
女性外科医の育成と
ワークシェア・ワークライフバランス

第56回日本糖尿病学会近畿地方会ワークショップ（2019年11月9日）
於 大阪国際会議場

（あくまで当科での取り組み）
自治医科大学附属さいたま医療センター 一般・消化器外科

力山 敏樹



⚫COIはありません。







これまでに全国で5回講演
今後も大阪、徳島で講演予定



序論



外科医の減少
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第118回日本外科学会定期学術集会 特別企画より





女性医師の増加









女性医師の割合 （学会別）
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序論総括

✓外科医数は年々減少している

✓女性医師は増加している

✓外科を志望する女性も増加（？）している（印象）

✓外科医減少を食い止めるにはまず女性を外科に勧誘

✓女性外科医が仕事を継続できる環境を整える



当院当科紹介



自治医科大学さいたま医療センター

✓標榜診療科 20科

✓許可病床数 628床

✓医師 333人（研修医含む）

✓初期研修医 56人（女性25人45%）

✓院内保育所「あおぞら」

✓病児保育所「ひまわり」



一般・消化器外科

✓医局在籍者39名

✓女性10名（約26%）

✓大学院生6名、派遣等9名

✓病棟外来の実働は18名程度

✓臨床は肝胆膵、上部、下部、乳腺甲状腺、小児の5
チーム

✓上級医は固定、シニアはローテート

✓病床数75床

✓手術件数年間1100〜1200件



自治医科大学附属さいたま医療センター
一般・消化器外科手術数推移
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呼吸器外科を除く



今春外科専攻医

✓一般・消化器外科

✓女性1名のみ

✓心臓血管外科

✓手術件数年間950〜1000件

✓男性2名

✓呼吸器外科

✓手術件数年間450〜500件

✓男性1名



当科女性医師（2019年3月時点）

✓A 平成12年卒、既婚（夫非医師）、子供2人（8歳、6歳）

✓B 平成17年卒、既婚（夫外科医）、子供2人（6歳、1歳）

✓C 平成19年卒、未婚、大学院4年

✓D 平成21年卒、既婚（夫外科医）、大学院1年

子供1人（0歳）

✓E 平成22年卒、未婚、国内留学中

✓F 平成23年卒、未婚、大学院1年

✓G 平成24年卒、既婚（夫非医師）、国内留学中

✓H 平成26年卒、既婚（夫内科医）、派遣中

✓ I 平成26年卒、未婚（非医師と年内結婚予定）

✓J 平成28年卒、未婚



✓A 平成12年卒、既婚（夫非医師）、子供2人（8歳、6歳）

✓B 平成17年卒、既婚（夫外科医）、子供2人（6歳、1歳）

✓C 平成19年卒、未婚、大学院4年

✓D 平成21年卒、既婚（夫外科医）、大学院1年

子供1人（0歳）

✓E 平成22年卒、未婚、国内留学中

✓F 平成23年卒、未婚、大学院1年

✓G 平成24年卒、既婚（夫非医師）、国内留学中

✓H 平成26年卒、既婚（夫内科医）、派遣中

✓ I 平成26年卒、未婚（非医師と年内結婚予定）

✓J 平成28年卒、未婚

平成23年以降の新規入局者は女性のみ！！

（当センター初期研修終了者）

当科女性医師（2019年3月時点）



✓A 平成12年卒、既婚（夫非医師）、子供2人（8歳、6歳）

✓B 平成17年卒、既婚（夫外科医）、子供2人（6歳、1歳）

✓C 平成19年卒、未婚、大学院4年

✓D 平成21年卒、既婚（夫外科医）、大学院1年

子供1人（0歳）

✓E 平成22年卒、未婚、国内留学中

✓F 平成23年卒、未婚、大学院1年

✓G 平成24年卒、既婚（夫非医師）、国内留学中

✓H 平成26年卒、既婚（夫内科医）、派遣中

✓ I 平成26年卒、未婚（非医師と年内結婚予定）

✓J 平成28年卒、未婚

当科女性医師（2019年3月時点）



✓A 平成12年卒、既婚（夫非医師）、子供2人（8歳、6歳）

✓独身時代に出身大学で学位取得

✓2年間の米国研究留学中に結婚（夫ミュージシャン）

✓内視鏡外科技術認定医（大腸）を目指し2014年当科へ

✓3年間子育てしながら手術（後述のカンファ当直免除）

✓3年間では技術認定医取得できず

✓子供との時間を大切にしたいと2017年春から時短勤務

（手術助手1日、外来及び化学療法半日、外勤1日）

当科女性医師（2019年3月時点）



✓D 平成21年卒、既婚（夫外科医）、大学院1年

子供1人（0歳）

✓内視鏡外科技術認定医（胃）を目指しがんセンター東病院
へ2年間国内留学

✓昨年春出産と同時に技術認定医合格

✓子育てのため大学院入学

（本来は1年間病棟勤務義務だが免除）

当科女性医師（2019年3月時点）



✓B 平成17年卒、既婚（夫外科医）、子供2人（6歳、1歳）

✓夫は単身赴任で当院赴任以来9年間別居中

✓第1子出産後、第2子出産までの5年間に、消化器外科専門
医、内視鏡外科技術認定医（大腸）取得

当科女性医師（2019年3月時点）



専門医取得のためには

消化器外科学会 内視鏡外科技術認定医

症例数 450例 低難度手術 50例
もしくは高難度手術20例

学会など 総会・大会それぞれ
に1回

セミナーの受講（5年以内）
総会の参加や縫合結紮講習会
などの参加

業績 筆頭者として3編，
学会発表3件

論文2編，学会発表3つ
（共著も可）

試験 筆記100題，
口頭試問

手術ビデオ，縫合結紮ビデオ

合格率 7-8割 2-3割



当科での取り組み（B医師発表スライド）

朝7:30からのカンファレンスの参加免除

原則18時（最大で20時）までの勤務

当直・夜間呼び出しの免除 （3才まで）

その一方で、

日中に行われる予定手術には他の医師と同等に

参加，修練できる．

専門医取得に必要な症例を積める
学会発表・論文執筆の時間を確保できる



B医師の勤務形態
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当科での取り組み（B医師発表スライド）

・院内でシミュレーターを使ったトレーニング
・他病院のエキスパートによるビデオカンファレンス
・アニマルラボ

医局行事はすべて子連れで参加可



これができるのも（B医師発表スライド）

・医局員の協力のおかげ
私だけでなく，子供も育ててもらっている

・家族の協力のおかげ
子どもの急病や仕事が終わらない時



希望する支援（外科学会調査）

0 10 20 30 40 50 60

労働条件の明瞭化

職場の意識改革

他職種への役割分担

緊急時の代替要員の確保

身分の明瞭化

チーム制の導入

留学・研究の機会に関する制度

フレックスタイム制度の導入

ワークシェア制度の導入

卒後研修制度の柔軟性

院内保育所の整備

病児保育の充実

家族の意識改革

就職情報・人材ネットワーク

休業後の再教育制度

✓ 下部2チーム
✓ 肝胆膵、上部、乳腺甲状腺、小児各

1チーム
✓ 長時間手術は交代制
✓ 手術はなるべく定型化
✓ 土日は交替で必ず休む
✓ 回診業務もなるべく分担
✓ 外勤日はセンターに戻らない



希望する支援（外科学会調査）

0 10 20 30 40 50 60

労働条件の明瞭化

職場の意識改革

他職種への役割分担

緊急時の代替要員の確保

身分の明瞭化

チーム制の導入

留学・研究の機会に関する制度

フレックスタイム制度の導入

ワークシェア制度の導入

卒後研修制度の柔軟性

院内保育所の整備

病児保育の充実

家族の意識改革

就職情報・人材ネットワーク

休業後の再教育制度

子育て中は
✓ 朝カンファランス免除
✓ 当直、オンコール免除
✓ 術者に当てる
✓ 長時間手術は手を下ろしても可
✓ 術後管理はチームで

そのかわり
✓ 日中の可能な雑用は積極的に



希望する支援（外科学会調査）

0 10 20 30 40 50 60

労働条件の明瞭化

職場の意識改革

他職種への役割分担

緊急時の代替要員の確保

身分の明瞭化

チーム制の導入

留学・研究の機会に関する制度

フレックスタイム制度の導入

ワークシェア制度の導入

卒後研修制度の柔軟性

院内保育所の整備

病児保育の充実

家族の意識改革

就職情報・人材ネットワーク

休業後の再教育制度

✓ 夜間は当直、オンコールで対応
✓ 代替要員は協力しあって
✓ 時短勤務は外来、化学療法、手術助
手などで貢献



希望する支援（外科学会調査）

0 10 20 30 40 50 60

労働条件の明瞭化

職場の意識改革

他職種への役割分担

緊急時の代替要員の確保

身分の明瞭化

チーム制の導入

留学・研究の機会に関する制度

フレックスタイム制度の導入

ワークシェア制度の導入

卒後研修制度の柔軟性

院内保育所の整備

病児保育の充実

家族の意識改革

就職情報・人材ネットワーク

休業後の再教育制度

✓ チーム医療
✓ 子育て女医の働き方
✓ ワークシェア（負担増？）

✓特に若い女医の説得！！！
（女性の敵は女性）



女医の説得

若い独身女医・子供のいない既婚女医
⚫あなたにもそういう時代が来る可能性が高い

⚫出産、子育てを終わった女性外科医が若い世代のバック
アップをする良いサイクルが作れれば

子育て中の本人
⚫常に周りに助けられているという自覚を表現すべき

毎日親や職場や保育所に「すいません」と言って
いるのに、これ以上謝らなければならないんです
か！！！！



希望する支援（外科学会調査）

0 10 20 30 40 50 60

労働条件の明瞭化

職場の意識改革

他職種への役割分担

緊急時の代替要員の確保

身分の明瞭化

チーム制の導入

留学・研究の機会に関する制度

フレックスタイム制度の導入

ワークシェア制度の導入

卒後研修制度の柔軟性

院内保育所の整備

病児保育の充実

家族の意識改革

就職情報・人材ネットワーク

休業後の再教育制度

✓ メディカルクラークの活用
（NCD入力、オーダー入力等）

✓ ナースプラクティショナーの導入



希望する支援（外科学会調査）

0 10 20 30 40 50 60

労働条件の明瞭化

職場の意識改革

他職種への役割分担

緊急時の代替要員の確保

身分の明瞭化

チーム制の導入

留学・研究の機会に関する制度

フレックスタイム制度の導入

ワークシェア制度の導入

卒後研修制度の柔軟性

院内保育所の整備

病児保育の充実

家族の意識改革

就職情報・人材ネットワーク

休業後の再教育制度

✓ 夫を説得
✓ 夫の上司を説得

✓妻の同僚が協力して
夫の出世を助ける



結婚に対する意識・契約

これから結婚する女性医師（夫婦医師の場合）（男性も）
⚫ 共に家事、子育てを行うという契約をお互いに交わす
⚫ どちらが出世を目指すのか、どちらも目指すのか

⚫ ダブルインカムなのだから、ベビーシッター等への出費
を惜しまない

⚫ 少なくとも妻や妻の同僚だけが負担を負う事にならない
よう結婚前や当初から夫に強く意識付けさせる



希望する支援（外科学会調査）

0 10 20 30 40 50 60

労働条件の明瞭化

職場の意識改革

他職種への役割分担

緊急時の代替要員の確保

身分の明瞭化

チーム制の導入

留学・研究の機会に関する制度

フレックスタイム制度の導入

ワークシェア制度の導入

卒後研修制度の柔軟性

院内保育所の整備

病児保育の充実

家族の意識改革

就職情報・人材ネットワーク

休業後の再教育制度

✓ 有名講師を招いて院内でドライラボ
✓ 有名講師を招いてビデオクリニック
✓ 内視鏡外科学会認定のセミナーを3
〜4回/年主催



当科女性医師

✓A 平成12年卒、既婚（夫非医師）、子供2人（8歳、6歳）

✓B 平成17年卒、既婚（夫外科医）、子供2人（6歳、1歳）

✓C 平成19年卒、未婚、大学院4年

✓D 平成21年卒、既婚（夫外科医）、大学院1年

子供1人（0歳）

✓E 平成22年卒、未婚、国内留学中

✓F 平成23年卒、未婚、大学院1年

✓G 平成24年卒、既婚（夫非医師）、国内留学中

✓H 平成26年卒、既婚（夫内科医）、派遣中

✓ I 平成26年卒、未婚（年内結婚予定）

✓J 平成28年卒、未婚

問題は
十人十色

目指すものがそれぞれ異なる



自分を振り返って

留学前までは

✓外科医は24時間365日働くもの

✓手術は開始から終了まで一人の執刀医が行うもの

✓術後管理の責任は夜も休日も執刀医

帰国後

✓妻が白血病で7ヶ月間入院（子供小4、小2）

✓突然の子育て、外科医、看護の両立！！

✓子供の習い事の送り迎え

✓子供に夕飯を食べさせ、妻を見舞い、病院に戻る生活

✓仕方なく当直免除をお願いした



自分を振り返って

✓妻は無事退院したが家事は手伝う必要

✓息子が少年野球→車出しや審判で日曜回診不可

✓所用が増加し長い手術の後半や術後管理を任せるように

✓私自身の意識改革

✓グループ制導入、休日交代制、当直やオンコール免除、術
者交代制、等の考え方の基本に



女性

持病あり

当直不可

男性

育児

フルタイム

男性

介護

夜勤＋週3日

女性

育児

フルタイム

男性

独身

フルタイム

女性ｘ２

ワークシェア

時短勤務
男性

育児

時短勤務

女性

独身

フルタイム

それぞれの人生に
必要な働き方を目指し、
広く人材を活用することで
生産性を高めることが

目標

ダイバーシティ（DIVERSITY） ≠ 女性支援・女性活用

ダイバーシティ（DIVERSITY） = 多様性（VARIETY）

東北大学植松先生のスライドを改変

社会が必要としているのは「美しい妥協」
（建築家・隈研吾 日刊建設工業新聞）



まとめ

⚫女性外科医を増やさないと外科医は増えない

⚫外科医が増えないとワークシェアは破綻する

⚫女性外科医のキャリアパス、多様な働き方を呈示
しないと後進女性は外科を選択しない

⚫ワークライフバランスは各自の考えを尊重

⚫各自の要望を丁寧に聞く

⚫再教育を含め要望に組織として積極的に対応

⚫不公平感をなだめながら組織として意識改革


