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年会報作成にあたりご挨拶
平素より会員の皆様にご協力を頂き、心より御礼申し上げます。年会報も今年で8年目になりまして、本刊で
第8号になります。紙媒体と電子媒体対応がございますので、ご郵送不要の方はお知らせ下さい。

この年会報は日々の診療、活動で多忙な先生方が少しずつの時間を割いて、報告書、協賛企業の獲得にご協力
くださり、毎年発刊できている次第です。本当にありがとうございます。会員の皆様一人一人の善意が集まり、
無償の活動を日々継続しています。

当会は多種多様な活動を通して、
第一に、男女共同参画推進の流れを踏襲し、キャリア支援と継続的な男女ともに医師労働環境改善に向けて活
動を継続していきます。これには当会以外の組織との連携が必要不可欠です。
第二に、会員の皆様の有形無形の支援に支えられ、女性ならではの社会貢献活動に力を入れております。具体
的には、患者様への健康増進活動（産婦人科啓蒙活動、婦人科健診など）、女性特有の課題における社会貢献活
動（性暴力被害者支援のための活動協力、拠点病院認定など）等が挙げられます。
第三に、活動を円滑にするための会員相互のコミュニケーションの場の提供、ネットワークの構築です。ホー
ムページも本年度更に安価で多機能な新ホームページを更新しました。
毎年、日々の活動をアウトプットすることで会員相互の情報共有、切磋琢磨する一助となれればと考えます。

国からの育児・介護支援が徐々に向上し、本年度10月からは幼稚園児の保育サービス無料、一部援助なども始
まります。社会全体として、ライフワークバランスが伴う幸せな社会を目指す事が共有される時代となり、我々
も北海道内のローカルの活動でこの目標達成に邁進していきたいと考えます。

今後ともに皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

2019年9月吉日
発行責任者 遠藤 香織 （札幌徳洲会病院 整形外科）

新ホームページ登録もよろしくお願いします！
HP： https://www.hmwa.info/
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②

札幌は記録的な真夏日が過ぎ、秋の涼しさを感じています。昨年9月6日の胆振沖地震で
は多くの被害があり、天災への備えの必要性も痛感しました。会員の皆様にはお元気で毎
日お忙しい日々をお過ごしのことと思います。

皆様のご協力にて本年度も令和1年度の会報をお届けすることができ、感謝申しあげま
す。
この年会報は北海道女性医師の会は理事の方々が中心となり様々な活動を行った記事を
遠藤先生がまとめて下さり、各理事が協賛活動も行っております。

ゆいネットは堀本先生がリーダーとなり、守内先生、澤田先生他の理事、行政や教育、
弁護士の方々と協働して性暴力の被害者支援を精力的におこなっています。昨年度から札
幌医大におけるカンファレンスを設け、支援認定病院制定も行っております。本年度の日
本女医会総会札幌開催では、独自の活躍をもって女性の地位向上や、市井の医療に著しい
貢献をしたことから、堀本先生が荻野吟子賞を頂いております。ゆいネットの性暴力被害
者支援システムは北海道と札幌市の予算に加えて皆様からの寄付で運営しています。皆様
のご協力、ご厚志にお礼申し上げます。

二大学懇談会は統括委員長の長井先生、永石先生、清水先生のご尽力で北大、札医大の
学生さんと共に「がんと遺伝子～私たちの研究が、患者さんの未来を変える～」と題して、
最新医療・研究、また癌のコーディネーターの方々にご講演いただきました。今年度も同
様に医学生さん達との共同企画で開催予定です。多数の皆様のご参加をお待ちしています。

今年度の総会は堀本先生と谷野先生が担当理事で、震災被害を抱える北海道での活動の
一つとして「協同する手段としてデザイン～実際のプロジェクト例を通じて」を札幌市立
大学
福田大年先生が講演され、旭川医科大学病院病理部教授となりました谷野美智枝先生に
「脳腫瘍診断のトピックスと治療耐性メカニズムの解明」として、今までの研究成果とバ
イオマーカーについて、大変興味深いご講演をいただきました。

公益社団法人日本女医会総会は令和1年5月19日に開催され、皆様のご協力とご参加を
持って盛会となりました。副実行委員長の故濱田啓子先生のご尽力があっての開催でした
ため、突然すぎる訃報に哀悼のメッセージが多数寄せられました。澤田香織実行委員長が
委員会を強く牽引し、女性医師の会の会員のご協力もあり、懇親会が無事に行われました。
ご挨拶を頂きました岸玲子先生が日本医師会理事にご就任されたこともご報告がありまし
た。北海道の幸と共に、全国の女性医師の方々と懇親を深め、情報共有の中で日々の活動
のモチベーションも高まりました。

昨年は理事の濱田啓子先生、元理事の別役智子先生の突然の訃報で、今号では守内先生、
江原先生、長井先生に追悼文をいただきました。我々に多くの希望と力を与えてくれた両
先生に感謝してご冥福を心からお祈り申し上げます。
最後に皆様の益々のご健勝をお祈りいたします。
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3，2018年度 北海道女性医師の会 総会報告

（１）あなたの知らない看護教育の世界
（座長 札幌宮の沢脳神経外科病院 笹森 由美子）

4月20日総会において，市立札幌大学看護学部成人看護学領域の神島滋子准教授による看護教育
の現状と将来についての講演を拝聴しました。神島氏は北海道医療技術短期大学卒業後，修士課
程・博士課程を修了し，主に脳神経外科領域で看護実務を経験し，現職に就いておられます。看
護学教育のコア・カリキュラムとして①プロフェッショナリズム②知識と実践③根拠に基づく
対応④コミュニケーション能力⑤保健，医療，福祉における協働⑥ケアの質と安全の管理⑦社
会から求められる看護の役割の拡大⑧科学的探求⑨生涯にわたって研鑽し続ける姿勢が紹介さ
れました．看護師は新人でも即戦力となることを求められ卒後教育は各医療機関に任される現実
もあり，キャリア・アンカーの形成が個人と看護業界全体にとって重要であると感じられる内容
の講演でした。我々医師にとって、最も身近な存在である看護師に対しての理解を深めるために
大変有用なお話でした。
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（２）『子ども虐待をされない、しない社会をめざして』
北海道大学周産母子センター 古瀨優太先生 （座長 クラーク病院 守内順子）

最近の子どもの虐待の報道に目や耳を覆いたくなりませんか？どうしてあんな惨いことが出来
るのでしょう？

1年前の北海道思春期研究会で、一見いかつい感じの若い男性小児科医の古瀬先生が子どもの虐
待に関して深く追求・分析し、社会の一員そして医療従事者としての私たちに問題を投げかける
講演をされました。彼の見事なお話に是非女性医師の会の皆様にも聴いて頂きたい！と思い、そ
の場ですぐに総会講演をお願いしました。
先生のお話は、虐待ってどこからどこまで？で始まりました。虐待は想像しているよりずっと
多く見られる慢性の悪性疾患であり、合併症が多く垂直感染（連鎖）する。虐待を受ける子ども
のかなりの割合に医学的な問題、発達障害が見られ、育てにくさが関係していることもある。
また児童福祉士が不足しており、児童相談所の職員が1人で100件のケースを抱えていることもあ
り、児相自体が国や社会からネグレクトされているのではないか！？と、先生のお話は問題提起
に富み非常に印象に残るお話でした。
望まない妊娠を減らすためにどのような活動をして行く必要があるか？子育てに頑張っている
親をもっと社会が支援して行くにはどうすべきか？
そして何より、医療関係者の私たちには『子どもや若者を守るためにもっと関心を持って、気
づく努力が必要』と強く感じました。
演者略歴：北海道大学小児科入局。関連病院での研修後、医学博士取得。
神奈川県立こども医療センター新生児科で勤務後、北海道釧路赤十字病院で勤務し現在北海道大学
周産母子センター助教 NICUで医療者も家族も必死の思いで助けた子供達が、退院後に虐待にあう
悲劇に衝撃を受け、虐待防止の取り組みに力を入れている。
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4，二大学合同講演会
がんと遺伝子～私たちの研究が、患者さんの未来を変える～

JCHO北海道病院 呼吸器内科 長井 桂

日時：10月20日（土） 14:00～17:00
場所：北海道大学 医学部学友会館「フラテ」 特別会議室（札幌市北区北15条西7丁目）
医師と学生が共同でテーマを考え実行するこの会は平成24年から札幌医科大学と北海道大学合同で
開催してきました。「がん」のこれからの診断や治療に関して各専門の先生にお話しを伺いました。
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寺本瑞絵 先生
札幌医科大学産婦人科学講座 講師
家族（柴犬・金魚を含む）の紹介など親近感のあるオープニングをしていただき、寺本先生のお陰
で緊張気味だった会場の雰囲気がぐっと和らぎました。さらに産婦人科という激務を要する教室にも
かかわらず、結婚・出産を機に離職した先生はいないという画期的な報告をしていただきました。女
性が多く、子供を持つ方も多いのですが、チーム制の導入、カンファレンスを朝にまとめる、柔軟な
勤務体制、仕事へのモチベーションを与える工夫、パートナーの異動先と合わせて異動、さらに妊活
サポートまで離職が無いように様々な工夫を行っていることが功を奏しているようです。これらの工
夫を成長活動軸と働き続けやすさ（ケア）軸を用いてグラフにして示していただき大変参考になりま
した。産婦人科はもちろんスポーツドクターや臨床遺伝専門医などの資格を有しておられる先生は遺
伝性腫瘍、家族性腫瘍について取り組んでおり、遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）について教
えて下さいました。病的変異のある BRCA1 遺伝子あるいは BRCA２遺伝子を持つ場合に性別に関わ
らず50%の確率で遺伝するため、変異陽性女性の健康管理が重要となってきます。発症し亡くなられ
た母親の子供に遺伝性疾患について伝えるのは大変困難な仕事ですが、正しい情報を伝えることで、
将来きちんと健診を受けリスク低減手術など自己決定をできるように導くことが大事なのだと分かり
ました。これからも産婦人科医として、遺伝カウンセリングを行う専門医として活躍されることを
願っております。

佐藤千佳子 様
静和記念病院がん遺伝子検査外来 メディカル・コンシェルジュ
同じ業界では働かないというモットーで数々の職種を経験された佐藤さんには、圧倒的な人間力を
感じました。「佐藤さんの人生を本にしたら5~6冊は書けるね」と西原先生に言われたのにも納得です。
人と接するプロである佐藤さんに、その心構えのエッセンスを教えていただきました。好きな物だけ
ではなく嫌なことや辛いことにも「好奇心」を持つことで自分自身にも興味を持つことに繋がるとの
ことです。コミュニケーション力（ちから）は重要であり、人のため自分のためになること、人との
関りを常に持つこと、傾聴力を高めること、会話の中から相手の想いを引き出す必要があること、私
が学ばせていただくためにきくという姿勢を持つこと、などを教えていただきました。特に「聴く」
というのは、相手の心の中の不安や怒り恐れをきくこと、表情や感情口調の変化を読み取ること、関
係性を確かめ合うことという３つが大事とのことです。これらのスキルや心をもって患者さんに接す
るため、相談開始の初めての電話での会話から検査結果説明後のフォローに至るまでしっかりとサ
ポートできるのだと思います。たとえ思わしくない結果であっても残りの人生を自分らしく生きるた
めに「意欲の再生」の手助けを行うと言う言葉が印象的でした。最後はやはり心の持ち方が重要であ
り、医療スタッフの諦めない心が患者さんを救う事例を見てきたそうです。「何でも話してこらん、
きっと心が軽くなるよ！」の言葉は、全ての医療スタッフが持つ必要があると感じました。ご講演の
内容は仕事だけでなく人生において役立てることができると思います。
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西原広史 先生
慶応義塾大学医学部 腫瘍センターゲノム医療ユニット 特任教授

6

がんのゲノム診断のため生体試料管理室やバイオバンクの立ち上げなど、まさにがんゲノムの夜
明けを実践してきた西原先生。北海道大学病院で院内クリニカルシークエンスシステムとしては国
内初となる網羅的がん遺伝子解析システム「クラーク検査」を開発しました。がんによってはがん
の発生や進展に強くかかわっている遺伝子（ドライバー遺伝子）異常があり、がん細胞の生存が特
定の遺伝子に依存しています。現在ドライバー遺伝子異常を標的とする分子標的薬は臓器別に保険
適応が決められていますが、遺伝子異常が同じなら発症臓器が違っても効くことがあります。治療
法が無くなった場合でも、原因遺伝子を調べそれに対する薬を見つけることができる可能性が出て
くるのです。先生は一人ひとりの患者さんに適した治療である「プレシジョン・メディシン」を実
現するため、次世代シークエンサーを用いて、160遺伝子を網羅的に調べる「プレシジョン
（PleSSision）検査」を実施しています。しかし、遺伝子を網羅的に調べるには約70万円と費用が
かかること、原因遺伝子が見つかり対応する薬があったとしても、調べている間に亡くなられるな
どで治療できる人は13%しかいないそうです。プレシジョン・メディシンは治療の初回から用いら
れるべきで、そのためには薬剤の奏功を個別化医療の観点で正しく評価する新たな診断基準が必要
であることや、遺伝子検査を低額で行う試み、ヒトの2万遺伝子を全て調べる方法の開発なども進
めていることなど、がんの未来についてのお話は学生さんにとっても大変刺激になったと思います。

樋田京子 先生
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔病理病態学教室 教授

「研究者人生と親業は同時に始まった」と、突然のキャリア転換を表現された樋田先生。双子を出
産し夫について渡米した際に、ラボで働いてみてはとご主人に勧められ研究者の道に足を踏み入れま
す。ハーバード大のジュダ・フォルクマン博士は腫瘍血管内皮細胞はがん治療薬のよい標的となると
提唱し、その教え子であるクラグスブラン先生の下に行くのですが、最初は望まれてはいなかったと
言います。腫瘍血管内皮の培養の報告は無く性質は不明であったことから、「腫瘍血管内皮細胞の分
離」が雇用条件でした。みごと腫瘍の1~2%である血管内皮細胞の分離に成功し、核異型があること
や染色体異常がみられることなどを突き止めます。当時は血管とは全身にわたり同一な性質をもち正
常であるという認識であったため、先生の研究で腫瘍血管を治療のターゲットにする新たな戦略がス
タートします。留学から戻ると共同研究の研究費獲得に貢献し特任准教授として活躍しますが、独立
するということは部屋代とスタッフの給料を払うため研究費を稼ぐことだという言葉が印象的で、先
生の研究に対する覚悟が見えた気がします。双子を連れて留学なんてムリ、腫瘍血管内皮細胞の分離
なんてムリなど周囲に言われたものの、「まずはやってみる」「一所懸命すると人の縁にも恵まれ
る」という方針でここまで来たとのことでした。結果、壁を乗り越えたときの達成感は格別であり、
それを仲間と分かち合えると喜びも倍増したという人生になったそうです。コンパニオン診断薬の開
発やトランスポーターを標的とした治療など次々と研究が広がりさらに忙しくなられると思いますが、
先生のお話は研究者を目指す学生さんに強いモチベーションを与えたと思います。

この会は、下記の主催、共催のご協力を得て企画運営を行っております。

■主催：北海道女性医師の会/ 北大キャリアシンポジアム実行委員会(代表：左合はるな医６)
札幌医大キャリアフォーラム実行委員会(代表：渡辺梨花医５)
■共催：北海道医師会 / 公益社団法人日本女医会 / 至誠会北海道支部 / 札幌医科大学 / 北海道大学
医学研究科 / 北海道大学病院 / 北海道大学病院男女共同参画推進室 / 札幌医科大学附属病院女性
医師等就労支援委員会

講演の際には活発な質疑応答があり、その後のグループディスカッションでは小グループに分か
れ直接疑問や質問を講師の先生になげかけ、充実した時間となりました。終了後の懇親会でも大変
に盛り上がり楽しい時間を過ごすことができました。
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5，地方からのたより

旭川 （旭川医師会女性医師部会・二輪草センターの報告）
�旭川地区での活動全文は、ホームページの記事を是非ご参照ください。
1，旭川医師会 女性医師部会：http://asamed.jp/woman/woman_information.htm
2，旭川医大二輪草センター：http://www.asahikawa-med.ac.jp/hospital/nirinsou/index.html

1，旭川医師会 女性医師部会

①市民講演会（2019/7/7）
（1）インフルエンザと肺炎の話
旭川医療センター呼吸器内科医長 高橋政明先生
インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンの奏効率を含め講演し、通常の風邪と肺炎の違いも説
明した。抗菌薬が必要なのは細菌性肺炎である。
（2）気管支喘息について よく聞くけどどんな病気？
旭川医療センター呼吸器内科部長 山崎泰宏先生
気管支喘息は炎症であり、治療の主役は吸入ステロイドとなる。慢性咳嗽は咳喘息、またCOPDと
の違いなども説明した。

②他、二輪草センターと共働して、【医学生、研修医、女性医師のつどい】と【女性医師研修会】
を毎年開催しています。

2，旭川医大二輪草センターの活動について要約

(H30.11)医学生・研修医・女性医師の集い
旭川市医師会・北海道医師会が主催の「医学生・研修医・女性医師の集い」が開催されました。
「研修医生活ってどんなもの？」をテーマに、4名の先生からご自身の歩んできた経験をお話しいた
だきました。
①旭川厚生病院、血液・腫瘍内科の塚田和佳先生、②市立旭川病院、消化器内科の吉田萌先生、③
旭川赤十字病院、脳神経内科の阿部恵先生、④旭川医科大学、皮膚科の大坪紗和先生

(H30.10)第９回イブニングセミナー
平成30年10月22日に第9回イブニングセミナーを開催しました。
今年度は「アンガーマネジメント」について秋田大学総合地域医療推進学講座准教授である
蓮沼直子先生にご講演頂きました。

(H30.9)夏休みキッズスクール
学童保育サポートの一環として、参加費2000円にて楽しいイベントに職員家族（子供）が参加でき
ます。

(H30.11)第31回二輪草セミナー
｢共働きの同居介護-ともに笑えたら・・・大吉！-｣と題して、小児外科の宮本和俊先生にご講演頂き
ました。今回は札幌で一人暮らしをされていましたお母様を認知症を機にご自宅で介護された話を
暖かな語り口でご講演頂きました。
�他にも看護師、助産士向けの復職支援や訪問看護師セミナーなども開催しています。

7
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小樽女性医師のつどい
幹事 本間内科医院 澤田香織

あじさい会は、年2回小樽市医師会後援いただき開催し毎回、家庭的な雰囲気の中で学びを深め
懇親会を楽しんでいる。

①第29回小樽あじさい会

平成30年5月17日開催し歯科医師を含め8名の参加だった。「訪問診療における抗認知症薬の臨床
と適正使用について」という演題で医療法人ライブフォレスト理事長 北大通こころのクリニック
鈴木衣穂子先生よりご講演いただいた。クリニックの概要と精神科における訪問診察の紹介後、そ
れぞれ認知症薬の特徴、副作用とくにBPSDに対する薬の使い方を学んだ。特に精神科医の訪問診察
時に心電図を持ち歩くと伺い、薬剤性QT延長症候群を来しやすい三環系抗うつ薬、抗精神病薬、抗
認知症剤も注意を再認識した。

②第30回小樽あじさい会

平成30年11月16日開催し歯科医師含め10名の参加だった。｢てんかんの診断と治療 新規抗てん
かん薬の使い方｣という演題で医療療法人社団武蔵屋上善神経医院 院長伊藤ますみ先生よりご講
演いただいた。高齢化の時代、てんかんも増加、また交通事故などの社会的な問題もあり、その診
断治療の重要性を新たにした。疑わないと見落としやすい発作もあり、知っておく大切さ、新しい
薬の使い方も系統的に学んだ。

会には、研修医や研修医時代にきていただいた先生、転勤されてもまた小樽まできていただいた
先生も集まってくださった。その成長している姿を見ることは自分自身も触発され、とても楽しみ
なことです。毎回医師会の取り組みの案内と共に医師会ノベルティを差し上げている。アンケート
も実施し会へのご意見、女性医師の意志決定の場への参画推進へのご意見も伺った。
多科、20～60代にわたる多年齢層の女性医師の集まる機会は多いとは言えず、それぞれがワー
ク・ライフ共に人生を楽しんでいることを伺う機会は今なお貴重な時間として、大切にしたい。

また、30回は初めて日本医師会｢地域における女性医師支援懇談会｣開催として懇親会費を一部助
成申請した。各地で開催する際、ぜひ北海道医師会第５課へご一報してみてください。

函館女医会
湯の川女性クリニック 小葉松 洋子

渡島檜山地区では2年前から準備を続けてきた性暴力被害対応チーム「函館・道南SART」が2018年4月から
本格始動しました。函館市子ども未来部が中心となり、行政、警察、医療、教育等の関係機関が協議会を作り、
専用の相談窓口をNPO法人ウイメンズネット函館に委託し、市立函館病院と函館中央病院を拠点病院として
活動を始動、半年間での相談実績は89件（新規18件、再相談71件）でした。そのうち病院での診察が必要な
事例は5件でした。相談内容は強制わいせつが52件、強制性交20件、盗撮11件、DV5件、性的虐待1件で相談
者は30代以下が約9割を占め、今回の集計では被害者全員が被害から時間をおかずに相談していました。また
加害者との関係では無面識は少なく、学校関係や知人、職場関係など関係が近い人が多いという傾向でした。

2012～2016年までの道警函館方面本部の強姦認知件数が年平均4.6件だったことと比較すると、専用相談窓
口ができたことで、被害者の相談の敷居は下げることができたのではと考えます。性暴力は被害者が通報しに
くい犯罪であり、被害を一人で抱え込み、精神疾患を来す事例が珍しくないことから、被害をできるだけ迅速
に相談することが重要です。
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釧路市医師会女性医師の会
足立皮膚科クリニック 足立 柳理

今年度の当会の活動状況ですが、例年開催されている春の総会と秋の講演会を行いました。また、
今年は初めての試みとして夏の納涼勉強会が加わり、年3回の開催となりました。

今年も引き続いて例会の間、託児を継続したことにより、会員の参加が増加しました。このこと
は、女性医師は医師会活動や研修会に興味がない、または、さぼっているのではなく、子供を連れ
て参加できる環境さえ整えられれば、皆さん、参加できるということを示しています。また、会員
がいろいろな診療科であるため、それぞれが自分の診療科の話題を会員に披露して勉強しあう事も
決まりました。参加者が多い事もそうですが、いろいろな意見がでてきて、本当に楽しく過ごして
います。子育て、仕事、家庭問題、介護どうしてこんなに問題があるのかと思うほど話題はつきず、
お店の終了時間までわいわいがやがや楽しく語らいました。

6月の総会では新規の市立病院、日赤病院、労災病院の勤務医の先生など20人託児7名夏の勉強会
は10人託児5人、こうじんかい記念病院山本先生が「不整脈のup-to-date」という演題でお話いた
だきました。お話は本当に新しい知見にとんだもので、こんなに進歩しているのかと実感させられ
ました。

11月16日には北海道女性医師会の理事で旭川医科大学病理学教授谷野美智枝先生にご多忙の中お
越しいただき 『ゲノム病理診断の現状と次世代医療への展望』でご講演いただきました。内容は
盛りだくさんで大変好評でした。会員14名、託児7名の参加で当日も夜遅くまで交流でき、会員一同
とても喜んでおりました。

勤務医の先生方も毎回新しい会員の参加があり、総会、講演会への意見を頂き、少しずつ活動状
況は変化して、良い方向に向かっていくようです。

9

北海道には「さくらこ」という相談窓口がありますが、「札幌」と聞いただけで、函館の住人に
とっては「とても遠いところ」というイメージです。そういう観点から、函館・道南SARTは「地元
で迅速に対応可能」と感じてもらえればと思います。関係機関の動きはまだまだ順調とは言えない
までも、性暴力に対して決して放置しないよ、という強い意志を持った人たちが協議会に協力して
います。

私たちは、性暴力を迅速に対応する地域から、性暴力を予防する地域へ、最終的には性暴力のな
い地域を目指して函館・道南SARTを支えていきます。また私たちの取り組みが、中小都市での同様
の取り組みのモデルとなれればいいな、という思いも皆が共有しております。

SART : Sexual Assault Response Team
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毎年8月第一週の土曜日 17時より世界のビール広場で行っています。雨天はグラン
ドホテル内ビッグジョッキで行います。会員以外の方も是非ご参加ください。

第6回北海道女性医師の会 懇親会 会員ビアパーティ 報告
札幌徳洲会病院 整形外科 遠藤 香織

当日に天気が不安になる中、しっかりと晴天を保ち、今回も大通１０丁目で世界のビールを堪能し
ながら開催しました。今回は6名の医師の参加とその子ども達が参加し、ビールを片手に雑談をし、
近況や子どもの成長を話して楽しみました。
本年度、初めての7月開催でしたが、医学生の東医大シーズンに重なってこともあり、今後時期を
ずらして少し参加しやすい時期への変更を検討していく予定です。

北海道歯科女医会 講演会懇親会に参加して
北海道女性医師の会 副会長 澤田香織

平成30年6月9日すみれホテル於

北海道歯科女医会、講演会、懇親会が北海道歯科医師会会長、札幌歯科医師会会長を迎え開催され
た。本会から堀本江美副会長と共に参加した。講演はSACRACHが連携する「さくらネット」弁護士
須田布美子先生である。TV番組にもご出演されておりご活躍ですからご存じの方も多いでしょう。
講演では、SACRACHの活動、事例を司法からの視点で紹介され、なぜ性暴力がなくならないのか、
フランス視察旅行の感想など伺った。

SACRACHの事例を通じて、１）時間が経過する事例が多く、実証刑事事件で立証することが難し
いこと、２）自白が被害者の供述と一致していてもそれを実証できるものがないと立件できない、無
罪＝無実でないこと、３）小学校で教員からのわいせつ行為を、勇気をふるって打ち明けてくれた子
どもの事例では、時間が経過し刑事事件として立件は難しいが、「あなたは悪くない、大人は出来る
だけの事をあなたのためにする」ことを示したいと、SACRACHを含む各関連機関と協力したこと、
４）レイプドラッグ事例をあげ、記憶自体がなくても物的証拠があれば立件も可能であり、教育が大
切であることなどを学んだ。

フランス視察で見たポスターは「ミニスカートはいている（露出の多い服を着ている）ことは招待
状ではありません（sexまでOKという意味ではない」」と、警告を男性にむけているが、日本では警
察ですら現在でも、「目立たないように」といった、女子学生に対してポスターが作成されている
（これは回収されたそうです）。日本の遅れた意識を指摘した。最後にMe Tooの運動の触れ、勇気
を振り絞って声を上げた被害者に対し二次被害がないように心を配る必要性や、それでも人生にプラ
スに転じることができる社会になるように、性教育がだれでも正しく受けられ、万が一被害にあった
時どうすべきか、どこに相談すべきかをしっかり知ることができる社会が望まれる。とメッセージを
いただいた。

北海道歯科女医会からは、いつも私達SACRACHの活動に心を寄せていただいている。出席者より
この場で寄付を集め、ゆいネット北海道 理事長 堀本先生に授与された。中村かほる会長は、「北
海道女性医師の会との連携が一番の売りです」「今後はSACRACHのような社会に貢献することを目
標にしたい」と挨拶された。北海道歯科女医会からも毎年、私達の総会講演会、懇親会にご参加いた
だいている。

共に勉強し同じ目的を持てることは素晴らしいこと。私達が共にある事を誇りに思う。
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7，

たくさんの組織との連携をさせていただいております。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
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日本女医会入会のお誘い
本会は1902（明治35）年に、当時全国で医術開業試験に合格した約100名の女医により、
女医の育成、地位確保と研鑽を目的として創設されました。1969年には社団法人の認可を取
得し、2012年4月1日より公益社団法人として新たな一歩を踏み出したところです。

3月現在の会員数は1597名で、学術研究助成、表彰（吉岡弥生賞、荻野吟子賞）、健康に
関する啓発事業、若い女性医師や次の世代を担う医学生のキャリア継続等の事業を行ってい
ます。
『女医会』の名称に違和感を覚える方は少なくないようですが、日本女医会創設時の先達
の高い志と、医学を学び、医療を実践することへのほとばしる情熱を知っていただければ、
この名称への違和感は薄れることと思います。
私たちは、女性医師の精神的拠り所として、オピニオンリーダーとして、女性医師のキャ
リア継続のためのメンターとして活動し、社会に貢献したいと考えております。ぜひ日本女
医会にご入会下さいますようお願い申しあげます。
�ご質問等ございましたら事務局へお問合せ下さい。
電話:03-3498-0571、FAX：03-3498-8769、e-mail: office@jmwa.or.jp
HP : http://jmwa.or.jp/

12

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。

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。

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。
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2019年度札幌 日本女医会北海道支部会企画のご報告

エクスカーション 札幌観光の様子

札幌グランドホテルの会場には、今回の北海道支部主催の懇親
会で副実行委員長を務めた故濱田先生の思い出の品を展示して
いました。また、濱田先生の娘（飯田有紀先生）が参加され、
参加された皆様にご挨拶を頂きました。

日本女医会北海道支部主催
懇親会

前日には、荻野吟子先生ゆかりの瀬棚町ツアーに行かれた先生もいらっしゃいました。懇親会前のエク
スカーションは参加者20名ほど、バスで札幌市内観光に出かけました。大倉山ジャンプ台、オリン
ピックミュージアム、白い恋人パーク、中央卸売市場を回りました。
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日本女医会北海道支部会企画では、北海道の幸と生演奏、北海道クイズがあり、盛り上がりを見せました

札幌シンフォニエッタ
1983年3月に結成された2管編成のアマチュアオーケストラ。常任指揮者を置かず、常に多彩なプロの客演者、
共演者を招いて指導を仰ぎ、研鑽を積む。古典派と近現代を中心に、ベートヴェン、シューベルト、ブラームス
の交響曲を全て演奏している一方、札幌では演奏される機会の少ない作品の紹介にも積極的に取り組んでいる。
1995年以来、札幌市民芸術祭奨励賞を3回、2003札幌文化奨励賞を1回受賞。年間2回の定期演奏会と各種の依
頼公演を行うほか、団員による室内楽活動にも意欲的に取り組んでいる。「シンフォニエッタ」とは「小さな交
響楽団」の意味。

↑ 演奏後の永石先生
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日本女医会北海道支部主催懇親会開催（令和元年5月18日）お礼
日本女医会北海道支部 副会長
懇親会実行委員長 澤田香織

日本女医会第64回定時総会が20年ぶりに北海道開催となり、その前日令和元年5月18日北海道支部
主催でエクスカーション、懇親会が行われた。
エクスカーションは本会からは新谷朋子会長はじめ7名含む20名の参加だった。天気に恵まれ大倉
山シャンテ･白い恋人パークめぐりを童心に返って楽しんでいただいた。
懇親会では、来賓として、北海道医師会会長長瀬清先生、北海道大学環境健康科学研究教育セン
ター特別招聘教授岸玲子先生、札幌市医師会会長松家治道先生、日本女医会会長前田佳子先生、元本
会会長斯波憲子先生、北海道歯科女医会会長中村かほる先生はじめ日本女医会から21名含み54名ご参
加をいただいた。昨年急逝された理事の濱田啓子先生のお嬢様飯田有紀先生が、お写真や愛用のバイ
オリンをご持参され、会員の皆さまご自身も写っている写真を発見して思わず涙された先生も多くみ
られた。
永石歓和先生率いるシンフォニエッタの格調高い美しい演奏、長谷部千登美先生より旭川厚生病院
写真部作成の北海道の色鮮やかなスライドショー、テーブルスピーチとして、日本女医会のモデル事
業としてスタートした2008年第1回ゆいねっと札幌会議in札幌から10年以上、性暴力被害者支援に携
わってきた堀本江美先生よりSACRACHの紹介をいただいた。さらに啓子先生の後を常勤医として患
者さんをも引き継ぐ有紀先生より啓子先生の想い出に加え、お別れとお礼を述べられた。また新谷会
長司会で、ご参加の先生よりスピーチをいただいた。前日せたな訪問した際の写真を交えての前田佳
子先生、昨年荻野吟子賞を受賞された深井登起子先生、昨年吉岡弥生賞を受賞した山本明美先生など
楽しいスピーチが続いた。
いよいよおみやげ争奪｢北海道クイズいくしかないしょ｣では、｢なつぞら｣なっちゃんに扮した塚本
江利子先生のウイットに富んだチャーミングな司会は会場を湧かせた。なんと全問正解されたのが前
田会長おひとりでした。
ご参加皆さまのお心配りが光る、とてもアットホームな、まさしく懇親を深める場となった。北海
道ブランドにこだわったお料理、飲み物、そして森井登起子先生より寄贈のせたな町特産の｢吟子物
語｣の乾杯酒も華を添えた。資料として本会会報、ゆいネット会報およびフランス視察資料、江原亮子
先生より寄贈の荻野吟子パンフレットをさしあげた。
第1回実行委員会が立ち上がったのは、1年半前平成29年12月、開催を打診するメールではほぼ開催
に否定的だった直後。啓子先生の一声で集まった新谷会長、塚本先生そして私の４名だけの実行委員
会でした。当日を迎える時には北海道支部会員だけでなく、北海道女性医師の会理事全員先生のご協
力をいただくまでになりました。新谷会長を中心に楽しく準備することができました。ご参加の皆さ
まに心から感謝申し上げます。

藤根美穂先生がエクスカーション，
懇親会の楽しい写真を下記で提示して
くださいました。
どうぞごらんくださいませ。

http://img.gg/I5HmNwK

Password. joikai2019
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認定NPO法人ゆいネット北海道

1，性暴力被害者支援活動
2，子どもの健やかな成長を支援
3，未成年、女性への健康支援

認定NPO法人ゆいネット北海道 http://yuinet-hokkaido.com/
SACRACH http://sacrach.jp/

■当会協力要項■

現在、性暴力被害者支援ナースSANETを育成、性暴力被害者の証拠採取などもSANET取得看護師が実
施できるようになりました。毎年、性暴力被害者支援のため研修講座を6回開催しています。
今後SANET看護師が2名以上在籍する病院、診療所を性暴力被害に対応能力がある認定病院として認定
証など発行します。北海道女性医師の会が認定病院審査に協力します。
（委員長 谷野／ 副委員長 澤田、足立 �当会理事 ）

堀本江美先生が日本女医会荻野吟子賞を受賞されました。
日本の女性として初めて公に医師の資格を取得した荻野吟子の偉業を
称え、その名を永久に伝えるために制定されました。同賞は、独自の活
躍をもって女性の地位向上や、市井の医療に著しい貢献をした女性医師
を対象としています。

NEWS

2018年度 荻野吟子賞を受賞して
本日はこのような晴れがましい場に立たせて頂くことに深く感謝いたします。荻野吟子先生の偉業を称えたこ
の賞を頂き大変光栄です。

2008年当時に北海道女性医師の会で会長を務める守内順子先生にお誘い頂き、日本女医会子育て支援プロ
ジェクトに参加しました。当時は縦割りの支援しかなく子どもの問題は山積でした。そこで医療関係者だけでな
く、教育、行政、警察、メディアなど様々な職種の方々に声をかけ困っている子ども達の問題に取り組みました。
2年3年と続けると、それが大きなネットワークとなり、緩くしかし広い分野で長いお付き合いが構築されました。
2012年には北海道と札幌市の2つの行政から委託を受け、NPO法人ゆいネット北海道を立ち上げ性暴力被害者
支援センター北海道の運営を託されました。重責に押しつぶされそうな事案もありましたが守内順子先生を始め
澤田香織前会長も全力で共に頑張って頂きました。女性医師の会の皆様のご助力があったからこそ出来ている事
業と思います。その意味で今回の表彰は北海道女性医師の会が評価されて賞を頂いたと思っています。
性暴力被害は大変身近にあります。一例を挙げます。受診した患者さんが、先日お産した方のお母さまでした。
カルテを見ると随分と若い年齢でしたので「お若いですね。」と声をかけるとその女性は「保険証の年齢は実年
齢ではありません。」と答えました。保険証の年齢に間違いがあるものでしょうか。その女性は続けて「私の母
は義父にレイプされ、私が生まれました。私の存在は隠されていたので小学校入学まで戸籍が無かったので
す。」とさらりと告白しました。
この女性のように性暴力被害者はいつも目の前にいる、と感じています。感覚を研ぎ澄ませて声にならない
SOSを感じ取っていかないとわからない難しい症例が多いです。時には疲れ果てます。しかし、女性医師の皆様
を始め、地域の皆様ととともに励まし合い苦労を分かち合ってこの難問に向かっていきたいと思います。

最後に皆様のご健康とご健勝を祈りお礼の言葉とさせていただきます。本日は誠に有難うございました。
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Les centres de planification ou d’éducation familiale、略称CPEF

ゆいネット北海道 フランス視察第ニ報
パリ市 性暴力被害者救済センター（家族計画教育センター）

認定NPO法人 ゆいネット北海道 理事長 堀本 江美

「明日の訪問先は少し危険な地域です。服装や持ち物に注意して下さい。」通訳さんからこんな指示
が出て私たちは何かあったら走って逃げましょう、と覚悟を決めその危険な地区に出かけました。メ
トロ駅を出るとひっそりとしていて小道を抜けるとビルが並んでいました。入口に守衛さんが2名
座っていました。エレベーターで上がると小さな待合室があり、そこが目的の場所でした。

（ポスター訳：性的な事、精神的な事、避妊の事、コンドームの事、緊急避妊の事、正しい情報で自
分の身体を守ろう）
!このような啓蒙ポスターが壁のあちこちに貼られている。文末にもご紹介する。

15歳になると生徒が皆でこのセンターを見学に来る。ここでは性教育や性感染症予防を行っている
という。何でもフランスの法律で決められているそうだ（但し、一部の私立学校は対象外）。調べて
みると、フランスだけではなく、イギリスでも法律で性教育が義務とされ、フィンランドでは性教育
は必修科目となっていた。

性教育プログラムの授業義務に関する条項（公衆衛生法典より抜粋、通訳さん提供）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
性教育と性感染症予防について
避妊方法の広まりにもかかわらず、１５～２４歳女性の妊娠中絶割合は１/３で、2013年から2015年
の二年間で性病感染率は１０%増加している。2015年のHIV新規感染者数は、6000人であった。若者
への学校での性教育は、緊急を要するプログラムである。性教育および次世代再生産の授生教育は、
各々の性に対する自立・満足・安全・権利を尊重したものであるべきで、2030年までにエイズ撲滅を
目標とした性感染症リスクを回避すべくグローバルな教育を行うべきである。また、この教育では、
様々なジェンダー、性的趣向、社会的立場、障害者の人々も対象とし、HIV陽性者の社会生活、女性
への暴力的態度を予防するものでもある。この為に、政府は、以下のアクションを行う。

１ 若者に向けたポジティヴな性の教育
２ 性病予防・検診・早期発見早期治療、特にHIV・ウィルス性肝炎などの隠れた流行に対してより
適切な検診を行う。
３ 避妊および不妊予防メソッドへのアクセスの改善
４ 人工妊娠中絶へのアクセス保証
５ HIV・ウィルス性肝炎・性感染症リスクの特に高い人口集団へのニーズに適合したアプローチ
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! 表1 日本産婦人科医会誌から転載

出迎えてくれたセンター長は恰幅の良い頼も
しい風貌の女性だ。彼女は助産師であり家族と
夫婦の問題の専門カウンセラー資格を持つ。
「性教育に学校へ出向かず、このセンターまで
来てもらうことでセンターの場所や役割を学ん
でもらっている。」なるほど、と一同感心。こ
のセンターは匿名で無料で利用出来ること、彼
女はそれが大切だと考えている。

このセンター開設時間は午前9時～午後5時まで。スタッフは全員パリ市の職員である。受付秘書、
看護師のほかに産婦人科医師、総合診療医も勤務する。PTSD専門の精神科医も週に半日勤務してい
る。このセンターは予約不要である。性暴力被害者は精神的に不安定なこともあり、予定が立てられ
ない人がほとんど。遅刻や直前のキャンセルなどが考えられるが、被害者の都合の良い時にいつでも
受診してよい。さらにセンターが入っている建物にはワクチンセンターや心理センターなどの施設も
入居しており、訪問者が性暴力被害者であることを特定されない利点がある。電話相談も受けており
連携先を紹介することもある。こうした性暴力救援センターはパリ市内に22か所開設されている。
上の写真は婦人科診察室の様子。内診台とエコーが装備されている。

今回訪問した性暴力救援センターには司法のサポートは無かった。その点はこれから充実してい
くに違いない。北海道500万人に札幌と函館の2つの性暴力被害者センターがあるにすぎないが、パ
リ市は人口1000万人に対して22か所とは随分と違うものだと思った。
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活動内容について

近年、医学部卒業生の女性の占める割合が増加し、男性・女性医師のワークライフバランスの考え
方の多様性が進んでおります。この動向は勤務医不足や大学での臨床に携わる医師不足が社会問題に
なっている現状をより深刻化する可能性があり、男性女性医師がその能力を生かして、子育て等をし
ながら継続的に就労できる環境を整えることが緊急課題と考えられます。
平成22年度より始まった当事業では、まずは育児の主な担い手である医師の出産・子育ての支援シス
テムの構築や家庭生活を大事にしながらキャリアアップできるような就労システムを充実を目標とし
ました。このシステムは真の男女共同参画を実現するための基礎作りと考え、現在も以下の３点を中
心に継続しています。

1. 相談窓口
保育、勤務形態、復職に関する相談を受け付けるほか、市内の保育施設（病院内保育所含む）や
ロールモデルの紹介、講演会の開催等を行います。
2. 育児支援
本院職員からの強い要望であった病後児保育が、平成23年2月に『病後児保育室 ぶらん』として開
室し、職員が安心して勤務できるような環境作りに取り組んでいます。さらに、平成24年度には『す
くすく育児支援プラン』という新たな短時間勤務医員枠を設置し、多くの女性医師等が仕事と育児を
両立しながら、勤務を継続していけるような環境整備を進めています。
3. 復職支援
各診療科における復職研修をサポートする形で、復職を目指す医師を支援しています。今後も、復
職希望者のニーズに合った復職支援の形を構築していきます。

北海道大学病院 男女共同参画推進室のご紹介

�2019年パンフレットより抜粋
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北大内保育施設
北大病院保育園 ポプラ(認可外保育）
北大病院保育園ポプラでは、急な仕事や学会、研究などに対応する一時保育を受け付けております。
いざというときには是非ご利用下さい！
所在地札幌市北区北18条西7丁目（北海道大学構内）
保育対象年齢0歳（3ヶ月）～就学前のお子さん
利用対象者原則として、北海道大学病院に勤務する職員
保育時間月曜日～土曜日7：30～18：30（延長保育18：30～21：30）
お問い合わせ先 北海道大学病院総務課労務管理係 TEL 011-706-7085（内線7085）

病後児保育室 ぶらん
病後児保育室ぶらんでは、原則として病気の回復期であり、集団保育の困難な期間、専用スペー
スにおいて看護師や保育士などの専門スタッフがお子さんの健康状態をチェックしながら一時的に
お預かりいたします。

所在地札幌市北区北1４条西5丁目 北海道大学病院歯学部D棟1階
利用対象者北海道大学病院の教職員（診療に従事する研究科等に所属する
教職員・大学院生等を含む）
保育対象年齢生後６ヵ月～小学６年生まで
利用時間平日の月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末年始を除く）
午前７時３０分～午後６時３０分まで
利用料金 2,500円（4時間未満 1,500円）※給食等は別途実費
１日の利用人数３名
お問い合わせ先 病後児保育室「ぶらん」 TEL 011-706-4384 (内線4384)
※ご利用には事前登録・予約が必要です。当日は｢かかりつけ医連絡票｣が必要となります｡(病状や症
状によっては受け入れられない場合もあります。)

札幌市内の保育事業のご紹介については下記をご覧下さい。

①認可保育所 http://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/hoiku/ninka/index.html
②認可外保育施設について

http://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/hoiku/ninnkagai/842.html
認可外保育施設一覧
http://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/hoiku/ninnkagai/4079.html
③病後児デイサービス事業

http://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/ichiji/932.html
④地域型保育事業

http://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/hoiku/chiikigata/840.html
⑤札幌子育てサポートセンター 利用、申し込みについて

http://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/ichiji/837.html
⑥札幌市こども緊急サポートネットワーク 利用、申込みについて

http://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/ichiji/850.html
⑦児童会館・ミニ児童会館 利用、申込みについて

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/ikusei/l02_1.html
⑧民間の学童保育所について

http://www.city.sapporo.jp/kodomo/ikusei/l02_3.html



7，Link（④北海道大学病院 男女共同参画推進室のご紹介） 22

キャリア支援
医師とともにキャリアを考える会（おしゃべりの会）
年に数回、医学部学生を対象とした「現役医師とのおしゃべりの会」を開催しています。普段ゆっ
くりお話しすることのできない第一線で活躍されている先生方をお招きし、お昼の１時間一緒にテー
ブルを囲んで昼食をとりながら自由にお話しのできる気軽な会となっています。
毎回様々なテーマで各方面の先生方にご協力いただき、参加するたびに新しいお話しをきいてもら
えるよう企画しています。

第14回 H30. 5.22 内科のお仕事 ～新専門医制度もふまえて～
内科Ⅰ・医局長／渡部拓先生 大学院生／阿部結希先生
第15回 H30.10.25 女性のために働くということ
婦人科助教／井平圭先生
第16回 H31. 2.13 AI.ロボット時代を生きる未来予想図―医師の働き方改革―
整形外科／清水智弘先生
第17回 R1. 7. 4 病理医～選択自由度の高いキャリア形成～
医学研究院 分子病理学教室／外丸詩野先生

休職中にも学ぼう！
復職の際に役立った勉強、システムなどに関する復職経験のある先輩からのアドバイスを掲載しま
した。準備をしたいけれど何が必要だろう？そんな疑問に答えてくれています。また、当院臨床研修
センターHPで紹介している研修医・学生用資料へのリンクは以下のとおりです。様々な診療科の先
生方が毎日の診療で役立つ知識を提供してくれています。
http://www.huhp.hokudai.ac.jp/sotsugo/storage2/
※北海道大学病院職員のみ閲覧可能です。
復職経験のある先輩からのアドバイスをご紹介！
復職時に準備したこと、復職してからのことなど伺いました。

マタニティ白衣レンタルについて
推進室では、妊娠中の医師・医学生に「マタニティ白衣」の貸出をしております。使用期間が限ら
れていることからレンタルできるシステムがあったらいいのではと考えスタートしました。
診療衣ジャケット・パンツ・ワンピース等がありますので是非ご活用ください。
ご希望の方は推進室までご連絡ください。
※数に限りがありますので、貸出中の場合がございます。

北海道大学病院男女共同参画推進室（歯学部D棟1階）
TEL: 011-706-7085(内線7085) MAIL: jyoseisien1@huhp.hokudai.ac.jp

男女共同参画推進室では、皆さんからのご相談を受け付けています。何でもお気軽にお寄せ下さい。
電話はもちろんメールでも24時間相談を受け付けていますので、忙しい方でも時間を気にせずご相談
頂けます。ご希望があれば直接面談することも可能です。
ひとりで悩まず、まずはご相談を！お待ちしています。

所在地〒060-8648 札幌市北区北14条西5丁目 歯学部D棟１階
電話番号 011-706-7085 【内線7085】
(北大病院総務課労務管理係 推進室事務担当)
受付時間午前8時30分～午後17時00分
メールアドレス jyoseisien1@huhp.hokudai.ac.jp (24時間受付）
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８，旭川医科大学病理学講座 谷野美智枝教授
就任インタビュー

■ワーク編（病理医は女性の職業としてもおすすめ）
・選択の動機
元々は臨床医として北大第一内科で働いていました。臨床医として採取した組織やいろいろな治療を
したけど不幸にしてお亡くなりになってしまった患者様の病理解剖などを通して、病理に関わる機会が
多く、病理は身近でした。臨床医として診ていた患者さんの身体の中で起こっていることを組織、細胞、
遺伝子レベルで見て、明解な答えに導いてくれ、さらに治療に直結する病理に感動しました。また、病
理検体を用いて肺気腫の発症メカニズムの研究に取り組んでいた際に、「呼吸器内科医」として病理の
勉強をスタートさせるうち、面白さと奥深さを感じていました。そのうちに病理の教授から助教になら
ないかというお誘いをいただきました。内科を続けるか、病理に転向するか迷いましたが、呼吸器内科
の上司に相談したところ、呼吸器病理が専門の病理医が少ないから是非やってみたらよいのではないか
という後押しもあり、病理医に転向する決意をしました。

・診療科の特徴
臨床での疑問、知りたいことに対して、病理医はミクロな視点から病気にアプローチし細胞・病理像
を観察、病態を知ることができ、それを臨床にフィードバックして適切な治療に貢献することができる
重要で大変やりがいがある仕事です。臨床は画像や血液検査結果などを通して病気の影をみることが多
いのですが、病理は、それらの所見の理由付けとなる所見と臨床像を比較検討することで病態を深く理
解できます。病理はイメージがつきづらい科かもしれないですが、患者さんを治療する臨床チームの重
要な一員として、さらに治療の選択、予後の推測に関して司令塔の役割も果たしているのです。また、
女性としてのメリットをいうと、外来や病棟での仕事はベッドサイドで行う迅速病理診断 （rapid on
- site evaluation：ROSE）や病理解剖以外は、急な呼び出しは少なく、マイペースで経験を積むこと
ができる働きやすい科だと思います。臨床バックグラウンドがあった上で、病理になる人も多く、私自
身も臨床医からスタートしています。

■オフィシャルプロフィール
旭川医科大学 病理学講座 教授
・研究分野：人体病理学 / 実験病理学 / 呼吸器病理学
・略歴：2018年度5月より現職
2012年度 - 2017年度：北海道大学, 医学研究院, 講師
（腫瘍病理学講座）
2008年度 – 2012年度：北海道大学, 医学(系)研究科
（研究院）, 助教
2003年度 - 2005年度：米国ワシントン大学 博士研究員
2002年度 - 2004年度：北海道大学, 医学(系)研究科
(研究院), 助教

文責：旭川医科大学医学部医学科６年 綾谷有美香

今回、谷野美智枝先生の旭川医科大学病理教授ご就任お祝いを兼ねた医学生に
よるインタビューをお願いしました。
（１）ワーク編「細胞レベルで知れる面白さ」
（２）ライフ編「生きがいはすべて」
（３）アドバイス編「なんでも欲張って経験して！」

病理室での一コマ
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・やりがいを感じる理由、大変なことなど
繰り返しになりますが、臨床では予測になってしまう部分をもっと詳細に組織像、細胞像から病態を
把握することができ、さらに病理検体から採取したDNAやRNAを解析したり、実験病理学的手法を用
いて病気の本質に迫ることができます。臨床面と研究面どちらの要素も持ち合わせています。臨床面で
は、病理学的所見から疾患の本質に迫り患者さんのよりよい医療の提供に直結していることを実感しま
すし、研究面では臨床医学と基礎医学の中間的な立場であるからこそ、臨床検体を用いた研究を通して
将来の医学・医療に役立つという大変やりがいがあり、楽しさを感じます。大変なことは、日本では病
理医数が絶対的に不足していることもあり、広い守備範囲が求められます。広く深い知識が要求される
部分は「楽・らく」ではありませんが、病理は「病理診断」が単独で独り歩きするものではなく臨床病
理学的な総合的な判断ですので臨床医との連携のもと正しく、よりよい医療の提供を行えるように努力
しています。

・現在取り組んでいる、取り組みたいと思っている仕事
これからは遺伝子、血管・免疫細胞などの細胞周囲環境を含めた総合的治療が加速度的に進むと思い
ます。病理組織から採取したDNA, RNAを用いた次世代シーケンスによる網羅的遺伝子解析を含めた新
しい「分子病理診断」のニーズが目の前に迫っています。良質な病理検体があって正確な検査結果がで
ますので、患者さんの検査や治療が円滑にいくように臨床医、臨床検査部、薬剤部部、看護師さんたち
と準備しています。臨床的な側面はもちろんのこと、大学教授としての仕事は、教育、研究も求められ
ています。後進の育成と共に臨床病理学的検討、基礎、臨床の先生たちとの共同研究などを通じて、今
すぐではなくても将来の患者さんのためになる研究を進めたいです。また、今は少ない女性教授の一人
として、女子学生や女性医師の応援もしていきたいですね。

■ライフ編
・趣味に関して
二人の子供が高校生になる頃から始めたゴルフが趣味です。週末には友人や夫とゴルフを楽しんでい
ました。旭川に赴任してからは一度もゴルフができていませんが、旭川にも同期や友人がいて、今年こ
そは旭川でゴルフデビューしたいです。また、趣味とは言えませんが、旭川には昔からの友人も多いの
で、同じフィールドの友人、全然違うフィールドの友人と会っておしゃべりをしながら美味しいものを
食べるのはとても楽しいです。

・生きがいについて
生きがいを一言でいうのは難しいですね。全てですかね。
病理の仕事もそうですし、大学での教育・研究に関わることも、家族も、友人も、全てが生きがいです
ね。楽な仕事ではないけど、大変な中にも楽しさや新たな発見があって興味が尽きないので続けられま
す。仕事面でも私生活でも人と関わり、人に役立つことが生きがいですね。

■アドバイス編
・若手に向けたアドバイスを。
皆さんが選択した医学の道は大変ではあるけど、楽しくやりがいがあり職業だと思います。それぞれが
興味を持って楽しいと思うことを頑張ってもらいたいです。私は臨床から病理へと興味があり楽しいと
思う分野に欲張って進んできました。最近の学生さんたちは、試験、進級に追われ勉強が大変ですよね。
でも勉強以外のことも是非欲張っていろいろ経験してください。いろいろな経験の中で、うまくいった
り、いかなかったり、辛かったり、楽しかったり、いろいろな経験はすべてその後の人生の糧になりま
す。いろいろなことを乗り越える力になります。それから、一人で抱え込まないで、友人、先輩、後輩、
先生、家族などを頼ったりしてチームワークよく頑張ってください！
私はいつでも若者を応援しています！

～たくさんお話をさせて頂いて、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。
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9，当会理事の追悼 別役先生、濱田先生

①別役先生
クラーク病院 守内順子先生

未だに先生が亡くなられたと言う情報が飛び込んできた９月２日のことが忘れられません。ご葬
儀に出席すべく飛行機の便もおさえたのですが、地震後の千歳空港の状況と身内の不幸でお通夜に
出席が叶いませんでした。未だに残念に思っています。
別役先生は優秀なうえ、非常に誠実でそして細やかな心遣いをされる方でした。私の恩人の一人
です。１０年前に私が藤井先生から会長職を引き継ぐことになったときに、新谷先生に紹介してい
ただき別役先生に北大担当理事になって頂きました。
その後、別役先生にお願いして新谷先生と一緒に北大病院院長にお会いしたり、北大の保育園を
見学することが出来ました。約束した時間に、先生が出張先から可憐なコートを翻しながら急いで
帰ってこられたお姿が未だに目に浮かびます。
２大学の会の前身である、北大の学生との懇談会の開催にも協力して下さいました。 毎年、な
かなか学生さんが集まらなくて本当に苦労しましたが、先生は毎回一生懸命に努力して下さり、本
当にありがたく思いました。
平成２１年,私たちが主催した清野先生の講演会にはお嬢さんの手を引いて出席してくださいま
した。そして間もなく、そのお嬢さんを連れられて２度目の留学をされました。
慶応の教授に就任が決まり北大を去られるときに、女性医師の会の後任に長井先生を推薦して下さ
いました。その長井先生が札幌医大の会を統合して、今や２大学の会と言う形で学生との懇談会を
引っ張って行って下さっています。

Medical note https://medicalnote.jp/doctors/stories/37 に別役先生の写真、そして《恩
師と患者さんが私の医師の道しるべです》という先生のお言葉が載っていました。写真を拝見する
たびに、涙が出てきます。
本当に惜しい方を失いました！残念でたまりません。

② 別役智子先生を偲んで 長井桂先生
JCHO北海道病院 長井 桂

北海道地震の翌日、JRもバスも動かず信号が消えている中、車を走らせ空港へ向かった。空調
が切れて蒸し暑く大混雑となった空港に着くと、予定していた便は何事も無かったように羽田へ飛
び立った。地震後運航再開の第一便だった。導かれるように斎場に行き、祭壇に飾られた別役先生
の写真を見ても翌日のご葬儀の時にお顔を拝見してもやっぱり実感は湧かなかった。今でも、私の
中では研究に対するエネルギーに溢れ、楽し気な先生の姿しか思い浮かばない。
今と違い大学院入学が少なかった昔、私のすぐ近くには子供を持って大学で研究している別役先
生や谷野美智枝先生がおり、これが普通なんだと思える環境であったことにとても感謝している。
別役先生の第２子が生まれそうになった時大量の論文を抱えて入院し、直後より執筆を再開してい
る姿は衝撃的だったが、「本当は産休中に実験をしたいけど、他の人は仕事をしているのであまり
いい顔をされない」と嘆いている姿はそれよりも印象に残っている。
別役先生には研究者としての姿勢、患者さんに対する真剣な想いなど多くを学ばせていただいた
けれど、母親としての本音を聞かせてもらったことはありがたかった。「みんな自分のことを仕事
と家庭を両立している人と勘違いするけれど、両立なんてできないの。仕事に力を入れたら子供の
ことはおろそかになる。でも愛情を注いでいれば子供はいずれ分かってくれる。」その言葉に救わ
れて私は今までこれたと思う。

2001年のATS（アメリカ呼吸器内科学会）は別役先生と私の２人だけの参加だった。その時私は
妊娠６か月でATSも初めてだったけれど、別役先生のお陰で何も心配なく学会を楽しめた。ATSの
魅力を存分に教えてくれて、留学仲間にも家族のように紹介してくれた。リクエストに応え生き生
きと桃太郎（Peach boy）の話を皆にして大爆笑されていた姿を忘れることはできない。
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成果を上げどんどん遠い存在になってしまったけれど、全てが思い通りではなかったようで、一
内で研究グループリーダーであった時に指導がうまく行かない苦しい胸の内を吐露してくれた事が
あった。第一線で活躍すること、指導者になること、教授になること。慶應の教授になった時、自
分にあったリーダー像を模索してイルカのリーダーにたどり着いた事を教えてくれた。イルカの
リーダーは先頭ではなく群れの真ん中に位置し、力のあるものを先に進ませ、遅れがちな群れの最
後尾に気を配り励ます。肩の力を抜いて教授になることを楽しみにしている姿があった。

2018年の呼吸器学会の直前、周囲から御病気の可能性を聞いた時もまさかという気持ちだった。
お会いできますかというメールに即日で返事が返ってきたからだ。久しぶりにお会いした別役先生
は右手が動かず明らかに病気だったけれど、とうとう最後まで詳しいことは聞けなかった。
でも、これで正解だったんですよね。こうやって時間を過ごしたかったんですよね、先生。
谷野先生と３人で久しぶりに昔の話をして本当に楽しかった。慶應の先生方は本当にいい人ばか
りであること、自分は良い人たちに囲まれて本当に幸せだということ、これからの研究ではこんな
ことをやってみたいこと。最後は周囲への感謝とこれからの未来のことだけを話していた。
ご葬儀の時に家族の方のすっきりとした様子を拝見して、別役先生は仕事もご家族との向き合い
方も納得の行くまでやりきったと確信した。先生のようにはなれないけれど、迷った時先生の生き
方を思い出して、先生の最後のメールの言葉を思い出して前向きに過ごそうと思う。
「昔が昨日のことのようです！またぜひお会いしましょう」

③ 濱田啓子先生の思い出
JCHO北辰病院 江原亮子先生

あまりに突然のご訃報でした。2018年９月24日の午後、北海道女性医師の会会長新谷朋子先生か
らのメールを開きました。「理事・濱田啓子先生が交通事故で亡くなられました」。
信じられなさに、しばらく目は釘付けになりました。

1か月前の8月25日には、母校・東京女子医大の北海道支部同窓会で会長の濱田先生を囲み、9月
11日にはその同窓会の写真と9月6日の地震のお見舞いメールを頂いたばかりでした。
秋晴れの下、札幌屈指の広い葬儀会場から溢れるほどの方々が弔問されました。69歳で医師として
現役の最中、各方面でのご活躍で、多くの方々が先生を慕われ、ご急逝を大変驚かれ、惜しまれま
した。日本女医会会長の前田佳子会長と理事の先生も東京から駆けつけられました。数多の花々で
美しく飾られた先生のご遺影は、明るい笑顔で、そのままご挨拶やお話が始まるようでした。喪主
でご長男濱田晋輔先生（北祐会神経内科病院理事長〕のご挨拶に、「母も父（故・濱田毅先生 北祐
会神経内科病院創設者〕も人が大好きでした。診療が大好きでした」とありました。お嬢様の飯田
有紀先生（北大リハビリテーション科医師〕は、まだ小さな3人のお子さんを抱えながらも突然の事
態に気丈に冷静に振る舞われていました。濱田先生ご夫妻の日々の生き方が確実に伝わっていられ
ました。
先生との一番の思い出は、2018年5月に新宿・京王プラザホテルで開催の日本女医会総会に同行
したことです。濱田先生は長年日本女医会の理事を務められ全国的にも知られています。先生のご
推薦で、旭川医科大学皮膚科学講座の山本明美教授が医学研究と医学教育に貢献されている女性医
師に贈られる「吉岡弥生賞」を受賞されました。山本先生は海外での国際学会から直接会場に来ら
れ、ご主人の秋田大学循環器外科学講座教授山本浩史先生もご隣席され、推薦者の濱田先生は、こ
とのほか喜ばれていました。
「中央集権」になりがちな日本女医会ですが、北海道はより一層「女性が活躍できる環境」とし
てロールモデルとなっています。濱田先生のご念願の2019年日本女医会札幌総会への確かな力強い
布石になりました。
「人を愛しなさい。そして愛される人でありなさい」
濱田先生が2008年5月30日、日本女医会ホームページの「北から南から」に寄稿された「5人の子
供へのメッセージ」と副題のついた文の最後のお言葉です。今となっては、遺されたすべての人々
へのメッセージ、遺言に思えます。
濱田啓子先生、ありがとうございました。人として、医師として、先生の「遺言」を心に刻んで
参ります。



１０，Articles of incorporation

10，北海道女性医師の会 定款

（名称）第１条：本会は北海道女性医師の会（日本女医会北海道支部）と称する。

（目的）第２条：本会は会員各自の品性の向上、知識の進歩、および会員相互の親睦をはかり、女性医師
の権利を擁護し、社会に貢献し、人類の福祉を増進することを目的とする。
第３条：本会は国際親善に寄与し、国際女医会、日本女医会等との関係を保つ。
第４条：本会はその目的達成のため、会員相互の情報の交換を図り、研修会、講演会などを行う。

（会員資格および資格喪失）
第５条：北海道在住の女性医師で、会費を納入したものを会員とする。
第６条：３年以上会費を滞納し、督促に応じないものは会員資格を喪失する。

（役員）第７条：本会は、その運営のため、下記の職務を行なう役員をおく。
会 長 １名 会を代表し、会を召集し、会務を総理する。
副 会長 若干名 支部長を補佐し、不在の際は職務を代行する。
理 事 若干名 会務を執行する
会 計 ２名 会費を徴収し、管理する。
会計監査 ２名 会計を監査する。
第８条：役員は総会で定め、任期は２年とし、再選を妨げない。
第９条：事務所は代表住所におく。

（議決機関）
第10条：本会の議決機関は総会および理事会とし、総会は年度始めの定時総会、及び臨時総会とする。

（会の成立）
第11条：総会は、会員の ５分の１ 以上の出席をもって成立する。
第12条：理事会は過半数理事の出席をもって成立する。
第13条：やむを得ず欠席する場合は、あらかじめ通知されている議題に関しては意見を表明すること、ま
た出席者に議決を委任すること、ができる。
第14条：議決は多数決とし賛否同数の場合は議長がこれを決する。
第15条：臨時総会開催は理事会の決定による。なお会員は必要な場合、理事会に臨時総会の開催を要請で
きる。

（役員の補充）
第16条：役員に欠員が生じた時は理事会で決定する。その場合の任期は、前任者の残りの期間とする。

（会費）
第17条：本会の運営は会費その他の収入でまかなう。４月１日より、翌年３月３１日までを会計年度とし、
会費は年間４０００円とする。

附則：平成 ２年 ２月 １７日 一部改正 平成１５年 ４月 ２６日 一部改正

細則
（会議費）
札幌市外在住の理事者には、理事会出席には旅費を実費充当する。理事会および委員会出席者には費用弁
償として１０００円を充当する。

（弔意）
会員の逝去に関しては供花を供える。

（次期会長選出）
４．会長推薦委員会を改選期の前年に組織し推薦する。改選６ヶ月から３ヶ月前に理事会で承認をうけ、4
月の総会で決定する。委員は３名として、少なくとも１名は会長経験者とする。

上記は平成１５年４月２６日より発効
平成２５年４月２０日 改定
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11，Sponsors

11，協賛企業ご紹介
当会では協力団体、企業欄への広告掲載を募集しております。
当会では、研修医、医学生、女性の健康支援、キャリアアップとその維持、また、NPO法人ゆ
いネット北海道の立ち上げと共に性暴力被害者支援センターSACRACHの活動を行っています。
今後とも発刊に際し、本誌に広告のご掲載をお願いしたく、ご依頼申し上げます。

HP: https://www.hmwa.info/record-annual-report

�電子媒体のバックナンバーもございます。こちらは広告ページがございません。
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年会報以前の報告もpdfにまとめてあります。また、当会編纂
いたしました【北の大地を抱きしめて】もございます。
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北海道女性医師の会 新規会員 随時募集中です。
また、メールマガジン、年会報郵送登録をお願いします。
現在、北海道にいる女性医師間でのネットワークの構築・維持のために、当会や
協力組織で行っている活動のご紹介や報告、また道内女性支援事業に関する情報配
信をしています。北海道で豊かな勤務を応援する一つのツールとなれるように記事
内容を皆様と作っていけたらと思います。

�メールマガジンは非会員も含め、医師と医学生に配信しております。
�年会報は毎年約700部を当会会員240名と協賛者、各医療機関へと配布しており
ます。

■入会方法
１，新規入会者は、登録希望を上記事務局にご連絡お願いします。
２，メールマガジンは、管理人より登録のご案内を行います。
３，年会報郵送登録希望の方は、住所と部数をご連絡ください。

■具体的内容
1，年に一回年会報が送られ、当会の様々な活動やイベントに主体的に参加する
ことが可能です。

2，月に一度程度のメールマガジン配信、800字程度のイベント広報、報告書が
テキスト文書で送られてきます。

■会費：4000円／年

メールアドレスのご変更の際は、事務局にご連絡をお願い申し上げます。



北海道女性医師の会 事務局
060-0042 札幌市中央区大通西１７丁目1-27 セントラルCIクリニック
TEL 011-623-1131 FAX 011-623-1132
ホームページ： http://hmwa.info
メールアドレス：info@hmwa.info


