
家事育児は日常業務 
 ～共働きで子育て中の男性医師の立場から～ 

富山大学第一内科（呼吸器内科）    
                           岡澤 成祐 

2018年9月23日 第92回中部地方会 
ワークショップ「ライフイベントとアンコンシャスバイアス」 

Web用に一部追記、写真を削除しています 



日本糖尿病学会 
COI開示 

 
富山大学第一内科（呼吸器） 岡澤成祐 

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。 



目 的 

糖尿病専門医で常勤医のパートナーが
いる男性呼吸器内科医師の視点から、
普段の共働きの経験から感じたことや
今後の課題について提唱する 



概 要 

1. 普段の生活～困ったこと 
2. 学会のとき～経験したあれこれ 
3. 小学校１年問題～これから迎えられ

る方々へ 
4. 今後の課題 



自己紹介 
長野県長野市出身 
2004年3月 信州大学医学部卒 
富山大学附属病院 初期臨床研修 
初期臨床研修医 2年目の冬に結婚 
妻：第一内科 糖尿病・内分泌グループ 
富山大学附属病院 救急部 後期研修医 
同 第一内科(呼吸器) 後期研修医 
富山大学大学院 入学 
2011年 第一子誕生 生後3ヶ月から大学の保育園へ 
呼吸器専門医取得 
大学院卒業 病棟業務復帰 
2016年 第二子誕生 生後2ヶ月から大学の保育園へ 
現在卒後15年目 一家4人暮らし 



家族構成 
一家 ４人 
 長女 小学２年生 8歳 
 長男 保育園児 今年2歳 

希望により写真削除 



実家（富山→長野）までの距離 
• 高速道路で片道約３時間 往復６時間 
• 交通費 自家用車往復で１回 約16,000円 
• 北陸新幹線 片道最短 46分 約7,000円/人 

妻の職場 
週４黒部 
 常勤２名 
 土曜外来 
週１飛騨 
 専門外来 

有磯海SA 
しんきろうソフト 

妻の実家 
東京 

何かあったら 
基本的に自分が対応 
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普段の生活(子供が一人の時) 

約週１回当直 毎週金曜日一晩子守り 

塾など 

保育園へ 保育園へ 保育園へ 保育園へ 

週２～４回 保育園につれていく 

20:00 18:30 20:00 18:30 20:00 お迎え 

射水と 
飛騨の 
外来 
 
病気の 
時どう 
する？ 

どちらか行ける方 



普段の生活(子供が二人の現在) 

約月2回当直 

塾など 

保育園へ 保育園へ 保育園へ 保育園へ 

当直明け以外毎朝保育園につれていく 

20:00 20:00 20:00 --:-- 20:00 お迎え 

保育園へ 

木曜日以外は奥さんが学童、木曜日は二人お迎え 



驚愕の金額 一晩18,000円 

 やむを得ない事情でファミリーサポート
センターを利用 

 長女を一泊面倒をみていただいた 
 一泊の費用が18,000円 
  ということは、 
 例えば一方の当直の時の子守りに対する

対価は18,000円に相当 

家事育児は日常業務 



当直の予定調整 
• 前月10日までに医局に当直不可日提出 
• 前月20日までに保育園に土日シッター提出 

– 予想して呼吸器の週末回診当番の日を依頼 
• 前月25日までに保育園の日程を提出（金曜日は

お泊り保育可） 
• 前月25日までに学童保育の日程を提出 
• とにかく徹底して、二人の予定が重ならないよ

うに調整 
• 小学校、保育園の年間予定をまず把握 
• 時間外の仕事を入れるときは２か月前でないと

無理！ 
• できるだけワンオペ育児にならないように 

 



土日に子供を連れて医局に行きます 
おむつを替えるところがありません 

医局で学会発表の準備中 



大学病院のトイレに行きます 

なんとなく、男性が入りにくい配置 



とってつけたような脚台 

子供を抱いていてトイレに入りたいときに、廊下を歩いていた医
師にちょっと抱っこしてもらっていたことも 



現在は改修されて 



とても使いやすい 

 



小児科外来前のトイレ 

子供連れの父親も入りやすい 
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土曜日に外来をしているので… 
日本医学教育学会大会 

娘３歳 
同級生と紅一点 

千葉大学医学部  

娘7歳 

札幌コンベンションセンター 



2018年6月の週末の予定 

6/2-3 合唱の合宿 
（娘とお泊り） 
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2018年6月の週末の予定 

6/2-3 合唱の合宿 
（娘とお泊り） 

6/9 息子の保育園の運動会 
6/9 娘と研修医の学会壮行会 

6/10 息子と呼吸器地方会 

6/15 娘と上野のホテルへ 
6/16 びまん班の間、娘は祖母と 
6/16 息子は妻がシッターへ 

6/22夜 息子を長野駅で祖父母へ 

6/23 アレルギー学会で発表 
して長野の実家で一泊 



6月の週末をまとめると 
 保育園、学校の行事と学会が重なる 
 趣味、飲み会には可能な限り子連れで参加 
 呼吸器合同地方会の託児所は現在小学生の

受け入れなし 
 それでも、ようやく軌道にのりました 

→ 皆様のパートナーの学会でもありそうな状況をお話しします 

 課題 
 学会ではない研究会では託児所がない 
 アレルギー学会は託児所がキャンセル待ち 
 そんな時はやはり実家が頼り 
 時々は祖父母は孫に会いたいらしい（急には無理） 

 



2013年2月 日本呼吸器学会 
北陸支部医師支援ワーキンググループ 

 
– 北陸の女性呼吸器科医師を支援するための企画 
– 結論：呼吸器科医を増やさないと解決しない 
– 託児サービスを導入するかアンケートを予定 

 

でも、その土曜日昼から開催のワーキンググループのため 
自分は娘の保育園の「おゆうぎ会」を途中退席 
奥さんに少し早くあがってもらってお迎えをお願いするとい
うジレンマ 



2015年1月 第5回 北陸支部医師支援
ワーキンググループ資料より 

  

→ 2015年5月の新潟の地方会から導入を開始 



蓋をあけてみると 
 2005年5月の新潟の地方会初の託児所 

 利用者は自分一人 
 評議委員会では、「男性医師一人の利用でどう

いう家庭の事情があるのでしょうね？」と話題
になっていたらしい 

 何故自分はつれていったのか？ 
 託児の案内が１週間前だった！→普通いけない 
 利用者０は絶対に避けたいので連れて行った 
 11月の地方会開催→演題募集と同時に案内 
 自分を含めて2名の利用者 

 小児科の先生に相談したら、利用者がいな
いということはなかったとのこと 



学会の時に感じる違和感 

1. 新潟のある学会での出来事 
2. 通常、託児室は目立たない場所 
3. 受付で案内された方向にいってもない 
4. 直接案内してもらったら 
5. 「この先、授乳室」と書かれた扉の向こう 
 ⇒ そう簡単に、男性は入れないでしょう！！ 
 

 
 



託児所は女性医師が使用するもの？ 
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小学校１年生で困ったこと 
 入学式（外勤日と重なっていけなかった） 
 授業参観（平日、休日） 
 なにかイベントがあるが、実は親が参加 
 運動会→振替休日 
 地域活動の参加が急に増える 
 夏休み、ラジオ体操当番 
 毎日20時のお迎え（学校の宿題、夜更かし） 

  
 平日の長期学会に連れて行きにくい 
 2人目も生まれたので奥さんの平日当直は終了 
 2年生では前の年の2月には年間の予定がわかる 



糖尿病学会中部地方会では 



長期の学会の時は？ 
• アメリカ胸部疾患学会 

– 5/15(木) 大学病院当直 
– 5/16(金) K総合病院当直 
– 5/17(土) 実家（長野）へ往復 
– 娘をあずける 
– 5/18(日) 富山空港発 
– 5/23(金) 富山空港着 長野へ 
– 5/24(土) 一泊して富山へ 

 

小学校１年生になったら難しい 
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富山大学第一内科でよかったこと 

• 土日当番制（各グループ別） 
• できるだけ夜間は当直医対応 

– 必要時、他のグループオンコール体制 
• スマイルキッズ 

– 延長保育（だいたい一番遅くに迎えに行く） 
– 病児保育（一般の保育所では難しい） 
– 一泊保育（毎週金曜日、以前は月１回活用） 
– 休日シッター（月１～２回活用） 

 今後は病棟業務のプロトコール化をすすめて、 
だれが担当しても一定の医療を提供できるように 



8年間、通っている娘は医局員と仲良くしていただいて
います 

できるだけ子供と参加しても大丈夫な
風潮にするためにいろいろ連れて行く 

 

研修医の地方会発表の打ち上げ 

息子さんをつれた呼吸器部長との写真 



 スーパーでベビーカーをおしていると、「が
んばってますね」と声をかけられる 

 予防接種につれていくクリニックで「いつも、
お父さんがつれてきていますね」と声をかけ
られる 

 スーツで新幹線で研究会のために実家につれ
ていくとき見知らぬ人からねぎらわれる 

一人で子供を連れてよく言われること 

ありがたいのですが、一般的にお母さんもやっていること 
社会として男女問わず子育て世代にねぎらいを 

ただ、ポリオ生ワクチン接種や6か月健診などは、周りに 
母親ばかりの環境なので 
本当に男性一人で待っているのはつらいです．．． 



これから子育てを始める 
若い先生方に向けて 

• 子育てしていてもしていなくても、早く帰宅で
きるような環境 

• 土日は当番のみの出勤になるようなシステム作
り 

• パートナーの当直はおすすめです！自分の時間
を持つことができ、ストレス発散になります 

• 出来るだけワンオペ育児にならないように負担
を分散しましょう 

• お迎えなどで時間が制限されるならば、日中は
その分頑張るべし！ 



当直前：右から今晩のパジャマ、明日の
着替え、明後日の保育園一式を準備 

 



解決できない課題 
 大学保育園の定員不足（拡張予定） 
 自分が外科医であれば同じことができただろ

うか？ 
 異動が多い世代に同じことができただろう

か？ 
 保育園の転園は大変 

 市中病院の一人主治医でも同じことができた
だろうか？ 
 時間外救急対応 

 全ては、男女問わず余裕のある人員が必要 



結 語 

 夫婦共働き家庭が子育てと両立するために 
 男性医師も家事育児の対価を知る 
 年間予定、月間予定を把握して仕事を調整 
 負担を分散するために学会託児所を利用 
 職場環境の定時化、土日当番体制の確立 
 人員が必要（ただ、これが一番難しい） 
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