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巻頭言

「先駆け」として 副会長　馬場安紀子
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猛暑の夏は去り、風さわやかな実りの秋となりました。
5 月から元号が令和となり、私たちの日本女医会にも変化

がありました。1981 年から当会所有の事務所を６月に売却
し、移転いたしました。旧事務所ビルは近年老朽化し各所
の修繕を重ねている状況でしたが、管理体制に不備があり
耐震基準も満たしておらず将来的に大きな不安を抱えてお
りました。この件について、５月に開催された定時総会にお
いて会員の皆様にご承認いただき感謝申し上げます。お陰
様で、7 月には新事務所における初めての理事会を開催でき
ましたことをご報告いたします。

5 月の定時総会は、北海道支部の皆様にお世話になり札
幌市にて開催されました。私はその前日、荻野吟子ゆかりの
地、せたな町を訪れ、改めて氏のご功績を学ぶ機会を得ま
した。同行された会員からの詳細なご報告が本誌に掲載さ
れておりますが、私の印象を以下に記します。　

荻野吟子先生は、真に「先駆け」の人であったというこ
とです。周知のごとく、日本の女性医師公許第１号である訳
ですが、女性には医学の門戸すら開かれていなかった時代
に自ら門を叩き、恐れることなく新しい道を切り開いて行く
勇気と行動力には驚かされます。自らの病の苦しみを女性
共通のものとして、女性が女性を救うのだという強い人間愛
の信念があってのことでしょう。さらにキリスト教の信仰を
得てからは、数々の女性解放の社会活動を展開し、夫のキ
リスト教開拓伝道を支援するため北海道に渡り、せたな町

では婦人会や日曜学校を創設するなど、「先駆け」精神を実
践したのでした。

さて、話は変わりますが、7 月に国際女医会 100 周年記念
会議がニューヨークで開催されました。その記念誌に、個
人会員を含む 39 か国の女医会の歴史が掲載されています
が、その中で最も早く創設されたのが、1902 年、私たちの
日本女医会です。すなわち、日本女医会もまた「先駆け」
の会なのです。国際女医会議には様々な国内事情を抱える
国の女性医師が集結します。共通するのは、女性医学生の
割合が、国際女医会創設時の 1919 年には 0 〜 10 数％だっ
たのに比し、2016 年には大幅に増加したことで、平均では
約 50％となっています。しかし、女性医師の置かれている
現状は未だ男女平等には至らず、今回の会議でも、関連事
項の発表が多くありました。

世界の「先駆け」であった日本女医会が、今後も女性医
師をはじめ世界の人々ための行動を展開していけるよう、

「先駆け」であった荻野吟子先生の勇気と行動力、人間愛の
精神に倣って、新時代を歩んで参りたいと思います。今回
の 100 周年記念会議で、各国の特徴を表現した布をリボン
で結び合って大きな１枚にするファブリック・コラージュと
いう課題がありました。各国の女性医師同志が互いに結束
し助け合って問題解決や発展、進歩につなげていけること
を心から望んでいます。その第１歩は勿論私たち一人一人
の会員から、どうぞよろしくお願いいたします。

公益社団法人日本女医会
復刊第 237 号
2019 年 9 月 25 日発行
題字　吉岡彌生

日本女医会誌（第237号）もくじ



2019 年 9 月 25 日

2　　日本女医会誌・復刊第 237 号

2019 年 5 月 19 日、第 64 回定時総会は定刻通り午前
10 時 45 分に庶務部部長 塚田篤子理事の発声のもとに
開会された。

諏訪美智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、定款規定通りの会員総数の 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、平成 30 年度、及び
その後 2019 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、今回の定時総会開催にあたり協力を
頂いた北海道支部、及び北海道女性医師の会に対して
謝辞が述べられた。また、今後の女医会の事業につい
ては、真のジェンダー平等の実現に向けて努力をしてゆ
く旨が述べられた。

報告事項は、馬場安紀子副会長より平成 30 年度会務
報告に基づき行われた。

またナショナルコーディネータ報告は、前田会長から
平成 30 年度の活動報告と、2019 年 7 月 25 日から 28 日
にニューヨークにおいて開催される国際女医会の創立
100 周年記念会議関連の情報と、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
議長に新谷朋子会員（北海道支部）、髙橋英子会員（青
森支部）、議事録署名人に川越理香会員（神奈川支部）、
江原亮子会員（北海道支部）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。議長団、及び議事録署名人が
降壇し、引き続き各賞の表彰が行われた。

議　事
　承認第 1 号　平成 30 年度事業報告承認の件
　承認第 2 号　平成 30 年度収支予算報告の件
　会計監査報告
　承認第 3 号　 日本女医会所有 青山宮野ビル（301・

302 号室）老朽化に伴う事務所移転
案承認の件

　報告第 1 号　2019 年度事業計画報告の件
　報告第 2 号　2019 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

表　彰
表彰では、吉岡彌生賞（医学に貢献した女性医師部

門）が、岩﨑直子氏（東京女子医科大学附属成人医学
センター教授・東女内支部）に授与された。

荻野吟子賞は、堀本江美氏（苗穂レディスクリニック
院長・北海道支部）に授与された。

学術研究助成は山原真子氏（滋賀医科大学医師臨床
教育センター）、山本和子氏（長崎大学病院呼吸器内科）
に授与されたほか、最も優れた研究として覚道奈津子
氏（関西医科大学医学部形成外科学講座）に第 3 回山
﨑倫子賞が授与された。第 4 回溝口昌子賞は蓮池由起
子氏（兵庫医科大学内科学腎・透析科・兵庫支部）に
授与された。また、今年度より新設された第 1 回山本纊
子賞は、皆川智子氏（弘前大学医学部附属病院皮膚科・
青森支部）に授与され
た。

各賞の授賞式の後、
功労会員として古賀詔
子会員（宮城支部）、津
田喬子会員（愛知県支
部）が表彰された。
 （文責 広報部）

第 64 回公益社団法人日本女医会 定時総会
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日本女医会北海道支部主催
懇親会開催お礼

日本女医会北海道支部　副会長
懇親会実行委員長　澤田香織

日本女医会第 64 回定時総会が 20 年ぶりに北海道開
催となり、その前日の令和元年 5 月 18 日に北海道支部
主催でエクスカーション、懇親会が行われた。

エクスカーションは本会からは新谷朋子会長はじめ 7
名含む 20 名の参加だった。天気に恵まれ大倉山シャン
テ ･ 白い恋人パークめぐりを童心に返って楽しんでいた
だいた。

懇親会では、来賓として、北海道医師会会長　長瀬
清先生、北海道大学環境健康科学研究教育センター特
別招聘教授　岸玲子先生、札幌市医師会会長　松家治
道先生、日本女医会会長　前田佳子先生、元本会会長
斯波憲子先生、北海道歯科女医会会長　中村かほる先
生はじめ日本女医会から 21 名含み 54 名のご参加をい
ただいた。昨年急逝された理事の濱田啓子先生のお嬢
様　飯田有紀先生が、お写真や愛用のバイオリンをご
持参された。会員の皆さまご自身も写っている写真を発
見して思わず涙された先生も多くみられた。

永石歓和先生率いるシンフォニエッタの格調高い美
しい管弦楽の演奏、長谷部千登美先生より旭川厚生病
院写真部作成の北海道の色鮮やかなスライドショーを
楽しんでいただいた。テーブルスピーチとして、日本女
医会のモデル事業としてスタートした 2008 年第 1 回ゆ
いねっと札幌会議 in 札幌から 10 年以上、性暴力被害
者支援に携わってきた功績が認められ、このたび荻野
吟子賞を授賞された堀本江美先生が SACRACH の紹介
をされ、さらに啓子先生の後を常勤医として患者さんを
も引き継ぐ有紀先生が啓子先生の想い出に加え、お別
れとお礼を述べられた。また新谷会長司会で、たくさん
のご参加の先生よりスピーチをいただいた。前日、せた
な町を訪問した際の写真を交えての前田佳子先生、昨
年荻野吟子賞を受賞された深井登起子先生、昨年吉岡

弥生賞を受賞した山本明
美先生など楽しいスピーチ
が続いた。いよいよおみや
げ争奪「北海道クイズいく
しかないしょ ｣ では、｢ な
つぞら ｣ なっちゃんに扮
した塚本江利子先生のウ
イットに富んだチャーミン
グな司会は会場を湧かせ
た。なんと全問正解された
のが前田会長おひとりだった。

ご参加皆さまのお心配りが光る、とてもアットホーム
な、まさしく懇親を深める場となった。北海道ブランド
にこだわったお料理、飲み物、そして森井登起子先生
より寄贈のせたな町特産の ｢ 吟子物語 ｣ の乾杯酒も華
を添えた。資料として本会会報、ゆいネット会報および
フランス視察資料、江原亮子先生より寄贈の荻野吟子
パンフレットをさしあげた。

第 1 回実行委員会が立ち上がったのは、1 年半前の平
成 29 年 12 月、開催を打診するメールではほぼ開催に
否定的だった直後。啓子先生の一声で集まった新谷会
長、塚本先生そして私の４名だけの実行委員会だった。
当日を迎える時には北海道支部会員だけでなく、北海道
女性医師の会理事全員先生のご協力をいただくまでに
なった。新谷会長を中心に楽しく準備することができ、
ご参加の皆さまに心から感謝申し上げます。

なお藤根美穂先生がエクスカーション、
懇親会の楽しい写真を下記で提示してくだ
さいました。どうぞごらんくださいませ。

http://img.gg/I5HmNwK
Password. joikai2019

http://img.gg/I5HmNwK
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吉岡彌生賞

吉岡彌生賞を受賞して

東京女子医科大学　岩﨑直子

この度は日本女医会吉岡彌生賞受賞の栄誉に浴し、身に
余る光栄に存じます。授賞の理由は、糖尿病原因遺伝子研
究の推進とトランスレーショナルリサーチに尽力したことと
あり、加えて、糖尿病専門医・臨床遺伝専門医の育成なら
びに医学教育への貢献をご評価いただきました。

顧みれば、当時第三内科学教室を主宰しておられた故平田
幸正教授の一言「この患者さんの糖尿病は遺伝している。こ
れについて調べてみなさい」、がすべての始まりでした。10
歳代で糖尿病を発症しているが 1 型糖尿病ではなく、糖尿病
が代々続く家系がいくつか見つかりました。その後、大森安
惠名誉教授のご尽力により、平成 3 年 6 月からシカゴ大学の
Howard Hughes Medical Institute に留学する機会を得て、”
Science is my life !” を具現化した Graeme Bell 博士、上海
第六人民病院総長の故 Dr. Xang、と一流の先生方のご指導
により研究の楽しさと厳しさを学びました。帰国後も共同研
究を継続し、とにかく研究を進めたい一心で小学生の子供二
人が寝た後に研究室に出かけ、明け方に帰る生活が数年続
きました。とりわけ忘れられないのは、原因遺伝子が不明で
あった家系の一つが世界で１例目の遺伝子変異と判った時の
ことです。その時の感激を今でも鮮明に思い出すことができ
ます。これらの成果は糖尿病の成因分類の改訂にも繋がり、
日本糖尿病学会の学会賞を受賞致しました。

現在は日本糖尿病学会の monogenic diabetes の実態に関
する学術調査研究、ミトコンドリア糖尿病に対する AMED 
医師主導治験の一員として遺伝子研究の成果を患者さん
に還元し QOL 改善に活かす枠組作り、大学におけるプロ
フェッショナリズム教育や臨床推論、離職女性医師へのキャ
リア支援、各学会の専門医育成や倫理面の役職などを努め
ています。若い先生方には積極的に留学して海外の様子を
知り、真実を追求する Science のすばらしさに接して刺激を
受けて得てほしいと思います。

最後に、母校の学祖のお名前を冠した賞の受賞の重みを
励みに、さらに精進を続ける志を新たにしているところで
す。選考に当たられた諸先生方に心より御礼申し上げます。

 荻野吟子賞

共に励まし合い
苦労を分かち合って
難問に向かっていきたい

苗穂レディスクリニック　堀本江美

荻野吟子先生の偉業を称えたこの賞を頂き大変光栄です。
札幌の地で開催された日本女医会総会で受賞できたことに
も感激です。全国から参加された諸先生に祝福のお言葉を
かけて頂いた事も嬉しく、皆様には重ねて心より御礼申し上
げます。

2008 年当時に北海道女性医師の会で会長を務める守内順
子先生にお誘い頂き、日本女医会子育て支援プロジェクト
に参加しました。当時は縦割りの支援しかなく子どもの問題
は山積でした。そこで医療関係者だけでなく、教育、行政、
警察、メディアなど様々な職種の方々に声をかけ困っている
子ども達の問題に取り組みました。2 年 3 年と続けると、そ
れが大きなネットワークとなり広い分野で長く柔らかなお付
き合いが構築されました。2012 年には北海道と札幌市の 2
つの行政から委託を受け、NPO 法人ゆいネット北海道を立
ち上げ性暴力被害者支援センター北海道の運営を託され開
設 5 年間で 2000 件を超える相談に対応いたしました。時に
は重責に押しつぶされそうな事案もありましたが女性医師の
会の皆様のご助力で出来ているのが実情です。その意味で
今回の表彰は北海道女性医師の会が評価されたと思ってい
ます。

性暴力被害は大変身近で一例を挙げます。受診した患者
さんが、先日お産した方の母でした。カルテを見ると随分と
若い年齢で「お若いですね。」と声をかけるとその女性は「保
険証の年齢は実年齢ではありません。」と答えました。保険
証の年齢に間違いがあるものでしょうか。その女性は続けて

「私の母は彼女の義父にレイプされ、私が生まれ私の存在は
隠され小学校入学まで戸籍が無かったのです。」とさらりと
告白しました。この女性のように性暴力被害者はいつも目の
前にいて感覚を研ぎ澄ませて声にならない SOS を感じ取る
難しい症候群と思います。しかし女性医師や地域の皆様と
共に励まし合い苦労を分かち合ってこの難問に向かってい
きたいと思います。最後に皆様のご健康とご健勝を祈りお
礼の言葉とさせていただきます。

受賞者の言葉
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第 39 回 学術研究助成　山崎倫子賞
塩基性線維芽細胞増殖因子

（bFGF）と細胞増殖因子保持
型人工真皮を用いた脂肪再生
療法の開発

関西医科大学医学部形成外科学講座　覚道奈津子

このたびは名誉ある第３回山崎倫子賞を賜り、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
の皆様に深く御礼申し上げます。ありがとうございました。

ヒト塩基性線維芽細胞増殖因子（basic fibroblast growth 
factor：bFGF）は生体内物質の一つで、血管新生、創傷治
癒、胚発生に関係する成長因子です。bFGF は線維芽細胞、
血管内皮細胞および表皮細胞の増殖を促進する作用を有し、
創傷部位における良性肉芽の形成および上皮化を促進する
ことで、創傷治癒期間を短縮させることが明らかとなってい
ます。私はこれまでに、この bFGF を人工真皮（豚腱由来
アテロコラーゲンスポンジ）に含浸させマウス皮下に埋入す
ると、血管新生とともに局所に脂肪新生が起こることを明ら
かにしてきました。

一方、従来型の人工真皮に酸性ゼラチンを含有すること
により、bFGF をはじめとする増殖因子を静電的に吸着し、
10 日程度徐放可能な全く新しい概念の「細胞増殖因子保持
型」新規人工真皮が 2018 年に開発されております。しかし、
この新規人工真皮と bFGF を用いた組織再生の研究報告は、
国内外を通じてほとんどみられていません。

今回、細胞増殖因子保持型新規人工真皮に bFGF を吸
着・徐放し皮下に移植することにより、移植部位に皮下脂
肪新生や血管新生が促進されるかどうかを検討いたします。
私は以前より、脂肪幹細胞を用いた組織再建の研究も行っ
ているため、将来的には、脂肪幹細胞とコラーゲン足場と
bFGF 増殖因子の三者を組み合わせてさらなる再生組織の
増大を計画したいと考えております。

本研究により局所に増殖因子の徐放効果により脂肪組織
の新生が促進されれば、新型人工真皮と bFGF を用いた軟
部組織 Tissue Engineering の基盤研究となり、将来的に組
織再建が必要な患者に新しい光明を導くものと考えていま
す。臨床と基礎とをつなぐトランスレーショナル研究を目標
に、研究を続けていく所存です。今後ともご指導ご鞭撻の
程よろしくお願いいたします。

第 39 回 学術研究助成
糖尿病性腎臓病（DKD）に
おけるポドサイトの障害機構
の解明について

滋賀医科大学医師臨床教育センター　山原真子

この度は、学術研究助成を賜り、誠にありがとうございま
す。日本女医会理事の先生方、選考委員の先生方、関係者
の皆様に深く御礼申し上げます。

これまで私が取り組んできた研究は、糖尿病性腎臓病
（DKD）におけるポドサイトの障害機構の解明についてで
す。ご存知の通り、DKD は、末期腎不全へと至る進行性の
病態で、長らく我が国における透析導入原疾患第 1 位を占
めております。これまでの研究により、厳格な血糖・血圧管
理といった集学的治療によって DKD の初期の病態（微量ア
ルブミン尿期）においては寛解がもたらされることが明らか
となっております。しかしながら、こういった治療によって
も依然 DKD が進行し末期腎不全へと至る患者が多いのが
現状です。臨床では、高度蛋白尿を呈する DKD 患者に対
して有効な治療法がないといっても過言ではなく、治療抵
抗性の DKD 患者に対する新たな治療法の開発が喫緊の課
題と言えます。そこで、蛋白尿の主な原因となる腎糸球体
のポドサイトに着目し、これまでの研究を行ってきました。

ポドサイトは高度分化細胞で、糸球体のスリット膜を構
成していますが、分裂能を有さないため、細胞内恒常性の
維持が重要であることが推測されます。実際に、細胞内浄
化機構のひとつであるオートファジーの活性をポドサイトで
抑制すると、糖尿病状態での尿蛋白が増加し DKD の増悪・
進展を認める結果を得ました。さらにこのモデルマウスを用
いて詳細な検討を行うと、障害ポドサイトの部位に一致して
血管内皮の障害がみられることがわかりました。このことか
ら、ポドサイトのオートファジー活性に加え、糸球体血管内
皮の機能維持が DKD の進展に重要であると考えました。今
回、DKD における糸球体血管内皮障害とポドサイト障害の
関連について明らかとし、新たな糸球体障害機構を解明す
ることで、難治性蛋白尿を呈する DKD 患者に対する新たな
治療標的を明らかにしていきたいと考えております。

最後になりましたが、いつもご指導いただいております内
科学講座糖尿病内分泌・腎臓内科の先生方はじめ関係の先
生方にこの場をお借りしてお礼申し上げます。今後ともご指
導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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 第 39 回 学術研究助成

肺炎球菌肺炎診療の問題点を
解決することに繋がる研究を
さらに進めていきたい

長崎大学病院 呼吸器内科　山本和子

この度は学術研究助成を賜り、誠にありがとうございま
す。歴史ある日本女医会での受賞は私にとって大きな意義
のあるものになり、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申し上げます。

本邦で肺炎は主要な死因の一つであり、肺炎球菌は肺炎
の原因菌として最も多く重要な病原微生物です。2014 年 10
月より 65 歳以上の高齢者に対する肺炎球菌ワクチンの定期
接種が開始され、その効果について報告が蓄積されている
反面、新たな問題点も浮き彫りとなってきました。それは、
①成人の侵襲性肺炎球菌感染症が予後不良であること、②
ワクチン選択圧下で莢膜型の置換が顕著となったこと、③
特定の莢膜型に対するワクチン効果が得られていないこと
です。とくに莢膜型３はワクチンに対する免疫原性が低く、
ワクチン導入後も莢膜型３による感染症は全く減少していま
せん。重症の成人肺炎球菌感染症の約 20% は莢膜型３が原
因で、その死亡率は 25% に達しています。しかし何故莢膜
型３が侵襲性感染症を起こすか、その原因は明らかにされ
ていません。莢膜型３はムコイド型のコロニーを呈し、ワク
チン導入後に増加している莢膜型 37 もムコイド型として近
年注目されています。

これまで私は肺炎球菌の病原因子や薬剤耐性、肺炎球菌
肺炎の自然免疫機構について新しい知見を報告してきまし
た。近年では莢膜型３の免疫学的特性の一つとして、マク
ロファージの細胞死を誘導し免疫を回避することを報告しま
した。本学術研究助成を得て、ムコイド型肺炎球菌と免疫
応答との関係に注目して現在の肺炎球菌肺炎診療の問題点
を解決することに繋がる研究をさらに進めていきたいと考え
ています。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

最後になりましたが、ご指導頂いております当科の迎寛
教授、またいつも協力していただいている研究グループの
方々にこの場を借りて御礼申し上げます。

 第 4 回 学術研究助成
溝口昌子賞

溝口昌子賞を受賞して

兵庫医科大学 内科学 腎・透析科

蓮池由起子

この度は第 4 回溝口昌子賞を賜り、大変光栄に存じます。
日本女医会会長はじめ関係者の皆様に深く御礼申し上げま
す。溝口昌子賞は、臨床および研究、教育等で活躍する女
性医師のキャリアアップと永年勤続を支援することを目的と
して設立されています。私自身は未だ研鑽中ですが、この
受賞を励みとして研究と後続医師の育成、診療の実践に引
き続き努力して参ります。 

私は兵庫医科大学を卒業し、虎の門病院における内科レ
ジデントとしての研修後、本学の大学院生として腎臓病学
の研究を開始しました。育児をしながら、研究や教育、臨
床に携わり続けることができたのは、腎臓病に対する思いと
恵まれた環境のお蔭です。腎臓病は進行すると維持透析療
法が必要となるため、その大きな原因となる糖尿病性腎臓
病や高血圧等への対策が課題となっています。また腎臓病
の病態は様々な合併症を惹起することから、腎臓病の進行
抑制だけでなく合併症の発症・進展の抑制を目指した研究
が進められていますが、まだ十分解明されていません。

これまで、研究面では腎臓病の病態に関連してグリケー
ションや酸化ストレス、骨・ミネラル代謝異常について研究
を続けてきました。臨床面では虎の門病院で学んだ診療を
原点として患者と向き合う治療を心がけてきました。また健
康寿命の重要性を鑑みて、腎臓病患者の骨粗鬆症について
も積極的な治療を実践してきました。教育面では、卒前か
らの教育に携わる機会を与えられ、後続医師の育成に関わっ
てきました。とくに女性が医師となった後もモチベーション
と専門性を維持し、勤務を長く継続できるような取り組みに
関与してきました。

これからも、支えてくださる周囲への感謝と腎臓内科医を
目指した時の初心を忘れず、研究や教育、診療に尽力して
いく所存です。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
申し上げます。
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�第 1 回 学術研究助成
山本纊子賞

第 1 回山本纊子賞を受賞して

弘前大学附属病院助教（検査部）

皮膚科専門医　皆川智子

この度は、第 1 回 山本纊子賞を賜り、大変光栄に存じます。
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
した村岡真理先生、冨山月子先生に心より御礼申し上げます。

山本纊子賞は、2017 年に逝去された山本纊子前会長のご
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学会報告など
の学術活動助成を目的とした賞です。

山本先生は在学中に 1 年間ドイツ・ボン大学医学部で学ば
れ、1969 年卒後名古屋第一日赤で研修、1971 年神経内科入
局後渡米、米国で外来診療され、1976 年帰国後、脊髄小脳
変性症の異常眼球運動の研究を開始、抗失調薬の効果判定

指標となった論文が Neurology、Lancet に掲載された関係で
『１リットルの涙』の著者の主治医となられたそうです。神経
眼科学会理事や藤田保健衛生大学神経内科教授などを歴任
されご高名ですが、『1 リットルの涙』の巻末に亜也の主治医
として寄稿された回顧でご存知の方も多いと思います。

私は就職氷河期の 1996 年東北大学農学部を中退し弘前大
学医学部に再入学、卒後皮膚科に入局し、専門医・学位を取
得し、2008 年助教に採用頂きましたが第 1 子出産に伴い退職
となりました。夫の留学に伴い息子と渡米し、2010 年ペンシ
ルバニア大学皮膚病理部で研修し、現在は弘前大学附属病
院で午前は皮膚科外来診療、午後は検査部での学生教育や
感染制御センターで ICD として従事しておりますが、海外で
の学会発表はなかなか難しい状況です。

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
した山本纊子賞を励みに、米国皮膚科学会での発表や英語論
文作成に取り組みます。髙橋英子先生はじめ青森支部会の皆
様と、日本女医会の発展ならびに社会に貢献できるよう精進
しますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願
い申し上げます。

講  演  会  抄  録

女性が活躍するため
の戦略

旭川医科医大学皮膚科、
復職・子育て・介護支援センター長

教授　山本明美

本講演を昨年急逝された本会理事、濱田
啓子先生に捧げます。

この講演では女性が活躍するための戦略
について、①現状と問題点、②個人レベル
の戦略、③組織レベルの戦略の３つに分け
てお話しします。
①現状と問題点

まず我が国では子育ては母親の役割とい
う社会通念が抜けていないのが大きな問題
です。母親が子供を保育所にあずけて働く
と保育に多額の税金が使われるから、子供
はあずけず母親が自宅でめんどうをみるほ
うが社会にとって有益である、というまこ
としやかな論説がある医学雑誌に掲載され
ていました。この説に欠落しているのは、
母親が働くことで国に所得税を払い、人手
不足の解消にもつながるということです。
家事や育児が大変であった昔と違い、今は
育児を助ける多くの社会資源があり、家事

労働の省力化が進んでおり、高い技能を有
した女性が働いて社会貢献するほうがよほ
ど社会に有益です。

これを実現するために障害となるのは医
療界の過重労働です。女性が出産や子育て
で離職した後、常勤にもどらないと男性医
師の負担が増えます。女性医師の配偶者は
7 割が医師であるため、彼らは育児や家事
を負担する余裕がなく、子育て中の女性医
師はますます常勤が困難になります。これ
を解消する方法はただ一つ、誰にとっても
働きやすい労働環境を整えることです。

政府から社会のあらゆる分野において指
導的地位に女性が占める割合を少なくとも
30％にしようとする呼びかけがなされてい
ます。なぜ 30％なのでしょうか。これには
過去の色々な調査の結果をもとにした根拠
がありますが、例えば女性が管理職の 25％
以上であった企業の方が業績がよかったと
いう調査結果があります。加えて、ある集
団の中で女性が極端に少ないと、セクハラ・
マタハラなどの危険が高くなります。また、
能力を評価される前に女性であることが着
目され、能力が低くても高くても、女性だ
から使い物にならない、女性のくせに生意
気、といった評価を受けやすいこと。ごく
少数の女性しかいないと、単なるお飾りに
なったり、後輩女性をいじめる「女王バチ」

になったりしてしまう場合も考えられます。
現在、大学病院勤務の医師は 26.6％が女性
ですが、教授、准教授、講師にしめる女性
はそれぞれ 3.9％、10.1％、14％にすぎません。
上述の弊害を避けるため、少なくとも全体
の女性割合にみあう女性管理職が輩出され
るように働きかけが必要です。
②個人レベルの戦略

私の個人的な体験から、次のことをお話
ししました。

自分の強みを知って、それを仕事に生か
すこと。最期にどのような人として偲ばれ
たいのかを考え、そのために何をしたらよ
いか考え、実践すること。目標を紙に書い
て、目に付くところに貼っておくこと。
③組織レベルの戦略

これには学会単位でダイバーシテイ委員
などを立ち上げ、評議員、代議員、理事と
いった役職にふさわしい女性をリクルート
すること。男女共同参画関連の講演を学会
プログラム内に盛り込むこと。職場レベル
では、育児や家事を職場が地域社会となっ
て助ける姿勢を打ちだすこと、を提案しま
した。この方針で 12 年間活動し、私の所属
大学では女性医師の管理職への登用が増加
傾向にあります。

本講演が皆様の活躍に少しでもお役に立
てれば幸いです。
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平成 29 年に我が埼玉支部の深井登起子先生が日本女医

会荻野吟子賞を受賞されました。この受賞を契機に、埼玉

支部として荻野吟子縁の地『北海道久遠郡せたな町』を訪

問する話がにわかに持ち上がった次第です。そして前田佳

子会長のご尽力により今年 5 月 17 日、せたな町を表敬訪問

する機会を得ましたのでご報告させていただきます。

荻野吟子は 1851 年、埼玉県熊谷市妻沼で生を受けました。

それにしても何故縁の地が北海道なのか、吟子の人生を紐

解いてみることからこの旅は始まったのです。吟子は 17 歳

で最初の結婚。不幸にして夫から淋病をうつされわずか 2

年で離婚となりますが、この病がきっかけで女医を目指す決

心をしたのでした。数々の苦難を乗り越え 35 歳にして医術

開業試験に合格、公許女医第一号となりました。東京都湯

島で産婦人科荻野医院を開業して間もなく、吟子はキリス

ト教に入信。同じ信者である 13 歳年下の志方之善と 39 歳

で結婚。キリスト教

の理想郷を作る夢を

もって北海道に渡っ

た夫に導かれ、46 歳

の時北海道せたな町

に医院を開業したの

でした。それから約

10 年間吟子はこの地

で暮らしました。医

療の傍ら日曜学校、

淑徳婦人会活動と伝

道や 社 会 貢 献 活 動

し、さらにはこの地

せ た な 町 訪 問 記

荻野吟子
縁の地を訪ねて
埼玉支部　大川みどり

で夫を看取り、57 歳で東京に帰り、62 歳でこの

世を去りました。

せたな町には荻野吟子公園があり、八重桜の

中に立派な顕彰碑、銅像が建立されています。

公園の隣には『荻野吟子記念せたな町医療セン

ター』があります。また『吟子物語』というお

酒も作られ、町を挙げて吟子をリスペクトして

いる様子が伺われました。資料館には吟子の愛読書、直筆

のメモ帳、夫の葬儀の会葬者名簿といった彼女が正にこの

地で暮らしていたことを物語る生々しい品々が展示されてお

りました。出身地である熊谷市妻沼にも荻野吟子資料館は

ありますが、生誕地ではあっても 22 歳で上京してからは熊

谷で暮らしていなかったので、その遺品はあまり残っており

ません。

現在のせたな町は人口約 8000 人、渡島半島の日本海に面

した風光明媚で静かな町です。日本海からの強い風を利用

して『風海鳥』と称した日本初の洋上風力発電を実現し、ク

リーンエネルギーに取り組む進歩的な町でもあります。今年

10 月には第 20 回全国風サミット in せたなが開催されます。

また私たちの訪問と時を同じくして、『一粒の麦　荻野吟

子の生涯』という映画がこの地で撮影されておりました。87

歳の山田火砂子監督が、吟子の波乱万丈な人生を描いた作

品で、荻野吟子役に若村麻由美、夫の志方役に山本耕史他

豪華なキャストで構成されています。8 月末から全国各地で

試写会が始まり、10 月 26 日には全国ロードショー。今回の

旅と重ね合わせて、映画を見ることが今から楽しみです。

今年は奇しくも国際女医会創立 100 周年、ニューヨーク

で記念式典が開催されました。吟子は女性であるがゆえに

医者になるまでに沢山の高い壁に阻まれました。数々の苦難

に立ち向かって日本の女医第一号となった荻野吟子がいた

からこそ、今の私たち女医があることを深く心に刻まなけれ

ばなりません。

吟子の一生を通じて、これからも医師として、女医として、

人間としてたゆまぬ努力をしていこうと決意を新たにするこ

とができた貴重な旅でした。

せたな町と風海鳥

北海道新聞に掲
載された訪問の
記事

顕彰碑の前で、左から筆者、江原先生（北
海道支部）、深井先生（埼玉支部）前田会長、
馬場副会長
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公益社団法人日本女医会

第 64回定時総会議事録

2019 年 5月19日（日）�午前 10時 45分
より、札幌グランドホテル�（北海道札幌市
中央区北１条西 4丁目）において、第 64
回定時総会が開催された。

開会の辞
諏訪美智子副会長より、開会の辞が述
べられた。
司会の塚田篤子理事より2019 年 3 月
31日現在の会員総数 1,140 名に対し、出
席者数 41 名、記名委任者数 541 名、合
計 582 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
平成 31年度 3月 31日まで、及びその
後 5月10日までに物故された会員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

り挨拶があった。

報告
1）馬場安紀子副会長より、｢平成 30
年度会務報告 ｣に基づき会員動静、第 63
回定時総会での審議の結果、会費納入状
況、理事会役員、理事会開催日、部会開
催日、各賞の選考委員会開催日等に関す
る報告が行なわれた。
2）ナショナルコーディネータの前田会

長より、2019年7月25日から28日にニュー
ヨークにおいて開催予定の国際女医会100
周年記念会議に関する情報の伝達と、参
加の呼びかけがあった。
以上の報告につき、司会者が質問を求

めたところ、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
司会より会場に対して議長団、並びに
議事録署名人の推薦について会長一任と
諮ったところ、異議がなかったため、議
長団に新谷朋子会員、髙橋英子会員、議
事録署名人に川越理香会員、江原亮子会
員が指名され、拍手多数で異義なく選出

された。議長団は議長席についた。

議事
【承認第 1 号】平成 30 年度事業報告

承認の件
馬場副会長より、「平成 30 年度事業報
告」に基づき説明が行われた。

【承認第 2 号】 平成 30 年度貸借対照
表及び正味財産増減計画書承認の件
諏訪美智子副会長より「平成 30年度貸
借対照表及び正味財産増減計画書」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、平成 31 年 3月 16

日に慎重かつ厳正な会計監査を実施し、
その結果、以上の報告内容が適法かつ正
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、及び承認第 2号議

案について採決に入った。賛成者の挙手
を求めたところ、挙手多数（2分の1以上）
と認めた。議長は以上の結果、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】日本女医会所有青山宮
野ビル（301・302 号室）老朽化に伴う
事務所移転案承認の件
前田会長より、以下の報告があり審議

が求められた。
�現在、公益認定法施行規則第二十二
条第三項によって、第１号�公益社団法人
目的保有財産、第２号管理等活動の用に
供する財産である青山宮野ビル（東京都
渋谷区渋谷 2丁目 8 番 7 号）の 301 号、
302 号室について、ビル全体の老朽化を
鑑み、売却を視野に入れて、すでに見積
もりを３社から取っている。今後は、同
物件の売却先、及び移転先の決定は理事
会の一任とする。
議長は承認第 3号について質問、意見

を諮ったところ、以下の質疑応答があっ
た。
質問：��売却の見積もり価格がかなり高額

になっているようだが、全体の平
米数はどの程度なのか。

回答：��301、302号室合せて73平米である。
質問：��今年度内に売却した場合、多額の

売却金が入ることになるが、これ
は管理費に計上されることになる
のか。また、これによって今後の
資産運用の予想はどうなるのかを
確認したい。

回答：��（事務局による回答）公認会計士と
の相談の結果、今回の売却金は新
たな特定資産として立ち上げ、移

転費用、今後の家賃等をここから
捻出するかたちをとることとする。
したがって、売却金は、通常の女
医会の収支には計上されることは
ないので資産運用に影響はでない
と思われる。

質問：��説明を聞くかぎり、（現在の建物は）
非常にリスクが大きいと思われる。
資金が足りないということであれ
ば寄附金を募るなどの方法も考え
られるので、早急に行動を起こし
たほうがよいと思う。

回答：��大変心強いサポートに感謝致しま
す。

以上の質疑応答の後、議長は承認第３
号について賛成者の挙手を求めたところ、
挙手多数（2分の 1以上）と認められた
ため、承認第３号は賛成多数として承認
された。
その後、髙橋議長より以下の報告第 1
号「2019 年度事業計画」、及び報告第 2
号「収支予算報告」については、すでに
理事会の承認を経て、内閣府への報告が
完了しており、承認決議を行わない旨が
述べられた。

【報告第１号】2019 年度事業計画報
告の件
馬場副会長より「2019 年度事業計画」

に基づき説明があり、下記の計画を平成
31年末に内閣府へ提出したことが報告さ
れた。
1.　研究助成
第 40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
第 13回キャリア�シンポジウムの開催

を予定。
3．日本女医会吉岡彌生賞
2019 年度日本女医会吉岡彌生賞の実

施。
4．  高齢者及び障害者への医療的ケア研

修事業
高齢者医療、介護に関する講演会の開
催を予定。
5．全国公募等による公開講演会
市民公開講座への助成。

6.  荻野吟子賞
2019 年度荻野吟子賞の実施。

7．国際女医会活動
2019 年 7月 25日～ 27日にニューヨー

クにおいて開催される国際女医会議創立
100 周年記念会議に向けての準備と参加。
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8．ブロック懇談会
2019 年 6 月 16日に、山梨県甲府市で

開催予定。
9．女性の健康支援委員会
女性の健康に関する講演会を開催予定。
講演会、連絡協議会等を開催予定。

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

学術部
1.�会員の学術向上に貢献する活動
2.���ホームページ『新しい治療とトピッ
クス』の更新

広報部 
1.�機関紙の発行（5月、9月、1月）
2.�ホームページの更新と活用

対外的団体活動
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

議長は報告第 1号について挙手による
質問、意見を諮ったところ、挙手がみと
められなかったため報告第 2号に移った。

【報告第 2 号】　2019 年度予算の件
諏訪副会長より「2019 年度収支予算書」

に基づき説明が行われた。
議長は報告第 2号について挙手による

質問、意見を諮ったところ、挙手がみと
められなかったため報告第 3に移った。

【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 65回定時

総会は 2020 年に東京において、5月 17
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、栃木で開催予定である
旨が述べられた。
議長は報告第 3号について挙手による

質問、意見を諮ったところ、挙手がみと
められなかったためすべての報告に賛同
が得られたとし、すべての審議、及び報
告が終了した旨を述べ降壇した。

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＞
岩﨑直子（東京女子医科大学附属成人

医学センター教授�東女内支部）
2）荻野吟子賞
　堀本江美（苗穂レディスクリニック院

長�北海道支部）
3）学術研究助成授賞者
　山原真子　（滋賀医科大学医師臨床教
育センター）
　山本和子　（長崎大学病院呼吸器内科）

＜第 3 回 山﨑倫子賞＞
覚道奈津子　（関西医科大学医学部形成
外科学講座）

＜第 4 回 公益社団法人日本女医会 溝
口昌子賞＞
　蓮池由起子　（兵庫医科大学内科学腎�
透析科　兵庫支部）

＜第 1 回 公益社団法人日本女医会 山
本纊子賞＞
　皆川智子　（弘前大学医学部附属病院
皮膚科�青森支部）
4）　功労会員
　古賀詔子（宮城支部）　　津田喬子（愛
知県支部）

閉会の辞
馬場副会長が、弊会の言葉を述べ閉会を
宣した。

� 午後 12時 30 分閉会

株式会社

〒

東京都品川区平塚 ビル

㈹

株）ヨコヤマは住宅設備機器の総合商社として、半世紀以上にわたり、心地よい生活空間

づくりを通じて社会に貢献する役割を担ってきました。

豊かな暮らしのために。その想いはこれからも変わることはありません。

時代のニーズにお応えし、暮らしを彩る価値ある商品を、私たちは提案し続けていきます。

安全に、快適に、健やかに暮らす。



2019 年 9 月 25 日

日本女医会誌・復刊第 237 号　　11



2019 年 9 月 25 日

12　　日本女医会誌・復刊第 237 号

国際女医会通信
国際女医会創立 100 周年を
お祝いしてきました

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

国際女医会通信 No.12、

16、17 でお知らせしてまい

りましたように、New York, 

Brooklyn に て 2019/7/25

〜 28 の日程で国際女医

会創立 100 周年記念会議

が開催されました。1919

年 10 月 25 日に Esther P. 

Lovejoy を初代会長とし

て設立されてから 100 年

の記念を、世界中から参

加した 1000 人を超える女性医師と共に祝えたことは感無量

でした。日本女医会からは 24 人、非会員 1 人、家族など 5

人で計 30 人が参加いたしました。口演 2 題、ポスター 9 題

が採択され、千葉支部の崎山比早子先生がポスターで 3 位

に入賞したのは最高に嬉しいお土産になりました。また、50

年以上の会員に贈られる Golden Jubilee（重要な出来事の

50 周年記念日のこと）賞は、日本人では 21 人が受賞し、今

回参加してくださった栃木支部長の山崎トヨ先生もそのお

一人です。100 周年の企画として各国が作成したファブリッ

ク・スクエアをつなぎ合わせて作られたファブリック・コ

ラージュと国の衣装をまと

わせたテディベアの展示で

は、日本は高い評価をいた

だきました。いずれも副会

長の馬場安紀子先生の作品

です。

7/25　国連本部でのスペシャルサイドイベント

7/25 は United Nations Headquarters（ 国 際 連 合 本

部）内の第一会議室で開催されたスペシャル・サイドイベ

ン ト“Women's Health ： Building Blocks for sustainable 

Development Goals（持続可能な開発目標の構成要素であ

る女性の健康）”で幕を開けました。メイン会場の the New 

York Marriott at the Brooklyn Bridge の近くの駅から地下

鉄に乗って Grand Central Station まで約 15 分、てくてく

歩いて 5 分ほどで 1st Ave. に面した国連本部に到着します。

国連本部の会議室に入るには事前申請が必要で、それぞれ

の名前を記載した入館証を用意してくれます。アメリカ女医

会の方々が入館証の配布を始めましたが、あまりに無秩序

な配布だったために、混乱を極めてしまいました。日本から

参加した先生でもうまく登録がされておらず、入館出来な

かった先生がいらして残念でした。500 人以上を収容できる

会議室は満席で、13：00 過ぎにイベントは終了しました。

マンハッタンから再びブルックリンのマリオットホテルに

戻り、14：15 〜 15：15 は MWIA の 役 員会 議、15：15 〜

16：15 は各国女医会の会長とナショナル・コーディネータ

の会議、16：30 〜 17：45 は地域別会議と続きました。そし

て会議終了後はブルックリン区庁舎の前で、参加者全員で

集合写真をパチリ。18：00〜20：00オープニングレセプショ

ンがあり、息つく暇なく初日が終わりました。

7/26　本会議スタート

7/26 の午前中から、いよいよ Plenary session（本会議）

がスタートです。オープニングは MWIA 会長の Dr. Bettina 

Pfleidere、アメリカ女医会会長の Dr. Roberta Gebhard、ア

メリカ女医会副会長の Dr. Padmini Murthy が挨拶をしまし

た。続いて MWIA の 100 年史を元会長、前会長が写真とと

もに紹介しました。その歴史の重みに思わず胸が熱くなりま

した。日本からは会長を務めた小野春生先生、平敷淳子先

生が紹介され、また平敷先生と西太平洋地域担当副会長で

あった山本纊子先生は物故者として紹介され、参加者全員

で黙祷を捧げました。

ランチの時間には 2 日間に分けてポスター発表が行われ

ました。7/26 に 56 演題、7/27 に 58 演題が発表され、日

本からは 7/26 に 5 人 1）、7/27 に 4 人 2）が発表しました。

7/26 の 午 後 は Breakout session A で 平 行 し て Track1 

Global health、Track2 Gender equity、Track3 Work-life 

1）中村恭子（栃木）、牛山元美（神奈川）、永田万由美（栃木）、西田菜央（栃
木）、崎山比早子（千葉）

2）矢口有乃（東京）、小出彩香（東京）、永井多賀子（東京）、澤口聡子（東京）
 敬称略
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balance/Preventing burnout が行なわれました。Track1

で藤川真理子先生（Tackling diabetes at a national and 

local level in Japan）、Track2 で私、前田佳子（Nationwide 

survey results on working environment of the woman 

doctors in Japan）が発表しました。

7/27  Gala party は最高の盛り上がり

何と言っても一番盛り上がったのは 7/27 の夜の Gala 

party でした。まずは韓国のサンドアートが披露され、初め

て見るその美しい次々と描かれる絵とストーリーに感動いた

しました。最後は各国の出し物で、予定では5カ国でしたが、

蓋を開けたら 10 カ国以上となり、歌あり踊りありでエンド

レスになり、終了時間は予定を大きく過ぎてしまいました。

日本は 2017 年の西太平洋地域会議 in 香港では 2020 オリン

ピック音頭で盛り上げましたので、今回は浴衣や着物ドレス

で日本をアピールしながら東京音頭を踊りました。たった一

晩の合同練習もしくは YouTube を見ながらの自己練習でし

たが、本番はバッチリ揃った素晴らしいパフォーマンスを披

露いたしました。会場も一緒になって踊るほどの盛り上がり

で、順位をつけたなら間違いなく優勝していたでしょう！

最終日には役員改選があり、2019 〜 2022 年の会長は次

期会長として前回のウィーンの会議で選出されたイギリス

女医会の Dr. Clarissa Fabre、事務局長はアメリカ女医会の

Dr. Padmini Murthy にバトンタッチされました。次期会長

は前回の選挙で惜しくも敗れたナイジェリアの Dr. Eleanor 

Nwadinobi に決まりました。会計担当は立候補者が２人い

たため選挙となり、イギリス女医会の Dr. Helen Goodyear

が選出されました。西太平洋地域会議担当の副会長はオー

ストラリアの Dr. Desiree Yap です。

6 つの主要プロジェクト

閉会式終了後に今後 3 年間の Project meeting が開かれ、

６つの主要プロジェクトとして

a. Work-Life balance  

b.   HPV and elimination of cervical cancer（HPV ワク

チンと子宮頸癌の根絶）

c.   Contraception and the prevention of unplanned 

pregnancies（避妊と予期せぬ妊娠の予防）

d.   The safe childbirth checklist and the prevention of 

postpartum hemorrhage（安全な出産チェックリスト

と産後出血の予防）

e. Leadership and Mentoring  

f.   Prevention of violence against women and girls / 

sexual harassment（女性と子供に対する暴力の廃絶、

セクシャルハラスメント）

が、その他の重要な 3 つの領域として

a. Gender medicine（性差医学）

b. Child health  

c. Menopause（閉経）

が挙げられました。私は主要プロジェクト a. Work-Life 

balance のメンバーに加えていただき、日本の状況を簡単に

報告しました。

2020 年韓国　西太平洋地域会議

こうして第 31 回国際女医会は以前からの友人との再会に

加え、新しい友人との出会いの場となり、盛況かつトラブル

なく終了しました。実は会議の約 10 日前 7/13 に NY では

変電気火災が原因とみられる大規模停電があり、滞在中に

はブルックリンで銃撃事件があり 1 人死亡 11 人負傷と報道

されていました。帰国後の 8/6 にはタイムズスクエアでバイ

クのエンジンの爆発音を銃の発砲音と間違えパニック騒動

が起こりました。しかし、私たちは何のトラブルもなくこの

上なく楽しいニューヨークの旅を満喫いたしました。

さて、2020/10/8 〜 10 は韓国で西太平洋地域会議が開催

されます。私たちは決して政府間のもめ事に惑わされる事な

く、今まで築いてきた良好な関係を維持していかなくてはな

りません。隣国での地域会議にぜひとも沢山の会員に参加

していただき、楽しいひと時を共有したいと思います。

 （文責：NC　前田佳子）
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2019/7/13 〜 15 に都立小金井公園つつじ山広場で開催さ

れました。主催は復興まちづくりキャンプ 2019 実行委員会

で、私は実行委員として、公益社団法人日本女医会は協力

団体として参加・協力させていただきました。

阪神淡路・大震災の 4 年後、1999 年に立川の昭和記念公

園で開催された「1000 人の仮設市街地づくり〜震災サバイ

バル・キャンプ・イン '99」から 20 年が経過し、当時の実行

委員メンバーが集結・企画したのが今回のキャンプです。

延べ参加人数は 700 人で、被災から 7 日後・3 ヶ月後・3

年後を想定して復興を学び考えるプログラムをこなしなが

らテント生活を体験しました。同時に災害の専門家によるセ

ミナーやシンポジウムも企画され、非常に充実した内容でし

た。災害時電源車として三菱 PHRV 車アウトランダーの展

示とキャンプ期間中の発電、便座以外は紙で作られた仮設

復興まちづくりキャンプのコンセプト

首都東京が大きな災害にみまわれた場合、私たちは
くらしとまちの復興をめざす「復興まちづくり」に立ち
上がることが必要です。救急救命・避難から地域コミュ
ニティを活かし、行政と市民、企業の協力で「地域協
働復興」に取り組むことが重要です。このため、復興
まちづくりキャンプでは都立公園を震災後のオープン
スペースに見立て復興プロセスを模擬体験し、仮設市
街地や事前復興を３日間の合宿研修で学びます。

「復興まちづくりキャンプ 2019」報告
 会長　前田佳子

トイレ「ほぼ紙トイレ」の組み立て体験と展示、避難所でも

利用が可能なダンボールベッドの救護所での利用、東京消

防庁の VR 防災体験車による地震の疑似体験もありました。

キャンプの様子は NHK のニュースでも数回取り上げられ、

最終日には「地域協働復興」宣言が行われました。

日本女医会からは救護班ボランティアとして 5 人〔前田

佳子、青木正美、磯貝晶子、馬場安紀子、久我治子（非会

員）〕が協力いたしました。開催時期が 7 月中旬であったた

め熱中症患者が続出することが懸念されましたが、14 〜 15

日は雨で気温が低かったために熱中症にかかられた方はい

らっしゃいませんでした。救護が必要だったのは 5 人で、多

くはスタッフの方でした。最終日にふらつきで受診された女

性は、孫 2 人とキャンプに参加されていました。日常生活で

は正常の血圧が 155/85 と上昇しており、これがふらつきの
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復興まちづくりキャンプ 2019 東京　「地域協働復興」宣言
令和元年７月 15 日、於　都立小金井公園

より良い復興まちづくりには、市民や事業者などの地域と行政の協働が不可欠である。災害に襲われた時、私たちがそれぞれ自
分たちの暮らしや地域を守り復興する主体となり取り組むための、７つの宣言を行う。
１．地域に愛着を

自らの地域への愛着を育み、仲間づくりをしていこう。
２．市民主体

市民一人ひとりが自己決定力、相互尊重力を育み、地域活動に参加し、合意形成力を自らの中にたくわえていこう。
３．事前復興まちづくり

災害被害を軽減するための「防災まちづくり」に、被災後の復旧・復興の視点も加えて取り組んでいこう。
４．仮のまち

地域を支え、復興に向かう拠点として「仮のまち」が有効である。公園などの身近なオープンスペースや被災地短期借地権など
を活用した「仮設市街地」で、地域の暮らしや営み、文化を継続していこう。
5．生活の復興

復興は建物の再建のみではない、そうしたいと願う市民が戻って生活できる環境やサービスが整ったまちを創り直していこう。
6．一人ひとりを支援する地域・復興

被災した一人ひとりには、それぞれ多様な状況がある。多様な一人ひとりへの丁寧な細やかな目をもった地域づくり・復興まち
づくりをしていこう。
7．未来を切り拓く復興

私たちを取り巻く技術、環境、経済、高齢化など社会は急速に変容している。子どもたちやこれから生まれてくる次世代のため
にも、社会全体で、未来を切り拓く復興を目指していこう。

起こることが想定されます。改めて、被災者の体調管理や

避難中の環境整備の重要性を感じました。

原因だったと思われます。たった２泊３日のキャンプでも、

慣れない生活と天候不良で体調を崩されたのだと思います。

実際に被災した時にも、避難所や避難生活で同様のことが

前号では、主に万国女医会発足における井上友子の活
躍をご紹介いたしましたが、今回は、その井上がドクト
ルとなるためにアメリカに渡ってからの暮らしぶりを振り
返ったインタビューをご紹介いたします。

1870（明治 3）年、福岡に生まれた井上友子は、1888
（明治 21）年に長崎の活水女学校（現在の活水女子大学）
に入学。卒業後に同校に勤務していたことがきっかけで、
医師への道が拓けることとなりました。

卒業後其學校に務めて居る頃米國の女醫で長崎に開業し
て居る人が、日本人の患者に對して言葉が通じないで困って
居るからと云ふことで、私は診察の時間だけ通譯に頼まれて
参る様になりました。私は醫者に成らうと云ふ考へを持つて居
た譯ではなかたのですが、（中略）女醫に相談しましたら大に

賛成して呉れまして米國のクリーブランドに開業して居る友達の
女醫に紹介してやるから、米國の大學に這入って醫術を學ん
だら宜からうと云ふ事になりま
した。ところで家から學資を
貰つて米國に遊學するのなら
大悅びで行けるのですが生
憎私には學資の出どころがな
いのです。種 あ々ちらの様子
を聞て見ますと其頃は日本婦
人と云へば、米國ではまだ
珍らしかつた時代で決心次
第では何か仕事をしながら傍
ら勉強の出来ぬ事もないと云
ふ事でしたから、一つ奮發し

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

日本女医会雑誌　第13 号　大正9（1920）年3 月発行

米國の思ひ出――井上友子 #008

当時のミシガン大学医科大学長　
ヴィクター・ヴォーン博士
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て苦學をして見様と云ふ氣になり學校の校長から米國行の旅
費丈けを借りまして、心細い思ひはしながら米國行きを企てまし
た。

そして 1895 年の日清戦争終戦直後に、木造外輪船のチャ
イナ号で、長崎から東京を経由してサンフランシスコに入港。
汽車に乗り継ぎ、たった一人で東を目指します。

前途の事など氣にかゝ りましたが差當り頼より行くクリーブラ
ンドの女醫の方が優しい容貌をして温かい情の有る方だらうと
思ひながら九月の初め無事にクリーブランドに着きました。途
中から到着の時間を知らせて置きましたら停車場には女醫の
方が外來の孤客を迎へて呉れることゝ 思って居ましたら誰れも
居ませんでした。まごまごしながら漸く番地をしるべに女醫の家
を尋ねますと今朝早く旅をして留守だと云ふ事が、隣家の人に
聞いて分かりました。長い間隣人の家で待って居る中に將來
私のたよるべき女醫の方が歸つて來ました。こんな事を云ふの
は誠に済まぬ譯ですが私は其女醫を一目見た時に今迄私の
豫想して居た事がまるで外づれて仕舞ました。私は人様に對し
て毛嫌い抔をした事は無いのですが何うしたものか此陰氣な
痩せきつた婦人に對しては終に親しむことが出來ませんでした。
およそ一年間此人の家に一ヶ月三十餘弗宛拂つて下宿して居
ましたが毎日學校がすんで其家に歸るのかと思ふと、氣が滅
入る様になつて夜抔は度々 泣て居た事がありました。

クリーブランド・ホメオパシック・メヂカルカレッジで学
んだ井上は、3 年で同校を卒業。その後、井上の才能を
見込んだミシガン大学の医科大学長ヴォーン博士の尽力
もあり、ミシガン大学の3年生に編入。卒業後はニューヨー
ク、シカゴを回り、医術のみならず、米国における開業医
の状況、病院経営の実態なども学びつつ、通算 6 年半と
いう自活の日 を々アメリカで過ごします。

はじめは日本の陶器を賣る店に一週間十弗で手傳ひに参り
ました。店番を仕ながら多くの客の前に顔を曝して居る事が、
如何にも情ない気持ちが仕ましたので之は一週間で止めて仕
舞ひました。追ひ追ひ米國婦人に知合ひが出來てゐましたの
で種 と々相談しましたら、丁度日淸戰争で戰勝國として知られ
かけて來た、日本の風俗風習抔を講演したならば珍らしいと
云ふので聽聞者が來るだろうと云ふことでした。（中略）聞手
は教會員が主もでしたが日本の女が何か話しをするそうだから
一つ聞てやれと云ふ様な、好奇心で教會以外の人も集まつ
て來ました。教會の牧師が私の經歴、目的を手短かに話し、

聴講者は任意に喜捨金をかごの中に入れてやれと云ふ様な
挨拶をして呉れました。私は教壇に立って日本の風俗、習慣
を話しました。例へば正月には何ふ云ふ儀式が有る、三月に
は櫻の花が咲いて雛祭がある、婚禮の儀式はこんな風である
と云ふ様な誠につまらぬ話しでしたが、聞く方では初めて日本
の女を見初めて日本の話しを聞くのですから相當に受けた様
に思ひました。但し、私がこんな醜い女で無かつたならば一層
の効果を得たろうにと思はない事はありませんでした。此の講
演と云ふ事が意外に成功しましたから私は爾来数年間、學校
の休暇を利用しては各所の都市やら田舎やらの教會を頼つ
て、可也澤山の講演を致しました。中には日本服をつけて演
壇に立つた事もあり又米国婦人を二三人演壇に上つて貰つて
日本流のおじぎの稽古をしたり、米のたき方お菜の種類などを
話した事もあります。聴講者の中には慈善家の金持ちも偶に
はありまして。籠の中に金貨を入れて呉れたのもありました。

帰国後は医院を開業するとともに、女子学習院の最初
の校医を始め、多くの女子学校の校医を兼任。戦後には、
高齢のために果たされなかったとはいうものの、GHQ か
らアメリカの養老院に移動することを勧められるなど、ア
メリカからの敬愛も厚かったということです。

井上友子は、1960（昭和 35）年 4 月 30 日に 90 年の
生涯を閉じています。

（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）

米国留学中、日本の風俗を実演する井上友子

J M W A  a r c h i v e s
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宮城県女医会創設 60 周
年記念、令和元年記念講
演会開催について
 宮城県女医会 理事・学術
 山口 慶子

順天堂大学医学部心臓血管外科、天
野篤教授に「心臓外科医 一視同仁」〜
長寿社会と心臓手術〜というタイトルでご
講演いただきました。この講演は座長を
務めました学術担当で日本大学同窓生の
山口慶子が約1 年前から企画し、多忙
な演者からお時間をいただき、2019 年 6
月23日に仙台市医師会救急センター2階、
多目的ホールでの開催が実現しました。

当日は開場時刻の約 2 時間前から市
民が入場のために長蛇の列ができるとい
う、本会始まって以来の大盛況の講演会
となり、会場には約 300 人の聴衆が集ま
りました。

天野教授はお父様が心臓病を患って
いらしたことから、学生時代から迷わず
に心臓血管外科医の道を目指されまし
た。人工体外循環装置を使用せず、輸
血なしで行う心臓オフポンプ手術の第一
人者で、現在手術件数は 1 万件を越え
ました。常にひたむきに患者さんと向き合
い、成功率 98％ という実績と豊かな経
験で平成天皇の心臓バイパス手術を執
刀されました。

講演会では心臓オフポンプ手術につ
いて動画で解説され、重症の患者さんが
術後数日で離床して歩行などのリハビリ
を受けて退院し、心臓手術を受けたこと
を忘れるほど元気になり、やりたいことが
できる人生を謳歌する過程をご説明され
ました。陛下であっても一般市民であって
も、「一視同仁」の姿勢で医療に取り組
まれている姿勢、病気や治療、内服や手

術の適応について、分かりやすく、時折
ユーモアを交えながらご講演いただきまし
た。また、会場の一般市民から数名の質
問にも丁寧にご回答いただき、座長から
これまでに出版されている書籍の紹介を
行い、大変和やかな雰囲気のうちに閉会
となりました。手術適応は 80 歳を越え、
健康寿命を延ばし人生 110 年時代を目
指すにふさわしい内容の令和元年記念
講演会となりました。

神奈川支部総会
 神奈川支部長　小関温子

日本女医会神奈川支部総会は令和元
年７月７日(日) に開催されました。

令和元年に於いて初めての総会です。
ご挨拶、黙祷、庶務報告、次年度の

事業計画案等承認されました。また、総
会から阿部知子氏がご参加くださいまし
た。参院選挙中であるにもかかわらず時
間を調整してくださり講演も拝聴していた
だきました。いずれ日本女医会に入会し
ていただくように秘書の方を通じてお願い
しました。さて、講演は「青少年の薬物
乱用防止の為に、臨床医ができる事」が
テーマで講師は松本俊彦先生：国立精
神・神経医療センター薬物依存研究部
長、薬物依存のご講演はわかりやすく
ユーモアを交えながらのお話でした。最
近マスメデイアで報道されている有名人
等を見ていると自分の仕事まで失うことに
なる結果が気の毒であると思っていまし
た。薬物依存症は薬物使用を自身の意
志でコントロールできない病気です。

依存は精神的にも身体的にも起こりま
すが治療が難しいのは「脳をハイジャッ
ク」されてしまう精神的な依存です。脳神
経は支配され状態を記憶して、何年たっ
ても急に薬物への要求が生じる。脳が薬
物に支配された状態から回復して社会復
帰するのは十分可能であるとのことでし
た。具体的には覚醒剤に依存する以外に
コーヒー、たばこ、お酒など嗜好品迄依
存性のある物質、また、咳止めなどの薬
の内容も調べて医師に処方してもらった
り、などからも医師の側にも問題があると

のことでした。「意志が弱いからやめられ
ない」と言った誤解も根強くあるのも一因
とのことで、私ども医師の責任の重要性
を感じさせられました。

内閣府主催
「男女共同参画に関する
懇談会」出席報告
 会長　前田佳子

2019/6/25に内閣総理大臣官邸大ホー
ルで開催された「男女共同参画に関する
懇談会」に出席いたしました。男女共同
参画社会づくり功労者内閣総理大臣表
彰を受けられた方 と々、全国で男女共同
参画に尽力している人たちが招待されて
いました。受賞者の中には日本女医会佐
賀支部の浅見豊子先生がおられ、大変
嬉しく思いました。

また、G20 開催を直前に控えた安部
総理から冒頭の挨拶がありました。そ
の中で以下のような発言がありました。
「〜片山さんは、今安倍内閣の中では、
大臣としては一人でございまして、いろい
ろな御批判も頂きましたが、10人力くらい
の形で大車輪で頑張っていただいており
ますが、副大臣は５人女性。これは今ま
でで過去最高になっておりますし、今日時
間が割とうまく効率的に本会議の方が運
営できたのも、高市早苗さんが、初めて
女性として議運の委員長を務めていただ
いていますし、予算委員長は、これも初
めて女性の野田聖子さんが予算委員長。
正に国会を支えていただいているのが、
女性の力でもあるということも申し添えて
おきたいと、こう思う次第でございます。」

大臣１人に副大臣 5 人というのは非常
に残念で、なぜ女性の大臣が 6 人になら
ないのでしょう。それは単純に女性国会
議員が少ないということも一つの理由だと
考えられます。しかし現在女性国会議員
は衆議院で 10.2%、参議院で 22%です
から、現役大臣 19 名のうち女性 2 人で
約 10%、3 人で 15% になりますので、単
純に考えてもまだ少ないと思われます。国
会を支えているのが女性の力というには
少なすぎるのではないでしょうか。
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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 7 回理事会議事録

１． 日時　平成 31 年 3 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　 諏訪美智子 馬場安紀子  
青木正美 磯貝晶子  
澤口聡子 塚田篤子  
中田惠久子 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　前田佳子

開会に先立ち、海外出張中の会長からの報告が
文書で行われた。

1．継続審議事項
１．第 64 回定時総会について （継続）
　塚田理事より各項につき説明があり、審議の上、
以下が承認された。
・総会通知について
　審議事項を今後は、承認、報告と区別し、事
務所移転については以下のようにすることとなっ
た。
　「承認第３号　日本女医会所有 青山宮野ビル

（301・302 号室）老朽化に伴う事務所移転案承
認の件」
・タイムスケジュールを決定
・会場に横看板等を設置することを決定
・2019 年度功労会員・永年会員を確認
・ 荻野吟子賞副賞のデザインを回覧写真にて確
認

２． ブロック懇談会 in 山梨について  
 （塚田理事）（継続）

　塚田理事より、6/16 のブロック懇談会は甲府
市の『常盤ホテル』にて開催する旨の報告があっ
た。

2．審議事項
１．2019 年度理事会開催日程について （承認）
　塚田理事より、2019 年度の理事会開催日程が
示され、承認された。
２．平成 31年度公開講演会助成
　宮城県女医会からの助成申請「新元号記念・
宮城県女医会創設 60 周年記念講演会」
への 50,000 円の助成を決定した。 （承認）
３． 東京開催の定時総会会場の変更の検討つ

いて （継続）
　今後の東京での定時総会の開催について、会
場の変更の可能性が示唆された。
４．平成 31年 1月、2 月会計報告承認
 （資料４）（承認）
　平成 31年 1月、2 月の会計報告が承認された。

５． 平成 30 年度第 6 回（1月）理事会議事録
承認 （承認）

　平成 30 年度第 6 回理事会の議事録が承認
された。
６．新入会員について （承認）
　平成 30 年度３月度の新入会員 2 名が承認さ
れた。

3．報告事項
１．各部、NC 報告
　1）庶務部報告
　　・ 平成 30 年度吉岡彌生賞、荻野吟子賞の

選考結果について  
吉岡彌生賞  
＜医 学 に貢 献した女 性 医 師 部 門＞ 
岩﨑直子会員（東女内支部・東京女子医
科大学附属成人医学センター教授）に授
与を決定。  
荻野吟子賞　堀本江美会員

　　・ブロック懇談会 in 大阪について
　　　 2/24 に開催した大阪でのブロック懇談会

について報告があった。
　2）広報部報告
　　・ 花岡理事、及び前田会長より、会誌 236

号の進捗とHP に新たに『日本女医会 温
故知新』コーナーを開設した旨の報告が
あった。

　3）会計部報告
　　・ 諏訪副会長より平成 30 年 2 月の寄附金

と会費未納者（2 年、3 年）について報告
があった。

　4）学術部報告 （磯貝理事）
　　・ 第39回学術研究助成、第4回溝口昌子賞、

第 1 回山本纊子賞選考の結果、以下に授
賞を決定した旨報告があった。

　　　＜学術研究助成＞
　　　 覚道奈津子氏　関西医科大学医学部形

成外科学講座・講師（山﨑倫子賞）
　　　 山原真子氏　滋賀医科大学医師臨床教

育センター・助教
　　　 山本和子氏　長崎大学病院 呼吸器内

科・助教
　　　＜溝口昌子賞＞
　　　 蓮池由起子会員　兵庫支部・兵庫医科

大学内科学 腎・透析科　
　　　＜山本纊子賞＞
　　　 皆川智子会員　青森支部・弘前大学医

学部附属病院皮膚科　助教
　　・ 倫理審査委員会規程案、及び細則案に

ついて報告があった。
　　・ 山本纊子賞規程について：今後は、1 年

以内の海外で開催される学会を対象とす
ることが必須であることを明記する旨の報
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 周年記念会議に向けて、

英語版パンフレットの作成が前田会長の
文書で提案された。

２．各委員会報告
　1）長寿社会福祉事業委員会 

　　・ 馬場副会長より、平成30年度講演会（3/17）
について参加の呼びかけがあった。

　3） 十代の性の健康支援ネットワーク事業委員
会

　　・ 樋渡理事より、3/3 開催の『十代の薬
物乱用・依存』講演会（3/3）、及びアン
ケートの集計結果の報告があった。

　　・ 今後の岡山でのゆいネットへの助成の方
法等などは検討の必要がある旨の報告が
あった。

３．対外的団体活動
　海外出張中の前田会長からの文書での報告。
　1） 国際婦人年連絡 会常任委員会に出席

（2/20）。
　2） 国際婦人年連絡会環境委員会から農水省

にネオニコチノイド系農薬使用制限の要望書
を提出（3/12）。4 月中には環境省にも提出
予定。

　3） 東京女子医科大学に於いてホームカミング
デイが開催された。

　4） 天皇陛下在位30 年式典茶会に出席（2/26）
　5） 医学系学生主催『入試差別をなくそう！』 院

内集会に参加（2/27）。

4．その他
　1） 庶務部より。宮野ビル事務所売却について

の進捗状況の報告があった。

公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
2019 年度第 1 回理事会議事録

１．日時　 2019 年 4 月20日（土）  
午後 3 時 30 分〜 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　  
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　 澤口聡子 中田惠久子  

花岡和賀子
　　　

1．継続審議事項
１．第 64 回定時総会について （承認）
　・ 支部・本部連絡会の開催時間は午前 9 時

〜10 時 30 分とした。
　・ 総会会場の設営と会の進行の確認を行った。
　・ 事務局より委任状の回収状況について報告

があり、4 月20 日現在で過半数を超えたこ
とを確認した。

２．ブロック懇談会 in 山梨について （承認）
　山梨県甲府市で開催されるブロック懇談会へ

・
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の理事の出席を確認した。

2．審議事項
１． 東京開催の定時総会会場の変更について

 （継続）
　馬場副会長より、2020 年度以降の定時総会
の会場を変更することが提案され、アルカデ
ィア市ヶ谷を候補とすることが承認された。
２． 国際女医会 100 周年記念会議向け英語版

パンフレット作成について （承認）
　前田会長より、7月国際女医会議に向けて、三
つ折りのパンフレットの英語版を作成する旨が伝
えられた。
３． 青山宮野ビル 301・302 号室の売却と本

部事務局移転について （継続）
　・ 前田会長、青木理事より、青山宮野ビル

301・302 号室の売却先について、株式会社
インテリックス（売却額 59,000,000 円の予
定）に決定したことが報告されたほか、事
務局の移転先候補の賃貸物件３件の紹介
があり、理事会終了後内覧を行うことが報
告された。

　・ 移転は、第 64 回定時総会での承認第３号
『日本女医会所有 青山宮野ビル（301・302
号室）老朽化に伴う事務所移転案』が承
認され次第、速やかに行うこととする旨が
述べられた。

４． 「日本女性会議 2019さの」への寄附につい
て （承認）

　馬場副会長より、「日本女性会議 2019 さの」
についての説明があり、30,000 円の寄附を行う
ことが承認された。
５． 2020NGO 日本女性大会実行委員につい

て （承認）
　国連 NGO 国内女性委員会主催の 2020NGO
日本女性大会の準備・実行委員を青木理事とす
ることが承認された。
６．平成 31年 3 月会計報告承認 （承認）
　平成 31 年 3 月の会計報告が承認された。
７． 平成 31年度第 7 回（3 月）理事会議事録

承認 （承認）
　平成 31 年第７回理事会の議事録が承認され
た。
８．新入会員について （承認）
　2019 年４月度の新入会員 1 名が承認された。
９．その他 
　1）監査報告について （承認）
　　 　沖村監事より、平成 30 年度の監査が終

了した旨の報告があり、平成 30 年度の事
業報告、及び財務諸表が承認された。

　2）慶弔費について （継続）
　　 　諏訪副会長より、慶弔費の使途に関する

内規につい検討が行われ、以下の通りの変
更が提案された。

　　 　死亡時　元会長 / 元副会長、及び現役
役員：生花1基（税別1万5000円〜2万円）

　　 　上記以外の場合でも、会長、及び副会
長の協議において決定する場合がある。

3．報告事項
１．各部、NC 報告
　1）庶務部報告
　・ 2019 年度からの荻野吟子賞の副賞の新たな

デザインが発表された。
　・ 塚田理事より、第 64 回定時総会、及び前

日のエクスカーションの参加人数が報告され
た。

　2）会計部報告
　・ 諏訪副会長より、平成 30 年度の寄附金に

ついて報告があった。
　・ 諏訪副会長より、平成 31 年 3 月31日現在

の会費未納者（2 年、3 年）の入金状況につ
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』の執筆を、西山緑先生（獨協医科
大学地域医療教育センター教授）に「フレ
イル予防と実践」をテーマに依頼をしてい
る旨報告があった。

　5）ナショナルコーディネータ報告
　　 　国際女医会議創立 100 周年記念会議へ

の参加の呼びかけがあった。
２．各委員会報告
　1）長寿社会福祉事業委員会 
　・ 馬場副会長より、平成 30 年度長寿社会福

祉事業講演会のアンケートの結果が報告さ
れた。

３．対外的団体活動
　1） 前田会長より、国際婦人年連絡会常任委員

会（2/20）に出席した旨報告があった。
４．その他
　1） 前田会長より、5月17日に深井登紀子会員、

大川みどり会員、馬場安紀子副会長らとせ
たな町を表敬訪問する予定である旨報告が
あった。

 以上

公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
2019 年度第２回

１．日時　 2019 年 6 月15日（土）  
午後 3 時 30 分〜 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　  
塚田篤子 中田惠久子  
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　花岡和賀子 樋渡奈奈子

1．継続審議事項
１．第 64 回定時総会の報告と反省 （承認）
　・ 塚田理事より、次年度以降の懇親会では、

入会案内を持参して来場者に入会の勧誘を
することが提案された。

　・  各賞の受賞者については、授賞式に出席で
きない場合は、代理人の出席、またはコメン
トを事前に用意する等の対応を確約すること
を確認した。

２．第 65 回定時総会について
 （塚田理事）（継続）
　・  懇 親会の開催は、総会と同日（2020 年

5/17）とし、アルカディア市ヶ谷に予約を入
れることとした。

３．ブロック懇談会について
　・  6/16 のブロック懇談会 in 山梨の出席者に

ついて確認。
　・� 2020 年度のブロック懇談会の開催について

は、愛媛支部の大野弓子会員より、高知支
部との合同開催を検討する準備があるとの
話があった旨が、青木理事より報告があっ
た。

４．  青山宮野ビル 301・302 号室の売却と本
部事務局移転について （承認）

　・  前田会長より、以下の報告があり、全員一
致をもって承認した。

　　1）� 公益認定法施行規則第二十二条第三項
より、第 1 号 公益目的保有財産、第 2 号
管理等活動の用に供する財産である青山
宮野ビル 301・302 号室につき、第 64 回
定時総会終了後に売買契約を 5,900 万円
で、株式会社インテリックスとの間に締結
する。最終的な物件の引き渡しと、売却
代金の支払いは 6 月27日とし、それまで
に事務局は両室を完全退去し、2019 年
6 月25日をもって東京都渋谷区千駄ヶ谷
1-3-19 ロワレール千駄ヶ谷 202 号室に移
転する。

　2）�一連の引っ越し作業は株式会社メガが請
け負う。

　3）�理事会の開催は、７月より移転先において
開催する。

　・�諏訪副会長より、長岡公認会計士より以下
の提案があったことが報告され、検討の結果、
本件は承認された。

　1）�青山宮野ビル 301・302 号室の引当てとして
積み立てていた減価償却引当資産 7,522,680
円（2019 年 3 月31日現在）を、今回の売却
により取り崩す。

　2）�渋谷区千駄ヶ谷への移転費用は、この取り
崩し金で支払うこととし、残金の一部は現在
不足している事業資金の穴埋めに充当する。

　3）�残りの売却金の処遇ついては、会計上、法
令上の縛りが多いため、今後は公認会計士
と共に資金状態を勘案しながら、管理形態
を検討する。

５．慶弔費について （承認）
　・  諏訪副会長より、資料に基づき、役員慶弔

費の一部の修正が提案され承認された。
　　死亡の場合
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　　全会員：香典 1 万円または弔電
　　  元会長・元副会長及び現役員（但し上記以

外の場合でも、会長、会計担当副会長との
協議により決定する事もある） + 生花の部
分に「または弔電　税別 5 千円程度」を加
える。

2．審議事項
１．  復興まちづくりキャンプ 2019 救護ボランテ

ィアについて （承認）
　・  同キャンプについて、前田会長より救護ボラ

ンティアを募集している旨の報告があり、青
木理事（13 日）、馬場副会長、磯貝理事、
澤口理事（14日）から参加の申し出があった。

２．  社会医学系専門医協会構成団体申請につ
いて （承認）

　・  澤口理事より同協会についての説明があり、
構成団体、もしくは協力団体への申請が提
案されたが、会費等について再度確認をす
るよう前田会長から依頼があり、継続審議
事項となった。

３．2019 年 4 月・5 月会計報告承認
 （承認）
　・  2019 年 4 月、及び 5 月の会計報告が承認

された。
４．  2019 年度第 1回（4 月）理事会議事録承

認  （承認）
　・  2019 年度第 1 回（4 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）
　・  2019 年 4 月20 日から、6 月14 日までの新

入会員 5 名が承認された。

3．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
　・  中田理事より、会誌 237 号について報告が

あった。（8/5 締切予定） 
　3）会計部報告（諏訪副会長）
　・  諏訪副会長より、2019 年度会費払い込みの

締め切りが 7/30 であることが報告された。
　・  諏訪副会長より、2019 年度分の寄附につい

て呼びかけがあった。
　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』

の進捗について報告があった。
　5）ナショナルコーディネータ報告
 （前田会長）
　・  国際女医会議 100 周年記念会議への参加

予定者、持参品などにつき確認を行った。
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、ルークホールについて今後は改
装工事のため使用ができなくなるとの報告があ
り、来年度以降の会場について検討してゆく旨
報告があった。
　2）小児救急委員会
　中田理事より、『どうしよう…子どもの救急』の
販売状況について報告があったほか、本部移転
に伴い奥付に修正シールを添付する作業を、事
務局で行うことが報告された。

３．対外的団体活動
　1）  国際婦人年連絡会常任委員会出席（5/16、

5/29）：前田会長
　・  前田会長より、定例総会に出席した旨、また

同会に新たに「性と健康を考える女性専門
家の会」が団体亀氏した旨報告があった。

　・  2020 女性大会第１回委員会について報告
があった。

　・  内閣府男女共同参画懇談会に出席した旨報
告があった。

　2）  国連NGO国内女医性委員会役員会（4/25、
6/5）：前田会長

　・  前田会長よりCSW 報告会に出席した旨報
告があった。

　・  なお同会は、来年度より会費が 15,000 円と
なる。

４．その他
　今後は役員の名刺にQRコードを記載すること
とした。

 以上

2019 年度 山本纊子賞のご案内
平成 29 年に逝去された山本纊子前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

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　・研究に関する自著を含む共著論文2編　
③日本女医会会員（選考委員を除く）2名の推薦状　④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）　⑤業績目録

　　　　　　　� ２）受付期間　2019年 4月1日～12月25日
４．授　与	 		2020年 5月17日開催の第65回定時総会（東京にて開催予定）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）
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第 40 回　日本女医会学術研究助成のご案内
日本女医会では医学の発展・向上に寄与する研究を行っている会員の方々の学術研究に対し、助成事業を行って

まいりました。平成 24 年 4 月に公益社団法人に移行いたしましたので、第 33 回より日本国内在住の女性医師を対象
として優れた研究に対して、助成を行うこととなりました。つきましては、希望者は下記応募要領にしたがって当会
宛てにご申請くださいますようお願い申し上げます。また、平成 28 年度からは、山﨑倫子氏のご遺志により寄附さ
れた基金 1,000 万円から、若手医師の研究助成を行う「山﨑倫子賞」を設立いたしました。学術研究助成応募者の中
から、優秀と判断された 1 名に山﨑倫子賞を授与いたしております。

記
1．助成の趣旨	 後進の研究助成を図り、医学分野の発展、向上に寄与する事を目的とする。
2．助成金額	 	1件 30万円まで、採択件数は3件以内。うち優秀と判断された1件に山﨑倫子賞として、50万円を

助成する。
3．申し込み手続き
　1）応募資格
　　①申請締切時において満45歳未満の日本国内在住の女性医師。
　　②�同一研究課題により他機関の助成を申請している、または助成を受けている場合は、当研究助成の申請を認めない。
　　③助成を受けた後に上記に抵触することが判明した場合には、助成金の返還を求めることがある。
　2）助成期間　原則1年間。同一人が重ねて申請をする場合は5年以上の間隔をおくこと。
　3）応募方法　�日本女医会ホームページ（http://jmwa.or.jp/joseikin.html）より所定の用紙をダウンロードして作成し、

電子メールに添付して応募。宛先：（公社）日本女医会　office@jmwa.or.jp
　4）申込期限　2019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　2020年 5月17日開催の第65回日本女医会定時総会（北海道・札幌市にて開催予定）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 �2021年 9月10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 5 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� 2019年12月25日（当日消印有効）
６．表　　彰� ��2020年 5月17日開催の第65回日本女医会定時総会（東京にて開催予定）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	 2019年12月25日（当日消印有効）
５．表彰	 		2020年 5月17日開催の第65回日本女医会定時総会（東京にて開催予定）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）。
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 2019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（会場までの交通・宿泊費は本人負担）。
６．表彰   2020年 5月17日開催の第65回日本女医会定時総会（東京にて開催予定）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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爽やかな風に薄紫のライラックがゆ

れる札幌で第 64 回定時総会が開催され

ました。今回の総会では［女医会の事

務所の移転に関して］という大きな議

題がありました。

前事務所は渋谷駅から程近い宮益坂に在りました

が、近年老朽化が激しく、雨漏りや水回りの故障など

があり「事務所をどうするか」と度々理事会で議論さ

れて来ました。担当の理事の中には何が本業かわから

ないとぼやきが出るほど調査、努力してくれました。

結果、宮益坂の事務所は売却して新しい事務所を借り

ることができました。役員一同、この伝統ある女医会

を継続、更に発展させたいと心を新たにしています。

今後共どうぞ宜しくご支援を賜りますようにお願い

致します。

 （広報部 花岡和賀子）
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℡ 03-6447-0820  � 03-6447-0821
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日本女医会
本部事務所移転のお知らせ

この度、2019年 6月26日をもちまして、公益社団法人日本女医会本部
事務所は下記に移転を致しましたので、お知らせ申し上げます。
1981（昭和56）年より、長く本部と致しておりました渋谷区渋谷2丁目
の青山宮野ビル301、302号室の老朽化に伴い、心機一転明治神宮に
ほど近い千駄ヶ谷への移転となりました。
これを機に、役員、事務局員一同新たな気持ちで事業を展開してゆく所
存でございます。今後とも何卒ご支援賜りますようお願い申し上げます。

　移 転 先：〒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

　電 　 話：03-6447-0820　
　F A X：03-6447-0821
　（Emailアドレス、HPのURLに変更はございません）

 寄附者一覧
 （2019 年 4 月 1 日〜 8 月 31 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

谷野美智枝
小宮根真弓

坂田（柳元）麻実子
奥村典子
河本英恵
谷本芳美
須﨑康恵

北海道
栃木
茨城
大阪
大阪
大阪
奈良

平成 5年
昭和 63 年
平成 12 年
昭和 45 年
平成 2年
平成 13 年
平成 3年

退
会 22 名

氏　名 支部 卒年

物
故

多賀谷逸子
芦立かつ
橋川ふさ子
大矢明子
生野照子
石崎富子
横須賀麗子
長柄光子

栃木
茨城
愛知県
大阪
大阪
京都
佐賀
鹿児島

昭和 23 年
昭和 22 年
昭和 24 年
昭和 24 年
昭和 44 年
昭和 35 年
昭和 45 年
昭和 49 年

 会員動静
（2019 年 4 月 1 日〜 2019 年 8 月 31 日現在・敬称略）

鈴木　弓（群馬）　　　新井寧子（中野）

2019 年度
長寿社会福祉事業講演会

『そのシミにご用心
　～皮膚ガンについて～』（仮題）

日時： 2020 年 2 月 16 日（日）  
14：00 ～ 16：00

会場： アルカディア市ヶ谷（東京都千代田
区九段北４丁目 2-25）

＜講演１＞
皮膚の老化について（仮題）
講師：船坂陽子先生（日本医大皮膚科教授）
＜講演２＞
皮膚のガンについて（仮題）
講師：岩澤うつぎ先生（都立広尾病院皮膚科）
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