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至誠会 公益事業



 

平成 22 年度 事業報告【公益事業】 

自 平成２２年 ４月 １日 

至 平成２３年 ３月３１日 

名  称    社団法人 至誠会 

所 在 地    東京都新宿区河田町１０番１３号 

敷  地    同上   宅地 ９９２．３５㎡ 

建  物    鉄筋コンクリート造、地下 1 階、地上４階塔屋付き 

１階一部、３・４階部分５４０．３１㎡所有 

他に東京都世田谷区と大阪府大阪市阿倍野区に事業部を所有している。 

 

Ⅰ．本部 

 １.会議・会合 

    理事会 

      第１回  ４月２２日  １７：００より  出席者１９名 

   主な議案：６月１３日開催評議員会・総会議題の件、第二病院の件、平成２１年

度補正予算案審議、平成２１年度事業報告、平成２２年度事業計画案、平成２１

年度決算報告、平成２２年度予算案審議、卒業記念品（袱紗）見積の件 

第２回  ５月２７日  １７：００より  出席者１９名 

       主な議案：第二病院の件、看護専門学校の件、産科婦人科の件、学術部の件、 

       本部エレベーター改修工事見積もりの件 

第３回  ６月２４日  １７：００より  出席者１６名 

       主な議案：短期・中期・長期事業計画について、第二病院の件、学術部の件、 

       平成 22 年度移行時社員総会の件、高齢クラス評議員の件 

第４回  ７月２２日  １７：００より  出席者１９名 

       主な議案：第二病院の件、学術部の件、全国私立医科大学同窓会連絡会全国会の

件、産科婦人科の件 

第５回  ９月２４日  １７：００より  出席者１８名 

       主な議案：平成２２年度第２回評議員会議題の件、第二病院の件、本部就業規則

変更について、規約の細則を作るワーキンググループ 

  第６回  １０月２８日 １７：３０より  出席者１８名 

       主な議案：第二病院の件、産科婦人科の件 

 



 

  第７回  １１月２６日 １６：００より  出席者１６名 

主な議案：第二病院の件、平成２３年1月新年会の件、会員証の件 

  第８回  １２月２４日 １６：００より  出席者１８名 

主な議案：第二病院の件、産科婦人科の件 

第９回  １月２７日  １６：００より  出席者１９名 

       主な議案：第二病院の件、看護専門学校の件、定款変更の件、規則制定の件、 

       平成２３年２月１９日会合議題の件、平成 23 年度各部事業計画及び予算の件、 

       選挙管理委員任命の件、全国私立医科大学同窓会連絡会東部会、社会福祉法人 

       至誠会より請願書 

  第１０回 ２月２４日  １７：００より  出席者１７名 

主な議案：第二病院の件、看護専門学校の件、産科婦人科の件 

      第１１回 ３月２４日  １７：００より  出席者１６名 

           主な議案：第二病院の件、平成２３年度助成金の件 

 

平成２１年度定時総会 

      平成２２年６月１３日  出席者６８名 

        主な議案：平成２１年度決算報告、平成２２年度事業計画、予算案審議、平成２２年度 

        正味財産増減予算案審議及び公益目的支出計画、一般社団法人の選挙区分一部変更、 

        ８０歳以上会費免除 

    臨時総会     ２回 

    移行時社員総会          １回 

    移行時臨時社員総会        １回 

臨時評議員会    ２回 

評議員会     ３回（社団法人としての最後の評議員会は 

      平成23年2月19日） 

臨時理事会    ３回 

三役会     ２回 

第二病院運営委員会       １１回 

看護専門学校運営委員会      ３回 

産科婦人科運営委員会       ６回 

臨時産科婦人科運営委員会     １回 

卒後臨床研修センター検討委員会  ４回 



 

会計担当者会議          ３回 

会計打ち合わせ          １回 

一般社団法人移行に伴う会計規則制定についての検討会 １回 

選挙管理委員会          ３回 

立候補届開封作業         １回 

社員就任承諾書開封作業      １回 

卒後臨床研修センター検討委員会主催「在宅医療」講習会 １回 

  〃            臨床研修医症例報告会  １回 

   岡本糸枝学術研究助成選考委員会、海外留学助成選考委員会、近内友子賞助成選考委員会  

   各１回 

一般社団法人至誠会移行への検討委員会 ２７回 

臨時一般社団法人至誠会移行への検討委員会 ２回 

規約の細則を作るワーキンググループ  ５回 

    学内至誠会との懇親会（４月）、総会後懇親会（６月）、理事の教授退任慰労会（６月）、 

    外部監査人との懇親会及び忘年会（１２月）、新年会（１月） 各１回 

    全国私立医科大学同窓会連絡会 東部会（５月、田中副会長、檜垣理事、川真田監事 出席） 

    全国私立医科大学同窓会連絡会 全国連絡会（１１月、竹宮会長、黒島理事、泉二理事、澤口理 

    事、日下部理事 出席） 

女醫界編集委員会 １回、庶務担当者会議 ２回、学術部委員会 １回 

東京都支部総会へ岩本副会長出席（一般社団への移行について解説）（６月２０日） 

近畿支部総会へ田中副会長、渡辺理事出席（一般社団への移行について解説）（７月１１日） 

埼玉県支部総会へ竹宮会長、岩本副会長出席（一般社団への移行について解説）（８月２２日） 

神奈川県支部総会へ岩本副会長出席（一般社団への移行について解説）（９月１１日） 

 

 ２.官公庁提出・受理書類 

 ４月２１日   厚生労働省医政局総務課へ「国家公務員出身者の在籍状況に関する基礎的調 

  査」に対する回答提出（該当無し） 

 ４月２７日 厚生労働省医政局総務課へ「国家公務員の再就職の実態に関する調査」に対す 

            る回答提出（該当無し） 

     ５月１１日  厚生労働省医政局総務課へ「国家公務員の再就職の実態に関する調査（追加調 

査）」に対する回答提出（該当無し） 

 



 

 ５月２７日 厚生労働省医政局総務課へ「定款又は寄付行為上の目的、事業として、労働組 

            合に関することが定められているもの」に対する回答提出（該当無し） 

    ６月３０日   厚生労働省医政局総務課へ報告書を提出 

   (1)平成２１年度事業報告書 

   (2)平成２１年度会員の異動 

   (3)平成２１年度臨時・定時総会議事録 

   (4)役員名簿 

   (5)定款 

   (6)平成２１年度補正予算書 

   (7)平成２１年度決算報告書 

   (8)監事の監査報告書 

   (9)外部監査人の監査報告書 

   (10)平成２２年度事業計画書 

   (11)平成２２年度収支予算書 

 ７月 ５日 厚生労働省医政局総務課へ「公益法人に対する役員の任期状況について」に 

   対する回答を提出  

  ７月 ７日 厚生労働省医政局総務課へ「政府系公益法人の抜本改革に向けた取組について 

           の事前作業」に対する回答を提出 

  ７月２０日 厚生労働省医政局総務課へ「政治団体の会費を一体徴収している法人調べ」に 

    対する回答を提出（該当無し） 

  ７月２１日 厚生労働省医政局総務課へ「特例民法法人におけるＯＢ役員数調査について 

(平成２２年７月１日時点)」に対する回答を提出（該当無し） 

  ８月 ６日 厚生労働省医政局総務課へ「無報酬役員に関する実態調査について」に対する 

    回答を提出（該当無し） 

  ８月１０日 厚生労働省医政局総務課へ「政府系公益法人の抜本改革に向けた取組につい 

て」に対する回答を提出 

  ８月１２日 厚生労働省医政局総務課へ「内部留保率改善状況の調査」に対する回答を提出 

 ９月２９日 新宿労働基準監督署へ就業規則（変更）届を提出 

  １０月 ４日 厚生労働省医政局総務課へ「平成２１年度第４四半期分 国・独立行政法人か 

           らの支出（補助金・契約）」に対する回答提出（該当なし） 

   １１月１９日   内閣府へ一般社団法人への移行電子申請完了 

 



 

  １２月１４日   厚生労働省医政局総務課へ「最近の天下り・渡りの実態に関する予備的調査」 

           に対する回答提出（該当なし） 

１２月２０日   厚生労働省医政局総務課へ「新しい公益法人制度への円滑な移行に関するアン 

ケート」に対する回答提出 

 １２月２４日 厚生労働省医政局総務課へ「平成２２年度特例民法法人概況調査」に対する回 

答提出 

 １月 ６日 厚生労働省医政局総務課へ「特例民法法人における無報酬役員に対する謝金等 

            の調査結果を踏まえた対応について」に対する回答提出 

    １月１９日 厚生労働省医政局総務課へ「国家公務員ＯＢ役職員の公募実施状況等調査」に 

            対する回答提出（該当なし） 

    ２月１０日   厚生労働省医政局総務課へ「２０１１年度予算に関する資料要求」に対する回 

            答提出 

    ２月１７日 厚生労働省医政局総務課へ「特例民法法人の定款又は寄付行為等の改正等につ 

            いて」に対する回答提出 

 

３.ご寄付  

４月１日～３月３１日  ４名  １５，４２３，７５０円 

 

Ⅱ．学術研究普及事業 

 【目的】 学術研究及び科学技術を一般に広く普及させ、研究者への助成を行いその振興を目的と 

     する。 

 １. 公募による各種研究助成 

  （１）教育・研究機関等に勤務する医学及びコメディカルの研究者への助成（岡本糸枝学術研究助成） 

①授与 

平成２２年度受賞者３名に定時総会において、助成金各５０万円 

平成２１年度受賞者５名が定時総会において研究発表 

平成２０年度受賞者１名が定時総会において研究発表（昨年度発表できなかったため） 

（２）医学及び看護の教育並びに研究に従事又は勤務する者への海外留学助成（海外留学助成） 

①授与 

平成２２年度受賞者１名に定時総会において、助成金１００万円 

（３）小児科医育成のための助成（近内友子賞：小児科医育成事業として近内友子先生の寄付により 

  平成１９年度より実施） 



 

①授与 

 平成２２年度受賞者１名に定時総会において、助成金１００万円 

平成２１年度受賞者１名が定時総会において研究発表 

 （４）女性のための福祉事業を行う団体への助成 （女性のための福祉事業への助成） 

①授与 

平成２２年度受賞者１名に定時総会において、助成金３０万円 

 

 ２. 医学医療分野の専門研究者又は一般市民を対象とする研修会及び学術講演会の開催 

  （１）定期公開健康講座の開催 

    ａ．平成２２年度第１回社団法人至誠会主催（女子医大医師会共催）公開健康講座 

 日 時：平成２２年１１月２０日（土）１４：００～１６：００ 

 会 場：京王プラザホテル本館４階「花Ａ・Ｂ」 

 講 演：「自分のからだは自分で守ろう」女性とうつ 

 講 師：加茂 登志子 教授（東京女子医科大学付属女性生涯健康センター所長・ 

              東京女子医科大学神経精神科 教授） 

 参加者：２６１名 

    ｂ．平成２２年度第２回社団法人至誠会主催（女子医大医師会共催）公開健康講座 

        日 時：平成２２年２月５日（土）１４：００～１６：００ 

        会 場：京王プラザホテル南館４階「扇」 

        演 題：「自分のからだは自分で守ろう」 

             今年の花粉症対策－点眼薬の使い方とセルフケアのコツ－ 

        講 師：高村 悦子 教授（東京女子医科大学眼科学 臨床教授） 

        参加者：２０８名 

  （２）学術研修会の開催 

 ａ．平成２２年度研修会 

 日 時：平成２３年１月１５日（土）１４：００～１６：００ 

 会 場：京王プラザホテル４階「花Ｃ」 

 講 演：「見えるめまいと見えないめまい」 

 講 師：新井 寧子 前教授(東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科 前教授) 

 参加者：５９名 

 

 



 

 

  （３）地方で、公開健康講座・学術研修会の開催 

 ａ．同窓会至誠会栃木県支部学術研修会 

 日 時：平成２２年６月６日（日）１１：３０～１２：３０ 

 会 場：宇都宮グランドホテル 

 講 演：「ホルモンとその異常」－日常診療に潜む内分泌疾患－ 

 講 師：肥塚 直美 教授(東京女子医科大学第二内科 教授) 

 参加者：２２名 

 ｂ．同窓会至誠会神奈川県支部学術研修会 

 日 時：平成２２年９月１１日（土）１６：３０～１７：００ 

 会 場：横浜崎陽軒本店６階会議室 

 講 演：「視力回復の技と効果」 

 講 師：堀 貞夫 教授(東京女子医科大学眼科学 主任教授) 

 参加者：４６名 

 

 ３. 学術研究及び科学技術を普及させるための機関誌「女醫界」発刊による啓蒙 

 （本部広報事業との共同事業） 

 定期刊行物 機関誌「女醫界」発行６回： 

 ・全体の３／４が公益紙面、１／４が同窓会紙面で構成されている。 

 ・第７７４号より国立国会図書館収集部国内資料課民間納本係に一部納本 

 ・定例理事会、評議員会、総会議事録、会員の異動記載 

 第７８７号  ５月１５日  発行部数７，１５０部 

 第７８８号  ７月１５日  発行部数７，１５０部 

 第７８９号  ９月１５日  発行部数６，５５０部 

 第７９０号 １１月１５日  発行部数６，５５０部 

 第７９１号  １月１５日  発行部数６，５５０部 

 第７９２号  ２月 ７日  発行部数６，５５０部（臨時号） 

 第７９３号  ３月１５日  発行部数６，５５０部 

  上記１、２に関する広報と研究発表の報告を「女醫界」に掲載 

   ・第７８９号（９月１５日 発行部数６，５５０部）に平成２１年度岡本糸枝学術研究助成および 

    近内友子賞受賞者の抄録を掲載 

  ・第７９０号（１１月１５日 発行部数６，５５０部）に平成２２年度各種助成金の募集記事を掲載 



 

Ⅲ．公衆衛生保健事業 

 １．健康普及事業 

  （１）地域巡回型の母親学級、育児教室等の参加者体験型の健康作り事業 

      協力事業  世田谷区地域総合支所健康づくり課：母親学級講師妊婦体操指導 

            ベビーマッサージ実技指導等 

     ａ．烏山保健福祉センター、両親学級（マタニティライフを楽しく） 

（看護部教育担当師長）；１３回 

ｂ．烏山総合支所健康づくり課、いちご広場 

（ベビーマッサージ指導）（看護部教育担当副部長）；３回 

ｃ．北沢保健福祉センター「ほっとひといき」育児講座の一環としてのベビーマッサージ 

  実技指導（産婦人科病棟助産師）；１回 

ｄ．北沢保健福祉センター「３～４ヶ月育児教室」ベビーマッサージ実技指導 

                      （看護部教育担当副部長）；２回 

  （２）地域の教育機関における健康・保健教育への協力 

      協力事業  小中学校生徒の授業の一部として病院見学受け入れ 

            中・高校生を対象にした性教育等を含む思春期医学教育への講師派遣 

    1.至誠会第二病院 

 ５月 ８日   地域の人々を対象とした公開事業 健康チェック 

             （仙川駅地域の参加者数１８名） 

  ６月 ９日   地域の教育機関への協力の一環として狛江第四中学校２年生３名の職場 

    体験実施（６月９日～６月１１日の３日間） 

  ６月３０日   地域の教育機関への協力の一環として上祖師谷中学校２年生４名の職場 

    体験実施（６月３０日～７月２日の３日間） 

     ７月１２日   地域の教育機関への協力の一環として多摩大学目黒中学校２年生４名の 

             一日看護体験実施 

     ７月２６日   地域の教育機関への協力の一環として中学生ふれあい看護体験実施 

             （参加者；Ｃ－３病棟：駒沢学園女子中学校３年生１名、Ｗ－２病棟：町田

市立鶴川中学校３年生１名、計２名） 

     ７月３０日   地域の教育機関への協力の一環として高校生のふれあい看護体験実施 

             （参加者；Ｗ－３病棟：目黒星美学園高等学校１年生１名、 

 Ｗ－４病棟：都立新宿高高校３年生１名、計２名） 

 



 

     ８月２７日   高校１年生２名の一日看護体験 

             （Ｗ－４病棟：白衣を着用しての簡単な看護体験） 

  （３）世田谷区薬剤師会の依頼により世田谷区子ども休日夜間薬局での調剤のため薬剤師派遣 

（４月～１２月の毎日曜日および祝日 計４回、各１名） 

 

 ２．患者の会 

      ２月２６日 糖尿病内科 至誠鷺草会主催講演会 

           テーマ１「糖尿病の新薬について」講師；高野靖子糖尿病内科医長 

      テーマ２「お薬の正しい飲み方について」講師；小出善彦薬剤科長 

  （１）糖尿病教室 (毎週開催) 

月曜日：糖尿病の発症原因・頻度・病態など (医師) 

火曜日：食事療法について (管理栄養士) 

水曜日：検査と日常生活の注意 (看護師) 

木曜日：血糖降下剤およびインスリン注射について (薬剤師) 

金曜日：糖尿病の合併症について (医師) 

  （２）糖尿病教育指導教室体操実技指導 (健康運動指導士) 

  ４月～３月毎週水曜日、５０回開催の参加者延べ数１，００５名 

 

 ３．妊産婦及び乳幼児等の養護支援及び健康相談事業 

  （１）妊婦を対象とした母親学級、両親学級の開催 

  （２）子育て中の母親を対象にした電話相談 

 （３）臨床心理士による児童相談の開催 

    ａ．相模女子大学中学部スクールカウンセラー１名に心理相談室にて、登校しぶり生徒への 

      対応についてコンサルテーションを実施；１回 

    ｂ．世田谷区立若林中学校教諭１名に発達障害の中学生について書面にて療育指導；１回 

 （４）社会福祉士による医療・福祉の公的サービスの相談 

 

 ４．公衆衛生及び予防医学の普及と啓蒙 

  （１）女性の病気および予防と早期発見のための啓発・普及活動 

      子宮筋腫、子宮癌、卵巣嚢腫、乳癌（自己検診法）、更年期障害、 

      骨粗鬆症、腰痛症、漢方の効用など女性の病気と健康についての啓発  

  （２）生活習慣病対策として、人間ドック・脳ドック・メタボドックを実施 



 

  （３）各種のがん検診を推進 

      肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、前立腺がん検診 

（４）その他、健康と福利の増進に資する活動 

      ホーム ページおよび機関誌等の広報媒体を通じて健康普及の啓発活動を実施 

 

Ⅳ．男女共同参画事業 

 １．至誠会ホームページ、機関紙等で、男女共同参画事業の広報・啓発 

 ２．女性医師、看護師等医療専門職者、研究者の就労・研究継続・復帰の支援 

 ３．育児・子育て環境の整備拡充を支援 

  （１）育児・子育て環境の整備拡充を男女共同参画事業の主旨に従って、保育施設を含む環境整備 

     拡充の公募及びその支援 

    ａ．４月～３月保育延べ人数 ３，１２９人 

      （０歳児 ８５９人、１～２歳児 １，９３９人、３歳児 ２３７人、４歳児以上 ９４人） 

    ｂ．行事 

           七夕祭り、夏祭り、児童の誕生日会、クリスマス会など 

   ｃ．社会福祉法人至誠会への運営費助成（１００万円を寄付、２月１０日） 

      至誠会保育園１階トイレ改修工事（水周りのみ）および至誠会第二保育園１階トイレ改修 

      工事のため 

 

Ⅴ．医療従事者育成事業 

１． 医師及び医学生 

  （１） 医学部学生の卒前クラークシップの受け入れ 

  （２）臨床協力型病院として、前期・後期の研修医の指導を実施 

    ９月 １日   東京女子医科大学臨床研修医３名（１年次および２年次）の臨床研修実施 

            （９月１日～９月３０日、産婦人科２年次１名、神経内科１年次１名、呼吸器 

             内科１年次１名） 

   １０月 １日   東京女子医科大学臨床研修医４名（１年次および２年次）の臨床研修実施 

            （１０月１日～１０月３１日、産婦人科２年次１名、神経内科２年次１名、 

             呼吸器内科１年次１名、糖尿病内科１年次１名） 

   １１月 １日   東京女子医科大学臨床研修医２名（１年次および２年次）の臨床研修実施 

            （１１月１日～１１月３０日、産婦人科２年次１名、神経内科１年次１名） 

   １２月 １日   東京女子医科大学臨床研修医５名（１年次および２年次）の臨床研修実施 



 

            （１２月１日～１２月３１日、産婦人科２年次１名、神経内科２年次１名、 

             呼吸器内科１年次１名、糖尿病内科１年次１名、循環器内科１年次１名） 

    １月 １日   東京女子医科大学臨床研修医５名（１年次および２年次）の臨床研修実施 

            （１月１日～１月３１日、産婦人科２年次１名、呼吸器内科１年次１名、 

             糖尿病内科１年次１名、循環器内科１年次１名） 

    ２月 １日   東京女子医科大学臨床研修医４名（１年次および２年次）の臨床研修実施 

            （２月１日～２月２８日、産婦人科１名、地域医療３名：内科、神経内科、 

             呼吸器内科） 

    ３月 １日 東京女子医科大学臨床研修医５名（１年次および２年次）の臨床研修実施 

            （３月１日～３月３１日、産婦人科１名、地域医療４名：呼吸器、循環器、 

             消化器、神経内科） 

 

 ２． 看護師及び看護学生 

  （１）看護師育成課程の臨床実習病院として、看護学生の臨床研修を受け入れ 

    ４月１９日   至誠会看護専門学校第２学年の臨床実習実施           

（４月１９日～４月３０日、月～金、２週間継続参加者 ３０名） 

    ５月 ３日   至誠会看護専門学校第２学年の臨床実習実施 

（５月３日～５月３１日、月～金、午前９時～午後４時 ３０名) 

    ６月 １日   至誠会看護専門学校第２学年の臨床実習実施 

（６月１日～６月３０日、月～金、午前９時～午後４時 ３０名) 

    ６月 ７日   東京女子医科大学看護学部の老年看護学実習実施 

（６月７日～６月３０日) 

    ７月 １日   東京女子医科大学看護学部の老年看護学実習実施 

（７月１日～７月３０日 １１名) 

      〃     至誠会看護専門学校第２学年の臨床実習実施 

（７月１日～７月２３日、月～金、午前９時～午後４時 ３０名) 

    ７月１２日   東京女子医科大学大学院研究科博士前期課程１学年の助産学実習 

             （７月１２日～７月３１日、１名） 

    ７月１４日   至誠会看護専門学校第２学年の臨床実習実施 

（７月１４日～７月１６日、月～金、午前９時～午後４時 １名) 

    ８月 ２日   至誠会看護専門学校第２学年の臨床実習（補習実習）実施 

（８月２日～８月６日、月～金、午前９時～午後４時 １名) 



 

   ８月１９日   養護教諭１名の看護臨床見学実習 

           （外来：１９日・２０日・３１日、Ｗ－２病棟：２５日・２７日、Ｃ－２病棟： 

            ３０日、Ｓ－４病棟：２６日・２８日） 

    ８月２３日   至誠会看護専門学校第２学年の臨床実習（補習実習）実施 

（８月２３日～８月２７日、月～金、午前９時～午後４時 １名) 

    ８月２５日   荏原医師会立看護高等専修学校の母性看護実習実施 

（８月２５日～８月２７日、水～金、午前８時３０分～午後４時 ５名) 

    ９月 ６日   至誠会看護専門学校第２学年の臨床実習（実習４）実施 

（９月６日～９月２４日、 ２９名) 

   １０月 ４日   東京女子医科大学看護学部３年生が母性看護学実習１を実施 

             （１０月４日～１０月２９日 １５名） 

   １０月１１日   至誠会看護専門学校第２学年の臨床実習（実習５）実施 

（１０月１１日～１０月２２日、２９名) 

   １１月 １日   東京女子医科大学看護学部３年生が母性看護学実習１を実施 

             （１１月１日～１１月２６日 １５名） 

   １１月 １日   至誠会看護専門学校第１学年の臨床実習（実習１）実施 

（１１月１日～１１月１９日、２９名) 

   １１月１０日   荏原医師会立看護高等専修学校の母性看護実習実施 

（１１月１０日～１１月１２日、２９名） 

   １２月 １日   荏原医師会立看護高等専修学校の母性看護実習実施 

（１２月１日～１２月３日、３名) 

   １２月 ６日   東京女子医科大学看護学部３年生が母性看護学実習１を実施 

             （１２月６日～１２月１７日 ７名） 

   １２月２４日   至誠会看護専門学校第１学年の基礎看護実習（補充実習）を実施 

（１２月２４日～１２月２９日、２名) 

     〃      至誠会看護専門学校第２学年の臨床実習（補習）実施 

（１２月２４日～１２月２９日、２名) 

    １月１９日 東京消防庁主催、「救急業務と接遇」研修へ看護師長が講師として出席 

    ２月 １日 世田谷区医師会立看護高等専修学校第１学年の基礎実習（１段階）を実施 

             （２月１日～２４日、２１名) 

    ３月 １日   世田谷区医師会立看護高等専修学校２１名の病棟実習（受け持ち患者を知る・ 

            患者の個別性を理解し援助する）（３月１日～３月１０日） 



 

  （２）教育担当看護師は、看護学生の臨床研修、並びに新人看護師の卒後研修を指導 

   ４月２３日   東京都ナースプラザへ実習指導者研修調整のため教務主任出張 

   ６月１０日   日本看護協会主催平成２２年度全国看護師職能集会に副校長参加 

    〃      日本看護協会主催平成２２年度全国看護師職能集会内、「基調講演、シンポジ 

           ウム」に教員４名参加 

   ６月１５日   「東京都看護系学校連絡協議会第１回研修会」へ副校長、教員３名参加のため 

           出張 

   ７月１７日   東京都看護協会主催平成２２年度第１回看護管理者・看護教育責任者交流会 

           参加のため教務主任出張 

   ８月１９日   第４１回日本看護学会看護教育学術集会参加のため教務主任出張 

           （８月１９日～８月２０日） 

   ９月 ６日   東京都ナースプラザへ第２回臨地実習指導者研修会講師として出席のため 

           教務主任出張（６日、９日、１５日） 

   ９月２３日   株式会社メディカ出版主催「教育力アップセミナー」へ副校長、教員１名参加 

  １０月 ９日   東京都看護協会会館へ「東京都看護系学校連絡協議会第２回研修会」へ教員４ 

           名参加 

  １０月２２日   株式会社ヒューマン・キャピタル・コンサルティング主催「ＴＣＩ教育法」 

           セミナー参加のため副校長出張 

  １０月２４日   株式会社メディカ出版主催「教育力アップセミナー」へ教員１名参加 

  １１月 ８日   東京都ナースプラザへ第３回臨地実習指導者研修会講師として出席のため 

           教務主任出張 

 （３）看護部は、主任クラス、師長クラスの看護師の臨床指導者資格取得を支援 

  １１月１５日   東京都看護協会主催、東京都新人看護職員研修責任者研修に看護部より１名受講 

 （４）有資格教育担当看護師は、看護専門学校の講師として、学生教育への協力 

 

 ３．その他の医療専門職の育成 

  （１）薬剤師、理学療法士、放射線技師、管理栄養士、臨床心理士の臨床研修生を指導 

    ９月２７日   専門学校社会医学技術学院理学療法科第２学年のリハビリテーション室での 

 臨床実習実施（９月２７日～１０月２日、１名） 

 

 ４．医療事務職の育成 

   １１月 １日   学校法人大原学園大原簿記法律専門学校医事課・クラーク業務全般  



 

 １年生１名の医療事務業務実習実施（１１月１日～１１月１９日） 

 

Ⅵ．看護専門学校事業 

 １．２年制看護専門学校の運営継続 

  （１）在校生の看護教育、臨床実習の充実 

    ４月２６日 東京女子医科大学医学部学務課へ２１回生体育の授業で使用のため、テニスコ 

            ート借用願提出（期間９月１３日（月）～１０月２５日（月）まで毎週月曜日 ） 

    ５月２３日 東京都ナースプラザへ実習指導者研修調整のため教務主任出張 

    ６月１０日  日本看護協会主催平成２２年度全国看護師職能集会に副校長参加 

    ６月１０日  日本看護協会主催平成２２年度全国看護師職能集会の内、「基調講演、シンポ 

ジウム」に教員４名参加 

    ６月１５日  東京都看護系学校連絡協議会第１回研修会へ副校長出席のため出張 

    ６月１５日  東京都看護系学校連絡協議会第１回研修会へ教員３名出席のため出張 

     ７月１７日 東京都看護協会主催平成２２年度第１回看護管理者・看護教育責任者交流会参 

             加のため教務主任出張 

    ８月１９日   第４１回日本看護学会看護教育学術集会参加のため教務主任出張 

          （８月１９日～２０日） 

    ９月 ６日 東京都ナースプラザへ第２回臨地実習指導者研修会講師として出席のため教 

務主任出張（ ６日、９日、１３日、１５日の午後 13 時 30 分～16 時 30 分 ） 

    ９月２３日 株式会社メディカ出版主催「教育力アップセミナー」へ副校長、教員１名参加 

   １０月 ９日  東京都看護協会会館へ｢東京都看護系学校連絡協議会第２回研修会｣へ教員４名 

参加 

   １０月 ９日 東京都看護協会会館へ｢東京都看護系学校連絡協議会第２回研修会｣委員として 

出席のため副校長出張 

   １０月２２日  株式会社ヒューマン・キャピタル・コンサルティング主催｢TCI 教育法｣セミ 

ナー参加のため副校長出張 

   １０月２４日  株式会社メディカ出版主催 ｢教育力アップセミナー｣へ教員１名参加 

   １１月 ８日  東京都ナースプラザへ第３回臨地実習指導者研修会講師として出席のため教 

            務主任出張（ ８日、１１日、１５日、１７日の午後 13 時 30 分～16 時 30 分 ） 

    ２月１７日  第２１回 講師会開催                                         

  （２）来年度入学生の募集と応募予想：新卒准看護師の逓減傾向が続き、定員数確保は困難、 

     定員以下の少数学生での経営の継続 



 

    ４月 ６日 第２１回入学式実施（ 入学生２９名 ）、歓迎会実施 

    ４月 ７日 新入生オリエンテーション 

    ４月 ９日 世田谷区保健衛生主管部長へ平成２３年度実習予定学生数について(通知)提出 

    ４月１２日  防災訓練実施（ 部分訓練 ） 

     ４月１３日 東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ平成２２年度看護師等養成所施設調 

            査票および４月１５日現在の学校組織図（ 職員名を加筆したもの ）を提出 

     ４月１６日 学校運営委員会実施 

    ４月２０日  ｢東京都看護系学校連絡協議会｣役員会出席のため立正佼成会附属佼成看護専 

            門学校へ副校長出張 

     ５月１７日  東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ平成２１年度看護師等養成所運営 

            費補助金精算報告書提出 

    ５月１８日  東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ平成２２年度保健師助産師看護師 

            法施行令第１４条に伴う養成所、教育課程、教員、実習施設等の報告書提出 

         〃   東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ２年課程看護師学校養成所入学状 

            況調査票、卒業生就業状況調査票提出 

    ５月２０日  田中成和公認会計士他１名による会計監査実施（ １９日～２１日の３日間  ） 

    ７月 ７日   東京都福祉保健局医療人材課へ東京都准看護師試験委員会出席のため副校長 

            出張 

    ９月 ７日  「東京都看護系学校連絡協議会」役員会出席のため立正佼成会附属佼成看護専 

            門学校へ副校長出張 

     ９月１７日  学校運営委員会実施 

     ９月１７日  東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ平成２２年度第１回「看護管理者連 

             絡会議」出席のため教務主任出張 

   １０月  ４日 平成２３年度推薦入学試験願書受付（ １０月４日～１５日 ） 

           推薦者数 １４名（ 内男性２名 ） 

   １１月  ６日  平成２３年度第７回推薦入学選抜試験実施 

   １１月 ９日  平成２３年度第７回推薦入学選抜試験合否会議開催 

   １１月１６日  東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ准看護師免許証本証照合のため事 

            務員出張 

   １１月１７日  平成２３年度第７回推薦入学選抜試験合格発表 

   １２月  ８日  准看護師試験委員会出席のため東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ 

             副校長出張 



 

   １２月１３日  「東京都看護系学校連絡協議会」委員会出席のため立正佼成会附属佼成看護専 

            門学校へ副校長出張 

    １月  ４日  平成２３年度一般入学選抜試験願書受付 

           （ １月４日～１４日 ） 出願者数 １４名（ 内男性２名 ） 

    １月２１日  学校運営委員会実施                              

    １月２２日  平成２３年度一般入学選抜試験（ 一次 ）実施 

    １月２４日  「東京都看護系学校連絡協議会」役員会出席のため立正佼成会附属佼成看護専 

            門学校へ副校長出張                           

    １月２５日  平成２３年度一般入学選抜試験（ 一次 ）合否会議実施                           

   ２月 １日  平成２３年度一般入学選抜試験（ 一次 ）合格発表  

    ２月 ４日  「第２回看護管理者連絡会議」出席のため東京都福祉保健局医療政策部医療人材 

            課へ副校長出張                

    ２月１２日  平成２３年度一般入学選抜試験（ 二次 ）実施                              

    ２月１５日  平成２３年度一般入学選抜試験（ 二次 ）合否会議開催                           

    ２月１８日  平成２３年度一般入学選抜試験（ 二次 ）合格発表                   

    ３月  ４日  第２０回生卒業式実施（ 卒業生 ２８名 ）                               

      〃    関東信越厚生局総務課国家試験係へ第２０回生２８名分の卒業証明書提出                  

  （３）卒業生全員の国家試験受験、合格を目標 

     ６月 ７日  厚生労働省医政局医事課試験免許室へ平成２３年看護師国家試験受験見込者数 

            調等提出                                            

       〃     関東信越厚生局総務課国家試験係へ平成２３年看護師国家試験受験見込者数 

            調提出 

    １１月２９日 関東信越厚生局総務課国家試験係へ第１００回看護師国家試験願書等提出                  

  （４）卒業生の就職の安定確保 

  （５）東京都より運営補助金、実習資材整備費補助金を申請・受領 

     ４月 ８日 東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ平成２１年度看護師等養成所運営 

   費補助金事業実績報告書提出 

     ４月２８日 東京都福祉保健局医療政策部医療人財課へ平成２２年度看護師等養成所運営 

    費補助金交付申請書提出 

     ９月 ８日 東京都福祉保健局医療政策部医療人財課へ平成２２年度看護師等養成所運営 

    費補助金請求書提出 

    １０月１５日 平成 22 年度看護師等養成所運営費補助金受領(受領額１４，９３２，０００円) 



 

   （６）至誠会第二病院での臨床実習及び、地域での在宅看護実習の充実 

      ９月  ３日 世田谷区保健衛生主管部長へ平成２３年度 学生の保健所実習配置計画（依頼） 

            を提出 

      ３月 ７日 世田谷区保健所長へ保健所実習学生名簿送付 

 

 ２．３年制看護専門学校の開校準備 

    現在の看護教育の高度化に見合う 3年制看護専門学校の開校準備を開始 

（１）関係官庁との事前の準備 

    （２）基本計画書の策定と審議並びに承認 

 

Ⅶ．至誠会第二病院・至誠会産科婦人科での医療事業 

 １．周産期供給事業 

 （１）院内の産科婦人科医師、助産師、小児科医と、院外の産婦人科医、助産師の地域連携を強化 

 （２）妊産婦及び乳幼児の養護支援活動 

    母親教室、両親学級（分娩時呼吸法の協力等）、マタニティ・ヨガ（緊張、リラックス、呼吸 

    法、イメージ）、２ヶ月児教室（ベビーマッサージ、育児相談等）、産後の授乳指導（乳房マッサ 

    ージ等）、産後の電話相談、１ヶ月児の育児相談 

1.至誠会第二病院 

      ａ.お産した授乳中の母親を対象に乳房ケア (随時) 

        ４月～３月   延べ４７０名 

ｂ.褥婦を対象に電話訪問 (随時) 

  ４月～３月   延べ５５５名 

ｃ.子育て中の母親を対象に電話相談 (随時) 

  ４月～３月   延べ８４１名 

ｄ.産後１ヵ月児の母親を対象に育児相談 (随時) 

  ４月～３月   延べ７７６名 

ｅ.妊婦を対象に母親学級 (毎週月曜日) 

  ４月～３月   計５３回 延べ１，０８３名 

ｆ.妊婦を対象にマタニティ・ヨガ教室(随時) 

４月～３月   計４５回 延べ５０２名 

ｇ.妊婦とその夫を対象に両親学級開催(随時) 

４月～３月   計２３回 延べ３８９組７７８名 



 

ｈ.２ヵ月児とその母親を対象にベビーマッサージ指導および交流会(毎月１回開催) 

４月～３月   延べ２８６組５７２名 

2.至誠会産科婦人科 

      ａ.母親教室 （第２・第４木曜日） 

４月～３月   １６７名 

ｂ.母乳相談 (不定期) 

  ４月～３月    ４４名 

 

 ２．老年者支援看護促進事業 

 （１）地域の在宅老人看護・介護支援の実施 

 毎週火曜日     中村則明氏宅へ訪問看護実施 

 毎週水曜日     斉藤良信氏宅へ訪問看護実施（５月、６月） 

 毎週木曜日     斉藤良信氏宅へ訪問看護実施 

 （２）「もの忘れ」外来の実施 

 （３）地域での認知症の研究会、認知症患者家族の看護･介護支援の実施 

     ９月３０日 世田谷認知症ネットワーク研究会へ地域医療連携室１名が参加 

     １月２０日 世田谷認知症ネットワーク研究会へ地域医療連携室１名が参加 

  

３．救急医療・災害医療供給事業 

  （１）災害時拠点病院 

      地域住民との合同防災訓練等の実施及び、災害時の医療、看護指導等の実施 

      東京都の委託事業として、災害時備蓄倉庫等を整備し管理維持 

  （２）二次救急指定病院 

     二次救急指定病院として、外科系、内科系、産婦人科の 24 時間受け入れ 

世田谷区在宅当番制による小児科日直の協力 

  （３）新型インフルエンザ対策等 

新型インフルエンザ流行時の発熱患者の疫学調査・治療への協力 

流行期の診療機能（抗インフルエンザ薬の備蓄、防御服、フェイスマスクの備蓄、患者受付

の分離等）を確保 

消防・救急隊及び、世田谷区等との協力を拡大 

 

 



 

Ⅷ．至誠会＝東京女子医科大学医学部同窓会事業 

 １．東京女子医科大学、至誠会看護専門学校への後援 

  （１）医学生、看護学生に対する「至誠会賞」の授与 

    ａ．東京女子医科大学平成２２年度卒業式時に２名へ各５万円、計１０万円助成 

      東京女子医科大学平成２２年度卒業式において竹宮敏子会長が祝辞を担当（３月１９日） 

      卒業生へ記念品として至誠会新会員証、袱紗、社団法人至誠会十年史を贈呈 

      その他同封物：㈱東海日動パートナーズ・ジャパンよりドクター総合保障制度パンフレット 

    ｂ．至誠会看護専門学校平成２２年度卒業式時に１名へ３万円助成 

      至誠会看護専門学校平成２２年度卒業式において竹宮会長が祝辞を担当（３月４日） 

  （２）東京女子医科大学へ教育用施設として、テニスコート用地・施設および至誠会館内テュートリ 

     アル室（２室）の無償貸与 

 （３）東京女子医科大学学園祭及び東日本医科総合体育大会参加への助成 

   ａ．第５３回東日本医科学総合体育大会キャプテン会議へ高山理事 出席（７月１２日） 

   ｂ．東日本医科学生総合体育大会への参加に対する援助金として５０万円を東京女子医科大学 

     医学部学生へ助成（８月３０日） 

    ｃ．東京女子医科大学学園祭５０万円を振込（９月３０日） 

  （４）東京女子医科大学の教育施設等の拡充整備に資するその他の助成 

   ａ．東京女子医科大学医学部へ大学施設充実のため寄付２４万円振込（１０月１９日） 

   ｂ．東京女子医科大学創立１１０周年記念として５０万円寄付（１２月２１日） 

  （５）その他の助成 

   ａ．全日本医科学生オーケストラ連盟（東京女子医科大学主管校）へ協賛金１０万円を助成 

 （６月２１日） 

   ｂ．東京女子医科大学医学部６年生への「至誠会新入会員への説明会（公益と同窓会事業）」を 

       臨床講堂Ⅰ室にて開催（１１月１日） 

 

 ２．東京女子医科大学医学部同窓会至誠会の支援 

   （１）同窓会至誠会会員の親睦交流を深めるための活動支援 

    ａ．東京女子医科大学創立１１０周年記念式典へ竹宮会長をはじめ役員多数出席（１２月５日） 

  ｂ．三神美和先生お別れ会を東京女子医科大学と合同開催（２月６日） 

  ｃ．至誠会新会員証を正会員１，５３０名およびサテライト９箇所に発送（２月２２日） 

  ｄ．東日本大震災募金口として普通預金口座を開設（３月２５日） 

 



 

  （２）「マイライフ年金プラン」の継続実行 

    手数料４月分～３月分 １，０２９，６００円受領 

 

３．学術機関誌、広報事業 

  （１）至誠会＝東京女子医科大学医学部同窓会機関誌「女醫界」の発行事業 

   定期刊行物 機関誌「女醫界」発行６回： 

   ・全体の３／４が公益紙面、１／４が同窓会紙面で構成されている。 

 ・第７７４号より国立国会図書館収集部国内資料課民間納本係に一部納本 

 ・定例理事会、評議員会、総会議事録、会員の異動記載 

 第７８７号  ５月１５日 発行部数７，１５０部 

 第７８８号  ７月１５日  発行部数７，１５０部 

 第７８９号  ９月１５日  発行部数６，５５０部 

 第７９０号 １１月１５日  発行部数６，５５０部 

 第７９１号  １月１５日  発行部数６，５５０部 

 第７９２号  ２月 ７日  発行部数６，５５０部（臨時号） 

 第７９３号  ３月１５日  発行部数６，５５０部 



 

Ⅸ．事業部 

１．名  称   社団法人至誠会第二病院 

所 在 地   東京都世田谷区上祖師谷５丁目１９番地１号 

敷  地   １４，１１０．８８㎡宅地所有 

建  物   病院部分    延床面積 １４，９３１．７２㎡ 

看護師寮部分   〃     ２，０９７．１０㎡ 

病 床 数   ３１０床（一般病床３１０床） 収容可能数３０６床 

職員総数   ５３４名 

 

２．名  称   社団法人至誠会看護専門学校 

所 在 地   東京都世田谷区上祖師谷５丁目２８番地８号 

敷  地   ３３０．５２㎡ 

建  物   延べ１，３４８．０４㎡ 

教 員 数   １４名 

学 生 数   ５７名 

 

３．名  称   社団法人至誠会産科婦人科 

所 在 地   大阪府大阪市阿倍野区松崎町３丁目１２番２７号 

敷  地   同上  ４６８．９㎡宅地所有 

建  物   鉄筋コンクリート造、地下１階、地上６階塔屋付き 

延べ１，７６７．４㎡ 

診療科目   産科・婦人科 

病 床 数   １９床 

職員総数   ２７名 

以  上 

 


