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はじめに 
 

医療領域における女性医師人口は年々増加の一途にあり、胸部外科領域に

おいても例外ではない。過去数十年間に渡り主として男性の労力に依存して

きた胸部外科領域においても、性別を問わず人材を確保し体制を整えること

は、良質な医療を提供し続ける上で今後の重要な課題であると考えられる。

そしてこの課題は胸部外科領域に限った問題ではないと思われる。 

本会は、会員（特に女性医師）交互の連携および他の学会との連携を計り、

胸部外科領域における女性医師の臨床面および研究面での career 確立・発展

を助長し、幅広く胸部外科領域における医療・医学に貢献することを目的と

し、2006 年に設立・活動を開始した。 

 

 



活動状況 

 
2005 年 12 月 会の設立を考案 (齋藤、高本） 

2006年 1 月 日本胸部外科学会理事会へ日本胸部外科女性医師の会の設立・  

学会期間中の集会開催許可について申し入れ（後日受諾） 

2 月 アメリカ・WTS meeting へ参加（齋藤）、日本における 

       会の設立への協力を依頼、快諾を受ける 

     3 月 プログラム作成開始 

     4 月 テルモハート・野尻へ発起人としての会への参加を依頼・快諾 

アメリカ・ＷＴＳ meeting 参加（高本）、招請講演について 

       依頼 

     5 月 東京女子医大学・冨澤、京都府立医科大学・林田へ発起人と 

しての会への参加を依頼・快諾 

講演演者が Dr. AJ Carpenter、野尻に決定 

         6 月 寄付金・助成金の申請依頼開始 

     8 月 日本胸部外科学会女性会員および学会理事各位へアンケート 

調査実施 

      

10 月 4 日 

    第１回日本胸部外科女性医師の会集会 

    (第 59 回日本胸部外科学会定期学術集会のサテライトとして） 

 

2007年 1 月 アメリカ・WTS meeting へ参加（齋藤）、会の報告 

2 月 日本女医会へ参加（齋藤・林田） 

今後の情報交換について依頼 

3 月 報告書作成・発送 

 



第 1 回日本胸部外科女性医師の会集会 
2006 年 10 月 4 日 15:00－17:00（東京国際フォーラム ホール D7 にて） 

主催：日本胸部外科女性医師の会 

協力・共催：日本胸部外科学会・テルモ株式会社 

協賛：エドワーズライフサイエンス株式会社、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、日本

ライフライン株式会社、三菱ウェルファーマ株式会社、塩野義製薬株式会社、小野薬品工

業株式会社、タイコヘルスケアジャパン株式会社、ZLB Behring 株式会社、エーザイ株式

会社 

参加者：３７名（ご芳名あり）＋協賛企業よりのご参加、総勢約５０名 

 

プログラム 

 
１．開会の辞              冨澤 康子 （東京女子医科大学） 

２．日本胸部外科女性医師の会―沿革    齋藤 綾          （東京大学）           

３． 講演を始めるに当たり        高本 眞一        （東京大学） 

４． 講演                   

‘ Women in Thoracic Surgery :A history of mentorship’ Dr. Andrea J Carpenter 

      （Associate Professor, UT Health Science Center, San Antonio, Texas, USA） 

 

「元始も、現在（いま）も、 未来も女性は太陽であらん 

          -半分心臓外科医、半分企業人からのエール-」  野尻 知里 先生 

                              （President and CEO, TERUMO HEART Inc.） 

５． フリーディスカッション 

６． 閉会の辞              冨澤 康子 （東京女子医科大学） 

 

司会・進行  林田 恭子（京都府立医科大学）、齋藤 綾 （東京大学） 

  
＊17:00～ 情報交換会 



講演内容について 
 
WTS 沿革：齋藤 綾 

•  会の発足にあたり、「参加者交互の連携および他の学会との連携を計り、胸部外科

領域における女性医師の臨床面および研究面での career 確立・発展を助長し、幅広

く胸部外科領域における医療・医学に貢献することを目的とする」ことが確認され

た。また、日本の胸部外科領域における女性医師の占める割合は、胸部外科学会入

会者としてみた場合 238 名（約３％）であり、比較的多くの方が本会に興味を抱い

ているようであることが 8 月に施行したアンケートより推測された。特に本会への

意見・要望する議題としては、「情報交換の場として活用したい」、「結婚・出産との

両立について」、「他の先生がどのような状況で働いているか」、「会の目的・今後の

計画は？」「若手医師および学生の教育に役立ててほしい」などであった。 

 

高本先生： 

アメリカにおいても WTS の果たす役割は大きく、会としても順調に育っている。

日本においても女性医師同士がお互いサポートする会を結成することは良いことと

思われ、積極的に協力していきたいとのエールを頂いた。 

 

Dr. Carpenter： 

     なぜ「WTS が必要であるか？」という問題提起より講演は始まった。アメリカ

では、1961 年に Nina Braunwald が初代女性心臓外科医となって以来徐々に女性心臓外科

医の人数は増加した。1986 年には総勢 28 名となり、そのうちの 8 名が集合し初めて女性

胸部外科医の会（Women in Cardiothoracic Surgery）を開催した。1988 年には 30 名、1990

年には 84 名と徐々に増加し、2000 年に Eugene Braunwald を迎えて第一回シンポジウム

を開催し、WTS の活動は今日に至っている。現在、女性の米国胸部外科学会認定医（certified 

ABTS）は 153 名となり、website の活用による広報活動を繰り広げている。メンバーの間

では、「同僚間の親睦」・「後輩の教育」・「女性胸部外科医の将来」を当面の関心とし、報酬・

威信の確立（prestige and reward）、時間の確保（time competition）、職業の機会（job 

market）などに取り組んでいる。更に、今後は医療技術の拡大・発展、患者教育の充実を

目標とする。WTS への参加者は、お互いに同僚（peer group）であることを前提に



senior-junior の関係を生かした相互の教育・地位の向上を目標とする会であることを述べ

られていた。 

講演終了後、Paul Sergeant 先生（Leuven, Belgiun）より CTS net や EACTS (European 

Association of Cardiothoracic Surgery)からの協力の可能性についてご質問を頂き、    

との回答を得た。また会場から Scholarship の出資源について質問があり、Edward Life 

Science、Scanlan、Guidance、J&J などの企業の協賛により賄われているとの回答を得た。 

 

Prof. Axel Harverich より特別発言 

‘Cardiothoracic Surgery & women’ 

 近年の心臓外科手術の動向は、CABG の件数が減少し弁膜症手術が増加している。また、

CABG については Off-pump-bypass の占める割合が多くなった。心臓外科のイメージは

masculine（男性的）というイメージが強かったが最近は女性の外科医も増加しており、実

際 Dr. Harvelich の施設では合計 8 人の女性心臓外科医が働いている。女性の外科領域への

進出の際に問題になるのは、妊娠・出産と仕事の両立であることはドイツでも変わりない。

ドイツにおける出生率は 1.3 人と低迷している状況下、女性が職業を持つ上で社会のサポー

トは非常に大切である。険しい山登りをする際、そのガイドは必ずしも男性ではなく女性

もガイドを勤めて人々を導くことがある。心臓外科領域においても同様に男性だけでなく

女性もその役目を果たすことが出来る、との応援のご意見を頂戴した。 

再び Paul Sergeant 先生（Leuven, Belgiun）より、近年のヨーロッパでは職種、社会的立

場に関係なく週 48 時間労働を守る体制を確立しつつある、とのコメントを頂いた。 

 

 

野尻 知里先生より 

  野尻先生の講演では、mentorship、男女は平等か？（→「そんなことはない！」）、年

数を重ねる上での悩み（「10 年目の憂鬱」）などはテーマとして取り上げられた。日本では

胸部外学会に所属する女性医師 238 人（全会員数 8043 人）であり、アメリカの女性医師数

99 人（総数/5812 人）に比べ多いことを改めて認識できた。比較として一般企業（テルモ

株式会社）の女性職員数を見た場合、日本テルモ株式会社での 11.2%（総合職 3.1%）に対

し、テルモハート社では 25.3%（総合職 23.1%）、更に女性役員では前者で 0.73%、後者で

女性役職比率(部長・課長)9.6%と、日本における女性の総合職に占める割合は格段に少ない。



一方で、女性の側にも経験不足・仕事に対する意識の低さ（指導力不足・責任増加を望ま

ない）・育児問題などを理由に一番の働き盛りの年代に退職していくケースが多いのが実情

であり、女性側の問題点も存在すると考えられる。「働く女性」を考える際に必ず「男性は

優遇されているか？」という問題が提起される。この点については、日本以外の国、たと

えばスエーデン・US・ドイツなどにおいて「ポジティブアクション」という keyword の元

で男女共同参加社会基本法が成立しつつある。これは企業風土を変え「女性が社会を元気

にする」効果を期待することに繋がると考えられ、今後の日本の動向が注目されると考え

られる。一般的なお話の次に、野尻先生ご自身のご経験についてお話された。野尻先生が

胸部外科医になられた当時の、胸部外科領域に女性が進出する試みは現在とは比較になら

ない程棘の道であったことが印象的であった。なお、この領域の仕事を選択するのは個々

の判断であることを確認された。最後に山登りのスライドを例に心強いエールを頂いた。 

質問：Q1, Prof. Paul Sergeant 

        CTS net や European Association が出来ることは？ 

     性別の情報、個々の集会の統合（？） 

    Q2, 会場より質問  

      Scholarship は何をベースに成り立っているか？ 

      Edward Life Science、Scanlan、Guidance、J&J などの協賛による。 

   Q2, Prof. Paul Sergeant よりコメント 

        ヨーロッパでの最近の動向は、どんな職種にもどんな社会的立場にも関らず週

48 時間労働を守る方向にある。 

 

最後に八戸赤十字病院の八木葉子先生より、女性であることに甘えすぎることなく自分で

選択した職業に対し責任を持って取り組んで欲しい、という提言を頂き会は終了した。 

       （文責：齋藤 綾） 



懇親会 
 
17:00～ 東京国際フォーラム内 トラットリア・パパミラノにて 

 

胸部女性医師の会閉会後、12 名の女性医師、3 名の男性医師、が懇親会に参加した。また、

ご講演頂いた Andrea J Capentier 先生、野尻知里先生にもご参加いただいた。 

 

既婚、家庭をもちながら大学病院に勤務している医師、胸部外科を専攻して間もない若手

医師、キャリアもついて内外に力を発揮している中堅医師と、立場や年代の異なり、初対

面がほとんどであったが、宴がはじまるとすぐに楽しげな会話は始まり、和やかに会は進

行した。 

 

懇親会の場で聞こえた、第１回日本胸部外科女性医師の会参加の感想は、おおよそ、＜日

本でも女性医師が多く現役で働いていることに驚いた、勇気をもらった＞、＜懇親会に参

加して他施設の医師と話がしてみたかったのでよかった＞であった。県に胸部外科女性医

師が自分一人だけ、という方もおられたが、思いを打ち明け、分かち、称え合う同士は以

外に近くに存在する、と感じた人は少なくなかったのではないだろうか。 

 

華やかな会は約２時間続き、再会の約束をして閉会した。 

                              （文責：林田 恭子） 



今後の展望 

 
社会的に注目をおかれつつある女性医師の医療活動面および社会面での役割に

ついて、特に胸部外科領域における同問題について職種・性別を問わず様々な

立場の方々と考える機会を持つことが出来たと思われた。 

女性医師にとって胸部外科の専門家として、また家庭人として前向きに生き

ていくことは現状では未だ困難である。しかし前述の如く胸部外科領域におけ

る女性医師の数は年々増加しており、個々の立場で様々な経験を積み重ねてい

ることが想像される。今後継続的に本集会を開催することによりお互いの情報･

意見交換の場を提供する助けとなり、更に女性医師たちが積極的にこの領域に

おける活躍の機会増加に貢献することを目標としたい。 

 

なお、今後会を継続する上で解決されるべき問題点を以下に挙げる； 

会の運営について 
今回は、初回の集会であり広く多くの方々へ趣旨をお伝えする目的もありシ

ンポジウム形式（海外からの招請）として会を企画した。今後は「会を継続」

に主眼を置き、胸部外科学会定期学術集会に併せて定期的に集会の場を設ける

ことを目標とすることがよいかと思われた。 

なお世話人については、会の回数を積み重ねるなかで人数の増加を期待し、

基本的な役割分担を明らかに出来る様組織立てることが望ましいと思われた。 

 

会計について 
会費の金額・あり方についてはいくつかの意見を参加者より頂いた。会の開

催が会の趣旨に賛同していただける方同士の情報源となることを加味すると、

何等かの参加費の設定は必須である。年会費については、会の活動が一定して

きた暁に設定されるのが望ましく現時点での設定は時期尚早と思われる。近年

定められた公正取引協議会の規約にのっとり、会員からの会費・助成金・共催

費・寄付金を基本収入として妥当な予算を立てるよう努力したい。 

（文責：齋藤 綾） 



アンケート集計結果 

 
日本胸部外科学会会員数（2005 年 12 月現在）    8043 名 

うち推定女性会員数                     238 名 (2.96%) 

 

2006.8 月 アンケート施行 （女性会員、胸部外科学会理事その他） 

                   総発送数         265 通 

                   アンケート回答数     63 通 

                   未配達・返却        10 通 

                   アンケート回収率     24.7％ 

 

   

会への興味

37
(58%)

19
(30%)

6
(10%)

1
(2%)

ない

どちらでもない

多少は

はい

 
 

出席について

18
(29%)

5
(8%)

15
(24%)

24
(39)%

参加の予定なし

わからない

多少は参加しようと思う

参加を予定している

 



皆様よりお寄せいただいたコメントのご紹介 

 

 外科医中心の会ならもう行く必要はないかなと・・・ 

 情報交換だけでなく会としての意見を学会や他団体に公表できるような会に育ててくださ

い。 

 女性の胸部外科医は少ないので意見を交換することは今後若手の育成の為有意義

と思います。 

 一般外科（腹部・乳腺）ではますます女性の進出が認められます。胸部外科領域で

も女性が働きやすい体制が出来るようこういった会が設けられるのは素晴しいこ

とだと思います。 

 今回留守番組の予定のため会には参加できないと思いますが、みなさんのお仕事や

活動等情報をいただければ幸いと存じます 

 ご案内では意気込みは判るのですが、理念・具体的な目的・目標・活動計画が伝わ

ってきません。第一回の会合で議論されることを期待しています。 

 楽しい会になればと思います。 

 遠くて参加できませんが胸外の女医は少ないので今後の活動を楽しみにしており

ます。 

 乳腺外科を目指すことにしましたが、女性医師の頑張っている姿を見て自分のエネ

ルギーにさせて頂きたいです。 

 是非とも活発な活動を展開してください。Nina Braunwald Career Development 

Award のようなものが早くできれば良いですね。 

 胸部外科領域の女性医師も増えた現在、このような会を作るに機は熟していると思

います。よろしくお願いします。 

 この会に対してはまだピンときておりません。とりあえずはじめてみてからという

感じなのでしょうか？ 

 女性医師の会を発足するのは非常にうれしいことですが、女性医師だけで話をして

いても今後の解決策は見出せないように思います。是非男性医師にも広くこの会の

発足と参加を呼びかけてはいかがでしょうか？ 

 がんばって 

 この様な会を作っていただき大変うれしく思っております。参加していきたいです。 



 女性だけの会を持つことの意味がわかりません。「対等」などと言う概念は当然過

ぎて不要でしょうから、組織一般に参加して頂くことで良いのではないでしょうか

と常々思っています。 

 母親として働く者人とって以前より行政の育休延長など休ませる対策に不満があ

り、それより必要なのは如何に休まずキャリアを継続できるか、で、それには保育

環境の整備・保育にかかる費用の補助が大事と考えています。この会がそういう行

政の考え方を改めさせる機械になってくれたらなと思います。 

 会の趣旨についてはよく理解出来るように思いますが、今回の会合には出席は難し

いと思います。 

 今回は仕事の都合上 10 月 4 日の会には参加できませんが、今後機会があればぜひ

参加したいと存じます。 

 2004 年までに合計 7 名入局しましたが医局残留者は「０」名です。考える必要が

あるか…もっと考えなければならないのか…社会からの見方も含めて討論が必要

と思います。 

 10 月 4 日は都合により出席することが出来ません。しかし参加したいと思ってお

りますのでまた、たびたびこの機会を企画していただけましたら幸いです。私の上

司からもアメリカでは胸外女医会があるのに日本はないのはおかしいと意見交換

をする場所を作ったらどうかといわれていたところでした。しかし個人の力ではど

うしたらよいか途方にくれていました。 

 時間が許せば参加します。 

 参加したいですが、平日のため参加は無理かと思います。 

 他の女性の先生方が仕事をどのような苦労をし、それに対してどう対処しているの

か、また、他の医局では女医がどういった形で仕事をしているのか等話が聞きたい

です。また、困ったときにいろいろ他の先生の意見が聞けるような組織作りをして

いけたらと思います。 

 とても楽しみです。機会があれば、是非参加したいと思います。 

 いろいろと忙しいとは思いますがどうぞよろしくお願いいたします。 

 これからのこの会の発展を楽しみにしています。 

 何かご協力できることがあれば協力させていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 



 実際胸部外科領域では女性医師は何名いるのですか？胸部外科学会会員のうち女

性は何名で年齢構成はどうなっているのでしょうか？ 

 卒後 10 年になりますが、今までよりもこれからの方が進路になやみが出てきます。

責任ある立場での妊娠出産などにも興味があります。 

 広報誌等が出来たらうれしいです。なかなか同じ様な仕事の方には会えないので。 

 私は男性ですので（出席は）いかがでしょうか？ 

 胸外は特に今まで女性医師の少ない領域と思いますので、他の方々がどのようなス

タンスでよい仕事をされているか興味があります。できれば参加したいのですが土

曜日などの方がより参加しやすいかと思います。 

 またよろしければいろんな情報等教えてください。（幼稚園の面接テストにより参

加は不可能） 

 性別に関係なく心外のトレーニングは大変であるが、女性医師の先輩方の頑張って

きた道などお話して下さると参考になり勇気が出てくると思います。 

 女性の胸部外科医を増やすため、女性の医学生への積極的な働きかけ、勧誘などに

尽力いただきたい 

 仕事の上で自分を女性だからと意識したことが無いので、女性医師の会といわれて

もピンときません。男性と区別する必要があるのでしょうか？申し訳ありませんが、

この会の目的とするところがわかりません。ただ、結婚・妊娠・出産・子育てにつ

いては悩むことも多いため意見を聞きたいです。 

 結婚・出産と仕事との両立について知りたい。 

 女性特有の悩み等をきいてみたい 

 

                    以上 2006 年 8 月 アンケートより 



2006 年 10 月 4 日アンケートより 

 

Q1. 今回の会の内容について。 

 なかなか面白かった。ヨーロッパの男性の先生（for exam. Dr. Sergeant）も来てくれ

ておりびっくりした・ 

 野尻先生の自分の体験に基づく話がとても良く印象に残りました。閉会の辞も良かっ

たです。 

 楽しかったです。日本は海外よりも女性進出に対する意識が男女ともに低いため今後

も海外からの演者を招いてほしい。 

 冨澤康子先生の話が楽しかった。 

 参考になりました。 

 

Q2. 今後のこの会の有り様についてご意見をお聞かせください。 

 学会のなか日（最終日でない）の方が人が集まると思うが。 

 胸外を目指している女性はもともと意識が高いと思うので、職場の意識を変えるため

男性医師・さまざまな職業の人に参加してもらいたい。 

 今後何を言われようとも続けるべきだと思います。 

 

Q3. 今後話し合ってみたいと思う話題についてご意見をお聞かせください。 

 働きやすい環境作りについて 

 意識改革について 

 １人の女性としての行き方をしながらサージャンになる方法・生きていく方法 

  

Q4. 今後活動を続ける場合、通信費などの運営費用が発生することが予想されます。 

年会費制の是非についてご意見をお聞かせください。 

 年会費は宜しいのではと思います。 

 WTS のように企業から、学会費の 1 部で運営してほしい。女性や個人に負担のかかる

やり方はどうかと思う。女性医師の育成は女性だけの問題ではないので。 

 数万円は無理ですが、数千円なら支払い可能と思います。 

 



Q5. 参加者相互の会としての連絡方法としてよいと思われる方法をお聞かせください。 

（メーリングリスト、名簿作成など） 

 メーリングリストか？ 

 メーリングリストがいいと思います。 

 メーリングリストだと異動があっても連絡がとりやすいと思う。 

 メーリングリスト 

 メールが良いと思います。 

 

Q6. その他ご意見がございましたらお聞かせください。 

 WTS を応援しています。がんばってください。 

 今後もフランクな雰囲気で続けて生きたいと思う。お世話をありがとうございました。 

 

以上 

 

 

 

 

 



会計報告 

 
収入

共催費 600000
参加費 160000
寄付金 550000

計 1310000

支出
通信費 46700
記念品 10500
講師旅費・宿泊費 768320
講師謝金 125000
会議費 12589
関連学会連絡費 59586
雑費 5940
懇親会費用 210000
繰越金 71365

計 1310000  



発起人・顧問 

 
発起人： 野尻 知里 （Terumo Heart, Inc．） 

   冨澤 康子 （東京女子医科大学 心臓血管外科） 

   齋藤 綾  （東京大学 心臓外科） 

林田 恭子 （京都府立医科大学 心臓血管外科） 

 

顧問：  高本眞一  （東京大学心臓外科 教授） 

   田林晄一  （東北大学心臓血管外科 教授） 

   四津良平  （慶應義塾大学心臓血管外科 教授） 

 

 



1978 年に京都大学医学部卒業。医師国家取得後京都大学結核胸部疾患研究所へ入局。

小倉記念病院・熊本日赤病院での心臓外科修練を経て 1981 年に東京女子医科大学付属

日本心臓血管研究所心臓外科へ入局。同部署にて医学博士号を取得。

1987-1989 年、ユタ大学薬学部・人工心臓研究施設へ留学、生体適合性材料および人工

心臓の研究に従事される。1991 年にテルモ株式会社研究開発センター医科学研究所主任

研究員に着任。　以降は左心補助人工心臓の開発プロジェクトに従事され、2003 年には

米国ミシガン州にテルモハート社設立。2005 年、テルモ株式会社執行役員に着任され

現在に至る。

野尻　知里（のじりちさと）先生

　　テルモハート社、代表取締役社長

　　テルモ株式会社、執行役員

Dr Carpenter earned her PhD in Physiology from Penn State University.  She was on the 
faculty at Johns Hopkins when she decided to return to school to study Medicine.  
During her third year at George Washington University School of Medicine she 
discovered her passion for heart surgery.  After completing her General Surgery and 
Thoracic Surgery training in California, she came to San Antonio to practice adult cardiac 
and thoracic surgery at Wilford Hall USAF Medical Center.  After only one year at 
Wilford Hall she was named Chief of Cardiothoracic Surgery, a post that she held for five 
more years.  In 2003, she joined the faculty at the University of Texan Health Science 
Center in San Antonio as an Associate Professor.  She is past president of Women in 
Thoracic Surgery and very actively involved in that organization’s mentorship program 
to support the growth of excellence in her chosen profession.  She serves on several 
national profession organization committees and boards.  Today she serves as the 
Medical Director for Cardiothoracic Surgery for the University Health System, provides a 
full spectrum of adult cardiac surgical care and enjoys the privilege of teaching the next 
generation of Thoracic Surgeons.  

Dr. Andrea J Carpenter, M.D., Ph.D.
Associate Professor, UT Health Science Center

San Antonio, Texas, USA
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Dr. Andrea J. Carpenter

(UT Science Center

San Antonio, Texas, USA)

野尻　知里先生

（TERUMO HEART Inc.）

高本　眞一先生 冨澤　康子先生



Prof. Axel Haverich

(Hannover, Germany)

Prof. Paul Sergeant

(Leuven, Belguin)

会場より



懇親会より



* From WTS Newsletter, 2006 Fall

* アメリカＷＴＳ会則より抜粋

　ー会の使命・目標についてー
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