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I 女性研究者への革新的支援

１ はじめに モデル事業二年目の展開について

国立大学法人 東京医科歯科大学

女性研究者支援モデル育成事業 統括責任者

副学長 谷口 尚

平成 20 年度に採択されました「女性研究者への革新的支援」事業は、文部科

学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成事業」として展開し、２年

目を迎えました。本年度からは、その対象を拡大し、昨年度の三部局（疾患生命

科学研究部、難治疾患研究所、生体材料工学研究所）から医歯学総合研究科（医

学部、歯学部を含む）も対象とする全学への展開を実施しております。全学への

展開に伴い、運営委員会メンバーに医学部長、歯学部長にもご参画頂きました。

また、全ての部門メンバーから構成される女性研究者支援対策会議を組織し、雇

用・勤務形態・評価事業、在宅研究支援事業、研究支援配備事業、保育に関する事業、交流会、ロール

モデル研修、キャリアカウンセリングなどのキャリア支援事業、意識改革事業、性差医学を基盤とした

研究・啓発事業、広報事業など 11 の事業を展開する予定です。各事業のリーダーは本学メンバーが務め

ます。女性研究者支援室と女性研究者支援対策会議で女性研究者支援協議会を形成し、両者の有機的な

連携・協力のもとで、多様性のある女性研究者が最大限の力を発揮できる職場環境を構築すべく、活動

を行います。

本事業は 3 年時限のモデル育成事業であり、本学がどのような女性研究者支援が可能なのかへの言わ

ば挑戦でもあります。来年度（最終年度）に向けて発展させながら、その後の継続的活動・実施に繋が

る基盤構築を行っていく所存です。

２ ご挨拶～女性研究者支援室より

女性研究者支援室 特任教授 荒木葉子

平成 20年度は、難治疾患研究所、生体材料工学研究所、大学院疾患生命科学研究部

を対象にしたプロジェクト展開でしたが、平成 21 年度は、医歯学総合研究科を含め、

すべての教職員や学生を対象に展開していくことが決定されました。

メンバーや体制も一新され、女性研究者ならびに男性研究者、次世代を担う学生に対

し、本学における課題を抽出し、効率的にプロジェクトを推進したいと考えています。

女性のキャリア形成に最初のバリアとして立ちはだかる保育の問題、キャリアパスが

複雑化していることに対応すべくキャリアカウンセリングの充実など、11 の課題に対して全学メンバー

と協力して実現していく予定です。

女性研究者支援室は、英文では、Office of Activation of Gender Equity/Gender Medicine and Enrichment of
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Life (ANGEL Office)となっており、性差医学を基盤とした意識改革と現実に即した組織整備、具体的な

活動を行うことを目標にしています。男性も女性も、そして子どもたちも能力を存分に発揮できる環境

を整え、健康で生産性の高い組織づくりに努めていきたいと考えています。

３．プロジェクトの概要

３．１ 課題の概要

計画構想・概要

○提案課題名 「 女性研究者への革新的支援 」

○総括責任者名 「 鈴木 章夫 」

○提案機関名 「 東京医科歯科大学」

（実施予定期間： 平成 20 年度～平成 22 年度）

機関の現状

・女性研究者の人数及び今後の見通し:現在、本大学全体では680名中110名(16.2%)、大学院疾患生命科学研究部と難治疾

患研究所、生体材料工学研究所では111名中17名(15.3%)が女性研究者である。今後、この取り組みを通じて研究部と研究

所では20％まで増加する見通しである。

・女性研究者支援に関する現在の取組状況:研究者（教員）の採用にあたっては、業績により公平に選抜を行うことにより、

男女応募者の差別がないように配慮している。労働環境に関しては、裁量労働制を採用しており、勤務開始・終了時間は労

働者の自由に委ねられている。さらに、女性研究者の権利保全のための一つとして、セクシャルハラスメント相談員を配置

している。また、性差科学をテーマとした研究を積極的に行うこと、また女子大学との連携を進めて、女性教員と本学女子

学生との交流を深めることによって、男女の違いを認めた上での共同参画についての意識啓発や、女性研究者の裾野の拡大

に努めている。

計画構想

・支援策：まず、全体をまとめ主体となって活動を行い、相談窓口ともなる女性研究者支援対策会議を組織する。支援策と

しては、環境整備と意識改革の二点を重点課題として進める。環境整備は、①女性雇用を優先した教員枠を設けて採用する、

②出産・育児等の期間の研究を支援するため、研究支援員を優先的に配置したり、緊急時の保育に対応できるシステムを作

る、③ネットワークを整備して在宅時の研究を容易にし、柔軟な勤務体制を確立し導入する、④学内の女性研究者が問題点

を議論できるようなネット上のフォーラムを作成する等女性研究者支援のための情報環境を整備する、⑤女性研究者の裾野

を拡大する、ことを推進する。意識改革に関しては、①研究室における広い意味での女性支援を評価し、「女性に優しい研

究室」を推進し、②生物学的性差に着目、あるいは女性特有の疾患に注目した研究を特に推進して性差に関する意識を高め

ることにより、より良い環境作りにつながる意識改革に取り組む。

・期待される効果：女性研究者の増加が見込まれ、女子学生の意識啓発になるほか、女性研究者の環境改善、出産・育児・

家庭生活に対する男女の意識が向上するばかりでなく、本取り組みが大学全体、ひいては医歯学系の他大学にも広まること

が期待される。
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達成目標（ミッションステートメント）

女性研究者の新規採用を増やし、女性研究者を10％増加させ、2020年には全体の20 %に達することを目標とする。“女性

研究者支援対策会議”の活動によって女性研究者に適合したシステムを制度化する。具体的には出産・育児に直面した女性

研究者に研究支援員を配置する、緊急時のベビーシッター派遣や病児保育に対する支援を制度化する。研究遂行にあたって

必要な大学のサーバーに自宅からでもアクセスできるようにネットワークを整備する。女性研究者の支援のための情報環境

を整備する。男性研究者を交えて性差科学に関する研究成果の発表や討論の場を設け、男女共同参画への意識を高める取り

組みをする。

平成 20 年度科学技術振興調整費 女性研究者の自立的研究環境整備促進

「女性研究者への革新的支援」

実施予定期間：平成 20 年度～平成 22 年度

総括責任者：大山 喬史（国立大学法人東京医科歯科大学）

【概要】

本機関では、公平な選抜による研究者採用、裁量労働制、男女差を意識した研究による意識啓発や、

女性研究者の裾野の拡大に努めている。女性研究者支援をさらに拡大させるため、対策会議を組織し、

環境整備と意識改革の二点を重点課題としてとりくむ。環境整備に関しては、①女性研究者優先採用枠

の設置、②研究支援員の配置や緊急時の保育援助による研究の直接支援、③ネットワークの整備による

柔軟な勤務体制の導入、④女性研究者支援のための情報環境の整備、意識改革に関しては、①研究室に

おける女性支援の評価、②性差を意識した研究推進により、より良い男女共同参画の環境作りにつなが

るような意識啓発を積極的に推進することをめざす。

１．機関の現状

（１）女性研究者の人数及び今後の見通し（女性研究者の比率を含む）

本大学全体では、助教以上の教員総勢 680 名のうち、110 名 (16.2%)が女性教員（研究者）である。大

学院疾患生命科学研究部と難治疾患研究所、生体材料工学研究所は、兼任している教員も多くそのつなが

りが特に深い部局であるが、これら 3 施設の女性研究者は、教員 111 名中の 17 名(15.3%)である。また、

大学院疾患生命科学研究部、生体材料工学研究所、難治疾患研究所では、積極的に女性研究者の採用に取

り組み、例えば特任助教の割合が大学院疾患生命科学研究部において 8名中 4名（50.0 %）になっている。

我が国の人文・社会科学を含めた女性研究者は 11.9%を占めていて（平成 19年度科学技術白書より）、当

3 研究部の女性の割合は全国平均レベルより高いといえるが、組織別にみた大学等の女性研究者の割合は

21.5%と高く（平成 19年度科学技術白書より）、これと比較すると、女性の進出が遅れていると言える。

大学院疾患生命科学研究部、難治疾患研究所、生体材料工学研究所では大学院医歯学総合研究科、ある

いは大学院生命情報科学教育部からの大学院生を受け入れている。それぞれの大学院における修士（博士

前期）および博士（博士後期）に在籍する学生の男女数およびその割合を以下にグラフで示している。平

成 17〜19 年度においては、どのカテゴリーにおいても女子学生の割合は 30%以上に達する。このことは、

女性研究者をめざす可能性のある女子学生の数は確保されていることを示しているが、その数は現在の教

員数には反映されていないといえる。今後本取り組みを通じて環境改善や意識改革により積極的に取り組

むことにより、女性研究者数が増加することが見込まれる。
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（２）女性研究者支援に関する現在の取組状況

本機関における研究者（教員）の採用にあたっては、業績により公平に選抜を行うことにより、男女

応募者に対する差別が生じないような配慮を行っている。労働環境に関しては、本大学では裁量労働制

を採用しているため、勤務開始・終了時間は労働者の自由に委ねられており、在宅での研究に要する時

間を長くとることも可能である。さらに、セクシャルハラスメント相談員を配置することにより、女性

研究者の権利保全に努めている。

また本機関では、特に医学・生物学的な雌雄差・男女差や女性特有の疾患に注目したり意識した研究

が行われ、高い評価を得ている。このような例として、父親・母親どちらかのゲノムからのみ発現する

遺伝子群（由来の性を記憶しているインプリンティング遺伝子）についての研究を挙げることができる。

この遺伝子の一つである Peg10 は、父親由来のゲノムのみから発現し、それはマウス胚の胎盤形成に必

須な機能を持つことが示された(Ono et al., Nature Genetics, 38:101, 2006)。この結果は、母親由来のゲノム

のみからの雌性単為発生胚は個体に成長できないことを示している。また、特に女性に多い骨粗鬆症の

原因となる骨量減少について、女性ホルモンとの関わりや、骨吸収に関与する分子の働きを明らかにす

る研究 (Morinobu et al., J. Exp. Med., 201:961, 2005; Kondo et al., J. Biol. Chem., 280:30192, 2005)、遺伝性乳

癌の発症前診断を確立するための基礎的研究、疾病罹患率・薬物反応の男女差を考慮に入れた医療であ

る性差医療 (gender-specific medicine)に基づいた不整脈に関する研究 (Bai et al., Circulation, 112:1701,

2005)、動物モデルを用いた脳と行動の性分化に関する基礎研究なども進行中である。これらの研究内容

や成果は、大学内でのシンポジウムや発表会等でも紹介されており、あらゆる側面からの性差・男女差

について考える絶好の機会を提供している。そして、研究内容ばかりでなく、それが医学・生物学的、

あるいは進化学的に意味することを含めたディスカッションを通じて、性差に関する意識や男女の違い

を認めた上での共同参画についての意識改革に確実に役立っている。

さらに、お茶の水女子大学との連携を進めることをめざすことにより、女性教員と女子学生の交流を

深めている。女子学生がより多くのロールモデルと身近に接することが、研究者に対して、あるいは研

究を職業にもつことに対する意識の変化に結びつき、ひいては女性研究者の裾野を拡大することにつな

がっている。

２．計画構想の内容

上記のように、111 名の教員を有する大学院疾患生命科学研究部と難治疾患研究所、生体材料工学研究

所は、東京医科歯科大学の中での規模としては中程度であり、その女性教員の割合は 15.3％である。この

数値は、機関全体の状況を反映している。そのため、本構想では、大学全体の女性研究者支援を将来的な

視野に入れつつ、その手始めとして大学院疾患生命科学研究部と難治疾患研究所、生体材料工学研究所を

支援モデルケースとして、ここにおける女性研究者支援を目標とする。

（１）女性研究者のための支援策について

具体的な支援策としては、研究環境整備と意識改革の二点を重点課題として進める。
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■１ 研究環境整備について

① 女性研究者支援対策会議の設置

まず、本構想を実現させるために主体となって活動を行うための女性研究者支援対策会議を組織し、設

置する。対策会議にはコーディネーターを配置し、他にも、女性を含む数人程度の少人数で組織し、機動

力をもって活動方針をまとめ、その内容について教授会において承認を得た上で実施する役割を持つ。さ

らに、対策会議はカウンセラーを配置し、女性研究者からの支援に関する相談窓口としての機能も持たせ

る。

② 柔軟な勤務体制の確立と導入

本学では裁量労働制のため、自宅で研究の一部を遂行することが制度上可能である。自宅で平日のみな

らず、夜間や休日・祭日の時間を利用して文献検索、情報・資料収集、実験データ解析、各種申請書づく

りなどのデスクワークを進められるので、時間を有効利用することができ、特に育児中の女性研究者には

大いに利用価値がある。このシステムをより活用できるようにするために、大学のネットワークを整備し

て自宅からアクセスできる大学のサーバーを増やし、自宅からもあらゆるサービスを利用できるようにす

ることで、在宅時の研究をより容易にする。

③ 出産・育児等の期間中の研究活動の支援

出産・育児に伴う休暇などによって研究に従事できる時間が短縮されたり、日数が減少してしまうこと

は避けられず、それが研究進行の大きな妨げになることが多い。このハンデを少しでも解消するために、

研究支援・代替員を優先的に配置する。しかし、研究支援員の業務内容が専門的になることは明らかであ

り、しかも研究者との事前の連携がないと、かえって研究者の業務を増やすことになりかねない。そのた

め、出産予定の研究者による申し出があり次第、研究支援員候補者を厳しく絞り込む。

④ 研究者の子どもの保育への支援

乳幼児期の育児において常に悩みのたねとなるのが子どもの病時、あるいは休日・祭日などにかかる

学会参加・出張などによって必要となる、多くの託児施設開設の時間外における子どもの保育である。

この問題は、小学校１年から 4 年までの学童期の育児においても生じる。これらにかかる負担のうち、

少なくとも費用の負担を軽減するために、ベビーシッター派遣会社と法人契約し、利用者の入会金・登

録料免除、さらに利用料が割引されるような制度があるが、緊急時にも利用できるようにする。また、

病児保育については、利用者の希望をとりいれ、住まいの近隣病院などにおける病児保育利用登録を行

い、個人による利用登録料の免除、利用料の割引制度を導入する。病児保育が長引くおそれのある場合

には、大学病院に小児科がある利点を利用し、病児の入院も含めたケアに迅速に対応できるような連携

体制をつくる。

⑤ 女性研究者の裾野拡大

⑤−１ 研究中断者の復帰支援制度 

研究をいったん中断した女性研究者の復帰支援のため、実験・研究を補助する職員を採用する。離職し

た潜在的女性研究者の復帰支援を行うことで、女性研究者の裾野を拡大することが期待できる。
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⑤−２ 女性研究者と、女性学生との交流及び女性研究者支援のための情報環境の整備 

当 3施設では、これまでも、合同でオープンキャンパスを行い、学生に研究内容の紹介などをしている。

この機会を使って、女性研究者と女性学生との交流の場を設け、研究の面白さ、楽しさを伝えるとともに、

女性理工系学生向けの多様なキャリアパスを提示して、女性学生の研究者チャレンジを支援していく。さ

らに、学内の女性研究者が問題点を議論できるようなネット上のフォーラムを作成する等、女性研究者

支援のための情報環境を整備する。

■２ 意識改革について

① 女性研究者優先採用枠の設定

女性教員・研究者の絶対数を増やすために、女性の雇用を優先した女性研究者優先採用枠を設けて女性

研究者を採用する。就任に当たっては、研究スペースを確保して研究費の一部援助を行うほか、共同利用

施設も活用するなど環境整備を行う。

さらに、ここで設定する枠以外でも、教員採用選考の際には研究業績、教育指導実績、社会的貢献、人

物などを総合的に考慮して、女性の採用を積極的に行うポジティブアクションをとる。

② 研究室における女性支援についての評価

裁量労働制が導入されているにもかかわらず、研究室によっては拘束時間が決められており、実際の拘

束時間が意に反して非常に長くなっていることも珍しくはない。それが出産・育児を行うことへの大きな

障害となっていることは明らかである。さらに、上記のような支援体制を導入しても、それらが真に機能

しなければ意味がなく、円滑に運用されるためには教員（研究者）全体の意識改革も重要である。そのよ

うな観点から、研究室における広い意味での女性支援についての評価を行う。審査・評価にあたっては、

研究室における拘束時間、女性教員と女子学生の人数、出産・育児に携わる女性の有無、出産・育児に携

わる女性の仕事量への配慮がなされていて過度ではないかどうか、という点、さらにアンケート調査によ

って研究室における女性支援への理解・実践の度合いについて考慮する。評価が高く優秀と認められた研

究室については特に表彰し、研究奨励金を授与する。このような取り組みを通じて女性支援が根付いた、

「女性にも優しい研究室」について教員全員が考え意識する機会を増やすことも、意識改革につながるこ

とは間違いない。

③ 性差や女性特有の疾患に注目した研究の推進と公表

本機関は医歯学系大学内の生命医学系研究所であり、医学・生物学的な基礎的あるいは臨床的研究を精

力的に行っており、高い評価を受けている。研究内容は多岐にわたるが、その中でも特に男女・雌雄差を

重視したものや、女性特有の疾患に注目した研究も進んでいることは上記の通りである。このような研究

を特に推進して、その成果を公表するとともにシンポジウムを企画し、専門的な討論を行うことはもちろ

んのことであるが、さらには専門外の内外の研究者や学生にも参加を呼びかけ、より深く知識を高めると

ともに性差に関して議論する機会をもうけることが、男女差に関する意識を高めることにつながる。この

ことが、より多くの研究者に、女性研究者をとりまく環境をよりよくしようという意識改革を生み出すも

のと考えている。
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（２）上記の支援策により期待される効果について

まず、女性研究者の増加が見込まれる。これは、研究者としてキャリアを積んでいくことを将来的に考

えている女子学生にとっては、身近にそのモデルともなる女性研究者が増えるということであり、女子学

生の意識啓発に大いに役立つ。また、出産・育児に直面する女性研究者をとりまく環境が大幅に改善され

るので、目下支援が必要な女性研究者の生活・研究環境がよいものとなる。また、このようなハード面で

の環境改善とともに、男女を問わず周囲の研究者の意識が変化し、出産・育児を研究者にとってネガティ

ブなものとして捉えることのない環境を提供することで、これまでは出産・育児に踏み切ることができな

かった女性研究者にも、それを考慮できるような余地が生まれてくることが期待できる。これは女性研究

者にとってのみ有利になることではなく、ともに仕事を行っている研究者全体の利益につながるものであ

る。さらに、女性の自己実現としての研究活動と育児・出産を両立させるための支援という意味で、長い

目でみれば現在問題となっている少子化にブレーキをかけることにもなる。さらに、女子学生が生涯の仕

事として研究者を選択することが自然なこととなれば、ニートやフリーターの減少にもつながり、社会全

体の活性化に役立つことも期待される。

この提案は、東京医科歯科大学の大学院疾患生命科学研究部と難治疾患研究所、生体材料工学研究所

をモデルケースとして行われるものであるが、このような取り組みは本大学の学部や大学院、研究所、

諸施設などの他分野からも注目されることは必至であり、大学全体に広まることが期待される。また、

医科系大学・学部では、他の総合大学や学部に比べて女性教員や女性研究者の割合が特に低く、男女共

同参画に対する意識も低いことが多い。このような状況の中で、本機関は女性研究者を積極的に支援す

る構想を打ち出すものであり、医歯学系・生命医学系大学の中では特にユニークな取り組みであろう。

そのため、このような取り組みが医科歯科系他大学にとっての良いモデルとなることが期待できる。

（３）機関全体としての将来的な構想

科学技術振興調整費による支援終了後、この女性研究者支援モデルを、本大学全体に提示し、大学全

体の女性研究者支援プランとして維持・発展させていく。このプログラムのトライアルアンドエラーで

培ったものをフィードバックさせ、さらに、女性研究者支援プログラムを進行させている他の機関と交

流を持って、お互いの良い点を取り入れながら、より良いシステムに仕上げていくことが望まれる。

３．実施期間終了時における具体的な目標

女性研究者の新規採用を増やし、女性研究者数が全体の 20%に達していること。

“女性研究者支援対策会議”の活動によって女性研究者に適合したシステムの制度化（以下）が完了し

ていること。

出産・育児に直面した女性研究者の研究支援員を配置する、緊急時のベビーシッター派遣や病児保育

に対する支援を制度化する。

女性研究者支援のための情報環境を整備する。

研究遂行にあたって必要な大学のサーバーに、自宅からでもアクセスできるようにネットワークを整

備し、在宅でも研究活動を継続できるようにする。

男性研究者を交えて性差科学に関する研究成果の発表や討論の場を設け、男女共同参画への意識を高

める取り組みを強化する。
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４．実施期間終了後の取組

本事業の主たる内容は男女共同参画を推進するために大学レベルでの制度を整備することである。従

って実施期間終了後にも女性研究者の支援が継続されるような制度の策定を考えており、期間終了後も

自動的に大学として女性研究者支援を取り組んでいる形となることが予想される。

５．期待される波及効果

本提案で示すような研究所、大学全体のレベルでの制度改革は、これまでの個人レベル、研究室レベ

ルでの女性研究者支援の域を越えて、幅広く男女共同参画の意識を浸透させることに大きく寄与する。

これにより女子学生から女性教員に至る幅広い年齢層の女性研究者の各年代における研究活動が円滑に

支援されることが期待される。一旦制度化が成功すると次世代にもポジティブな波及効果が継続すると

期待される。

６．各年度の計画と実績

a.平成20年度業務実績

（１）女性研究者への革新的支援

①女性研究者支援対策会議の設置及び運営

１）女性研究者支援の中核となる女性研究者支援対策会議を学長のもとに組織した。

学長のもとに運営委員会（運営委員：疾患生命科学研究部部長、難治疾患研究所所長、生体材料工

学研究所所長）を置き、その下に支援対策会議（支援対策会議委員：難治疾患研究所より2名、生体

材料工学研究所より1名、保健管理センターより1名、医歯学総合研究科より2名、保健衛生学研究科

より1名の8名）を設置した。

２）毎月、女性研究者支援室と合同会議を開催し、女性研究者の現状について討議を行い、女性研究者

支援策の策定を行った。

３）運営委員会は、不定期に開催され、支援室の教員の選考および補佐員（研究支援員を含む）採用の

審議を行った。

②女性研究者支援対策室（女性研究者支援室と改称、以下支援室と略す）の設置及び運営

１）女性研究者支援室を設置した。

女性研究者支援室は、公募にて選任された特任教授、支援室職員にて9月に設置され、11月に特任助

教が加わった。

２）支援室は、女性研究者支援室対策会議と合同会議を開催し、本プロジェクト推進のためのアドバイ

スやコンサルテーションを行ない、合同会議で決定された事項に関し、主体となって実行した。

３）行った主な内容は、a）支援のニーズ調査や本プロジェクトの認知度調査、b）ホームページの開設、

c)ホームページ上でのオンラインフォーラム、d)講演会、e）女性研究者と女子学生との交流会、f)

女性研究者のためのカウンセリング事業のニーズ調査、g)女性研究者への研究支援員配備（③で詳

述）である。

a)11月13日にオープニングイベントを開催し、参加者を対象に、ライフ支援ニーズとキャリア支援ニー
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ズの調査を行った。参加者は44名（内訳 女性38名、男性6名）であり、ライフ支援ニーズとしては、

「長期の休み」55%、「学内育児施設」50%、「労働時間の明確化」41％、「学童保育の支援」41％、

キャリア支援ニーズとしては「キャリアカウンセリング」59％、「女性研究者のネットワーク」57％、

「研究補助者を増やす」45％、「産休・育児休業にとのなう任期の延長」41％、「短時間勤務など柔

軟な労働時間」39％などであった。

3月2～23日には研究所教授を対象に本プロジェクトの認知度調査をWeb問診にて行った。回答者は22

名（回答率68.7％）であり、100%が本プロジェクトおよび支援室の存在を認知していた。数値目標73％、

研究支援員配備事業95％、在宅研究支援システム91％、病児保育プログラムの制度化68％、性差医学

を基盤とする意識改革73％、シンポジウム開催100％など、総じて認知度は高かった。

b)支援室の英文名をActivation of Gender Equity/Gender Medicine and Entichment ofLife（ANGEL Office）と

し、天使のロゴを作成した。ホームページを作成し、本事業に関する情報提供を行った。

c)ホームページ上にオンラインフォーラムを設置し、ＩＤとパスワードを設定し、本学の教職員および

学生にニュースレターや学内メールによってＩＤ、パスワードを周知し、女性研究者支援に関する話

題について討議を行える場を設置した。

d)1月23日にキックオフシンポジウムとして｢東京医科歯科大学 女性研究者への革新的支援シンポジウ

ム」を開催した。文部科学省技術・学術政策局基盤政策課人材政策企画官 高比良幸造様、東京大学

男女共同参画オフィス特任教授都河明子様、お茶の水女子大学学長 郷通子様より講演を頂き、本学

からは、難治疾患研究所 浜崎浩子准教授、大学院医歯学総合研究科 神奈木真理教授、同研究科 森

尾郁子教授より講演が行われた。出席者104名であった。

3月12日に「都市部大学・大学病院における保育・病児保育について考える」シンポジウムを開催し

た。東京都福祉健康局子育て支援課、東京大学男女共同参画オフィス 渡井いずみ様、ＮＰＯフロー

レンス 堀江由香里様、東京女子医科大学女性医学研究者支援室副室長 斎藤加代子様、自治医科大

学女性医師支援センター専任コーディネーター 湯村和子様より講演を頂いた。80名の参加があった。

e)11月13日にオープニングイベント(前述)、25日にクリスマスイベントを開催した。クリスマスイベン

トは25名（女性18名、男性7名）が参加し、学生、研究員との交流を深めた。

f)女性研究者のカウンセリングについて、保健管理センターと検討した。また、どのようなカウンセリ

ングを希望しているのか、女子研究員に対しメールにて予備調査を行った。健康管理センターで心身

の不調を訴えるものにもキャリアの問題があることが多く、セクシャルハラスメントやパワーハラス

メントへの対応も望まれていることが明らかになった。

g)に関しては③で述べる。

③女性研究者への研究支援

a)研究支援員配備事業

難治疾患研究所、生体材料工学研究所、疾患生命科学研究部の教員（特任を含む）で、出産、育児や

女性に多い疾患によりハンディキャップのある女性研究者に対し、研究支援員の配備事業を行った。該

当条件を満たす女性は3名、内2名は就学前の子どもをもつ女性、1名は疾患をもつ女性であった。募集開

始が10月以降になったため、適当な研究支援員を見つけることが困難であり、2名は12月から配備できた

が、1名は見つけることができず断念した。支援者をつけた研究者の感想としては、業績、時間のひっ迫
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感、健康度が改善したなどが報告された。

b)在宅研究支援システム

在宅研究支援システムおよび在宅データ管理システムを導入し、女性研究者が自宅から大学のサーバ

ーに接続することにより、職場と同じ環境で電子メールやデータ等の処理ができる環境の整備を行った。

④女子学生へのロールモデル提示

②のdおよびeと重なるが、キックオフシンポジウム、オープニングイベントやクリスマスイベントを

開催した。キックオフシンポジウムでは、他学の取り組みや本学の様々な部署での女性研究者の研究内

容紹介およびライフイベントの講演があり、女子学生にとってはロールモデル提示となった。またオー

プニングイベントやクリスマスイベントにおいては、女子学生と女性研究者が自由に語り合える状況で

あり、女子学生に対する研究活動への啓発となった。

b.平成 21年度計画

女性研究者支援対策会議は男女共同参画およびワーク・ライフ・バランスを推進するための企画およ

び学内組織との連携について検討し、支援室は実務を担う。女性に優しい研究室の評価、啓蒙を行う。

男女の研究者、学生の支援を行うための調査を行う。ホームページを充実させ、支援室の活動を広報し、

ワーク・ライフ・バランスのための有用な情報を公開し、インターネット上での意見交換システム（オ

ンラインフォーラム）を運用する。ニュースレターやシンポジウム、年度報告書などで広報・啓蒙活動

を行う。出産育児、女性特有な疾患をもつ女性研究者に対し、研究支援員の配備を継続する。保健管理

センターとともに女性研究者や医療者に対するキャリアカウンリングについて検討し、実践する。学内

外から講師を招き、多彩なロールモデルに触れる機会を持ち、交流の場を設ける。在宅研究支援システ

ムを試行し、運用に伴う効果評価を行う。保育、病児保育に関するニーズを調査し、効果的な方法を検

討する。性差医学研究会を組織し、性差医学の認識を高め、健康的にキャリア形成ができるようにする。

内外の組織とのネットワークを深める。

c.平成 22年度計画

平成 21 年度に引き続き、女性研究者支援対策会議は男女共同参画およびワーク・ライフ・バランスを

推進するための企画および学内組織との連携について検討し、支援室は実務を担う。全学への浸透を考

慮し、プログラム終了後にも運用できるよう配慮する。雇用・評価システムやニーズ調査などを継続す

る。ホームページを充実させ、ニュースレターの発行、年度報告書を作成する。国内および可能ならば

国際シンポジウムを開催する。研究支援員の配備、キャリアカウンセリングを継続する。在宅研究支援

システムの検証・改善・評価を行う。ロールモデルによるセミナー、交流会を継続する。保育・病児保

育システムを検証する。性差医学教育、実践を推進し、健康的なキャリア形成を支援する。インターネ

ット上で意見交換の場を運用し、効果について検証する。
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３．２ ミッションステートメント

○提案課題名 「 女性研究者への革新的支援 」

○総括責任者名 「 大山喬史 」

○提案機関名 「 東京医科歯科大学 」

（実施予定期間： 平成 20 年度～平成 22 年度）

（１）計画構想の概要

･ 大学院疾患生命科学研究部と難治疾患研究所、生体材料工学研究所はあわせて教員の 15.3%が女性で

あり、女性教員の活動支援は研究室ごとになされているのが現状である。そこで両研究所全体をま

とめ、女性研究者のキャリア支援や出産・育児に際してのバックアップ体制作りを担う“女性研究

者支援対策会議”を設置する。コーディネーターを雇用し、個々の女性研究者の相談窓口になると

ともに、実施期間中に、女性研究者に適合した雇用のシステム作りを大学全体のレベルで考案し制

度化を完了する。

（２）実施期間終了時における具体的な目標

・ 女性研究者の新規採用を増やし、女性研究者数が全体の 20%に達していること。

・ “女性研究者支援対策会議”の活動によって女性研究者に適合したシステムの制度化（以下）

が完了していること。

・ 出産・育児に直面した女性研究者の研究支援員を配置する、緊急時のベビーシッター派遣や病

児保育に対する支援を制度化する。

・ 女性研究者支援のための情報環境を整備する。

・ 研究遂行にあたって必要な大学のサーバーに、自宅からでもアクセスできるようにネットワー

クを整備し、在宅でも研究活動を継続できるようにする。

・ 男性研究者を交えて性差科学に関する研究成果の発表や討論の場を設け、男女共同参画への意

識を高める取り組みを強化する。

（３）実施期間終了後の取組

･ 本事業の主たる内容は男女共同参画を推進するために大学レベルでの制度を整備することである。

従って実施期間終了後にも女性研究者の支援が継続されるような制度の策定を考えており、期間終

了後も自動的に大学として女性研究者支援を取り組んでいる形となることが予想される。

（４）期待される波及効果

・本提案で示すような研究所、大学全体のレベルでの制度改革は、これまでの個人レベル、研究室レ

ベルでの女性研究者支援の域を越えて、幅広く男女共同参画の意識を浸透させることに大きく寄与

する。これにより女子学生から女性教員に至る幅広い年齢層の女性研究者の各年代における研究活

動が円滑に支援されることが期待される。一旦制度化が成功すると次世代にもポジティブな波及効

果が継続すると期待される。
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３．３ 平成 21 年度事業計画書 （平成 21 年 3月 24 日作成 提出）

Ⅰ．補助事業の内容

１．補助事業の名称

女性研究者支援モデル育成

女性研究者への革新的支援

２．機関名

国立大学法人東京医科歯科大学

３．補助事業の目的

(1)女性研究者への革新的支援

「環境整備」と「意識改革」の二点を重点課題として、女性研究者のキャリア支援や出産・育児

に際してのバックアップ体制作りを行い、女性研究者に適合した以下に掲げる支援システム等の

制度化を行うことを目的とする。

「環境整備」に関しては以下の取り組みを実施・制度化する。①女性研究者の雇用を推進する制

度②出産・育児や女性に多い疾患等女性特有の問題に対する研究支援員の優先的配置、緊急時の保

育に対応できるシステムの構築③ネットワークの整備による在宅研究支援の実施、柔軟な勤務体制

の制度化④講演会等の実施やネットフォーラムの作成等を通じた環境整備⑤女子学生へのロール

モデル提示による女性研究者の裾野拡大

「意識改革」に関しては以下の取り組みを実施・制度化する。①研究室における広い意味での女

性支援を評価した「女性に優しい研究室」作りの推進②生物学的性差、あるいは女性特有の疾患に

着目した女性研究者支援への意識改革

４．本年度の事業の項目及び内容

(1)女性研究者への革新的支援

①女性研究者支援対策会議の設置及び運営

女性研究者支援の中核となる女性研究者支援対策会議を学長のもとに組織し、女性研究者の現状

の調査や分析、さらに、今後の女性研究者支援策の策定を行う。

②女性研究者支援室の運営

女性研究者支援室において、支援内容の調査分析や、ホームページの運用、ニュースレターやパ

ンフレット等を通して本事業を普及させる取り組みを継続する。さらに、女性研究者のオンライン

フォーラムや女性研究者支援啓発のための講演会、女性研究者と女子学生との交流会等を企画運営

する。また、本学の保健管理センターや外部機関と連携して、女性研究者のカウンセリング等を行

う。

③女性研究者への研究支援員配備

支援室には、テクニシャンやポスドクからなる研究支援員を配備し、出産、育児や女性に多い疾

患等によりハンディキャップのある女性研究者に対する研究支援を行う。
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④在宅研究支援システムの導入

自宅から大学内に設置するサーバーへのアクセスを可能とし、研究データの編集や研究打ち合わ

せを可能とすることで自宅情報環境を整備し、柔軟な勤務体制を構築する。

⑤女子学生へのロールモデル提示

女子学生が女性研究者の研究に携わる機会を設け、女性研究者との交流会を開催することで、女

子学生に対する研究活動への啓発およびロールモデル提示を行う。

⑥病児保育、緊急保育

病児保育、救急保育ついてニーズ調査を行い、本校に適合する支援モデルを外部機関などと協力

して作成する。

⑦生物学的性差に着目した女性研究者支援への意識改革

生物学的性差に着目した性差医学を基に性差医学研修会を設け、意識改革を行う。

５．補助事業期間

・補助事業の着手（予定）日 平成 21年 4 月 1 日

・補助事業の完了（予定）日 平成 22年 3 月 31 日

Ⅱ．補助事業の実施体制

事業項目 実施場所 担当責任者

(１)女性研究者への革新的支援 東京都文京区湯島1-5-45

東京都千代田区駿河台2-3-10

国立大学法人東京医科歯科大学

大学院疾患生命科学研究部

部長 鍔田武志

(①女性研究者支援対策会議の設

置及び運営)

東京都文京区湯島1-5-45

東京都千代田区駿河台2-3-10

国立大学法人東京医科歯科大学

大学院疾患生命科学研究部

部長 鍔田武志

(②女性研究者支援室の運営) 東京都文京区湯島1-5-45

国立大学法人東京医科歯科大学

大学院疾患生命科学研究部女性

研究者支援室

特任教授 荒木葉子

(③女性研究者への研究支援員配

備)

東京都文京区湯島1-5-45

国立大学法人東京医科歯科大学

大学院疾患生命科学研究部女性

研究者対策室

特任教授 荒木葉子

(④在宅研究支援システムの導入) 東京都文京区湯島1-5-45

東京都千代田区駿河台2-3-10

国立大学法人東京医科歯科大学

大学院疾患生命科学研究部

部長 鍔田武志

(⑤女子学生へのロールモデル提

示)

東京都文京区湯島1-5-45

国立大学法人東京医科歯科大学

大学院疾患生命科学研究部女性

研究者支援室

特任教授 荒木葉子
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(⑥病児保育、緊急保育) 東京都文京区湯島1-5-45

国立大学法人東京医科歯科大学

大学院疾患生命科学研究部女性

研究者支援室

特任教授 荒木葉子

(⑦生物学的性差に着目した女性

研究者支援への意識改革)

東京都文京区湯島1-5-45

国立大学法人東京医科歯科大学

大学院疾患生命科学研究部女性

研究者支援室

特任教授 荒木葉子

３．４ 新体制

■国 立 大 学 法 人 東 京 医 科 歯 科 大 学

研究プロジェクト支援事務室設置要項

平成２０年９月２４日

制 定

（設置）

第１条 国立大学法人東京医科歯科大学（以下「本学」という。）における外部資金に基づく研究プロ

ジェクトの事務を遂行するため、研究プロジェクト支援事務室（以下「事務室」）を置く。

２ 対象となる研究プロジェクトは、別表のとおりとする。

（組織）

第２条 事務室は、次の各号に規定する者により組織する。

(1) 室長

(2) 室長補佐

(3) 室員

２ 前項第１号に規定する者は、学術国際部研究推進課長をもって充て、第２号に規定する者は、学術

国際部研究推進課課長補佐又は専門員、第３号に規定する者のうち１名は、学術国際部研究推進課研

究協力掛長をもって充てる。

（業務）

第３条 事務室は、関係部局の協力を得て、研究プロジェクトの事務を処理する。

（雑則）

第４条 この要項に定めるもののほか、事務室に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この要項は、平成２０年９月２４日から施行する。

附 則（平成２１年４月１日制定）
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この要項は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則〈平成２１年８月１７日制定〉

この要項は、平成２１年８月１７日から施行する。

別表（第１条第２項関係）

外部資金名称 研究プロジェクト名称

研究拠点形成費等補助金 歯と骨の分子疾患科学の国際教育研究拠点プロジェクト

研究拠点形成費等補助金 教育研究国際化・高度化支援体制整備プロジェクト

科学技術総合推進費補助金
女性研究者支援モデル育成 女性研究者への革新的支援プロ

ジェクト

■国立大学法人東京医科歯科大学女性研究者支援モデル育成女性研究者への革新的支援プロジェクト要

項

平成２１年８月１７日

制 定

（趣旨）

第１条 この要項は、国立大学法人東京医科歯科大学女性研究者への革新的支援プロジェクト（以下、

「女性研究者支援プロジェクト」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（目的及び存続期間）

第２条 女性研究者支援プロジェクトは、科学技術総合推進費補助金による「女性研究者支援モデル育

成 女性研究者への革新的支援」プログラム（次項において「プログラム」という。）を実施するこ

とを目的とする。

２ 女性研究者支援プロジェクトの存続期間は、プログラムの実施期間とする。

（運営委員会）

第３条 女性研究者支援プロジェクトの管理運営に関する重要事項を審議するため、女性研究者支援プ

ロジェクト運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。

２ 委員会に関し、必要な事項は、別に定める。

（女性研究者支援対策会議）

第４条 女性研究者支援プロジェクト遂行に関する事項を審議するため、運営委員会のもとに女性研究
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者支援対策会議（以下「対策会議」という。）を置く。

２ 対策会議は以下の事項を審議する。

(1) 雇用・勤務形態事業

(2) 在宅研究支援事業

(3) 研究支援員配備事業

(4) 病児保育事業

(5) キャリア支援事業

(6) その他の事業等

３ 対策会議の組織等に関する必要な事項は、別に定める。

（女性研究者支援室）

第５条 対策会議の下、女性研究者支援プロジェクトを遂行するため、女性研究者支援室（以下「支援

室」という。）を置く。

第６条 支援室に次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 特任教員

(3) その他の職員

２ 室長は、支援室の管理運営にあたる。

３ 室長は、副学長をもって充てる。

（事務）

第７条 女性研究者支援プロジェクトの事務は、国立大学法人東京医科歯科大学研究プロジェクト支援

事務室において処理する。

（雑則）

第８条 この要項に定めるもののほか、女性研究者支援プロジェクトに関し必要な事項は別に定める。

附 則

この要項は、平成２１年８月１７日から施行する。

■新体制メンバー

運営委員会

統括責任者 谷口 尚 新 大学院医歯学総合研究科（歯学系） 教授・副学長

鍔田 武志 継 大学院疾患生命科学研究部 教授・研究部長

北嶋 繁孝 新 難治疾患研究所 教授・所長
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山下 仁大 継 生体材料工学研究所 教授・所長

大野 喜久郎 新 大学院医歯学総合研究科（医学系） 教授・医学部長

田上 順次 新 大学院医歯学総合研究科（歯学系） 教授・歯学部長

対策委員会

在宅勤務

研究支援員配備

谷口 尚 新 大学院医歯学総合研究科（歯学系） 教授・副学長

在宅勤務

研究支援員配備

鍔田 武志 継 大学院疾患生命科学研究部 教授・研究部長

キャリア支援 新井 文子 新 大学院医歯学総合研究科（医学系） 講師

キャリア支援 荒木 孝二 新 大学院医歯学総合研究科（歯学系） 教授

意識改革

性差医学

石野 史敏 継 難治疾患研究所 教授

キャリア支援 井関 祥子 新 大学院医歯学総合研究科（歯学系） 教授

キャリア支援 門磨 義則 新 大学院医歯学総合研究科（歯学系） 教授

雇用勤務形態 木村 彰方 新 難治疾患研究所 教授・副学長

病児保育

性差医学

黒川 洵子 継 難治疾患研究所 准教授

キャリア支援 小山 恵子 継 健康管理センター 准教授

キャリア支援 西村 栄美 新 難治疾患研究所 教授

病児保育 三高 千恵子 新 大学院医歯学総合研究科（医学系） 准教授

雇用勤務形態 宮坂 信之 新 大学院医歯学総合研究科（医学系） 教授・副学長

意識改革 森尾 郁子 継 大学院医歯学総合研究科（歯学系） 教授

キャリア支援 山本 則子 継 大学院保健衛生学科 教授

女性研究者支援室

室長 谷口 尚 新 大学院医歯学総合研究科（歯学系） 教授・副学長

荒木 葉子 継 特任教授

有馬 牧子 継 特任助教

小島 優子 新 特任助教

河島 純子 新 職員
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３．５ 活動内容
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４．事業報告

４．１ 年間活動状況

年月 日

平成 21 年 4 月 2 日 当室ＨＰ内に「オンラインフォーラム」開設

23 日 第 9 回女性研究者支援対策会議

平成 21 年 5 月 15 日 派遣型病児保育メディカルパッケージ・アカデミックパッケージ開発

事業説明会開催

19 日 「平成 20年度委託業務成果報告書」提出

21 日 「キャリア相談室開設事前調査アンケート」実施

26 日 保育施設設置要望書署名実施

28 日 ニュースレター第 1号発行

平成 21 年 6 月 3 日 学習院大学キャリア・センター第一回見学

4 日 第 10回女性研究者支援対策会議

8 日 法政大学キャリア相談室見学

8 日～

7 月 31 日

「研究室環境調査アンケート」実施

10 日 「第 1回先輩医師と楽しく語る会」開催

11 日 東京大学本郷けやき保育園見学

17 日 学習院大学キャリア・センター第二回見学

18 日 早稲田大学サポートセンター見学

平成 21 年 7 月 2 日 「研究者・医療者のためのキャリアデザイン～あなたらしいワーク・

ライフ・バランスのために～」シンポジウム開催

6 日 キャリア相談室開設

6 日 「学内就職支援ガイダンス」に資料提供

9 日 「第１回 ANGEl Seminar：米国における女性医師のワーク・ライフ・

バランス」開催

9 日 第 11回女性研究者支援対策会議

16 日 「第１回性差医学・医療セミナー：Sex difference in sudden death: higher

risks of drug-induced arrhythmia in women」開催

21 日 「第 2回 ANGEl Seminar：Purkinje fiber calcium dysfunction in

arrhythmia」開催

23 日 研究支援員配備モデル事業、8名の研究支援員を採択

28・29 日 全学オープンキャンパスに参加

平成 21 年 8 月 4 日 「学内就職支援ガイダンス」に資料提供

6 日

～21日

「東京医科歯科大学保育に関する意識及び現状調査」実施
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9 日 京都大学保育施設見学

平成 21 年 9 月 8 日 つくば６研究機関 男女共同参画合同シンポジウム「好奇心が開くつ

くば発共同参画文化の扉」にてポスター展示

9 日 「ママさんドクター・リターン支援プログラム小児科コース」にて、

女性医師の現状に関する講義を行う

16 日 施設型病児保育ツアー実施

17 日 第 12回女性研究者支援協議会

17 日 ニュースレター第 2号発行

28 日 早稲田大学「実践的博士課程人材養成プログラム成果報告会」参加

30 日 保健衛生学科「仕事と暮らしの両立に関する情報交換会」開催

30 日 「学内就職支援ガイダンス」に資料提供

平成 21 年 10 月 1 日 第2回性差医学・医療セミナー「なぜ私たちに父親と母親は必要なの

か？」開催

8 日 日本大学男女研究者共同参画国際シンポジウム「女性研究者の活力を

生かす～女性の研究リーダーを育てるには～」参加

15 日 第 13回女性研究者支援協議会

25 日 日本女医会キャリアシンポジウム「女性医師が働き続けられる環境の

実現に向けて」にＮＰＯ法人フローレンスとの派遣型病児保育メディ

カル版開発の試みについて講演を行った

26 日 「研究支援員配備モデル事業」において、2名が採択された

30 日 名古屋大学シンポジウム「女性研究者のキャリア深化のためのシステ

ム改革」にてポスター展示および参加

31 日 東京大学：第 2回日・中・韓女性科学技術指導者フォーラム

「科学技術の発展における女性の役割-東アジアの明るい未来に向け

て-」参加

平成 21 年 11 月 1 日～

13 日

派遣型病児保育メディカルパッケージ・アカデミック（M&A）パッケ

ージ開発事業の第二次募集を行い、1 名が採択された

2 日 平成 21 年度教育文化週間市民公開講座（第 3回 ANGEL セミナー相

当、難治疾患研究所と合同）「なぜ白髪になるのか？幹細胞とエイジ

ングについて」開催

6 日 キャリアワークショップ第1回「自分の価値観を知ろう／価値観カー

ド」開催

9 日 金沢大学シンポジウム「女性研究者のキャリア継続～社会・制度・パ

ートナーの役割～」参加

13 日 キャリアワークショップ第 2 回「心のエンジンのかけ方／変化への対

応方法」開催

19 日 第 14回女性研究者支援協議会
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24 日 第 3 回性差医学・医療セミナー「私たちの性はどのように決まるのか」

開催

25 日 「働く女性を妻に持つ男性歯科医師・研究者の本音を聞く会」開催

25 日・26

日

女性研究者支援システム改革プログラム事業合同シンポジウム「女性

研究者支援の新時代を迎えて」にてポスター展示および参加

平成 21 年 12 月 1 日 千葉大学シンポジウム「千葉大学における 男女共同参画～次のステ

ップに向けて～」にてポスター展示

3 日 ワーク・ライフ・バランスに関するシンポジウム「健康・多様性・生

産性を高めるワーク・ライフ・バランス施策～産・学・病院の挑戦～」

開催

8 日 新潟大学シンポジウム「キャンパスシッターによる育成・支援プラン

～女性研究者が活躍できる大学をめざして」にてポスター展示および

参加

12 日 慶應義塾大学「慶應義塾としての男女共同参画への取り組み」参加

14～24 日 学内保育施設名称募集

17 日 第 15 回女性研究者支援協議会

17 日 第 4 回性差医学・医療セミナー「脳は性によってどう違う」開催

24 日 学内保育施設入園説明会開催

平成 22 年 1 月 15 日 学内保育施設の名称が「わくわく保育園」に決定

18～31 日 在宅研究支援システム利用者募集

（利用期間：利用決定日から平成 22 年 3 月 31 日）

21 日 第 16回女性研究者支援協議会

21 日 第 5 回性差医学・医療セミナー「ジェンダーの公正さとは何か」開催

平成 22 年 2 月 2 日 第6回性差医学・医療セミナー「循環器医療における性差医学」開催

2～15 日 女性研究者支援プログラムによる研究支援員採用申請

（利用期間：平成 22 年 4～9 月）

8 日 東京大学社会科学研究所ワーク・ライフ・バランス推進・研究プロジ

ェクト成果報告会参加

10 日 わくわく保育園説明会開催

14 日 第 20 回気管食道科専門医大会にて「女性医師が働き続けられる環境

実現へ向けてのとりくみ」について発表

15～19 日 わくわく保育園入園者募集

17 日 ニュースレター第 3号発行

18 日 第 17回女性研究者支援協議会

22 日 第 7 回性差医学・医療セミナー

「性差医学・医療：臨床から医学教育まで 」開催

平成 22 年 3 月 4 日 上智大学「女性研究者ロールモデリング国際シンポジウム」参加
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12 日 京都大学「女性研究者支援センターシンポジウム」参加

18 日 第 18回女性研究者支援協議会

18 日 第 8 回性差医学・医療セミナー「性特異的機能と行動の発達メカニズ

ム ～雌雄間の脳キメラの解析から～ 」開催

４．２ 平成 21 年度女性研究者支援対策会議および協議会 議事録

１）第 9 回女性研究者支援対策会議 議事録

日時：平成 21年 4月 23 日午後 2 時-3 時 30 分

場所：生命情報科学教育部・疾患生命科学研究部長室（湯島 3 号館 9階）

出席者：

運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：鍔田、北嶋、石野、黒川、小山、三高、山本

女性研究者支援室：荒木、有馬

＜報告事項＞

１．平成 21 年度体制について

谷口副学長統括責任者就任、野田所長から北嶋所長に変更

２．平成 21 年度予算

３．病児保育シンポジウムについて

４．支援室認知度調査の結果について

５． Japan Medicine 掲載記事について

＜審議事項＞

１．平成 21 年度体制について

・新メンバー補充（浜崎先生の欠員）について、各関連部門で推薦・討議する。

・対策会議で協議した事項を運営委員会で決議

・谷口副学長が対策会議に出席し、決定事項を運営委員に伝え、運営委員会で討論・決議する。

２．研究室環境調査について

・修正案について検討する。

・アンケート案内に谷口副学長と当室の連名で出す。

３． ニュースレター 創刊号について

４．病児保育について

・メンバーやリーダーの選定や内部の組織化を決定する。

・ＮＰＯフローレンスと提携し、メディカル&アカデミック版

開発事業を進める。

・学内保育所の設営場所について

５．研究支援員について

・対象者、選考フロー、選考委員会などを検討する。
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６．キャリアカウンセリング事業について

・7 月 2 日キャリアをテーマにしたシンポジウムを開催予定。

７．その他の平成 21 年度計画について

２）第 10 回 女性研究者支援対策会議 議事録

日時：平成 21年 6月 4日 午後 3 時-4 時

場所： 湯島 3号館 9 階 第一会議室

出席者：

運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：井関、木村、黒川、小山、三高、宮坂、山本、森尾

女性研究者支援室： 荒木、有馬、河島

・第 9回女性研究者支援室対策会議議事録承認

＜報告事項＞

１．平成 20 年度委託業務成果報告書について

２．ニュースレター創刊号について

３．派遣型病児保育開始の件 平成 21年 6月 1日～

４．医学系交流会について 平成 21 年 6 月 10 日

５．研究室環境調査について

６．キャリアシンポジウム 平成 21 年 7 月 2 日

７．ロールモデル研修会 平成 21年 7月 21 日

８．平成 21 年度 女性研究者支援モデル育成校決定

平成 21 年度 女性研究者養成システム改革加速事業

＜審議事項＞

１． 新体制について

・第一回運営委員会において協議決定された新体制メンバーについて、体制図案を決定された。

・「次世代プログラム」は、全学で一本化し、リーダーは統括委員長に一任された。

・「次世代プログラム」として、夏のオープンキャンパスに組み込むことを検討することが決定

した。

２． キャリア相談室について

・開設時間（時間：月・金／10時～17 時、木／13 時～17時）が提案されたが、相談者の利便性

を考慮して、昼休み時間中等も相談にあたることなどを検討することが決定された。

３． 院内保育について

・事業所内病児保育、一般保育施設設置について、実施にむけての具体的な計画案を検討してい

くことが決定された。また、これに関連し、保育アンケートが実行されることになったが、配布・

回収方法など総務部に協力頂き、周知徹底することが決定された。

４． その他
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・現行の夏季特別休暇を「リフレッシュ休暇」に名称変更し、通年で取得できるように、ワーク・

ライフ・バランス委員会と連携して、大学に要望することとした。また、パート職員（補佐員、

医員など）への適用方法などについて、今後検討していくことが決定された。

・支援室事業の広報活動の一環として、本学 HPリンク、学内メールなどを用いて支援室での取組

内容の周知をはかることとした。

３）第 11 回 女性研究者支援対策会議 議事録

日時：平成 21年 7月 9日 午後 3 時-4 時

場所： 湯島 3号館 9 階 研究部長室

出席者：

運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：新井、荒木（孝）、石野、木村、黒川、小山、西村、三高、森尾

女性研究者支援室： 荒木、有馬、河島

＜報告事項＞

１．研究支援員配備事業

２．保育事業

１）病児保育事業

２）保育事業

３）保育アンケート

３．キャリア支援事業

１)交流会

２)キャリア相談室開設

３)ロールモデルセミナー

４)ANGEL セミナー

５)次世代プロジェクト

４．意識改革事業

５．性差医学関連事業

６．広報事業

＜審議事項＞

１．平成 21 年度体制における各組織の役割と本会の名称について

・本事業体制を現状に即してより明確にするため、女性研究者支援対策会議と女性研究者支援室と

の位置付けを明確にする必要があるとの意見があり協議した結果、現状の女性研究者支援対策委員

会の活動方式はそのまま継続し、その名称を｢女性研究者支援協議会｣とすることが決定された。

２．平成 21 年度 2/4 半期

・在宅勤務・ＩＴＳ事業：
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医歯学部では ｢ 在宅研究支援システム｣がほとんど周知されておらず現在使用されていない状態

であるが、今後は医歯学部でも実績をつくるようにリーダーと協議しながら進めていくことが決定

された。

・雇用・勤務形態・評価事業：

評価方法について、ワークバランスなど雇用形態も含めて検討していくことが決定された。

また、各モデル校の様々な試みに関し、本学でも試行できるかどうかについては、国立大学の規

定を充分考慮する必要があるとの提言があった。

・性差セミナー：

7 月 16 日に第 1 回目性差医学・医療セミナー開催予定。 今後順次計画することが決定された。

・病児保育事業：

施設型病児保育見学会を、学生を含め医歯学合同で計画することが決定された。

（9月頃実施予定）

４）第 12 回 女性研究者支援協議会 議事録

日時：平成 21年 9月 17 日 午後 3時-4 時

場所：湯島 3 号館 9階 研究部長室

出席者：

運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：荒木（孝）、石野、井関、黒川、三高、西村、宮坂

女性研究者支援室： 荒木、有馬、小島、河島

＜報告事項＞

１． 助教：小島優子さん着任

２． 体制：資料１

３． ＷＬＢ委員会との連携体制：資料２

４．雇用評価事業：

５．在宅勤務事業：

６．研究支援員配備事業：進捗状況（支援室）

７．保育事業：

１）病児保育事業：7，8月の運用実績（支援室）

２）施設型病児保育ツアー 9月 16 日 資料３

３）保育アンケート： 8月～(支援室) 資料４

８．キャリア支援事業：

１)交流会：保健衛生学科交流会 9月 30 日予定（山本先生） 資料５

２)キャリア相談室開設：進捗報告

３)ANGEL セミナー： Boyden 先生 7 月 21 日（黒川先生）報告

Harrison 先生 7月 9日（支援室）報告

西村先生 11 月 2 日予定 （教育・文化週間事業兼、難治研と共同）資料６
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４)次世代プロジェクト：オープンキャンパス参加 7 月 28 日、29 日（荒木孝二先生）

９．意識改革事業：研究室環境調査サブ解析（支援室）

１０．性差医学関連事業：性差医学・医療セミナー 7月 16 日 （黒川先生）報告

10 月 1 日予定（石野先生）その後の予定 資料７、資料８

１１．広報事業：ニュースレター第二号発刊 資料９

１２．医科歯科内部；学生支援課、ＭＤセンター「ママさんドクター・リターン支援プログラム」

１３．他大学交流：京都大学視察、森林総合研究所 ポスター協力済み 資料１０

他大学の今後の交流事業 ：当日回覧

＜審議事項＞

１．平成 21 年度 3/4 半期の活動について

雇用・勤務形態・評価事業：

他大学で実行しているプロジェクトについて、次回の会議で支援室より提示する。

それをもとに、本学で実行する具体的なプロジェクトを対策協議会で検討することが決定された。

その際、本プロジェクトの達成目標および予算を勘案した上で決定する。

在宅研究支援事業：

現在、3 部局にて施行されている在宅研究支援事業について、次回会議で具体的に検討し、11 月か

ら全学で利用できるよう目指すことが決定された。

研究支援員配備事業：

12 月に次年度以降の事業内容を検討することが決定された。

病児保育事業：

現在、来春を目標に学内保育施設設置が検討されている。病児保育については次年度実施にむけて

検討を進めていくことが決定された。

キャリア支援：

歯学部、生材研の交流会開催を検討することが決定された。学内の様々な組織やプロジェクトと

連携をとり、一貫性のあるキャリア支援事業を行うことが決定された。

２．12 月シンポ案

シンポジウムのテーマは、女性研究者・女性医師が活躍の場を広げ、豊かなキャリアとライフを構

築していくために、産業界・大学・病院におけるワーク・ライフ・バランス推進のための各施策や

支援方法、導入における組織の課題等とすることが決定された。

シンポジウム仮題は、「健康・多様性・生産性を高めるワーク・ライフ・バランス施策～産・学・病

院の挑戦～」。

５）第 13 回 女性研究者支援協議会 議事録

日時：平成 21年 10 月 15 日 午後 3 時-4 時

場所：湯島 3 号館 9階 研究部長室
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出席者：

運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：井関、門磨、黒川、小山、西村、宮坂

女性研究者支援室： 荒木、有馬、小島、河島

＜報告事項＞

１．保育事業：

１）保育アンケート（小島先生）資料１

２）一般保育施設進捗状況

２．キャリア支援事業：

１) 交流会：保健衛生学科交流会 9月 30 日 （山本先生）

２) キャリア相談室：11 月 6，13 日 ワークショップ開催予定 資料２

３) 学生支援課：9 月 30 日資料提供

４）研究支援員配備 2名追加（皮膚科、インプラント科）

３．意識改革事業：研究室環境調査サブ解析（有馬先生）資料３

４．12 月 3 日シンポジウム 資料４

健康・多様性・生産性を高めるワーク・ライフ・バランス施策～産・学・病院の挑戦～資料４

５．性差医学・医療セミナー （金井先生、佐久間先生） 資料５

＜審議事項＞

１．在宅研究支援

現在、3 部局にて執行されている在宅研究支援事業について調査、協議中。

２．雇用問題

当室が挙げている達成目標の一つである「2020 年までに女性研究者比率 20％達成」を実現させるた

めに、本学における対策を今後協議し実行していくことが決定された。

資料 5「東京医科歯科大学におけるポジティブアクション 2020-20%」による調査を実施。

３．各プロジェクト・各部局での取組

各モデル校では様々な試みが行われており、本学においても、それぞれの部局での問題点を抽出し、

ポジティブアクションとして挙げている取組で要望が高かったものを次年度の政策に反映していく

ことが決定された。

４．病児保育事業

現在、平成 22 年度中に保育事業が開始できるように準備が進められているが、財政面での問題が確

定し、役員会の判断がおりてから実行されることが決定された。

５．ＨＰについて

本学ＨＰから当室ＨＰに直接リンクできるように要請することが決定された。

６．シンポジウム

できるだけ多くの方にご参加いただけるよう広報活動を徹底する。また、開催時間が平日午後では

学生は参加が難しいため、参加すると単位にできるかどうか確認する。
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６）第 14 回 女性研究者支援協議会 議事録

日時：平成 21年 11 月 19 日 午後 3時～

場所：湯島 3 号館 9階 研究部長室

出席者：

運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：石野、木村、黒川、小山、西村、三高、森尾

女性研究室支援室：荒木、有馬、小島、河島（書記）

＜報告事項＞

１． ＪＳＴの査察 平成 20年度の件 平成 21年 11 月 11 日

２． 本プロジェクトが行政刷新会議事業仕分け対象となり、平成 22年度は 2/3 に縮小との結果になっ

た。（資料１）

○文部科学省 受付期間 12月 15 日まで

【行政刷新会議事業仕分け対象事業についての意見募集】

○内閣府 受付期間 11月 24 日まで

【科学技術関係施策の優先度判定等の実施に関する意見募集】

３． 本学ホームページへ本プロジェクトホームページがリンクされた（資料２）

４． 保育事業：

１）一般保育施設進捗状況 （資料３）

５． キャリア支援事業：

１) キャリア相談室：11 月 6、13 日 ワークショップ開催

６． 12 月 3 日シンポジウム健康・多様性・生産性を高めるワーク・ライフ・バランス施策

再度周知：ポスター掲示、全学メール、本学 HPへの掲載予定

７． 性差医学・医療セミナー（金井先生 11月 24 日、佐久間先生 12月 17 日）（再度周知）

＜審議事項＞

在宅研究支援システム

・在宅システムについて、次回協議会にて経費面および現在の利用状況を明確にすることが決定された。

・今後、医学部・歯学部での利用方法について慎重に検討していくことが決定された。

ポジティブアクション

・任期制、再任の可否など現在の制度について議論が必要とされるが、女性を積極的に雇用しようとい

う取り組みを協議していくことが決定された。

・女性比率の増加にむけて、在宅での会議参加など在宅システムの活用法、女性研究者比率に応じた応

援資金など具体策を今後協議していくことが決定された。

・産休、育休取得など、雇用形態ごとに利用できる制度一覧のパンフレットを当室にて作成することが

決定された。

平成 22 年度活動計画

・「女性研究者支援システム改革プログラム事業合同シンポジウム」(11 月 25 日-26 日)で発表される本
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事業採択機関の今後の取組みを参考に、本学における平成 22 年度活動計画を協議していくことが決定し

た。

７）第 15 回 女性研究者支援室協議会 議事録

日時： 12 月 17 日 午後 2時 30 分

場所：医学部総合研究棟Ⅰ期棟 5 階 セミナールーム

出席者

運営・対策委員：谷口（議長）、鍔田

対策委員会：新井、荒木（孝）、宮坂、石野、井関、門磨、木村、黒川、小山、西村、三高、森尾、

山本

女性研究室支援室：荒木、有馬、小島、河島（書記）

＜報告事項＞

１．日大合同シンポ参加 平成 21年 11 月 25 日～26 日

２．行政改革 平成 21年度は 1/3 に縮小、新しい女性研究者支援事業開始予定

３．12 月 3 日 シンポジウム 終了

４．保育事業：名称募集中、12 月 24 日 説明会開催

一般保育施設進捗状況

５．性差医学・医療セミナー

第 4 回佐久間先生 （平成 21年 12 月 17 日）、 第 5 回小島優子先生 （平成 22 年 1 月 21 日）

第 6 回天野恵子先生 （平成 22 年 2 月 2 日）、 第 7 回片井みゆき先生（平成 22 年 2 月 22 日）

第 8 回浜崎浩子先生（平成 22年 3月）

＜審議事項＞

１．在宅研究支援 （江口先生）

２．雇用問題：2020 年までに女性研究者比率 20%達成のためには何をするか

ポジティブアクションについて

３．平成 22 年度優先事項（予算はまだ未定）

４．働き続けやすい企業普及事業事務局（東京海上日動リスクコンサルティング株式会社）によるセミ

ナー開催

８）第 16 回 女性研究者支援協議会 議事録

日時：平成 22年 1月 21 日 午後 2時 30 分～

場所：医歯学研究棟 I カンファレンス室４

出席者：

運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：荒木（孝）、井関、門磨、木村、黒川、三高、山本
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女性研究室支援室：荒木、有馬、小島、河島（書記）

＜報告事項＞

１．最先端・次世代研究開発支援プログラム発表 平成 21年 12 月 10 日

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

骨子(案)では、対象とする研究者を若手研究者と女性研究者に限定し、特に女性研究者については

年齢制限を設けず、さらに採択課題のうち 30%程度を女性研究者とする目標を設定。また、グリーン

イノベーションまたは健康研究の推進を研究の目的として、新たな科学技術を創造する基礎研究か

ら出口を見据えた研究開発まで、人文・社会科学的側面からの取り組みを含め、挑戦的な研究課題

を幅広く対象とする。支援規模は、代表研究者 1人に対して間接経費を含め、年間 5,000 万円、4年

間で 2億円が上限で 300 件程度を採択する。さらに「地域」を一つのキーワードとしていることか

ら、地域性を考慮するための手法として、都道府県ごとに最低 1件は採択し、地域の特色を活かし

た提案を優先して採択する。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

２．保育園説明会開催 平成 21 年 12 月 24 日、運営業者はピジョンハーツに決定

３．性差医学・医療セミナー

第 5 回小島優子先生 （平成 22 年 1 月 21 日）

第 6 回天野恵子先生 （平成 22 年 2月 2日）、 第 7 回片井みゆき先生（平成 22年 2月 22 日）

第 8 回浜崎先生（平成 22年 3月 18 日）

４．働き続けやすい企業普及事業事務局（東京海上日動リスクコンサルティング株式会社）によるセミ

ナー開催検討

５．医学部卒後就業状況調査 進行中

６．ニュースレター第 3号 作成中

７．ワーク＆ライフ ガイドブック 作成中

＜審議事項＞

１． 在宅研究支援システム

現時点で、対象者は常勤であることが必須利用条件として決定された。平成 22 年度の利用に対し、

今年度までの利用実績を明記の上、継続申請を必要とすることが決定された。

２． 平成 22 年度計画

１月 22 日までにＪＳＴに提出する平成 22 年度予算について審議し、承認を得た。その内、保育施

設および研究支援員配備事業については、以下のように決定された。

保育施設：

平成 22 年度、病児保育施設について具体的な計画を検討していくことが決定された。

在宅研究支援システム：

女性研究者支援モデル事業終了後に、在宅研究支援システムが継続できるかどうかメディアセンタ

ーへ打診することが決定された。

研究支援員配備事業：
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今後、対象者の条件を明確にしていくことが決定された。平成 22 年度募集に際し、今年度採択者で

希望者を優先するが、原則として審査を必要とすることが決定された。

３． 雇用問題

女性比率を上げていくために、今後具体的にアクションプランを検討していくことが決定された。

９）第 17 回 女性研究者支援協議会 議事録

日時：平成 22年 2月 18 日 午後 2時 30 分～

場所：医歯学研究棟 I カンファレンス室１

出席者：

運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：新井、宮坂、石野、門磨、黒川、小山、三高、森尾、

女性研究室支援室：荒木、有馬、小島、河島（書記）

報告事項

１．運営委員 新メンバー

２．平成 22 年度予算

３．平成 22 年度事業計画

４．在宅研究支援システム 平成 22 年度登録終了

５．保育園説明会開催 平成 22 年 2 月 10 日

６．性差医学・医療セミナー：次回から大学院生命情報科学教育部 最先端疾患生命科学特論

第 6 回天野恵子先生 （平成 22 年 2 月 2日）終了、

第 7 回片井みゆき先生（平成 22 年 2 月 22 日）

第 8 回浜崎先生（平成 22年 3月 18 日）

７．医学部卒後就業状況調査 同窓会の回答待ち

８．ニュースレター第三号

９．ワーク＆ライフ ガイドブック 作成中

１０．研究支援員配備事業 16名の応募 （2月 18 日 選考委員会開催予定）

審議事項

１．派遣型病児保育の対象者 教職員から医員に広げる件および研究支援員配備者は原則はずす件

２．各部局の取り組みについて（今後の継続審議事項）

３．本プログラム終了後、如何に本学に根付かせるかについて（今後の継続審議事項）
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II.事業活動報告

１．雇用・勤務形態・評価事業

次年度に向けて、各部局内でポジティブアクションについて協議を行い、重点化項目を決定した。

新規教員募集時には募集要項に、「本学では平成 20年度より女性研究者支援プログラムを推進してい

ます。優秀な女性研究者の積極的な応募期待します」という文言を加えることが決定した。

2020 年までに女性教員比率を 20％とすることを目標：各部局のポジティブアクション案

難治研 生材研 医学部 歯学部

体制 全学体制の整備 ＴＯＰ方針明示

ＴＯＰ直下組織の設置

ＴＯＰレベルでの

体制整備

募集採用 活躍している女性の紹介

（ＨＰやＮＬ）

活躍している女性の紹

介

部局ごとの数値目標設定 特任で女性を優

先的に雇用する

部局で数値目標 大学ＴＯＰレベル

での数値目標設定

育児中の女性に技術補佐

員、代替研究員、ＴＶ会

議導入

・女性研究者支援によ

り、ジョブシェアリン

グ、フレックス制によ

る採用枠を確保する

・研究補助者の雇用支

援

・女性研究者を対象と

した研究費の付与

公募に女性支援策を明記 公募に女性支援策を明

記（保セ）

女性教員を積極的に採

用した部局への評価

・女性教員を採用した

場合、一定の割合で増

員を認める

・産休・育児休暇中の

研究・教育・臨床補助

のための人材供給

職域拡大 女性の作業環境改善（踏

み台など）

授乳室や休養室の整備

更衣室、授乳室な

ど

キャリアモデルの紹介 キャリアモデルの紹介



34

（特に PhD）→Student

Center（ＳＣ）、学務部

（保セ）

キャリア相談室（保セ）

登用 女性管理職比率目標

幹部候補生の育成 指導者の育成

育児介護等のパンフレッ

ト作成

育児介護等のパンフレ

ット作成（保セ）

ＩＴの導入

任期制における出産育児

などの期間取扱いの明確

化

臨床研修中の妊娠、出

産、育児に対する配慮

（ルール化）

環 境 整

備・風土

改善

女性の発言を積極的に取

り上げる雰囲気・女性も

発言する意欲をもつ

男性医師も含めた医師

全体の勤務環境の改善

―労働条件を整え、勤

務の不公平感をなくす

・当直や時間外勤務の

労働対価を正当評価す

る

・短時間正規雇用

・交代勤務制の導入

セミナーや会議

を勤務時間内に

会議、カンファランス

等を勤務時間内開催

一時保育、病児保育 一般保育、病児保育、

一時保育、24 時間保育、

ベビーシッター補助

学童保育

女性研究者のネットワー

ク

医学部女性教員の会立

ち上げ

歯学部女性教員の

会の立ち上げ

教授会で女性研究者支援

の活動を報告

教授会で女性研究

者支援の活動を報

告

女性のニーズ調

査

ワーク・ライフ・バ

ランス調査

次世代 性差医学セミナーを大学

院の講義に入れる

性差医学セミナー

を大学院の講義に

入れる
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２．在宅研究支援システム

本学においては文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成事業」による「女性研究

者への革新的支援モデル」プログラムを平成 20 年度より実施している。本プログラムの一環として三部

局（疾患生命科学研究部・生体材料工学研究所・難治疾患研究所）の女性研究者を対象に在宅研究支援

システムを利用した研究支援を実施してきたが、本年度から、医学部・歯学部を含めた五部局での実施

を試行することになった。

募集対象 三部局（疾患生命科学研究部・生体材料工学研究所・難治疾患研究所）及び医学部・歯学

部に所属する常勤の助教以上の女性

募集締切 平成 22年 1月 31 日

利用期間 利用決定日から平成 22 年 3 月 31 日（次年度については後日お知らせする予定です）

募集人数 最大 100 名程度（使用状況、管理可能状況等によります）

利用にあたっ次の６点に関して、申請に先立ってご了承ください。

1.ご自宅から学内サーバーへの光通信・ＡＤＳＬなどの通信費用は利用者負担となること

2.在宅研究支援システムの利用効果についての定期的（2－3 回／年）なアンケート調査にご協力頂くこ

と

3.ご自宅等で在宅研究支援システムを利用している時間は、労働時間にならないこと

4.所定労働日には、必ず出勤すること（出勤時間は、所属長（分野長）と相談してください）

5.お子さんの急な発熱等で、終日、出勤できない場合は、休暇（子の看護休暇（特別休暇、1年で 5日以

内）又は年次有給休暇）を申請すること

6.その他、本在宅研究支援システムを利用した研究業務の取扱いについては、学内規定によること

＜在宅研究支援システムの内容＞

1.専用メールサーバーを利用したメールの一括管理が可能

学内で使っているメール環境と同じように自宅でメールの送受信できます（1 ユーザー当たり最大容

量： 2.5G バイトまで）

 自宅でも学内と同じメールソフトを使ってメールの送受信とメール管理ができます
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 自宅で送受信したメールも学内と同様に一括管理できるため分散しません

 現在の学内 Ｗｅｂ メールのように直ぐに割り当てられた容量が一杯になることはありません

【参考】現行との簡単な比較表

現在利用中の学内メールサーバー 在宅研究支援専用メールサーバー

メール管理 分散管理（PC 毎に個別管理） 一括管理可能*（専用メールサーバー利用）

メール容量 100 M バイト（MAX.） 2.5 G バイト（MAX.）

メールデータの

アップロード
不可能

可能（PC のメールソフトに保存された

データをサーバーへアップロード可能）

*主に利用するＰＣに保存したメールデータを専用メールサーバーにアップロードし、以降一括管理でき

ます。

2.一元管理できる専用ファイルサーバーが利用できる

学内で作成中の文書や資料を継続して自宅で作業できます（１ユーザー当たり最大容量：2.5G バイト

まで）

 学内で作成した文書やデータをこのサーバーに保存し自宅からアクセスして作業できます

 どのようなファイルも保存できるファイル・スペースです（当初はサイズ制限なし）

 ＵＳＢメモリーを使ってデータを持ち運ぶ必要がなくなります

3.学内からしかアクセスできないオンライン・ジャーナルやデータベースを安全に利用できる

自宅でオンライン・ジャーナルや特定分野のデータベースを閲覧できます
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 研究に関連したデータベースへアクセスしてデータ解析を行う

 オンライン・ジャーナルを閲覧し論文執筆に役立てる

現在、利用者は 16名である。

在宅研究支援システムの現在の問題点は、自宅から学内サーバーへ接続するための設定方法がわかり

にくいことであり、講習会を設けてほしいという要望が出ている。
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３． 研究支援員配備事業

出産・育児等、あるいは女性特有の疾患によりキャリア継続に困難を感じている女性研究者に研究支

援員を配備する「研究支援員配備事業」は平成 20 年度には 3 部局のみが対象であったが、平成 21 年度

は全学を対象とした。6月末の公募に 22名の応募があり、以下の 10 名が採択された。研究支援員採用に

時間がかかった方もおり、実際にこの事業が動き始めたのは 9～11 月になった。

 Global ＣＯＥ Program： Department of Cellular Physiological Chemistry 助教 Safronova Olha さん

「低酸素下におけるサイトカイン産生変動の機序解明」

 医学部附属病院検査部 助教 東亮子さん「心疾患の病態解析・治療判定効果における三次元

経胸壁心臓超音波検査の有用性の検討」

 大学院医歯学総合研究科血液浄化療法部（腎臓内科学）助教 太田英里子さん「膵臓腺房細胞

に発現しているアクアポリン 12（ＡＱＰ12）の機能解析」

 大学院医歯学総合研究科眼科学 准教授 大野京子さん「加齢黄斑変性における発症分子機構

の解明」

 難治疾患研究所生体情報薬理学分野 准教授 黒川洵子さん「不整脈の性差の分子メカニズム」

 歯学部附属病院 インプラント・口腔再生医学 医員 中田秀美さん 「Msx1 遺伝子の調節エ

レメントの解析と組織再生の可能性の検討」

 難治疾患研究所分子病態分野 特任助教 成瀬妙子さん「MHC 関連遺伝子群のゲノム多様性解

析」

 医学部附属病院皮膚科 助教 西澤綾さん 「皮膚血管肉腫の新規遺伝子治療の開発」

 大学院保健衛生学研究科精神保健看護分野准教授 美濃由紀子さん「グループ・スーパービジ

ョン機能を用いた精神科看護事例検討会の方法論的意義」

 歯学部附属病院顎顔面補綴学分野 医員 村瀬舞さん「顎顔面補綴患者における術前・術後評

価に関する研究」

研究支援員配備事業利用者へのアンケート

１．利用なさった方のご所属とお名前を書きください。

お名前 Ａさん

２．利用状況をお書きください。

開始時期 2008 年 12 月 16 日～

勤務時間 40 時間/週

研究補助内容 電気生理学実験 70％；動物飼育管理 20％； 試薬調整もしくは実験プ

ロトコール集作成 10％

３．研究支援員採用前後での変化について、該当するところに○をつけてください。

悪化した 少し悪化した 不変 少し改善した 改善した

研究の量 ○

研究の質 ○
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研究の業績 ○

研究の満足感 ○

職場の人間関係 ○

家庭の満足感 ○

家事・育児の達成 ○

家庭の人間関係 ○

時間の逼迫感 ○

身体的な健康度 ○

精神的な健康度 ○

地域活動 ○

自己啓発 ○

４． 研究支援員配備プログラムに対するご意見を 200 字でお書きください。

現在、幼児を子育て中で、時間が限られた中で研究を行っております。本事業により研究支援員の方

に研究グループに参画して頂き、時間的な面と共に精神的な面でも大変助かっています。昨年度は論文

執筆にも集中することができ、着実に業績を伸ばすことができました。本事業は、子育て中だからと低

空飛行に甘んじるのではなく、研究者として大事なチャレンジ精神を保つことの支えとなっています。

本事業にかかわる先生方に心より御礼申し上げます。

１．利用なさった方のご所属とお名前を書きください。

お名前 Ｂさん

２．利用状況をお書きください。

開始時期 平成 21 年 12 月 日～

勤務時間 30 時間/週

研究補助内容 マウス組織からのＤＮＡ抽出、マウス骨髄細胞培養、アデノウイルスベク

ター感染実験、セルソーティング、リアルタイムＲＴ-ＰＣＲ、遺伝子クロ

ーニング、培養細胞からのＲＮＡ抽出、プラスミド大量調整、文献検索、

試薬の調整など。

３．研究支援員採用前後での変化について、該当するところに○をつけてください。

悪化した 少し悪化した 不変 少し改善した 改善した

研究の量 ○

研究の質 ○

研究の業績 ○

研究の満足感 ○

職場の人間関係 ○

家庭の満足感 ○

家事・育児の達成 ○

家庭の人間関係 ○
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時間の逼迫感 ○

身体的な健康度 ○

精神的な健康度 ○

地域活動 ○

自己啓発 ○

４． 研究支援員配備プログラムに対するご意見を 200 字でお書きください。

今回、研究支援員を配備して頂いたことで、1 月に子どもが高熱を出して私が大学を突然休まなけれ

ばならなかった際にも、予定していた実験を滞りなく進めることができました。また、以前は延長保育

やベビーシッターを殆ど毎日お願いして夜遅く帰宅することも多かったため、子どもとのコミュニケー

ションが著しく不足していることを家族から心配されたりすることを、自分自身気にしていましたが、

現在は研究支援員の方がフォローして下さるので、保育園のお迎えにも私が行かれる日が増えました。

子どもも喜んでおり、家族も大変感謝しております。このプログラムのお陰で、出産後もあきらめずに

キャリアを積むことができると実感しています。

１．利用なさった方のご所属とお名前を書きください。

お名前 Ｃさん

２． 利用状況をお書きください。

開始時期 平成 21 年 8 月 1 日～

勤務時間 30時間/週

研究補助内容 音声分析 （20時間/30 時間）

データ入力 （10時間/30 時間）

３．研究支援員採用前後での変化について、該当するところに○をつけてください。

悪化した 少し悪化した 不変 少し改善した 改善した

研究の量 ○

研究の質 ○

研究の業績 ○

研究の満足感 ○

職場の人間関係 ○

家庭の満足感 ○

家事・育児の達成 ○

家庭の人間関係 ○

時間の逼迫感 ○

身体的な健康度 ○

精神的な健康度 ○

地域活動 ○

自己啓発 ○
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４．研究支援員配備プログラムに対するご意見を 200 字でお書きください。

今回のケースでは研究支援員のモチベーションも高く、研究に関心があり、自主的に様々な業務を行

ってくれており、研究の量、質ともに向上したと思われる。支援を受ける以前はワーキングマザーゆえ

の時間的なハンデをなくすように頑張ると、ワーク・ライフ・バランスは崩れてしまうように感じてい

た。そのようにして仕事をしないとカバーできない状況から、このような研究支援員の補助を受けるこ

とにより、自分の仕事の効率が上がったように思われる。しかしながら、短期的な計画のため、適切な

研究支援員が得ることができないと逆に仕事の能率を下げる可能性もあるのではないかと思った。

１．利用なさった方のご所属とお名前を書きください。

お名前 Ｄさん

２．利用状況をお書きください。

開始時期 平成 21 年 9月 1 日～

勤務時間 30 時間/週

研究補助内容 補助内容とエフォート時間を書いてください。

例）実験の補助 （20時間/30 時間）

データ入力 （10時間/30 時間）など

実験補助 （30 時間/30 時間）

クローニング産物の PCR および精製

３．研究支援員採用前後での変化について、該当するところに○をつけてください。

悪化した 少し悪化した 不変 少し改善した 改善した

研究の量 ○

研究の質 ○

研究の業績 ○

研究の満足感 ○

職場の人間関係 ○

家庭の満足感 ○

家事・育児の達成 ○

家庭の人間関係 ○

時間の逼迫感 ○

身体的な健康度 ○

精神的な健康度 ○

地域活動 ○

自己啓発 ○
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４．研究支援員配備プログラムに対するご意見を 200 字でお書きください。

今回研究支援員を配備して頂いたことにより、実験効率が向上し、目標としていた実験データを予定

よりも早期に得ることができました。その結果、国内学会のみならず国際学会、国際シンポジウムにて

研究成果を発表することができ、また現在論文を 2編執筆中であることなど、この半年余りで研究の量、

質ともにかなり進展しました。また、両親の相次ぐ緊急入院、介護により有給休暇を取りました際にも、

実験計画を中断することなく進行でき、突発的な予定の変更を免れ、大変感謝しております。

５．研究支援員配備プログラムについて、改善点や今後のご希望がございましたら、記載をお願いいた

します。

配備の期間が半年の場合、研究支援員にお願いする実験の内容がある程度限られてしまうことが残念

です。是非、1年ごとの採択をお願いしたく、強く希望致します。

１． 利用なさった方のご所属とお名前を書きください。

お名前 Ｅさん

２． 利用状況をお書きください。

開始時期 平成 21 年 月 日～

勤務時間 30 時間/週

研究補助内容 補助内容とエフォート時間を書いてください。

指示に基づいた実験の遂行（20 時間/30 時間）

データ入力 （5時間/30 時間）

実験計画の共同作成（5 時間/30 時間）

３．研究支援員配備の採用過程についてのご意見をお書きください。

研究支援員配備事業に採択頂きましてから大至急大学のホームページと研究者登録サイトに応募を

出したが、全く応募が来ませんでした。募集時期が年度途中であったためかも知れません。眼科で教授

の実験を手伝っているＷＢＤから派遣された研究支援員の方が非常によい方でありましたので、荒木教

授にご相談させて頂き、ＷＢＤにお願いしました。その結果、年度途中でも非常にスキルに優れ、人柄

もよい方に来て頂き大変助かりました。

４．研究支援員採用前後での変化について、該当するところに○をつけてください。

悪化した 少し悪化した 不変 少し改善した 改善した

研究の量 ◯

研究の質 ◯

研究の業績 ◯

研究の満足感 ◯

職場の人間関係 ◯

家庭の満足感 ◯

家事・育児の達成 ◯

家庭の人間関係 ◯

時間の逼迫感 ◯
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身体的な健康度 ◯

精神的な健康度 ◯

地域活動 ◯

自己啓発 ◯

５．研究支援員配備プログラムに対するご意見を 200 字でお書きください。

女性研究者にとっては研究と家庭の両立が大きな問題になり悩むこともしばしばであります。

特に臨床の教室ではさらに臨床業務にも時間が割かれてしまいますので、臨床の duty が終わってか

ら研究をしており、以前はいつも子どもが寝てから帰宅しているような状態で子どもと顔を合わせるの

は朝の通学時のみ、のような状態でした。しかし研究支援員の方に来て頂いてからは時間の切迫感がな

くなり、研究を補助して頂くことにより自分に時間的余裕が生まれ、ときには就寝前に子どもと話せる

ようになり、子どももすごく心理的に安定してきたように思います。他大学にはない、素晴らしいプロ

グラムであり画期的と思います。

１．利用なさった方のご所属とお名前を書きください。

お名前 F さん

２．利用状況をお書きください。

開始時期 2009 年 9月 16 日～

勤務時間 30 時間/週

研究補助内容 実験の補助 （30 時間/30 時間）

３．研究補助員採用前後での変化について、該当するところに○をつけてください。

悪化した 少し悪化した 不変 少し改善した 改善した

研究の量 ○

研究の質 ○

研究の業績 ○

研究の満足感 ○

職場の人間関係 ○

家庭の満足感 ○

家事・育児の達成 ○

家庭の人間関係 ○

時間の逼迫感 ○

身体的な健康度 ○

精神的な健康度 ○

地域活動 ○

自己啓発 ○
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４．研究補助員配備プログラムに対するご意見を 200 字でお書きください。

今回、私は未就学児 2 人の育児ということでこのプログラムに参加しました。私が保育園だけでは埋め

合わせられない時間の育児をサポートしてくれる実家の母から以前「子どもも可哀想だから、育児より

仕事の方を手伝ってあげたいくらいだわ」と言われたことがありました。確かに、育児や介護を支援す

る制度はよく目にするものの、このように仕事そのものを支援する制度は少なく、実際に利用してみて

画期的だと思いました。今後、浸透していくことを願ってやみません。

１．利用なさった方のご所属とお名前を書きください。

お名前 Ｇさん

２．利用状況をお書きください。

開始時期 2009 年 12 月 15 日～

勤務時間 30 時間/週

研究補助内容 ・細胞の培養、培地の管理

・薬剤の調合

・マウスの管理、腫瘍径の測定

・データ入力、統計処理

３．研究補助員採用前後での変化について、該当するところに○をつけてください。

悪化した 少し悪化した 不変 少し改善した 改善した

研究の量 ○

研究の質 ○

研究の業績 ○

研究の満足感 ○

職場の人間関係 ○

家庭の満足感 ○

家事・育児の達成 ○

家庭の人間関係 ○

時間の逼迫感 ○

身体的な健康度 ○

精神的な健康度 ○

地域活動 ○

自己啓発 ○
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４．研究補助員配備プログラムに対するご意見を 200 字でお書きください。

今回のプログラムには科研費で採用された項目について応募させて頂きました。実際、すでに大学院の

先生に実験を進めて頂いている状態ではありましたが、自分自身は病棟、外来業務でほとんど実験に関

与していなく、このままでよいのか自問自答し、不安に思っておりました。最初に応募した 7 月からの

採用には落ちてしまいましたが、11 月に再度採用となったとご連絡を頂いた時は、驚くとともに、こ

れは自分を変えるきっかけになるのではと思いました。研究補助員の方をご配備いただけるということ

で、自分自身のなかで、一般診療業務、子育ての他に、科研費の研究をもなんとかこなさなければとい

う自覚が生まれ、私にとってはかなり大きな一歩となりました。このプログラムには大変感謝いたして

おります。現在は実験の計画をたてたり、結果について討論しあえたりなど、さまざまな点で充実して

おります。
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４．保育事業

４．１． 派遣型病児保育事業 メディカル＆アカデミックパッケージ開発

■はじめに

東京医科歯科大学は、平成 20 年度文部科学

省技術振興調整費「女性研究者支援モデル育

成」の委託事業に採択され、平成 22 年 3 月末

まで、大学院疾患生命科学研究部女性研究者支

援室（以下、女性研究者支援室）では、様々な

モデル事業を予定しています。

ミッションステートメントの一つに、緊急時

および病児保育支援を行い制度化することが

掲げられており、平成 21 年度は、NPO 法人フ

ローレンスと法人契約を結び、本学と共同で派

遣型病児保育メディカル＆アカデミックパッ

ケージを開発していくことになりました。

研究者や医療者は、一般労働者とは異なるニ

ーズがある可能性があり、また、医療者・医療

施設は医療を担う側として病児保育に関わる

ことのできる可能性があります。保育サービス

には、施設型サービス、派遣型サービスなどい

くつかの形態がありますが、それぞれの長所や

欠点を探り、実行可能なサービスを展開してい

く必要があります。今回の病児保育モデル事業

は、参加なさる方がモニター役として、レポー

トおよびミーティングを通して、新しいサービ

スを構築していくことに意義があります。

■NPO 法人フローレンス http://www.florence.or.jp/

2004 年 4 月にＮＰＯ法人格を取得した組織で、病児保育を主体に様々なサービスを展開しています。

派遣型病児保育に本格的に取り組んだ我が国最初の NPO 法人です。

事前にお子さんを登録し、急にお子さんが熱を出した場合など、当日の 8 時までに連絡すれば、ご自

宅までこどもレスキュー隊員が伺います。かかりつけ医の診察を受け、ご家庭あるいはこどもレスキュ

ー隊員宅、病児保育施設などで保育を行います。

■対象者：生後 6 か月から小学校 6 年生までのお子さんをもつ女性教員（特任を含む）。

（注：今回の対象者には、大学院生や医員は含まれません）

NPO 法人フローレンスのサービス地域は東京 23 区および埼玉、千葉、神奈川の一部地域となってい
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るため、サービスが受けられる地域にお住まいの方。

■モデル事業としての資金援助

入会金 21,000 円（税込）／子ども一人

月会費 14,700 円（税込）／子ども一人 （月一回の病児保育料を含む）

月二回目以降の料金は 2,100 円／時間となりますが、この料金は、援助の対象にはなりません。月会費

は平成 22 年 3 月末まで、資金援助を行います。

■利用状況

平成 21 年 4 月に募集を開始し、4人女性研究者（子ども 5 人）を対象に事業を開始しました。10月に第

二次募集を行い、1人の女性研究者（子ども 1 人）が加わりました。

毎月、使用状況および感想を提出して頂いているが、平成 22 年 2 月の時点では、利用者はゼロであった。

感想として、派遣型病児保育支援がある、という安心感が、心の余裕を生み、配偶者や子どもにも良い

影響を与えている、というものがあった。

４．２ 施設型病児保育 体験ツアー

日時：平成 21年 9月 16 日

本学において、平成21年より「派遣型病児保

育モデル事業」を開始しており、NPO法人フロ

ー レ ン ス と 共 同 で 、 病 児 保 育

medical&academic版の開発に取り組んでいま

す。そこで、病児保育が実際にどのように行わ

れているかを体験するために、施設型病児保育

ツアーを開催しました。NPO法人ローレンスが

運営協力をしており、病児保育施設である港区

南青山の、「まちかど保健室みなと」に見学に

行って参りました。参加したのは、歯学部歯学

科4年の笠原由紀さんです。

笠原さんはこの病児保育施設について、「働

く母親にとっては、心強い味方です。また施設

のスタッフの方々の中には、家庭を持っている

女性も多いようでした。安心して子育てをする

ためには、女性同士でサポートし合うような、

よい循環システムがあることが理想的だと思い

ました」とコメントしていました。
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４．３ 学内保育施設「わくわく保育園」開設準備

本学では、教職員および学生の仕事・学業と子育ての両立支援や、ワーク・ライフ・バランスの実現

をサポートするため、平成22年4月に学内保育施設「わくわく保育園」を開設することが決まりました。

場所 湯島地区6号館1階

常時保育 定員：27名（0歳児：9名 1歳児：9名 2歳児：6名 3歳児以上：3名）

対象児 生後57日以降、就学前まで

利用対象者 本学教職員および学生（学部学生、大学院生）

保育時間 基本保育時間 7：30～18：00

延長保育時間 7：00～7：30 18：00～20：00

休園日 土・日曜日、祝祭日、年末年始（12月 29 日～1 月 3 日）

運営業者 ピジョンハーツ株式会社 http://www.pigeonhearts.co.jp/

４．４ ＷＬＢサブ委員会との共同作業

４．５ 他施設見学

①学習院大学 キャリア・センター

日時：平成21年6月3日

学生のキャリア支援を積極的に行い、「キャリア・デザイン支援プロジェクト」を早くから立ち上げ

ている学習院大学に見学に行ってまいりました。学習院大学では、経済学部においてワーク・ライフ・

バランスと経済の研究を先駆的に行っており、それに関連して、キャリアデザインの講義が開講されて

います。当日は、「キャリアデザインⅠ」という講義を聴講したところ、就職活動の状況や、先輩訪問

のアポイントの取り方など、具体的な就職活動のノウハウについての内容でした。
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また、就職支援を行うキャリア・センターと、キャリア相談を行うキャリア相談室も見学し、どのよ

うな相談が多いかについて、カウンセラーの方にインタビューいたしました。学習院大学は大学院も有

しているものの、実際には学部生からの相談が多く、「自分の進路がはっきりしていないまま就職活動

をして失敗した」「周りの友人はみな内定をもらっているのになぜ自分だけが」といった、就職に特化

した相談が多いようでした。本学のキャリア相談室では、直接の就職支援はしないものの、学部生への

接し方や相談ファイリングカードの方法など、大変参考になりました。

②東京大学 本郷けやき保育園

日時：平成21年6月11日

女性研究者支援モデル育成事業を行っている先輩校である東京大学では、各キャンパス内に7つの保育

園が設立されています。本学でも院内保育園を計画しているため、本郷キャンパス内にある「けやき保

育園」に、当室のスタッフで見学に行ってまいりました。

「本郷けやき保育園」は、東京大学が直営する全学対象の保育園としては第一号とのことで、キャン

パス内のけやき並木になぞらえて、「けやきのように育って欲しい」、と名付けられたそうです。平成

20年に建てられたばかりのため、まだ建物は新しい様子でした。エントランスは明るい雰囲気の2階建て

の建物で、園内に入ると、子どもたちが描いた絵や図工作品などが壁一面に飾ってあり、子どもたちの

活発な声が今にも聞こえてくるような印象を受けました。また、留学生のお子さんもたくさん入園され

ておられ、それに対応できるような英語の表示も目につき、国際性豊かな保育園であるとの印象を受け

ました。中のミーティングルームにおいて、保育園内でサービスを委託されているポピンズさんより説

明があり、今後学内保育園を設置する本学にとって、大変参考になりました。

③早稲田大学 サポートセンター

日時：平成21年6月18日

早稲田大学において、女性研究者支援モデル育成「研究者養成のための男女平等プラン」として、早

稲田大学 女性研究者支援総合研究所が立ち上がっています。その活動の一環である「男女共同参画室

ワーク・ライフ・バランスサポートセンター」（通称サポートセンター）では、研究者へのキャリア形

成支援、ならびに研究とライフイベントの両立支援を目的とした相談窓口を開き、学内の相談に対応し

ています。今回、本学でもキャリア相談室を立ち上げるにあたり、先輩校の取り組みについてお話を聞

きたいと思い、このサポートセンターと、キャンパス内東京都認証保育所「ポピンズナーサリー早稲田」

を訪問しました。

サポートセンターは、教職員・学部生・院生にも門戸を開いており、結婚・出産・育児・介護などラ

イフスタイル上の問題に関する各種情報提供を行うとともに、研究・仕事・学業との両立に関する相談

に対応しているとのことでした。キャリアカウンセラーの方にお話を伺ったところ、研究と育児との両

立についてのご相談や、あるいは今後の進路やキャリアについての相談が多いということでした。

このサポートセンター内では、相談室の他、「女性研究者のミーティング場」となっているエリアと、

「子どもの遊び場」エリアがあるのが印象的でした。前者では、会議や交流会が出来るスペースと、海

外女性研究者の書籍や文献があり、自由に閲覧できるようになっており、「女性研究者のサロン」とい

った印象を受けました。後者の「遊び場エリア」では、畳敷きのスペースに遊具が設置してあり、自分
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の子どもを遊ばせておくことが出来ます。つまり、「ミーティング場」で打ち合わせや会議をする側で、

子どもを遊ばせておくことが出来、小さい子どもを持つ女性が効率的に時間を使えるようなデザインと

なっていました。

また東京都認証保育所ポピンズナーサリーは、大学として初の東京都認証保育所であることから、開

園当時は話題を呼んだそうです。地域の児童も入園対象としていることから、現在70人以上の児童が入

所しています。内部は高名なデザイナーによるデザインで、子どもが遊んでぶつかっても痛みを感じな

い素材の壁で一面が覆われていました。先輩のモデル校として、早稲田大学のキャリア支援・保育支援

の取り組みは大変参考になりました。

④東京女子医科大学 女性医学研究者支援室

日時：平成21年6月29日

女性研究者支援モデル育成事業を行った東京女子医科大学では、カウンセリング室を立ち上げ、内部

の女性医師からのキャリア相談に対応しています。医学系の大学である本学と東京女子医科大学には共

通点が多く、また本学でこれからキャリア相談室を立ち上げるということもあり、今回、東京女子医科

大学のキャリア相談室で実際の相談に乗られている臨床心理士の方にお話を伺いました。

相談内容としては、仕事や子育ての悩み、人間関係に関すること、家庭の問題が最も多いとのことで

した。また臨床をされている女性医師の方々は、相談室に来てじっくりと相談する時間もないため、メ

ールでの相談も多いとのことでした。東京女子医科大学では、すでに学内に保育園が設備されており、

みな保育園を利用しているため、いわゆる保育園入園問題についてのご相談はこれまで一件もない、と

のことが印象的でした。家庭の問題や人間関係については、これまで誰にも相談できずに抱えて込んで

いたという深刻なケースも多く、まずはカウンセラーが寄り添って話を聞くことで、悩みの程度が軽減

した、という声が聞かれるそうです。今後も心理職のスタッフを中心として、サポートセンターを設置

し、学内のカウンセリングの充実を図られるとのことでした。

⑤京都大学 女性研究者支援センター

日時：平成21年8月10日

8月9日に第8回「性差の科学」研究会：性はどう形づくられるのか - M・ダイアモンド博士の講演会 が

開催される、とのことで参加する予定でいたのだが、ダイアモンド博士の急病とのことで、中止となっ

てしまった。「性的アイデンティティの発達―〈nature vs. nurture〉論争、その後―」が論点であっ

たので、性差医学を意識改革の基盤としている本学にとっても、興味深い講演だったので、中止は大変

残念であった。せっかくの機会なので、京都大学女性研究者支援センターを訪問させて頂き、施策を伺

うと同時に、保育室の見学もさせて頂いた。

残念ながら、激しい雨にたたられたが、キャンパス内に設置された女性研究者センターは、庭付き戸

建てで、知人宅であるかのような優しい風情であった。支援室長の登谷美穂子氏（特任教授）に、セン

ター活動や保育についてのお話を伺うことができた。

センターにある保育室は、「保育園入園待機乳児のための保育施設」であり、定員9名、次年度末に15

か月未満の乳児を限定としている、ということを始めて知った。新年度になると京都では、ほぼ全員、

地域の保育所に入所が可能になる、とのことであり、東京とは大きな違いがあると感じられた。京都大
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学には、認可保育園が他にあり、京都大学の教職員・学生は約半分であるとのことであった。敷地が広

く、敷地内にこうした大きな保育施設が持てるのはうらやましく感じられた。

京都大学は、今回のモデル事業として、病児保育室も開設した。「病児保育室：こもも」は京都大学

医学部附属病院の院長室の隣、真正面に大文字焼きの東山を望む絶好の場所にあり、保育士さんと看護

師さんが常駐し、5人の病児を預かることのできる体制をとっている。平成20年に開室され、一日平均1

～3人程度の利用となっている。病児保育は、季節性の変動が大きいが、冬が多いと考えていたのに4月

ごろが多いのが驚きであり、経年でみても変動が大きいとのことであった。圧倒的に多いのが、風邪で

約1/3を占め、その他も扁桃腺炎、中耳炎などが多かった。インフルエンザや感染性の疾患は預かること

ができないことが課題になっているとのことで、本年度、隔離室の設置を考えている、とのことであっ

た。病児保育室は、ニーズはあるものの利用率が低いこと、スタッフを常駐させねばならないことなど、

コスト的にはなかなか厳しいものである。しかし、保育園からの「お熱があるので御迎えにきてくださ

い」というコールが恐怖・・と感じる働く親にとっては、非常に重要な施設である。料金は1時間500円

であるが、この金額が高いと回答する方も20%くらい、とのことで、保育に関する費用は利用者に対して

も情報を提供する必要があるのではないか、と感じた。

性差医学に関しては、平成 18 年から多分野における連続講義が行われており、京都市と連携を結んで

いることもあって、毎回大盛況であるとのことであった。理系、文系に優れた人材を輩出している京都

大学だからこそ、の部分があると思われたが、生命科学に特化して大学である本学ならではの試みもあ

ると思われた。
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５．キャリア支援事業

５．１ 交流会

①医学部

【第一回 先輩医師と楽しく語る会】

開催日時：平成 21年 6月 10 日 12 時-14 時

本日の先輩：

三高千恵子氏（集中治療部部長）、新井文子氏（血液内科講師）、東條尚子氏（医学部附属病院検査部

部長）

参加人数：21名

本学は、女性研究者支援モデル育成事業「女性研究者への革新的支援」

として、様々なキャリア支援事業を計画しています。全医師に占める女

性医師割合は、我が国では約 17％ですが、医学部入学者に占める割合は

すでに 4 割になろうとしています。女性医師の就業継続には、育児、介

護、家事、労働条件、男女役割意識などが重要であることがわかってい

ます。キャリアモデルが少ないことも報告されていることから、今回、

世代間交流も含め、【先輩医師と楽しく語る会～あなたの 10 年後、20

年後、そして 30 年後はどうなっているでしょうか？～】を 6 月 10 日の

お昼休みの時間帯に附属病院棟 1 階の会議室で開催しました。先輩とし

て参加してくださったのは、三高千恵子氏（集中治療部部長）、新井文

子氏（血液内科講師）、東條尚子氏（医学部附属病院検査部部長）でし

た。現在、育児休業中の女性医員もお子さんを連れて参加し、若い女性

医師たちに身近なロールモデルとなりました。昼休みにお弁当を持参しての会でしたので、みなさん自

由な時間に立ち寄り、いろいろな話題に花が咲きました。

アンケート回答者は全員女性で 21 名、医学部付属病院 13 人、歯学部附属病院 1 人、その他 7 人でし

た。教員 5人、医員 7人、大学院生 3 人、学部生（6 年生）6人、20 代 8人、30 代 10 人、40 代 2人、50

代 2 人で若い方の参加が多かったです。一番相談したいこととしてはライフプランの立て方、出産・育

児休暇後の復帰の仕方、就職時の注意点、進路、ワークシェア、子育てや介護があっても仕事が継続で

きる環境づくりなどでした。女性研究者支援室に望む事は、保育関係 13 人、キャリアカウンセリング 7

人、内部の方との交流 8 人、就職情報 6 人、勤務環境の改善 9 人、育児中の研究支援員配備 4 人、意識

改革 2人でした。子育てと仕事の両立に関心が高いのは、他の医療機関と同様です。

大学病院における雇用労働条件が厳しいことは、様々な調査で明らかにされており、こうした厳しい

労働環境が改善されないと子育てと仕事は両立が困難です。女性医師の問題を通じて、全体の医療職の

労働環境の是正が必要であることが痛感されました。身近な先輩から、具体的なサバイバルの方法をア

ドバイスされたことは、大きな励みになったようでした。
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② 保健衛生学科

【保健衛生学科主催 仕事と暮らしの両立に関する情報交換会】

開催日時：平成 21年 9月 30 日 12 時-13 時

参加人数：15名

仕事と暮らしの両立に関し、日ごろどのように工夫しているか共有し

情報交換をする会が、9 月 30 日の 12 時 10 分-13 時 30 分 に医歯学総

合研究棟の大学院講義室 1 で開かれました。保健衛生学研究科教員を中

心として 15 名の参加があり、3 つのテーブルに分かれてうちとけた話

し合いの会を持つことができました。多くの方が保育園児や小学生の子

どもを持つ親の立場でしたが、今後の見聞のためにと未婚の方の参加も

ありました。熊谷二朗氏（分子病態検査学准教授）、吉田祥子氏（分子

病態検査学助教）、大木正隆氏（在宅ケア看護学講師）と山本則子氏（高

齢者看護・ケアシステム開発学教授）がファシリテーターを務めました。

内容としては、本学の設備等の課題や希望、地域の子育て支援サービ

ス・資源について、家族内での協力などの話題が出され、多くの情報交

換ができました。

１）本学の設備等の課題や希望について

本学の設備等の課題や希望として、搾乳場所に関する課題、病児家庭保育、保育園設置についての希

望などが話し合われました。搾乳場所は病棟以外にも設置して欲しい旨の希望が出ていました。特に女

性の少ない職場環境では搾乳場所をみつけることが困難な現状が窺われました。

病児の派遣保育事業は便利だが料金がやや高いという意見がありました。来年度設置予定の保育園に

ついて期待する声が多く聞かれ、特に非常勤職員や大学院生の希望が多いのではないかという話があり

ました。また、本学において仕事と子育てを両立している教員自体が少ないことを嘆く声も聞かれまし

た。

２）地域の子育て支援サービス・資源についての情報交換

地域の子育て支援サービス・資源については、保育園の待機児についての経験や病児保育・学童保育

の限界について情報交換がなされました。自治体によりサービスの充実度や子育て支援に対する姿勢に

かなりの違いがあるようでした。自治体が取り組んでいるファミリーサポート事業や、地域の生活協同

組合のボランティアグループによるヘルパー派遣などについても情報交換がありました。

３）家庭内での協力体制について

お互いに家庭内でどのように子育てに関する協力体制を組んでいるか話し合いました。実家が近くに

ある家庭やそうでない場合など、家庭によってさまざまで、皆さん苦労しながら頑張っておられる様子

が伝わりました。

４）その他

そのほかキャリア形成の課題、子育ての悩みなど各自の経験談や現状についての問題点についての話

題がありました。仕事と暮らしの両立には上司、周囲の理解が大きく影響するという意見が多くありま

した。
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③ 歯学部

【働く女性を妻に持つ男性歯科医師・研究者の本音を聞く会】

開催日時：平成 21年 11 月 25 日 12 時 10 分～13 時 30 分

参加人数：8 名

歯科医師は、医師に比較すると比較的ワーク・ライフ・バランスが取り

やすい職業と考えられますが、女性歯科医師の場合、職場の状況によって

は特に出産後、仕事から離れてしまうことも間々見受けられます。女性が

出産後も仕事を続けていくためには、さまざまな条件がそろうことが必要

ですが、パートナーの理解と協力が大切な要因の一つであると考え、【働

く女性を妻に持つ男性歯科医師・研究者の本音を聞く会】を、11 月 25 日、

12 時 10 分～13 時 30 分 に、歯学部外来事務棟 4階演習室で行いました。

話題提供をお引き受けくださったのは、本学医歯学総合研究科歯科医療行

動科学分野准教授で歯科臨床研修センターの副センター長でもある新田浩

氏です。新田氏は奥様も歯科医師で、お子さんが 2 歳になった時に奥様が

開業されました。自宅で開業されていること、奥様のご両親が近くに住ん

でいらっしゃることなどから、働く女性としてはうらやましい環境が揃っていますが、お話の様子から

は、母親としてのたいへんさを思いやり、歯科医師としての奥様を尊重する姿勢が伺われました（奥様

の職場へは足を踏み入れないとか）。新田氏ご自身は奥様が働くことには特に賛成でも反対でもなかっ

たということですが、家で帰りを待たれているよりは、働いてストレスを解消してくれた方がよいとお

考えのようでした。奥様からは「子育ては確かに大変だけど、それを補って余りあるものをもらってい

る」とのメッセージを頂きました。

新田氏のお話から、森田育男研究担当理事が、女性が出産後も働き続ける際の 3 つのキーポイントと

して、女性側の働く意欲、パートナーの協力、育児（特に病気のとき）を抽出し、コメントしてくださ

いました。新田氏はかなり家事も分担されるようですが、森田氏からは、男は家事をやっていることを

過大評価しやすい点（ご自身のことも含めて？）が、指摘されました。両親が働いて忙しい状況でも、

親の意識が子どもに向いていれば大丈夫という、子育て中の方へのエールも頂きました。

今の 20、30 歳代は女性が職業を持つのは当たり前という世代だと思われ、今回の会のタイトル自身が

「前時代的」とのご批判も頂きました。参加者との討論の中で、女性の働き続ける意欲や女性が職業を

持つことに対する男性側の理解が、個人の育った家庭環境にも影響されていることがわかり、個人の価

値観とも深く関わっている問題だと再認識させられました。

日本では、職場と私生活は分ける傾向が強く、かなり親しい間にならないと、職場で家族の事を話す

のは勇気のいることだと思われます。今回、新田氏に口火を切って頂きましたので、今後、男女ともに

働きやすい環境をつくるための議論が始まることを願っています。
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５．２ キャリアカウンセリング

当プログラムの一つとして、キャリア支援事業を実施してお

り、学内にてキャリア相談室を7月6日から湯島地区3号館476号室

にて開設した。その主な背景としては、当室のオープニングイベ

ントにおいて、「参加者がどのような支援を望むか」のアンケー

ト調査を実際した際、キャリアカウンセリングのニーズがもっと

も高かったためでもある。

これまで、「キャリア相談室」は学内に設置されたことはなく、

初めての試みでもあったため、実際に学内の方々がキャリア相談

室にどのようなイメージを持っているか、また何を相談したいか

を知るために、事前の意識調査を実施した。メールでのアンケー

ト調査を平成21年5月21日から6月１日にかけて実施した。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

キャリア相談室についてのアンケート

１． 本学でキャリア相談室を開設する場合、イメージするのはどんなことですか？（複数回答可）

① 進路についての相談ができる

② 就職支援や仕事のマッチングが出来る

③ 今後の生き方についての相談が出来る

④ 学内での苦情相談が出来る

⑤ 学内等での人間関係についての相談が出来る

⑥ その他（具体的にお書き下さい： ）

ご回答（ ）

２． 7月から学内にキャリア相談室（個別相談）を開設いたします。具体的にどのようなことを相談

出来たらよいと思いますか？（複数回答可）

① 今後の進路に関する相談

② 学内、学外でのポジションに関する相談

③ 所属する研究室での悩みや問題（パワハラ、アカハラ、セクハラを含む）

④ 論文や研究など、学業に関する相談

⑤ 自分が何をやりたいかなど、今後の自分の生き方や価値観についての相談

⑥ 学内での人間関係についての相談

⑦ 学内以外でのプライベートな相談

⑧ 家事・育児と仕事・研究の両立についての相談

⑨ その他（具体的にお書き下さい ）

ご回答（ ）

３． 学内にキャリア相談室があったら、相談に行ってみたいと思いますか。

① 行ってみたい

② 行ってみたくない

③ 相談に行く必要がない

④ 今は必要ないが、何かあったら行ってみたい

ご回答（ ）

以上です。ご協力ありがとうございました。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



56

行ってみ

たい, 6%

行く必要

がない,

18%

今は必要

がない

が、何か

あった…

アンケートの結果について

問1．本学でキャリア相談室を開設する場合、イメージするのはどんなことですか？（N＝20）

「キャリア相談室」にイメージする

こととして、「進路についての相談が

できる」が最も多く82%、次いで「就職

支援や仕事のマッチングができる」が

71%、「今後の生き方についての相談が

できる」が53%の順であった。

問2．7月から学内にキャリア相談室（個別相談）を開設いたします。具体的にどのようなことを相談出

来たらよいと思いますか？

76%

59%

41%

12%

35%

18%

6%

88%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今後の進路に関する相談

学内、学外でのポジションに関する相談

所属する研究室での悩みや問題（ﾊﾟﾜﾊﾗ、ｱｶﾊﾗ）

論文や研究など、学業に関する相談

今後の自分の生き方や価値観

学内での人間関係についての相談

学内以外でのプライベートな相談

家事・育児と仕事・研究の両立についての相談

具体的にキャリア相談室に相談したいこととして、「家事・育児と仕事・研究の両立についての相談

が最も多く88%、「今後の進路に関する相談」

が76%の順であった。

問3．学内にキャリア相談室があったら、相

談に行ってみたいと思いますか？

キャリア相談室があったら相談に行って

みたいか？については、「今は必要ないが、

何かあったら行ってみたい」との回答が 76%

と多かった。
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キャリア相談室の開設

キャリア相談室の対象者は、本学教職

員、医員、学部/大学院生の女性・男性と

した。

取り扱う相談内容としては、①これか

ら進むべきキャリアの問題、②今後のポ

ジションの問題、③研究・仕事と、家庭・

育児との両立、④今後の生き方や価値観、

⑤職場（研究室）での悩みや問題、⑥保

育園入所など保育の問題、⑦メンタルの

問題とした。メンタルについて問題のある相談者は、キャリア支援事業リーダーであり、保健管理セン

ターの小山恵子准教授にリファーするシステムを取ることとした。キャリア相談員には、女性研究者支

援室特任助教で、日本生産性本部認定・キャリアコンサルタントである有馬牧子が務めている。

申込には、本学のホームページ上から直接申し込むことができ、個人情報や相談内容のプライバシー

に留意したシステムを構築した(http://www.tmd-angel.jp/soudan)。

開室後のキャリア相談の内容について

平成21年7月6日にオープンしてから平成22年1月までに寄せられた相談内容をまとめたところ、最も多

かったのは「今後の進路について」で40%、「所属する研究室・職場での悩みや問題について」と「出産・

育児への準備について（入園問題含む）」が33%であった。また相談者で最も多いのは、大学院生であっ

た（約70%）。このように、将来の進路や、人間関係、また育児の問題や、家事と仕事の両立など、様々

な相談が寄せられているため、今後も学内のキャリア支援のニーズに広く答えていきたい。

５．３ ワークショップ

キャリア支援事業の一環として、平成21年11月6日、13日に、2週連続開催で「自分を知ろう！キャリ

アワークショップ」を開催した。当室の特任助教である有馬牧子が講師を務め、これからのキャリアを

築いていくために必要な、「自分自身を理解し、自分の価値観を知る」方法について紹介した。
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ワークショップ第一回は、「キャリアを見つけるポイント」について説

明し、「価値観カード」を用いて自分の価値観を知り、仕事やプライベー

トなど、どんな状況で心のモチベーションが上がるかについても検討し

た。

ワークショップ第二回は、「人生における変化の対応方法」をテーマと

し、「心の変化のプロセス」を知ることで、心の変化は段階を経て順応し

ていくことを紹介した。学内・学外を合わせて参加者は20名を超え、学内

からは大学院生、研究者、職員、教員など、広い職種の方から参加を頂け

た。参加者からは、このワークショップに連続参加して、「自分自身を客

観的に見ることができるようになった」、「この2週間で自分のモチベー

ションが上がった」との感想があった。
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５．４ 次世代プログラム

平成 21 年 7 月 28 日・29 日に、全学で行われたオープンキャンパスに、当室が講演並びに展示を行っ

た。会場では、当室の活動内容のポスターを展示するとともに、”Wish Tree（あなたがなりたいもの）”

の拡大ポスターを掲示した。この木の形をしたポスターには、参加者が将来なりたいものを書き込むと

いうイベントを行った。講演には、「ハッピーキャリアの 3 原則」や、「女性ホルモンとライフサイク

ル」、「本学の女性比率」、「ワーク・ライフ・バランス」について紹介した。講演の後半では「10 年

後になっていたい自分の絵を書いてみよう」といった参加型のワークショップを開催した。両日で 1500

人もの参加者があり、講演にも 60名ほどの中高生、保護者の方々が参加された。

会場に掲示した Wish Tree のポスター 当日の参加者の様子
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５．５ 学務部との連携（就職説明会）

平成21年7月6日と平成21年8月4日に開催された就職ガイダンス、平成22年1月13日に行われた進路ガイ

ダンス、平成22年2月19日に行われた就職支援セミナー（いずれも学務部学生支援課が主催）において、

当室のキャリア相談室の案内を配布し、これから就職を目指す学生への情報提供を行った。



62

５．６ ANGEL Seminar

① ANGEL Seminar 平成 21 年 7月 9日

｢A Call for Work-life Balance in Academic Medicine in the United States;

Influences, Trends and Challenge 米国の医師のワーク・ライフ・バランス

～トレンド、影響、そして挑戦～｣

Dr. Harrison is an associate professor of medicine, Division of Hospital

Medicine Teaching Hospitalist Program, and Fourth-Year Internal Medicine

Clerkship Director, Oregon Health & Sciences University, Portland, Oregon.

レベッカ・ハリソン氏：オレゴン健康科学大学准教授、総合内科学、

病院総合内科学、医学教育学

東京大学医学教育国際協力研究センターとの共催で、同センターの客

員講師である Oregon 大学のレベッカ・ハリソン氏（Rebecca A. Harrison,

MD, FACP）のセミナーを開催しました。ハリソン氏は、内科専門医で、ご主人は救急治療部の医師、双

子を含め 3 人のお子さんをお持ちです。女性医師の大学医学部におけるパート雇用を検証するためのプ

ログラム（Society of General Internal Medicine, Mary O’Flahery Horn Scholars Program：後述）に入っており、

大学での教育職を 2.5 日、それ以外を地域活動や家庭のために使い、新しいキャリアモデルを構築する、

というものです。世代によって異なるワーク・ライフ・バランス意識、それに伴う人事管理など、わが

国でも今後起こりうる課題についての講演でした。

■ハリソン氏の講演

米国医学部協会（Association of American Medical Colleges）が 50 歳未満の医師調査を行ったところ、

最も重視しているのは家族や個人の時間であり、2/3 以上の若い医師は多くのお金を稼ぐために長時間

労働をしたいとは思っておらず、現在パートタイムの医師は 13%だが、更に 32%の医師がパートタイムを

希望している、との結果を得ています。今後 20 年の間に、1/3 の医師が退職しますが、7,100 万人のベ

ビーブーマーたちの医療を担わねばなりません。医師が短時間労働化することでどのようなことが起こ

ってくるでしょうか。まず、働き方に変化が起こります。ジョブシェアリング、パートタイマー、フレ

ックスタイムなどが増えます。ＩＴ 化、特に医療記録の電子化、医療者と患者間の eメールの活用など

が必要になるでしょう。医師、看護師、薬剤師、その他の医療職とのチーム医療が必要になるでしょう。

現在、多くの医師が燃え尽き症候群にさらされています。燃え尽きになる要因としては、仕事と家庭

との葛藤（work-life conflict：WLC）、社会活動が仕事のために不可能になること、家庭でも仕事のこと

を考えなくてはならないこと、家庭の仕事が仕事で邪魔させること、家庭でも仕事の緊張感が抜けない

こと、が挙げられています。医師の仕事の満足感は、感情的なレジリエンス（抵抗力）や個人の達成感

が強く関係しているといわれています。逆に自分の時間や仕事に裁量権がないと満足感は低下します。

これはジェンダー、年齢、専門科目とは関係ないといわれています。

こうした WLC を解決するには、パートタイム、ジョブシェアリング、フレックスタイムなどの多様

な労働時間の提供、職場での保育、ＩＴ、電話などを利用したカウンセリングなどが有用だといわれて

います。WLC が解消されることで、離職を防ぐことができ、仕事への忠誠心や生産性が上がり、アブ
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センティズム（欠勤や休職）を減らすことができます。

米国では医学部卒業生は、1966 年の 7％から 2006 年の 49％に増加し、女性レジデントは 34％（1995）

から 43%（2005）になり、女性医師は、25%（2006）から 2040（50%)になると予想されています。女性医

師が増加することは、仕事と家庭葛藤が増え、二人の医師がいる家庭が増え、医育機関のキャリアに影

響を及ぼしてきます。子どものいる女性医師はキャリア形成が遅く、家庭と折り合いをつけるために働

き方を変える傾向にあり、ジョブシェアや専門性の高い分野でのロールモデルを見つけるのが難しいと

いわれていました。

最近、ジェネレーションの多様化が報告されています。

1996～2002 年では、麻酔科、皮膚科、ＥＲ の人気が高くなり、一般外科、内科、産婦人科の人気が

低下しました。収入、労働時間、自分の時間を持てることなどが科の選択に重要になっています。

ＷＬＢ は、個人、医療機関、プロフェッショナリズムにとって重要です。自分の時間やキャリアをコ

ントロールできることは職務満足につながり、燃え尽きを回避することができます。「燃え尽き」は、

感情的な疲弊、離人化、自己完結感の消失という因子があります。燃え尽きは女性医師に多く、一般内

科においといわれおり、ワーク・ライフ・バランスが整っている場合には燃え尽きになりにくいと報告

されています。一方、パートタイマーは燃え尽きになりにくく、職場環境を調整しやすい、といわれて

います。

医療機関にとっては、人員を雇用しやすく、離職しにくいというメリットがあり、生産性が高く、良

い患者ケアがなされると報告さてれています。

個人の中でのバランス感とは、価値を感じること、満足感があること、達成感があることであり、単

に、仕事と家庭の釣り合いがとれている、ということではありません。自分の人生の価値を見出し、優

先順位を決め、一歩一歩自分の生活を目的に向かって変化させることです。

日本の医療は武士道に基づいて行われてきたと思います。けれども世代の変化が始まっています。ま

た、現在、日本は医療崩壊に直面しているとも聞いています。日本の ejnet という団体が、女性医師の職

場環境改善に大きな役割をはたしていると伺っており、こうした機関が米国にもほしいと思っています。

ワーク・ライフ・バランスは医育機関にとって重要であり、離職を防ぎ、優秀なメンバーを留めるこ

とができます。全ての年齢の男女を活性化することができます。なぜ日本の女性医師が職場を去るのか、

という原因を突き止めることは、日本の医療崩壊を防ぐことに繋がります。

■背景資料

ＯＥＣＤの調べ（2008 年）では、各国の全医師に占める女性医師の割合は、スウェーデン 42%、英国、

ドイツ、フランスがそれぞれ 39%、イタリアが 35%、米国が 30%になっています。我が国では約 17％です

が、医学部入学者に占める割合はすでに 4 割になろうとしています。多くの国で、女性医師比率が上が

ってきており、“Feminization in Medicine”と表現されるようになってきました。

平成 21 年 3 月に日本医師会から「女性医師の勤務環境の現況に関する調査報告」が発表されました。

全国の病院に勤務する女性医師を対象にした調査で、有効回答数 7,467 の大規模調査です。回答者は 30

代が 48.3％、20 代、40 代が約 20%でしたが既婚者は 54.6％、未婚者 39.1％で、配偶者が医師である比

率は69.5％でした。子どもと同居しているのは37.8％、0 歳児は3.5％、未就学児20.4％、小学生13.0％、

中学生 10.9％でした。専門科目は、内科が 29.9％、小児科 410.1％、産婦人科 7.2％、麻酔科 7.1％、精
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神科 7.2％、眼科 6.0％、耳鼻科 5.9％などでした。国及び公的医療機関勤務者は 47%、常勤医は 78.6%、

非常勤医 18.9％でしたが、短時間正職員が 1.8%（136 人）で、新しい働き方が出てきています。勤務時

間は週 4１～50 時間が最多で 44.3％、61 時間以上が 22.8％で、契約労働時間をはるかに上回っていま

す。宿直がないのは 40.8％ですが、月に 5 回以上の医師は 15.2％、宿直明けは 84.7％が通常勤務と回

答しています。

女性医師としての悩みでは、家事と仕事の 64.1％プライベートな時間がない 44.6％、勉強時間がない

43.8％、施設環境 28.2％、男性主導社会 17.9％などでした。就労継続に必要な施策としては、保育施設

の整備拡充 64.8％、医師の増員 62.3％、宿直日直の免除 62.1％、病児保育 61.5％など主として保育関

係、男性の家事、復帰支援、労働時間・労働形態の多様化となっていました。女性医師は、医師以外と

結婚している場合の方が夫から支援を受けやすいことも報告されています。共働きであっても、家事、

育児の主体は 80%以上が女性でした。

産休は 75%が取得していますが、育児休業は 60％程度で、この間身分保障がない人が 43.6％に上りま

した。保育は、保育園が 65.7％ですが、認可保育園は 61.6％、院内保育園は 23.0％に過ぎませんでした。

保育中は、業務内容を軽減してほしい、時間短縮をしてほしい、という希望があるものの、実現は困難

であると回答していました。

参考文献

Harrison, RA, Gregg, JL. A Time for Change: An Exploration of Attitudes Toward Part-Time work in Academia

Among Women Internists and Their Division Chiefs. Academic Medicine: 平成 21, 84;80-86.

② ロールモデル講習会 平成 21年 7月 21 日

コロンビア大学薬理学教授の Penelope A. Boyden 教授によるロールモデ

ル講習会を開催しました。内外から 16 名の参加があり、米国の女性研究者

の現状や専門分野に関する有益な討論が繰り広げられました。

Boyden 教授は Wells College をご卒業後、コロンビア大学で Ph.D を取

得され、ロックフェラー大学で postdoctoral fellow、コロンビア大学で助

教、准教授、1996 年から現職に就かれています。Boyden 教授は、特に不

整脈の電気生理的研究について著名な方で、不整脈領域では最も権威のあ

る学会の一つである Cardiac Electrophysiology Society の会長前職をはじめ

数々の専門誌の現編集委員を務められています。ご専門は心筋梗塞後の不

整脈における Purkinje 細胞の電気生理であり、数々の重要な論文を発表さ

れています。

コロンビア大学の女性研究者の現状は、私どもの予想とは異なり、職位においてはあまり女性進出が

進んでいませんでした。基礎医学では、女性の教授はほとんどおらず、薬学部でも二名のみだそうです。

医学系では、医学部学生の女性比率は 43％、Ph.D は 17％ですが、教授、准教授などの tenured position

を得られる女性はまだ非常に少ないとのことでした。

氏が教授になることができた要因については、ほとんど女性はいなかったが、男性のメンターがいた

ことが大きいというお話でした。そして、キーポイントとして”Overcoming the fear of success!!”とおっし
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ゃったのが印象的でした。

Boyden 教授らが行っている不整脈の学際的トレーニングプログラム（interdisciplinary training program in

the molecular and genetic basis of cardiac arrhythmias）において、目的はその研究領域において、独立したリ

ーダーシップになり得る人材を育てる事であり、各分野のスペシャリストをメンターとして選ぶことが

できる（Trainees may select mentors from a list of faculty each of whom directs a well-funded research laboratory

specializing in one of these areas. ）と明記されていました。このプログラムの最後に Columbia University is

an equal opportunity employer とも書かれており、逆に、こうして書くことが必要な状況にある、というこ

となのだろうか、と感じました。

Boyden 教授の研究領域である、心筋梗塞後の不整脈における Purkinje 細胞の電気生理は、Ca の関与

が大きいとのことで、白熱した討論になりました。男女の参加者がおりましたが、講演の後で、Boyden

教授は、質問内容に男女差が大きいのは、何故かしら、とおっしゃっていました。

今後も多彩なロールモデルにお話して頂くことは、学問や人生の幅を広げることになるのではないか、

と思いました。

③ 教育文化週間 市民公開講座 平成 21年 11 月 2 日

難治疾患研究所 幹細胞医学分野から西村栄美教授を招き、平成 21 年度

教育文化週間市民公開講座を開催しました。タイトルは「なぜ白髪になる

のか？幹細胞とエイジングについて～個性を生かしたユニークな研究を育

てよう」とし、加齢に伴って色素幹細胞が量的質的に変化し枯渇すると白

髪になるしくみについて、講演が行われました。

また、西村教授自身の女性研究者としての経験を話し、これまで医学を

志したきっかけや、大学や留学先での恩師や共同研究者との出会いが語ら

れ、若手研究者の今後の指針についても述べていました。市民公開講座で

もあったため、多くの市民の方にもご参加頂くことが出来ました。
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６．広報および調査

６．１ シンポジウム

６．１．１研究者・医療者のキャリアデザイン～あなたらしいワーク・ライフ・バランスのために～

（平成 21年 7月 2日）

今回のシンポジウムを開催するにあたって

東京医科歯科大学 女性研究者支援室 特任教授

荒木葉子

（荒木） 東京医科歯科大学は女性研究者支援モデ

ル育成事業を去年からスタートいたしまして、さま

ざまなシンポジウムを開催してまいりましたが、今

日は研究者と医療者のキャリアデザイン、特に「あ

なたらしいワーク・ライフ・バランスのために」と

いうことで開催させて頂きます。

本日は、日本女子大学の小川氏は、平成 18年のモ

デル校としてさまざまなキャリアに対する取り組み

をなさっておいでです。鈴木先生は、本学の医歯学

教育システム研究センター御所属ですが、ここでは

高度なスキルスラボがあるセンターで、社会人学び

直しニーズ対応教育推進事業として「ママさんドク

ター・リターン支援プログラム」をなさっておいで

です。金井先生はキャリアに関しては大変ご高名な

方で、名古屋大学よりお越し頂きました。片岡先生は、岡山大学からいらして頂きまして、医療人ＧＰ

というプログラムにおいて素晴らしいキャリアセンターを立ち上げられておいでです。それでは、早速

始めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

開会の挨拶

東京医科歯科大学 副学長 谷口尚

（谷口） 本日はご参画頂きましてありがとうございます。

私は、実は女性研究者支援モデル育成事業というのを知りましたのは、今年の 3 月だと思います。昨

年度から始まっているわけですが、私は学生支援担当の副学長を命じられておりまして、昨年度から学

生支援ということをずっとやってまいりました。そういったこともあり、私どもの大学の努力の結果、

こういった調整費を文科省から頂くことができました。私は女性支援や学生支援を統括的に行うよう学

長の方から命じられ、現在担当させて頂いております。

東京医科歯科大学は、これ以外にもほかにいくつか支援事業もございまして、私が統括させて頂いて

おります。今、東京医科歯科大学のコミュニティーとしてのサポート、そこに集う教職員、学生、ある
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いは見方を変えますと女性支援。また見方を変えますと、留学生の支援といったような切り口があると

思いますが、そういったことの概要すべて統括的に見なさいといったことで、今、大学が支援について

できることがないかということを、学長を先頭に取り組ませて頂いています。

東京医科歯科大学には医学部、歯学部、附置研究所、あるいは大学院の特別な科がいくつかあるわけ

ですが、そのいわゆる附置研究所のこととして、この 3年間のプログラムが立ち上がったのですが、今、

特に、医療現場では女性医師の方が、出産、育児ということで職場を離れなければいけないといったこ

とが、社会的な問題として大きくクローズアップされております。本学では特に女性支援が極めて大事

であり、これから力を入れていきます。今年度から 2 年目ですが、当初の 3 附置研究所等から始まった

このプログラムを、今、全学に適用させていこうということで、現在拡大中でございます。

本日は、「研究者・医療のキャリアデザイン」ということで、私も勉強させて頂きたいと思いましす。

遠くからお越し頂いた、それぞれのご専門のお話をしていただけるということで、大変楽しみにしてお

ります。諸関係の方々、あるいは荒木先生を中心に支援室でこういった企画をして頂きましたが、関係

各位の方に、今日のこのプログラムをご準備頂いたことを深く感謝申し上げて、私の挨拶にさせて頂き

ます。本日はよろしくお願いいたします。

e-ポートフォリオを用いたキャリア構築について

日本女子大学 理学部数物科学科 准教授 小川賀代

（小川） 日本女子大学の小川でございます。今日は医学関係の方が多い中で、

私は理学部がベースになっておりますが、やはり理工系の女性がまだまだ少ない

分野ということで、今年の 3 月 31 日まで、この振興調整費の女性研究者支援を

頂いておりました。実際には 5月には報告書を書き、つい先日、会計の監査が来

て、今日も会計監査の回答書を提出し、そして 10 月にはヒアリングが待ってい

るというような状況です。

初めての方もいらっしゃるかと思いますので、今までこの 3 年間、本学がどのようなことをしていた

のかについて、ご紹介させて頂きます。まずは、こちら 2 つが、ユビキタスリサーチ支援と申しまして、

女性研究者が快適に研究を続けられるように、テレビ会議システムや、研究支援員を配置するような形

で進めてまいりました。テレビ会議システムは、かなり効果を挙げてくれまして、最初は研究支援員の

アシストのためだけに入れたはずだったのですが、実際には、急に子どもが熱を出して大学に行けなく

なったのにたまたま業者さんと一緒に打ち合わせをする予定を入れてしまったというときなどは、自宅

にテレビ会議システムを引いていますので、研究室にその方には普通に来て頂いて、テレビ会議システ

ムで乗り切ることができました。また、お子さんが病気でいつもより早く帰らなくてはいけないときも、

テレビ会議で学生には指示を出すことができるなど利点がございました。

病児保育などは、NPO 法人フローレンスと契約を結びまして、朝、子どもが熱を出しても、電話をかけ

れば、必ず1時間以内に駆けつけてくれるというサービスを活用することで病児保育を乗り切りました。

普通の育児の方は、本学は 1971 年から学内ナースリーを持っておりましたので、そちらの方を使わせ

て頂いて、イベント保育などは臨時で学内に開設をしていくような感じでした。

その他は、シンポジウムを行ったり、アンケートなどをするような部門がもう 1 つございました。私
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が積極的にかかわってきましたのは、こちらの黄色い部分、ヒューマンリソース部門というところです。

いかに継続し、継続後のキャリアアップをするにはどうすればよいのか、キャリアパスをはっきりさせ

ようということになり、このヒューマンリソース部門というのを立ち上げました。そこで e-ポートフォ

リオを特に活用しながら支援を進めてまいりましたので、今日は、e-ポートフォリオを活用したキャリ

ア支援について、中心的に話をさせていただければと思っております。

ポートフォリオは、おそらく医療関係者の方には大変なじみがあるのではないかと伺っております。

初めての方もいらっしゃるかもしれませんので、一応簡単に説明させて頂きます。株などをやられる方

は、普通にポートフォリオといって、自分がどういう銘柄を買ってきたのかということをキャリアとし

て並べて見てみるというのはよくやられるとうかがっています。つまり、関連するようなものを 1 つの

可視化するような、集めることによって可視化して傾向を見るという手段が、ポートフォリオというこ

とになります。例えばご自身の本棚を見たときに、似たようなジャンルの本が並んでいたり、クローゼ

ットを開けて見たときも、何となく同じようなお洋服が並んでいたりというように、意外に一元化する

ことによって見えてくることはたくさんあって、自分自身で気が付かなかったことを、そこであらため

て確認するということができます。これは、自分のキャリアを積み上げていくときもまったく同じこと

だと思います。意外に自分のことというのは自分が一番知っているかと思うと、そうでもなかったりし

ます。

このように、こういったものをとにかく一元化させます。それによって、自分の理解の過程や程度を

見渡すことができる。ポートフォリオは、ただ集めればいいというものではないというのが大事です。

こちらにポートフォリオサイクルというのを示しましたが、こちらのポートフォリオのオーナーがおり

ます。このオーナーが、自分が例えば就職をしたいとか、何かについてまとめたいと思ったときに、目

的をまず持ってデータ収集や蓄積をしていくことが大事になってきます。次に、集めたものを自分で眺

めてみます。これを考察、リフレクションといいます。次に、それを整理するのがデザインで、それを

友人や先生、もしくは企業などに提出して公開評価を受けます。そして、評価結果を受けて、またデー

タ集積をしていく。これがポートフォリオサイクルです。

このポートフォリオですが、システムとして組み入れていこうと思ったときに、例えば評価項目の決

定が難しく、カリキュラムの変更を組織的にやろうと思うと、かなり組織全体でかかわっていかなけれ

ばいけないという、ある意味デメリットがあります。良いものであるという認識は広がっているのです

が、導入に時間がかかるケースが多く、もっと早く、システマティックに導入する、というのが課題だ

ったわけです。そこで、キャリア支援に使う、本学にとって適しているポートフォリオはどんなものな

のかというのを振り返ってみたわけです。日本女子大学は 1901 年、明治 34 年、今年で 108 年のかなり

古く、女子しかいない大学で、女子を人として、婦人として、国民として教育をしていこうというのが

理念になっております。言葉を変えれば、今の男女共同参画といったことの走りであると思っておりま

す。これによりまして、日本女子大学は幼稚園から大学院まで兼ね備えております。この 105 年を超え

る間に、7万 5,000 人を超える女性の卒業生ばかり輩出してきているということになります。

やはり最近はどこの大学さんも、卒業生とのつながりというものがあるかと思いますが、本学もこの 3

月まで、女性研究者マルチキャリアパス支援を頂いておりましたし、現在でもリカレント教育の再就職

システムや、新規学習ニーズ対応プログラムというのがあります。あとは、生涯学習センターや同窓会

といったものが存在していますが、いずれの取り組みにしても、やはり女性にはライフイベントが常に
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つきまとうということで、これに対応した支援が求められている現状がございます。このような外から

のニーズとしては、ライフイベントに対応するような支援を受けたいというニーズ、そして我々の持っ

ているリソースとしては、さまざまな分野で卒業生を輩出し、いろいろな分野で活躍している人がいる

という財産があります。この卒業生こそが我々の一番人的な資源です。これを使うことによって、皆さ

んの希望に応えられるようなサービスができるのではないか、システムができるのではないかというこ

とで、ロールモデル型 e-ポートフォリオというものを構築、提案してまいりました。

このロールモデル型 e-ポートフォリオモデルシステムですが、先ほどお見せしたポートフォリオサイ

クル、ここの考察、リフレクションのところで、いいコメントを出し、ちょっと方向性をつけることに

よって、大変有効になるといわれております。常に教員がコメントを出したり、相談員がコメントを出

したりということは、現実的には不可能に近いということで、これだけたくさん人がいるのであればデ

ータベース化してしまい、そうすることで固有の情報だけを上手に取り込むことによってサゼスチョン

を与えていこうというのが、このロールモデル型 e-ポートフォリオシステムになります。

これは、何万人という卒業生がいる中で、10年、20年先の先輩を参照したいかというと、意外にそう

ではないです。もちろん 10 年後、20年後の自分も想像したいときはありますが、やはり少し先、ちょっ

と先の自分を想像したい。そうすると、最近卒業したばかりの卒業生を参照すればいい。また、30 代の

卒業生は 70 代の卒業生を参照したいかというと、そうではなくて、やはり 30 代の方だったら 40 代ぐら

いの方を参照したいということで、卒業生もまた少し先の先輩を参照したらいいということで、ロール

モデル型 e-ポートフォリオシステム、RMP というふうに名前を付けていますが、を構築していきました。

最初に行ったことですけれども、ロールモデルをどのように分類をするか。私は理学部に所属をして

おりますので、どういう会社で、どういう職業、職種に就くのかということが、やはり学生にとって、

また若い卒業生にとってはとても大事なものになります。なので、まず業種、職種別にロールモデルを

分類しました。そして、やはり人気の企業や、この企業のカラー、社風にすごく引かれるということで、

企業別にも分類できるようにしてみました。

これらをいかに可視化するかということで、数値化して、レーダーチャートにするのがわかりやすい、

と考えました。今どこまで自分のレベルが達しているかという達成度の数値化に取り組みました。

この数値化にするときに行ったのが、1から6という分野に分けたものになります。こちらは経産省が、

企業が大学に対してどれぐらい今のカリキュラムと仕事で欲しい能力がマッチングしているのかという

ことを調査したものと、イギリスの QAA といって、日本で言うと学位授与機構のようなところのベンチ

マークを参考にして決めていったものになります。ちょっと細かい数式のところは、今日は省かせて頂

きまして、実際に構築した画面がこのようになっております。まず認証を行いまして、こちらがロール

モデルで、業種、職種を選ぶこともできますし、企業名から先輩を選ぶこともできます。

そして学生にとってみると、今自分の置かれている状況というのは、あこがれの先輩が自分と同じ年

のときどのくらい頑張っていたのか、ということがやはり気になる。じゃあ今、先輩と比べたら私の頑

張りは足りないんだから、もっと頑張らなくてはいけないというのを、院生まで使えるような形で構築

しております。このように業種、職種を選ぶことができまして、学年も選択することができまして、最

終的に現在の自分と目標としたい先輩、ロールモデルとの比較をこのような形で表示をすることができ

るシステムを作成いたしました。

それだけでは、せっかくここまでできたのだから、この差分。先輩と自分との、自分の足りない部分
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についてはどうしようということで、先輩の過去にためてあるポートフォリオのデータを解析しまして、

先輩はこういう科目を頑張っていたとか、こういう活動を頑張っていたというのが出てくるような仕組

みまで、一応組み込んであります。

さらにもう少し、単なる数値的に見られるだけではなく、自分の特徴みたいなものを書いた文章も登

録し、実際に自分の適性の職業や、テキストマッチングなどの機能もこの中には入っております。

よく企業さんに出すエントリーシートというのがありますが、エントリーシートに書いた自分の文章

が、実際に企業に求められている内容とマッチしているかどうかということもテキストマッチングをし

て、それが数値化して表れるような仕組みもありますので、自分が先輩とだけではなく、例えば世の中

的にこういう職業にはこういう能力の人が欲しいといったものも併せて評価できるようなシステムにな

っております。

実際に構築したシステムは、このようになっております。ポートフォリオで情報を入力する場面、自

己分析できるところ。この辺はこの後説明をさせて頂きます。キャリアパスの支援、管理者の画面とい

ったもので、かなりのページ数で構成されているシステムとなっております。おかげさまで、こちらの

システムはもう 2 年たってしまいました。おととしになりますが、日本 e-Learning 大賞というものがご

ざいまして、そこで文部科学大臣賞を頂いたシステムになります。

実際にこのシステムを構築してどうやって広げていったかということですけれども、本学のキャリア

支援課と連動した説明会やサイエンスカフェとをこれまで開催してきました。サイエンスカフェによる

セミナーなどでシステムの紹介をして、学科の就職ガイダンス、ホームカミングデー、それぞれこうい

うものを必要としている人たちのいるところには出掛けていって、説明する時間をもらってその場で登

録をして頂く。学生からしてみると、先輩が登録をすればそれでロールモデル獲得というような形にな

ります。なるべくホームカミングデーといって、先輩たちとなかなかセッティングのないときには、そ

ういうところでデータベースの蓄積を図っていくような努力をしたという感じです。

こちらは女性研究者キャリアパス支援モデルの方ですけれども、こちらの中で具体的に行っていき、

現在も継続しているものについてご紹介をさせて頂きます。このプロジェクトの中で、28 歳から 47 歳、

ちょうど女性の仕事に就くのは、鞍型で落ち込んでいるくぼみのところに相当する年齢の方に、1 学年お

きになりますが、A4、10 ページ分ぐらいのアンケートを送りました。回答率を見て頂くと、35歳から 44

歳までの回答率が高いです。おそらく、こういった支援の必要性を一番感じているのは、この辺の世代

の人たちなのかなということも強く感じましたし、こういった支援をやってほしいというご意見も頂き

ました。

このアンケート結果、大学の中に、転職、再就職のためのキャリア支援をするシステムがあれば活用

してみたいですかと聞きましたところ、60％以上の方がそういったシステムを学校の中に置いてほしい

ということでした。また、卒業生のコミュニティーシステムに何を期待しますかというと、やはり相談

窓口が圧倒的に多いというのがここで分かるかと思います。あとは、人脈の構築に続いているというこ

とが分かりました。そこで、この女性研究者支援の中で特に行っていったのは、やはりポートフォリオ

を使うことによって自分のキャリアを眺め、そして身近になるロールモデルを参照しながら、そこから

就業へ結び付けていくようなシステムをつくろうということになりました。

実際には、研究者用のポストを探してきてくれる派遣業者さんがあり、また技術を身に付けさせて、

自分のところで専門学校に行かせて技術を習得させて、契約社員もしくは正社員で入れ込んでいくとい
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うような派遣会社さんというのが、世の中にはいくつか存在しております。そういったところの方に、

自分の育てた人材を売り込みするときに、どういった情報を持っていると企業に売り込みがしやすいの

でしょうかとヒアリングをさせて頂きましたら、とにかく技術系というと、どんな機器、技能を持って

いるのかということはすごくアピールポイントになると。それがどういうキャリアで、何年やっていて、

どのくらいの、例えば機械もどんどん新しくなっていきますから、どこまで対応できるのか。また、ど

んなプロジェクトに何の役割でかかわってきたのかということは、やはりすごく大事になってきますと

いうことでしたので、そういったものは一通り全部入るようなものにいたしました。

そして、最終的には 1 社の派遣会社さんと契約をしたのですが、早速、産総研でポスドクをされてい

た方をまず雇われまして、仕事の改革をしてくれるような形でお仕事を、営業を取りに行って頂くと。

最初我々は、申請書を書いたときには、独自でＮＰＯ法人を立てて、ＯＧのネットワークを使って就職

先をつくっていこうと思っていたのですが、やはり外部との連携で達成していこうということになり、

このような人材斡旋をプロとしているところと組んで、その情報をこのポートフォリオのシステムの中

に入れて行っていくことにいたしました。

そのほか、このシステムを構築するところまではいいのですが、1 回見たら離れていってしまうような

システムだと、なかなかシステムがよくなっていっても、利用者が少ないというのはとても残念なこと

ということで、ＯＧの活躍を紹介するようなページを作ったり、大学が、例えば今キャンパスの桜がき

れいに咲いていますとか、新入生がこんなにたくさん入ってきました、というような身近な情報を流し

たり。あとは、ＳＮＳで情報交換ができるようなところを確立するというような形で、少しウェブ上で

コミュニティーが広がっていくような形で、さらに発展的にさせていきました。

能力的なところは、ロールモデルとの判断というのが比較できるようになってきてはいますが、個性

みたいなものについてはキャリアだけでは分からない部分が出てくると。もしかしたらこの人はとても

リーダーシップが強くて、みんなをまとめるのが大好きな人というのは、成績やキャリアといったとこ

ろからはなかなか見えてこない。パーソナリティーの部分も少し見えた方がいいかなというのがありま

して、利き脳診断といって、右脳と左脳がありまして、これが上から見た感じで、こっちが左脳で、こ

っちが右脳で、こっちが大脳新皮質でこっちが辺縁系の部分を 4 つのパートに分けて、自分がどこの脳

を心地よく使うのかというような、ハーマンモデルというものがあります。こちらをオルティナさんと

テンプスタッフさんと協力して、10 分ぐらいでできるような簡易版を作成いたしました。そうするとコ

ストも下がりますし、10 分ぐらいで診断ができるというものですので、このパターンをロールモデルと

比較しながら使えるような形。今はまだ個人を特定するような形で、個人情報の問題がありますので、

個人を特定できるようなシステムにはなっておりません。あくまでも統計的なものとして提供している

ような状況になっているので、こちらはまたいずれ、職業別にいろいろ行い、業種別にこのパターンを

少し統計処理したもので利用者にフィードバックをかけていこうと思っているところで、今は純粋に診

断テストだけを行っているのが現状です。実はこちらの方は、昨年 11 月に『経済最前線』というＮＨＫ、

ＢＳ1の経済ニュースのような感じですが、こちらの方でこの模様は紹介をして頂きました。

今日のタイトルにもある「あなたらしいワーク・ライフ・バランスのために」というのがありますが、

私はこのプロジェクトに 3 年ぐらいかかわり、『産学官連携ジャーナル』の方にも原稿を書かせて頂き

ましたが、やはり女性研究者や技術者、医療技術者が自分のキャリアを前に進めていくときに本当に必

要なのは、手に届くところにいるロールモデルの存在。ちょっと頑張ったらあの人みたいになれるかも
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と思えるような。雲の上のロールモデルは、わあ、すてきだわ、で終わってしまいますが、ちょっと頑

張ってみよう、もうちょっと頑張ってみようと思わせてくれるようなロールモデルがやはり必要だとい

うことです。

また、いろいろなライフスタイルもある中の、多様性の中でのワーク・ライフ・バランスについて、

原稿にも書かせて頂きました。最終年度、やはりワーク・ライフ・バランスを何とか取り入れていきた

いということで、こちらは私が個人的に参加していたものを、このプロジェクトに絡めていってしまっ

たところがありますが、主体としては、慶應義塾大学さんと電通さんが主体となっています。こちらは

企業、大学では本学のみですけれども、女性はライフステージに応じたさまざまな働き方を希望してい

ますけれども、希望と現実には乖離があると。やはりここが、ライフプランを考える際に考えようとい

うのが、ワーク・ライフ・バランス。これをどうやって考えていくのかというのを、セルフチェックツ

ールをマイウィッシュといって、自分は何が欲しいと思っているのかというのを 10項目挙げてもらいま

す。そこから、また自分の振り返りを始めて、自分が今、本当に望んでいるものは何なのか。それに対

して達成努力はしているのか、していないのか。長年それを持ち続けていることによって、自分は何か

変わったのか、変わらないのか。

これは携帯で使えるツールになっていまして、同じ目標を持っている人とお友達になれるような仕組

みも実は入っています。このようなことをしながら、ワーク・ライフ・バランスを支援していくような

ツールもこのプロジェクトの中では進めていきました。

今後に向けてですが、やはりジョブ・マッチング・システムをもう少し、さらなる形で発展させてい

きたいと思っています。そして女性や学内に限らず、このシステムそのものをいろいろな分野やいろい

ろな人材に適用していきたいと思っていますし、ほかの大学さんにも、ＡＳＰとして提供することも考

えております。また、やはりシステムの利用度の活性化を図るために、ＳＮＳを活用したコミュニティ

ーの形成も、もっと充実化させていきたいと思っております。

キャリアの形成というのは、どこか就職した時点で終わるというわけではなくて、ライフイベントを

迎えるごとに、やはり常々キャリアプランというのは考え直していかなければいけないものだと考えて

おります。卒業生からの要望もあるということなので、在学しているときではなく、卒業後までもキャ

リア形成支援の活用に使っていきたい。生涯サポートに向かって頑張っていきたいと思っております。

どうもありがとうございました。
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東京医科歯科大学のママさんドクター・リターン支援プログラムの試み

東京医科歯科大学 医歯学教育システム研究センター 准教授 鈴木利哉

（鈴木） 東京医科歯科大学の医歯学教育システム研究センターの鈴木と申します。

本日は、「東京医科歯科大学のママさんドクター・リターン支援プログラムの試み」

についてお話しさせて頂きます。

女性の社会進出の歴史をざっと見てみますと、明治以前は外に出る仕事はほとん

どなく、自宅の農業や商業を手伝うだけだった。それが明治に入ると、非常に特殊

な職業として芸人や音曲の師匠、髪結い、あるいは産婆さん。当時はすごくエリー

トだったそうですが、こういう職業がようやく現れてきた。そして、初めて明治に

なって、1872 年に学制が敷かれるようになってから、小学校の女性教師、あるいは中学校の女性教師と

いった知的職業が現れております。

1882 年に、共立東京病院の看護婦養成所で看護婦の養成が始まり、女性の大事な仕事として看護婦が

現れましたし、1893 年には三井銀行が女性銀行員を雇うようになった。1900 年前後には、逓信省が、女

性の交換手が非常に優秀であることに気付き、逓信省周辺の仕事に女性を大勢採用するようになった。

さらに 1901 年には、三越呉服店がデパートの店員を雇うようになった。

こういう知的職業が出てきて、大正時代に入って初めて、1900 年に東京女子学校というものが最初に

できました。そのころは、あまり女性医師を輩出というわけにはいかなかったのですが、1912 年、明治

45 年に東京女子医学専門学校が設立されてから、非常に大勢の女性医師 が社会に現れるようになった

という背景があります。そのほかに、女性の車掌さん、バスガールさん、事務員さん、タイピストさん、

婦人記者、あるいはバーカフェの女給さん、そういった仕事が現れてきて、そういう時代背景の下に、

今ではすっかり女性の研究者や女性医療者のキャリアデザイン、時代がすっかり変わった。時代の変化

を感じます。

私たちのプログラムは、医師の絶対数の不足、産科医および小児科医の不足をはじめとする、医師の

診療科遍在が顕在化し、医師確保が社会的緊急の課題となっている、そういう時代背景の下に設定され

ました。国内の医学部女子学生の比率はすでに 3 割を超えておりますし、北欧のオランダやベルギー、

スウェーデンではすでに 7 割を超えております。女性医師の増加というのは今後も見込まれますけれど

も、出産、育児等を契機に離職した女性医師の職場復帰というものは、円滑に進んでいるとはいえない

状況があります。

医師不足や診療科遍在を解消するための有効かつ実現可能な対応策の 1 つは、離職女性医師の職場復

帰支援であります。復職を阻む要因としては、治療手技再開への不安、最新の医学知識獲得への不安、

そして家事育児の負担というものが大きいと考えられます。本教育プログラムは、離職女性医師をリク

ルートし、現場へ速やかに復帰できるよう、潜在能力を再教育する女性医師復職支援のためのプログラ

ムであります。

期間は昨年 9月 25 日から平成 23年 3月 31 日までです。最新の内科コースを例にご説明しますと、最

初の 1 週間を東京医科歯科大学で、講義とシミュレーション実習を受け、次の 1 週間は、青梅市立総合

病院で外来と病棟の実習を受けて頂きます。最終日に筆記試験とＯＳＣＥ（客観的臨床能力試験）を受
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け、終了というコースになっています。

私たちのプログラムは、シミュレーション実習を非常に重視した内容になっております。皆さんご存

じのように、飛行機のパイロットを養成する際に、パイロット自身の安全のためにも、シミュレーター

を使わなければいけない。そのために飛行業界でシミュレーターというのは非常に発達しましたが、こ

れが医療関係者の育成にも有用であることが分かり、今では、医学部では非常に大きく取り込まれるよ

うになってきています。シミュレーション実習の特徴ですが、系統立てて臨床技能を教育できる。基本

的手技をトレーニングできる。チューターと学習者間で、臨床技能習得についてフィードバックができ

る。質を担保した臨床技能訓練を実施できる。救命救急処置の訓練を現実に即して実施できるといった

特徴があります。

東京医科歯科大学で、まず講義とシミュレーション実習を行います。お茶の水駅の近くに、スキルス

ラボというものがあります。様々な科別によるシミュレーション実習が終わった後、外来病棟実習を青

梅市立総合病院に行って頂き、受けて頂きます。青梅線の河辺という駅から歩いて 5 分ぐらいのところ

にある閑静な病院です。担当して頂いている先生と、院長のお 2 人の協力があって初めて、私たちのプ

ログラムはうまくいったと考えております。

実際に参加したママさんが担当したのは、外来では 50 人から 120 人ぐらい。そして病棟では、3 人か

ら8人ぐらいの患者さんを担当しておられます。先ほど小川先生からポートフォリオの話があったので、

簡単に話しますが、青梅での実習内容というのは、e-ポートフォリオに当たるのですが、電子媒体でワ

ードで送ってもらうような形を取りました。これは先ほどのお話にあった話とちょっと違いますが、ク

リエイティブ業界に就職を目指す若者たちは、自分の作品を上手にまとめ上げて、それを就職担当者に

送りつけて、要するに自分の就職のために役立てる。そういったものですが、もちろん医療でも、自分

自身を売り込むために上手に使っていける内容であります。

青梅での研修内容の一部ですが、自己アピールとしては、最初からあらためて勉強する心積もりがあ

ります。非常に強いメッセージがあります。目標としては、病棟や外来で採血の機会があれば、できる

だけ担当する。分からないことはその場で解決するように努める。非常に前向きな姿勢を感じます。達

成できた目標としては、自分自身が今行っている研究について発表し、臨床の先生方と交流を深めるこ

とができた。あるいは、心エコーを経験し、理解することができるようになった。いろいろなことを書

いてくださっています。

体験したことでは、シミュレーションで行った採血と実際の乳幼児における採血は異なることに違和

感を覚えた。実際の患者さんの方がはるかに難しかった、こんなことをおっしゃっていました。

自分自身で成長したと思う点、年齢や人生経験を重ねたことで、病棟スタッフや患者さんとのコミュ

ニケーションが若いときよりもスムーズに行えるような印象があった。私は、これを読んだとき非常に

感動したのですが、これは男も一緒で、年を取るとコミュニケーションが非常にうまくできるようにな

ってくるというのは身を持って感じていたのですが、こういうふうにこの先生も感じて、書いておられ

ました。また、自分自身の家族に、なぜ家を留守にしてしまうのか、そして自分は医師として働きたい

んだという気持ちを家族に、これは具体的にはお子さんやだんなさんですが、分かりやすく説明できる

ようになった。こういった非常に前向きな意見があります。

自分自身で改善すべきこと、医学知識に関してはかなりの記憶が失われていて、まったくアップデー

トされていない点に危機感を感じ、再学習の必要性を感じた。研修医の先生方がとても仕事ができるの
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を見ると、悔やんでも仕方がないのに、結婚する前に戻って最初からやり直したいと考えてしまう、こ

んな感想も漏らしておられます。価値ある学び、さまざまな外来症例における再受診を進めるタイミン

グをどういうふうに設定すべきかを学ぶことができた。現状の実力と臨床に復帰する上でのワーク・ラ

イフ・バランスを再興するための非常によい機会であった、こういったことをおっしゃっています。

青梅での実習が終わりますと、最後の日に東京医科歯科大学に戻って頂いて、筆記試験を受けて頂き

ます。筆記試験の後、ＯＳＣＥ（客観的臨床能力試験）、ある課題を与えて、その課題をこの患者さん

が持っているとして、5分間以内で診察をするという内容です。

そういった試験が終わりますと、センター長が公表を行って、修了証書を授与します。私たちのプロ

グラムでは、3 月 24 日に評価委員会を行いました。どこでこのプログラム内容を知りましたか。東京医

科歯科大学内のポスターの掲示板を見た。あるいはインターネット検索をした。あるいは日本医師会女

性医師バンク、これが女性医師の復帰支援で一番大きなホームページだろうと思いますが、このホーム

ページにリンクさせて頂いていますので、そのリンク画面から知った。そのリンク画面を見た友人から

のクチコミで応募したという方もいらっしゃいました。今年は、読売新聞に 1 回だけ広告を出しました。

これがその内容ですが、私たちのプログラムです。その隣に、お見合い業者の写真が出ているのが分か

りますが、こういう明るい未来と現実とが見開きで隣り合わせるような、皮肉な紙面になっています。

講義内容のよい点を述べてもらいました。最新の医療に関する情報が得られた。自分が学んだ内容と

は医療がすっかり大きく変化していることがよく分かった。ワクチン接種の最新情報を知ることができ

た。ＩＣＬＳミニコースは実践的で非常に役立つ。循環器講義は、10 年間の最近の変化について時系列

で話してくださったので、非常に理解しやすかったというお話でした。血液腫瘍学講義では、あまり出

合わない血液疾患の知識が得られた。復職支援の講義では、自分自身の置かれている状況というのがよ

く分かった。講義内容の問題点としては、一部の先生が難し過ぎる、専門的過ぎる講義をした。一般的

な疾患の話でいいだろうと思う、そういったご意見でした。シミュレーション実習のよい点、シミュレ

ーションは何度でも練習できるので大変よい。忘れていた手技を思い出すことができた。実際はシミュ

レーターと違って難しいが、シミュレーションで慣れておくことは、実際での臨床での自信につながる。

同じことですが、患者さんに接する前にシミュレーターで練習できるので安心だと。

シミュレーション実習の問題点ですが、初歩的な実習から系統立てて段階的に学びたい。現実とは違

うことをあらためて認識した。それから超音波検査のシミュレーター実習では、ずっと最初から最後ま

で専門のチューターがついていてほしい、こういったご要望もありました。

東京医師歯科大学では、腹部超音波と経膣超音波のシミュレーターしかないので、心臓の超音波検査

も学びたいというご希望もありました。決められた時間以外にも使いたい。それから、東京女子医科大

学の復帰支援で行っているような e-ラーニングも取り入れてほしい。そういったご要望がありました。

シミュレーション実習の個別の評価ですが、全般的に非常によいという評価を頂いております。外来

病棟実習、青梅での外来病棟実習の評価であります。青梅では専用個室を用意してくださいました。い

つでも泊まれるように各人に個室を用意して頂いております。それが非常によかった。それから、どん

な質問をしても親切に説明してくれた。それから、先ほどのお話にもありました、ロールモデルとなる

ような先生と出会うことができ、自分自身の将来像をはっきりと思い描くことができるようになった。

そういったこともおっしゃっていました。

外来病棟実習の問題点、これは物理的にやむを得ないことですが、青梅市立病院が遠過ぎるという苦
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情がありました。それから、スタッフが忙し過ぎて声を掛けにくい。それから、カルテを見ているとス

タッフの邪魔をしているような感じがして遠慮をしてしまう。古いカルテを見せてほしかったけれども、

遠慮して機会がなかった。子どもの保育時間に合わせると、どうしても 17時までしか実習ができないの

で、子どもを預かってくれるような支援体制があればよいのにと思った。そういった意見がありました。

総合評価としては、内科コースはまあよい、小児科コースは非常によい。これは、青梅市立病院の実

習が非常によかったことの反映ですが、非常によいという評価を頂きました。産婦人科コースの評価も

よかったです。

参加者からご提言を頂きました。東京医科歯科大学の医学部の講義や TBL に実際に参加したい。家庭

の主婦にとって 2 週間というまとまった時間を取ることは大変難しいので、時間設定はもっとフレキシ

ブルにしてほしい。それから当然ですが、保育室があった方がいい。決められた時間以外にもスキルス

ラボを利用したい。これは実際に実現可能なので、すでに連絡して頂いて、ご利用して頂いております。

今までの参加者とその後の進路ですが、内科コースは 3 人、1 人は研究者、1 人は研修中、1 人は外来勤

務であります。小児科コースは 1 名で、これはベテラン先生の外来を補助するような、不規則な外来勤

務をされています。婦人科コースの参加者は 1 名で、女性専門の健康診断に従事されております。これ

は平成 20年度の成果報告書です。今までに内科コース 3名、小児科コース 1 名、産婦人科コース 1名の

プログラム参加者があった。プログラム内容に対する参加者の評価は、極めて良好でした。シミュレー

ション実習を積極的に取り入れ、臨床実習の成果につながるように工夫をしました。臨床実習は、ポー

トフォリオで報告することを義務付けました。今後、プログラムの広告方法をさらに検討して、潜在的

な復職希望女性医師を掘り起こしていき、深刻な医師不足の解消に役立ちたいと思います。ご清聴あり

がとうございました。
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女性のキャリアデザインとワーク・ライフ・バランス

名古屋大学 大学院教育発達科学研究科 教授 金井篤子

（金井） 名古屋大学の金井でございます。本日はこのような会にお呼び頂きま

して、誠にありがとうございます。前の 2 人の先生方のご発表も非常に興味深く

拝聴させて頂きました。

今ご紹介頂きましたが、教育学部の方に所属しており、心理学の視点からワー

ク・ライフ・バランスについて関心を持って研究させて頂いております。私は平

成 15 年から平成 18 年まで、名古屋大学の方で男女共同参画室長を務めさせて頂
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いております。そのときに、一番大きなテーマは、女性教員をいかに増やすかというテーマでした。当

時、女性の教員の割合というのは10％ぐらいで、最新の報告書を見ると11.2％ぐらいになっていたので、

ちょっと増えたかなという状況になっております。いくつか活動の中でいろいろな調査を行いまして、

どういうふうな形でやっていくと女性教員が増えるのかということを考えましたので、ご紹介させて頂

きたいと思います。

これは一般的な、女性の就業継続を困難にする理由ということで、平成 18 年度の男女共同参画白書の

方から取ってきたものです。何といっても、第 1 位は育児、介護、家事。これは日本の文化で独特だと

思いますが、夫の転勤です。そのほかには、家族の理解のなさや反対、男性優位の職場風土、女性の意

欲や能力が劣っているという偏見、男女均等な職場でないこと、女性に対する職場の理解のなさ、みた

いなことが項目として挙がっているわけです。これを見て分かりますように、女性の家庭責任の問題と

いうのは無視できなくて、今日のテーマでありますワーク・ライフ・バランスとも密接に関係して考え

ることができます。

私どもの大学で、なぜ女子学生は大学研究教育職を選ばないのかという、ちょっと悲しいタイトルの

調査を 2003 年に実施しました。名古屋大学の前期博士課程ならびに後期博士課程、大学院研究生、博士

研究員、教員も対象に一斉に実施をしております。回答が得られたのが院生だけ、1,043 名で、約 7,000

名おりますので、全体の 14％ぐらいではないかと思います。そのうち、女性の後期課程以上の院生、大

学院研究生については、127 名の回答を頂くことができました。これはだいたい、私ども女性の院生が

800 人ぐらいおりますので、全体の 17％ぐらいかなと思います。実際に大学研究教育職に就きたいとい

う人はどのくらいいるのかは、44％です。

大学ではなくて、やはり研究をしたいから、特化した研究をしたいので民間に行きたいというような

方もいらっしゃいまして、それが 26 名、20.5％。研究職以外というのも 10 名いらっしゃいました。そ

の他が 11名で、研究職以外とその他がどういう区別を皆さんがつけたのか、ちょっと分かりかねるので

すが、さらに無回答が 23名です。後期博士課程まで来ていて無回答なのです。これは、どういうふうな

状況だと考えればいいのでしょうか。男子学生にも同じようなことを聞いているのですが、やはり就職

難という問題があります。研究職も就職難ということはやはり前提としてありますので、こういうこと

があるのかなと思いますが、ちょっと残念な状況です。

院生に、女性の大学教員が少ない原因は何だと思いますかということで、23 項目のさまざまな角度か

ら考えられる、最初にスライドをご覧頂きましたけれども、そのスライドにあるようなテーマもいろい

ろ入れて、聞いてみました。これは女子院生だけではなく、先ほどの 1,000 名で因子分析をした結果で

す。だいたい 3 つの因子に分かれます。1つは、男性側、大学側の問題。いわゆる男性原理と呼ばれてい

るわけですが、男性が女性の採用、登用に消極的な態度を持っている。女性の採用、登用に対する大学

の認識や理解が足りないということ、そういう項目を挙げたわけです。それから第 2因子ですけれども、

女性自身の問題ということで、これも言説としてはよく言われている話で、女性の努力が足りないので

はないかとか、女性の意欲が不足しているのではないか。私は全然そんなふうに思っていないですが、

そういう言説があるので、項目で入れております。

それから第 3 因子ですけれども、女性の家庭責任です。パートナーの都合による異動の可能性がある

とか、女性教員は多忙で、家事や育児との両立が困難であるといったような項目の 3 因子になりました。

それで、一応終了後進路別でグラフにしたのですが、まずは各項目を見て頂きたいのですが、女性の
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127 人のデータです。男性側、組織側の問題と言った人が、これは 5 点尺度ですので、3 がどちらともい

えないという、真ん中です。3 よりもちょっと上。それから、女性側の問題というのは、3、どちらとも

いえないよりは低いので、女子院生の方も女性側の問題とは思っていない。最も高かったのが、ここで

す。女性の家庭責任というのが高いために、女性の大学教員が少ないのではないかと認識しているとい

うことです。なぜ大学教員にならないのかということだったので、大学教員になるグループ 57 名と、そ

の他の官庁、企業の研究職とか、非研究職を選んだ人とを比較してみました。青い方が大学の研究職で、

ほかのグループより家庭責任も低く見積もっています。それから、女性側の問題というのももちろん低

く見積もっていますが、男性、組織側の問題ではないかというのがちょっと高く見積もっていて、納得

できる。当然この人たちはそう思うだろうなというデータになっています。

大学の博士課程まできていて、当然大学教員のキャンディデートなのにもかかわらず、それを選んで

いないというグループを見てみますと、男性側、組織側の問題は若干低く見積もっていて、女性側の問

題と女性の家庭責任というものを高く見積もっています。能力的には同じなのにもかかわらず、こちら

の伝統的な女性の役割感みたいなものが非常に強くなってくると、研究職に入ってこないという状況が

あるということが分かったわけです。

女子院生は、女性の大学教員が少ない原因は女性の家庭責任が重いからだと思っている。進路別に見

てみますと、家庭責任を果しながら大学で職を続けることは困難であると感じているほど、大学研究教

育職を避ける傾向であるということです。先ほどの図を見て頂くと、ここにも差があります。t 検定をす

るとここにだけ差があるのですが、判別分析をすると、こちらの要因の方が大きくなるということだし、

得点が高いということからすると、やはり女性の家庭責任をどのようにとらえるかによって、教員にな

るか、ならないかということが決まってくるということが分かりました。

実際に大学教員の家庭責任とかワーク・ライフ・バランスはどうなっているのかを調べるということ

で、私が研究しているのはワーク・ファミリー・コンフリクトという概念です。仕事と家庭との要求が

両立せず、仕事の要求が家庭における達成を阻害し、家庭の要求が仕事における達成を阻害するような、

そういう状況における心理的葛藤のことを、ワーク・ファミリー・コンフリクトと呼んでおります。仕

事が家庭にあふれだして困る、仕事が多過ぎて家庭のことができないというのを、仕事家庭コンフリク

ト。それから、家庭責任がいろいろあって仕事が十分にできないということになりますと、家庭仕事葛

藤。それから、家庭と仕事と両方あって、もう本当に大変、息つく暇もないという時間葛藤。それから、

家庭を取るべきか、仕事を取るべきか悩むことがあるというような選択葛藤。この 4 つの概念を通常使

っております。

女性教員のワーク・ファミリー・コンフリクトはということで、やはり名古屋大学において 2005 年の

8 月に実施したのですが、ご承知のように 2006 年から次世代育成支援法がスタートしており、その前段

階で、次世代支援法のために、より充実した支援を考えるということで実施した調査です。回答の得ら

れた 1,851 名ですが、名古屋大学は教職員合わせますと、正規では 3,700 名ぐらいおりまして、非正規

などを加えて、それを超えているわけですが、これはたくさんの方にご協力を頂きました。女性教員は

だいたい少ないので、女性教員が 170 名ぐらいだと思いますが、71 名協力をしてくれました。先ほど 4

つに分かれると申し上げましたが、選択葛藤がうまく因子分析ができなくて、全部家庭仕事葛藤に入っ

てしまったので、この 3 つで調べました。最も高いのが、やはり仕事家庭葛藤です。この青い方が女性

教員、それからピンクが男性教員ということで、だいたいこのような V 字になりますが、見て明らかな
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通り、これは全部有意差がございますが、男性教員と女性教員を比べますと、女性教員の方が圧倒的に

高いということになります。

では、女性同士で比較したらどうかというので、青いのが女性教員、それからピンクが女性の常勤の

職員です。それから、女性の非常勤の職員の方も協力してくださって比較してみると、こんな感じです。

当然のことながら、非常勤というのはワーク・ファミリー・コンフリクトを避ける就業形態ですので、

これが高くては問題なのですが、仮説通り低いので、逆に言うと、ここがどちらともいえない、の 3 点

ですが、女性の教員が、特に仕事家庭葛藤や、時間がないという葛藤を高く感じているということが分

かります。今のお話ですけれども、女性教員のワーク・ファミリー・コンフリクトですが、男性教員よ

りも高いワーク・ファミリー・コンフリクトを示しました。また同じ女性でも、常勤職員、非常勤職員

よりも高いワーク・ファミリー・コンフリクトを示しています。そういう高いワーク・ファミリー・コ

ンフリクトを抱えながらも仕事を、職を続けているということになります。

同じ調査のときに、先ほど小川先生から、現実と理想という問題が出てまいりましたが、全体を 10と

して、現在家庭に 10 のうちどのくらい、仕事に 10 のうちどのくらい、個人の、個人というのをどうい

うふうに考えるか分かりませんが、個人の時間にどれぐらい使っているかというのを聞いたものが、こ

ちらになります。これが女性教員の現実、それから理想です。これは男性教員の現実、理想です。女性

教員の方が、男性教員の現実と比較しますと若干家庭責任が多くなっています。しかし、仕事は実は同

じだけになっているので、個人生活を削ってやっているということになります。

理想の方を見てみますと、理想の方も、女性の方が男性よりも家庭責任が若干高くなりますが、ほぼ

仕事は一緒で、個人生活ということになります。女性教員も男性教員も、ほぼ似たような時間の割り振

りということを、現実的にもしているし、理想的にもしている。ただし、ここの家庭責任のところが若

干高くなっていて、しわ寄せがきているという形になっています。

そうすると、女性のほかの働き方と比べるとどうかということですが、これが今の女性教員の現実と

理想です。やはり、最も仕事の負荷が現実的に高いのは、女性教員になっています。その次に常勤の女

性の職員、それから非常勤の方です。ここで面白いのは、女性の常勤の職員の方も、非常勤の方も、理

想は 3 分の 1 ずつです。こっちも 3 分の 1 ずつです。しかし、女性教員の理想は 3 分の 1 ずつではない

のです。ここが 5 で、ここが 3 で、ここが 2 です。これは、実は男性とまったく一緒で、3 で、5 で、2

です。ということは、先ほどの女性の学生さんのデータでは、家庭責任があるので仕事ができないと出

てきていて、家庭責任をうんと減らせばいいのではないかというふうにいえるところがあるかと思いま

すが、実は実際に研究職の皆さんは、家庭責任を減らして仕事に充てたいとは思っていない。家庭責任

を減らして仕事をしたいとは思っていなくて、家庭責任もちゃんとやりながら、でも仕事もしっかりや

りたいと思っているというのが、特徴といえるのではないかと思います。最後のところですが、女性教

員は男性教員とまったく遜色なく、キャリア意識が非常に高くて、仕事をしっかりやりたい。でも、家

庭にも責任があって、それも十分に果しながら、でも仕事をたっぷりやりたいと思っている。そういう

ところが特徴ということがいえると思います。

ワーク・ライフ・バランスということですが、内閣府の方でワーク・ライフ・バランスということを

言ってきて、老若男女誰もが仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、さまざまな活動につい

て、自らが希望するバランスで展開できる状態を指そうということで展開しているわけですが。具体的

な施策は、こちらにいらっしゃる皆さんはご承知の通りです。名古屋大学も、事業所内保育所をスター
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トしておりますし、育児の短時間勤務制度をスタートいたしました。それから、先ほど日本女子大学さ

んでは、テレコミュニティーングというのがあって、実は名古屋大学も、保育所と保護者さんにおいて

は進めつつあります。保護者会とか、子どもが今どうしているかチェックできるようになっていますが、

仕事にまでまだ組み込まれていないというところがあります。

ついでに申し上げますと、ワーク・ライフ・バランスですので、ワークファミリーだけではなく、ラ

イフ全体というふうに考えますと、スウェーデンとかフィンランドでは、子育てということではなく、

必要ならば休みが取れるシステムというのをスタートしているようです。失業対策にもなっていて、自

分が休んでいる間にほかの人を雇うというのが条件になっているということがあります。

ワーク・ライフ・バランス施策というのは、やるべきだというところから大上段に入っていて、実際

にそれは効果があるのかと、特に経営者協会さんと話をする場合には、そういう疑問の意見がよく出て

きます。日本では少ないですが、海外では施策と生産性の問題というのは、わりとダイレクトに研究が

たくさんありまして、ワーク・ライフ・バランス施策そのものが企業の生産性を上げているというのを

実証的に証明している研究とか、ワーク・ライフ・バランスと男女均等施策が両方うまく組み合わさっ

たときに、企業業績が上がるというのは、すでに発表されています。それから、ワーク・ライフ・バラ

ンス施策は女性の勤続を長期化させるというのは、もうどんな研究でもだいたい勤続年数にはインパク

トがあるということが分かっております。では、なぜワーク・ライフ・バランス施策が組織の生産性を

上げるのかということですが、ワーク・ライフ・バランス施策によって従業員の働きがいや、働きやす

さが向上した結果として、組織の生産性が上がるということがあるかと思います。そのほかに、ワーク・

ライフ・バランスが従業員、働く人たちの意欲を上げて、生産性に結び付く。

その施策と意欲の間に何か媒介変数があるかどうかという研究が、今なされているということですが、

実際に意欲とワーク・ライフ・バランスの関係というのは、これは内閣府の平成 19年度の参画白書です

けれども、縦軸がワーク・ライフ・バランスが取れているというので、そう思う、ややそう思う、あま

りそう思わない、まったくそう思わない。それからこちら側が、この青いのが、意欲がある、やや意欲

がある、あまり意欲がない、まったく意欲がないというものです。これは既婚の就業している女性で、

だいたいこんな感じの相関関係があるかなという感じがします。コンマ 4 ぐらいの相関があるのではな

いかと思います。こちらが独身女性です。独身女性は、ワーク・ライフ・バランスということに対して

は敏感に反応していまして、まだ結婚していらっしゃらないですけれども、こちらよりもさらに角度が

強くなっているのが分かります。男性はどうかというとまったく同じような結果が出ています。これは

独身の方ですから、今の若い方々は、ワーク・ライフ・バランスの問題というのは非常に大きなテーマ

でとらえているということが、現在働いている人たちよりも強くあるのかなと思います。

そういうことから考えますと、女性研究者のキャリアとワーク・ライフ・バランスを支援するという

のは、非常に重要なテーマだということが分かってくるわけです。すでに素晴らしい実践報告がなされ

ているわけですが、やはりワーク・ライフ・バランス施策をさらに押し進めていくことが必要で、さら

にそれが見える形で学生さんたちに伝わっていくということは大事ではないかと思います。

特に大学の研究職ということを考えますと、仕事に打ち込みたいというのは非常に強くあります。家

庭を犠牲にしてまで打ち込むわけにはいかないのでという感じで、そこから実際に希望しない人たちが

出てきているということを考えますと、家庭責任をそこそこ果しながら、仕事に打ち込める環境という

ものをどうつくりだしていくのかというのが、大学の今後を決めてくるということがあるのではないか
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と思います。

これは女性だけの問題ではなく、今後はやはり男性の問題としても、先ほどの図を見れば明らかでは

ないかと思います。私どもも、参画室におりましたときに、各部局長さんに男女共同参画ヒアリングを

させて頂きました。医学部の附属病院の院長先生が、その先生ご自身も子育てには熱心で、2人で育て上

げられたという逸話を前から伺っていたものですから、非常に理解がありまして、やはり女性の方とい

うのは子育てなどで大変なので、女性の方をだいたいコンマ 8 ぐらいに計算して、人員的な配置をして、

十分に働いてもらえるようにしたいというふうにおっしゃったので、「先生、子育てをする男性はいか

がですか」と聞いてみましたところ、一瞬、「あ、そうですよね、これからはそういうことも大事です

よね」と言って頂いたということがあります。

男性の家庭責任ということも、さまざまな今起こっている社会問題等々を考えると、無視できない、

原因の大きな 1 つになっていると思いますので、いろいろな社会問題の基盤である家庭をどういうふう

に構築していくかということからすれば、男性の家庭責任は非常に大事だと思っております。

こういった環境をつくりだす方法論は、非常にドメスティックなものではないかと思っています。ど

ういうことかというと、各組織や企業さん、大学が持っている資源というのが明らかに違うので、同じ

やり方を投入しても難しい。例えば先ほどの日本女子大さんは、やはり日本女子大さんならではだと思

います。全員女性、女性のためにすることというのが、特化して考えていくことができる。例えば名古

屋大学ですと、学生数ですと学部によってかなり違いはありますが、女子学生数が 30％ぐらいです。30％

の女子学生にどういうふうに資源を配分するのかということが、やはり問題になってきます。そうする

と、男女ともに恩恵を被るようなシステムの構築というのは不可欠だと考えておりまして、男女ともに

メリットが得られるようなシステムを構築できないかということで、実は保育所に預ける方の半数は男

性の教職員さんです。保育園に預ける人を、女性だけには限らず、男性も使えるようにさせて頂いたと

いうことを考えています。各現場で、自分たちがどんなことをやりたいか、どんなふうにしてもらった

ら、ちょっとここを工夫してもらったらすごくやりやすいのにということを積極的にご発言頂きたいで

すし、そういったものを積極的に取り入れていく体制というのが、今後期待されるのではないかと思っ

ております。発表は以上で終わらせて頂きます。ありがとうございました。
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女性を生かすキャリア支援計画～女性医療人の支援・岡山大学の取組～

岡山大学病院卒後臨床研修センター講師/岡山大学病院総合診療内科 片岡仁美

（片岡） 本日は、このような場で発表の機会を与えて頂きまして、荒木先生は

じめ関係の先生方に厚く御礼を申し上げたいと思います。ただ今ご紹介にあずか

りましたように、岡山大学では、平成 19年度から医療人 GPの取り組みを行って

おり、それを中心にお話をしたいと思います。

まず、女性医師を取り巻く現状について、そして岡山大学病院の取り組みにつ

いて、また今後の展望についてお話ししたいと思います。まず女性医師を取り巻

く現状ですけれども、インターネットで女性医師支援と検索をしてみますと、山

ほど検索ワードがかかってまいります。このようにいろいろな病院、それから大

学だけでなく、日本医師会、都道府県での取り組み、ＮＰＯでの取り組みといった形で、女性医師支援

というのは、今非常に社会の注目を集めているところです。

その原因としては、やはり医師不足。医師だけでない、看護師不足というのももちろんございますが、

特に医師不足というのは非常に今、社会問題となっておりますし、その 1 つの要因として、女性の要因

もまた注目を集めていることは事実だと思います。

女性医師が増加しているといわれますが、29 歳以下では、女性医師の占める割合は 35.3％になってお

ります。これは少し古いデータですけれども、医学部に占める女性の割合は、50％に迫る大学もござい
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ますし、女子医学生が少ない大学トップ 10を見ても、14％ということで、非常に増えてきているという

ことがあります。

先ほどからお話に出ておりますが、女性の年齢階級別労働力率の国際比較を見ますと、このようにア

メリカやヨーロッパでは、特に女性の労働力率が下がる時期というのは、あまり明らかなものはないの

ですが、日本、それから韓国では、出産、育児にかかわる約 10 年で、労働力率が低下する M 字カーブ、

もしくは Mディップというものが見られることが知られています。

先ほどのものは一般人口ですが、医師にも同様に M 字カーブが存在しております。卒業してからちょ

うど 10 年ぐらいのところで、女性医師の就業率が、最低で 76％あたりに下がることが知られています。

一般人口と比べると、この下がり方は少ないですので、非常に女性医師は頑張っているともいえますが、

やはり出産、育児が重なってくる一定の時期の就業が非常に難しいということもいえると思います。

こちらが男性と女性を別々に見た、医師就業率割合の経時的変化です。1998 年から約数年間、この傾

向に変化はないということが分かります。すなわち、女性医師がこの 10 年ぐらいで非常に増えてきてい

るにもかかわらず、就業率の割合の経時変化は、特に大きな変化がないということがいえます。

まとめますと、女性医師の急増というのは 2000 年ぐらいから顕著になっておりますが、一般人口で見

られるような 25 歳から 40 歳ごろの女性就労人口の低下は、女性医師にも同様に存在しており、女性医

師は急増しているけれども、この就業率の低下の傾向は変わっていないという事実があると思います。

このような就業率の低下が起こる原因として、こちらは東京女子医大のデータですが、男性と女性別々

に、休職中、あるいは休職したことがある場合、その理由を聞いております。女性の場合は、明らかに

育児のための休職が原因です。男性の場合は、健康上の理由がその主たる原因となっています。

こちらは、東京医科大学および川崎医科大学卒業生の調査で、離職を経験したことがある方の、その

ときの医師としての経験年数を聞いたものです。これを見て明らかなのが、やはり医師になってから 1

年から 5 年、また医師になってから 1 年から 10 年というのがほとんどであり、やはりこの 10 年間の支

援が非常にキーポイントになるであろうということが分かります。まとめますと、女性医師の急増があ

るということ。出産、育児時期と、特に女性医師の場合は、医師としてのトレーニングの時期が重なる

ということ。離職の時期は、卒後 10年以内が多く、復職後常勤となる割合は高くないということが、さ

まざまな学会のデータ等で分かっております。

これらの事実を踏まえて、岡山大学の取り組みについてご説明させて頂きます。先ほどご紹介にもご

ざいましたように、我々の取り組みは、医療人ＧＰのプロジェクトとして行っております。医療人ＧＰ

は、社会的ニーズに対応したテーマ設定を行い、質の高い医療人を養成する特色ある優れた取り組みに

ついて財政支援を行い、社会から求められる質の高い医療人の養成推進を図ることを目的としておりま

す。

女性医師の増加、それから医師の加重労働、また医療現場の医師不足が問題化しているということ。

同様に、7対 1 の看護の導入などによる医療現場の看護師不足も問題化しております。これらの社会情勢

を踏まえて、女性医師、看護師の離職防止、復職支援は、社会の要請であるということで、平成 19年の

医療人ＧＰのテーマとなったわけです。

岡山大学と同時に、ここに挙げた 9 大学が選定され、同時に取り組みをスタートしております。ここ

で少し岡山大学のことを申しますと、私は今、卒後 12年目ですけれども、自分よりも上の世代というの

は、女性卒業生は 10％しかおりません。自分の学年も 19％です。ただ、その下の学年からだんだん増え
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はじめて、平成 15 年以降の卒業生は、30％以上が女性ということになっております。日本全国の傾向と

比べると、岡山大学は少し女性が増えてきはじめた時期というのは遅いのですが、急速に増えていて、

その角度はかなり急峻なものがあります。

こちらは岡山県の医師会のデータです。2007 年に新聞に掲載されましたが、女性医師の育休の取得は

わずか 24％で、岡山県医師会が調べたところ、病院の約 70％が、例えば育児中であっても当直はあると

いうようなデータが出ています。このように、少なくとも 2007 年時点では、岡山県の状態というのは決

して女性が働きやすいかというと、まだまだそういう状況ではなく、ただ現実的には 2000 年以降、岡山

大学でも急速な勢いで女性医師が増えております。まさにこの時期に対応した支援が必要になってくる

という状況ではないかと思います。

必要な支援とは何かということを考えたとき、先ほどから演者の先生がおっしゃっておられるように、

ライフイベントと医療人としてのキャリアをどのように両立させるかという視点。それから、一人ひと

り状況が異なる女性医療人にきめ細かく対応できる支援が必要です。また、女性が働きやすいというこ

とは、すなわち男性も働きやすい。全員が働きやすいという三段論法でなければ、望ましい支援とはい

えないのではないかということで、活動の柱として、復職支援も大事ですが、まずは離職防止。まずは

辞めないというところを 1 つのポイントにしました。

そして、実際に、そうは言っても離職してしまった方には、ニーズに合った復職を行って頂く。それ

から、サポータークラブ。これは男性医師、あるいは男性職員の参画ということです。そして、さらに

働きやすい職場へということで、活動の柱は大きな 2 本柱、プラスサポータークラブということになり

ます。順番にご説明しますけれども、岡山マスカットというのは、頭文字で「ＭＤ・アンド・アンダー

グラデュエイツ・サポート・アンド・ケア・アトラクティブ・ウィメンズチーム」ということで、岡山

のマスカットとかけています。ポイントとしては、医師と学生の両方をサポートするものになっており

ます。というのは、例えば学生のころに、ずっと仕事をしていくのが当然だという気持ちをしっかりと

持ってから医師になるのと、あまりそういう意識を持たずに現実に直面するのでは、やはり違うだろう

ということがありまして、学生を一緒にサポートするということを考えました。

屋根瓦式サポートということで、先輩から後輩へ知識と経験を伝えるということをコンセプトにして

おります。先ほど、e-ポートフォリオのお話をお伺いして、少し似ている部分があると思ったのは、ロ

ールモデルを見つけるためのシステムであるという点に、類似点があるかと思いました。

オンラインで、マスカットウェブというものを用いまして、先輩後輩のネットワークの中で相談や意

見交換をして、アドバイザーとして登録された先輩に直接質問もできるシステムです。現在、マスカッ

ト、サポータークラブは男性会員ということですが、参加状況としては、女性医師、女子医学生が 176

名、男性が 58 名ということになっています。特にウェブ会員としては、114 名が参加をしております。

意外と学生が少なく、女性医師がメンバーの中心になっています。

実際マスカットウェブでは、相談内容に適した相手に相談ができるということで、これは診療科別に

検索をして、アドバイザーの中から選んで、自分が聞きたい先輩に質問をすることが可能ですし、特に

相手を特定せずに、いろいろな人の意見を聞きたい。また、復職支援のいろいろな情報が得られるよう

にも作っております。そして、今年からは看護師版もスタートいたしました。

マスカットミーティングというのは、こちらは先輩から後輩へ、経験と知識を伝えるということです

が、私たちは洗脳集会といっていて、いかに医師として働くのにやりがいがあるか、素晴らしいか。ど
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んなに自分がやりがいを持ってやっているかということを、とにかく苦労話をしてもいいから、最後は

絶対にポジティブで締めてくださいということを演者の先生には頼んでいます。

そういう形で、現在いろいろな科、産婦人科、それから小児科、泌尿器科、麻酔科、整形外科という

ことで、先輩の女性医師、教授という形で、2 カ月に 1回のペースでこういった会を行っております。

このような取り組みを通じて、先輩から後輩へという縦のつながりがしっかりとできていることを実

感しております。それ以外としては、大阪厚生年金病院の先生をお呼びした講演、シンポジウム。また、

ハワイ大学の先生をお呼びしたパネルディスカッション。こちらは、ハワイ大学と共催をして、インド

ネシア、中国、ハワイのいろいろな女性医師の働き方やキャリア形成に関するシンポジウム等を行って

おります。また今現在、病児保育の立ち上げをしている途中ですが、私たちより 1 年前、2 年前に病児保

育をスタートされた大阪市立大学、島根大学、京都大学には見学に行かせて頂きました。また、今日は

東京医科歯科大学でのこういった会に参加させて頂くということで、横のネットワークができてきてい

ることが非常にうれしいことだと思っています。

今まで離職防止について話をしてまいりましたが、今度は復職支援についてのお話をしたいと思いま

す。我々は平成 19 年度に岡山医療系の女性医師にアンケートを行いました。1,400 名に郵送し、397 名

からの回答を頂いています。回収率 29％程度ですが、復職の際に不安を感じましたかという質問をした

場合、感じた方が 64.3％。その不安の原因はということで、子どもの病気と両立できるかということも

ありましたが、やはり手技というのも 40％近く挙げられていました。特にこの 2 つに対応するというこ

とを考えて、復職支援の取り組みとしては、マスカットウィルという名前をつけて取り組んでおります。

取り組みの柱として、シミュレーショントレーニング、オン・ザ・ジョブ・トレーニング、また働きや

すい職場をいかに構築していくかということを考えております。

まずチームシミュレーショントレーニングに関しては、やはりめったに起こらないけれども、起きる

と致命的な病態。これを実際の現場で、患者さんを目の前にしての練習というのは許されないし、でき

ないことです。ただ、以前シミュレーター等がないときには、現場で、その場でということしかなかっ

たわけですけれども、現在はシミュレーターがございますので、こういった致命的な病態に対する対処

というのも実践で学ぶことが可能です。実際に臨床さながらの緊迫感で、しかしながら自分にも、患者

さんにも安全にトレーニングができる機会と考えています。第 1回を 2008 年 2 月に行いました。このよ

うに麻酔科とＩＣＵの先生が講師になり、高機能シミュレーターを用いたトレーニングをしております。

当初、女性医師の 3 名から 5 名が毎回参加して、アナフィラキシーショックの対応や挿管等々を学んで

おりましたが、実際の臨床の現場で、女性医師が 3 人、4 人集まって救命処置を行うことは、実はあまり

そういう場面はございませんので、現在では看護師さんとともにチームシミュレーションを行っており

ます。さらに、医学知識のアップデートも必要という意見を踏まえ、現在ではこういった 3 部構成にし

ております。第 1 部で講義、第 2 部でチームシミュレーション、第 3 部としては、シミュレーションの

さらにアドバンスド、あるいは気管支鏡の実習、CV カテーテルの挿入、そういったものの中から選択受

講ができるようなものを用意しております。

今までの経過ですけれども、現在までに 11 回行っておりまして、合計で 50 名程度の参加者を頂いて

おります。アンケートの参加者の感想からは、不安な気持ちが減って、復職への自信になった。あるい

は、まったく知らない方が集まってトレーニングをするわけですが、両立を模索しながら働く同じ立場

の人と交流ができて、モチベーションが上がったというような意見も頂いております。
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先ほどオン・ザ・ジョブ・トレーニングといいましたが、復職するためのポジション、復職するため

の受け皿がなければ実際の復職につながらないということを考え、ワーキングコースというものを立ち

上げました。こちらは我々の努力というよりは、本当に病院長の英断のおかげだったと思いますが、ま

ず当直、オンコールをなしにする。そして、週 32 時間勤務ということで、5 名の枠を頂いて募集を開始

しました。週 4 日勤務、当直、オンコールなしの 5 名枠というのは、あっという間に埋まりました。そ

の次にできたのがステップコースで、週 1 から週 3 で勤務するという体系です。こちらは需要が多く、

現在 13 名が復職しています。さらに、保育所の送り迎えがあるので、時短というものができました。

このように、ハードルが高いものがまず一番にできて、現場のニーズによって段階的により働きやす

いコースが導入されたという経緯になります。2008 年 4月から今年の 7 月現在で、32名が復職しており

ます。こういった形でたくさんの方が復職していただけたわけですが、復職者のニーズに沿ったコース

の開設、修正を現場で行ってきたわけですが、今度は、復職した医師を迎えてともに働いている職場全

体の現状把握を行い、真に働きやすい環境づくりをしていきたいと考えております。

また、こういった取り組みというのは大学病院だけが働きやすければいいかというというわけではな

く、このような形で復職して頂いた先生が、今度は地元の病院で働きたい、あるいはご主人の転勤で県

外に出ることもございますので、地域といかに連携していくかということを考えました。

我々の活動にご賛同頂いて、協力機関として登録頂くという取り組みを始めまして、現在 42の施設が

ご登録を頂いております。ご登録を頂いた場合、何かいいことがあるかというと、我々のホームページ

で、こういった形で、どういった病院であるかという病院長のアピール。それから、どのような支援体

制が整っているかということもご紹介しているという形になっております。

現在、32 名が復職しておりますけれども、大学病院以外の復職希望というのが、つい先日 1 名ありま

したのと、研修の希望の方もおられますので、そういった形で登録頂いた地域の病院にも、だんだんこ

れからメリットが出るような取り組みになっていけたらよいと思っています。

そうした病院でどのような支援体制を取っているかということを調べましたところ、このように当直

の免除は 90％ということで、先ほど医師会の 2007 年の調査では、当直の免除をしている病院はたった

30％しかなかったことを考えると、こうした形で支援体制が短い期間の間にも整ってきているというふ

うにも取れると思います。しかしながら、院内保育園がある病院は 50％に満たないですし、病児保育が

存在している病院は 14％ということになっています。こちらが復職支援の取り組みの概要ですが、それ

以外にサポータークラブというものを組織しています。これはそんなに大層なものではなく、大阪厚生

年金病院の先生に来て頂きました。女性が仕事を続けるためにはボスとパートナーが大事ということで、

やはり女性による女性のための支援ということになると、女性だけが何かメリットがあるかのようにも

取られがちですので、やはり女性だけではなく、男性医師の参画がとても重要であるというメッセージ

を伝えるために、サポータークラブというものを組織しております。こちらは女性医師の家族、上司、

同僚、後輩といった形でご登録をお願いしておりますが、現在、先ほど申し上げたように 58名程度がご

登録を頂いています。

私たちは、大学病院での取り組みということで先ほど来ご紹介をさせて頂きましたが、それ以外に、

岡山県医師会、また岡山県病院協会、また岡山県の保健福祉部といったところもそれぞれにいろいろな

取り組みをなさっていますので、それらが競合しないように、お互いに協力できる形をということで、

各団体と話し合いを行い、共同でできることは共同で行うといった体制を整えております。
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これは先ほどご紹介したアンケートのほかの設問です。復職の際に必要なものは、適正な仕事量、上

司の理解が非常に高いですが、それ以外には、同僚、家族の理解、家族のサポート、こういったものが

高いのはもちろんですが、非常に意見が多かったのが、院内保育園、そして病児保育施設、これらが非

常に復職の際に必要なものとして高いポイントを得ているものでした。また、我々の女性支援プロジェ

クトに望むことは、復職しやすい職場づくりというのが最も高く、具体的な内容としては、保育園の充

実 41％、病児保育 43％ということが分かりました。今現在行っているサポートネットワーク、復職トレ

ーニングも、それぞれ 25％、34％ということで、まずまず高いのですが、病児保育の取り組みというの

が非常に重要ではないかと考えて、現在、今の課題として取り組んでいる次第です。

我々は、女性医師支援ということだけではなく、看護師支援も同時に取り組んでおります。ただ、少

し女性医師支援の方が先行している部分もありますが、このような病児保育、あるいは保育園の充実と

いうのは、もちろん女性医師だけではなく、男性も含めた全医療人で、子どもを持つ方にはすべてメリ

ットがあるものと考えられますので、現在のメインの取り組みとなっております。

我々の院内保育園はかなり規模が大きく、60 人以上の園児を預かり、年齢別保育を行っておりますが、

保育に関する職員アンケートをしたところ、職員 125 名からの回答で、もし病児保育があった場合、利

用したいかという質問に関しては、72 名ということで、非常にたくさんの方が待ち望んでいる施設であ

るります。現在、今年の 10 月を目指して、病児、病後児保育室の開設の準備をしています。我々のキャ

リアセンターの病児保育担当者によって、特に看護師さんを中心にしたヒアリングを行い、ニーズに合

った施設をということで準備をしております。

我々医療人ＧＰの取り組みは本年度が最終年度ですけれども、平成 21 年度の科学技術振興調整費女性

研究者支援モデル育成に採択を頂きましたので、今度は研究者支援ということで、さらに幅を広げてい

くということ。それから、医療人ＧＰの活動の継続ということで、男女共同参画室の医療系キャンパス

部門として、できれば継続的な支援体制を確立していきたいと考えています。

こちらが私たちのホームページですけれども、女性を生かすキャリア支援計画ということで検索を頂

くとホームページに入りますので、よろしければご意見をいただけたらと思います。ご清聴頂きありが

とうございました。私たちは、私らしく生きる、医療人として輝くというのを 1 つのキーワードにして

おります。それぞれのキャリアパスに合った支援と、多様性を受容できる職場、継続した支援を目指し

てまいりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
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パネルディスカッション

（荒木） それでは、後半戦を始めたいと思います。まず、少しだけ東京医科歯科大学のことについて

お話をさせてください。

東京医科歯科大学というのは、もちろん医学部、歯学部、保健衛生、それから附属の歯科技工士学校

というものが学部として大きな舞台でございます。そこに難治疾患研究所や生体材料工学研究所などの

研究施設も古い歴史があります。そして大学院組織として、医歯学総合研究科、保健衛生学科、疾患生

命科学などの大学院というもので、生命科学において、歯も入れてのトータルという学校は、実は日本

にあまりありません。そのため、その中に集う方々のキャリアというのがさまざまです。医療系の方々

は、もちろん臨床に行く方が圧倒的に多いのですが、中には研究に進まれる方もいて、研究に進まれて

から、また臨床に戻ろうかどうしようかと悩まれている方もおいでです。

そして研究所に入られる方は、違う学部の方、あるいは他学の方が大変多いです。近くの東京理科大

学、東京大学、そのほか全国のさまざまな大学の医師・歯科医師以外の方がお見えになってきます。彼

らのキャリアパスはどこにあるかというと、臨床の病院ということはありませんので、企業に行ったり、

ほかの大学に行ったりするということで、同じキャリアデザインを描くということも、出身大学、出身

学部、これから目指す方向によって非常に質が違っているということがあります。

一方で、東京医科歯科大学の今の女性比率がどうなっているかというと、実は大学院における女性比

率というのは、女性が半分以上になりかかっています。医歯学の修士も 57.6％、博士も 40.4％です。生

命情報なども 40％。学部においても、医学部で 31％、看護学は当然 93％ですけれども、歯科学でも 43.2％、

保健学科も 54.6％ということで、非常に女性が多いです。ですが、その方々が大学の中にとどまって職

位を上げていくかというと、金井先生のご報告にもあったように、キャリアアップしていく女性は少な

い。1つは環境の問題もあるし、1つはご自身の中の問題もあろうかと思いますが、職位がなかなか上が

っていかないというのが 1 つの問題です。

こちらの支援室が始まったときに、ライフの支援やキャリアの支援でどんなことを望んでいるかとい

うことでは、キャリアではキャリアカウンセリングが一番だったので、今回キャリアカウンセリングな

り、キャリアのシンポジウムを開こうと思ったわけですが、ライフ支援はいろいろ書いてありますが、

やはり育児で足し算をすると圧倒的です。育児と介護、それからさまざまな雇用上の問題です。

そして、その中でキャリアをどう構築するか。学校にいる間、学校を離れた後、あるいは仕事を離れ

た後までキャリアをどう構築するのかということが重要なわけです。

ですので、今日は題名に研究者と医療者と両方書いたのは、東京医科歯科大学というある種特殊な事

情を踏まえて書いたことですし、こういったことを機会に、それぞれの立場の方がお互いの立場を知り

合うということがとても重要かと思い、開催した次第です。先生方の間で、ほかのシンポジストに対し

てのご質問等がございましたら、まず壇上の中でのディスカッションをお願いしてよろしいでしょうか。

（小川）もう本当に皆さん素晴らしい取り組みだったので、こういう事業に丸々3 年かかわってきまして、

いろいろなところに参加させて頂きましたけれども、本当に今日は大変中身のある取り組みをされてい

るところばかりで、ただただ感心するばかりでした。実際にキーパーソンとなるような方が何人ぐらい

いらっしゃって回されているのかということなど、内情をぜひ伺ってみたいと思いました。

（鈴木） 今私たちの医師学教育システムセンターは、文科省の予算は平成 22 年までですが、その後は、
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事業は縮小して継続しようと思っております。ただ現在は、講師への謝礼や、実習を指導してくださっ

た先生の謝礼をかなり払っているのですが、その部分は無理になるので、東京医科歯科大学にある現時

点でのシミュレーションのマネキンなどを使って、できる範囲で行おうと思っております。このプログ

ラムの運営は、私たちのセンターでは、センター長と私の 2 人で実際には回しております。あとは、も

ちろん事務の方が 2人サポートしてくれています。

（金井） 私も、今日は 3 つの非常に実践的な成果が上がっているさまざまな取り組みを聞かせて頂き

まして、大変勉強になりました。ありがとうございました。

私も、今日ご発表させて頂いたもの以外に、ファミリーフレンドリー企業がどうしてうまくいってい

るか。どのようなシステムで女性支援や、このご発表の中でもありましたように、女性を起点として男

性も働きやすくという形で、さまざまなダイバーシティをどう支援していくかということがすごく大き

なテーマになっていると思います。それで、ファミリーフレンドリー企業をいくつか厚生労働省が表彰

しておりますので、表彰企業にインタビューをしているのですが、先ほど申し上げたように、非常にド

メスティックな、そこにある資源を使ってやると。

1 つご紹介すると、名古屋にポッカコーポレーションという飲料水の会社がありますが、あちらもかな

り早い時期にファミリーフレンドリーの全国表彰を受けておられます。それはどうしてかというと、や

はり次世代育成支援法をきっかけとして、会長が何かうちもやりなさいと一言人事の担当者におっしゃ

ったのです。人事の担当者が 30 代の女性の方で、どうせやるなら意味のあるものをやりたいといって、

すごい熱意で、全女性従業員に、どんなところが苦労したか、どんなふうになったらいいと思うかとい

うのを全部インタビューしました。ポッカさんならではというのは、小学校 3 年生までの育児短時間就

業。小学校 3 年生までというのは、たぶん全国で初だったと思います。いろいろ聞くと、育児休業が長

いよりも、私たちは働きたいんだと。だけど、子育てがあるので短い時間でもきちんと働きたいという

要望が非常に高く、それを会長さんのところにまとめて持っていき、小学校 3 年生までがだめだったら

小学校 1 年生までにしようかと密かに思いながら行かれたのですが、みんながそう思っているならぜひ

やりなさいということで、一気に導入が決まったということがあります。

そうしますと、こういったことが進むには、担当される方の熱意は無視できない。それを安心してで

きる風土。ボスがオーケーと言うとか、今回 3つの事例を聞かせて頂いたのですが、3 つとも大学なりの

サポート体制と、担当者の熱意というもので実現されているということをしみじみ感じました。

私も学生に名古屋大学の活動を説明するときに、どこの大学でもできる。だけど、やれることをやっ

ていない大学が多いので、名古屋大学がそれなりに評価を得たというふうに考えられます、と申し上げ

ています。名古屋大学ができないことはやっていないです。できることをやっているのです。というよ

うなことで、こういった新しい試みというのは進んでいくのかなということを思いました。

（荒木） ありがとうございます。安心して働けるというのはとても大事なことのように思います。今、

大学および大学病院の、特に卒後 10 年までの女性たちが安心して働けているかというのがすごく私とし

ては気になっているところなので、片岡先生の、例えば週 24 時間とか 32 時間という働き方、確かにバ

ランスを取るという意味ではいいと思いますが、雇用年数や母性保護といったものに関して、どこまで

安心できる働き方になっているのでしょうか。

（片岡） 今、私たちが次の課題と思っているのは、平成 20 年からこういった柔軟な働き方というのが

可能になりましたので、やはりこの先、例えば週 1 勤務の方がずっと週 1 ということでは、やはりその
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方のキャリアを考えたときに、それでいいのかという問題は必ず出てくると思います。まずはスタート

するというところが必要だと思ったので、とにかく始めるということでスタートしましたけれども、今

後考えていくべきは、やはり橋渡しのような期間があって、フル勤務にどのように結び付けていくこと

ができるかという、それが課題になってくると思います。ですから、ほかの大学の取り組み等を見てお

りますと、最初からコースが決まっていて、1年間とか 2年間という形でかなり厳格に取り組まれている

ところも多く見受けられますので、我々は先にスタートして、それから整えるという部分はありますけ

れども、どのようにステップアップをしていくかというところが 1 つの課題になると思っています。

今考えておりますのは、やはり何人かのロールモデル、週 1 から始めて週 2 になり、週 4 になり、常

勤になりという形で、そのようなコースをたどっている方が少数ながらおられます。今はまだ全員で三

十何名という状況ですので、今行っているのは、ヒアリングを個々に行い、どういう必要性、あるいは

どういう問題点があるのかという洗い出しと、継続的な雇用とキャリアアップにどのようにつなげるか

ということで、1 つは大学の中での継続的なポスト。もう 1つは、地域の病院との連携ということを具体

的に、今は協力病院として登録して頂いている病院と一緒になっての取り組みというのが、今後本当の

意味で始まっていくべき時期なのかなと思っています。

（荒木） 分かりました。医師というのは、ある意味、国家施策でつくられている人材ですし、入学し

たときからはっきり言って職業人教育が始まっているわけですけれども、当校における研究所に勤めら

れている方、あるいは研究生という方は、またちょっと違うキャリアパスをお持ちです。

小川先生にお伺いしたいと思いますが、私は、日本女子大のマルチキャリアという名前の付け方がと

てもすてきだと思いました。しばしば日本のキャリアというのは、一本道で、どこか外れてしまうと、

そこから落ちてしまってだめなのですが、このマルチキャリアという名前は、たくさんいろいろなこと

がある。いろいろな組み合わせをしても、その人らしくあればいい。ただベストを尽くせというところ

が、びしばしと e-ポートフォリオから感じられるところがあって、それはあめとムチのようでとてもい

いなと思いました。特に e-ポートフォリオの、マルチであるということと、自分のキャリアを高いレベ

ルに保たせようというところに、何か工夫されたことや留意していることはございますか。

（小川） マルチキャリアパスというのは、我々日本女子大学の特徴を考えたときに、やはり女性はラ

イフイベントがいつ何時くるかどうかというのが分かりませんし、女性は必ずしも辞めたいと思ってい

るわけではまったくなくて、どんな形でも続けたいという人たちもいるでしょう。だけどやはり、いろ

いろなアンケートデータにあるように、とにかく出産のときだけは、1 回は辞めたい。だけどまた復帰し

たいという人もいるだろうし、もしかしたら最初は、この道は医療の道ではないので、やはり手に職を

付ける技術職というのも、大学という道もあるし、企業という道もあるし、さまざまな道があるという

ことで、いったんは研究職や技術職とは離れたけれども、やはりもう 1 回勉強したい。あとは、理系を

利用して、例えば制作の方へ行ってみたいというような、もう少し、理系の選択肢の狭さというものが、

何となく閉塞感を感じている部分がありましたので、それでマルチキャリアパスという名前にしました。

ポートフォリオを考えるときにも、職業の選択のところも、なるべくたくさんのものを集めたいと。そ

う思ったときに、意外に卒業生の中で、理系だけど、例えば漫画を描く人がいたり、理系だけど、学部

で卒業したけど、弁理士になったり、実はいろいろ学部卒でも、大学院卒でも、いろいろなキャリアパ

スを取っている。理系卒だけれども新聞記者になっていたり、意外に数が少ないから見えない部分とい

うのはあるのですが、やはり若い人たちにたくさん可能性を見せて、何か夢がしぼみがちな最近の若い
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学生たちというか、あまりたくさんのことに期待しない学生が増えてきてしまったかなというのもあっ

て、そういうことも込めて、実際の実例を見せるシステムという意味で構築をしてきました。

（荒木） どうもありがとうございました。そうしましたら、ほかにご質問やご意見がおありでしたら、

北嶋先生、お願いたします。

（北嶋） 非常に貴重なお話を皆様ありがとうございました。私は、小川先生にお伺いしたいことが 1

つあります。それは、私どもは研究所ですけれども、同時に修士課程の非常に若い学生、特に女性が非

常に多い状況です。2 年で、研究をずっと続けていくというよりも、より社会に入っていろいろ自分の身

に付けたものを生かしていきたいという思いが強い方がほとんどです。実際、キャリアパスという意味

から言えば、自分がやりたいところになかなか就職できないような状況が非常に多いですが、小川先生

の話を聞きますと、非常にマルチの、しかも先輩の方にいろいろなアドバイスを頂いてという、個人で

のキャリアアップということはいいのですが、それが果たして社会にどのように受け入れられていくか

という、その面についての努力というか、方策がありましたら。実は、私ども非常に身近な感じている

ところです。

（小川） また不景気にもなってしまったので、本当に今大変な状況にあることは確かです。講演の中

でも少し話をさせて頂きましたけれども、やはり教員が職場を探してくるということには限界があると

感じていますので、もちろん OG や先輩たちを頼っていくというのもありますが、先ほどそこで立ち話を

させて頂いたのですが、例えば名古屋大学さんがポスドクの方で、産学連携で面談をしながらたくさん

キャリアパスをつないでいくような文科省のプログラムをやられております。そこと一緒にまず連携を

して、シンポジウムを開催して、相談窓口をやって、希望者があればそういうところでジョブマッチン

グまで実際に運んで頂く。

あとは、私は応用物理学会というところに所属しているのですが、応用物理学会の中でも、ポスドク

問題というのはとても大きいと。それは女性だけの問題ではなくて、男性を含めた形で支援をしなくて

はならないということがありまして、結構産業界と近いところにおりますので、学会の中に展示会があ

るのです。その学会の中の展示会だけではなくて、その中でジョブマッチングをしたり、学会発表のと

きにキャリアエクスプローラーマークといって、自分は今職を探していますというようなマークを着け

て、それで学会発表をして、自分に注目をして頂くというような、大学 1 つだけで何かをしようという

わけではなくて、学会と連携をして、ほかの大学と連携をして、派遣会社さんとも連携をしてという形

で、出口の確保をしたいと思っているところです。

実はもう 1 つ問題がありまして、女性は家庭を持っていらっしゃるので、先ほどの週 1 勤務と重なる

かと思いますが、学生であるときは就職することにとても熱意を燃やしているのですが、仕事をしなが

ら子育てをしながらという方は、ちゃんとしたパーマネントな仕事が意外にあるよといって見つけてき

ても、結構二の足を踏んでしまう女性の方が多いという現実も実際にはあります。そういうことを紹介

したり、こういうものがあるといっても、やはりまだ週 2 でなければ働けないとか、まだまだそういう

意味では女性の意識改革も同時にやっていかなければ、ちゃんとした責任ある仕事に就いていくという

ものには結び付かない部分もあるのかなというのを感じています。

（荒木） 本当にそうですね。私は今、医師の需要と供給の委員会に入っているのですが、女性医師の

パーセントを、男性を 1 としたときに何ポイントと数えるかという、シリアスなディスカッションをし

ていましたら、Rebecca Harrison 先生という方が、今、大学の医学部におけるパートタイム化が非常な
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勢いで進んでいて、皆さん長時間労働を嫌がるという方が増えていて、なかなか高いキャリアを目指さ

ない人が増えてきたということが、アメリカの医学部において非常に大きな問題だということになって

いました。いくら環境を保育園など整えてあげても、自分の中に強いミッション感覚がなければ、いい

プロフェッショナリストとして育っていかないという大きな問題があるように思います。

金井先生、大学における、女性がなかなかリテインしないということがあったと思いますが、ある意

味、大学のようなところが高いプロフェッショナリズムを求めるために、どうやったらリテインできる

のかということに関して、何かお考えをお持ちでしょうか。

（金井） 女性の意識と環境の問題というのは、たぶんぐるぐる回っていて、大学の環境の問題と関係

するのですが、これは女子学生でなくても、男子学生もそうですが、工学部の先生などは、優秀な学生

ほど外に出ていくと。もう本当に、優秀な学生ほど外の優れた環境を求めて出ていくと。大学というの

は、そういう優秀な学生にとって魅力的な場所ではなくなりつつあるということもあるので、確かに今

までの女性の置かれてきた位置というか、最近、女性は差別されているというと、そんなことはないと

おっしゃる方も多いわけですが、歴史的にはやはり差別されてきたという、歴史的な事実は無視できま

せんので、そういう中で、女性が独特の自尊心といったようなものを育ててきたという経緯はあるわけ

で、それが悪循環しているわけです。

そういうことからすると、やはりまず環境を整えて、そこで自由にやってもらうと。でも女性の意識

がついてこないという時期を待たざるを得ないのではないかという気はしています。今、ノルウェーで

も男女共同参画法というのがスタートしているのですが、平成 22 年までに民間企業の経営陣を 40％女性

にすると。それを 2005 年のシンポジウムのときに伺いましたので、できますかと聞いたら、私たちは法

律で決めたのでできますとおっしゃったので、ノルウェーってすごいなと思いました。というのは、日

本は法律で決めても、実行する人はあまりいなかったりするので、そこは違うなと思ったのが 1 つです。

あと、やはり北欧 3 国で女性の力を活用していって、世界の福祉国家たらんとしようということは、

20～30 年前に決意されたのだそうです。その後、やはり 10 年間ぐらいはしんどかったとはっきりおっし

ゃっていました。女性がそういう形で活躍してきた歴史がなかったために、場所を用意しても、それで

もなかなか活用しにくい、能力的な問題とか、そこまでに育てられていないということがいろいろあっ

て、一時的な生産性の減少は当然だし、私たちはそれを乗り越えてきたという言い方をされました。

男女雇用機会均等法がスタートしたときに、女性の管理職をつくらなければいけないというので、あ

ちこちで女性を、今までずっと一般職で働いていた方をいきなり主任職とか係長職にしたことがありま

す。ですが、それまでそういう形で育てられていない方々をいきなりしたために、思ったアウトプット

が出なくて、そのときにそういうきちんと育てられていないということを無視して、やっぱり女性はと

いう形で、また降格人事が起こったわけです。そういうことをしていては、やはり進展はないわけで、

今まで女性が置かれてきたポジションの中で、女性が自分たちを守るために、逆にそういうところから

退室するとか、そういう防衛のメカニズムがあったわけです。そういったものを無視して、女性にせっ

かく勧めても上がってこないのよというふうに言ってしまう。やっぱり女性はと言ってしまうのは、女

性の可能性というものを十分に引き出していないというふうに言った方がいいのではないかと私は今思

っています。

（荒木） 分かりました。今日は、今からお話を聞きたいと思っているところが、もう時間がきてしま

いました。非常に残念で、この続きも何らかの形でさせて頂きたいと思っております。
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最後に、女性の研究者支援ということで、私どもいろいろな取り組みをしております。研究者の支援

者配備ですとか、病児保育のフローレンスさんとの提携をうちも始めております。オンラインフォーラ

ムで自由な意見を言うようなものも始まっております。そして、今回は実はお披露目のためのシンポジ

ウムでもあったわけですが、7月 6 日より、後ろにおります有馬助教がキャリア相談室のオープンをいた

します。お手元のご案内に、このキャリア相談室のお知らせということで、ネット上でこのような形で

申し込みができるように構築いたしましたので、ぜひ皆様、ご活用して頂ければと思います。

オンラインフォーラムの方は、今日のニュースレターに、実はIDとパスワードが書いてありますので、

ぜひ他学の先生も参入して頂きたく思います。東京女子医大、本学の SNS も含めて、いろいろな意味で

の全国的なネットワークを図りたいと思っております。それでは、これでパネルディスカッションを終

了させて頂きます。本日は本当にありがとうございました。

閉会の挨拶

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 所長 北嶋繁孝

（北嶋） 皆様、長いお時間ありがとうございました。難治疾患研究所の所長をして

おります北嶋と申します。実は難治疾患研究所は女性の教員を絶対に増やすことを目

指しております。いろいろな教員の公募のときには、必ず女性の方も積極的に応募し

てくださいということを記載しております。

それから、先生のお話で 3対 5対 2 でしたか、男と女も変わらないのだと、私は思

っております。私自身、女ばかりの兄弟の末っ子でありまして、現在も娘と家内と合

わせて、私、男が 1 人なので、ずっと女性に囲まれていました。本学に赴任したとき

の助教の先生も、本学出身の女性医師の方で、10 年間とともに働いて、今、アメリカに留学しておりま

す。その間私が思ったことは、やはり女性の方は決して、例えば僕らの世代では少し偏見を持っている

方が多いというような偏見を、また女性の方が持っておられるのだと思いますが、決してそうではなく、

アメリカでも女性の方が非常に頑張っておられるし、非常に親しくしてくれている女性の、一流の雑誌

のエディターの方もおられます。

そういうことで、本学、とりわけ研究所も女性の方を積極的に登用していきたい、またサポートして

いきたい。そういうシステムが、荒木先生、谷口先生のお力で出来上がっており、研究所としてはそう

いう方針でやっていきたいと思っております。今日は、本当にいろいろ勉強させて頂きましてありがと

うございました。今後ともよろしくお願いいたします。それでは、これで閉会といたします。
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６．１．２． 健康・多様性・生産性を高めるワーク・ライフ・バランス施策～産・学・病院の挑戦～

（平成21年12月3日）

今回のシンポジウムを開催するにあたって

東京医科歯科大学 女性研究者支援室 特任教授

荒木葉子

（荒木）ただ今から、本日のシンポジウムを開催さ

せて頂きます。私は、東京医科歯科大学の女性研究

者支援室の荒木と申します。本日は、「健康・多様

性・生産性を高めるワーク・ライフ・バランス施策」

ということで、特に本校は医学部、歯学部という臨

床系の部門を持ち、附置研究所も 2 つ付設しており

ます。そういう意味では、健康が大変大事な大学で

ございます。今日は、産の皆様、それから学の皆様、

そして病院のワーク・ライフ・バランス研究をなさ

っている先生方においで頂きまして、産・学・病院

の挑戦。これからどのようにワーク・ライフ・バラ

ンス施策を進めたらよいのか、いろいろな知恵をお

借りしたいと思い、シンポジウムを企画いたしまし

た。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、まず、本学の副学長でございます谷口からご挨拶をさせて頂きます。

開会の挨拶 東京医科歯科大学 副学長 谷口 尚

（谷口） 本日は、足元の悪い中、このシンポジウムにご参加頂きましてありがとうございます。東京

医科歯科大学は、平成 20年度の文部科学省科学技術振興調整費を頂きまして、予定としては 3年間の計

画で、本年は 2 年目になっております。初年度は、私ども 5 つの部局がございまして、3 つは研究所、あ

と 2 つは医学部、歯学部で、医学部、歯学部は病院を抱える、そしてまた臨床があるということで、研

究所と業務の内容が多少違うといったこともございまして、初年度は 3 研究所でこの事業を展開させて

頂きました。せっかく素晴らしい内容のものですので、医学部、歯学部で働く女性の研究者、ならびに

臨床家にもこういったことを広げようと、本年度からは医学部、歯学部にも展開し、5 部局でこの事業を

させて頂いております。

これまで私どもの、先ほど司会をして頂きました荒木葉子特任教授が大変ご尽力頂き、これまでもシ

ンポジウム等を開催させて頂き、多くの方にご参加頂きました。本日は、内閣府男女共同参画の岡島局

長にも基調講演をいただけるということで、お忙しい中誠にありがとうございます。

ほかに 4 名の方のご講演がございます。ここで私どももうまくいっている部分、さらに発展させなけ

ればいけない部分、今後将来に向けてまた考える部分といろいろございますが、そういったことを、現
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状そして未来に向けてあるヒントを今日は得られればと思っております。

折しも、今日の朝のニュースで、お茶の水女子大学学長が記者会見をされ、秋篠宮殿下のご長男で悠

仁親王がお茶の水女子大学の幼稚園に入られたとのことでした。お茶の水女子大学は幼稚園児を募集さ

れているようで、通常は 30 倍の非常に難関のようですが、特別枠を幼稚園児募集に設け、優秀な女性研

究者のお子様を優先的にお引き受けする。そういう枠をお茶の水女子大学が作られていて、その第 1 号

に紀子様のお子さん、悠仁親王が選ばれたといったニュースを、今日私はたまたま見ました。

それを知って、お茶の水女子大学も、これは幼稚園でございますが、働く女性研究者、優秀な研究者

ということで、紀子様がお茶の水女子大学で社会心理学を学ばれ、研究者として籍をおかれており、第 1

号として選ばれた。大変よい、第 1 号としては本当に適切な形のもので、こういった事業がますますこ

れを契機に発展するのではないかと私も期待をしております。ぜひ私どもも、こういったことをさらに

発展して頂いて、この分野に温かい支援を政府なりからいただけるよう頑張りたいと思います。

今日は皆様に取りましても大変価値のある、有益な会になることを願っております。活発なご議論等

を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

（荒木） ありがとうございました。それでは続きまして、本日は、内閣府男女共同参画局長であられ

る岡島敦子様より基調講演を頂きます。岡島様は、東京大学法学部をご卒業後、農林省に入省なさり、

現行の部署には本年の 7 月から就任なさいました。その前に、埼玉県の副知事も務められて、地方行政

にも大変明るい方でいらっしゃいます。それでは、岡島様どうぞよろしくお願いいたします。

基調講演 内閣府男女共同参画局局長 岡島敦子

（岡島） 皆様こんにちは、ご紹介頂きました内閣府の岡島でございます。今日は、このワーク・ライ

フ・バランス施策で、産・学・病院の挑戦という、非常にチャレンジングなタイトルでのシンポジウム

が開かれるということで、大変素晴らしいことだと思います。私からは、研究や医療関係よりは、むし

ろ社会全体の現状のお話をさせて頂きます。

まず、ワーク・ライフ・バランスということに入る少し前、あるいはワーク・ライフ・バランスと男

女共同参画というのは、ある意味で車の両輪的なところもございますので、男女共同参画社会について

お話をさせて頂きたいと思います。

男女共同参画社会、これは男性も女性も対等な構成員として、社会のいろいろな分野で活躍される。

そして、政治も経済も社会も、文化的なものも含めまして、利益を享受するとともに、一緒に責任も担

う社会でございます。こういう社会、男女共同参画社会を作るということで私ども仕事をしております

し、皆さん方もいろいろな形でご努力頂いております。

ところで、我が国の男女共同参画の状況を国際的に見るとどうかというのが、この資料でございます。

ＨＤＩ、これはヒューマン・ディベロップメント・インデックス、主として平均寿命、あるいは教育レ

ベル、あるいは収入で指標を作り見たものです。全世界 182 か国中、日本は 10位という地位にあります。

ところが、その隣のジェンダー・エンパワーメント・メジャーという指標がございまして、これは女

性がどれだけ社会で活躍しているかを表す指標で、政治家に占める女性議員の割合や、企業の管理職、

あるいは専門職の割合。それから、男女の賃金格差といったものを指標として作ったものですが、これ

は全世界 109 か国中 57位。ＯＥＣＤ加盟国 29か国中 27位となっています。つまり、経済とか教育とか
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衛生水準は非常に日本はよいのだけれども、社会での活躍という面で見ると、日本の女性はまだまだ進

んでいないといえると思います。

もう少し分野別に見ますと、いろいろ差があるのですが、今回夏の衆議院選でずいぶん女性が増えた

ように見えるかもしれませんが、やっと 1 割を超えたところでございます。それから、国の国家公務員

の採用する女性の割合も、ようやく 3 割を超え、審議会の委員も 3 割を超えたところでございます。医

学系ですと、最近の国家試験合格者の女性の割合は 3 割ぐらいだと思いますが、まだまだ全体では 2 割

弱でございます。薬剤師の割合は非常に高いのですが、そうはいっても薬剤師さんとして活躍していな

い女性がとても多いというお話も頂きました。それから、女性の研究者の割合が 13％。これは諸外国で、

先進諸国と比べますと、だいたい 2分の 1 から 3分の 1のレベルでございます。

なぜこういうことになるのか、これはワーク・ライフ・バランスとまさにつながっていくのですが、

データとしてお示しいたします。これはどのくらいの人が働いているかということを示すものですが、

女性の労働力の率は濃い緑色で表しています。これで見ますと、だいたい 20 代後半から 30 代前半ぐら

いまで下がっています。ですから、ローマ字のＭの字になっており、Ｍ字型カーブといわれています。

一方、一番上のオレンジ色のラインは男性ですが、学校を出て仕事に就くと、だいたいずっと 60歳ぐ

らいまでは働き続ける台形型をしています。外国を見てみますと、日本がこの緑色です。日本よりもＭ

字型のＭの谷間が深いのが韓国です。それ以外の国、スウェーデンなどは日本の男性と同じ台形型をし

ています。これで皆様方お分かりだと思いますが、だいたい女性が子どもを出産したり、その子育てを

する時期というのが、どうしても家庭に入る人が多くなる、そういう状況にあるということです。

一方、また別のデータですが、子どもを産む 1 年前に仕事をしている人がだいたい 7 割強います。こ

の 7 割の女性について、出産 1 年後どうなっているかというと、仕事を持っている方は 3 割ぐらい。で

すから、仕事をしているうちの 7 割が、第 1子の出産を契機に辞めていることが分かるかと思います。

そして働き方で見てみますと、これは年齢別にどのくらいの方が働きたくないと思っているかという

ことです。働きたくないというのは白ですが、子どもが 3 歳以下のところで、働きたくないと思う方が 6

割ぐらいいらっしゃいます。ただ、そういう方は子どもさんが大きくなるにつれて減っていき、例えば

子どもが中学生以上になると、働きたくない方は 1 割ぐらいです。ところが、これが現状の実際の働き

方ですと、子どもが 3 歳以下のときに働いていない方は、75％、8 割近くの方が働いていない。ですから、

働きたくない方は 6 割ぐらいで、実際に働いていない方が 8 割近くですが、子どもが中学生以上になっ

た場合でも、働いていない方が半分いらっしゃるわけです。つまり、働きたくないと思っている方は 1

割なのだけれども、実際働いていない方は半分ぐらいいらっしゃる。

それから、子どもが中学生になると、フルタイムで働きたいと思っている方が 6 割ぐらいいらっしゃ

るのですが、実際にフルタイムで働いている方は 2 割ぐらい。つまり、多くの方は、子どもが大きくな

ると働きたいと思うけれども、働いていない。あるいは、働いていてもパートというのが現状になって

います。

もう一つ、具体的なところを問わず、職業の種類を問わずにお聞きしたデータですけれども、研究者

について言いますと、やはり 30 歳前後の出産、子育ての時期の方というのは、ちょうど一番熱心に研究

に取り組む、じっくり取り組むべき時期と重なる。そういう意味で、そういう時期に出産、子育てが重

なるということで、なかなか思うように研究が進まないという話をよく聞くところでございます。

また、女性の医師の方、非常に志を高く持って小児科医や産科医になられる方も多いとお聞きしてい
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ますが、大変勤務条件が厳しくて、出産、育児期にどうしても続けられないということで、お辞めにな

る方が多い。そして、研究者や医師、あるいは看護師もそうだと思いますが、一度仕事から離れると、

どんどん周りの技術、科学技術が進歩していくので、なかなか職場に復帰しにくい。あるいは、職場に

復帰することをためらう気持ちが出てくるということをお聞きするところでございます。

ところで、また状況は違いますが、社会の変化ということで一つお話をしたいと思います。従来、日

本の社会というのはかなり保守的な部分が多く、男性は外で働き、女性は家庭も守る。あるいは、男性

がメインで、女性は従たる役割といった、固定的性別役割分担意識がかなり強い社会です。世論調査を

しますと、日本では男は外で、女性は家庭でというような考え方に反対する人の割合はどんどん高くな

っているのですが、韓国ですと、例えば男性の 78％の方がそういう考え方に反対ですが、日本では 46％

の男性が反対。それから女性についても、男性は外で、女性はうちでという考え方について、韓国の女

性の 85％は反対しているのですが、日本で反対している女性の割合は 57％で、日本社会は結構保守的と

いいますか、昔ながらの考え方が根強い社会かと思います。

そうはいいましても、これはフルタイムもパートタイムも入っているのですが、家庭で見た場合に、

共働き世帯は昔はこんなに少なかったのですが、どんどん増えてきまして、いまや、いわゆる男性が働

いて、女性が家庭を守る家庭と、共働き世帯というのは、すでに逆転している状況です。それから、家

族、家庭というとすぐ夫婦と子どものいわゆる家庭を思い浮かべますが、そういう家庭は 25 年ほど前、

1985 年には 4 割ぐらいいたのですが、いまやもう 3 割を切っています。それから、単身世帯も昔は 2 割

ぐらいだったのですが、いまや 3 割です。この単身世帯にもいろいろありまして、若い人が 1 人で住ん

でいるというのもありますが、いまやもっと増えているのが、高齢でお 1 人で住んでいる世帯です。そ

ういう意味で、家族というと両親と子どもというイメージを持ちますが、そういう世帯は全体で見ると

うんと少なくなっています。

それから、これは子どもの年齢を書いていませんので、かなり高齢のご夫婦と、子どもも 30 代、40代

というところも増えているわけです。そういう意味で、家庭をめぐる状況はずいぶん変わってきている

というのが現状です。

そして、これはもう皆様方よくご存じだと思いますが、人口ピラミッドで見ますと、65 歳以上がぐん

と増えてきています。いまや 5 人に 1人は 65歳以上、もうすぐ 4 人に 1人、女性だけについて見ますと、

3 人に 1 人が 65 歳以上にもうすぐなっていきます。一方で、生産年齢人口といいますか、働く世代の割

合がぐっと減ってきています。もちろん少子化ですので、子どもの数もぐっと減ってきています。

こういう時代に、高齢者の割合がどんどん増えていく中で、日本の社会を持続させ、あるいは発展さ

せていくためには、高齢の方も元気で社会で活躍して頂くということは大事ですが、この世代、しっか

り働かざるを得なくなると思います。今までのように男性が中心に働くというよりは、男性も女性も働

く。そして、日本は教育水準も高い国ですから、この女性の持っている力を大いに活用することが、今

日本の発展のためにも求められているところだと思います。そういう意味で、男女共同参画社会、女性

の参画促進や固定的性別役割分担意識の解消が求められていますし、そういうことを進めるためには、

ワーク・ライフ・バランスの実現が本当に不可避の課題だと思っています。

そして、政府でも、いろいろなところでもワーク・ライフ・バランスを今進めていますが、どちらか

といえばこれまでは個々の企業の取り組みに依存していましたが、もっと大きな国民的な取り組みにし

ていこうと、ワーク・ライフ・バランス憲章も作り、国も行政も、個々の企業だけでなく、経済団体も、
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労働団体も、官民トップで合意して社会全体を動かしていこうとしています。ただ、これもまだスター

トしたばかりですし、どうしても労働分野の方を先にしていますが、今日まさにお話のように研究の分

野、学問の分野、そして医療の分野、もっと幅を広げてやっていくことが必要になっていると思います。

ワーク・ライフ・バランスが取れた社会というのは、働くことだけではなく、男性も女性も働くこと

によって経済的自立が可能ということも大事なことですし、それだけではなく、働く人々の健康、そし

て家族などとの充実した時間。そして自分の勉強、研鑽のための時間を確保し、地域活動への参加とい

ったようなこと。そして、多様な働き方、生き方が選択できる社会という形にしていくために、このワ

ーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和を進めていくことが大事だと考えているところです。

簡単でございますけれども、今現在、社会全体の男女共同参画とワーク・ライフ・バランスの取り組

みにつきましてご説明させて頂きました。どうもありがとうございました。

（荒木） 岡島様、どうもありがとうございました。男女共同参画からワーク・ライフ・バランスまで、

2 軸といいますか、統合した軸といいますか、それを展開すべきだというお話でございました。

それでは、続きまして講演に移らせて頂きます。まず、「資生堂におけるワーク・ライフ・バランス

の取り組み」ということで、宇野晶子様にお話を頂きます。宇野様は現在、お客様社会リレーション部

というところにおられ、筑波大学をご卒業後、資生堂に入社され、経営企画部 S&C 戦略部、そして資生

堂ウェブサイトを担当し、2006 年からビューティーソリューション開発センターにて、ライフクオリテ

ィービューティーセンターというところを立ち上げられたようです。現在は、社会貢献活動、お客様対

応活動等をご担当なさっているということですが、どうぞよろしくお願いいたします。

資生堂におけるワーク・ライフ・バランスの取り組みについて

株式会社資生堂お客さま・社会リレーション部 次長 宇野晶子

（宇野） 本日は、このような機会を頂きましてありがとうございます。女性の多い会社で、いろいろ

な取り組みを頑張っておりますので、ご案内をさせて頂きたいと思っております。

会社を簡単にご紹介いたしますと、1872 年、新橋から横浜に鉄道が開通した年に創業し、今年で 137

年という古い会社になります。

社員数は、海外も含めますと、グループ全体で 4 万人強という状況です。古い会社ですが、社名は中

国の易経の一節から頂いており、「至哉坤元（いたれるかなこんげん）万物資生（ばんぶつとりてしょ

うず）」というところの姿勢、資生（とりてしょうず）のところから頂いております。これは、「地の

徳はなんと素晴らしいものであろうか、万物はここから生まれる」という意味で、大地のあらゆるもの

を融合して、新たな価値を生み出していきたいという、創業者である福原有信の願いが込められた名前

となっております。

現在は皆さんの方では、資生堂というと化粧品のイメージを持たれるかと思いますが、実は我が国最

初の洋風調剤薬局として創業しております。漢方が主流であった明治時代に、西洋の科学的な医療と、

易経の理念という東洋的な精神を融合しようとする和魂洋才の理念で成り立っている会社になります。

この中で、明治時代に仕事と子育ての両立と書かせて頂いておりますが、資生堂の創業者福原有信が海

軍病院の薬局長を務めており、やがて日本に洋風のきちんとした調剤薬局が必要だということで、そこ

を辞めて独立し、調剤薬局を作っております。それが明治 5年になりますが、経営が軌道に乗った後は、
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実はこちらの経営を妻の徳に託し、徳は薬局の経営と子育てとで両立を実践していたことで、資生堂で

はもともと会社に女性が働くことに対する理解が結構あるのですが、この辺に根差しているということ

でご紹介させて頂きました。

それから、実は化粧品に進出をしましたので、化粧を伝える美容職という職種がございます。こちら

の活躍は戦前からで、昭和のいわゆるキャリアウーマンとして、ミス資生堂というメンバーが、まだ化

粧がそれほど日本に広がっていない時代に、使い方やお手入れの仕方、メーキャップの仕方、また、髪

の整え方と一緒にファッションや新しい女性の生き方も含めて、ご案内することをやってきております。

ということもあり、実はお客様も社員も女性が中心の会社です。国内の場合は、従業員の約 8 割が女性

です。お客様も、男性用化粧品も扱っておりますが、お客様も多くが女性であることで、会社にとって

も女性に支持される、また社員が多いことからも、働きやすい会社であることが非常に大切な会社とい

うところが、やはりいろいろなことに取り組んでいるベースになっているかと思います。

やはり女性に共感して頂くことが必要で、この後、取り組みについてはご紹介させて頂きます。今年

の就職人気ランキングで、男性は 20 位以内に入っていないのですが、女性の人気ランキングでは、今年

は 1 位を頂きました。これは、今までいろいろ取り組んできた中で、女性が自分の力を男性と同じよう

に発揮しやすい会社であると学生さんに受け止めて頂いた成果かと思っております。

ここから、まず、資生堂がワーク・ライフ・バランスをどう考えているのかをご紹介させて頂きます。

先ほどご説明頂きましたように、仕事とそれ以外の生活のバランスを取って働いていくというものでは

ありますが、やはり多様な価値観を取り込んで、例えば新しい商品や、新しいサービスをしていくため

には、仕事だけをしている中では、そうした価値が生み出せない。やはり仕事の価値や創造力や生産性

を高めるためには、いろいろな価値観に触れることが必要で、会社の中でいつも同じメンバーだけを見

て仕事をしていても、例えば世の中の動きであるとか、女性の望むものを提供することはできませんの

で、やはり家庭、地域、社会などの多様な価値観に触れていくことが、会社にとっても非常に重要なこ

とである。

それであるならば、メリハリをつけて働き、個人の時間を作っていきましょうということで、ワーク・

ライフ・バランスに取り組んでいます。実現方法としては、子育て中の人、介護の方、自分で何かを勉

強しながら次のステップに進みたい方、いろいろなニーズの方がいらっしゃいますので、いろいろな働

き方にできるだけ応えていきたい。あるいは、個人の労働生産性の向上も必要だということをお互いに

理解してやっていかなければということを考えております。

そもそも、今、ワーク・ライフ・バランスという最近はやりの言葉でご紹介をさせて頂きましたが、

私どもの経営理念の中に、SHISEIDO WAY、このように行動していきますよという宣言があります。その

中の「社員とともに」をご紹介させて頂きます。これはできているということではなく、こうありたい

ということで宣言をしている全員の努力目標となります。「社員一人ひとりの独創性と多様性が、わた

したちの財産です。その能力の限りない飛躍と活動を応援し、公正に評価します。そして社員のゆとり

と豊かさの充実に努め、ともに成長していくことをめざします。」これが、私どもの社員とともに目指

す道ということになっております。

これをできる限り具体化していこうと取り組み始めましたのが、1990 年の育児休業からになります。

まずステップとして、2005 年までに育児休業制度を入れ、そのとき育児休暇を取った人が復帰するとき

に、育児時間が必要だろうと育児時間を入れ、その後は、育児の補助というのを福利厚生の中に入れ、
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チャイルドケアプラン、ポジティブアクションに取り組んでまいりました。

2002 年には、インターネットを通じて育児休業者が必要な育児情報や、職場復帰に向けたビジネスス

キル向上のための講座を提供するプログラム、wiwiw というものを私どもの社員が開発し、そして導入し、

現在は事業化をしております。

また、2003 年には企業内保育施設、カンガルーム汐留というのを開設しました。子育てを一企業だけ

ではなく、大きな社会の問題として考え、現在定員枠の一部を、同じ汐留にある企業の中で、他企業の

方にも開放しております。

実は、1990 年に導入された育児休業の第一号が私なのですが、その際には、まだやはり制度はできた

けれども、なかなか誰もが取れるという状況ではまだありませんでした。そのときに非常に上司に恵ま

れ、こういう制度があるから頑張ってみなよと、一言後押ししてくれる上司がいるか、いないかで、制

度はできたのですが、それですべて解決という形ではなかったと申し上げておきたいと思います。

カンガルーム汐留というのも、2003 年に入れるときには、1 か所だけ、実は工場を含め全国に事業所

がありますので、本社 1 か所だけにつくってどうするのだというような議論もあったのですが、やはり

象徴的なものとして、会社がこういうものをやっていくのだということで、カンガルームをつくり、定

員が 32 名ですが、今運営をしております。

実は私と一緒に仕事をしていたメンバーも、この 4 月に復帰をするに当たって、本当は自宅近くの保

育園に入れたいということで探したのですが、空きがなく、カンガルーム汐留があるということで、フ

レックスタイムを上手に使いながら、通勤混雑帯を避けるような形で、子どもを連れて汐留に出勤し、

仕事をしているという状況です。地域の保育園に空きが出た段階で戻っていく方も結構いらっしゃいま

すので、必ずしもここがベストではないのですが、仕事を辞めずに続けられるための 1 つの大きな力に

はなっているのかなと考えております。

ただ、そう言いながらも、なかなか育児休業を取る方が思ったほど増えないというところもあり、男

女共同参画という名称ですが、さらにこういった取り組みを推進するために、アクションプラン 20とい

うことで、目標とそれを実現するための行動計画を作りました。これは全社的な推進体制がなければ、

例えば人事部だけがやっても難しいだろうということで、実はＣＳＲ委員会の下に男女共同参画部会と

いうものをつくり、いろいろな部門のキーパーソンとなるような方に参加をして頂き、行動計画の立案

と実施状況のフォローをしてまいりました。人事部マターとしてしまうと、制度や仕組みだけに終わっ

てしまい、運用までなかなか落ちないというところがありますので、ＣＳＲ活動として位置付け、資生

堂らしい先進的な取り組みということで、やる価値をいろいろな方に認めていただこう、理解をしてい

ただこうという働き掛けをしてまいりました。

この 2 年間の男女共同参画アクションとは、次世代育成支援対策法の中で行動計画策定というのが当

時求められており、当社にとっては、この中のブルーに網かけをしている 12 から 20 までが、この次世

代育成支援行動計画として提出をさせて頂きました。この 2 年間、この計画を達成したということで、

2007 年 5 月には、次世代認定マークということで、ここにある「くるみん」というものを取得すること

ができました。

ただ、まだまだ第 1 フェーズだけでは充分ではないということで、さらに第 2 フェーズとして、2007

年から 2009 年にかけて、アクション 15 ということで推進をしております。この中でも、子どもを資生

堂に招待する日というのを今やっておりまして、いろいろな企業さんが最近はやっていらっしゃいます
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が、夏休みのある 1 日、お父さんが資生堂に勤めている方も、お母さんが勤めている方もいらっしゃる

のですが、就業意識や仕事に対する興味を育て、会社を肌で感じてもらうという、次世代育成。また、

働いている本人にとって、子どもから理解をしてもらい、例えば残業があるときも、お父さんはこうい

う仕事で忙しいのだということを理解して頂くようなことをやっております。

左側の写真が、お父さん、お母さんが勤めているオフィスのフロアにまずお子さんが行って頂き、お

父さんの机、お母さんの机を見て頂いた上で、そのフロアでいつもお父さん、お母さんと一緒に仕事を

している方と名刺交換をしております。この名刺は、参加する方向けに、記念にもなりますので、名刺

を作ってお渡しして、それぞれおいでになったお子さんはみんな非常に緊張して名刺交換をするのです

が、そんな形でお父さん、お母さんの働いている会社っていい会社なのだなと思ってもらいたいという

のもあり、このようなことをやっております。

その後は、せっかく来て頂いたのだからということで、毎年いろいろなイベントを組んでおります。

今年は、一つはセーブ・ザ・チルドレン、難民って何ということで、資生堂の方で支援をしているセー

ブ・ザ・チルドレンの方と社員ボランティアが一緒にワークショップを子どもたちとやりました。

また、資生堂だから子どもさんに喜んでいただけるものということで、ヘアスタイルを整えるという

ことを去年やったのですが、今年は宣伝部のデザイナーやカメラマンが中心となり、子どもさんお一人

お一人の写真を撮って、その写真をもとに自分をアピールするポスターを作るということをやりました。

その結果を今、社員のカフェテリア、食堂の方に並べてみんなで見ているというような状況です。

それから、先ほど社員の育児休業がなかなか進まない、あるいは育児時間が取れないという話をさせ

て頂きましたが、実はそうは言いながらも、本社の方は結構定着してまいりまして、毎年だいたい 100

名前後が育児休暇を取り、育児時間も 150 名前後が取っているという状況になっていました。どこが進

まなかったかというと、実は店頭。先ほど臨床のところが大変というお話が出ていたかと思いますが、

やはりお客さんが来る現場というのは、その方がいなくなってしまうとそこに穴が開いてしまうという

ことで、なかなか育児時間を取るのが難しい、育児休業を取るのが難しいという状況でした。

そこで、カンガルースタッフというものを導入いたしました。これは、店頭で応対をするビューティ

ーコンサルタントが育児時間を取って早めに帰った後、お客様に対応するスタッフになります。カンガ

ルースタッフというのは、お腹に赤ちゃんを抱きながら育てるということで、それを基につけた名称に

なります。

このカンガルースタッフ制度を導入したことで、非常に大きな変化がございました。カンガルースタ

ッフは、育児時間を取得する美容職の代替要員ですが、短時間の契約社員として採用しております。育

児休業の代替要員を配置する企業は結構増えてきていると聞いておりますが、勤務時間を短縮する社員

の代替要員というのを制度化したところは、まだ少ないのではないかと思っております。

このカンガルースタッフは、研修を受講後、各店頭に行って頂いておりますが、2009 年 4 月時点で、

全国に約 1,000 名強いらっしゃいます。多くの方は、美容学校の生徒さん、あるいは短大、女子大、大

学生の女性の方が中心となっております。この制度を導入したことで、会社全体の育児休業者数と育児

時間数が非常に増えました。2006 年、導入前には、育児時間を取っていたメンバーが 646 名だったので

すが、これを導入した後の 2008 年は、1,050 名まで増えました。これはほとんどが、店頭のメンバーが

仕事を続けられるようになったという一つの事例ではないかと思っております。

それでは次に、今度は女性の育成ということで、リーダーの女性の比率の推移をご案内しております。
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ここでリーダーというのは、部下のいる管理職のことを指しております。先ほど課長職相当以上が、企

業で 3.6％とご案内を頂きましたので、それに比べると、国内グループでこの 4 月で 18.7％ということ

ですので、日本の企業としては決して低い方ではない。高い方とは思いますが、実は当社の海外の現地

法人の管理職の女性比率が、51％です。海外では、もちろん女性の社長がいたり、マーケティング系、

コミュニケーション系は女性のダイレクターがかなりの部分を占めております。それに比べると、日本

はまだまだと思っております。

そこで、もっと多くの女性リーダーを育てていくことを現在目指しております。将来的には、この数

字を 30％まで、できれば 2013 年を目標に置いて考えております。実は国の方で、2020 年までに指導的

な立場の女性を 30％にしようという目標を掲げていらっしゃいますが、当社の場合は女性の社員が通常

の企業に比べて多いということもあり、7 年前倒しで頑張ろうということで現在推進をしております。

実は今、制度のところをいろいろご案内しましたが、女性の管理職を登用していく中で、もう 1 つ心

理的な面や運用的な面でも、非常に課題があるということで、今年の 2 月に、第 1 回男女共同参画フォ

ーラムと、名称は男女共同参画ですが、実は集まったメンバーは、オール資生堂の女性管理職を対象に

フォーラムを開催いたしました。この目的には、男女共同参画の取り組みについて理解を深めるという

こともあるのですが、一つは自分自身のキャリアについて考えることと、意外に女性同士のネットワー

クが弱いというところもありましたので、参加者同士のネットワークを広げることを目的に実施をいた

しました。私どもの副社長は岩田と申しまして、女性ですが、その話を聞いたり、あとは分科会でいろ

いろお互いの、多くは女性の後輩をどう育成していくかというところで、みんな同じような悩みを持っ

ておりましたので、そういったディスカッション、あるいはノウハウの共有。ノウハウの共有までいか

なくても、みんな悩んでいるんだ、同じような苦労や苦しみを味わっているのだというようなところの

情報交換というだけでも、実は価値があったかと思っております。

このセミナーの案内があったときに、実は女性の管理職の中でも、うれしいと思う方と、いまさら女

性だけ集めてというようなところもありました。しかし実際に参加してみて、いろいろ得るところは多

かったと思っております。アンケートの結果も、やはり参考になったという声をたくさんいただけて、

例えば育児中であればアフター5 のネットワークもなかなか難しい面がありますので、こういったものも

必要かと考えております。

そして 2008 年度より、今度は仕事と育児の両立のための新たな支援策を七つ導入しております。いく

つかご案内しますと、一つは、育児時間の対象者が、これまでは小学校入学まで、要は保育園に預けて

いるまでの社員を対象としておりましたが、実は小学校に上がってからの方が大変なのだという声があ

りまして、これを小学校 3 年生まで。要は、低学年まで育児時間を拡大いたしました。

また、全国コースを選択する女性が総合職は増えていますが、子育てと転勤の両立が困難なケースが

想定されることから、育児時間を取得している女性については、本人が希望すれば転勤は免除すること

となりました。

さらに、このような形でいろいろ制度を整備した結果、出産、育児のために退職する女性は、現在ほ

とんどおりません。年間平均約 600 名近くの育児時間、育児休業を取っているメンバーがおりますので、

どの部門にも、どこにもだいたいそういうメンバーがいるということで、それが一つの山というのはな

くなったのですが、依然として、配偶者の転勤のために退職をせざるを得ないというのがございました。

そこで、配偶者の転勤先へ自分も転勤できる制度、あるいは、海外転勤の場合には休業制度。また、い
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ったん退職した社員の再雇用制度を整備いたしました。今まで再雇用の場合には、契約社員しかなかっ

たものを、今度は正社員へ登用するということになりました。

実は、このように子育てをしながら仕事が続けられるような会社へということで取り組んでまいりま

した。女性の活躍の段階というのは 3 つのレベルがあるのではないかと、資生堂では考えております。

当社も、かつては子どもができたら退職するのが当たり前という時代がありました。この中で優秀な女

性社員がたくさん退職していったということで、1990 年ごろから、子どもが小さい時期の仕事と、子育

ての両立支援策を充実してまいりましたので、現在、結婚や出産を理由に退職する社員というのはほと

んどなくなりました。今では、毎年約 900 名の女性社員が育児休業を取得し、復帰しております。仕事

と育児の両立が何とかできるところまではきているかなと今思っております。

しかし、これでよいのかというとそうではなく、次に目指すべき段階は、女性にとっては子育てをし

ながら管理職として、または専門職としてキャリアアップすることができるというところを目指してい

くべきではないかと考えております。この第 3 段階というのは、実は男性にとっては初めから当たり前

のこととして、ただ育児にどれだけ携わっていらっしゃるかというところはあるかもしれませんが、男

性にとっては普通にできる段階ではないかと思っております。

第 2 段階から第 3 段階に進むための障害の一つが、そういった男性はものすごくばりばり働かれると

いうこともあり、働き方が男性スタンダードであるという中で、例えば夜遅くまで働くのが当たり前。

辞令 1 本で転勤できるというような働き方は、専業主婦の奥さんがいて支えていたからこそできる働き

方ではないかということで、このスタンダードでは働けない子どものいる女性というのは、結果として

キャリアアップすることができないという状況になってしまいます。男性のためにも、そのような働き

方ではなく、すべての社員が、男性も女性も、育児も仕事も楽しみ、自分自身の時間を大切にできるワ

ーク・ライフ・バランスというものが今大切ではないかと思っております。

そして、資生堂が目指す次のステージに向けて克服すべき課題というのは、次の 3 つではないかと思

っております。1 つは、時間当たりの生産性追求型の働き方へのシフト。育児時間を取っている女性の方

は、本当に集中して仕事をして、4時半には会社を出なければいけないということであれば、その間に仕

事を終わらせようとして努力をしています。そういった働き方をみんながすることで、長く働かなくて

もよいような働き方。あるいは、労働の柔軟化。在宅でもオーケーではないかというような働き方を考

えていきたいと思っております。

それと同時に、社員もやはりプロフェッショナル化、個人の能力、専門性を高めて仕事をしていく。

仕事を通じて成長し、またそれを会社に戻していくというような、専門性の高い仕事ができるプロの集

団になっていくということも、人材育成の点では必要ではないかと考えております。

そして最後に、結束力ということですが、これは相手に思いをはせ、違いに支え合って、お互いに忙

しいとき、あるいは大変なときを乗り越えていきましょうという、当たり前と言えば当たり前ですが、

そういった風土になっていけたときに、いろいろな価値観を持って、例えば育児だけではなく、自分の

やりたい趣味があるので、その時間を割きたいからこうしたいという方がいる場合もあるかと思います。

そういったいろいろな方のワーク・ライフ・バランスに応えられる会社になるためには、こういったと

ころにさらに取り組んでいく必要があると資生堂では考えております。

一瞬も一生も美しくということで、社員が楽しく、美しく仕事ができなければ、お客様にもそれは届

けられないだろうということで、すべてができているわけではないですが、こういった取り組みを重ね
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ることで、少しでも女性が、そしてまた男性も働きやすい会社になるようにということでやってきた事

例をご案内させて頂きました。ご清聴ありがとうございました。

1

2009年11月13日

㈱資生堂 お客さま社会・リレーション部

宇野 晶子

資生堂における
ワークライフバランスの
取り組みについて

22

創 業 1872年（明治５年）

資本金 645億円

事業所 本社： 東京（中央区銀座）

売上高 連結 6,903億円 (2009年3月期)

営業利益 連結 499億円 (2009年3月期)

事業内容
化粧品・トイレタリー製品・医薬品・美容
食品などの製造販売・輸出入

社員数 約41,000名
（国内約26,200名・海外約14,800名）

会社概要
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「資生堂」の名にこめられた思い

44

○性別・年齢・未既婚・子供の有無に関わらず、全ての社員にあてはまる問題

○実現方法としては、「労働時間短縮」「個人ニーズに対応した弾力的な時間管理」

○そのためには「個人の労働生産性向上」が必要

仕事の価値創造力・
生産性を高める

多様な価値観を取り
込んで仕事に生かす

メリハリをつけて働き
個人生活の時間を創出

家庭・地域・社会などの
多様な価値観に触れる

ワーク・ライフ・バランスとは

仕事と、それ以外の生活
（育児介護などの家族生活・生涯学習・趣味の活動・社会貢献活動など）

のそれぞれを、充実・両立できるような働き方

5

資生堂における
男女共同参画の原点

6

資生堂創業者
福原有信

妻 福原とく

明治時代に仕事と子育ての両立を実践

7

昭和のキャリアウーマンとして、ミス・シセイドウが活躍した
(昭和9年撮影)

美容職の活躍は戦前から

88

企業理念

企業使命・事業領域 行動規範

私私たたちちはは、、多多くくのの人人々々ととのの

出出会会いいをを通通じじてて、、

新新ししくく深深みみののああるる価価値値をを発発見見しし、、

美美ししいい生生活活文文化化をを創創造造ししまますす

１１．．おお客客ささままのの喜喜びびををめめざざそそうう

２２．．形形式式ににととららわわれれずず結結果果をを求求めめよようう

３３．．本本音音でで語語りり合合おおうう

４４．．広広くく深深くく考考ええ、、大大胆胆にに挑挑戦戦ししよようう

５５．．感感謝謝のの心心でで行行動動ししよようう

ＳＨＩＳＥＩＤＯ ＷＡＹ （資生堂企業行動宣言） ─1997年制定─

お客さまとともに 美美ししくくあありりたたいい、、健健ややかかでであありりたたいい、、幸幸せせでであありりたたいい。。ここののおお客客ささままのの願願いいをを、、おお客客ささままととととももにに

育育みみ、、優優れれたた品品質質とと価価値値のの創創造造をを通通じじてて、、豊豊かかにに、、かかたたちちににししてていいききまますす。。

取取引引先先ととととももにに
こここころろざざししをを同同じじくくすするる取取引引先先とと、、よよききパパーートトナナーーシシッッププでで連連帯帯ししまますす。。

そそししてて、、誠誠心心誠誠意意、、目目標標にに向向けけてて、、互互恵恵のの努努力力をを続続けけまますす。。

株株主主ととととももにに
質質のの高高いい成成長長をを通通じじたた正正当当・・健健全全なな成成果果のの蓄蓄積積・・提提供供とと、、透透明明なな企企業業経経営営にによよりり、、株株主主のの理理

解解とと共共感感をを得得るる活活動動にに努努めめまますす。。

社社員員ととととももにに
社社員員一一人人ひひととりりのの独独創創性性とと多多様様性性がが、、わわたたししたたちちのの財財産産でですす。。そそのの能能力力のの限限りりなないい飛飛躍躍とと活活

動動をを応応援援しし、、公公正正にに評評価価ししまますす。。そそししてて社社員員ののゆゆととりりとと豊豊かかささのの充充実実にに努努めめ、、ととももにに成成長長ししてて

いいくくここととをを目目指指ししまますす。。

社社会会ととととももにに
すすべべててのの法法律律をを遵遵守守ししまますす。。安安全全とと地地球球環環境境へへのの配配慮慮をを、、ななににももののににもも優優先先ししまますす。。わわたたししたた

ちちはは、、地地域域社社会会とと連連携携しし、、国国際際社社会会ととのの調調和和をを図図りりななががらら、、持持ててるる文文化化資資本本ををベベーーススにに、、ググロロ

ーーババルルレレベベルルのの美美ししいい生生活活文文化化をを創創りりまますす。。

経営理念

新しく深みのある価値を発見し、

美しい生活文化を創造します
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これまでの取り組み （～2005年）

取り組み策 導入 内容

育児休業 1990 子どもが満3歳になるまで、通算5年まで取得可

育児時間 1991 子どもが小学校入学まで、1日2時間まで短縮可

ｶﾌｪﾃﾘｱ制度育児補助 1998 ・子どもを保育園などに預け、保育料補助を希望する社員に対する年間
定額補助

・小学校3年生以下の子どもが、ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰおよび保育所などの 延長
保育を利用した場合の保育料補助を希望する社員に対する随時補助

チャイルドケアプラン 1999 妊娠が判明してから職場復帰するまでの期間、本人と上司が情報を共
有しながらコミュニケーションをとっていく仕組み

ポジティブアクション 2000 女性も男性もみんなが共に「自分らしさ」を発揮する職場をめざすため、
ポジティブ・アクションとして、５つの具体的目標を掲げ推進

「ｗｉｗｉｗ」（ｳｨｳｨ）システム 2002 育児休業者がインターネットを通じて各種スキルを習得できるシステムを
開発し外販

カンガルーム汐留 2003 従業員向け事業所内保育施設、定員枠の一部を近隣他企業にも開放

ワーク・ライフ・バランス塾 2004 ワーク・ライフ・バランスに関する研究・情報交換

1010

男女共同参画ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ２０ （05年～06年）

重点課題 № アクションプラン名称

１．社内風土の醸成 №１ 行動変革に向けた社内コミュニケーションの強化

№２ 事業所単位での男女共同参画活動の推進

№３ コミッティ活動

２．リーダー育成・登用
（女性社員の
経営参画の加速）

№４ リーダーの責任・権限・処遇の見直し

№５ 女性リーダー比率目標値の設定

№６ 会議体への女性参画促進

№７ 全国コース社員の人材育成型人事異動の強化

№８ 事業所コース社員の人材育成型人事異動の強化とコースの見直し

№９ ジョブチャレンジ制度、ＦＡ制度の飛躍的拡充

№１０ リーダー育成・支援のための社内教育の強化

№１１ メンタリング制度

３．働き方の見直し №１２ 働き方見直しプロジェクト

４．仕事と出産・育児
の両立支援

№１３ 母性保護・育児制度などについてのガイドブック作成

№１４ 妊娠中も安心して働ける職場環境づくり

№１５ 妊婦のための制服導入

№１６ 育児休業・育児時間が取得しやすい環境整備

№１７ 男性の育児参加促進

№１８ 子供看護休暇制度の導入

№１９ 事業所内託児所・ｗｉｗｉｗの利用促進／学童保育支援

№２０ 配偶者の転勤等を考慮した制度の導入

2007年5月
次世代認定マーク
「くるみん」を取得
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男女共同参画ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ１５ （07年～09年）

重点課題 № アクションプラン名称

１．社内風土の醸成 №１ 男女共同参画風土の醸成
（魅力ある人で組織を埋め尽くす男女共同参画風土の醸成）

２．リーダー育成・登用 №２ 女性リーダー育成・登用の比率目標値の設定

№３ 人材育成型人事異動の強化
（子育て期にある社員の転勤ルールなど）

№４ リーダー育成・支援のための社内教育の強化

№５ ジョブ・チャレンジ/ＦＡ制度の周知と拡充

№６ 専門職制度の導入

№７ 異業種ネットワークへの参画促進及びメンタリング制度の拡大

３．働き方の見直し №８ 生産性向上と社員の健康管理、労働環境の整備
（魅力ある人づくり・職場づくり計画書＆宣言書、生活習慣病、メンタル不調、女性特有の健康問題等に焦点

をあてた社員の健康づくり支援）

№９ 柔軟な働き方の導入

４．仕事と出産・育児
の両立支援

№１０ 仕事と出産・育児との両立支援制度の充実
（育児時間の取得期間の延長、育児休業の分割取得）

№１１ 男性の育児参加を促進

№１２ 配偶者の転勤等を考慮した支援制度の整備
（配偶者の転勤地への同行制度、配偶者の転勤に同行する場合の休業制度）

№１３ 育児妊娠から出産、育児中も安心して働ける職場環境づくり

№１４ 若年者のキャリア自立支援

№１５ 「資生堂へ子どもを招待する日」の創設 12
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13

(１)資生堂の男女共同参画の取組みについて理解を深める

(２)自分自身のキャリアについて考える

(３)参加者同士のネットワークを広げる

２．開催目的

３．開催内容

内容 時間

開会宣言、本ﾌｫｰﾗﾑの狙いなど 高重部会長 10分

資生堂の男女共同参画への取組み 高山副部会長 40分

私の生き方、働き方 岩田副社長 50分

女性管理職に期待すること 前田社長 30分

分科会（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ） 全員 115分

分科会の発表、講評 各ﾁｰﾑ代表者、岩田副社長 75分

From OL to Leader エスター香港資生堂社長 45分

積極的なネットワークづくり（交流会） 全員 60分

１．開催日時・場所

(１)日時：2009年2月13日（金） 10:00～18:30

(２)場所：汐留ＦＳビル、汐留タワー

(３)受講者：155名（講演者・ｽﾀｯﾌ除く）

第１回男女共同参画フォーラムの開催

15

アンケート結果（データ編）

１．前田社長の講演

普通

２．『男女共同参画の取り組み』の案内

参考になった

とても参考になった

あまり参考にならなかった

全く参考にならなかった

58%
34%

8%

35%

55%

9% 1%

３．岩田副社長の講演

10% 1%

89%

５．エスターＳＤＣ社長講演

４．分科会

55%
39%

6%

52%

1%

47%

Ｎ＝１４４

1616

仕事と育児の両立のための新たな支援策（2008年）

育児時間の取得期間を小学校３年生まで延長

子の看護休暇は半日単位で取得可

特別の事情がある場合は、育児休業取得期間内に、同一子につき３回まで取得可

社員の配偶者に海外転勤が発生した場合、同行を前提に一定の期間休業を認める

育児期にある社員の配偶者に国内転勤が発生した場合、配偶者の転勤地への同行を認める

育児時間・介護時間を取得している社員は、本人が希望する場合には転居を伴う異動を免除す
る

有期契約社員として再雇用されている退職した正社員について、正社員への登用の道を整備す
る

17

「カンガルーム汐留」保育施設（2003年～）

保育施設開設の目的
①銀座・汐留地区を中心とした東京圏で働く資生堂の子育て

社員のサポート

②男女共同参画企業のシンボル施設としての役割

③近隣・賛同企業との連携による社会啓発

（電通・日本IBM・ニチレイ）

④仕事と育児の新しい関係性の

探索（職と育の接近）

⑤男性社員の育児への積極参加

の促進

年齢混合保育による家庭的な雰囲気ワーク・ライフ・バランスの支援
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カンガルースタッフ （2007年～）

育児時間がとりにくい店頭美容職の「代替要員を確保」し、
「従業員満足」と「お客さまの信頼獲得」の両立を目指す

雇用形態 契約社員（３ｶ月ごとの契約）

対象
仕事と育児の両立支援という制度の主旨に賛同・共感いただける方で、当社Ｏ
Ｂなど化粧品販売経験者や美容専門学校生、大学生などを中心に募集

勤務時間 １日３～４時間

制服他 カンガルースタッフ専用コスチューム、専用ネームプレートを着用

◇美容職の育児時間取得は、「仕事と育児の両立支援」と「店頭活動改革」の両面から推進

すべき重要な課題

◇店の営業時間の延長傾向による、育児時間取得者と同一店舗で働く社員の業務負荷

◇「同僚への気兼ね」による育児時間取得状況の低迷

背
景

狙
い

◇美容職の育児を理由とする退職を減らし、スペシャリストを長期的視野から育成する

◇育児時間取得社員と同一店舗で働く社員の業務負荷を軽減する

◇美容職全員がお客さまの満足と信頼を得る活動に、より専念できる環境を実現する

概
要

212121

子育てをしながらキャリアアップできる会社へ

社内風土の改革

仕事と育児の両立支援
女性の育成・登用のための

ポジティブアクション

ＷＬＢ実現のための
働き方の見直し

女性は

かろうじて仕事と

子育て両立

男女ともに

子どもを育てながら

しっかり

キャリアアップ

女性は

子どもができたら

退職が当たり前
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克服すべき課題

“子どもを生み、育てながら

キャリアアップできる働き甲斐のある会社”

＜克服すべき課題＞

時間当たりの生産性追求型の働き方へのシフト

社員のプロフェッショナル化（人材育成）

結束力の強化（協力し合える職場づくり）
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課題を解決した先には

男性も女性も
その人らしさを大事にしながら

仕事も家庭も豊かな人生を送れる会社へ
→社会から認められ存続できる会社

ワークライフバランスは
企業（団体）のサスティナビリティーに

とって重要なポイント

（荒木） 宇野様、どうもありがとうございました。資生堂が女性の人気ナンバーワンという理由が誠

によく分かるなと思いました。大学と企業と、大学院生を含め、就職をどうしようか悩んでいる方も、

これだけ見せられると、みんな資生堂さんに連れていかれてしまうのではないかと思った次第です。ど

うもありがとうございました。

それでは続きまして、もう 1 つ、産の立場からでございますが、ノバルティスファーマ株式会社ダイ

バーシティ＆インクルージョン室室長の赤津様から、「ワーク・ライフ支援施策と実際事例」というお

話を頂きます。ノバルティスファーマは外資系の企業でございますし、本学でも多くの生命科学の研究

者たちが薬品メーカーの就職を希望している、非常に高い人気企業でございますので、ノバルティスフ

ァーマの中のさまざまな仕組みを伺わせて頂くのは大変有益でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。

ワーク・ライフ支援施策と実践事例

ノバルティスファーマ株式会社 ダイバーシティ＆インクルージョン室 室長 赤津恵美子

（赤津） ただ今ご紹介頂きました、ノバルティスファーマの赤津と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。私の部門ですが、ダイバーシティ＆インクルージョン室ということで、何をする部門なの

だろうと思われる方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご説明をさせて頂きます。

ダイバーシティ、つまり多様な人が働いている会社がいいということですが、マイノリティーの方と

いうのはいらっしゃいます。職場で多数派ではない人、例えば私どもも日本法人ですので、日本の会社
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でマジョリティーの人というと、日本人で、男性で、新卒で入ってという人が多いかと思いますが、そ

の逆でございます。女性で、外国人で、あるいは通常の勤務ではなく、違った形態で働いている社員。

そういう社員も、例えば心苦しい思いをしたり、嫌な思いをすることなく、生き生きとそれぞれの個性

や能力を発揮して働ける職場づくりが非常に大事だと思っていますので、それを推進していく部門とい

うのが、私どものダイバーシティ＆インクルージョンという部門です。

私どもは、スイスに本社を置く製薬会社ですが、本社も非常にこの考え方は大事だということで、本

社では 2000 年、日本では 2006 年に、このダイバーシティ＆インクルージョン室を設置しております。

私どもが何をしているかということは、これからお話で折々触れさせて頂くとしまして、今日は、テー

マがダイバーシティとワーク・ライフ・バランスというのが企業にとって非常に大事であるということ

を、お話をさせて頂きたいと思います。

まず弊社についてのご紹介ですが、スイスに本社を置きます製薬会社で、設立は 1997 年、チバとサイ

ドという製薬会社が合併してできた会社です。新薬の開発はもちろん、安価で高品質な後発薬品、それ

からコンタクトレンズ、それから動物用の医薬品なども取り扱いをしております。全世界 140 か国で私

どもの製品を取り扱っております。現在は、全世界で社員が約 10 万人、日本では 4,000 名強の社員が働

く組織です。

私どもの企業の目的は、人々の命と健康に貢献をすることということで、患者様が求めていらっしゃ

るお薬を、いち早く患者様にお届けする、それを私どもの使命としております。今日は、そんな私ども

の会社が、なぜダイバーシティをこんなに大事だと思って真剣に取り組んでいるのかということを、ま

ず、アメリカの研究所がございますので、そちらで取り組んでいる事例からご紹介をさせて頂きます。

私たちの患者さん、患者様のためにということでやっているわけですが、私たちの患者さんというの

は、実は世界の人口が急激に変わってきていますので、どなたを患者様として、ターゲットとしてお薬

を開発するかということも、実は変わってきています。そして 2 番目、新薬開発のプロセス、どんなや

り方が一番いいのかというのも、実は近年変わってきております。最近効果を上げているのが、プロジ

ェクトアプローチといわれている方法です。どんな方法なのか、後に詳しくご説明したいと思います。

日本でも実は多様性はものすごくクリティカルだと思っています。なぜ日本の私たちが多様性をそこ

まで大事だと思っているかというお話をさせて頂きたいと思います。

現在、私たちは、実は大きなチャレンジにさらされております。どんなチャレンジかといえば、新薬

を開発するときに、グローバルで開発しましょうとか、あるいは薬の承認期限も、今までの半分で承認

を取って、早く患者様にお届けしましょうということが出てきています。もちろん全世界でリソースを

うまく使っていかなければいけませんので、今まででしたら新薬の開発も、日本なら日本、スイスなら

スイスということで、各国ばらばらで進めていましたが、そうではなく、いち早くいろいろなニーズを

取り入れてやろうということであれば、アジア、それからヨーロッパ、アメリカというところが共同で

一緒にやっていこうというのが会社のやり方になってきたわけです。

そうなると、今までにないチャレンジということになります。実は、こういうグローバルの波を受け

ているのは開発の者だけではありません。日本で働くセールス、いわゆる営業の者も同じようなチャレ

ンジを受けています。今までよりも短い期間で新薬がどんどん出てきますので、今まで例えば 1 品目を

担当して、ずっとそれを売っていればよかったという営業の人間も、4 品目、5品目の薬剤をお医者様に

ご説明しなければいけないというようなチャレンジが出てきて、営業効率を今までの 2 倍、3倍、4倍に
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上げていかなければいけないという大きなチャレンジに直面をしています。これはもう現実なのです。

どんなに大変でも変えようがありません。

どうしたらこれを解決できるかということですが、今までと同じやり方、あるいは過去の経験からと

いうことでは、残念ながら答えが見つかりません。ですから、新しい発想、新しい人と付き合って、そ

して新しいテクノロジーを身に付けてということでなければ解決をしていかれないということになって

きました。

今までであれば、何か物事を決めるのも、日本人同士会議室に集まってフェイス・トゥ・フェイスで

話をして決めていましたが、今は、例えば電話会議で顔の見えない他国の人たちと一緒に決めていかな

ければいけない、そんなチャレンジがあります。そして、多様なチームの中で、日本の価値というもの

を認めてもらわなければいけません。例えば英語ができないとか、そういうことを言っている場合では

ありません。英語ができないとか、発言をしないとか、プレゼンスがないということになってしまうと、

日本のチームメンバーは取り残されてしまいます。何か重要なものを決めようというときに、日本人は

入れても発言がないから、コントリビューションがないからということで外されてしまっては、日本の

存在意義がなくなってしまいます。ですから、私たちは私たちなりに、日本人にかんでいてもらってよ

かったと思ってもらえるような付加価値を出すということを、今必死で探しております。

そのためには、新しいバイオテクノロジーの知識というのもどんどん進んでいます。それから英語の

スキルをはじめ、新しい知識やスキルといったものをどんどん身に付けて、新しいアイデアを出して、

ディスカッションに貢献していかなければいけないという状況に陥っています。

そういう新しい発想、新しいやり方、新しいテクノロジー、スキルというのはどうやったら身に付け

ることができるのでしょうか。いろいろあると思いますが、私たちは大きくこの 2 つだと思っています。

まず 1 つ目はダイバーシティ、多様性ということです。先ほども言いましたように、いろいろな人にも

まれて、自分が常識だと思っている前提を覆されるような、何でそういうことをやっているんですかと

いうことを一から説明して、昔はそれでよかったかもしれないけれども今はだめだというような、パラ

ダイムシフトが起きるような経験というのは非常に大事だと思っています。

それから 2 つ目、ワーク・ライフ・バランス。これは、実は生活者の視点というのはすごく大事です。

お薬を作っていても、小さな子ども、例えば赤ちゃんがどんなものを求めているかというのを知ってい

るのと知らないのでは全然違います。小さい子がいらっしゃるご家庭なら分かるかと思いますが、赤ち

ゃんというのは、どんなにお薬がよく効くよと言い聞かせても苦いものは飲みません。

実は当社は、アフリカのマラリアという病気の薬を開発して作っていましたが、最初はそういう問題

がありました。非常によく効く薬ですが、ものすごく苦かった。それで、赤ちゃんが飲んでくれないた

めに、なかなかマラリアが治らないということがありました。今言われてみると、何だ、そんなことか

と思いますが、赤ちゃんは甘い味が好きなので、イチゴ味のシロップを付けて飲ませた。そうすると、

苦いものを飲んでくれるのです。飲むと、3 日間で熱も下がり、今まではばたばたと死亡するところまで

いっていたような病気が嘘のように治るということが出てきました。そういう生活者の視点、ユーザー

の視点を持つというのはすごく大事なことです。

それから、インプットのための時間を持つことが非常に大事です。例えば当社も残業が少ないとは言

えませんが、会社で目いっぱい働いて、家に帰るのは寝るときだけと。友達と会う時間もないし、勉強

をする時間もないことになってしまいますと、会社での会議でもいいアイデアが出てこないわけです。
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空っぽの引き出しを絞り出しながら企画を立てたとしても、それがヒットするはずがないということで、

充実した時間というのをぜひ持ってもらいたいということで、この2つが非常に大事だと思っています。

それでは、私たちはワーク・ライフ・バランスとダイバーシティは非常に大事だと思っていますが、

日本の私たちの会社ではどんな状況になっているかというのをご紹介したいと思います。まず女性社員

です。先ほど最初のページのところに、日本法人では約 4,000 名強の社員がおりますとご紹介しました

が、これから比べますと、女性の比率はどこも非常に頑張って上がっているということだと思いますが、

先ほど資生堂の方のお話にもありましたように、多様な人、ダイバーシティな人が価値を発揮するため

には、やはり構成員の中の 3 割ぐらいはいなければいけないということです。例えば 100 人の男性の中

に女性 1 人だけであったとしても、なかなか気後れして発言ができない。あるいは発言したとしても、

あれはあの人のユニークなアイデアでしょうということで、意見を取り入れてもらえなかったりします。

ですから、3割ということを目指すとすると、まだそれぞれ私たちこれから頑張っていかなければいけな

い課題があるなと思っています。

特に女性に関しては、2 つ課題がございます。1つ目は、女性のＭＲ、一番右手の営業職の定着率とい

うところに問題がございます。

それから 2 つ目、女性の管理職がやはりまだ少ないという問題があります。なぜ女性の管理職が少な

いか。1つには、下の厚みが少ないというのはありますが、2つ目の理由としては、やはりロールモデル

がいないということがございました。どんな働き方をしたらよいのかというのがなかなか分からない。

それから 2 つ目には、今働いている方はパイオニア的に、もう本当に素晴らしい人で、長時間働いて

いらっしゃる。私には、あんなに長時間働くのは無理。もしマネジャーになるということが、より長い

時間働くということだったら、私は子どもも持ちたいし、家庭もハッピーにやりたいので、ちょっとな

りたくないというような声があるということも、アンケートから分かってきました。そこの問題を解決

することがない限り、この比率はなかなか増えていかないというのが、私たちの課題の 2つ目です。

まず 1 つ目の、女性の営業職定着のためにどんなことをやっているかということですが、社内のイン

トラネット上に、輝く社員というコーナーを設けまして、この社員は、行動も素晴らしいし、ロールモ

デルだなという社員を取材して乗せることにしました。それぞれ男性、女性、老若男女いるわけですが、

それぞれ推薦で、この人を取材してくださいということなので、成績も素晴らしいですし、行動もすご

いという人たちですが、そんな人たちでも、実は順風満帆でやってきたわけではなく、何度も厳しい状

況にさらされて、そこを乗り越えているんだなということが分かることで、あの人も頑張っているんだ

から私も頑張らなきゃというような思いを持ってくれたり、あるいは一番右の社員は、実は定年なので

す。今年定年の社員だったのですが、35 年間ずっとＭＲ一筋です。そしてしかも、定年の年に、優秀な

営業社員に与えられる、全国でトップ 50 しか与えられないのですが、そういう賞も取っています。同じ

ことを 35 年間も行い、しかもモチベーション高く、トップになるぐらいの気持ちでなぜいけたのかと、

若い社員たちは非常に疑問に思うわけです。この人の話は、山あり谷ありいろいろありましたと。ＭＲ

はそんなにやさしい仕事ではない。一人前になるまでには、売り上げを上げるまでには、やはりいろい

ろな先輩にもお世話になったし、大変でしたと。けれども、結局いいときも、悪いときも、周りの人に

支えられてやってこれたという話を聞くと、私は今落ち込んでいるけれども、この人から見たらまだま

だだと思ってくれたりということで、非常にモチベーションアップにもつながっているという声も頂い

て、そういう声をもらうと私たちもやっていてよかったなという気持ちになります。
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それから 2 つ目、特に女性の営業社員の定着率が弱いということで、数年前から行っているのは、全

国女性ＭＲの会ということです。全国に散らばりますと、150 ぐらい支店がございますので、この営業所

には女性は私だけという人も実は何人かいます。先ほどもお話がありましたが、やはり女性特有の悩み

というのもあります。例えば女医さんとうまくいかないとか、ドクターの奥様と関係がなかなかつくれ

ないとか、ちょっとしたことのように思いますが、1 日外に出て、数字を背負って営業をしている 1～2

年目の社員にとっては、それが実はものすごく大きい問題なのです。支社に帰ったところで、周りには

男性ばかりなので、なかなかその気持ちは分かってもらえないということもあり、定期的に女性だけを

集めて、東北とか大阪とかエリアごとに集まって悩みを共有する会を開いています。すると、悩みをは

き出すというのはすごく大事だなと。実は、私はすごく重大なことだと思っていたんだけれども、他の

ＭＲも同じ課題を持っていることが分かって少し安心しましたとか、あるいは 5 年目、10 年目の先輩社

員が、私はこんなふうにして越えてきたわよという話を聞くと、すごく私もああいうＭＲさんになりた

いと。ロールモデルが見つかったという声もあったりします。そんなに年に何回もやっているわけでは

ないですが、3回、4 回ぐらいのことでも、すごく定着率アップに効果があるということが分かりました。

そして、10年目、20年目の方々には、更に上の目標を目指してもらうということで、例えば課長、部

長、本部長という人たちはどんなことを考えて、どんなチャレンジをどんなふうに克服してきたのかと

いうことを、他社の方も含めて素晴らしいロールモデルをお呼びしてお話を聞いています。やはりこう

いうところからもいろいろな学びがあって、私はＭＲには向いていないとか、例えば 1～2年目で簡単に

言っていたけれども、向き不向きというのは何年で悟るか分からないと。先ほどの定年まで続けた人は、

自分はＭＲに向いているなと思ったのは 10年目でしたというような話をされていて、10年たたなければ

自分の向き不向きというのは分からないのかということであれば、取りあえず前向きに頑張る。それが

明日につながっていく。それを信じてやるというような、まとめると簡単になってしまいますが、そう

いう話をそれぞれ異口同音に語ってもらうことで、モチベーションがわいてくるということもありまし

たので、先ほどの、これから管理職を目指すような層に対しても、こんな働き掛けをしてモチベーショ

ンアップをしております。

次に、ワーク・ライフのための施策。いろいろな社員が働いておりますので、例えばこれから子ども

を持ちたいという社員に対しては、不妊治療の休暇なども設けておりますし、育児真っ最中の社員、そ

して介護をしている社員、それぞれ年代別にいろいろなニーズがございます。ですから、当社としては

このような制度を設け、どんな状況にあっても働き続けてもらえるような形を取っています。今日は特

に、育児支援のところにフォーカスをしてお話をしたいと思います。

こちらが当社の育児支援策です。上の方は、男性社員、女性社員にかかわりなく取得することができ

るもの。下は女性のみの適用ということです。このような形で制度がありますということをお伝えして

いるのですが、なかなか制度はあっても取りにくいと。例えば育児休業を取ってしまうと、自分の評価

に差し障るのではないか。あるいは、長いこと休むと同僚に迷惑を掛けてしまうのではないかというこ

とで、遠慮をしてなかなか取れないという声がありました。

では、制度はあるのだから、それをどうやったら使ってもらえるのかというのが、私たちの次のチャ

レンジだったわけです。それを解決する方法として、1 つ目はフォーラムを開催しています。年に 1～2

回、300 人ぐらいの社員を集め、このような形でフォーラムを行っています。昨年は、ママさんＭＲを 5

名呼びまして、プラスその上司を呼んで、ママさんＭＲが育児休業から復帰をしてどのような形でワー
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クとライフをバランスしながら仕事をしているか。あるいは上司の方から、どうやってそういう社員を

サポートしているかという話をしてもらいました。

いろいろ話はあったのですが、ママさん社員としては、やはり当然、今までのように残業時間を気に

せず働くということができなくなりました。もう私の時間は何時までと決まっているので、以前のよう

に先生のところに何回も行くことができなくなったので、1 回のコールで先生のニーズを満たすような、

打率を上げるということをしています。そんな効率アップの工夫を言ってらっしゃった方もいました。

それから、いつも私は制約があるので帰りますということばかりではなかなかうまくいきませんので、

シッターさんを頼んで勉強会に参加をしたり、あるいは残業もたまには、必要であればやるということ

も積極的にやっていますということでした。

そうは言っても、やはり 5 時以降、あるいは 6 時以降には帰ってしまうので、その残務を上司、ある

いは同僚にお願いをして帰るということになります。ですから、そうやっていつも負担を掛けてしまっ

ている分、自宅でできることは、子どもが寝てから、例えば営業のリポートを書くとか、調べものをす

るとか、そういうものは積極的に同僚の分もやってあげていますとか。あるいは、チームのためにでき

ること、上司にいちいち言われなくても、こういうリポートというのはみんな読んでおいた方がいいだ

ろうなと思うようなものは、自分から情報提供をして、チームになくてはならない人になるように努め

ていますというような、いろいろな工夫がありました。

そして最後に、感謝です。やはり自分がこういう働き方ができているのは、陰に日なたに上司、同僚

に支えてもらっているおかげであるということで、感謝をしていますということを極力口に出していつ

も言うようにしていますと。そんなことで、周りの人からも温かく見守ってもらえているような話が聞

けました。

一方上司ですが、いろいろな働き方があるよねと。こういう育児をしている社員を支援するというの

は会社が決めたことです。ノバルティスの方針なのだから、それである以上、覚悟を決めて、復帰した

社員を戦力としてもう 1 回活躍できるように支援するのは、所長である自分の役目だと腹をくくって頂

いて、まず復帰前のテストから始まります。いきなり現場に行って先生にお話ができませんので、1年間

の間に薬剤もずいぶん変わっています。ですから、リハビリとして自宅に、復帰前に薬剤の最新知識を

テストするようなものを送ったり、あるいは 1 か月先の予定を前もって提示をして、急な残業とか、急

な休日出勤というのはやはり子育て中の方は難しいので、そういうことが発生しないように気を使って

いますというような話もありました。

それから、当然小さいお子さんがいると、急に熱を出したとか、怪我をしたということがあります。

ですから、そういうときは僕がいなくても周りの人に言って帰っていいからねということで、想定され

る状況への対応法というのを前もって伝えておくと。そうすると、そのときに所長がいないから、帰ら

ないといけないけれども、探し回ってということがないわけです。そんなふうにして気苦労の軽減をさ

れて、ウィンウィンにやっているというような話も聞けました。社員の方は、いつも取りにくい雰囲気

ということを言いますが、やはり社員側の努力も大事だということを、実際に体験中の人から語っても

らうというのは、すごく大事だなと思いました。

そして 2つ目は、ファミリーデーを当社もやっています。今年で 4回目です。これは、本社で今年の 8

月 24 日にやったファミリーデーの様子です。全部で 300 名の社員と家族の方が参加をしてくれて、お父

さん、お母さんの職場を体験してくれました。その中で、結構家族の声としてあったのが、いつもお父
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さんは家に帰ってくると、疲れてテレビを見て昼寝をしているけれども、会社では部下の人に指示をし

たりして、すごくかっこよかったですとか、あるいは同僚や上司と話をする機会があって、上司の方か

らは、あなたもそんなにかわいいお子さんがいるんだったら、いつも残業していないでたまには早く帰

らないとね、ということで、そういうワーク・ライフ・バランスに理解を示してもらえたとか、すごく

いい評価を頂いております。

こちらは、ワーク・ライフ・バランスということで、私は別に育児とは関係ありませんという方も、

パーソナルライフの充実ということは誰にでも関係があることなので、具体的には、この 2 つの方法で

社員の皆さんに情報提供を行っています。1つ目は、下の方ですが、やはりワークスマートです。時間の

長さではなく、密度を濃くということで、タイムマネジメントとかワーク・ライフ・セミナーを行って

います。それから、だらだら残業をやめて、濃く勤めてライフを充実させましょうということで、残業

削減のプロジェクトもスタートいたしました。

そして上の方、私どものテレワークは、特に介護中の方や育児中の方と制限を決めておりません。条

件は 1つだけです。会社に来るのと同じパフォーマンスが出せれば、自宅で働いて下さって結構ですと、

それだけです。自分だけがよければということではなく、チーム全員のパフォーマンスも落とさないと

いうのが、私どもの決まりということになっています。現在、90 名が利用してくれています。

実は、テレワークはすごくよかったなと思うのは、ワーク・ライフ・バランス、それから会社に対す

る満足度、そして仕事への満足度が非常に上がりました。実は、お給料が上がることよりも、ワーク・

ライフ・バランスの取れた生活ができるというのが、社員にとってはすごくインセンティブになってい

る。特にジェネレーションＹといわれるような世代はその傾向が強いという話を読んだことがあります

が、当社の結果からもそれが検証できたかなと思っています。実際にやっている社員は、多少お給料が

上がってもそういうオファーは取りませんと。やはり週に 1 回必ず残業をしないで、約 2 時間ですね、

通勤をしませんので、約 2 時間を家族、あるいは自分の英語の研さんとか、ジムに行ったりということ

に使えるのはありがたいですという話をしていました。

いろいろお話をしてきましたけれども、会社と社員のウィンウィンのためにということで、ダイバー

シティとワーク・ライフ・バランスというのを本当に経営として、大事な課題として取り組んでおりま

す。付加価値のあるアイデアがどんどん出たり、優秀な社員が定着してくれるというのが会社にとって

は一番大事です。結局そういうことが、最終的には患者さんのためにということにつながってくるので、

これからもまだまだなところがございますので、ますます多様性とワーク・ライフ・バランスを推進し

て、いい会社にしていきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。
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ワークライフ支援施策と実践事例

2009年12月3日

ノバルティスファーマ株式会社

ダイバーシティ＆インクルージョン室

赤津恵美子

2 | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only

会社紹介

 社名： ノバルティスファーマ株式会社

 設立： 1997年

 業態： 医薬品の開発、輸入、製造、販売

 売上高： 2,751億円(2008年)

 従業員数： 4,144名(2009/6/30)

 平均年齢： 男性41歳、女性33歳

新薬で人々の
命と健康に貢献する

3 | December 3, 2009

Dr. Daniel Vasella
会長兼最高経営責任者（CEO）

ひとびとの命と健康に貢献すること

私たちは病気を治療し、予防する薬を提供し、
患者さんを苦しみから解放しそしてクオリ
ティー・オブ・ライフに貢献します。

Patient Centric ～患者さんのために～

新薬をいち早く診療に。革新的な薬の
開発のために新しいアプローチを。

ノバルティスの企業目的

13 | NIBR D&I | Tadmor | Nov 2009

 多様性は摩擦の原因です。 違った
考えやスタイルは、往々にして衝突を
引き起こします。少なくともはじめのう
ちは。

 職場でのやり取りは大変です： 問題
解決や意思決定は時間がかかりま
すが、より良いものになります。

 多様性は、いままでのやり方に対し
て、なぜと質問するようなオープンな
風土を育みます。

多様なチームで働くのは、最初は大変です

14 | NIBR D&I | Tadmor | Nov 2009

 伝統的な組織

 プロジェクトチームベー
スの組織

これからの組織は、
組織横断のプロジェクトチームベースの組織

ノバルティスの日本での取組み

16 | Diversity & Inclusion Forum | Hiroko Ishikawa | August 5, 2009

（万人）

0

2,000

4,000

6,000

人
口

2005

労働力
人口

5,760

2020

5,210

*

*:ここでは15～59歳までの人口のうち就業者と完全失業者の合計とした（非労働力人口（学生や専業主婦）を除く）

日本の労働人口の変化

 労働力人口は、この15年で550万人減少（毎年0.7%の減少）

 労働力確保には、女性、高齢者、外国人の積極登用が不可欠

女
性

高
齢
者

外
国
人

2020年
（見込）

550万人を
補うには

労働力人口
2221万人

労働力人口
1270万人

現在の
労働力人口

79万人

就業率
25%up

就業率
45%up

現在の7倍に
（全労働者の10%
超に拡大する。
それは、現在の
ドイツを上回る

レベル）

15年で
550万人

減少(見込)

**

**:データは2003年。不法就労者を含む。

出典：慶應義塾大学大学院伊藤良二教授「経営者の役割」より抜粋
17 | Diversity & Inclusion Forum | Hiroko Ishikawa | August 5, 2009

女性雇用の促進 高齢者登用の促進 外国人労働者の登用促進

解決すべき
課題

多様な働き方の推進

（テレワークなど）

人に優しい職場環境

（ユニバーサルデザイン）

外部に開かれた法整備

（グローバルスタンダード化）

日本の労働人口の変化

 就業率向上に向けて解決すべき課題は多い

出典：慶應義塾大学大学院伊藤良二教授「経営者の役割」より抜粋

Diversityへのチャレンジ
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20 | June 25, 2008

カテゴリー平均： 55

カテゴリー19：

ライフワーク・インテグレーション

39. 直属上司は私の仕事以外の生活について配慮してくれる

42. 私の業務スケジュールは個人や家族のニーズを満たす
十分な柔軟性がある

50. 職場では、家族や個人の生活に十分な注意を向けながら
も昇進することができる

124a. 一般的に、会社の規定やプログラムは、社員が仕事と個
人生活の責任を両立させる助けになっている。

124b. 上司は仕事と生活の柔軟性に対してフェアで配慮がある

120. あなたの職場でフレキシブルな働き方（在宅勤務、フレッ
クスなど）ができることを知っていますか？

117. あなたは働きすぎだと感じますか?

123. 現在、前述（在宅勤務、フレックスなど）のような多様な働
き方をしていますか?

121. 勤務時間や勤務場所変更など、多様な働き方を申請した
ことがありますか?

12

20

40

44

55

57

57

57

75

0 50 100認知率は高いが、利用率は低い 21 | August 5, 2009

今、私たちに求められていること

•同じやり方
•似た者同士の付き合い
•あうんの呼吸
•過去の経験のみに基づき判断

•ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙで新薬開発
•半分の期間で承認取得
•ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙとの協働治験
•営業効率の向上（数品目の薬を営業）

今まで経験したことの
ないチャレンジが加速

そのために

漫然と既存路線を継続

•新しい発想
•新しいやり方
•新しい技術、スキル、経験
•新しい人脈

グローバルに通用する力を
つける

22 | August 5, 2009

グローバルに通用する力をつけるために
必要なこと

•新しい発想
•新しいやり方
•新しい技術、スキル、経験
•新しい人脈

そのために

ダイバーシティ

•多様な人種、性別、年齢
•多様なカルチャー
•違った視点
•コミュニケーション

ワークライフバランス

•生活者としての視点
•充実したパーソナルライフ

•新しい人脈開拓
•新しい技術・スキル獲得
•健康

27 | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only

入社 結婚 出産 育児 教育 介護

20代 30代 40代 50代

育児支援
・育児休職
・時短勤務
・休憩時間
・フレックス時短
・看護休暇
・ぺビーシッター補助
・休業見舞金

妊産婦支援
・出産休暇
・不妊治療休暇
・時短勤務
・休憩時間
・母性保護フレックス
・深夜勤務免除
・健康配慮

介護支援
・介護休職
・時短勤務

ダイバーシティ支援プログラム

60代

多
様
性
へ
の
支
援

キ
ャ
リ
ア
支
援

キャリア支援
ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ、ｷｬﾘｱｺｰﾁﾝｸﾞ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

モチベーション施策
ﾍﾞﾃﾗﾝ社員向けｾﾐﾅｰ
ﾛｰﾙﾓﾃﾞﾙ

テレワーク

定年後再雇用制度再雇用登録制度（出産、育児、介護）

D&I フォーラム バリューリレーフォーラム 女性リーダーフォーラム

ワーキングペアレンツクラブ

ハラスメント研修、インクルーシブ・リーダートレーニング、次世代支援相談窓口

28 | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only

おもな育児支援施策

 育児休職

 時短勤務

 深夜勤務免除

 時間外勤務時間短縮

 べビーシッター利用補助

 休憩時間

 母性保護フレックス

男
女
と
も
適
用

女
性
の
み
適
用

29 | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only

■仕事と育児の両立支援
→ 育児ハンドブック
→ パパ・ママ、上司の体験談

■ファミリーデー
→ 8/24 (月)

ワークライフ： 両立支援

周囲の理解のおかげで、
仕事も子育ても楽しめる！

30 | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only

女性社員： 両立で大変なこと・工夫していること

大変なこと

時間制限がある
（残業できない）
（休日出勤難しい）

急な有休

睡眠不足・疲労

対応・工夫していること

•効率を高める工夫（できる最大限を考えて行動）
•残務を上司・同僚に依頼（できることは同僚の分まで）
•土曜の講演会もシッターさんに依頼して参加

•不在対応・電話での依頼体制を整えておく
•進捗のこまめな報告と、資料の共有
•家族の状況を日ごろから周囲に話しておく

•家事で夫や家族の協力を得る（コミュニケーション！）
•週末にできる家事はまとめて行う

•状況に甘えない。できることは積極的にチームに貢献
•事前の計画。欲張り過ぎない
•上司、同僚への感謝＆コミュニケーション

31 | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only

上司： 育児支援で心がけていること

ポイント

本人への支援

想定される状況への
対応を前もって言っ
てあげる

予定は１ヶ月前に知
らせる

チームの協力

対応

•復帰前に、知識の補習をしてあげる
•近い担当地区へ変更（育児と営業活動の両立）

•子供の病気で急に休む場合
•早朝、退社後の残務をどうするか

•優先順位と月間予定を明確化
•出席してもらうものは最小限に絞る

•フルには働けない、違いをチームに理解させる
•復帰する本人の覚悟を尊重し、支援を呼びかけ

育児支援はノバルティスの風土
覚悟を決めて復帰した社員を支援するのが上司の務め
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33 | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only

男性

52%

女性

49%

フレキシブルな働き方： 在宅勤務

育児中

91%

9%

男女の比率 育児中社員の比率

テレワーク実施条件
週1日の在宅勤務
出社時と同様の成果を上げられることが、申請承認の条件
申請理由は問わない

36 | December 3, 2009

Dr. Daniel Vasella
会長兼最高経営責任者（CEO）

ひとびとの命と健康に貢献すること

私たちは病気を治療し、予防する薬を提供し、
患者さんを苦しみから解放しそしてクオリ
ティー・オブ・ライフに貢献します。

Patient Centric ～すべては患者さん
のために～

新薬をいち早く診療に。革新的な薬の開発の
ために新しいアプローチを。

ノバルティスの企業目的

（荒木）「女性研究者支援から見えてきたワーク・ライフ・バランス」ということで、北海道大学女性

研究者支援室長、大学院農学研究員の教授であられる有賀早苗様からお話を頂きます。北海道大学は、

私どもが今行っているモデルの先輩校でございます。平成 18 年に同じモデル事業を開始され、今、その

後続モデルといわれる家族プロジェクトというものにもチャレンジなさっていらっしゃいます。

北海道大学における女性研究者支援の試み：環境整備と雇用制度

北海道大学女性研究者支援室 室長/大学院農学研究院 教授 有賀早苗

（有賀） 北海道大学の有賀と申します。平成 18年、私たちが始めたときというのは、女性研究者支援

元年という人たちがいて、それは第 3 期科学技術基本計画の中に数値目標で、女性研究者の活躍促進が

はっきり明示されたことや、モデル育成事業が始まったこと。しかも、科学技術振興調整費などという

大型の研究プロジェクトのお金を使って始まったと。それから学術振興会の方では、いったん育児など

で職を離れてしまった研究者が復帰するための、Restart Postdoctoral Fellowship、ＲＰＤという制度が生ま

れたことなどから、このように呼ばれています。北大では、平成 18 年度、最初の年に女性研究者支援モ

デル育成事業というのを採択して頂いて事業を始めてきました。今年の3月に一応終わったわけですが、

「輝け、女性研究者！活かす・育てる・支えるプラン in 北大」ということで、女性研究者支援室とい

う私が室長をしているところをつくり、そして今いる女性研究者が活躍するための環境整備と、その人

たちの数が少ないということが問題になっているので、増やそうという具体的な取り組みと、この 2 本

立てでやってきました。

数値目標を出すというのがあったので、少し先に高い目標を持って、それを目指すための基盤作りの 3

年間としたいということで、「20％ by 2020」、北大の全研究者、教員だけではなく、全研究者の中の

女性研究者比率を 2020 年までに 20％にしたいということでやってきました。20が 3つ並ぶので、Triple

Twenties 計画と名付けています。

オンデマンド支援ということを他のところでも言っていますが、必要な状況、人、時に必要な支援を

与えたい。今、企業の方からお 2 人の方の素晴らしいご発表の中にも、やはり個々の問題、個別の問題

がたくさんあるから、それに対してきめ細やかな支援をというお話がありましたけれども、まさに大学

においても、全体の意識改革と同時に、支援ターゲティング、個々人のデマンド、例えば組織のデマン

ド、それぞれに対応したいと考えました。どんな女性研究者にどう支援したらよいかということで、そ

のためにはデマンドに気付く、どんなデマンドがあるかということに気付く体制と、それからこういう
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ことが必要だということを素直に言えるような、デマンドを出せる環境が必要だと思いました。見る目、

聞く耳、感じる心を持って、手を差し伸べられるような支援策をやっていきたいと思ったわけです。

もちろん、いろいろな個別のデマンドがいっぱいあるのですが、基盤となるデマンドには、このよう

な 3 つのものがあるだろうと思っています。まずは女性研究者の数が少ない。先ほど男女共同参画局長

からもお話がありましたが、数が少ないということが大問題。日本はＯＥＣＤ諸国の中でも最下位。私

たちが始めたときには、韓国が下にいて、少し安心したような気分でいたのですが、あっという間に抜

かれて今はびりです。これは実は、大学だけではなく、企業のところでも女性の比率がまだまだ上がっ

ていないということが主な原因だと。全体の数で言えばそうですが、やはり大学も全然少ないわけです。

これは東京大学からお借りした資料ですが、世界の主要大学における女性比率でも、ハーバードなど

も入って、マサチューセッツ・インスティテュート・オブ・テクノロジー、ＭＩＴや、カルテックや、

工学系だけの一番女性が少ないところよりも、さらに東京大学は文系を含めても低いと。このようなこ

とで、日本の大学は非常に女性の教員比率が低いということになっています。男女の処遇差がある点は

何かと問いかけたときに、やはり採用と管理職への登用といったことが大きく男女ともに声が上がって

います。

また、今、ポスドク問題は私たち研究者にとって大事な問題ですが、ポスドクの中にももちろん一定

割合で女性がいますが、これを見て頂くと、2割、2 割、2割ときて、突然 40 歳以上になると女性の比率

がぽこんと上がります。つまり、女性の方がポスドクという非正規の不安定な職から抜け出しにくいこ

とがはっきり分かるわけです。私たちも、日本だけの支援策、具体的な取り組みの中で、ポジティブア

クションなど、ぜひ女性教員の採用を促進しようと取り組んできました。スタートしたときに北大では、

正規教員の中で 7％しか女性がいない。東京大学よりも低いのです。上記以外の研究者というのがポスド

クなどを主体とする、非常に身分が不安定で待遇が悪いところですが、そこはすでに 20％を超えていま

す。合わせると、全体で 11.2％でしたが、ここを 2020 年までに 20％にしようというのが私たちの目標

です。もちろんこちらを 30 台、40 台と上げていき、水増しをして 20％にするというのではなく、なる

べくこの 7％というところを上げていって、全体を 20％にしたいと思っています。

2020 年に 20％というのは、20を単に並べるために作った数字ではなく、北大の博士号を授与する人た

ちの女性比率が、平成 8 年に 6％だったのが、平成 12 年には倍増して 12％になり、平成 16 年には 20％

を超えています。この人たちが途中で辞めたり、落ちこぼれたりすることなく、15 年、16年たった 2020

年に残っていれば、20％の割合は決しておかしな数字ではなく、無理のない数字であろう。だから、そ

の数字を目指したいということになったわけです。

2020 年 20％、では、そのためにポジティブアクションをしようということになるわけですが、数値目

標を作ったので、それを達成するためにこういうものをしよう。では、数だけ増やせばいいのかという

議論があります。私たちは、やはり数を増やすことは重要だと思っています。先ほどのご講演の中でも

ありましたが、孤立感が軽減されること、身近なロールモデルが存在することの意義は非常に大きいし、

意識改革も数がいて初めて進むものが大きいと思います。でも、やり方を間違えると、これは男性の逆

差別になるのではないか。女性も、特別枠で採用されたというのは嫌だ、きちんと採用のときに評価を

受けて採用されたいという思いは強いわけです。そもそも人事にはクオリティーが最優先のはずですか

ら、公正で、かつ 1回、女性を今年 10人採って終わりということではなく、継続的に行われるような工

夫が必要だと思いました。だから、ポジティブアクションをするのであれば、男性にも女性にも納得の
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得られる方法で行いたいと強く思ったわけです。

大学における教員人事の特徴で、これはきっと企業とは大きく異なるところだと思いますが、部局に

自治権があるということと、一番大きなものは、ここでも個の問題です。各ポスト毎に誰を、何部局の

何学科何研究室の何のポストに誰を雇うかというような人事を積み重ねていくわけですから、そこで女

性を採れば採用率 100％、採らなければ 0％。しかも、個々独立していますから、前のところで男性を採

ったので、次はぜひ女性にしてくださいというような圧力をかけることはできない。

また、大学の人件費削減が大きく進行していますから、私も最初は女性を増やして下さいと言ったけ

れども、増やすということは男性を減らさなければいけないので、非常に男性の抵抗も大きく、そもそ

もチェンジが起こらない。定年退官された後は埋めませんということになると、採りようがないわけで

す。このような条件下で、大学全体での採用目標を達成するというのは非常に厳しい状況です。

そうこうするうちに、北大では教員の人件費の管理方法が大きく変わり、総定員管理方式から、人件

費の総額管理に置き換わり、各部局が管理する人件費と全学で管理する人件費、戦略的な人員配置をす

るために総長が管理する人件費とに大きく分かれることになったわけです。各部局は、今いる人たちの

人件費分より少し少なめのお金を渡されて、あとはお好きにおやりなさいと。それが各部局に応じたや

り方をしていい。例えば教授をそろえる部局があってもいいし、教授はあまり働きがよくないので 2～3

人にしておき、若手をどんどん増やしたい部局があってもいい。それはお金の範囲内でやりなさいとい

うことになりました。当時の総長は、これは戦略的な人員配置で、皆さんが使えるお金なのですから、

いい研究をすればここからお返ししますよ。それを取り戻す気持ちでどんどんいい研究をして下さいと

おっしゃられたわけです。

では、その取り戻すのに、女性を採用することを使えないかと思いました。教員の人件費は、部局の

管理分と全学運用分に分かれましたので、部局の管理分でもし女性の教員を採用したら、その人に掛か

る人件費の一部、4分の 1が、全学運用分の方からバックされるというか、追加付与される。そうすると

部局にとっては、追加された人件費で中の人を承認させる。簡単に言えば、4 人雇えばもう 1人雇えると

いうことになりますから、インセンティブが与えられると。女性を採用するノルマを与えるのではなく、

いい人がいたら積極的に採用し、いい人がいなければ雇わなくてもいいという形で、採用を促進しよう

と思いました。それから、意識の面での大事なことは、全学運用分というのは戦略的な人件費というこ

とですから、これを使って女性を増やすということは、女性教員の増員が大学の戦略の 1 つであると位

置付けられたということです。

そして 3 年間で 46 人雇い、7％から 8.6％になりました。全体は 11％が 12.5％になりました。採用比

率は、全部局的に見ると、ポジティブアクションが始まったところでぽんと上がったのですが、その後

人事が起こらないということもあり、少し低迷しています。また別なまとめ方をしますと、教授 8 人分

の戦略人件費を使って、46 人の女性教員の採用を促進できたので 7％が 8.6％に上がり、それ自体はよか

ったのですが、半数は文系部局が利用して、理工農などの大きな部局はなかなか上がっていかないので

何とかしなければならないというのが出てきました。北大だけではなく、大学教員における分野別の女

性の割合を見ますと、理工農が圧倒的に低く、すとんと谷間のようになっています。そこへ、振興調整

費の新しい事業で加速プログラムというものが出てきて、特に自然科学系の中でも理工農分野に特化し

たポジティブアクションをやりなさいというお金が出てきたわけです。それを使って加速したいと考え

ました。
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次に私たちは、今年度から始めたのが、「輝け、女性研究者！」シリーズの第 2 弾ですが、今度は「根

を張れ、花咲け、実を結べ」と横行なタイトルになっています。その中で、私たちは北大の F3 プロジェ

クトというものをやっています。これは、理工農の 3 分野に特化した非常に強力なポジティブアクショ

ンで、先ほど 4 分の 1 助かりますということを言ったのが、今度は新規採用の女性教員の人件費の部局

負担が、最初の 3 年間はまったくゼロです。それから続く 5 年間は 2 分の 1 で、この大きな採用に対す

るインセンティブによって、5年間で 25 人の女性正規教員を採用しようと今やっているところです。

この F3プロジェクトの F3とは何かというと、これは Fresh Female Faculty ということで、新規に採用

する女性の正規教員という意味の F の 3 つです。もう 1 つは、理工農の分野に特化しろということなの

で、3 つのフィールド、Science、Technology、Agriculture の 3 Fields ということで、3 つの F です。それ

から、私は分子生物学が専門で生物学者ですが、生物学で F3 というと、世代が 3 つ目、3 番目というこ

とになるので、第 3 世代の女性研究者ということです。先ほど 3 段階のステップを資生堂の方もおっし

ゃっていましたが、まさに第 1 世代の女性研究者は、女性というだけでだめと、道が閉ざされていたよ

うな時代です。第 2 世代になると、男女雇用機会均等法で門戸は開かれた。だけど支援策が何もないか

ら、出産とか育児とかいろいろ負荷が掛かってくるとついえたり、途中で挫折してしまう。今度は第 3

世代、いまや支援策も充実させ、女性だからこそ採用したいという新しい時代になった。多様性を促進

するために女性が迎えられる時代になったので、第 3 世代としてこれからの女性研究者にはますます頑

張ってほしいと思っているところです。そして最後に、Fが 3 つなので、音楽用語のフォルテが 3 つ重な

ったフォルテシシモということで、これが私たちのプロジェクトにかける意気込みを表しています。

対象部局には、非常に大きな人件費の負担軽減によって、女性を雇ってほしい。そして女性研究者に

は、助教の任期が 5 年任期ですが、それでも 3 足す 5 で 8 年間の採用が保障されていますので、途中で

育児があっても、中長期にわたる研究教育活動を通して、実践力としての能力評価をしてもらえる機会

を与えようということになっています。採用をするだけでなく、その人をきちんと育てていかなければ

いけないので、最初の 3 年間「グリーンピリオド」では、振興調整費の方から研究費もある程度補助。

それから、研究支援員が配置されたりもします。続く 5 年間は、通常の助教任期が始まりますが、ここ

でも前の時期と同様に、大学の自主財源によってメンターをつけたり、いろいろな補助員の配置とか、

病児保育のシステムなども利用してもらえるようにしています。頑張る機会を最短でも 8 年与えること

で、キャリア継続だけでなく、キャリアアップにつなげてほしいと思っています。これは新規採用の人

だけではなく、本学に今すでにいる女性の教員たちにも同じような支援策を施すことで、女性全体のキ

ャリアアップを図っていきたいと思っています。

横行なタイトルですが、育つ力と覚悟を持つよい苗木を選び、よい条件で育てて生かしていきたい。

北大という土壌に根差して育っていける人をきちんと育てたいという意味合いを込めています。北大は、

先ほど申し上げたように 3 つのフィールド、Science、Technology、Agriculture のところに、Fresh Female

Faculty を 25 人、5 年間でこれから雇おうとしていますので、多くの女性研究者の方にぜひ来て頂きたい

と思っているところです。

こうして女性を増やそうというのは、北大の第 2 期中期目標、中期計画の中にも明言してもらってい

ますが、ポジティブアクションは本当にしていいのか、どこまでするのかというのは必ず議論をしてお

かなければいけないことだと思っています。採用に例えば女性専用のポストを作るとか、クオーター制

を引いて優先的に採用するとか、どこまでしていいのか。それから研究環境についても、今度総合科学



134

技術会議の方でも、補正予算で女性枠の研究費をつくると言っていますが、あれはいいのかなど、いろ

いろ議論があるところだと思っています。とにかく、ポジティブアクションについて言えば、ポジティ

ブアクションがいくらいろいろな条件をつけて、私たちが人件費の思い切った軽減をしたところで、や

はり功を奏するためには、優秀な女性の候補者、応募者がいるかという条件が必要。それから、男女共

同参画にかかる意識改革がその組織で進んでいるかということ。それから、雇われた人がきちんと持続

的に活躍できる環境があるかどうか。つまり、出産、育児など、介護なども含めていろいろな負荷が掛

かったときに、本人に対する支援システムだけではなく、その人が所属しているグループに対する支援

システムが充実しているかが、迎え入れられるかどうかを大きく左右すると思っています。なので、女

性研究者が安心して能力を発揮し、のびのび育てるか。それから、温かく迎え入れることができるか。

やる気になる組織、採る気になる組織を作っていくことが大事だと思っています。

ポジティブアクションをこれから私たちも一生懸命まだ続けていくわけですが、それにしても、候補

者がいなければいけない大もとには、女子学生が少ないのです。理系分野の女子学生も、日本は諸外国

に比べて低い。これも東京大学の資料ですが、他の大学に比べて、東京大学も非常に理系の女子が少な

いです。

私たちは、振興調整費の事業と併せて、女子中高生の理系進路選択支援事業も積極的に進めています。

次世代を担う女性研究者の育成を、北大の女子学生、大学院生たちの研究者チャレンジ支援と、中高生

に向けての支援というのをカップルさせた形で、研究の面白さ、楽しさを伝えていく試みをしています。

目と手を使うイベントで、パワーポイントできれいなものを見せて講演を聞かせるのもいいですが、や

はり一緒に実験をしたい、本物に触れる機会を作りたい。それから、いいイベントをしても中高生もな

かなか忙しいので、わざわざ出掛けてくるのは、もともと理科好きな子だけなので、理科好きを増やそ

うと思ったらこちらから押しかけていくぐらいでなければいけない。また、参加者も男女共同参画でや

りたい。つまり女子中高生の理系進路選択支援だけれども、理系分野における女子の活躍を、女子だけ

ではなく男子にも伝えたいと思っています。女子にはロールモデルを示すことが大事だけれども、男子

の中高生にも、理系にもこんなにすてきなお姉さんたちがいるということを知ってもらうことで、次の

世代、男子は理系、女子は文系という社会通念が変わっていくことを期待しているからです。それを実

現するために、私たちは理系応援キャラバン隊を結成して、女性を前面に出した大学院生、学部生など

のスタッフと、彼らが日常的に使っている実験機材を大型バスに満載して、道内各地を回っています。

体育館や大きなところをお借りして、実験ブースを出して、中高生たちに一緒に楽しんでもらっていま

す。そのとき 1 回で終わってしまってはいけないので、ウェブサイトを使ってメンタリングなども、う

ちの女子教員、それから女子学生たちが続けて中高生を支援しています。

中高生の理系進路選択支援は、女子大学院生の若手スタッフへの研究者チャレンジにもなっています。

科学技術コミュニケーションの実践だったり、研究の担い手としての自覚を深めたり、双方向性の人材

育成の場だと理解しています。もちろん、大学の広報、アウトリーチとしても大事だと思っています。

これは特別に作ったリカちゃん人形ですが、北大でリカするリカちゃんが、次のリカちゃんを増やそ

うということで、このように少し楽しみながら理科好きな女の子を増やしていきたいと思っています。

次は、やはり数が少ないことの原因の 1 つになっているのが、出産育児との両立が困難だということ

です。支援策、環境の整備という中で、産休中、育休中、あるいはそこから明けてきたときのこと、保

育園のことなどについても支援策をいろいろやっています。圧倒的に女性研究者が少ない理由の中に、
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男女とも家庭との両立、育児期間との両立が挙げられているわけです。北大の階層別で見た子どもの数

ですが、古い資料ですが、大学院生から、助手、准教授、教授に上がっていくときに、男性はだんだん

子どもの数が増えていくのですが、女性はフラットになっていて、女性教員はなかなか子どもが持ちに

くい。というよりも、子どもを持たない人しか生き残れないという状況があります。

私たちは、産休、育休、その後の育児期間などで、実験時間とか研究時間に大きな制約を受けている

人たちを対象者として、研究補助者、学術研究員や技術補助員を週 30 時間以内でつける支援策を平成 18

年から行っています。ただ、お金は用意したのですが、なかなか北海道では、専門性を有する補助者の

獲得は困難ではありましたが、それでも非常に女性の研究者、それからその周りのスタッフの方たちに

も好評を得ています。本人のキャリアのためだけではなく、やはり誰かが研究時間に制約があるという

ことは、周りがそれを支えてくれているわけで、周りには意識改革だけでは追いつかない、現実的なし

わ寄せの不利益がありますから、それを解消しない限りは、なかなか安心して採用する環境にはならな

い。組織としての受け入れ環境整備として、こういうものは重要だと思っています。ポジティブアクシ

ョンの前提条件になるだろうと考えて、これも振興調整費の事業が終わった後も、大学の自主財源で継

続しています。

そこにも議論はあり、出産、育児などにより十分な研究時間が取れないというところに、研究支援や

負担軽減をするのはいいのかという意見もあります。十分に働けないというけれども、十分に働かない

のでしょう。十分に働く気がない人もいるではないか。そこに補助員や支援員を、お金を掛けてつけて、

あたかも働いたかのようにするのは正当なのかという議論はあるわけです。それから、早く帰らざるを

得ないからといって、早く帰ってしまうのではないかと。ワーク・ライフ・バランスの下に、周囲も早

く帰れば目立たなくて済むだろうとか、お茶大などは 9時－5 時政策をしましたが、それに合わせて、皆

の研究アクティビティーが落ちるというのを容認するわけと、非常に難しい問題をはらんでいると思い

ます。ワーク・ライフ・バランスと研究競争、研究推進というところでは、本当に難しい問題があると

思っています。

私たちが意識改革を進めていく中で、任期付きの教員の出産、育児にかかる任期延長を制度化しても

らうことができました。平成 19 年から北大では任期が 5年になったのですが、任期満了までに 6 か月が

あれば、任期中 1回、女性のみとここがちょっと問題かもしれませんが、2年まで延長申請が可能となり

ました。このことは、短い期間では力を発揮しにくいことに対する理解の進展で、ここはすごく大事だ

と思っています。短期間で、論文数などが今採用で一番大きく響くのですが、もう少し長い目で見て、1

回アクティビティーが落ちるところがあっても、また復帰してくるところをぜひ見てほしいと。どんと

落ちて、そこから復帰にも時間がかからないように、少しその部分を底上げするのが支援であり、正当

とも少し言いにくいが、それほど不当ではなく、やはりあってもいいのではないかというのが今のとこ

ろの私たちの意見です。

保育園の事情も非常に大事です。やはり圧倒的に足りないので、事業所内保育所の拡充が急務だと思

っていて、来春にもう 1 つ作ることになっていますが、これも経営状況としては、大学も非常に負担が

大きいのでなかなか難しいものがあります。函館に水産学部があり、その他道内各地に小さな研究セン

ターが点在しており、それらに大学の施設として保育園を設置するのは非現実的なので、そこの人たち

の支援をどうするかということも問題として残っています。

では、施設を作らなくてもできることはないかという中から、病児保育システムを開始しました。こ
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れは、保育者団体と大学が契約をすることで、登録した女性研究者は、子どもたちが熱が出て保育園に

預かってもらえないという時に、電話 1 本ですぐに保育者が来てくれて、その人の家か本人の家かで預

かってくれるという、施設のいらないシステムです。これはすごく要望が多かったので立ち上げたので

すが、登録者はたくさんいるのですが、使われなかった。それは、今までは、お母さんが怖い顔をして、

「いい？ 明日は絶対に元気でいてよ」と言うと、その日に限って必ず熱を出していた子どもたちが、

ちょっと調子が悪くなってきているにもかかわらず、「まあいいか、明日だめだったら『さんりんしゃ』

さんにお電話しようね」と言ったら、大変元気にお過ごしになり、利用しなくて済んだ。だから、こう

いう支援策というのは、稼働率とか利用率ではなく、あるかどうかということが非常に大事で、リスク

マネジメントとして大変重要なものがあるのだということを、私たち自身も学んだ次第です。

もう 1 つ、私たちは昨年ちょっと変わった試みをしました。いい保育園は、朝早くから遅くまで、休

みの日も預かってくれて、病気のときも病児保育システムがあって、どんどん預ける方向にいってしま

うのですが、それを子どもたちはどのように思っているのだろうかを、一度意見を聞かなければという

ことで、お母さんが科学者だという条件で、ニセコで遊べますといったら、二十何人集まってきてくれ

て、その子たちに本音で、「お母さんが科学者ってどう、何かいいことがあった、嫌なことがあった？ 」

というのを語ってもらいました。ものすごくたくさん言ってもらい、悲しいことをたくさん抱えながら

彼らも頑張っているのが分かりました。例えば e-ワーク、自宅でコンピューターを使って仕事ができた

らいいだろうと、私たちも思っていたのですが、小さいうちはいいです。でも大きくなった子たちには、

家に帰ってきて、そばにいるにもかかわらず仕事をされているのは非常に嫌だと大変不評でした。早く

帰ってきてほしいけれども、家に帰ったら自分とちゃんと向き合ってほしいという意見が多く、それは

私たちにとっては予想外なことで、やはり彼らの本音に耳を傾けるというのは大事だと思いました。

切なかったのは、中高生が、怒られているときが一番うれしいそうです。怒っているときは、お母さ

んは真正面から自分たちを見る。褒めているときは、「ああ、そう。よかったわね。すごいじゃない」

とか言いながらお皿を洗ったり、パソコンを打っていると。それは、私たち女性研究者は皆思い当たる

ところがあり、ぐさりときましたが、こういう試みも大事だと思いました。そして、お母さんや家庭が

変だと思われるといけないから、彼らは本音をなかなか友達にも言えないでいるとも言っていました。

女性研究者のネットワークもとても大事ですけれども、女性研究者の子どもたちのネットワークも、も

しかしたら必要かなと思ったりもしました。

もう 1 つ大事なのは、先ほど資生堂でも転勤の問題というのを挙げて下さいましたが、男性の研究者

にパートナーの職業を尋ねると、4割から 5割が専業主婦で、10％ぐらいが研究者。ところが女性研究者

に聞くと、パートナーの 50％が研究者。特にライフサイエンス系では 70％が研究者と答えています。つ

まり、女性研究者の支援の中には、研究者カップルの支援というのが大きなウェイトを占めるというこ

とです。若手研究者の流動性を増せ。一方では子どもが少なくなっているから次世代育成を促進しろと。

それを実現するために、やはり若手の研究者カップルが、ある時期は同居できるような支援策が必要だ

と思っています。子どもを持つ機会を失わないように、また協力して子育てをしながら、それぞれの研

究を頑張れる環境を整えなければいけないと思っています。これは優秀な若手人材の確保のために、と

りわけうちのような地方大学が真剣に取り組まなければ、若手の研究者カップルは皆首都圏で職を探そ

うとします。2 つのポストが一番見つかりやすいからです。だめなら次は京阪です。「北大？ 絶対に 2

個ないもん」と言われてしまう。そこをどうするかです。
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ただ、これはネガティブな意見もたくさんあります。公平性に問題がある。パートナーが研究者だと

いうだけで機会が増えるというのはどういうものかとか、業績の評価はどうするのか。2 人合わせてやる

のかとか、パートナーが来てから仲が悪くなってしまったらどうするのかと、いろいろなことを言われ

ます。ところが、やはりポジティブな意見もあって、先ほどの人材の確保、若手を呼び寄せるというこ

とでは、大変真剣に、特に地方は取り組まなければならない。それから、次の転勤やステップアップの

ときに、また別なところに行ったらどうするのかということもありますから、地域、一大学ではなく、

ネットワークとして取り組まなければならないと思っているところです。実践例としては、女性研究者

支援室、この支援策をやりながら研究を続けるということで、大学の中に立場を確保するということを

して、パートナーと同居しながら研究キャリアを継続するということが、今までに 3 名、それから新た

に 2 名がこのシステムを利用して、同居しながら研究をしているという状況です。これは、研究、環境

の整備と、実際に女性が増えますから、両方にまたがる支援だと私たちは位置付けています。

最後ですが、周囲の理解が得られない。これは意識改革の問題ですが、こういうことにも力を注がな

ければならない。環境整備の大事な部分だと思います。先ほど、両企業の方もおっしゃっていましたが、

女性研究者のネットワークを作るとか、メンターを探すとか、ロールモデルを紹介することによって、

縦横のつながりができることは、すごく重要な女性研究者の活性化の鍵になると思います。メンターも

単なる人生相談ではなく、特にアカデミアの研究者に、キャリアに向き合いながら生活の両立をともに

考えるような関係を構築していきたい。それからロールモデルも、あまりすごい人ばかり示してしまう

と、その人はすごいけど私には到底無理と、かえって引いてしまうので、アンビシャスなモデルだけで

はなく、フレンドリーなモデルも必要だと思っています。つまり、女性も多様だということです。いろ

いろなランチミーティングやキャリアパス講演会など、いろいろな機会を提供しています。女性研究者

が孤立しない、それから幅広い人脈形成の核をつくってあげることが大事だと思っています。

今日ここでもこういうシンポジウムが開かれていますが、私たちもいろいろなシンポジウムをして、

女性研究者、若手の人たちにも話をしてもらう機会も作っていますが、国際シンポジウムなどもして、

外国が先に進んでいる、欧米は私たちより先を行っているといっても、やはり時間のかかる意識改革や

女性を増やすという活動なので、まだまだ情報を共有できることがあるので、そういうことをしながら、

国際的な女性研究者のネットワークをつくることにも力を入れています。このシンポジウムなどの開催

目的ですが、外に向けて発信するということも大事ですが、やはり中に向けて発信する。今日も、学内

に対しても、こんなことをしているのですよ、こんな問題がありますよということを知って頂くことが

とても大事ではないかと思っています。

いろいろ言ってきましたが、女性の参加が増えることで科学が進歩するのかという問いにきちんと答

える説明責任があると思います。女性研究者はさまざまな負荷が掛かりやすいので、研究者の抱える諸

問題が凝縮、顕在化しています。なので、うまくいったら、若手研究者全般に対するモデルとなる育成

プランが考えられるのではないか。先ほどのワーク・ライフ・バランスも、女性の問題ではなく、男性

も含めた全体の問題であることの説明にもなると思います。科学技術人材育成や環境の整備に、女性研

究者支援の視点を生かしていければ、この事業に意味があると思っています。

北大では、他の人材育成事業と並行して、協力し合いながら、総合的な人材育成システムを構築して

います。今年の 1 月には、シンフォスター、シンフォニックフォスタリングということで、交響的な人

材育成。いろいろな人材育成プログラムがそれぞれの特色を出し合いながら、それぞれ音を聞き合って、
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響き合って、北大らしいシンフォニーをつくっていきたいと思っています。

私たちの結論的なことですが、女性も男性も、自分のキャリアと主観的、客観的に向き合う必要性が

あるだろう。これは企業では当然のことで、もうすでにしていらっしゃることだと思いますが、何がし

たいか。ここは研究者は大得意ですが、この辺から、何ができるかとか、何が求められているかという

ことにきちんと目を向けて、それぞれが大切にしたいこと。ワーク・ライフ・バランスももちろん含め

て、譲れないこと、家族との関わり方も含めて、優先順位をつけることが大事だと思っています。その

際に大事なのが、研究者としてのプロ意識を持って生活との折り合いをつけること。自ら選択した経営

スタイル、ライフスタイルに対しての前向きの覚悟。これが悲壮な覚悟ではかわいそうなので、前向き

な覚悟をできるようにする。それがあって初めてワーク・ライフ・バランスが意味をなしてくると思っ

ています。若手研究者の自立支援のために、女性研究者支援室は支援室ごとメンターとしてサポートし

ていかれればと思っています。

この支援育成モデル事業は、今、45 校になりましたが、まだまだ呼び水としての支援策は必要だと思

っています。支援事業が終わったからといって支援策をやめてしまうわけではなく、呼び水としてのも

のを生かして、本当に必要なことを自腹で長期間継続していく覚悟が必要だと思います。

私たち女性研究者支援室は、最初は男女共同参画推進でやっていましたが、今は人材育成の一環とし

てやっています。この人は、バレ＝シヌシという、去年ノーベル賞をもらったパスツール研究所の女性

研究者ですが、彼女は、大切なのは自分の選択に責任を持つことだと言っています。私たちも、それぞ

れの人生の選択を応援、支援していきたいと思っています。

これはヒラリー・クリントンですが、彼女も同じようなことを言っていて、to be true to yourself

が大事だと言っています。私たちも、find you on style とメッセージでいつも言っていますが、こうでな

くてはという王道があるのではなくて、それぞれの考え、能力、状況に応じた自分のやり方を見つけて

ほしいと思っています。この人は、とてもいいことを言っていて、ひるまない、ひがまない、引っ張ら

ないと言っていて、よりよいものを求めて、与えられたチャンスを生かしてひるまずに進む。自分だけ

がどうしてとひがんだりしないで、周りの足を引っ張らずに頑張っていく。それには、プロ意識と覚悟

が必要であるとおっしゃっていて、これもとても私たちは共鳴できるところです。

「活かす覚悟、育つ覚悟、支える覚悟」ということで、研究機関、研究者、国、頑張ってほしいです。

不退転の投資をして頂き、共同して科学技術創造立国を実現していかれればと思います。去年の 10月に

は、7大学総長の共同宣言を出し、総長たちも男女共同参画を行うと宣言してくれました。これは私たち

が新しいプログラムで、国際公募で女性をたくさん採りますから、応募して下さいと『Nature』に出しま

したが、その同じ号に、日本は女性研究者を生かしていないから今後が危ういと書かれているので、ま

だまだな状況だということです。

男女共同参画が共同、つまり、立場、資格が平等ではなく、協力するというようにそろそろ進化して

いってよいのではないか。多様な力が結集することで、豊かな発想と新たな展開を求めていかれたらと

思っています。共同参画から共同社会へ進んでいきたい。

最後ですが、これは今年、私は小豆島に初めて行く機会があり、植栽 100 周年だそうです。初めアメ

リカから持ってきた小さな苗木が、いまや生い茂り、小豆島を支える産業になっていますが、根を張れ、

花咲け、実を結べというのは、100 年の計。ここから 100 年かかっては大変ですが、東北大学が初めて女

性を受け入れてから、あと 5 年で 100 年だそうです。なので、ここから 5 年で、この 100 年の計がうま
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く加速して、期待を持って守り育てて、しっかり根付き、こんな林になるといいなと思っています。

北大というと「Boys be ambitious」が有名ですが、「Girls and Boys be ambitious」でいきたい。それは、

「No Quality without Equality」だと思っているからです。元気を出して、みんな自信を持って、来るべき

チャンスに備えられるように、男性と同様に女性にも頑張ってほしいというのが私たちのメッセージで

す。ありがとうございました。

（荒木） どうもありがとうございました。続きまして、脇坂先生からお話を頂きます。今までは企業、

それから北海道大学ですが、先生はさまざまな企業のワーク・ライフ・バランス研究をされていらっし

ゃいましたが、近年、病院のワーク・ライフ・バランスというところにまで研究領域を広げていらっし

ゃいます。そこで今日は、「病院におけるワーク・ライフ・バランス－企業と比較して－」ということ

で、お話を頂きます。学習院大学の経済学部の教授でいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。

病院におけるワーク・ライフ・バランス－企業と比較して－

学習院大学経済学部 教授 脇坂明

（脇坂） ただ今紹介にあずかりました脇坂と申します。私は、ご紹介がありましたように、女性労働

の研究を 30 年間やってきました。ワーク・ライフ・バランス的なことも 20 年前ぐらいからやってきて

おります。基本的に民間企業、今日は 2 つ、資生堂とノバルティスの事例がありましたが、ああいうこ

とをずっと研究している人間です。4～5 年前に、資生堂の岩田副社長から要望がありまして、ワーク・

ライフ・バランス指標というものを作ってほしいということで、ワーク・ライフ・バランス塾と学習院

と共同して、ワーク・ライフ・バランス指標を作りました。それはいろいろな企業の自己診断の指標で

すが、資生堂さんやニチレイさんやいろいろなところで使って頂いたのを日本看護協会の人が目敏く見

つけまして、これを病院版で作れないかというお話が 3 年前にありました。それから私は病院を回るよ

うになって、実を言うと企業よりも病院を回っている方が多いぐらいです。決してデータの蓄積など集

まったものはまだないのですが、私が今、そういうデータを見たり、実際に病院に足を運んで見ている

感想といいますか、考えていることを少し、最初に環境の話をしてから、病院のことを話したいと思っ

ております。最初は看護師だけだったのですが、最近は勤務医の状況を、勤務医のワーク・ライフ・バ

ランスということも考えております。

こういう順番でお話ししたいのですが、ここに時間を半分ぐらい取りたいと思いますので、最初の 3

つは簡単にお話をしたいと思います。もし時間が残れば、我々が作った指標の宣伝をしたいと思います。

よくワーク・ライフ・バランスに誤解があり、長時間労働だから労働時間を短縮しなければいけないと

いう議論がありますが、ワーク・ライフ・バランスは単なる時短運動ではなく、いろいろ研究があって

最近分かってきたのは、それぞれ働く人が思っている理想と実際の労働時間のギャップがポイントです。

もちろん実際の労働時間が長い人もありますが、実際非常に長くても、それが理想に近ければそんなに

問題なく、こここそがポイントで、そういった研究が現れてきております。まだ公表されていませんが、

この論文は、看護師のデータ分析でもそうで、一般の民間企業の労働者も看護師も、勤務医のものはま

だないですが、それがポイントだと。だから、単なる労働時間の短縮の実践ではないということです。

2 番目に、ワーク・ライフ・バランス支援をするときにはコストが掛かるという誤解がありますが、事

業所内保育所は掛かりますが、それ以外はほとんど掛からないと考えた方がよい。ワーク・ライフ・バ
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ランスのポイントは、休業であり、短時間社員ですが、休業のノーワーク、ノーペイで、短時間社員は

だいたいの勤務時間分減額しますから、財務上のコストは掛からない。けれども、職場における仕事の

分担に、休業者や短時間勤務者が現れるときには、採用段階、昇進、仕事の分担、そういったことの意

味ではコストが掛かります。上手にやればコストは掛かりませんが、うまくやらなければ非常にコスト

が掛かる。そこの職場の人間の感情とか、妬みなどが入るとものすごくコストが掛かるということです。

ですから、この財務的なコスト、これはよく中小企業の経営者などは勘違いしていますが、ワーク・ラ

イフ・バランスを前提として職場の知恵を出し合わなければならないということです。

私がワーク・ライフ・バランスを挙げるときに、4 つのポイントを挙げていますが、説明は時間の関係

ではしょります。ダイバーシティのもありますが、ウィンウィンです。今日の 2 番目の報告にもありま

したように、ウィンウィンで、労働者、従業員にとっていいことは企業にとってもいいのだ。だから必

ず、企業の特に長期のパフォーマンスの視点が必要である。ワーク・ライフ・バランスは、男女の平等・

均等とセットで考えなければいけないので、私の研究の中では、徹底して 3 番目の、何とかこういうデ

ータがないか、あるいは 4 番も関係するデータがないかをやってきました。なかなかデータを蓄積する

のは難しかったのですが、5 年前位からそういうデータが集まるようになってきました。結論は、ほとん

どのデータで分析しますと、これは民間企業です。男女が平等で、ワーク・ライフ・バランスよりも、

ファミリーフレンドリーな制度、育児休業、介護休業、短時間勤務その他、そういうファミリーフレン

ドリー制度が進んでいる企業ほど、経営パフォーマンスがよいということが分かっております。ウィン

ウィンというのは、基本的にはいえるということが分かっております。

どうしてウィンウィンになるのかは、海外の研究では、どうしてワーク・ライフ・バランスになると

企業のパフォーマンスがよいかといえば、人材の確保・定着、モチベーションが上がるからです。では

日本の場合は、基本的にはそれぞれの企業によって、これが強い企業もあるし、従業員のモチベーショ

ンがあるということで、どれがどうということではなくて、ワーク・ライフ・バランスを進めていって、

長期的に業績が上がっている。ウィンウィンは見られるのだということです。

もう少し専門的なことを言いますと、こういう話をするとたいがいが、ワーク・ライフ・バランスを

充実させたら業績が上がったのではなく、もともと業績がよくて余裕のある会社がワーク・ライフ・バ

ランス施策を充実できるのだという疑問が必ず上がります。これをどちらが原因、結果というのは、ず

っと追っていくデータがなければ分からないわけです。今のところ日本では、そういうデータは、ニッ

セイ基礎研究所がやったもの一つしかありません。これも僕は関係したのですが、それを分析したもの

からいいますと、この上の方です。ワーク・ライフ・バランスを充実させて業績が上がったことが分か

っていますから、まだ 1 つしかありませんし、海外でもそんなに多くありません。アメリカでも 2 個ぐ

らい、イギリスで 1 個位しかそういう結果がないのですが、日本ではワーク・ライフ・バランスを進め

ていくと企業業績が上がります。ですから、ウィンウィンというのは本当に見られるということです。

しかしながら、今言ったのは企業全体ですが、やはり企業の人事、経営陣と管理職、社員とはずれが

見られます。これが非常に重要なことです。いくら制度を入れても、ラインの管理職が分かっていない、

一般社員が分かっていない。最近いろいろ病院を回っていくと、同じことを病院も抱えていることが分

かってきました。まず人事部門はあまりなく、あっても、民間企業ほどではない。それでも一生懸命や

っているところはありますが、病院でも医局長や管理職と、実際に働く勤務医、看護師とずれが見られ

ることが分かっています。そういう分析をしなければいけないことで、男女の均等やファミフレの実態
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に関して、三者に同じ質問をする、マッチングデータが最近はやっています。そういう研究が現れてき

て、いろいろなワーク・ライフ・バランス制度の認知度や実態、そのずれが少ない企業ほどパフォーマ

ンスが高いことが分かっているので、これが大きな課題である。単に制度を入れたらいいという話では

なく、今日前に 3 つあった報告のように、それぞれ職場にまで根付かせていくということが非常に重要

な課題だということです。

これは大きな話になりますが、よく大学でも、いわゆる正規職員とそうでないことで、民間企業でも

大きく分かれるわけですが、我々がこういう図を作ったのが 10年前ぐらいですが、こうではなく、この

間を作ろうと。どうしても賃金の高いところは拘束性が強くなり、残業、労働時間が長くなるけれども、

自由に働ける場合は処遇が悪くなるのではなく、こういう働き方を作っていく。これが多様で柔軟な働

き方。それも理想は、こちらへ移ってもまた移れる。あるいは、最初はパートで働いても、このように

動けるという形が、将来のワーク・ライフ・バランス社会であり、実現多様で柔軟な働き方である。そ

れを企業組織や病院組織でいうと、ポイントは、短時間正社員です。これを私は、かなり前から研究し

ていますが、昨年、厚生労働省の委託で大きな研究会を組織して分かったことがあります。短時間正社

員には非常にさまざまなニーズがあり、子どもが小さいうちや、60 歳代前半、高齢者でもニーズがある

という調査結果です。

昨年行った中で、短時間正社員に、いろいろな議論があったので 3 つに分けましょう。これ以降の話

は、厚生労働省のホームページに入って頂くと、短時間正社員ナビゲーションというホームページがご

ざいます。いろいろな調査結果の概要や、これから少しお話しします、モロゾフやクレディセゾンなど

の民間企業の事例が載っています。タイプが 3つあり、一番多いのは、一時だけ、育児のときだけ短く、

資生堂の育児時間勤務とか、こういった形です。育児だけでなく、大学院へ行くとかですね。それから

タイプ 2 は、そのまま恒常的に短くなるタイプ、地域活動をずっとしていきたいとか。タイプ 3 は、パ

ートで入って、労働時間はそのままで短時間正社員になっていくと。こういう 3つに分けて考えました。

そうすると、今、病院で、勤務医もそうですが、看護師でこういう形のものがいろいろございます。

最初から本当に看護師の採用ができないところは、初めから短時間正社員にもうなっていますし、24 時

間 365 日のシフト勤務でありながら、こういう短時間の勤務を積極的に認めていこうという形。

そうすると、子どもを持っている人たちだけではだめで、看護師でもいろいろな人がいるので、それ

以外の理由や事由をしていくのが、本当に急速に短時間正社員の、ある意味では今、病院では勤務医、

看護師以外の人でも、短時間勤務は本当にできるかどうかが、そういう制度が本当に根付くかどうかが 1

つの焦点。もちろんワーク・ライフ・バランスだけが焦点ではございませんが、私はこれは突破口にな

ると思います。

先ほど資生堂の例でも、ものすごく多くの人が利用されているケースもありますが、非常に数少ない

利用者であっても、制度がちゃんとあれば、そういう制度がいつでも取れるということが、先ほどの北

大の例ではありませんが、そういう制度があるということが、非常にモチベーションといいますか、そ

この社員とか、看護師とか職員のモチベーションを上げます。そして、キャリア設計もしやすくなる。

もちろんいろいろな課題がありますが、この 2008 年、昨年やった調査で、いろいろな効果や課題を調

べてみました。実際に導入している企業と、導入していない企業。導入していない企業には、もしそう

いう短時間正社員を入れたらどういう効果や課題が考えられるかということを分析すると、おおむね実

際に導入している企業の方が例えば従業員の定着率向上、会社に対する満足度の向上、モチベーション
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向上という効果が、未導入企業はどれだけの効果が考えられるかと比べると、大きいわけです。

それから課題というのは、短時間正社員を入れるとどういう課題が生じたか。それに対して、未導入

企業はどんな課題が考えられるかというものを見ると、未導入企業の人が課題を大きく考えています。

実際に短時間正社員を入れたところは、それほど課題は生じていない。例えば仕事の引き継ぎの支障や、

役割分担、または仕事の分担が複雑になるとか、職場内のコミュニケーションの問題とか、賃金や退職

金などの処遇が複雑、目標設定の仕方や評価金額が少ないわけです。最初は苦労します。今日の 3 つの

報告でもありましたが、たまたま私は病院の、短時間正社員を入れるときのコンサルティングに少し関

わっていますが、賃金の問題 1 つ取っても、短時間の人をどういう形にするか、やはり大変です。それ

を、いろいろな病棟の看護師さんの意見を聞くと意見が分かれたり。しかし、最初は苦労をしても、き

ちんと設定すれば、制度設計をして納得して作れば、私は普及していくのではないかと思っております。

モロゾフの例は、これは私が考えている一番きれいな、先ほどのタイプ 1 でもあるし、タイプ 2 も、

タイプ 3 も全部ある企業です。時間の関係で省略しますが、この例は厚生労働省のホームページに動画

で載っていますので、ぜひ。私が民間企業で考えている理想的な姿、短時間正社員。モロゾフというの

は百貨店などにあるお菓子の会社ですが、そこにいろいろなパートさんがいたり、フルタイム正社員で

一時的になったりする人がいますが、これは省略させて頂きます。

少し病院の事例をお話ししたいと思います。病院の事例は、私が 3 年前ぐらいからいろいろな病院を

訪問して、我々の指標を使ってもらった病院、使ってもらっていない病院をはじめとして、調査してい

るわけですが、言うまでもなく、看護職員は非常に離職率が高い。これは 2008 年の調査で、景気が悪く

なっているにもかかわらず、離職率が上がっている。民間企業とは違う状況とか、看護職員の確保に対

しての定着施策というのは、小さな病院も大きな病院もいろいろなことをやっています。その中で、最

近の調査結果を見ますと、勤務時間選択制やフレックスタイム制、柔軟な勤務形態の導入を入れたのが

54.6％。20.8％は積極的に入れた。それから、人員増や、人員配置の工夫等には、勤務体制の改善 17.4％。

その中で、ではそういうことを入れたら効果があったかどうかで見ると、やはり柔軟な勤務体制の効果

は 65.1％とかなり大きいです。もちろんこれも大きいですが、こういった定着施策の中で、この勤務時

間をいろいろ選択できる。短くもできる、動かせるというのが、病院でもできるということが非常に重

要。少なくとも確保という意味では、非常に重要なことです。

この調査を見ますと、短時間正職員制度は、これは看護師に関する短時間正職員ですが、すでに導入

が 17.7％で、導入検討が 18.9％で、3 分の 1 ぐらいは真剣に考えているということです。これは規模、

病床数にかかわらず、もちろん 7 対 1 のところが少し多いですが、小さな病院であってもそれなりの数

の病院が入れていると。でも最初はみんなびっくりします。こんなことが看護師でできるはずがないと

思うのですが、案外うまくやっているところの話を聞くと、上手にやっている。でも、例えば短時間で

あれば日勤しかない、夜勤ができない。たいがいのニーズはそうなのです。もちろん夜勤で短時間だけ

やりたいという人もいますが、では日勤も、夜勤もして初めて一人前の看護師なんだと、そういう議論

を一つずつ整理していくといいますか、納得感を見ていくということが重要なことです。

これは大阪の有名な病院ですが、増員がなかなか見つからない、でも 30 時間ならいいということで、

院長が見つけだしてきて、入れるときに、やはり医師だけではだめだということで、看護師だけではな

く、全職員、やった病院です。この院長さんと少しだけ話をしたことがありますが、別に私は変わった

ことはしていないと。病院がもうかるためにやっているのだということが、私は非常に印象的でした。
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これは山口のある市民病院ですが、つくるときにＫＪ法を使って、働きやすい勤務体制はどういうも

のか全部挙げてもらって、それをまとめて、いろいろな制度を入れていったという病院の例です。

この辺のことは、看護協会のホームページにも載っていたり、いろいろなところで医療関係の雑誌に

も載っていますので紹介するまでもないですが、このウェルフェア北園渡辺病院の場合は、短時間正社

員の中でもいろいろなタイプを、Ａ、Ｂとか入れたり、夜勤の制限があるとか。この病院の場合は、話

というよりも報告会で聞いたことがありますが、一番私が重要だと思ったのは、早い段階から人事部門

が入って、企画段階から話し合う、人事の人を入れるというのが、看護・人事のコラボレーションがう

まくいっていると。もちろん病院でも、人事部門が全然機能していないところもありますが、民間企業

でいう人事的な、総務であったり、病院によって違いますが、それが重要ではないかと思っております。

続きまして、勤務医です。最近、日本医師会が膨大な調査をしましたが、オンコールとか、睡眠時間

が短いとか、ショッキングな数字が出てきているわけです。私は 3 年ぐらいしかやっていませんので素

人ですが、最初は看護師をやって、民間企業は長時間労働が大変だといっても、看護師の方が大変だと

思い、それから勤務医をしたら、勤務医の方がもっとすごいというのが私の実感です。この中でどうい

う形でやっていくかという病院の改革は、働く人の改革の民間企業にも十分私は参考になると。民間企

業も、グローバルの競争の下でかなりぎりぎりのところまでやっていますが、病院の方がもっとすごい

形です。でも、医療崩壊せずに質を高めてやっていくというのが、非常に参考になると思います。

私は、ずっと女性の問題を 30 年やってきていますが、なぜ女性をやっているかといいますと、女性を

ターゲットにした均等にしろ、ワーク・ライフ・バランス施策にしろ、それは男性を含めた全体の企業

が変わると思っていまして、それは病院組織にもいえるのではないかと今のところ感じております。例

えば育児のための短時間勤務のメニューをしたときに、育児、介護、それ以外のいろいろな事由、理由

で短時間勤務の展開へ進んでいく。そうすると、そのときに短時間勤務をすると、全体としての要員管

理、適正化、残業時間の縮減が必ず出てくる。それから、医学部では研究時間をどうやって捻出してい

くか。こういう女性をターゲットにすることが全体を変えていくというふうになっていると思います。

それから、短時間勤務だけではなく、よく女性医師が 3 割ぐらいに増えてきて、出産等で辞めて、復

職という形で復職を支援する形を取られていますが、そうすると、需要と供給のマッチングがそこに機

能するわけです。最初は女性医師がターゲットですが、それが全体に散っていく可能性があります。あ

る意味で、医師、看護師もそうですが、全体を変えてしまうという機能まで持つ。そういうターゲット

をやっていくことが私は重要ではないかと思います。

最後に、一番重要な病院の特徴についてです。民間企業はとにかく利益、収益であり、これは、収入

から費用を引いたもので、最近の病院経営は非常に厳しくなってきて、これをかなり意識するように基

本的にはなっております。いろいろな病院を回って、やはり僕の思っていた病院のイメージと違い、か

なり収益を意識した形になっている。それはそれなりにいいことだと思いますが、それがあまりにも短

期のことで考えるとできない。では、民間企業は短期に考えているか。そういう業界もありますが、決

してそうではない。ただ、案外共通性が多いと思っているのですが、診療報酬というところで規制がか

かっていますから、ここが大きな違いです。民間企業は、ここはこういうサービス、こういうものを作

るときはこういう価格でいこうとできますが、病院は基本的にはそれができない。1 つ例を挙げますと、

診療報酬で先ほど夜勤の話とか短時間にしたときに、いろいろな制限がかかっていて、何時間までは診

療報酬いくらと決まっていますから、そこが違うところです。民間企業も、それぞれの社員はいつも意
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識していますが、いつもそういう価格競争に頼っているかというと、そうでもありません。そんなにこ

こが本質的な違いではない。しかしながら実際は、経営全体とすれば大きな違いですが、一つ一つワー

ク・ライフ・バランス施策をやっていくときに、そんなに私は決定的ではないと。

また、サービスの質の競争も確かにあります。365 日 24 時間の質も高いサービスを提供していますか

ら、よく参考にされるのは、百貨店やスーパーなどで営業時間をどんどん延長していき、12時まで 24 時

間やっている。そうしたところも調査をしましたが、そういうことを営業時間延長の中に見事にいろい

ろな短時間正社員ではないパートタイマー、アルバイトを入れながらうまく解決していました。それと、

いろいろな病院に足を運ぶにつれて、同じではないかとだいぶ思ってきたようなところがありまして、

それを最後の感想として、これで終わりたいと思います。こういうワーク・ライフ・バランス指標に関

しましては、本にもなっています。医療版もあります。医療版、看護師版、勤務医版の指標もございま

すので、ぜひ参考にしていただければと思います。これで講演を終わりたいと思います。

内容

１）WLBとは何か ウィンーウィン

２）わが国企業データによる検証

３）企業事例

４）病院事例

５）WLB指標 ｂｙ 学習院

2

WLBの４つのポイント

１）一時点でなく生涯でみる

２）多様性—キャリアの多様性

３）「ｗｉｎ－ｗｉｎ」

企業のパフォーマンスとくに長期
のパフォーマンスの視点

４）女性活用 男女均等

5

我が国での研究結果

男女が平等で、ＷＬＢ（ファミリ
ーフレンドリー制度）が進んで
いる企業ほど、経営パフォー
マンスが良い。

6

WLB(ﾌｧﾐﾌﾚ） → 業績向上

１）人材確保仮説

２）人材定着仮説

３）モチベーション仮説① 仕事集中

４）モチベーション仮説② 意欲

５）モチベーション仮説③ 他の意欲

６）業務運営効率化仮説

7

WLB研究と因果関係の検証

「WLBを充実させたから業績が上がっ
た」のか、「業績の良い会社だから
WLB施策を充実できるのか」

– 企業パネルデータの必要性＜ニッセイ・データ＞
阿部・黒澤（２００６） 育児休業制度充実や短時間勤務

制度が、短期的に売上げ低下などするが、長期的に経常
利益などプラスの影響

阿部・黒澤（２００８） 男女均等とセットでないと、ファミ
フレだけ充実しても、業績をあげない。むしろマイナス。

8

人事、管理職、社員のズレ

均等の実態、ファミフレの実態

制度の認知度

認知度高い企業ほどパフォーマ
ンスが高い

9
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現在:正社員(正規・フルタイム） と パート・派

遣などとの分極化

ﾊﾟｰﾄ・派遣

正社員

企業とのつながり、柔軟性

賃金な
ど

高

高低

低

X 軸: 賃金、雇用保障など
Y 軸: 企業とのつながり、柔軟性

将来: 多様で柔軟な働き方のイメージ

ﾊﾟｰﾄ・派遣

正社員

企業とのつながり、柔軟性

高

高低

低

多様化

改善

X 軸:賃金、雇用保障 など
Y 軸: 企業とのつながり、柔軟性

賃金など

2008年調査における「3タイプ」の短
時間正社員（厚生労働省HP）

タイプⅠ：正社員が、処遇を正社員時と同じレベル
にしたまま、所定労働時間を一時的に短く設定
するタイプ（育児、夜間大学）

タイプⅡ：正社員が、処遇を正社員時と同じレベル
にしたまま、所定労働時間を恒常的に短く設定
するタイプ（地域活動、定年延長）

タイプⅢ：正社員でない社員が、所定労働時間を正
社員より短く設定したまま、処遇を正社員時と
同じレベルにしたタイプ（「パート」から、初めか
ら）

13

効果や課題

導入企業のほうが未導入企業が
想定しているより、

おおむね効果（従業員の定着率が向上、会社に対す

る満足度の向上、モチベーション向上など）が大きく、
おおむね課題（仕事の引き継ぎに支障、役割分担ま

たは仕事の分担が複雑、職場内のコミュニケーション問題、賃
金や退職金など処遇が複雑、目標設定の仕方や評価基準

の見直し））が少ない。

病院の事例

19

看護職員勤務状況

常勤看護職員離職率 １２．６％
（06年度比 0.2ﾎﾟｲﾝﾄ上昇）
新卒看護職員 ９．２％

資料）2008年病院における看護職員需給状況等調査
日本看護協会 N=3480病院

看護職員確保定着対策

勤務時間選択制、ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制など柔
軟な勤務形態の導入 ５４．６％（２０．８％）

＜効果 ６５．１％＞

人員増や人員配置の工夫等による勤
務体制の改善 ８７．４％（４２．０％）

＜効果 ５８．１％＞
資料）2008年病院における看護職員需給状況等調査

短時間正職員制度導入状況

既に導入 １７．７％、導入検討 １８．９％

届出入院基本料別
７対１ ２０．１％；２６．６％
10対１ １６．４％；１７．８％
15対１ １６．０％；１２．５％

５００床以上 ２９．５％；２３．４％
９９床以下 １５．０％；１１．２％

資料）2008年病院における看護職員需給状況等調査
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女性ターゲット施策が病院組織を変え
る可能性

• 育児のための短時間勤務メニューの多様化
から、育児・介護によらない短時間勤務の展
開へ

全体としての要員管理適正化と残業時間の縮減へ

研究時間の捻出

• 女性医師復職支援などから、地域医療の需
給マッチングへ

病院の特徴

利益（収益）＝収入ー費用

＊収入の価格を動かせない。
民間企業も、それほどいつも価格競争に頼るわけ

ではない
＊顧客の差別化の程度に限界

民間企業も顧客の受け入れやクレーム対応
＊サービスの質の競争に違い？

費用削減の在り方

28

WLB指標の開発と活用
について

29 30

WLB-JUKU INDEXの構成

②WLB制度(WLB支
援制度とWLB基盤
制度)の導入

インプット要素

③個人に
よる制度
の認知

④個人に
とっての
WLBの達
成

③個人に
よる制度
の利用

プロセス要素

⑤経営パ
フォーマン
スの実現

アウトカム要素

①WLBの
経営方針
の設定と
推進体制
の整備

制度のWLB指標

個人の
WLB指標

制度浸透のWLB指標
経営パフォーマ
ンス指標

制度認知の
WLB指標

制度利用の
WLB指標

WLB指標

推進体制の
WLB指標

支援制度の
WLB指標

基盤制度の
WLB指標

©学習院大学経済経営研究所 31

【VII】WLB指標を測定するための調査票

調査票の構成～企業(機関)調査票と個人調査票

調査票の種類
 大企業用～標準版と簡易版
 中小企業用～簡易版
 特定業種・職種用～看護師版、医師版等

調査票の概要～大企業(簡易版)の場合～
 企業(機関)調査票の主要な調査項目

～企業(機関)の特性、WLB制度の導入と活用の状況、人事管理と仕事の管理等

～設問数(大企業《簡易版》の場合) 27

 個人調査票の主要な調査項目

～個人の特性、WLB制度の活用状況、仕事の特徴、本人のWLBの状況等

～設問数(大企業《簡易版》の場合) 14

31

©学習院大学経済経営研究所 32

これまでの実績

指標を活用した主な企業等
 大企業～ニチレイ、資生堂等多数
 中小企業用～東京都WLB認定企業等多数
 特定業種・職種用～日本看護協会、岐阜看護協会、岡山大学等の医療関係機関

主な研究成果
 藤波美帆(2007)「WLB-JUKU INDEXの特徴と活用の仕方」『人事実務』N0.1016

 藤波美帆=西岡由美(2007)「WLB-JUKU INDEXトライアルデータ分析」学習院大
学経済経営研究所第2回WLBカンファレンス

 今野浩一郎他(2008)『経営戦略としてのワークライフバランス』(第一法規)

 脇坂明(2008)「育児休業は本人にとって能力開発の妨げになるか」『学習院大学経
済論集』44巻4号(325-338)2008

 西岡由美(2009)「WLB支援制度・基盤制度の組合せが決める経営パフォーマンス」
『日本労働研究雑誌』No.583

32

パネルディスカッション

（荒木） 脇坂先生、ありがとうございました。パネルを行いたいと思います。フロアの皆様からご質

問があると思いますので、何人かからお受けします。

まずは、産学、それから病院の研究のことで、フロアの皆様方から、東京医科歯科大学は何をやった

らよいのかというご質問があろうかと思います。まず、フロアの方からパネラーの方に対してご質問が

あればお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。研究所はいろいろな意味で、パフォーマンスベ

ーストですし、裁量労働制ですし、企業のように長期間に雇用期間が保障されているわけでもないです

し、大学というのは企業と非常に大きな違いを持っていると思いますが、その辺に関して何かご質問、

これを聞きたいというものはございませんか。
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（谷口） 一番の問題は、私ども初年度は研究所、いわゆる基礎研究といいますか、特に臨床を持たな

い方、患者さんがいない方で展開をしてきて、それでもいい面、難しい面ももちろんありますが、2年目

から医学部、歯学部、今度は病院の先生方は、女性研究者というのは研究者でありますけれども、臨床

家でもあって、患者を担当していると。そこに広げることに非常に、例えば在宅で仕事というお話もあ

りましたが、そうしたところをどう展開するかは、今日ヒントはいっぱい頂いたのですが、そこの本質

的な何かデータの、いわゆる研究で済むことと、患者の方を相手にして、現場に出て治療をしなければ

いけない方に広げるところの大きなポイントについて、こういうところがポイントであろうということ

があれば教えていただければと思います。

（荒木） テレワークをどのような域に広げようかということで、今までもたくさんのディスカッショ

ンがあったと思いますが、テレワーク事業でダイバーシティグループでかなりいろいろ手掛けていると

思いますので、ノバルティスさんの方で在宅、あるいはテレワークに関しての取り組みの現状と、これ

からの課題を教えていただけますか。

（赤津） やはりフェイス・トゥ・フェイスではないことに対する恐怖感はありました。便利でなくな

ることも当然ありますが、きちんと準備をすることで、不便を克服して、最終的にはワーク・ライフ・

バランスを実現していけると思っていますので、1つ目は、フェイス・トゥ・フェイスでないと何が不便

になると思いますかと。いざというときにいないと困るというのですが、いざというときはどういうと

きですかと。そのいざということが起こったら、どういうふうに対処をしたらいいかということをあら

かじめ考えておいてもらえば、実際に起こる頻度というのは非常に低いですし、その人でなくても、マ

ニュアルとか、あるいはデータ整備をしておいてもらえば対応できることもあるので、そんな形で私た

ちは、反対する人たちを納得してきたというところはあります。

（荒木） ほかの企業さんや北海道大学では、テレワークや在宅研究は取り入れていらっしゃるのでし

ょうか。

（有賀） 一応取り入れてはいますが、あまり推進はしていないです。やはり患者さんほどではないで

すが、学生の指導というのもその場にいて初めて成り立つものも多いので、Skype などを使って一生懸命

やったりした人もいますが、やはりそこにいたい。

結局、私たちが最終的に、今のところたどり着いているのは、似ていると思いますが、絶対にその人

でなくてはならないところに集中してもらって、雑用を減らすということです。それ以外のことにかか

っている部分を、他の人で補う。私たちは他のことを全部やってもらって、研究に集中できることはも

のすごく大事な研究支援だと思うのです。

（荒木） おそらく皆様方もおっしゃったように、女性研究者をターゲットにしたこと自体が、全ての

人たちに対する支援策になったと思います。女性とか障がい者とか、何らかの制限があることで初めて、

今までの働き方を見直し、無駄なものを省き、テレワークに適するもの、適さないものをきれいに判別

していったという、このプロセスが一番大きなものだったように思います。ですから、テレワークがオ

ーケーなものと、オーケーでないものを、こういう機会にきちんと切り分けて、効率よくテレワークで

きるものを効率化していくということだと思います。

資生堂さんでは、何かそのあたり、対面がやはりメインですから、人のお仕事ですよね。

（宇野） そうですね。テレワークではないですが、短時間で抜けた穴を埋めてもらう仕組みを作った

形になります。本社スタッフであれば、雑用を減らしたり、その人の仕事をやりくりすることができる
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のですが、販売員の場合は対面で、その場にいないと仕事にならないので、いかに代替要員を上手に作

るかと取り組みました。

（荒木） そうですね。短時間正社員制度もおそらくそうだと思いますが、仕事の引き継ぎのマニュア

ル化とか、隠さない、いわゆるクオリティーを高めるということが、こういうことをきっかけに進んだ

のではないかと思うのですが、脇坂先生、その辺は短時間正社員制度を入れたことによって明らかによ

くなったと思われる業務の効率化にはどのようなものがございますか。

（脇坂） やはり先ほど2つの企業でも話がありましたように、16時30分に終わらなければいけないと、

それがもう圧倒的にすごいですね。1 つの例が、1 日かかっていたものを 10 分でやるようになった、こ

れはひどい例ですが、そんなものです。そのくらいの例はたくさんあります。ただ、それは組織にその

ノウハウが定着しなければいけませんから、その人はどうやっているんだというふうにすることが、私

はポイントだと思っています。

（荒木） 一番ワーク・ライフ・バランスを推進するために、東京医科歯科大学がまず最初に、絶対に

これをやるとうまくいくというか、やらなければうまくいかないというような、ワンポイントアドバイ

スを頂いてよろしいでしょうか。資生堂の宇野様から、我が校に何かワンポイントアドバイスを。

（宇野） やはり女性が働きやすいというのは、イコール男性も働きやすいということだと、まずはト

ップの方の意識を変えて頂くのが最初かなと思っております。あとはついてくると思います。

（荒木） 分かりました。トップへのアプローチ、トップの理解ですね。

（赤津） やはり、何をするのか、どういうことをしたら評価されるのかと。東京医科歯科大学はどう

いうところでユニークさを出したくて、こういう部分は逆にほかにお任せしたいという、ユニークレス

を出すというのが非常に大事かと思います。

（荒木） ユニークレスだそうです。本校は 32 か国の留学生を迎えていて、非常にある意味グローバル

な学校ですね。頑張ってそのユニークさを出していきたいと思います。有賀先生、いかがでしょうか。

（有賀） 私もトップの意識は大事だと思いますが、結構同性にみんな厳しいですね。女性には、「僕

はフェミニストだから帰ってもいいよ」と言いながら、そういう人に限って、「何だ、若い男が子ども

ができたといって早く帰るわけ」と目をつり上げると。それではだめなので。あとおばさんも危なくて、

私はちゃんとやってきましたというおばさんが、結構意地悪だったりする場合もあるので、みんな優し

くなりましょうと。ずっと言われている、多様な生き方を認め合うという意識の醸成でしょうか。

（荒木） ダイバーシティとインクルージョンの部分ですね。やはり最初にはコンフリクトがつきまと

うというのがノバルティスの発表でありましたが、その通り、コンフリクトを通り越して初めてきれい

な形が見えてくるということで、受容性を持つこと。では、脇坂先生、いかがでしょうか。

（脇坂） 私は、東京医科歯科大学はどんな大学かというのは全然知らないのです。私は、家が近いも

のですから、この辺でここの先生方とよく一緒になることがあるのですが、病院で数を回れば回るほど、

どういう形の病院かによって全然違います。大学ももちろんそうで、一緒くたにはできない。もう少し

ここを勉強してからアドバイスを。

（荒木） ぜひ勉強をして頂いて、一緒に研究などをさせていただければ大変ありがたく思います。

最後、先生方皆様、今からの東京医科歯科大学を温かく見守っていただけると思いますので、またさ

まざまなアドバイスを頂いてまいりたいと思います。それでは、これでパネルディスカッションを締め

たいと思います。どうもありがとうございました。
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それでは、最後に閉会の挨拶を、本校の難治疾患研究所所長であります北嶋先生からお願いいたしま

す。よろしくお願いいたします。

閉会の挨拶

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 所長 北嶋繁孝

（北嶋） 難治疾患研究所の所長をしております北嶋と申します。今日が、私が一生懸命話を聞かせて

頂いた 2 回目か 3 回目ですが、その都度、終わってみるとふーっというため息が出るわけです。それは

どういうことかといいますと、いろいろなところでいろいろな女性の方が進出されておられるのに、そ

れぞれの問題を抱えておられて、しかもそれに非常に取り組んでおられると。

振り返ってみて、我が周辺を見てみますと、先ほどのワンポイントアドバイスが非常に心に響いてお

りますが、私どもの最初のご挨拶の中で、谷口先生がおっしゃったのですが、初年度は研究者の支援と

いうことで北海道大学と同じようなスタートで行いましたが、今それが全学に少し波及しております。

しかしながら、私の立場としては、研究所の女性研究者に対してどう対応していくか。どのように本学

の特徴といいますか、本学の小粒できらりと光るものを出したいかというのがありますが、女性支援に

ついてもそれを考えております。

それが全学、本学にとってプラスになればと思っていますが、実情を話しますと、研究所では若手研

究者の育成も行っております。その中にも、女性の研究者がおられます。そういう方を非常にサポート

したい。その方が選ぶ場合に、女性だからということをどの程度配慮するのか。配慮して、考慮して支

援していくかというのが、我々の問題ではないかと思います。それから、もちろんすでに助教とか准教

授になっておられる方で、すでに他大学に出て昇進して活躍しておられる方もおられます。片や、そう

いう自分たちの力を非常に強くして、それが全学の女性支援のモデルとなっていけばいいと所長として

は考えております。

今日参加して頂いた先生方には、貴重なお話を聞かせて頂きましてどうもありがとうございました。

この場を借りて感謝の言葉を述べさせて頂きます。どうもありがとうございました。

（荒木） これをもちまして、「健康・多様性・生産性を高めるワーク・ライフ・バランス施策～産・

学・病院の挑戦～」のシンポジウムを閉会させて頂きます。本日はありがとうございました。
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６．２． 性差医学を基盤とした意識啓発事業

本学の「女性研究者への革新的支援」は、性差医学を基盤として研究、啓発を行う、と謳っています。

そこで、本年度より性差医学研修会を立ち上げ、連続して展開することにいたしました。

①第一回性差医学・医療セミナー 平成 21 年 7月 16 日

「突然死における性差：薬物誘発性不整脈は女性に起こりやすい」

黒川洵子氏 難治疾患研究所先端分子医学研究部門生体情報薬理学分野准教授

新健康フロンティア２１などでも、性差に配慮した医

学・医療が重要課題となっています。性差を示す臓器、

疾患には様々なものがありますが、心臓は冠動脈疾患、

弁膜疾患、不整脈など様々な性差が認められる臓器です。

特に性差医学を研究していたわけではなく、不整脈研究

の中で、偶然、性差に結びつく分子メカニズムを見つけ

ました。ECG が発明された 1920 年代より QT 間隔の性

差は指摘されてきましたが，不整脈の性差は主に 1990 年代に入って報告され

てきました。心房細動やブルガダ（Brugada）症候群は男性に多く、先天性、薬物性 QT延長症候群は女

性に多いことが知られています．創薬で大きな問題となっている QT延長症候群に伴う致死性不整脈

Torsades de Pointes(TdP)は、たとえば、抗不整脈剤、抗生剤、抗マラリア剤などでおこりますが、女性

での報告が 7 割近くになるとされています。性周期や妊娠時期で TdP リスクが変動することが報告され

ており、複数の臨床データから、男性ホルモンおよび黄体ホルモンが保護的に働くことが示唆されてき

ました。

性ホルモンは遺伝子転写制御を介した“ゲノム作用”が注目されてきましたが、最近では、“非ゲノ

ム作用”に注目が集まっています。私たちは、心臓電気活動が比較的ヒトに近いことから、モルモット

単離心筋細胞を用いて、パッチクランプ法で研究を行っています。プロゲステロンは、ホルモン受容体

を介した非ゲノム作用により、活動電位幅を短縮することを見つけました。TdP の重要なトリガー因子

として交感神経系刺激が知られていますが、非刺激状態では緩徐活性型遅延整流電流 IKsチャネルが活

性化し、刺激状態（cAMP 添加）では L 型カルシウムチャネル ICa,L が抑制されることにより、活動電

位幅が短縮することがわかっています。

エストロゲンも上記の非ゲノム作用を示すものの、濃度によって二相性の働きをしました。生理的な

エストロゲン濃度では、IKs、ICa,L への非ゲノム作用がない代わりに，薬物誘発性不整脈のターゲット

タンパク質である IKr の機能が抑制されます．ヒト IKr である hERG チャネル蛋白は、イオン透過孔の

中に 3 次元構造的に大きな薬物結合部位を持っています。ここにはプロゲストテロンやテストステロン

は結合しないのですが、エストロゲンだけは芳香族化されているために結合でき、modulator として作

用するようなのです。

このように性ホルモンが非ゲノム作用として、不整脈に大きな関与をすることが次第にわかってきま

した。こうした作用が明らかになると、薬物の安全性などに大きなインパクトが得られると思います。
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② 第二回性差医学・医療セミナー 平成 21 年 10 月 1 日

「なぜ私たちに父親と母親は必要なのか？

：ゲノムインプリンティング：父親・母親由来で発現する遺伝子群とその制御機構」

石野史敏氏 東京医科歯科大学難治疾患研究所教授

私たちヒトを含む哺乳類は、母親の体内で胎児

が成長する胎生という生殖機構を取っています。

しかし哺乳類のなかでもカモノハシとハリモグラ

という単孔類の仲間は卵を産んで母乳で育てます

（それなので哺乳類です）。胎生は、正確に言う

と哺乳類でもカンガルーやコアラなどの有袋類と

ヒト、イヌ、ウマなどの真獣類に見られる特徴で

す。この２つの哺乳類グループにはもう一つ面白

い共通性があります。私たちの体の細胞は２倍体といって、父親からもらった染色体と母親からもらっ

た染色体を一対で持っています。普通、この２つの染色体は、同じ遺伝子を持っており機能的に同等な

役割を果たします。しかし、有袋類と真獣類には、父親からもらった染色体からしか発現しない遺伝子、

母親からもらった染色体からしか発現しない遺伝子を持っています。この中には個体発生に必須な働き

をする遺伝子が幾つも含まれていますので、両親由来の染色体がそろってはじめて正常に発生すること

が出来るようになっています。このような父親由来・母親由来での機能的な差異のことをゲノムインプ

リンティングと呼びます。ゲノムとは親から伝わるすべての遺伝情報（遺伝子の集まり）と考えて頂い

て良いと思いますが、これに父親型、母親型のマークがついていて、それに従って異なる遺伝子発現が

読まれてきます。

私たちの研究室では、このような特殊な遺伝子（インプリント遺伝子）の研究を行っていますが、最

近、とても面白い発見がありました。父親性発現をする Peg10 と Peg11 という２つのインプリント遺伝

子が、実は胎盤を作るのに必須の働きをしていると言うことです。すなわち父親から由来して発現する

遺伝子がなければ、胎児が母体内で成長できないのです。そして、さらに驚くべきことは、この２つの

遺伝子はレトロトランスポゾン（エイズウィルスなどのレトロウィルイスの親戚）が、哺乳類の祖先動

物に感染してゲノムの中に入り込み、長い年月をかけて哺乳類において胎盤をつくる新しい遺伝子に変

換されていたということです。平成 21 年は、ダーウィンが「種の起原」という進化論を発表して 150 年

の記念の年です。150 年たって、哺乳類がどのように進化してきたのかを示す遺伝子が発見されたと言

って良いと思います。
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③ 第三回性差医学・医療セミナー 平成 21 年 11 月 24 日

「私たちの性はどのように決まるのか？」

金井克晃氏 東京大学大学院農学生命科学研究科比較動物医科学大講座准教授

哺乳動物の胎子の性腺の雌雄の分化（一次性決定）

は、Y 染色体上の HMG box 型転写因子をコードする SRY

とその下流の精巣分化因子である SOX9 の作用により

制御され、精巣へと誘導されます。SRY/SOX9 が作用し

なければ卵巣へと発達することになります。このような完全に遺伝的に支配され

た一次性決定システムは、哺乳動物（有胎盤類）の胎子において、一次性決定の

一連のステップが母体内で進行することと深く関与しており、母体由来の女性ホ

ルモンの強い環境下で正常に雄性化できるように進化したものと推測されます。

近年、様々な脊椎動物における性決定の分子メカニズムの研究の進展にともない、脊椎動物間におい

て保存された Dmrt1, MIS 等の分子経路の存在が少しずつ解き明かされてきた。また、哺乳類においても、

遺伝的に SRY の有無により性腺の性が一旦決定された後でも、ある条件下で XX 精巣あるいは XY 卵巣な

どの部分的な性転換が誘導される事例が明らかとなってきています。

本講演では，最近の金井研で得られた研究成果を紹介され、哺乳動物の Y 染色体の性決定遺伝子 SRY

による一次性決定の分子機序と一次性決定後の性腺の性の可塑性に対する性ステロイドホルモン、MIS な

どの液性因子による影響について紹介され、哺乳類の性決定機構の進化について考察されました。

紹介された様々な研究成果は、哺乳類独自の性決定の仕組みの獲得と SRY の時空間的な作用機序の深

い理解に繋がり、ヒトの様々な性分化異常症の理解と治療への応用へ直結するものと考えられました。

④ 第四回性差医学・医療セミナー 平成 21 年 12 月 17 日

「脳は性によってどう違うか？～脳の性差研究のめざしているもの～」

佐久間康夫氏 日本医科大学大学院医学研究科システム生理学分野教授

イヌやネコといった我々の身の回りのペットでも、

縄張りをつくって侵入者を攻撃するのは雄、巣を作

りこどもを集めて哺乳するのは雌、というように雌

雄の動物の行動には目立った性差がある。行動は脳

の働きが外界に表現されたものにほかならないから、

行動の性差が脳の何らかの性差を反映していること

が推測される。しかし、実験研究に広く用いられて

いるラットで詳しく調べてみても、脳の幾つかの部位に見られる形態的な性差や雌雄で見られる神経細

胞の電気生理学的相違と特定の機能の関連に関する知識は、意外なほど少ない。行動が日照時間や気温

といった外部環境、血中ホルモン濃度や自律神経緊張といった体内のさまざまな条件に大きな影響を受

けることも、脳と行動の関連の理解を難しくしている。
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ラットに限らず多くの哺乳類では、卵を産生する雌に内分泌周期があり、卵の成熟と一致して発情状

態となる。雄では精子の産生が連続的に起こっているので、発情した雌に授精することが常時可能であ

る。このような（１）性周期の有無と（２）雌雄に固有の性行動について、今回は紹介することにした

い。

雌ラットでは４日に一回排卵が起こる。これは卵の成熟にともなって卵巣から分泌されるエストラジ

オールが、視床下部の性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)ニューロンを興奮させ、分泌された GnRH が

下垂体前葉に作用して黄体形成ホルモンの一過性大量分泌を起こすためである。GnRH ニューロンにはα、

βの何れを問わずエストロゲン受容体(ER)がないので、GnRH をなんらかの形で支配する神経回路にエス

トラジオールが作用する結果と考えており、雄ではこの回路のエストロゲン感受性が失われているため

に GnRH 分泌がおこらない。エストラジオールの作用部位の一つとして、我々は前腹側室周囲核(AVPV)

の ERβ陽性ニューロンを考えている。この部位は雌では目立って細胞密度が高く、雄とは全く異なった

様相を示している。GnRH ニューロンは NKCC1 と呼ばれるイオン輸送分子の作用により細胞内塩素イオン

濃度が高く、GABAA チャネルの活性化で興奮することが判明したので、回路のいずれかに GABA が関与す

ることを想定している。

回路のエストロゲン感受性や AVPV の形態に見られる雌雄差は遺伝的性別とは独立に、脳の個体発生の

特定の時期に性ホルモンが存在することで起こる。脳の性分化の感受性期と呼ばれるこの時期はラット

では周産期にあたる。雄では精巣が自律的に多量のテストステロンを分泌するが、雌の卵巣はこの時期

にはエストラジオールを分泌していない。ただし、母体や胎盤に由来するエストロゲンは血中の結合タ

ンパクにより、脳内への移行が阻止される。テストステロンは脳内に入り、脳内でアロマターゼにより

芳香化されてエストラジオールとなり、ERαを介して脳の雄型化を起こす。つまり、性周期は消失し、

AVPV は雄型化する。この過程をアロマターゼ仮説と呼び、特定の時期に働いて不可逆的であることから

性ホルモンの形成的作用とも呼んでいる。

性ホルモンの形成的作用によって顕著な形態的相違を示すもう一つの部位が、内側視索前野の性的二

型核(SDN-POA)である。この核は AVPV とは逆に雄ラットでニューロンの数が多く、体積では雌の５倍を

占める。SDN-POA の著しい性差にもかかわらず、この核の機能は未だ不明である。SDN-POA はこれまで

ラット、ハムスター、モルモット、イタチ、ヒツジ、サル、ヒトで性差が確認されており、一部には雄

の雌に対する性指向をこの核に帰する報告があるが、我々の実験では再現できていない。最近我々は複

数の系統のマウスで SDN-POA の存在を確認し、性ホルモンの形成的作用によりこの核が成立することを

確かめたので、今後さまざまな遺伝子操作マウスを使ってこの核の機能を調べることにしている。

なお、匂いを手掛かりとする性指向は、ラットでは性ホルモンの形成的作用を受けず、成熟ラットの

性腺を除去後、性ホルモンを投与することで、一過性に性指向の逆転が起こるので、SDN-POA のような

形成的作用によって成立する構造に支配されているとは考えがたい。

以上、紙幅が尽きたので性行動については他に譲るが、性成熟後の性腺から分泌される性ホルモンが、

雄型・雌型の脳に働くと性行動が発現する。行動は血中性ホルモン濃度の消長に対応しており、特に雌

では排卵と一致することは上に述べた。このような性ホルモンの作用様式を活性化作用と呼んでいる。

発情雌ラットに特異な姿勢反射であるロードーシス反射、雄のマウンティング行動は共に性特異的で、

エストラジオールが視床下部腹内側核と内側視索前野のニューロンに作用し、中脳、脳幹への投射を介

して起こる。雄では性行動の全面的な実現には ER とアンドロゲン受容体の双方の活性化が必要とされる
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が、マウンティングは ERαを介するとされており、ここでも脳内における局所的エストラジオール産生

が重要となっている。

⑤ 第五回性差医学・医療セミナー 平成 22 年 1月 21 日

「ジェンダーの公正さとは何か～女性と男性の「公正」について」

小島優子氏 東京医科歯科大学女性研究者支援室特任助教

ジェンダーは、①性別そのもの、②自分の性別が

何かという意識、③社会的に作られた男女差（ジェ

ンダー差）、④社会的に作られた男女別の役割（性

役割）という意味において使われます。生物学的性

（セックス）と文化的性（ジェンダー）とがどのよ

うに絡まり合っているかを見出し、そこから認識の

変革を促すことが、ジェンダーを哲学的に捉えるこ

との意義となります。

まず、男性と女性との性差は、歴史的にどのように捉えられてきたかについて確認しました。古代ギ

リシアのアリストテレス以降、女性は「質料」として身体的なもの、男性は「形相」として本質的、理

性的なものとして捉えられ、この考え方が中世以降西洋キリスト教思想に継承されてきました。近代以

降は、資本主義経済の発展とともに、女性は生殖を担う者として「家庭」に属し、男性は市場経済にお

ける労働を担う者として「社会」に属するという区分が「家父長制」のもとに作られるようになりまし

た。

近代の哲学者ヘーゲルもまた＜女性―家族＞、＜男性―国家＞という伝統的な家父長制の立場に立っ

ているとフェミニズムの立場から批判されています。しかし、ヘーゲルによるソフォクレス『アンティ

ゴネ』解釈では、アンティゴネが女性の司る家の掟に従い、男性の司る国家の掟に逆らうことによって、

＜女性―家族＞、＜男性―国家＞と位置づけられていた世界を根本から突き崩すことができるのです。

国家を司る男性と家族を司る女性とが対立する場合に、どちらかが善ないし正義であるのではなく、対

立する双方が正義であり両者の相互関係によって全体としての調和がとれていると捉えるのが、ヘーゲ

ルによる男性と女性との間の正義に関する見解です。男性社会の部外者、新参者として、男性社会の盲

点を突くことができるところに、「共同体の永遠のイロニー」としての女性の利点があるのではないで

しょうか。

ジェンダーの公正さについては、ロールズ『正義論 再説』をもとに検討しました。ロールズによれ

ば、正義には二原理があります。一つ目は「平等な自由原理 」です。二つ目は社会的・経済的不平等は、

二つの条件「機会均等の原理」と「格差原理」を充たさなければならないというものです。「格差原理」

は、社会的・経済的不平等が、社会のなかで最も不利な状況にある構成員にとって最大の利益になると

いうことです。この理論によれば、「男性が女性よりも、より大きな基本的権利をもっているとすれば、

そのような不平等が正当化されるのは、それが女性の利益になり、かつ、女性の視点からみて受けいれ

られるときに限られる」ことになります。ロールズは善の多様性を原理とするリベラリズムの立場から、

福祉の必要性を擁護し、不平等を解説しようとする規範理論を構築しました。この立場からは、「公正」
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とは男性と女性との権利が「平等」であることではなく、社会のなかで不利な状況におかれている女性

にとって最大の利益になるように考えられなければなりません。現在大学で取り組まれているポジティ

ブアクション（女性の雇用に対する積極的改善）についても、女性が社会的に不利な状況におかれてい

る状況を鑑みて、男性と女性とを「公正」であるように処遇しなければなりません。

現代のジェンダー研究の立場からジュディス・バトラーは、「大学は大学における多様性の意義を検証

するための「公共的な文化交流の場」でなければならない」ので、積極的改善措置には意義があると述

べています。バトラーは、ジェンダーはパフォーマティヴなものであり一定していないとする立場にあ

ります。このような立場から、現代において女性が家庭、男性が社会に位置づけられる状況への打開策

の可能性を見出すことができます。

⑥ 第六回性差医学・医療セミナー 平成 22 年 2月 2 日

「循環器医療における性差医学」

天野恵子氏 日本性差医学・医療学会 理事 ・性差医療情報ネットワーク代表

１．主要先進国における平均寿命の変遷を見てみま

しょう。日本人の 1950 年の平均寿命は、男性 58

歳、女性 61.5 歳でした。ところが、2007 年には男

性 79.19 歳、女性 85.99 歳と、この 50年間の間に、

男女とも平均寿命は 20 歳以上の伸びを示していま

す。女性は世界一、男性はアイスランド、香港につ

いで世界第三位の長寿国となっています。この背景

には、国民の教育の普及、日本経済の発展に伴って

の公衆衛生の改善、生活の質の改善、医学・医療の発展などがあります。また、忘れてならないものに

1960 年代に導入された国民皆保険制度があります。

２．主要な死因も変わってきました。1950 年代までは肺炎、気管支炎、肺結核と言う呼吸器感染症が日

本人の死因の第一位でした。私は 1942年生まれですが、そのころ最も恐れられていた病気は結核でした。

しかし、ペニシリンの発見、抗結核剤の開発が呼吸器感染による死亡を激減させ、脳卒中による死亡が

1955 年以降、1980 年まで死因第一位となったのです。脳卒中の原因は食塩摂取量が多く、たんぱく質摂

取量の少ない食事と、脳出血の原因である高血圧が無症候であるため患者が治療を軽視することが大き

く作用しています。しかし、1960 年代からの国民皆保険の導入、各種健康診断の普及が国民の健康にお

ける安全性を高め、確実に脳出血・脳梗塞を減少させました。高齢化とともにがんが死因第一位となっ

たのです。

＊労働者の健康診断は昭和 47年の労働安全衛生法および労働安全衛生規則により、乳幼児健診は昭和 40

年に母子保健法により規定されています。

３．生後 1 年未満の死亡を乳児死亡といいます。通常、出生千対の乳児死亡率で観察します。死亡統計

でこれを取り上げて観察するのは、乳児の生存は母体の健康状態、養育条件などの影響を強く受けるた

め、乳児死亡率はその地域の衛生状態の良否、ひいては経済や教育を含めた社会状態を反映する指標の 1

つと考えられるからです。わが国の乳児死亡率は、1920 年代までは 150 以上でしたが、1940 年には 100
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以下となり、1960 年には 30.7，1975 年には 10.0 と急速な改善を示し、2005 年は 2.8 と、世界的にも最

高水準を達成しています。ちなみに妊産婦死亡については、2005 年の統計では、出生 10万対 5.8 で、ス

イスの 1.4、イタリアの 2.1、スウェーデンの 3.3、カナダの 3.4、ドイツの 3.7、オーストラリアの 4.9

に次いで、世界で 7番目の低い数字です。

４．日本はＷＨＯから最も健康施策の成功している国と評価されています。1960 年代に導入された国民

皆保険は、①全ての国民が平等に医療の恩恵を受けることができること。②全ての患者が無理のない費

用負担で均質な医療を受けられること。③全ての患者が自らの希望でどの医療機関をも選択できること

をモットーとして運営されてきており、その結果今までお話したような素晴らしい結果をもたらしまし

た。しかし、一方で新たな問題をも引き起こしています。

５．一つは、医療のコンビニ化といわれるものです。従来はなるべく医療機関にかかることのないよう、

国民一人ひとりが自分の健康管理に気を使っていたのですが、今では「具合が悪くなれば医者に行けば

よい」と言う風潮で、自己管理がおろそかになっており、外来は患者であふれかえり、3分診療 3時間待

ちと言われる現状を生み、また、わずかな不具合で救急を訪れる患者は、医師の過重労働の原因を作っ

ています。高齢化は患者を必然的に多くし、医療費の高騰を招いています。また、医学の進歩とともに

医学教育の内容が細切れ化され、総合診療を学ぶ機会がどんどん少なくなり、多くの医師が臓器別医療

の専門家であり、総合的判断のできる医師が減少しています。そのような中で、不定愁訴の多い女性や

高齢者は医師から嫌われ、ドクターショッピングを繰り返しています。そのような現状を打破するため

の方策を模索している中で、性差医療にめぐり合いました。

６．性差医療とは男女比が圧倒的にどちらかに傾いている病態、発症率はほぼ同じでも男女間で臨床的

に差を見るもの、いまだ生理的、生物学的解明が男性または女性で遅れている病態、社会的な男女の地

位と健康の関連などに関する研究を進め、その結果を疾病の診断、治療法、予防措置へ反映することを

目的とした医療改革です。

７．性差医療の発端は米国です。1984 年に米国における死因第一位である心疾患死亡数において男女が

逆転しました。その後もタバコ税のアップなど米国政府のおしすすめる健康施策が項を奏し、男性では

心血管死亡が確実に減少したにもかかわらず、女性はわずかずつ増加しました。女性における心臓死の

減少を目指して米国政府が始めた運動が性差医学・医療の研究です。今では女性に特化した医学研究・

教育・臨床の場として 21の医科大学に Centers of excellence on women's health（CoE）が設置されて

います。

８．1999 年横浜で開催された第 47回日本心臓病学会で、私は米国で大きく取り上げられ、進んできてい

る性差医学・医療についての情報発信を日本の循環器科医へしました。そのころ日本の医療界へ

Evidence-based Medicine という概念が導入されていたこともあり、性差を考慮した医療という概念は、

瞬く間に多くの医師の賛同を得ることが出来ました。では、実際の行動としては日本では何をなすべき

かと考えたとき、日本の女性に光を与える医療、女性の特性をきちんと踏まえた医療を目指して、性差

を考慮した医療の実践の場としての「女性外来」を、展開することにしました。

９．2001 年、「症状・主訴を問わない」「紹介状は不要」「初診は 30分間は確保」「女性医師が担当す

る」を指針とした女性外来が国立大学としてはじめて鹿児島大学に、また自治体としては、はじめて千

葉県に堂本暁子知事のご英断により県立東金病院に女性外来が立ち上がりました。その後、女性外来は

女性議員の議会への働きかけ、女性たちの署名活動、そして女性医師の女性医療への関心の高さにおさ
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れ、日本全土で展開されていくことになりました。今では 47 都道府県、全てに女性外来がありますし、

今もなお増え続けています。

１０．私たちの目指すものはエビデンスに基づく医療はとりもなおさず、患者に語らせる医療

（Narrative-based Medicine）をとうして、心も体も統合的に診る医療を目指しています。この活動は

まだ始まったばかりですが、統合医療に対する患者のニーズは高齢化とともにますます大きくなると考

えます。今後も性差医療の教育・研究への組こみ、性差医療を担当する医師の養成、患者への情報発信

を続けていきたいと考えています。

１１．2004 年 8 月には、厚生労働省による「医療提供体体制の改革のビジョン」において、「〔女性専

門外来〕を設置し、更に、女性の健康問題に係る調査研究などを推進し、女性の患者の視点を尊重しな

がら地域における必要な医療が充実される体制の確保に取り組む。」と記載されました。さらに 2005 年

12 月には、内閣府の男女共同参画会議から出された「男女共同参画基本計画」において、「生涯を通じ

た女性の健康支援」が今後の施策の基本的方向と具体的な取り組みの一つとして掲げられ、「性差に応

じた的確な医療である性差医療を推進する」と明記されました。2007 年には政府内に「女性の健康づく

り懇談会」が設置され、3 月の第１週目が「女性の健康づくり週間」とされ、活動を始めたところです。

１２．2002 年に性差医療・医学研究会を立ち上げました。基礎から臨床まで、性差研究と教育を目指す

医療者ならびに社会における性差研究に関心のある社会学者や行政、マスコミの方がたをも会員とした

研究会です。毎年一回、学術集会を重ね、2007 年に鹿児島大学大学院 循環器・呼吸器・代謝内科の鄭

忠和教授を理事長とした日本性差医学・医療学会に発展しました。平成 21 年度の学術集会が 2 月 20,21

日の両日にわたり東京大学鉄門記念講堂で開催されます。プログラムにつきましては、第 3 回日本性差

医学医療学会学術集会のウェブサイトをご覧になってください。多数の方々のご参加をお待ちしており

ます。
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⑦ 第七回性差医学・医療セミナー 平成 22 年 2月 22 日

性差医学・医療：臨床から医学教育まで

片井みゆき氏 東京女子医科大学准教授・東医療センター性差医療部部長

⑧ 第八回性差医学・医療セミナー 平成 22 年 3月 18 日

性特異的機能と行動の発達メカニズム ～雌雄間の脳キメラの解析から～

浜崎浩子氏 北里大学一般教育部生物学教授
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６．３． ホームページ

平成 20 年 10 月にホームページを開設し

てから、頻繁に内容の更新を行っている。

「ニュース」には学内のイベントやセミナ

ー、交流会、各活動の取り組みや報告を掲

載している。「学外のニュース」には、他

モデル校のシンポジウムや取り組みを掲載

している。また、「在宅研究支援システム」、

「研究支援員配備モデル事業」、「キャリ

ア相談室」「病児保育」については、ホー

ムページから直接募集を行い、申し込みが

できるシステムを構築している。「活動内

容」には、前年度の活動やこれまでの調査

報告をまとめ、「ニュースレター」では、

当室が発行したニュースレターの内容にア

クセスできるようになっている。「お役立

ち情報」では、女性研究者への研究助成や

賞の情報、子育て参考情報を掲載している。

「オンラインフォーラム」では、学内の女

性研究者と、保育やキャリア等についての

意見やニーズを交換する場として活用している。「女性研究者支援室だよりブログ」では、他大学のシ

ンポジウム等の催しに参加した際の報告を行っている。

６．４． 学外活動

６．４．１． 他モデル校シンポジウムでの発表

平成 21年 11 月 25 日に日本大学で開催されました女性研究者支援システム改革プログラム事業合同シ

ンポジウム「女性研究者支援の新時代を迎えて」において、本学女性研究者支援室の取り組みについて

荒木葉子特任教授が発表しました。

東京医科歯科大学における

「女性研究者への革新的支援」
Activation of Gender Equity/Gender Medicine and Enrichment of Life Project

2009.11.25/26 日本大学にて

平成20年度文部科学省科学技術振興調整費 女性研究者支援モデル育成 事業

女性研究者支援システム改革プログラム事業合同シンポジウム
女性研究者支援の新時代を迎えて

女性研究者支援モデル育成

｢女性研究者への革新的支援｣計画構想

支援策：まず、全体をまとめ主体となって活動を行い、相談窓口ともなる女性研究者
支援対策会議を組織する。支援策としては、環境整備と意識改革の二点を重点
課題として進める。

環境整備は、

①女性雇用を優先した教員枠を設けて採用する、

②出産・育児等の期間の研究を支援するため、研究支援員を優先的に配置したり、
緊急時の保育に対応できるシステムを作る、

③ネットワークを整備して在宅時の研究を容易にし、柔軟な勤務体制を確立し導入
する、

④学内の女性研究者が問題点を議論できるようなネット上のフォーラムを作成する
等女性研究者支援のための情報環境を整備する、

意識改革に関しては、

①研究室における広い意味での女性支援を評価し、「女性に優しい研究室」を推進し、

②生物学的性差に着目、あるいは女性特有の疾患に注目した研究を特に推進して
性差に関する意識を高めることにより、より良い環境作りにつながる意識改革に
取り組む。

2
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達成目標（ミッションステートメント）

• 女性研究者の新規採用を増やし、女性研究者を10％増
加させ、2020年には全体の20 %に達することを目標とす
る。“女性研究者支援対策会議”の活動によって女性研
究者に適合したシステムを制度化する。

• 具体的には出産・育児に直面した女性研究者に研究支
援員を配置する、緊急時のベビーシッター派遣や病児
保育に対する支援を制度化する。

• 研究遂行にあたって必要な大学のサーバーに自宅から
でもアクセスできるようにネットワークを整備する。

• 女性研究者の支援のための情報環境を整備する。

• 男性研究者を交えて性差科学に関する研究成果の発
表や討論の場を設け、男女共同参画への意識を高める
取り組みをする。

3

平成21年度計画
①女性研究者支援対策会議の設置及び運営

②女性研究者支援室の運営

支援内容の調査分析、ホームページの運用、ニュースレ
ターやパンフレット作成、女性研究者のオンラインフォーラム、
女性研究者支援啓発のための講演会、女性研究者と女子
学生との交流会、本学の保健管理センターや外部機関と連
携して、女性研究者のカウンセリング

③女性研究者への研究補助員配備

④在宅研究支援システムの導入

⑤女子学生へのロールモデル提示

⑥病児保育、緊急保育

⑦生物学的性差に着目した女性研究者支援への意識改革

4

平成21年度体制

5

平成21年度 活動内容

6

１．広報・調査事業
• Homepage

• Newsletter１号、２号

• シンポジウム

– キャリアデザイン 2009.7.2

– ワーク・ライフ・バランス 2009.12.3

• 性差医学・医療セミナー 現在まで３回、年度内８回を予定

• 調査

– プログラム認知度調査 2009.3

– 研究室の環境調査 2009.6

– 保育に関する現状と意識調査 2009.7

7

1-1．広報・調査事業

8

ホームページ

ニュースレター

キャリア・デザイン シンポジウム 2009.7.2

ワーク・ライフ・バランス シンポジウム 2009.12.3

1-2．広報・調査事業 (性差医学・医療セミナー）

9

1-3．広報・調査事業 (調査1,2）

10

認知度調査 2009.3 研究室環境調査 2009.6



161

1-4．広報・調査事業 (調査3)

11

保育の実態と意識調査 2009.8

２．雇用・勤務形態事業

• 各部署からPositive Action案収集 2009.11

• 東京医科歯科大学内における雇用・勤務制
度、育児・介護休業法についての調査予定

• 東京医科歯科大学におけるワーク・ライフ・バ
ランスについての調査予定

• 東京医科歯科大学における育児・介護パンフ
レット作成予定

12

Ｔｏｋｙｏ Ｍｅｄｉｃａｌ&Dental University

３．在宅研究支援システム

• 育児や介護をかかえる女性研究者を対象に
平成２０年度より在宅研究支援システムの稼働開始

• 論文執筆・データ整理やメールの処理を学内研究室
と同様に自宅でも行うことが可能

インターネット
学内

ネットワーク

受信ボックス

送信ボックス

在宅ファイル
サーバー

在宅メール
サーバー

在宅研究支援システム概要図

自宅から安全に大学内
LAN へ接続する

学内で作成していた論文執筆
を継続して進める

研究チームとメールで
進捗状況を確認する

データ

文書

４．研究支援員配備事業

• 子育て中あるいは女性特有な疾患のある女
性研究者を対象

– 平成２０年度は研究所のみだったが、平成２１年
度は、全学に拡大

– 現在、１０名が利用中

14

５．病児保育事業

• NPO法人フローレンスと派遣型病児保育
academic＆medical package開発事業

– 子育て中の女性研究者６人がモニター

– モニターシートで月次報告

– 施設型病児保育体験tour

– 保育に関する実態と意識調査(前述）

15

６．キャリア支援

• キャリア相談室開設 2009.7

• 交流会

• オンラインフォーラム

• ロールモデル講習会

• オープンキャンパス

16

交流会

オンラインフォーラム

5-1.キャリア相談室

17

Homepage上で予約可能

5-2．ロールモデル講習会

18
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5-3.オープンキャンパス

19

東京医科歯科大学の特徴

難治疾患研究所、
生体材料工学研究所

などの研究施設

医学部、歯学部、
保健衛生学科、
などの学部

医歯学総合研究科、
保健衛生学研究科、

付属病院

付属歯科技工士学校

他の医療施設

他学･他研究所

企業など

疾患生命科学
などの大学院

常勤・非常勤教員における男女数・女性比率

70.8%
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６．４．２．他モデル校シンポジウムでのポスター掲示

平成21年9月8日つくば6研究機関男女共同参画合同シンポジウ

ム「好奇心が開くつくば発共同参画文化の扉」、平成21年10月30

日名古屋大学シンポジウム「女性研究者のキャリア深化のための

システム改革」、平成21年11月25日に日本大学で開催された女性

研究者支援システム改革プログラム事業合同シンポジウム「女性

研究者支援の新時代を迎えて」、平成21年12月1日千葉大学シンポ

ジウム「千葉大学における男女共同参画～次のステップに向けて

～」、平成21年12月8日新潟大学シンポジウム「キャンパスシッタ

ーによる育成・支援プラン～女性研究者が活躍できる大学をめざ

して」にて、本学女性研究者支援室の取組みについてポスター掲

妊娠・育児中の場合、又は
女性に多い疾病を有する場
合の、女性教員を対象とした
研究支援

広報・調査・
事業

雇用・勤務
形態事業

在宅研究

事業

研究支援員
配備事業

病児保育

事業

キャリア

支援事業

ANGEL OFFICE
Activation of G enderEquity/GenderMedicine and Enrichment of Life

東京医科歯科大学「女性研究者への革新的支援」

文部科学省平成20年度科学技術振興調整費 女性研究者支援モデル育成 事業

東京医科歯科大学女性研究者支援室 Tel: 03-5803-4921 Fax:03-5803-0246
http://www.tmd.ac.jp/mri/ang Email : info.ang@mri.tmd.ac.jp

生後６か月から小６までの子供を持
つ女性教員を対象に、派遣型病児保
育モデル事業をＮＰＯとで合同実施

キャリア相談室を開
設し、関連セミナー
を実施

優秀な女性研究者の
応募を促進すると共に、
柔軟な勤務体制を確

立する

講演会等の開催に
よる意識改革

ホームページの開設

保育事業、病児保育、
介護支援、保育調査

2020年までに女性教員比率を20％に増加
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産学リンケージ、交流会、

オンラインフォーラム

ポジティブアクション
推進、次世代支援対策、

ハラスメント対策

各種調査、シンポジウ
ム等の開催、ニュース

レター発行
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・性差を意識した研究の推進
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性差医学セミナー

「突然死の性差」
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示を行いました。

６．４．３．他モデル校シンポジウムへの参加

①早稲田大学「実践的博士人材養成プログラム成果報告会」平成21年9月28日

ご講演として、「世界で勝つ博士人材」をテーマに、早稲田大学卒業生のＨＯＹＡ(株)取締役浜田宏

氏よりお話がありました。印象的だったのは、「世界で勝つためには、卓越した技術力を持っているの

は当たり前のことで、何よりも、世界中どこでも誰とでも議論できる高いコミュニケーション能力が必

要である」とのコメントでした。また、「リーダーシップを発揮していくには、いかに周りを巻き込み、

周りの人の心を動かし、心に火をつけるような熱意が必要か」と述べておられました。

単に技術力だけでなく、高いコミュニケーション能力を持ち、人に影響を与え、同時にプロダクトを

マネージできるスキルも必要である、ということは、特に理系の分野におられる方にとって非常に影響

力のあるコメントであると思います。

また「模擬講義」として、早稲田大学理工学術院の非常勤講師で、株式会社パンネーションズコンサ

ルティンググループ代表取締役の安田正氏より、「博士実践特論・ロジカルコミュニケーション」のご

講演がありました。ご講演は大きく分けて、①日本型コミュニケーションの問題点とその解決法、②ま

た文化的背景と言語的背景、③論理的で分かりやすい伝達技術会得方法についてでした。

ご講演の中で、企業が採用で重視することの第一位は、コミュニケーション能力であり、次いでチャ

レンジ精神、主体性、協調性、責任感、ポテンシャル、の順で、専門性は下位のランキングであったこ

とは印象的でした。また国際社会の中で求められるスキルも、第一位にコミュニケーション能力が挙げ

られているそうです。日本の研究者におけるコミュニケーションの問題点として、まず専門的な説明が

分かりにくい、話が長い、一方的に話しすぎる、などが挙げられました。そこで、プレゼンテーション

を行う際には、大きな話の流れを予告し、アウトラインを示すことが重要、とのご提案がありました。

他にも、早稲田大学博士キャリアセンターから成果報告があり、交流会では慶應義塾大学Ph.D躍動メ

ディカルサイエンス人材養成の紹介がありました。交流会の参加者も多く、改めて参加者の意識レベル

の高さが伺えました。広い会場はほぼ満席で、参加者の熱意や意識の高さを感じ、博士人材の幅の広さ

を感じました。

②「第一回日本大学男女研究者共同参画国際シンポジウム」平成21年10月18日

日本大学会館2階大講堂で行われた「第一回日本大学男女研究者共同参画国際シンポジウム：女性研究

者の活力を生かす～女性の研究リーダーを育てるには～」に参加してまいりました。

当日は、大型台風の影響で電車や交通機関が不通となっていましたが、会場には多くの方々が参加し

ておられました。国際シンポジウムということで、海外からのゲストもおられ、非常に充実したプログ

ラムでした。まず猪口邦子氏（元少子化・男女共同参画大臣）から「新しい時代の女性研究者の役割～

社会変革の旗手～」として基調講演がありました。講演では、各分野における女性の参画状況や研究者

に占める女性の割合、各議会における女性割合の国際比較をされていました。女性の参画割合がまだま

だ低い現状について、猪口氏は、「女性たちは、実力をつけ、改善を求め行動すべきである、社会変革

の旗手となるべきである。女性自身が立ち上がり、次の世代に苦労の先送りをしないように決意をする

べきである」と熱いメッセージを送られていました。
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次に、國井秀子氏（リコーＩＴソリューションズ株式会社取締役）から、「日本企業におけるジェン

ダーバイアス/ギャップの現状」についてご講演がありました。國井氏は、ご自身の経験をもとに、「女

性がビジネスの世界で成功していくためには、"women's network, qualification, new field, management

position, management experience, many view points"が必要である」と講演し、これらスキルを得ていく努力

が大切である、と述べておられました。

また、Iris Wieczorek氏（ドイツ研究振興協会日本代表部代表）より、「ドイツの科学分野における共同

参画促進のための新しい取り組み」について、Patricia Rankin氏(コロラド大学物理学教授）より「リーダ

ー育成プログラムLEAPから学んだこと」についてご講演がありました。

更に、「問題提起」として、まず野呂知加子氏（日本大学研究委員会男女研究者共同参画専門部会女

性研究者支援推進ユニット・推進コア長）より「科学技術分野における女性の活躍促進のために」、上

瀧恵里子氏（九州大学応用力学研究所高温プラズマ力学研究センター准教授）より「大学の研究戦略と

九代方式女性教員採用・養成システム」、有賀早苗氏（北海道大学副理事・女性研究者支援室長）より

「女性教員増員に向けて”ポジティブアクション北大方式”加速中」について、朝長宣光氏（日本電気

株式会社執行役員）より「人と地球にやさしい情報社会における女性研究者育成」について、それぞれ

課題提起がありました。

有賀氏の講演では、北海道大学のポジティブアクションについてご説明がありました。北海道大学で

は女性研究者数を2020年までに20％にするために、新たに女性教員を採用した場合、各部局が負担する

人件費の４分の１を全学運用人件費より補填するシステムを平成18年度より採用しています。これによ

り、2006年度には女性研究者割合は7.0％であったのが、現在では11.9％に増加していることのご紹介が

ありました。後半は休憩をはさんでパネル討論があり、日本の女性研究者支援状況と海外の状況等につ

いて、活発な議論が交わされていました。

③名古屋大学シンポジウム「女性研究者のキャリア深化のためのシステム改革」平成 21 年 10 月 30 日

名古屋大学男女共同参画室主催のシンポジウム「女性研究者のキャリア深化ためのシステム改革」に

出席しました。まず濱口道成氏（名古屋大学総長）のご挨拶では、現在日本で少子化が進んでいく中で、

働きながら育児をすることのできる環境整備の必要性についてご指摘されました。

次に武川恵子氏（内閣府大臣官房審議官（男女共同参画担当））による基調講演『女性研究者のキャ

リア深化をめざして』では、「今後の我が国の科学技術・学術にとって多様な人材の育成・登用、その

ための環境づくりや風土の醸成は生命線」であることが確認されました。岡谷重雄氏（文部科学省科学

技術・学術政策局 科学技術・学術戦略官）の特別講演『普通の国になりたいなあ』では、現代日本に

おいてはポジティブアクションに対する抵抗が大きいことが指摘されました。これに対して、岡谷氏に

よる、意識改革によって文化が作られる従来の方向性「意識改革→文化→行動」ではなく、行動を通し

て文化ができてくる「意識改革←文化←行動」という方向性が大事であるという主張はたいへん画期的

なものでした。いったん文化が作られると抵抗勢力もそういうものだと思うので、ポジティブアクショ

ンのためのムーブメントを起こすことが重要とのことでした。

坂東昌子氏（ＮＰＯ知的人材ネットワークあいんしゅたいん理事長）による講演『人材をいかに活か

すか』では、大学における女性教員が少ないのは女性研究者の業績が少ないわけではないというデータ

が出ていることが紹介されました。写真のように、女性研究者の業績数は、子育て中の時期は男性より
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も少ないけれども、子育てが終わった後にそれまでの分を取り戻す時期、"Recovery period"があることが

指摘されました。このような女性は 60歳を過ぎてもよく働くという「おばあさん仮説」についてご紹介

がありました。これは、繁殖から解放されたおばあさんが娘や親類の女性の繁殖を助けるためであろう

というものでした。その他にも、女性には男性とは異なった視点から新たな分野を立ち上げる特性があ

るというところに、女性研究者の活路が見出せるのではないかというお話をされました。若手研究者に

とっては、とても先行きの明るい話を聞くことができました。

パネルディスカッション１「女性のキャリア深化のためになすべきこと」では、名古屋大学と愛知県、

名古屋市、企業とが共同で行っている男女共同参画の取り組みについてご紹介がありました。岩田敏子

氏（愛知県県民生活部社会活動推進課男女共同参画室長）は、愛知県の審議会における女性委員を増や

す取り組みについて紹介されました。佐藤みどり氏（名古屋市総務局総合調整部男女平等参画推進室長）

は名古屋市における病児保育の取り組みを紹介されました。松本宏克氏（愛知県経営者協会会員サービ

スグループ部長）は企業における女性支援について紹介されました。佐々木成江氏（名古屋大学男女共

同参画室 特任准教授）は、名古屋大学における女性研究者支援の取り組みについてご紹介がありまし

た。女性研究者が育児によって大学を離職してしまうと、大学にとっては、同様の人材を育成するため

には時間もお金もかかり、貴重な戦力を失うということが明確に示されました。

パネルディスカッション２「大学における女性研究者キャリアの加速システムの構築」」では、文部

科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」および「女性研究者養成システム改革加速」

採択機関から、それぞれの大学における取り組みが紹介されました。まず、有賀早苗氏（北海道大学副

理事・女性研究者支援室長）は、北海道大学における環境整備の具体的取り組みが紹介されました。次

に、田中真美氏（東北大学医工学研究科教授）は、東北大学が平成 21 年度に「女性研究者養成システム

改革加速」に採択され、このプログラムによって平成 21 年度までに理学部・工学部・農学部で 30名の

女性教員を新規採用するという計画が披露されました。宮浦千里氏（東京農工大学女性未来育成機構長）

は、東京農工大学におけるポジティブアクション「１プラス１」という取り組みを紹介されました。こ

れは、女性の常勤教員を 1 人採用した場合、プラス 1 名分の特任助教（性別は問わない）分の人件費を

翌年つけるというものです。この取り組みによって、平成 25 年には女性教員の採用比率を 25％にし、教

員全体における女性比率を 12.5％にする計画であることが披露されました。登谷美穂子氏（京都大学女

性研究者支援センター特任教授）からは、京都大学においては、平成 21 年度から毎年女性教員の採用を

毎年 16 人ずつ増やしていき、平成 25 年度には教員全体における女性比率を 12％に増やす計画であるこ

とが紹介されました。京都大学では、「同等の能力を有すると判断される場合は女性の採用を促進」す

るというポジティブアクションが行われていますが、男性も女性も公正に評価することが総合大学の責

務であることから、特に「女性枠」を設けてはいないそうです。上瀧恵里子氏（九州大学研究戦略企画

室准教授）では、人員管理方式をポイント制（教授 1.0、准教授 0.79、講師 0.695、助教 0.583）にし、

女性教員枠のポイント数を増やすための取り組みを行っていくことが紹介されました。藤井良一氏（名

古屋大学理事・副総長）は、名古屋大学において、平成 17 年に全国初のポジティブアクションが行われ

たことを紹介されました。

その後のディスカッションでは、女性研究者を募集しても応募が少ない、人材がいないと言われる問

題について、採用の間口を広くとることによって多くの女性からの応募があるという指摘がありました。

パネルディスカッション終了後には、開催日がハロウィンであったことから、名古屋大学の保育施設の
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子どもたちがハロウィンの仮装をして壇上までパレードを行い、提題者の方たちからお菓子をもらうと

いう微笑ましい企画がありました。ポスターセッションでは、東京医科歯科大学女性研究者支援室も活

動内容の紹介を行いました。

④東京大学「日・中・韓女性科学技術指導者フォーラム」平成21年10月31日

東京大学山上会館において、第二回日・中・韓女性科学技術指導者フォーラム「科学技術の発展にお

ける女性の役割-東アジアの明るい未来に向けて-」に参加して参りました。午前のセッション１では、

テーマを「科学技術分野における女性リーダーの育成」として、日本からは郷通子氏（情報・システム

研究機構理事）から"Enforcement and Promotion of Women Leaders in Scdience & Techonology"についてご講

演がありました。

韓国からはLee, Heisook氏（梨花女子大学教授）"Fostering Programs for Women in Science & Technology

based on the life cycle"について、中国からはLu, Zhi氏（北京大学教授）より"To advocate the

Gender-Equality-Earnestly Improving the Leader Status of Women in Science Field"についてご講演がありまし

た。

続いてセッション２では、「企業における女性技術者の雇用促進とキャリア開発」として、韓国から

はChoe, Soonja氏（仁荷大学教授）から"Education and Training Program for Women Leadership in Science

Technology & Engineering in Korea"、中国からはYu, Xiaqiu氏（中国長江Runfaグループ会長）から

"Entrepreneurship, Innovation, Excellence and Creation of Beautiful Life"について、日本からは内海房子氏（Ｎ

ＥＣラーニング代表取締役社長）が"Employment and Career Development of Women Engineers at NEC"につ

いてご講演されました。

ＮＥＣの取り組みで印象的だったのは、女性が活躍するためには３つの"MORES"が必要である、とい

うことでした。つまり、"More Experience, More Expectation, More Training"として、女性にはどんどん経

験させ、同時に高い期待値を持ってもらい、研修を受けさせてほしい、という内容で、これをモットー

として女性の技術者数が３倍に増加した、ということでした。

午後のセッション３では、「最先端の研究と生活を両立するには」として、Han, Xiqiu氏（国家海洋局

特別研究員）、から"Combining Cutting-Edge Research with Fulfilling Family Life in China"について、日本か

らは延輿秀人氏（理化学研究所主任研究員）から"Ultimate Choice? -Job Career, Kids or Spouseについて、

韓国からはKim, Jiyoung氏（慶照大学教授）から"Work/Family Life Balance for Korean Women Scientists &

Engineers and Support Policies"についてご講演がありました。

最後のパネルディスカッションでは、テーマを「女性科学者・技術者育成の社会的重要性」として、

日本からは久保真季氏（国立女性教育会館事務局長）から"Current Actions of the Japanese Government t

o Assist Female Researchers"、大島まり氏（東京大学大学院情報学環教授）からは"Promotion of Gender

Equality at the University of Tokyo"、中国からは Lu, Zhi 氏（北京大学教授)から"Panda and Women"に

ついて、Dong, Xiuzhu 氏（中国科学院教授）から"Female Scientists play a significant role in human soci

ety development, so that they need the solicitude from the whole society"について、韓国からは Lee, Hyo

Sook 氏（韓国地質資源研究所部局長）から"Balance of Gender in Science, Engineering and Technology"

について、Kim, Yangha 氏（梨花女子大学准教授）からは"Opportunity and Future for Women Scientist"

について、それぞれが参加者と活発な情報交換を行いました。 例えば、中国で女性が社会に出ている割
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合が高い理由については、長い間共産主義・社会主義であったため、逆に男女の平等性が保たれ、それ

が現在の女性の社会進出にも影響している、とのことでした。また韓国では、女性も男性と均等に教育

を受けてきているため、今後更に女性研究者の割合が増える見通しである、とのことでした。３か国の

状況について、各国での女性推進活躍の分野で著名なスピーカーが一同に集合し、大変実りあるフォー

ラムでした。

⑤第２回金沢大学女性研究者シンポジウム 平成 21 年 11 月 9 日

第２回金沢大学女性研究者シンポジウム「女性研究者のキャリア継続～社会・制度・パートナーの役

割～」に参加して参りました。

上野千鶴子氏（東京大学大学院人文社会系研究科教授）のご講演「女性研究者の生存戦略」では、男

性の職場の中で少数者である女性研究者のとる生存戦略が、社会学の立場からご紹介されました。女性

研究者のとる生存戦略は、社会的弱者(マイノリティー)の生存戦略と共通する部分があるということで、

たいへん興味深く拝聴し、また女性研究者として参考になるものでした。

大西知子氏(内閣府男女共同参画局推進課企画官)のご講演女性研究者の活躍を目指してでは、女性研

究者に必要であるワーク・ライフ・バランス施策や採用や昇進の公平性についてご紹介されました。

事業紹介では、八重澤美知子氏(金沢大学男女共同参画キャリアデザインラボラトリー長)から金沢大

学での女性研究者支援中間報告がなされました。広報・啓発活動として「ジェンダー関連講義」が行わ

れている点や、「育児休業」だけでなく「介護休業」も取得しやすくするプランを構築されている点、

「Skilled Specialist」を設けている点に興味をひかれました。

ショートレポートパートナーの役割では、古畑徹氏(金沢大学人間社会研究域歴史言語文化学系教授)

と、坂本敏夫氏(金沢大学理工研究域自然システム学系准教授)より、ご夫婦で協力しながら家事と育児

を実践される中で、工夫されている点がご紹介されました。

⑥女性研究者支援システム改革プログラム １日目 平成 21 日 11 月 25 日

日本大学会館・2階大講堂に於いて、女性研究者支援システム改革プログラム事業合同シンポジウム「女

性研究者支援の新時代を迎えて」に参加して参りました。平成20年度に女性研究者支援モデル育成」事

業に採択された本学としては、この事業合同シンポジウムに参加するのは今回で2回目の参加となりまし

た。

本事業に採択された機関が全国から一斉に集合し、これまでの成果や事業内容を報告する本シンポジ

ウムは、各機関同士の情報を交換し合い、また友好や理解を深める場というでもあります。開催一日目

のプログラムとして、午前中にポスターセッションが行われました。各組織が事業内容をポスターにま

とめて掲示し、参加者は興味のある取り組みがなされている機関のポスターの前で足を止めてディスカ

ッションがなされ、会場は大変な熱気に包まれていました。本学の取り組み（病児保育、キャリア支援

等）についても、多くの組織の方々が足を止められ、ご質問が寄せられていました。

午後の部は、平成19年度採択機関（10機関）、続いて平成20年度採択機関（13機関）の取り組み報告、

質疑応答がなされました。平成19年度に採択された機関は、今年度が最終年度ということもあり、すで

に女性教員比率の数値目標を達成しているところもあるとの成果報告がありました。各機関の取組は

様々ですが、それらを総括して、「多くの女性研究者に使いやすく、活躍しやすい制度を定着させる」
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と報告された機関からのメッセージが印象的でした。本事業終了後も、女性研究者支援が組織内で続い

ていくような環境作りが実現できるように具体的に取り組んでいる機関も多くありました。

本学からは荒木葉子特任教授が、これまでの取組について発表をいたしました。本学からの主な報告

としては、重点課題として「環境整備」と「意識改革」の２点があり、本年度は学長のもと、女性研究

者支援対策協議会の構成メンバーを拡大するとともに、本事業対象者も全学に拡大したこと、また①雇

用・勤務形態・評価事業、②在宅勤務事業、③研究支援員配備事業、④病児保育事業、⑤キャリア支援

事業、⑥広報・調査事業の６部門を立ち上げ、取組を進めているとの内容でした。

⑦女性研究者支援システム改革プログラム 2 日目 平成 21 日 11 月 26 日

日本大学で開催されました女性研究者支援システム改革プログラム事業合同シンポジウム「女性研究

者支援の新時代を迎えて」2 日目の報告です。

午前の部は、女性研究者支援モデル育成事業に平成 21年度に採択された 12 機関からの取り組み報告

でした。女性研究者支援モデル育成事業は、平成 18 年度に文部科学省によって始められた事業であり、

「大学や公的研究機関を対象として、女性研究者が研究と出産・育児等を両立し、研究活動を継続する

ための支援を行う仕組みを構築する際の模範となる優れた取組を支援する」ものです。平成 18年度採択

は 10機関、平成 19年度採択は 10機関、平成 20年度採択は 13機関ですので、平成 21 年度採択の 12 機

関では、これまでの他機関の取組みを参考にされて、保育施設の整備等に取り組んでいました。それと

同時に、それぞれの機関が独自に特色のある取り組みを計画しながら女性研究者支援を行っていること

がわかりました。

午後の部は、女性研究者養成システム改革加速事業に平成 21 年度に採択された 5機関からの取組み報

告でした。女性研究者養成システム改革加速事業は、平成 21年度に文部科学省によって始められた事業

であり、「多様な人材の養成・確保及び男女共同参画の推進の観点から、特に女性研究者の採用割合等

が低い分野である、理学系、工学系、農学系の研究を行う優れた女性研究者の養成を加速する」ことを

目的とするものです。それぞれの採択機関から、理・工・農という女性研究者比率の低い部局に女性研

究者を増やすための取組みがご紹介されていました。

「女性研究者支援モデ育成」事業における 3年間の成果を踏まえた上で、さらにステップアップして

「女性研究者養成システム改革加速事業」事業では女性研究者の競争力を高めていこうとする取組み

であることがわかり、今後の本事業推進のための参考になりました。

その後の分科会、テーマ１「今求められる保育(学内保育・病児保育・

学童保育)」では、本学の荒木葉子特任教授が、「東京医科歯科大学にお

ける派遣型病児保育の取組み」について報告致しました。

東京医科歯科大学では、ＮＰＯ法人フローレンスと派遣型病児保育メデ

ィカルパッケージ・アカデミックパッケージの共同開発を行っています。

平成 21 年度 7月からモニター事業を行っており、モニターの方にレポー

ト提出をして頂いています。本学における病児保育の他にも、東京大学・

新潟大学・千葉大学における学内保育の取組み、名古屋大学における学

童保育の取組みが紹介され、活発な情報交換が行われました。
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分科会テーマ２「支援から加速、そして今後に向けて」では、11月 17 日の行政改革による事業仕分け

によって、女性研究者支援事業が概算要求の 1/3 程度の縮減（30億円→20億円）という結論になったこ

とに対して、事業の対象となった 45 大学・研究機関の研究者から、「多様な人材による科学技術の発展

には、女性の活用をもっと広げるべきだ」として、事業の継続を求める声明が発表されました。

私見では、優秀な女性研究者が採用・昇進の機会や、出産・育児によって能力を活かすことができな

いことは、国家にとって大きな損失となります。日本の科学技術および学術の発展のためには男女にか

かわらず、研究者の能力を伸ばし活かすことのできる取組みが必要であります。女性が少数派である研

究者の領域において、女性研究者がロールモデルを範としながら、自身の望む研究を行って個人の能力

を伸ばし活かすことのできる社会となるために大きな役割を担っている本事業の継続を願ってやみませ

ん。

⑧新潟大学第二回シンポジウム「キャンパスシッターによる育成・支援プラン」平成 21 年 12 月 8日

新潟大学「キャンパスシッターによる育成・支援プラン」第二回シンポジウム～女性研究者が活躍で

きる大学をめざして～に参加して参りました。12月の新潟は透き通るような快晴で、思っていたよりも

暖かかったのが印象的でした。新幹線で新潟駅に到着し、在来線に乗り換えて「新潟大学前」に到着す

ると、途端に学生の数が多くみられ、新潟大学が新潟県を代表する教育機関であることを実感いたしま

した。

シンポジウムの会場は、キャンパス内の広い講義室で行われたため、いったん廊下に出ると、近隣の

講義室で講義を終えた（あるいは講義に向かう）新潟大学の学部生、大学院生とすれ違い、学生ならで

はの熱気を感じました。まず下條文武氏（新潟大学長）から開会のご挨拶があり、次に有本建男・科学

技術振興機構社会技術研究開発センター長から「グローバリゼーション・大学・男女共同参画」につい

てご講演がありました。

有本氏は、日本のこれまでの科学技術の発展の歴史について触れた後「科学技術において産学官の連

携ニーズは年々高まっており、大学はこれまでは教授のための大学であったが、21世紀は生徒と社会の

ための大学になるべきである」と述べました。

次に、鳥養映子氏（山梨大学大学院医学工学総合研究部教授）から「工学社会が変われば日本が変わ

るー女性が活躍する工学部ー」についてご講演がありました。鳥養氏は「2001年の研究によると、国立

大学教員の平均給与は男女で格差があり、同じ年齢・職位でも教授職では、男性の方が女性よりも給与

が高い」との発表をしました。これらの格差を埋め、改善するにはポジティブアクションを推進する必

要があることが必須である、と述べました。

会場では、以前にＮＨＫ放送「おはよう日本」にて、新潟大学のシッターの取組について紹介された

際の映像を見た後、新潟大学の女性研究者支援事業の紹介として、三宅恵子氏（新潟大学企画戦略本部

女性研究者支援室特任准教授）より「キャンパスシッターによる育成支援プラン」について説明があり

ました。新大では、小さい子どものいる女性研究者が土日に研究をする場合に、学部生が預かって世話

をする「新大シッター」が画期的な制度とされています。この制度の研修方法、実施方法について説明

がありました。現在は看護学、教育学を専攻する学生27人が登録しており、円滑に行われているとのこ

とでした。

次にサイエンスセミナー担当大学院生よりショートリポートとして、石間妙子氏（新潟大学大学院自
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然科学研究科環境共生科学）、志田諭子氏（新潟大学大学院自然科学研究科環境共生科学）より報告が

ありました。実際にサイエンスセミナーに参加し、「研究の意義や生活とのつながりを認識できた」「自

分の進路を考えるチャンスになった」とのコメントは、とても具体的に感じられました。

後半のパネルディスカッションでは、「女性研究者が活躍できる大学をめざして」として、下條学長

より、新潟大学の現状と課題についてご説明がありました。その後、五十嵐百合子氏（女性研究者支援

室長）、有本氏、鳥養氏で討議が行われました。下條学長からは、「現在は女性研究者割合が13.5％だ

が、20％を目標として、研究継続環境の整備・改善や、女子学生の研究への意欲を深め、ワーク・ライ

フ・バランスプログラムを取り入れ、アクションプランを実行していきたい」と述べておられました。

⑨慶應義塾大学シンポジウム「慶應義塾としての男女共同参画への取り組み」平成 21 年 12 月 12 日

平成 21 年 12 月 12 日慶應義塾大学三田キャンパス北館ホールにおいて、「慶應義塾としての男女共同

参画への取り組み」が開催されました。

岩男壽美子氏（慶應義塾大学名誉教授）からは「男女共同参画社会づくりと慶應義塾」のお話があり

ましたが、先生は、男女共同参画基本法に深く携わった方で、この法律が制定されて 10年たつが、名称

が硬いせいか、浸透が十分ではなかった、ということ、またワーク・ライフ・バランスという言葉は、

ワークとライフのどちらを選ぶか、という均衡の話になりかねず、本当は、ワークライフインテグレー

ションという名称にしたかった、などのお話を伺いました。こうした名称は、本当に大事なことなのよ、

とおっしゃっていたのが、印象的でした。個人的にも、日本語の「仕事と家庭の調和」の方がニュアン

スとしては良いと感じており、米国産業精神保健学会においても work life integration という言葉が使われ

ておりましたので、今後はこちらを使っていこうか、と考えました。

土井美和子氏（株式会社東芝研究開発センター）は、「ワークスタイル・イノベーションとダイバシ

ティ・マネジメント」のお話をされましたが、いつも企業がダイバーシティを人事のコアにしている、

という印象を強く受けました。ワーク・ライフ・バランスが一見、のんびりと個人の自由時間を満喫で

きる・・という印象を与えているものの、実際には、時間を有効に活用し、生産性の高い人間に生まれ

変わることへのシフトである、との感を強くしました。

西澤直子氏（福澤研究センター准教授）は、「男も人なり、女も人なり－福澤諭吉の女性論・男性論」

において、福澤が女性と男性は平等の機会、権利を有している、という当時では考えられないほど自由

な意見を持っていたことが紹介されました。慶應義塾大学の女性研究者比率や職位の格差はまだ大きく、

福澤精神が生きていればかなり違った義塾になったのではないか、とも感じました。

松尾亜紀子氏（理工学部教授）の「理工学部における女子の変遷：なぜ、そうなのか？」は、現代の

女子学生の実態が紹介され、理工学部に学ぶ女性が少ないのは、他に最適解があるからだ、との分析は

大変興味深いものでした。価値観が多様化している、といわれながら、専業主婦思考が男女ともに強い

ことは、社会システム自体が、女性が理系に学び、働くことは最適解になっていないことを示している

のかもしれません。最近の女性も男性も、性差に関してあまり関心がなく、淡々と日々の生活を楽しん

でいる印象がある、というのもジェネレーションの差として興味がありました。

宮川祥子氏（看護医療学部准教授）の「ソーシャルキャピタルを育む女性研究者支援－慶應義塾大学

における取組み」は、慶應義塾大学が中だけの連携にとどまらず、外との連携を図って、双方にウィン

ウィンの構造を創ろうとしている、という印象を強く受けました。保育一つをとっても、学内で完結す
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ることは通勤などを考えても非常に難しく、地域リソースと上手に連帯することは、効果的だと思われ

ました。また、少子高齢化を見据え、世代間連携を模索している点も、参考になりました。

研究発表として、（福澤諭吉記念文明塾 1期生 H グループ：和田安代氏・太田結斐氏・田中謙伍氏）

から「大学におけるワーク・ライフ・バランスランキング評価」の報告がありました。使用した指標の

詳細は不明でしたが、旧帝大の評価が高いことが目立ちました。今回のモデル事業などをフルに活用し、

一挙に進めた感があります。本学は高いランキングには入っておりませんでしたが、非常に丁寧なご回

答を頂きました、というコメントを頂きました。

【講演者によるパネルディスカッション】

「いま、女性研究者の活躍のために何をすべきか」

コーディネーターの樋口美雄氏（商学部長）は、女性労働に関する専門家の視点から、3 つのポイント

を示されました。働くシステムとして必要なこと、一貫校として重要なこと、教育として重要なこと、

の 3 点です。ロールモデル、ポジティブアクション、ファカルティの意識、などが上がりました。ジェ

ンダー教育、キャリア教育という話もありましたが、まずは、定数の男女差の改善ではないか、と思わ

れました。

ホワイエには、○三四会女性支援室：・女性医師支援アンケート調査結果（平成 18 年 7 月施行） ・

慶應義塾大学病院 院内保育園アンケート調査結果（平成 21 年 6 月施行）

○福澤研究センター・西澤直子氏（准教授）：・男も人なり、女も人なり－福澤諭吉の女性論・男性論 、

○看護医療学部 尾崎彩佳氏（学部 4 年）・増田真也氏（准教授） ・ワーク・ライフ・バランスとメン

タルヘルス－企業での調査から 、○ワーク・ライフ・バランス研究センターによる事業活動報告 ・ソ

ーシャルキャピタルを育む女性研究者支援－慶應義塾大学における取組みが展示され、福澤精神に育ま

れた慶應義塾が全塾をあげて、ワーク・ライフ施策に取り組んでいる、と感じました。

⑩東京大学社会科学研究所ワーク・ライフ・バランス推進・研究プロジェクト成果報告会

平成 22 年 2 月 8 日

東京大学社会科学研究所ワーク・ライフ・バランス推進・研究プロジェクト成果報告会「ワーク・ラ

イフ・バランス実現のためのマネジメント」に参加しました。第三分科会「管理職を含む職場の意識改

革」では、まず参加者の企業ではワーク・ライフ・バランスについてどのような取組みがなされている

かについて課題の共有がなされました。そしてワーク・ライフ・バランスのＤＶＤを視聴しました。Ｄ

ＶＤでは、長時間残業で疲弊している社員や、共働きでも夫が育児を手伝ってくれないので体調をくず

してしまった女性社員、急に父親が倒れて介護休暇をとらなければならなくなった社員たちが、その会

社でどのようにワーク・ライフ・バランスを実現していくかが描かれていました。

その後ＤＶＤの視聴を踏まえて、「空音商事のその後」という架空のストーリーについてのロールプ

レイを、参加者が４人１組になって行いました。このロールプレイの教材は、アステラス製薬で開発さ

れ、実際に研修時に使われているものです。このロールプレイは、介護休暇を取得した社員が担当して

いた仕事を分担するようにと、課長が部下を説得するものです。その後ロールプレイについて参加者の

感想が出されました。他の人の仕事を行うことがその人自身のためになると課長が部下を説得をしたり、

仕事ができる部下に対してはプライドをくすぐったりしたという意見には感心しました。

ワーク・ライフ・バランスは、介護や育児を抱えている人だけに特有の問題ではなく、誰もが関わる
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問題であり、企業に勤務しながら生活し、人生を営んでいる一人一人に密接に関わる問題だという気づ

きをロールプレイを通して与えているのだと思いました。けれども、ワーク・ライフ・バランスを実現

できるように組織を変えるためには、グループリーダーが率先して部下を指導する必要があることがわ

かりました。

第二部：「シンポジウムの開会挨拶」末廣昭氏（東京大学社会科学研究所所長）によれば、東京大学

では、ワーク・ライフ・バランスについての準備委員会が設置され、もはや学問は社会へと還元するだ

けではなく、社会で皆で考えていく知の実践だとおっしゃっていたのが心に残りました。

プロジェクトの紹介：佐藤博樹氏（東京大学社会科学研究所教授）によれば、ワーク・ライフ・バラ

ンス推進・研究拠点の形成を目指して、民間企業と連携した研究プロジェクトが東京大学社会科学研究

所に設置されたそうです。

「分科会報告」では、第一分科会「柔軟な働き方に関する制度設計と運用のあり方」、第二分科会「仕

事管理・働き方の改革」、第三分科会「管理職を含む職場の意識改革」の報告がありました。

「管理職の働き方や職場マネジメントに関する調査報告」松原光代氏によれば、東京都、神奈川県、千

葉県、埼玉県に居住する民間企業の管理職を対象としたアンケートの調査報告がなされました。管理職

が適正な部下管理を行うこと、管理職自身が所定労働時間内で仕事を終えることを推奨する意識を高め

ることが提唱されました。

「プロジェクト参加企業における働き方改革のための取組に関する発表」では、アリコジャパンから

は、「早帰りデー」や「支持残業制度」の取組み、管理職向けの研修事例が紹介されました。株式会社

みずほコーポレート銀行からは、勤務時間管理制度の設計と、意識改革の紹介があり、ワーク・ライフ・

バランスで作るのは「人間として成長するための時間」とおっしゃっていたのが印象的でした。「欧州

におけるワーク・ライフ・バランス推進に関するヒアリング報告」朝井友紀子氏によれば、欧州でのヒ

アリングから、欧州では有給取得率が 100％であり、日本よりもミーティングの数が少なく規模が小さい、

長期休暇は報酬という意識があるという報告がなされました。

今回の報告会から企業におけるワーク・ライフ・バランスの課題は、残業を会社への貢献とみなして

きたこれまでの日本企業のあり方を変革していくことが大きな課題であると捉えることができました。
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６．４．４． 掲載誌

「都市部大学・大学病院における保育・病児保育について考える」シンポジウムが掲載されました。
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６．５ ワーク＆ライフ ガイドブック

女性研究者支援室では、女性の皆様が妊娠・出産・育児を経ても仕事や研究を続けていくために、そ

して、学内すべての方の、ワーク・ライフ・バランスを充実させるために「ワーク＆ライフ ガイドブッ

ク」を作成し、学内の教職員と学生に配布します。

女性たちが妊娠・出産などのライフイベントを経ても安心して研究を続けていくためには、それをサ

ポートする制度が学内で周知され、また実施されることが必要です。このガイドブックでは、女性と男

性のリプロダクティブヘルス（性と生殖に関する健康）の違いや、妊娠、出産、育児そして職場復帰ま

での流れをご案内します。本学での様々な制度・給付制度や国の法律などを知り、皆様のワーク・ライ

フのデザインに役立ててください。

本学には、多様な雇用形態の方が働き、そして学生たちが学んでいます。それぞれの立場の方が、ど

のような制度を利用できるかについても、わかりやすく示しました。妊娠・出産・育児に関する制度を

女性も男性も、職場の上司や同僚も理解し、互いに協力しあうことで、ワーク・ライフ・バランスの整

った職場を作って頂きたいと思います。
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６．６ 調査

６．６．１ 環境調査

１． 調査目的

平成 20 年度より、文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業委託として、女

性研究者支援室が稼働している。本事業のミッションとして、「研究室の意識改革」が掲げられており、

研究者における広い意味での女性支援を評価し、「女性にやさしい研究室」を推進することが目的とな

っている。学内において、男女ともに各研究室で快適に研究を進められる環境が整っているかを把握し、

今後更なる環境改善に繋げていくための第一段階として、研究室の環境調査を行った。

２． 調査方法

女性研究者支援室により、平成 21 年 6 月から 8 月にかけて、学内の 3 部局（生体材料工学研究所、難

治疾患研究所、疾患生命科学研究部）の全教職員（常勤・非常勤含む）、大学院生を対象にインターネ

ットでの無記名のアンケート調査を実施した。対象者数は 386 名（内訳：難治疾患研究所教職員 177 名、

生体材料工学研究所教職員 67名、大学院生 142 名）であった（表 1）。

設問には、組織的公正性と従業員の健康(1)や対人的公正性（2)との関連を予測するのに用いられてい

る尺度を参考とした（※参考資料 1 を参照）。これを基に、本学の研究所組織に適切な内容の設問や男

女公正性の設問を追加し、新しく「東京医科歯科大学・研究室環境調査指標」を考案し、このたびの調

査に使用した。設問の項目は、A.組織公正性（5問）、B.指導者支援力（6 問）、C.同僚との関係・支援

（1 問）、D.仕事の裁量度（4 問）、E.妊娠・出産・育児への理解（3 問）、F.ワーク・ライフ・バラン

スの評価（1 問）、G.研究の満足度（1問）、H.健康の評価（1問）、の 8 種類から成っている。

表 1．調査対象者数、組織別男女別内訳 図 1．組織別在籍者数に対する回答率

女性 男性 総計
難研教職員 78 99 177
生材研教職員 21 46 67
大学院生 60 82 142
総計 159 227 386

（平成 21年 4月現在の在籍者数）

３． 調査結果

156 名（回答率 40.4%）から回答を得た。また、回答者を各組織別にみると、難治疾患研究所に所属す

る教職員の 40％が本調査に回答し、生体材料工学研究所教職員の 25%、大学院生の 48％が本調査に回答

していることが分かった（図 1）。回答の内訳として、難治疾患研究所が全回答の 45.6%、生体材料工学

研究所が 10.9%、大学院生が 43.6%を占めていた（図 2、表 2 参照）。また、年代職種別にみると 20歳代
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の女性が 26.2%と多く、職種では大学院生が 43.5%と最も多かった（表 3）。

図 2. 組織別回答率 表 2.組織別男女別回答数

女性 男性 総計と割合
難研教員 14 46 60(38.5%)
難研職員 10 1 11(7.1%)
生材研教員 3 13 16(10.3%)
生材研職員 1 0 1(0.6%)
大学院生 37 31 68(43.6%)
総計と割合 65(41.6%) 91(58.3%) 156(100%)

表 3．職種年代別回答数

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 総計と割合
教授 0 0 0 0 6 0 12 0 1 0 19(12.1%)
准教授・講師 0 0 3 2 3 1 0 0 0 0 9(5.7%)
助教 1 0 15 3 2 0 0 1 0 0 22(14.1%)
非常勤教員 2 2 11 4 2 1 0 0 0 0 22(14.1%)
非常勤職員 1 2 0 4 0 4 0 0 0 0 11(7.1%)
大学院生 26 36 5 1 0 0 0 0 0 0 68(43.5%)
その他 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 5(3.2%)
総計 31 41 34 16 13 7 12 1 1 0 156(100%)
割合 19.8% 26.2% 21.7% 10.2% 8.3% 4.4% 7.6% 0.6% 0.6% 0.0% 100.0%

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

上記 2．で挙げた 8種類の各設問について、それぞれ「そう思う」、「どちらかと言えばそう思う」

「どちらかと言えばそう思わない」「そう思わない」「該当しない」の回答数を集計した。

尚、回答選択肢の一つである「該当しない」を選ぶ場合は、①研究業務を行わない職員が研究につい

ての設問に回答する場合、②所属する研究室に女性が不在なのに、女性が存在することを前提とした内

容の設問に回答する場合、③研究室主任のことを評価する設問に研究室主任自身が回答する場合のいず

れかである。

各設問項目の集計の結果、1．組織公正性においては、「研究室では男女公正に主張すべきことを自由

に話し合える」が 73%、「研究室では男女公正に各自の事情を理解しあい、良好な関係を築いている」は

62%、「研究室における意思決定には、研究室主任以外も適切に関与している」が 49%、「研究室には男

女公正にキャリアアップのためのチャンスがある」が 58%、「研究室にはハラスメントを防止する意識や

取組がある」が 24%であった（表 4）。
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割合 実数

そう思う 73% 114

どちらかと言えばそう思う 19% 30

どちらかと言えばそう思わな
い

4% 7

そう思わない 1% 1

該当しない 3% 4

そう思う 62% 97

どちらかと言えばそう思う 26% 41

どちらかと言えばそう思わな
い

8% 12

そう思わない 1% 2

該当しない 3% 4

そう思う 49% 76

どちらかと言えばそう思う 35% 54

どちらかと言えばそう思わな
い

8% 13

そう思わない 6% 10

該当しない 2% 3

そう思う 58% 90

どちらかと言えばそう思う 28% 44

どちらかと言えばそう思わな
い

4% 7

そう思わない 4% 7

該当しない 5% 8

そう思う 24% 37

どちらかと言えばそう思う 41% 64

どちらかと言えばそう思わな
い

19% 29

そう思わない 10% 16

該当しない 6% 10

（1）研究室では男女公正に主張すべきことを自由
に話し合える

（2）研究室では男女公正に各自の事情を理解しあ
い、良好な関係を築いている

（3）研究室における意思決定には研究室主任（教
授）以外も適切に関与している

（4）研究室には男女公正にキャリアアップのため
のチャンスがある

（5）研究室にはハラスメントを防止する意識や取
り組みがある

割合 実数

そう思う 40% 62

どちらかと言えばそう思う 37% 58

どちらかと言えばそう思わな
い

12% 19

そう思わない 8% 13

該当しない 3% 4

そう思う 47% 74

どちらかと言えばそう思う 31% 48

どちらかと言えばそう思わな
い

10% 15

そう思わない 6% 10

該当しない 6% 9

そう思う 32% 94

どちらかと言えばそう思う 29% 46

どちらかと言えばそう思わな
い

4% 6

そう思わない 4% 7

該当しない 2% 3

そう思う 47% 73

どちらかと言えばそう思う 37% 58

どちらかと言えばそう思わな
い

9% 14

そう思わない 4% 7

該当しない 3% 4

そう思う 58% 91

どちらかと言えばそう思う 29% 46

どちらかと言えばそう思わな
い

5% 8

そう思わない 4% 7

該当しない 3% 4

そう思う 21% 33

どちらかと言えばそう思う 31% 48

どちらかと言えばそう思わな
い

18% 28

そう思わない 14% 22

該当しない 16% 25

（7）研究室主任は男女公正に教室員のキャリア形
成のアドバイスをしてくれる（と思われている）

（8）研究室主任は教室員の研究成果を公正に評価
していると思う（と思われている）

（9）研究室主任は公正で的確なアドバイスや研究
指導をしている（と思われている）

（10）研究室主任は研究室運営におけるリーダー
シップを発揮している（と思われている）

（11）研究室主任のように自分もなりたいと思う
（研究室主任は該当しないにチェック）

（6）研究室主任は教室員の考え方や気持をよく聞
いて、理解していると思う（と思われている）

表 4．組織公正性の回答結果 表 5．指導者支援力の回答結果

2．指導者支援力においては、「研究室主任は教

室員の考え方や気持をよく聞いて、理解していると

思う」が 40%、「研究室主任は、男女公正に教室員

のキャリア形成のアドバイスをしてくれる」が 47%、

「研究室主任は、教室員の研究成果を公正に評価し
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割合 実数

そう思う 62% 96

どちらかと言えばそう思う 26% 40
どちらかと言えばそう思わな
い

5% 8

そう思わない 4% 7

該当しない 3% 5

（12）研究室内での作業や連絡等について男女公
正な協力関係がある

割合 実数

そう思う 49% 76

どちらかと言えばそう思う 32% 50
どちらかと言えばそう思わない 6% 10

そう思わない 4% 6

該当しない 9% 14

そう思う 49% 76

どちらかと言えばそう思う 31% 49
どちらかと言えばそう思わない 8% 13

そう思わない 3% 5

該当しない 8% 13

そう思う 44% 69

どちらかと言えばそう思う 33% 52
どちらかと言えばそう思わない 11% 17

そう思わない 5% 8

該当しない 6% 10

（17）研究室では、妊娠中も研究継続のための理
解が得られると思う

（18）研究室では、出産後も研究継続のための理
解が得られると思う

（19）研究室では、男女ともに育児中も研究継続
のための理解が得られると思う

割合 実数

そう思う 51% 79

どちらかと言えばそう思う 35% 55

どちらかと言えばそう思わない 10% 16

そう思わない 2% 3

該当しない 2% 3

そう思う 38% 59

どちらかと言えばそう思う 47% 74

どちらかと言えばそう思わない 8% 13

そう思わない 3% 5

該当しない 3% 5

そう思う 54% 84

どちらかと言えばそう思う 33% 51

どちらかと言えばそう思わない 7% 11

そう思わない 5% 8

該当しない 1% 2

そう思う 46% 71

どちらかと言えばそう思う 13% 20

どちらかと言えばそう思わない 8% 12

そう思わない 28% 44

該当しない 6% 9

（14）研究テーマや研究手法は自分から提案する
ものも含めて公正に選択することができる（教室
員が選択することが出来るようにしている）

（15）研究の実情に応じて柔軟に勤務時間帯を決
められる（教室員が決められるようにしている）

（16）研究室内での会議やセミナーは原則17時以
降に設定されることはない

（13）研究の実施手順や量を自分で決めることが
できる（教室員が決められるようにしている）

ていると思う」が 32%、「研究室主任は、公正で的確なアドバイスや研究指導をしている」が 47%、「研

究室主任は、研究室運営におけるリーダーシップを発揮している」が 58%、「研究室主任のように自分も

なりたいと思う」が 21%であった（表 5）。

3．同僚との関係・支援においては、「研究室内での作業や連絡等について男女公正な協力関係がある」

が 62％であった（表 6）。

表 6．同僚との関係・支援の回答結果 表 7．仕事の裁量度の回答結果

表 8．妊娠・出産・育児への理解の回答結果

4．仕事の裁量度においては、「研究の実施手順

や量を自分で決めることができる」が 51％、「研究テーマや研究手法は、自分から提案するものも含め

て公正に選択することができる」が 38％、「研究の実情に応じて、柔軟に勤務時間帯を決められる」が
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割合 実数

そう思う 25% 39
どちらかと言えばそう思う 33% 52
どちらかと言えばそう思わな
い

24% 37

そう思わない 15% 24
該当しない 3% 4

そう思う 30% 47
どちらかと言えばそう思う 45% 70
どちらかと言えばそう思わな
い

13% 21

そう思わない 10% 15
該当しない 2% 3

そう思う 35% 55
どちらかと言えばそう思う 41% 64
どちらかと言えばそう思わな
い

13% 20

そう思わない 8% 12
該当しない 3% 5

（20）自分のワーク・ライフ・バランスがとれて
いる

（21）自分の仕事や研究に満足している

（22）自分は健康だと思う

54％、「研究室内での会議やセミナーは、原則 17時以降に設定されることはない」が 46％であった（表

7）。

表 9．ワーク・ライフ・バランスの評価、研究の満足度、健康の評価の回答結果

5．妊娠・出産・育児への理解においては、「研

究室では、妊娠中も研究継続のための理解が得ら

れると思う」が 49％、「研究室では、出産後も研

究継続のための理解が得られると思う」が 49％、

「研究室では、男女ともに育児中も研究継続のた

めの理解が得られると思う」が 44％であった（表

8）。

6．ワーク・ライフ・バランスへの評価において

は、「自分のワーク・ライフ・バランスがとれて

いる」が 25％であった。研究の満足度においては、

「満足している」が 30％であった。健康の評価に

おいては、「自分は健康だと思う」が 35％であっ

た（表 9）。

４．考察

本調査により、本学の 3部局における 1．組織公

正性、2．指導者支援力、3．同僚との関係・支援、4．仕事の裁量度、5．妊娠・出産・育児への理解、6．

ワーク・ライフ・バランスの評価、7．研究の満足度、8．健康の意識の結果が明らかとなった。

組織公正性においては、「男女公正に各自の事情を理解しあい、良好な関係を築いている」、「男女

公正にキャリアアップのためのチャンスがある」の意識は 60％を超えており、他の設問に比較して組織

公正性の意識が高い傾向が見られた。一方で、「研究室にはハラスメントを防止する意識や取組がある」

の意識は 24%と低いことが分かり、今後のハラスメントの取組についての状況や検討が望まれる。

指導者支援力においては、「研究室主任は、教室員の考え方や気持をよく聞いて、理解していると思

う」「男女公正に教室員のキャリア形成についてアドバイスをしてくれる」「公正で的確なアドバイス

や研究指導をしてくれる」「研究室運営におけるリーダーシップを発揮している」の各設問においては、

指導者の支援力を評価しているのは約 50%であることが分かった。

同僚との関係・支援においては、「研究室内での作業や連絡等について男女公正な協力関係がある」

が 62％と高く、同僚間における作業連絡等の協力体制は概ね築かれていることが判明した。

仕事の裁量度においては、「研究の実施手順や量を自分で決めることができる」「研究の実情に応じ

て、柔軟に勤務時間帯を決められる」「研究室内での会議やセミナーは、原則 17 時以降に設定されるこ

とはない」の各設問については、仕事の裁量度があると評価しているのは約 50%であることが分かった。
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しかし「研究テーマや研究手法は、自分から提案するものも含めて公正に選択することができる」は 38％

と低く、研究テーマや手法の選択は研究室主任やその他の教員等による影響力が大きいことが推察され

た。

妊娠・出産・育児への理解においては、約 50%が「妊娠中・出産後・育児中も研究継続のための理解が

得られると思う」との結果であった。女性研究者が妊娠・出産などのライフイベントを経ても、安心し

て研究や仕事を続けていくためには、研究室主任やその他のスタッフの理解が重要であり、また研究室

の意識の改革が大切である。今後は、「妊娠・出産・育児中も研究継続の理解が得られる」ことに対し、

より高い回答が得られていくことを希望する。同時に、本学において、妊娠中・育児中に利用できる各

制度等が周知されることも望まれる。

本調査の今後の課題としては、生体材料工学研究所全在籍者のうち、本調査の教職員の回答は 25％で

あった。また全回答の 10.6％のみであったことから、生体材料工学研究所教職員への調査への参加意識

を高めていく必要がある。

今回は職員も対象に含んだが、回答比率は、難治疾患研究所職員が全体の 7.1%、生体材料工学研究所

職員が全体の 0.6%とともに少ないことから、今後は職員への調査方法、あるいは当該調査の必要性につ

いて検討する必要がある。

大学院生の約 50%が調査に回答しており、本調査への意識が高いことから、引き続き、大学院生も含め

た調査を実施する必要がある。

この度の調査は、３部局の各研究室においての環境状況を把握するための第一段階として行った。今

後は、「組織公正性」「指導者支援力」「同僚との関係・支援」「仕事の裁量度」「妊娠・出産・育児

への理解」「ワーク・ライフ・バランスの評価」「研究の満足度」「健康の評価」において、各研究室

の更なる状況の把握のために、教職員・大学院生がどのような現状にあり、どのようなニーズを持って

いるかを、ヒアリングや調査を実施して検討し、今後の新たな指標作成の参考とする必要がある。

参考資料 1.

組織的公正性、対人的公正性が低いと感じる人は、高いと感じる人に比べて心疾患（3）、睡眠障害(4)、

の発症リスクが有意に高いことが分かっている。国内では、組織公正性の研究はまだ少ないが、対人的

公正性が低いと感じる人は、尿中 8-OHdG 濃度が有意に高いという結果が出ている(5)。

参考資料 2. 自由回答より抜粋：

・「研究室環境というよりも研究職の環境から変えなければ、女性が育児や家庭を両立しながら研究を

続けることはなかなか難しいと思う」

・「研究室内は、家庭・育児に関する理解度がとても高いので、お互いの業務を助け合えるが、実際に

育児休暇が取れる環境とは言えない。大学規則・法律が不備ともいえる」

・「研究室を評価する必要性があるとは思わない。男女共同参画の妨げとなっている要素を分析し、改

善策を提案した方が建設的だと思う。男女が互いに思いやり、尊敬できる環境が作れれば良い」

・「研究や研究以外においても、研究室間のコミュニケーションをもっと多くした方がよいと思う」
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・「男女差よりも個人差の方が大きく、そこを重視すべきであると考える」
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６．６．２． 東京医科歯科大学保育に関する意識および現状調査報告

1 はじめに

東京医科歯科大学は、平成 20年度文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業

に採択され、ミッションの一つに保育・病児保育支援が挙げられている。このアンケートでは、本学教

職員および大学院生の保育の意識と現状調査を行い、具体的な支援につなげていくことを目的とした。

２ 調査の概要

本調査は、東京医科歯科大学と雇用関係のある者および大学院生のうち、湯島・駿河台地区に勤務も

しくは在籍する 4,560 人を対象とする無記名調査である。調査方法は、対象者全員に説明文と質問表を

配布し、学内 5箇所の回収箱で回収した。調査期間は平成 21 年 8 月 6 日から 8月 21 日までであった。

その結果、回答者数 1,905 人(回答率 41.8％)、有効回答者数 1,887 人（有効回答率 41.4％）である。こ

のうち、英語で回答した 9 人については外国人のケースとして別に検討するために、今回は日本語で回

答のあった 1,878 人について分析を行った。

表１ 所属別の総数、有効回答者数、有効回答率、男女数、女性比率表１に所属別の

総数、有効回答者数

1,887 人、有効回答

率、男女数、女性比

率を示した。アンケ

ートの回収率が高

かったのは、常勤看

護師(82.8％)、常勤

技術職員・技能職員

(62.0％)、非常勤看

護師（59.3％）、常

勤 事 務 職 員

(59.7％)である。大

学院生は 18.9％と

回収率が低かった。

職種 総数 有効回

答者数

（人）

有効回答

率

女性

数

(人）

男性

数

（人）

女性比

率

常勤 教員 674 274 40.9％ 64 210 23.4%

医療技術職員 165 76 46.1％ 58 18 76.3%

看護師 709 587 82.8％ 558 29 95.1%

事務職員 238 142 59.7％ 30 112 21.1%

技術職員・技能職員 50 31 62.0％ 19 12 61.3%

非常勤 特任教員・研究員、寄附

講座等教員

183 70 38.3％ 28 42 40.0%

医員 280 85 30.4％ 37 48 43.5%

レジデント、研修医 252 84 33.3％ 56 28 66.7%

医療技術職員 95 37 38.9％ 29 8 78.4%

看護師等 27 16 59.3％ 16 0 100.0%

事務補佐員 306 137 44.8％ 130 7 94.9%

技術補佐員・技能補佐員 196 62 31.6％ 55 7 88.7%

その他 ― 27 ― 16 11 59.3%

学生 大学院生 1,322 250 18.9％ 162 88 64.8%

総計 4,560 1,878 41.4％ 1,258 620 67.0%
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表２ 勤務場所

表３ 付属病院勤務状況

職種 医学部付属

病院（人）

歯学部付属

病院（人）

診療に従事

しない（人）

計（人）

常勤

勤

教員 93 88 93 274

医療技術職員 55 17 4 76

看護師 529 57 1 587

事務職員 10 4 128 142

技術職員・技能職員 3 2 26 31

非常勤

常勤

特任教員・研究員、寄附講

座等教員

11 6 53 70

医員 41 44 0 85

レジデント、研修医 43 39 2 84

医療技術職員 28 5 4 37

看護師等 13 1 2 16

事務補佐員 8 6 123 137

技術補佐員・技能補佐員 4 15 43 62

その他 2 11 14 27

学生 大学院生 27 75 147 248

総計 867 370 640 1877

総数における看護師比率は 16.1％と最大であり、回答率も看護師が最

も高かった。医員・研修医の回答率は低率であった。回答者の女性比率

は 67.0％であり、女性比率の方が有意に高いのは、順に常勤看護師、非

常勤事務補佐員、非常勤技術補佐員である。また、男性比率の方が有意

に高いのは、常勤教員、常勤事務職員、非常勤教員、非常勤医員である。

表２は、勤務地区による回答数である。駿河台地区にあるのは、生体

材料工学研究所、難治疾患研究所、駿河台臨床研究棟の３施設のみであ

るので、それ以外の者は湯島地区に勤務あるいは在籍している。

表３には、付属病院勤務状況を示した。

勤務場所 回答者数

湯島地区 1785

駿河台地区 91

無回答 2
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３ 職種別男女の子どもの有無、婚姻、平均年齢について

平均年
齢
(歳)

常勤 教員（N=64） 3 2 2 6 20 0 42.20% 34 53.10% 43.8

医療技術職員(N=58) 0 0 1 2 12 2 20.70% 23 39.70% 36.9

看護師(N=558) 2 5 4 7 33 0 8.80% 110 19.70% 33.2

事務職員(N=30) 0 3 1 5 8 1 50.00% 17 56.70% 35.3

技術職員・技能職員
(N=19)

0 0 0 3 5 1 36.80%
2 10.50% 38.6

非常
勤

特任教員・研究員、寄
附講座等教員（N=28）

1 1 0 2 6 1 28.60%
14 50.00% 38.3

医員（Ｎ＝37） 0 2 1 2 1 0 13.50% 11 29.70% 32.6

レジデント、研修医
（N=56）

0 0 1 1 1 0 5.40%
9 16.10% 26.3

医療技術職員(N=29) 0 1 0 0 1 0 6.90% 4 13.80% 29.3
看護師等（N=16） 0 0 0 1 3 0 25.00% 9 56.30% 39.8

事務補佐員(N=130) 1 2 1 4 26 1 23.80% 52 40.00% 36.4
技術補佐員・技能補佐
員（N=55）

0 4 1 4 14 0 41.80%
29 52.70% 36.6

その他(N=16) 1 0 1 0 5 1 43.80% 7 43.80% 35.5

学生 大学院生(N=162) 5 4 3 5 6 2 13.00% 42 25.90% 29.8

13 24 16 42 141 9 17.00% 363 28.90% 33.9総計 (N=1,258)

3歳～
就学前

小学1
～3年

小学3
年以上

有子率 既婚者
数(人)

既婚率表４ 女性

子どもの年齢（複数回答）と

既婚者数 、平均年齢

0歳 1歳 2歳

常勤 教員（N=210） 6 13 13 35 115 15 73.30% 180 85.70% 45.1

常勤 医療技術職員(N=18) 0 2 3 4 6 1 61.10% 14 77.80% 42.1

常勤 看護師(N=29) 0 1 1 0 1 0 6.90% 6 20.70% 33.3

常勤 事務職員(N=112) 4 4 6 8 48 8 55.40% 81 72.30% 41

常勤 技術職員・技能職員
(N=12)

1 0 0 1 6 2 58.30%
0 0.00% 40.8

非常
勤

特任教員・研究員、寄
附講座等教員（N=42）

5 0 3 7 10 3 45.20% 28 66.70% 37.6

非常
勤

医員（Ｎ＝48） 2 6 3 4 0 1 27.10% 26 54.20% 33.3

非常
勤

レジデント、研修医
（N=28）

0 1 0 0 0 0 3.60%
5 17.90% 25.7

非常
勤

医療技術職員(N=8) 0 0 0 0 1 0 12.50% 1 12.50% 31.3

非常
勤

看護師等（N=0） 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0% ―

非常
勤

事務補佐員(N=7) 0 0 0 0 1 0 14.30% 2 28.60% 40.4

非常
勤

技術補佐員・技能補佐
員（N=7）

0 0 0 0 1 0 14.30% 1 14.30% 37.2

非常
勤

その他(N=11) 0 0 0 0 3 0 27.30% 4 36.40% 40.8

学生 大学院生(N=88) 3 10 2 5 1 0 18.20% 21 23.90% 29

21 37 31 64 193 30 46.90% 369 59.50% 38.7

既婚率 平均年
齢(歳)

総計 (N=620)

2歳 3歳～
就学前

小学1
～3年

小学3
年以上

有子率 既婚者
数(人)

表５ 男性

子どもの年齢（複数回答）と

既婚者数 、平均年齢

0歳 1歳

表４は女性、表５は男性の子どもの年齢と既婚者数、平均年齢である。複数の子どもがいる回答者に

は複数回答をしてもらった。女性回答者全体の有子率は 17.0％であるのに対して、男性回答者全体の有

子率は 46.9％である。職種別では、若年層の多い大学院生、研修医、看護師の有子率が低い。有子率が

高いのは、常勤教員の女性教員(42.2％)、男性教員(73.3％)、および常勤事務職員の女性(50.0％)、男

性(55.4％)である。

女性既婚率は 28.9％、男性既婚率は 59.5％である。若年層の多い常勤看護師と大学院生では、男女と

もに未婚率が高い。それに対して年齢層の高い常勤教員では、男性教員の既婚率が 85.7％であるのに対

し、女性教員の既婚率は 53.1％である。
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平均年齢は、各年代の中間値を用いて算出し、60 代は、63 歳を中間値として計算した。女性平均年齢

は 33.9 歳、男性平均年齢は 38.7 歳であった。平均年齢が高いのは、常勤教員、常勤事務職員、常勤医

療技術職員の順であり、常勤看護師は有意に若かった。

４ 学内保育施設について

４．１ 学内一般保育施設について

４．１．１ 学内一般保育施設設置への賛否および入所希望年齢

全ての人を対象に学内に一般保育施設を設置することに関して賛成であるかどうかたずねた。図１は

女性回答者、図２は男性回答者の賛否である。全体では、女性は 86.3％が賛成しているのに対して、男

性では賛成は 73.7％である。職種別に見ると、常勤看護師の賛成率が高い。賛成率が低いのは、男女と

もに常勤事務職員であり、女性で 83.3％であり、男性では 55.4％である。

図１ 女性の一般保育施設への賛否 図２ 男性の一般保育施設への賛否

図３ 最少年齢 図４ 最大年齢

学内に一般保育施設を設置する

ことに賛成する人 1,532 人に対し

て、入所年齢について質問した（図

３、図４）。最少年齢は、79％が 0

歳児から、最大年齢は、5 歳児まで

28%、6 歳児 47％であった。
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表６ 学内一般保育施設の入所希望（女性/男性 人）

【現在および 1 年以内に保育施設が必要な人】

月から金 勤務日だけ 緊急日だけ

常勤 教員 5/8 1/7 3/25

医療技術職員 1/1 1/0 2/1

看護師 5/0 22/3 5/0

事務職員 1/2 1/0 4/7

技術職員・技能職員 2/1 1/0 0/0

非常勤 特任教員・研究員、寄附

講座等教員

3/3 1/3 1/5

医員 2/2 5/2 1/4

レジデント、研修医 3/0 5/0 0/1

医療技術職員 0/0 0/0 1/0

看護師等 0/0 3/0 0/0

事務補佐員 3/0 4/0 2/0

技術補佐員・技能補佐員 1/0 2/0 0/0

その他 1/0 1/0 0/0

学生 大学院生 15/5 6/4 4/6

総数 42/22 53/19 23/49

４．１．２ 学内一般保育施設の

入所希望および運営時刻

学内保育施設の入所希望および

運営時刻について、現在、就学前の

お子さんがいる方および 1 年以内

にお子さんを持つ予定の方に質問

した。月から金までが女性 42人、

男性 22 人、勤務日だけが女性 53

人、男性 19 人、緊急日だけが女性

23 人、男性 49 人であった（表６）。

月から金および勤務日だけを合計

すると、女性 95人、男性 41 人、計

136 人が入所を希望していた。常勤

看護師、医員・レジデント、大学院

生の入所希望が高かった。

保育所の運用時刻は、回答者 221

人中、24時間保育を希望する者は

65 人（29％）であり、開始時刻は、

8 時 37%、9 時 19%、終了時刻では

18 時 23%、19 時 13%、20 時 16%であ

った（図５、６）。土日祝祭日の保

育施設利用では、利用しない者は

50％、土曜のみ 23％、土日祝

祭日希望者 36％であった（図７）。

図５ 希望開始時刻 図６ 希望終了時刻 図７ 土日祝祭日の利用
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表７ 学内一般保育施設への入所希望【数年内

に保育施設が必要になる可能性がある人】

４．２ 学内病児保育施設について

４．２．１ 学内病児保育施設設置の賛否および入所年齢

全ての人を対象に学内に病児保育施設を設置することに対して賛成であるかどうかをたずねた。図８

は女性回答者の賛否、図９は男性回答者の賛否である。全体では、女性の 73.9％、男性の 56.7％が賛成

である。病児保育施設の設置については、一般保育施設の設置についてよりも男女ともに慎重であるこ

とがうかがえる。男性では常勤看護師の賛成率が 67.9％、常勤教員の賛成率が61.5％と高いのに対して、

常勤事務職員の賛成率が 31.5％と低くなっている。

図８ 女性の病児保育施設への賛否 図９ 男性の病児保育施設への賛否

女性 男性

常勤 教員 11 22

医療技術職員 10 3

看護師 173 9

事務職員 4 10

技術職員・技能職員 5 0

非常勤
特任教員・研究員、寄
附講座等教員

7 10

医員 17 12

レジデント、研修医 28 9

医療技術職員 5 1

看護師等 4 0

事務補佐員 18 0

技術補佐員・技能補佐
員

10 1

その他 6 1

学生 大学院生 46 19

総数 344 97

現在お子さんはいないが、数年の間にお子さんをほし

いと考えている人を対象に、もしお子さんがいたら学内

保育施設に預けるかどうかを質問した（表７）。女性

344 人、男性 97 人が、もしお子さんがいたら保育施設

へ預けることを希望していた。
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４．２．２ 学内病児保育施設の入所希望

学内病児保育施設の入所希望について、現在、就学前のお子さんがいる方および 1年以内にお子さん

を持つ予定の方、および現在お子さんはいないが、数年の間にお子さんをほしいと考えている人に質問

した(表８)。全体では、女性 116 人、男性 43 人が入所を希望している。常勤教員、常勤看護師、大学院

生の入所希望が高かった。

表８ 学内病児保育施設の入所希望

現在就学前のお子さんがいる

か1年内に生まれる予定の人

数年内にお子さんが欲し

い人

女 男 女 男

常勤 教員 9 22 12 23

医療技術職員 4 2 10 3

看護師 34 2 164 9

事務職員 4 1 4 8

技術職員・技能職員 3 0 ７ 2

非常勤 特任教員・研究員、寄附講座等教員 7 5 8 10

医員 7 3 14 11

レジデント、研修医 7 1 29 8

医療技術職員 1 0 6 1

看護師等 3 0 4 0

事務補佐員 6 0 14 1

技術補佐員・技能補佐員 6 0 10 1

その他 2 0 5 2

学生 大学院生 23 7 46 20

総数 116 43 333 98
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４．３ 派遣型病児保育について

現在、就学前のお子さんがいる方および 1 年以内に

お子さんを持つ予定の方を対象に、派遣型病児保育に

ついて質問を行った。

４．３．１ 派遣型派遣型病児保育の認知と利用

希望について

東京医科歯科大学で現在行っている派遣型病児保

育の取り組みを知っているかについて質問した（図

10）。派遣型病児保育の取り組みを知っていた人は、

33 人、11％とわずかであった。

図 10 派遣型病児保育の認知

また、派遣型病児保育の利用を希望するかについて質問を行った（表９）。派遣型病児保育の利用を

希望する人は、女性 82人、男性 48人である。女性では、派遣型病児保育(82 人)よりも学内病児保育施

設(116 人)を希望する人が多く、子どもが病気のときには勤務場所の近くで子どもを預かって欲しいと考

えていた。それに対して男性では、学内病児保育施設(43 人)よりも派遣型病児保育施設(48 人)を利用す

る人が多かった。

４．３．２ 派遣型派遣型病児保育の希望時刻と希望月会費

派遣型病児保育の利用希望時間をたずねた。図１１は希望開始時刻であり、8 時（65人）、7時（49

人）、9 時（25 人）を希望する人が多い。図１２は希望終了時刻であり、18時（42人）、20 時（34 人）、

19 時（32人）を希望する人が多かった。24時間保育を希望する人は、10人であった。

派遣型病児保育を利用するための希望月会費（使っても使わなくても支払う額）を質問した（図１３）。

5,000 円（36 人）、10,000 円（28 人）、3,000 円（25 人）の希望が多かった。また派遣型保育の 1時間

あたりの利用料について質問した（図１４）。1,000 円（58 人）、1,500 円（43 人）、2,000 円（23 人）

を希望する者が多かった。

n=294

表９ 派遣型病児保育施設の利用希望者

女 男

常勤 教員 9 20

医療技術職員 4 3

看護師 18 0

事務職員 4 3

技術職員・技能職員 2 0

非常

勤

特任教員・研究員、寄附講

座等教員
6 8

医員 6 5

レジデント、研修医 5 1

医療技術職員 1 0

看護師等 3 0

事務補佐員 4 0

技術補佐員・技能補佐員 4 0

その他 2 0

学生 大学院生 14 8

総数 82 48
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図１１ 希望開始時刻 図１２ 希望終了時刻

図１３ 派遣型保育の希望会費（1 月あたり）

図１４ 派遣型保育の希望利用料（1 時間あたり）

n=156 n=156

n=193

n=193
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５ 現在の保育状況について

現在 0歳から学童保育までの保育を行っている 222 人（女性 110 人、男性 117 人）を対象に、現在の

保育状況について質問を行った。

５．１ 現在の保育の場

現在、主として保育を行っている場所について質問した（図１５、図１６）。女性では保育園あるい

は幼稚園が 80人（75％）、自宅が 12 人（11％）であるのに対して、男性では保育園あるいは幼稚園が

63 人（55％）自宅 45 人（39％）である。その他と回答した人は、学童保育所（10人）、託児所（2人）、

ベビーシッター（1人）、保育ママ（1人）、保育ルーム（1 人）等であった。

図１７は、男性の配偶者の勤務状況別に、保育の場所がどこであるかを示したものである。女性につ

いては、配偶者の 107 人中 98 人が働いている。それに対して男性では、115 人中、配偶者が働いている

のは 44 人、配偶者が働いていないのは 71 人であったので、男性についてのみ、配偶者の勤務状況別に

考察した。配偶者が働いている場合には、保育園・幼稚園が 72.7％、自宅が 11.4％であるのに対して、

配偶者が働いていない場合には、自宅が 56.3％、自宅が 43.7％であった。

図１５ 保育の場【女性】 図１７ 【男性】 配偶者の勤務状況別・保育の場

図１６ 保育の場【男性】

５．２ 保育を中心的に行っている人について

５．２．１ 働いているときに保育を中心的に行っている人

回答者が働いているときに、保育を中心的に行っているのは誰であるかをたずねた（図１８、図１９）。

女性では、保育園・幼稚園の保育士が 71 人（67％）、配偶者が 8人（8％）であったのに対して、男性

では、配偶者が 82人（71％）、保育園・幼稚園の保育士が 26 人（23％）であった。その他と回答した

人は、学童保育の指導員 7 人、託児所の人 1人、保育ママ 1人等であった。
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図２０は、男性について、配偶者の勤務状況別に勤務時の保育者が誰であるかを示したものである。

配偶者が勤務している場合には、回答者の勤務時に保育を行っているのは保育園・幼稚園の保育士が

50.0％、配偶者が 34.1％であった。それに対して配偶者が勤務していない場合には、回答者の勤務時に

保育を行っているのは配偶者が 94.4％、保育園・幼稚園の保育士が 5.6％であった。

図１８ 勤務時の保育者【女性】 図１９ 勤務時の保育者【男性】

図２０ 【男性】 配偶者の勤務状況別・勤務時に保育を中心的に行っている人

５．２．２ 急に用事ができたときに保育を中心的に行っている人

急に用事ができたときに保育を中心的に行っているのは誰であるかをたずねた（図２１・図２２）。

女性では、配偶者 27人（26％）、自分の親 22 人（22％）、自分 19 人（18％）、保育園・幼稚園の保育

士 17人（16％）、男性では、配偶者 43人（37％）、配偶者の親 22 人（19％）、自分 20 人（17％）、

保育園・幼稚園の保育士 13 人（11％）であった。男性の方が、配偶者が保育を行う割合が高かった。ま

た男女両方において、夫の両親（女性：6 人〈6％〉、男性：11人〈10％〉）よりも妻の両親（女性：22

人、21％、男性：22 人、19％）が、急用ができた場合に保育を行う割合が高かった。
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図２１ 急用時の保育者【女性】 図２２ 急用時の保育者【男性】

図２３【男性】配偶者の勤務状況別・急用時に保育を中心的に行っている人

６．労働実態

図２４は週平均労働時間、大学院生は在学時間である。平均労働時間の中間値をとって算出し、80時

間以上は 85 時間を中間値として計算した。図２５は当直の有無であり、常勤看護師で 75.4％、非常勤医

員で 61.2％と高くなっている。図２６は土日勤務の有無であり、やはり常勤看護師では 93.4％と高い割

合を占めている。

図２３は、男性の配偶

者別による急用時に保

育を中心的に行ってい

る人を示したものであ

る。配偶者が働いている

場 合 に は 、 配 偶 者

(25.0％)、配偶者の親

(25.0％)、保育園・幼稚

園の保育士(22.7％)で

あったのに対して、配偶

者が働いていない場合

には、配偶者(45.1％)、

自分(22.5％)、配偶者の

親(15.5％)であった。
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図２４ 週平均労働時間・在学時間

図２５ 当直の有無 図２６ 土日勤務の有無

７．学内保育施設の設置は、離職防止や学業中断に役立つか

学内に保育施設を設置することは教職員の離職防止や学生の学業中断に役立つと思うかをたずねた。

図２７は女性、図２８は男性の回答である。全体では、女性の 83.0％、男性の 70.7％が、学内保育の設

置は、離職防止・学業中断に役立つと考えている。

大学院生につい

ては、当直のある者

は 3.2％と少ない

が、土日に通学する

者は 39.2％を占め

ている。

(時間)
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図２７ 女性 保育所設置は教職員の離職防止、 図２８ 男性 保育所設置は教職員の離職防止、

学生の学業中断に役立つと思う 学生の学業中断に役立つと思う

教職員を対象に、学内に保育施設(病児も含め)を設置することは、現在保育を必要としていない教職

員のワーク・ライフ・バランスに役立つと思うかをたずねた（図２９、図３０）。女性の 66.6％、男性

の 55.2％が、保育施設の設置はワーク・ライフ・バランスに役立つと考えていた。

図 29 女性 保育施設の設置は保育を必要としない 図 30 男性 保育施設の設置は保育を必要としない

教職員のワーク・ライフ・バランスに 教職員のワーク・ライフ・バランスに

役立つと思うか 役立つと思うか
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学内に保育施設(病児も含め)を設置することは、人材確保に役立つと思うかをたずねた(図２２、図２

３)。女性の 81.4％、男性の 74.4％が人材確保に役立つと考えていた。特に教員では人材確保に役立つ

と考えている率が高く、(女性 90.6％、男性 80.8％)、事務職員では人材確保に役立つと考える率が低か

った(女性 55.2％、男性 58.9%)。

図３１ 女性 保育所設置は人材確保に役立つ 図３２ 男性 保育所設置は人材確保に役立つ

と思うか と思うか

８．まとめ

東京医科歯科大学と雇用関係のある者および大学院生のうち、湯島・駿河台地区に勤務もしくは在籍

する 4,560 人を対象とした保育に関する意識および現状調査を行い、有効回答者数 1,887 人（有効回答

率 41.4％）を得た。医員や研修医の回答率は 3 割にとどまったが、概ね、実態を反映していると考えら

れる。

常勤職では、教員の男女で平均年齢、既婚率、有子率に有意な差を認めた。教員の平均年齢は他の常

勤職よりも高く、看護職は有意に低かった。

学内保育施設設置には、女性 86.3％、男性 73.7％が賛成であり、特に女性では、非常勤医員、常勤看

護師、大学院生の賛成率が高かった。入所年齢は 0 歳児から就学前という意見が多かった。

本学は都心部に位置するため、現在就学前の子どもを持つ者あるいは一年以内に子どもを持つ予定の

ものが、実際にどの程度、学内保育施設に入所を希望するかを調査したが、月から金あるいは勤務日に

預けたいと回答したのは女性 95 人、男性 41人の計 136 人であり、緊急日保育は男女合計 72人が希望し

ていた。特に、常勤看護師、医員・レジデント、大学院生の希望が多かった。

病児保育施設設置については、一般保育よりやや低率ではあるが、女性 71.9%、男性 55.6%、全体で 66.5%

の人が賛成であった。就学前の子どもがいるあるいは 1年以内に子どもをもつ予定者においては、病児

保育施設に預けたい者は女性 116 人、男性 43 人の計 159 人であり、預けない 42人、なんとも言えない

82 人を上回った。現在、東京医科歯科大学では、ＮＰＯ法人フローレンスと派遣型病児保育の共同開発
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を行っているが、派遣型病児保育希望者も女性 82人、男性 48 人の計 130 人が希望しており、病児保育

への対応も望まれていることが明確になった。

週労働時間は、常勤教員で 60.6 時間、常勤看護師 48.1 時間、非常勤医員 57.2 時間であり、看護師お

よび医員は当直、土日勤務を行っており、通常の地域保育では対応が不十分である可能性があること、

大学院生は学生という立場で地域保育施設に入所が困難であることが考えられる。

学内に保育施設をもつことは、教職員の離職防止・学生の学業中断防止、保育を必要としない教職員

のワーク・ライフ・バランス、人材確保に役立つという回答が過半数を占め、今後の人材戦略として重

要であるという認識を持っていることがうかがわれた。

平成 21 年 10 月 5 日

東京医科歯科大学女性研究者支援室

特任教授 荒木葉子・特任助教 小島優子
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東京医科歯科大学保育に関する意識および現状調査報告 【記述内容】

１ 学内一般保育施設について

１．１ 学内一般保育施設に関する賛否

１．１．１ 学内一般保育施設に「賛成」する理由

【抜粋】

・子どもをもつスタッフ全員が安心して仕事に集中でき、それが全体の仕事の効率化にもつながるから。

・医療施設として有って当たり前なのではないか。

・子どものいる女医がまわりに（大学内に）ほとんどいない。やめるしかないような状況だからなので

はないか。

・身近に援助する人がいない職員の勤務継続及び、欠勤数の減少につながるため。

・子どもを持つ女性も働く場を得られるような環境作りは大学だからこそすべきだと思います。

・女性に大学院就学や就労の機会をもってもらうため、ただ、自宅が大学に近い場合しか使用できない。

・保育所が足りなくて母親は本当に困っています。認可がいいです。お願いします。でなければ次の子

は考えられません。

・以前、Nｓとして働いていましたが、勤務した HPには、Ns以外にも利用できる保育所があった。医科

歯科に来て、保育園がないことと、教員が、約 20年前は育児休暇を取得できなかったことを知り、非

常に驚いた。

・安心して学業に専念できる。何かあった時、病気の時、すぐに駆けつけることができる。

・育休が３年取得出来る様になりましたが、即仕事に復帰しなくてはならないケースも多々ありますの

で。

・今まで九大、広大、鹿大、阪大と在籍したがいずれもあったので、あるのが普通だと思う。

・近隣の保育施設に入れる人数は限られており、入れたとしても送り迎えの時間に間に合わない etc.。

学内にあるとありがたい。

・キャリアを積んだ人材が確保できるから。

・自分も待機していて復職が遅れたから。

・男女共同参画のため。

・当然整備すべきインフラの一つだから。

・保育園に入所させることが困難な場合があり、安心して出産育児と仕事を両立させるには、確実に利

用できる学内保育施設が必要。

・研究者は就労時間が不規則なので、あるとありがたい。

・家が遠いのであると助かる。（現状では子どもができたら働けないと思うため子どもも作れない）。

・保育園の入園待ち、時間外保育をしてくれるところが少ない。保育園まで時間がかかる。２重、３重

保育をするため、お金がかかる。

・ライフスタイルの変化から、子どもの面倒を見てくれる人が居るとは限らないし、気合ではどうにも

ならない。

・働き、かつ子どもを育てられる環境があって安心して子どもを産める。
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・夫の勤め先に預けている人をみると、ここにもあってもよいのではと思います。

・①他の大学ではすでに行われています。好評とのことです。②保育の為に離職してしまう優秀な人材

を確保することができる。

・女性の職場復帰に大きく役立つものだと思う。体も気持ちも楽だと思う。職場の仲間も助かるもので

ある。可能であれば、学童保育も希望したい。

１．１．２ 学内一般保育施設に「反対」する理由

【抜粋】

・公私の区別がつかなくなる。

・通勤に連れ添うことの様々な要因（シーツ交換着替え、自分の荷物、子どもの手を引く等）を考える

と自宅近くが至便と思われるため。

・病院という場所から、乳児保育はともかく、幼児にとって環境がよくない。

・学内に設置する理由がない。大学病院としては他に投資すべき所がある。

・保育以外に整備すべき優先事項がある。

・環境が悪い全棟壊して敷地整理してほしい。

・余計な費用がかかる。

１．１．３ 学内一般保育施設について「どちらともいえない」理由

【抜粋】

・継続して働いているため、安心。（家族不在の場合）大都市で通勤ラッシュの人混みの中に子どもと

一緒なのは危険。

・使用したいと思っている。（子どもがいる）人すべてが利用できるのか、定数オーバーした場合、ど

うするのか、といった点でわからない。

・子どもを育てる環境ではないので個人的には反対だが、頼れる身内の人がいなかったりしてやむをえ

ず働かなければいけない人もいると思うので、ニーズはあると思う。

・お茶の水周辺に住んでいる人だけ、利用可能と思うから。

・病院ということを考えると、うるさくなってしまう等、考えられるので、あるとしても学内より少し

離した方がよいかと思うから。

・自宅近くに預けた方が楽。低額で時間外（夜間）に預けられるなどメリットがあれば賛成。

・身分の違いで（学生・非常勤・職員の違い）利用できなかったりすると不公平。例：理研の保育施設

など。

・小児科の負担が増えることになると思われるが、私への見返りがあるのか分からない。

・学内って子どものためになるのかと思う。地元の友達、つながりの必要性、通勤の負担などを考える

と、職場に保育施設より他の対策をすべき。

・どう答えるか迷ってしまいます。保育施設の”質”によって、違うので、賛成と答えるか、反対と答

えるのか。

・必要とは思うが、もっと緊急に施設整備を要する案件があると思う。

・本学職員による利用がどの程度あるのか、実態を理解しているから。



201

１．１．４ 学内一般保育施設について

「わからない」 理由

【抜粋】

・必要性は分かるが、病人と子どもが接触するの

は好ましくないし、立地から考えると子どもに、

安全に屋外で遊ぶ機会を提供することが困難に

思えるため。

・勤務地付近に保育施設があれば便利かもしれな

いが、学内に必要かどうかはわからない。

・福利厚生の一つとして行うならば、他の福利厚

生制度（休暇の取り方）との関係、バランスも

あると思うので、人件費・費用支出の出所、ほ

かの厚生面との充実とのバランス。

・人数を十分に受け入れられる体制をとることが

可能なら設置すべきだと思います。

１．２ 現在就学前のお子さんがいる方あるいは１年内

にお子さんを持つ方対象

一般保育施設について、現在、就学前のお子さんがい

る方および 1年以内にお子さんを持つ予定の方を対象に、

湯島か駿河台キャンパスに学内一般施設があっても、お

子さんを「預けない」と回答した理由をたずねた（表１）。

理由として多かったのは、「自宅から遠いので」（21人）、

「既に自宅近くの保育施設に預けている」（18人）、「配

偶者が面倒をみている」（11人）であった。

１．３ 数年内にお子さんをほしいと考えている方

対象

現在お子さんはいないが、数年の間にお子さんをほし

いと考えている方を対象に、もしお子さんがいたら学内

一般保育施設に預けると「１ 思う」、「２ 思わない」、

「３ わからない」と回答した理由を質問した。

１．３．１ 学内一般保育施設に預けると「思う」理由

表２は、もしお子さんがいたら学内一般保育施設に預

けると「思う」と回答した人の理由である。理由として

多かったのは、「職場の近くなので安心」（38人）、「仕

事を続けたい」（27 人）、「送迎が楽」（18人）、「便

表１ 学内一般保育施設にお子さんを

預けない理由 （人）

自宅から遠いので 21

既に自宅近くの保育施設に預けている 18

配偶者が面倒をみている 11

必要がないから 4

病気でなければ一般保育施設に預けることができる 2

親と一緒にいた方がよい 1

子どもが人見知りをする 1

上の子どもと一緒の保育施設がよい 1

病人が来るところに子どもを近づけたくない 1

表２ 学内一般保育施設に預けると

「思う」理由 （人）

職場の近くなので安心 38

仕事を続けたい 27

送迎が楽 18

便利だから 10

何かあった時にすぐに対応できる 10

勤務時間が不規則だから 6

勤務の間に子どもを見に行ける 5

仕事と育児を両立させたい 4

近隣に子どもを預けるところがない 4

他に保育施設を見つけるのは困難である 3

休み時間に授乳できる 3

０～３才までの低年齢の場合に限る 1

預けたいが通勤が遠い 1

安心だから 1

施設があるから 1

近い 1

当然利用したい 1

共働きになる可能性が高いため 1

配偶者が働く環境が整う 1

他に保育施設がなければ預ける 1

めりはりつけて働くため 1

やむをえず預けなければならない時がある 1

子どもを預けると両親の負担になるため 1

自分自身や子どもへの負担が減る 1

少しでも子どもといる時間が長くなるから 1
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利だから」（10 人）、「何かあった時にすぐに対応できる」（10 人）であった。

１．３．２ 学内一般保育施設に預けると「思わない」理由

表３は、もしお子さんがいたら学内一般保育施設に預けると「思わない」と回答した人の理由である。

理由として多かったのは、「自宅から遠いので」（19人）であった。

１．３．３ 学内一般保育施設に預けるか「わからない」理由

表４は、もしお子さんがいたら学内一般保育施設に預けるか「わからない」と回答した人の理由であ

る。理由として多かったのは、「どのような施設になるかによる」（14 人）、「子どもを混雑した電車

で連れてくるのが困難である」（4人）であった。

表３ 学内一般保育施設に預けると

「思わない」理由 （人）

自宅から遠いので 19

必要ないから 2

妻の職場に預けているため 2

子どもができたら退職する 2

近隣の保育施設を利用する予定 2

子どもがいたらここでは働かない 1

仕事と育児の両立は厳しい 1

配偶者に仕事を辞めてもらう予定 1

既に自宅近くの保育施設に預けている 1

他の環境で育てたいから 1

知り合いの子どもがたくさんいそうだから 1

同じ地域の子や親と交流したいので 1

保育施設での教育が不安 1

表４ 学内一般保育施設に預けるか

「わからない」理由 （人）

どのような施設になるかによる 14

子どもを混雑した電車で連れてくるのが困難である 4

勤務時間状況による 3

既に保育施設に預けている 2

子連れ通勤が困難ならば地元に預ける 2

子どもがいないのでわからない 2

配偶者や家族の協力による 2

大学の近隣に住んでいれば預ける 2

一時的に預かってほしい時に便利 1

近隣の保育施設に預けられなかった場合に利用する 1

検討したことがないのでわからない 1

子どもができたら退職するかもしれない 1

自宅で世話したいから 1

出産後職場が変わるかもしれないので 1

配偶者が専業主婦になる可能性が高いため 1

近隣の保育施設に預ける方が楽 1

非常勤なので現職への執着がない 1

非常勤なので任期満了後に出産する 1
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２ 学内病児保育施設について

２．１ 現在就学前のお子さんがいる方あるいは１年内にお子さんを持つ方対象

病児保育施設について、現在、就学前のお子さんがいる方および 1 年以内にお子さんを持つ予定の方

を対象に、学内病児保育施設にお子さんを「１ 預ける」、「２ 預けない」、「３ 何とも言えない」

と回答した理由を質問した。

２．１．１ 学内病児保育施設に「預ける」

理由

表１は、学内に病児保育施設があればお

子さんを「預ける」と回答した人の理由で

ある。理由として多かったのは、「職場に

近いと安心感がある」(9人)、「仕事を休ま

ないですむ」（8 人）、「病気の子どもを預

けるところがないから」（8 人）、「一般保

育施設では病気の子を預かってもらえな

い」（7人）、「近隣に病児保育施設がない」

（7 人）であった。

２．１．２ 学内病児保育施設に「預けな

い」理由

表２は、学内に病児保育施設があっても

お子さんを「預けない」と回答した人の理

由である。理由として多かったのは、「病

気の子どもを混雑した電車で連れてくるの

が困難である」(6 人)、「病気の時は身内

に保育してもらいたい」（2 人）であった。

表２ 学内病児保育施設にお子さんを

「預けない」理由 （人）

病気の子どもを混雑した電車で連れてくるの

が困難である
6

病気の時は身内に保育してもらいたい 2

必要ないから 2

個人情報が職場に漏れる可能性がある 1

病児は自宅で診るのが当然だ 1

表３ 学内病児保育施設について

「何ともいえない」理由 （人）

どのような施設になるかによる 3

病気の子どもを混雑した電車で連れてくるのが困難である 3

感染症等がこわい 2

病状による 2

状況による 2

自分で看病したい 2

仕事が休めるならば自分が看病する 1

一般保育施設では病気の子を預かってもらえない 1

近隣に住んでいたら預ける 1

自分で看病できる 1

配偶者が看病してくれるので 1

表１ 学内病児保育施設にお子さんを「預ける」理由（人）

職場に近いと安心感がある 9

仕事を休まないですむ 8

病気の子どもを預けるところがないから 8

一般保育施設では病気の子を預かってもらえない 7

近隣に病児保育施設がない 7

病児保育施設を確保するのは困難であるから 3

病気がちの子を持つ親にとっては心強いから 3

病院に併設しているので安心 2

便利だから 2

職場に迷惑がかからない 1

勤務中は看病できないため 1

安心できる 1

仕事や研究の段取りがつきやすい 1

助かる 1

必要だから 1

ベビーシッターより安価と思われる 1

家から湯島がわりと近いので、子どももつれて来られ

る
1
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２．１．３ 学内病児保育施設について「何ともいえない」理由

表３は、学内に病児施設があったとしても、預けるか否かは「何ともいえない」と回答した人の理由

である。理由として多かったのは、「どのような施設になるかによる」（3人）、「病気の子どもを混雑

した電車で連れてくるのが困難である」（3 人）であっ

た。

２．２ 数年内にお子さんをほしいと考えている方対象

現在お子さんはいないが、数年の間にお子さんをほし

いと考えている方を対象に、もしお子さんがいたら学内

病児保育施設に預けると「１ 思う」、「２ 思わない」、

「３ わからない」と回答した理由を質問した。

２．２．１ 学内病児保育施設に預けると「思う」理由

表４は、もしお子さんがいたら学内病児保育施設に預

けると「思う」と回答した人の理由である。理由として

多かったのは、「職場に近いと安心感がある」（38人）、

「仕事を休まないですむ」（12人）、「便利だから」（8

人）、「病児保育施設を確保するのは困難であるから」

（8 人）であった。

２．２．２ 学内病児保育施設に預けると「思わない」

理由

表５は、もしお子さんがいたら学内病児保育施設に預

けると「思わない」と回答した人の理由である。理由と

して多かったのは、「病気の子どもを混雑した電車で連

れてくるのが困難である」（38 人）であった。

表５ 学内病児保育施設に預けると

「思わない」理由 （人）

病気の子どもを混雑した電車で連れてくるのが

困難である
9

配偶者に仕事を辞めてもらう予定だから 2

通勤時に子どもの感染症をまき散らしたくない 1

必要ないから 1

病院なので子どもが病気をもらうリスクが高い 1

病気の時は預けない 1

他の環境で育てたい 1

他の職員が気を使うから 1

他の病院施設を利用する 1

表４ 学内病児保育施設に預けると

「思う」理由 （人）

職場に近いと安心感がある 39

仕事を休まないですむ 12

便利だから 8

病児保育施設を確保するのは困難であるから 8

何かあった時にすぐに対応できる 7

病気の子どもを預けるところがないから 7

職場に迷惑がかからない 5

親戚が誰もみてくれない時に預ける 5

病院に併設しているので安心 3

急病でも仕事を休めないから 3

子どもの病状による 3

勤務の間に子どもを見に行ける 2

一般保育施設では病気の子を預かってもらえ

ない
2

家族の協力がえられない場合は預ける 1

子どもの急病に対応して頂けると有りがたい 1

普段預けているなら病児保育に預ける 1

発熱後大事をとる時に利用したい 1

仕事を続けたい 1

半日年休等で対応できるから 1

近隣の病児保育に預けられない時に利用する 1

非常に助かる 1

病気の時はどうすればよいかわからない 1

共働きになる可能性が高いため 1

負担の軽減 1

離職防止のため 1
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２．２．３ 学内病児保育施設に預けるか

「わからない」理由

表６は、もしお子さんがいても学内病児保育

施設に預けるか「わからない」と回答した人の

理由である。理由として多かったのは、「どの

ような施設になるかによる」（14人）、「病気

の時は身内・自分が保育したい」（3 人）であ

った。

２．３ 全員を対象

全員を対象に、学内病児保育施設を設置する

ことに、「１ 賛成」、「２ 反対」、「３ ど

ちらともいえない「４ わからない」と回答し

た理由を質問した。

２．３．１ 学内病児保育施設の設置に

「賛成する」理由

表７は、学内病児保育施設の設置に「賛成」

と回答した人の理由である。理由として多かっ

たのは、「仕事を休まないですむ」（4 人）、

「一般保育施設では病気の子どもを預かっても

らえない」（3人）であった。

２．３．２ 学内病児保育施設の設置に

「賛成する」理由

表８は、学内病児保育施設の設置に「反対」

と回答した人の理由である。「設置するメリッ

トがわからない」（1人）という回答であった。

表６ 学内病児保育施設に預けるか

「わからない」理由 （人）

どのような施設になるかによる 14

病気の時は身内・自分が保育したい 3

病気の子どもを混雑した電車で連れてくるのが困難だ 2

現時点ではわからない 2

近隣に住んでいたら預ける 2

子どもが 0歳の場合は預けるかどうかわからない 1

時間短縮労働ができないならば休職を考える 1

仕事が休める状況ならば自宅で看病するかもしれない 1

地域にも医師会の病児保育施設がある 1

病児をもって仕事を続けられるかわからない 1

一般保育施設では病気の子を預かってもらえない 1

非常勤なので現職への執着がない 1

表７ 学内病児保育施設設置に「賛成」の理由（人）

仕事を休まないですむ 4

一般保育施設では病気の子どもを預かってもらえない 3

急に仕事を休めないから 2

医科との連携をとるため 1

遠方からの通勤者にとっては近隣の保育施設へ通わせ

る手当が支給された方がよいかもしれない
1

急な病状異変にも即時に対応してもらえる 1

緊急時にそなえられるから 1

子どものいる人が安心して働ける 1

子どもの発熱時の対処に苦労しているから 1

同僚が子どもの急病で休まれると困るから 1

長期入院の病児のためになるから 1

小児科医師にとっても医師数が増えれば学習しやすい

環境になる
1

病院に併設しているのであるとよい 1

多少調子が悪いくらいだったら預かってほしいから 1

職場に近いと親に安心感がある 1

何かあった時にすぐに対応できる 1

働きやすくなる人が多くなる 1

職場に迷惑がかからない 1

送迎が楽 1

表８ 学内病児保育施設設置に

「反対」の理由 （人）

設置するメリットがわからない 1
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２．３．３ 学内病児保育施設の設置

について「わからない」理由

表９は、学内病児保育施設の設置につ

いて「わからない」と回答した人の理由

である。「設置するメリットがわからない」（1人）という回答であった。

３ 派遣型病児保育について

病児保育施設について、現在、就学前のお子さんがいる方および 1 年以内にお子さんを持つ予定の方

を対象に、派遣型病児保育施設を利用したいと「１ 思う」、「２ 思わない」、「３ 何ともいえない」

と回答した理由を質問した。

３．１ 派遣型病児保育を利用したいと「思う」理由

表１０は、派遣型病児保育を利用したいと「思う」と回

答した人の理由である。理由として多かったのは、「子ど

もの負担が少ない」（19人）、「仕事を休まないですむ」

（6 人）であった。

３．２ 派遣型病児保育を利用したいと「思わない」

理由

表１１は、派遣型病児保育を利用したいと「思わない」

と回答した人の理由である。理由として多かったのは、「自

宅に部外者を入れることに抵抗がある」（8人）であった。

３．３ 派遣型病児保育を利用について

「何ともいえない」理由

表１２は、派遣型病児保育を利用について「何ともいえ

ない」と回答した人の理由である。理由として多かったのは、「自宅に部外者を入れることに抵抗があ

る」（8 人）、「制度の詳細を知らないため」（4 人）であった。

表１１ 派遣型病児保育を利用したいと

「思わない」理由 （人）

自宅に部外者を入れることに抵抗がある 8

必要ないから 3

職場の近くがよい 2

親と一緒がよい 1

病児は自宅で診るのが当然である 1

学生は対象外であるので 1

条件を知ってから検討したい 1

個人情報が職場に漏れる可能性がある 1

表１２ 派遣型病児保育を利用について

「何ともいえない」理由 （人）

自宅に部外者を入れることに抵抗がある 8

制度の詳細を知らないため 4

自分は対象外になっているので 2

病状による 1

病児を他人に預けるのは不安 1

費用について考えてしまう 1

妻が仕事を辞める予定のため 1

表１０ 派遣型病児保育を利用したいと

「思う」理由 （人）

子どもの負担が少ない 19

仕事を休まないですむ 6

便利だから 2

みてもらう人がいない時に利用する 2

病児保育が不足しているから 2

利用したいが自分は対象外になっている 2

安心だから 2

モデル事業に賛同するので 1

自分の仕事の変わりはいないから 1

選択の幅が広がる 1

病児をもっていないので不明 1

是非どんどん 1

やむをえない 1

将来利用するかもしれない 1

表９ 学内病児保育施設設置について「わからない」理由（人）

どのような需要があるのかわからないが、必要な方には支援が必要 1

病児保育施設の定義がわからない 1
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４ 東京医科歯科大学の保育に関する取組についてのご意見

【抜粋】

・現時点で育休や産休などは取れるが、復職後に子どもの病気等で急に休みになった場合は、現場内で

のみフォローするしかない。休む人も心苦しいかもしれないが、同じ現場で働く人間の負担も考えて

ほしい。

・現状がどうなっているのかがわからないので、ＨＰ(公表が難しければ、学内向けでも）などで、どの

ような取り組みをしているのか、示していくと良いと思う。周囲にも、育児（あるいは育児施設の難

しさ）から離職という話しも聞いているので、優秀な人材確保にもつながると思う。

・学内の自転車、バイク、車等の通行制限の徹底が必要ではないか？事故防止を推進。外部者の入校や

患者さんの通院等も含め、安全・安心となる体制を構築して下さい。

・育児と仕事の両立を考えるバランスのとれた就労形態を構築し優れた女性研究者の在籍が望ましいと

思う・保育施設は、「能力のある」保育を必要とする人材確保には有用であろうが、けじめのない、

甘えの強い人が多く残るようでは、大学の学問が停滞すると思われる。「学内に保育施設」とあるが、

立地や利用方法などで、きちんと区分けし、仕事内に持ち込まないような設計にして頂きたいと思う。

・女性スタッフのみならず男性スタッフにもいきわたれるようにしてほしい。

・東京大学のように広い敷地のあるところなら良いのでしょうが、このビルの谷間で幼児乳児を育むの

は問題ないか。むしろ東大にお願いに一緒にさせてもらう方が良いのでは。又は本学だけではなく、

順天・日大など共に茗渓通あたりで保育所を開くというのはどうか。さらには本学の越中島宿舎には

広いスペース、安全な環境、遊具、砂場、園庭になる広場まであります。お調べになっては如何。

・学位取得後に妊娠、出産を考えているが、それと同時に医員になる。医員在籍中に出産を考えると、

仕事を続けていくには、保育施設を探さなくてはならない。親も義理親も遠く、面倒は見てもらえな

い。そう考えると医員をやめるか、育児をとるかの 2 つの選択になるとずっと悩んでおり、なかなか

出産を考えられなかった。（キャリア、責任を考えると勇気がなかった）保育施設ができれば安心し

て、仕事ができる。保育施設を強く希望する。

・当大学の教職員は正直、全体的に高学歴な方が多いので、大学の保育に対して、いろいろと注文をし

てくるのではないかと心配しています。お子さんを預けられる方々が協力し合ってトラブルのない保

育環境を少しでもよくしていく努力をされることを期待します。

・保育に関する取り組みは、大学が担うべき役割ではなく、日本国政府あるいは地方自治体が取り組む

べきことであります。大学の使命は教育研究、臨床です。保育施設を大学内に作っても遠くから通勤

している職員はメリットがありません。

・日々雇用職員に認められる出産、育児休暇が短いため、4月入園しか保育園に入所できない現状では出

産月によっては必ず退職しなければならない現実があると思う。この保育支援がそのような状況を打

開してもらいたいと考える。

・子育て中の女性が働きやすい職場は、そうでない人にとっても結果として働きやすくなると思います。

他大学が、そうしているから、企業内保育がトレンドだからといって、何かに取組むのでなく、本学

がやるべきことを良く見極めた上で、事業に取組んで頂きたく思います。

・学内保育所について：0～2 歳児は月極のニーズが中心だと思われるが(どこも待機児童一杯なので)、3

歳から学童保育までは一時預りのニーズもある(少々、自宅が遠くても大学に子どもと来るのに負担が
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少ないため)ように思います。でも、一番問題で優先させるべきなのは、公的支援をうけにくい産休明

け～０歳だと思います。

・現在、産休・育休制度がない非常勤の立場なので、必然的に長く働ける環境にない。改善してほしい。

・保育施設より全職員（独身、子無し、育児終了者）に恩恵があるように手当の充実のほうが良い。子

どもがいる人はなるべく離職できたほうが良い。働く自由もよいが、働き続けなければならない環境

の強制も社会にとって良くない。 だいたいこの大学全体ですら非正規職員も多数いるし、給料もいい

わけではないので給料を上げることが全ての解決だと思う。お金さえあれば良質な保育環境も選択で

きる。保育所固執することがパフォーマンスに見える。手当のほうが良い。

・私が子どもを保育園に連れて行っているが、その分出勤時間や交通費がかかる、しかし、交通費は、

家が近いという理由で、支給されていない交通費の支給あるいは駐車場を無料で使わせてほしい。育

児をしている男性職員のことも考えてほしい。

・現在保育を必要としない職員にとっても、保育施設の設置により、優秀な人材の損失を防げることに

よって、職場の業務量バランスも適正になるため、ワーク・ライフ・バランスにおおいに役立つと考

える。

・小さい子どものいる方は、子どものいない職員よりも、軽い業務につくようにしているため、保育施

設があってもなくても、同じように周りの人が気遣いをして仕事をすると思うので、保育を必要とし

ない職員のワーク・ライフ・バランスに役立つとはあまり思えません。

・反対意見には、通勤電車で一緒につれてくるのは・・・というものがあるが、保育施設があることに

こしたことはないと思う。特に病院は女性社会で圧倒的に女性が多いので、働きやすい環境を整える

ことは大切。未婚者や子どものない人にとってもありがたい（子育て中の人の負担をかぶるのは大変）。

・理想的に言えば、長時間みてもらえる院内保育よりは、仕事を減らし、自宅近くの保育園で、通園で

きれば良いと思います。が、近くの認可保育園が満員など厳しい状況があるので、優先的に入れる院

内保育所があれば、復帰はしやすいと思います。

・3、4 年前にある会議で保育の必要性をのべたところ、強い反対意見が出た。保育に対する意識が低す

ぎると感じ、また全く対策がないにも見え愕然とした。

・子どもを 3 人育ててきて思った事は保育充実に加え 1 歳までは、ミルクタイムとして 1h 与えること。

時間差で出勤退勤することで近くの保育園に預けられる。又、病児保育も是非して欲しい。人がいれ

ば（マンパワー充実）余裕ができ、心も寛容かつ働きやすく、人間関係もギラギラしないと思う。

・病児保育施設があれば、今よりもスタッフの総数としては確保できると思う。しかし、実際子どもは

風邪をひきやすかったり、熱を出したりとよく体調の変化が起こり、その度に休んだママさんたちが

どんな気持ちになるかと、自分に置き換えると、他のスタッフ迷惑をかけてしまい、申し訳ない気持

ちになり、常勤で働くことが重荷になると思う。なので、施設と共に余裕をもった人員確保を行うと

ころが大切と思う。

・3 人の子どもを、産休明けから保育園に預けて、働いてきました。12年間の保育園生活で色々なこと

（保護者側から園側の思い）を学びました。子どものことを第一に考えるならば、保育施設をただ作

ればいいという訳にはいきません。施設の大きさ、環境、保育士の手配（企業任せでは心配です）な

ど、問題はたくさんあります。他に保護者自身のケアです。子どもを預ける施設があっても、仕事量、

家事など、特に女性は色々と気を遣うことも多く、ストレスがたまります。そんな母親のケア（講習
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会、子育てセミナー）なども必要だと思います。

・これだけの女性が働いて保育施設がないのにはおどろきました。結婚したら辞めるという雰囲気があ

ったので、継続して長く働くきっかけの 1 つに保育施設は必要だと思います。

・保育施設を作ることは良いことと思いますが、現在、日勤だと帰宅できるのが 21時を回り、超勤が大

変多い状況です。この超勤の多さをどうにかしないと、保育施設があっても、子どもが出来て働こう

とは思えないと思います。

・お茶の水には病院、大学が多いので、他病院、他大学と共同して、規模が大きな就業、就学支援のた

めの施設を、考えてもいいのではないでしょうか。多くの病院施設が利用できる、独立した保育支援

センターのようなものでもいいのかもしれません。自分のところだけの保育だと、保育事業自体が安

定しないと思います。

・私がこの病院に就職した約 20 年前から保育施設設置は話が出ても立ち消えになってばかりだと聞いて

いた。私自身に必要性がない為興味のない話ではあったが、これが原因の１つで退職していった人は

何人もいた。病院は昔も今も圧倒的に女性が多い職場だし、女医も多くなっている。元々高い離職率

を少しでも上げない為、又、本学のレベルに維持、向上の為にも女性の力は必要であり、その為には

必須だと思う。

・取り組みから実現までに時間がかかりすぎている。国立大学法人病院で保育支援がないことは特定の

層（特に子育てと両立しようと考える者）を排除しようと考えているとしか思えない。時期がきたら

辞めざるを得ないと考えてしまう。

・学内に保育所を作ることは、意味があるのか？結局、自宅から満員電車に乳飲み子を乗せてやってこ

なければならない。これで、メリットがあるのだろうか。一般の人が、医科歯科に子どもをあずけて

行くのであれば、とても便利なのだろうが。それでも、ある一定の効果は期待できるとは、思います

が。

・24h 保育施設を作ってください。育休がしっかりとれるようにしてください。育休をとっても、イヤミ

を言わないようにして下さい。

・子育て中の女医さんが大学にほとんどいないのは、保育施設がないことも大きく影響しているのでは

ないでしょうか。そのような子育て中の女医さんがいきいきと働ける環境がととのえば、学生さん、

研修医の女性にとっても心強いのではないでしょうか。私は、実際、大学病院で研修医をしていまし

たが、自分のロールモデルとしたいような、家庭と仕事を両立している先生に出会えなかったので、

残念に思います。

・保育はその子の両親だけが考えることではないと思います。中心は両親ですが社会の皆が協力して次

の世代へ受け継いでいくものと思います。保育現場がある事は男女問わず、独身者や学生達の意識も

変わると思います。医療現場であればこそ保育施設は強く望むものです。

・現在の日本は、女性が活躍する機会が増えていますが、子どもがいる女性は仕事と家族を両立せねば

ならず、非常に大変だと思います。私はまだ未婚なので、このような心配があると結婚や子育てに対

してもあまり期待できないのですが、このような保育に対する取り組みが盛んになれば、働きながら

子どもを育てるコトに意味がある気がするので、是非今後。積極的に取り組んでほしいです。
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東京医科歯科大学保育に関する意識および現状調査報告【英語回答】

１ 調査の概要

保育に関する意識および現状調査に英語で回答した 9名について分析を行った。勤務場所は全員が湯

島地区であった。表１に、所属、男女数、子どもの年齢、既婚者数、年代を示した。所属は、非常勤特

任教員・研究員が 2人、大学院生が 7 人であった。性別は女性が 5 人、男性が 4人であった。子どもの

年齢については複数回答してもらったが、全員の子どもが 1歳から小学 3年生までの間であった。既婚

者数は 8 人、年代は 20代（2 人）、30 代（7人）と全員が若い世代であった。

表１ 所属別の総数、男女数、子どもの年齢、既婚者数、年代

職種
総

数

性別 子どもの年齢

既婚者数

年代

女性

数

男性

数
1歳 2歳

3歳～

就学前

小学 1

～3年
20 代 30 代

非常勤 特任教員・研究員 2 1 1 2 0 0 0 2 0 2

大学院生 7 4 3 0 2 2 1 5 2 5

総計 9 5 4 2 2 2 1 7 2 7

２ 学内保育施設について

２．１ 学内一般保育施設について

全員を対象として学内一般保育施設について賛否をたずねたところ、「賛成」が 7 人、「わからない」

が 1 人であった。入所希望年齢については、0 歳から（4 人）、0.25 歳から(1人)、5 歳まで(3 人)、6歳

まで(1 人)、7歳まで(1人)であった（表２）。

学内保育施設の入所希望および運営時刻について、現在、就学前のお子さんがいる方および 1 年以内

にお子さんを持つ予定の方を対象として質問した。月曜から金曜日までを希望する人が 5人、勤務日だ

け希望する人が 1 人であった。希望開始時刻は、7時(4 人)、9 時（2 人）、希望終了時刻は 17時(1 人)、

18 時(3 人)、19 時(1 人)、20 時(1 人)であった（表３）。

表２ 学内一般保育施設への賛否と入所希望年齢

職種
賛否 入所希望年齢

賛成 わからない 0 歳から 0.25 歳から 5 歳まで 6 歳まで 7 歳まで

非常勤 特任教員・研究員 2 0 1 0 1 0 0

大学院生 5 1 3 1 2 1 1

総計 7 1 4 1 3 1 1
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表３ 学内一般保育施設の入所希望

職種 性別

預ける日 希望開始時刻 希望終了時刻

月から

金まで

勤務日

だけ
7 時 9 時 17 時 18 時 19 時 20 時

非常勤 特任教員・研究員 女性 0 1 0 1 0 1 0 0

男性 1 0 0 1 0 1 0 0

大学院生 女性 3 0 1 2 0 1 1 1

男性 1 0 1 0 1 0 0 0

総計 5 1 2 4 1 3 1 1

図１ 土日祝祭日の利用

図１は、土日祝祭日の利用を希望するかたずねた者である。

土曜 1人、祝祭日 1 人、土日祝祭日 2 人、希望しない 2人であ

った。

さらに、現在お子さんはいないが数年内にお子さんをほしい

と考えている方（2名）を対象に、もしお子さんがいたら学内

保育施設に預けるかを質問したところ、2 名とも学内保育施設

に預けると回答した。

２．２ 学内病児保育施設について

全員を対象に、学内病児保育施設を設置することに対して賛成であるかをたずねた（表４）。賛成 4

人、反対 1人、わからない１人であった。

学内病児保育施設の入所希望について、現在、就学前のお子さんがいる方および 1年以内にお子さん

を持つ予定の方にたずねたところ、預ける（5 人）、預けない（1 人）であった（表５）。

学内病児保育施設の入所希望について、現在お子さんはいないが、数年の間にお子さんをほしいと考

えている人（1人）にたずねたところ、預ける（1 人）であった。

表４ 学内病児保育施設の賛否 表５ 学内病児保育施設の入所希望

職種 性別
賛否

賛成 反対 わからない

非常勤 女性 1 0 0

特任教員・研究員 男性 1 0 0

大学院生 女性 1 1 0

男性 1 0 1

総計 4 1 1

職種 性別 預ける 預けない

非常勤

特任教員・研究員

女性 1 0

男性 1 0

大学院生 女性 2 1

男性 1 0

総計 5 1
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２．３ 派遣型病児保育施設について 表６ 派遣型病児保育施設の利用希望者と希望利用時刻

現在、就学前のお子さんがい

る方および 1 年以内にお子さ

んを持つ予定の方（7人）を対

象に、東京医科歯科大学で行っ

ている派遣型病児保育の取り

組みを知っているか質問した

ところ、7人全員が「知らなかった」と回答した。

さらに、派遣型病児保育施設を利用したいかをたずねたところ、利用希望者は、女性（3 人）、男性（1

人）であった（表６）。派遣型病児保育施設の希望開始時刻をたずねたところ、6 時（1人）、7時（1

人）、9 時（2人）であった。派遣病児保育施設の希望終了時刻をたずねたところ、18 時（2人）、19 時

（2 人）であった。

図２派遣型病児保育希望会費 図３派遣型病児保育の希望利用料

（1 時間あたり）

派遣型病児保育の希望月会費（使

っても使わなくても支払う額）を質

問した（図２）。3,000 円（1人）、

4,000 円（1 人）、10,000 円（3 人）

であった。

派遣型病児保育の 1時間あたりの

利用料について質問した（図３）。

250 円（3人）、300 円（1 人）、

500 円（1人）であった。

３ 現在の保育状況について

現在 0歳から学童保育までの保育を行っている人を対象に、現在の保育状況について質問を行った

（表７）。

まず、現在の保育の場については、保育園・幼稚園（5 人）、自宅（1人）であった。自分が働いてい

るときに保育を中心に行っている人は、配偶者（2人）、自分の親（1 人）、保育園・幼稚園の保育士（2

人）であった。急に用事ができた場合に、保育を中心的に行っている人は、自分（2 人）、配偶者（1 人）、

自分の親（1 人）、配偶者の親（1人）であった。子どもが急に病気になった場合に保育を中心的に行っ

ている人は、自分（5 人）、自分の親（1 人）であった。

職種
性別 希望開始時刻 希望終了時刻

女性 男性 6 時 7 時 9 時 18 時 19 時

非常勤 特任教員・研究員 1 1 0 0 1 1 0

大学院生 2 1 1 1 1 1 2

総計 3 2 1 1 2 2 2

(人) (人)
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表７ 現在の保育状況

現在の保育の場 働いている時の保育者 急用時の保育者
子が急病時の保育

者

保育園・

幼稚園
自宅 配偶者

自分の

親
保育士 自分

配偶

者

自分の

親

配偶者

の親
自分

自分の

親

女性 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1

男性 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0

総計 5 1 2 1 2 2 1 1 1 5 1

４ 労働および学業の実態

週平均労働時間、大学院生については週平均在学時間を質問したところ、平均は 50.6 時間であった。

片道通勤通学時間を質問したところ、平均は 55 分であった。当直の有無を質問したところ、当直がある

ものは 1 人、土日勤務の有無を質問したところ、土日勤務があるものは 1人であった。

５ 学内に保育施設を設置することによる効果

学内に保育施設を設置することは、教職員の離職防止や学生の学業中断防止に役立つと思うかをたず

ねたところ、8人がそう思うと答えた。次に、学内に保育施設を設置することは教職員の産休後や育児休

暇後の復帰に役立ち、また学生の学業中断防止に役立つと思うかをたずねたところ、7人がそう思うと答

えた。教職員（2 人）を対象に、学内に保育施設(病児も含め)を設置することは、現在保育を必要として

いない教職員のワーク・ライフ・バランスに役立つと思うかをたずねたところ、2 人がそう思うと答えた。

学内に保育施設を設置することは、人材確保に役立つと思うかをたずねたところ、8 人がそう思うと答え

た。
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東京医科歯科大学保育に関する意識および現状調査報告【英語記述内容】抜粋

１ 保育施設について

１．１ 学内一般保育施設について

１．１ ．１ 学内一般保育施設に「賛成」する理由

・I will be able to concentrate on my study better and there will be no need to rush home early as my child will be in

the university as close by.

・It is also good to have center to care primary school children for afterschool activity. Most finish study much

earlier than their mothers finish work.

・Because it is extremely difficult to raise a child or a baby in Japan and do our research in the same time that takes

very long hours in the University, moreover, we do not have any relatives in Japan who can take care of our

baby. Additionally it is nearly impossible to have our children accepted in any Japanese nursery school because

they are very crowded.

・Doing our research takes very long hours in the University which make it difficult to raise a child and a baby in

Japan, especially when we are foreigners and do not have any relatives in Japan who can take care of our

children. Moreover, it is very difficult to have our children accepted in any Japanese nursery school because they

are very crowded, and if they become accepted it takes a long time. Also I will save the time I need to get my

child from the school in doing my research because he will be with me in my work. And lastly it is expensive to

get our child in private nursery here in Japan.

１．１．２ 数年内にお子さんをほしいと考えている人がお子さんがいたら学内一般保育施設に預け

る理由

・I don't have time to see the child by myself.

１．２ 学内病児保育施設について

１．２．１ 学内病児保育施設に「賛成」する理由

・It is important. Most of day care centers do not accept sick children, but there is not always a possibility to her day

off at work.

・Because babies always get sick during their early stages of growth which means that the parents should stay with

them for long times at home and quit going to the university.

１．２．２ 学内病児保育施設に「反対」する理由

・Risk of spread of infection to other children.
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１．２．３ 現在就学前あるいは 1 年内にお子さんを持つ予定の方が学内病児保育に「預ける」理由

・Because our University has the well qualified staff who can take care of the sick babies and also, because babies at

nursery schools often get sick which makes the parents quit going to the universities often.

・Because children always get sick and the parents will need to stay home with their sick child, but if there is a

day-care center for sick children in our University, there will be no problems in going to the university because

there is well qualified staff who can take care of the sick child.

１． ３ 派遣型病児保育を利用したいと「思う」理由

・Good idea, but small children may have problem to stay for the hold day with stronger person they see for the first

done.

２． 東京医科歯科大学の保育に関する取組についてのご意見

・I think starting a day care in the university is a very good idea and a great help to all mothers who an attending

university as a student or staff. If will be a blessing for specially foreign students like me who find it difficult to

deal with the new life style in Japan、 the language etc. I hope that foreign students will be able to apply for the

hoikuen.

・I wish that a childcare center to be established in the University as soon as possible as this will help all students

and doctors to work harder and not to leave the University early for caring for their children. Also, all students

will be able to concentrate better in their research work and in clinic as they will be more focusing and there

won't be much distraction. In case of the foreign students who have more difficulties because they have no

relatives in Japan who can take care of their children it would be of great help to them.

・All university students should be able to apply for childcare services provided by the university and they should

be given the priority for this because of their low income. Married couples who either study or work in the

university should be given a special concern. Moreover, foreign students have more difficulties because they

have no relatives in Japan who can take care of their children. Also, foreign students who do not have the native

level in Japanese Language should be given the priority in applying extremely difficult for them to know the

Japanese system for public nursery school. The present of Japanese person that speaks English is highly

important that will help in communication between the parents and the childcare persons.
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III.資料

１． 東京医科歯科大学の教職員数および職位における女性比率

所属別 平成20年度 平成21年度

男性 女性 女性比率
医歯学総合研究科(医系） 131 13 9.0
医歯学総合研究科(歯系） 138 24 14.8
疾患生命科学研究部 13 0 0.0
保健衛生学研究科 19 20 51.3
生体材料工学研究所 28 5 15.2
難治疾患研究所 46 12 20.7
本学常勤全体 554 112 16.8
本学非常勤全体 103 42 29.0

男性 女性 女性比率
155 17 9.9
141 23 14.0
18 4 18.2
18 24 57.1
29 7 19.4
58 6 9.4
602 126 17.3
70 46 39.7

職位別 平成20年度 平成21年度

男性 女性 女性比率
常勤 教授 126 16 11.3

准教授 101 16 13.7
講師 76 18 19.1
助教 251 62 19.8

非常勤 教授 2 1 33.3
准教授 6 5 45.5
講師 17 3 15.0
助教 52 23 30.7
その他 26 10 27.8

男性 女性 女性比率
126 18 12.5
101 26 20.5
78 16 17.0
260 59 18.5
2 1 33.3
3 1 25.0
16 3 15.8
37 36 49.3
12 5 29.4

２． 東京医科歯科大学の学生数および女性比率

大学院 平成20年度 平成21年度

男性 女性 女性比率
医歯学総合研究科博士 591 364 38.1
医歯学総合研究科修士 44 60 57.7
保健衛生学研究科博士 9 59 86.8
保健衛生学研究科修士 8 53 86.9
疾患生命科学博士 82 60 42.3
疾患生命科学修士 53 37 41.1
博士課程 682 483 41.5
修士課程 105 150 58.8

男性 女性 女性比率
628 437 41.0
33 80 70.8
16 124 88.6
10 62 86.1
87 66 43.1
54 40 42.6
731 627 46.2
97 182 65.2

学部 平成20年度 平成21年度

男性 女性 女性比率
医学部医学科 345 156 31.1
医学部保健衛生学科 47 307 86.7
歯学部歯学科 213 162 43.2
歯学部口腔保健学科 7 112 94.1

男性 女性 女性比率
356 149 29.5
44 302 87.3

211 161 43.3
6 110 94.8



221

３． ニュースレター

女性研究者支援室における広報活動として、ニュースレターを発行した。創刊号は、平成21年5月に発

行し、当室の紹介や、オープニングイベント、シンポジウムなど、平成20年度の開室時から年度末まで

の活動を掲載した。第２号は平成21年9月に発行し、平成21年度上半期の活動内容を掲載した。新年度の

体制、各交流会やセミナー、シンポジウム、キャリア相談室、調査報告、新メンバーを内容とした。第

３号は平成22年2月に発行し、平成21年度下半期の活動内容を中心にまとめた。所長のトップインタビュ

ー、研究支援員配備事業採択者のインタビュー、保育事業、各セミナーや交流会、各調査報告、第４回

シンポジウム、キャリア支援事業について掲載した。


