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1．センター長挨拶

女性医師再教育センター
センター長　川上　順子

　平成18年暮れに開設し、翌年１月に第一号の研修希望者を引き受けてから

7年、190名を超える女性医師から連絡を頂きました。研修を終了され、ご自身

の希望を実現された女性医師のやる気に、私もスタッフも逆に励まされたり、

様々な研修希望に応じきれずに申し訳なく思ったり、手助けのつもりが、私

たちも多くの事を学ぶ事ができました。

　新しいプロジェクトも準備が進んでおり、一般内科プロジェクトは、複数の

医療機関に参加を頂きました。まだ完成まではいきませんが、カリキュラムが完成すれば、男女を

問わず、多くの復職希望者の役に立つでしょう。e-ラーニングも内容が充実してきましたが、今年度

から古くなったコンテンツのチェックと手直しを始めました。来年度には、リニューアルされるの

ではないでしょうか。

　平成26年1月には、長年、構想を練ってきた医師と患者のコミュニケーションについてのシンポ

ジウムを開催することができました。医師の性格、勤めている病院や診療所の役割、医師の経験に

よりコミュニケーションの取り方はさまざまですが、他の医師の方法を見る機会は普段ありません。

そこで，3名の年齢、性別、病院の規模が異なる先生方による模擬患者さんとの会話を見せて頂く

シンポジウムを開催しました。全く異なるアプローチの仕方、説明の方法など大変興味深いシンポ

ジウムとなりました。模擬患者さんとNPO法人ささえあい医療

人権センターCOML理事長にも講演を頂き、参加した学生から

は、大変感銘を受けたとの感想を得ました。私事ですが、７年間

運営をさせて頂きましたが、今年度を持って定年退職となります。

今まで、ご支援頂きました皆様に心より感謝申し上げます。

　今後、新しい執行部が女性医師再教育センターをさらに展開を

してくれることを確信し、期待しています。

平成26年4月より、新しいセンター長が就任致しました。

　女性医師再教育センターの立ち上げからセンターを指揮し、様々な支援プロ

ジェクトを展開してこられた川上順子先生がこの春退任され、そのあとを引き

継ぎました。平成26年度からは、執行部のメンバーも入れ替わり、東医療

センターおよび八千代医療センターから新たに数名の運営委員がセンターの

支援活動に加わることとなりました。

　これまで、離職者の復職支援という、セイフティネットとしての女性医師

支援に加え、e-ラーニングによる知識のアップデートを支援の柱として参りましたが、新年度は

これらに加え、複数の医療機関と協力して準備を進めてきた、「一般内科プロジェクト」のカリ

キュラムを形にし、提供できればと思います。小規模ないし中規模の医療機関の外来診療において、

窓口性の高い「一般内科」の診療は、復職の場のひとつとして重要ですが、そのための研鑽に役立つ

カリキュラムにしたいと考えています。

　また、臨床の知識やキャリア形成に関する学びを中心としたe-ラーニングに加えて、論文の書き方

を学習することをテーマとした、「論文を書いてみようプロジェクト」も計画しています。

　多面的な支援を展開することで、より多くの女性医師がその力をいかんなく発揮し、使命を果たす

ことができるよう、これからもセンターのスタッフ一丸となって取り組んで参ります。

女性医師再教育センター
新センター長　檜垣　祐子
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2．女性医師再教育センター
概要 & 活動報告



（１）設立趣旨

（２）組織図(2014年4月現在)

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

男女共同参画推進局

局 長：笠貫 宏 学長
副局長：斎藤加代子教授(遺伝子医療センター所長)

女性医師・研究者
支援センター

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。

女性医師
再教育センター

センター長：檜垣祐子
（女性生涯健康センター副所長）

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

プログラムを提供していま
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。

看護職キャリア開発
支援センター

センター長：川野良子
（統括看護部長）

看護部と看護学部の協働
で、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
続支援を行っています。

　現在、医師全体の中で女性医師の占める割合は30％を超え、医学・医療の分野においても女性

医師が担う場面が増しつつあり、その活躍が一層期待されています。

　しかしながら、女性のライフコースは子育てや配偶者の転勤など、自分自身よりも家族や周囲

の大切な人たちの生活に影響されがちです。価値観の多様化した現代社会では、医師といえども、

さまざまな事情により、仕事を継続することが困難となり、離職を余儀なくされる場合も決して

少なくありません。いったん離職した女性医師が、再度臨床の場に戻ろうと考えても、その復職は

決して容易ではありません。医師としてのキャリア、離職の期間、離職の状況、置かれている

環境などは、一人一人異なります。また、いきなり多忙な臨床の現場に戻ることには、誰しも

困難を感じることでしょう。

　女性医師再教育センターは、復職を希望する女性医師のために設立されました。当センターは

復職に先立って、研修受け入れ先病院の協力のもと、臨床の現場で自分自身のニーズにあった

オーダーメイドの研修が行える『復職プロジェクト』と、自己学習のための『e-ラーニング』の

2つの活動を行っています。これらの活動を通して、一人でも多くの女性医師が、臨床の現場に

復帰できるようにサポートしています。
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（３）運営委員一覧(2014年4月現在)

女性生涯健康センター副所長
皮膚科教授 檜垣 祐子 ○ ○ ○ センター長

糖尿病･代謝内科
准教授 岩﨑 直子 長ータンセ副○●

東医療センター内科
准教授 小川 哲也 長ータンセ副○○

衛生学公衆衛生学(二)
准教授 小島原 典子 ○ ●

学生健康管理センター
講師 横田 仁子 ○ ○ ●

消化器内科
主任教授 立元 敬子 ○

女性生涯健康センター
センター長/教授 加茂 登志子 ○

消化器内視鏡科
教授 中村 真一 ○ ○

学生健康管理センター
教授 内田 啓子 ○ ○

眼科
臨床教授 高村 悦子 ○

小児科
准教授 平澤 恭子 ○

東医療センター性差医療部
准教授 片井 みゆき ○ ○

東医療センター耳鼻咽喉科
准教授 余田 敬子 ○

八千代医療センター乳腺内分泌外科
講師 寺本 穂波 ○

事務局長
加藤 多津子 ○ ○

●PJチーフ

一般内科
PJ

再教育･
復職PJ

e-ラーニング
PJ
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東京医科大学 医師･医学生支援センター来訪

定例会

本学 糖尿病センターで1名研修開始

早稲田大学取材受け入れ(女性医師支援関連)

e-ラーニング公開：がん医療と女性医師

レジナビフェア「再教育-復職プロジェクト」ブース出展

本学 消化器内科で1名研修開始

定例会

本学 第一病理学で1名研修開始

レジナビフェア「再教育-復職プロジェクト」ブース出展

e-ラーニング公開：がん検診の最新事情

定例会

島根県しまね地域医療支援センター来訪

本学 糖尿病センターで1名研修開始

定例会

e-ラーニング公開：糖尿病4 若者にも糖尿病が!

定例会

兵庫医科大学来訪

定例会

運営委員会

e-ラーニング公開：血液検査の異常を見たら

e-ラーニング公開：緩和ケアの実際

定例会

「メディカルインタビューのブラッシュアップ」開催

行田邦子参議院議員(みんなの党女性局長)、

薬師寺みちよ参議院議員(みんなの党女性局長代理)来訪･視察

e-ラーニング部会

定例会

e-ラーニング公開：妊娠中および授乳中の女性の薬物治療

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

2日(木)

7日(火)

11日(火)

16日(木)

16日(日)

17日(月）

27日(木)

2日(火)

14日(木)

19日(金)

21日(水)

27日(火)

2日(月)

30日(火)

29日(火)

12日(水)

29日(金) 

24日(水)

27日(金)

9日(木)

16日(木)

2日(日)

10日(月)

24日(月)

6日(木)

26日(水)

（４）事業報告

2013年
e-ラーニング公開：がん医療に対するわが国の取り組み

e-ラーニング公開：知られざる女性医師の魅力と可能性

e-ラーニング部会

4月 4日(木) 

26日(金）

30日(火)

2014年
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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

■■ププロロジジェェククトトににつついいてて

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。

またセンターの活動は、以下の点において「女性医師等の復職支援」の好事例であると

して、厚生労働省のホームページに掲載されています。

①県域や卒業大学にこだわらない復職支援活動

②人生相談・個人面接・フォローアップ

③病院または大学における相談機能　④復帰先診療科の多様性

⑤研修先病院での就業条件がないこと

厚生労働省 掲載ページ
http://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol2t1.html
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■■研研修修協協力力病病院院

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。

2014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。

＜2014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)

●串間市民病院(宮崎県)

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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■■申申請請かからら研研修修ままででのの流流れれ

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の上、送信してください。(電話/FAX/メールでのご相談も可）

②ヒヤリング

申請フォームを事務局で拝見し、メールや電話で詳細をお伺い致します。

③センター及び研修候補病院、診療科で面談

ご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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■■申申請請者者のの状状況況(2014年年3月月31日日現現在在)

●●申申請請者者状状況況 ●●研研修修先先病病院院 n=83（（研研修修者者））

●●研研修修先先診診療療科科のの割割合合 n=83（（研研修修者者）） ●●出出身身大大学学のの比比率率

56名(80%)

37名(20%)

東京女子医科大学

その他

n=193

相談件数
193名

非常勤等
を紹介
27名

相談のみ
49名

相談、
待機中
34名

研修中
10名

研修修了
73名

7
4
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病
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会

登
録

病
院

39名（46%）

10名（12%）

8名（11%）

10名（12%）

7名（8%）

2名（2%）

1名（2%）

2名（3%）

1名（1%） 1名(1%)

1名(1%) 1名(1%)

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 第一病理学

　2013年3月末現在、193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73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34名となっています。その他にも、相談のみで終了した方が49名、非常勤勤務等

をご紹介した方が27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

2013年5月から6月にかけて、センター申請者にアンケート調査を行いました。

センターで研修をした60名を対象とし、32名から回答がありましたので、その結果を

ここでご紹介致します。
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・オーダーメイドの研修プログラム。自分にとって無理のない研修条件で研修を行うことができ、

大変ありがたかった。

・仕事の楽しさ、やりがいを思い出すことができた。

・出産･育児のため仕事や医局から離れてしまっている自分でも、家庭の状況を考慮していただき

ながら、復職の応援をしていただけるのが大変ありがたい。

・モチベーションが上がり、自信が回復した。

・復職に向けて、精神的に後押ししていただいたように感じた。

・地方の出身でも相談が可能なところがよかった。
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■■申申請請者者のの感感想想

卒業後7年間、消化器内科医として医療に携わっていましたが、同
業である夫と結婚後、3人の出産･子育てに追われ、また、休職中の
うち3年間は夫の海外留学に伴っていたこともあり、9年間という長
い休職期間がありました。内視鏡の研修を行わせていただきました
が、次第に技術面や精神面でも自信を取り戻し、無事に再就職でき
たことを大変うれしく思うとともに、ますます研鑽を積まねばという緊
張感に満ちています。この気持ちを忘れることなく、少しずつでも
キャリアアップして、今後は少しでも地域医療に貢献できればと思っ
ています。

臨床に戻るにあたり、ブランクが長かったので不安感が強かったの

ですが、今回研修を受けることで最新の医療を学べて、自信をつけ

ることができました。糖尿病の治療を、外来で間近に見学させてい

ただく貴重な機会をいただき、とても感謝しております。

専門医を目指したいという気持ちが強くなってくる中、出産･子育て

が始まり、待機児童も多く子供を預けられない中、大学病院の研修

など遠い夢となっていました。診療の最前線で研修できるように配

慮していただいてグループ体制の中に加わることができ、大変貴重

な経験ができました。今後、腎臓内科医として常勤を目指していく確

固とした基盤を築けたと感じます。今回の研修を無駄にしないよう、

今後も努力していきたいと思います。

休職中/40代

本学 消化器内科

にて研修

休職中/40代

本学 糖尿病センター

にて研修

非常勤/40代

本学 腎臓内科

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)

■■ププロロググララムムににつついいてて

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、2013年は、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。
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キキャャリリアアにに関関

臨臨床床にに必必要要なな基基本本的的

臨臨床床にに必必要要なな実実践践

ががんんププロロフフェェッッシショョ
養養成成基基盤盤推推進進ププ

すするる講講義義

講講義義

的的講講義義

ナナルル
ラランン

特長1

特長2

特長3

1講義は約20分
•仕事や育児の間など、手が空いたときに気軽に学習できることを想定して、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、その続きからご覧いただけます。

登録・視聴はすべて無料

•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。

ニーズに合わせた講義内容

•先輩医師による体験談・アドバイスから最新の医療まで、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。

■■ププロロググララムムのの特特長長

女性医師の多様な働き方の提案、先輩医師からのアドバイスなど。

診療科を問わず、最低限知っておきたい基本的な情報。

疾患･治療･ガイドライン情報など、実践的な情報。

がんに関する様々な情報。
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■■申申請請者者/登登録録者者数数推推移移(累累計計) 2014年年3月月31日日現現在在

● 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) (人人)

e-ラーニングの登録者は、2014年3月末現在、4,531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。

193 / 4,531193 / 4,531
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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

女性 男性

■■e-ララーーニニンンググ登登録録状状況況：：全全体体 2013年年3月月31日日現現在在

■■e-ララーーニニンンググ登登録録状状況況：：医医師師(1) 2013年年3月月31日日現現在在

職業

n=4,531

医医師師
55%薬薬剤剤師師

29%

5%
5%

3% 2% 1%

男女比

20代 30代
40代 50代
60代以上

69%

31%

n=4,531

n=2,491

男女比

72%

28%

年齢層

35%

32%

20%

6% 7%

n=2,491
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■■e-ララーーニニンンググ登登録録状状況況：：医医師師(2) 2013年年3月月31日日現現在在

3%
4%

3%

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

診療科 勤務先

194,2=n194,2=n

49%

12%

29%
36%

21%

29%

14%

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。

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-ララーーニニンンググ利利用用者者のの感感想想

●復職に向けて、非常に勇気づけられました。(医師/休職中/女性)
●医師という職業でも様々な働き方があり、選択肢も多岐にわたる

事がことがわかりました。(医師/休職中/女性)
●先生方の経験談を伺い、ますますやる気が出てきました。

(医師/在職中/女性)
●診療の中で、改めて注意すべき点を教えていただきました。

(医師/在職中/男性)

●看護師の役割やチーム医療について、改めて理解することがで

きました。(看護師/在職中/女性)

●映像を見ながら学習できるので、具体的にイメージしながら学ぶ

ことができました。(看護師/在職中/女性)

●短い時間でポイントがまとめられており、学習しやすかったです。

(薬剤師/非常勤/女性)

●症例提示が具体的で、大変参考になりました。

(薬剤師/常勤/女性)

医 師

看護師

薬剤師
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■Facebookの活用
当センターでは、Facebookを利用して、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。

女性医師再教育センター公式Facebookページ
https://www.facebook.com/TWMUSupportCenter
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■■公公式式アアププリリののごご紹紹介介

より多くの方に快適に教育・学習支援プログラム(e-ラーニング)をご利用いただくため、

iPhone/iPad用アプリを作成致しました。

画面上をタップするだけで、e-ラーニングログイン画面やFacebookページを表示できます。

お子様とお楽しみいただける「カメラ機能」もございますので、「App Store」よりダウン

ロードの上、ぜひご活用ください。(無料) https://itunes.apple.com/ja/app/id793030931

「App Store」内の検索で「女性医師再教育センター」をご入力いただくと、アプリがすぐ

見つかります。

タップ!

「アプリ説明」画面を表示

「e-ラーニング」ログイン画面の表示、

講義一覧、紹介動画もご覧いただけます

公式Facebookページを表示

東京女子医科大学公式キャラクター「ジョシー」などの

カメラフレーム機能をご利用いただけます。

お子様と一緒にお楽しみください。
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（８）一般内科プロジェクト

■■メメデディィカカルルイインンタタビビュューーののブブララッッシシュュアアッッププ
～～ 自自分分にに合合っったた患患者者ココミミュュニニケケーーシショョンンススキキルルをを見見つつけけよようう!～～ (2014年年2月月2日日)

2014年2月2日(日)に、「メディカルインタビューのブラッシュアップ ～自分に合った患者

コミュニケーションスキルを見つけよう!」を開催致しました。

今回のイベントでは、異なったバックグラウンドを持った異なる世代の3名の医師が、共通の

一人の患者(模擬患者)に対してメディカルインタビューを行い、その際にどのようなProblem

listを構成し、どのように患者説明を行おうとしたか、医師当人が事後的に解説し、診察にお

けるコミュニケーションの意味を討議致しました。このシンポジウムは診療技術を見るのでは

なく、医者と患者のコミュニケーションをいかに取るかを主眼にしました。

メディカルインタビューの1人目は、高次医療機関で総合内科･感染症科専門の岸田直樹先生

(手稲渓仁会病院)。客観的臨床試験(OSCE)経験者で、感染症の専門医として的確に短時間に詳細

な医療面接を進められ、試験前の医学生には大変参考になりました。模擬患者さんも初めてお

会いした先生に短時間の面接ではすべてをお話しすることは出来なかったが、再度診察があれ

ばもっとゆっくり詳しくお話ししたいとのコメントをいただきました。
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2人目は家庭医である、西村真紀先生(あさお診療所 所長)。模擬患者さんと初対面で緊張され

たとは思えないほど和やかにお話をされ、家庭環境、心理面に配慮され、共感的に面接を進め

られました。また、面接の基本となっている「Patient-centered clinical method」を詳しく

説明していただき、理解を深めることができました。模擬患者さんも西村先生の気配りに安心

してお話を進めることができ、今後の方針に関してすんなりと自己決定できたとコメントされ

ました。

3人目は地域医療で活躍されているベテランの平井愛山先生(千葉県立東金病院 院長)でした。

情報量が少ない中、とても親切で詳しい説明に模擬患者さんも引き込まれ、納得されて次に必

要な処置に関して主体的に参加することを約束なさいました。

その後、「患者側から見たメディカルインタビュー」ということで、NPO法人ささえあい医療

人権センターCOMLの山口育子理事長より、長年の患者さんからの電話相談で抽出された、医師

と患者とのコミュニケーションの問題点と改善の方法を説明していただきました。目からうろ

この情報もあり、参加者には非常に参考になる講演でした。
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総まとめとして総合討論を行い、手法はいろいろあるが、医師と患者が同じ方向に向かって

問題を解決していくこと、意思疎通をすることが重要であり、今後の医学教育、卒後教育で必

要ではないかとの意見も出されました。

最後に、女性生涯健康センター副所長の檜垣祐子先生の挨拶で閉会となりました。参加者も

50名を超え、大変盛況のうちに終了することができ、懇親会でも、参加者がお互いに情報交換

して和気藹々と有意義な時間が過ごせました。

最後に、今回の開催にご協力いただきましたNPO法人ささえあい医療人権センターCOMLの

山口育子理事長、ご担当の山田彩乃様、模擬患者役の西和子様、メディカル･プリンシプル社の

皆様に、深く感謝申し上げます。
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<アアンンケケーートト結結果果-1>

※「第46回 医学教育学会」にて報告予定
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<アアンンケケーートト結結果果-1>

- 31 -



<アアンンケケーートト結結果果-2>
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<アアンンケケーートト結結果果-2>
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<アアンンケケーートト結結果果-2>
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3．メディア掲載記事等【2013年度】



■■月月刊刊新新医医療療 No.466(2013年年10月月)
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■■大大学学ニニュューースス 第第729号号(2013年年12月月24日日)
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女性医師再教育センターでは、センターの概要や講義一覧のパンフレットを作成しております。

ご入用の方にはお送りさせていただきますので、お気軽に事務局までご連絡ください。
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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：03-5269-7319 (内線)8382

　　　　e-mail：saikyouiku.bm@twmu.ac.jp

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