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北海道女性医師の会　会報

　平素より会員の皆様にはご協力を頂き、心より御礼申し上げます。

　昨年度より会報を発行していくこととな

り、本刊は第二号となります。人と人との

『繋がり』により、可能性が『広がる』よう

にと思いを込めました。

　今年度も会報はibook  authorにて作成し

ました。また、昨年度と同様に紙媒体はもち

ろんのこと、電子媒体で見ることもできま

す。ご郵送不要の方はご連絡下さい。

　できるだけ多くのご報告に努めていこうと

思っております。また、会員の皆様からのご

要望や掲載依頼に関しましても対応いたします。

　今後共に本会のご支援とご助力をお願いできますと幸いです。よろしくお願いいた

します。

　※本年度より、年会報作成を医学生さんにお願いし、多くのメール内容を整理し、

まとめてもらう作業をしていただきました。初回は札幌医科大学医学部６年生の伊藤

浩平君に作成していただき、非常に多くの作業を一人でやり遂げて下さいました。次

年度は札幌医科大学医学部４年生新川知代さんに作成をお願いしています。

　幅広い世代で活動を繋いでいけるように、今後も努力していきます。皆様のご指導

ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
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会長挨拶
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北海道女性医師の会　　会長　澤田  香織

１，ご挨拶

　会員の皆さまにおかれましてはご健勝にお過ごしのこととお慶び申し上げます。　

　本会におきまして、大きな活動としてゆいネット北海道、および2大学懇談会がすでに終了し、すでに
HP、メールマガジンでもご報告しておりました。

    平成24年10月27日(土)には、NPO法人ゆいネット北海道設立記念講演会が開催され、日本女医会より
津田会長、対馬副会長がご臨席いただき、また高橋はるみ知事や上田札幌市長、長瀬北海道医師会会長よ
り祝辞もいただき、さらにたくさんご参加者よりご支援いただきました。心より深く感謝申し上げます。

    講演では、加藤治子先生より、2010年4月に開設したSACHICO(性暴力救援センター  大阪　Sexual  
Assault  Crisis  Healing  Intervention  Center  Osaka  )の2年間の歩みと利用状況についての多様な視点
での検討を伺い、またさまざまな運営上の課題についての示唆をいただきました。

　北海道のSACRACHは、まずは相談センター事業からとなりますが、今後、医療との連携の実績を積み
重ね、被害者の視点にたった支援、そして「自分自身で決める」ことを支援できるよう進んでまいりま
す。特に被害者への医療費補助、相談支援者の養成、育成も含め、とてもお金を必要とすることも今後に
向けて大切な問題です。現在は寄付を募らなければならない現状でございます。

　今後ともよろしくご指導ご支援お願い申し上げます。

  

２，一緒に活動の輪を広げていきませんか？

　医療崩壊・医師不足が叫ばれる昨今、医療の現場では多くの変革が求められています。

　医学部女子学生も年々増加し３割を超え、今後さらに女性医師の社会的活躍が期待されるとともに、早
急に女性医師が働きやすい環境づくりが必要と考えられます。

　平成１５年４月に北海道在住の女性医師の社会的ＱＯＬ向上を目的として北海道女性医師の会が設立さ
れ、日本女医会北海道支部としての女性医師の親睦に加え、育児支援、就労環境調査、北海道女性医師史
編纂、思春期の性の問題や性差医学の勉強会などの活動をしてまいりました。

　現在、大学や全道各地に本会の情報交換・交流の場、女性医師および女子学生のサポート・ネットワー
クを構築しています。この会が会員相互の親睦の場・切磋琢磨の場になるよう、若い女性医師たちにとっ
て先輩より学ぶ場となるよう、また先輩医師たちにとってこの激動の時代を乗り越えていかなければなら
ない後輩医師たちを援助・激励する場になるよう活動しています。

活動内容

（１）北海道在住の女性医師の社会的ＱＯＬ向上

（２）ゆいネット北海道（子供の健康を守るための活動）

（３）公開シンポジウム、講演会などの開催

ご挨拶と本会について



平成24年度北海道女性医師の会総会
平成２４年４月１４日
札幌グランドホテル

　平成24年度総会も、昨年同様に医学生がたくさんご参
加してくださり、また総会講演には、歯科医師会、札幌 市など
からも10名のご参加もあり盛会に終了できました。皆さ まのたく
さんのご協力に心から感謝申上げます。特にこのたびの片 桐由喜先生、
川崎一彦先生のご講演は、今年度の活動に繋ぐ示唆に富ん だご講演とな
り、たくさんの気づきをいただきました。重ねて感謝申上げ ます。

　さて、新体制となり1年経過いたしました。守内前会長から引き継いだ大きな2つの
活動は、これからも楽しみな展開を見せております。一つに、ゆいネットは昨年度よ
り日本女医会のモデル事業より本会主催となりゆいネット札幌よりゆいネット北海道
と改称し、さらに広がりのある活動へとなっております。また、医学生懇談会は昨年
度初めて2大学合同となり、開催そのもののプロセスにも大変意義のある、医学生と
の素晴しい連携を見せてくださいました。会員皆さまお一人お一人のお力が本当に素
晴しく、北海道女性医師の会はそれを繋ぎ、社会に向けての活動と考えております。

　また、広報の遠藤香織先生のネットを利用した様々なご提案は、理事の先生方だけ
でなく、広い北海道の地域の会員の先生方を結び、また全国の同じ活動している女性
医師の団体とも繫がりができ、その距離感がぐっと近くなりました。そういった意味
でも私たちは、この会を通じて新しい体験をしております。会員皆さまの輝きを大切
にし、その輝きにより私達も勇気をいただき、また診療とは異なる様々な繫がりによ
り、楽しみながら社会に貢献できることを願っております。

　どうぞ今年度もよろしくお願い申し上げます。

　ご報告とお礼まで

１，講演会（1）『韓国におけるワンストップセンターの現状と課題』

小樽商科大学商学部教授 片桐由喜先生

　私が小樽商科大学教授の片桐由喜先生に初めてお会いしたのは、精神科の中野育子
先生が主宰されている《気まぐれガールズナイト》の懇親会で、伸びの良い声を持つ
明るく楽しい片桐先生に惹きつけられ、フアンになりました。先生は社会保障制度の
ご専門で、虐待・暴力の支援政策を研究され、韓国を研究対象国とされているそうで
す。
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　ご講演内容を簡単に記します。ワンストップセンターは、性暴力・家庭内暴力・売
春被害者に対する365日、24時間の相談、医療、法律、捜査支援をワンストップで提
供し、被害者に迅速に対処するとともに、被害者に対する二次被害を防止することを
目的としたものです。韓国では2001年に｢性暴力緊急医療支援センター｣として警察病
院に設立され、今や国内でのワンストップセンター数は16、児童や知的障害者を対象
としたセンターは13カ所になり、日本の大阪、愛知、東京とわずか3カ所とは大違い
です。2010年の統計では取り扱った被害者数は2万１千人以上、支援数は5万4千件に
のぼるとのことです。

　財源は国庫補助50~70％で、残りを地方自治体が負担し、被害者は無料で外科や産
婦人科、精神科医の治療を、また資格のある相談員や弁護士の支援も受けられます。

　センター運営の問題点もいくつか挙げられましたが、被害者のたらい回しが無く
なったこと、施設の中の暴力問題が減ったことなど、女性や子どもを守るシステムと
して良く機能しているという印象でした。日本と特に違うのは、日本は全ての被害者
は親告罪となりますが、韓国では19歳未満や知的障害者が被害にあった場合は非親告
罪とされ、陳述内容と調査過程は義務的に録画されます。成人の場合は、被害者が陳
述録画を希望する場合に、積極実施することになっているそうです。

　片桐先生のお話は非常に分かりやすく、さすが学生教育にご熱心なだけ魅力あふれ
るものでした。センター運営の財源の半分以上は国庫負担であることに驚くと共に、
今後の私達の活動｢ゆいネット北海道｣も国や地方自治体に協力を仰がなければ！とい
う思いを強くしました。

札幌・苗穂レディスクリニック　堀本 江美

２， 講演会（2）『ワークライフバランス～スウエーデンの視点から』

東海大学国際文化学部国際コミュニケーション学科 教授 川崎一彦先生

　もう１０年以上前になりますが、認知症高齢者の研修を受けにスウエーデンのス
トックホルムに２度行きました。訪れた施設の責任者が皆女性であったこと、日曜日
に乳母車を押していた男性の姿が多いことに非常に驚くとともに、女性が仕事をする
のが当然であり、学歴の高い女性ほど子どもの数が多いと聞いてショックを受けたこ
とを覚えております。

　今回ご講演下さった川崎先生の奥様はスウェーデン人で、先生はストックホルムと
札幌を行ったり来たりの生活をされています。２つの国の女性の生き方を比較しての
お話は非常に興味深く、私達の立地点を根本から見直す良い機会になりました。簡単
にご報告致します。
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　先ずはワークとライフ（仕事と人間的生活）の両立のお話があり、ワークとライフ
は二者択一では無く、相互補完関係ある事を述べられました。結婚、育児、労働に関
して日本と北欧を比較してみると、上場企業の女性役員はノルウェーでは４０％、ス
ウェーデンでは３０％近いのに、日本では殆どいない！女性の社会進出が非常に遅れ
ていることが指摘されました。

　結婚に関して、1988年以降スウエーデンでは出生率が右肩上がりなのに対し、日本
は毎年下降している。子どもを生み育てたい社会にするにはどのような工夫が必要
か？という点のお話がありました。スウエーデンでは４８０日まで育児休業が保証さ
れ、休業直前の８割の所得を得ることができる。1987年に新サムボ制度が出来、法的
に結婚していなくても財産分与権や養育権が規定されていること、子どもには公立保
育園が保証され、教育費は大学まで無料だそうです。

　続いてスウエーデンの医師について、若いレントゲン科の女医さんであるソフィア
さんを例にしてお話して下さいました。仕事の後はやはりかなり消耗するが、専門の
科によって労働環境は異なり、パートナーとの調整が必要と考えているそうです。日
本の女性医師に対してエールを送って下さいました。

　最後に、Shawn Achorの『幸福優位の７つの法則』が紹介されました。感謝するこ
とを毎日３つノートに書く、毎朝家族や友人などに感謝や賞賛のメールを書くな
ど・・・私も実践しようと思いました。

　幸せになれば成功する！幸せlyckaが複数lyckasになると成功という意味になるそう
です。

　先生のご講演は、島倉千代子の演歌『愛するあなたへの手紙』で始まり、終わりに
は皆で2分間の瞑想を行う！という型破りの非常に魅力的なものでした。２分間の瞑
想時間が長いものに感じたのに対し、講演時間の４０分が非常に短く感じられ、参加
者からもっとゆっくりお話をお聴きするチャンスを設けてほしいと言う声が続出しま
した。先生も、もっとお話したいことが沢山あったに違いありません。機会を設けて
是非続きのお話を伺いたいものです。

医療法人社団 三草会　クラーク病院　内科　守内　順子

※議事録に関しましては、今回会員ページにて公開とさせていただいております。
←http://www.hmwa.jp/members/memberssite/m_soukaireport.html

※今後、北海道女性医師の会総会は，4 月第 3 土曜日と決め会場を 札幌グランドホテ
ルといたします。来年度のご参加もお待ち申し上げます。
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二大学合同懇親会
守内統括委員長　長井北大委員長　永石札医大委員長
学生委員：半田（札医）、柴田（北大）

　女性医師の占める割合が増えてきている今、北海道女性医師の会は働く
環境やキャリア形成、家庭生活との両立などについて学生時代より考えて
いくことが重要と考え、平成１９年から札幌医科大学と北海道大学それぞ
れで医師・研修医・学生の話し合いの場を持ってきました。昨年度からは
２大学合同の会とし、今年度は平成24年11月17日『僕たちの未来予想図
～医師のワークライフバランス』というタイトルのもと札幌医科大学で開
催しました。

　特別講演には北欧のライフスタイルからワークライフバランスについて
長年研究されている、川崎一彦東海大学教授をお招きし、講演を頂くとと
もに全員参加型のディスカッションを行い、参加者同士の意見交換をしま
した。

内容

　会は主催者側の学生、札幌医大の半田和香子さんと北大の柴田美音さんの挨拶で始
まりました。引き続き、実行委員の札医大の永石歓和先生と北大の長井桂先生の司会
で、最初に４名の若い先生方にお話いただきました。

　北海道大学 精神科神経科の田中真佑先生からは、ご自身の率直な進路選択の過程
や、仕事と報酬という一見世俗的な話を通じて、「自分の真の姿」という哲学的な内
容をわかりやすく皆に問いかけていただき、最初にして非常にインパクトの強いお話
しでした。

札幌医大　整形外科の小林拓馬先生

　大学院生という比較的時間を自由に使える期間を利用して、独自に工夫したご自分
のタイムスケジュールを公開して下さいました。また、サッカーのチーム医師とし
て、時に看護師の奥様と一緒に仕事をしながら試合を楽しむなどの秘策も披露してい
ただきました。

7



北海道大学 消化器内科の工藤真弓先生

　４人のお子さんの育児に奮闘中でありながら、生き生きと仕事を続けておいでの様
子をお聞きしました。

NTT東日本病院 泌尿器科の進藤哲哉先生

　外科医の奥様が３人目のお子さんを出産された後、札幌医大で子育て休暇を取られ
た男性医師としての経験談を話され、会場に大きな反響がありました。

　小休止の後、東海大学の川崎一彦教授に「ワークライフバランスと幸せ」というタ
イトルで特別講演をいただきました。まずは、スカイプを用いて川崎先生のご友人の
臨床医であるスウェーデンのLars Nylund先生にワークライフバランスについて直接お
話しを伺いました。その後、川崎先生からスウェーデンでの労働、結婚、育児観、そ
して《幸せ》 についての感じ方・測り方・条件、そして幸せを得る方法などについて
お話がありました。

　引き続いて川崎先生が進行役となり、４名ずつ医師と学生が混って座っているテー
ブルで全員参加の※ワールドカフェ方式のディスカッションが始まりました。

[※ワールドカフェとは？ ：少人数に分けたテーブルで自由な対話を行い、ときどき他
のテーブルのメンバーとシャッフルして対話を続けながら、参加する全員の意見や知
識を集めることのできる会議手法]

第一ラウンド『望ましいワークライフバランス像は？』。

　目の前におかれた模造紙にマジックペンでメモしながら、自分の出身地と名前を紹
介し、《世の中は・・・》で会話がスタートしました。初対面の医師と学生間でもす
ぐに打ち解けて話が盛り上がりました。

第二ラウンド『望ましいワークライフバランスのために、私たちが明日から出来るア
クションは？』

　テーブルのメンバーを変え、前の人が残したメモを見ながらの話合い。そして最後
に１６テーブルから、それぞれ話あったことを発表し、皆で共有しました。ディス
カッションを終えて、自分たちの気付きのメモを壁に貼っている参加者の顔は明るく
興奮しているように見えました。

　クロージングの《カンテレあんさんぶるみゅう》の方々によるフィンランドのカン
テレ演奏は、参加者の心をゆったりとした平和な世界に連れて行ってくれました。

　今回の会は初めてワールドカフェ方式のディスカッションを取り入れ、戸惑うこと
もありましたが、学生さんからは『今回は参加型の要素が強く、意見が飛び交い、良
い会だったと』 感想をいただき嬉しく思いました。なお、当日配布したアンケート
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の結果、５０を越す気づきのメモに関しては、改めて違う場で皆さまに見て頂きたい
と思います。

9
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　NPO法人ゆいネット北海道での具体的な活動は3つ
あります。

　(1)子供の健やかな成長を支援

　(2)未成年、女性の健康支援

　(3)性犯罪・暴力被害者支援活動

　なかでも、(3)性暴力被害対策は取り組みが難しく、地域で適切に速やかに
連携し対応できるためには、まず、お互いの活動を理解することが必要であ
り、その活動を尊重することが非常に大切であると認識しています。また、
具体的な活動へとつないでいくためには、当団体が専門家と共に主導とな
り、ネットワークと支援システムを構築し、各組織と協働していくことが必
要です。

 　現状では、女性への暴力が後を絶たない状況です。道内においては、2009
年、札幌市内において、車を使って女性を襲い死亡させるという痛ましい事
件が発生しました。道警の調査によると、最近5年間における性犯罪の認知
件数は、強姦が314件、強制わいせつは1337件となっていますが、これらは
氷山の一角であるという見方もあります。 性暴力はその性格上、被害者が被
害に遭いながらも、恐怖や屈辱感で人に知られたくないと思い、一人で悩ん
だり、望まない妊娠を強いられる場合もあります。医療現場において被害者
に接する中で、心身ともにダメージを受けている被害者は、とりあえず診察
には来れても、このことを他に知られたくないという人が少なからずおり、
その苦悩の大きさを見て取ることができます。

　こうした中で、性暴力被害者が、ためらうことなく、必要 な相談・支援を
受けられる体制の整備が必要とされており、 2010年4月、日本で初めて、大
阪府内の病院に性暴力被害者が相談や診療などを一カ所でできる「性暴力救
援センター」が開設された。性暴力の被害にあった女性を多く診てきた産婦
人科医が支援の必要を痛感して立ち上げたものである。また、昨年度、警察
庁と愛知県警が、愛知県内の病院で「性犯罪被害者対応拠点モデル事業」を

10

ゆいネット委員会
委員長：堀本　委員：守内　平山　遠藤（香）長島　藤
根　佐久間　祐川　澤田



行っています。 性暴力は、女性の心身を深く傷つけ、生涯にわたって影響を
及ぼす重大な人権侵害であり、事件後の早い段階から、心身の救済と尊厳の
回復を図る措置がとられることが必要です。このことから、2010年4月ス
タートした国や北海道の 「第二次犯罪被害者等基本計画」では、医師、民間
支援員、 弁護士、臨床心理士、警察などによる支援が可能なワンストップ支
援センターの設置促進のための施策や支援方策の検討が盛り込まれており、
北海道においても、性暴力被害者救 済のためのワンストップ支援センターの
設置が望まれます。このことにつき、道議会において審議をいただき、実行
に移すため当会でも積極的な活動を行っています。

　しかし、公共事業としての受託が必要な中、先導する医療機関の欠落によ
り、具体的な支援活動は理念のままに終わっています。また、経済的な面で
も十分な相談支援員を確保することができず、体系的なシステム欠如により
効率的で安心できる被害者支援は実行できていません。 ネットワーク作りに
おいても、既存の事業が道内に無かったために、自分達で各機関へ相談し、
協力を仰ぐことが必要です。ボランティアだけでの活動では、これ以上進展
することが困難な局面となっています。

　具体的には、相談受付(電話・面接)及び診療を中核メニューとし、あわせ
て被害者が希望する場合には、警察の招請による被害申告・証拠採取、カウ
ンセラー・弁護士への引継ぎ等、被害者が必要とす る関係者への連絡
を行います。 一方、電話相談を受け、必要に応じ
て関係先に関する情報提供を行います。 被害者の
身体的・精神的負担の軽減の観点からは、特に強
姦事案のような被害者の置かれた状況がより深刻な
事案においては、拠点支援活動員を中心にして、密
接なサポート態勢で必要な関係先に連絡・引継が
なされる形態が効果的と考えられます。これらの活
動を継続的な事業とし、全国へ広げられるような
モデル事業を創設したいと考えています。

S exual　A ssault　C risis　R elief　
A ssist　C enter　H okkaido
ゆいネット北海道では、ご寄付を募っております。会費
と違い特に定額や期限などはありません。いつでも、いく
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らからでも受け付けております。

※ 大変恐縮ながら、振込み手数料は、お振込みされる方のご負担となりま
す。

１，札幌で性暴力被害者救援センターSACRACHを設立

　ロンドンオリンピックが始まり、いじめの報道や子どもへの虐待事件の報
道が薄れているのを感じます。でも一時のことです。　どうして悲しい事件
が起きるのでしょうか。行き場のない怒りがどんどん溜まると、自分でもど
うしょうもなくなって怒りの矛先は弱い者へ向かっていき、女性や子どもが
ターゲットになります。　そして日本には性暴力被害者の救援センターがほ
とんどありません。30年にわたって札幌で被害者救援活動をしてきた女性の
呼びかけに応えて北海道女性医師の会が立ち上がり、NPO法人ゆいネット北
海道を設立しました。皆さんに講演会に足を運んでいただきたい、そして寄
付をお願いしたくて投稿しました。

　我々は法人格を持ち責任を持って被害者支援の責務追考を行うため、今ま
での緩やかなネットワーク作りから本格的な組織として第一歩を踏み出すこ
ととしました。被害者支援のための迅速なネットワークとプロトコル作成を
目標とし、まずは電話相談窓口回線を設けることから始め、徐々に事業拡大
を行い、多面的なサポート態勢を形成していくことを目標とします。　

　具体的には、相談窓口業務として、緊急を要する事例の振り分け、緊急時
は初期の対応の指示、医療機関への連携、警察との連携（初期事情聴取）、
被害者届け、感染症検査、妊娠検査も含め、今後の必要事項の説明などを行
なう。実際には、保険証がない、または使えない、お金がない被害者には、
被害届けを出すと検査が公費でまかなえるなどの情報を伝える。

　将来的には、医療機関、警察などへの付き添い支援、精神的な支援が期待
されているが、現状の予算には、人件費がなく設立年度での達成は困難であ
るため、法人申請通過後には継続的活動を行うために、新規予算獲得も目指
して活動を行なって参ります。

２，平成23年度ゆいネット札幌　公開シンポジウム
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「大阪のSACHICOをあなたの地域につくるために」

平成24年10月27日　札幌エルプラザ　3階大ホール

　参加予定者は当初数十名だったのですが札幌市内はもとより、帯広市や旭
川市からのご参加もあり、当日は120名を超える皆さまがご来場下さり盛大
な講演会となりました。

　会の始めには、名古屋から駆けつけていただいた日本女医会の会長　津田
喬子先生、ゆいネットの生みの母である対馬ルリ子副会長からご祝辞をいた
だき、北海道環境生活部くらし安全局の浜田美智子局長が北海道知事高橋は
るみ様のご祝辞を披露して下さり、続いて札幌市長の上田文雄様からのお言
葉をアナウンス学校の学生さんがご披露してくれました。さらには北海道医
師会　会長　長瀬　清様からの祝電披露もあり、実に多くの皆さまにご支援
ご協力いただいていることに改めて感激致しました。

　基調講演は、2010年4月に開設したSACHICO(性暴力救援センター大阪Sex-
ual Assault Crisis Healing Intervention Center Osaka )の開設者である加藤治
子先生からこの2年間のあゆみを直接伺う貴重な機会でした。先生は40年に
わたり女性や子どもを支援してきたご経験から、様々な症例についてご治療
ご検討をされており、その言葉のひとつひとつが私達の教科書です。さらに
ご苦労を重ねている加藤先生ならではの、運営上の課題についてご助言もい
ただきました。

　現在、SACRACHは電話相談センターとして10月1日から開設し少しずつ相
談が寄せられており、医師や弁護士、教員、社会福祉士の皆さまと症例検討
会を重ね、何とか前に進んでおります。今後はセンター開設場所を何とか基
幹病院の中に開設することが大きな目標です。多くの困っている女性や子ど
もに寄り添い活動していきたいと考えております。

皆さまの期待の大きさに大きな責任を感じております。

　ご来場いただきました皆さま、寄付金をお寄せいただいた皆さま、いつも
応援して下さる皆さま,誠にありがとうございました今後とも何卒ご協力を賜
りたくお願い申し上げます。
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地方女性医師の会
担当：旭川（山本、長谷部） 、釧路（足立）、小葉松（函館）室蘭（遠藤）澤田（小樽）

一般社団法人旭川市医師会女性部会から
→http://asamed.jp/　旭川市医師会では女性部会が有り、登録女性医師数は７０名で
たくさんの活動をされています。ここでは、旭川医大とのコラボレーションで行って
いる「医学部学生と女性医師の語る夕べ」についてご紹介します。

　今回で９回目を迎えた「医学部学生と女性医師の語る夕べ」。今年も旭川医科大学
二輪草センターの協力のもと、11月７日（水）18時から旭川医科大学機器センター
３階カンファレンスルームにて行われました。学生さんへの事前アンケートでは「身
近な先輩たちの話を聞きたい」という意見が多く、今回は『身近な先輩に学ぼう！
ワークライフバランス』と題して、子育てに仕事に頑張っておられる、旭川医科大学
出身の若手医師４人にお願いし、講演をしていただくことにしました。いつもより２
週間ほど早い開催となってしまい、６年生は卒試の終了日、４年生は翌日に試験を控
えた状態でしたが、19名の学生さん（うち男性３名）が参加。また今回は、旭川医大
の研修医、子育て中の若い女性医師たちの参加も多く、保育室もとても賑やかで、総
勢64名の会となりました。

第９回 医学部学生と女性医師の語る夕べ開催次第

司　会　　旭川市医師会女性医師部会　副部会長　坂田　葉子

開　会　　旭川市医師会女性医師部会　部会長　　長谷部千登美

挨　拶　　北海道医師会　会長　長瀬　　清

　　　　　旭川市医師会　会長　山下　裕久

テーマ　 　「身近な先輩に学ぼう！ワークライフバランス」

第１部　　＜講　演＞

　　　　　講　師　１．旭川医科大学　　皮膚科　　　菅野　恭子先生

　　　　　　　　　２．旭川厚生病院　　小児科　　　石羽澤映美先生

　　　　　　　　　３．旭川赤十字病院　消化器内科　富永美千代先生
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　　　　　　　　　４．市立旭川病院　　呼吸器内科　谷野　洋子先生

　＜講師の先生への質問コーナー＞

第２部　　＜グループディスカッション＞

閉　会　　旭川医科大学二輪草センター　副センター長　山本　明美

第１部　＜講　　演＞

　今回は、市内の病院に勤務されている、専門とする診療科の異なる４人の先生方
に、「私のワークライフバランス」、「これからの目標」などについてお話しいただ
きました。

１）旭川医科大学　皮膚科　菅野　恭子先生

　菅野先生は、Ｈ11年卒業。卒業と同時に結婚され、旭川医科大学の皮膚科学講座に
入局。遠軽厚生病院、北見赤十字病院で勤務後、Ｈ15年に旭川医大に戻られ、Ｈ16
年に皮膚科専門医を取得、翌年女の子を出産されました。育児休暇中は、育児の傍ら
英会話、パソコン、皮膚病理の勉強をされて過ごされていましたが、次第に社会との
隔絶、経済的自由度の制約や変わり映えのない毎日に業を煮やし、またよい保育園が
見つかったこともあり、出産後一年で復帰、Ｈ20年からは市立旭川病院で勤務され、
今年大学へ戻られました。この間国際学会でのポスター発表や英語の論文の発表など
も精力的にされているそうです。

２）旭川厚生病院　小児科　石羽澤　映美先生

　石羽澤先生は、Ｈ18年卒業。旭川厚生病院で初期研修を始め、翌年結婚。当初の予
定（思い描いていた未来予想図）より数年早いＨ22年に女の子を出産。協力的なご主
人、よい保育園とご主人の両親が旭川在住という好条件に恵まれ、Ｈ23年に復帰。今
年は、小児科専門医にも挑戦（もう少しで発表があるはず）、子づれで全国学会にも
参加しています。今回の講師の先生方の中で一番若く、元気いっぱいの先生です。

３）旭川赤十字病院　消化器内科　富永　美千代先生

　富永先生は、Ｈ14年卒業。旭川医大第三内科の初期研修医となり、翌年結婚。その
年に長女を出産され、6ヶ月で復帰。佐野病院、函館協会病院、そして現在旭川赤十
字病院で勤務されています。Ｈ21年に次女を出産され、小学３年生と３歳の女の子の
お母さんです。長女の出産後は、子育てをしながらの勤務のため、医局の計らいで当
時はまだ珍しかった時短勤務で働き、子供の成長とともに仕事量を増やし、次女出産
後の現在は旭川赤十字病院で時短勤務ながら、外来診療や上下部内視鏡検査、また内
視鏡的治療（止血術やＥＭＲ/ポリペクトミー）なども行っているそうです。まさに時
代の先駆け、第三内科の医局の力はすごいですね。
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第２部＜グループディスカッション＞

　学年によって興味のあることや質問したいことが異なる
ため、今回は１～３年生、４年生２つ、５～６年生の４つ
のグループに分かれて話し合っていただきました。６年生は当
日卒試を終え、すでに研修先も決まっているため、より現実的
な話を真剣に聞いていました。研修医や若い医師も多かったの で、
お互いの日常生活の情報交換の場にもなり、あちらこちらで笑 いが絶
えない、和気あいあいとしたとても楽しい時間でした。

　４人の先生方は、それぞれ違う環境で働いていらっしゃいます が、皆さんご自
分のお子さんとの時間を大切にし、家族や職場の同僚・上司に感謝しながら、今現在
できる仕事を懸命になさっています。皆さんの生き方は、学生さんや研修医の先生方
のお手本に、そして若い先生方へのいい刺激になったのではないでしょうか。素敵な
お話、ありがとうございました。

下記ページより抜粋

→http://asamed.jp/woman/image/pdf/dayori_H2412_130.pdf

７回釧路市医師会女性医師の会総会を終えて
釧路市医師会女性医師の会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　足立 柳理

　日本で一番桜の開花が遅いといわれる道東ですが、今年は例年になく寒い
日和で、開花も2週間以上遅れたのではないでしょうか。桜の花びらが散っ
ても毎日肌寒い天気が続き、なかなか半袖でゴルフとまではいかないようで
す。しかし、そんな釧路にもようやく新緑の季節が到来し、夏を心待ちにす
るワクワクした気持ちの中で今年度の総会を開催することができました（６
月８日）。前会長の吉田眞子先生は３月で労災病院を辞され札幌に転居され
ました。また、４月には市立、労災、日赤の３公立病院で人事の変更があ
り、新しい仲間がやってきました。例年の定時総会は、全日空ホテルで開催
しておりましたが、今年は少し趣向を変えてイタリアンレストランを貸し切
りにして開催しました。産休後の若いママさん先生が新たに２人参加の予定
でしたが、お子様の病気と緊急OPEのために当日欠席となり、１０人の参加
者で行いました。

　総会では、１年間の釧路市女性医師の会活動報告、北海道女性医師の会の
報告、北海道医師会勤務医講演会および、昨年から始まりました。女性医師
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等支援相談窓口についての報告が行われました。また、平成２３年度決算報
告ならびに平成２４年度予算案につきましての審議が行われ、あわせて役員
の改正、メーリングリストの作成など多くの事が検討されました。役員の人
事では、長らく副会長を務めていただきました今中香里先生が副会長職を辞
され、新たに鈴木幸代先生の就任が承認されました。鈴木先生はご専門が小
児科で、２人のお子様は大学生で今は子育てから少し手が離れられておられ
るとの事。今後は当会の活動にお手伝いいただけるものと期待しておりま
す。

　総会後は、おいしいワインとシェフの心のこもったイタリア料理に舌鼓を
打ち、何よりも会員相互の会話に花が咲いて大変楽しい時間を過ごすことが
できたことが一番の収穫でした。

函館女医会懇親会報告
　　　　　　　　　　　　　湯の川女性クリニック　小葉松　洋子

　毎年恒例の函館女医会懇親会が2012年9月29日に行われました。参加者は
７名でしたが、毎年参加されている最高齢の先生は93歳！です。本間明子会
長の方針で、お勉強抜きで懇親がメインという会ですので、話題はプライ
ベートな話が多くなりましたが、やはり、参加された先生方は、医師といえ
ども嫁だったり妻だったりの立場から、家族の介護の大変さがメインの話題
になってしまったのは、今の日本社会の縮図のようでした。大正生まれの先
生方が、おいしそうにコース料理をぺろりと平らげられるのを見て、「元気
で長生きの秘訣はやはり丈夫な消化器が必須」と感心いたしました。当日は
ごちそうでしたが、最近の知見では、腹７～８分目が老化予防によいそうで
すので、特別な日にはおいしいお料理を頂き、普段は質素にカロリー控えめ
が重要か？と自分に言い聞かせた会でした。

室蘭市医師会女性医師の会講演並びに懇親会の報告
　　　　　　　　　　社会医療法人友愛会　恵愛病院　遠藤征子

　守内前会長が当地においでいただいてから早や2年も経ってしまい、そろ
そろ本格的に若い女性医師の方にも活動をしていただきたく、去る11月12日
に女性医師の会を開催いたしました。出席者は7名で、すべて既婚者で、その
うちのお1人は出産準備中ですが御主人共々フルタイムで活躍されておりま
す。他のお1人は、出産1年日で企業の保育所に子供を入所させましたが、感
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染症が頻繁に発生したので子供の身体に合う小規模保育所（登別市では子育
て支援センターがあり、市を仲介して預かる人、預ける人との間で調整して
くれます）を探されて御主人共々フルタイムで働いております｡新会員の眼科
の医師の方は､御主人の実家に御主人と共に帰ってこられ、お仕事をしなが
ら幼稚園の送り迎えにと多忙な日々を元気に送っておられます。あとの4名
は、熟年医師で孫の話題の出るキャリア20年～40年の方々です。女性医師の
会の発祥の地？ともいわれました桜庭シゲ、高橋ハル大先生が頑張られた土
地柄ですが、今では企業病院に若い研修医の女医さんも来られておりますが
開業医の方は少なく、当院にも日鋼記念病院、製鉄記念室蘭病院から研修に
は来られますが、この会の説明をするまでには至っておりません。

　懇親会に入る前に勉強会としまして

『現代社会のうつ』恵愛病院　精神科　三宅麻里衣先生

上記演題で御講演をしていただきました。三宅先生は精神科医で各企業での
産業医指導に当たられており、早期の発見と早期の専門医受診により職場復
帰も可能である事と、ひいては自殺予防にも繋がると説明されました。

　その後は、いつも女医会に快く美味しいお料理を提供してくださる“かわら
家”さんで御馳走を食べ、話に花を咲かせて日頃の疲れを癒し、明日への住民
の健康を守る活力としまして解散いたしました。（年に1回の開催です）

　以上、御報告いたします。

小樽（１）“第17回あじさい会”レポート
本間内科医院　澤田　香織

　この5月最後の土日は、運動会の学校が多かったと思います。ドキドキ
で天気を気にしておりました。予定を圧縮されたためお弁当なしの運動会、日曜日に
振り替えての運動会と、お子様のいる先生方の奮闘ぶりをお聞きするのも懐かしく楽
しいです。このたびの第17回あじさい会は、初参加のお二人の先生とご一緒に二人の
お子さんも参加してくださり、子どもの話題も多く懇親も深まる会となりました。今
回は、市内で開業されている医療法人社団　梅ヶ枝内科眼科クリニック副院長の吉田
匠子先生より「　外来でよくみる眼疾患　」について講義いただきました。

　内科など診察のついでに聞いておきたい（眼科に行くほどでないけれども診てもら
いたい）、往診先のねたきりの患者さまのように簡単には受診できない患者さまのよ
く聞かれる主訴について、実際の写真をたくさん拝見させていただきました。目が赤
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い、充血、まぶたが腫れている、涙目、眼が乾く、2重に見える、眼がかすむなどの
症状です。どんな時に眼科への紹介が必要かなどのポイントを高齢者の特徴をとらえ
ながらのお話でした。

老化に伴う眼の変化は私どもにも切実な問題ですが、眼の老化による生活の影響もよ
く意識した患者さまへのアドバイスも素晴しいです。具体的には、老化すると、視力
も落ちる、動体視力も落ちてくる、動いている物が見えにくくなる、文字も小さく見
える、淡い色は見えにくくなるなどあります。車の運転では、ヘッドライトがまぶし
く見え、信号も後光がさしてしまう。暗いところでは見えにくく、暗順応も遅いので
すが、明るくすると今度はまぶしくて見えにくい。そういったことが、ご高齢者の運
転事故に影響します。また、家屋でも、夜間トイレへ行く時など転倒しやすい、視野
が狭いので振り向きざまにぶつかるなど、挙げられます。対応策として、白いテーブ
ルに白の食器は見えにくいので、ランチョンマットなどを利用して色のコントラスト
つける。似たような色の階段ならエッジに異なる色のテープを貼る。このご提案、よ
く心に留めておきたいと思います。

　救急当番で遭遇するような疾患や、眼科で初めて指摘された黄疸の患者さま、同じ
フロアで内科開業されている夫の採取したアニサキスの写真もあり、躍動的な外来診
察のご様子が目に浮かぶような楽しいお話でした。

　懇談会では、お一人お一人
の近況；精神科でも患者は高
齢化し癌、腎不全等の疾患も
勉強しなければならないこ
と。眼科でも高齢化のため白
内障の手術も数年後のADLを
考えて判断していること。診療
での感想、思春期の子どもと
の楽しい？バトルなど家族の
こと。畑や韓流ドラマなど趣
味のこと。多岐にわたり披露
していただき、笑声が絶えな
いひとときでした。皆様の元
気が、患者さまの元気にきっ
と繋がっているものと拝察し
ております。

　次回は10月26日です。また
楽しいおしゃべり出来ること楽しみにしております。
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小樽（２）“第18回あじさい会”レポート
本間内科医院　澤田　香織

　このたびは、札幌市立病院　緩和ケア内科部長　合田由紀子先生より緩和ケアにつ
いてご講演いただきました。

　緩和ケアの歴史から始まり、痛みの定義、コントロールについて簡潔明快にまとめ
てくださいました。札幌市立病院における疼痛外来に始まり、現在２床の緩和ケア
ベッド運営に至るまでの経緯にも、長く関わっていらした合田先生の熱意が感じられ
ます。最後に、緩和ケアで大切な事に、１）患者さんのQOLの改善のために　２）患
者さんのペースに合わせて　３）家族のケアも忘れずに　４）雰囲気を造ることはと
ても大切（忙しさを感じさせない、笑顔、座って話すなど）　５）医療者の人生観、
死生観の確立　６）癒し 許し 感謝、と挙げられました。

緩和ケアをめぐる言葉の定義についても、従来ギアチェンジ型のターミナルケアから
ホスピスケア、緩和ケア、Supportive care (がんの支持療法)、緩和医療学、そして高
齢者医療も加わり、人としての尊厳に繋がるエンドオブライフ　ケアと変遷し、とら
え方も変わってきていることに触れてくださいました。

　合田先生は、行事、イベントを積極的に行い、生き生きとした、たくさんの思い出
をつくること、そして命に限りのある方のそれは、final　memoryとなるのだからと
ても大切であることを、先生のご経験から教えてくださいました。医療の中では見落
としたやすい、また重要視されないできた、これらのことを胸に刻みたいと思いま
す。まさしくその人らしい最期の時間を大切にお過ごしになっていただきたいという
希望や願いを感じます。

　合田先生のお声のトーンがやさしくとても癒やされます。それでいて山ガールのた
くましさも兼ね備えております。ずっとお話を伺っていたいと思わせる素敵なご講演
でした。日頃かかりつけ医として患者さんの日常のさまざまな出来事をじっくり聞い
ておられる、ご参加の先生には、科は様々でも、とても興味を引く内容となりまし
た。このたびは、初めて北海道医師会へ生涯教育講座として申請し、カリキュラム
コード13地域医療 15臨床問題解決のプロセスとして認定をうけております。地域連
携にふさわしい、いいネットワークの広がりを感じさせる、いい会となりました。皆
さまお一人お一人に心より感謝を申し上げます。

「今は女子会流行だけれど、医師の世界でも女子会って楽しい！！」合田先生のお言
葉です。札幌市立病院の中でも女子会（熟女会？）があるそうです。次回は平成25年
5月27日です。また皆さまにお会い出来ることを楽しみにしております。
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担当：濱田、澤田、江原
HP: http://jmwa.or.jp/index.html

　日本女医会は、2012年4月1日より社団法人から公益社団法人へ移行することとなりまし
た。各方面からのご支援をいただきながら、これまで全国の会員の皆様が継続してきた社
会貢献活動が評価されたものと受け止めています。

　2000年度以降、医師国家試験に占める女子医学生の割合は30％以上となり女性医師は確
実に増えてきました。2010年度厚生労働省調査によれば、全国届出医師数は295,049名
で、女性医師数は55,897名（18.9％）です。2002年と2008年を比較しますと、個人診療所
における女性医師従事者は37.3％から32.1％へと減少し、病院勤務者は61.3％から67.9％
へと増加しています。このような若い世代の病院勤務者の増加に伴って、義務と権利のバ
ランスがとれた就労環境の構築がとても重要となってきました。

　しかし、日本においては女性に対して社会、特に家庭において多くの役割を果たすこと
が求められ、女性医師も例外ではありません。日本女医会は早くから女子医学生のための
夏期セミナー開催、病児・病後児保育支援事業、医学を志す女性のためのキャリアデザイ
ンセミナー開催、および国際女医会加盟団体として諸外国の女性医師との学術交流、親睦
を通して、自他の意識啓発を行なってきました。公益社団法人日本女医会の新定款には、
「この法人は、医学に関する調査研究、医療の普及及び女性医師相互の連携を図り、もっ
て女性医師の社会的使命の遂行、公衆衛生の向上及び国民福祉の増進に寄与することを目
的とする」、とあります。医師というプロフェッションを心から愛し、継続し、受けた教
育を社会に還元することは、創立110年を迎えた日本女医会会員の使命であり、本会の活
動の主眼点であります。それをしっかりと確実に進めていくことがこれからの医学・医療
を支える大きな力になると信じています。

日本女医会　学生・若手医師　会員募集について
　これからの医療改革には女性医師の活躍が必須です。すべての医療従事
者が活き活きと働き続けるために、医学・医療の進歩を支えるために、日
本の地域医療を守るために、日本女医会は女性医師・女子医学生を支援し
ています。

　日本女医会に入り、医師である女性としての視点をもって医学生時代を過ごし、技術力
と人間力のある女性医師として活躍できるようにご自分を磨いてください。会員になると
こんなメリットがあります

（１）素敵な仲間に出会えます

　全国にいる24歳～100歳過ぎまで女医会員の先輩と出会うことができます。また日本の
みならず海外の女性医師との出会いの機会もたくさんあります。研修病院や専門科目の選
択について、また結婚、出産、育児、介護を含めワークライフバランスをとりながら働く
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医師としての人生設計について・・・最強のメンターである日本女医会員のネットワーク
から得られる情報は貴重です。

（２）国際女医会会員　

Young MWIA (Students & young doctors Medical Women's International Association)
　日本女医会は、国際女医会（西太平洋地区）のメンバーですので、日本女医会員は国際
女医会員でもあります。また、昨年、国際女医会にYoung MWIAが発足しました。国際女
医会の学生会員として世界中の医学生や若手医師とのグローバルな交流の機会があなたを
待っています。2013年7月31日～8月3日にはお隣の韓国（ソウル）で国際女医会の総会が
開催されます.学生と若手医師のためのポスターセッション（口頭での質疑応答あり）に参
加し学生時代に国際学会発表デビューを経験してください。日本女医会の先輩が予演会や
英語での発表のお手伝いをします。

（３）MsACT（Medical students & Young doctors ACT）

　日本の医療について、女性医師を取り巻く環境や性差医療などに関する問題意識を持つ
日本女医会の学生会員と若手会員による活動を支援します。活動の展開を通じて医師とし
て必要なリーダーシップ力を磨いてください。

（４）女子医学生・女性医師のための提言論文

　日本女医会では平成23年度から女子医学生・女性医師からの提言論文事業を開始しまし
た。女子医学生の視点からの建設的な意見を募集します。女性医師についての就労環境や
男女格差の問題だけでなく、日本の医療について優れた点の維持と改善するために必要な
提言の発出を期待しています。優秀論文には賞金も付与され、日本女医会総会で表彰され
ます。

（５）日本女医会誌　→　http://jmwa.or.jp/joikaishi/index.html

　日本女医会が発行する日本女医会誌をネット受信できます。通学している地域の日本女
医会の支部の情報をはじめ日本女医会のメンバーや活動について知ることができます。

（６）助成金のご案内

　１，日本における女性医師の育成の礎を築いた吉岡彌生の偉業を称え、その名を永久に
伝えるとともに、女性医師の医学、または社会への貢献を図ることを目的として「日本女
医会吉岡弥生賞」を制定しています。

　２，女性として初めて公に医師の資格を与えられた荻野吟子の偉
業を称え、その名を永久に伝え、女性の地位向上を図ることを目的
として、「日本女医会荻野吟子賞」を制定しています。
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各協力組織との連携

　平素より大変お世話になっております。ありがとうございます。
本年度はお世話になりました組織一覧として、ホームページに詳細
を掲載する事といたします。

（１）北海道医師会

平成24年6月17日第1回女性医師等支援窓口コーディネータ連絡会

平成24年9月29日子育て支援フォーラム

（２）北海道歯科女医会　

（３）北海道女性研究者の会　

（４）北海道小児科男女共同参画会議エゾモモンガの会   

（５）保険医会/女性医師歯科医師懇談会「よろずトーク」学習会

（６）女性医師等就労支援事業

（７）さくらネット（女性弁護士の連絡ネットワーク）

（８）ejnet

　他にも、たくさんの組織との連携をさせていただきました。心より御礼申し上げます。
今後とも当会のご支援とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

年会報の協賛御礼
　ご協力・ご支援いただきました企業様より巻末のページにおきまして、皆様の日常診療
に有益な情報をお届けします。

　今後共に当会のご支援賜りますよう、よろしくお願いします。

　また、毎年掲載依頼を受け付けております。ご興味のございます方は、冒頭お問い合わ
せ先までご連絡ください。この度はご協力いただきまして本当にありがとうございます。
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Ejnetに寄せて 産婦人科医師 吉田穂波
『 母として、医師として、社会に役立つ自分を作る 
　　～Ejnetを初期から応援してきた吉田穂波より、奮闘中の皆さんへ～』

1．	はじめに

　初めまして。産婦人科医の吉田穂波と申します。このメールマガジ
ンをお読みの皆様が、健康で、人に尽くすお仕事をされていらっしゃ
ることに、まずは心より感謝申し上げます。私自身、ドイツやアメリ
カで修業を積み、4人の子どもの母となり、仕事を続けていますが、
女性であること、年齢を重ねること、母になること、すべてをプラス
に変えられる、医師というキャリアを進んで本当に良かったと思って
います。自分や家族が患者として医療のお世話になったため、同じよ
うに人の健康に役立つ仕事をしたい、子どもや母親と接する仕事をし
たい、国際的な視野を持って勉強し続けたい、というのが医師となる
動機でしたが、さて、みなさんはどんな気持ちで医師となられたので
しょうか？

　私の医師のイメージ像は、権威的で偉そうな人ではありません。保
健室のおばさんのような、健康の専門家であり、温かく、気さくで、
ちょっとしたことでも気軽に相談できるような頼れる存在。そのよう
な人になりたいと思っていました。

2． 研修医時代

　私が医学部を卒業した1998年当時は、まだ現在のような研修医制度がありませんでした
が、「卒業直後なら、どんな苦しい修業でも耐えられる」「研修医の時に学んだことがそ
の後の医師としての基盤になる」という先輩からのアド
バイスを受け、出身大学とは縁のない聖路加国際病院
に入職しました。ここでは、学問だけでなく、医師と
しての姿勢、マナー、コミュニケーションなどの医療
以外の技術も学ぶことができました。そして感じたの
は、人の役に立っている、自分が必要とされている、
という医師としての手ごたえはもちろん、自分が誰か
のために力を尽くすことでその人の生きる価値を高め
ることが出来る、という喜びです。例えば産婦人科で
あれば子宮や卵巣、眼科であれば目、皮膚科であれば
お肌の状態を良くすることで、その人が自分に対して
持っている自信や誇りまでアップするのです。そのよ
うな、やりがいを感じるCareer(=生きがい、夢）と
Job（=稼ぐ仕事）とが一致する場所、それが医師とし
ての仕事の魅力でした。
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3.　海外ではどうなのか　　

　夫のドイツ留学についていくことが出来たおかげ
で、博士号を取った翌年の2004年からドイツで産科の
研修が始まりました。そこでドイツの産科医療に触れ
たこと、また、自分自身が初めての妊娠・出産を体験
したことで、より患者さんを身近に感じることが出来
るようになりました。子どもを育て、いろんな人の力
を借りながら医師の仕事を続ける同僚の話を聞く中
で、また、幼い頃から自然と体や健康についての知識
が身に付き、出産についてポジティブなイメージを持
つドイツの女性たちを見聞きするにつけ、医師の苦労
ややりがいは万国共通だけれど、やっぱり素晴らしい
職業だ、と改めて思いました。

　　
4．多職種連携で強みを発揮する　　　

　どんな分野も同じですが、産科は、医師、看護師、助産師、
母乳専門家、心理職、栄養士、カウンセラー、検査技師など、
さまざまな職業の人とコラボレーションしながら仕事をします。
患者さんを中心として、チームワークを発揮して治療にあたる中
で、異なった教育を受けてきた人材が、それぞれのものの見方
や大切にしていることを共有し合うという経験が自分の視野を広
げます。また、一般的にコミュニケーション能力が高い女性医師
は、周囲に気を配り、助けを得ることが得意とされます。私は、
周りから有形無形の支えをもらっていることをあたりまえと思わ
ず、「すみません」ではなく一日に何十回でも「ありがとうござ
います」ということを心がけています。

5．自分の出産体験が強みに代わる

　医師にとって、自分が妊娠・出産を経験するというのは
大きなアドバンテージ（強み）となります。ドイツで修業
していた時に妊娠したことを初めて周囲に告げたら、人間
としての大きなレベルアップだ、と言わんばかりの賞賛を
受け、とても嬉しかったのを覚えています。社会人として、
それも24時間365日患者さんのそばでスタンバイしていなけ
ればいけないような産科医として、子どもができるという
ことはともすれば仕事の足を引っ張ると思われがちです
が、自分の能力がアップし強くたくましくなる、と励まさ
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れたことで、初めての妊娠・出産を前向きな意識で
迎えることが出来ました。

6．医師の仕事って、こんなに広い！

　医師の仕事には、患者さんの治療をすることのほかに、研究、教育もあります。また、
お薬を作ること、メディアや大学、地域の人々と組ん
で健康に関する知識をわかりやすく伝えること、地域
の健康や会社で働く人の健康を守ること、福祉や教育
の分野とつながって働くことなど、いろいろありま
す。私は産科医として働く中で、治療の技術だけでな
く、患者さんにとって最適な治療法を見つける研究方
法（疫学・統計学）、患者さんに喜んで望ましい行動
を起こしてもらう科学（行動科学）、社会が健康に対
して与える影響について明らかにすること（社会
学）、女性の健康や幸せを向上させる技術（ジェン
ダー研究）などをもう一度勉強したいと思ったため、
三女の出産を機にハーバード公衆衛生大学院に留学を
しました。子どもが増えるたびにハンディキャップが
増えると思いがちな自分を奮い立たせ、子育ての合間
にできるレベルアップの方法とてチャレンジしてみた
のでした。

このほか　女性や子供の健康を守る課題は万国共通で
すから、国境や組織の壁を行き来しながら、お互いの
良いものを結びつけるのも面白いところです。医学の
知識と健康の知識を結びつけるのが、公衆衛生という
分野であり、私は現在、公衆衛生の研究をメインに仕
事をしています。

　　　　　 
7．	今後について

　引き続き、医師として女性の健康をサポートしたいと思っていますが、健康にとって重
要な要素は他にもあります。例えば公共政策（自分だけでなく周りの健康も守るような仕
組みづくり）、人の力を引き出すコミュニケーション、妊娠・出産・家族を考慮したキャ
リア形成、食事の取り方（誰と何をどう食べるか）、という分野も産科や女性と子どもの
健康と関連が深いテーマですし、自分自身も勉強し、成長していきながら多くの人や世界
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の国々にも貢献していきたいと思っています。以前
は、子どもを抱えているため現場に張り付いてバ
リバリ働けない自分に対し残念に思い、「置いて
行かれ感」を感じたこともありましたが、今は、
「周りから認められたい」という気持ちよりも自
分の成長や貢献に重きを置いて、より幅広い視野
で物事を考えられるようになりました。

　時間がかかっても仕方がない、自分のペースで進
んでいくしかない、と思えるようになったのも、
子育てから得た忍耐力のおかげかもしれません。

8．頑張っているあなたへのメッセージ

　どんなキャリアを選択するにも、自分が好き
なことを核にして勉強していくことが大事なの
ではないでしょうか。好きなことなら頑張れま
すし、好きなことをしている人にはかないませ
ん。直接人の命を救うことが出来るのが医師と
しての醍醐味で、特に産科医は直接、命の誕生
や家族の素晴らしさ、子どもの成長の驚きに触
れることが出来るのが他では得難い素晴らしい
ところです。女性医師に対するニーズは高く、資
格があれば、医療だけでなく、研究、教育、社
会活動、国際的な活動、何にでも応用が利きま
す。手術は興味ないけれど、人の話を聞き、そ
の人がどう感じるのかに興味がある、という人

ならきっと、現在社会で必要とされているコミュニケーションの面で才能を発揮できるで
しょう。人間関係で支えられる医療に求められるのは、理性だけではなく人間性と感性で
す。同じ境遇の人とばかりでなく、違うバックグラウンドの人からも学ぶ姿勢で、心を開
いて好奇心を持ち続けていれば、自分にピッタリな分野で活躍できる場所が必ず見つかり
ます。

　患者さんは、苦労や失敗を経て、自分なりに何かをつかんだ上で向き合ってくれる人を
望んでいます。また、家族や社会、地域と自分の関係や理想像、手に入れたいものなどを
言葉の裏にこめて医師と話しています。そのような患者さんにはあなたと同じように幼い
頃があり、ご両親がいらっしゃり、悩みや葛藤、喜びや悲しみを経験してここにたどり着
いています。そのような状態を丸ごと受け入れ、理解してくれる女性医師の技術だけでな
く人柄や言葉、気にかけてくれている感受性や思いやりがもっとも必要とされています。

　好奇心と向上心、より良いものを追い求めるアンビシャスな姿勢、未知のものを「面白
そう！」と思う気持ちは、周囲の条件ではなく自分の中で大事に育むことが出来ます。
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疲れてしまって、やる気がわかない時は、ちょっと先の目標を見てみませんか。医師に
なって、そこから何をしたいのか、自分が死ぬ時に何を残したいのか、自分の才能が全て
使い果たされるにはどうしたらいいのか、自分があてにされ、仕事を頼まれるような「強
み」は何か、など。もっと楽しむ、ちょっとは成長する、何かを整理する、真の価値を見
いだす、クリエイティブに生きる、話をしっかり聞いてもらう、修復の糸口を探す・・・
などなど、目標は自分次第。

　まずは自分を満たし、自分のための時間を取り、それから、周りや将来のことを考えて
みてください。きっと、前向きな気持ちで進めると思います。

　心からの応援メッセージを込めて。

　吉田先生の御略歴

1998年　三重大学医学部医学科卒業  
1998-2001年　聖路加国際病院産婦人科レジデントおよびフェロー修了 
2001-2004年　名古屋大学医学系大学院博士課程修了、医学博士号取得 
2004-2005年　ドイツ連邦共和国フランクフルト市産婦人科臨床研修 
2005年　英国ロンドン市にてGP(General Practitioner：家庭医)研修 
2005-2008年　ウィミンズ・ウェルネス銀座クリニック　女性総合外来診療 
2008-2010年　ハーバード公衆衛生大学院留学　公衆衛生修士号取得 
2010年よりハーバード公衆衛生大学院　リサーチ・フェロー 
　　　　　　　　日本医療機能評価機構客員研究員　獨協医科大学非常勤講師 
2011年3月11日の東日本大震災後は日本プライマリ・ケア連合学会の被災地支援派遣医師
として石巻地区の妊産婦支援プロジェクトを担当し、地域の母子保健システムのサポート
を行う。主な著書に「『時間がない』から、なんでもできる！（サンマーク出版）」「安
心マタニティダイアリー（永岡書店）」、共著に「女性のからだとこころ（金子書
房）」、共訳書に「感染症Emergency（南江堂出版）」「肥満の疫学（名古屋大学出版
会）」がある。 

※　本文書はejnetメールマガジンに寄せられた吉田先生の文書をご厚意で本会報にも掲載
の運びとなりました。

※　今後、女性医師向けの公衆衛生を学ぶ学習コンテンツの作成が成されていくようで
す。出産育児中の合間に学習や研究を続けることが出来るように、様々な学習環境が今後
は形成されていくと考えられます。是非、私達も自分の人生プランの中で、やりたいこと
を諦めずに、諸先輩のメッセージを胸に多様な働き方で医師であることを続けましょう。

※　北海道女性医師の会として吉田先生に続き、２０１３年度より、理事の皆様にプロ
フィールリレーをお願いしています。こちらもお楽しみに！
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