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2015年8月1日　第4号  
  
１，年会報作成にあたり  vol.4	

　平素より会員の皆様に擌協力を頂き、心より御礼申し上げます。年会報も今年で４年目になり
まして、本刊で第４号になります。	  

　タイトルの「Smile」は、誰かと初めてお会いする時、その方と良い関係を続けて行く時、どんな
所でもまずは笑顔でいれば良い道が拓けるという意味を込めてつけさせていただきました。	  

　昨年度から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。	

北海道女性医師の会　会報	

年会報担当医学生　北海道大学医学部医学科６年生　柴田美音より	  
	  
　今年度初めて年会報の作成に携わりました。今までも２大学のシンポジウムなどの
活動に関わる機会を頂き、多くの分野の先生方にお会いできました。多くの先生のお
話から様々な方向から医療や働き方について考えることができたのは素晴らしい経

験だと感じております。この経験を生かし、社会に貢献できる医師になれるよう今後も
医学の勉学に励んで行きたいと思います。	  
	

北海道女性医師の会　事務局	  
	  
※　事務局担当が新谷朋子より、塚本江利子に変更となりました。	  
	  
060-‐0042　札幌影中央区大通西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：	  hSp://hmwa.jp	  
メールアドレス：info@hmwa.jp	  
	  
会報製作者　　　　　柴田　美音（北海道大学医学部6年）	  
発行責任者　　　　　遠藤　香織（北大整形博士過程3年）	  
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【北海道女性医師の会　平成27年度理事会メンバー】	  
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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	 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	 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）	 北海道大学大学院	 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	

　	 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	

　	 畑中　佳奈子	 北大（H13）	 北海道大学病院	 病理診断部	

　	 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	

　	 山本　明美	 旭医（S58)	 旭川医科大学	 皮膚科	



２，理事会　役員挨拶 
	
①会長再任挨拶	  

澤田香織 	

平成22年守内前会長がしっかり土台をつくってくださったおかげで、この３年間、大きな二つの活動：

ゆいネット北海道、二大学懇談会は、理事の皆さまや医学生さんと共に発展し、本日ご報告できるこ

とを、心から感謝申し上げます。 たくさんの心に残る出会いが、勇気や希望を、そして自分自身の人

生をも換えるすばらしい体験となりました。ありがとうございました。 	

 今年度後期理事に、長井先生の転勤に伴い、新たに北大病理診断科の畑中先生がご参加してくだ

さいます。大切な活動である2大学懇談会が途切れずに繋いでいけることが素晴らしいです。長井先

生のお人柄と心から敬意を感じております。今後は統括委員長として活動が期待されます。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。さらにゆいネットは、地域

のたくさんの協力を集め、多職種で構成し、地域への貢献度がますます高まり、それに伴う責任も

伴ってまいりました。	

組織としての構成も整ってまいりました。実務者であり管理者の堀本先生の熱意は、今後も北海道

女性医師の会としてしっかり支援してまいります。 	

 今年度も昨年同様に 	

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。 	

とくに北海道警察、大学関連など多職種、 小児科産婦人科協力医の参加要請 	

    などネットワークをさらに広げていくことが重要です。 	

２）	

二大学懇談会を通じて、医学生さんや若い世代の先生との活動により、 	

 さら親密な繫がりができ。これらの世代の応援になりますように 	

会の運営やテーマの検討など医学生さんを主体とした活動となり、その 	

     運営のプロセスもすべてが充実してまいりました。 	

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。 	

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。	

5	



6	

②副会長新任挨拶	  
　　　　　　　　　　　　　JCHO	  北海道病院　呼吸器内科　長井　桂	

	  

　現在、JCHO北海道病院（旧中の島社会保険病院）で勤務しております長井です。昨年3月までは北
海道大学病院第一内科で15年間勤務しており、当時在籍中の別役智子先生に誘われ北海道女性
医師の会に入会しております。	

　大学では診療、研究の他に教育助教として講義や学生指導、ワークショップなども行い、医局長の
仕事では様々な会の運営、人事、勧誘など本当にたくさんの経験を積むことができました。久々に本
業である臨床医に戻り、呼吸器科常勤医として働いております。	

　当会では札幌医大・北大の学生さんを主体とした「学生と研修医のための二大学講演会」の企画・
運営に携わっており、昨年からその統括も任されておりますが、様々な企画を実現し新しい出会いも
あるため毎年楽しみにしています。	

　少しずつ活動の範囲を広げて行ければと思っております。	

　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。	  

	  

☆∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴☆	  

	  

③副会長新任挨拶	  
　　　　　　　　　　　　　とも耳鼻咽喉科クリニック　新谷　朋子	

	

　事務局を務めさせていただいていましたが、今年度は副会長を拝命いたしました。長く会員をつづ
けてくださっている会員から学生さんまで交流し、楽しんで参加できるような会になるような活動をし
ていきたいと思います。	

　どうぞよろしくお願いします。	  

	  

☆∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴..∴☆	  

	  

④庶務・会計ご挨拶	  
　　　　　　　　　　　　　セントラルCIクリニック　塚本　江利子	

	

　このたび、総務に就任しました塚本です。	

　昨年度まで、副会長として会の運営にたずさわってきましたが、あまり役にもたてず、心苦しく思っ
ておりました。これからは総務として、事務仕事を担当させていただきますが、不慣れなことで、ご迷
惑をおかけするかもしれません。	

　前任の新谷先生のご指導を仰ぎ、粗相のないよう努力していきますので、	

　よろしくお願いいたします。	
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私達と一緒に活動しませんか？
　医学部女子学生も年々増加し３割を超え、今後さらに女性医師の社会的活躍が期待されるとともに、
早急に女性医師が働きやすい環境づくりが必要と考えられます。平成１５年４月に北海道在住の
女性医師の社会的ＱＯＬ向上を目的として北海道女性医師の会が設立され、日本女医会北海道支部
としての女性医師の親睦に加え、育児支援、就労環境調査、北海道女性医師史編纂、思春期の性の
問題や性差医学の勉強会などの活動をしてまいりました。
　現在、大学や全道各地に本会の情報交換・交流の場、女性医師および女子学生のサポート
・ネットワークを構築しています。この会が会員相互の親睦の場・切磋琢磨の場になるよう、・ネットワークを構築しています。この会が会員相互の親睦の場・切磋琢磨の場になるよう、
若い女性医師たちにとって先輩より学ぶ場となるよう、また先輩医師たちにとって
この激動の時代を乗り越えていかなければならない後輩医師たちを援助・激励する場に
なるよう活動しています。

活動内容
（１）北海道在住の女性医師の社会的ＱＯＬ向上
（２）ゆいネット北海道（子供の健康を守るための活動）
（３）公開シンポジウム、講演会などの開催
（４）女性医師同士の連携

①北海道女性医師の会　メールマガジン
②各地域での親睦会、情報公開
③他組織との積極的な協働

本会の対象は北海道在住の女性医師の皆様で、現在の会員数は約２７０名です。
また、医学生主導の企画・活動の広がりから、学生会員も募集しています。
年会費は医師４０００円、医学生無料です。ホームページ、お問い合わせ先より申し込めます。
皆様の会費で会を運営し、上記活動を行なっています。

事務局【とも耳鼻科クリニック】
060-0061　札幌市中央区南１条西１６丁目１－２４６ANNEXレーベンビル　２Ｆ
TEL: 011-616-2000 / FAX:011-616-2180
ホームページ：http://www.hmwa.jp/
メールアドレス：info@hmwa.jp

お問い合わせ先北海道女性医師の会　事務局

060-0042　札幌影中央区大通西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.jp
メールアドレス：info@hmwa.jp



５，平成26年度　北海道女性医師の会　総会	
北海道女性医師の会　平成26年度総会を終えて	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道女性医師の会　会長 澤田　香織	

　北海道では新緑のまぶしい季節となり、新年度を迎えました。 平成26年4月19日総会を開催し、16名
の会員の出席に加え、 講演会、懇親会では学生11名、北海道歯科女医会より２名のご出席をいただき
ました。理事の皆さまのおかげで盛会となりましたことを感謝と共にご報告申し上げます。 　　　	  

私達の大きな二つの活動： 子供を健やかに育む委員会、2大学懇談会担当委員会より理事の皆さまや
医学生さんと共に、さらに発展した形で報告いただきました。たくさんの心に残る出会いが、勇気や希望
を、そして 自分自身の人生をも変えるすばらしい体験となりました。ありがとうございました。	  

　今年度、後期理事に長井先生の転勤に伴い、新たに北大病理診断科の畑中先生がご参加してくださ
います。大切な活動である2大学懇談会が世代を超えて繋いでいけることがすばらしいです。さらに、ゆ
いネット北海道は、地域のたくさんの協力を集め、多職種で構成し地域への貢献度がますます高まって
おります。 　　　	  

　また、一方それに伴う責任も伴ってまいりました。 今後も北海道女性医師の会会員の皆さまのたくさん
のご協力を お願い申し上げます。 会員のたくさんの女性医師の先生を繋ぎ、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。 このたびの総会講演会では、難
波美帆先生より 対話の重要性、そのスキルについて示唆の富んだ話を伺いました。 　　　	  

今後の私達の活動だけでなく診療やあらゆる場面で活かせると！たくさんの気づきをいただきました。 　　　	  

地域でご活躍する皆さまとわくわくするような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。 
今年度もよろしくお願い申し上げます。 	  

	  

講演１：医療系学生団体からのプレゼン 	  

北海道大学大学院　整形外科　遠藤　香織 　	  
　北海道には、医療系学生団体が数多く存在していて学生の横のつながりは 非常に広く、活動もより専
門的であったり国際 的であったり、むしろ、 私たちが学ばされるような事もたくさんあります。	  
 　昨今、医療者や医療施設の慢性的な不足が問題となっていますが、 その予算が大幅に増えることも
人員が増えることも期待は薄いです。 　現状の病院内でのコミュニケーションでは、依然としてコメディカ
ルと 医師と対等ではない関係性を持っていることも多くあります。	  

 　しかし、若い世代から垣根を越えて良い医療者となるために 学生時代からネットワークを結び、お互
いを尊重し、 仕事の効率化を進めるに至ることができれば、 組織マネジメントに必要不可欠な協力体制
が存在することとなり、 社会にとって大きな利益を生む ことが予想されます。 　今回プレゼンを頂いた二
つの団体には大きく【チーム医療】という大きな共通点があり 、 対話をもとにプロジェクトを進める形式を
取っています。 各人が他職種である中に、理想とする医療像を求めたり、一つのテーマを議論し、 解決
策を練ることが将来の大きな力になるのではないかと期待します。 	  

　下記に、２団体の発表内容を抜粋いたします。 	  

１，医ゼミに行く会すずらん 発表者：北海道大学　薬学部２年　伊藤成美さん （他、５名　歯学部、看護
学部、放射線技術科学部） 	  

　「全国医学生ゼミナールに行く会すずらん」が正式名称で、 昨年度のテーマは「 現代の孤独と医療の
姿」というテーマで全学生で議論 しています。全国各地で同様の医ゼミに行く会があります。 　メンバー
によるプレゼンを行っていて、伊藤さんは児童虐待について テーマとして勉強をしたことを報告していま
す。	  

 　理念として、より良い医療者になりたい、学校で学ばないことを自主的に勉強したい、 他学部他学科と
の関わりがほしい、 　単科大学では他の医療職の学生との連携が出来ないため、活動に参加すること
で、 他の職種の考え方が学べるというメリットがあります。 	  
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講演２：「問題解決への手法～対話、フューチャー・センター、 ファシリテーション」 	  

北大URAステーション　国際研究戦略担当 シニアURA	  特任准教授　難波美帆先生 	  

北海道大学大学院　整形外科　遠藤　香織 	  

　理系で、女性で、メディアを扱えて、組織マネジメントもでき、ファシリテータができ る。 異なる業界
の橋渡しのできる人材は非常に少ないです。 　私たちは組織をより良くしたいという考えはあっても
具体策に持っていけず、 大きい組織であればあるほど、手法が見いだせなくなっています。	  

 　大きな組織を作り、育てる仕事をずっとしてきている難波先生は、 本当に多種多様な経験を持ち、
会社、フリーライター、NPO法人、患者会、大学、</	  DIV>	  いずれも最初の一歩を進むという大きな仕
事を成し遂げてきた方です。	  

 　今回の講演では【対話】をテーマとし、欧米でのフューチャーセンターのご紹介を頂き ながら、 実
際に北海道ではどのような活動を行い、どのようなイノベーションを起こすのか、 非常にクリアカット
にお話頂きました。 北海道大学ではフード＆メディカル　イノベーション国際研究拠点を創設する動
きがあります。 研究者が「未来から現在の計画を練る。」、基礎研究での成果を何に社会で応用す

るか という逆算的思考が欠如し、研究のための研究になる点に関して介入する事としています 。　
これは科学研究費取得や予算・成果の産業化に結びつくには必 要不可欠で有り、 理系の研究者だ

けで解決出来る事ではありません。 職種として、「University	  Research	  Administrator(URA)」と名付け
られ、 全国の大学で推進されるようになっています。 	  

　さて、具体的にはどのような対話方法を行っているのでしょうか？	  

 　欧米では「２泊３日で過去を振り返り、現在を探求し、未来を考え、 参加者内で共通理念を見出し、
行動計画を立てる。（フューチャーサーチ）」を行っています。また、対話場所の提供に多額の予算を
かけています。 壁紙を雰囲気に合わせて変更したり、お茶のカップをわざわざ用意、わざとくつろげ
ない椅子しか置かず発想を豊かにする、などの工夫をしています。 「予算に見合った成果となる。」こ

とにも驚きです。 しかし、日本では対話や有意義な会議に 時間を割けなく、 一泊二日に短縮する必
要があり、予算も多くはかけることが出来ません。それでも、研究以外にも未来へのアクションプラン

に繋がっている具体的な例があります。 函館での「住み続けたい街no.1へ」、十勝池田町の「三世代
で考える未来予想会議」な どでは、町おこし、人口流出に関して住民との対話の場を設けています。 　
実は住民の幸せと考える内容とのギャップがあったり、必ずしも町おこしや人口流出の 防止がメイン

となってはいないことは考えさせられます。 一概に客観的なデータだけでは導き出せない点です。 　
そして、次に行うべきアクションプランをきっかけを作った大学側ではないことが、 本手法の特徴 で

はないかと思います。参加者が同じ目標を持って作った際に継続的な活 動となり、実を結び、読書
感想交流会や、facebookを利用したネットワークとして機能するなど、対話による他者との結びつき
ではないと産まれないようなプロジェクトに結びついています。	  

 　総会参加者には、たくさんの具体的プロジェクトを始めている先生や学生も多く、 kickoffミーティン
グの設け方や他職種で学び合う方法、会議の円滑な進め方、 具体的な相談が多く質問として出さ
れました。私たちが仕事をする上で他者との関わりは切っても切れない最重要項目ですが、 そこに
悩む人は圧倒的に多く、組織マネジメントは重要ですが、多くの課題を持ちます。	  

 今後URAのような専門職が介入する事で仕事が円滑になり、 北海道にイノベーションをもたらして
下さるのではないかと感じます。	

２，Northpowers	  発表者：旭川医科大学　医学部５年生　村田　雄基君 	  

　２００５年開始、今年で１０周 年になる医療系学生団体としては長期活動を されています。春にPre	  
Northpowers、秋にNorth	  powers本会を行っています。 　２０１２年は緩和ケアについてワークショッ

プを、２０１１年には村上先生に 地域医療をテーマに講演をして頂いています。 　また、他の医療系
学生団体にワークショップをしてもらって、団体同士での 交流を深めています。医療系と言っても、

社会福祉学部、工学部など他学部の方も 参加してもらっている状況です。	  

 　垣根を越えた学生のうちからの交流、ネットワークを作れるところが、 今の僕たちの強みでは無い
かと思っています。人と人との出会いから化学反応を 起こそう！と、熱いメンバーが活動をしていま

す。 	  
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６，二大学合同懇談会 
	これからのキャリアを語る医師と学生の会	

留学の魅力とは？ 	
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＣＨＯ 北海道病院 　長井　桂	

日時：平成26年11月8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4回目となります。	  

今回のテーマは留学であり、５名の先生に御自身の留学体験をご講演いただきました。 	

	  

西田幸代先生(札幌医科大学医学部 泌尿器科学講座 診療医) 　	

　札幌医大泌尿器科学講座に入局された2年後、京都大学医学部附属病院での研修を希望した時に

は周囲の多くの医師から否定的な発言があったようです。しかし、そんな意見に悩みながらも教授に

相談し、「最高峰の頭脳」が集まった京都大学に飛び込んでいった先生。朝からの濃密なカンファレン

ス、熱心な指導とともに、患者様、看護師様のために身を尽くして働く教室の先生方に大きな影響を受

けたとのお話が印象的でした。前立腺癌幹細胞の研究にも着手された先生は2009年に札幌医科大学

に助教として戻り、北海道の泌尿器科での腹腔鏡手術の指導にも力を入れてきました。開腹手術に立

ち会う機会が減った後輩のために今までの動画をまとめたりする作業など、外科ならではのお話を伺

うことができました。2人のお子さんを持ち、現在は子育てが中心で勤務を縮小されている時期とのこ

とですが、今後の活動拡大に関して御自身も周囲も期待を寄せていることがよく分かりました。	  

　　菊地英毅先生(北海道大学病院内科I	  助教)・順子先生(北海道大学病院内科１医員)	  	  

　北海道大学医学部をご卒業後同じ医局に同期として入局されたお二人。順子先生の留学先がボス

トンマサチューセッツがんセンターに、英毅先生の留学先が同じくボストンのダナ・ファーバー癌研究所

に決定します。留学に期待を膨らませていると思いきや、留学先の保育園・学童保育所が１年待ちと

いう困難な状況に陥り結局渡米するまでお子さんの預け先が見つからないという苦境に立たされ、気

分が落ち込んだという順子先生。行ってみると日本人留学生の助けもあり何とかなったそうですが、生

活環境を整えるのが本当に大変だったとのお話を身をもって教えていただきました。子供の送り迎え、

研究、家事を分担して行った2人のシフトスケジュール、収支も大公開していただき、平日や週末の買

い物など、日常の生活がイメージできる詳しい内容は、御夫婦で留学される予定のある方に大変参考

になったと評判でした。順子先生は留学中に3人目のお子さんを妊娠・出産するという偉業を成し遂げ

ており、アメリカでの出産事情も細かくレポートしていただきました。日本に帰ってきてからは英毅先生

の帰宅時間がどうしても遅くなってしまい、家事を二分にすることはできないでいるそうですが、これか

らもお二人で協力して臨床と研究を続けていただきたいと思います。 	
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丸山玲緒先生(札幌医科大学 医学部 分子生物学講座 准教授)	  	  

	  

　札幌医科大学内科第一講座に入局された先生は、大学院入学後は多くの臨床医が行うように臨

床と研究を同時並行して学位を取得されました。大学院では臨床の比率を下げる人が多い中で、ど

ちらも手を抜くことができない先生のお人柄やその苦悩がよく伝わってきました。その後ボストンの

ダナ・ファーバー癌研究所に留学となりますが、留学が決定する面接の際も、留学直後のボスとの

ディスカッションの際も自信がことごとく打ち砕かれてしまったそうです。先生にとっての留学は「日

本では味わえなかった最大級の挫折を経験する貴重な機会」となったとのことです。世界の様々な

国の人が混ざり合う研究室は場所や時間の取り合いとなり、どうしても弱くなってしまう日本人が時

間をずらして研究を行うということが多かったようです。留学すると、大きな目標以外は与えられず、

実験時間も内容も自分で全て決めなくてはならないことから、「いきなり真っ白な時間の中に放り出

される感じ」と表現され、研究にとって最も大事なのはテクニックでも知識でもなく「どの方向に進め

ばいいか決定できること」と、研究者としての珠玉のメッセージを送っていただきました。帰国後は基

礎講座に移り活躍され科学技術振興機構さきがけの研究者も兼任するなど、留学で得られた挫折

が大きな財産となっていることを教えていただきました。	  	  
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山下啓子先生(北海道大学 医学研究科 乳腺外科 教授)	

	  

　留学をしたのは９１１の前の研究が盛んな時代だったとの	  

ことで、3年間アメリカUSUHS(Uniformed	  Services	  University	  

	  of	  the	  Health	  Sciences)の御経験をお話していただきました。	  

研究ももちろん、合間に行った小旅行での美しい景色、野生	  

動物などのお話は研究生活への憧れを高めてくれたことと	  

思います。乳がんというアメリカで高頻度の有病率をもつ病	  

気は、Timeなどの一般向け雑誌にも特集がありアメリカでは	  

市民の乳がんに対する知識が豊富だそうです。癌関連遺伝子の解析を専門とする先生は、近年治療方

法の進歩がめざましいこの分野について熱く語っていただき、まだまだ足りない乳腺外科医への勧めを

していただいています。常に教室員をなにかと褒めてくれた留学先のボスの方針は、北海道大学病院臨

床講座で初の女性教授となってたくさんの医局員を導かなくてはいけなくなった先生の良きモデルとなっ

たそうです。ボスとの時間を超え海を越えた留学後のつながりをお聞きして、改めて留学のすばらしさを

確認できました。 	

	  

	  

	  

	

　後半は講演された先生を囲んで５つのグループに別れてフリートークを行いました。 英語はどのくらい

勉強すればいいのか、お金はどのくらい貯めればよいか、奨学金を得るにはどうしたらいいかなどの具

体的な質問が飛び交い、和気あいあいとあっという間に時間が過ぎました。今後留学を考えている医師

や学生さんの不安解消に有益な時間となったと思います。	



	

子どもを健やかに育む委員会	

ゆいネット北海道ご報告：	

全国保険医会 市民公開シンポジウムIII《子どもと女性の心を守る》を中心に	

            ゆいネット北海道 副理事長 守内順子	

        本委員会は、2008年日本女医会の十代の性の健康支援事業の一環として『ゆいネット札幌会議』とし

て発足し、２０１１年には北海道女性医師の会が主体となって『ゆいネット北海道』へ発展、子どもの健や

かな成長を守る活動を行って参りました。昨年の会報で堀本理事長からご報告しましたが、『ゆいネット北

海道』は２０１２年９月にNPO法人の認定を受け、同年１０月には『性暴力被害者支援センター北海道

SACRACH（さくらこ）』を開設、運営を開始しました。現在、SACRACHは北海道・札幌市の委託を受け、性暴

力に遭った女性や子どもの電話相談を行っています。昨年末までに５３０件以上の電話相談を受けており、

重大で深刻なケース、緊急対策が必要とするケースも増えています。このため、昨年春に医療・法律・福

祉の専門家による運営委員会を別途発足させました。通常はメールで連絡を取り合っていますが、必要

な事例に対しては数名がチームを作り、詳細で安全な情報の共有と迅速な対応を行っております。	

         定期的な運営会議の他に、各関係機関（行政、司法、警察、児童相談所など）との話し合いの場も設

けています。女性医師のみならず、弁護士の先生方も熱心に関わって下さっています。ご多忙な方々が

無報酬にも関わらず、何とか被害者の力になりたいという思いで集まり、熱心に議論されている姿に、い

つも感銘を受けております。活動内容など、詳しくは４月にご郵送させていただきますゆいネット北海道の

会誌をご覧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。2008年にゆいネットが発足して以来、北海道

保険医会女性部会の伴宰子先生が会議に参加され、歯科医としての立場から貴重な意見を述べられて

いました。先生は昨年９月１４日に札幌パークホテルで開催された、第２９回全国保険医団体連合会の医

療研究フォーラム 市民公開シンポジウムIII《子どもと女性の心を守る》をコーディネートするという大役を

果たされました。このシンポジウムは帯広畜産大学教授の杉田聡先生の「２０１１年逆転判決」以降―より

深い被害者支援を・・・の基調講演で始まり、引き続いてゆいネット北海道理事の弁護士、八代眞由美氏

が『性暴力被害者に対する法的支援と弁護士の役割』とうタイトルで講演されました。八代先生は性被害

や虐待の被害者に対して、種々の形での弁護士の支援の必要性、そして医師や児童相談所、警察、学

校など他業種との連携の重要性を述べられました。次に、SACRACHセンター長の小野寺るみ子氏より『性

暴力被害者支援センター北海道（SACRACH:さくらこ）の現状』というタイトルで、事例報告も含めて電話相

談に関する報告がありました。参加者は、性暴力被害の深刻さ、早期対応の重要性を深く感じたようです。

ゆいネット北海道やSACRACHについて、このような発表の機会を与えて下さった伴先生に深く感謝致しま

す。これからも多くの職種の方々と手をつなぎ、子どもたちの健やかな育成を願って活動して行きたいと

考えております。	
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７，子供を健やかに育む委員会	



NPOゆいネット北海道SACRACH　活動報告	

　　ゆいネット北海道平成26年活動	  

	  

6月28日 第9回ゆいネット会議　15:00~17:00	  

　　　　　 第2回さくらこ運営委員会17:00～	

7月26,27日 性暴力被害者アボドケータ-‐養成講座	  

8月23日 第3回さくらこ運営委員会15:00～　	  

9月27,28日 性暴力被害者アボドケータ-‐養成講座    	  

10月18日 北海道思春期研究会（旭川）　守内参加 	  

10月25,26日 看護師のための性暴力被害者支援講座　	  

10月26日 第4回さくらこ運営委員会17:00～	

11月15,16日 看護師のための性暴力被害者支援講座	

11月26日 こども虐待対応のための説明会（堀本　守内　澤田）	

　　　　　　　　　　　　 群馬県済生会前橋病院小児科部長　溝口史剛先生	

11月29日 性暴力被害者の診察のノウハウを語る夕べ　参加者20名	  

11月30日 性被害者児童に対する診察技術向上のための研修会	

12月20日 第5回さくらこ運営委員会17:00～	

 3月28日 ゆいネット会議　講演　「子どもの虐待」	

　　　　　　　　　　　　　　　　手稲渓仁会病院　小児科主任医長 田村卓也先生	
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ゆいネット北海道HP：　http://yuinet-hokkaido.com/	
SACRACH HP：　http://sacrach.jp/	
	
本活動は、皆様からの寄付金からも、活動を支援していただいております。	
今後ともよろしくお願い申し上げます。	
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第29回保団連医療研究フォーラム　	

市民公開シンポジウム(平成26年9月14日)に参加して　　　　　　　　　　　　　　	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道女性医師の会　澤田香織	

 　保険医会女性部会会長 伴宰子先生のご配慮で実現しました。伴先生は、SACRACH設立時、呼びか

け人としてご賛同いただき、ゆいネット北海道カンファレンスにもたびたびご参加していただいた経緯が

あります。このたびは「子どもと女性の心を守る」シンポジウムをコーディネートしていただき、心から感

謝申し上げます。NPOゆいネット北海道SACRACHから理事の八代眞由美弁護士と小野寺るみ子支援

相談員2人がシンポジストとして参加いたしました。合わせて私達が運営する「性暴力被害者支援に関

わる看護師育成講座」の受講案内、SACRACH趣意書、SACRACHちらしが同封されました。全国の医師

歯科医師、そして市民の方々へ、心に届くメッセージを発信できたことをここに報告いたします。	

　　帯広畜産大学教授　杉田聡先生は、抵抗できない被害者の心理的,身体的特性への理解を求め、

経験則として判断された過去の無罪判決を利用されることに危惧をもつと強調されました。八代先生は、

性暴力被害者に対する法的支援とともに特に子供に対する性的虐待についての告訴への道のりの困

難さ、被害者にとっての大切さについて明快に訴えられました。小野寺さんよりSACRACH事業概要、

SACRACHに寄せられた被害者概要について説明。小児事例紹介においては、子供が受ける傷の深刻

さを心から寄り添う言葉を持って訴えてくださいました。中央児童相談所児童福祉司の板橋潔さんは、

SACRACHとの強い連携を示していただき、良い関係にあることを強調されました。一方取り扱う地域が

広範囲で人口も多く、2人で対応せざるを得ない状況を説明。昨年の性的虐待通報は300件寄せられ、

実際には性的虐待と判断されたのは9件。しかし統計上、性的虐待は加害者が保護者、親権者に限ら

れている。そのため同居の家族、兄弟や伯父、祖父などであった場合はネグレクトにカウントされ、深

刻な性的虐待であっても実際のカウントとして表面にでていないことに注意が必要と強調されました。	

　シンポジウムでは、開業医に何ができるか、SACRACH事例の転機について、児童相談所から医師に

望むことはなにか、SACRACHに男性産婦人科医はいるのか、運営費など、具体的な質問がたくさんあ

り関心の高さに心から感謝した次第です。	

 	

　私達NPOゆいネット北海道の道のりはまだ始まったばかりです。堀本江美先生を始め、北海道女性

医師の会会員の熱意とネットワークが評価され、北海道や札幌市の委託をうけております。さくらネット

という弁護士の先生からのサポートは本当に心強いです。さらに現在、札幌医科大学小児科医、ス

クールカウンセラーとの繫がりもできつつあり、さらには道警との強い連携の不可欠です。私達の熱意

が縦割り組織においてすぐには通じなくても、この積み重ねは必ず、社会のご理解と応援をいただき発

展していける事業に繋がります。被害にあった子ども達が生涯にわたり自分を大切にできる支援事業

へと発展できることを期待しております。	



函館女医会親睦会ご報告 小葉松 洋子先生 
	

　年１回の恒例の函館女医会親睦会は2014年9月10日に行われました。 

 今年は不肖小葉松が本間明子前会長のご指名で会長交代して初めての 親睦会でした。会長を仰せつかっ
てから、会員資格を確認したところ、「函館市医師会と渡島医師会に所属する女性医師」ということで、
医師会名簿から女医会未入会の女性と思われるお名前の方全員に「女医会をご存知ですか？」と会長交
代のご挨拶をお送りし、親睦会開催をお知らせしました。今回医師会名簿をチェックして気付いたので
すが、医師会の会員名簿には性別の記載がないので、もしかして、女性っぽくないお名前の先生には連
絡が漏れているかも、と思いました。今年の親睦会は14名の先生方にご参加頂き、参加者の半分が初参
加ということで、仲間が増えたことが今年の一番嬉しいニュースです。中には高校が同期同士で、今回の
会で久々に会ったという先生方もいて、気持ちは高校生に戻ったようにおしゃべりに花が咲いていまし
た。 

新会長としては、まずは女性医師の交流の場として参加者を増やしていくことが第一の目標です。ゆくゆ
くは、医師会に未入会の研修医にも参加をお誘いし、若い先生方に情報提供できる場にしていきたいと
思っておりますが、何しろ、参加者皆様が色々頼まれ仕事が多く多忙にて（頼まれると断れない性格）、
いつまでにこれを実行、という期限は設定しておりません。ゆっくりでも少しずつでも進化する会なら
いいでしょう、とゆったりと会長を務めていきたいと思っております。	
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８，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	  
釧路市医師会女性医師の会平成26年度総会報告	  

	  
　今年度の釧路市女性医師の会総会は、６月６日にANAクラウンプラザホテルで開催されました。 参加会員は１２名

で、型通り会員の移動と年間活動報告、会計決算の承認、協議事項の話し合いが行われた懇親会に移りました。	  

　昨年度は、市立釧路総合病院に女子勤務医部会が誕生しましたが、そこで取り扱った一例を当会副会長で勤務医

部会の代表の栗山先生が報告されました。	  

 　その内容は、子育て真最中の一女医の勤務体制に関して、病院の体制となかなか折り合いがつかず、直属の上司

や院長、そして勤務医部会の先生たちのご努力にもかかわらず退職に至った経緯が報告されました。たいへん残念

なことですが、その後、再就職されたとの事でしたので安堵 しております。勤務を続けていくためには環境整備はもち

ろんですが、ご本人のモチベーションもとても重要であると再確認いたしました。　懇親会は、市立病院に勤務医部会

が誕生した事もあり、若い先生がたくさん出席されて楽しい時間を過ごすことができました。	  

　そして、今年度の講演会は、１０月１７日にＡＮＡクラウンプラザホテルで開催されました。参加会員は１０名で、講師

をお努め頂いたのは、ＫＫＲ札幌病院　産婦人科西川　鑑先生で、会員からの要望でウイルス疾患について「女性の

健康とワクチンー子宮頸がん、風疹、インフルエンザ」という演題でお話し頂きました。今回は西川先生が札幌医大の

ご出身でありましたので、その後輩の男性医師の先生もオブザーバーとして参加されました。　たいへん有意義で楽し

い一夜を過ごすことができました。	  

　これからも会員の意向にそって楽しく意義のある講演会を企画していきたいと思います。	



旭川市医師会女性医師部会活動報告 	  

旭川赤十字病院消化器内科部長　　長谷部　千登美	  
	  

 　女性医師部会では、7月に市民講演会、11月に医学生との講演・懇親会、 3月に部会員の研修会を企画し

て、活動を続けています。	  

 　　本年度の市民講演会は、2014年7月12日に旭川グランドホテルで「整形外科疾患：肩と膝」 というテーマで開

催されました。講師は旭川厚生病院整形外科主任部長の堀籠圭子先生と、 旭川医科大学整形外科助教の

阿部里美先生にお願いし、240名という多くの方に 参加していただきました。アンケートでは９７％と大多数の

方が満足していただけた という結果でした。市民の皆さんのお役に立つことができたことと、部会員一同、 嬉

しく思っています。	  

　 　医学生との懇談会については、『旭医だより』に載せた報告の抜粋をご紹介します。	  

　 　旭川市医師会で例年『女性医師と語る会』として開催されてきた、医学生対象の 講演・懇談会ですが、本年

度は装いを改め、『医学生・研修医・女性医師の集い』	  というタイトルにして、2014年11月12日に旭川医大で

開催されました。 	  

　　　今回は、学生さん達の最も知りたい情報はおそらく近い将来に始まる研修医生活の ことであろうという観点

から、市内各病院の研修医の先生にそれぞれの日常を語っていただき、 さらに、出産・子育てなど多くの女

性医師が将来直面する話題も取り入れた プログラムにしてみました。また、学生さん達が参加しやすいよう

に普段使っている 臨床講義室を会場とし、軽食メニューも学生さんのご要望に合わせて変更し、 さらに二輪

草センターの先生方からたくさんのご協力もいただいて、 80名を越える多くの方に参加していただくことがで

きました。 プログラムは以下のとおりです。	  

　　 ① 旭川赤十字病院　初期研修医　　阿部恵先生 「旭川赤十字病院におけるちょっとゆかいな研修医の一

例」	  

　　 ② 旭川医科大学　初期研修医　安田麻美先生 「研修医終了までに身につけておきたい10の心得－旭川医

大での初期臨床研修をふまえて－」 	  

　　 ③ 市立旭川病院　後期研修医　土井朋代先生 「転職してお医者さんになりました～人生の岐路で前向きに

なれる方法」	  

	  	  	  	  	  	   ④ 旭川厚生病院　後期研修医　塚田和佳先生 「初期研修での出産・育児を経験して」 	  

	  	  	  	  	  	  	  ⑤ 旭川医大第一内科　浅野目明日香先生　 「二人の子どもとお仕事と－私のワークライフバランス」 	  

	  	  	  	  	  	  	  ⑥ 東光クリニック　院長　長峯美穂先生 「開業っておもしろい！―勤務医との比較－」 最後に、二輪草セン

ター　センター長の山本明美先生からご挨拶をいただき、 来年もぜひ継続してほしいとの、暖かい励ましの

言葉をいただきました。 	
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小樽	 旭川	

函館	

釧路	



小樽	  
（１） “第21回あじさい会　”レポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年5月30日　　グランドパーク小樽 　	  

　参加者8名 年2回開催し発足10年の節目を経過いたしました。会員の皆さまとアイディアを だしながら運
営することとなり、新たな10年のスタートの気持ちで開催いたしました。	  

　このたびは、この小樽市で半世紀近くご活躍の西病院副院長、秋谷由起子先生の レクチャーです。｢日
常診療の中に潜む認知症　〜認知症を見逃さないために〜｣。 専門科はさまざまでもかかりつけ医として、
たくさんの高齢者を見ることの多い私たち。 今回の診療報酬改定でも、かかりつけ医として特に取り組むこ

とが期待される疾病には 　糖尿病、高血圧、脂質代謝異常症に加え、認知症がはいっております。 いつで
も気付いて、専門医や介護福祉へ繋げる役割は年々高まっております。	  

 　厚労省は2年前「認知症施策推進5カ年計画（オレンジプラン）」を発表しました。 ７つの柱がありますが、
ポイントは早期発見早期治療、地域連携。 介護認定審査委員会では、医見書と概要調査票の認知症自
立度に非常に大きな解離が ある場面のしばしば遭遇いたします。一般医科でも認知症を疑うことが重要

です。 65才以上の人口の15％に認知症があるといわれております。 小樽市の人口を12万人とすると高齢
者65才以上は1/3で約4万人。 推計でも約6000人。2012の時点での有病率は85才以上2人に1人は認知症
と言われる。 高齢者をみたら認知症を疑う時代となっております。 　	  

 　まずは、疑うこと。日常診療の中でよくみる場面として	  

１）治療効果が上がらないとき　（服薬がうまくいっていない可能性） 	  

２）本人に質問しているのに同伴者を振り返る（自分の記憶に自信がない）	  

３）いつも同じ服装　化粧をしなくなった　（日常生活能力に低下） 	  

４）取り繕いが多いとき｛記憶力の低下をごまかす｝ 	  

５）ある日突然できていたことが出来なくなったとき（調理中に急に手順がわからなくなったなど） ６）予約日

を間違える、忘れる。 	  

７）バックの中に小銭がたくさんあるとき（計算能力の低下、小銭を数えるのが億劫）。 	  

そのほか、抗うつ剤の投与既往がある、前立腺がん、糖尿病との関わりもいわれており、 お薬手帳でも確
認してほしい。	  

 　精神科らしい視点で、家族背景、生活歴、生活状況をきめ細やかに診られております。 薬物療法のポイ

ントや日頃の診療の中の疑問にも、たくさんの事例からわかりやすく 説明を伺いました。特にうつと認知症
の鑑別など難しく、高齢者で排泄にこだわりなど 身体症状を執拗に訴える患者さんはうつ病を疑うなどい
い示唆をいただきました。	  

 　私達のあじさい会は人数が少ない分、いつもアットホームな感じです。 場所を移動せず1カ所でPM10:00
までの設定。朝型の先生が多くこのまま解散となります。 子ども達が成長し運動会の話題も今回で最後で

しょうか。各先生の趣味や生き方を伺う時、 診療と家庭といった二者択一でなく、どちらも大切にしながら、
そして活かしながら ご自身を磨いていらっしゃると感心いたします。	  

 　歯科医の菊池先生のご参加も貴重です。歯科予約において頻回にキャンセルする、 時間を間違えるな
どよくあるようです。認知症は歯科との連携も重要です。 このように発展できる繫がりを大切にしたいもの
です。 次回は和賀先生から消化器のテーマーでレクチャーをしていただきます。楽しみに。 	  

	  

	  
（２）“第22回あじさい会　”レポート	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年10月31日　　オーセントホテル　　　　　　	  

　年2回開催しこのたび第22回を迎えました。	  

 　この度のテーマーは「消化器疾患における最近の話題」です。本会会員、掖済会病院・ 消化器センター
和賀永里子先生です。女性の死亡第1位は大腸癌です。 私達にとっても切実な興味ある話題となりました。 　

内視鏡検査でも画像強調、拡大内視鏡観察により新しい診断学が構築されつつあること、 小腸内視鏡、
大腸3DCT、小腸および大腸カプセル内視鏡の消化器専門病院ならでは症例提示を いただきました。	  
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 　また、高齢化社会において、年齢や認知症を含むさまざまな状態に対応した 治療の選択が必要です。その一つとし
て閉塞性大腸癌における大腸ステント留置治療が あります。この方法で劇的に腸閉塞が解除され、経口摂取でき全身
状態改善。 さらには原発巣の手術もできた92才の症例を提示されました。まさしく今後高齢者の癌の 患者さんはどう
あるべきか考えさせられました。	  
	  
　大腸癌健診において、健診受診率はまだまだ低く、2013年で男性47.5％　女性37.4％。 さらに要精査者の精査率は
64％です。2010年の要精査51万人に対し、精査未受診は なんと8.8万人以上もいるのです。その主な理由は、自覚症
状がない、検査がわからないので 不安、検査がつらい、恥ずかしい等です。ここに私達、地域かかりつけ医としての役
割が あるのかもしれません。受診勧奨、要精査者支援などもっと工夫しなくてはなりません。 和賀永里子先生は消化
器内視鏡学会専門医、消化器病学会専門医としての役割と、 お父様が開業医でもありかかりつけ医としての役割を意
識した、示唆に富んだご講演でした。 今回、初めて市立病院研修医の先生がご参加されました。懇親会もレストランに
会場を 移し秋谷先生のコーディネートでおいしいフォアグラもいただきました。 やっぱりおいしいものをいただくと会話
も弾みます。女性医師の会というと男性医師から 「怖い会？」とも言われたりして、ちょっと笑ってしまいます。	  

 　確かにあじさいの花言葉は「非情」です。各病院連携室通じてご案内した際、 今回初めて「小樽女性医師のつどい」
とつけさせていただきました。 リアル女医、いろいろな生活・仕事の仕方がある。 人生の楽しみも悩みもあります。 	  

　でも、既婚　未婚　離婚、子どもいる・いない、まったく関係なく それぞれの人生を輝いていると思えます。それそれが
素晴らしいです。 家庭があっても「お一人様」旅行を楽しんだり、一方では、姉妹、母娘の旅行の 楽しさもいろいろです。 
「どんなことも経験になっている。」と秋谷先生。 こんな多様性を楽しめる会も他にはありません。2時間半ちかくの懇親
会。 あっという間に時間過ぎてしまいました。こんな会に気軽に参加してみませんか。 楽しみ､笑い、のけぞったり、時
に（夫や彼に対して）怒ったりしてみませんか。 小樽生まれの小樽育ち、そしてまた小樽に帰って来てくださった研修医
の先生の成長も今後楽しみです。 娘を応援するみたいな気持ちです。 	  

そこで私達の一句 「結婚は予防接種みたいなもの、、、そのこころは？しないととやかく、まわりから言われる。 	  

「一度すると、（たとえその後どうなっても）言われることに免疫ができる。しかも するかしないか、それは任意です。 し
なくても困らない人もいます。」 と続きます。 	  

　結婚、出産、育児、子どもの教育（受験）　それらは女性の人生にとって重大なライフイベントです。 これをワクチンに
喩えるなんて、この気楽さ、たくましさ、りりしさを 身につけよう。多様性を楽しめることができる社会であって欲しい。今
は、インフルエンザワクチン接種の季節です。 とくに医療従事者はどうぞお気をつけてくださいませ。　　　　　　　　　　　　　　　	  
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2014年度　北海道女性医師の会　第二回会員ビアパーティ	  
北海道大学大学院医学研究科整形外科学分野　遠藤　香織	

　平成26年8月9日世界のビール展で開催し、16名の参加がありました。今年も学生や女性医師の会話が弾み、様々な話題を

自由に話す機会となりました。女子会と言えど、片手にビールでおつまみかじりながら、ですので、自分にとっては、いつもの

総会や講演会と違う気取らない形式がとても居心地よく感じます。他科の医師の労働状況や最近のトピックなどを交換する機

会は少なく、特に知らないことをざっくばらんに聞くことができる場です。職場では、どうしてもお互い垣根を越えられないことが

ありますが、ビアガーデンという開放的な場所柄もあって、全員心おきなく飲んで話して交流できます。参加者も理事の先生方

以外にも初めて参加される先生もいらっしゃるのですが、時が経過するごとに打ち明けてきます。	

　ただの飲み会、されど、女子会。女医が少人数の診療科にいるような女性外科医にとって、非常に心休まり、具体的な相談

ができる場であります。最近は、女性ということを意識しなくても、働きやすくはなりましたが、やはり細かくストレスはあるもの

です。診療科内での情報交換もやはり女性という括りでの飲み会は仕事をこなす上でとても重要です。しかし、診療科を越え

た女医同士の情報交換は、お互いの立ち位置が違うせいか新しい発見が多く、特に日常生活を潤滑にするための工夫を得

て、仕事と家庭を両立するための良い勉強のチャンスです。100%現役が多いので、こっそり真面目なお話を振っても大丈夫で

すので、治療や研究の相談などもできます。	

　中でも、今年は特に会長の開業秘話が印象的でした。突然の父の死に際し、診療所を引き継ぐこととなり、そこで助けてくれ

たのが北海道医師会であり、大学医局であったことを聞きました。医局のつながりや医師会というものが、デメリットも産みまし

たが、それ以上に多くの医師を助けてきたことを再認識する場でもありました。	

　また、参加される女子医学生からは、将来の不安や具体的な結婚や出産時期の相談事も多く、飲んだ勢いで、総論ではなく、

各論をするために、我が家で二次会も開催しています。特に、外科志望の女子医学生には、外科系の女性医師がどうしても

出会える機会が少ないようで、毎年悩める医学生さんが参加されています。女性医師の会には、バリバリの外科医もいらっ

しゃるので、学生のうちに相談できる機会があれば全然違いますから、迷っていないで飲みに来たら良いと思います。	

　幹事の塚本先生、このような機会を作ってくださり、本当に有難うございます。また平成２７年度も楽しみにしております。	



９，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。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	  

（１４）北海道女性薬剤師会	  
　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	
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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（市立釧路総合病院 整形外科）	
　事務局：新谷 朋子（とも耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻咽喉科）	
	  
■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。	



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	  :	  hSp://jmwa.or.jp/	
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　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。	



北海道女性薬剤師会創立85周年記念講演会祝賀会に参加して　	

　	  
　平成26年10月5日ホテルライフォート札幌にて	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　澤田 香織	
 	

　前日の大雨に打って変わり、今日はさわやかな秋晴れ。札幌市では札幌マラソンが開催されており

ました。堀本江美先生と一緒に参加まいりました。北海道女性薬剤師会は昭和4年1月13日札幌女子

薬剤師会として誕生し、今年創立85周年を迎えられました。心からお喜び申し上げます。	

　　北海道女性薬剤師会（以下女薬会）の合い言葉は	

 　　　　　　「一生薬剤師として働く」「一生学び続ける」	

 まさしく女薬会の研修は長い歴史があり、現在ではフィジカルアセスメント実習研修を始め通信教育

（すでに10年の実績）、スクーリング講座など特徴ある研修を実施されております。なかなかライフイベ

ントにより研修をうけにくい会員のための事業です。自分達女性の質が薬剤師の質をきめるという高

い志が素晴らしいです。また、北海道薬剤師会にもはいらない非常勤の女性薬剤師に対する自賠責

保険なども運営しており、現場の問題についていち早く行動を起こしている点も他に類をみません。	

　男女共同参画に関する意識は専門職であるがゆえ、悩みは私達と同じです。会場入り口には、託児

に関する意識調査結果が貼ってありました。同じ問題について職種を超えて意見を伺うことは意義深

いです。これらの活動を支えている山口路子先生はじめとする女性のパワーに圧倒されます。昭和57

年から会長を20年努められた92才の矢武三和先生もご出席です。「いつも会を案じている」とおっ

しゃっておりました。会を支えておられる厚い層が歴史を語り、とても心強い存在であり最高の応援で

もあります。	

 　最後にお礼、組織としての女薬会への敬意と感謝、今後の連携のお願いを述べさせていただきまし

た。堀本先生から、ゆいネット理事としてSACRACHの現状を伝え、強くご理解ご支援を訴えてくださいま

した。持参したゆいネット北海道第1回会報、SACRACHパンフレット、寄付依頼書を配付させていただき

ました。	

私達の会の運営にもプラスになることもたくさんありました。他の女性団体との繫がりはさらなるモチ

ベーションを高める良い機会になります。新しい出会いに感謝申し上げます。	
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１０，理事　プロフィール	

■ワーク編	

「皮膚科が天職なんです。」	

・選択の動機	

学生の頃に病理組織や実習がありましたよね。病理とか組織実習とか顕微鏡で観るもの。ああいったも
のが好きだったんです。形とか、色とか、そういうので診断するのが楽しいというか性に合っているのでは

ないかと。皮膚科って肉眼というか形態学的なものが８割を占めているんですよね。発疹の色・形をみて
手術なり皮膚生検で取ってきて、それを顕微鏡でみて、診断して、治療にもっていき、治っていく過程も目
でみて実際にわかるじゃないですか。視覚情報を処理して固めていくっていうのが多分好きなんだと思い

ます。それであまり迷うことなく皮膚科を選びました。	
	  
・診療科のメリット・デメリット	
メリットっていうのは、実際想像していた通り楽しくできるっていうことであまりストレスなく続けられるってい
うことと、女性であることにハンデを感じる必要がなく仕事ができたことですかね。体力的に女性だからと

いって難しい分野があるわけではないですしね、皮膚科に限ってはですが。他の科に行ったらそういうこと
で男性医師より不利になることがあったんじゃないかなって、これは想像なんですけどね。私の選択は間
違っていなかったんじゃないかと思っています。	
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Interviewer	  
旭川医科大学　医学部５年生　村田　雄基君 	

略歴	  

昭和５８年　旭川医科大学医学部医学科卒	

昭和５８年　旭川医科大学附属病院研修医（皮膚科） 	

昭和６０年　旭川厚生病院医師（皮膚科） 	

昭和６１年　旭川医科大学附属病院医員（皮膚科） 	

昭和６１年　旭川医科大学附属病院助手（皮膚科） 	

昭和６２年　大阪大学医学部医員。解剖学第２講座にて研究 	

平成１年１１月英国ロンドン大学セント・トーマス病院研究員（皮膚科） 	

平成４年　旭川医科大学附属病院助手（皮膚科） 	

平成５年　稚内市立病院医師（皮膚科） 	

平成６年　旭川医科大学附属病院助手（皮膚科） 	

平成８年　旭川医科大学附属病院講師（皮膚科） 	

平成18年　旭川医科大学准教授、副科長（皮膚科） 	

平成19年10月　旭川医科大学復職・子育て・介護支援センター、副センター長 	

平成25年4月～現在　旭川医科大学復職・子育て・介護支援センター、センター長	

平成26年7月～現在　旭川医科大学教授（皮膚科）	

所属　旭川医科大学皮膚科学講座教授 

専門　：日本皮膚科学会　東部支部代議員 

日本研究皮膚科学会　理事  

皮膚かたち研究学会　事務総長  

日本臨床分子形態学会　評議員  

西日本皮膚科学会  

日本臨床皮膚科学会  

日本皮膚病理組織学会  

日本皮膚悪性腫瘍学会  

日本医学英語教育学会 	

セールスポイント：前向き思考	  

山本　明美 　先生	  

　皆様もご存じの通り、平成２６年７月に山本明美先生が旭川医科大学教授に就任されました。	  
　北海道女性医師の会として、ご就任にあたり、旭川医科大学医学部５年生の村田雄基君にお願いしまし
て、今回山本教授のインタビューを行いました。今までどのようにお仕事をされ、また、日々忙しい中に精

力的に女性医師支援の活動もされてきた山本先生のお考えに触れました。医学生側も非常に温かい気持
ちになり、山本先生の企画はいつも満員御礼です。今までも、イクメンに焦点を当てたシンポジウムなど、

北海道でも旭川医科大学が最先端にいるのではないかという企画作りのセンスにも大変注目が集まって
おります。昨年度、二輪草センターは北海道庁より表彰もされております。	



・やりがいを感じる理由、大変なことなど	

患者さんの発疹が見えるので、自分でも良くなった・治るのがわかるんですよね。最初に来て薬を出したとす
るじゃないですか。そして次に来てもらった時にドアを入るなり嬉しそうな顔をしているし、「あの先生の出して

くれた薬が効いた」と、治っていてもわざわざ見せに来てくれる人もいるしこっちはこっちでちゃんと薬を使っ
てくれたことがわかるし、共に喜び合えるっていうところがあるので。医者をしていると日々ストレスがあって

辛いこともあったりするじゃないですか。でも患者さんがそうやって喜んでくれるし、そこで元気をもらえたりす
るんですよ。	

・現在取り組んでいる、取り組みたいと思っている仕事	

これからは次の世代を育てなくてはいけないので教室の、後輩の先生方がいい仕事を出せるように環境づ
くりを一生懸命しようかなと。あとは学生の勧誘ですね。	

・二輪草について	

最初のきっかけはと言いますと、文部科学省（当時）からの競争的資金に対して当時の旭川医大はまだ獲
得をしたことがなかったのですが、以前の病院長がそれに応募するためにチームを結成した時にたまたま

私が選ばれたんです。もともと大学にそういった部署はなく、一から作らなければならなかったのですが、企
画を作るのが元々好きだったのでオリジナリティーの高いものが要求されるこのプロジェクトは楽しいですね。	

（参照URL：http://www.asahikawa-med.ac.jp/hospital/nirinsou/）	

	

■ライフ編	

「人の役に立つことが生き甲斐！」	

趣味に関して	

ガーデニングですね。15年前に美瑛町に家を建てていたんですけれど、そこでイングリッシュガーデン風の

お庭を作るっていう計画で始めました。なかなか忙しくて進まないですけどね。	

・生きがいについて	

市民向けや若いドクター向けの講演などをした時にそれを聴いてためになったとか元気が出たと言ってもら
える瞬間がいいですね。最初は自分が働いて研究してきた足跡を残すことが生きがいかと思っていたので
すが、10年前から医学英語を教え始めていて、学生にその成果が現れて見えた時に、教師冥利のようなも

のを感じたんですよね。私は教え子が立派に活躍するのを見るのが実は嬉しく感じる人間なんだなって思っ
た瞬間でした。二輪草の活動関係から、講演などで若い女性がよかったと言ってくれたりするのも嬉しいん

ですよ。	

	

■アドバイス編	

「最初の５年間は一生懸命にやってほしいなと思います！」	

・若手に向けたアドバイスを。	

私が仲良くさせて頂いている東京医科大学の泉美貴先生という方もおっしゃっていたのですが、最初の５年
位がキーで、そこで頑張れなかった人はその後絶対に成功しないとのことなのでこの期間を全力で駆け抜

けていく。そこでスピードがついてしまえば、軌道に乗るかと思いますね。その辺りまで適当にやると怠け癖
がついてしまうし、周囲の評価もそれにより低いものになると仕事が回ってこないしチャンスがまわってこなく
なってしまうんですね。	
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※来年度の総会は、山本教授の講演会を予定しています。	  
日時　　平成27年4月16日（土）　　
　　　　総会　1７：００〜１８：００

　　　　講演　1８：００〜１９：００
場所　　札幌グランドホテル　札幌市  中央区北1条西4

	  
お楽しみに！	



医師・看護師のワークライフバランスについて 　  
蛯谷由真　及川菜々子　坂井裕子　坂野知世　下野裕依　田村茉衣　（医学部５年）	

＜目的＞	

　現在、ライフワークバランスは男女を問わず問題となっている。医師における女性の割合は増加傾向であり、看護職の必要人
員が増加し、専門性も重視されるようになり、キャリアを継続する希望のある女性は増加している。また、健康寿命の延長と共に
介護の必要性が増したこともあり、男性の育児・介護への参加や意識の変化が起こっている。このような時代背景の中で、医
師・看護師のライフイベントによる離職・休職確率は高くなっている。私たちは、医学部、看護学部学生への意識調査や、現職の
医師･看護師へのインタビューを行い、医師・看護師のワークライフバランス(仕事と私生活の両立)を実現させることが可能な労
働環境作りについて考察した。 	

＜対象＞	

アンケート：道内の医学部1～4年・保健医療学部看護学科1～4年に在籍した学生640名(2013年10月時点)のうち、有効回答は
408人（男子医学生191名、女子医学生95名、男子看護学生17名、女子看護学生105名）から得られ、回収率は63.8％であっ
た。回答者の平均年齢は21.4±2.9歳であった。	

 インタビュー：現役の男性医師、女性医師、男性看護師、女性看護師　各1名	

 ＜方法＞	

　2013年7月～11月にかけて任意・無記名による質問紙調査を行った。質問は、性別、年齢、学科などに関する回答者のプロ
フィールのほか、将来の出産・結婚に対する希望や仕事と私生活の両立に関するものである。結果は一般的記述統計のほか、
χ二乗検定を用いた。統計ソフトには統計処理ソフトDr.SPSS Ⅱfor Windows 11.01J (SPSS Inc. Japan)を使用した。	

＜期間＞	

インタビュー実施期間：2013年7月1日～8月31日、アンケート調査期間：2013年10月1日～31日	

＜結果＞　文末に質問内容と結果をグラフ化して示す。　	

＜考察＞	

　問1～6より、男女ともに、結婚して子供を含めた家庭を持ち、仕事を継続していきたいと考えている学生が多かった。しかし、

問7・8より、家庭生活、特に女性のライフイベントである出産・育児ついては男女間で意識の差が見られ、男女ともに家庭生活を

優先したいと考えているにも関わらず、男子学生は仕事、女子学生は家庭に対する不安が強いことがわかった。このことから、

女子学生のほうが、結婚・出産・育児といったライフイベントをより重要な位置づけとして捉えていることがうかがえた。さらに、問

9より、男女ともに「男性も女性も仕事を諦める必要はない」と回答した者が最多であったが、「女性が仕事を諦める必要がある」

と答えた者は一定数存在しており、女性のほうが男性よりも仕事の継続が困難な状況に遭遇することが予測された。	  

　医学部生を対象とした先行研究（１）（７）や、女性医師・看護師を対象とした先行研究（３）（４）（５）では、男女の社会的役割に

対する著明な意識の差が見られ、家庭での役割負担が大きい傾向にある女性に主眼をおいた問題提起となっていた。しかし、

本研究では、仕事に不安を抱えつつも積極的に家庭での役割を担おうと努力し、かつ、働いてからも家庭を優先しようと考えて

いる男子学生が多く見られたことから、男女両者の視点に立ち、ワークライフバランスの実現について考察することが重要であ

ると考えた。	

　以上の現状を踏まえると、本研究の目的である医師・看護師のワークライフバランスの実現には、第一に家族や周囲の理解・

協力が不可欠であること、そして何より、医師･看護師本人が明確なビジョンをもって自分の希望を諦めないことが重要であると

考えられた。そこで、ライフイベントとして出産・育児を組み込み、一度休職を経験するパターンを想定した場合に、キャリア形成

が阻害されずに勤務を継続するために必要と考えられる４点の改善策を以下にまとめた。	

 （１）将来のキャリアプランの検討、他者との共有	

問７のように、学生は様々な将来への不安があるが、その解決策を見つけないままに卒業を迎える事が多い。学生は自分の将

来のあり方を考える際に、希望する進路が果たしてワークライフバランスの実現が可能なのかを検討する機会を持つようにする。

ロールモデルとなる先輩医師をみつけることや、病院見学や研修を通して、職場選択に関する情報を自ら積極的に収集すること

等が役に立つと考えられる。また、家族や周囲の協力が必要ならば、それが得られるよう自ら働きかけていく。つまり、ライフイ

ベントとして休職することも見越して、積極的に自分の働きやすい環境を切り開いていく必要がある。また、問10から配偶者や周

囲の理解が一番必要と考えている学生が多い事から、自身のキャリアプランを他者と共有する機会を増やすことも効果的であ

ると考える。	
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１１，医学生の活動紹介（アンケート報告）	



（２）休職を許容する人材確保システムの確立	

　休職者の代わりを務める人材の確保が何より重要である。地域・施設間格差を避けるために、行政単位で医師、看

護師の派遣ができるシステムを設けるべきである。人材の充足という安心感は、業務を円滑に進めるだけでなく、本人

も周りの職員も休職をしやすい、受け入れやすい雰囲気をつくることができると考えられる。休職をする本人が普段か

ら周囲と良好な人間関係を築き、ギブ・アンド・テイクの関係を構築する心構えも重要であると考えられる。	

（３）復職支援と勤務形態の多様化	

　問10で男女ともに20%以上の学生が重要と考えているように、勤務形態の多様化が必要であると考える。離職期間

のブランクを抱えての復帰は医師、看護師にとって大きな不安である。したがって、ブランクを埋めるための研修制度

や、再勤務先の受け入れ態勢（上司・同僚の理解）や、時間短縮労働者受入数の増加などが必要である。ただし、復

職後に自ら積極的に学ぶ姿勢を大切にし、職責を果たしていくことが重要であると考えられる。	  

（４）育児支援の充実	

　子どもがいる場合、安心して子どもを預けて働けるよう、病院保育所の設置（24時間、病児対応）や突然の事態にも

柔軟に対応できるベビーシッターサービスの拡充や、病児・病後児保育サービスが大切だと考えられる。また、上記の

ような各種支援やサービスを紹介する機関を設けることも離職を防ぐ対策として挙げられる。問10であげられるように、

第一に配偶者と家族の理解や協力、支援が不可欠である。	

 以上のように、医師・看護師にとって働きやすい環境づくりを実現させていくためには、女性の社会進出や核家族化等

の社会的世情の変化と共に変遷する現場の医師･看護師の声を反映させることが重要である。医師・看護師の勤務環

境の改善を積極的に行っていくことは、男女ともに各々が理想とするワークライフバランスの実現、さらには、よりよい

医療の提供につながっていくと考えられた。	  

＜結論＞	  
　男女医学生、看護学生ともに仕事と私生活の両立を実現させることが重要であると考えており、男子学生は仕事、女
子学生は家庭に対する心配を多く抱えていることがわかった。また、仕事の継続を望んでいる女子学生の割合が多
かったが、「女性が仕事を諦める必要がある」という意識は少数ながらも根強く残っており、ワークライフバランス実現
の妨げとなっているのではないかと考えられた。ライフイベントの中での出産・育児においては、周囲の理解や労働環
境、各種育児支援サービスの充実に加えて、各自の復職意識、職務に対する責任感が重要であると考えられた。	

＜謝辞＞	

　この調査を行うにあたって、札幌医科大学医療人育成センターの三瀬敬治先生にご指導を頂きました。	
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医師・看護師のワークライフバランスについて	  
～アンケート結果　各問グラフ～	  

問1　結婚したいと考えていますか？　	

問2　結婚したいと回答した方で、何歳ぐらいで結婚を望みますか？	

問1-‐5  が医学部、看護科学生を総合した結果、問6-‐10が 医学部、看護科学生
を分けて解析した結果となっております。	

資料7-‐2	
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問3　結婚相手は医療従事者のほうがよいと思いますか？  
	

医師・看護師のライフワークバランスについて	



問4　子供はほしいと考えていますか？ 
	

問5　「子供はほしいと考えていますか」の問いではいと答えた方に 
　　　　お聞きします。子供誕生後仕事はどうしたいと考えますか？ 
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問6　夫婦間での理想的な家事の分担割合はどれですか？ 
	

医師・看護師のライフワークバランスについて	



問7　仕事と私生活の両立を目指すに当たり心配なことはなんですか？　	
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問8　医療従事者になってから優先したいことはなんですか？　	

医師・看護師のライフワークバランスについて	



問9　もしも家事と仕事の両立に困難を感じた場合、男性か女性のいずれが
仕事に専念するのを諦める必要があると考えますか？	
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図10　理想的に仕事を続けていく環境として何が必要だと考えますか？　	

医師・看護師のライフワークバランスについて	



１２，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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１３，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:	  hSp://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。	

2011	 2012	 2013	


