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1．．ははじじめめにに

女性医師再教育センター
センター長 川上 順子

今年度も多くの女性医師から復職支援の申請やe-ラーニングへの

登録を頂きました。少しずつではありますが、常勤医として活躍

される先生も増え、その中から専門医を取得される先生も出てき

ました。センタ−スタッフ一同、何よりの喜びです。

一方、困難なケースも増え、その度にいろいろ案を出して皆で検

討するのですが せ かくご相談頂いたにもかかわらず お役に討するのですが、せっかくご相談頂いたにもかかわらず、お役に

立てないこともあり、力のなさを痛感したりします。

各地の医科大学でも女性医師支援が始まり、タイプの異なる支援を外に向けてしておられる

ところも増えてきました。本学のセンタ−でお役に立てない時には、「このような支援があり

ます」とご紹介もしています。今後も、相互紹介を強化して行きたいものです。

女性医師再教育センターも6年となり、新しい企画をそろそろ考えいきたいと、「一般内科医

として復職するための支援プログラム」と「論文を書いて見よう」プロジェクトを企画して

います。来年度に向け活動を始めていますので、ご期待ください。

支援を受けた女性医師が、今度は支援する側になって頂きたいと思っています。センタ−を卒

業された先生方のご活躍を期待して、今後もスタッフ一同良い支援ができますよう活動して

いきます。いきます。
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2．女性医師再教育センター

概要 & 活動報告

- 2 -



新たに医師となる医学部卒業生のなかで女性医師の占める割合は30％を超え、著しい伸び率を

示しています。その一方、女性医師には出産、子育て、あるいは配偶者の転勤などで臨床現場を

遠ざかり、復帰の道を断たれる場合も多く見られます。

臨床現場を離れた女性医師の再教育には講義や研修会だけではなく、「現場の勘」を取り戻す

ための実地の臨床体験が必須です。

しかし、かつての医局とは連絡が取り難く、どこに相談したらよいか分からないなど、研修を

希望する女性医師を取り巻く環境は個々で異なり、研修を受ける条件を医局の状況に合わせて一

律に決めることも困難です。研修を受け入れる側の病院においても、様々な状況があります。

そこで、本学では受け入れ先の病院と協力して、多様な再教育プログラムを用意することによ

り、多くの女性医師の助けとなるオーダーメイドの研修計画を備えた「女性医師再教育セン

ター」を2006年に設立しました。センターでは、e-ラーニングによるバックアップ体制と現場で

の研修などによる再教育により臨床診療に自信を持ち、再就職を希望する女性医師が増えること

を目的として活動を行っています。

(1)設設立立趣趣旨旨

(2)組組織織図図

学校法人 東京女子医科大学

東京女子医科大学

医療施設・研究施設・
医学部・看護学部等

男男女女共共同同参参画画推推進進局局

局 長：宮﨑 俊一 学長
副局長：大澤真木子副学長/小児科主任教授

女女性性医医師師・・研研究究者者
支支援援セセンンタターー

センター長：斎藤加代子
（遺伝子医療センター所長）

院内保育や病児保育などの
保育支援、女性研究者の支
援等を行い、働きやすい環
境を整備しています。

女女性性医医師師
再再教教育育セセンンタターー

センター長：川上順子
（第一生理学主任教授）

出産や育児で臨床現場を
離れた女性医師の復帰支
援およびe-ラーニング学習

プログラムを行っています。
e-ラーニングは、ご利用・ご

登録共に無料で、どなたで
もご覧いただけます。

看看護護職職キキャャリリアア開開発発
支支援援セセンンタターー

センター長：川野良子
（看護部部長）

看護部と看護学部の協働
で、職場適応支援プロジェ
クト等5つのプロジェクトが、

看護職の多様なキャリア
支援、就労環境の整備を
積極的に行い、勤務継続
支援を行っていきます。
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(3)運営委員一覧

小島原 典子衛生学公衆衛生学（二） 准教授e-learning部会委員

片井 みゆき
東医療センター 日暮里クリニック
性差医療部部長・准教授

副センター長

相談部会委員

加藤 多津子事務局長

内田 啓子腎臓内科、学生健康管理センター 准教授
e-learning部会委員
相談部会委員

岩﨑 直子糖尿病・代謝内科 准教授
e-learning部会委員
相談部会委員

檜垣 祐子女性生涯健康センター 教授
e-learning部会委員
相談部会委員

加茂 登志子女性生涯健康センター 所長・教授

山本 雅一消化器外科 主任教授

田邊 一成泌尿器科 主任教授

立元 敬子
病院長
消化器内科 主任教授

中村 真一消化器内視鏡科 教授
副センター長
e-learning部会委員

川上 順子生理学（第一） 主任教授センター長

氏 名所属部署・職名
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東医療センター眼科で1名研修開始

文科省･厚労省ヒヤリング(女子医大における女性医師支援取組情報収集)

定例会

e-ラーニング部会

レジナビフェア「再教育-復職プロジェクト」ブース出展

定例会

レジナビフェア「再教育-復職プロジェクト」ブース出展

参加型ケースカンファレンス

「一般病院での診療～検査前に判断すべきこと～」

定例会

e-ラーニング撮影

FB公開：ケースカンファレンス 外来編 part1

FB公開：ケースカンファレンス 外来編 part2

FB公開：ケースカンファレンス 病棟編 part1

東医療センター眼科で1名研修開始

FB公開：ケースカンファレンス 病棟編 part2

定例会

e-ラーニング公開：乳がん ～基礎知識と早期診断の必要性

定例会

e-ラーニング公開：血液検査の異常を見たら

e-ラーニング撮影

三重県健康福祉部医療対策課地域医療推進課医師確保対策グループ来訪

法務省矯正局矯正医療管理官来訪

宮崎大学清花アテナ男女共同参画推進局来訪

e-ラーニング撮影

定例会

e-ラーニング公開：国際保健機関の仕事 ～キャリアの選択肢として～

e-ラーニング撮影

「e-ラーニングアワードフォーラム」において講演(小島原典子先生)

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

22日(火)

4日(月）

5日(火)

14日(木)

17日(日)

3日(火)

15日(日)

27日(金)

28日(火)

31日(金)

3日(月)

6日(木)

10日(月)

12日(水)

13日(木)

27日(木)

5日(金)

23日(火)

25日(木)

2日(金)

6日(水)

19日(月)

22日(木)

28日(水)

29日(木)

(4)事業報告

2012年
新入職員オリエンテーションにてブース出展

〃

日暮里クリニックで1名研修開始

糖尿病センターで1名研修開始

女性生涯健康センター(皮膚科)で1名研修開始

定例会

4月 2日(月)

3日(火）

4日(水)

16日(月)

24日(火)
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2013年

FB撮影

厚労省訪問(全国保険医団体連合会)

定例会

e-ラーニング公開：臨床の現場で役立つ蕁麻疹の知識

e-ラーニング公開：検尿異常から何を考えるか?

定例会

腎臓内科で1名研修開始

シンポジウム&ケースカンファレンス

「地域病院臨床データに基づく一般内科外来復職カリキュラム」開催

e-ラーニング撮影

e-ラーニング撮影

e-ラーニング公開：Space Doctor ～宇宙医学の仕事～

定例会

FB公開：地域病院臨床データに基づく一般内科外来復職カリキュラム

FB公開： 〃 シンポジウム&ケースカンファレンス part1

FB公開： 〃 〃 part2

FB公開： 〃 〃 part3

第8回 運営委員会

血液浄化療法科で1名研修開始

e-ラーニング公開：Bad Newsの伝え方2(小児) ～気になる発達の遅れ～

12月

1月

2月

3月

4日(火)

12日(水)

20日(木)

25日(火)

11日(金)

15日(火)

20日(日)

29日(火)

7日(木)

8日(金)

14日(木)

15日(金)

19日(火)

21日(木)

27日(水)

11日(月)

21日(木)
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技術と現場の感覚を取り戻すために

女性医師 再教育‐復職プロジェクト

東京女子医科大学
日本赤十字社

社会福祉法人恩賜財団 済生会
メディカル・プリンシプル社

知識のアップデイトのために

教育・学習支援プログラム
e-ラーニング

東京女子医科大学
グラクソ・スミスクライン

研修希望女性医師

研修受け入れ病院

東京女子医科大学病院（附属病院も含む）

全国の日本赤十字社病院
全国の済生会病院
その他、全国にある研修協力病院

医師をはじめとした
医療従事者

（センター申請者に限らない）

研修修了後
復職へ

研修先として
登録研修者紹介

申請
研修先
紹介

登録 利用

利用

情報収集、交流の場として
ご活用いただくために

公式Facebookページ
https://www.facebook.com/TWMUSupportCenter

&
バーチャル同窓会(非公開)

登録 利用

登録 利用

(5)プロジェクト相関図

女性医師再教育センターでは、実地研修の「女性医師 再教育‐復職プロジェクト」と

「教育・学習支援プログラム(e-ラーニング)」を2つの柱として活動しています。

2011年11月からはFacebookの利用も開始し、様々な情報発信や動画掲載などを行っています。

また、非公開のグループとしてバーチャル同窓会を立ち上げ、センター関係者同士のコミュニ

ケーションの場も提供しています。
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また、一度離職してしまうと、日進月歩で進む臨床の現場に戻りづらくなる現実もあり

ます。離職した女性医師の経験や環境は様々であり、また到達目標も個々に異なるため、

一人一人に合わせた研修の方法や研修時間数が求められています。

こうした背景から、女性医師再教育センターでは、研修希望の女性医師それぞれの環境

に応じて、オーダーメイドの研修プランを作成しています。これは、無理なく研修が始め

られるようにし、一人でも多くの方が研修を行い、研修成果を広く社会へ還元することを

目的として活動しているためです。実際の研修では、研修を希望した女性医師が研修後に

その病院で就職するということを条件にせず、研修後の勤務先や勤務形態を自由に選択で

きるようにしています。

なお、申請される先生の出身大学、所属、地域は一切問いません。研修にかかる費用も

無料です。

(6)女性医師 再教育‐復職プロジェクト

■プロジェクトについて

全国の女性医師のために、東京女子医科大学、日本赤十字社、恩賜財団済生会、メディ

カル・プリンシプル社が共同で、スムーズで無理のない再研修をお手伝いする、それが

「女性医師 再教育-復職プロジェクト」です。

2007年4月に、「女性医師の労働条件や就業環境改善のための支援」との目標において理

念を同じくする日本赤十字社、株式会社メディカル・プリンシプル社と共に「女性医師 再

教育-復職プロジェクト」を組成いたしました。

さらに、同年9月、社会福祉法人恩賜財団済生会がプロジェクトに参画することとなり、

全国対応の問題は解決に至りました。日本赤十字社と共に日本全国に地域中核的な医療機

関を有する病院グループに加盟頂き、それらが研修受入先となることで、東京まで物理的

に通えない研修希望者への選択肢が大きく広がることとなりました。

女性医師を取り巻く就業環境は、出産・育児、配偶者の転勤、介護等の事情により影響

を受けることが多く、臨床の現場を離れざるを得ないことが少なくありません。
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■研修協力病院

東京女子医科大学病院及び附属病院はもちろん、日本赤十字社や恩賜財団済生会関連の

病院など、申請者の方が通勤するのに負担のない範囲で、研修受け入れ先病院を検討します。

また、女性医師の再教育にご協力いただける地域病院にご登録もいただいております。

2013年3月末現在でご登録いただいている病院は以下の通りです。

＜2013年3月末現在(ご登録順)＞

●医療法人愛仁会 植村病院(鹿児島県)

●松山笠置記念心臓血管病院(愛媛県)

●医療法人誠昇会 北本共済病院(埼玉県)

●医療法人綮愛会 石川病院(愛媛県)

●医療法人社団常仁会 牛久愛和総合病院(茨城県)

●奈良県立医科大学附属病院(奈良県) ※現在、中央内視鏡・超音波部のみ対応

●東京勤労者医療会 東葛病院(千葉県)

●前田産婦人科(千葉県)

●藤田保健衛生大学病院(愛知県) ※現在、脳神経外科のみ対応

●社会医療法人財団慈泉会 相澤病院(長野県)

●労働者健康福祉機構 ※現在、関東労災病院、中部労災病院など13病院のみ対応

●東京ほくと医療生活協同組合 王子生協病院(東京都)

●兵庫医科大学病院(兵庫県)

その他、全国の日本赤十字社、恩賜財団済生会関連の病院も含めて、研修先を検討致します。
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■申請から研修までの流れ

①女性医師再教育センターのホームページ(http://www.twmu.ac.jp/CECWD/index.html)から

申請フォームに必要事項を入力、送信していただきます(電話、FAX、メールでのご相談も可）

②センターから詳細を確認

希望される研修内容、研修日程、臨床経験、離職期間などを伺い、今後の方針を検討します。

③センター及び研修候補病院、診療科で面談

本人が希望する研修内容と、研修希望診療科で可能な研修内容のすり合わせを行い、

研修の受け入れについて検討します。

④研修開始準備

研修先が決定したら、センター登録書類をご提出いただきます。

⑤研修開始

研修中でも、研修日数や時間の変更、その他のご相談をお受けしております。

※研修期間は原則3ヶ月です。

※希望される診療科で2年以上の診療実績がある方を対象としております。
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■■申請者の状況申請者の状況(201(2013年3月31日現在）3年3月31日現在）

相談件数
178名

非常勤等
を紹介
26名

相談のみ
41名

相談、
待機中
33名

研修中
10名

研修修了
68名

●●申申請請者者状状況況 ●●研研修修先先病病院院

77
44

99

5588

00

1100

2200

3300

4400

5500

6600

女女

子子

医医

大大

赤赤

十十

字字

病病

院院

済済

生生

会会

登登

録録

病病

院院

n=78（（研研修修者者））

1名(1%)
1名(1%)

1名(1%)

2名(3%)

2名(3%)
2名(3%)

7名(8%)

9名(11%)

8名(11%) 10名(13%)

35名(45%)

内科系 小児科
眼科 女性外来・メンタルケア
皮膚科 産婦人科
耳鼻咽喉科 麻酔科
整形外科 神経精神科
遺伝子医療センター

●●研研修修先先診診療療科科のの割割合合 n=78（（研研修修者者）） ●●出出身身大大学学のの比比率率

35名(20%)

143名(80%)

東京女子医科大学

その他

n=178

2013年3月末現在、178名の方からご相談をいただいております。そのうち、研修を終え

られた方が68名、研修中の方が10名、また、研修に向けて環境を整えている方も含め、現

在相談中の方が33名となっています。その他にも、相談のみで終了した方が41名、非常勤

勤務等をご紹介した方が26名いらっしゃいます。相談をしたことによりご不安が解消され、

研修を行わずにそのまま復職された方もいらっしゃいます。

センターでは、ただ研修を行うだけでなく、それぞれの先生方の状況や環境を踏まえ、

その方に適したアドバイスも行っております。
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■アンケート調査結果

2010年3月時点のセンター申請者に対してアンケート調査を行い、78名の方から回答をい

ただきました。調査結果からいくつか抜粋してご紹介致します。

47名(60%) 31名(40%)

取得している 取得していない

18名(24%)

1名(1%)

1名(1%)

1名(1%)

1名(1%)

1名(1%)

4名(5%)
5名(6%) 6名(8%)

7名(9%)

12名(15%)

6名(8%)

15名(20%)

消化器内科 循環器内科 その他内科系
眼科 皮膚科 産婦人科
心療内科 外科 消化器外科
小児科 整形外科 産業医学
回答なし

●専門医の取得(n=78)

センターへ申請された方の60%が専門医を

取得しておらず、専門医を持っていない

という不安も、復職へのハードルの一因

になっていることがわかります。

●専門の診療科(n=78)

ご専門の診療科については、消化器内科、

糖尿病･代謝内科など内科系が約半数を

占め、続いて皮膚科、産婦人科、心療内

科などが多くなっています。

●センターに申請した目的(複数回答)

3名(3%)
13名(14%)

32名(35%)

44名(48%)

自らの復職のため

自己研鑽（キャリアアップ）のため

新しい診療科に興味があったため

その他

センターに申請した目的は、復職が約半数

を占め、自己研鑽(キャリアアップ)という

方も50%近くいらっしゃいます。センター

には、離職中の女性医師だけではなく、現

役の女性医師からもご相談が寄せられてい

ます。
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●センター申請時、利用後、現在の勤務状況比較(n=78)

1
3

34

9

31

18

7

32

6

15

3

98

34

24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

常勤 非常勤 休職中 その他 回答なし

申請時

センター利用後

現在

センター利用後、

休職者は34名から6名となり、

全体の43%→10%に減少しています。

センター申請時に休職中だった方は34名ですが、センター利用後に休職中の方は6名

となっています。全体の43%から10%に減少しており、センターでの研修が復職へのきっ

かけとなったことが伺えます。

常勤で勤務されている方も、センター申請時よりもセンター利用後、センター利用後

よりもさらにその後の方が人数が増えており、ご自分のペースで復職に向けて進められ

ている方が多いようです。

●現在の勤め先について(複数回答)

11名(13%)

15名(18%)

20名(24%)

25名(29%)

14名(16%)

大学病院

総合病院

病院（有床診療所含む）

診療所・クリニック

その他

復職された方の現在の勤務先については、

診療所やクリニックが29%、病院(有床

診療所含む)が24%、総合病院が18%、

大学病院が13%となっています。まずは

診療所やクリニックの非常勤勤務から始

めてみるという方も多く、ご自分の環境

や状況に合わせた復職先を選ばれている

ようです。

(人)
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■申請者の感想

今まではひとりで回すことができなかった歯車が、女子医大小児科
での再研修という「きっかけ」を作っていただいたことにより、一気に
回り始めたように感じています。
いったん立ち止まってしまった私に、人生の再出発をさせていただ
く場をご提供いただき、本当に感謝しております。
今回の研修では、復職にあたり、とても良い刺激をいただきました。

(センター申請時は離職中、本学小児科にて研修)

糖尿病治療･合併症管理の現在のスタンダードを学べたことは、
大変有意義でした。また、ロールモデルとなる先輩女性医師の
活躍を間近で拝見できたことも、大きな収穫だと感じています。
目指すべき明確な目標もでき、研修で受けた刺激を原動力として
今後も頑張っていきたいと思います。

(センター申請時は産業医として勤務、
本学糖尿病センターで研修)

外来診療の見学や初診患者の予診、さらに自分でも診療させてい
ただくという丁寧な研修を受けさせていただきました。
新たなことを始めたり、しばらくしていなかったことを再開する時は、
「誰かに相談できる」状況で経験値を増やしていくことができるのは、
大変ありがたいことだと思います。貴重な機会を与えていただき、
ありがとうございました。

(センター申請時は非常勤勤務、
本学 日暮里クリニック性差医療部にて研修)
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(7)教育・学習支援プログラム(e-ラーニング)

■プログラムについて

教育・学習支援プログラムは、東京女子医科大学とグラクソ・スミスクラインが共同開発・

運営する、医師やその他の医療従事者を対象としたe-ラーニングです。

結婚、出産、育児、介護など、様々なライフイベントが原因で臨床を離れた女性医師の復職

支援、また、現役の女性医師の離職防止を目的としておりますが、医療従事者であれば男女を

問わずにご視聴いただけるため、生涯学習の一助としてもご利用いただけます。

こちらのプログラムは、文部科学省の「社会人の学び直しニーズ対応教育推進委託事業」に

採択され(2008-2010)、2010年には「第7回 日本e-Learning大賞」において文部科学大臣賞を

受賞いたしました。

このプログラムにより、より多くの臨床を離れた女性医師へ情報を提供し、再研修への参加

を促進することができるようになりました。つまり、これまで様々な制約のために研修への参

加が叶わなかった女性医師が、自宅での空き時間を利用して最新の医療情報を入手するなど、

臨床研修プログラムに参加が可能となる時期までの期間を、有効活用することができるように

なりました。また、既に研修中の女性医師が併用することで、職場復帰時に、より一層の効果

を発揮されることも期待されます。

また、2012年からは、文部科学省の「がんプロフェッショナル基盤養成推進プラン」に参加

しています。

表彰状授与

プレゼンテーション

宮﨑俊一学長を囲んで

「女性医師の復帰をバックアップ」
～実地研修との併用で相乗効果、

e-ラーニングの新しい活用法として～

当センター e-ラーニング担当
衛生学公衆衛生学第二講座 准教授

小島原 典子 先生

表彰状

2010年 第7回
日本e-Learning大賞 文部科学大臣賞 受賞
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■「e-Learning Award 2012@AKIHABARA UDX」講演報告

2012年11月20日(木)に開催された「e-Learning Award 2012」において、過去の大賞受賞者

を代表し、e-ラーニング担当責任者の小島原典子先生が特別講演を行いました。

■プログラムの特長

仕事や育児の合間など、手が空いたときに気軽に学習できることを想定し、1講義の時間は
約20分としています。講義は複数の章で構成しており、学習を途中で中断した場合でも、
次回、その続きから学習を再開することが可能です。また、講義はいつでも、何度でも、
ご覧いただけます。

医療従事者(医師、看護師、薬剤師、その他医療従事者)であれば、利用される方の
年齢、出身大学、所属、地域を問わず、すべて無料で視聴できます。

先輩医師による体験談やアドバイスから最新の医療情報まで、様々なニーズに対応できるよう、
講義を4つのカテゴリーに分けています。

＜キャリアに関する項目＞
先輩医師の実例を交えて、アドバイスや多様な働き方・キャリア形成を提案

＜臨床に必要な基本項目＞
医療現場の最新情報、最低限知っておきたい情報を提供

＜臨床に必要な実践的項目＞
臨床に必要な疾患・治療・ガイドライン等実践的な情報を提供

＜がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン＞
がんに関する様々な情報を提供

1講義は約20分1講義は約20分

無料で視聴できます無料で視聴できます

ニーズに合わせた講義内容ニーズに合わせた講義内容
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■申請者/登録者数推移(累計) 2013年3月31日現在

● 女性医師再教育教センター申請者(H18.11~)
● e-learning登録者(H21.1~)
●● 女性医師再教育教センター申請者(H18.11~)
●● e-learning登録者(H21.1~)

(人) (人)

e-ラーニングの登録者は、2013年3月末現在、4,154名となっています。

医師のキャリア、臨床で必要な基礎、実践、がんの4つのカテゴリーで様々な講義を

ご用意しており、2011年11月から始まったセンターの公式Facebookページでは、ここでし

か見ることのできない限定の動画も公開しております。

ご覧になった方からは、復職に向けて一歩を踏み出す勇気が出た、専門外の勉強ができ

て嬉しかった、などのご感想をいただいており、医師だけでなく、薬剤師や看護師、その

他の医療従事者の方々にも、広くご利用いただけることが特長のひとつとなっています。
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■e-ラーニング登録状況：全体 2013年3月31日現在

職業 男女比

医師
54%

薬剤師

5%
5%

3%

68%

32%

2% 1%

女性 男性

医師 薬剤師

看護師 その他医療従事者

教育関係 医学生

メディア関係

30%
%

メディア関係

■e-ラーニング登録状況：医師(1) 2013年3月31日現在

n=4,154 n=4,154

男女比 年齢層

6% 7%

71%

29%

35%

32%

20%

女性 男性
20代 30代
40代 50代
60代以上

n=2,249 n=2,249
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■e-ラーニング登録状況：医師(2) 2013年3月31日現在

診療科 勤務先

2%

50%

29%
35%

30%

14%

3%

4%

2%

内科 小児科
外科 産婦人科
麻酔科 その他

病院 大学病院

医院/クリニック その他

12% 21%

n=2,249 n=2,249

登録者全体の半数が医師、次いで薬剤師、看護師と続き、様々な医療従事者の方にご覧

いただいていますいただいています。

また、医師に限定してみると、女性が約7割、年齢層も30代と40代が6割を占めるなど、

センターが支援の対象としている方々に、広くe-ラーニングをご利用いただいていること

が分かります。

利用されている医師の診療科をみると、内科系が半数を占め、次いで小児科、産婦人科、

外科、麻酔科が続き、ご覧いただいている先生方のご専門も多岐にわたります。勤務先も、

大学病院や病院以外にも、医院やクリニックの先生方にもご利用いただいており、e-ラー

ニングが復職支援や離職防止だけではなく、現役医師の生涯学習の一助としてお役立てい

ただいていることも伺えます。
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■e-ラーニング利用者の感想

看護師の役割を医師に知ってもらう、周囲の役割を知ることが必要だと
感じました。(看護師/在職中/女性)

復職の具体的なイメージが思い描け、とてもわかりやすかったです。
(医師/休職中/女性)

間もなく復帰予定で、非常に勇気づけられました。(医師/休職中/女性)

仕事と子育てを、あきらめずに頑張ってみようと決意しました。
(医師/在職中/女性)

女性医師の立場をわかりやすく解説いただきました。独身の私も、今後、
ママ医師への支援を積極的にしていきたいです。(医師/在職中/女性)

診療に必要な最新情報を得ることができました。(医師/在職中/男性)

基礎知識が短時間でまとめられ、わかりやすかったです。
(医師/在職中/男性)

院内のスタッフ研修にも活用させていただきます。
(薬剤師/在職中/男性)
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(8)センターの取り組みを好事例として紹介(厚生労働省ホームページ)

2011年3月、厚生労働省 アフターサービス推進室による「女性医師等の復職支援」について

の予備調査(ヒヤリング)が行われ、当センターの活動が好事例としてホームページに掲載され

ました。厚生労働省がまとめた予備調査(ヒヤリング)とあわせてご紹介致します。

「女性医師等の復職支援」などについての予備調査(ヒヤリング)結果と取り組み事例

～より効果的な復職支援を目指して～

プライバシー保護の観点から、離職医師や復職した方々に直接のインタビューができなかったため、

彼らを支援している関係者の一部に対して予備調査(ヒヤリング)を実施しました。その他、インターネッ

トなど、公開情報も収集しました。その結果、「女性医師等の復職支援」についての課題を具体的に

把握することが出来、支援事業のための改善提案ができたと考えています。

以下は、今回の予備調査(ヒヤリング)で得た情報や提言です。

医師といっても一旦離職すると、医療業務への復帰は難しい現状があります。これは、性別

に関係なく、離職期間が長くなるほど困難さは増します。したがって、復職する・しないに

関わらず、まずは辞める人を出さないことが大事です。1週間、または1日に1～2時間の非常

勤勤務としてでも、医療業務に携わり続けることが肝心です。

【1】

それには、医師個人の意識に加え、周囲の支援が欠かせません。1人の医師が辞めれば、そ

の分、他の人にしわ寄せが行くのは明らかですし、医療業界全体の品質レベルの維持を図る

という観点からも協力し合う必要があります。

【2】

それでも様々な事情から、自分の希望とは違って、医業を辞めざるを得ない医師がいること

も確かです。例えば、女性の医師の場合には、結婚・子育て・介護などのために“自分の意

思に反する選択をせざるを得ない”事情が多く発生するようです。したがって、「医師の復

職支援」では、「女性医師」にウェイトを置く必要がありそうです。

【3】

厚生労働省ホームページより引用
(http://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol2t1.html)
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離職した医師が全員、復職を願っているという情報はありませんでした。しかも、自ら

関係者との連絡を絶つ傾向も見られます。従って、離職した後の動静を把握するのは困難

です。

しかし、自ら復職したい、あるいは復職のための相談をしたいと思ったときに、必要な

情報にアクセスでき、連絡を取れる仕組みが必要です。また、離職した理由が様々である

ように、復職を妨げる要因も様々でしょう。その意味で、現場に密着した多様な情報を持

ち、相談に懇切丁寧に対応できる窓口(機関)の存在は不可欠です。

【5】

医師としての「勘」を取り戻すための研修も、個別の事情に合わせて設計して実施する

必要があります。そのために柔軟な対応ができる期間を確保する必要があります。

【6】

以上を総合すると、「女性医師等の復職支援」をより組織的に、効率的に、継続的に行う

べきと考えます。

【7】

これらの活動が相まって、全国的な医師不足の解消や地域医療の強化などにつながるので

はないかと考えます。

【8】

■女性医師再教育センターが好事例として取り上げられた点

県域や卒業大学にこだわらない復職支援活動

人生相談・個人面接・フォローアップ

病院または大学における相談機能

復帰先診療科の多様性

研修先病院での就業条件がないこと

■東京女子医科大学が好事例として取り上げられた点

短時間正規雇用の活用

女性医師が増え続ける中で、上記のような事情で今後、離職者が増える可能性があります。

医師の数は急には増やせないので、まず減少を食い止める必要があります。そのために、

短時間勤務や非常勤勤務は良い方法ですが、離職者が医療現場に復帰できる“きっかけ”

を提供する仕組み(セーフティネット)も不可欠です。これは正に、アフターサービスの

分野といえます。

【4】
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(9)Facebookの活用

当センターでは、2011年11月からFacebookの利用を開始致しました。

様々な情報発信やFacebook専用コンテンツの配信を行っております。

■本学 社会貢献活動の更なる普及 【 広報用 】

当センター公式Facebookページ「東京女子医科大学 女性医師再教育センター」では、本学

による女性医師支援活動(実地研修、および、e-ラーニング)について、一般をはじめ、医療

従事者に知っていただくことで、支援を必要とされる一人でも多くの先生方に情報をお届け

できればと考えております。

イベントの開催やe-ラーニング(教育・学習支援プログラム)の新規講義公開のお知らせ 等、様々な

情報をご提供して参ります。ご登録・ご利用は、全て無料です。

■女性医師再教育センター「再教育-復職プロジェクト」バーチャル同窓会(※) 【 交流用 】

本学 女性医師再教育センター「再教育-復職プロジェクト」による研修の申請・研修者は

178名となり(2013年3月末現在)、その約8割の方が本学以外の卒業生です。

当センター公式Facebookページ「東京女子医科大学 女性医師再教育センター」(一般公開)

内に、バーチャル同窓会「東京女子医科大学 女性医師再教育センター同窓会」(一般非公開)

を設立し、出身大学、お住まいの地域、時差に関わらず、関係者(研修の申請・研修者、講師、

その他プロジェクト関係者)間のインターネット上でのコミュニケーションを図る場をご提供

いたします。

※バーチャル同窓会

Facebookというインターネット上のバーチャルな環境で運営する「再教育-復職プロジェクト」の同

窓会です。同窓会メンバーとして、当センターより承認を得た関係者のみに公開、一般には非公開

とします。したがって、本ページ内の情報(ご案内、コメント、画像、映像 等)が外部に公開されること

はありません。

2006(平成18)年暮れに女性医師再教育センターをスタートさせ、
5年が経過しました。様々な理由や環境を背景に持つ女性医師
からご登録をいただいてきましたが、その中から、相互に情報を
交換できる場があれば良いのにとのご意見をいただきました。

そのお声を受けて、2011(平成23)年1月に同窓会を開催し、大変
好評をいただいたため、最近、急激に普及したソーシャルネットワークを利用して、
女性医師再教育センターにご登録くださった先生であれば、どなたでも参加できる
バーチャル同窓会を企画致しました。

これを利用して、相互の情報交換と親睦が深まる事を期待しています。

東京女子医科大学 理事

女性医師再教育センター センター長 川上 順子

女性医師再教育センター 公式Facebookページ
https://www.facebook.com/TWMUSupportCenter

- 26 -



(10)イベント開催報告

■参加型ケースカンファレンス

「一般病院での診療～検査前に判断すべきこと～」(2012年7月27日)

2012年7月27日(金)に、参加型ケースカンファレンス「一般病院での診療～検査前に判断すべ

きこと～」を開催致しました。

参加型ケースカンファレンスでは、大浜第一病院 救急総合診療科 科長の入江聰五郎先生を

お招きし、外来編と病棟編に分けて行いました。参加者は在職中の医師だけではなく、休職中

の方や医学生も加わり、様々な意見が活発に議論され、大変楽しいカンファレンスとなりまし

た。

大浜第一病院 救急総合診療科
科長 入江聰五郎先生

【ご参加いただいた皆様からの感想】

・教科書を開いただけでは学べない内容が満載で非常に勉強になりました。(20代男性、医学生)

・授業で学んでいる内容と臨床をどのように結びつけるのか理解でき、とても面白かったです。
(20代女性、医学生)

・現在、自分が大学で受けている学習がどれだけ多くの事を学ぶ機会を与えてもらっているのか
を実感する素晴らしい機会となりました。入江先生のお話にぐいぐい引き込まれてあっという間
の3時間となりました。(20代女性、医学生)

・最初は不安で緊張感もあったが、いろいろ配慮していただき参加できてよかった。これからの
モチベーションがあがった。まずはSimple problemを積み重ねたい。(20代男性、研修医)

・研修医のときに学んだような内容を再度確認でき、整理でき、どの科でも必要なVSのよみ方を
教えて頂き大変有用でした。入江先生は熱くて楽しい先生でとても引き込まれ、研修医や学生さ
んも是非聞いて欲しいレクチャーでした。(30代女性、医師) 

・実際に診療にすぐ役立てる内容でした。定着できるよう精進したいと思います。
(30代女性、医師)

・とても勉強になりました。もっと回数を増やしていろいろなバージョンで学習出来たら良いと
思います。(40代女性、看護師)
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■■復復職職ののたためめののシシンンポポジジウウムム&参参加加型型ケケーーススカカンンフファァレレンンスス(2013年年1月月20日日)

2013年1月20日に、シンポジウム&参加型ケースカンファレンス「地域病院臨床データに基づ

く一般内科外来復職カリキュラム」を開催致しました。

自治医科大学 地域医療学センター長の梶井英治先生には、「女性医師の活躍と地域医療」に

ついてご講演をいただき、『「ひとが好き」だから「選んだ」のが「医師」という道ですね。

地域医療の再生と女性医師の復職支援は、共に同じ目標を目指しているのです。』と大変力強

いメッセージをいただきました。

また、ケースカンファレンスでは、飯塚病院 総合診療科 医長の吉野俊平先生をお招きし、

『地域病院で最も多い主訴「咳」から学ぶ』をテーマに、参加型のケースカンファレンスを行

いました。

(※※)首都圏近郊の5つの病院とひとつの診療所の計6施設で、夏と冬の2回、プロジェクトが作成した

問診表を使用して、新患外来主訴を計4,000件ほど集計いたしました。

今後は、今回得たデータを元に、主訴がどのような病名に繋がったのか、また、一般内科外来復職カ

リキュラム作成に向けて進めていきたいと思います。

女性医師の離職原因である出産・子育ては、長期にわたり、女性医師の復帰を困難とする大

きな要因です。育児中でも無理なく勤務ができ、しかも地域医療に貢献できるような働き方が

できないか、センターでは検討を重ねてきました。その選択肢のひとつに日勤帯の外来勤務が

あるのではないかと考えます。

しかし、外来勤務を受け入れる病院の多くは、中規模以下の地域病院であり、専門性の範囲

に止まらず、広範囲な外来診療能力が求められます。

女性医師にとって地域病院の一般内科外来は大きなニーズがありますが、対応する研修カリ

キュラムも、自己研鑽の判断材料もない状況です。

今般、首都圏近郊の複数の地域病院で「一般内科プロジェクト」を立ち上げ、一般内科の新患外来の

主訴をデータベース化(※※)することができ、地域医療に早期に貢献できる学習プライオリティーが判明し

ました。

本シンポジウムでは、女性医師の復職を支援するカリキュラム組成の方向性を含め、当データベース

が切り開く社会貢献の展望を探って参ります。 (女性医師再教育センター センター長 川上順子)

～シンポジウムメッセージ～

上段左：自治医科大学 地域医療学センター
センター長 梶井英治先生

上段中：飯塚病院 総合診療科
医長 吉野俊平先生
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<アンケート結果-1>

- 29 -



<アンケート結果-2>
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■デルマ倶楽部 No.11(2012年4月13日)
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■ドクターズマガジン No.153(2012年6月20日)
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最後に・・・

女性医師が生涯医師を続けていくための支援の必要性が認識され、この数年で
多くの病院で保育支援、勤務体制の多様化が取り入れられるようになってきました。

しかしながら、勤務医の勤務環境は年々厳しさを増し、女性医師が仕事と家庭の
両方を維持していく困難な状況が改善されているとは思えません。女性医師が、
日本の医療にどのように関わり、貢献していくか所属する大学や病院を超えて共に
考え、協力していく時期に来ていると思います。

今後の活動として、要望の多い一般内科について、その定義と研修の基本的な
コースを考えていきたいと計画をしています。

このプログラムにより、多くの離職した女性医師が勇気づけられ、復職へ努力される
ようになることを期待しています。

発行 2013年（平成25年）3月

発行者 東京女子医科大学 男女共同参画推進局

女性医師再教育センター

〒162-8666

東京都新宿区河田町8番1号

電 話 ： 03-5369-8685（直通）

e‐mail ： saikyouiku.bm@twmu.ac.jp

http://www.twmu.ac.jp/CECWD/index.html

『社会人の学び直しニーズ対応教育推進委託事業』(2008-2010)
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