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4 子育て中の医師の立場から

入 月 浩 美

県立新発凹病院小児科

How to Balance the Demands of Parenting and Work as a Doctor

Hiromi NYUZUKI

DepallmentofPedl'atn'cs,Nl'L'gataPTeJTecturalShJ'bataHospital
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は じ め に

近年,女性医師の増加に伴い,その支援の動き

が全国的に広まりつつある.女性医師対策は,顔

在化 した医師不足対策において最重要課題であ

り,中でも出産 ･育児,介護等に対する支援制度

の整備が強 く求められている.また,女性医師の

多くは自身の専門分野でのキャリアアップを望ん

でいると考えるが,現実的には妊娠や出産後に家

庭と仕事の両立が困難で仕事を離れるケースが少

なくない.

妊娠 ･出産,そして育児と仕事の両立へ

私は平成 20年に新潟大学医学部 を卒業 した.

新潟大学医歯学総合病院の初期研修医として医師

生活のスター トをきり,それを節 目に結婚 した.

初期研修医 2年目の春,研修の関連病院である県

立新発田病院で勤務していたときにお腹に新 しい

命が宿ったことが分かった.私は心の底から喜び

を感 じたが,その一方で,まだがむ しゃらに仕事

に打ち込まなければならないし自分自身もそうし

たいと思っていた時期であったため悩むこともあ

った.当時は外科系の研修中だったが,悪阻のた

め手術を途中退出 したりⅩ線 を使用する手術を

回避 したりした.このため,初期研修医として最

低限行わなければならない仕事 さえもままなら

ず,上級医に多大な迷惑をかけることがしばしば

あった.また,研修医同士でローテ-ションを組

んでいた当直を私だけ日直だけに変更 してもらっ

た.医師としての理想のイメージと現実の自分と

のギャップに葛藤を感 じることもあったが,周囲

の先生方や仲間からは文句の一つも言われること

がなく,むしろ体調を気遣っていただいたり,仕

事を制限 していただいたりした.今振 り返っても

本当に身勝手な研修医だったと思 うが,周囲の温

かい心遣いや応援のおかげで,自分に自信を失 う

ことなく残 りの研修医生活を送ることができた.

お世話になった方々には本当に感謝 してもしきれ

ない.

厚生労働省の ｢医師の臨床研修における修了等

の基準に関する提言｣で臨床研修の修了基準が示

されており,傷病,妊娠,出産,育児等で研修を休

止する場合は2年間の うち90日を超える場合に

研修未修了となる.私の場合,産休と育休をあわ

せてちょうど90日以内におさまったためそのま
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各診療科における男女共同参l山iへの取組みの現状

ま初期研修を修了することができた.

出産後,娘との生活が始まった.想像以上の気

刀,体力勝負だった.そして,育児にも少し慣れ

た頃,娘が生後 9か月のときにフルタイムで什事

に復帰 した.これは私にとって小児科医としての

始まりでもあった.勤務先は初期研修医時代にも

お世話になった県立新発田病院だった.新発田病

院の小児科は平成 221F'-度から独白に女性医帥支

援体制を設けており,私がその第 ･号となった.

具体的には,平日ロ｢｢1は病棟や外来等で他の医師

と同等の仕事を行い,終業時刻 になったら当直医

へ業務を引き継ぐ,という勤務形態だった.パー

ト勤務とは異なり常勤としての採用であったた

め,社会保障を受けることができるという利点も

あった.新発田病院 には新生 児集 中治療室

(NICU)があり,NICU当番として必ず小児科医

務については復帰後 しばらくの間は免除してもら

っていたが,娘が2歳を迎える頃には夜泣きもな

くなり私自身に心と体の余裕ができたため,現在

は回数を制限 しながら当直をしている.当直での

勤務は小児科医としてスキルアップする貴重な機

会なので,今後も続けていきたいと思っている.

育児休暇から仕事に復帰 したばかりの頃,医師

として働けるという高揚感は正直なところほんの

最初のうちだけだった.そして少 しずつ,什事で

も家庭でもス トレスを感 じるようになっていっ

た.仕事に関しては,小児科医としてゼロからの

スター トだったので,小児の診察の仕方,検査の

方針,鑑別診断,治療方法の何 をとっても,さっ

ぱり分からないのである.それでも夕方には娘を

迎えに行くために周囲よりも早く病院をあとにす

る.業務が時間内に終わらないこともしばしばだ

ったが,全てを中途半端に投げ出して帰路につく

のである.一方,自宅に帰ってからは,必ずと言

っていいほどに娘が泣きわめくため,娘の食事や

お風呂の世話,洗濯,掃除などが全然進まなかっ

た.それでも何とか娘を寝かしつけ,ようやく自

分も休めると思っても,今度は夜泣きに付き合わ

なければならず,ひどいときには 1時間おきに 1

時間以上泣くため,娘も私も寝不足のまま朝を迎
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えるのだった.ある時知人から,小児科医なのに

自分の子ではなく他人の子の世話ばかりするなん

て-,と言われたことがあった.さすがに心に突

き刺さるものがあったが,母親として娘にどれだ

けの時間を割いてあげているかと考えると,反論

することはできなかった.何故私はここまで無理

をして仕事をしているのだろう,と自分口身に疑

問を感じるようになり,次第に気持ちは追い詰め

られていった.そして什事に復帰 してから約 3か

月が経った噴,膨れ上がった負の気持ちが爆発し,

職場で大泣きをしてしまったのだった.今から思

えば,もっと肩の力を抜いて仕事も家庭も楽にや

れば良かったのかもしれないが,当時はただただ

となく什事を辞めたいと思ったが,でも子育ても

仕事 も両方やると決めたのは自分自身だったた

め,逃げ山したくはなかった.心が折れそうにな

るたびに,やるしかないんだと気持ちを奮い起こ

して前を向いた.そうして日々奮闘しているうち

に,だんだんと仕事に慣れ,育児や家事も我が家

なりのペースができあがっていった.私の心に余

裕が生まれ,それを敏感に感じ取ったのか娘の夜

泣きも自然におさまっていった.什事に復帰 して

から最初の数か月間は本当に大変だったが,必ず

乗り越えられるものなのだと感じた.

女性支援対策の現状と今後

新潟大学小児科の最近 7年間での入局者数は,

男性 42人,女性 14人の計 56人である (退局者

を除く).平成 24年 9月の時点で,この女性医師

14人中9人が育児中であり,産休中の者,育休中

の者,仕事復帰 している者,と立場はそれぞれ異

なるが,育児と仕事の両立を目指す女性医師は着

実に増加 している.新潟大学小児科では,平成 22

年度から ｢女性支援枠｣による女性医師支援体制

を開始 した.これは,受け入れ可能と表明した裡

数の病院に,従来の関連病院への医局員派遣とは

異なる枠で,育児中など事情をもつ女性医局員を

配置するものである.前述 した新発n病院のよう

に平日日中の仕事が主であり,病棟,外来,病児
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保育など,各施設のニーズに応 じた仕事を行って

いる.

全国の女性医師を対象として実施されたアンケ

ー ト調査の ｢女性医師の勤務環境の現況に関する

調査報告書｣(平成 21年日本医師会作成)1)によ

ると,女性医師の約 4割が仕事を中断あるいは離

職 した経験をもち,その大半は出産や子育てを理

由としていた.また,多くの女性医師が妊娠 ･育

児中は勤務時間の軽減が必要であると答えてい

た.仕事を続ける 卜で必要な制度や仕組み ･支援

対策については,託児所 ･保育園などの整備 ･拡

充,人員の増員,宿直 ･口直の免除,病児保育,時

間外勤務の免除,男性の家事 ･育児などへの参加,

等の要望が多かった.新潟県そして新潟大学小児

科においてすでにいくつかは実施 されているが,

他にもまだまだ整備すべき課題が多く残っている

と感じる結果だった.

私は現在,新発田病院と新潟大学小児科の女性

支援制度を利用して勤務している.当面とL]F酎ま,

自分の小児科医としての訓練と夫の育児 ･家事の

訓練とを兼ねて月に数回行っているが,他の医師

に比べて回数は少なく,負担はとても軽いものだ

った.患者の重症度によっては夫や実家の協力を

得ながら残業することもあるが,基本的には定時

で終業している.帰宅後の夜間緊急呼び出しは全

くない.実はこれが家庭と仕事を両立するうえで

- -一番ありがたい制度だと思っている.問題点とし

ては,プライベー トな時間の確保が難 しいこと,

また,新発凹病院には院内保育施設や病児保育施

設がないため娘が発熟した時など急に仕事を抜け

ざるを得ないことがある.しかしそのような場合

も周囲からすぐにフォローしてもらっているの

で,常々私は本当に恵まれた脚 虜にいると感じて

いる.このような勤務形態で仕事を始めてから約

2年間が経過 したが,限 られた時間でもできる仕

事は山ほどあるし,小児科後期研修 3年間で積み

重ねるべき小児科専門医取得のための症例経験も

十分にできる.ただし,これには職場や家族の理

解と協力が必須であり,私もそのおかげで育児と

仕事に打ち込むことができている.こういった環

境が全国のどの施設でも ｢当たり前｣として広く

受け入れられれば,出産や育児で仕事を離れた女

性医師がより気兼ねなく戻ってくることができ,

延いては医師全体の就業環境の改善につながるの

だと思う.

最 後 に

育児や家庭と仕事の両立は決して楽な道のりで

はない.整えられつつある女性医師支援体制に任

せるのではなく,自分はやるんだという強い意志

をもつことが人切である.そして,子どもがいる

から,家庭が大変だから,という理由だけで自分

のキャリアアップをあきらめる必要も全くないと

思う.もちろん各々の家庭で事情は異なるので,

中にはどうしても難しいケ-スもあるのだとは思

うが,周囲はそれを理解しできる限りの協力をし

ていただきたい.女性医師は,家庭も仕事も欲張

るべきである.感謝を忘れず,努力を惜 しまず,

そしてそれに対する温かい支援を皆様にお願いし

たい.
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