成できな
かったでしょう。本当に感謝しています。

最重要イベントは 5 月にロンドンで開催された英国女医会
（the British Medical Women’s Federation: MWF）100 周
年記念式典です。「女性医師の 100 年史、過去・現在・未来」
と題して行われたプログラムは素晴らしいものでした。100
周年記念のケーキに私と MWF 会長の Parveen Kumar で
入刀しました。 

国際女医会 100 周年記念＋第 31 回国際女医会議は
2019/7/24 ～ 27 に米国 New York で開催されることが決ま
りました。100 年の歴史を 100 ページにまとめた冊子の発行
を予定しており、すでに 35 の国からデータを提出してもらっ
ています。

8 月に香港で開催される西太平洋地域会議に出席する予定
です。会員の皆様にお会いできるのを楽しみにしています。

Dr.Fabre（イギリス）から
MWIAsurveyについて

会員の皆様の多大なご協力の成果で、全回答数が 1,150
に達しました。回答者の約 25% は 40 歳未満でした。50%
が仕事上の何らかのストレスに悩んだことがあると回答し、
42% がセクハラやいじめで悩んだことがあると回答していま
した。
「MWIA の強みは？」との問いに対する回答に対しては、
優れたネットワークの環境、女性医師の声を政治に届ける、
女性の健康問題への取組み、女性や女子への差別への取組
み、などが上位に挙げられました。

MWIA が取り組むべき課題として選ばれた中の Top5 は、
ワークライフバランス、女性や女子に対する暴力、リーダー
シップ・メンター・社会進出、女性の昇進、女性医師及び
女子医学生に対するパワハラ、でした。
 （文責：NC 前田佳子）
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「3・11 甲状腺がん子ども基金」寄附報告
会長　前田佳子

本年5月14日に埼玉県大宮市で開
催された第62回定時総会の昼食の時
間に、神奈川支部の牛山元美会員から
「原発事故後の福島の健康問題－甲状
腺がんについて－」という内容で講演
をしていただきました。その中で、崎
山比早子先生（現千葉支部会員）が
代表理事を務める特定非営利活動法人
３・１１甲状腺がん子ども基金が甲状
腺がんの診断を受けた子どもたちに対
して行っている給付金制度「手のひら
サポート」の案内がありました。
この活動の内容に賛同し、理事会で
検討した結果、会員の先生方からお預
かりした東日本大震災の義援金を寄附をさせていただきました。
7月19日に開催された東京都支部連合納涼会の席で崎山代表から日本女医会に感謝状をいただきました。また、

呼びかけ人としてのメッセージをHP（http://www.311kikin.org）に載せていただきました。ご賛同いただける先生
は、ご寄附や継続的支援をお願い申し上げます。

東日本大震災に対する日本女医会からのご支援と
宮城支部の活動

宮城支部長　岩﨑惠美子

2011年 3月11日に発生した大きな地震、そして、それに引き続いて発生した津波、火災。東北始め東日本の広
い地域で、多くの人々の命を奪い、甚大な被害を引き起こしました。その時早々に駆けつけ、私どもを支援してくだ
さった日本女医会の先生方の温かいお心遣いは忘れることが出来ません。
あれから6年経ち、被災地では復興も進み、人々の心の痛手も随分癒えてまいりました。
この辺りで一区切りをと思い、遅くなりましたが、日本女医会の皆様から頂戴したご厚情を、どのように被災地域
の活動に使わせて頂いたかを報告させていただきます。
2011年5月26日に当時の会長の津田先生、副会長の松井先生が、多大な義援金（100万円）をご持参下さいま

した。余りの被害に茫然自失だった宮城支部の会員も、必要に迫られながら、医療のプロとして、既にそれぞれが被
災地で活動しておりました。会員の皆様からの義援金はそれを後押ししてくださいました。それを機に、宮城支部は
宮城県女医会とともに被災地域の実態の調査を始め、支援の必要な地域、内容などの、検討を始めました。

東 日 本 大 震 災 義 援 金 報 告
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宮城支部が宮城県女医会とともに実施した事業
・宮城支部の会員の被災状況は、
診療所や病院が被災した会員は
10名でした。それぞれの被災会
員の先生方に、1人 5万円をお
見舞いとして、義援金から支給
いたしました。
・震災と同時に発生した福島原
発の事故によって発生した放
射能被害に対し、被災地域
の不安は強いことがアンケー
ト調査で分かり、公開講演
会開催を開催いたしました。
（平成23年11月6日） 
「福島第一原子力電所事故と放
射線の人体への影響原発放射線
研究所教授　細井義夫先生」
・アンケート調査の結果、避難所

での問題が明らかになり、特に
避難所の喫煙を問題として訴え
る人が多かったことから、避難
所での禁煙のための教育・広報
を禁煙学会へお願いし、避難所
での禁煙対策を実施いたしまし
た。
・震災関連研究への助成を行いま
した。
　１．平成 26年度研究助成　奥

村純子　「東日本大震災を体
験した高校生のレジリエン
スに関する研究」

　２．平成 27年度研究助成　檜
森紀子　「酸化ストレスから
アプローチした緑内障治療
の可能性」

・平成 27 年 3月には更に45万
円を追加で頂き、これまで被災
地域で行って来た女性医師によ
る健康相談事業を充実させるた
めに、ポスター、チラシなどを作
成して広報活動に力を入れ、被
災地域住民の健康啓発に努めま
した。
・平成 28年になり、震災後5年
を経過したことから、市民からの
相談の内容にも変化がみられる
ようになり、行政（仙台市、宮
城県）、宮城支部の会員とで今後
の相談事業の在り方についての
意見交換・勉強のための研修会
を平成28年2月18日に開催し
ました。

以上、当会の活動をご報告申し上げます。
最後に改めて、東日本大震災に際しまして、宮城支部に賜りました日本女医会の会員の皆様からのご厚情に感謝申

し上げます。



2017 年 9 月 30 日

12　　日本女医会誌・復刊第 231 号

『日本女医会雑誌』第１号のインタビューの直後、1913（大
正 2）年 6 月 23 日に荻野吟子は 62 年の生涯を閉じました。
葬儀が催された 6 月 25 日は、奇しくも『日本女医会雑誌』
第１号の発行日。日本人初の公許女性医師として歴史に名
を遺し、日本女医会の設立にも多大な尽力をされた日本女
性医師の「刀自」荻野吟子が、記念すべきその第１号を手
に取られないままお亡くなりになったのは誠に残念です。
『日本女医会雑誌』　第 2 号では、葬儀の模様を以下のよう
に伝えています。

葬儀は卒去の二日後即ち六月二十五日本郷會堂に於て海老
名牧師司會の下に荘厳なる式を挙行せられたり。
會葬者は親近の人の外に、吾が女医會員、故人が高等師範
在學時代の舊友、等無慮五六十名。
吾が女医會員一同より香高き花環一個を贈呈し、前田園子氏

故人の小傳を朗讀し、女医會幹事池内澄子吊詞を讀めり。其他
東京女子医學専門學校よりも花環一個の寄贈あり。同校長吉岡
彌生氏弔文を朗讀す。
本會々員の會葬者姓名は次の加（ママ）し。（次第不同）
篠田せい子　吉岡彌生　賀川哲子　小川とし子　吉田賢子
　河野なみ子　小松宇磨子　溝淵いく子　前田園子　
杉田鶴子　蛭田満務子　井出茂代　岡たみ子　
市川田鶴（代理）　長鹽繁子　水谷静勢　植村いち子　
北村しづ子　井上友子　池内澄等

また、これに続き掲載
されている「小伝」では、
荻野吟子の医師として、
女性としての足跡が再録
されており、当時の日本女
医会にとって、いかにその
存在が輝かしく、大きなも
のであったかが伺えます。

圖らざりき大正二年五月
廿三日遽然腦充血を起し卒
倒し爾来療養怠らざりしも、
藥石遂に効なく六月廿三日眠るが如く天父の温懐に移されぬ、
享年六十三、嗚呼悲しいかな、然かも顧みて思ふ刀自の生涯や
全く犠牲の生涯にしてまた實に尊き愛の化身なり、刀自が愛誦の
聖句に曰く『人その友の為に己れの命をすつるは此より大なる愛は
なし』と。

　ところで、荻野吟子の名前を冠した星があるのをご存じ
でしょうか。1990（平成 2）年に、行田市の天文家によって
発見された小惑星 10526 番が、市民からの公募によって「荻
野吟子」と命名されました。

荻野吟子先生は今も空で輝いているのです。
（引用箇所は、一部常用漢字の表記としました。広報部）

#002
J M W A  a r c h i v e s

埼玉新聞（平成20年 3月28日付）より
（提供：熊谷市立荻野吟子記念館）

日本女医会雑誌　第 2号　1914（大正 3）年 3月 18 日発行

医師が読めば、がん患者さんの気
持ちが分かり、がん患者さんが読め
ば、生きる勇気が湧きます。生きてい
ることが辛くなっている子供達にも是
非読んでもらいたい、そんな1冊です。
生きることの喜びを、今一度考えてみ
ませんか。
　ある日突然医師に告げられた「余
命ゼロ」宣告。「俺はこの先、どうなっ
てしまうんや！」

激しく落ち込
んだあとに到達
した心 境……

それは「本当に怖いのはがんという病
気ではない、がんに負けてしまう自分
の心だ！」

俳優・小西博之の生きる糧になっ
ていたのは、「欽ちゃん」こと日本を
代表するコメディアン・萩本欽一さん
のこの言葉でした。「人生のなかの
幸せと不幸は 50 対 50 なんだよ。人

は悪いことがあれば、嘆き、悲しみ、
落ち込む。落ち込んでもいい。しかし、
その不幸は拒絶せずにきちんと受け
止めなければいけない。人生とはそ
ういうものだ」。

がんに立ち向かうための心構え、
あきらめない気持ち、言葉の力……
がん患者の方、そのご家族はもちろ
んのこと、子どもからシニア層まで、
どんな人の背中をも押す“超前向き”
な感動の実話です。 （前田佳子）

『生きてるだけで150点！』
著　者　小西博之
発売日　2017年7月15日
発行所　毎日新聞出版（電話03-6265-6731）
定　価　本体1,200円（税別）

会員の先生と
その患者さんに
ぜひ読んでいただきたい
本の紹介
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役員選出
に関する
規程の改正

	 担当副会長　大谷智子

2017 年 5 月 15 日に行われた第 62
回公益社団法人日本女医会定時総会に
て、役員選出に関する規程の改正案を
議事として提示し、承認いただきまし
たことに御礼申し上げます。また、総
会にて貴重なご意見を頂き、ご指摘い
ただいた箇所について再考し、2017 年
6 月 17 日の理事会にて審議し、改め
て承認されましたことをご報告致しま
す。

この度の役員選出に関する規程の改
正は、2014 年、2016 年に行われた理
事選挙における地域遍在性を是正する
ことを目的に、故山本纊子会長の遺志
を継いで、選挙制度改革委員会を中心
に思案して参りました。

つきましては、新しく改正しました
役員選出に関する規程の改正案につい
て広く会員の皆様に周知して頂くため
に会報にて説明させて頂きます。理事
選挙においては地域別に選出するとい
う新しい規程に変更されており、2018
年の初回施行までに皆様にご理解を頂
ければと存じます。なお、ご質問につ
きましては、お手数ですが公益社団法
人日本女医会本部にご連絡下さい。

役員選出に関する規程の改定案

変更部分は　　　に記載しております。

第1章　総則

（目的）
第１条　この規程は、公益社団法人日本
女医会（以下「日本女医会」という。）
の理事及び監事の選出について、必要な
事項を定めるものとする。

（役員）
第 2 条　定款 5 章第 21 条に規定する理
事は 12 名以上 25 名以内、監事は 2 名
以内と定められているが、会員数の増減
を鑑み、都度、告示前の理事会において、

定数を決定する事とする。ただし、平成
26 年度改選時より、理事定数を 12 名
以上 21 名以内、監事 2 名以内とする。
2．理事は連続 5 期までとする。監事は
連続 2 期までとする。
3．全ての役員は選挙施行年の 3 月 31
日時、75 歳未満とする。
4．支部長と役員の兼任は認めず、立候
補の時点で支部長を退任する。
5．役員立候補者は、所属支部の支部長
の推薦を必要とする。所属支部にて支部
長不在の場合は、所属地域内の 1 名の
支部長の推薦を必要とする。

第2章　役員の選出

（選出の総則）
第 3 条　理事の選出は、地域別選挙に
よって行い、監事の選出は全国選挙によ
り行うものとし、特定の定めがあるもの
を除くほか本章の定めるところによる。
2．理事選出は、地域別に決められた下
記の定数により選出する。
3．定数は、選挙が行われる前年度の 4
月 1 日において登録された正会員の会
員比率を前提に算出し告示前までに理事
会にて決定する。
地域定数案（平成 29 年 4 月 1 日会員数
をもとに算定）
地域名 所管区域（当該都

道府県）
定数

北海道・東北 北海道・青森・秋田・
山形・岩手・宮城・
福島

2

東京 東京都支部連合 6
東京以外の関
東

神奈川・千葉・埼玉・
茨城・栃木・群馬

5

甲信越・北陸 石川・富山・新潟・
長野・山梨・福井

1

東海 岐阜・愛知・静岡・
三重

2

近畿 大阪・京都・兵庫・
和歌山・奈良・滋
賀

2

中国・四国 山口・岡山・広島・
島根・鳥取・高知・
徳島・愛媛・香川

1

九州・沖縄 福岡・佐賀・大分・
長崎・熊本・宮崎・
鹿児島・沖縄

1

計 20 名

（選挙の告示）
第 4 条　会長は、選挙施行年の定時総
会 120 日前までに選挙人に対し選挙を
実施することを告示しなければならな

い。
2．選挙の期日は告示後 90 日以内に行
われるものとする。

（選挙人・被選挙人）
第 5 条　選挙人は、選挙の 90 日前まで
の正会員で、会費完納者とする。被選
挙人は、入会後 3 年を経た正会員とし、
いずれも会費完納者とする。

（選挙管理委員会）
第 6 条　選挙に関する事務は、選挙管
理委員会が管理する。
2． 会長は役員の選挙の告示までに選挙
管理委員会を設置する。
3． 選挙管理委員は 5 名以上 9 名以下と
する。
4．選挙管理委員長は会長が指名する。
5．選挙委員会は以下の職務を行う。
　①  選挙の告示（立候補の条件および
締め切り日等の通知）
　②  立候補者の受付（立候補者への必
要書類の送付と確認および受理）
　③ 候補者の告示（立候補者の集計に
より選挙地域と無投票当選地域を分別
し、選挙地域では立候補者名簿の作成。）
　④ 投票および開票の管理
　⑤ 選挙結果の報告
　⑥  その他、選挙事務に関する必要な
事項

（立候補届）
第７条　立候補者は選挙の告示があった
日から選挙の日の 60 日前までに立候補
届を文書で選挙管理委員会に届け出なけ
ればならない。
2．前項の届出書類は下記のものとし、
日本女医会規定の用紙を用いることとす
る。

（1）立候補届
（2）規定の履歴書
（3）支部長の推薦状
（立候補辞退）
第 8 条　立候補者は選挙前日までに選
挙管理委員会に届け出て、その候補者は
辞することができる。

（候補者の告示）
第 9 条　選挙管理委員会は理事立候補
者一覧表を地域別に作成し選挙 30 日前
までに各地域の選挙人に通知しなければ
ならない。また、監事立候補者一覧表を
作成し選挙 30 日前までに全国の選挙人
に通知しなければならない。
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（選挙事務等）
第 10 条　この法人の選挙にかかる事務
等は日本女医会本部事務職員が行う。
2.　選挙管理委員長は選挙事務を遂行す
るために事務職員に委託することができ
る。
3.　事務職員は、投票用紙を受理し、開
票日まで厳重に保管しなければならな
い。
4.　開票は、選挙管理委員会が定めた日
に監事立会いのもとで、選挙管理委員が
行い、事務職員が補佐する。

（投票様式）
第 11 条　役員選挙は、選挙人に郵送さ
れた指定の投票用紙にて執り行う。
2. 選挙人は指定の投票用紙を期日（消
印有効）までに日本女医会本部事務局へ
届くように郵送する。

（投票）
第 12 条　選挙は選挙人の無記名投票と
する。

（理事の選出）
第 13 条　理事の当選は、各地域におけ
る上位得票順とする。

（理事の選出方法）
第 14 条　理事の選出は、当該地域の選
挙人が第 9 条の当該地域の理事立候補
者一覧表より、投票用紙に印字された候
補者の中から 1 名を選び氏名に印をつ
けることとする。

（監事の選出）
第 15 条　監事の当選は、全国における
上位得票順とする。

（監事の選挙方法）
第 16 条　監事の選出は、全国内の選挙
人が第 9 条の監事立候補者一覧表より、
投票用紙に印字された候補者の中から 1
名を選び氏名に印をつけることとする。

（投票の無効）
第 17 条　次の投票は無効とする。
① 所定の投票用紙を使用しなかったもの
② 規程人数を超えて記載したもの
③ 記載が読み取れないもの

④ 投票期限を過ぎて届いたもの
⑤ 外側封筒の選挙人氏名欄に自筆で署
名していないもの
⑥ 開票までに非会員となった者からの
投票
⑦ その他、選挙管理委員会が無効と認
めたもの

（無投票当選）
第 18 条　候補者の数が当該定数内であ
るときは投票を行わない。

（当選人）
第 19 条　当選最下位の得票数が同数で
ある場合には、当選最下位の同数の得票
者の中で選挙管理委員長が抽選により当
選人を定める。

（理事及び監事の選任）
第 20 条　選挙管理委員長は役員選出結
果を公表し、総会の決議によって理事及
び監事は正式に選任されたものとする。

（欠員の補充）
第 21 条　当該地域の立候補者が定数に
満たないときは、補充は行わない。
2．選挙の行われた翌年の定時総会の 1
か月前までに理事または監事に欠員が生
じた場合は、理事会の議決を経て次年度
総会において理事または監事を選出する
ことができる。
3．前項の規定によって役員を補充した
場合は、会長が、速やかに告示する。

（改廃）
第 22 条　この規程の改廃は、理事会の
決議を経て行う。

前述に提示された改正案の要旨は、
理事の選出を地域別に行うことと、役
員の立候補者数が定数より多い場合
にのみ選挙が施行され、選出方法とし
て選挙人である会員の郵送による投票
が行われることです。地域遍在性を是
正することによる公平な選出を考えて
承認された規程ですので、是非とも全
国の会員の皆様のご協力を頂ければと
願っております。

2018 年度の役員改正について 2018
年 5 月 X 日を第 63 回公益社団法人日
本女医会定時総会と仮定した場合に
は、左のような手順になります。詳細
については、2018 年 1 月発行予定の会
報に告示として掲載させて頂きます。

2018 年 5 月 X 日を第 63 回定時総会とした場合の手順

告示前に選挙管理委員会を設置
　　　2018年 1月 X日；（総会の 120日前までに告示）
　　　・選挙日（2018 年 4 月 Y 日＝告示後 90日以内）を告示
　　　（会報とホームページに掲載）

➡
　　　1 月 X 日から 2 月 Y 日（選挙の 60日前まで）；立候補届の受付
　　　・選挙立候補届に関する必要書類を立候補希望者へ送付
　　　・立候補者は簡易書留またはレターパックで 2月 Y日までに本部宛て

に郵送、消印有効
➡

　　　3 月 Y 日（選挙の 30日前まで）；候補者の告示
　　　・立候補者を集計し、定数内の無投票当選地域と選挙地域に分別
　　　・立候補者名簿作成と選挙該当地域に投票用紙等を郵送にて送付

理事選出 監事選出

定数内 定数超え 立候補 2名以内 立候補 3名以上
➡ ➡ ➡ ➡

無投票当選 地域内選挙
（郵送投票） 無投票当選 全国選挙

（郵送投票）
3月 Y日から 4月 Y日；投票期間中に郵送で日本女医会本部宛てに郵送

4 月 Y 日；選挙施行締切日（消印有効）
➡

4 月 Y日から 5月 X日；開票集計
（日本女医会本部にて監事立ち合いで選挙管理委員会が行う）

➡
5 月 X日；第 63回公益社団法人日本女医会定時総会にて選挙結果報告

　　　　新役員（新理事および新監事）の承認
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公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成29年度第1回理事会議事録

１．  日時　平成 29 年 4 月15日（土） 
午後 3 時 30 分～午後 5 時 30 分

２．場所　日本女医会　会議室
３．出欠席者
　1）出席者　
　理事　前田佳子　大谷智子　
　諏訪美智子　赤澤純代　泉　美貴
　磯貝晶子　今村純子　岩﨑惠美子
　内潟安子　澤口聡子　鈴木カツ子
　中田惠久子　花岡和賀子
　馬場安紀子　濱田啓子　福下公子
　監事　塚田篤子
　2）欠席者
　理事　小泉ひろみ　対馬ルリ子
　宮﨑千惠
　監事　津田喬子

※  開会に先立ち馬場理事が、出席理事
が半数以上であることを確認し、開会
を宣した。

1．継続審議事項
１．第 62 回定時総会について （承認）
　・  資料に基づき、総会当日のタイムスケ

ジュールを確認した。
　・  馬場理事より支部・本部連絡会にお

いて、選挙制度改正、管理運営資金
の使用等につき事前の連絡をするこ
とが提案された。

　・  講師控室については、会場の一部を
区切るなどの方法で対応することとな
ったが、再度埼玉支部にも打診をす
ることとした。

　・  馬場理事より、平成 30 年度の総会
に於いて日本生物製剤株式会社がラ
ンチョンセミナーの開催を希望してい
る旨が宮﨑理事から提案されている
旨の報告があった。検討の結果、セ
ミナーの内容次第で開催は可能であ
ることが確認された。

２．役員選挙制度改正委員会について
 （承認）

　・  大谷副会長より選挙制度改正案が
提示され、以下の修正が提案、承認
された。  
第 19 条「くじ引き」→「抽選」に変
更

　・  福下理事より、文言等の詳細な部分
については内閣府に確認を依頼し、
行政的な指導を仰いだほうがよいと
の提案があった。

３．故山本纊子会長を偲ぶ会について
 （承認）
　・  前田会長より、案内状の送付先が報

告された。
　・  会の開始時間を13 時から12 時 30

分に変更することとなった。

2．審議事項
１．平成 29 年 3月会計報告承認 （承認）
　平成 29 年 3 月の会計報告が承認され
た。
２．  平成 28 年度第 8 回（3月）理事会議

事録承認 （承認）
　平成 28 年度第 8 回（3 月）理事会議
事録が承認された。

3．報告事項
１．各部、NC 報告
　1）庶務部報告（資料５）
　・  岩﨑理事より会員動静が報告され、

新入会員 8 名の入会が承認された。
　・  馬場理事より、平成 29 年度理事会

開催日についての連絡があった。
　2）広報部報告
　　  　福下理事より、会誌 230 号の進

捗の報告があったほか、会誌誌面
デザインのリニューアルについて提案
があり、検討の結果題字、目次の位
置は据え置きとすることが決定した。

　3）会計部報告
　　  　諏訪副会長より寄附の報告があっ

たほか、事務局員の給与等につき以
下の通りに変更する旨報告があった。

　4）学術部報告
　　  　磯貝理事より『新しい治療とトピッ

クス』につき執筆者を選定中との報
告があった。

　6）事業部報告

　・  澤口理事より、過去の事業の自己評
価を行うことを計画している旨報告が
あった。

　・  『女子刑務所の在り方』についても事
業部として取り組む考えがあることが
報告された。

　7）ナショナルコーディネータ報告
　・  前田会長より、国際女医会西太平洋

地域会議の概要と参加の呼びかけ
があった。 

　・  諏訪副会長より、国際女医会の
strategy and membership com-
mittee からのアンケート調査につ
いて、協力の呼びかけがあった。

２．各委員会報告
　1）小児救急事業委員会
　　  　大谷副会長より『どうしよう…子ど

もの救急』の販売状況について報告
があり、改版・増刷について委員会
内で検討する旨が述べられた。

３．対外的団体活動
　1）  前田会長より、厚労省の女性医師キ

ャリア支援モデル普及推進事業に
出席した旨の報告があった。

４．その他
　１）  前田会長より、会員間のメーリング

リストを作成し、迅速な情報伝達
を実現したい旨の提案があり、メー
ルマガジンの配信、会誌の一部電
子化などの意見が出された。これ
に対し、前田会長からは、本案の
実現のためには、将来的に事務局
内の会員管理ソフトの改善、もしく
は入替等も視野に入れる必要があ
る旨が述べられた。

　２）  前田会長より、理事会交通費支給
について内規の一部改訂を行うこ
とが述べられた。

　以上をもって本日の議事が終了したの
で、司会は午後 5 時30 分に閉会を宣した。
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公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成29年度第1回理事会議事録

１．  日時　 平成 29 年 6月17日（土）  
午後 3 時 30 分～午後 5 時 30 分

２．場所　日本女医会　会議室
３．出欠席者
　1）出席者　
　理事　前田佳子　大谷智子　
　諏訪美智子　磯貝晶子　今村純子
　岩﨑惠美子　内潟安子
　鈴木カツ子　澤口聡子
　中田惠久子　花岡和賀子
　馬場安紀子　濱田啓子
　監事　塚田篤子　津田喬子
　2）欠席者
　理事　赤澤純代　泉　美貴　
　小泉ひろみ　対馬ルリ子
　福下公子　宮﨑千惠

※  開会に先立ち馬場理事が、出席理事
が半数以上であることを確認し、開会
を宣した。

２．審議事項
１．第 62 回定時総会の報告と反省
　・  今村理事より、会場に看板がなかっ

たことが指摘された。本総会につい
ては、平成 28 年度第 4 回理事会に
おいて、看板は設置しない旨が決定
していたが、次回以降の定時総会で
は予算を鑑みて都度検討することと
した。

２．第 63 回定時総会について （継続）
　・  馬場理事より来年度の定時総会の開

催では、東京都支部連合会に協力を
仰ぐこと、また、懇親会の開催日等の
スケジュールについては今後検討する
ことなどが確認された。

　・  第 64 回定時総会の開催地について
は未定との報告があった。

３．  第 63 回定時総会における女性医師
シンポジウム開催について （承認）

　・  前田会長より定時総会に於いて開催
される市民公開講座について、日本

医師会より来年度総会では女性医師
支援関連のシンポジウムの共催、ま
たは後援の打診があった旨報告があ
った。これについて検討の結果、シ
ンポジウムの開催が承認された。

４．選挙規程の明細について （承認）
　・  大谷副会長より、第 62 回定時総会

において長崎支部の黒﨑伸子会員よ
り指摘された選挙規程の変更点につ
いて説明があり、検討の結果以下と
する事を決定した。

　　  　第 6 条 2 項　「120日」を「90日」
に変更

　　  　なお、変更については黒﨑会員に
別途報告をする。

　　  　決定した役員選挙規程は、会誌
231 号に掲載をし、広く会員に通知す
ることとなった。

　・  その他、総会に於いて指摘のあった
点についての説明と変更点、選挙が
実施される場合の作業の流れなどの
説明があった。

５．対馬ルリ子理事の退任について
 （承認）
　・  前田会長より対馬ルリ子理事から理

事の辞任届が提出されている旨の報
告があり、辞任が承認された。

６．  東日本大震災義援金からの寄附につ
いて （承認）

　・  前田会長より、NPO 法人 3・11甲状
腺がん子ども基金に対して、東日本
大震災義援金の残金 179 万円から
150 万円を寄附し、残り29 万円はボ
ランティア基金に入れる旨の提案が
あり、検討の結果承認された。

７．  日本医師会女性医師バンクとの協力
体制について （承認）

　・  前田会長より、日本医師会女性医師
バンクの担当理事と面談を行った旨
の報告があり、現状が説明された。
今後、パンフレット等の媒体資料の
配布、HP からのリンク等の協力体制
を取ることが検討され、承認された。

８．  山本纊子海外助成金（仮称）の設立
について （承認）

　・  前田会長から、故山本纊子前会長か
ら、ご夫君の山本勇夫先生を通じて

寄附を頂いた旨の報告があり、その
用途として、海外の学会において発
表を行う若い女性医師への援助に使
用してほしいとの故人のご希望があっ
た旨報告があり、援助の方法、募集
要項については、今後学術部に於い
て規程を作成することが承認された。

９．平成 29 年 4 月・5月会計報告承認
 （承認）
　・  平成 29 年 4 月、及び 5月の会計報

告が承認された。
10．  平成 29 年度第 1回（4 月）理事会

議事録承認 （承認）
　・  平成 29 年度第 1 回理事会議事録

が承認された。

3．報告事項
１．各部、NC 報告
　１）庶務部報告
　・  会員動静について今村理事より報告

があり、新入会員が承認された。
　・  馬場理事より、今年度のブロック懇

談会については秋の開催を予定して
いる旨報告があった。

　・  また各理事へは、理事会の開催日程
については事前に配布している予定
表を確認し、極力出席をするよう呼
びかけがあった。

　２）広報部報告
　・  花岡理事より会誌 231 号の発行時期

について説明があった。これに伴い
軽井沢セミナーの日程の関係上、会
員宛てには早めに送付をすることとな
った。

　３）会計部報告 （諏訪副会長）
　・  諏訪副会長より、寄附金の報告があ

った。
　４）渉外部報告 （中田理事）
　・  中田理事より、国連 NGO 国内女性

委員会「60 周年のつどい」（9/30）
について説明があり、協力の呼びか
けがあった。現在出席の予定は以下
の通り：

　　  　前田会長　中田理事　花岡理事
　澤口聡子理事　澤口彰子会員

　５）学術部報告
　・  磯貝理事より『新しい治療とトピ
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ックス』の進捗について説明があっ
た。

　６）事業部報告 （澤口理事）
　・  澤口理事より過去の事業の見直し等、

社会医学系学会で事業評価の抄録
の作成を新規事業として準備してい
る旨の報告があった。

　・  事業経費獲得に関する情報の配信に
ついて行っている旨の報告があった。

　７）ナショナルコーディネータ報告
　・  前田会長より、国際女医会アンケート

についての報告があった。
　　回答数　全 1,150 件
　　（うち日本からは 5 件） 
　・  西太平洋地域会議への参加予定者

が以下の通り：
　　前田会長　諏訪副会長　濱田理事
　　澤口理事　小関温子会員
　　青木正美会員　牛山元美会員
２．各委員会報告
　１）長寿社会福祉委員会
　・  今村理事よりH30 年 3月に講演会を

予定している旨の報告があった。
　２）小児救急事業委員会
　・  大谷副会長より『どうしよう…子ども

の救急』の販売状況について報告
があった。

３．対外的団体活動
　１）  讀賣新聞からの電話インタビューに

ついて　
　・  前田会長より、5 月初旬讀賣新聞か

ら女性支援策等に関する問題等につ
いて電話インタビューを受けた旨の報
告があり、記事を回覧した。　　

　２）  国際婦人年連絡会会計監査、及び
定例総会出席　会費

　・  前田会長より、故山本会長に引き続
き国際婦人年連絡会の監事に就任
し、会計監査を行った旨、また 5 月
30日に定例総会に出席した旨の報告
があった。また同会の年会費 25,000
円を支払う旨の報告があった。

　３）  厚生労働省「女性医師キャリア支
援普及推進事業」平成 29 年度企

画書審査について
　・  前田会長より厚生労働省の「女性医

師キャリア支援普及推進事業」につ
いて説明があり、審査を行った旨の
報告があった。

４．その他
　１）軽井沢セミナーについて　
　・  馬場理事より平成 29 年度の軽井沢

セミナーについて 10 月21日に開催す
る旨の報告があり、参加の呼びかけ
があった。

　２）  「山本纊子先生を偲ぶ会」につい
て　

　・  前田会長より 6 月 18 日に行われる
「山本纊子先生を偲ぶ会」について、
参加申込状況等の報告、来賓、次
第の説明があった。また、費用に
ついては出席者の参加費、寄附で
賄い、残り不足分約 30,000 円は役
員慶弔費から捻出する旨が承認さ
れた。

 以上
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第38回　日本女医会学術研究助成のご案内
日本女医会では医学の発展�向上に寄与する研究を行っている会員の方々の学術研究に対し、助成事業を行ってまいりまし
た。平成 24年 4月に公益社団法人に移行いたしましたので、第 33回より日本国内在住の女性医師を対象として優れた研究
に対して、助成を行うこととなりました。つきましては、希望者は下記応募要領にしたがって当会宛てにご申請くださいます
ようお願い申し上げます。また、平成 28年度からは、山﨑倫子氏のご遺志により寄附された基金 1,000 万円から、若手医師
の研究助成を行う「山﨑倫子賞」を設立いたしました。学術研究助成応募者の中から、優秀と判断された1名に山﨑倫子賞
を授与いたしております。

記

1．助成の趣旨：後進の研究助成を図り、医学分野の発展、向上に寄与する事を目的とする。
2．助成金額：�1件30万円まで、採択件数は3件以内。うち優秀と判断された1件に山﨑倫子賞として、50万円を助成する。
3．申し込み手続き：
 1）応募資格
 　①申請締切時において満 45歳未満の日本国内在住の女性医師。
 　②同一研究課題により他機関の助成を申請している、または助成を受けている場合は、当研究助成の申請を認めな

い。
 　③助成を受けた後に上記に抵触することが判明した場合には、助成金の返還を求めることがある。
	 2）助成期間　原則 1年間。同一人が重ねて申請をする場合は 5年以上の間隔をおくこと。
 3）応募方法　日本女医会ホームページ（http://jmwa.or.jp/joseikin.html）より所定の用紙をダウンロードして作

成し、電子メールに添付して応募。宛先：（公社）日本女医会　office@jmwa.or.jp
	 4）申込期限　平成 29年 12月 25日必着。
	 5）選考及び発	表方法　選考委員会において選考の上、平成 30年 3月開催の日本女医会理事会で決定し、申請者宛

てに通知する。
	 6）助成金の贈	呈　平成 30年 5月 20日開催の第 63回日本女医会定時総会（東京・京王プラザホテルにて開催予定）

の席上。被授与者または代理人が必ず出席すること。
 7）被授与者の本会に対する報告
　 　①平成 31年 9月 8日までに研究経過報告書（日本女医会誌掲載用）と収支報告書を提出。また、ホームページ「学

術研究助成受賞者の軌跡」欄（http://jmwa.or.jp/kiseki/index.html）にも寄稿することを承諾する。
 　②被授与者は、本助成金授与後 3年以内に本助成金を受けた研究であることを明記した論文の別刷 10部を提出し、

日本女医会誌等に掲載することを承諾する。
	 8）問い合わせ先　公益社団法人日本女医会事務局　

第3回	公益社団法人	日本女医会	学術研究助成　溝口昌子賞
平成 25年に逝去された故溝口昌子先生の御遺志により寄附された基金から、女性医師のキャリアアップと永年勤続を目的

として設立されました。希望者は、下記募集要領にしたがって当会宛てにご申請下さいますようお願い申し上げます。

記

１．助成の趣旨：女性医師のキャリアアップと永年勤続を目的とする。
２．助成金額：1 件 30万円とし、原則毎年 1名に授与する。
３．応募資格：��申請時に満 55歳未満で、大学病院または総合病院等に臨床の常勤医として役職に就いて勤務しており、

臨床、研究、教育、社会活動等を行っている日本国に在住の女性医師（教授は除く）。
４．提出書類：１）所定の様式の履歴書、推薦状　２）研究に関する自著を含む共著論文　2編　３）公益社団法人日

本女医会会員（選考委員を除く）2名の推薦状　４）誓約書　５）業績目録　以上の書類を日本女医会
事務局まで簡易書留で郵送する。

５．申込期限：平成 29年 12月 25日（当日消印有効）
６．表　　彰：��平成 30年 5月 20日開催の第 63回日本女医会定時総会（東京・京王プラザホテルにて開催予定）にお

いて行う。
７．問い合わせ先：公益社団法人日本女医会事務局 （担当：学術部）
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日本女医会	荻野吟子賞	候補者募集のご案内
公益社団法人日本女医会は、女性として初めて公に医師の資格を与えられた荻野吟子の偉業を称え、その名を永

久に伝え、女性の地位向上を図ることを目的として、「日本女医会荻野吟子賞」を制定しています。
本賞の候補者を募集致しますので、募集要項にしたがってご申請下さいますようお願い申しあげます。

募集要項
１．対象	 独自の活躍をもって、女性の地位向上や市井の医療に著しい貢献をした女性医師（原則として１名）に

与える。但し、同賞を受賞したことのある者、及び日本女医会吉岡弥生賞を受賞したことのある者は応
募することはできない。

２．候補者の推薦	 日本女医会員による推薦が必要である。
３．提出書類	 所定の様式の履歴書、推薦状を日本女医会事務局まで簡易書留で郵送する。
４．申込期限	 平成29年12月25日（当日消印有効）
５．表彰	 平成 30年 5月20日開催の第63回日本女医会定時総会（東京・京王プラザホテルにて開催予定）に

おいて行い、賞状、記念メダルおよび副賞を授与する。副賞は5万円とする。
６．問い合せ先	 公益社団法人日本女医会事務局 

 （担当：事業部）

日本女医会	吉岡彌生賞	候補者募集のご案内
公益社団法人日本女医会は、日本における女性医師の育成の礎を築いた吉岡彌生の偉業を称え、その名を永久に
伝えるとともに、女性医師の医学、または社会への貢献を図ることを目的として「日本女医会吉岡彌生賞」を制定し
ています。
本賞の候補者を募集していますので、募集要項にしたがってご応募下さい。

募集要項
１．対象	 公益社団法人日本女医会の最高の賞として、次のいずれかに該当する女性医師各１名に授与する。

１）医学に貢献した女性医師　２）社会に貢献した女性医師。但し、同賞を受賞したことのある者、及
び日本女医会荻野吟子賞を受賞したことのある者は応募することはできない。

２．候補者の推薦	 日本女医会員２名以上の推薦が必要である。
３．応募方法	 所定の様式の履歴書及び推薦状と、下記の内容の業績目録を添えて、日本女医会事務局まで簡易書留に

て郵送する。          
業績目録　１）「医学に貢献した女性医師」に応募の方●査読のある欧文の医学雑誌に掲載された論文
のうち筆頭著者3編以上を含む5編の全文●上記以外の査読のある国内外の医学雑誌に掲載された代
表的な論文のうち筆頭著者7編以上を含む10編の論文名、著者名と抄録　２）「社会に貢献した女性
医師」に応募の方●国内外での医療・保健・福祉活動、女性医師支援および女性医師の地位向上等に
おける業績報告書　１）２）に共通の業績●国内外の学会等での特別講演、招聘講演の演題名、講演年
月日、学会名、開催地等●国内外での活動および国際貢献に対する受賞歴：賞の名称と受賞理由、授与
者名及び団体名、受賞年月日

４．申込期限	 平成29年12月25日（当日消印有効）
５．選考及び発表	 選考委員会において選考の上、申請者宛に通知する。
６．表彰	 平成 30年 5月20日開催の第63回日本女医会定時総会（東京・京王プラザホテルにて開催予定）に

おいて行い、賞状、楯および副賞を授与する。
７．問い合せ先	 公益社団法人日本女医会事務局 

 （担当：庶務部）
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５月１４日　第62回日本女医会総会が大宮で開催されました。
今回は役員選出に関する規程の改定案が提出され、理事の選出
は地域別選挙により、監事の選出は全国選挙により実施される
ことが承認されました。地域偏在を是正し、新規事業の拡大と

会員の増強につながる新しい風が吹くことを期待しております。
埼玉医科大学名越澄子教授による「C 型肝炎ウィルスを飲み薬で消せる時

代へ」のご講演に感銘を受けました。さらに埼玉県は公許女医第１号となった
荻野吟子先生の出生地です。明治 18 年３月、35 歳で医術開業試験に合格し
た時の礼装が会場に展示され、想いを新たにいたしました。関連記事が女医会
アーカイブに掲載されております。

懇親会では、魂を揺さぶるような東儀秀樹氏の笙の音が会員を魅了いたしま
した。 （鈴木カツ子）
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氏　名 支部 卒年

入
会

足立柳理 北海道 昭 55
長井　桂 北海道 平 7
石澤　恵 青森 平 14
馬場香子 埼玉 平 10
新井朱音 埼玉 昭 63
石塚敦子 埼玉 昭 63
土屋恭子 埼玉 昭 57
佐藤丞子 栃木 平 3
崎山比早子 千葉 昭 40
城所朋子 板橋 平 5
石垣景子 渋谷 平 10
田中亜希子 世田谷 平 7
石毛美夏 千代田 平 9
土屋眞弓 練馬 昭 61

氏　名 支部 卒年

入
会

吉信英子 山梨 昭 63
奥村睦子 大阪 昭 42�
船曳美也子 大阪 平 3
田口早桐 大阪 平 6
篠原聖子 愛媛 昭 41
太田恵理子 愛媛 平 4
大倉萬佐子 福岡 昭 63
瀬戸牧子 長崎 昭 53

退
会 22 名

物
故

堀内夏子 青森 昭 24
池上洋子 群馬 昭 38
大野照子 栃木 昭 23
宮崎安子 長野 昭 35
玉田信子 大阪 昭 25
中川やよい 大阪 昭 52

会員動静 （平成29年 8月31日現在・敬称略）

寄附者一覧
（H29.4.1 ～ H29.8.31 現在　敬称略）

以下のとおりお知らせいたします。
ご協力ありがとうございました。

山本　勇夫（故・山本纊子前会長御夫君）
中田惠久子（埼玉）	 山崎　トヨ（栃木）
小関　温子（神奈川）	 大谷　智子（荒川）
鹿田　儀子（北）	 花岡和賀子（中野）
内潟　安子（東女）

公益社団法人日本女医会
第 63回定時総会のお知らせ

　平成30年度の定時総会を、東京におきまして下記の要
領で開催致します。ご多用かとは存じますが、ぜひご出席
賜りますようお願い申し上げます。

＜会　場＞　京王プラザホテル
　　　〒160-8330　東京都新宿区西新宿2-2-1
　　　電話　03-3344-0111
＜日にち＞　平成30年5月20日（日）
（詳細につきましては、追ってお知らせ申し上げます）

2015年度版会員名簿販売について

2016 年 4 月発行の会員名簿は、ひきつづき販売を致してお
ります。ご購入をご希望される方は、日本女医会事務局まで
お申し込み下さい。なお、本名簿は１会員につき１冊とさせ
て頂いておりますので、その旨ご了承下さいますようお願い
申し上げます。

2015 年度版会員名簿： 1,000 円　郵送料：400 円  
合計：1,400 円

お申込先：日本女医会　事務局
電話 03-3498-0571　 Email office@jmwa.or.jp

 （庶務部）

ご住所・ご勤務先等の
変更お知らせのお願い

ご自宅のご住所、ご勤務先等のご変更がありましたら、お
手数ではございますが、事務局までお早めにご連絡をお願い
申し上げます。
（書式はございませんので、メール、または FAX でお知ら
せ下さい。）

尚、ご退会の場合は「退会届」のご提出をお願いしており
ますので、事務局までお問い合わせ下さい。

新規入会者　ご推薦・ご紹介のお願い

本会の活動に賛同し、入会して頂けるお知り合いの先生を
是非、ご推薦・ご紹介下さいます様お願い申し上げます。

ご紹介を頂ける先生のお名前とご住所を FAX 等で事務局
までお知らせ下さい。「入会案内」をお送り致します。ご送付
先がクリニックなどで所在地が不明の場合は、○県○市○病
院で結構でございます。

何卒宜しくお願い申し上げます。


