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「女性医師が増えると
医師不足になる」は本当か？ 会長　前田佳子

文部科学省の学校基本調査によると、医学部における女
子学生の割合は約 20 年前に 30%を超えてから横ばいが続
いています。女子医学生の成績が良いにもかかわらずその割
合が増えないことに対して、一部の医師の間では疑問を唱え
る声が聞こえてはいましたが証拠はありませんでした。2018
年 8月 2日、讀賣新聞は「東京医科大学が医学部の一般入
試で女子受験者の得点を一律に減点していた」と報じまし
た。これは文部科学省の私大支援事業を巡る汚職事件を調
べていた記者が偶然掴んだ情報でした。
東京医科大学側はこのような不正を行った背景には、「女
性の医師は、出産で仕事を休んだり、子育てで急な出勤や
長時間の勤務が難しくなることがあり、あまりに増えてしま
うと人手が足りなくなり、病院の運営に支障を来すおそれが
出るため、女子の合格者数を抑えることになった」と回答し
ています。医師不足の原因を女性医師の存在にすり替える意
見は、かなり前から様々な場面で語られてきました。残念な
ことに、今回の報道を受けて医師を対象に行われたアンケー
トでは、約 7割が東京医科大学の女子受験生の一律減点を
「理解出来る」・「ある程度理解出来る」と回答していました。
しかし、女性医師が子育てによって勤務時間が制限される
のは「女性だから」ではなく、「主に女性が子育てを担わな
くてはならないから」です。つまり、古くから日本に根付く
固定的性別役割分担意識（夫は外で働き、妻は家庭を守る
べきである）が大きく影響しているのです。内閣府が行った
「男女共同参画社会に関する国際比較調査（対象：日本、韓
国、フィリピン、アメリカ、スウェーデン、ドイツ、イギリ
ス）」の報告によれば、固定的性別役割分担意識に「賛成」
または「どちらかといえば賛成」と回答した人が男女ともに

35%を超えたのは日本とフィリピンのみでした。このような
固定観念は教育が生み出す悪しき産物の一つで、固定的性
別役割分担意識をもった親や教師に育てられた子供たちは
同じ意識を植え付けられてしまいます。つまり教育を変えて
いかなければ、根付いた風土は変わらないのです。本当の
意味で日本人の意識を変えるためには時間がかかりますが、
それを待っていることは出来ません。まずは女性も男性も働
きやすい環境を整備し、特に子育てに関わる期間は柔軟な働
き方を選べるようにすることが大切です。女性活躍推進法が
絵に描いた餅にならないよう、真のダイバーシティが実現で
きるよう、国を挙げて取り組んでいく必要があると思います。
日本の雇用者総数に占める女性の割合は年々増加して
50％に近づいています。しかし女性医師の割合は 21%と低
く、2015 年のOECD加盟国での比較では平均が 39.3%であ
るのに対し、イギリス、スウェーデン、ドイツ、フランスは
40%を超えており、アメリカが 34.1%とやや低く、日本は最
低となっています。日本人の長時間労働は有名ですが、医師
の労働時間はフルタイム雇用者の平均と比べて男性で 5時
間、女性は 7時間長く勤務しています。また、週 60時間以
上の勤務をしている割合は正規雇用者の平均で男性 17%、
女性 8%であるのに比べ、医師は男性 41%、女性 28%と
20%以上多いのが現状です。女性医師の労働時間は決して
短いわけではなく、固定的性別役割分担意識に基づいて子
育てをしながら勤務を続けるには過酷な状況だということが
分かります。海外では「女性医師が担当した患者のほうが死
亡率が低い」（JAMA Intern Med. 2017:177(2):1-8.）という報
告もありましたが、性別に関係なく個々の能力が十分に発揮
され、医師の職業が全うできる環境整備が急務です。

巻頭言　前田佳子��������（1）
第 63 回公益社団法人日本女医会定時総
会　山本明美、深井登起子、中司敦子、…
　　上田香織、藤野志季、飯嶋　睦…（2）
講演会抄録�������樗木晶子（6）
新役員紹介�����������（7）
新役員あいさつ　馬場安紀子、青木正

美、藤谷宏子、村上京子、芳川た江子、
沖村英佳������������（7）
東京都支部連合会主催懇親会…���（9）
定時総会議事録���������（10）
東京医科大学の女子合格者数抑制に関し
て���������� 前田佳子（12）
支部だより�����������（13）

国際女医会通信⓯��������（14）
日本女医会アーカイブ⑤�����（17）
理事会議事録����������（18）
寄附者一覧�����������（20）
各賞・助成のご案内�������（22）
会員動静╱編集後記�������（24）

公益社団法人日本女医会
復刊第 234 号
2018 年 9 月 20 日発行
題字　吉岡彌生

日本女医会誌（第234号）もくじ

女医会234.indd   1 2018/09/10   17:38



2018 年 9 月 20 日

2　　日本女医会誌・復刊第 234 号

2018 年 5 月 20 日、第 63 回定時総会は定刻通り 11
時 30 分に庶務部部長馬場安紀子理事の発声のもとに
開会された。

大谷智子副会長による開会の辞が述べられた後、総
会成立が確認され、定款規程通りの会員総数の 3 分の
2 以上の出席、及び委任が報告された。これをもって
総会の開会を宣言した。その後、平成 29 年度に物故
された 14 名の会員に対して黙祷が捧げられた。

会長挨拶では、前田佳子会長より今後の女医会の活
動のひとつとしてセクシャル・ハラスメントの問題に
取り組んでゆきたい旨が述べられたほか、新たな制度
として功労会員・永年会員の新設、外部監事の採用の
決定に伴い規定の変更が行われた件、現在女医会が事
務局、及び会議室を所有している青山宮野ビルの老朽
化問題などが述べられた。

その後、原田栄選挙管理委員長より、平成 30 年度
役員選出の結果が発表され、新役員の紹介が行われ、
満場一致で承認された。

報告事項は、大谷副会長より平成 29 年度会務報告
に基づき行われた。

またナショナルコーディネータ報告は、前田会長か
ら平成 29 年度の活動報告と、2018 年にニューヨーク
において開催される創立 100 周年記念会議への参加の
呼びかけがあった。

議事に入る前に、議長団の選出があり、会長一任で
議長に小関温子会員（神奈川支部）、宮坂晴子会員（埼
玉支部）、議事録署名人に牛山元美会員（神奈川支部）、
谷眞弓会員（中央支部）が任命された。

議　事
第 1号議案　平成 29年度事業報告承認の件
第 2号議案　平成 29年度貸借対照表及び正味財産増

減計算書の承認の件
会計監査報告
第 3号議案　平成 30年度事業計画の件
第 4号議案　平成 30年度収支予算の件
第 5号議案　次期及び次々期総会開催について
表　彰

表彰では、日本女医会吉岡彌生賞（医学に貢献した
女性医師部門）が、山本明美氏（旭川医科大学皮膚科
学教授）に授与された。

荻野吟子賞は、深井登起子氏（埼玉支部）に授与さ
れた。

学術研究助成は上田香織氏（神戸大学）、藤野志季
氏（大阪大学大学院）に授与されたほか、最も優れた
研究として中司敦子氏（岡山大学病院助教）に第 2 回
山﨑倫子賞が授与された。また第 3 回溝口昌子賞は飯
嶋 睦会員（東京女子医科大学脳神経内科准教授）に
授与された。

第 7 回提言論文の優秀賞は門脇麻衣子氏（福井大学
医学部附属病院）、福地麗氏（福地眼科院長）に授与
された。

各賞の授賞式の後、功労会員の表彰が行われた。
その後別室において、新役員の互選による会長、副

会長の選出が行われ、臨時理事会に於いて承認後、総
会会場にて発表が行われた。 （文責 広報部）

吉岡彌生賞を受賞して

旭川医科大学　山本明美

このたびは吉岡彌生賞を賜り、大変光栄に存じま
す。受賞理由としては私の臨床および研究の場での成
果に加えて、母校である旭川医科大学の復職・子育

第 63 回 公 益 社 団 法 人 日 本 女 医 会 定 時 総 会
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て・介護支援センターのセンター長として後輩の育成
と支援に尽力した、とありました。吉岡彌生先生は東
京女子医科大学の前身である東京女医学校、東京女子
医学専門学校を創立し、女性医師の養成や医学の教
育・研究の振興に尽力された方で、その名を冠した賞
をいただけたことは現在教職にある私にとって非常に
大きな励みです。

私は平成 26 年 7 月に北海道に３つある医科系大学
の臨床系講座のなかで初めての女性教授に就任いたし
ました。女性のキャリアアップは我が国の医学界では
遅れに遅れておりますが、私がしっかりと教室をまと
めていくことができれば医学部教授になる資質に性別
は関係ないという証拠のひとつにもなります。気を引
き締めて残りの任期を全うしたいと思います。

また私は平成 28 年からは同じく母校の卒後臨床研
修センターのセンター長として学生や研修医の進路指
導にあたっています。結婚、妊娠、出産、妊活など女
性には医師として仕事を続けていくうえで悩ましいラ
イフイベントがいくつもあり、後輩たちの個々の相談
に対する適切なアドバイスはどういったものか、苦悩
する毎日です。今日より明日が少しでも女性医師が働
きやすい社会になるよう努めてまいりたいと思いま
す。

今後も吉岡彌生賞受賞者の名に恥じないように医学
会の発展に力を尽くし、多くの後輩が活躍できるよう
サポートしていきたいと思います。また来る平成 31
年の定時総会は札幌市での開催が決まっており、北海
道の会員の一人として微力ながら総会が成功裏に終わ
るよう尽力したいと存じます。多くの会員の皆さまに
札幌でお会いできますことを楽しみにしています。こ
のたびの受賞、誠にありがとうございました。

荻野吟子賞

受賞のよろこび

埼玉支部　深井登起子

この度日本女医会総会において、荻野吟子賞を頂き
ました事は女性医師として人生最高の感激です。推薦
並びに選考に係った先生方に心から厚く御礼申し上げ

ます。私は坂東太郎、利根川の向こう側群馬大学を昭
和 35 年に卒業し、縁あってこちら側、埼玉県北本町

（現在北本市。吟子先生御生誕地の南）で小児科内科
医院を開院しました。

当時この地では、女性医師は吉崎喜美子先生一人で
した。知らない土地、しかも第２子を出産したばかり
の心身共に頼りない 33 歳の医者であった私に様々な
試練が降りかかりましたが、吉崎先生の紹介で日本女
医会埼玉支部に入会し、多くの先輩から暖かく適切な
アドバイスを頂き今日まで 53 年間大過なく過ごして
来ました。埼玉県行政当局から若い女性医師をという
要望で初めて公的な場に出席したのが女性問題協議会

（男女共同参画審議会）でした。早速先進県であった
愛知支部に研修に行き、親切に対応して頂きました。
日本女医会の組織力に気付いた時でした。間もなく新
都心に埼玉県男女共同参画支援センターが開設され

「ブリランテ武蔵野」としてオープンしました。
作家井上靖氏は折に触れ「物事はすべてその出会い

にある」と自身の作品を振り返っています。私の人生
は日本女医会との出会いで大きく変わりました。支部
長時代創立 50 周年記念事業「埼玉県女性勤務医師支
援に何ができるか」のパネルディスカッションの成功
は支部会員の努力の賜物です。これが県の女性医師支
援施策となり現在県医師会の事業に発展しました。熊
谷市の荻野吟子記念館は利根川の川岸にあります。皆
様もどうぞお訪ね下さい。川風に乗って吟子先生から
強いエネルギーを頂けるでしょう。顕彰碑が北海道瀬
棚町（キリスト教の伝道と医療を行った地）にありま
す。昭和 42 年、北海道支部長三谷桂子先生が設立に
尽力されました。吟子先生の足跡を訪ねる旅に出たい
と思いました。
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学術研究助成 山﨑倫子賞

近位尿細管細胞障害
における HSPA1 L と
オルガネラストレス応答

岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内分泌内科　

中司敦子

このたびは名誉ある第 2 回山﨑倫子賞を賜り、日本
女医会会長をはじめ理事の先生方、選考委員の先生
方、関係者の皆様に深くお礼申し上げます。有難うご
ざいました。

近年、肥満や糖尿病を背景とし、さらに動脈硬化や
加齢変化も加わった腎障害が増加しておりますが、腎
機能を改善させる有効な治療がないのが現状です。糖
尿病や肥満に関連した糸球体障害については古くから
研究されているものの、一方で尿細管障害の病態解明
は十分ではありません。尿細管間質障害は腎予後に強
く関係することから、尿細管障害、とくに近位尿細管
に注目しました。近位尿細管細胞は、糸球体で濾過さ
れた物質の再吸収・分解をはじめ多くの機能を有して
います。そのため、オルガネラにも様々な負荷がかか
る細胞です。そこで、糖尿病や肥満における近位尿細
管細胞のオルガネラストレス応答を研究テーマとし、
小胞体・ミトコンドリア、さらにライソゾームの相互
作用を介した細胞障害機構を解明したいと思っており
ます。

また私は以前から、脂肪細胞から分泌される生理活
性物質であるバスピンの研究を行っており、これまで
に肝細胞や血管内皮細胞における機能や分子機構を報
告してきました。今回バスピンが糸球体で濾過され近
位尿細管細胞に取り込まれ、小胞体ストレス応答やラ
イソゾーム機能、ミトコンドリア機能に関与する可能
性を示唆される知見を得ました。今回の受賞を励みに、
バスピンによるオルガネラ応答を介した近位尿細管細
胞の機能維持機構について、さらに解明していきたい
と考えております。そして臨床と基礎を繋ぐことがで
きるような、患者さんや社会に還元できるような研究
を目標に今後も研究を継続していく所存です。今後と
もご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

最後になりましたが、ご指導頂いております当科の
和田淳教授、またいつも協力してくれる研究グループ
の皆にこの場を借りてお礼申し上げます。

学術研究助成

iPS 細胞を用いた
レーベル遺伝性視神経症の
病態解明ならびに
治療法・発症予防法の開発

神戸大学大学院医学研究科外科学講座眼科学分野

上田香織

この度は学術研究助成を賜り、誠にありがとうござ
います。歴史ある日本女医会での受賞ということで、
大変嬉しく、感謝しております。

レーベル遺伝性視神経症（LHON）とは、ミトコン
ドリア遺伝子の点変異を原因とする視神経症であり、
網膜神経節細胞の細胞死により急激な視機能の低下を
もたらします。比較的若年の男性に多いとされていま
すが、他のミトコンドリア病とは異なり、遺伝子変異
を有していても全例が発症するわけではなく、何らか
のトリガーが関与していると考えられています。また
一部の症例では視機能がほぼ完全に回復することがあ
るなど、他の神経疾患には見られない特徴を有してい
ます。

本疾患の概念は 100 年以上も前に提唱されました
が、詳細な病態や確実な治療法はまだ分かっておりま
せん。重篤な視機能の低下をもたらし、治癒の困難な
疾患であるにも関わらず、日本では詳細な患者数など
も長らく把握されてきませんでした。難病指定となっ
たのも 2015 年になってからのことです。

神戸大学眼科では初代 井街譲教授の代からこの疾
患の調査・診療に取り組んでおり、2014 年には日本
で初めての全国的な疫学調査を行うなど、臨床・基礎
の両面から研究を進めております。現在私が取り組ん
でいる研究は、LHON 患者血液から iPS 細胞を樹立し、
網膜組織を誘導して病態を調べるというものです。既
にいくつかの組織の特徴を見出しておりますが、今後
研究をすすめてより詳細な病態を明らかにし、治療
法・発症予防法を確立したいと考えております。

大変時間のかかる研究ではございますが、皆様のご
支援を力に一生懸命取り組んでいく所存です。今後と
もご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上
げます。
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学術研究助成

大腸癌の転移における
Platelet Derived Growth 
Factor Receptor Beta の
働きの解明

大阪大学大学院医学系研究科消化器外科学

藤野志季

この度は第 38 回日本女医会学術研究助成を賜り、誠
にありがとうございます。選考委員の先生方、事務局
の皆様を始め、関係各位の皆様へ御礼を申し上げます。

私が大学院時代にメインテーマとして行ってきたの
は癌の初代培養の樹立でありまして、生体内での環境
を維持すること、多様性を維持させることに着目して
研究を進めてまいりました。その研究過程において、
初代培養細胞の微小環境の維持において重要な存在で
ある血小板由来成長因子受容体 B（Platelet-derived 
growth factor receptor B）に着目し、今回研究テー
マとして受賞をさせて頂きました。癌組織は生体内に
おいて、癌細胞だけでなく癌関連線維芽細胞や間葉系
幹細胞などの癌微小環境とともに構成されており、こ
れらの細胞は癌が生体内で増殖や転移をするメカニズ
ムにおいて必要不可欠な存在であると考えられていま
す。血小板由来成長因子は間葉系細胞の増殖因子とし
て血小板由来成分から発見されたものですが、臨床の
大腸癌組織と臨床病理学的因子について検討したとこ
ろ、PDGFRB を高発現している症例では優位に遠隔
転移再発が多く、PDGFRB 高発現は独立した予後不
良因子であるという結果を得ました。本研究において
は、大腸癌の増殖や転移における PDGFRB の生物学
的役割について詳細に検討して参りたいと思っており
ます。

消化器外科は臨床においても研究においても非常に
やりがいのある科でありますが、まだまだ女性医師が
少ないのが現状であります。この受賞を契機として、
後輩の女性の先生方にも消化器外科を選んでいただけ
るよう、微力ながらも努力をして参る所存です。また、
私の医師生活、研究生活を支えてくれている家族、指
導医の先生方、スタッフの皆様への感謝を忘れず、こ
れからも研究を続けて参りたいと存じます。まだまだ
未熟者ではありますが、今後ともご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願い申し上げます。

第３回 溝口昌子賞を

受賞して

東京女子医科大学脳神経内科准教授

飯嶋　睦

この度は第 3 回溝口昌子賞を賜り大変光栄に存じま
す。日本女医会の理事ならびに選考委員の先生方、ご
推薦頂きました渡邉弘美先生、内田啓子先生に心より
御礼申し上げます。

溝口昌子賞は女性医師のキャリアアップと永年勤続
を目的とする趣旨であります。私は東京女子医科大学
を卒業後、同大学神経内科に入局し、内科研修、大学
院を修了し神経内科医としての知識 ･ 技能を研鑽して
いくなか、医学生教育や後輩医師の育成に携わる機会
を頂き、大学病院 ･ 関連病院で 30 年間勤務して参り
ました。

臨床面では、脳卒中、パーキンソン病、頭痛、てん
かん、認知症、末梢神経 ･ 筋疾患など多岐にわたる神
経疾患の診療しております。特にパーキンソン病に関
しては専門外来を設けて精力的に診療を行っておりま
す。高齢化が進むわが国では、パーキンソン病や認知
症患者は増加の一途を辿っております。これらの神経
変性疾患は未だ根治療法がありませんが、患者さんと
コミュニケーションをとりながら、私のできる最大限
の治療法を提供し、患者さんとともに病気と向きあい
乗り越えて行きたいと思います。

教育面では、多くの若手医師に神経内科学に興味を
もってもらえよるように、卒前から卒後内科 ･ 神経内科
教育を引き続き継続していく所存です。また女性医師
が長く働き続けられる環境作りにも尽力して参ります。

日本女医会の発展ならびに社会に貢献できるよう、
溝口昌子賞を励みに今後も医師として永く、楽しく働
いて行きたいと思っております。
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定時総会〈講演会〉抄録

女性医師の活躍は
医療のかなめ
　これまで、結婚・育児だけでなく自身の病気や親の介護など、様々なライフステージにおいて多くの女性医師
や、時には男性医師も休職、離職を余儀なくされてきた。多様な状況にある医療現場で医師のキャリア継続を目
指し、九州大学病院では平成 19 〜 21 年度文部科学省の女性医師支援事業に採択されたのを契機に「きらめきプ
ロジェクト」を立ち上げた。本年で 12 年目となるが、男女に関わらない医師の就労環境の改善とキャリアの継
続をめざしている。本プロジェクトは常勤職への復帰を前提として、ワークライフバランスを維持しながら一定
期間、非常勤職として自身の専門領域でキャリアを継続できる制度である。常勤での勤務が困難であっても専門
的な技術の習得や維持をめざし毎年 20 人前後の医師 ･歯科医師がこの制度を利用してきた。12 年間に延べ 100
人以上がキャリアを継続してきた。まず、ネットワークを作るための人材登録、教育研修プログラム（e-learning）
の配信、医学部生に対しての性差医学やジェンダー教育、学生がロールモデルと出会うための学生交流会の開催、
様々な立場の方々に医師の働き方の多様性を啓発するための講演会、患者さんを含めた一般人への情報発信とし
てのきらめき通信の隔月発行、年度末にはスタッフ発表会として、1年間のスタッフの活動（家庭 ･職場）を外
来棟にポスターで 3日間掲示し、多くの方にきらめきの活動を広報している。さらに、非常勤医師として働くス
タッフが意欲を持ち続けるためにも毎月のスタッフミーティングは欠かせない。このような取組みの中で医師会、
近隣の大学病院や基幹病院との連携も深まり活動の輪が広がってきた。今後も我が国の高い医療の質を維持する
ためには、しなやかなワークライフバランスと人材多様性を尊重した就労環境を整え、様々な状況で働く医師を
受け入れる仕組みを作る事が大切である。女性医師の活躍は医療のかなめである。

公益社団法人日本女医会

第 64 回　定時総会のお知らせ
2019 度の定時総会を、下記の要領で開催致します。ご多用かとは存

じますが、ぜひご出席賜りますようお願い申し上げます。
日　時：2019 年 5月 19日（日）
会　場：札幌グランドホテル 

〒 060-0001札幌市中央区北１条西４丁目　℡011-261-3324

詳細は決定次第追ってお知らせ致します。

九州大学病院きらめきプロジェクトキャリア支援センター

副センター長　樗木 晶子 
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副会長に就任して
馬場安紀子

この度、前田佳子会長のご推薦により副会長に就任致
しました。過去３期担当して参りました庶務部を、今期
は副会長として担当させていただくこととなり、重責に
身の引き締まる思いです。

改選後の新規理事会は、理事 14 名、監事 2 名の計 16
名と、前期に比し大分コンパクトになりましたが、改選
後初回の理事会では、新理事の方々が積極的に意見を述
べられ、早速動き出した新プロジェクトもあります。今

新役員紹介

新役員あいさつ

後の展開が大いに期待されます。
日本女医会は 116 年の歴史がありますが、公益社団法

人化後の規制の中で公益事業の重みが増しています。し
かし会の根本は「女性医師相互の親睦と知識向上」であ
ることは変わりません。その役割と偉大な歴史を守りつ
つ時代の変化には敏感に対応し発展していけるよう、微
力ではありますが、前田会長の補佐役として尽力する所
存です。

今後とも、会員の皆様には、さらなるご指導ご支援の
ほど宜しくお願い致します。

新理事を拝命して
中央支部　青木正美

この度、公益社団法人日本女医会の理事を拝命致しま
した東京都支部連合会中央支部の青木正美と申します。

その昔、女性の患者さんの苦しみを救うため志のある

前田佳子
会長

諏訪美智子
副会長

馬場安紀子
副会長

広報部

	 花岡和賀子	 中田惠久子	 樋渡奈奈子

会計部

	 濱田啓子	 藤谷宏子

学術部

	 磯貝晶子	 澤口聡子	 村上京子

庶務部

	 塚田篤子	 青木正美	 芳川た江子大谷智子
監事

沖村英佳
監事
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女性医師が誕生し、当時の日本社会の中で多くの迫害や
中傷を受けながらも後進の女性医師達への道を拓き、踏
み固め日本女医会の礎を作ってこられました。そうして
百十七年の長きに渡り、それぞれの時代に於いて日本女
医会を丁寧に継いできてくださった多くの諸先輩方に、
改めて大いなる尊敬の念と心よりの感謝を申し上げる次
第です。

今や世界中で、女性の人権を女性たちが自ら守ろうと
する Me too 運動が湧き上がる中、日本女医会こそがその
先駆けであったこと、たいへん誇りに感じます。

私は東京都中央区で麻酔科開業医の傍ら、長らく災害
復興の研究に携わって参りました。阪神・淡路大震災の
復興では、たった一本の法律が後に何十万人もの人を救
うことを目の当たりにしました。東日本大震災では原子
力発電所の事故により、数多なる人々の人生が一瞬にし
て狂わせられた現実に、ただただ立ち尽くすしかありま
せんでした。

次の震災では何が起こるのでしょうか。その時、日本
女医会はどのような対処を迫られるのでしょうか。この
時代に巡り合わせた日本女医会の理事として、会長をお
支えし、少しでも多くの患者さんや患者さんを助ける女
性医師のお役に立てるよう、日々尽くさせていただく所
存でございます。何とぞ宜しくお願い申し上げます。

新理事に就任して ご挨拶
大阪支部　藤谷宏子

この度、理事に就任いたしました大阪の藤谷宏子です。
歴史ある日本女医会の役員を拝命し大変光栄なことと

思っております。また、大阪府女医会でも本年から副会
長を仰せつかり、同時に２つの女医会で責任ある立場を
頂戴することとなり心引き締まる思いです。日本女医会
では「会計」と「小児救急事業委員会」を担当させてい
ただくこととなりました。お役にたつかとても不安です
が、諸先輩方にご指導いただき、目の前にあるできるこ
とから一つずつ解決していきたいと思います。

さて、私の診療科は小児科で、特にアレルギーを専門
といたしております。日々診察室で会う可愛い子どもた
ちが何より力となり元気の基となっております。まっす
ぐな正直な眼、不安なく微笑んでいる幸せな顔つき、母
を、家族を信じ健やかに成長している姿にふれることが
できるのは、小児科医の特権といつも感謝しています。
子どもたちの笑顔は未来への希望であり、その希望を実
現するためには、母親をはじめとする家族への支援、さ
らには良い環境を守ることが大切であり、それは世界中
の人々の自由と平和につながると考えています。個人で

はなかなかできないこともこの女医会で、女性医師とし
ての視線から子どもたちの健康と平和を守るため頑張り
たいと思います。微力ではございますが、誠実に頑張っ
て参りたいと思いますので指導ご鞭撻の程宜しくお願い
申し上げます。

新理事就任のご挨拶
愛知県支部　村上京子

この度、東海地区（愛知・岐阜・三重・静岡）からの
理事として選任いただきました村上京子です。

昭和 61 年に名古屋大学を卒業後、研修医・大学院と 10
年余の勤務医生活を経て平成 14 年に名古屋市でむらかみ
眼科クリニックを開業いたしました。この間、愛知県支
部の理事・副支部長、愛知県医師会広報委員会委員を歴
任し、現在愛知県支部理事・愛知県医師会調査室委員会
委員・名古屋市瑞穂区医師会副会長の任に当たっており
ます。家庭的には 4 人の息子に恵まれ来年にはみな社会
人となる見込みです。

勤務医時代に立ち上げた院内女性医師の懇親会は 15 年
以上たった今も継続しています。OB として招いていただ
いて、ほとんどが年下となった仲間と語らうこと、また
その種をまくことができたことを毎年うれしく思ってい
ます。

新理事として日本女医会に貢献できますよう努力して
まいります。よろしくお願いいたします。

庶務担当理事として
大阪支部　芳川た江子

このたび、庶務を担当させていただくことになった大
阪支部の芳川た江子と申します。

私は、昭和 56 年に関西医科大学を卒業して、その後大
阪医科大学の皮膚科学教室に入局して、現在は社会医療
法人仙養会北摂総合病院の理事兼皮膚科部長をしており
ます。

日本女医会の大阪支部長の推薦を受けて日本女医会の
理事に就任したのですが、別組織の大阪府女医会では、
長年庶務担当理事をしています。大阪府女医会に入って
おられる先生で日本女医会に入っておられない先生はた
くさんおられますので、まず庶務の仕事の中の会員増強
に力を入れて頑張っていきたいと思っております。

また、男女共同参画事業委員会の委員も担当させてい
ただくことになり、大阪府医師会の男女共同参画ワーキ
ンググループの委員をしていた経験を生かして、女性医
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師支援の為に何かお役にたつことができればと思ってお
ります。若い女性医師の先生方が、結婚・出産でキャリ
アを中断することなく、一生キャリアアップしながら働
き続けることができるような社会のしくみを作っていく
ことが急務だと思っております。

今後ともよろしくご指導・ご鞭撻の程、お願い申し上
げます。

監事就任のご挨拶
　沖村英佳

司法書士登録 20 年間の法人登記業務の経験、公益社団
法人成年後見センターリーガルサポートの会員であり、
過去２期４年間本部及び支部の財務を担当した経験が貴
法人の一助となればと、この度、監事に就任いたしまし
た。

公益社団法人の責務を果たしながら、会員の要望に応
えるべく公益法人を運営することは大変に難しいことで
あると実感しておりますので、貴法人における理事の皆
様、本支部活動に関わる皆様のご苦労も想像に難くあり
ません。

東京司法書士会で義務付けられているプロボノ活動（社
会人が自らの専門知識や技能を生かして参加する社会貢
献活動）を一例とすれば、司法書士会ではプロボノ活動
を行わない会員は寄付や負担金を支払うことが定められ
ています。医師であることがまさに社会貢献であると思
いますが、専門知識を生かした社会貢献活動という意味
では、まさに日本女医会は公益たる存在意義の大きい法
人と思われ、プロボノ活動を担う法人であるとも言える
でしょう。

微力ながら、公益法人に関わってきた業務の経験等を
踏まえ、監事としてご助言等を差し上げる機会がござい
ましたら幸甚です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

東京都支部連合会主催懇親会

総会前日の
enjoy エクスカーション
と懇親会

東京都支部連合会 会長　渡邉弘美

かつては総会前日には、歌舞
伎見物＋懇親会などで会員の交
流が図られていたようですが、
近年は、東京都支部連合会が担
当の総会懇親会は、総会夕方に
開催されていました。今年は、
前日に「クルーズ enjoy バスツ
アー～東京五輪コースをバスと
船で行く」、引き続き京王プラザ
ホテルで懇親会、和太鼓をアト
ラクションにし、会員の皆様と
の楽しい時間を共有することが
できました。支部連合はこれま
で東京マラソン当日に人形焼き
配布や筋肉冷却スプレー提供な
どの支援活動を行ってきました
が、東京オリンピックが近づき、

コースも決定したので、この機
会にコースを陸と海から眺めて
みようという企画でした。
参加くださったのは、エクス
カーション 22名、懇親会 40 名
で、やや寂しかったでしょうか。
エクスカーションは、京王プラ
ザホテルを拠点として、バスで
マラソンコースを走り浅草迄行
き、水上バスに乗り換え、話題
の豊洲へと。空が見通せる水上
バスは初めての経験で、これま
での視点とは違った風景に皆さ
ん興奮気味でした。この時のバ
スの車掌さん、昔は若かったで
しょうが、そのベテランな案内
はまさに「抱腹絶倒」で、後ろ

髪惹かれる思いで京王プラザで
バスを降りました。懇親会はア
トラクションとして、イタリア
で活躍されていたパーカッショ
ンの梅津千恵子さんの演奏で始
まり、美味しいフランス料理、
合間に会員の皆様のお話を頂き
ました。そしてお食事が終わっ
た後に全員参加のパーカッショ
ンのパフォーマンスで盛り上が
りました。東京には、住んでい
ながら知らないし、行ったこと
がないところがまだまだ沢山あ
ります。次回に担当の折には、
全国の先生方にもっと東京の魅
力をご紹介したいと思います。
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公益社団法人日本女医会
第 63 回

定時総会議事録

平成 30 年 5 月 20 日（日） 午前 11 時 15 分
より、京王プラザホテル （東京都新宿区西
新宿 2-2-1）において、第 63 回定時総会が
開催された。

開会の辞
　大谷智子副会長より、開会の辞が述べ
られた。
　司会の馬場安紀子理事より平成 30 年 3
月 31 日現在の会員総数 1,172 名に対し、
出席者数 69 名、記名委任者数 534 名、合
計 603 名であり、公益社団法人日本女医会
定款第 18 条、第 19 条の規定により、出席
が会員総数の 2 分の 1 以上に達しており、
本総会が成立する旨の報告があり、開会
を宣した。

黙祷
　平成 29 年度中に物故された会員 14 名
の方々の冥福を祈り、黙祷を捧げた。

会長挨拶
　議案の審議に先立ち、前田佳子会長よ
り挨拶があり、①今年度から功労会員、
永年会員制度が制定された件、②外部監
事の起用、　③青山宮野ビルの老朽化問題
などについて述べられた。

平成30年度役員選出
　原田 栄選挙管理委員長から、選挙管理
委員の紹介と、平成 30 年度から改正され
た選挙制度について説明があり、今回は
各地区すべてにおいて立候補者が定員内
であったため、無投票選挙となったこと
が報告された。
　その後、選出された 16 名の役員が会場
前に整列し、原田委員長が来場者に役員
の承認の挙手を求めた。その結果、挙手
多数が認められ、原田委員長は下記の平
成 30 年度役員が承認されたことを宣した。
＜理事＞
濱田　啓子（北海道支部）　
樋渡奈奈子（宮城支部）　　
磯貝　晶子（神奈川支部） 
塚田　篤子（栃木支部）　　
中田惠久子（埼玉支部）　
馬場安紀子（栃木支部）　
前田　佳子（神奈川支部）　
青木　正美（中央支部）
諏訪美智子（渋谷支部）　　　　　
花岡和賀子（中野支部）

澤口　聡子（港支部）　　　　　　
村上　京子（愛知県支部）
芳川た江子（大阪支部）
藤谷　宏子（大阪支部）
＜監事＞
大谷　智子（荒川支部）
沖村　英佳（外部監事）

報告
1）  大谷智子副会長より、｢ 平成 28 年度会

務報告 ｣ に基づき会員動静、第 62 回
定時総会での審議の結果、会費納入状
況、理事会役員、理事会開催日、部会
開催日、各賞の選考委員会開催日等に
関する報告が行なわれた。

2）  ナショナルコーディネータの前田佳子
理事より、平成 29 年 8 月 25 日から 27
日に香港において開催された西太平洋
地域会議の報告と、2019 年 7 月 25 日
から 28 日にニューヨークにおいて開
催予定の国際女医会 100 周年記念会議
についての参加の呼びかけがあった。

　以上の報告につき、司会者が質問を求
めたところ、質問がなかったため、引き
続き議長団、及び議事録署名人の選出に
移った。

議長団選出
　司会より会場に対して議長団、並びに
議事録署名人の推薦について会長一任と
諮ったところ、異議がなかったため、議
長団に宮坂晴子会員、小関温子会員、議
事録署名人に牛山元美会員、谷 眞弓会員
が指名され、拍手多数で異義なく選出さ
れた。議長団は議長席についた。

議事
【第 1 号議案】　
平成 29 度事業報告承認の件
　大谷智子副会長より、「平成 29 年度事
業報告」に基づき説明が行われた。

【第 2 号議案】  
平成 29 年度決算報告書承認の件
　諏訪美智子副会長より「平成 29 年度収
支計算書」に基づき説明が行われた。

【会計監査報告】
　塚田篤子監事より、平成 30 年 3 月 16 日
に慎重かつ厳正な会計監査を実施し、そ
の結果、適法かつ正確であることを確認
した旨が報告された。
　議長は第 1 号、及び第 2 号議案につい
て採決に入った。賛成者の挙手を求めた
ところ、挙手多数（2 分の 1 以上）と認め
た。議長は以上の結果、第 1 号、第 2 号
議案は原案の通り承認された旨を述べた。

【第 3 号議案】　
平成 30 年度事業計画の件

　大谷智子副会長より ｢ 平成 30 年度事業
計画 ｣ に基づき説明があった。
1．  研究助成  

第 39 回学術研究助成の実施。
2．  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  
第 12 回キャリア・シンポジウムの開催。

3．  日本女医会吉岡彌生賞  
平成 30 年度日本女医会吉岡彌生賞の実
施。

4．  高齢者及び障害者への医療的ケア研修
事業  
高齢者医療、介護に関する講演会の開
催。  
DVD「たんの吸引を安全に行うために」
を販売。

5．  全国公募等による公開講演会  
市民公開講座への助成。  
提言論文募集の実施。

6．  荻野吟子賞  
平成 30 年度荻野吟子賞の実施。

7．  国際女医会活動  
2019 年 7 月 25 日～ 27 日にニューヨー
クにおいて開催される国際女医会議創
立 100 周年記念会議に向けての準備。

8．ブロック懇談会
9．  MsACT（医学生及び若手医師対象支

援活動）
10．十代の性の健康支援ネットワーク事

業（ゆいネット）  
講演会、連絡協議会等を開催予定。

11．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。

庶務部
1．諸会議（理事会、総会等）の運営
渉外部
1．国際婦人年連絡会への参加
2．国連 NGO 国内女性委員会の活動
3．内閣府男女共同参画局連携会議への参

加
広報部 
1．機関紙の発行
2．ホームページの更新と活用
　議長は第 3 号議案について採決に入っ
た。賛成者の挙手を求めたところ、挙手
多数（2 分の 1 以上）と認めた。議長は以
上の結果、第 3 号議案は承認された旨を
述べた。

【第 4 号議案】
平成 30 年度予算の件
　諏訪美智子副会長より「平成 30 年度収
支予算書」に基づき説明が行われた。
　議長は第 4 号議案について質問、意見
を諮ったところ、以下の質疑応答があっ
た。
質問：  受取会費が減少しているが、今後
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の会員数増強についてはどのよう
に考えているか。

回答：  現段階では、会員数増強に向けて
の新たな事業を開始する予定はな
いが、長期的に会員数を増やすよ
う今後も現在の事業を継続してい
く。現実的には女性医師の増加に
伴い、各地域、学会などの女性医
師の会などが増えており、困難な
面もあるが、努力は続けてゆく。

質問：  事業計画、予算、及び決算資料に
案がついていないのはなぜか。

回答：  理事会の承認の上ですでに内閣府
に提出しているものなので案を付
ける必要はない。

　以上の質疑応答の後、議長は第 4 号議
案について賛成者の挙手を求めたところ、
挙手多数（2 分の 1 以上）と認め、第 4 号
議案は賛成多数とする旨を述べた。

【第 5 号議案】
次期及び次々期総会開催地に関する件
　前田佳子会長より、次回の第 64 回定時
総会は 2019 年に北海道札幌市において、5
月 19 日に開催される予定である旨が述べ
られた。
　また次々期は、東京での開催予定であ
る旨が述べられた。

　議長は第 5 号議案について賛成者の挙
手を求めたところ、挙手多数（2 分の 1 以
上）と認め、第 5 号議案は賛成多数とす
る旨を述べた。

【その他】
　「役員の報酬及び費用に関する規程」第
3 条に「但し、外部に監事を委嘱する場合
は、都度検討する。」を追加する事が承認
された。
　議長団は以上をもって第 63 回定時総会
の議案のすべての審議が終了した旨を述
べ降壇した。

表彰
1）日本女医会吉岡彌生賞
＜医学に貢献した女性医師部門＞
山本明美（旭川医科大学皮膚科学講座教
授）
2）荻野吟子賞
深井登起子（埼玉支部）
3）学術研究助成授賞者
上田香織（神戸大学医学部　眼科）
藤野志季（大阪大学大学院医学系研究科）
＜第 2 回 山﨑倫子賞＞
中司敦子（岡山大学病院 腎臓・糖尿病・
内分泌内科　助教）
＜第 3 回 公益社団法人日本女医会 溝口昌子

賞＞
飯嶋　睦（東女内支部）
4）提言論文優秀賞授賞者
門脇麻衣子（福井大学医学部附属病院　
呼吸器内科）
福地　麗（昭和大学大学院医学研究科社
会医学系法医学専攻）
5）功労会員
代表　橋本葉子（東女内支部）他 16 名

会長、副会長の選出と発表
　表彰の後、理事は直ちに別室へ移動し、
定款第 15 条に基づき互選の結果、会長に
前田佳子、副会長に諏訪美智子、馬場安
紀子が選出され、臨時理事会の席上にお
いて承認された。
　その後、総会会場において原田選挙管
理委員長より会長、副会長選挙の結果と
臨時理事会での承認が発表され、今年度
の選挙管理委員会を解散した。

閉会の辞
　諏訪副会長が、弊会の言葉を述べ弊会
を宣した。

 午後 2 時 4 分閉会

株式会社

〒

東京都品川区平塚 ビル

㈹

株）ヨコヤマは住宅設備機器の総合商社として、半世紀以上にわたり、心地よい生活空間

づくりを通じて社会に貢献する役割を担ってきました。

豊かな暮らしのために。その想いはこれからも変わることはありません。

時代のニーズにお応えし、暮らしを彩る価値ある商品を、私たちは提案し続けていきます。

安全に、快適に、健やかに暮らす。
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n o t i c e

東京医科大学の

女子合格者数抑制
に関して

前田佳子

8 月 2 日讀賣新聞の報道を受けて、同日に NHK から取材
の依頼がありました。夜には個人の Facebook に、翌日には
日本女医会の HP にステイトメントを掲載いたしました。そ
の後も多くの新聞、テレビ局から取材を受けました。入試に
関しては多くの医師は薄々感づいていた事でしたので、こ
んなにも社会の反響が大きくなるとは予想していませんでし
た。しかし、性差による差別は入試だけにとどまるわけでは
なく、医師になってからも様々な場面で直面する事です。今
回の報道がきっかけになって、悪しき習慣が是正される事を
望みます。

HPに掲載しているステイトメント

今回の東京医大の報道を聞いた第一印象は「時代に逆行
している」ということです。日本は 2016 年 4 月に女性活躍
推進法が施行され、国の政策として「一億総活躍社会」を
目指しているはずです。そのためには女性という理由で入学
試験の採点に不当に手を加えて門戸を閉ざすべきではあり
ません。

日本で医師国家試験に合格した最初の女性である荻野吟
子は、1870 年 19 歳の時に医師を志しましたが、医学を学ぶ
こともままならず、私立医学校に入学するまでに 9 年を要し
ました。卒業しても女性という理由で国家試験を受けること
ができず、試験を受けるまでに２年を要しました。140 年以
上が経過した現代においても女性という理由だけで学ぶ権
利を取り上げられるとは、荻野吟子もさぞ驚いていることで
しょう。

本邦における医学部入学者に占める女性の割合は 1965 年
に 10% で、以後は右肩上がりに上昇していましたが、1995
年に 30% となった以降現在まで横ばいとなっております（文
部科学省「学校基本調査」より）。一部の大学ではすでに女
子医学生が 50% を超えてきているにもかかわらず、全体の
割合が変わらないのには何か理由があるのではないかと思
わずにはいられません。
「女性だから離職するのではないか」と危惧するのでなく、
女性も離職せずに働ける職場環境を整える努力をするべき

です。働き方改革は過労死予防のためだけにあるのではな
く、性別を問わず能力を発揮できる職場を作るためにこそ行
われるべきだと考えます。

公益社団法人日本女医会は 2007 年より男女共同参画事業
委員会を設置し、「医学を志す女性のためのキャリア・シン
ポジウム」を年 1 回開催しております。女性医師が継続し
て働き続けるために必要な環境について、講演とディスカッ
ションを重ね、指導的立場の先生から若い医師・学生に至
るまで、意識改革を訴え続けています。今後もこの活動を継
続し、次世代の女性が女性であるという理由で学ぶ環境や
働く環境を奪われないよう支援してまいります。（2018/8/2）

取材

8 月2日（木） ・日本テレビ「news every」　
 ・ＮＨＫ 社会部（8/2 録画出演）
 ・ＴＢＳ「mews23」（8/7 録画出演）
 ・産経新聞　
 ・  読売新聞  

TIME ステイトメントから引用
8 月3 日（金） ・ＣＮＮ東京支局　
 ・毎日新聞　
8 月 6 日（月） ・  テレビ朝日報道局「AbemaPrime」（8/6 番

組出演）
 ・東京新聞
 ・しんぶん赤旗
8 月９日（木）   ABC NewsRadio“Japan in Focus”（8/10

録音出演） 
8 月16 日（木） Bloomberg（米国通信社）電話取材
8 月21日（火） 中日新聞
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長崎支部　黒﨑伸子

2018 年 2 月に開催した日本女医会ブロック懇談会
の際、来崎された日本女医会役員のみなさんが、多忙
な中を会議の前に早朝から日本の女医の足跡を辿ろう
と楠本イネの墓参をされたことを知りました。ぜひ、
地元の女性医師たちも見習うべきだと、ながさき女性
医師の会および日本女医会長崎支部の会員に呼びかけ
ました。

楠本イネの命日は 8 月 26 日ですが、今回はその前
日の午後に、長崎県内から 15 名の女性医師が集まり
ました。墓参の前に、長崎女性史研究会会員の山本芳
江さんから楠本イネの生い立ちについてお話を聞きま
した。晧

こう

臺
たい

寺
じ

様には、施設内のお部屋を快く提供して
いただき、感謝しております。以下、一連の内容を報
告します。 

講演のあとは墓参です。楠本イネの墓地は、皓台寺
のかなり高いところにありますが、彼女の生きざまを

聞いた後の元気で、坂を上っていきました。 
お墓に行く途中には、楠本イネに加え、母たきと二

宮敬作の功績を讃える顕彰碑がありました。 
この顕彰碑は、シーボルトゆかりの人たちの顕彰碑

とあり、長崎県医師会、実行委員会、宇和シーボルト
協会などの名前が彫られていました。 

顕彰碑でひと休みして、また、坂を上っていきます。
8 月終わりの 17 時過ぎですが、まだまだ、西日の当
たる坂道をみな、汗を流しながら…  

楠本家の墓地に着くと、お墓の周りには草が生えて
いましたので、刈った草をごみ袋に入れ、水を替え
て、お花を供えました。シーボルトと妻たきの物語を
モチーフにした銘菓『おたくさ』も、いっしょに供え
て、それぞれに手を合わせました。

そして、楠本イネを育てた二宮敬作の墓も、同じ墓
地内にあり、ここにもみなでお参りをしました。二宮
敬作は、長崎で死去してイネが葬送した後、散骨。西
予市宇和町の光教寺に遺髪塔があるそうです。

顕彰碑の前で、みなで記念撮影しました。これを機
に、ながさき女性医師の会が中心に、楠本イネの歴史
的存在意義を知らせたいという思いを強くしました。
また、長崎で働く女性医師が、医学を学ぶ次世代の人
たちが、彼女の遺志を継ぐひとりとして、医療を通じ
て社会に貢献できることを期待したいと思います。さ
らに、楠本イネ生誕 200 年の 2027 年（これから 9 年
後）、あるいは、没後 120 年の 2023 年（これから 5 年
後）に、記念のイベントも企画したいという意見も出
ました。

酷暑の中、参加したみなさんはお疲れだったと思い
ますが、山本さんの講話も素晴らしく、また、その後
にお墓で手を合わせたことで、楠本イネ女史の思いを
共有できたかな…と思う夏の夕べでした。 

墓地から見下ろす長崎の街、そこからつながる今の
日本や港からつながる世界を見て、彼女は今、何を
思っているのでしょうか。 

1. ながさき女性医師の会・瀬戸牧子先生が挨拶の後に、山本さんを紹介。
2.「楠本イネの生涯」山本芳江さん（長崎女性史研究会会員）の講話。

支部だより 長
崎
の
女
性
医
師
た
ち
に
よ
る

楠
本
イ
ネ
女
史
の
墓
参 

2
0
1
8
年
8
月
25
日
（
土
）

3. 楠本イネたちの功績をたたえる顕彰碑。
4. シーボルトゆかりの人たち。　5. 参加者による記念撮影
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国際女医会通信 15 The Letter from 
Medical Women’s International Association （MWIA）

３月に参加した CSW について 2 回に分けてお知ら
せいたします。Part1 は基礎知識編でしたが、今回は
Part2 として CSW62 の報告をお届けいたします。

Part1の要約

1）CSWとは
Commission on the Status of Women の略で、「国

連女性の地位委員会」の事です。政治・経済・社会・
教育分野などにおける女性の地位向上に関して国連経
済社会理事会（ECOSOC）に勧告・報告・提案など
を行う委員会です。1946 年に発足し、事務局は UN 
Women、委員会はニューヨークの国連本部で 2 週間
にわたって開催されます。
2）CSWに参加するには

政府代表または NGO 代表に入らなくてはなりませ
ん。日本で認められている NGO は国連 NGO 国内女
性委員会、国際婦人年連絡会（IWYLG）、日本女性監
視機構（JAWW）の３団体です。
3）CSW開催期間に行われるイベント

国連内で開催される政府間会議以外に、サイドイベ
ントとパラレルイベントが開催されます。
4）CSW参加までの準備

日本においては毎年 JAWW が参加者のために直前
勉強会を開催しています。NY では CSW が始まる前
日に NGO CSW/NY の主催で Consultation Day が開
催されます。

CSW62の報告

開催期間：2018/3/12 ～ 3/23
優先テーマ :「農山漁村女性と女児のジェンダー平

等とエンパワーメント（個人や集団が自分の人生の主
人公となれるように力をつけて、自分自身の生活や環
境をよりコントロールできるようにしていくこと）を
達成するための課題と機会」
見直しテーマ：「メディア・情報・コミュニケー

ション技術への女性の参加とアクセスおよび女性の地

位向上とエンパワーメントのための活用とインパク
ト」（CSW47 で合意・結論）
開会式におけるアントニオ・グテーレス第 9代国
際連合事務総長の挨拶の抜粋：
「何世紀にもわたり続いてきた家父長制や女性に対する

差別は人類の負の遺産と呼ぶべきものです。男女間の不

均衡な力関係や、女性に対するあらゆる形態の暴力を根

絶することは人権問題であるだけでなく、持続可能な社

会を形成するためにすべての人に関わる問題です。国連

の組織改革の一環として女性の管理職への登用や、国連

内部での性的虐待根絶に着手しています。女性が現状の

変革に取り組むときには、彼女たちの声に耳を傾け、そ

の活動を支援することが必要です。」

グテーレス事務総長はポルトガル生まれの 69 歳で、
同国の首相や社会主義インターナショナル議長、国連
難民高等弁務官などを歴任した方です。本年 8/9 には
国連事務総長としては初めて長崎で開催された平和記
念式典に出席され、「核保有国は、核軍縮をリードす
る特別の責任がある」と核兵器の根絶を訴えました。

役員選出：議長は Geraldine Byrue Nason（アイル
ランド）、副議長と報告者は Koki Muli Grignon（ケ
ニア）と Mauricio Carabali Baquero（コロンビア）、
Shah Asif Rahman（バングラデシュ）、Rena Tasuja（エ
ストニア）が選出されました。
一般討論演説：その年の CSW 優先テーマに関連す

るジェンダー平等推進のための各国の政策や取り組み
事例報告のこと。日本は田中由美子代表が 3/14 に「家
族経営協定：農林漁業の経営方針や就業条件を取り決
める」、「農業女子プロジェクト：女性農業者が仕事や
暮らしの中で培った知恵と技術をもとに新たな商品・
サービスに結びつける」について報告しました。毎
年 3/10 を「農山漁村女性の日」に制定していること、
国際貢献として G20 ハンブルグサミットで導入が決
まった女性起業家資金イニシアチブに対して日本政府
が 5 千万ドルを拠出することなども紹介されました。
閣僚級ラウンドテーブル：各国の大臣によって第 1

週目に行われる優先テーマに関する討論です。今回の
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主要論点は４つでした。
　 ●   教育へのアクセス：農山漁村地域の女性および少

女の就学率向上に向けた取り組みとして、奨学金
の提供、通学路における安全・安心の確保、男女
別トイレの整備など。児童婚や十代の妊娠への具
体的対応策の欠如に対する懸念。僻地の学校に赴
任する教員への家賃補助や手当の充実の必要性。

　 ● 社会基盤整備：飲料水の確保、家事に代表される
女性が担う無償ケア労働（家事・育児・介護など）
の軽減のためには道路・上下水道・配電などの社
会基盤整備に多額の公共投資を行う必要がある。
女性や少女の各種保険サービスへのアクセスや学
習環境とも密接に結びついているため、道路の保
守と整備はとりわけ重要。

　 ● ICT（In fo rma t i on  and  Commun ica t i on
Technology: 情報通信技術）の活用：モバイル・
バンキングやオンラインでの女性起業家支援は農
山漁村女性のエンパワーメントに寄与している。幼
少期からコンピュータに触れる機会を作り、中等教
育の現場に ICT センターを設置することが、都市
部とのデジタル格差解消に有効。

　 ● GBV（Genderbasedviolence：ジェンダーに基
づく暴力）の予防と根絶：GBD 問題は女性の能
力発揮の最大の障害の一つとして、閣僚級ラウン
ドテーブルに限らず議論が重ねられた。法的扶助、
医療、カウンセリングなどを１カ所で受けること
ができる「ワン・ストップ・サービス」の充実、ホッ
トラインの設置、警察官・司法関係者の教育と訓
練などが重要。今後の課題として、都市部以外に
居住する女性の経済的自立の支援、高齢女性・移
住女性・障害女性といった複合的差別を受けやす
い女性への支援が必須。
合意結論：その年の優先テーマについて討論した結

果を「合意結論」としてまとめることが義務付けられ
ている。しかし 2012 年は本年と同じテーマを取り上
げたが、合意結論は提示できなかった。

16 億人が貧困の中で生活し、その約 80% が農山漁
村地域で極貧状態にあり、その大半が女性である。農
山漁村の女性は持続可能な開発（SDGs）の根幹であ
り、彼女たちの権利とエンパワーメントは優先されな
ければならない。そのための具体的なステップが以下
のごとく合意された。

・  土地、天然資源、所有権、相続権、経済資源、生
産資源への平等なアクセスの保障と、差別的な法
律や基準の撤廃。

・  農山漁村地域での中等・高等教育における男女格
差の解消を視野に入れた教育環境の整備。

・  農山漁村女性が担っている無償ケア労働と世帯内
労働の不均衡な負担を軽減する各種社会サービス
の提供。

・  農山漁村女性が正当な賃金が払われる働きがいの
ある仕事に就業し、世帯内や地域の意思決定に参
画できること。

・  安全な水・下水設備、インターネットなどの農山
漁村における社会基盤を女性たちが利用可能な形
態で整備すること。

・  食糧安全保障と栄養改善に関する投資および経済
活動への参画促進と、女性農業者の金融サービス
へのアクセス向上。

・  農山漁村に暮らす全ての女性と少女を対象とした
質の高い保険医療サービスの提供と、性と生殖に
関する権利を行使する必要性の認識。

・  児童婚や女性性器切除など有害な習慣を含む、女
性に対するあらゆる形態の暴力を根絶する取り組
みの促進。

長くなりましたが CSW62 の報告を終わります。
Part1、Part2 で CSW がどのような会議なのかご理解
いただけたと思います。国連設立の目的は国際平和及
び安全の維持であり、お互いの権利と自由の尊重を働
きかけるように共同で努力することです。今回の優先
テーマのように、貧しい人々の生活状況を向上させる
ことも役割の一つです。国連の決定には法的拘束力は
ありませんが、より良い世界を作るために多くの委員
会でさまざまな議論が重ねられ、参加国同士で合意形
成がなされています。2017/7/7 国連は「核兵器禁止条
約」を採択しましたが、残念ながら唯一の被爆国であ
る日本は署名をしていません。終戦から 73 年、日本は
平和の尊さについて今一度深く考えるべきでしょう。
 （文責：前田佳子）
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私たちは４つの心を大切に、

地域一番のかかりつけ薬局を

目指しています。

全２ 店舗中、２ 店舗が埼玉県です。

お近くの店舗の検索は、

まで。

株式会社 飛鳥薬局 
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J M W A  a r c h i v e s

日本女医会雑誌　第21 号　大正12（1923）年12 月10 日発行

「大震火災に直面して」
平成最後の今年は前半だけでも、災害の多い年となりまし

た。被災をされた皆様には心よりお見舞い申し上げます。
さて、日本女医会雑誌が創刊された 10 年後の大正 12（1923）

年は、被災者 190 万人、死者行方不明者 10 万 5 千人を超えた
といわれる関東大震災が発生した年であり、同年 12 月に発行
された同誌はすべて大震災関連の記事で埋め尽くされていま
す。

大正十二年九月一日は如何なる禍の日でありましたらうか。振古未
曾有の大震災は突如として帝都湘南地方及房総の一部を襲ひ次で諸
処に火を発し猛火は忽ち全市を被ひ文化の精粹を集めし都は一朝にし
て阿鼻叫喚の巷と化しました。（中略）
吾が日本女医会員諸姉の中に於ても此大難の犠牲となりて壓死焼

死を遂げられし者五名、其外近親の不幸に逢はれし方に至つては更に
多数に上つて居る事は申す迄もありません。實に何たる悲惨事でありま
せう。
又火災の為全焼に遭ひ家屋家財を失はれし会員は實に八十二名に
上つてをります。尚ほ然らざるものも罹災地の会員は或は家潰れ或は家
具傷き有形無形に莫大なる損害を蒙られました事は謂ふ迄もないのであ
ります。

また同誌には、当時、飯田橋付近にあった東京至誠病院の院
長を務めていた吉岡彌生が『婦女新聞』に寄稿した記事の抜粋
が掲載されています。

不肖乍ら一身を賭して三十年、兎も角も病院も学校も恥しからぬ迄に
築き上げましたが、たつた二三分の間に其全部が灰になつて仕舞ひまし
た。
今年はX光線の器械を買ひ入れて……と楽しみにして、又思ひつい

た病舎の建て増しや、食堂書斎の新設や病院として何の不足もこしらへ
たくないと私は十分の悦びを以て今度の増築を始めたのです。工事は
九月十日に落成するのでしたから少くとも毎日二三十人大工が這入つて
ゐたのでしたが一日は休みでした。（中略）
中央の時計が十一時五十分を少し廻つた時、いきなりゆすぶるやう

な激動が起りました。初めはすぐ止むものと思つてゐましたが、仲々大き
いので患者はしつかりと私にしがみついて離れません。私はじつと目をつ
ぶつて自分の心をしつかりと落付け止むのを待つて患者の帯を結ばしめ
七人を一所に集めてあはてゝ はならぬと云ひつゝ すぐ隣室に立ちました。
其時はすでに薬局の薬瓶は倒れ落ち手術室のタイルはめちゃめちゃに
なつて足の踏み場もありませんでした。（中略）一廻りしてもとに帰ります
と続 も々う負傷者を運んで来ます。大抵は煉瓦で頭を打つた者やあは
てゝ 階段から落ちた人ですが医員を指図して其手当をしていゐる内、私は、
これは小さな事では済むまいと思ひ心の中で救護班の準備其人員の撰
定等を考へて居ました。
余震は絶えず起ります。すると一人の男の子を担架に乗せて連れて来

ました。家が潰れて死んだのだ。何とかして生かしてくれと云はれたのに
は胸をつかれました。余震は愈々劇（激）しいので私は此病院にも萬
一のことがないとも限らないと思つたので外へ出る決心を致しました。（中

略）それから家が潰れても自家から発火しない様に危険な薬品は皆地
下室の土の下に埋め最終まで見届けて私は診察衣の儘外へ出ました。
私の出るのが遅いので事務員達は騒ぎました。其内に出入の者も駈け
つけて来て火は既でに四方八方に上つてゐると云ひます。

一旦は無事に逃げ出したものの、下町を中心とした 136 個所
から発生した火災は、避難していた飯田橋の停車場にも迫る勢
いとなり、吉岡は一同を牛ケ淵公園（現在の北の丸公園東側）
へ導きますが、やがてそこも危険となり、さらに牛込の東京女
子医専に隣接した陸軍経理学校に患者を移送。ようやく安全は
確保したものの、ここで飯田橋の病院が全焼したとの知らせを
受けます。

しかし、これにめげることなく、余震が続くなか、吉岡は患
者、看護師、学校従業員の食糧確保にと奔走し――

それ等がスツカリ終つてホツト安心した時胸の奥から涙がこみ上げて
来ました。「あゝ 一人も傷けなかつた」と感謝すると共に嬉しいのか悲し
いのか訳の分からぬ涙が止まりませんでした。（中略）特筆すべきは看
護婦達が皆心から私の為めに奮闘して働いて呉れた事です。彼等は本
當に着の身着のまゝで患者をつれて逃げました。そして其後も一人も離れ
ず皆満足して働いてくれてゐます。（中略）今は形ある者（物）は焼かれ
ましたけれども無形の暖かい人情に守られて不足なく其日其日を暮してを
ります。

このほか誌面には、亡くなられた５名の会員の略歴、罹災し
た会員の移転先、全国の会員や地域女医会から寄せられた義捐
金（総合計 千九百二十六圓）に加えて、同年 11 月には米国女
医会救護班のヒューストン医師とオールマン看護師が物資を携
えてはるばる来日したニュースなどが掲載されています。

（文中敬称略・引用箇所は一部常用漢字の表記としました）

 （文責：広報部）

#005

震災で亡くなられた５名の会員
（日本女医会雑誌　第22号（大正13年 6月刊）より）

女医会234.indd   17 2018/09/10   13:44



2018 年 9 月 20 日

18　　日本女医会誌・復刊第 234 号

公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成 29 年度第 8 回理事会議事録

１．日時・場所

１．日時　平成 30 年 3 月 17 日（土）
　　午後 3 時 30 分～午後 5 時 30 分
２．場所　日本女医会　会議室
３．出欠席者
　1）出席者　
理事 前田佳子 大谷智子
 諏訪美智子 泉　美貴
 磯貝晶子 今村純子
 澤口聡子 鈴木カツ子
 中田惠久子 花岡和賀子
 馬場安紀子 濱田啓子
 福下公子　　
監事 塚田篤子 津田喬子
2）欠席者
理事 赤澤純代 岩﨑惠美子
 内潟安子 小泉ひろみ
 宮﨑千惠

２．継続審議事項
１．第 63 回定時総会について（馬場理事）
 （継続）
　・  総会当日のタイムスケジュールにつ

いて確認を行った。
　・  馬場理事より総会案内状関連の見本

が示され承認された。また、東京都
支部連合会主催のバスツアーへの参
加の呼びかけがあった。

　・  今年度は、会場内に横看板を設置す
ることが報告された。

２．功労会員推薦規程について （承認）
　  　前田会長より、功労会員、及び永年

会員についての説明があった。
功労会員：  75 歳以上で役員就任歴 10 年以

上、または会長経験者
永年会員：  75 歳以上で会員歴 30 年以上
　いずれも第 63 回定時総会にて表彰を行
う。
３．倫理委員会の設置について （継続）
　澤口理事より倫理委員会設置について
の説明があり、今後当該資料に基づき検
討を行い、次回以降の理事会で規程を策
定することとなった。
４．平成 30 年度理事会開催日程について
 （承認）
　馬場理事より平成 30 年度の理事会開催
予定日が示され、検討の結果平成 31 年 2
月の理事会を削減し、全 7 回の開催とす
ることが承認された。

３．審議事項
１．補助金・助成金情報の支部への配信
について （継続）
　澤口理事より、支部への助成金情報な
どの配信のために会員宛て、もしくは支
部長、支部の情報担当者宛てにメーリン
グリストを作成することが提案され、今
後検討することとなった。次回の支部・
本部連絡会においても、支部に提案をす
ることとした。
　また、同時に HP にても案内を掲載する
ことが提案された。
２．世界摂食障害アクションディ 2018 名
義後援について （承認）
　前田会長より日本摂食障害協会より依
頼のあった「世界摂食障害アクションデ
ィ 2018」（6/2）への名義後援についての
提案があり、承認された。
３．平成 30 年 2 月会計報告承認 （承認）
　平成 30 年 2 月の会計報告が承認された。
４．平成 29 年度第 7 回（2 月）理事会議
事録承認 （承認）
　平成 29 年度第 7 回理事会の議事録が承
認された。
５．新入会員について （承認）
　平成 30 年 2 月 18 日～ 3 月 16 日の新入
会者 4 名が承認された。
４．報告事項
１．各部、NC 報告
　1）庶務部報告
　・  馬場理事より長崎でのブロック懇談

会についての報告があった。
　・  馬場理事より、吉岡彌生賞選考委員

会の結果について報告があった。
　2）広報部報告
　・  花岡理事より HP リニューアルの進捗

について報告があった。
　3）会計部報告
　・  諏訪副会長より 3 年、2 年会費未納会

員への回収状況についての報告があ
った。

　・  諏訪副会長より、各理事からの寄附
金について報告があった。 

　4）学術部報告
　・  磯貝理事より、山本纊子賞規程の最

終版について報告があった。
　・  磯貝理事より、第 38 回学術研究助成、

及び溝口昌子賞選考委員会の結果が
報告された。

　5）  事業部報告  
　澤口理事より第 7 回提言論文募集
の受賞者について報告があった。

　6）ナショナルコーディネータ報告
　・  前田会長より、国際女医会の news 

letter の報告があった。

　・  前田会長より CSW（3/12 ～ 13）に参
加した旨の報告があった。

２．各委員会報告
　1）長寿社会福祉委員会
　・  福下理事より、平成 29 年度長寿社会

福祉事業講演会（3/18 予定）の申し
込み状況などについて報告があった。

　2）小児救急事業委員会
　・  大谷副会長より、長崎のブロック懇

談会での冊子の販売について報告が
あった。

　・  中田理事より埼玉県加須市に於いて、
冊子をテキストとした講演を行った
旨の報告があった。

３．対外的団体活動
　1）  3.11 甲状腺がん子ども基金 電話相談

（3/3）参加  
　前田会長より、再度電話相談を行
った旨の報告があった。

４．その他
　1）  日本公衆衛生学会シンポジウムの人

材育成事業の申請について  
　日本公衆衛生学会シンポジウムの
人材育成事業の申請を行った旨の報
告があった。

　2）  東京マラソン（2/25）ボランティア
について  
　前田会長より、東京都支部連合会
が行っている東京マラソンでのボラ
ンティア活動に参加した旨の報告が
あった。

　3）  青山宮野ビル管理組合、及び老朽化
問題について  
　事務局より、宮野ビル管理組合で
の管理規約作成等についての報告が
あった。

 以上

公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））
平成 30 年度第 1回理事会議事録

１．日時・場所

１．日時　平成 30 年 4 月 21 日（土）
　　午後 3 時 30 分～午後 5 時 30 分
２．場所　日本女医会　会議室
３．出欠席者

　1）出席者　
理事 前田佳子 大谷智子
 諏訪美智子 磯貝晶子
 今村純子　 岩﨑恵美子
 内潟安子 小泉ひろみ
 中田惠久子 花岡和賀子
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 馬場安紀子 福下公子
監事 塚田篤子 津田喬子
　2）欠席者
理事 赤澤純代 泉　美貴
 澤口聡子 鈴木カツ子
 濱田啓子 宮﨑千惠

２．継続審議事項
１．第 63 回定時総会について （承認）
　馬場理事より、総会のスケジュールの
最終確認と日本医師会との費用分担につ
いて説明があった。
２．倫理委員会の設置について （継続）
３．補助金・助成金情報の支部への配信
について （継続）
　前田会長より、助成金等の情報を SNS
などを利用して発信することが提案され、
今後の審議事項となった。
３．審議事項
１．平成 29 年 3 月会計報告承認 （承認）
　平成 29 年 3 月の会計報告が承認された。
２．平成 29 年度第 8 回（3 月）理事会議
事録承認 （承認）
　平成 29 年度第 8 回（3 月）理事会の議
事録が承認された。
３．第 12 回復興まちづくりシンポジウム
名義後援について （承認）
　前田会長より、7 月 10 日開催予定の復
興まちづくりシンポジウムの名義後援に
ついての提案があり承認された。
４．新入会員について （承認）
　平成 30 年 3 月 17 日～ 4 月 20 日の新入
会員 1 名が承認された。
５．その他 
　1）  塚田監事より、平成 29 年度の監査

が終了した旨の報告があり、平成 29
年度の事業報告、及び財務諸表等が
承認された。 （承認）

４．報告事項
１．各部、NC 報告
　1）庶務部報告
　・  馬場理事より、札幌での第 64 回定時

総会（札幌）の開催準備の進捗状況
についての報告があった。

　2）広報部報告
　・  花岡理事より、会誌 233 号の進捗状

況について報告があった。
　3）会計部報告
　・  諏訪副会長より、寄附金についての

報告があった。
4）ナショナルコーディネータ報告
　・  前田会長より、国際女医会の 100 周

年記念会議について連絡と参加の呼
びかけがあった。

２．各委員会報告

　1）男女共同参画事業委員会
　・  前田会長より、平成 30 年度のシンポ

ジウムの開催は 10 月 20 日とする旨
の報告があった。

　2）長寿社会福祉委員会
　・  福下理事より、平成 29 年度長寿社会

福祉事業講演会（3/18）についての
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』の在庫状況について報告
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

　・  前田会長より、同委員会の活動につ
いては来年度以降、再検討が必要で
ある旨が報告された。

３．その他
　1）外部監事の件
　・  前田会長より、平成 30 年度期の役員

に外部監事を委嘱することが報告さ
れ、それに伴い規程の改訂を行うこ
ととした。

　2）  2018 国連総会日本政府代表団に送る
民間女性審査結果

　・  前田会長より国連総会日本代表団の
民間女性についての報告があった。

　3）提言論文募集について
　・  前田会長より、提言論文募集につい

ては、第 7 回の今年度をもって一旦
休止とし、今までの優秀賞受賞論文
を報告書としてまとめる旨報告があ
った。

　4）軽井沢セミナーについて 
　・  馬場理事より、平成 30 年度の軽井沢

セミナーは 10 月 28 日開催する旨の
報告があり、参加の呼びかけがあっ
た。なお、講師は大谷智子副会長が
行う予定。

 以上

公益社団法人日本女医会

（（（理事会議事録）））

平成 30 年度第 2 回理事会議事録

１．日時・場所

１．日時　平成 30 年 6 月 16 日（土）
　　午後 3 時 30 分～午後 5 時 30 分
２．場所　日本女医会　会議室
３．出欠席者
　1）出席者　
理事 前田佳子 諏訪美智子
 馬場安紀子 青木正美
 磯貝晶子 澤口聡子

 塚田篤子 中田惠久子
 花岡和賀子 濱田啓子
 樋渡奈奈子 藤谷宏子
 村上京子 芳川た江子
監事 大谷智子 沖村英佳

　開会に先立ち前田会長より、今期理事
会の役務について説明があった。
　なお今期からは、事業部、及び渉外部
を廃止し、公益目的事業は各委員会が担
当、また対外的団体活動については、前
田会長、諏訪副会長、青木理事、磯貝理
事が担当することとする旨が述べられた。
２．継続審議事項
１．第 63 回定時総会の報告と反省 （承認）
　・  今後の定時総会での次第について案

が示され、次年度以降の検討課題と
することとなった。

２．第 64 回定時総会について （継続）
　・  濱田理事より進捗についての報告が

あった。
３．倫理委員会の設置について （継続）
　・  本件は次回以降の議題として持越し

となった。
４．  補助金・助成金情報の支部への配信

について （承認）
　・  SNS による各支部への情報の配信に

ついて、青木理事より理事会内、及
び支部長間でのメーリングリスト作
成の提案があり承認された。

３．審議事項
１．  関節の痛みと女性ホルモン研究会か

らの名義後援依頼について　 （承認）
　・  関節の痛みと女性ホルモン研究会主

催による『関節の痛みと女性ホルモ
ン研究会』（10/13）への名義後援が承
認された。

２．  役員旅費規程の施行期間の延長につ
いて （承認）

　・  役員旅費規程 第４条２項 施行期間を
平成 30 年 6 月より平成 32 年 5 月ま
で延長することが承認された。

３．学生会員について （継続）
　・  諏訪副会長より今後の学生会員の扱

いについて提案があり今後の検討事
項となった。

４．平成 30 年 4 月、5 月会計報告承認　
 （承認）
　・  平成 30 年 4 月、及び 5 月の会計報告

が承認された。
５．  平成 30 年度第 1 回（4 月）理事会議

事録承認 （承認）
　・  平成 30 年度第 1 回（4 月）理事会議

事録が承認された。
６．新入会員について （承認）
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　・  平成 30 年 4 月 21 日～ 6 月 15 日の新
入会員 7 名が承認された。

４．報告事項
２．各部、NC 報告
　1）庶務部報告
　2）広報部報告
　・  花岡理事より、日本女医会誌 234 号

の進捗について報告があった。
　3）ナショナルコーディネータ報告
　・  前田会長より、5/26  skype にて国際

女医会西太平洋地域ビジネスミーテ
ィングに参加した旨報告があった。

　・  諏訪副会長より、国際女医会の 2019-
2022 の役員選挙に立候補した旨の報

告があった。
３．各委員会報告
　1）男女共同参画事業委員会
　・  前田会長より、第 63 回定時総会公開

講演会のアンケートの集計結果につ
いて報告があった。

４．対外的団体活動
　1）  国際婦人年連絡会総会（5/30）出席

について
　・  前田会長より、国際婦人年連絡会総

会に出席した旨の報告があった。
　2）  災害復興まちづくりシンポジウム

（7/10）について
　・  前田会長より、復興まちづくりシン

ポジウム『第 12 回 専門家と共に考え
る災害への備え』への参加の呼びか
けがあった。

５．その他
　1）新旧理事交流会について
　・  馬場副会長より次回理事会（7/21）終

了後に新旧理事の交流会を開催する
旨の連絡があった。

　2）青山宮野ビルについて
　・  事務局より、青山宮野ビルの管理状

況についての報告がり、今後の方針
について理事会での検討を行うよう
要請があった。

 以上

 寄附者一覧 （平成 30 年 4 月1日〜 9 月 5 日現在・敬称略）　

以下のみなさまからご寄附をいただきましたので、ここにお知らせいたします。
ご協力ありがとうございました。

 株式会社飛鳥薬局 深井登起子（埼玉） 馬場安紀子（栃木）

 小関温子（神奈川） 諏訪美智子（渋谷） 小川昭子（都下東）

 長柄光子（鹿児島）
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グラクソ・スミスクラインは、科学に根ざした

グローバルヘルスケア企業です。

「生きる喜びを、もっと」を使命に、世界中の

人々がより充実して心身ともに

健康で長生きできるよう、

生活の質の向上に全力

を尽くしていきます。

私たちの使命は

「生きる喜びを、もっと   
  Do more, feel better, live longer」

Do more,
feel better, 
live longer

http://jp.gsk.com
〒107-0052 東京都港区赤坂1 - 8 - 1 赤坂インターシティA I R
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第 39回　日本女医会学術研究助成のご案内
日本女医会では医学の発展・向上に寄与する研究を行っている会員の方々の学術研究に対し、助成事業を行っ

てまいりました。平成 24 年 4 月に公益社団法人に移行いたしましたので、第 33 回より日本国内在住の女性医師
を対象として優れた研究に対して、助成を行うこととなりました。つきましては、希望者は下記応募要領にした
がって当会宛てにご申請くださいますようお願い申し上げます。また、平成 28 年度からは、山﨑倫子氏のご遺
志により寄附された基金 1,000 万円から、若手医師の研究助成を行う「山﨑倫子賞」を設立いたしました。学術
研究助成応募者の中から、優秀と判断された 1 名に山﨑倫子賞を授与いたしております。

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。うち優秀と判断された 1件に山﨑倫子賞として、50万円

を助成する。
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 30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 31年 5月 19日開催の第 64回日本女医会定時総会（北海道・札幌市にて開催予定）の席上。

被授与者または代理人が必ず出席すること。
　7）被授与者の本会に対する報告
　　①�平成 32年 9月 10日までに研究経過報告書（日本女医会誌掲載用）と収支報告書を提出。また、ホームページ「学

術研究助成受賞者の軌跡」欄（http://jmwa.or.jp/kiseki/index.html）にも寄稿することを承諾する。
　　②�被授与者は、本助成金授与後 3年以内に本助成金を受けた研究であることを明記した論文の別刷 10部を提出し、

日本女医会誌等に掲載することを承諾する。
　8）問い合わせ先　�公益社団法人日本女医会事務局　

第 4回�公益社団法人�日本女医会�学術研究助成　溝口昌子賞
平成 25 年に逝去された故溝口昌子先生の御遺志により寄附された基金から、女性医師のキャリアアップと永

年勤続を目的として設立されました。希望者は、下記募集要領にしたがって当会宛てにご申請下さいますようお
願い申し上げます。

記
１．助成の趣旨	 女性医師のキャリアアップと永年勤続を目的とする。
２．助成金額� 1 件 30万円とし、原則毎年 1名に授与する。
３．応募資格� ��申請時に満 55歳未満で、大学病院または総合病院等に臨床の常勤医として役職に就いて勤務して

おり、臨床、研究、教育、社会活動等を行っている日本国に在住の女性医師（教授は除く）。
４．提出書類� ���１）所定の様式の履歴書、推薦状　２）研究に関する自著を含む共著論文　2編　３）公益社団法

人日本女医会会員（選考委員を除く）2名の推薦状　４）誓約書　５）業績目録　以上の書類を日
本女医会事務局まで簡易書留で郵送する。

５．申込期限� 平成 30年 12月 25日（当日消印有効）
６．表　　彰� ��平成31年5月19日開催の第64回日本女医会定時総会（北海道・札幌市にて開催予定）において行う。
７．問い合わせ先� 公益社団法人日本女医会事務局� （担当：学術部）
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日本女医会�荻野吟子賞�候補者募集のご案内
公益社団法人日本女医会は、女性として初めて公に医師の資格を与えられた荻野吟子の偉業を称え、その名を

永久に伝え、女性の地位向上を図ることを目的として、「日本女医会荻野吟子賞」を制定しています。
本賞の候補者を募集致しますので、募集要項にしたがってご申請下さいますようお願い申しあげます。

募集要項
１．対　象	 �独自の活躍をもって、女性の地位向上や市井の医療に著しい貢献をした女性医師（原則として１名）

に与える。但し、同賞を受賞したことのある者、及び日本女医会吉岡彌生賞を受賞したことのある
者は応募することはできない。

２．候補者の推薦	 日本女医会員による推薦が必要である。
３．提出書類	 �所定の様式の履歴書、推薦状を日本女医会事務局まで簡易書留で郵送する。
４．申込期限	 平成 30年 12月 25日（当日消印有効）
５．表彰	 �平成 31年 5月 19日開催の第 64回日本女医会定時総会（北海道・札幌市にて開催予定）において

行い、賞状、記念メダルおよび副賞を授与する。副賞は 5万円とする。
６．問い合せ先	 �公益社団法人日本女医会事務局��

� （担当：事業部）

日本女医会�吉岡彌生賞�候補者募集のご案内
公益社団法人日本女医会は、日本における女性医師の育成の礎を築いた吉岡彌生の偉業を称え、その名を永久

に伝えるとともに、女性医師の医学、または社会への貢献を図ることを目的として「日本女医会吉岡彌生賞」を
制定しています。

本賞の候補者を募集していますので、募集要項にしたがってご応募下さい。

募集要項
１．対　象	 �公益社団法人日本女医会の最高の賞として、次のいずれかに該当する女性医師各１名に授与する。�

１）医学に貢献した女性医師　２）社会に貢献した女性医師。但し、同賞を受賞したことのある者、
及び日本女医会荻野吟子賞を受賞したことのある者は応募することはできない。

２．候補者の推薦	 日本女医会員２名以上の推薦が必要である。
３．応募方法	 �所定の様式の履歴書及び推薦状と、下記の内容の業績目録を添えて、日本女医会事務局まで簡易書

留にて郵送する。� � � � � � � � � �
�業績目録　１）�「医学に貢献した女性医師」に応募の方�●査読のある欧文の医学雑誌に掲載された
論文のうち筆頭著者3編以上を含む5編の全文�●上記以外の査読のある国内外の医学雑誌に掲載さ
れた代表的な論文のうち筆頭著者 7編以上を含む 10編の論文名、著者名と抄録　２）「社会に貢献
した女性医師」に応募の方�●国内外での医療・保健・福祉活動、女性医師支援および女性医師の地
位向上等における業績報告書　１）２）に共通の業績�●国内外の学会等での特別講演、招聘講演の
演題名、講演年月日、学会名、開催地等�●国内外での活動および国際貢献に対する受賞歴：賞の名
称と受賞理由、授与者名及び団体名、受賞年月日

４．申込期限	 平成 30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 31年 5月 19日開催の第 64回日本女医会定時総会（北海道・札幌市にて開催予定）において

行い、賞状、楯および副賞を授与する。
７．問い合せ先	 �公益社団法人日本女医会事務局��

� （担当：庶務部）
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氏　名 支部 卒年

入
会

江 原 亮 子
南 部 明 子
山 本 明 美
小 俣　 香
知久いづみ
小 澤 佑 美
小 池 真 美
福 原 俊 子

北海道
北海道
北海道
埼玉
埼玉
栃木
栃木
北

昭和 57
昭和 57
昭和 58
昭和 63
昭和 60
平成 17
平成 20
昭和 47

氏　名 支部 卒年

入
会

永井多賀子
弦間優紀子
田 中 千 絵
青山さつき
礒島さおり
禹　 英 喜
横 井 葉 子
依 田 彩 文

中野
山梨
山梨
大阪
大阪
大阪
大阪
長崎

平成 12
昭和 63
平成 6
昭和 63
平成 7
平成 16
昭和 55
平成 17

氏　名 支部 卒年

物
故

永 山 浩 子
岡 本 和 子
鵜川美登里
久 保 心 子
諸井ミサヲ

青森
杉並
都下東
大阪
佐賀

昭和 37
昭和 19
昭和 22
昭和 24
昭和 22

退
会 15 名

 会員動静 （平成 30 年 4 月1日〜 9 月 5 日現在・敬称略）　

平成 30年度�山本纊子賞のご案内
平成 29 年に逝去された山本纊子前会長のご遺志により寄附された基金を元に設立された山本纊子賞の募集を

本年度より開始致します。この賞は、若手女性医師の海外におけるグローバルに活躍する女性医師をサポートす
る助成制度です。希望者は下記の要項にしたがってご応募下さい。

募集要項
１．対　象	 			申請時に満 45歳未満で、大学病院または総合病院などに常勤医として勤務しており、海外学会報

告などの学術活動を行っている、またはこれから行う予定の日本国に在住している女性医師（教授
は除く）。臨床・基礎医学の別は問わない。

２．助成金額	 原則　一人あたり 10万円
３．申し込み手続き	１）�下記の書類を揃えて公益社団法人日本女医会事務局まで郵送
� � � � ��①申請書と履歴書　（http://www.jmwa.or.jp/yamamoto/yamamot.php より所定の用紙

をダウンロードして作成して下さい）　②学会の抄録　・研究に関する自著を含む共著論文 2
編　③日本女医会会員（選考委員を除く）2名の推薦状　④提出書類に関する誓約書　⑤業績
目録

　　　　　　　� ２）受付期間　平成 30年 4月 1日～ 12月 25日
４．授　与	 平成 31年 5月 19日開催の第 64回定時総会（札幌市にて開催予定）にて行う。
５．問い合わせ先	 公益社団法人日本女医会事務局� （担当：学術部）

日本各地で 40℃超えの記録的な高温や大きな土砂災
害が発生した豪雨など、自然災害の多い不安定な今年の
夏です。大阪北部の地震や、中国・四国地方の土砂災害
等、被災地の皆様には、特にお見舞いを申し上げます。

先ごろのいわゆる「東京医大事件」で、入試不正問題に端を発して、
女子受験生に不利な得点操作をして、男女比調整をしていたことが
明るみに出て、他職種も巻き込んで「男女差別」「男女共同参画」「働
き方改革」等の議論が盛り上がっています。

日本女医会前田会長もマスメディアで、女性医師の人数制限よりも
労働環境の改善を主旨に訴えています。100 年以上前に創立した女医
会の結束の意図も、これらの問題解決が理由のひとつと聞いています。

社会に進出する女性が大幅に増加した現在でも、働く環境の改善
は思うように進んでいない社会ですが、環境改善できるように声を
あげたいものです。 （花岡和賀子）

　３大 SNS（ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス）と言えば Facebook、
Twitter、Instagramです。それぞれの利
用者数は2,800万人、4,500万人、2,000
万人と言われています。利用者の年齢で
すが、Facebook は 40 歳代以上が多く、

Twitter と Instagramは 20〜 40が中心
です。またテキスト（文章）を載せるには
FacebookとTwitter が適しています。
　SNSは個人情報流出のリスクなども問
題になりますが、社会とそして世界とつ
ながるためには重要なツールとなっていま

す。今回、日本女医会
を多くの人たちに知って
もらい、私たちの活動を広げていくために
FacebookとTwitterを始めました。是非、
「公益社団法人日本女医会」を探してみてく
ださい。

公益社団法人日本女医会はFacebookとTwitterを始めました！
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