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巻頭言

明けましておめでとうございます。
元旦の東京の朝は冷気で身が縮みましたが、大きな初日の

出を拝むことが出来、心底良い年になる様にと祈りました。
2019 年 5 月1 日、平成から改元した令和という年号には清

らかで穏やかに過ごせるようにという意味、願いが込められ
ていると聞いています。その令和に代わって約半年後、昨年
のお正月過ぎから中国の武漢で新型の肺炎が集団発生という
ニュースが入ってきました。当初はまた新型インフルエンザの
類いか？くらいに思い、其れよりも夏の賑やかな東京オリンピッ
クを心待ちにしていた私でした。5月のゴールデンウイーク頃に
は落ち着くはずだった新型コロナ感染症「COVID-19」は瞬く
間に世界中に広がりました。そして、残念ながら東京オリンピッ
クは延期になり、1 年経った現在でも落ち着くどころかむしろ
拡大し増悪しています。

今、この感染症の収束を第一に願う医療側の提言と経済活
動の維持のバランスが一番難しい社会問題になっています。い
つ収束するか予測もつかない現状に「三密」を避けながら、
不安で落ち着かない新年となりました。

この様な社会情勢になって、私達は情報システムの大きな変
革を求められました。所謂、急速なデジタル化です。remote 
work、online 会議、online 授業など耳慣れない言葉が増えて、
学生時代、公衆衛生学の実習で筒の表面に数字が並んだ器
械を手動でクルクルとハンドルを回して計算する事を学んだ古
いアナログ人間の私にとって戸惑いの連続です。

今年度の日本女医会総会も対面で開催することが出来ず、
限定された人数のオンライン開催になりました。遠く離れた場
所にいても画面でお互いに相手の表情を見られ、わざわざ出
向かなくても意見交換できました。今後、全てというわけに

はいきませんが、女医会の会議もこのオンライン形式は「あり」
ではないかと思います。10月には男女共同参画委員の主催で、
東京新聞望月衣塑子記者の講演を録画し、zoom 配信して
好評でした。

現在、このコロナ禍で医療従事者は過酷な労働を強いられ
ています。が、アメリカではむしろ医学部志望者が急増してい
るとの記事を読みました。「困難に立ち向かい、人々を救いた
い」という若者が多くいるのだと力強く頼もしく思います。

医学界では長らく男性社会であり100 年前の女性医師開拓
者の諸先輩先生方のご苦労が偲ばれます。そして未だに女性
医師が対等に認められ難く、その能力を十分に発揮出来にく
い社会構造があります。一昨年、医学部入学試験時、女子受
験者に不利な点数配分がなされていたという事実が表面化し
て問題になりました。女性医師が妊娠出産や育児のために職
を中断するのが理由の一つかと思われます。

しかし新しい命の誕生はみんな熱望するところですし、愛
情込めた育児も必要です。私は 20 年近く児童福祉に関わった
経験から「愛着形成」の必要性を痛感しています。生後から 2
〜 3 歳までに「愛着＝信頼する心」が形成されるのでそれまで
は母が育児すべきという「三歳児神話」が広く信じられてきま
した。しかし、最近では母でなくても良い保育者がいれば十
分愛着形成されるという報告も出されています。子育ては自分
でしたい気持ちと早く職場復帰してキャリアを積みたい気持ち
とで葛藤するのは当然と思います。女性医師として「無理なく
働き、社会貢献出来る」ための「働き方改革」を皆さまと共に
考えていきたいと思います。

皆様のご健康をお祈りしますと共に、宜しく御協力とご支援
をお願い申し上げます。

「無理なく働き、社会貢献出来る」ための
「働き方改革」を皆さまと共に 副会長　花岡和賀子

巻頭言� 花岡和賀子（1）
年頭所感� （2）
　黒﨑伸子、大野広子、小関温子、
　佐藤麻子、竹並　麗、豊岡志保、高橋英子
受賞者の軌跡� 山原真子（4）
第 13 回 医学を志す女性のためのキャリア・

シンポジウム� 磯貝晶子（5）

2020 NGO 日本女性大会の報告
� 前田佳子（6）
国際女医会通信㉒� 前田佳子（7）
市民公開講演会「知って得するドライアイの

話」久保田久世先生� 一迫理恵（8）
本のご紹介� 馬場安紀子（9）
理事会議事録� （10）

男女共同参画週間　キャッチフレーズ募集
 （12）
会員動静 /寄附者一覧 /編集後記� （12）

「日本女医会アーカイブ」は
紙面の都合により休載しました。

公益社団法人日本女医会
復刊第 241 号
2021 年 1 月 28 日発行
題字　吉岡彌生

日本女医会誌（復刊第241号）もくじ



2021 年 1 月 28 日

2　　日本女医会誌・復刊第 241 号

　女性医師だからこそ……
� 長崎支部　黒﨑伸子

新年おめでとうございます。コロナ禍でも、８月29 〜30日、

数名が分かれて、楠本イネ女史のお墓に手を合わせた。翌

週の９月２日夕方、『一粒の麦　荻野吟子の生涯』の上映会

を開催した。多くの医学生に観てほしいと医学部構内の会場

を確保していたのだが、新型コロナウイルス感染症の長崎で

の第２波が大学病院勤務の医療従事者に始まり、市内公的

病院のクラスター発生も続き、当日の３週間前に学内施設が

使用禁止となった。何とか県医師会館講堂を確保し、会場

変更告知を行い、元の会場にも会員が待機して、変更を知ら

なかったお二人も上映開始に間に合った。山田火砂子監督か

ら特別に頂いたビデオメッセージも上映前に流した。多くの

参加者から、「とてもよかった」と感謝の声を頂いた。改めて、

大変な時だからこそ、やるべきことだったと感じ、また、女

性医師の使命を果たすことを決意した夏であった。

　コロナ感染症の
　　　　収束を願って
� 岡山支部　大野広子

明けましておめでとうございます。

岡山は会員 11 名と少なく、あまり活動ができておりません

が、一昨年には久しぶりに集まり楽しく交流することができま

した。昨年は思いがけず新型コロナウイルスが世界中で流行

し、社会全体が大きな影響を受けました。今年は一日も早く

感染が収束することを祈るばかりです。今後も日本女医会の

発展を心から願っております。本年もどうぞよろしくお願い申

し上げます。

　
　新年所感
� 神奈川支部　小関温子

2020 年は日本に於いて 1 月15 日に中国から帰国した日本

在住の中国人が発症、2 月は横浜に停泊していた大型客船（ダ

イアモンドプリンセス）で新型コロナが発症したことをはじめ

全世界に広がり、日本でもステイホーム、外食、買い物、海

外旅行、渡航自粛、マスクの着用、アルコール消毒など多く

の規制が課せられました。マスク不足から薬屋等にマスクを

求める人々で長蛇の列が続きましたが、医療の方は医師会な

どからマスクの支援があり長蛇の列には加わることもなく助

かりました。学会、総会などほとんど中止となりました。この

状況から神奈川支部は総会を中止いたしました。

患者の減少は小児科、耳鼻科等が多く先生方もご苦労さ

れていることと思います。私も、何か気持ちが落ち込んで何

も手につかず焦りばかりの日々を過ごしてしまいました。

荻野吟子賞を受賞させていただきましたので、苦労しなが

ら医学を学ぶ日本の女性医師の先駆者たちの本を読みあさり

ました。つい先日、東京女子医大の名誉教授岩田誠先生の

ご著書『ヒュゲイアの後裔：女性医師の系譜』を拝読いたし

ました。日本の女性医師のみならず海外の女性医師の歴史

をよくお調べになられております。今回の新型コロナのみなら

ず、過去にも多くの感染症発症があり、その都度繰り返され

た科学者の懸命の研究、国民の苦労も学びました。女性医

師の苦難の道のりはほとんどが日本女医会の記録に掲載され

て、引用されております。

日本女医会の素晴らしい活動、記録の為にもよくわからな

いで退会される先生方を残念に思っております。日本女医会

は国際女医会の一員でもあり、海外の女性医師との交流は

グローバル化している世の中にはとても大切です。日本女医

会の先生方にも是非活躍していただきたいと願っております。

　ピンチはチャンス
� 東京女子医科大学学内支部　佐藤麻子

新年明けましておめでとうございます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症拡大に右往左往し、

その対応に追われ、あっという間に 1 年が過ぎてしまいまし

た。感染への恐怖と感染を予防する新しい生活様式の変化

に不自由を感じる日々が続いていました。手洗い、マスク・

ゴーグルの着用、三密を避けるという個人の行動以外にも、

不要不急の外出禁止、配信授業、Zoom 会議・オンライン学

年頭所感
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会等々、社会全体に大きな変革がみられました。しかし、ピ

ンチはチャンスでもあります。今まで漫然と引き継がれたもの

を withコロナでやむなく変えるのではなく、2021 年は 2020

年の経験を活かし、大きな改革の年、そして飛躍の年とした

いものです。女性は柔軟性があり、環境の変化に対応しやす

いと言われています。明るい未来が開けるよう、私も微力な

がら尽力していく所存です。本年も変わらぬご指導、ご鞭撻

をよろしくお願い申し上げます。

　平穏な日常の
　　有難さを再認識
� 埼玉支部　竹並　麗

新年あけましておめでとうございます。

一昨年 12 月、中国武漢で流行が始まった新型コロナウィ

ルス感染症は、瞬く間に世界中に拡大し未曾有の危機に直面

しています。埼玉県も首都圏であり感染者は多く私たちもそ

の対応に追われる日々を過ごしています。今年度は、予定さ

れていた埼玉支部総会・懇親会は、会員のみで行いました。

理事会において毎年企画している講演会、親睦会は、ともに

中止と決定しました。平穏な日常の有難さを再認識する1 年

となりました。

埼玉支部は埼玉県医師会との連携もとれ、近年は女性医

師支援担当理事、女性地区医師会長、女性常任理事が次々

と誕生し女性医師支援事業が進行しているのを実感していま

す。

今年は、1 日も早くワクチン開発が進み集団免疫を獲得し

収束することと、皆様のご健康と益々のご活躍を心よりお祈

りしたいと思います。

　新しい時代に
　　女性医師の発信をのぞむ
� 山形支部　豊岡志保

新しい年を迎え、良い年にしたいと思っております。

昨年の激変、オリンピック・パラリンピックの延期、オンラ

イン学会の隆盛は誰が予想したでしょうか？　仕事面だけで

なく、孫に会えないと嘆いている舅と息子を Zoomで繋いで

話したときの舅の楽しそうな様子をみますと、新しい技術が

人を繋ぐと改めて感じました。

男女の格差を思い知らされる年でもありました。家庭では

自分を表現できる女性が職場では雇用側の都合だけで退職

を勧められ、その通りになってしまう。女性は控えめが良し

とされ、自分の気持ちを話すのが苦手で周りの言うとおりに

なってしまうのが原因の一つかもしれません。そこで、社会

的地位のある女性医師の方に、社会に対して自分の立場、自

分の考え、自分の気持ちを発信していただきたいと思います。

現代は SNS（Twitter や Facebook、など）で発信しやすい

場が増えています。日々の気づきを発信して「いいね！」がも

らえることは嬉しいです。今年は自分の意見を発信してみま

せんか？

　新年に期待すること
� 青森支部　高橋英子

新年明けましておめでとうございます。昨年の令和初めて

のお正月は新しい希望と期待に満ちあふれ、COVID‐19 に

ついては考えも及びませんでした。それが世界中で感染者が

増え続け、日本も会合、旅行、仕事、勉学も思うようにでき

ない辛抱と自粛の一年でした。女医会会員の中にも、最前線

で治療に当たっている先生方や、あるいはご自身やご家族が

感染なさった方もいらっしゃると思います。しかし早い国では

ワクチン接種も始まり明るい兆しも見えております。皆が英智

をふりしぼってなんとかこの難局を切り抜けてよい一年になっ

てほしいと思います。

長期的には世界の片隅にでもウイルスが残ると又パンデ

ミックとなる恐れがありますので、自国だけではなく世界の

人々が健康でなければいけないと思います。

総会で全国の皆様とお会いすることが医師として働く一年

の活力になります。今年は是非その総会が開かれることを

願っております。

最後にみなさまのご健康をお祈りいたします。
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糖尿病性腎臓病（DKD）は末期腎不全の原
疾患第 1 位であり、その患者数の減少や医療
経済に及ぼす影響の改善は喫緊の課題といえ
る。集学的治療により、一部の患者において

は DKD の予後改善や寛解がもたらされるものの、これらの
治療によっても DKD 病期が進展し末期腎不全に至る患者も
多い。このため、DKD の発症・進展機構のさらなる解明お
よび新規治療薬の開発が求められている。尿蛋白の出現に
は糸球体濾過機構の破綻が原因となる。糸球体スリット膜
構造は、ポドサイト（糸球体上皮細胞）、基底膜および血管
内皮細胞からなるが、糖尿病における濾過機能の障害機構
は未だ不明な点が多い。近年、DKD の病態に細胞内栄養
感知シグナルである mTORC1 の過剰な活性化が関与するこ
とが明らかとなってきており、糸球体濾過機能に必須のポド
サイトの障害における重要性が明らかとなっている。しかし、
同じく濾過機能に重要な役割を果たす血管内皮細胞における
mTORC1活性と病態との関連については明らかではない。そ
こで本研究では、血管内皮細胞障害における mTORC1 過
剰亢進の影響とポドサイト障害との関連を明らかにし、DKD
の新たな治療標的を模索する。

①ストレプトゾトシン誘発 1 型および高脂肪
食負荷肥満 2 型糖尿病モデルマウスを作製し、
これらマウスの糸球体における mTORC1 活性
について染色を用いて評価する。評価が困難

であった場合には、糖尿病モデルラットを用いた検討も行う。
さらに、血管内皮特異的に蛍光発色するマウスを作製し、腎
臓より単離した糸球体を単細胞分離し、フローサイトメトリー
により糸球体血管内皮細胞を単離する。この細胞を用いて、
糖尿病状態における糸球体血管内皮細胞の障害機構を解析
する。

②血管内皮特異的 mTORC1 活性化マウスを作製し、腎機
能、尿蛋白を測定し、ポドサイト障害の程度を評価する。マ
ウスの作製にあたり、血管内皮細胞における mTORC1 は個
体発生に必須と考えられるため、薬剤誘導性に血管内皮細
胞の mTORC1 活性を亢進させるマウスを作製する。さらに、
糸球体血管内皮細胞を単離し、その障害機構を検索する。

① 1 型 2 型いずれの糖尿病モデルマウスにおいても、糸
球体の特にポドサイトにおいて mTORC1 活性の亢進を認め

た。さらに糸球体サイズの大きいラットを用い
て評価を行ったが、結果はマウスモデルと同様
であった。血管内皮細胞マーカーである CD30
との共染色を行ったが、顕著な mTORC1 活

性の亢進が認められるのは細胞体の大きいポドサイトのみで
あり、血管内皮細胞における mTORC1 活性の亢進について
は染色では明らかにすることはできなかった。現在、血管内
皮細胞の単離を行うためのマウスを作製中であり、単離培養
でき次第、各種糖尿病疑似刺激による mTORC1 活性の評
価を行う予定である。

② mTORC1 活性を抑制する蛋白であるTSC1を血管内皮
細胞特異的に欠損させた血管内皮細胞特異的 TSC1KO マ
ウスを作製し、腎予後および生命予後を評価したところ、薬
剤誘導後約 4 〜 6 週間で多くの個体が死亡した。このため
薬剤投与後 3 週間での検討を行うこととした。この時点の
尿検査において尿中アルブミン排泄の有意な上昇は認めな
かった。さらに、腎臓の組織所見上、明らかな糸球体病変
や尿細管障害、ポドサイト膜蛋白の局在異常などは認めな
かった。しかしながら、蛍光染色において、ポドサイトの
形態維持に重要な役割を果たす細胞接着斑蛋白のひとつで
ある FERMT2 との共染色を行うと、血管内皮細胞特異的
TSC1KO マウスの糸球体において、FERMT2 の局在が、ス
リット膜から細胞質へ変化していた。細胞接着斑蛋白は通
常、細胞膜の接着斑に複合体を形成して存在し、細胞接着
や遊走に必須であるとされる。このことから、血管内皮細胞
の mTORC1の過剰亢進が、ポドサイトの基底膜への接着機
構に影響を及ぼしている可能性が示唆された。

今回の研究において、1 型および 2 型糖
尿病マウス・ラットモデルの糸球体において
mTORC1 活性亢進を認めたが、血管内皮細
胞については明らかではなかった。今後、単

離培養によってさらに詳細を明らかにしたい。さらに、血管
内皮細胞特異的 mTORC1 過剰亢進モデルマウスの検討か
らは、全身の血管透過性亢進のため胸水貯留などがみられ、
長期の影響について評価ができなかったが、比較的短期間
の mTORC1 過剰亢進による影響について観察することがで
きた。その結果、ポドサイトの膜蛋白の局在や尿蛋白の出現
には影響をもたらさなかったが、ポドサイトの接着因子斑蛋

受賞者の軌跡——研究の経過報告

研究課題：血管内皮細胞を標的とした糖尿病性腎臓病に対する新たな治療法の探索

滋賀医科大学　山原真子

目的

方法

結果

考察
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白の局在を変化させた。このことは、糖尿病状態での過剰
な mTORC1シグナルが、接着斑蛋白の機能にも影響を及ぼ
す可能性、そして糸球体血管内皮細胞の障害がポドサイトの
FERMT2 局在異常を介して、基底膜への接着機能障害を
惹起しうる可能性を示唆している。これまで我々は、糸球体
血管内皮細胞の障害とポドサイトの細胞内浄化機構のひとつ
であるオートファジーの障害との関連について、障害されてい
ないポドサイトでは裏打ちする血管内皮細胞に障害はないが、
糖尿病状態でオートファジー欠損により障害されたポドサイト
では、裏打ちする血管内皮細胞に構造的な変化を認め、内
皮細胞の障害が存在することを明らかにしてきた。この結果
からも、血管内皮細胞とポドサイトの間にはクロストークが存

在しており、お互いが影響を与え合っている可能性が高い。
今後、さらに血管内皮細胞の単離培養を用いた検討を行

い、糖尿病における血管内皮障害とポドサイト障害との関連
について、mTORC1シグナルの過剰亢進が DKD の病態に
及ぼす影響について明らかにしていきたい。

謝辞
本研究の遂行にあたり、第 39 回日本女医会学術研究助

成を賜り、日本女医会会員の皆様および関係者の皆様に心よ
り感謝申し上げます。今回の受賞を励みに、将来の臨床に少
しでも役に立つよう研究を続けて参りたいと思います。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。

新型コロナウイルス第３波に向けてじわじわ感染者数が再
増加の兆しを見せる中、日本女医会としては初めてのオンライ
ン・シンポジウム開催となりました。当日 Zoomウェビナーで
41 名が参加、後日 YouTubeで再配信を行いました。

10 月 3 日に本郷のスタジオで、東京新聞社会部記者・望
月衣塑子さんによる講演、日本女医会役員による対談を事前
収録しました。感染対策のためとオープンデッキで撮影を行
いましたが、期せずして、本郷の森をバックに清 し々い映像
となりました。

望月さんは、昨年第 43 回日本アカデミー賞最優秀作品賞
を受賞した映画『新聞記者』の主人公のモデルとなった方で
す。今回のテーマは『女性記者と考える民主主義〜政権とメ
ディア〜』でしたが、権力に屈せず取材を重ね、真実を報
道する姿勢を貫く新聞記者・望月さんの視点から、政治の不
正、社会の問題点、ジェンダー格差、記者会見での政府によ
る質問妨害・質問制限により知る権利が狭められている現状
などについてお話しいただきました。

ジェンダー平等の実現とは、ジェンダーの規範から離れて
多様な価値を認め、すべての人々が生きやすい社会をつくる
ことを意味しています。ジェンダー・ギャップ指数は、ただ単
に男女格差のことではなく、男女で権利と機会と責任を分か
ち合えているかを示しており、153 ヶ国中 121 位と圧倒的に
低い日本では何ができるのかをもっと考えていかなければな

りません。メディアがとりあげることで市民の小さな声を束ね
たり、権力者たちが隠していることを取材で明らかにしたりし
て、多様な声を政治に反映し、社会を変えていく必要があり
ます。

昼過ぎから始めた撮影でしたが、白熱した講演は約３時間
にわたり、講演終了時にはすっかり日が暮れてしまいました。
今回のシンポジウムでは講演を約１時間に凝縮して編集し、
配信しました。

クロージングトークでは，前田前会長の司会で、望月さん、
大谷会長、青木理事より意見が述べられました。家事・育児
のため会議に出られない、結婚後に仕事を続けることを配偶
者が望まない、女性蔑視、医学部入試での差別など、女性
医師を取り巻く問題が挙げられました。

最後に花岡副会長より、「もっとものを言えるジェンダーフ
リーの社会を実現す
べく、努力していきま
しょう。望月さんのお
話で世界が開けた感
じがします」との温か
いことばで閉会となり
ました。

第 13回  医学を志す女性のための 
キャリア・シンポジウム

　　　　 ―SDGs ５．ジェンダー平等を実現しよう―

2020 年 10月23日　19：00 ～20：30　Zoomウェビナーで配信
男女共同参画事業委員長　磯貝晶子
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2020 年 5 月から私が世話人を務めさせていただいている
国際婦人年連絡 会（International Women's Year Liaison 
Group：IWYLG）は、1975 年の設立以来 5 年毎に開催さ
れている国連の世界女性大会に呼応し、同じ年に日本女性
大会を開いています。日本が女性差別撤廃条約を批准して
から 35 年である本年は、1995 年の北京会議から 25 年が
経過した年でもあり、IWYLG に加盟している日本女医会を
含む 34 団体が『私たちは黙らない　女性の権利を国際水準
に！』をテーマに 2020 年 11 月 8 日に昭和大学上條記念館
にて「2020 年 NGO 日本女性大会」を開催いたしました。こ
の後 COVID-19 感染は第 3 波を迎え、東京における陽性者
数も年末まで増加を続けましたので、対面開催が可能な最
後のタイミングだったのだと思います。大会は YouTube Live
でも同時配信し、会場参加は 150 人、オンラインを含めると
約 400 人が参加しました。日本女医会からは大谷智子会長、
渡邉弘美東京都支部連合会会長、小関温子元副会長、青木
正美理事、木村友美理事、牛山元美先生が参加して下さい
ました。

来賓として内閣府男女共同参画局長の林伴子さんからビデ
オメッセージを、会場を提供してくださった昭和大学理事長
の小口勝司氏には会場でご挨拶いただきました。基調報告
は前世話人の紙谷雅子さんが行い、基調講演は弁護士で元
国連女性差別撤廃委員会委員長の林陽子さんが「世界はど
う変わったのか〜北京会議から 25 年目を迎えて」と題して、
国際婦人年のテーマ「平等・開発・平和」に沿って日本の課
題について話をされました。世界各国の取り組みと比べると
日本は周回遅れとなっていることを指摘し、最後に、日本に
おけるこれからの女性運動に期待されることとして、「現場の
声を吸い上げて政策提言につなげていく力をつけていくこと」
と述べられました。私がコーディネーターを務めたパネルディ
スカッション「私たちは黙らない、共に希望ある社会へ」は、
３人のパネリスト 浅井春夫さん（立教大学名誉教授、人間と
性教育研究協議会代表幹事）、打越さく良さん（参議院議員、
弁護士）、北原みのりさん（ラブピースクラブ代表、作家）に
加え、コメンテーターとして林陽子さんに参加していただきま
した。浅井春夫さんは「包括的性教育で希望を拓く〜人権・
性の多様性・ジェンダーの平等〜」と題し、日本におけるい
たずらに新しい知識を与えない方がいいという従来型の抑制
的性教育から、国際水準である包括的性教育に移行してい

2020 NGO日本女性大会の報告
 監事　前田佳子（2020NGO 日本女性大会 副実行委員長）

くべきである。ジェンダー平等を実現するためにはセクシャリ
ティ教育が不可欠であり、同意形成を土台にした性的関係が
対等な人間関係を築くことになると述べられました。打越さく
良さんは「コロナ禍であらわになったジェンダー不平等」と題
し、非正規雇用の７割を占める女性の失職増加、女性の自
殺者の急増、特別給付金が個人ではなく世帯主に支給された
ことで女性の手に渡らない問題を挙げました。ライフワーク
となっている選択的夫婦別姓制度の法制化に関しては、野党
が共同で法案を提出しているが未だ実現しておらず、世論の
高まりも必要と述べました。北原みのりさんは「フラワーデモ
の広がりから見えてきたもの」と題し、2018 年に明らかとなっ
た医学部受験女子学生差別に衝撃を受け、翌 2019 年 3 月
の複数の性暴力に対する無罪判決に抗議するためにフラワー
デモを呼びかけた行動を報告されました。フラワーデモは 1
年間で 47 都道府県での連帯行動につながり、その後相次ぐ
逆転有罪へと展開したことから、声を上げるために「あなた
の声を信じる場」を多くの人が求めていたと述べました。

3 人の全く異なる立場のシンポジストからの発言は「私たち
は黙らない」を軸に一つに繋がり、国際婦人年連絡会の今後
の活動目標が明確になり、参加者の間で共有されたと思いま
す。最後に大会決議が承認され、2020NGO 日本女性大会
は成功裡に終了いたしました。

2020NGO 日本女性大会決議　2020 年 11 月 8 日

1 法律に残っている差別を無くそう
1 包括的な差別禁止法を作ろう
1  めざせ 203050　  

政治分野における男女共同参画法の  
実効性を高めよう

1 ジェンダー平等をすすめる教育、機構を強化しよう
1  「平等・開発・平和」への取り組みを  

国際水準にしよう
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国際女医会通信
The Letter from Medical Women’s International Association （MWIA）

国際女医会のwebsite がリニューアルされました
� National�coordinator�前田佳子

22

のヒラリー・クリントン、The Daily Show（アメリカの 30
分間の政治風刺ニュース風のテレビ番組で、アメリカのコメ
ディ専門チャンネル「コメディ・セントラル」で毎週月曜日
から木曜日の夜にかけて放映されている）の共同制作者で
あり、ヘッドライターのリズ・ウィンステッド、テレビプロ
デューサーで RBG（ルース・ベイダー・ギンズバーグ最強
の 85 歳）の映画監督のベッツィ・ウエスト、体操の性的虐
待事件を担当し、ラリー・ナサールの懲役 175 年の刑を言
い渡したローズマリー・アクイリーナ裁判官らと共に暴力か
ら法改正、制度的、社会的変化まで語り合いました。

10 月 10 日：2021 年 8 月 19-21 日に延期された西太平洋
地域会議の代わりに国際女医会西太平洋地域と韓国女医会

（KMWA）が開催したバーチャル・シンポジウムに招待さ
れ、歓迎の挨拶をしました。

11 月 10 日：女性、天然資源、気候、平和に関する国連の
合同プログラム（UNEP、国連ウィメン、UNDP、PBSO / 
DPPA）が主催し、カナダ政府、ドイツ、ナウルが後援する
ハイレベルなイベントで、「女性、平和と安全保障のための
新時代」のパネリストを務めました。

11 月 28 日：ナイジェリア女医会（MWAN） CSW 64 イベ
ントで特別ゲストとして「女性のエンパワーメント、暴力行
為に対する思春期の少女、スティグマ、ステレオタイプ」を
テーマに開会の辞を述べました。

12 月 15 日：グローバルウーマン 4 ウェルビーイング
（GW4W）の主催の「女性、リーダーシップ、グローバル平
和構築に関する心と心をつなぐ会話」にパネリスト として
招待されました。

最後に 2020 年の終わりに、皆様にとって 2021 年がより良
い年となりますように、心から Merry Christmas ＆ Happy 
Holidays！」

３）西太平洋地域の活動

COVID-19 EXPERIENCE in the MWIA WPR:   
A Virtual Symposium

今年の西太平洋地域会議が来年に延期となったため、
2020/10/10（土）に韓国女医会主催の Zoom によるバーチャ
ル・シンポジウムが開催されました。会議はビジネスミー

COVID-19 の感染拡大は収束の目処が立ちません。しか
し西太平洋地域でもオンラインの会議が増え、むしろ以前
よりコミュニケーションが取りやすくなっていると感じます。
対面での会議を心待ちにしつつも、ピンチをチャンスに国際
活動を発展させる New normal な国際女医会にご期待くだ
さい。

１）�2020/12/1�国際女医会の新しいwebsiteが�
公開されました

前会長（前々会長？）の Bettina Pfleiderer 博士（ドイツ）
と Marissa Daniels 博士（オーストラリア）が中心となって、
MWIA website の完全リニューアルが行われました。トッ
プページは国際女医会 100 周年の集合写真です。

ぜひ https ://www.mwia.net にアクセスしてみてくださ
い。

２）2020年12月のニュースレターより

国際女医会会長 Dr. Eleanor Nwadinobi からのメッセージ

「この 12 月は私の会長就任 1 年を記念する月です（国際女
医会通信 No.19 参照）。今年は非常に興味深い学習、成功、
挑戦の年で、とりわけ重要だったのは COVID-19 パンデミッ
クの出現でした。会長としての私にとって 10 〜 12 月は非常
に忙しい四半期で、いくつかのエキサイティングなハイライ
トを紹介いたします。

10 月 2 日：世界中の指導者と協力して女性と女児の自
由な生活の人権を推進する NGO である Global Rights for 
Women 主催のイベントに参加し、女性と少女に対する暴力
を終わらせるための呼びかけを行いました。元米国務長官

https://www.mwia.net
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市民公開講演会
2020 年 11 月 8日　日曜 14 時～ 15時半　仙台市医師会館多目的ホール

演題「知って得するドライアイの話」
講師　国家公務員共済組合　東北公済病院　眼科　久保田久世先生

 宮城県女医会�学術担当理事　一迫理恵

自宅学習、テレワーク、テレビ視聴時間の増加で年代を問わず目を酷使する生活が続いています。今回、宮城県女医
会は公益社団法人日本女医会からの助成を受け共催で市民公開講演会を開催しました。

東北大学ドライアイ専門外来も担当されている久保田先生に『知って得するドライアイの話』のタイトルでお話し頂きま
した。ドライアイの自己チェック、眼科受診のすすめと眼科での検査についての説明。ドライアイの治療はオーダーメイド。
医師の指示に従い、目薬は用法容量を守って長く続けること。薬には副反応もあるが医師と相談してうまく付き合う事が
必要。自己判断で中止しないこと。自宅でできる対策には市販の点眼薬の活用、意識的に瞬きをするよう心がけること、
ホットタオル ( 火傷しない程度 ) で目の周りを温めることなどを教
えていただきました。また、関心のある方の多いサプリメントにつ
いても教えて頂きました。

講演後、参加者から質問も活発に行われました。今回は感染
対策に配慮し、椅子は間隔をあけて配置し窓も開放し、参加の
方々にはマスク着用と検温、アルコール手指消毒、連絡先記入に
ご協力をいただきました。その上で50 名を超える方にご参加頂き、
大変有意義な会となりました。

ティング（日本時間 13：30 〜 14：30）と COVID-19 関連シ
ンポジウム（日本時間 14：00 〜 17：00）の二部構成で、シ
ンポジウムには 97 人が参加しました。ビジネスミーティン
グでは、2022 〜 25 年の西太平洋地域の副会長に韓国女医
会前会長の Bong Ok Kim 博士が立候補し、承認されまし
た。COVID-19 関連シンポジウムでは韓国、台湾、オース
トラリア、中国、香港、日本、フィリピンからそれぞれの
経験を報告し、最後に韓国とオーストラリアから y-MWIA
の会員が報告を行いました。日本からは NC として私が
The Current Situation in Japan Where Gender Inequality 
Became Clearer in COVID-19”と題して報告し、最後に日
本のジェンダー不平等を解決するための提言を次のように
行いました。「様々な政策決定にジェンダーの視点を取り入
れることが急務である。特に日本における性的役割分担意
識の解消が重要で、そのためにはクオータ制の導入が必要
である」 。

西太平洋地域 Zoom 会議

2020/12/5（日本時間 15：00 〜 16：00）に各国の会長
または NC を中心に、定例 Zoom 会議を開催いたしまし
た。今回のホストはフィリピンで、フィリピン女医会副会
長の VivinaChiu 博士がフィリピン女医会の歴史と活動につ
いて紹介しました。フィリピン女医会は 1949 年に Fe Del 
Mundo 医師が設立し、今年で 71 年になります。活動として
はリーダーシップセミナー、ブロックセミナー、学会開催を
行なっています。また、子宮頸癌・甲状腺腫瘍・乳癌のス
クリーニング検査、サイバーポルノの小児被害者や DV 被
害者への救済なども行なっています。終わりのメッセージは
ナポレオン・ヒル（アメリカの作家）の言葉を引用していま
した。「もしあなたが素晴らしいことができないのなら、素
晴らしい方法で小さなことをしてください」。

次回は 2 月にオーストラリアがホストで開催予定です。

国際女医会西太平洋地域会議
Western Pacific Regional Conference 2021 of MWIA 
期　間：2021/8/19 〜 21
会　場： ミレニアム・ヒルトン・ソウル（韓国、ソウル）

★★★★★
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各機関の調査によれば、日本の 65 歳以上の約半数が
フレイルないしフレイル予備軍と言われていますが、適切
な生活習慣、運動等の対策により改善させることが可能
です。本書は、その方法や知識を一般の方向けに、五十
音の標語に表現してわかりやすく解説しています。例えば、

「あ」は「握力維持に握手で挨拶」、「に」は「日光を浴び
てにこにこ日内リズム」という具合。この標語を読み札とし
て、美術大学の女子大学生さんによるデザインの絵札と共
に、老人ホーム等を対象としたカルタも作成されました。

第 1 章は、標語ごとにフレイル予防のアドバイスがほん
わかとしたイラストと共に語られ、第 2 章ではフレイルの
基礎知識が解説されています。

著者の西山緑先生は日本女医会栃木支部の会員で、昨

本書のタイトルにある「ヒュゲ
イア」は、ギリシャ神話に登場す
る医術の祖アポロンの子であるア

スクレピオスの娘で、女性神であることから、女性の健康
を守る神、また「史上最古の女性医師」といわれています。

本書は、四半世紀にわたり女子学生の医学教育に携
わってこられた東京女子医科大学名誉教授の岩田誠先
生が、古今東西の女性医師の開拓者たち「Women Trail 
Blazers in Medicine」について、独自の考察から繙いて

『フレイル予防のあいうえお 今からはじめる健康長寿ライフ』
著 者：西 山 緑 　 発 行：幻 冬 舎 　 定 価：1 0 0 0 円 ＋ 税

『ヒュゲイアの後
す

裔
え

　女性医師の系譜 Women Tra i l  B lazers  in  Medic ine』
著 者：岩 田 　 誠 　 東 京 女 子 医 科 大 学 名 誉 教 授
発 行：中 山 書 店 　 　 電 子 版 定 価：1 , 6 0 0 円 + 税 　
K i n d l e  ペ ー パ ー バ ッ ク（ オ ン デ マ ンド 版 ）価 格：2 , 0 0 0 円 ＋ 税

 本のご紹介 副会長　馬場安紀子

年度の吉岡彌生賞受賞者で
あり、2 年前には長寿社会
福祉事業講演会『目指せ！
健康長寿』の講師を務めら
れました。西山先生からは、

「フレイルをはね返したいと
思っている人に、ぜひ読ん
でもらいたい」とのことで
すが、先生の様々な趣味
やエピソード、雑学豆知
識、地域での活動経験などの話題も満載で、患者指導の
際の参考にもなる本です。書店または書籍通販サイトでお
求めください。

おられる書籍で、ヒュゲイア以降、困難な道を切り拓いた
有能かつ勇敢な女性医師たちのエピソードと、系譜が語ら
れている内容です。

アメリカで最初の医学校を卒業、イギリスでも公的に最
初に医師登録された女性医師エリザベス・ブラックウェル
はもとより、日本では楠本イネ、そして日本最初の公許女
医となった荻野吟子以降の女性医師などが取り上げられて
います。ぜひご一読下さい。
 （文責・広報部）

本 書 に 登 場 す る お も な  W o m e n  T r a i l  B l a z e r s  i n  M e d i c i n e

ヒュゲイア，アグノディケー，アンティオキス，サレルノの淑女たち（ガルナ，メルクリアーデ），アレッサンドラ・ジリアーニ，ドロテア・ブッカ，アンナ モランディ・
マンゾリーニ，ビンゲンのヒルデガルト，マリー・コリネ，ドロテア=クリスチアーネ・エアクスレーベン，シャルロッテ・ハイラント= ハイデンライヒ フォン ジー
ボルト，レギーナ=ジョセファ・ハイラント，ルイーズ・ブルジョア，アンジェリック=マルグリット・デュ クードレ，マリー=ルイーズ・ラシャペル，マリー・ボアヴァン，
野中 婉，度会 園，森崎保佑，松岡小鶴，榎本 住，楠本イネ（伊篤），高場 乱，エリザベス・ブラックウェル，フローレンス・ナイチンゲール，マリー・ザク
ルゼウスカ，エミリー・ブラックウェル，ナデシュダ・スースロヴァ，エリザベス・ギャレット，メアリー・パトナム，マドレーヌ・ブレ，カトリーヌ・ゴンチャロフ，ソフィ
ア・ジェクス=ブレイク，ルーシー・シーウォール，メアリー・アンダーソン，エミリー・ボヴェル，マチルダ・チャプリン，ヘレン・エヴァンス，エディス・ピーチー，
イサベル・ソーン，ブランシュ・エドワーズ=ピリエ，オーギュスタ・デジェリヌ=クルムケ，荻野吟子，生澤クノ，高橋瑞子，松浦⾥子，本多銓子，岡見京子，
アナンディバイ，イスラムブーリー
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（（（理事会議事録）））
2020年度第3回理事会議事録

１．日時・場所
１．�日時　2020 年 7月18 日（土）  

午後 3 時 30 分〜午後 4 時 45 分
２．方法　zoom 会議　
３．出席者

　　理事　大谷智子 花岡和賀子
　　　　　青木正美 磯貝晶子
　　　　　木村友美 塚田篤子
　　　　　中田惠久子 馬場安紀子
　　　　　野村明子 樋渡奈奈子
　　　　　藤谷宏子 村上京子
　　　　　芳川た江子
　　監事　沖村英佳 前田佳子

２．継続審議事項
１．第66回定時総会について
 （芳川理事・馬場副会長）（継続）
　・ 馬場副会長より、総会の準備状況につき

報告があった。  
講師： 元獨協医科大学 産婦人科教授  

望月善子先生
　　演題： 更年期障害をテーマとした内容  

（子宮頸がんワクチンにも触れる）
　　託児： 希望があれば託児室を用意する。（申

込用紙に託児希望の有無を掲載す
る）

２．愛媛県でのブロック懇談会について
 （継続）
　・ 青木理事よりブロック懇談会の準備状況

について報告があった。
　・ なお、状況によってはオンラインでの開

催も視野に入れる。
３．賛助会員募集のチラシについて（資料１）
 （承認）
　・ 検討の結果、以下の修正を盛り込んだ内

容が承認された。
　　「キャンペーン等の」
　　→　「貴社のキャンペーン等の」

３．審議事項
１．�2020年度長寿社会福祉事業講演会の日
程について （継続）

　・ 2021年2月21日（日）、14日（日）、28日（日）
のいずれかで開催の予定。

２．�①シリィブライダルクリエイションから
の広告依頼について （樋渡理事）（承認）

　・ 検討の結果、同社に広告等の検討を依頼
することを承認した。

　　 ②Dr. 新井のめまい改善講座（WEB講座）
の案内について （承認）

　・ 検討の結果上記講座の案内をメーリング
リストで配信する旨が承認された。

３．�宮城県女医会からの公開講演会助成につ
いて （承認）

　・ 検討の結果、宮城県女医会からの以下の
申請について助成金の交付を承認した。

　　講演会名：『知って得するドライアイの話』
　　助成金額：50,000 円
４．�2020年度第 2回（6月）理事会議事録
承認 （承認）

　・ 2020 年度第 2 回（6 月）理事会議事録が
承認された。

５．2020年 6月会計報告承認 （承認）

　・2020 年 6 月会計報告が承認された。
６．新入会員について （承認）
　・6/18 〜 7/17 の新入会員 1 名が承認された。
７．その他�

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。
　　・ 事務局の夏季休業は以下とする旨報告

があった。
　　　8/12（水）〜 8/14（金）
　2）広報部報告
　　・ 樋渡理事より会誌240号（9/25発行予定）

について報告があった。
　3）ナショナルコーディネータ報告
　　・ 前田監事より、韓国での西太平洋地域

会議について中止の方向である旨報告
があった。

２．各委員会報告
　1）男女共同参画事業委員会
　　・ 磯貝理事より、前田監事も委員として

委員会に参画する旨報告があった。
　　・ 今年度の講演会についてはオンライン

での配信も予定している旨報告があっ
た。

　2）女性の健康支援事業委員会
　　・ 樋渡理事より今年度の講演会について

は検討中との報告があった。
　3）小児救急事業委員会
　　・ 中田理事より、現場の保育士等を対象

にオンラインでの講演会、HP での情報
発信などを検討している旨報告があっ
た。

３．対外的団体活動
　1） 前田監事より、国際婦人年連絡会の臨時

総会、および 2020 国内女性大会実行委
員会出席（7/1）に出席した旨報告があ
った。

４．その他
　1）新旧理事交流会延期について
　　・ 青木理事より、新旧理事交流会を 9/19

に延期とした旨報告があった。
　2）軽井沢セミナー中止について
　　・ 馬場副会長より今年度の軽井沢セミナ

ーを中止とした旨報告があった。
　3）今回の SNS を用いた理事会について
　　・ 青木理事より次回理事会は、会議用ア

プリ ZOOM を利用して理事会を開催す
る旨報告があった。

 以上

2020年8月

（（（臨時理事会�議事録）））
1．日時・方法
1．日時　 2020 年 8 月31日（月）  

午後 9 時 7 分〜10 時 5 分
2．方法　zoom 会議（40 分）→ LINE 電話
3．出席者

　　理事　 大谷智子 花岡和賀子
　　　　　馬場安紀子 青木正美
　　　　　磯貝晶子 木村友美
　　　　　塚田篤子 中田惠久子
　　　　　野村明子 樋渡奈奈子
　　　　　藤谷宏子 村上京子
　　　　　芳川た江子
　　監事　前田佳子 沖村英佳

２．議題
1．�ソーシャルメディア運用規程案について（資
料）

　　第 3 条の定款第 4 章に定める
　　→定款に定める
　上記に訂正することを、大谷が示し理事か
らの承認を得て運用規程が承認された。

2．�10月 3日　男女共同参画事業の公開講座
について

開催方式： コロナ禍による会場開催の中止、
ソーシャルメデイアを利用した下
記の配信方法への変更が提案され
た。併せて演者は承諾済みである
ことが青木理事より伝えられた。

①  同時配信ではなく、録画により編集し
YouTube による期間限定で配信。

②  会場キャンセル→撮影は 2 カメラで対談方
式を計画中。

③  経費は、講演料＋撮影関係経費にて 30 万
までに抑える。

④  案内は、次回の定期会誌に掲載する。（案
内を送付する郵送費の削減）

⑤  操作方法なども詳細に記載予定。（問い合
わせを受け付ける体制を整える。）

　・ 馬場副会長、樋渡理事より YouTube 配
信による炎上なども含め事態への対策に
ついての対処について質問→ SNS 担当理
事である青木理事を中心に対応する。

　・ 沖村監事より演者から書面での承諾を頂
くことが必要であるとの意見あり。

　・ 藤谷理事より編集した配信内容を理事、
監事、演者で共有し、異議がなければ
YouTube 配信すること。この意見が承諾
され、演者の承諾も同時に文書で頂くこ
ととした。

　・ 沖村監事より著作権、Copyright の確認
を行うことを、制作会社に問い合わせる
ように意見が出された。

3．配信方法について
　青木理事から事前に打ち合わせた 3 社につ
いて説明があった。①生配信を行う場合の見
積もり（96 万位）②株式会社「耳」の収録は
自社スタジオで行い編集配信（13 万位）③本
部事務所で機材を入れて収録し配信する場合

（39 万円位）が提示され、②の自社スタジオ
での収録する株式会社「耳」に委託すること
とした。
 以上
 文責　大谷智子
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（（（理事会議事録）））
2020年度第4回理事会議事録

１．日時・方法
１．�日時　2020 年 9 月19 日（土）  

午後 3 時 30 分〜午後 4 時 45 分
２．方法　zoom会議
３．出席者
　　理事　大谷智子 花岡和賀子
　　　　　青木正美 磯貝晶子
　　　　　木村友美 塚田篤子
　　　　　中田惠久子 馬場安紀子
　　　　　野村明子 樋渡奈奈子
　　　　　藤谷宏子 村上京子
　　　　　芳川た江子
　　監事　沖村英佳 前田佳子

２．継続審議事項
１．第66回定時総会について （継続）
　・ 馬場副会長より第 66 回定時総会の準備状

況について報告があった。
　・ 総会後の公開講演会の講師は、栃木支部

の望月善子先生に依頼の予定。
２．愛媛県でのブロック懇談会について
 （継続）
　・ 青木理事より、ブロック懇談会の準備状

況について報告があり、検討の結果、今
年度の開催は中止とすることが決定した。

　・ ZOOM を利用した他の地域での開催、ま
た医大生との懇談会等を模索する案等が
出され、今後の検討課題となった。

３．�2020年度長寿社会福祉事業講演会の日
程について （継続）

　・ 馬場副会長より、今年度の講演会の日程
を以下で検討中の旨報告あった。

　　2021 年 2 月 21 日（日）　または　14 日（日）

３．審議事項
１．�キャリア・シンポジウムの開催方法につ
いて

　・ 大谷会長より、8 月 31 日に開催された、
オンラインでの臨時理事会において決定
したキャリア・シンポジウムの開催方法
の報告が行われたほか、配信日程等につ
き検討が行われ、以下の通り決定した。

　　① 編集した配信内容を理事、監事、演者
で共有し異議がなければ YouTube 配
信する。（8/31 に承認済）

　　② 収録を 10 月 3 日に株式会社耳社内にて
行い、後日、10 月 15 日を目処に編集
内容のチェックを行い、10 月 23 日に
ZOOM で配信する。

　　③ 日本医師会への視聴者名簿の提出が義
務であるため、YouTube 配信前に事前
に申し込みのあった日本女医会会員限
定で ZOOM webinar 配信を行う。

 （承認）
２．�「国際セーフ・アボーションデー 2020�
Japan」への賛同団体の件 （承認）

　・ 前田監事より、「国際セーフ・アボーショ
ンデー 2020Japan」の賛同団体の登録が
提案され承認された。

３．2020年 7月、8月会計報告承認�（承認）
　・ 2020年7月、8月の会計報告が承認された。
４．2020年度第3回理事会議事録承認
 （承認）

　・ 2020 年度第 3 回理事会議事録が承認され
た。

５．2020年度8月臨時理事会議事録承認
 （承認）
　・ 2020 年度 8 月臨時理事会議事録が承認さ

れた。
６．新入会員について （承認）
　・ 7/15〜9/18の新入会員2名が承認された。

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。
　2）広報部報告
　　・ 樋渡理事より、会誌 240 号（9/25 発行

予定）の進捗について報告があった。
　3）ナショナルコーディネータ報告
　・ 前田監事より、国際女医会西太平洋地域

会議が正式に 2021 年 8 月 19 日から 21 日
に延期となった旨報告があった。会場は
韓国ソウルのミレニアム・ヒルトンの予
定。

２．各委員会報告
　1）女性の健康支援事業委員会
　　・ 樋渡理事より、今年度の講演会の講師

を検討中である旨報告があった。
　2）小児救急事業委員会
　　・ 中田理事より、今年度は講演会等を試

みたい旨の報告があった。
３．対外的団体活動（前田監事）
　1） 前田監事より、以下の提案と報告があっ

た。
　　①  2020NGO 国内女性大会の分担金につい

て
　　　・ 1 口 5000 円 × 4 口とし、20000 円を

分担する。
　　　・ 参加者希望者は 9 月末までに前田監

事に連絡のこと。
　　② 内閣府への第 5 次男女共同参画基本計

画に関する要望書を提出した。
　2） 前田監事より、国連 NGO 国内女性委員

会　役員会に出席した旨報告があった。
 以上

2020年10月

（（（臨時理事会議事録）））
1．日時　 2020 年 10 月15 日（木）  

午後 9 時〜午後 9 時 45 分
2．出欠席者
　出席：理事　大谷智子 花岡和賀子
　　　　　　　馬場安紀子 青木正美
　　　　　　　磯貝明子 木村友美
　　　　　　　塚田篤子 中田惠久子
　　　　　　　野村明子 樋渡奈奈子
　　　　　　　藤谷宏子 村上京子
　　　　　　　芳川た江子
　　　　監事　前田佳子
　欠席：監事　沖村英佳

3．議題
①��第 13回キャリア・シンポジウムの講演会
の評価についての報告

　講演時間が 1 時間 20 分と長く配信予定時間
を超えていることから、講演内容を内容ごと

に 11 の話題について分けて、各理事・委員で
点数評価を行い、評価点の高い話題を選び配
信することとした。評価点の高い３つの話題
とディスカッションの内容から必須の４つの
話題を配信予定とし講演時間は 56 分まで短縮
された。第二部が 15 分、開会の辞、閉会の辞
他で 5 分程度が加えられ、約 1 時間 20 分程度
になることを説明した。
意見：
・ 内容に偏りや政党名などがスライドでは強

調されているが、スライドを挿入すると二
画面になることや印象が強くなることを考
え、スライドは省くことを説明し理解を頂
いた。

・ 幹事長とのやり取りした話題を盛り込んだ
方が、望月さんの主張に合うのではないか
という意見あり。

・ 長時間にわたり配信することは、視聴者が
疲れてしまうことから短くした方がよいの
ではないか。

・ 望月さんの映画や本での内容は、唯一の女
性新聞記者として官邸で虐げられつつも、
取材を続け立ち向かっていくことを訴えて
いることから幹事長との話題は重要である。

　他にも多々のご意見を頂きました。

②  上記の配信前に添付資料を呈示することに
ついて

・ 資料の内容に 2020 年 10 月 3 日と年度を加
えた方が良い。

・添付資料を前後で画面に表示する。
・視聴画面の下にテロップで流す。
　⇒　 添付資料に表題と年度を追記し、視聴

前後で流すことに承認

③ 議題①の内容での配信について
　評価については、評点の採点どおりに配信
することで承認。

④ 今後の予定
　10 月 17 日土曜日の午後までに新たに編集
された収録が各理事、監事に送付されること
を報告した。
　　　↓
　細かな、内容についてのご意見は 10 月 19
日 10 時までに LINE で述べて頂き、担当委員
の方で決めることで承認をされる。
　　　↓
再校正し、10 月 23 日配信

⑤  日本学術会議の件についてステイトメント
を日本女医会から配信するかどうかについ
てご意見を頂いた。未だ様々なご意見があ
ることから、更に話し合って決めることと
した。

 文責：大谷智子

追記： 2. に関しては、編集者から撮影日時を
テロップで流すことと、雑音がかなり
消去されたことの連絡を頂いた。また、

「視聴される皆様へ」の文章は短縮され
るようにとの要望から、５つの文章の
下段３つの項目（政治団体と無関係で
あること・録画の禁止・ディスカッシ
ョンの短縮）を呈示することとしまし
た。
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　あけましておめでとうございます。
　感染症流行の最前線で診療されている先生方に心より感謝申
し上げます。
　2020年は文字通りCOVID-19に明け暮れました。密閉・密

集・密接を避けるため、日本女医会も5月の定時総会をオンラインで開催
し、その後の理事会はすべてzoom会議、10月の「第13回医学を志す女性
のためのキャリア・シンポジウム」は、初めてのオンライン・シンポジウ
ムとなりました。
　支部長の先生方には「年頭所感」に感染症収束、平穏な日々を願う言
葉をお寄せいただきましたが、COVID-19の新規感染者は増加しつづけ、
2021年1月8日二度目の緊急事態宣言が東京・埼玉・千葉・神奈川に発出
されました。
　ワクチンの有効性・安全性が確認されるまで、愚直に基本を守るしかあ
りません。ウイルスは目・鼻・口の粘膜から侵入します。私は顔を触りた
くなったらハンドソープで手を洗っています。
　皆さまのご無事を願っております。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
� （広報部　木村友美）
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● 訂正とお詫び ●
会誌 239 号 16 ページの理事会議事録につきまし
て、欠席となっております中田惠久子理事は出席
の誤りです。訂正してお詫び申し上げます。

寄附者一覧
（2020.9.1～ 12月末現在）（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。

栃木� 島田明美
千葉支部代表代理� 秋葉則子
神奈川� 野末悦子
杉並� 勝部令子
都下東� 瀬下由美子
静岡� 福田有佳
奈良� 松村美代
大阪� 阪口昌子

氏　名 支部 卒年

入会

石川由紀子 埼玉 平成 6年
志村葉子 埼玉 昭和 52 年
関口由紀 神奈川 平成元年
羽入田明子 新宿 平成 24 年

中川由紀 港 平成 3年

湯川理己 大阪 平成 19 年

入会
廣野誠子 和歌山 平成 12 年
堀田優希江 島根 平成 11 年

退会 19 名

物故
佐藤公光子 宮城 昭和 55 年
稲生　襄 神奈川 大正 7年
岸　清子 愛知県 昭和 29 年

 会員動静
（2020 年 9月 1日〜 12月末日現在・敬称略）

お子さん、お孫さんにぜひお薦めください

※ 詳しくは内閣男女共同参画局 HPをご覧ください。  
https://www.gender.go.jp/public/week/week.html
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