
2018年評議員会および総会報告 

2018年 9月 4日（火）の評議員会ならびに 9月 29日

（土）の総会において承認された庶務，議事，会計につ

いて報告する。 

庶務報告 

１．会員（2018年 3月末現在） 

  正 会 員 803名 

    学内 （うち未 31名）713名 

    学外 （うち未 1名） 90名 

     （入会 31名／退会 124名） 

  名誉会員 109名 

  準 会 員 1,015名 

  特別会員 0名 

    計  1,927名 

２．東京女子医科大学雑誌（2017年 1～12月） 

  冊子発行部数（月） 1,150部 

  寄贈交換（年） 133部 

    国内 130部／国外3部 

  冊子発行回数（年） 4回 

    通常号 1回／特別号 2回／合本号 1回 

  電子発行回数（年） 7回 

    通常号 5回／特別号 2回 

３．Tokyo Women's Medical University Journal 

 （2017年 1～12月） 

  掲載論文数（年） 1篇 

４．集会（2017年 1～12月） 

  例会（第 355・356回） 2回 

  総会（第 83回） 1回 

  評議員会 1回 

  ---------------------------------------------------------- 

  幹事会（集会 6回／編集 6回） 12回 

５．記念楯（2017年 1～12月） 

  学会主催講演 4個 

  学会共催講演 3個 

６．新名誉会員《会則第 4条，内規第 1条による》 

  小國弘量名誉教授   川島 眞名誉教授 

  玉置 淳名誉教授 （2018年 4月，ABC順） 

以上 名誉教授 3名，名誉会員合計 108名 

７．幹事・監事改選《会則第 10，11条による》 

（任期 2018年 10月 1日～2020年 9月 30日） 

編集担当幹事 23名、集会担当幹事 11名、監事 2名

が再任された。 

編集担当幹事 

 阿部光一郎 教  授（医学部画像診断学・核医学） 

○江川 裕人 教  授（医学部消化器外科学） 

 渕之上昌平 准 教 授（腎臓外科） 

 萩原 誠久 教授・講座主任（医学部循環器内科学） 

 林  和彦 教  授（化学療法・緩和ｹｱ科） 

 平澤 恭子 臨床教授（医学部小児科学） 

 稻田  健 講  師（医学部精神医学） 

 石田 英樹 臨床教授（移植管理科） 

○神尾 孝子 教  授（医学部外科学第二） 

 木林 和彦 教授・講座主任（医学部法医学） 

 北川 一夫 教授・講座主任（医学部脳神経内科学） 

 森本  聡 准 教 授（医学部内科学第二） 

 南家 由紀 准 教 授（看護学部臨床医学系内科学） 

 野中  学 臨床教授（医学部耳鼻咽喉科学） 

 櫻井 裕之 教授・講座主任（医学部形成外科学） 

◎澤田 達男 教  授（医学部病理学第一） 

 篠崎 和美 講  師（医学部眼科学） 

 杉原 茂孝 教  授（東医療ｾﾝﾀｰ小児科） 

▲杉下 智彦 教授・講座主任 

（医学部国際環境・熱帯医学） 

 田中 淳司 教授・講座主任（医学部血液内科学） 

 谷口 敦夫 教  授（膠原病リウマチ内科） 

 徳重 克年 教授・講座主任（医学部消化器内科学） 

△内田 啓子 教  授（学生健康管理室） 

集会担当幹事 

 唐澤久美子 教授・講座主任（医学部放射線腫瘍学） 

 小森万希子 教  授（東医療ｾﾝﾀｰ麻酔科） 

 三谷 昌平 教授・講座主任（医学部生理学第二） 

 尾﨑 恭子 教  授（看護学部臨床医学系外科学） 

○尾﨑  眞 教  授（医学部麻酔科学） 

 佐藤 麻子 教  授（臨床検査科） 

 澤田 達男 教  授（医学部病理学第一） 

◎清水 京子 教  授（医学部消化器内科学） 

▲杉下 智彦 教授・講座主任 

（医学部国際環境・熱帯医学） 

 高村 悦子 教  授（医学部眼科学） 

△内田 啓子 教  授（学生健康管理室） 

監事 

 石黒 直子 教授・講座主任（医学部皮膚科学） 

 八木 淳二 教授・講座主任（医学部微生物学免疫学） 

（◎幹事長 ○副幹事長 ▲会計 △庶務 ＊新任，

ABC順） 

８．内規改訂 

第 1条 会員の第 1項 正会員 

「常勤する」を「在籍する」に変更。 

第 4条 学術集会の第 3項 吉岡弥生記念講演会 

3) 「弥生先生を語る」では、吉岡弥生先生の功績、

至誠会活動や建学の精神について見識の深い講師を

選定する。 

4) 「弥生先生を語る」は、至誠会会長の推薦をもっ

て講師を選定し、至誠会と共催で開催する。 

以上の条項を加えた。 

条項加筆の背景は、彌生先生を本当にご存知かつ講

演できる先生が年齢の面で難しくなってきているこ

とにあり、生前の彌生先生と直接関わったことのな

い先生に講師をしていただくことになるため、本条

項を加えて講師を選任するのが良いと考えた。 

９．その他 

集会担当幹事会 

第 84回総会： 

2018年 9月 29日(土) 13:10～16:00 

心臓血管外科の新浪先生の企画により、シンポジウ

ム「ここまで来た！ 心臓血管外科治療の最前線」を

テーマに 5名にご講演いただく。 

第 359回例会： 

2019年 2月 23日(土) 13:00～17:40（予定） 

一般演題・研修医症例報告を10月 31日締切で募集。 

第 35回吉岡弥生記念講演会： 

2019年 5月 22日(水) 13:20～16:00（予定） 

「弥生先生を語る」講師は至誠会会長に選定をお願

いする。 

「記念講演」講師は本学卒業生の鴨川由美子先生。

消化器内科で肝臓免疫学を扱っている先生。消化器

内科からイエール大学に留学され、Cell に論文を



Publish されている。国境なき医師団、WHO など

を経て、日本でも胃癌を撲滅する会という NPO 法

人をご自分で立ち上げられ、現在はその理事長を務

められている。 

編集担当幹事会 

英文誌： 

2017 年 12 月に創刊し、2018 年 8 月時点で 5 篇を

掲載している。J-STAGEに掲載し、発行は不定期で、

査読受理後早い段階で掲載することにより迅速に対

応できるため、たくさんの投稿をお待ちしている。 

2017 年、2018 年と不採択になった科研費にも、継

続して挑戦していく予定である。 

投稿規程、投稿申込書、チェックリストの一部改訂

を行う予定である。 

和文誌： 

第 88 巻は「悪性腫瘍の最先端」を連載中。次回は、

第 89巻 1号より「性差医療」を掲載する。 

（庶務担当幹事 内田啓子） 

議  事 

１．新評議員 

  会則第 5条に基づき、以下 16名が推薦、承認され、 

評議員合計 229 名となった。任期 4 年（2018 年 10

月 1日～2022年 9月 30日）（就任順 ＊新任） 

医学部 

田邊 賢司 准教授（総合研究所）＊ 

中川 雅史 准教授（集中治療科）＊ 

井上 雄志 准教授（消化器外科学） 

杉山  央 准教授（循環器小児科） 

和田 圭司 准教授（整形外科学） 

上部 一彦 准教授（東医療センター心臓血管外科） 

正宗英津子 准教授（先端生命医科学研究所）＊ 

星野 英久 准教授 

（八千代医療センター呼吸器外科）＊ 

田中 榮一 准教授（膠原病リウマチ内科） 

太田 正穂 准教授（八千代医療センター消化器外科） 

新川 武史 准教授（心臓血管外科学） 

看護学部 

柴山 朋代 教 授（成人看護学）＊ 

松永 幸子 教 授（人文社会科学系教育学）＊ 

吉武久美子 教 授（看護職生涯発達学）＊ 

青木 雅子 准教授（小児看護学）＊ 

三條真紀子 准教授（成人看護学）＊ 

会計報告 

2017年度収支決算ならびに 2018年度収支予算を以下の

とおりに報告し、承認された。また、八木淳二・石黒直

子両監事による監査の結果、適正である旨承認されたこ

とを報告した。 

１．2017年度収支決算報告（2017年 4月～2018年 3月） 

収入：会費収入 4,372,000円、雑誌刊行収入 4,042,607円、

盾売却収入 60,000 円、雑収入 63,860 円で、当期収入合計

は 8,538,467円であった。これに前期繰越金 35,329,922円

を加え、収入合計 43,868,389円であった。 

支出：学会開催に関わる集会費 920,693 円、雑誌刊行に

関わる出版費 3,037,420 円、事務経費の経常費 215,459

円で、当期支出合計は 4,173,572 円となり、次期繰越金

39,694,817円を計上した。 

結果：当期収入合計 8,538,467 円に対し当期支出合計

4,173,572円で、結果 4,364,895円の収入超過であった。但

し、支出を見込んでいたにもかかわらず支払いが間に合わ

ず未払金となった 3,234,693 円は、いったん繰越金に編入

し、次年度はそこから支払い処理を行う。 

２．2018年度収支予算報告（2018年 4月～2019年 3月） 

収入：2017年度決算額をもとに、会費収入4,450,000円、

雑誌刊行収入 3,569,000円、盾売却収入 20,000円、雑収

入 1,183 円で、当期収入合計 8,040,183 円を計上した。

これに 2017年度からの繰越金 39,694,817円を加え、収

入合計 47,735,000円を計上した。 

支出：集会費 1,015,000 円、出版費 9,005,000 円、経常

費 1,220,000円を計上し、2018年度支出合計 11,240,000

円に次期繰越金 36,495,000 円を加えた 47,735,000 円を

支出合計として計上した。 

結果：当期収入合計 8,040,183 円に対し当期支出合計

11,240,000 円と 3,199,817 円の支出超過となる見込みで

ある。この支出超過は、前年度未払金 3,234,693 円の支

出が含まれているためであり、繰越金を充てて対応する

予定である。 （会計担当幹事 杉下智彦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2017年度収支決算書（2017年 4月～2018年 3月） 

      
  収入の部      (単位 円)   

  科 目 2017年度予算額 2017年度決算額 差額 

 
１．会費収入 4,390,000 4,372,000 △ 18,000 

 

 
２．雑誌刊行収入 4,344,000 4,042,607 △ 301,393 

 

 
３．盾売却収入 20,000 60,000 40,000 

 

 
４．雑収入 1,078 63,860 62,782 

 
  当期収入合計 8,755,078 8,538,467 △ 216,611   

 
前期繰越 35,329,922 35,329,922 0 

 
  収入合計 44,085,000 43,868,389 △ 216,611   

    
  

 
  支出の部         

  科 目 2017年度予算額 2017年度決算額 差額 

 
１．集会費 1,005,000 920,693 △ 84,307 

 

 
２．出版費 7,356,000 3,037,420 △ 4,318,580 

 

 
３．経常費 1,085,000 215,459 △ 869,541   

 
当期支出合計 9,446,000 4,173,572 △ 5,272,428 

 

 
次期繰越 34,639,000 39,694,817 5,055,817 

 

 
支出合計 44,085,000 43,868,389 △ 216,611   

 

 

2018年度収支予算書（2018年 4月～2019年 3月） 

      
  収入の部      (単位 円)   

  科 目 2018年度予算額 2017年度予算額 増減 

 
１．会費収入 4,450,000 4,390,000 60,000 

 

 
２．雑誌刊行収入 3,569,000 4,344,000 △ 775,000 

 

 
３．盾売却収入 20,000 20,000 0 

 

 
４．雑収入 1,183 1,078 105 

 
  当期収入合計 8,040,183 8,755,078 △ 714,895   

 
前期繰越 39,694,817 35,329,922 4,364,895 

 
  収入合計 47,735,000 44,085,000 3,650,000   

    
  

 
  支出の部         

  科 目 2018年度予算額 2017年度予算額 増減 

 
１．集会費 1,015,000 1,005,000 10,000 

 

 
２．出版費 9,005,000 7,356,000 1,649,000 

 

 
３．経常費 1,220,000 1,085,000 135,000   

  当期支出合計 11,240,000 9,446,000 1,794,000 
 

 
次期繰越 36,495,000 34,639,000 1,856,000 

 
  支出合計 47,735,000 44,085,000 3,650,000   

 


