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2022年 本部・西日本支部合同新年賀詞交歓会 特別講演
パンデミックとかかりつけ医
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●2022年本部・西日本支部合同の新年賀詞交歓会「特別講演」

パンデミックとかかりつけ医
―第１波の会長時代から考えてきたこと―
横倉義武さん（社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院理事長、前日本医師会長）
報告・二ノ坂保喜

2020年 以 来２年 ぶりの日本 医 学

軟な対応ができなかったりするなどの問

ジャーナリスト協会の新年賀詞交歓会

題にも直面し、
厚生労働省と何度も交渉

が１月26日夜、初めて本部・西日本支部

を続けた。

合同で開催された。形式も初のオンライ

国全体の方向性を示すために、
日医

ン開催。特別講演は前日本医師会長の

内に「COVID-19有識者会議」を立ち

横倉義武氏に福岡県みやま市のヨコク

上げ、幅広い活動で医療体制を支える

ラ病院から中継してもらい、東京本部と

基盤作りを行った。
オンライン診療活用

結んで会員らに配信された。特別講演

への動きや、新型コロナウイルス感染症

をレポートする。

を感染症法の中でどのように位置づけ
るかといった問題にも取り組んだ。
これら

●医師トップとして試練に立ち向かう
講演は、
横倉氏が日本医師会長時代

はコロナ禍に対する国全体の方向性を
決めるうえでも重要な位置を占めた。

に直面した新型コロナウィルス感染症の

今回のパンデミックが日本の医療体制

パンデミックに対する初期対応の話から

の弱点を明らかにしたことは、
多くの識者

始まった。正体不明のウィルスの襲来に

が指摘するところである。

混乱するなか、横倉氏は国民の健康を

横倉氏は「診療体制への教訓」
とし

守る日本医師会のトップとして試練に直

て、 ⑴かかりつけ医の定着・機能分化

面した。現場の医師とは異なった立場、

⑵病院の機能分化

⑶保健所の整

▲横倉義武さん

1944年生まれ。久留米大卒。西ドイツ留学後、同大
講師。福岡県医師会長や日本医師会副会長を歴任し
て2012 〜 20年日本医師会長、17 〜 18年世界医
師会長。現在、
日本医師会名誉会長、
ヨコクラ病院理
事長、
久留米大と長崎大の客員教授

●人と動物の健康、環境の
健全性は「ワンヘルス」
だ
横倉氏が、
日本獣医師会と協力して

視点からの対応が必要だったと思う。
そ

備・充実

⑸

「ワンヘルス」の活動に取り組み、福岡

こをどのように克服していったのか。

平時と非常時の命令系統のあり方―を

県でも積極的に取り組んでいることは知

挙げる。実はこれらは、
パンデミックに乗

られている。ペスト、
インフルエンザ、
さら

ド、マスクなどの不足から医療資源確

じて課題に挙がってきたものではなく、

に新型コロナなどの感染症の多くは、野

保のために産業界に働きかけた。PCR

以前から指摘されたものである。

生の動物を介して人に感染し、やがて

当初は防護服や手袋、
フェイスシール

検査が十分に行えず、
現場の医師が柔

⑷オンライン診療の整備

人同士の感染へと広がることが分かっ
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ている。現在のように経済をはじめとす

て新型コロナに向き合ってきたことを振り

進んできた「かかりつけ医」についても

る活動がグローバルに広がると、感染症

返りながら講演を聞いた。
日医会長とい

力説した。医師として専門的最新の知

も国境を超えて広がる。

う大所高所からの対策を求められる立

識を持ち、
プライマリケアを行い、
専門医

場と、現場で患者とその家族と向き合う

や病院との連携を持ち、
住民から信頼さ

臨床医とは視点も考え方も異なる。

れるかかりつけ医が今後の地域医療の

横倉氏は、秋月藩（現・福岡県朝倉
市）で1790年にイギリスのジェンナーに
先駆けて種痘が行われたこと、
また熊

講演では医師会の役割は何か、
かか

本出身の北里柴三郎（初代日本医師

りつけ医とは何かという問いかけで締め

会長）
によるペスト菌の発見がその後の

くくられた。

担い手となる、
と私は考えている。
かかりつけ医を育成するために、
医師
会では研修が実施されている。横倉氏

感染症の治療や予防につながったエピ

印象に残ったのは、世界医師会や日

はかかりつけ医の役割の1つとして「在

ソードを交えながら、人と動物の健康、
さ

本医師会の役割として日本では皆保険

宅医療の推進」
を強調していたが、
私に

らには環境の健全性は1つのものである

制度で保障されている、すべての国民

とっても心強く、
叱咤激励と受け止めた。

（ワンヘルス）
と訴えた。21世紀に入っ

が必要な医療を適切な費用で受けられ

てからは、世界医師会、獣医学会など

るUHC（ユニバーサル・ヘルス・カバレッ

が協力してワンヘルスの理念と実践を

ジ）
と、
緊急災害の対策の強化を挙げた

訴える活動が広がっている。

ことだった。横倉氏はコロナ禍で途上国
へのワクチン配分が行き届かないことに

●私たちかかりつけ医への
叱咤激励と受け止めた
私は臨床現場の医師（開業医）
とし

●

触れ、
ワクチンの公平な世界的配分を

（にのさか・やすよし＝

確実にすることも訴えた。

にのさかクリニック理事長、

「家庭医」問題の混乱を経て徐々に

西日本支部会員）

2年ぶりの新年賀詞交歓会は
初の本部と西日本支部の合同オンライン

2020年1月から続くコロナ禍は、当協

の三宅美智子さん、西日本支部副支

機会が限られている本部と西日本支部

会の活動にも数々の影響を及ぼしてい

部長の波多江伸子さん、西日本支部会

の会員同士が相互にやり取りすること

る。その最たるものが会員同士の交流

員で医師の三浦一秀さんら。各々の自

ができた。

機会の激減だ。以前は月例会の終了後

己紹介の後にプライマリケアの現場で

時空を超えるオンラインの良さが最大

の懇親会や年始恒例の新年賀詞交歓

新型コロナと格闘している三浦さんに

限発揮されたわけだが、
ただその分だ

会で、それこそ「呑みニケーション」で

私が現状を聞いたり、波多江さんから

け呑みニケーションによるリアルな交流を

交流を深めることができた。
しかし、今や

三宅さんが行っている医療通訳業務に

再開できる日が恋しくなった。

人同士の接触が半ば御法度。昨年の

ついて質問したりと、普段顔を会わせる

新年賀詞交歓会の開催は見送らざるを
得なかった。
今年は新年賀詞交歓会（1月26日夜）
の特別講師として日本医師会名誉会長
の横倉義武氏を招いた。横倉氏と親し
い当協会理事の藤野博史・西日本支部
長に協力をいただいた。
さらに2年ぶりの
新年賀詞交歓会を協会本部と西日本
支部の初の合同という形でオンライン開
催しようということも決まった。
賀詞交歓会はZoomのブレイクアウト
ルーム機能を活用して少人数ごとに交
流する形式。私のルームメンバーは幹事
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横倉氏（左上）のご発声で “ 乾杯！
！”

（事務局長

村上和巳）

●2021年12月例会

新型コロナ対策この2年を振り返って
―オミクロン株の出現と第6波に備えて何が必要か―
舘田一博さん（東邦大学医学部微生物・感染症学講座教授）

「新型コロナウイルス感染」は肺だけ

以下でも時間の経過とともにブレークス

ではなく、血管内皮細胞にも侵入して

ルー感染者の割合の増加が予想され、

血栓を形成する特徴があり、多臓器に

ブースター接種を行うことの必要性を強

影響を与える。そのため初めて報告さ

調した。
ワクチンの副反応は、
虫垂炎、
帯

れたときには驚かされた。計5回の感

状疱疹、
リンパ節腫大、
心筋炎などが挙

染の波を経て、いまは感染力の強いオ

げられ、
最近では接種者で帯状疱疹の

ミクロン株による第6波の真っ最中だ。

増加が報告されている。
この点について

奇しくも、
本講演会は国内初のオミクロ

舘田氏は「mRNAワクチンが細胞性免

ン株の市中感染が大阪で確認された

疫に影響を及ぼしている可能性が示唆

12月22日に行われた。

されるが、
まだ明確なことは分かってい
ない」
との見方を示した。

●なぜ第５波は急速に減少したのか
舘田氏によると、明 確な因果は分

報告・吉田智美

▲舘田一博さん

1985年長崎大医学部卒業。東邦大医学部助手、
米国ミシガン大呼吸器内科留学を経て2005年12

●開発中の治療薬の種類と

月に東邦大医学部微生物・感染症学講座准教授、
11年4月から現職

かっていないが、主な要因としては▽

そのインパクト

強 力なロックダウンとまではいかな

現在の治療薬は抗ウイルス薬のレム

課題は多々ある。そうした中で舘田氏

かったが、
「人流の抑制」▽連日の報道

デシビル（製品名・ベクルリー）
、重症

は、ワクチン接種の向上、ワクチン接種

による「メディア効果による強い行動

化予防薬のカシリビマブ・イムデビマブ

証明、検査・医療供給体制の整備を整

変容」
▽「集団免疫（ワクチン接種＋感

（同ロナプリーブ）
、ソトロビマブ（同ゼ

えていくなかで、
「 いつか風邪としての

染者数急増）」が獲得された—が考え

ビュディ )、重症化した際の抗サイトカ

対応となるのではないか」との見通し

られる。他にも時期的な「気候因子の

イン・ストーム治療としてデキサメサゾ

を示した。

関与（気温、湿度、紫外線、雨…）
」
「
、エ

ン（同デカドロン）
、
バリシチニブ（同オ

一方で、新 規病原体によるパンデ

ラー・カタストロフ（ウイルス自壊）の関

ルミエント）があり、これらに加え抗凝

ミックは過去から繰り返され、今後も

与」もあるという。

固薬の低分子ヘパリンなどを組み合

同様のことが起こるとの見方を強調

わせて使う。

し、
「 正しく恐れるようなメディア報道

●ワクチンの効果は

舘田氏は、現在開発中の治療薬は

の仕方が鍵になる」
との見解を示した。

日本ではファイザー（mRNA）
、モデ

イーライリリー、GSK、アストラゼネカ

ルナ(mRNA)、アストラゼネカのワクチ

が開発を進めるスパイク蛋白に対する

■ 講演を聞いて―コロナ禍は医療

ン(ベクター )が承認され、
いずれも重症

モノクローナル抗体のような高分子医

問題のブレークスルーになる

化予防効果を発揮するが、mRNAワク

薬品と、MSD、ファイザー、塩野義な

講演後、オミクロン株の感染状況は

チンは特に発症予防効果が高いと報告

どが開発中の細胞増殖時に発生する

急速に変化し、2022年1月末現在、東

されている。カタールでの研究により、

プロテアーゼやRNAポリメラーゼを阻

京都の1日当たりの新規感染者数は1

どのワクチンも重症化予防が確実であ

害する低分子医薬品に大別されること

万人超に至った。
ピークアウトはいつに

るため、
国を挙げてワクチン接種をする

を説明したうえで、
「特例承認制度を使

なるのか、
全く先が見えない状態だ。

意義がここにあるという。

いながら治療の選択肢は広がってい

もっとも舘田氏はワクチンの効果は永

る」
と語った。

続的ではなく、2021年11月以降65歳以
上でのブレークスルー感染者の報告割
合が増えてきていると指摘する。65歳

一方で巷の様子を見ると、第1波～
第5波に比べて人々の姿は確実に多く
なっている。これは大きな違いだ。この

●メディアに求められること
社会的、経済的に解決していくべき

差を考えてみると、
やはり人は直接会っ
て話をしたいのだ。2年経過するなか
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でコロナという未知の得体のしれない

加えて効果のある治療薬も開発され

なっていたチーム医療や連携パスも

ウイルスが徐々に解明されつつあり、
ま

た。私たちは医学の進歩を目の当たり

どんどん進化している。そう考えると、

た治療法の確立やワクチン接種がもた

にしている。

らす安心感が人々の行動を変化させて
いるのだと思う。
オミクロン株がこれまでの株とどの
ように異なるのかは厳密には分かって

私は永く医薬品業界を見てきたが、

「鬱蒼としたコロナ禍はこれまでの医
療問題のブレークスルーになる存在な

こんなにも早く医薬品が患者の元に届

のだ」と今回の舘田氏の講演を聞いて

けることが出来るようになったことは

改めて感じた。

本当に素晴らしいことだと思う。

いない。しかし、2年前とは格段に違

それを可能にする行政を含めた医

い、検査体制は充実され、ワクチンに

療 供給体制についても、従来課題に

（よしだ・ともみ＝
筑波大大学院博士後期課程）

●2021年10月例会

「新型コロナウイルス感染症」ワクチンが抱える現状と課題
石井健さん（東京大学医科学研究所ワクチン科学分野教授）
報告・神保康子
10月例会は10月14日に開催され、講

また、破壊的イノベーションの2つ目と

師はワクチン研究に長く携わり、今話題

して紹介したのは、
ワクチン効果を高め

の国産mRNAワクチン研究も牽引する

た技 術 革 命だ。RNAの「 修 飾 」や、

石井健氏が務めた。最前線の研究者

DDS（Drug Delivery System）につ

から見た新型コロナ禍と、
ワクチン開発

いての紹介、
ワクチンの体内での作用

の歴史や背景、課題についての噛み砕

機序に関する説明もあった。

いた説明は、
ワクチンのことをこれから考
えていこうという場合にも、
ちょうどよい入

●mRNAワクチンの安全性は

り口になったのではないだろうか。活発

多くの参加者が、最前線の研究者で

だった質疑応答含め、大変有意義な時

ある石井氏からもっとも聞きたかったこと

間となった。

のひとつが、現行の新型コロナウイルス

●コロナワクチン開発の背景、
現状と課題

▲石井健さん

ワクチンの安全性についてだろう。
それ

1993年横浜市立大医学部卒業。臨床研究を経て

については次のように述べている。

臨床審査も務める。2003年に帰国。大阪大微生

「 人 に 打 たれてまだ 半 年 ちょっと

米FDAなどで7年間ワクチンの基礎研究に従事し、
物病研究所准教授、
医薬基盤・健康・栄養研究所ワ
クチン・アジュバント研究センター長を歴任、19年か

開発の背景の中で石井氏は、
英米で

（2021年10月時点）。長期の安全性は

の新型コロナウイルスワクチン開発のス

まだ保証されていない。
これをリスクとし

ピードについて、
「破壊的イノベーション」

て受け止めたうえで、感染症から守られ

興味深い。
日本のmRNAワクチン臨床

と述べた。短期間での実用化が可能に

るというベネフィットとの比を知って、
リス

開発は、東京大学と第一三共との共同

なった理由について有事対応として開発

クテイクしていただきたいと思う」

プロジェクトで進められ、2021年3月に

ら現職

は臨床試験に入っている。2022年中の

されたこと、
継続的な感染症研究が行わ

誰かに長期的安全の太鼓判を押して

れていたこと、
データシェアリングの徹底な

ほしいという淡い期待もあったが、
やはり

どを挙げた。

そんなに甘くはない。不確実性の中で情

実はこの研究の前段階の研究となっ

報を選び取っていくことの連続であると

た、石井氏が立ち上げ第一三共と共同

思い知らされた。

で進めたモックアップワクチン（模擬ワク

日本の課題としては、
研究環境の劣化
について触れ、
日本にまだないワクチン開

チン）
プロジェクトは、2018年に一度中

発研究や基礎技術拠点の設立の必要
性を訴えた。
石井氏はこれを10年来言い
続けているが、
変わっていないという。
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商用化を目指している。

●国産ワクチンについて
日本のワクチン開発の現状も、非常に

断している。臨床試験以降にかかる費
用を、国は「企業に持ってほしい」
と言

い、
これに対し、企業側は「これは国が

データを両輪とするシステムワクチン学

こと、
臨床試験の倫理的側面など、
非常

やるべきだ」
と主張した。石井氏はこの

へと発展中だという。講演の前半で「ワ

に興味深いやり取りがなされた。当日聴

対立を「研究の死の谷に落ちた」
と表

クチンは国防と外交をまたぐ公衆衛生

講できなかった方は、ぜひ当協会HPの

現する。再開したのは、
石井氏が東大に

の要」
と述べたが、学問領域的にも、微

会員限定ページをご覧いただければ…

移った後、新型コロナの流行が始まって

生物学から免疫学、
病理学、
薬理学、
公

と思う。

からだった。講演では淡々と語っていた

衆衛生学などと多岐にわたる。

が、
忸怩（じくじ）
たる思いだっただろう。

データサイエンスまで広がりを見せる

3回目の接種の是非についての質問
には「がん患者や高齢者など、本当に

ワクチン学を系統だって教えることは、

必要な人に打つことはあっても…」
とい

日本の学校教育においてなされていな

う前置きのあとで、先進国のエゴである

最後に、石井氏は昨今のワクチン開

い。石井氏は最後に「子供にワクチン

というWHO（世界保健機関）
の考え方

発が、感染症という対象疾患の枠を超

サイエンスを系統だって教えることが私

も提示し、
「 国が貧しく1回も打てていな

え、がんやアルツハイマー、糖尿病や高

のライフワークだと思って進めていきた

い人に思いを馳せられるかどうかが、
グ

血圧の生活習慣病、花粉や食物のアレ

い」
と述べて講演をしめくくった。

ローバルヘルスの本質だ」
と述べていた

●ワクチン開発研究の今後

ルギー、
自己免疫疾患などにまで広がっ
ていることを紹介した。

のが強く印象に残っている。
●活発だった質疑応答

現在～近未来のワクチン研究は、従

注目の話題とあって、質問も数多く寄

来の実験的検証と人工知能やビッグ

せられた。
ワクチンの安全性にかかわる

３年ほど前、弟に言われた「足、ケガ
したのか」という言葉が始まりでした。
歩き方が変だと指摘されたのです。

い気持ちで一杯になりました。

※ 10 月例会開催時点（2021 年 10 月 14 日）では、
東京都での 1 日新規感染者数は 61 名。2 回接種率が
全人口の 65.8％を占めていた。

（じんぼ・やすこ＝医療福祉ライター）

いに違いないのです。私は周りの方に恵

しかし、食べようとしても食べ物が逆

まれていましたが、せかされたり、出来

流してきそうで、毎回３口ほどで食べる

ないことを責められたりするのは精神的

知人に整形外科で有名な病院を紹介し

のを止めてしまいました。栄養士さんが

にどんなに辛いことでしょう。日本語学

てもらい、受診しました。検査後の診断

部屋に来て栄養を口から取るのがどんな

校で「介護の日本語」も教えていますが、

は「仙骨くも膜嚢胞」という初めて聞く

に大切かを説明してくれましたが、これ

教科書通りではないことを身をもって体

病気でした。
「髄液が流れている管が何

だけは無理だと思いました。

験しました。

らかの原因で出入り口が細くなって風船

分かってはいるけど出来ないこともた

のように嚢胞ができてしまい、神経を圧

くさんあります。もっととろみをつけれ
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迫してさまざまな症状が出ている」とい
う説明を受け、手術をすることになりま
した。
骨を切って嚢胞を取り、人工硬膜と自
分の臀部の脂肪で髄液が漏れないように
固定するという手術です。
３時間半ほどで手術は終わり、目覚め
た時には点滴はもちろん、尿を取るバ
ルーンの管、髄液漏れを測るための管、

その

大切なのは食事
が楽しめること
高田薫
（フリーアナウンサー、日本語教師）

小型の心電図など身動きができないほど
いろいろなものが付いていました。
とにかく辛い病院生活でしたが、その

ばとか、細かく刻めばとか、汁物ならと
考えがちですが、飲み込めないのは同じ
ことです。このことをたくさんの学生や
知り合いに伝えようと思いました。
退院から半年、いまも足の痺れはとれ
ませんが、自由に動けて食べられること
に感謝しています。健康は人生の目的で
はないけれど、生きていくうえでの基盤
になるものだということを思い知らされ
ました。ストレスなくゆっくりと食事を

そのときに頭に浮かんだのは、食べる
のが遅い介護施設などのお年寄りです。

中でも一番苦しかったのは食事です。初

食事介助をしている介護士さんは大変だ

めの 1 週間ベッドアップ 15 度と決めら

なと思っていましたが、
「上半身を起こ

れていて、寝たまま食事をとることがど

しても、お年寄りの立場に立ってみると

んなに大変か分かりました。普通食です

なかなか飲み込むのが難しく、想像以上

が、半量にしてもらい＝写真、看護師さ

に苦労しているのではないか」というこ

んが食べさせてくれるのです。本当にあ

とでした。

りがたく、看護師さんは介護職までこな

食事だけでなくいろいろな機能が衰え

さないといけないんだと思うと申し訳な

ていると、思った以上に大変なことが多

楽しむことは、すべての人にとって重要
なのではないでしょうか。
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書 評

プラス

訳著者に聞きました／大脇幸志郎さん
ています。
日本語の本のほとんどは20年以上前に
否定された「エビデンスのピラミッド」など

れやすいので、
そうした極論だと思われない
ための工夫が必要と考えました。帯文をくだ
さった勝俣範之氏に感謝しています。

の説明で終わっているので、最近の事情に
対応し、
しかも一般向けに易しく書かれたこ
の本を役立ててほしいと思っています。個

〇今回の訳著を通じて、大脇さんが
広く社会に伝えたいと思われたことは?

人的な経験を例にすると、
ある大学教授に

エビデンスをよく見て医療を考えるやり方

「君たちはエビデンスのピラミッドを知って

の模範例にしてほしいと思っています。通俗

いるかね」
と言われたので「それはもう時代

的な議論では、
エビデンスといえば唯一絶対

遅れで、GRADEというものがあって…」
と

の正解だとか、逆に数字でしか患者を見な

説明しようとしたのですが、
ぜんぜん聞いて

い冷たい考え方だといった極端な理解をさ

もらえなかったことがあります。そういう状況

れがちですが、
現実はその中間にあります。
ど

『悪いがん治療—誤った政策とエビデンスが
どのようにがん患者を痛めつけるか』
ヴィナイヤク・プラサード 著/大脇幸志郎 翻訳
晶文社 (3,520 円 税込)

は改善していきたいですね。

ういう意味でランダム化比較試験のエビデ

〇なぜ今回の訳著を手がけようと

瞭な文体なので、翻訳作業はかなりスムー

ンスが大事なのか、
それを読み解くときに何
〇翻訳や制作の過程で苦労された点、

メージしてほしい。
この本ではたくさんの例が

原文が一般向けを強く意識した簡潔明

示されています。

思われたのですか?

ズに進みました。
ただ一般向けとは言っても

この翻訳は持ち込み企画です。プレシ

やや専門的に踏み込んだ部分もあり、訳注

ジョン・メディシンについて海外の議論を調

を入れるとか訳語そのものを説明的にする

べていたときに、
それは患者中心の考え方

など手当てをしました。

ではないとするヴィナイヤク・プラサード氏の

に気をつければいいのかを細かく具体的にイ

あるいは留意された点は?

（※編集担当からの質問にテキストメール
にて回答してもらいました）
<訳著者プロフィール>

日本の出版文化ではこうした専門書とマ

1983年生。2008年東京大学医学部卒

インタビューを見つけたのがきっかけで原著

スメディアの中間にあたる本が相対的に少

業。出版社勤務、医療情報サイト運営の

にたどり着きました。臨床のエビデンスにつ

ないと思います。つまり潜在的にはもっと詳

経験ののち医師。著書に『「健康」
から生

いて高いレベルの議論がなされていたので

しく知りたい読者がいるはずで、
そうした人

活をまもる』、
訳書にペトル・シュクラバーネク

紹介したいと思いました。医学の教科書的

をイメージしながら翻訳しました。
さらには内

『 健康禍 （
』ともに生活の医療社、2020

な内容ですが一般向けの販路を持ってい

容として、製薬産業批判は一足飛びに医

年）
がある。朝日新聞アピタル連載中。有

る晶文社が引き受けてくれたことに感謝し

療の否定とかニセ科学支持に結び付けら

料動画配信「シラス」
でも活動している。

2021年度新入会員のご紹介
（敬称略、順不同、希望された方のみ掲載）

入会月
2022 年 1 月
2022 年 1 月

氏名

田丸
新井

喜代子
治夫

事務局便り

●幹事会を開催
協 会では理 事 以 外に現 在19人の幹 事
が協 会の運 営に関わっていただいていま
す。2月中旬に幹事会をオンラインで開催
することができました。
ここ2年ほどで幹 事
には新たなメンバーも加わり、かつコロナ禍
も相まって互いに面 識のない幹 事も増え
てきている中で当 初 の1時 間を大 幅に超
過する形で活発な意見交換が行われまし
た。その中では月例 講 演 会に「××さんを
呼んでほしい」などといったかなり具 体 的
な提案も。
この 「××さん」はかなりの大物
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所属
助産師

（西日本支部）

読売新聞 OB

（西日本支部）

で、ハードルは高いのですが、実現に向け

同封いたしましたので、
どうぞ利 用をご検

て動き出そうと考えています。

討願います。

（村上和巳）

●年会費のお支払いがより便利に
これまで協会の年会費については毎年

Medical Journalist
Vol.37 No.1（通巻93号）

郵便振替の用紙にて手続きをとるというも
ので、会員の皆様にも負担が少なくない仕
組みでした。そうしたことから今春から新た
にリコーリースのシステムを利 用した自動
引き落としシステムを導 入することが決 定
いたしました。一度お申し込みいただくと毎
年 会 員 更 新 時に登 録口座から年 会 費が
自動的に引き落とされ、毎年の手続きが不
要となります。今 回、口座 振 替の申込 書を
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