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最近、広島の土砂災害、御嶽山の噴火が立て続け
に起こり、自然の脅威に人間の無力を感じます。尊い
命を奪われた悲しみは如何ばかりかとご冥福を祈る
ばかりです。
方丈記は 800 年前、鎌倉時代初頭に日本で初めて
災害を詳細に書き記した記録文学と言われています。
その美しい書き出し「ゆく河の流れは絶えずして、し
かももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、
かつ消え、かつむすびて、久しくとどまりたるため
しなし。世の中にある人の栖

すみか

と、またかくのごとし。」
には、命のはかなさを感じます。（訳：流れゆく河の
流れは、絶えることなくして、しかも決してもとの水
ではない。河のよどみに浮かぶ水の泡は、片方で消
えたかと思うと片方で生まれ、永くとどまることはな
い。世の中にある人間も住まいもまたこれと同じよう
なものだ）
さて、日本女医会の設立は1902 年、日本医師会は
1916 年、国際女医会は1919 年と、日本女医会の歴史
が最も古く、それだけ女医会の女性医師は進んでいた
とも言えます。しかし逆に女性医師に対する偏見が根
強い不自由な社会でも女医たちは様々な知識を吸収し
て、研鑽を積み、切磋琢磨して弛まぬ努力を惜しまな
かった諸先輩先生方の活動から、社会的地位を獲得
するまでの苦労を知ることができます。最近、日本女

医会会長、国際女医会会長を務められ、特に国連総
会でのスピーチは各国の称賛を得た山崎倫子先生の
「命を見つめて」を拝読して感銘をうけました。「おの
れの信ずるところを貫き通せ」（マーガレット・サン
ガー）を信条として生涯を送られている先生です。
本年度、2014 年 10月 7日、ノーベル物理学賞を3

人の日本人が受賞されました。明るい青い光を放つ
LED、半導体の研究が商品化されて 21年後の授賞。
名城大学教授赤㟢勇先生が、地道な学者らしく「流
行の研究ではなく自分のやりたい研究をした方がよ
い、たとえ結果が少なくとも」と仰った言葉は山崎倫
子先生に通じるところがあります。
2014 年 6月から山本纊子新会長の下、新たなスタ

ートとなりました。山本先生は名古屋大学医学部ご
卒業、藤田保健衛生大学に神経内科を設立、現在名
譽教授、名古屋の病院長、国際女医会西太平洋会議
副会長、日独協会副会長、日本医師会理事（女性枠）
のご就任は、日本女医会始まって以来のことです。
海外での研修も多くご多忙を極めているはずですが、
すべてこなしておられます。常識をわきまえた理解力
としっかりした信念をお持ちで、若い女性医師の育成
も心がけておられます。私の遺された任期をできる限
りの努力を惜しまず会長を助けて、精一杯努めさせ
て頂く所存でございます。
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 男女共同参画事業委員会
委員長　前田佳子

前任の澤口彰子理事の後を継ぎ、委員長に就任さ
せていただきました。今期は小関温子、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名を委員とし、一致協力して事業を行っていきたい
と思っております。
日本女医会では 2007 年より女性医師支援委員会を
設立し、2012 年からは男女共同参画委員会と名称を
変更し、女子医学生および若手女性医師の育成・支
援を目的に毎年キャリア・シンポジウムを開催してま
いりました。
「男女共同参画社会基本法」が制定されて15 年目
を迎える本年は、「男女共同参画の現状と今後の目標」
について考えたいと思います。2014 年 11月 2日（日）
に持田製薬本社ルークホールにおいて第 8回「医学
を志す女性のためのキャリア・シンポジウム」を開催
いたします。日本医師会、小児外科学会、外科学会、
泌尿器科学会、東北大学から男女共同参画に関わる
先生方に参加していただき、現状と今後の課題につ
いて討論を行う予定です。多くの先生方のご参加、
そして熱い討論を期待しております。

 小児救急事業委員会
委員長　大谷智子

2006 年独立行政法人医療機構（旧厚生省）の助成
を受け、石原幸子前委員長を中心に発足した会です。
小児救急問題が社会的にも取り上げられていたこと
が背景となっていますが、小児科医師の減少や過酷
な勤務体制も問題とされていました。その中で、一
般市民の小児救急への認識を高め、小児科勤務医の
救急事業を軽減させる目的で小冊子の制作に着手し
たとされています。実際に日常診療に関わっている日
本女医会の小児科専門医、保育園園長、看護師など
約10名が中心となり、2007 年 3月に「どうしよう　
子どもの救急」を発刊致しました。また、友利杏奈

先生に翻訳をお願いし、小関温子理事のご尽力でア
メリカ人英語教師のMr.�Andy�Rhodesにご校閲頂き
完成度の高い英語版を2012 年 5月に発刊することが
できました。発刊後も多くの先生方に活用いただき、
2012 年度は日本語版 6883 冊、英語版 497 冊、2013
年度は日本語版 1281冊、英語版 482 冊が販売されま
した。2013 年の韓国で開催された国際女医会におい
て高い評価を受けたこともご記憶の新しいことと存じ
ます。
子育て支援の一助として小児救急医療の正しい知

識を地域の保護者の方に啓蒙することは、日本女医
会の公益事業としても重要なことと思います。是非、
日常診療の場でご活用頂ければ幸いです。また、こ
の冊子のCDを貸し出すことも可能です。各地の保
育園、幼稚園などの研修会や保育、看護関連の講義
の一環としても利用することができますので、日本女
医会事務局まで御一報頂ければと存じます。今後と
も、宜しくご協力お願い致します。
（日本語版 200円・英語版 400円・日本語版+英語
版 500円）

  十代の性の健康支援ネットワーク 
 事業委員会

委員長　津田喬子

本事業は子育て支援委員会が 2001 年から開始し
ました十代の性と健康の支援事業を継承しています。
2008 年からは北海道、岡山、岐阜、名古屋、盛岡、
茨城の６モデル地区において「十代の性の健康」に
関わりのある機関や組織に働きかけ、それぞれの活
動を「結ぶ」ための支援ネットワーク（ゆいネット）
作りを始めました。その成果は 2011年に東京で開催
しました「公開シンポジウム：思春期のこどもの健康
を守る大人達のネットワーク作り〜無知と貧困と暴力
の連鎖を断ち切るために〜」で報告され、同年に冊
子「現場で使える思春期の対応マニュアル〜ゆいネ
ット事例からの提案〜」も発刊しました。2014 年の
活動として６月に東京ゆいネット連絡会を開催し、10
月には沖縄で開催予定です。これまで委員長として
本事業の発展に尽されて来ました前副会長の対馬ル
リ子先生と共に、この事業を推進して参ります。本事
業へのご支援を宜しくお願い申しあげます。

各委員会の抱負各委員会の抱負
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 長寿社会福祉委員会
委員長　山本纊子

長寿社会福祉委員会は、昨年度まで「高齢者医療
を考える」のテーマで講演会を行い、病院、高齢者
施設、在宅医療の実態を知り、今後の更なる高齢化
率上昇と家庭における介護や訪問介護を担う人材の
不足、尊厳を保った人生の終焉などについて学んで
まいりましたが、今年度は東京にて開催することが決
まっておりますが、テーマとして増加の一途をたどり、
今や 460 万人と言われる認知症についてその分類、
分類に基づく予後、その予後を踏まえた看護・介護
の在り方を考える講演会を企画しています。従って
演者には専門の医師、認知症患者の看護、介護の経
験のある病院、施設あるいは訪問ステーションの看護
師、介護士、各種の認知機能低下予防のためのリハ
ビリなどの専門家を考えています。
開催時期は、2月に開催されることが恒例化してい

ますが、今年度も年明けの開催を予定しています。
可及的早期にご案内をいたしますので、ぜひ多く

の方のご参加をお待ち申し上げております。

過 活 動 膀 胱 の 発 症 機 序 に お け る
S C F -  K I T （ 幹 細 胞 因 子 ）

シ グ ナ ル 伝 達 系 の 機 能 解 析
―SCF を用いた過活動膀胱の
� 新規尿中バイオマーカーの開発―

名古屋市立大学大学院医学研究科

腎・泌尿器科学分野　講師　窪田泰江

●  研 究 の 背 景 と 目 的
超高齢化が進み、脳血管障害、糖尿病、前立腺肥

大症などを基礎疾患として、頻尿・尿失禁などの下
部尿路症状を呈する患者はさらに増えると予想され
る。介護分野とも関係して、排尿障害の対策は重要
である。なかでも尿意切迫感・頻尿を呈する新しい
概念として、最近定義された疾患である過活動膀胱
に伴う排尿障害の頻度は高くなるものと思われる。

  MsACT 委員会について
委員長　藤川眞理子

MsACT委員会は、志高くグローバルな視野で活
躍する女性医師の輩出を目指して、2009 年から胎
動し国内外の医学生や若手医師同志や素晴らしい
女性医師の先輩達との交流、国際女医会（Medical�
Women�International�Association）総会参画、英語
セミナーなどのMsACT活動を展開しております。
またMsACTの学生や若手医師には、日本からの
医学生も参加したミュンスター（ドイツ）での第 28回、
国際女医会総会でスタートしたyoung�MWIAのメン
バーとしても活躍が期待されています。MWIAホー
ムページYOUNG�MWIA�Young�Forum�news�letter�
2012�issue�3�で日本の設立メンバー（全員ではありま
せん）紹介が載り、今回、2014�issue�5に 2月に開催
した英語セミナーについて元国際女医会会長の平敷
淳子先生のスピーチへの感動も含めた林慧さん（東
大 3年）の報告が採択されました。
112 年の歴史を誇る日本女医会の人的資源を活か

し、国際支援等を視野に入れた企画も展開して参り
たいと思っております。会員の皆様には物心両面から
のご支援を切にお願い申しあげます。

膀胱と同じく自動運動を有する消化管平滑筋にお
いては、カハールの間質細胞と呼ばれる細胞群が自
発興奮の発生、伝達に重要な役割をしていることが
明らかになっている。そしてこの細胞に似た間質細胞
の存在が尿管、膀胱、前立腺で報告されており、自
発活動への関与が考えられている。私たちはこれま
でに、膀胱における自動運動発生機序について研究
を行ってきた。特に消化管の自発興奮の発生・伝達
および神経筋伝達を制御しているカハールの介在細
胞（Interstitial�cells�of�Cajal：ICC）の存在に着目し、
膀胱においても ICC様細胞が c-kit遺伝子によりコー
ドされるレセプター型チロシンキナーゼであるKitを
発現し、細胞間情報伝達の経路、もしくは神経筋伝
達の介在細胞として働いている可能性を報告してき
た。本研究助成報告では、これらの研究成果を基に
尿路上皮から分泌されるKit のリガンドである幹細胞
因子（Stem�Cell�Factor：SCF）に着目し、SCFを介
したKit 陽性間質細胞の活性化によるOAB発症機序

第 33 回学術研究助成報告
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解明に向けての取り組みを報告する。
●  研 究 の 方 法 お よ び 結 果
１） �過活動膀胱モデル動物に対する K i t 抑制因子
（グリベック Ⓡ）の作用機序
メシル酸イマチニブ（グリベックⓇ）は、Kit を抑
制することにより元来慢性骨髄性白血病に対する治
療薬として開発されたが、カハールの間質細胞由来
の消化管間葉系腫瘍に対しても効果が確認されて
いる。私たちはこの点に注目し、過活動膀胱モデル
動物にグリベックを投与し、膀胱内圧測定を行った
ところ、排尿圧を変化させることなく、non-voiding�
contractionを抑制し、排尿間隔を延長させることが
判った。また SCFを投与した場合は、non-voiding�
contraction が増加し、排尿間隔が短縮した。この結
果から尿路上皮から放出されるSCFが粘膜下層に存
在する間質細胞のKit 受容体を介し、求心性知覚神
経を刺激して排尿反射を亢進させ過活動膀胱を起こ
すことが考えられた。
２） �尿中 SCF を用いた過活動膀胱診断・治療効果
判定マーカーの確立
OAB患者および正常人の尿中 SCFを ELISA 法

により測定し、新しい診断マーカーとしての可能性

を検討した。過活動膀胱患者とコントロール患者で、
尿中 SCF 値を測定したところ、過活動膀胱患者で
優位に高値を認めた。さらに過活動膀胱症状質問票
（OABSS）による過活動膀胱重症度と尿中SCFの相
関を検討したところ、OABSSの重症度に依存して尿
中SCFは増加する傾向がみられた。このことから尿
中SCF値は過活動膀胱の重症度に相関することが考
えられた。
●  結 語
尿路上皮より分泌されたSCFは、粘膜下層および

筋層においてその受容体である c-kitと結合し、膀胱
の過活動を誘発することが推定された。SCF-Kit 情
報伝達系が間質細胞を介して過活動膀胱の発症機序
に関与している可能性が示唆された。
また本研究から、過活動膀胱患者において、尿路
上皮からの尿中へのSCF排泄量は増加しており、尿
中SCFの測定は、過活動膀胱の診断と治療効果の簡
便かつ有用な新規客観的マーカーとなると考えられ
た。

謝辞
� 本研究の遂行にあたり研究助成を頂き、津田喬子元会長をはじめ日本女医
会会員の諸先生方に深く感謝申し上げます。
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マ イ ク ロ R N A に よ る 食 道 が ん の
抗 が ん 剤 感 受 性 予 測

東北大学医学系研究科・助教　齋木由利子

● 背 景 と 目 的
�食道がんの術前治療や進行・再発症例に対しては、
標準的な治療薬である５－FU系薬剤やシスプラチン
の他に、タキサン系薬剤が用いられている。治療前に
薬剤の感受性の予測ができれば、治療効果や副作用
軽減に関する有用な情報が得られる。マイクロRNA
は、メッセンジャーRNAに結合し、蛋白への翻訳を
抑制するが、近年、抗がん剤感受性の予測因子とし
ての役割が明らかになりつつある。本研究では、食
道癌において、マイクロRNAの網羅的解析をすすめ、
抗がん剤選択の指針を与え得る新たなマイクロRNA
を同定したい。
● 研 究 内 容 と 結 果
1．食道がん細胞株 10 株を用い、パクリタキセル、

ドセタキセル耐性株の樹立に成功した（パクリタキセ

ル 2株、ドセタキセル３株）。
2．樹立したパクリタキセル耐性株１株の網羅的発

現解析を行ったところ、ABCB1（MDR）の高発現
が明らかになった。さらに他の４種類のタキサン耐
性株についても検討したところ、すべての細胞株で
ABCB1（MDR）の高発現が見られた。
3．樹立したパクリタキセル耐性株１株のマイクロ
RNAの発現を網羅的に解析し、親株と比較して、発
現量の差のあるマイクロRNA（抗がん剤感受性関連
マイクロRNA）を９個同定した。
● 考 察 ・ 結 論
�MDRは急性白血病、大腸癌、卵巣癌などでタキサ
ン耐性獲得に関与することが知られているが、今回、
食道癌のタキサン耐性獲得にも重要な役割を果たし
ている事がわかった。今後は、同定した９個のマイク
ロRNAと、MDRの高発現の関連をさらに追求して
いきたい。

謝辞
本研究の遂行にあたり研究助成を頂、津田喬子会長をはじめ会員の諸先

生方に深く感謝申し上げます。今後これらの成果をさらに発展させていく
予定です。
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組 織 ・ 器 官 の 発 生 ・ 再 生 に 関 わ る
細 胞 運 動 の 制 御 機 構 の 解 明

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

分子病態学分野　助教　坂根亜由子

●  目 的
複数の細胞がひとつの集団を形成してまとまって

移動する運動様式は、個体の発生や再生過程におい
て観察されることから、その分子機構の理解は発生
および再生医学の研究領域において非常に重要であ
ると考えられる。この細胞集団の運動では、集団の
先頭に位置する一部の細胞が集団を引っ張り、後方
の細胞は互いに安定した細胞間接着を維持している。
この動的な細胞運動と静的な細胞間接着という一見
相反する細胞機能を同時に成立させるためのしくみと
しては、接着分子等の機能分子群の小胞輸送とアク
チン細胞骨格の再編成を集団内で統括して制御する
機構が考えられる。これまで申請者の所属するグルー
プは上皮細胞の細胞間接着分子の輸送制御系として
Rab13-JRAB系を見出しているが、申請者はRab13-
JRAB系が接着分子の輸送だけでなく、アクチン細
胞骨格の再編成の制御にも関与していることを示し、
さらに最近では、JRABが Rab13との結合に依存し
た構造変化にともなってアクチン細胞骨格の再編成
を時空間的に制御していることを見出している。そ
こで、本研究では、細胞集団の運動におけるRab13-
JRAB系、特に JRABの構造変化に注目した解析を
展開することで細胞集団としての統率のとれた振る
舞いがいかにして可能となるのかを明らかにすること
を目的とする。
●  方 法
一般的な細胞集団の運動様式のひとつとして上皮
細胞シート運動が知られており、２次元で上皮再生過
程（創傷治癒）を再現した解析が可能となる。本研
究では、（１）JRABの構造変化を感知する JRABの
FRETプローブを恒常的に発現している上皮細胞株
を樹立し、上皮細胞シート運動時に JRABが集団内
での細胞の位置や細胞内での局在に応じた構造変化
を起こしているか否かをライブイメージングで検討し
た。（２）JRABの構造変異体（open�formと closed�
form）を発現させた上皮細胞シート運動では、各構
造変異体に特徴的なライブイメージング像が認めら
れたが、その複雑な動きから JRABの構造変化が生
み出す差異を示すことは非常に困難であった。そこ

で、本研究では、理化学研究所の横田秀夫先生のグ
ループとともに各構造変異体に特徴的なライブイメー
ジング像を分析し、オプティカルフローによる細胞集
団の動きの自動定量化およびXY-Tの３次元データ
のボリュームレンダリングによる解析を行った。
●  結 果
（１）レトロウイルス発現系を用いて JRAB の
FRETプローブを恒常的に発現している上皮細胞
株の樹立に成功し、上皮細胞シート運動時における
JRABの構造変化を検討した。申請者の予想してい
たとおり、細胞集団の先頭に位置する一部の細胞の
自由縁で JRABのFRETによるシグナルが認められ
（closed�form）、後方の細胞間接着ではほとんど認め
られなかった（open�form）。（２）オプティカルフロ
ーおよびXY-Tの３次元データのボリュームレンダ
リングいずれの解析においても JRABの構造変異体
（open�formと closed�form）が示す野生型とは異な
った特徴を抽出して定量することに成功し、さらに、
予想通り、野生型の細胞集団は２つの変異体の特徴
を融合した振る舞いをしていることも明らかにでき
た。
●  考 察
本研究では、JRABの構造変化の可逆性の障害は、

上皮細胞シート運動で認められる統率のとれた細胞
集団の振る舞いに大きく影響することが明らかになっ
た。現段階では、上皮細胞シート運動を示す細胞集
団の先頭の一部で closed�formの JRABが太いアク
チンバンドルの形成に関与することで集団を引っ張る
力を生み出しており、後方の大多数の細胞では open�
formの JRABが細胞間接着部位においてアクチン線
維の安定化に作用し、細胞同士の接着の維持に関わ
っていると予想される。今後は、Rab13-JRAB系のさ
らに詳細な作用機構の解析を進めることで、どのよう
な場所でどのような時に JRABの構造変化が引き起
こされ、正常な上皮細胞シート運動が可能となるのか
を解明したい。

謝辞
本研究の遂行にあたり研究助成を賜りましたこと、津田喬子先生をはじ

め選考委員の諸先生方に深謝申し上げますとともに、学部学生時代より現
在に至るまでの長きに渡って指導教授である徳島大学分子病態学分野　
佐々木卓也教授に改めて感謝致します。
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日本女医会が国際女医会（MWIA）に加盟しているのをご存
知ですか？　日本女医会の会費の中から国際女医会の会費が
支払われています。すなわち、貴方も国際女医会のメンバーな
のです。

1919 年にニューヨークに於いて女性医師による初めての
国際会議が開催されました。この際に各国の女性医師の連携
を深め、国によって異なる医療情勢に関する情報交換を行い、
世界の健康と福祉に貢献する目的で MWIA が設立され、初代
会長にはアメリカの Dr. Esther P. Lovejoy が就任されました。
設立時は 16 ヶ国の女性医師が会員となり、現在は 90 ヶ国の
女性医師が会員となっています。

MWIA は 1922 年に第 1 回国際会議を開催し、以後はその
時々のトピックスをメインテーマとして 2 〜 3 年毎に開催され
ています。2013 年に第 29 回が韓国で開催され、2016 年に
は第 30 回がオーストリアのウィーンで開催の予定です。

MWIA では世界を 8 つの地域に分け、各地域に副会長を置
いています。日本は西太平洋地域に属しており、副会長は日本
女医会会長の山本纊子先生です。2013 〜 2016 年の役員は、
以下の通りです。

会長　Prof. Kyung Ah Park（韓国）、前会長　Prof. Afua 
Hesse（ガーナ）、次期会長　Prof. Bettina Pfleiderer（ドイツ）、
事務局長　Dr. Shelley Ross（カナダ）、財務責任者 Dr. Gail 
Beck（カナダ）

副会長：北ヨーロッパ　Dr. Helen Goodyear（英国）、中央
ヨーロッパ　Prof. Khatuna Kaladze（ジョージア）、南ヨーロ
ッパ　Dr. Christiane Pouliart（ベルギー）、北アメリカ　Dr. 
Carole Williams（カナダ）、ラテンアメリカ　Prof. Mercedes 
Viteri（エクアドル）、近東 / アフリカ　Prof. Shafika Nasser

（エジプト）、中央アジア　Dr.Usha Saraija（インド）、西太平
洋地区　山本纊子（日本）

MWIA から日本女医会にニュースレターが年 4 回送られて
きています。今後はその内容を抜粋して会員の先生方にお伝え
していきたいと考えております。

6月に届いた
ニュースレターからの話題

１）国際女医会会長 Prof. Kyung Ah Park は本年 5 月
にジュネーブで開催された第 67 回世界保健機構（WHO）
総会に参加した。財務責任者 Dr. Gail Beck（カナダ）、
事務局長 Dr. Shelley Ross、南ヨーロッパ副会長 Dr. 
Christiane、中近東副会長 Dr. Shafika Nasser、MWIA
からの WHO 代表 Dr. Clarissa Fabre、オーストラリアの
女子医学生で MWIA の会員 Ms. Allison Hempenstall が
同行した。

MWIA は今後、性的暴力、妊婦と子供の健康、HIV、
男女平等などに関して WHO と共同で仕事をしていくこ
とになった。

２）MWIA は Boco Haram による「ナイジェリアの女
生徒の誘拐」に対して反対意見を表明した。ボコ・ハラ
ムとは「西洋の教育は罪」という意味で、2002 年頃にナ
イジェリアで誕生したイスラム過激派で、「ナイジェリア
のタリバン」と呼ばれている。彼らは 2014 年 4 月にナイ
ジェリア北東部で 200 人以上の女子生徒を誘拐した。犯
行声明の中でボコ・ハラムは少女たちを「奴隷」として
拘束しており、「花嫁として売り飛ばす」と宣言しており、
人身売買が横行していることが背景にあると考えられて
いる。

心ある会員の先生方は、以下の HP にアクセスし、賛同
を表明して欲しい。 https://www.change.org/petitions/
all-world-leaders-bring-back-nigeria-s-200-missing-school-
girls-bringbackourgirls

３）Bettina Pfleiderer 教授とそのワーキンググループ
は DV と性的暴力のためのマニュアルを作成している。
多くの実例ケースを加えることで、より貴重なマニュア
ルにすることができるため、MWIA 会員の先生方にあな
たの地域における性的暴力の症例を欲しいと言っている。
以下のアドレスにメールを送ると詳細を知らせてもらえ
る。現在 31 カ国からのケースが寄せられている。

それでは皆様、ごきげんよう。

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

貴方も国際女医会のメンバーです！
ナショナルコーディネーター（NC）前田佳子

1

国際女医会 西太平洋地域会議のお知らせ
2015 年 4 月 24 日・25 日

2015 年 4 月 24、25 日に国際女医会・西太平洋地域会
議が山本纊子会長のもと、台湾女医師協会のお世話で台
北にて開催されます。

現在のところ以下のテーマが予定されております。
（1） Juggling and Balancing Carrier in lady`s Doctor,
（2）  Prevention and Elimination of Domestic and 

Sexual Violence,
（3） New Advancement in Dental Field,
（4） Alliance Senior Health Care and Rehabilitation,
（5） New Advancement in Aesthetic Plastic Surgery

多くの皆様がご発表、ご参加くださいますよう願って
おります。
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はじめに
東日本大震災で栃木県は震度 6強を経験し、多く

の住居への被害と一部に人的被害が見られた。本県
は福島県と隣接し放射能の被害も受け、健康への不
安は見逃せない。女性医師は男性医師と異なり、災
害時も医師としての役割に加え、平常時と同様に子
供や家族の健康も守らねばならず、伝統的な役割と
しての家事、育児および介護などの二重労働も課せ
られている。このたび日本女医会栃木支部は日本女
医会本部から頂いたお見舞金をもとに会員の健康状
態や被害状況についてアンケート調査を行なった。

調査の詳細
対象は、日本女医会栃木支部に所属する会員28名

で、年令は 31〜 88 歳（平均 58.0 歳）および共に働
く看護師30名は、年令は29〜64歳（平均44.7歳）で、
看護師は女性医師より13.3 歳若かった。
方法は、一部に半構成的を含む構成的質問紙を郵

送し、無記名にて記入し返送してもらった。アンケ
ートの内容は本人および家族の被害状況、自覚症状、
健康状態および放射能被害等などであるが、ここで
は家屋の被害と本人の健康状態および放射能への反
応などについて述べる。
成績：自宅や診療所など、建物への被害は 66.7％

で半数以上に見られ、その内訳は複数回答で壁、天
井などが 39.1％で最も多く、その他家の半壊、一部
破壊、塀、墓所およびその他などで被害は会員の半
数以上に及んでいた。一方、看護師も同様な被害が
43.3％にみられ、その内訳は一部破壊、壁、天井、建
具、庭、墓所およびその他などで女性医師よりも被害
は少なかった。診療は室内の散乱やライフラインの停
滞により半日から4日までの間で休診がみられた。震
災直後から１年後の調査時までに発症した自覚症状

は女性医師の 39.3％および看護師の 30.0％で、全て
の症状は複数回答で身体症状、神経症状および精神
症状の 3群に分類された。女性医師は体調不良、不
眠、食欲低下および疲労感などの身体症状が 14.3％
にみられたが、看護師は不眠が 1名のみで身体的に
は健康であった。
次いで女性医師は体感異常、乗り物酔い感、めま

いおよび音に敏感などの神経症状が 32.1％にみられ
たが、看護師は僅かに体感異常および音に敏感など
が13.3％で著しく少なかった。しかし精神症状は女性
医師は不安感、恐怖感、いらいら、神経質および情
緒不安などが 28.6％にみられ、一方看護師も不安と
恐怖感などが 31.0％で同様であった。またリスク因子
としての住居の被害と症状との関係をみると女性医
師は家の半壊や一部破壊などがあっても自覚症状が
全くない例や壁や天井の被害では症状がある者とな
い者が同率にみられるなど住居の被害と症状とは一
致しなかったが、被害がない場合の症状は単一的で
あるのに対し被害がある場合は複合的で多彩であっ
た。一方看護師は一部破壊は神経症状および精神症
状が多くみられたが、それより程度が低い壁、天井
に限局している場合には症状は認められず被害の程
度との関連を認めた。卵巣機能については女性医師
および看護師共に異常を認めず、また妊娠もなかっ
た。また震災の１年後にはこれらの自覚症状は女性医
師のめまい１名を除きすべて改善されていた。放射能
被曝は次世代への影響と公的情報の信頼性の欠如を
感じていた。

考察および結論
女性医師の自覚症状は看護師より高率に出現し、

直接地震に関連すると思われる神経症状が多かった。
一方、看護師は身体症状および神経症状が少なく健
康的であったが、これは平均年令が看護師は閉経前
であるのに対し女性医師は閉経後数年を経ており加

東日本大震災における日本女医会栃木支部会員
および会員と共に働く看護師の健康状況

—災害１年後の調査—
堀口　文（東京歯科大学市川総合病院女性相談外来／メルボルン大学大学院名誉プリンシパル・フェロー）

船越由美子、秋山伸惠、大野照子、大野澄子、北　るか、
清水いはね、寺田チエ、馬場安紀子、藤田昭子、山崎トヨ
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齢との関連が推察された。また両者とも不安や恐怖
感などの精神症状が同率にみられ、特に不安が強か
った。またこれらの自覚症状は女性医師も看護師も共
に家屋の被害との関連を認めたが、例外もあり多因
子の介在が推察された。兵藤ら 1）は淡路神戸大震災
で女子大生にも本調査と同様な症状を認め、また山
口ら 2）も東日本大震災で女子学生を多く含む都内の
薬科大学学生にも同様な症状を認め、何れも本調査
の成績と一致していた。高田ら 3）は住居の被害の程
度と症状の有無との関連を認め、兵藤らは症状発現
には家の被害は影響するが経済状態や支援の有無な
どの関与を考慮すべきと述べ、本調査でも同様に推
察された。なお女性医師も看護師も不安を抱えなが
らも自己や家族の健康問題での休診はなく、最も診療
に支障を来したのは停電で医療機器が使えなかった
ことであった。放射能に関しては次世代への健康不
安と放射能に関する正しい情報の提供を訴えていた。
被災地においては被災者の健康調査は行われてい

るが、医師自身の被害についての調査はまだない。
従って本調査は小規模とはいえ、所見の評価は医師
と看護師に依る極めて精度の高いデータであり、貴
重な調査に値すると思われた。

謝辞
最後になりましたが震源地の日本女医会会員の皆様に心からお見舞い申

し上げると共にお見舞金を下された日本女医会に深謝いたします。また調
査に協力戴いた、獨協医科大学看護学部湯本敦子教授および同今泉玲子講
師にも感謝致します。

【文献】
1）�兵藤恵子，森野礼一．阪神・淡路大震災による精神的身体的影響に関
する調査研究｜女子学生における地震直後，２ヶ月後,９ヶ月後の状態｜．
心理学研究，70：104-111（1999）．
2）�山口志津子ら．東日本大災害時の都内薬科大学学生にみられた心身へ
の影響．Campus�Health 49（2）：90-94（2012）．
3）�高田哲ら．阪神淡路大震災が母子の心身に及ぼした影響とその時間的
推移．神戸大学都市安全研究センター研究報告，3，330-346（1999）．
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公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成 26 年度第 2 回理事会議事録

１．日時　平成 26 年 6 月 21 日（土）
15 時 30 分～ 17 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 齊藤惠子
澤口聡子 鈴木カツ子 諏訪美智子
田中優子 津田喬子 中川やよい
中田惠久子 花岡和賀子 馬場安紀子
樋渡奈奈子 福下公子 前田佳子
宮﨑千惠 矢口有乃 吉馴茂子

監事
松井ひろみ 山崎トヨ
２）欠席者
理事
江畑理佳 川村富美子 田辺晶代
藤川眞理子

●審議事項
１．役員会務分掌 ＜承認＞
　山本会長より、資料に基づき役員の会務
の分担が発表された。会長からの説明の
後、資料１で提示された会務の分担は承認
された。
２． 平成 26 年度活動方針　各部の活動

及び委員会活動について
・ 山本会長より、資料に基づき委員会の分
担が発表された。  
　検討の結果別紙の通りの分担となった
が、委員会については、次回の理事会ま
では暫定的な分担とし、異動の希望があ
った場合は、次回理事会までに申し出てほ
しい旨通達があった。

・ また今後の活動については、事業を行う
際には、計画・予算等をあらかじめ理事会
において諮り、承認を得るよう指示があっ
た。また講演会には協賛、寄附金等でで
きるだけ予算の軽減を図るよう要請があっ
た。

３． 平成 26 年度部会、及び理事会開催
日程について ＜承認＞

　配布資料に基づき検討の結果、下記の
ように決定した。
平成 26 年
7/19（土）8 月　休会、9/20（土）、10/19（日）
第 8 回キャリアシンポジウム、11/15（土）

平成 27 年
12 月　休会、　1/18（日）、2/21（土）、3/15

（日）、4/18（土）、5/17（日）第 60 回定時
総会、6/20（土）
４．第 59 回定時総会の報告と反省
　資料に基づき塚田副会長より、第 59 回
定時総会の収支の報告があった。
５．日本女医会吉岡弥生賞関連
１） 小田泰子先生からのご要望について
 ＜継続＞
　小田泰子元会長より挿入のご要望があっ
た一文について検討した結果、今回は継
続審議とし、次回以降に再度検討をするこ
ととなった。
２）楯の修正について ＜承認＞
　楯の修正は、現在の在庫分については「社
団法人」の上にプレートを貼る処理で対応
することが承認された。
６．第 29 回日本医学会総会 2015 関西
の告知について
１）HP にリンクを貼る件について ＜承認＞
　日本女医会の HP からリンクを張ること
が承認された。
２） 会誌に PR のためのスペースを提供す

る件について ＜承認＞ 
会誌 219 号にスペースの余裕があった
場合に、告知を入れることが承認された。

７．第 6 回ウイメンズメンタルヘルス学会
への後援について ＜承認＞
　ウィメンズメンタルヘルス学会への後援
が承認された。
８．平成 26 年 4 月・5 月会計報告承認
 ＜承認＞
　平成 26 年 4 月・5 月の会計報告が承認
された。
９． 平成 26 年度第 1回理事会（4 月）議

事録承認 ＜承認＞
　平成 26 年度第 1 回理事会（4 月）の議
事録が承認された。
１０．その他
１）新旧理事交流会について
　検討の結果、9 月理事会終了後に行うこ
とに決定した。会場については、今後検討
することとする。
●継続審議事項
１． 「日本女医会吉岡弥生賞」規程改訂案

の承認について ＜継続＞
社会に貢献した女性医師に関する規程を次
回以降の理事会で検討することとなった。
２． 定款変更、及び関連規程の変更につ

いて ＜承認＞
１） 松井監事より、第 59 回定時総会にお

いて承認された定款の改訂について説
明があり、この変更で内閣府に申請をす
る旨報告があった。

　・ 理事の定数については、25 名以内

とするが、次回以降の役員選出に
おいては規程で定数を調整するこ
とが承認された。

　・ 役員旅費交通費については、資料とし
て提出された規程が承認された。

◆定款改訂について
３． 第 51回日本犯罪学会総会講演会の

共催について
　澤口理事より、共催の申込みを取り消す
旨報告があり、今回の後援は取りやめとな
った。
４． 東日本大震災被災地への継続的支援

について ＜承認＞
　山本会長より、日豪ジュニアプロジェクト
への支援が終了した後の支援金の使途に
ついて今後検討をしていくこと、具体的な
案の提出が呼びかけられた。
●報告事項
１．各部、NC 報告
１）庶務部報告
　馬場理事より、資料に基づき会員動静に
ついて説明があった。
２）広報部報告
　山本会長より会誌 219 号について説明
があった。今回の締切は 7月10日とする。
３）学術部報告
　学術研究助成の規程について、次回理
事会において検討することが報告された。
また、溝口昌子賞についても同様に規程を
作成することが報告された。
４）事業部報告
　藤川理事が欠席のため、日本女医会学
会ネットワーク第 1 回座談会については次
回以降の理事会で報告されることとなった。
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、講演会の日程と内容を早
急に決定する旨報告された。開催は 10 月
の予定。
２）長寿社会福祉委員会
　山本会長より、本年度の講演会は認知
症をテーマに開催する予定である旨報告が
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、6 月13日に開催された
東京ゆいネット連絡会について報告が
あった。沖縄でのゆいネット開催につい
ては、予算的な問題を今後検討すると
の発言があった。

３．対外的団体活動
１） 「子宮頸がん征圧をめざす専門家会議」
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への後援について
　山本会長より、会長、及び副会長討議の
上、後援を決定したことが報告された。
４．その他
１） 川浪祥子先生の年金の問題について
　津田理事より、前年度までの交渉の経緯
の説明があり、今後は山本会長が引き続き
交渉を続ける旨報告があった。

公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成 26 年度第 3 回理事会議事録

1．日時　 平成 26 年 7 月 19 日（土）  
15 時 30 分～ 17 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 江畑理恵
鈴木カツ子 諏訪美智子 田中優子
田辺晶代 津田喬子 中田惠久子
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

松井ひろみ 山崎トヨ

２）欠席者
理事
川村富美子 齊藤惠子 澤口聡子
中川やよい 花岡和賀子 矢口有乃
吉馴茂子

●継続審議事項
１．日本女医会吉岡弥生賞関連
 ＜承認＞
１） 日本女医会吉岡弥生賞規程改訂につ

いて  
討議の以下の改訂が承認された。  
第３条　同賞を受賞したことのある者、
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。  

（審査対象）  
第６条　  
１　医学に貢献した女性医師  
　査読のある欧文の医学雑誌に掲載さ
れた論文全文を５編、およびその他査
読のある国内外の医学雑誌に掲載され
た代表的な論文１０編。  
２　社会に貢献した女性医師  
　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
上等における諸業績。  
1・2 共通  

国内外の学会等での特別講演、招聘講
演、国際貢献、受賞歴等。

２） 募集要項について  
　承認された改訂に基づいた募集要項
が承認された。 ＜承認＞

３） 小田泰子先生からのご要望について
 ＜承認＞ 
　小田泰子先生からのご要望に対馬ル
リ子前副会長の案を取り入れた文書を
参考として添付することが承認された。

２．理事会役務について ＜承認＞
　矢口有乃理事の会計部長辞任に伴い、
江畑理佳理事の会計部長就任が承認され
た。
３． 東日本大震災被災地への継続的支援

について ＜継続＞
　震災寄附金より、岩手県のジュニアプロ
ジェクトへの 50 万円の援助金を贈ることが
確認され、承認された。また、残りの寄付
金（約 380 万円）の使い道については今後
の継続審議とすることとなった。
４．その他
１）新旧理事交流会について ＜承認＞
　検討の結果、会場は京王プラザホテル、
食事は洋食と決定した。
●審議事項
１．第 60 回定時総会について ＜承認＞
　群馬支部の山田邦子支部長より、第 60
回定時総会の準備の進捗について説明が
あった。
２． 第 4 回提言論文募集のテーマについ

て ＜承認＞
　検討の結果、今回のテーマは以下に決
定した。「女性の心身の健康、社会的な健
康とは？」
３．学術研究助成規程について＜承認＞
　学術研究助成規程の６月19日の改訂内
容、および細則が承認された。
４． HP「助成金のご案内」の見出し変更

について ＜承認＞
　検討の結果、以下を決定した。
・ ＨＰの「助成金のご案内」を「助成金等～」
とする。

・提言論文の受賞者一覧を作成する。
５．ゆいネット沖縄（仮称）開催について
 ＜承認＞
　津田理事より、予算についての説明があ
り承認された。
６．ブロック懇談会について ＜継続＞
　馬場理事より、11 月16日に岩手にてブ
ロック懇談会が開催される旨報告された。
詳細については、次回理事会に於いて検
討することとなった。
７． 平成 26 年度第 2 回理事会（6 月）議

事録承認 ＜承認＞
　平成 26 年度第２回理事会の議事録が

承認された。
８．平成 26 年 6 月会計報告承認
 ＜継続＞
　会計部担当副会長が退席したため、本
報告の承認は次回理事会に延期された。
９．その他
１） HP の担当理事について ＜承認＞
　HP 担当理事に、広報部田中優子理事
が選任され、承認された。
２）入会パンフレットについて ＜承認＞
　山本会長より、入会パンフレットのリニュ
ーアルが提案され、承認された。担当は広
報部とする。
●報告事項
１．各部、NC 報告
１）庶務部報告
・役員名簿と連絡網が配布された。
・ 会員名簿については、来年度に予算を確
保して作成の予定である旨報告があった。

２）広報部報告
　会誌 219 号の締切について連絡があっ
た。
３）渉外部報告
　諏訪理事より、7/3 国連 NGO 国内婦人
委員会定時総会に、山本会長、ならびに
諏訪理事が出席した件、
また、7/16内閣府男女共同参画局主催の「北
京 +20」に向けて- 新たな優先課題につ
いて- 聞く会に藤川理事が出席したことが、
報告された。
４）事業部報告
・荻野吟子賞について
　 　平成 26 年 3月に改訂された荻野吟子

賞規程について確認を行った。また、推
薦者の人数については、来年度に検討す
ることが報告された。

・ 平成 26 年度公開講演会・公開講座助成
の募集について  
　募集期間（7/1 ～ 9/5）の報告。今年
度の助成は９月理事会に於いて検討し、
10 月１日に発表する旨報告があった。

５）ナショナル・コーディネータ報告
・国際女医会会費納入について
　 　前田理事より、国際女医会会費を納入

した旨報告があった。
　会員数　1105 名　×　＄８
・ 国際女医会からのニュースレターについて
　 　国際女医会からの最新のニュースレタ

ーの紹介があった。
・ ボコハラムによる少女誘拐に対する抗議と
して facebook による署名活動を行ってい
る。

 ・性暴力に対する対策など　
　また、今後はこのニュースレターの訳文を
日本女医会誌に随時掲載する旨が述べら
れた。　
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６）その他
・ 日本女医会学会ネットワーク第 1 回座談
会について

　藤川理事より、日本女医会学会ネットワー
ク座談会について現在テープ起こし中であ
る旨報告があった。
２．各委員会報告
１）男女共同参画事業委員会
　現在、第８回医学を志す女性のためのキ
ャリア・シンポジウムの開催に向け、日程の
調整中である旨報告があった。
２）長寿社会福祉委員会
　今年度の講演会開催に向け日程の調整
中である旨報告があった。ネット開催につ
いては、予算的な問題を今後検討するとの

発言があった。
３．対外的団体活動
１）神奈川支部総会の報告
　7/13 に開催された総会について報告が
あった。
２）埼玉支部総会の報告
　7/13 に開催された総会について報告が
あった。
３）宮城県女医会総会の報告
　7/14 に開催された総会について報告が
あった。
４．その他
１）軽井沢セミナーについて
　馬場理事より、10/25 に開催される第８
回軽井沢セミナーについての説明があった。

２） 「女性医師のさらなる活躍を応援するシ
ンポジウム」について

　山本会長より、会の概要と参加の呼びか
けがあった。
３）その他
　藤川理事より、山本会長が日本医師会の
理事に就任したことにより、日本女医会が
日本医師会の傘下に入るのではないかとい
う懸念が述べられたが、これに対し山本会
長からは、今回の就任と日本女医会の活動
はまったく別個のものであるのでその旨ご了
承頂きたいとの発言があった。
 以上

会員動静（平成26年10月 8日現在・敬称略）

氏　名 支　部 卒　年

入会
佐藤雅子 （岩手） 昭 44
若松育子 （福島） 昭 49
河津研子 （栃木） 昭 63

氏　名 支　部 卒　年
退会 10 名

物故
大田　豊 （江戸川） 昭 14
小幡宏子 （愛知県） 昭 38
升谷靖子 （広島） 昭 13

　義援金報告
　日豪ジュニアプロジェクトへ50万円の寄附

オーストラリア・メルボルンにて、被災地岩手の中学生をオーストラリアに送るプロジェクト（第 3回）。２
人分の費用を支援しました。
義援金としてお預かりしております残金の使途につきましては、理事会にて検討を重ねております。決定次

第ご報告をさせて頂きます。（H26.9 末残高　3,835,944 円）

寄附者（敬称略）

以下のとおりお知らせいたします。ご協力誠にありがとうございました。

森川由紀子（足立支部）
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公益社団法人日本女医会
第60回定時総会のお知らせ

　平成27年度の定時総会は、下記の予定で高崎市において開催致します。総会前日の群馬支部主催のエクスカーショ
ンは、世界文化遺産の「富岡製糸場と絹遺産群」の見学となっております。みなさなお誘い合わせの上、ぜひご出席賜
りますようお願い申し上げます。（会場：ホテルメトロポリタン高崎）
平成 27 年 5 月 16 日（土） 14：00 ～ 17：30 群馬支部主催エクスカーション
   富岡製糸場見学
 18：30 ～ 21：00 群馬支部主催　懇親会
平成 27 年 5 月 17 日（日） 9：30 ～ 10：45 支部・本部連絡会
 11：00 ～ 12：45 第 60 回定時総会
 14：15 ～ 15：45 公開講演会
 15：45 ～ 16：00 閉会式
� （時間と内容は多少変更となる場合がございますので、御了承下さい）

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．表彰� �平成 27年 5月17日開催の第60回日本女医会定時総会（群馬県・ホテルメトロポリタン高崎にて開催予定）
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。

３．候補者の推薦� 日本女医会員による推薦が必要である。
４．提出書類・申込期限� �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（平成27年1月31日

当日消印有効）。
５．問合せ� �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）

平成27年度　公開講演会・公開講座助成の募集
　女性医師が主体となって企画する、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の助成を下記要
綱にて公募致します。

募集要項
１．応 募 資 格：女性医師（日本女医会会員の推薦を要す）
２．対 　 　 象：平成27年 4月1日から平成28年3月31日までに開催される公開講演会・公開講座
３．応 募 要 領：�所定の申請用紙に必要事項を記入の上、電子メールにて応募して下さい。推薦状（形式は問わない）は郵送にて

お願い致します。
� ※ポスター、チラシ等があれば、郵送にてご提出下さい。（申請用紙はHPからダウンロードして下さい）
４．助 成 件 数：理事会による厳正な審査を経て２件以内を助成致します。
５．募 集 期 間：平成26年11月1日 (土 )～平成27年 3月31日（火）
６．発 　 　 表：平成27年5月1日（金）HP上で発表致します。該当者には事務局からご連絡を致します。
７．助  成  金：一件10万円以内
８．必 須 事 項：�１．開催時には、公益社団法人日本女医会の助成を受けている旨を配付資料等に明記して下さい。� �

�２．�開催終了後1ヶ月以内に、下記項目を電子メールまたは郵送等により、ご報告下さい。（所定の報告用紙は
HPからダウンロードして下さい）

� ・講師、会場の写真2枚以上� �
� ・配付資料 (ポスター・チラシ・パンフレット等 )
９．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
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日本女医会 吉岡弥生賞 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「日本女医会吉岡弥生賞」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 27年1月31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 27年 5月17日開催の第60回日本女医会定時総会（群馬県・ホテルメトロポリタン高崎にて開催予定）

において行い、賞状、楯および副賞を授与する。
７．問合せ� �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　mail：office@jmwa.or.jp� （担当：庶務部）
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第 4 回 提言論文 募集のご案内
日本女医会は公許女医第一号の荻野吟子先生、東京女子医科大学創立者 吉岡彌生先生を中心に 1902 年に創立され、2012 年に

は創立 110 周年を迎えました。同年 4 月 1 日付で公益社団法人に認定され、2013 年 3 月 24 日に「創立 110 周年ならびに公益社団
法人認定記念式典」を開催致しました。これまでの 110 年間、女性医師の地位向上への絶え間ない努力、女性医師にしかできない
地域貢献・社会貢献を行ってきました。

これからも公益社団法人認定を受けた団体として、日本の未来のために何をなし得るか、創立の理念を思い起こし、新しい時代
を切り開く女性医師団体としてリーダーシップを発揮していきたいと考えています。

第 4 回の提言論文では、「女性の心身の健康、社会的な健康とは？」をテーマに広く募集いたします。皆様のフレッシュな視点
からのご意見をお待ちしております。

課題　『女性の心身の健康、社会的な健康とは？』
１．応募資格� 医師および医学生
２． 応募要領� ��①�1,200字以内� �

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

学生は大学名・学年も）を明記した別紙を添付して下さい。
３．入選者数� 当会理事会による厳正な審査を経て３名以内の方を入選と致します。　
４．募集期間� ��平成 26年８月１日（金）～平成27年２月28日（土）※平成27年２月28日（土）送信分まで。
５．入選発表� 平成 27年４月１日（水）
６．表　　彰� ��平成 27年５月17日（日）開催の第60回日本女医会定時総会（群馬県・ホテルメトロポリタン高崎にて開催予定）

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）日本女医会のホームページに掲載されます。
９．提出・問合せ� ��公益社団法人日本女医会事務局　〒150-0002東京都渋谷区渋谷2-8-7　青山宮野ビル3階� �

TEL：03-3498-0571　FAX：03-3498-8769　e-mail:�office@jmwa.or.jp� （担当：事業部）
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◆お詫びと訂正
平成 26 年 8 月 26 日発行の日本女医会誌 219 号におきまして、以

下の誤りがございました。
・ 「新理事の抱負」において、福下公子理事の抱負が掲載されま

せんでした。改めて全文を掲載致したものを同封させて頂きます
ので、お差し替え下さいますようお願い申し上げます。

・ P.20 の「第 64 回 WHO 西太平洋地域会議に出席して」を、218
号と重複して掲載しておりました。

福下公子理事、矢口有乃理事、ならびに会員の皆様にはご迷惑を
おかけ致しましたこと謹んでお詫び申し上げます。

　公益社団法人日本女
医会の理事の矢口有乃

先生が、第69回国連総会政府代表団の一員に選ばれま
した。平成26年10月1日に国連NGO国内婦人委員
会主催の歓送会が婦選会館に於いて催され、岸田文雄外
務大臣からの委嘱状が外務省職員より手渡されました。
　矢口理事は、国連第三委員会に出席のため10月6日
より1か月間ニューヨークに滞在し、その活動報告会は
12月に予定されています。� （文責：諏訪美智子）

今年のノーベル物理学賞を、赤㟢勇・名城大終身教授、
天野浩・名古屋大教授、中村修二・米カリフォルニア大
学サンタバーバラ校教授の３人が受賞しました。受賞理
由は省エネで長寿命の次世代照明に使われる青色の発光

ダイオード（LED）を開発した功績によるものです。快適な暮らし
を支える革命的な技術開発はノーベル賞を身近なものに感じさせて
くれました。

日本女医会吉岡弥生賞の応募締め切りが平成 27 年 1 月 31 日と
迫ってまいりました。応募条件のハードルは大変高いものですが、
次代を担う女性医師の目標となることを願っております。
 （鈴木カツ子）
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第 35 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全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26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27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27年5月18日開催の日本女医会総会の席上。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28年 9月4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　�（公社）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

渉外部よりおしらせ
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