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一般社団法人至誠会 

 



 

平成２８年度 事業報告【公益事業】 
 

       自 平成２８年 ４月 １日 

       至 平成２９年 ３月３１日 

名 称；一般社団法人至誠会 

所 在 地；東京都新宿区河田町１０番１３号 

   土 地 面 積：１８９７．７７㎡ 

          （従来の土地９９２．３５㎡及び東京女子医科大学遊休資産９０５．４２㎡） 

   建物延床面積：６２８．７８㎡ 

          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２８日  １７：００より  出席者１５名 

       主な議案：総務部案件：社員総会議題と発表担当者の件、復籍希望者の件、退会申し出の 

            件、支部助成の件（栃木県支部、近畿支部）、定款変更の件、社会福祉法人至誠 

            会への保育園運動場使用貸借契約の件 

     第２回  ５月２６日  １７：００より  出席者１７名 

       主な議案：至誠会第二病院運営委員会案件、至誠会看護専門学校運営委員会案件、大阪事業 

            部運営委員会・建設委員会報告、至誠会産科婦人科閉院の件 

            総務部案件：社員総会議案書の件、復籍希望者の件、大阪事業部「関西支部病院 

            開設の地」碑文の件、至誠会大阪ビル竣工式・直会開催の件、会員除名の件、 

            同窓会至誠会愛知県支部総会役員派遣の件 

     第３回  ６月２３日  １７：００より  出席者１７名 

       主な議案：総務部案件：脇坂英理子氏への除名決定通知書送付の件、東京女子医科大学 

            平成２８年度女子医大祭への寄付の件、東京女子医科大学 第５９回東医体参加 

            費用 助成の件、東京女子医科大学彌生塾 塾長 内田啓子先生より検討依頼の件、 

            川村隆枝先生よりご案内、石巻市での映画「救いたい」上映会及び晩餐会への 

            役員派遣の件 

     第４回  ７月２８日  １７：００より  出席者１５名 

       主な議案：至誠会第二病院運営委員会案件、至誠会看護専門学校運営委員会案件、大阪事 

            業部運営委員会・建設委員会報告 

            総務部案件：同窓会至誠会支部助成金宮城県支部学術研修会の件、至誠会保育 

            園ハト、カラス飛来防止用針設置の件、神奈川県支部より支部助成申請の件、 

            神奈川県支部より支部総会派遣願申請の件、９０周年記念ＤＶＤ 複製の件、 



 

            熊本地震募金配分案の件 

     第５回  ９月２９日  １７：００より  出席者１７名 

       主な議案：至誠会第二病院運営委員会案件、至誠会看護専門学校運営委員会案件、大阪 

            事業部運営委員会案件 

            総務部案件：復籍希望者の件、退会申し出の件、同窓会至誠会支部助成金 

            千葉県支部学術研修会の件、「同窓会至誠会」名称使用許諾書（同窓会至誠会 

            支部用）の件、新入会員への至誠会説明会の件 

     第６回  １０月２７日 １７：００より  出席者１６名 

       主な議案：大阪事業部運営委員会 案件 

            総務部案件：復籍希望者の件、退会申し出の件、「至誠会」名称使用規則（案） 

            の件、「吉岡彌生展示室」利用規則（案）の件、社員総会及び正会員総会同日 

            開催の件、第４９回全国私立医科大学同窓会連絡会東部会会場選定の件 

     第７回  １１月２４日 １７：００より  出席者１７名 

       主な議案：至誠会第二病院運営委員会案件、大阪事業部運営委員会案件 

            総務部案件：復籍希望者の件、助成金規則の変更案の件、全国私立医科大学 

            同窓会連絡会東部会第１報の文案の件、神奈川県支部より支部助成申請の件 

     第８回  １２月２２日 １７：００より  出席者１７名 

       主な議案：至誠会第二病院運営委員会案件、大阪事業部運営委員会案件 

            総務部案件：復籍希望者の件、退会申し出の件、選挙管理委員会選定の件、 

            選挙区割り及び定数の件 

     第９回  １月２６日  １７：００より  出席者１６名 

       主な議案：至誠会第二病院運営委員会案件、至誠会看護専門学校運営委員会案件、大阪 

            事業部運営委員会案件 

            総務部案件：賛助会員入会希望の件、「派遣願」取扱規則（案）の件、第４９ 

            回全国私立医科大学同窓会連絡会東部会アンケート（案）の件、東部会での 

            理事・監事の役割分担（案）の件 

     第１０回 ２月２３日  １７：００より  出席者１５名 

       主な議案：至誠会第二病院運営委員会案件、至誠会看護専門学校運営委員会案件、大阪 

            事業部運営委員会案件 

            総務部案件：派遣願の件（同窓会至誠会大分県支部）、賛助会員規則（案）の 

            件、平成２９年度事業計画（案）の件、平成２９年度予算（案）の件、 

            「サンセリテ至誠会松崎町」１階部分貸出の件 

     第１１回 ３月２３日  １７：００より  出席者１６名 

       主な議案：至誠会第二病院運営委員会案件、至誠会看護専門学校運営委員会案件、大阪 

            事業部運営委員会案件 

            総務部案件：退会申し出の件、支部助成（栃木県支部学術研修会）申請の件、 



 

            大分県支部総会役員派遣の件、近畿支部総会役員派遣の件、社員総会議題・ 

            発表担当者および時間配分（案）の件、私立医科大学同窓会連絡会東部会式 

            次第・担当者および時間配分（案）の件、定款の一部変更の件 

    平成２８年度定時社員総会  平成２８年６月１２日 

       出席者９５名：社員７１名（内、本人による出席４７名／代理人による議決権行使１３ 

              名／書面による議決権行使１１名）、役員１７名、名誉会員２名、功労会 

              員２名、弁護士１名、オブザーバー２名 

       欠席者１名（社員：無効） 

       主な議案：平成２７年度事業報告、平成２７年度決算報告、監査報告、平成２８年度 

            事業計画、平成２８年度役員報酬の件、平成２８年度予算、定款の一部変更 

            の件、会員除名の件 

    同窓会至誠会正会員総会及び支部長会  平成２８年１１月１３日 出席者７９名 

       主な議案：平成２８年度定時社員総会総括報告、至誠会九十周年事業の報告、同窓会 

            活動報告（出席支部長のご紹介と支部活動報告）、東京女子医科大学評議員会 

            報告 

三役会          １２回 

総務部会      １３回 

ＦＡＸ理事会      ４回 

選挙管理委員会      ２回 

卒後臨床研修センター検討委員会    ２回 

会計担当者会議      １回 

学術研究普及事業助成選考委員会    １回 

男女共同参画事業助成選考委員会    １回 

外部監査人杉山公認会計士による監査報告会（４月、１１月）、 

創立９０周年記念祝賀会（６月）、懇親会（１１月）、忘年会（１２月）、新年会（１月） 

 

 ２．公務報告 

   ４月 ４日  東京女子医科大学医学部入学式に岩本代表理事（会長）出席 

   ４月 ５日  至誠会看護専門学校入学式に三輪業務執行理事（副会長）出席 

   ４月 ８日  東京女子医科大学臨時理事会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、長柄 

          業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

    同 日   東京女子医科大学臨時評議員会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、 

          長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）、福下理事、渡辺理事、 

          川越理事、川畠理事、川真田監事、小野監事出席、大澤理事委任状出席 

   ４月 ９日  社会福祉法人至誠会至誠会第二保育園の新園舎竣工披露の会に岩本代表理事（会長） 

          出席 



 

   ４月２７日  肥塚 直美東京女子医科大学理事との打合せ（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会 

          長）、長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

    同 日   東京女子医科大学理事会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、長柄業務 

          執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

    同 日   東京女子医科大学臨時評議員会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、 

          長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）、福下理事、渡辺理事、 

          川越理事、川畠理事、川真田監事、小野監事出席、大澤理事委任状出席 

   ５月１４日  東京女子医科大学至誠父母会総会・懇談総会（東京女子医科大学）に岩本代表 

          理事（会長）出席 

   ５月２５日  肥塚 直美東京女子医科大学理事との打合せ（東京女子医科大学）に岩本代表理事 

          （会長）、長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

    同 日   東京女子医科大学理事会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、長柄業務 

          執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

    同 日   東京女子医科大学評議員会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、長柄 

          業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）、福下理事、渡辺理事、 

          川越理事、大澤理事、川畠理事、川真田監事出席 

   ６月１９日  同窓会至誠会東京都支部総会（京王プラザホテル）に岩本代表理事（会長）、福下 

          理事、川越理事、上田理事、扇内理事、前田理事、川真田監事出席 

   ６月２５日  第４８回全国私立医科大学同窓会（帝国ホテル、当番校：順天堂大学医学部同窓会） 

          に岩本代表理事（会長）、長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会 

          長）、上田理事、松峯理事、事務局３名出席 

   ６月２９日  肥塚 直美東京女子医科大学理事との打合せ（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会 

          長）、長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

    同 日   東京女子医科大学理事会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、長柄業務 

          執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

   ７月 ２日  至誠会大阪ビル竣工式に岩本代表理事（会長）、長柄業務執行理事（副会長）、 

          三輪業務執行理事（副会長）飯田理事、奥村理事出席 

   ７月 ３日  同窓会至誠会近畿支部総会（エクシブ琵琶湖）に岩本代表理事（会長）三輪業務執 

          行理事（副会長）出席 

   ７月１９日  至誠会第二病院納涼会（京王プラザホテル）に岩本代表理事（会長）、長柄業務 

          執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）、川越理事、渡辺理事、上田 

          理事、大澤理事、前田理事、川真田監事、小野監事出席 

   ７月２７日  肥塚 直美東京女子医科大学理事との打合せ（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会 

          長）、長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

    同 日   東京女子医科大学理事会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、長柄業務 

          執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 



 

   ８月２７日  同窓会至誠会愛知県支部総会（マリオット名古屋）に岩本代表理事（会長）、長柄 

          業務執行理事（副会長）出席 

   ９月 ３日  同窓会至誠会神奈川県支部総会・学術研修会（崎陽軒本店）に長柄業務執行理事（副 

          会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

   ９月２８日  東京女子医科大学教育・研究棟竣工式（神事・直会・内覧）に岩本代表理事（会長）、 

          長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）、小野監事出席 

    同 日   肥塚 直美東京女子医科大学理事との打合せ（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会 

          長）、長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

    同 日  東京女子医科大学理事会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、長柄業務 

          執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）、小野監事出席 

  １０月１４日  母性衛生学会総会学術集会懇親会（品川プリンスホテル）に岩本代表理事（会長） 

          出席 

  １０月１９日  至誠会看護専門学校戴帽式に岩本代表理事（会長）、長柄業務執行理事（副会長）、 

          福下理事、川越理事、川畠理事出席 

  １０月２６日  肥塚 直美東京女子医科大学理事との打合せ（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会 

          長）、長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

    同 日   東京女子医科大学理事会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、長柄業務 

          執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）、小野監事出席 

  １１月１９日  全国私立医科大学同窓会連絡会全国会に岩本代表理事（会長）、三輪業務執行理事 

          （副会長）、渡辺理事、川畠理事出席 

  １１月３０日  肥塚 直美東京女子医科大学理事との打合せ（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会 

          長）、長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

    同 日   東京女子医科大学理事会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、長柄業務 

          執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）、小野監事出席 

    同 日   東京女子医科大学評議員会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、長柄 

          業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）、福下理事、渡辺理事、 

          川越理事、大澤理事、川畠理事、川真田監事、小野監事出席 

  １２月 ６日  至誠会第二病院クリスマス会（京王プラザホテル）に岩本代表理事（会長）をはじ 

          め理事・監事多数出席 

  １２月２１日  肥塚 直美東京女子医科大学理事との打合せ（東京女子医科大学）に岩本代表理事 

          （会長）、長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

    同 日   東京女子医科大学理事会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、長柄業務 

          執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）、小野監事出席 

   １月１２日  至誠会看護専門学校運営委員会、至誠会第二病院運営委員会（至誠会看護専門学校） 

          に岩本代表理事（会長）、長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会 

         長）、川越理事、川畠理事出席 



 

    同 日  運営委員会合同新年会（グランファミーユ シェ松尾）に岩本代表理事（会長）、 

         長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）、川越理事、川畠理事 

         出席 

   １月１４日 同窓会至誠会神奈川県支部公開健康講座（ＮＨＫ横浜放送局）に三輪業務執行理事 

         （副会長）、川越理事出席 

   １月２１日 同窓会至誠会東京都支部新年会に岩本代表理事（会長）を始め理事・監事多数出席 

   １月２５日 肥塚 直美東京女子医科大学理事との打合せ（東京女子医科大学）に岩本代表理事 

         （会長）、長柄業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

    同 日  東京女子医科大学理事会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、長柄業務 

         執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）、小野監事出席 

   ２月 ２日 東京女子医科大学東医療センター泌尿器科退任及び就任披露パーティ（ホテルオーク 

         ラ東京）に岩本代表理事（会長）出席 

   ２月２２日 肥塚 直美東京女子医科大学理事との打合せ（東京女子医科大学）に岩本代表理事 

        （会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

    同 日  東京女子医科大学理事会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、三輪業務 

         執行理事（副会長）、小野監事出席 

   ２月２５日 東京女子医科大学臨時理事会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、三輪 

         業務執行理事（副会長）、小野監事出席 

   ３月 ４日 東京女子医科大学退任教授最終講義（弥生記念講堂）に岩本代表理事（会長）出席 

   ３月 ６日 東京女子医科大学学内至誠会歓送迎会親睦会（リーガロイヤルホテル東京）に岩本 

         代表理事（会長）出席 

   ３月 ７日 至誠会看護専門学校卒業式に岩本代表理事（会長）出席、三輪業務執行理事（副会長）、 

         川越理事、川畠理事出席 

   ３月 ９日 私立医科大学協会総会（アルカディア市ヶ谷）に岩本代表理事（会長）出席 

    同 日  東京女子医科大学看護学部卒業謝恩会（椿山荘）に岩本代表理事（会長）出席 

   ３月１１日 東京女子医科大学医学部卒業式（弥生記念講堂）に岩本代表理事（会長）出席 

    同 日  退任教授謝恩会に岩本代表理事（会長）出席 

    同 日  卒後６０・４０・２０年記念ご招待会懇親会（リーガロイヤルホテル東京）に岩本 

         代表理事（会長）出席 

   ３月１２日 東京女子医科大学医学部卒業謝恩会（ホテルオークラ東京）に岩本代表理事（会長） 

         出席 

   ３月１６日 東京女子医科大学看護専門学校卒業式に岩本代表理事（会長）出席 

   ３月２５日 東京女子医科大学 上塚芳郎教授退任記念祝賀会（京王プラザホテル）に岩本代表 

         理事（会長）出席 

   ３月２８日 東京女子医科大学 落合和彦教授退任記念祝賀会（マンダリンオリエンタル）に岩本 

         代表理事（会長）出席 



 

   ３月２９日 肥塚 直美東京女子医科大学理事との打合せ（東京女子医科大学）に岩本代表理事 

         （会長）、三輪業務執行理事（副会長）出席 

    同 日  東京女子医科大学理事会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、長柄光子 

         業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）、小野監事出席 

    同 日  東京女子医科大学評議員会（東京女子医科大学）に岩本代表理事（会長）、長柄光子 

         業務執行理事（副会長）、三輪業務執行理事（副会長）、福下理事、渡辺理事、川越 

         理事、大澤理事、川畠理事、川真田監事、小野監事出席 

 

 ３．ご寄付  

 ４月１日～３月３１日  申込者数 ４８名   

 

 

Ⅱ．学術研究普及事業 

 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（至誠会賞学術研究 

     助成；旧 岡本糸枝学術研究助成） 

   ①授与・研究発表 

    ・同窓会至誠会正会員総会及び支部長会において、平成２８年度（第５回）受賞者４名に助成 

     金計１３０万円 

   ②提出物受理 

    ・平成２７年度（第４回）受賞者４名より、研究発表抄録提出 

  （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（至誠会賞海外留学 

     助成） 

    ①授与 

     ・同窓会至誠会正会員総会及び支部長会において、平成２８年度（第２８回）受賞者２名に 

      助成金 計１００万円 

    ②提出物受理 

     ・平成２４年度海外留学助成受賞者１名より、研究成果報告書提出 

     ・平成２５年度海外留学助成受賞者１名より、研究成果報告書提出 

  （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・研究発表 

     ・平成２８年度該当者なし 

     ・平成２７年度受賞者１名が同窓会至誠会正会員総会及び支部長会において研究発表 

    ②提出物受理 

     ・平成２７年度受賞者１名より、研究発表抄録提出 



 

  （４）内科医研究者のキャリアアップを目的とする助成（三神美和賞） 

    ①授与・研究発表 

     ・平成２８年度該当者なし 

     ・平成２７年度受賞者１名が同窓会至誠会正会員総会及び支部長会において研究発表 

    ②提出物受理 

     平成２７年度受賞者１名より、抄録提出 

  （５）大学、医療機関等に勤務する基礎医学研究者への助成（基礎医学研究助成 渡辺慶子賞： 

     平成２６年１０月２３日に寄付された故渡辺慶子氏（昭２０）のご遺産及び平成２８年１月 

     ２２日に寄附されたご夫君渡辺光治氏からのご寄附を基金とし、女性の基礎医学研究者の人 

     材育成及び研究資金の助成を目的とする） 

    ①授与・研究発表 

     ・同窓会至誠会正会員総会及び支部長会において、平成２８年度受賞者１名に助成金１００ 

      万円 

     ・平成２７年度受賞者１名が同窓会至誠会正会員総会及び支部長会において研究発表 

 

２．至誠会員の学術研究領域での活躍を支援することを目的とした助成 

  （１）同窓会至誠会支部会員が主催する研修会・講演会・講習会への助成（同窓会至誠会支部助成） 

    ①授与 

    ・同窓会至誠会栃木県支部 公開健康講座援助金として２０万円を助成 

     日 時：平成２８年６月２６日（日）１１：００～１５：００ 

     会 場：宇都宮グランドホテル 

     演 題：「私の血液大丈夫？－長く付き合う高血圧と治る高血圧－ 」 

     講 師：田辺 晶代 国立国際医療センター 第二内分泌代謝科 医長（平１） 

     出席者：６５名 

    ・同窓会至誠会長野県支部 公開健康講座援助金として３０万円を助成 

     日 時：平成２８年６月２６日（日）１３：３０～１５：２０ 

     会 場：松本市 東急ＲＥＩホテル 

     演 題：「皮膚とこころ アトピー性皮膚炎、スキンケア、ウエルエイジング」 

     講 師：檜垣 祐子 東京女子医科大学女性生涯健康センター教授（昭５７） 

     出席者：１２４名（至誠会員１１名、一般１１３名） 

    ・同窓会至誠会近畿支部 学術研修会援助金として１０万円を助成 

     日 時：平成２８年７月３日（日）１１：００～１４：３０ 

     会 場：エクシプ琵琶湖 レストラン「日本海」 

     演 題：「女性のうつ病の見立てと治療」 

     講 師：加茂 登志子 東京女子医科大学女性生涯健康センター所長・教授（昭５８） 

     出席者：至誠会員３４名 



 

    ・同窓会至誠会宮城県支部 学術研修会援助金として１０万円を助成 

     日 時：平成２８年８月２８日（日）１７：３０～１８：３０ 

     会 場：仙台国際ホテル 

     演 題：「彌生塾について」 

     講 師：内田 啓子 東京女子医科大学学生健康管理センター教授、彌生塾塾長（昭６０） 

     出席者：至誠会員２１名 

    ・同窓会至誠会神奈川県支部 学術研修会援助金として１０万円を助成 

     日 時：平成２８年９月３日（土）１６：４５～１８：００ 

     会 場：崎陽軒本店５階「マンダリンウエスト」 

     演 題：「子どもにみられる皮膚疾患 －アトピー性皮膚炎、乳児血管腫を含め－」 

     講 師：馬場 直子 神奈川県立こども医療センター皮膚科部長、横浜市立大学 皮膚科 

         臨床教授 

     出席者：至誠会員２８名 

    ・同窓会至誠会千葉県支部 学術研修会援助金として１０万円を助成 

     日 時：平成２８年１０月２３日（日）１１：３０～１４：００ 

     会 場：京成ミラマーレ  

     演 題：「加齢から目を守る」 

     講 師：須藤 史子 東京女子医科大学東医療センター眼科 教授（昭６３） 

     出席者：１３名 

    ・同窓会至誠会神奈川県支部 公開健康講座援助金として３０万円を助成 

     日 時：平成２９年１月１４日（土）１４：３０～１６：００ 

     会 場：ＮＨＫ横浜放送局多目的フロア 

     演 題：「働く女性のキャリア支援 －私の取り組んできたこと－」 

     講 師：岩中 督 埼玉県立小児医療センター病院長、東京大学名誉教授 

     出席者：５１名 

    ②提出物受理 

    ・同窓会至誠会滋賀県支部より、支部助成（近畿支部総会学術研修会）の報告書提出 

    ・同窓会至誠会神奈川県支部より、支部助成（学術研修会）の報告書、抄録提出 

    ・同窓会至誠会栃木県支部より、支部助成（公開健康講座）の報告書、抄録提出 

    ・同窓会至誠会長野県支部より、支部助成（公開健康講座）の報告書、抄録提出 

    ・同窓会至誠会宮城県支部より、支部助成（学術研修会）の報告書、抄録提出 

    ・同窓会至誠会千葉県支部より、支部助成（学術研修会）の報告書提出 

    ・同窓会至誠会東京都支部江戸川区もより会より、支部助成（学術研修会）の報告書提出 

（２）至誠会員で教授の職にある者が全国規模の学会の会長を務める場合への助成（学会長助成） 

    ①授与 

     ・平成２８年度該当者なし 



 

 

 ３．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 

    ①平成２８年度第１回一般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２８年９月２４日（土）１４：００～１６：００ 

    会 場：京王プラザホテル本館４階「花 」 

    演 題：最期まで自分らしく生きる為に 「私の生き方連絡ノート」を活用して 

    講 師：渡辺 敏恵 一般社団法人至誠会理事、自分らしい「生き」「死に」を考える会代表 

        （昭５４） 

    出席者：２６８名（内訳：一般２５０名、理事・監事１２名、至誠会員６名） 

    ②平成２８年度第２回一般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２９年２月４日（土）午後２時００分～４時００分 

     会 場：京王プラザホテル本館４階「花ＢＣ」 

     講 師：齋藤 加代子 東京女子医科大学副学長、附属遺伝子医療センター 所長・教授 

         （昭５１） 

     演 題：みんなもってるゲノム（遺伝子）の話 

     出席者：１７２名（理事・監事１０名、至誠会員１０名、一般１５２名） 

  （２）学術研修会の開催 

    ①平成２８年度一般社団法人至誠会・同窓会至誠会東京都支部主催（女子医大医師会共催） 

     学術研修会 

     日 時：平成２９年１月２１日（土）午後２時００分～３時３０分 

     会 場：京王プラザホテル本館４階「花Ｃ」 

     講 師：神尾 孝子 東京女子医科大学外科学（第二）乳腺・内分泌外科 臨床教授（昭５６） 

     演 題：乳癌の診断と治療－最近の動向－ 

     出席者：７３名（理事・監事１２名、至誠会員５６名、その他５名） 

 

 ４．学術機関誌「女醫界」刊行による学術研究及び科学技術普及の啓蒙 

   定期刊行物 機関誌「女醫界」発行２回： 

  ・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 

  ・定例理事会等議事録、会員の異動記載 

 第８１５号  ８月１０日 発行部数５，８００部 

 第８１６号  １月２５日 発行部数５，８００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８１５号（８月１０日）に各公開健康講座、学術研修会の総説を掲載 

  ・第８１６号（１月２５日）に各公開健康講座、学術研修会の総説、平成２８年度各種助成受賞者 

   一覧、平成２９年度各種助成募集の案内を掲載 



 

  ・第８１５号（８月１０日）に学会長助成抄録を掲載 

  ・第８１６号（１月２５日）に至誠会賞学術研究助成（旧岡本糸枝賞）受賞者抄録、近内友子賞 

   受賞者抄録、三神美和賞受賞者抄録、基礎医学研究助成渡辺慶子賞受賞者抄録を掲載 

 

 

Ⅲ．公衆衛生保健事業 

 １．地方公共団体の健康診断普及事業等への医師、助産師、看護師等の医療専門家派遣協力 

  （１）地域の教育機関における健康・保健教育への協力 

    ①至誠会第二病院 

     ５月１４日   東京都ナースプラザ主催による「ふれあい看護体験」に社会人２名受入 

     ９月１４日   上祖師谷中学校２年生２名の職場体験学習実施（９月１４日～９月１５日） 

  （２）世田谷区子ども休日夜間薬局での調剤のための薬剤師派遣 

  （３）地方公共団体等の健康診断事情に協力し、職域、地域の健診受診率の向上を図り、 

  健康増進、疾病早期発見に協力 

 

 ２．患者の会を支援 

     ４月２３日 平成２８年度 至誠鷺草会総会開催（出席者１２名） 

     ６月１８日 至誠鷺草会主催、「食事会」 木曽路 調布店（出席者２３名） 

    １０月１５日 至誠鷺草会主催、神代植物公園の散策の会（出席者１６名） 

    １１月３０日 至誠鷺草会主催、患者及び家族対象の講演会を管理棟多目的室にて開催 

             （出席者３６名） 

   演 題：「糖尿病の運動療法について」 

   講 師：山本 澄子 運動療法士  

     ３月 ５日 至誠鷺草会主催、「食事会」 木曽路 調布店（出席者１９名） 

  （１）地域の患者の会のために、糖尿病教室を至誠会第二病院で開催 

       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：血糖降下剤及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開催と体操実技指導の実施（健康運動指導士） 

       ４月～１０月毎週水曜日、２９回開催の出席者延べ数４０５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 

   Ⅷ．至誠会第二病院での医療事業を参照 



 

（２）子育て中の母親を対象にした育児相談の実施 

   Ⅷ．至誠会第二病院での医療事業を参照 

（３）臨床心理士による児童相談の開催 

  （４）社会福祉士による医療・福祉の公的サービス相談の実施 

 

 ４．公衆衛生及び予防医学の啓発と普及 

  （１）病気の理解および予防と早期発見のための公開健康講座の開催 

    １０月 ８日 第二病院、株式会社ベネッセスタイルケア共催、一般市民を対象に市民 

             公開講座を管理棟講堂にて開催（出席人数：８２名、内職員４名） 

             演題：認知症を予防するには －生活習慣と運動－ 

             講師：宮﨑一秀 至誠会第二病院 神経内科部長 

  （２）生活習慣病予防の啓発・普及活動 

   ・至誠会第二病院において人間ドック、脳ドックを実施 

  （３）各種のがん検診の普及と予防  

   ・至誠会第二病院においてアミノインデックスⓇがんリスクスクリーニング（ＡＩＣＳ）、 

    肺がん検診、子宮体がん、乳がん検診、大腸がん検診（大腸コロノグラフィー）を実施 

（４）その他、健康と福利の増進に資する活動 

・ホームページ及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 

    ①至誠会ホームページ及び機関誌「女醫界」に至誠会主催の公開健康講座の案内を掲載 

    ②至誠会第二病院地域医療連携室 機関誌「ＳＨＩＳＥＩ」発刊 

 

 

Ⅳ．男女共同参画事業 

 １．至誠会ホームページ、機関誌等で、男女共同参画事業の広報・啓発 

  （１）「女性のための福祉事業を行う団体への助成」の募集をホームページに掲載 

  （２）東京女子医科大学男女共同参画推進局等の他団体の有益な事業の支援 

     ・東京女子医科大学「彌生塾」の活動報告を機関誌「女醫界」に掲載 

 

 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 

  （１）出産・育児・子育て支援プログラムの実施 

  （２）離職後職場復帰支援プログラムの実施 

  （３）医師及び看護師他医療専門職及び研究者等の継続支援 

  （４）ワークシェアリング、フレックスタイム制の実施 

 

 ３．女性のための福祉事業の研究団体への助成 

  ①授与・研究発表 



 

     同窓会至誠会正会員総会及び支部長会において、平成２８年度受賞の１団体に助成金１０万円 

    ②提出物受理 

     平成２７年度受賞１団体より、報告書提出 

 

 ４．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 

     拡充の支援公募及びその支援 

    ①平成２８年度受賞団体へ運営費を助成 

     ・４月９日 東京女子医科大学附属保育所（１００万円） 

     ・４月９日 社会福祉法人至誠会 至誠会保育園（４０万円） 

     ・４月９日 社会福祉法人至誠会 至誠会第二保育園（６０万円） 

    ②平成２８年度受賞団体及び助成額を決定 

     ・３月２３日 選考委員会を実施 

      社会福祉法人至誠会 至誠会保育園（５４万円） 

      社会福祉法人至誠会 至誠会第二保育園（３４万円） 

      東京女子医科大学附属保育所（１００万円）。別途状況を鑑み、１００万円を寄附 

（２）至誠会第二病院への支援 

    ①４月～３月保育延べ人数 １，７９３人 

     （０歳児１８３人、１～２歳児１，３７８人、３歳児１１５人、４歳児以上１１７人） 

    ②行事 

         児童の誕生日会、春の小遠足、こどもの日、虫歯予防デー、七夕、夏祭り、お月見、敬老の日 

     のプレゼント作り、ハロウィンパーティー、作品展、クリスマス会、節分、ひなまつり、 

     卒園式・お別れ会など 

 

 

Ⅴ．医療従事者育成事業 

 １．医師 

 （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研修医の指導を実施 

   ４月 １日 東京女子医科大学病院臨床研修医１名の卒後臨床研修実施 

   （４月１日～４月３０日、産婦人科１名） 

  ５月 １日 東京女子医科大学病院臨床研修医２名の卒後臨床研修実施 

   （５月１日～５月３１日、消化器内科１名、産婦人科１名） 

  ７月 １日 東京女子医科大学病院臨床研修医２名の卒後臨床研修実施 

   （７月１日～７月３１日、糖尿病内科１名、産婦人科１名） 

  ８月 １日 東京女子医科大学病院臨床研修医２名の卒後臨床研修実施 



 

   （８月１日～８月３１日、神経内科１名、産婦人科１名） 

  ９月 １日 東京女子医科大学病院臨床研修医１名の卒後臨床研修実施 

   （９月１日～９月３０日、糖尿病内科１名） 

 １０月 １日 東京女子医科大学病院臨床研修医３名の卒後臨床研修実施 

   （１０月１日～１０月３０日、消化器内科１名、神経内科１名、産婦人科 

    １名） 

    １１月 １日 東京女子医科大学病院臨床研修医３名の卒後臨床研修実施 

   （１１月１日～１１月３０日、神経内科１名、糖尿病内科１名、産婦人科 

    １名） 

    １２月 １日   東京女子医科大学病院臨床研修医３名の卒後臨床研修実施 

   （１２月１日～１２月３０日、消化器内科１名、循環器内科１名、産婦人 

              科１名） 

     １月 １日   東京女子医科大学病院臨床研修医２名の卒後臨床研修実施 

   （１月１日～１月３０日、神経内科１名、糖尿病内科１名） 

     ２月 １日   東京女子医科大学病院臨床研修医２名の卒後臨床研修実施 

   （２月１日～２月２８日、消化器内科１名、循環器内科１名） 

     ３月 １日 東京女子医科大学病院臨床研修医１名の卒後臨床研修実施 

   （３月１日～３月３１日、産婦人科１名） 

 （３）研修指導医の強化と育成及び認定専門医資格取得支援 

 （４）研修医受け入れ診療科を増やす 

    ・卒後臨床研修センター検討委員会において大学、研修病院のネットワーク強化 

     ５月３１日   東京女子医科大学病院より、平成２７年度臨床研修費補助金配分を受領 

             （５９６，０００円） 

 

 ２．看護師 

 （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の受け入れ 

  ５月 ９日 至誠会看護専門学校第３学年の成人看護学実習Ⅲ、小児看護学実習、 

    老年看護学実習Ⅱ、母性看護学実習実施 

   （５月９日～５月３１日、３７名） 

     ６月 １日   至誠会看護専門学校第３学年の成人看護学実習Ⅲ、小児看護学実習、 

             老年看護学実習Ⅱ、母性看護学実習実施 

   （６月１日～６月３０日、３７名） 

  ７月 １日 至誠会看護専門学校第３学年の成人看護学実習Ⅲ、小児看護学実習、 

             老年看護学実習Ⅱ、母性看護学実習実施 

   （７月１日～７月８日、３７名） 

  ７月１１日 至誠会看護専門学校第２学年の成人看護学実習Ⅰ実施 



 

   （７月１１日～７月２８日、３８名） 

  ８月 ４日 神戸常磐大学看護学科通信課程の老年看護学実習、成人看護学実習実施 

   （８月４日～８月５日、２名） 

  ８月 ８日 至誠会看護専門学校第３学年の小児看護学実習（再実習）実施 

   （８月８日～８月１０日、１名） 

   同 日 至誠会看護専門学校第３学年の老年看護学実習Ⅱ（再実習）実施 

   （８月８日～８月１２日、２名） 

  ８月１８日 神戸常磐大学看護学科通信課程の老年看護学実習、成人看護学実習実施 

   （８月１８日～８月１９日、２名） 

  ８月２５日 神戸常磐大学看護学科通信課程の老年看護学実習、成人看護学実習実施 

   （８月２５日～８月２６日、２名） 

  ９月 １日 至誠会看護専門学校第３学年の成人看護学実習Ⅲ、老年看護学実習Ⅱ、 

   母性看護学実習、小児看護学実習実施 

   （９月１日～９月３０日、３７名）  

      ９月２１日 東京女子医科大学看護学部第３学年の老年看護学実習実施 

   （９月２１日～９月２２日、６名） 

      ９月２７日   東京女子医科大学看護学部第３学年の老年看護学実習実施 

   （９月２７日～９月２８日、６名） 

 １０月 ３日 東京女子医科大学看護学部第３学年の老年看護学実習実施 

   （１０月３日～１０月２１日、１３名） 

       同 日 至誠会看護専門学校第３学年の成人看護学実習Ⅲ、老年看護学実習Ⅱ、 

   母性看護学実習、小児看護学実習、在宅看護学実習実施 

   （１０月３日～１０月３１日、３７名） 

 １０月２５日 東京衛生学園専門学校第１学年の基礎看護学実習実施 

   （１０月２５日～１０月２６日、２名） 

    １１月 ２日   至誠会看護専門学校第３学年の成人看護学実習Ⅲ実施 

   （１１月２日～１１月４日、６名） 

    １１月 ２日   至誠会看護専門学校第１学年の基礎看護学実習Ⅱ実施 

   （１１月２日～１１月２０日、３２名） 

    １１月１４日 東京女子医科大学看護学部第３学年の母性看護学実習実施 

   （１１月１４日～１１月３０日、１６名） 

    １１月２１日 至誠会看護専門学校第３学年の統合看護学実習実施 

   （１１月２１日～１１月３０日、３６名） 

    １２月 １日 至誠会看護専門学校第３学年の統合看護学実習実施 

   （１２月１日～１２月９日、３６名） 

    １２月１２日  至誠会看護専門学校第２学年の成人看護学実習Ⅱ実施 



 

   （１２月１２日～１２月１６日、３６名） 

    １２月２６日   至誠会看護専門学校第１学年の基礎看護学実習実施 

   （１２月２６日～１２月２７日、２名） 

     １月１０日 至誠会看護専門学校第２学年の成人看護学実習Ⅱ実施 

   （１月１０日～１月２０日、３６名） 

     １月２３日  至誠会看護専門学校第２学年の老年看護学実習Ⅰ実施 

   （１月２３日～１月２７日、３６名） 

     ２月 １日 至誠会看護専門学校第２学年の老年看護学実習Ⅰ実施 

 （２月１日～２月１０日、３６名） 

     ２月１３日   至誠会看護専門学校第１学年の基礎看護学実習Ⅱ実施 

 （２月１３日～２月２８日、３３名） 

     ３月 １日 至誠会看護専門学校第１学年の基礎看護学実習Ⅱ実施 

   （３月１日～３月３日、３３名） 

     ３月 ６日   東京髙尾看護専門学校第２学年の基礎看護学実習Ⅰ実施 

   （３月６日～３月２３日、６名） 

     ３月２１日   至誠会看護専門学校第１学年の基礎看護学実習Ⅱの再実習実施 

 （３月２１日～３月２４日、２名） 

 （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 

 （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 

     ４月２０日   東京都ナースプラザへ「実習指導者研修」調整会の講師として副校長出席 

  ５月１６日 東京女子医科大学看護学部母性担当教員２名の研修を実施 

  ６月１６日 東京女子医科大学看護学部母性担当教員２名の研修を実施 

  ６月２１日 東京女子医科大学看護学部教員１名の研修を実施 

   （６月２１日～６月２２日） 

  ６月２７日 東京女子医科大学看護学部教員１名の研修を実施 

   （６月２７日～６月２８日） 

     ７月 ７日   公益財団法人東京都結核予防会主催「感染症・結核予防講演会」参加の 

             ため副校長出張 

     ７月１４日   東京都私学財団主催「平成２８年度第１回人権教育研修会」参加のため 

             副校長出張 

     ８月１８日   日本看護学校協議会主催「第２８回日本看護学校協議会学会」参加のため 

             副校長出張（８月１８日～８月１９日） 

     ８月２２日   東京女子医科大学看護学部主催「日本看護学教育学会第２６回学術集会」 

             参加のため教務主任、教員４名出張（８月２２日～８月２３日） 

  ９月 ６日   東京都ナースプラザより実習指導者見学実習 

    １１月１４日   東京都看護協会主催「第３回実習指導者研修」講師として出席のため副校 



 

             長出張（１１月１４日、１７日、２１日、２４日） 

 （４）有資格教育担当看護師は、看護専門学校の講師として、学生教育に協力 

 （５）東京消防学校の指定する救急救命士育成事業に講師を派遣して教育訓練に協力 

    （平成２８年度は要請なし） 

 

 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の受け入れ 

   ６月 ６日 社会医学技術学院のリハビリテーション臨床実習実施 

 （６月６日～６月３０日、１名） 

    ２月 ６日 首都大学東京第２学年のリハビリテーション機能能力診断学評価実習実施 

 （２月６日～２月１０日、１名） 

 （２）社会福祉主事、MSW（メディカル・ソーシャル・ワーカー）の研修生の受け入れ 

 

 ４．医療事務職の育成 

 （１）医師事務作業補助者、医療事務研修生の受け入れ 

     ８月 １日 学校法人大原学園大原医療秘書福祉保育専門学校医療事務コースの医事 

   業務全般実習実施 

   （８月１日～８月２７日、１名） 

     ８月 ８日 学校法人大原学園大原医療秘書福祉保育専門学校医療事務コースの医事 

   業務全般実習実施 

   （８月８日～８月１９日、１名） 

     ２月２７日   大原医療秘書福祉保育専門学校医療秘書２年生学科小児クラークコースの 

             医事業務全般の実習実施 

             （２月２７日～３月１７日、１名） 

     ２月２７日   大原ビジネス専門学校医療事務コースの医事業務全般の実習実施 

   （２月２７日～３月１７日、１名） 

 

Ⅵ．看護専門学校事業 

  １．３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  ５日  平成２７年度入学式（入学者３４名） 

     ４月 ６日 新入生歓迎会実施 

     ４月１２日   東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ平成２７年度看護師等養成所 

             運営費補助金事業実績報告提出 

     ４月１４日   防災訓練実施 

     ４月２１日   東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ平成２７年度看護師等養成所 



 

             運営費補助金精算報告提出 

     ５月２３日   東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ平成２８年度保健師看護師法 

             施行令第１４条第１項の規定に基づく養成所、教育課程、科目、教員、 

             実習施設情報等の報告書提出 

     ５月２４日  東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ平成２８年度看護師等学校養成 

             所入学状況及び卒業生就業状況調査票提出 

     ６月２５日  １回生ホームカミングデー 

     ７月 １日   厚生労働省医政局医事課試験免許室へ平成２８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２８年看護師国家試験受験見込 

             者数調等提出 

     ７月 ２日   東京アカデミー横浜校へ「看護学校合同入試説明会」参加のため副校長、 

             教務主任出張 

     ７月 ７日   東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ平成２８年度看護師等養成所 

             運営費補助金交付申請書提出（交付申請額 １８，２７２，０００円） 

    ９月２１日 防災訓練実施（総合訓練） 

   １０月１９日    第４回戴帽式実施 

   １０月２４日    平成２９年度推薦入学試験願書受付開始 

             （１０月２４日～１１月２日 出願者数：７名〔内男性０名〕） 

   １１月 ２日    平成２９年度推薦入学試験実施 

             （受験者数：７名〔内男性０名〕） 

   １１月１６日  平成２９年度 推薦入学試験 合否会議開催 

   １１月１７日    危機管理コンサルティング株式会社主催「専門学校のコンプライアンス及 

             び危機管理セミナー」説明会出席のため副校長出張 

   １１月２１日    平成２９年度 推薦入学試験 合格発表 

   １１月２４日    厚生労働省関東信越厚生局総務課国家試験係へ第１０６回看護師国家試験 

             願書等提出 

             （出願者数：４１名［内既卒者５名］） 

   １２月２１日    東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ平成２７年度看護師等養成所 

             運営費補助金の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書提出 

   １２月２４日    東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ平成２８年度看護師等養成所 

             運営費補助金請求書等の提出 

   １月１６日  平成２９年度一般入学選抜試験願書受付    

   （１月１６日～２６日、出願者数：３８名〔内 男性７名〕） 

   ２月 ４日 平成２９年度一般入学試験Ⅰ期（一次）実施 

   ２月 ８日 平成２９年度一般入学試験Ⅰ期（一次）合否判定会議実施 



 

   ２月１０日 平成２９年度一般入学試験Ⅰ期（一次）合格発表 

   ２月１５日 平成２９年度一般入学試験Ⅰ期（二次）実施 

     〃      平成２９年度一般入学試験Ⅰ期（二次）合否判定会議実施 

   ２月１６日    平成２９年度一般入学試験Ⅱ期願書受付 

            （２月１６日～２４日、出願者数：１１名〔内男性２名〕） 

   ２月２０日 平成２９年度一般入学試験Ⅰ期（二次）合格発表 

   ２月２８日    関東信越厚生局総務課国家試験係へ第２回生３６名の卒業判定証明書提出 

   ３月 ４日    平成２９年度一般入学試験Ⅱ期（一次）筆記試験実施 

   ３月 ７日    平成２９年度第２回生卒業式（卒業生３６名） 

   ３月 ８日    平成２９年度一般入学試験Ⅱ期（二次）面接試験実施 

     〃      平成２９年度一般入学試験Ⅱ期合否判定会議実施 

     〃      関東信越厚生局総務課国家試験係へ第２回生３６名の卒業証明書提出 

   ３月１０日 平成２９年度一般入学試験Ⅱ期合格発表 

   ３月１８日 平成２９年度一般入学試験Ⅲ期（一次）筆記試験実施 

   ３月２２日 平成２９年度一般入学試験Ⅲ期（二次）面接試験実施 

     〃   平成２９年度一般入学試験Ⅲ期合否判定会議実施 

   ３月２３日 平成２９年度一般入学試験Ⅲ期合格発表 

  （２）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 

     毎週火曜日     N様（男性宅）へ看護専門学校教員１名が訪問看護実施 

     毎週金曜日     K様（女性宅、視覚障害者）へ看護専門学校学生２名ずつ交代で買物 

               の同行実施 

  （３）看護学生への至誠会賞の授与 

    ①至誠会看護専門学校平成２７年度卒業式時に１名へ１０万円助成およびナースウォッチ贈呈 

     ３月 ７日 至誠会看護専門学校平成２７年度卒業式において岩本絹子代表理事（会長）が 

           祝辞を担当 

 

 ２．看護学生に対する奨学金制度の拡充と改善 

    至誠会看護専門学校・看護学生奨学基金の運用 

   １０月１４日    独立行政法人日本学生支援機構主催「平成２８年度適格認定・返還指導等 

             研修会」参加のため事務員出張 

    ２月 １日    独立行政法人日本学生支援機構主催「平成２８年度奨学業務連絡協議会」 

             に事務員１名出張 

    ・受給者数 奨学金：８４名（３年生２９名、２年生２８名、１年生２７名） 

          入寮 ：８名（３年生４名、２年生４名、１年生０名） 

 

 



 

Ⅶ．至誠会本部諸事業 

 １．一般社団法人至誠会の会員管理 

  （１）会員の慶弔見舞 

    慶 ：１００歳の誕生日を迎えた以下の会員２名にお祝いとしてお花をお贈りした。 

        野﨑 田鶴（昭２４）、桑名 文子（昭１４） 

    忌 ：物故会員に以下のごとくお供えした。 

        香典（２３名） ・ 弔電（８名） ・ 生花（１名） 

    見舞：会員２名にお見舞としてお花をお贈りした（２月１名、３月１名） 

  （２）会議・会合の開催 

    Ⅰ．本部 １．会議・会合を参照 

  （３）会費未納先対策 

   ８月１９日   会費未納者５０５名に請求書発送（納入締切：９月３０日） 

  １０月１４日   資格喪失者４４名に「会員資格喪失通知」を発送  

   ２月 ３日   正会員１，４１６名に平成２８年度会費請求書を発送 

    同 日    アプラス自動引落し会員１，６１１名に引落し日と金額のご案内通知を発送 

 

 ２．至誠会館の維持・管理 

   ４月 ７日   吉岡彌生先生の塑像を至誠会館１階エレベーターホールに設置したガラス 

           ケース内に安置（㈱エイブ） 

   ９月 ６日    至誠会館エレベーターのインターホン用バッテリー交換工事（日立ビルシステム） 

   ９月３０日    至誠会館階段の非常灯の交換工事（関東電気保安協会） 

 

 ３．東京女子医科大学医学部同窓会至誠会の支援 

  （１）同窓会至誠会正会員総会開催の支援 

  （２）同窓会至誠会正会員の親睦交流を深めるための活動支援 

  （３）明治安田生命保険相互会社 拠出型企業年金保険「マイライフ年金プラン」の継続実行 

    ・加入者１３９名に対し、保険料集金業務を実行 

    ・平成２８年４月分～平成２９年３月分の事務手数料として ８３４，６００円受領 

  （４）一般社団法人至誠会機関誌『女醫界』内の同窓会情報の充実 

    ・第８１５号（８月１０日）に支部だより、クラス会だよりを掲載 

    ・第８１６（１月２５日）に支部だより、クラス会だよりを掲載 

 

 ４．東京女子医科大学への支援 

  （１）医学生に対する至誠会賞の授与 

    ①東京女子医科大学平成２８年度卒業式時に２名へ各５万円、計１０万円助成 

     ３月１１日 東京女子医科大学医学部平成２７年度卒業式において岩本絹子代表理事（会長） 



 

           が祝辞を担当 

           卒業生へ記念品として袱紗、名入れボールペン・シャープペンを贈呈 

  （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・施設の貸与 

  （３）東京女子医科大学学生運動部へ東日本医科学生総合体育大会出場費の一部助成 

    ①東日本医科学生総合体育大会への参加費として５０万円を東京女子医科大学へ助成 

     （６月３０日） 

  （４）東京女子医科大学学園祭へ一部助成 

    ①東京女子医科大学学園祭へ５０万円を助成（６月３０日） 

  （５）その他の助成 

     １１月２１日 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。出席者７８名 

     １２月１９日 掛川市教育委員会「はばたけ未来の吉岡彌生賞」に１０万円を助成 

 

５．その他の支援活動 

  （１）至誠会員の相談窓口の開設  

  （２）「平成２８年熊本地震」会員用募金口座を開設（４月２２日） 

     ６月３０日まで募金受付。お見舞金を熊本県支部長、大分県支部長、熊本県支部正会員７名 

     に送金 

  （３）災害募金の開設 

     １１月１０日 「熊本地震募金口」の口座名義を「災害募金口」に変更 

     １１月１５日 鳥取地震のお見舞金対象者１名に５万円を送金 

      １月 ６日 糸魚川市駅北大火の近火見舞として対象者１名に３万円を送金 

 

６．学術機関誌、広報事業 

  （１）一般社団法人至誠会機関誌「女醫界」の定期刊行 

     ・学術機関誌としての内容充実 

  （２）至誠会ホームページの更新 

    ①情報公開：平成２７年度事業報告、平成２７年度決算報告、平成２８年度事業計画を掲載 

     （８月８日） 

    ②「平成２８年熊本地震で被災された会員のための募金のお知らせ」を掲載（５月１０日） 

    ③平成２８年度 各種助成金受賞者を掲載 

    ④平成２９年度 各種助成募集のお知らせを掲載 

    ⑤平成２９年度「一般社団法人至誠会社員選挙告示」を掲載（３月１日） 

    ⑥毎月、物故会員の一覧を掲載 

    ⑦機関誌『女醫界』掲載の支部だより、クラス会だよりを転載 

    ⑧医療関連番組の紹介を掲載 



 

  （３）至誠会員情報の電子化とセキュリティーの強化 

 

 ７．吉岡彌生先生終焉の地の管理 

（１）石碑の保管・管理 

 （２）学生専用賃貸マンション「リヴェール羽根木」の経営による、学生の就学支援 

 

８．吉岡彌生展示室の開設と所蔵品の修繕・管理 

 

９．至誠会創立９０周年記念事業の推進 

 （１）『一般社団法人至誠会 九十周年記念誌』の制作  

   ・平成２８年８月１０日発行（６，０００部） 

   ・至誠会員、東京女子医科大学各部署・医学部学生、他大学同窓会等に贈呈 

 （２）『九十周年記念映像』の制作 

   ・平成２８年６月１２日（日）開催、「一般社団法人至誠会設立９０周年記念祝賀会」で上映 

 （３）「一般社団法人至誠会設立９０周年記念祝賀会」の開催 

   ・平成２８年６月１２日（日）、京王プラザホテル本館５階「コンコードボールルーム」にて

午後５時３０分より開催。出席者：２６４名 

    （至誠会員１１７名、特別招待者５名、私立医科大学同窓会連絡会東部会１１名、関係先１

０名、東京女子医科大学２２名、東京女子医科大学医学部学生会１８名、学生付添(医学部

学務課職員)２名、東京女子医科大学室内楽団３０名(学生会１名含)、永年勤続表彰者３０名、

事業部１９名） 

 

１０．土地有効活用の検討 

 （１）至誠会看護専門学校２年課程（平成２６年３月３１日閉校）の旧校舎を３年課程の実習室、

学生自習室として継続利用 

  （２）東京女子医科大学遊休地（河田町１９番の６、１９番の５８、１９番の５９）の活用の検討 

     １２月２０日  不動産売買契約書（平成２８年３月２４日締結）の一部について、登記簿 

             上の面積と実測の面積に差異が生じたため、売買代金の精算を行う旨、 

             東京女子医科大学との間に覚書を締結 

 

Ⅷ．至誠会第二病院での医療事業 

 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、助産師の地域連携の強化 

 （２）妊産婦及び乳幼児の養護支援活動 

     ・母親教室、両親学級（分娩時呼吸法等） 

     ・マタニティ・ヨガ（緊張、リラックス、呼吸法、イメージ等） 



 

     ・２ヶ月児教室（ベビーマッサージ、育児相談等） 

     ・産後の乳房マッサージ及び指導、産後の電話相談実施 

     ・１ヶ月児の育児相談の開設等の実情に見合った継続実施 

    ①至誠会第二病院 

     （1) 授乳中の母親を対象に乳房ケア （随時） 

      ４月～３月   延べ４８４名 

     （2) 褥婦を対象に電話訪問 （随時） 

      ４月～３月   延べ３９２名 

     （3) 子育て中の母親を対象に電話相談 （随時） 

      ４月～３月   延べ６９０名 

     （4) 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３９９組 

     （5) 妊婦を対象に母親学級 （毎週月曜日） 

      ４月～３月   計３７回 延べ５３６名 

     （6) 妊婦を対象にマタニティ・ヨガ教室（随時） 

      ４月～３月   計２３回 延べ１３０名 

     （7) 妊婦とその夫を対象に両親学級開催（随時） 

      ４月～３月   計７ 延べ２４５組４９０名 

     （8) ２ヵ月児とその母親を対象にベビーマッサージ指導及び交流会(毎月１回開催） 

      ４月～３月   延べ１９４組３８８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     N様（男性宅）へ看護専門学校教員１名が訪問看護実施 

     毎週金曜日     K様（女性宅、視覚障害者）へ看護専門学校学生２名ずつ交代で買物 

               の同行実施 

   （２）「もの忘れ」外来の実施 

      「世田谷区もの忘れ診断地域連携パス」のネットワーク病院として至誠会第二病院で認知 

     症の検査と診断を実施 

   （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 

   （４）高齢者の嚥下、咀嚼機能改善のため介護者の訓練と研修の実施 

   （５）高齢者の栄養摂取の改善指導を実施 

 

  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により、地域住民への災害時の指導 



 

      ・災害時に対する東京都よりの委託事業として、備蓄倉庫等を整備 

      ・病院の災害時対策と診療継続力の維持・強化 

     ５月２０日  東京都福祉保健局医療政策部救急災害課より、平成２７年度災害拠点病院 

             運営協力金を受領（５００，０００円） 

      同 日    東京都福祉保健局医療政策部救急災害課より、平成２７年度災害拠点病院 

             防災訓練等参加支援事業補助金を受領（１８，０００円） 

     ５月２７日 東京都福祉保健局医療政策部救急災害課より、平成２７年度災害拠点病院 

             応急用資器材整備事業補助金を受領（１，１６７，０００円） 

      同 日    東京都福祉保健局医療政策部救急災害課より、平成２７年度産科医等確保 

             支援事業補助金を受領（１，７６０，０００円） 

     ５月３１日   東京都福祉保健局医療政策部救急災害課より、平成２７年度救急医療機関 

             勤務医師確保事業補助金を受領（７３，０００円） 

    １２月１２日   防災対策委員会主催による全職員対象の防災対策研修会を管理棟多目的室 

             にて開催（出席人数：１２６名） 

             演題：「東京都の災害対策と災害医療の基本」 

             講師：太田 祥一 恵泉クリニック院長、東京医科大学救急医学講座教授 

     ３月１０日 東京都立広尾病院主催、災害拠点病院職員への災害医療研修に医師１名、 

             施設課員３名、看護師２名、薬剤師１名出張 

     ②二次救急指定病院 

・外科、内科、産婦人科の２４時間受け入れ体制強化 

・世田谷区在宅当番制による小児科日直の協力 

・流行時の発熱患者等の疫学調査及び治療に協力 

・治療薬の備蓄及び衛生器材－防御服、フェイスマスク等の備蓄 

・患者受付の分離等、新型感染症対策と地域の診療機能の両立確保 

・消防・救急隊、世田谷区等との協力 

     ４月２８日 感染防止対策委員会主催 全職員対象の平成２８年度前期感染防止対策 

             研修会を管理棟２階多目的ホールにて開催（出席者１８６名） 

  演題１：「ジカウイルス感染症について」 

  講 師：倉田 成 感染防止対策委員長、至誠会第二病院内科部長 

       演題２：「感染対策の基礎」 

       講 師：酒巻 文子 至誠会第二病院看護師長 

    １０月２６日   感染防止対策委員会主催 全職員対象の平成２８年度後期感染防止対策 

             研修会を管理棟２階多目的ホールにて開催（出席者１６８名） 

  演題１：「喀痰採取について」 

  講 師：天間 雄成 至誠会第二病院検査技師 

       演題２：「空気感染対策の基礎知識・対応について」 



 

       講 師：酒巻 文子 至誠会第二病院看護師長 

             演題３：「結核について」 

  講 師：倉田 成 感染防止対策委員長、至誠会第二病院内科部長 

 

 Ⅸ．医療施設の老朽化対策 

  １．大阪事業部（旧至誠会産科婦人科）のクリニック建設 

   （１）関係官庁との調整 

      ７月 １日  閉院書類一式を阿倍野区役所・阿倍野区医師会等へ提出 

      ７月 ７日  閉院書類一式を保健所へ提出 

   （２）患者様への対応 

      大阪事業部事務所（ニッセイ天王寺ビル）および、事務所閉鎖後は至誠会第二病院が問い 

     合わせに対応 

   （３）新築建て替え事業 

      ５月 ９日  大阪事業部 新築物件の名称についてＦＡＸ理事会を開催 

      ５月１７日  大阪事業部にある備品等全て第二病院へ移動 

      ６月２０日  大阪事業部事務所（ニッセイ天王寺ビル）回復工事（６月２０日～２３日） 

      ６月２９日  新築物件 建物引き渡し 

      ６月３０日  管理医師 竹村久仁子先生（昭４８）退職 

      ７月 ２日  「至誠会大阪ビル（サンセリテ至誠会松崎町）」竣工式 

      ７月２９日  事務員退職 

   （４）１階１００号室の貸し出し 

      ３月 １日  マンションのモデルルームとして貸し出しのため、株式会社プレサンス 

             コーポレーションと「事務所賃貸借契約書」締結 

       同 日   株式会社プレサンスコーポレーションが退去した場合の立会・解約精算 

             業務について、株式会社長谷工ライブネットと「覚書」締結 



 

Ⅸ．事業部 

１． 名 称  一般社団法人至誠会 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 

   土 地 面 積  １１,１５０．５２㎡ 

   建物延床面積  病院部分    １６,０７８．２７㎡ 

           看護師寮部分   ２,０９７．１０㎡ 

   病 床 数  ３０５床（一般病床） 収容可能数３０１床 

   職 員 総 数  ４７５名 

 

２． 名 称  一般社団法人至誠会 至誠会看護専門学校 

   職 員 総 数  校長１名（兼任）、副校長１名、校医１名（兼任） 

           教務主任１名、教員７名、非常勤２名（教員補助、スクールカウンセラー） 

           事務長１名（兼任）、事務員３名    計１７名 

   ＜３年課程＞ 

   所 在 地  東京都世田谷区上祖師谷５丁目２３番１号 

   土 地 面 積  ２，９６０．３９㎡ 

   建物延床面積  １，８２６．２０㎡ 

   学 生 数  １０５名 

   ＜旧校舎＞   

   所 在 地  東京都世田谷区上祖師谷５丁目２８番８号 

   土 地 面 積  ３３０．５２㎡ 

   建物延床面積  １，３８５．２８㎡ 

 

４． 名 称   大阪事業部（至誠会大阪ビル、サンセリテ至誠会松崎町） 

   所 在 地  大阪府大阪市阿倍野区松崎町３丁目１２番２７号 

   土 地 面 積  ６８２．６３㎡ 

   建物延床面積  ２，６０６．７５㎡（平成２８年６月 竣工） 

   職 員 総 数  ０名 

   事 務 所  サンセリテ至誠会松崎町２階２０７号室（至誠会関西支部室） 

 

                              以  上 


