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兵庫県医師会男女共同参画推進委員会

構成：委 員 1６名

副会長 １名 常任理事 1名

理 事 ４名

兵庫県女性医師の会

県内全医師対象、医師会未入会者も可

男性医師の入会推奨

会員約400名

平成18年結成

2018/11/10 兵庫県医師会男女共同参画推進委員会 2



平成30年度事業計画

1 女性医師再就業支援（県委託事業）

2 兵庫県医師会ドクターバンクとの連携 日本医師会女性

医師バンクとの連携

3 女性医師の会フォーラム・研修会開催

4 研修会・フォーラムなどの託児サービス（日本医師会事業）

5 学生・研修医をサポートするための会（日本医師会事業）

6 女性医師支援相談窓口

７ 研修医・勤務医のベビーシッタの費用一部負担

2018/11/10 兵庫県医師会男女共同参画推進委員会 3



平成30年度事業計画

8 病院訪問（研修医・勤務医との懇談）

9 病院管理者・勤務医へのアンケート調査

10  ニュースレターの発行 年2回

11  ホームページによる保育関連情報の提供

12 地域における女性医師支援懇談会

「こうのとりの会」（日本医師会事業）

13 「研修医ウェルカムパーティー」に参画・協力

14 兵庫県医師会「イクボス大賞」の表彰
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女性医師の会フォーラム
第1回 平成19年6月 前少子化・男女共同参画担当大臣 猪口邦子氏

第2回 平成20年6月 大阪医療センター副院長 山崎麻美氏

第3回 平成21年6月 作家 玉岡かおる氏

第4回 平成22年6月 内閣府食品安全委員長 小泉直子氏

第5回 平成23年6月 埼玉医科大学名誉教授 平敷敦子氏

第6回 平成24年6月 鹿児島大学医歯学教育開発センター

教授 田川まさみ氏

第7回 平成25年6月 前尼崎市長 白井文氏

第8回 平成26年5月 東レ経営研究所ダイバーシティ＆

ワークライフバランス研究部長 渥美由喜氏

第9回 平成27年7月 自治医科大学名誉教授

国際医療福祉大学病院長 桃井真里子氏

第10回 平成28年7月23日 神戸大学名誉教授 田中千賀子氏

第11回 平成29年7月15日 株式会社資生堂相談役 前田新造氏

第12回 平成30年7月14日 京都華頂大学現代家政学部食物栄養学科教授

武曾惠里氏
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女性医師の会研修会
第１回 平成19年12月 内閣府男女共同参画局長 坂東久美子氏

第２回 平成20年12月 日本女医会会長 小田泰子氏

第３回 平成21年11月 厚生労働省 梅田珠美氏

第４回 平成22年12月 浪速生野病院心身医療科 生野照子氏

第５回 平成23年12月 ちさきこどもクリニック 地嵜和子氏

第６回 平成24年12月 神戸大学人間発達環境学研究科准教授

齊藤誠一氏

第７回 平成25年11月 岩手医科大学産婦人科准教授 竹内 聰氏

第８回 平成27年 1月 理化学研究所 髙橋政代氏

第９回 平成28年2月6日 大阪医科大学法医学教室非常勤講師、

小説家 椹野道流氏

第10回 平成29年2月4日 兵庫県健康福祉部医務課長 味木和喜子氏

第11回 平成30年1月27日 神戸女学院中学部・高等学部部長

林真理子氏
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学生・研修医をサポートするための支援

兵庫医科大学 特別講義・ＦＤ講演会
平成20年 3月 ブリストルマイヤーズコーポレイト

ビジネス・コミュニケーション部長 後藤由美氏

平成22年 9月 東京女子医大学長・教授 白鳥敬子氏

平成23年 9月 埼玉医科大学教授 名越澄子氏

平成24年10月 武蔵野赤十字病院副院長 泉 並木氏

平成25年10月 旭川医科大学皮膚科准教授 山本明美氏

平成26年 9月 前日本女医会会長 津田喬子氏

平成27年 9月 鳥取大学副学長 北野博也氏

平成28年 9月 秋田大学医学部 総合地域医療推進学准教授

蓮沼直子 氏

平成29年 9月 同上

平成30年 9月 同上
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医学生・研修医をサポートするための支援

神戸大学
平成21年2月 錦織千佳子教授の講演、座談会

平成24年1月 平井みどり教授の講演、座談会

平成25年12月 男女共同参画講義

平成26年12月 男女共同参画講義

平成27年12月 ワークライフバランスセミナー

平成28年12月 ワークライフバランスセミナー

平成29年11月 ワークライフバランスセミナー

平成30年11月 学内・外医師の体験談

D&Nブラッシュアップセンター

コーディネーターが常駐

大学と大学附属病院の女性医師・女性職員・女子学生の支援

全職員・学生の妊娠出産、保育の相談と情報提供、職場復復帰の相談
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病院勤務医・研修医との懇談会
平成26年
県立加古川医療センター

神戸市立医療センター西市民病院

芦屋市立病院

県立淡路医療センター

平成2７年

神鋼記念病院

県立西宮病院

姫路赤十字病院

神戸赤十字病院

平成2８年

県立尼崎医療センター

明石市立市民病院

平成29年

近畿中央病院

赤穂市民病院

神戸労災病院

平成30年

神戸市立医療センター

中央市民病院

北播磨総合医療センター
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県立病院女性医師の勤務形態柔軟化への要望

• 常勤勤務女性医師の勤務形態の柔軟化

• 病児保育、夜間保育の充実

• 育児短時間勤務制度の小学校6年終了まで
の延長
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スケジュール（予定）

選考協議 イクボス大賞・特別奨励賞決定

平成 30年 6月 受賞者へ結果通知

平成 30年 7月 14日（土） 表彰式

応募締切日 ： 平成 30年 3月 31日（土）

イクボス

２０１８



ご清聴ありがとうございます
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