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最近、書店に平積みになって売
れている本に『LEAN IN　リーン・
イン～女性、仕事、リーダーへの意
欲～』という本があります。アメリ
カの世界的 IT 企業フェイスブック

の COO、シェリル・サンドバーグという女性が書い
た本です。「リーン・イン」とは、一歩前に踏み出せ、
という意味だそうです。私はいま、この本をかみしめ
るように読んでいます。

シェリルさんは、ハーバード大学をトップクラスで
出た才媛で、周囲の女性たちと同じく、努力し才能
があれば、当然男性と同じように評価されると信じて
仕事をしてきました。そして、就職してから約 20 年。
卒業、就職時に同数だった周囲の男女比は、年を経
るごとに女性が減っていき、気がつくと部屋で唯一の
女性という日常に。彼女は、「はっきり言おう、世界
を動かしているのは、やはり男である。世界は、少な
くともアメリカは、30 年前とほとんど変わっていない」
と述べています。

わたしは、『いやいやシェリルさん、日本は 50 年前
と、いや日本女医会が始まった 110 年前と、ほとんど
変わってないかも』とつぶやきました。確かに、医学

部に進学する女性の数は増え、医師として一歩を踏
み出す女性の率は、全体の 30％になりました。しか
し、男女雇用機会均等法が施行された 30 年前と比べ
て、今の時代は本当に変わったのでしょうか？　少な
くとも、学会、大学、政策決定のテーブルには、まだ
まだ女性が少ない現状です。

この原因を、シェリルさんは豊富なデータとエビデ
ンスを示しながら、さまざまな角度から分析していま
す。さすがは理論的・科学的で、アメリカのエリート
らしいと感心する内容ですが、詳しくは本をお読みく
ださい。ひとつ、最もわたしの心に残った分析は、「女
性は常に自分に自信が持てない」ということでした。
例えば、この仕事を引き受けて、子どもができたらど
うしよう、失敗してしまったらどうしよう、引き受け
るだけの力が私には足りないのではないか……。そう
考えて、多くの女性たちはしり込みをします。そして、
夫や家族のために簡単に仕事の継続や昇進を中断し
てしまいます。シェリルさんによれば、女の子は、小
さい時から男の子よりボスやリーダーにあこがれる率
が低いそうです。 

その点、先日の韓国で行われた Medical Women’s 
International Association は、圧巻でした。韓国の先
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テーブルにつきましょう！
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報告 1

第29回国際女医会議
ソウルで開催
� 国際女医会副会長（西太平洋地域担当）　山本纊子

3 年ごとに開催される国際女医会議が「Medical 
Women Advance Global Health」のテーマのもとに
７月 31 日から８月３日までソウルの梨花女子大学で
開催されました。世界各国から 1,096 名の参加者があ
り、最多は韓国で約 600 人、ナイジェリア 150 人、次
いで多かったのが日本からの出席者で 50 名でした。

日本からの発表演題は、招待講演 3 題、一般口演、
ポスター発表を合わせて 23 題で、口演２題、学生会
員のポスター 3 題が受賞し、学生受賞の感涙の場面
もありました。

会 議 の 発 表 や 催 し の 詳 細 つ い て は National 
Coordinator（NC）の矢口理事、諏訪理事、藤川理
事から詳細な報告がありますので、私は会員に少し
なじみの薄い国際女医会運営の会議についてご報告

特集　第 29 回 国際女医会議

生方の堂々とした態度、各国の代表たちの押し出し
の良さ。医療や医学で、そして世界のリーダーとして、
トップをとっていこうという気概を感じさせる会でし
た。もちろん、わが日本女医会の参加者の活躍も、ま
ったく負けていない、素晴らしいものでした。50 名
以上の参加者と、立派な講演や学術発表の数々、そ
してアトラクションと、世界トップレベルのリーダー

シップを感じさせました。
同行した学生さんたちも、一気に世界に目をひらく

きっかけになったと思います。もっと多くの学生さん
や女性医師たちに、「一歩前に踏み出し、テーブルに
つこう！」と伝えていくのが、我々（公社）日本女医
会のこれからの役割であると感じています。

したいと思います。
7 月 31 日 8 時からロッテホテルで開催された

Business meeting の１つである財政委員会へ次期副
会長という立場で出席するよう要請があり、筆者は、
前日にソウルに入りました。会議では財政安定化の為
に MWIA 参加国の会員数を正確に把握し、数に比例
した会費納入を勧告すると共に参加国数増加を図る
方策が検討されましたが、各国女医会と綿密に情報
を交換し、依願するしかないという結論で、MWIA
財政運営の困難さを実感した一駒でした。14 時まで
役員会議が続き、梨花女子大学に移動して 15 時半か
ら National Coordinator（NC）会議、18 時から大学
の Convention hall で Welcome reception となりまし
た。

国際会議の Welcome reception（前夜祭）は、学
会の主催者や理事長などの挨拶、翌日からの会議の
概要などが紹介され、その後、乾杯の飲み物と簡単
なおつまみが振る舞われる地味なものが多いのです
が、今回は派手なアトラクションと豊富な飲食物があ
り、文字通りのお祭りムードで、韓国女医会のこの会
議に対する意気込みを感じさせるものでした。　
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特集　第 29 回 国際女医会議

翌 日 の Opening ceremony は、 式 典 で は あ り
ましたが、華やかな服装の出席者が多く、しかし
Keynote speech を始め、来賓の挨拶を真剣に聞く様
子が、おしゃれも勉強も目いっぱい頑張るという女性
医師の真髄を感じました。

ソウル国際女医会では学会発表を縫って 3 回の
General Assembly（総会）があり、8 月 1 日の第１回
目総会で、次期会長が選出される予定でしたが、今
回はドイツ女医会が推薦する女医会会長とドイツの
ミュンスター（2010 年国際女医会議開催地）在住で
グルジア女医会が推薦する Bettina Pfleiderer 氏（ミ
ュンスターの会議運営に貢献）が立候補し、2 人と
もドイツ在住、ドイツ女医会会員という複雑な状況
で、翌日の第 2 回総会に持ち越されました。ここで
選出された次期会長（2016 ～ 2019 年の会長）は、他
国グルジア女医会の推薦が問題となっていた Bettina 
Pfleiderer 氏で、2016 年の第 30 回国際女医会議がド
イツではなくオーストリアのウイーンで開催されるの
はこのような背景があります。

総会は人事以外にも宣言採択があります。数件が
提案されましたが、既に解決に向いているものもあ
り、今回、採択されたのは「女性・子供に対する虐
待の根絶を全世界的に取り組むことを希求する」と
いうもので、既に提案されてはいましたが、最近むし
ろ増加の傾向にあることで再び採択されました。

第 3 回総会は最終日で、各種の表彰、会長、副会
長の交代儀式が行われました。ガーナの Hesse 教授

（2010 ～ 2013 年の会長）からソウルの会議を運営・
開催した韓国の Park 教授に会長の襷

たすき

とメダルが渡さ
れ、2013 年 8 月 3 日からウィーンで Pfleiderer 教授
が運営・開催される 2016 年 7 月 31 日の総会での交
代まで Park 教授が会長を務めることとなりました。

また、平敷教授（元日本女医会理事）は、次期会
長 3 年、会長 3 年、前会長 3 年と計 9 年の長きにわ

たり、真摯に国際女医会のために尽力され、前会長
の役目を Hesse 教授に委譲され、会場から敬意と感
謝の盛大な拍手が送られました。

さて国際女医会は、北ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、
南ヨーロッパ、北アメリカ、ラテンアメリカ、中近東・
アフリカ、中央アジア、西太平洋の 8 地域に分けられ
ていますが、これら各地域担当の副会長が後任者の
いないラテンアメリカを除いて総て交代し、西太平洋
地域担当の副会長は日本から出す順番となっており、
日本女医会理事会のご推薦で、筆者が就任すること
になりました。

誠心誠意努力いたす所存ですが、理事会はじめ、
会員の皆様のご支援を心からお願いする次第です。

前後しますが、これら頻回の総会の合間に地域
会議が開催されました。西太平洋地域の参加国は、
Australia, Hong Kong, Japan, Korea, Mongolia, New 
Zealand, Philippines, Taiwan、（ABC 順）です。会
議は、8 月 1 日に担当の副会長であるフィリピン
の Dr. Nancho の招集で開催され、ここで中国本土

（Mainland China）の加入が認められました。当初か
ら加入していた台湾女医会にはかなり抵抗もあったよ
うですが、世界情勢には逆らえない情況で、両国女
医会長の握手には Standing ovation が沸き起こりま
した。また、ここで Dr.Nancho から筆者が次期西太
平洋地域担当副会長として紹介されました。

会議終了の翌日、8 月 4 日に各委員会の委員長選
出と向こう 3 年間の活動計画を決定する新体制の役
員会がありました。財務委員長の選出では前委員長
の留任を提案した新会長に反して理事長が私を推薦
する場面もありましたが、財政には弱いことを理由に
お断りし、結局英語が苦手のベルギーの副会長が名
乗り出て理事長が推薦し、投票の結果、理事長案が
採択されました。新財務委員長とカナダの事務局会
計担当者とのやりとりはフランス語でなされ、役員の
多くがその内容を理解できないという困った事態です

開会式で挨拶をする Prof. Hesse

総会の様子
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が、財務に関しては透明性を希望する意見もあり、し
っかりと観察する必要があると思います。

向こう 3 年間の活動テーマは、Park 教授の意見
で「Fighting against Violence」と決定しました。目
下、具体的活動計画をメールで提出して纏めている
最中です。児童や配偶者に対する Violence は、多
く提出されていますので、筆者は、高齢者に対する
Violence を取り上げる提案をしています。

この会議は、朝 8 時から夕 4 時まで昼食時も含め
て英語で行われ、本当に神経を使いましたが、今後 3
年間にはこの様な場面が頻回にあると予想されます。
20％程は詳細に把握できていないと感じましたので、
職責を確実に遂行するためにはもう一度英語を勉強
しなければと思いながら帰国いたしました。

筆者の副会長としての仕事は、2016 年 7 月 26 ～
31 日開催の第 30 回国際女医会議までに計画に沿っ
て活動すること、台湾女医会と連携して 2015 年 4 月
24 ～ 25 日に台湾において西太平洋地域会議を会長
として開催することが最重要課題ですが、他に今回、
新たに参加した中国女医会（女医約 200 万人という）
との連絡、西太平洋地域に点在する諸国女医会の
MWIA への入会勧誘、そして 2014 年のコペンハー
ゲンで開催される北ヨーロッパ地域会議の際に開催
される役員会議への出席などがあります。

健康管理に心を配って役務を遂行したいと思って
いますので、会員の皆様のご指導、ご協力をよろしく
お願い致します。特に 2015 年の西太平洋地域会議、
2016 年の国際女医会議へ奮ってご参加くださいますよう
お願い申し上げます。報告 2

報告 2

多くの面で
日本女医会の存在をアピール

ナショナルコーディネータ　矢口有乃

記録的な猛暑であった今夏、韓国のソウルにも世
界中から大勢の熱い女性医師が参集し、7 月 31 日か
ら 8 月 3 日まで第 29 回国際女医会議が開催されまし
た。参加国 40 カ国、総参加者数 1,096 名、うち主催
国の韓国からは約 600 名、ナイジェリアから約 150 名、
次いで日本が 50 名の参加者数でした。ナイジェリア
は、このような機会がないと国外へ出られないとの
こと、また内乱の続くエジプトからの参加もあり、世
界情勢を垣間見る感がありました。香港女医会、台
湾女医会、韓国女医会の熱心な働きかけと討議の上、

本会から中国女医会が正式に団体会員になったこと
も特筆すべきことでした。

会議場は、ソウル市内の梨花女子大学で、大学構
内とは言っても、歴史的な建造物と近代的なビルディング
が混在する壮大なキャンパス内と、公園のような庭園もあ
り、女子学生達が行き交う中、構内を暑さも忘れてプロ
グラムを片手にあちらこちらへの移動でした。梨花女子
大学は医学部を有しており、東京女子医科大学と並んで
世界で二つの女子医科大学です。

開会式では、恒例の医学部の女子学生さん達が持っ
て入場した万国旗が壇上に配置されました。本会議の実
行委員長で韓国のナショナルコーディネータの Kim 先生
の開会の挨拶から始まり、国際女医会会長の Hesse 先
生（ガーナ）、韓国女医会会長の In-Sook Park 先生の
挨拶に続き、ビデオメッセージではありましたが朴大統領
の祝辞があり華やかな開会となりました。引き続いての基
調講演では、世界医師会会長の Mungherera 先生（女
性医師、ウガンダ）が、国際社会での男女共同参画に
ついて国際女医会と世界医師会が共同して活動してい
く必要性を話されました。もう一人の米国医師会会長の
Hoven 先生（女性医師、米国）は、自身の経験談も交
え女性医師のリーダーの必要性と、それ故の今後の米国
医師会での女性医師の登用について話されました。

今回の会議では、日本女医会としても特別な意味を
持つ会議となりました。まず、この会議から 3 年後のウ
ィーンでの第 30 回国際女医会議まで、西太平洋地域
を代表して、山本纊子理事が国際女医会副会長に決定
いたしました。会期中の西太平洋地域会議で、前任の
Nancho 先生（フィリピン）から引継ぎが行われました。
また、平敷淳子前国際女医会長の任期が終了となり、今
後は、2019 年の国際女医会 100 周年記念事業の事務
局長に就任されます。1919 年に第 1 回国際女医会議が
開催されたニューヨークで行う予定とのことで今から楽し
みです。総会では、50 年以上の継続会員への Golden 
Jubilee賞が澤口彰子副会長、緒方文江先生などに授与
され、参加者全員からのスタンディングオベーションで賛
辞されました。 （6 ページにつづく）

新会長の Prof. Kyung Ah Park
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第 2 9 回 国 際 女 医 会 学 術 会 議 で の 発表者一覧 （敬称略・筆頭発表者のみ）

 Ⅰ　招待講演 
1） 山本纊子　 国際女医会 Vice President（西太平洋地域）並木病院

Women in Societies of Longevity
2）石井正三　日本医師会常任理事

Disaster Control Measures and Medicine from the Perspective of the Japan Medical Association
3）秋葉春菜　東京女子医科大学 5 年生

History of Women Doctors as Women Leader s: Japan 

 Ⅱ　口演発表者 
1）浅見豊子　佐賀大学リハビリテーションセンター

Developing a Practical Myoelectric Prosthesis for Children
2）猪俣直美　東京臨海病院　形成外科

Long-Term Evaluation of the Size of the Nipple Areolar Graft
3）岩平佳子　ブレストサージャリークリニック

Breast Reconstruction after Breast Cancer in  Japan
4）大森安惠　海老名病院　糖尿病センター

Usefulness of Glycated Alubumin（GA） as a Marker of Mother’s Blood Glucose Control
5）唐澤久美子　 放射線医学総合研究所重粒子医科学センター病院

FNCA Radiation Oncology Project 
6）齊藤惠子　西松園内科医院　

Providing Motivation for Future Growth for Disaster-Affected Youth
7）諏訪美智子　スワミチコこどもクリニック

Pediatric Practice for the International Community in Tokyo
8）津田喬子　日本女医会　会長

Support for Female Physicians in Japan:A change of View
9）平敷淳子　前国際女医会　会長

My Experience at UN General Assembly
10）藤川眞理子　大田区保健所

Obesity and Diabetes Mellitus among Patients with Psychiatric Disorders in a Japanese Urban Community
11）山内英子　聖路加国際病院　ブレストセンター

Cancer Survivorship:Facts and Support System for Working Survivors
12）山本眞由美　岐阜大学健康管理センター

Promotion for Japanese University Students to Prioritize Career and Family Equally

 Ⅲ　E- ポスター発表者
1）澤口彰子　日本女医会　副会長　東京福祉大学

GIS Analysis of the Success of Critical Care Following Traffic Accidents in Tokyo Prefecture
2）諏訪美智子　スワミチコこどもクリニック

Rubella Outbreak in Japan

 Ⅳ　ポスター発表者
1）岩田彩香　東京大学医学部 5 年生

Glass Ceiling Hindering Japanese Women Doctors from Promotion
2）唐澤久美子　 放射線医学総合研究所重粒子医科学センター病院

Carbon Ion Radiotherapy for Early Breast Cancer
3）黒木崇子　佐賀大学医学部 6 年生

A Comparison of Saga University and the University of Pittsburgh
4）進藤飛鳥　新宿消防署

Factors Related to the Death in Elderly People Admitted to the Intensive Care Unit
5）並木みずほ　東京女子医大救急救命センター

The Role and Activity of Tokyo Disaster Medical Assistance Team（Tokyo DMAT）
6）服部佳代子　活水女子大看護学部看護学科

New Strategy for Youth-to-Youth Sex Education-Effect of Peer Counselor Training for University Students
7）宮武里沙　東京女子医大医学部 5 年生

The Status Quo of Female Doctors’ Working Conditions in Japan
 （文責　諏訪美智子）
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第29回国際女医会議

優秀賞（Award for Excellence）
を授与されて

岐阜大学保健管理センター�センター長・教授　

山本眞由美　

7 月 31日から 8 月 3 日まで、韓国ソウルで開催され
た第 29 回国際女医会議に参加しましたので、報告申
し上げます。

理事の宮㟢千惠先生から「岐阜からも1 つ演題を出

すように」とのご指示があり、私が大学人として取り組
んでおります「若年世代の健康増進・啓発」に関する
演題を応募しました。

私は現在、大学生の健康管理・教育・増進を仰せ
つかっております。また、全国 495 の高等教育機関が
加入する全国大学保健管理協会の理事を務めておりま
す。

若い女性の健康に関する近年の話題に、少子化・晩
産化があります。高学歴・キャリア志向の女性にとっ
て、家庭を築くこと、子供を産んで育てることは重要な
決断事項です。しかし、そのような人生設計からは逃

学術発表では、日本からは 23 演題の発表がありまし
た。日本医師会から石井正三先生、山本纊子理事、東
京女子医科大学 5 年生の秋葉春菜さんが招待講演とし
て発表されました。秋葉さんは今回、学生では唯一の
招待講演者です。津田喬子会長をはじめ、澤口副会長、
大森安惠会員、平敷淳子会員、齋藤惠子理事、諏訪美
智子理事、藤川眞理子理事、他理事以外の諸先生方の
日本からの発表は非常に高い評価を受けました。特に岐
阜大学の山本眞由美会員、放射線医学研究所の唐澤久
美子会員は優秀演題賞を受賞、佐賀大学医学部 6 年黒
木崇子さん、東京女子医科大学 5 年宮武里沙さん、東
京大学医学部 2 年岩田彩香さんは、Poster Awardを
受賞しました。岩田さんは Travel Awardも受賞してい
ます。

Social Event で は、 第 一 日目 の 夜 は Welcome 
Receptionで韓国の伝統舞踊が披露されました。立つ場
所を確保するのも難しいほどの盛況でした。二日目の夜
は韓国女医会主催の歓迎パーティで、ホテルでのクラシ
ックコンサートと参加者全員を正餐でおもてなし下さいまし
た。最後の夜の Gala Dinner では、韓国の有名デザイナ
ーによる伝統衣装のファッションショーで幕開けでした。
王朝時代の衣装から現代まで、次 と々繰り広げられる衣
装の素晴らしさ、韓流スター並みのモデルはみな女子医

学生、と目を見張るものでした。我が日本女医会も、理
事をはじめ多くの参加者が和服姿で、華を添えることが
できました。各国のファッションショーでは、山本纊子理
事が紗の着物と東京大学の岩田さんが振袖で参加しまし
た。アトラクションでは津田会長の指揮のもと、「浜辺の
歌」と「It’s A Small World」を日本語、ハングル語で
皆で合唱しました。「It’s A Small World」では、他国
の先生方も混じっての大合唱となりました。また宮㟢千惠
理事が日本舞踊を披露し、会場全体を魅了しました。

総会の席では、「どうしよう子どもの救急（英語版）」
を各国 2 冊ずつ配布し、どの国からも好評をいただきま
した。

学術面でも社交面でも、国際女医会内において日本
女医会の存在を十分にアピールできた会議になったと思
います。さらに小田前会長、大森安惠会員、津田会長や
参加いただいた理事の先生方と、女子医学生や若い女
性医師との良き交流の場ともなりました。

2015 年 4 月 24、25 日には山本纊子副会長のもと台
湾で西太平洋地域会議が、2016年7月26～31日には、
Bettina Pfleiderer 次期会長のもとウィーンで第 30 回
国際女医会議が開催されます。皆様のご参加をよろ
しくお願いいたします。

Gala Dinner の様子

津田会長のもと合唱を披露
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さて、かつて結核のような疾病が大学生の将来を奪
った時代には、「早期発見・早期治療」こそが、大学
の保健管理に求められた使命でした。しかし、過食・
運動不足・睡眠不足などを抱えた生活習慣病予備軍た
る大学生が急増している近年は、「早期発見、早期指
導」によって生涯に渡る自己健康管理能力を獲得させ
ることが重要な使命となっています。また、かつてエリ
ート養成としての役割を担っていた大学も、進学率 55
％を超える今日、多様な人材が高等教育の恩恵を享受
する場に変化しています。多様な人材が秘める多彩な
能力を十二分に発揮するための支援体制の確立と実績
の蓄積が大学に求められています。女子学生の増加に
伴い、女性特有の身体的、精神的諸問題が現場では
課題となっています。多くの女性医師が専門的知識に
基づいた健康支援を大学で提供していますが、保健看
護職や養護教諭に比べると極めて少ない現状です。高
等教育現場で女子学生が直面する心身の悩みに、自
らの経験をも生かして支援することができるのは、まさ
に彼女たちの先輩である女性医師なのです。大学生の
健康管理の分野で、日本は世界でも先進的な取り組み
をしており、アジアのリーダーであります。自らが身を置
く大学保健管理の現場で、女性医師の特性を生かして
益々精進することで、今回の国際女医会議で賜りまし
た数々の御恩に報いることをここにお誓いして、報告と
いたします。

第29回国際女医会議

FNCA 放射線プロジェクトを
口演して

放射線医学総合研究所重粒子医科学センター病院　

唐澤久美子　

平成 25 年 7 月 31 日から 8 月 3 日にソウルの梨花
女子大学にて行われた第 29 回国際女医会議 Medical 

避するかのように、目の前の学業や仕事に専念してい
る女性が少なくありません。彼女たちは「30 歳から妊
孕能が下がることや、30 歳代後半では生産分娩率が
低下し不妊治療をしても年齢とともに妊娠率が下がるこ
とを知らなかった」「学校では習わなかった」と言いま
す。40 歳代で不妊治療を続けている女性の中には「妊
娠に適した年齢があることを早く教えてほしかった」と
いう人が少なくないそうです。その一方で、10 ～ 20 歳
代の女性の平均１日摂取エネルギー量は減っています。
先進国で唯一日本だけです。もちろん食糧不足がある
わけではなく、母性を犠牲にして、美容を優先してい
るわけです。彼女たちは「母体の栄養不足、特に妊娠
中の栄養不足が児の成人後の健康状態にも影響するこ
とを知らない」と言います。

そこで、大学生の年代を対象とした健康啓発冊子
「知っていますか？ 男性のからだのこと、女性のからだ
のこと―健康で充実した人生のための基礎知識―」を
作成しました（平成 24 年厚生労働科学研究費補助金、
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業、研究代表
者：山縣然太朗（山梨大学）、研究分担者：吉川弘明

（金沢大学）、山本眞由美（岐阜大学））。若い世代に、
男女ともに、自分自身の生涯の健康から人生を考えても
らう内容です。

今回の国際女医会議では、このような日本の若い女
性の健康背景と冊子の内容について報告しました。座
長の先生からは “good job”とほめていただきました。
口演の機会を与えていただき、また、優秀賞を賜るこ
ととなり、感謝の気持ちでいっぱいです。特に、優秀
賞は私の力などではなく、日本から参加された先生方
すべてによるチームジャパンの力が評価されたものと思
っております。日本人の発表には万難を排して会場に駆
けつけてくださった先生方に、心より感謝申し上げます。
優秀賞のことなど到底考えていなかった私が閉会式前
に帰国してしまったために、山本纊子先生や藤川眞理
子先生には大変な御尽力をいただきました。この場を
借りてお礼申し上げます。

Gala Dinner でのファッションショー
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Women’s International Association に、日本女医会
の先生方や学生さんと共に参加させていただきまし
た。

国際女医会議は、放射線科の大先輩で尊敬する平
敷淳子先生が前会長でいらしたので以前より関心を
持っていましたが、今まで参加させていただく機会が
ありませんでした。しかし一昨年、大学勤務から現
在の研究所（放医研）に異動し、自分で自由に決め
られる時間が増えたこと、国際的な業務が増えて世
界の状況への関心が高まったことにより、今回の参加
を決心致しました。

演題登録しようとして気付いたのは、通常の学会と
違い、女性の健康や性に関わるテーマ、女性医師の
環境や社会との関わりを問うカテゴリーが多いことで
した。どのような会議か十分に理解しないまま、自分
の研究テーマである乳癌の重粒子線治療と、Forum 
for Nuclear Cooperation in Asia（FNCA）の放射線
治療プロジェクトの紹介の演題を登録しました。

参加初日 7 月 31 日の Welcome Reception で受け
た印象は、ご参加の皆様が旧知の間柄で和気藹々と
した会議であること、普段あまりお会いすることが少
ないアフリカの先生が多いことでした。

翌日の開会式では、厳かな各国国旗の入場や
Hesse 会長（ガーナ）の力強い演説、100 人以上参加
されていたナイジェリアの先生方のパワーに圧倒され
つつ、今まで知らなかった世界を見て心躍る思いで
した。General Assembly と選挙ではこの会議の社会
性の高さを感じました。

翌日の午前に発表の機会をいただきました。口演
の機会をいただいた、FNCA 放射線治療プロジェク
トの FNCA とは、日本の文部科学省が主導する近隣
アジア諸国との原子力平和利用協力の取り組みです。
放射線治療プロジェクトは 10 プロジェクトの中の一
つで、私共の研究所が事務局となり 1993 年に開始さ

れ、現在、バングラデシュ、中国、インドネシア、カ
ザフスタン、韓国、マレーシア、モンゴル、フィリピ
ン、タイ、ベトナムが参加しています。また、国際原
子力機関（IAEA）から原子力科学技術に関する研
究・開発および訓練のための地域協力協定（RCA）
の３加盟国、インド、パキスタン、スリランカもオブ
ザーバー参加しています。このプロジェクトは、放射
線療法の国際的多施設共同臨床試験を通じてアジア
地域に適した標準的な治療方法を確立し、放射線治
療技術および治療成績の向上を図ることを目的として
います。子宮頸癌、乳癌などの女性の癌に力を入れ
ており、多くの女性医師、医学物理士が参加してい
ます。その誰もが今回の会議に参加されていません
でしたので、この取り組みを国際女医会議の皆様に
ご紹介できたことは幸いでした。

また、示説発表では、乳癌に対する重粒子線（炭
素イオン線）の臨床試験についてお話しさせていた
だきました。

日本からは全 23 題のご演題があり、どれも素晴ら
しいご発表でした。

学生さん全員が賞を受賞され、山本眞由美先生の
ご発表が優秀賞 Award of Excellence を受賞されま
した。私の口演も優秀賞をいただいたのは思いがけ
ないことでしたが、FNCA の活動にご尽力いただい
ている各国の先生方のご努力が評価されたのだと思
います。受賞を全く予期していなかったため、閉会式
での授賞セレモニーに参列せず帰途につき、ナショナ
ルコーディネータの矢口有乃先生からメールでご連絡
をいただいて受賞を知りました。本人が不在だと授
与しないと言われたとのことですが、山本纊子先生や
平敷先生のご尽力で、後日無事に拝受させていただ
きました。ご高配に厚く御礼申し上げます。

今回の参加では、矢口有乃先生をはじめ諸先生方
に大変お世話になりました。この場をお借りして改め
て御礼申し上げます。次回の国際会議は 2016 年にウ
ィーンで、西太平洋地域の会議は 2015 年に台湾で開
催されるとのことです。患者さんや後進のためになる
活動をさらに進め、また参加したいと思いました。

第29回国際女医会議

快挙 in Seoul ！！！
～ MsACT 学生会員を支援する喜び～

MsACT委員長　事業部　理事　藤川眞理子　

ソウルで開催された第 29 回国際女医会議を思い出
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す度に、サポーター冥利に尽きるとでもいうのでしょ
うか、深い喜びが湧き上がってまいります。

前回のドイツ・ミュンスターでの国際女医会議で
は、3 人の学生が参加し、やはり全員にポスター発表
をしてもらいました。award をいただいた 1 名は、後
日、来日されたマーガレット・チャン WHO 総長が東
京女子医大で講演された際に学生代表となる栄誉に
浴しました。

昨年、学生会員を擁するMsACT（Medical students 
and young doctors act）は医学生の chat room や医
学英語セミナーに参加してくれた学生達を核にして、
ゆっくりですが着実な歩みを評価していただき委員会
として認められ日本女医会の正式な組織の一翼を担
うこととなりました。

今回のソウルでは 4 人の MsACT 学生会員が参加
し、1 名は栄誉ある invited speaker 、3 人は poster 
session で award of excellence 受賞という快挙を成
し遂げてくれました。

東 京 女 子 医 大 5 年 の 秋 葉 春 奈 さん は invited 
speaker として日本女性医師史と日本女医会の創始
者の一人である吉岡彌生先生、わが国の妊娠糖尿病
医療の開拓者である大森安惠先生を含む近代以降の
代表的な女性医師のリーダー 4 人を堂々と流麗な英
語で紹介しました。

佐賀医大 6 年の黒木崇子さんは浅見教授のご指導
の下、持ち前のパワーを全開にしたプレゼンでした。
医学教育の国際比較という国際女医会ならではのテ
ーマの発表で関心を集めていました。東京女子医大
5 年の宮武里沙さんは、女性医師が抱える carrier 継
続の問題についてアンケート調査が効果的に示され
ており、次期国際女医会長に決まった Pfleiderer 先
生がアメリカでの体験談やドイツでの実態などについ
てコメントをくださるなど discussion が盛り上がりま
した。東京大学 2 年の岩田彩香さんは、日本の医学、
医療界における女性医師の glass ceiling の実態調査
に果敢に挑んでくれました。女性教授がゼロの医学
部が存在している我が国の現状ではクォータ制を引
く等の改革が必須であることをあらためて思い知ら
せてくれました。岩田さんは矢口先生のご尽力により
GALA パーティの民族衣装のファッションショーで就
任されたばかりの山本国際女医会西太平洋地域会長
とともに日本の美を誇示すべく桜色の振袖姿の着物
を堂々のモデルウォークで披露し travel award まで
いただくという幸運に恵まれました。

今回の 4 人の学生さんにとって学会発表それも国
際会議での英語での発表は初めてのことでした。4 人

の英語力については、所謂帰国子女も含めていろい
ろでしたが、とにかく優秀な上に素直で人間的にも
魅力的な女医の卵達でした。若いしなやかな感性は、
還暦を迎え徹夜が辛くなっている私に元気とパワーを
注入し続けてくれました。

日本女医会の存亡は会員数増加にかかっており、
その鍵を握るのは学生会員が入会したくなるような
活動を展開していくことだと学生会員活動にも重点を
置く英国女医会と米国女医会との交流を通して確信
するに至りました。MsACT の kick off 事業として開
催した chat room や英語セミナーが基になって優秀
な女子医学生のネットワークがつながりはじめていま
す。

MsACT 委員会では、学生と若手医師（MWIA で
は 40 歳までが young!）に向けて、定期開催される国
際女医会議における academic な発表の支援やそのた
めの英語セミナー、日本女医会のメンバーの特権とも
いえる世界中の国際女医会メンバーとの交流等を通
して、世界標準の女性医師を輩出していきたいと思
います。

第29回国際女医会議

世界が期待する日本に
東京女子医科大学医学部5年　秋葉春菜　

私は 2012 年夏の日本女医会主催の英語セミナーへ
の参加をきっかけに学生会員となりました。2013 年
夏の国際女医会議に向けて MsACT の youngMWIA
が始動し、8 月 2 日にはソウルにて開催された国際
女医会に参加し、光栄にも女性医師と leadership の
session で唯一の学生の invited speaker として発表
する機会をいただきました。

発表は、2 部構成で日本の女性医師の歴史につい
ては大宝律令の注釈書である令義解から楠本イネま
で、女性医師のリーダ
ーシップについては、
吉岡彌生、香川綾、須
藤昭子、大森安惠の各
先生方についてご紹介
いたしました。その中
の我が国の妊娠糖尿
病医療を拓かれた大森
安惠先生が私の発表を
お聴きくださり、山本
纊子先生が、ご本人が
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ここにいらっしゃいますとご紹介されたところ即座に
standing ovation となりました。国際会議がどういう
ものか想像もつかない中での準備でした。私たちをサ
ポートしてくださった藤川先生・矢口先生には、本当
にお世話になりました。お忙しい中、定期的に進捗を
確認してくださり、学会とは何かから説明して頂き、
韓国では発表前夜のホテルの部屋でも不安でいっぱ
いの私たちを根気強くサポートして頂きました。

いざ国際会議に参加してみて、先ずは世界の女性
医師・医学生の積極性に驚きました。特に yMWIA
の会議では、大きな会議室で臆せず議論し続けるナ
イジェリア学生の姿が印象的でした。また、この会議
中に韓国の学生と仲良くなることができ、すぐ近くの
国であるにも関わらず、日本と医療が大きく異なるこ
とを体感できました。Gala Dinner では、お楽しみの
韓服ファッションショーで、女性ならではの魅力を感
じました。

この国際会議では、分野の異なる女性医師が世界
中から集まり、活発な議論を繰り広げ、話題はもちろ
ん、肌の色も、飛び交う言語も幅広いものでした。一
歩日本を出ると世界があまりに広く、自分の思ってい
る「普通」が大変狭いこと、そして世界は日本に期
待していることに気付かされました。

この学会に参加して、私はこの広い世界に向けて
「日本」の存在を示し続けたいと思うようになりまし
た。

第29回国際女医会議

問題解決にむけて
世界各国との交流を

東京大学医学部２年　岩田彩香　

今回、初めて学会というものに参加させて頂きまし
た。世界中の様々な国から女性医師，女性医学生が
集まる，MWIA 2013 という会議は、世界最大規模の
女子大学である梨花女子大学を借り切るというスケ
ールの大きさでした。仁川空港での MWIA ブースで
の出迎え、GALA ディナーでの世界的に有名な韓服
デザイナーのファッションショー等、学生の私にとっ
ては新鮮なことばかりで，驚きの連続でした。参加国
の民族衣装のファッションショーでは、私も振袖を着
て出演させて頂きました。ステージの上で大勢の外国
人による写真撮影や拍手喝采の中では自分は日本を
代表してここを歩いているのだという実感が湧いてき
ました。また韓国の医学生達と親しく楽しく交流でき

た事も印象深く心に残っています。
今 回 “Glass Ceiling Hindering Japanese Women 

Doctors from Promotion”というテーマでポスター発
表をさせて頂きました。2013 年度の医育機関の教授，
准教授，講師の各男女別の実態を調べ、いかに女性
医師の占める割合が低いか示し，この現状から脱却
するためには，管理職の中に女性枠を作り，有能な
女性を積極的に登用する大胆な策を講じなければな
らない，という結論を示しました。光栄にも Awards 
for Excellence を頂くことができました。管理職に就
く女性医師の割合の低さは日本だけの問題ではなく，
どうしたら解決できるのか、他の国と話し合っていか
なければならない重要な問題であるという主張が評
価されたのだと思います。

一からご指導いただいた日本女医会理事の藤川眞
理子先生と矢口有乃先生に心から感謝申しあげます。

次回ウィーンでの MWIA2016 までに，日本女医
会 MsACT の学生メンバーを増やし，日本の young 
MWIA をよりアクティブにしていきたいと思います。

第29回国際女医会議

未来の医師像を考える
貴重な体験

佐賀大学医学部医学科6年　黒木崇子　

まず初めに、MsACT 委員会をご紹介くださった日
本女医会理事の横須賀麗子先生、お忙しい中ご指導
いただいた佐賀大学医学部附属病院リハビリテーシ
ョン科診療教授の浅見豊子先生、数々の面で御力添
え下さいました、日本女医会理事の藤川眞理子先生
並びに矢口有乃先生に、また学会期間中にお世話に
なりました沢山の日本女医会の先生方に心より感謝申
しあげます。

私は 2013 年 8 月 2 日の第 29 回国際女医会議ポ
スター発表において座長や参加者と有意義な討論
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を行なうことができ、ポスター発表部門での award
を頂きました。ポスターは “A comparison of Saga 
University and University of Pittsburgh” と い う
演題で、今年 5 月に米国 University of Pittsburgh 
Medical Center で経験した臨床実習と、現地での学
生・レジデントとの情報交換をもとに世界の医学教育
を大きく 3 分類し、そのうち私が実際に体験している
アメリカ型（ピッツバーグ大学）と日本型（佐賀大学）
の医学教育カリキュラムついて比較検討を行い、日本
の医学教育における課題について考察しました。

日本の医学生は
他国に比較して社
会経験が不足して
いる状況が確認で
き、社会の一員で
もある医師になる
ためには、今後は
日本の医学教育の
中でも社会経験を
積むカリキュラム
の強化も必要であ
ると結論付けまし

た。
ソウルでの総会期間中は、世界の女性医師や女子

医学生との親睦を深め、また多領域における医学に
関する情報交換の場とすることができました。今回、
日本人医師として、世界の中の医師として、そして女
性医師として、自分自身の今後の医師像を考える上
で非常に貴重な経験をもつことができました。今回の
経験を生かし、私も将来強くて優しい女性医師になり
たいと思います。

第29回国際女医会議

医師への道のりに
大きな収穫

東京女子医科大学医学部5年　宮武里沙　

日本女医会 MsACT 学生会員として第 29 回国際女
医会に参加し、“Gender in Medicine”という項目で主
に日本の女性医師の就労状況と国際比較をテーマにポ
スター発表させて頂きました。現在の日本は女性医師
の離職が主に医師不足を招いていると言っても過言で
はありません。その原因として、家庭と職場に対する日
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転写因子Sox9の
新規転写調節機構による
癌細胞増殖制御の解明

大阪支部　大阪大学大学院生命機能研究科
生命動態イメージングセンター特任助教

土屋　惠

目　的
我が国では過去に一定期間、出産や手術の際に止

血が困難となった患者に対し特定の血液製剤を使用
し、投与された患者に高頻度でウイルス性肝炎が発
症した。大規模な感染被害であること、また肝癌の
原因の 90％以上がウイルス性肝炎からの移行である
ことからも、この薬害肝炎は未だ大きな社会問題とな
っている。しかし現在の主要な治療法としてのインタ
ーフェロン療法は強い副作用と反応性に個人差があ
ることが問題となっており、これらと別経路の有効な
治療法の開発が急務である。生殖腺、軟骨の組織分
化に必須な転写因子 Sox9 は遺伝性軟骨疾患の原因遺
伝子として知られているが、近年メラノーマの発症や
肝幹細胞の分化増殖に関与するなど多岐にわたる発

第 32 回 学術研究助成報告
現、機能が報告されている。Sox9 が組織特異的に発
現し、細胞の分化、増殖を制御するマスターレギュレ
ーターとして機能することから、Sox9 が発生段階に
機能するだけでなくがん細胞の増殖制御の破綻や分
化度の低下にも密接な関係がある。本研究は、肝臓
において細胞の分化増殖に関与する転写因子 Sox9 と
ともに、私自身が Sox9 との相互作用因子として同定
し肝癌での癌抑制因子として報告されている Exp4 に
ついて、下流遺伝子の調節機構を解析することを目
的とする。

方　法
（1）種々の肝臓癌細胞株を用い、Sox9 および Exp4
のタンパク量、両者の相互作用を比較、検討した。（2） 
siRNA にて Sox9 または Exp4 の発現低下細胞を作製
し、全 RNA を調節し DNA マクロアレイ解析にてゲ
ノムワイドに発現の変動する遺伝子を探索した。得ら
れた結果から Exp4 と Sox9 に制御されている標的遺
伝子群を抽出し、データベースを利用した解析を行
った。

結　果

（1）種々の細胞株を検討したなかでヒト肝癌由来

本特有の固定観念が挙げられますが、医学生の間でも
男女ともに、子供の世話をするのは女性で家庭のため
に働くのは男性、という調査結果があります。この事か
ら、今の日本に必要なのは女性医師が働き続けるため
の環境を整えること、女性医師が働き続けようという強
い気持ちを持つ事が大切だという結論に至り、東京女
子医大のサポートシステムを例に取り発表させて頂きま
した。

この国際女医会議に参加し発表が出来た事は、私の
医師への道のりの中で大きな収穫となっております。初
めてのポスター発表という事で不安ばかりでしたが、日
本女医会理事の藤川眞理子先生と矢口有乃先生が全
力でサポートをして下さったお陰でこの様な貴重な経験
をさせて頂き、Awardも頂く事ができました。本当に
ありがとうございました。

また、日本のそして世界の医学・医療のトップを担う
女性医師の先生方との交流は学生の私にとって大きな
刺激となっています。

今回は韓国の女子医学生とも同じアジアの学生同士
すぐに打ち解ける事ができました。空き時間にソウルを
案内してもらったり、日本と韓国の医療制度の違いにつ
いて真剣に討論したりと、学生同士の交流が多くでき
たのも思い出に残っています。

今回得ました経験を大切に、今後の人生の糧となり
ますように、今後も一層精進してまいりたいと思います。
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である HepG2 細胞と SK-Hep1 細胞を比較した結
果、内在性 Sox ９はどちらの細胞でも強く発現して
いるのに対し、SK-Hep1 では Exp4 のタンパク量が
検出限界以下であった。興味深いことに HepG2 で
は Sox9 の転写活性化能を検出できるのに対し、SK-
Hep1 ではほとんど検出できなかった。さらに HepG2
および SK-Hep1 では細胞に含まれる Sox9 のうち 10
％程度が転写活性化能に関与するリン酸化修飾を受
けているが、Sox9 と Exp4 の相互作用を確認したと
ころ、 SK-Hep1 に含まれるリン酸化 Sox9 は Exp4 と
の結合が非常に弱いことが明らかになった。（2） 約
44,000 個のプローブを配列させた DNA マクロアレイ
を用い Exp4 および Sox9 の標的候補遺伝子のスクリ
ーニングを行った結果、Exp4 ノックダウン細胞で発
現の上昇する遺伝子は 1,700 個、Sox9 ノックダウン
細胞で発現の減少する遺伝子は 339 個であった。双
方の条件を満たす遺伝子はこのうち 214 個であり、
Sox9 の標的遺伝子の約 3 分の 2 程度が Exp4 による
制御を受けることがゲノムワイドの解析で明らかとな
った。この結果は Exp4 による Sox9 の調節が極めて
重要な経路である事を示唆する。この標的遺伝子の
なかには既知の標的遺伝子である collagen type2 な
どの細胞外マトリックス関連因子が含まれていた。さ
らに得られた遺伝子群による gene ontology 解析の
結果、細胞周期制御に関わる遺伝子が多く含まれて
いることが明らかとなった。

考察・結論
以上の結果から、Sox9 の転写活性能維持には

Exp4 との相互作用が必須であり、Exp4 の機能が様々
な外界シグナルに応答して転写制御を行う Sox9 の主
要な機能調節因子である事が明らかとなってきた。さ
らにゲノムワイドの解析から、肝線維化に関与する細
胞外マトリックスやがん細胞の増殖に関与する因子の
多くが Exp4-Sox9 に制御を受けていることが判明し、
その両者の相互作用調節が、肝臓におけるがん発症
において極めて重要な役割を担っていることが示唆
された。今後さらに HepG2 と SK-Hep1 の比較によっ
て Sox9 の機能調節メカニズムを明らかにし、肝癌発
症機構の解明やインターフェロン療法に匹敵する新
規治療法の開発に繋げていきたい。

【謝辞】 本研究の遂行にあたり研究助成を頂き、津田喬子会長
を始め会員の諸先生方に深く感謝申し上げます。これ
らの成果は現在投稿中です。

細胞外マトリックスと
血管新生――Versican 分子に
よる血管新生の制御解析

世田谷支部　慶応義塾大学医学部・助教

荒牧（服部）典子

目　的
これまで、細胞外マトリックスが癌浸潤や創傷治癒

に関係している報告がなされているが、細胞外マトリ
ックスの一分子である versican について、in vivo で
検討した報告はない。そこで、我々は、versican の
heterozygous ノックアウトマウスを用い、癌の浸潤
モデルおよび創傷治癒モデルを作成し、検討するこ
とで、癌浸潤や創傷治癒における versican の役割を
検討することとした。

研究計画・方法
Versican の homozygous ノ ッ ク ア ウ ト マ ウ ス

は、 胎 生 期 に 致 死し てしまうた め、versican の
heterozygous マウス（Vcanhdf/+）を作成し、wild 
type マウスとともに実験に用い、２つのモデルを用
いて、比較検討した。癌浸潤モデルでは、BL6 マウ
ス由来のメラノーマ細胞株をマウスの背部皮下に局
注し、その増殖・浸潤スピードを比較検討した。もう
一方の創傷治癒モデルでは、背部に８ｍｍの全層皮
膚欠損の創傷を作成し、創傷治癒過程を比較検討し
た。ヒト皮膚由来の血管内皮細胞における versican
の発現を検討し、SiRNA で versican の発現の抑制を
試みた。

結　果
癌浸潤モデルでは、コントロール群に比べ背部皮

下に局注したメラノーマの増大が Vcanhdf/+ マウス
では抑制された。CD31 による免疫染色像では、癌が
周囲正常皮膚へ浸潤していく際に癌・正常境界部に
おける特徴的な血管新生像が Vcanhdf/+ マウスでは
認められないあるいは減少していた。一方、創傷治
癒モデルでは、コントロール群に比べ、Vcanhdf/+
マウスでは創傷治癒癒が遅延していた。CD31 による
免疫染色像では、創傷治癒過程で肉芽組織に入り込
んでいく血管新生が減少していることが認められた。
ヒト皮膚由来の血管内皮細胞では、versican の V1 の
みの RNA 発現が認められ、V0 と V2 の発現は認め
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られなかった。

考　察
Versican が人における癌浸潤に関与する報告

（Cancer Metastasis Rev. 2009, FASEB J. 2010）が
散見されるが、in vivo モデルを使った検討や詳細な
作用機序の検討はなされていない。これまで、bFGF

（塩基性線維芽細胞成長因子）や VEGF（血管内皮
成長因子）などの成長因子に注目が集まり、bFGF は、
臨床薬剤としての応用もされ、広く臨床現場で使用
されている。一方、細胞外マトリックスが癌浸潤や創
傷治癒に重要な役割を果たすと言われているが、現
状では、具体的にその制御を行う事での臨床応用な
どは実現化されていない。

今回我々が行ったモデルは初の研究モデルであり、
versican の血管新生における役割が示唆されたこと
はとても重要であると考える。まだ、in vitro での具
体的機序検索の実験途中であるが、解明され、その
機序を生体モデルでコントロールする事ができれば、
臨床でも非常に意義のある研究となると考える。

【謝辞】 留学から帰国直後で研究費が取得できていない状況で
中、本助成金を戴き、研究を遂行できました。津田喬
子会長をはじめ選考委員の先生方、また日本女医会会
員の諸先生方に心から深く感謝申し上げます。

細胞の放射線感受性を
制御する分子機構の解明

文京支部　東京大学大学院医学系研究科

疾患生命工学センター�講師

細谷紀子

背景と目的
DNA 損傷（とくに DNA 二本鎖切断）は、放射

線が生体に及ぼす最も直接的で重大な作用である
が、細胞にはこのような障害を適切に回避し、遺伝
情報を安定に維持するための DNA 損傷応答機構が
存在する。DNA 二本鎖切断に対しては、DNA 損傷
のセンター分子である ATM（Ataxia-telangiectasia 
mutated）が活性化し、下流の様々な分子をリン酸化
することにより、細胞周期を制御し、DNA 修復ある
いは細胞死（アポトーシス）へと導く。がんの放射線

治療は、DNA に損傷（二本鎖切断）を与えることに
よって細胞死を引き起こすことを原理としている。付
与された DNA 二本鎖切断が DNA 損傷応答機構に
よって認識されて修復されると、細胞は生き残る。一
方、DNA 二本鎖切断がうまく修復されずに残存した
場合には、細胞は死に至る。したがって、正常細胞
には影響を与えずに、がん細胞に特異的に治療効果
を発揮させる（＝がん細胞のみに細胞死を引き起こ
す）ためには、正常細胞には存在せず、がん細胞に
特異的に存在する DNA 損傷応答機能の特性を踏ま
えた治療戦略を組むことが重要である。我々は最近、
生殖細胞において特異的に発現すると考えられてき
た分子群の中に、正常の体細胞では発現しないが、
一部のがんにおいて異所性に発現する分子が存在す
ることに着目し、そのような分子が体細胞で異所性
に発現すると、体細胞の DNA 損傷応答機構に影響
を与えるのではないかという仮説のもと、それらの分
子群の体細胞での役割を検討してきた。本研究では、
減数分裂期の相同組換えに必須の構造物であるシナ
プトネマ複合体の構成分子の１つである SYCE2 分子
のがんにおける異所性の発現を確認するとともに、そ
の発現が体細胞に及ぼす影響について検討を行った。

研究内容と結果
SYCE2 は、正常な体細胞では発現しないが、造血

器腫瘍や乳がん細胞などで異所性に発現していた。
SYCE2 を正常上皮細胞に外来性に発現させると、放
射線抵抗性を獲得し、逆に、SYCE2 を発現している
がん細胞においてその発現を抑制すると、放射線感
受性が亢進した。また、SYCE2 発現細胞では、DNA
損傷のセンサー分子である ATM の活性が亢進して
いた。SYCE2 発現細胞に ATM 阻害剤を添加すると、
放射線抵抗性が解除された。

考察・結論
減数分裂関連分子 SYCE2 が体細胞で異所性に

発現すると、DNA 損傷応答のセンサー分子である
ATM を活性化し、放射線抵抗性を誘導することが
明らかになった。このことから、SYCE2 発現陽性が
んは放射線治療に抵抗性であることが想定されるが、
ATM 阻害剤を併用することにより、放射線治療効果
を回復させることが期待できる。

【謝辞】 本研究に助成いただき、日本女医会会長の津田喬子先
生をはじめ選考委員の先生方、および、日頃から支援し
てくださっている全ての先生方に改めて感謝申し上げま
す。これらの研究成果は、現在国際学術誌に投稿中です。



日本女医会誌・復刊第 216 号　　15

2013 年 10 月 25 日

シリーズ

私と仕事の

両立
夫の両親による子育て支援

�
世田谷支部　大坪公子

平成 25 年9月に私は誕生日を迎え、73 歳になりました。
40 年間続けた三軒茶屋病院院長を 70 歳の時に長男嫁
の大坪由里子に引き継ぎ、現在は名誉院長の身です。し
かし医療法人全仁会の理事長として 5 つの病院と１つの
介護老人保健施設の運営を行っています。また学校
法人藍香学園の理事長、学校長として深谷大里看護
専門学校の運営を担っています。また社会福祉法人
銀杏会の理事長として、知的障害者の施設・ゆめみ
野工房の授産事業を行っています。その外に病院を 8
か所、介護老人保健施設を４か所、特別養護老人ホ
ームを３か所、健診施設を２施設、学校法人青淵学
園東都医療大学で看護師の養成も行っています。
「医療と福祉と教育」を通じて社会に奉仕しようと
いう精神で、これらの仕事を進めてきました。初めは
このような多くの仕事ができるようになるとは思って
もいなかったのですが、夫・大坪修とともに努力を続
け、現在も発展し続けております。

大坪会グループは「社会に奉仕する」という理念
をいつも忘れずに、今後も仕事に喜びを見つけなが
ら働いていこうと職員一同が思っております。

私は３人の子供と 8 人の孫たちに囲まれ、充実し
た毎日を過ごしており、誠に幸せな身分になったと感
謝している毎日です。私は学生の時から医師の仕事
に全力を傾けていこうと決心していましたし、幸せな
家庭を築くこともできると考えておりました。それに
は、はっきりとした目標となる先輩の女性医師がいら
っしゃったからです。私の出身地の福島県郡山市には
菊池寿子先生（昭和９年東京女子医大卒）が活躍し
ておられ、現在 100 歳でご健在です。私の父は同じ
郡山市で産婦人科を開業していました。父はいつも

「菊池寿子先生のような女医さんになるとよい」と言

っていました。私の母は「郡山市で一番の小児科医
は菊池寿子先生で、母親たちからの信頼が厚く、よく
活躍している」と言っていました。誰からも尊敬され
ており、本当に素晴らしい女性医師でした。

私は幸運にも身近に菊池寿子先生という目標があ
り、女性開業医師として子育てと医師の仕事は両立
するものと考えていたのです。

私はインターンの時に結婚し、東大第二内科入局 2
年目の外勤先（心臓血管研究所）で第一子を出産し
ました。６か月目までは夫の実家の両親に子供を見て
もらい、その後は東大病院のできたばかりの無認可保
育所にお願いしました。

この頃が私にとっては一番つらい時期だったかもし
れません。医局の勉強もしなければならないし、子供
は泣くし、夫は東大第二外科の大学院生で家に帰っ
てこないことも多く、一人で赤ちゃんを抱え本当に頑
張ったと思います。テレビを見る時間も新聞を読む時
間もありませんでしたので、この時期の世の中の変化
は全く知らないで過ごしました。近くのお手伝いさん
を頼んだりして何とか切り抜けました。もっと充実し
た保育所があれば、母親も仕事が続けられることを
充分知りましたので、後年私たちの病院には必ず院
内保育所を作りました。夫の両親が東京に来て子育
て支援をしてくれ、昭和 45 年１月からは三軒茶屋ク
リニックを開院しました。二人目の子供は開業後に出
産し、三人目の子供は病院が安定してから産むこと
ができました。保育施設が充実していて、良い保母
さんがいれば公立保育園で充分に安全に子供は育っ
ていきます。私の３人の子供たちは皆、世田谷区立の
保育園で育ちました。子育ての時期は医師として研
鑚を積まなければならない時と重なりますので大変で
すが、少し勉強のスピードが落ちても後で取り返すこ
とができるので、若いうちに子供を持つことをお勧め
します。

家庭は皆の協力によって成り立ちます。仕事の量
よりも人間として幸せに生きることが大切ですので、
ある時期は女性医師にとって不利にみえることもある
かもしれませんが、人生トータルでみれば女性医師は
家庭と両立して幸せな人生を送ることができると考え
ます。
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母性愛が育てる
未来の復興の担い手

岩手支部　齊藤惠子

昨年に引き続き第二次被災地中学生メルボルンホ
ームステイ事業が、2013 年 8 月 17 日から 27 日まで
実施された。今回は、宮古地区から 3 人の女子と、
山田地区から男女 1 名ずつの計 5 名が各学校から推
薦された。まず、県庁保健福祉部長に趣旨説明に伺
い、岩手県、岩手県教育委員会、岩手県医師会の後
援をいただき、地区教育委員会指導主事のお二人が
プレゼンテーションの準備、指導に取り組んでくださ
った。私の三度の宮古教育委員会訪問に、一度はメ
ルボルン在住 20 年で、アボリジニアートにかかわっ
ている内田真由美さんが私と同行くださり、安心して
渡豪するようにと生徒と家族に説明下さった。不安と
期待を胸にした中学生５人に、岩手支部の玉木光子
先生と私が付き添ってメルボルンへの夜間飛行。現
地到着後、この計画の発案者の一人である秋元みど
りさんが、交渉して下さったホームステイ先に一緒に
一人一人を送り届けた。短期留学受け入れ先のブラ
イトンセカンダリーカレッジでは、全校生の集会で 5
名がそれぞれ自己紹介、私も震災を経験した生徒を
受け入れてくれたことに感謝して「この体験は自分の
街の復興にこの中学生が大きな働きをするのに役立
つことだ」と挨拶した。毎朝の 5 人のための英語の
授業で、日毎に英語に慣れて伸びやかになってゆくの
が確認できた。

生徒達のプレゼンテーションの機会は二度あり、震
災の状況、仮設に住んでいる状況、復興が進んでい
ないことなどを、スライドを用いて英語で発表、復興
の歌「花は咲く」を歌って締めくくった。歌詞の英訳
を配布したが、生徒や先生の中には涙を浮かべて聞
いている様子が見られた。5 人は二度の新聞社のイン
タビューを、学校に設けられた日本庭園で受けたが、
怖気ず、楽しげに英語で質問に答えていた。生徒達
5 人がホームステイ先の同級生たちと歓談している様
子や、心身の異常もなくすごせていく様子を確認して
安心して一足早く帰国した。

27 日帰国の日、彼らは空港ではすっかり馴染んだ

メルボルンの方々と涙の別れをしたとのことであっ
た。28 日盛岡駅に無事到着した彼らの表情は、晴れ
晴れとして疲れもみえず、そのまま県庁で保健福祉
部長、教育長に帰国のあいさつをした。そこに待ち
構えていた新聞二社や、テレビ局のインタビューに的
確に答えている様子に彼らの成長が認められた。そ
の数日後、校長先生からスピーチコンテストで 1 位に
なった女子生徒の話を聞かされた。そして、行かな
かった生徒達にも波及効果があり、ありがたいとのお
話だった。

思うに、ひとりの幼子を持つメルボルンの日本女性
がカレンダーを売って被災地の子供を招こうと考え、
日豪の画家たちに協力を仰ぎ、カレンダーを作成、妊
婦となりながら、1 部 1,000 円で販売に奔走し苦労し
ていた。そこに、秋元みどりさんが被災直後の岩手
の悲惨な災害状況をみて、岩手の被災地の中学生を
お世話したいと支援先が絞られ生徒さん探しが対馬
ルリ子先生を経て、私に委ねられた。縦長の岩手の
沿岸被災地区は広く戸惑ったが、岩手県医師会と岩
手県保健福祉部、岩手県教育委員会の協力、そして
日本女医会から義援金を寄付してもらい、この事業に
主催者として参加下さった。

メルボルンから発した女性の母性愛が、日本女医
会の被災地支援につながり、未来の復興の担い手を
育てることになったこの遠大な事業に私も汗すること
になったことを幸いに感じている。これから参加した
生徒さんたちとの絆を強め、成長を見守ることも大切
にしつつ応援者を広めて、来年度に向けていかねば
と新たな決意を固めている。感謝を込めて。

日 豪 ジ ュ ニ ア プ ロ ジ ェ ク ト 報 告

東日本大震災義援金報告

県庁で成果報告をする中学生たちを
報じた新聞（岩手日報 平成 25 年 8
月 28 日付朝刊）



日本女医会誌・復刊第 216 号　　17

2013 年 10 月 25 日

荻野吟子賞の
由来について

練馬支部　石原幸子

昭和 52 年、札幌医科大学医師渡辺淳一氏より“花
埋み”と云う小説が大ヒット致しました。これは、公
許日本女医第一号の荻野吟子氏の生涯を小説として
明確に描いたもので、世間で大評判となり、テレビ・
映画・三田佳子主演の劇、更には子供向けの漫画等、
あっという間の展開となりました。

当時の日本女医会会長三神美和先生は、これは大
変な事と理事会で取り上げられ、まず、皆で吟子先生
のお墓参りをしましょうと云うことになり、会長と理
事数人とで東京では有名な雑司ヶ谷のお墓に行く事
になりました。墓所は未だ整備されず、何処にお墓が
あるか全く分からずの状態でした。本堂に行き、場所
を尋ね、やっと探り当てたお墓は二坪位の広い敷地に
立って居りましたが、周囲は身の丈ほどの雑草に覆わ
れ、本堂に行き、調べていただき探し当てたと云う実
感でした。広い墓所は高い草に覆われ、その中のポツ

ンと苔だらけの墓石が立って居りました。私達は何か
物哀しくなり、たわしでごしごしと擦り、やっと荻野
吟子の墓と云う文字が現れた時、ホッとして歓声をあ
げました。更めて一同墓前に立ち美しい花を供え、お
線香をあげ、不思議な緊張感に浸り、あまり幸せでな
かった彼女の生涯に胸の熱くなるのを覚えました。

次の理事会に早速この報告があり、これは吉岡彌
生賞とは別に、地道に働いている開業医の方々を表彰
する荻野吟子賞を制定しようと決議致しました。更に
公許女医誕生百年を記念し、京王プラザホテルにて
盛大な式典を挙げ、内外に女医会のアピールを致しま
した。

第一回の荻野吟子賞は大村ひさゑ、川那部喜美子先
生に授与されました。

折角このような賞がありますのに、最
近は該当者なしということがあり、寂し
い気が致します。

なるべく多くの人にこの賞をアピール
して、推薦していただきたいと思います。
黙々と医業に励む女医さんをライトアッ
プして頂きたいと切に希望しておりま
す。

投稿
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第34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、昨年の第 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事となりました。つきましては、希望者は下記応募要領にしたがっ
て当会あてに申請くださいますようお願い申しあげます。

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：3件）。
3.申し込み手続き
　1）応募資格　日本国内在住の女性医師。
　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3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：公社社団法人日本女医会　office@jmwa.or.jp
　4）申込期限　平成25年12月25日必着。
　5）選考及び発表方法　選考委員会において選考の上、日本女医会理事会で決定し、申請者宛てに通知する。
　6）助成金の贈呈　平成26年5月18日開催の日本女医会総会（東京・京王プラザホテルにて開催予定）の席上。
　7）�受賞者の本会に対する報告　平成27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

告書およびホームページ「学術研究助成受賞者の軌跡」欄（http://jmwa.or.jp/kiseki/index.html）寄稿原
稿を提出していただきます。

　8）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：学術部）

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致しますので、募集要項にしたがってご申請頂きますようお願い申しあげます。

募集要項

１．対象…………………………… …（公社）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

２．表彰…………………………… …平成 26年 5月18日開催の第59回日本女医会定時総会（東京・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。副賞は
20万円とする。

３．候補者の推薦………………… 日本女医会会員の推薦が必要である。
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にて郵送する（平

成26年1月31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：庶務部）
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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頂き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に著しい貢献をした女性医師（原則として

１名）に与える。
２．表彰…………………………… …平成 26年 5月18日開催の第59回日本女医会定時総会（東京・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・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26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）

第3回提言論文募集のご案内
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

110 年目を迎えた日本女医会は、女性と子供の健康を守ることにも力点をおき、医療・医学に貢献することを目的に活動し
てきました。この度、女性医師がその力を十分に発揮して仕事を継続し、キャリアを育み社会的責任を果たしていくための
提言を、医師および医学生から募集します。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　『公益社団法人…日本女医会に期待すること』

○…女性医師が、専門職としてのキャリアを重ねながら、子育てや介護を両立し、医師として正当に評価される社会
を築くための提言
○…医療・医学の分野における男女共同参画社会の実現を図るため、政策・方針決定過程への女性医師の参画拡大
を推進するための提言
1．応募資格… 医師および医学生
2．応募要領… 1）1200字以内
… 2）原稿はWordで執筆し電子メールに添付で日本女医会事務局まで送付。… …
… 3）…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の事。
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する。　
4．募集期間… …平成 25年１1月１日（金）～平成26年２月28日（金）… …

平成 26年２月28日（金）送信分まで受付
5．入選発表… 平成 26年４月１日（火）
6．表彰… …平成 26年５月18日開催の第59回日本女医会定時総会（東京・京王プラザホテルにて開催

予定）において行い、賞状および賞金を授与する。賞金は一人2万円とする。　
７．注意事項… …・応募論文の版権は（公社）日本女医会に帰属する。… …

・入選論文は日本女医会誌およびホームページに掲載。
8．提出・問い合わせ　…日本女医会事務局　http://www.jmwa.or.jp/… …

TEL：03-3498-0571　…FAX：03-3498-8769　e-mail：office@jmwa.or.jp… …
〒150-0002東京都渋谷区渋谷2-8-7…青山宮野ビル３階… （担当：事業部）
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公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成25年度第2回理事会議事録

1．日時・場所
日　時　�平成 25 年 5月19日（日）

午前 8時～ 9時
場　所　仙台国際ホテル

2．出欠席者
１）出席者
理�事　津田喬子、小関温子、
澤口彰子、対馬ルリ子、大谷智子、
古賀詔子、齊藤惠子、高原照美、�
田辺晶代、塚田篤子、中田惠久子、
馬場安紀子、濱田啓子、
藤川眞理子、前田佳子、矢口有乃、
山本纊子、横須賀麗子、吉馴茂子
監事　松井ひろみ、山崎トヨ
２）欠席者
理�事　川村富美子、諏訪美智子、
宮﨑千惠、宮本治子

※�開会にあたり津田会長より、前夜の
宮城県女医会主催のエクスカーショ
ンおよび、懇親会についてお礼のコ
メントが述べられた。

3．審議事項
１．第 58回定時総会について

１）議事進行について
　馬場理事より、当日の段取りつ
いての案内があり、その後津田会
長を中心に会の進行、議長、議事
録署名人の選出方法について確認
を行った。

２．�平成 25 年度第1回理事会（4月）
議事録承認� ＜承認＞

　平成 25 年度第 1回理事会の議事
録が承認された。
３．平成 25年度4月会計報告
� ＜承認＞
　平成 25 年度 4月の会計報告が承
認された。

4．継続審議事項
１．�平成 25年度の理事会開催日につ
いて（庶務部）� ＜承認＞

　平成 25 年度の理事会開催日につい
て馬場理事より説明があり、検討の結
果以下のように決定した。

・ 理事会の開催を午後 3 時 30 分
から 5 時 30 分までとし、延長は
最大 30 分までとする。

・ 部会は、原則午後 2 時 30 分か
らとするが、午後 1 時 30 分から
開始してもよい。

・ 開始時間の詳細はその都度各部
内で相談する。  
　メールによる部会は、あくまで
部内の意見調整に留め、必ず理
事会前に顔を合わせたかたちで
部会を行うよう、会長から確認が
あった。

２．�東日本大震災被災地への継続的
支援について

１）�岩手県中学生海外派遣事業への
継続的な援助について（齊藤理事）

� ＜承認＞
　齊藤理事より、中学生海外派
遣事業の経年的な支援について今
後も検討してほしい旨発言があり、
今回は他団体へのチラシ等に日本
女医会の後援を明記することが承
認された。
　今後はオーストラリア女医会との
連携も視野にいれるよう提案があ
った。
　支援する中学生を女子に限るか
否かについては継続審議となった。

３．�学会女性医師ネットワーク（仮称）
について（藤川理事）� ＜承認＞
　藤川理事よりネットワーク作りの
構想のついての説明があり承認さ
れた。

5．報告事項
１．各部、NC報告
１）学術部報告� （前田理事）

　前田理事より「新しい治療とトピ
ックス」の進捗状況の報告があっ

た。
２．各委員会報告
１）�MsACT委員会� （藤川理事）

　藤川理事より、MsACT 委員会
が独立委員会であるか否かを確認
する旨の発言があり、次回理事会
の審議事項となった。
　また、津田会長より6 月理事会
において、部の再編成を検討する
旨発表があった。

公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成25年度第3回理事会議事録

1．日時・場所
日　時　�平成 25 年 6月15日（土）

午前3時30分～5時30分
場　所　日本女医会会議室

2．出欠席者
1）出席者
理�事　津田喬子、小関温子、�
澤口彰子、対馬ルリ子、� �
川村富美子、古賀詔子、� �
諏訪美智子、高原照美、� �
塚田篤子、中田惠久子、� �
馬場安紀子、藤川眞理子、� �
前田佳子、宮﨑千惠、矢口有乃、�
山本纊子、横須賀麗子、�吉馴茂
子
監事　松井ひろみ、山崎トヨ�
2）欠席者
理�事　大谷智子、齊藤惠子、�
田辺晶代、濱田啓子、�宮本治子

※�開会に先立ち津田会長より、副会
長の会務分担を一部変更し、小関
副会長を会計、及び学術担当、対
馬副会長を広報、および庶務担当と
することが発表されたが、小関副会
長は受け入れられないとの発言があ
り、この是非について話し合われた。
この際、山崎監事から疑義が出され
たが、論議は行われなかった。
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3．継続審議事項
１．�東日本大震災被災地への継続的
支援について

１）�岩手県児童海外派遣事業への継
続的な援助について� ＜承認＞
　支援の対象を女子中学生に限定
するという方向で、その旨を第 29
回国際女医会議でオーストラリア
女医会にも打診することが決定し
た。

4．審議事項
１．第 58回定時総会について
１）反省点

・ 津田会長より、宮城県女医会に
対し感謝の言葉があった。

・ 中田理事より、総会講演会の
DVD を宮城県女医会よりお借り
し、日本女医会の活動として、災
害時の対応等に対する啓蒙活動
を行うことが提案された。

・ これに対し、古賀理事より啓蒙
活動と同時に、女医会独自の活
動を行うためにも、医療機関のみ
ならず一般企業との連携ネットワ
ークを平常時から構築する必要
性が提案された。

・ DVD については、営業目的でな
ければ宮城県女医会から無料で
貸出されることが確認された。

２）総会承認事項について ＜継続＞
・ 収支予算書、及び事業計画書の
報告と承認について、第 58 回定
時総会の席上で小田泰子会員か
らの質問について、津田会長から
説明があり、定款の変更を検討
する必要がある旨説明があった。

・ これを受けて松井監事より、定
款第 14 条第 3 項の「各事業年度
の事業計画及び予算の承認」は

「各事業年度の事業報告及び決
算の承認」の誤植であることとす
る旨の指摘があった。

・ また、以降の定款変更について
は、専門知識を持った人材に、

統括的な検討を依頼する旨津田
会長から通達があり、変更の詳
細については継続審議となった。

２．第 59回定時総会について
　　（澤口副会長）� ＜承認＞

・ 澤口副会長より、次期総会は本
部主催となるため、早々に準備に
かかりたい旨発言があり、今後の
継続審議とすることとなった。

・ 小関副会長より、東京都支部連
合会の渡邉弘美副会長に、総会
の開催について協力要請した旨
報告があり、庶務部主体で準備
の進行を行うことを確認した。

・ 会場については、次回理事会に
おいて検討することとなった。

３．定款の検討について（津田会長）
� ＜承認＞

・ 審議事項１の２）に基づき定款
を検討することが承認された。

・ 諏訪理事、および中田理事より、
定款の変更については弁護士等
の起用が提案され、これを受け
て津田会長より、法規について専
門的知識をもった人材の登用を
考えている旨の回答があり、それ
に伴う支出も承認された。

４．名簿の作成について� ＜承認＞
・ 川村理事より、名簿作成の現状
が説明された。

・ 現在最新の名簿は 2006 年に作
成されたものである。

・ 2010 年に最新版の作成に取り掛
かったが、東日本大震災の混乱
等で現在は頓挫している状態で
ある。

・ 名簿作成は賛成多数で承認され
たが、本年度は作成の予算は計上
されていないため、来年度の計上と

なった。
・ その他、理事会の名簿、および
緊急連絡網の作成が決定した。

５．MsACT 委員会について�＜承認＞
・ 藤川理事より、MsACT 委員会
が独立した委員会であることの確
認の要請があり、独立委員会で
あることが確認がされた。現在の
ところ委員が不定であるため、以
降に委員の選定を行うことが承認
された。

６．会務担当一部改変について
� ＜継続＞

・ 津田会長より、国際女医会議の
副会長（西太平洋地域会長）職
に就任予定である山本理事の公
務の大変さを考慮し、同じ国際
女医会議 NC 矢口理事との連絡
を密にする必要性から、山本理
事を広報部長から渉外部長へ移
っていただき、その結果あくこと
になる広報部長には宮﨑理事を
あてる担当改変が提案された。

・ これに対し、山本理事より事前
の相談がなかった事に対して、ま
た馬場理事、前田理事よりこの
時期での担当の改変についての
疑問が呈され、津田会長に対し、
明確な説明が求められた。

・ 津田会長からは、今回の変更は、
副会長のローテーションも含め、
今後の理事会の活動をより円滑
に行うためのものである旨説明が
あった。

・ また津田会長より、副会長の担
当変更に関しては、理事会前の
話し合いの中において小関副会
長の一応の了承はとれているとの
報告があり、決定とする旨の発言
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があった。  
　その他の会務の担当について
は、今後の審議事項となった。

・ 小関副会長からは、再度この改変
は受け入れられないとの発言があ
った。

７．事務局指導者の導入について
� ＜承認＞

・ 津田会長より、定款の改定、事
務局員の指導のため、当面のあ
いだ指導者を導入することが提案
され、承認された。

８．女医会ビニール製ポスターについて
� ＜承認＞

・ 女医会のビニール製ポスター制作
について審議の上、承認された。

９．軽井沢セミナーについて�＜承認＞
・ 馬場理事より、今後の軽井沢セ
ミナーの周知方法、担当者の明
確化が提案され、同好会会長を
設置し組織化することが承認さ
れた。会長には軽井沢セミナーの
創設者である石原幸子元副会長
を候補とし、小関副会長、馬場
理事を中心に実務を行うことが 
　決定した。

10．�HP「支部だより」のリニューアル
について� ＜承認＞
・HP「支部だより」に助成金申請
のページを増設する費用が承認さ
れた。

11．メールの返信について� ＜承認＞
・ 山本理事より、全員メールなど
CC を含んだメールに返信する際
には、全員に返信とすることが提
案され、承認された。

12．平成 25年度5月会計報告
� ＜承認＞

・ 平成 25 年度 5 月会計報告が承
認された。

・ 塚田理事より、本年度の本部収
入見込の不足に伴い、国際女医
会費（特定資産）の取り崩しが提
案され、承認された。

13．�平成25年度第2回理事会（5月）

議事録承認� ＜承認＞
・ 前田理事より、部会の開催時間に
ついて再度の質問があり、部会は
理事会前の1 時間（2 時 30 分～3
時 30 分）に開催し、各部で部会
議事録を作成することが確認され、
平成 25 年第 2 回議事録の訂正を
決定した。

・ 訂正の後、当該議事録が承認さ
れた。

14．その他
１）諏訪理事からの提案について

 ＜承認＞
・ 諏訪理事から事前に提案された
内容につき、川村理事からの回
答があった。

・ 議事録署名人については、定款
の検討事項とする。

・ 理事会の開会については、次回
より庶務部より開催を宣言する。

・ 理事会のテープ起こしについて
は、予算的に難しい。採決を取
る場合は、賛成、および反対者
数を議事録に明記する。・理事会
の出欠については、委任状の提
出期限を明記する。

４．報告事項
１．各部、NC報告
１）学術部報告

・ 前田理事より、HP 記事「新しい
治療とトピックス」の進捗につい
て報告があった。

２）�ナショナルコーディネーター報告
・ 矢口理事より、国際女医会議で

開催されるバザーに出品できるも
の（2,000 円以内）を次回理事会
に持参して頂けるよう要請があっ
た。

２．各委員会報告
１）�十代の性の健康支援ネットワーク
事業委員会
・ 対馬副会長より、NPO 法人ゆい
ネット北海道での講演会が開催さ
れる旨報告があった。

公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成25年度第 4回理事会議事録

1．日時・場所
１．日時　平成 25 年 7月21日（日）
午前 3時 30 分～ 5時 30 分
２．場所　日本女医会会議室
2．出欠席者
１）出席者
理�事　津田喬子、小関温子、
澤口彰子、対馬ルリ子、大谷智子、
川村富美子、古賀詔子、齊藤惠子、
諏訪美智子、高原照美、田辺晶代、
塚田篤子、馬場安紀子、濱田啓子、
前田佳子、宮﨑千惠、矢口有乃、�
山本纊子、横須賀麗子、吉馴茂子
監事　松井ひろみ、山崎トヨ
２）欠席者
理�事　中田惠久子、藤川眞理子、�
宮本治子

※�開会に先立ち、津田会長より理事
会終了後に埼玉支部総会へ出席す
る旨報告があった。� �
　また、7月31日から韓国・ソウル
で開催される国際女医会議に出席
するにあたり、抱負が述べられた。��
　その他、今後の議長について来
月以降は副会長の持ち回りで議長を
務めることが発表された。（9月：対
馬副会長、10月：澤口副会長、11月：
小関副会長　予定）また、議事進
行についてはひとつの議題に10 分
程度とするよう提案があった。
※�川村理事より、出欠席者の確認が
あり、会議が開始された。

3．継続審議事項
１．�定款の検討について（第 58回総
会議事を踏まえて）（津田会長）�

� ＜承認＞
・ 第58回総会において指摘された、
予算等の承認について、定款を
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検討する必要がある旨津田会長、
松井監事から説明があった。

・今後はメンバーを決めて定款の
変更点を検討し、順次理事会で諮
り、第 59 回定時総会に議案とし
て提出する段取りが提案され、承
認された。

２．�第 59回定時総会について� �
（川村理事）� ＜承認＞
・会場は京王プラザホテルとする。
・ 都支部連合会への対応は、津田
会長ならびに川村理事を始め庶
務部で行い、随時理事会におい
て報告する。

　以上の 2 点が川村理事より報告
され、承認された。

３．�MsACT 委員会の委員選任つい
て� �
（藤川理事）� ＜継続＞
　本件は、藤川理事が欠席のため、
継続審議事項となった。
４．会務担当の変更について（山本理
事）� ＜承認＞

・ 広報部長の交代につき、山本理
事、大谷理事より、その理由に
ついて質問があった。  
　これについて津田会長からは、
山本理事の国際女医会ヴァイス・
プレジデントとしての職務に、よ
り集中をして頂くためである旨の
説明があった。これに対し、各
理事から意見が述べられた結果、
山本理事の広報部長留任が承認
された。

4．審議事項
１．�第 58 回定時総会の会計につい
て� �
（濱田理事）� ＜承認＞

・ ランチョンセミナーで使用したプ
ロジェクター代金を本部予算から
支払うことが承認された。

２．�公開講演会助成について（� �
（吉馴理事）� ＜承認＞
・ 大阪支部からの申請に対して助

成が承認され、北海道について
は申請書類を書き直し、次回理
事会において宮城からの申請と
同時に審議されることとなった。

３．�副会長の担当について� �
（小関副会長）� ＜継続＞

・ 副会長の担当の変更について、
小関副会長より審議をするよう要
請があった。  
　本件については三役の会議に
おいて決定承認されたこととして、
理事会での審議は行わない旨が
津田会長より述べられたが、変
更理由に関して理事より質問があ
った。会長は本会のさらなる活
性化が目的であると述べ、最終
的には 7月理事会以降の担当は
新担当で担うようにと話された。

・ これに対し、山崎監事より、三
役の決定に対して以下の意見が
述べられた。

・ 上記の決定に対し、副会長の一
人は納得をしておらず、その点に
疑問がある。

・ 三役で決定した内容は、理事会
で諮った後に最終的な決定事項
とするべきである。

４．�平成25 年度6月会計報告� �
（横須賀理事）� ＜承認＞
　6 月の会計報告が報告され、承
認された。

５．�平成25年度第 3回理事会（6月）
議事録承認� ＜承認＞
　平成 25 年度第 4 回理事会議事
録が承認された。

5．報告事項
１．各部、NC報告
１）庶務部報告

・ 馬場理事より、配布された理事
名簿、連絡網、及び「平成 25 年
度理事会開催予定日」について
修正が必要な場合は、事務局ま
で連絡をしてほしい旨連絡があっ
た。

２）広報部報告
・ 山本理事より、日本女医会誌
215号の進捗について報告があっ
た。

３）渉外部報告
・ 澤口副会長より、国連 NGO 国
内婦人委員会総会に出席した旨
報告があった。

・ 宮﨑理事より配布資料 5 に基づ
き、国際婦人年連絡会から内閣
総理大臣、並びに文部科学大臣
に提出された要望書について報
告があった。

４）ナショナルコーディネーター報告
・ 矢口理事より、7月31日からソウ

ルで開催される国際女医会議に
ついて、参加の呼びかけがあっ
た。

２．各委員会報告
１）軽井沢セミナーについて

・小関理事より、10 月 26 日（土）
に軽井沢セミナーを実施する旨報
告があった。

２）�日豪ジュニアプロジェクトに関する
報告
・ 齊藤理事より、日豪ジュニアプロ

ジェクトの進捗につき報告があっ
た。

３）宮城県女医会総会の報告
・ 対馬副会長より、宮城県女医会
総会に出席した旨報告があった。
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四万十市で 41℃を記録した猛暑は、全世界的だったようで、
緯度が稚内と同じブダペストでも 40℃を記録したとのことです。

7 月末から 8 月初めに第 29 回国際女医会議が開催された韓
国でも会場の梨花大学キャンパスは快適でしたが、連日 36 ～

37℃という暑さでした。
この会議の水面下ではさらに暑い議論が行われて、企画されていた人口的流

産を否定的に捉えた特別発表が、直前に国際女医会の宣言に反するとして、取
り消しとなる事態が起き、韓国女医会は苦境に立たされました。

学会のプログラム委員会を通っての決定であったのにこの事態となったこと
は、国際的なメールでの遣り取りでは綿密な連絡と細心のチェックが困難であっ
たと言うことでしょう。

私共も、利便性のゆえ、メールを汎用していますが、チェックの甘さや多数
間での遣り取りでは発信・応答の時間的混乱が生じ、誤解や見逃しが生じる危
険性があり、時々、Face to face（面談）、 Voice to voice（電話）で真意を確
認する必要があると感じた次第です。 （山本纊子）
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会員動静（2013年 9月27現在・敬称略）

氏　名 支　部 卒　年 氏　名 支　部 卒　年

入　会
大川みどり 埼玉 昭 60

物　故
溝口昌子 中野 昭 39

川口早苗 埼玉 昭 59 井上柳子 千代田 昭 17
西村静恵 高知 昭 57 退　会 10 名

　　　　　

広報部では、誌面に掲載する皆さまからの原稿を募集しております。お仕事
に対する思い、地元での活動や日常の雑感、お住まいの地域のご紹介など
400～ 800字程度におまとめ下さい。

送 り 先 ：　�〒 150-0002　東京都渋谷区渋谷 2-7-8� �
青山宮野ビル 3階

F A X ：　03-3498-8769　　email�：office@jmwa.or.jp

なお、編集の都合上、掲載時期、採否につきましては広報部一任とさせて頂
きます。また写真・資料を含む応募原稿の返却はできかねますので、大切な
お写真などはデータでお送り下さい。

投稿募集

寄附者一覧（敬称略　H25.8.1～ 9.27）
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。
溝口秀昭氏

（故・溝口昌子先生（中野支部）の御遺志により御寄附いただきました）

 ● 訂正とお詫び
　日本女医会誌 215 号におきまして、誤りがございまし
たので、右記の通り訂正いたします。会員の皆様、関係
各位に深くお詫び申し上げます。

P1 巻頭言 （誤）5月 20日 → （正）5月 19日
（誤）ビデオよる → （正）ビデオによる

P3 式次第 （誤）国家斉唱 → （正）国歌斉唱
P19、22 議事録 （誤）幹事 → （正）監事


