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春日井市：人口約31万人  

  

春日井市民病院 
  （約550床） 

糖尿病センター 
 外来通院患者 2000名/月 
 入院患者     250名/年  



経済協力開発機構（OECD） 

先進国35か国最下位  

OECD女性医師割合平均 

 1990年：29% 

 2000年：38% 

 2015年：46% 
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性差医療 

 1977年米国では妊娠の可能性のある女性を医学・薬学の研究に 

  参加させないような通達が出された。 

 1980年後半には女性に関する医学的データが少ないことが問題になった。 

 2001年から日本で初の女性外来が開設。 

医療のおいて患者側のジェンダーは注目されてきた。 

一方医療者のジェンダーに関して論じられる機会は少なく治療成績や

診療内容の違いについては不明確な点が多い。 

「医療とジェンダー」 



医師の性別は2型糖尿病患者の糖尿病管理に関係する 

【デザインと方法】 

 3096人の診療所医師（男性66.3％）が診ている、5万1053人の外来患者（男性48.6%） 

 についての横断研究。 

 アウトカム指標は、診療過程、中間アウトカム、医薬管理の状況。 

 診療の質は、ADAガイドラインに基づいて判断。 

 オッズ比は年齢、性別、罹病期間、動脈硬化性疾患の有無で評価。 



RESULTS 



女性医師の患者の方が治療目標を達成する割合は高かった。  

RESULTS 

男性医師 女性医師 P値 ODDs ratio 
（95% 信頼区間） 

HbA1c < 6.5% 25.4 28.3 0.002 1.14 (1.05-1.24) 

LDL-c < 100㎎/dl 14.8 16.8 0.002 1.16 (1.06-1.27) 

sBP < 130㎜Hg 15.2 16.5 0.018 1.11 (1.02-1.22) 

降圧薬投与割合 72.2 78.0 < 0.0001 1.35 (1.24-1.46) 

ACEi投与率 42.0 46.1 < 0.0001 1.17 (1.09-1.25) 

＊ オッズ比は年齢・性別・罹病期間・動脈硬化疾患の有無で補正。 



【結論】 

   2型糖尿病患者の糖尿病ケアに医師の性別は影響した。 

   女性医師は全体に質のより高い糖尿病ケアを提供し、 

   特に将来の重要なリスク管理に長けていた。 



慢性心不全のガイドラインに準じた治療は医師と患者の性別の影響を受ける 

【デザイン】 

 慢性心不全患者1857例（男性52.6％）を対象とした観察研究。 

 患者の63.3％が男性医師の治療を受けていた。 

 平均年齢、男性66.5歳、女性70.0歳であり、患者の多く（男性73.7％、女性71.1％）は 

 NYHAクラスⅡであった。 

 治療は慢性収縮期心不全の治療ガイドラインに従い判断した。 



女性医師 
× 

男性患者 

男性医師 
× 

女性患者 

RESULTS 

女性医師と男性患者の群が最も良く、男性医師と女性患者の群が最も悪い。 



【結論】 

   慢性心不全の治療ガイドラインを遵守の度合いには 

   医師・患者それぞれで性差あり。 

   内科医は患者治療において先入観にとらわれないように 

   この問題点を意識するべきだ。 

   今後この現象を詳細に説明できる研究が必要である。 



男性医師と女性医師の内科治療における 

  入院30日死亡率および30日再入院率の比較 

UCLA助教（医療政策学者、医師）。 

日本で内科医として勤務した後に、世界銀行を経て、 

ハーバードで医療政策学のPhDを取得。 

専門は医療政策学、医療経済学                                                                                                                       

                                                       （本人 Twitter : @yusuke_tsugawa より） 

津川 友介 
Yusuke Tsugawa, MD 



 2011年-2014年に米国の急性期病院に入院した65歳以上の高齢者。 

 担当医が男性医師の場合と女性医師の場合で、内科的疾患入院患者の 

    入院30日以内の死亡率と退院後30日以内の再入院率を比較。 

 男性医師と女性医師を比較するために以下の要因を補正。 

 調査対象はメディケア（高齢者・障害者向けの公的保険）に 

   加入している約130万人。 

患者側：年齢・性別・人種・主病名・27の併存疾患・収入・メディケイド加入の有無 

医師側：年齢・出身大学・医学部の種類 

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS 





RESULTS 



RESULTS 

入院患者数 

リスク補正後の患者の予後 
（95％信頼区間） 

P値 

女性医師 男性医師 

30日死亡率 1,283,621 11.1% 
（11.0-11.2%） 

11.5％ 
（11.4-11.6%） 

< 0.001 

30日再入院率 1,249,210 15.0% 
（14.9-15.2%） 

15.6% 
（15.5-15.6%） 

< 0.001 

ホスピタリスト（入院患者のみを診療する内科でシフト制勤務）における 
データにおいても同様の結果であった。 







女性医師の診療に注目したこと！ 

女性医師の診療が優れている？ 

＞
 

＊女性医師と男性医師の働き方には 

   差があると考えトライアルが行われた。 



なぜ女性医師の方が患者の予後がよいのか？ 

 クリニカルガイドラインに沿った治療方針を打ち出す。 
Kim C, et al : Diabetes Care. 2005;28(7):1594-1598 

 予防的治療に積極的。 
Andersen MR, et al : Women Health. 1997;26(1)29-39 

 患者中心のコミュニケーションを実施している。 

 スタンダード化されたテストの実践が得意。 

 患者に対して心理社会的カウンセリングを提供する。 

 専門外のことを他の専門医によく相談し可能な限りリスクを避ける傾向。 

 より詳しい検査を行うなど慎重に診療を進めている可能性を示唆。 

Bertakis KD,et al : Med Care. 1995;33(4):407-416    

Fergus on E, et al : BMJ. 2002;324(7343):952-957 

Roter DL, et al : JAMA. 2002;288(6):756-764 



「男女の違い」本の先駆け 

アラン・ピース＋バーバラ・ピース 著 
 
1999年 英国で出版 
2001年 日本語版が出版 
世界42か国でNo.1ベストセラーになった。 

「察しない男、説明しない女  
男に通じる話し方 女に伝わる話し方」ディスカヴァー・トゥエンティワン 

「ベスト・パートナーになるために 
男は火星から、女は金星からやってきた」 三笠書房 



「話を聞かない男、地図が読めない女」より 

 女性は声に出して考える、男性は結論だけを口にする。 

 女性は同時に複数の作業を行う、男性は一度に一つずつ。 

 女性は周辺視野が広く、男性はトンネル視が得意。 

 女性が悩みについて話すのはストレス軽減策に過ぎない。 
  聞いてもらいたいだけで解決してほしいと思っていない。 
  男性は悩みを打ち明けられると解決策を提案する。 

 男性が悩んだときは自問自答。 

 女性は攻撃や対立、不和を避けて相手と調和を保つために婉曲的に 
  表現する。 

 男性の話す言葉は短く、論理的な構造がはっきりしている。 
  仕事の話を迅速にまとめたり、他人に対して権威付けする手段となる。 



糖尿病学会の女性医師の増加 



女性医師の診療の話題と言えば・・ 

時短勤務、当直免除、業務縮小 etc. 

困っていること、問題点、改善希望点 etc. 

できないこと・・  

女性の得意なこと、診療の特徴を明らかに。 

男性医師中心の診療体制に 

        女性医師の良さを発信していきたい。 



女性医師と男性医師の働き方の 
               違いがわかる。 

様々な医師の働き方（多様性）にも関心がもたれ 

より良い就労環境が期待できる。 



ご清聴ありがとうございました。 




