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各位 

健康・医療・医学分野で活躍する 80歳以上・35歳以下の方々を顕彰する 

第６回「山 上
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賞
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」 

スペシャルドキュメンタリー映像ライブ配信のご案内 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、高齢を迎えてなお、日本の広範な健康・医療・医学分野において素晴らしい活躍をし、より

よい社会を築くことに貢献している方々を顕彰すべく 2015年に創設致しました「山上の光賞」は、

お陰様で本年で 6 年目を迎えます。今年度からは、新たに 80 歳以上のご高齢の方々に加え、35 歳

以下で活躍する方々も併せて顕彰することとなりました。 

 

少子高齢化社会の日本では、人口構造の変化に関するネガティブな話を多く耳にするようになりま

した。しかしながら、その対極には日本の高齢者や若者が素晴らしい活躍をしている数多くの偉大

なストーリーがあります。そこで、高齢を迎えてなお、その豊富な経験、知性、そして知識を駆使

しながら活躍を続けておられる方々や、若年にして様々な業績をあげている期待の精鋭を顕彰する

ことにより、更に多くの日本のシニアを勇気づけ、また若い世代の更なる活躍を触発することをこ

のプログラムは目指しています。シニア層、若年層という全く異なる世代において、健康・医療・

医学分野で活躍し、広く社会に貢献している方々を一緒に顕彰することによって、少子高齢化の只

中にある日本の明るい希望に光をあてることを目指しています。 

 

本年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、例年開催しております授賞式・祝宴ではな

く、受賞者の方々の活躍をドキュメンタリー形式でご紹介する映像のライブ配信を 2020 年 10 月 6

日（火）午後 5時より行い、第 6回山上の光賞受賞者を顕彰いたします。この映像では 80歳を超え

てなお、日本の広範な健康・医療・医学分野において活躍を続ける 3名、そして 35歳以下という若

年にして素晴らしいお仕事をされている 3 名、合わせて 6 名の受賞者の活動をインタビュー等を交

えたドキュメンタリー形式でご紹介するものとなります。 

 

今回はコロナ禍のため、残念ながら例年のような授賞式・祝宴を開催し受賞者の方々を称えること

はかないません。しかしながら、過去 5 年間築いてきた山上の光賞の歴史をここで途絶えさせるこ

となく、例年とは別のかたちであっても栄えある受賞者を顕彰することが肝要であると関係者一同

考えております。今回ご紹介する第 6 回山上の光賞受賞者の方々のストーリーが大変興味深いもの

となり、困難に直面している現在の日本において、希望の光を灯すことを私共は確信しております。 

 

ご多用とは存じますが 10月 6日のライブ配信へ何卒ご参加賜りますようご案内申し上げます。 

 

敬白 

 

一般社団法人 日本病院会 会長 相澤 孝夫 

公益社団法人 全日本病院協会 会長 猪口 雄二 

 

 

 

「山上の光賞」はブリストル・マイヤーズ スクイブの協賛によって開催されます。 

 



 

記 

 

会合名  第 6回「山上の光賞」スペシャルドキュメンタリー映像ライブ配信 

 

日 時  2020年 10月 6日（火）午後 5:00－6:00 

 

場 所  山上の光賞ホームページ www.sanjo-no-hikari-sho.com 

 

開始時刻にホームページへアクセスして頂けますと、第 6 回山上の光賞受賞者の

活動を紹介するドキュメンタリー映像のライブ配信がご覧頂けます。 

 

参加登録 お手数ですが、ご参加の可否を下記①―③のいずれかの方法で、10 月 2 日（金）

までにお知らせ頂けますと幸いです。 

 

① 参加フォーム https://forms.gle/W4rqe5NQDtg7CWjJ7 

   右記 QRコードからもアクセスできます 

② Eメール info@sanjo-no-hikari-sho.com 

必要事項（ご出席・ご欠席、ご芳名、ご所属、お役職）を必ずご記入ください 

③ 同封の返信用紙 

   

ご参加を予定されている方には必要の際、E メールにて情報をアップデートさせて頂きます。ご参

加を予定されている方は上記のいずれかの方法で事前に参加のご登録を頂けますようお願い申し上

げます。 

 

なお、山上の光賞では、今回のドキュメンタリー映像のライブ配信をひとりでも多くの方にご覧頂

きたいと願っております。同僚、ご友人の方などにもご案内いただけますと幸甚に存じます。 

 

以上 

 

handa
テキストボックス
（4ページ目）

handa
線

handa
線



第 6回「山上
さんじょう

の光
ひかり

賞
しょう

」 
 

【受賞者】 
80歳以上の部 医師部門 
森岡 恭彦 （90） 公益社団法人日本医師会 前参与 
 

80歳以上の部 看護・保健部門 
川村 佐和子 （82） 聖隷クリストファー大学 看護学部 教授 

 
80歳以上の部 NPO・ボランティア部門 
中本 忠子 （86） NPO法人食べて語ろう会 理事長 

 
35歳以下の部 研究者部門 
高山 和雄 （33） 京都大学 iPS細胞研究所 講師 

 
35歳以下の部 NPO・ボランティア部門 
江本  駿 （30）  NPO法人 ASrid 研究員 

 
35歳以下の部 公衆衛生部門 
鈴木 恵美里 （31） 東京医科歯科大学医学部附属病院総合教育研修センター   

初期研修医 
 
【共催】 
一般社団法人日本病院会 
公益社団法人全日本病院協会 
 

【協賛】 
ブリストル・マイヤーズ スクイブ 
 

【後援】 
日本医学会 
公益社団法人日本医師会 
公益社団法人日本看護協会 
公益社団法人日本精神科病院協会 
一般社団法人日本慢性期医療協会 
 

【審査委員】（五十音順、敬称略） 
安西 祐一郎 独立行政法人日本学術振興会顧問・学術情報分析センター所長 
坂口 力 東京医科大学特任教授、元厚生労働大臣 
樋口 恵子 NPO法人高齢社会をよくする女性の会理事長 
 東京家政大学名誉教授 同大学女性未来研究所所長 
藤崎 一郎 一般社団法人日米協会会長、元駐米大使 
古川 貞二郎 恩賜財団母子愛育会会長、元内閣官房副長官、元厚生事務次官 
松原 謙二 公益社団法人日本医師会副会長 
向井 千秋 東京理科大学特任副学長 
 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）特別参与 
矢﨑 義雄 東京医科大学理事長 
渡辺 允 元宮内庁侍従長、元駐ヨルダン大使 

 
 

 
【諮問委員】（五十音順、敬称略） 

あべ 俊子 衆議院議員 

石田 祝稔 衆議院議員 

今井 裕 東海大学医学部専門診療学系画像診断学教授 

大塚 太郎 青梅慶友病院理事長 

大塚 義治 日本赤十字社社長、元厚生労働事務次官 

河北 博文 公益財団法人日本医療機能評価機構理事長 

 社会医療法人河北医療財団理事長 

幸田 正孝 医療経済研究機構顧問、元厚生事務次官 

塩崎 恭久 衆議院議員、元厚生労働大臣 

新藤 義孝 衆議院議員、元総務大臣 

高成田 享 元朝日新聞論説委員 

立川 敬二 立川技術経営研究所代表、元宇宙航空研究開発機構理事長 

  元 NTT ドコモ社長 

谷合 正明 参議院議員 

とかしき なおみ 衆議院議員 

中山泰秀 衆議院議員、自民党外交部会部会長 

羽田 雄一郎 参議院議員、元国土交通大臣 

坂東 眞理子 昭和女子大学理事長・総長 

福井 次矢 聖路加国際病院院長、聖路加国際大学学長 

古川 元久 衆議院議員、元国家戦略担当大臣 

牧山 ひろえ 参議院議員 

三ッ林 裕巳 衆議院議員 

百村 伸一 さいたま市民医療センター病院長 

森口 泰孝 東京理科大学特別顧問、元文部科学事務次官 

吉澤 靖之 前東京医科歯科大学学長 

渡辺 孝男 米沢市病院事業管理者、元参議院議員 
 

※各人は必ずしも所属先の代表として「山上の光賞」の審査委員、諮問委員を務める訳ではありません。 
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返信先：E-mail: info@sanjo-no-hikari-sho.com  

FAX: 03-4243-2031 
 

 

第 6回「山 上
さんじょう

の 光
ひかり

賞
しょう

」スペシャルドキュメンタリー映像ライブ配信 
（オンライン上でのライブ配信） 

 
2020年 10月 6日（火） 

午後 5時－午後 6時 

 

ご出席         ご欠席 

                                 月   日 

＊ご芳名、貴社（団体）名、お役職は日英ともにご記入願います。 

        

  ご芳名 
 

  

  Name 
   

  
    

  ご所属 
 

  

  Affiliation 
 

  

  
    

  お役職 
   

  Title 
 

  

  
    

  ご住所   〒   

   

      

  Tel 
 

FAX    

 
E-mail

（必須） 
  

 

＊ お手数ですが 10月 2 日(金)までに Eメール（info@sanjo-no-hikari-sho.com）または FAX

（03-4243-2031）にてご返信賜りたく存じます。 

＊ ご記入いただきました個人情報はこの会合のための諸対応および将来の類似のイベン

トのご案内のために使用させていただきます。 

＊ 本件に関するお問合せは山上の光賞事務局（03-5404-3813）までご連絡願います。 




