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 Greeting

年会報作成に当たり vol.6
北海道女性医師の会　会報

年会報担当医学生　札幌医科大学医学部５年生　渡辺梨花より 

　この度、年会報の作成に携わることができ、感謝しております。 
　北海道女性医師の会の皆さまには、二大学合同の講演会を通し、いつも多
くのことを学ばせていただいております。先生方が仕事やプライベートなど
の事も、楽しく話されているところを拝見し、女性として働くということに
対する希望や期待を感じ、素敵な繋がりであると思っております。 
　今後、私自身も医師として、また人間としても成長出来るように、日々精
進していきたいと思います。 
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会報製作者　　渡辺　梨花（札幌医科大学医学部５年） 
発行責任者　　遠藤　香織（札幌徳洲会病院 整形外科）
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　　　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６年目になりま
して、本刊で第６号になります。 

　タイトルの「Hand in Hand」は ” 手を繋いで ”、” 手を取り合って ” という意味であり、北海道女性医
師の会におきまして、みなさまが共にこれから先も一緒に手を取り合って歩んでいけるよう、そして繋
いだ手でできるその輪がさらに広がっていくように、という願いを込めてつけさせていただきました。 

　2014度からpdf版のみと変更しまして、紙媒体と電子媒体対応にいたしました。ご郵送不要の方はお
知らせ下さい。 

　出来るだけ多くのご報告に努めてきまして、現在は他の女性医師部会へ影響を与えるようになってき
ております。これも歴代の北海道女性医師の会を支え続けてきた先生方のご努力の賜物ですし、今後と
もに先輩から受け継いできた大きな財産を享受できることを大変嬉しく思います。

　     海道は女性医師の会単独での活動も非常に盛んに行われ、女性医師のための活動のみならず、全
女性が享受できる健康支援活動、および労働環境改善へと影響するようになっています。 

　こうした地道な努力により、将来の子供たちへと繋がる幸せな社会作りに貢献していくことは非常に
有意義な物となると思います。

平

北



会長 新谷　朋子 札医（S62） とも耳鼻科クリニック 耳鼻咽喉科

副会長 小葉松　洋子 弘前（S63） 湯の川女性クリニック 産婦人科

副会長 澤田　香織 杏林（S58) 本間内科医院 内科

副会長 長井　桂 旭医  (H7) JCHO北海道病院 呼吸器内科

副会長 守内　順子 北大（S46） クラーク病院 内科

副会長 堀本　江美 札医（S63） ブロッサム苗穂レディスクリニック 産婦人科

庶務会計 塚本　江利子 札医（S57) 禎心会セントラルCIクリニック 放射線診断科

　 足立　柳理 聖マリ（S55） 足立皮膚科美容外科クリニック 皮膚科

　 江原　亮子 東女（S57） JCHO札幌北辰病院 消化器内科

　 遠藤　香織 札医（H20） 札幌徳州会病院 整形外科

　 遠藤　征子 北大（S35） 社会医療法人友愛会　恵愛病院 小児科

　 笹森　由美子 札医（H５） 札幌宮の沢脳神経外科病院  脳神経外科

谷野　美智枝 旭医（H５） 北海道大学 腫瘍病理

寺本　瑞絵 札医（H11） 札幌医科大学 産婦人科

　 永石　歓和 札医  (H9) 札幌医科大学 第二解剖

　 長島　香 徳島（S62） 勤医協札幌病院 産婦人科

　 長谷部　千登美 旭医（S55) 旭川赤十字病院 内科

　 濱田　啓子 東女（S49） 北佑会神経内科病院 内科

　 平山　恵美 北大（H2） 市立札幌病院 産婦人科

　 藤根　美穂 旭医  (H9 ) 岩見沢市立総合病院 小児科

　 松橋　めぐみ 埼玉（S58） 北海道内科リウマチ科病院 内科

　 宮崎　知保子 札医（S53) 市立札幌病院 放射線診断科

森井　麻祐子 札医（H18） 札幌市発達医療センター 小児科

　 山本　明美 旭医（S58) 旭川医科大学 皮膚科
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北海道女性医師の会　
　　　平成29年度理事会メンバー
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会長ご挨拶
とも耳鼻科クリニック 

新谷 朋子　先生

　今年度より北海道女性医師の会の会長を務めさせていただくことになりました。藤井美
穂先生、守内順子先生に続き澤田香織前会長のもと、事務局、副会長として本会に携わっ
てまいりましたが、前任の先生方が築いてこられたすばらしい活動を継続、発展させてい
く所存です。どうぞよろしくお願いします。 
　４月から新たに谷野美智枝先生、寺本瑞絵先生、森井麻祐子先生に理事に加わっていた
だきました。フレッシュなパワーでそれぞれの立場から本会の活動に寄与していただける
ことと期待しています。 
　皆様のご協力にて平成２９年度の会報をお届けすることができ感謝申しあげます。今回
は札幌医大５年生の渡辺梨花さんがカラフルで素敵な会報を作成してくれました。総会講
演、二大学の会、各地で活躍されている支部のお話など、ぎっしりと内容が詰まった見応え
のある会報です。編集してくださった遠藤先生、渡辺さんありがとうございます。 
　ゆいネットはリーダーの堀本先生、守内先生、澤田先生が行政や警察、教育、弁護士な
ど現場の方々と協働して広報活動や制度確立、看護師研修の開催等精力的に活動を行なっ
ています。会員の皆様の一層のご協力をお願いいたします。 
　二大学懇談会は長井先生が統括委員長となり永石先生、畑中先生のご尽力で北大、札医
大の学生さんと共に救急医療 をテーマにたくさんの学生、研修医の方々が参加して活発な
意見が繰り広げられました。今年度は１１月１８日に「医師の働き方発見」と題し、世界
や行政の立場で活躍されている講師をお迎えして開催する予定です。多数の皆様のご参加を
お待ちしています。 
　総会は毎回理事が持ち回りでいろいろな視点から多彩な講演が企画されています。平成２
８年度は本文でご紹介していますように手稲渓仁会病院の濱口先生、理事の山本先生、笹
森先生にご講演いただきました。また北大医学部６年生の笹森さんのノーベル賞授賞式の
様子や「衝動性」研究紹介、妊婦体験をしながら世界を回った箱山さんのコラムは学生か
ら世界にはばたく大きな可能性を感じました。益々のご活躍を祈念しています。 

　今回のテーマは「Hand in Hand」、広大な北海道で手を携えて集まることによって、多く
の知恵が生まれて世代を超えた繋がりができ、周りに笑顔もある温かい医療を提供できる
一助になることを願っています。 
　最後に、今年１月に日本女医会第１０代会長の山本纊子先生がご逝去されました。高齢
者の嚥下講習会で札幌でご講演いただいたり、昨年は耳鼻科の学会での特別講演も拝聴し
ていました。亡くなられる一ヶ月前まで病院長としてお仕事もなさっていたとのことで信
じられない気持ちです。日本女医会北海道支部を代表して女医会の発展に尽くされた山本先
生のご冥福をお祈り申しあげます。 



平成28年度北海道女性医師の会　総会 報告
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①『オピオイドの使い方の指導のコツ』
医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　がん治療管理センター　濱口大輔先生 

②『女性脳神経外科医の歴史』
医療法人明日佳　札幌宮の沢脳神経外科病院　笹森　由美子先生 

　　　　　　　　　　座長　とも耳鼻科クリニック　新谷朋子先生

　　告 

①濱口先生の御講演

・若手医師がオピオイドを習得するために、指導者が若手医師の
　あいだの認識が違いがあり、そこが壁となりやすいと理解する。
・指導者が教育するメリットは患者にとっては、がんの疼痛
　コントロールが出来ること、若手医師にとっては医師への感謝が増えるため、満足度が高い。
・例えば、この自己肯定感は入局者の増加につながる。
・若手医師が自立すると、段階的に教育していってくれることを挙げている。
・若手医師がオピオイド利用方法での躓くこと、何回教えても失敗するのは、開始のタイミング、開始
の説明、増量幅である。
　スライドで、オピオイド開始チェックリスト、は目的、大前提、投与経路、オピオイド製剤の導入の
方法、として、具体的な説明などをわかりやすく提示した。
濱口先生は緩和ケアの啓蒙と教育活動とともにビジネスコーチングを取り入れて、若手の育成に力を注
いでいるとのことでお話も明快でわかりやすい講演でした。
　濱口先生のご著書「できる！がん疼痛緩和」をメジカルビュー社から出版されています。ぜひ、ご一
読ください（上記写真参照）。

※濱口先生のホームページはこちら：　 http://daisukehamaguchi.com/

②笹森先生の御講演

　日本脳神経外科学会会員数9319人のうち、女性会員530人、1990年は脳外科医5000人の内女性は50人
しかいなかった。Women in Neurological Surgeonが1990年に発足している。
　現在は日本脳神経外科女医会の設立、中村脳神経外科など、女性医師支援の進んだ病院も道内には存
在するその他、Hygieia（ヒュゲイア）賞という臨床と研究に秀でた先生に受賞させようという動きや、
女性医師のFAQ　～相談窓口～　HPで私の経験からお役に立てること、一人で悩まないでという相談
ページもつくられている。

報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2016年度北海道女性医師の会総会特別講演には、旭川医科大学皮膚科学講座教授、山本明美先生をお
招き致しました。
1. ニキビ治療の最新情報
2. 旭川医科大学の男女共同参画
の二部構成で、いずれもお力のこもった爽やかなご講演でした。

1. 「ニキビ」という身近な疾患の基礎から最新のガイドラインの解説までを解りやすくプレゼンテー
ションして頂きました。特に劇症型やエイズとの関連など他科の医師としても目を開かれ、診療の
際に大変参考になりました。
また講演では教授のご講座の先生方の業績もご紹介され、山本先生のご指導のもと、優秀な人材が
多数育たれていることを実感いたしました。

7

特別総会講演『ニキビ治療の最新情報と旭川医大の男女共同参画』
演者：旭川医科大学 皮膚科学講座 山本明美 教授

座長：JCHO札幌北辰病院　江原亮子　先生

　他に最近の脳神経外科学会の動きとしては、2004年　脳外科総会の託児室設
置、2005年　ejnetへの参加　などが挙げられる。
　笹森先生自身の子育てと仕事の継続、キャリアの形成についてのお話もして
いただいた。
娘さんが3歳のときは母親にベビーシッターとして来てもらって参加し、妊娠出
産後には勤務先には優遇措置として、手術は途中まで参加し、保育園のお迎え
をしてから、術後管理などだけ参加するなどのフレキシブルな対応で、キャリア
を積み重ねてこられてきたとのことであった。

写真：2000年日本脳神経外科学会総会　福岡ドームにてお子さんと一緒に

　　告報
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2.　旭川医科大学の男女共同参画を推進する「二輪草センター」は開設一周年を迎えられ、
活動状況についてご報告いただきました。共同参画の推進は、大学病院の範囲や配偶者・身近な同僚
の理解・協力の域から進まれたものでした。市中病院や地域の一般病院の院長・診療部長などに医師
のワークライフバランスについて認識を新たにして頂き、院内保育は勿論、病児保育についても環境
の整備を推し進める、「イクボス」養成に賛同の声が上がりました。「イクボス」は「イクメン」の
地域社会型と言えます。医師不足が叫ばれながら、仕事の重責と育児をはじめとする私生活の両立は
今なお、女性医師のまえに立ちはだかります。従来個々人で解決せざるを得なかったことが部分的に
でも社会的な協力で解決できれば、医師として一層の成長が可能になります。「イクボス」が改革を
進めることで病院の評価も上がり発展につながるという主旨です。画期的で重要なご提言で、貴重な
人材活用という根源的な問題と不可分なことを強く感じました。

特別講演の充実の一時間は、瞬く間に過ぎました。
山本明美先生と旭川医科大学皮膚科学講座・「二輪草の会」のますますのご発展をお祈りして、感謝
にかえさせていただきます。

Gallery 
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 —THEME—
　救急医療スタッフからの 

　　　　　　　メッセージ 

　　 
～医学部生に知っておいて 
　　　　　　　　欲しいこと～

北海道大学病院

先進急性期医療センター　助教　医師

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2 4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。今回のテー
マは救急医療であり、チーム医療が重要で
あることから医師だけではなく救急救命士
や看護師の立場からもメッセージをいただ
きました。

二大学合同講演会
文責　JCHO北海道病院　長井　桂

主催 ▶︎ これからのキャリアを語る医師と学生の会
日時 ▶︎ 平成28年11月26日（土）
会場 ▶︎ 北海道大学　フラテ特別会議室

早川 峰司  先生

 　救急の歴史は外傷外科救急が発足の起点となっており、その後集中治療や内科系救急が行われる

ようになり、病院搬入前医療や災害医療、ERの発足などの順で発展してきたそうです。早川先生自身
は診療が大好きですが、論文を読むのも書くのも好きという救急部ではやや珍しい存在だそうですが、
New England Journal of Medicineのジャンル別論文採択数では救急の論文数は2番目に多く近年の増

加率は200％とのことでここ最近いかに救急分野が発展してきたかがわかります。なんと19歳から１

歳までの7人のお子さんがいらっしゃるそうで家では炊事洗濯は当たり前、学校行事も9割がたは参加

↓今年度の講演会ポスター
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するという猛者でありました。そんな上司がい
たから水柿先生も救急部での仕事を続けたいと
思えたかもしれません。北海道では救急と集中
治療をほぼ分けないで診療していますが、東京
や大阪では分かれている事が多く、また総合診
療との差別化が決まっていないなどの問題点を
教えていただきました。独断と偏見で語る救急
医療と称してお話された早川先生ですが、救急
の全貌や現在の日本の救急医療について分かり
やすく解説していただきました。 

一番右が早川先生。参加者の学生や医師、コメ
ディカルの方とグループディスカッション中。

札幌医科大学医学部

北海道病院前・航空・災害医学講座　特任助教　医師

窪田 生美  先生

育自ということで、優秀な家電や緊急サポネッ
トの助けが効果的のようです。現在日勤を中心
に仕事中ですが、専門医取得後に出産したので
ある程度仕事ができて周囲に貢献できる状態だっ
たことが融通の利きやすさにつながったのでは
ないか、いずれにしろ周囲への感謝の気持ちを
常に伝えること、できる時に積極的に仕事を引
き受けることが重要とのことです。子供がいな
がら仕事を続けるためには、仕事への強いモチ
ベーション、周囲の理解、環境の整備の三本柱
が重要と締めくくっていただきました。 

 　現在３人のお子さんがいながら救急医として勤務を続けている窪田先生が所属する札幌医大救急医学
講座は来るもの拒まず、去るもの追わずというモットーで様々な将来希望の医師を受け入れているそうで
す。２交代のチーム制で女性は約30％です。救急医であることは意外と女性であるデメリットは少ない
こと、マネージメント能力が養われること、シフト制なので子供がいても勤務がしやすいことを教えて
いただきました。救急医として常勤で子供をもったのは先生が初めてだそうで、前例がないということ
は逆に自分のやりたいようにできるのではないかという前向きな考えを示していただきました。育児は

左から三番目が窪田先生。
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うです。仕事にやりがいを感じるのは患者さんの
状態が良くなるためのお手伝いができたと思えた
とき、患者さんやその家族とうまく分かり合えた
とき、他科の医師や救急医療スタッフからの連携
がうまくいった時とのことです。妊娠後は勤務や
外勤を日勤のみに、CTや透視などは他のDrに交代
してもらう、DrカーやDrヘリは控える、体調不良
で突然に勤務を替わってもらうこともしばしばで
した。他の先生に申し訳なく自分の居場所が無く
なってしまう感じがしたものの、周りに支えられ
て乗り越えることができたそうです。現在産休中
とのことですが、これから始まる育児中の勤務に
対する抱負も語っていただきました。

北海道大学病院　先進急性期医療センター

医員　医師

水柿 明日美　先生

学生の頃は救急医志望ではなく、むしろ苦手意識があったそうです。全身熱傷の若い患者さんの状態が悪化し
た時に大胆な処置を行ったところ歩いて帰るまでに劇的に回復した経験がターニングポイントになり興味が湧
きます。それでも忙しさや女性の自分でやっていけるだろうかと不安に駆られながら３年目に実家近くの山形
県立中央病院救急科での研修に思い切って飛び込んでみたところ「一生の仕事にしよう！」と決心がついたそ

左から四番目が水柿先生。

若松 淳  様 胆振東部消防組合消防署安平支署　

 警防1係係長　救急救命士・医科学修士

 　患者の元へ一番先に駆けつける救急救命士は患者さんの搬送時に必ずお世話になる方です。日本で救急
救命士法ができたのはなんと平成３年と比較的最近なのに驚きます。救急救命士は今では病院に搬送する
までの間に気管挿管や補液、電気ショックなどの医療行為を行うことが常識となっていますが、昔はただ
患者を搬送するだけで病院搬入前処置の権限が与えられていませんでした。若松様は研修を積み、ITLSや

JPTEC、ICLSといった救命措置の数々のインストラクターの資格を取得し指導にあたっています。また、有
珠山噴火や出光興産製油所タンク火災、東日本大震災での救急隊として活躍した時のお話や、洞爺湖サミッ
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札幌医科大学付属病院　高度救命救急センター

看護師

　もともと家族の具合が悪くなったときに救いたいという気持ちで看護師になり、救急部で働きたい
と当初から希望していたという田口様。入ってみた救急部では閲覧注意の仰天するような姿の患者さ
んにたくさん出会って最初はさすがに戸惑ったとのことです。しかし、日々回復していく患者さんを
診るたびにやりがいを感じていたとのこと。そして、論文執筆や学習の動機付けをしてくれた救急医
や、「人に教える技」を教えてもらった救急救命士の方との出会いも大事だったそう。活躍の場はス
ポーツ競技大会の救護にまで広がり、この講演会当日のフィギュアNHK杯の競技の救護班として講演
会終了後向かわれました。救急医療とはチームの力が最も発揮される初療であり、その現場では医師
は自分の能力を知り相手に伝えること、相手の能力を知ること、看護師の名前を覚え名前で呼ぶこと
が信頼関係を築く上で大事だと教えていただきました。看護師は患者に必要なケアをできるだけした
いと願っていること、そのためには時に慣れていない医師が出した危ない指示は受けないでいるそう
です。医師のリスクを減らす重要な対応をされていることから、「看護師は時に医師人生を救う」と
いう名言を残していただきました。これから医師になる方も現在働いている方も強く心に留めて医療
スタッフの声を聞いていくことが必須と思います。

トの警備、ドクターヘリのお話など大変興味深いお話ばかりでした。最近の問題点として高齢化と地域間
格差、看取り救急の増加、災害時のメディカルコントロールなどが挙げられました。本当に熱意のこもっ
たお話ばかりで非常に刺激になりました。

↑左から三番目が看護師の田口さん、
四番目が救急救命士の若松さん。

田口 裕紀子  様

講演会の様子。たくさんの医学生、
コメディカルの方が参加してください
ました。↓



釧路市医師会女性医師の会　平成２７年度活動報告　
会長　足立　柳理先生 

　今年度の総会は６月２４日、いつもの会場をはなれ、末広のリ。カーサというところ
で開催しました。転出、転入と毎年総会では入れ替わりがありますが、若い先生同志
の意志の疎通が最近はとても上手になってきているように思えます。子育て中のせんせ
いには、ベビーシッターさんことや、保育所関係のことなど、実際にかかわられている
先生が多いのもその理由だと思います。活発な女性医師の集まりを羨ましく感じられた
内科小児科医会から、合同懇親会のお誘いがありました。私たちの会を知っていただ
く機会でもあり、お請けしました。９月３０日、合同懇親会が３０名の参加のもと、
開催されました。わたしが、「釧路市医師会女性医師の会のあゆみ」という題でわれ
われの概要と活動内容をお話しいたしました。その後は美味しいイタリアンに舌鼓を
うちながら、懇親を深めた一夜となりました。

　また、例年の講演会は１１月１８日釧路孝仁会記念病院循環器内科総括部長、下重
晋也先生をお呼びして、「不整脈治療の進歩と課題」という演題でご講演いただきまし
た。不整脈治療のいままでの治療法と現在の治療法およびその適応、道東地域での循
環器専門医の不足と実際に治療のできる病院の少ない現実、多岐におよびました。そ
の後はみなさん楽しく歓談され、遅くまで話がとぎれることはありませんでした。１
年に数回しか集まることがないのですが、毎回とてももりあがってきています。道東地
区の男性医師も減少して皆さんとても忙しいのですが、参加してくださること感謝して
います。来年度に向けて、会の回数を少し増やそうかと思案している今日この頃です。

13

地方からの便り

釧路 
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旭川 旭川医師会報告書　　
（旭川医師会の文書より抜粋） 

（１） 第14回旭川医師会女性医師部門　市民講演会「みんなで学ぼう認知症」
　　（詳細はhttp://asamed.jp/woman/image/pdf/dayori_h2809_141b.pdf）
　永山地域包括支援センター精神保健福祉士　高橋通江さんから、11カ所の地域包括支援セ
ンターで
保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、精神保健福祉士が協力し合い、パンフレットや
研修会企画、ご家族のburnoutを防ぐための早期介入、平成30年には初期集中支援チーム設立
を目指しています。
　勤医橋中央病院　伊古田俊夫先生から、後期高齢者では脳卒中が認知症の重要な要因であ
り、脳卒中後１０％、再発脳卒中で３０％が認知症を起こす（Nature Reviews Neurology 
2010）。脳卒中を予防すれば、認知症は2～3割減少できるということが説明され、生活習慣
の改善や、減塩対策、運動不足の解消、精神的に豊かな生活を心がけるよう説明がありまし
た。

（２）共同開催企画、「医学生・研修医・女性医師の集い」終了報告
　　（詳細はhttp://www.asahikawa-med.ac.jp/hospital/nirinsou/career_shien/igaku_kataru_yuube/
13th_igaku_tudoi.html）
　ご挨拶に旭川市医師会会長 山下先生、初期研修医の日比野幸子先生、荻尾 優里菜先生、
窪田葵先生、下山紗央莉先生、旭川厚生病院循環器内科の豊嶋更紗先生、5名の先生方に現
在アクティブに仕事をしている様子も語って頂きました。
　今回は医師24名、学生が54名と非常に多くの学生さんの参加がありました。

他、二輪草センターの活動は多岐に及ぶため、ご紹介しきれず、
平成28年度の企画報告書をご覧下さい。
（http://www.asahikawa-med.ac.jp/hospital/nirinsou/index.html）

Hope to hear 
from you.
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小樽 

小樽女性医師のつどい “第25・26回あじさい会　”レポート
幹事　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ている。生涯教育の一
貫として単位も取得している。｢あじさい会｣ってなにと小樽市医師会理事会でも
質問をうけ、改めて親睦の会であること、女性歯科医師との連携も伝えること
ができました。私達は、基幹病院の地域連携室を通じ若い先生のご参加に努め
ています。5月すでに小樽市立病院での研修を終えた先生にもご案内を差し上げ
たところ、メールで返信をいただきました。また、小樽にいらしてくださるの
を楽しみにしております。毎回10名前後での開催ですが、歯科の先生も毎回ご
参加いただき、良い連携を繋いでおります。 

 第25回あじさい会は、平成28年5月25日、10名のご参加でした。ご講演は、掖
済生会病院の安保文恵先生。胃がん検診の考え方について学びました。先生は
前勤務先の旭川でがん検診の認定医となり、読影診断をされています。2015年
対策型胃癌検診に内視鏡検査が追加されましたが、技術、体制の精度管理の問
題点、低い受診率（特に小樽市は4.21％）、これからの胃がん検診展望につい
て教えていただきました。特にピロリ菌除菌後、胃がんと診断した症例を通じ
て、定期的な胃がん検診が必須であることを改めて認識しました。 

 第26回あじさい会は、平成28年10月21日、初めて歯科医師の先生の講義をいた
だき、6名のご参加でした。ご講演は、朝里インター歯科クリニックの中川靖子
先生の｢顎骨壊死および口腔乾燥症について｣でした。いずれも、病診連携、医
科歯科連携が重要であり、実際の症例を提示されながら、わかりやすく予防診
断治療について教えていただきました。 

 懇親会で会員の先生のライフワークを伺う事は、とても楽しみであり、発見も
多いものです。中には家族が国際結婚し海外に住まれている、お子さんが修学
旅行で海外に行く、ワイン利きのためのフランス葡萄畑巡りツアーなど、私達
の生きている世界は広いです。母の介護で気持ちがずっと家に向いている私にとっ
ては、まぶしい世界のように感じられました。女性の生き方も様々で、それぞ
れが人生を楽しんでいます。そのエネルギーは素晴らしいです。たくさんの先生
と交流し、いろいろな世界に連れていっていただきます。ニューヨーク、パラオ、
パリ、世界にまたがった楽しい話題でした。また、10月結婚報告もいただき盛
り上がりました。 

　私達は結婚、出産、育児、教育、介護、そして親の終活に関わる中で多くを
学んでいます。忙しく、患者さまと向き合う毎日でも、自分の生活に中に活か
し、励まされ、また次へ繋げていくことができます。ほんとうに会員皆さまと
の出会いに感謝を申し上げます。 
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函館 
函館女医会 報告

文責　小葉松 洋子
　
　函館女医会は例年通り9月に年１回の懇親会を行い、9名の先生が参加されまし
た。女医会とは直接関係ありませんが、2016年に函館地区であった大きな変化を
ご報告します。北海道警察函館方面本部に2016年3月に赴任された小笠原和美本
部長が立て役者なのですが、彼女は赴任して間もなく、函館産婦人科医会会長に
使者を送ってきました。性暴力被害者への対応を地域としてきちんと構築したい
という趣旨で、早速、産婦人科医会と警察の間で会議が招集されました。最初の
会議から、本部長のワンストップセンターを作りたいという思いはガンガン伝わっ
てきましたが、何しろ函館方面本部管轄地域での性暴力の認知件数は決して多く
ありません。そうこうしているうちに、彼女は、現在地域で活動している色々な
組織の横の繋がりを強化して、現在ある資源を有効利用してのSART(Sexual 
Assault Response Team)を提案してきました。本部長という立場を120%活用し、
市長からも渡島総合振興局長からも医師会長からも協力を取り付け、市立病院に
ワンストップセンターを作るという話も現実味を帯びてきました。彼女のすごい
ところは、本部長の任期は長くて1年半というところから、自分がいる間に何が
できるのか、を任期の終わりを設定し、逆算の理論で、この時期までにはここま
でやらねば、という気概が感じられることです。私などは、任期の終わりが見え
てくると、気持ちは次の仕事に移ってしまい、全く気合が入らないタイプなので、
小笠原本部長の仕事ぶりを拝見し、過去の自分を非常に反省しました。勿論、彼
女だからここまでできるということもありますが、裏を返せば、気合いを入れて
ガチで仕事に全力を尽くすトップは実は多くないのかもしれません。私も含めて、
現在この取り組みに関わっているメンバーは、小笠原本部長の凄さに圧倒されな
がらも、彼女が去った後にこの地域に性暴力対応の活動がきちんと機能し維持さ
れていくためには自分たちが何をすればいいのかを考えていることと思います。
トップが本気で動けば、世の中は凄いスピードで変わることが可能ということを
実感した1年でした。
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岩見沢市立病院女子会のご報告 

　突然、岩見沢市立病院で女医が増加傾向にあり、院内女医懇親会をし
ています。11/15に10名参加、2/2に7名参加で子連れだったり、結婚お祝
いだったりしています。
　今後、南空知にも藤根先生を筆頭に定期的な女子会が開催されると考
えられ、岩見沢市立病院では、女性医師の数が来年度更に増加するよう
で、地方からのたよりでは【南空知（岩見沢）】を追加したいと考えて
おります。

岩見沢 

▶︎函館・道南 子ども性被
害防止・START 発足応援
フォーラムのポスター



北海道女性医師の会　会員用メールマガジン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。 

　※本メールマガジン参加者は非会員も含め、医師と医学生に配信しております。 

■入会方法 

　１，新規入会者は、登録希望をホームページお問い合わせページよりご連絡お願いします。
　２，管理人よりメールマガジン登録のご案内を行います。 

■退会方法 

　管理人（enkao-511@umin.ac.jp）へご連絡ください。　 

■担当 

　管理者：遠藤 香織（札幌徳洲会病院 整形外科）
■具体的内容 

　月に一度程度の配信となり、800字程度のテキスト文書が送られてきます。 
メールアドレスのご変更の際にも、ご連絡をお願い申し上げます。
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文責:　札幌徳洲会病院　整形外科　遠藤　香織

　本年度も大変お忙しい中に会員の皆様、他、研修医や大学院生を含めて、約10名ほどの参加と
なりました。中でも守内前会長のお誘いによって、上の世代の先生方を伺う機会が提供され、幅
広い年代の方々のご活躍を感じました。

今回の一番の目玉は「○○歳を超えてからの学会開催の挑戦？！」国際良導絡学会の会長を務め
る中根先生から学会パンフレットを配布頂き、常識を覆され、目を疑いました。何歳になろうと
も、ご活躍をされている方はしっかりと継続なさるということを改めて感じ入りました。
　副会長を務める娘さんの理江先生も含め、西洋医学だけでは治せない治療を活発に行い、鍼灸
に対しても、産婦人科領域や小児科などの女性ならではのアプローチを伺えました。

　また、放射線というキーワードで「PET-CTがどの程度で元が取れるか。」など、その道の大専
門家である幹事の塚本先生のお話を伺い、「PETでも呼吸変動を削除し、更に診断精度を上げ
る。」という最新トピックスも提供があり、女性らしくない猛々しい（？）お話もしていました。

　お子さん（胎児時期含む）を連れながらの学会活動をされている先生方のお話も伺い、その先
生方と何よりも親御さんを含む大奮闘話も拝聴できました。どこもやはり大変な思いをして、何
とか学会にたどり着いているのだな、と、自分の苦労も共有できる先生方がたくさんいらっしゃ
ることを嬉しく思いました。

　東医体との重なりもあり、医学生さんの参加が難しい季節ではあります。今後は少しずつ開催時
期も検討する事も考慮しますとのことでしたが、私個人としてはビアガーデンという開放的な場
所で様々な女性医師との会話は毎年楽しみに思っています。

是非、今後とも皆様の御参加の程、よろしくお願いいたします。

会員ビアパーティー



ホームページ下部にありますLINKページにて詳細を掲載しています。 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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①北海道医師会　女性医師支援室

各協力組織との連携



　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。

20

②日本女医会のご紹介
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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/

～ご冥福をお祈りして～ 

平成 29 年 1 月12日、公益社団法人日本女医会第 10 代会長の山本纊子先生がご
逝去されました。山本先生は、 昭和 18 年生まれ、1969 年に名古屋大学医学部
を卒業後、名古屋第一赤十字病院勤務、米国シンシナティナフィール神経研究所
を経て、名古屋大学第一内科、藤田保健衛生大学に勤務。昭和 63 年には同大学
神経内科教授に就任。平成 21 年からは同大学名誉教授として、医療法人並木会
並木病院院長を務められ、生涯現役医師として医療に従事されておられました。 
　ご親交のあった世界中の先生方より追悼のメッセージが日本女医会誌 復刊第
230号 P.2-5. 2017.05.01発刊に特集されています。 
→http://jmwa.or.jp/joikaishi/pdf/230.pdf 
　山本先生のお考えや働き方詳細は、厚生労働省のスライドをご参考下さい。 
→http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/
0000069208.pdf 

mailto:office@jmwa.or.jp
http://jmwa.or.jp/joikaishi/pdf/230.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000069208.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000069208.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000069208.pdf
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③NPO法人ゆいネット北海道 

　十代の性の健康支援活動は公益性が高く、日本女医会が永年に亘り継続してきた活動であ
る。その歴史は平成 13 年の子育て支援委員会の「十代の性と健康」指導者養成講座開催に
遡る。平成 20 年からの４年間は公的資金を得て「十代の性の健康」支援ネットワーク作り
事業（ゆいネット）として精力的に活動し、平成 24 年４月以降は（公社）日本女医会十代
の女性の健康支援ネットワーク事業委員会と改称し、現在、全国８カ所にゆいネット連絡協
議会を設立するに至った。平成 26 年６月の理事会にて委員長は理事が就任することが決定
されたため、それまでの対馬ルリ子委員長に代わり津田喬子が委員長に指名されたが、津田
より本事業を推進してきた対馬前委員長を当委員会代表に推薦し承認された。
　現在の活動は、ゆいネット北海道年会報、ならびに、法人、SACRACHのホームページにて
公開している。 

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

SACRACH　http://sacrach.jp/ 

ゆうちょ　02700-4-98598　ゆいネット北海道 

ゆうちょ銀行　二七九支店　当座 0098598　ゆいネット北海道 

北洋銀行　北七条支店　普通 3993540　特定非営利活動法人ゆいネット北海道 

※寄付金の目安 
1口1,000円として、3口（3,000円）以上を目安にしていただくとありがたいです。

ご支援のお願い 
　NPO 法人ゆいネット北海道は、北海道に性暴力被害者の支援のためのワンストップセンターを
作ることを目指す とともに、子どもたちの健やかな成長を守るための勉強会や講演会も行ってい
ます。活動資金が不足しているため、 皆様からのご寄附を必要としています。 
　また、私たちの活動理念に賛同して賛助会員として入会していただける方も募集しておりますの
で、事務局までお問い合わせください。皆様からの暖かいご支援をお待ちしております。 

　⇒「寄附者に対する税制優遇措置」について」 

　http://yuinet-hokkaido.com/new/wp-content/uploads/kifu.pdf

http://yuinet-hokkaido.com/
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④BPW札幌クラブ

女性が活躍する時代を
作るのは誰か 

（濱田先生のご厚意で報告書より抜粋、
感想担当遠藤香織）

■ 働く女性だけでなく男性にも参加を促し、地域の中で[203050]をどう根付かせるかを考える場を創
出する。また15年後には中堅となる若い世代がこれからをどう描くか、自分ごととして考え行動す
る基盤を作っていく 

■ また北海道内の他の女性団体とも改めて連携を図り、本事業を契機として、道全体の大きな動きと
なるよう働きかけていく 

■ 参加者がグループに分かれ、203050実現の課題を明らかにし、自らが何をすべきかについて議論を
深め、またその議論を通して「私の行動宣言＝北海道アピール」を採択する 

※ 「北海道アピール」は内閣府を含め、各共催・後援団体に伝えてその実現を訴えると共に、メディア
を通じて広く周知する。実施後は総括を女性向けフリーペーパー（22万部・個配）に掲載すること
で、日頃関心を持てていなかった方々への啓発を目指す。 

【成果報告】 
・ シンポジウム全体の評価は高く（とても良かった・良かった98%）、基調講演（同100%）、リレー
トーク(同 96%)、グループ討議(同 96%)とも満足度が高い。 

・ グループ討議を通し、狙いとしていた「自分ごととして考え取り組んでいく基盤を作る」ことはでき
たと考えられる。 

・ 北海道の参加者はグループ討議は苦手といわれてきたが、最初からラウンドテーブルで参加していた
だくこと、雰囲気作りをすること、基調講演から意見をまとめていただくことで、途中退席は最小限
で、中身の濃い議論を行なっていただけた。 

・ 男性の参加は少なかったものの、グループ討議にも積極的に参加されており、満足度は女性よりも高
かった。 

【開催趣旨・目的】 
■ 国連は2015年秋の総会で「2030Agenda」として

SDGsを採択した。SDGsには貧困の解消など17
項目の目標があり、その中の一つが「男女平
等」の実現である 

■ これまでの取り組みで日本においても女性の働く
環境は変わってきたと言われているが、地域にお
いてはまだ十分な変化を実感できない。今後に向
けて地域においても大きく舵を切っていくためは、
国や自治体の施策に頼るだけでなく住民一人ひ
とりが自分の課題として行動することが必要であ
る 

↑開催のポスター
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【参加者感想】 
　本シンポジウムは、『国・地方連携会議ネットワークを活用
した男女共同参画推進事業』の一環として、札幌市で開催する
運びとなりました。当会、理事の濱田先生が運営に邁進され、
最初のご挨拶を新会長の新谷先生、講演を山本教授、参加者
も当会会員から多くあり、約150名の席が埋まり、盛会に終わ
りました。 

　日本医療大学教授、林美枝子先生のダイバーシティマネジメ
ントについてのメイン講演でした。ダイバーシティは生物学で
よく聞く言葉ですが、「性別や年齢の違い、障害の有無、国
籍や人種、宗教の違いなどに関係なく、その違いを活かした
企業戦略を練る。」と、ビジネスでの文脈では用いるようです。
妊娠、育児、介護中の人間、障害者を含め、【しまわれた労
働力（非正規雇用）】と表現される層を「宝の山」とみなし、
国力に反映させる発想の転換の提示が新鮮でした。 

　身近なスーパーであるイオン（マックスバリュ株式会社）、
HTB局での企業戦略と伴わせ、多様性は企業ブランド力に反
映されてくるものでしょう。 

　また、数値として私達が知るべく事実が何点かありました。 
・日本が男女雇用格差をなくすなら、その国内総生産
（GDP）は１６％増える 
（男女格差に関する2012年版の報告書） 

・699人を2～5群に分け、様々な認知課題に対する集団行動の成績を調べた結果、 
個人の知性とは相関しない集団的知性の存在が確認され、 
参加者の女性の数と新規性に富むアイディアの数は正の相関があった。 
（Science 20 Oct. 2010 vol. 330 no.6004 pp.686-688） 

　日本での飛躍を目指すために、これらの事実をもとに多様性を寛容した組織ブランドを今後は求めるよう自分達の
価値感も変えていく必要があるでしょう。 

　さて、ダイバーシティを医療業界で適応し、新しい価値を付与することは、何に当てはまるのでしょうか。 
　山本教授の活動は先日の報告にもある通りに、女性医師、看護師も含めた支援を継続し、イクボス、イクメンを取
り上げ、男女が働くことに焦点を持つことなど、素晴らしい成果を伴った価値観の創造をされています。 
　また、身近な例では、当会での長期にわたる性暴力被害者支援活動、勉強会の継続から、公的なNPO法人ゆいネッ
ト北海道での活動へと成長し、直接的な支援を生み出したこと、私達にしか出来ない医療支援策の提供を生み出した
ことが考えられます。これは、堀本先生、守内先生、澤田先生、藤根先生、また当会支援を行って下さる会員の皆様、

それに加えた様々な女性職種が生み出す試行錯誤の末に、場所が移動する相談窓口という予算や北海道に適した形態
を生み出しました。（ただし、被害者が落ち着けるシェルターの必要性は変わりません。） 

　医療の現場でも、今回のような視点を持つことによって、新たな価値を創造できる可能性は多く眠っているのでしょ
う。 

　大きな活動だけでは無く、自分個人が出来ることもあります。懇親会の席で、医療者ではない参加者からも女性医
療者に向けた言葉として、「個々のダイバーシティに目を向けた治療を提供できるのが女性医師ではないか？」その
ような要望も含めた発言がありました。女性医療者として多様性を再確認し、「私が出来ることは何か？」と常々頭
に思い浮かべ、仕事に向き合い、活躍する事が重要なのでしょう。 

　自分個人としても、既に国内女性の少ない診療科第二位の整形外科医であり、やるべき事はたくさんあるように感
じておりますので、一生涯働いていくことで社会に還元していかねばならないと感じました。
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コラム

　本年度は、皆様もご存じかもしれません、
有名医学部生の笹森瞳さんをご紹介します。
毎年ノーベル賞授賞式に日本から代表とし
て二名学生が参加するのですが、国内で選
抜され、テレビや新聞、北大医学部の広報
誌などにもご紹介されているスーパー医学
生研究者にたくさんインタビューしてきま
した。医学生ながらに既に論文も執筆し、
医学部5年生で第二著者Impact  Factor付論文
１本が受理され、主著で１本submit中、学
部中にもう1本投稿せよ（！！！）という
指導教官のお達しまで頂いているそうです。
加えて、既に後輩にも「自分が教えられる
ことは進んで教えます」と言う柔軟性と吸
収力。ここまで研究を極め、自分の信念に
率直に行動し続けている力強さはどこから
来ているのか？未来のノーベル賞候補者に
spotl ightをあて、どんな想いを胸に秘め、
毎日生活し、実際にどんな研究をされてい
るのかを伺ってきました。

　

▶︎「考えること、調べること、 
　　　　　　勉強することが好き」 
　　笹森さんは東京の高校を卒業し、北大
医学部2年生の時から神経薬理学教室に出
入りして研究されています。高校時代には
サイエンスオリンピック（物理分野）でも
奨励賞を受賞するなど、もはや高校時代か
ら医学部に入ろうとも研究者になるべくし
てなったと言えます。
　「考えること、調べること、勉強するこ
と、それが好きだから、私には研究者にな
りたい。」と、明るく答える笹森さん。「臨
床を変えること、NatureなどのBig journalへ
出すこと、患者を笑顔にすること、どれが
自分にとって幸せな選択肢なのだろう？」
など、たくさんの選択肢に悩みながらも、
MD-Ph.D.コースでの活躍をまずは目指して
いらっしゃるそうです。
　彼女は水泳部なのですが、日々の授業も、
水泳部の活動も、研究も、と、何足のわら
じを履いているのでしょう！！

水泳部のみんなと。

①笹森瞳さんインタビュー 
世界に羽ばたく研究者を目指して、ノーベル賞授賞式に参加

北海道大学医学部６年　笹森　瞳
（インタビュアー：札幌徳州会病院　整形外科　遠藤香織）
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彼女は朝6 :30起床、朝7時半からマウスの飼育
や実験（彼女は最初からin  vivoの実験しかして
いません！）、授業（8:45-16:15）に参加、お
昼もご飯片手に研究、授業が終われば、また研
究室ですぐに休み無く実験。基本的に【マウス
に合わせた】生活をしています。
　次に、水泳部の練習に自転車を走らせ、週三
回の21:30～23:10の練習、土日の連続する試合
でへとへとになりながら24 :30就寝。本当にギ
リギリ6時間の睡眠時間です。ほとんど休むこ
と無く動き回る一日を効率的にこなしています。
「10分昼寝は重要！」と、パフォーマンスはそ
れだけで回復するそうです。バイトは家庭教師
を週に１回1，2時間を確保しているそうです。
一体、この小さい体のどこにこのスケジュール
をこなすエネルギーとモチベーションを・・・
と思いました。

▶︎ストックホルム国際青年科学セミナー
（SIYSS) 
　毎年、日本から2人ずつ研究者を目指す学生
がこのセミナーには参加できるため、笹森さん
は是非後輩にも推薦していきたいとお話されて
いました。詳細を少しずつご紹介していきます。
参考：国際科学技術財団ウェブサイトhttp://www.japanprize.jp/
siyss.html

　このSYISSですが、お勉強とお楽しみが本当
に一日中ぎっしり詰め込まれていて、研究者を
目指す学生さんには本当にぴったりな内容なの
だろうな、と感じました。
　アメリカ、E U、南アフリカ、日本、中国、
韓国、今年は全大陸から25人の同年代（18～24
歳）の国際的研究者を目指す学生が集います。
研究分野の制限はありませんので、医学、物理、
生物、など、多様な分野の研究者が集まります。
現在、社会の研究者へのニーズとして一番重要
な産学官連携や研究倫理学の勉強を行うことで、
スムーズな研究進捗を促しています。これらは、
研究における基礎能力の定着を重点的に行って
いるカリキュラムと言えるでしょう。もちろん、
研究者としては予算獲得のための科学研究費↗

[朝日新聞の紹介文書抜粋] 　 
　日本時間2015年12月11日、ストックホ
ルムで開催されたノーベル賞授賞式に参加し
た。国際科学技術財団が有志（18カ国25名
の参加）を募り、派遣を行った。ストックホ
ルム国際青年科学セミナー（SIYSS; 
Stockholm International Youth Science 
Seminar）に参加し、授賞式以外にも様々な
プログラムに参加した。研究倫理セミナー、
受賞者との会話など、様々なプログラムがあ
る。 

http://www.japanprize.jp/siyss.html
http://www.japanprize.jp/siyss.html
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申請に役立つような内容という意味で糧になり
ますが、社会貢献推進を理解する研究者を育て
ていることから、国際社会への貢献に繋がりま
す。また、多分野にわたる参加者が問題点とし
て共有しているテーマなので、お互いで議論・
解決策を考えやすくします。また、ノーベル財
団でどのようにノーベル賞を選んでいるかの説
明があり、将来どのように自分が授賞されれば
良いのか、研究方針のヒントがあったそうで
す。

　

　メインディッシュとして、一番の肝であるノ
ーベル賞受賞者の研究内容を拝聴できるセミナ
ーもあり、記者会見を直接聞くこともできま

す。授賞式では、間近で世界的リーダーである
研究者達の姿を見ながら、荘厳な会場の中で日
本の受賞者と直接お話をする機会もあったそう
です。
　　その他、エチケットセミナー、晩餐会後の
西洋式ダンス練習、最後に夜のミーティング、
もちろん全てが英語です。自分も8時間くらい
英語を使っていると相当疲弊して寝てしまう↗

SIYSS 2015年のスケ
ジュール表。一日中、
予定がぎっしり詰まっ
ている。

ストックホルムグランドホテルにて
行われた日本大使館主催のパーティで、
医学生理学賞の大村先生と。
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のですが、このカリキュラム全てに全力
であたるのは相当大変だったことでしょ
う。
　もちろん、お楽しみオプションとして、
国際研究所、電子企業のエリクソン、ス
ウェーデンのテーマパークの見学・観光
もされたそうです。アクティビティではカー
リングを楽しんだり、文化披露では日本
人代表2人は空手を披露したりしたそうで
す（笑）。
　このようなオプションはスウェーデン
の研究者を目指す若手の学生団体（サー
クル：スウェーデン科学者連盟の下部組
織にあたる。）が、月に一回会議を行い、
s k y p eでミーティングを行い、構想を練
り、推進するそうです。彼らはこの活動
自体に科学研究推進に貢献している自負
と誇りを持っており、活動自体が誉れと
なるとのことです。
　アウトリーチ活動は、国際的な研究会
として、1 5 0 0人の高校生や研究を目指す
学生が集まり、その前で研究成果発表を
行いました。そんな大きなイベントで発
表って、相当緊張するでしょう！！と、
私は驚愕したのですが、「そういう大舞
台で発表するのが好きなんです。I  was  so　

excited!」の一言。いやはや、彼女の大舞
台への度胸と前向きな姿勢は感服です。

▶︎参加のきっかけは、敬愛する師匠
の勧め 
　さて、笹森さんは、どうしてこのイベン
トに参加したのでしょうか？
　彼女は指導教官である大村優先生に企
画の紹介を受けたそうで、敬愛する師匠
が勧めてくれて楽しそうだったから、す
ぐに応募したそうです。神経薬理学分野
の吉岡充弘教授、吉田隆行先生、そして
直接指導を受ける大村優先生など、魅力
的な指導教官のいる環境が一番だ、と、
彼女は自分のL a b oをベタ褒めでした。他
の研究室と比較したときに、どの点で優
劣があるかなどもきちんと把握しながら、
それでも研究のfirst  careerでは特に、優秀
で相性の悪くない指導教官との出会いが
重要だ、と結びます。
　確かに、「私も行ってみようかしら？」
と思うくらい、情熱的なお話を聞いてい
たら感化されてしまいました。素晴らし
い指導教官の先生方とスーパーウーマン
の笹森さんがいる魅力的な神経薬理学教
室は、いつでもやる気のある後輩達・↗
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一緒に研究をするお医者さんたちを歓迎して
いるそうです！

▶︎研究の報告 
　下記は笹森さんより、現在研究されている
衝動性と薬理作用についての研究をご報告頂
きます。デュロキセチンはラット内側前頭前野
腹側部のドパミン神経伝達を亢進させること
で衝動的行動を減少させるということを解明
しています。
　この研究テーマでの学会発表で、医学部生
のうちに、濃密な研究とスピーチ力の圧倒的
な能力を発揮し、日本神経薬理学会北部会（東
北・北海道ブロック）で、大学院生たちと互
角に戦い、学部生にして若手優秀発表賞を受
賞するなど、快進撃を叩き出しています。
　彼女の研究テーマへのモチベーションは、
子供時代から続けてきた特別支援学校との交
流や、家庭教師のアルバイトでのADHDの子供
とのふれあいを通し、衝動性に興味を持った
そうです。また、衝動性は自殺リスクの一因
としても挙げられ、コントロールが重要とされ
ています。デュロキセチンは、現在は抗うつ薬
のメイン処方薬でもあり、神経性鎮痛薬とし
ても用いられるようになりました。総会講演
会では、彼女の基礎研究をもとに、臨床研究
や共同研究の発展へのつながりも感じさせる
コメントがあり、非常に興味を誘う内容でし
た。

▶︎笹森さんの研究内容の紹介 
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内側前頭前野
腹側部

側坐核

ドパミントランスポータ
ー

少ない 多い

ノルアドレナリントラン
スポーター

ドパミンも取
り込む

ドパミンは取り
込まない

完。
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②妊婦体験しながら世界一周の旅 
北海道大学医学部医学科4年（96期）

箱山昂汰（ハコヤマコウタ）　
　少し前まで僕は、大学を2年休学して世界一
周の旅をしてきました。しかも、現地で出会
う男性たちに妊婦体験をしてもらいながら、
です。医学生で世界一周するだけでも少し不
可解だと思われがちなのですが、妊婦体験と
いう要素も加わってしまうと、ちょっと良く
わからないですよね。そもそも男性の僕が妊
婦体験に着目して活動したことは、とりわけ
女性医師のみなさんからすると意味不明な点
ばかりなのかもしれません。今回の寄稿では、
僕がどんな想いでこんな旅をしたのかを読者
の皆さんに知ってもらうべく、張り切って文
章を綴っていきたいと思います。

　まず、妊婦体験について簡単に説明したい
と思います。出発する前に日本の通販で妊婦
体験ジャケットというものを購入しました。
（3万円くらいしました…） それは、10kgの
水の重りで腹部に装着することで、臨月の妊
婦さんのお腹の重さを疑似体験できるもので
す。日本では病院や保健所にそれが置いてあ
り、保健教育の現場で使われています。世界
一周の旅をする中で3日に1日の割合でそれを
装着して街を歩き、現地で出会う男性に妊婦

体験ジャケットを着けてもらいました。その
ことを通して男性たちに妊娠時の大変さの一
部を理解してもらい、お母さんを大切に想っ
てもらうことを目指しました。ちなみに、強
調したいのですが、 3日に2日はジャケットの
中の水を抜いて、楽をしていました。毎日妊
婦体験しながら旅をしていたら、途中で発狂
していたかもしれません…笑

　次に、旅の概要ですが、2015年2月19日か
ら2016年5月31日までの468日をかけて、ア
ジア、中東、ヨーロッパ、アフリカ、北中南
米の43か国を巡りました。バックパッカーと
呼ばれるような旅のスタイルで、大きなザッ
クに生活に必要な物は全て詰め込み、移動の
際は現地の人も使うバスや鉄道など安い手段
を選びました。泊まるところは安宿のドミト
リーと呼ばれる大部屋がほとんどで、物価の
安い地域ではだいたい1泊1000円くらいでし
た。1年3ヶ月の旅で実際にかかった費用は
185万円で、うち36万円をクラウドファン
ディングで賄いました。

✈ 妊婦体験しながら世界一周？
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✈ 男性である僕が母子保健に興
味を持ったきっかけ

　小さいころから、知らないところに行くのが
好きで、海外のいろんな国にいつか行ってみた
いと妄想していました。そんな中、アジアやア
フリカといった開発途上国の写真を見て、そこ
には日本よりたくさん困っている人がいるので
は思いました。将来はそんな人たちの力になり
たいと願い、医学の道を志しました。 

　大学入学後、国際医療というテーマのもとに
いろんなことを勉強していく中で、母子保健分
野に心惹かれていきました。理由は大きく二つ
あり、一つは開発分野の中でとりわけ困ってい
るように思ったため、自分が参入したとしたら
より多くの人をハッピーにできるのではと考え
たからです。もう一つは自らの母の存在でした。
シングルマザーで僕を含めた三兄弟を育て上げ
てくれました。高校の英語の先生であるウチの
母はとても強く、尊敬できる人です。自分の母
へのそんな気持ちが自然と、お母さんという生
き物全体への関心につながったのだと思います。

　「学生のうちに世界を冒険したい！」 大学1

年の終わりにそう思い、休学して世界放浪の旅
に出ることを決意しました。バイトで資金を貯
めつつ、休学の手続きを進めていると、気付け
ば出発3か月前。当初はただ世界を見ることが
できれば良いと考えていたのですが、せっかく
休学までして旅に出るのです。誰もやったこと
のない旅をしたいと思いました。興味のある母
子保健分野で、旅と相性のよさそうなものはな
いかなと考える中で、妊婦体験ジャケットを思
いつきました。 

　このプロジェクトは、男の僕がやることによ
り意味があったものだと考えています。男性は
現在の医療技術では妊娠することはできません。
僕らにとって妊娠・出産というテーマは女性た
ちと比べたら少し遠いテーマです。でも、ちょっ
とでも考えてみて欲しい。そんなきっかけ作り

として、男同士の方が自然とコミュニケーショ
ンできたのではと考えています。

　旅を通して、1070人の方に妊婦体験してもら
いました。「妊婦体験をしてみませんか？」と
声をかけて実際にやってくれる男性はおよそ3

人に1人の割合で、断る理由としては、「時間
が無い」「体の具合が悪い」「男のするような
ことではない」といった声がありましたが、実
際の本音は「街中でそれを着けるのは恥ずかし
い」「いきなり妊婦体験とか訳分からない」で
はないかと考えています。
　一方で、妊婦体験してくれた人の反応はとい
うと、最初は恥ずかしそうにしているのですが、
着け終ると笑顔を浮かべて写真を撮ったりして
はしゃいでいました。着けてくれた大半の人は
このプロジェクトのことを「Good idea!」と称
賛してくれました。妊婦さんを大事にするとい
うメッセージ自体は全ての国で受け入れてもら
うことができ、そのことは世界全体の共通認識
だと実感する日々でした。ただもちろん、僕が
見てこれたのは上辺だけの場合も多く、「良い
パパになるよ！」と言った人が果たして家に帰っ
てからどうなっているかはわかりません。 
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✈ 印象に残ったこと

　本当にたくさんの思い出があるのですが、
ひとつだけ、ちょっとショッキングだった話
を。
トルコのサフランボルという世界遺産の街に
滞在していた時のことです。橙色の屋根が可
愛らしく並んでいる素敵なその街で、男性た
ちに声をかけて妊婦体験してもらっていまし
た。一日歩き回って宿に帰り、「ふぅー、今
日も疲れたー」と言いながら、妊婦体験ジャ
ケットを外してソファに腰を下ろしました。
すると、それを見ていた宿のおかみさんから
一言。「私たち妊婦はそんな風に取り外すこ
とはできません。それではダメです。」　思
いがけずちょっと怒られちゃいました。確か
に、ごもっともなのですが…笑
　お互いのことを理解しあうというのは本当
に難しいことだと旅を通して気づきました。
日本人同士であっても、完全に理解しあうの
は不可能だと思いますし、ましてやそれが国
が違ったり、話す言葉が違ったりすると、本
当に大変です。そして、性別の違いも大変大
きな要素だと思います。妊娠・出産に関して
ですが、僕たち男性は一生理解できないとい
うことを真摯に受け止めたうえで、分かろう
とする努力をし続けなきゃいけないんだろう
なと。宿のおかみさんと話しながら思ったの
でした。 

【今後目指す医師像は？】

　特に決まっていません！ひとまず、素敵な
家庭を築きたいなと考えています。世界中の
男性たちと良いパパとは何なのか話してきた
ので、きっとなかなか良い線行くと思います。
また、これから先医師としてのキャリアを築
いていく中で、頭がカチコチにならないよう
にしたいです。面白い道があったら、いつで
も飛び込んでいけたら。素敵な家族と一緒に、
これからも人生を旅するように楽しんでいき
たいと思います。 

【追記】 

　今回、寄稿くださった箱山君の記事は、他にも
新聞、雑誌、webなどにも紹介され、カフェなど
でも妊婦体験世界一周に関する講演会なども開催
されています。また、日本でも同様に妊婦体験ツ
アーをしていました。 

AERA: https://dot.asahi.com/aera/
2015040200043.html 
中日メディカルサイト： http://

iryou.chunichi.co.jp/article/detail/
20160715132014285 
毎日新聞： https://mainichi.jp/articles/

20160824/k00/00e/040/265000c 

　非常に優しいオーラが出ている箱山君のこれか
らの活躍が楽しみです。 
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（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日より発効する。　　平成２５年４月２０日　　改定 34
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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: http://www.hmwa.jp/annual_report.html

※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。
また、国会図書館にも本冊子は登録されております。
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