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岩手医科大学研究者支援講演会 

見つめ直してみませんか？ 
私たちの 

働きかた・暮らしかた
ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス

 

第 1回 
岩手医科大学研究者支援講演会 

見つめ直してみませんか？ 
私たちの 

働きかた・暮らしかた
ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス

 

主催：岩手医科大学研究者支援室設置準備委員会 
後援：岩手県医師会、岩手医科大学医師会、岩手医科大学医学部教務委員会・歯学部

教務委員会・薬学部教務委員会・共通教育センター教務委員会、圭陵会、 
尚絅会 

連絡先：岩手医科大学研究助成課 吉田 TEL: 019-651-5111(代) 内線 3268  
ホームページ URL:  
       http://w3j.iwate-med.ac.jp/kenkyu/support/Welcome.html 
e-mail: kenkyu@j.iwate-med.ac.jp   （研究助成課） 
 
 

講師：粂  昭苑
くめ しょうえん

 先生   熊本大学 発生医学研究所教授 男女共同参画学長特別補佐 
             「男女共同参画とは？～熊本大学の取り組みと今後の展望～」 

   渥美 由喜
あつみ なおき

 先生    内閣府 男女共同参画会議専門委員 

   「大学経営戦略としてのダイバーシティー、WLB」 
 日時：平成 24年 2月 16 日 (木)  16 時～17 時 45 分 
会場：岩手医科大学 矢巾キャンパス 本部棟 4階大会議室 
       中継会場 内丸キャンパス 創立 60周年記念館 9階第 2講義室 

インターネット放送 (Ustream による LIVE 放送，期間限定の録画放送) 
  ※視聴者は学内者に限定します。視聴方法は下記連絡先までお問い合わせ下さい。                                                      
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岩手医科大学 学長 
 

小川 彰 

ごあいさつ 
 
 

 男女共同参画社会基本法が制定されて 10 年以上が経過しました。 

 私たちは、男女共同参画について十分理解しているでしょうか。   

 男女共同参画とは女性を優遇すればいいということではありませ
ん。男性も女性も平等であるべきとの認識の上で、お互いを尊重し
て生きる社会の実現を目指すものです。 

 本日は、内閣府男女共同参画会議専門委員の渥美 由喜 先生、熊
本大学発生医学研究所教授で男女共同参画学長特別補佐を務めてお
られる粂 昭苑 先生の２名の先生方にご講演いただきます。 

 数年後に本学は矢巾へのキャンパス移転を完了させます。その時
には、全ての職員が平等に活きる新しい岩手医科大学も完成されて
いなければなりません。 

 本日の２人の先生のお話から、みなさんが本学の進むべき道につ
いて多くを学ばれることを期待します。 

第一回岩手医科大学研究者支援講演会の開催にあたり、ご挨拶申
し上げます。 

日本の社会が目指す男女共同参画の動きはここ数年で、飛躍的に
大きくなっていると思われます。それにはもちろん政府が掲げる男
女共同参画基本法制定が後押しをしたと思われますが、日本社会に
おける現実の女性進出が必然的にその動きを加速させたと思いま
す。以前の男性の動きばかりが目立った日本社会に女性の女性らし
い心遣いや男性以上のがんばりが実はかなりの意義を持つことに
人々が気づき始めたためと思われます。 

岩手医科大学に男女共同参画を担当する部署が誕生して 2年が
経ちました。その間、委員各位を始め、多くの方のご協力を頂きな
がら、少しずつ事業を行ってきました。最初は学長主導の直属の委
員会として発足した岩手医科大学研究者支援室準備委員会で、何を
行えば良いか暗中模索の状態もありましたが、周囲の大学や社会の
動きを見ながら行動していくうちに、当たり前のことを当たり前に
行うための方策を地道に行うことが大事との認識を得ることがで
きました。今後は同じ大学で働く皆さんと共にこの認識を共有する
ことが大事と考えます。今回の第一回の研究者支援講演会はその第
一歩と考えます。 

昨年、大震災の慌ただしい最中に、第二次移転事業、並びに内丸
キャンパスの改築が行われ、内丸キャンパス、矢巾キャンパス双方
に多目的保育室が設置され、研究者を取り巻く環境が改善されまし
た。委員会では更なる環境の改善や新たな事業に取り組む予定で
す。皆様のご要望とご協力をお待ちしております。 

最後になりましたが、お忙しい中を講演においで頂いた内閣府男
女共同参画会議専門委員の渥美 由喜 先生、熊本大学発生医学研
究所教授で男女共同参画学長特別補佐を務めておられる粂 昭苑 先
生に心から感謝申しあげます。 

岩手医科大学 
研究者支援室設置準備委員会 

委員長 
 

増田 友之 
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プログラム 

16：00  開会挨拶      岩手医科大学研究者支援室設置準備委員会 委員長 増田 友之 

       学長挨拶                                               岩手医科大学 学長 小川 彰 

       岩手医科大学における男女共同参画ならびに研究者支援活動の現状         

                         岩手医科大学研究者支援室設置準備委員会 副委員長 大橋 綾子 

16：15  男女共同参画とは？～熊本大学の取り組みと今後の展望～        

                  熊本大学 発生医学研究所 教授・男女共同参画学長特別補佐 粂 昭苑 先生 

講演 1 
 

17：00  大学経営戦略としてのダイバーシティー、WLB        

                           内閣府 男女共同参画会議専門委員 渥美 由喜 先生 

～ 休憩 ～ 

                            

17：40  閉会挨拶                          岩手医科大学 事務局長 高橋 俊雄 

17：45  情報交換会（フリートーク）    西研究棟 1階多目的ホールにて 

～ 18：30                    

講演 2 
 

～ 会場移動 ～ 

                            

研究者支援室 設置準備委員会 
平成 22 年度より、本学における男女共同参画の推進を目的とする「研究者支援室」の設置準備のために発足した
委員会。教職員の中から、職位や性別のバランスを配慮して構成されている。現在の委員 : 増田友之、曽根美雪、
近藤ゆき子（以上医学部）、原田英光、成石浩司、阿部晶子（以上歯学部）、大橋綾子、関安孝、斉藤麻希（以上
薬学部）、東尾浩典（共通教育センター）。担当事務 : 研究助成課。               

今回の講演会に関するお問い合わせは、研究助成課 kenkyu@j.iwate-med.ac.jp まで。 



 4  

プロフィール 
東京大学薬学部卒業。同大学院修士課
程を修了後、帝人（生物医学研究所）
に入社。その後、夫である粂和彦氏の
大阪大学大学院入学に合わせて、帝人
を退社、自らも同大博士課程にて学ぶ。
1999 年よりアメリカ・ボストンのハー
バード大学に子供２名を連れ、夫妻で
留学。2002 年帰国し、熊本大学発生医
学研究センター(現 発生医学研究所) 教
授に就任。現在、糖尿病治療応用が期
待される、膵臓β細胞再生の研究に取
り組む。 

2006 年 文部科学省「女性研究者支援
モデル育成」事業の立ち上げに参画。
熊本大学は 2010 年「女性研究者育成
システム改革加速プログラム」事業に
も採択され、大学における男女共同参
画推進のモデルケースとなっている。
現在も男女共同参画学長特別補佐とし
て活躍中。 

 熊本大学では、平成 18 年から 21 年にかけて、文部科学省科学
技術振興調整費「地域連携によるキャリアパス環境整備」を行いま
した。演者の所属する発生医学研究所はその中でも先進的な取り組
みを学内で率先して行い、学内事業のモデルともなっています。こ
の「地域連携によるキャリアパス環境整備」事業は熊本大学におけ
る男女共同参画推進のきっかけとなりました。大学の基本計画を当
初に作成し、この基本計画に従い、モデル事業終了後も大学経費で
支援事業が継続して行なわれました。現在、女性研究者育成システ
ム改革加速「バッファリングによる女性研究者養成の加速」が採択
され、さらに大学の中の女性教員の比率を上昇させられるよう、男
女共同参画事業のさらなる推進が図られているところです。本講演
では、熊本大学における男女共同参画事業を行ってきた経緯、事業
内容、実際の効果について、また、ワークライフバランスについて
の現在の取り組み、今後の課題について、演者のこれまでの経験を
踏まえてお話したいと思います。 

男女共同参画とは？ 
～熊本大学の取り組みと今後の展望～ 

粂 昭苑 先生  
 

 

熊本大学 発生医学研究所教授     
男女共同参画学長特別補佐 

キーワード 
【ワーク・ライフ・バランス（WLB）】                                                                                    
和訳は「仕事と生活の調和」。「一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、
仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年
期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」ことを指す。 

【女性研究者研究活動支援事業】                                                                                         
文部科学省の科学技術振興調整費の１つ。女性研究者がその能力を最大限発揮できる
よう、「出産、子育て又は介護（ライフイベント）」と「研究」を両立するための環
境整備を行う取組を支援する。平成１８年度から毎年１０～１３の大学・研究機関が
採択されている。 
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プロフィール 
東京大学法学部卒業。複数のシ
ンクタンクを経て、2009 年東
レ経営研究所に入社、ダイバー
シティ＆ワークライフバランス
研究部長。海外 100 社、国内
600社の企業を訪問ヒアリング
し、「ダイバーシティやワーク・
ライフ・バランスは企業にとっ
て単なるコストではない。むし
ろ中長期的に返ってくるハイリ
ターン投資であり、経営戦略と
して取組むか否かで大きく企業
の明暗を分ける」が信条。内閣
府「男女共同参画会議」「少子
化社会対策推進会議」、厚生労
働省「イクメンプロジェクト」
の委員等、多数の公職を歴任。 

プライベートでも育児や介護を
実践、地元のこども会ボランテ
ィア活動をライフワークとす
る。座右の銘は「市民の三面性
＝家庭人、地域人、職業人」。
著書に「イクメンで行こう」「少
子化克服への最終処方箋」など。 

ワーク・ライフ・バランスや男女共同参画を含むダイバーシティは、大
学や病院にとって単なるコストではない。むしろ中長期的に返ってくる
ハイリターン投資であると考えるべきである。本講演では①大学・病院、
企業がダイバーシティやワーク・ライフ・バランスに取り組むことが生
き残るためには不可欠であること、②ワーク・ライフ・バランスやダイ
バーシティを取り入れた先進事例の取り組みとその経営効果、③個人レ
ベルや組織レベルでできることは何か、などについて述べる。 

大学の経営戦略としての 
ダイバーシティー、 

WLB (ワーク・ライフ・バランス) 

渥美 由喜 先生    内閣府 男女共同参画専門委員 

キーワード 
【ダイバーシティ】                                                                                                                   
多様性のこと。ここでは、有能な人材確保のために、女性、外国人、少数民族などを
受容し活用できる組織を作る人材管理手法（ダイバーシティマネージメント）のこと。 

【ライフイベント】                                                                                                          
人生の出来事（イベント）のこと。結婚・出産・子育て・教育・介護など。 

【イクメン】                                                                                                                                 
イクメンとはイケメンが変化したもので、育児を積極的に率先して行う男性、育児を
楽しんで行う男性を意味する。ユーキャン新語・流行語大賞にて、2010 年のトップ
テンとなっている。 
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岩手医科大学における 
ダイバーシティ・WLB 

 
関連データ集 

一番身近で大切な私たちの職場について、この機会に理解
を深めてみませんか。ダイバーシティの観点から、男女比
をはじめとして、外国籍職員数や本学出身者数、職位別年
齢等のデータをまとめました。育児や介護の休業取得状況
やハラスメント相談についても、ご紹介します。 
 

データ提供協力：人事職員課、教務課、医務課 
企画課 2011 NOW~岩手医科大学概要  

 
本学の全職員 2,507 名中、教育職の職員は
632名です（平成 23年度調べ）。大学での
研究者には、この教育職員に加えて、通常、
大学院生、研究生、博士研究員（ポスドク）、
研修医等も含まれます。本学の研究者数とし
ては、千名近くになります。 

教育職員数の所属別内訳は、医学部臨床 366
名、歯学部臨床 83名、基礎統合 80名、薬
学部 67名、医歯薬総合研究所 11名、共通
教育センター24名となっています。 

教育職員は職位別には、教授、准教授、講師、
助教・助手で構成されています。 

職位別の男女構成比と平均在職年数（本学に
おける年数であり、その職位になってからの
年数ではない）には、男女で大きな差が見ら
れます。ちなみに、本学教育職員の平均年齢
は、教授; 57.8, 准教授; 50.6, 講師; 45.5, 助
教・助手; 38.5 歳です。上位職の女性数が統
計的扱いをするには少ないのですが、男女で
大きな差はありません（平成24年1月現在） 

また、本学出身者の教育職員における割合は
左図のようになっています。ただし、薬学部
は新設ですので本学出身者はおりません。 

参考までに、本学の学生並びに大学院生（薬
学部以外）の男女構成比も、全国と比較して
みました。 
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 平成 19 ～ 22 年度の 4年間で、育児休業
（育休）を取得した教育職員は計 13 人、全
て女性です。これは、女性教育職員のおよそ 
15% に相当します。現在は男性職員も育休
を取得できる制度があります。 

 過去５年間で介護休業制度を利用した教育
職員は男女ともにいません。 

 年次有給休暇は、全職員平均で、平均 8日
ほど 取得されています。 

ご存知でしたか？ 岩手医科大学には例えばこんな制度があります 
（研究助成課 HP より一部抜粋） 

産前・産後休暇  （ア）出産予定日の６週間前の日から出産日までの期間 

         （イ）出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間  

通院休暇      妊娠中または産後１年以内の女性職員が母子保健法に規定する保健指導または健康診  
査を受けるときに申請できます。 

配偶者の出産休暇  職員の妻が出産のため病院に入院する等の日から出産の日後２週間を経過するまでに
２日以内の休暇を申請できます。 

育児休業      生後満１歳に達しない子を養育するときに取得できます。 

育児短時間勤務   生後満３歳に達しない子を養育するときに申請できます。 

子の看護休暇    小学校就学前の子が病気・けがをして看護するとき、または予防接種・健康診断を受
けさせるときに申請できます。 

介護休業      要介護状態にある家族を介護するときに取得できます。 

介護短時間勤務   要介護状態にある家族を介護するときに申請できます。 

介護休暇      要介護状態にある家族を介護するとき、１月１日から12月31日までの１年間に５日
申請できます。 

          注：上記はあくまで概要です。詳しくは人事職員課にお尋ね下さい。 

多目的保育室のご案内 
昨年９月に内丸・矢巾両キャンパ
スに、多目的保育室ができまし
た！現在、岩手医科大学に勤務す
る研究者が利用できます。病児・
病後児の保育や授乳等に、また小
学生等の一時保育にもご利用いた
だけます。利用可能時間：平日／
8：30～19：00※事前に利用者登
録（登録無料）が必要。詳しくは、
研究助成課（内線 3268）まで。 

 

利用可能時間：平日／8：30～19：00 
※事前に利用者登録（登録は無料）が

必要です。詳しくは、研究助成課（内線

3268）までお問い合わせ下さい。 
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セクシャル・ハラスメント等の相談窓口 

 

 外国人教育職員は、本学教育職員632名
中、現在10名です。ちなみに、平成23年
度の本邦の大学に従事する外国人教員数
（本務者のみ）は、6,603人です。教授
1,996人中、男性82%、女性18%で、准
教授以下の職位でも男女比はおよそ3:1か
ら2:1となっています。（平成24年2月現
在 統計センターより） 

 本学では「セクシャル・ハラスメント及びこれに類する人としての尊厳を侵害する行為」を防
止するため、セクシャル・ハラスメント等の相談窓口が、平成17年より本学の職員並びに学生等
の全ての「学内関係者」を対象に開設されました。相談員は、所属や男女比を配慮し構成されて
います。現在、人事職員課職員、教員、看護師、臨床心理士、ソーシャルワーカーの計５名です。  

 速やかな解決を目指し、苦情相談に係る問題の事実確認や、就学・就労への不利益を受けない
ような対応に努めています。公正な事情聴取とプライバシーの保護を最優先しています。ハラス
メント等の事実が確認された場合は、被害者本人の同意のもと、人事委員会へ報告します。 

 

 本学では、ハラスメントや人としての尊厳を侵害する行為を防止するために、関係規程を整備
し、相談窓口を設けています。本学の全職員（教育職と一般職）や学生等を含む全ての「学内関
係者」は、尊厳を侵害する行為を受けた場合に、相談窓口を通じて、相談することができます。
下図では、平成19年から23年までの、セクシャル・ハラスメント等の相談窓口への相談件数を、
相談者の性別と共に示しています。毎年数件の相談があります。 
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番外編：被災県の医科大学職員のワークとライフ 
 昨年 3月 11 日に発生した「東日本大震災」。岩手県も沿岸部を中心に大きな被害を受けました。県の医
療を担う本学は、学長の指揮下、被災地医療にも積極的に取り組んだ１年です。 

『ライフ編』 本学職員も 2名負傷し、父母の被災を経験された職員も 14 名います。また実家家屋の被災
届も 80 件（全壊 51 件含む）ありました（人事職員課調べ）。兄弟をはじめとする親族や友人との別離、
故郷や想い出の地の被災を経験された方はたくさんおられたと思われます。 

 ちなみに東北出身者が多い本学学生ですが、幸いにして全員無事でした。しかし、保護者を失ったり、家
庭収入が喪失・激減したりした学生は約 80 名、実家家屋の被災や、原発問題による避難を余儀なくされた
例は 60 件超に及んでいます（学務課調べ）。 
『ワーク編』 日本私立医科大学協会による「被災地への医師等派遣状況」の調査(平成 23 年 11 月 11
日現在)によりますと、全国の国公私立大学 77 校と 113（附属）病院から、2,000 に及ぶ医療チームが派
遣されています。岩手医科大学附属病院も、震災直後の DMAT を含み合計 142 チーム、延べ派遣人数に
して 641 名（医師 230 名、看護師 134 名、保健師、臨床心理士、薬剤師などその他 277 名）が被災地
に赴きました（医務課調べ 平成 24 年 1 月 11 日現在）。現在も、「避難所等における心のケア」を中心
に活動を続けています。 
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 左図は、渥美由喜先生のご
講演にありました「人生の各
段階におけるWLB」のスライ
ドです。 
 医歯学部卒業生では、この
モデルプランよりも少し遅れ
る傾向があります。 
 また、医歯薬学部出身者が
研究者を目指す場合は、早く
て 24歳で卒業し、その後大学
院博士課程（４年間）に進学
することになります。２０代
後半から３０代前半は、生活
費をアルバイト等で賄いつつ
も研究に没頭して「ワーク」
のキャリアを積む時期です
が、同時に重大な「ライフ」
イベントである結婚、出産、
子育てのスタートも重なる時
期となります。 

括弧内数字は収容定員 
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問 8 本学における男女共同
参画社会推進のため、今後何
が必要だと思われますか？ 

(複数回答可) 

「その他」 

男性 女性自身による制度準備 

男性 全体的なマンパワーの充実  

男性 保育時間の延長 

男性 男性同僚の理解、意識改革 

男性 学内育児等施設の整備 

男性 競争社会ですので、なにも必要ないと思い
ますが  

男性 女性教員を大幅に増やすことに魅力を感じ
ない 

男性 24 時間かつ病児保育所の院内整備 

男性 設置準備委員会での男女構成比を検討する 

男性 産休後の復帰サポートと託児・保育システ
ムの充実 

回答者の内訳 

男性 育児施設の充実 

男性 業績重視の意識の徹底 

男性 24 時間営業、病児対応の託児所の完備  

男性 男性の仕事負担が大きく同業であれば女
性のカバーをする余裕がない 

男性 サービス残業の禁止 

男性 勤務条件の改善                                                                                                   

女性 男女なく「人」としての個人技能・意識・
環境などの向上 

男性 完全週休二日制 

女性 女性が少ないことで困ることはないので、
特に問題はない 

e 

【対象】教授・准教授・講師・助教・助手・任期付
助手・研修医・ポストドクター・研究員・大
学院生 

【対象者数】1,005 名  

【回答者数】340 名  

【回答率】33.8%  

【実施期間】平成 22 年 9 月 21 日 

     ～平成 22 年 10 月 15 日  



 11  

問 21 お子さんがいる方におたずねします（問
20 で子どもがいると回答した研究者は 57%）。
最も低年齢のお子さんは何歳ですか？ 

問 17 あなたは、現在ワークライフ
バランスのとれた生活をしていると
思いますか？ 

問 25 介護を必要とされる方はどなた
ですか？（問 23 にて、現在介護に関
わっていると回答した研究者は回答者
全体の 20%） 

問 24 主にその介護を担う方はどなたですか？  

「その他」の回答 

男性 有料施設 

男性 老健施設 

女性 施設に入所 

女性 ひとりは施設にお願いして、もう
一人は、入退院を繰り返している 

女性 老人保健施設 

女性 入所施設 

 岩手医科大学男女共同参画推進に関わるアンケート結果（抜粋）②    
        



 12  

 

男性 フレックス制導入など、勤務態勢の改善・矢巾キャンパス内での夕食が可能な食堂営業  

男性 男女共同参画に関する啓蒙運動が必要です。多くの管理職に受講して頂ける多彩な講習
会を企画下さい。また、国・県への就労環境整備の補助金を要求するのも、大事な方法
論だと思います。 

男性 教員のみならず、病院職員や事務職員も含めて、男女共同参画について意識を共有して
いくことが重要だと思う。 

女性 育児、子育てのみならず、介護のほうに関する休暇など、使える権利についてのアナウ
ンスが不十分で知らないことが多い。印刷物にして配布するなど、職員への周知の徹底
をはかるべきである。 

男性 上司や職場の理解が重要なので、そのような教育、施設、職場環境の改善が大学として
あったらよいと思う  

男性 配偶者の病気や子供の病気など、不測の事態の際に柔軟に支援を受けられる環境の整備
が欲しい。 

男性 やはり、託児所の問題は大きいと思います。仕事が 24時間なのだから、当然勤務時間
をカバーした託児は必要でしょう。また、核家族化が進行し、しかも休むことが許され
ない専門職の為には、病児の保育環境の確保も必要でしょう。このような保育所の有無
は、「優秀な人材を確保」するという目的において、県内他施設に対する大きなアドバ
ンテージになるとおもいますし、早急な整備を希望いたします。 

男性 女性の社会進出は、世の風潮から結構な事だと思いますが、出産等の休暇で周囲の負担
が増します。当直業務も育児中は厳しいので、その分周囲がカバーすることになります。
女性としてはやむを得ないと思いますので、男女の役割分担を考えると、医療特に臨床
系に関しては、男女共同参画は、机上の空論ではないかと考えています。 

男性 知り合いの女性研究者に、出産に伴って助教を辞めて医員になった方がいます。仕事熱
心な方だったため、非常に残念です。出産・育児休暇中だけ、医員を代替の助教として
採用したり、外部からラボテク等を雇うことでポストを維持しておければよかった、と
思います。また一方で、育児休暇中で仕事を休んでいてもアルバイトに行ったり、ほと
んど研究を行う意思のない女性研究者もおり（男性にもおりますが）、そういったやる
気の温度差が男女共同参画の弊害になっているとも考えられます。業績評価による厳し
いチェックも必要ではないかと思います。 

女性 仕事が精神的にも、肉体的にも（欠員の補充がありませんでした）厳しい環境でしたの
で、流産を繰り返し、子供には恵まれませんでした。増員、あるいは人的なサポートが
あれば、子供を産み育てることが出来たと思います。大変残念でたまりません。男女共
同参画と言われていますが、産み育てる女性への仕事環境を再点検して欲しいと思いま
す。もちろん、ひとにより、体力や健康の度合いには違いがありますが、きめ細やかな
配慮を望みます。 

今後、大学で男女共同参画を推進していく上でのご意見・ご要望をご自由にお書き
下さい（総数80のご意見から、一部抜粋） 

アンケートの結果は、研究者支援室設置準備委員会 HP TOP＞その他 
からダウンロード出来ます。 

http://w3j.iwate-med.ac.jp/kenkyu/support/others.html 
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