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はじめに

　東京女子医科大学は世界的にも数少ない女性のための医科大学です。最良の医療を実践する知識・技能
を修め、高い人格を陶冶した医療人・医学研究者を育成するという使命は創立者吉岡彌生以来 100 年余の
間、受け継がれてきた伝統です。しかし、医師・研究者として最も重要な 30 歳代に子育て等との両立が不
可能となり、退職を余儀なくされる女性医師、また、自身の研究時間および業績を犠牲にする女性研究者
も少なくありません。過去 20 年以上に亘って、医師国家試験合格率は常に女性の方が男性を上回っていま
す。学生中は優秀な女性医学生が、卒業後には力を発揮しづらくなり、診療や研究の継続が困難になる現
状があります。リーダーシップをとり活躍する女性医師・研究者は極端に少なくなります。この実情を打
破することを目的として、平成 18（2006）年度から文部科学省科学技術振興調整費「保育とワークシェア
による女性医学研究者支援」事業を 3年間実施しました。女性医師・研究者支援の充実をめざして、フレッ
クスタイム制、短時間勤務制度、研究支援体制樹立、院内昼間保育、夜間保育、病児保育が確立されました。
平成 21（2009）年、支援対象に看護師を加え、各プロジェクトの統括管理運営を図るため、大学の事業と
して男女共同参画推進局が設立され、セーフティーネットの充実がなされてきました。

　このような背景の下で、平成 28 年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境
実現イニシアティブ（特色型）」に採択されました。これをきっかけに、女性医師・看護師の勤務継続に対
する支援だけでなく、医療人としてのキャリア形成、リーダーシップ形成を通じて、リーダーとして活動
する女性医療人を育成することを目的として、これまでのステージから、さらに一段上のステージを目指
すことが明確となりました。平成 29 年 1 月より「男女共同参画推進局」は、「女性医療人キャリア形成セ
ンター」に名称を変更しました。女性医療人キャリア形成センターの下に、「女性医師・研究者支援部門」
「女性医師再研修部門」「看護職キャリア開発支援部門」および「彌生塾」「働き方の多様性を考える委員会」
が有機的に連携し、多面的な活動を行う体制が整いました。東京女子医科大学は、「ダイバーシティ環境整
備事業推進室」を中心として、さらなる女性医師・研究者の支援体制拡充に取り組みを開始しています。

東京女子医科大学　副学長
同　女性医療人キャリア形成センター　副センター長

同　附属遺伝子医療センター　所長・教授

斎藤 加代子
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ご挨拶
 

　　理事長学長ご挨拶

　今世紀に入り、女性の社会進出は加速し、医療分野においても医師全体での女性医師の割合は約 2割に
達し、最近の医学部卒業生の約 3割 5 分は女性です。しかし、指導的地位に立つ女性医師、研究者は極め
て少ないのが現状です。女性医師、研究者のキャリアパスはいまだに未熟といわざるをえません。

　東京女子医科大学は 1900 年の創立以来、女性医師にふさわしい医学教育を創設し、初期・後期臨床研修
－生涯教育にわたる包括的かつ体系的教育プログラムを構築し、指導的地位に立つ女性医師、研究者の育
成を目指してきました。特に女性研究者育成に関しては、平成 18 年度文部科学省科学技術振興調整費「女
性研究者支援モデル育成事業」を経て、平成 21 年に法人直轄の部門として『男女共同参画推進局』を設立、
多くの事業を進め、女性研究者の研究環境改善に努めてまいりました。平成２９年１月には、推進局を改
組し『女性医療人キャリア形成センター』として継承し、指導的女性医療者の育成に取り組んでおります。

　センターに設置した女性医師・研究者支援部門においては、女性医師の診療継続および女性医学研究者
の研究活動を支援するため、子育て等のライフイベントと診療・教育・研究を両立しつつ、キャリア形成
を継続出来る環境を整備しています。文部科学省「周産期医療環境整備事業（人材養成環境整備）」による
「男女共同参画型ＮＩＣＵ人材養成プログラム―地域とささえあう周産期医療」補助金により設置された働
く女性医療者の子どもの通園通学等を支援する女子医大ファミリーサポート事業も順調に定着し、現在は
東京医科大学と共同運営しています。

　また女性医師再研修部門では、出産、子育て、配偶者の転勤等で臨床現場を離れた女性医師に対して、
現場での研修等による再教育を行います。このような「セーフティネットとしての支援」に加え、「キャリ
ア形成支援」を推進し、「復職支援でニーズの高い一般内科医師研修プログラムの作成」、「e－ラーニング
プロジェクト」等の活動を実施しています。

　この度、平成 28 年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティ
ブ（特色型）」に採択されました。これにより本学が今年度策定した事業計画に掲げる「女性教授 30％」
の目標達成に向けた、様々な取り組みを加速強化することが可能になりました。全学一丸となって、女性
研究者の活躍を推進していきます。今後ともみなさまのあたたかいご支援を、宜しくお願い申し上げます。

東京女子医科大学　理事長・学長　

吉岡 俊正
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　　女性医療人キャリア形成センター長ご挨拶

　近年、女性の医療者および研究者のライフイベントである出産、育児などによる離職問題がクローズアッ
プされております。こうした状況の中、本学では平成 11 年に制定された男女共同参画社会基本法を鑑み、
平成 18 年より女性医師生涯研鑽支援委員会、女性医学研究者支援室、女性医師再教育センターを設置し、
女性医師・研究者への支援体制の拡充に先駆的に取り組んでまいりました。平成 21 年には支援対象に看護
師を加え、これまでのプロジェクトをさらに拡充・推進する組織として、法人直轄に『男女共同参画推進局』
を設立しました。今般、女性医師・看護師の勤務継続に対する支援、セーフティネットを提供するだけでなく、
医療人としてのキャリア形成とその促進、リーダーシップの育成を通じて、リーダーとしてよりよい社会
をつくるために活動する女性医療人を育成することを目的として、これまでのステージからさらに一段上
のステージを目指していくことを明確にするために、平成29年1月より『女性医療人キャリア形成センター』
に名称変更いたしました。

　センターには「女性医師・研究者支援部門」、「女性医師再研修部門」、「看護職キャリア開発支援部門」、「彌
生塾」、「働き方の多様性を考える委員会」の従来の 5つのプロジェクト部門に加え、「ダイバーシティ環境
整備事業推進室」を設置しました。本学は文部科学省平成 28 年度科学技術人材育成費補助事業ダイバーシ
ティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）に採択されました。「ダイバーシティ環境整備事業推進室」は
本事業を円滑に実現していくために、女性医療人キャリア形成センター傘下の 5つのプロジェクト部門と
有機的に連携して多面的に活動していく組織です。

　東京女子医科大学は、自立した女性医療専門職の育成という建学の精神のもと、最良の医療を実践する
知識・技能を修め、高い人格を陶冶した医療者および医学・看護学研究者を育成し、将来の医療に貢献す
ることを目指しております。平成 27 年に女性活躍推進法が制定され、さらなる成果が求められており、今
後もより一層、活動を推進してまいります。

東京女子医科大学　理事
同　女性医療人キャリア形成センター　センター長　

肥塚 直美



－4－

はじめに
ご挨拶

Ⅰ　平成 28年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業概要
　1　実施概要
　2　運営委員一覧
　3　平成 28年度　事業実施概要
　4　ダイバーシティ・キックオフ会議の開催
　5　平成 28年度　活動年表

Ⅱ　平成 28年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業活動報告
　1　本事業推進のための体制整備
　　　① 「男女共同参画推進局」から「女性医療人キャリア形成センター」へ
　　　② 「ダイバーシティ環境整備事業推進室」の設置
　　　③ 「ダイバーシティ担当推進者会議」の開催
　　　④ 事務補佐員 2名の採用
　　　⑤ ホームページリニューアル
　2　女性研究者が在籍する部局の勤務環境の改善　㈱日本能率協会総合研究所　報告資料
　3　介護支援制度創設の準備　ワーク・ライフ・コンサルタント　報告資料
　　　① アンケート調査
　　　② 調査協力依頼チラシ
　　　③ アンケート調査票
　　　④ キャリアと介護の両立支援マニュアル（案）
　4　 e-learning コンテンツの作成
　　　① 東京女子医科大学ダイバーシティ環境整備事業
　　　② ウィメンズヘルス研究
　5　キャリア形成の個別支援と全体講演会
　　　① 彌生塾
　　　② ピアサポート
　　　③ 第 1回彌生塾主催講演会
　　　④ 彌生塾広報
　6　特命担当教授の新設
　7　プラスファクター方式の導入
　8　所属長意識改　㈱日本能率協会総合研究所　報告資料
　9　学外活動
　　　① 第 14回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム（H28.10.8）
　　　② 第 10回医学を志す女性のためのキャリア・シンポジウム「変革は女性リーダーから」（H28.10.30）
　　　③ 第 1回医療勤務環境改善マネジメントシステム研究会（H28.11.23）
　　　④ 平成 28年度 文部科学省科学技術人材育成費補助事業シンポジウム（H28.12.1）
　　　⑤ 第 6回順天堂大学女性研究者研究活動支援シンポジウム（H29.1.21）

Ⅲ　資　料
　　　① ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）「事業計画書」
　　　② 女性医療人キャリア形成センター規定
　　　③ 特命担当教員等に関する規程

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………

……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

………
……………………………………………

………………………………
……………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

1
2

5
6
7
7
9
13

15
16
16
16
16
16
19
20
30
30
39
40
43
49
49
52
57
57
59
60
62
63
63
65
95
95
97
98
103
104

113
114
118
121



－5－

Ⅰ
平成 28年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業

概　要
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1 実施概要

　上位職への積極登用、そのための研究力向上とリーダー育成、それらを支えるダイバーシティ研究環境
整備の各テーマに対して、事業主行動計画、ストラクチャー、プロセス、アウトカムを明確にし、下図を
示しました。
　上位職への積極登用の取り組みでは、教授採用や昇格の際に、業績等の評価が同様であれば女性を優先す
るプラスファクター方式を導入します。教授公募の文章に、業績等の評価が同等の場合は女性を優先するこ
とを明記し、女性の応募意欲を上昇させるとともに、教授会での候補者選出の投票および候補者に対する理
事会の審議において女性が優先されるようにしました。また、採用や昇格の評価項目やそのバランスについ
ても見直しを行い、卒前卒後教育への貢献なども充分に評価される体系を構築します。そして女性研究者育
成に積極的に取り組むよう、所属長の意識改革も行います。この上位職登用の取り組みの実効性を高めるた
めのインセンティブとして、学長指名の特命教授・准教授を新設し、社会貢献や女性研究者育成等、学内外
で能力を発揮している女性研究者を教授に登用できる選考基準の策定を行います。
　研究力向上、リーダー育成の取り組みでは、図書館や情報科学室等の機能を統合したメディアラボの運
営により研究環境を整備します。また研究者のセルフディベロプメントのために女性研究者同士によるピ
アラーニングを実施します。さらに彌生塾の運営員によるキャリア形成の個別支援を実施します。この研
究力向上、リーダー育成の取り組みでは、リーダーとなる女性研究者の意識改革と自己研鑽が重要と考え
ています。
　ダイバーシティ研究環境整備の取り組みでは、機関全体の勤務環境改善を実施します。女性研究者が能
力を発揮するためには研究環境全体の改善が必要だからです。加えて現在女性に負担の多い育児と介護に
ついての環境整備をします。育児支援ではファミリーサポートを発展させます。一方介護支援についても、
相談窓口の設置など学内に新たに介護支援制度を創設します。ダイバーシティ研究環境整備は、研究者の
みでなく全職員および学生も含めたすべてに向けて行い、また、状況に合わせた支援ができる体制を整え、
本学のみでなく、広く社会に役立つモデルを構築します。
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2 運営委員一覧

　本事業を実施するにあたり、学内の関連部署が連携し、全学として推進していくための事業参加者リス
トを示しました。

事 業 参 加 者 リ ス ト（平成 28年度）

氏　　　名
所　　　属

部　署 役　職

吉岡　俊正 東京女子医科大学 理事長　学長

岩本　絹子 東京女子医科大学 副理事長

肥塚　直美 東京女子医科大学 理事

田邉　一成 東京女子医科大学 病院長

斎藤　加代子 遺伝子医療センター 副学長

飯田　知弘 東京女子医科大学 副院長

内潟　安子 東京女子医科大学 副院長

檜垣　祐子 女性生涯健康センター 教授

内田　啓子 保健管理センター 教授

唐澤　久美子 放射線腫瘍学 教授

北川　一夫　 神経内科学 教授

野原　理子 医学部 講師

女性医療人キャリア形成センター事務：
吉原政晴・桜井久美子・和田美周子・永山美穂・宮崎雪子・齋藤亞理

3 平成 28 年度　事業実施概要

①　本事業推進のための体制整備　
　「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」事業を円滑に進めるために男女共同参画推進局に「ダイ
バーシティ環境整備事業推進室 （仮称）」を設置します。本事業の各取組についての具体的審議は「ダイバー
シティ担当推進者会議（以下、担当者会議）」で行い、各施策推進の司令塔としての役割を担います。担当
者会議で採択された重要事項については男女共同参画推進局を通じ、理事会での審議決定を必要とします。
　男女共同参画推進局には、女性活躍推進法による行動計画の実施のために、これまでの「女性医師・研
究者支援センター」、「女性医師再教育センター」、「看護職キャリア開発支援センター」の 3部門に加えて、
昨年度設置した女性上位職登用のための「彌生塾」と「働き方の多様性を考える委員会」が存在します。「ダ
イバーシティ環境整備事業推進室 （仮称）」はこれらの各部門及び委員会と有機的に連携し、多面的な活動
を推進します。本事業推進の為に事務補佐員を2名採用します。さらに本事業をわかりやすく周知するため、
男女共同参画推進局のWeb サイトをリニューアルします。

②　女性研究者が在籍する部局の勤務環境の改善（ダイバーシティ環境整備）
　「勤務環境改善ワーキンググループ」を中心として、女性研究者が在籍する部局における「事務作業の見
直しと効率化」および「医局スペースの有効活用の方法の提案」を実施します。これらは、事務作業のス
リム化による医師ら研究者および事務員の業務負荷の軽減と、快適な医局作りによる研究等の作業効率の
向上による女性研究者のワークライフバランスの向上を目的としています。平成 28 年度中に①既存調査の
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整理・分析②改善優先業務の決定③優先業務に関する改善方法の検討を行います。なお本取組は、本学で
の過去の勤務環境改善の際に協力を受けた株式会社日本能率協会総合研究所と共に実施します。東京都医
療機関勤務環境改善支援センターからも適宜助言を受けるなど連携して実施します。

③　介護支援制度創設の準備（ダイバーシティ環境整備）
　平成 28 年度は介護を担う当事者支援、予備軍の不安解消、および介護に対する管理職の意識改革を進め
るための介護支援制度創設の準備を行います。新たな支援制度の構築では、制度の普及啓発が非常に重要
である。7年前に本学で子育て支援を行うファミリーサポート体制を構築した際には、全教職員に対して
制度の普及啓発も目的としたニーズ調査を実施したことにより、全教職員への情報周知がなされ、制度創
設後は順調に運営できた経験があります。そこで介護支援制度創設にあたっても、本事業全体の広報と介
護支援の普及啓発の目的を含めた介護支援に関するニーズ調査を全職員（約 5,000 名）に対して実施します。
尚限られた期間で効率的に準備をすすめるため、介護支援に実績のある特定非営利活動法人ワーク・ライフ・
コンサルタント等と連携し、調査と並行して平成 28 年度中に『キャリアと介護の両立支援』のマニュアル
を作成し、また、男女共同参画推進局web サイトでの情報提供を検討します。
　
④　e-learning コンテンツの作成（研究力向上）
　本事業で実施する上位職への登用や研究力向上に関する e-learning のコンテンツを作成し配信すること
により、研究者が時間や場所を選ばずに学習し、研究力を向上させることを目的としています。初期のコ
ンテンツ制作は外注としますが、今後継続的、経済的にコンテンツ作成を行うため、「学内メディアラボ」
でのコンテンツ制作の内製化をすすめます。平成 28 年度は女性研究者が自らのキャリア形成を積極的に
行っていくために必要な e-learning のコンテンツについてテーマと講師を選定し、作成を開始します。

⑤　キャリア形成の個別支援と全体講演会（研究力向上）
　女性研究者の研究力向上のために、女性教員のリーダーシップ促進を目的に創設された彌生塾において
①塾生の募集及び登録を行い、各塾生の業績等の確認を行い、②各塾生の業績等に基づいて彌生塾担当教
員による個別相談および支援を開始します。また、将来のリーダーを目指す塾生のキャリア形成支援、モ
チベーション持続、ニーズ発掘のため、先輩女性医師と塾生が意見交換や情報共有を行う場となる「サロン」
の定期開催を行い、さらに彌生塾主催による講演会を開催します。

⑥　特命担当教授の新設（上位職登用）
　上位職登用の実効性を高めるためのインセンティブとして特命担当教授・准教授を新設します。学長の指示
の下、特命担当教授新設のための規程（案）を策定し、規程（案）について教授会、理事会での審議を行います。

⑦　プラスファクター方式の導入（上位職登用）
　教員公募に対する女性研究者の応募意欲を高めることと確実な女性登用を実現することを目的として、本
学が女性を積極的に登用する方針であることを明確に示します。女性を積極的に登用する方針について公募
の案内文に「また、本学では、男女共同参画を推進しています。本学の建学の精神に則り、業績および人物
の評価において同等と認められた場合は女性を積極的に登用する方針です」を記載することを検討します。

⑧所属長意識改革（上位職登用）
　女性リーダーを育成することが所属長の職務であることを認識し、女性研究者のキャリア形成支援を所属
長が積極的に行えるように、大学および大学病院の所属長向けの研修プログラムを開発します。平成 28 年
度は日本能率協会と連携して①事例収集②ヒアリング調査とプログラム開発を行い、研修実施を検討します。
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東京女子医科大学大学ニュース　2016 年 10 月　第 763 号

4 ダイバーシティー・キックオフ会議の開催

大学ニュースに以下の記事が掲載されました。

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ・キックオフ会議開催

野原理子

　 去る 2016 年 9 月 3 日（土）、本学においてダイバー
シティ研究環境実現イニシアティブ・キックオフ会
議が開催されました。これは、本学が今年度策定し
た女性活躍推進法に基づく事業主行動計画を加速強
化するための第一歩となるものです。

　 本学では事業主行動計画において （1）本学の大学
再生計画に基づき女性医師・研究者の資質向上を目
的とした「彌生塾」による女性医療人に特化したキャ

リア形成支援を行い、女性教授（特命担当教授含）を 30％にする （2）女性事務管理職の割合を 30％
にする （3）育児や介護関連制度等、就業規則の周知や啓発、また制度を利用しやすい職場環境・雰
囲気づくりの推進 （4）臨床系教員および医療錬士研修生の短時間勤務の制度化、以上 4つの目標を
設定しました。

　そして目標実現のための具体的な取り組みとして
①ダイバーシティ推進（附属病院の勤務環境改善、
ファミリーサポートの充実、介護支援制度の創設）、
②研究力向上とリーダー育成（メディアラボでのコ
ンテンツ作成・配信、研究者ピア・ラーニング、キャ
リア形成個別支援）、③上位職への積極登用（プラ
スファクターの明記と特命担当教授・准教授の新設、
評価制度見直し、所属長意識改革）を実施すること
としました。

　この取り組みを着実に実行するため、平成 28 年度文部科学省科学技術人材育成費「ダイバーシティ
研究環境実現イニシアティブ（特色型）」に応募したところ、全国で 7校が選定されたうち、医科大
学では唯一本学が選定されました。

　選定された本事業について、学内での共通認識と学外に向けた広報を目的にキックオフ会議を開催
しました。会議の冒頭では吉岡俊正理事長・学長より、女性医療者を育成するという本学の建学の精
神に基づいてこれまで行ってきた実績が認められ採択に至った、そして今日のキックオフ以降はずっ
と蹴り続けて実際に成果を上げていくことが大切であるとご挨拶いただきました。次に肥塚直美男女
共同参画推進局長から、成果を上げるために具体的な取り組みを全学一丸となって進めていきましょ
うと開会のご挨拶がありました。その後斎藤加代子男女共同参画推進局副局長からは、これまでの我
が国における女性研究者育成に関する取り組みやその成果についてお話がありました。引き続き野原
より本学が実施する取り組みについて、3か年の全体計画とそれに基づく今年度の具体的な実施内容
について説明を致しました。その後の質疑応答ではご出席いただいた多くの先生方からコメントや各
先生方のご協力内容についてお話をいただきました。最後に肥塚局長の合図の下、出席者全員による
一本締めで全員の気持ちが一つとなり、良いスタートを切ることができました。
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ダイバーシティ・キックオフ会議開催通知

文科省補助事業選定とダイバーシティ・キックオフ会議の開催

　本学は文部科学省平成 28 年度科学技術人材育成費補助事業ダイバーシティ研究環境実現イ
ニシアティブ（特色型）に選定されました。
　本学は、①ダイバーシティ推進（勤務環境の改善、ファミリーサポートの充実、介護支援
制度創設）、②研究力向上とリーダー育成（メディアラボでのコンテンツ作成・配信、研究者
ピア・ラーニング、キャリア形成個別支援）、③上位職への積極登用（プラスファクターの明
記と特命担当教授・准教授の新設、評価制度見直し、所属長意識改革）により、以下の目標
を達成すること表明しております。

（1）本学の大学再生計画に基づき女性医師・研究者の資質向上を目的とした「彌生塾」に
よる女性医療人に特化したキャリア形成支援を行い、女性教授（特命担当教授含）を
30％にする。

（2）女性事務管理職の割合を 30％にする。
（3）育児や介護関連制度等、就業規則の周知や啓発、また制度を利用しやすい職場環境・

雰囲気づくりの推進
（4）臨床系教員および医療錬士研修生の短時間勤務の制度化

　ダイバーシティ研究環境実現を強力に推進するため、キックオフ会議を以下の通り開催し
ます。是非、ご参加ください。学外の方の参加も歓迎です。

日時：平成 28 年 9 月 3 日（土）　午後 1時から 2時
場所：膠原病リウマチ痛風センター 2階会議室

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ・キックオフ会議次第

13：00－13：05　ご挨拶
東京女子医科大学理事長・学長　吉岡俊正

13：05－13：10　開会挨拶
東京女子医科大学　男女共同参画推進局長　肥塚直美

13：10－13：35　ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）
東京女子医科大学の取り組み方針

東京女子医科大学　男女共同参画推進局副局長　斎藤加代子
同　女性医師・研究者支援センター副センター長　野原理子

13：35－13：50　質疑応答

13：50－13：55　閉会挨拶
東京女子医科大学　男女共同参画推進局長　肥塚直美
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ダイバーシティ・キックオフ会議関係者名簿

氏　名
所　　属

当該構想における役割
部署部局 職　名

吉岡　俊正 東京女子医科大学 理事長・学長 総括責任者

肥塚　直美 東京女子医科大学 教育部門担当理事 男女共同参画推進局・局長

田邉　一成 東京女子医科大学 病院長理事 東京女子医科大学病院・病院長

斎藤　加代子 東京女子医科大学 副学長 実施責任者、男女共同参画推進局・
副局長

新田　孝作 東京女子医科大学 医学部長 男女共同参画推進局・運営委員

日沼　千尋 東京大学医科大学 看護学部長 男女共同参画推進局・運営委員

川野　良子　 東京大学医科大学 統括看護部長 男女共同参画推進局・運営委員

坂本　倫美 東京大学医科大学病院 看護部長 男女共同参画推進局・運営委員

飯田　知弘 東京大学医科大学病院 副院長 勤務環境改善WG

内潟　安子 東京大学医科大学病院 副院長 勤務環境改善WG

川島　眞 皮膚科学 教授・講座主任 教育 ･研究棟WG

坂井　修二 東京女子医科大学病院 副院長 教育 ･研究棟WG

檜垣　祐子 女性生涯健康センター 副所長・教授 女性医師再教育センター・センター長

内田　啓子 保健管理センター 教授 彌生塾・塾長

唐澤　久美子 放射線腫瘍科 教授・講座主任 彌生塾・副塾長

北川　一夫 神経内科 教授・講座主任 彌生塾・副塾長

三谷　昌平 生理学（第二） 教授・講座主任 女性医師 ･研究者支援センター・
運営委員

岡田　みどり 化学 教授 女性医師 ･研究者支援センター・
運営委員

新井田　達雄 八千代医療センター 病院長 女性医師・研究者支援センター・
運営委員

宮田　麻理子 第一生理学 教授・講座主任 女性医師・研究者支援センター・
運営委員

小森　万希子 東医療センター麻酔科 教授 彌生塾・運営委員

佐藤　麻子 臨床検査科 教授 彌生塾・運営委員

小田　秀明 第二病理学 教授・講座主任 彌生塾・運営委員

永田　智 小児科学 教授・講座主任 女性医師・研究者支援センター、
彌生塾・運営委員

舩津　英陽 八千代医療センター 副院長 働き方の多様性を考える委員会・委員

竹宮　孝子 総合研究部 准教授 女性医師・研究者支援センター・
副センター長
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片井　みゆき 日暮里クリニック 准教授 女性医師・研究者支援センター、
女性医師再教育センター・運営委員

内山　温 母子総合医療センター 准教授 男女共同参画推進局・運営委員

小川　哲也 東医療センター内科 准教授 女性医師再教育センター・副センター長、
働き方の多様性を考える委員会・委員

村崎　かがり 医学教育学 特任准教授 女性医師 ･研究者支援センター、
働き方の多様性を考える委員会・委員

野原　理子 衛生学公衆衛生学（一） 講師 女性医師 ･研究者支援センター・
副センター長

松村　美由起 成人医学センター 講師 女性医師再教育センター・運営委員、
働き方の多様性を考える委員会・委員

泉　佐知子 放射線腫瘍科 准講師 働き方の多様性を考える委員会・委員

東舘　紀子 成人医学センター 准講師 働き方の多様性を考える委員会・委員

山崎　武夫 経営統括部 /人事部 部長

木下　眞 研究支援部 部長

瀧田　祐一郎 総務部 /施設部 部長

飯田　真由美 病院事務部 部長代行 勤務環境改善WG

高橋　伸介 人事部人事課 課長

川村　正行 病院事務部業務管理課 課長

三浦　裕子 図書館 司書課長

板坂　総一郎 研究支援部教育研究資金課 課長 経理管理担当者

板垣　吉晃 病院事務部病院運営室 課長

小谷　浩平 人事部給与厚生課 課長代行

青田　憲一 病院事務部業務管理課 課長補佐

早川　真由美 経営統括部 課長付

幸田　あさ子 病院事務部業務管理課 課長付

村田　律子 女子医大・東京医大ファミリー
サポート室 コーディネーター

吉原　政晴 男女共同参画推進局 事務長 事務連絡担当者

桜井　久美子 男女共同参画推進局 事務員

和田　美周子 男女共同参画推進局 事務員

（順不同）
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5 平成 28 年度　活動年表

実施日 取り組み内容

平成 28 年
4 月 26 日 科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（特

色型）」申請書提出

平成 28 年
5 月 22 日 彌生塾キックオフ会　開催

平成 28 年
7 月

6 日 教育・学習支援プログラム（e-ラーニング）について打合せ

7日 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（特色型）面接審査

22 日 第 4回彌生塾運営委員会開催

27 日 平成 28 年度「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」推進事業者
選定

29 日 全国自治体病院協議会主催 事務長養成研修会にて講演：斎藤加代子

平成 28 年
8 月

29 日 平成 28 年度「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」推進事業交
付申請

　 〇　彌生塾本科生個別指導　1名実施

平成 28 年
9 月

2 日 介護支援制度についてワークライフコンサルタントとの打ち合わせ

3日 ダイバーシティ・キックオフ会議開催

5日 女性医師・研究者支援センター運営委員会

14 日 平成 29 年度ファミリーサポート事業継続に関する方針稟議（理事会運営会議）

20 日 第 11 回男女共同参画推進局 運営委員会開催

20 日 第 5回彌生塾運営委員会開催

23 日 ファミリーサポート運営検討会議開催

29 日 平成 28 年度「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」推進事業交
付決定

〇　彌生塾本科生個別指導 6名実施

平成 28 年
10 月

4 日 名称変更とダイバーシティ推進室設置提案

6日 勤務環境改善・所属長意識改革について日本能率協会研究所との打ち合わせ

8日 第 14 期男女共同参画学協会連絡会シンポジウムにてポスター発表：野原理子

11 日 e ラーニングについてネットラーニングとの打ち合わせ 

10/20 ～
11/12 介護支援ニーズに関するweb アンケート調査実施

24 日 「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」推進事業事務補佐員１名着任

26 日 名称変更とダイバーシティ環境整備事業推進室設置決定

26 日 第 1回彌生塾サロン開催　10 名参加

27 日 第 1回ダイバーシティ担当推進者会議開催

27 日 ファミリーサポート運営検討会議開催

30 日 日本女医会第 10 回医学を志す女性のためのキャリア・シンポジウムにて講演：内田
啓子

〇　彌生塾本科生個別指導　2名実施
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平成 28 年
11 月

1 日 「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」推進事業事務補佐員１名着任

7日 勤務環境改善関・所属長意識改革について日本能率協会研究所との打ち合わせ

17 日 勤務環境改善について関連事務部門のヒアリング、検討（日本能率協会研究所）

11/20 ～
12/5 所属長意識改革に関連するアンケート調査実施

23 日 第 1回医療勤務改善マネジメントシステム研究会にて講演：野原理子

24 日 第 2回ダイバーシティ担当推進者会議開催

29 日 介護支援制度についてワークライフコンサルタントとの打ち合わせ

〇　11 月以降の医学部教授公募文書にプラスファクターを明記

〇　彌生塾本科生個別指導　12 名実施

平成 28 年
12 月

1 日 九州・沖縄アイランド女性研究者支援ネットワーク（Q-wea）ミーティング出席

1日 平成 28 年度 文部科学省科学技術人材育成費補助事業シンポジウム出席

2日 科学技術振興機構（JST）プレヒアリング

6日 勤務環境改善について関連事務部門のヒアリング、検討（日本能率協会研究所）

6日 ファミリーサポート運営検討会議開催

13 日 東京歯科大学 /順天堂大学 /株式会社ニッピシンポジウム「女性の研究力向上～上
位職を増やすためには～」出席

19 日 勤務環境改善・所属長意識改革について日本能率協会研究所との打ち合わせ、検討

21 日 第 2回彌生塾サロン開催　7名参加

22 日 第 3回ダイバーシティ担当推進者会議開催

28 日 第 6回彌生塾運営委員会開催

〇　彌生塾本科生個別指導　2名実施

平成 29 年
1 月

1 日 女性医療人キャリア形成センターへ名称変更

1日 ダイバーシティ環境整備事業推進室　野原理子室長就任

11 日 女性医療人キャリア形成センターHPリニューアル公開

13 日 勤務環境改善関連について日本能率協会研究所との打ち合わせ、検討

16 日 e-learning コンテンツ撮影

19 日 科学技術振興機構（JST）訪問調査

20 日 勤務環境改善関連について日本能率協会研究所と学内施設視察

21 日 第 6回順天堂大学女性研究者研究活動支援シンポジウムにて講演：斎藤加代子

24 日 第 4回ダイバーシティ担当推進者会議開催

25 日 特命担当教授等に関する規程制定

平成 29 年
2 月

3 日 第 3回彌生塾サロン開催　12 名参加

6日 ファミリーサポート運営検討会議開催

6日 介護支援制度についてワークライフコンサルタントとの打ち合わせ

7日 勤務環境改善について関連事務部門のヒアリング（日本能率協会研究所）

9日 勤務環境改善について関連部門との打合せ（日本能率協会研究所）

14 日 お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所訪問（日本能率協会研究所）

20 日 第 12 回女性医療人キャリア形成センター 運営委員会開催

23 日 第 5回ダイバーシティ担当推進者会議開催

〇　彌生塾本科生個別指導　3名実施

平成 29 年
3 月

24 日 第 6回ダイバーシティ担当推進者会議開催予定

31 日 平成 28 年度「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」活動報告書　
発行
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Ⅱ
平成 28年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業

活  動  報  告
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1 本事業推進のための体制整備

①　「男女共同参画推進局」から「女性医療人キャリア形成センター」へ
　平成 28 年 9 月 20 日男女共同参画運営委員会にて、「男女共同参画推進局」を「女性医療人キャリア形
成センター」に名称変更するとともに、「ダイバーシティ環境整備事業推進室」を設置することが提案さ
れました。同時に、「男女共同参画推進局」傘下の 3センター（女性医師・研究者支援センター、女性医
師再研修センター、看護職キャリア開発支援センター）についてもそれぞれ部門（女性医師・研究者支
援部門、女性医師再教育部門、看護職キャリア開発支援部門）に名称変更することが提案され、10 月 26
日の理事会の審議を経て承認され、平成 29 年 1 月 1 日付けにて名称変更実施とともに新組織が設置され
ました。
　「男女共同参画推進局」から「女性医療人キャリア形成センター」への名称変更は、女性医師・看護師
の勤務継続に対する支援、セーフティネットを提供するだけでなく、医療人としてのキャリア形成とそ
の促進、リーダーシップの育成を通じて、リーダーとしてより良い社会を作るために活動する女性医療
人を育成することで、これまでのステージからさらに一段上のステージを目指していくことを明確にし
たものです。

　名称変更・組織変更とともに「男女共同参画局規程」は「女性医療人キャリア形成センター規程」へ
と変更。また同時に、男女共同参画局下にあった二つの基金（男女共同参画局基金、女性医師・研究者
支援事業基金）についても、統合の上、名称を変更しました（女性医療人キャリア形成センター基金）。

②　「ダイバーシティ環境整備事業推進室」※の設置
　平成 28 年 7 月 27 日、本学は平成 28 年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研
究環境実現イニシアティブ（特色型）」に選定され、本事業を推進するための司令塔となる組織として「ダ
イバーシティ環境整備事業推進室」を平成 29 年 1 月 1 日付けにて設置しました。「ダイバーシティ環境
整備事業推進室」は、「女性医療人キャリア形成センター」傘下の 3部門および「彌生塾」「働き方の多
様性を考える委員会」と有機的に連携し、多面的な活動を推進していきます。ダイバーシティ環境整備
事業推進室長として、衛生学公衆衛生学（一）教室の野原理子講師が就任しました。

③　「ダイバーシティ担当推進者会議」の開催
　本事業の施策進捗状況を管理し、各部門間等での情報共有を推進するともに、施策推進にあたっての
課題解決するために、「ダイバーシティ担当推進者会議」を 10 月より定期開催しました。

④　事務補佐員 2名の採用
　本事業推進のため事務補佐員（派遣職員）を 2名採用しました（10 月 24 日、11 月 1 日）。
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【変更前】

【変更後】
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※ダイバーシティ環境整備事業推進室

　「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」事業を円滑に進めるために女性医療人キャリア形成セ
ンターに「ダイバーシティ環境整備事業推進室 」を設置しました。本事業の各取組についての具体的審
議は「ダイバーシティ担当推進者会議」で行い、各施策推進の司令塔としての役割を担います。
　女性医療人キャリア形成センター（旧 男女共同参画推進局）には、女性活躍推進法による行動計画の
実施のために、これまでの「女性医師・研究者支援部門」、「女性医師再研修部門」、「看護職キャリア開
発支援部門」の 3 部門に加えて、昨年度設置した女性上位職登用のための「彌生塾」と「働き方の多様
性を考える委員会」が設置されています。「ダイバーシティ環境整備事業推進室 」はこれらの各部門及
び委員会と有機的に連携し、多面的な活動を推進します。
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⑤　ホームページリニューアル
　名称変更とともに新組織を設置し、本事業を強力に推進していくとともに、学内外への浸透と周知を
徹底していくため、平成 29 年 1 月でのホームページリニューアルを実行しました。今後とも、適切なメ
インテナンスにより、広報活動を継続していきます。

▶ 大学 HPトップページの「女性医療人活躍支援」から直接入ることができます。
【女性医療人キャリア形成センター新ホームページ】　
URL  http://www.twmu.ac.jp/gender/

【ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブホームページ】　
http://www.twmu.ac.jp/gender/divercity/
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分かりやすい画面で見ることが出来ます。
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2 女性研究者が在籍する部局の勤務環境の改善
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3 介護支援制度創設の準備

① アンケート調査　特定非営利活動法人ワーク・ライフ・コンサルタント報告資料
【調査趣旨】

　本学は今年度女性活躍推進法に基づく事業主行動計画を策定し、（1）本学の大学再生計画に基づき女性
医師・研究者の資質向上を目的とした「彌生塾」による女性医療人に特化したキャリア形成支援を行い、
女性教授（特命担当教授含）を 30％にする（2）女性事務管理職の割合を 30％にする（3）育児や介護関連
制度等、就業規則の周知や啓発、また制度を利用しやすい職場環境・雰囲気づくりの推進（4）臨床系教員
および医療錬士研修生の短時間勤務の制度化を目標としました。
　そしてこの目標達成のために①ダイバーシティ推進（附属病院の勤務環境改善、ファミリーサポートの
充実、介護支援制度の創設）、②研究力向上とリーダー育成（メディアラボでのコンテンツ作成・配信、研
究者ピア・ラーニング、キャリア形成個別支援）、③上位職への積極登用（プラスファクターの明記と特命
担当教授・准教授の新設、評価制度見直し、所属長意識改革）を実施するとして平成 28 年度文部科学省科
学技術人材育成費「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」に応募しました。その結果本
学の申請が採択され、目標の実現に向けて具体的な取り組みを開始しました。
　本調査は、上記ダイバーシティ推進の中でも特に介護支援制度の創設のための基礎資料とすべく、本学
教職員の介護の実態や意識を把握することを目的としています。

【調査概要】

●　実施時期
　　　2016 年 10 月 20 日～ 11 月 12 日
●　実施方法
　　　WEB調査、無記名・自記式
●　実施対象
　　　学内全職員　6,451 名
●　回収数／有効回答数（回収率／有効回答率）
　　　316 名／ 280 名（4.9％／ 4.3％）

【調査結果のトピックス】

●　介護に対する「不安」を約 8割（85.4％）が感じている。
●　適切な支援を受けて仕事と介護の両立を 7割（70.0％）が希望している。
●　介護に専念したいとの回答者は約 1割（9.7％）。
●　4人に 1人（25.7％）が現在もしくは過去に介護をしている。
●　自分の親と自分の居住地の距離が片道 2時間超は約 3割（31.6％）。
●　介護支援制度「時間外勤務免除」「深夜勤務免除」「再雇用制度」「転勤・異動の希望受入」について

は約 5～ 6割が制度を知らない。さらに、介護経験の有無にかかわらず制度認知が低い。
●　希望する介護支援制度の整備では「フレックスタイム（65.0％）」が最も多く、次いで「介護に関す
る情報提供・相談窓口（61.3％）」が挙げられている。

●　仕事と介護の両立の課題として「仕事が忙しく休業・休暇が取得しにくい（60.7％）」が最も多く、
次いで「代替要員の補充がない（47.5％）」が挙げられている。なお、約 3割（27.5％）が「遠距離介護」
を課題に挙げている。

●　将来（もしくは現在）介護対象となる方と介護について約 5割（56.5％）「話したことがない」「話
したいと思っている」と回答。
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【介護に対する不安感】

•　介護に対する「不安」を約 8割（85.4％）が感じている。

【仕事と介護の両立への希望】

•　適切な支援を受けて仕事と介護の両立を 7割（70.0％）が希望している。
•　介護に専念したいとの回答者は約 1割（9.7％）
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【介護の状況】

•　4 人に 1人（25.7％）が現在もしくは過去に介護をしている。

【親と自分の居住地の距離】

•　自分の親と自分の居住地の距離が片道 2時間超は約 3割（31.6％）。
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【介護支援制度の認知・理解】

•　「時間外勤務免除」「深夜勤務免除」「再雇用制度」「転勤・異動の希望受入」については約 5～ 6割が
制度を知らない。

•　介護経験の有無にかかわらず制度認知が低い。
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【介護支援制度の認知と活用】

•　「転勤・異動の本人希望受け入れ」「再雇用制度」は約 5割が制度活用（もしくは活用希望）をしてい
るが、制度を知らない。

【希望する介護支援制度の整備】

•　希望する介護支援制度の整備では「フレックスタイム（65.0％）」が最も多く、次いで「介護に関す
る情報提供・相談窓口（61.3％）」が挙げられている。
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【仕事と介護の両立をする上での課題】

•　仕事と介護の両立の課題として「仕事が忙しく休業・休暇が取得しにくい（60.7％）」が最も多く、次
いで「代替要員の補充がない（47.5％）」が挙げられている。

•　約 3割（27.5％）が「遠距離介護」を課題に挙げている。

【介護対象となる方との対話】

•　将来（もしくは現在）介護対象となる方と介護について約 5割（56.5％）は「話したことがない」「話
したいと思っている」と回答。
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【今後の介護支援の方向性】

介護関連の既存制度を周知する必要性

•　大半（85％）が介護に対する「不安」を感じているにもかかわらず、介護支援制度に対する認知度
が低い。活用したい制度があるにも関わらず、十分な周知がなされていない。

•　今後、配布する予定のハンドブックおよびイントラネット上で介護関連の既存制度を周知すること
により、制度の認知度は向上させることができると考えられる。

両立支援に向けた連続セミナーの開催

•　適切な支援を受けて仕事と介護の両立を 70％が希望しており、「介護に専念したい」というニーズ
はわずか（10％）である。そして、希望する 取組として「介護に関する情報提供・相談窓口」が
多く挙がっている。

•　したがって来年度以降、「仕事と介護の両立支援セミナー」を複数回（業務との兼ね合いで、出席
しやすい選択肢を提供すべき）実施すべきであろう。

連続セミナーの参加対象者

•　先行事例である長崎大学では、セミナーの参加対象者を職員・教員のみならず、学生や地域住民（地
域との連携という観点から）にも広く呼び掛けている。今後は、孫による祖父母介護など、若年者
介護も増えると予想されることから、対象を広げることも検討すべきではないか。

•　また、将来（もしくは現在）介護対象となる方と介護について約 5割（56.5％）が「話したことが
ない」「話したいと思っている」と回答している。職員・教員の家族も参加対象とすることにより、
介護について家族と話し合う契機となるのではないか。

連続セミナーのテーマ

•　連続セミナーのテーマは、総論として「キャリアと介護の両立に向けて」（これまで約百社で実施
してきたレジュメを添付しました）。各論として、「遠距離介護」が考えられる。なお、本調査で
は、約 3割の方が親と 自分の居住地の距離が 2時間超であり、同じく 3割程度の方が「遠距離介護」
を課題と感じている。

•　同様に、各論として「働き方の見直し」セミナーも考えられる。本調査では、介護に対する不安感
は多くの方が抱えており、「仕事と介護の両立」を望んでいるものの、特に業務の多忙感等の「働き方」
に対する課題を感じている。

介護経験者へのヒアリング、座談会の開催

•　セミナー参加者を対象に、介護経験者（25.7％）へのヒアリング協力を要請し、「仕事と介護を両
立する具体的なケーススタディー（既存制度使用の有無にかかわらず）」を収集すべきである。

•　また、介護経験者によるフリートークの座談会を開催することにより、必要に応じて「両立に必要
な新たな制度」整備に着手すべきである（アンケート調査では、希望する制度として「フレックス
タイム　65.0％」と最多。「在宅勤務」も検討する余地があろう。）。



－37－

【特別集計（職種別）】

職種別の調査結果のまとめ

1 介護の状況
「現在介護をしている」では看護職が 22％と高い。なお、「過去に介護をし
たことがある」も加えた介護経験者では看護職は約 4割（38.7％）となっ
ている。それ以外の職種でも介護経験者は約 2割～ 3割程度いる。

2 介護に対する不安感
医療技術職（50％）、事務職（47％）、看護職（42％）は約 4～ 5 割が「と
ても不安」と感じている。教育職（医師）（24％）は他の職種に比べて「と
ても不安」に思っている割合は低くなっている。

3
仕事と介護の
両立希望

いずれの職種も適切な支援を受けて「仕事と介護の両立」を希望する人は
約 6～ 7割いる。ただし、「仕事を続けたいが、できれば介護に専念したい」
と考える看護職は約 3割（29％）と他の職種に比べて高い割合となっている。

4
介護支援制度の
認知状況

介護支援制度全般に対する認知では、教育職（医師）は他の職種に比べて「知
らない」とする回答割合が高い（介護休業・休暇について知らない 37％、
半日単位の有給休暇制度を知らない 58％）。

5
介護支援制度の
活用（希望）状況

半日単位有休はすべての職種で「活用（希望）有り」が「無し」の回答を
上回る割合となっている。看護職は短時間勤務（48％）、時間外勤務免除
（37％）、深夜勤務免除（30％）について、他の職種よりも「活用（希望）有り」
の回答割合が低い。

6
介護支援制度の
重要度

介護休業・休暇、短時間勤務、半日単位有休はいずれの職種も重要（とて
も重要＋やや重要）と考える方が約 7割を超えている。ただし、看護職で
は深夜勤務免除（37％）、時間外勤務免除（48％）は他の職種に比べて「と
ても重要」と考える方の割合が低い。

7
導入を希望する
介護支援制度

導入を希望する介護支援制度では、教育職（医師・医師以外）、医療技術職
の約 7～ 8割が「介護に関する情報提供・相談窓口」を希望しており、看護職・
事務職の約 6～ 7割は「フレックスタイム」を希望している。

8
仕事と介護の
両立課題

教育職（医師・医師以外）、看護職では、約 7～ 8割が「仕事が忙しく、休
業・休暇が取得しにくい」の回答割合が最も高い。医療技術職では「介護
支援制度をよく知らない」が約 7割と最も高くなっている。

9
上司とプライベートな
相談

教育職（医師）は約 6割（59％）が上司とプライベートな相談ができる雰
囲気がある（ある＋ややある）と回答している。教育職（医師以外）（75％）、
看護職（71％）は約 7割が「ある」「ややある」と回答している。

10
介護対象者となりそうな
方との対話

介護の対象となりそうな方との対話では、教育職（医師以外）（56％）、看
護職（68％）では約 6～ 7割が「話したことがある」と回答している。
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職種別でみた「将来の介護に対する不安」
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② 調査協力依頼チラシ
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③ アンケート調査票
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発行元；東京女子医科大学 男女共同参画推進局

発行日：2016 年 11 月

掲載されている内容は 2016 年 11 月現在の情報に基づき、作成しております。

介護保検制度の改定等により、内容が変更になる場合がございます。

東京女子医科大学
キャリアと介護の

両立ブック
東京女子医大は、キャリアと介護を

両立する皆様を応援します！

両
東京

両立

護を

もはや、介護は“他人事ではありません。我が国では高齢者人口の増加とともに要介護認定者数は

年々増えており、この傾向は今後も続きます。いよいよ誰にとっても介護が“自分こと”の時代に

なりつつあります。

当大学では、従業員の皆さんの声を踏まえた支援策を検討するため、2016 年 10-11 月にアンケ -ト

調査を実施しました。ここでは、『仕事と介護の両立イメ -ジが湧かず漠然とした不安を抱える皆さん

が非常に多い』等の課題が浮き彫りになりました。

本ハンドブックでは、皆さんの漠然とした不安を解消し、介護に直面してもキャリアと両立し活躍

して頂くことを最大の目的に、今やっておくべきことや、介護に直面した後の初動対応、具体的な

両立事例などを採り上げました。ご自身で基礎知識を学んで頂くだけでなく、ご家族とのコミュニ

ケーションツールとしても活用頂ける内容にしています。

是非、この機会に介護についてしっかり考えて頂くとともに、介護に直面しても、国や行内の支援

制度等を活用し、職場で十二分に活躍して下さい。

本ハンドブックが、そのための一助になれば幸いです。

2016 年 12 月

介護が必要になった時でも安心してキャリアを継続できるよう当大学では両立支援制度の充実
に取り組んでいます。
介護しながらでも職場で活躍できるノウハウを身につけましょう。

キャリアと介護を両立し、

存分に活躍して頂くために

支援制度 内　容対　象 問い合わせ先

介護休業

介護休業
給付金制度

介護
短時間勤務

在籍１年以上の
全教職員

雇用保険加入者
かつ支給要件を
満たす方

在籍 1年以上の
全教職員

介護休暇 入職 6ヶ月以降
の全教職員

所定外労働
の制限

在籍 1年以上の
全教職員

深夜業の
制限

2 週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする
家族がいる場合、最長 93日間の範囲内で 3回を上
限として休業が可能です。
申出書は人事部のイントラからダウンロードできます。

雇用保険に加入している方で条件を満たしている方
に支給されます。詳細はお問い合わせください。

2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする
家族がいる場合、要介護者 1人につき正職員は
10日間 (その他職員は 5日間 )、2人以上につき
正職員は 20日間 (その他職員は 10日間 )取得可能
（半日単位の取得も可）です。勤務カード裏面に
取得日、理由等を記載してご提出ください。

要介護状態にある家族を介護する場合、申し出に
より勤務時間を 6時間とする（休憩を含まない）
ことができます。

要介護状態にある家族を介護する場合、申し出に
より原則、所定労働時間を超えて労働をさせない
決まりがあります。

要介護状態にある家族を介護する場合、申し出に
より原則、午後 10時から午前 5時までの間に
労働をさせない決まりがあります。

人事部人事課

人事部人事課

人事部給与厚生課

※要介護状態にある家族とは、、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要
とする状態にある下記の方々です。
(1) 配偶者
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、兄弟姉妹または孫

本学のキャリアと介護の両立支援の取組み

④ キャリアと介護の両立支援マニュアル（案）（ワーク・ライフ・コンサルタント作成）
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日本の介護を
取り巻く状況
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」

もう他人ごとではありません。

「働きながら介護すること」

介護者の半数以上は働いている！

高齢者一人を
１～２人で支える

時代に！

1965 年　みこし型 2012 年　騎馬戦型 2050 年　肩車型

65 歳以上 1人に対して
20～ 65歳は 9.1人

65歳以上 1人に対して
20～ 65歳は 2.1人

65歳以上 1人に対して
20～ 65歳は 1.2人

介護の足音はひたひたと近づいているのに、”自分は大丈夫”と思っていませんか？

（出典）ダイバーシティ・コンサルタント渥美由喜推計
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ご自身が働いている間に発生する介護の可能性について考えてみましょう。

が当たり前に

介護の原因の一つである「老化」は誰もが避けて通れないもの。高齢者の場合、転倒等
をきっかけに突然、介護に繋がることもあります。
また、高齢化の進展に伴い、要介護者は増加する一方、核家族化や共働き世帯、未婚者
の増加等により、介護の担い手は減少しています。
気付いたら、「介護できるのは働き盛りの自分だけ・・・」、そんな時代がやってくるか
もしれません。

最近は、晩婚化や晩産化等の影響もうけて育児と介護が同時期に発生する「ダブルケア」
も増えており、「キャリアと介護の両立」のあり方も複雑化しています。

ワーキングケアラーという言葉を聞いたことはありますか？
介護者はうち就業者は、半数以上の約 300万人とされ、介護による離職者も毎年
約 10万人にのぼります。また、40代後半の就業者の約 3割、50代前半の就業者
の約 5割が、要介護の親をもつとされています。

年齢別でみた介護をしている就業者の場合（本人と配偶者双方の親を想定したケース）

アンケートを通じて、本学でもすでに介護しながら働いている教職員がおり、社会全体の
高齢化の進展により、ますます介護しながら働く教職員が増えていく可能性があります。
一方で、多くの教職員が介護に対する不安を感じており、仕事と介護の両立を希望しなが
らも、介護に対する支援制度などを知らずに、両立が困難な状況に陥ってしまう可能性が
あることが本調査で明らかになりました。
こうした状況をうけ、本学では、皆さんが介護に直面してもキャリアと介護の両立ができ
る環境づくりを進めています。本ハンドブックを参考に、仕事と介護の両立にしっかり備
えていきましょう。

本学では教職員の皆さんの介護の実態に即した対策を検討するため、2016年 10月～
11月に教職員を対象とした「介護支援に関するアンケート調査」を実施しました。
その結果、以下のような結果が浮き彫りとなりました。

本学の皆さんの介護の状況

（出典）介護に関するアンケート調査

「とても不安」
「やや不安」

85％

介護の現状
現在介護をしている、もしくは過去に介護をしたことがある

「介護経験教職員」は回答者の 4人に 1人

介護に対する不安を 8割強が感じている

適切な支援を受けて仕事と介護の両立を 7割が希望
介護に関する支援制度（時間外や深夜勤務の免除等）について

5 ～ 6割が制度を知らないと回答

介護に向けた
準備

ご家族の
状況把握
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ご家族についての
状況を把握しておきましょう
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大項目 項目
対象者

アドバイス

日常生活の
サイクル

趣味や楽しみ（どのような生活をしているか）

嫌いなこと、苦手なこと

親しい地域の友達がいるか、交友関係等

食事が 3食とれているか

食べ物の好き嫌い

日常生活で大事にしている活動

人付き合いの仕方（広く浅くか深く狭くか、社交的か人見知りするか）

性格・タイプ（せっかち、責任感が強い、きれい好き、のんびり）

現在の健康状態

健康診査を年に 1回うけているか

かかりつけ医はいるか

服用している薬はあるか

物忘れが多くなっているか

月々の家計はどのような状況か

預金通帳・保険証書・印鑑等の保管場所

どのくらい資産があるか

介護を受けることになった際にどこで受けたいか
（自宅・施設等）

誰に介護してもらいたいか

延命治療をどうするか

起床・就寝する時間、日中の過ごし方
食事や買い物はどうしているか等

サービスを使うことに抵抗を感じる
高齢者も少なくありません。介護が
必要な方の好きなことや、それまで
の習慣等を踏まえて検討すれば、利
用の際の”心のハードル”も下がり
ます。

病気になってから医者にかかるので
はなく、健康な状態を知っている医
者がいれば、生活の変化や介護の必
要性を判断しやすくなります。また、
定期的な検診で、介護予防をはかり
ましょう。

お金はいざというときにどういう
選択ができるかを決める重要な項目。

できるだけ元気な時から話しておき
ましょう。介護の話題が出た際にど
うしたいと思っているかを聞いてお
きましょう。

いかがでしたか。身近な家族でも以外と知らないことは多いものです。いきなりお金や介護のこと
は聞き出しにくいということもあると思います。
×がついたところがあればさっそく、ご家族とのコミュニケーションをとってみてください。

藩れて暮らしている場合には、帰省した時にしっかり観察したり、時間をかけ
て話し合っておくことも大切です。本人に直接聞くだけではなく、普段一緒
に住んでいる家族や、ご近所の方などから様子を聞いてみるのも有効です。

「ご家族についての状況把握チェックリスト」
対象者の欄に、介護の可能性のある方のお名前を記入し、項目毎に〇・×をつけてください。
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「早めに気づき、早めに手を打つこと」が
キャリアと介護の両立につながる

介護のサインを見逃さないようにしましょう！

地域包括支援センターは、介護の最初の相談窓口です

家族の状況を把握しておくと、
本人の意思を尊重した対応が可能になります。

離れて暮らしていると、かえって変化に
気づきやすくなるもの。
「気のせいだ」にしないようにしましょう。

両親が年を重ねてきて、いつ介護になってもおかしくないような気がする。
実家で親が一人暮らし、久しぶりに帰省したら、やはり年をとったなあと感じた。
そんな漠然とした不安を抱えながらも、ついついそのままにしていませんか？

まだ元気だからと思っているうちに、介護はある日突然やってくるものです。
親は子どもに心配をかけたくないと思って、電話をしたときなども「大丈夫」「特に変わり
なくやっているよ」と答えがちです。
日頃から介護のサインを見逃さないようにすることが大切ですが、特に認知症のケース等は、
介護のサインがわかりづらいものです。
「物忘れが激しくなった」「ご近所とトラブルになった」等、”何かおかしい”と思ったら、
何がどう変化しているのかを観察し、地域包括支援センターに相談する等、具体的に手を
打つことが大切です。

「介護」は「生活そのもの」です。
いざ、介護に直面した際には、その人の長年の生活スタイルや考え方を尊重した形で「介
護」のあり方を考えていきたいものです。

高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく暮らすために相談を受けたり、
情報提供を行う機関です。
市区町村内に１か所以上、中学校区に１か所を目安に設置されています。
ケアマネージャー、保健師等の専門家がいて、要介護認定を受ける前の予防も含め、
様々な相談に応じてくれます。
※自治体によって名称が異なります。自治体のサイトなどで一度、名称と住所、連絡先を確認しておきましょう。

け
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介護の平均期間は約４年

介護は長く続くことを前提に、キャリアを継続しましょう

介護関連の支援制度をうまく活用しましょう

介護が必要な方の状態によって、
これだけの介護保険サービスが
使えます

業務量 制度名 どんな時に使う？

時差出勤
深夜勤務制限措置
時間外勤務制限措置
時間外勤務等免除措置

自らのペースで介護しながら、所定労働時間分
の業務遂行が可能な場合

介護の負担が重いときに通常の業務量を少し
セーブする必要がある場合

維持

軽減

ゼロ

（短時間勤務）

介護休暇→半休も可

介護休業→分割取得も可

短時間の要件に対応するためにスポット的に休
む場合
（例）介護保険認定調査時の同席対応、ケアマネージャーと
の面談等

介護が始まった時や状況変化の時に、介護の体
制を整備するためにある程度まとまって休む場合
（例）介護保険制度の申請、介護サービス事業者との契
約、施設探し等

１単位＝10円で算出した概算料金です。サービスの詳細はP11・12をご覧ください。

要介護１

要支援・介護度 利用できる在宅サービスの組み合わせ例

要介護３

要介護４

週１回の介護予防訪問介護（平均 45分）
週１回の介護予防通所介護または通所リハビリテーション（2～ 3時間）
月１回の短期入所（1泊２日）

要支援１ 50,030 円
（5,003 円）

週２回の介護予防訪問介護（平均 45分）
週１回の介護予防通所介護または通所リハビリテーション（3～ 4時間）
週１回の短期入所（１泊２日）　　　福祉用具貸与（歩行補助つえ）

要支援２ 104,730 円
（10,473 円）

166,920 円
（16,692 円）

269,310 円
（26,931 円）

308,060 円
（30,806 円）

週 3回の訪問介護（30～ 90分）　週１回の訪問看護（約 60分）
週 2回の通所介護または通所リハビリテーション（7～ 8時間）
月１回の短期入所（2泊 3日程度）　　　
福祉用具貸与（歩行補助つえ・可動式手すり）

週 3回の訪問介護（約 90分）　週１回の訪問看護（約 60分）
週 3回の通所介護または通所リハビリテーション（7～ 8時間）
毎日１回、夜間巡回型訪問介護（約 30分）　
短期入所（2泊 3日程度）　　福祉用具貸与（車椅子）

要介護２ 196,160 円
（19,616 円）

週 3回の訪問介護（約 90分）　週１回の訪問看護（約 60分）
週 3回の通所介護または通所リハビリテーション（7～ 8時間）
月１回の短期入所（2泊 3日程度）　　　
福祉用具貸与（認知症老人俳諧感知機器）

週 5回の訪問介護（約 90分）　週 2回の訪問看護（約 60分）
週 1回の通所介護または通所リハビリテーション（7～ 8時間）
毎日１回、夜間巡回型訪問介護（約 30分）　短期入所（2泊 3日程度）　　
福祉用具貸与（特殊寝台）

要介護５ 360,650 円
（36,065 円）

週 5回の訪問介護（約 90分）　週 2回の訪問看護（約 60分）
週 1回の通所介護または通所リハビリテーション（7～ 8時間）
毎日 2回、夜間対応型訪問介護（約 30分）　短期入居（2泊 3日程度）　　
福祉用具貸与（エアマット）

１か月あたりの
支給限度額（自己負担１割）

実
践
編

実
践
編

介護に直面すると、業務量をゼロにしなければならないと思いがちですが、両立支援制度を
上手に活用することで業務量を維持しながら介護を行うこともできます。

平均でも 4年という介護期間を考えると、「介護の間は仕事から離れて、介護が終わってか
ら復帰する」というのは現実的ではありません。
介護の状況に合わせながら、「介護の体制」を作り、キャリアを継続していくというのが基
本的な考え方です。

介護のあり方は千差万別。介護にかかる期間もさまざまですが、平均すると
約4年です。半年以内で終わる人は6％足らず、逆に10年以上続く人は
15％を超えています。（出典：生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」2015年）

介護休業制度は、もともと「介護をするため」の休業ではなく、「介護する体制を
整えるため」の休業として設定されているのね。

介護費用の自己負担額は平均で月額約8万円。介護される本人が負担する部分はあるにせよ、
経済的負担は大きいので、国や行内の支援制度を利用してキャリアとの両立を図りたいね。

本的な考え
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介護保険サービスの利用の流れを知っておきましょう

知っておくと便利！

実
践
編

実
践
編

■介護保険申請のタイミング

■正確な要介護認定を受けるためには

■ケアプランは利用者本人の希望と家族の都合を考えて

■費用の自己負担を軽減する制度もチェック

地域包括支援センターに相談１

認定調査（訪問）３
要介護認定４

主治医の意見書５

ケアプラン作成７

認定結果通知６

介護サービスの利用８

暮らしの困りごとや不安があれば気軽に相談してみましょう。
「親が腰が痛くて買い物に行けない」「離れて暮らす親が心配だが、介護保険が使えるかわからない」「親が要介護状
態にならないように予防したい」等、さまざまな相談に乗ってくれます。

介護保険を申請２
「介護保険申請書」と「介護保険被保険者証」を市区町村の介護
保険窓口、または地域包括支援センターに提出します。本人や家族
が申請できない場合は申請代行も依頼できます。

申請後、自宅（入院中の場合には病院）に調査員が
訪問し、心身の状態や日常生活などの聞き取り調査
を行います。その結果はコンピューターで一次判定
されます。 自治体から介護保険申請書に記入した主治医に「主

治医意見書」作成が依頼されます

一次判定と主治医の意見書をもとに認定審査会で判
定が行われます。認定された区分には有効期間があ
ります。有効期間満了までに認定の更新申請手続き
が必要です。期間の途中でも状態が変化した場合に
は区分変更の申請ができます。

申請から 30日以内で、申請した本人に判定結果が通
知されます。判定結果が出る前に介護サービスを利用
したい場合には、地域包括支援センターに相談すると
前倒しでサービスを受けられる場合もありますが、予
想より軽い認定結果の場合は、超過分が全額自己負担
になるため、慎重に検討しましょう。

要介護 1～ 5の場合には、民間の居宅介護支援事業
所のケアマネージャーと契約し、本人や家族のニーズ
を踏まえながら要介護ケアプランを作成します。要支
援 1、2の場合には、地域包括支援センターの医療・
福祉の専門職が介護予防ケアプランを作成します。

体験利用なども適宜行いながら、ケアマネージャーと決
めていきましょう。介護サービス事業者ごとに契約が
必要です。

モニタリング会議９ 月に一回程度、ケアマネージャーと介護サービスの評価をしていき
ます。改善点があればプランを変更していきます。気になる点等
があれば、我慢をせずに伝えましょう。介護は毎日のことなので、
問題が大きくなる前に解決策を探りましょう。

「まだ介護保険を申請するほどではないような気がするけれど、いつ申請すればよいのかしら？」
そんな相談も、地域包括支援センターにしてみましょう。具体的な生活の状況や心配事を伝えること
で、申請をした方がよいのかどうかもアドバイスがもらえます。また申請から要介護認定には、費用
がかかるわけではありません、非該当となった場合にも、転倒予防教室等、介護を予防するサービス
を紹介してもらうことができます。早めに申請することのデメリットはありません。

〇訪問調査時はできる限り家族も同席しましょう。
調査時、本人は出来ないことを「出来る」と言ってしまうことがあります。普段の状況を正確に伝え、
正しく判定してもらうためにも、調査の際はできるだけ家族が同席し、間違ったことを言っても後で
訂正できるように普段の様子をメモして把握しておきましょう。

〇日常の生活をよく知っている医師に「主治医の意見書」を依頼しましょう。
介護保険の申請書に「主治医」を記入します。主治医の意見書の内容は認定に大きな影響を及ぼ
します。心身の状態、生活機能や介護サービスの留意事項などが記入されますので、ふだんの生
活をよく知っている主治医を持つことが大切です。
主治医がいない場合は、市町村の担当窓口に相談し、医師を指定してもらいますが、現在の状態
や日常生活で困っている点等を医師にきちんと伝えましょう。

ケアマネージャーとまず契約し、状況や要望を伝えます。ケアマネージャーの決め方がわからない場合や
ケアマネージャーのケアプランに納得がいかない場合にも、地域包括支援センターが相談を受け付けます。
ケアマネージャーから 1日、週間、月間の介護スケジュールを提示されます。本人がどういう生活をした
いと思っているのか、また家族にとってどうなのか、実際に利用できる介護サービスにはどんなものがあ
るのか、それらを考え合わせて確認しましょう。また、介護保険内のサービスだけでは限界がある場合も
あります。自治体独自のサービスや民間事業者が提供するサービス等も検討しましょう。

原則として、介護保険サービスを利用した際にはその 1割（所得により 2割）が自己負担となります
が、一定の額を超えた場合には、自己負担を軽減する制度があります。
＜高額介護サービス費＞
介護保険を利用した自己負担額の合計が、同じ月に一定の上限を超えたとき、申請をすると「高額介
護サービス費」として払い戻される制度です。個人の所得や世帯の所得に対して上限が異なります。
＜高額医療・介護合算制度＞
世帯内の同一の医療保険の加入者について、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計
し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給するものです。いずれも、詳しくはケアマネー
ジャーや加入されている医療保険、または介護保険の窓口へ相談しましょう。

談
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さまざまな介護サービスを知って、うまく活用しましょう

さまざまな機関が提供する介護サービス

主な介護サービス（在宅介護の場合）

主な介護サービス（施設介護）

施設の選び方について
‥‥‥施設紹介の相談員からのアドバイスは‥‥‥

実
践
編

実
践
編

要支援・要介護
認定が必要

利用対象や条件等は
自治体によって違う

自治体によりさまざま

利用条件

サービスの
種類

費用負担

全国統一

限度内であれば
1～ 2割負担

自治体窓口・地域
包括支援センター

無料～低価格
または現物支給

緊急通報システム
おむつの助成
住宅改修の助成
訪問理美容等

自治体窓口・地域
包括支援センター情報入手先

介護保険
サービス

自治体の
独自サービス

NPOやボランティアの
サービス

民間事業者の
サービス

特になし 特になし

地域によりさまざま 事業者によりさまざま

全額負担
比較的低価格 全額負担

社会福祉協議会、地
域包括支援センター

各事業者・インターネッ
ト・口コミ

見守り訪問
ゴミの分別
市民後見
草むしり
家事支援、等

ガスや電気の使用量の
通知による見守り
緊急通報システム
移送・介護タクシー、等

ケアプランを立てながら、各サービス提供事業者と契約をして利用します。

訪問介護 訪問介護員（ヘルパー）が利用者の自宅へ訪問し、食事、排泄等の「身体介護」や掃除、
洗濯、買い物等「生活援助」を受ける

自宅に訪問

通う

地域密着型
介護サービス

小規模多機能型
居宅介護

居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師等が通院困難な利用者の自宅に訪問し、療養生活の管理や指
導を受ける。

主に通いを中心として、状況に応じて、短期間の宿泊や訪問のサービスを受けることがで
きる。

環境を整備

宿泊する

理学療法士や作業療法士が医師の指示のもと、利用者の自宅を訪問し、機能訓練を受ける。訪問リハビリテーション

福祉用具貸与

定期巡回・随時対応
型訪問介護・看護

訪問入浴 利用者の自宅に浴槽や機材を持ち込んで入浴介助を受ける。

デイサービス（通所介護） 施設に通いながら日常生活の世話、生活機能訓練（体操、趣味アクティビティー）を受ける。

訪問看護 利用者の自宅に看護師や保健師が訪問し、医師の指示のもと療養上の世話や医療処置を
受ける

2012 年 4月から始まったサービス。日中、夜間を通じて訪問介護、訪問看護と連携をと
りながら定期的、必要に応じて随時訪問し、生活上の支援を行う。

要介護者等が自立した生活が送れるように、車椅子、特殊寝台等 13品目のレンタルをお
こなうサービス。

デイケア
（通所リハビリテーション） 介護老人保健施設、病院、診療所の施設に通いながらリハビリテーションを受ける。

ショートステイ
（短期入所生活介護）

介護施設に短期間（数日間～ 30日間）入所し、生活上の介護や機能訓練等を受ける。
介護する家族が旅行等で不在にしたり、家族自身が休息をとる際に利用する。

介護保険以外に、自治体、ボランティアやNPO、株式会社をはじめとする民間事業者が提供する
サービスがあります。

キャリアと介護を両立できるかどうかは、外部の介護サービスをうまく利用できるかがポイントです。
介護に悩み、介護に疲れてしまうことで、本来、一番大切であるはずの自分たちの生活に支障がでてしまうケースもあります。
自分や家族のみで抱え過ぎることのないよう、一部自己負担してでも、さまざまな外部サービスを利用しながら介護を行いましょう。

施設によって入所する条件（要介護状態）や費用が異なります。事前に十分に確認することが必要
です。

種　類 入居時費用内　容 月額利用料

特別養護
老人ホーム（特養）

介護療養型医療施設
（療養病床）

認知症対応型高齢施設
（グループホーム）

介護老人保健施設
（老健）

介護付き
優良老人ホーム

住宅型
優良老人ホーム

食事や入浴、排泄、健康管理を行う公的な老人ホー
ム。要介護 3以上の人が申込可能。

病状が安定した要介護者が長期にわたり療養する施
設。療養病床は「医療保険」「介護保険」適用の 2
種類がある。

病院から自宅に戻るまでの中間施設という位置づけ
で、リハビリや看護、介護を受ける施設。原則の利用
期間は 36カ月。

認知症の診断を受けた高齢者が 5～ 9人の少人数で、
介護の支援を受けながら共同生活をする施設。その自
治体に住民票があり、要支援 2以上が申込可能。

食事、家事、健康管理等の生活に必要なサービス機
能が付いた居住施設で、介護が必要になった場合に
も対応できる。

生活サービスを提供する高齢者向けの居住施設で、
介護が必要になった場合には外部委託業者と契約し
て介護サービスを受ける。

約８万円～ 15万円

約 8万円～ 15万円

約７万円～ 17万円

サービス付
高齢者向け住宅

約15万円～20万円

約15万円～40万円超

約15万円～40万円超

約 8万円～ 50万円

（食事別）

０円

０円

０円

０円～25万円

０円～数千万円

０円～数千万円

敷金として
家賃数カ月分

安否確認と生活相談のサービスが付いた高齢者向け
住宅。バリアフリー構造が義務化されている。

□要望が叶う住まいには、なかなか巡り合えません。要望に優先順位をつけることが大切です。

□優れている、劣っている、の視点ではなく、それぞれの住まいの個性・特性を見比べましょう。

□建物などのハード面も大切ですが、そこで働くスタッフの表情や身だしなみ、挨拶、笑顔はもっと大切です。
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ケアマネジャー（ケアマネ）は、長い介護生活のキーパーソン
上手に付き合っていきましょう

実
践
編

実
践
編

ケアマネジャーってどういう人がやっているの？Q

A

ケアマネジャーを選ぶポイントは？Q

A

ケアマネジャーは変更できるのですか？Q

A

ケアマネジャーに本人以外の要望を伝えてもいいの？Q

A

ケアマネジャーに施設を探してもらえるの？Q

A
医療依存度が
高いなら看護師、

認知症なら介護福祉士
のケアマネだと、
心強いですね！

契約する前に実際にケアマネと会って、愛称や人柄を確認しましょう。

とはいえ、リストでは人柄や相性などは判断できにくいもの。契約前に、実際
に複数のケアマネと会ってみることをお勧めします。また、介護保険を利用し
ている友人、知人がいたら紹介してもらうのもいいでしょう。

ケアプランの作成費用はかかりません。遠慮することなく要望を伝えましょう。

介護保険制度がスタートするにあたって、医療、保健、福祉のサービスを統合
した形で提供するために設けられた公的資格です。正式名称は「介護支援専
門員」です。

※無資格者の場合には１０年以上の実務経験が必要です

ケアマネは長きにわたる介護生活のパートナーですが、信頼関係を築けないよう
な場合は変更することも可能です。その場合は、ケアマネが所属している居宅
介護支援事業所の責任者や地域包括支援センター等に相談しましょう。

ケアマネは基本的に要介護者＝利用者を中心にケアプランを作成するため、介
護する側のこと、特に働く介護者の事情について、どれくらい配慮してくれるか
には個人差があります。ぜひ、自分から積極的に仕事の状況、会社の支援制

施設探しもケアマネの業務のひとつで、在宅での介護から状況が変化して施設
を探す場合等はもちろん相談に乗ってくれますが、ケアマネジャーからの情報
提供だけでは十分でない場合も多くあります。こうした場合には、地域包括支

看護師、理学療法士、介護福祉士、栄養士、社会福祉士等、医療や介護の有資格者で、
５年以上の実務経験がある人（※）が、試験に合格し、研修を受けてケアマネ資格を
取得しています。難しい試験をパスして、５年毎に更新のための研修もありますので、
ケアマネは介護保険制度のことを熟知している専門家です。
ただ、もともとの資格や背景はさまざまですから、医療や看護が得意な人、リハビリに
ついて詳しい人、介護の経験が豊富な人等それぞれの得意分野があるので、そういった
点も考慮して選ぶことが大切です。

度のこと、連絡の取り方について伝えておきましょう。ケアマネとの信頼関係を築ける
かどうかは、その後の介護がスムーズに進むかどうかに大きく影響しますので我慢は禁
物です。ただし、公的な制度のみでは限界もあります。「なんでも対応してもらえる」
と思わずに、家族間での役割分担や会社の支援制度の活用等と組み合わせ、介護する
側、される側、それぞれが満足できる介護の体制を構築していきましょう。

援センターや、無料で有料老人ホーム探しの相談に乗ってくれる民間の紹介事業者等に
相談してみましょう。
また、入院先から直接、施設に入ることを検討している場合には、病院にいる相談員
（ソーシャルワーカー）にも相談しましょう。

。
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「家族だけで抱え込まずに、外部のサービスや　　

6：00

7：00

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

22：00

23：00

時間 曜日

父 Aさん 父 Aさん 父 Aさん 父 Aさん 父 Aさん 父 Aさん 父 Aさん

月 火 水 木 金 土 日

旅行
ショート
ステイ
★

旅行
ショート
ステイ
★

デイケア
送り出し

通勤通勤 通勤 通勤 通勤

通勤

通勤

通勤 通勤 通勤

帰宅

帰宅

帰宅 帰宅 帰宅

通所
リハ 時差

出勤
時差
出勤

時差
出勤

時差
出勤

時差
出勤

通所
リハ

訪問介護
着替え等

デイケア
送り出し

訪問介護
着替え等

訪問介護
着替え等

訪問介護
着替え等

訪問介護
着替え等残業

両立支援制度をうまく使って両立しましょう」

同居介護CASEⅠ

コンシェルジュからのアドバイス

両
立
事
例
編

両
立
事
例
編

退院後、自宅に戻って
生活するために、
どうすればいいんだろう？

会社休んで
大丈夫なの？

ケアマネを探すために、
複数の居宅介護支援事業所に

電話をするAさん

「介護休暇」を利用

Aさんは介護時差出勤を選択し、出勤時間を１時間
ずらし、送り出しに付き添えるように。デイケアは朝
９時頃に施設の車が利用者を迎えに来て、１日をレク、
昼食、入浴等で過ごした後、夕方１７時頃に自宅ま
で送ってくれます。
時差出勤をする際には、朝に発生する用件はきちんと

同僚に申し送りしておくなど、仕事上に影響が出な
いように努力することも大事。

介護保険サービスを利用する場合には、モニタリング会議と言って、１ケ月に１回介護サービスが
うまくいっているかどうか、ケアマネジャーやサービスを提供する事業者と打ち合わせをして
いきます。気になることはそこで我慢せずに伝えていきましょう。
また介護休暇は半日単位で使うこともできますので、うまく活用していくといいですね。

両立のポイント
①介護保険サービスは組み合わせて使う！
週２日（月・金）のデイケア（通所リハビリテーション）を入れ、夕方の帰ってきてからの着替え、家族の帰宅を
待つ時間に訪問介護を組み合わせています。また、デイケアのない日は昼食時にも訪問介護を使っています。
このプランで要介護３の限度額にほぼおさまる形になります。

②限度額を超えてもサービスは利用できる！★の部分は100％自己負担
●残業が生じる際には追加で訪問介護を利用し、就寝準備まで行ってもらうということもできます。
●また長い介護生活の中では介護者の気分転換や休養も重要です。Aさんは１泊２日の旅行に行く際にはショートステ
　イを利用しました。全額自費でも約 10,000 円で利用できます。

会社には報告
しているから、
心配しないで。

③介護の負担を軽くするために介護保険以外のサービスもうまく利用！
●キャリアと介護の両立のためには、できる限り家事や介護の負担を軽くしたいものです。市区町村には配食サービスや、
　買い物や付き添い等の福祉サービスもあります。また介護保険の場合には洗濯や食事作りは、利用者本人の分のみ
　ですが、民間の家事代行サービスで、家族の分もやってもらうことで、少し余裕が生まれることもあります。

④サービスは日中だけではない！
認知症の方の介護で昼夜逆転等夜間帯に負担が増えてきたら、夜間対応型の訪問介護や小規模多機能型のサービス
（通う、訪問する、泊るが一体的に提供される）を検討しましょう。

Aさん（48歳）は、妻、大学生の長女・高校生の長男と都内在住。同居の父親（75歳）が転倒により大腿骨骨折で入院。
自宅で生活したいという本人の強い意志有り。救急で運ばれた病院からリハビリ専門病院に転院して２ケ月。その後、老人
保健施設で１カ月間過ごしてリハビリを行い、杖歩行が可能なまでに回復。要介護3と認定される。

年次有給休暇を利用していたAさんは、
介護認定が出た後、父の介護があるこ
とを上司や職場の同僚にも説明。「介
護休暇」を利用して、ケアマネジャー
との相談や介護サービス事業者との契
約手続き等を行いました。

「介護時差出勤」

シーン

２

シーン

３

シーン

５

Aさんの場合の週間ケアプランを見てみましょう

シーン

１

両立のポイント

Aさん自身のストレスマネジメント、気分
転換も両立の上で重要。ショートステイは
長く続く「キャリアと介護の両立」の上で
心強い味方になります。積極的に活用しま
しょう。

両

シーン

４

Aさんは旅行。
父は一泊二日で
ショートステイへ

で。

じゃあ会社
行ってくるね。

両立のポイント

●現在、病院は長く入院がで
きません。症状が落ち着いた
ら、なるべく早く退院後のこと
を考えることが大切です。
●まだ要介護認定を受けていな
い場合には、まずは介護保険
を申請します。
●地域包括支援センターや病
院内の医療ソーシャルワーカー
（相談員）も退院や在宅復帰
に向けての相談先になります。

両立のポイント

両立のポイント
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「離れて暮らしていても、できることは沢山あります」

遠距離介護は「介護予防」から
月 火 水 木 金 土

6：00
7：00
8：00
9：00
10：00
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00
16：00
17：00
18：00
19：00
20：00～
05：00

日

訪　　問　　介　　護

訪　　問　　介　　護

訪問介護員が自宅を訪問し、

入浴・排泄等身体介護、

食事・掃除等の生活援助の

介護サービスを提供します。

食事の準備を
終えて、
東京の自宅に
戻る

終業後、
山梨の実家へ

土日は毎週Bさんが
一人で介護を担う。

Bさんの役割

ゴミ出し
洗濯
ポータブルトイレの
掃除
お風呂掃除
買い物

…など

月 火 水 木 金 土

6：00
7：00
8：00
9：00
10：00
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00
16：00
17：00
18：00
19：00
20：00～
05：00

日

訪　問　介　護（公　的　サ　ー　ビ　ス）

土日は自費で訪問
介護サービスを利用
することにしたので、
Bさんの介護帰省は
月 1回程度に軽減

通　所
リ　ハ

訪問看護
居宅療養
管理指導
（月 2回）

訪　問　介　護（自　費）

訪　問　介　護（自　費）訪　問　介　護（公　的　サ　ー　ビ　ス）

父親は、
通所リハビリテーションに通うこ
とによって、家にこもりきりの生

活から外に出る生活に
改善した。

介護を始めた時のプラン

ケアマネージャーに相談後の見直しプラン

遠距離介護CASEⅡ

両
立
事
例
編

両
立
事
例
編

「遠距離介護になったらどうしよう」という不安を持つ方も少なくないと思います。
できれば最後まで元気に暮らし、介護に至らないことが親子ともに望むこと。そのためには、「介護予
防」が大切です。介護が必要になるときにも、1日でも遅く、またできるだけ負担を軽くすることにも
つながりますので「介護予防」は重要です。

◎帰省の際、親がどんな暮らしをしているのかを具体的に観察しましょう。（p6参照）

■適度な運動とバランスの良い栄養が介護を遠ざけるポイント

◎各自治体が用意している健康づくりや介護予防をねらいとした地域支援事業を調べて参加を促してみ
　るのもよいでしょう。
◎食事についても、高齢者向けに個別宅配してくれるサービスも普及してきているので、利用を検討して
　みてもよいでしょう。その際、補助制度を設けている自治体もありますので、合わせて確認してみると
　よいでしょう。

■見守りサービスもさまざま
◎親は 1日どんなふうに過ごしているのだろう？と不安に思ったら、さっそくコミュニケーションを始めま
　しょう。
◎この人に聞けば、親の具体的な生活がわかる、という人がいれば、その人に様子を聞いてみましょう。
◎普段の様子を聞ける人がいない、という場合には「見守りサービス」も検討できるでしょう。自治体が行う
　見守りサービスや緊急通報システム等もあります。

■離れていてもできることがある
◎直接の介護はできなくて、情報提供や経済的援助を一部担うことも、重要な役割です。必要以上に
　悩まずに、できることをやりましょう。
◎ケアマネジャーとの打ち合わせ、サービス事業者との話し合いなど、スカイプや電話を使ってやり取り
　をすることも可能です。議事録を送ってもらうよう依頼することもできます。

※「居宅療養管理指導」を利用し往診で医療ケアが受けられると同時に、薬剤師が薬も届けてくれ
る形に。また、「訪問看護」も利用し、健康状態を定期的に確認できるようにした。

できるだけ自分で親のことを見てあげたい、という気持ちは当然ですが、自分自身の生活も大切
にしないと、長続きしません。さまざまな人と交流することが、介護される本人にも刺激になり、
生活にハリが出て、プラスになることもあります。

自分の介護のために、子どもがつらい思いをしていたら、親も悲しいわね。

Bさんは東京在住。山梨県に住む父親の介護のため、片道 2時間半をかけて毎週末に実家に帰省していた。
3カ月間行き来する生活が続いたが、Bさんは体力的にも精神的にもつらくなり、ケアマネジャーに相談。
以下のようにプランを見直した。

呼び寄せ介護の是非は……？

長年住み慣れた家や地域で暮らすことを親が望むこともありますし、子どもとの同居（近居）を望む
こともあります。環境の変化が認知症を進めてしまったりする場合もありますが、やはりそばにいるこ
との安心感には代えられない、という場合もあり、一概にどちらがよい、とは言えません。離れて暮
らすことや親を施設に預けることに罪悪感を持つ必要はありません。家族のあり方、介護のあり方は
千差万別です。

で
に
生
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「キャリアと介護の両立」について渥美由喜さんにお聞きしました
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渥美由喜さん
ダイバーシティコンサルタント
（兼務東レ経営研究所）

1992 年東京大学法学部卒業、複数のシンクタンクを経
て、2009 年（株）東レ経営研究所に入社。これまで、
ダイバーシティ先進企業、国内 800社、海外 150社を
訪問しヒアリング。また、コンサルタントとして、実際にダ
イバーシティ推進に取り組む多くの企業をサポート。
現在では 9歳と 6歳の 2児を共働きの妻とともに育てて
おり、これまで２回、育児休業を取得。7年前から父の
介護（要介護１）に奮闘。

キャリアと介護は両立できる
私は、民間企業で部長着任直後に父が要介護状態になりました。数年前に母は他界して
おり、私ども夫婦、弟夫婦みな働いており、私が主たる介護者です。直ちに親族で『家
族会議』を開きました。父の意向を踏まえて、どのような生活を送るのがいちばん幸せか、
というゴールイメージを確認し、そのゴールに必要な要素を洗い出し、タイムスケジュー
ル、時間配分、経済的な負担、介護サービスの利用を含めて、父の新たな生活を支援する
体制作りを『一大プロジェクト』と位置付けました。介護はビジネスと対極にあるのでは
なく、むしろ介護はビジネスパーソンに向いている
と思います。仕事で培った知力、体力、精神力、
情報収集力、人間関係構築力があれば必ず乗り
越えられます。但し、介護は、頑張れば報われ
るものではありません。完璧な介護を目指すの
ではなく、ストレスを解消できる趣味の時間など
はしっかり確保し、不測の事態に対応できる余裕
も持っておきましょう。

遠慮せずに上司などに相談すること
まじめに仕事に取り組む人ほど、介護等プライベートな出来事を職場に持ち込むことに
引け目を感じやすいと言われます。しかし今後、介護は誰もが当事者になるリスクが高
く、会社にとっても看過できない問題です。平均的な介護費用は月 8万円（そのうち
介護サービス費用が半分、残りは食費等）で、働き続ければ出せない金額ではありま
せん。早い段階から遠慮せずに上司等に相談し、仕事を辞めずに介護を両立するフロン
トランナーになることを目指しましょう。

部下から相談を受ける上司に対するアドバイス
介護する特定の部下への支援と捉えず、介護しながら働き続けるロールモデル作りとい
うプロジェクトに参画する意識をもつことが大切です。デリケートな内容も多いので、
先ずは、不用意に部下の家族情報を漏えいしないよう気をつけましょう。そして何より、
介護を応援するのではなく、「仕事を頑張る」姿勢を応援すべきです。介護していること
が不利にならないように、限られた時間できちんと仕事をする姿勢を評価することを伝え、
それまでと同じ業務量をこなすのが難しければ、一時的に業務量を減らしたり、業務に関
する情報をこまめに共有するといった配慮が大切になります。

介護はもはや他人事ではない
しばしば介護は「専業主婦が担う」と誤解されています。現在、600万人以上いる
介護者の過半数は働いており、４割は男性です。更に、介護しながら働く管理職は
8万人にのぼり、その 8割は男性です（私もその一人）。
10年以内に、家族に要介護者を抱えながら働く社員は、３人に１人にのぼるとされ
ています（2025 年問題）。介護は、「自分には無関係」と思っている人に、青天の霹靂
のように降りかかってくるものです。今のうちから当事者意識を持っておくことが肝要
です。

事前準備をしっかりやっておくこと
ワークとライフの両面で、事前準備しておくことが何より大切です。例えば、要介護
のきかっけの 8割は『転倒』で冬期に多くなりますので、滑りやすい浴室や階段に手
すりをつけたり、廊下にマットレスを敷いたりしておきましょう。また、週末に介護
施設でボランティアを体験すると、スキルを学べます。更に、自分ひとりで介護しよう
とせずに、周囲の助けを借りる姿勢も大切です。親の居住地と遠距離の場合は、帰省
時に地域包括支援センターやご近所に挨拶し、電話番号を交換しておくと良いと思い
ます。職場でも、自分が抜けてもカバーしてもらえるよう日頃から業務の共有を心が
けておきましょう。

（出典）『日本経済新聞』2013年12月25日掲載

２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２

いざという時
のために

調べておこう！

いかがでしたか？
あなたなら、きっとキャリアと介護を両立できるはずです。

「うちの両親はまだ元気だから大丈夫」と思っても、介護は突然やってきます。
今から「準備できること」をはじめましょう。

医療機関名

主治医名

住　　所

電話番号

キャリアと介護をうまく両立させるために事前に
調べておくことが大切です。

国の取り組みはこちら

キャリアと介護の両立について
調べる・知る

介護保険を申請する

介護について相談する
介護サービスを利用する

ケアマネージャーを探す

●内閣府の「仕事」と「介護」の
両立ポータルサイト

●市区町村窓口（福祉課・介護保険課）
●地域包括支援センター

●市区町村窓口（福祉課・介護保険課）
●地域包括支援センター
●民間サービス事業者

●市区町村のホームページ
●病院の地域連携室／診療所の医療相談室
●福祉ナビゲーション（webサイト）

いざという時のために今から両立支援の取組みを知っておく、もしくは準備も必要です。

紹介先一覧

ア
ド
バ
イ
ス
編

ア
ド
バ
イ
ス
編

本学の取り組みはこちら

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/ryouritsu/index.html

男女共同参画推進局

03-3353-8112　内線41382

●連絡先（学内から）　内線41382
●連絡先（学外から）

人事部人事課

03-3353-8112　内線41324

●連絡先（学内から）　内線41324
●連絡先（学外から）

人事部給与厚生課

03-3353-8112　内線41325

●連絡先（学内から）　内線41325
●連絡先（学外から）

健康保険組合

直通03-5291-2611

●連絡先（学内から）　内線7111
●連絡先（学外から）

センター名

住　　所

電話番号

地域包括支援センター　〇〇区 検　索 インターネットで、対象者の居住する自治体（市区町村）で
検索してみましょう。名称や連絡先が確認できます。

地域包括支援センターを調べておこう1

かかりつけの主治医を調べておこう2
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4 e-learningコンテンツの作成

　これまで本学において公開してきた 100 以上の e-learning コンテンツの制作を委託している業者により、
今年度は、「東京女子医科大学のダイバーシティ環境整備事業」と「ウィメンズヘルス研究」の 2つのテー

マでコンテンツを制作しました。その際、今後学内にて、
継続的、経済的にコンテンツ制作を行うため、「学内メディ
アラボ」が実際の撮影風景を見学し、撮影の機材セッティ
ングや現場進行等の段取りについて学びました。

平成 28年度　制作コンテンツ１

　タイトル：「東京女子医科大学のダイバーシティ環境整備事業」
　講　　師：野原　理子（東京女子医科大学女性医療人キャリア形成センターダイバーシティ
　　　　　　　　　　　　環境整備事業推進室　室長）

28

http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/07/29/1374740_2_1.pdf

28

http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/07/29/1374740_2_1.pdf

28

28 3 3 4 26
28 11

7
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平成 28年度　制作コンテンツ２

　タイトル：ウィメンズヘルス研究
　講　　師：横田　仁子（東京女子医科大学女性医療人キャリア形成センター）

well-being

1995

1871

‘ ’   1920

1930

1960 2
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5 キャリア形成の個別支援と全体講演会

① 彌生塾
　女性研究者の研究力向上のために、女性教員のリーダーシップ促進を目的に創設された彌生塾において、
塾長及び副塾長が本学の上位職登用候補である彌生塾本科生に対して、履歴書及び業績をもとに個別相談
を開始しました。2016 年 10 月～ 12 月では延べ 23 人終了しました。

　彌生塾とは
　東京女子医科大学とその前身である東京女子医学専門学校は、社会に貢献する多くの良医を養成し、そ
の中には彌生先生が女性の社会的地位の向上を目指して女性のための医学校を作ったように、より良い社
会を作るための信念を持ちリーダーとなって行動した卒業生も多くおられた。しかし日本の、また本学の
実情を見ると女性リーダーの数はまだまだ不足しており、女性医師のみを育成する唯一の医科大学として
はそのトップリーダであるべきと考える。
　彌生塾は、彌生先生の精神を受け継ぎ、社会のリーダーとしてより良い社会を作るために活動すること
を目指す女性医療者のための塾である。

　塾生本科生の定義
　【塾生本科生の対象】
　１．学内の在籍する女性医師（卒業大学は問わず）
　２．学外に在籍する女性医師（本学卒業生に限る）
　３．本学医学部 6年生
　【塾生の定義】
　メールアドレスを彌生塾に登録し、情報の受信のみを行う。彌生塾からの個別指導は行われないが、
相談は随時受け付け、彌生塾主催の行事には積極的に参加し、お互いの成長を促す。
　本学医学部准講師以上は原則として塾生となるが、退塾は自由。

　【本科生の定義】
　塾生のうち個別指導やキャリア形成支援を希望される方。業績や研究・教育歴を提出していただき個
別面談を行ったうえ、現実的な昇格をめざす。
　塾生の中で希望して登録された方、または彌生塾からの指名。
　彌生塾の委員会活動にも積極的に参加していただく。

　本学助教以上の女性医師に彌生塾生公募のアンケート調査
　■　塾生の受諾するかどうか
　■　メールアドレスの登録の可否
　■　昇格書類の収集の可否
　■　アンケート調査
　　　　　　　　－　彌生塾への希望
　　　　　　　　－　法人への希望
　　　　　　　　－　現在困っていることはないか
　　　　　　　　－　昇格に対しての障害
　　　　　　　　－　彌生塾で開催するイベントへの希望
　　　　　　　　－　メンターを希望するか
　　　　　　　　－　その他
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　アンケートの回収率
配　布 回　収 回収率

提出必須

臨床教授 3 2 66.7%
准教授 23 20 87.0%
特任准教授 1 1 100.0%
講師 44 37 84.1%
准講師 32 24 75.0%

103 84 82.0%

提出任意

助教 372 38 10.0%
特任助教 7 2 29.0%
練生（助待） 2 0 0.0%
医療練士研修生 382 13 3.0%
臨床研修医 102 7 7.0%
非常勤講師 234 34 15.0%
臨床修練生 5 0 0.0%
　 1104 94 9.0%
不明 　 10 　

合計 　 1207 188 16.0%

　塾生・本科生の希望

回　収
塾　生 本科生

人 数 割 合 人 数 割 合
臨床教授 2/3 2 100.0% 0 0.0%
准教授 20/23 11 55.0% 8 40.0%
特任准教授 1/1 0 0.0% 1 100.0%
講師 37/44 23 62.2% 12 32.4%
准講師 24/32 15 62.5% 3 12.5%
助教 37/372 27 73.0% 5 14.0%
特任助教 2/7 2 100.0% 0 0.0%
練生 ( 助待 ) 0/2 0 0.0% 0 0.0%
医療練士研修生 13/382 6 46.2% 1 8.0%
臨床研修医 7/102 7 100.0% 0 0.0%
非常勤講師 34/234 28 82.4% 0 0.0%
臨床修練生 0/5 0 0.0% 0 0.0%

177 121 68.0% 30 17.0%

現在塾生として 121 名を登録　うち 32 名が本科生希望順次面接中

　アンケートのまとめ
　■　アンケートの回収率は原則塾生とした准講師以上でも 82％、配付全体では 16％と低い数字だったが、

本学の女性医師の意識の低さと情報共有がうまくいかないという本学の欠点を表したものと考える。
医局に所属しながらも学外へ出張している医師が多いことも原因の一部と考えている。

　■　記名でアンケートをしたことにも原因を求められるが、しかるべきときにきちんと意見を言う姿勢も
本学の女性医師には低いところもしれないし、長年のあきらめの気持ちの表れの可能性もある。（ど
うせ言ってもかわらない、意見を言っただけ損＝叩かれるをする。）

　■　若い世代にも、自分の意見を言うべき時（チャンス）には述べるような指導が必要であると実感した。
　■　アンケートを回収できた、原則塾生と定義した准講師以上 84 名のうち、51 名 66.7％は塾生登録を希

望し、そのうち 32 名が本科生登録をした。
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　■　本科生登録率（本科生 /塾生）は、次のポストは教授という准教授が 72.7％と最も高く安堵はし、責
任を痛感する一方で、准教授でありながら塾生登録さえもしない、またしても本科生登録をしないと
いう本学の女性教員の現状を分析し、今後につなげるべきと考えた。

　■　一方で助教、医療練士、研修医でも塾生登録や本科生登録を希望する女性医師も多く、未来に向けて
は明るい兆しであり、重要な人材であると感じた。その方々にとって拠り所となる彌生塾にしていか
なければならないと思った。

　■　最終的にアンケートをとった時点の女性医師 1207 名中 121 名（10％）が塾生登録し、32 名（2.7％）
が本科生登録を行った。

　■　まずはこの公募の本科生に書類を提出してもらい、面接をはじめることとした。
　■　こちらからも塾生、本科生への登録（とくに学外）を促進していくこととした。

　　塾生への情報発信
　■　彌生塾主催の行事
　■　学内で行われる講演、セミナー、講習
　■　学外で行われるキャリア支援関連の講演会のお知らせ
　■　本科生が関連している行事の案内
　■　本学医学教育への参加の要請
　■　その他

　　本科生への個人面談
　■　本学の昇格書類の書式で、履歴書、業績、教育歴を提出
　■　それをもとに彌生塾長、副塾長が面談
　■　別表に示す本学の昇格基準との照会
　■　所属組織のポストの確認
　■　学外活動、社会活動の確認
　■　彌生塾への求めるものを確認
　■　彌生塾への協力を確認
　■　女性医師が昇格基準を知らずに大学に在籍している場合が多数あることがわかった
　■　何をするにも大学内でのキャリアアップを目指すのであれば昇格基準を知ることは必須

② ピアサポート
　将来のリーダーを目指す塾生のキャリア形成支援、モチベーション持続、ニーズ発掘のため、先輩女性
医師と塾生が意見交換や情報共有を行う場となる彌生塾サロンを 3回開催しました（2016 年 10 月 27 日、
12 月 21 日、2017 年 2 月 3 日）。
　サロンと個別相談により各自の課題を明確にでき、講演会により上位職候補の女性研究者の意欲を高め
ることができました。
　　
【サロン開催】

　■　2ヶ月に 1度学内で開催
　■　勤務継続、臨床と研究の両立、子育てや論文作成のスキルなど、女性医師の様々な悩みや困りをカウ

ンセリングし、女性医師本人に自分の置かれた現状や今後のキャリア形成について考える機会を与える。
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　■　塾生でなくても参加は可能だが、塾生、本科生はお互いをピアサポートするためにも、参加可能な際
は積極的に参加する。 

　■　先輩女性医師の体験談やアドバイスを共有することで悩みや困りを解決し、さらにメンターとなる女
性医師と出会うことで今後のキャリア形成支援も彌生塾としてバックアップする。

　■　講師と参加者という形式ではなく、先輩女性医師と塾生が自由かつ気楽に話ができる場を定期的に提
供することで、塾生のモチベーションの持続に貢献し、ニーズの発掘に活かす。

　■　またここからキャリア支援に必要な活動内容を知るチャンスになる。
　■　テーマを絞ったセミナーや次年度の彌生塾主催講演会の構想を発掘する。
　　
　
③ 第 1 回彌生塾主催講演会
　11 月 12 日には女性研究者自身の意識改革のため、東京女子大学小野学長を招聘し、第 1回彌生塾講演
会「女性のリーダーシップが世界を変える」を開催しました（参加者 76 人）。この講演会は学内図書館メディ
アラボにて録画したDVDを作成し、受講できなかった塾生への貸し出しを開始しました。
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　大学ニュースに以下の記事が掲載されました。

彌生塾講演会開催報告
彌生塾長　内田啓子

　11 月 12 日（ 土） に、本学臨床講堂Ⅰにおいて第 1 回彌生塾主催の講演会が開催されました。彌
生塾生はもちろんですが、それ以外の職員の方々にもご参加いただき、総勢 76 名の出席者でした。
講演は、東京女子大学の小野祥子学長にお願いしました。小野祥子学長は、本学の大学再生計画の外
部評価委員でもあり、女子医大のいいところも悪いところもすべてご存じのうえで、「女性のリーダー
シップが世界を変える」というタイトルでご講演いただきました。

　前半は本学と東京女子大の設立の経緯や
建学の精神を比較しながら、女子教育を特
化して行う女子大学の必要性を再認識させ
られる内容でした。後半は、ご自身のキャ
リア形成の過程とその時その時のお考えも
交えながら、また本学の創立者である吉岡
彌生先生のキャリアを題材に、「女性の自立」
かつ「意志決定の場に女性が存在すること
が社会を変える」、そのためには何が必要か
ということについて力強くお話くださいました。静かではありますが小野先生の強い意志のこめられ
た講演に皆感動しました。

　私が講演の中で一番心に残ったのは、「自分の専門職について探求することは当然のことであり、
女性がリーダーになるには、幅広い教養をも探求することである」という点です。とかく自分の専門
に集中してしまいがちですが、それだけではだめなのだということを思いしらされました。講演のあ
と、あらかじめ申し出のあった塾生 10 名で小野先生を囲んで、さらに踏み込んだ討論を 1 時間ほど
行い、有意義な時間を過ごすことができました。
　今後もこういった講演会をどんどん企画していきたいと考えていますので、教員だけではなく多く
の職員の皆さまにもご参加いただきたいと思っています。DVD 撮影もいたしましたので、聴講ご希
望の方は、男女共同参画推進局事務局（ 内線 41382） までご連絡ください。

東京女子医科大学大学ニュース　2016 年 12 月　第 765 号
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④ 彌生塾広報

【ホームページ】

【パンフレット】
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6 特命担当教授の新設

　隔週で開催されている学長副学長医学部長会議にて、特命担当教授・准教授の新設について検討を行い、
規程を策定しました。12 月 2 日の看護学部教授会、12 月 7 日の諸規定整備委員会および 12 月 16 日医学部
教授会の審議承認を得、1月 25 日の理事会にて承認され、規定が制定されました。規定はⅢ資料を参照し
てください。
　今後本学が推進していく様々な分野での女性上位職登用の可能性が高まることが期待されます。

7 プラスファクター方式の導入

　教員公募に対する女性研究者の応募意欲を高めることと確実な女性登用を実現することを目的として、
本学が女性を積極的に登用する方針であることを明確に示しました。女性を積極的に登用する方針につい
て公募の案内文に「本学の建学の精神に則り、業績および人物の評価において同等と認められた場合は女
性を積極的に登用する方針です」を記載することを、隔週で開催されている学長副学長医学部長会議にて
検討を行い、プラスファクター導入の文言を決定しました。11 月以降の医学部教授公募に際しプラスファ
クター導入を明記しました。この公募書類への文言の導入により女性上位職登用の可能性が高まりました。

　①平成 28 年 11 月 21 日東医療センター救急医療科 教授候補者の公募について
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　②平成 28 年 12 月 21 日循環器小児科 教授候補者の公募について

　③平成 28 年 12 月 23 日消化器外科学講座（消化管分野） 教授候補者の公募について
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8 所属長意識改革
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9 学外活動

①第 14 回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム
　平成 28 年 10 月 8 日（土）、お茶の水大学（東京都文京区）において、「第 14 回男女共同参画学協会連絡
会シンポジウム」が開催され、野原理子講師が参加・ポスター発表を行いました。

国際的にみて日本の研究者における女性割合は
なぜ伸びないのか？

第14回　男女共同参画学協会連絡会シンポジウム
日時　2016年10月8日（土）10:00~17:45

場所　お茶の水女子大学　共通講義棟1号館、2号館
　　　（〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1)

主催　男女共同参画学協会連絡会

共催　お茶の水女子大学

後援　内閣府男女共同参画局、文部科学省、
　　　厚生労働省、経済産業省、日本学術会議、
　　　科学技術振興機構、国立女性教育会館

プログラム

午前の部　10:00~12:30 共通講義棟2号館101・102
　分科会① 「Unconscious biasについて考える」（日本生化学会）
　分科会② 「女性のための賞の創設～その意義と効果を考える」（化学工学会）

昼の部　12:30~14:00 ポスター会場　共通講義棟1号館204・205，2号館と連絡
　ポスターセッション 

午後の部 14:00~17:45 共通講義棟2号館201 (インタラクティブホール)　
　全体会議「日本と世界の研究者・技術者‒これまでの支援策と女性比率」
　パネル討論「まだまだ低い女性比率：伸ばすために何ができる？」
　分科会報告

懇親会 18:00~20:00 生協食堂2F ”マルシェ”

お問い合わせ先
託児所利用の希望者は8月２９日までに以下のアドレスにご連絡ください（詳細はHPをご覧ください）。
第14期男女共同参画学協会連絡会事務局　symposium2016@djrenrakukai.org
http://www.djrenrakukai.org/

ご参加には原則として事前登録が必要です。
http://www.djrenrakukai.org/
参加費：2,000円（資料集代を含む）
※学生の聴講は無料（資料集配布なし）
懇親会費：4,000円
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②第 10 回医学を志す女性のためのキャリア・シンポジウム「変革は女性リーダーから」
　平成 28 年 10 月 30 日（日）持田製薬本社（東京都新宿区）にて、第 10 回医学を志す女性のためのキャリア・
シンポジウム「変革は女性リーダーから」が開催され、内田啓子教授が「彌生塾がリーダーを創出するた
めに必要なこと」と題する講演を行いました。
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③第 1回医療勤務環境改善マネジメントシステム研究会
　平成 28 年 11 月 23 日（水・祝）、順天堂大学（東京都文京区）において、「第 1回医療勤務環境改善マネ
ジメントシステム研究会」が開催され、野原理子講師がシンポジウムにて、と題する講演を行いました。
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講演資料
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④平成 28 年度 文部科学省科学技術人材育成費補助事業シンポジウム
　平成 28 年 12 月 1 日（木）に、平成 28 年度 文部科学省科学技術人材育成費補助事業シンポジウム「博
士人材の多様な場での活躍」がTKPガーデンシティ竹橋（東京都千代田区）にて開催され、野原理子講
師が参加しました。

平成28年度 文部科学省科学技術人材育成費補助事業シンポジウム

主催：文部科学省（協力：国立研究開発法人科学技術振興機構）

博士人材の
社会の多様な場での活躍促進

急速に発展、グローバル化する現代社会において、

「知のプロフェッショナル」である博士人材が、

研究やビジネスを含めて社会全体の未来をけん引し、

学術界・アカデミアはもとより、産業界をはじめ国際機関や行政機関など、

社会の多様な場で活躍することが求められています。

こうした状況を踏まえ、本シンポジウムでは、

科学技術人材育成費補助事業による博士人材のキャリアパス等に

関連した取組事例の紹介を交えつつ、

博士人材の社会の多様な場での活躍促進に向けた議論を行い、

我が国のイノベーション創出に寄与することを目的とします。

平成28年12月1日（木）
TKPガーデンシティ竹橋 2F大ホール

13:30～17:30

参加費

無料
18:00より

情報交換会（有料）

参加登録

会場案内

情報交換会

シンポジウムへの参加をご希望の方は、Webサイトから事前登録をお願いいたします。
http://www.jst.go.jp/shincho/sympo/2016/index.html
（事前登録：11月24日（木）15：00 まで）

TKPガーデンシティ竹橋
東京都千代田区一ツ橋1-2-2　TEL：03-4577-9263

TKPガーデンシティ竹橋
18：00 ～ 19：30　会費4,000円（事前登録：11月24日（木）15：00 まで）

平成28年度 文部科学省科学技術人材育成費補助事業シンポジウム
プログラム

13：30 ～ 13：35

13：35～ 13：55

13：55～ 14：40

14：40～ 16：10

16：10～ 16：25

16：25～ 17：25

17：25～ 17：30

18：00～ 19：30

開会挨拶 文部科学省

閉会 文部科学省

情報交換会 参加費：4,000円

施策説明 塩崎 正晴 文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課長 （予定）

基調講演

休憩

射場 英紀 トヨタ自動車株式会社 先進技術開発カンパニー 電池材料技術・研究部長

事例紹介

パネル
ディスカッション

パネリスト

司会者

森　 典華 名古屋大学 ビジネス人材育成センター 特任准教授

千葉 一裕 東京農工大学 副学長兼イノベーション推進機構長

山本　 巌 信州大学 大学院人材育成センター 特任教授

笠原 健一 立命館大学 理工学部長

川端 和重 北海道大学 理事・副学長

塚本　 恵 キャタピラージャパン株式会社 執行役員

宮浦 千里 東京農工大学 副学長

宮田 　満 株式会社日経ＢＰ社 特命編集委員

山本 恵司 科学技術振興機構 プログラム主管

会場アクセス

TKPガーデンシティ竹橋
2階大ホール
東京都千代田区一ツ橋1-2-2
TEL：03-4577-9263
●東京メトロ東西線
　竹橋駅 1b出口 徒歩1分
●都営三田線/都営新宿線
　神保町駅 A1出口 徒歩7分
●東京メトロ東西線/半蔵門線
　九段下駅 6出口 徒歩7分

お問合せ
〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ5階
TEL:03-5214-3403 FAX:03-5214-7522
E-mail:stsr@jst.go.jp

国立研究開発法人
科学技術振興機構
科学技術プログラム推進部

首都高速都心環状線
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⑤第 6回順天堂大学女性研究者研究活動支援シンポジウム
　平成 29 年 1 月 21 日（土）順天堂大学（東京都文京区）にて、「－不断前進̶女性研究者支援の現在と未
来～多様・柔軟・創造性を極める～」が開催され、代表者齋藤加代子教授が「東京女子医科大学の助成医
療人キャリア形成について̶医学の蘊奥を究め、人格を陶冶し、社会に貢献する女性医療人の育成」と題
する基調講演を行いました。
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Ⅲ
平成 28年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業

資　料
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平成 28 年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業
「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」
平成 28年度報告書

発　　行　平成 29 年 3 月
編　　集　ダイバーシティ環境整備事業推進室
編集責任者　野原 理子
E-mail　cda.bm@twmu.ac.jp
U R L　http://www.twmu.ac.jp/gender/divercity/

本事業及び本報告書の作成にご尽力頂きました
宮崎雪子さん齋藤亞理さんに心より感謝申し上げます。



学校法人 東京女子医科大学
女性医療人キャリア形成センター
ダイバーシティ環境整備事業推進室

〒162-8666  東京都新宿区河田町 8 番 1 号
TEL：03-3353-8112（内線 41382）


