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この度、第 61 回公益社団法人日本女医会定時総会
にて副会長に再選させて頂きました。前回は、地方
担当理事を決めたにも関わらず十分な活動ができず
皆様には大変申し訳なく存じます。

さて、総会での理事選挙は前回も行われ、続けて
2 回の選挙が施行されました。選挙を通じて、様々な
問題や課題が山積されていますが、次回の総会まで
に解決すべき改正を行っていきたいと存じます。前回
から取り上げている地方担当理事については、理事
が選出されていない地域との連携強化のために東京
都から選出された理事が分担し、担っていくことに決
まりました。地方会員の先生方のご意見を伺い、新
規事業の拡大と新会員勧誘に努めて参りたいと存じ
ます。

今回の選挙では、前回は選出されていなかった北
海道と北陸甲信越から理事が選出されましたが、近
畿、中国、四国、九州・沖縄の 4 地域で理事の選出
に至りませんでした。今後は地域偏在性を是正する
ためにも理事選出の改正は急務な課題と思われます。
選挙制度の見直しには、公益社団法人に移行した日

本女医会の定款には、理事選出方法の記載は掲載さ
れていないことから、規程改正を行うことが必要にな
ります。

2018 年の理事改選に規程改正を施行するためには、
2017 年の次回の総会で見直し案を提示していく必要
があります。早急な対応として、山本会長から選挙
規程を含む選挙制度改革委員会を立ち上げる提案が
あり、理事会において承認されました。委員会は、地
方のご意見を伺うことを重視し、北海道支部の澤田
香織支部長、鹿児島支部の長柄光子会員と東西の基
盤支部である大阪支部の野崎京子支部長、東京都支
部連合会の渡邉弘美会長の 4 名の先生方と本部の副
会長 3 名を加えた 7 名で組織し、迅速かつ慎重に審
議し、理事会承認を経て、総会に提案していきたい
と思います。

会員の先生方の御意見も広く拝聴して参りたいと
思いますので、何かございましたら事務局までお寄
せください。

全会員の協力でより良い理事選出方法が策定で行
きますよう、よろしく御願い申し上げます。
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年記念祝賀会と同時開催となった。またこの会で会長
は、Park 教授から Pfleiderer 教授、西太平洋地域担
当副会長は、筆者から香港の Dr. Cissy Yu に交代し
た。

一般の Keynote Lecture ４題、Workshop５題、口
演 80 題余に加え、ポスター演題が 20 題余で、タイム
キーピングが困難なほど、活発な議論がなされた。

ソーシャルプログラムは、30 日夕にウィーン郊外の
ホイリゲで懇親会、Gala パーティは、重厚な造りの元
カジノで開催され、料理とワイン・ビールそして会員
同士の活発な交流で、時間の経つのも忘れるほどで
あった。

第 30 回国際女医会議に
参加しました

前田佳子

日本女医会からは山本纊子会長をはじめ、諏訪美智
子副会長、濱田啓子理事、鈴木カツ子理事、宮㟢千惠

国際女医会通信 9
The Letter from 
Medical Women’s International Association
 （MWIA）

第 30 回国際女医会議
ウィーンにて開催

山本纊子

第 30 回国際女医会議が 7 月 28 日～ 31 日に前テー
マ「Against Violence」、 今 期 テ ー マ「Generation 
Y － Challenges of the Future for Female Medical 
Doctors」のもとにウィーン大学でオーストリア女医会
のお世話により開催された。参加者は約 600 名、日本
からは学生も含め 19 名が出席した。　

28日早朝からビジネスミーティング及びNCミーティ
ング、夕刻から Welcome Reception がウィーン大学中
庭で開かれ、久しぶりに会った各国の会員が賑やかに
楽しく語らい、ワルツの講習の後、会員が賑やかに踊っ
た。

翌 29 日 は Opening Ceremony で、Park 国 際 女
医会会長らのスピーチに続いて Keynote Lecture と
してウィーン大学精神科 K. Gutierrez-Lobos 教授が

「Generation-Y-Challenges」と題して今後の女性医師
の将来について講演された。　

総会は 29 日午後にこの 3 年間の報告、30 日午後に
次期会長（任期：2019 ～ 2022 年）に英国の Clarissa 
Fabre が選出され、31日午後に第 31 回国際女医会議
の開催地がニューヨークに決まり、国際女医会 100 周

第30回

国際女医会議
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理事、平敷淳子元理事（元国際女医会会長）、小田泰
子元会長、角田由美子元副会長、小関温子前副会長、
樋渡奈奈子前理事、藤川真理子前理事、安藤（ミッ
シェル）さくら先生、前田佳子の 13 名に加え、学生 3
名（江川朋子、入江美穂、種子島七海）が参加しまし
た。また、日本女医会非会員の河野恵美子先生と黒木
崇子先生も参加されていました。

ウィーンは初めて訪れましたが、会場であるウィー
ン大学も含め、石造りの建物が立ち並ぶ街並みは歴史
を感じさせる素敵な場所でした。事前に予習したとこ
ろでは季節は夏と冬しかなく、5 ～ 10 月が夏に当たり
ます。夏の平均気温は 22 ～ 26℃で湿度は低いとのこ
とでしたが、天候に恵まれたのか異常気象なのか、滞
在中の天候はすこぶる良く、日中は連日 30℃前後まで
上昇し、大学の中庭でのランチは汗だくでした。

ウィーンは「リング」と呼ばれる環状の大通りに囲
まれた旧市街を中心とした街で、かつてはこのリング
には城壁が建てられていたそうです。ウィーン市内の
交通はトラムと地下鉄ですが、トラムはこの「リング」
を走っており、一周乗るとほぼ街全体を把握すること
が出来ます。

7 月 28 日
初日は朝 8 時から Committee, Executive meeting, 

NC meeting, Regional meeting, yMWIA Networking 
meeting といった委員会が開催されました。私は NC 
meeting と Regional meeting に出席し、各国からの
報告と翌日に行われる President elect の立候補者
２ 名（UK の Clarissa Fabre と Nigeria の Eleanor 
Nwadinobi）の出馬表明演説を聞きました。

7 月 29 日
いよいよ国際会議の開幕です。まずは Opening 

ceremony で、オーストリアの魅力を紹介する映像が
流れ、主催者であるオーストリア女医会の会長 Edith 
Schratzberger-Vecsei の開会の挨拶があり、その後
音楽の街ウィーンをアピールするライブがありまし
た。ランチは大学の中庭を利用したブッフェスタイル
で、真夏の日差しを堪能しながらの楽しい時間となり
ました。午後は General assembly and election で、
昨日予行演習があった次期会長立候補者の演説と投
票が行われました。投票は各国の会費納入人数に応
じて投票用紙が配布され、ドキドキしながら投票を済
ませました。しかし得票数が近接していたため、それ
ぞれの各得票数は発表されないまま再投票へ。再投

票の場合には１票でも多い方が選出されることになっ
ており、Clarissa Fabre が次期会長に決まりました。

午後の Parallel sessions では山本纊子会長の口
演（Abuses to elderly people in longevity societies 
of western pacific countries.）がありました。同じ
時間帯で聞くことが出来ませんでしたが、学生の江
川さんも発表がありました（A globally expanding 
maternal and child health handbook.）。

7 月 30 日
Parallel sessions で 午 前 に 藤 川 眞 理 子 先 生

（Tackling dementia and promoting healthy living 
in the elderly through a Japanese public health 
center.）, 午後に前田（Work-life balance of female 
urologists in Japan and the western pacific 
region.）の口演がありました。 General assembly で
は次期国際会議（第 31回）の開催地立候補 7 カ国か
らのプレゼンテーションがありました。

7 月 31 日
いよいよ最終日になりました。次期開催国の選挙が

行われ、すでに 100 周年が開催されることが決まって
いた米国の New York での同時開催が決まりました。
次点は台湾の台北でした。台湾のプレゼンテーション
は New York に負けず劣らず素晴らしいものでした
が、100 周年と別の開催国は現実的ではないとの判断
だったと思います。韓国の Park 会長から次期会長で
ある Germany の Bettina Pfleiderer にバトンが渡さ
れ、Closing ceremony と awards の発表がありまし
た。54 題のポスター発表の中から 4 題が award を
受賞しました。その中の 1題に日本女医会学生会員の
種子島さんが選ばれ（The thin ideal internalization 
in medical female students in Japan.）、賞金として
EUR500 をいただきました。他の 3 名は Dr.Onyiye 
Anyanwu、Dr.Nikola Komlenac、Dr.Zainab 
Mangondato-Dimakuta でした。こうして 4 日間の
会議は無事終了し、ウィーンの暑い夏と別れを告げま
した。

追記：平敷淳子先生は 2007 年～ 2010 年に日本人と
しては二人目の国際女医会会長を務められました。第
31 回の国際女医会と同じ年に開催される 100 周年記念
行事の準備委員長をされており、３年後を心待ちにさ
れておりましたが、9 月 8 日に脳幹梗塞でご逝去され
ました。心からお悔やみ申し上げます。
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研究課題
自家間葉系幹細胞を用いた
関節リウマチ骨軟骨破壊の制御

弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座　

黒瀬理恵

● 目　的
関節リウマチは滑膜炎を特徴とする難治性の全身

性自己免疫性疾患である。滑膜炎の病態が続き骨・
軟骨破壊を生じれば不可逆的に進行し、その結果生
じる関節変形は日常生活における運動機能を著しく
低下させる。近年、免疫抑制剤や炎症性サイトカイ
ンをターゲットとした生物学的製剤等の薬物療法の
発展によって、関節リウマチは臨床的寛解を得られる
までに治療体系および治療目標が改善してきている。
しかし、 多剤併用により医療費の経済的負担が大きく

なることに加え、骨髄抑制や肝機能障害、肺疾患な
ど重篤な副作用が発症すれば治療を断念せざるを得
ない。また高齢発症例の場合では複数の臓器障害や
合併症のために薬物療法の継続が困難になることも
少なくない。薬物療法ができなければ当然関節破壊
の進行制御が困難となる。一方、さまざまな分野にお
いて再生医療が注目され研究が精力的に行われるよ
うになった。われわれは、間葉系幹細胞の一部に存
在が報告されている多能性マーカー、SSEA-3 （stage-
specific embryonic antigen-3）陽性細胞に着目して
いる。SSEA-3 陽性細胞は血中浮遊状態でも幹細胞の
性質をもち、多分化能に加え免疫修飾能を有し関節
リウマチの細胞治療として期待できる。われわれは関
節リウマチの滑膜組織を用いて SSEA-3 陽性細胞の
局在と、SSEA-3 陽性 / 陰性細胞による分化能につい
て検討した。

第 35 回日本女医会学術研究助成報告

MWIA2016VIENNA
に参加して

鈴木カツ子

会場のウィーン大学は昨年創立 650 周年を迎えまし
た。ヨーロッパドイツ語圏で最も古い大学の一つで、
学生数は 9 万 4000 人、オーストリア最大の総合大学
です。石造りの威厳のある建物は歴史を感じさせます
が、中庭を囲むギリシャ風アーケードは美しく、風が
通り抜けていきます。

各国の参加者は皆堂々としておりましたが、ナイ
ジェリアをはじめとするアフリカ勢が、おそろいの民
族衣装に身を包み、喜びを体で表現するエネルギーは
群を抜いておりました。

さてオーストリア共和国は、面積は 8 万 3879 平方キ
ロメートル、北海道と同じくらい。人口は 841 万 9000
人、首都ウィーンは 171 万人（2011 年推計）。公用語
はドイツ語。GDP 世界 10 位。経済的に豊かで、主要
産業は自動車産業、鉄鋼業、化学工業、酪農、観光な
ど。ザルツブルグ生まれのモーツアルトに代表される
音楽の都です。1278 ～ 1918 年までハプスブルグ家が

支配。1918 年第一次世界大戦後共和国となるも 1938
年同じ民族の国家であるナチスドイツに併合され、そ
のため第二次世界大戦末期西側陣営から壊滅的な打
撃を受けました。その後連合国による分割占領の時代
を経て 1955 年主権回復、永世中立国となり現在に続
く体制となりました。

MWIA の楽しみであるソーシャルプログラムのひ
とつの、最後の夜のガラ・ディナーは郊外のカジノ・
バームガルテンで民族衣装を身にまとった約 400 人の
女性医師たちが華々しく賑々しくお国ぶりをアピール
しました。宮㟢先生、藤川先生、研修医、学生の皆さ
んの着物姿も美しく、宴は夜遅くまで続きました。各
国の女性医師との交流が最大の収穫だったと思いま
す。
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● 方　法
倫理委員会および動物実験施設の承認、患者の

同意を得た後、関節リウマチの罹患関節手術で採取
された滑膜組織を用いて研究を行った。滑膜組織は
4%PFA/PBS で固定後包埋し、SSEA-3 に対する免
疫組織学的染色を行った。また滑膜組織を細切した
後 collagenase 処理し 10％ FCS 含有 αMEM で培養
した。その後、FACS sorting を用いて SSEA-3 陽性
細胞と陰性細胞に分離回収し、 SSEA-3 陽性 / 陰性細
胞による多分化能について組織学的および生化学的
に検討した。

● 結　果
免疫組織学的染色において関節リウマチ滑膜組

織中に SSEA-3 陽性細胞の存在を確認した。FACS 
sorting を用いた培養滑膜細胞中の SSEA-3 陽性細胞
率は約 1% で、関節リウマチと変形性関節症におい
て有意差はなかった。SSEA-3 陽性細胞は CD44+、
CD90+、CD34 －を 示 し た。 分 化 誘 導 培 養 で は
Alizarin red 染色にて骨分化、Oil red-O 染色にて脂
肪分化、Toluidine blue 染色にて軟骨分化がそれぞ
れ確認された。RT-PCR では骨分化、脂肪分化、軟
骨分化ともに SSEA-3 陽性細胞の方が陰性細胞より
も高い分化能を示した。

● 考　察
関節リウマチ滑膜組織中に SSEA-3 陽性細胞が存

在し、それらは陰性細胞と比較して分化能が高いこ
とが確認された。この細胞は血中浮遊状態でも性質
が変化しないため全身投与も可能であり、今後、関
節リウマチを対象とした再生医療の細胞源の一つの
選択肢となり得ると期待される。われわれは関節リウ
マチの現在の薬物療法にとってかわる新たな治療法
や関節破壊制御法の確立を目指しており、研究を発
展させる意義は大きいと考えている。

● 謝　辞
本研究の遂行にあたり、第 35 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ご関係
の皆様に心より感謝申し上げます。この受賞は、育児
という最も重要な営みにありながらも、臨床医療およ
び研究のいずれにも係わり続けたい私にとりまして大
変励みになりました。今後さらに研究を発展させるよ
う努めるとともに、育児に取り組む女医への理解が深
まることを願ってやみません。 

研究課題
乾癬患者における電子スピン共鳴
（ESR）測定による治療効果と治療
満足度の検討

弘前大学医学部附属病院 臨床検査部　助教

皆川智子

● 研究目的
乾癬は炎症性角化症の代表疾患であり、厚い銀白

色の鱗屑を伴った紅斑、丘疹が出没し、表皮の炎症
と表皮細胞のターンオーバーの亢進を認める。尋常
性乾癬、関節性乾癬、膿疱性乾癬、滴状乾癬、乾癬
性紅皮症に分類される。発症率は白人では 1 ～ 2%、
日本人では 0.1% 程度であり、国内には 10 万人程度
の患者が存在すると推定されている。乾癬患者は身
体面・社会面・精神面において様々な支障を抱えて
おり、治療によって患者の QOL（Quality of life）を
改善させることが重要である。本研究の目的は、皮
膚角層疾患である乾癬の角層とコントロールの角層の
違いを電子スピン共鳴（ESR）– スピンプローブ法で
角層を定量評価し、治療に対する満足度とともに皮
膚角層疾患を定量分析することである。
 
（1）メタボリックシンドローム合併の有無による乾
癬の重症度の比較
【背景】

乾癬は自己免疫学的な機序による全身性炎症性疾
患ととらえる見方もあり、この炎症作用によりインス
リン抵抗性、アテローム性動脈硬化症、最終的に心
血管障害につながるともいわれる。病態は不明な点
が多いが、乾癬患者では健常人に比べ BMI（Body 
Mass Index）、体脂肪率、内脂肪率が優位に高くなっ
ているとの報告もある。そこで、本研究では弘前大
学医学部附属病院皮膚科に通院する乾癬患者の乾癬
の重症度と肥満の関係を PASI（Psoriasis Area and 
Severity Index）スコアと BMI、血圧に加えて生化
学的検査値データの中から CRP と LDH 値を抽出し、
基準値と比較した。
【方法】

弘前大学医学部附属病院皮膚科通院中の乾癬患者
（n = 118 人）の CRP、LDH 値について基準値との
比較を行なった。
【結果】

検査項目の乾癬患者平均値では、CRP が 0.518mg/
dL（基準値 0.300mg/dL 以下）と軽度上昇がみられ

228.indd   5 2016/10/19   13:48



2016 年 10 月 25 日

6　　日本女医会誌・復刊第 228 号

会計部
濱田啓子

今期の会計部は赤澤純代、私との 2 名で諏訪美智
子担当副会長の下、2 年間務めさせて頂くことになり
ました。

日本女医会は公益社団法人として女性医師の向上
をめざし相互の親睦、研鑽をなし、地域医療の向上、
社会福祉活動の実現、国際社会における親善交友等
につとめて参りました。男女共同参画事業等々、各々
の委員会がすでに活動しております。これまでも会
費、会員の寄附、交付事業基金の獲得に努めてまい
りましたが、個人・法人の寄附者には税制上の優遇
措置が適用されます。

今後一層の公益活動のため、みなさまどうぞ会員
増強をはじめとする更なるご支援ご協力を何卒よろし
くお願い申し上げます。

庶務部
馬場安紀子

5 月に開催された第 61 回定時総会には多くの皆様

各部・委員会の抱負

たが、LDH は 213U/L で基準範囲内（120 ～ 240U/
L）であった。また、BMI は平均 25.1（基準値 18.5
～ 24.9）、血圧は平均 133mmHg/79mmHg（正常血
圧 120 ～ 129mmHg/80 ～ 84mmHg）であった。
【結論】

乾癬の病態は不明な点が多いが、その病勢判定や
病態分析に有用な臨床マーカーが得られれば、その
意義は大きい。今後、免疫学的観点も含めて検索を
進めていきたい。

＊研究成果は平成 28 年度臨床検査医学会、臨床化学会東北支部総会 
2016 年 7 月 9 日で発表された。なお、PASI と DLQI について検討を加え、
75th Annual Meeting American Academy of Dermatology でポスター発
表を予定している。

（2）電子スピン共鳴（ESR）による乾癬の研究
本研究では、患者から提供された角質を試料とし、

5- ドキシルステアリン酸（DSA）のスピンプローブ溶
液（濃度 60 ［μmol/L］）をインキュベートして ESR
を測定した。特に外用剤ではビタミン D3 とステロイ

ドそれぞれで塗布前後での ESR のスペクトルを解析
し、角層の構造性評価した。

＊研究成果は下記の論文で発表された。
Nakagawa K, Minakawa S, Sawamura D. EPR spectroscopic 

investigation of psoriatic finger nails. Skin Res Technol. 2013; 19: 450-3.
Nakagawa K, Minakawa S, Sawamura D, Hara H. Skin surface 

imaging of psoriasis vulgaris by using an electron paramagnetic 
resonance spin probe. J Dermatol Sci. 2016; 81:71-3.

● 謝辞
本研究を遂行するにあたり、伝統ある日本女医会

学術研究助成を賜り、日本女医会選考委員の諸先生、
会員の諸先生に心より深く感謝申し上げます。研究
はなかなかよい結果に結び付かず、落ち込むことも多
いですが、“研究助成”＝“女医会の諸先生方の応援”
を頂いて研究を続けられることが非常に励みになって
おり、言葉に言い尽くせないほど感謝しております。
本研究を臨床に還元できるよう努力しますので、今後
ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申
し上げます。

にご参加頂き感謝申し上げます。私は、庶務部３期
目、2 度目の部長を拝命いたしました。今期の庶務部
は、前田佳子副会長の下、岩﨑惠美子理事、今村純
子新理事とともに務めさせていただきます。

今期も、理事会、定時総会の開催、議事録作成を
円滑に実行し、ブロック懇談会の開催によって各支部
の発展に寄与していく所存です。日本女医会は公益
社団法人となり、広く公益性のある事業展開が求めら
れておりますが、その実行実現には会員の皆様のご
支援ご協力が不可欠です。何卒よろしくご理解の程
お願い致します。会の運営等につきご意見ご要望な
どありましたらお聞かせください。日本女医会が、会
員の皆様の望まれる会として、より発展するよう努力
して参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げま
す。

事業部
澤口聡子

この度、事業部長を引き継がせて戴きましたことを
大変光栄に思っております。

日本女医会の事業活動として政治的な中立を保持

228.indd   6 2016/10/19   13:48



日本女医会誌・復刊 228 号　　7

2016 年 10 月 25 日

広報部
花岡和賀子

今期の広報部は大谷智子副会長のもと、鈴木カツ
子、福下公子、そして花岡和賀子のメンバーで動い
ていきます。年に 4 回の会誌発行とホームページの
随時更新が主な業務となりますが、会員の皆様には
出来るだけ迅速にそして正確に女医会の動きや情報
をお伝え出来るように努力をして参ります。近年、女
性医師の数は増えていますが、残念ながら日本女医
会の会員数は減少しています。女性医師ならではの
課題を共有し、解決に向けての情報交換の場になれ
れば、そして魅力ある女医会の情報をお伝え出来れ
ばと思っています。よろしく御支援をお願いいたしま
す。

十代の性の健康支援ネットワーク事業部
宮﨑千恵

日本女医会では、2008 年度より 3 年間、独立行政
法人福祉医療機構の助成を受け、「十代の性の健康支
援ネットワーク」（ゆいネット）を行ってまいりました

（若年妊娠や援助交際、性犯罪の被害などの問題解
決）。現在は、札幌、岡山、名古屋、岐阜などで独自
に立ち上がった「ゆいネット活動」を、日本女医会の
公益事業の一つとして、支援しております。医師だけ
でなく、助産師、行政、心理療法士、教育関係者らが、
ネットを通じて連絡を取り合えるネットワークで、１
年に１回、こうしたメンバーが集まり、それぞれの活
動報告などを行っております。今後も、日本女医会公
益事業として、こうした活動をさらに進めてまいりた
いと思いますので、会員の皆様もよろしくご協力くだ
さいませ。

小児救急事業委員会
大谷智子

2006 年に石原幸子前委員長を中心に、旧厚生省の
助成を受け発足した委員会です。一般市民の小児救
急への知識の啓蒙を高め、小児救急担当医師の負担
を軽減させる目的で小冊子の作成を行い、2007 年 3
月に「どうしよう子どもの救急」を発刊致しました。
また、英語版を 2012 年 5 月に作成し、多くの先生方
より評価を頂いております。講演会などにも活用でき
るパワーポイント版も事務局から貸し出していますの

し、従来事業部において行われて参りました事業以
外に、基礎となる経費のかからない新規事業の立案
を考慮し、また経費基盤となる補助金等のご紹介に
も務めて参りたいと思っております。日本女医会にお
ける事業が会員にとって真に寄与するものであれば、
それを鍵として会員数を維持し更に増加を図ることは
可能となることと思料します。

公務員組織における兼職制限が更に厳しくなりご
迷惑をおかけすることがあるかと思っておりますが、
皆様からご支援ご高配を賜りたく、何卒宜しくお願い
申し上げます。

渉外部
中田惠久子

渉外部は中田惠久子、対馬ルリ子理事、泉美貴理
事が今期担当させて頂きます。また、渉外部担当副
会長には諏訪美智子理事（前渉外部長）が就任致し
ました。渉外部は日本女医会の外部との窓口でありま
す。主な仕事として、国際婦人年連絡会、NGO 国内
女性委員会などの加盟団体の一員として参加し、女
性医師の立場から活動致します。医療を通じて多様
な文化や価値観を理解し行動ができるようにするこ
と、また、公徳心を持つことなどを考えながら意見を
述べることは、社会に対して日本女医会の果たす役
割は大きなものと考えます。皆様のご協力ご指導を宜
しくお願い申し上げます。

学術部
内潟安子

久しぶりに日本女医会に戻ってきました内潟です。
磯貝晶子理事とともにこの部を勤めます。学術部の仕
事は、以前と同じく２つの柱を中心に回っています。
とともに、他の部の活動と重複しないようなそして欠
けているところがあれば、学術部がカバーできること
はなんでもこちらで行おうと、食指を伸ばしておりま
す。

大事な学術研究助成は、これまで助成を受けられ
た先生方の活躍を見ますと、是非とも多くの女性医師
にアプライしていただきたい。日本女医会ネットの新
しい治療とトピックスには、再生医療やロボット手術
にまで手を伸ばしていこうと思っております。請うご
期待。
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で、皆様にご利用いただければと存じます。
今期は諏訪美智子、小泉ひろみ、中田惠久子、花

岡和賀子（敬称略、順不同）の 4 名の小児科医師を
委員とし、冊子の販売を中心に、小児救急への啓蒙
活動も協力して行っていきたいと思います。今後とも
ご支援を宜しくお願い致します。
（日本語版 200 円・英語版 400 円・日本語版 + 英語
版 500 円）

男女共同参画事業委員会
前田佳子

2 期目の委員長に就任させていただきました。今期
は理事改選があったため委員は馬場安紀子、磯貝晶
子、赤澤純代、澤口聡子、前田佳子（敬称略、順不同）
となりましたので、各部を横断して協力していきたい
と思います。

日本女医会では 2007 年より女性医師支援委員会を
設立し、2012 年からは男女共同参画委員会と名称を
変更し、女子医学生および若手女性医師の育成・支
援を目的に活動してまいりました。本事業は日本女医
会の柱の一つとなっております。

2016 年 10 月 30 日（日）に持田製薬本社ルークホー
ルにおいて第 10 回「医学を志す女性のためのキャリ
ア・シンポジウム」を開催いたします。今回のメイン
テーマは「変革は女性リーダーから」とし、女性リー
ダーの先生方にご講演をいただきます。多くの先生方
のご参加を期待しております。

長寿社会福祉委員会
福下公子

この度、長寿社会福祉委員会委員長を拝命致しま
した福下公子でございます。委員は、今村純子、岩
﨑惠美子、内潟安子、濱田啓子、中川やよいでござ
います。長寿社会福祉委員会は、公益事業として長
寿社会福祉講演会を毎年開催しております。この講
演会は一般国民を対象とするもので、近年の講演会
テーマは「高齢者医療を考える」や「認知症を考える」
でした。今期においても、高齢者がより健やかな日常
を過ごすためのサポートとなる講演会を開催したく、
平成 29 年 1 月 29 日（日）の予定で準備を進めてお
ります。会員の皆様におかれては、本事業へのご理
解とご協力をお願い申し上げます。
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ディスカバー　岡見　京
堀田国元 著

岡
おか

見
み

京
けい

（1859 ～ 1941、安政 6 ～昭和 16）は公許
女医第 5 号である。公許女医 4 号までの荻野吟子、
生澤クノ、高橋瑞子、本多センについては、困難な
環境の中で、医学を習得し開業試験に合格したこと
は知られているが、岡見京については、ペンシルバ
ニア女子医学校卒とあるのみで、その生涯、生き様
などについては全く知られていなかった。そのような
中、筆者の堀田氏が京の生涯について詳しい記録を
書かれた。京はペンシルバニア女子医科大学（世界
最初の女医・ブラックウエルの出身校）に入学し、卒
業後、慈恵会病院に婦人科主任として赴任した。

当時、済生学舎の学生であった 18 歳の鷲山（吉岡）
弥生は京を訪ね、その印象を「憧れの人を見てため
息の出るような、一生忘れ難い感動的なものでした」
と記している。

京は南部藩の西田家出身で、京と結婚した千吉郞
は中津藩の江戸家老・岡見家の末裔である。南部藩
ということで新渡戸稲造、札幌農学校を経て北海道
大学へ。中津藩からは福沢諭吉、北里柴三郎、慶應
大学へとその交流の波紋は広がる。津田ウメを始め、
日本からの留学生の多くがお世話になったフィラデル
フィアのモリス家へ、その輪は時空を越えて拡大して
いく。また、岡見家は日本の女子教育の草分け的存
在である頌栄女学校の創立者でもある。岡見家の末
裔である岡見吉郎は放線菌研究者としてノーベル賞
受賞者の大村智、同じく放線菌研究者として伝染病

研究所にも勤務された筆書の堀田氏とつながる。 
堀田氏はご自分の交友関係から糸をたぐり、京と日

本の近代思想の中心を形作る多分野の人々との華麗
な繋がりを一枚のパノラマに示された。読み進むにつ
れてどきどきするような感動を覚えた。日本女医会会
員には是非読んで頂きたい一冊である（紙面の都合
で、敬称を一部略した）。 （宮城支部　小田泰子）
※ お問い合わせは以下まで。

一般財団法人　機能水研究振興財団：堀田国元
〒 141-0021　東京都品川区上大崎 2-20-8
E-mail：khotta@fwf.or.jp

茅花流しの診療所
岩倉雅登 著 （青志社刊　定価 1,400 円 + 税）

女医への差別があった明治の時代に、13 歳で愛媛
県内子町から単身上京。東京女医学校（現東京女子
医科大学）で医学を学び、19 歳で医師国家試験に合
格。その後、医師として活躍しながら女性の地位向
上に努め、村医として地域医療に貢献した尾崎マサ
ノの波乱の生涯を描いた医療小説です。

著者の若倉雅登先生は、井上眼科病院名誉院長。
日本神経眼科学会理事長、日本眼科学会評議員など
も兼任されており、日本初の女性眼科医、右田アサを
描いた前著『高津川』（青志社刊）のほか、専門書か
ら一般向けまで多くの著書を執筆されています。

本著は、時代に翻弄されながらも果敢に前進した
女性医師の姿を通じて、医師のみならず、日本社会
における女性のありかたそのものを問う作品として高
い評価を受けておられます。 （広報部）
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平敷淳子先生を偲んで
日本女医会会長　山本纊子

元国際女医会会長平敷淳子先生が 2016 年 9 月 8 日に 77
歳の生涯を閉じられました。1 月程前の 7 月 28 ～ 31 日の
第 30 回国際女医会議では 2019 年の国際女医会 100 周年記
念事業委員会の長として各国の委員と精力的かつにこやか
に議論されているお姿が印象に残り、訃報に接して只々驚
愕するばかりでした。

先生は、1991 ～ 2005 年までに日本女医会理事、1997 ～
2005 年まで National Coordinator を務められ、2002 年日
本女医会 100 周年祝賀事業や日本で開催された第 26 回国
際女医会議では堪能な英語を操り、海外の参加者をもてな
され、見事に会議を仕切られました。当時学術担当理事で
あった筆者は、一緒に仕事をして、その決断の速さと推進
力に感服するばかりでした。そしてこの活躍が注目され、
2007 ～ 2010 年まで国際女医会会長に就任されました。

この間、埼玉医科大学放射線科教授として教育・研究・
診療に熱心に従事されて多くの弟子を育てられ、家庭に
在っては産婦人科医のご主人と 2 人のお嬢さんに恵まれ、
最近はダンスを御趣味とされ、Muenster で開催された第
28 回国際女医会では素晴らしいダンスを披露され、喝采を
浴びられました。

黒を基調に美しい色のジャケットを召され、ヒールの高
い靴で、背筋をピーンと伸ばして優雅に歩かれる先生の御
姿はもう見られませんが、いつまでも日本女医会や国際女
医会の行く末を見守って下さっていることでしょう。

平敷淳子先生の女医会に対するご貢献に感謝すると共
に、先生のご冥福を心から願って止みません。 合掌

I lost a great mentor
President, Medical Women's International Association
Prof. Dr. Dr. Bettina Pfleiderer PhD. MD.

With this note I want to express my deepest 
sympathy to the members of the Japan Medical Women’
s Association of the passing Professor Atsuko Heshiki. 

My thoughts and prayers are with the Japan Medical 
Women's Association and her family.

Many physicians from all over the world wrote to 
MWIA conveying their condolences, when the news 
spread that Professor Atsuko Heshiki passed away Her 
dedicated work to MWIA is highly valued and she was 
a highly respected member of MWIA for many years 
and she will be dearly missed!

On a personal note, I lost a great mentor, who taught 
me a lot about the Medical Women's International 
Association and about being MWIA's president and 
Atsuko was a great source of knowledge and support. 
She is also a strong role model for me. I always valued 
her advice.  

We worked closely together as team in the MWIA 
centennial committee- she as chair and I had the honour 
to be her co-chair. It was very important to her that 
the upcoming centennial meeting will be held in the US 
and we both were so pleased that the US was elected 
as congress host. When we met in Vienna back in July 
she had many plans and ideas and was full of energy. I 
will do my best to continue in her spirit as chair of the 
centennial committee in her honour and in her memory. 

Sincerely, 

Remembering Professor 
Atsuko Heshiki….
Immediate Past President MWIA

Kyung Ah Park

Professor Atsuko Heshiki was a great woman.
She was brilliant.
She was warm and kind.
She was an outstanding leader among women doctors 

all over the world.
We cannot believe that she has gone to the heaven so 

early.  Perhaps, God needs one very able woman in the 
heaven.

Professor Atsuko Heshiki was also a very excellent 
scholar in radiology society. I have heard high reputation 
from many Korean radiologists and she was highly 
respected by them.

She dedicated herself to the MWIA tremendously. 
Even after the period of Presidency, she served as 
Chairperson of the Centennial Committee of MWIA.  
Professor Heshiki was a great mentor for me as well as 
many other members of MWIA.
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She was extremely special to me. We were close 
friends sharing many exciting experiences together.  In 
MWIA we both were uncommon executive members 
from the western pacific region and we shared a vision 
of MWIA in many different aspects.

We were expecting great ceremony in three years 
to celebrate the 100th anniversary of MWIA in Unites 
States. I hope the centennial congress will remember her 
with respect and love in 2019. 

It is so sad
We lost a big sister in MWIA.
With deepest condolences

She was Visibly present
Secretary General   Shelley Ross

Thank you for the opportunity to reflect on my 
association with the Japan Medical Women's Association 
and particularly with Professor Atsuko Heshiki during 
my time as President of MWIA 2001-2004.

With MWIA soon to celebrate its centennial in 2019, it 
reminds me of the wonderful celebration in 2002 hosted 
by the Japan Medical Women's Association in honour 
of their own centennial.  It was such a wonderful event 
and so many dignitaries were present.  I particularly 
remember meeting the Empress of Japan who provided 
us with a copy of a children's book she had written.  I 
recall Prime Minister Koizumi leading us in cracking 
open the Sake barrels in a traditional ceremony.  
Although Dr. Yoko Hashimoto was JMWA President at 
the time, Atsuko Heshiki was visibly present and took 
us to a Kabuki play to ensure we saw the real Japan. 

My second trip to Japan was in 2004 when Japan was 
the host country for the 26th International Congress 
of MWIA in Tokyo.  The theme was Medicine in a 
New Lifestyle.  It was a most successful congress.  The 
MWIA executive was treated to a second visit with the 
Empress of Japan.

In years to come when the Empress of Japan visited 
my home of Vancouver, none of my Japanese friends 
could believe that I had previously met the Empress 
twice.  So amazed were the organizers of her visit, that 
they invited me to meet her a third time.

I have lovely memories of Atsuko during the 2002 
Centennial, the 2004 Congress and then later when she 
was President in 2007-2010 and I was Secretary General.

She will be greatly missed but fondly remembered for   
her dedication to MWIA and JMWA, her successful 

career as a Professor of Radiology, her lovely personality 
and her command of ballroom dancing.   

Sincerely, 

平敷淳子先生の
突然の訃報に接して
元日本女医会会長　　橋本葉子

平敷先生のお嬢様から私の自宅に電話がありましたの
は 2016 年 9 月 6 日の朝でしたが、私は既に自宅を出ており
ましたので、留守電を聞いたのは夜になってしまいました。
翌朝、ご主人様と電話連絡が取れましたのでご様子を伺い
ましたところ、9 月 5 日の夜は平常通りに就寝されたが、翌
6 日の朝いつもの時間に起きてこないので見に行ったところ
意識不明になって居られたとのこと、直ぐ救急車で群馬大
学医学部病院に搬送されましたが、9 月 8 日の 5 時 35 分に
お亡くなりになられたとのこと、病名は脳幹梗塞だったそう
です。

日本女医会は、①女性医師相互の研鑽・親睦・及び地位
の向上、②福祉の増進並びに地域医療などの社会活動、③
国際交流と親善、を三本柱として活動しております。

私が日本女医会会長をしておりましたのは、1998 年 5
月～ 2006 年 5 月までです。その間平敷先生には National 
Coordinator をお願いしておりました。2002 年には創立 100
周年記念事業、2004 年には国際女医会を日本で行いました
が、何れの時も平敷先生は大活躍をされました。平敷先生
は国際女医会会長も務められ、女性医師の国際的活躍の重
鎮でした。

また、日本女医会は国連 NGO国内女性委員会のメンバー
です。毎年国連総会第 3 委員会の政府代表顧問をこの委員
会からどなたかにお願いしておりますが、平敷先生は私の
会長在任中に 2 回、この政府代表顧問として第 3 委員会に
参加されました。

余りにも突然のお別れに今でも信じられない思いで居り
ます。

平敷先生、安らかにお眠り下さい。　合掌　
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ぴか一の事務処理能力と
英語力
内潟安子

巨星落つ──この言葉ほど、平敷先生のご逝去を如実に
表してくれる言葉がありません。

当時の会長、橋本葉子先生に日本女医会へ導いていただ
き、平敷先生に初めてお会いしましたのが平成 10 年（2002
年）でした。東京で開催予定になっていた 2004 年国際女
医会に向けて、会長以下、ナショナルコーディネータ平敷
先生を中心に、準備が進み始めたところでした。たしか、
平敷先生ご自身、放射線医学関連の国際学会主宰を複数抱
えておられ、各々の学会の準備をまさしく“ちゃちゃ”とこ
なしておられました。先生の傍で段取りの実際をこと細か
く見ることができました。到底真似ができるものではありま
せんでした。見て覚える、体で覚える、プラクティカルな
ことはどのマニュアル本にも書かれていないものでした。

次は、平成 21 年（2009 年）１～２月の日本・アラブ女
性交流事業の日本での開催でした。日本女医会が担当でし
た。今度は当方が責任者として動かねばならない。「内潟

先生。準備はどうなっていますか？」、この言葉は今も耳を
離れません。しかし、当方の力量を知っておられる先生は、
報告書の作製の仕方、段取り、歓迎会、懇親会などもろも
ろの段取りをご指導くださいました。小田会長以下理事は
全員毎日の診療時間から空いた時間に手分けしてアテンド
してくださり、２人のアラブ女史をおもてなしすることがで
きました。アテンドの完璧さと時間厳守さは高い評価を得
たと報告書にかかれています。

その後、私は東京女子医大糖尿病センターセンター長に
就任しました。上記の平敷先生のご指導が役立っているこ
とは言うまでもありません。

最後に平敷先生の英語力についてどうしても書いておき
たいと思います。国際女医会での皇后様ご紹介の際のノー
ブルなセンテンスときれいな正統派の英語発音は、忘れら
れません。「学生時代は、寝転がって New Eng J Med を
愛読された」と大森安恵先生から伺ったことがあります。
逸話でもなんでもない、ほんとうの話であったろうと思いま
す。

平敷先生と同じ年月を共有することができたことは大き
な財産です。この財産を継承していくことを、平敷先生、
お約束いたします。

公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成 28 年度第 3 回理事会議事録

１．  日時　平成 28 年 7月16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
山本纊子	 大谷智子	 諏訪美智子	
前田佳子	 赤澤純代	 泉　美貴	
磯貝晶子	 今村純子	 岩﨑惠美子	
小泉ひろみ	 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	 津田喬子
　2）欠席者
　理　事
内潟安子	 対馬ルリ子	 宮﨑千惠

1．継続審議事項
１．第 62回定時総会について
	 （庶務部）（継続）
　・		中田理事より埼玉支部での進捗の報
告があった。	 	
公開講演会講師　埼玉医科大学総

合医療センター　名越澄子先生

2．審議事項
１．国際女医会への会費未納と未納分
支払いについて	 （承認）
　・		前田副会長より、国際女医会への会
費の納入状況について説明があり、
未納当時の状況について矢口前理事
に対して確認をする旨が述べられた。

　・未納分の納入について承認された。
２．		理事選出、及び選挙制度改革につい
て	 （承認）

　・		山本会長より、選挙規程を含む、今
後の選挙制度の改革について委員会
を立ち上げることが提案され承認さ
れた。

　・		役員は以下の 4人の会員に依頼をす
ることとし、副会長 3 名を加えて 7
名の委員会とする。

　　澤田香織会員（北海道支部）
　　渡邉弘美会員（東京都支部連合会）
　　野崎京子会員（大阪支部）
　　横須賀麗子会員（佐賀支部）
３．会誌広告料について	 （承認）
　・		現在の会誌広告料について、花岡理
事より説明があり、今後の価格の改
訂を検討することとなった。

４．		北海道支部からの市民公開講座助成
の依頼について	 （承認）

　・		北海道支部からの市民公開講座助

成の依頼が承認された。
５．支部担当理事について	 	（継続）
　・		大谷副会長より、今後、東京から選
出された理事から希望を取り、担当
地域を決定する旨報告があった。

６．平成 28 年 6月会計報告承認	（承認）
　・		平成 28 年 6月会計報告が承認され
た。

７．		平成 28 年度第 2回（6月）理事会議
事録承認	 （承認）

　・		以下を訂正の上承認とすることとなっ
た。

　　		3. 審議事項　1. 第 61回定時総会
の報告と反省

　　・		「福下理事より、総会において多く
の会員から意見および要望を頂い
たので、これらを理事会の検討課
題として協議するよう提案があっ
た。」に変更。

　　8.その他　1）監事について
　　　・		「また、こうした～承認された」

を削除。
　　　・		「2）理事辞任について　川村

富美子理事より辞任届が提出
され、承認された。」を追加。

3．報告事項
１．各部、NC報告
　1）庶務部報告
　・		岩﨑理事より会員動静の報告が
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あった。
　・		馬場理事より今年度のブロック懇
談会は、秋田支部での開催を依
頼した旨報告があった（開催日程
は未定）。

　・		馬場理事より事務局夏季休業連
絡があった。

　2）広報部報告
　・		福下理事より、会誌 227号の進
捗、及び 228 号への国際女医会
議に関する記事を掲載したい旨発
言があり、山本会長が総合的記
事、前田理事が学術関係、その
他については鈴木理事が執筆す
る旨報告があった。

　3）渉外部報告
　・		諏訪副会長より、国連 NGO国内
女性委員会総会（7/7）に参加し
た旨報告があったほか、委員会
についての簡単な説明があった。
今年度の日本女医会からの登録
委員は、山本会長、諏訪副会長、
中田理事。

　　		これに付随して、山本会長より渉
外部長を澤口理事から中田理事、
事業部長を中田理事から澤口理
事に交代する旨発表があった。

　・		諏訪副会長より、内閣府男女共
同参画推進会議（7/12）に出席し
た旨報告があった。

　4）学術部報告				
　・		前田副会長よりHP『新しい治療

とトピックス』の進捗について報
告があった。

　5）事業部報告
　・		澤口理事より、平成 28 年度の活
動予定と検討事項について報告
があった。

　6）ナショナルコーディネータ報告				
　・		前田副会長より、第 30回国際女
医会議への学生の参加や基調講
演についてなどの連絡があった。

２．各委員会報告
　各委員会報告の前に、今期の委員を以
下の通り決定した。
　・		男女共同参画事業委員会：前田（委
員長）磯貝　馬場　赤澤　澤口

　・		長寿社会福祉委員会：福下（委員長）
　濱田　今村　内潟　岩﨑　

	 （順不同・敬称略）
　1）男女共同参画事業委員会									
　・		前田副会長より今年度のキャリア・
シンポジウムは、10/30 に開催す
る旨連絡があった。また、今後
はMsACT委員会との合併を視
野に入れる旨が述べられた。

　2）長寿社会福祉委員会　
　・		山本会長より、福下新委員長に
今年度の日程等の決定を依頼す
る旨の発言があった。

　	3）小児救急事業委員会
　・		大谷副会長より小児救急冊子の
在庫、及び販売状況の報告があ
った。

３．対外的団体活動
　1）宮城県女医会総会
　鈴木理事より、宮城県女医会総会
（7/9）の報告があった。
　2）神奈川支部総会
　磯貝理事より、神奈川支部総会
（7/10）の報告があり、支部長が小関
温子会員に、副支部長が白木桃子会
員、磯貝晶子理事に交代したことが報
告された。

　3）埼玉支部総会
　中田理事より、埼玉支部総会（7/10）
の報告があった。

４．その他
　1）熊本地震義援金の送金について
　山本会長より、熊本地震の被災地、
及び県庁に対し義援金を送金した旨
の報告があった。

　2）		大谷副会長より、平成 23 年の東
日本大震災後の義援金で購入した
MCA無線機については、今後廃
止とし、メーカーに返品することが
提案され承認された。

　3）		今年度の役員選挙について山本会
長より、会誌 227号に獲得票数を
掲載する旨の発言があり、過去の
得票数も併せて発表する、理事会
内のみにするなどの討議の結果、山
本会長から会誌 227号誌上に票数
は掲載しないとの発言があり了承さ
れた。	 以上

第 6 回 提言論文 募集のご案内
課題　『一生の仕事として女性が医師を続けるには』

記
１．応募資格：医師および医学生
２． 応募要領：  ① 1,200 字以内  

②   原稿は Word で執筆し電子メールに添付して応募して下さい。  
宛　　先：（公社）日本女医会　office@jmwa.or.jp  
添付資料：  提言の題名、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、電話番号、メールアドレス、所属・役

職名（医学生は大学名・学年も）を明記した別紙を添付して下さい。
３．入選者数：当会理事会による厳正な審査を経て３名以内の方を入選と致します。　
４．募集期間：  平成 28 年 11 月１日～平成 29 年２月 29 日　※ 平成 29 年２月 29 日送信分まで。
５．入選発表：平成 29 年４月１日
６．表　　彰：  平成 29 年５月 14 日開催の第 62 回日本女医会定時総会（埼玉県さいたま市パレスホテル大宮にて開

催予定）において行い賞金を授与する。
７．賞　　金：一人 2 万円
８．注意事項：  ・応募論文の版権は（公社）日本女医会に帰属します。  

・入選論文は（公社）日本女医会の会誌およびホームページに掲載されます。
９．提出・問い合わせ：  公益社団法人日本女医会事務局　〒 150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-8-7　青山宮野ビル 3 階
 TEL：03-3498-0571　FAX：03-3498-8769　e-mail: office@jmwa.or.jp （担当：事業部）
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第 37 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。

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。
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 28 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 29 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 29 年 5 月 14 日開催の第 62 回日本女医会定時総会（埼玉県さいたま市・パレスホテ

ル大宮にて開催予定）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 30 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 2 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 28 年 12 月 25 日（当日消印有効）
６．表　　彰：平成 29 年 5 月 14 日開催の第 62 回日本女医会定時総会（埼玉県さいたま市・パレスホテル大宮に

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 28 年 12 月 25 日（当日消印有効）
５．表彰	  平成 29 年 5 月 14 日開催の第 62 回日本女医会定時総会（さいたま市・パレスホテル大宮にて開

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 28 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 29 年 5 月 14 日開催の第 62 回日本女医会定時総会（さいたま市・パレスホテル大宮にて開

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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一雨ごとに秋の深まりが感じられる今日この頃、
お変わりございませんか。
大谷副会長を中心に選挙制度を改革するための委

員会が発足いたしました。難しい問題が山積する中、
来年の総会まで残された時間は僅かです。
第30回国際女医会議はウィーンにおいて盛大に開催されまし
た。世界の医学校における女子医学生の割合はほぼ 50％になり
ましたが、女医の半数がより高い学術的リーダーとしての役割を
果たしてはいないとのことでした。
この会議でも大活躍をされていた国際派の平敷淳子先生と１カ
月余の後、お別れする運命が待っていようとは誰が想像できたで
しょう。先生は皆の憧れでした。あの笑顔にもう一度会いたいで
す。� （鈴木カツ子）
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公益社団法人日本女医会　第 62回定時総会のお知らせ
平成 29 年度の定時総会は、下記の予定で埼玉県さいたま市で開催致します。総会前日の埼

玉支部主催のエクスカーションは、情緒あふれる“小江戸”川越の散策です。皆様お誘い合
わせの上、ぜひご出席賜りますようお願い申し上げます。（会場：パレスホテル大宮）

平成29年5月13日（土）　　14：00（大宮駅前をバスで出発）	 埼玉支部主催エクスカーション

　　　　　　　　　　　　　　18：00〜 20：00	 	 埼玉支部主催　懇親会

平成29年5月14日（日）　　支部・本部連絡会　

　　　　　　　　　　　　　　第62回定時総会

　　　　　　　　　　　　　　公開講演会　講師：名越澄子先生（埼玉医科大学総合医療センター）

　 （時間・詳細な内容につきましては、追ってお知らせいたします）

氏　名 支　部 卒　年

入会
山崎理絵 北 平 11

小内友紀子 東女内 平 7
池田峰子 兵庫 昭 53

退会 15 名

氏　名 支　部 卒　年

物故
平敷淳子 群馬 昭 39
加藤敏子 愛知県 昭 18
隅　初音 宮崎 昭 22

会員動静 （平成28年10月12日現在・敬称略）

平成28年役員選挙獲得票集発表に
関するお詫び

日本女医会誌第 227 号（2016 年 8 月 31日発行）2 頁に掲載
された平成 28 年役員選挙獲得票数の公表に関しましては、平
成 28 年度第 3 回理事会において掲載しない意向であったにも
関わらず、広報部の不手際により掲載され、関係者の方々にご
迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。また、
掲載された第 61 回公益社団法人日本女医会定時総会の記事の
文責は庶務部ではなく、広報部であることを併せて訂正させて
頂くとともに、今後は誤りのないよう努めて参りたいと存じま
す。 （広報部）

平成 28 年度
長寿社会福祉委員会講演会のご案内

日 　 時：2017年1月29日（日）13：30 ～15：30

場 　 所：アルカディア市ヶ谷　（東京・市ヶ谷）

講演テーマ：高齢者の眼疾患と視機能

講 　 師：東京女子医科大学東医療センター教授 

須藤史子先生 

東京慈恵会医科大学准教授　中野匡先生
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