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明けましておめでとうございます。
この会誌が会員の皆様のお手元に届く頃は寒の最中です

が、つつがない日々 をお過ごしのことと存じ上げます。
昨年は世界中が難民問題を機に自国保護主義が台頭し、

イギリスは、国民投票でＥＵから離脱する結果となり、イタリ
アでも上院の権限縮小を問う国民投票をきっかけにＥＵから
距離を置く選択がなされました。オーストリアではかろうじて
ＥＵと連合する大統領派が勝利しましたが、今年はフランス
大統領選やドイツ議会選挙が控えており、ＥＵを推進してい
る両国でも離脱派が躍進しており、先行き不安の中に、1 月
20日にはアメリカでは超自国保護主義のトランプ大統領が就
任し、わが国は、外交に難しい舵取りを迫られております。

一方、国内では厳しい緊縮の結果、総予算 97 兆円で、
赤字国債は若干減少したものの相変わらずで、社会保障費
は 32 兆円と約 3 分の1を占めています。高齢者増加で更に
増えるのは当然の成り行きですが、平成 30 年度の医療・介
護報酬改定をきっかけに厳しい見直しが予想されています。
しかし、今後、孫子の世代の身過ぎ・世過ぎが厳しくなる時
代に赤字国債などと言うこれ以上の手枷・足枷をつけてはな
らず、働き方だけではなく、知恵の絞り方も「1 億総活躍」で
行かねばなりません。日本女医会も私共の視点から積極的
な提言を考えて参りましょう。

さて、昨年は、ウイーンで第 30 回国際女医会議が開催
され、Kyung Ah Park 会長のテーマ「Against Violence」
から次 期 3 年は Bettina Pfleiderer 会長の「Generation 
Y-Challenges of the Future for Female Medical 
Doctors」のテーマのもとに活動することになりました。2019
年の第 31 回国際女医会議は、世界女医会創立 100 周年記
念の会と同時にニューヨークで開催されます。その折には世
界情勢が平和な方向に転じ、是非多数の日本女医会会員が
出席し、活発な意見交換ができるよう期待しています。

新年は、丁酉の年で、前回の丁酉の年には東京の人口が
850 万人を超え、ロンドンを抜いて世界一の人口都市となり、
ソ連が世界初の人工衛星を打ち上げ、東海村原子力研究所
で初めて今私たちがコントロールしかねている核分裂状態の
臨界に達するなど画期的な年で、新しい突破口が開ける年と
考えられているようです。

日本女医会も役員選挙の改正など新しい試みに挑戦して
参りますが、選挙法が画期的で批判に耐え得るものになるよ
う、会員皆様の積極的なご参加とご指導・ご活躍を心よりお
願いする次第です。

また、同じく新年が会員皆様にとって素晴らしい人生の築
かれる礎となる年になりますよう心より願っております。
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婚活の時代

青森支部　高橋英子

この度、私どもの有床診療所では二人の看護師が待望
の懐妊をいたしました。子どもが生まれることはこの少子
高齢化の時代ではとても愛でたいことなので、職員一同も
喜び、勤務の割り振り、人の募集を行っております。

さて、大学病院に勤務している娘二人の話や、支部長と
して出席した会合でお会いする若い先生方のお話を伺いま
すと、女医が子どもを育てながら仕事をしていくのは、却っ
て今の方が大変であると感じました。その上、女医が、そ
して男性医師も相手を探す機会がなかなか得られない時代
になっているのだと感じました。

研究室始め現場に長くいなければキャリアが積めない制
度、雰囲気は、女医にとってもパートナーとなるべき男性
医師にとってもよくない環境かと思います。支部長二年目
の私は若い先生方が出会い、安心して家庭を築き子育てが
できるよう、男性医師、行政、施設等に働きかけをしてい
こうと思っております。

オール埼玉で歓迎致します。

埼玉支部　宮坂晴子

あけましておめでとうございます。埼玉支部長を仰せつ
かり3 年が経過しました。

前支部長の村田郁先生が一昨年末に体調を理由に退会
され、また長年当支部の理事としてご尽力頂きました吉崎
喜美子先生（享年 87 歳）、畑靖子先生（享年 93 歳）が続
けて他界され、寂しさとともに、新会員を増やし、会を活
性化していく重責を感じております。

埼玉支部は女性医師支援センターの設立に携わったこと
により、県医師会の女性医師支援検討委員に加わり、県医
師会と連携を取りながら活動させていただいております。

また 5 月 13 日（土）、14 日（日）には第 62 回定時総会
がさいたま市のパレスホテル大宮で開催されます。蔵造り
の街並みで人気の小江戸川越散策のエクスカーション、埼

玉支部主催の懇親会には雅楽師の東儀秀樹氏の演奏会を
予定しております。

荻野吟子先生を生んだ埼玉にどうぞお越し下さい。会員
一同皆様のご参加をお待ち申し上げております。

医療のあり方を考える

新宿支部　松村美由起

新年あけましておめでとうございます。本年も皆様にと
りまして良き1 年でありますようお祈り申し上げます。

医療の主体が患者さんであることは言うまでもありませ
んが、患者さんの求めることを医師はどのぐらい理解し、
実現できているでしょうか。私の専門とする認知症は、患
者さんご本人の意思決定が進行した病期には困難な場合
があります。常に自問自答を続けながらの診療となります。
ある調査で認知症診療の満足度はとても低く、これは私の
疑問に対する明確な答えであると思います。認知症診療は
検査や薬剤による治療以外が大きな割合を占めますが、本
来医療はそうした全人的なものであったはずです。認知症
診療の満足度の低さは医療のあり方を我々に問うた結果で
はないかと思います。先進医療の開発や基礎研究と共に診
療のあり方の再考も我々に課せられた課題ではないでしょ
うか。本年も宜しくお願い申し上げます。

確かな連携の年へ

中央支部　青木正美

東京都支部連合会では昨年春に東京の 3 つの弁護士会
から成る「災害復興復旧本部」の弁護士と共に、東日本大
震災の被災者の方々を対象にして、医師と弁護士がペアに
なっての相談会を行いました。渡邊会長をはじめ医師と弁
護士それぞれ 3 人で福島からの避難者の方々のご相談を
受けましたが、内容は健康問題から地域でのいじめ問題ま
で多岐に渡るものでした。福島の復興の困難さを改めて実
感することとなりました。今年も 3 月11日に同様の相談会
を行います。

2017 年 年頭所感
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また昨年の日本女医会総会や東京マラソンの応援では、
各支部の先生方との交流もさせて頂きました。インター
ネットの世の中になりましても、こうした Face to face の
お付き合いがどれ程大切なことかを実感する一年でもあり
ました。

今年はさらに沢山の方々と、確かな連携ができますよう
にと願い叶える年にしてゆきたく存じます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

年頭所感

港支部　澤口彰子

あけましておめでとうございます。
昨年はトランプ氏 ､ 大隅良典博士、ピコ太郎のニュース

が世界を巡り、本年はトランプ氏がアメリカ合衆国大統領
に就任します。日本がどのような影響を受けるのかは判り
ませんが、医学、医療などの発展があればと短絡的に願っ
ています。「ペンパイナッポーアッポーペン」という You 
tube 動画で、彗星のごとく現れたピコ太郎、人気の秘密
は日本人の心を揺るがす盆踊り的な手と足の動きを主にし
たダンスです。「ぺ」で繰り広げられる愛と平和のファンタ
ジーを示すと世界でも評価されています。オートファジー
の研究（酵母の細胞遺伝学的研究）でノーベル賞受賞の
大隅博士は人がやらないことをやり、基礎科学の重要性を
強調したいとのべています。授賞式でのスピーチの映像に
心をうたれました。一方、日本女医会の各賞受賞の先生方
の業績は年々素晴らしくなっていきます。将来日本女医会
員の中からノーベル賞受賞者が輩出されるなど、世界を駆
け巡るニュースが出ることを夢見ています。

年頭所感

愛知県支部　伊藤富士子

年頭にあたって、日本女医会の皆様のご健勝を祈念いた
します。

さて、愛知県支部では、支部長は愛知県医師会理事を
兼任いたします。私も平成 28 年 4 月より、3 期目 5 年目の
現在、支部長・県理事を務めさせていただいておりますが、
県理事として県医師会男女共同参画委員会を担当し、さら
に中部医連より日本医師会の男女参画委員会委員にも参加
いたしております。このご縁で 7 月 22 日に当県にて第 13
回男女共同参画フォーラムを開催する運びになりました。
テーマは「今後 10 年の医療界で男女共同参画は何をめざ
すか」です。愛知県支部をあげて盛り上げる所存ですが、

日本女医会の皆様方の御参加を心よりお待ち申し上げてお
ります。

愛知県支部からは、津田喬子前会長、山本纊子現会長
と連続二代に渡る会長が出るなど日本女医会と深いご縁が
あり、今後も良好な互恵関係を築いていきたいと希望して
おります。今後ともよろしくお願いいたします。

日本女医会の特長は

大阪支部　野崎京子

明けましてお目出とうございます。日頃は本部役員の先
生方に大変お世話になっております。さて現在、大阪支部
からは理事が選出されておりませんが、理事選出制度改善
に向けての取り組みも始まっておりますので期待しており
ます。

ところで会員にとりまして日本女医会の存在意義は何で
しょうか。私たちにとって本来の医業以外に医師会、学会、
医会、地域女医会など多くの活動の場はあります。その中
にあって、日本女医会の特長は女医の全国組織として長い
伝統があること、そしてその幅広い活動領域にあると思い
ます。国際交流、研究・教育・臨床にわたる長年の活動の
中で多くの人材を輩出してきました。現代は社会も地球も
大変不安定な状況です。いつ人為的災害、自然災害が発
生するか分かりません。そのような時に女性の視点で、そ
して全国的な組織力を生かして社会に貢献出来る会である
ようにと望んでおります。

ご挨拶

愛媛支部　大野弓子

明けましておめでとうございます。
卒後 40 年以上を経た今、ごく偶にですが、今まで無駄

にすごしてはこなかった、と思える時があり、それが迎え
る次の 1 年の支えになるような気が致します。

昨年は総会が東京であったので、久し振りに上京しまし
たが、新宿南口の変貌、バスターミナルに些か驚きました。

思いがけなくクラスメート何名かに会うこともでき嬉し
いひと時でした。

日本女医会の初代会長は私共の大学の創始者でもあり、
この会を消滅させるわけにはいかないと、何とか数名の方
にお声かけし入会の賛同を頂きました。これから頑張って
頂ける世代です。彼女たち曰く、――神様は何故、男性と
女性が交互に妊娠し、出産できるようにならなかったのか
しら…と。

良き一年となりますように。
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平成 28 年 10 月30日、四谷・ルークホールに於いて「第
10 回医学を志す女性のためのキャリア・シンポジウム」
を開催いたしました。当日は朝から予報どおりの雨でした
が、シンポジウムの開催に合わせるかのように午後から
は雨が上がりました。

今回のテーマは「変革は女性リーダーから」とし、医
療の各分野でリーダーとして活躍されている 3 名の女性
医師に講演をしていただきました。トップバッターは慶應
大学病理学教授の金井弥栄先生で、病理学のみでなく臨
床における治療選択の基礎とするための質の高い検体の
保存と診断機器の開発に至るまでの医師としての経験を
語ってくださいました。

2 人目は東京女子医科大学保健管理センター教授の内
田啓子先生で、ご本人の教授になるまでのキャリア形成
のご苦労と、女子医大における次の世代のリーダーを育
てるための「彌生塾」の塾長としての取り組みについて
講演していただきました。

ラストは昭和大学病院緩和医療科教授の樋口比登実先
生で、麻酔科から始まった医師のキャリアは、ペイン、緩
和医療と分野を変えながらも、一貫して臨床医という立
場で仕事を継続された柔軟な生き方を語って頂きました。

日本医師会からは本年 4 月から男女共同参画担当に就
任された今村定臣理事に、日本医師会がこれまでに行っ
てきた取り組みと成果、今後の課題についてご講演頂き
ました。東海大学の学生さんにも参加していただき、参
加者も含めた活発な討議が行われ、充実したシンポジウ
ムとなりました。詳細は報告書にまとめて会員の先生方
のお手元に届けさせて頂きます。

テーマ

『変革は女性リーダーから』
日　時：平成 28 年 10 月 30 日（日）
場　所：持田製薬本社ルークホール　
時　間：13：30 ～ 16：00

＜第１部＞�
慶應義塾大学病理学教授　金井弥栄

「リサーチマインドのある医師になる」
東京女子医科大学保健管理センター教授　内田啓子

「彌生塾がリーダーを創出するために必要なこと」
昭和大学病院 緩和医療科教授　樋口比登実

「痛み治療に従事して―麻酔・ペインクリニック・
緩和医療―」
日本女医会常任理事　男女共同参画担当　今村定臣　

「女性医師支援への日本医師会の取り組み」
＜第 2部＞　シンポジウム� ����������������������������
東京女子医科大学 保健管理センター教授
内田啓子先生

昭和大学病院 緩和医療科教授
樋口比登実 先生

日本女医会常任理事　男女共同参画担当
今村定臣 先生

東京医科大学 社会学部門 医学教育分野教授
泉美貴（日本女医会理事）

司会
日本大学病院　乳腺・内分泌外科　科長　谷眞弓先生
公益社団法人日本女医会 副会長　大谷智子

第 10回　キャリア・シンポジウム開催報告
男女共同参画事業委員会　前田佳子
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国際女医会通信
新任会長の挨拶と西太平洋地域会議2017の案内

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

早いもので国際女医会通信は今回で No.10 となり
ます。本年も少しでも多くのニュースを伝えていき
たいと思っております。前回の MWIA 通信でお伝え
したように、ウィーンで開催された第 30 回国際女
医会議において役員改選が行われ、新役員が総会で
承認されました。9 月のニュースレターには新会長
に就任されたドイツの Professor Bettina Pfleiderer
が初めてのメッセージを載せています。また、今回
は割愛しますが、国際女医会議の報告と平敷淳子先
生の葬儀についての記事が掲載されています。

１）会長Prof. Pfleiderer（ドイツ）からのメッセージ

私が会長を務める 2016 〜 2019 年の 3 年間の任期
の初めてのニュースレターとなります。ウィーンの国
際会議から 2 カ月が経過しました。参加された方に
はご賛同いただけると思いますが、興味ある内容で
活発な討議が行われ、素晴らしい国際会議となりまし
た。世界中から約 600 人が参加し、多くの新しい友
人を作ることができました。最高の会議の準備・運営
を行ったオーストリア女医会の会長および地元のチー
ムに感謝の意を表したいと思います。

また、前会長の任期中のテーマであった
「Gender-based violence is a challenging 
issue for clinicians to address.」に沿って
作成した the MWIA's Training Module 
on Violence（暴力被害者に対する国際女医
会の訓練モジュール）a）を完成させることが
出来て、誇らしく思っています。私が会長を
務める3 年間のテーマは「Medical Women- 
Ambassadors of Change!!」で、次の 3 点
に焦点を当てたいと思います b）。

1. 社会とヘルスケアにおける女性医師の
役割。

2.   広報への露出度を高くし、MWIA の
可視性を増やす戦略を立てる。

3. 性差と健康。
最後に、2019 年に国際女医会は 100 周年を迎えま

す。ニューヨークで開かれる第 31 回国際女医会議に
於いて、この記念すべき年をお祝いしましょう。
２）西太平洋地域会議2017のお知らせ

会　期 : 2017 年 8 月 25 日（金）〜 27 日（日）
会　場 :   Hong Kong Academy of Medicine Jockey 

Club Building
テーマ :   Women・Health・Empowerment  

女性・健康・社会進出
事務局 :   MWIA 2017 Conference Secretariat c/o 

International Conference Consultants Ltd. 
Tel: （852） 2559 9973  
Email: mwia2017@icc.com.hk  
HP: www.hkwda.com

演題募集締切 : 2017 年 2 月 17 日
事前参加登録締切 : 2017 年 4 月 30 日

近くて美味しい香港でご一緒に楽しい夏休みを過
ごしましょう！
 （文責：前田佳子）

a）  the MWIA's Training Module on Violence : 日本からも２つの症例（Case32, Case33）が報告されています。  
https://mwiaviolencemanual.wordpress.com/

b）  http://mwia.net/wp- content/uploads/2016/08/inauguration_speech.pdf 
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日本女医会の未来を
心に浮かべて
神奈川支部　小関温子

第10回を迎える軽井沢セミナーは、万平ホテルでは3
回目の開催となりました。この会は、2006年に石原幸子先
生、鹿田儀子先生が「日本女医会の今後を考える会」とし
て立ち上げられ、現在まで続いているものです。
第 2回からは、ミニレクチャーとして、参加者の先生方

にお話しいただいており、今回は、日本女医会理事として
最も若手の磯貝晶子先生に乳ガンについてご講演を頂きま
した。近年、乳ガンが若手の女優さんの進行ガンとしてマ
スメディアに取り上げられていますが、詳しくは、磯貝先
生のご講演内容をご覧ください。
講演会では質問も多く頂き、先生の丁寧なご説明はお

人柄のにじむ内容でした。また、恒例となっている石原先
生からの花豆おこわのほか、山崎トヨ先生のおまんじゅう、
樋渡奈奈子先生のずんだが配付され、心和むひと時でし
た。
講演後の食事会はジョン・レノンが過ごした万平ホテル

ならではの、心こもるフランス料理に舌鼓を打ちながら楽
しいひとときを過ごしました。仙台や金沢、佐賀の会員の
方も新しくご参加を頂き、石原先生のお喜びも一入で、私
共もうれしく感激致しました。この歓談の中で、佐賀から
参加された太田記代子先生は「日本女医会が力を入れて
頂きたい」と原発の恐ろしさを強調されていました。
万平ホテルのバーで楽しいひと時をすごされた先生方

は、翌 23日には睡眠不足状態でゴルフと観光の二組に分
かれて出かけました。例年ゴルフに参加していた私は、体
調の関係で今年は観光となり、磯貝先生も同乗して馬場先

生の赤い車で白糸の滝、浅間山を眺めるドライブに参りま
した。今年は気候の影響なのか、美しい紅葉はまだのよう
でしたが、澄んだ空気、真っ白な雲と高原の静寂を満喫
することができました。また、その後は自然に恵まれた軽
井沢の風土を国内外に紹介された「軽井沢の恩父」と呼
ばれているショー宣教師の記念礼拝堂を訪れ、裏手にある
ショー氏の別荘を見学致しました。

冷涼な空気、澄んだ大気、緑豊かな森林の中でかすか
に聞こえる川の流れ、喧噪からほど遠い木立の中で軽井沢
に魅了され、日本女医会の未来に臨むべき姿を心に浮かべ
た一日となりました。
参加者：  石原幸子、角田由美子、平山玖美子（以上、練馬

支部）、中原千恵子（文京支部）、原田 栄（中野
支部）、松下真理（北支部）、樋渡奈奈子（宮城支部）、
今村純子（群馬支部）、秋濱示江、福島佐代子、
中田惠久子（以上、埼玉支部）、馬場安紀子、  
塚田篤子、山崎トヨ（以上、栃木支部）、磯貝晶子、
髙木久佳、小関温子（以上、神奈川支部）、  
鈴鹿有子（石川支部）、太田記代子（佐賀支部）
 （順不同）

以上　19 名

ゴルフに参加して
塚田篤子

軽井沢セミナーの翌日、軽井沢 72 ゴルフ場北コースで
プレーさせて頂きました。空は青く、空気も爽やか、そし
て風も穏やかで紅葉の素晴らしい１日でした。今年のメン
バーは１組４名でしたが和気あいあい、楽しく、懇親を深
めることが出来ました。来年の再会が楽しみです。

ゴルフが大好きな会員の皆様、是非、来年ご一緒下さい。

● 講演会抄録

最近の乳がん検診事情

磯貝晶子

乳がんは日本人女性のがん罹患数第 2 位（年間 72,500
人）。14人に1人が一生涯のうちに乳がんにかかるといわれ、

2016 年 10月 22日　　第10回軽井沢セミナー
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査時間も比較的短時間である。また、石灰化の描出能に優
れるため、ごく早期の乳がんの検出に有効である。一方、
放射線被曝（1 枚あたり 0.24mSv）、板で圧迫して撮影す
るため撮像範囲に入らない部分ができてしまう、高濃度乳
腺では所見がはっきりしないなどの欠点がある。米国では
Breast Density Law『マンモグラフィ検診で乳腺濃度が
高いことがわかった場合、受診者に乳腺濃度についての情
報を伝え、超音波検査などの追加の画像検査を受けるよう
に勧める法律』が制定されている。また、マンモグラフィ
での乳がん検出率を向上させるためにトモシンセシス（3D
マンモグラフィ）も導入されつつある。

超音波検査は乳腺濃度に関係しない、より小さな腫瘤を
描出できる、被曝しないなどの長所がある。一方、再現性
が低い、石灰化の描出不良、検査時間が長いなどの短所
がある。J-START ではマンモグラフィと超音波検査の併
用検診では、感度及びがん発見率が優れているとの結果
が得られた。乳がん発見率は 1.5 倍（早期乳がんの発見率
は 2 倍）にアップする。また、検診と検診の間に見つかる
中間期乳がんは予後が悪い傾向にあるが、併用検診により
中間期乳がんを 1/2 に減少させる効果がある。今後、超音
波検査技術の標準化をはかることにより対策型検診にも導
入される可能性がある。

年間 13,000 人が乳がんで死亡している。
最近の乳がん罹患の増加に加えて、有名タレントの乳が

ん報道などの影響で乳がん検診受診者が増加し、乳腺外
来の混雑が深刻化してきている。そんな中、乳がん検診の
質と効率を求めて、新たな概念の導入や検査精度の向上な
どについての取り組みがなされている。

乳がん検診の目的は乳がんからの救命、つまり乳がん死
亡率を減少させることである。さらに、より早期に乳がん
を発見することにより術後の機能温存や QOL の維持（乳
房温存手術の施行、腋窩リンパ節廓清の縮小、全身療法
の軽減）が期待される。

ただし、『利益』と『不利益』のバランスで、乳がん検
診の利益が不利益を十分上回る条件のもとに乳がん検診を
実施しなければならない。乳がん検診の利益（死亡率の減
少、QOL の向上、社会の活性化、医療費の削減、真陰性
者の安心）、不利益（偽陰性者の治療の遅延、偽陽性者へ
の不必要な検査、放射線被曝、過剰診断）について十分
な考慮をしたうえで検査方法、検診間隔などについて検討
する必要がある。

乳がん検診はマンモグラフィ検診が原則である。腫瘤、
石灰化などについて評価し、カテゴリー 3 以上が要精密検
査の判定となる。マンモグラフィは画像再現性に優れ、検
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支部だより
　　　

荻野吟子を巡る旅
栃木支部　馬場安紀子

7 年前の栃木支部総会の折、塚田篤子先生（前日本女医
会副会長、現監事）から、荻野吟子先生ゆかりの地を巡る
旅が提案されました。翌年具体的なプランもでき、楽しみ
にしていた矢先の東日本大震災！

あれから５年が過ぎ、ようやく計画を実行することがで
きましたので、ご報告いたします。

2016 年 5 月 29 日の日曜日、日本女医会栃木支部の初め
ての旅行には、１名の高校生を含む 12 名が参加しました。
当日は良いお天気に恵まれ、一行が乗り込んだ観光バスは、
東北自動車道を東京に向けて走ります。バスの中では、塚
田先生の朗らかな司会で、自己紹介など夫々個性豊かにお
話下さり、笑い声が絶えませんでした。女医だけでのこの
旅行をとても楽しみにしていたと皆様仰られ、よい一日に
なる予感がいたしました。

最初の目的地は、雑司ヶ谷霊園で吟子先生のお墓参り
です。お線香とお水をお供えした後、クリスチャンだった
吟子先生のために、「主よみもとに」の讃美歌を歌い、女
性医師の先駆者の偉業に感謝の祈りを捧げました。雑司ヶ
谷霊園には、夏目漱石、竹久夢二、小泉八雲などのお墓も
あり個々の思い入れのうちにお参りし、一同感無量でした。

都会とは思えない静かな霊園の、新緑が美しい樹々の下を
散策し、昼食前に爽やかな一汗を流しました。

ちょうど良い頃加減にお腹も空いて、池袋『銀兎』で美
味しいお食事をいただきながら和やかにおしゃべりして一
休み。再びバスに乗り、『荻野吟子記念館』のある埼玉県
熊谷市へ向かいます。

お腹もいっぱいでうつらうつらと居眠りをするうちに、吟
子先生の生誕地、利根川沿いの旧俵瀬村（現熊谷市俵瀬）
の記念館に到着しました。記念館の外観は、吟子先生の生
家の長屋門を模したもので、館内には吟子先生の苦難の生
涯が展示紹介されており、改めてその不屈の向学心と医療
への献身、女性開放のための社会活動への情熱などを覚え
感銘いたしました。翻って現代の私たちが置かれている恵
まれた環境に感謝するとともに、医療と女医の地位向上等
に一層の努力を継続する必要性を再認識し、帰途につきま
した。意義深くも楽しい、沢山の元気を頂いた旅でした。

折しも今年の日本女医会定時総会は埼玉県で開催されま
す。当地ゆかりの吟子先生をしばし偲んでいただくのも良
いかと存じます。

感動がいっぱい！

勇気の伝記
ナツメ社刊
本体880円＋税

本書は、エリザベス・ブ
ラックウェルを始め、ダイ
アナ元英皇太子妃、ジャン
ヌ・ダルクなど実在の人物

をマンガと読み物で紹介した小学生向けの書籍です。人
生を掛けて偉大な業績を成し遂げた女性たちの生涯が、
楽しく、わかりやすい物語としてえがかれています。

本書の作成にあたっては、日本女医会刊行の『世界
最初の女性医師〜エリザベス・ブラックウェルの一生
〜』も参考文献として使用されており、簡単ではありま
すが、荻野吟子、吉岡彌生などにもふれられています。
差別や偏見があった時代に女性医師が誕生するに至っ
た経緯を知るにはよい入門書といえるかもしれません。
お子様、お孫様へのプレゼントにいかがでしょうか。
 （広報部）
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公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成28年度第4回理事会議事録

１．  日時　平成 28 年 9月17日（土）

午後 3 時 30 分～午後 5時 30

分

２．場所　日本女医会　会議室

３．出欠席者

　1）出席者　

理事

山本纊子　大谷智子　

諏訪美智子　前田佳子　磯貝晶子

今村純子　内潟安子　鈴木カツ子

中田惠久子　花岡和賀子

馬場安紀子　濱田啓子　福下公子

宮﨑千惠

監事

塚田篤子　津田喬子

　2）欠席者

理事

赤澤純代　泉　美貴

岩﨑惠美子　小泉ひろみ

澤口聡子　対馬ルリ子

※開会に先立ち、山本会長より9月8

日に逝去された平敷淳子先生の葬儀

参列の報告とともに追悼の意が述べ

られ、出席者全員で黙祷を捧げた。

1．継続審議事項
１．第 62 回定時総会について （継続）

　・馬場理事よりJTB関東からの見積

もりについて説明があった。昼食

の価格については、税・サービス

料、JTBの手数料を含めて3,000

円程度での内容を検討することと

なった。その他にも経費削減でき

ないか、中田理事が埼玉支部に持

ち帰り、検討していただくこととな

った。

　・13日のエクスカーション、懇親会

について中田理事から説明があっ

た。

２．会誌広告料について （継続）

　・前理事会に引き続き花岡理事より

広告料について説明があったが、

広告料の改訂には至らず、広告趣

意書の内容の改訂と合せて今後の

検討課題となった。

３．支部担当理事について

　・大谷副会長より、東京選出の理事

に対して担当地域を以下のように

決定した旨報告があり、承認され

た。 

中国地方：泉、花岡 

近畿地方：内潟、福下 

四国地方：澤口、諏訪 

九州・沖縄地方：対馬　大谷以上

　・今後はHPの会員専用ページ内の

「支部便り」の充実を図りたい旨の

発言があった。

2．審議事項
１．提言論文募集課題について

 （継続）

　・宮﨑理事より以下の４つの候補が

挙げられ、9月26日までにメール

による投票で最終的な決定をする

こととなった。

　　①「ガラスの天井について思うこと」

　　②「女性として、女性活躍推進法

に期待すること」

　　③「一生の仕事として女性が医師

を続けるには」

　　④その他の場合は代案を提出する

こと

２．役員選挙制度改正について

　・資料に基づき大谷副会長より、選

挙制度改革のたたき台とする案に

ついて説明があった。しかし、大

谷副会長の提案は、選挙制度改

革委員会の審議を経ていないこと

により、改めて委員会で検討後に

再提案することとなった。（継続）

　・山本会長より、九州からの選挙制

度改革委員として当初予定されて

いた横須賀麗子会員の辞退に伴

い、後任として長柄光子会員（鹿

児島支部）が就任をご快諾下さっ

た旨報告があり、承認された。 

（承認）

３．平成 28 年 7月・8月会計報告承認

 （承認）

　・前田副会長より、国際女医会費の

2005 年度から3 年間の未納分に

ついての経緯の説明があった。

　・平成 28 年 7月、及び 8月の会計

報告が承認された。

　・今村理事より今後の会計報告は、

貸借対照を添付し前年度との対比

を明記したかたちにするべきである

との提案があり、今後の検討課題

とすることとなった。

４．平成 28 年度第 3回（7月）理事会

議事録承認 （承認）

　・平成 28 年度第 3回（7月）理事

会議事録について検討し、会誌

228 号への平成 28 年度役員選挙

における当選者の獲得投票集の掲

載について、広報部として御詫び

文を掲載することとなった。

3．報告事項
１．各部、NC 報告

　1）庶務部報告

　　・今村理事より、会員動静につい

て報告があった。

　　・山本会長、及び馬場理事より秋

田に依頼していたブロック懇談

会が中止となった旨説明があり、

現在長野支部との準備を進め

ている旨の報告があった。

　2）広報部報告

　　・花岡理事より会誌 227号につい

ての報告と、228 号の進捗につ

いて報告があった。 

会誌 228 号　9月26日締切、

10月25日発行予定

　　・228 号の内容については、平

敷淳子先生の追悼記事を掲
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載すること、またその執筆に

は山本会長、国際女医会から

は Dr.Ross、Dr. Park、Dr.

Pfleidererに依頼する旨が山本

会長から述べられた。

　　・228 号より時間の許す限り著者

校正を行うことを確認した。

　3）会計部報告

　　・諏訪副会長より、再度国際女医

会会費支払の件について報告

があった。

　　・諏訪副会長より、長岡公認会計

士の顧問料が月額 80,000円（+

消費税）に変更となった旨報告

があった。

　　・濱田理事より、会員宛の寄附の

お願いチラシを修正し、会誌

228 号に封入する旨報告があっ

た。

　4）渉外部報告

　　・中田理事より、第 71回国連総

会政府代表顧問布柴靖枝氏歓

送会に出席する旨の報告あり、

出席を希望する理事は 9月29

日までに事務局に連絡するよう

通達があった。

　5）学術部報告 

（今回の報告はとくになし）

　6）事業部報告 

（今回の報告はとくになし）

　7）ナショナルコーディネータ報告

　　・前田副会長より、第 30 回国際

女医会議についての報告があっ

た。

２．各委員会報告

　1）男女共同参画事業委員会 

前田理事よりH28 年度講演会に

ついて報告があった。 

10月30日（日）於：ルークホール

　テーマ『変革は女性リーダーか

ら』 演者：慶應大学　金谷

弥栄先生、東京女子医科大学　

内田啓子先生、昭和大学　樋口

比登実先生、日本医師会男女共

同参画担当理事今村定臣先生

　2）長寿社会福祉委員会 

福下理事より、H28 年度講演会

の開催について現在日程調整中

である旨報告があった。 

候補日　1月28日、1月29日、

2月11日、2月12日、 

2月26日 

　内容については、眼

科領域で検討する旨が

報告された。

　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』の販売状況と、販

売促進の依頼が述べられた。

　4）十代の性の健康支援ネットワーク

事業委員会 

宮﨑理事よりH28 年度活動報告

会（仮称）について報告があっ

た。 

H29 年 3月11日（土）　アルカデ

ィア市ヶ谷にて開催予定 

内容については、今後委員会内

で検討する。

３．対外的団体活動

　1）馬場理事より、11月6日に宇都

宮において栃木支部総会が開催

される旨報告があった。

４．その他

　1）大谷副会長より、MCA無線機

解約についての説明と報告があっ

た。

　2）山本会長より、理事の理事会へ

の出席は理事としての義務であ

り、各自の予定として把握し、必

ず出席されたい旨の発言があっ

た。 

　また、津田監事からは、10月

に理事会が開催されない理由は、

本来キャリア・シンポジウムに理

事が全員参加するためであること

を確認する発言があった。

　3）山本会長より、今後一般社団法

人日本摂食障害協会と何等かの

かたちで協力をすすめたい旨の発

言があり、異論はなかった。

　4）前田理事より、今後は理事会議

事録について、毎回議事録署名

人を選任し、事前に内容を確認

した上で理事会承認を行うこと

が提案され、次回理事会から実

行することとなった。

 以上

寄附者一覧
（H28.8 〜 H28.12 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。

石川　洋子（岩　手）　齊藤　惠子（岩　手）　島田　明美（栃　木）　馬場安紀子（栃　木）
吉住　幸子（埼　玉）　江畑　理恵（千　葉）　諏訪美智子（渋　谷）　瀬下由美子（都下東）
苅部　和子（山　梨）　髙栁　泰世（愛知県）　岩崎和佳子（大　阪）　長柄　光子（鹿児島）
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第 6 回 提言論文 募集のご案内

課題　『一生の仕事として女性が医師を続けるには』

１．応募資格：医師および医学生
２． 応募要領：①1,200字以内 

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

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

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

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

公益社団法人日本女医会　第 62回定時総会のお知らせ
平成 29 年度の定時総会は、下記の予定で埼玉県大

宮市で開催致します。総会前日の埼玉支部主催のエ
クスカーションは、情緒あふれる“小江戸”川越の
散策です。皆様お誘い合わせの上、ぜひご出席賜り
ますようお願い申し上げます（会場：パレスホテル大
宮）。

　平成29年 5月13日（土）

	 13：40　バス配車（大宮駅ソニックシテイ西側道）
	 14：00　出発
	 14：40	〜16：30　		埼玉支部主催エクスカーション

（川越・喜田院、菓子屋横丁）
	 17：15　ホテル着（チェックインは14：00より可能）
	 18：00	〜	20：00　埼玉支部主催　懇親会（4階予定）

　平成29年 5月14日（日）

	 8：45	〜	10：30　支部・本部連絡会
	 10：45	〜	12：15　第62回定時総会（4階予定）
	 12：30	〜	13：30　昼食
	 13：45	〜	15：45　		公開講演会	 	

講師：名越澄子先生	 	
（埼玉医科大学総合医療センター）

	 （時間・内容等については変更になることもございますので、ご了承下さい）

“小江戸”川越。東京か
らほど近い埼玉にあるノ
スタルジックいっぱいの
蔵造りの町が魅力的で
す。太田道灌が川越城を
築城した後に江戸城を築
城したことから、「江戸の母」とも呼ばれる江戸
とは切っても切れない町です。

菓子屋横丁
明治初期に門前町として栄え、昭和初期には70軒
もの店が並んでいたと言われています。現在は昔の
雰囲気いっぱいの町並に20数軒の駄菓子を売るお
店が連なっています。

喜多院
天長７年（830年）に創建された無量寿寺にあった
仏蔵院北院。慶長17年（1612年）に喜多院と改め
られ、江戸時代を通して隆盛を誇った寺院。寛永15
年（1638年）の川越大火で伽藍を焼失しましたが、
３代将軍徳川家光が復興を命じたことから、家光誕
生の間や春日の局化粧の間が喜多院に残されること
になりました（入場料400円）。
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会員の皆様におかれては、新しい年を如何お
迎えになられたでしょうか。昨年、災害に見舞わ
れた地域においては復興が進みますようお祈り申
し上げます。1902 年に創立された日本女医会は

今年 115 周年を迎えます。女性医師の割合は 20％を超えるよ
うになりましたが、本会の会員数は減少してきております。今後
の日本女医会は、社会に果たす役割を再認識して、会員の期待
に応える活動を、目に見える形で進めていくことが会員拡大に
繋がるのではないかと考えております。そのためにも、会員の
皆様に喜んで読んで頂ける会誌作りを考えていきたいと思ってお
ります。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 （福下公子）
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氏　名 支　部 卒　年

入会

相原良子 栃木 平 3
京谷圭子 埼玉 昭 47

長谷川夕希子 東女 平 22
藤本由貴 石川 平 12
藤村　紫 大阪 平 3
坂東智子 徳島 昭 54

氏　名 支　部 卒　年

退会 15 名

物故

兼谷　啓 福島 昭 35
畑　靖子 埼玉 昭 20
斉藤文子 世田谷 昭 30
山田好枝 愛知県 昭 28

会員動静 （平成28年12月末日現在・敬称略）

会誌発行回数の変更につきまして

平素は日本女医会の活動にご理解、ご協力を賜り厚く御
礼申し上げます。

さてこの度、平成 28 年度第 5 回理事会におきまして、
平成 29 年度以降の日本女医会誌の発行回数を年 4 回から、
年 3 回（1 月、5 月、9 月）に変更することが決定致しました。
発行回数は少なくなりますが、内容の更なる充実と、日本
女医会の活動をより広く社会に広報してゆきたいと存じて
おります。

何卒よろしくご了承賜りますようお願い申し上げます。
 （広報部）

2015年度版会員名簿販売について

2016 年 4 月発行の会員名簿は、ひきつづき販売を致して
おります。ご購入をご希望される方は、日本女医会事務局
までお申し込み下さい。なお、本名簿は１会員につき１冊と
させて頂いておりますので、その旨ご了承下さいますよう
お願い申し上げます。

2015 年度版会員名簿： 1,000 円　郵送料：400 円 
合計：1,400 円

お申込先：日本女医会　事務局
電話 03-3498-0571　 Email office@jmwa.or.jp

 （庶務部）

ご住所・ご勤務先等の変更お知らせのお願い

ご自宅のご住所、ご勤務先等のご変更がありましたら、
お手数ではございますが、事務局までお早めにご連絡をお
願い申し上げます。
（書式はございませんので、メール、または FAX でお知

らせ下さい。）
尚、ご退会の場合は「退会届」のご提出をお願いしてお

りますので、事務局までお問い合わせ下さい。

新規入会者　ご推薦・ご紹介のお願い

本会の活動に賛同し、入会して頂けるお知り合いの先生
を是非、ご推薦・ご紹介下さいます様お願い申し上げます。

ご紹介を頂ける先生のお名前とご住所を FAX 等で事務
局までお知らせ下さい。「入会案内」をお送り致します。ご
送付先がクリニックなどで所在地が不明の場合は、○県○
市○病院で結構でございます。

何卒宜しくお願い申し上げます。

小児救急冊子「どうしよう…子どもの救急」

子育て中の若い親御さ
ん向けに幼児の急な病気
や事故への対処法が書か
れた冊子です。

是非ご購入・ご紹介を
宜しくお願い申し上げま
す。

日本語版 1 冊 200 円
英語版 1 冊 400 円
日・英セット 500 円

消費税込み、送料は実
費とさせて頂きます。20
冊以上ご購入の場合は送
料は無料です。
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