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はじめに 

 

今年で第１２回を迎える WTS in Japan（日本胸部外科女性医師の会）では、米国で心臓血

管外科医として活躍する Ourania Preventza 先生と、日本の食道外科領域女性医師の代表

的存在でおられる平松昌子先生を向かえ、総勢１９名の参加者と共に充実した集会を開催

することが出来ました。胸部外科領域へ興味を持つ女性医師が年々増加傾向にあるものの

時間の経過とともに専門の変更や常勤職で仕事を続ける若しくは教育職や責任ある地位に

残る（残れる）女性医師の数が少なくなることなどがご講演の内容にも盛り込まれておりま

した。現状を認識し、問題点について考察し、明日私たちが目指す方向や持ちうる可能性に

ついて考察する上で非常に情報豊富な密度の高いご講演をお二人からいただくことが出来

ました。 

  

  



概要 

 

日時： 9 月 28 日（木） AM 7：30～9：00 

会場： さっぽろ芸術文化の館 3F 鈴蘭の間  

会費： 1,000 円（朝食代含） 

座長： 神吉佐智子先生（大阪医科大学 心臓血管外科） 

 

講演： 

‘ Status of women in Cardiothoracic Surgery in the United States : 

where we are and where we are heading ’  

講師 : Prof. Dr. Ourania Preventza 

（Baylor College of Medicine, Texas, United States） 

 

ディスカッサント： 

 平松 昌子先生 

（高槻赤十字病院副院長、食道外科、 

「消化器外科女性医師の活躍を応援する会」会長） 

  



 

                     （林田恭子デザイン） 

  



参加者 （敬称略 50 音順） 

 

 
 

計 19 名 

 

  

⽒名 所属 専⾨
岩⽥直⼈ コヴィディエンジャパン
碓氷礼奈 トヨタ記念病院 臨床研修医
神吉佐智⼦ ⼤阪医科⼤学 ⼼臓⾎管外科
齋藤 綾 東邦⼤学医療センター佐倉病院 ⼼臓⾎管外科
篠永真⼸ ⽔⼾済⽣会総合病院 ⼼臓⾎管外科
⽩⽯ 和⾳ 東京医科⻭科⼤学 学⽣
⽥中千陽 東海⼤学⼋王⼦病院 ⼼臓⾎管外科
千⽥雅之 独協医科⼤学 呼吸器外科
寺⽥百合⼦ ⽇⾚医療センター 呼吸器外科
徳永千穂 筑波⼤学 ⼼臓⾎管外科
⻑尾久海⼦
林⽥恭⼦ 舞鶴共済病院 ⼼臓⾎管外科
平松昌⼦ ⾼槻⾚⼗字病院 消化器外科
福⽥夏菜 東京医科⻭科⼤学 学⽣
堀真理⼦ 東京⼭⼿メディカルセンター ⼼臓⾎管外科
松居善郎 北海道⼤学 ⼼臓⾎管外科
本村 昇 東邦⼤学医療センター佐倉病院 ⼼臓⾎管外科
⼋⽊葉⼦ ⼋⼾⻄健診プラザ ⼼臓⾎管外科
Ourania Preventza Baylor College of Medicine ⼼臓⾎管外科



講演内容 

 

アメリカにおける胸部外科領域の女性医師の歴史は 20 世紀前半に遡り、初めて開心術を手

がけた女性医師は Dr. Myra Adele Logan といわれています。その後何人もの有数な女性胸

部外科医が登場し 2011 年の女性専門医数 200 名、2015 年には 274 名まで増加してきまし

た。医学部卒業生のうち女性が約半数を占めるようになり外科系レジデントの 1年目は 22%

近くまで増加してきました。しかし教育職などの責任ある地位で胸部外科医として臨床活

動を継続している女性胸部外科医の数はまだほんの一握りしか見受けられません。 

過去に様々な視点から女性に焦点が当てられた論文が胸部外科関連雑誌に何度か掲載され

てきました。疾患別では患者性別、特に女性患者の臨床成績の特徴について、患者管理の視

点から見た女性胸部外科医及び臨床成績に関する報告、働き方から見た胸部外科女性医師

の現況及び動向、などが例として挙げられます。また、女性医師が躍進に関するアンケート

や潜在的な壁について取り上げられた記事もしばしば見かけます。また、女性の mentor や

role model が極端に少ないことや責任ある指導的地位に在任する女性が少ないことなども

問題点若しくは現段階での特徴と捉えられています。 

では、今後の解決策はどのようにすればよいか？ 女性がより良い人生を歩む上では様々

な要素（仕事、自覚、work-life balance、能力に見合った報酬、経営・指導への参入など）

がまだ十分に整備されていないことは周知のことです。当面の解決策にはより高い地位に

つく女性医師が増えることが重要と考えられます。それと同時に、女性がある一定以上の指

導的地位に就くためには男性の援助が必要であることを男性も含めて理解していくことが

重要です。更には性別問わず共通の目標を見据えて仕事を続けることが重要で

す。’Leadership’とは肩書きでも通過儀礼として捕らえられがちですが、本来はある人の人

生が他人に影響を及ぼしうる立場にある、ということを意味します。 

女性胸部外科医師の未来は明るいものになるとのお考えをお話いただきながら約 1 時間に

わたるご講演をいただきました。 

 

引き続き、日本の消化器外科領域における指導的立場におられる高槻赤十字病院副院長 

平松昌子先生より日本の状況及び後輩を育てるための支援状況や、ご自身が監修された臨

床現場における教育をテーマにしたビデオ（英語版）をご披露いただきました。 

 

会場からは、work-life balance に関する質問など尽きない議論が続き、あっという間に閉

会の時間を迎えました。 

 

  



おわりに 

 

 今年は新たな世話人を迎え、更に幅広い観点から胸部外科領域でご活躍される先生方と

交流する機会を持ちつつ無事集会を終えることが出来ました。更に今年は医学部学生の参

加者も迎え、女性医師の胸部外科領域における多様性・可能性について模索する一つの機会

になったことと信じております。今後も規模を問わず継続して会を開催し、時代の変化に応

じた柔軟な生き方について話し合い少しでも実現していく糧になるよう貢献できればと思

います。尚、本会の開催に際してご協力・ご尽力いただいた日本胸部外科学会第 70 回学術

集会会長・松居善郎先生、日本胸部外科学会、日本医師会へ心より感謝申し上げます。 

                              （文責 齋藤 綾） 

 



平成29年度会計報告

収入

前年度繰越金 884,437 円

日本医師会支援金（胸部外科学会より入金） 300,000 円

第12回集会　参加費（15名） 15,000 円

利息 5 円

合計 1,199,442 円

支出

第12回集会開催費用

講演者記念品（演者2名） 32,356 円

会場費用（飲食込み） 152,064 円

振り込み手数料（会場費用） 540 円

ポスター印刷1回目 1,285 円

ポスター印刷2回目 1,101 円

チラシ印刷 2,624 円

振り込み手数料（チラシ印刷） 324 円

ポスター+チラシ郵送（学会事務局宛て） 3,456 円

演者送迎（タクシー） 910 円

ホームページ再開設

デザイン・作成費用 89,640 円

振り込み手数料（デザイン・作成費） 540 円

英文校正 8,100 円

振り込み手数料（英文校正） 324 円

次年度繰越金 906,178 円

合計 1,199,442 円

平成30年1月29日

林田恭子



会場風景
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