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日本糖尿病学会
ＣＯＩ開示

•発表者名：安孫子 亜津子

本演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にあ
る企業などはありません。
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なぜ糖尿病内科を選択したのか？

・代謝や内分泌への興味
・全身を診る内科医になりたい
・患者さんを長い期間にわたって診察したい

⇒糖尿病診療に対する興味

・どうして血糖値が高くなるのか？
・どうして血糖値が高いと合併症になるのか？
・完治しない病気？

⇒糖尿病研究に対する興味
3



大学卒業後

旭川医科大学 内科学第2講座に入局

旭川医科大学 大学院 入学

4年間は臨床と研究
臨床では糖尿病のみならず、
膠原病や消化器疾患も担当
消化器系検査も訓練

2年目の春に1カ月間
熊本大学生化学教室に国内留学
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大学院生時代

初めての実験
糖化Hbを等電点電気泳動で
検出する。
ビタミンCの内服で
糖化が抑制されるか？

Davie SJ, et al. Effect of vitamin C on glycosylation of proteins.
Diabetes 41: 167, 1992
Division of Biomedical Research, School of Biological Sciences, University of 
Surrey, Guildford, United Kingdom
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AGEsの研究へ
熊本大学に国内留学
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糖尿病モデル動物でAGEsの測定



膵還流実験とラ氏島単離、RT-PCRの日々
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卒後8年目にBoston Joslin Diabetes Centerに留学
糖尿病網膜症眼血流の研究に従事
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名寄市立総合病院 内科
旭川赤十字病院 糖尿病代謝内科
旭川医科大学 第2内科医員 を経て
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アメリカでの産婦人科体験

家庭医（GP）はみてくれない！
産婦人科クリニックを予約してから受診まで1か月
その間に8kgの体重減少

産科クリニックでは体重測定とドップラー聴診のみ
超音波検査は初期と中期の2回のみ

⇒超音波専門クリニックへ紹介される

出産はクリニックのDrが交代で勤務している病院で
無痛分娩が主流
通常分娩は1日の入院



アメリカでの小児科体験

ベビーは産まれる前から
かかりつけ小児科医を決めておく
1週間で初の検診

その後2ヶ月、4ヶ月、6ヶ月の検診で
1回に5種類ずつワクチン接種
（HepB・DTaP・IPV・HIB・PCV7）

帰国時にカルテコピーをすべて渡される

卒後10年目の春に帰国
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その後の経歴
帰国後5か月で大学での仕事復帰

（留学含め2年10ヶ月ぶりの臨床復帰）
週3回は医大で非常勤、週2回市内外勤、当直免除

翌年春から 常勤

2004年秋 助手（助教） （夫が札幌で開業）
2006年 病棟医長
2008年 外来医長

2008年 日本内科学会認定医 取得
2009年 講師

日本糖尿病学会専門医 取得
2010年 日本糖尿病学会研修指導医 取得
2011年 日本糖尿病学会北海道支部学術評議員

第54回日本糖尿病学会年次学術集会 （札幌市）
2012年 日本糖尿病学会「女性糖尿病医をpromoteする委員会」委員
2014年 「対糖尿病戦略5か年計画 第3次作成委員会」 委員
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育児は

「大リーグボール養成ギブス」
のようなもの

by 勝間和代さん

予期せぬことが押し寄せてくるが、
人間は追い込まれると
無理やりでも成長する

「メンタル筋力」が鍛えられる
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大学での業務は？

臨床

教育

研究

管理 社会貢献
派遣講座
公開講座

14



管理業務を経験して

2006年 病棟医長、 2008年 外来医長

2007年 娘は保育園と幼稚園のダブル保育

休日病棟に子供を連れていくこともあり

この経験をもとに

医療人GP（社会的ニーズに対応した質の高い医療人

養成推進プログラム）のプロジェクトチームメンバー

2007年10月 二輪草センター設立

二輪草プラン推進委員

2014年から 二輪草センター副センター長
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二輪草センター

（復職・子育て・介護支援センター）

2007年度 文部科学省の「社会的ニーズに対応した質の高い医療人養

成進プログラム（医療人ＧＰ）」採択

気候が厳しい旭川でも自生している多年草

花言葉は「友情、協力」

医師・看護師
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復職支援研修部門

子育て・介護支援部門

病児・病後児保育部門

キャリア支援部門
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‣ 復職を希望する医師・看護師が登録。

‣ 希望の就業条件にあった部署・勤務形態

による再就職を助ける。

１．潜在人材登録

２．多様な勤務形態の提供

～医師・看護師の復職と職場定着を支援～

復職支援研修部門

‣ 育児短時間勤務制度や育児休業制度、介護部分休業など
の多様な勤務形態がある

二輪草枠医員の設定
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• ワークライフバランスの講義（3年生）

キャリアプランの作成とシミュレーション

先輩医師の体験談

• 合同入局説明会

各診療科が働きやすい環境を

学生にアピール

• 二輪草セミナー

学生・全職員を対象に

育児や介護・キャリアップの体験談など
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キャリア支援部門



• 子供の急病や家族の介護時にも安心な支援

病児・病後児保育室「のんの」

病児一時預かり室「ぷち・のんの」

バックアップナースシステム

• 託児サービス提供
子育て中の職員が大学病院内で実施する研修会・講習会

などに参加しやすいように、託児サービスの支援

・キッズスクール（夏休み・冬休み）
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子育て・介護支援部門 病児・病後児保育部門



学童保育サポート 『キッズスクール』

‣長期休暇中（夏休み・冬休み）の2～3日間

‣対象：小学１年生から６年生（保護者：本学全職員）

‣定員：20～30名

‣医学生・看護学生ボランティアのサポート

平成２５年夏の特別授業

「ひとのからだを知る」

平成２３年夏の特別授業

「防災について」
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次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定
した企業のうち行動計画に定めた目標を達成し、一定
の基準を満たした企業は、「子育てサポート企業」と
して、「くるみん認定」を受けることができる。
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平成25年度
北海道男女平等参画

チャレンジ支援賞受賞

H27年度
厚生労働大臣認定

「くるみん認定」取得



平成29年度 旭川市
「ワーク・ライフ・バランス推進事業者表彰」受賞
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大学病院での糖尿病内科医として

「大学病院は最終的な行先？」

・合併症が重症化してからの紹介患者
・治療難渋例
・他疾患で入院中のコントロール不良や未治療患者

「糖尿病性血管合併症評価入院」
1週間のクリニカルパス入院
外来受診をせずに直接入院予約が可能なシステム

「糖尿病地域連携パスの実施と拡大」
糖尿病専門医としての医療提供と機能分化

「1型糖尿病女性の会」を開催
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大学病院での糖尿病内科医として

• 学生教育・研修医教育（症例プレゼンゼミ）
現病歴から考える糖尿病
プレゼンテーションスキルアップ

人に伝える方法、人のプレゼンを聞く方法
疑問にたどり着く方法
疑問の答えを導き出す方法

・チーム医療・グループ診療
カンファレンスで患者情報を互いに伝え、
必要な検査方法や最適な治療方針を議論しあう
たくさんの考えを聞き、迷い悩むこと
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糖尿病内科医を続けてこれたのは

・糖尿病診療が好きである

・周囲のサポートに支えられた
家族・恩師・同僚・後輩らに感謝！
患者さん達にも感謝！

・新しいことへのチャレンジ精神
・想定外の出来事への対応力が鍛えられた

・大きな病気をしなかった（自分も家族も）
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可能な仕事の範囲はライフイベントや環境変化
と共に変化するので、
「今、自分にできること」を、できるだけやっ
てみる
「負担を減らしてもらわなければ仕事ができな
い」ではなくて、「周囲の負担を少しでも減ら
すために、今、自分ができることを探す」
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