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滋賀医大

京都大学

京都府立医大

奈良県立医大

和歌山県立医大

神戸大学

兵庫医大

大阪市大

近畿大学

大阪医大

関西医大

大阪大学
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兵庫県

医学部が複数有り、医師数が多い府県①
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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
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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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医学生・研修医をサポートするための会

兵庫医科大学 特別講義・ＦＤ講演会

平成30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

神 戸 大 学

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

県立病院女性医師の勤務形態柔軟化

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

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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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

8



京都府

医学部が複数有り、医師数が多い府県②
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医師のワークライフバランス（ＷＬＢ）委員会

■3月：医学生・研修医をサポートする会開催

■5月：子育てサポートセンター開設

■7月：子育てサポートセンター稼働開始

■9月：医師のワークライフバランス支援
ホームページ開設

2018年の活動
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医学生・研修医をサポートする会

≫勤務医部会総会とコラボ開催

と き 2018年3月3日
ところ 京都ホテルオークラ
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医学生・研修医をサポートする会
「働き方改革からその先へ」(特別講演）浜田敬子氏

BUSINESS INSIDER JAPANの統括編集長、前AERA編集長、
羽鳥慎一モーニングショー・コメンテーター

様々な立場から「今の働き方」と「医師の働き方改革」について
－将来への「不安」と「期待」－

京都第二赤十字病院 初期研修医 安藝 惠氏、洛和会音羽病院 放射線科 中井 朝子 氏
愛生会山科病院外科部長 片野 智子 氏、三菱京都病院 心臓内科 部長 横松 孝史 氏
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子育てサポートセンター開設・稼働
2018年5月：開設
2018年7月：本格稼働開始

府医キッズルームの様子
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医師のワークライフバランス支援
ホームページの開設

https://rc-support.jp/

2018年9月 オープン！

子育てサポートセンターのページに飛びます
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大阪府

医学部が複数有り、医師数が多い府県③
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産休・育休中の代替医師を確保するための運用システム
（ドクター・サポーター制度in大阪）

女性医師が安心して産休・育休を取得するため、同僚医師への過重な負担や

医療提供体制が 縮小することのない施策が必要であることから、

先ず、大阪府内5大学医学部等の協力を得て、 循環器内科および産婦人科そ

れぞれのワーキンググループを設置した。

現在、「産休・育休中の 代替医師を確保するための運用システム」利用開始に

向けて鋭意構築中である。
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府医師会・女性医師支援シンポジウム
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医学生、研修医等をサポートするための会
（平成29年度）

テーマ：女性医師のキャリアを支える
≪講 演≫ 

・女性医師のキャリア・ステップ

・私の働き方−耳鼻咽喉科頭頸部外科医として

・大阪医科大学に勤務する教職員等のための

福利厚生施設バンビ保育室の紹介

・高槻赤十字病院における女性医師の

ワークライフバランス

～子持ち小児科医の一例～

平成３０年度（予定）：平成３１年２月９日（土） 場 所：大阪市立大学

平成３０年２月３日（土） 場 所：大阪医科大学 新講義実習棟
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日本医師会 病児・病後児保育施設 見学

日 時：平成３０年５月２３日（水）午後４時～５時５０分

場 所：田附興風会医学研究所 北野病院 会議室・院内保育所（大阪市北区）

参加者：８名（医師会・担当役職員）

日本医師会 （３名） 今村 定臣 常任理事

大阪府医師会 （５名） 笠原 幹司 理事 （男女共同参画・主担当）、

矢野 隆子 理事 （同副担当）

≪内 容≫

・施設概要、設置の経緯、利用状況、利用されている職員の声など

・施設を設置したことによる院内での効果（離職防止など）や変化について

・施設の見学（院内保育所、病児・病後児保育）
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日 時：平成３０年１１月３０日（金） 午後２時～４時

会 場：大阪府医師会館 ４階 大会議室Ａ

～女性医師のキャリア形成と

働き方を支えるために～

平成30年度 女性医師の勤務環境の整備に関する
病院長、病院開設者･管理者等への講習会
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近畿の府県にいえること

• 医学部が複数ある府県は大学との連携をうまく
やれば、医師数が多いので、サポート体制は作
りやすい。

• 医学部が一つの県は、行政との連携がとりやす
い。県-医師会-大学が三位一体になりやすい。

22



和歌山県
医学部が１つである県①
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県医師会発行の研修医レタ－

24



県や市の後援の子育て講演会 医師会主催の女性医療研究会
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和歌山県と

和歌山県医師会
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奈良県
医学部が１つの県②
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出産・育児支援

• 平成２２年より実施された日本医師会
の会費減免の支援に準じて支援
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専門医会による女性医師支援

• 産婦人科医会

女性医師懇話会

勤務医と開業医の交流(休日昼間に開催）

専門医の単位取得可能も

• 眼科医会

講演会（男女共同参画推進）

「学術的講演」「女性医師活性化講演」
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若手医師の支援

• 奈良県医師会学術奨励賞

県内の若き医師の学術を奨励する

将来の学術研究を担う優秀な医師の育成を支援
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滋賀県
医学部が１つの県③
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女性医師懇談会・女性医師交流会
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医学生・研修医等をサポートする会

滋賀医大の学際に参加

実は、数年前のシンポジスト
が現在の京都府医師会の
ワークライフバランス委員長

滋賀医大3回生に対する講義も

「医師のワークライフバランスを
考える会」のメンバーが担当
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滋賀県及び三師会の取り組み

昨年のパーティーの様子

若い優秀な人材を滋賀県に
医療職の出会いをサポート

De あい プロジェクト医・
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近畿ブロック会議にて

平成30年11月10日
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日医へのお願い

• 会計年度が行事の実態に合わない。

• ベビーシッター依頼などの支援を受ける際に
行事の制限がある。

近畿ブロックの今後の展開

・ブロック会議を当番県が開催する。
（今までは大阪、兵庫、京都）
・近隣の府県との交流を積極的に
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ま と め

• 女性医師の支援の方法の多様化（休み方と
働き方）

• 対象を女性だけに限定しない若手を育てる考
え方

• ＳＮＳやホームページなど広報ツールの拡大

• 学会・部会・大学・行政を巻き込んだ取り組み

• 管理職・指導者側への協力要請・啓蒙

（その評価）
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