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【論文】 

専門職のキャリアをめぐる現代的課題 

 ―女性医師を手がかりとして―   

 

渡邊 洋子 

 

Contemporary Challenge for Career of the Professionals 

  ; with the case of Women Doctors    

 

WATANABE, Yoko 

 

本論は、日本社会における専門職のキャリアをめぐる現代的課題について、女性医師を手がかりに

考察するものである。第１章では専門職が現代直面している問題状況と課題、専門職としての医師の

特徴について論じた上で、「女性参入型」専門職としての女性医師を位置づける。第２章では女性医

師の文脈におけるキャリア形成とプロフェッショナリズムをめぐる位相を、第３章では医師にとって

ロールモデルがどう位置づき、何を期待されているかを考察する。以上を踏まえ、最後に、女性医師

の文脈から現代の専門職のキャリアに関わる課題と可能性を検討したい。 

 

第1 章. 研究の枠組と課題 

 

１ 専門職としての医師 

専門職とは何か。これは、現代社会において最も困難な定義を要する問いの一つと言えるだろう。

欧米社会で「専門職」に相当する原語 profession は、1933 年に刊行された図書（A.M.Carr-
Saunders と P.A.Wilson）の題名として登場し、普及した1。以後、専門職研究では、専門職および

専門職化とは何かを問う包括的な研究（Parsons,TやAbbot,Aら）から、専門分化した個別分野（医

療、法曹、教育、社会福祉、情報技術等）の実践研究へ、さらに現代の社会構造の一翼を担う社会集

団として専門職を批判的・多面的に捉え直す研究（Perkin,H.やFriedman,E.ら）2などへと発展して

きた。 
現代に求められる専門職像を「省察的実践者」に集約して示したSchön,Dによれば、現代社会を

生きる専門職は「不確実性、複雑性、不安定性、独自性、価値観の衝突」の中で、専門的多面性

（professional pluralism）を鋭く求められている3。専門職の「現場」では、高等教育・職業教育で

学んだ知識技術の適用や応用では対応し難い、ますます複合的で難解な事象が、日々展開される。そ

こでは、直面する課題を即座に的確に捉え、柔軟かつ臨機応変に対応できる資質や能力が、ますます

切実に要請されるようになってきた。 
とはいえ、これらの資質や能力は、高等教育や職業教育において他者から「教えてもらう」こと

で、身につき向上が見込めるものではない。それゆえSchönは、専門職自身による省察的実践を提

案する。現場の状況や課題に即応できる実践的な力量は、自らが能動的に、実践後の省察

（reflection-on-practice）や実践中の省察（reflection-in-practice）に取り組むプロセスの中でこそ培

うことができ、伸張させることが可能になるのである4。 
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このような専門職的状況の中で、当事者である専門職者が個人として抱える課題、すなわち自身が

「専門職」としてどう生きていくのかという「問い」は、従来にも増して一層重要なものになってく

る。各々の専門職者は、自らが個人として生きる中で、その問いにどう向き合うのか、それをどう解

決していくのか。そして専門職として自覚的・効果的に学び続けるにはどんな支援が必要なのか。本

論はこのような問題意識から出発している。 
一般に「専門職」と呼ばれる職業のうち、医師が、法曹や聖職者とともに古典的専門職として欧米

社会で成立したことは、周知のとおりである。日本では明治政府が、西洋医の養成を近代国家の科学

技術の指標と捉え、国策として取り組んだ点からも、その国家・社会的なステータスと役割が示唆さ

れる。他方、内外の専門職研究の中で医師は、専門職のプロトタイプをなしてきた。現在も、医師は

最先端の知識・技術を体得した最前線の専門職として、極めて高く位置づけられている。 
 
２ 「女性参入型」専門職と女性医師 
（１）ジェンダー比からみた医療専門職 

現状の医療専門職をジェンダー比の特徴と背景を踏まえると、「女性参入型」「男女混合型」「男

性参入型」「女子独占型」の４カテゴリーに大別される5。 
2015年末に発表された調査結果を踏まえれば、現役医師の女性：男性比は、約２：８（20.4％：

79.6％）であり、医師世界が圧倒的な男性社会である状況が示唆される。年代別では、29歳以下で

占有率34.8％と女性が全体の3分の１を占めるが、年齢が上がるにつれて、その占有率は低下す

る。女性占有率は診療科ごとに大きく異なり、最も低いのは気管食道外科1.4％、最も高いのは皮膚

科53.2％である。歯科医師も約２：８（22.5％：77.5％）と同様の傾向が見られる6。 
医師・歯科医師の世界はこのように、「女性参入型」専門職の代表格とも言える。この「女性参入

型」専門職とは、当初は男性を前提として（言い換えれば、女性を想定しないところで）成立した職

域で、女性の参入や増加によって一定の構造変容がみられるものを指す7。当初は例外的存在であっ

た女性が存在意義を認められ、女性占有率が上がることで、男性本位の体制や慣行が多少は修正・緩

和される。だが、その変化は周辺部分に留まり、成立時の「専門職たる所以」に関わる中核的価値が

問い直されることはほぼない。 
他の医療専門職のジェンダー構成を見てみよう。 
医師・歯科医師とは対照的に、2014年で看護師と准看護士は約９：1（93.2％：6.8％および

93.3％：6.7％）、保健師はほぼ10：0（98.1％：1.9％）8と、女性が圧倒的多数を占める。1880年

代以降、看護学校が設立されたが、職業として基礎教育が確立したのは1948年（昭和23）年の「保

健婦助産婦看護婦法」施行とされる。同法では女子が前提で、僅かに存在した男子の看護人には看護

婦の規定を「準用する」とされた。1968年の法改正で「看護士」「准看護士」の呼称が規定され、

2002年からは法律名の改訂（「保健師助産師看護師法」）に伴い、性別に拘らず「看護師」「准看

護士」と統一された。近年、男性看護師は増加傾向にあり、初期段階の「男性参入型」専門職と見な

される。 
他方、薬剤師はおよそ６：４（61.0％：39.4％）と女性が半数を上まわり、理学療法士はおよそ

４：６（42.5％：57.5％）9と男性が半数を上まわるとはいえ、社会状況などにより、概ね４～６割

の間で割合が変化すると思われる。これらは「男女混合型」専門職と呼ぶのが妥当であろう。なお、

助産師は2000年秋に男性助産師制度が施行されるとの見通しも持たれていた10が、一部関係者の反
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対が強固なため、2016年時点で男性の参入が認められていない。意図的に男性を排除していること

から「女性独占型」専門職とも呼べる。 
以上見てきたように、医療専門職には各々異なるジェンダー環境が見られ、一律に医療専門職を捉

えることはできない。とはいえ、本稿における「女性参入型」専門職の考察が、他の専門職を捉える

際の一つの指標を提供することはできると思われる。 
 
（２）「女性参入型」専門職としての女性医師 

「女性参入型」専門職の世界で、女性医師はどんな経験をしているのだろうか。 
現代の女性医師の多くは日々、複雑化・高度化する世界と多元的なコミュニティの中で、多岐にわ

たる役割を担いながら生きている。日本社会の医療を担う専門職の一員、男女共同参画社会に向けて

活躍を期待される高学歴の職業女性、各々の職場や部署の責任ある構成員として、学会や研修団体な

どのメンバー、そしてプライベートな女性役割をも期待されつつ仕事と私生活を両立しようとする個

人、などである。 
もちろん出産・育児期の女性医師が「仕事と家庭の両立」に悩み、医療現場から「撤退」（退職･

休職）する例は以前から存在したのであるが、近年、医師不足問題との関わりで脚光を浴び、問題視

されるようになった。女性医師の生き方や生活は、医師という職業の「患者の生命を救う」独占排他

的な権限を伴う専門職性と、医師世界と生活世界の両方に張りめぐらされた「ジェンダー秩序」（江

原由美子）11に、大きく規定されている。これらが相俟って、家庭責任を他に委ね難い女性医師の

「仕事と家庭」の両立を、特段に困難なものにしている実状がある。医師の「他を以て代え難い」専

門性の期待水準と、「妻」「母」「嫁」等の「他を以て代え難い」役割期待との間に生じる齟齬や葛

藤こそが、女性医師のキャリアのありように大きな影響を与えているのである。 
女性医師が直面している現状や問題点は、女性だけの問題ではなく、キャリアの継続・再開をめぐ

る一個人・一時期に限定された問題でもなく、性別に拘らず、専門職者に共通する課題と言える。特

に医師のような社会的責任の重い領域における、専門職者の生涯を見通したキャリア、すなわち「生

涯キャリア」12の形成・継続・発展の方向性と諸課題を明確に捉えるために、重要な手がかりを提供

するものとみなしている。 
 

第２章 キャリア形成とプロフェッショナリズムの構図 
 
専門職としての生き方に関わる前出の問いは、「医師という職業をもった一個人」としてどう生き

るかというキャリア（career）の問題、および「医師という専門職集団の一員」としてどう行動し、

どうあるべきかというプロフェッショナリズム(professionalism)の問題、という二つの側面を有する

と考えられる。以下、女性医師の専門職教育への道を拓いた吉岡彌生の軌跡から、女性専門職教育の

成立時点におけるキャリアとプロフェッショナリズムの位置関係をおさえた後、現代の医師世界にお

ける両者の位相を検討したい。 
 
１ 「ジェンダー秩序」への挑戦 ― 吉岡彌生の示した方向性 
近代日本の医師世界では、明治政府の西洋医育成政策によって男性社会として堅固な基盤が構築さ

れ、男性本位の原理が培われた。そこでは、医師＝男性の構図がごく当たり前のように、人々の日常

意識に定着した。女性医師の存在は当初、全く想定されなかったがゆえに、「女子を認めず」と頭ご
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なしに女性を排除する発想も生み出されなかった。それが、結果的に女性医師に道を拓く素地となっ

た点は興味深い。 
荻野吟子（医籍一番目の「女医」）や高橋瑞子（同三番目）など初期パイオニアの女性たちは、す

ぐれた知的能力と精神力、並外れた努力、志を貫かんとする信念と他者を圧倒する情熱で、制度の網

の目をすり抜け、風穴をあけて、医師世界に「参入」した。とはいえ、総体からすれば、個別の例外

的な事例にすぎず、「変化」と言うには余りにも微々たるものであった。 
そのような状況の中で、先達たちの足跡を跡づけ、繋げ、次の世代に引き継いでいく道筋を引こう

としたのが、吉岡彌生（1871-1959）である。男性社会の頑強な骨組みをもつ医師世界に自ら「女

医」となって参入した吉岡は、がむしゃらに闘い必死に道を拓いてきた「先達世代」と医師を志して

後からやって来る「後継世代」とを結び合わせる足場を多次元で形成・確立し、さらに拡大すべく尽

力した。この点で彼女は、他の初期パイオニア女性とは一線を画している13。 
では、吉岡は何に挑戦したのか。筆者は、①医師（専門職）＝男性という図式（システム・通念）

であり、②女性に高等教育や職業（教育）は不要という通念と「参入」女子への「冷やかし」であ

り、③医学教育は能力・資質的に女性には無理との認識であり、④医師という職業と家庭生活は両立

しないという社会意識と実際であり、⑤女性の生き方や、医師のあり方のステレオタイプ、であった

と言える。                    
吉岡の功績を具体的に列挙すると、①男子と同等の、体系化された高度の知識・技術修得のための

東京女医学校（現東京女子医科大学）設立・運営、②専門学校昇格など国家の承認による医師免許付

与権限の獲得、③東京女医会や在学生・同窓会組織など職能集団の組織化と活動強化、④女医学校と

女医組織を通しての公共の利益と愛他的行動（service ideal）の共有化14、それを基盤とする国家・

社会的な活躍基盤の確保、などを通して「女医」をprofessionとして定置しようとした点で注目され

る。 
吉岡は、自らが学んだ済生学舎が、高橋の実力行使により女子の入学を認めながらも、劣悪なジェ

ンダー環境を放置していたこと、さらに専門学校昇格を焦って女子を排除したことから、女子が安心

して学べる場として女医学校を創立した。吉岡は「女医」の存在意義や行動規範を一連の「女医」論

において論じ、学内・同窓会紙、婦人団体機関誌、婦人・一般雑誌、書籍など多様なメディアに掲載

した。一般社会に向け、女性の職業としての「女医」イメージを発信・定着させようとしたのであ

る。 
吉岡は女子医学教育において、自校の女子医学生や卒業生、若い女性医師に、男子と同様の知識技

術を身につけさせるだけでなく、プロフェッショナリズム教育ともいうべき教育的働きかけを行っ

た。すなわちprofessionとして社会的使命感や自覚、資質を育てることに力を尽くし、専門職として

の「女医」アイデンティティの発揚を促した点が注目される。同時にキャリアとしての「女医」像を

掲げ、後継世代の啓発に努めた。「女医」が女性の新たな職業として社会的認知の乏しい中、吉岡は

自ら専門職として自立し、医業と家庭生活を両立させ、社会・国家に貢献するという「女医の生き方

モデル」を生きてその姿を広く伝え、まさに「女性医師のロールモデル」として社会の啓発に努めた

のである。 
専門職としての「女医」の確立に加え、吉岡の活動で特に注目されるのが、日本女医会などの専門

職団体の活動を推進し、その社会的認知と活躍の場を得るため、自らが率先して社会活動や国策協力

に邁進した点である。夏季無償医療活動などの社会活動や植民地での医療活動などの国策遂行によ

り、吉岡は「女医」が専門職としてその専門性を発揮できるよう足場を確保・拡大しようとしたので
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ある。それは「女医」のプロフェッショナリズムの発現場所を、地域の診療所・病院の日常的な医療

活動からさらに拡大し、同時に、卒業生の就職先やキャリアの実現場所を確保することでもあった。

戦時期の社会的・国家的指導者としての戦略的な行動は、国策の思惑とも一致し、国策を先取りする

様相も呈しつつ、戦争責任を追及されるべき女性の戦争動員へと集約されていった15。 
この功罪を正当に踏まえた上でも、吉岡研究は時代を超えて私たちに、女性が専門職として生きる

とはいかなることかとの問いを投げかけ続けている。パイオニア女性の医師世界への個々の挑戦は、

女医学校を足場として点が線に、線が面へと、次第に大きく着実なものとなっていった。「女医」養

成は医師養成制度の亜流として位置づき、医師世界の構図を徐々に変容させた。1943～45年には、

男性医師が戦場に駆り出される中、岐阜県立女子医学専門学校など、８つの道府県立女子医学専門学

校が設立されている。 
戦後のGHQの意向を強く反映した教育の民主化政策においては、皮肉なことに、このような女性

「動員」の経緯と道筋が、男女平等・共学の新制大学医学部設立を実現に導く素地を準備するものに

なった。８つの女子医学専門学校のうち５校が、国公立の新制大学医学部に改編された。男女平等・

男女共学を掲げた高等専門教育の導入という形をとった戦後の医学教育の制度的刷新によって、男性

社会である医師世界が質的にどれほど変化しただろうか。合わせて、このような改革を反映して、戦

前の医師世界の「ジェンダー秩序」がどれほど払拭され、変容したかは、大いに検討を要するもので

ある。 
いずれにしても、吉岡の「女医」養成における思想と実践的取り組みは、女性が専門職として研

鑽・成長しながら、個人としての専門職人生をトータルにどう生きるのかという実践的課題のみなら

ず、生涯的視点に立った専門職者の育成には、医師個人のキャリアと医師集団が共有するプロフェッ

ショナリズムとが、医師養成の両輪として明確に捉えられるべきものであることを示唆するのであ

る。 
 
２ キャリア論とプロフェッショナリズム論の現代的乖離        
それでは、現代社会の医師世界では、専門職のキャリアとプロフェッショナリズムの位置関係は、

どのようなものとなっているのだろうか。女性医師の文脈において、キャリア（career）＝「医師と

いう職業をもった一個人」および、プロフェッショナリズム(professionalism) ＝「医師という専門

職集団の一員」という構図をめぐる議論が各々、どのような方向性を模索してきたかを検討したい。 
「キャリア」は現在、様々な文脈で用いられるが、金井壽宏の提起16に示唆されるように、働く当

事者が自分なりの職業人生のあり方について考え、学び、問題解決するという当事者性への志向の上

に成り立つ概念と捉えられる。本論ではこれを踏まえつつ、特に生涯教育学の観点から、キャリアを

個人の一連の職業遍歴や職業経路のプロセスで構成される職業的経験、およびそれらの省察（Schön
のreflection-on-practice）17に基づいて獲得された職業的見通しの総体とみなす。 
本科研研究18の研究分担者佐伯知子は、医療系の論文検索サイト、医学中央雑誌（「医中誌」）19

を中心に、医学関係の研究動向を概観した。その成果によれば20、医師のキャリア研究が盛んに行わ

れるようになったのは2000年代後半以降である。そこには、2004年に「新医師臨床研修制度」が

導入されて臨床研修が必須となり、各自が研修先・就職先を選ぶ制度になったことが大きく影響して

いると見られる。医師のキャリア研究は、大半が女性医師に焦点化した研究であり、内容的には、結

婚・妊娠・出産・育児などのライフイベントをめぐる就業継続支援が中心的課題である。特に、専門
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科・機関別の「働き方」（労働環境の整備、チーム内の連携など）を検討するものが多く、「医師」

を職業として選んだ個人の生き方と周囲の支え方の問題とみなす傾向が顕著であるという。 
「プロフェッショナリズム」も近年、専門職養成で頻繁に用いられる用語である。医師について

は、自ら医師である大生定義が「医のプロフェッショナリズム」として「自律性を持ち、社会契約に

基づいた医師という専門職の姿勢・構え・行動様式であり、その背景には健全な倫理感がある」21と

定義している。大生は、チーム医療や患者中心の医療を行う現代では、もはや医師単独で「医のプロ

フェッショナリズム」を考えることはできないとした上で、「社会の視点や医療を遂行する多くの職

種との相互作用の中で考えていくことが必須である」と指摘しており、現代的な問題意識が反映され

ている点が注目される。 
2015年から医学教育専門家認定制度を発足させた日本医学教育学会には、大生が副会長を務める

「倫理・プロフェッショナリズム委員会」が設置されている。同委員会の活動は活発であり、2008
年には『医療プロフェッショナルワークショップガイド』、2012年には、『医療プロフェッショナ

リズム教育―理論と原則―』を編集・刊行している。また2014年11月には、ワークショップ「プロ

フェッショナル教育のコンセンサスを形成しよう」を実施し、その成果を『医学教育』誌に掲載する

など、プロフェッショナリズム教育への会員の関心を喚起している22。 
佐伯の調査においても、キャリア研究ほど多くはないとはいえ、プロフェッショナリズムをテーマ

とする研究論文は2000年代後半以降、増加が見られている。そこでは主に、社会情勢の変化や医療

に対する社会的信頼の回復のためにプロフェッショナリズムを問い直すことの重要性が認識され、プ

ロフェッショナリズム自体をどう定義づけ教育するかなどが論議されている。具体的には、医師の職

業倫理や社会的使命・責務などが重点的に取り上げられ、社会における専門職者集団としての医師像

が描かれ、性別が全く関わらないレベルで専門職性の議論が展開されているという。 
以上から、日本の（女性）医師研究において、キャリアとプロフェッショナリズムが全く異なる位

相で議論されていることが示唆される。佐伯は「たとえば個々の医師が自身の専門職性をどう認識

し、それを生涯キャリアにどう反映させているか、というように両者を一体的に捉えようとする視点

は希薄である」と述べている。 
この指摘は、日本医学教育学会が一方で「基本能力教育領域」の範疇で「倫理・プロフェッショナ

リズム委員会」が設けられ、他方で「特別領域」の範疇で「女性医師キャリア教育検討委員会」が設

置されていることと合わせて考察すると示唆的である。すなわち、プロフェッショナリズムは医師全

体の基本能力教育に関わる中核的問題とみなされる一方、キャリアは医師個人の問題として「特別領

域」に位置づけられている。特にキャリア教育が、「女性」を掲げた「特別領域」に位置づけられて

いる点に、「ジェンダー秩序」の所在と学会レベルでの対応姿勢が示唆されているのである。 
 

第３章．医師にとってのロールモデルとジェンダー 
 
近年、あらゆる分野の男女共同参画の取り組みにロールモデルが登場している。他方、女性医師

「撤退」の主要因の一つとして「ロールモデルの欠如」が挙げられる傾向は、注目される。ここで

は、ロールモデルがどんなものとして提起され、その後、ジェンダーとの関わりでどう捉えられてき

たのかを踏まえた後、現在、医師世界でロールモデルがどう認識され、どんな役割を期待されている

のかを考察する。 
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１ ロールモデル論の展開 

（１）ロールモデルとは 

 「ロールモデル」（role model）は、生涯学習・社会教育の文脈においては「社会において何らか

の役割を果たすことを目ざす際に、模範・規範となるような人物や人物像」（木村涼子、『生涯学

習・社会教育辞典』、2012）と定義されている。 
他方、看護学や医学では「役割モデル」と呼ばれることもある。そこでのロールモデルは、目指す

べき人物（「存在」）自体を示す場合もあるが、その人物の「役割行動」を指す場合もあり、理解は

一律ではない。前者の場合、ロールモデルは「自分の行動の規範となる（お手本となる）存在」と定

義され、「人はその人の行動や思考を手本とし、模倣したり同一化したりしながら学習し、自分の取

るべき行動を獲得していくことが多い」23と解説される。また後者の場合には、「（親や教師など）

特定の位置にある人」と「同じ位置についたときにどのように行動すべきか役割行動を学習し獲得し

ていく」にあたり、その「特定の位置にある人」の「役割行動」を指すものとされる24。 
 従来のキャリア研究では、「個人のキャリア発達過程に決定的な意味を持つ人物」を叙述するロー

ルモデル概念が、「アイデンティティとキャリアの達成への重要な手がかりを提供する」ものと肯定

的に評価されてきた。とはいえ、近年、欧米の研究では、そのような見解自体が「伝統的な見解」と

みなされるようになってきた25という。 
 
（２）ロールモデル概念と社会的学習理論 ― Gibson, D.Eの議論から 

① ロールモデル概念をめぐる背景と変化 

 ロールモデル概念が登場した理論的背景には、大別すると、G.H.Meadらの社会心理学や文化人類

学の役割理論、および社会的学習理論ないしモデリング理論の二つの流れがあるとみなされている。  
先行研究を整理したGibson, D.Eによれば、前者は役割同一化理論（role identification theories）

に集約され、個人が他者の望ましい地位や社会的役割に自分との類似性を見出すと、観察や模倣を通

して、その類似性を促進しようと動機づけられる、というものである。端的に示せば、モデルとなる

人物の地位や役割に応じて、個人の動機づけが導かれるというものである。これに対し、後者の社会

的学習理論ないしモデリング論は、人的要因と環境的要因の相互作用、および観察者の自己調整能力

を重視するものとされる。 
Gibsonは、伝統的な見解のように「卓越した人物」に焦点を当てるのではなく、より個人の認知

に焦点を当てた新たなロールモデル論を提起した。そこでのロールモデルとは、「個人が自らのニー

ズと目標を踏まえて自ら構築した自分の理想像ないし『可能性のある』自分像についての認知的構築

物」を叙述したものと定義されている。個人が、一人の「卓越した人物」から一方向的に影響を受け

るのでなく、むしろ、多数の多様なモデルからアクティヴに学ぶプロセスが重視されるようになった

点が大きな変化と言える26。 
このような変化の背景には、いくつかの要因が考えられるが、国内外における「役割」概念自体へ

の認識の変化も指摘される。例えば、「ある地位（位置）にある人に期待され要請されている行動様

式」（野村昭、1971）のような「特定の人」を想定した定義から、「社会的地位に付随する、社会

的に定義された属性と期待の集合体」（恒吉僚子訳『新しい世紀の社会学中辞典』、2005）のよう

な不特定な「集合体」という定義への変化が挙げられる。また、欧米でも「ロールモデルを取り巻く

概念的な不明瞭さが混乱を招いている」といった事態への憂慮が、Gibsonの論文などからも窺え

る。 
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② 社会的学習理論におけるモデルへの注目 

 ここでは、新たなロールモデル論の登場において、重要な役割を果たしている社会的学習理論にお

いて「モデル」として想定される人物の位置づけをみておきたい。 
カナダの心理学者Albert Bandura（1925-）は、社会的学習理論を体系化し、「人間行動はモデリ

ングによって観察学習を介して学ばれる」ことを提起した。社会的学習理論とは、「心理学的機能に

おける代理的、象徴的、自己調整的機能の役割を重視」するものであり、観察学習による習得過程を

主たる研究対象とする27。同理論では、「人間は自己動機づけにおける能動的行為者として機能す

る」28存在と捉えられている。Banduraはモデリングにより、①新しい適切な行動が習得され（類似

行動の強化）、②不適切な行動が制止・抑制され（逸脱行動の抑制）、③他者に誘発された行動が促

される（反応促進）ことを解明した。さらに観察学習を、次の4つの下位プロセスに分け、他者の行

動の観察と意識的な模倣により学習が成立することを実証的に示した29。 
「注意過程」（モデル刺激の特徴への注目・観察） 
「保持過程」（イメージと言語による象徴的コーディング） 
「運動再生過程」（行為・行動への変換、自己修正的調整） 
「動機づけ過程」（習得した行動で生まれた結果による外的強化、代理強化、自己強化） 
これらのプロセスにおいては必然的に、観察・模倣の対象となるモデルが想定される。Bandura

は1971年にPsychological Modeling；Conflicting Theoriesで「どんなタイプの人がモデリングの

影響を受けやすいのか、またどんなモデルが観察者から強い模倣行動を引き起こしやすいのか」と対

象となるモデルへの関心を示し、1977年の著書Social Learning Theoryでは「状況に精通している

モデルの行為に依存することにより新参者は、手探り行動をしてみてショックを受けるかあるいは好

ましい結果になるかを試してみなくとも、いろんな場面や事象に適切に対応できる。」と述べてい

る。70年代には、Banduraの邦訳書が次々と出版されたが、そのモデリング理論は以後、国内では

あまり省みられていない。 
Gibsonは2000年代以降、Banduraのモデリング論に依拠して、「権威あるモデルや魅力的なモ

デルは、観察者の類似した行動を喚起しやすい」30などの言説とともに、観察者の能動性を重視した

ロールモデル研究を展開しており、さらに、キャリア研究の発展にとって重要なものとして、行動モ

デリングBehavioral Modeling とメンターMentorを挙げている。 
 
２ ロールモデルとジェンダー 

 従来、女性など「被差別」の立場にあり、固定的な役割期待によって多様な生き方を阻まれる人々

にとっては、（生き方の）先駆的前例としてのロールモデルの影響が多大である、と指摘されてきた

31。1999年の男女共同参画社会基本法施行後、省庁（内閣府や文部科学省等）や企業、職能団体や大

学、民間団体等が、働く女性の「ロールモデル」の「収集」「紹介」「普及」に取り組み始めたの

も、同様の趣旨によると考えられる。特に、企業の管理 
職・総合職や弁護士、医師、国立大学教員などの分野への女性の参入・参画が目指されるようにな

り、多様な職域での「両立」の成功事例を、「ロールモデル集」などとして提示する傾向が顕著にな

ってきた。 
近年のロールモデルの活用例としては、学習プログラム、冊子の刊行、ウェブサイトへの掲載が挙

げられる。例えば、2009～11年度に文部科学省委託で実施された「女性のライフプラニング支援総
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合推進事業」における学習プログラム（数名の「ロールモデル」の話を聴きグループで質疑応答を行

う）32、ヌエック（国立女性教育会館）の女子中高生の理系進路選択支援事業「女子中高生夏の学校

～科学・技術者のたまごたちへ～」（2005年以降）の実施と参加した理系研究者・技術者らを紹介

する冊子「ロールモデル集」の刊行33などが挙げられる。ウェブサイトでの活用例としては、独立行

政法人科学技術振興機構のロールモデル集『理系女性のきらめく未来』（ダウンロード可）34、ヌエ

ックの「女性のキャリア形成支援サイト」35（「起業・経営」「研究者・技術者」「NPO・ボランテ

ィア」「地域づくり・政治参画」「国際的な活動」の各領域別）に加え、男女共同参画事業の進行に

ともない、男女の多様な生き方の提示手段ともなってきた。例えば、男女を取り上げた、福岡県男女

共同参画センターあすばるの「個人ロールモデル一覧」は、「政治・行政」「起業」「農林水産」

「国際・まちづくり」などより大きなジャンルによる検索が可能となっている36。 
他に注目されるのは、2012年度、厚生労働省の委託事業として「女性社員の活躍を推進する」名

目の『メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル』（「ポジティブ・アクション展開研究

会」）などの取り組みであり、ロールモデルをより積極的に活用していこうとのより積極的な意図が

窺える37。 
 
３ 研究動向にみる医師とロールモデル  

 （１）プロフェッショナリズム獲得へのロールモデル 

 現在、医師世界でロールモデルがどのような機能を期待されているのか。この点に関わって、佐伯

知子が医中誌38・インターネット調査により医学の研究動向をまとめている39。 
佐伯はそこで、医中誌で検索された「ロールモデル」（2015年7月で383件）は、プロフェッショ

ナリズムないし大生のいう「姿勢・構え・行動様式」の文脈で言及されるものとキャリアないし個人

の生き方の文脈において言及される場合に大別されるとしている。佐伯の整理を手がかりに、以下、

前者における３つの特徴を見てみよう。 
 第一は、ロールモデルが、医療現場における行動・態度の形成に活用される点である。そこでは

「姿勢・構え・行動様式」を「先輩医師をロール（・）モデルとして学ぶ非公式カリキュラムを主体

として」習得させるとの発想がみられる。この意味では、ロールモデルは「言葉にできないが重要な

ことは先輩の背中を見て学ぶ」という徒弟的な教育方法を言い換えた表現とも言える。佐伯はロール

モデルの機能について例えば、「医師—医師以外の医療従事者とのコミュニケーションの重要性」

を、医学生が「なるべく口頭で伝えるようにして、行き違いのないように心がけている」医師の姿か

ら学ぶ例を挙げている。 
 第二に、ロールモデルが、望ましい医師像を示すものとして用いられる点である。「プロフェッシ

ョナリズムに満ちた」医師、すなわち診療場面で「常に振り返り、学習しながら向上を目指す姿勢、

同僚や後輩への教育的な態度とともに、自己研鑽・自己規制などをやりぬく強い意思」を「現実に持

続していく」医師（「良き医師」）こそが「ロールモデルたりえる」とみなされる点を指摘する。逆

に医学生を「そんな態度ではだめだ」と叱責する教員は「学生にとってのロールモデルになり得な

い」と見なされる。 
 第三に、「ロールモデルになれる」（望ましいあり方に見合う）医師を育成すべきことが、重視さ

れている。「指導する側の医師の態度そのもの」が学生に及ぼす影響を重視し、ロールモデルとなれ

る医師・指導者の育成こそが「学生へのプロフェッショナリズム教育につながる」と見なされる。医
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師としてのプロフェッショナリズムの継承に関わる「ロールモデルによる学習」は「今後も中心的役

割を担っていく」ものとして、人材育成や「教員・指導者の意識改革」が目指されているとされる。 
 このように、プロフェッショナリズムに関わるロールモデルは、「良い医師」になるための学びに

おける、到達目標（「目指すべき」医師像）と、習得すべき学習内容（「姿勢・構え・行動様式」）

を「可視化」したものを指している。「医のプロフェッショナリズム」を論じた大生も、以下のよう

に言及している。 
 
基本的には科学性・人間性・社会性の要素があり、適切にこれらが濃淡をもって具現化するのが

診療場面である。常に振り返り、学習しながら向上をめざす姿勢、同僚や後輩への教育的な態度と

ともに、自己研鑽・自己規制などをやりぬく強い意志をどう現実の場面で持続していくか、研修す

るものも指導するものもよいロールモデルになるような不断の努力が必要であると考える40。 
 
（２）キャリア継続に向けたロールモデル 

 他方、キャリアの文脈の中でロールモデルが取り上げられる際には、多くが女性医師に焦点を当て

ており、以下の２つの特徴を有すると佐伯は指摘する。 
 第一に、主に女性医師の働き方・生き方を示している点である。この文脈でロールモデルの存在

が、女性医師のキャリアに好ましい影響を与え、キャリア形成で不可欠なものと位置づけられる。そ

こでは、仕事と家庭を両立のしかたや「正当な評価が得られない」ことや「上司の低い期待」など

「キャリアの先がみえず、不安を感じるようなとき」にロールモデルが重要な役割を果たすと見られ

ている。 
 第二に、ロールモデルは「出会う」ものとされる点である。「医師の世界では女性医師はそもそも

マイノリティ」であるとの前提から「ロールモデルを見つけること」の困難さが指摘され、ロールモ

デルの「欠如」「不在」「不足」として問題視される。そのため、各々の地域や機関で他の女性医師

との「出会いの場」「語り合う場」が設けられ、「キャリアの向上などの未来」と期待される。 
第三に、ロールモデルとして取り上げられる女性医師像が、比較的画一的な点である。たとえば同

じ診療科の「大先輩」が「毎日お弁当を持参し、手術も休日当番もこなし、学会や研究会にも出席さ

れ」「職場では育児や家事の苦労を決して見せず、全て完璧にこなすその姿」などである。佐伯はイ

ンターネット調査でも、ロールモデルとして示される女性医師像は、「病院長」「センター長」

「(専門科)部長」「教授」のように医師としてのキャリアアップを実現した人物、ないし「より身近

に感じられるような先輩で家庭と仕事を両立している人物」に大別されたと指摘する。逆に「パート

タイマー」や「辞めてしまって後悔している事例」などがロールモデルとして挙げられる例は皆無だ

ったという。 
 
（３）女性医師の文脈でロールモデルの現状をどうとらえるか 

女性医師に向けて提示されているロールモデルは、a）プロフェッショナルとしての役割行動の模

範モデル、b）キャリア形成・生き方の例示モデルの２つの機能に分断・特化したものとして存在す

るのが現状である。ここでも、ロールモデル概念の不明瞭さが混乱を招いており、今後のロールモデ

ル研究の必要性が示唆される。 
取り組むべき課題としてはまず、女性医師のキャリア形成・継続において、a）とb）のロールモ

デルの機能と役割を個々の文脈で峻別・整理しながら、同時に職業人として両者を統合的に捉えられ
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る視点の獲得が挙げられる41。次に、日本の女子医学生・女性医師の文脈に沿った新たなロールモデ

ル論を探究し、実践的示唆を得ることである。現在の「ロールモデル」理解は「望ましい」モデルの

情報の一方向的な発信に留まる傾向にあり「伝統的な見解」の範疇を出ていない。観察者（学習者）

のインフォーマルな学びのプロセスと「モデル」の具体的役割を、女子医学生や女性医師の文脈で探

究する必要がある。 
さらに、プロフェッショナリズムとキャリアのいずれの文脈にせよ、ロールモデルは一人のすぐれ

た人物を模範として示すより、多様なモデルから自分で選び取り、自分なりのロールモデルを構築す

るものとの視点が重要と思われる。このような視点からGibsonらの新たなロールモデル論を、女性

医師養成の実践的な取り組みに活かす方途を探ることが求められる。 
 
終 章 まとめに代えて 

 

本論では、専門職のキャリアをめぐる現代的課題について、女性医師を手がかりに考察してきた。

得られた知見は第一に、吉岡の「女医」養成の取り組みに見るように、専門職教育の成立時点ではプ

ロフェッショナリズムとキャリアは両輪として機能していたこと、第二に、現代の医師の文脈では、

両者の議論は、異なる二つの方向性で展開されてきていること、第三に、ロールモデルも「専門職の

姿勢・構え・行動様式」（プロフェッショナリズム）の獲得に向けて用いられる一方で、キャリア継

続に成功している女性医師の働き方・生き方を示す「出会うべき」実例として用いられていること、

第四に、特にロールモデルについては、BanduraやGibsonなどの研究成果から、キャリア支援にお

ける活用の新たな方向性が展望されること、などが示唆された。 
現代の女性医師は、医師集団の一人として職務の遂行に関わるプロフェッショナリズムを期待され

る一方で、個人として職業生活と家庭生活をうまく両立しつつ職務（キャリア）を継続することが奨

励され（支援の対象とされ）る存在である。この意味で女性医師のキャリア支援は、家庭生活との両

立に焦点を絞るのでなく、プロフェッショナリズムとキャリアを両輪と捉え、専門職として生涯的に

どのように成長・発展していくか、という見通しをもった支援のあり方が求められる。 
 医療者にとって「患者のため」はもちろん、第一の責務である。だが現実問題として、男性社会

（「ジェンダー秩序」）の価値観の範疇においてプロフェッショナリズムを追求していくことが、職

業生活を個人・家庭生活に優先させ、個人や家庭を究極まで縮小化していく可能性をも内包する点は

否めない。診療・患者のためには個人・家庭生活を犠牲にすることを厭わない医師像が絶対視され、

プロフェッショナリズム教育やロールモデルを通して医師養成に影響を及ぼしてきたことも事実なの

である。そこで暗黙の前提として、家庭責任を家族に委ねられる男性（女性）医師が想定されてきた

ことは、否定し難い。 
この文脈においてプロフェッショナリズムが、キャリア継続とは相容れない要素を有している点

を、キャリア支援においてどう捉えるかが、大きな課題となる。 
 
専門職にとっての生

涯キャリア 
 

キャリア設計 専門職としての自己形成 
キャリアの構築・継続・確立 

生活設計 専門職をもった個人としての生活設計 
ワークライフバランス 

図表１ 専門職にとっての生涯キャリアの枠組と構成要素 
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筆者は、当事者自身が生涯継続的な視野に立って専門職としての自覚や意識（プロフェッショナリ

ズム）を培うと同時に、生涯的視野におけるキャリア設計や人生・生活設計の視点を獲得し、それを

実現するための具体的道筋を描き得るようになることを目指す考え方を「生涯キャリア」と呼ぶ42。

「生涯キャリア」は、図表１に示すように「専門職としての生涯的なキャリア設計」と「専門職のワ

ークライフバランスに基づく生活設計」の二側面で構成される。前者は、専門職として自らの専門性

をどう培い、何を目的にどんな方法でいかに自らのキャリアを構築・確立していくか、後者は、専門

職であると同時に一人の人間としてどう生き、何を全うしたいかという問いに関わるものである。 
現代の女性医師にとって「専門職としての生涯的なキャリア設計」とは、専門職世界の一員として

の自己形成とキャリアの構築・継続・確立を指す。多くの女性医師は、参入段階（卒前・卒後教育）

で、形式上は男性と同一ないし同一基準のキャリア設計を承認・奨励される。だが、医師として自立

後に、医師世界と一般社会（生活世界）の双方に内在するジェンダー秩序で、キャリア継続の困難さ

や生き難さを抱えることも多い。ゆえに、将来的見通しをもって働き続ける上では「生涯的なキャリ

ア設計」の側面が欠かせない。 
とはいえ、いくらキャリア設計ができても、目の前の家事・育児などに関わる負担が消滅・縮小さ

れるわけではないがゆえに「専門職のワークライフバランスに基づく生活設計」の側面は肝要であ

る。専門職として「他をもって代え難い」度合いが大きな領域ほど「両立」は困難さが増し、その実

現には夫、親や知人の協力のみならず、有償サービスをも活用した特異なスタイルも不可避となる。

生活設計以前に、そもそも「専門職のワークライフバランス」はいかにして可能かとの問いないし問

題提起もここに含まれてくる43。 
この「専門職にとって生涯キャリア」の問題に本格的に取り組むことにより、多くの女性医師個人

の問題解決への寄与に留まらず、医師養成という国家的なプロジェクトを、現代社会の文脈でより有

効・有益な形で、持続可能な形で遂行することが可能になると考える44。そのような意味では、研究

分担者柴原真知子が考察してきた、イギリスの女性医師の feminizationの動向45から得られる知見も

少なくないと思われる。 
 

＊本論は、次の２つの口頭発表の内容を再構成し、大幅に加筆・修正してまとめたものである。渡邊担当部分を中心とし、佐伯担当部

分にも明示して言及したが、本論の叙述内容についての責任はすべて渡邊にある。 
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