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2014年6月1日　第３号 
 
１，年会報作成にあたり vol.3 

　平素より会員の皆様に 協力を頂き、心より御礼申し上げます。年会報も今
年で３年目になりまして、本刊で第３号になります。 
　タイトルの「Together～明日を創る～」は、北海道女性医師の会において、
様々な人と出会い、繋がることにより、より良い明日を創ろう、という意味を
込めてつけさせていただきました。 
　本年度から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。 

　北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。 



２，会長再任挨拶 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　北海道女性医師の会　会長　澤田香織 
　　　　　　　　　　　　 
平成22年守内前会長から引き継ぎ会長を務めさせていただきました。この2年間、大きな二
つの活動：ゆいネット北海道、二大学懇談会を通じて、たくさんの心に残る出会いにより、
楽しい経験をさせていただき、ありがとうございました。 
 

　さて平成25年4月総会において、平成25年度より2期目会長を努めさせていただくことにな
りました。本当に微力ですが、皆さまとともにあることに勇気をいただき、自分自身のチャ
レンジとしてお受けしたいと存じます。推薦していただきましたことに心より感謝申し上げ
ます。 
 

　今年度、前期理事の皆さまに加え、さらに推薦をいただいた江原先生、藤根先生に理事と
なっていただきました。専門科も年代も地域も幅広く、様々な活動へと広がることを楽しみ
にしております。 
 

私は小樽市医師会理事として３期目を迎え、公務に追われる事も多いのですが、またそれぞ
れが連動し、相互作用的にそれぞれの体験が活きるということも実感しております。皆さま
お一人お一人が、診療、家庭、公務などの活動で、ご多忙とお察ししておりますが、 

少しずつの時間を共に持ち寄ることができれば幸いと思います。特に他の職種との協働の 
活動は、さまざまな視点に触れ、とても勉強になり本当に素晴らしいです。 

 

　次年度も守内前会長の築いてくださったネットワークを基本として、 

１）ゆいネット北海道がさらに広がりをもった活動へ発展できますように。 

　堀本先生が理事長を務めるNPOゆいネット北海道とともに学んでまいります。 
２）二大学懇談会を通じて、学生さんや若い年代の先生方と一緒に活動し、 

さらに親密な繫がりができ、これからの世代の応援になりますように。 

　この会の運営におきましてもたくさんの学ぶことが多く楽しみです。 

３）年代を超えてさらに懇親が深まることができるように 

　　楽しむ会を企画し、さらにたくさんのご参加をお待ち申し上げます。 
４）北海道医師会、他の女性医師の会と連携し、組織力としての広がりができますように、 

大切に交流を深めてまいります。 

 

会員のたくさんの女性医師の先生方を繋ぎ、さらに社会へ貢献する活動へと広がり、様々な
職種との協働も楽しみな会へとなっております。 
地域でご活躍する皆さまとご一緒に楽しい時間を共有してまいりたいと心より願っておりま
す。 
今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 



 

 

 

【北海道女性医師の会　理事会メンバー】 
 

会長  澤田香織  杏林（S58）  本間内科医院  　　　　　　　　　内科 

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  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 

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　新谷 朋子　札医（S62)  とも耳鼻科クリニック  　耳鼻咽喉科 

 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 

 池田 千鶴  　札医（S56)  三意会　我妻病院  　　　　内科・心療内科 

 江原　亮子　東女（S55）  札幌社会保険総合病院  　消化器内科 

 遠藤 香織  　札医（H20）  北海道大学大学院　整形外科  　　整形外科 

 遠藤 征子  　北大（S35）  恵愛病院  　　　　　　　　　　　　　小児科 

 佐久間 文子　旭医（Ｈ5)  道北勤医協一条通病院  　　　　内科 

 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 

 島野 由美  　東女（S59）  しまの小児科  　　　　　　　　小児科 

 祐川 悠紀子　北大（S46）  祐川整形外科医院  　　　　　　　　小児科 

 長井 桂  旭医(H7)  　　　　　北海道大学　　　　　　　　　　　呼吸器内科 

 永石 歓和　札医(H9)　　  札幌医大  　　　　　　　　　　　　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 

 藤井 美穂  　札医（S56)  時計台記念病院  　　　　　　　産婦人科 

 藤根美穂  旭医(H9 )　  市立岩見沢総合病院  　　　　　　　　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 

 山本 明美  　旭医（S58)  旭川医大  　　　　　　　　　　　　　皮膚科 

 渡辺 幸枝  　東女（S43）  わたなべ耳鼻科  　　　　　　耳鼻咽喉科 

事務局  粟津弘子     

 



 
 
第58回日本女医会総会(平成25年5月19日)に出席して 
 　平成25年5月19日、ここ杜の都 仙台で行なわれました。仙台市はちょうど青葉祭で、雀踊
りのはやしが聞こえてくるような賑やかさが復興を願う強い願いを表すようでした。総会前
日、被災地石巻市へ行くというエクスカーションに参加させていただきました。余震がまだ
頻回に続いており、私達も震度5強の地震を体験いたしました。余震に耐える日々が続いてい
ることに心が痛みます。この私達の観光バスには、被災者自身が語り部として同乗し当時の
様子を説明してくださいました。震災からなにかを学んで帰って欲しい、見たことを伝えて
欲しいという切実な願いと感じます。このツアーは｢学びのツアー｣と名付けられておりまし
た。一歩沿岸部へ足を運ぶと、街があったと思われる場所は、震災時そのままの形で残って
おり、救急車を含む廃車もたくさん山積みになっており、まだまだ復興が進んでいないこと
を実感いたします。ラジオや新聞も日常に中でいつも復興、防災と大きく取り上げられてお
ります。この辛い体験から、なにかを学ぶようにと強いエネルギーを感じました。 

　19日8:25 ラジオ番組モーニングウエーブで東北大学の防災専門の先生の防災観の歴史と、
震災2年経って大川小学校の検証委員会が立ち上がったと流れておりました。この大川小学校、
108名中70名が死亡､4名が不明、教員も11名のうち10名が死亡し、学校災害史上最も大きい
被害だそうです。私たちはこのような動きにも関心をもって、自らも学ぶ場としたいと心に
念じました。 

  

　19日9:30 より支部会本部連絡会が開かれました。公益法人化に伴い、支部および評議会と
の名称が使用できなくなりました。しかし津田喬子会長は、今まで通りに支部と継続して連
携をとって行くことに変わりないことを強調されました。また日本女医会として、さまざま
な女性医師の会が立ち上がる中で、いかに連携し、それぞれをネットワークで繋ぐことを求
められていること、そこに日本女医会としての役割を検討していくことを熱意ある言葉で語
られました。 

 

　総会は公益法人になり初めての開催です。この総会において、私達SACRACHの指導者で
もある加藤治子先生が、荻野吟子賞を受賞されました。先生はよくご存じの通り、大阪市阪
南中央病院性暴力被害ワンストップセンターであるSACHICOを立ち上げ、現在、全国に広ま
るたくさんの性暴力被害者支援活動にもご支援されご活躍です。北海道女性医師の会として
もとても嬉しく誇りに思います。おめでとうございます。私達北海道女性医師の会の活動と
も密接に関わっているところが多く、ご指導をいただくことを改めてお願い申し上げました。 

　ランチョンセミナーは、 ｢女性と睡眠時無呼吸症候群（SAS)｣虎ノ門病院成田浩司先生です。
女性においての診断を疑うポイントをお示しくださいました。女性においては、決して肥満
で首の短いという特徴がなくても顎の小さいことも要注意です。交通事故をきっかけに診断
されたという発言者もあり、まずは疑うことが重要と肝に銘じました。 

  

　特別講演は、｢石巻災害医療の全記録｣の著者であり、東北大学病院総合地域医療教育支援
部教授　石井正先生です。石巻赤十字病院外科医であった2011年2月、宮城県より災害医療
コーディネータ-を委嘱された直後に東日本大震災が発生。その前後の詳細な経過についての
ご講演でした。そして次への教訓をしっかり私達に伝えてくださいました。石井正先生の強
靱な意志—それは石巻のために全力を尽くすという意志にただただ圧倒されました。 

　　 

  

 



３，平成25年度　北海道女性医師の会　総会 
 
平成25年4月20日札幌グランドホテル 
 北海道女性医師の会　平成25年度総会を終えて 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道女性医師の会　会長 澤田香織 

 

　東日本大震災は2年以上経過した今もなお心身、生活に重大な陰を落とし、道内にもたくさ
んの被災者がいらしております。まず、はじめに被災者の皆さまには、心からお見舞い申し
上げますともに、復興にむけたご努力に敬意を表したいと存じます。 
日本女医会においても、会員の被災者に対するお心遣いに敬服する次第でございます。 

　平成25年4月20日、総会では全道からお集まりいただきありがとうございます。 
また、医学生の皆さま、リボンムーブメントの学生さん、毎回いらしてくださる歯科女医会
から加々見先生、中村先生、山口先生、また私達のゆいネット北海道の活動に密接に関わっ
ている北海道環境生活部部長 竹谷さま、さくらネット弁護士 成田先生、 
SACRACHセンター長 小野寺さまのご参加もいただき、開催できましたことを心より感謝申
し上げます。 

　さて、今年は任期2年を経過し会長改選期でした。前期に引き続きご推薦いただき心より感
謝申し上げます。この2年間の報告は、理事皆さまのご努力により、会員の先生方へはメール
マガジンや会報などで、すでに報告してまいりました。この総会では、各担当委員長より報
告、活動へのご協力お礼と今後に向けての活動についてご協議いただきました。すでに次年
度に向けた、実りある会になりました。 

　総会講演では、２つのご講演をいただきました。 

講演１　NPOゆいネット北海道SACRACH報告 

　｢ゆいネット北海道｣を牽引している堀本江美先生よりSACRACH立ち上げまでの経緯を報
告してくださいました。説明の中に織り込まれた数々のお写真から私はたくさんの勇気をい
ただきました。この問題に取り組むとき、勇気を与えてくれるのは人との繫がりであること
を実感いたしました。 
　性暴力は生涯にわたりさまざまな影響を及ぼし、とくに子どもにおいては、その問題は深
刻です。社会で守って行かなくてはならないと心より感じた次第です。座長は、ともにゆい
ネット活動の基盤をつくってくださった守内順子先生です。今後の皆さまへのご理解ご協力
のお願いがございました。 
 
講演２　高齢者が望む終末期医療とは　 

　認知症を専門とされている宮本礼子先生より高齢者終末期における考えた方や外国との違
いについてご講演いただきました。たくさんの気づきや課題をいただきました。これからは、
自分の家族もしくは自分自身のこととして考え、患者さんとともに悩むプロセスをも大切に
し、患者さんおひとりおひとりに寄り添うための知恵を養う事を学びました。そして社会に
おいても理解、受容へのプロセスが大切と思いました。座長は、ともに高齢者医療および介
護にも深く関わっていらっしゃる池田千鶴先生です。 

深い造詣が光る進行でした。 

　ともにそれぞれの先生のお人柄あふれる、素晴らしいご講演でした。心より感謝申し上げ
ます。今後の本会の活動に関わる貴重なご講演となりました。 

　懇親会では、今回初めて立食形式でしたが、たくさんの方々とお話でき、とてもよかった
と感じております。堀本先生のお誘いで、素敵な歌声を披露してくださった藤田実季子さま、
ありがとうございます。会に華を添え、とても幸せな気持ちにさせていただきました。 

 

 



　最後に、さくらネット弁護士 成田先生よりご挨拶いただきました。ゆいネット北海道の活
動における他職種の連携の素晴らしさを伝えてくださいました。成田先生はゆいネット北海
道にとって最も心強い指導者です。 

 会員のたくさんの女性医師の先生方を繋ぎ、さらに社会へ貢献する活動へと広がり、様々な
職種との協働も楽しみな会へとなってまいりました。皆さまのご参加を心よりお待ち申し上
げております。 

 

講演１： 高齢者が望む医療とは　～ 高齢者の終末期医療の現状と課題　～ 

　　　桜台江仁会病院　認知症総合支援センター　宮本礼子先生 

　　　座長：医療法人三意会　理事長、 

　　　　　　介護療養型老人保健施設あづまの里の施設長　　池田　千鶴　 

  高齢化が加速し、２０４０年には全人口の４０％が高齢者となるといわれている今、『「平
穏死」のすすめ』とか『「平穏死」という選択』という本がベストセラーとなっている。市
民の関心は高い。ましてや、患者の中でも高齢者の数が増え、高齢者医療を専門とするか否
かにかかわらず、医療者はその終末期に向き合わざるをえなくなっている。そして医学の進
歩により手段が増えた分、選択肢が増え、医師がその判断せざるを得ない場面が増えている
のも事実である。 

　２０１２年に日本老年医学会が高齢者の終末期医療についての「立場表明」を発表し、一
定の治療の差し控えや治療からの撤退についてもコンセンサスが得られつつあると思われる。
けれども、実際の現場において、それをどう適用していくかについてはまだまだ課題が多い。
そしてその最たるものが医師それぞれの医療倫理（職業倫理）に基づいて、独自に判断され
ているのが実情と思われる。 

　今回の講演において、宮本先生からは各国の高齢者終末期医療の実情と胃瘻等の差し控え
による脱水などが決して苦痛をもたらすものではなく、むしろ自然な死へいたる道筋である
ことをお話し下さった。特に認知症高齢者で経口摂取できない、意思疎通が出来ない終末期
においては、徒な延命よりも緩和医療が必要であることは明らかであるが、同時にみなし終
末期というものもあるというお話がされ、そのことも含めて、現場では家族・医療者共に選
択の困難さを感じている事実もお話いただいた。 

　そしてその一つの解決策として、ご呈示いただいのがAdvance Directive（事前指示書）で
あり、アメリカでは法的効力も持っているとのことであり、日本でもこれから必要となって
いくだろうとのご説明があった。 

　ご講演後もフロアから多くの質問が寄せられ、活発な議論がなされた。宮本先生のご講演
が参加者にこうした問題への関心を高め、多くの学びを与えて下さったと思われる。　 

　私事となりますが、今回、高齢者医療に特化すべく、病院から介護療養型老人保健施設へ
と病床転換を遂げたばかりの私としては、最も知りたいお話を座長の立場で聞かせていただ
くことが出来、宮本先生はもとより、このような機会を与えて下さった理事長を始め理事の
先生方に心からお礼を申し上げます。 

　また、このようなタイムリーな話題で会員の知識や資質の向上に資することが出来る女性
医師の会がさらに多くの会員の集いの場として、より発展していくために、一理事としてこ
れからも微力ながらお手伝いさせていただきたいと思います。 

　ありがとうございました。　 

 

 

いと思います。



 

講演２：『NPOゆいネット北海道　SACRACH報告』 

　　　医療法人ブロッサム　苗穂レディスクリニック　堀本江美先生 

　　　座長：　クラーク病院　守内順子 

 

　堀本先生は、北海道女性医師の会の代表として、2008年より日本女医会の子育て支援、十
代の性の健康を支援するネットワーク《ゆいネット》で活躍されてきました。医療、行政、
教育、警察、大学、地域を横につなぐ講演会や連絡協議会を開催、 

（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 

は年々輪を広げ、公の機関からも注目されるところとなりました。 

　昨年より会は、北海道女性医師の会主催の《ゆいネット北海道》となり、１０月には北海
道と札幌市の支援を受けてＮＰＯ法人となり、堀本先生は法人の理事長としてご活躍中です。
ご講演は、このようなゆいネット誕生ストーリーから始まり、法人設立とともに活動してい
る《性暴力被害者支援センター北海道、ＳＡＣＲＡＣＨ(Sexual Assault Crisis Relief Assist 
Center Hokkaido)、さくらこ》の紹介、性暴力・性犯罪の現状について報告がありました。
現在、《さくらこ》は相談員が相談の電話を受け、場合により医師や弁護士さんの組織（さ
くらネット）にコンサルトしており、半年経過した今年３月までの相談支援件数は９１件と
のことです。 

　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ること、被害者は何十年もの
間心身のダメージを抱えたまま生きて行っていること、などが報告されました。 

　苦悩が長引くほど、人生が蝕まれ、生涯にわたって影響を及ぼされます。こうした中、事
件後の早い段階から心身の救済と尊厳の回復を図ることは重要なことです。性被害者がため
らうことなく相談し、支援を受けられる体制の整備が必要で、《さくらこ》は大きな役割を
担っています。 

　しかしながら、被害者の警察への届け出、支援制度の複雑さ、縦割り行政、裁判の折の証
人としての出廷など数多くの課題が存在し、また直接電話を受ける窓口業務を担っている相
談員の方々のご苦労は想像を絶するものがあります。 

 

　最後に、堀本先生から参加者の皆さまに《ゆいネット北海道、さくらこ》へのご理解、ご
協力のお願いで講演が終わりました。今後の堀本先生のご活躍を心から祈念して報告書と致
します。　 

 



４，二大学合同懇談会 
 

これからのキャリアを語る医師と学生の会 
地域医療の魅力を探る～地域でキャリア形成するには？ 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道大学病院　長井　桂 

 日時：平成25年11月23日（土） 

会場：札幌コンファレンスホール 

  

　このシンポジウムは札幌医科大学と北海道大学合同で行っており、今年で３回目となります。今
回のテーマは地域医療となり、４名の先生にそれぞれの立場でご講演いただきました。 

 

 砂川市立病院 初期臨床研修医　坂本 沙織 先生 

自治医科大学を卒業され、初期臨床研修医２年目として砂川市立病院に現在勤務されています。自
治医科大学では入学当時から地域医療の必要性やすばらしさに関しての教育が “洗脳”とも呼んでい
いほど繰り返し行われるそうです。地域で自立して診療ができるようになるために、坂本先生はER
型救急を行っている砂川市立病院を選びました。まさにそれは地域医療の縮図であり、風邪から多
発外傷まですべて初期対応は自分で行う必要がありました。当初は消化器外科を目指していた先生
ですが、フットワークが軽く臓器別にとらわれないで患者を受け入れてくれる総合診療医に魅力を
感じて、総合内科を目指すようになったそうです。自分が求めている像より、地域で求められてい
る自分に応えたいとの実感がこもった力強い言葉が印象的でした。研修は北海道内の様々な地域で9
年間続きますが、その間何と出会えるか楽しみですとの前向きな言葉で締めくくっていただきまし
た。 

 

寿都町立 寿都診療所 　中川 貴史 先生、中川 久理子 先生 

北海道大学医学部をご卒業後、2005年から寿都診療所に勤務されています。貴史先生は寿都診療所
所長であり、地域医療の第一線で輝かしくご活躍の先生です。2011年には、NHKのEテレ番組「櫻
井翔の“いま そこにいる人々”命の現場」にご出演されました。人が普通にかかる病気全般に対応す
るのが「家庭医」だと語り、患者さんの背景をもきめ細かく聞き取り、その家族関係の中から病気
との関係を素早く診察する様に心がけているそうです。1000人規模の住民の健康を守り、専門医の
診察が必要な少数の患者さんを見極める必要があること、地域に溶け込み、生活環境の改善を浸透
させていくのはまだまだ道半ばであること、家庭や人のつながりを大事にされていることがすごく
よく伝わりました。 

　久理子先生は現在3人のお子さんの面倒を見ながらパートタイムにて復職され、本年は日本プライ
マリ・ケア連合学会専門医を取得されております。女医でよかったこととして、患者さんが相談し
やすいこと、主婦として具体的な生活のアドバイスができる、母子の診察が得意などを挙げていま
した。さらに、子供をもつことで自分自身の成長を促し、家庭医としての幅が広がったとのことで
す。ご自身の生活をタイムスケジュールと供に詳細にお話いただいたので、参考となった方はたくさ
んいたことでしょう。限られた時間のタイムマネージメントは重要で、緊急性と重要性で４分割し
た表に当てはめて優先順位をつけること、細切れ時間を活用し仕事はなるべくまとめて片付けるこ
と、疲れきったらちょっとお酒を飲みながら食事の支度をしたり、ドライブ中に会話を多くしたり、
行事を作って家族で出かけチーム力を高めるなど具体的なアドバイスをポイントとともにご提示し
ていただきました。多様な勤務形態に寛容な職場で働ける幸せを、目を輝かせて語って頂きました。 

家庭の中から、病院での医療者と患者さんの輪、さらには地域全体の大きな輪へとつながる人生と
一続きになった素敵な生き方を教えていただきました。 

 



松前町立 松前病院 院長 

木村 眞司 先生 

札幌医科大学医学部をご卒業後、2年間研修をされ1991年に渡米。米国にて家庭医療科(何で
も科)、老年医学を学ばれました。1996年に帰国し、茅ケ崎徳洲会総合病院で、まさに「何で
も」診る医療を実践。2000年からは、札幌医科大学に開設された地域医療総合医学講座にて、
総合診療科実習を「普通の病院、普通の診療所で、普通の医療を行っている」学外の病院で
行うという新しい教育法に取り組まれました。2005年から松前町立松前病院の院長に赴任。
「全科診療」や「家庭医育成プログラム」を作成し、generalist向けのインターネット会議
「プライマリー・ケア レクチャーシリーズ」の創設・運営など、幅広い活動を繰り広げられ
ています。講演では地方の医療の充実を目指して、若きジェネラリストを育てる病院をつく
るという目標が学生のときからあったこと、教えることによって自ら学んでいく姿勢を脈々
と受け付いでいくように指導していることなどを示して下さいました。また、たくさんのワ
ンポイント診療を提示していただき、参加者の頭の活性化もおこったようです。女性医師の
出産育児の環境については、保育所の改善や病児保育もフレキシブルに対応するしくみを作
るべきだと、道への申請書を作成した経験もあるそうです。医学英語教育で大学の授業も担
当されている先生からは、地域医療だけにとどまらない総合医の役割について広い視点でお
話を伺うことができました。 

  

後半は講演された先生を囲んで４つのグループに別れてフリーディスカッションを行いました。
少人数グループにしたことで、活発なディスカッションができ、自分たちの声が聞き取りにく
くなる場面もあったほどでした。１５分ずつグループを交代して演者の先生への質問を行い
ましたが、話がもりあがって１５分では足りないとの声が挙がりました。キャリアアップや
子育て、環境整備についてのテーマディスカッションは、自分の思っている意見や疑問をつ
ぶやき風にポストイットに記載し、近い意見同士を模造紙に貼り付けるKJ法を用いて行いま
した。ディスカッションの内容や個々の意見については別の機会にご報告したいと思います。
最後に木村先生に総括していただき、学生さんや医師の家庭や仕事、子育てについての生の
声を聞くことでお互いに刺激になったこと、社会に向けて意見を述べたり、それぞれの立場
でサポートできることを続けることが大切だと締めくくっていただきました。 

会の後の懇親会でも話しは尽きず、場所を変えて2次会へと交流は続いていきました。 

  

2013年11月に日本内科学会は新たな専門医制度として、地域医療や病院診療での総合内科専
門医の重要性を踏まえた制度改革を発表しました。ちょうどこのタイミングで、今回のシン
ポジウムを開催できたことは非常に意義があったと思います。 

 

 

 

ったと思います。



５，子供を健やかに育む委員会 
（堀本委員長・小葉松委員長）　 

平成25年度　活動報告概略 
１）ゆいネット北海道 　（堀本）　 

①　平成25年7月20日札幌市エルプラザ18：00～ 

　男性に性教育　“男性に性の光を”男が変われば“　関係が”変わる　 

　日本思春期学会名誉会員　性の健康医学財団評議員 

「人間と性」教育研修協議会幹事　　一橋大学非常勤講師 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　村瀬　幸浩先生　 

②平成25年10月６日　NPOゆいネット北海道設立1周年記念コンサート 

　　　　　　　ゆいネット北海道１周年記念実行委員　(守内　新谷　塚本) 

③平成25年10月19日　午後3時～5時、保険医会主催公開講演会 

　　　　　　　　　「女性が直面する性被害の実態は」（堀本）　 

④平成25年10月29日　平成25年度妊婦健診未受診者および望まない妊娠等対策検討会 

⑤平成26年1月29日　第2回平成25年度妊婦健診未受診者および望まない妊娠等対策検討会　　　　　　　

⑥平成25年11月10日  性の健康医学財団　公開講演 

　｢今、まちなかで話題のSTI　　性感染症　を考える｣　（新谷　堀本） 

⑥全国大学生カンファレンス道産子しきゅうプロジェクト（堀本） 

 

２）対がん協会との連携（小葉松委員長）　　　　　　　　　　　　　 

　　　子宮頸がんワクチン啓蒙　思春期の女性の婦人科受診推進 (小葉松)  

 　　　 女子大生リボンムーブメント北海道と提携して書類応募（不採用） 

 

 

ゆいネット北海道　ご報告とお礼 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆいネット北海道　理事長　堀本江美 

 

　本年度は大平まゆみ様のご厚意によりチャリテイコンサートが開かれ、多くの皆さまのご協力に
より希望に満ちた活動となりました。 
　全国的にも大きな動きが有り、2013年9月22日東京都内で、性暴力に遭った女性を支える「ワン
ストップ支援センター」を全国的に整備することを目指す初の全国連絡会が結成されました。 
　各地で支援に携わっている医師や弁護士ら約７０人が参加し、当会からも6名（成田弁護士、小葉
松医師、平山医師、長島医師、小野寺センター長、堀本）が参加しました。被害女性が治療やカウ
ンセリング、告訴の手助けなどを行い、支援のあり方を相互に相談し合いました。また、多くの運
営資金を寄付金等で賄われている現状があり、必要な公的資金の確保を国に求めていくことなどを
確認しました。 



　講演会や性暴力被害者アドボケーターと専門的なナースの養成講座を行い、更なる性暴力
被害についての学習会の機会を設けました。その中で、幅広い年代や職種の方々へと情報提
供を行い、 
性暴力被害者への正しい知識の共有と、支援者の輪を広げる活動を行ってきました。また、
被害者を救うために多職種で知恵を寄せ合うためにも定期的なカンファレンスを行い、質の
向上を目指して参りました。 
　地道な活動が徐々に成果として実り、さくらこ相談件数も開設13カ月で200件を超し、
困っている女性や子ども達の声が専門家に届き、早期支援が出来ましたことは何より励みに
なりました。特に、家庭内で起きる性暴力被害の発見や早期支援は難しいですが、さらに努
力し、医療、司法、行政と共に総合的な支援を広げていきたいと存じます。 

　今後とも皆様のご支援ご協力を心よりお願い申し上げます。 

 
NPO法人ゆいネット北海道　設立一周年記念コンサート　ご報告 
 
　　　　　　　　　社会医療法人 禎心会　セントラルCIクリニック　塚本 江利子 
 
 

 



６，地方女性医師の会 
 釧路（釧路市医師会女性医師の会　会長　足立　柳理先生） 
 

（１）釧路市医師会女性医師の会平成25年度総会報告 
　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　平成25年度釧路市医師会女性医師の会の会合が平成25年5月27日に全日空ホテルで開催さ
れました。 
　今年の釧路の春は、例年より涼しいと言うよりも少し寒い気候でしたが、7月に入りますと
さすがに暑い日が続いております。道外では熱中症の話題でもちきりですが、涼しい釧路に
避難してきている人も多く、避暑地としての釧路は夏に住むには最高の地であると思います。 
　４月の人事異動で市立、日赤、労災にも新しい仲間が増えました。総会では1年間の活動報
告並びに、前年度の会計報告と決算を承認していただき、新入会員の自己紹介も行いました。
参加人数は１２名でしたが、私の長女の同期生が３名もドクターになられ、子育て中の先生
もいらして平均年齢がグゥーンと若返りました。 
　総会後は１８階のビギンズで釧路の夜景を楽しみながら会食して日頃思っている事を話し
あいました。また、今年度のトピックスは、市立病院に新しく女性医師部会が誕生したこと
です。毎年移動があるものの約２０名前後の先生が在籍されている市立病院ですから、女性
医師の待遇改善のためにも全員の意志統一は欠かせません。 
　また上司からのパワーハラスメントに対しても実際に勤務している先生のほうが分かり合
うことができるものと思いました。 
　この会の発足に際して、釧路市医師会女性医師の会の存在が支えになりましたと、幹事で
市立病院女性医師の会会長の栗山先生に言っていただき大変嬉しくなりました。今後は各病
院内での女性医師の会とも連携を取り活動して行きたいと考えております。 
 
　子育ての悩み教育問題などなど、男性医師にはわからない日頃の憂さを晴らし、女性個人
の美容、健康問題まで話しあう女性だけの会は夜が更けるまで続けられました。会の途中オ
ンコールがかかり病院に戻られた先生もおりましたが、私たちの働きが無いと釧路の医療は
成り立って行かないという事も認識させられた一年でした。 
　また秋の講演会が楽しみです。 
 

 

（２）第８回釧路市女性医師の会　講演会　ご報告 
 
　2013年11月29日に第８回釧路市女性医師の会の講演会が開催されました。今回は東京女子
医科大学　画像診断学・核医学講座教授小野由子先生をお呼びして「放射線とは：被曝に対
する注意と医学、生活への利用」という演題でご講演をいただきました。 
 
　講演は、放射線の基礎から始まり、東日本大震災のおける被曝状況、医療現場での放射線
の対応と盛りだくさんの内容で、特に、大震災での被曝などの対応や風評被害などに関して
は、専門家の意見がある面でマスコミから排除され、危険であるという説明をするコメン
テーターが重宝されていたことなどを聞いて大変驚きました。　また、実際の医療現場での
放射線の使い方に於いて、医師の被曝に関してむやみに放射線を浴びている事が多いとの指
摘がありました。 
　時代の変遷と共に最新の診断・診療機器が増え、その精度が向上して安全で、かつ便利に
なってきている現在に於いても、機器を使用する医師の専門知識の向上、そしてそれを指導
する者がきちんとしなければ重大事故に繋がるものと再確認いたしました。 
　会の出席者は１２名で、打ち解けた雰囲気の中で大変盛り上がりました。とくに、実際に
現場で透視をされている先生からは多数の質問が寄せられました。 

 
　今回は、当会会計の清水恵子先生のご主人のご紹介で小野由子教授をご紹介いただきまし
たが、先生を囲んでの楽しい宴は夜更けまで続きました。 
　そして、釧路市立病院の女性勤務医部会の発足は、確実に若い医師の参加を増やしてくれ
ており、女性医師の会の活動は着実に実績を積み重ねていると感じました。 
 
 

 

 



函館市女性医師の会（小葉松 洋子） 
 
 
　函館女医会は例年の懇親会を2013年9月25日に行いました。2004年から会長を 
されていた本間明子先生が御勇退され、不肖小葉松が次期会長に推され、 
お引き受けする事になりました。 
　その後、函館女医会の資料を見たところ、どうもこの会は60年以上の歴史が 
あるらしいという事がわかりました。会長を引き受けてから会の歴史を知るなんて、 
ちょっとお間抜けな話ですが、歴史の重さにちょっとビックリでした。 
今でこそ函館は人口減少中の中核都市ですが、その昔、昭和初期には東京以北の 
最大都市だったという事を考えると、女医会の歴史が長いのもうなづけます。 
過去の資料等がどの程度残っているのかわかりませんが、この会の歴史も調べてみたい 
気持ちになっています。個人的には、道南地区で働く女性医師、特に若い先生方にとって 
働きやすい人間関係や環境整備のお役に立てればと思っております。 
 

 
室蘭医師会（遠藤征子、登別市) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25 年10 月17 日(木) 
 

　室蘭女性医師の会が年内に聞かれませんでしたので、今年は当院(恵愛病院)の女性医師の会
の開催について報告いたします。10 月に久しぶりに当院に女性の研修医が日鋼記念病院より
1 ヶ月の期間で精神科の実習に来られましたので歓迎会を当院の女性医師で開催いたしまし
たので御報告いたします。 
　当院は平成8 年より研修指導医がおりまして、実習病院に指定されており、製鉄、日鋼病
院等より研修医を受け入れております。女性医師の会の説明をいたしましたら、学生時代に
旭医で二輪草の会に参加していたとのことでしたので、良く内容を知っておられました。当
院の女性医師５名と研修医、もと研修医とその方のご主人と、お子様が出席されまして、北
海道女性医師の会のパンフレットをお渡しして、現在の活動状況を説明し、働きやすい職場
についての話し合いを行いました。 
　今のところ産休明けの方、家業の手伝いの方、他院とのかけもちの方等がぞれぞれのワー
ク・シェアリングで自分の医師としての働き方を考えておられ、楽しく仕事をして下さって
おり、これが医師という仕事を女性も長く続けられるコツなのかなと思われる位、いきいき
と話をされておりました。 
　研修医の先生は、先輩の先生に診療科の選び方、伴侶の選び方、出産の時期等について熱
心に聞いておられました。又、女系家族が多く、両親の面倒や老後の問題、最後にはお墓の
問題にまで入り込み、おいしいお料理と共に楽しいひと時を過ごすことが出来、明日への活
力を湧かせた次第です。 

 



小樽　（幹事　澤田　香織） 
“第19回あじさい会　”レポート 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年5月27日　グランドパーク小樽 

　高川志保(演者)　荒木麻美子　田畑佑希子　守内順子　和賀永里子　吉田匠子　常見恵子　
澤田香織　計8名 

　このたびは、医療法人社団錦町医院副院長　高川志保先生より病院連携：地域医療連携シ
ステムID-Linkと循環器領域を含む身体疾患に潜むうつ病についてご講演いただきました。 

　私たち開業医にとって、専門医と情報を共有できることは、検査などの重複を避けるだけ
でなく、さらに患者さまへの納得のいく説明をするためにも有用です。また、病診連携で見
える信頼関係は、患者さまへの安心にも繋がります。 

　このたびのご講演では、一歩進んだ連携としてID-Linkを用いて病院と情報を共有するとい
うシステムのご利用経験をご講演いただきました。 

　高川志保先生は、長く市立小樽脳・循環器・こころの医療センター（以下医療センター）
で循環器専門医として勤務された後、平成24年より現在、ご実家の錦町医院で療養中の院長
(お父様)に代わり副院長として日々診療されております。その経過の中で、医療センターで診
ていた患者さまが、継続して志保先生に診ていただきたいと思うのは、当然のことだったと
推察されます。このような場合、診療情報を病院から持ち出すことは法律違反であり、従来
なら改めて診療情報提供書をいただくか、または持っているお薬手帳から推察して診療する
しかありませんでした。その時に、ちょうど医療センターにおいて、地域医療連携システム
ID-Linkが構築され、これをご利用することになりました。このシステム、インターネットで
登録するとすぐに利用が可能です。もちろん患者さまには、説明と同意が必要です。共有す
る情報は、処方、検査結果、画像およびその放射線科医レポートと多岐にわたります。「こ
のシステムの利用により、情報をいただく患者さまの負担が軽減し、逆紹介もスムーズで、
予約した画像診断もすみやかに確認でき、十分な情報共有は患者さまにとっても安心でとて
も有用」とその体験をご紹介くださいました。 

　また、循環器専門医としての経験から、健康な生活を阻害する因子としてうつ病がとても
多いことを示され、循環器疾患を含む身体疾患を持つ患者さまのうつ病、不安障害、気分障
害の有病率が予想以上に高く、また逆にそういった精神障害が、身体疾患の予後経過に及ぼ
すマイナスの影響についてのデータもお示ししてくださいました。 
　診療の中で、眠れないといったうつ病を疑う患者さまをすぐ精神科へと紹介するのではな
く、全人的に診ることができるようになりたいと締めくくってくださいました。専門を活か
しながら、地域でお父様の診ていらした患者さまに勇気づけられながら、患者さまに向かっ
ておられる真 な姿勢が手に取るように伝わってまいります。ありがとうございました。 

 荒木麻美子先生よりご自身が歌うCDのプレゼントもあり、また守内順子先生より性暴力被
害者支援センターSACRACHについての説明、私澤田より小樽市医師会看護高等専修学校に
おける地域医療見学臨地実習についてなど各先生の日頃の活動やご家族のことなど話題は多
岐にわたり、楽しいひとときを過ごすことができました。 
　次回は平成25年10月28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。 

 
“第20回あじさい会　”レポート 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年10月17日　グランドパーク小樽 

いよいよ第20回を迎え、発足して10年となりました。小樽市女性医師の懇親の会として平成
16年6月第1回目開催。ちょうど性差医療が注目されていた頃です。「あじさい会」と名付け、
毎回10名前後で歯科医師、余市、札幌市からのご参加もいただき、年2回開催してまいりまし
た。その後会員の皆さまから得意とするところや勉強したいテーマを小樽市以外からもご招
待しレクチャーいただくようになり、地域や専門を超えて話題も広がり、楽しみな会となっ
ております。 



　このたびは、札幌市で開業されているとも耳鼻科クリニック　新谷朋子先生より、「めまい、
耳鳴りについて」レクチャーをいただきました。とも耳鼻科クリニックは札医大のすぐそば、1k
ｍ圏内に耳鼻科クリニックが5件もある激戦地区にあります。その中での特徴あるクリニックづ
くりについてのお話もとても興味深いです。難聴疾患、特に子どもや高齢者の難聴の診療に力を
入れ、幼児聴力検査機器や補聴器適合試験機器など難聴関連の検査機器を充実させている。言語
聴覚士の専門スタッフによる言語リハビリ訓練をされ、特に小児難聴の治療において子どもの難
聴やことばの問題について取り組んでいらっしゃるご様子をステキな笑顔でお話してくださいま
した。 

　学生時代以来の耳鼻科レクチャーでしたが、検査や治療の方法も検査機器の進歩ともに進化し
ています。アレルギー鼻炎のレーザー療法、突発性難聴におけるステロイド鼓室内注入、スー
パーライザー治療、耳鳴りにTRT療法（耳鳴りの順応リハビリテーション）などもご紹介いただ
きました。 

　めまいや耳鳴りは内科でもよく見る訴えです。また、年齢と共に自らの機能も心配なアラ
フォー・アラフィフの私達は、難聴・補聴器についての関心も高いです。 
　加齢による難聴は、小さい声が聞こえない上に大きな声も響き、聞きやすい音の閾値が狭まる、
子音がききとりにくく言葉としてわかりにくくなる、騒がしい環境下で聞きたい言葉が聞き取り
にくくなる。まさしく高齢者には、ある程度の大きさで、ゆっくり、静かなところで話しかける
ことが大切ということです。補聴器は高価でもあり、よりよく使っていだくための基本的な知識
も学びました。高齢になるほど補聴器を使わないと孤立しやすく、認知症にも関係いたします。
日常に診療でも心得ておきたいところです。めまい・耳鳴り・難聴と不安が前面にでやすい訴え
に対して、患者さんへのきめ細かいアドバイスを伺い、科にかかわらず高齢の患者さまをたくさ
ん診ている私達にとって有用な時間をいただきました。新谷先生には心より感謝申し上げます。 

　私達女性医師にとって楽しい集いとはどのような会でしょう。雑談中にも学びがある。特に自
分の専門外の領域は特に有用な知識になります。心の内も少し声にだし、賛同・励ましていただ
けること。他の先生の目標や「楽しみ」なども良いお手本に。できれば同じ目標を持って同じ方
向をめざすこと。これが一番長く続く秘訣なのでしょうか。遊びの少ない私達ならもっともっと
楽しい遊び（学び）にしたい。こんな繫がりがまた次に繋ぐパワーをいただけることと毎回実感
しております。 
　あじさい会の皆さま、心から感謝申し上げます。 

 

 

「輝く北のチャレンジ支援賞」　　旭川医科大学　二輪僧センター 

（旭川医科大学病院　皮膚科　山本 明美先生より北海道庁web pageに基づきご紹介します。） 
　平成２５年度北海道男女平等参画チャレンジ賞を二輪僧センターが受賞しました。この賞は、
それぞれの個性と能力を活かして、職場、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野でチャレンジ
して、活躍されている方々を顕彰し、道民の方々にチャレンジの身近なモデルとして紹介するこ
とにより、男女共同参画社会実現への気運を高めることを目的とします。 
　受賞理由としては、出産・育児・介護のために休業している医師・看護師などに対し、復職に
必要な情報提供や研修を実施し、円滑に復帰できるようサポートしている。学生に対しても、授
業やセミナーを通してキャリアプランの構築を目指している。地域の医療を支えると共に、当院
と同様の仕組みが広がっていくことが期待される。（知事より表彰状と副賞授与されていま
す。） 

　旭川の実績は、長期にわたる地道な活動が実を結んだ結果と思います。受賞おめでとうござい
ます、今後のご活躍を期待いたします。 
 
 

2013年度　北海道女性医師の会　第一回会員ビアパーティ 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事：塚本　江利子 
　８月３日土曜日、大通ビアガーデンにてビアパーティを行いました。出席は１０名ほどで、学
生さんも4-5名の出席がありました。OBの先生で８０歳を過ぎても現役でいらっしゃる先生も出
席されて、和気藹々とした雰囲気で楽しく過ごしました。第１回目としては成功といえると思い
ますが、出席者が少なかったかなと思います。今年も、是非やりたいと思いますが、早期から
「８月の上旬にやります。」と、宣伝していこうと思います。また皆様がご参加され、情報交換
や憩いの場になるよう、企画していきたいと思って１ます。 

 

 



７，日本女医会からのお便り 
 第58回日本女医会総会(平成25年5月19日)に出席して 
　　　　　　　　　　　北海道女性医師の会会長　澤田香織 
  
　平成25年5月19日、ここ杜の都 仙台で行なわれました。仙台市はちょうど青葉祭で、雀踊りの
はやしが聞こえてくるような賑やかさが復興を願う強い願いを表すようでした。総会前日、被災
地石巻市へ行くというエクスカーションに参加させていただきました。余震がまだ頻回に続いて
おり、私達も震度5強の地震を体験いたしました。余震に耐える日々が続いていることに心が痛み
ます。この私達の観光バスには、被災者自身が語り部として同乗し当時の様子を説明してくださ
いました。震災からなにかを学んで帰って欲しい、見たことを伝えて欲しいという切実な願いと
感じます。このツアーは｢学びのツアー｣と名付けられておりました。一歩沿岸部へ足を運ぶと、
街があったと思われる場所は、震災時そのままの形で残っており、救急車を含む廃車もたくさん
山積みになっており、まだまだ復興が進んでいないことを実感いたします。ラジオや新聞も日常
に中でいつも復興、防災と大きく取り上げられております。この辛い体験から、なにかを学ぶよ
うにと強いエネルギーを感じました。 
　19日8:25 ラジオ番組モーニングウエーブで東北大学の防災専門の先生の防災観の歴史と、震災
2年経って大川小学校の検証委員会が立ち上がったと流れておりました。この大川小学校、108名
中70名が死亡､4名が不明、教員も11名のうち10名が死亡し、学校災害史上最も大きい被害だそう
です。私たちはこのような動きにも関心をもって、自らも学ぶ場としたいと心に念じました。 
　19日9:30 より支部会本部連絡会が開かれました。公益法人化に伴い、支部および評議会との名
称が使用できなくなりました。しかし津田喬子会長は、今まで通りに支部と継続して連携をとっ
て行くことに変わりないことを強調されました。また日本女医会として、さまざまな女性医師の
会が立ち上がる中で、いかに連携し、それぞれをネットワークで繋ぐことを求められていること、
そこに日本女医会としての役割を検討していくことを熱意ある言葉で語られました。 

 





世界女医会総会 

 



7月31日（第1日目）　受付風景　アフリカ
からの参加も多く別受付になっていた。
（地元韓国約600人、ナイジェリア150名、
日本50名、他1096名の参加）	  

ウエルカムレセプションは入りきらない人
だった。	  
	

8月1日（第2日目）　オープニングセレモ
ニー風景	  

前面の二人は（右側）President	  elect	  	  
Kyung	  Ah	  Park	  （韓国） 	  （左側）
Secretary	  General	  	  Shelly	  Ross	  （カナダ）	  
	

Prof.	  Afna	  A.J.Hesse	  MWIA	  President	  
	

In	  Sook	  Park	  Korean	  MWA	  President	  
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Korean President　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会議がはじまり次々期Presidentの選出及び
ミーティング 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

 

31table　JAPAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　 

 

 

　オープニングセレモニー終了後 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　 

 

　　 

   
 MWIAのDinner（韓国主催の夕食会） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月 

 
2日（第3日目） 
午前　Hospital visit　（サムソン病院）地下5
階地上20階、1日の外来患者数9000人余り、
入院患者数2000人弱というメガ病院 
病院ツアー参加者 
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病院ロビー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待合 

現在韓国はメガ病院とクリニックの2分化と
なっているらしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後　会議 

　種々のミーティング 

日本人の発表は　招待講義（3題）、口頭発表
（12題）、ポスター発表（9題） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　御主人も参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　若い先生の発表 
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ベテランの山内先生 

　（聖路加病院ブレストセンター長）の発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜はロッテホテルでGala party 

　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の参加者皆で日本の歌を披露 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　第４日目（第4日目） 

　　　最終日のScientitic sessions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　前回会長、次期会長、西太平洋会議会　　　　　　　　　
長らと 
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８，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 医師等支援窓口コーディネータ連絡会  

                                  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 
（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  

（９）社団法人リボンムーブメント 
（１０）IFMSA（北海道大学、札幌医科大学、旭川医科大学） 
（１１）北海道、札幌市 

（１２）北海道対がん協会 
（１３）北海道大学、札幌医科大学、旭川医科大学 
 

　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 

25	



９，理事　プロフィール 
足立　柳理　先生 
 

プロフィール 
所属　医療法人社団　功仁会　足立皮膚科美容外科クリニック院長 
専門　皮膚科（日本皮膚科学会認定皮膚科専門医） 
　　　産業医（日本医師会認定産業医） 
略歴 
　１９５６年３月生まれ 
　１９８０年　聖マリアンナ医科大学卒業 
　　　　　　　　北海道大学医学部皮膚科学講座入局 
　１９８３－１９８５年　市立札幌病院皮膚科勤務 
　１９８６年　足立皮膚科泌尿器科医院副院長 
　１９９２年　足立皮膚科泌尿器科院長 
　２０００年　足立皮膚科美容外科クリニッ 
所属学会；日本皮膚科学会、日本臨床皮膚科学会、日本乾癬学会、日本美容医療学会、日本美容外
科学会 
趣味：　ゴルフ、書道（全日本書芸文化院　漢字、かな師範） 
 
コメント 
　私が幼い頃、父は釧路市立病院の小児科部長として勤務しておりました。その当時父はスモン病
に罹患して歩行がままならず、毎日の生活も母の介助がなければなかなか上手くできない状態でし
た。しかし、父は日曜日の午前中に病院の回診を済ませると、足が不自由にもかかわらずお弁当を
持って毎週家族皆で近くの公園にピクニックに連れて行ってくれました。市立病院の官舎に住んでい
た私たち兄弟にとって普段は医局前の廊下が遊び場でした。そんな父の姿をみていた私たちは、い
つしか医師になりたいと思うようになり、妹は眼科、弟は小児科医になりました。小児科医になり
たいと言った私に父は、「女性は結婚して母になるという仕事があるから小児科は大変だよ。」と
諭し、卒業後は北海道大学医学部皮膚科学講座に入局する事にしました。 
　入局後、同期の主人との結婚が決まった時にお願いした条件は「仕事を続けること」でした。そ
の後長男が誕生し、長女、次男と３人の子宝に恵まれ、大学医局での研修・研究生活も一段落して
長女を出産した後、釧路で皮膚科を開業している義父の病院に就職致しました。 釧路に帰ると、い
まの時代では珍しい主人の両親、妹と同居した８人家族の生活となりました。今は子供達も進学の
ために離釧し、義父も亡くなって義母と主人との三人家族になりました。子供達は長男が皮膚科医、
長女が小児科医、次男が医学部５年生と皆親と同じ道を歩んでくれました。 
 主人の家族との同居はある意味大変でしたが、仕事を続ける私にとってはいろいろな面で助けてい
ただき大変助かりました。喘息で入退院を繰り返した長男や、幼稚園の登園拒否をおこして３か月
も行かなかった長女など、仕事をしている間は両親やベビーシッターさんに育児をしていただいた
おかげで現在があると思っています。 
 今は皮膚科・美容外科を標榜し診療しておりますが、美容外科は北里大学形成美容外科から医師の
派遣を受けて診療しております。同じ市内で主人が皮膚科医としてクリニックを開業しており、ラ
イバルではありますが美容、形成関係は私の方でと住み分けをしております。 
 釧路市は、漁業、炭鉱、製紙業という三大産業が衰退し産業基盤がぜい弱化して人口減少が進んで
きており、その為にデパートが無くなり、市内中心部はシャッター街となってドーナツ化が進んで
います。住環境が変化して高齢化も進んでおりますので、昔は市の中心部にあって多忙を極めた当
院も、患者数の減少でその経営はなかなか難しくなってきております。これからの地域医療がどう
なっていくのかを考えると大変心配ですが、釧路市内には市立、労災、日赤と三公立病院があって
医療レベルも高く、地域完結型の医療体制を維持していますので、他の地域と比較しても住むには
安心していられる良い土地であると思います。 三病院には研修や勤務の為に多くの女医さんが転勤
されてきますが、 
釧路市医師会女性医師の会では、そのような先生方にも入会していただき交流を深めております。 
 現在は子育てが一段落し、二人の母親も幸い健康で自立しておりますので、私は自分の時間を有意
義に使って診療と趣味に勤しんでおります。転勤で来られる若い女医さんとの語らいは、何か皆さ
んから素晴らしいエネルギーをもらったような感じがして、いつも楽しみにしている時間です。８
０代の経験豊富な女医さんから２０代の若い女医さんまでが一堂に会する懇親の場は、自分も頑張
らなければ、あのような素敵で経験豊富な女医になりたいなと感じさせられる時間でもあります。 
 年一回釧路で働く女医が集う会は、地方に勤務する私たちの相互理解とパワーを結集する場でもあ
ります。この会がますます大きく発展する為に頑張って行きたいと考えております。 
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池田　千鶴　先生　 
■プロフィール 
所属　医療法人社団三意会　理事長 
　　　ホームケアクリニックあづま 
介護療養型老人保健施設　あづまの里　施設長 
専門　内科（認定医）　心身医学（内科専門医） 
関心領域　プライマリケア　ターミナルケア　在宅医療 
 
略歴 
１９５５年　生まれる　 
１９８１年　札幌医科大学卒業 
１９８６年　同大　大学院内科学Ⅲ修了　 
同年　　父の死により病院を継承　地域医療を始める 
 
賞罰 １９８６年　心身医学会　第３回池見賞　受賞 
得意技　人と出会うこと　料理 
趣味　読書　文章を書くこと　嵐 
 
■コメント 

 
　大学を卒業するときに、女性性が活きる科を選ぼうと心療内科、精神科、婦人科で迷いました。
結果的に心療内科をさせてくれるという札幌医大の第三内科に進み、故奥瀬敏（第一内科出身）
先生に師事して学位をとりました。 
　学会賞もいただき専門性を窮めようと思っていた矢先に父の死があり、無謀にも地域医療の領
域に足を踏む込むことになりました。決して主体的に選んだ道ではありませんでした。悩みに悩
んで逃げ出そうとしたこともあります。責任という二文字で踏みとどまりました。 
　そのうちに、人の近くで、人に寄り添いながら医療をすることが出来ることが喜びとなりまし
た。心療内科で培った患者中心の発想やカウンセリングの技術が日常診療にも役立ちました。学
生や研修医に指導する中でコーチングや教える喜びも感じられるようになりました。 
　女性医師の会や地域医療研究会など、フィールドは違っても志を同じくする方々との出会いも
私の医師人生を豊かなものにしてくれたと思っています。 
　ある時期、頼まれたことは断らないと誓いを立てて、講演やこのような会の役員やらを引き受
けていたことがあります。大変でしたけれども、それ以上に得難い出会いをいただきました。人
や仕事との出会いはスルーしようと思えば出来るけれども、敢えて一つ一つを大切にすることで
のみ得られる宝物のような邂逅にもなるのだと思っています。 
　今は残り少なくなってきた医師人生の集大成の季節に入っていると思っています。これまでの
多くの出会いに感謝しつつ、少しでも私の経験が誰かの役に立ってくれることを願っています。 
 

遠藤　征子（室蘭市医師会）先生 
 

■プロフィール 
所属 
　社会医療法人友愛会恵愛病院　副院長　理事（登別市） 
専門 
　小児科（日本小児科学会認定医） 
　産業医（日本医師会認定産業医） 
　日本小児科学会・日本小児科医会 
略歴 
　昭和9年7月3日　  生まれ 
　昭和35年3月25日　 北海道大学医学部医学科卒業 
　昭和36年4月1日　  北海道大学小児科学教室に入局 
　昭和40年4月1日  恵愛病院副院長(264床) 
　昭和51年11月15日　  医療法人社団友愛会恵愛病院副院長、副理事長 
　平成22年3月1日  社会医療法人友愛会恵愛病院副院長、理事(250床) 
　平成25年8月2日  社会福祉法人友愛会理事、社会医療法人友愛会恵愛病院副院長 
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職歴  
　登別市予防接種医　　　　　　　　　　    (S45.12.8～) 
　登別市学校医     (S46.4.1～H24.3.31) 
　登別市私立幼稚園医    (S51.4.1～H4.3.31) 
　登別市母子保健業務医　　　　　　　　    (S49.4.1～H19.3.31) 
　登別市就学指導委員　　　　　　　　　    (H13.12.1～現在) 
　登別市要保護児童対策地域協議会委員　    (H18.5.1～現在) 

趣味　小原流一級家元脇教授（瑞苑）　裏千家茶道、旅行、ゴルフ等 

■コメント 

　私は北大医学部卒業後、同病院でインターンを終えて、小児科学教室に入局させて戴き、 
同時に結婚、翌年長女を出産いたしました。 
　当時は無給医局員で、夫は北大精神科医局より北海道各地の病院に短期、長期研修に出張させて
いただき生活をしておりました。その後北大病院精神科に戻っても臨床と研究、当直のアルバイト
で忙しく働き、子供の顔を見る暇もない状態でした。　私も実家が登別でしたので、札幌では親戚
を頼りに（保育所、ベビーシッターもありませんでした）、あちらこちらと子供を預かっていただ
き医局で学ばせて戴きました。 
　実家の病院から医師不足とのことで、私が娘を連れて登別に戻り手伝いました。実家の母は病弱
でしたので、子育ては出来ず、近隣の方にお願いし、その方には親身に及ばぬお世話をしていただ
き、娘が結婚する迄、母親代わりにすべてのことをして下さり、今でも本当に感謝しております。
娘は私が夜間救急で出かける毎に泣き、喘息発作やパニックを起こしており、絶対に「子どもに寂
しい思いをさせる母親にはならない」と言っております。 
 

―女性が仕事をするには、良き隣人とめぐり合うことです― 
　その後、夫も北大精神科での研究論文もまとまり、教授のお許しを得て、恵愛病院の院長に就任
してくださいましたので、私もまた医局に戻り、もう一度勉強をしたいと考えていた矢先に、十勝
沖地震（昭和43年）が発生し、木造モルタル2階建ての病院は被害を受けました。夫はこの状態の
建物では患者様に申し訳がなく、管理責任のとれる建物にして、医療も充実していかなければ安心
できない、それが地域医療に貢献することになると申しましたので、私も協力することにしました。 
　その後10年間は夫とともに入院(264床)、外来、救急、往診、健診、検死等々に従事し、その頃よ
り北大精神科医局の先生方の応援を受けて、充実した医療体制を整えることができました。 
 

　―夫の希望も協力してささえることが大切だと感じました― 
　平成8年に北海道で初めての国庫補助金をいただいて近代化整備事業として6階建ての病院(250床)
を新築いたし(2回目の病院建設)、研修指定病院となりました。そして北大精神科より優秀な指定医、
指導医等が固定してくださいまして、日鋼、製鉄病院より若い研修医を受け入れられるようになり
ました。また、平成22年には、当院が精神科救急指定病院を受けていましたので、社会医療法人を
立ち上げることができ、次第に若い医師、特に半数が女性医師となり、出産、育児、親の介護を含
めてワークシェアリングができて、医局の先生方も一応満足して下さっておりますので、働きやす
い病院にしたいと考えております。 
　当地方には市立、日鋼、製鉄病院と三大病院があり、身体管理には事欠きませんが、そこの研修
医や看護学校の学生さんたちの精神科の研修病院も当院では引き受けておりますので、女性医師が
研修に来られた折には「北海道女性医師の会」に参加しませんか、とお誘いをしておりますが「研
修が忙しいので…」と言われます。今、私共と共に、この回に参画して下さっている学生さんや初
期研修の女医さんたちが、当地の病院で研修をされるときには、この地区での「女性医師の会」が
実現できることを楽しみにしています。 
 

―初期研修は地元に戻ってして下さい― 
　私は満州で育ち終戦を外地で迎え、戦争の恐ろしさと、人の命の尊さを感じ、敵味方なく助けら
れる職業として医師を志してから早や80歳になろうとしています。そして50年勤務し、四世代のご
家族を診させて戴きました。小さい頃に毎日喘息発作を起こし、点滴をして泣いていた子供が、今
父親や母親になって、わが子を連れて診察に来られるのを眼の前にした時には、本当に医者冥利に
つきる思いがします。夫の母親と、私の両親を自分たちの病院で介護し、そして見送り、また文句
を言っていた娘も、やっぱり医者（小児科、精神科）になり独立し、孫2人も可愛らしく育ち、娘の
夫（心臓外科、精神科）も当院を背負ってくれるものと信じています。これからも夫とともに社会
奉仕をし、老後を見据えて福祉にも力を入れていきたいと考えている今日この頃です。 
※（平成26年3月に、社会福祉法人の、特別養護保健施設わかくさ(100床)が完成する予定です。） 

最後になりましたが、女性医師の会の益々のご発展をお祈りいたします。 
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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日より発効する。　　平成２５年４月２０日　　改定 
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被害者への対応について

話を聴いてあげてください。 ⾒見見守ってください。

責めないでください。信じてあげてください。

ご家族・周囲の⽅方へ
⾝身近な⽅方が性暴暴⼒力力被害を受けたら、悲しいし、混乱するかもしれ
ません。被害を受けられた⽅方がこのような体験から回復復するのに

も個⼈人差があります。

被害にあった⼈人がもつ感情や
混乱、⾝身体症状などを

⼗十分に理理解して、話を聴いて
あげてください。

励ましや過剰な⼼心配は本⼈人が
つらくなるだけです。「前向
きにならなきゃ」などの声か
けはいけません。本⼈人の意思
を尊重して⾒見見守ってください。

回復復にかかる時間には個⼈人差が
あります。「まだ悩んでいるの
か。」など⾔言ってはなりません。
本⼈人の回復復⼒力力を信じ温かく⽀支え

続けてください。

 本⼈人を責めないでください。
被害者には落落ち度度も責任も

ありません。
「あなたは何も悪くないよ。」
と繰り返し伝えてください。

「どうやって被害者を⽀支えていいかわからない。」
「話をきいてたら⾟辛くなってしまった…。」

こんな思いを感じている⽅方もいるかもしれません。

あなたのためにも、被害を受けられたかたのためにも、
⾟辛い思いを抱えていたらぜひ相談をしてください。

被害者を⽀支えているあなたも相談してください。
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（１）性暴力被害者支援を行う機関への学生によるインタビュー報告	  
	  
　2012年〜2013年、有志のボランティア学生協力による性暴力被害支援を行う方へのインタビュー
を行い、同世代へわかりやすく伝えるパンフレット作成を行いました。	  
　パンフレット作成担当：天使大学看護学部　増渕　沙貴	



①ほっとらいんぶ〜～け（弁護⼠士）

須⽥田 　布美⼦子先⽣生

ほっとらいんぶ〜～け 　受付時間
⽉月・⽔水・⾦金金 16：00〜～19：00
⽕火・⽊木 12：00〜～15：00

連絡先 　050-‐‑‒3369-‐‑‒0550
（須⽥田先⽣生を含め、その⽇日の担当弁護⼠士が交代で相談を受けています。）

ほっとらいんぶ〜～けとは？
札幌弁護⼠士会法律律相談センターが運営している、
⼥女女性の弁護⼠士による電話相談を⾏行行っております。
札幌の⼥女女性弁護⼠士は少ないため、男性に話しにく
いけれど、⼥女女性弁護⼠士を探せない・・・ほっとら
いんぶ〜～けにご相談ください。⼥女女性弁護⼠士が担当
いたします。

例例：当事務所法律律相談料料 　５２５０円/１時間
⼀一般的な他の事務所での相談料料 　５２５０円/30分

お⾦金金がないと相談が出来ないではありません。
⽇日本司法⽀支援センター法テラスの「相談援助」が利利⽤用できる場合があります。

電話窓⼝口相談をしてみましょう！

相談料料は
どのくらいかかるの？？

注：直接⾯面談が必要な場合もあります。

⼥女女性に関するトラブル、
どんな相談を受けているの？？

離離婚やそれに関する問題、
職場のトラブル(残業代，セクハラ，解雇)

犯罪被害、ストーカー被害
その他、⼀一般的な法律律相談も

受け付けています。

「まずは電話で相談を！」

ほっとらいんぶ〜～けメンバーの
弁護⼠士である須⽥田先⽣生に
お話をお伺いいたしました！
 　被害を受けられた⽅方の中には、
弁護⼠士さんへのハードルが⾼高い
⽅方もいるかもしれません。お⾦金金
がかかる、硬いイメージなどあ
るかもしれません。ですが、⼀一
⼈人で悩まずに、是⾮非相談をして、
解決策を⼀一緒に探りましょう！
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ほっとらいん・ぶ〜～け相談プロセス

会社の上司から
セクハラを受けているけど、
おおごとにはしたない。
けれどこのまま
我慢はできません！

①相談内容の確認

⾦金金銭⾯面での解決をご希望の場合、裁判所を通さずに
①慰謝料料等を加害者に請求する
②会社を相⼿手に請求をする
③両⽅方を相⼿手に請求をする
という⽅方法があります。

相⼿手が払ってくれないのなら、⺠民事で裁判を起こすこと
もできます。また、上司を処罰して欲しいと望まれるな

ら、刑事事件にする⽅方法もあります。

②法的⽀支援の選択肢を提⽰示

我慢はできないけど、おおごと
にはしたくないなぁ…！

でしたら、刑事事件にはせず，
まずは加害者に直接慰謝料料請求をしてみましょ
う。⽀支払を拒絶するようなら，⺠民事訴訟にする

かどうか考えましょう。

③実際の⽀支援⽅方法の決定

コラム：　須田先生は一度民間企業に出られてから、弁護士になられています。友人のトラブルから支援
する知識を必要と感じられました。「世の中に不合理なことや理不尽なことは溢れているけれども，私は世
の中を変えたいわけじゃない。全ての人を救えるとも思わない。でも，そのうちの１つのトラブルでもいい、
私が関わることで，誰かの何かを少しでも変えられないだろうか。」　「相談者の心の中に希望を。」　私は
言葉一つ一つに心からの思いやりを感じました。実際に私が相談した際にも、多くの選択肢を提示して一

番良い方法を教えて下さいました。女性として包容力や知性があって、側にいてほしい、頼りたくなるよう
な素敵な女性でした。　引用：hHp://www.suda-‐law.com/profile.html	  
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１，性犯罪被害者の多くは10代前半	  
　子供たちは小児科医や小児科の看護師となら顔見知りのこ
とが多いです。ちょっと怖い診察のことも、小児科医なら上手
に説明でき、会ったことのある小児科看護師が付き添うと、初
めての検査も頑張れるかもしれません。入院治療が必要な場
合は小児科で入院していただくと、子供たちにふさわしいケア
を提供できるお手伝いが出来ます。	  

	  
２．普段から家族ぐるみでおつきあいしています	  

　兄弟のこと、父母や祖父母のことなど、家族全体の様子を
把握していることが多いのも小児科スタッフです。	  

	  
３．性犯罪は被害者だけでなく家族にも大きな影を落とします	  

　被害者だけでなく、家族、兄弟をどうサポートしようかと悩む
ことも多いのです。そんな時、保健センター、児童相談所など
との連携の中心になりうるのが小児科です。	  

	  
４．心理面でのサポート	  

　小児心療内科医や児童精神科医がいない地域も北海道に
はたくさんありますが、児童相談所のあるような場所には必
ず小児科の医療機関があります。また、女性小児科医師も増
えてきています。専門の医師と連携しながら地域の中で心理
面のサポートをしていく際に、小児科医は必ず力になれると
思います。	  
　子どもの生活に寄り添い支えていくのが小児科医、小児科
スタッフです。また、出産時など産婦人科医師やスタッフと一
緒に働くことも多いため、同じ病院に併設されている場合は
情報の共有がスムーズな場合も少なくありません。幼い被害
者のケアのために、小児科スタッフは力になることができます。	  

③⼩小児科医 　⼦子ども⽀支援について聞きました
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被害にあった時に、警察もあなた
の味⽅方になってくれます。
でも警察の⽅方に相談したら
どうなるのかな…？

ということで、警察の⽅方々に
インタビューしてきました！

Ｑどうやって相談するの？
性犯罪被害１１０番（２４時間対応） 　

Tel.0120-‐‑‒756-‐‑‒310
（携帯電話からは011-‐‑‒242-‐‑‒0310）

までお電話ください。
電話には男性警察官が出る場合もありま
すが、⼥女女性警察官を希望の場合は連絡先
を教えていただければ、⼥女女性警察官から

連絡いたします。

Ｑおおごとには
したくないのだけど…

届出は別として、とりあえず話だけを聞いて
欲しいということであれば、家族にもお話し
ませんからご安⼼心ください。被害に遭った⽅方
の気持ちを尊重します。しかし、事件として
届出をすることになった場合は、必要があれ
ば家族に連絡することもあります。また、未
成年年の場合は、捜査の協⼒力力などをお願いする
ことなどを考え、保護者の⼈人に話さざるを得

ません。

Ｑ相談したら
どんな事をきかれるの？

いつ、どこで、誰に、どんな被害を受け
たのかを伺います。被害者の⽅方が⾃自分に
対して罪悪感を抱えたり、感情的になっ
てしまったり、気が動転してしまうこと
は⾃自然な事です。⾃自分に不不利利な点がある
かもしれないと思っていてもありのまま

を率率率直に話して下さい。

性犯罪被害１１０番（２４時間対応です！） 　
Tel.0120-‐‑‒756-‐‑‒310

（携帯電話からは011-‐‑‒242-‐‑‒0310）
※札幌の北北海道警察本部につながります。札幌市以外の⽅方からの相談は、	

お近くの警察署へ適切切に引き継ぎます。	
警察所轄担当者についても、女性を希望の場合、可能な限り対応致しますが、	

対応できる女性警察官が不在である等の事情により、男性警察官が対応する場合もあります。	

Q私が受けた被害のこと
警察に相談すべきかな?

迷ったらぜひ相談してください。相⼿手の顔を
覚えていない、⼿手がかりが少ない、⾃自分にも
落落ち度度があるかも？と思っていても、お話を
聞きます。⾔言葉葉によるセクハラ〜～レイプにい
たるまで、被害は多種多様ではありますが、
受けた被害が犯罪かわからなくても、警察で

判断する事ができます。

④警察
24時間対応で
す。迷ったら相
談してください。	
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（窓⼝口時間外に）性暴暴⼒力力被害にあってしまった時

①安全な場所へ避難
まずは安全を確保してく
ださい。どんな状況でさ
え、あなたは何も悪くあ
りません。

②証拠を残しましょう
・被害にあった時の服や下着は個別にビニール袋へ 　 　
⼊入れて⼝口をしばる
・警察や病院へ⾏行行く前にお⾵風呂呂やシャワーを浴びる
のはなるべく控えましょう
・被害を受けた際に体に付着したものを拭き取った
ら、拭き取ったもの（ティッシュやタオル）も捨て
ずに個別のビニール袋にいれて保管してください。

③SACRACHへ電話しましょう
(性暴暴⼒力力被害⽀支援センター北北海道さくらこ)
TEL：050-‐‑‒3786-‐‑‒0799
受付時間：⽉月〜～⾦金金 　13：00〜～20：00
（⼟土⽇日祝祭⽇日 　12/29〜～1/3は除く）
詳しくは２ページ

SACRACH

★警察は、まず被害者の⽅方の安全を考え、病院受診などの⼿手当てを
優先します。
★警察に相談した後に「被害届」を出したり、「告訴」をするかど
うかは⾃自分で決めることができます。
★「被害届」は被害の事実を伝えるもの。「告訴」とは被害の事実
に加えて「犯⼈人を処罰してもらいたい」という意思表⽰示されたもの
です。強制わいせつ罪や強姦罪は「親告罪」というものです。「親
告罪」は「告訴」しない限り加害者が起訴されることはありません。

③SACRACH受付時間外は警察へ
電話しましょう

性犯罪被害１１０番
（２４時間対応） 　

Tel.  0120-‐‑‒756-‐‑‒310
（携帯電話からは011-‐‑‒242-‐‑‒0310）

警察

④産婦⼈人科
 　詳しくは34ページ参照

④弁護⼠士
詳しくは32ページ参照

あなたの希望にあった⽀支援先を
警察に相談した場合にもサポートします。

（SACRACHにも、後ほどご相談ください。）
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コラム：臨臨床⼼心理理⼠士とは？

Q.臨臨床⼼心理理⼠士ってどんな⼈人？

犯罪被害についての専⾨門知識識を持った⽅方からサポート
を受ける事ができます。

被害を受けた⽅方に認知⾏行行動療療法やPE療療法などを⾏行行い、
被害者の⽅方が回復復に向かうように

サポートします。

 　「臨臨床⼼心理理⼠士」とは、
臨臨床⼼心理理学にもとづく知識識や技術を⽤用いて
⼈人間の“こころ”の問題にアプローチする

“⼼心の専⾨門家”です。

Q.どんなサポートを受けられるの？

どうすればサポートを受けられるの？

 　病院内や警察署内、個⼈人営業所、カウンセリン
グ施設に常駐していて、お電話の予約により、サ
ポートを受けることができます。
 　費⽤用は各施設で様々ですが、ほとんどは時間制
でのご相談となっています。病院内の⼼心理理療療法に
関しては、精神科の先⽣生の処⽅方によります。
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SSAACCRRAACCHH  HHPP    hhttttpp::////ssaaccrraacchh..jjpp//  
NNPPOO法人ゆいネット北海道　hhttttpp::////yyuuiinneett--hhookkkkaaiiddoo..ccoomm//  

	  
私たちSACRACH（さくらこ）は

性暴暴⼒力力被害を受けた⼥女女性の⽀支援を⾏行行っています。
相談⽀支援員は性暴暴⼒力力を受けた⽅方⼥女女性のための

専⾨門スタッフです。

Q.どんな⽀支援を⾏行行っているの？

相談受付
電話・⾯面談
による相談を
 　⾏行行っています。

協⼒力力機関の紹介
産婦⼈人科、精神科、

弁護⼠士等、
性暴暴⼒力力を受けた⽅方への理理
解ある協⼒力力機関を
ご紹介します。

付き添い⽀支援
病院、弁護⼠士、
警察、区役所
などへ

⼀一緒にうかがいます。
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⑤SACRACH（性暴力被害者支援センター北海道）	



まずはお電話ください
050-‐‑‒3786-‐‑‒0799

あなたのお話を
ききます

⼀一緒にできるこ
とを考えます

Q.相談員は
⼥女女性ですか？

A.全員⼥女女性です。

Q.相談員はどのよう
な方ですか	

A.性暴力被害支援
の専門スタッフです。	

SACRACHの相談システム

希望者には警察・病院への
付き添いも⾏行行います

電話相談	 月～金　13：00～20：00（土日祝祭日、12/29～1/3を除く）	

面接相談	 1回30分　3回まで無料	

付き添い支援	
電話または面接相談をご利用の方には、関係機関（病院、弁護士、
警察、区役所など）への付き添い支援を行っています（札幌市内）。	

協力機関の紹介	
産婦人科、精神科、弁護士等、性被害を理解している協力機関へ
ご紹介します。	

 
	 産婦人科、精神科、弁護士

等、性被害を理解している協
力機関へご紹介します	

相談終了です	
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ゆいネット北海道へのご支援をよろしくお願いいたします。	
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パートナー間暴力の知識とジェンダーの捉え方が	
デートDV被害について相談されたときの反応へ与える影響	

	  
　　　　　北海道医療大学大学院心理科学研究科第10期生　川辺ひかる	

 	

はじめに	
	  
　デートDVとは，交際相手を従わせることや傷つけることを目的とした行動のことであり，大きく分けて身
体的暴力，性的暴力，精神的暴力，社会的暴力の4種類がある。デートDV被害経験は被害者の心身に
対して悪影響を及ぼすことが明らかである。	
　デートDV被害経験は，警察や病院など公的な機関に対して相談されることは稀だが，家族や友人に対
しては，約半数の被害者が相談している。相談の対象（以下，被開示者）からのポジティブな反応は被害
者の精神的健康の改善と関連し，ネガティブな反応は被害者の精神的健康の悪化と関連していることか
ら，被開示者の反応が被害者の精神的健康に影響を与えることが示唆される。	
　被開示者の反応に影響を与える変数として，(1)パートナー間暴力（IPV）に関する知識，(2)ジェンダーに
関するステレオタイプ（性差観），が挙げられる。しかし，これらの変数と被開示者の反応の関連は検討さ
れておらず，被開示者の反応に影響を与える変数は明らかになっていない。	
　本研究では，研究1にてデートDV被害経験の被開示者の反応意図の測定指標を開発し，研究2にて被
開示者の性差観やパートナー間暴力（IPV）に関する知識の保有がデートDV被害被開示時の反応へ与
える影響を検討することを目的とした。	
 	

（２）寄稿　「被害者に相談されたときの対応」調査結果	  
	  
　ゆいネットのボランティアもして下さった臨床心理士の卵の川辺さんは、「性暴力
被害者支援のために、アンケートによる研究データを作成したい。」と、342名の大
学生対象に調査を行いました。下記に結果をまとめた修士論文要旨を掲載します。	  
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方　法	  
	
研究1：先行研究から項目を収集した後KJ法にて項目を整理し，Reac6on	  to	  Disclosure	  of	  Da6ng	  
Violence	  Survivors	  Scale（RDaVS）を作成した。先行研究から性的暴力，社会的暴力，身体的暴力，
精神的暴力の被害について友人から相談されるシナリオを作成した。	
　大学生342名（平均年齢20.39±2.53）を研究協力者とし，郵送法による質問紙調査を実施した。調
査材料は，①デモグラフィックデータ，②日本語版Social	  Desirability	  Scale（日本語版SDS），③DVに
つながる考え方，④RDaVS（身体的暴力，性的暴力，精神的暴力，社会的暴力）の4点であった。
RDaVSでは暴力のシナリオ4種類それぞれに対して10件法にて深刻度を尋ねた。	
	  
研究2：研究協力者は大学生342名を研究協力者とし，郵送法による質問紙調査を実施した。調査
材料は①デモグラフィックデータ，②IPVに関する知識の保有，③日本語版SDS，④性差観スケール，
⑤RDaVS（身体的暴力，性的暴力，精神的暴力，社会的暴力）の5点であった。	
 	
結果	
	  
研究1：　KJ法の結果，	  44項目がRDaVSとして採択された。4種類のシナリオを読み，それぞれ“どのく
らい強くその反応をすると思うか”を尋ね，反応意図を測定した。平行分析および探索的因子分析
の結果，身体的暴力において(1)ポジティブな反応，(2)ネガティブな反応，(3)公的機関の紹介，(4)感
情表出，(5)体験回避の促進，の5つを示す因子構造が示された。性的暴力，精神的暴力，社会的
暴力においては(1)ポジティブな反応，(2)ネガティブな反応，(3)公的機関の紹介，(4)感情表出，の4
因子を示す因子構造が示された。Cronbachのα係数を算出したところ，極端に低い値は示されな
かったため，RDaVSは十分な内的整合性を有するものと判断された。相関分析を実施したところ，全
暴力においてDVにつながる考え方とRDaVSのネガティブな反応を示す因子に負の相関が見られた
ことから，RDaVSは部分的に妥当性を有することが示された。上記の結果から，RDaVSは被開示者に
よる被害者への反応を測定しうる尺度であると判断された。	  
	  
研究2：　男女間においてRDaVS下位因子得点に有意差が見られたため，性別を共変量とした多変
量共分散分析を実施した。はじめに，IPVの知識有り群と無し群においてRDaVS得点の差を比較した
結果，知識有り群は，無し群と比べて性的暴力，身体的暴力，精神的暴力被害者に対するポジティ
ブな反応が有意に多いことが分かった。さらに，性差観スケールの得点について平均値±1SDを基準
とし，性差観強群と弱群に分け，RDaVS得点の差を比較した。その結果，性差観強群は，弱群に比
べて被害者に対するネガティブな反応および体験回避の促進を有意に多くすることが示された。	
 	
考察	  
	
　本研究の結果から，デートDV被害経験被開示者のポジティブな反応を促進するためにはIPVに関
する知識を増やす介入が必要であることが示唆された。同時に，ネガティブな反応を抑制するため
には，性別に関するラベリングの減少および，性差観を減少させる介入が必要であることが示唆さ
れた。IPVに関する知識を増加させること，ジェンダーに関するステレオタイプを減少させることによっ
て，被開示者による拒絶的な反応や，被害者の回避行動を促進する反応を抑制することが可能で
あると考えられる。現在実施されているIPV啓発活動において，プログラムの構成やアウトカムメ
ジャーが一貫しないことが問題点として指摘されている。さらに，本邦におけるIPV啓発活動におい
て，ターゲットとなる変数や，介入による効果の検討がなされていないことが指摘される。今後，IPV
に関する知識やジェンダーに関するステレオタイプといった変数を変容させる介入方法を検討する
ことで，より効果的なIPV啓発活動を実施することが可能になるだろう。	
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