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巻 頭 言

医療現場における
働き方改革 副会長　諏訪美智子

会員の皆様、良い年をお迎えのことと存じます。
2019 年は己亥の年で、平成最後の年となります。

昨年は地震や台風による洪水など自然災害の多い年で
した。医学界では 7 月に文部科学省の局長の息子の不
正入学が発覚して大きな問題となりました。その後の
内部調査で女子と３浪以上の受験生が差別的に不合格
になっていたという事実が公表されました。海外で
もニュースになり、早速国際女医会の次期会長の Dr. 
Clarissa Fabre から詳細について知りたいとのメール
が届きました。その後文部科学省が医学部医学科のあ
る 81 大学の入試について調査したところ、東京医大
を含め、順天堂大学、昭和大学などは 9 校が不適切な
入試をしていたことを認め、また聖マリアンナ大学は
その疑いがあると 12 月 14 日に発表されました。国家
試験で高い合格率をとるために、浪人を重ねた学生よ
りも現役生を入学させたいのが大学側の理由になって
いるようです。また女子に対する得点操作により、合
格者数を抑制したいという理由は、女性医師が結婚・
出産により、休職や離職するためだといわれていま
す。

国のデータでは院内保育を行う病院は 42％と少な
く、子育てする環境整備が必要になっています。女性
医師が増えると、外科系の医師が不足すると危惧する
傾向がありますが、子育てをしながら頑張っている女

性の外科医もいます。医療現場で女性医師が働きやす
い労働環境を整えれば女性医師がもっと活躍できると
思います。

私事ですが、シカゴの大学病院で働いていた時、当
時１歳だった第１子を病院近くのナーサリーに預けま
した。朝 7 時から預かってくれたので、朝 8 時からの
カンファレンスやその前の回診に間に合いました。シ
リアルや牛乳など簡単な朝食も用意してくれたので、
大変助かりました。南カリフォルニア大学勤務の時の
第２子の場合、出産後 6 週間の産休明けすぐに勤務に
復帰しました。院内保育が完備されていましたし、ア
メリカでは近所の高校生がベビーシッターをしてくれ
るので働きやすい環境でした。その後ロサンゼルスで
小児科を開業したときも朝 7 時から預かってくれる保
育園があり、7 時 30 分から始まる帝王切開の立ち合
いや関連病院の新生児室の回診が出来ました。

日本でも、育児と仕事の両立のため、女性医師の短
時間労働、フレキシブルタイムでの勤務、一人の患者
を 2 人の女性医師が隔日に担当するなど、働き方改革
が少しづつ進められています。

今年の医学部の入学試験は国際社会からも注視され
ています。不適切な入試をしてきた各大学の女子の合
格率が改善されることを期待しています。
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先達の想いを胸に
長崎支部　黒﨑伸子

　長崎での日本女医会ブロック懇談会に刺激をうけ、昨年
8 月 25 日、楠本イネの墓参りには長崎支部会員など 15 名
の女医が集まりました。混血児への差別を乗り越えて医学
の道を目指した矢先、強姦による妊娠・出産など、波乱万
丈の中でも、妊産婦・新生児死亡を減らしたいと、男性の
診察を恐れて手遅れになる事態を避けたいという思いを最
期まで持ち続けた彼女の強さを改めて学びました。ちょう
ど、東京医大の入試における女性差別が持ち上がっていた
頃でした。医学をめざす強い心は、女性は男性以上のこと
が多いと思います。それは、社会の偏見に傷ついた体験が
あるからかも知れません。そのような医師こそ、患者や家
族に寄り添い、人を救うだけでなく、社会を変えることに
つながります。すべての女性が、男性と同様の機会を得て、
夢を実現していける社会にしなくてはいけません。

今年の夏も、楠本イネのお墓に手を合わせ、みなで
Inspire されます。

年頭所感
愛媛支部　大野弓子

新年おめでとうございます。
昨年はスポーツ界に蔓

は び こ

延っていた様々な問題が明かるみ
になり、世間を騒がせました。愛媛県では政界を揺るがす
事件に巻き込まれ、その後 ､ 一つの大学が新設されました。
又 ､ 西日本豪雨で甚大な被害を受けた県下の方々も多く ､
今も復興が待たれます。

秋も深まった 11 月 28 日には県内外で活躍する女性医師
らを顕彰する西予市おイネ賞の表彰式が開かれ ､ 全国奨励
賞に東京大学の細谷紀子先生 ､ 地域奨励賞に県立中央病院
の阿部恵美子先生 ､ 医学生奨励賞に愛媛大学の桑原希さん
が受賞されました。同賞は日本初の産科女医とされる楠本
イネが同市で医学を学んだ縁から 2012 年に創設されまし
た。おめでとうございます。存分に羽撃いて下さい。2019
年は明るい話題で県内が盛り上がりますように。

年頭所感
大阪支部　野崎京子

明けましておめでとうございます。日本女医会本部の役
員の先生方には大変お世話になっております。平成 30 年度

からは近畿ブロック代表として大阪から芳川・藤谷先生が
理事として日本女医会の運営に参加させて頂いております。
さて日本女医会は伝統があり、女性医師の全国組織だから
こそ出来る事業を長年実施してきていると思います。私ど
も大阪支部としては本部の事業に参加・協力することを基
礎においております。とはいえ距離的なことや、大阪支部
の役員は他会と兼任の方が殆どのためアクティブに活動出
来ていないのも実情です。そこで出来ることの一つとして、
日本女医会で毎年表彰された功労者の先生方や研究助成を
受けられた若い先生方を大阪へお招きしてご講演頂くこと
を心掛けています。また、感染症の多い大阪としては、ワ
クチンについて医師も市民も正しい知識を持ち、接種に消
極的にならないよう啓発していきたいと考えています。

静岡支部の使命
静岡支部　杉本千佳子

新年、明けましておめでとうございます。
今回初めて投稿させていただきます。私が、故竹内静香

先生から支部長を引き継いですでに12年たちました。当時、
支部長を引き受けてくださる方がなく、世代をかなり飛ば
して私に白羽の矢が立ちました。途中くも膜下出血にみま
われ数年中断しましたが、ほぼ 2 年に一度会食を兼ねた講
演会を開催しています。各支部の方々の活動に比べ、当県
の活動は大変地味なものです。参加できる人が参加し、無
理せず長く続けていくことをモットーに、会則や年会費も
ありません。静岡県の各地から集まった皆さんの自己紹介
は、医療や教育、介護そして趣味の話までと時間がたつの
も忘れてしまいます。頑張っている女性医師に大いに刺激
を受けるひと時を過ごし、2 年後にまた会いたくなる輪が
少しずつ広がっています。静岡支部はかけがえのない会に
育っています。

母校の女医会が
25 周年を迎えて

石川支部　赤澤純代
新年あけましておめでとうございます。本年も昨年に引

き続きご指導ご高配のほどよろしくお願いいたします。
昨年私は、日本女性会議金沢・分科会６「医療における

性差」を担当しました。前田会長と馬場理事にご参加いた
だけてとてもうれしく思っております。

金沢医科大学女医会水月会が設立 25 周年記念講演会「活

年 頭 所 感
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躍する女性医師」～世代を超えて女性医師へのメッセージ
～と題して、「医師として働く女性　昔と今」日本医科大
学付属病院　高度救急救命センター小笠原智子先生と「金
沢医科大学卒業生としての女医という生き方」あおいクリ
ニック銀座医院長の中野あおい先生に講演していただきま
した。

実家の社会福祉法人篤豊会 40 周年記念事業も無事終了
し、強い母の背中を見て自分はまだまだ遠い道のりだと心
に刻みました。女性が強く生きるにはいろいろな出来事が
ありますが沢山の方とともに協力して次世代の方や自分た
ちの子供の代まで幸せに活躍できる環境ができることを
願っています。

活発な女医会を構築
神奈川支部　小関温子

あけましておめでとうございます。日本女医会の益々の
発展を願いながらご挨拶とさせて頂きます。

さて、神奈川支部の支部長に就任させて頂き、まだ活動
らしいこともしておりませんが 7 年近く途絶えていた支部
会誌を発行いたしました。同窓会の会誌にはなれというこ
ともありましたが、同窓会誌と日本女医会神奈川支部会誌
の同時進行、印刷会社の変更と重なり、大変苦しい道のり
が投稿頂いた原稿の不備など先生方に申し訳ない結果とな
りましたが今後の糧にしてより良い会誌を心掛けていく所
存でございます。

昨年、総会での講演は牛山元美先生の 2011 の震災が東
京電力による福島の原発は甲状腺がんの発症が子供に及び
ソ連のチェルノブイリを研究していた先生のご講演でした。
原発によるこどもの甲状腺がん基金に日本女医会本部から
寄付をしたことが NHK に取り上げられて日本女医会の有
志による前田佳子会長、渡辺弘美東京都支部連合会会長、
青木正美理事、牛山元美、各先生の 4 人が電話相談を行っ
て年 2 回 NHK で放送されています。

今年の神奈川支部としての活動は会員の増強に先生方の
ご協力を是非お願いいたします。総会へのご参加をいただ
き今後の活発な日本女医会を構築していきたいと思います。

年頭所感
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、医学部入試における女子学生の対応を発端に女

性医学生ひいては女性医師の社会における問題点が明らか
になりました。女性医師問題のみならずダイバーシティ、
働き方改革等、医療の世界では旧態依然としていた問題に
メスが入り大きな改革が進んできています。このような社
会の流れのなか、東京女子医科大学も「202030」と表して、
2020 年には教授の 30％を女性することを目標として掲げて
います。女性であることをハンディキャップとせず、真の
実力を付け、社会に貢献することが求められます。今年が、

女性医師の時代の幕開けの年となり、女性医師に明るい未
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。

医学、すなわち人間として、
未知なるものを開く可能性

港支部　澤口彰子
医学の可能性はどのようにして、開かれたのであろうか

──日本は世界に先がけて超高齢社会に突入している。高
齢者増加の可能性はいつ頃から推測できたのであろうか。

統計学的には、かなり前から人間によって推計されて、
その可能性は医学に開かれていたのではないか。平成 29 年
版高齢社会白書（内閣府）では、平成 27 年には男性の平均
寿命は 80 歳超、15 年後の平成 42 年には女性が 89 歳、男
性が82歳に延伸され、本格的な長寿化時代に突入している。
平均寿命は今後も伸びる傾向にあり、人生 100 年時代到来
になる。人々が長生きできるようになると、認知症をはじ
めとする超高齢社会を象徴する疾患は増加する可能性が開
かれる。その結果、認知症の診断、治療、予防の可能性は
人間によって開かれることになる。超高齢社会に突入して
いる日本は認知症患者数が増加を続け、2025 年には、65 歳
以上の高齢者のうち約 5 人に 1 人が認知症になる可能性が
推計されている。その予防法や治療法の開発に医学、すな
わち人間として未知なる可能性が開かれることを期待する。

平和で豊かな世界への願い
練馬支部　車谷峰子

明けましておめでとうございます。本年も皆さまにとり
まして良き年でありますようお祈り申し上げます。

昨年は自然災害のとても多い年でした。その一因に地球
温暖化があるのは明らかです。日本は世界第 5 番目のエネ
ルギー消費国であり、日本の電源ポートフォリオをみると
石油、石炭、天然ガスの化石燃料が全体の８割を占めてい
るのが現状です。私達の大事な地球に生存するすべての動
植物が絶えることのないように、資源を大事にするのは無
論のこと、再生可能エネルギーについて真剣に討議すべき
最終段階にきているように思います。

今年は《平成》最後の年です。《平成》の名前の由来は
「史記」五帝本紀の「内平外成（内平かに外成る）」、『書
経』大禹謨の「地平天成（地平かに天なる）」からで「内外、
天地とも平和が達成される」という意味だそうです。

次の年号にどんな思いが託されるのでしょうか、平和で
豊かな世界を願っての年号になる事でしょう。今年もよろ
しくお願いいたします。
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年の初めに思うこと
新宿支部　松村美由起

あけましておめでとうございます。先生方におかれまし
てはお健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

華やいだ時も認知症の方に想いが及びます。患者数の急
増と言われますが、その中にさえまだ数えられていない患
者さんは孤独の中苦しんでいます。初期集中支援など様々
な施策により以前よりも随分多くの患者さんが医療・介護
につながることができるようになりましたが、それでも埋
もれた方がいるのはどうしてでしょうか。認知症という病
気に対する偏見がそうさせているのだと思います。
「恍惚の人」の時代、異次元の人のようにとらえられてい
た認知症の当事者も、近年、自ら講演をし、認知症ととも
に生きる人の気持ちを我々に伝えてくれます。

年号も変わり時代が進むなか、認知症医療も介護者中心
から当事者主体へと転換を果たしてゆかなければならない
と考える年の始めです。

明るい未来への出発
足立支部　吉田幸子

明けましておめでとうございます。
昨年は異常気象による水害や地震などの自然災害が相次

ぎ、被災地の皆様のご苦労はいかばかりかと拝察しており
ます。世界中で女性の話題も多い年でした。医学部入試で
女性と多浪生が差別されていたことが明らかになりました。
50 年近く前ですが、私の学生時代から入局にあたっても同
じようなことを言われました。女性が多く活躍する現在で
も医師の環境や周囲の見方が変わっていないことに改めて
驚きます。

足立区では、25 年前から区内女性医師の集まりがありま
す。顔の見えるお付き合いをしたいと、毎年 6 月に学術講
演会と懇親会を開いて、25 人程の参加者で楽しい時間を
過ごしており、忘年会の話も出ておりました。諸先輩のご
努力で続くこの会を次世代の先生方につなげていきたいと
思っております。

今年が明るい未来のある出発の年になりますように祈っ
ております。

年頭所感
東京都支部連合会会長　渡邊弘美

新年おめでとうございます。「平成」最後の新年をお健や
かにお迎えのこととお慶び申し上げます。昨年の夏は猛暑
で、この冬は暖冬との予想ですが、果たしていかがでしょ
うか。2018 年はいざなぎ景気を越えるほどの好景気であっ
たと発表されましたが、国民には実感に乏しいというのが
本音であり、特に若い世代にとっては、将来を考えるとマ
イナス要因ばかりが浮かびます。東京都支部連合会では新

しく渋谷区支部長を賀久明代先生がお引き受け下さり、先
生のご推薦で新会員も入会しました。若い風が吹いてくだ
さるのは実に嬉しく元気が出ます。昨年来の医学部女子受
験生の差別問題などを経て、世間では様々な点で女性医師
に対する関心も広がっていると思います。差別の解消とと
もに、医学界全体の働き方改革にも焦点が当たって欲しい
ものです。昨年の世相を表す漢字「災」が、2019 年にはもっ
と positive な一文字として選ばれてほしいと新年に思いを
馳せます。

年頭所感
山形支部　豊岡志保

新年あけましておめでとうございます。今年は新しい元
号になります。先日の会合では、昭和の卒業は教授と私だ
けでした。

昨年秋に、日本リハビリテーション医学会の女性医師
ネットワーク委員会の企画で「リハビリテーション科医師、
海を渡る。私の留学体験」として、30、40 歳代の先生方に
経験談、研究成果などを話していただきました。男性医師
も興味を持って参加して実りが多い会になりました。国立
病院総合医学会でも演題申し込みの領域として男女共同参
画が加わり、若い女性のヘルスケアについてのシンポジウ
ムが組まれました。

時代は変わります。しかし、医師としての、志のあるも
の同士、生き生きと仕事をしている先輩の話は若い先生方
を惹きつけるものがあります。そして、私のような少し疲
れた世代の医師にも勇気を与え、励ましの言葉となります。

皆様にとりまして幸せな時代の幕開けになりますように
願っています。

日本女医会への期待
青森支部　髙橋英子

平成最後のお正月、明けましておめでとうございます。
中国の「ゲノム編集ベビー誕生」のニュース等最近の医

療技術の進歩は、内容、スピードとも想像を絶するものが
あります。

しかし医療、医学の原点は「尊厳ある人間の幸せ」にあ
るということを忘れてはならないと思います。

私は昨年 96 歳の義母を半年間の在宅診療で看取りまし
た。当院に病床はあったのですが、自宅で過ごしたいとい
う母の希望に添いました。人間性を置き去りにした技術の
暴走をコントロール出来るのは、効率優先ではない、生命
を生み出す性である女性の力ではないかと思っています。

現実は、私立大学の入試のように旧態依然とした女性差
別がむしろ顕著に深刻になっていることは残念なことです。

男女の性差を尊重しつつ、「女性だから」という理由で道
が閉ざされることがないように日本女医会の果たすべき役
割はますます大きくなると思います。

会員ご一同様のご発展を祈っております。
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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

目  的

慢性腎臓病（CKD）患者数は、高齢化社会を背景とし
て増加傾向にあるが、現時点では根本的治療法がなくそ
の対策は急務である。

ポドサイト（糸球体上皮細胞）は腎糸球体でスリット膜を形
成し、尿蛋白バリアとして重要な役割を果たしており、ポドサイ
ト形質の変化やアポトーシスは尿蛋白漏出、糸球体硬化につ
ながる。ポドサイトは基本的には分裂しない最終分化細胞で
あるため、DNA 損傷修復機構は重要な役割を果たしている
可能性が予測される。我々はこれまでポドサイトにおけるエピ
ゲノム変化が慢性腎臓病病態に関連している可能性を報告
したが（J Clin Invest 2014, Kidney Int 2015）、なぜエピ
ゲノム変化が生じるのかについては不明な点が多い。そこで
本研究では DNA 損傷修復機構に注目し、エピゲノム変化と
DNA 損傷修復の関連を検討した。

方  法

我々は、DNA 損傷（二本鎖 DNA 切断）の修復に重
要な役割を果たし、かつポドサイトに豊富に発現しているエ
ピジェネティック調節因子、ヒストンアセチル化酵素 KAT5
（Tip60）に着目した。ポドサイト特異的 KAT5ノックアウト
マウスを作成し、KAT5 のポドサイトにおける生理的役割を
検討した。また糖尿病性腎症モデルを用いて病態における
役割を検討した。

結  果

ポドサイト特異的 KAT5ノックアウトマウスはネフローゼ症
候群、巣状糸球体硬化症を呈し、ポドサイトにおける二本鎖
DNA切断の増加とともにDNAメチル化亢進を認め、アポトー
シス増加、ポドサイト数減少が見られた。またネフリン、ポドシ
ン、ポドカリクシン等のポドサイトにおける重要分子の発現低
下を認めた。発生段階の影響を除外するため作成したタモキ
シフェン誘導型のポドサイト特異的 KAT5ノックアウトマウスに
おいても類似の表現型を認めた。培養ポドサイトを用いた検
討では、KAT5 発現によりネフリンプロモーター領域の DNA

第 38 回　学術研究助成　受賞者の軌跡

メチル化低下、DNAメチル化酵素結合低下とともに DNA
二本鎖切断マーカーγH2AXの低下を認め、逆にKAT5ノッ
クダウンによりDNA 損傷の亢進とDNAメチル化亢進、ポド
サイト形質の変化を認めた。糖尿病性腎症ポドサイトでは高
糖によるDNA 損傷は増加しているものの KAT5 発現が低
下しており、病態に関与している可能性が示唆された。

考  察

本研究の結果により、KAT5を介した DNA 修復はポドサ
イト維持に必須であり、DNAメチル化とDNA 損傷が関連
していることが示唆された。また糖尿病性腎症ポドサイトでは
KAT5 発現が低下していたことから、新たな治療標的の候
補となる可能性が示唆された。今後、更に DNAメチル化を
始めとしたエピゲノム変化とDNA 損傷修復の関連について
検討を深め、高齢化社会における腎老化および腎老化に関
連して発症する慢性腎臓病の新たな治療標的開発に寄与す
ることを目指して、研究を進めていきたい。

謝 辞
本研究の遂行にあたり、日本女医会学術研究助成を賜り、選考
頂きました先生方を始め皆様方に心より御礼申し上げます。ま
た本研究は、当教室の伊藤裕教授、大学院生の菱川彰人先生を
はじめ、多くの先生方の御指導、御尽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、臨床に還
元できるような研究成果が得られるように、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。

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

秋田大学附属病院　精神科　筒井　幸

研究目的

2007 年に Dalmauらにより発見された抗 NMDA 受容体
脳炎は、当初若年女性に多く卵巣奇形腫を伴う傍腫瘍性の
自己免疫性脳炎として報告された。精神科領域においては、
緊張病症状を呈し発症すること、悪性緊張病（致死性緊張
病）とほぼ同一の症状・経過であることがクローズアップされ
た。かつて精神科医が悪性緊張病と判断されていた一部の
症例には、本症が含まれていたものと推察される。本症は、
画像所見や血液検査で大きな異常を指摘されないことが多い
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自己免疫性疾患でありピットフォールとなりうる可能性が高いこ
とからも、臨床の現場に強烈なインパクトを与えた。その後、
腫瘍は随伴しない場合もあること、精神病症状だけではなく
気分症状、認知機能障害、言語障害など様 な々症状を生じ
ることが判明した。

本研究は、精神科領域で当科疾患として治療を行ったケー
スの抗 NMDAR 抗体を測定することで、適切な診断、治療
を提供出来るのではないかと考え、施行された。

方  法

ヒト胎児腎細胞（HEK）293 細胞を培養し、細胞表面に
NMDA 受容体のサブユニットであるGluN1,GluN2を共発現
させる。これに一次抗体として検体（髄液）を、二次抗体と
して抗ヒトIgG 抗体を反応させるCell-based assay の手法
を用い、抗 NMDAR 抗体の定性判定を行った。

主な対象は、①悪性緊張病（致死性緊張病）に類似し
た経過、②精神症状とてんかんの合併例、③卵巣奇形腫な
どの腫瘍を合併した精神科疾患、④難治の精神科疾患、な
どとした。陽性例に関して、その症状や経過などにつき検討
を行った。

結  果

合計 107 検体の髄液の抗 NMDAR 抗体を測定し、8 例
の陽性例を得た。6 例はほぼ典型的といえる抗 NMDAR 脳
炎の経過をたどっていたがそのケースの一部は本症の概念
が定着する以前のものであり、悪性緊張病として精神科にて
治療が行われていた。1 例は、気分障害として治療されてい
たが経過が非定型であり成因不明の能力低下を生じていた。
残りの 1 例は、古典的抗体である抗 Ma2 抗体も随伴してお
りナルコレプシーの症状を伴っていた。抗 Ma2 抗体陽性例
に多いとされる精巣腫瘍が発見され、切除術が施行されナル
コレプシーの症状は軽快したが人格変化と精神病症状が残
遺した。このケースに関しては、主たる経過は抗 Ma2 抗体
の関与が大きいと推察され、抗 NMDAR 抗体は副次的なも
のではないかと考えられた。

考  察

陽性例の大半は、典型的な抗 NMDAR 脳炎の経過をた
どっていた。しかし、25%(2/8) のケースは、非定型な経過
の精神科疾患や睡眠障害の範疇として扱われていた。典型
例に関しては、強力な免疫療法を行うことで寛解が期待出来
る疾患であるため、発症早期に神経内科と連携し治療を開
始することが肝要である。本症の詳細を精神科領域におい
て、広く周知することが重要であると考えた。

また、非典型例に関しては、その広がりがどの程度のもの

であるのかを確認するため、更に測定する対象疾患を増やし
ていく必要があると思われた。

本症は幻聴、妄想、気分症状などの著しい精神症状を伴
うことより、発症メカニズムを究明することが精神科疾患の発
症機序の解明に繋がる可能性を孕んでいる。

謝 辞
本研究を遂行するにあたり第 37 回日本女医会学術研究助成を
賜り、日本女医会選考委員の先生方、会員の先生方に深謝致し
ます。諸先生方の偉大な業績と多大なご苦労の上に現在がある
ことを常に念頭におき、今後も努力して参ります。本研究が、
適切な診断と治療の提供や精神科疾患発症のメカニズムの解明
に少しでも繋がればと考えております。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。

同種造血幹細胞移植後
BKウイルス感染症に関わる
液性免疫機構の解明

慶應義塾大学医学部　血液内科　山崎理絵

背  景

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つである。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する。
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臨むこと
がほとんどである。

本研究は、同種造血幹細胞移植前後の BKPyV 抗体を
解析し、感染及び再活性化の実態を液性免疫の側面から解
明することを目的とする。

方  法

当院で同種造血幹細胞移植を施行し、移植後 3 か月以
上生存していた 47 例〔骨髄移植（BMT） 20 例、末梢血
幹細胞移植（PBSCT）12 例、臍帯血移植（CBT）15 例〕
を対象とした。BK-PyV の中空粒子を抗原とした ELISA 法
により同種移植前、移植後 1 か月、2 か月、3 か月の患者血
漿およびドナー血漿を用いて IgG および IgM 抗体価を測定
した。一部の症例について移植後 1 か月、2 か月に尿検体
を採取し、尿中 BKPyV の有無を定性 PCR により検出した。

結  果

47 例中 10 例（21％：BMT 5 例、PBSCT　1 例、CBT
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　4 例）で移植後 48日（中央値、範囲：13 ～ 99日）に
BKPyV による出血性膀胱炎を発症した。移植前に BKPyV
抗体陽性であった症例は 36 例（73％）、解析できたドナー
30 例中 24 例（80％）が抗体陽性であった。移植前患者お
よびドナーの抗体価とBKPyV 出血性膀胱炎発症との間に
相関はなく、移植前抗体陰性で BKPyV 感染の既往がない
と考えられる症例においても、2 例で BKPyV 出血性膀胱炎
を発症した。

移植後１か月の抗体価は、移植前 BKPvV 抗体陽性例で、
陰性例に比べ有意に高く（P < 0.001）、この傾向は3 か月時点
まで同様であった（2 か月P < 0.005、3 か月P < 0.05）。また、
BKPyV 抗体陽性ドナー症例も、同様に陰性例に比べ有意に抗
体価が高かった（P < 0.05）。また、移植後 3 か月のBKPyV 抗
体価は臍帯血移植症例で有意に低かった（P < 0.05）。

IgM 抗体についても同様に解析を行ったところ、移植後
3 か月間に移植前値の 2 倍以上、あるいは OD 値 1.0 以上
に急上昇した症例が 10 例認められたが、そのうち 7 例は
BKPyV 出血性膀胱炎非発症例であり、関連性は確認でき
なかった（P ＝ 0.675）。移植後臨床的な再活性化を認めな
かった症例のうち、尿検体が回収可能であった 18 例につい
て尿中 BKPyV-PCRを行ったところ、10 例（56％）で移植
後ウイルス PCR が陽性になり、BKPyV の不顕性再活性化
が確認された。

考  察

同種移植後患者においては、臨床的に出血性膀胱炎を発
症し診断される症例に加え、多くの不顕性再活性化例が存
在する。一部の症例においては、移植後液性免疫再構築
前と考えられる移植後 3 か月以内であってもIgMを含めた液
性免疫応答が確認された。

同種移植後の抗体価は移植前のドナーおよび患者の抗体
価と相関するため、特異抗体により重症化が抑制できるので
あれば移植前抗体価の低い症例ほどハイリスクと推察される
が、本検討においては臨床症状と移植後抗体価の間に関連
は認められなかった。

予防及び治療への BKPyV 抗体を含む免疫グロブリン製
剤の有用性については、引き続き今後の検討課題としていく
予定である。

謝 辞
この度は日本女医会学術助成を賜り、日本女医会関係者の皆様
の皆様に心より感謝申し上げます。皆様のお力添えにより、本
研究を遂行することができました。今後の追加解析がまだま
だ必要な状況ではありますが、これまで検討されていなかっ
た BKPyV ウイルスの再活性化に関わる液性免疫の動向の一端
を、明らかにすることができたと考えております。引き続き同
種造血幹細胞移植の成績向上のため、移植後感染症に関する研
究を継続していく所存でございます。今後ともご指導ご鞭撻頂
けますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
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2018 年 10 月 20 日（土）、四谷ルークホールにて「第 12
回 医学を志す女性のためのキャリア・シンポジウム」を開
催いたしました。本年は「我が国の男女共同参画、隣の芝
生は青いですか？」をテーマといたしました。これまでは
医師にターゲットを当てた講演を多く行ってまいりました
が、今回は他の職業における男女共同参画についても勉強
したいと考え、「隣の芝生」という表現を使いました。

GGI について
昨年世間を騒がせた医科大学の女子の受験生差別からも

分かるように、医療界のジェンダーバイアスは根深いもの
があります。もちろん日本全体としても世界からは遅れを
取っており、この種の議論になると「ジェンダーギャップ
指数（Gender Gap Index：GGI）」はよく引き合いに出さ
れます。GGI は経済、教育、政治、保健の 4 つの分野のデー
タから作成され、日本は教育と保健の分野は良好ですが、
特に政治参画の指数が低いのが特徴です。

政治分野における男女共同参画
2018 年５月 23 日に「政治分野における男女共同参画の

推進に関する法律」が公布・施行されました。これは基
本原則に「男女の候補者の数ができる限り均等となるこ
と」をめざしており、各政党は男女それぞれの候補者の数
の目標を定めることが努力規定となっています。医師であ
り参議院議員である薬師寺みちよ先生は政治分野における
実情、女性議員数の増加は女性の生活環境の改善に深く関
わっていること、今後の選挙において新法をどれだけ活か
せるかが課題であることなどをご講演されました。

ダイバーシティ＆インクルージョン
武田薬品工業株式会社の萩森耕平さんには、会社で取

り組んでいるダイバーシティーとインク
ルージョンについてご講演いただきまし
た。ダイバーシティーは一人一人違った

「多様性」 を目的としているのに対して、
インクルージョンは一人一人の意見を尊
重して、それらのアイデアをまとめるこ
とで、「多様性」とは違った「一体感」を

作り出し、各個人のパフォーマンスを引き出すことを目的
とした成長戦略です。萩森さんはフルタイムワーカーの妻
と３人のお子さんがおり、ミニ育児休暇を取得して経験し
た体験を生かして現在の仕事に取り組んでいることを報告
されました。

医療界の男女共同参画の現状と
今後の女性医師支援

日本医師会の男女共同参画担当理事の平川俊夫先生には
医師会の男女共同参画と女性医師支援に対する取り組みを
ご講演いただきました。日本医師会は 2006 年から男女共
同参画委員会と厚労省からの委託で女性医師支援センター
を設立し、2007 年には女性医師バンクを開設して運営して
います。また、医学生・研修医等をサポートするための会
の開催を促進し、国からの補助金を配布していることを報
告されました。

本年は多職種、幅広い年代の方に参加していただき、例
年以上に充実したキャリア・シンポジウムになりました。
お忙しい中ご講演いただいた講師の方にも心から感謝申し
上げます。

第 12 回

医学を志す女性のための
キャリア ・ シンポジウム 報告
� 男女共同参画事業委員長　前田佳子
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私たちは４つの心を大切に、地域一番のかかりつけ薬局を

目指しています。

全２ 店舗中、２ 店舗が埼玉県です。お近くの店舗の検索は、
まで。

株式会社 飛鳥薬局 
 

O p i n i o n

東京医科大学の

受験生救済について
会長　前田佳子

東京医科大学は第三者委員会の勧告にしたがって平成
29・30 年度の入学試験で合格の可能性があった受験生 101
人に対して入学の意向を確認すると発表した。上位成績者
から順番に全員が入学を希望した場合には 63 人目までが
入学が可能と説明した。新学長は、事件が発覚するまで入
試の不正に関して全く知らず、二度とはあってはならない
と何度も繰り返した。

少なくとも直近の２年間に関しては、不適切に不合格に
なった受験生に対して入学の門戸を広げたことは評価に値
する。医学部の入学試験においては前代未聞の対応である。
 残念な点も幾つかある。まずは平成 28 年より前に受験を
した学生に対する対応がはっきりしていないことである。
今回救済対象となった受験年度と 1 年違いでチャンスを得
られない受験生は歯がゆい思いをしているに違いない。二
つ目は、再判定の基準が不透明なことである。新入試委員
会が新たに入試をしたつもりで再判定をしたとされている

が、再現できない面接の評価、不適切な内容と指摘されて
いた適性試験の評価に関してどのように再判定したのであ
ろうか。三つ目は、入学の意志を表明しても不合格になる
可能性がある人がいるということである。入試で不適切に
扱われた上に、再び不合格と言われる精神的負担はいかば
かりであろうか。意志確認をする 101 人の中で入学の意志
がある全員を合格にできない理由は何であろう。四つ目は
金銭面を含めた様々な補償について、検討中という言葉以
外の具体的な提案がなかったことである。

しかし、東京医科大学の対応のみにマスコミの注目が集
まり、差別の本質が忘れ去られてしまうことはあってはな
らない。もともと裏口入学から始まったこの事件だが、性
別や多浪生に対する差別が明らかになり、世間の大きな注
目を集めることになった。文部科学省は東京医科大学以外
の大学に対しても自主的な対応を求めているが、ほとんど
の大学が沈黙を守っている。どんな理由があるにせよ、数
字上は女子受験生の合格率が他の理系学部に比べて低いの
は事実である。医学部だけにこのような差が生まれる特別
な理由を説明できないのであれば、早急に事実の解明と改
善策を提示する必要がある。このまま平成 31 年度の入学
試験が始まり、なし崩しになってしまうことが最も懸念さ
れる。先人の女性医師たちが乗り越えてきた「アンコンシャ
ス・バイアス」の排除に対する明確な取り組みを行わない
限り、解決の糸口は見えてこない。
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国際女医会通信 16 The Letter from 
Medical Women’s International Association （MWIA）

国際女医会会長
Professor Bettina Pfleiderer からの
メッセージ

100 周年記念スカーフのデザインのコンペが行われ、
5 カ国から 12 の応募がありました。最終選考には３
作品が残り、イタリア・ナポリの Associate Professor 
Marina Didomenico のデザインが優勝しました。国際
女医会創立 100 周年記念会議は 2019 年 7 月 25 ～ 28
日に開催されますが、9 月以降、MWIA の歴史や記念
会議に関するニュースを毎月発信する事にしました。
第一弾が記念スカーフの紹介でした。

https:/ /mwia.net/ . . . /uploads/2018/09/
MWIA_SEPTEMBER_TEASER.pdf 

MWIA は 100 周年記念誌として素晴らしい歴史の
詰まった「100 年を 100 ページに」を作成しました。
きっと気に入っていただけると思います。会員の方か
ら出版費用の寄付を一口＄10 から受け付けています。
2019/2/28 までに寄付をしてくださった方の名前は記
念誌に掲載されます。振り込みは下記口座まで。

100 周年に向けての最新の活動についてはホーム
ページをご覧ください。

http://mwia.net/centennial_congress/ 
MWIA の役員は 9 月 6 ～ 8 日にタイのバンコク

で開催された第 8 回 MWIA 中央アジア地域会議

（CARC）に出席しました。 会議のテーマは “Women's 
Well-Being: A Global Perspective”で、タイ女医会
会 長 の Prof. Emeritus Khun Nanta Maranetra, MD
を中心に素晴らしい会議を開催し、200 人以上が参加
しました。Youtube で会議の様子と会長の TV イン
タビューを見ることができます。
https://www.youtube.com 
watch?v=lttj8JhyB4g

今後さらに 2 つの地域会議が開催されます。2018
年 11 月にケニアのナイロビでアフリカ及び近東の地
域会議、2019 年 5 月にジョージアの Tbilisi で中央ヨー
ロッパ地域会議です。私は両方に出席し、多くの会員
と会える事をたのしみにしています。 

9 月 19 ～ 21 日はロシアのセント・ピータースバー
グで開催される第２回ユーラシア女性フォーラム

（ユーラシアはヨーロッパとアジアを合わせた領域を
指し、日本もここに含まれる）に招待されました。世
界の女性指導者が社会で女性の役割を議論するための
重要なプラットフォームです。フォーラムは、ロシア
連邦議会連邦議会と独立国家共同体（IPA CIS）の国
会議会によって開催され、メインテーマは、「グロー
バルセキュリティと持続可能な発展のための女性」で
した。およそ 110 カ国から約 2,000 人が参加しました。
私は女性のリーダーシップ、医学における女性科学者

国際女医会創立100周年は半年後、
事前登録をお急ぎください！

■MWIA100 周年記念誌制作費の寄付金振込先

The name of the bank is���������������
The name of the account is ��������
Account number is ��������������������������
Address of the bank is �������������������

Swift code for TD Canada Trust 
in Burnaby, Canada is ����������������������

TD Canada Trust
Medical Women's International Association US Dollar account
9463 0926 7304098
Station Square Metrotown 4670 Kingsway Burnaby, B.C., V5H 4L9 Canada 
Phone 1 604 654 3935     FAX 1 604 432 6006

TDOMCATTTOR

国際女医会創立100周年記念会議もいよいよ今年の7月に迫ってまいりました。国際女医会（MWIA）
と米国女医会は全力を挙げて準備を進めていますし、各地域の支部も記念式典を盛り上げるために努力を
重ねています。今回は2018年 9月のニュースレターを中心にお伝えいたします。

https://www.youtube.com/watch?v=lttj8JhyB4g
https://www.youtube.com/watch?v=lttj8JhyB4g
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の増加、および対話的対話における NGO の役割に関
する講演をしました。非常に刺激的で面白い会議でし
た。フォーラムの結果：http://eawf.ru/en2018/
about/docs/proekt2018/ 

私は女性と子供の健康を改善するための世界的な健
康に関する仕事が評価されて、ユーラシア女性フォー
ラム賞を授与されました。賞を授与された９人のうち
の一人になったことを光栄に思っています。

国際女医会事務局長 Dr. Shelley Ross
からのお願い

2019 年 7 月 25 ～ 28 日 に 100 周 年 記 念 会 議 が 米
国ニューヨークで開催されます。登録は www.
amwa-doc.org/mwia100/ から。参加費は下記

を参考にしてください。ポスターセッションの登録は
2019/2/28 まで（日本女医会会員はポスター登録費用
が無料、クーポンコードは事務局に問い合わせてくだ
さい）。会議はブルックリンブリッジ・マリオットで
開催され、会議期間中の客室料金は割引（1 泊 $239）
になります。

ソーシャルメディアは日々の生活の一部になってい
ます。MWIA には twitter アカウントと facebook ペー
ジがあり、yMWIA のアカウントもあります。

ジェンダー平等と女性のエンパワーメントに関わる
問題が、東京医科大学で明らかになりました。内部調
査で、大学はより多くの男性を医者にするために、入
学試験のスコアを操作して女子学生の合格数を制限し
たことが確認され、大学は謝罪しました。

上記とは別に、日本からのニュースとして東京医科
大学の女子受験生に対する差別について投稿し、掲載
されています。また、オーストラリアのテレビ局から
も医学部入試や女性医師に対する差別に関して取材が
あり、テレビとラジオの両方で取り上げていただきま
した。
 （文責：前田佳子）

会議参加費

Full Package
2019.4.29 までの申込み
2019.4.30 以降のお申込み 

$525
$565

Meeting Only
2019.4.29 までの申込み
2019.4.30 以降のお申込み

$425
$465

Reception のみ 
Centennial Gala のみ

$75
$140

http://www.amwa-doc.org/mwia100/
http://www.amwa-doc.org/mwia100/
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万平ホテルでの開催は、５回目になりました。今回
の会場は、ホテルとは別棟の、ザ・ハッピーヴァレイ
という、結婚式場として使用される天井が高く広々と
した素晴らしいお部屋でした。

ご講演は、日本女医会監事、前副会長の大谷智子先
生に、遺伝性血管性浮腫についてお話しいただきまし
た。遺伝性血管性浮腫は、５万人に一人という稀な疾
患ですが、大谷智子先生は、数少ない同疾患の専門医
です。その原因と特徴、診断、治療について、わかり
やすく詳細に、さらに重要なポイントを明確に教えて
いただきました。講演後には専門科にかかわらず多数
の質問があり、関心の高さが伺えました。私自身、皮
膚科専門医で、顔面の浮腫の患者さんを診ることも多
く、大変勉強になりました。

まだ質問したいことが沢山ありましたが、懇親会の
時間となり、同じお部屋でフランス料理のディナーを
ワインとともにいただきました。9 月に震災に遭われ
た札幌市の江原先生から貴重なお話を頂き、同じ 9 月
に亡くなられた同市の濱田啓子理事を偲び、2019 年 5
月の定時総会への意気込みも伺いました。皆様から、
豊富な経験談や近況、女医会への思いなどを伺い、大
変励まされ元気をいただきました。

最後に、遠方からご参加の先生の「この会が大好き、
この場所がとても良い」との一言が大変嬉しく、開催
準備の疲れが一瞬で吹き飛んだ私でした。今回も日本
生物製剤様からご協賛いただきましたことを付記しま
す。参加者 20 名、翌日のゴルフ参加者３名でした。

第12回　

軽井沢セミナー 　2018年 10月 27日

　軽井沢セミナー講演会抄録　

繰り返すむくみ（血管性浮腫）の原因は？
遺伝性血管性浮腫の診断と治療
東京女子医科大学東医療センター小児科� 大谷智子

遺伝性血管性浮腫（Hereditary angioedema: HAE）
は、多くは C1-inhibitor（C1-INH）の低下や欠損など
により体の様々なところでむくみ（腫れ）を繰り返す
疾患です。蕁麻疹を伴うことがないことが特徴です
が、腹痛や嘔吐などの消化器症状や喉頭浮腫より窒息
など危険な症状も引き起こし致死的な状況に陥ること
もあるとされています。稀な疾患ですが、治療法が確
立されており、適切な治療により救命することが可能
です。

発症は 5 万人に 1 人と言われていますが、日本では
約 400 人が報告されているに過ぎず潜在的な患者が多
いのではないかと推測されます。初発症状から診断に
至るまでの期間が平均 13.8 年と長いことや、欧米に
比べ平均年齢も高く小児期での発見数が少ないことが
現状です。医師においても HAE の認知度が低く、救
命できる症例を増やすためにも認知度を上げていくこ
とが重要です。

病型はⅠ型 HAE：C1-INH の欠損による遺伝性血
管性浮腫、Ⅱ型 HAE：C1-INH の機能異常による遺
伝性血管性浮腫、Ⅲ型 HAE：C1-INH に異常がみら
れず凝固第ⅩⅡ因子に関連するとされている 3 つの型
があります。他にも後天性の場合やアンギオテンシン
変換酵素阻害薬などによる血管性浮腫も存在します。
Ⅰ型とⅡ型が従来の HAE であり、常染色体優性遺伝
を示すと言われていますが、約 1/4 に孤発例があると
報告されています。したがって、問診で家族歴を聴取
することは重要ですが、孤発例もあることから、遺
伝性がないことが HAE を否定することにはなりませ
ん。

HAE 診断の簡易的な方法としては血清補体価 C4
の測定です。C4 低下が認められるようであれば C1-
INH 活性を測定し、確定診断としては遺伝子検査を
HAE 情報センターの方で利用することができます。
保険外の検査になりますが、C1-INH 定量や C1q など

馬場安紀子
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公益社団法人日本女医会　第 64回定時総会のお知らせ
平成 31 年度の定時総会を、北海道札幌にて下記の要領で開催致します。

前日のエクスカーションは、北海道支部の皆様の企画による魅力満載のバスツアーと懇親会が開催されま
す。ご多用かとは存じますが、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：札幌グランドホテル）。

　平成 31年 5月 18日（土）

● エクスカーション
（バスツアー：札幌 大倉山展望台、白い恋人パークほか）
● 懇親会

　平成 29年 5月 19日（日）

● 第 64 回定時総会
● 公開講演会　講師：  山本明美先生（旭川医科大学 皮膚科学教授）

（詳細につきましては、追ってお知らせ申し上げます）

の測定も診断の参考になります。1 回の検査で正常で
あっても発作時に低下することも多いことから、発作
時に複数回測定することが必要です。

2017 年の国際ガイドラインでは、すべての発作（血
管性浮腫、腹痛などの消化器症状、喉頭症状）は、要
時（オンデマンド）治療を考慮するように明記されて
います。発作時の治療としては従来から用いられてい
る C1-INH 製剤（ベリナート）と 2018 年 11 月に承認
販売されているブラジキニン β2 インヒビター製剤イ
カチバント（フィラジル）があります。フィラジルは
皮下注製剤であり、自己注射が可能であることから、
HAE の患者の QOL 向上に繋がるとされています。

発作を誘発すると考えられる歯科治療や外科治療で

は C1-INH 製剤による短期予防投与治療が推奨されて
います。また、長期予防投与としては日本のガイドラ
インではトラネキサム酸やダナゾールを用いると記載
されています。

HAE 患者の有症率は、皮膚の浮腫：腹痛発作：喉
頭浮腫＝ 70：54：1 とされ喉頭浮腫になる割合は低い
のですが、致死的になることから早期の治療介入が必
要と考えられます。そのためにも、疾患の認知度を高
め周知されるとともに、浮腫、上気道閉塞の緊急な気
道症状、アナフィラキシーショック、腸管浮腫を伴う
急性腹症、喘息発作などで救急搬送される症例の中に
本疾患が潜んでいる場合もありうることを念頭に日常
診療に備えることが重要と思われます。
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春 分の日の振替休日 2018 年 10 月 24 日の夕方、
LINE に入った連絡は「北海道の濱田先生が交通

事故で亡くなったそうです。」の文字でした。まさか
と思い、ご自宅に電話をかけるとお嬢様が出られて、

「私も信じられないです」とのお言葉でした。亡きご
夫君に買ってもらった軽自動車を運転中の交通事故
だったそうです。

9 月 6 日に震度 7 を記録した北海道胆振東部地震で
全道がブラックアウトになってからは、病院の運営と
患者さんの治療に奔走されていたようです。地震直後
に携帯電話は何度かけても通じず、とても心配しまし
たが、翌 9 月 7 日には下記のメールをいただきました。

「当院はやっと昨夜電気が復旧し一段落いたしましたが

近代的なGOODSたちのもろさを改めて知らされました。

コンピューターをはじめトイレも手動式はOK。電気式

はダメ。人的協力が大事とあらためて考えさせられまし

た。自家発電も限界があるし人工呼吸器サクション等々

のバッテリーの確保等々有事に使命を持った指令のもと

に各々が自主性をもって動くことの大切さを実感していま

す。公共交通機関はすべてだめです。バス電車地下鉄

すべてダウン。車のガスを求めて長蛇の列。ごみの収集

も回収車のガス欠のため本日なしという現状です。信号

機はほとんど動いていずごく一部のみ作動していて警察官

の手信号というところもある状況です。自転車が活躍して

います。コンビニは２時間待ち。のち閉店といった状況で

す。学校は休校です。インフラが復興するのは少し時間

がかかりそうです。が、徐々に復興はして行くと考えま

す。」

9 月 15 日の日本女医会理事会でお目にかかった時
は、お疲れの素振りも見せず、地震で学んだ教訓を熱
心に私達に伝えて下さいました。また来月と、別れた
のが最後になるなんて、その時は知る由もありません
でした。

濱田啓子先生は 1974 年に東京女子医科大学を卒業
され、1989 年に日本女医会に入会、2003 年からは長
きにわたって理事としてご貢献いただきました。理事
の任期中は会計を担当され、2010 年からは長寿社会
福祉委員会にも所属されて高齢者医療に関する講演会
を開催されました。私が 2017 年 3 月に会長に就任し
てからは、大学の、そして日本女医会の先輩として一
層心を配っていただき、支えていただきました。2019
年の定時総会の開催を札幌で行うことに関しても、濱
田先生のサポートがあってこそ実現したと深く感謝し
ています。

国際学会にも数多く参加され、海外のご友人も多
く活発に交流を重ねられました。2016 年のウィーン、
2017 年の香港でご一緒させていただいた楽しい思い
出が蘇ります。今回も国際女医会に濱田先生の訃報を
伝えたところ、沢山の海外の先生からお悔やみのメー
ルをいただきました。代表して国際女医会会長からの
メールを紹介します。

濱田啓子先生を偲んで

 会長　前田佳子
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Dear Dr. Maeda and dear members of the Japan 
Medical Women’s Association 

I want to express my deepest sympathy to 
the passing of Dr. Keiko Hamada by this tragic 
accident. My thoughts and prayers are with the 
Japan Medical Women’s Association and her 
family. 

I will always remember her lovely smile and kind 
personality. May her soul rest in peace in heaven! 

Sincerely, 

Prof. Dr. Bettina Pfleiderer PhD. MD. 
President, Medical Women’s International Association 

親愛なる前田先生と日本女医会会員の先生へ
私は、今回の悲劇的な事故で亡くなられた濱田啓子先生に心から

のお悔やみを申し上げます。日本女医会の会員と彼女の家族ととも
に祈りを捧げます。 

私は、いつも彼女の美しい微笑と親切な人柄を思い出します。彼
女の魂は天国で安らかに眠るでしょう！ 

心を込めて、国際女医会会長　Bettina Pfleiderer PhD. MD.

他にも国際女医会のメンバーである、Clarissa 
Fabre（国際女医会次期会長、イギリス）、Shelley 
Ross（ 国 際 女 医 会 事 務 局 長、 カ ナ ダ ）、Padmini 
Murthy（国際女医会北米地域担当副会長、アメリカ）、
Cissy Yu（国際女医会西太平洋地域担当副会長、香
港）、Happy Tan（台湾女医会会長）、Chyong-Huey 
Lai （台湾女医会前会長）、Desiree Yap （オーストラ
リア女医会会長）、Deb Colville（オーストラリア女
医会 NC）、Vivina C. Chiu （フィリピン女医会 NC）、
Margaret Maxwell（ニュージーランド）から、濱田
先生を偲ぶ心温まるメールをいただきました。

9 月 29 日、快晴の札幌で教会葬が営まれました。
クリスチャンであった濱田先生のご葬儀は溢れんばか
りのお花と讃美歌に包まれた暖かいひと時でした。元
気な濱田先生が「前田会長！」と声をかけてくださる
ことはもうないと思うと、寂しくてたまりません。8
年前に他界されたご夫君を愛し、愛する沢山のご家族
に囲まれ、北海道のお菓子と写真が入った大きな荷物
を持って、少し急いでいた濱田先生が懐かしく思い出
されます。

謹んで哀悼の意を捧げます。
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日本女医会雑誌　第25 号　大正12（1923）年12 月28 日発行

女医を最初に採用したる病院
――南湖院

日本女医会雑誌が創刊された大正期は、さまざまな「日
本初」が誕生した時代でありました。日本女医会雑誌に
も荻野吟子が女性として初めての医師資格を得た明治 18

（1885）年以来、女性医師に関する多くの「初めて」が掲
載されています。

その中で今回は、第 3 号に「日本で最初に女性医師を採
用した病院」として記載されている、南湖院（なんこいん）
の記事をご紹介いたします。

南湖院は、高田畊安医師が東京神田駿河台に開業した東
洋内科医院の分院として、明治 32（1899）年 9 月に神奈
川県茅ケ崎に開院。当時としては最新の設備を整え、「東
洋一のサナトリウム」と称された結核療養所です。分院と
はいえ、開院当初の敷地面積は 5,500 坪という大規模なも
ので、一時は東京の医学生のほとんどが見学に訪れたほど
の施設だったということです。

女医を最初に採用した病院は何処であるかと問はれたなら
ば即答の出来ない方も多くありませう。然し南湖院と云う名
を知らぬ人は恐らくないでありませう、此南湖院こそ女医を
採用した最初の病院であります。
南湖院は茅ヶ崎海岸に在り、東京神田駿河台の東洋内科医
院の分院であります。けれども事実は殆ど反対で規模設備等
遙かに大且完くして南湖院は独立の立派なる者であります。
院長は高田畊安氏で氏が明治卅二年創立以来心血を注いで
造られた丈あつて東洋第一の海岸療養所として誇るに足るも
のがあります。茲に勤務せられし女医は、石坂、辰巳、塚原、
高野、前田、河野、中村、土岐、の八氏、其中河野桃野、
土岐みや子の二氏は今尚当院に精勤せられつゝあります。
記者は茲に当時尚女医の価値を認められざりし最初に女医

を採用せられし高田院長の決断と、此院長を失望せしめず女
医の価値を上げて今日に至らしめし上記数氏の勤労とを感謝
し推賞して措かざるものであります。

（中略）

南湖院々長ハ最初ヨリ高田畊安氏
副長ハ同一人ナラズ大約左ノ如シ
　初代	 石坂蓮子氏
　三十四年二月ヨリ同年九月迄	 前田園子氏

　卅四年九月ヨリ翌年二月迄	 高田直子氏
　卅五年二月ヨリ卅六年六月迄	 松田三彌氏
　卅六年六月ヨリ卅八年九月迄	 林　　止氏
　卅八年九月ヨリ	 河野桃野氏
中村氏ハ明治四十一年十月急性腹膜炎ニテ没ス
同年同月土岐ミヤ子氏来リ医務ヲ執テ今日ニ至ル其他初代

ヨリ辰巳勝子氏塚原雄子氏等勤務セシコトアリ
河野桃野氏ハ明治卅二年九月廿七日ヨリ翌年五月迄当院
二在リ爾来東京ノ本院又ハ当院ニ交代ニ勤務シ三十三年八
月ヨリ三十八年九月迄本院ノミニアリ同年九月微恙アリテ当
院ニ来リテ今日ニ及ベリ
現在職員　　　百十有余名
敷地　　　　　四萬五千余坪
建坪　　　　　千八百十坪

クリスチャンであった院長の高田医師は、まだまだ少数
派であった女性医師を副長として採用するなど先進的な思
想をもった人物であり、同時に独特の皇室論を展開して、
一時はその著書『南湖院一覧』が発禁となったこともある
ようです。

療養所の設備に関しても、当時としては最先端の設備が
完備されていたことがレポートされています。

レントゲン室には独逸の装置が置かれて在りモーターは隣
室に取附けられてあることも良いと思ひました、試験室の設
備も行届いて居ます。炊事場は全部蒸気が利用され米は電動
力による精米所があり、同時に豆腐も造られて居ります。食
器の消毒は各病棟で蒸気滅菌される様の装置があり更に院内

#006

旧南湖院第一病舎
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南湖院記念 太陽の郷庭園
　神奈川県茅ヶ崎市南湖 7 丁目128369 番地
　 開園日　月 木 金 土 日
   JR 東海道線「茅ヶ崎駅」南口よりバス　「仲町」下車　徒歩約 7 分

の食器全部を一まとめにして殺菌されるやうになつて居ます、
洗濯場、動力室も完備し、水は風力を利用した吸引装置によ
つて小高い砂丘のタンクに充たされ、院内到る所々の病室の
中まで水道式に給水せられています、又其吸引ポンプ装置は
同時に物見と風見を兼ねて居ました。病室廊下の痰吐はすべ
て足踏により開閉せられる仕掛けで、洗面所の水道も足踏式
で手を少しも触れずに水を使はれる様になつて居ます、痰を
拭つた紙や、含嗽の水までそれぞれの容器から消毒場に送ら
れて総て殺菌される事になつて居ます、此洗面所や浴場は各
病棟にそれぞれに設けられ、男女の別を立てゝあります、海

に面した廣い廣い敷地内に数多の病棟が何れも日光と空気を
充分に摂取できる様に散在性に建てゝあります之等の各病棟
には高田院長の父母君其他近親の方々、舊医員で亡くなられ
た方々の名を冠して呼ばれて居ます、或病棟は窓、出入口に
細かい金網戸を装置して絶対に蚊や蠅の侵入を避ける設備が
在りました、各病室の内部は全部ベットで小ぢんまりと戸棚
や窓や机代用の窓際の棚等に至る迄気持よく造られて居ま
す、其他海気室は充分に日光と海気を摂るやうに出来て居り
庭には到る処小松が繁り、海に近い病館の二階からは富士を
望むことが出来海原の近くは江の島遠くは伊豆の山々をも見
晴す景色の良いこと之だけでも東京から来たものはすつかり
神身を爽快にさせられます、汚水は遠く隔つた敷地の一部に
浄化槽が設けられて居り、汚物は又特別の焼却装置が施され
て居ます。萬に余る宏大な敷地の中に、之等すべてがゆつて
たりと完全に出来て居る、かの大震災の名残も強ひて求めな
ければ気がつかない程度に復舊されて居ました、有菌者と菌
を検出し得ざる人々とも厳重に区別せられすべて院内では殆
ど感染の危険は考へ得られない程気持ちよく清潔でよく調つ
て居ます。

現在南湖院の跡地には、県立高校や、庭園をいかした私
設老人ホームが建てられ、とくに第一病舎として使用され
ていた建物は、『南湖院記念 太陽の郷庭園』の中に登録有
形文化財として現在も大切に保存されています。

（文中敬称略・引用箇所は一部常用漢字の表記としました）

 （文責：広報部）

 寄附者一覧 （平成30年9月6日〜12月25日現在・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。

氏　名 支部 卒年

入
会

中村恭子
永田万由美
西田奈央
兵藤博恵
吉田貴子
中山紘子
原まどか
酒谷省子
温井　緑
高井智子
蓮沼由起子
松永厚美
山本和子

栃木
栃木
栃木
渋谷
渋谷
港
山梨
大阪
京都
兵庫
兵庫
徳島
長崎

平成 16 年
平成 11 年
平成 24 年
平成 6年
平成 3年
平成 17 年
昭和 58 年
昭和 56 年
昭和 62 年
平成 19 年
平成 3年
平成 6年
平成 11 年

退
会 11 名

 会員動静 （平成 30 年 12 月 25 日現在・敬称略）　

野 村 和 子（板橋）

諏訪美智子（渋谷）

青 木 正 美（中央）

永井多賀子（中野）

小 出 彩 香（都下東）

瀬下由美子（都下東）

風 間 蓉 子（神奈川）

前 田 佳 子（神奈川）

田 中 く に（愛知県）

阪 口 昌 子（大阪）

緒 方 文 江（佐賀）

山 田 京 子（長崎）

氏　名 支部 卒年

物
故

濱田啓子
入戸野千寿
浅井和子
大原一枝

北海道
目黒
愛知
大阪

昭和 49 年
昭和 50 年
昭和 26 年
昭和 11 年
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公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成30年度第3回理事会議事録

１．日時・場所

１．日時　平成 30 年 7月21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 諏訪美智子
 馬場安紀子 青木正美
 磯貝晶子 塚田篤子
 中田惠久子 花岡和賀子
 濱田啓子 樋渡奈奈子
 藤谷宏子 村上京子
 芳川た江子
監事 大谷智子
　2）欠席者
理事 澤口聡子
監事 沖村英佳

２．継続審議事項

１．第 64 回定時総会について （継続）
　・  塚田理事より、第 64 回定時総会の進

捗について説明があり、総会前日には
エクスカーション、及び懇親会が開催さ
れる旨が述べられた。

２．倫理委員会の設置について （継続）
　・  磯貝理事より、倫理規定と合せて委員

会の設置については今後検討する旨が
述べられた。

３．学生会員について （継続）
　・  諏訪副会長より、学生会員規程の改訂

案が提示され、今後の検討事項とする
こととなった。

４．ブロック懇談会について 　　（継続）
　・  塚田理事より山梨支部での開催が提案

され、承認された。開催予定は 12月、
1月、2月で検討する。

３．審議事項

１．各支部担当理事について （継続）
　・  馬場副会長より、資料に基づき各支部

の担当理事について説明があった。
２．  荻野吟子映画製作（現代ぷろだくしょん）

への名義後援について （承認）
　・  前田会長より現代ぷろだくしょんより依

頼のあった、映画への名義後援につい
ての説明があり、後援を承認した。

３．公開講演会助成申請について
　下記の申請について、助成を決定した。
　・  北海道女性医師の会　  

講演会10/20：50,000 円 （承認）
　・  宮城県女医会　講演会　  

12/2：50,000 円 （承認）
４．HP の英語版作成について （承認）
　・  前田会長よりHP の一部のページの英

語版を作成する旨が提案され、承認さ
れた。翻訳については順次理事会内で
行う予定。

５．120 周年記念誌担当について （承認）
　・  前田会長より2022 年の日本女医会創

立 120 周年に向けて記念会誌を発行す
ることが提案され承認された。（日本女
医会百年史からの 20 年間の女医会の
歩みをとりまとめる）

６．平成 30 年 6月会計報告承認 （承認）
　・  平成30年6月の会計報告が承認された。
　・  また諏訪副会長より、今年度の事業の

開催において、講師謝金等は謝金規程
に基づいて算出するよう依頼があった。

７．  平成 30 年度第 2 回（6月）理事会議事
録承認 （承認）

　・  平成 30 年度第 2 回（6 月）理事会議
事録が承認された。

８．  新入会員について（資料８：名簿のみ回
覧） （承認）

　・  平成 30 年 6 月16 日～ 7月 20 日の新
入会員 5 名が承認された。

４．報告事項・各部 /各委員会平成30

年度年間目標　

１．各部、NC 報告
　1）庶務部報告
・  塚田理事より、事務局の夏季休業を以下

の通りとする旨連絡があった。 平 成 30
年 8 月13 日～15 日

　2）広報部報告
・  花岡理事より、会誌 234 号の進捗につい

て報告があった。
・  花岡理事より、平成 30 年度の活動計画

について説明があった。
　3）会計部報告
・  藤谷理事より、平成 30 年 6 月度の寄附

について報告があった。
　4）学術部報告
・  磯貝理事より、平成 30 年度の活動計画

について説明があった。
　5）ナショナルコーディネータ報告
・  前田会長より、国際叙階 2019 年分年会

費を納入した旨報告があった。
・  前田会長より、国際女医会の100 周年記

念冊子に日本女医会の歴史について寄稿
した旨報告があった。

２．各委員会報告
　1）男女共同参画事業委員会
・  第 12 回キャリア・シンポジウム（10/20）

の講師について説明があった。
　2）長寿社会福祉委員会
・  濱田理事より、委員会の活動計画につい

て説明があった。
　3）小児救急事業委員会
・  中田理事より、委員会の活動計画につい

て説明があった。
　4）  十代の性の健康支援ネットワーク事業

委員会
・  樋渡事理より、委員会の活動計画につい

て説明があった。
３．対外的団体活動
　1）  日本女性会議 2018in 金沢（10/12 ～

10/14）について

・  前田会長より会の概要について説明があ
り、出席希望者が募られた。

　2）  自由法曹団女性部『団女性部 50 年記
念シンポジウムとレセプション』（9/14）
について

・  前田会長より会の概要について説明があ
り、出席希望者が募られた。

　3）  国際婦人年連絡会常任理事会出席
（6/20、7/18）報告

・前田会長より報告があった。
　4）神奈川支部総会出席（7/1）
・  前田会長より、神奈川支部総会に出席し

た旨報告があった。
　5）宮城県女医会定時総会出席（7/7）
・  塚田理事より、宮城県女医会定時総会に

出席した旨報告があった。
　6）埼玉支部総会出席（7/8）
・  馬場副会長より、埼玉支部総会に出席し

た旨報告があった。
　7）東京都支部連合会納涼会出席（7/17）
・  前田会長より、東京都支部連合会納涼会

に諏訪副会長とともに出席した旨報告が
あった。

　8）  第 12 回復興まちづくりシンポジウムで
の講演

・  前田会長より第 12 回復興まちづくりシン
ポジウム（7/10）において医療分野の専
門家として講演を行った旨の報告があっ
た。

　9）  関節の痛みと女性ホルモン研究会への
名義後援　

・  前田会長より上記研究会への名義後援を
行った旨報告があった。

４．その他
　1）  軽井沢セミナーについて  

馬場副会長より、軽井沢セミナー
（10/27）への参加の呼びかけがあっ
た。

　2）  青山宮野ビルについて  
事務局より、青山宮野ビル管理組合
の管理規程作成の進捗等について説
明があった。
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公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成30年度第4回理事会議事

１．日時・場所

１．日時　平成 30 年 9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 諏訪美智子
 馬場安紀子 青木正美
 磯貝晶子 澤口聡子  
  （部会のみ）
 塚田篤子 中田惠久子
 花岡和賀子 濱田啓子
 藤谷宏子 芳川た江子
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監事 大谷智子 沖村英佳
　2）欠席者
理事 樋渡奈奈子 村上京子

２．継続審議事項

１．第 64 回定時総会について （継続）
　・  塚田理事、濱田理事より進捗の報告が

あった。
２．倫理委員会の設置について （継続）
　・  磯貝理事より規程の作成につき検討中

との報告があった。
３．学生会員について （継続）
　・  入会申込書に推薦人を明記するか等が

検討され、次回以降に規程を決定する
こととした。

４．ブロック懇談会について （継続）
　・  塚田理事より進捗の報告があった。 当

初予定していた開催地山梨は、来年度
以降の開催を希望しているため、大阪
での開催が提案され、承認された。な
お、内容については日本女医会の紹介
をメインとし、大阪支部の協力のもと
に運営する。大阪府女医会とは共催と
するかについては11月理事会で検討す
る。　

５．各支部担当理事について （継続） 
　・  地域担当に変更を加え次回理事会にお

いて検討することとなった。
　　岐阜・静岡　→　馬場副会長
　　愛知・三重　→　村上理事

３．審議事項

１．  北海道、大阪等被災地に対する支援に
ついて （継続）

　・  前田会長より災害等に備え、日本女医
会会員のための支援金のストックを設け
るために寄附を集めることが提案され、
9月25日発送予定の会誌 234 号に募
集広告を同封することとなった。なお、
管理の方法等については事務局より長
岡公認会計士に相談することとした。

２．  メーリングリスト、Facebook、Twitter
の使用について （継続）

　・  前田会長、馬場副会長より今後の SNS
の運用方法についての提案があった。

　・個人の意見は掲載しない。
　・  メーリングリストの管理に関しては、当

面は青木理事が行うこととするが、今
後は運用のガイドラインを作成し、広
報部員等が複数で管理することとする。

３．平成 30 年 7月、8月会計報告承認
 （承認）
　平成 30 年 7月及び 8月の会計報告が承
認された。
４．  平成 30 年度第 3 回（7月）理事会議事

録承認 （承認）
　平成 30 年度第 3 回（7月）理事会の議事
録が承認された。
５．新入会員について （承認）
　平成 30 年 7月20 日から、9月14日まで
の新入会員3 名が承認された、

４．報告事項

１．各部、NC 報告
　1）庶務部報告
　青木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 234 号を 9 月 20 日

頃に発送予定である旨報告があった。
　3）会計部報告
・  諏訪副会長より、平成 30 年度 7 月～ 9

月までの寄附金、および会費未納者（2 年、
3 年）について報告があった。

　4）学術部報告　
　・  磯貝理事より、HP の新しい治療とトピ

ックスについて澤口理事が執筆予定で
ある旨報告があった。

　5）ナショナルコーディネータ報告
　・  国際女医会100 周年記念のスカーフの

デザインを回覧した。
　・  前田会長より100 周年記念会議（2019

年 7/25 ～ 7/28）への参加の呼びかけ
があった。

２．各委員会報告
　1）男女共同参画事業委員会
・  前田会長より第 12 回キャリア・シンポジ

ウム（10/20）について、第２部で伊藤詩
織氏が講演の予定との報告があった。

　2）長寿社会福祉委員会

・  濱田理事より、長寿社会福祉事業講演会
を 2019 年 3 月17 日（日）にアルカディア
市ヶ谷に於いて開催予定の旨報告があっ
た。

・  馬場理事より下記の講師に内諾を頂いて
いる旨報告があった。

　　西山みどり先生
　　古市照人先生
3）小児救急事業委員会
・  中田理事より、小児救急冊子の販売状況

について報告があった。また英語版の販
売促進への協力の呼びかけがあった。

・  今後の増刷については、広告の掲載によ
る印刷費の捻出などにつき、大谷監事を
通じてオリジナルの製作メンバーの方々に
意向を確認することとなった。

３．対外的団体活動
　1）国連 NGO 国内女性委員会
・  諏訪副会長より、役員会（9/6）に出席し

た旨報告があった。
４．その他
　1）東京医科大学入試問題について　
・  前田会長より昨今の東京医科大学の入試

問題に関して声明文を HP に掲載すると
ともに、複数社からの取材に応じた旨の
報告があった。

　2）週刊現代の記事について
・  上記 2）に伴い、『週刊現代』掲載され

た記事について、9/14 付で内容証明郵
便で発行元の講談社に抗議文を送付した
旨報告があった。

　3）福島第一原発視察について
・  前田会長より、青木理事とともに福島第

一原発の視察を行った旨報告があり、写
真が回覧された。

　4）軽井沢セミナーについて
・  馬場副会長より、軽井沢セミナー（10/27）

参加の呼びかけがあった。
　5）青山宮野ビルについて
・  事務局より、青山宮野ビル管理組合の管

理規程作成、及び売却見積についての説
明があった。
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新年明けましておめでとうございます。諸先生方にお
かれましては ､ 良きお年を迎えられたこととお慶びもう
しあげます。2018 年は ､ 自然災害 ､ 医学部入試問題 ､ 人
生100年時代､働き方改革､風疹を中心とする感染症等々
話題にことかかない１年でした。特に被災地の皆様には

心よりお見舞い申し上げます。また ､ 医学部入試に関しましては ､ ジェ
ンダー平等と女性エンパワーメントにかかわる事項で ､ 日本女医会と
しても大切な事の一つと考えられます。今年は国際女医会創立 100 周
年記念会議（2019 年７月 25 日〜 28 日開催）､ 中央ヨーロッパ地域
会議（５月開催）､ ユーラシア女性フォーラム会議（９月開催）､ など
があり ､ グローバルな立場からも日本女医会の活躍が期待される年で
もあります。今回 ､ 日本女医会を多くの人たちに知ってもらい ､ 私た
ちの活躍を広げていくために Facebook と Twitter をはじめました。是
非 ､「公益社団法人日本女医会」を探してみてください。また ､ 平成
より新しい年号に変わる年でもあります。是非世界が平和で女性が活
躍できる年となりますよう願っております。 （中田惠久子）
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