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 岐阜県医師会男女共同参画委員会構成 
             （2018年6月17日 ～ 2020年定時代議員会まで） 

地域医師会推薦・会長指名委員 

委員長 田中 孜（兼務） 中濃厚生病院 

副委員長 清島眞理子 岐阜大学医学部附属病院 

委員 村上啓雄 岐阜大学医学部附属病院 

  〃 操  奈美 岐阜大学医学部附属病院 

  〃 山本眞由美 岐阜大学医学部附属病院 

  〃 飯田真美 岐阜県総合医療センター 

  〃 横山有見子 久美愛厚生病院 

  〃 太田宗一郎 岐阜市民病院 

  〃 松波英寿 松波総合病院 

  〃 森島眞理子 関ヶ原病院 

  〃 馬場祐子 桜台医院 

  〃 足立佳代子 いなば内科 

  〃 三島直也 精華医院 

  〃 高井豊子 高井整形外科眼科医院 

勤務医部会委員 

委員長 田中  孜 中濃厚生病院 

副委員長 浅野雅嘉 市立恵那病院 

委員 冨田栄一 岐阜市民病院/病院協会会長 

  〃 村上啓雄（兼務） 岐阜大学医学部附属病院 

  〃 村井敏博 松波総合病院 

  〃 大橋宏重 朝日大学病院 

  〃 齋藤公志郎 岐北厚生病院 

県医師会役員 

岐阜県医師会 

  常務理事 臼井正明 勤務医部会 

  常務理事 伊在井みどり 勤務医部会／男女共同参画 

  常務理事 近藤由香 男女共同参画 

  理事 戸谷理英子 勤務医部会／男女共同参画 
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平成22年度～  
岐阜県医師会 女性医師等就労支援事業 

（平成28年度～ 医師ワークライフバランス推進事業） 

女性医師等相談窓口の設置 
  研修指定病院・中核病院・地域医師会に、女性医師等の出産・育児等  

  と勤務との両立支援、復職相談等に関わる専門相談員を養成し、配 

  置する。毎年、研修会にて各種制度・助成金等を紹介。 

男女共同参画講演会（女性医師等の就労環境整備に関する講演会） 

  先進的な取組みの紹介、就労支援策の理解促進を図る。 

医学生･研修医等をサポートするための会 
    大学医学部４年生の週間講義（ライフサイクル）の１単位に位置付け。 

新入研修医合同オリエンテーション (平成26年度～開始） 

 
 

   

 

 

男女を問わず、すべての医師が、自分の理想の医療を実行することが 
可能となるような、余裕のある職場環境を整えることを目的とする。 
医師全体のワークライフバランスの実現！ 

岐阜県医師会 2 



 ●講演会等の開催 
    新入研修医合同オリエンテーション 

      対象：新入研修医等 

    女性医師等相談員養成のための講演会 

      対象：労務担当者等 

    医学生・研修医等をサポートするための会 

      対象：岐阜大学医学部学生、研修医、若手医師等 

    男女共同参画講演会 

      対象：勤務医、病院長等 

        ＊今年度から勤務医部会と合同で開催   

 ●病院訪問事業の再開 
    平成25年度～27年度に実施。 

    働き方改革により各病院の取り組みに変化があるのでは？ 

    過去に訪問した医療機関も含め、今年度より再開予定。 

平成３０年度の取り組み 
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●研修会における情報提供 
  ・各種補助金制度の紹介 

  ・岐阜県医療勤務環境改善支援センターとの情報共有 
 

●臨床研修病院合同説明会への参加 
  ・医師会ブースの設置 
  ・DVD（女性医師のキャリア支援：企画・制作・著作 日医会女性医師支援センター）放映 

  ・医師会紹介パンフレット等の配布 
 

●医療勤務環境改善支援センターによる個別訪問への参加 
  ・医療勤務環境改善推進員、医療労務管理アドバイザー等に 
   同行。病院からの参加者は看護部長、事務局長等。 
  ・病院側からの質問や課題等について意見交換                               

 

岐阜県との連携 
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医学生・大学との連携など 

●在宅医療体験学習事業 （平成28年度から県委託事業） 
  医学生のための地域医療の現状と課題を知る体験学習 
                       （岐阜大学医学部 総合診療部枠） 
  対象者：岐阜大学医学部に在籍もしくは岐阜県出身で他大学医学部に在籍する学生 
 

●男女共同参画講演会 
  平成26年度から共催。 
     岐阜大学医学部、岐阜大学医学部附属病院、岐阜大学医師会、 
     岐阜大学医学部・同附属病院女性医師就労支援の会、 
    岐阜大学医学部附属地域医療医学センター、 
    岐阜大学医学教育開発研究センター 
  病院内、医学部内への講演会開催の周知協力。 
 

●岐阜大学医学部附属病院 女性医師就労支援の会 講演会 
  平成29年度から共催。 
  29年度は子どもを含め53名が参加。 
  今年度は12月29日(土)岐阜市内ホテルにて開催。   
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日付 会場 事業内容 講師氏名 参加人数

平成29年 ホテルグランヴェール岐山 ○新入研修医合同オリエンテーション
4月7日 【第1部】　

(金) １情報提供
18時～ 　○岐阜県内での医師キャリア形成 岐阜大学地域医療医学センター

　　センター長　村上啓雄

　○先輩医師からのメッセージ 県立多治見病院　小島敏久

岐阜市民病院　高見一徳

高山赤十字病院　桒原万友香

２特別講演
　救急の診断について 岐阜大学医学部附属病院

院長　小倉　真治

【第２部】　
　○ショートスピーチ　等 岐阜県医師会

　　　医師会紹介 常務理事　臼井正明

常務理事　戸谷理英子

１７７名
平成29年 岐阜県医師会 ○女性医師等 相談員養成のための研修会

7月7日 　６F大会議室 【情報提供】
(金) TV会議：多治見市医師会 医師の勤務環境改善に向けた支援 岐阜県医療福祉連携推進課

14時～ 恵那医師会 医療人材対策監　伊藤　正憲

高山市医師会 医療勤務環境改善支援センター事業について 岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課

看護対策監　村瀬　千里

医療勤務環境改善推進員

時吉　鈴美

公衆衛生医師のご案内 岐阜県健康福祉部健康福祉政策課

課長　長沼　正信

【講演】

岐阜労働局雇用環境・均等室

室長　野添　雅恵 ４７名
平成29年 岐阜大学医学部記念会館 ○第１回男女共同参画講演会
11月16日  医学生・研修医等をサポートするための会

(木)
18時～ 【先輩医師からのメッセージ】

　 高山で医師になって 高山赤十字病院　桒原万友香

【特別講演】

　摂食障害－研究と診療から社会活動へ－ 政策研究大学院大学

保健管理センター教授　鈴木眞理

平成30年 岐阜県医師会館 ○第２回男女共同参画講演会
2月18日

(日)
14時～ 【基調講演】 日本医師会副会長 　

　専門医制度をめぐる諸問題 日本医師会女性医師支援センター長

日本専門医機構監事　今村　聡

【パネルディスカッション】
～新専門医制度を取り巻くｷｬﾘｱｱｯﾌﾟとﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ～
(1)岐阜大学における新専門医制度の取組 岐阜大学医学部附属病院

医師育成ｾﾝﾀｰ長　清水雅仁

(2)周産期女性医師活躍支援講座の取組 岐阜大学医学部附属病院

周術期女性医師活躍支援講座

特任准教授 杉山陽子

(3)新内科専門医制度の現状と課題 松波総合病院

　副院長・内科部長　村山正憲

(4)外科医師のキャリア形成について、現状と課題 岐阜県総合医療センター

～新専門医制度のもとで女性医師が仕事を継続するために～ 乳腺外科部長　長尾育子

○総合討論 ６７名

平成29年度　医師ワークライフバランス推進事業報告（岐阜県委託事業）

岐阜県医師会　　　

仕事と育児・介護の両立支援制度と
ハラスメント防止対策について

７９名

　新専門医制度について
　　　　～今後に向けての現状と課題～



日付 事業名 事業内容 備考 参加人数

平成30年 ホテルグランヴェール岐山 ○新入研修医合同オリエンテーション
4月6日 【第1部】　

(金) １情報提供
18時～ 　○岐阜県内での医師キャリア形成 岐阜大学医学部附属地域医療医学センター

センター長　村上啓雄

　○先輩医師からのメッセージ 臨床研修病院より３名
県総合医療センター　赤座花奈美

大垣市民病院　今岡拓郎

木沢記念病院　小野大樹

２特別講演
　○救急の診断について 岐阜大学大学院医学系研究科

救急・災害分野教授　小倉真治

【第２部】　
　○ショートスピーチ　等 岐阜県医師会

　　　医師会紹介 常務理事　臼井正明

常務理事　戸谷理英子

198名
平成30年 岐阜県医師会 ○女性医師等相談員養成のための研修会

6月6日 　６F大会議室 【情報提供】

(水) TV会議：多治見市医師会 医師の勤務環境改善に向けた支援 岐阜県医療福祉連携推進課

14時～ 恵那医師会 医療人材対策監　　森　　庸総

高山市医師会 医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組について 岐阜県医師会

常務理事　臼井正明

医療勤務環境改善支援センター事業について 岐阜県医療福祉連携推進課

看護対策監　若原明美

〃医療勤務環境改善推進員

時吉鈴美
医療勤務環境改善支援センター分室

医療労務管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　森　千春

【講演】

岐阜労働局雇用環境・均等室

指導係長　　篠田　和子 47名
平成30年 岐阜大学医学部記念会館 ○第１回男女共同参画講演会
11月15日  医学生・研修医等をサポートするための会

(木) 【先輩医師からのメッセージ】
18時～ 　地域枠入学からの10年を振り返って 岐阜大学医学部附属病院

血液・感染症内科医員　金田裕人

【特別講演】
　日本腎臓学会と東京女子医大の男女共同参画の取り組み 東京女子医科大学保健管理ｾﾝﾀｰ･腎臓内科部長

　～ＣＫＤ、ＣＫＤ合併妊娠も含めて～ 日本腎臓学会男女共同参画委員会委員長

　　　内田啓子

平成31年 岐阜県医師会館 ○第２回男女共同参画講演会
3月7日 TV会議：（予定） 　（勤務医部会学術研修会合同）

(木) 多治見市医師会 講演１ 高山赤十字病院

14時～ 恵那医師会 「未定」 　第一内科部長　白子順子

高山市医師会 講演２ 岐阜大学大学院医学系研究科

「未定」 整形外科学教授　秋山治彦

仕事と育児・介護の両立支援制度とハラスメント防止対
策等について

平成30年度　医師ワークライフバランス推進事業計画（岐阜県委託事業）

岐阜県医師会　　　






