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題字　吉岡彌生

平成 27年は、年明けから国内外を問わず凶悪な事
件が続く年になりました。それでも日本の桜は美しく、
多くの人の目を楽しませてくれるのはありがたいこと
です。3月の北陸新幹線の開業もあり、金沢の桜は一
層注目を浴びたことと思います。当然、新幹線の開通
により莫大な経済効果が生まれ、人や物の流れが大き
く変わることでしょう。政府でも地方創生という言葉
をもとに、様々な取り組みが行われておりますが、日
本女医会も同様な試みを始めることに致しました。
昨年度の理事選挙で選ばれた理事 25名の中で、東
京および関東が 15名、大阪、名古屋、宮城等から9
名が選出されました。しかしながら九州、中国、四国、
北陸、北海道などの地方では日本女医会の理事が不
在となりました。昨年 4月の本誌でも小関副会長が本
部と支部の連携を危惧していることを指摘されていま
したが、地方の先生方との連携がなくては日本女医会
としての発展や任務を遂行することはできません。ま
た、地方での突発的な災害時に迅速な情報交換がで
きないという結果を招くかもしれません。新幹線の代
わりまでの役目はできませんが、地方の先生方や支部
との連携を図る目的で、昨年末より地方担当理事の取
り組みを進めています。現在、その調整を行っており
総会では担当の理事が御挨拶できるものと思います。
この地方担当理事は、各地方の先生方との連携を

深め、地域の災害時支援から名簿作成に至るまで幅
広く活動していきたいと考えています。特に、会員皆
様からの東日本大震災の義援金を、理事のいない福
島や茨城の会員の先生方と担当理事の連携で有意義
に活用していくことを予定しています。
また、日本女医会が公益社団法人に移行する際に
支部との関係が見直された支部名称許諾の件につい
て再度確認させていただき、日本女医会を発展させ
ていくことに取り組んでいければと考えています。是
非とも支部の先生方の御協力をお願い致します。
更に、日本女医会の会員数の減少が問題となって

いますが、入会する先生方を増やすためにも新しいメ
ディアでの宣伝は欠かせないものと思います。ホーム
ページ上にある「支部だより」は、現在のところ有効
な情報が伝わらない状況です。支部との連携を強化
し、充実した情報を発信することにより新入会員の勧
誘に繋げていくことを期待しています。
今年の日本女医会定時総会は群馬で開催が予定さ

れ、元理事の山田邦子先生を中心に支部の先生方の
御協力で多彩な企画が行われます。群馬支部で活躍
されている会員の先生方との交流を深め、全国の会
員の先生方の繋がりを強めるためにも、5月の定時総
会の御参加を宜しくお願い致します。
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庶務部

学術部

会計部

事業部

�　 部長　馬場安紀子

平成 26年度の活動をご報告申し上げます。
本年度の理事会は、平成 26年４月より全８回開催

し、毎回真摯に審議、議論を重ねて参りました。
第 59回定時総会を、平成 26年５月18日、京王プ

ラザホテル（東京）にて開催し、平成 25年度の会務、
事業、決算報告、平成 26年度の事業計画、予算が報
告されました。役員改正については、約 30年ぶりの
役員選挙が行われ、理事は、新人９名を含む 25名が
選出され、２名の監事（留任）とともに承認されまし
た。新役員により会長と３名の副会長が選出、承認さ
れました。
前年度の吉岡弥生賞は、平成 26 年３月16日開催

の選考委員会で、市田蕗子先生（富山大学）に決定し、
上記の定時総会において表彰式が行われました。
平成 26年 11月 16日、第 18回ブロック懇談会を、

岩手県盛岡市、岩手県医師会館にて開催しました。
岩手県の医療事情や、震災復興状況等について知る
よい機会となりました。思いを共有することで、日本
女医会の今後の活動に繋げられることと存じます。支
部の先生方には大変お世話になりありがとうございま
した。
定時総会でご要望のありました会員名簿について

は、27年度に予算化し作成するため準備中です。皆
様のご協力をお願いします。
第 60回定時総会の期日も迫って参りました。実り
多い会になるよう、群馬支部の先生方とともに準備に
励んでおります。皆様奮ってご参加ください。

理事　川村冨美子

現在の日本女医会は、年々会員数が減少傾向にあ
り、会の根幹である会費収入の減少などから大変厳
しい財政状況にあります。今年度も引き続き、企業か
らの協賛金、寄附金、そして助成金の獲得等に努力
し、財政を安定させ、公益法人として更なる事業を
充実させていく所存でございます。
担当の残り1年間を山本会長、副会長の皆様と共

に、会の発展のために努力して参ります。
皆様の益々のご支援、ご協力を頂けますよう何卒

よろしくお願い申し上げます。

部長　前田佳子

山本纊子会長より昨年 2度目の部長を仰せつかり、
大谷智子副会長の下、中田惠久子理事と2人で学術
部を担当させていただいております。
学術部の役割は地味ではありますが、日本女医会

の公益事業の質を維持するために必要な仕事と自負
しております。学術講演などに替わるものとしての情
報発信と学術研究助成制度の運用が主な内容です。
これらに加えて、女性医師の永続勤務とキャリアアッ
プを支援する目的で溝口昌子賞の募集を開始する予
定です。
約 4年前から日本女医会ホームページ（HP）の「新

薬トピックス」で新薬に関する情報を提供していまし
たが、2011 年から「新しい治療とトピックス」に変
更して一層内容の幅を広げました。これは公益事業
の一つとして、HPを通じて多数の方々の役に立つよ
う企画されたものです。今年度は乳癌、糖尿病、肺
気腫などについての記事を新たに掲載する予定です。
今後も充実した内容で情報を発信したいと考えてお
りますので、ご意見ご要望がございましたら事務局ま
でご連絡下さい。
学術研究助成は日本国内在住の若手女性医師を対
象とし、今後成果を期待できる研究に対して助成を
行っています。第 34回は小川葉子先生と岡野純子先
生が受賞されました。これまでの受賞者から研究成
果の報告をしていただき、�HPの「学術研究助成受賞
者の軌跡」に公開していますのでご一読下さい。

部長　津田喬子

事業部は、津田喬子（部長）、宮﨑千惠、吉馴茂子
の 3名で活動している。本年度は理事会開催当日に
部会を7回開催した。事業部の主な事業は以下の通
りである。

各部・各委員会だより
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渉外部

広報部

男女共同参画事業委員会

1．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。本年度は長柄光子
先生の受賞が決定した。
2．公開講演会・公開講座開催助成事業
女性医師が主体となって企画し、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
助成する事業である。北海道女性医師の会主催の「留
学｜留学の魅力とは」（平成 26年 11月 8日開催）と、
宮城県女医会主催の「太ることと病気　太っていて
も健康なんですが？に答える」（平成 26年 11月 9日
開催）を助成した。
３．提言論文
医師および医学生を対象として、日本女医会創立

の理念をふまえ、日本の未来のために何をなし得るか
を基本理念として毎年テーマを決めて提言を募集し、
選考を行っている。これまでのテーマは以下の通りで
ある。
・��第 1回（平成 23年度）「女性医師が輝いて働くため
の提言」
・��第 2回�（平成 24年度）「女性医師が継続してキャリ
アを育むための提言」�
・第 3回（平成 25年度）「公益社団法人日本女医会に
期待すること」
・��第 4回（平成 26 年度）「女性の心身の健康、社会
的な健康とは？」（第４回の提言論文は現在選考中）
4．（株）風土社の月刊雑誌「なごやか」への健康に
関する記事の執筆
日本女医会が年６回担当

　

部長　諏訪美智子

平成 26年度の渉外部は小関温子副会長、藤川眞理
子理事、福下公子理事と諏訪が担当しました。
主な活動として、国連NGO国内婦人委員会や国際
婦人年連絡会の役員会や関連するセミナーに出席し
ました。第 69回国連総会第三委員会に１カ月出席の
ため、ニューヨークに赴任する矢口有乃理事の歓送
会が平成 26 年 10 月 1日に、その報告会が 12 月 16
日にありました。
また国連ウィメンのグローバルミーティングが 10
月 27日～ 29日に東京で開催され、10月 28日のレセ
プションではアメリカやイギリスなど、加盟 15カ国
の代表との交流をもちました。
平成 27年度になりますが、国際婦人年連絡会の主

催で加盟 35団体により5年ごとに開催される日本女
性大会が 11月 22日に東京女子医科大学弥生記念講
堂で予定されています。

部長　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運営して
おります。今年度は4回の会誌発行（第218～221号）、
ホームページの更新・管理を中心に活動しました。会
誌では日本女医会の活動内容をお知らせしておりま
す。その内容は各委員会・各部会報告、講演会活動
や懇話の催しの報告、事務連絡などです。さらに会
員の先生による随筆「私と仕事の両立」を連載し、「連
載：復興の現場から」では日本女医会東日本大震災
義捐金を活用した被災地の会員の先生方の取り組み
を紹介しております。第 220 号からは前田佳子ナショ
ナルコーディネーターの協力で、新たに国際女医会か
らのニュースレターを和訳して連載する「国際女医会
通信」を開始しました。
ホームページ（http://www.jmwa.or.jp/）では定
時総会開催案内、各賞・研究助成案内などのインフ
ォメーションを中心に紹介し、9月には岩﨑惠美子理
事による解説「デング熱が日本にも……」を掲載しま
した。今後も「新しい治療とトピックス」および医学
領域での社会的関心事について随時掲載を更新して
参ります。
さらに今年度は日本女医会リーフレットをリニュー
アルいたしました。
今後も必要な情報をもれなく掲載するとともに、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。

委員長　前田佳子

今期の委員は小関温子、塚田篤子、岩崎惠美子、
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名です。
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・支援を目的に毎年キャリア・シンポジウムを開催
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しております。
今年度は「男女共同参画の現状と今後の目標」を

メインテーマとして、2014 年 11月 2日（日）に第 8
回「医学を志す女性のためのキャリア・シンポジウ
ム」を開催いたしました。日本医師会常任理事で男
女共同参画担当の笠井英夫先生、東京大学小児外科
の岩中督教授、東京女子医科大学心臓血管外科の冨
澤康子先生、日本泌尿器科学会男女共同参画委員で
日本大学泌尿器科の高橋悟教授、東北大学発生発達
神経科学分野の大隈典子教授に有意義なご講演をし
ていただきました。残念ながら若手の「医師を志す
女性」の参加は少なかったのですが、「医師を志す女
性」を育てる立場の女性医師および男性医師による
熱い討論が繰り広げられました。
男女共同参画は国策として行われていますが、医
療の世界では女性医師の数ばかりが増えて男女共同
参画はかなり遅れを取っています。その溝を少しでも
埋めるお手伝いが出来るよう努力を重ねていきたいと
思っています。

委員長　津田喬子

十代の性の健康支援活動は公益性が高く、日本女
医会が永年に亘り継続してきた活動である。その歴
史は平成13年の子育て支援委員会の「十代の性と健
康」指導者養成講座開催に遡る。平成 20年からの４
年間は公的資金を得て「十代の性の健康」支援ネッ
トワーク作り事業（ゆいネット）として精力的に活動
し、平成 24年４月以降は（公社）日本女医会十代の
性の健康支援ネットワーク事業委員会と改称し、現
在、全国８カ所にゆいネット連絡協議会を設立するに
至った。平成 26年６月の理事会にて委員長は理事が
就任することが決定されたため、それまでの対馬ルリ
子委員長に代わり津田喬子が委員長に指名されたが、
津田より本事業を推進してきた対馬前委員長を当委
員会代表に推薦し承認された。
委員は対馬ルリ子（代表）、津田喬子（委員長）、
金重恵美子、齊藤惠子、齋藤洋子、早乙女智子、鹿
田儀子、廣瀬玲子、堀本江美、宮﨑千惠、吉馴茂子、
吉野一枝、和田由香、小野寺るみ子（地区委員）、佐々
木恵子（同）、鈴木美砂子（同）、富岡美佳（同）で
ある（五十音順、敬称略）。
本年度はゆいネット連絡協議会を６月13日（金）

東京、10月 25日（土）沖縄、12月４日（土）茨城、

十代の性の健康支援ネットワーク事業委員会
（ゆいネット）

小児救急委員会

長寿社会福祉委員会

平成 27年１月26日（月）岡山にて開催した。また 3
月19日（木）に 26 年度活動報告会・委員会におい
て 27年度活動計画を策定し、我が国の十代の性の健
康に今後とも寄与したいと考えている。

委員長　大谷智子

「どうしよう子どもの救急」パワーポイント版の御紹介
小児の救急疾患について判りやすく説明されてい

る日本女医会発行の「どうしよう子どもの救急」の冊
子については御存知の先生も多いことと思います。冊
子だけではなく、講演用のパワーポイントも作成され
ており貸出用にCD-ROMも用意しております。学校
や保育園の保護者対象の勉強会や保育学部等の大学
の講義に幅広く利用されています。構成は冊子と同じ
内容で作成されていますので、冊子と併用されて講
義されると一層役に立つと思われます。
冊子を購入された方には無料で貸出せますので、

日本女医会事務局へご連絡頂き、是非ともご利用下
さい。

委員長　山本纊子

平成 26年度は、長寿社会福祉委員会では超高齢社
会の日本で増加している認知症を取り上げることにな
り、認知症の診断・治療の理解と共に多くの家族を
悩ましている介護や支援システムを理解し、適切に
利用することについて啓蒙する講演会を平成 27年 2
月 28日に新宿住友ホールにて開催いたしました。
65 歳以上が 3500 万人を超え、認知症 470 万人、

軽度認知障害（MCI）400 万人という現状で、年１回
の講演会では不足で、もっと頻回に講演会を開催し
てほしいと言う意見があり、要望に応えるよう考えた
いと思います。
また、今回の参加者は医師が中心でしたが、実際
に認知症で困っている家族や支援を期待されている
地域の方々に対する講演も非常に重要で、公益事業
としても意義あるものと考え、経済的な基盤を作り、
是非実行したいと思っています。なお、
平成 27年度も同じテーマで活動をする予定でおり

ます。
開催場所に関してはどうしても交通の便の良いとこ

ろ、参加者が多い可能性があるところに偏りがちです
が、会員の皆様方のご協力が得られれば、全国各地
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での開催が望ましいと考えております。ご意見、ご要
望がありましたら是非お寄せ下さい。

委員長　前田佳子

ナショナル・コーディネーター（NC）は国際女医会
（Medical�Women’s� International�Association：
MWIA）および日本が所属する西太平洋地域加盟各
国の女医会と日本女医会会員との情報の橋渡しが主
な仕事です。
会長より2014 年 6月に任命していただき、先ずは

MWIAから 3カ月毎に送られてくるニュースレター
の内容を会員の先生方にお伝えすることにいたしまし
た。広報部部長の田辺理事にご協力頂き、会報復刊
第 219 号からは「国際女医会通信」のコーナーを作
って記事を掲載させていただいております。
国際会議への参加と、各国女医会会員やNCとの
交流も大切な役目の一つです。本年（2015 年）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、4月 24 ～ 26日に台湾台
北市において西太平洋地域会議を開催いたします。

2014 年 11月に会長と一緒に訪台させていただき、台
湾女医会の先生方と顔合わせと打ち合わせを行いま
した。
2016 年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ので、一人でも多くの会員
の先生方にご�参加して楽しんでいただけるように、
今後も情報をお伝えしていきます。

委員長　藤川眞理子

平成 26年度のメイン活動としては、今年度も英語
セミナーを2月 28日（土）に開催いたしました。ご
講演をいただいた平敷淳子先生からのエールに鼓舞
され参加学生全員が来年のウィーンでの国際女医会
議で発表を体験してみたいとの意志を表明してくれ
ましてミュンスター、ソウルと同様の成果を目指して
のキックオフとなりました。また矢口理事のお世話で
3月上旬の国連 CSW59に 3 名のMsACTの学生が
参加させていただくことができました。

MsACT委員会

ナショナルコーディネーター

222.indd   5 2015/04/22   10:50



2015 年 5 月 1 日

6　　日本女医会誌・復刊第 222 号

第 3回MsACT英語セミナーを2月 28日（土）に
実施致しました。参加者は昨年と同じ 6名で学年は1
～ 3年生、大学は東京女子医科大学、日本医科大学、
久留米大学。うち女子医大 1年生の１人は元外資系
企業勤務、２児の母、核家族でご主人の理解と支援
があり参加。
MsACT英語セミナーは、グローバルに活躍する

女性医師の輩出を目的としています。このセミナーで
は参加者が、短期的には国際女医会が 2010 年に発足
させたyoung�MWIAのメンバーとなり、総会での学
生ポスターセッション発表や国連婦人の地位委員会
（CSW）へ参加等を目指すこと、長期的には留学、国
際学会発表、英語論文作成のための英語力アップの
動機付けをめざしています。第 1回は 2012 年夏に国
際文化会館でWHOで活躍された東京女子医大遠藤
博良教授のご支援を受け開催。第 2回目から予算の
関係で国立市内の会場で実施しております。　　　
このセミナーに参加した学生達は、ミュンスター

とソウルでの国際女医会においてposter�session�で
award�をいただき、そのうちの佐賀大学医学部の学
生は、この award が卒業式での学長賞に繋がりまし
た。ソウルでは invited�speaker�として選ばれた学生
が日本の女性医師について素晴らしいスピーチをして
絶賛されました。また嬉しいことに、参加学生の多く
が海外の大学の短期留学に選ばれています。
今回のプログラムは、名古屋から駆けつけて下

さった津田理事の激励の挨拶、藤川が国際女医会
youngMWIAの紹介、矢口理事が国連日本政府代表

MsACT
（Medical students and doctors ACT）

英語セミナー報告
MsACT委員長　藤川眞理子

顧問について紹介。続いて元国際女医会会長の平敷
淳子埼玉医科大学名誉教授が“English�for�me”�とい
うテーマで学生時代から今日まで医学分野（放射線
科）、国際女医会、国連等での働き方や人生観につい
て歯切れの良い英語で基調講演をしてくださいまし
た。第１回から今回まで、参加学生全員から平敷先
生の生き方に刺激、感銘を受けたという感想が寄せ
られています。
英語の特訓の方は、①自己紹介の練習（相手はバ

イリンガルのMs.�Shihoyo�Kusumoto）、② lunchtime�
lesson（メキシコの病院の psychologist と skype で
待ったなしのやりとり）、③ワークショップ（口演や
ポスター発表での討論のしかた）と、朝から夕方ま
で英語漬けの1日でしたが、終了後のアンケートで
は、質問のしかたや受け方を教わることができた等々
……。全員が来年の国際女医会では是非、発表をし
てみたいと表明してくれて、津田理事、矢口理事、嶋
田さんと私の疲れも吹き飛んだ次第です。
MsACTでは、来年の国際女医会総会に向けて一

人でも多くの学生や研修医に国際学会での発表の経
験をさせるべく活動していきたいと思っております。

平成 26年度の長寿社会福祉事業講演会「認知症を
考える」を、平成 27 年 2月 28日に新宿住友ホール
で開催いたしました。参加者は約 50名でした。はじ
めに、山本纊子会長から「地域社会における認知症
の現状」と題して、認知症高齢者や認知症患者・家
族への支援体制についての現状と課題を、とても解
り易くお話しいただきました。
その後、特別講演を東京女子医科大学神経内科学
主任教授の北川一夫先生から「認知症の診断、原因
疾患、薬物治療～アルツハイマー型認知症への血管
危険因子の関与を含めて～」と題してご講演いただ
きました。北川先生は一般的な認知症の診断法を示
した上で、ウェルニッケ脳症や正常圧水頭症、慢性
硬膜下血腫などの治療可能な認知症を見逃さないこ
との重要性を話されました。また、認知症の原因疾
患として脳血管障害を伴うアルツハイマー病が 40%、
血管性認知症が 20%で合わせて 60%を占めることか

長寿社会福祉委員会講演会

「認知症を考える」を
開催して

� 委員　中川やよい
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2014 年 10月 6日から11月 5日まで、第 69回国連
総会第三委員会に日本政府代表顧問として出席いた
しました。日本女医会が所属する国連NGO国内婦
人委員会からの推薦を受け、外務省内で選考を経て、
岸田文雄外務大臣の委嘱による職務となります。日本
女医会からは、第 59回、第 66回に平敷淳子先生が
ご出席されています。国連は、安全保障理事会、経
済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所、
と総会から成り立っており、国連総会には、軍縮・国
際安全保障問題を扱う第一委員会から第六委員会ま
での委員会があります。私が出席した第三委員会は、
社会開発、人権問題を扱う委員会であり、項目として
は、社会開発、犯罪防止・刑事司法、国際薬物取り
締まり、女性の地位向上、児童の権利の推進と保護、
先住民族の権利、人権の保護と促進、人種主義、民
族自決権、難民・帰還民・国内避難民、になります。
193カ国の政府代表とILO（国際協力機関）やICRC（赤
十字国際委員会）等の 23団体で上記項目についての
66の議決案について討議されました。私の任務は、
「社会開発」「女性の地位向上」「児童の権利」「先住
民の権利」「人権の保護と促進」についての 5つの日
本政府のステートメントを国連日本政府代表部の方と
作成し、発表することです。最初の「社会開発」で
は、冒頭に日本の女性NGO団体からの推薦で政府代
表団に参加していることを述べ、議長から「NGOと

ら、糖尿病、中年期高血圧、中年期肥満や脂質異常
などをアルツハイマー病発症に関わる修正可能な危
険因子として挙げられました。また、認知症発症の
予測因子としての無症候性脳病変や脳微小出血の重
要性を示されました。その他、微小血管病変として
の慢性腎臓病の関与についても言及されました。
北川先生のご講演は、認知症は危険因子を減らす

ことで予防可能な疾患であることを一つひとつエビデ

ンスに基づいて説明されたもので、眼科医である私に
も理解しやすい内容でした。講演の後には活発な質
疑応答があり、たまたま参加されていた日本統合医
療学会理事長で、東京大学名誉教授の渥美和彦先生
から本講演会の有用性について、高く評価をしてい
ただきました。今後も引き続き皆さんに貢献できる事
業として、長寿社会福祉委員会で企画させていただ
きます。
　

しての参加に感謝する」と言われました。193か国中、
一般市民からの出席は日本のみであり、他国からも注
目されました。日本が第二次世界大戦後、1956 年に
国連に加盟した際に、市川房枝先生が、「国連日本政
府代表団の一人に必ずNGOからの一般女性を加えて
欲しい」と当時の日本政府に交渉し、以後代々続い
ており、私で 26 代目とのことで、歴代のNGOから
の政府代表には、藤田たき先生、緒方貞子先生等が
いらっしゃいます。社会開発のステートメント作成で
は、「NGOとして、平和で平等な市民主体の社会実
現のためには、女性の政治的エンパワーメントと民主
的ガバナンスが必然であり、その推進の重要性を認
識していること」「我が国は、世界の中で最も急速に
高齢化が進んでいる国として、特にアジアの国々と経
験の共有や技術協力を始め、この分野での国際協力
を進めていくこと」を、「女性の地位向上」では「本
年のCSW（国連婦人の地位委員会）で、「自然災害
とジェンダー」が、我が国のリーダーシップのもと決
議されたこと」などを追加しました。人権に関しては
各国間の激しい応酬があり、通常は、議決採択には
コンセンサス採択が多いのですが、投票になるものも
数多くありました。議長は、女性の東ティモール国連
大使、副議長のスウェーデンの一等書記官も女性で、
また他国の政府代表には女性が多く、世界的な女性
の活躍も目の当たりにしました。2015 年の第三委員
会は国連創設70周年、ポスト2015年開発アジェンダ、
北京宣言・行動綱領採択 20 周年、「児童の権利に関
する条約」25周年、「国際アフリカ系の人々」の10年、
と様々な節目に当ります。どのような議決案が提出、
採択されるのか、またその過程での日本の対応など
学ぶことが多々ありそうです。最後になりますが、こ
のたび日本女医会からこのような貴重な任務へのご
推薦を頂戴し、ここに厚く御礼申し上げます。

第 6 9 回 国 連 総 会 第 三 委 員 会 に 出 席 して
 理事　矢口有乃
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国際女医会通信
第 30 回 国際女医会議の案内〈第 1 報〉が届きました

3
The Letter from 
Medical Women’s International Association 
（MWIA）

第30回国際女医会議はウィーン

開催日程は2016 年 7月28～31日、開催地はオーストリア・
ウィーンです。
会議のメインテーマはGeneration�Y�Challenges�of�the�
Future�for�Female�Medical�Doctors（女性医師のためのY
世代の未来への挑戦）です。Y世代とは、アメリカ合衆国に
おいて1975 年から1989 年までに生まれた世代で、エコーブ
ーマー （echo�boomers）�とも呼びます。第二次世界大戦の終
結後に生まれたベビーブーマーの子供世代であり、「親が 2人
とも第二次大戦後生まれ」の子供たちを指します。会議では
以下の16がトピックスとして挙げられています。
Generation�Y，The� Influence� of�Migration，Socio-
Economic� Impacts� on�Health，Breastfeeding� and�
Nutrition，Leadership�and�Hierarchy，Medicine�and�
Gender，Telemedicine�and�Social�Media� in�Medicine，
Communication� and�Health，Demographic�Change�
and�Health，Healthcare�and�Data�Protection，Ethical�
Challenges，�Psychiatry，Challenges� for�Gynecologists，
Violence� against�Women，Body-Image，Surrogacy�
Motherhood
（http://www.mwiavienna2016 .org/en/genera l -
information/）
事前登録は4日間通しチケットは 2015 年 12月1日までが
290 ユーロ（約38,900円）、2016 年11月7日までが 350 ユー
ロ（約46,900円）、11月8日を過ぎると395ユーロ（約53,000円）
となります。1日用のチケットもあり、7月28日は100 ユーロ（約
13400円）、7月29 ～31日はそれぞれ150 ユーロ（約 20,000
円）ですので、2日以上参加されるのであれば 12月1日まで
に通しチケットの参加登録される事をお勧めいたします。

MWIAニュースレターから

① 会長Ｄr．Park（韓国）からのメッセージ

MWIAは2014 年は性的暴力に関するトレーニング・マニュ
アルの作成に力を注いできました。マニュアル作成委員会の責
任者を務めたBettina�Pfleiderer教授には心から感謝します。
MWIAの代表としてWHOのこの問題の専門家と連絡を取

り合ってくれたClarissa�Fabre医師にも感謝いたします。
2014 年 11月に南アフリカ女医会が加盟したことは大変喜

ばしいことです。西太平洋およびアフリカの地域での活動的
なメンバーになると期待しています。また、私の活動の目的の
1つであった東南アジアおよび周辺地域での国際女医会加盟
に向けて、2015 年 1～2月にインドネシア、マレーシア、ネパ
ールを訪れる予定です。

②  事務局長Dr. Ross（カナダ）からのお知らせ
2015 年 3月9～20日に第 59回国連婦人の地位委員会が

開催され、「北京＋20」に向けた取組についての世界的レビュ
ーが行われます。MWIAでは並行したイベントを行う予定で
す。
国連婦人の地位委員会（CSW）
昭和 21（1946）年 6月に国連経済社会理事会（経社理）

の機能委員会のひとつとして設置されました。CSWは、政治・
市民・社会・教育分野等における女性の地位向上に関し、経
社理に勧告・報告・提案等を行うこととなっており、経社理は
これを受けて、総会（第 3委員会）に対して勧告を行います。
年次会合は、現在はニューヨークの国連本部において、毎年
2～3月頃に2週間の期間で開催されています。
「北京＋20」に向けた取組
2015 年は、1995 年に北京で開催された第 4回世界女性

会議において、「北京宣言」及び「行動綱領」が採択されて
から20 年。これを契機として、国連では「北京＋20」として、
2015 年 3月に開催される第 59回CSWにおいて、これまで
の取組状況に関するレビューを行うほか、広報・啓発等の活
動を行っています。第 4回世界女性会議において採択された
「行動綱領」は、貧困、教育、健康など 12の重大問題領域
にそって、女性のエンパワーメントを図るためのアジェンダを記
載しており、現在まで、女性
の地位向上のための国際的
基準となっています。

それでは皆様、ごきげん
ようさようなら。
� （文責：前田佳子）

222.indd   8 2015/04/22   10:50



日本女医会誌・復刊 222 号　　9

2015 年 5 月 1 日

昨年末に、ひょんな事から、東京
マラソンでエイドステーションを出す
話が持ち上がりました。早速、新年
会でドネーションを募って準備が始
まりました。
日本女医会創立 100 周年の記念で
作った半纏をお借りし、新たにのぼ
りを作り、33km地点で「人形焼き」
のエイドステーションを出しました。
中東での人質事件もあって今年は厳
戒態勢のマラソンコースでしたが、2
月 22日の当日は、東京都支部連合会
の渡邊会長以下 7人で、お揃いの半

纏を着て、1000 個の人形焼きを選手
に配ることができました。初めは、お
っかなびっくりで、ランナーに話しか
けるのが精一杯でしたが、小一時間
ほどで 1000 個があっという間に無く
なりました。
ところで、いくつか新しい発見や、
面白いことがありましたので、ご報告
します。
  その 1���日本女医会ののぼりを持っ
ていると、「私も女医です」という長
崎の方々に声をかけられました。
  その 2  �人形焼きですが、やはり疲

れた体には糖分が効きます。会長の
隣の男性ランナーのタイムが良くな
っているではないですか！（タイム
はインターネットで確認できます）
  その 3  �この模様を私はTwitter
と Facebookで発信したところ、前
日は150近い「いいね」、当日の記
事には200以上の「いいね！」と沢
山のコメントをいただきました。
  その 4  �Facebook でわたしのリ
アル友人が記事を読んでくれて、日
本女医会の事を知って、なんと彼の
大叔母様が吉岡彌生先生であること
が分かり、またまた大ビックリ。
  その 5  �何よりも、とても面白かっ
たです、東京マラソン。
そんなこんなの東京マラソン・人
形焼きエイドステーション。来年もま
たやります。全国の皆様もご一緒に、
いかがですか！

厚生労働省より　平成 27 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27年度標語　世界には　君の輝く　場所がある

「 児 童 福 祉 週 間 」 の 概 要
期　間　　平成27年 5月5日（月）～5月11日（日）の一週間
主　唱　　厚生労働省、（社福）全国社会福祉協議会、（一財）こども未来財団
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

東京マラソン
エイドステーション奮闘記

中央支部　青木正美
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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5回理事会議事録

１．日時　平成 26 年 11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

大谷智子 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 田中優子 田辺晶代
津田喬子 中田惠久子 花岡和賀子
馬場安紀子 樋渡奈奈子藤川眞理子
前田佳子 宮﨑千惠 矢口有乃

監事　松井比呂美　山崎トヨ
２）欠席者
理事

山本纊子 小関温子 江畑理佳
齊藤惠子 中川やよい 福下公子
吉馴茂子

1．継続審議事項
１．第 60 回定時総会について
 ＜継続＞
・懇親会の招待客のうち、公開講演
会講師の費用は、群馬支部にお支
払頂くことを承認した。
・山田群馬支部長より提示された公
開講演会講師の謝金を承認。
・託児の費用については、群馬支部
との話し合いを行い、次回以降の
理事会で報告する旨馬場理事より
発言があった。

２．東日本大震災被災地への継続的
支援について ＜継続＞

・鈴木理事より、資料に基づき宮城
県女医会からの義援金の使途につ
いての要望（宮城県女医会主催の
宮城県内の看護学生への奨学金、
ビジョンバンへの寄附）の説明があ
り、1月以降の理事会で検討するこ
ととなった。 
　なお、現在の東日本義援金の残
額は3,835,944円。

３．支部と担当理事について
 ＜継続＞
・大谷副会長より支部の状況など
の把握のために、理事のいない
地域に複数の担当理事を決める
ことが提案され、今後もその制
度の整備を続けることとなった。

2．審議事項
１．矢口有乃理事：国連報告ならびに
慰労会開催について ＜承認＞
・津田理事より、矢口理事の国連
第三委員会への出張に対し報
告会兼慰労会を、1月理事会と
併せて開催することが提案され、
検討の結果、1月理事会後に会
議室にて開催することを決定し
た。

２．荻野吟子賞、公開講座・公開講
演会への申請について
・津田理事より、荻野吟子賞、及
び公開講座・公開講演会への応
募、推薦の呼びかけがあった。

３．NCの台湾出張旅費補助につい
て ＜承認＞
・塚田副会長より、ナショナルコー
ディネータの前田理事の次期国
際女医会西太平洋地域会議事
前打合せのための台湾出張に対
し、国際女医会費から補助を支
出することが承認された。

４．唐澤久美子先生からの依頼につ
いて ＜承認＞
・前田理事より、群馬大学腫瘍放
射線学中野隆史教授からの講
演会の後援依頼について説明が
あり、検討の結果、後援が承認
された。

５．「ゆうゆう糖尿病」からの転載許
可について ＜承認＞
・「ゆうゆう糖尿病」に連載してい
た『女医物語』の著者・島田和
子氏より、新著への記事の転載
許可願が出されていた件につき、
検討の結果承認された。

６．平成 26 年 9月・10月会計報告
承認 ＜承認＞
・平成 26 年 9月、及び 10月の会
計報告が承認された。

７．平成 26 年度第 4回（9月）理事

会議事録承認 ＜承認＞
・平成 26 年度第 4回（9月）理事
会議事録が承認された。

3．報告事項
１．各部、NC報告
１）庶務部報告 （花岡理事）
・花岡理事より、会員動静につい
て報告があった。

２）広報部報告 （田辺理事）
・田辺理事より会誌 221号（1月
25日発行予定）の締切を12月
1日に繰り上げる旨が報告され
た。

３）渉外部報告 （諏訪理事）
・諏訪理事より最近の活動につき
報告があった。

４）学術部報告 （前田理事）
・前田理事より学術部関連のHP
の記事について報告があった。

５）事業部報告 （津田理事）
・津田理事より、荻野吟子賞、公
開講座・公開講演会助成の募集
をHP、及び会誌にアップした旨
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）
・前田理事より、米国女医会100
周年のセレモニーが開催される
旨報告があり、イベントへの参
加のよびかけがあった。

７）その他
・矢口理事より国連第三委員会に
関する簡単な報告があった。

２．各委員会報告
１）男女共同参画事業委員会
 （前田理事）
・前田理事より、11/2に開催した
第 8回医学を志す女性のための
キャリア・シンポジウムの報告が
あった。
・第 2回提言論文募集優秀賞受
賞の安川先生からの論文を回覧
した。

２）長寿社会福祉委員会
・長寿社会福祉委員会講演会の
開催の候補日をH27.2.22として
いる旨報告があった。

３）十代の性の健康支援ネットワーク
事業委員会
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 （津田理事・宮﨑理事）
・津田理事より10/2に開催された
ゆいネット沖縄の報告があった。
・宮﨑理事より、岐阜ワンストップ
センターの進捗について報告が
あった。

４）MsACT委員会 （藤川理事）
・藤川理事よりH27.2/28に英語セ
ミナーを開催予定である旨報告
があった。

3．その他
１）東京都支部連合会総会出席
 （小関副会長）
・11/8に開催された東京都支部連
合会総会に出席した小関副会長
からの報告が読み上げられた。

２）新年会について （馬場理事）
・馬場理事より、平成 26 年度新
年会について説明があった。

公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成26年度第6回理事会議事録

１．日時　平成 27年 1月18日（日）
　　午後 2時 00 分～ 4時 00 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
鈴木カツ子 諏訪美智子 津田喬子
中川やよい 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　松井比呂美　山崎トヨ
２）欠席者
理事　
江畑理佳 齊藤惠子 澤口聡子
田中優子 田辺晶代 中田惠久子
藤川眞理子

1．継続審議事項
１．第 60 回定時総会について
 ＜継続＞

・馬場理事より総会の見積もりに基づ
いて進捗状況の説明があった。
・ランチョンセミナーで使用する部屋
については、JTBに確認をする。

２．東日本大震災被災地への継続的
支援について ＜継続＞

・鈴木理事より、再度第 5回理事会
の資料に基づき、日本女医会の東
日本大震災支援金を「宮城県女医
会」に寄附する件につき、その用
途目的に関し再度説明があった。
・上記の説明の後、山本会長より、
下記の点について質問があった。
①沿岸地域での検診に関しては、「宮
城県女医会」からの持ち出しの
予算はあるのか。

②宮城県眼科医会と共催で行うビジ
ョンバンでは、宮城県眼科医会か
らの持ち出し予算額はどのくらい
になるのか。

③看護学生に対する奨学金につい
ては、11月の第 5回理事会の時
点で支援金支払の対象にはしな
いことが明言されているが、再三
申請が行われることの意図につい
て。

　以上につき、鈴木理事からは以下
の回答があった。
①沿岸地域については、平成 14 年
から約10 年間継続しているが「宮
城県女医会」には予算はない。

②ビジョンバンも同様に、「宮城県女
医会」としての資金はない。その
ため、上記の活動を実施するには、
今回請求している支援金と、震災
直後に日本女医会から「宮城支部」
に渡された義捐金の残金（60万円）
を合わせ、その合計額に応じた範
囲で活動を行うつもりであるとの
回答があった。また、③に関して
は、山本会長の意見として了解し
た旨発言があった。

・上記のことから、沿岸部での巡回
医療の予算 105 万円から、震災
直後の支援金の残額 60万円を差
し引いた45万円を支払うことが提
案され、承認された。
・ビジョンバンに関しては、鈴木理
事から次回理事会までに、「宮城

県女医会」が行う支援活動の方向
性を理事会から提示してほしい旨
要請があった。
・前田理事より、「宮城県女医会」
と「日本女医会宮城支部」との関
連性について質問があった。
・これに対し鈴木理事からは、「日
本女医会宮城支部」は「宮城県女
医会」に包括されており、「宮城県
女医会」全体のうち30％程度が
日本女医会会員（宮城支部）とな
っており、組織的には「日本女医
会宮城支部」と「宮城県女医会」
は同じ団体であると捉えていると
の説明があった。
・前田理事からは、「日本女医会宮
城支部」と「宮城県女医会」は別
の団体として扱うべきではないか
という意見が述べられた。
・また吉馴理事からは、前田理事と
同様の意見とともに、「日本女医会
宮城支部」の支部長が「宮城県女
医会」の会長を兼任するのではな
く、其々別の人物が務めて、別箇
の団体として独立性を図ったほう
がよいのではないかとの意見が述
べられた。
・津田理事からは、義捐金・支援金
の渡し先は、行っている活動内容
に依るべきもので「宮城支部」「宮
城県女医会」の別によって決定す
るものではないのではないかとの
意見が述べられた。

３．支部と担当理事について
 ＜継続＞
・大谷副会長より、資料に基づき支
部の担当理事について説明があっ
た。
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・津田理事、松井監事より支部名称
許諾についての再確認があり、基
本的には支部名称許諾はすべての
支部から受けることが前提である旨
発言があった。

2．審議事項
１．平成 27年度予算案と事業計画
案について ＜継続＞
・平成 27年度予算案と事業計画に
ついて塚田副会長より説明があっ
た。ことに当該予算案は、1000
万円の寄附を見込んで組まれてい
るものであり、企業からの協賛金
等の獲得が必定であることが述べ
られた。
・予算案、事業計画案からの詳細に
ついては事務局・柳澤から説明が
あった。

２．2015NGO日本女性大会の分担
金について ＜継続＞

・国 際 婦 人 年 連 絡 会 による
「2015NGO日本女性大会」につい
て諏訪理事より説明があり、10万
円を来年度予算に組み込むことが
承認されたが、分担金の額は次回
理事会で再度検討することとなっ
た。
・また、国際婦人年連絡会に対して
は、会の収支報告の開示をお願い
することとした。

３．吉岡弥生賞規程について
 ＜承認＞
・馬場理事より、吉岡弥生賞規程授
賞者人数につき説明があり、以下
のように変更することが承認され
た。
　旧　第 2条……該当する女性医

師 1名　
　新　第 2条……該当する女性医

師各1名
４．東京女子医科大学女性医師再教
育センターからの依頼について
 ＜承認＞
・H27.3.1のシンポジウムのご案内バ
ナーと当該HPへのリンクを張るこ
とが承認された。

５．各賞外部選考委員について
 ＜承認＞
・山本会長より、各賞の外部選考委

員を溝口秀昭先生（東京女子医科
大学名誉教授）に委任することが
提案され承認された。

６．平成 26 年11月、12月会計報
告承認 ＜承認＞

・平成 26 年 11月、12月の会計報
告が承認された。

７．平成 26 年度第 7回（11月）理
事会議事録承認 ＜承認＞
・平成 26 年度第 7回（11）理事会
議事録が承認された。

3．報告事項
１．各部、NC報告
１）庶務部報告 （樋渡理事）
・樋渡理事より、会員動静について
報告があった。
２）広報部報告　 （鈴木理事）
・鈴木理事より会誌 221号の進捗、
および 222 号の締切について説明
があった。
３）渉外部報告 （諏訪理事）
・諏訪理事より最近の活動につき報
告があった。
４）学術部報告 （前田理事）
・前田理事より、台湾での国際女医
会西太平洋地域会議、及びオース
トリアで開催される次回の国際女
医会議についての参加の呼びかけ
があった。
５）事業部報告 （津田理事）
・津田理事より、荻野吟子賞候補者
を募る呼びかけがあった。
６）ナショナル・コーディネータ報告
 （前田理事）

・前田理事より、米国女医会100周
年のセレモニーが開催される旨報
告があり、イベントへの参加のよ
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）
・前田理事より、今年度中に第 8回
キャリア・シンポジウムの報告書を
作成する予定である旨報告があっ
た。
・第 2 回提言論文募集優秀賞受賞
の安川先生からの論文を回覧し
た。
２）長寿社会福祉委員会

 （山本会長・川村理事）
・山本会長より、平成 26 年度の長
寿社会福祉事業講演会の説明が
あった。
・川村理事より同講演会のチラシに
ついて誤記があった旨指摘があっ
た。
３）十代の性の健康支援ネットワーク
事業委員会 （津田理事）

・津田理事より、今年度行われたゆ
いネットの活動報告があった。
・山本会長より、岐阜のワンストップ
センターについては、日本女医会、
及びゆいネットは間接的にかかわ
っているということが確認された。
４）MsACT委員会 （矢口理事）
・矢口理事より、藤川理事からの報
告（H27.2/28（土）に第 3回英語
セミナーを開催）が代読された。

3．その他
１）第 18 回 ブ ロ ック 懇 談 会
（H26.11/16）について
 （小関副会長）

・小関副会長より、第 18 回ブロッ
ク懇談会に出席し、山本会長のメ
ッセージを代読した旨報告があっ
た。
２）京王プラザホテルの利用につい
て （山本会長）

・山本会長より、京王プラザホテル
の利用について、今後も同ホテル
を利用してゆく方針が提案された。
３）米寿会員のお知らせについて
・山本会長より、平成 27年 3月31
日までに米寿以上にになられた会
員について会誌にお名前を掲載す
ることが提案され、承認された。
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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 7回理事会議事録

１．日時　平成 27年 2月21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　
山本纊子 大谷智子 小関温子
塚田篤子 川村富美子 齊藤惠子
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
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
吉馴茂子
監事　　松井比呂美　山崎トヨ
２）欠席者
理事　
岩﨑惠美子 江畑理佳 澤口聡子
中川やよい 宮﨑千惠 矢口有乃

1．継続審議事項
１．第 60 回定時総会について
 ＜継続＞
・学生アルバイトの報酬、支部・本部
連絡会の議題等については継続審
議となった

２．平成 27年度予算案と事業計画
案について ＜承認＞
　長岡公認会計士より、資料に基づ
き平成 27年度の予算案、及び現在
の財政状況について説明があった。
・公益社団法人の運営は、事業費
が遊休財産の額を越えなくてはな
らないというルールがあり、26 年
度 2月現在では事業費が縮小した
結果、遊休財産額が上回っており、
公益社団法人の認定基準をクリア
していないのが現状である。
・遊休財産の目減りを防ぐためには、
遊休財産と同額相当の外部資金に
よる収入を得て、年度内に使い切
る必要がある。
・「事業が縮小して事業費が減る→
事業費額が遊休財産額を下回る→
遊休財産を減らさなくてはならない

→結果として財産（貯金）が減る」
というループに陥らないためには、
今後とも外部資金をなんらかのかた
ちで獲得してゆくしかない。
・山本会長から、外部資金の確保に
関しては、企業からの定期的な寄
附、助成金を得られるよう、来年度
に向けて計画をする意向である旨
発言があった。
・各担当理事に内容を確認の後、平
成 27年度予算案、及び下記の事
業計画案が承認された。
・学術研究助成：医学の発展、向上
を図り、若手研究者の研究遂行と
キャリア形成支援を目的とする。対
象者は、女性医師で、医学に貢献し、
又は貢献の可能性のある研究者。
・H27年 5月発行予定の機関紙及び
当会ホームページ等で一般に広報
して募集。
・H28 年 2月に7名からなる選考委
員会において審査し、助成者を決
定（応募、審査は無料でH28 年 5
月の定時総会において授与式を行
う）。
・年間 3件以内、研究助成金額は、
1件につき30万円。
・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：
女性医師支援のためのシンポジウ
ムの開催、並びにキャリア形成支
援の普及を行う。シンポジウムは医
師、医学生、医療関係者を含む一
般公開で開催。
・27年度の日程、開催地は未定。
・日本女医会吉岡弥生賞：学術及び
科学技術の振興を目的とする事業
として、医学に貢献した者、社会に
貢献した者に賞を授与する。
・H27年 5月発行予定の機関紙及び
当会ホームページ等で一般に広報
して募集。
・H28 年 2月に7名からなる選考委
員会において審査し、受賞者を決
定。
・応募、審査は無料で、H28 年 5月
の定時総会において授与式を行う。
・医学、社会各１名選出し副賞として
1名20万円を贈呈する。

・高齢者及び障害者への医療的ケア
研修事業：医療や介護の担い手と
受け手の一般人を対象に高齢者の
医療や介護に対する意識調査、慢
性期医療や在宅介護における問題
点の調査を実施し、さらに問題の
解決に向けての対策などを考える
講演会を開催する。
・高齢者医療、介護に関する講演会
を開催予定（日程、開催地未定）
・アンケート調査実施
・全国公募等による公開講演会：公
衆衛生の向上に寄与するため、女
性医師が主体となって企画する公
益性の高い医療、医学に貢献する
公開講演会や公開講座の開催に対
して助成を行う。
・当会ホームページにて募集し、
H27.5.1に該当公開講座を発表す
る。
・一件の助成金額を10万円以内とす
る（H28 年度の募集はH27.11.1開
始予定）。
・当該会員等の地域で講演会を開催
する公開講座に対しても、理事会
にて協議し決定する。一件 5万～
10万予定。
・女性医師にかかわる社会的問題に
ついての提言を募集する。本年度
は当会機関紙及びホームページに
て夏頃募集を開始し、H28 年 3月
に事業部内において審査し、受賞
者を決定。応募、審査は無料。4
月にホームページにて発表する。3
名以内選出し、H28 年 5月の定時
総会において表彰し、副賞として1
名2万円を贈呈する。
・荻野吟子賞：女性として初めて公の
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
えるために制定された賞である。
・H27年 5月末発行予定の機関紙及
び当会ホームページ等で一般に広
報して募集。
・H28 年 2月に7名からなる選考委
員会において審査し、原則として一
名の受賞者を決定する。
・応募、審査は無料。H28 年 5月の
定時総会において授与式を行い、
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副賞として1名5万円を贈呈する。
・国際女医会活動　
・2015 年第 11回国際女医会議西太
平洋地域会議（H27年 4月）に向
けての準備、及び会議への出席。
・国際女医会本部からの情報伝達
・当会の活動状況を国際女医会本部
へ報告（NC）
・ブロック懇談会 
　日本女医会役員と各地（ブロック）
の医師会会員や女性医師とが一堂
に会して、講演会等を開催し、交流
して女性医師が抱える問題を共有
していく会を開催予定（開催地等未
定）
・MsACT（医学生及び若手医師対
象支援活動）　
・女子医学生や若手女性医師
MsACT（Medical studentsand
youngdoctorsACT）の活動を展
開する。適切な助言をする場、ま
た医学生同士の話合いの場として
のMsACTmeetingを開催予定。
・女子医学生を対象とした英語セミナ
ーを開催（開催時期未定）。
・十代の性の健康支援ネットワーク
事業：小中学生の妊娠、性感染症、
援助交際、性暴力、リストカット、
薬物依存、幼児虐待などの諸問題
を医師としての専門家の立場から、
また、組織横断的にアプローチを
行い、子育てに関する地域の力を
向上させることによって、次世代育
成に貢献することを目的としている。
・日本各地で講演会を開き、機関誌
や当会ホームページで公開し、広く
成果を発信していく（開催地、日程
未定）。
・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。
・保育園や関係団体からの依頼に基
づき、マニュアル本を資料として講
演会を開催する予定。
３．2015NGO日本女性大会の分
担金について ＜承認＞

・諏訪理事より2015NGO日本女性
大会についての説明があり、検討

の結果分担金の金額を10万円とす
ることが承認された。
４．東日本大震災被災地への継続
的支援について ＜承認＞

・義援金の振込先について、名義を
「宮城県女医会」ではなく「宮城
支部」とすることで 45 万円の振
込が承認された。
５．支部と担当理事について
 ＜承認＞
・大谷副会長より、各理事の担当支
部については希望を募り、次回理
事会までに内容をまとめ、第 60回
定時総会において支部長と担当理
事の顔合わせを行う予定である旨
が述べられ承認された。

2．審議事項
１．溝口昌子賞規程について
 ＜継続＞
・前田理事より溝口昌子賞の規程案
が示され、推薦者の人数等今後の
理事会において検討を行ってゆく
旨確認された。

２．第 9 回キャリア・シンポジウムの
日程について ＜継続＞

・前田理事より第 9回キャリア・シン
ポジウムの日程について11/15を候
補日としている旨報告があった。

３．冊子「なごやか」の担当について
 ＜承認＞

・山本会長より、以前からの執筆依
頼について説明があり、今後も執
筆者への依頼等は事業部で引き継
いでほしい旨依頼があり、承認され
た。
・執筆者への執筆料については、編
集者・番野氏に確認する。

４．平成 27年1月会計報告承認
 ＜承認＞
　平成 27年1月会計報告が承認さ
れた。
５．平成 26 年度第 6回理事会（1月）
議事録承認 ＜承認＞

・議事録の承認に際して、吉馴理事
より「宮城支部」と「宮城県女医会」
の区分に関して、前回理事会以降
の進捗について質問があった。こ
れに対し樋渡理事より、現在のとこ
ろ宮城県女医会では役員会が開催

されていないため特筆すべき進捗
はない旨回答があった。
・また鈴木理事からは、宮城支部の
現状（会員数 33 名）では活動の
維持が難しく、宮城県女医会（会
員数 122 名）の一部として活動す
るほうがより合理的であり、区分を
する必要性はないとの見解が述べ
られた。
・これに対し吉馴理事から、今回の
義捐金については贈呈先は宮城支
部であることが順当と思われる旨が
述べられたが、樋渡理事から、義
捐金は被災地としての宮城に贈呈さ
れると考えれば、支部であるか否
かは問題とならないのではないかと
の見解が述べられた。
・津田理事より、十代の性の健康支
援ネットワーク事業委員会報告の岐
阜のワンストップセンターに関する記
述ついて、「直接かかわっているもの
ではない」という記述から「間接的
にかかわっているもの」と変更するよ
う要望があり、変更が承認された。
・山本会長から、米寿の会員のお名
前を掲載する件についての記述を
再確認するよう要望があり、検討
の結果「平成 27年度 3月31日ま
でに米寿以上になられる会員の氏
名を会誌に掲載することを承認」と
改訂された。
　以上の検討を以って平成 26 年度
第 6回理事会（1月）議事録が承認
された。

3．報告事項
１．各部、NC報告
１）庶務部報告
 （花岡理事・馬場理事）

・花岡理事より、会員動静について
報告があった。
・また、平成 27年度版会員名簿作
成についての進行スケジュールにつ
いて説明があった。
・馬場理事より、角田元副会長のご
夫君のご葬儀に際し、役員慶弔費
よりお花をお送りした旨報告があっ
た。これに対し前田理事より、理
事会関係者のご葬儀等については
事前に全理事に情報を発信するべ
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きではないかという意見があった。
・津田理事より、慶弔費規程を見直
す旨の提案があり、今後の理事会
での議題とすることとなった。
２）広報部報告 （田辺理事）
・田辺理事より、会誌 222 号につい
て報告があった。また、会誌への
広告掲載について協力の呼びかけ
があった。
・昨今のゆうメール等の割安郵送サ
ービスと信書の問題について言及
があった。
・日本女医会の案内パンフレットを作
成中である旨報告があった。
３）渉外部報告 （小関副会長）
・小関副会長より「2015NGO日本
女性大会」第 1回準備委員会
（H27.2/5）に出席した旨報告があ
った。
４）学術部報告 （前田理事）
・前田理事より2/10 付でHP「新し
い治療とトピックス」に2本の記事
を新たに掲載した旨報告があった。
５）事業部報告 （津田理事）

・津田理事より、荻野吟子賞に以下
の2名が候補となっている旨報告
があった。
　長柄光子氏　黒﨑伸子氏
６）ナショナル・コーディネータ報告
 （前田理事）
・前田理事より、台湾の「西太平洋地
域会議」参加への旅行代理店につ
いて説明があり、参加希望者の人
数が確認された。
２．各委員会報告
１）男女共同参画事業委員会
 （前田理事）
・前田理事より第 8回の報告書につ
いて、原稿を収集中である旨報告
があった。
２）長寿社会福祉委員会
 （山本会長）
・山本会長より、H27.2/28の長寿社
会福祉事業講演会への参加の呼
びかけがあった。
３）小児救急事業委員会
 （大谷副会長）
・大谷副会長より、H26.12/8宇都宮

市立雀宮中央小学校、H27.1.28　
宇都宮市立瑞穂台小学校にて山崎
トヨ監事が講話を行った旨報告が
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）

・津田理事よりH27.3/19に日本女医
会会議室で平成 26 年度報告会・
役員会を開催予定である旨報告が
あった。
５）MsACT委員会 （藤川理事）
・藤川理事より、H27.2/28に平成 26
年度英語セミナー（第 3回）を開
催する旨報告があった。
３．その他
　山本会長より、大阪府女医会から
依頼のあった森本園子医師への推
薦状への押印について賛否が問わ
れ、一同の賛成を得た。
 以上

●「効能・効果」、「効能・効果に関連する接種上の注意」、「用法・用量」、「用法・用量に関連する接種上の注意」、「接種不適当
者を含む接種上の注意」等につきましては、製品添付文書をご参照ください。

改訂年月2013年1月

ウイルスワクチン類 薬価基準未収載

生物由来製品 処方せん医薬品（注意-医師等の処方せんにより使用すること）劇薬

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

販売元 製造販売元（輸入）

東京都渋谷区千駄ヶ谷 4 -6 - 15東京都千代田区四番町６

販売提携（資料請求先）

【製品に関するお問い合わせ・資料請求先】　ジャパンワクチン株式会社 お客様相談室
Tel：0120-289-373（平日9：00～17：30 土、日、祝祭、当社休日除く）
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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．表彰 平成 28年 5月15日開催の第61回日本女医会定時総会（京王プラザホテルにて開催予定）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 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。
５．申込期限	 平成27年12月25日当日消印有効
６．問い合せ先 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）

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 27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 28年 5月15日開催の第61回日本女医会定時総会（京王プラザホテルにて開催予定）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 

〒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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日本女医会　傘寿を超えられた会員の皆様（順不同・敬称略）

緑の美しい季節となってまいりましたが、会員の皆様にはご健勝にてお過ごしのこととお慶び申し上げます。
さて、先日、パンフレットで、日本医師会の米寿会員、白寿会員のご紹介を拝見し、日本女医会の会員として会の発展にご尽力・ご

協力頂きました米寿会員を調べましたところ24名おられ、嬉しくなり、お祝いのお手紙を出させて頂きました。この過程で、ご高齢で
日本女医会会員として活躍されている方が多いことがわかりました。そこで、80歳を超えられたと思われる先生のお名前を会誌に掲載
させていただき、会員一同で先生方の益々の長寿とご多幸を寿ぎたいと思いました。入会時に卒年のみで生年月日の情報がなく、正確
ではないかもしれませんが、もし、訂正がありましたら事務局までお知らせくだされば幸いです。� （公社）日本女医会会長�山本纊子

北海道・東北

五十嵐敬子 17 宮城
奥山春枝 25 北海道
小田泰子 34 宮城
金子ミサヲ 27 秋田
河瀬珍実 25 北海道
菅野喜與 23 宮城
工藤たけゑ 16 北海道
佐久間和子 26 北海道
佐々木道子 15 北海道
佐々木和子 33 宮城
髙木雅代 30 青森
高階　高 23 秋田
髙松むつ 32 青森
中島　達 26 福島
馬場恭子 30 福島
藤盛尚子 33 青森
藤原幸子 22 北海道
堀内夏子 24 青森
三品房子 24 宮城
横内幸子 25 青森
横田登喜 20 北海道

関東

秋濱示江 34 埼玉
芦立かつ 22 茨城

安部井留美子 30 神奈川
石井朗子 32 群馬
稲葉美佐子 16 千葉
稲生　襄 15 神奈川
今井三四子 20 千葉
内田さく 31 茨城
生方雪子 32 千葉
岩本淳子 32 茨城
大竹輝子 24 神奈川
大野照子 23 栃木
大矢陽子 31 神奈川
大山みつ 22 群馬
風間蓉子 32 神奈川
加次井育子 32 千葉
川田和子 34 神奈川
河鍋楠美 32 埼玉
岸　弥生 26 埼玉
木村きよ子 12 神奈川
国松ふみ 17 埼玉
佐伯輝子 32 神奈川
佐々木道子 32 埼玉
佐瀬くらら 33 埼玉
杉村茂子 25 栃木
関根みよ 16 埼玉
多賀谷逸子 23 栃木
田中蘭子 26 埼玉
辻沢キヨ 26 神奈川
冨岡瑞子 32 神奈川
中島幹恵 26 神奈川
中濱昌子 20 神奈川
西原潔子 23 埼玉
野末悦子 32 神奈川
野田俊子 24 神奈川
延島幸子 33 茨城
畑　靖子 20 埼玉

濱田登茂子 20 栃木
深井登起子 31 埼玉
深田チエ 24 茨城
堀口　文 26 栃木
牧野礼子 26 栃木
松崎喜美枝 24 神奈川
丸茂畠子 17 群馬
皆川孝子 33 千葉
村上リョウ 19 神奈川
矢崎宏子 24 神奈川
村田　郁 34 埼玉
山崎康子 32 神奈川
山本みどり 23 千葉
行定法子 20 埼玉
吉崎喜美子 26 埼玉
吉浜　敦 26 群馬
和田一恵 24 千葉

東京

青井禮子 34 葛飾
足立茂代子 15 練馬
渥美英子 30 文京
石川恭子 26 豊島
石原幸子 30 練馬
石原道子 18 文京
伊藤翠子 30 都下東
今井三喜 16 東女内
鵜川美登里 22 都下東
大林万知子 26 都下東
大森安恵 31 東女内
緒方キヨ子 16 大田
緒方美佐子 34 大田
岡本和子 15 杉並
小川昭子 25 都下東
長田清子 20 新宿
香川芳子 29 豊島
桂アグリ 24 杉並
加藤香代子 31 大田
加藤光子 23 荒川
川田仁子 18 港
串田つゆ香 26 東女内
栗原久子 23 新宿
甲子萬里子 19 墨田
小山咲子 24 板橋
斉藤文子 30 世田谷
榊　多鶴子 26 杉並
鹿田儀子 32 北
白石寿子 30 中野
杉山太規子 25 目黒
鈴木志賀子 23 足立
高橋千代 20 大田
武石展代 26 渋谷
竹下寿子 32 新宿
冨岡レイ 26 中央
中島桂子 23 杉並
中野敏江 26 目黒
中山年子 26 中野
西川トシ 24 品川
橋本葉子 31 東女内
林　節子 16 板橋
福岡多美子 29 都下西
藤田　禧 24 練馬

藤田親代 22 世田谷
船木依子 33 北
細川恭子 26 港
堀口雅子 35 千代田
牧野アツ 19 都下東
松木耀子 31 都下東
安田洋子 34 目黒
山崎修子 26 中野
山崎倫子 18 都下東
山住美津子 30 杉並
吉田節子 29 練馬
吉田茂子 25 渋谷
渡辺静子 19 豊島
渡辺政子 17 豊島

東海・信越・北陸

浅井和子 26 愛知県
磯部弥生 24 山梨
伊藤美智子 24 愛知県
内田八重子 27 静岡
内村富士子 16 富山
岡本敏子 32 静岡
小田切澤子 26 山梨
加藤晶子 29 愛知県
加藤敏子 18 愛知県
苅谷　愛 24 愛知県

木佐森可也子 24 静岡
岸　清子 29 愛知県
五味道子 30 愛知県
櫻林英子 24 山梨
佐藤栄美子 20 新潟
嶋崎紀代子 19 山梨
島田淳子 19 富山
髙栁泰世 33 愛知県
宝田雅子 20 富山
田中くに 30 愛知県
東浦享子 34 愛知県
中尾初生 23 愛知県
中沢敦子 18 山梨
中西綾子 30 愛知県
中西文子 31 長野
中野慧子 34 愛知県
永野　薫 30 新潟
西垣千代子 24 愛知県
橋川ふさ子 24 愛知県
長谷川幸子 17 愛知県
長谷川恒子 19 愛知県
原　壽々代 24 静岡
服部君江 26 愛知県
早川操子 31 山梨
藤田ルリ子 25 静岡
不破　晶 24 岐阜
松尾智子 20 長野
松原英子 18 新潟
森川房子 19 岐阜
山田恵美子 23 愛知県
山田好枝 28 愛知県
山本和子 33 愛知県
横瀬美年子 24 愛知県
渡辺志げ子 16 山梨
渡辺のり子 31 愛知県

近畿

東　小夜子 18 大阪
有木あやめ 22 和歌山
伊丹千寿子 16 大阪
岩崎和佳子 22 大阪
大原一枝 11 大阪
大矢明子 24 大阪
越智京子 34 京都
河田富佐栄 18 大阪
川田喜代子 25 大阪
木村久美子 19 兵庫
久保心子 24 大阪
肥塚典子 26 大阪
子安佳子 31 大阪
髙畑豊子 17 大阪
鮫島美子 19 大阪
高岡英子 19 兵庫
玉田信子 25 大阪
中島好重 18 京都
西井美子 16 兵庫
原　葉子 32 大阪
保坂智子 30 大阪
松岡和子 16 大阪
松下冨美子 15 大阪
南　路子 34 大阪
宮地民子 25 兵庫
森鼻麗子 22 兵庫
山本幸代 23 大阪
行岡陽子 34 大阪
渡辺良子 18 大阪
渡邉幸子 33 大阪

中国・四国・九州

浅田清子 24 広島
天児　都 34 福岡
荒木ひさえ 34 広島
石田玲子 33 広島
伊野照子 32 長崎
上村寀子 19 徳島
大井田三重 23 高知
大島三女子 19 徳島
大原靜子 30 広島
緒方文江 23 佐賀
織田郁子 22 高知
加藤竺子 22 福岡
桒野不二枝 9 福岡
坂梨ミチ 19 宮崎
佐藤あいこ 26 岡山
隅　初音 22 宮崎
住田静子 18 広島
田中眞千子 19 佐賀
哲翁富士子 25 長崎
中野富貴子 26 広島
西山登紀子 15 愛媛
福島順子 24 佐賀
藤戸せつ 25 高知
町田照代 34 高知
諸井ミサヲ 22 佐賀
行武　民 20 広島
和田静江 26 佐賀

氏　　名 卒年 支部 氏　　名 卒年 支部 氏　　名 卒年 支部 氏　　名 卒年 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、下記の予定で群馬県高崎市に於いて開催されます。総会前日には、群馬
支部主催のエクスカーション、及び懇親会がございます。皆様、お誘い合わせ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。

5 月 16 日（土） 14：00 ～ 17：30 群馬支部主催エクスカーション
   冨岡製糸場見学
 18：30 ～ 21：00 群馬支部主催　懇親会
5 月 17 日（日）   9：30 ～ 10：30 支部・本部連絡会
 10：45 ～ 12：30 第 60 回定時総会
 12：45 ～ 13：45   群馬支部主催　ランチョンセミナー  

「群馬大学重粒子線治療について」
 14：00 ～ 15：45   公開講演会「保育サポーターバンク制度の効果について」  

―女性が輝いて働くために―
 （時間と内容は多少変更となる場合がございますので、御了承ください）

  義援金報告（Ｈ27.3 末現在）

　会員の皆様からお預かりしております、東日本大震災義援金から、「宮城県沿岸部被災地における
女性健康医療相談室の取り組み」の為、宮城支部へ45万円をお送りいたしました事をご報告いたし
ます。（残金：3,385,512円）

寄附者一覧（敬称略　H26.12.9 ～ H27.4.10 現在）

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。

山下啓子（北海道）、菊池清子（福島）、岩本絹子（江戸川）、角田由美子（練馬）、

木村俊子（愛知県）、津田喬子（愛知県）、金重恵美子（岡山）、長柄光子（鹿児島）

会員動静（平成27年3月31日現在・敬称略）

氏　名 支　部 卒　年

入
会

阿久澤まさ子 （群馬） 昭 59
柏木　好 （群馬） 平 3
木村寛子 （群馬） 昭 61
佐藤美恵 （群馬） 昭 60
北條みどり （群馬） 昭 57
清水優子 （東女） 昭 62
小出彩香 （都下東） 平 9
浅野水辺 （愛媛） 平 6
鹿島直子 （鹿児島） 昭 38

学
生 5 名

氏　名 支　部 卒　年

物
故

菊池壽子 （福島） 昭 9
藤田三枝 （栃木） 昭 20
安藤明子 （渋谷） 昭 26
吉田ゆき （中央） 昭 9
土屋ゆひ子 （練馬） 昭 16
村市あさの （神奈川） 昭 14
澁谷朝子 （愛知県） 昭 19
野々村慶子 （愛知県） 昭 26
林　馨 （福岡） 昭 22

退
会 44 名（内、自然退会 19 名）
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ゴールデンウィークの真っただ中ですが皆様にはお久しぶ

りの連休ということで楽しくお過ごしのことと存じます。

さて連休明けの17日には第60回定時総会が群馬県で開

催されます。群馬には私も行ったことがないので楽しみにしております。

特に世界遺産となった「富岡製糸場」の見学は魅力的だと思います。皆様

も、この機会を利用してぜひ富岡製糸場に足をお運び頂けたらと思います。

またランチョンセミナーは最新の医療情報として、清原浩樹先生による「重

粒子線治療」のご講演もございます。

群馬の先生方もいろいろ準備をして下さっております。一人でも多くの

先生方のご参加をお待ち申しております。 （田中優子）
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第 36 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 27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 28年 5月 15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29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:03-3498-0571Fax:03-3498-8769e-mail:office@jmwa.or.jp
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