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日本女医会での地方創生について書かせて頂いてから
早くも1年が経とうとしていますが、十分な展開を示すこ
とができず心苦しく思っております。今後の事業につきま
しては、新しい名簿をもとに各支部の先生方と連携を取
り合い進めていければと考えていますので、ご支援を宜
しくお願い致します。
さて、毎年秋に開催される「医学を志す女性のための
キャリア・シンポジウム」は今年で第 10回を迎えます。
最近では男女共同参画事業が、様々な分野で行われてい
ますが、日本女医会が早くから活動を立ち上げ積極的に
取り組んでいる証と考えられます。昨年の開催では、男
女共同参画事業委員会の前田理事を中心に「ワークライ
フバランスについて先輩たちに学ぼう！」と題して開催さ
れました。10年前の開催当時は、男性の育児参加や就労
制度、院内保育園等の問題点が多く挙げられていました。
最近では、社会的な支持を仰ぎ育児休暇や短時間勤務な
ども実現してきており、以前と比べ働きやすい状況になっ
てきていると思われます。今回のシンポジウムでは、4人
の若い現役女性医師が、参考になる体験を語り、後半に
は保坂シゲリ先生から豊富な経験談を伺うことができま
した。そして、ディスカッションでは多くのご意見を頂き
ました。職場環境が改善しつつある今後の課題は、女性
医師が辞めずに医師という職業を継続していくことであ
ると認識した次第です。そして、医師として社会貢献を
尽くす姿勢を忘れてはいけないことを先輩の先生方から
教えて頂きました。

昨今の世界的な社会情勢の変化や日本においては憲法
改正等の歴史的な局面に遭遇していますが、若者の無関
心さが一部では取り上げられています。かつては、学生
が扇動して政治を動かした時代もありましたが、自分の
息子や娘たちの考え方や無関心さには驚かされます。同
様な考え方は、男女を問わず医師としての働き方にも見
受けられる気がします。医師に限らず社会全体の意識改
革が必要なのかもしれません。
会誌前号では山㟢倫子先生の追悼のご寄稿を拝読させ

て頂き、社会のために尽くされた偉業に感銘を受けた次
第です。自己の利益のためにではなく、社会に尽くすと
いう精神は、現代の医師や社会全体が忘れているもので
はないかと思わずにはいられません。日本女医会の多く
の先輩女性医師の先生方と現役女性医師の間には、意識
格差があると思われます。前述したように医師に限られ
たことではなく、時代背景や環境による社会全体の問題
かもしれません。意識格差を少しでも縮め、お互いの意
見交換により良い方向へ意識改革ができれば素晴らしい
と思います。日本女医会の会長として活躍された故山㟢
倫子先生のご遺志を繋ぎ、意識格差の解消に微力ながら
お手伝いしていきたいと存じます。
なお、毎年10月に開催される日本女医会主催のキャリ
ア・シンポジウムでは、男女共同参画に関する身近なディ
スカッションの場を設けていますので、是非、皆様の御
参加をお願いできればと存じます。
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庶務部
� 馬場安紀子

今期２年間の庶務部は、小関温子副会長、中川弥生、花
岡和賀子、樋渡奈奈子各理事と馬場が担当しました。
庶務部の最大の役割は、理事会、定時総会等の開催と

いう本会の基盤となるものですが、いずれも会員の皆様の
ご協力無くしてはなし得ません。ご支援ご協力に対し心よ
り感謝申し上げます。
理事会は、平成 26、27年度とも年８回ずつ開催致しま

した。
定時総会は、第59回を平成 26年 5月18日に東京都で、

第 60回を平成 27年 5月17日に群馬県高崎市で開催致し
ました。第 60回定時総会では、前日のエクスカーション、
懇親会、当日のランチョンセミナーを群馬支部に担当して
頂きました。本部主催公開講演会は、群馬県での女性医師
支援の取り組みについて貴重なご報告を頂き、実り多い会
となりました。
平成 26年度の吉岡弥生賞は、医学に貢献した女性医師

を野村芳子先生が、社会に貢献した女性医師を岩本絹子
先生が受賞され、第 60回定時総会において表彰式が行わ
れました。
ブロック懇談会は、昨年度は盛岡市において第18回を、
今年度は平成 27年 10月11日に鹿児島市の鹿児島県医師
会館にて第19回を開催しました（会誌第 224号に既報）。
本年度は、会員名簿を作成致しました。購入を希望さ

れた皆様にはすでにお手元に届いているでしょうか。支部
の活性化や会員相互の親睦のため十分にご活用頂けるよう
願っております。
5月には第 61回定時総会が東京都で開催されます。皆

様のご参加を切にお待ちしております。

会計部
塚田篤子

直近の会務報告によると会員数 1,329 名で、ここ10年
間に約 400名の会員減少となります。会費収入を主な原資
とする日本女医会としてはかなり厳しい状況と言わざるを
得ません。それに対応し、理事会では数年前より役員交通

費を１万円まで個人負担とし、印刷製本費や総会・シンポ
ジウムなどに使う賃借料を削減するなどしてまいりました。
また、女医会主催の講演会には企業協賛を依頼し、キャリ
アシンポジウムは国の助成金を頂いて活動しております。
そうした中で会員の先生方には度々ご寄付を頂き、心から
感謝申し上げます。また特に故溝口昌子先生・故山㟢倫子
先生からは、尊い御遺志によりそれぞれ 1,000 万円ものご
寄付を頂きました。大変ありがたく今後の会の運営に対し
身の引き締まる思いです。これらのご寄付は基金として、
若い女性医師育成のため有効に活用し、さらには、女医会
最大の課題であります。会員増強に繋げていきたいと願っ
ております。
昨年８月３日には、日本女医会が公益社団法人になって
初めての内閣府の立入検査があり、山本会長が対応されま
した。多くの公益事業を倹約して確実に実施していると評
価を頂きました。これからも公益社団法人日本女医会とし
ては、企業や先生方からご寄付や協賛というお力を頂きな
がら、事業を進めていかなければなりません。何卒、ご理
解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

学術部
前田佳子

平成 26～27年度にかけて学術部は大谷智子副会長指
導のもとに前田佳子と中田惠久子理事で活動を行いました。

●   学術研究助成  
（http://jmwa.or.jp/joseikin.html）
学術部の主たる事業である学術研究助成は会長、副会

長、学術部理事と外部委員によって、厳正なる審査を経て
受賞者を決定し理事会で承認を得ています。平成 26年度
第 35回は黒瀬理恵先生、入村泉先生、皆川智子先生の3
名が受賞されました。平成27年度第 36回の受賞者は5月
に開催される総会でご報告致します。現在までの受賞者
一覧はホームページ（http://jmwa.or.jp/pdf/gakujyosei_
ichiran.pdf）をご覧下さい。

●    学術研究助成受賞者の軌跡  
（http://jmwa.or.jp/kiseki/index.html）
過去の学術研究助成受賞者の研究成果をホームページ

上に掲載し、学術研究助成を介した日本女医会の社会へ
の貢献を広報しています。

各部・各委員会より
2年間を振り返って──
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革のための提言」である。
受賞者は黒瀬理恵、富山奈美、中西陽子の各氏に決定

した。
5．日本医学会分科会の女性部会・男女共同参画部門との
連携事業
該当する活動はなかった。
6．月刊誌「なごやか」の「女医さんの診察室」執筆を日
本女医会会員に依頼し年６回担当、テーマと執筆者は
以下の通りである（敬称略）。
・冬の乾燥から肌を守る（田中優子）、肩・首が痛む（山
本纊子）、AED蘇生術（津田喬子）、鼻炎と蓄膿症（和
田由香）、加齢黄斑変性（澤井貞子）、花粉症と果物ア
レルギー（森川みき）

渉外部
諏訪美智子

今期の渉外部は小関温子渉外部担当副会長のもと、部
長の諏訪美智子と澤口聡子、藤川眞理子、福下公子の４
名の部員で構成されました。
主な活動は国連NGO国内女性委員会、国際婦人年連絡
会の役員会および関連セミナーへの出席でした。その中で
も重要だった会合は５年毎に国際婦人年連絡会主催で開催
されるNGO日本女性大会で、2015年 11月22日に東京女
子医科大学弥生記念講堂でありました。日本女医会として
はポスター展示と小児救急の冊子販売を致しました。12月
9日には第 70回国連総会政府代表団に10月から1か月参
加した矢口有乃理事の報告会が婦選会館で行われ、山本
纊子会長が歓迎の辞を述べました。
これからも渉外部は日本女医会の外部団体との窓口とし
て任期満了まで務めていくつもりでおります。

広報部
田辺晶代

広報部は塚田篤子副会長のもと、田辺晶代、岩﨑惠美子、
鈴木カツ子、田中優子の各理事で構成され、年 4回の会
誌発行、ホームページの管理を中心に活動しました。会誌
では各委員会・各部会報告、講演会やセミナーの報告、事
務連絡など日本女医会の活動内容をお伝えてして参りまし
た。さらに第 220号から「国際女医会通信」を連載し、国
際女医会からのニュースレターを前田佳子ナショナルコー
ディネーターによる和訳でお届けしております。ホームペー
ジ（http://www.jmwa.or.jp/）では定時総会・講演会・セ
ミナー開催案内、各賞・学術研究助成募集などのインフォ
メーションを中心に紹介しております。昨年夏には岩﨑惠

●   新しい治療とトピックス  
（http://jmwa.or.jp/topics/index.html）
平成 21年度に学術講演研修会に代わる研修ページとし

て開始した「新薬トピックス」を平成 23年度からは薬物
療法以外の治療法や医学・医療分野のトピックスについて
も掲載することとし、「新しい治療とトピックス」に改題い
たしました。各分野の専門家に最新情報をご執筆いただい
ており、平成 27年には東京女子医科大学附属青山病院乳
腺科の青山圭先生「乳がん診療の最近の話題」、同病院呼
吸器内科の辻隆夫先生「COPDのトータルマネジメント～
身体活動性～」、東京女子医科大学附属成人医学センター
糖尿病内科の宇治原典子先生「インスリン作用を介さずに
血糖を低下させる新しい糖尿病薬―ＳＧＬＴ２阻害薬」を
掲載いたしました。

●   公益社団法人日本女医会学術研究助成溝口昌子賞  
（http://jmwa.or.jp/mizoguchi.html）
長年日本女医会の会員で、聖マリアンナ医科大学皮膚科
名誉教授であった溝口昌子先生は、男女共同参画を実践し
た女性医師のパイオニアでした。残念ながらご逝去されま
したが、先生の志を継ぐ女性医師のためにと日本女医会に
ご寄付をいただきました。日本女医会ではこのご遺志を尊
重すべく「溝口昌子賞」を設立し、今年度初めての受賞者
が決定する予定です。

事業部
津田喬子

本年度は理事会当日に部会を８回開催しました。事業部
担当の事業は以下の通りです。部長：津田喬子、部員：宮
﨑千恵、吉馴茂子で活動してきましたが、吉馴部員が平成
28年３月に急逝されました。茲に謹んでご報告しご冥福を
心よりお祈りする次第です。
1．日本女医会荻野吟子賞
告示、募集および選考委員会委員（事業部理事より2名）

の責務を遂行している。本年度は野崎京子先生が選考さ
れた。
2．全国公募等による公開講演会・公開講座開催助成事業
公益性が高く医療・医学に貢献する公開講演会や公開

講座開催を助成するもので、本年度は大阪府女医会を助成
した。
3．災害、緊急時行動
該当する活動はなかった。
4．提言論文事業
医師および医学生を対象として毎年テーマを決めて日本
女医会創立の理念をふまえた提言を募集し選考するもの
で、今年度（第５回）のテーマは「女性医師自身の意識改
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美子理事による「中東呼吸器症候群（MERS）とは・・・？」
を掲載、その他、「いきいき家族の健康講座」「新しい治療
とトピックス」のコーナーで医学的関心事について随時掲
載致しました。さらに今年度は日本女医会リーフレットを
リニューアルしました。落ち着いた清楚なピンク色のリー
フレットで日本女医会の沿革、活動内容をご紹介しており

ます。ご連絡いただければ事務局からお送り致しますので、
女医会のご紹介や新入会員の勧誘などにご活用いただけ
れば幸いです。今後もページを無駄なく有効に使って有意
義な会誌作りを心がけて参ります。引き続き会員の皆様か
らの会誌への投稿原稿、ホームページへの掲載希望の情報
などをお待ちしております。

■ 各委員会活動

男女共同参画事業委員会
前田佳子

2007 年に「女性医師支援委員会」として設立され、
2012 年からは現在の「男女共同参画事業委員会」に名称
を変更し、女子医学生および若手女性医師の育成・支援を
目的に毎年「医学を志す女性のためのキャリア・シンポジ
ウム」を開催しております。
　今期の委員は、小関温子、塚田篤子、岩㟢惠美子、馬
場安紀子、江畑理佳、宮﨑千惠、澤口彰子（外部委員）、
前田佳子（敬称略、順不同）の8名でスタートしましたが、
残念ながら江畑理事は昨年末に健康上の理由で理事を辞
任されましたので７名となりました。
平成 26年度は 2014 年 11月2日（日）に「男女共同参

画の現状と今後の目標」をテーマとして第 8回を、平成27
年度は 2015 年 11月15日（日）「ワークライフバランスに
ついて先輩たちに学ぼう！」をテーマとして第 9回を開催
いたしました。
各大学、学会でも男女共同参画委員会を設立し、講演

会やシンポジウムを開催しておりますが、本当の意味での
男女共同参画には近づいていないと感じます。未だ子育て
と仕事の両立が論点になっており、202030は遠い夢のまた
夢のように思われます。しかし、「継続は力なり」という言
葉を信じて第10回の開催の企画をいたしますので、次回
も会員の先生方に多数ご参加いただきますよう宜しくお願
いいたします。

小児救急事業委員会
大谷智子

「どうしよう子どもの救急」の冊子販売とCD等の貸し出
しを行っています。イラストも多く解りやすい構成になっ
ており1冊 200円で販売しております。保育園や幼稚園等
のお子さんには役立つものと思います。是非、関係する施

設がございましたらご紹介下さい。また、英語版も400円
で作成・販売しており、日本語版とのセット購入の場合は
500円で提供しています。外国籍の方も多くなっています
ので、重宝するのではないかと存じます。
また、小児救急等の講演には、冊子購入の際にはCDを
無料で貸し出しておりますので、ご活用頂ければ幸いです。
当委員会は、小児科専門医を中心に保育や看護の専門
家で構成された委員会です。今後も新しい企画を考えてい
きたいと思いますので、ご希望等ありましたら、事務局ま
でご連絡下さい。

十代の性の健康支援
ネットワーク事業委員会

津田喬子

会員の皆様には、十代の性の健康支援ネットワーク事業
（ゆいネット）にご支援、ご協力を賜り誠にありがとうござ
います。
平成 28 年 3月5日（土）、東京（渋谷）にて「子ども

たちに、心と体の傷を負わせないで」と題して本年度活動
報告会＆講演会を開催しました。岐阜・愛知（合同）から
は「ぎふ性暴力被害者支援センターやさしく」の開設紹介、
岡山からは思春期の性教育に必要なライフスキル（生きる
力）の育成、茨城からは洪水被害者救済シンポジウム「女
性と子どもに必要な支援」、が報告されました。講演会で
は婦人保護施設いずみ寮施設長横田千代子様の「居場所
を奪われた女性たち～婦人保護施設の現場から～」のご
講演より、医療からは見えづらい過酷な性被害の現実を知
りました。吉野一枝先生は改めて各地の十代の性の健康活
動と各関連機関との密な連携の重要性を話されました。
出席下さいました皆様に御礼申しあげます。山本纊子会
長はじめ委員の皆様のご協力に感謝します。
最後に謹んでご報告致します。閉会の辞担当の吉馴茂
子委員が帰阪後に急逝されました。ご体調が勝れない中、
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委員の職責を果たされましたことに敬意を表すると共にご
冥福を心よりお祈り申しあげます。

MsACT委員会
藤川眞理子

学生会員と若手医師のためのMsACT（Medical
students&youngdoctorsACT）活動について 2014
年 5月～ 2016 年 3月現在までの期間では①第３、４回
MsACT英語セミナー、② 2016 年国際女医会議における
発表に向けた取り組み、③CSW参加、④学生会員と若手
医師（研修医）への個別対応等が現在までの主な事業内
容です。
1　MsACT英語セミナーについて
2012 年にスタートした本セミナーの開催趣旨は、

MsACT活動のミッションの一つである国際学会発表、英
文学術論文発表をものともせずに世界を舞台に活躍する女
性医師の育成にあります。従って巷の単なる英語セミナー
とは一線を画する内容を志向しており、お蔭様で毎回の参
加学生達から高い評価を得ております。定員は予算に見合
うのは最大 10名まで。内容は、究極のメンターである平
敷淳子先生の特別講演Englishformeにおいては、洗練
された英語で熱く語ってくださる医師、母、妻としての生
き方、前向きに努力を惜しまない姿勢に毎回、受講者全員
が感銘を受けます。続いて、日本語禁止の英語漬けの午
後の半日は、毎回、医師・医学生に英語を教えておられる
プロの米国人または英国人 2，3人よる参加学生のレベル
に合わせた個人指導とミニディベート等のグループワーク
を組み合わせバイリンガルの学生が受けて良かったと評価
する絶妙なプログラムを展開しております。講師と事前に
メールで参加学生のプロフィールを含めた綿密な打ち合わ
せが成功の鍵だと思っております。今期のセミナーは、第
３回を2015年 2月28日に開催。参加学生 6名（日本医大、
東京女子医大、久留米大）、第４回を2016年 2月7日に開
催。参加学生 6名（慶應義塾大、群馬大、東京女子医大）
でした。
2　国際女医会議参加に向けて
学生時代に国際学会での発表を経験できる！ということ

で、ミュンスター、ソウルでは全員がアワードを取ってく
れました。本年 7月末にウィーンで開催の国際女医会議で
の発表に向けて参加者を募り、学生3名、研修医1名が全
員ポスター発表することに決まりました。学生1名を除い
た3名は英語セミナー参加者です。夏休み中ミーティング
を2回開き演題を決めました。そのうち母子手帳について
発表することにした学生のために、大阪大学の中村安秀先

生やインドネシアで活躍された東京都南多摩保健所長の渡
辺洋子先生にお話を伺う機会を持つ支援をいたしました。
ウィーンでの発表に向けて、取り組んで参ります。
3　CSW参加について
日本女医会は国際婦人年連絡会メンバーであり、私は
MsACT委員会委員長であると同時に渉外部のメンバーと
して同会の国際・開発委員会に所属しております。上部団
体である国連NGO国内女性委員会は毎年、国連のCSW
（TheCommissionontheStatusofWomen：女性の地位
委員会）に20名ほど参加できる枠が付与されております。
2015 年はCSWの開催時期に国連防災会議が仙台であっ
たために、MsACTメンバーの学生 3名が、開催中の約1
週間だけでしたが参加させていただくことができ私も同行
し、学生共々、国連内部に入り委員会の様子を見学したり
パラレルイベントをお手伝いさせていただく等、貴重な経
験をすることができました。
4　学生会員と若手医師（研修医）への個別対応
MsACT英語セミナーに参加した学生からの個人的な進
路相談に乗る等の活動も致しております。

ナショナルコーディネーター（NC）
前田佳子

平成 26 年度からナショナルコーディネーター（NC）
を拝命いたしました。主な仕事は国際女医会（Medical
Women'sInternationalAssociation：MWIA）および日本
が所属する西太平洋地域の加盟各国の女医会との橋渡し
ですので、日本女医会の会員の方々にその内容を身近に感
じていただきたいと思っています。その一つとして、会報
にMWIAからのニュースレターの抜粋にプラスαした内
容を「国際女医会通信」として掲載させていただいており
ます。
もう一つの重要な役目は国際会議への参加と、各国女医
会会員やNCとの交流です。平成 27年度は国際女医会西
太平洋地域の副会長である山本纊子会長と台湾女医会Lee
会長が台湾台北市において開催した西太平洋地域会議に
参加し、各国の女性医師と交流を深めるとともに、シンポ
ジストとしても口演させていただきました。
本年 7月28～ 31日にはオーストリアのウィーンで第 30

回国際女医会議が開催されます。ウィーンはヨーロッパ有
数の世界都市で、音楽の都としても有名です。学術セッ
ション以外にも懇親会やディナーパーティがあり、観光ス
ポットも沢山あります。日本からも沢山の会員に参加して
いただき、楽しい夏の思い出にいたしましょう。
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多様なロールモデルを
大学に

弘前大学大学院医学研究科整形外科

黒瀬理恵

30 年程前の話になるが、子供の時分病気した際に
母が連れて行ってくれた小児科医院の女性の先生の
存在が大きい。その先生は24時間医院を開いていて、
夜中スタッフがいなければ自ら受付係をし診察して薬
の処方もしてくれた。土日祝日も休まず毎日のことで
あった。私が医学部を受験したのも心のどこかにこの
偉大な先生の存在があったからだと思っている。少
し前は女性でもこの先生のように男性に負けないくら
い時間無制限で働く先生たちが多かった印象がある。
しかしプライベートはというと、私の周りを見渡せば
そのような先生たちにはお子さんは少なかった。一
方で、最近の若い女性医師は女医支援対策の発展に
よって仕事を続けながら（セーブしながら）結婚、出
産、育児は当たり前ととらえている先生も多いように
見受けられる。しかし現状では女性医師のロールモ
デルがまだまだ少なく、仕事と育児の両立に行き詰ま
り本来想定していた仕事から離れていく人も多いこと
は認識されていないように思われる。そして３人の子
供を育てる私も今その狭間にいる。
平成 24年の厚労省による調査では、女性医師の割
合は皮膚科、眼科が約 40%と多く、私の所属する整
形外科は約 4％で最も少ない。医学部を卒業後、夫の
転勤のために現在まで３つの整形外科の医局を経験
してきたが、どの医局においても子育てしながら仕事
を続けるという前例がなかった。多様なロールモデル
がなかった故、教授や医局長との勤務条件の交渉や
職場周囲の理解、信頼を得ることが、両立させるた
めの最重要事項であった。近年の女性医師支援につ
いての意識の高まりもあり、妊娠や育児中の時間外勤
務や当直の免除についてはサポートされてきているよ
うに思われ、この点は感謝しなければならない。しか
し、キャリアアップに関してはどうだろうか。
キャリアアップには学会発表や論文といった研究
業績も必要であり、さらに外科医であれば手術といっ

た特殊技術も要求される。保育サポートだけに終わ
らず、キャリアサポートをマンパワーのある大学なら
ばこそ率先して実行してほしいと願う。その根底に
は、我が子を大切に育て、そして自分自身のキャリア
も実現させたいという女性医師としての切実な、痛切
な願いがあり、それは多くの女性医師の悲願であろ
う。女性医師側もキャリアを諦めては社会は変わらな
い。社会全体で将来の日本を担う子供を大切に育て
かつ個々人のキャリアパスを考えてくれる、そのよう
な社会を実現させるために、女性医師側もキャリアを
諦めず、できる範囲で現場にしがみつき、おのおの
の多様なロールモデルを作っていくことが大事だと思
う。男女の区別なく優秀なヒューマンリソースを育て
そして真に平等に評価される社会になってもらいたい
と心から願う。

女性であり医師である
ということを考える

名古屋市立大学医学部 5 年

冨山奈美

女性医師、医学生に「あなたはなぜ医学部に入っ
たのか」と疑問を投げかけてみる。多くの女性は、人
の命を救いたいから、困っている人を助けたいから、
といった純粋な動機があったに違いない。毎日忙しく
仕事と家庭の両立がしたいから、と答える人がどれ
だけいるだろうか。しかし現状、周囲の女子学生の
意見を聞いていても、女性は医師としての勤務を制限
する必要性を感じたり、ライフワークバランス (LWB)
に関する悩みを抱えたりしている人が多いように感
じる。そして、女性だからという理由で自らキャリア
アップを諦めてしまっている現状がみられる。しか
し、そもそも仕事か家庭かという二者択一が極端な
のである。最近は共働きの家庭も増え、医学部生に
占める女性の割合は年々増加しているし、医師偏在
によって女性医師も貴重な働き手であることは間違い
ない。そして、給与体系に男女差がないことをみても、
女性医師は躊躇せずに働く権利があると考えてよい

第5回提言論文募集　受賞論文
課題：女性医師自身の意識改革のための提言
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のではないか。女性医師自身の意識改革が進まず前
述のように保守的な考えでは環境は変わっていかな
いと私は考える。女性医師自身の意識改革のために
以下の2つの提言をしたい。
まず 1つ目は、各個人が固定観念に捕われず、自
身の医師としての目標やキャリアプラン (CP) を早く
から考えておくことである。日本において女性の社会
的地位は低く、そのことは皆先入観として持ってい
る。時間のある学生のうちに、そのような問題に考え
を巡らせる機会が少ないことと、情報量が少なく対
策も分からないためいざ働き始めると問題にぶつかり
泣き寝入りする人が多いように思う。家事だけではな
い。育児や介護についても考えてみてほしい。自分の
親や子を世話するのは家族としての義務であり、仕
事を言い訳に簡単に他人に押し付けてよいものでは
ないと私は考える。早くから自らのCPについて考え
る機会を得るためには学生のうちに講義などで考える
きっかけ作りができると良いのではないか。もちろん、
自ら先輩医師の話を聞く積極的な姿勢も大切であるこ
とは言うまでもない。
2つ目は、発言できる環境を整えることである。女

性医師は少なからず皆、仕事、家庭、またはその両
立に悩んでいることと思う。意見交換や発信の場を
作ることで、様々な立場の医師からの助言を貰うこと
ができて有意義であると感じる。各大学主導でその
ような会があれば、気軽に参加できるだろうし、意見
を反映させて現状を打開するきっかけにもなりやすい
のではないか。また、参加しやすく人数が増えてい
けば啓発活動としても十分であるし、信頼できるメン
ターを見つける場ともなり得るのではないだろうか。
個人が女性医師の LWBについて思いを巡らせ、

そしてそれが周囲に影響を与えられる機会を作るた
めの環境整備が進んでいけば確実に良い方向に向か
うと私は考える。仕事か家庭かという二者択一ではな
く、柔軟に考えて協力し合える家庭作り、社会作りが
進んでいくことを願う。

医師・科学者として
働くということ

名古屋市立大学医学部 4 年

中西陽子

私は将来医師・科学者としてエネルギッシュに働
きたいと思っている。

そう考えるようになったきっかけは、大学入学後、
大変素晴らしい研究機関で勉強する機会を頂いて、
たくさんの尊敬する先生方にお会いしたことだ。どの
先生も研究には男女の区別なく、行動には無駄がなく
スマートだった。女性医師だから、女性だから、医師
だから、医師ではないからといった区別が全くなく、
一科学者としてしっかり仕事をされていた。その時
に、医師は病気を診断して治す職業ではあるが、そ
のために医師だけが何か特別なわけでも、忙しいわ
けでもないと思った。確かに診療には女性医師である
ことを生かしやすい時があるかもしれないが、その前
に医師・科学者として振る舞うことがあるべき姿だと
思うようになった。
そのような女性医師は少数派という時代ではなく

なってきた。私の周囲で医学部以外の、特に理系の
道に進んだ女性は、女性が研究室やクラスに一人も
いないことが度々あり、医学部の女性の比率の高さを
驚くとともに羨ましがっている。また、マイノリティ
ではないにも関わらず、女性医師の特殊性が話題と
なっていることを不思議に思っている。今や女性医師
は女性という理由だけでは必要とされない時代であ
り、女性医師とは何なのか、どのような科学者であり、
医師であるべきか考えるときが来ていると言えるだろ
う。
私の提言は、自らを女性医師という特別な仕分け

で考えることをなくそうということだ。特に研究や論
文はスピードが命とも言われ、性別に重きはおかれな
い。女性も男性も同じ舞台で仕事をするべきであるか
ら、女性という枠組みを作れば自らの活動の幅を狭め
てしまうことにつながる。医師は高い人格、広い教養、
強い責任感を特に求められる職業でもあるが、特別
に医師という枠組みで捉える必要はない。私の尊敬
する方々は医師もそうでない方も皆女性であることを
言い訳とせず、仕事を全部職場で終わらせたり、家
に持ち帰ったりなど各自の工夫によって時間を上手に
使い、才能と努力で素晴らしい仕事をされている。
今の私たちがあるのは、女性と男性が同じように働

くという概念が共有されていなかった時代に、懸命に
努力された先生方がいらっしゃるからこそである。医
師・科学者を職業として選択するということは、女性
という枠組みを取り払い、常に探究心、向上心を持っ
て研鑚していくことだ。日本女医会が、女性が医師と
して働くための礎となってきたことに感謝して以上を
提言と致します。
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平成 27年度日本女医会
十代の性の健康支援
ネットワーク事業		
活動報告

岡山ゆいネット委員　金重恵美子

長寿社会福祉委員会
講演会
「認知症を考える」
開催

� 山本纊子

MsACT
（Medical	students	and	doctors	ACT）

英語セミナー実施報告
MsACT 委員長　藤川眞理子

平常に比し暖冬ということですが、急な寒気に今まで
抑えられていたインフルエンザが流行して各地で学級閉
鎖になって急に子供のお迎え連絡が入り、医師、看護師、
介護士の調整に困る話が聞かれます。
そんな最中の 2月13日に平成 27年度の長寿社会福祉
委員会の講演会を「認知症を考える」のテーマで愛知県
医師会館にて開催しました。
講演Ⅰは、「認知症をよく知って、上手に付き合うに

は？」と題して現在 500 万人と言われる認知症の高齢者
が 2025 年（団塊の世代が後期高齢者になる時期）には
700 万人に達し、周囲を見回せば必ず認知症がいるという
時代を間近に控え、認知症の正しい知識と理解、それに
基づいた対応・介護についての話を神経内科専門医の山
本纊子委員長が行いました。
講演Ⅱは、各県に支部を置く全国的組織である公益社

団法人「認知症の人と家族の会」の愛知県支部世話人、
若尾すえ子氏に「家族・地域で認知症をみるには」と題
してご自分の経験や組織活動の中で経験した実例をもと
に患者さんと家族の両者にとってできるだけストレスの少
ない関係を構築するための対応のコツなど分り易くお話
しいただきました。
公益法人として主として一般の方を対象に開催致しま

したので、当日はお天気が悪く、ご参加くださる方が少
ないのではと心配いたしましたが、一部医師の方も来場
いただき、合計で 40人となり、加えて大変活発な意見交
換が行われ、認知症の家族や患者さんの対応に腐心され
ている現実を改めて切実に感じました。
先回は東京、今回は名古屋で開催いたしましたが、公
益事業として偏ることなく広く全国各地で開催したいと
思いますので、開催ご希望の方がおられましたら、ぜひ
日本女医会事務局までお申し出くださいますようお願い
いたします。

平成 27年 1月 26日、18：15～ 21：30　岡山中央病院
セミナー室で第 8回の協議会を津田喬子委員長を迎えて、
参加者 28名で開催しました。今回は、「10代の性の健康」
について、最近の活動と話題を発表してもらい意見交換
をしました。
話題提供７題

① 学校における性に関する指導の現状と課題

② VSCO（性被害者サポートセンター）の支援

③   思春期の子どもを持つ親の性に関する子育てへの意識

④ 子ども達の現状より

⑤   ハイリスク妊産婦への取り組みと虐待事例の背景解析

⑥   岡山市こども総合相談所における取り組みについて

⑦ ピアの活動の紹介

思春期の性教育にはライフスキル（生きる力）を育むこ
とが必要です。家庭崩壊、虐待、暴力、貧困、発達障害
などの問題を背景に持つ子どもたちも増えているので、性
教育も、標準的集団指導と個別指導にわけて考える必要が
あり、性教育を行う側は両方の知識を持ち対応できる準備
が必要です。警察、行政、教育、医療、サポートセンター
などからの最新の情報を互いに交換し議論できるゆいネッ
トは、専門家同士で協働することが可能になります。
今後も思春期のさまざまな性の問題の解決と支援が出

来るよう、協議会や研修会の開催を通じてさらにつなが
りを強めたいと思います。

第 4回目の本セミナーは、2月7日（日）に津田理事、矢
口理事のご協力と群馬県支部長の山田邦子先生のご支援を
得て JR国立駅に近い会場（プロジェクター等含め無償提
供）で開催。スタートは、本セミナーが誇るメインプログラ
ムである平敷淳子先生の熱血講義で、第1回目から、受講
した学生全員がアンケートで、再度お話を伺いたいと回答。
今回も、英語力に不安があって参加した学生は先生の歯切
れの良い英語に圧倒され、帰国子女学生達は、２児の母で
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ある先生が 3回のジョンズホプキンス大学留学での軌跡や
群馬大学助教授時代の奮闘、埼玉医大教授への転進、国
連での日本政府代表代理や国際女医会長の体験談に目を輝
かせて聴き入っていました。次は、医師のための英語とい
う視点の講義で、毎回、米国人または英国人でかつ英語を
教えるプロ講師の逸材を探してお願いしています。今回は
東京大学医学部准教授ChristopherHolmes 先生から日本
人が間違いやすい英語表現について問答しながらの講義を
受けました。日本語禁止のセミナーではランチも自己紹介
タイムです。ランチタイムからは毎回、2，3人の英語指導
のプロの米国人の講師が登場し特訓が始まります。Frank
Rivas 先生とAlexFacel 先生に、学会の発表などで質問
が聴き取れない時の対処のしかたや、プレゼンの時の視線
を置き方、姿勢など実践に即した個別指導をしていただき

ました。今回は、女子医大等で短期交換留学する学生参加
を見込んで開催時期を昨年より早めたものの周知が1か月
前になってしまった時点で受講したいと言ってくれていた
学生達が試験日程の関係で参加できないことが判明。応募
が 3名のまま推移したため、かつて理事をされていた時に
このセミナーについて高く評価してくださった群馬支部長
の山田邦子先生にご支援をお願いしたところ快諾してくだ
さり、即刻、群馬大学に呼びかけていただき1年生～3年
生の4名の学生が参加してくれました。そのうち1名はお
母様がニュージーランド人の男子学生で会場近くに前泊し
ての参加、2名はいわゆるバイリンガルの学生でした。この
3名からの本セミナーについて、単なる英語セミナーでなく
平敷先生の講演や英語について日本で初めて役に立つアド
バイスを貰う等、前橋から来た甲斐があったとの感想を山
田先生にご報告したところ大変喜んでくださり、素晴らし
いセミナーをありがとうとの励ましのお言葉まで頂戴し感激
いたました。指定寄付のご支援までいただきましたことに
も心から感謝申しあげております。他にやはり帰国子女の
慶応大の学生と国際女医会に参加予定の女子医大の学生
が参加してくれました。男子学生以外は全員、学生会員に
なってくれました。このセミナーについて、山本会長からは、
他の地域での開催をとの声もいただいております。
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国際女医会通信
国際女医会議＠ウィーンまで4か月を切りました

7
The Letter from 
Medical Women’s International Association 
（MWIA）

会誌が会員の先生方に届く頃には桜の花が散り始
めているかもしれません。

今回は、12 月に届いたニュースレターからの抜粋
をお届けいたします。

１）会長Prof. Park（韓国）からのメッセージ
９月にカナダのトロントで開催されたMWIAの運営
会議で最も重要な議題の一つは、2019 年の 100 周年記
念大会の準備に関するものでした。
10/14 にはモスクワで開催された世界医師会（World 

Medical Association: WMA）ⅰ）総会においてMWIAの
活動について紹介する初めての機会をいただきました。
10/23 にはブラジルのサンパウロで開催された医学会
議における「暴力」のシンポジウムに招待され、「いか
に家庭内暴力を排除するか」というタイトルで基調講演
を行いました。ラテンアメリカでMWIAを宣伝する良
い機会になったと思っています。
12/5 ～ 6にはインドのカルカッタにおいてMWIA中
央アジア地域会議が開催されました。アメリカ、イギリ
ス、日本、韓国からも中央アジア地域の 2カ国（タイと
インド）と同じくらい多くの会員が参加してくれました。
カナダのゾンタクラブが準備した分娩キットをインド女
医会（AMWI）の西ベンガル支部が運営している病院に
寄付しました。
個人的なことではありますが、私の生涯の友人でも

あった母が他界しました。彼女は韓国で初の女性解剖学
者で、韓国女医会の第 3代会長を務めました。
ウィーンで開催される第 30 回国際女医会議で会員の
皆さまとお目にかかれることを楽しみにしています。

ⅰ）World Medical Association（WMA）
1947 年 9月18日に設立され、参加は27カ国の医師会で、現
在では85カ国の医師会が加盟している。「医学教育・医学・医
術および医の倫理における国際的水準をできるだけ高め、また
世界のすべての人々を対象にしたヘルスケアの実現に努めなが
ら人類に奉仕すること」を目的としている。全世界の医師を代
表した組織として、毎年秋に総会を開催し、医の倫理や社会医
学に関連するテーマを協議している。これまでにジュネーブ宣
言・ヘルシンキ宣言・リスボン宣言・マドリッド宣言等をはじめ
とする数多くの政策文書を採択した。日本医師会は1951年の第
5回ストックホルム総会から加盟している。

２）事務局長Dr. Ross（カナダ）からのお知らせ
WHOのメンバーであるDr.ClaudiaGarcia-Morenoと
MWIA は「Violence Against Women（女性に対する
暴力～親密なパートナーと女性に対する性的暴力～）ⅱ）」
のプロジェクトで一緒に活動をしてきました。2014 年
11 月の Lancet/Violenceagainstwomenandgirls に
‘AddressingViolenceagainstwomen:acallforaction’
というタイトルで論文を発表しており、政治的活動を
呼びかけています。（http://www.thelancet.com/pdfs/
journals/lancet/PIIS0140-6736(14)61830-4.pdf）
MWIAは国連の事務局長 Ban-kiMoon（パン・ギム

ン）が行っている UNiTE（ユニート）to End Violence 
against Women（団結しよう、女性への暴力を終わらせ
るために）キャンペーンⅲ）に協力しました。11月 25日
～ 12 月 10日の人権デーにはMWIAのツィートはオレ
ンジ色のロゴを用いました。

ⅱ）Violence Against Women
女性に対する暴力は、女性の人権の侵害で、最近データで

は世界中の女性の 35%が一生の間に物理的および /または性
的な親密なパートナーの暴力や非パートナーの性的暴力のい
ずれかを経験している。この暴力のほとんどは、親密なパー
トナーの暴力である。暴力は女性の身体的、精神的、性と生
殖の健康にマイナスの影響を与え、かつHIVに対する脆弱
性を増大させる。暴力の犯行のリスクの増加に関連する因子
は、低教育、児童虐待や家庭内暴力への曝露、アルコールの
有害な使用、暴力とジェンダーの不平等を受け入れる姿勢な
どである。WHOは女性に対する暴力を廃絶するために、情
報発信を行い、女性の健康と権利との予防と女性に対する暴
力への対応を進めるための国の努力を支援する。世界的に暴
力を減らすために、国際機関や団体と協力する。

ⅲ）UNiTE to End Violence against Women
女性に対する暴力根絶のためのキャンペーンで、各国政
府、国際機関、市民社会団体、メディア、そして一般の市民
が関わっている。UNiTEでは毎月 25日をオレンジデーとす
ることに決め、最初のオレンジデーは 7月 25日に開かれた。
以後2016 年 3月に開かれる第 57回国連女性の地位委員会ま
での、毎月 25日に繰り返される。その目的は、1年に 1度の
11 月 25 日（女性に対する暴力根絶国際デー）だけでなく、
毎月 25日を期して、女性と女児に対する暴力の問題につい
ての認識を高めるため。同時に、UNiTEキャンペーンでは、
女性と女児に対する暴力を防止し、根絶するためのシンボル
としてオレンジのリボンをつける運動も始める。
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３）  国際科学委員会の委員長Prof. Bettina 
Pfleidererより　ウィーン2016 UPDATE
7 月にウィーンで開催される第 30 回国際女医会議に

は世界各国から 125を超える演題が集まりました。現在
演題内容を吟味しており、この作業が終わり次第口演と
ポスターに振り分ける作業を行います。口演の一部はい
くつかのワークショップに振り分けます（3月 7日現在、
藤川眞理子理事および前田佳子の演題が口演に採択され
ています）。
夏のウィーンは観光客で混み合いますので、飛行機や

ホテルの予約を早めにしてください。
４）第30回国際女医会議の案内
2016 年 7月 28 ～ 31日にオーストリアのウィーンで開

催されます。事前参加登録にはまだ間に合います。HP

日本女医会会員 同行者 学生

4 日間通しチケット
2016/7/11 までに登録 EUR ＊ 350 EUR 105 EUR 150
2016/7/12 以降に登録 EUR 395 EUR 120 EUR 175

1 日チケット
2016/7/28 分 EUR 100 ― EUR 50
2016/7/29, 30, 31 分 EUR 150 ― EUR 70

ディナー 2016/7/30 EUR 90 EUR 90 EUR 90
＊ 2016/3/7 現在、1 EUR は 125 円です。

はwww.mwiavienna2016.org.　です。
日本からの交通・宿泊の手配は㈱インタープラン・
コーポレーションにお願いしてあります。細かい要望に
も答えてくれますので、直接ご相談ください。

担当：  相原由樹枝（あいはらゆきえ）さん
（email：aihara@inter-plan.co.jp）
㈱インタープラン・コーポレーション
HP http://www.inter-plan.co.jp
〒 150-0046　渋谷区松濤 1-28-4
松濤六番館 4 階
TEL：03-5489-4910 ／ FAX：03-3461-8181
営業時間：月～金、09：30 ～ 17：30

SeeyousooninVienna
（文責　前田佳子）

義援金報告

ペップキッズ郡山への遊具寄贈について

福島支部　福田由美子

平成 27年 9月3日、お忙しい中、日本女医会から山
本纊子会長、小関温子副会長、塚田篤子副会長、山崎
トヨ監事の4名の方々が郡山に足を運ばれ、会員の皆様
からの温かい義援金を福島支部に賜りました。心より感
謝申し上げます。
福島支部ではこのお金を福島県の子どもたちのために

使わせて頂きたいと考え、郡山ペップ子育てネットワー
クが運営するペップキッズ郡山の遊具の購入費用に充て
ることにいたしました。
福島県では、東日本大震災の影響で、小学生の体力

低下と肥満が深刻な問題になっています。文部科学省
の全国体力調査では、全国平均を下回り、学校保健調

査でも肥満率が15％と全国
の9％を大きく上回っていま
す。
原発事故の影響で、小学
校に入る前に制限された外

遊びが、小学生になっても身につかないことが要因では
ないかと言われています。
ペップキッズ郡山は、郡山市の小児科医・菊池信太
朗先生により、震災の10日後に、被災された多くの子
どもたちを『日本一元気にする』という理念のもとに立
案され、平成 23年 5月に設立されました。震災が幼い
子どもに与える影響の大きさとそのケアの必要性・重要
性をいち早く訴えてのことでした。元気に育つためには
体を使った遊び、よき大人との遊びが必要であるという、
子どもの視点から考えて作られた室内遊び場です。
震災から5年を迎え、今、生後 6か月から12歳まで

のお子様とその保護者の方たちが、皆様から贈られた遊
具を使って、元気に楽しく遊んでいます。菊池先生はこ
う語っています。「福島の子どもたちは、今回の震災で
一生の宝になる何かを得ることができるでしょうか。私
はその子供たちを『日本一元気に』することが、ゆくゆ
くは日本全国に波及し、日本中の子どもが皆、元気になっ
てほしいと日々願っています。福島の子どもたちがその
心と体を健やかに育む環境を得られたとき、日本の子ど
もたちの本当の未来が見えてくると信じています」と。
そのお手伝いを皆様からの温かい義援金を使ってでき
たことは大きな喜びです。
ありがとうございました。
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公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成 27 年度第 6 回理事議事録

1．日時・場所・出欠席者
１．日　時　平成 28 年 1月17日（日）

午後 2 時～午後 4時
2．場　所　京王プラザホテル

スターライト
3．出欠席者
1）出席者
理事　山本纊子、大谷智子、塚田篤子、
川村富美子、澤口聡子、鈴木カツ子、
諏訪美智子、田辺晶代、津田喬子、
中川やよい、花岡和賀子、馬場安紀子、
福下公子、藤川眞理子、前田佳子、
吉馴茂子
監　事　山崎トヨ
2）欠席者
理事　小関温子、岩﨑惠美子、齊藤惠子、
田中優子、中田惠久子、樋渡奈奈子、
宮﨑千惠、矢口有乃
監事　松井比呂美

２．継続審議事項
１．第 61回定時総会について ＜継続＞
・当日のスケジュールについて 
馬場理事より資料に基づき当日のスケジュー
ルについて説明があった。今後は選挙の有
無によって変更があるため引き続き継続審議
となった。
・昼食について 
昼食は、一昨年と同様有料のランチボックス
とする。
・公開講演会講師について ＜継続＞
　日本大学・高橋悟先生の講演内容について
は前田理事が確認をする。
２．山﨑倫子賞（仮称）等について＜継続＞
　藤川理事より、「医学徒」の解釈について意
見が述べられ、次回理事会において、11月理
事会での話し合いに基づき再検討することと
なった。
３．  役員選出に関する規程、立候補届及び履

歴書の改訂について ＜承認＞
　検討の結果、規程の変更は行わず立候補
の際の履歴書に「以上、記載内容に相違あり
ません」という一文を加え、理事就任の際には
「公益認定法第 6 条の一項各号に該当しない。
またそれに抵触した場合は直ちに理事を退任
する」旨を記載した誓約書を提出することとな
った。

３．審議事項
１．  平成 28 年度事業計画案、及び予算案に

ついて ＜継続＞
・各部、委員会とも資料通りの事業計画、及び
予算案である旨が述べられ、承認は 2月の
第 7回理事会に行われることとなった。
・渉外部の諏訪理事より、内閣府男女共同参
画連携会議、及び厚生労働省健やか親子

21推進協議会の担当を職責として渉外部の
部長が担当することが提案され、承認された。
 ＜承認＞
・次年度の理事交通費負担継続については、
今後も10,000 円までの自己負担を継続する
こととなった。 ＜承認＞

２．  ゆいネット活動報告会＆講演会（3/5）に
ついて ＜承認＞

　津田理事より、H28.3/5に開催予定の平成
27年度活動報告会&講演会について説明と
出席の呼びかけがあったほか、今年度の残り
の予算の配分についても報告があった。
３．溝口昌子賞の名称について ＜継続＞
　日本色素細胞学会から名称の確認があった
溝口昌子賞について、名称を「公益社団法人
日本女医会溝口昌子賞」とすることを再度確
認したが、溝口秀昭先生のご意向も伺うことが
提案され継続審議となった。
４．平成 27 年 11月・12 月会計報告承認
 ＜承認＞
　平成 27年 11月、12月の会計報告が承認
された。
５．平成 27 年度第 5 回 (11月) 理事会議事
録承認 ＜承認＞
　平成 27年度第 5回（11月）理事会議事録
が承認された。
６．その他
・第 71回国連総会第 3 委員会派遣の推薦に
ついて ＜承認＞
　国連 NGO国内婦人委員会から第 71回国
連総会第 3 委員会派遣の候補者について投
票を行った結果、山本纊子会長を本会の代表
として推薦することに決定した。

４．報告事項
１．各部、NC 報告
　1）庶務部報告
　・馬場理事より日本女医会吉岡彌生賞の応
募結果について報告があった。

　・花岡理事より2015 年度版会員名簿の進
捗について報告があった。

　2）広報部報告
　・田辺理事より会誌 225 号の進捗、及び
226 号の締切日等について報告があった。

　3）渉外部報告
　・諏訪理事よりH27.11.22 に開催された
2015NGO日本女性大会について報告が
あった。

　・山本会長より、第 70 回国連総会報告会
(H27.12.9)について報告があった。　

　4）学術部報告
　・前田理事より第 36回学術研究助成応募
結果について報告があった。　

　5）事業部報告
　・津田理事より荻野吟子賞応募結果につい
て報告があった。

　6）ナショナルコーディネータ報告
　・前田理事より2016年国際女医会議につい
て説明があり、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
　・前田理事より第 9回キャリア・シンポジウ

ム(H.27.11.15) の報告があった。
　2）長寿社会福祉委員会
　・山本会長より平成 27年度長寿社会福祉
事業講演会 (2/13) について説明があり、
参加の呼びかけがあった。

　3）小児救急事業委員会
　・大谷副会長より「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。

　4）  十代の性の健康支援ネットワーク事業
委員会

　・津田理事より再度、ゆいネット平成 27年
度活動報告会＆講演会（3/5）について
参加の呼びかけがあった。

　5）MsACT 委員会
　・藤川理事よりMsACT英語セミナーを開
催する旨 (2/7) 報告があった。

３．その他
　1）山本会長より「吉岡彌生賞」商標登録が

完了した旨報告があった。

公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成 27 年度第 7 回理事議事録

1．日時・場所・出欠席者
１．日　時　平成 28 年 2 月 20 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、小関温子、
塚田篤子、岩﨑惠美子、川村富美子、
澤口聡子、鈴木カツ子、諏訪美智子、
田辺晶代、津田喬子、花岡和賀子、
馬場安紀子、樋渡奈奈子　福下公子、
藤川眞理子、前田佳子、宮﨑千惠
監事　山崎トヨ、松井比呂美
2）欠席者
理事　齊藤惠子、田中優子、中川やよい、
中田惠久子、矢口有乃、吉馴茂子

２．継続審議事項
１．第 61回定時総会について ＜継続＞
・馬場理事より公開講演会の演題について報
告があった。 
『最新の女性下部尿路症状のプライマリケア』
　演者：高橋悟先生
・山本会長より、今回の役員改選の選挙管理
委員長は角田由美子先生（練馬支部）に依頼、
受諾された旨報告があった。

２．山﨑倫子賞（仮称）等について＜承認＞
　山㟢倫子賞の授賞対象について討議した結
果、対象者には学生は含まないことが承認さ
れた。
３．  平成 28 年度事業計画案、及び予算案承

認 ＜承認＞
　平成 28 年度事業計画案、及び予算案が承
認された。
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４．溝口昌子賞の名称について ＜継続＞
　討議の結果、3月19日に開催される各賞の
選考委員会於いて、溝口秀昭先生のご意見も
伺い再度検討することとなった。
　検討の際に津田理事より、同賞の選考委員
についての確認があった。

３．審議事項
１．平成 28 年度理事会開催日程について
　庶務部より開催日案が提示され、開催日数
の低減も含めた検討の結果、定時案が承認さ
れた。 ＜承認＞
２．役員選出後の理事・監事就任の際に提出
する誓約書について
　資料に基づき検討した結果、資料の様式が
承認された。 ＜承認＞
３．小関副会長より
　理事の職務・活動に関して意見が述べられ、
今期の役員選出の際の候補者についてもその
旨を伝えるよう各理事に要請があった。
４．平成 27 年 1月会計報告 ＜承認＞
　・承認の際に、宮﨑理事より長岡公認会計
士の顧問料の額について疑問が呈され、
顧問料を交渉するよう意見が述べられた。

５．  平成 27 年度第 6 回（1月）理事会議事
録 ＜承認＞

６．その他
　・津田理事より、事業部に於いて女子刑務
所への支援を検討している旨が報告され
たほか、澤口理事からも刑務所内に於け
る医療等についての説明があり、本件に
関しては今後の検討事項とすることとなっ
た。

４．報告事項
１．各部、NC 報告

　1）庶務部報告（資料５）
　・樋渡理事より会員動静について報告があ
った。

　・花岡理事より2015 年度版会員名簿の進
捗について報告があった。また名簿の表
紙の色について決を取り、ピンク色に決定
した。

　2）広報部報告
　・田辺理事より会誌 226 号の進捗について
報告があった。

　3）渉外部報告
　・小関副会長より2015NGO日本女性大会
反省会についての報告があった。

　・諏訪理事より、第 71回国連総会代表団
への推薦について報告があり、他団体の
方が推薦された旨報告があったが、この
推薦については、今後日本女医会より推
薦の基準、規約を作成するよう要請した
い旨発言があった。

　・諏訪理事より、山本会長が国連 CSW( 女
性の地位向上委員会 ) へ参加する旨報告
があった。

　4）学術部報告
　・前田理事より、山﨑倫子賞の規約等の作
成に掛かる旨報告があった。

　5）事業部報告
　・事業部からの荻野吟子賞の選考委員につ
いては、本年度は津田理事と宮﨑理事が
あたる旨報告があった。

　6）ナショナルコーディネータ報告
　・ウイーンでの国際女医会議について、参加
の呼びかけがあった。

２．各委員会報告
　1）男女共同参画事業委員会
　・前田理事より、昨年の講演会の報告書を
作成する旨報告があった。また、28 年度

は10月に講演会を開催する予定とのこと。
　2）長寿社会福祉委員会　
　・山本会長より、2/1に開催された平成 27
年度長寿社会福祉事業講演会について、
報告があった。

　3）小児救急事業委員会
　・大谷副会長より、2015NGO日本女性大会
において「どうしよう…子どもの救急」を
販売した旨報告があった。

　4）十代の性の健康支援ネットワーク事業委
員会（津田理事）

　・宮﨑理事より、1/17に開催されたゆいネッ
ト岐阜・名古屋合同研修会について報告
があった。

　・津田理事より、3/5に開催されるゆいネッ
ト平成27年度活動報告会＆講演会への参
加の呼びかけがあった。

　5）MsACT委員会　
　・藤川理事より2/7に開催された英語セミ
ナーについて報告があった。これに対し
て山本会長から、他の都市でも開催して
はどうかという提案があった。

３．その他
　1）小関副会長より、京王プラザホテルで開

催される故中山年子先生の「偲ぶ会」に
ついて告知があった。これに際して山本
会長より、本会に日本女医会名で供花を
贈ることが提案され承認された。

　2）津田理事より、3/5に開催される女性の
健康支援のための社会連携構築シンポジ
ウム『いま日本女性の健康に求められる
もの』についてのお知らせがあった。

 以上

厚生労働省より　平成 28 年度「児童福祉週間」のお知らせ
厚生労働省では、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に、
毎年5月5日の「こどもの日」から1週間を「児童福祉週間」と定めて、児童福祉の理念の普及・
啓発のための各種事業及び行事を行っています。

平成28年度標語　「その笑顔　未来を照らす　道しるべ」（増戸　遥さん　13歳　福島県）

「児童福祉週間」の概要
期　間　　平成 28 年 5 月 5 日（木）　～　5 月 11日（水）の 1 週間
主　唱　　厚生労働省、（社福）全国社会福祉協議会、（公財）児童育成協会
主な取り組み
　　１）児童福祉の理念の普及
　　２）家庭における親子のふれあい促進
　　３）地域における児童健全育成活動の促進
　　４）児童虐待への適切な対応
　　５）母と子の健康づくりの推進
　　６）多様化する保育需要等への対応
　　７）障害のある子ども等に対する理解の促進
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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・ソニックシティ

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・ソニックシティにて

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・ソニックシティにて開催予定）

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・ソニックシティにて開催予定）

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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最近は四季の変化に減り張りがなく、今年の冬が暖冬
であったのか、寒かったのか、良くわからないうちに春
を迎えたような気が致します。それでも無事新緑の季節
が巡ってまいりました。日本女医会では 2014 年 5 月選

出の現役員が 2 年の任期を終了致します。今回の会誌で 2 年間の各
部、各委員会の活動のまとめをご報告させていただきました。来る 5
月の総会で新役員が選出されます。新たな体制で、これまでの活動を
継承しつつもさらに飛躍ができますよう、会員の皆様方の引き続きの
ご支援をお願い申し上げます。今年の総会は役員改選年のため東京で
の開催となります。是非、支部・本部連絡会および定時総会にご参集
いただき、交流を一層深めていただきますよう重ねてお願い申し上げ
ます。 （田辺晶代）
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公益社団法人日本女医会　第 61回定時総会のお知らせ
新しい年を迎え、諸先生方にはご清祥にてご活躍のこととお慶び申し上げます。さて、公益社団法人日

本女医会第 61回定時総会は、東京におきまして下記の予定で開催されます。
また、公開講演会終了後には東京都支部連合会主催による懇親会も開催の予定でございます。
多くの方々にご参加頂きたく、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＞　京王プラザホテル
　〒160-8330　東京都新宿区西新宿2-2-1　電話　03-3344-0111
＜日時＞　平成28年5月15日（日）
	 	9：30〜	 支部・本部連絡会
 10：30〜	 第 61回定時総会
 14：15〜	 公開講演会　日本大学医学部　泌尿器科学系主任教授　高橋　悟　先生
	 	 演題「最新の女性下部尿路症状のプライマリケア」
 16：00〜	 東京都支部連合会主催による懇親会

（プログラム・時間については変更になることもございますので、ご了承ください）

氏　名 支　部 卒　年

入会

冨山月子 青森 昭 61
髙野秀美 埼玉 昭 61
藤岡むつみ 埼玉 昭 50
西澤宗子 千葉 平 6
宮川　史 奈良 平 8

物故
白石寿子 中野 昭 30
内田八重子 静岡 昭 26
吉馴茂子 大阪 昭 40

氏　名 支　部 卒　年

物故
西井美子 兵庫 昭 16
上村宷子 徳島 昭 19
氏　名 所　属

学生

安倍有紀 群馬大学
寺島里佳 群馬大学
沼田友理 群馬大学
森岡茉莉子 慶應義塾大学

退会 40 名（自然退会 16 名含）

会員動静 （平成 28 年 3 月 31日現在・敬称略）

寄附者一覧（敬称略　H28.1.1 ～ H28.3.31 現在）
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。

　　山下　啓子（北海道）　石川　洋子（岩　手）　船木　依子（北）　　　長瀬　早苗（都下西）
　　大石　文惠（愛知県）　津田　喬子（愛知県）　万歳登茂子（愛知県）　阪口　昌子（大　阪）
　　松村　美代（京　都）　長柄　光子（鹿児島）
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