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第 I 章 女性研究者への革新的支援

１. はじめに モデル事業最終年度の展開について

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、3 年目を迎えました。昨年度から全学への展開を実施

しております。雇用・勤務形態・評価事業、在宅研究支援事業、研究支援員配備事業、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、広報事業などの事業を継続しておこないました。平成 22 年 4 月に

は「わくわく保育園」も開設しました。

モデル事業を終えた後も、本学が継続的活動・実施をできるよう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 年秋から開始された本事業も最終年度を迎えました。平成 21 年度から全学体制で「女性研究

者への革新的支援」事業に取り組んできましたが、「女性」や「研究者」にとどまらず、本学の特徴でも

ある医療者も包括し、男女、教職員および学生すべてを対象に推進してきました。

「ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する調査」、「研究室の環境調査」、「東京医科歯

科大学医学部卒業者就業状況調査」などのデータを整え、実態に即した施策を展開することを目指しま

した。ライフ支援としては、平成 22 年 4 月に開設した「わくわく保育園」や、NPO フローレンスと共同

開発している派遣型病児保育メディカル＆アカデミックパッケージの拡大、「ワーク＆ライフ ガイドブ

ック I、II」の作成を行いました。キャリア支援としては、キャリア相談室のさらなる充実、ロールモデ

ルブック「私のキャリア・私のライフ」発行、大学院生による自主事業の「ANGEL staff 事業」推進、

研究支援員配備事業、意識改革事業として ANGEL Seminar や性差医学・医療セミナーの継続、ニュース

レターやホームページでの情報提供を行いました。

2.5 年の短い活動でしたが、基盤づくりはある程度できたと考えています。

平成 23 年度以降の継続は、東京医科歯科大学を構成する個々の力にかかっています。“Diversity is the

key for Innovation”であると考えており、女性の活用はその第一歩であると思います。さらなる発展を

願っております。
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３．平成 22 年度事業計画および事業報告案

【平成 22 年度事業計画書】 （平成 22 年 3月 24 日提出）

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。

・女性研究者の雇用を推進する制度

・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

・ネットワークの整備による在宅研究の実施、柔軟な勤務体制の制度化

・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

・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。

・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

・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

学長のもとに運営委員会を組織し、その下に全学メンバーから構成される女性研究者支援対策会議を置く。女

性研究者支援対策会議は女性研究者支援室と女性研究者支援協議会を組織し、本プロジェクトの企画運営を協

働で行う。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。

① 雇用勤務形態事業：ポジティブ・アクションやワーク・ライフ・バランスを推進する職場風土を作る。

② 在宅研究支援事業：昨年度までに、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、

大学院医歯学総合研究科の女性教員を対象として在宅研究支援体制を整備することなどにより、女性研究者の

在宅時の研究を容易にしてきた。本年度は対象を本学の自然科学系の女性研究者全体に拡大する。

③ 研究支援員配備事業：出産・育児や女性特有な疾患によってハンディキャップのある女性研究者に対し、

研究支援員を優先的に配置する。
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④ 病児保育事業：NPO フローレンスと共同して、派遣型病児保育メディカル＆アカデミック版を作成す

ることを目的に、全学の女性研究者を対象として、派遣型病児保育を 7 人（子ども数 11人）に対して行

った。自主財源にて平成 22 年 4 月から一般保育「わくわく保育園」を開設した。わくわく保育園は、対

象は本学教職員･学生とし、27人定員、基本保育時間は 7時半から 18時まで、延長保育は 7時から 7時

半および 18 時から 20 時までとした。常時保育利用者は 9 名、一時保育利用者は 9～21 人である。利用

者は大学院生が多い傾向があった。

⑤ キャリア支援事業：

1)キャリア相談室、ネット上のフォーラム（オンラインフォーラム）、キャリア研修会、交流会などでキャリ

ア支援を行う。

2)次世代講習会などで女性研究者の裾野を拡大する。

⑥ 広報・調査・セミナー：

1)ニュースレター、事業概要資料、ホームページなどで意識啓発・広報を行う。

2)｢女性に優しい研究室｣に関する調査を行い、改善策を策定する。

3)性差医学・医療を基盤として、意識改革に取り組む。

５．補助事業期間

・補助事業の着手（予定）日 平成２２年 ４月 １日

・補助事業の完了（予定）日 平成２３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

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

国立大学法人東京医科歯科大学

副学長 谷口 尚

①雇用勤務形態事業 東京都文京区湯島1-5-45

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

国立大学法人東京医科歯科大学

副学長 谷口 尚

②在宅研究支援事業 東京都文京区湯島1-5-45

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

国立大学法人東京医科歯科大学

疾患生命科学研究部教授

鍔田武志

③研究支援員配備事業 同上東京都文京区湯島1-5-45

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

国立大学法人東京医科歯科大学

副学長 谷口 尚

④病児保育事業 東京都文京区湯島1-5-45

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

国立大学法人東京医科歯科大学

女性研究者支援室特任教授

荒木葉子
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⑤キャリア支援事業 東京都文京区湯島1-5-45

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

国立大学法人東京医科歯科大学

女性研究者支援室特任教授

荒木葉子

⑥広報・調査・セミナー 東京都文京区湯島1-5-45

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

国立大学法人東京医科歯科大学

女性研究者支援室特任教授

荒木葉子

■平成22年度メンバー

女性研究者支援運営委員会

統括責任者 谷口 尚 継 大学院医歯学総合研究科（歯学系） 教授・副学長

影近 弘之 継 大学院疾患生命科学研究部 教授・研究部長

北嶋 繁孝 継 難治疾患研究所 教授・所長

山下 仁大 継 生体材料工学研究所 教授・所長

大野 喜久郎 継 大学院医歯学総合研究科（医学系） 教授・医学部長

田上 順次 継 大学院医歯学総合研究科（歯学系） 教授・歯学部長

千葉 司 新 教養部 教授・教養部長

女性研究者支援対策会議

在宅勤務

研究支援員配備

谷口 尚 継 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

キャリア支援 新井 文子 継 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 継 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 継 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 継 大学院医歯学総合研究科（歯学系） 准教授

雇用勤務形態 木村 彰方 継 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 継 難治疾患研究所 教授

病児保育 三高 千恵子 継 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 継 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 大学院保健衛生学研究科 教授

女性研究者支援室
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室長 谷口 尚 継 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 継 特任助教

河島 純子

→小堀 美緒

新 職員
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【平成 22 年度事業報告案】（平成 23 年 3 月作成）

補助事業の達成状況について（平成 23年 3月）

（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

ことを目的とした。

「環境整備」に関しては以下の取り組みを実施・制度化を試みた。

・女性研究者の雇用を推進する制度

・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

・ネットワークの整備による在宅研究の実施、柔軟な勤務体制の制度化

・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

・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・制度化を試みた。

・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

・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．補助事業の実績の説明

(1)女性研究者への革新的支援

平成 21 年度から継続し、学長のもとに運営委員会（運営委員：副学長 谷口 尚教授、大学院医歯学総

合研究科長 田上順次教授(歯学系、歯学部長)、同副研究科長 大野喜久郎教授（医学系、医学部長）、

大学院疾患生命科学研究部長 影近弘之教授、難治疾患研究所長 北嶋繁孝教授、生体材料工学研究所

長 山下仁大教授、本年度より教養部長 千葉司教授が加わり、合計 7 名）が設置され、本事業の統括

責任者として昨年度から引き続き、谷口 尚副学長が就任した。運営委員会の下に全学メンバーから構

成される女性研究者支援対策会議（対策委員：難治疾患研究所 石野史敏教授、木村彰方教授、西村栄

美教授、黒川洵子准教授、生体材料工学研究所 門磨義則准教授、大学院疾患生命科学研究部 鍔田武

志教授、大学院医歯学総合研究科 宮坂信之教授、三高千恵子准教授、新井文子講師、森尾郁子教授、

井関祥子教授、荒木孝二教授、大学院保健衛生学研究科 山本則子教授、保健管理センター 小山恵子

准教授の 14 名）を設置した。女性研究者支援対策会議は女性研究者支援室と女性研究者支援協議会を組

織し、本プロジェクトの企画運営を協働で行った。支援策としては、環境整備と意識改革の二点を重点

課題として進めた。

① 雇用勤務形態事業：女性研究者への雇用を推進する制度：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（以下、3部局とする）および大学院医歯学総合研究科（医学系、歯学系）および保

健衛生学科において、ポジティブ・アクションについて討議を行ったが具体的な制度化には至らなかっ

た。
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② 在宅研究支援事業：平成 20 年度に設置した在宅研究支援事業の対象者を平成 21年度から 3 部局か

ら大学院医歯学総合研究科および保健衛生学科に拡大した。利用者は平成 20 年度 3名、平成 21 年度 16

名、平成 22 年度は 31 名であった。

③ 研究支援員配備事業：妊娠・出産等や女性特有の疾患のハンディキャップのある 13名に研究支援員

を配備した。

④ 病児保育事業：NPO フローレンスと共同して、派遣型病児保育メディカル＆アカデミックパッケー

ジを作成し、派遣型病児保育を平成 21年度から開始し、平成 22年度は利用者 7 名、利用子ども数 11名

であった。自主財源にて平成 22 年 4 月から一般保育「わくわく保育園」を開設した。「わくわく保育園」

は定員 27名であり、0歳児から就学前まで受け入れている。一時保育、延長保育も可能であり、平成 22

年 10 月現在 17名の利用者があった。

⑤ キャリア支援事業：

1)-1 キャリア相談室を平成 21 年 7 月から開設した。平成 22 年度の利用者はのべ 34名であった。キャ

リア相談の内容は、今後の進路、所属する研究室･職場の悩み、出産･育児への準備などであった。ワー

クショップ「自分自身を理解し、自分の価値観を知る」を開催し、参加者は 20名であった。

1)-2 ホームページのフォーラム（オンラインフォーラム）で女子大学院生、女性研究者の意見交換を

行った。

1)-3 ｢私のキャリア・私のライフ｣と題するロールモデルブックを作成し、全学生、教員に配布した。

2)-1 次世代講習会：オープンキャンパスで中高生を対象に「Wish Tree－自分の将来像―」イベントを行

った。

2)-2「男女共同参画ワークショップ」を 10月 13 日に教養部学生を対象に行った。8名が参加した。

2)-3 女子大学院生による自主事業（ANGEL staff 事業）を 8 月から開始した。19 名の女子大学院生を支

援室の RA として雇用し、以下の事業を行った。a.学内女性研究者インタビュー事業、Ph.D.キャリア保

持者の多様なキャリアを知る事業、c.大学院生のための研究資金獲得講座事業、d．内定者インタビュー

事業、e．大学院生の就職活動の現状および大学の就職支援ニーズ調査、f.｢大学院生による大学院生の

ためのキャリアガイドブック｣作成を行った。

2)-4 交流会事業として、女性研究者と女子大学院生の交流会(平成 22年 12 月 16 日)、歯学系教員交流

会(平成 23年 1月 6日)、第 2 回 医学生と医師の交流会(平成 23年 1月 20 日)を開催した。

2)-5 平成 23 年 2月 17 日に大学院生とスチューデントセンターの円卓会議を行い、今後の大学院生へ

のキャリア支援について討議した。

⑥ 広報・調査・セミナー：

1)ニュースレターなど：第 4 号、第 5 号、第 6 号を作成し、本学およびモデル校、全国の医学部・歯学

部、関連組織に配布した。事業概要資料を作成し、本学およびモデル校、関連施設に配布した。ホーム

ページには本学の女性研究者支援事業について逐次情報を掲載し、女性研究者に役立つ情報を掲載し、

啓発・広報を行った。

2)全学を対象に「ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する調査」を行った。

3)3 部局を対象に「研究室の環境調査」のフォローアップ調査を行った。

4)医学部卒業生の卒後 30年間の就業状況調査を行った。

5)平成 21年度に行った保育調査および環境調査結果を、国内、国外学会で発表した。
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6)性差医学・医療セミナーを平成 21 年度から開始し、平成 22 年度は 4 回開講した。第 9回 7月 1日 九

州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野 松木貴彦氏｢歯科医療における性差医学｣（参加者 20名）、第 10 回

9 月 16 日 Director of Berlin Institute of Gender in Medicine、Charité - Universitätsmedizin Berlin Center for

Cardiovascular Research (CCR) Vera Regitz-Zagrosek 教授｢循環器医療における性差医学｣(参加者 14 名)、

第 11回 10 月 21 日 東北大学 大学院農学研究科応用生命科学専攻 西森克彦准教授｢社会行動制御へ

のオキシトシン･オキシトシン受容体の寄与～雄と雌でみられる 同一性と性二型性～｣(参加者 17 名)、

第 12回 11月 11 日 千葉大学大学院薬学研究院 高齢者薬剤学研究室 上野光一教授｢薬物療法における

性差｣(参加者 19 名)を行った。

7)ANGEL Seminar：第 4 回 6月 10 日 東北大学 大学院医工学研究科、女性研究者育成支援推進室 副

室長 田中真美教授「東北大学の女性研究者支援のこれまでとこれから」、第 5回 10 月 15 日 NPO 法人

フローレンス 駒崎 弘樹代表「医歯学系大学における病児保育について」、第 6回 9月 7 日 東京大学

生産技術研究所 大島まり教授｢工学の新しいパラダイム－生体医工学の拓く未来｣を開催した。

8)対外的な活動（発表）：5 月 26 日 日本産業衛生学会「医歯学系大学における保育に関する意識および

現状の性差について」（荒木葉子特任教授）、6 月 15 日(ICOH-WOPS, Amsterdam 2010 The 4th International

Conference on Psychosocial Factors of work) ”The survey of researcher’s attitudes towards continuing work after

pregnancy and child rearing in a Japanese Medical Institute”（有馬牧子特任助教）、9 月 9日学習院大学経済経

営研究所 第 3回公開ワーク・ライフ・バランスカンファレンス 「女性医師の労働環境」（荒木葉子特

任教授）、11 月 27 日慶應義塾大学医学部・三四会合同企画 男女共同参画社会における医療人材育成戦

略シンポジウム 第一回「東京医科歯科大学における保育の現状と大学の保育プラン」（荒木葉子特任教

授）、平成 23 年第 5回性差医学・医療学会 「医歯学系大学における性差医学導入について」（荒木葉子

特任教授）

9)対外的な活動（出席）：10 月 5・6 日京都大学 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「未来を築く女性研究者の飛翔に向けて」、11月 9 日 日本大学 男女研究者共同参画国際シン

ポジウム、11 月 22 日東京大学「大学教育と職業との接続を考える」、12月 19 日東北大学第 9 回男女共同

参画シンポジウム「男女共同参画政策と大学の使命」
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第 II 章 平成 22 年度事業活動報告

１． 雇用・勤務形態・評価事業

各部局内におけるポジティブ・アクションの重点化項目は、以下の通りである。

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を期待します」という文言の加筆を行っている。

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

難治疾患研究所 生体材料工学研究所 医学部 歯学部

組織

体制
・全学体制を整備する

・ＴＯＰの方針を明示

・ＴＯＰ直下組織を設置

する

・ＴＯＰレベルでの

体制を整備する

女性

の

募集

・

採用

・部局ごとに女性教員の数

値目標を設定する

・特任教員に女性を優

先的に雇用する
・部局で女性教員の数値

目標を設定する

・大学ＴＯＰレベル

での女性教員の数値

目標を設定する

・公募に女性支援策の実施

を明記する

・公募に女性支援策の実

施を明記する（保セ）

・育児中の女性に技術補佐

員、代替研究員、ＴＶ会議

を導入する

・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

た研究費を付与する

・女性教員を積極的に採

用した部局を評価する

・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

めの人材を供給する

・活躍している女性を紹介

する（ＨＰやＮＬを利用）

・活躍している女性を紹

介する

職域

の

拡大

・キャリアモデルを紹介す

る（特に Ph.D.）

Student Center（ＳＣ）、

学務部と連携する

・キャリアモデルを紹介

する（保セ）
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難治疾患研究所 生体材料工学研究所 医学部 歯学部

職域

の

拡大

・授乳室や休養室を整備す

る

・女性の作業環境を改善す

る（踏み台等）

・更衣室や授乳室等を

整備する ・キャリア相談室を配備

する（保セ）

女性

の

登用

・育児介護等のパンフレッ

トを作成する

・指導者を育成する ・育児介護等のパンフレ

ットを作成する（保セ）

・幹部候補生を育成する

・女性管理職比率目標設定

・臨床研修中の妊娠、出

産、育児に対する配慮を

ルール化する

・任期制における出産育児

などの期間取扱いを明確化

・ＩＴシステムを導入する

環境

整備

・

風土

改善

・女性研究者のネットワー

クを形成する

・医学部女性教員の会を

立ち上げる

・歯学部女性教員の

会を立ち上げる

・教授会で女性研究者支援

の活動を報告する

・教授会で女性研究

者支援の活動を報告

・女性のニーズ調査を

実施する

・ワーク・ライフ・

バランス調査を実施

・セミナーや会議を勤

務時間内に開催する

・会議やカンファランス

等を勤務時間内に開催

・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

・女性の発言を積極的に取

り上げる雰囲気を作り、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

労働条件を整えて、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

勤務制を導入する

次世

代

育成

・性差医学・医療セミナー

を大学院の講義に導入する

・性差医学・医療セ

ミナーを大学院の講

義に導入する
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２． 在宅研究支援システム

平成 21 年度より、本プログラムでは、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。平成 22 年度は、本学全部局に所属する女性教員（常勤、非常勤を問わない）

を対象として在宅研究支援システムを実施した。平成 22 年度の在宅研究支援システムの利用者は 31 名

である。

募集対象 本学全部局に所属する女性教員（常勤、非常勤を問わない）

募集締切 平成 22 年 4 月 26 日から 23 年 3 月 31 日まで期間を通じて募集します。

利用期間 利用決定日から平成 23 年 3 月 31 日

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）

利用にあたって：以下の 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いた

だくこと

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）または年次有給休暇）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ができます（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る

 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
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【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する

 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

 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
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在宅研究支援システム導入説明会の開催 平成 22 年 6 月 3 日

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という問題点があることから、疾患

生命科学研究部・生命情報科学教育部 江口裕之教授を講師として、導入のための講習会を開催した。

教員 10 名が参加した。

在宅研究支援システムの技術的な導入方法についての説明会を開催し、より多くの教員に在宅研究支

援システムを利用してもらうことを目的として説明会を開催した。江口裕之教授から、e-mobile 機能のあ

る PCを利用して外部接続環境から学内システムへ入るための技術的な操作方法について、説明が行われ

た。

利用者が在宅研究支援システムを操作する際に、どの段階で困難を感じているかということが明らか

となった。また利用者の技術的な困難への対処方法について、検討が行われた。利用者の PC の機種や、

利用しているメールソフトの種類によって操作方法は異なるものとなる。このために、最も代表的なメ

ールソフトによる設定方法の説明を参考にしながら、各人が自分の PC を設定するという方法が取られる

こととなった。
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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

以降は全学を対象とした。平成 22 年度は、平成 22 年 2 月 2 日から 2 月 15 日の募集に対して 16 名の応

募があり、以下の 13 名が採択された。このうち 9名が平成 21 年度からの継続者である。

○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」

○大学院医歯学総合研究科 眼科学分野 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」

○大学院保健衛生学研究科 健康教育学分野 准教授 森田久美子さん

「デイサービスでの世代間交流プログラム実施の効果」

○歯学部附属病院 顎顔面補綴学分野 講師教育職 隅田由香さん

「顎顔面補綴患者における術前・術後の声道の変化」

○歯と骨の G COE 拠点 特任講師 Safronova Olha さん

「炎症反応を調節している転写因子の低酸素状態における産生制御機序解明」

○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・治療効果判定における三次元経胸壁心臓超音波検査およびスペックルトラキング

法・組織ドップラー法の有用性の検討」

○医学部附属病院）血液浄化療法部 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」

○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」

○歯学部附属病院 高齢者歯科学分野 助教 中根綾子さん

「摂食・嚥下障害者に対する嚥下動態評価(ソフト食やゼリー製剤)」

○難治疾患研究所 分子病態分野 特任助教 成瀬妙子さん

「MHC 関連遺伝子のゲノム多様性解析」

○難治疾患研究所 分子代謝医学分野 特任助教 蜂屋瑠見さん

「新しい負の炎症調節因子 ATF3 の発現調節機構および作用機構の解明」

○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・術後経過の評価に関する研究」

○歯学部附属病院 インプラント・口腔再生医学分野 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」
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研究支援員配備事業利用者へのアンケート

お名前 Ａさん

１．利用状況をお書きください。

開始時期 平成 22 年 4 月１日～9月 30 日

勤務時間 12 時間/週

研究補助内容 経胸壁心臓超音波検査２D スペック

ルトラッキング解析業務およびデ

ータ入力 （12時間/12 時間）

２．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。

研究支援員配備は、実際のマンパワーとしての研究

の補助であり、仕事の分散化ができ、時間的に制限の

ある中でも、研究活動ができ大変有益であった。この

ようなシステムが実施されることで、臨床系で働く育

児や介護中の女性医師も、研究を継続して行えると思

われた。また、女性支援事業が他職員にも周知される

ことで、女性医師に対する環境整備、女性医師離職防

止にも貢献すると考えられ大変有益なプログラムだと

思われた。

お名前 Ａさんの研究主任者

１．研究支援員配備事業が研究者自身にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意見をお

書きください。

時間的な制約があるなか、日常業務に追われ、研究をしたくてもできない環境にあったが、研究支援

員配備事業のサポートをいただき、目標にむけて、積極的に取り組む姿勢が見られた。また、時間が有

効活用できるようになり、日常業務の効率もあがった。

育児のための急な早退などで肩身の狭い思いをし、遠慮がちであったものが、意欲的になり、本来の

力量を十分に発揮できる環境への一助になっていると感じている。

２．研究支援員配備事業が同室の他の研究者にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意

見をお書きください。

積極的な姿勢は周囲の他の研究者への良い刺激になり、部局全体の意欲の向上になっている。

３．研究支援員採用前後での変化

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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お名前 Ｂさん

１．利用状況をお書きください。

開始時期 平成 22 年４月１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）

２．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。

臨床と両立しては、なかなか研究できるまとまった時

間を取れず、夜遅くまで残るか、休日を利用するしかな

かったのですが、この制度のお陰で、昼間の時間も有効

に活用することが出来ました。結果として、子どもを預

ける時間や実家の母にかける育児手伝いの負担を減らす

事ができ、制度を利用する以前と比べて、体力的にも精

神的にも余裕が出来ました。ぜひ多くの女性研究者に経

験してもらいたく、制度の継続を望みます。

お名前 Ｂさんの研究主任者

１．研究支援員配備事業が研究者自身にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意見をお

書きください。

日常の臨床業務の傍ら、昼間の時間を有効に使えるようになったと感じる。

２．研究支援員配備事業が同室の他の研究者にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意

見をお書きください。

女性医師が増加していく中で、このように臨床と研究を両立するケースがあることを示せた。

３．研究支援員採用前後での変化

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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お名前 Ｃさん

１．利用状況をお書きください。

開始時期 平成 22 年 4 月 1 日～9月 30 日

勤務時間 20 時間/週

研究補助内容 実験の補助 (15 時間/20 時間)

動物の管理（5時間/20 時間）

２．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、研究支援員配備事業に採択してくださり本

当に有難かったです。女性研究者は実際の業務のほ

かに、家庭や育児などいろいろな問題を抱えており、

さらに臨床医の場合にはそれに臨床業務ものしかか

るため、常に時間の逼迫感を抱えながら仕事をして

いました。研究支援員を配備していただいたことに

より、研究をサポートしていただいたことは本当に

有難いです。

他大学の友人に話しても、大変うらやましがられ

ました。このようなプログラムがあると出産後もペ

ースを落とすことなく研究を続けられ、非常に有意

義であると実感しています。

お名前 Ｃさんの研究主任者

１．研究支援員配備事業が研究者自身にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意見をお

書きください。

Ｃは本分野において教育、診療、そして研究について多くの責任を負っている。限られた時間を有効

に使って、その３つの職責を全うするうえで、本事業による研究支援員の配備は有効であったと感じて

いる。

２．研究支援員配備事業が同室の他の研究者にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意

見をお書きください。

Ｃが活躍することは、女性医師、女性研究者が多くいる本分野全体のロールモデルとなっている。ま

た、彼女が研究支援員の補助により出来た時間を他の仕事に向けることで、他の研究者の教育、診療の

負担減にも役立っていると感じられる。

３．研究支援員採用前後での変化
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お名前 Ｄさん

１．利用状況をお書きください。

開始時期 平成 22 年 4 月 1 日～ 9月 30 日

勤務時間 30 時間/週

研究補助内容 実験補助(25 時間/30 時間）

動物飼育管理（5 時間/30 時間）など

２．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。

ワーク・ライフ・バランスを支援する大学の取り組みと

して非常に高く評価できます。少子化により就業人口が減

っていくことが予想される中で、子育てもしくは介護への

支援は今後益々大事になってくると思われます。家庭事情

等で一時的に本来のパフォマーンスを出すことが難しく

なった職員にとっては最も効率的でインパクトのある支

援です。本学において、研究者が個々の能力を最大限に発

揮することに大きく貢献すると思われます。

お名前 Ｄさんの研究主任者

１．研究支援員配備事業が研究者自身にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意見をお

書きください。

研究支援員配備事業との関連は間接的になりますが、今まであまり機会のなかったアドミニストレー

ションを経験する余裕が得られたと思います。これは将来ＰＩになるためには重要な経験であったと考

えています。一方、研究業績に関しては、本事業開始後で本事業や学会の男女共同参画事業などの仕事

が増え、正直大差を感じていません。アドミニストレーションに時間・労力が取られたにも関わらずア

クティビティーが落ちずに維持できたことを考えると、本事業によるサポートの効果はあったと判断す

べきかと思います。

２．研究支援員配備事業が同室の他の研究者にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意

見をお書きください。

同室の研究者は女性研究者支援事業に関して今までほとんど知識がなかったが、セミナー等に参加す

ることでいろいろ知ることができたと思います。特に疾患の性差に関しては学ぶところが大きかったと

思います。ただ、研究支援員配備事業に限定すると、該当者の行っている研究が他の研究者と違い、実

験室も異なることから接点があまりなく影響はそれほど大きくなかったと感じています。

３．研究支援員採用前後での変化

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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お名前 Ｅさん

１．利用状況をお書きください。

開始時期 平成 22 年 4 月 1 日

勤務時間 30 時間/週

研究補助内容 実験の補助 （26時間/30 時間）

データ入力 （4 時間/30 時間）

２．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。

女性研究者は出産後数年間研究成果の著しい遅れを経

験することが多く、その理由は、疲労、睡眠不足、スト

レス等様々です。女性のキャリア及び人生において最も

不安定かつ重要なこの時期に、支援と理解を得られるこ

とは大変重要です。支援の為の努力と経済的援助は、将

来必ず報われるでしょう。今後も政府と大学が建設的な

対話を続け、働く母親のキャリア形成を支援する上で非

常に有効なこの制度が継続されることを願っています。

お名前 Ｅさんの研究主任者

１．研究支援員配備事業が研究者自身にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意見をお

書きください。

Ｅは非常に優秀で、研究熱心な教員です。日本に来て、専攻生、大学院生、外国人研究員（学振）、G-COE

教員とキャリアを積み重ねていく中で、結婚、出産、子育てを行うのは大変なことでした。その中で、

この支援事業が開始され、私としてはこの事業に心から感謝しています。候補者選びも、私も加わり行

わせていただき、素晴らしい人を付けることができました。彼女の場合、英語で意思疎通ができること

が大事でしたので、英語ができる人を採らせてもらいました。彼女自身、熱心な人でもっと長くいてほ

しかったというのが実感です。

２．研究支援員配備事業が同室の他の研究者にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意

見をお書きください。

我々の研究室では、Ｅと同じ立場の研究者がいないこともあり、影響は良いも悪いもなかった。

３．研究支援員採用前後での変化

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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○

精神的な健
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お名前 Ｆさん

１．利用状況をお書きください。

開始時期 平成 22 年 6 月 30 日～9月 30 日

勤務時間 18 時間/週

研究補助内容 統計解析 2時間/18 時間

データ入力 12 時間/18 時間

データ解析 4時間/18 時間

２．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。

大変有益な時間でした。感謝申し上げます。しかしな

がら、これは支援に来てくださる個人の力量によること

ころも大きいとも感じました。幸い、私のところに来て

くれたかたは大変優秀で、正確で迅速な処理そしてなに

より仕事に対するプロ意識もあり、逆に私のほうが教え

られる部分も多く合ったほどです。マンパワーなしには

進まない仕事が、外来業務を私がやっている傍らで進む

という日々は夢のようでした。プログラムそのものへの

有難さと、支援員に恵まれたこと、両方に心からの感謝

を申し上げたいです。

お名前 Ｆさんの研究主任者

１．研究支援員配備事業が研究者自身にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意見をお

書きください。

支援員の募集に時間がかかり、生憎短い期間とはなってしまったが、大変有益なプログラムであった。

外来業務で研究室を不在にすることが多く指示をする時間にも限りがあり、また初めての雇用であった

にもかかわらず、意思伝達などコミュニケーションも上手くとれ、多くの成果を円滑に上げることが出

来たようである。限られた時間のなかで、進めたい仕事を支援員の助けによって進められるというのが、

こんなにも本人のストレスを解消するものであるとは、驚くほどの効果であった。

２．研究支援員配備事業が同室の他の研究者にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意

見をお書きください。

日々外来業務に追われるがために、研究業務というものが後回しにされがちである現状のなか、研究

を日々進めるということが可能な環境は他の医局員にとっても刺激があり、本来の研究者としての役割、

そして存在意義を示さねばという気持ちになってくれたのではないだろうか。また、コンピュータの処

理など、医局員の知らなかったことも指導してくれる場面もあり、実務としても実に有意義な時間を共

に過ごすことができたと思う。すばらしい効果であった。

３．研究支援員採用前後での変化
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お名前 Ｇさん

１．利用状況をお書きください。

開始時期 平成 22 年 4 月 1 日～ 12月 31 日

勤務時間 24 時間/週

研究補助内容 実験の補助 （24 時間/24 時間）

２．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。

本プログラムによって研究支援員を配備していた

だいたことで、これまで実験に費やされてきた時間

的制約から大きく解放され、効率よく論文執筆に活

用できるようになりました。今年度は論文を出すこ

とができ、さらに 2 編を執筆中です。女性研究者の

社会環境については正直十分であるとは言えない

中、こうした支援を頂けることで業績の向上につな

がり、大変感謝しております。

お名前 Ｇさんの研究主任者

１．研究支援員配備事業が研究者自身にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意見をお

書きください。

研究者自身が実験に従事することに加えて、研究支援員による実験が遂行されたため、きわめて効率よ

く研究が進んだと考える。このことは、論文発表や学会発表（国際学会や国際シンポジウムを含む）の実

績に表れている。

２．研究支援員配備事業が同室の他の研究者にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意

見をお書きください。

配備された支援員の働きは、研究室全体の研究支援となった側面もあるため、全体としての研究推進に

つながったものと考える。

３．研究支援員採用前後での変化
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研究の満足
感

○

職場の人間
関係 ○
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お名前 Ｈさん

１．利用状況をお書きください。

開始時期 平成 22 年 4 月 1 日

勤務時間 20 時間/週

２．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。

今回は大分お互いの事が分かり合えるようになり、実

験にも積極的に参加していただき、いろいろな面でスム

ーズに行うことができました。子どもの入院などで不在

となった時などは、メールにて実験の指示をださせてい

ただき進めることができ、穴をあけずに仕事をはかどら

せることができました。やはり、科研費の課題というこ

ともあり、なかなか思うようなデータがこの短期間では

得ることは難しかったですが、おかげさまで自分だけで

は達成できなかった課題にまで取り組むことができまし

た。このプログラムには大変感謝いたしております、ど

うもありがとうございました。

お名前 Ｈさんの研究主任者

１．研究支援員配備事業が研究者自身にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意見をお

書きください。

今回の研究補助員の派遣事業では、育児などで研究に実際に携わることができなかったＩが直接研

究に復帰して問題意識を持って高いモチベーションのもと仕事ができるようになった。

２．研究支援員配備事業が同室の他の研究者にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意

見をお書きください。

また、協同研究者の大学院生の研究レベルアップにもつながった。研究室全体が活性化した。

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 ○
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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 ○

３．研究支援員採用前後での変化
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お名前 Ｉさん

１．利用状況をお書きください。

開始時期 平成 22 年 4 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）

２．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。本

事業ではマンパワーを研究者に直接的に補充してもらえ

るため、非常に画期的であり、仕事の能率化にはとても

有用であると感じている。

お名前 Ｉさんの研究主任者

１．研究支援員配備事業が研究者自身にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意見をお

書きください。

研究者自身のモチベーションの変化につながり研究への意欲がさらに高まると共に、本人にとって支

援員による補助が精神的にも肉体的にも有効に作用し、研究もより充実した内容になってきている。

２．研究支援員配備事業が同室の他の研究者にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意

見をお書きください。

研究支援員配備事業を受けている研究員とその支援員により、医局の研究が発展し、また医局員と支

援員が互いに助け合うことによって、他の研究者とってもよりよい環境となっていると思われる。

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 ○

３．研究支援員採用前後での変化
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お名前 Ｊさん

１． 利用状況をお書きください。

開始時期 平成 22 年 4 月 1 日～9月 30 日

勤務時間 11 時間/週

研究補助内容 データ入力（2時間/11 時間）

データ分析（3時間/11 時間）

研究に関する論文収集（1時間/11 時間）

研究資料作成（5 時間/11 時間）

２．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。

非常に有意義なプログラムであった。1 日の限りある

時間をどう配分していくのかが、毎日の仕事をこなして

いく上で重要となるが、任せられる仕事を支援員の方に

お願いできることで、なかなか手付かずの仕事に手が回

るようになった。お陰で、人に任せる仕事と自分でする

仕事のメリハリもついた。

お名前 Ｊさんの研究主任者

１．研究支援員配備事業が研究者自身にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意見をお

書きください。

育児休業に入るに際し、Ｊはこれまで継続してきた研究の中断を恐れていた。しかし、研究支援員配

備事業を利用できたため、データ採取ならびに解析が進み、本年の学会にて報告することができる予定

である。

研究中断の懸念なく育児休業をとれる本事業は、アクティブに研究を行っている女性研究者をチーム

に持つ研究主任者にとって大変ありがたい事業である。

２．研究支援員配備事業が同室の他の研究者にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意

見をお書きください。

研究支援者が一生懸命データを取っているのを見た、他の研究者は少なからず刺激を受けたようで、

研究室の雰囲気が良い方向に変化した。研究支援が中断するのを惜しむ研究員が多い。限られた時間内

に集中して研究を行うことの有効性、重要性を教える結果となったようである。

３．研究支援員採用前後での変化
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お名前 Ｋさん

１． 利用状況をお書きください。

開始時期 平成 22 年 8 月 1 日～平成 23年 3月 31 日

勤務時間 29 時間/週

研究補助内

容

細胞実験補助 50%

動物実験補助 30%

動物飼育管理補助 20%

２．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。

私のケースは、すでに分野雇用であった技術員を支援室

雇用に移籍させる形でしたが、公募する場合には、半年

間だと応募者が少ないと思われるので、１年間のプログ

ラムの方が良いと思います。

お名前 Ｋさんの研究主任者

１．研究支援員配備事業が研究者自身にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意見をお

書きください。

研究者自身の研究活動の円滑な推進のみならず、研究支援員を管理する能力や責任感が身に付くよう

になり、研究室の運営にも積極的に関与するようになりました。研究を進めていく上で、自分自身に自

信が持てるようになったと思います。

２．研究支援員配備事業が同室の他の研究者にどのような影響を及ぼしたか、研究主任者としてのご意

見をお書きください。

当研究室では同世代の女性研究者が複数所属しており、大変励みになっていました。女性研究者支援

の一環として研究支援員が配備されていたので、同様の事業が継続されれば、次は自分が頑張ってみよ

うというモチベーションもあるようです。

３．研究支援員採用前後での変化
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お名前 Ｌさん

１．利用状況をお書きください。

開始時期 平成 22 年 4 月 1 日～9月 30 日

勤務時間 20 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。

２．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。

これまで自分一人では仕事、育児、家事をなかなかこな

しきれず、落ち込んだり悩んだりしていましたが、今回、

研究支援員を配備していただけたため、これらのバランス

がうまくとれるようになり、充実した期間を過ごすことが

できました。期間が終了してから２か月が過ぎ、また元の

慌ただしい生活に戻っていますが、以前と違い、色々なこ

とをあきらめずに前向きに考えられるようになりました。

やらなければならないことに追われ、忙しくて目が回りそ

うな時もありますが、これからも頑張っていきたいと思い

ます。本当にありがとうございました。

３．研究支援員採用前後での変化
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お名前 Ｍさん

１．利用状況をお書きください。

開始時期 平成 22 年 5 月 1 日

勤務時間 14 時間/週

研究補助内容 世代間交流プログラムの企画立案

（8 時間/14 時間）

デイサービスセンターの調査実施

（4 時間/14 時間）

データ整理（2時間/14 時間）

２．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。

今回のプログラムに参加させていただき、一番感じた

ことは、研究支援員がいることによる精神的な支えが非

常に大きいということです。研究が確実に進んでいくこ

とは、業績という形で外部から評価ができますが、この

精神的な安心感というのは実際にこの制度を利用した人

にしかわからないものだと思います。子どもの急な発熱

で、保育園から呼び出しが来た際にも、簡単な指示を出

すだけで研究を継続していただき、非常に助かりました。

アンケート結果から

平成21年度および平成22年度の

研究支援員配備事業による利用者

への効果についてアンケート結果

を、右表に 5 点満点で示した。平成

22 年度で改善度の高いものは、時

間の逼迫感(4.8 点）、研究の満足感

(4.8 点）、精神的な健康度 (4.8 点）、

研究の質(4.7 点）、研究の業績(4.7

点）であった。

利用者の研究室主任者へのアン

ケートから、本事業が研究室の他の

研究者によい影響を与えたと回答

した者は、11 人中 10 人であった。

本事業は利用者だけでなく、利用者

の研究室にも一定の効果を及ぼし

ていることが確認された。

研究支援員配備事業による利用者への効果(5 点満点)

悪 化
した

少し悪
化した

不変 少し改
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改 善
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研究の量 ○
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の達成

○
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○

時間の逼迫
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○

身体的な健
康度

○

精神的な健
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○
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３．研究支援員採用前後での変化
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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

「女性研究者支援モデル育成」事業では、平

成 21 年度から、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

います。

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

平成16年 4月にNPO法人格を取得した組織

であり、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、当日の午前 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（特任教員を含む）

今回の対象者には、大学院生は含まれません。原則として、平成 22 年度研究支援員配備事業の採択者以

外の方が優先されます。

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

るため、サービスが受けられる地域にお住まいの方。
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■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、この料金は開発費の対象にはなりませんので、個

人負担となります。

■利用状況

平成 22 年度は、平成 22 年 4 月 26 日から 5 月 31 日に募集を行い、7 名の女性研究者が登録を行いまし

た。お子さんの登録は 11 名でした。毎月、使用状況および感想を提出して頂いており、平成 23 年 1 月

の時点では、利用者はのべ 2 名でした。感想として、派遣型病児保育支援があるという安心感があった、

というものがありました。

■利用者へのアンケートから

１． 利用状況をお書きください。

利用日 利用時間 利用したお子様の年齢 お子様の症状・病気

平成 22 年

5 月 24 日

8:30～17:25 1 歳 11 か月 発熱・咳・鼻水・眼やに

アデノウィルス感染症

２． ご利用になった感想をお書きください。

はじめての依頼で正直不安がありましたが、きてくださったレスキュー隊員が、早い段階で子

どもと仲良くなってくれて、よかったです。母親が不在中、子どもが不安になったり、泣いたり

しないかと心配しましたが、大丈夫なようだったので、安心しました。

３． 今後のご希望についてお書きください。

フローレンスのコンセプト、活動はとてもよい取り組みだと思います。特に、人的資源をうま

くつかって、事務局がそれをマネジメントするというシステムに感心しました。また、双方評価

のシステムを取り入れているところも、質の担保につながると思いました。

１． 利用状況をお書きください。

利用日 利用時間 利用したお子様の年齢 お子様の症状・病気

平成 22 年

8 月 11 日

8:30～17:15 2 歳 1 か月 発熱（39.3℃）

２．ご利用になった感想をお書きください。

8 月 10 日に急に子どもが熱発したため、翌日の 11 日にレスキューに来てもらいました。

11 日は、学外で大学院生のゼミがあり、どうしても参加しなければならなかったので、

100%レスキュー対応してもらえるのは、非常に助かりました。前回、来てくれたレスキュー隊員

とは別の人でしたが、感じの良い方でした。子どもの熱が高かったので、自宅で見てもらえて、

子どもも慣れた環境で安心して十分休養できたことが良かったと思います。
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３．今後のご希望についてお書きください。

保育園から呼び出しがあったときに、「ああ！どうしよう！」ととっさに思うのですが、「そう

だ！フローレンスがある！」と思いなおし、次の行動に移すことが出来るようになりました。「困

った…」を「なんとかなる！」に変えられる、助けてもらえる先があるということは、本当にあ

りがたいです。とても有効な支援プロジェクトで、女性研究者支援室の皆さまには感謝していま

す。よく子どもが熱発するので、今後も困った時は利用させていただきたいと思います。

４．２ 学内保育施設「わくわく保育園」開設

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」を開設した。

昭和 58 年に開催された本学のシンポジウムでは、

「学内民主化に向けて」と題して、国民のための医

療の改革・充実を図るために、看護体制の充実を目

的として学内保育所の設立が求められた(１)。しかし

その後本学に学内保育所が設立されることはなか

った。平成 21 年 5 月に大学院医歯学総合研究科救

命救急医学分野の三高千恵子准教授が主体となっ

て「一般保育ならびに病児保育施設設置の要望書」

の署名活動が行われ、1,603 名の署名が学長に提出

された。そして本学に学内保育所が開設されるのは、

男女共同参画の観点から、育児をしながら研究を続

けられるよう、わくわく保育園が設立された、平成

22 年のことである。

わくわく保育園の保育士は常勤4名以上で、その他に非常勤が配置されている。栄養士は常勤1名、英

語で対応することのできるバイリンガル保育者も1名在職している。留学生や外国人教員のお子さんにも

英語で対応することができる。

保育園では、子どもの日、夏祭り、遠足、クリスマス会などの行事を行っている。園内は、子どもの

年齢別に分けられた保育室があり、子どもの年齢に合わせたおもちゃや絵本などが置いてある。室内の

壁には子どもの作った作品などが展示されている。

註

１ 日本科学者会議東京医科歯科大学分会「東京医科歯科大学事件」、『日本の科学者』Vol.19 No.3, 昭和59年参照。
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講師 特任教員 医員 大学院生 合計
女性 1 3 6 10
男性 2 1 2 5

合計 2 1 4 8 15

わくわく保育園概要

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

わくわく保育園の利用者の構成は、平

成 22 年 12 月現在、15 名であり、女性

10 名、男性 5 名である。教員は 3 名、

医員4名、大学院生8名である。この内、

外国人は 5 名であった。

一時保育の利用は徐々に増加してお

り、平成 22 年 10 月ごろから 20 名を超

えるようになった。

わくわく保育園利用者インタビューより

「施設がきれいで、よくしていただいており満足しています。現在人数が少なめなので余裕のある保育

をして頂けるのが良いと思っています」。

「大学内に保育園があるので、とても安心して子どもを預けることが出来ています。研究室を出て 5 分

以内に迎えに行けるので、研究の方も気持ちに余裕をもって出来るようになった気がします。自宅のあ

る地域では、待機児童が非常に多く、入園出来なかったので、今年から保育園が開園となり、とても助

かっています」。

「博士課程 3 年の大学院生で現在 3か月の子どもがいます。地域の公立保育所を申し込んでも 8割から 9

割の確率で断られました。学内保育所ですと一日一回授乳にくることができるので、通学時に途中下車

して私立保育所に子どもを預けるより良いと思いました。医局の先生に子どもを見せることもできまし

た」。
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４．３ 順天堂病後児保育ルーム「みつばち」見学

平成 22 年 8 月 5 日に順天堂病後児保育ルーム「みつばち」に女性研究者支援室のスタッフ 3 名で見学

に行きました。文京区からの委託により、平成 22 年

6 月 15 日に学校法人順天堂が旧元町小学校に開園さ

れました。家庭で保育することができない文京区内に

お住まいの生後4か月から小学校3年生までの児童を

対象としています。定員 6 名には、特に順天堂関係者

の枠は設けられていないそうです。利用期間は、1 回

の利用につき 1 週間になります。

保育室、隔離室、観察室、事務室があり、隔離室に

はおたふく風邪のお子さんが看護師さんと、 観察室

にはおたふく風邪の可能性があるお子さんが保育士

さんとそれぞれ遊んでいました。その他のお子さんは

保育室で、やはり保育士さんと一緒にいました。事務

室には、持参されたお弁当をお預かりするための冷蔵

庫と、お弁当を温めるための電子レンジが備えつけて

ありました。
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５． キャリア支援事業

５．１． キャリアカウンセリング

平成 21 年度にキャリア相談室を開設し、平成 22年度で 2年目を迎えた。

キャリアカウンセリングでは、学内の男女の教職員・学生

の方々のキャリアに関する相談に対応し、キャリアに関連し

た支援を行っている。その主な目的は、

①キャリアに関する正しい自己理解を促すこと、

②キャリアデザイン・キャリアプランなどキャリア開発の

支援を行うこと、

③職業選択、キャリアの方向性の選択、意思決定の支援を

行うこと、

④キャリア目標達成のための戦略策定の支援を行うこと、

⑤キャリアに関するさまざまな情報提供の支援を行うこと、

⑥キャリアの不安・葛藤など情緒的問題解決の支援を行う

こと、

などである。そもそも「キャリア」とは、「職業や職務」な

どに限定した仕事に関するキャリアを意味するのでなく、「職

業や職務」など仕事に限定する「狭義のキャリア」と、「ライ

フワークや家庭内での仕事、趣味や学習、地域活動」などを含む、広い概念での「広義のキャリア」が

ある。昨今では、キャリアについて統合的にとらえる広義のキャリア」（ライフキャリアとも呼ばれる）

が一般的になっている。そのため本学でキャリア支援を行うにあたり、あくまでも仕事に関する内容の

みではなく、「ライフキャリア」の側面からも支援を行った。また、キャリアやライフキャリアに関する

悩みや問題を抱える場合は、同時にさまざまな精神的な問題も抱え不安を感じている場合が多い。した

がって、「精神的ケア、心理的な問題解決のサポート」もキャリアカウンセリングの重要な一部分である

ため、メンタルの問題についても対象とした。

キャリアカウンセリングには、女性研究者支援室の有馬 牧子特任助教（国家認定キャリアコンサルテ

ィング技能士）がカウンセラー務めた。

平成 22 年度でのキャリアカウンセリングの

相談件数は 30件であった。内訳として、女性が

20 件（67%）、男性が 10件(33%)であった。また

職位別には、大学院生が 27 件(90%)、留学生が

2 件(7%)、職員が１件(3%)であった。

多岐にわたる内容の相談が寄せられた。「今後

の進路について」が 77%件と最も多く、次いで

「所属する研究室・職場での悩みや問題」、「論

文や研究など学業について」、「学内の人間関係

キャリア相談室のご案内

mail: info.ang@mri.tmd.ac.jp http://www.tmd.ac.jp/mri/ang
TEL: 03-5803-4921 FAX : 03-5803-0246

東京医科歯科大学女性研究者支援室 Angel Office

Activation of GenderEquity/Gender Medicineand Enrichment of Li fe

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

[ご利用方法]

これからのポジションやキャリアに困っていませんか？
研究・仕事と育児の両立に困っていませんか？

ぜひキャリア相談室までご相談ください。

[支援内容]
・研究・仕事と育児・家事・介護との両立が難しい
・今後研究を続けていくか迷っている
・妊娠・出産後の仕事の継続や復職後のことについて
・今後の進路やポジションについて

キャリアやライフプランについてお気軽にご相談ください。

[対象者]

本学教職員、学部生、大学院生（男女を問いません）

http://www.tmd-angel.jp/soudan/ まで事前予約の上、
希望日時等をお知らせください。折り返し、相談日時を
ご連絡いたします。相談をお受けできるのは、月曜・
金曜の10時～17時半、木曜の13時～17時半です。
尚、メールでの相談は受け付けておりません。

※相談内容のプライバシーは厳守いたします。

[相談員]
女性研究者支援室 特任助教 有馬牧子(認定ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）

[場所]
東京医科歯科大学 湯島地区1号館 519号室
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について」「学内外のポジションについて」等の順だった（図１参照）。

「今後の進路」については最も多く約 8 割の方が相談されており、特に大学院生においては約 8 割が

相談内容としている（図１）。実際に大学院生は、進学すべきか、アカデミックポジションで就職するの

か、あるいは研究職として企業に就職するか、あるいはそれら以外での道でキャリアを目指すのか、と

様々である。これから自分のキャリアを形成していく大学院生にとっては、まさに今後のキャリアは検

討課題であり、今後どのようにキャリアデザインをしていくかを学内において支援することは必要であ

る。同時に、学生自身が自分のキャリアを明確に考え、自主的・自律的に考えることは必須である。

「所属する研究室の悩みや問題について」も大学院生に多く、約半分が相談内容としており、主に研

究室内での人間関係、教員や同僚とのコミュニケーションの問題などであった。

図１平成22年度のキャリアカウンセリング内容

相談内容について平成 21 年度と比較すると、平成 21 年度は「今後の進路」や「研究室・職場での悩

み」が平成 22 年度と同じく上位 2 位であったが、「出産・育児への準備について（保育園の入園問題含

む）」が 33%と、3 位を占めていた。一方で平成 22 年度においては、「出産・育児への準備について（保

育園の入園問題含む）」は 3%と、6位に移行した。これは、本学において平成 22 年 4月に学内にいて「わ

くわく保育園」が開設されたため、保育園の入園問題などに悩む件数や、研究や学業を続けながら出産・

育児に悩む件数が全体的に減少したとも考えられる。

このように、出産・育児と学業や研究との両立を支える環境整備は、「キャリア支援」そのものにつな

がっており、将来の進路や、育児の問題や、家事と仕事の両立など、様々なキャリア相談に対応できる
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自分が何をやりたいか、自分の価値観について

家事・育児・介護と仕事と研究の両立について

仕事をしながらの配偶者との関係作りについて

出産・育児への準備について

大学院生

留学生
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ような環境整備が整うことを期待したい。

また、平成22年6月に開設1年目を迎えたことをきっかけに、これまでのキャリア相談利用者に対し、

利用の感想や今後のキャリア相談室の改善点に関するアンケート調査を行った。

「キャリア相談室を利用した感想」として、1．「抱えていた問題解決」や「ストレスの軽減」といっ

たアウトカムについての感想、2．「キャリア相談室の運営体制（ＨＰの分かりやすさ、予約のしやすさ

など）」、3．「キャリアカウンセラーの態度や姿勢」、4.「キャリア相談を利用したことについての自由回

答コメント」について聞いた（図２参照）。

「改善点」については、「学内の教員ポストについての最新情報が欲しい」との意見が寄せられていた。

図２ キャリア相談室を利用した感想

100%

89%

89%

89%

89%

89%

78%

78%

78%

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

カウンセラーがじっくり話を聞いてくれた

カウンセラーが問題をよく理解してくれた

カウンセラーが助言をしてくれた

抱えていた問題の解決をしてもらえた

抱えていたストレスの軽減ができた

ＨＰでの予約方法が分かりやすかった

前向きに仕事や勉学に取り組む意欲が出た

新しい気づきが得られた

ＨＰのカウンセリング室情報が分かりやすかった

尚、自由回答からは、以下のコメントが寄せられた。

・「一人で悩んでいた時に相談にのっていただいたので、自分は一人ではないと心強くなり元気が出ま

した。研究を続けるモチベーションが高まりました」

・「相談室を利用するまでは、自分の進む道を見失っていたように思います。しかし、アドバイスを頂

き、自分の道を見つけることができました」

・「育児と学業との両立に悩み、実験の時間や家事の時間も取れないことに、いつのまにか自分自身を

追い詰めていました。もっと工夫できる方法や支援策を知り、心が軽くなりました」

・「ただ漫然と日々研究を続けていて、この先のことが見えなくなっていました。自己理解についても

これまで考えたことがなかったので、相談したことをきっかけに、今後のキャリアのゴールをイメージ

できるようになりました」
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本事業は今年度で最終となったが、学生や職員の方々が自分の経験や適性、能力に見合ったキャリア

パスを見つけ、職業・研究生活を設計していくための支援は本学においても不可欠である。今後も、キ

ャリア支援事業が継続し、研究・学業・仕事を快適に進めていけるような現実的な環境整備が発展して

行くことを望む。

５．２． キャリアワークショップ

講師：女性研究者支援室 有馬 牧子特任助教（国家認定キャリアコンサルティング技能士）

場所：１号館 6階 演習室 3＆4

日時：第一回 平成 22年 8月 26 日 14：50～16：20、第二回 平成 22年 9月 3 日

本学の学生が自分に適した生き方やキャリア、職業を選び準備していくには、学生自身が自分を省み

て、深く自己を理解することが必要である。そのためには自分の長所・強み、価値観、興味・関心、職

業や人生への欲求・夢などを検討しながら、自分の長い人生を展望し、ライフキャリア計画を立て、数

ある選択肢のなかから自ら選択、意思決定するような指導をすることが必要である。

そのために、「自分は何が好きなのか」、「興味・関心は何か」、「将来何をしたいのか」、「どのような生

き方をしたいのか」、「どのように計画を立て、具体的に行動したらよいのか」などについて、学生自身

に考えさせるチャンスと場を与えることは必須である。そこで、女性研究者支援室のRAであるANGEL staff

（女子大学院生による、キャリアに関する自主企画）事業の開始に伴い、女子大学院生がキャリアやラ

イフの課題について企画運営を考え、また自己理解を深めるためにキャリアのワークショップを2回連続

で行った。

第一回ワークショップ

第一回は平成22年8月26日に行い、今後のキャリアを構築していくのに必要な「キャリアってなに？」、

「自分の価値観を知ろう」をテーマに検討した。キャリアの定義や、キャリア形成のポイント等につい

て説明をし、グループに分かれて価値分析のワークを行った。

参加者にアンケートを行ったところ、「自分の価値観を改めて知ることで新たな気づきにつながった」、

「自己分析ができて役立った」、「自分自身のことについて、新たな気づきを得られた」、「キャリアをカ

テゴリー化して見るのは初めてだったので、大変興味深かった」、「価値分析は、自身の人間性が表れた

きたしてとても楽しかった」、「気持ちが明るくなった」等の声が聞かれた。

第二回ワークショップ

第二回は平成 22 年 9 月 3日に行い、「自分自身のキャリアを知ろう」をテーマに検討した。キャリア

を形成するためのアプローチ方法や、キャリアを掴むための心のありようについて説明をした。また、「こ

れまでのキャリア」、「現在のキャリア」について振り返りのグループワークを行った。これまで自分が

関わってきた研究や仕事、及び現在取り組んでいる研究・仕事について、何を成し遂げることができた

か意見交換を行った。

各グループで発表を行ったところ、「キャリアについて悩んでいるのは自分だけでないと知って前向き

になれた」、「キャリアチャンスを掴むには準備が大事だと認識した」、「長期的なキャリアデザインをき
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ちんと考えたい」との声が聞かれた。

参加者のアンケートでは、「自分の過去を振り返ると、意外と良い点もあった」、「皆さんの意見を聴く

ことで、自分だけが悩んでいるのではないと前向きになれた」、「臨機応変に！というフレーズに心打た

れた」、「キャリアの偶然性を形作るものに準備があり、それによりチャンスが訪れるといことが分かっ

た。今まで考えたことがなかったので新鮮だった」との声が聞かれた。
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５．３． 中高生対象次世代支援（Open Campus）

平成 22 年 7 月 28 日、および 7 月 29 日に開催された東京医科歯科大学オープンキャンパスにおいて、

女性研究者支援室の活動内容に関するポスター展示を行い、学外からの参加者に掲示した。さらに、「あ

なたの願い事を書いて下さい」と記載した Wish Tree（願い事の木）を展示し、約 250 人の来場者に願い

事を記してもらった。予想を上回る来場者がオープンキャンパスに参加したために、Wish Tree（願い事

の木）への願い事の記載が、書ききれなくなってしまうほどであった。さらに女性研究者支援室「ニュ

ースレター」第 3 号、および女性研究者支援室で作成した「ワーク＆ライフ ガイドブックⅠ」の展示

および配布を行った。

女性研究者支援室の活動内容について、本学への入学を希望する中学生・高校生に広報活動を行うこ

とによって、次世代育成に対する支援活動を行った。特に「ワーク＆ライフ ガイドブックⅠ」を配布

することによって、大学の学生・大学院生・教職員といったキャリアを積んでいくにはどのような道を

歩み、どのようなことが問題となってくるのかという、今後のキャリアに対する展望を示した。また、

医歯学系大学への入学を希望する中学生・高校生に、願い事を書いてもらうことによって、次世代を担

う若者が希望していることについて把握を行った。
2010.7/28・29

東京医科歯科大学 OPEN CAMPUSにようこそ！
この木は、Wish Tree(願い事の木）です。

あなたの願い事を書いてください。

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 （ANGEL Office)
T okyoM edical and Dental University Ac tivation of Gender Equi ty /Gende rMe dicine
and Enric hment of Life
TEL: 03-5803-4921 FAX: 03-5803-0 246 mail: info.ang@mr i.tmd .ac.jp
h ttp://www.tmd.ac.jp/mri/ang/
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５．４． 男女共同参画ワークショップ

「男女共同参画社会とは何か」平成 22年 10 月 13 日

東京医科歯科大学 女性研究者支援室

小島 優子特任助教

男女共同参画ワークショップの目的

本プロジェクトでは、「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か

ら、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」というミ

ッションを掲げている。大学規則だけではなく、大

学で研究する者にとって男女共同参画とは何である

かを考える必要がある。

「女性に優しい研究室」にするためには、どのよ

うなことが必要であるのかについて、ワークショッ

プ形式でグループ・ディスカッションをしてもらい、考える機会を

もつことによって、意識改革に取り組む。

男女共同参画ワークショップ開催の背景

国立大学協会が行った平成 21年の調査によれば、86 の国立大学が行っている男女共同参画に関する広

報や啓発活動は、ホームページによるものが最も多く(61.6%)、次いで雑誌等(41.9%)、講習会(38.4%)、

シンポジウム(34.9％)、学生ガイダンス(33.7%)である。この中で、検討中の大学も含めると、講習会に

よる男女共同参画に関する啓発活動を検討している国立大学は 65.1％と、ホームページに次いで多い。

例えば、北海道大学では、上級管理職にある教職員（総長、理事、部局長）を対象に、女性研究者が

抱える問題や実状に関心と理解を深めるためのセミナーを開催している。 東北大学では、女子大学院生

が企画する「男女共同参画について考える」研修会、大阪大学では、研究者・企業人などによる男女共

同参画セミナーを開催している。特に九州大学医学部では、1年生を対象に一般教養「ジェンダー論」を

２コマ開講し、女性医師が離職しないように取り組んでいる（樗木晶子「女性医師のキャリア継続を目

指して」、『循環器専門医』第 17 巻第 2号、平成 21 年参照）。



40

男女共同参画ワークショップ開催によって得られる効果

まず、男女共同参画社会の実現によって、社会および大学にどのような効果が得られるかを提示し、

参加者自身がどのような「女性らしさ」、「男性らしさ」にとらわれていたのかに気づかせる。このこと

によって、家事・育児・介護は女性の仕事ではなく、女性と男性双方の問題であるということに気付か

せる効果が得られる。育児や介護は女性だけの仕事ではないという観点をもつことによって、職場にお

いて育児休業や介護休業を取得することに対する理解や協力を広げることを本セミナーの目的とする。

企画の内容

このワークショップでは、第一に男女共同

参画社会とは何かについて考察したうえで、

第二に、医学・歯学・保健衛生学を学ぶ学生

とジェンダー について検討を行った。

まず、男女の社会地位の平等について参加

者にワークシートに記入して考えてもらった。

現在日本の一般給与水準が男性 100 に対して

女性は 69である（国税庁、平成 20 年度）。ま

た共働き世帯の家事時間は、夫が 30 分である

のに対して妻は 4 時間 15分であり、妻の就業

時間が 35 時間以上の共働き世帯においても、

夫が 33 分であるのに対して妻は 3 時間 25 分

である（男女共同参画白書、平成 21年度）で

ある。国際的にも日本人男性の家事時間は突

出して少ないことを提示し、社会的な男女間

の格差が生じた理由について参加者に考えて

もらった。

次に、家父長制社会の中で家庭内における

性別役割分業が、社会における女性労働の従

属化へつながってしまう構造について分析を

行った。家父長制社会においては、家庭内に

おいて夫が妻の労働力(無償サービス)を所有

し流用できることから、家庭の外においても

女性的な仕事が直接的に(たとえば秘書の仕

事として)、あるいは間接的に(工業における低賃金労働として)、男性的な仕事に従属させられるという

性分業が正当化されてしまうことになる。ケイト・ミレットが『性の政治学』の中で父権制の作用の一

つは、「女を互いに反目させることで、過去には娼婦と家庭婦人とのあいだに、そして現在は職業婦人と

主婦とのあいだに、強い敵対感をつくり出している」と述べていることを紹介した。ミレットによると、

男性は「二重基準（ダブルスタンダード）の多様な利点につけ込んでこの両方の世界に関与し、優越し

た社会的、経済的手段を利用して、この二種類の女たちを互いに張り合わせる」。

全体の流れ

１ 男女共同参画社会とは何か

１．１ 社会地位の平等について

１．２ 性別役割意識について

２ 医学・歯学・保健衛生学を学ぶ学生

とジェンダー

１．１ 社会における地位の平等について
ワークシート Ｐａｒｔ１

１ 社会全体における地位の平等について
a 男性の方が非常に優遇されている
b 男性の方がどちらかといえば優遇されている

c 女性の方がどちらかといえば優遇されている
d 女性の方が非常に優遇されている
【回答の理由】

２ 夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである
a 賛成

b どちらかといえば賛成
c わからない
d どちらかといえば反対
e 反対

【回答の理由】
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このような中でポジティブ・アクシ

ョン(積極的改善措置)として、女性が

特に少ない国会議員や裁判官、大学教

員などの指導的地位における女性の

占める割合が 2020 年までに少なくと

も 30％になることが期待されている

現状を示した。しかしポジティブ・ア

クションについては、男性の側からは

逆差別ではないかという反対意見、女

性の側からは男性から劣位であると

いう刻印をおされてしまうという反

対意見が出されている。このような中

で、ジュディス・バトラーが、「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」という観点から、

積極的改善措置を評価している見解

を紹介した。

男女格差が生じる背景は、社会的・

文化的要因だけではなく、教育現場や

家庭環境にあることにも触れ、女性や

男性であるためにどのようなよかっ

た点や、異性であればよかったと思う

点があるかについて参加者に意見を

出してもらった。男女ともに自身のキ

ャリアを築く上で、性別にかかわらず

自分の個性や能力を生かすことので

きる社会こそが「男女共同参画社会」

であることを確認した。

男女の社会的分業が生じた原因

家の中

夫が妻の労働力
(無償サービス)

を所有し流用で
きる

家の外

家父長制

男性が支配的である男女間の自立的社会的関
係。

男女間の階層
性が正当化さ
れてしまう

性分業

家の外でも性分業が
正当化される

労働

女性的
な仕事

男性的な仕事

従属させられる

秘書、
工場での低賃金
労働

女性が補助的な賃金
の支払いをうけないの
は、男性の稼ぎ手の賃
金を通じて、女性の家
事労働について大部分
支払い済みだという前
提に立っている。

男性：生産労働
女性：再生産労働

(家事・出産)

ポジティブアクションの問題

男性からの反対意見

? 逆差別ではないか？

女性からの反対意見

? 男性より劣位であるという刻印をおされて
しまう

大学における積極的改善措置について
ジュディス・バトラー

「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」

ケイト・ミレット『性の政治学』

父権制における大きな作用

女性同士を反目させること

過去 娼婦 家庭婦人

現在 職業婦人 主婦

男性
ダブルスタンダードにつけこ
み両方の世界に関与する

二種類の女たちを張り合わせる

女性たちの
副次的な階級

美醜
年齢

女性は通常の階級制度を超越する傾向がある

女性は経済的に依存しているために、男よりも出身
階級への結びつきが少ない
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参加者アンケートより

１ 今日のワークショップでどのような

ことが得られましたか。

「自分が普段、性差についてあまり意識

していないことがわかりました。どちら

かというと、社会的な面で女性であるこ

とはマイナスだと感じていましたが、男

性にも男性だからと、必要以上のプレッ

シャーがあるのもわかりました。」

「男女平等とは良くというものの、男性

と女性では機能がちがうので、それぞれ

をおぎなう、社会のシステムがあれば、

女性も多いに社会貢献していけるのでは

ないか、と感じました。医師不足が問われる最近、資格を持つ女性医師が安心して働ける環境を整えて、

男性医師の加重労働を減らしてバランスを保てる方向に行かないと、本当の意味での医療崩壊につなが

ってしまうと思います。」

「「仕事と生活の調和」について働き易い環境にするために、自分達で取り組む方向付けを得られた。」

「依然として男性優位社会で、もっと女性が働きやすい環境を整備しなければならないと思った。女性

の皆さんも「男性に生まれた方がよかった」という意見を多く言っていたのが印象に残った。」

２ 今後、どのようなワークショップを望みました。

「ぜひ学生さん達に考えてもらいたいことです。これから医療に携わっていく若い人達にこそ、意識を

もってもらいたいので、実際に働いている方の状況が具体的にわかるようなものだといいと思います。

「「仕事と生活の調和」の取り組み結果を知る機会がいずれ欲しいです。」」

「グループワークがもう少しあるともっといいです（皆さんの意見がとても参考になるので）。」

「パワーポイントのスライドはレジュメとして印刷して配ってくれるともっといいです（その方が後か

ら何を学んだか思い出せるので）。」

今後の展望

我々が普段気付いていない「男らしさ」や「女らしさ」について参加者が考え、グループワークを通

して異性の考えについて知ることによって性別にとらわれない「自分らしさ」や「自分の生き方」とは

何かについて考えるという目的を達成することができた。今回のような小人数でのグループ・ディスカ

ッション形式では、自分がとらわれている「女らしさ」・「男らしさ」について言語化することによって、

意識化することが可能であった。女性が医師や歯科医師になった後の離職率を減らすためには、もちろ

ん職場環境が重要であるが、そのためには男子学生および女子学生に現在の社会状況を正しく理解し、

自身の性別について自覚的になるよう啓発することには、大きな意味がある。今後も学生および教職員

の男女共同参画に対して、意識啓発に取り組んでいく必要がある。

哲学に何ができるか?
～「ジェンダー」を哲学的に捉える意義～

「生物学的性(セックス)と文化的性(ジェンダー)」
との絡まり合いを見出し、

そこから、認識の変革をうながす

例）「女だから、女らしくせよ」という言明は、

存在(事実命題) 当為「～すべし」(価値命題)から

を導き出す自然主義的誤謬である。

「魚だからえら呼吸せよ」と言っているのと同
じように、存在と当為を混同している。

G. E. Moore
（1873－1958,英）
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５．５． 女子大学院生自主事業(ANGEL staff 事業)総括

〈目的〉

「女性研究者への革新的支援事業」において、次世代育成事業は重要な目的の一つである。また女子

大学院生が自分のキャリアパスの選択肢について考え、キャリア形成を積極的に行うことを支援するこ

とは、大学院生のキャリア支援につながると考えられる。

本学の生命科学研究に携わっている大学院生は、卒業後には研究者になる道や、企業等での就職を目

指す道、あるいは研究職以外の道など様々なキャリアパスの選択肢がある。

しかし、実際には「学位を取得できるのだろうか」「アカデミックポジション数自体が少ないのでは」

「就職したくても、就職情報はどこにあり、誰に聞いたら良いのだろう」「Ph.D.を活かすにはどんな仕事

があるのだろう」「将来結婚も育児もしたいが、研究との両立は出来るのか」など、自分の進路やキャリ

アについて不安を抱いている大学院生が多いのが実情である。

そこで次世代育成支援、キャリア支援の一環として、本学の大学院生が自らのキャリア形成に必要な

課題を抽出し、その具体的な解決方法について自律的・自主的にプロジェクトを企画し、運営するスキ

ルを学ぶ事業を企画した。これを｢ANGEL staff 事業｣、そして事業を担当する大学院生を「ANGEL staff」

と名付け、平成 22年 8月から 12 月まで実施した。

本事業は 3 部局の教授会での承認を得て、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・生命情報科学教育部に所属する女子大学院生を対象とし、学内で募集を行った。19 名が参画

し、女性研究者支援室の RA(リサーチ・アシスタント)として活動を行った。

〈活動経過 〉

平成 22 年 6 月 2日と 6月 8 日に、ANGEL staff 事業に関する「意見交換会」を開催し、参加者にどの

ような活動を求めているか、あるいはどんなことを知りたいかを聞いたところ、「理系大学院生のための

企業セミナーを開催してほしい」、「女性先輩の話を聞きたい」、「他の女性研究者と交流したい」、等の声

が挙げられた。

続いて平成 22年 7月 22 日に、「ANGEL staff kick off ミーティング」を開催し、当事業の具体的な企画

内容についてメンバー同士でディスカッションが行われた。その結果、学内の女性研究者にインタビュ

ーを行う「学内女性研究者インタビュー」、Ph.D.を仕事の現場で活かしている方をお呼びして講演を行う

「Ph.D.キャリアの活かし方」、大学院生が研究費を獲得する方法について学ぶため、研究資金獲得に詳し

い講師によるセミナーを行う「大学院生のための研究資金獲得セミナー」、就職内定者（本学女子大学院

生）に就職活動で役立ったことのインタビューを行う「就職活動支援」、就職支援ニーズを WEB 調査で

行う事、及び本学大学院の修了者の就職先情報を整理し、提供する「就職支援ニーズ調査」の各 5 グル

ープで活動を行った。

これらの活動を行うために、女性研究者支援室にて ANGEL staff 同士が定期的なミーティングを開催し、

企画書の作成、予算立て、広報、講演者への打診、チラシ作成や印刷などを自主的に行った。当室スタ

ッフが各グループのアドバイサーとなり、適宜指導や助言等を行った。また、就職活動の企画において

は、本学ＯＢ・ＯＧ情報の提供など、スチューデントセンターとも連携を行った。また、当室 HP 内に設

置されているオンラインフォーラムを積極的に使用して、女性研究者支援室と ANGEL staff 間との情報提

供や意見交換を行った。これらの活動を報告書として「大学院生による大学院生のためのキャリアガイ

ドブック」にまとめ、平成 23年 1月に発刊し、学内に配布を行った。
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５．５．１． 学内女性研究者インタビュー

〈背景と目的〉

多くの場合、博士後期課程に進学する大学院生は、学術機関の研究者になることを目標としている。

しかし実際には、「自分の将来はどうなるのだろうか」とキャリアについての不安を抱くことが多いのが

現状である。「博士号を無事取得できるだろうか」「女性研究者のポジション獲得は困難ではないだろう

か」「子育てや介護など家庭生活との両立が心配」など、悩みの種類は様々であるが、そこに共通してい

るのは「女性研究者のキャリアパスを知りたい」という点である。

そこで、学内の女性研究者にインタビューをし、どのようにキャリアプランを計画したのかについて

聞き、実際のキャリアや研究生活を知ることで、キャリアに対する不安の解消を目指すことを目的とし

た。また、研究生活を送る上でのアドバイスについても聞いた。企画には、6名の ANGEL staff が参加し

た。

また、本企画をきっかけとして、本学の女性研究者と女子大学院生のネットワーク形成につなげるこ

とも目的とした。

〈活動内容〉

最初に、学内の女性研究者の情報を集め、承諾を得られた方にインタビューの計画を立て、趣意書を

作成した。次に、各メンバーが女性研究者の方々に趣意書を送り、日程調整などの連絡や、インタビュ

ー用の設問テンプレートの作成を行った。インタビューを行った後は、各インタビュー担当者が編集作

業を行った。13 名の学内の女性研究者に、これまでのキャリアの歩みや研究内容、海外留学や研究と家

庭との両立などについてインタビューを行った。

〈活動スケジュール〉

・8 月下旬：企画準備、インタビューする女性研究者の方々の候補リスト作成、連絡・日程調整、趣意書

の作成、インタビュー用のテンプレート作成

・8 月下旬〜9月中旬：第一回インタビュー、編集作業 

・9 月下旬～10月上旬：第二回インタビュー、編集作業

・10月中旬〜12 月中旬：インタビュー内容のまとめ、インタビューした女性研究者に校正の依頼、 

本企画の報告書原稿の作成

〈期待される成果〉

女性研究者の多様なキャリアパスを知ることで、女子大学院生が自分に適したキャリアプランを計画

できるようになることが期待される。さらに、科学研究費の獲得、海外留学、研究と家庭生活の両立、

研究のモチベーションの保ち方など、幅広い分野に渡ってアドバイスを頂くことで、学術機関の研究者

を目指すためのモチベーションが高まると考えられる。



45

５．５．２． Ph.D.キャリアの活かし方

〈背景と目的〉

博士課程の大学院生は、学位取得後にどのようなキャリアパスがあるのか悩んでいる現状がある。ま

た本学では博士学生対象の就職支援はなく、就職に関する情報は不足している。そこで、Ph.D.取得後の

キャリア形成に興味を持ちながらも、進路に悩みや不安を感じている 4 名の ANGEL staff が参画し、企画

を立ち上げた。企画には、主に二つの目的を立てた。第一に、本学の博士大学院生が Ph.D.取得後のキャ

リアプランを立てる上での参考となるよう、Ph.D.を生かせる幅広い職種、職業に関する情報を提供する

ことである。第二の目的は、博士、修士両大学院生の Ph.D.取得へのモチベーションを高めることである。

Ph.D.取得の意義や Ph.D.取得後のキャリアパスの選択肢を知ることができれば、Ph.D.取得へのモチベー

ションを高めることができると考えられる。

〈活動内容〉

①博士大学院生の就職活動の全体像をつかむため、本学のキャリア支援に携わっておられる先生をお呼

びして、セミナーを開催する。

②Ph.D.を仕事の場で活用されている、様々な職種の方をお呼びしてセミナーを開催する。

第一回セミナーは、平成 22 年 9 月 17 日に「多様な世界で活躍する Ph.D.の姿」について、本学の国際

交流センターの竹本 佳弘特任教授が講演を行った。第二回セミナーは、「企業で活躍する女性研究者

の姿」について、平成 22 年 11 月 25 日に中外製薬株式会社 育薬研究部がん領域グループ 大内 香主

幹研究員にご講演いただいた。

〈活動スケジュール〉

・8 月中旬～8月下旬：第一回セミナー講演者の候補者リスト作成、趣意書の作成、打診・交渉

・9月上旬：第一回セミナー講演者の決定、講演タイトル・日時・場所の決定、各広報活動（ポスター

作成、学内掲示、学内メール送付、第一回セミナーアンケートの作成）

・9 月中旬：第一回セミナー開催、第一回セミナーアンケートの集計

・9 月下旬～10月中旬：第二回セミナー講演者の候補者のリスト作成、趣意書の送付、打診・交渉

・10 月中旬～11月上旬：第二回セミナー講演者の決定、講演タイトル・日時・場所の決定、各広報活

動（ポスター作成、学内掲示、学内メール送付、第二回セミナーアンケートの作成）

・11月中旬：第二回セミナー開催、第二回セミナーアンケートの集計

・11月下旬～12 月：第一回・第二回セミナー原稿の作成、報告書原稿の作成、アンケート集計

〈期待される成果〉

本企画により、Ph.D.取得後には、アカデミックのキャリアや企業に就職するキャリア、あるいは海外

でのキャリアなど、様々な選択肢があることを知ることができる。また、就職か進学かを迷っている修

士学生についても、進路を決める上での参考になると考えられる。また、ご講演をお願いした先生方と

の人脈ネットワークを築き、今後のキャリアを充実させていくことができると考えられる。
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５．５．３． 大学院生のための研究資金獲得セミナー

〈背景と目的〉

大学院生にとって、「研究資金の獲得」はそれほど身近とはいえない存在である。しかし事業仕分けに

よる科研費の削減や博士課程の進学決定を機に、大学院生も「研究費」というものを意識することが多

くなっている現状がある。さらに将来研究者を目指す大学院生が、大学の研究費がどのように成り立っ

ているのかについて知る必要があり、また研究を継続するには資金が不可欠であることから、ANGEL

staff2 名で本企画を立ち上げた。

大学院生が応募できる研究費には、日本学術振興会(学振)の特別研究員(DC1・DC2・PD)や民間の研究

助成金などがある。学振の特別研究員制度は、『優れた若手研究者に、その研究生活の初期において、自

由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与えることにより、我が国の

学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的として、大学院博士課程

在学者及び大学院博士課程修了者等で、優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究に専念す

ることを希望する者を「特別研究員」に採用し、研究奨励金を支給する制度』(日本学術振興会 HPより)

である。本学の大学院生も毎年数名ずつこの制度に採用されている。しかし、大学院に入学した学生に

とって学振等に関する情報源はその学生が所属した研究室に依存することが多く、研究室によっては、

その機会を逃してしまうことが多い。本企画の目的は、大学院生を対象に、研究費獲得に関する基礎的

な知識や申請の仕方などを学ぶセミナーを開催し、少しでも研究資金取得の可能性を広げ、また学生の

モチベーションの向上に貢献することである。

〈活動内容〉研究資金獲得に詳しい講師によるセミナーを企画した。第一回セミナーは平成 22年 10 月

15 日、独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）科学技術振興調整費業務室 塩満 典子室長にご講演い

ただいた。第二回セミナーは平成 22 年 11 月 12 日に本学の難治疾患研究所 木村 彰方教授にご講演い

ただいた。

〈活動スケジュール〉

・8 月～：第一回セミナー講演者のリスト作成、候補者に打診・交渉

・9 月上旬～10月上旬：第一回セミナー講演者の決定、日時・場所の決定、各広報活動

・10月中旬：第一回セミナー開催、第一回セミナーアンケートの集計

・10月中旬～11 月：第二回セミナー講演者の候補者のリスト作成、趣意書の送付、打診・交渉

・11月上旬：第二回セミナー講演者の決定、講演タイトル・日時・場所の決定、各広報活動

・11月中旬：第二回セミナー開催、第二回セミナーアンケートの集計

・11月下旬～12 月：セミナー原稿の作成、報告書原稿の作成

〈期待される成果〉

本セミナーによって研究費の具体的な内容を知ることで、将来研究者を目指す大学院生が、研究費の

種類や制度がどのように成り立っているのか、また研究費獲を獲得する手続きや方法について学ぶこと

ができる。またこれらの情報は大学院生にとって、卒業後の研究者としてのキャリアにおいても有益で

ある。
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５．５．４． 就職活動支援グループ

〈目的〉本学大学院生の就職活動事情の調査や就職活動に役立つ情報収集を行い、学生に情報提供する

ことで、学生にとって就職活動が行いやすい環境に近づけること。

〈方法〉以下に示したことを中心に行うが、新たなアイディアに対しても柔軟に対応する。

1. 内定者や今後就職活動を行う学生へのアンケート調査（本学女子学生対象）

アンケート内容例

○内定者：内定企業に対する満足度、就職活動期間の研究の進行状況、内定企業数、就職活動期間、

就職活動する上で役立つサイト、資格、やっておけばよかったこと、学生支援課に求める情報に

ついて等

○就活予定者：就職活動をする際の不安要因、志望業界、志望職種、内定者への質問等

2. アンケート調査結果の集計と情報公開

アンケートを集計し、オンライン上で情報を公開する。

3. 内定者による就職活動体験談

本学の内定者から就職活動について伺う。インタビュー記事としてオンライン上に掲載する。

4. 就職活動情報誌／マニュアルの作成

上記の活動で得られた情報をオンライン上での掲載および冊子化することで情報発信する。

〈タイムスケジュール〉

週1回のミーティングにプラスしてメールやオンラインフォーラムで連絡を取り合い、業務を遂行する。

必要に応じて交流会・座談会なども開催する。

〈進行計画〉

8 月 正式企画の立案

アンケート内容の決定

アンケート実施（8月末から 9 月初旬にかけて）

9 月 アンケートの集計

体験談をお願いする内定者の選定と依頼

10月 内定者による体験談の開催

インタビュー記事作成・オンライン閲覧化

11月 就職活動情報／マニュアルのまとめ

12月 反省会（今後の女性研究者支援室及び学内支援の在り方について）

〈予想される成果〉

本企画では本学大学院生が幅広い世界で活躍できるサポートが行えると考える。また、本学における学

生のアピールポイントを明確化することで本学大学院に特化した就職活動マニュアルが作成でき、企業

に対するアピールも行えると考える。
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５．５．５． 就職支援ニーズ調査グループ

就職支援ニーズ調査グループは、企画①としては、大学の就職支援に関する WEB アンケート行った。

この企画の目的は、大学院生が大学の就職支援をどのように活用し、どのような支援を望んでいるかを

調査することにより、大学により充実した就職支援を求めるためのきっかけとすることである。企画②

としては、本学大学院修了者の大学院修了後の進路をグラフや図表で整理した。この企画の目的は、今

後大学院生が自分の進路を考える際に役立てることである。

企画案

「より充実した就職支援のための卒業生就職先データの収集」

〈目的〉

院生が就職活動を行うにあたり、卒業生の就職先を知ることは志望業界や職種の幅を広げる上での参考

になる。また、大学により充実した就職支援を求めるためのきっかけとなる。

〈方法〉

学務科に卒業生就職先データの提供を交渉する

→可能 →①データをまとめる（円グラフ、棒グラフ等）

例：所属大学院ごと（生命情報&医歯学）、研究所ごと（難研＆生材研）、

就職先の分野ごと（製薬や食品…）

②学務課に提示する

→不可能→他大学における卒業生就職先データの開示状況や就職支援活動の内容をＨＰや電話で調

べ、学務科に提示する

〈タイムスケジュール〉

8 月 16 日～29日 担当者募集

8 月 30 日～ 学務課に交渉

9 月～10 月 データまとめ or 他大学における就職支援の情報収集

11 月 学務課提示用書類の作成、本企画の最終報告書の作成

〈予想される成果〉

学生は卒業生の就職先を知ることにより、就職活動においてより自分の専門性を生かした、あるいはよ

り自分の可能性を広げる業界や職種へのアプローチをすることができるようになる。また、本企画にお

いて得られた情報を学務課に提出し、学生がどういった就職支援を求めているかを具体的に提示するこ

とで、大学が今後より充実した就職支援を実施していく上での参考になる。
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５．５．６． 大学院生の就職活動の現状と大学の就職支援ニーズ調査の概要

ANGEL staff 事業で女子大学院生が実施した「大学院生の就職活動の現状と大学の就職支援ニーズ調

査」の概要を掲載する。全体版は「大学院生による大学院生のためのキャリアガイドブック」(東京医科

歯科大学女性研究者支援室、平成 23 年 1 月発行)に掲載した。

≪目的≫

3 部局で学ぶ大学院生の就職活動の実態、就職支援ニーズおよび企業就職以外の進路希望について調査

を行い、大学院生のキャリア形成について実態を把握し、今後の大学の大学院生キャリア支援の充実の

ための基礎資料とすることを目的とした。

WEB 調査は、アンケートの趣旨および ID、パスワードを全学メールで送付し、無記名で行った。調査

期間は、平成 22年 10 月 19 日～11 月 5 日、調査対象は本学大学院生で、大学院生命情報科学研究部、難

治疾患研究所、生体材料工学研究所にて研究を行っているものとした。

今回のアンケートは企業就職に対する関心の有無で大きく分類した。その理由は関心の有無により両

者のニーズが異なることが予想されたからである。企業就職に関心がある学生に対しては本学の就職活

動の現状を伝えることや就職支援ニーズを調査することを目的とし、企業就職に関心がない学生に対し

ては今後の進路と要望を調査することを目的とした。これまで学生主体でのアンケート調査は行われた

ことはなかったが、今回の調査内容は学生の声を伝えることができる機会であり、学生主体だからこそ

調査内容も学生の視点から作成することができたと考える。

≪結果および考察≫ 回答者の属性について

回答者には男女の偏りはなかった。年齢は 23 歳から 27歳が過半数で、28歳から 30 代以上は回答者の

うち 30％を占めた。

出身学部は理学系、医学系、工学系の順で人数が多かった。医学系、歯学系に関しては医歯学総合研

究科(略、医歯学)所属者が圧倒的に多い。関心の有無の比率に関して医歯学ではほぼ同等であるが、生

命情報科学教育部(略、生命情報)では『関心あり』が『関心なし』の 2 倍程度多い。医歯学では医学系、

歯学系の学生が企業就職に関心がないことが所属間での差異を産んだと考えられる。

関心の有無の比率と学年の関係性を比較すると、修士（博士前期）課程の学生では医歯学と生命情報

は同程度に関心がある学生が多い。一方、博士（博士後期）課程の学生では医歯学では関心がないと回

答した学生の方が多く、生命情報では関心があると回答した学生が多い。

研究機関別の比較では難治疾患研究所、生体材料研究所、学内その他で同様の回答率を得た。関心の

有無では学内その他、学外その他で関心なしの回答者の比率が多い。
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A-１．内定者の就職活動調査

≪目的≫

本学の大学院生の就職活動は、学生同士が研究室に所属しているために普段から顔を合わせる機会が

少なく就職活動についての情報交換や相談する機会が少ない。大学院生の就職活動は研究活動との同時

並行となるために時間の利用方法や準備の工夫などが必要になってくるが、手探りで行う学生も少ない

と考えられる。そこで本学の大学院生の就職活動状況についての実情を知り、今後就職活動を行う学生

に役立つ情報を提供したいと考えて平成 23年入社予定の内定者にアンケートを実施した。

≪結果および考察≫

今回の調査の回答者数は 32 名（女性 13名、男性 19 名）であった。所属内訳は医歯学総合研究科 13

名、生命情報科学教育部が 19名で、生体材料工学研究所、難治疾患研究所、学内外の研究所といった様々

な研究室に所属していた。学年は修士（博士前期）課程 2 年がほぼ全体を占めたが、博士（博士後期）

課程の内定者も若干名いた。年齢は 25歳前後が多い傾向となった。

内定者の就職予定先は主に医薬品や化学メーカーが多く、理工学系、薬学系出身の学生が多いことが要

因として考えられた。当初の就職希望先では医薬品、化学、食品、化粧品を希望する学生が多かった。

実際には商社、検査、サービス業、医療へ就職予定の学生もおり、本学の大学院生の就職先は多種多様

にわたった。

職種は研究職、開発職内定者が半数以上であり、その他、品質管理、調剤業務、臨床、営業など、ほ

とんどの内定者がこれまでのバックグラウンドに関係すると考えられた。当初からも研究職、開発職希

望者が大半であったことから希望の職種に就ける可能性は十分存在することが期待された。

就職活動が本格化したのは 10月から 7月であった。期間に関しては景気に左右されて前後する可能性

がある。10月からの本格的に学生が始動するのは企業へのエントリー開始が 10月からであることに関係

があると考えられた。就職活動中は研究の進行が遅れる学生が多く、一時的に中断した場合もあったが

全体的な傾向としては両立できる学生が多かった。

エントリーした企業数は 50 社以上の学生が一番多く、過半数が 20 社以上はエントリーを行っていた。

説明会に参加した企業数と面接を行った企業数は徐々に減少していく傾向が見られた。

企業選びの基準は仕事内容、収入、勤務地、成長性、安定性、経営方針の順に続いており、長期の勤

続を希望している傾向にあると考えられる。

利用したインターネットサイトやシステムはリクナビ、みんなの就職活動日記、マイナビ、日経就職ナ

ビ、en ジャパンといった知名度が高いと思われるサイトを利用している学生が大半であった。最近では

mixi や Twitter といった新たなツールを用いる学生も出てきており、今後は利用者が増えることも予想さ

れる。

本学において就職活動に有利に働いたことに対して立地と回答した学生が半数以上であった。しかし 3

分の 1の回答者はないと回答しており、研究活動に重点を置いている学生が多いことが考えられる。

一方で本学に在籍していることで就職活動に苦労したと回答した学生は半数以上にのぼり、その理由

としては企業の認知度の低さや本学の就職支援体制の不十分さ、研究室による両立の難しさ等が挙げら

れた。
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ほとんどの学生が研究内容について企業側から質問をされていることから研究テーマを自身が理解し

た上で相手には上手く伝える必要性が感じられる。

最終的に自分の進路に満足している学生がほとんどであった。内定者達が自分の進路に満足している

ということは本学の学生が就職し、社会で働くということを良く理解し、自分の能力のアピール方法に

ついて考えて就職活動に真剣に取り組んだことが大きいのではないだろうか。

今後就職活動を行う学生に対してのメッセージを書いてくれた学生もいた。このようなメッセージは

内定者だからこそ伝えられる内容であり、これから就職活動を行う学生に役立てて欲しい。

今後の本学の就職活動においてもこのような先輩からのリアルな声は後輩にとって役立つものばかり

であると考えられるので、今後も縦の繋がりも交えた就職サポートも続くことが望ましいと思う。
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A-2．就職支援ニーズ調査

≪目的≫

大学院生が大学の就職支援をどのように活用し、どのような支援を望んでいるかを調査することにより、

大学により充実した就職支援を求めるためのきっかけとすることを目的とした。

≪結果≫

企業就職に関心があると答えた学生は 104 名（男性 56名、女性 48 名）でした。回答者の年齢は 23歳

から 26 歳が多く見られ、修士（博士前期）課程の学生（72名）が博士（博士後期）課程（32名）を大

きく上回っていた。出身学部は、理学系出身者が多数を占めていたが、多岐に渡っていた。所属研究科

は生命情報科学教育部が 57 名、医歯学総合研究科が 47 名であった。研究機関は難治疾患研究所 37 名、

生体材料工学研究所 38名、学内その他 22 名に比べて、学外その他 7 名であった。

１．就職支援の満足度および希望する支援、情報を得ている場所や方法

三部局の大学院生 104 人のうち、現在の本学の就職支援に

対する満足度は、満足している人が（満足、やや満足）が全

体の 31％、満足していない人（やや不満足、不満足）が 69％

を占めていた（右グラフ参照）。また学内就職支援で役に立っ

たものとして学内就職支援イベント（56％）、講義や演習

（21％）が挙げられた一方、役に立ったものはなかったと 37％

が回答していた。

充実してほしい就職支援は第一位がＯＢ・ＯＧ情報が 59％、次いでインターンシップ情報が 50％、就

活情報は 46％であった。

就職支援情報があると利用しやすい場所としては生体材料研究所内掲示板（38％）、Ｍ＆Ｄタワー１階

（37％）、M＆Dタワー院生ラウンジ（28％）が上位に挙げられていた。

２．就職支援イベントについて

就職支援イベント開催の主な情報源は学内メール（81％）と学内掲示（30％）であった。

１）就職ガイダンスには 55％の学生が参加しており、その感想としては全体が満足・やや満足（40％）、

回数がちょうど良い（53％）、時期がちょうど良い（74％）、開始時刻がちょうど良い（74％）、役立った

（47％）でいう結果が得られた。また、役立った内容としては就職活動の概要や自己分析・企業分析、

企業の求める人材像などでした。就職ガイダンス不参加者の理由としては忙しかったため（55％）や時

間が合わなかったため（32％）が多く、さらに「研究室で許可が下りなかったため」参加することがで

きなかったという声も聞かれた。

２）合同企業説明会の参加率は 49％であり、その感想は全体が満足・やや満足（54％）、時期がちょう

ど良い（78％）、参加企業数がちょうど良い（46％）、参加企業に満足・やや満足（60％）、役立った（64％）

であった。その他に、希望に合う企業はない、ブース形式が良かった、質問がしにくかったなどの意見

もあり聞かれた。不参加の理由は 53％が忙しかった、36％が時間が合わなかったと回答しており、就職

（n=104）（人）
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支援イベントと同様な内容が見られた。

３）学内で実施してほしい無料就職支援は、上位からエントリーシート添削（47％）、ＯＢ・ＯＧとの

交流会（44%）、自己分析・適性診断テスト（43％）、進路・就職相談（40％）、本学の就職支援・制度・

所有情報に関する説明会（38％）など、有料就職支援としてはエントリーシート添削（32％）などが挙

げられていたが、必要ない（48％）という意見も聞かれた（下表参照）。

３．ＯＢ・ＯＧ情報について

ＯＢ・ＯＧに関して欲しい情報は 1位が職種（83％）、2位が業界（76％）、3 位が就職企業名（69％）、

次いで就職先に関する情報（アドバイスや面接内容、体験談、テスト対策）であった（集計結果 28 参照）。

自分の就職先をＯＢ・ＯＧ情報として公開すると回答したのは 79％であり、公開する内容としては職

種（85％）、業界（83％）、研究科（67％）、就職企業名（67％）が上位にきていたが、一方メールアドレ

スは 42％、氏名は 35％、電話番号は 4％となり、情報によって公開可否に幅があった。非公開と回答し

たのは 21％でしたが、そのうちの 50％がその理由として「個人情報が不安であるため」と答えていた。

４．自由記述から

・ＯＢ・ＯＧ情報に関して（11 名）

・「就職情報用の学内 HPを設けてほしい」や「アピールが足りない」など制度に関して

・「研究活動を優先すると、正直就活できるほど余裕がない。逆に就活を優先すると研究が進まない」、

「研究室によって就職活動のしやすさに偏りがある」などの学生の苦悩

・合同企業説明会の参加企業に関して、就職活動を終えた学生からの意見、大学側の姿勢に関する指摘

など貴重な意見が 33 名から寄せられた。

≪考察および改善策案≫

企業就職を考えている学生は、就職支援のさらなる充実を大学に求めていることが明らかとなった。

１．現在実施している就職支援イベントには改善の余地があることがわかった。

→①就職支援イベント…回数の増加、内容の充実（求める無料・有料就職支援参照）

②合同企業説明会…参加企業数の増加、参加企業の再検討

２．進路や業界や職種などの就職活動における方向性、自分の強みが何か、その強みを生かした適職が

何かについて悩む学生が多いことが示唆された。また、採用選考における後期段階（グループディ

スカッションや面接）対策よりも初期段階（エントリーシート添削や自己分析・適性診断テスト）

対策の支援を求めていることが確認された。

39

41

45

46

49

SPI

本学の就職支援・制度・所有情報に関する説明会

進路・就職相談

自己分析・適性診断テスト

OB・OGとの交流会

エントリーシート添削実施してほしい無料就職支援

（第 1 位～第 5 位、n＝104）

（人）
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→①エントリーシート添削の実施

⇒企業に自分を売り込む為の効果的な書き方を学ぶことができる。

②ＯＢ・ＯＧとの交流会開催、インターンシップ制度の充実

⇒実際に働いている人から仕事内容や業界、職種に関する話を聞くことで、就職活動の方向性を

決める際の参考になり、入社後のミスマッチも防ぐことができる。

③上記を含めた採用選考における初期段階のクリアに向けた支援の充実

※有料支援に関しては必要ないという意見が約半数であったことから、有料支援の導入については

検討が必要である

３．大学が実施している就職支援を学生が認識していないという問題が明らかとなった。

→①就職支援情報の広報方法の見直し

・例…実施が求められている本学の就職支援・制度・所有情報に関する説明会開催

・制度に関する情報…ＯＢ・ＯＧ訪問の仕方、成績証明書などの書類発行時期・方法など

・所有情報…ＯＢ・ＯＧ情報や学外就職支援情報など

⇒本学が実施している支援を学生がより有効活用することができる。

②就職支援情報の設置場所の見直し

・M＆D タワー１階および M＆Dタワー院生ラウンジへの掲示板設置

・学生が利用しやすい場所に就職支援情報コーナー設置

⇒3 部局の大学院生は情報収集をより行いやすくなる。

③現在実施している支援の必要性の確認

④就職支援専用 HP の設置・充実

⇒いつでもどこでも学外研究機関で研究を行っている学生も支援情報を得ることができる。

※学生のリサーチ不足も見受けられたため、学生には情報収集や支援の利用に対して積極性な姿勢

が求められる。

４．ＯＢ・ＯＧ情報を就職活動に利用したいと考えている学生が多いことが確認された。

→①大学院修了者の就職先データの公開

・職種、業界および就職企業名

・職種や業界の大まかな傾向

⇒就職活動の方向性を決める際の参考になる。

※自分の就職先データを公開すると回答した学生の 8 割以上が業界と職種を、約 7 割が就職企

業名を公開可にすると答えており、個人が特定されにくい情報の公開に関しては多くの学生が

協力的であるということが確認された。従って、これらの情報を卒業生就職先データとして公

開することは可能であると思われる。

②就職活動アンケートの実施

・就職活動全般の記録、内定先の採用情報、採用までの日程、面接内容や筆記試験に関して、

テスト対策⇒就職活動に直結する形で役立つ。

・アドバイス、本学学生ならではの声⇒メンタル面における手助けになる。
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④上記の情報も含めＯＢ・ＯＧ情報を利用しやすい制度にする

※就職活動アンケートを実施している大学は数多くあり、集められた情報は「体験記」として

冊子に取りまとめて学生に配布をする、あるいは大学 HP 上に載せ在籍学生のみが閲覧できるシ

ステムにするなど学生が活用しやすい形で提供されている。

５．自分の就職先情報を公開不可とする学生も少なからず存在し、自分の就職先情報の公開可とする学

生においても氏名や電話番号などの公開可率は低く、公開に慎重であった。

→①個人情報の管理を徹底し、かつその旨を進路届けに明記する

⇒個人情報に対する不安を取り除くことで、公開可とする学生が増える。

②ＯＢ・ＯＧ訪問をしやすい制度作り、積極的な利用の学生への呼びかけ

③ＯＢ・ＯＧとの交流会の実施

⇒在学生はＯＢ・ＯＧ訪問を行いやすくなり、卒業生はＯＢ・ＯＧ訪問に抵抗が少なくなる。

⇒実際にＯＢ・ＯＧ訪問を体験することで、後輩のために公開可とする学生が増える。

６．研究と就職活動の両立が難しく、研究室の環境が就職活動に影響する場合もあるという大学院生の

就職活動の現状が浮き彫りとなった。

→就職活動のしやすい環境の整備

学生が研究と就職活動との両立をする為の手助けとして、研究室主任や指導教員、室員は、学生が

就職活動によって多くの時間が割かれる状況を理解し、研究テーマや実験の組み立てなど研究に関

しておよび研究室環境に関してある程度の配慮を学生する必要がある。

※学生は大学院生の本分は研究であるという自覚を持ち、両立の為の努力をする必要がある

これらの改善策案や大学への要望として得られた学生の声が、本学の就職支援の充実化に役立つこと

を願っております。
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B．企業就職以外のキャリアを考える学生の進路希望調査

≪目的≫

今回は企業就職を考える学生に対する調査がメインであるが、企業就職以外の進路を考えている学生

に対しても実際のキャリア形成をどのように考えているかに関して調査を行った。

≪考察≫

回答者は総勢 67名であった。内訳は医歯学総合研究科が 44名、生命情報科学教育部が 23名であった。

医歯学では医学、歯学、看護、保健衛生等の医療系の学部出身者が半数以上であり、その他はほぼ理工

学系と薬学系の出身であった。生命情報では理工学系と薬学系の出身がほとんどであったが医学系の出

身も若干名いた。

今回の調査では修士（博士前期）課程と博士（博士後期）課程の学生別の傾向は類似している点があ

った。まず、医学系出身の学生は現在の学年に関係なく学位取得後は大学・研究所や病院でのキャリア

形成を希望する者がほとんどであり、留学を希望する学生は少数であったそして、理工学系、薬学系の

学生は大学・研究所あるいは留学を希望する学生がほとんどであった。

キャリア支援に関する要望では大学・研究所希望者、留学希望者ともに本学のＯＢ・ＯＧによる講演

やセミナーにより気軽に質問ができる機会が欲しいという声が多かった。その他大学・研究所希望者で

は大学での支援システムやＯＢ・ＯＧの情報公開、気軽に相談できる支援が欲しいとの要望が見受けら

れた。

企業以外のキャリアを望む学生達は企業就職をする学生にも増して多種多様なキャリア獲得手段があ

り、就職希望の学生と同様に不安を抱える学生も少なくない。このような不安の解消は今後、博士（博

士後期）課程へ進む学生数にも大きく影響を与えると考えられる。
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５．６． ANGEL Seminar

５．６．１．第４回 ANGEL Seminar 平成 22 年 6 月 10 日

｢東北大学における女性研究者支援のこれまでとこれから｣

東北大学大学院医工学研究科の田中真美教授（女性研

究者育成支援推進室副室長）をお招きして「東北大学に

おける女性研究者支援のこれまでとこれから：東北大学

女性研究者育成支援推進室の取り組み～ハードリング事

業からジャンプアップ事業へ～」についてご講演いただ

きました。

講演の前半は東北大学で平成 18 年度から平成 20年度

までに行われたモデル事業「杜の都女性科学者ハードリング支援事業」につい

てのご紹介、後半は「女性研究者養成システム改革加速事業」として採択され、

平成 21 年度から取り組んでいる「杜の都女性科学者ジャンプアップ事業 for 2013」についてのご紹介で

した。特に加速事業に関しては、応募の方法や、実行上の問題点など、採択校の試みを具体的に知るこ

とができました。

「東北大学として女性研究者支援事業に参加したきっかけは、かねてから指摘されていた低い女性研

究者の割合、低い既婚率、少ない子どもの数、低い育児休業取得率を改善するためです。そのために大

学として男女共同参画体制の推進や、女性科学者のキャリアパスに必要な制度の確立を図りました。具

体的には、①女性科学者の育児と研究の両立を支援するための「育児・介護支援プログラム」、②女性科

学者の職場環境の改善のための「環境整備プログラム」、③次世代の女性科学者の育成のための「次世代

支援プログラム」を計画しました。加速事業を行っている現在も、この 3つのプログラムが存続し、「女

性研究者育成推進室」がその運営を行っています。

育児・介護支援プログラムでは、支援要員派遣制度と、ベビーシッター利用料の補助制度を実施して

います。このプログラムが開始してから、学内の女性教員の育児休業制度利用取得者数、並びに短時間

勤務制度利用者数が増加しました。

私自身も現在育児中ですが、子どもの急な発熱で保育園から呼び出されたときなどは、このシッター

制度や支援員制度を実際に利用できて大変役立ちました。

また、次世代育成支援プログラムとして、女子大学院生の支援と小中高校生への理系進路啓発のため

に「女性研究者交流フォーラム」やネットワークを形成し、また「サイエンス・エンジェル制度」を作

り自然科学系の女子大学院生の企画を立ち上げました。母校への出張セミナーや科学イベント活動に参

加することで、自然科学研究に従事する使命感や責任感を醸成し、研究者の卵としてのスキルアップを

図りました。

加速事業では、「自立し、共生し、未来を育み、サイエンスを拓く杜の都女性研究者リーダー」を育成

するため、以下の３つを目的としています。１．「世界トップクラス研究リーダー養成プログラム」とし

て女性教授メンター制による助言・指導や能力アップセミナーを開催、２．新ネットワーク創生プログ

ラムとして、WEB ネットワークシステムによる情報共有、 ３．女性研究者の研究スタイル確立のための

支援として、男性も含めた全学の男女共同参画意識の啓発・醸成です。
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現在の加速事業の最終目標は、1）女性教員数の増加 （5 年間で 120 名）、（2）女性研究者をリーダー

とする研究プロジェクトや研究業績数の増加、（3）異分野融合学問領域の研究の創出、（4）全学の男女

共同参画意識の醸成により、希望の研究スタイルと実際の研究スタイルの不一致の解消、（5）東北大学

の女性研究者の世代や分野を超えた交流の深化を図ることです。女性研究者比率を上げ、学内での更な

る環境整備が整うように進めて行きたいと思います。

５．６．２． 第 5 回 ANGEL Seminar 駒崎弘樹代表 平成 22 年 7 月 15 日

「医歯学系大学における病児保育について」

平成22年7月15日に、NPO法人フローレンス 駒崎 弘

樹代表をお招きしてご講演頂きました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お子さんが熱を出したときに保育園は預かってくれ

ないので、保育園に代わってお子さんをお預かりするの

が病児保育です。病児保育は子どもがまさに熱を出して

いるときに預かるものであり、治りかけの子どもを預か

るのは病後児保育です。ただし、この区分けは医療用語ではなく行政用語であ

り、病後児はいつでも病児になりうるので、両者の境目はあいまいです。病児

保育のニーズは高いのですが、病児保育施設は全国に約 800 しかありません。これは、保育園が 24,000

あるのに比べますと大変少ない数になります。大きな理由は、利用数が予測不能であること、病気への

対応ができる人材が必要であることなど、運営が大変であり、補助金が得られないので採算が合わない、

ということです。けれども病児保育のメリットは、女性が休まずに出勤し続けられるようになることで、

女性の離職を防止することです。

東京医科歯科大学で病児保育を実現する可能性については以下のような選択肢があると思います。

選択肢１は、840 万円／年の補助金を行政から得て運営を行うというものです。この場合のメリットは、

補助金によって負担が緩和されることです。デメリットは、補助金が取れる可能性は非常に低いという

ことです。隣接する順天堂大学が平成 22 年 6 月に文京区から委託を得て病後児保育を開始したため、地

域バランスを考慮すると同地域に二院開設することは考えにくいとのことでした。

選択肢２は、自己負担で病児保育施設を建設・運営することです。この場合には、年間およそ 840 万

円程度の費用がかかります。これには家賃は含みません。人件費は保育士常勤 2 人と非常勤 1 人分かか

り、スペースとしては 60平米程度が必要となります。この場合のメリットは、補助金をもらわないので

各種制約から自由になることです。デメリットとしては、第一に、費用を全て自前でまかなわなければ

ならないこと、第二に、病院まで病児を連れてこなくてはならないために遠方に住んでいる人には不便

なこととなります。

選択肢３は、病児保育利用者に補助を行うというものです。例えば、病児保育サービスを使った職員

につきある程度の額を補助する、などです。子どもを持つ人だけに有利にならないような公平性の配慮

は必要ですが、選択が自由になり、子どもを満員電車に乗せるなどを考えなくても良くなります。

病児保育を行う事業者は少しずつですが増加しています。フローレンスもカバーできる地域を少しず

つ拡大しています。
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フローレンスの保育士の質の担保については、病児保育の研修を継続的に受けることが義務づけられ

ています。ほとんどが保育の経験者です。採用は 10 人に 1人程度に限定し資質に関しては注意を払って

います。また、主治医への受診は必須にしています。保育中に症状が悪化した場合は、主治医あるいは

提携している小児科医とすぐに連絡をとり、対応するようにしています。現在は、新型インフルエンザ

や麻疹など感染性の高い疾患は預かっていません。ただし、インフルエンザで学級閉鎖などが起こった

場合は、預かることにしています。

子どもが病気の場合、看護休暇をとれることは大事ですが、どうしても休めない仕事がある場合など、

やはりこうしたサービスがあることは仕事を継続していく上で重要だと思います。

５．６．３． 第 6 回 ANGEL Seminar 大島まり教授 平成 22 年 9 月 7 日

｢工学の新しいパラダイム－生体医工学の拓く未来｣

大島まり先生は平成 4 年に東京大学大学院 工学系研究科

原子力専攻 博士課程を修了し、東京大学生産技術研究所、文

部省在外研究員（米国・スタンフォード大学）、東京大学生産

技術研究所 講師、助教授、教授を経て、平成 18 年から東京

大学大学院 情報学環 教授に就任なさっています。医工学と

いう新しい分野についてお話を伺いました。

工学と医学・バイオの融合を目指して、数値流体シミュレーションと流れの

ビジュアルセンシングをキーワードに、以下のテーマに取り組んでいます。

1) 血流シミュレーションによる脳血管障害の血行力学的解析

2) 脳血管内流れの in vitro 計測

3) 脳循環系シミュレーション

4) 臓器全身スケールシミュレーション

5) 次世代生命体統合シミュレーション

生体内の現象を実験で観察・測定するには、技術的、あるいは倫理的に限界があるため、数値シミュ

レーションを工学医学分野へ応用する試みが盛んに行われています。研究室では、脳動脈瘤の成因や破

裂予測として数値シミュレーションを血流解析に利用しています。また、こうした数値シミュレーショ

ン手法が妥当かを評価するために、脳血管のレプリカを使った血流の in vitro 計測実験も行っています。

また、MRI/CT などの診断機器の医用画像に基づき、実際の血管形状を作成し、患者個人を考慮した血

流解析の可能性を探っています。こうした機器を利用することで、太い血管から毛細血管の効果まで含

めた multi-scale の解析が可能となります。循環系と細胞レベルの研究が融合することで、新たな研究が

創生される可能性があります。

脳血流は、全身の循環系に影響を受けます。他大学との共同研究で、臓器全身スケールシミュレーシ

ョンの試みが始まっています。病態の解明や低侵襲治療のシミュレーションを行うことができます。

医学はミクロレベルではゲノムや遺伝子治療へ向かっていますが、物理学を利用して、細胞レベルか

ら器官レベル、臓器レベル、人体全体へのレベル解析が可能になるのではないかと思います。
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血管作動性物質や血管内皮細胞、白血球、動脈硬化に及ぼす危険因子の影響など、今後考慮すべき因

子は多く、実際の臨床応用に役立てるまでにはまだ様々な研究が必要になります。

様々な研究分野の統合が必要な時代になっており、今後もヒューマンネットワークの構築も必須だと

考えています。

サイエンスアイという番組にも長年かかわっており、小さな子どもに対する科学教育は重要だと考え

ており、自分でも大変楽しんでいます。

女性研究者の皆様が、自分の関心のある分野を追及するとともに、広い視野でキャリアを積まれてい

かれるとよいと思います。

５．７． 交流会

５．７．１． 女性研究者と女子大学院生の交流会

大学院生が自身の将来のキャリアを考える上で、大学内でネットワークを作ることは非常に重要であ

ることから、平成 22 年 12 月 16 日に、本学レストラン「グリルセインツ」で女性研究者と女子大学院生

との交流会を開催した。女性教員 11 名、女子大学院生 7名が参加した。

全員に名札をつけてもらうことで、初対面の女性研究

者と女子大学院生とが交流をもつことができた。研究や

大学の研究室に関することだけでなく、大学院生の将来

にかかわる留学や、育児と研究の両立について女性研究

者と女子大学院生が談話する機会をもうけることがで

きた。大学では学生が所属研究室以外の学生や教員と交

流をもつことが少ないことから、学内で少人数である女

性教員と女子大学院生とが交流する機会を持つことが

できたのは、有意義なことであった。性差を問わず交流

会を行うべきではないかとの意見もあったが、今回は女

性同士のネットワーク作りを目的として女性だけの交

流会とした。

５．７．２． 歯学系教員交流会

平成 23 年 1 月 6 日に本学レストラン「あるめいだ」で、

歯学系教員交流会を行い、教員 16名が参加した。歯学系

女性教員から、本学で教育、研究、臨床に携わる中で直面

する問題、改善点などについて、自由に発言していただき、

意見交換を行った。夜間の研究のための仮眠室や授乳室設

置といったハード面への対応だけでなく、育児休業を申請

しやすい環境、教員評価への配慮といったソフト面での課

題が指摘された。一般企業では、幹部職員に対しワーク・ライフ・バランスに関連する研修などにより、

意識向上が図られているのに対して、男性が指導者層を占める本学は、世の中の流れから取り残されて

いるのではという厳しい意見もあった。育児だけでなく、介護の問題もあり、男女を問わず、働き方を
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見直すべきとの声も聞かれた。

研究と子育ての両立の悩みや子どもが病気になった時の対応など、同じ部署で働いていない限り、普

段は聞くことのできない体験談を通して、共感や発見があり、女性教員間のネットワークの必要性を感

じた。男性で唯一参加した 60歳代の教授からは、これまで考えたこともなかったことを聞くことができ

たとの感想をいただき、男性教員の意識を変えるためには、まず女性教員のことを知る機会をつくるこ

とが大切であると再認識した。

今回 17 時から 19 時に交流会を開催したところ、育児中の方からは今回の時間帯での参加は難しいと

の意見があった。しかし懇談会形式としては、今回の参加人数は適当であったと思う。今後は医員、大

学院生など若い年齢層にも広げていきたい。

５．７．３． 第 2 回 医学生と医師の交流会

平成 23 年 1 月 20 日の昼休みに、第二回 医学生と医師の交流会を開催し、学生 16 名、教員 5名が参

加した。女性研究者支援室で作成したロールモデル集「私のキャリア・私のライフ」を手にした医学部 3

年生から、医師のキャリアパスやライフプランニングについて現状や実体験を聞きたい、という要望が

あった。このために、医学生と医師の交流会を開催し、医学部の学生がロールモデルと接する機会を作

り、医療者の次世代育成支援を行った。企画としては、まず医学部 3年田野崎めぐみさんに「医学部生

のキャリアへの期待と不安」を提起してもらった。先輩医師としては、三高千恵子准教授(医学部附属病

院集中治療部部長)、太田英里子助教(医学部附属病院血液浄化療法部)、蜂屋瑠見特任助教(難治疾患研

究所分子代謝医学分野)に、医師の日常や進路選択について語って頂いた。

医学部 2 年生および 3 年生が、診療を担当している医師と接する機会を持てたことは、学生が将来の

キャリア形成を考えるために有意義であった。育児や結婚と仕事の両立などについて学生が医師に質問

を行い、医師は自身が学生の頃の話や医師になってからの経験を語らうことによって交流を持つことが

できた。

多忙な医師と学生が接する機会を作るのは、時間的に難しかった。学生と医師の昼休みの時間を利用

して開催したために、あまり長い時間を設定することはできなかった。参加者からの意見としては、大

学以外に勤務されている開業医等の話を聞きたいというものがあった。
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５．８．大学院生とスチューデントセンターの円卓会議

平成 23 年 2 月 17 日に、大学院生とスチュー

デントセンターの円卓会議を開催し、本学にお

ける大学院生の今後のキャリア支援について

検討を行った。

女性研究者支援室による次世代育成事業の

一環として、女子大学院生による自主企画事業

では、平成 23年 1月に「大学院生による大学

院生のためのキャリアガイドブック」を発行し

た。これを機会として、大学院生とスチューデ

ントセンターとの意見交換会を開催した。大学

院生のキャリア形成について、スチューデント

センターの吉田薫特任助教を交えながら、「大学院生による大学院生のためのキャリアガイドブック」

を作成した ANGEL staff を始めとする大学院生たちが話し合いを行った。

研究者を志望する大学院生からは、学内の発表会等で奨励賞をもらうことができると、対外的に評価

されるので、表彰の機会があるとよいという意見があった。企業就職を希望する大学院生がキャリア教

育の授業化を望むのに対して、研究者を希望する大学院生からはそれに反対し、学位を取得するための

ノルマをこなすべきだという意見が出された。また、博士課程に進学して研究者を志望する大学院生は

研究室によっては少数であることから、研究者を志望する大学院生の交流会があると、学生の励みにな

るという意見があった。

企業就職を志望する大学院生からは、就職支援のための自己分析等の支援が欲しいという意見や、研

究室によっては大学院生の就職活動に対して理解のない教員がいるという意見があった。
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６. 広報および調査

６．１． 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意識改革を行う、と謳っている。そ

こで、昨年に引き続き性差医学・医療セミナーを行った。

６．１．１． 第９回 性差医学・医療セミナー 平成 22 年 7 月 1 日

歯科医療における性差医学

九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野 松木 貴彦 先生

松木先生は、米国Du Pont社留学後、神奈川歯科大学大学院

を修了なさり、同大学で歯科放射線学講座を学び、九州歯科

大学の顎口腔欠損再構築分野に勤務なさっています。歯科領

域における性差医学についてお話を伺いました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

歯学領域において女性の診療で考慮すべき事項として米国

歯科医師会「Women’s Oral Health Issues」から次のようなもの

が挙げられている。口腔乾燥症、顎関節障害、膠原病や免疫性疾患に伴う症状、

妊娠・出産期および更年期の歯周囲炎、甲状腺疾患など全身疾患、摂食障害な

ど精神疾患、骨粗鬆症など骨病変との関連などである。また、歯科疾患実態調査（平成17年）では、50

代前半では女性の方が20本以上の歯をもっている率が高いのに、50代後半になると女性の方が低くなり、

80代では男性の半分しか20本維持していない、ということがわかっている。女性の方が歯磨きは熱心だ

と言われているにも関わらず、歯の維持が難しい理由に性差因子が関わっている可能性がある。

歯の成長と性差に関しては、乳幼児期にはほとんど差がなく、学童期にやや女性の方が齲蝕が多い程

度である。思春期になると女性の方に歯周炎が多いと報告されている。成人期には、女性の方が歯の衛

生に配慮しており、齲歯の治療も積極的であるにも関わらず、50歳以降に残存歯数が減少する理由とし

ては、ドライマウスや骨粗鬆症が関係している可能性がある。妊娠期には、妊娠性歯肉炎、妊娠性エプ

ーリス、齲蝕の多発、唾液分泌減少などが起こりやすい。つわりにより味覚の変化も起こる。妊婦に重

度な歯周疾患がおこると、早産・低体重児出産のリスクが7.5倍になるという報告もある。妊娠期の歯科

治療は、妊娠中期が望ましい。

唾液腺には女性ホルモン受容体があり、女性ホルモンの減少が唾液分泌の低下をきたす可能性がある。

また、加齢に伴う社会的な変化ストレスにより自律神経の緊張が起こり、唾液分泌の低下をきたす可能

性もある。ドライマウスは齲蝕や歯周疾患を増加させるため、唾液分泌促進剤、漢方薬、唾液腺マッサ

ージなど適切な治療を受ける必要がある。

顎関節の痛みや咬合異常感は女性に多い。解剖学的に骨、筋肉が脆弱であること、顎が小さいこと、

疼痛感受性が強いこと、症状を訴えやすいこと、などが原因として考えられている。精神的な疾患、た

とえばうつ病や不安神経症を伴う場合もあり、場合によっては精神科および心療内科的なアプローチが

必要な場合もある。
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歯科領域の性差医学は、まだ発展段階にある。今後、研究、診療領域でのデータ集積が望まれる。

Gender Medicine は様々な病態や病気における性差を明確にし、男性にも女性にも有益である医学を

提供するために重要な学問である。

６．１．２． 第１０回 性差医学・医療セミナー 平成 22 年 9 月 16 日

Gender specific Cardiology

Prof. Dr. Vera Regitz-Zagrosek

Director of Berlin Institute of Gender in Medicine, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Center for

Cardiovascular Research (CCR)

性差は、性染色体、性ホルモンという生物学的差と

社会文化的差によっておこる。ドイツでは死因の一位

が慢性冠動脈疾患、心不全であるが両者とも女性の方

が男性よりも多い。INTERHEART study（Yusuf, JAMA

2004）によれば、冠動脈疾患の危険因子として糖尿病、

高血圧のオッズ比は女性の方が男性よりも高値だっ

た。急性心筋梗塞の死亡率は若年の場合、女性の方が

有意に高く、治療方法として PCI（経皮的冠動脈介入術）、CABG（冠動脈

バイパス術）などを行われている率は男性よりも低く、CABG 後の死亡率

は女性の方が有意に高いと報告されている。CAD において心カテで正常所見なのは男性で 15%、女性で

30%といわれており、成因が異なると考えられている。女性の冠動脈疾患の症状は息苦しさ、疲労感など

非典型的であるのも男性との違いである。

心不全（HF）の病態にも差があり、男性は systolic HF であるのに対し、女性は diastolic HF である。た

こつぼ心筋症は稀であると考えられていたが、ほとんどの場合が女性であり、検査をすると予想よりも

多くの罹患が認められる。心不全治療としてジギタリスが使われてきたが、コホート調査により、男性

はジギタリスの使用有無で生存率に差が見られなかったが、女性では、使用者の方が有意に生存率が低

いことが明らかになった。（Rathore et al, NEJM 347:1403. 2002）。ACE inhibitor の効果について、

CONSENSUS study では、6 か月後の死亡率減少効果は男性 51％に対し女性 6％、SAVE study でが、男性

22％、女性４％と、大きな性差が認められた。英国においては新薬の副作用報告は１万人あたり男性で

12.9 人に対し女性 20.6 人と有意な差があった。

心移植件数は男性から男性 61％、女性から男性 21％、女性から女性 11.5％、男性から女性 6.5％で、

男性が移植される率が圧倒的に多く、女性の方が心不全が進行し、腎機能も低下している状態で行われ

ていた。人工心臓による治療は男性の方が多く、また治療後の成績は女性の方が有意に悪かった。

こうした研究及び臨床の性差の gap を埋めるために、Pilot Project Gender Medicine（PPGM）が開始さ

れている。PPGM は 9 領域、すなわち循環器、呼吸器、腎、免疫、内分泌、神経、悪性疾患、血液領域

に取り組みが行われている。PubMed などからの文献検索を行い、データを構築し、重点領域を決定した。

その結果、臨床研究が非常に遅れていることが明確になった。
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しかし、最近になって急激に性差に関する論文は増えてきている。

基礎医学分野では、心疾患は多くの場合オスマウスで行われてきたし、薬物治験は前述したように女

性は除外されてきており、女性にとっての適性が十分配慮されていない。そのため、副作用の頻度が高

くなっていると考えられている。

次にドイツにおける女性医師および女性研究者について紹介する。ベルリン大学の女性博士第一号は

Else Neumann で 1899 年（物理学）である。1918 年に初の医学博士 Rahel Hirsh 教授は無給であった。1924

年にドイツ女医会が設立された。現在、375,000 人の医師のうち 40％が女性であり、75%が仕事をしてい

る。そのうち 47％が病院、37%が開業である。外科の女性比率は 9.9％、整形外科は 8.5％であり、内科

においても腎臓内科 2.1％、消化器内科 2.4％、循環器呼吸器内科 2.9％など女性比率は低い。給与格差も

大きい。

研究者のキャリアパスでは、大学院生、助教レベルまでは女性比率が高いのだが、職位が上がるほど

比率が低下し、「鋏」のような形になっている。ストレスホルモンを測定すると、就業後も女性の方がス

トレスホルモン値が高く、職場でも家庭でもストレスが高いことが示唆される。学業修了時のキャリア

志向について調査すると男性は、子どもの有無で差はないが、女性はキャリア継続の意思があるのは子

どもがいない場合は 54.8％に対し、子どもがいる場合は 21.4％に低下してしまう。

こうした自然科学系の女性研究者の参入を改善するためには、ジェンダー研究を更に推進すること、

女性研究者の雇用数を確保すること、女性や家庭のニーズにマッチするような研究環境を整えることが

重要だと考えられる。

Charité 大学での試みとしては、医学教育にジェンダー教育を含めること、ガイドラインの設定

（www.charite.de/gender）、国際的なネットワーク（www.dgesgm.de）などである。また、Rahel Hirch スカ

ラシップ、若手研究者のためのメンター制度、Lydia Ravinowisch スカラシップ（子育て中の女性のため）

などが用意されている。

ヨーロッパにおける性差医学は、EUGIM としてカリキュラム策定（Karolinska,Maastricht,Sassri,

Semmelweis など）進められている。

６．１．３． 第１１回 性差医学・医療セミナー 平成 22 年 10 月 21 日

社会行動制御へのオキシトシン･オキシトシン受容体の寄与 ～雄と雌でみられる 同一性と性二型性～

東北大学大学院農学研究科 西森 克彦 教授

オキシトシン（OXT）は下垂体後葉より分泌される

分娩と射乳に関わるホルモンとして知られてきたが、最

近では、「絆と信頼、愛を支える脳内神経修飾因子」と

でも定義できる、社会行動制御に関わるホルモンである

ことが次第に明らかにされつつある。

私たちは OXT-/-マウスを作成したが、このマウスは

射乳は全く起こらなかったが、想像に反し、分娩は正常

であり、妊娠、排卵などの生殖機能には決定的な異常は見られなかった。し



66

かし、このマウスは個体識別記憶を意味する「社会的記憶能力」が低下しており、OXT が社会行動に関

わっていることが示唆された。OXT と AVP は似ているホルモンであり、OXTR に対し、クロスして機能

する可能性があるため OXTR-/-マウスの作成を試みた。このマウスも射乳は障害されるが分娩は正常で

あったが、雄マウスは高い攻撃性を示すことが明らかになった。すなわち、胎児期に OXT あるいは OXTR

が（脳）に作用しないと雄の攻撃性の抑制が起こらないのではないか、また、正常な社会行動（個体識

別など）をするためには胎児期に OXT の曝露が必要なのではないか、と考えられる。

雌に関しては OXTR-/-雌マウスは母性養育行動が欠損するが、OXT-/-雌マウスの母性行動には異常が見

られなかった。

OXTR の脳内での発現をみるために、OXT-Venus ノックインマウスを作成し、海馬、扁桃体、中隔、

分界条床核、内側視索前野、縫線核など記憶、情動、社会構造などの制御に関わる部分で発現している

ことを見出した。縫線核付近ではセロトニンニューロンが集中しており、不安と関係している可能性が

示唆されている。

また、OXT-/-マウス、OXTR-/-マウスともに生後 10 か月後くらいから、特にオスが有意に肥満になる

ことがわかっている。このマウスは低温環境下で直腸温の低下が激しく、温度変化への対応能力を欠い

ていることもわかってきている。

また、オス・メスとも OXT-/-マウス、OXTR-/-マウスともに骨粗鬆症になりやすいこともわかっており、

OXT/OXTR 系の多彩な働きが示されている。

ヒトにおいては、鼻腔に OXT を投与した場合には投資ゲームにおいて、多額の投資行動をすること、

しかも、それは PC相手には起こらず、ヒトを相手にした場合のみ観察されることから「信頼のホルモン」

と考えられている。またヒト男女のカップルでは、論争になりやすい話題の前に OXT 鼻腔投与すると対

象群に比べ、論牢への発展頻度が低いことも報告されている。自閉症の候補遺伝子として OXT/OXTR 遺

伝子も挙げられており、マウスの実験で示されたような他者との関わりに何らかの関連がある可能性も

ある。

雌と雄での OXT と AVP の使い分けなども興味深い点であり、こうしたホルモンが社会的行動の性差

を形作る可能性が示唆されており、今後の研究の発展が望まれている。

６．１．４． 第１２回 性差医学・医療セミナー 平成 22 年 11 月 11 日

薬物療法における性差

千葉大学大学院薬学研究院 高齢者薬剤学研究室 上野 光一教授

薬物療法の性差について、１．薬物処方の男女差、２．

治験・臨床試験に女性を組み入れる必要性、３．過敏性腸

症候群と性差、４．痛風と性差、５．ヒスタミンと性差 に

ついて講義が行われた。

１．薬物処方の男女差

受療率が男女で 2倍以上差があるものとしては、男性に

多い疾患：尿路結石症、痛風、十二指腸潰瘍、心筋梗塞、

アルコール性肝炎、食道がん、胃がん、肝臓がん、直腸がん、肺がん、慢性
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閉塞性疾患、女性に多い疾患：甲状腺疾患、SLE/RA などの膠原病、変形性膝関節症、骨粗鬆症、鉄欠乏

性貧血、片頭痛、くも膜下出血、便秘、膀胱炎などがある。平成 15 年に全国 9 病院で 1 か月間の 64 万

処方を調査したところ、女性に処方されている薬剤は男性に比して数が多く、多種類にわたることが明

らかになった。女性占有率 7 割を超える薬剤としては、漢方製剤、中枢神経系用剤(特に精神神経用剤)、

ホルモン剤が多く、男性では循環器官用剤が多い傾向があった。平成 20 年の同様な調査では、小児期は

男児＞女児、青年期から成人期は女性＞男性、55~74 歳は男性＞女性、75 歳以上は女性＞男性の処方数

が多かった。男性占有率の高い薬剤は、HIV 治療薬、痛風、前立腺肥大症に対するもの、女性は漢方薬

および片頭痛、骨粗鬆症などに対する処方が多く、性差が認められた。

２．治験の性差

女性が治験に組み入れられなかった背景としては、ニュルンベルク綱領の制定、ヘルシンキ宣言など

により第二次世界大戦時の人体実験の反省から倫理要綱が制定されたこと、また、サリドマイド事件や

DES（diethylstilbestrol）による生殖毒性が明らかになったことで女性を実験のリスクから守る配慮がなさ

れるようになったこと、更に女性は月経周期によって女性ホルモンの変動が起こるため、臨床試験で信

頼性の高い結果を得るために被験者数を増やす必要があり、対象として好まれなかったこと、などが考

えられる。しかし、抗菌薬、抗アレルギー薬、抗不整脈薬における QT 延長(イオンチャンネルに対する

効果の差)、抗うつ薬の効果（5HT 受容体に対するエストロゲン作用）、抗不安薬の効果及び副作用（脂

溶性薬物蓄積効果）、チアゾリジン系薬剤（PPARγ）など薬物作用や副作用には性差が見られることか

ら、女性を治験に組み入れる必要性が示唆されるようになった。平成 13 年から 19 年までに承認された

薬剤で第一相あるいは第二相臨床試験で男女を組み込んだ動態試験が行われていたのは 14/187 成分

（7.5％）であった（PMDA の HP による）。

３．過敏性腸症候群

下痢型過敏性腸炎治療薬である塩酸ラモセトロンは男性患者のみ処方が認可されている。この薬剤

は、女性が男性に比し、有意に Cmax および AUCinf が高値であり、臨床効果および副作用発現に性差を

認め、最終的に男性のみ認可された。同様な薬剤である塩酸アロレセトロンは男性には有効性が確認さ

れず、女性の下痢型のみ認可されている。

４．痛風および高尿酸血症

血清尿酸値は、10~50 歳ごろまで明らかな性差があり、尿酸トランスポーターに関わる URAT の発現に

性差があることが明らかにされている。

５．ヒスタミンと性差

ヒスタミンは脳内のヒスタミン受容体結合性が女性の方が強いことが報告されている。抗ヒスタミン

薬を服用した際に、眠気の訴えが女性の方が多いことと関係している可能性がある。フマル酸ケトチフ

ェン製剤は、医療用薬品のみならず OTC 薬（花粉症点鼻薬や風邪薬など）に含まれており、impaired

performance（自覚しない能力低下）を起こす可能性があり、注意が必要である。

６．まとめ

薬物作用・副作用には様々な性差があり、臨床開発、診療、能書きなどに性差の配慮が必要である。

厚生労働省「新健康フロンティア戦略」において女性の健康づくり、性差を考慮した健康づくりが提唱

されており、今後も推進されていくことが期待される。

｢女性とくすり Q&A｣（じほう、平成 20 年 9 月）を出版しており、参考にしていただきたい。
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６．２． ホームページ

平成 20 年 10 月に女性研究者支援室のホームページを開設して以来、当室の活動に関するニュースと

学外の女性研究者支援モデル育成事業に関するニュースを頻繁に更新している。

ホームページの左側の「女性研究者支援室とは」に、谷口尚副学長と荒木葉子特任教授からのメッセ

ージを掲載している。「活動内容」では、これまでに行った「研究室環境調査」、「東京医科歯科大学 保

育に関する現状および意識調査」などの調査結果をダウンロードできるようにしている。「トップインタ

ビュー」では、北嶋繁孝 難治疾患研究所長、山下仁大 生体材料工学研究所長、大野喜久郎 医学部長、

田上順次 歯学部長、森田育男 研究担当理事、影近弘之 大学院疾患生命科学研究部・生命情報科学教

育部長、千葉司 教養部長から女性研究者へのメッセージを掲載している。

「出版物」コーナーでは、これまでに女性研究者支援室で発行したニュースレター、「平成 20 年度報

告書」、「平成 21 年度報告書」をダウンロードできるように公開している。「お役立ち情報」コーナーで

は、女性研究者への助成金や、「文京区子育てガイド」など育児お役立ち情報を掲載している。

ホームページの右側には、「ANGEL Staff 事業 大学院生の自主事業」、「学内の皆様のコーナー ガイ

ドブック 調査報告」、「在宅研究支援システム」、「研究支援員配備モデル事業」、「キャリア相談室のご

案内」、「病児保育について」、「オンラインフォーラム」、「女性研究者支援室だより ブログ」のバナー

を作成した。
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「ANGEL Staff 事業 大学院生の自主事業」コーナーでは、女子大学院生が企画した女性研究者へのイ

ンタビュー内容を公開している。

「学内の皆様のコーナー ガイドブック 調査報告」および「オンラインフォーラム」は、ＩＤとパ

スワードによってログインできる。「学内の皆様のコーナー ガイドブック 調査報告」では、「ワーク

＆ライフ ガイドブックⅠ」および「ワーク＆ライフ ガイドブックⅡ」、「研究室環境調査報告書」「ワ

ーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する調査報告書」、「医学部卒業者就業状況調査報告書」

を公開している。また ANGEL staff 事業のうち、「研究資金獲得講座」、「内定者インタビュー」、「大学院

修了者就職先情報」、「本学の就職活動の現状と就職支援ニーズ調査報告」を学生が閲覧できるように学

内者のみに公開を行っている。

「オンラインフォーラム」では、女性研究者や女子学生同士が情報交換する場として活用している。

以下に示すのがオンラインフォーラムのスレッド一覧である。研究を続けながら育児を行う研究者や、

学生が将来のキャリアを考えるための情報交換の場として役割を果たしている。
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６．３． モデル事業としての学外活動

６．３．１．外部機関における発表

① 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 1 日目 平成 22 年 10 月 5 日

平成 22年 10 月 5 日および 6日に、京都大学百周年時計台記念

館で開催された女性研究者支援ステム改革プログラム事業合同

シンポジウムに参加しました。こちらでは 10 月 5 日について報

告致します。

午前中に開催されたポスターディスカッション１では、前採択

機関が自機関ポスター前での発表・質疑応答を行いました。東京

医科歯科大学女性研究者支援室での取り組みについて、発表しま

した。

午後には京都大学 松本 紘 総長から開会挨拶がありました。

シンポジウムの中でいろいろな大学の取り組みについて聞くこ

とによって、女性研究者支援が進む契機となって頂ければとのことでした。

来賓挨拶では、合田 隆史氏（文部科学省科学技術・学術政策局長）より、

各大学で地道な取り組みを進めて頂くことなしにはありえないので、意見

交換をすることが大切とのことでした。

その後、オープニングセッションでは、採択機関及び事業終了機関から

現在の取組み内容や事業推進にあたっての問題点等について報告が行わ

れました。東京農工大学の宮浦千里先生からは、「女性研究者支援モデル

育成事業（A 評価）から女性研究者養成システム改革加速事業へ」の発表

がありました。第一に、「女性研究者支援モデル育成事業」としては、メ

ンター制度や女子中高生サマースクール、研究支援システム、相談窓口の

設置、卒業生ＳＮＳの開設などの取り組みを行われたそうでした。就業

規則に関してはWEBアンケートの結果を反映させて改訂を行われてい

るというお話があり、たいへん参考になりました。第二に、「女性研究

者養成システム改革加速」としては、ポジティブ・アクションを行い、

平成 21 年には新規採用者のうちの女性割合が 40％となり、その他にも

女性研究者の養成を行うことによって成果をあげられているそうです。

東京大学の三浦有紀子先生からは、「学内保育所の設置を含めた全学

体制の男女共同参画推進体制の整備」について報告がありました。ワー

ク・ライフ・バランスの推進、七つの保育園事業、ポジティブ・アクシ

ョンの推進についてお話がありました。

京都大学の粟屋智就先生からは、「隔離室を完備した専任小児科医の

いる病児保育」について、小児科医の立場から報告がありました。京都

大学病児保育室は開設当初は、感染症の場合には病児保育室でお子さん

を預かることができませんでした。しかし、平成 21 年 3 月に学内アンケートを実施したところ、回答者

数 804 名のうち、病児保育室に隔離室が必要と回答した者が 81％、隔離室があったら利用を希望すると
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回答した者が 63.6%であったそうです。このために、平成 21 年 12 月に病児保育室に隔離室を稼働された

そうです。隔離室の稼働によって女性研究者支援の目的をより果たせるようになったと同時に、感染へ

の不安や人的不安、病児が重篤化した場合へのスタッフの不安など新たな問題もあらわれてきたとのこ

とでした。

名古屋大学の束村博子先生からは、「学童保育の有用性と利用者の声」について報告がありました。出

産後の女性が働く上で、「小１の壁」が障害となることから、小学生のお子さんを預かる学内学童保育を、

常時型のものとしては日本ではじめて行っているという報告がありました。利用者のお子さんを小学校

まで契約タクシーでお迎えに行き、大学の学童保育で預かった後、親と一緒に帰宅するという形態をと

っているそうです。大学内で行っているために多彩なイベントを行うことができることが特徴となって

いるとのことでした。

奈良女子大学の塚原敬一先生からは、「地域連携による子育て支援システム｢ならっこネット｣について

報告がありました。「ならっこネット」は、サポーター養成講座を修了した高い能力を持つサポーターが、

教職員や大学院生のお子さんをお預かりするシステムであるとのことでした。

長崎大学の大井久美子先生からは、「学内支援制度｢おもいやりキャンパスサポート｣の整備による保育

と運用」について報告がありました。長崎大学では、学生ボランティアによる保育サポート体制につい

て、説明がありました。

東北大学の田中真美先生からは、「短時間勤務制度の整備と利用実績から見た有用性と課題」について

報告がありました。育児介護支援プログラムや両立推進・支援制度について紹介されました。

北海道大学の有賀早苗先生からは、「研究者パートナーの同居／キャリア継続支援のニーズと課題につ

いて報告がありました。研究者カップルの同居を支援するための制度について説明がありました。

最後に、お茶の水女子大学の鷹野景子先生より、「お茶大インデックスの作製に込められた女性研究者

支援体制構築の重要性」について報告がありました。お茶大インデックスは、女性が働きやすい雇用環

境を構築するためのチェックとして 50の事項についてチェックするものであり、機関を評価するという

よりも自己診断として利用して下さいということでした。

ポスターディスカッション２をはさみ、その後「ROUND

POSTERS－全採択機関によるグループ別の共通テーマ討議

－」が行われました。本学からは、荒木葉子特任教授と有馬牧

子特任助教が発表いたしました。グループごとに分かれて、１）

支援推進・定着に向けた学内合意形成のための工夫、２）女性

の採用促進と業績・能力評価、３）モデル事業実施機関から全

国の大学等研究機関に提示したい「女性研究者活躍促進のため

の Essential Practice」についてディスカッションを行いました。

②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 2 日目 平成 22 年 10 月 6 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」2

日目は、京都大学百周年記念ホールにて、１日目の討議内容を総括する「Wrap-up セッション」として開

催されました。

前半は１日目にディスカッションを行った ROUND POSTERS の各グループから発表が行われ、後半は
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パネルディスカッションによる討論が行われました。

前半の発表では各グループ共通のテーマである、

１）支援推進・定着に向けた学内合意形成のための工夫、

２）女性の採用促進と業績・能力評価、

３）モデル事業実施機関から全国の大学等研究機関に提示したい「女性研究者活躍推進のための Essential

Practice」について、グループのリーダー・サブリーダーが発表を行いました。各グループからは、それ

ぞれ以下の内容が発表されました。各採択校の体制や特色、地域性などを活かした様々な意見が出まし

たが、特に２）「女性の採用促進と業績・能力評価」については、具体的な施策に結びつきにくいとコメ

ントしている採択校が多いように見受けられました。

１）「支援推進・定着に向けた学内合意形成のための工夫」では、

・2020 年までに女性研究者比率を 20%に上げるよう公表し、政策誘導を行う

・学長や部局長のリーダーシップや合意、行動がカギである

・大学執行部や事務部との連携や意見交換が重要である

・トップダウンで着手し、ボトムアップで意識改革を浸透させる。女性のみならず男性にもメリットが

あることを説明して、女性支援のコンセンサスを得るべきである

・女性研究者のための人材登録サイトを構築し活用する

・なぜ女性を増やすことが必要なのか、男女共同参画の有用性について、意識啓発を行う

・「女性支援」というよりも「女性育成」を推進する必要性がある

２）「女性の採用促進と業績・能力評価」では、

・任期制の再任評価期間において、出産・育児休暇や介護休暇期間を除外することが重要である

・実際には部局や学科ごとの人事の壁があり、また女性の採用促進には障壁がある

・現在の論文数中心の評価方法は、多様な人材登用に不向きである。出産・育児・介護のために、研究

時間が物理的に減って論文を出せないこともあるので、他の評価方法を検討すべきである

・採用の際、男性が多い部局では審査員が男性になりがちなので、オブザーバーとして必ず女性を一人

入れることを必須とすべきである。

３）「モデル事業実施機関から全国の大学等研究機関に提示したい「女性研究者活躍推進のための Essential

Practice」では、

・部局を超えたネットワーク作り（ex.会員制のウェブで情報を共有、ネットを利用したソーシャル・ネ

ットワーキング・サービスの利用、学長を囲む女性の会の開催など）が有用である

・外部講師による講演会などで意識改革を行う

・次世代育成を行い、若手女性研究者を増加させる

・時間の管理を明確にする（会議は 5 時までに終わらせるか、あるいはあらかじめ会議終了時間を明記

しておく）

・実際に評価する側には男性が多いので、評価者に女性を必ず入れる。それにより評価の透明性が明確

になる
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・各部局長に、現在の学内の女性比率について発表してもらうなど、現状の把握をトップにしてもらい、

また定期的に状況や情報を発信する

・女性支援の活動組織を常設する

・学内の研究助成制度に女性枠を設けるなど、機会を与えて女性を育成する

・女性研究者支援事業に携わった人たちが事業終了後に機関を異動しても、活躍が継続できるように、

また雇用を安定させるようにする

・地方大学は、その特色を生かして県や市の男女共同参画センターと連携して女性研究者支援を進めて

はどうか

後半のパネルディスカッションでは、ROUND POSTERS の各グループリーダー、サブリーダーがパネ

ラーとして参加し、パネルディスカッションコメンテーターとして独立行政法人 科学技術振興機構

男女共同参画主監の小舘香椎子氏、同機構 科学技術振興調整費業務室の塩満典子氏、国際女性技術者・

科学者ネットワーク日本代表/文部科学省独立行政法人評価委員の都河明子氏が参加しました。

１）のテーマを基に、「なぜ女性研究者が必要なのか」について討論が行われました。フロアより、「企

業では、女性のアイディアを商品化に取り入れるなど、女性ならではの特色を活かしやすいが、それに

比べて大学では女性研究者が素晴らしい、というデータは示しにくい。更に、研究を活発にしている女

性研究者が、どこにどれくらいいるのか？という「見える化」がなされていない」と意見が挙げられま

した。

これについてはコメンテーターより、「日本では、どの機関にどのような女性研究者がどれくらいいる

かが把握しにくい。分野別の研究者データベースを全国に作っていく必要がある」との提案がありまし

た。

また、フロアより「男女共同参画社会」の実現イメージは世代によって違う傾向があり、特に若い世

代ではアカデミックキャリアにあまり興味が持たれていない現状があるため、今後は、若手行政官と、

若手研究者との交流会などを作ってもらえると、現場の意識について意見交換ができるのでは、との提

案がなされました。

２）のテーマについては、パネリストより「全国の大学において女性研究者をどのように増加させる

かが課題となっているため、各組織の実情に応じた様々な取り組みが進み、女性研究者の環境整備が進

み始めている」、と述べられました。同時に「女性研究者の採用の制度を進める必要がある一方で、女研

究者がやめないようにする工夫が大切であり、また、妊娠・出産で育児休暇を取ったことをどう評価す

るか」が討論されました。更に、「この女性研究者支援事業に様々なスタッフが関わっているが、そのた

めに当事者の本業での研究時間が取れずに業績が落ちるので、この事業に関わったことを業績として評

価すべきである」、との意見が出ました。

３）のテーマについては、組織内、あるいは他の組織同士で「情報共有」し、女性研究者のネットワ

ークを強くしていくことが何よりの支援である」と提示されました。

最後に、この女性支援に関わっている特任教員たちのその後について話し合われました。任期が終わ

れば女性支援は終わり、ということではなく、継続する形で、特に専従の人のキャリアパスや評価を加

えてほしい、との前向きな意見が出ました。

同時に国としても、女性支援を取り組んでいる大学とそうでない大学とで差別化してはどうか、との
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提案がなされ、シンポジウムが閉会しました。本学にとって最後の参加となりましたが、女性研究者支

援に取り組んでいる当事者同士が本音で意見交換を行い、連帯感を一層強めることができました。

６．３．２．外部機関におけるポスター掲示

平成 22年度に女性研究者支援室の活動内容に関するポスター掲示を行ったシンポジウムは次の 2件で

ある。

① 平成 22 年 9 月 18 日 「自分らしく生きるための力～女性の経済活動への参画と自立～」

APEC-WLN サイドイベント・シンポジウム (於早稲田大学)

②平成 23年 2月 23 日 「四国女性研究者フォーラム」香川大学
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６．３．３．外部機関におけるシンポジウムの参加

①日本大学「男女研究者共同参画国際シンポジウム」平成 22 年 11 月 9 日

昨年の国際シンポジウムは「女性研究リーダーの育成」の制度や政策についてだったが、本年は、

「Network, Footwork and Teamwork」という副題がついており、チームワーク作りと女性を取り巻く様々

なバイアスやバリアについてのシンポジウムであった。

大阪大学社会経済研究所の大竹文雄教授からは、「競争における男女差」と題し、我が国の女性労働者

の課題について経済学からの観点での分析があった。女性の管理職比率が低い理由として、男女差別と

早期離職のための職業訓練の差によるものという説明から、昨今では、昇進競争参加意識に男女の差が

あるからだ、という社会行動の差が注目されている、とのことである。社会行動の性差については、科

学的なアプローチもされつつあり、生物学的な性差と社会文化的な性差について、今後も注意深い考察

が必要であると考えられた。メディア、教育などによる介入は、今後の重要な課題であると思われた。

コロラド大学研究担当理事・副学長のパトリシア・ランキン教授（物理学）からは、「Building a more

effective team through research guided practice-a more diverse group performs better」という題で、これからの

科学研究は teamwork が必須になってきており、team に多様性を確保することが重要であることが示さ

れた。多様性が重要、と言うは易し、行うは難しであり、多様性を受け入れるためには、受容性が担保

されておらねばならず、無意識下のバリアやバイアスについての認識することが必要であるとのことで

あった。サウスメソジスト大学のアン・リンカーン准教授（人文科学学部社会学科）「Perspective on Moving

Beyond Biases and Barriers for Female Scientists」からはマチルダ効果について説明があった。マチルダ効果

とは、条件に恵まれないものは更に劣性になり、負の効果が積算されていく、という現象であり、条件

に恵まれたものがそのまま優位を保ちやすくなるという「マタイ効果」と対比される現象である。女性

名で書かれた論文が内容に関わらず低評価を受ける現象は、科学の業績は性差や年齢には関係ないとい

う「普遍主義」の下に隠れている無意識なバイアスであるとのことであった。こうした無意識のバイア

スを取り除くために、名前を伏せて業績評価を行うなど、無意識バイアスを意識的に修正していくこと

が重要である、とのことであった。駐日欧州連合代表部科学技術部のバーバラ・ローデ部長は「What

She-Figures 2009 tell us」と題し、欧州 27 各国での統計を紹介した。比較的若い国において、女性研究者

の地位（雇用、就業、賃金など）などが高いことが示され、男性優位社会を変えていくことの困難性が

示された。しかしながら、高齢化も進みつつあり、女性の労働力の活用は今後の社会維持のために必須

であると考えられ、新しい仕組み作りが望まれている、とのことであった。

1.日本からは、カーディフ大学船員国際センターニッポンフェローの北田桃子氏より「男性優位の職

種で働く女性のネットワーク構築」として、女性比率が非常に少ない船員という職場で、内在する女性

性の問題やネットワーク構築の難しさについてのお話があった。「女性」ということでくくれる部分と「個

人差」の両者があり、今後女性の参入が増えるにつれて、女性の中の多様性をネットワーク構築の中で

互いに認識していくことの可能性が示唆された。東北大学教授・日本分子生物学会理事 杉本亜砂子氏

より「ライフサイエンス系女性研究者の学会における Visibility 向上」として、日本分子生物学会は 15,000

人の会員で 25%が女性であるにもかかわらず、会長、理事職などリーダーシップポジションが非常に少

ないことを指摘された。学会の歴史が古く、多人数である場合に、女性の管理職比率が少ない傾向があ

るとの指摘もあり、学会員の性比率に応じた、管理職比率とするようなポジティブ・アクションが必要

ではないか、との提言があった。また、シンポジウムやワークショップの登壇率も圧倒的に男性優位で
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あることから、シンポジウムやワークショップに開催には必ず女性を最低 1 名は入れること・・などの

提言もあった。国際会議では、すでに女性比率についての基準が定められているものがあるとの意見も

あり、今後の学会での男女共同参画の進め方に対し、有効な示唆が得られた。日本大学医学部教授・駿

河台病院副院長 落合豊子氏から「医学序論の講義に医師の早期キャリアパス教育を組み込む」との題

で、学生の将来のキャリア意識調査に基づく講演があった。女性の医学部入学率は 3 割を超え、育児や

短時間勤務制度など環境整備は、以前に比べてかなり進んできているのに加え、育児や短時間勤務制度

など環境整備は、以前に比べてかなり進んできているにも関わらず、子育て期に離職率が高く、そのま

ま復帰しないケースが増加していることに危機感を覚えている、とのことであった。離職の原因は、身

内の無理解、子どもの教育、多忙な両立を望まない、が多く、キャリアを継続するためには、自身の継

続の意思、理解ある伴侶や上司、キャリアプランが明確であること、と指摘された。平成 22年 7月に全

医学部生を対象に行った調査では(677/689=98.3%)では、入学時に自分の性別を意識したのは男性 2 割、

女性 3割、卒業時に進路に性別を意識する、と回答したのは男性 14.3%、女性 75.1%であり、女性は学年

が上がるほど意識する率が上昇した。仕事と家庭の両立を妨げるものとして上位にあるのは男女とも職

場での支援の低さおよび社会支援の低さであるが、支援を高めても必ずしも離職を防げない現状を勘案

すると、キャリアビジョンを明確にすることの重要性が示唆されており、医学部の早期からのキャリア

パス教育の必要性が訴えられた。

パネルディスカッションでは、様々な立場から、今後女性リーダーを育てるための具体的な方策につ

いて活発な討議が展開された。

興味深く思われたのは、時期を限ったポジティブ・アクションの必要性であった。無意識あるいは構

造的に性差別が起こっている場合において、まずは比率是正を強い力で推し進める必要性があることは、

現状からも明らかであり、モデル事業が契機となり、自然科学分野においての真の男女共同参画が推進

されることを期待したい。

②東京大学「大学教育と職業との接続を考える」平成 22 年 11 月 22 日

東京大学で行われた公開シンポジウム「大学教育と職業との接続を考える：第一回「大学生の就職を

めぐる諸問題と当面の打開策」」に参加しました。

第一部の基調講演では、高祖敏明氏（日本学術会議 大学教育の分野別質保証の在り方検討委員会副

委員長、学校法人上智学院理事長）が「大学教育と職業との接続について」ご講演されました。

高祖氏は、昨今の学生の就職状況について述べられ、「就職活動の早期化にもかかわらず、なかなか内

定を取れない学生が増加している。この背景の一つとして、グローバル経済の下での競争が激化し、企

業の求人における「量より質」の重視が進んだためである」と述べられました。また大学教育の現状を

述べられ、「現在は、大学教育の職業的意識が希薄のまま、就職活動を始めることになっている」と指摘

され、今後は「就労体験や社会体験などを充実させながら、大学教育の職業的意義を向上させることが

課題である。それに伴い、適切なキャリアガイダンスが必須である」と述べられました。

第二部の講演では、「新卒一括採用と若者不幸社会～誰がどう得をしているのか。当事者はどのような

意識なのか～」について、経済評論家で中央大学ビジネススクール客員教授の勝間和代氏がご講演され

ました。
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勝間氏は、「就職活動をして、人気企業に入れるのは、コネがあるか、よほど優秀かのどちらかである。

また若者は企業情報を得ようとする意識が希薄である。新卒一括採用自体はローリスク・ミドルリター

ンであり、新卒一括採用から離れることは、ハイリスク・ローリターンでもある」と述べられました。

今後、企業として何をすべきかについては「インターンや通年採用を進めることが重要であり、多様

性を許容する風土を醸成することが大切である」と提示され、「若者自身も、自分がいつでも辞めること

ができるために、どこに行っても通用するようなポータブルスキル、雇用力を手に入れることが重要で

ある」と述べられました。

続いて、内閣総理大臣補佐官で特命チームリーダーの寺田学氏より、「新卒者雇用に関する緊急対策」

についてご講演がありました。寺田氏は、テーマにもある緊急対策について、「新卒予定者と新卒未就職

者を対象として、採用意欲の高い中小企業と、大企業志向の高い新卒者等とのミスマッチを改善し、中

小企業の新卒者採用に係るコスト、リスクの軽減を改善することが目的」と述べられました。

そのために「関連機関の連携による、地域の実情に応じた就職支援とワンストップサービスの推進を

行う必要がある。同時にキャリア相談支援体制を強化し、キャリアカウンセラー等の増員を行い、就業

力を向上させるための支援プログラムの充実を図る必要がある」と述べられました。

寺田氏はインターンシップの重要性についても触れられ、「インターンシップ・トライアル雇用の推進」

として、既卒者を対象にトライアル雇用を行う企業への奨励金が創設され、これにより多様なインター

ンシップ機会の提供をすることができる。若者に少しでも多くの実務経験機会を与えることが必須であ

る、と述べられました。

第三部ではパネルディスカッションが行われ、出井伸之氏（クオンタムリープ株式会社代表取締役フ

ァウンダー＆ＣＥＯ）、大橋秀雄氏（学校法人工学院大学理事長）、児美川孝一郎氏（日本学術会議 大

学教育の分野別質保証の在り方検討委員会委員、法政大学キャリアデザイン学部長・教授）、寺岡秀氏（首

都大学東京 都市教養学部4年生、ＮＰＯ法人POSSE）、牧原晋氏（日本電気株式会社人事部長）、勝間和

代氏の６名で討論が行われました。

パネルディスカッションでは、これまで大学は、「就職」や「就職教育」についての対策が希薄であり、

今後は社会との接続をより具体的に考えられるような教育対策、例えば労働法教育をカリキュラムに採

り入れ、キャリアカウンセラーの積極的な活用が必須である、と話し合われました。

若者自身も大学の4年間で、職業とはどういうものかをよく考え、どのように社会に関わっていきたい

かを、積極的に自立的に考えて行くべきである、とパネリストよりまとめられました。

③東北大学 「男女共同参画政策と大学の使命」平成 22 年 12 月 19 日

第 9 回東北大学男女共同参画シンポジウム「男女共同参画政策と大学の使命」に参加しました。

第１部 沢柳賞授賞式・受賞講演では、茂木洋平氏による「Affirmative Action の正当化理由～過去向き

の Affirmative Action と将来志向の Affirmative Action～」という講演が行われました。過去向きの

Affirmative Action とは、過去に差別がなければ、黒人は入学選抜においてより高い点数を獲得していたこ

とから、あるロー・スクールの入学選抜において黒人に一律に 10 点加点する立場とされます。それに対

して将来志向の Affirmative Action とは、学生構成の人種的多様性のもたらす教育的利益を正当化理由と

して主張するものです。日本の男女共同参画においては、数を増やすことを目的とするのではなく、真

に救済の必要なものを救済するという視点が必要だという主張がなされました。
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トゥルムンフ・オドントヤ氏による「移行期のモンゴルにおける女性への

暴力拡大の要因に関する考察―「家庭内暴力防止センター」の活動を通して

―」という講演が行われました。モンゴルの首都ウランバートル市の「家庭

内暴力防止センター」での調査にもとづき、モンゴルにおける女性への家庭

内暴力の拡大とその要因について報告されました。暴力増加の要因としては、

移行期の社会混乱から失業者が増加し、ストレスの増加によってアルコール

飲酒が増加したことが挙げられました。

第２部では、江原由美子氏によって、「大学における男女共同参画の現状

と課題」について講演が行われました。平成 19 年に 705 大学を対象とし、

451 大学から回答があったアンケート調査の概要が報告されました。特に興

味深かったのは、「マタニティ・ハラスメント」の問題であり、妊娠中の女性はほとんどの者が職場に「迷

惑をかけない」ということを心配していたという報告でした。社会がこれまで子育てを女性に任せてき

たのであるが、育児中の女性をケアすることは、大学の使命であるという主張が行われました。

その後、パネルディスカッション「大学と男女共同参画」が行われました。コーディネーターは辻村

みよ子氏です。岡島敦子氏（内閣府 男女共同参画局長）からは、現在のような女性に対する両立支援（男

性は仕事、女性は仕事と家庭）ではなく、「女性も男性も研究も家庭も」行うようにする意識改革が大事

だと提起されました。

江原由美子氏は、男性がこれまで育児に関わってこなかったことが問題であり、なぜ男女共同参画を

行うのかという理念が必要だと報告されました。

甲野正道氏（東北大学理事）からは、文部科学省等における女性研究者支援事業等の動向等について

報告が行われました。

米永一郎氏（東北大学 女性研究者育成支援推進室 副室長）からは、東北大学における男女共同参画

の推移について報告がありました。

三浦有紀子氏（東京大学 男女共同参画室 男女共同参画ディレクター）からは、東京大学における取

組として、大学キャンパス内に 7 保育園体制を築いたこと、女性限定公募を開始したことが報告されま

した。

野呂知加子氏（日本大学 女性研究者支援推進ユニット 推進コア長）からは、日本大学のモデル事業

として、意識改革や、女子中高生への理系選択支援、相談体制整備、ＷＬＢ推進などの内容が報告され

ました。

大学における男女共同参画の現状と必要性について、深く考えさせられるシンポジウムでした。
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６．４． 学会およびシンポジウムにおける発表

６．４．１．第 83 回産業衛生学会 平成 22 年 5月 27 日

表題：医歯学系大学における保育に関

する意識および現状の性差について

Gender difference of the present status of

childcare and the opinion toward

childcare center on campus at a medical

and dental university

東京医科歯科大学女性研究者支援室

特任教授 荒木葉子

Support Office for Female Researchers,

Tokyo Medical and Dental University,

Japan

【目的】大学におけるワーク・ライフ・バランス施策は人材戦略上、重要であると考えられており、中

でも保育は女性の初期キャリア支援に重要であると報告されている。保育に対する有効な施策を講ずる

ために、大学の教職員および学生を対象に、保育の現状や学内保育施設に対する意識調査を行った。

【方法】2009 年 8月医歯学系大学教職員、大学院生 4,560 人に対し、保育の現状と保育施設に対する意

識調査を無記名紙式質問票で行った。有効回答数 1,878 人（有効回答率 41.4％）であった。

【結果】全体の 65.9％が病院勤務者であり、当直有は 40.5％、土日勤務は 55.3％であった。女性は 1,258

人（67.0%）であり、看護師が多かった(587 人、全女性の 46.7％)。女性教員の平均年齢は男性よりやや

低く（43.8 歳 vs45.1 歳）、婚姻率、有子率とも低かった（婚姻率 53.1％vs85.7％有子率 42.2%vs73.3％）。

女子大学院生（n＝162）の平均年齢は男子大学院生（n＝88）よりも高く（29.8 歳 vs29.0 歳）、婚姻率は

高く（25.9％vs23.9％）、有子率は低かった（13.0％vs18.2％）。学内の一般保育施設設置に賛成なのは

女性に多く（86.3％vs73.7％）、特に女性医員の賛成比率が高かった（91.9％）。学内の病児保育施設設

置に賛成なのは女性に多かった（73.9％vs56.7％）。現在保育を行っている人（女性 110 人、男性 117 人）

は、保育場所が保育園または幼稚園であるのは女性に多く（75%vs55％）、自宅は少なかった（11％vs39％）。

配偶者の就労状況は女性では91.6％、男性では38.3％であった。急用時の保育担当者は、女性は自分18％、

配偶者 26％、自分の親 21％、保育士など 16％であるのに対し、男性は自分 17％、配偶者 37％、自分の

親 10％、配偶者の親 19％、保育士など 11％であった。子どもが病気になった際の保育担当者は、女性は

自分 59％、配偶者 6％、自分の親 21％、保育士など 16％であるのに対し、男性は自分 17％、配偶者 37％、

自分の親 10％、配偶者の親 19％、保育士など 11％であった。学内に保育施設を設置することによる効果

について、教職員の離職防止や学生の学業中断防止効果があると回答したのは女性に多く（83.0％

vs70.7％）、特に女性医員に多かった（91.7％）。教職員の産休後や育児休業後の復帰に役立つと回答し

たのは女性に多く（89.4％、80.6％）、特に女性常勤教員や女性医員に多かった（93.8％、94.4％）。保

育を必要としていない教職員のワーク・ライフ・バランスに効果的である、と回答したのは女性に多く

（66.6％vs55.2％）、人材確保に役立つ、と回答したのは女性に多かった（81.4％、74.4％）。
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【結果および考察】医歯学系大学においては、大学業務と病院業務を担う人が多く、通常の地域保育で

は不十分な場合が多い。女性教員の婚姻率、有子率が低いことは、子育てが離職の原因になっている可

能性を示唆している。女性の方に学内保育施設設置の希望が高く、その理由として、共働きの人が多く、

かつ、女性が保育の主たる担当者になっていることが多いため、急用や子どもの急病の際に、職務と保

育の葛藤をより強く受けることが一因であると考えられる。学内保育施設により、当事者も周囲の人も

好影響があると男女とも回答しており、今後、大学および大学病院における学内保育施設は人材戦略上、

重要であると考えられた。
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６．４．２．ICOH(International Conference on Occupational Health)

平成 22 年 6 月 15 日に、女性研究者支援室の有馬 牧子特任助教が、オランダ・アムステルダムにて行

われた ICOH-WOPS, Amsterdam 2010 (The 4th International Conference on Psychosocial Factors of work) にて

発表を行った。演題は”The survey of researcher’s attitudes towards continuing work after pregnancy and child

rearing in a Japanese Medical Institute”とし、 本学で平成 21年に実施した「研究室環境アンケート」を基に

行った調査結果を発表した。

本学の研究所（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）において、快適に研究

を進められる環境が整っているかを把握し、また女性が妊娠・出産・育児後も継続して研究を行うため

の配慮があるかについての意識を把握するために実施した。

調査は平成 21年 6月に上記 3部局の教職員・大学院生を対象にインターネット経由で行った。設問は、

研究室における男女の組織的公正の意識についての設問と、妊娠中・出産後・育児中に研究を続けるた

めの配慮があるかについての内容である。

本研究は、日本の医科学系大学で環境調査を実施した数少ない調査の一つである。女性研究者がキャ

リアパスを形成していくには、妊娠中・育児中においても研究や仕事を継続していける環境整備が必須

である。今後は、更なる状況把握のために、どのような要因が存在し、女性教職員・院生がどのような

状況にあるかを、ヒアリングや調査を実施して検討し、改善策を考える必要がある。

Background

National policy of the promotion of “female-friendly worksite” after pregnancy and child-rearing has been

discussed recently in Japan. To promote the “female-friendly laboratory”, the environmental research was

conducted in Tokyo Medical and Dental University (TMDU) in Japan.

Aim

To determine the attitude for obtaining acceptance towards continue working after pregnancy and child-rearing in

each laboratory in three institutes in TMDU.

Methods

On-line survey was conducted in 2009, targeting all faculty members, staff members and graduate students in each

laboratory of three institutes in TMDU (N=386). Questions regarding the gender equality, organizational justice,

and probable level of obtaining acceptance towards continuing work after pregnancy and child-rearing were

included.

Results

Of the 156 respondents, males were 58% and females were 42%. In comparison with females in their 20s, the

probable level of obtaining acceptance towards continuing work after pregnancy was higher in females over 30s

(OR 6.6, 95%CI: .01-1.3), and during childrearing was also higher in females over 30s (OR 7.6, 95%CI: .01-1.1).

Furthermore, the probable level of obtaining acceptance towards continuing work after pregnancy was higher in

female faculties (OR 1.47, 95%CI: .55-.84) than female graduate students.
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Conclusion

Researchers in younger generation tend to feel that there are poor supports for continuing work after pregnancy and

child-rearing. One of the solutions is to conduct further internal interviews and surveys to find out the situation of

female researchers. Building career paths for female researchers requires environmental improvement that allows

continue working after pregnancy and child-rearing.

%

Fig1. International comparison of the percentage of female researchers
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“Large scale survey of actual conditions of gender equality in scientific and technological Professions 2008,” Cabinet
Office, Japan

★ The percentage of female researchers in Japan is the lowest of all
countries
★ Main reasons are “difficult to maintain family and career”, “difficult to
return to work after maternity/childcare leave”, and “workplace
environment”

Background 1

33.9

35.1

35.2

36

36.2

46.6

66.2

27.3

26.4

26.2

15.7

20.6

30.4

53.6

0 10 20 30 40 50 60 70

Social gender fules

Female hired less often than men

Workplace environment

Evaluator's mindset of tendency to
give preference to men

No attention to childcare and elder
care in performance evaluation

Difficult to return to work after
childcare leave

Difficult to maintain family and career

male

female

%

“Large scale survey of actual conditions of gender equality in scientific and technological Professions 2008”,
Cabinet Office, Japan

Fig 2.Reason for low proportion of female researchers
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Fig 3.Proportion of female faculties in TMDU, 2008

Fig 4. Proportion of female graduate students in TMDU, 2008
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★ To provide work environments that allow
coordination with childbirth and care giving

★ To promote research labs that are women-friendly

★ To provide support based on the needs of researchers

★ To conduct surveys for men and women

Mission 3

Mission 4
★ To provide university-wide support for women

★ To revitalize the entire campus

★ Work life balance measures is necessary to continue their career and
family life for female researchers; especially support programs within
university to continue research after pregnancy and while childrearing

★ To determine the attitude for obtaining acceptance towards continue
working after pregnancy and childrearing in each laboratory in *three
institutes in TMDU

Aim of Study

Methods

★On-line survey was conducted in June 2009, targeting all faculty
members, staff members and graduate students in each laboratory of
three institutes in TMDU (N=386)

★Questions regarding the gender equality, organizational justice and
probable level of obtaining acceptance towards continuing work after
pregnancy and childrearing were included

*Medical Research Institute(MRI), Institute of Biomaterials and Bioengineering(IBB),
and Graduate School of Biomedical Science
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Conclusion
★ Researchers in younger generation tend to feel that there are poor supports for
continuing work after pregnancy and childrearing
★ Further internal interviews and surveys is necessary to find out the situation and
barriers of female researchers, as well as in female graduate students
★Building future career paths for female researchers requires environmental
improvement that allows continue working after pregnancy and childrearing

Tokyo Medical and Dental University, Support Office for Female Researchers
http://www.tmd.ac.jp/mri/ang Email : info.ang@mri.tmd.ac.jp

“The probable level of obtaining acceptance towards continue after pregnancy”

Females in
20s

Females over 30s p-value Odds Ratio, CI

High (Yes) 29 21 .05* 6.66 （.01-1.31)

Low (No) 9 1

“The probable level of obtaining acceptance towards continue working after childbirth”

High (Yes) 28 21 .03* 7.6（.016-1.124)

Low (No) 10 1

“The probable level of obtaining acceptance towards continue working while childrearing”

High (Yes) 27 21 .02* 9.1 （.014-.979)

Low (No) 11 1

Table 3. Workplace atmosphere/environment in the laboratory to continue research
after pregnancy and childbirth, childrearing by female in 20s and over 30s

６．４．３．学習院大学 平成 22 年 9 月 9 日

学習院大学経済経営研究所（GEM）

第3回公開ワーク・ライフ・バランス（WLB）カンファレンス

―勤務医・看護師におけるWLB―

平成22年9月9日に学習院大学経済経営研究所（GEM）のよる第3回公開ワーク・ライフ・バランス（WLB）

カンファレンス ―勤務医・看護師におけるWLB― が開催された。

遠藤久夫氏 (学習院大学 経済学部 教授 中央社会保険医療協議会 会長) より基調講演「ワーク・ライ

フ・バランス思想は医療を救えるか？－勤務医の勤務実態と勤務医離れ－」があった。

特任教授 荒木葉子は、「女性医師の労働環境」について講演を行った。

わが国の医学部における女子学生比率は、1960 年(昭和 35 年)7.9%から 1985 年(昭和 60 年)13.0%、1990

年（平成 2 年）22.1%、2005 年（平成 17 年）32.9%と 3 割を超えた。近年、女子学生比率はやや頭打ちの

傾向があり、30%代に留まっているが、医師全体における女性医師比率は 18%となり、特に若年層での女

性比率が高まっている。

女性医師は、男性医師と科の選択、就業組織、労働時間、当直や休日勤務の有無、休業期間、他の科

やパートタイムへの移行、離職、観血手技の有無、専門性、職位、勤務地域などに差があることが報告

されている。科の選択、働き方、職位などは時代的背景や世代によっても変化がある。

我が国の女性医師の就業に関するアンケートや調査資料について、2000 年以降の医師会、大学医学部、

学会で行われたものを WEB 上あるいは学会誌で、「女性医師」、「アンケート、調査」「就労、勤務」｢支援｣

のキーワードで検索した。

【結果】

卒後の女性医師の勤務状況調査は、日本女医会、東京女子医科大学、順天堂大学で行なわれていた。

勤務医調査は、日本医師会、東京都医師会、日本外科学会女性外科医支援委員会、日本小児科学会、日

本産婦人科医会、国立大学協会にて、比較的規模の大きい横断調査が行われていた。これらの調査にお

いて、女性医師の就労の質と量に関しては以下のようなものが検討されていた。

★ Of the 156 respondents (response rate 40.4%), females were 42%, males were 58%
★Chi-square test was performed by female faculties and female graduate students to
compare the probable level of obtaining acceptance towards continue while child
rearing

★Female graduate students tend to feel there are poor supports for continuing work
while childrearing

Results

Female Male

Faculty of MRI 9% 29%

Staff of MRI 6% 1%

Faculty of IBB 2% 8%

Staff of IBB 1% 0%

Graduate Students 24% 20%

Total 42% 58%

Table 1. Response rate of three institutes

“The probable level of obtaining acceptance towards continue while childrearing”

Female

faculties

Female graduate

students

p-value Odds Ratio, CI

High (Yes) 12 25 .03*(p<.05) 1.48（.54-.84)

Low (No) 0 10

Table 2. Workplace atmosphere/environment in the laboratory to continue

research while childrearing, by female faculties and female graduate students
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① 診療科の選択

男性数の多い科は、内科系、外科系、整形外科、精神神経科であり、女性数の多い科は、内科系、

小児科、眼科、皮膚科、産婦人科、精神神経科であり、女性の割合が高い科は、皮膚科、眼科、小

児科、麻酔科、産婦人科、放射線科であり、外科系、整形外科、泌尿器科は非常に少なかった。

30 代医師の主たる診療科の人数比は、平成 12 年を１とすると小児科、麻酔科、精神科は上昇傾向

にあり、産婦人科は不変、眼科は一時増加したが減少傾向、外科系、整形外科、耳鼻咽喉科、内科

が減少傾向にあった。

平成 14 年から 29 歳未満に占める女性医師は 3 割を超え、30 代に占める女性医師は 2 割を超え

ていることから、このような診療科の傾向の変化は、女性の参入による影響があると考えられる。

② 育児などによる離職

Kaneto らは、医師･歯科医師･薬剤師調査（3師調査）を用い、1980 年、1990 年の男女医師の年代

別就労率を解析している。それによれば、女性は 1980 年コホートでは、32歳付近で 73.2%、1990

年コホートでは、34 歳付近に 74.8%という落ち込みがあり、その後、就労率は上昇していくが男

性並みにはならない。

③ 勤務組織（医育機関、病院、診療所など）

男性医師は、病院勤務が減少し、診療所勤務が増加している。女性医師は、すべての組織で増加し

ているが、診療所勤務の増加が病院勤務を上回っており、医育機関の教育職および勤務者（研修医

の可能性あり）も増加している。29 歳以下は、病院勤務は不変、診療所勤務は減少しており、30

代は、病院勤務は減少、医育機関勤務者（研修医の可能性あり）の増加、診療所勤務の増加が認め

られた。

④ 勤務形態（常勤、非常勤、開業など）

医師･歯科医師･薬剤師調査では、常勤･非常勤および労働時間に関する調査項目は含まれていない。

比較的規模の大きい調査にて、勤務形態を検討しているが、勤務組織と勤務形態の調査方法に統一

性がなく、大学病院における研修医、医員、大学院生の分類があいまいであったり、診療所が含ま

れていないもの、被雇用者か経営者か不明なもの、非常勤が何を意味するか不明確なものが多かっ

た。調査によって、幅があるが、卒後 10～15 年目で非常勤への移行は 15～30%程度であり、15 年

目以降には開業が増加していくことが明らかになった。非常勤への移行は年齢および子どもの有無

が影響を与えていた。非常勤から常勤に戻るかどうかは横断調査では把握することが困難であった。

⑤ 労働時間･休日勤務･当直業務

労働時間は、勤務組織、勤務形態、年齢や子どもの有無、診療科、被雇用者･経営者で異なると考

えられるが、詳細なデータを得ることはできなかった。東京都医師会調査、外科学会女性外科医支

援委員会、日本医師会の調査では、週 40 時間以上の勤務者も多く、男性との比較では、女性の労

働時間が短い傾向にはあるものの、一般労働者に比し、はるかに長時間労働を行なっている実態が

明らかとなった。
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⑥ 職位（医育機関、病院、学会、医師会など）

荒木および冨澤らの論文にて、学会における評議員や理事職に占める女性の割合は低いことが報

告されており、2002 年から 2009 年にいたるまで、その傾向にはあまり変化が見られなかった。

⑦ 勤務地域（都市部、僻地など）

都道府県別の女性医師の勤務状況を見ると、女性比率が高いのは、東京 25.4%、神奈川 20.9%、徳

島 20.2%、京都 20.1%、大阪 19.2%と都市部に集中していた。一方、北海道 12.9%、青森 12.5%、岩

手 12.9%と東北部における女性比率が低かった。

⑧ キャリア支援（保育、キャリアカウンセリング、ネットワーク、復帰再教育など）

日本医師会男女共同参画委員会の調査では、女性医師の悩み、必要な支援策が検討されている。

他の調査も同様な内容が多く、１．労働時間、２．労働基準法、母性保護など法律の遵守、３．

人的資源、４．保育施設や保育支援、５．待遇の改善、６．職場の性差別、セクハラ対策、７．

更衣室、授乳室などの環境整備、８．復帰支援、９．家庭での協力体制、などであった。

日本医師会では、厚生労働省の医師再就業支援事業の委託を受け、1．女性医師バンク創設・運営、

2．長期離職医師の再研修の支援、3．女性医師の勤務環境の整備についての啓発活動を開始した。

女性医師バンクは、インターネット（https://www.jmawdbk.med.or.jp/）で、求職票、求人票の

登録を行っており、徐々に求人、求職数が増加し、マッチングの成功例が報告されている。再研

修を希望する登録者には、研修を受け入れている全国の組織を紹介しており、個々の事情に応じ

たきめ細かいニーズに対応している。また、女性医師の勤務環境の整備についての啓発活動を行

っており、各都道府県医師会において「病院長、病院開設者、病院管理者等への講習会」を開催

し、女子医学生や研修医への支援・啓発も行っている。復職の際に障害となりやすい保育に関し

ても、保育サポーター配備や保育園情報の提供など、更にサービスを拡大して、平成 21 年度から

は女性医師等復職研修･相談事業を行っている。

文部科学省では、医療人 GP として、旭川医科大学、筑波大学、神戸大学、島根大学、九州大学、

岡山大学、大阪市立大学、自治医科大学、和歌山大学、横浜市立大学、信州大学などの保育、キ

ャリアカウンセリング、保育や就業情報提供、ロールモデルセミナーや交流会、在宅ラーニング

システムなどや長崎大学の麻酔科医師支援、慶應義塾大学の小児科産科医師支援、社会人の学び

直しニーズ対応教育推進プログラムとして、東京医科歯科大学のママさんドクター・リターン支

援プログラムや東京女子医大の女性医師再教育センター、女性研究者支援モデル育成事業として、

東京女子医大の病児保育とワークシェア、東京医科歯科大学の派遣型病児保育メディカル＆アカ

デミックパッケージや研究支援員配備事業などが展開されている。

その他にも大阪厚生年金病院、足利赤十字病院、各地の医師会での保育園、短時間勤務制、など

の取り組み、日本女医会のキャリアデザインセミナー、大学医学部、同窓会などの調査や交流会

など、様々な施策がなされている。

【考察】

今後、女性医師のキャリア継続は、わが国の医療人材政策にとって重要な課題となる。離職を防ぎ、
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多様な労働時間や制度を整え、育児や介護のインフラを整えると同時に、キャリアパスを明確にし、質

を保つ施策が重要となると考えられた。

６．４．４．第１回 男女共同参画社会における医療人材育成戦略シンポジウム 平成 22 年 11 月 27 日

慶應義塾大学医学部／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

平成 22 年 11 月 27 日に、慶應義塾大学医学部・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に参加した。

ゲスト校は、東邦大学、東京女子医大と本学であり、いずれ

も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」事業に関係している大学である。

東邦大学、東京女子医大とも歴史的に女性医師が多く、保育

支援に関しても長い歴史がある。一般保育に加え、24 時間保育、

病児保育を行っており、東邦大学では感染性疾患にも対応でき

るよう隔離室も設けていた。東京女子医大では、週一回 24 時

間保育を行っており、学童保育も検討中であることが示された。

特任教授 荒木葉子は、本学での取り組みを紹介した。

東京医科歯科大学では、平成 21 年度にアンケートを実施し、

保育に関する委員会を立ち上げ、平成 22 年 4 月から「わくわ

く保育園」を開設し、また、都市型大学であることから病児を

連れて出勤することに困難性があることが想定されるため、派遣型病児保育のメディカル＆アカデミッ

クパッケージを展開していることを紹介した。

都市部大学、特に医学部・病院の保育は、地方大学とは、敷地の狭さ、駐車場の確保の困難性、通勤

ラッシュなどの問題点がある。都市部大学での問題点を討議し、それぞれの大学での工夫を共有するこ

とができ、有意義なシンポジウムであった。

６．４．５． 第４回 日本性差医学・医療学会

平成 23 年 2 月 5 日

平成 23年 2月 5・6 日に開催された、日本性差医学・医

療学会 第 4 回学術集会に出席した。この学会は、性差医

学と性差医療の架け橋、基礎から臨床、社会医学の架け橋

を目的に設立された学会であり、今回のテーマは「共生の

医療をめざして」であった。

疾患としては、心臓、脳、呼吸器、肝臓、消化器疾患、

薬物代謝、炎症などが多かったが、発生や行動に至るまで、

幅広い話題が取り上げられており、学際的で活気にあふれ

た学会であった。

特任教授 荒木葉子は、東京医科歯科大学が女性研究者
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支援モデル育成事業「女性研究者への革新的支援」において、意識改革に性差医学・医療を基盤として

活動した実績を報告し、その評価および今後の展開について発表を行った。

性差医学・医療セミナーは計 12 回開催した。

女性研究者支援モデル施策としての有効性についてアンケート調査を行ったが、性差医学・医療セミ

ナーが有効だったと回答したのは 62.2%（男性 n=37）、51.2％（女性 n=41）にとどまり、保育、研究

支援員配備、キャリア相談室などの施策を下回った。

しかしながら、本セミナーが契機となり、大学院および歯学部教育に性差医学の講座が自由参加では

あるものの取り入れられることが決定した。また、研究者間のコラボレーションも開始され、新たなネ

ットワークを築くことができた。

日程 講師 所属 題名

1 2009.7.16 黒川洵子
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

突然死の性差：女性は薬物誘発性不整脈を起こしやすい

2 2009.10.01 石野史敏
東京医科歯科大学難
治疾患研究所 エピ
ジェネティックス分野

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

3 2009.11.24 金井克晃

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

私たちの性はどのように決まるのか？～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～

4 2009.12.17 佐久間康夫
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

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～

5 2010.1.21 小島優子
東京医科歯科大学女
性研究者支援室 特任
助教

ジェンダーの公正さとは何か~女性と男性の「公正」について～

6 2010.2.2 天野恵子
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

循環器分野における性差医療

7 2010.2.22 片井みゆき
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

性差医学・医療：臨床から教育まで

8 2010.3.18 浜崎浩子
北里大学一般教育部
生物学 教授

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～

9 2010.7.1 松木貴彦
九州歯科大学顎口腔
欠損再構築学分野

歯科医療における性差医学

10 2010.9.16
Vera Regits-
Zagrosek

Director of Berlin
Institute of Gender in
Medicine, Charite -
Universitatsmedizin
Berlin Center for
Cardiovascular
Research (CCR)

循環器医療における性差医学

11 2010.10.21 西森克彦
東北大学農学研究科
応用生命科学専攻 教

社会行動への制御におけるオキシトシン・オキシトシン受容体の寄与

12 2010.11.11 上野光一
千葉大学大学院薬学
研究院 高齢者薬剤学
研究室 教授

性差薬学
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本学会で、いくつかの興味深い報告があったが、循環器においては、「循環器領域における性差医療に

関するガイドライン」が出されており、循環器領域のトピックスをいくつか紹介する。

１．女性と男性の適正な LDL-コレステロール値とは

女性は、閉経を契機にコレステロール値が上昇する。日本動脈硬化学会の指針では、LDL-Cが 140mg/dl

以上を異常値としており、健康診断などで閉

経後の女性が「異常」と判断され、薬物療法

を開始されるケースが多い。Noda らの報告に

よれば心血管疾患の死亡率と LDL-C との関係

は、男性と女性では異なっており、男性は、

LDL-C の上昇に伴いリスクが増大するのに対

し、女性の場合は、むしろ LDL-C 140mg/dl

付近で、リスクは減少し、それ以上の場合は

リスクが増大するものの男性に比して増加率

は低い。すなわち、女性の LDL-C の治療開始

は 180mg/dl 以上でもよい、ということであっ

た。

J Intern Med. 2010 Jun;267(6):576-87. Epub 2009 Oct 26.

Gender difference of association between LDL cholesterol concentrations and mortality from coronary heart
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disease amongst Japanese: the Ibaraki Prefectural Health Study.

Noda H, Iso H, Irie F, Sairenchi T, Ohtaka E, Ohta H.

２．冠動脈疾患の予防における降圧剤の影響の性差

降圧剤には、様々なものがあるが、冠動脈疾患の予防としての降圧剤の意義は男女で差があることが

示された。ACE-I blocker は男女とも有効であるが、ARB は、男性では有効である可能性があるが、女

性ではかえってリスクが増大する可能性を示した。

Eur Heart J. 2008 Nov;29(21):2669-80. Epub 2008 Oct 13.

Do men and women respond differently to blood pressure-lowering treatment? Results of prospectively designed

overviews of randomized trials.

Turnbull F, Woodward M, Neal B, Barzi F, Ninomiya T, Chalmers J, Perkovic V, Li N, MacMahon S; Blood

Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration.

３．血中テストステロン値は男性の心血管疾患のリスクに関係する

エストロゲンが女性の心血管疾患の保護効

果があることは従来から知られていたが、テス

トステロンに関しては、保護効果の有無につい

て相反するデータが報告されている。Akishita

らは日本人のデータから、血中テストステロン

が高いほど、心血管疾患イベントが少ないこと

を報告した。他の危険因子を勘案しても、テス

トステロン値の影響は残り、独立因子と考えら

れる。

Atherosclerosis. 2010 May;210(1):232-6. Epub

2009 Nov 13.

Low testosterone level as a predictor of
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cardiovascular events in Japanese men with coronary risk factors.

Akishita M, Hashimoto M, Ohike Y, Ogawa S, Iijima K, Eto M, Ouchi Y.

「性」を新たな解析の因子に加えることで、興味深い事実がわかってきており、今後も発展が期待さ

れた。

６．４．６．第 84 回 日本薬理学会年会 男女共同参画推進セミナー 平成 23 年 3 月 23 日

「薬理学研究とワーク・ライフ支援施策」

東京医科歯科大学難治疾患研究所准教授 黒川 洵子

平成 21 年におこなわれた日本薬理学会女性

会員の現状に関するアンケートの結果から、い

くつかの特徴が明らかとなった。その中で、ト

ップの設問の結果である年齢階級別女性会員数

に注目したい。年齢は 35歳以下が 5割で、若手

が多いという特徴がある。この若手女性研究者

が研究活動を持続していけば、日本薬理学会の

男女共同参加画は進むものと期待される。

しかしながら、プロとしてアクティビティを保

ちつつ研究活動と生活を充実させるのは、現実

は厳しい。

一般的に女性労働力率は M 字カーブといわれる形

であり、出産・育児で一時離職する傾向がある。つ

まりこの時期のワーク・ライフ・バランスには困難

が伴うということである。専門職である研究職では、

この時期は一番熱心にじっくりと研究を行う時期に

重なり、長期離職によるブランクを埋めるのは難し

く、完全な離職となるケースが多い。

日本薬理学会女性会員の年齢階級別会員数（アンケート

回答者総数 232 名）
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そこで、国民的に取り組まれているワーク・ライフ支援施策を、研究・学問・医療の分野へ広げる動

きが起こっている。文部科学省科学技術振興調整費による女性研究者支援モデル育成事業・後続の加速

プラン・学術振興会 RPD 事業などがある。

東京医科歯科大学では、平成 20 年度から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」

に取り組んでおり、徐々にではあるが成果をあげてきている。
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６．５．出版事業

６．５．１．ワーク＆ライフ ガイドブック II 発行

平成 22 年 6 月の改正育児・介護休業法が施行に伴い、本学における育児休業・介護休業制度等も変更され

た。「ワーク＆ライフ ガイドブックⅡ」では、新設された介護休暇制度や、父親の育児休業を促進する

ための「パパ・ママ育休プラス」制度などを図表入りでわかりやすく解説した。

今回の「ワーク＆ライフ ガイドブックⅡ」では、改姓した場合の職場での旧姓使用の手続き、およ

び医師・歯科医師・看護師等の免許の旧姓使用の方法について一覧表示した。研究者は自身の姓名によ

って業績が世界中から識別される。このために業績を世に問うことを本分としている研究者にとって、

論文に表記する氏名を一貫させたいと考えるのは当然のことである。

本学附属病院においては、医師・歯科医師等がカルテに記載する氏名は、免許証に表記の氏名と一致

させるように定められている。このために、旧姓を用いて診療することを希望する場合には、免許証に

表記する氏名を旧姓のままに留めておかなければならない。しかし、特に医師は死亡診断書等のサイン

は戸籍名で行わなければならないという事情がある。旧姓使用をする場合には、死亡診断書のサインと

旧姓が異なるために患者さんが混乱してしまうという指摘が女性医師からなされている。このような事

情を考慮するならば、患者の混乱を避けるためには、診療行為について戸籍名と旧姓の併用が検討され

る必要がある。

京都大学では平成 16 年より学位記および学位論文の旧姓使用が認められ、広島大学では平成 20 年よ

り学生の学内での旧姓使用が認められている。今後は本学においても研究者としてのキャリアの礎とな

る学位論文の旧姓使用について議論および検討を行っていく必要がある。

「ワーク＆ライフ ガイドブックⅡ」では、本学で初めて育児休業を取得した男性教員のインタビュ

ーを掲載した。国立大学全 86 校において、平成 20 年度に育児休業を取得した女性教員は 286 名である

のに対して、男性教員は 18 名にすぎない(１)。育児休業を取得することは、これまで仕事の能力の面で本

人に不利益をもたらすと考えられてきたが、しかし「時間管理能力が向上する」効果や、「仕事を新しい

観点から見る」効果があることが指摘されている(2)。女性も男性も仕事と家事・育児に携わることがで

きるよう、職場の理解が深まること、および環境の整備が求められている。

註

１ 国立大学協会『男女共同参画に関する第六回追跡調査』平成 22 年度。

２ 脇坂明「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』第 44 巻 4号、平成 20 年参照。

「ワーク＆ライフ ガイドブックⅡ」発行に対する評価

「ワーク＆ライフ ガイドブックⅡ」が配布された学内の教職員および学生からの感想としては、「育

メンインタビューが具体的で良かった」、「平成 21年 3 月に配布された「ワーク＆ライフ ガイドブック

Ⅰ」より、さらに具体的で充実した内容となっていてよかった」、「一覧表が見やすかった」、「新規に取

り組まれた制度や改正が分かりやすくまとまっていました」、「搾乳室があるのかと初めて知った」とい

うものであった。「本学の出産・育児・介護などの制度を周知することにより、男女共同参画やワーク・

ライフ・バランスに関する意識を高め、個人のキャリアプラン形成の支援、上司や職場の理解を促進す

ることで、職場・学業の継続・復帰支援を行うこと」という目的が達成されているかという設問に対し

ては、4.3 点（5段階評価、n=14）という高評価を得ることができた。
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６．５．２．私のキャリア・私のライフ 発行

キャリア形成に対する支援は、女性も男性も変わり

なく、すべての人に必要である。特に女性にキャリア

支援とロールモデルが必要であるのは、女性の高学歴

化や晩婚化が進む中で、ライフスタイルが変化し、女

性の生活と生き方に対する選択肢の幅が広くなったた

めである。しかし、就業を求める女性の意識に対して、

行政や社会の対応、および職場環境の意識は遅れてい

る。このために、大学生をはじめとする若手研究者が

自身のキャリアを形成するために、ロールモデル集「私

のキャリア・私のライフ」を作成した。

前半部は、各組織長からの「女性研究者へのメッセ

ージ」を掲載し、後半部には本学の女性卒業生および

本学女性教員・研究者の方に、「現在の仕事を志した理

由」・「現在の仕事および生活」・「今後の抱負および後

輩へのメッセージ」を執筆して頂いた。

「私のキャリア・私のライフ」発行に対する評価

本冊子が配布された学内教員および学生からの感想では、「活躍中の女性の生の声が聞ける。顔写真入りで

実感が湧く」（教員）、「女性研究者からの熱いメッセージが伝わってきて良かったです。今後、自分がキャリ

アを選択するうえで大変参考になりました」(大学院生) というものがあった。本学に占める女性教員の比率

が少ないために、数少ない女性教員がこれまでの研究および生活の中でどのように悩み、考えてキャリアを築

いてきたかを知ることは、若い世代が自分のキャリアを考える上での参考となっている。

改善すべき点としては、「できれば、もう少し詳しく経歴・出産時期・業績を参考にさせていただきたかっ

た」というものであった。今後の希望としては女子大学院生から「学外の先輩女医先生のお話が知りたいです。

大きいお子さん（小、中学生）をお持ちの先生方や開業、関連病院で勤務されている先生方など」という意見

があった。今回のロールモデル集は、女性研究者を中心として「輝いている女性からのメッセージ」を執筆し

てもらったために、研究職以外の進路を選択した女性の話が知りたいという意見が見られた。

「本学のキャリアやライフ支援に関する各組織の皆様からのメッセージと卒業生や在職・在学の皆様のメッ

セージを掲載し、若手の今後のキャリア形成の一助になること」という目的が達成されていますかという設問

に対しては、4.4 点（5段階評価、n=14）という高評価を得ることができた。
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６．５．３． ニュースレター発行

平成 22 年 7 月に、ニュースレター第 4 号を発行した。本学での女性研究者の役割やワーク・ライフ・

バランスについて、2 名のトップインタビューを掲載した。その他に、わくわく保育園の開園に関する記

事や、研究支援員配備事業を利用している方へのインタビュー記事を掲載した。

平成 23 年 2 月に、ニュースレター第 5 号を発行した。本学での女性研究者の役割やワーク・ライフ・

バランスについて、3 名のトップインタビューを掲載した。また各セミナー・交流会の報告や当室からの

出版物の案内、キャリア支援事業の報告、ANGEL staff 事業の報告、調査の報告等を掲載した。

平成 23 年 2 月に、ニュースレター第 6 号（最終号）を発行した。女性研究者支援モデル育成事業が終

了するため、最終号として「女性研究者支援モデル育成事業のこれまでとこれから」についてコメント

を掲載した。また女性研究者支援対策委員の方々から、本事業に委員として関わられた感想及び今後の

事業継続についてのコメントを掲載した。
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６．６． 調査

６．６．１．東京医科歯科大学 医学部卒業者就業状況調査

【背景】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「女性研究者支援モデル育

成事業」に採択され、環境整備および意識改革に取り組んでいる。本学は、生命科学を中心とした医療

系大学院大学であり、医学部卒業者は臨床、研究、教育分野で活躍することを期待されている。

我が国全体では、医師国家試験の女子合格者は、徐々に上昇し、2009 年には 34.2%になった。このま

ま女性の医学部進学者が増加すると、2050 年には、50%になると推定されている。

東京医科歯科大学における医学部医学科における女子学生比率は平成 12 年ごろから 25~30%を推移し

ている（資料１）。また、大学院医歯学総合研究科博士課程には、本学の出身者および他大学の医歯学部

卒業生あるいは他の学部の卒業生が在籍しているが、臨床経験を積んだものが社会人大学院生として在

籍しているケースも少なくない。大学院医歯学総合研究科（医系）における常勤教員に占める女性比率

は、平成 20 年度 9.0％から平成 22 年度 11.9％に若干増加したものの、男性教員が 40 人増加したのに対

し、女性の増加は 10 人にとどまっている（資料２）。また、職位に関しては、医歯学総合研究科（医系）

において、女性教授は 1 人、准教授 5 人、講師 2 人、助教 15 人と、附属病院において講師 3 人、助教

18 人と非常に少ないのが現状である（資料３)。

資料１ 東京医科歯科大学における医学部卒業生の男女数および女性比率（概数）

資料２ 東京医科歯科大学医系分野における女性比率

男性 女性 女性比率 男性 女性 女性比率 男性 女性 女性比率
医歯学総合研究科(医系） 131 13 9.0 155 17 9.9 171 23 11.9
医歯学総合研究科博士 591 364 38.1 595 357 37.5 617 364 37.1
医学部医学科 345 156 31.1 356 149 29.5 377 153 28.9

平成20年度 平成21年度 平成22年度

資料３ 東京医科歯科大学医系分野における職位別女性比率

男性 女性 女性比率 男性 女性 女性比率 男性 女性 女性比率 男性 女性 女性比率
医歯学総合研究科(医系） 52 1 1.9 29 5 14.7 23 2 8.0 67 15 18.3
医学部附属病院 1 0 0.0 8 0 0.0 29 3 9.4 82 18 18.0

医歯学総合研究科（医
系）特任

0 0 0 0 0 0 5 2 28.6
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【目的】医育機関に女性医師が少ないことは課題となっている。卒後の女性医師のキャリア形成に関す

る実態調査は不十分な状況であり、東京医科歯科大学においては現在まで行われていない。今後、女性

医師は増加する可能性があるが、キャリア育成や継続を支援するために、キャリア選択因子、障害因子、

促進因子を明らかにすることは重要である。本学の卒業生の就労状況を調査することで、効果的な施策

が明らかになると期待される。また、本調査は、男女を対象に行うため、性による差異も明らかにされ、

支援の在り方に性差を考慮することが可能になる。

【方法】東京医科歯科大学医学部の卒業生（卒後 1 年から 30 年まで）の全員（2159 名）を対象とした。

同窓会名簿の使用について同窓会の許可を得、被験者に対して、無記名自記式アンケート調査を行った。

アンケートは住所が明らかな卒業生に郵送し、女性研究者支援室において回収した。

本調査は、医学部倫理審査委員会の承認を受けた。（平成 22 年 3 月 23 日）

【期間】平成 22 年 6 月 1 日～8 月 31 日

【結果】不達 34 通。有効回答数 536 通 有効回答率 25.2％(536/2125)

名簿から推計した男女数から回答率を推計すると女性は約 50%、男性は 20%以下の回答率であった。特

に男性の卒後年数が短い群の回答率が低いため、データを一般化するのには注意が必要である。

表１ 回答率概算

卒後年数

年齢 ≦5年 ≦10年 ≦15年 ≦20年 ≦25年 >25年 全数

総数概数 女性 105 103 72 62 43 38 423

男性 335 303 324 334 351 355 2002

回答数 女性 30 48 46 29 18 15 186

男性 24 52 64 65 81 64 350

回答率概数 女性 28.6 46.6 63.9 46.8 41.9 39.5 44.0

男性 7.2 17.2 19.8 19.5 23.1 18.0 17.5

送付数 総数 361 367 361 356 354 360 2159

回答率 総数 15.0 27.2 30.5 26.4 28.0 21.9 24.8

卒後 5 年目は平成 17 年（2005 年）の卒業生を意味している。臨床研修制度は 2004 年からスーパーロー

テーション方式として開始され、内科（6 ヵ月以上が望ましい）、外科、救急（麻酔科含む）、小児科、産

婦人科、精神科、地域医療を 1 ヵ月以上とされた。2009 年に新臨床研修制度となり、内科 6 ヵ月以上、

救急 3 ヵ月以上、地域医療 1 ヵ月以上が必修となり、外科、産婦人科、麻酔科、小児科、精神科の中か

ら 2 つを選択することとなっている。すなわち、卒後 5 年以内の医師は、前期研修から後期研修の段階

にある医師、ということになる。卒後 7 年以上のものは、研修医制度を経験せず、医師となった。

医師の研修制度の変化および年齢による影響を検討するため、卒後 5 年以下の群、卒後 5～15 年目の

群（年齢として 30~35 歳であり、ライフイベントが集中する期間）、15 年目以降を対比し、考察を試み

た。
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１．男女医師の属性について

女性 186 人（卒後 5 年以下 30 人、卒後 6~10 年 48 人、卒後 11~15 年 46 人、卒後 16~20 年 29

人、卒後 21~25 年 18 人、卒後 26~30 年 15 人）、男性 350 人（卒後 5 年以下 24 人、卒後 6~10 年

52 人、卒後 11~15 年 64 人、卒後 16~20 年 65 人、卒後 21~25 年 81 人、卒後 26~30 年 64 人）

から回答を得た。卒業生名簿から明らかに女性と思われる人数を数え概数値とした。送付者の男女数が

不明なため、正確な回答率は不明だが、概算した回答率は、女性 44.0%、男性 15.5%であった。

平均年齢は、女性 37.8 歳、男性 42.7 歳であり、卒後年数が同じ場合、女性の方が若い傾向があった。

既婚率は女性 64.5%、男性 84.6%で、卒後年数が同じ場合、女性の方が既婚率は低かった。配偶者が

医師であるのは、女性 39.2%、男性 13.1%、配偶者が無職であるのは、女性 1.6%、男性 40.9%であり、

男性の場合、卒後年数が短い場合、有職の女性と結婚している率がやや高かった。

有子率は女性 54.3%、男性 74.3%であり、卒後年数が同じ場合、女性の方が有子率は低かった。また、

子どもがいる人の中で就学前の子どもがいる率は女性 52.5%、男性 36.2%と女性の方が多く、卒後年数

15 年以下の場合は、男性の方が多いが、卒後年数 16~20 年の群では、女性の方が多かった。要介護者が

いる率は、女性 9.1%、男性 8.9%であり、卒後 20 年ごろから増加する傾向にあった。

表２ 属性

≦5年 ≦10年 ≦15年 ≦20年 ≦25年 >25年

回答者数 30 48 46 29 18 15 186

平均年齢 28.0 33.1 36.9 43.4 48.4 52.0 37.8

婚姻 36.7 62.5 60.9 75.9 83.3 93.3 64.5

0.0 2.1 8.7 6.9 0.0 6.7 4.3

医師 36.7 37.5 32.6 48.3 33.3 60.0 39.2

無職 0.0 0.0 2.2 0.0 11.1 0.0 1.6

子ども 30.0 47.9 58.7 69.0 61.1 73.3 54.3

O歳 13.3 10.4 6.5 6.9 0.0 0.0 7.5

就学前 10.0 29.2 32.6 24.1 0.0 0.0 21.0

小学校 0.0 4.2 19.6 24.1 16.7 6.7 11.8

中学校以上 0.0 2.1 0.0 13.8 50.0 66.7 12.9

77.8 82.6 66.7 45.0 0.0 0.0 52.5

要介護者のいる率 6.7 6.3 4.3 10.3 11.1 33.3 9.1

子ども有で就学前の子ども
がいる率

女性
卒後年数

全数

既婚率

離別死別率

配偶者の職業

有子率

一番小さい
子の年齢
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≦5年 ≦10年 ≦15年 ≦20年 ≦25年 >25年

回答者数 24 52 64 65 81 64 350

平均年齢 29.5 31.9 38.2 43.6 49.0 52.0 42.7

婚姻 58.3 76.9 84.4 87.7 91.4 89.1 84.6

0.0 0.0 0.0 6.2 6.2 3.1 3.1

医師 20.8 15.4 17.2 10.8 8.6 12.5 13.1

無職 25.0 30.8 42.2 41.5 46.9 45.3 40.9

子ども 29.2 63.5 68.8 84.6 80.2 87.5 74.3

O歳 16.7 9.6 7.8 3.1 1.2 0.0 4.9

就学前 8.3 50.0 45.3 21.5 7.4 0.0 22.0

小学校 0.0 1.9 17.2 40.0 21.0 4.7 16.6

中学校以上 0.0 1.9 0.0 21.5 50.6 84.4 31.4

85.7 93.9 77.3 29.1 10.8 0.0 36.2

要介護者のいる率 0.0 1.9 3.1 6.2 18.5 14.1 8.9

有子率

一番小さい
子の年齢

子ども有で就学前の子ども
がいる率

卒後年数
全数

既婚率

離別死別率

配偶者の職業

男性

２．科の選択

科の選択は、男女ともやりがい、専門性が高い、人の役にたつ、が上位を占め、女性では、家庭との

両立や肉体的負担を考慮するという回答が男性よりもやや多い傾向にあった。科の選択因子は、卒後年

数にはあまり大きな影響を受けておらず、やや若年男性に家庭との両立や肉体的負担を配慮するという

回答が多い傾向を認めた。内科の選択が男女とも 30%を超えているが、卒後 5 年以内は、研修医制度の

影響を考慮する必要がある。

若年世代の女性では小児科や放射線科が多く、男性では小児科、内科が多く、外科系が少ない傾向に

あった。３師調査を基に、経時的に 30 代の医師の診療科を検討すると、増加しているのは小児科、麻酔

科、精神科であり、減少しているのは内科、眼科、外科系、整形外科などであることがわかる。国家試

験合格者の女性比率が 3 割になってきており、選択科の変化は女性が増加してきたことに一因がある。

本学での傾向も我が国全体の傾向を近似していると考えられた。

科を変更したものは 49 人であり、回答者の 9.1％であった。内科、小児科などへの変更が多かった。

変更の時期は様々であった。

３．学位および専門医

最近の傾向として、学位よりも専門医志向が高まっているといわれている。

学位取得率は女性 39.8％、男性 50.3％と女性の方が低かった。卒後 15 年以下では、女性の方が取得

率が低く、女性で子ども有の群で取得率が低い傾向を認めた。専門医資格は、男女ともほぼ同率であり、

女性で子ども有の群で取得率が低い傾向を認めた。

専門医取得のためには、学会の入会年数、学会参加や発表論文などが必要な場合が多く、子育てが専

門医取得の障害になっている可能性が示唆された。
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４．就業機関および就業形態

就業機関に関しては、卒後 5~10 年にすでに、女性は医育機関から離れ、病院および診療所に移行して

いることが明らかになった。女性は、子どもの有無により、就業機関が大きく異なっており、子ども無

の場合は、医育機関を含め、病院勤務が多く、診療所勤務は少ないが、子ども有の場合は、診療所への

移行が多かった。子ども有の場合、病院勤務を継続することが困難であることが推察された。

就業形態は男女で大きな差があり、女性の非常勤率は 20~30%と男性よりも多かった。女性の場合、

子どもの有無で就業形態には大きな差があり、子ども無の場合は、常勤率は高く、ほぼ男性と同様なパ

ターンを示した。子ども有の場合は、常勤率は 30~50%であり、特に卒後 5~15 年目は非常勤率が高かっ

た。

図１ 学位取得率 図２ 専門医取得率

図３ 就業機関
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５．労働時間

女性は非常勤に移行する率が高く、労働時

間はすべての卒後年数で男性よりも少なか

った。平均労働時間を算出すると、特に卒

後 5~10 年目の男女差が大きく、男性 59.6

時間に対し、女性 38.1 時間であった。卒後

年数が増えても、女性の労働時間は低値に

とどまり、非常勤から常勤への復帰が少な

いことが示唆された。就業機関のいずれで

も、女性の労働時間は男性を下回り、卒後

5~10 年目では、私的病院や診療所での女性

の労働時間は短かった。男性の就業機関ご

との労働時間を比較すると、全体的には医育機関の労働時間が長い傾向があった。労働時間が短いだけ

でなく、当直回数も女性が著明に少なかった。

６．収入

女性はすべての卒後年数で男性よりも少

なかったが、卒後 15 年で 1000 万円以上で

あった。男性では、医育機関＜公的病院＜

私的病院＜診療所の順で開業医の年収は高

い傾向にあった。常勤で比較した場合、す

べての卒後年数で女性が低い傾向にあった。

図４ 就業形態

図５ 労働時間

図６ 収入
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７．満足度

仕事の量、技能や能力の活用、医師とし

ての生きがい、人間関係、収入、地位、勤

務場所、家庭・個人・地域と仕事のバラン

スにおいて、女性の方が満足度は高い傾向

にあった。

医育機関は、仕事の量、技能や能力の活

用、医師としての生きがい、収入、家庭と

のバランスのいずれも満足度が低く、女性

が医育機関に残らない理由とも考えられた。

開業医はすべての面で満足度が高かった。

８．無職について

女性の 27.4％が無職の期間があり、ほと

んどが 1 年以内で、理由は育児であること

が多かった。育児以外の理由としては配偶

者の転勤が挙げられており、転勤先での就

職、育児支援などの必要性が示唆された。

復帰の理由は、医師の専門性の維持、医師

業務が好き、が多かった。医師を継続する

ためには、内的動機および医師免許および

専門医資格などの外的動機について検討す

る必要があると考えられた。

９．パートタイムについて

女性の 30.1％がパートタイムを経験しており、卒後 5~10 年目に経験した人が多かった。パートタイ

ム期間は様々であり、パートタイムから常勤に復帰しないケースも多いと考えられた。パートタイムと

なった理由は育児、子どもの教育が主であった。他の調査でも同様な傾向は認められ、就学前のみなら

ず就学後の育児支援や、子どもの受験に母親の就労状況が勘案される社会風土や配偶者および配偶者の

家族の母親の就労への意識が女性医師の就労に影響を与えるとしているものもあった。

１０．卒後 15 年以下の医師の就労意識

女性は、半数以上が常勤当直なしを希望しており、卒後年数が増えるほどその率は多かった。男性で

も常勤当直なしの希望が 40%以上を占めていた。今後どのような診療をしていきたいか、という希望で

は、女性は、卒後年数が多いほど、負担の少ないもの、との回答が多く、男性は専門性の高さを目指す

人が多かった。就業機関として、女性は病院、男性は医育機関と病院勤務の希望が強く、条件が整えば、

病院で常勤（当直なし、あるいはあり）で勤務したいと考えていることがうかがわれた。

図７ 満足度
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しかし、子どもが生まれた場合は、育児休業を女性は 1 年、男性は産休期間、とりたいと考えており、

子どもが生まれた場合は、女性では非常勤の希望が増える傾向にあった。

１１．医育機関の役割

医師の職業選択は個人の自由なので、何もする必要はない、との回答は、男女とも 30%程度であった。

若年期では、低率の傾向を認め、研修医あるいは医員は何らかの改善を求めていると考えられた。

図８ 卒後 15 年以下の医師の就業形態希望

図９ 卒後 15 年以下の医師の就業機関希望

図１０ 卒後 15 年以下の医師の子どもが生まれた場合の休職期間希望
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男女とも、労働環境整備（労働時間、報酬、雇用の多様化、医師数、任期制）、保育施設、復帰支援を

求める率が高かった。また、それぞれの科のキャリアパス、先輩からの体験談、妊娠・出産などのライ

フイベントへの対処、リアルな医師の働き方など、学問としての医学のみならず、医師として、また妊

娠や出産など若年期で遭遇するライフイベントへの具体的な対処方法に関する情報への要望が多かった。

今後の医学教育において、同窓会や学会などを通じ、医師のキャリア教育が重要であると考えられた。

一方で、医育機関にクオータ制（どちらかの性が 4 割以上）を導入することやポジティブ・アクショ

ンに対しては、男女ともに他の項目よりも賛成する率は低かった。ポジティブ・アクションは女性の半

数は賛成していたが、クオータ制は 20%に満たなかった。医育機関の男女役割意識の改善は、女性で 70%、

男性で 55%が賛成しており、具体的に問題になっている「男女役割意識」とは何かを明確にし、是正す

る必要性があると考えられた。

図１１ 医育機関の役割
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１２．医師の偏在について

職業選択は個人の自由なので何もすべきではない、との回答は男女とも 40%程度であった。特に、卒

後 5 年以下の女性では、68％が介入すべきではない、と回答していた。

労働時間の適正化、保育・介護施設やサービス充実、短時間勤務など多様な勤務形態の導入、男女の

役割意識の是正により、偏在は減少すると回答したのは女性に多い傾向があったが、女性の選択は男性

とは異なるので、様々な介入を行っても偏在は減少しないとする意見も、男性では 25％に認めた。女性

入学比率の制限には、男性賛成者は 25％となっており、環境整備などでは偏在減少に至らないと考えて

いることが背景にある可能性がある。

偏在は診療科、労働時間や当直、医療機関（医育機関や病院）、地域（へき地）に起こっているが、診

療科、医療機関、医療地域への強制的な規制に対しては、賛成率が低かった。労働時間の規制に関して

は、意見は半分に割れた。

医療の質を確保するために、認定制度を明確にし、報酬と連動すべき、という項目には、男女とも 70%

以上が賛成し、今後、専門医制度や医療報酬に関し、「質」に留意した体系づくりが必要であると考えら

れた。

医師の育成には多額の税金が使われており、離職に対し規制が必要である、という意見もあるが、離

職に対する規制には賛成者は少なかった。

図１２ 医療人材の偏在への対応
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偏在を是正するためには、卒後のキャリア支援や復帰教育が重要であるとの意見は高率に見られ、教

育の場として医育機関への期待は大きいと思われた。

【結語】

医学部卒業後 30 年の現状と軌跡を追った調査は少なく、貴重なデータを得ることができた。医師の卒

後のキャリアには男女差があり、特に女性は子どもの有無によって強く影響を受けることが明確になっ

た。現状および満足度、今後のキャリア意識など、性差のみではなく世代間にも差があることがわかり、

今後の医師のキャリア支援および適正配備の検討に重要な因子となることが明らかになった。

医育機関の役割として、男女ともに労働環境の整備、キャリア支援の重要性を指摘するものが多く、

また、妊娠・出産・育児に関する意識改革やシステム整備が望まれた。

女性医師の増加に伴う、医療人材の偏在については様々な意見があり、国、地方自治体、医育機関、

医療機関、学会、医師会などマルチレベルでの検討が必要であることが示唆された。
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６．６．２． ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する調査

ここでは、「ワーク・ライフ・バランスおよびと男女共同参画に関する調査報告」の概要を掲載す

る。全体版については、「ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する調査報告書」（東

京医科歯科大学女性研究者支援室、平成 23 年 3月発行）に掲載する。

Ⅰ はじめに

この調査では、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」の一環として、

本学教員(常勤・非常勤)のワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する調査を行い、今

後の具体的な支援につなげていくことを目的とした。

Ⅱ 調査の概要 表１ 所属

本調査は、東京医科歯科大学の教員を対象とする無記名

調査である。調査方法は、全学メールで WEB アンケートの

URL および ID・パスワードを送付し、WEB 上で回答しても

らった。調査期間は平成 22 年 8 月 11 日から 9 月 10 日まで

であった。その結果、回答者数 174 人（女性 60人、男性 114

人） を得た。本学教員数は 838 人であることから（平成

22 年 11 月 1 日現在、休職者を除く）、回答率は 20.8%であ

った。所属別の人数については表１に示した。

Ⅲ 労働とワーク・ライフ・バランス

Ⅲ―１ 週平均労働時間

図１に週平均労働時間を常勤・非常勤別に示した。週 50 時間から 60時間労働するものが多いことが

分かるが、中には 100 時間以上労働する者もあった。図２には、教員全体の週平均労働時間の内訳を示

した。

教員の週平均労働時間は 55.5 時間であり、これを 9.4 時間軽減して 46.1 時間にすることが理想とさ

れていた。表２の週平均労働時間の職位別内訳から分るように、職位別では、週合計労働時間が最も長

いのは講師の 57.2 時間であり、准教授 56 時間、教授 55.5 時間、助教 54.7 時間と続いていた。ただし

研究時間については、教員全体では自分自身の研究時間についてのみ3時間増やすことが望まれており、

その他の研究は 2.1 時間軽減することが理想とされていた。特に教授は、自分自身の研究時間が 13.9 時

間と最も短く、これを 5.9 時間増やすことが理想とされていた。

業務内容の内訳では、事務・管理業務時間が最も長いのは教授の 18時間であり、これを 9.7 時間軽減

することが理想とされていた。事務・管理業務時間は職位が上がるにつれて長くなっていた。教育業務

が最も長いのは准教授の 14.3 時間であり、講師、教授、助教の順に短くなっていた。診療業務が最も長

いのは講師の 14.6 時間であり、助教の 13 時間がそれに続いていた。
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図１ 週平均労働時間(常勤・非常勤別) 図２ 週平均労働時間の内訳(全体)

Ⅲ―２ 仕事の充実度とキャリア形成 表３ 仕事の充実度とキャリア形成 (n=174)

表３には、「仕事に対する

充実感がある」と「現在の職

場は自身のキャリア形成に

役立っている」との設問の回

答の関係を示した。仕事に充

実感を感じている度合と、現

在の職場が自身のキャリア

形成のために役立っている

と感じている度合には高い

正の相関が認められた。

(r=0.837)

現状 理想 現状 理想 現状 理想 現状 理想 現状 理想 現状 理想
教授(n=35) 18.0 -9.7 9.7 -2.3 7.3 -2.2 13.9 +5.9 6.6 -3.3 55.5 -11.5
准教授(n=29)10.0 -5.1 14.3 -4.3 4.3 -0.6 21.9 +2.2 5.4 -2.1 56.0 -10.0
講師(n=30) 10.0 -3.6 9.9 -2.6 14.6 -3.7 15.6 +1.4 7.0 -1.2 57.2 -9.7
助教(n=77) 8.6 -3.8 7.7 -1.6 13.0 -3.4 19.9 +2.6 5.7 -1.9 54.7 -8.0
全体(n=171) 11.0 -5.2 9.6 -2.4 10.7 -2.7 18.2 +3.0 6.1 -2.1 55.5 -9.4

事務・管理 教育業務 自分自身の研究診療業務 その他の研究 週合計

常勤

非常勤
(人) (n=171)

(n=171) 合計 55.5

合計 46.1

表２ 週平均労働時間の内訳 （職位別）

(時間)

(時間)

そう思う
どちらかと
いえばそう
思う

どちらで
もない

どちらかと
いえばそう
思わない

そう思わ
ない

48 10 0 0 0
82.8% 17.2% 0% 0% 0%

15 48 9 1

20.5% 65.8% 12.3% 1.4% 0%
1 12 5 3 1

4.5% 54.5% 22.7% 13.6% 4.5%

0 0 2 7 0

0% 0% 22.2% 77.8% 0%

0 1 0 0 11
0% 8.3% 0% 0% 91.7%

そう思わない

現在の職場は自身のキャリア形成のために役立ってい
る

そう思う

どちらかといえば
そう思う

どちらでもない

どちらかといえば
そう思わない

仕事に
充実感
がある
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Ⅳ 家事の時間と分担 図３ 就業日の家事時間 n=174（女 60, 男 114）

家事時間については独身者と、既

婚者のうち配偶者がフルタイム勤

務・パートタイム勤務・働いていな

いもの(専業主婦・主夫や学生)別に、

図３に就業日、図４に就業日以外を

示した。

家事時間は配偶者がフルタイム勤

務のものが男女とも最も長かった。

就業日には、配偶者がフルタイム勤

務の女性は 2 時間 24 分、男性は 57

分家事をしていた。それに続くのが

独身者であり、女性は 2時間 5分、

男性は 35分であった。配偶者がパー

トタイムの男性は 35 分、配偶者が働

いていない男性は 30 分家事をして

いた。

就業日以外の日では、配偶者がフ

ルタイム勤務の女性は 5時間 26 分、

男性が2時間40分家事をしていた。

配偶者が働いていない男性は就業

日以外の日には 1 時間 33 分、独身

者は 1 時間 16 分家事をしていた。

この結果から、既婚者は独身者より

も就業日以外の家事時間が特に長くなる傾向があることがわかる。

Ⅴ ワーク・ライフ・バランスを実現するために必要なもの

ワーク・ライフ・バランスを実現するために必要なものについて、複数回答してもらったものを図５

に男女別にパーセントで表示した。

女性では、妊娠・出産・育児・介護休暇取得の際に職場に過度の負担がかからないような人的配備が

あることが 1 位（83％）であった。女性 2 位（77％）は、労働に見合う報酬、および雇用の安定であっ

た。女性 4位（73％）は、女性が現実に妊娠・出産・育児休暇を取得できることであった。5位（68％）

は多様な働き方を受け入れる職場風土、6位（65％）は労働量に見合う人員配置、および柔軟な労働時間

制度であり、女性は働き方の多様性を求めていることが明らかとなった。

男性では、1位（74％）は雇用・キャリアの将来の見通しが明確であること、2 位（71％）が労働に見

合う報酬、3 位（67％）が雇用の安定であり、4位（66％）は女性が現実に妊娠・出産・育児休暇を取得

できることであった。5位は労働量に見合う人員配置があること(64%)、6位（62％）は妊娠・出産・育

児・介護休暇取得のさいに職場に過度の負担がかからないような人的配備であった。

2時間24分

57

2 時間 5 分

35 分

35

(分)

図４ 就業日以外の家事時間 n=174（女 60, 男 114）

30

1 時間 30 分

5 時間 26 分

2 時間 40 分

2 時間 58 分

1時間 16分

2時間 4分

3 時間 30 分

1 時間 33

(分)
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図５ ワーク・ライフ・バランス実現のために必要なもの （n=174、複数選択）
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Ⅵ 男女共同参画に関する意識調査

Ⅵ―１ 本学に女性教員が少ない理由

図６には、本学に女性教員が少ない理由について複数回答してもらった結果を、棒グラフにパーセン

ト表示で数値を示した。「科学技術系専門職における男女共同参画実態の大規模調査」（男女共同参画学協

会連絡会、平成 19 年)における同様の回答結果を、比較のために折れ線グラフで、全国女性・全国男性と

して示した。

本学で一番多かった理由は、男女ともに家庭と仕事との両立が困難なことであった。男女ともに二番

目に上げた理由は労働時間が長いこと、三番目は職場環境であった。女性が四番目に上げた理由は、「評

価者に男性を優先する意識がある」ことだが、これについての男性回答は少なくなっていた。

平成19年度「科学技術系専門職における男女共同参画実態の大規模調査」と本学の調査を比較すると、

労働時間が長いこと、職場環境、役職につきにくいという設問の回答率が本学では高く、これらが本学

に女性教員が少ないことの特徴的な理由であることがわかる。

図６ 本学に女性教員が少ない理由（女性 60 人、男性 114 人、複数選択）
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Ⅵ―２ 性別役割分担に関わる意識 図７「男性は仕事を行い、女性は家庭を守るべきだ」

図７には、「男性は仕事を行い、

女性は家庭を守るべきだ」という

性別役割分担についてどのように

考えるかを、男女別に回答を示し

た。「そう思わない」、「どちらかと

いえばそう思わない」と回答した

ものが、女性では 37人（62％）で

あったのに対して、男性では 58 人（51％）であった。

Ⅵ―３ ポジティブ・アクションについての賛否

図８には、能力が同等の場合女性を

採用するという取り組みについての賛

否を示した。全体では、「賛成」「どち

らかといえば賛成」が 56人（32％）、

「反対」「どちらかといえば反対」と回

答したものが 63 人（36％）と、反対の

方が若干多かった。女性では、「賛成」

「どちらかといえば賛成」が 32 人

（53％）、「反対」「どちらかといえば反

対」が 6 人（10％）と、賛成の方が多

かった。男性では、「賛成」「どちらか

といえば賛成」が 24人（21％）、「反対、

「どちらかといえば反対」が 57 人

（18％）と、反対の方が多かった。

図９は、本学で女性教員の採用枠を

設ける取り組みについての賛否を示し

た。全体では、「賛成」「どちらかとい

えば賛成」が 67人（39%）、「反対」「ど

ちらかといえば反対」が 60 人（34%）

と賛成の方が多かった。女性でも「賛

成」「どちらかといえば賛成」が 36人

（60％）、「反対」「どちらかといえば反

対」が 7人（39%）と賛成の方が多かっ

た。男性では、「賛成」「どちらかとい

えば賛成」が 31人（27%）、「反対」「ど

ちらかといえば反対」が 53 人（46%）と反対の方が多かった。

図８ 能力が同等の場合、女性を採用するという取り組みにつ

いてどう思いますか

図９ 女性教員の採用枠を設ける取組みを、本学で行うかにつ

いてどのように思いますか
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６．６．３． 研究室環境フォローアップ調査

１． 調査目的

平成 20 年度から開始した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」事業では、ミ

ッションの一つに「研究室の意識改革」を掲げている。本事業では、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」を推進することを目的としている。そこで、本学において、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る

第一段階として平成 21年 6 月～8月に「研究室環境調査」（第一回）を行った。その調査結果は、当室ホ

ームページや報告書等において発表している。

この「研究室環境フォローアップ調査」は、「研究室環境調査」(第一回)のフォローアップとして実施

したものであり、二つの目的を有している。一つは、本学における「女性研究者支援モデル育成事業」

が平成 22年度で終了するのに伴い、平成 21 年の第一回調査時から平成 22 年の追跡調査時までの間に、

男女共同参画や環境整備における意識の変化を比較し、検討するためである。

第二の目的として、これまで女性研究者支援室では、学内の男女共同参画の環境整備や意識改革のた

めに、平成 20年度から平成 22年度の 3年間に渡り「広報・調査事業」、「キャリア支援事業」、「病児保

育事業」、「研究支援員配備事業」、「在宅研究事業」等の様々な取り組みを行ってきた。本事業が今年度

で終了するため、3年間における「本学における女性研究者支援事業の成果」を把握するために実施した。

２． 調査方法

女性研究者支援室により、平成 22年 11 月に、学内の 3部局（生体材料工学研究所、難治疾患研究所、

大学院疾患生命科学研究部）の全教員（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：難治疾患研究所教員 177 名、生体材料工

学研究所教員 67 名、大学院生 142 名）であった（表 1）。

設問は、3つのカテゴリーに分類した。一つは性別や年代、所属研究所等の回答者の属性に関する設問

である。二つは、第一回の調査時に「東京医科歯科大学・研究室環境調査指標」として作成し、使用し

た研究室の男女公正性に関する設問、及び出産・育児などのライフイベントに配慮した設問である。こ

れら設問の項目は、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・研究の裁量度（4問）、E.研究中の妊娠・出産・育児への理解（3 問）、F.自分のワーク・ライフ・

バランス(WLB)の評価（1 問）、G.自分の研究の満足度（1 問）、H.自分の健康の評価（1 問）、I.自分の

今後のキャリアの計画性（1 問）である。

自由回答として、J. 「研究室環境における男女共同参画のあり方についての意見」、「男女共同参画の

実現度を評価する方法や指標についての提案」、「本学における今後の女性研究者支援・育成についての

意見」、「教員は学生にどのような人材を期待しているか」「若手研究者育成のために気を付けていること」、

「教員や院生などそれぞれのポジションにおいて、研究室の環境改善についての考え」、を設問に含む 10

項目である。

三つめのカテゴリーは、女性研究者支援室が 3 年間に渡って実施してきた事業が、本学の男女共同参

画の環境整備や意識改革を進める上で有効であるかについての意識を問う設問である。具体的な設問項

目は、①女性研究者支援室（「男女共同参画室」などの別名でも構わない）の設置、②数値目標（2020 年
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までに女性比率を 20%以上にする）の設置、③シンポジウム（当室がこれまで行ってきたキックオフシン

ポジウム、病児保育シンポジウム、キャリアシンポジウム、ワーク・ライフ・バランスシンポジウム）

の開催、④ロールモデルセミナーや交流会の開催・ロールモデルブックの配布、⑤性差医学・医療セミ

ナーの開催、⑥研究支援員配備事業の実施、⑦在宅研究システムの実施、⑧わくわく保育園の開設、⑨

派遣型病児保育の実施、⑩ワーク＆ライフ ガイドブックⅠ＆Ⅱの配布、⑪キャリア相談室の設置、⑫

ANGEL staff 事業の企画、⑬教員及び各職位の女性比率は現状でよいと思うか、である。

自由回答として、「女性研究者比率がこのままでよいと考える場合はその意見」、「女性研究者比率に何

らかの対策が必要という考えであれば、具体的な対策案」を設問に含めた。

３．調査結果

78 名（回答率 20.2%）から回答を得た。回答者を各組織別にみると、難治疾患研究所に所属する全教

員のうち、22.6％が本調査に回答し、生体材料工学研究所教員では 7.5%、大学院生では 23.2％が本調査

に回答していた（図 1）。回答の内訳として、難治疾患研究所が全回答の 51.3%、生体材料工学研究所が

6.4%、大学院生が 42.3%を占めていた（図 2、表 2 参照）。男女別にみると、生材研の男性教員からの回

答がなく、全体として男性よりも女性からの回答割合の方が高かった。また、年代職種別にみると 20 歳

代の女性が 28.2%と多く、職種では大学院生が 42.3%と最も多かった（表 3）。

表１調査対象者数、組織別男女別内訳 表２組織別男女別回答数・回答割合

図１組織別在籍者数に対する回答率 図２ 組織別回答率

51.3%42.3%

6.4%

難研教員

大学院生

生材研教員

女性 男性 総計

難研教員 78 99 177

生材研教員 21 46 67

大学院生 60 82 142

総計 159 37 386

女性 男性 総計と割合

難研教員 18 22 40(51.3%)

生材研教員 5 0 5(6.4%)

大学院生 18 15 33(42.3%)

総計と割合 41(52.6%) 37(47.4%) 78(100%)

22.6%

7.5%

23.2%

0% 20% 40%

難研教員

生材研教員

大学院生
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表３職種年代別回答数

男 女 男 女 男 女 男 女 総計と割合
教授 0 0 0 0 1 0 4 0 5(6.4%)
准教授・講師 0 1 2 1 1 1 1 0 7(9.0%)
助教 0 0 7 3 2 1 0 0 13(16.7%)
非常勤教員 0 1 4 8 0 3 0 1 17(21.8%)
大学院生 12 18 3 0 0 0 0 0 33(42.3%)
その他 0 2 0 1 0 0 0 0 3(3.8%)
総計 12 22 16 13 4 5 5 1 78(100%)
割合 15.4% 28.2% 20.5% 16.7% 5.1% 6.4% 6.4% 1.3% 100.0%

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

上記の 2 と 3 カテゴリーで挙げた各設問について、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」に回答した数を集計した。

尚、「該当しない」の回答数は全体的に 1～2%前後と少ないため、記載を省いた。

各設問項目の集計を行い、第一回調査時との結果の比較を下記の図に記した。各設問において、「そう

思う」「どちらかと言えばそう思う」のいずれか 2尺度に回答した数を累積した数値を図に表示した。

カテゴリー2 の A．「組織公正性」においては、5問中 4 問が、第一回調査時の方がフォローアップ調査

時よりも意識が高く、「研究室にはハラスメントを防止する意識や取組がある」のみが 24%から 31%とフ

ォローアップ時において意識が高かった（図 3）。

B．「指導者支援力」においては、6 問中 4問が、第一回調査時よりもフォローアップ調査時の方が意識

が低かった。「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」のみがフォローアップ調

査時の方が意識が高く 32%から 41%、「研究室主任のように自分もなりたいと思う」は第一回調査時と同

じ 21%であった（図 4）。尚、C.「同僚間支援」の設問は「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」の 1 問であるため、「指導者支援力」の図に含め、併せて記載した。「同僚間支援」

においても、第一回調査時の方が意識が高かった。

D.「仕事・研究の裁量度」、E．「研究中の妊娠・出産・育児への理解」、F.「自分のワーク・ライフ・

バランス及び健康、研究の評価」においても、第一回調査時の方がフォローアップ調査時よりも満足度

が高かった（図 5、6、7）。尚、「自分の今後のキャリアについて目標やゴールがある」は、フォローアッ

プ調査時のみの設問とし、76%が「今後のキャリアに目標やゴールがある」と回答していた。
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図３「組織公正性」の回答結果

92%

88%

84%

86%

65%

84%

78%

66%

75%

59%

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

(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
第一回調査 フォローアップ調査

図４「指導者支援力」及び「同僚間支援」の回答結果

77%

78%

61%

84%

87%

52%

88%

69%

65%

72%

73%

80%

51%

74%

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

（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

（7）研究室主任は男女公正に教室員のキャリア形成につ

いてのアドバイスをしてくれる

（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

（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

（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

（11）研究室主任のように自分もなりたいと思う

（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

第一回調査 フォローアップ調査
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図５「仕事・研究の裁量度」の回答結果

86%

85%

87%

59%

82%

75%

79%

55%

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

（13）研究の実施手順や量を自分で決めること

ができる

（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

（15）研究の実情に応じて柔軟に勤務時間帯を

決められる

（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

第一回調査 フォローアップ調査

図６「研究中の妊娠・出産・育児の理解」の回答結果

81%

80%

77%

66%

70%

69%

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

（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

第一回調査 フォローアップ調査
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図７「WLB 及び自分の研究・健康の評価、今後のキャリアへの展望」の回答結果

58%

75%

76%

49%

57%

75%

76%

0% 20% 40% 60% 80%

（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

（23）自分の今後のキャリアについて目標やゴー

ルがある(フォローアップ調査時のみ)

第一回調査 フォローアップ調査

図８.当室の事業が本学の男女共同参画の環境整備や意識改革を進めるのに有効であるか

78%

53%

72%

69%

52%

78%

74%

91%

86%

57%

67%

67%

26%

71%

52%

65%

71%

63%

73%

76%

84%

85%

66%

84%

64%

39%

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

女性研究者支援室の設置

数値目標の設置

これまでに当室が開催したシンポジウム

ﾛｰﾙﾓﾃﾞﾙｾﾐﾅｰ、交流会開催、ﾛｰﾙﾓﾃﾞﾙﾌﾞｯｸ配布

性差医学・医療セミナーの開催

研究支援員配備事業の実施

在宅研究システムの実施

わくわく保育園の開設

派遣型病児保育の実施

ワーク＆ライフガイドブックI＆IIの配布

キャリア相談室の設置

ANGEL staff事業の企画

教員及び各職位の女性比率は現状でよいとお考えですか

女性 男性

第 3 のカテゴリーとして、当室で実施してきた様々な事業が、本学の男女共同参画の環境整備や意識

改革を進める上で有効であるかについて調査した。各設問において、「有効であると思う」「どちらかと

言えば有効であると思う」の 2 尺度の回答数を累積した数値を図 8 に表示した。その結果、「有効である」

との評価が高かったのは、女性・男性ともに「わくわく保育園の設置」(順に 91%,84%)、「派遣型病児保

育の実施」（86%、85%）、「キャリア相談室の設置」(67%,84%)、「研究支援員配備事業」(78%,73%)などで

あった。このことから、特に育児や保育などのキャリア支援事業に評価が高いことが示唆された。
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一方で教員の女性比率については、「現状のままでよい」との回答は男女ともに低く(26%,39%)、本学

における現在の男女比率に是正が必要であると考えられていることが分かった。特に男性の方が「現状

のままでよい」と回答する傾向が高いことが分かった。

４．考察

本フォローアップ調査は、本学の 3 部局（生体材料工学研究所・難治疾患研究所・大学院疾患生命科

学研究部）の研究室において、「男女公正な研究環境が整っているか」を把握するために、第一回調査時

から 1年後に追跡目的で実施した。

大学院生や研究者が研究を継続し、そして研究者としてのキャリア形成をしていくには、職場環境が

重要な因子であることが考えられる。特に女性研究者や女子大学院生がキャリアをつなげていくために

は、研究室における男女公正性、指導者支援力、同僚間支援、仕事・研究の裁量度はもちろんのこと、

妊娠・出産・育児などのライフイベントに配慮した研究室環境も重要であると考えられる。

このフォローアップ調査は第一回調査時と比較して回答率が非常に低く、わずか 20.2%であった（第一

回調査では 40.4%）。調査の実施時期と大学院生の論文提出、論文発表時期とが重なってしまったことも

回答率が低い理由の一つであろう。そのため、研究室環境の意識を把握する各設問の大半においては、

第一回調査時よりもフォローアップ調査時において意識が低い結果が出たと考えられる。実際にフォロ

ーアップ調査時のみ評価が高かったのは、A.組織公正性の「研究室にはハラスメントを防止する意識や

取組がある」で 24%から 31%、B.指導者支援力の「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」が 32%から 41%であった。今後は調査の実施時期等を再度見直して調査をすることで回答数を

増やし、より妥当な調査結果が得られるものと期待する。

また、女性研究室が 3 年間に渡って行った事業が有効であるかの評価については、主に保育を含むキャ

リア支援での評価が高いことが分かった。「科学技術系専門職における男女共同参画実態の大規模調査

（平成 19年）」においては、女性教員が少ない理由として「家庭と仕事との両立が困難」「育児後の復帰

が困難」等が主な理由として挙げられている。本学で平成 22 年 8 月に実施した「ワーク・ライフ・バラ

ンスおよび男女共同参画に関する調査」において、「家庭と仕事との両立が困難」であることが、女性職

員の少ない主な理由として挙げられている。そのため今後も、家庭と研究との両立を支援するため取り

組みが望まれていると考えられる。今後は更なる調査を行うことで研究室環境における男女公正性の意

識を明らかにして意識改革を進めていくことで、学内の更なる環境整備につなげることができると考え

られる。

参考資料：「本学における今後の女性研究者支援および育成についての意見」（自由回答）

・「研究室は成果主義なので公正であると感じる。男性または女性ならではの特徴を活かした仕事の仕方

をお互いに認め合うことが、男女共同参画を進める上の次のステップであると感じる」。

「女性比率に何らかの対策が必要と考える場合、その具体的な対策案」（自由回答）

・「学内に女性研究者ネットワークを構築し、研究者間での交流を深めることで女性が働きやすい環境と

いうことをアピールできるように思う」。



125

７. 平成 22 年度活動年表

平成 22 年

4 月

1 日

学内保育施設「わくわく保育園」開園

平成 22 年度「研究支援員配備事業」開始

平成 22 年度「派遣型病児保育事業」開始

平成 22 年度「在宅研究支援システム」開始

15 日 第 19回女性研究者支援協議会開催

平成 22 年

5 月

12 日 第 20回女性研究者支援協議会開催

26 日
第 83回日本産業衛生学会（会場：福井市）にて

「医歯学系大学における保育に関する意識及び現状の性差について」発表

平成 22 年

6 月

1 日 「医学部卒業者就業状況調査」開始

2・8日
本学の大学院生が自主的に運営する事業(ANGEL staff 事業)を企画し

「意見交換会」を開催

10 日

第 4回 ANGEL Seminar

「東北大学における女性研究者支援のこれまでとこれから」開催

第 21回女性研究者支援協議会開催

15 日

ICOH-WOPS, Amsterdam 2010 The 4th International Conference on Psychosocial

Factors of work (アムステルダム市）にて〝The survey of researcher's attitudes

towards continuing work after pregnancy and child rearing in a Japanese Medical

Institute"発表

16 日 ANGEL staff を募集

28 日 女性研究者支援室が湯島地区 1号館西 5階 519 号室移転

平成 22 年

7 月

1 日
第 9 回性差医学・医療セミナー/ボーダレス教育コース授業

「歯科医療における性差医学」開催

15 日
第 5回 ANGEL Seminar「医歯学系大学における病児保育」開催

第 22回女性研究者支援協議会開催

22 日 ANGEL Staff kick off ミーティング

23 日 ニュースレター第 4号発行

28・29 日 オープンキャンパスにて Wish Tree を展示

平成 22 年

8 月

1 日 ANGEL staff 活動開始

5 日 順天堂病後児保育ルーム「みつばち」を見学

11 日
本学にて「ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する調査」を WEB

上で開始

26 日 第 1 回 キャリアワークショップ（ANGEL staff 対象）を開催

平成 22 年

9 月
3 日 第 2 回 キャリアワークショップ（ANGEL staff 対象）を開催
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平成 22 年

9 月

7 日
第 6回 ANGEL Seminar

「工学の新しいパラダイム-生体医工学の拓く未来」開催

9 日
「第３回公開ワーク・ライフ・バランスカンファレンス」

（学習院大学）にて「女性医師の労働環境について」発表

16 日
第 10回性差医学・医療セミナー

「Gender specific cardiology（循環器医療における性差医学）」開催

16 日 第 23回女性研究者支援協議会開催

17 日
ANGEL staff 企画セミナー

「多様な世界で活躍する Ph.D.の姿」開催

18 日
内閣府・新宿区・早稲田大学主催

「APEC-WLN サイドイベント・シンポジウム」ポスター展示

平成 22 年

10 月

5 日 ロールモデル集「私のキャリア・私のライフ」発行

5・6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」

（京都大学百周年時計台記念館）ポスター展示および参加

13 日

男女参画ワークショップ「男女共同参画社会とは何か」

教養部にて開催

第 24回女性研究者支援協議会開催

15 日
ANGEL staff 企画セミナー

「第 1回 大学院生のための研究資金獲得セミナー」開催

19 日
ANGEL staff 企画 本学にて

「大学院生の就職活動の現状と大学の就職支援ニーズ調査」を WEB 上で開始

21 日

第 11回性差医学・医療セミナー

「社会行動制御へのオキシトシン・オキシトシン受容体の寄与

～雄と雌でみられる同一性と性二型性～」開催

平成 22 年

11 月

9 日

日本大学

「第二回日本大学男女研究者共同参画国際シンポジウム」参加

研究室環境フォローアップ調査を開始

10 日 第 25回女性研究者支援協議会開催

11 日 第 12回性差医学・医療セミナー「薬物療法における性差」開催

12 日
ANGEL staff 企画セミナー

「第 2回 大学院生のための研究資金獲得セミナー」開催

22 日
東京大学公開シンポジウム

「大学教育と職業の接続を考える」参加

25 日
ANGEL staff 企画セミナー

「企業で活躍する女性研究者の姿」開催

27 日
「大学病院における保育・病児保育について考える」（慶應義塾大学）

「東京医科大学保育の現状と本学の保育プラン」について発表
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平成 22 年

12 月

1 日 「ワーク＆ライフ ガイドブックⅡ」発行

8 日 第 26回女性研究者支援協議会開催

16 日 女性研究者と女子大学院生の交流会開催

平成 22 年

12 月

19 日 東北大学「第 9回 東北大学男女共同参画シンポジウム」参加

31 日 ANGEL staff 事業終了

平成 23 年

1 月

6 日 歯学系教員交流会開催

20 日 第 2 回 医学生と医師の交流会開催

21 日
ANGEL staff 事業報告書

「大学院生による大学院生のためのキャリアガイドブック」発行

平成 23 年

2 月

5 日
「第 4回日本性差医学・医療学会学術集会（山口県）」にて

「医歯学系大学における性差医学導入について」発表

9 日 第 27回女性研究者支援協議会開催

15 日 ニュースレター第 5号発行

17 日 大学院生とスチューデントセンターの円卓会議開催

21 日 ニュースレター第 6号発行

23 日
国立大学法人香川大学主催

「四国女性研究者フォーラム」ポスター展示

平成 23 年

3 月

1 日 「東京医科歯科大学「女性研究者への革新的支援」平成 22年報告書」発行

2 日 「学術における男女共同参画推進の加速化に向けて」参加

10 日

「理系研究者がキャリアを活かす技術 セミナー」開催

女性研究者支援モデル育成事業活動報告会開催

「東京医科歯科大学医学部卒業者就業状況調査報告書」、「ワーク・ライフ・

バランスおよび男女共同参画に関する調査報告書」発行

14 日 「東京医科歯科大学「女性研究者への革新的支援」最終報告書」発行

23 日 「第 84 回日本薬理学会」にて「薬理学研究とワーク・ライフ支援施策」発表

31 日

平成 22 年度「研究支援員配備事業」終了

平成 22 年度「派遣型病児保育事業」終了

平成 22 年度「在宅研究支援システム」終了
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８. 平成 22 年度女性研究者支援協議会議事録

1)第 18 回 女性研究者支援協議会 議事録

日時：平成 22年 3月 18 日 午後 2：30

場所：M&D タワー（医歯学総合研究棟Ⅱ期棟）21階 研究部・教育部会議室

出席者： 運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：石野、門磨、三高

女性研究室支援室：荒木、有馬、小島、河島（書記）

＜報告事項＞

1. ワーク＆ライフ ガイドブック

2. 平成 21年度報告書

3. 一般保育園応募状況

4. 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 8 回 浜崎浩子先生（平成 22 年 3 月 18 日） 第 9 回 松木貴彦先生（平成 22 年 7 月 1 日）

第 10回 Dr. Vera Regitz-Zagrosek （平成 22年 9月 16 日）

5. 医学部卒後就業状況調査 倫理委員会 平成 22年 3月 23 日予定

6. 派遣型病児保育応募状況(平成 22 年 3 月 15 日締切)

＜審議事項＞

1. 本 program 終了後の組織・在宅研究支援システム・研究支援員配備事業・病児保育・キャリア支援・

広報（ホームページ）についての継続の在り方

在宅研究支援システム…平成 22 年度から適宜募集し、育児・介護中の男性教員などに対

象者を増やすことが決定された。

2. 何をゴールとするのか？ポジティブ・アクションを行うのか？

部局ごとの責任者の選出。年間計画の策定。各部局で協議していくことが決定された。

継続組織について、女性研究者支援を目的とした本部を設置することを検討していくこと

が決定された。女性教員比率をアップするための方策、任期付き雇用などによる制度につ

いて協議していくことが決定された。

2)第 19 回 女性研究者支援協議会 議事録

日時：平成 22年 4月 15 日 午後 3：00

場所：3 号館（医歯学総合研究棟Ⅰ期棟） 5 階 カンファレンス室 3

出席者： 運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：石野、井関、木村、黒川、三高

女性研究室支援室：荒木、有馬、小島、河島（書記）
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＜報告事項＞

1. 運営委員の変更（疾患生命科学研究部長 影近先生、教養部長 千葉先生）

2. 平成 22年度確定予算

3. 平成 21年度報告書配布

4. ワーク＆ライフ ガイドブック配布（常勤教職員）

5. 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

松木貴彦先生（平成 22年 7月 1日） Dr. Vera Regitz-Zagrosek（平成 22 年 9 月 16 日）

上野光一先生（平成 22年 11 月 11 日） 西森克彦先生 未定

6. ANGEL Seminar 大島まり先生 未定

7. 医学部卒業者就業状況調査 倫理委員会 平成 22 年 4 月 5 日承認済み

8. 研究支援員配備事業：13 人が採択 12人運営委員会承認済み。1名は 8 月から

9. 派遣型病児保育事業：5 人採択（子ども 7人）

10. 最先端・次世代研究開発支援プログラムの公募について

＜審議事項＞

1. 在宅研究支援システム…平成 22年度の利用者を募集する。利用方法の説明会を開催し、在宅研究支

援サポートセンターの設置を検討することが決定された。

2. 本 program 終了後の継続の在り方…協議中。

3. 部局ごとの目標、企画…現在行っているヒアリング後、部局ごとの目標を設定していくことが決定

された。

4. 環境（職場の公正性、多様性や柔軟性など）調査、ワーク・ライフ・バランス調査…調査方法につ

いて充分協議し運営委員会で審議の上、実行することが決定された。（対象：助教以上）

3)第 20 回 女性研究者支援協議会 議事録

日時：平成 22年 5月 12 日 午後 3：00

場所：M&D タワー（医歯学総合研究棟Ⅱ期棟）16階、小会議室 2

出席者： 運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：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（欠）、河島（書記）

＜報告事項＞

1. 「ワーク＆ライフ ガイドブックⅡ」配布：常勤、非常勤済み。大学院生配布予定

2. 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 9 回 九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野 松木貴彦先生 7 月 1日

第 10回 Universitätsmedizin Berlin Dr. Vera Regitz-Zagrosek 9 月 16 日

第 11 回 東北大学 西森克彦先生 10月 14 日

第 12 回 千葉大学 上野光一先生 11月 11 日
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3. ANGEL Seminar

第 4 回 東北大学大学院医工学研究科（兼）工学研究科バイオロボティクス専攻

田中真美先生 東北大学の女性研究者支援事業のこれまでとこれから（仮題）

東京大学 大島まり先生 お返事待ち

4. 医学部卒業者就業状況調査 倫理委員会 平成 22 年 4 月 5 日承認済み 6 月ごろ発送予定

5. 研究支援員配備事業：13 人が採択 11人運営委員会承認済み。1名選考中。1 名は 8月から

6. 派遣型病児保育事業追加募集：No.6、7 の 2人採択予定 （合計 7人、子ども 12人）

7. 在宅研究支援システム：現在 12人

＜審議事項＞

1. ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する調査…アンケート調査を 7 月 1 日以降（改

正育児・介護休業法：6月改正、6月 30 日施行）に実施することが決定された。

2. ロールモデル集「私のキャリア・私のライフ」…それぞれの世代がキャリアを構築していることを

考慮し 30 代～40 代を中心とし、また学外・国外にも拡げてメッセージの掲載を依頼することが決

定された。

3. ANGEL staff…今年度は難研で試行する。次年度以降、全学へ拡げることを検討する。

4. 病児保育事業…設置時期、病児保育 subWG の設置（小児科医、看護部など）今後協議していくこと

が決定された。

5. 本 program 終了後の継続の在り方…残すプロジェクト、経費（費用対効果）、実績などを明確にし、

協議していくことが決定された。

4)第 21 回 女性研究者支援協議会 議事録

日時：平成 22年 6月 10 日 午後 3：00

場所：3 号館（医歯学総合研究棟 I期棟） 6 階 カンファレンスルーム２

出席者： 運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：石野、井関、門磨、黒川、小山、西村、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. 「ワーク＆ライフ ガイドブックⅡ」配布：大学院生配布済み

2. 性差医学・医療セミナー：

第 9 回 九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野 松木貴彦先生 （平成 22 年 7 月 1 日）

3. ANGEL Seminar

第 5 回 NPO 法人フローレンス 駒崎代表 （平成 22年 7月 15 日）

第 6 回 東京大学 大島まり先生 （平成 22年 9月 7 日）

4. 医学部卒業者就業状況調査 倫理委員会 平成 22 年 4 月 5 日承認済み 6 月 1日発送済み

5. 在宅研究支援システム：6 月 3 日説明会開催。申請者現在 13人 運営委員会承認待ち

6. ロールモデル集「私のキャリア・私のライフ」進行状況
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＜審議事項＞

1. ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する調査 最終確認 7 月施行予定

「ワーク・ライフ・バランスおよび男女共同参画に関する調査（案）」について内容確認後に最終

案を作成の上、7 月中旬に本学教員を対象に WEB 問診を行うことが決定された。

2. ANGEL staff…3 部局での試行とする。RA に準じた雇用形態、月に 8 時間、人事処理決定後から

12 月 31 日まで期間の条件で女子大学院生を対象に募集することが決定された。

3. 病児保育病児保育事業：設置時期、病児保育、subWG の設置（小児科医、看護部など）

…現在の保育施設利用状況や派遣型病児保育実績を確認し、大学本部にて決定されることになった。

4. 予算の振替

…施設型病児保育（月 138 万円計上）の開始時期により、研究支援員配備事業に予算振替を考慮す

ることが決定された。

5. 加速 program…今後検討することが決定された。

6. 本 program 終了後の継続の在り方

…男女共同参画室の設置と在宅研究支援システム、派遣型病児保育、研究支援員配備事業、キャリ

ア相談室の継続について検討した。

5)第 22 回 女性研究者支援協議会 議事録

日時：平成 22年 7月 15 日 午後 3：00

場所： 3号館（医歯学総合研究棟Ⅰ期棟 ）5 階 カンファレンス３

出席者： 運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：門磨、黒川、西村、三高、森尾、山本

女性研究室支援室：荒木、有馬、小島

＜報告事項＞

1．第 10 回 性差医学・医療セミナー 9月 16 日

Prof. Dr. Vera Regitz-Zagrosek、Director of Berlin Institute of Gender in Medicine

2．第 6 回 ANGEL Seminar 東京大学 大島まり先生 9月 7日

3．ANGEL staff 19 名 採択 8 月 1 日～12月 31 日

4．医学部卒業者就業状況調査 8 月 31 日締切： 現在約 430 名回収済

5．在宅研究支援システム：申請者現在 12 人 運営委員会承認済み： 現在アドレス交付待ち

6．ロールモデル集「私のキャリア・私のライフ」進行状況

7．Open Campus 7 月 28・29 日 Wish Tree 展示予定

8．WLB 調査 WEB 版作成中 7 月下旬には可能

9．ＮＬ4号 7月下旬に FD 全員に発送予定

10．教養部にてジェンダーに関するセミナー開催 10月 13 日（小島先生）
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＜審議事項＞

1. 病児保育事業…大学内病児保育施設は、学内に設置可能な場所が検討されている。資金的な目途

がつかない為、決定は 12月に持ち越された。

2. 予算の振替…病児保育事業を 11月から行う予定であったが、その病児保育予算の計上分の振替を

ANGEL staff 事業の人件費および企画運営費、研究支援員配備事業の延長とした。

3. 本 program 終了後の継続の在り方…9月以降本学内部での体制づくりを行うことが決定された。

6)第 23 回 女性研究者支援協議会 議事録

日時：平成 22年 9月 16 日 午後 3：00

場所：3 号館（医歯学総合研究棟Ⅰ期棟） 6 階 カンファレンス室 2

出席者： 運営・対策委員：谷口（議長）

対策会議：石野、井関、木村、黒川、小山、西村、森尾、山本

女性研究室支援室：荒木、有馬、小島、小堀（書記）

＜報告事項＞

1．8月 1日より小堀美緒さん着任

2．医学部卒業者就業状況調査 2159 通送付

3．「私のキャリア・私のライフ」進行状況

4．セミナー：9 月 7 日 大島まり教授（東大）、9 月 16 日 Zagrosek 教授（Charité 大学）

5． Open Campus 7 月 28・29 日 Wish Tree 展示

6．WLB 調査 WEB 版作成 8月 9日～9 月 10 日実施

7．NL4 号 8 月上旬 FD 配布

8. 予算：ANGEL staff 時給 1500 円、19 人 5 か月分、研究支援員 延長 2 名：108 万円

9. ANGEL staff 活動

1）9/17 多様な社会で活躍する Ph.D.の姿 竹本教授

2）11/12 大学院生のための研究資金獲得講座 木村教授

3）女性研究者インタビュー 実行中

4）就職内定者インタビュー 検討中

5）就職活動の現状と大学の就職支援ニーズ調査 検討中

＜審議事項＞

1. 本 program 終了後の継続の在り方

1) 雇用勤務形態は、来年度の予算次第で検討する。

2) 在宅研究支援は必要なシステムなので他のサーバーとの整合性を考慮した上で検討する。

3) 研究支援員配備は、学内の自主財源で行う予定。

4) 派遣型病児保育は、そのまま継続を検討する。

5) キャリア支援のカウンセリングは、今後も継続の方向性で検討する。

6) 女性研究者支援室の Homepage の、学内のサーバーへ移行の検討をする。

7) 性差医学・医療研究は、学部あるいは大学院のカリキュラム化を検討する。

2. 職場の環境調査（3部局対象）調査内容について各自検討する。
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7)第 24 回 女性研究者支援協議会 議事録

日時：平成 22年 10 月 13 日 午後 3：00

場所：3 号館 （医歯学総合研究棟Ⅰ期棟）5 階 カンファレンス室 3

出席者： 運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：宮坂、門磨、木村、黒川、三高、森尾、

女性研究室支援室：荒木、有馬、小堀（書記）

＜報告事項＞

1．「私のキャリア・私のライフ」発行 配布

2．性差医学・医療セミナー 9 月 16 日 10 回 Zagrosek 教授（Charité 大学）終了

10 月 21 日 第 11 回 西森教授 （東北大学） 11 月 11 日 第 12 回 上野教授 （千葉大）

3．男女共同参画ワークショップ 10 月 13 日小島助教

4．ANGEL staff 事業

1）多様な社会で活躍する Ph.D.の姿 竹本教授 9月 17 日済み

2）大学院生のための研究資金獲得講座 10月 15 日 塩満先生（JST）、11 月 12 日 木村教授

3）女性研究者インタビュー 実行中

4）就職内定者インタビュー 実行中

5）就職活動の現状と大学の就職支援ニーズ調査 作成中

5．WLB 調査 結果概要

6．医師卒業者就業状況調査 結果概要

7．職場環境調査（3 部局対象） ：有馬助教

8．女性研究者支援モデル育成および加速プラン 合同シンポジウム（in 京都）参加報告

9．女性研究者研究活動支援事業 平成 23 年度およびパブリックコメントについて

10．「ワーク＆ライフ ガイドブック II」 （育児・介護休業法改訂後）作成中

＜審議事項＞

1. 平成 22 年度予算の執行…学内事情の理由で、決定は 12月に持ち越された。

2. 本 program 終了後の継続の在り方（継続審議）… 移行計画について、各部署からの意見を次回

の対策委員会までに持ち寄ることとなった。
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8)第 25 回 女性研究者支援協議会 議事録

日時：平成 22年 11 月 10 日 午後 3：00

場所：3 号館（旧名称：医歯学総合研究棟Ⅰ期棟）5 階 カンファレンス室 3

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、森尾

女性研究室支援室：荒木、有馬、小島、小堀（書記）

＜報告事項＞

1． 私のキャリア・私のライフ 配布 （常勤非常勤教員、大学院生、3年生以上の学部生全員）

2．性差医学・医療セミナー 10 月 21 日 11 回 西森教授 （東北大学）終了

11 月 11 日 12 回 上野教授 （千葉大）

3． ANGEL staff 事業

1）多様な社会で活躍する Ph.D.の姿 大内香氏（中外製薬）11月 25 日

2）大学院生のための研究資金獲得講座 11月 12 日 木村教授

3）女性研究者インタビュー

4）就職内定者インタビュー

5）就職活動の現状と大学の就職支援ニーズ調査 10 月 18 日～11 月 2日

4．WLB 調査 結果概要 ：小島

5．医学部卒業者就業状況調査 結果概要 ：荒木

6．職場環境調査（3 部局対象） ：有馬

7．ワーク＆ライフ ガイドブックⅡ（育児・介護休業法改正後）11月末配布予定（全教職員、大学院生、

学部最終学年）

8．ニュースレター 第 5号 12～1月発刊予定

＜審議事項＞

1. 平成 22年度予算の執行について （病児保育を行うことになると 200 万円程度の赤字。行わない

場合は、残額 40 万程度）病児保育は、当研究費では行わないこととなった。

2. 女性研究者研究活動支援事業 平成 23 年度募集がある場合は、応募する。

3. 本 program 終了後の継続の在り方（継続審議）

1) 組織…男女共同参画室（ワーク・ライフ・バランス室など名称は未定）を置く。

2) 在宅研究支援…大学のシステムとなる。メール機能は除く。

3) 研究支援員制度…大学が引き続き行う。

4) 保育…派遣型病児保育は外部委託で継続する。委託先については今後検討。

5) キャリア支援…スチューデントセンターの中で継続。

6) 広報…女性研究者支援室の HP はこのまま大学の HP に移行。

7) 性差医学研究…学部および大学院カリキュラムに組み込むこととなった。
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9)第 26 回 女性研究者支援協議会 議事録

日時：平成 22年 12 月 8日 午後 3：00

場所：3 号館（旧名称：医歯学総合研究棟Ⅰ期棟）5 階 カンファレンス室 3

出席者： 運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：宮坂、門磨、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、小堀（書記）

＜報告事項＞

1．第 12 回性差医学・医療セミナー 11月 11 日 上野教授 （千葉大）終了

2．ANGEL staff 事業

1）多様な社会で活躍する Ph.D.の姿 大内香氏（中外製薬）11 月 25 日

2）大学院生のための研究資金獲得講座 11月 12 日 木村教授

3）女性研究者インタビュー

4）就職内定者インタビュー

5）就職活動の現状と大学の就職支援ニーズ調査 10 月 19 日～11 月 25 日

6）「大学院生による大学院生のためのキャリアガイドブック」作成中

3．職場環境調査（3 部局対象） ：有馬

4. ワーク＆ライフ ガイドブック II （育児・介護休業法改正後）12月配布中

5．ニュースレター 第 5号 平成 23 月 1 月発行予定

＜審議事項＞

■継続に関する現状と今までの討議のまとめ

現行 前回の討議

1）組織 学長－運営委員会－対策会議⇔女

性研究者支援室（両者で支援協議

会）

ワークライフ支援室（仮称）を置き、担当副学長

を定める。スチューデントセンター、留学生セン

ター、女性支援、男女共同参画の事業を統括して

行う。運営担当メンバーについては未討議。事務

担当は SC および留学生センターの職員が行う。

財源についても要検討。

各部門に男女共同参画室を設置するかについて

は未討議。

2）雇用勤務形

態

常勤職員の休暇の流動性を高め

た。

改正育児介護法（平成 22 年 6 月

30 日施行）に添って改訂。国家公

務員に準じた改訂（法律を上回る

改訂）が行われた。（育児中の短時

間勤務制度、深夜・所定外労働の

禁止など）

女性研究者枠を作るか、女性を雇用した場合に傾

斜配分の支援金を自主財源から出すかなどは今

後の検討。

3）在宅研究支

援

20 名程度の利用にとどまった。メ

ール機能はほとんど使われていな

い。文献検索は便利という意見あ

り。

大学の機能として文献検索を自宅から行うよう

なシステムが必要であり、メディア担当（図書

館）、富士ゼロックスとサーバーの移管を含めて

検討中。メール機能は廃止する。

4）研究補助員

制度

平成 20 年 3 名、平成 21年 10 名、

平成 22 年 13 名が利用。支援を受

けた方および研究主任者からの評

自主財源を用いて、継続の方向。

対象者や選考法についても検討が必要。産休・育

休中の代替教員制度はあるので、その仕組みとの
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価は高かった。しかし、子育て中

の女性研究者のみ支援を受け、研

究業績を出していくことに疑問も

だされた。週 30 時間で 20 万円/

月、半年で 120 万円（概算）

整合性の検討も必要。ＲＡの運用のひとつとして

考えることも検討。

5）保育 わくわく保育園設置（平成 22年 4

月）

派遣型病児保育施行。平成 21年 5

人（子ども 6 人）、平成 22 年 7 人

（子ども 11 人）。入会費 21000 円、

二年目より年会費 10500 円。14700

円/月。1 年目 197400 円（2 年目

186900 円）を補助。わくわく保育

園 27人定員のところ、常時保育 9

人、一時保育 9～21 人で推移して

いる。派遣型病児保育は平成 21年

度は利用実績なし。平成 22 年度は

現在の時点で一回のみ利用。

施設型病児保育は利用率から考えて見送りの方

向。

派遣型病児保育は継続の方向であるが、対象者

（今回は女性教員のみ）を大学院生や職員（病院

も含）に拡大するか検討が必要。補助額について

も入会費、月会費満額を補助するか検討が必要。

現在、NPO 法人フローレンスのみが契約対象にな

っているが、カバーされていない地域の派遣型病

児保育事業者との契約についても検討。入札が必

要かなど、契約課とも相談が必要。

6）キャリア支

援

1）キャリア相談室

2）学内の交流会

3）学外の方を招いて講演会や交流

会

4）女子大学院生による自主企画

5）学生支援課およびスチューデン

トセンターとの連携

1）と同様にワークライフ支援室に統合する予定。

キャリアカウンセリングの資格補助者の雇用に

ついても、今後の検討。

7）広報・ホー

ムページ

ホームページは学内サーバーに設

置。WEB 調査、online forum は学

内サーバーには program を置くこ

とができなかったため、学外サー

バーを利用。

女性研究者支援室のHPはこのまま大学 HPに移行

（名称については要検討）。運用についても１）

に準じて検討。

学外サーバーのデータは、年度内にダウンロード

し、資料として保管。

8）性差医学研

究

１２回開催した。 歯学部は、性差医歯学として年2回程度導入検討。

医学部は未定。大学院生の選択科目として導入検

討（古川教授などを中心に）

・大山学長が再選された。本 program 終了後の継続の在り方（継続審議）

1) ワークライフ支援室（仮称）は教職員および学生に対する包括的なサービスを提供する組織とし

て考えているが、平成 23 年 1 月の管理運営協議会にて、継続の在り方について審議が行われるよて

いである。6）についても新規組織での業務内容として検討を行う。

3）在宅研究支援は、図書館情報システムがメール機能を用いたサービスを展開する予定があり、サ

ーバーをその目的で使用したいとの申し入れがあった。まず、女性教職員をパイロットとして試行

する考えであり、在宅研究支援としての意義を継続する予定。

5）施設型病児保育は行わない。派遣型病児保育は今後も継続する予定。

8）性差医歯学は医歯学融合で行われることが検討されており、カリキュラム委員会で審議が行われ

ている。
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10)第 27 回 女性研究者支援協議会議事録 最終回

日時：平成 23年 2月 9日 午後 3：00

場所：3 号館（医歯学総合研究棟Ⅰ期棟）5階 カンファレンス室 3

出席者： 運営・対策委員：谷口（議長）

対策委員：石野、井関、門磨、黒川、三高、森尾

女性研究室支援室：荒木、有馬、小島、小堀(書記)

＜報告事項＞

1． ANGEL staff 事業「大学院生による大学院生のためのキャリアガイドブック」作成および配布

2．歯学系教員 交流会 1 月 6日

3．医学生と医師の交流会 1 月 20 日

4．大学院生とスチューデントセンターの円卓会議 2月 17 日

5．「理系専門人材がビジネスで活躍するための技術」 セミナー 3月 10 日予定

6．ニュースレター 第 5号 2月発行、第 6号 3月発行 予定

7．平成 22年報告書および最終報告書 発行予定 3 月中旬

8．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」報告会 3 月 10 日

＜審議事項＞

1．第 26 回議事録について承認された。

2．本 program 終了後の平成 23 年度フォローアップ調査が提出された。

3．本 program 対策委員としての評価・感想
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第Ⅲ章 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 21 年度 平成 22 年度

男性 女性 女性比率 男性 女性 女性比率

医歯学総合研究科(医系） 155 17 9.9 171 23 11.9

医歯学総合研究科(歯系） 141 23 14.0 139 23 14.2

疾患生命科学研究部 18 4 18.2 17 4 19.0

保健衛生学研究科 18 24 57.1 19 25 56.8

生体材料工学研究所 29 7 19.4 32 3 8.6

難治疾患研究所 58 6 9.4 58 5 7.9

本学常勤全体 602 126 17.3 627 144 18.7

本学非常勤全体 70 46 39.7 83 81 49.4

職位別 平成 21 年度 平成 22 年度

男性 女性 女性比率 男性 女性 女性比率

常勤 教授 126 18 12.5 137 19 12.2

准教授 101 16 13.7 116 23 16.5

講師 78 16 17.0 91 17 15.7

助教 260 59 18.5 283 85 23.1

非常勤 教授 2 1 33.3 1 1 50.0

准教授 3 1 25.0 1 1 50.0

講師 16 3 15.8 11 3 21.4

助教 37 36 49.3 29 33 53.2

その他 12 5 29.4 41 43 51.2

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 21 年度 平成 22 年度

男性 女性 女性比率 男性 女性 女性比率

医歯学総合研究科博士 628 437 41.0 617 364 37.1

医歯学総合研究科修士 33 80 70.8 50 82 62.1

保健衛生学研究科博士 16 124 88.6 7 64 90.1

保健衛生学研究科修士 10 62 86.1 15 57 79.2

疾患生命科学博士 87 66 43.1 31 24 43.6

疾患生命科学修士 54 40 42.6 62 36 36.7

博士課程 731 627 46.2 655 452 40.8

修士課程 97 182 65.2 127 175 57.9

学部 平成 21 年度 平成 22 年度

男性 女性 女性比率 男性 女性 女性比率

医学部医学科 356 149 29.5 377 153 28.9

医学部保健衛生学科 44 302 87.3 41 318 88.6

歯学部歯学科 211 161 43.3 209 160 43.4

歯学部口腔保健学科 6 110 94.8 5 117 95.9



139

３． 文部科学省科学技術振興機構提出書類

３．１． 課題の概要

○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。

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。
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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。

（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
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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。

■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。
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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。

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。
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■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。

（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
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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。

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。
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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。
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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． 3年間の事業計画書および事業報告書

【平成 20 年度事業計画書】

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．平成 20 年度の計画

(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なう。

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行う。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

ング等を行なう。

③女性研究者への研究支援員配備
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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なう。

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なう。

⑥病児保育、緊急保育

病児保育、救急保育についてニーズ調査を行い、本学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。

【平成 20 年度事業報告】

補助事業の達成状況について

（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 3

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の設置及び運営

１）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）を設置した。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：
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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

にともなう任期の延長」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) ホームページの開設：

支援室の英文名を Activation of Gender Equity/Gender Medicine and Enrichment of Life

（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) ホームページ上でのオンラインフォーラム：

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)講演会：

・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。東京大学、お茶の水女子大学より講演をいただき、本学か

らは、3 名の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

様より講演をいただいた。80名の参加があった。

e) 女性研究者と女子学生との交流会：

学生・研究員との交流を深めるためのイベントを 11 月 13 日(前述)、25 日に開催した。25

日のイベントには 25 名（女性 18 名、男性 7名）が参加した。

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：

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)女性研究者への研究支援員配備（③で詳述）

③女性研究者への研究支援員配備
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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名は就学前の子供をもつ女性、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、時間のひっ迫感、健康度が改善したなどが報告された。

④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。

⑤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や、学生・研究員との交流を深めるた

めの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。また学生・研究員との交流を深めるための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い、女子学生に対する研究活動への啓発となった。

⑥病児保育、緊急保育

②ｄ)に述べたが「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、病児保育、救急保育についての意識を高めた。

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

性差医学研修会のメンバーを検討した。

５．補助事業期間

・補助事業の着手（予定）日 平成 20年 7 月 1 日（支援室発足は 9月）

・補助事業の完了（予定）日 平成 21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
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(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

(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

■平成20年度メンバー

運営委員会

鍔田 武志 新 大学院疾患生命科学研究部 教授・研究部長

野田 政樹 新 難治疾患研究所 教授・所長

山下 仁大 新 生体材料工学研究所 教授・所長

対策協議会

鍔田 武志 新 大学院疾患生命科学研究部 教授・研究部長

石野 史敏 新 難治疾患研究所 教授

永井 亜希子 新 大学院医歯学総合研究科（歯学系） 准教授

浜崎 浩子 新 難治疾患研究所 准教授

黒川 洵子 新 難治疾患研究所 准教授

小山 恵子 新 健康管理センター 准教授

三高 千恵子 新 大学院医歯学総合研究科（医学系） 准教授

森尾 郁子 継 大学院医歯学総合研究科（歯学系） 教授

山本 則子 継 大学院保健衛生学科 教授

女性研究者支援室

荒木 葉子 継 特任教授

有馬 牧子 継 特任助教

淀野 恵里 新 職員
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【平成 21 年度事業計画書】 （平成 21 年 3月 24 日提出）

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なう。

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

セリング等を行なう。

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なう。
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④在宅研究支援システムの拡大

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なう。

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

平成21年4月より、当事業責任者に谷口尚副学長が任命され、新たな組織態勢づくりが行われた。

平成21年8月17日に女性研究者支援プロジェクトの要項が制定された。

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

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) 在宅研究事業

(3) 研究支援員配備事業

(4) 病児保育事業
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(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。

平成21年9月24日に研究プロジェクト支援事務室設置要項が制定された。
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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）

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
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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

■平成21年新体制メンバー

女性研究者支援運営委員会

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

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

女性研究者支援対策会議

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） 准教授

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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【平成 21 年度事業報告】

補助事業の達成状況について（平成 22年 10 月 19 日）

（１）女性研究者への革新的支援

「環境整備」

①女性研究者への雇用を推進する制度：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（以

下、3部局とする）および大学院医歯学総合研究科（医学系、歯学系）および保健衛生学科において、ポ

ジティブ・アクションについて討議を行ったが具体的な制度化には至らなかった。

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、緊急時に対応でき

るシステムの構築：対象者を 3部局から、3部局および大学院医歯学総合研究科（医学系、歯学系）およ

び保健衛生学科にまで対象者を拡大した。一般保育および病児保育に対するニーズ調査を全学にて行っ

た。NPO フローレンスと共同して、派遣型病児保育メディカル＆アカデミック版を作成し、派遣型病児保

育を開始した。自主財源にて平成 22 年 4 月から一般保育「わくわく保育園」を開設予定である。

③ネットワークの整備による在宅研究の実施、柔軟な勤務体制の制度化：平成 20 年度に在宅研究支援シ

ステムを設置し、対象者を 3 部局から全学部に拡大した。柔軟な勤務体制の制度化は未着手である。

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：シンポジウムを 2回開催した。ホー

ムページを運用し、web 上でオンラインフォーラムを行った。

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：医学部、歯学部、保健衛生学科にて交

流会を開催した。キャリア相談室を 7 月から開設した。次世代支援として、オープンキャンパスで中高

生のためのワーク・ライフ・バランス講座を行った。学務課と共同で就職説明会に参加した。ANGEL セミ

ナー（ロールモデル講習会など）を開催した。

「意識改革」

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：ワーク＆ライ

フ ガイドブックを刊行し、全学に配布した。3部局を対象に「研究室の環境調査」、湯島地域全員対象

に、保育のニーズ調査（再掲）を行った。ニュースレターを１～３号発行した。報告書を作成した。ニ

ュースレター、報告書は学内およびモデル校等に配布し、啓発・広報を行なった。

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：性差医学・医療セ

ミナーを 8回開催した。

４．補助事業の実績の説明

（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および運営

平成 21 年 4 月、学長のもとに運営委員会（運営委員：副学長 谷口 尚教授、大学院医歯学総合研究科

長 田上順次教授(歯学系、歯学部学部長)、同副研究科長 大野喜久郎教授（医学系、医学部学部長）、

大学院疾患生命科学研究部部長 鍔田武志教授、難治疾患研究所所長 北嶋繁孝教授、生体材料工学研

究所所長 山下仁大教授の 6 名）を設置し、本事業の統括責任者として谷口 尚副学長が任命された。

運営委員会の下に全学メンバーから構成される女性研究者支援対策会議（支援対策会議委員：難治疾患
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研究所 石野史敏教授、木村彰方教授、西村栄美教授、黒川洵子准教授、生体材料工学研究所 門磨義

則准教授、大学院医歯学総合研究科 宮坂信之教授、三高千恵子准教授、新井文子講師、森尾郁子教授、

井関祥子教授、荒木孝二教授、保健衛生学研究科 山本則子教授、保健管理センター 小山恵子准教授

の 13名）を設置した。

②女性研究者支援室の活動

荒木葉子特任教授、有馬牧子特任助教、河嶋純子職員が継続、平成 21年 9月から小島優子特任助教が加

わった。女性研究者支援室は、女性研究者支援対策会議と協働して女性研究者支援協議会を開催し、以

下の事業を協働して企画、実行を行った。

②－１ 調査分析：3 部局を対象に平成 21 年 6～8月に｢研究室の環境調査｣、湯島地域の教職員および大

学院生を対象に｢東京医科歯科大学:保育に関する意識および現状調査｣を行なった。

②－２ ホームページの運用：ホームページは本学およびモデル校の情報掲載、女性研究者向けの助成

金情報、保育に関する情報などを掲載した。女性研究者支援だよりブログでは、学外シンポの参加報告

などを順次掲載した。

②－３ ニュースレターやパンフレット等の作成：ニュースレターは第一号から第三号を発行した。

平成２２年度活動報告書、ワーク＆ライフ ガイドブックを作成し、本学の教職員および大学院生に配

布した。

②－４ 女性研究者のオンラインフォーラム：ホームページ上にオンラインフォーラムをつくり、双方

向性の意見交換の場を設定した。

②－５ 女性研究者支援啓発のための講演会：シンポジウムを二回開催した。

ｉ）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～｣を開催した。参加者は 30名であった。日本女子大学理学数物科学科准教授 小川賀代氏「ｅ-ポー

トフォリオシステムを用いたキャリア構築について｣、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 鈴木利哉氏｢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｣、名古

屋大学大学院教育発達科学研究科教授 金井篤子氏｢女性のキャリアデザインとワーク・ライフ・バラン

ス｣、岡山大学病院卒後臨床研修センター講師 片岡仁美氏｢女性を生かすキャリア支援計画｣の講演およ

び｢研究者･医療者のキャリアデザインについて考える｣パネルディスカッションを行った。

ii）12 月 3日｢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～｣を開催

した。基調講演は内閣府男女共同参画局長 岡島敦子氏より、講演は、株式会社資生お客様・社会リレ

ーション部次長 宇野晶子氏｢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｣、のバルテ

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 赤津恵美子氏｢ワーク･ライフ支援

施策と実践事例｣、北海道大学女性研究者支援室室長 有賀早苗氏｢女性研究者支援から見えてきたワー

ク・ライフ・バランス｣、学習院大学経済学部教授 脇坂明氏｢病院のおけるワーク･ライフ・バランス～

企業と比較して～｣よりいただいた。｢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～｣についてパネルディスカッションを行なった。
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②－６ 女性研究者のカウンセリング：キャリア相談室を 7月から開設した。利用者はのべ 34 名であっ

た。キャリア相談の内容は、今後の進路、所属する研究室･職場の悩み、出産･育児への準備などであっ

た。ワークショップ「自分自身を理解し、自分の価値観を知る」を開催し、参加者は 20名であった。

③女性研究者への研究支援員配備：平成 21年度は、3 部局および大学院医歯学総合研究科（医学系、歯

学系）および保健衛生学科にまで対象者を拡大し、妊娠・出産等や女性特有の疾患のハンディキャップ

のある 10名に研究支援員を配備した。

④在宅研究支援システムの導入：平成 20 年度に設置した在宅研究支援事業の対象者を 3 部局から、大学

院医歯学総合研究科および保健衛生学科に拡大し、利用者は平成 20年度 3名から平成 21年度 16 名に増

加した。

⑤女性研究者と女子学生との交流会：

i)交流会として、6月 10 日医学部「先輩医師と楽しく語る会」（参加者 21名）、9 月 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」(参加者 15名)、11 月 25 日歯学部｢働く女性を妻に持つ男性

歯科医師･男性研究者の本音を聞く会｣(参加者 8 名)を開催した。

ii)次世代支援として、オープンキャンパスで中高生のためのワーク・ライフ・バランス講座を行った。

(参加者 60名)

iii)学務課と共同で就職説明会に参加した。

iv)ANGEL セミナーを開催した。

・7 月 9 日オレゴン健康科学大学准教授 Rebecca A.Harrison 氏による｢A call for work-life balance in

academic medicine in the United States; Influences, trends and challenge｣の講演を開催した。（参加者 20名）。

・7 月 21 日コロンビア大学薬理学教授 Penelope A.Boyden 氏による｢Purkinje fiber calcium dysfunction in

arrhythmia｣の講義およびコロンビア大学における女性研究者支援、特にメンターシップについて講演を開

催した。(参加者 16名)

・11 月 2日本学難治疾患研究所教授 西村栄美氏による｢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～｣にて、研究者としてのキャリア形成についての講

義があった。本講座は教育文化週間市民公開講座として一般にも公開された。(参加者 27名、内一般者

11 名)

⑥病児保育の支援：一般保育および病児保育に対する実態調査を全学対象に行った。実態調査を基盤に、

女性研究者や医療者のニーズを検討し、NPO フローレンスと共同して、派遣型病児保育メディカル＆ア

カデミック版を作成することを目的に、全学の女性研究者を対象として、派遣型病児保育を 5名（子供

数 6 人）に対して行った。NPO フローレンスが行っている施設型病児保育見学会を行い、学生 1 名が参

加した。

自主財源にて平成 22 年 4月から一般保育「わくわく保育園」を開設することになった。わくわく保育園

は、対象は本学教職員･学生とし、27 人定員、基本保育時間は 7 時半から 18時まで、延長保育は 7 時か

ら 7 時半および 18時から 20時までとした。
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⑦性差医学・医療セミナー：性差医学･医療セミナーを 8回開催した。第一回 7月 16 日 難治疾患研究

所准教授 黒川洵子氏｢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｣（参加者 20 名）、

第二回 10月 1日 難治疾患研究所教授 石野史敏氏｢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｣(参加者 14 名)、11 月 24 日 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｢私たちの性はどのように決まるのか｣(参加者 11名)、第四回 12月 17 日 日本医科

大学大学院医学研究かシステム生理学分野教授 佐久間泰夫氏｢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～｣(参加者 19 名)、第五回平成 22 年 1 月 21 日 東京医科歯科大学女性研究

者支援室特任助教 小島優子氏｢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～｣(参加

者 16名)、第六回 2月 2日 性差医療情報ネットワーク代表／日本性差医学･医療学会理事 天野恵子氏

｢循環器医療における性差医学｣(参加者 10 名)、第七回 2月 22 日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 片井みゆき氏｢性差医学･医療：臨床から医学教育まで｣(参加者 14名)、第八回 3

月 18 日 北里大学一般教育部生物学教授 浜崎浩子氏｢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～｣(参加者 23名)を行なった。

⑧その他（学外シンポジウム、セミナーへの参加）：11月 25 日に日本大学で行なわれた｢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｣でポスター展示、業績報告および病児保育ワークショッ

プで発表を行なった。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、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｣、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～｣、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｣において本学の事業報告のポ

スター展示を行なった。

参加した学外プログラムは、9月 28 日早稲田大学｢実践的博士人材養成プログラム成果報告会｣、10 月 18

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～｣、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｣、

10 月 31 日東京大学｢日・中･韓女性科学技術指導者フォーラム｣、11 月 9 日金沢大学｢女性研究者のキャ

リア継続～社会･制度･パートナーの役割～｣、11 月 25 日日本大学｢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｣、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｣、12 月 12 日慶應義塾大学シンポジウム｢慶應義塾大学として

の男女共同参画への取り組み｣、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｣、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

～グローバルメンターに学ぶ女性研究者キャリア｣、3 月 12 日京都大学女性研究者支援センターシンポジ

ウム｢ヴィジュアル／科学コミュニケーションの領域から（シリーズ 私の仕事とキャリアデザイン）｣

であった。

５．補助事業期間

・補助事業の着手日 平成２１年 ４月 １日

・補助事業の完了日 平成２２年 ３月３１日
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６．補助事業の実施体制

以下の実施体制により事業を実施した。

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

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

国立大学法人東京医科歯科大学

副学長 谷口尚

① 女性研究者支援対策会議

の設置および運営

東京都文京区湯島1-5-45

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

国立大学法人東京医科歯科大学

副学長 谷口尚

② 女性研究者支援室の運営 東京都文京区湯島1-5-45

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

国立大学法人東京医科歯科大学

女性研究者支援室特任教授

荒木葉子

③ 女性研究者支援員配備事

業

東京都文京区湯島1-5-45

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

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

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

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

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

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

国立大学法人東京医科歯科大学

女性研究者支援室特任教授

荒木葉子

⑥ 病児保育、緊急保育 東京都文京区湯島1-5-45

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

国立大学法人東京医科歯科大学

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

東京都千代田区神田駿河台2-3-10

千葉県市川市国府台 2-8-30

国立大学法人東京医科歯科大学

女性研究者支援室特任教授

荒木葉子
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