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女性医師を取り巻く諸問題

Problems Faced by Women Doctors

第636回新潟医学会
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An Issue of Women Doctor Under Child Care
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AbstraCt

Oneofthecausesrelatedtotheshortageofphysiciansisthoughttobeanincreasedpercentage

ofwomendoctorsinJapan.Recently,apercentageofwomenamongmedicalstudentsaccounts
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for25-35%,andalmostonethirdofthemres痩nduringaperiodofchildbirthandchildcare.

Underthesesituations,governme姉 toge軌erwith.首apanesemedicalsociety,andeachofthelocal

medicalinstitutionsbegintostartpresentin宮SeVe王･alnexiblechoicesofworkingstyleforwomen

doctors,yetunsatisfactory.rmeresponsibilitytobringupchildrenforapromisingfutureshouは

besharedbyeverybodyanditisimportanttokeepsustainablesystemforwomendoctorunder

childcaretocontinuetheirworkasamedicaldoctor,
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は じ め に

医師不足がタロ-ズア､ソプされている.その背景

に新研修医制度による医師の偏在が大きくとりあ

げられているが,女性医師翻 曽加を .因と考える

議論もある.

著者の学生時代にも ｢女 子大生亡匝ほ品｣が声高

に論 じられたことがあった. しかしその後の流れ

は,社会の意識変革が進み,女性の着実な社会進

出が定着した. A方で,それを支える社会瑚 摘 t

晶は遅々として進まず,晩婚化 ･少子化が顕著と

なり,医療現場においても仕事と育児との両 立.杏

支える支援システムが不備であることが,女性医

師の就労継続を妨げ,ひいては医師不足の ▲因と

なっている.最近ようやく,現状に対する亀機意

識が高まり, ｢男女共同参画｣｢女性就労環境整

備｣を掲げた事業が立ち上がり,医療現場でも女

性医師の支援プログラムが様々に工夫され,急速

に広まりつつある.この流れをさらに現実路線で

継続 させるためには, さらなる 王二夫と,男女を問

わない意識の変革を進めていく必要があると思

ラ.

女性医師をとりまく現状

医学部の女子学生の比率は 30%を越え,近未

来には40%台になるとの予測がある.その 1帯

は出産 ･曹児のために,25-40歳代の働 き盛 り

性の社会的活動率の落ち込みは先進諸国のなかで

は日本のみに見られる特異な現象である (女性の

年齢階級別労働力率珊 瑚葦比較 総務省統計局

｢労働力調査｣平成 ま5年).

一方で医学部女予学生の意識調査によると,960/0

が可能な限 り就労を継続 したいと思っており (辛

成 18年 徳島大学),75%が勤務医として就労 し

たい (平成 16年 札幌医大)と回答している.

女性研修医の研修後の希望診療科は産婦人科,

皮膚科,眼科,麻酔科,放射線科,小児科が他科を

日日すっており,平成 17年度の各学会での女性医

師比率の調査では,小児科 32.1%,産婦人科

22.5%,麻酔科 28.5%であり,昨今医師不足が深

刻な診療科での女性医師の比率が高いことが伺わ

れる (平成 18年度 厚生労働省資料).

診療科別の統計ではないが,大阪府医師会が育

児経験のある女性医師を対象として実施 した調査

では,実際の育児と仕事の両立が困難 ･できない

と回答 したのが62%に Lる.そして,出産後の休

職 ･退職の比率として,千葉県医師会調査では

16.9%,長野県医師会調査では 18.6%,東京都医

師会調査では28.9%と報告されている.

女性医師の勤務続行を阻む要因として,

1)産前産後休業の取得の不徹底

産前産後休業 ･育児休業中の代替医師制度に

ついての調査では,制度 ありと回答 したのが,

東京都医師会の 7.5%,千葉県医師会の 9%,

長野県医師会の 9.4%で,その他瑚 袈帥会で は

無 い が必要,と答えているのが60%強との資料

がある,

2)育児休業の取得国雄

各地域の医師会の調査によると,育児休業取

得率は, 千葉県医師会 25%,長野県医師会
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25.90/0,鳥取県医師会 19.3%,大阪府医師会

12.4%という報告がある.一方で,医師側 が育

児休暇を取れない,あるいは取りたくない理由

として挙げているのが,同僚に迷惑をかける

(男 :88.2%,女 :84.4%),研究やキャリア形

成に支障となる (男 :14,1%,女 :37.5%),

家庭経済を破綻 させる (男 :31.2%,女 :

15.6%)などとされている.

3)保育 ･託児施設の整備不十分と利用困難な状

況

4)病児保育の整備が不十分

平成 17年度の大阪府医師会の調査では,会

員の診療施設での病児保育の受け入れが可能と

回答したものが 16-17%であった. ほ だ大

規模な調査報告が見あたらないが,最近は各地

域で病院 ･診療所が,数ベッドを用意して,礼

幼児の突然の発熱などの際に利用できる体制を

整えつつある.)

5)柔軟な勤務制度の不備

(最近は,日中の外来診療のみ,あるいは半

日勤務や必要時のパ-トタイム制など,職場の

状況に応じて様々な工夫が始まっている.)

6)職場復帰に向けての再教育 ･支援プログラム

の欠如

7)上司 ･同僚の無理解

8)母親 ･妻の役割に対する固定観念に基づい

た,家族の無理解と社会のプレッシャー

9)女性医師短身の労働意欲欠如と甘え

などが考えられる.

育児を抱える女性医師の

勤務環境改善に向けての動き

日本医師会では,上述の現状を危機的局面と捉

えて,平成 16年度に女性会員懇談会を発足させ,

その企画による男女共同参画フォーラムが開催さ

れ 平成 18年度の第3回フォーラムでは,以下の

ような力強い宣言が出された.

｢女性医師のキャリアアップを困難にし,その社

会的使命を果たすことを阻む全ての要因を除去
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し,女性医師が単に育児と仕事を両立させ得るに

止まらず,質 ･量共に,自信と誇りをもって,輝

きながら,医師としての使命を達成 し得るよう,

社会的基盤の整備と施策の実践が極めて重要であ

り,喫緊の課題であることを,このフォ-ラムに

参集した皆の総意により,ここに宣言する.

平成 19年7月28日

日本医師会第3回男女共同参画フォーラム上

また,各医療機関でもそれぞれの状況に合わせ

て様々な取 り組みが始まっている.看講師 ･検査

技師 ･事務職など他職種では保証されている,秦

性労働者の出産 ･育児に関わる制度が,短期間で

医療機関をロ-ティションする医師の場合には制

度的に利用 しにくい現状がある.しかしながら,

管理者側が制度の柔軟な運用に向けてリーダーシ

ップを発揮することにより,産前産後および育児

期間中の休業を保証し,時間外あるいは当直の免

除,勤務時間の短縮,フレックスタイムによる勤

務態勢,ワ-クシェアの採用,病児保育を含めた

保育施設の整備などに向けての取り組みが始まっ

ている.また,東京女子医科大学などでは,出産 ･

育児のためにいったん現場を離れた女性医師の,

｢復職できる条件がない｣｢どんどん進歩する技術

や知識についていけるかどうか不安｣｢情報がな

い｣｢出身医局のサポー トがない｣などの声を受

けて,女性医師再教育センタ-を立ち上げ,勤務

形態の柔軟化 ･フレックスタイムの導入 ･専門職

パー ト･復帰支援プログラムを提供 している.冒

本医師会でも,女性医師バンクを組織 し,就労復

帰へのサ-ビスを提供 している.医療現場の運営

に責任を持つ立場にある人々には,精神論に頼る

時代は過ぎたと考え,よりよい制度 ･支援システ

ムを構築するべく,知恵を絞ることが求められて

いる.これらのシステムを現場に広く浸透 させる

広報活動も必要であり,双方向の情報交換を密に

して,きめ細かい制度の構築を目指していく必要

がある.

女性の生き方の選択肢は,男性より自由度が高

い側面もあり,自らの置かれた状況に応 じて,級
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急自在に息の長い生活設計を立てることも可能な

時代になっている.---方で,男性の生き方 も以前

に比 し多様化 しており,様々な選択が容認 される

ようになってきていると思 う.産休 ･常体で休職

する女性医師の替わりに負担を強いられる同僚医

師から,不公平との不満も多いと言われるが,漢

世代を育むことは,社会を構成する男女すべての

重要な責務であり,母性 と女性の献身のみを求め

る社会に未来はないと考えて欲 しいと願ってい

る.また,女性医師白身も,自分の家族をサポー ト

してくれている周囲の支援に感謝を忘れず,出来

る限 りの努力を惜 しまないで欲 しいと思 う.恵ま

わ た能力 ･いままでの努力 暮これまでの経済約 ･

人的教育支援を無駄にしないでほしいと思 う.--〟

度完全にやめると,再開にはハー ドルが高い.一時

期後退 しても何らかの形で仕事が継続できればよ

いし,少なくとも意識の上では復帰に向けてのモ

チベイションを高めていって欲 しい.以上が先輩

医師の ささやかな願いである,
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要 旨

医 学 部 の 約 3割強を女性が占めるようになった現在,相次ぐ大学病院の医師不足 ･地方の医

師不足のために閉鎖となる地域医療機関,このような問題を少しでも解決する上で必要となる

のは出産 ･子育てにより離職している女性医師の存在ではなかろうか.しかし,現実に子育て

をしながら医師として勤務し,さらに家事をこなすのは非常に困難な状況にある.そこで大学

勤務医の立場から,大学医師の立場から,子育てと仕事の両立を中心に女性医師を取り巻く問

題について検討した.
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