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は　じ　め　に

　秋田大学では平成22年度にはじまった中期目標・中期計画においても、男女共同参画

推進は重点的な取組として位置づけられ、仕事と生活が両立できる制度・環境の整備と

女性教員の雇用促進に向けた制度・環境の整備を進めています。

　平成23年度は、「秋田大学優秀女性研究者表彰要項」が平成23年12月14日学長裁定さ

れました。優れた研究成果をあげた秋田大学に所属する40歳未満の若手女性研究者を顕

彰することによりその研究意欲を高め、もって将来の学術研究を担う優秀な女性研究者

の育成および男女共同参画の促進に資することを目的としたものです。

　今年度のフォーラムでは、「秋田大学優秀女性研究者表彰要項」による優秀女性研究

者の表彰式と、表彰を受けられた3名の先生方による受賞記念講演を行いました。どのよ

うにして研究と生活を両立させて優れた成果が得られたのかということを講演していただ

きました。

　また、男女共同参画推進専門委員会から、平成23年10月に実施した「秋田大学教職員

の男女共同参画推進に関する意識調査」の報告をいたしました。平成20年度の調査結果

と比較して、休業を取得しにくい雰囲気などは若干改善されているものの、制度や組織を

知っていただくために、さならる工夫が必要であることなど、課題も明らかになりました。

　本冊子にはフォーラムの全容を掲載しました。ご一読いただければ幸いに存じます。

国立大学法人秋田大学　男女共同参画推進専門委員会

委　員　長　　　渡　部　育　子
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秋田大学優秀女性研究者表彰式

1. 表　彰　式… 日　時　平成 24 年 2 月 29 日（水）　15 時 00 分

… 場　所　秋田大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー

… 　　　　大セミナー室

… 次　第… ・開式のことば

… … ・表彰状授与並びに記念品贈呈

… … ・学長あいさつ

… … ・閉式のことば

2. 被表彰者… 医学部附属病院… 助　　教　　森　井　真也子

… 医学部附属病院… 助　　教　　河　村　七　美

… 工学資源学研究科… 特任助教　　中　島　佐和子
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優秀女性研究者表彰式

医学部附属病院　森井 真也子助教

工学資源学研究科　中島 佐和子特任助教

医学部附属病院　河村 七美助教

（左から）森井助教、河村助教、中島特任助教

（左上から）後藤理事、熊田理事、小川研究科長、茆原病院長 
森井助教、河村助教、吉村学長、中島特任助教
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　このたびはこのような発表の機会を与えてい
ただきましてありがとうございます。
　研究の内容を少しご紹介して、現在の生活に
ついてお話したいと思います。よろしくお願い
いたします。
　まず研究の背景ですが、小児外科の主要な疾
患である胆道閉鎖症は非常に重篤な疾患である
のにもかかわらず病因・病態はいまだ不明であ
り、適した動物モデルがないことが研究を困難
にしていると言われています。

　胆道閉鎖症という病気は、正常の新生児では
ピンク色の肝臓から川が水を集めていくよう
に、胆汁が胆管を通じて集まっていき、肝外胆
管というところを通して腸管に排泄されていま
す。ですが胆道閉鎖症の新生児では、肝外胆管
という管の部分が繊維性結合織に置きかわって
いて、内腔が無く生後 3か月以内に手術を行わ
なければ、胆汁鬱滞性の肝障害で死に至るとい
う疾患です。
　手術としては結合織を切離して、肝門部の細
い胆管に腸管をつなぐ手術を行います。40％の
患者さんでは胆汁流を得られますが、60％の患
者さんはこの時点で肝移植へ移行します。40％
の患者さんでもその後も数年から数十年をかけ
て徐々に肝内胆管変性が進行します。

　ところで秋田で食用に起用されるヤツメウナ
ギは、胆道閉鎖症との形態的類似性からモデル
動物としてこれまでも報告されてきましたが、
形態学的な検討ではヒトへの応用は困難でし
た。

医学部附属病院

助　教　森　井　真也子

受賞記念講演 1
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　そこで我々は新たな手法を用いてヤツメウナ
ギにおける胆管消失の機序および胆道閉鎖後の
胆汁酸代謝経路について検討して臨床応用を目
指しております。

　実際に秋田でとれるヤツメウナギですけれど
も、カワヤツメという寄生種と、スナヤツメと
いう非寄生種が採れます。実験に使用しました
スナヤツメの生活環ですが、秋田に繁殖するス
ナヤツメは泥中で幼生期を過ごし、変態をしま
して、成体として越冬したのち春に産卵して死
亡いたします。幼生は、腐葉土や微生物を摂餌・
消化吸収しておりますが、変態期以降は全く摂
餌をせず消化機能は消失します。

　実際のヤツメウナギの写真ですがこれはよく
食用で市場などに売られている成体のヤツメウ
ナギですけれども、幼生では目がありません。
変態期に目が萌出してまいります。変態期に幼
生の時に見られた胆管が完全に消失いたしま
す。

　はじめに形態学的なヤツメウナギの基本構造
について観察いたしました。

　ヒトの胆管と類似したやや原始的ではありま
すけれども、副胆管、総胆管といった胆管構造
を認めます。電子顕微鏡で見ましても肝細胞と、
肝細胞の間の毛細胆管というのは、非常にヒト
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と類似した構造をとっております。

　成体では肝内の胆管は完全に消失し、一部に
胆道閉鎖と非常に類似した繊維性結合織を認め
ますけれども、肝硬変に陥ってる様子はありま
せん。電子顕微鏡で確認しましても、肝細胞の
形は保たれておりますが、その間にあるべき毛
細胆管は完全に消失しております。

　そこで変態期、ヒトの胆道閉鎖にあたる部分
の胆管上皮の消失機序について検討しました。

　これを電子顕微鏡で見ますと胆管上皮が消え
ていくときに、核内のクロマチンの凝集、ミト
コンドリアの膨隆といった apoptosis（アポトー
シス）を思われる所見を認めました。

　apoptosis というのは細胞の自死と言われてお
りますけれども、種々のストレスを感じたり病
的な状態におかれた細胞が、自ら細胞内のカス
パーゼカスケードというものを解裂していき、
最終的にDNAを断片化して細胞が自殺するよ
うな細胞死の形態です。

　そこでこの形態についてより生化学的にみる
ために、幼生後期のヤツメウナギの組織に対し
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てTUNEL（タネル）法という apoptosis…を検出
する染色と、カスパーゼ３という apoptosis を起
こすタンパクを検出する染色を行いました。
　幼生後期では TUNEL 法は陰性でしたけれ
ども、まだ apoptosis を起こしてはいませんが
apoptosis を起こすタンパクが細胞の核に集積し
て検出されております。　　

　いくらかステージの進んだ変態の初期では
TUNEL法という apoptosis を検出する染色が胆
管上皮に検出されております。

　そして apoptosis を起こすタンパクを検出する
染色では、肝臓の中全体の胆管に広がるような
形でapoptosis の核への集積を認めております。

　この結果をまとめますと、ヤツメウナギの胆
管というのは、ヒトの胆道閉鎖症と同じように
変態期に肝門部の部分から apoptosis を起して、
徐々に腸管側と肝臓の中の細い胆管に向かって
細胞死が進んでいるという事が確認されまし
た。

　続いてヒトの肝臓の組織とヤツメウナギの肝
臓の組織がいかに似ているかということについ
て検討致しました。

　ヒトの正常の肝組織像と非常に似通っている
ヤツメウナギの幼生の肝臓の組織像と並べて比
較しております。門脈域と中心静脈域という一
つの構造単位、ヒトで言うならば「小葉（しょ
うよう）」という構造単位ですけれども、ヒト
の肝臓ではこれが何万と集まって大きな肝臓を
形作っています。ヤツメウナギはヒトに比べる
と非常に小さくて原始的な構造ではありますけ
れども、基本的な構造はヒトと非常に似通って
います。
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　変態期のヤツメウナギですけれども、この時
期に胆道を消失していきますが、胆道があるべ
き場所に繊維性の結合織が起こっているのがこ
の薄いピンクの部分ですけれども認められます。

　ヒトの胆道閉鎖症でもやはり門脈域の部分に
繊維性の結合織が認めます。どちらも正常な胆
管像は認められません。
　ヒトの胆道閉鎖症においても apoptosis が起
こっているのかどうなのか、カスパーゼ３抗体
による染色を行いました。結果、ヤツメウナギ
の胆管と同様に肝内胆管において核へのカス
パーゼ３の発現を認めまして、ヒトの胆道閉鎖
症においても胆管上皮が apoptosis を起こして
いることが確認されました。　

　ここまではヤツメウナギとヒトは類似してい
るんですけれども、その後、胆管を完全に消失
した成体ではヤツメウナギは健康な状態ですの
で、肝硬変に陥っているということはないので
すが、胆道閉鎖症で肝移植となった患者さんの
肝臓の組織ですけれども、完全な肝硬変で非常
に病的な状態にヒトでは陥ってしまします。

　結果をまとめますと胆管上皮の apoptosis と
いう点ではヒトもヤツメウナギも同様で、肝臓
の中の胆汁鬱滞を起こす所も同様なんですが、
ヒトではその後肝硬変に陥るのにもかかわら
ず、ヤツメウナギにおいては肝細胞障害を認め
ず、元気なまま生存していることが確認できま
した。

　そこでヤツメウナギでは胆管を失った後、胆
汁酸というのはコレステロールの代謝酸物なの
ですが、いかにコレステロールを代謝している
のかということについて調べることといたしま
した。
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　ヤツメウナギの成体について放射線ラベルで
標識をしたコレステロールを静脈内注射いたし
まして、それがどの臓器に集まるのかを計測い
たしました。すると消化管と肝臓に、他の臓器
に比べて強く放射性同位元素が集まっているの
が確認されました。これは他の臓器に対して 10
倍〜 20 倍集まっております。しかも筋肉や表
皮で徐々に放射性物質が蓄積していく傾向があ
りましたが、肝臓や消化管では３時間後に強く
集積したのち排出されている様子が確認されま
した。

　今後はヤツメウナギにおける胆汁酸代謝の経
路についてさらに詳しく解明し、ヒトへの応用
を目指していきたいと考えております。
　私は女性外科医として研究に携わっておりま
すので、その生活についても少しご紹介したい
と思います。

　現在私は秋田大学小児外科で外科医として働
いております。これは同門会の写真なので全員
が大学にいるわけではございませんが、小児外
科を卒業された諸先輩方の写真になります。現
在は、小児外科の指導医である先生と、小児外
科の専門医の私と、外科の専門医をもっている
医員と、卒後４年目の後期研修医の４人で臨床
の仕事をしております。男女共同参画推進事業
の一環で実験助手として研究支援の学生さんを
１人雇っており、細胞の培養などを手伝ってい
ただいていて非常に助かっております。　

　普段の日常は、外科なので手術をするのが仕
事なんですが、月の平均の手術件数は毎年 16
件程度で、週４件程度です。それなりに毎日手
術が入って忙しい状態で仕事をしています。
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　大学院に入りました時に細胞生物学教室とい
うところに基礎的な研究について学ばせていた
だきたいとお願いしました。こちらが細胞生物
学教室の妹尾春樹教授でいらっしゃいます。ま
ず入ったときにヤツメウナギを取りに行くよう
にと言われまして、北海道に行き、水がしみな
いズボンやライフジャケットを自ら購入しまし
て取りに行きました。このときは非常に季節が
よくて熊が出ないか心配だったくらいで、気持
ちよくヤツメウナギをとりまして、この中にヤ
ツメウナギの幼生がおります。成魚は市場で買
うことができるのですが、幼生に関しては自分
で川に取りに行かないと手に入れることができ
ませんのでこういった方法で採っています。

　季節がいいときだけではなくて、非常に寒い
12 月 27 日に米代川にもヤツメウナギを採りに
まいります。かなり寒くて凍えた状態で探して
いますけれども、この日もヤツメウナギがだい
ぶ採取できました。生物学教室の皆様もいつも
採取の時には協力してくださいまして本当に感
謝しています。

　このように臨床も研究も忙しく働いておりま
すので、家族への罪滅ぼしで、たまに学会にな
どに行くときには子どもを連れていったりして
おります。昔は学会に行くと子どもを預ける先
など探さなくてはいけなかったんですけれど
も、最近は大きな学会では託児の施設を作って
下さいます。
　秋田大学でも小さな研究会を主催するときに
は、病院のほうに保育士さんが何人かおりまし
て、学会のほうにも彼女たちが協力してくれま
して、研究室で託児を担ってくれたりしていま
す。女性研究者でも学会などに参加しないと最
新の知識から遅れてしまったりしますので、こ
ういった面でも充実してきていると思います。
　以上です。ありがとうございました。
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　本日はこのような表彰していただく会に参加
することができ、非常に光栄に思っております。
このようなかたちで評価していただくことは、
このあと研究を続けていく上で非常に励みにな
るなと思っております。
　今日はどのように研究と生活を両立させて研
究業績を得ていったのかなど、若手の女性研究
者の方の参考になるような講演をと考えていた
のですが、実は今でも両立を目標にはしてはお
りますが、試行錯誤している最中であり、その
ため本日の講演の題名は「研究と生活の両立に
むけて」にしてみました。
　私の経歴と主な研究内容と両立させるために
どういう対応をしてきたかを簡単にお話したい
と思います。

　最初に自己紹介代わりに私の簡単な経歴です
が、1974 年生まれで埼玉県浦和市（現さいたま
市）出身です。93 年４月に秋田大学医学部に入
学し、99 年３月に卒業しました。そのまま秋田
大学医学部皮膚科に入局しておりますので、現
在、皮膚科医になって 13 年ということになり
ます。

　プライベートでは 2002 年１月に結婚してお
ります。夫は愛知県名古屋市出身で、産婦人科
医をしております。
　2002 年４月に市立秋田総合病院皮膚科勤務に
なっておりますが、入局してから市立病院勤務
までは一人前の皮膚科医になるための研修一筋
というかたちで、全く研究には携わっておりま
せん。ただ、皮膚科の医局では臨床業務をやり
ながら研究をされている先生がいたので、いつ
か自分もやるのかなと思っておりました。
　転機は 2003 年になります。結婚した夫が大
学院卒業後にスタンフォード大学に留学するこ
とになりまして、それに同行することになりま
した。当初、私は語学勉強と称して海外生活を
楽しみ、慣れた頃に皮膚科の臨床のカンファラ
ンスとかに出てというような生活になるのかな
と思って同行したのですが、このスタンフォー
ド大学の産婦人科のシュエイ教授（Dr.Hsueh）
が「医学部を卒業しているならば、研究できる
でしょう？」ということで、渡米して最初にお
会いしたときから、ラボのパーティーでお会い
したときも含めて、会う度ごとに勧誘してくだ
さって、軽い気持ちで、せっかく留学に同行し
たのだから何か自分も勉強になればいいかなと
いうことで、2003 年８月にポスドクとして働く
ことになりました。

医学部附属病院

助　　教　河　村　七　美

受賞記念講演２
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　スタンフォード大学は北カリフォルニアに位
置し、サンフランシスコから南下すること１時
間、パロアルトというところにございます。

　敷地内は広大で、大学の建物には美術館や、
教会もあって、観光客も訪れるようなところで
す。

　ただ、所属した Hsueh　lab という研究室は
日本と同じで簡素なつくりになっております。

　ただ、基本的な研究をする上での機器は大体
そろっていて、足りないものは隣のラボに借り
に行き、研究を進める上では十分な機器がそ
ろっておりました。また同僚のポスドクの人や
研究室のスタッフの方も非常にいい方が多く
て、私はあまり英語は上手くなかったのですが、
１年半ですがとても充実した生活を送らせてい
ただきました。
　学生のときの実験の程度で、医者になってか
ら研究をしたことがなかったのですが、細胞を
いじったりとか、動物を扱ったりとか、研究の
最初のABCの Aからここで教えていただきま
した。

　夜遅くまで研究したり、土日もみんなで一緒
に働いておりました。
　Hsueh…… lab で研究していたテーマが「Brain-
derived…neurotrophic… factor(BDNF) 〜脳由来神
経栄養因子〜」という因子についての関連の研
究がメインとなっております。日本語で訳すと
「脳由来神経栄養因子」という名のとおり、こ
のBDNFは中枢神経系に広く発現し、神経系細
胞の生存や分化に重要であるとされています。
　このBDNFは neurotrophin… family の一つで、
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高い親和性を持つ Tyrosine…kinase（Trk）B
と、低い親和性を持つ p75（p75NTR）という
両方のレセプターを活性化することが知られて
います。最近では神経系以外の組織においても
BDNFは重要な役割を持つというふうに言われ
ておりまして、産婦人科領域でこのBDNFはど
ういう働きをしているのかを明らかにしていく
のが研究のテーマとなりました。

　BDNF、そのレセプターであるTrkB シグナ
ルの生殖における役割を研究していたのです
が、スタンフォード在籍中に、卵子の成熟に関
してどのように作用を持つかという研究をさせ
ていただきました。

　１年半、スタンフォードの研究室で研究をさ
せていただいたあと、2005 年に日本に戻ってき
ております。４月から古巣である秋田大学の皮
膚科勤務に戻ってきております。
　ただ１年半、せっかく研究をさせていただい
て、少しずつ自分で実験を進めていったりする
楽しさを知ってしまったので、帰国してからも臨床
業務をやりながら何らかのかたちで研究を続けら
れたらいいなという希望を持っておりました。
　帰国時に皮膚科の眞鍋教授と相談したとこ

ろ、てっきり私は皮膚科の研究室で研究をする
ことになるものと思っていましたが、当時の産
婦人科の教授でいらした田中先生との間の話に
なって、慣れている実験系で進めていければい
いのではないかということで、臨床は皮膚科医
をやりながら、産婦人科の研究室で研究は続け
ていくというスタイルをとることになりまし
た。ですので帰国後も続けてこの「BDNF ／
TrkB シグナルの生殖における役割」を続けて
やることになりました。

　帰国後はこの下の三つを主にやることになり
まして、着床前の受精卵を「胚」というのですが、
BDNFは着床前期胚の発育をどのようにコント
ロールしているのか、またBDNFは着床とその
後の胎盤発育にどう関与しているか、一番下は
婦人科系の腫瘍である絨毛癌細胞の発育にどう
関与しているのかを明らかにしていきました。

　帰国後、皮膚科医として働きながら研究をや
ることになったのですが、留学時代と違って、
まず直面したのが研究する時間を確保するのが
難しいということでした。いかに臨床業務に支
障をきたさず研究を続けるかが一番の悩んだと
ころなのですが、対策としては、週に半日もし
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くは１日の研究日を眞鍋教授が作ってくださっ
たので、土日以外でまとまって研究をする時間
が必要なときは、その研究日を当てていました。
　また病棟主治医チーム制というのは、患者さ
んを複数の主治医がグループで受け持つという
体制なのですが、これによってずっと病棟には
り付いていなければいけないということはなく
なったので、主治医間でのコミュニケーション
を図っていれば、臨床業務に支障をきたさず、
ある程度遠隔で指示を出したりして、研究を続
ける時間を作ることができました。
　また当直や週末勤務の調整は、実験の予定を
組んだ上で、当直だと困る日を交換してもらったり
とかを、他の同僚にお願いしてやっていました。
　夫の協力というのは、同じ研究室で働いてい
るので、どうしても急患で呼ばれたり、病棟の
患者さんが急変したときとか、実験中に臨床の
対応をしなければいけないときとかに、とりあ
えず代わりに続けてもらうようにお願いするこ
ともありました。
　ラボミーティングというのは、このときに産
婦人科の研究室では夫と私と産婦人科の大学院
生が何人か研究していたのですが、どうしても
臨床業務でラボミーティングに参加できないと
きに、ある程度データがそろったときとか、何
かトラブルが起きたときとかに、「仮のラボミー
ティング」というかたちで、フレキシブルに対
応してもらいました。
　あと、皆さんやっていると思いますが、空い
ている時間を研究に使うということで、臨床業
務が始まる前の早朝とか、終わってからの夜、
土日祝日など、病院から呼ばれないなと思うと
きに、まとめて時間を確保していました。

　次の転機は 2008 年に子どもが生まれました。
思ったより早くに生まれてしまったので、結局
出産の３週間前まで臨床業務をやっていて、２
週間前まで研究室に出入りしていたのですが、
生まれたあとが想像をしていたのですがなかな
か大変でした。

　子育てが始まって直面したのは、今までは臨
床業務と研究の両立だけだったのですが、それ
に子育てが入るので、時間がまず足りない。そ
のやりくりをどうするか。１日 24 時間を長く
するわけにはいけないので、ある時間の中でど
こにどれくらい時間を配分するかというやりく
りと、あとは身体的・精神的疲労が一番直面し
て困ったことです。
　対応策とサポートに関していうと、職住保育
園を接近させる、家族の協力、保育園、病児保育、
ファミリーサポートセンター、上司及び同僚の
理解・協力、あとは自分の意識改革が必要とな
りました。

　具体的には職住保育園接近というのは、病院
の近くに住むこと。妊娠中に引っ越しをしまし
て、なるべく通勤とか保育園の送迎に時間がか
からないようにしました。近くの認可保育園に
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は断られてしまったので、最寄りの保育園とい
うことで、病院の敷地内の千秋保育園に子ども
を入園させました。
　ぎりぎりまで仕事をしていられますし、子ど
もとも少しでも一緒にいるという意味では、近くに
住むというのはいいなと、今でも思っています。
　家族の協力ですが、私も夫の両親も遠方にい
るものですから、一番身近な協力者が夫になる
わけです。子どもが生まれる前から家事は一通
りこなせるのですが、産婦人科で研究もやって
いるもので、実際は忙しく、いないことが多い
ですね。一応、子育てに関しては協力できる範
囲に限界はあるのですが、いてくれないと困る
存在です。
　実際に具体的な協力としては、研究は先ほど
と同じで、どうしても臨床の急患で呼ばれたと
き、もしくは子どもが熱を上げたとかで呼ばれ
たときなどに、研究をしていてすぐに離れられ
ないときは、離れられるほうがお迎えにいった
りします。あとは保育園の送迎をお願いしています。
　埼玉在住の母は私の実母ですが、子どもが慣
れているので非常に頼りになるのですが、埼玉
に住んでいるので頻回には頼れないというとこ
ろが悩みどころです。

　病児保育ができてからは、病児保育のほうに
預けるようになったのですが、０歳の頃は病児
保育がなかったので、月１回くらいの頻度で、
熱を出したときは早めに連絡して来てもらった
りしていました。
　また学会出張時も、託児施設があるような大
きな学会のときには連れて行ったりできるので
すが、託児施設がないような学会のときには１
回羽田から埼玉の実家に寄って、子どもを預け

てから学会先に行ったり、また、母ごと学会へ
連れて行ってホテルで待っていてもらったりし
ました。
　保育園と病児保育は、まず保育園は急な延長
保育も可能で、どうしても思った時間に実験が
終わらなかったときにも、内線１本で延長が可
能で、６時半を過ぎるとおにぎりとゼリーと麦
茶という軽食を出してくださいます。
　あと併設して病児保育があるので、子どもが
すごく人見知りですが、いつも病児の看護師さ
んが保育園にいる看護師さんなので顔なじみな
のもあり、ぐずらずに預けられることもできて
すごく助かっています。
　またファミリーサポートセンターは、夫も母
も頼れないときに、何かあったときようにと
思って登録したのですが、実際は０歳のときと
２歳のときに預けてみる練習として会わせてみ
たら、大泣きして吐いたりしたので、実際に緊
急時に利用したことはまだありません。
　上司及び同僚の理解・協力というのは、引き
続き週１回の研究日をつくっていただいたりと
か、あとは病棟業務を免除していただいたりと
か、あとは当直も今のところは免除になってい
ます。土曜日の勤務は入るのですが、日曜日も
病院に行かなくてもいいような立場にしていた
だいております。
　今、医局長なのですが、新入医局員勧誘など
の夜の医局関連業務なども代わりの先生にお願
いして代わってもらうようにしております。医
局会も皮膚科は毎週火曜日の夕方から始めるの
ですが、毎回８時とか９時とか、遅いと 10 時近
くまでかかってしまうこともあるので、適当な
ところで私は抜けさせていただいております。
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　自分の意識改革としては、子育て、皮膚科医
の臨床業務、研究各々において、「今まではで
きたのに」など思ったり、100 点満点を目指すと、
絶対に身体的にも精神的にも無理だなと思い知
らされました。
　また、いろいろと事前に想定してはいるので
すが、必ず想定外の事態が起こるので、なるべ
く柔軟に対応し、そのときのベストを尽くすこ
とで、自分の中でよしということにしています。
　また、子育て中だからということにあぐらを
かかず、サポートしてもらっている分、できる
役割を積極的にやって、自分でできる責任を担
いながら、他の同僚の理解を得ていくというふ
うに心掛けています。

　以上、今回このような講演をする機会をいた
だいて、今まで自分がどうやってきたかという
のを振り返りながら発表内容を考えていたので
すが、実際には今も子どもに比重が多くいくこ
ともありますし、また臨床業務で手一杯になる
ときもありますし、また論文の締め切りが近い
ときは研究一辺倒になるときとか、その時々で
バランスをとる必要があったりするのですが、
様々な方のサポートによってなんとか続けられ
ているのが現状です。
　以上です。ありがとうございました。
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　工学資源学研究科の中島佐和子と申します。
本日はこのような機会を与えていただきまし
て、誠にありがとうございました。私は秋田大
学に来るまで、いくつかの大学を経てきました。
工学の分野において研究を行ってきたこれまで
の経緯と、秋田大学に来てからの研究、また最
後に、工学部の女性研究者たちと集まって、研
究活動を行っているところにも少し触れて、ご
紹介できればと思います。

　まず私のこれまでの経歴ですけれども、秋田
大学に来るまで、このようないくつかの大学を
経てきています。

　それに関連して研究を進めてきたわけなので
すけれども、最初はバイオ系の研究分野にいま
したが、そこから技術の社会への応用を考えて、
人間情報工学やバーチャルリアリティーなどの
研究分野に移りまして、最近では福祉工学とい
う形で研究を進めてきています。

　これまでの個々の研究をざっとご紹介致しま
す。初め研究をスタートしたときは物理化学系
の研究分野におりまして、膜タンパク質の反応
機構を量子化学計算などを用いることによって
解明していくというようなことを行っていまし
た。

工学資源学研究科

特任助教　中　島　佐和子

受賞記念講演 3
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　計算化学的なアプローチです。

　図のような活性部位で光を吸収して反応が進
行していくメカニズムについて、タンパク質の
構造と機能の相関という視点から、実験系の研
究者の方たちと連携しながら研究を進めていま
した。

　修士課程において、そのような研究を続けな
がら、社会にどうやって自分の研究が役立って
いくのかということをいろいろと考えるように
なりました。
　このようなミクロの研究というのは当時は、
創薬とか治療とか、あとはナノ系の材料系の研
究に活かされるということがわかっていまし
た。周りにはたくさん優秀な研究者がいまし
て、ふと自分の日常生活を考えたときに、そう
いった「治す」ということでは解決できない障
害の問題であるとか、マイノリティの人達への
工学的な支援の難しさということも考えるよう
になりました。またその一方で、いわゆる障害
という事情を抱えて生きていない人々でさえ、
日々さまざまな悩みや問題に直面している状況
にあって、「治す」ということだけでない障害
へのアプローチによって見えてくる社会状況や

問題や解決策が、これらの状況に対しても何ら
かの示唆に飛んだ未来を提示してくれるのでは
ないかと、漠然と考えるようになりました。そ
こで、もう少し視野を広げて研究を進めること
を考えたときに、今日本は超高齢社会にあって、
自分たちも将来的にはいろいろな障害を持ちな
がらも、充実した生活を送ることができる社会
を築かなければならないということにも意識を
向けるようになり、支援工学という研究分野を
知ることになりました。

　例えば、視覚障害者や聴覚障害者と連携して
工学分野で研究活動を行っていくことで、新し
い分野が開けることもわかりました。さらに、
その一手法として、バーチャルリアリティーや
ロボティックスを用いることで、障害者への支
援技術として限定されず自分も触れられるよう
な技術に繋がる可能性があることもわかって、
博士課程ではそちらの分野に進むことになりま
した。

　博士課程では、バーチャルリアリティーの分
野での研究を進めることになりました。　
　例えばこれは、カメラやセンサーから得られ
た情報（仮想情報）をモディファイして実環境
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の情報と重ねて提示をするという、視覚的な
バーチャルリアリティーの技術ですけれども、
このように人間の可視領域では見えない、また
は、見えにくい情報を補うことで視覚情報を支
援するような技術があります。
　このように、日常の実世界にバーチャルリア
リティーの技術をうまくミックスさせる技術を
Mixed…Reality も し くは、Augmented…Reality
などと言います。

　そういった技術がより実用的なものになって
いくことで、先程お話したような感覚系の障害
を持っている人達に対する工学技術による支援
領域の拡大を目指して研究に取り組みました。
　この時点で応用面の強い研究になっていきま
して、自動車会社とのコラボレーションから研
究を始めたのですが、そこでまず立ちはだかっ
た問題として、このような新しい技術が発展す
ればするほど臨場感のようなものはアップする
のですけれども、同時に、生体へのあまり良く
ない影響が現れてしまうことが課題であること
がわかりました。場合によっては、気持ちが悪
くなったり、酔いに似た症状を生じたり、めま
いに似たような症状が出たりします。
　最終的に実社会に技術を出していくときに
は、そういった課題を何とか解決しなければい
けないということで、ヒューマンインターフェ
イスという分野において、このような課題をど
のように技術のデザインに盛り込んでいくか、
という研究に携わることになりました。

　具体的な問題となる現象を分析していった結
果、実際に見える情報に対して、可視領域で見
にくい情報をカメラやセンサーを使って取得
し、画像処理を加えてハーフミラー上で重ねる
と、運転環境などの振動のある環境では、この
ように、僅かに生じたカメラやセンサーから得
られた仮想情報の遅れが空間的にずれて知覚さ
れてしまうのですね。このような、技術的にど
うしても残ってしまう “ ずれ ” により生じる問
題を解決しようということで、生体工学的なア
プローチによって、酔いなどの生体影響といわ
れる現象を、心理や生理的な観点から計測する
ということを行いました。
　実際には、このように多角的な評価指標を用
いて生体計測を行います。例えば、運動残効と
いわれる視覚の錯覚現象を利用して、身体の振
動に伴ってずれてしまう映像を見続けると身体
がどう反応するかといったところ、高次中枢へ
の作用という観点から調べるなどといった試み
も行いました。

　このようないくつかのパラメータで生体影響
の程度を計測しまして、振動条件として比較的
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低周波な振動環境において生体への影響が起こ
りやすいという結果も得ることが出来ました。
さらに、単に計測するだけに留まらず、技術開
発にフィードバックしていかなければならない
ということを目指していましたので、実測され
たように振動の周波数に依存して強く生体影響
が現れるという現象がどうして起こるかという
ことの仮説を立てました。生理的な要因とディ
スプレイの遅延時間という物理的な要因を合わ
せることで、振動に伴い生じる映像ずれによる
生体影響の生成要因をモデル化しました。

　さらに、このような仮説を立てながら、生体
影響を軽減させる方法を検討し、主には視覚と
前庭覚の刺激によって生じるような違和感やめ
まいや酔いのような現象を、音を利用した聴覚
刺激で緩和させる研究も行いました。
　自動車会社との共同研究の側面もありました
ので、実用化に向かう部分で成果をまとめてい
くということに注意を払いながら研究を行って
いました。

　博士課程はそのようなテーマで研究を終えた
のですが、当初博士課程に入ったときの目的と
していた福祉の分野での応用研究ということが
どうしても頭から離れず、現場や役立つ工学研
究を行うことはできないかと強く思っていたと
ころ、大学付属のリハビリテーションセンター
で臨床現場に近いところで研究させてもらうと
いう機会を得まして、博士課程の最後の半年か
ら大学の助教に着任し、臨床現場での研究を進
めることになりました。
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　これは秋田大に来る少し前に行っていた研究
なのですけれども、リハビリの現場で脳卒中の
患者さんがたくさんいる中で、身体に麻痺が残
る方だけじゃなく、高次脳機能障害といわれる
障害を併せ持つ方々が多くいらっしゃることが
わかりました。
　そのような方々は、このような車椅子の乗り
移り動作で、ブレーキを上げて、フットレスを
上げてというような単純な動作をなかなか身に
つけることができなくて、何か別の物に興味が
集中してしまったり、注意が散漫になってし
まったりすることがあって、一人では安全に日
常生活が送れないということが問題にありまし
た。
　こういった方々は、特に難しいケースだと、
病院から退院した後の家での生活中に転倒を起
こしてしまって、寝たきりになって病院に戻っ
てきてしまったりということ、もあり、このよ
うな方々をどうやってフォローしていくかとい
うことがテーマとしてあげられました。

そこで、病院内での調査を実施して、運動機能
が様々なタイプの脳卒中の患者さん３０名を対
象に車椅子の乗り移り動作を観察させてもらっ

て、声がけや動作指示が必要な方々がどのくら
いるかということを調べました。その結果、３
分の１強の方々が１回以上の声がけや動作指示
が必要な状況にあるということが分かりまし
た。また、病棟やリハビリ室での聞き取り調査
も行ったところ、このような転倒のリスクの高
い方々に対して人的なサポートが難しい場合に
は、例えばベルトなどを使用した抑制的な防止
策を取らざるを得ない場合もあり、心理物理的
な負担も大きくなる傾向となり、予後がさらに
低下してしまうという問題があることもわかり
ました。　
　そこで技術的なアプローチとして、こういっ
た状況の患者さんの認知状態を簡便にモニタリ
ングできるような指標がないかなということ
で、現場の作業療法士や理学療法士の方々や医
学部の先生方からアドバイスや協力を得て、瞬
目情報を用いた身体動作中の認知負荷の評価を
目指した基礎研究を行いました。

　ここで得た調査や予備実験結果を活かして、
秋田大学に来てから、成果をまとめる作業をし
ています。
　一部をご紹介させていただくと、健常者を対
象に上肢を使った身体作業課題中の瞬目特性を
計測しまして、作業の習熟過程の一端を瞬目に
よって評価することができないかということを
行っています。
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　このような、ビデオや眼電位計測装置により
得られた瞬目波形に対して、このままですと荒
い生データなんですが、それを独立する要因、
視覚依存性であるとか、瞬目発生の時間間隔に
対する閾値条件であるとか、加齢といった三つ
の要因から分析することで、認知負荷の程度に
応じて変化する瞬目率を分析する方法を提案し
ています。

　具体的には、リハビリ現場において手の巧緻
性などの評価に使用されることの多いペグ差替
え作業を実施してもらい、通常通り視覚を使っ
て出来るだけ素早くペグ作業を行う場合と、手
指に関する視覚情報を遮蔽し手探りによってペ
グ作業を遂行する場合に生じる瞬目を比較しま
した。視覚を使った集中したペグ作業時には瞬
目は抑制されるのですけれど、手探りで体勢感
覚や手の触覚を使ってペグ作業を行う場合に
は、瞬目が多発することが分かりました。さら
に、手探りでのペグ作業に対して、先程の三つ
の比較的独立した要因を考慮して分析していく
ことで、課題遂行時間で表した作業課題への慣
れの度合いと瞬目の発生率の相関が高まること
から、瞬目情報を用いた作業習熟過程の評価に

ついてまとめました。

　患者さんの車椅子乗移り動作に対しても瞬目
計測を行っています。このような臨床現場での
研究経験を経ながら、工学的な立場としては、
公益性だけではフォローし切れない障害の存在
に対してどのようにアプローチしていくべきか
という課題がどうしても気になり、市場性も合
わせた方法により何かできないかということを
強く考えるようになりました。

　秋田大に来てから携わっているHand-Mocap
の技能検証に関する研究とあわせて、視覚障害
や聴覚障害を有する方々に対して健常者と同様
にして映画を楽しんでもらえるような仕組みや
技術開発にも注力して研究を進めています。
　博士課程からバーチャルリアリティーや人間
情報工学の分野に大きく舵を切りまして、その
後もさまざまな場所で研究をさせていただきな
がら、障害当事者の方々や映画産業や映像関係
の方々にも関わる機会を得てきました。そのよ
うな過程を経て最近、映像コンテンツが今の社
会で果たしている役割の大きさということも注
視するようになりました。
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　そこで分かってきたことの一つとして、実は、
目や耳が聞こえないっていう方たちの中にも映
画を楽しみたいという希望を強く持っている方
達がたくさんいることがわかりました。
　例えば、視覚に障害を有する方々は映像が見
えない、または見えにくい訳なので、映画をど
うやって楽しんでいるのだろうという疑問が湧
くのですけれども、映像は見えないけれど音の
情報を手がかりに映画を楽しもうとされていた
りします。また、聴覚に障害を有する方々は字
幕で映画を鑑賞しています。
　しかし、例えば日本映画の字幕の現状につい
て言えば、映画館で上映される日本映画やアニ
メーションなどには字幕がなく、あったとして
も限られた作品に対して限られた回数しかあり
ません。そのような状況の中で聴覚障害者の
方々は、邦画鑑賞は諦めざるを得なくて、字幕
のある外国映画を楽しむしかない状況にあった
りもします。本来映画を見たい人々がいるにも
関わらず映画館に動員することができていない
ということでもあり、このような状況を続けて
いけば、日本映画の興行収入は外国映画に比べ
て減少していくことになり、自国文化が育たず
衰退してしまう要因にもなりかねないと考えら
れます。地道な努力ではありますが、そのよう
な現状を打開して、多様な人々に対して映画を
解放していかなければならないということで、
障害当事者や支援者の方々、また映画産業の
方々と共同で、映画をバリアフリーにしていく
というプロジェクトを行っています。

　私の取り組みは、特に聴覚障害者の方々が映
画を楽しむ環境を工学的なアプローチによって
作っていこうというもので、当事者が必要とす
るより豊かな字幕表現の開拓やそのシステム構
築によって、聴覚障害者の方々も健聴者と同じ
ように、好きなときに好きな映画館で映画を楽
しむことができる状況を目指して研究していま
す。

　調査結果の一例ですが、聴覚障害者の方々は
聞こえの特性はさまざまで、爆音を感じる程度
というような方々から、セリフの完全な聞きと
りは難しいが、環境音や音楽の存在や抑揚など
の音楽的要素は把握できるというような方々ま
で、さまざまな方々を対象にどのような字幕が
いいかということを調べました。これは、映画
製作者やその他の方々の協力を得て行ったもの
です。
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　その結果、聞こえの状態によって、字幕とし
て求める情報量が異なる可能性があるというこ
とも分かりました。また、単に字幕というコン
テンツ内容の問題だけじゃなくて、それらの字
幕情報を映画館において必要な人に必要な内容
でどのように提示していくかという仕組みにつ
いても課題を得る結果となり、そのような場面
でMixed…reality の技術が活かせるのではない
かということに着目して研究を進めています。

　以上がこれまでの私の研究経歴です。本日頂
いた賞は若手女性研究者に対する賞ということ
で、最後に、工学系や心理学系の女性研究者た
ちと共に行った活動についても少しご紹介しま

す。工学系はやはり男性がほとんどで、場合に
よっては女性の研究者が研究室に１人もいな
かったり、いても数名くらいといった状況も多
いのですが、少し分野を広げていくと、女性研
究者の友人が何人か集まりだし、みんなそれぞ
れに専門分野と専念している研究があるわけな
のですけれども、女性ならでは視点から発想し
た研究開発というのもちょっとやってみたいね
ということで、数年前から本格的に活動を開始
しています。
　工学分野で必ずしも焦点をあてられてこな
かった個別性とか流行などの要素にも積極的に
着手してみようという想いで、研究開発の方法
論をみんなで作ってきました。最初は、おしゃ
べりや話し合いながらアイデアや発想を共有し
ていき、少し具体化しそうになったらデータと
して分析してみたり機器構成を考えることで、
プロトタイプを作成する段階に移行し、さらに
できたプロトタイプをいろいろな場所で発表し
たり展示しておひろめをしていくというプロセ
スで研究しています。
　例えば、Fruit…Plotter や太陽光を活用した高
機能小物などを試作発表したりしています。ま
た時折、息抜きというか、日頃感じたりやって
みたいと思っていたことをおしゃべりを通じて
発散しています。そうやって、なんとなく気に
なっていたことやイメージをみんなで共有して
行くことで、一つの具体的なアイデアがいつの
間にか出来上がっているということもよくあり
ます。

　私自身の女性研究者としてのライフワークバ
ランスは発展途上で、これからいろいろな課題
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が出てくるんだろうなと思っています。先のお
２人の先生方のご発表のように立派に確立され
てはいませんが、研究と生活をどのように両立
して未来を創っていくかが今後の課題だと思っ
ています。
　以上で報告させていただきました。ご清聴、
ありがとうございました。
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平成 23 年度教職員の男女共同参画推進に
関する意識調査の報告

　昨年（2011 年）10 月に秋田大学の常勤・非
常勤含めて 2,203 人の教職員を対象に、男女共
同参画推進に関する意識調査を行いましたの
で、その結果について報告いたします。
　秋田大学における男女共同参画に関する意識
調査は、平成 18 年度、平成 20 年度、そして今
回の平成 23年度と、これまで 3回行われており、
昨年の調査は、秋田大学の教職員の男女共同参
画に関する意識が平成 18 年度〜平成 23 年度ま
でにどのように変化したかを知るために行った
ものです。
　アンケートは、はじめに秋田大学全体の男女
共同参画について聞き、次に育児や保育につい
て、最後に介護について聞くという構成になっ
ています。
　この報告では、それぞれの項目について、ポ
イントとなるところを説明していきたいと思い
ます。なお、説明する内容は、男女共同参画推
進委員会などの共通の見解というよりは、報告
者の考えが多く入っていることに注意して聞い
ていただきたいと思います。
　はじめに、秋田大学では平成 19 年度に「男
女共同参画推進のためのアクションプラン」を
作っています。このアクションプランは、二つ
の点が柱になっているプランで、一つ目が「女
性教員比率向上のためのポジティブアクショ
ン」、二つ目が「教職員のワークライフバラン
スを改善するための環境・支援制度の整備」で
す。このアクションプランによって、育児休業
や介護休業で取得できる日数が増えたりしてい
ます。
　このアクションプランについて、知っている
か聞いたところ、6割が「知らない」、4割が「知っ
ている」という結果になりました。前回の調査
でも 6割が「知らない」、4割が「知っている」

という結果になっており、一見、変わりないの
ではないかと見えてしまいます。しかし、アク
ションプランが出された平成 19 年度直後はア
クションプランについてのリーフレットが配ら
れたり、ホームページに情報が掲載されたりし
て多くの教職員がこのプランについて知る機会
が多かったということを考えると、数年が経
ち、教職員の出入りなどの変化があり、それで
も知っている人の割合が変わらないということ
は、男女共同参画推進室が継続的にリーフレッ
ト等で周知しているという活動に効果があった
のではないかと考えられます。
　次に実際にアクションプランをどういう方法
で知ったのか聞いたところ、「紙媒体のリーフ
レットで知った」という方が 8割程度になりま
す。この結果から、紙媒体での周知方法はある
程度効果があると考えられますが、意見として
は、「できるだけ紙資源を少なくした方がいい
のではないか」とか、「カラーの印刷物が増え
ていて経費の無駄になっているのではないか」
と感じている方おり、そうした面も考えていく
必要があるのではないかと思います。
　「アクションプランを知っている」という方が
4割くらいいましたが、それでは、どの程度の
方が内容まで知っているのかというと、半数程
度の方が「いくつかの内容を理解していた」と
いう結果になりました。残念ながら、女性教職
員の方が内容の認知度が低いという結果になっ
ています。
　次に、女性教員比率向上のためのポジティブ
アクションについて聞いたところ、多くの方が
「必要である」と考えているが、「数値目標まで
は必要ないのではないか」という意見が多かっ
たという結果になっています。ただし、「ポジ
ティブアクションという言葉を知らない」方が

　男女共同参画推進専門委員会委員

教育文化学部　准教授　和　泉　　　浩
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半数以上いました。自由記述での意見では、女
性優遇にかなり批判的な考えを持っている教職
員もいるようです。「教職員を採用する際に女
性を優遇するということは不平等ではないか」、
「逆差別ではないか」と考える方もいらっしゃ
るようですが、ポジティブアクションは当然、
女性優遇だけでなく、不平等な状況におかれて
いる人の状況を積極的に改善していくというも
のですが、ポジティブアクションの考え方じた
いが十分に理解されていないということは残念
だと思います。
　次に、秋田大学で男女共同参画を進めている
「男女共同参画推進室」について知っているか
聞いたところ、6割の人が知っており、知った
方法は、アクションプランと同じで「リーフレッ
トによって知った」という方が多くいました。
ただ、「どのくらい男女共同参画推進室の仕事
内容を知っているか」というと、だいたい半数
ぐらいの方が「いくつかの業務について知って
いる」と回答としていますが、半数の方が「知
らない」と回答しています。男女共同参画推進
室がある手形キャンパス以外のキャンパスにあ
る附属学校園や附属病院の方に知らないと回答
した方が多いという傾向にありました。
　男女共同参画推進室の愛称である「coloconi
（コロコニ）」については、8割の方が知らない
と回答しており、残念ながら愛称として機能し
ていない現状にあります。
　男女共同参画推進室という名称が、育児や介
護などの相談室の窓口となっているということ
を認知しにくい名称になっているので、名称自
体を再検討する必要があるのではないかと思い
ます。
　次に、秋田大学主催のシンポジウムや講演会
について、「開催は知っていたが参加しようと
思わなかった」人が 35%くらいおり、特に参加
については、男性の教職員の関心が低い傾向に
あることがわかりました。自由記述の意見では、
「「女性研究者支援」という表現が付いているも
のが多いので、女性研究者にかぎらず、女性教
職員全体に関する内容のものを開いてほしい」
という要望などがありました。
　秋田大学による男女共同参画推進のプラスの

効果については、「男女共に働きやすい環境づ
くり」と答えた人がだいたい 8 割で、「女性の
労働意欲向上」と回答した人も多いという結果
になっています。
　「大学でさらに男女共同参画を進めるために
どのような取り組みをしたらいいか」を聞いた
ところ、「ワークライフバランスの改善」と答
えた人が多く、さらに女性に多かったのですが、
「時間単くらいでの育児・介護休業をもっと取り
やすい状況にした方がいい」という回答が多く
ありました。さらに、「超過勤務を縮減していく」
と回答した方も多くなっています。自由記述の
意見では、「人員削減で人が少なくなっていて、
休業制度を取りにくい状況になっている」とい
う意見もありました。
　次に、職場での男女差別については、「よく
感じる」と「ときどき感じる」をあわせて 26%で、
これは平成 18 年度の調査のときの割合とほぼ
同じで、平成 18 年度では 25％くらいでした。
　具体的にどういう状況で男女差別を感じるの
かを聞いたところ、「仕事の内容」、「配属先の
異動」、「上司の信頼度」と回答した人が多かっ
たです。特に差別を感じている方が多いのは、
事務系職員、非常勤職員、医学部附属病院でし
た。特に「掃除や流し当番、お茶くみなどを女
性がやることになっている」とか、「非常勤の
採用がそもそも女性に偏っている」ということ
を問題点として挙げた方もいました。また、「女
性に比べて、男性の方が休みが取りにくい無言
の圧力がある」という意見もありました。
　次に、2009 年度に文部科学省科学技術振興調
整費に採択されて進めている「大学間連携と女
性研究者支援　in　秋田」について聞いたとこ
ろ、8 割の人が「知らない」と回答しており、
男性教職員の方が女性教職員より少し認知度が
低いという結果になっています。
　社会全体での「男女共同参画」に関心を持っ
ているか聞いたところ、ほぼ半分くらいの方が
「関心がある」と回答しています。しかし、問
題点として、附属学校園の教育系職員で半数が
「関心がない」と回答しているということが挙
げられます。「男女平等」は教育基本法の教育
の目的にも挙げられていることですし、実際に
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子どもの教育に携わっている先生たちが「関心
がない」というのは、意識が低く、問題がある
のではないかと思います。
　次に、実際に「秋田大学の男女共同参画が進
んでいると感じているかどうか」という主観的
な印象について聞いたところ、7割の方が「あ
まり進んでいないと感じている」と回答してい
ます。ただし、教育系職員の女性の方は、23.4%
が「変化を感じている」と回答しています。「変
化を感じていない」という回答が多かったのは、
医学系研究科・医学部、附属病院で、「後退した」
と回答した方も複数名いました。
　次に、育児休業についてですが、平成 18 年
度の調査で、「育児休業を利用しにくい」と回
答した方が 4割であったが、昨年の調査では 2
割減少していて、平成 18 年度と比較すると多
少は取りやすい状況になっているようです。た
だし、女性の 3割くらいが「利用しやすい」と
回答しているのに対して、男性は 2割弱で、男
性が取りにくい状況にあるのではないかと思い
ます。職員区分別で見ると教育系職員では、男
女共に「利用しにくい」という回答が多く、男
女共に育児休業を取得しやすい環境作りが今後
の課題になっているのではないかと思います。
　実際にどれくらいの人が育児休業を利用した
いと考えた経験があるかというと、全体で４割
の方が、「利用したいと思った」と回答してお
り、男女別にみると、男性が 22％くらい、女性
が 46％くらいの方が利用したいと思ったことが
あるようです。ただし、男性で実際に取った人
はごくわずかですので、取りたいと思っても取
れる状況にはなっていないということです。
　育児休業の取得の状況について聞いたとこ
ろ、「育児休業を利用したかったが利用できな
かった」人が 15%、「期間を短くして取った」
人が 15%で、あわせると、十分に利用できなかっ
た人が 3割になります。さらに問題なのが、配
偶者や親戚などの協力がない状態で育児をした
人で、期間どおり休業を取ることができた人が
3割で、半数以上の人が休業制度を利用できな
かったり、休業期間を短縮したりしています。
　次に、いつぐらいに育児休業を取得したのか
聞いたのですが、アクションプランが施行され

た以降、休業取得者が増えていることがわかま
した。特に、男性の取得者が増えてきています。
育児休業で問題点として挙げられているのが、
「収入が減少して経済的な問題が生じた」とか、
「復帰後の仕事の再開に苦労した」とか、「なん
となく取りにくかった」という回答が多くあり
ました。部署によって違うと思いますが、問題
だと感じた点として、「上司に理解がなかった」、
「同僚に理解がない」という答えがあったり、
また、「復帰の前後で配置が変わってしまうよ
うなところがあったりする」ということで、仕
事が慣れていた状態で復帰できるような体制を
整える必要があるのではないかと考えます。
　次に、今後育児休業を使う必要が生じたとき
に利用するかどうかについては、平成 18 年度
の調査と比べて、「制度より短くして取得する」
とか「取りたいが取れない」という方が、かな
り減少しています。ただし、「取りたいが取れな
い」と回答した方の半数以上が男性で、特に教
育系職員、医療系職員の男性に多い結果になっ
ていました。育児休業を今後取得するときに、
「短くする」とか「利用しない」と回答した人
に「なぜ必要が生じたときに利用しないか」と
聞くと、「収入の減少」、「代替要員がいない」、「職
場を離れる不安が大きい」というのが大きな理
由になっています。平成 18 年度の調査に比べ、
「代替要員がいない」、「職場を離れる不安が大
きい」という回答は減少しています。
　次に、「育児中の相談窓口について知ってい
るかどうか」聞いたところ、7割の方が「知ら
ない」と回答しています。その人たちに「知っ
ていれば利用したか」と聞くと、138 人の方が「利
用したかった」と回答しています。窓口がある
ということを知ってもらい、利用しやすい状況
にすることが必要であると思います。自由記述
の意見では、「窓口が手形キャンパスにあると
医学部などの職員が使いにくいので、他のキャ
ンパスにも作って欲しい」という意見もありま
したが、部局毎に相談窓口をつくってしまうと、
せっかくの「部局の人間関係から独立してある
相談窓口がある」という意味が失われてしまい
ますので、相談受付の方法などに工夫が必要で
はないかと思います。
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　次に、育児短時間勤務制度については、「利
用しにくい」と答えた方は 3割で、同じく「利
用しやすい」と答えた方も 3割くらいで、さら
に利用しやすい職場環境を作る必要があると思
います。
　次に、保育園については、前回の平成 20 年
度は 6割だったのが、今回は 8割くらいが「知っ
ている」と回答しており、認知度が平成 20 年
度より多少高まっているという結果になってい
ます。保育所について要望が多かったのが、特
に医療系職員で「24 時間保育」の要望が多くあ
りました。さらに料金について、「子どもを複
数預けると他の保育園より高くなってしまう」
などの意見や保育内容について指摘する回答が
あり、料金やサービス内容、施設をもう一度検
討する必要があるのではないかと思います。
　病児・病後児保育についても、「24 時間や休
日にも利用できるようにして欲しい」というこ
とと、「利用するにあたって手続きを簡素化し
て、利用条件をもっと緩和して、簡単に預けら
れるようにして欲しい」という意見が多数挙
がっていました。
　学童保育については、「小学校高学年まで他
の施設で預かってくれる、時間外に預かってく
れる施設が必要である」という意見がありまし
た。
　次に、介護休業については、「利用しにくい」
と回答した人は、平成 18年度では 6割でしたが、
今回は 35%くらいになって、かなり減少してい
ます。ただし、育児休業に比べ「利用しやすい」
と回答した人は少なく、育児休業と同じく取得
しやすい環境にしていくことが課題でないかと
思います。特に育児休業と同じく男性の教職員
の方が「利用しにくい」と回答する傾向があり
ました。教職員がどれくらい介護経験をしてい
るかというと、回答者の約 2割の方が家族の介
護を経験していて、家族以外にも親類の介護を
行った人達もかなり多いということがわかりま
した。
　これはこのアンケートから分かったことでは
ないのですが、介護だけでなく家族が病気で入
院した時の支援も介護と併せて検討する必要が
あるのではないかと思います。

　「今後、介護休業を取る必要が生じた場合に
なぜ取らないのか」という理由で最も多かった
のが、「代替要員がおらず職場に迷惑がかかる」
ということになっています。これに続いて、「収
入が減る」とか「理解が得られない」という回
答が多くなっていました。
　介護中の相談窓口については、77%が「知ら
ない」と答えており、十分に認知されていない
という問題点があります。自由記述意見では、
「介護は育児と比べて、いつ終わるかわからな
いものなので、そうした状況での支援の方法を
もう少し考えて休業制度をつくってほしい」や、
「介護部分休業での経済的な手当の問題」とい
うことが問題点として挙げられていました。遠
距離介護についても対応できる休業制度にする
必要があるという意見も挙げられていました。

　ポイントになりそうなところだけ説明しまし
たが、詳細については、報告書が出ますので、
それを見ていただければと思います。
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… 実施：平成 23 年 10 月 6 日〜 26 日
… 対象：本学に在籍する常勤・非常勤教職員 2,203 人
… 　　　（非常勤講師及び学生アルバイトを除く）
… 回収：1,392 人（回収率 63.2%）

秋田大学「男女共同参画推進のためのアクションプラン」について

… …平成 19 年度に「秋田大学男女共同参画推進のためのアクションプラン」を策定し，以下の 2点
を柱に男女共同参画を推進

… 　　①…女性教員比率向上のためのポジティブアクション
… 　　②…教職員のワークライフバランスを改善するための環境・支援制度の整備

「アクションプラン」の認知度：約４割が「知っている」
　○　若い世代の認知度が低い。
　○　すべて世代で女性の認知度が低い。
… ※　平成 20 年の調査でも約 4割。　→　リーフレットなどの効果。

「アクションプラン」をどのように知ったか：約８割がリーフレット
　○　リーフレットで知った人が多い。
　○　教育系、事務系職員では教授会や会議も知る機会になっている。
… ※　紙媒体は効果があるが、資源が無駄との指摘も。また多くなりすぎると逆効果。

「アクションプラン」の内容の認知度
　○　5割以上がおおよその内容を理解している。
　○　女性教職員の内容の認知度が低い。

女性教員比率向上の「ポジティブアクション」
　○　多くの人がポジティブアクションを必要と考えているが、数値目標は必要ないと考えている。
　○　「ポジティブアクション」じたいを知らない人も半数以上いる。
… ※　女性優遇については批判も。

秋田大学「男女共同参画推進室」について

… 平成 21 年 5 月 14 日に手形キャンパスに開設

「男女共同参画推進室」の認知度
　○　6割の人が、男女共同参画推進室を知っていると回答。

「男女共同参画推進室」をどのように知ったのか
　○　リーフレットによって知った人が多い。
　○　ホームページのほかにシンポジウムなどの案内，会議なども知る機会になっている。

「男女共同参画推進室」の業務の認知
　○　回答者の約半数が推進室の業務のいくつかを知っていた。
　○　手形キャンパス以外で業務を知らない人が多い傾向にある。

調査結果の概要

―…33…―



「男女共同参画推進室」の愛称「Coloconi」の認知度
　○　回答者の８割が「Coloconi」とは何の愛称か知らないと回答。
　○　「Coloconi」は現状では愛称として機能していない。
… ※　名称の重要性

秋田大学の「男女共同参画」について

秋田大学主催の「男女共同参画」のシンポジウムなどへの参加
　○　開催を知らなかったと回答した人が約４割。
　○　開催を知っていたが，参加しようと思わなかった人も多い。３５％。
　○　参加については、男性の関心が低い傾向にある。
… ※　「女性研究者支援」と表現が目立つ。

秋田大学による「男女共同参画」推進のプラスの効果
　○　「男女とも働きやすい労働・研究・教育環境づくり」と回答した人が約 8割。
　○　女性の労働意欲向上と回答した人も多い。

大学での「男女共同参画」のため取り組むべきこと
　○　ワークバランスの改善と回答した人が多く、ワークライフバランスが課題。
　○　時間単位での育児・介護休業の取得が必要と考える人も多い（特に女性）。
　○　超過勤務の縮減も課題。
… ※　人員削減で人が不足という意見が多い。
	 ※　休業のとりにくさ。

職場での男女差別について
　○　男女差別を感じることがよくある、ときどきある人をあわせて約 26％。
　　　平成 18年の調査でも 25％程度であり、低下していない。
　○　約７割の回答者が、男女差別を感じたことはないと回答。
… ※…　これまでの差別の状況は改善されているが，意識の高まりで，新たな点が差別として気づ

かれるようになったために数値に変化がない，つまりマイナスとプラスで変化なしになって
いるという可能性も

職場で男女差別を感じる点
　○	「仕事の内容」「配属先や異動」「上司の信頼度」「昇任」「実績の評価」で差別を感じていると回
答した人が多い。

　○　全体として事務職員、非常勤職員、医学部、附属病院で差別を感じている人が多い。
… ※…　その他として，掃除や流し当番，お茶くみを女性がやることになっていたり，そもそも非

常勤職員の採用が女性に偏っているという点，会議や日常での発言について複数あげられて
いた。また，女性のみに限定する採用，女性に比べて男性は休暇をとりにくい無言の圧力が
あるということもあげられていた。男女双方から男女の役割分担があって助かっているとい
う回答もあった。

「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」の認知度
　○「知らない」と回答した人が約 8割で、認知されていない。
　○　教育系職員の女性、事務系職員の認知度が高い。
… ※　男性教職員にかかわるものでもあるため，特に男性教職員の関心を高める必要があるだろう。
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社会での「男女共同参画」への関心	
　○　回答者のほぼ半数が関心があると回答。
　○　附属学校（園）の教育系職員のほぼ半数が「関心がない」と回答。
… ※…　子どもの教育にたずさわっており，教育基本法の教育の目的のなかで「男女の平等」があ

げられているにもかかわらず，意識が低いといわざるをえない。
… ※　男女共同参画社会の実現は，「21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題」。

ここ数年の秋田大学の「男女共同参画」の進展	
　○　回答者の約 7割が、ここ数年の変化を感じていないとしている。
　○　教育系職員の女性の 23.4%が変化を感じていると回答。
　○　医学系研究科・医学部、附属病院で変化を感じていない人が多い。
… ※…　医学系研究科・医学部の女性で「後退した」と回答した人も 3名いた（他に「後退した」

と複数の人が回答した部局はなし）。

職場と育児休業について

職場と育児休業
　○　平成 18年の調査で「利用しにくい」が約４割であったが、今回は２割に減少。
　○　女性の３割が「利用しやすい」と回答しているのに対して、男性は２割弱。
　　　「利用しにくい」も男性の方が多い。
　○　教育系職員では、男女ともに「利用しにくい」という回答が多い。
… ※　男女ともに育児休業制を取得しやすい環境づくりが今後の課題

育児休業を利用したいと思った経験の有無
　○　約４割の回答者が休業を利用したい思ったことがあると回答。
　　　（男性の 22．4％、女性の 45.9％）
… ※…　かなりの人数の男性教職員が育児休業を取得したいと思った経験がある（にもかかわらず，

実際には取得していない）

育児休業の利用経験
　○　秋田大学で育児休業を利用した経験のある人は回答者の約 1割の 143人。
　○　育児をした（子どもがいる）が休業を取らなかったと回答した人は回答者の約 2割。

育児休業の利用状況
　○　休業を利用したかったが利用できなかった人が 15％、期間を短くして取得した人が 15％。
　○	　配偶者・親類等の協力がない状態で育児をした人のうち、期間どおりの休業を取得した人は３
割強で、半数以上が休業を利用できなかったり、期間を短縮している。

　○　育児休業に対する職場全体での理解や，育児がしやすい雰囲気作りで課題が多い。

育児休業の利用状況
　○	「秋田大学男女共同参画推進のためのアクションプラン」施行以降，育児休業の取得者が増加

育児休業について感じた問題点
　○	「収入が減少し，経済的問題が生じた」が最も多く，「復帰後、仕事の再開に苦労した」，「上司や
同僚は休業に理解を示してくれたが，なんとなく休業を取りにくい雰囲気にあった」，「期間が短
かった」も多い。
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　○　休業後も柔軟に対応できる休業制度が必要。
　○　休業が不利に働かないようにする必要。
　○　依然として上司、同僚の理解がないという状況がある。
… ※　復帰後の前と異なる配置。慣れるのも大変。

今後の育児休業の利用
　○	　平成 18年の調査よりも「制度上認められた期間より短くして取得」，「取りたいが取れない」，
子どもが生まれても「取らない」が大きく減少。

　○	　「取りたいが取れない」と回答した人の半数以上が男性（75名）で，特に教育系職員，医療系
職員が多い。

今後、育児休業を利用するとき、短くする、または利用しない理由
　○　収入の減少、代替要員がいない、職場を離れる不安、が大きな理由。
… ※…　平成 18 年の調査と比較すると，これも選択肢の違いがあるため厳密にいえるわけではない

が，「職場を長期間はなれることが不安だから」が 22%から 14.1%に，「研究が進まないから」
が 10%から 3.4%に，「代替要員がおらず職場に迷惑がかかるから」が 27%から 14.9%に減少

育児中の相談窓口の認知度
　○　窓口があることを知らないと回答した人が７割。
　○	　平成 20年の調査で必要と考えている人が多いことがわかっているため、さらに周知を図って
いく必要がある。

窓口があることを知っていれば利用したか
　○　138人が知っていれば、利用したかったと回答。
　○　相談窓口の場所や相談時間、機能、利用方法についても周知する必要。
… ※…　窓口があることを知っていれば利用したいと回答した人が医療系職員の女性に多いため（81

名），その人たちの利便性も考える必要があるが，各学部などから独立して専門のスタッフに
よって相談と調整を行うということが相談窓口として重要であるため，メールなどでの依頼
があれば各キャンパスでも相談を受け付けるなどの工夫も考える必要があるだろう。

育児短時間勤務・育児時間制度について
　○　約 3割の人が利用しやすいと回答。しかし、利用しにくいも 3割。
　○　より利用しやすい職場環境つくる必要。

秋田大学の保育所と学童保育について

秋田大学の保育園について
　○　平成 20年の調査より認知度が高くなっている。約８割が知っている。前回６割。

秋田大学の保育所の利用について
　○　約 200名が子どもが生まれたら利用したいと回答。
… ※　部局別では，医学系研究科・医学部，附属病院の利用経験者，利用希望者が多い。

秋田大学の保育所を再び利用したいか
　○　子どもの予定がない人などを除くと、再び利用したい人が約 7割。
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秋田大学の保育所を利用しない理由
　○　秋田大学保育所以外に利用したい施設（幼稚園や保育所）があったという回答が多い。
　○　医療系職員で 24時間保育の要望が多い。
　○　利用条件などを周知する必要がある。
　○　本道キャンパス以外の教職員の大学の保育所利用について検討する必要がある。
　○　料金やサービスについて検討する必要がある。

秋田大学の病児・病後児保育室について
　○	　保育室を知っている人が過半数であったが、知らない人も多く、隣接している附属病院でも知
らないと回答した人が多い。

　○　利用手続きの簡素化、利用条件・基準の緩和を求める意見が多く、検討が必要。
　○　医療系職員では、勤務形態にあわせた 24時間保育、休日保育の要望が多い。
　○　施設の設備・規模も見直す必要がある。

学童保育について
　○　子どもの予定がないなどを除くと、利用した人、利用したい人あわせて 242名。

秋田大学で学童保育の施設を作る場合の形態
　○　保育所と一体型の施設という回答が約４割，659名。
　○	　実施には課題が多いが、他の施設で対応できていない時間帯に利用可能な施設を希望する声も
ある。

… ※　各種施設の時間帯外で小学校の高学年まで利用できる施設。

秋田大学に学童保育ができた場合の利用について
　○　利用したい（あれば利用したかった）と回答した人が 761名、54.7％。
　○　家や小学校から遠い、という意見も多い。

職場と介護休業について

職場と介護休業
　○　介護休業を利用しにくいと回答した人は平成 18年の約６割から 3.5 割になり，減少。
　○　育児休業に比べ、利用しやすいと回答した人は少なく、課題である。
　○　男性教職員の方が利用しにくいと回答する傾向がある。

家族の介護経験
　○　回答者の２割が家族の介護を経験。
　○　親類の介護を行った人もいる。
　○　介護だけでなく、家族の入院や病気の場合の支援も検討する必要がある。

介護休業を利用したいと思った経験の有無
　○　平成 18年の調査より、利用したいと思った人の割合が増加。
　○　回答者の約３割が利用したいと思ったことがあると回答。
　○　いずれの部局でも男性，女性ともにニーズがある。
　○　利用したいと思ったことがあると回答した非常勤職員女性も多い。
　　　ワークライフバランスを考えるとき、重要な問題である。

介護休業の利用経験
　○	　介護をしたが、休業をとらなかったと回答した人が多い。1,392 人中 219人（15.7%）。
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介護休業の状況
　○　利用したくても、利用しにくい状況にある。
　○　「いつまで続くかわからない介護で休業を取得できない」という状況を考える必要がある。

介護休業を取得した時期
　○　近年、介護休業の取得者が見られるようになっている。

今後の介護休業取得についての考え
　○　回答者の４割が「制度上認められた期間を取得」と回答。
　○　平成 18年より、「取りたいが取れない」の割合が減少。
　○　介護の必要が生じたとき、退職するという回答も複数あった。
　　　現状では介護をしながら勤務することは困難であることを示している。

今後，介護休業を取らない，または短くする理由
　○　「代替要員がおらず、職場に迷惑がかかる」が最も多く、特に教育系職員で多い。
　○	　「収入が減る」「職場を長期間離れることが不安」「上司や同僚に休業取得について説明しにくい
から」も多い。

職場と介護部分休業
　○　「利用しにくい」と約３割の人が回答し、「利用しやすい」を大きく上回っている。
　○　より利用しやすく充実した介護部分休業の整備が必要である。

介護中の相談窓口の認知度
　○　約 77％が介護中の相談窓口があることを知らなかったと回答。
　○　育児中の相談窓口とともに認知度を高める必要がある。

窓口があることを知っていれば利用したか
　○　約 1割、100名が利用したかったと回答。

　大学の介護支援について任意で意見を書いてもらったところ，介護は長期に及ぶが，現在の休業制
度はそれに対応していない，介護方法の講習をしてほしい，休業取得の条件が厳しい，介護休業への
認識が不足している，取得できる環境が整っていない，介護部分休業は介護給付手当や介護休業手当
の対象とならず，利用すればするほど経済的に苦しい状態になる，教育には代替要員がいないため，
自分が病気になっても簡単に休めない，などの意見があった。
　介護中の教職員への支援は，課題が多く，支援体制をできるだけ早く改善していく必要がある。

秋田大学の「研究支援員制度」について

秋田大学の「研究支援員制度」の認知度
　○　知っている人は回答者の約２割。
　○　紙媒体で知った人が多い。約４割。

「研究支援員制度」についての考え
	　○　約 3割が制度を周知させる必要があると回答。
	　○　介護中にも利用できるように、男性研究者も利用できるようにという回答も多い。　

―…38…―



資　料

―…39…―



―…40…―



秋田県ふるさと雇用再生臨時対策基金事業
平成 23年度秋田大学男女共同参画推進フォーラム

発　行	 2012 年 3月
編　集	 国立大学法人秋田大学　男女共同参画推進室コロコニ
連絡先	 〒 010－ 8502　秋田県秋田市手形学園町１番１号
T　E　L	 018 － 889－ 2260
F　A　X	 018 － 889－ 3186
U　R　L	 http://www.akita-u.ac.jp/coloconi/
E-mail	 sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp

編集後記
　平成 24 年 2 月 29 日に開催されました、秋田県ふるさと雇用再生臨時対策基金
事業「平成 23 年度秋田大学男女共同参画推進フォーラム」実施報告書をお届けい
たします。
　今年度は平成 23 年 12 月14 日学長裁定の秋田大学優秀女性研究者表彰要項に
基づいて選ばれた３名の女性研究者の表彰式と講演、平成 23 年度に実施した「教
職員の男女共同参画推進に関する意識調査」の報告をしていただきました。
　秋田大学男女共同参画推進室コロコニは、これからも他大学の取り組みを積極
的に学び、教職員が充実した生活を送れるような支援・体制づくりに生かし貢献し
ていきたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
　最後に本男女共同参画フォーラム実施報告書作成にあたり資料等を提供してくだ
さいました皆様に厚く御礼申し上げます。

（コロコニスタッフ 朝倉綾加）


