
千葉県医師会報告 

 

千葉県医師会理事 松岡 かおり 

平成２８年度女性医師支援事業連絡協議会（平成２９年２月１７日（金）） 

   千葉県医師会キャラクター 

   「ナーピー」＆「ドク太」 



主な活動 

 

１．男女共同参画推進委員会の開催 

 

２．研修会・懇談会の開催 
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1.男女共同参画推進委員会の開催 

  

開催日（３回開催）全て１９：００～ 
 
①平成２８年４月２１日（木）  

②平成２８年８月２５日（木）  

③平成２８年１０月２７日（木） 

   

【議題】 抜粋 

 
・２８年度委員会事業について 

・県の状況について（県庁職員の状況・県の取り組み） 

・女性医師等就業支援相談窓口について  

・本会会費規程について 
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２．研修会・懇談会の開催 

 
  「2020.30実現をめざす地区懇談会」 

    「なのはな交流会」 
 千葉大学病院を中心とした女性医師の会である 

「立葵の会」（※）の代表者と本会男女共同参画懇談会委員との懇談会。 

日時：平成２８年５月２８日（土）１８：００～  

場所：ホテルポートプラザちば 参加者：９名 

 

※「立葵の会」（千葉大学病院を中心とした女性医師の会）※「立葵」は初夏に咲く花。 

【設立趣旨】 
 女性が医師として働いていく上での悩みや経験・⼯夫を共有し、お互いの価値観を尊重しつつ
助け合うことを趣旨としています。 

【設立経緯】 

 発起人２人が中心となり、診療科長の先生方のご支援を頂きながら、内科系8診療科より１名
ずつ世話人が集まり、平成２５年６月に発足しました。同年９月に千葉大学医学部付属病院内で
５２名の内科医師にお集まり頂き、第１回講演会を無事に開催することができました。その後、
内科以外の診療科に輪を徐々に広げつつ、定期的な講演会・お茶会の開催、ホームページ設立等
の活動を継続しています。 

（「立葵の会」HPより） 
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「医学生・研修医等をサポートするための会」 

「平成２８年度第１１回千葉県内臨床研修医交流会」  

日時：平成２８年７月１０日（日） １３：３０～ 

場所：ホテルポートプラザちば 

参加者：８２名 

   （研修医３８名、医師４１名、その他３名） 
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平成２８年度第１１回千葉県内臨床研修医交流会 
 
来賓挨拶：日本医師会常任理事 石川 広己 

 
（14:00～15:40） 

「研修現場からの報告」～心に残った症例報告･教訓となった症例･その他あれこれ～             

        

①「血管走行異常を伴った頭蓋外内頸動脈解離の一例」      

②「エクリズマブが著効した非典型溶血性尿毒症症候群の一例」        

～省略～ 

⑩「PCSの疼痛コントロールに対して漢方薬が有効であった1例」     

（15:50～16:00） 

 
「医師の働き方を考える～男女共同参画についての意識調査から」 

 千葉県医師会 理事 松岡 かおり 

 
（16:00～17:55）  １位：Ｂチーム（５名）、２位：Ｄチーム（４名） 

診断推論Quiz!!   

国保旭中央病院総合診療内科部長 塩尻 俊明 先生 

 
【優秀演題賞･特別賞授賞式】    
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千葉県医師会男女共同参画懇談会（平成２７年度が第１回） 

平成２７年２月２５日(木) １８：３０～２０：３０ 

出席者：３４名 
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    千葉県医師会第２回男女共同参画懇談会 
                                    

        私たちの働き方、考えてみませんか？ 

      ～活躍できる場と働きやすい環境を目指して～ 

  
  

日時：平成29年2月18日（土）15：00～17：00 

           懇談会17：00～18：30 

場所：ホテルポートプラザちば ２F「ルビー」 

           懇談会 ２F「パール」 
 
基調講演（15：15～16：00） 

※日本医師会認定健康スポーツ医再研修会 １単位 

「スポーツドクターからみた男女共同参画について」 

国立スポーツ科学センターメディカルセンター副主任研究員  

                     土肥 美智子 先生 
  

パネルディスカッション（16：05～17：00）※開始前５分休憩 

テーマ「医師のライフイベントを考える」 
【パネリスト】 

■社医）社団森山医会 森山記念病院 副院長 兼 消化器センター長   

                          本橋 英明 先生  

■医）社団明海皮ふ科 院長             本橋 尚子 先生  

（千葉県医師会男女共同参画推進委員会委員）  

■千葉大学医学部附属病院 総合診療科 兼 総合医療教育研修センター  

 特任助教                      鋪野 紀好 先生  

■千葉市立海浜病院 小児科 後期研修医         鋪野 歩 先生 

  

  

  

 

ぜひご出席
ください！ 

★日本男子サッカー
（ハリルジャパン）
チームドクター 

★日本サッカー協会
会長夫人 
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女性医師等就職支援相談窓口 

 NPO法人千葉医師研修支援ネットワーク（※）が、平成２４年４月１日から県の
委託事業として、千葉県内の女性医師支援の「相談窓口」を設置・運営している。 

（千葉県医師会は役員として参加。） 

※「NPO法人 千葉医師研修支援ネットワーク（DCS-NET）」                                                       

        （千葉大学医学部附属病院内に事務局）  

 
千葉県で若手医師を育てよう！ との熱い思いから、千葉県の支援のもとに、千葉県
医師会・千葉大学医学部附属病院などが協力して、平成２０年２月に設立。 

 
平成２３年 「千葉県医師キャリアアップ・就職支援センター」事業を開設  

       千葉県の委託業務として、キャリアアップセンターでは、医師の技 

       能研修をはじめとする医療従事者の臨床能力向上を目指す各種の 

       セミナーを開催するとともに施設を県内の医療機関に開放するなど 

       医療の安全と医師のキャリア形成に寄与。                                    

平成２４年 １月「千葉県医師ドクターバンク」・４月「女性医師等就職支援相談 

      窓口」・１２月「千葉県シルバードクターバンク」開設 

平成２４年 １０月「千葉県地域医療支援センター」を設置  

      医師の地域偏在解消、医師のキャリア形成、医師確保に関する情報 

      発信や相談対応の強化などを行う。    
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NPO法人千葉医師研修支援ネットワーク事業 

１．専門医の養成及び確保事業 

２．臨床研修医の養成及び確保事業 

３．病院職員等の能力開発事業 

４．地方公共団体、病院等の調査研究に 

  関する事業 

５．病院職員等の確保を図るための 

  無料職業紹介に関する事業 

※法人の運営及び活動を強化するためには、正会員及び賛助会員の加入が必要不可欠であることから、 

 県内病院への加入案内、各団体への加入依頼などを行っている。 

平成２８年度  

■正会員 ７０会員（６２病院、８診療所） 

 （平成２７年度 ３会員加入、３会員脱退） 

■賛助会員 １１団体 

 （平成２７年度 １団体加入） 
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相談内容 
（1）千葉県内の保育システム・サービスに関する相談 

（2）千葉県内の医療機関に再就職・復職するための研修等に関する相談 

（3）その他様々な相談 

 

女性医師相談件数（年度別推移）※28年度の４件（２件は保育相談と重複） 

 

 

 
  ホームページ閲覧件数 相談件数 

相談内容の内訳 

復業相談 育児相談 転職相談 進路相談 

２４年度 837  7  4  2    1  

２５年度 1,917  11  6  1  3  1  

２６年度 1,138  19  4  5  10    

２７年度 2,778  7  3  1  3    

２８年度 （4/1～12/31） 4      4    

計 6,670  48  17  9  20  2  
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関東甲信越・東京ブロックの取り組み 
       

（茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、千葉） 

 
 
※「関東甲信越・東京ブロック会議」（平成29年1月28日（土））より抜粋） 
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茨城県医師会 
（新規）医療勤務環境改善支援センター（茨城県・労働局委託）と連携した取り組み 
（１）勤務環境改善支援コーディネーターに同行し病院訪問 
※10月以降訪問医療機関は小規模で対象となる女性医師が不在のため訪問見送り 

（２）ニュースレター裏面の活用  
<内 容> 労務管理に関するトピックとQAを掲載したニュースレターの裏面を活用して，       
     女性医師インタビューの案内やトピックを発信（平成28年7月より月2回）  
<送付先> 1,500箇所（1470医療機関+30関係団体）   
<その他> ホームページ，フェイスブックページで同時配信 

 

  コーディネーター 

  

女性医師就業支援相談員 うち医業経営アド
バイザー同行 

うち医療労務管理
アドバイザー同行 

4月 10 - 5 10 

5月 8 - 3 5 

6月 9 - 1 8 

7月 10 - 2 10 

8月 4 - 2 4 

9月 9 - 0 4 

合計 50 - 13 41 
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医師保育支援事業（茨城県委託） 

 （１）目的 
 地域で働く女性医師が近年増加する中，子育て中の医師が仕事と家庭を両立させ，地域
で就業継続できる環境を整備することにより，女性医師の地域への就業，離職防止，県内
への定着を促進する。 
 
（２）概要 
 県，県医師会，関係市町村及び関係市町村ファミリー・サポート・センターと連携し，
子どもの一時預かり等女性医師の就業を支援する。 ※事務局は県が県医師会に委託 

 

水戸協同病院保育ルームの立ち上げ（試験運用中） 
 
（１）実施場所  
 茨城県厚生連 総合病院 水戸協同病院（筑波大学附属病院水戸地域医療教育セン
ター）内新設保育ルーム 
 
（２）協力市と団体  
 水戸市，水戸市子ども課，水戸シルバー人材センター，水戸ファミリー・サポート・セ
ンター 
 
（３）概要 
 茨城県女性医師就業支援事業（働きやすい職場環境づくり）補助金を活用して院内の空
きスペースを保育ルームに改装し、水戸ファミリー・サポート・センターに会員登録した
医師の子どもを市民サポーターが預かる。 
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栃木県医師会 
 

 女性医師部会 

 本部会は、女性医師の積極的参加による医師会活動の活性化及び女性医師の勤務環境
の改善、社会的地位の向上、会員相互の親睦等を図ることを目的とし、平成27年4月に
設置した。本部会は、次の事業を行う。 

 ①女性医師が働き続けやすい勤務環境の整備に関する事項 

 ②女性医師の学術研究並びに社会活動の支援に関する事項 

 ③女性医師相互の情報交換、親睦に関する事項 

 ④男女共同参画の医療政策や医療行政及び医師会活動に関する事項 

 ⑤その他本部会の目的達成のために必要な事項 

■理事会 日時：平成28年10月5日（水）13：00～ 

■総会・特別講演会  出席者 ４５名 

 日時：平成29年1月21日（土）17：00～ 

特別講演会「女性医療職のエンパワメントについて」参議院議員 自見 はなこ 先生  
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群馬県医師会 

 

 

群馬県医師会保育サポーターバンク 
 
◯平成24年5月設立 
◯育児支援を必要とする子育て医師に対して、子育て医師保育支援相談員が、そのニーズに沿った保育
サポーター等の情報提供・紹介を行うことにより、就業継続を支援することを目的としている。 

◯財源  

・「地域医療再生基金」…子育て医師保育支援事業 

・「地域医療介護総合確保基金」…女性医師等就労環境整備・保育支援事業 

年 度 地域医療再生基金 地域医療介護総合確保基金 合 計 

平成26年度 750万円 75万円 825万円 

平成27年度 750万円 635.３万円 1,385.3万円 

平成28年度   1,640万円（申請額） 1,640万円 

★平成28年度以降は、「地域医療介護総合確保基金」を活用 

平成29年度：約1,600万円（予定） 

◯登録医師数：110名、 

登録サポーター数：141名＋協力会社25名＝166名 

（平成28年12月現在） 
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利用実績 

      
年度 

月平均 
利用医師数 

平時 
利用時間 

時間外 
利用時間 

平時病児 
利用時間 

時間外病児 
利用時間 総利用時間 

H24 10 918.5 307 209.5 3.5 1438.5 5月設立 

H25 25 4623.5 923.5 366 11.5 5924.5 

H26 34 7892 1255.5 724 6 9877.5 

H27 36.5 10970 1440.5 596 8 13014.5   

H28 36 7877 1121 213.5 2 9213.5 12月現在 

16 



埼玉県医師会 

平成２8年度 埼玉県女性医師支援センター事業概要 

（１）相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1/31現在 

 

問合せ件数 うち女性医師から 

平成２１年度 １２ ８ 

平成２２年度 ２４ ８ 

平成２３年度 １５ ６ 

平成２４年度 １８ １４ 

平成２５年度 ２３ １５ 

平成２６年度 １７ １１ 

平成２７年度 ２６ １５ 

平成２８年度    １４ ※     ９ ※ 
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（２）病院訪問 

・今年度訪問件数 ４病院 

  女性医師支援の取り組み、病院内保育所の紹介などをホームページに掲載 

（３）ホームページ 

・1/31現在、求人情報を１５４件掲載。 

（４）アンケート調査 

     女性医師の勤務体制等に関する調査 

       調査対象・・・県内３４３病院（現在集計作業中） 

（５）講演会等 

・「平成２８年度 医学生、研修医等をサポートするための会」開催 

     日 時：平成２８年１０月２２日（土） 午後２時～午後４時 

     場 所：埼玉医科大学 日高キャンパス 

     参加者：医学生、研修生ほか  約４０名 

（６）女性医師支援に関する懇談会 

（７）女性医師支援検討委員会開催 
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東京都医師会 
次世代医師育成委員会 

 毎月第3木曜日午後2時を定例開催日とし、会長諮問「次世代医師キャリアサ
ポートのさらなる推進」について鋭意検討を行っている。近日中に答申書が完成
予定。委員構成は以下のとおりである。 

 役名 氏名 所属医師会等 

委員長 福下 公子 世田谷区 

副委員長 大澤 秀一 葛飾区  

委 員 自見 英子 港 区  

〃 山田 千津子 中野区  

〃 稲葉 貴子 杉並区  

〃 猪狩 和子 豊島区  

〃 平形 道人 慶應大  

〃 小島原 典子 女子医大 

〃 木村 百合香 昭和大  

〃 赤羽 晃寿 帝京大  

〃 野村 恭子 帝京大  

〃 片桐 由起子 東邦大  

〃 桃原 祥人 都立病院 

〃 鄭 東孝 国立病院機構東京医療センター 

担当理事 島﨑 美奈子 都医役員 
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神奈川県医師会 

病院勤務医に関する調査 
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ご清聴ありがとうございました 

ご協力いただいた都県医師会の担当理事の先生方、事務局の皆さま 
 

  お忙しい中ご協力いただきありがとうございました。 
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