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地域でも活躍できる環境を目指して



医師キャリア支援に関するアンケート
福岡県臨床研修病院 45病院

なし あり
2015年比
（35病院）

院内保育 11 34 76% 0

病児保育 28 17 38% +7

病後児保育 34 11 24% +5

学童保育 45 0 0% 0

2019年アンケートと2018年パザパアンケート結果から
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2019年医師キャリア支援に関するアンケート
福岡県臨床研修病院 45病院中

30病院 （回答率67％）

• 院内保育あり 23施設（73％）
入園待ちあり 2
定員 14～108名 40名台が多い

• 病児保育あり 9施設（30％）
予約必要 7 不要 2 回答なし 2
定員 3～5名
年間利用数 3125名

• 病後児保育 9 施設（30％）

• 全て、医師の利用可
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2019年医師キャリア支援（学童保育）に関するアンケート
福岡県臨床研修 30病院（回答率67％）

• 学童保育あり 0 施設

• 学童保育開設予定 0 施設

• 地域の学童保育利用者
いる 7 施設
いない 14 施設
不明 9 施設

• 長期休暇のみの開設困難 30 施設
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その他 ニーズ未検討、小学校への迎え困難

現状では、病院単位での
学童保育開設は困難か

学童保育開設が困難な理由

地域の子育て支援の利用、充実

4



医師キャリア支援（学童保育）に関するアンケート
回答者 307人 （男性 211人 女性 95人)
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常勤 パートタイム 1

その他 2

常勤 フルタイム 198 (94%）

計 211

女性 研修医 12

大学院 5

非常勤 パートタイム 3

非常勤 フルタイム 1

常勤 パートタイム 4

常勤 フルタイム 70 (74%)

計 95男性医師からの回答多数
女性 31%

回答者の年齢・性別
(人）

勤務形態
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回答者の背景

• 内科 110 （36％）
• 外科 33 （11％）
• 整形外科 23 （7％）
• 小児科 17 （6％）
• 産婦人科 17 （6％）
• 脳神経外科 12 （4％）
• 麻酔科 10 （3％）
• 放射線科 10 （3％）
• 泌尿器科 8 （3％）
• 皮膚科 7 （2％）
• 病理 7 （2％）
• 耳鼻咽喉科 6 （2％）
• 形成外科 6 （2％）
• 救急科 5 （2％）
• 眼科 3 （1％）
• 精神科 2 （1％）
• リハ科 2 （1％）
• 総合診療科 2 （1％）
• 研修医 16 （5％）
• その他 11 （4％）

75%

25%

大学が所在する市に勤務

している。（231人）

大学が所在する市以外に

勤務している。（76人）

勤務地 専門科目
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15% 2%

77%

5% 1%

未婚（パートナーとの同居なし）（45人）

未婚（パートナーと同居）（6人）

既婚（配偶者と同居）（236人）

既婚（配偶者と別居・単身赴任）（17人）

既婚（配偶者と離別・死別）（3人）
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配偶者、パートナー以外の同居
者について（複数選択可） 回答300人

結婚、パートナーもしくは
配偶者との同居について

小学生以下の子供を持つ核家族
163人/201人（同居人なしを除く）

回答者の背景
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学童保育を利用しましたか？
もしくは将来的に利用したいですか？
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21%

47%

21%

5%
3%

3%

18時まで（40人）
19時まで（88人）
20時まで（39人）
21時まで（10人）
22時まで（５人）
その他（５人）

18%

28%

3%

50%

1%

3年生まで（34人）
4年生まで（52人）
5年生まで（５人）
6年生まで（93人）
その他（３人）

何時までの学童保育が
必要だと考えますか。

★その他：24時間 ★その他：２年生

何年生までの学童保育が
必要とお考えですか？

学童保育の利用者と将来の利用希望者 187人
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③-１-② 利用された学童保育について、不便な
点、ご要望があれば教えてください。回答30人

• 時間制約 開始時間、延長 18人

• 開設日 盆休み、学級閉鎖時 5人

• 利用料金 民営高額 4人

• 昼食・弁当 4人

• 保育内容 4人
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遊ぶもの・場所がある

学童保育での習い事

習い事への送迎つき

小学生用の本がたくさんある

学校の宿題を終わらせる

夕食つき

自宅からの送迎つき

小学校からの送迎つき

★学童保育での習い事：塾、習字、そろばん、英会話、音楽活動、スポーツ活動

★遊ぶもの・場所：みんなで遊べるボードゲーム、本、漫画、校庭での安全な外遊び、
遊具、昔ながらの遊び

④ 学童保育は「適切な遊び・生活の場を与え健全な
育成を図る」ものと定められています。どのようなプロ
グラム、システムがあれば、利用したいですか。

進学塾運営
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⑥ 今回のアンケートについて、もしくは学童保
育全般に関して、自由記載
⑥ 今回のアンケートについて、もしくは学童保
育全般に関して、自由記載

• 共働き、核家族には必須。充実必要。

• 時間、開設日、送り迎えなど、より利用しやすさ。

• 学童保育の内容、習いごと、児童支援員の資格。

• 働き方改革も並行して。

• 結果のフィードバックをお願いします。

このようなアンケートが実施されていることに大変
感銘を受けましたし、出産に対して前向きになれ
ました。ありがとうございます。
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福岡市の学童保育（放課後児童クラブ）の実際

• 143小学校校区のうち136か所の小学校内（公立公営）

• 開設時間
平日 授業終了後から午後5時まで（延長7時まで）
土曜日午前8時から午後6時まで
休業日（長期休業期間中を含む）

午前8時から午後5時まで（延長7時まで）

• 開設日 月曜から土曜日
（祝日、8月13日～15日、12月29日～1月3日を除く）

• 利用料（月額） 基本時間（午後5時まで） 3,000円
1時間延長ごと 1,000円加算、
土曜利用 2,000円加算
おやつ代は別途徴収
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託児サービス

女性医師相談窓口

保育コンシェルジュ ⇒ 中止

医学生 研修医 勤務医 開業医

研修会
地域における女性医師支援懇談会

ワークライフ
バランス講義

福岡大学
産業医科大学
九州大学
きらめきプロジェクト
久留米大学
元気プロジェクト

福岡県医師会 男女共同参画部会 勤務医部会

年会費無料化

Pas a pas（パザパ）

キャリアプランガイドブック

宗像医師会・北九州市医師会・郡市区医師会・県医師会

女性医師交流会
病院で開催、県支援事業

県医報女性医
師のページ

学生交流会

30歳以下年会費減額
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開催日 開催場所
参加
者数

2018/8/20 産業医科大学 １４名

10/4 福岡東医療センター １６名

10/13 聖マリア病院 １２名

11/20 九州医療センター ９名

11/29 済生会二日市病院 １２名

2019/1/11 飯塚病院 ９名

2/28 大牟田市立病院 ７名

3/6 福岡大学 １９名

3/15 小倉医療センター １１名

3/20 北九州市立八幡病院 １０名

１０病院 計１１９名 託児５回 （１５名）

福岡県女性医師キャリア形成支援事業

女性医師交流会
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二日市済生会・筑紫医師会と合同開催

勤務時間後に病院で開催
講演２題、その後グループで話合い



福岡県女性医師キャリア形成支援事業

医師のためのキャリアプランガイドブック

• 医師のキャリア支援ブック

• ロールモデルの紹介
 勤務医
 産業医
 研究者
 行政医師
 教育者
 病院管理者
 開業医

• キャリア継続のための制度・
窓口の紹介

• ４大学・医師会の活動紹介
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久留米大学元気プロジェクト つながろカフェ

回数 開催日 テーマ 講 師

1 H27.10.25 元気プロジェクトの活動紹介 委員会 守屋普久子

2 H28.2.20 久留米市の保育行政 久留米市子ども未来部 溝江秀州

3 H29.6.1 キャリアアップって、何？ 委員会 守屋普久子

4 H29.9.19 子供の成長における外遊びの再発見 小児外科 中尾志生子

5 H30.1.29 Swedenのgender equalityについて 内分泌代謝内科 大木 剛

6 H30.6.12
仕事と家庭の両立ー子どもの習い事と
お受験事情も含めてー

委員会 渡邉 志穂

7 H30.10.22 病児保育の現状について 久留米市子ども未来部 砂川 太

8 R1(未定） 男性医師の育児・家事について 高度救命救急センター 大塚麻樹

昼の時間帯開催、育休中の女性医師も子連れで参加
情報交換し、会後には医局にも顔を出す
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ご清聴ありがとう
ございました

福岡県医師会
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放課後児童クラブ（学童保育）とは

保護者が労働等（※1）により昼間家庭にいない児

童に対し、小学校の余裕教室、学校敷地内の専用
教室、児童館などで、放課後等（※2）に適切な遊
びと生活の場を提供するもの。

（一般的には、「学童保育」「留守家庭子ども会」な
どと呼ばれている）

※1 保護者の就労だけでなく、保護者の疾病や
介護なども該当

※2 土曜日・夏休み等の長期休業中も含む

参考資料 1



福岡県の学童保育（放課後児童クラブ）の実際

• 県内59市町村で開設

校区カバー率 97％ （補助金のあるもの民営を含む）

• 運営 公立公営、公立民営、民立民営

• 実施場所 小学校の余裕教室、学校敷地内の専用
教室、 児童館

• 開設時間
平日 3時間以上
土、日、長期休業期間 8時間以上

• 職員 40人以下で 2人以上の放課後児童支援員

• 利用料 市町村、児童クラブごと 減免あり

参考資料 2


