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巻頭言

世界的な流行で社会全体がコロナ禍に陥った 2020 年の
幕開けですが、日本女医会も多大な影響を受け第 65 回日本
女医会定時総会はコロナ禍の中で SNS（social networking 
service）を用いて行われました。代表理事（会長）選出は
改選された理事による互選により行われ、5 月 25 日の臨時
理事会にて承認され第 12 代日本女医会会長に就任すること
になりました。過去に就任された会長の先生方の立派な実
績を鑑みると責任の重さを感じる次第です。前会長の前田
佳子先生は、国内外の活動を多岐にわたり精力的に展開さ
れ、海外で多くの会員が参加された昨年の国際女医会にお
ける活躍は記憶に新しいことと存じます。しかしながら、コ
ロナ禍によりオリンピックの延期や国際会議ばかりだけでは
なく多くの国内での集会も規制されるようになりました。世
界的な社会変動により日本社会は大きなダメージを受け、諸
外国より遅れているネット事情が明らかになりました。した
がって日本女医会も速やかに対応していくことが急務であ
ると考えられます。選出された理事 13 名と経験豊富な監事
２名で改善すべき方針について検討し、今後に開かれる日
本女医会主催の講演会やブロック懇談会は、新型コロナウ
イルス感染状況が不透明なことから通常の開催が確約でき
ず、ソーシャルメデイア（Social media) による配信を計画
しています。10 月３日に行なわれる男女共同参画委員会企
画のキャリア・シンポジウムが初回の企画になります。新し
く SNS 担当を青木正美理事にお願いし、本部が一丸となっ
て準備を進めていますので、是非、ご視聴のほどお願い申
し上げます。参加するためにはインターネットの利用が必要

とされます。ネット環境に縁遠い会員の先生方も、この機会
に是非ご参加頂ければと思います。

さて、コロナ禍により日本女医会の国際的な活動が制限
されていることから、国内での事業の発展に視野をむけて
いくことを考えています。特に支部活動の発展と本部との
連携について充実させていくことを構想しています。現在、
47 都道府県の中で支部長が在任されている支部は 27 支部

（57.2％）にすぎず、約半数の地域で支部長が存在しており
ません。東日本は 19 支部中 15 支部（78.9％）に支部長が
在任していますが、西日本では 28 支部中 12 支部（42％）
と東高西低の傾向は数年前の状況と同じでした。支部長の
平均年齢は東西ともに 67 歳と相違はありませんでしたが、
60 歳代以下の支部長の割合は東日本地域では 15 名中 9 名

（60％）、西日本地域では 12 名中 9 名（75％）と西日本地域
の支部長の先生方は若い傾向にありました。この結果は今
後の発展を期待させる傾向とも捉えられます。日本女医会
の事業に女性医師への研究助成があります。毎年複数の優
秀な受賞者を輩出し、会員数が多いにも関わらず支部長が
不在であり、本部との連絡も途絶えている支部が存在しま
す。これらの支部には、支部内に存在する大学医学部と連
携した女性医師の会が活発に活動している特徴があるよう
です。各都道府県では日本医師会を主導とした女性医師支
援事業が、既に殆どの自治体で普及しています。これらの
女性医師支援事業と地域の女性医師の会の存在は個々には
存在していますが、地域間の繋がりはありません。これらの
各地域の団体と日本女医会が連携し、新たな未来を築くこ
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とが必要かと考えています。女性医師数は増えており、研
修医制度の変革から、出身大学以外の地域で勤務し開業す
る女性医師も多くなっています。全国規模で支援していく新
たな日本女医会の役割を見直していく機会を作り出していく
ことを会員の皆様と考えていきたいと思います。

また、日本女医会は、再来年（2022 年）に創設 120 周年
を迎えます。長く続いていた歴史を更に継続し発展させて
いくためには、過去に捉われない変革が必要です。まずは、
会員の皆様のインターネットを ON にしてみて下さい。

今後もご支援、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

ソーシャルメディアとSNSの違い
ソーシャルメディアとはインターネットを駆使し、人同士の

情報流通を元としたメディアのことで、万人が参加できる双
方向発信のメディアを意味します。SNS は、情報伝達するメ
ディアとは異なり、コミュニケーションをとることが目的の媒
体でソーシャルメディアの一つです。例えば LINE、Twitter、
Facebook などは SNS の代表的なものであり、YouTube など
は CNS（Contents Networking Service）とも解釈されており、
どちらもソーシャルメディアの一部です。

2020 年 5 月 17 日、第 65 回定時総会は、公益社団法
人日本女医会事務局に於いて、定刻通り午前 11 時 15
分に開会された。

なお、今年度は、新型コロナウイルス感染症に対す
る緊急事態宣言を鑑み、前田佳子会長、青木正美理事、
磯貝晶子理事以外の者は、通信用アプリ LINE にてオ
ンラインでの参加となった

馬場安紀子副会長による開会の辞が述べられた後、
総会成立が確認され、定款規程通り、オンラインを含
む参加者数 20 名、記名委任者総数 583 名で、会員総
数の 2 分の 1 以上の出席、及び委任が報告された。こ
れをもって総会の開会を宣言した。その後、2019 年度、
及び 2020 年 5 月 10 日までに物故された 14 名の会員に
対して黙祷が捧げられた。

会長挨拶では、在任期間中の活動、また新型コロナ
ウイルス感染症の各方面への影響などが述べられた。

報告事項は、馬場安紀子副会長より「第 65 回 定時

総会資料」に基づき行われた。
またナショナルコーディネータ報告は、前田会長から

通常の活動報告のほか、2019 年 7 月に開催されたニュー
ヨークでの国際女医会創立 100 周年記念会議参加の報
告、2020 年 10 月 8 日から 10 日に韓国において開催予
定の西太平洋地域会議の準備状況についての報告と参
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
議長に渡邉弘美会員（東京都支部連合会）、議事録署名
人に小関温子会員（神奈川支部）、竹並 麗会員（埼玉
支部）が任命され、議事進行がなされた。

その結果、承認第 1 号から第 3 号までが承認された
ほか、報告第 1 号から第 3 号の賛同を得て、すべての
審議、及び報告が終了した。

なお、今年度はオンラインでの開催のため各賞の表
彰は行われなかった。

第 65 回  公益社団法人日本女医会 定時総会

議　事
承認第 1号　2019 年度事業報告承認の件
承認第 2号　2019 年度収支予算報告の件
会計監査報告

承認第 3号　 役員選挙の結果、及び新役員の承認について
報告第 1号　2020 年度事業計画報告の件
報告第 2号　2020 年度予算の件
報告第 3号　 次期及次々期総会開催地に関する件



2020 年 9 月 25 日

日本女医会誌・復刊第 240 号　　3

受賞者の言葉

吉岡彌生賞

吉岡彌生賞から
さらなる飛躍に向けて

医療法人緑枝会にしやま内科クリニック

西山　緑

この度は、日本女医会より吉岡彌生賞を賜り、誠に光
栄で感謝の言葉はとても言い尽くせません。今年は新
型コロナの影響で世界的にも暗雲の年となりましたが、
私にとっては大変素晴らしい年になりました。受賞に当
たって、これまで支援していただいた皆様には心より感
謝申し上げます。

私が医学研究を始めた平成６年頃は日本の高齢化が
社会的課題となり、当時の教授から高齢社会に貢献で
きる研究を提案されました。そこで私は老年認知症と遺
伝子多型の関係を研究することにしました。しかし、そ
の当時所属していた公衆衛生学講座には遺伝子解析の
技術も機材も何一つないため、法医学講座で血液から
の DNA 抽出、PCR、遺伝子多型を同定する電気泳動
を一から学びました。そこから研究費を獲得して徐々
に研究機材をそろえ小さな実験室も作ることができまし
た。その研究成果が博士論文となりました。その後は、
ベーチェット病の遺伝子多型や長寿関連遺伝子多型な
どを研究しました。しかし、遺伝子解析から離れてデー
タ解析の研究をするようになり、数年前から宇都宮市介
護予防事業のデータ解析を行うこととなりました。折し
も、日本老年医学会から「フレイル」の定義が発表され、
この研究がそのままフレイル研究となりました。

昨年の３月には、日本女医会長寿社会福祉事業市民
公開講座にて「目指せ！健康長寿、握力は健康の指標、
食生活改善でフレイル予防を」と題して講演させて頂き
ました。それがきっかけとなり、日本女医会ホームペー
ジの「新しい診療とトピックス」に「フレイル予防の実
践と効果」を執筆しました。今年３月には獨協医科大
学を辞して、９月には一般向けの著書『フレイル予防の
あいうえお』と『フレイル予防かるた』が完成しました。
今年は、吉岡彌生賞受賞からさらなる飛躍の年となりま

した。
今後は、女性医師の鏡である吉岡彌生賞の名に恥じ

ぬよう、医師として精進したいと思います。最後に、皆
様のご健康とご多幸をお祈りしつつ御礼申し上げます。

荻野吟子賞

荻野吟子賞を受賞して

小関温子

2020 年（令和 2 年）5 月日 16 日、日本女医会総会開
催は新型コロナの拡散で会場での開催は LINE 会議と
なりました。

この日、私は荻野吟子賞を受賞させて頂きました。日
本女医会理事の先生方、会員の先生の御推薦を大変あ
りがたく感謝と共に感無量でございました。心から御礼
申し上げます。

原稿をとのことで、娘が女子医大を受験した折、面
接で、“どうして医学部を目指すのか”と吉岡博人学長
から質問を受けたそうで、荻野吟子が書かれている『花
埋み』を読んで女性医師になりたいと思いました。と答
えたそうです。私は『花埋み』を若い頃と今では感じる
ことも違うのではと新しい単行本を買い、3 日かけて読
みました。冒頭に「利根川は関東一の大河である。上
信越の山並みから流れ下ってきた雪解け水は、この北
埼玉俵瀬（たわらせ）に来て豊な水面をみせていた。」
と書かれ、荻野家はこの俵瀬の名主で、豪壮な邸は平
地の中の城のようだと表現されています。吟子は川上村
の豪農へ嫁いだのですが、間もなく実家に戻っていま
す。夫から膿淋を移され診察は男性医師、辱めで、い
つしか女医師になったら多くの女性が診察を受けられる
為にと医師への道を目指すも当時は女性の医学を学ぶ
場所すらなく大変な苦労をしたが、元来が聡明で賢く、
気も強い吟子は努力と多くの立派な医学、国文學者に
恵まれ、強固な意志と努力で公許女医第 1 号となり女
性社会運動でも活躍しましたが人生の後半はキリスト
教布教の男性との結婚から苦労を重ね、健康も害して
64 歳で亡くなりました。母校女子大創始者吉岡弥生は
荻野吟子を「女医制度創設に当って、荻野女史が偉大
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な功績のあったことは東京女医学会誌その他でも論ず
るところであり、また世上の新聞雑誌などに於いても述
べられているところであるからここでは申しません。何
事によれ創設者の苦心は筆舌につくしがたく、口舌の良
くするところでもない。」と述べ「女史が日本女医の先
駆者として尊敬すべきであるのみならず、日本婦人の社
会的地位向上するものとしての大先輩でありました」と
称賛しています。

この賞に恥じない女性医師として残された人生を送り
たいと思います。

学術研究助成 山﨑倫子賞

山﨑倫子賞を受賞して

神戸大学医学部大学院外科学講座食道胃腸外科学分野  

向山順子

この度は第 4 回山崎倫子賞という大変栄誉ある賞を
頂戴し光栄に存じます。日本女医会会長をはじめ、理
事の先生方、選考委員の先生方、関係者の皆様に深く
御礼を申し上げます。

私は術後再発が多く予後が不良な大腸癌のサブタイ
プである CDX2 低発現大腸癌について研究をしていま
す。ホメオボックス転写因子 CDX2 は腸管の分化に特
異的なマスター遺伝子であり、腸管上皮細胞の発生や
恒常性の維持において重要な役割を果たす遺伝子です。
これまでの研究で、同大腸癌が通常の大腸癌とは異な
る特有の遺伝子特性を持つことを明らかにしてきまし
た。本研究ではさらにヒト大腸癌異種移植マウスなどを
用いて薬剤負荷試験を行うことで、同大腸癌に対する
最適化治療の探索を行います。

CDX2 低発現大腸癌は根治切除後の再発リスクが高
い「外科的治療だけでは治癒が難しい癌」です。早期
の化学療法導入により大きく予後が改善する可能性が
示されつつありますが、臨床試験の導入には多くの基
礎生物学的エビデンスの蓄積が不可欠です。消化器外
科医として、同大腸癌の予後改善に向けた研究を推進
することに強い使命感を感じます。今後も physician、 
scientist として、臨床と研究の両方向から大腸癌診療
への貢献を目指していく所存ですので、ご指導ご鞭撻
のほど宜しくお願い致します。

学術研究助成

第40回学術助成を賜り
国立がん研究センター希少がん研究分野　研究員

野口　玲

この度は貴会の第 40 回学術研究助成を賜り、大変光
栄に存じます。また、貴会の関係各位ならびに選考委
員会の諸先生方にこの場をお借りして心より感謝申し上
げます。私は母校の東京女子医科大学で初期研修医・
循環器内科医として勉強させていただいた後、論理的
に物事を考えられるように大学院で勉強し直すために外
に出ました。そこで、希少がんのゲノム解析というテー
マに出会いました。希少がんのゲノム解析のみでは患
者さんの役に立つためには道のりがかなり遠いと実感し
ました。そのためには希少がんの希少性によるモデル系
がなく、前臨床試験が難しい背景、それに伴い、薬剤
開発を行うことも難しいという問題点に対するため、現
在の所属先へ異動し、希少がんのモデル系の作製、そ
れらを用いた病態解明と既存薬適応拡大を目指した治
療法の開発を行っております。貴会からいだたきました
助成金によるサポートにより、独創的かつ興味深い知見
を得ることが出来ております。今後はさらに研究を発展
させ、この貴重な研究助成を通して得られた成果が希
少がんの治療薬開発に役立ち、社会貢献という形で貴
会への恩返しができるよう、日々精進して参りたいと考
えております。今後ともご指導賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。

学術研究助成を受賞して
東北大学 加齢医学研究所 モドミクス医学分野

二口亜希子

この度は栄誉ある貴法人より、第 40 回学術研究助成
に採択いただきまして、心より御礼申し上げます。緑内
障は本邦の推定患者数が 500 万人と有病率が高く、更
に中途失明原因第一位でもあり、その社会的意義がま
すます高まっている眼疾患です。なぜ緑内障が発症す
るのか、そしてその進行については未解明の部分が多
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く、エビデンスのある治療法は眼圧下降のみです。私は
これまで緑内障に苦しむ患者さんの診療を行ってきた中
で、基礎研究・サイエンスの観点から貢献したいと思
うようになり、2017 年より本助成をいただきましたテー
マであります、RNA 修飾の網羅的な解析である「RNA
モドミクス（Modification + Omics）」と緑内障病態に
ついての研究を開始いたしました。採択通知を拝受い
たしました際の喜びと身の引き締まる思いを大切に、研
究成果を医学、そして社会へ還元できるように、これか
らも熱意と責任を持って日々精進していきたいと思って
おります。

第５回学術研究助成 溝口昌子賞

溝口昌子賞を受賞して

杏林大学医学部　脳神経内科学

市川弥生子

この度は、第 5 回溝口昌子賞を賜り光栄に存じます。
日本女医会の理事ならびに選考委員の先生方、ご推薦
頂きました渡邉弘美先生、清水優子先生に心より御礼
申し上げます。　

私が医師となった平成の初めは、大学の臨床医学教
室において、溝口昌子先生のように指導的な立場でご
活躍されている女性医師は、とても少ない状況でした。
神経内科学 (neurology) が日本で本格的に始まって約
25 年経過した頃で、neurologist を育成する大学・病院
はまだ限られておりました。神経内科創設後しばらくの
間、女性医師の入局が閉ざされていた大学もあり、他の
診療科を経たのちに、神経内科学を学ばれたというお
話も伺いました。しかし、私が研修して進路を考える頃
には、門戸は開かれ、男女を問わず、厳しいながらも熱
心な指導を受けるができました。日本の神経内科分野
のパイオニアとして道を切り開いてくださった山本纊子
先生、清水夏繪先生をはじめとする先輩方のご活躍と、
ご努力の賜物と存じます。

溝口昌子先生は、ご自身で道なき道を切り開いていか
れる過程で、困難な状況にあっても、臨床および研究
を続けることの大切さを実感され、本賞を設立されたこ
とと存じます。受賞を励みに、今後も、日々の臨床で出
会った症例がどのような機序で生じているかを常に考
え、その本質を突き止めるべく、研究を続けていきたい

と思います。教育や社会貢献にも力を注いでいく所存で
す。

昨年、New York で開催された国際女医会（MWIA）
創立 100 周年記念会議に出席いたしました。世界中か
ら 1000 名を超える出席者があり、明るく闊達な女性医
師の姿に研究の学会とはまた異なる刺激を受けました。
国際女医会に参加できるのも日本女医会の醍醐味の一
つと存じます。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。

第2回 山本纊子賞

山本纊子賞を受賞して

昭和大学横浜市北部病院泌尿器科

平松　綾

この度は、栄誉ある山本纊子賞を賜り、大変光栄に
存じます。

山本纊子賞は、平成 29 年に逝去された山本纊子元会
長のご遺志により寄附された基金から、大学病院または
総合病院などに常勤医として勤務している女性医師の
海外におけるグローバルな活躍の助成を目的とした賞で
す。

私は 2010 年に浜松医科大学入学、卒後昭和大学病院
にて 2 年間の初期研修を行いました。2018 年に昭和大
学医学部泌尿器科学講座に入局し、2019 年 3 月にアメ
リカ、ハワイ州で行われた環太平洋外科系学会にて初
めての海外発表をしました。現在は昭和大学横浜市北
部病院泌尿器科にて研鑽に励んでおります。

このご時世でもあり海外での学会発表はなかなか難
しい状況ではございますが、今回の受賞を励みに、さら
なる発表や英語論文作成に取り組んでいきたいと思い
ます。微力ではございますが日本女医会の発展ならび
に社会に貢献できるよう精進いたしますので、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。

最後になりましたが、日本女医会の理事並びに選考
委員の先生方に心より御礼申し上げます。
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１）支部の活動報告

埼玉支部：竹並　麗　支部長

4 月から支部長を引き継いだ途端に COVID-19 による
緊急事態宣言が発令され埼玉支部の理事会も延期が続
いています。7 月 12 日に総会を予定していますが、総
会資料につきましては前年度までの形式を踏襲して事
業報告、事業計画、決算書、予算書を自分で作成し理
事の先生に見ていただいて訂正し完成させるしかない
状態です。7 月 12 日までに収束に向かわなければ本部
に倣って理事だけでの総会もありかと考えております。
ただ、いろいろなお考えをお持ちの先生がいらっしゃる
ので慎重に決めたいと思います。

青森支部：高橋英子　支部長

○ 支部総会で公開講座「誰にもできる CKD 対策」開催、
講師島田美智子先生
○�弘前市医師会報巻頭言に「青森県女医会の活動」を

掲載
○�映画「一粒の麦、荻野吟子の生涯」の入場券を購入し、

会員に配布した
○�「白井光子＆ハルトムート・ヘル　リートデュオリサ

イタル」協賛
○�青森県女医会に 4 名入会、3 名退会、日本女医会へ

の入会はゼロ

長崎支部：黒﨑伸子　支部長

映画「一粒の麦、荻野吟子の生涯」を可能であれば、
医学部内の会場で、学生や一般市民対象で、上映会を
実施したいと計画中です。

北海道支部：新谷朋子　支部長

2019 年に第 63 回定時総会を開催した時には、1 年後
に新型コロナウイルス感染症の影響で緊迫した医療現場
に自粛の毎日が来るとは予想されず、皆様とのエクスカー
ション、懇親会等を懐かしく思っています。北海道は２

月の雪祭りで武漢からと思われる感染流行の後、早期の
休校と自粛が奏功しました。現在は院内感染からのクラ
スターによる第二波が続いています。病院では所属科に
関係なく、感染外来、救急外来担当の総力体制、開業医
も札幌市で PCR 検査が担当となり、医療従事者のスト
レス、メンタル面でのサポートも必要になると思います。
 4 月 18 日に予定していた総会は中止となり、メールで
の連絡、決議になりました。今後の会員との交流、発
信などの方法を模索しております。

栃木支部：山崎トヨ　支部長

栃木支部は昭和 32 年に 36 名の会員で発足、70 名を
超えた時期もありましたが、現在の会員数は 48 名。最
近は獨協医大や自治医大の若手医師の入会者が増えて
います。毎年 11 月に支部総会・研修会を開催しており、
数年前には荻野吟子ゆかりの地を巡る日帰りバスツアー
を開催し楽しい一日を過ごしました。

栃木支部では 1998 年に第 43 回定時総会を開催し、
会員 126 名と非会員 150 名が参加しました。2021 年 5
月に第 66 回定時総会を開催する予定です。

東京都支部連合会：渡邉弘美　連合会会長

今年は本部役員の改選がある年にあたり、東京都か
らも新顔 2 名を含め 5 名の候補者を出しておりますの
でよろしくお願いいたします。女性医師の数は増加して
いながら、中々会員が増えないのが悩ましいところでは
あります。私共が女医会の先輩の諸先生にお声をかけ
ていただいて世界が広がり素晴らしい仲間が増えたよ
うに、現役で活躍中の次世代の先生にも地道にお声を
かけて活動の輪に加わっていただく努力を重ねておりま
す。日本女医会では同窓だけでは得られない多くの刺激
を受け、そこから人脈も広げることができる楽しみもあ
ります。東京都支部連合会が掲げる「親睦・学術・社
会貢献」の 3 本柱を軸に、ポストコロナ時代に、新型
コロナウイルスも含め、様々なものや人とどのように共
存していくかを女性医師の特性を活かしつつ考えていき
たいと思います。それには発想の転換、パラダイムシフ

今年度は、変則的開催方法となりました定時総会に準じて、支部・本部連絡会もまたメールによる支部の先生
方のご投稿というかたちで開催させて頂くこととなりました。ご投稿を頂きました先生方には厚く御礼申し上げ
ますとともに、ここに改めて掲載をさせて頂き、会員の皆様へのご報告とさせて頂きます。� （広報部）

バーチャル支部・本部連絡会 2020
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トとそれを紡ぎ実践する力が望まれます。「関東連合会」
での繋がりを築く夢を実現させたいと考えております。
 

２）ご意見・ご要望・ご質問

日本第一号の女医荻野吟子先生の生涯を描いた山田
火砂子監督の映画会社の現代ぷろだくしょんから

の緊急告知を拝見しました。初期の女性医師はいばら
の道を歩み、共感、団結し成長していったのでしょうが、
確かに今はそんな苦労もないのかも知れません。今回の
COVID-19 は現在働いている医師は経験したことのない
悲劇と戦い、男女の性差は全く関係なく力を合わせてい
ます。日本女医会員の皆様には各方面からお願いがあ
ると存じますが荻野吟子先生の映画を守るのは日本女
医会の使命だと思います。全会員に緊急告知していた
だきたいと思います。 埼玉支部：竹並　麗　支部長
回答　　現在メーリングリスト（ML）に登録していただ
いている会員数がまだ少なく、郵便以外に会員全員に周知
する手段がありません。今後MLの充実を図っていきたい
と思います。また、各支部には支部長の先生から情報発信
をしていただけますと助かります。

山本纊子前会長の時に「理事の偏在を是正し、各地
区会員の意見を反映しやすくする」目的で変更さ

れた理事選挙ですが、以前と比べて理事の人数が減り
多様性がなくなることが心配されます。同じブロック内
で支部同士の交流がなく、理事の推薦に支障が出てお
り、また支部の会員が少ないと立候補が不利となってい
ます。同ブロック以外の会員を推薦するために全国枠を
設けていただきたい。

日本女医会に若い人が参加し、発展していくことを願
い、協力していきたいと思っています。
� 青森支部：高橋英子　支部長
回答　　役員選挙の方法に関しては様々な意見がある

ことは承知しております。まずは郵送による投票が可能に
なったことは大きな進歩と考えております。
理事の定員はあくまで上限数であり、必ずしも定員を埋

める必要はありません。また定員は以前の役員数を踏襲し
ており、現在の会員数を考えると、定員の設定は多すぎる
のかもしれません。今後もより良い形にしていけるよう検
討を重ねていきたいと考えております。
ブロック内の会員の交流を深めていただくことは日本女
医会の活性化にもつながりますので、選挙のためだけでな
く、ぜひ積極的に行っていただきたいと思います。

今年度はすぐには無理かも知れませんが、若い女性
医師に対するオンライン講座（セミナー）などの

開催を提案します。竹並先生がご指摘のメリットになる
かどうかわかりませんが、「全国の第一線で活躍する先
生方とつながることができる」「諸先輩の経験から、キャ
リアプランの参考になる」などから、さらには、「同世
代の女性医師としての経験をシェアできる」などを提案
できるのではないでしょうか？　Zoom は、スマホで簡
単につながるので、若い方々は、オンライン飲み会など
に活用しているようです。
 長崎支部：黒﨑伸子　支部長
回答　　オンライン講座に関しては北海道の新谷先生か

らもご提案いただいております。今回も講演会をオンライ
ンで行うことも検討しておりましたが、実現できず残念に
思っております。今後の課題として準備を進めたいと思い
ます。

日本女医会でも Web による講演会などを企画してい
ただければ、北海道の会員も参加できると思います。

� 北海道支部：新谷朋子　支部長

回答　　Web講演会に関しては長崎の黒㟢先生からも
ご提案いただいております。今回も講演会をオンラインで
行うことも検討しておりましたが、実現できず残念に思っ
ております。今後の課題として準備を進めたいと思います。

日本女医会の活性化には会員数の増加が大切です。
退会者が増えていることはとても残念です。支部で

の活性化の試みとして、気楽な雰囲気の少人数の会で
大学病院や市中病院の若手女性医師とベテラン開業医
女性医師が専門分野について勉強会を行うことを考え
ました。

功労会員・永年会員の新設は良かったと思います。
定時総会に交通費の補助をすることで参加人数を増や
し、交流を深めることはできないでしょうか。

支部の会員からは「第 65 回定時総会は延期にしても
良かったのではないか」という意見がありました。

公益法人としての会の運営は非常に大変な時期と推
測します。多くの事業をボランティアで行っていること
に敬意を表します。 栃木支部：山崎トヨ　支部長
回答　　日本女医会は公益社団法人のため行政庁への書
類の提出は所定の期限内への提出を求められております。
今回の定時総会は延期を前提に準備を進め、内閣府との
折衝を行いましたが許可が下りず、結果として縮小開催と
なってしまいました。ご期待に添えず申し訳なく思ってお
ります。
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定時総会への交通費の補助ですが、現状の日本女医会で
は残念ながら経済的に現実的ではないと考えます。また、
公益法人の本部が主催の定時総会へ参加する特定の会員に
対して、特別な理由なく交通費補助を行う事は困難と考え
ます。支部としてなんらかの補助を検討していただく事は
可能でしょうか。

私は早い段階での総会の開催形式の検討をご提案し
たのですが、総会を役員だけでするという結論が

出されるまでかなり時間がかかった理由を教えていただ
きたいと思います。早い段階での、オンライン会議開催
を決定しておけば、その前に 30 ～ 60 分のアクセスの
ためのトライアル会議も実施できたのではないかと思い

ます。� 長崎支部：黒﨑伸子　支部長
回答　　以前にもご質問をいただきお答えしたように、
定時総会の完全な形での開催のために延期を前提に内閣府
と交渉を行っておりました。担当者が交代し、そこに内閣
府の在宅勤務も加わりやり取りに時間がかかってしまいま
したが、最終的には定時総会の延期は認めていただけませ
んでした。オンライン会議の周知、準備は対象人数にもよ
りますが、ご存知のように無料で進めるには限界がありま
す。またメールの対応も難しい会員も沢山いらっしゃるこ
とから、全員を対象として開催するにはまだ障壁がありま
す。次の災害や感染症流行を想定して準備をしていく所存
です。

2020 年度　新役員紹介
　会　長　 　副会長　 　部　 　理　事　

大谷智子

馬場安紀子

庶　務

芳川た江子 青木正美 野村明子

花岡和賀子

広　報

樋渡奈奈子 木村友美 中田惠久子

会　計

塚田篤子 藤谷宏子

学術部担当は
大谷智子会長が

兼任

学　術

磯貝晶子 村上京子

　監　事　

前田佳子 沖村英佳
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副会長に就任して
花岡和賀子

2020 年初に中国から流行が始まった、新型コロナウ
イルス感染症が、あっという間に世界中に拡がりまし
た。5 月のゴールデンウイーク頃にはピークを超えて落
ち着くのではないかという予想が外れて、東京オリン
ピックも延期になってしまいました。

5 月に予定されていた東京での日本女医会総会は、役
員改選の年にあたり、なんとか開催したいと、開催時期
の延期などいろいろ検討されましたが、いつ収束するか
もわからない状況でオンラインを使っての役員が中心の
開催となりました。そんな異例尽くめの総会、新理事会
に於いて大谷新会長のご指名をいただき副会長を拝命
いたしました。私は東京都支部連合から推薦をいただ
いて理事 4 期目になります。百年を超える伝統ある日本
女医会を、微力ながら大谷会長を支えて、女性医師と
しての活動を内外に発信して行きたいと思っています。
女性医師が増えていますが、まだまだ社会には男女不
平等など、より活躍するには多々障壁があると感じてい
ますので、皆様と共に考え、道を広げていければと思っ
ています。よろしく御支援をお願い申し上げます。

新理事就任のご挨拶
木村友美

このたび、初めて理事に就任いたしました木村友美
です。伝統ある日本女医会で働かせていただけることを
光栄に思っております。

私は、平成元年東京女子医科大学を卒業し、東京女
子医科大学神経内科に入局、大学病院と関連病院に 20
年勤務し、現在は東京都豊島区でクリニックを開業しな
がら、東京女子医科大学脳神経内科非常勤講師を務め
ております。

新型コロナウイルスの流行で、私達の生活は変わって
しまいました。他人に会わなければ感染しませんが、社
会経済生活は送れません。マスク、検温、消毒が日常
的なことになり、医療体制の充実が重要であることを誰
もが再認識していますが、医療従事者にもいろいろ困っ
たことが起きています。
・ N-95 マスクや防護服がなくても、発熱患者を診察しな

ければならない。
・ 患者の受診が減って収入が落ち込み、家賃や従業員の

給料の支払いが苦しい。
・外来アルバイトができなくなった。
・子どもを預かってもらえない。

私が困っていることは、誰かも困っていること。感染
症対策にしても、コロナ禍の陰で悪化している基礎疾
患の診療にしても、生活していく上でも、正しい知識と
情報を共有することが必要です。

会員の先生方のお役に立てるよう、尽力したいと思い
ます。どうぞ宜しくお願いいたします。

日本女医会理事に就任して
野村明子

私の母は女子医専出身で、至誠会第二病院の院長を
していたこともあり、その母の影響を受け女医への道を
選びました。私はなるべく母の影響が及ばない新設の
北里大学に入学し、日本医大で研修致しました。研修
後は、ひたすら両親の経営する病院で診療に明け暮れ
ておりました。当時はまだ医師会のＢ会員で、父からは
医師会のＡ会員になると医師以外の用事が多すぎて診
療に差し支えると、50 歳過ぎるまで、医師会の会合に
はほとんど出席させてもらえず、ましてや女医会の会合
などもっての他と、出席を許してもらえたのが 2000 年
くらいです。

その私が青井禮子先生と山口いづみ先生に推薦し
て頂き、葛飾区医師会の理事に就任させて頂いたのが
2005 年、それ以来日本女医会の会合にも度々お誘い頂
きました。そして、かつてないコロナ流行の本年 2020
年に渡邉弘美先生と青木正美先生に日本女医会の理事
に推薦して頂きましたことは、これも何かのご縁ではな
いかと思い、私でお役に立てることがあればとお引き受
け致しました。

近年、我々を取り巻く自然環境もさることながら、我
が国の医療体制や医師に求められるものが、年々著しく
変化してきていると感じております。こんな時代に、診
療の現場しか知らない私に、何かお手伝いできることは
あるのだろうかと、甚だ心もとない状況ではありますが、
大谷智子会長始め各理事の先生方の足を引っ張らない
よう精一杯勤めさせて頂く所存です。

新役員ご挨拶
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　2020 年 5 月 17 日 ( 日 ) 午前 11
時 15 分より、公益社団法人日本
女医会事務局（東京都渋谷区千駄
ヶ谷 1 丁目 3 番 19 号　 ロワレー
ル千駄ヶ谷 202 号室）に於いて第
65 回定時総会が開催された。
　本年は新型コロナウイルス感染
症に対する緊急事態宣言を鑑み、
前田佳子会長、青木正美理事、磯
貝晶子理事以外の者は、通信用ア
プリ LINE にてオンラインでの参
加となった。

開会の辞
　馬場安紀子副会長より、開会の
辞が述べられた。
　司会の塚田篤子理事より 2020 年
3 月 31 日現在の会員総数 1,060 名
に対し、出席者数 20 名、記名委
任者数 583 名、合計 603 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、出席
が会員総数の 2 分の 1 以上に達し
ており、本総会が成立する旨の報
告があり、開会を宣した。

黙祷
　2019 年度中に物故された会員 14
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
長より挨拶があり、在任期間中の
活動、また現在の covid-19 の影響
等などについて述べられた。

報告
1） 馬場安紀子副会長より、「第 65

回 定時総会資料」に基づき会
員動静、第 64 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
前田佳子会長より、通常の活
動報告のほか、2019 年 7 月に
開催されたニューヨークでの
国際女医会創立 100 周年記念会
議参加の報告、2020 年 10 月 8
日から 10 日に韓国において開
催される予定の西太平洋地域
会議の準備状況について報告
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、質問がなかっ
たため、引き続き議長団、及び議
事録署名人の選出に移った。

議長団選出
　司会より参加者に対して議長
団、並びに議事録署名人の推薦に
ついて会長一任を諮ったところ、
異議がなかったため、議長に渡邉
弘美会員、議事録署名人に小関温
子会員、竹並 麗会員が指名され、
選出された。

議事
【承認第1号】

2019度事業報告承認の件
　馬場安紀子副会長より、「2019
年度事業報告」に基づき説明が行
われた。
【承認第2号】
2019年度決算報告書承認の件
　諏訪美智子副会長より「2019 年
度収支計算書」に基づき説明が行
われた。
【会計監査報告】
　沖村英佳監事より、2020 年 4 月
に慎重かつ厳正な会計監査を実
施し、その結果、適法かつ正確で
あることを確認した旨が報告され
た。

　議長は承認第 1 号、及び第 2 号
について採決に入り、異議がなか
ったため議長は、承認第 1 号、承
認第 2 号議案は原案の通り承認さ
れた旨を述べた。

【承認第3号】
2020年度役員選出
　角田由美子選挙管理委員長か
ら、今回は各地区すべてにおいて
立候補者が定員内であったため、
無投票選挙となったことが報告さ
れ、2020 年度期の理事、及び監事
の氏名が読み上げられた。
　その後、議長が立候補者の承認
の可否を求めた。その結果、承認
多数が認められ、角田委員長は下
記の 2020 年度役員が承認されたこ
とを宣した。

公益社団法人日本女医会　第65回定時総会議事録

監事就任の挨拶
前田佳子

前期まで 10 年間理事として、直近の 3 年２ヶ月は代
表理事として日本女医会の運営に携わってまいりまし
た。任期期間中は多くのご支援をいただき、心より感謝
申し上げます。

今期からは監事の任を仰せつかりました。新型コロナ
ウィルス感染拡大によって世界中が行動変容を強いら
れています。日本女医会も社会の変化に合わせて活動
形態の変容が必要になっていると感じます。このような
過渡期においても、公益法人の運営が滞りなく遂行され
るよう、監事として理事の職務執行の監査を行ってまい
ります。
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＜理事＞
樋渡奈奈子（宮城支部）
磯貝　晶子（神奈川支部）
塚田　篤子（栃木支部）
中田惠久子（埼玉支部）
馬場安紀子（栃木支部）
青木　正美（中央支部）
大谷　智子（荒川支部）
木村　友美（豊島支部）
花岡和賀子（中野支部）
野村　明子（葛飾支部）
村上　京子（愛知県支部）
芳川た江子（大阪支部）
藤谷　宏子（大阪支部）
＜監事＞
前田　佳子（神奈川支部）
沖村　英佳（外部監事）

【報告第１号】
2020年度事業計画の件　
　馬場副会長より ｢2020 年度事業
計画 ｣ に基づき説明があった。

1．研究助成
　第 41 回学術研究助成の実施。
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
　2020 年 10 月 3 日に第 14 回キャ
リア・シンポジウムを開催予定。
3．日本女医会吉岡彌生賞
　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
　長寿社会福祉委員会による講演
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
　市民公開講座等への助成。
6．荻野吟子賞
　荻野吟子賞の実施。
7．国際女医会活動
　2020 年 10 月 8 日～ 10 日に韓国
ソウルにお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
　第 24 回ブロック懇談会を 2020

年 11 月 22 日に愛媛県松山市で開
催予定。
9．女性の健康支援事業
　講演会を開催予定。
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
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
2．ホームページの更新と活用
　議長は報告第 1 号についての賛
同の可否を問い、とくに発言はな
かったため、報告第 1 号を賛成多
数とする旨を述べた。

【報告第2号】
2020年度予算の件
　諏訪美智子副会長より「2020 年
度収支予算書」に基づき説明が行
われた。
　その後、議長は報告第 2 号につ
いて賛同の可否を問い、とくに発
言はなかったため報告第 2 号を賛
成多数とする旨を述べた。

【報告第3号】
次期及び次々期総会開催地に関す
る件
　前田佳子会長より、次回の第 66
回定時総会は 2021 年に栃木県宇都
宮市において、5 月 16 日に開催さ
れる予定である旨が述べられた。
　また次々期は、東京での開催予
定である旨が述べられた。
　議長は、以上をもって第 65 回
定時総会の議案のすべての審議が
終了した旨を述べて、審議を終了

した。

表彰
1）日本女医会吉岡彌生賞
＜医学に貢献した女性医師部門＞
西山　緑（獨協医科大学　地域医
療教育センター教授）
2）荻野吟子賞
小関温子　（小児科小関クリニッ
ク院長）
3）学術研究助成授賞者
二口亜希子（東北大学加齢医学研
究所モドミクス医学分野 助教）
野口　玲（国立がん研究センター
希少がん研究分野　研究員）
＜第 4 回 山﨑倫子賞＞
向山順子（神戸大学大学院医学研
究科食道胃腸外科学分野　医学研
究員）
＜第 5 回 公益社団法人日本女医会 
溝口昌子賞＞
市川弥生子（杏林大学医学部 脳神
経内科 准教授）
＜第 2 回 公益社団法人日本女医会 
山本纊子賞＞
平松　綾（昭和大学横浜北部病院 
泌尿器科）

功労会員　該当者なし
永年会員　全 16 名
　　　
閉会の辞
　諏訪副会長より、閉会の辞が述
べられた。

午後 12 時 10 分閉会
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国際女医会通信
The Letter from Medical Women’s International Association （MWIA）

西太平洋地域会議は2021年8月に延期になりました
� National�coordinator�前田佳子

21

告がありました。西太平洋地域からはオーストラリアの Dr. 
Desiree Yap が西太平洋地域加盟国のそれぞれの取組みを
まとめ、素晴らしい報告を行いました。終わりには前会長の
Dr. Bettina Pfleiderer、財務担当の Dr. Helen Goodyear、
事務局長の Dr. Padmini Murthy がそれぞれ挨拶をしまし
た。

国際女医会西太平洋地域会議	 	 	
Western	Pacific	Regional	Conference	2021	of	MWIA	

私たちが楽しみにしていた３年に一度のお祭りは、
COVID-19 感染拡大の収束のめどが立たないため、来年の
夏のお楽しみとなりました。心待ちにした分だけ、より楽し
い会議になることでしょう。今から日程を手帳に書き込んで
おいてください。会議の詳細は決まり次第報告させていただ
きます。

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） 

★★★★★
Tripadvisor の評価によると 5 点満点中 4.5 点の「とても

よい」で、「価格、快適さと利便性のバランスに優れ、ファ
ミリー向けで豊富な館内設備やサービスが自慢です。とコメ
ントされています。また、COVID-19 関連の旅行安全対策も
万全に取られており、安心して利用できそうです。

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

今年の地域会議が中止となったため、2020/10/10（土）
に韓国女医会が主催で Zoom を用いたバーチャル・シンポ
ジウムを開催することになりました。会議はビジネスミー
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 14：30 ～ 17：00）の二部構成となっ
ています。参加希望の方は事務局までご連絡ください。

COVID-19 の第２波はピークを超えたかのようにも
見えます。しかし当面「新しい生活様式」は継続しな
ければならないでしょう。様々な会合が中止や延期を
余儀なくされてもどかしい時期を過ごしてきましたが、
国際女医会の活動は止まっていたわけではありません。
最近の活動と今後の予定について報告いたします。

西太平洋地域Zoom会議

2020/8/8（日本時間 15：00 ～ 16：00）に各国の会長また
は NC を中心に、初の Zoom 会議を開催いたしました。オー
ストラリア、中国、香港、日本、韓国、フィリピン、ニュー
ジーランド、モンゴル、台湾から 34 人が参加しました。各
国の紹介、西太平洋地域に所属するメリット、若い会員の
参加を増やすための方法、10/10 に開催予定のバーチャル
シンポジウムについて、今後の定期的な Zoom 会議の開催、
8/22 の国際女医会 Zoom 会議（下記参照）での報告事項な
どについて話し合いました。私は COVID-19 の影響に関し
て西太平洋地域における情報交換や、アンケートの実施を
提案しました。会議終了後に韓国女医会副会長の Dr.Baik
からメールをいただき、アンケートを共有する提案をいただ
きました。

国際女医会「北京＋25」を記念したバーチャル会議

「世界中の女性医師：女性のエンパワーメントの提唱」
と 題 し て 2020/08/22（ 日 本 時 間 21：00 ～ 22：30） に
Zoom 会議が開催されました。初めに国際女医会会長 Dr. 
Eleanor Nwadinobi から開会の挨拶で始まり、元会長の Dr. 
Florence Manguyu は「北京大会から北京＋ 25 における反
省」と題して 15 分の講演がありました。8 つの地域の副会
長から「北京＋ 25」を推進していく地域の役割について報



2020 年 9 月 25 日

日本女医会誌・復刊第 240 号　　13

吾が國女醫卽ち吾が日本女醫曾員の數は年々歳々非常な勢を以て
增加し來り今年度の概算でも己でに千二百名を突破するのを盛況を呈し
てゐる。之を歐米先進國の女醫數に比較すると大體次の樣である。
之れを以て見るに吾國女醫は第三位か第四位卽ち南米全體の女醫
數に匹敵してゐることが分る。今更乍ら一寸驚かざるを得ない。（中略）
記載するのは曾員諸姉の尊き血と涙との歴史であり明治大正年閒の職
業婦人の奮闘史である。誰れか畏敬の眼を以て之れに風對せざるもの
があらうか。何れ御回答の纏りたる曉には之れを統計的に分類して見
るつもりである。

●佐々木政代（大阪市）
家族自己の外七歳の長男四歳の長女受付一人薬局生三人看護婦
三人車夫一人下女二人　主人を失ひたる後は女醫としては何等の拘束
なく自由に活動し得て毎日不足なく生活しつ あ々り
●丹羽美智子（三重縣）
御恥しい次第ながら私の娘時代は中等學校の教育機關は開けて居
りませんでしたから僅かに高等小學校のみに止まります。私の十九才
の時始めて縣立高等女學校が出來たため何か學び度くなり遂に大阪
慈惠醫院醫學校へ入学したのが（医師となった）動機です
●吉見こう（濱松市）
私共の學生時代とちがひ目下は女醫になるにも女子醫専に入學し
規定の勉強すればいゝ のですから樂ですけども一旦社曾の人となつて
見れば殊に開業でもすれば單獨では余程の決心と、健康と、物資の
援助がなければ難儀です。
●上山堪子（静岡市）
（医師になったきっかけは）醫師の妻となりたることが醫學志望の
動機。興味の爲め醫書を繙き幸運にも試驗に及第したるのみ、
●笹尾喜代（東京府）
某病院に永勤せるも（中略）日曜もなく、祭日もなく餘り働き過ぎし
爲、持病の腎臓再發、本年辞職。現在の東洋生命に勤務す當曾社々
醫として、女醫は私一人切りで主として、婦人の診査をしてゐます、他
の生命保驗には女醫はありませんが追々勤められるゝ 事と思ひます。
朝は任意に出社、日曜祭日は休みにつき體はらくです、
日曜も～らくです（中略）社員の投薬もしてゐます。待遇もほぼ男醫
と同じです。
●三澤むめ（長野市）
　女醫となりしことを喜ぶ單に職業的方面より見るのみならず、家庭の
人としても共子女の敎養上に於いても殊に小兒科醫として適當ではな
いでせうか。或は榮養學方面に、社曾衞生學方面に、進んだ方がよ
ろしからうと思ひます。
目下注意されて居る兒童保護の解決は女醫の任めではないでせう
か。

●富田ふさ（京都市）
（趣味はあみもの、みしん）二人の子供の洋服は殆ど診察後の寸

時をさきて作る。よく車中にて、あみものなどし、家庭的に多忙よく子
供の敎育が出來ぬとの批難も職業婦人に多い樣でありますが、これも
人物次第で主婦だけで他に職なき夫人でも必ずしも立派な子供を作ら
るゝ かと云ふとやはりそうでないのも多い樣に思ひます。私も職業婦人
の一人故子女の敎育をゆるがせにして世間に笑はれては心外に堪へま
せんから特に注意して居りますが、醫業外の時間はいつも子供と遊ぶ
樣にして長女もいつも級長のみをつとめて居ります。
●髙橋はるゑ（神戸市）
大正八年開業と同時に結婚しまして滿六ヶ年と十ヶ月にしかなりませ

ぬが其問六才を頭に三人の女兒を設け本月中に又一人を加へ四人とな
る訳です。最早此邊で打切りたいと思つて居ますが所詮あと二、三人
は免れますまい。幸に職業の方で安心出來る樣になれば又子供の苦
勞云ふ風に一生樂な生活が出來ぬ樣に運命付けられて居ります。主人
の職業とは全然違つて居る爲め職業上の論爭なぞ無く私としては反つ
て凡てがやり易い樣に感じます。
●金銅クニ（大阪市）
醫師として一に健康二に頭腦と思はれますが病者には親切が何より

にして女らしさを以て獨身で行くなら最適と存じます。夫が醫者なるが
幸、乍ら人妻では姙娠、分娩期が又は何としても家事には心を取られ
易すいのが難です。
●金子ふみ（福島市）
弟一人有りしかど死亡、他に父業をつぐものなく、男があつたら醫

者のあとをつげるのにと云ふ常に父の意見を見きゝ して、女でも醫者に
なれると思つて一奮發せり。（中略）私は家庭を本位として、子供も三
人もあること故、思ふように活動出來ず目下は子供の成人をまつて、
私の醫師としても活動は之れからである亦、之れからしつかり活動する
つもりである。
●松田はつ子（沼津市）
當市に女醫として最初の者なりしも男醫同様に世間より取扱はれ微

力の自分をも斯く迄信用してくれるかと感謝に堪へませんでした。然し
一度結婚して妻となり母となりては家庭が繁忙で心行くばかり患者の友
として診療に從事することが出來ませんので目下の處は外來患者のみ
で一切往診は致さない主義で居ります。又患者も夫れを了解してくれま
す女子の職業は或る時期に於て活動を休止せなければならない欠点
がありますが夫れは甘受せなければならない。所謂本能時代で致しか
たなく又夫れを犠牲にしてまでも世間に活動し雄飛するの必要を認めま
せん。
 

（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

女医として、家庭人として
――アンケートより 日本女医会雑誌　第25 号

大正14（1935）年12 月28 日刊#010
日本女医会雑誌第 25 号が発行された大正の末期は、会社員、医師、看護師、薬剤師などのほか、新聞記者などのマスコミ関係等々

20 以上の業種に女性が進出し、職業婦人による団体や、同盟が結成された時期でもありました。
そんな年に日本女医会では、会員に対してアンケート調査を実施しております。
質問の内容は、「医学志望の動機」「活動状況」「家庭の状況」また「女医としての感想」など多岐にわたっており、当時の女性

医師の生活が生き生きとした言葉で語られています。
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公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
2019年度第6回理事会議事録

１．日時・場所
１．�日時　2020 年 1月19日（日）� �
午後 2時 00 分～午後 4時 00 分

２．場所　公益社団法人日本女医会　
３．出欠席者
　1）出席者
　理事　前田佳子� 諏訪美智子
　　　　青木正美� 磯貝晶子
　　　　塚田篤子� 花岡和賀子
　　　　樋渡奈奈子� 藤谷宏子
　　　　村上京子� 芳川た江子
　監事　大谷智子� 沖村英佳
　2）欠席者
　理事　馬場安紀子� 澤口聡子
　　　　中田惠久子

２．継続審議事項
１．第65回定時総会について（塚田理事）
 （継続）
　・ 議案、及び案内状の内容につき塚田理事

より説明があり、タイムスケジュールに
ついては、一昨年の第 63 回定時総会に基
づいて進行することとなった。

　・ 会場の横看板等を注文することとなった
　・ 前田会長より、講演会の内容については

すでにメール審議において承認を受けて
いる旨の報告があった。

　　 　講師：加藤 篤氏（NPO 法人 日本トイ
レ研究所代表）

２．�2020年度事業計画案、及び予算案につ
いて （承認）

　・ 2020 年度事業計画案、及び予算案（含む
資金調達及び設備投資の見込みなし、特
定資産の取り崩し見込みあり）について
下記の内容で承認された。

３．ブロック懇談会について （継続）
　・ 青木理事より、ブロック懇談会の四国で

の合同開催に向けて働きかけを行ってい
るが、現在のところ開催は未定との報告
があった。

３．審議事項
１．�保有口座の決済用預金口座への変更につ
いて （継続）

　・ 保有口座の決済用預金口座への変更は、
今回はすぐに変更しないことが承認され
たが今後どのようにするかについては、
次回以降の検討課題となった。

２．�国連総会第三委員会への民間女性推薦に
ついて（メール会議）（前田会長） （承認）

　・ 前田会長より、上記推薦については締め
切りが 1/17 であったために、すでに申請
を行った旨の報告があった。

３．�金重恵美子先生（岡山支部）からの助成
申請について （承認）

　・ 岡山のゆいネット協議会開催に対して
35,000 円の助成が承認された。

４．�2019年度第5回（11月）理事会議事録
承認 （承認）

　・ 2019 年度第 5 回理事会の議事録が承認さ
れた。

５．2019年 11月、12月会計報告承認
 （承認）
　・ 2019 年 11 月、及び 12 月の会計報告が承

認された。
６．�新入会員について（資料７：回覧資料）

 （承認）
　・ 2019 年 11 月 14 から 2020 年 1 月 16 日の

新入会員 3 名の入会が承認された。
７．その他�
　・ 今年度の荻野吟子賞の選考にあたり、候

補者が前田会長の親族であるため、選考
委員に前田会長に替わり花岡和賀子理事
が選任された。

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
　・ 花岡理事より会誌 239 号について報告が

あった。
　3）会計部報告
　・ 諏訪副会長より、寄附金について報告が

あった。
　4）ナショナルコーディネータ報告
　・ 前田会長より、国際女医会での会長交代

について報告があった。
　・ 本年ソウルで開催予定の西太平洋地域会

議（10/8 ～ 10/10）について参加の呼び
かけがあった。

２．各委員会報告
　1）男女共同参画事業委員会
　・ 前田会長より 2020 年度シンポジウムの会

場は現在物色中である旨報告があった。
　・ 講師については、望月衣塑子氏を再度招

聘したいとの報告があった。
　2）長寿社会福祉事業委員会
　・ 花岡理事より、2019 年度講演会（2020 年

2/16）開催について報告があった。
　3）女性の健康支援事業委員会
　・ 樋渡理事より、1/25 の女性の健康支援事

業講演会について座長を以下とする旨報
告があった。

　　上坊敏子先生の講演：澤口聡子理事
　　鈴木貞夫先生の講演：青木正美理事
　　 なお、ミニシンポジウムの司会は前田会

長とする。
３．対外的団体活動
　1）国際婦人年連絡会常任委員会
　・ 前田会長より、11/8 の 2020 NGO 女性大

会についての説明があった。
　2）国連 NGO 国内女性委員会
　・ 前田会長より 11/20 に国際婦人年連絡会

常任委員会全大会に出席した旨報告があ
った。

　・ 緒方貞子氏を偲ぶ会（2/22）について説
明があった。

　・ 第 74 回国連総会政府代表顧問報告会
（12/12）について報告があった。

　3）日中医学協会
　・ 前田会長より、日中医学協会の忘年会

（12/9）に出席した旨報告があった。
　4）災害復興まちづくり支援機構 
　・ 前田会長より、第 16 期定時総会、及び懇

親会（11/29）に出席した旨報告があった。
４．その他
　・ 前田会長より、11/22 にせたな町の高橋

町長が昭和大学病院に訪問されたとの報
告があった。

� 以上

公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
2020年度第1回

１．日時・場所
１．�日時　2020 年 4月18日（土）� �
午後 3時 30 分～午後 5時 30 分

２．場所　公益社団法人日本女医会
３．出欠席者
　1）出席者
　理事　前田佳子� 諏訪美智子
　　　　青木正美� 磯貝晶子
　　　　塚田篤子� 中田惠久子
　　　　花岡和賀子� 馬場安紀子
　　　　樋渡奈奈子� 藤谷宏子
　　　　村上京子� 芳川た江子
　監事　沖村英佳
　2）欠席者
　理事　澤口聡子
　監事　大谷智子

２．継続審議事項
１．第65回定時総会について （承認）
　・ 塚田理事より、総会の開催方法につき下

記の通りとする旨報告があった。
　・ 通信アプリ LINE を使用したオンライン

での開催とする。開始は午前 11 時 15 分。
　・ 2019 年度事業報告案、及び決算資料が承

認された。
２．ブロック懇談会について� （継続）
　・ 青木理事より、11 月 22 日（日）に愛媛

県にて開催予定のブロック懇談会の準備
状況につき報告があった。

３．審議事項
１．会長・副会長選挙について （継続）
　・ 本年の定時総会をオンラインで開催する

にあたり、会長、及び副会長の選出方法
について話し合が行われた。二重封筒で
の郵送による投票方法などが提案され、
最終的に前田会長が角田由美子選挙管理
委員長との合議によって決定することと
なった。

２．賛助会員申込書について（馬場副会長）
 （承認）
　・ 賛助会員の入会申し込み案が承認され、

今後は HP に掲載することとなった。
３．120周年記念誌について （継続）
　・ 前田会長より、創立120周年記念冊子（2022

年発行予定）の準備を次期会長、副会長、
及び広報部において引き継ぐ旨の提案が
あった。内容は、100 周年以降の 20 年分
を増補するものとする。

４．SNS担当について （継続）
　・ 前田会長より、次期の理事会において

SNS の担当部門を設けることが提案され
た。

５．�2019年度第 7回（3月）理事会議事録
承認 （承認）

　・ 2019 年度第 7 回理事会議事録が承認され
た。

６．�2020年 3月会計報告承認（資料４：別送）
 （承認）

　・2020 年 3 月会計報告が承認された。
７．新入会員について （承認）
　・ 2020年3月度の新入会員1名が承認された。
８．その他�
　・ 2020 年 4 月 7 日に通信アプリ LINE にて
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オンラインで行われた臨時理事会の議事
録が承認された。

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
　・ 花岡理事より、会誌 239 号の進捗につい

て報告があった。
　3）会計部報告
　4）ナショナルコーディネータ報告
　・ 前田会長より、韓国で 10/10 より開催予

定の国際女医会西太平洋地域会議の進捗
状況につき、新型コロナウィルスの影響
等、情報は HP 等にてアップデートする
旨の報告があった。

２．各委員会報告
　各委員会からの報告は特記事項なし。
３．対外的団体活動
　1）国際婦人年連絡会常任委員会
 （前田会長）
　2）国連 NGO 国内女性委員会 （前田会長）
４．その他
　1） 「日本女医会緊急事態宣言」について
　　 　前田会長より、「日本女医会緊急事態宣

言」を HP に掲載した旨の報告があった。
　2）事務局のテレワークについて
　　 　前田会長より、緊急事態宣言に伴い、

当面のあいだ 4/15 より事務局の業務を在
宅からのリモートワークを中心としたも
のとする旨報告があった。

 以上

公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
2020年度第2回

１．日時・場所
１．�日時　2020 年 6月20日（土）� �
午後 3時 30 分～午後 5時 30 分

２．場所
３．出欠席者
　1）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
　　　　馬場安紀子� 野村明子
　　　　樋渡奈奈子� 藤谷宏子
　　　　芳川た江子
　監事　前田佳子
　2）欠席者

　理事　中田惠久子� 村上京子
　監事　沖村英佳

２．継続審議事項
１．�愛媛県でのブロック懇談会について  （継

続）
　・ 青木理事より、進捗について報告があった。
　　宿泊予定ホテル： ホテル パティオ・ドゥゴ
２．賛助会員募集のHP掲載について （承認）
　・ 賛助会員募集の HP 掲載ついて、掲載文

が承認された。
　・ 馬場理事より、賛助会員勧誘用の資料（チ

ラシ等）の作成が提案された。

３．審議事項
１．馬場安紀子副会長の承認 （承認）
　・ 6/15 の投票によって選出された馬場安紀

子理事が副会長として承認された。
２．第65回定時総会の報告と反省 （承認）
　・ 新型コロナウイルス感染拡大防止策のた

めオンラインでの開催となった。今後も、
参加者拡大のための環境整備が必要とな
ることが述べられた、

３．第66回定時総会について （継続）
　・ 馬場副会長より。栃木支部において定時

総会の実行委員会が開催された旨の報告
があった。

　・ 支部からは医学的内容の講演会の開催が
希望されている旨の報告があった。

４．役員会務分掌　 （承認）
　・ 大谷会長より、各役員の所属部、及び委

員会について説明があり、資料の通り承
認された。

　・ 対外的団体活動については改めて理事全
員に希望を問うこととした。

５．役員の担当地域について （承認）
　・ 大谷会長より、資料に基づき役員の担当

地域について説明があり承認された。
６．理事会開催日程 （承認）
　・ 2020年度の理事会開催日程が承認された。
７．�2020年度第 1回（4月）理事会議事録
承認（資料5-1）� （承認）

　・ 2020 年度第 1 回理事会議事録が承認され
た。

　・ 5/25 に開催された臨時理事会議事録が承
認された。 （承認）

８．2020年 4月・5月会計報告承認 （承認）
　・ 2020 年 4 月、及び 5 月の会計報告が承認

された。
９．新入会員について （承認）
　・ 4/16～6/17の新入会員6名が承認された。
10．その他�
　1） 新入会員のメーリングリスト参加の件
 （承認） 

　　 　今後の新入会員については、メーリン
グリストへの登録を勧め、登録がない場
合は、情報の連絡に時間がかかる旨を伝
えることとした。

４．報告事項
１．各部、NC報告
　1）庶務部報告  
　・ 馬場副会長より、会員動静について報告

があった。
　2）広報部報告
　・ 花岡副会長より、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
　・ 前田監事より西太平洋地域会議の開催に

ついて報告があった。
２．各委員会報告
　1）男女共同参画事業委員会
　・ 今年度の講演会は 10/3 はアルカディア市

ヶ谷で開催することが決定した。
　2）小児救急事業委員会
　・ 大谷会長より、発達障害などの内容を含

めて考えていく旨が提案された。
３．対外的団体活動
　・ 前田監事より、国連 NGO 国内女性委員

会に役員として以下３名を登録した旨報
告があった。

　　前田佳子　大谷智子　花岡和賀子
４．その他
　1）新旧理事交流会について
　・ 新旧理事交流会の日程と会場について話

し合いが行われた。
　2） 今後の方針について（新型コロナ感染症

下での活動計画） 
　　①理事会の在り方
　　　 大谷会長より、今後の理事会の開催方

法については、オンラインでの開催の
回数を増やすことが提案された。

　　②公益事業（公開講座）の在り方
　　　 大谷会長より、公開講演会も ZOOM 等

で配信することが提案され、今後の検
討課題とすることが決定した。

　　③新入会員の勧誘と今後の活動目標
　　　 大谷会長より、今後の会員増強につい

ての提案が行われた。
　　④就業規約、雇用契約について
　　　 大谷会長より、今後の就業規程、及び

雇用契約の新設にあたり委員会を設置
し、社会保険労務士を交えて作成する
ことが報告された。

　　　委員：大谷会長　花岡副会長
　　　　　　馬場副会長　沖村監事
　　　　　　前田監事　
 以上

	

	

氏　名 支部 卒年

入会

小中和子 郡馬 平成 2年
飯田厚子 埼玉 平成 14 年
角田令子 埼玉 昭和 60 年
野田容子 埼玉 昭和 63 年
宮﨑香理 埼玉 平成 12 年
藤田朋恵 栃木 平成 3年

 会員動静（2020 年 4月 1日〜 8月 31日現在・敬称略）

氏　名 支部 卒年

入会
阿部庸子 杉並 平成 13 年
覚道奈津子 大阪 平成 14 年
加藤恵理 京都 平成 16 年

退会 　　19 名

物故
渡辺幸枝
可児弘美

北海道
大阪

昭和 43 年
昭和 44 年
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第 41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件には山﨑倫子賞として、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　2020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、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　2021年 5月16日開催の第66回日本女医会定時総会（栃木県宇都宮市にて開催予定）の席上。被

授与者または代理人が必ず出席すること（会場までの交通・宿泊費は本人負担）。
　7）被授与者の本会に対する報告
　　① �2022年 9月9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 6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。

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� 2020年12月25日（当日消印有効）
６．表　　彰� ��2021年5月16日開催の第66回日本女医会定時総会（栃木県宇都宮市にて開催予定）において行う（会

場までの交通・宿泊費は本人負担）。
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彌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	 2020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	 		2021年 5月16日開催の第66回日本女医会定時総会（栃木県宇都宮市にて開催予定）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（会場までの交通・宿泊費は本人負担）。
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）

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� 2020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� ��2021年 5月16日開催の第66回日本女医会定時総会（栃木県宇都宮市にて開催予定）において行い、

賞状、楯および副賞を授与する（会場までの交通・宿泊費は本人負担）。
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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昨年12月に中国武漢で新型コロナウィルスSARS-CoV2により惹
起されたCOVID-19 は今年の1月には日本でも初の感染が確認され、
４月には緊急事態宣言が発令されました。Before�CORONA、With�
CORONA……私達の生活は一変し、明るい未来が見えない状況の中、

定時総会もオンラインでの開催となり、6月より、新体制が発足致しました。広
報部も新たなスタートを切り、240号には総会での表彰が叶いませんでした吉
岡彌生賞他各賞及び学術研究助成受賞者の皆様からの ｢受賞者の言葉 ｣や総会に
先立つ本部・支部連絡会にFAXやメールで貴重なご意見を賜りました支部長の
先生からのメッセージ及び新役員の挨拶が掲載されています。会員の皆様からの
ご指導・ご鞭撻を頂戴し、広報としての責務を果たして参りたいと存じますので、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。� （樋渡奈奈子）
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復刊第 240 号　2020年9月25日発行

編集人 花岡和賀子　発行人 大谷智子
制作 あづま堂印刷㍿

発行所　公益社団法人日本女医会
〠 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
℡ 03-6447-0820  � 03-6447-0821

http://www.jmwa.or.jp
e-mail : office@jmwa.or.jp

第 3回�山本纊子賞のご案内
平成 29 年に逝去された山本纊子元会長のご遺志により寄附された基金を元に設立された山本纊子賞の募集を本年

度より開始致します。この賞は、若手女性医師の海外におけるグローバルに活躍する女性医師をサポートする助成制
度です。希望者は下記の要項にしたがってご応募下さい。

募集要項
１．対　象	 			申請時に満45歳未満で、大学病院または総合病院などに常勤医として勤務しており、1年以内に海外

留学または海外学会報告などの学術活動を行っている、または1年以内に行う予定の日本国に在住し
ている女性医師（教授は除く）。臨床・基礎医学の別は問わない。

２．助成金額	 原則　一人あたり10万円
３．申し込み手続き	１）�下記の書類を揃えて公益社団法人日本女医会事務局まで郵送
� � � � ��①申請書と履歴書　（http://www.jmwa.or.jp/yamamoto/yamamot.phpより所定の用紙を

ダウンロードして作成して下さい）　②学会の抄録　③研究に関する自著を含む共著論文2編　
④日本女医会会員（選考委員を除く）2名の推薦状　⑤提出書類に関する誓約書（申請内容に偽
りのない旨を明記）　⑥業績目録

　　　　　　　� ２）受付期間　2020年 4月1日～12月25日
４．授　与	 		2021年 5月16日開催の第66回定時総会（栃木県宇都宮市にて開催予定）にて行う（会場までの交通・

宿泊費は本人負担）。
５．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）

 第 14 回軽井沢セミナー
 中止のお知らせ

10月24日に予定を致しておりました第
14回軽井沢セミナーは、新型コロナウイルス
感染拡大防止を鑑み、誠に残念ながら中止と
させて頂きます。
参加のご検討を頂いておりました会員の皆
様にはお詫び申し上げますとともに、来年は、
ぜひまた皆様と楽しいひと時を過ごせますよ
う祈念致します。

� 軽井沢セミナー同好会
� 会長　鹿田儀子

寄付者一覧（2020.4.1～ 8月末現在）（敬称略）
右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。　　　愛知県　加藤庸子

2020 NGO 日本女性大会開催のお知らせ
「国際婦人年連絡会（International Women’s Year Liaison Group）

は国連が女性の地位向上を目的に 1975 年を「国際婦人年」とすること
を宣言したことを契機に、国内の NGO が集い、国内・国際連携のもとで、
その実現のために多様な活動を展開してきました。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。

1995年に北京会議から25年が経過した本年も、IWYLGが中心となっ
て、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」を開催いたします。会場での対面に
加え、Web でも開催いたしますので、多くの会員の先生にご参加いた
だきたいと思います。詳細は同封のチラシをご覧ください。
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