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東京女子医科大学
女性医療人キャリア形成センター長
女性医師再研修部門長代行

肥塚　直美

平成29年1月1日付で「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」に名称変更いたしました。

この名称変更は、女性医師・看護師の勤務継続に対する支援やセー

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、また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。

当センターの「女性医師再研修部門」では、相談者の卒業大学を問わ

ず、復職に関する相談や研修希望の受付を行っております。実際に相談

者の8割は他大学卒業の方々です。

今後も、一人でも多くの女性医師が臨床現場に復帰できるよう、また将

来の方向性について考える機会が得られるよう、復職支援やキャリア形

成支援を行ってまいります。

女性医師再研修部門は、「女性医師再教育センター」として平成18年

11月に設立され、卒業大学を問わずに復職を希望する女性医師であれ

ば、誰にでも再研修の場を提供し、研修成果を広く社会へ還元する事業

を展開しております。平成29年1月現在で相談者は230名を超え、その

うち93名が研修を終え、復職への第一歩を踏み出しております。

11年の歩みの中で、復職に関してはまず相談機能が重要であること、

ロールモデルとメンターの存在が重要であることなどが解ってきました。

また、復職に際しての不安要因などもアンケート調査により明らかとなって

きて、復職への支援モデルが出来つつあります。

約6割が内科を選択され、その多くは地域医療に重要な一般内科を

希望しております。その要望に応えるため、復職を目指す女性医師が

地域医療機関で活躍できるような復職支援プログラムを作るための一般

内科プロジェクトを立ち上げました。実態調査もほぼ終了し、研修シス

テムも試行されております。

女性医師キャリア支援に必要な全ての項目を網羅した事業ではありま

せんが、この女子医大型女性医師キャリア支援モデルを、他の施設の

参考にしていただけたらと思います。

はじめに

東京女子医科大学
女性医療人キャリア形成センター
女性医師再研修部門
一般内科プロジェクトチーフ
保健管理センター 講師

横田　仁子
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【１】女性医師再研修部門の概要と運営
1. 女性医師再研修部門の概要

平成29年1月1日付で、「男女共同参画推進局 女性医師再教育センター」は「女性医療人キャリア形成センター 女性医師
再研修部門」に名称が変更となりました。
「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

る支援やセーフティネットの提供だけではなく、医療人としてのキャリア形成とその促進、また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
を目指していくためです。
「女性医師再研修部門」では、平成18年の設立以来、相談件数も200件を超え、復職支援のノウハウも蓄積されています。
この度、厚生労働省「平成28年度女性医師キャリア支援モデル普及推進事業」の採択を受け、蓄積された女性医師復職

支援のノウハウや一般内科プロジェクトで実施した多施設共同研究による初診外来主訴集計結果等を「女性医師キャリア
支援モデル」として報告書にまとめることにより、女性医師復職支援を担当される皆様や、現在復職に向けて不安を抱えてい
る女性医師の皆様に幅広くご活用いただければと考えています。

2. 本事業における実施計画

本事業の実施に関わる会計処理等の事務処理については、東京女子医科大学女性医療人キャリア形成センター事務局
が取りまとめて行い、人事部、用度部、経理部など関係部署と連携して会計処理を実施する。

平成28年4月 男女共同参画推進局 組織図

男女共同参画推進局

平成29年1月 女性医療人キャリア形成センター 組織図

学校法人 東京女子医科大学

学校法人 東京女子医科大学

東京女子医科大学

東京女子医科大学

女性医師・研究者
支援センター

女性医師
再教育センター

看護師キャリア
開発支援センター

働き方の多様性を
考える委員会彌生塾

女性医師・研究者
支援部門

女性医師
再研修部門

看護師キャリア
開発支援部門

働き方の多様性を
考える委員会彌生塾

運営委員会
事務部門

運営委員会・事務部門

女性医師の診療継続支援
および

女性研究者の研究活動支援

再教育ー復職プロジェクト
一般内科プロジェクト

看護師のキャリア教育支援
および勤務継続支援

女性教員の
リーダーシップ促進

キャリア研修
および教育者研修

勤務医の就労環境改善
および

負担軽減策の検討・推進

医学部・看護学部・学習施設
医療施設・研究施設 等

医学部・看護学部・学習施設
医療施設・研究施設 等

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

「女性医師キャリア支援モデル(本報告書)」のポイント

①事業実施に関わる会計処理等の事務処理の実施体制

東京女子医科大学女性医療人キャリア形成センター女性医師再研修部門（以下、女性医師再研修部門）は、平成18年に
「女性医師再教育センター」として設立され、離職者のための復職支援である「女性医師 再研修-復職プロジェクト（以下、復
職プロジェクト）」と「一般内科プロジェクト」を女性医師支援の柱として活動を続けている。また女性医療人キャリア形成セン
ターでは「e-ラーニング」による医学知識のアップデートも行っている。
「一般内科プロジェクト」の会議メンバーには、日本医師会男女共同参画委員会委員、高知大学医学部家庭医療学准教授、

プライマリケア連合学会男女共同参画委員会委員、プライマリ･ケア学会理事、千葉県病院局理事が加わっており、情報交換・
共有など連携を強化している。「復職プロジェクト」に関しては、「女性医師の労働条件や就業環境改善のための支援」という目
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・プリンシプル社とともに平成19年4月にプロジェクトを立ち上
げることができた。

また、同年9月には社会福祉法人恩賜財団済生会が本プロジェクトに参画することとなり、国内全域での対応が可能となっ
た。さらに、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いただき、それらの医療機関が研修受け入れ先
となることで、研修希望者は最寄りの医療機関で再研修を受けることが可能となった。

実績として、復職プロジェクトにおいては、女性医師再研修部門に登録いただいた女性医師数が2016年4月に217名となっ
た。そのうち約90名が実際に研修を行い、復職に向けてステップアップするかフルタイム勤務復帰を果たした。また、現時点で
研修受け入れ可能な登録医療機関は16施設（全国11都道府県）である。

②地域の医療機関、関係団体等との連携体制

柔軟な相談窓口の特色、および復職支援のノウハウ 掲載ページ
柔軟な相談窓口
相談、研修の流れ
相談者の傾向と対応方法
面談の重要性

相談･研修者のその後の状況調査アンケート結果 掲載ページ
アンケート結果、および自由記載等の解析から見えてきたこと

初診外来主訴の多施設共同研究 掲載ページ
初診外来主訴集計結果
結果から判明したポイント

24
25
27
30

37～42

64
65～66
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3. 実施体制③地域の医療機関に普及可能な効果的支援策

女性医師の復職相談内容から、居住地域における内科や一般内科外来での復職希望が多いことが伺われた。しかしなが
ら、「一般内科」外来において実際に必要とされる診療知識および技術の基準が不明確であることから、復職プロジェクトで学
ぶべき到達目標を明らかにするために、女性医師再研修部門では「一般内科プロジェクト」を立ち上げた。

本プロジェクトは、離職した女性医師の復職の第1歩として、200床以下の地域の医療機関で一般内科初診外来を担当す
るために必要な知識や技術の教育体制を整備するため、地域病院臨床データに基づく一般内科初診外来の研修カリキュラ
ムを作成し、復職希望者に研修してもらうことを目的としている。これは、女性医師支援で重要な短時間勤務、複数主治医制
度、復職支援を包括した支援策であり、時間的制限のある育児、介護などで離職、転職せざるを得ない女性医師が日中の
短時間に一般内科初診外来を行うことで、現場にとっては患者を適切な診療科に送り複数の医師で診療することができ、また
女性医師にとっては外来診療で重要な臨床推論を身につけ、中断したキャリアを再継続させることができるプロジェクトである。

このプロジェクトは女性医師にとってその後のキャリア形成を考える良い機会であり、地域の行政、福祉とも連携が取れ、地
域医療や地域包括支援などを学ぶことができる。育児介護中の女性医師にとっても利点となり、地域の医療機関において活
躍する場を見つけることができる。

中小規模の6施設での初診外来主訴集計を完了しており、転帰の追跡調査も2016年度に終了する。その結果を精査し、
すでに実績を上げている復職支援のノウハウも活かし、効果的なプログラムを地域医療施設に普及可能と考える。データ集計
や活動をまとめた本（報告書）を制作し、地域の医療機関へ普及を行う。

第1回会議において、地域病院臨床データベースから内科初診時の愁訴、転帰および診断名を集計し、内容を検討する。
また、女性医師再研修部門の研修者からの意見もまとめ、一般内科初診外来のカリキュラム草案を作成し検討する。その内
容を一般内科プロジェクト本（報告書）として編集を開始する。

第2回会議において、都道府県、関係団体、有識者、一般内科プロジェクトメンバーにて、カリキュラムが地域展開可能か
どうかを検討する。このとき、地域の医療機関においてのニーズの掘り出しを行い、今後の課題検討を行う。

第3回会議において、成果報告を行い、今後の課題検討を行う。
また、当部門ですでに行っている復職支援相談や実地研修に加えてハンズオン実習を行うことで、女性医師にとって復職

へのハードルとなる知識と技術に関する不安を解消する。この実習は平成27年度にも開催しており、知識や技術に関する不
安が解消されるだけではなく、自身と同じような境遇にいる女性医師同士の交流の場となるため、女性医師から非常に高い
ニーズがある。　　

⑤普及推進の実施計画

第1回：データ解析結果検討、および一般内科プロジェクト本（報告書）作成会議
第2回：都道府県、関係団体、有識者、一般内科プロジェクトメンバーによるカリキュラムの地域展開検討会を開催
第3回：成果報告ならびに今後の課題検討会議

④効果的支援策作成にかかる会議の実施計画

女性医療人キャリア形成センター

知識のアップデートのために
教育・学習支援プログラム

（e-ラーニング）

研修修了後
復職へ

1講義は約20分、「キャリア」「臨床基本」「臨床実践」などのカテゴリ
に分かれており、約100コンテンツを公開しています。登録や視聴
はすべて無料で、医療従事者であれば性別、年齢、お住まいの地域
などを問わず、どなたでもご利用いただけます。

相談（申請） ヒヤリング・対応検討 研修打診 研修先として登録

スキル
チェックリスト
利用

e-ラーニング
利用

医師をはじめとした
医療従事者
（どなたでも）

研修受け入れ病院
相談・研修希望

女性医師

女性医師再研修部門

技術と現場の感覚を取り戻すために
女性医師 再研修―復職プロジェクト

技術と現場の感覚を取り戻すために
一般内科プロジェクト

6施設、4,000件を超える初診外来の主訴を集
計した結果、地域住民のニーズが判明しました。
地域住民のニーズや施設の規模に応じた診療
技術を習得し、その場にふさわしい一般内科医
としてのスキルを身につけるためのプロジェクト
です。

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

申請者の状況、ご要望を個別にヒヤリングして対
応を検討します。研修を行う際には、研修先との
交渉を行い、オーダーメイドの研修カリキュラム
を相談者と一緒に計画します。

●東京女子医科大学病院
　（附属病院も含む）
●女性医師再研修－復職プロジェクト
　日本赤十字社
　社会福祉法人恩賜財団　済生会
●その他、全国にある参加病院
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4. 女性医療人キャリア形成センター 女性医師再研修部門の歩み

10人 31人
66人

110人
139人

160人

平成18年
(2006年)

▶女性医師
　再教育センター
　設立

平成19年
(2007年)

▶女性医師
　再教育-復職
　プロジェクト開始

平成20年
(2008年)

▶内視鏡
　ハンズオン
　ワークショップ
　開催

平成21年
(2009年)

▶「e-ラーニング
　(教育・学習支援
　プログラム)」
　開始

平成22年
(2010年)

▶第7回
　日本e-Learning
　大賞
　「文部科学大臣賞」
　受賞
▶一般内科
　プロジェクト開始

平成23年
(2011年)

▶公式
　Facebook
　ページ設立

178人

平成24年
(2012年)

▶参加型ケース
　カンファレンス
　開催

193人

平成25年
(2013年)

▶シンポジウム&
　参加型ケース
　カンファレンス
　開催

205人

平成26年
(2014年)

▶シンポジウム
　開催
　ホームページ
　リニューアル

217人

平成27年
(2015年)

▶ハンズオン実習
　開催

231人

平成28年
(2016年)

▶ハンズオン実習
　開催

平成29年
(2017年)

▶組織名称変更

まず話を伺って一緒に考え
道筋を示してあげることが非常に重要

機能

「柔軟な相談窓口」 ⇒ 24ページ
「相談者の傾向と対応方法」 ⇒ 27ページ

「研修」の受付･窓口機能がメイン 「相談」の受付窓口機能がメインに…
(「研修｣受付も引き続き実施)

▶「ある程度の経験がある診療科への復職」を目的とした研修相談受付を実施
▶スキルアップ、転科などの相談ではなかなかお力になれないことも…

▶何について不安や困りを感じているのか
▶将来どのように働いていきたいのか
▶そのためには今何を行えばよいのか

文部科学省
「社会人の学び直しニーズ対応
教員推進プログラム事業」採択

初診外来主訴集計
(多施設共同研究)
夏季1,637件実施

初診外来主訴集計
(多施設共同研究)
冬季2,787件実施

厚生労働省
「女性医師キャリア支援モデル

普及推進事業」採択

「女性医療人キャリア形成センター
女性医師再研修部門」へ

相談者数

地域の一般病院に
復職するための

「一般内科」を学びたい！

「どこに相談すれば…」
「何から始めれば…」
という相談が増加
研修受付だけでなく

幅広い相談対応が必要
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6.「医局制度」から「新臨床研修制度」世代へ

 「医局制度」から「新臨床研修制度」世代への移行に伴い、女性医師の背景、環境、ネットワークなどにも変化が生じて
います。そして、その頃から女性医師は3割を占めています。

5. 相談・研修の状況（平成29年1月現在）

「医局制度」から「新臨床研修制度」世代へ

医局制度時代

新臨床研修制度世代
（2006年以降）

知識

技  能

知  識

技能

家
族

大
学

医
局同

窓
会

研
修

コミュニケーション
能力

コミュニケーション
能力

プロフェッショ
ナリズム

プロフェッショ
ナリズム

××
×

同
窓
会

勤
務
先

家
族・地
元

医
師
会 大

学
医
局 学

会

⇒
根づいていない
ネットワークがない

根なし草のまま離職する

自由であるが、
そのためのアピール力・
生き延びる力が必要

相談件数
233名

研修修了
93名

研修中
3名

相談中
4名

相談のみ
で終了
93名

非常勤等
を紹介
40名

相談者の状況

研修先診療科の割合（n=96）

【神経精神科】
1名（1％）

【遺伝子医療センター】
1名（1％）

【第一病理学】1名（1％）

【内科系】
48名（50％）

【小児科】
12名（13％）

【眼科】
11名（11％）

【整形外科】
1名（1％）

【耳鼻咽喉科】
2名（2％）

【麻酔科】
2名（2％）

【産婦人科】2名（2％）

【皮膚科】
7名（8％）

【女性外来・メンタルケア】
8名（8％）
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【２】女性医師の現状
1. 女性医師の年次推移

2. 医学部入学者・国家試験合格者数に占める女性の割合

◎全医師数に占める女性医師の割合は増加傾向にあり、平成26年時点で20.4％を占める。
◎近年、若年層における女性医師は増加しており、医学部入学者に占める女性の割合は約3分の1
　となっている。

女性医師数の推移

■男性
■女性

入学者
国試合格者

300,000

40％

35％

30％

25％

20％

15％

10％

5％

0％

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
51

55 57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

昭和 平成

昭和 平成

（出典）医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省）

（出典）学校基本調査（文部科学省）厚生労働省医政局医事課試験免許室調べ

53 55 57 61 2 6 10 14 18 22 26（年）

（年）

医学部入学者・国家試験合格者数に占める
女性の割合

（人）
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3. 年代別女性医師数とその割合（医療施設に従事する医師）

◎医療施設従事医師の女性割合は20.4％であり、平成24年の19.6％と比べて増加している。
◎皮膚科や小児科、産婦人科といった診療科では女性医師の占める割合は高いが、外科や脳神経外科
　などの診療科では低い。

女性割合

29歳以下

※1・・・産婦人科、産科、婦人科
※2・・・内科、呼吸器、循環器、消化器、腎臓、糖尿病、血液、感染症、アレルギー、リウマチ、心療内科、神経内科
※3・・・外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科、肛門外科、小児外科

（出典）平成26年医師・歯科医師・薬剤師調査

（出典）平成26年医師・歯科医師・薬剤師調査

（人）

4. 診療科別 女性医師の割合

◎女性医師の割合は、年代が上がるに従って下がる傾向にある。

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

総
数

0％

20.4％

40％

35％

30％

25％

20％

15％

10％

5％

0％
30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

男性
女性

10％

20％

30％

40％

50％

皮
膚
科

眼
科

麻
酔
科

小
児
科

産
婦
人
科※

1

形
成
・
美
容
外
科

放
射
線
科

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
科

精
神
科

耳
鼻
咽
喉
科

内
科※

2

救
急
科

外
科※

3

泌
尿
器
科

脳
神
経
外
科

整
形
外
科

34.2％33.7％

23.3％22.5％21.9％20.4％

12.4％

5.3％ 5.2％ 4.6％

46.1％

37.9％37.7％

27.1％

17.2％

7.8％

46.1％

37.9％37.7％

27.1％

17.2％

7.8％

46.1％

37.9％37.7％

27.1％

17.2％

7.8％
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【3】東京女子医科大学が培ってきた女性医師支援の歴史

1. 医学部教育

「人間関係教育」の授業で「女性医師としての生き方」を学びます。

出身校を問わず、全国から研修医を受け入れています。

①大学の教育・支援・制度

②至誠会(大学同窓会)の支援

女性医師再研修部門の復職支援の土台には、東京女子医科大学が今まで培ってきた女性医師支援の歴史があります。

そこでまずは、その女性医師支援の歴史を皆様にご紹介してから、実際の復職支援について述べたいと思います。

東京女子医科大学は明治33年の東京女医学校創設以来、明治45年の東京女子医学専門学校、昭和26年の学校法人
東京女子医科大学と認可を得て現在に至っています。卒業生は累計10,000名を超え、約5,000名が現在でも何らかの医
療活動を行っています。医学会、医師会などでは目立った地位に就くことは少ないものの、地域に根付いた開業医、また病院
経営者として多くが活躍しており、医療の下支えを行い、精神的・経済的に自立して社会に貢献できる女性を輩出しています。

創設者の吉岡彌生先生は自ら結婚、出産し、婦人科開業の傍ら女医学校を創立して後輩を育てました。これはのちに続く
女性医師のロールモデルであり、メンターでもあったのです。それに加え、卒業生を集め福祉事業団体の至誠会を設立し、
母子保健と貧困者救済のための医療施設も創立しました。現在でも直に吉岡彌生先生の講話を聴いた昭和20年頃までの
卒業生はそれを記憶し、その教えを後輩に伝授しています。

本学卒業生は女性医師がキャリアを中断することなく継続し、出産、子育てをするように医学部生時代から教育されており、
先輩医師の苦労話や解決策を拝聴します。病院実習では自分より5、6年上級医師の勤務状況を観察することによりワークラ
イフバランスを考え、将来の道を選択しています。また本学附属病院の医局では、キャリアを中断させないような様々な制度が
あります。

ここでは、本学で既存の女性医師キャリア支援を医学部教育、卒後教育･支援にわけて述べます。

学年 カリキュラム 課外活動

1年

3年

2年

入学時オリエンテーションで先輩と語る
⇒「女性医師としての生き方」を考えるきっかけ

クラブ活動でOGと交流
⇒メンターとの情報共有など

キャリアを考えるワークショップ、女性医師のロール
モデル実習（地域医療での活躍を学ぶ）を実施

チーム医療の基礎4年

5年 病院実習

初期研修先見学6年

2. 卒後教育・支援

※これらの支援、制度は、各医局や所属長の判断によって異なる場合がある

項　目 内　容

項　目 内　容

医療練士研修生制度
(平成29年4月より後期研修医制度)

・卒後6年から8年間、教育機関で身分保障される
・関連病院への派遣・出向と大学勤務で数年おきに交代する
場合もある(医局による)　

研究生・見学生制度 ・教授の承諾があれば、研究生・見学生として在籍可能
・研究生は基礎または臨床医学に関して特別の事項を研究すること
を目的とする（研究費の納入が必要）

・見学生は臨床の見学が主体となる
・本学卒業生あるいは医局員であれば費用はかからない

至誠会保育園 ・至誠会が発起して設立された（平成29年1月現在は半官半民により運営）
・本学に隣接しており、本学勤務医も活用している
・午前8時から午後10時までの延長保育も実施

留学 ・配偶者が留学する場合、留学先が見つかれば同時に留学扱いと
することも可能(最長2年まで)

出向 ・本学関連病院以外での勤務となる(医局には在籍のまま)
・1年ごとに延長申請を行い、最大3年まで可能

研究助成金・留学助成金 ・女性医師のライフサイクルを考え、授与可能な年齢を50歳までとしている

至誠会第二病院 ・至誠会が運営する病院で、大学の関連病院
・多くの女性医師が勤務している

保育支援 ・院内保育、病児保育等を実施

非常勤講師 ・学位取得後、所属長の許可があれば在籍可能

就職先紹介 ・至誠会員からの求人に対して、求人広告の開示を行っている

至誠会支部 ・定期的に集会を開き、情報交換を行う「もより会」がある

短時間勤務 ・対象は「臨床系教員」や「医療練士研修生」
・キャリア形成支援(テニュアトラック)の「女性臨床医師支援」や
研究との両立を支援する「女性医学研究者支援」も実施

就職先紹介 ・教授と医局長が相談し、医局長が医員に対して就職先を紹介する
・女性医師の場合、企業の産業医や短時間勤務でも常勤扱いとなる
健診機関などを紹介する場合もある

女性活躍プロジェクト ・女性活躍推進法に基づき「一般事業主行動計画」を推進
・ホームページ上で、本学における出産・育児、介護、短時間勤務等
の制度や手続き一覧を掲載
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東京女子医科大学卒業生は、大学病院に在籍中は医局からの教育・支援を受け、医局から離れても同窓会とのつながり
の中で仕事を継続してきました。

項　目 内　容

リーダー養成教育(彌生塾) ・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
す女性医療人のために設立

・リーダーとなるには何が必要か、どのように自分の目指す道を見出す
のか、どのように行動すべきかを、教員、先輩達と共に考え、実践に
移している

介護支援 ・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

・介護支援に関するニーズ調査を全職員に対して実施し、調査と並行し
て「キャリアと介護の両立支援」ブックを作成

ファミリーサポート ・仕事と家庭を両立するための一環として、地域の人々から子育て
支援を受け、家族の福祉の向上を図ることを目的とした会員相互
の援助活動

復職支援 ・出身大学を問わず復職相談を受け付け、今後のキャリアを一緒に検討
し、必要に応じて研修も実施している

※本学で行っている様々な支援については「7.医療機関等における環境整備の取り組み」に掲載しています。

院内保育 ・昼間保育、延長保育、夜間保育、休日保育、病児保育
（小児科による早朝診察実施）

同窓会（至誠会）の支援

後期
研修

卒後10年
35歳

卒後20年
45歳

卒後30年
55歳

卒後40年
65歳

卒後50年
75歳

初期
研修

中間管理職、医長、診療科長

開業、就職

両立、短時間、非常勤、常勤医

離職ー復職後

キャリア組

復職復職復職

出産年齢

子育て年齢

介護年齢

管理者、院長、教授

③女性医療人キャリア形成センターの事業



̶ 24̶ ̶ 25̶

【４】女性医師再研修部門の復職支援
1. 柔軟な相談窓口

女性医療人キャリア形成センター女性医師再研修部門では、相談者の卒業大学、お住まいの地域などを問わず、相談
の受付を行っています。平成29年1月現在で230件のご相談をいただいておりますが、約8割は他大学を卒業された方々
からのご相談です。復職に関する相談、今後のキャリアについての相談、研修申し込みなど、柔軟で多様な相談受付を行っ
ています。

出身大学の医局から離れてしまったり、臨床の現場からある程度の期間離れてしまったりすると、せっかく復職のために
何かをしたいという意識があっても、どこに相談すればよいかわからず時間が経過してしまい、離職期間が長くなってしまっ
たというケースも少なくありません。そのため当部門では、まずお話を伺いながら「自身の今後のキャリア」について考える
機会を提供し、一緒に今後の方向性を検討しています。

他大学内訳
旭川医科大学、札幌医科大学、岩手医科大学、山形大学、
福島県立医科大学、群馬大学医学部、埼玉医科大学、千葉大学、
慶応義塾大学、東京医科歯科大学、東京慈恵会医科大学、
順天堂大学、東邦大学、帝京大学、日本医科大学、昭和大学、
杏林大学、北里大学、防衛医科大学校、筑波大学、横浜市立大学、
山梨医科大学、聖マリアンナ医科大学、信州大学、金沢医科大学、
東海大学、近畿大学、大阪医科大学、兵庫医科大学、浜松医科大学、
徳島大学、富山大学、京都府立大学、奈良県立医科大学、広島大学、
山口大学、香川大学、神戸大学、川崎医科大学、滋賀医科大学、
福岡大学、久留米大学、佐賀医科大学、長崎大学、大分大学、
熊本大学、産業医科大学、鹿児島大学、琉球大学、
Albany Medical College

相談者の卒業大学

女子医大
38名（17％）

他大学
192名（83％）

何から始めればよいか
わからない

何かをしなければとは
思っているのだけど･･･

どこに相談すればよいか
わからない

女性医療人キャリア形成センター 女性医師再研修部門へ

2. 相談、研修の流れ

▶「面談実施」
▶「メールでのアドバイス」等

②対応検討：26ページ

▶診療経験、現在の状況、不安要素、
研修希望の有無、要望等を確認

①相談受付：26ページ

▶詳しい状況、要望など確認
▶今後の方向性を一緒に検討

③面談実施：26ページ

▶診療科担当者と面談実施
▶研修内容等のすり合わせ

④研修候補先面談：26ページ

▶手続き後、研修開始
▶研修中の日数･時間変更も可

⑤研修実施：27ページ

▶復職へ！
▶修了後も相談受付は引き続き実施

⑥研修修了：27ページ

研修を行わず
面談のみで

解決する場合も多い

メールや面談による
ヒアリング･カウンセリング･アドバイス

などで解決

▶現状維持や自己学習
▶シンポジウムやハンズオン実習への参加
▶身近なメンターに相談
　　　　　　　　　　　　　　などを提案

「研修ありき」ではなく
詳しくヒアリングを行って
「これからの自分」を

「一緒に育む」ためのサポートが重要

相談者の声に耳を傾け、育み、導く

メンター、ロールモデルの重要性
（31ページ）

研修目的

研修概要
復職のために臨床の勘を取り戻すことが目的です。「知識」と「技能」に関する不安を解消し、
復職に向けて第一歩を踏み出すための研修です。

登 録 料 研修開始時に、登録料として5,000円をお振り込みいただきます。
（白衣や職員証をご用意します）

研修内容 到達目標を一緒に検討しながら決定します。
研修期間 原則3ヵ月(無給)
研修日数 週何日、何時から何時などの詳細は、個々にご要望を伺って検討します。
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①相談受付

ホームページ上の「申請フォーム」を受信し、相談の受付を行う。

★ポイント★

★ポイント★

★ポイント★

★ポイント★

※実際の申請フォームは85ページに掲載しています

③面談実施

面談前に履歴書を提出してもらい、事前に内容を確認しておく。
「①」でヒアリングしきれなかった内容があれば伺いつつ、一緒に今後の方向性を検討する。

②対応検討

「①」でヒアリングした内容を踏まえ、面談かメールでのアドバイス等か対応を検討する。

検討後、メールで今後の対応（面談など）を伝える。

「相談者の傾向と対応方法（27ページ）」も考慮しつつ、相談者に適した対応方法を検討する。

▶申請フォーム：相談･研修を希望される方が入力して送信
▶これまでの診療経験、現在の状況、不安や困りを感じている点、研修希望の有無、要望、今後どうして
いきたいかなどを現時点で可能な範囲でヒアリングする。

▶「②」で検討した対応方法を念頭に置きながら、改めてこれまでの診療経験、現在の状況、不安や問題
点を感じている点などについてヒアリングする。

▶さらに、今後どうしていきたいと考えているのか将来のビジョンも伺いながら、研修を実施するのが
よいのか、別の方法を提案したりアドバイスしたりするのがよいのかなど、対応を検討して決定する。

④研修候補先面談

「③」の面談で研修の打診が決定した場合は、事務局から研修候補先に連絡し、面談を設定する。

▶研修候補先で可能な研修内容と、相談者が希望している研修内容のすり合わせを行う。
▶何曜日の何時に研修を行うとどのような研修が可能か（例：カンファレンス見学、専門外来等）なども
研修候補先に伺いながら、研修実施の有無、研修内容、日数や時間などを検討する。

3. 相談者の傾向と対応方法

女性医師再研修部門では、平成29年1月現在で230名の女性医師から相談をいただいています。
その中で、相談者の傾向によって、ある程度の対応方法が明確化してきており、実際に相談者への対応を決定する際、

この対応方法を基に検討を行っています。

以下の項目を柱としてヒアリングし、相談者の「過去」と「現在」、さらに「今後（未来）」についての考えやイメージも確認します。
相談者の状況を詳しく把握することで、対応方法を検討する際の判断材料とします。

①ヒアリング

★ポイント★

★ポイント★

研修者提出書類：履歴書、誓約書、医師免許証（写）、健康診断書、医師賠償責任保険（写）、保険医登録票（写）

⑤研修実施

面談で研修実施が決定後、相談者から書類を提出してもらい、研修開始手続きを行う。

研修者提出書類：研修報告書、e-ラーニング視聴リスト、研修感想文

週の研修日数や時間を途中で変更することも可能。

⑥研修修了

研修期間は原則3ヶ月。

▶研修修了に伴う書類を提出してもらい、女性医師再研修部門から「修了証」を発行する。
▶就職先の相談があった場合は、「女性医師再研修-復職プロジェクト」を一緒に行っている「メディカル･
プリンシプル社（民間医局） 」を紹介（※無料）することも可能。

▶年に1回程度、女性医師再研修部門からメールで「状況調査アンケート」を実施し、相談や研修後の
状況も確認している。

今までの診療経験

離職期間
何をどのくらいやっていたのか
今までやってきたことと

これからやりたいことの共通点や
関連性の有無

今後についての考え

非常勤・常勤での勤務
どうしていきたいのか
(未定の場合もあり)

現在の状況

離職期間、有する資格
結婚･出産･育児、健康面など

不安、悩みとして感じていること

診療技術、精神的なもの
その他様々

「過去」「現在」の状況把握

＋

「今後(未来)」の考え、イメージ

対応方法を検討する材料
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②相談者の傾向と対応方法

ヒアリングした内容を基に、本「相談者の傾向と対応方法」に当てはまるかを判断し、対応方法の第1案を検討します。
実際に面談を行った際に、事前にヒアリングした内容にさらに情報が追加され、対応方法を変更する場合もあります。

★傾向１★ 診療経験や知識等の実力は十分だが、何らかの不安があり復職をためらっている

▶今後目指している方向性に対して、診療経験や知識等は十分と判断される。
▶専門医を取得している、または専門性がはっきりしていることが多い。
▶例えば「数年間離職してしまった」ことなどにより不安があり、診療経験や知識等は十分であっても自身
の中でそのように認識されていない。そのため自身の実力に自信が持てず、復職をためらっている。

★対応方法★

▶面談で、診療経験や知識等の実力が十分であることを伝える。その際、何に対してどれだけのことが
できるから「十分である」こともしっかり伝える。

▶それでも不安が解消されない場合は、実際に研修を行うことで自身の実力が十分であることを認識さ
せ、復職に向けての後押しを行う。

★傾向2★ 「あれもしなければ」「これもしなければ」と考えすぎてしまっている

▶医師として頑張らなければという責任感が強く、離職してしまったり、働き方がスローペースになって
しまったりという自分への罪悪感や焦燥感がある。
▶「あれもしなければ」「これもしなければ」「あれもしたい」「これもしたい」と色々なことを考えてすぎて
しまい、逆に身動きが取れなくなっている場合もある。

★対応方法★

▶面談で、今までの診療経験や知識、現在の状況などをまず一緒に認識する。
▶将来の方向性も一緒に考えながら、そのためにはまず何から始めるべきか、今後どのように進めていく
のがよいかという優先順位を検討する。

▶考えすぎてしまっている内容を整理して紐解き、道筋を示す。
▶自身で考える時間が必要であればその時間を与え、研修を行うことが望ましいと判断すれば研修先の
検討や打診を行う。

★傾向3★ 自身の現状や何から始めればよいかがよくわからない

▶医師として頑張らなければという責任感が強く、離職してしまったり、働き方がスローペースになって
しまったりという自分への罪悪感や焦燥感がある。
▶出身大学･医局や地元からも離れてしまい、「どうにかしなければ」と意識はしていても、どこに相談して
何から始めればよいかがわからず、時間が経過してしまう。

▶今後の方向性についてもうまく描けなかったり悩んでいる場合が多い。

★対応方法★

▶面談で、今までの診療経験や知識、現在の状況などをまず一緒に認識する。
▶将来の方向性も一緒に考えながら、そのためにはまず何から始めるべきか、今後どのように進めていく
のがよいかを検討する。

▶一緒に考え、何が適しているか紐解いていくことが重要で、アドバイスなども可能な範囲で行う。
▶自身で考える時間が必要であればその時間を与え、研修を行うことが望ましいと判断すれば研修先の
検討や打診を行う。

▶新たなネットワーク作りを提案する。

★傾向4★ 今できていることや自身に適していること以外を目標に設定している

▶現在、非常勤等で勤務をしており、勤務は問題なくできている。
▶現状に対して「このままでよいのか」という悩みがあり、別の分野等での勤務や活躍、キャリアアップを
望んでいる。

▶責任感や意欲が強く、現状できていること以外に意識が向いている。

★対応方法★

▶面談で、「現在できていること」をヒアリングし、自身で認識するように促す。
▶現状とは異なる「何を目指したいのか」をヒアリングする。
▶「目指していること」が本当に相談者の方向性として適しているかを検討し、「現在できていること」を
継続することが望ましい場合はその旨を伝える。

▶現状への不安や不満、自身の責任感等により何かを目指すことは重要だが、自身にとって何が適して
いるかを一緒に考え、道筋を示す。
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4. 面談の重要性

これらの傾向や対応方法を念頭に置きながら、相談者のヒアリングや面談を行います。いずれの傾向にも当てはまらない
場合は、その都度、対応方法を検討します。

★傾向5★ 体調不良、その他の事情により現時点での復職は難しい

▶医師として頑張らなければという責任感が強く、離職してしまったり、働き方がスローペースになって
しまったりという自分への罪悪感や焦燥感がある。
▶出身医局や地元からも離れてしまい、「どうにかしなければ」と意識はしていても、どこに相談して何から
始めればよいかがわからず、時間が経過してしまう。

▶現状と目標が食い違ってしまっている。
▶過去の職場でなかなか馴染めなかった経験がある。

★面談のポイントは「傾聴」★

相談者の経歴、離職理由、復職動機、復職にあたっての不安要因、周囲の支援の有無、将来のライフ
プランが描けているかどうか、など

★対応方法★

▶面談で、今までの診療経験や知識、現在の状況などをまず一緒に認識する。
▶「目指していること」が本当に相談者の方向性として適しているかを検討し、「現在できていること」を
継続することが望ましい場合はその旨を伝える。

▶一緒に考え、何が適しているか紐解いていくことが重要で、アドバイスなども可能な範囲で行う。
▶直近で今何をやればよいのか、その後どうしていくのかを一緒に検討し、道筋を示す。

問題解決のための優先順位をつけて、復職へ取り組めるように協力していく

まさに「キャリアカウンセリング」

女性医師再研修部門によるヒアリングと対応方針の検討 〈担当：事務局〉

相談者に、自身の経歴等から今後の展望、およびライフプランを検討してもらうことにより、再研修内容を明確にしていき
ます。最近では、何から手をつけたらよいのか、あるいはどこに相談したらよいのかがわからないといった相談も多く、この
ため第2段階での面談が必要となります。

第1段階

研修 ⇒ 医学知識・技能の勘を取り戻し、ロールモデルを見つける

当部門の再研修では、原則として離職前までに獲得した医学知識・技能に関して臨床の勘を取り戻し、復職していただ
くことを目標にしています。キャリアの中断で維持できなかった診療技術（外来、検査、治療、入院管理等）に改めて触れ、
失ってしまった時間を取り戻して今後につなげていくための研修です。
また、研修中に自身の知識や経験が後輩の研修医の指導に役立つ場合もあり、自信を取り戻すこともできます。さらに

研修先の診療科で、自身のロールモデルと出会うきっかけとなる場合もあります。

第3段階

面談 ⇒ メンター機能 〈担当：担当医師、相談者、事務局〉

〈担当：研修先指導医、相談者、事務局〉

面談は非常に重要な「メンター機能」を持ち、女性医師がキャリアを継続する将来を描くための道先案内の役割を担い
ます。本来、メンターは自分自身で大学時代に見つけたり、研修先の先輩がなったりする場合が多いものです。しかし、
新臨床研修制度、マッチング制度後の場合、初期研修や後期研修先でメンターを見つけることができない、もしくはロール
モデルが不在の場合もあります。この時に結婚や出産をするとキャリアがつながらずに離職しやすくなり、当部門への相談
に繋がっていきます。

第2段階

〈メンター機能〉
面談 ＝ キャリアカウンセリング

キャリア継続のため
将来の道を共に考える

〈後輩の育成〉
キャリア = 自身の経験やキャリアが

後輩のロールモデルに

〈ロールモデル〉
研修 = 自身のお手本となる
ロールモデルとの出会い

当部門では、キャリアアップのための指導、教育などは担当していません。このような指導、教育は、当部門と同様に
女性医療人キャリア形成センター内に設置されている「彌生塾」で行われており、女性医療人のリーダー育成のために活動
しています。また、離職前までに習得できなかった技術（内視鏡手術など）を習得することは、3ヵ月の研修期間では非常に
困難を伴います。そのような場合は、研修を実施するのではなく、アドバイスや方向性の提示を行うことで今後のキャリア
継続の道筋を示したり、一緒に検討したりしています。今後は、このような未習得な診療技術の会得などの要望に対応
する組織が必要になってくることも予想されます。
また再研修を実施しても、配偶者や家族（親や子供）などの事情で再度離職せざるを得ない場合もあり、一度だけでなく

女性医師としてキャリアを中断せざるを得ないこともあります。これは、一般社会での女性が働き続けるための問題点、
子育て支援、介護支援にも関わることで、早急に解決しなくてはならない問題です。
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第112回日本内科学会
一般内科外来における愁訴に関する多施設共同研究-第2報-
～復帰医師が外来を担うための教育体制整備へ向けて～
京都　2015/4/11
横田仁子, 野村馨, 西村真紀, 村田亜紀子, 河合由紀, 関口由希公, 竹並麗, 下正宗, 岩崎滋樹, 平井愛山

第46回日本医学教育学会大会
パネルディスカッション：女性医師キャリア教育の充実に向けて 医師の使命をどう学ぶか
和歌山　2014/7/18
岩﨑直子

第46回日本医学教育学会大会
女性医師復職プロジェクトとしてのメディカルインタビューのブラッシュアップ講座の効果の検討
和歌山　2014/7/18
横田仁子, 檜垣祐子, 西村真紀, 岸田直樹, 平井愛山, 小島原典子, 内田啓子, 岩﨑直子, 
加茂登志子, 片井みゆき, 中村真一

第46回日本医学教育学会大会
医学部3年生のキャリアプラント医師のプロフェッショナリズム意識の関連
和歌山　2014/7/18
小島原典子, 佐藤梓, 中村裕子, 岩﨑直子, 齋藤加代子, 東京女子医科大学医学部人間関係教育委員会

第45回日本医学教育学会大会
e-ラーニングを利用した女性医師に対するキャリア教育、復職支援の有用性
千葉　2013/7/27
小島原典子, 佐藤由紀, 大澤眞木子, 川上順子

第45回日本医学教育学会大会
地域病院における一般内科外来新患患者の主訴と診断名に関する多施設共同研究の成果とその応用
千葉　2013/7/26,27
平井愛山, 岩崎滋樹, 下正宗, 竹並麗, 西村真紀, 関口由希公, 村田亜紀子, 河合由紀, 野村馨, 川上順子

第4回日本プライマリ･ケア連合学会学術大会
一般内科外来における愁訴に関する多施設共同研究
～復帰医師が外来を担うための教育体制整備へ向けて～
宮城　2013/5/18,19
村田亜紀子, 河合由紀, 平井愛山, 岩崎滋樹, 下正宗, 竹並麗, 西村真紀, 関口由希公, 野村馨, 川上順子

第110回日本内科学会講演会
地域病院における一般内科外来新患患者の主訴と診断名に関する多施設共同研究の成果とその応用
東京　2013/4/12,13,14
平井愛山, 岩崎滋樹, 下正宗, 竹並麗, 西村真紀, 関口由希公, 村田亜紀子, 河合由紀, 野村馨, 川上順子

第43回日本医学教育学会
女性医療リーダー育成をめざす全学横断教育
広島　2011/7/22,23
岡田みどり, 吉岡俊正, 岩﨑直子, 水野敏子, 佐藤紀子, 日沼千尋, 齋藤加代子
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5. 学術活動

１．論文
特集：女性医師のキャリア教育
岩﨑直子 
3.2　東京女子医科大学における取り組み
医学教育　46（3）：235-241、2015

２．著書（分担執筆）
医師のキャリアプラン
岩﨑直子 
日本内科学会　内科指導医取得のためのガイド　第1版
日本内科学会編
2017年　発行予定

3．学会発表
第7回日本プライマリ･ケア連合学会学術大会
一般内科外来における愁訴に関する多施設共同研究(第2報)その1
～復帰医師が外来をになうための教育体制整備へ向けて～
東京　2016/6/11,12
関口由紀公, 西村真紀, 村田亜紀子, 河合由紀, 平井愛山, 岩崎滋樹, 下正宗, 竹並麗, 岸田直樹, 小川哲也,
横田仁子, 檜垣祐子, 瀬戸僚馬, 野村馨, 川上順子

第7回日本プライマリ･ケア連合学会学術大会
一般内科外来における愁訴に関する多施設共同研究(第2報)その2
～復帰医師が外来をになうための教育体制整備へ向けて～
東京　2016/6/11,12
西村真紀, 関口由希公, 村田亜紀子, 河合由紀, 平井愛山, 岩崎滋樹, 下正宗, 竹並麗, 岸田直樹, 小川哲也,
横田仁子, 檜垣祐子, 瀬戸僚馬, 野村馨, 川上順子

第47回日本医学教育学会大会
女性医師のキャリア再開に関する検討ー女性医師再教育センター登録事例の解析(1) ー
新潟　2015/7/25
岩﨑直子, 横田仁子, 小島原典子, 中村真一, 檜垣祐子

第47回日本医学教育学会大会
「キャリアを考えるワークショップ」が女子医学生の将来像に与える影響の検討
新潟　2015/7/24
春田郁子, 岩﨑直子，佐藤梓, 柳沢直子, 岡田みどり, 八木淳二，齋藤加代子

第47回日本医学教育学会大会
Open-evaluation of the e-learning as Open-education
新潟　2015/7/24
小島原典子, 佐藤由紀, 横田仁子, 岩﨑直子, 檜垣祐子
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第40回日本医学教育学会
「地域女性ドクターの医療対話」実習の教育効果
東京　2008/7/25,26
岩﨑直子, 佐藤梓, 小島原典子, 中村裕子, 岡田みどり, 齋藤加代子, 吉岡俊正, 大澤真木子

4．講演
女性医師支援の取り組みについて
檜垣祐子 
広島県医師会 女性医師部会総会
2016/2/20

女性医師とキャリア支援について
岩﨑直子 
横浜市立みなと赤十字病院研修会
横浜市立みなと赤十字病院研修センター主催
2015/11/11

5．その他
プライマリ･ケア連合学会「第12回若手医師のための家庭医療学冬期セミナー」
特別企画「キャリア支援企画」ポスター掲載（Facebook）
女性医師 再研修-復職プロジェクト～柔軟な相談窓口とオーダーメイドの研修プログラム～
2017/2/11,12

プライマリ･ケア連合学会「第11回若手医師のための家庭医療学冬期セミナー」
特別企画「eパネル企画」ポスター掲載（Facebook）
女性医師 再教育-復職プロジェクト～オーダーメイドの研修プログラム
2016/02/20,21

★相談時は離職中、30代、本学東医療センター内科にて研修★

センター申請時は離職中で、初めての子育てに毎年奮闘しながらも、何とか医師として復帰したいと
考え始めているときにセンターの存在を知りました。子育てしながらでも無理なく、なおかつ意義の
ある研修になるようにご配慮いただきながら勉強することができました。
外来診療において見学や患者様の問診をとらせていただいたり、今後の検査や治療はどのようにして

おくかを丁寧にご教授いただきました。また、回診にも参加させていただき、たくさんの患者様の病状な
どを学ぶことができました。
研修の中で、私が何を勉強したいか、さらには将来どのような方向を目指したいかをお聞きいただき、
それに沿った研修の仕方をお考えいただけたことが本当にありがたく、貴重な3ヵ月間を過ごすことが
できました。

★相談時は離職中、40代、本学東医療センター産婦人科にて研修★

出産と育児のために仕事を離れ、気付くと10年の月日が経とうとしていました。末の子供が小学生に
なったのを機に、家族の協力を得てもう一度産婦人科の医師として働く決心をしました。
研修は週2日、1日につき6時間行わせていただきました。診断基準や治療方法、新薬の出現など私の
働いていた頃との違いに戸惑い、10年のブランクを感じずにはいられませんでしたが、研修に伺う度に
良い緊張感と高揚感を得て充実した時間となりました。
周囲の先生方は私の些細な質問にもひとつひとつ丁寧に答えてくださり、常に私の希望を尋ねては
研修の具現化にご尽力くださいました。限られた研修時間でしたので、やり残したことは多々ありますが、
恵まれた環境で先生方の親身のご指導のおかげで臨床に戻る自信がつき、復帰の第一歩を踏み出すこと
ができたと思っております。

★相談時は離職中、40代、本学消化器内科にて研修★

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。6. 外部評価等

7. 研修者の感想

■文部科学省「社会人の学び直しニーズ対応教育推進事業」に採択される（平成20年度～平成22年度）
■「第7回日本e-Learning大賞」において「文部科学大臣賞」を受賞（平成22年度）
■厚生労働省ホームページに当部門の取り組みが好事例として掲載される（平成22年度）
・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と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

■大学基準協会による大学評価（認証評価）において当部門の取り組みが高く評価（平成26年度）
・出身大学や所属、地域を問わず、広く支援を実施しており、e-ラーニングについては医師、医療従事者の生涯学習の

一環として、男女を問わず幅広く利用されている。この取り組みは、建学の精神に則り、女性医師が復職するための
大きな後押しとなっており、高く評価できる。

・内視鏡やエコーなどのハンズオン実習等も開催され、年に１回シンポジウムが開催されている。この取り組みは医師や
医療従事者に生涯学習のための機会を設けると同時に、建学の精神に則り、社会的に女性医師が復職するための
大きな後押しとなっていることは評価できる。

■厚生労働省「平成28年度女性医師キャリア支援モデル普及推進事業」に採択される（平成28年度）
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【5】相談・研修後の状況調査アンケート

【5】相談・研修後の状況調査アンケート

女性医師再研修部門での相談または研修後に、勤務形態の変化があったか、また現在の状況について伺う「状況
調査アンケート」を実施しました。

（臨床研究承認番号：4255）

平成28年3月実施
■対象：相談者217名のうち、メールアドレスが有効な162名を対象に実施

配布
回収率

回答率

162
回収

72
回収率

44.4％

回答する

「回答しない」理由：最近相談したばかりで、状況に変化がないため。

71
回答しない

1
回答率

98.6％

地域
北海道地方

1. 当部門にご相談された際にお住まいだった地域を教えてください。（n=72）

人数
2

割合
2.8％

東京都 36 50.0％
関東地方 27 37.5％
中部地方 3 4.1％
近畿地方 1 1.4％
九州地方 2 2.8％
その他 1 1.4％

72 100.0％

1. 状況調査アンケートの概要
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年齢
～29歳

2. 当部門にご相談された時の年齢を教えてください。（n=72）

人数
10

割合
13.9％

30～ 34歳 13 18.1％
35～ 39歳 17 23.6％
40～ 44歳 11 15.3％
45～ 49歳 13 18.1％
50～ 54歳 5 6.9％
55～ 59歳 3 4.1％

72 100.0％

お子様の人数
1人

3. お子様がいらっしゃる方は、当部門に相談された時のお子様の人数と年齢を教えてください。（n=59）

人数
21

割合
35.6％

2人 24 40.7％
3人 13 22.0％
4人 1 1.7％

59 100.0％

年齢
0歳

お子様の年齢分布

人数
3

年齢

1歳 5
2歳 5
3歳

15歳
16歳
17歳
18歳4

人数
1
2
3
3

4歳 6
5歳 1
6歳 1
7歳

19歳
20歳
21歳
22歳5

1
3
0
1

8歳 4
9歳 3
10歳 2
11歳

23歳
24歳
25歳
26歳3

0
2
0
1

12歳 6
13歳 1
14歳 2

その他：役員、 嘱託産業医、研究所勤務、育休中

相談時の勤務状況
休職(離職中)だった

4. 当部門に相談された時の勤務状況について教えてください。（n=71）

人数
32

割合
45.1％

非常勤で勤務していた 26 36.6％
常勤で勤務していた 9 12.7％
その他 4 5.6％

71 100.0％

その他：企業専属産業医、大学院生、産休中、研修中など

現在の勤務状況
休職(離職している)

5. 現在(平成28年3月)の勤務状況について教えてください。（n=71）

人数
7

割合
9.9％

非常勤で勤務している 31 43.7％
常勤で勤務している 28 39.4％
その他 5 7.0％

71 100.0％

現在
休職(離職している)

人数
5

割合
15.6％

非常勤で勤務している 15 46.9％
常勤で勤務している 9 28.1％

その他 3 9.4％

相談時

休職(離職中だった)

32 100.0％

相談時に「休職（離職中）」だった32名のアンケート調査時の状況

当部門での相談･研修がきっかけで
24名（約75%）が復職

▶非常勤で勤務 ⇒ 15名(約47%)
▶常勤で勤務 　⇒ 9名(約28%) 
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その他：転居と出産、子供の病気、不妊治療

きっかけ
出産、育児

6.「質問4」で当部門相談時に「休職（離職中）だった」「非常勤で勤務していた」と回答された方に
お聞きします。
休職(離職)されたきっかけや、常勤から非常勤勤務になったきっかけを教えてください。
※最も当てはまるものひとつ（n=58）

人数
30

割合
51.7％

夫の留学、転勤 11 19.0％
ご自身の体調不良 8 13.8％
結婚 4 6.9％
介護 1 1.7％
その他 4 6.9％

58 100.0％

現在
休職(離職している)

人数
1

割合
3.9％

非常勤で勤務している 13 50.0％
常勤で勤務している 12 46.1％

センター相談時

非常勤で勤務していた

26 100.0％

相談時に「非常勤勤務」だった26名のアンケート調査時の状況

当部門での相談･研修がきっかけで
12名（約46%）が常勤勤務となり

さらに13名(約50%)は非常勤勤務を継続

▶非常勤で勤務 ⇒ 13名(約41%)
▶常勤で勤務 　⇒ 12名(約38%) 

7. 当部門に相談された目的を教えてください。（n=71）

その他：就職先の相談や情報収集、専門知識の取得

目的
臨床技術や知識に不安があるため、研修で取り戻したい

人数
47

割合
66.2％

ある程度臨床経験はあるが、さらにスキルアップするため 15 21.1％
転科希望で、新しい診療科の勉強をするため 3 4.2％
その他 6 8.5％

71 100.0％

その他：勤務先の職場環境、専門医取得　※未回答6名　

一番不安に思っていたこと、困っていたこと
診療技術など実力への不安

人数
38

割合
56.7％

仕事と家庭･子育てとの両立 14 20.8％

9.「質問8」でお答えいただいた不安に思っていたこと、困っていたことは現在解消されていますか?（n=71）

　相談時の不安等が解消したか
解消した

人数
45

割合
64.3％

解消していない 25 35.7％

復職の手段や方法がわからない 12 17.9％
その他 3 4.6％

67 100.0％

※未回答1名

70 100.0％

不安が解消したきっかけ、要因、手段
研修

人数
21

割合
47.7％

相談 17 38.6％
周囲のサポート 4 9.1％
転科 1 2.3％
特になし 1 2.3％

※未回答1名

44 100.0％

相談時に一番不安に思っていたこと、困っていたこと

▶回答は自由記載とした
▶総括すると「診療技術などへの不安」、
「仕事と家庭・子育てとの両立」、
「復職の手段や方法がわからない」の
3つに分かれる

「診療技術など実力への不安」が最も多いが、「仕事と家庭･
子育てとの両立」や「復職の手段や方法がわからない」とい
う点も同時に不安に思っているケースもある

「相談時に一番不安に思っていたこと、困っていたこと」の解消要因、手段

▶回答は自由記載とした
▶総括すると「研修」、「相談」、「周囲のサポート」
「転科」の4つに分かれる

解消要因としてはやはり当部門での「研修」と「相談」を挙げ
た方が全体の9割近くを占めた。「相談」が解消要因となって
いる方が4割近くおり、ヒアリングやカウンセリングの重要
性を示している。

8. 当部門に相談をした際、ご自身の中で一番不安に思っていたこと、
困っていたことはどのようなことですか？（n=73）

10.「質問9」で「解消した」を選ばれた方は、どのように解消されたか、きっかけや要因、
手段などを教えてください。（n=45）
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12. 当部門に相談されたとき、専門医を取得されていたか教えてください。（n=71）

　相談時の専門医資格
取得していた

人数
28

割合
39.4％

取得していない 43 60.6％
71 100.0％

13.「質問12」で「取得していない」を選ばれた方は現在の専門医資格について教えてください。（n=43）

　現在、専門医を取得しているか
取得している

人数
10

割合
23.2％

取得はしていないが、今後取得を目指している 14 32.6％
取得はしておらず、現時点で取得する予定はない 19 44.2％

43 100.0％

11.「質問9」で「解消していない」を選ばれた方は、その理由について教えてください。（n=25）

※未回答2名

不安が解消していない要因
自身の事情(就職先が未定、体調不良、
経験不足など)

人数
18

割合
78.2％

育児との両立 2 8.6％
周囲のサポート不足 1 4.6％
その他 2 8.6％

23 100.0％

「相談時に一番不安に思っていたこと」が解消していない要因

▶回答は自由記載とした
▶総括すると「自身の事情」、
「育児との両立」、「周囲のサポート不足」の
3つに分かれる

「自身の事情」の中には就職先が未定、体調不良などもあっ
たが、自身の「現状」と「目標」が見合っていないケースも
見受けられた。

専門医の取得について

▶当部門相談時に「専門医を取得していな
かった」方を対象に、現在取得しているか
どうかを確認した。

相談･研修後に専門医を取得した方が「10名（23.3%）」、
今後取得を目指している方が「14名（32.6%）」であること
が判明した。相談･研修が復職だけでなく専門医取得の
後押しになっていることが伺える。

2.女性医師再教育センター（現・女性医師再研修部門）アンケート調査

■実施時期：平成25年5月～ 6月
■対　　象：女性医師再教育センター申請者60名 (※)
■回　　収：32名（回収率53%）
※本調査は、平成25年5月時点の申請者180名のうち、研修中、もしくは研修を修了した60名を対象とした。

Q：センター申請時、研修後（センター相談後）、現在の勤務状況についてお聞かせください。

0% 20% 40% 60% 80% 100%
（名）

n=32

〈申請（相談）時〉
「休職中」は12名

〈研修後〉
「休職中」は0名に！

申請時

研修後

■ 1. 休職中

■ 2. 非常勤勤務

■ 3. 常勤勤務

■ 4. その他
現在

1. 休職中

2. 非常勤勤務

3. 常勤勤務

4. その他

12名

15名

4名 7名 4名

1名

22名

3名

21名

4名

申請時

0名

研修後

3名

現在

12 15 4 1

0 22 7 3

3 21 4 4
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【6】一般内科プロジェクト
～復職する女性医師が地域医療で活躍するため～

【6】一般内科プロジェクト

女性医師再研修部門への研修希望で「内科」や「一般内科」で復職したいというご要望が複数あり、女性医師が復職
する際、自宅から通える範囲にある一般病院やクリニック（内科）への復帰ニーズが高いことが伺えました。
しかしながら、そもそも「一般内科」の定義は何なのか、何をどこまで診療できればよいのか、見落としてはいけない

ポイントは何かなど明確な基準がありませんでした。そこで、まずは実際に初診外来にはどのような主訴の患者が多く
来るのかを調査するため、このプロジェクトを発足致しました。

今後の医療は、高度医療機関と主治医機能を持った診療所・中小病院に機能分化されていく方向にあります。高度
医療機関の大学病院・基幹病院では、より入院機能に力を入れ、外来数は減少し、当直勤務は必須となります。その
ため、子育て中の女性医師には勤務継続が困難になったり、一度離職した女性医師には復職へのハードルが高くなっ
たりすることも予想されます。
しかし、女性医師の場合、子供を通してのネットワークも作りやすく、コミュニケーション能力もあり、患者さんに寄り添っ

た医療を提供することができます。
このことから、地域医療での女性医師の活躍場所を増やす目的で、一般内科初診外来を担当できるように再研修

プログラムと再研修システムを作ることをプロジェクトの目的としました。

1. プロジェクトの発足経緯と活動概要

平成18年 「女性医師再教育センター」設立
離職した女性医師が復職するためには
リハビリステージ(再研修)が必要

「一般内科プロジェクト」発足のきっかけ
相談者の中に一般内科研修を希望する人が多く見受けられ

研修先(大学病院、地域基幹病院)には一般内科はなく、専門外来が多かった

一般内科外来は、以下のように定義

相 談 者 側 ⇒ 『一般内科』には「何を学べばいいの?」
研修受入側 ⇒ 『一般内科』では「何を教えればいいの?」

▶年齢、性別、臓器、症状を問わない成人内因性疾患の診断と治療を行う
▶症候(愁訴と症状)からの鑑別診断能力が必要とされる

シンポジウム開催(平成22年1月)
「復職のための一般内科外来
～研修すべきミニマム要件～」

「一般内科」って
･･･そもそも何？
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しかし、「一般内科」にはどの症候が多いのか、中小病院のデータがない

〈取組〉その１

本シンポジウムの詳細は「4.シンポジウム」および
「5.プロジェクトや初診外来主訴調査結果から見えてきたこと」

をご覧ください。

〈シンポジウム〉
一般内科初診外来 ～どう学び、どう教えるか～

「地域住民や施設のニーズに合った外来診療技術を身に付けよう！」

『アンサー』と『課題』を提示

相 談 者 側 ⇒ 『一般内科』には「何を学べばいいの?」
研修受入側 ⇒ 『一般内科』では「何を教えればいいの?」

複数の病院で、内科初診外来で
頻度の高い症候(愁訴、症状)の
データベース作り

多施設共同研究（第1段階）
共通問診票を用いた内科初診
外来愁訴（主訴）の横断研究

多施設共同研究（第2段階）
縦断研究として転帰、診断名の
追跡調査を実施中

〈取組〉その2
中小病院での研修指導体制を
整備し、継続した研修ができる
ような仕組みの整備

次項「2.多施設による初診
外来主訴調査」に掲載

2. 多施設による初診外来主訴調査

プロジェクト検討会でまず問題となったのは、中小病院、診療所の一般内科初診外来にはどのような愁訴をもった患者
が来院するのかということです。文部科学省の医学部コアカリキュラムでは習得すべき愁訴は列記されていますが、日本に
おける愁訴の内容と頻度などは報告例がほとんどありませんでした。

そこで、受診者側のニーズの掘り起こしが必要であると考え、多施設共同研究を行うことにしました。この研究では規模
の異なる下記の6施設で統一された問診票を用いて、受診者の属性、愁訴、愁訴の発症時期、症状の変化の程度などを
収集し、分析を行いました。

現在、初診患者の診断名、転帰を調査中で、このデータを基に研修プログラムと研修システムを作成する予定です。
また段階的に、この初診外来主訴調査結果を基に作成した「スキルチェックリスト」を用いて、研修希望者の募集や研修
実施を行っており、今後は指導研修も実施する予定です。

（臨床研究承認番号：3153）

①調査施設（施設名称、病床数は調査時点のもの）

▶千葉県立東金病院（約60床）
▶北本共済病院（約60床）
▶東葛病院（約300床）
▶聖隷横浜病院（約300床）
▶埼玉協同病院（約400床）
▶あさお診療所（無床）　　　〈順不同〉

②調査概要

実施時期：平成23年6月15日～ 7月15日（夏季）
平成24年1月16日～ 2月15日（冬季）

集 計 数：1,637枚（夏季）
2,787枚（冬季）　　計4,424枚　　※愁訴（自由記載）をICPC-2でコード化した

追跡調査：6施設のうち、複数の施設でその後の転帰の追跡調査を実施中

調査結果の概要については、「4.シンポジウム」および「5.プロジェクトや初診外来主訴調査結果から見えてきたこと」をご覧
ください。
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3. 女性医師が地域医療で活躍する相乗効果

女性医師が「一般内科医」として活躍することは、女性医師へのメリットだけではなく、勤務する地域にとって、またその
地域で勤務する他の常勤医にとっても様々な相乗効果が期待できます。

一般内科プロジェクト

相談受付、研修だけでなく、女性医師のライフプランを一緒に検討

★一般内科★
▶医学部教育と初期臨床研修で習得した知識と技能で行える
▶外来初診時間帯での短時間勤務や曜日別のワークシェアが可能である
▶女性医師の特性を活かせる

地域、病院

▶一般内科(内因性疾患)の初診外来を担当する医師の確保ができる
▶常勤医(専門外来医、外科系)の助けになる
▶軽症患者の待ち時間の短縮
▶経費削減、収入増加
▶訴えの多い患者に対して十分に時間を取って対応できる

女性医師

★研修の利点★
▶内科常勤医がいる
▶診断処置に困ったときに相談できる
▶重症患者を診ることができる(見学)
▶入院患者を診ることができる

患者

▶待ち時間が少なくて済む
(医師確保により)
▶時間をかけて訴えを聞いてもらえる
▶話しにくいことも話せる場合がある
▶優しく指導してもらえる
▶細かいところまで気付いてもらえる

【資料1】女性医師再教育センターへの再教育・復職相談　相談動機

仕事に対するモチベーションが高い女性医師
私は「一般内科プロジェクト」に関わって最初の5年間くら

いは、女性医師再教育センターに登録されたほとんどの人
の相談に立ち会いました。その中で感じたことをお話しした
いと思います。

一番の驚きは、相談に来られるみなさんのモチベーション
が高いということです。休職あるいは離職に至った要因が
解消していないにもかかわらず、働きたいといってこられる。

【資料1】のMカーブ（女性の年齢階級別労働力率）を見て
も、これは明らかです。女性医師の就業率は35歳に76.0％
まで下がりますが、それからじりじりと回復して60歳には男性
医師と並び、70歳以降は男性医師の就業率を上回るという
カーブを描いています。極めて職業意識が高いといえるで
しょう。それと、休職期間が長期におよんでいる人も多く、こ
ういう人たちにはどうしてもサポートが必要となってきます。

【資料2】に示したように、相談者が就業を中断した理由
の多くは「出産・子育て」です。また、相談者は東京を中心
とする大都会の人が圧倒的です。地方の人は、ご自分か

ご主人の実家がそこにあり、ご家族のサポートが得られるこ
とによって短い離職期間での復職が可能だということが分
かりました。一方、夫の留学などによってサポートが得られ
ないケースでは、休職期間が長くなるということも明らかとな
りました。

また、子どもが中学・高校生になるまでは子育てが続きま
すから、家族のサポートがなければ自分で面倒をみなくては
ならず、復職を希望しても難しい面があります。そこで、当
直のない定時勤務で働けるところはないかといったニーズが
生まれてきました。それに対応できるのは、外来中心の比較
的規模の小さな病院ではないかということから、「一般内科
プロジェクト」がスタートしたわけです。

人口が減っても疾病数は増える一方
日本の人口は2008年をピークに減少しつつあります。今は

“徐々に”ですが、今後は“どんどん”減少してくる時代になり
ます。一方、医師の育成は年間8,000人といわれてきました
が、今は9,000人体制と増えています。にもかかわらず、各
地で医師の需給問題が出ています。なぜでしょうか。
日本の医師法と保健師助産師看護師法は1948（昭和

23）年施行、国民皆保険体制は1961（昭和36）年に確立
されました。その頃の人口ピラミッド（1950年）は【資料3】に
示したように、まさにピラミッドの形をしていました。当時はま
だ医療技術が今のように発達していませんでしたので、
老年期になって1人が2～3の病を患うと亡くなるという時代
でした。

ところが、今の人口ピラミッド（2010年）はとてもピラミッドと
はいえないような形となっています。そして、医療の進歩に
よって1人が5～6病を持っていても生き続ける。「俺は5病」
「私は6病」と、病気の数を自慢するほどです。こうした“病
気のてんこ盛り”状態の75歳以上の人口が、これまでの10
年間で急速に増加し、これからも2025年まで同じように増加
傾向が続きます。2027年頃になってようやく横ばいとなります
が、5～6病を持った人口がまだまだ増え続けるわけです。
つまり、医師が対峙する疾病数は60年前に比べるとはるか
に多いということです。

こういう状況下、平成26年度診療報酬改定では、2025
（平成37）年に向けて医療提供体制の再構築と地域包括ケ
アシステムの構築を図るとともに、入院医療、外来医療を含
めた医療機関の機能分化と連携、在宅医療の充実などに

取り組むとしています。入院医療では【資料4】に示したよう
に、左側の現在の一般病棟入院基本料の病床数を、基準
規制から地域数量規制へと移行し、2025年には右側のよう
な姿にしようとしています。

大病院から中小病院・診療所へ流れる患者さん
外来医療については、大学病院や地域の拠点となるよう

な病院は一般外来を縮小してより専門的な診療を行い、そ
の分、中小病院や診療所へ患者さんが流れていきます【資
料5】。大病院には医療資源が豊富にあり、指導医もたくさ
んいますが、一般外来を縮小すると病棟が中心となり、当直
勤務が増えてこざるをえません。

一方、その受け皿となる中小病院や診療所は、教育機
能がウィークポイントといえます。また、医療の進歩は早く、
離職した女性医師がその知識を取得したり、大病院でのイ
ンフォームドコンセントやチーム医療のあり方などをキャッチ
アップしたりするのも大変です。とはいえ、高齢者の患者さ
んが圧倒的に多い大病院の一般外来がこういう施設に移る

わけですから、診療は内科が中心になることはいうまでもあ
りません。そこで、「一般内科プロジェクト」を立ち上げること
になったのです。
【資料6】は多くの病気が治せた頃（1990年）の日本の人

口ピラミッド、【資料7】は2050年の人口ピラミッドです。青年
期から壮年期までは、時代が変わっても「治すこと・救うこと」
に変わりはありません。しかし、2040年以降の人口ピラミッド
では、65歳以上の年齢層のボリュームが大きく膨らみます。
そして、この年齢層には「癒すこと・支えること」、「抱えて生
きること・看取ること」が求められます。

出産・子育てで休職しても短期間で復職される女性医師
は、家族のサポートがあるからこそそれが実現できるのだと
思います。これからは、その親の世代の面倒を見なければ
ならない時代で、出産・子育てと同様に介護で休職を余儀
なくされることになるでしょう。とはいえ、親の介護を経験され
る女性医師は、こうした超高齢化社会における課題解決で
も大きなアドバンテージを有することになると思います。

超高齢化社会に求められる医療の多様化
一般社団法人日本慢性疾患重症化予防学会 理事　松本　洋

地域住民や施設のニーズに合った
外来診療技術を身につけよう！

日時：2015年3月1日（日）13：30～16：00
場所：東京女子医科大学 総合外来センター 5階大会議室
主催：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

一般内科初診外来
どう学び、どう教えるか

4.シンポジウム
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仕事に対するモチベーションが高い女性医師
私は「一般内科プロジェクト」に関わって最初の5年間くら

いは、女性医師再教育センターに登録されたほとんどの人
の相談に立ち会いました。その中で感じたことをお話しした
いと思います。

一番の驚きは、相談に来られるみなさんのモチベーション
が高いということです。休職あるいは離職に至った要因が
解消していないにもかかわらず、働きたいといってこられる。

【資料1】のMカーブ（女性の年齢階級別労働力率）を見て
も、これは明らかです。女性医師の就業率は35歳に76.0％
まで下がりますが、それからじりじりと回復して60歳には男性
医師と並び、70歳以降は男性医師の就業率を上回るという
カーブを描いています。極めて職業意識が高いといえるで
しょう。それと、休職期間が長期におよんでいる人も多く、こ
ういう人たちにはどうしてもサポートが必要となってきます。

【資料2】に示したように、相談者が就業を中断した理由
の多くは「出産・子育て」です。また、相談者は東京を中心
とする大都会の人が圧倒的です。地方の人は、ご自分か

ご主人の実家がそこにあり、ご家族のサポートが得られるこ
とによって短い離職期間での復職が可能だということが分
かりました。一方、夫の留学などによってサポートが得られ
ないケースでは、休職期間が長くなるということも明らかとな
りました。

また、子どもが中学・高校生になるまでは子育てが続きま
すから、家族のサポートがなければ自分で面倒をみなくては
ならず、復職を希望しても難しい面があります。そこで、当
直のない定時勤務で働けるところはないかといったニーズが
生まれてきました。それに対応できるのは、外来中心の比較
的規模の小さな病院ではないかということから、「一般内科
プロジェクト」がスタートしたわけです。

人口が減っても疾病数は増える一方
日本の人口は2008年をピークに減少しつつあります。今は

“徐々に”ですが、今後は“どんどん”減少してくる時代になり
ます。一方、医師の育成は年間8,000人といわれてきました
が、今は9,000人体制と増えています。にもかかわらず、各
地で医師の需給問題が出ています。なぜでしょうか。
日本の医師法と保健師助産師看護師法は1948（昭和

23）年施行、国民皆保険体制は1961（昭和36）年に確立
されました。その頃の人口ピラミッド（1950年）は【資料3】に
示したように、まさにピラミッドの形をしていました。当時はま
だ医療技術が今のように発達していませんでしたので、
老年期になって1人が2～3の病を患うと亡くなるという時代
でした。

ところが、今の人口ピラミッド（2010年）はとてもピラミッドと
はいえないような形となっています。そして、医療の進歩に
よって1人が5～6病を持っていても生き続ける。「俺は5病」
「私は6病」と、病気の数を自慢するほどです。こうした“病
気のてんこ盛り”状態の75歳以上の人口が、これまでの10
年間で急速に増加し、これからも2025年まで同じように増加
傾向が続きます。2027年頃になってようやく横ばいとなります
が、5～6病を持った人口がまだまだ増え続けるわけです。
つまり、医師が対峙する疾病数は60年前に比べるとはるか
に多いということです。

こういう状況下、平成26年度診療報酬改定では、2025
（平成37）年に向けて医療提供体制の再構築と地域包括ケ
アシステムの構築を図るとともに、入院医療、外来医療を含
めた医療機関の機能分化と連携、在宅医療の充実などに

取り組むとしています。入院医療では【資料4】に示したよう
に、左側の現在の一般病棟入院基本料の病床数を、基準
規制から地域数量規制へと移行し、2025年には右側のよう
な姿にしようとしています。

大病院から中小病院・診療所へ流れる患者さん
外来医療については、大学病院や地域の拠点となるよう

な病院は一般外来を縮小してより専門的な診療を行い、そ
の分、中小病院や診療所へ患者さんが流れていきます【資
料5】。大病院には医療資源が豊富にあり、指導医もたくさ
んいますが、一般外来を縮小すると病棟が中心となり、当直
勤務が増えてこざるをえません。

一方、その受け皿となる中小病院や診療所は、教育機
能がウィークポイントといえます。また、医療の進歩は早く、
離職した女性医師がその知識を取得したり、大病院でのイ
ンフォームドコンセントやチーム医療のあり方などをキャッチ
アップしたりするのも大変です。とはいえ、高齢者の患者さ
んが圧倒的に多い大病院の一般外来がこういう施設に移る

わけですから、診療は内科が中心になることはいうまでもあ
りません。そこで、「一般内科プロジェクト」を立ち上げること
になったのです。
【資料6】は多くの病気が治せた頃（1990年）の日本の人

口ピラミッド、【資料7】は2050年の人口ピラミッドです。青年
期から壮年期までは、時代が変わっても「治すこと・救うこと」
に変わりはありません。しかし、2040年以降の人口ピラミッド
では、65歳以上の年齢層のボリュームが大きく膨らみます。
そして、この年齢層には「癒すこと・支えること」、「抱えて生
きること・看取ること」が求められます。

出産・子育てで休職しても短期間で復職される女性医師
は、家族のサポートがあるからこそそれが実現できるのだと
思います。これからは、その親の世代の面倒を見なければ
ならない時代で、出産・子育てと同様に介護で休職を余儀
なくされることになるでしょう。とはいえ、親の介護を経験され
る女性医師は、こうした超高齢化社会における課題解決で
も大きなアドバンテージを有することになると思います。

【資料3】高齢者×一人当たりの疾病数=医療需要の急拡大 【資料5】外来医療の機能分化・連携の推進について

【資料2】女性医師再教育センターへの再教育・復職相談　中断原因等 【資料4】次期診療報酬改定における基本的な考え方 【資料6】多くの病気が治せた頃 【資料7】多くの病気を治せなくなる頃
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外来はオーダ歴、入院はサマリーから情報収集
私は問診票のある初診患者さんが、その後どうなったか

という転帰を把握し、その経過について報告したいと思いま
す。岩崎先生が話されたように、特に重要な症例について
のフィードバックが大切だといえますが、そこへ至るまでの手
がかりとして、記述統計的な把握をしながら追跡調査を行っ
ているところです。

調査方法は当初、千葉県立東金病院において、定量化
され全国的にも標準化されているレセプトからの遡及を試み
ました。しかし、効率の悪さからこれを断念し、オーダ歴から
転帰を把握することにしました。さらに聖隷横浜病院に移っ
てからは、電子サマリーの情報量が多いことから、外来診
療に関してはオーダ歴から、入院患者さんに関してはサマ

リーから情報収集することにしました【資料1】。
【資料2】は、東金病院で模索し、聖隷横浜病院で確立

した追跡調査のフローを表したものです。まず外来初診の
段階ではICPCの分類による問診票があります。そして入院
歴がある患者さんについては、サマリーから病名や転帰を
把握します。診療行為のコーディングもしたいところですが、
これは対象外としました。

一方、入院しなかった患者さんは「再診あり群」と「再診な
し群」に分け、どちらもオーダ歴から病名や診療行為に関す
る情報を収集しています。
【資料3】は、外来受診歴等のコーディング手法を示したも

のですが、一般内科プロジェクトでは愁訴をコード化するこ
とを目的に、ICPCの分類による重要なデータが蓄積されてき
ました。愁訴は一つではありませんから、患者さんの問診票
をもとに医師が適宜、コーディングをしています。また、傷病
名はICD-10分類によって基本的に一つに絞り込み、その定
量化を主な目的として医師の記録をもとに診療情報管理士
がコーディングを行います。診療行為についてはコーディン
グの手法がいくつかあるうえ、作業方法も膨大であるため対
象外としたわけです。

暫定ルールを設けて病名をコーディング
病名をどうやって収集したかということを示したのが【資料

4】です。入院歴がある患者さんの病名は、サマリーがある
ため非常に拾いやすいといえます。とはいえ、入院歴のない

患者さんのほうが多いわけですから、外来オーダ歴の中か
ら受診日に医師が入力した病名や、医事課が代行入力し
た病名を拾い出します。それでも拾えない場合もありますの
で、前のカルテや次のカルテから拾うなどいろいろな方法で
病名情報を収集しています。

入院におけるICD-10コーディングの方法はすでに確立さ
れていますが、これを外来に適用することは情報量の少なさ
などから難しいのが実情です。そこで、初診時に焦点となっ
た傷病名を把握することを主目的に、入院での手法をモディ
ファイした「本共同研究内での暫定ルール」を用いてコーディ
ングすることにしました【資料5】。

具体的には、外来での問診票データにはICPCコードが
あるため、ICD-10のRコード（症状系）は基本的に使わない
こととしました。また、すでに病名が絞り込まれている場合は
原則としてその病名を、複数の病名がある場合は外来診
療の主な目的を類推できる病名をコーディングすることにしま
した。

それでも関連病名が複数ある場合はより詳細な病名、前
後関係が明白な場合は焦点となっている可能性の高い病
名（例えば肺炎と気管支炎が併記されていれば肺炎）、次

回診察がある場合はその際の病名、という優先順位でコー
ディングしています。
【資料6】は、外来ICD-10コーディングのイメージを表した

ものです。病名がいろいろあり、診療行為の情報や再診時
の情報、問診票データもあります。これらの情報を、ICD-10
コーディングルールとICD-10対応標準病名マスターに則って
コーディングし、コードを付ける作業を行っています。

その一例が【資料7】です。病院情報システムに登録され
た情報として、処方された薬、検査、転帰、病名の記載が
あります。診療行為が行われているものに関しては保険適
用の観点から、その根拠となる病名を付与しなければなりま
せんので、病名が多くなってしまいます。しかし、病名を絞り
込まなければなりません。このケースでは、感冒と急性気管
支炎は関連病名ですので、より具体性の高い急性気管支
炎を病名として登録しました。インフルエンザについては「疑
い」であり、診療行為も検査のみで処方がないためコーディ
ングの対象外としています。

一般内科外来における愁訴に関する
多施設共同研究の解析と全体像

東京医療保健大学 医療保健学部 医療情報学科 講師　瀬戸　僚馬

【資料2】追跡フロー 【資料3】外来受診歴等のコーディング手法

【資料1】追跡調査の概要

【資料5】外来ICD-10コーディングの暫定ルール

【資料4】病名収集の優先順位 【資料6】外来ICD-10コーディングのイメージ

【資料7】外来ICD-10コーディングの一例

プレゼンテーション

3ヵ月間の研修を経て現場に復帰
横田　最初に3人のシンポジストからプレゼンテーションをし
ていただき、その後、討論に移りたいと思います。まず、実
際に女性医師再教育センターの復職プロジェクトで研修をさ
れた小出先生からお願いします。
小出　長女を出産後、1年半のブランクを経て女子医大の
女性医師再教育センターに登録申請し、平成26年3月から
3ヵ月間、東京女子医大東医療センターの内科で研修を受
け、そのまま6月から常勤として働いています。研修は外来
の見学から始まり、予診をして上級医と相談しながら診察を
見せていただき、病棟の患者さんの回診にも参加するという
内容でした。6月からは研修で得た知識を踏まえ、実際に入
院患者さんと外来患者さんに対応し、月に2～3回、救急当
番（救急車への対応）も行っています。

勤務するようになって最初に苦労したのは、外来で患者
さんを帰してもいいのか、入院させなければいけないのか、
といった判断と、初期治療をどう行うかということでした。こ
の点に関しては、すぐに相談できる上級医がいますので、相
談しながら対応できるという環境にあります。入院患者さん
に関しては、朝のカンファレンスで個々の入院患者さんの状
況を自分たちが報告し、夕方には患者さんがどうなったかと
いうフィードバックもありますので、しっかりサポートしていただ
いていると感じています。

出産して長いブランクがあっても、医師として働ける環境

が整備され、家族や職場のサポートもあって復帰できている
ことは、私にとって大きな幸せです。とても貴重な経験をさせ
ていただいていると感謝しています。

風邪の症状に紛れ込んでいる重篤な疾患
横田　次に、地域の病院においてどのように一般内科外
来の指導をされているかという点について、岸田先生にお
話しいただきたいと思います。
岸田　私は週に1回、研修医がいる病院の一般内科外来
で指導していますが、一般内科外来はとてもインタレスティ
ングであるということを伝えるとともに、それなりの頻度で重
篤な疾患も見られるため、それをいかに見極め、主訴別に
マネジメントしていくかということに重点を置いています。初
診の患者さんがみえると、まず問診票だけで「何を考える

か」を研修医と10分前後ディスカッションします。そして、研
修医に患者さんを診てもらってからまたディスカッションし、
その結果をもとに私も一緒に患者さんを診るという形で指導
しています。
【資料1】に示したように、一般内科外来は症状の出現か

ら1ヵ月以内の急性の呼吸器症状が多く、その割合が4割
を占めているのが現状です。次いで、発熱・倦怠感など全
身の症状、消化器症状と続きます。重症度はそれほど強く
はありませんが、死亡に至るケースもあります。特に、風邪
の症状や発熱・倦怠感などの主訴に重篤な疾患が紛れ込
んでいる場合がありますから、それを見逃さないことが重要
です。

研修医に「風邪って何だろう？」と聞いても、きちんと答えら
れる人はいません。簡単なようで難しい。それだけにインタレ
スティングなのです。とはいえ、風邪には一応の定義があり
ます【資料2】。「治癒しなくてもいずれ症状が治まる性質のウ
イルス感染症で、多くは上気道感染のこと」とされています。

ただ、「いずれ症状が治まる性質のウイルス感染症」という
と、いろいろなものが含まれてしまうため、この定義は極めて
曖昧だといわざるをえません。そこで、風邪はウイルス性上

気道感染のことだけを指すと、内科外来では教えています。
実際に風邪の患者さんが来られたときは、症状を診たあとに
ホワイトボードを使って説明したりしています。

風邪の診断をめぐる衝撃の会話
【資料3】に示したように、患者さんは熱や倦怠感があると

自分で勝手に「風邪だ」と思い込んでしまいがちです。医師
も、熱しかない、倦怠感しかないといったような場合には、つ
い「風邪」といってしまう傾向があります。

医師の役割は【資料4】のように、風邪を診断するというよ
りも風邪症候群に紛れ込んでいる疾患を鑑別することにあり
ます。また、抗菌薬の適正使用も重要であり、対症療法によ
る症状軽快へのサポートも怠ってはなりません。「風邪と思っ
たら総合感冒薬と抗菌薬を処方すればよい」と発想するよう
な医師にはなるなと研修医に伝えています。
【資料5】は、風邪というだけでこれほどたくさん薬が処方

されるという一例です。これにどれだけ意味があり、効果が
あるのでしょうか。1人で内科外来をやっていると、患者さん
のニーズに合わせてこのようになってしまいます。また、いっ
たんこうした診療を学んでしまうと、薬を削るのはなかなか難

しいでしょうから、医師の気持ちもよく分かりますが、きちんと
した指導体制が必要だと思います。

風邪の診療が適切にできていないケースとして、次のよう
な例があります。先生が患者さんに、「風邪だと思いますが、
抗生物質を飲みたいなら出します。どうしますか？」というと、
患者さんは「先生が必要だというなら出してください」と答え
ました。すると先生は、「うーん、どちらでもいいんです」と。

こうした“衝撃の会話”はたくさんあります。例えば、「風邪
を引くと口の中の菌も増えるので、抗生物質を飲んでおいた
ほうがいいですよ」とか、「風邪に抗生物質は3日で効くので、
3日たってもよくならなかったら受診してください」などというも
のです。いったい何の根拠があってこんなことを吹聴してい
るのでしょうか。やはりしっかりした教育が必要であるのはい
うまでもありません。

風邪だと思ったら3症状をチェックせよ
私は風邪について、【資料6】に示した3症状が“急性に、

同時に、どの程度”存在しているかを確認せよと研修医に
いっています。1つ目はくしゃみ・鼻水・鼻づまりの鼻炎症状、
2つ目は咽頭痛やイガイガ感の咽頭炎症状、3つ目が下気道

症状による咳です。この3症状がウイルス感染の特徴であ
り、風邪だと思ったらまず3症状をチェックしなさいということ
です。
【資料7】のように「熱しかない」というケースもあるかと思い

ますが、外来ではこれが案外やっかいなテーマとなります。
この場合には特に、敗血症を見逃さないよう指導していま
す。そのためのアプローチの方法が【資料8】です。この中に
答えがあるはずなので、敗血症をきたす疾患を探せといって
います。例えば、「脚に異常はありませんか」と患者さんにお
聞きして診ると、案の定、赤い炎症があって蜂窩織炎だった
りします。こういう診療のコツを教えています。

微熱・倦怠感があって急性の場合は、重篤な病気が紛
れ込んでいる場合があります。【資料9】はその好例です。20
代の女性が10日くらい前から倦怠感と発熱があり、近くの医
院で受診し、風邪と診断されました。帰宅後も発熱・倦怠
感が強いため別の病院で受診しましたが、やはり風邪として
帰されました。気道症状はなく、消化器症状は嘔気くらいで
食欲がないとのことでした。これは先の“3症状チェック”の1
つも当てはまりません。ですから、風邪でないのは明らかで、
実際には急性肝炎だったのです。

【資料10】はもう1つの事例です。鼻水と咽頭痛があった
26歳の女性は、それが数日でよくなったものの、その後、発熱・
倦怠感・嘔気に見舞われたため近くの医院で受診し、風邪
と診断されて帰宅しました。しかし、倦怠感と嘔気が持続し
て食事も摂れないため医院で点滴を受け、さらに病院で救
急受診した結果、急性心筋炎であることが判明しました。

この2つの事例からも明らかなように、微熱・倦怠感型の
症状には急性肝炎と急性心筋炎が紛れ込んでいる可能性
があります。それを見抜くコツを【資料11】に示しました。38℃
近い発熱で、局所症状はなく下痢もないのに嘔気が続くケー
スでは急性肝炎、風邪にしてはだるすぎるといったような場
合は、完全房室ブロックや心タンポナーデ（心外膜心筋炎）
が疑われるということです。

一般内科外来はこのように、風邪の診療ひとつをとっても
ものすごく奥が深く、医師としてやりがいのある分野だといえ
ます。女性医師を対象としたこのような教育の場があればよ
いのではないかと思います。

初期研修医の外来研修プログラム
横田　ありがとうございました。次は、診療所ではどのよう

に教育されているかという点について、あさお診療所の西村
先生にお話しいただきたいと思います。
西村　あさお診療所は医師4人、看護師4人、事務員4人
の小さな診療所で、医師のうち1人が後期研修医、もう1人
が復職女性パート医で週3回外来を担当しています。家庭
医療研修施設として、乳児から高齢者まで幅広く対応して
います。
【資料12】は家庭医療外来初診の特徴を示したものです。

初診者は大きく3つに分けられます。まず症状（主訴）がある
人で、そのトップは咳、2位が発熱、3位が咽頭痛となってい
ます。次に健診・予防接種に来られる人たちがいて、健診
で病気を見つけ、慢性疾患の外来通院になる人もいます。
3つ目が不定愁訴の人たちで、初診外来の中では診療に時
間がかかる患者さんといえます。これらの中には、いわゆるド
クターショッピングの果てに診断のついていない人もいます
が、実は復職女性パートの先生がこうした人の対応を得意
としています。そのほか、女性医師を希望される人や高齢
者が多いのも特徴の一つです。高齢者は多臓器にわたる
疾患を抱えているケースが多く、臓器別の主治医がいたりも
しますが、そういう人たちの“かかりつけ医”としての役割も

果たしています。
私は【資料13】のように、病院で初期研修医の外来指導

をしています。一般内科外来で週1回（半日）、3ヵ月間にわ
たって研修を行うもので、最初の1ヵ月目は研修医が指導医
である私の診療を見ながら、どこにポイントを置いて診ている
か、患者さんに何を聞いているかなどを学んでもらいます。
2ヵ月目には研修医と私の2人で患者さんを診ます。主に研
修医が診療を行い、私は足りない部分の問診をしたり、身
体所見を手伝ったりします。3ヵ月目になると研修医が1人で
診療し、私はカーテンの外でその様子に耳を傾けるという形
で指導しています。そして、1例ごとにディスカッションを行っ
ています。

「患者中心の医療の方法」とは
【資料14】は、研修で重視していることを記したものです。

「A or not A」とは、鑑別診断にはA、B、C、D、Eといろい
ろあると思いますが、「A」なのか「Aではない」のかしっかり見
極めなければならないということです。このまま患者さんを帰
していいのか、重篤な疾患を見逃してはいないか、その判
断が問われるわけです。また、「患者中心の医療の方法」
で、患者さんが来られた理由に応えられたか、また納得して
いただけたか、という見極めも重要です。さらに、今後起こ
りうることや、次回の約束などについても理解していただく、
つまりセーフティネットを提供することも大切です。

では、「患者中心の医療の方法」とはどのようなものなので
しょうか。それを示したのが【資料15】です。まず患者さんの
Disease（疾患）を見極め、どのようなIllness（病）で受診に
来られたのか、疾患と病の両方を探ります。それから、
Health（健康観）を探ることも大事で、予防医療などにも関
わっていかなければなりません。診療所レベルでは、「風邪で
すよ、さようなら」というわけにはいきません。その患者さんは、
実は健診で高血圧と診断された人だったりして、再来を促

す必要があります。そういう人がたくさんいるわけです。
また、患者さんから「おじいちゃんの介護をしていて……」

といった話が出たりすると、患者さんの周りの人も含めて患
者背景を理解していかなければなりません。ですから、来ら
れた患者さんだけを診るのではないということです。患者さ
んは咳や頭痛といった主訴を持って来られますが、その主
訴には必ず物語があり、受診に来られた理由があるわけで
す。

どうしたら患者さんに納得してもらえるか
【資料16】は、Illness（病）について記したもので、Feeling

（感情）、Ideas（解釈）、Function（影響）、Expectations（期
待）の頭文字をとって「FIFE」と呼んでいるものです。ある患
者さんが「つらい、不安である」と受診に来られました。「頭が
痛くて脳腫瘍ではないか」と思ったからです。しかも、わざわ
ざ仕事を休んで来ています。そして、心配なので「MRI検査
をしてほしい」と。医師は、脳腫瘍ではないと診断してもそこ
に寄り添っていかないと、結局この患者さんは納得されない
でしょう。

納得というのは、【資料15】の「共通の理解基盤を見出す」

という部分です。当該事例では、頭痛の原因が脳腫瘍では
なく、神経の調節不良によるものでした。患者さんは脳腫瘍
が心配で来ているわけですから、そうではないということを
しっかり説明し、できればMRIを撮らずに帰っていただくよう
にします。つまり、共通の理解によってゴールを見つめること
が重要だということです。

これらをもとに作成したのが、【資料17】の外来研修チェッ
クシートです。まず「主訴／受診の理由」では、何で受診に
来たのかを書いてもらいます。前述の事例では、「頭痛」では
なく「脳腫瘍が心配だから」と書いてもらう必要があるという
ことです。それから、「FIFE」を必ず聞くこと。「問題点」は、
病名であったり健診で引っかかったりした部分を書いてもら
います。それから「safety net」をチェックし、「できたこと」を
書いてもらうわけですが、これを見ると少しずつレベルアップ
していくことが分かりますから、私はここを一番のカギとして
います。
もう一つ大事にしているのが、研修医の「感情」です。「こ

の患者さんは苦手だ」、「診断がうまくできなくて慌てた」、
「FIFEを聞くのを忘れた」など何でもかまいません。感情が
揺れ動いた経験は“学び”になるといわれていますので、
この「感情」にも大きなポイントを置いています。

ディスカッション
　　
まずは臨床現場で医者としての勘を取り戻す
平井　それではディスカッションに移ります。復職を目指して
いる女性医師のみなさんに、どのような研修の場をつくって
いったらよいのか、現状の課題と今後の方向性が少しでも
見えてくればと考えています。そこでまず小出先生に、休職
後、外来に出て患者さんと接したとき、どのような不安があっ
たかお聞かせ願います。
小出　自分で診断したことを、自信を持って患者さんに説

明できるかどうかが、一番不安に感じたところです。診断能
力と自信がないと、それがなんとなく患者さんに伝わってしま
うものですから……。
平井　休職期間中は診療の現場にいなかったわけですか
ら、復帰して患者さんと1対1で話をすることに恐怖心みたい
なものはありませんでしたか。
小出　子育て中は24時間、子どもと1対1だったわけです。
それが患者さんと1対1で接することになるわけですから、
やはり不安を感じました。そこで、まずは医者としての勘を取
り戻そうとしました。
平井　臨床の勘を取り戻すには、どのくらいの頻度で患者
さんに接すればよいとお考えですか。
小出　少なくとも週1回は患者さんとふれあう機会があるの
が望ましいと思います。ですから、週1回勤務から始めて
徐々に勘を取り戻し、家庭や職場のサポートを得て週2回、
週3回と増やしていけばよいでしょう。まずは、週1回の第一
歩を踏み出すことです。
平井　西村先生は週に1回半日、初期研修医を対象に1ヵ
月目、2ヵ月目、3ヵ月目とレベルを上げながら外来指導をされ
ているわけですが、例えば2年間の休職期間がある人の場
合、どの段階から研修を行うのが現実的でしょうか。
西村　1ヵ月目の「指導医（私）の診療をみる」ところは1～2
回の研修で十分であり、実質的には2ヵ月目の「研修医と
指導医でみる」というレベルから入っていけばよいと思って
います。そこで、「この人は大丈夫」あるいは「もう少し一緒
にみてあげたほうがよい」といった見極めをします。ほとんど
の人が、現場は久しぶりであってもよく勉強されていますか
ら、疾患を探る部分はほとんど問題ありません。それをどう
患者さんに伝えるか、患者さんとどうやってコミュニケーショ
ンを取るかということですが、これも自信を持っていただい
て大丈夫。ですから、2段階目の研修も多くの人が1ヵ月も
かからず、あっという間に3ヵ月目のレベルの研修に入って
いきます。

ティーチングの場は午後外来に設ける
平井　岸田先生は初期研修医を対象に一般内科外来を
指導されているわけですが、彼らとどのような距離を取って
いますか。
岸田　私は研修医に頑張ってもらいたいため、事前に受診
者についてのディスカッションを行い、何かあったら呼びなさ
いと伝えて「とにかく診てこい」と突き放します。そういう形で
結構こなしてもらっています。
平井　小出先生は、突き放されても大丈夫というようになる
まで、ある程度時間がかかりましたか。

小出　私は週3回の研修を受けたあと常勤となり、1年経っ
て外来診察も1人でやり、救急当番もこなしています。人に
よっては3ヵ月あるいは5ヵ月で対応できる人もいるでしょうが、
やはり1人でも大丈夫といえるようになるまでは数ヵ月ぐらい必
要ではないかと思います。
平井　復職支援に関しては国からの経済的なサポートがあ
りません。その中で外来にティーチングの場を設けようとする
と、スペース的にもマンパワー的にもコスト負担がかかってく
るのではないでしょうか。この点について岩崎先生はどのよ
うにとらえていますか。
岩崎　当院では午前中だけでなく午後も外来をやっており、
午前担当の先生方に午後の初診外来をお願いするという
形でティーチングの場を確保しています。ですから、コストは
かかっていません。
平井　比較的、医師の手が空く午後外来であれば、そう
いった場の提供も可能ですね。
西村　初期研修医の一般内科外来研修も、午前中はバタ
バタしていますから実は午後外来で行っています。ただ、午
後外来の場合、入院の適応があったり重篤な疾患が見つ
かったりしたときなどは大変です。とはいえ、ティーチングは
やはり午後外来のほうがいいと思います。

医師の感情をチェックすることの意義
平井　施設ごとにマンパワーや外来の運用状況に合わせ
てティーチングの場をつくっていくということになろうかと思い
ます。では、コミュニケーションスキルという観点から、上級
医や指導医だけでなく、看護師をはじめとするコメディカル
からのフィードバックというのは、女性医師の復職支援にお
いてどのような位置づけになるのでしょうか。
西村　あさお診療所では、毎日昼に15分間、その日に出勤
した職員全員でカンファレンスを行っています。といっても大
げさなものではなく、初診の患者さんや気になる患者さんに
ついて意見交換するという場です。例えば、「あの患者さん
は診察室に入っていったときと出てきたときの顔つきがすごく
違っていた」といったようなフィードバックがあると、対応した
研修医はすごく嬉しい気持ちになります。たった15分です
が、中身の濃い時間だといえます。それから、復職女性パー
ト医が加わってから月に1回、1ヵ月を振り返る形でのカンファ
レンスも行っています。
平井　西村先生のチェックシートの「感情」というのは、非常
に重要な評価項目だと思います。これまで役に立ったこととし
て、どんな例がありますか。
西村　「患者さんに対してキレそうになった」と書かれた例
があります。そのときの感情を詳しく聞きましたが、実際にキ

レたこともあり、コメディカルの中でもそういうことが問題になっ
ていたということです。本人が周りからどのように見られてい
るか気づいていないこともありますから、そのように書いても
らうと大いに役立ちますね。また、ネガティブなフィードバック
ばかりではなく、そうしたことを踏まえてどう成長していくかと
いうことを、ネクストステップという形で1ヵ月を振り返る場面で
書いてもらっています。

コメディカルとのコミュニケーションが重要
平井　コメディカルからのフィードバックは、医学的な知識だ
けでなくチーム医療としてどうステップアップしていくかという
意味からも、一般内科の復職プログラムで重要な要素だと
いう印象がありますね。
岸田　私が初めて行く病院の一般内科外来でまずやること
は、医師以外のメディカルスタッフ、特に看護師さんを味方
につけることです。医師は忙しいので、いきなり相談したりす
るとコミュニケーション上、トラブルを引き起こしかねません。
その点、看護師さんは医師や病院内のことに詳しく、困った
ときにどの先生に相談したらよいかなど、適切なアドバイスを
してくれます。ですから、一般内科外来ではメディカルスタッ
フと親しくなることが重要であり、彼らに合わせて自分が変化
していくとうまくいくのではないでしょうか。
平井　そのようなアドバイスやこれまでの議論で出てきたシ
ステムなどを整備していけば、女性医師の復職支援も一歩
進んでいくようですね。
小出　コメディカルの看護師さんは患者さんのことをよくご
存知ですし、医師の先生方についても精通されていますか
ら、とても心強いです。女性医師の復職に向けてコメディカ
ルの人たちとコミュニケーションを取ることは、チーム医療のう
えからも大事なことではないかと思います。
平井　たいへん中身の濃いディスカッションができたのでは
ないかと思います。女性医師の復職を実現するには、どの
ようなシステムを構築し、どのくらいの頻度で研修を行えばよ
いか、だいぶ見えてきたのではないでしょうか。
横田　ありがとうございました。最後に、女性医師再教育
センター副センター長を務めている東医療センター内科准教
授の小川哲也先生に閉会を兼ねて挨拶をお願いします。
小川　女性医師が復職するにあたり、どこが問題で、どう
いった形で研修をするか、かなり明確になってきたのではな
いかと思います。私も一般内科外来に携わっていて、女性
医師のみなさんに復職していただくことは、高齢化社会を支
えていくうえからも非常に重要なことだと考えています。本日
は長時間、ありがとうございました。
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急性疾患の鑑別と合併症への注意が必要
「一般内科プロジェクト」の実態調査の結果を見ながら、

初診の患者層と愁訴、必要な知識と技能についてお話しし
たいと思います。

私は、横浜にある約200床規模の病院で一般内科医とし
て約6年間働いた経歴があります。その病院は外科が中心
でしたので、脳卒中や交通事故による外傷など他科の疾患
を知ることができ、珍しい内科疾患を診ることもありました。
総合内科専門医は、あらゆる内科疾患を診なければなりま
せん。私は循環器専門の内科医ですが、そこで消化器系
や呼吸器系の診療、高齢者の看取りまで行っていて、正直
なところ葛藤がありました。実際、外来患者さんの3割は風
邪、入院患者さんの2割は看取りでした。一般内科プロジェ
クトで明らかとなったようなデータがまだない時代でしたから、
試行錯誤を繰り返していました。
さて、実態調査の結果についてですが、【資料1】で明ら

かなように、回答者の年齢層が30代と60代に二峰性のピー
クがありました。普通に考えれば高齢者のほうが多いはずで
すが、そういう人たちは“かかりつけ医”に向かうと考えられ
ます。また、30代は人口が多い世代であることから、一般内
科外来受診の層になっているようです。

回答者の55％の人たちに持病がある点も注目されます。
高血圧、アレルギーが非常に多く、糖尿病、整形外科の病
気、喘息、胃腸病、心臓病、精神科の病気がありました。ま
た、47％の人が“かかりつけ医”があると回答していますが、

その内容はまだ分かっていません。
【資料2】は、調査結果に対してどのようなことが予測され

るかを表したものです。まず、受診者は全年齢層におよんで
おり、若年層は比較的機能性疾患が多く、高齢者層は器
質性疾患が多いのではないかと考えられます。次に、症状
の発現時期は約8割が急性期（1週間以内）、9割が1ヵ月
以内でした。このことから、感染症や血栓凝固系、急性心
筋梗塞、脳梗塞、出血など急性疾患の鑑別が必要となりま
す。

受診時症状があり、我慢できないとか起きていられないと
いう人もいました。このような患者さんには、適切な初期治
療や入院適応を考えなければなりません。また、愁訴で多
いのは呼吸器、消化器、全身症状でしたが、病名としては
急性上気道炎、急性気管支炎、急性胃腸炎、急性全身性
疾患が考えられます。さらに、半数に持病があったということ
は、慢性疾患の急性増悪や合併症、薬の相互作用を考え
なければなりません。こういったことが、一般内科で必要な
知識として導き出されたと思います。

一般内科医は海外の家庭医に相当する
【資料3】は、一般内科初診医のイメージを表したもので

す。最初は家庭医（かかりつけ医）でいいのかなと思ってい
ましたが、学校医や産業医、地域活動はどうしたらいいの
か、中小規模の病院では心電図や超音波、レントゲンなど
の検査はできますが、CTやMRIの画像診断は誰がやるの

か、といったことを考えるようになりました。また、鑑別診断能
力とは【資料3】に示したようなことだと思いますが、これをど
うやって学んでいくかということが今後の課題となります。
【資料4】は海外のデータですが、1年間に1,000人当た

り何人が受診するかを示したものです。家庭医を受診する
のは4人に1人の割合で、大学病院に入院するのはたった
1人くらいです。この家庭医の役割を果たすのが診療所あ
るいは中小規模の病院で、これが一般内科医に相当する

という感じです。
家庭医ではBio、Psycho、Socialの各フェーズからのアプ

ローチが考えられていますが、女性医療でも同じことがいえ
ます【資料5】。そして、初診から診断までを第1段階、治療
と介入期を第2段階、ライフステージや環境の変化に対応し
ながら支援していく継続期を第3段階と位置づけています。

女性外来は不定愁訴が多いのが特徴で、内科医として
は鑑別診断のしがいがあります。診断がつかない場合は、
心の状態や成長歴などを聞いたり、家族関係や職場環境、
経済状態などの社会的な問題まで聞いたりしながら診断を
します。ですから、一般内科の初診外来では、第1段階の
模索期での把握が重要なポイントだと思っています。

入院適応指標があれば診断に役立つ
【資料6】と【資料7】は、それぞれ「あったらいいなと思う

指標」、「あったらいいなと思うシステム」について触れたもの
です。「あったらいいなと思う指標」は、入院適応指標です。
診断名（主病名）が確定していて合併症があれば、その合
併症を数値で表します。例えば、糖尿病や悪性疾患なら

「2」、慢性閉塞性肺疾患（COPD）や慢性心不全なら「3」、

高血圧や心気症、うつ病は「1.5」というように数値を設定し、
年齢にその数値を掛けます。さらに、バイタルサインや生き
のよさ、支援の有無、本人の希望など、いろいろな要素を
加味します。そのような入院適応指標をつくれないものかと
思っています。
「あったらいいなと思うシステム」は、フィードバックできるシ

ステムです。e-ラーニングやSNS、SkypeなどのITを活用し
て討議したことや成果をフィードバックできるシステムを構築
できるのではないかと考えています。
【資料8】は、外来で対応できる慢性疾患を示したもので

す。これらの中で多いのが糖尿病、高血圧、気管支喘息で、

最近はアレルギー性疾患が増えてきています。
最後に、キーワードとしてまとめたのが【資料9】です。

まず、急性疾患と感染症の把握はとても重要であるというこ
と。そして、一般内科初診と家庭医の違いについては解答
が出たように感じています。それから、入院適応や初期治
療をどう判断するかも重要です。慢性疾患をどうやって診る
か、鑑別診断能力をどのように養うか、さらに患者さんが何
を求めているかという病院受診傾向を知ることも大切でしょ
う。こうしたことを踏まえ、一般内科医の復職支援システムを
どのように構築していったらよいか、議論を進めていきたいと
思っています。

「一般内科プロジェクト」の結果から
見えてきたもの

【資料1】結果（その1） 【資料2】結果（その2）

【資料4】日本人の病院好き？

【資料3】一般内科初診医とは 【資料6】あったらいいなと思う指標

【資料7】あったらいいなと思うシステム

【資料5】女性医療の包括的アプローチ

女性医師再教育センター 一般内科プロジェクトチーフ　 東京女子医科大学 学生健康管理センター 講師　横田　仁子

プレゼンテーション

3ヵ月間の研修を経て現場に復帰
横田　最初に3人のシンポジストからプレゼンテーションをし
ていただき、その後、討論に移りたいと思います。まず、実
際に女性医師再教育センターの復職プロジェクトで研修をさ
れた小出先生からお願いします。
小出　長女を出産後、1年半のブランクを経て女子医大の
女性医師再教育センターに登録申請し、平成26年3月から
3ヵ月間、東京女子医大東医療センターの内科で研修を受
け、そのまま6月から常勤として働いています。研修は外来
の見学から始まり、予診をして上級医と相談しながら診察を
見せていただき、病棟の患者さんの回診にも参加するという
内容でした。6月からは研修で得た知識を踏まえ、実際に入
院患者さんと外来患者さんに対応し、月に2～3回、救急当
番（救急車への対応）も行っています。

勤務するようになって最初に苦労したのは、外来で患者
さんを帰してもいいのか、入院させなければいけないのか、
といった判断と、初期治療をどう行うかということでした。こ
の点に関しては、すぐに相談できる上級医がいますので、相
談しながら対応できるという環境にあります。入院患者さん
に関しては、朝のカンファレンスで個々の入院患者さんの状
況を自分たちが報告し、夕方には患者さんがどうなったかと
いうフィードバックもありますので、しっかりサポートしていただ
いていると感じています。

出産して長いブランクがあっても、医師として働ける環境

が整備され、家族や職場のサポートもあって復帰できている
ことは、私にとって大きな幸せです。とても貴重な経験をさせ
ていただいていると感謝しています。

風邪の症状に紛れ込んでいる重篤な疾患
横田　次に、地域の病院においてどのように一般内科外
来の指導をされているかという点について、岸田先生にお
話しいただきたいと思います。
岸田　私は週に1回、研修医がいる病院の一般内科外来
で指導していますが、一般内科外来はとてもインタレスティ
ングであるということを伝えるとともに、それなりの頻度で重
篤な疾患も見られるため、それをいかに見極め、主訴別に
マネジメントしていくかということに重点を置いています。初
診の患者さんがみえると、まず問診票だけで「何を考える

か」を研修医と10分前後ディスカッションします。そして、研
修医に患者さんを診てもらってからまたディスカッションし、
その結果をもとに私も一緒に患者さんを診るという形で指導
しています。
【資料1】に示したように、一般内科外来は症状の出現か

ら1ヵ月以内の急性の呼吸器症状が多く、その割合が4割
を占めているのが現状です。次いで、発熱・倦怠感など全
身の症状、消化器症状と続きます。重症度はそれほど強く
はありませんが、死亡に至るケースもあります。特に、風邪
の症状や発熱・倦怠感などの主訴に重篤な疾患が紛れ込
んでいる場合がありますから、それを見逃さないことが重要
です。

研修医に「風邪って何だろう？」と聞いても、きちんと答えら
れる人はいません。簡単なようで難しい。それだけにインタレ
スティングなのです。とはいえ、風邪には一応の定義があり
ます【資料2】。「治癒しなくてもいずれ症状が治まる性質のウ
イルス感染症で、多くは上気道感染のこと」とされています。

ただ、「いずれ症状が治まる性質のウイルス感染症」という
と、いろいろなものが含まれてしまうため、この定義は極めて
曖昧だといわざるをえません。そこで、風邪はウイルス性上

気道感染のことだけを指すと、内科外来では教えています。
実際に風邪の患者さんが来られたときは、症状を診たあとに
ホワイトボードを使って説明したりしています。

風邪の診断をめぐる衝撃の会話
【資料3】に示したように、患者さんは熱や倦怠感があると

自分で勝手に「風邪だ」と思い込んでしまいがちです。医師
も、熱しかない、倦怠感しかないといったような場合には、つ
い「風邪」といってしまう傾向があります。

医師の役割は【資料4】のように、風邪を診断するというよ
りも風邪症候群に紛れ込んでいる疾患を鑑別することにあり
ます。また、抗菌薬の適正使用も重要であり、対症療法によ
る症状軽快へのサポートも怠ってはなりません。「風邪と思っ
たら総合感冒薬と抗菌薬を処方すればよい」と発想するよう
な医師にはなるなと研修医に伝えています。
【資料5】は、風邪というだけでこれほどたくさん薬が処方

されるという一例です。これにどれだけ意味があり、効果が
あるのでしょうか。1人で内科外来をやっていると、患者さん
のニーズに合わせてこのようになってしまいます。また、いっ
たんこうした診療を学んでしまうと、薬を削るのはなかなか難

しいでしょうから、医師の気持ちもよく分かりますが、きちんと
した指導体制が必要だと思います。

風邪の診療が適切にできていないケースとして、次のよう
な例があります。先生が患者さんに、「風邪だと思いますが、
抗生物質を飲みたいなら出します。どうしますか？」というと、
患者さんは「先生が必要だというなら出してください」と答え
ました。すると先生は、「うーん、どちらでもいいんです」と。

こうした“衝撃の会話”はたくさんあります。例えば、「風邪
を引くと口の中の菌も増えるので、抗生物質を飲んでおいた
ほうがいいですよ」とか、「風邪に抗生物質は3日で効くので、
3日たってもよくならなかったら受診してください」などというも
のです。いったい何の根拠があってこんなことを吹聴してい
るのでしょうか。やはりしっかりした教育が必要であるのはい
うまでもありません。

風邪だと思ったら3症状をチェックせよ
私は風邪について、【資料6】に示した3症状が“急性に、

同時に、どの程度”存在しているかを確認せよと研修医に
いっています。1つ目はくしゃみ・鼻水・鼻づまりの鼻炎症状、
2つ目は咽頭痛やイガイガ感の咽頭炎症状、3つ目が下気道

症状による咳です。この3症状がウイルス感染の特徴であ
り、風邪だと思ったらまず3症状をチェックしなさいということ
です。
【資料7】のように「熱しかない」というケースもあるかと思い

ますが、外来ではこれが案外やっかいなテーマとなります。
この場合には特に、敗血症を見逃さないよう指導していま
す。そのためのアプローチの方法が【資料8】です。この中に
答えがあるはずなので、敗血症をきたす疾患を探せといって
います。例えば、「脚に異常はありませんか」と患者さんにお
聞きして診ると、案の定、赤い炎症があって蜂窩織炎だった
りします。こういう診療のコツを教えています。

微熱・倦怠感があって急性の場合は、重篤な病気が紛
れ込んでいる場合があります。【資料9】はその好例です。20
代の女性が10日くらい前から倦怠感と発熱があり、近くの医
院で受診し、風邪と診断されました。帰宅後も発熱・倦怠
感が強いため別の病院で受診しましたが、やはり風邪として
帰されました。気道症状はなく、消化器症状は嘔気くらいで
食欲がないとのことでした。これは先の“3症状チェック”の1
つも当てはまりません。ですから、風邪でないのは明らかで、
実際には急性肝炎だったのです。

【資料10】はもう1つの事例です。鼻水と咽頭痛があった
26歳の女性は、それが数日でよくなったものの、その後、発熱・
倦怠感・嘔気に見舞われたため近くの医院で受診し、風邪
と診断されて帰宅しました。しかし、倦怠感と嘔気が持続し
て食事も摂れないため医院で点滴を受け、さらに病院で救
急受診した結果、急性心筋炎であることが判明しました。

この2つの事例からも明らかなように、微熱・倦怠感型の
症状には急性肝炎と急性心筋炎が紛れ込んでいる可能性
があります。それを見抜くコツを【資料11】に示しました。38℃
近い発熱で、局所症状はなく下痢もないのに嘔気が続くケー
スでは急性肝炎、風邪にしてはだるすぎるといったような場
合は、完全房室ブロックや心タンポナーデ（心外膜心筋炎）
が疑われるということです。

一般内科外来はこのように、風邪の診療ひとつをとっても
ものすごく奥が深く、医師としてやりがいのある分野だといえ
ます。女性医師を対象としたこのような教育の場があればよ
いのではないかと思います。

初期研修医の外来研修プログラム
横田　ありがとうございました。次は、診療所ではどのよう

に教育されているかという点について、あさお診療所の西村
先生にお話しいただきたいと思います。
西村　あさお診療所は医師4人、看護師4人、事務員4人
の小さな診療所で、医師のうち1人が後期研修医、もう1人
が復職女性パート医で週3回外来を担当しています。家庭
医療研修施設として、乳児から高齢者まで幅広く対応して
います。
【資料12】は家庭医療外来初診の特徴を示したものです。

初診者は大きく3つに分けられます。まず症状（主訴）がある
人で、そのトップは咳、2位が発熱、3位が咽頭痛となってい
ます。次に健診・予防接種に来られる人たちがいて、健診
で病気を見つけ、慢性疾患の外来通院になる人もいます。
3つ目が不定愁訴の人たちで、初診外来の中では診療に時
間がかかる患者さんといえます。これらの中には、いわゆるド
クターショッピングの果てに診断のついていない人もいます
が、実は復職女性パートの先生がこうした人の対応を得意
としています。そのほか、女性医師を希望される人や高齢
者が多いのも特徴の一つです。高齢者は多臓器にわたる
疾患を抱えているケースが多く、臓器別の主治医がいたりも
しますが、そういう人たちの“かかりつけ医”としての役割も

果たしています。
私は【資料13】のように、病院で初期研修医の外来指導

をしています。一般内科外来で週1回（半日）、3ヵ月間にわ
たって研修を行うもので、最初の1ヵ月目は研修医が指導医
である私の診療を見ながら、どこにポイントを置いて診ている
か、患者さんに何を聞いているかなどを学んでもらいます。
2ヵ月目には研修医と私の2人で患者さんを診ます。主に研
修医が診療を行い、私は足りない部分の問診をしたり、身
体所見を手伝ったりします。3ヵ月目になると研修医が1人で
診療し、私はカーテンの外でその様子に耳を傾けるという形
で指導しています。そして、1例ごとにディスカッションを行っ
ています。

「患者中心の医療の方法」とは
【資料14】は、研修で重視していることを記したものです。

「A or not A」とは、鑑別診断にはA、B、C、D、Eといろい
ろあると思いますが、「A」なのか「Aではない」のかしっかり見
極めなければならないということです。このまま患者さんを帰
していいのか、重篤な疾患を見逃してはいないか、その判
断が問われるわけです。また、「患者中心の医療の方法」
で、患者さんが来られた理由に応えられたか、また納得して
いただけたか、という見極めも重要です。さらに、今後起こ
りうることや、次回の約束などについても理解していただく、
つまりセーフティネットを提供することも大切です。

では、「患者中心の医療の方法」とはどのようなものなので
しょうか。それを示したのが【資料15】です。まず患者さんの
Disease（疾患）を見極め、どのようなIllness（病）で受診に
来られたのか、疾患と病の両方を探ります。それから、
Health（健康観）を探ることも大事で、予防医療などにも関
わっていかなければなりません。診療所レベルでは、「風邪で
すよ、さようなら」というわけにはいきません。その患者さんは、
実は健診で高血圧と診断された人だったりして、再来を促

す必要があります。そういう人がたくさんいるわけです。
また、患者さんから「おじいちゃんの介護をしていて……」

といった話が出たりすると、患者さんの周りの人も含めて患
者背景を理解していかなければなりません。ですから、来ら
れた患者さんだけを診るのではないということです。患者さ
んは咳や頭痛といった主訴を持って来られますが、その主
訴には必ず物語があり、受診に来られた理由があるわけで
す。

どうしたら患者さんに納得してもらえるか
【資料16】は、Illness（病）について記したもので、Feeling

（感情）、Ideas（解釈）、Function（影響）、Expectations（期
待）の頭文字をとって「FIFE」と呼んでいるものです。ある患
者さんが「つらい、不安である」と受診に来られました。「頭が
痛くて脳腫瘍ではないか」と思ったからです。しかも、わざわ
ざ仕事を休んで来ています。そして、心配なので「MRI検査
をしてほしい」と。医師は、脳腫瘍ではないと診断してもそこ
に寄り添っていかないと、結局この患者さんは納得されない
でしょう。

納得というのは、【資料15】の「共通の理解基盤を見出す」

という部分です。当該事例では、頭痛の原因が脳腫瘍では
なく、神経の調節不良によるものでした。患者さんは脳腫瘍
が心配で来ているわけですから、そうではないということを
しっかり説明し、できればMRIを撮らずに帰っていただくよう
にします。つまり、共通の理解によってゴールを見つめること
が重要だということです。

これらをもとに作成したのが、【資料17】の外来研修チェッ
クシートです。まず「主訴／受診の理由」では、何で受診に
来たのかを書いてもらいます。前述の事例では、「頭痛」では
なく「脳腫瘍が心配だから」と書いてもらう必要があるという
ことです。それから、「FIFE」を必ず聞くこと。「問題点」は、
病名であったり健診で引っかかったりした部分を書いてもら
います。それから「safety net」をチェックし、「できたこと」を
書いてもらうわけですが、これを見ると少しずつレベルアップ
していくことが分かりますから、私はここを一番のカギとして
います。
もう一つ大事にしているのが、研修医の「感情」です。「こ

の患者さんは苦手だ」、「診断がうまくできなくて慌てた」、
「FIFEを聞くのを忘れた」など何でもかまいません。感情が
揺れ動いた経験は“学び”になるといわれていますので、
この「感情」にも大きなポイントを置いています。

ディスカッション
　　
まずは臨床現場で医者としての勘を取り戻す
平井　それではディスカッションに移ります。復職を目指して
いる女性医師のみなさんに、どのような研修の場をつくって
いったらよいのか、現状の課題と今後の方向性が少しでも
見えてくればと考えています。そこでまず小出先生に、休職
後、外来に出て患者さんと接したとき、どのような不安があっ
たかお聞かせ願います。
小出　自分で診断したことを、自信を持って患者さんに説

明できるかどうかが、一番不安に感じたところです。診断能
力と自信がないと、それがなんとなく患者さんに伝わってしま
うものですから……。
平井　休職期間中は診療の現場にいなかったわけですか
ら、復帰して患者さんと1対1で話をすることに恐怖心みたい
なものはありませんでしたか。
小出　子育て中は24時間、子どもと1対1だったわけです。
それが患者さんと1対1で接することになるわけですから、
やはり不安を感じました。そこで、まずは医者としての勘を取
り戻そうとしました。
平井　臨床の勘を取り戻すには、どのくらいの頻度で患者
さんに接すればよいとお考えですか。
小出　少なくとも週1回は患者さんとふれあう機会があるの
が望ましいと思います。ですから、週1回勤務から始めて
徐々に勘を取り戻し、家庭や職場のサポートを得て週2回、
週3回と増やしていけばよいでしょう。まずは、週1回の第一
歩を踏み出すことです。
平井　西村先生は週に1回半日、初期研修医を対象に1ヵ
月目、2ヵ月目、3ヵ月目とレベルを上げながら外来指導をされ
ているわけですが、例えば2年間の休職期間がある人の場
合、どの段階から研修を行うのが現実的でしょうか。
西村　1ヵ月目の「指導医（私）の診療をみる」ところは1～2
回の研修で十分であり、実質的には2ヵ月目の「研修医と
指導医でみる」というレベルから入っていけばよいと思って
います。そこで、「この人は大丈夫」あるいは「もう少し一緒
にみてあげたほうがよい」といった見極めをします。ほとんど
の人が、現場は久しぶりであってもよく勉強されていますか
ら、疾患を探る部分はほとんど問題ありません。それをどう
患者さんに伝えるか、患者さんとどうやってコミュニケーショ
ンを取るかということですが、これも自信を持っていただい
て大丈夫。ですから、2段階目の研修も多くの人が1ヵ月も
かからず、あっという間に3ヵ月目のレベルの研修に入って
いきます。

ティーチングの場は午後外来に設ける
平井　岸田先生は初期研修医を対象に一般内科外来を
指導されているわけですが、彼らとどのような距離を取って
いますか。
岸田　私は研修医に頑張ってもらいたいため、事前に受診
者についてのディスカッションを行い、何かあったら呼びなさ
いと伝えて「とにかく診てこい」と突き放します。そういう形で
結構こなしてもらっています。
平井　小出先生は、突き放されても大丈夫というようになる
まで、ある程度時間がかかりましたか。

小出　私は週3回の研修を受けたあと常勤となり、1年経っ
て外来診察も1人でやり、救急当番もこなしています。人に
よっては3ヵ月あるいは5ヵ月で対応できる人もいるでしょうが、
やはり1人でも大丈夫といえるようになるまでは数ヵ月ぐらい必
要ではないかと思います。
平井　復職支援に関しては国からの経済的なサポートがあ
りません。その中で外来にティーチングの場を設けようとする
と、スペース的にもマンパワー的にもコスト負担がかかってく
るのではないでしょうか。この点について岩崎先生はどのよ
うにとらえていますか。
岩崎　当院では午前中だけでなく午後も外来をやっており、
午前担当の先生方に午後の初診外来をお願いするという
形でティーチングの場を確保しています。ですから、コストは
かかっていません。
平井　比較的、医師の手が空く午後外来であれば、そう
いった場の提供も可能ですね。
西村　初期研修医の一般内科外来研修も、午前中はバタ
バタしていますから実は午後外来で行っています。ただ、午
後外来の場合、入院の適応があったり重篤な疾患が見つ
かったりしたときなどは大変です。とはいえ、ティーチングは
やはり午後外来のほうがいいと思います。

医師の感情をチェックすることの意義
平井　施設ごとにマンパワーや外来の運用状況に合わせ
てティーチングの場をつくっていくということになろうかと思い
ます。では、コミュニケーションスキルという観点から、上級
医や指導医だけでなく、看護師をはじめとするコメディカル
からのフィードバックというのは、女性医師の復職支援にお
いてどのような位置づけになるのでしょうか。
西村　あさお診療所では、毎日昼に15分間、その日に出勤
した職員全員でカンファレンスを行っています。といっても大
げさなものではなく、初診の患者さんや気になる患者さんに
ついて意見交換するという場です。例えば、「あの患者さん
は診察室に入っていったときと出てきたときの顔つきがすごく
違っていた」といったようなフィードバックがあると、対応した
研修医はすごく嬉しい気持ちになります。たった15分です
が、中身の濃い時間だといえます。それから、復職女性パー
ト医が加わってから月に1回、1ヵ月を振り返る形でのカンファ
レンスも行っています。
平井　西村先生のチェックシートの「感情」というのは、非常
に重要な評価項目だと思います。これまで役に立ったこととし
て、どんな例がありますか。
西村　「患者さんに対してキレそうになった」と書かれた例
があります。そのときの感情を詳しく聞きましたが、実際にキ

レたこともあり、コメディカルの中でもそういうことが問題になっ
ていたということです。本人が周りからどのように見られてい
るか気づいていないこともありますから、そのように書いても
らうと大いに役立ちますね。また、ネガティブなフィードバック
ばかりではなく、そうしたことを踏まえてどう成長していくかと
いうことを、ネクストステップという形で1ヵ月を振り返る場面で
書いてもらっています。

コメディカルとのコミュニケーションが重要
平井　コメディカルからのフィードバックは、医学的な知識だ
けでなくチーム医療としてどうステップアップしていくかという
意味からも、一般内科の復職プログラムで重要な要素だと
いう印象がありますね。
岸田　私が初めて行く病院の一般内科外来でまずやること
は、医師以外のメディカルスタッフ、特に看護師さんを味方
につけることです。医師は忙しいので、いきなり相談したりす
るとコミュニケーション上、トラブルを引き起こしかねません。
その点、看護師さんは医師や病院内のことに詳しく、困った
ときにどの先生に相談したらよいかなど、適切なアドバイスを
してくれます。ですから、一般内科外来ではメディカルスタッ
フと親しくなることが重要であり、彼らに合わせて自分が変化
していくとうまくいくのではないでしょうか。
平井　そのようなアドバイスやこれまでの議論で出てきたシ
ステムなどを整備していけば、女性医師の復職支援も一歩
進んでいくようですね。
小出　コメディカルの看護師さんは患者さんのことをよくご
存知ですし、医師の先生方についても精通されていますか
ら、とても心強いです。女性医師の復職に向けてコメディカ
ルの人たちとコミュニケーションを取ることは、チーム医療のう
えからも大事なことではないかと思います。
平井　たいへん中身の濃いディスカッションができたのでは
ないかと思います。女性医師の復職を実現するには、どの
ようなシステムを構築し、どのくらいの頻度で研修を行えばよ
いか、だいぶ見えてきたのではないでしょうか。
横田　ありがとうございました。最後に、女性医師再教育
センター副センター長を務めている東医療センター内科准教
授の小川哲也先生に閉会を兼ねて挨拶をお願いします。
小川　女性医師が復職するにあたり、どこが問題で、どう
いった形で研修をするか、かなり明確になってきたのではな
いかと思います。私も一般内科外来に携わっていて、女性
医師のみなさんに復職していただくことは、高齢化社会を支
えていくうえからも非常に重要なことだと考えています。本日
は長時間、ありがとうございました。
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急性疾患の鑑別と合併症への注意が必要
「一般内科プロジェクト」の実態調査の結果を見ながら、

初診の患者層と愁訴、必要な知識と技能についてお話しし
たいと思います。

私は、横浜にある約200床規模の病院で一般内科医とし
て約6年間働いた経歴があります。その病院は外科が中心
でしたので、脳卒中や交通事故による外傷など他科の疾患
を知ることができ、珍しい内科疾患を診ることもありました。
総合内科専門医は、あらゆる内科疾患を診なければなりま
せん。私は循環器専門の内科医ですが、そこで消化器系
や呼吸器系の診療、高齢者の看取りまで行っていて、正直
なところ葛藤がありました。実際、外来患者さんの3割は風
邪、入院患者さんの2割は看取りでした。一般内科プロジェ
クトで明らかとなったようなデータがまだない時代でしたから、
試行錯誤を繰り返していました。
さて、実態調査の結果についてですが、【資料1】で明ら

かなように、回答者の年齢層が30代と60代に二峰性のピー
クがありました。普通に考えれば高齢者のほうが多いはずで
すが、そういう人たちは“かかりつけ医”に向かうと考えられ
ます。また、30代は人口が多い世代であることから、一般内
科外来受診の層になっているようです。

回答者の55％の人たちに持病がある点も注目されます。
高血圧、アレルギーが非常に多く、糖尿病、整形外科の病
気、喘息、胃腸病、心臓病、精神科の病気がありました。ま
た、47％の人が“かかりつけ医”があると回答していますが、

その内容はまだ分かっていません。
【資料2】は、調査結果に対してどのようなことが予測され

るかを表したものです。まず、受診者は全年齢層におよんで
おり、若年層は比較的機能性疾患が多く、高齢者層は器
質性疾患が多いのではないかと考えられます。次に、症状
の発現時期は約8割が急性期（1週間以内）、9割が1ヵ月
以内でした。このことから、感染症や血栓凝固系、急性心
筋梗塞、脳梗塞、出血など急性疾患の鑑別が必要となりま
す。

受診時症状があり、我慢できないとか起きていられないと
いう人もいました。このような患者さんには、適切な初期治
療や入院適応を考えなければなりません。また、愁訴で多
いのは呼吸器、消化器、全身症状でしたが、病名としては
急性上気道炎、急性気管支炎、急性胃腸炎、急性全身性
疾患が考えられます。さらに、半数に持病があったということ
は、慢性疾患の急性増悪や合併症、薬の相互作用を考え
なければなりません。こういったことが、一般内科で必要な
知識として導き出されたと思います。

一般内科医は海外の家庭医に相当する
【資料3】は、一般内科初診医のイメージを表したもので

す。最初は家庭医（かかりつけ医）でいいのかなと思ってい
ましたが、学校医や産業医、地域活動はどうしたらいいの
か、中小規模の病院では心電図や超音波、レントゲンなど
の検査はできますが、CTやMRIの画像診断は誰がやるの

か、といったことを考えるようになりました。また、鑑別診断能
力とは【資料3】に示したようなことだと思いますが、これをど
うやって学んでいくかということが今後の課題となります。
【資料4】は海外のデータですが、1年間に1,000人当た

り何人が受診するかを示したものです。家庭医を受診する
のは4人に1人の割合で、大学病院に入院するのはたった
1人くらいです。この家庭医の役割を果たすのが診療所あ
るいは中小規模の病院で、これが一般内科医に相当する

という感じです。
家庭医ではBio、Psycho、Socialの各フェーズからのアプ

ローチが考えられていますが、女性医療でも同じことがいえ
ます【資料5】。そして、初診から診断までを第1段階、治療
と介入期を第2段階、ライフステージや環境の変化に対応し
ながら支援していく継続期を第3段階と位置づけています。

女性外来は不定愁訴が多いのが特徴で、内科医として
は鑑別診断のしがいがあります。診断がつかない場合は、
心の状態や成長歴などを聞いたり、家族関係や職場環境、
経済状態などの社会的な問題まで聞いたりしながら診断を
します。ですから、一般内科の初診外来では、第1段階の
模索期での把握が重要なポイントだと思っています。

入院適応指標があれば診断に役立つ
【資料6】と【資料7】は、それぞれ「あったらいいなと思う

指標」、「あったらいいなと思うシステム」について触れたもの
です。「あったらいいなと思う指標」は、入院適応指標です。
診断名（主病名）が確定していて合併症があれば、その合
併症を数値で表します。例えば、糖尿病や悪性疾患なら

「2」、慢性閉塞性肺疾患（COPD）や慢性心不全なら「3」、

高血圧や心気症、うつ病は「1.5」というように数値を設定し、
年齢にその数値を掛けます。さらに、バイタルサインや生き
のよさ、支援の有無、本人の希望など、いろいろな要素を
加味します。そのような入院適応指標をつくれないものかと
思っています。
「あったらいいなと思うシステム」は、フィードバックできるシ

ステムです。e-ラーニングやSNS、SkypeなどのITを活用し
て討議したことや成果をフィードバックできるシステムを構築
できるのではないかと考えています。
【資料8】は、外来で対応できる慢性疾患を示したもので

す。これらの中で多いのが糖尿病、高血圧、気管支喘息で、

最近はアレルギー性疾患が増えてきています。
最後に、キーワードとしてまとめたのが【資料9】です。

まず、急性疾患と感染症の把握はとても重要であるというこ
と。そして、一般内科初診と家庭医の違いについては解答
が出たように感じています。それから、入院適応や初期治
療をどう判断するかも重要です。慢性疾患をどうやって診る
か、鑑別診断能力をどのように養うか、さらに患者さんが何
を求めているかという病院受診傾向を知ることも大切でしょ
う。こうしたことを踏まえ、一般内科医の復職支援システムを
どのように構築していったらよいか、議論を進めていきたいと
思っています。

【資料8】外来対応できる慢性疾患 【資料9】キーワード

 医療

一般内科データをどのように教育に
活用するか

～地域病院、診療所、それぞれの立場から～

プレゼンテーション

3ヵ月間の研修を経て現場に復帰
横田　最初に3人のシンポジストからプレゼンテーションをし
ていただき、その後、討論に移りたいと思います。まず、実
際に女性医師再教育センターの復職プロジェクトで研修をさ
れた小出先生からお願いします。
小出　長女を出産後、1年半のブランクを経て女子医大の
女性医師再教育センターに登録申請し、平成26年3月から
3ヵ月間、東京女子医大東医療センターの内科で研修を受
け、そのまま6月から常勤として働いています。研修は外来
の見学から始まり、予診をして上級医と相談しながら診察を
見せていただき、病棟の患者さんの回診にも参加するという
内容でした。6月からは研修で得た知識を踏まえ、実際に入
院患者さんと外来患者さんに対応し、月に2～3回、救急当
番（救急車への対応）も行っています。

勤務するようになって最初に苦労したのは、外来で患者
さんを帰してもいいのか、入院させなければいけないのか、
といった判断と、初期治療をどう行うかということでした。こ
の点に関しては、すぐに相談できる上級医がいますので、相
談しながら対応できるという環境にあります。入院患者さん
に関しては、朝のカンファレンスで個々の入院患者さんの状
況を自分たちが報告し、夕方には患者さんがどうなったかと
いうフィードバックもありますので、しっかりサポートしていただ
いていると感じています。

出産して長いブランクがあっても、医師として働ける環境

が整備され、家族や職場のサポートもあって復帰できている
ことは、私にとって大きな幸せです。とても貴重な経験をさせ
ていただいていると感謝しています。

風邪の症状に紛れ込んでいる重篤な疾患
横田　次に、地域の病院においてどのように一般内科外
来の指導をされているかという点について、岸田先生にお
話しいただきたいと思います。
岸田　私は週に1回、研修医がいる病院の一般内科外来
で指導していますが、一般内科外来はとてもインタレスティ
ングであるということを伝えるとともに、それなりの頻度で重
篤な疾患も見られるため、それをいかに見極め、主訴別に
マネジメントしていくかということに重点を置いています。初
診の患者さんがみえると、まず問診票だけで「何を考える

か」を研修医と10分前後ディスカッションします。そして、研
修医に患者さんを診てもらってからまたディスカッションし、
その結果をもとに私も一緒に患者さんを診るという形で指導
しています。
【資料1】に示したように、一般内科外来は症状の出現か

ら1ヵ月以内の急性の呼吸器症状が多く、その割合が4割
を占めているのが現状です。次いで、発熱・倦怠感など全
身の症状、消化器症状と続きます。重症度はそれほど強く
はありませんが、死亡に至るケースもあります。特に、風邪
の症状や発熱・倦怠感などの主訴に重篤な疾患が紛れ込
んでいる場合がありますから、それを見逃さないことが重要
です。

研修医に「風邪って何だろう？」と聞いても、きちんと答えら
れる人はいません。簡単なようで難しい。それだけにインタレ
スティングなのです。とはいえ、風邪には一応の定義があり
ます【資料2】。「治癒しなくてもいずれ症状が治まる性質のウ
イルス感染症で、多くは上気道感染のこと」とされています。

ただ、「いずれ症状が治まる性質のウイルス感染症」という
と、いろいろなものが含まれてしまうため、この定義は極めて
曖昧だといわざるをえません。そこで、風邪はウイルス性上

気道感染のことだけを指すと、内科外来では教えています。
実際に風邪の患者さんが来られたときは、症状を診たあとに
ホワイトボードを使って説明したりしています。

風邪の診断をめぐる衝撃の会話
【資料3】に示したように、患者さんは熱や倦怠感があると

自分で勝手に「風邪だ」と思い込んでしまいがちです。医師
も、熱しかない、倦怠感しかないといったような場合には、つ
い「風邪」といってしまう傾向があります。

医師の役割は【資料4】のように、風邪を診断するというよ
りも風邪症候群に紛れ込んでいる疾患を鑑別することにあり
ます。また、抗菌薬の適正使用も重要であり、対症療法によ
る症状軽快へのサポートも怠ってはなりません。「風邪と思っ
たら総合感冒薬と抗菌薬を処方すればよい」と発想するよう
な医師にはなるなと研修医に伝えています。
【資料5】は、風邪というだけでこれほどたくさん薬が処方

されるという一例です。これにどれだけ意味があり、効果が
あるのでしょうか。1人で内科外来をやっていると、患者さん
のニーズに合わせてこのようになってしまいます。また、いっ
たんこうした診療を学んでしまうと、薬を削るのはなかなか難

しいでしょうから、医師の気持ちもよく分かりますが、きちんと
した指導体制が必要だと思います。

風邪の診療が適切にできていないケースとして、次のよう
な例があります。先生が患者さんに、「風邪だと思いますが、
抗生物質を飲みたいなら出します。どうしますか？」というと、
患者さんは「先生が必要だというなら出してください」と答え
ました。すると先生は、「うーん、どちらでもいいんです」と。

こうした“衝撃の会話”はたくさんあります。例えば、「風邪
を引くと口の中の菌も増えるので、抗生物質を飲んでおいた
ほうがいいですよ」とか、「風邪に抗生物質は3日で効くので、
3日たってもよくならなかったら受診してください」などというも
のです。いったい何の根拠があってこんなことを吹聴してい
るのでしょうか。やはりしっかりした教育が必要であるのはい
うまでもありません。

風邪だと思ったら3症状をチェックせよ
私は風邪について、【資料6】に示した3症状が“急性に、

同時に、どの程度”存在しているかを確認せよと研修医に
いっています。1つ目はくしゃみ・鼻水・鼻づまりの鼻炎症状、
2つ目は咽頭痛やイガイガ感の咽頭炎症状、3つ目が下気道

症状による咳です。この3症状がウイルス感染の特徴であ
り、風邪だと思ったらまず3症状をチェックしなさいということ
です。
【資料7】のように「熱しかない」というケースもあるかと思い

ますが、外来ではこれが案外やっかいなテーマとなります。
この場合には特に、敗血症を見逃さないよう指導していま
す。そのためのアプローチの方法が【資料8】です。この中に
答えがあるはずなので、敗血症をきたす疾患を探せといって
います。例えば、「脚に異常はありませんか」と患者さんにお
聞きして診ると、案の定、赤い炎症があって蜂窩織炎だった
りします。こういう診療のコツを教えています。

微熱・倦怠感があって急性の場合は、重篤な病気が紛
れ込んでいる場合があります。【資料9】はその好例です。20
代の女性が10日くらい前から倦怠感と発熱があり、近くの医
院で受診し、風邪と診断されました。帰宅後も発熱・倦怠
感が強いため別の病院で受診しましたが、やはり風邪として
帰されました。気道症状はなく、消化器症状は嘔気くらいで
食欲がないとのことでした。これは先の“3症状チェック”の1
つも当てはまりません。ですから、風邪でないのは明らかで、
実際には急性肝炎だったのです。

【資料10】はもう1つの事例です。鼻水と咽頭痛があった
26歳の女性は、それが数日でよくなったものの、その後、発熱・
倦怠感・嘔気に見舞われたため近くの医院で受診し、風邪
と診断されて帰宅しました。しかし、倦怠感と嘔気が持続し
て食事も摂れないため医院で点滴を受け、さらに病院で救
急受診した結果、急性心筋炎であることが判明しました。

この2つの事例からも明らかなように、微熱・倦怠感型の
症状には急性肝炎と急性心筋炎が紛れ込んでいる可能性
があります。それを見抜くコツを【資料11】に示しました。38℃
近い発熱で、局所症状はなく下痢もないのに嘔気が続くケー
スでは急性肝炎、風邪にしてはだるすぎるといったような場
合は、完全房室ブロックや心タンポナーデ（心外膜心筋炎）
が疑われるということです。

一般内科外来はこのように、風邪の診療ひとつをとっても
ものすごく奥が深く、医師としてやりがいのある分野だといえ
ます。女性医師を対象としたこのような教育の場があればよ
いのではないかと思います。

初期研修医の外来研修プログラム
横田　ありがとうございました。次は、診療所ではどのよう

に教育されているかという点について、あさお診療所の西村
先生にお話しいただきたいと思います。
西村　あさお診療所は医師4人、看護師4人、事務員4人
の小さな診療所で、医師のうち1人が後期研修医、もう1人
が復職女性パート医で週3回外来を担当しています。家庭
医療研修施設として、乳児から高齢者まで幅広く対応して
います。
【資料12】は家庭医療外来初診の特徴を示したものです。

初診者は大きく3つに分けられます。まず症状（主訴）がある
人で、そのトップは咳、2位が発熱、3位が咽頭痛となってい
ます。次に健診・予防接種に来られる人たちがいて、健診
で病気を見つけ、慢性疾患の外来通院になる人もいます。
3つ目が不定愁訴の人たちで、初診外来の中では診療に時
間がかかる患者さんといえます。これらの中には、いわゆるド
クターショッピングの果てに診断のついていない人もいます
が、実は復職女性パートの先生がこうした人の対応を得意
としています。そのほか、女性医師を希望される人や高齢
者が多いのも特徴の一つです。高齢者は多臓器にわたる
疾患を抱えているケースが多く、臓器別の主治医がいたりも
しますが、そういう人たちの“かかりつけ医”としての役割も

果たしています。
私は【資料13】のように、病院で初期研修医の外来指導

をしています。一般内科外来で週1回（半日）、3ヵ月間にわ
たって研修を行うもので、最初の1ヵ月目は研修医が指導医
である私の診療を見ながら、どこにポイントを置いて診ている
か、患者さんに何を聞いているかなどを学んでもらいます。
2ヵ月目には研修医と私の2人で患者さんを診ます。主に研
修医が診療を行い、私は足りない部分の問診をしたり、身
体所見を手伝ったりします。3ヵ月目になると研修医が1人で
診療し、私はカーテンの外でその様子に耳を傾けるという形
で指導しています。そして、1例ごとにディスカッションを行っ
ています。

「患者中心の医療の方法」とは
【資料14】は、研修で重視していることを記したものです。

「A or not A」とは、鑑別診断にはA、B、C、D、Eといろい
ろあると思いますが、「A」なのか「Aではない」のかしっかり見
極めなければならないということです。このまま患者さんを帰
していいのか、重篤な疾患を見逃してはいないか、その判
断が問われるわけです。また、「患者中心の医療の方法」
で、患者さんが来られた理由に応えられたか、また納得して
いただけたか、という見極めも重要です。さらに、今後起こ
りうることや、次回の約束などについても理解していただく、
つまりセーフティネットを提供することも大切です。

では、「患者中心の医療の方法」とはどのようなものなので
しょうか。それを示したのが【資料15】です。まず患者さんの
Disease（疾患）を見極め、どのようなIllness（病）で受診に
来られたのか、疾患と病の両方を探ります。それから、
Health（健康観）を探ることも大事で、予防医療などにも関
わっていかなければなりません。診療所レベルでは、「風邪で
すよ、さようなら」というわけにはいきません。その患者さんは、
実は健診で高血圧と診断された人だったりして、再来を促

す必要があります。そういう人がたくさんいるわけです。
また、患者さんから「おじいちゃんの介護をしていて……」

といった話が出たりすると、患者さんの周りの人も含めて患
者背景を理解していかなければなりません。ですから、来ら
れた患者さんだけを診るのではないということです。患者さ
んは咳や頭痛といった主訴を持って来られますが、その主
訴には必ず物語があり、受診に来られた理由があるわけで
す。

どうしたら患者さんに納得してもらえるか
【資料16】は、Illness（病）について記したもので、Feeling

（感情）、Ideas（解釈）、Function（影響）、Expectations（期
待）の頭文字をとって「FIFE」と呼んでいるものです。ある患
者さんが「つらい、不安である」と受診に来られました。「頭が
痛くて脳腫瘍ではないか」と思ったからです。しかも、わざわ
ざ仕事を休んで来ています。そして、心配なので「MRI検査
をしてほしい」と。医師は、脳腫瘍ではないと診断してもそこ
に寄り添っていかないと、結局この患者さんは納得されない
でしょう。

納得というのは、【資料15】の「共通の理解基盤を見出す」

という部分です。当該事例では、頭痛の原因が脳腫瘍では
なく、神経の調節不良によるものでした。患者さんは脳腫瘍
が心配で来ているわけですから、そうではないということを
しっかり説明し、できればMRIを撮らずに帰っていただくよう
にします。つまり、共通の理解によってゴールを見つめること
が重要だということです。

これらをもとに作成したのが、【資料17】の外来研修チェッ
クシートです。まず「主訴／受診の理由」では、何で受診に
来たのかを書いてもらいます。前述の事例では、「頭痛」では
なく「脳腫瘍が心配だから」と書いてもらう必要があるという
ことです。それから、「FIFE」を必ず聞くこと。「問題点」は、
病名であったり健診で引っかかったりした部分を書いてもら
います。それから「safety net」をチェックし、「できたこと」を
書いてもらうわけですが、これを見ると少しずつレベルアップ
していくことが分かりますから、私はここを一番のカギとして
います。
もう一つ大事にしているのが、研修医の「感情」です。「こ

の患者さんは苦手だ」、「診断がうまくできなくて慌てた」、
「FIFEを聞くのを忘れた」など何でもかまいません。感情が
揺れ動いた経験は“学び”になるといわれていますので、
この「感情」にも大きなポイントを置いています。

ディスカッション
　　
まずは臨床現場で医者としての勘を取り戻す
平井　それではディスカッションに移ります。復職を目指して
いる女性医師のみなさんに、どのような研修の場をつくって
いったらよいのか、現状の課題と今後の方向性が少しでも
見えてくればと考えています。そこでまず小出先生に、休職
後、外来に出て患者さんと接したとき、どのような不安があっ
たかお聞かせ願います。
小出　自分で診断したことを、自信を持って患者さんに説

明できるかどうかが、一番不安に感じたところです。診断能
力と自信がないと、それがなんとなく患者さんに伝わってしま
うものですから……。
平井　休職期間中は診療の現場にいなかったわけですか
ら、復帰して患者さんと1対1で話をすることに恐怖心みたい
なものはありませんでしたか。
小出　子育て中は24時間、子どもと1対1だったわけです。
それが患者さんと1対1で接することになるわけですから、
やはり不安を感じました。そこで、まずは医者としての勘を取
り戻そうとしました。
平井　臨床の勘を取り戻すには、どのくらいの頻度で患者
さんに接すればよいとお考えですか。
小出　少なくとも週1回は患者さんとふれあう機会があるの
が望ましいと思います。ですから、週1回勤務から始めて
徐々に勘を取り戻し、家庭や職場のサポートを得て週2回、
週3回と増やしていけばよいでしょう。まずは、週1回の第一
歩を踏み出すことです。
平井　西村先生は週に1回半日、初期研修医を対象に1ヵ
月目、2ヵ月目、3ヵ月目とレベルを上げながら外来指導をされ
ているわけですが、例えば2年間の休職期間がある人の場
合、どの段階から研修を行うのが現実的でしょうか。
西村　1ヵ月目の「指導医（私）の診療をみる」ところは1～2
回の研修で十分であり、実質的には2ヵ月目の「研修医と
指導医でみる」というレベルから入っていけばよいと思って
います。そこで、「この人は大丈夫」あるいは「もう少し一緒
にみてあげたほうがよい」といった見極めをします。ほとんど
の人が、現場は久しぶりであってもよく勉強されていますか
ら、疾患を探る部分はほとんど問題ありません。それをどう
患者さんに伝えるか、患者さんとどうやってコミュニケーショ
ンを取るかということですが、これも自信を持っていただい
て大丈夫。ですから、2段階目の研修も多くの人が1ヵ月も
かからず、あっという間に3ヵ月目のレベルの研修に入って
いきます。

ティーチングの場は午後外来に設ける
平井　岸田先生は初期研修医を対象に一般内科外来を
指導されているわけですが、彼らとどのような距離を取って
いますか。
岸田　私は研修医に頑張ってもらいたいため、事前に受診
者についてのディスカッションを行い、何かあったら呼びなさ
いと伝えて「とにかく診てこい」と突き放します。そういう形で
結構こなしてもらっています。
平井　小出先生は、突き放されても大丈夫というようになる
まで、ある程度時間がかかりましたか。

小出　私は週3回の研修を受けたあと常勤となり、1年経っ
て外来診察も1人でやり、救急当番もこなしています。人に
よっては3ヵ月あるいは5ヵ月で対応できる人もいるでしょうが、
やはり1人でも大丈夫といえるようになるまでは数ヵ月ぐらい必
要ではないかと思います。
平井　復職支援に関しては国からの経済的なサポートがあ
りません。その中で外来にティーチングの場を設けようとする
と、スペース的にもマンパワー的にもコスト負担がかかってく
るのではないでしょうか。この点について岩崎先生はどのよ
うにとらえていますか。
岩崎　当院では午前中だけでなく午後も外来をやっており、
午前担当の先生方に午後の初診外来をお願いするという
形でティーチングの場を確保しています。ですから、コストは
かかっていません。
平井　比較的、医師の手が空く午後外来であれば、そう
いった場の提供も可能ですね。
西村　初期研修医の一般内科外来研修も、午前中はバタ
バタしていますから実は午後外来で行っています。ただ、午
後外来の場合、入院の適応があったり重篤な疾患が見つ
かったりしたときなどは大変です。とはいえ、ティーチングは
やはり午後外来のほうがいいと思います。

医師の感情をチェックすることの意義
平井　施設ごとにマンパワーや外来の運用状況に合わせ
てティーチングの場をつくっていくということになろうかと思い
ます。では、コミュニケーションスキルという観点から、上級
医や指導医だけでなく、看護師をはじめとするコメディカル
からのフィードバックというのは、女性医師の復職支援にお
いてどのような位置づけになるのでしょうか。
西村　あさお診療所では、毎日昼に15分間、その日に出勤
した職員全員でカンファレンスを行っています。といっても大
げさなものではなく、初診の患者さんや気になる患者さんに
ついて意見交換するという場です。例えば、「あの患者さん
は診察室に入っていったときと出てきたときの顔つきがすごく
違っていた」といったようなフィードバックがあると、対応した
研修医はすごく嬉しい気持ちになります。たった15分です
が、中身の濃い時間だといえます。それから、復職女性パー
ト医が加わってから月に1回、1ヵ月を振り返る形でのカンファ
レンスも行っています。
平井　西村先生のチェックシートの「感情」というのは、非常
に重要な評価項目だと思います。これまで役に立ったこととし
て、どんな例がありますか。
西村　「患者さんに対してキレそうになった」と書かれた例
があります。そのときの感情を詳しく聞きましたが、実際にキ

レたこともあり、コメディカルの中でもそういうことが問題になっ
ていたということです。本人が周りからどのように見られてい
るか気づいていないこともありますから、そのように書いても
らうと大いに役立ちますね。また、ネガティブなフィードバック
ばかりではなく、そうしたことを踏まえてどう成長していくかと
いうことを、ネクストステップという形で1ヵ月を振り返る場面で
書いてもらっています。

コメディカルとのコミュニケーションが重要
平井　コメディカルからのフィードバックは、医学的な知識だ
けでなくチーム医療としてどうステップアップしていくかという
意味からも、一般内科の復職プログラムで重要な要素だと
いう印象がありますね。
岸田　私が初めて行く病院の一般内科外来でまずやること
は、医師以外のメディカルスタッフ、特に看護師さんを味方
につけることです。医師は忙しいので、いきなり相談したりす
るとコミュニケーション上、トラブルを引き起こしかねません。
その点、看護師さんは医師や病院内のことに詳しく、困った
ときにどの先生に相談したらよいかなど、適切なアドバイスを
してくれます。ですから、一般内科外来ではメディカルスタッ
フと親しくなることが重要であり、彼らに合わせて自分が変化
していくとうまくいくのではないでしょうか。
平井　そのようなアドバイスやこれまでの議論で出てきたシ
ステムなどを整備していけば、女性医師の復職支援も一歩
進んでいくようですね。
小出　コメディカルの看護師さんは患者さんのことをよくご
存知ですし、医師の先生方についても精通されていますか
ら、とても心強いです。女性医師の復職に向けてコメディカ
ルの人たちとコミュニケーションを取ることは、チーム医療のう
えからも大事なことではないかと思います。
平井　たいへん中身の濃いディスカッションができたのでは
ないかと思います。女性医師の復職を実現するには、どの
ようなシステムを構築し、どのくらいの頻度で研修を行えばよ
いか、だいぶ見えてきたのではないでしょうか。
横田　ありがとうございました。最後に、女性医師再教育
センター副センター長を務めている東医療センター内科准教
授の小川哲也先生に閉会を兼ねて挨拶をお願いします。
小川　女性医師が復職するにあたり、どこが問題で、どう
いった形で研修をするか、かなり明確になってきたのではな
いかと思います。私も一般内科外来に携わっていて、女性
医師のみなさんに復職していただくことは、高齢化社会を支
えていくうえからも非常に重要なことだと考えています。本日
は長時間、ありがとうございました。

■座長
千葉県病院局 理事・千葉県循環器病センター 理事

平井　愛山
（司会）
女性医師再教育センター 一般内科プロジェクトチーフ

横田　仁子

■シンポジスト
一般社団法人Sapporo Medical Academy 代表理事

岸田　直樹
川崎医療生活協同組合 あさお診療所 所長

西村　真紀
女性医師再教育センター研修修了生（東医療センター内科医）

小出　純子

ディスカッション

【資料1】一般内科外来の状況
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プレゼンテーション

3ヵ月間の研修を経て現場に復帰
横田　最初に3人のシンポジストからプレゼンテーションをし
ていただき、その後、討論に移りたいと思います。まず、実
際に女性医師再教育センターの復職プロジェクトで研修をさ
れた小出先生からお願いします。
小出　長女を出産後、1年半のブランクを経て女子医大の
女性医師再教育センターに登録申請し、平成26年3月から
3ヵ月間、東京女子医大東医療センターの内科で研修を受
け、そのまま6月から常勤として働いています。研修は外来
の見学から始まり、予診をして上級医と相談しながら診察を
見せていただき、病棟の患者さんの回診にも参加するという
内容でした。6月からは研修で得た知識を踏まえ、実際に入
院患者さんと外来患者さんに対応し、月に2～3回、救急当
番（救急車への対応）も行っています。

勤務するようになって最初に苦労したのは、外来で患者
さんを帰してもいいのか、入院させなければいけないのか、
といった判断と、初期治療をどう行うかということでした。こ
の点に関しては、すぐに相談できる上級医がいますので、相
談しながら対応できるという環境にあります。入院患者さん
に関しては、朝のカンファレンスで個々の入院患者さんの状
況を自分たちが報告し、夕方には患者さんがどうなったかと
いうフィードバックもありますので、しっかりサポートしていただ
いていると感じています。

出産して長いブランクがあっても、医師として働ける環境

が整備され、家族や職場のサポートもあって復帰できている
ことは、私にとって大きな幸せです。とても貴重な経験をさせ
ていただいていると感謝しています。

風邪の症状に紛れ込んでいる重篤な疾患
横田　次に、地域の病院においてどのように一般内科外
来の指導をされているかという点について、岸田先生にお
話しいただきたいと思います。
岸田　私は週に1回、研修医がいる病院の一般内科外来
で指導していますが、一般内科外来はとてもインタレスティ
ングであるということを伝えるとともに、それなりの頻度で重
篤な疾患も見られるため、それをいかに見極め、主訴別に
マネジメントしていくかということに重点を置いています。初
診の患者さんがみえると、まず問診票だけで「何を考える

か」を研修医と10分前後ディスカッションします。そして、研
修医に患者さんを診てもらってからまたディスカッションし、
その結果をもとに私も一緒に患者さんを診るという形で指導
しています。
【資料1】に示したように、一般内科外来は症状の出現か

ら1ヵ月以内の急性の呼吸器症状が多く、その割合が4割
を占めているのが現状です。次いで、発熱・倦怠感など全
身の症状、消化器症状と続きます。重症度はそれほど強く
はありませんが、死亡に至るケースもあります。特に、風邪
の症状や発熱・倦怠感などの主訴に重篤な疾患が紛れ込
んでいる場合がありますから、それを見逃さないことが重要
です。

研修医に「風邪って何だろう？」と聞いても、きちんと答えら
れる人はいません。簡単なようで難しい。それだけにインタレ
スティングなのです。とはいえ、風邪には一応の定義があり
ます【資料2】。「治癒しなくてもいずれ症状が治まる性質のウ
イルス感染症で、多くは上気道感染のこと」とされています。

ただ、「いずれ症状が治まる性質のウイルス感染症」という
と、いろいろなものが含まれてしまうため、この定義は極めて
曖昧だといわざるをえません。そこで、風邪はウイルス性上

気道感染のことだけを指すと、内科外来では教えています。
実際に風邪の患者さんが来られたときは、症状を診たあとに
ホワイトボードを使って説明したりしています。

風邪の診断をめぐる衝撃の会話
【資料3】に示したように、患者さんは熱や倦怠感があると

自分で勝手に「風邪だ」と思い込んでしまいがちです。医師
も、熱しかない、倦怠感しかないといったような場合には、つ
い「風邪」といってしまう傾向があります。

医師の役割は【資料4】のように、風邪を診断するというよ
りも風邪症候群に紛れ込んでいる疾患を鑑別することにあり
ます。また、抗菌薬の適正使用も重要であり、対症療法によ
る症状軽快へのサポートも怠ってはなりません。「風邪と思っ
たら総合感冒薬と抗菌薬を処方すればよい」と発想するよう
な医師にはなるなと研修医に伝えています。
【資料5】は、風邪というだけでこれほどたくさん薬が処方

されるという一例です。これにどれだけ意味があり、効果が
あるのでしょうか。1人で内科外来をやっていると、患者さん
のニーズに合わせてこのようになってしまいます。また、いっ
たんこうした診療を学んでしまうと、薬を削るのはなかなか難

しいでしょうから、医師の気持ちもよく分かりますが、きちんと
した指導体制が必要だと思います。

風邪の診療が適切にできていないケースとして、次のよう
な例があります。先生が患者さんに、「風邪だと思いますが、
抗生物質を飲みたいなら出します。どうしますか？」というと、
患者さんは「先生が必要だというなら出してください」と答え
ました。すると先生は、「うーん、どちらでもいいんです」と。

こうした“衝撃の会話”はたくさんあります。例えば、「風邪
を引くと口の中の菌も増えるので、抗生物質を飲んでおいた
ほうがいいですよ」とか、「風邪に抗生物質は3日で効くので、
3日たってもよくならなかったら受診してください」などというも
のです。いったい何の根拠があってこんなことを吹聴してい
るのでしょうか。やはりしっかりした教育が必要であるのはい
うまでもありません。

風邪だと思ったら3症状をチェックせよ
私は風邪について、【資料6】に示した3症状が“急性に、

同時に、どの程度”存在しているかを確認せよと研修医に
いっています。1つ目はくしゃみ・鼻水・鼻づまりの鼻炎症状、
2つ目は咽頭痛やイガイガ感の咽頭炎症状、3つ目が下気道

症状による咳です。この3症状がウイルス感染の特徴であ
り、風邪だと思ったらまず3症状をチェックしなさいということ
です。
【資料7】のように「熱しかない」というケースもあるかと思い

ますが、外来ではこれが案外やっかいなテーマとなります。
この場合には特に、敗血症を見逃さないよう指導していま
す。そのためのアプローチの方法が【資料8】です。この中に
答えがあるはずなので、敗血症をきたす疾患を探せといって
います。例えば、「脚に異常はありませんか」と患者さんにお
聞きして診ると、案の定、赤い炎症があって蜂窩織炎だった
りします。こういう診療のコツを教えています。

微熱・倦怠感があって急性の場合は、重篤な病気が紛
れ込んでいる場合があります。【資料9】はその好例です。20
代の女性が10日くらい前から倦怠感と発熱があり、近くの医
院で受診し、風邪と診断されました。帰宅後も発熱・倦怠
感が強いため別の病院で受診しましたが、やはり風邪として
帰されました。気道症状はなく、消化器症状は嘔気くらいで
食欲がないとのことでした。これは先の“3症状チェック”の1
つも当てはまりません。ですから、風邪でないのは明らかで、
実際には急性肝炎だったのです。

【資料10】はもう1つの事例です。鼻水と咽頭痛があった
26歳の女性は、それが数日でよくなったものの、その後、発熱・
倦怠感・嘔気に見舞われたため近くの医院で受診し、風邪
と診断されて帰宅しました。しかし、倦怠感と嘔気が持続し
て食事も摂れないため医院で点滴を受け、さらに病院で救
急受診した結果、急性心筋炎であることが判明しました。

この2つの事例からも明らかなように、微熱・倦怠感型の
症状には急性肝炎と急性心筋炎が紛れ込んでいる可能性
があります。それを見抜くコツを【資料11】に示しました。38℃
近い発熱で、局所症状はなく下痢もないのに嘔気が続くケー
スでは急性肝炎、風邪にしてはだるすぎるといったような場
合は、完全房室ブロックや心タンポナーデ（心外膜心筋炎）
が疑われるということです。

一般内科外来はこのように、風邪の診療ひとつをとっても
ものすごく奥が深く、医師としてやりがいのある分野だといえ
ます。女性医師を対象としたこのような教育の場があればよ
いのではないかと思います。

初期研修医の外来研修プログラム
横田　ありがとうございました。次は、診療所ではどのよう

に教育されているかという点について、あさお診療所の西村
先生にお話しいただきたいと思います。
西村　あさお診療所は医師4人、看護師4人、事務員4人
の小さな診療所で、医師のうち1人が後期研修医、もう1人
が復職女性パート医で週3回外来を担当しています。家庭
医療研修施設として、乳児から高齢者まで幅広く対応して
います。
【資料12】は家庭医療外来初診の特徴を示したものです。

初診者は大きく3つに分けられます。まず症状（主訴）がある
人で、そのトップは咳、2位が発熱、3位が咽頭痛となってい
ます。次に健診・予防接種に来られる人たちがいて、健診
で病気を見つけ、慢性疾患の外来通院になる人もいます。
3つ目が不定愁訴の人たちで、初診外来の中では診療に時
間がかかる患者さんといえます。これらの中には、いわゆるド
クターショッピングの果てに診断のついていない人もいます
が、実は復職女性パートの先生がこうした人の対応を得意
としています。そのほか、女性医師を希望される人や高齢
者が多いのも特徴の一つです。高齢者は多臓器にわたる
疾患を抱えているケースが多く、臓器別の主治医がいたりも
しますが、そういう人たちの“かかりつけ医”としての役割も

果たしています。
私は【資料13】のように、病院で初期研修医の外来指導

をしています。一般内科外来で週1回（半日）、3ヵ月間にわ
たって研修を行うもので、最初の1ヵ月目は研修医が指導医
である私の診療を見ながら、どこにポイントを置いて診ている
か、患者さんに何を聞いているかなどを学んでもらいます。
2ヵ月目には研修医と私の2人で患者さんを診ます。主に研
修医が診療を行い、私は足りない部分の問診をしたり、身
体所見を手伝ったりします。3ヵ月目になると研修医が1人で
診療し、私はカーテンの外でその様子に耳を傾けるという形
で指導しています。そして、1例ごとにディスカッションを行っ
ています。

「患者中心の医療の方法」とは
【資料14】は、研修で重視していることを記したものです。

「A or not A」とは、鑑別診断にはA、B、C、D、Eといろい
ろあると思いますが、「A」なのか「Aではない」のかしっかり見
極めなければならないということです。このまま患者さんを帰
していいのか、重篤な疾患を見逃してはいないか、その判
断が問われるわけです。また、「患者中心の医療の方法」
で、患者さんが来られた理由に応えられたか、また納得して
いただけたか、という見極めも重要です。さらに、今後起こ
りうることや、次回の約束などについても理解していただく、
つまりセーフティネットを提供することも大切です。

では、「患者中心の医療の方法」とはどのようなものなので
しょうか。それを示したのが【資料15】です。まず患者さんの
Disease（疾患）を見極め、どのようなIllness（病）で受診に
来られたのか、疾患と病の両方を探ります。それから、
Health（健康観）を探ることも大事で、予防医療などにも関
わっていかなければなりません。診療所レベルでは、「風邪で
すよ、さようなら」というわけにはいきません。その患者さんは、
実は健診で高血圧と診断された人だったりして、再来を促

す必要があります。そういう人がたくさんいるわけです。
また、患者さんから「おじいちゃんの介護をしていて……」

といった話が出たりすると、患者さんの周りの人も含めて患
者背景を理解していかなければなりません。ですから、来ら
れた患者さんだけを診るのではないということです。患者さ
んは咳や頭痛といった主訴を持って来られますが、その主
訴には必ず物語があり、受診に来られた理由があるわけで
す。

どうしたら患者さんに納得してもらえるか
【資料16】は、Illness（病）について記したもので、Feeling

（感情）、Ideas（解釈）、Function（影響）、Expectations（期
待）の頭文字をとって「FIFE」と呼んでいるものです。ある患
者さんが「つらい、不安である」と受診に来られました。「頭が
痛くて脳腫瘍ではないか」と思ったからです。しかも、わざわ
ざ仕事を休んで来ています。そして、心配なので「MRI検査
をしてほしい」と。医師は、脳腫瘍ではないと診断してもそこ
に寄り添っていかないと、結局この患者さんは納得されない
でしょう。

納得というのは、【資料15】の「共通の理解基盤を見出す」

という部分です。当該事例では、頭痛の原因が脳腫瘍では
なく、神経の調節不良によるものでした。患者さんは脳腫瘍
が心配で来ているわけですから、そうではないということを
しっかり説明し、できればMRIを撮らずに帰っていただくよう
にします。つまり、共通の理解によってゴールを見つめること
が重要だということです。

これらをもとに作成したのが、【資料17】の外来研修チェッ
クシートです。まず「主訴／受診の理由」では、何で受診に
来たのかを書いてもらいます。前述の事例では、「頭痛」では
なく「脳腫瘍が心配だから」と書いてもらう必要があるという
ことです。それから、「FIFE」を必ず聞くこと。「問題点」は、
病名であったり健診で引っかかったりした部分を書いてもら
います。それから「safety net」をチェックし、「できたこと」を
書いてもらうわけですが、これを見ると少しずつレベルアップ
していくことが分かりますから、私はここを一番のカギとして
います。
もう一つ大事にしているのが、研修医の「感情」です。「こ

の患者さんは苦手だ」、「診断がうまくできなくて慌てた」、
「FIFEを聞くのを忘れた」など何でもかまいません。感情が
揺れ動いた経験は“学び”になるといわれていますので、
この「感情」にも大きなポイントを置いています。

ディスカッション
　　
まずは臨床現場で医者としての勘を取り戻す
平井　それではディスカッションに移ります。復職を目指して
いる女性医師のみなさんに、どのような研修の場をつくって
いったらよいのか、現状の課題と今後の方向性が少しでも
見えてくればと考えています。そこでまず小出先生に、休職
後、外来に出て患者さんと接したとき、どのような不安があっ
たかお聞かせ願います。
小出　自分で診断したことを、自信を持って患者さんに説

明できるかどうかが、一番不安に感じたところです。診断能
力と自信がないと、それがなんとなく患者さんに伝わってしま
うものですから……。
平井　休職期間中は診療の現場にいなかったわけですか
ら、復帰して患者さんと1対1で話をすることに恐怖心みたい
なものはありませんでしたか。
小出　子育て中は24時間、子どもと1対1だったわけです。
それが患者さんと1対1で接することになるわけですから、
やはり不安を感じました。そこで、まずは医者としての勘を取
り戻そうとしました。
平井　臨床の勘を取り戻すには、どのくらいの頻度で患者
さんに接すればよいとお考えですか。
小出　少なくとも週1回は患者さんとふれあう機会があるの
が望ましいと思います。ですから、週1回勤務から始めて
徐々に勘を取り戻し、家庭や職場のサポートを得て週2回、
週3回と増やしていけばよいでしょう。まずは、週1回の第一
歩を踏み出すことです。
平井　西村先生は週に1回半日、初期研修医を対象に1ヵ
月目、2ヵ月目、3ヵ月目とレベルを上げながら外来指導をされ
ているわけですが、例えば2年間の休職期間がある人の場
合、どの段階から研修を行うのが現実的でしょうか。
西村　1ヵ月目の「指導医（私）の診療をみる」ところは1～2
回の研修で十分であり、実質的には2ヵ月目の「研修医と
指導医でみる」というレベルから入っていけばよいと思って
います。そこで、「この人は大丈夫」あるいは「もう少し一緒
にみてあげたほうがよい」といった見極めをします。ほとんど
の人が、現場は久しぶりであってもよく勉強されていますか
ら、疾患を探る部分はほとんど問題ありません。それをどう
患者さんに伝えるか、患者さんとどうやってコミュニケーショ
ンを取るかということですが、これも自信を持っていただい
て大丈夫。ですから、2段階目の研修も多くの人が1ヵ月も
かからず、あっという間に3ヵ月目のレベルの研修に入って
いきます。

ティーチングの場は午後外来に設ける
平井　岸田先生は初期研修医を対象に一般内科外来を
指導されているわけですが、彼らとどのような距離を取って
いますか。
岸田　私は研修医に頑張ってもらいたいため、事前に受診
者についてのディスカッションを行い、何かあったら呼びなさ
いと伝えて「とにかく診てこい」と突き放します。そういう形で
結構こなしてもらっています。
平井　小出先生は、突き放されても大丈夫というようになる
まで、ある程度時間がかかりましたか。

小出　私は週3回の研修を受けたあと常勤となり、1年経っ
て外来診察も1人でやり、救急当番もこなしています。人に
よっては3ヵ月あるいは5ヵ月で対応できる人もいるでしょうが、
やはり1人でも大丈夫といえるようになるまでは数ヵ月ぐらい必
要ではないかと思います。
平井　復職支援に関しては国からの経済的なサポートがあ
りません。その中で外来にティーチングの場を設けようとする
と、スペース的にもマンパワー的にもコスト負担がかかってく
るのではないでしょうか。この点について岩崎先生はどのよ
うにとらえていますか。
岩崎　当院では午前中だけでなく午後も外来をやっており、
午前担当の先生方に午後の初診外来をお願いするという
形でティーチングの場を確保しています。ですから、コストは
かかっていません。
平井　比較的、医師の手が空く午後外来であれば、そう
いった場の提供も可能ですね。
西村　初期研修医の一般内科外来研修も、午前中はバタ
バタしていますから実は午後外来で行っています。ただ、午
後外来の場合、入院の適応があったり重篤な疾患が見つ
かったりしたときなどは大変です。とはいえ、ティーチングは
やはり午後外来のほうがいいと思います。

医師の感情をチェックすることの意義
平井　施設ごとにマンパワーや外来の運用状況に合わせ
てティーチングの場をつくっていくということになろうかと思い
ます。では、コミュニケーションスキルという観点から、上級
医や指導医だけでなく、看護師をはじめとするコメディカル
からのフィードバックというのは、女性医師の復職支援にお
いてどのような位置づけになるのでしょうか。
西村　あさお診療所では、毎日昼に15分間、その日に出勤
した職員全員でカンファレンスを行っています。といっても大
げさなものではなく、初診の患者さんや気になる患者さんに
ついて意見交換するという場です。例えば、「あの患者さん
は診察室に入っていったときと出てきたときの顔つきがすごく
違っていた」といったようなフィードバックがあると、対応した
研修医はすごく嬉しい気持ちになります。たった15分です
が、中身の濃い時間だといえます。それから、復職女性パー
ト医が加わってから月に1回、1ヵ月を振り返る形でのカンファ
レンスも行っています。
平井　西村先生のチェックシートの「感情」というのは、非常
に重要な評価項目だと思います。これまで役に立ったこととし
て、どんな例がありますか。
西村　「患者さんに対してキレそうになった」と書かれた例
があります。そのときの感情を詳しく聞きましたが、実際にキ

レたこともあり、コメディカルの中でもそういうことが問題になっ
ていたということです。本人が周りからどのように見られてい
るか気づいていないこともありますから、そのように書いても
らうと大いに役立ちますね。また、ネガティブなフィードバック
ばかりではなく、そうしたことを踏まえてどう成長していくかと
いうことを、ネクストステップという形で1ヵ月を振り返る場面で
書いてもらっています。

コメディカルとのコミュニケーションが重要
平井　コメディカルからのフィードバックは、医学的な知識だ
けでなくチーム医療としてどうステップアップしていくかという
意味からも、一般内科の復職プログラムで重要な要素だと
いう印象がありますね。
岸田　私が初めて行く病院の一般内科外来でまずやること
は、医師以外のメディカルスタッフ、特に看護師さんを味方
につけることです。医師は忙しいので、いきなり相談したりす
るとコミュニケーション上、トラブルを引き起こしかねません。
その点、看護師さんは医師や病院内のことに詳しく、困った
ときにどの先生に相談したらよいかなど、適切なアドバイスを
してくれます。ですから、一般内科外来ではメディカルスタッ
フと親しくなることが重要であり、彼らに合わせて自分が変化
していくとうまくいくのではないでしょうか。
平井　そのようなアドバイスやこれまでの議論で出てきたシ
ステムなどを整備していけば、女性医師の復職支援も一歩
進んでいくようですね。
小出　コメディカルの看護師さんは患者さんのことをよくご
存知ですし、医師の先生方についても精通されていますか
ら、とても心強いです。女性医師の復職に向けてコメディカ
ルの人たちとコミュニケーションを取ることは、チーム医療のう
えからも大事なことではないかと思います。
平井　たいへん中身の濃いディスカッションができたのでは
ないかと思います。女性医師の復職を実現するには、どの
ようなシステムを構築し、どのくらいの頻度で研修を行えばよ
いか、だいぶ見えてきたのではないでしょうか。
横田　ありがとうございました。最後に、女性医師再教育
センター副センター長を務めている東医療センター内科准教
授の小川哲也先生に閉会を兼ねて挨拶をお願いします。
小川　女性医師が復職するにあたり、どこが問題で、どう
いった形で研修をするか、かなり明確になってきたのではな
いかと思います。私も一般内科外来に携わっていて、女性
医師のみなさんに復職していただくことは、高齢化社会を支
えていくうえからも非常に重要なことだと考えています。本日
は長時間、ありがとうございました。

【資料3】“風邪”という言い方のピットフォール

【資料2】風邪症候群とは？ 【資料4】風邪症候群に対する医師の役割

【資料5】患者さんがこの薬を本当に飲まないといけないか 【資料7】局所臓器症状不明瞭・高熱のみ型

【資料6】典型的“風邪”型 【資料8】FOCUS探しアプローチ法

【資料9】実際にあった症例　やや長引く発熱+倦怠感
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プレゼンテーション

3ヵ月間の研修を経て現場に復帰
横田　最初に3人のシンポジストからプレゼンテーションをし
ていただき、その後、討論に移りたいと思います。まず、実
際に女性医師再教育センターの復職プロジェクトで研修をさ
れた小出先生からお願いします。
小出　長女を出産後、1年半のブランクを経て女子医大の
女性医師再教育センターに登録申請し、平成26年3月から
3ヵ月間、東京女子医大東医療センターの内科で研修を受
け、そのまま6月から常勤として働いています。研修は外来
の見学から始まり、予診をして上級医と相談しながら診察を
見せていただき、病棟の患者さんの回診にも参加するという
内容でした。6月からは研修で得た知識を踏まえ、実際に入
院患者さんと外来患者さんに対応し、月に2～3回、救急当
番（救急車への対応）も行っています。

勤務するようになって最初に苦労したのは、外来で患者
さんを帰してもいいのか、入院させなければいけないのか、
といった判断と、初期治療をどう行うかということでした。こ
の点に関しては、すぐに相談できる上級医がいますので、相
談しながら対応できるという環境にあります。入院患者さん
に関しては、朝のカンファレンスで個々の入院患者さんの状
況を自分たちが報告し、夕方には患者さんがどうなったかと
いうフィードバックもありますので、しっかりサポートしていただ
いていると感じています。

出産して長いブランクがあっても、医師として働ける環境

が整備され、家族や職場のサポートもあって復帰できている
ことは、私にとって大きな幸せです。とても貴重な経験をさせ
ていただいていると感謝しています。

風邪の症状に紛れ込んでいる重篤な疾患
横田　次に、地域の病院においてどのように一般内科外
来の指導をされているかという点について、岸田先生にお
話しいただきたいと思います。
岸田　私は週に1回、研修医がいる病院の一般内科外来
で指導していますが、一般内科外来はとてもインタレスティ
ングであるということを伝えるとともに、それなりの頻度で重
篤な疾患も見られるため、それをいかに見極め、主訴別に
マネジメントしていくかということに重点を置いています。初
診の患者さんがみえると、まず問診票だけで「何を考える

か」を研修医と10分前後ディスカッションします。そして、研
修医に患者さんを診てもらってからまたディスカッションし、
その結果をもとに私も一緒に患者さんを診るという形で指導
しています。
【資料1】に示したように、一般内科外来は症状の出現か

ら1ヵ月以内の急性の呼吸器症状が多く、その割合が4割
を占めているのが現状です。次いで、発熱・倦怠感など全
身の症状、消化器症状と続きます。重症度はそれほど強く
はありませんが、死亡に至るケースもあります。特に、風邪
の症状や発熱・倦怠感などの主訴に重篤な疾患が紛れ込
んでいる場合がありますから、それを見逃さないことが重要
です。

研修医に「風邪って何だろう？」と聞いても、きちんと答えら
れる人はいません。簡単なようで難しい。それだけにインタレ
スティングなのです。とはいえ、風邪には一応の定義があり
ます【資料2】。「治癒しなくてもいずれ症状が治まる性質のウ
イルス感染症で、多くは上気道感染のこと」とされています。

ただ、「いずれ症状が治まる性質のウイルス感染症」という
と、いろいろなものが含まれてしまうため、この定義は極めて
曖昧だといわざるをえません。そこで、風邪はウイルス性上

気道感染のことだけを指すと、内科外来では教えています。
実際に風邪の患者さんが来られたときは、症状を診たあとに
ホワイトボードを使って説明したりしています。

風邪の診断をめぐる衝撃の会話
【資料3】に示したように、患者さんは熱や倦怠感があると

自分で勝手に「風邪だ」と思い込んでしまいがちです。医師
も、熱しかない、倦怠感しかないといったような場合には、つ
い「風邪」といってしまう傾向があります。

医師の役割は【資料4】のように、風邪を診断するというよ
りも風邪症候群に紛れ込んでいる疾患を鑑別することにあり
ます。また、抗菌薬の適正使用も重要であり、対症療法によ
る症状軽快へのサポートも怠ってはなりません。「風邪と思っ
たら総合感冒薬と抗菌薬を処方すればよい」と発想するよう
な医師にはなるなと研修医に伝えています。
【資料5】は、風邪というだけでこれほどたくさん薬が処方

されるという一例です。これにどれだけ意味があり、効果が
あるのでしょうか。1人で内科外来をやっていると、患者さん
のニーズに合わせてこのようになってしまいます。また、いっ
たんこうした診療を学んでしまうと、薬を削るのはなかなか難

しいでしょうから、医師の気持ちもよく分かりますが、きちんと
した指導体制が必要だと思います。

風邪の診療が適切にできていないケースとして、次のよう
な例があります。先生が患者さんに、「風邪だと思いますが、
抗生物質を飲みたいなら出します。どうしますか？」というと、
患者さんは「先生が必要だというなら出してください」と答え
ました。すると先生は、「うーん、どちらでもいいんです」と。

こうした“衝撃の会話”はたくさんあります。例えば、「風邪
を引くと口の中の菌も増えるので、抗生物質を飲んでおいた
ほうがいいですよ」とか、「風邪に抗生物質は3日で効くので、
3日たってもよくならなかったら受診してください」などというも
のです。いったい何の根拠があってこんなことを吹聴してい
るのでしょうか。やはりしっかりした教育が必要であるのはい
うまでもありません。

風邪だと思ったら3症状をチェックせよ
私は風邪について、【資料6】に示した3症状が“急性に、

同時に、どの程度”存在しているかを確認せよと研修医に
いっています。1つ目はくしゃみ・鼻水・鼻づまりの鼻炎症状、
2つ目は咽頭痛やイガイガ感の咽頭炎症状、3つ目が下気道

症状による咳です。この3症状がウイルス感染の特徴であ
り、風邪だと思ったらまず3症状をチェックしなさいということ
です。
【資料7】のように「熱しかない」というケースもあるかと思い

ますが、外来ではこれが案外やっかいなテーマとなります。
この場合には特に、敗血症を見逃さないよう指導していま
す。そのためのアプローチの方法が【資料8】です。この中に
答えがあるはずなので、敗血症をきたす疾患を探せといって
います。例えば、「脚に異常はありませんか」と患者さんにお
聞きして診ると、案の定、赤い炎症があって蜂窩織炎だった
りします。こういう診療のコツを教えています。

微熱・倦怠感があって急性の場合は、重篤な病気が紛
れ込んでいる場合があります。【資料9】はその好例です。20
代の女性が10日くらい前から倦怠感と発熱があり、近くの医
院で受診し、風邪と診断されました。帰宅後も発熱・倦怠
感が強いため別の病院で受診しましたが、やはり風邪として
帰されました。気道症状はなく、消化器症状は嘔気くらいで
食欲がないとのことでした。これは先の“3症状チェック”の1
つも当てはまりません。ですから、風邪でないのは明らかで、
実際には急性肝炎だったのです。

【資料10】はもう1つの事例です。鼻水と咽頭痛があった
26歳の女性は、それが数日でよくなったものの、その後、発熱・
倦怠感・嘔気に見舞われたため近くの医院で受診し、風邪
と診断されて帰宅しました。しかし、倦怠感と嘔気が持続し
て食事も摂れないため医院で点滴を受け、さらに病院で救
急受診した結果、急性心筋炎であることが判明しました。

この2つの事例からも明らかなように、微熱・倦怠感型の
症状には急性肝炎と急性心筋炎が紛れ込んでいる可能性
があります。それを見抜くコツを【資料11】に示しました。38℃
近い発熱で、局所症状はなく下痢もないのに嘔気が続くケー
スでは急性肝炎、風邪にしてはだるすぎるといったような場
合は、完全房室ブロックや心タンポナーデ（心外膜心筋炎）
が疑われるということです。

一般内科外来はこのように、風邪の診療ひとつをとっても
ものすごく奥が深く、医師としてやりがいのある分野だといえ
ます。女性医師を対象としたこのような教育の場があればよ
いのではないかと思います。

初期研修医の外来研修プログラム
横田　ありがとうございました。次は、診療所ではどのよう

に教育されているかという点について、あさお診療所の西村
先生にお話しいただきたいと思います。
西村　あさお診療所は医師4人、看護師4人、事務員4人
の小さな診療所で、医師のうち1人が後期研修医、もう1人
が復職女性パート医で週3回外来を担当しています。家庭
医療研修施設として、乳児から高齢者まで幅広く対応して
います。
【資料12】は家庭医療外来初診の特徴を示したものです。

初診者は大きく3つに分けられます。まず症状（主訴）がある
人で、そのトップは咳、2位が発熱、3位が咽頭痛となってい
ます。次に健診・予防接種に来られる人たちがいて、健診
で病気を見つけ、慢性疾患の外来通院になる人もいます。
3つ目が不定愁訴の人たちで、初診外来の中では診療に時
間がかかる患者さんといえます。これらの中には、いわゆるド
クターショッピングの果てに診断のついていない人もいます
が、実は復職女性パートの先生がこうした人の対応を得意
としています。そのほか、女性医師を希望される人や高齢
者が多いのも特徴の一つです。高齢者は多臓器にわたる
疾患を抱えているケースが多く、臓器別の主治医がいたりも
しますが、そういう人たちの“かかりつけ医”としての役割も

果たしています。
私は【資料13】のように、病院で初期研修医の外来指導

をしています。一般内科外来で週1回（半日）、3ヵ月間にわ
たって研修を行うもので、最初の1ヵ月目は研修医が指導医
である私の診療を見ながら、どこにポイントを置いて診ている
か、患者さんに何を聞いているかなどを学んでもらいます。
2ヵ月目には研修医と私の2人で患者さんを診ます。主に研
修医が診療を行い、私は足りない部分の問診をしたり、身
体所見を手伝ったりします。3ヵ月目になると研修医が1人で
診療し、私はカーテンの外でその様子に耳を傾けるという形
で指導しています。そして、1例ごとにディスカッションを行っ
ています。

「患者中心の医療の方法」とは
【資料14】は、研修で重視していることを記したものです。

「A or not A」とは、鑑別診断にはA、B、C、D、Eといろい
ろあると思いますが、「A」なのか「Aではない」のかしっかり見
極めなければならないということです。このまま患者さんを帰
していいのか、重篤な疾患を見逃してはいないか、その判
断が問われるわけです。また、「患者中心の医療の方法」
で、患者さんが来られた理由に応えられたか、また納得して
いただけたか、という見極めも重要です。さらに、今後起こ
りうることや、次回の約束などについても理解していただく、
つまりセーフティネットを提供することも大切です。

では、「患者中心の医療の方法」とはどのようなものなので
しょうか。それを示したのが【資料15】です。まず患者さんの
Disease（疾患）を見極め、どのようなIllness（病）で受診に
来られたのか、疾患と病の両方を探ります。それから、
Health（健康観）を探ることも大事で、予防医療などにも関
わっていかなければなりません。診療所レベルでは、「風邪で
すよ、さようなら」というわけにはいきません。その患者さんは、
実は健診で高血圧と診断された人だったりして、再来を促

す必要があります。そういう人がたくさんいるわけです。
また、患者さんから「おじいちゃんの介護をしていて……」

といった話が出たりすると、患者さんの周りの人も含めて患
者背景を理解していかなければなりません。ですから、来ら
れた患者さんだけを診るのではないということです。患者さ
んは咳や頭痛といった主訴を持って来られますが、その主
訴には必ず物語があり、受診に来られた理由があるわけで
す。

どうしたら患者さんに納得してもらえるか
【資料16】は、Illness（病）について記したもので、Feeling

（感情）、Ideas（解釈）、Function（影響）、Expectations（期
待）の頭文字をとって「FIFE」と呼んでいるものです。ある患
者さんが「つらい、不安である」と受診に来られました。「頭が
痛くて脳腫瘍ではないか」と思ったからです。しかも、わざわ
ざ仕事を休んで来ています。そして、心配なので「MRI検査
をしてほしい」と。医師は、脳腫瘍ではないと診断してもそこ
に寄り添っていかないと、結局この患者さんは納得されない
でしょう。

納得というのは、【資料15】の「共通の理解基盤を見出す」

という部分です。当該事例では、頭痛の原因が脳腫瘍では
なく、神経の調節不良によるものでした。患者さんは脳腫瘍
が心配で来ているわけですから、そうではないということを
しっかり説明し、できればMRIを撮らずに帰っていただくよう
にします。つまり、共通の理解によってゴールを見つめること
が重要だということです。

これらをもとに作成したのが、【資料17】の外来研修チェッ
クシートです。まず「主訴／受診の理由」では、何で受診に
来たのかを書いてもらいます。前述の事例では、「頭痛」では
なく「脳腫瘍が心配だから」と書いてもらう必要があるという
ことです。それから、「FIFE」を必ず聞くこと。「問題点」は、
病名であったり健診で引っかかったりした部分を書いてもら
います。それから「safety net」をチェックし、「できたこと」を
書いてもらうわけですが、これを見ると少しずつレベルアップ
していくことが分かりますから、私はここを一番のカギとして
います。
もう一つ大事にしているのが、研修医の「感情」です。「こ

の患者さんは苦手だ」、「診断がうまくできなくて慌てた」、
「FIFEを聞くのを忘れた」など何でもかまいません。感情が
揺れ動いた経験は“学び”になるといわれていますので、
この「感情」にも大きなポイントを置いています。

ディスカッション
　　
まずは臨床現場で医者としての勘を取り戻す
平井　それではディスカッションに移ります。復職を目指して
いる女性医師のみなさんに、どのような研修の場をつくって
いったらよいのか、現状の課題と今後の方向性が少しでも
見えてくればと考えています。そこでまず小出先生に、休職
後、外来に出て患者さんと接したとき、どのような不安があっ
たかお聞かせ願います。
小出　自分で診断したことを、自信を持って患者さんに説

明できるかどうかが、一番不安に感じたところです。診断能
力と自信がないと、それがなんとなく患者さんに伝わってしま
うものですから……。
平井　休職期間中は診療の現場にいなかったわけですか
ら、復帰して患者さんと1対1で話をすることに恐怖心みたい
なものはありませんでしたか。
小出　子育て中は24時間、子どもと1対1だったわけです。
それが患者さんと1対1で接することになるわけですから、
やはり不安を感じました。そこで、まずは医者としての勘を取
り戻そうとしました。
平井　臨床の勘を取り戻すには、どのくらいの頻度で患者
さんに接すればよいとお考えですか。
小出　少なくとも週1回は患者さんとふれあう機会があるの
が望ましいと思います。ですから、週1回勤務から始めて
徐々に勘を取り戻し、家庭や職場のサポートを得て週2回、
週3回と増やしていけばよいでしょう。まずは、週1回の第一
歩を踏み出すことです。
平井　西村先生は週に1回半日、初期研修医を対象に1ヵ
月目、2ヵ月目、3ヵ月目とレベルを上げながら外来指導をされ
ているわけですが、例えば2年間の休職期間がある人の場
合、どの段階から研修を行うのが現実的でしょうか。
西村　1ヵ月目の「指導医（私）の診療をみる」ところは1～2
回の研修で十分であり、実質的には2ヵ月目の「研修医と
指導医でみる」というレベルから入っていけばよいと思って
います。そこで、「この人は大丈夫」あるいは「もう少し一緒
にみてあげたほうがよい」といった見極めをします。ほとんど
の人が、現場は久しぶりであってもよく勉強されていますか
ら、疾患を探る部分はほとんど問題ありません。それをどう
患者さんに伝えるか、患者さんとどうやってコミュニケーショ
ンを取るかということですが、これも自信を持っていただい
て大丈夫。ですから、2段階目の研修も多くの人が1ヵ月も
かからず、あっという間に3ヵ月目のレベルの研修に入って
いきます。

ティーチングの場は午後外来に設ける
平井　岸田先生は初期研修医を対象に一般内科外来を
指導されているわけですが、彼らとどのような距離を取って
いますか。
岸田　私は研修医に頑張ってもらいたいため、事前に受診
者についてのディスカッションを行い、何かあったら呼びなさ
いと伝えて「とにかく診てこい」と突き放します。そういう形で
結構こなしてもらっています。
平井　小出先生は、突き放されても大丈夫というようになる
まで、ある程度時間がかかりましたか。

小出　私は週3回の研修を受けたあと常勤となり、1年経っ
て外来診察も1人でやり、救急当番もこなしています。人に
よっては3ヵ月あるいは5ヵ月で対応できる人もいるでしょうが、
やはり1人でも大丈夫といえるようになるまでは数ヵ月ぐらい必
要ではないかと思います。
平井　復職支援に関しては国からの経済的なサポートがあ
りません。その中で外来にティーチングの場を設けようとする
と、スペース的にもマンパワー的にもコスト負担がかかってく
るのではないでしょうか。この点について岩崎先生はどのよ
うにとらえていますか。
岩崎　当院では午前中だけでなく午後も外来をやっており、
午前担当の先生方に午後の初診外来をお願いするという
形でティーチングの場を確保しています。ですから、コストは
かかっていません。
平井　比較的、医師の手が空く午後外来であれば、そう
いった場の提供も可能ですね。
西村　初期研修医の一般内科外来研修も、午前中はバタ
バタしていますから実は午後外来で行っています。ただ、午
後外来の場合、入院の適応があったり重篤な疾患が見つ
かったりしたときなどは大変です。とはいえ、ティーチングは
やはり午後外来のほうがいいと思います。

医師の感情をチェックすることの意義
平井　施設ごとにマンパワーや外来の運用状況に合わせ
てティーチングの場をつくっていくということになろうかと思い
ます。では、コミュニケーションスキルという観点から、上級
医や指導医だけでなく、看護師をはじめとするコメディカル
からのフィードバックというのは、女性医師の復職支援にお
いてどのような位置づけになるのでしょうか。
西村　あさお診療所では、毎日昼に15分間、その日に出勤
した職員全員でカンファレンスを行っています。といっても大
げさなものではなく、初診の患者さんや気になる患者さんに
ついて意見交換するという場です。例えば、「あの患者さん
は診察室に入っていったときと出てきたときの顔つきがすごく
違っていた」といったようなフィードバックがあると、対応した
研修医はすごく嬉しい気持ちになります。たった15分です
が、中身の濃い時間だといえます。それから、復職女性パー
ト医が加わってから月に1回、1ヵ月を振り返る形でのカンファ
レンスも行っています。
平井　西村先生のチェックシートの「感情」というのは、非常
に重要な評価項目だと思います。これまで役に立ったこととし
て、どんな例がありますか。
西村　「患者さんに対してキレそうになった」と書かれた例
があります。そのときの感情を詳しく聞きましたが、実際にキ

レたこともあり、コメディカルの中でもそういうことが問題になっ
ていたということです。本人が周りからどのように見られてい
るか気づいていないこともありますから、そのように書いても
らうと大いに役立ちますね。また、ネガティブなフィードバック
ばかりではなく、そうしたことを踏まえてどう成長していくかと
いうことを、ネクストステップという形で1ヵ月を振り返る場面で
書いてもらっています。

コメディカルとのコミュニケーションが重要
平井　コメディカルからのフィードバックは、医学的な知識だ
けでなくチーム医療としてどうステップアップしていくかという
意味からも、一般内科の復職プログラムで重要な要素だと
いう印象がありますね。
岸田　私が初めて行く病院の一般内科外来でまずやること
は、医師以外のメディカルスタッフ、特に看護師さんを味方
につけることです。医師は忙しいので、いきなり相談したりす
るとコミュニケーション上、トラブルを引き起こしかねません。
その点、看護師さんは医師や病院内のことに詳しく、困った
ときにどの先生に相談したらよいかなど、適切なアドバイスを
してくれます。ですから、一般内科外来ではメディカルスタッ
フと親しくなることが重要であり、彼らに合わせて自分が変化
していくとうまくいくのではないでしょうか。
平井　そのようなアドバイスやこれまでの議論で出てきたシ
ステムなどを整備していけば、女性医師の復職支援も一歩
進んでいくようですね。
小出　コメディカルの看護師さんは患者さんのことをよくご
存知ですし、医師の先生方についても精通されていますか
ら、とても心強いです。女性医師の復職に向けてコメディカ
ルの人たちとコミュニケーションを取ることは、チーム医療のう
えからも大事なことではないかと思います。
平井　たいへん中身の濃いディスカッションができたのでは
ないかと思います。女性医師の復職を実現するには、どの
ようなシステムを構築し、どのくらいの頻度で研修を行えばよ
いか、だいぶ見えてきたのではないでしょうか。
横田　ありがとうございました。最後に、女性医師再教育
センター副センター長を務めている東医療センター内科准教
授の小川哲也先生に閉会を兼ねて挨拶をお願いします。
小川　女性医師が復職するにあたり、どこが問題で、どう
いった形で研修をするか、かなり明確になってきたのではな
いかと思います。私も一般内科外来に携わっていて、女性
医師のみなさんに復職していただくことは、高齢化社会を支
えていくうえからも非常に重要なことだと考えています。本日
は長時間、ありがとうございました。

【資料11】微熱・倦怠感型（急性）

【資料10】実際にあった症例　かなり強い倦怠感+嘔気 【資料12】家庭医療外来初診の特徴

【資料13】初期研修医　外来研修

【資料14】研修で重視していること 【資料15】患者中心の医療の方法

【資料16】Illness（病）
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プレゼンテーション

3ヵ月間の研修を経て現場に復帰
横田　最初に3人のシンポジストからプレゼンテーションをし
ていただき、その後、討論に移りたいと思います。まず、実
際に女性医師再教育センターの復職プロジェクトで研修をさ
れた小出先生からお願いします。
小出　長女を出産後、1年半のブランクを経て女子医大の
女性医師再教育センターに登録申請し、平成26年3月から
3ヵ月間、東京女子医大東医療センターの内科で研修を受
け、そのまま6月から常勤として働いています。研修は外来
の見学から始まり、予診をして上級医と相談しながら診察を
見せていただき、病棟の患者さんの回診にも参加するという
内容でした。6月からは研修で得た知識を踏まえ、実際に入
院患者さんと外来患者さんに対応し、月に2～3回、救急当
番（救急車への対応）も行っています。

勤務するようになって最初に苦労したのは、外来で患者
さんを帰してもいいのか、入院させなければいけないのか、
といった判断と、初期治療をどう行うかということでした。こ
の点に関しては、すぐに相談できる上級医がいますので、相
談しながら対応できるという環境にあります。入院患者さん
に関しては、朝のカンファレンスで個々の入院患者さんの状
況を自分たちが報告し、夕方には患者さんがどうなったかと
いうフィードバックもありますので、しっかりサポートしていただ
いていると感じています。

出産して長いブランクがあっても、医師として働ける環境

が整備され、家族や職場のサポートもあって復帰できている
ことは、私にとって大きな幸せです。とても貴重な経験をさせ
ていただいていると感謝しています。

風邪の症状に紛れ込んでいる重篤な疾患
横田　次に、地域の病院においてどのように一般内科外
来の指導をされているかという点について、岸田先生にお
話しいただきたいと思います。
岸田　私は週に1回、研修医がいる病院の一般内科外来
で指導していますが、一般内科外来はとてもインタレスティ
ングであるということを伝えるとともに、それなりの頻度で重
篤な疾患も見られるため、それをいかに見極め、主訴別に
マネジメントしていくかということに重点を置いています。初
診の患者さんがみえると、まず問診票だけで「何を考える

か」を研修医と10分前後ディスカッションします。そして、研
修医に患者さんを診てもらってからまたディスカッションし、
その結果をもとに私も一緒に患者さんを診るという形で指導
しています。
【資料1】に示したように、一般内科外来は症状の出現か

ら1ヵ月以内の急性の呼吸器症状が多く、その割合が4割
を占めているのが現状です。次いで、発熱・倦怠感など全
身の症状、消化器症状と続きます。重症度はそれほど強く
はありませんが、死亡に至るケースもあります。特に、風邪
の症状や発熱・倦怠感などの主訴に重篤な疾患が紛れ込
んでいる場合がありますから、それを見逃さないことが重要
です。

研修医に「風邪って何だろう？」と聞いても、きちんと答えら
れる人はいません。簡単なようで難しい。それだけにインタレ
スティングなのです。とはいえ、風邪には一応の定義があり
ます【資料2】。「治癒しなくてもいずれ症状が治まる性質のウ
イルス感染症で、多くは上気道感染のこと」とされています。

ただ、「いずれ症状が治まる性質のウイルス感染症」という
と、いろいろなものが含まれてしまうため、この定義は極めて
曖昧だといわざるをえません。そこで、風邪はウイルス性上

気道感染のことだけを指すと、内科外来では教えています。
実際に風邪の患者さんが来られたときは、症状を診たあとに
ホワイトボードを使って説明したりしています。

風邪の診断をめぐる衝撃の会話
【資料3】に示したように、患者さんは熱や倦怠感があると

自分で勝手に「風邪だ」と思い込んでしまいがちです。医師
も、熱しかない、倦怠感しかないといったような場合には、つ
い「風邪」といってしまう傾向があります。

医師の役割は【資料4】のように、風邪を診断するというよ
りも風邪症候群に紛れ込んでいる疾患を鑑別することにあり
ます。また、抗菌薬の適正使用も重要であり、対症療法によ
る症状軽快へのサポートも怠ってはなりません。「風邪と思っ
たら総合感冒薬と抗菌薬を処方すればよい」と発想するよう
な医師にはなるなと研修医に伝えています。
【資料5】は、風邪というだけでこれほどたくさん薬が処方

されるという一例です。これにどれだけ意味があり、効果が
あるのでしょうか。1人で内科外来をやっていると、患者さん
のニーズに合わせてこのようになってしまいます。また、いっ
たんこうした診療を学んでしまうと、薬を削るのはなかなか難

しいでしょうから、医師の気持ちもよく分かりますが、きちんと
した指導体制が必要だと思います。

風邪の診療が適切にできていないケースとして、次のよう
な例があります。先生が患者さんに、「風邪だと思いますが、
抗生物質を飲みたいなら出します。どうしますか？」というと、
患者さんは「先生が必要だというなら出してください」と答え
ました。すると先生は、「うーん、どちらでもいいんです」と。

こうした“衝撃の会話”はたくさんあります。例えば、「風邪
を引くと口の中の菌も増えるので、抗生物質を飲んでおいた
ほうがいいですよ」とか、「風邪に抗生物質は3日で効くので、
3日たってもよくならなかったら受診してください」などというも
のです。いったい何の根拠があってこんなことを吹聴してい
るのでしょうか。やはりしっかりした教育が必要であるのはい
うまでもありません。

風邪だと思ったら3症状をチェックせよ
私は風邪について、【資料6】に示した3症状が“急性に、

同時に、どの程度”存在しているかを確認せよと研修医に
いっています。1つ目はくしゃみ・鼻水・鼻づまりの鼻炎症状、
2つ目は咽頭痛やイガイガ感の咽頭炎症状、3つ目が下気道

症状による咳です。この3症状がウイルス感染の特徴であ
り、風邪だと思ったらまず3症状をチェックしなさいということ
です。
【資料7】のように「熱しかない」というケースもあるかと思い

ますが、外来ではこれが案外やっかいなテーマとなります。
この場合には特に、敗血症を見逃さないよう指導していま
す。そのためのアプローチの方法が【資料8】です。この中に
答えがあるはずなので、敗血症をきたす疾患を探せといって
います。例えば、「脚に異常はありませんか」と患者さんにお
聞きして診ると、案の定、赤い炎症があって蜂窩織炎だった
りします。こういう診療のコツを教えています。

微熱・倦怠感があって急性の場合は、重篤な病気が紛
れ込んでいる場合があります。【資料9】はその好例です。20
代の女性が10日くらい前から倦怠感と発熱があり、近くの医
院で受診し、風邪と診断されました。帰宅後も発熱・倦怠
感が強いため別の病院で受診しましたが、やはり風邪として
帰されました。気道症状はなく、消化器症状は嘔気くらいで
食欲がないとのことでした。これは先の“3症状チェック”の1
つも当てはまりません。ですから、風邪でないのは明らかで、
実際には急性肝炎だったのです。

【資料10】はもう1つの事例です。鼻水と咽頭痛があった
26歳の女性は、それが数日でよくなったものの、その後、発熱・
倦怠感・嘔気に見舞われたため近くの医院で受診し、風邪
と診断されて帰宅しました。しかし、倦怠感と嘔気が持続し
て食事も摂れないため医院で点滴を受け、さらに病院で救
急受診した結果、急性心筋炎であることが判明しました。

この2つの事例からも明らかなように、微熱・倦怠感型の
症状には急性肝炎と急性心筋炎が紛れ込んでいる可能性
があります。それを見抜くコツを【資料11】に示しました。38℃
近い発熱で、局所症状はなく下痢もないのに嘔気が続くケー
スでは急性肝炎、風邪にしてはだるすぎるといったような場
合は、完全房室ブロックや心タンポナーデ（心外膜心筋炎）
が疑われるということです。

一般内科外来はこのように、風邪の診療ひとつをとっても
ものすごく奥が深く、医師としてやりがいのある分野だといえ
ます。女性医師を対象としたこのような教育の場があればよ
いのではないかと思います。

初期研修医の外来研修プログラム
横田　ありがとうございました。次は、診療所ではどのよう

に教育されているかという点について、あさお診療所の西村
先生にお話しいただきたいと思います。
西村　あさお診療所は医師4人、看護師4人、事務員4人
の小さな診療所で、医師のうち1人が後期研修医、もう1人
が復職女性パート医で週3回外来を担当しています。家庭
医療研修施設として、乳児から高齢者まで幅広く対応して
います。
【資料12】は家庭医療外来初診の特徴を示したものです。

初診者は大きく3つに分けられます。まず症状（主訴）がある
人で、そのトップは咳、2位が発熱、3位が咽頭痛となってい
ます。次に健診・予防接種に来られる人たちがいて、健診
で病気を見つけ、慢性疾患の外来通院になる人もいます。
3つ目が不定愁訴の人たちで、初診外来の中では診療に時
間がかかる患者さんといえます。これらの中には、いわゆるド
クターショッピングの果てに診断のついていない人もいます
が、実は復職女性パートの先生がこうした人の対応を得意
としています。そのほか、女性医師を希望される人や高齢
者が多いのも特徴の一つです。高齢者は多臓器にわたる
疾患を抱えているケースが多く、臓器別の主治医がいたりも
しますが、そういう人たちの“かかりつけ医”としての役割も

果たしています。
私は【資料13】のように、病院で初期研修医の外来指導

をしています。一般内科外来で週1回（半日）、3ヵ月間にわ
たって研修を行うもので、最初の1ヵ月目は研修医が指導医
である私の診療を見ながら、どこにポイントを置いて診ている
か、患者さんに何を聞いているかなどを学んでもらいます。
2ヵ月目には研修医と私の2人で患者さんを診ます。主に研
修医が診療を行い、私は足りない部分の問診をしたり、身
体所見を手伝ったりします。3ヵ月目になると研修医が1人で
診療し、私はカーテンの外でその様子に耳を傾けるという形
で指導しています。そして、1例ごとにディスカッションを行っ
ています。

「患者中心の医療の方法」とは
【資料14】は、研修で重視していることを記したものです。

「A or not A」とは、鑑別診断にはA、B、C、D、Eといろい
ろあると思いますが、「A」なのか「Aではない」のかしっかり見
極めなければならないということです。このまま患者さんを帰
していいのか、重篤な疾患を見逃してはいないか、その判
断が問われるわけです。また、「患者中心の医療の方法」
で、患者さんが来られた理由に応えられたか、また納得して
いただけたか、という見極めも重要です。さらに、今後起こ
りうることや、次回の約束などについても理解していただく、
つまりセーフティネットを提供することも大切です。

では、「患者中心の医療の方法」とはどのようなものなので
しょうか。それを示したのが【資料15】です。まず患者さんの
Disease（疾患）を見極め、どのようなIllness（病）で受診に
来られたのか、疾患と病の両方を探ります。それから、
Health（健康観）を探ることも大事で、予防医療などにも関
わっていかなければなりません。診療所レベルでは、「風邪で
すよ、さようなら」というわけにはいきません。その患者さんは、
実は健診で高血圧と診断された人だったりして、再来を促

す必要があります。そういう人がたくさんいるわけです。
また、患者さんから「おじいちゃんの介護をしていて……」

といった話が出たりすると、患者さんの周りの人も含めて患
者背景を理解していかなければなりません。ですから、来ら
れた患者さんだけを診るのではないということです。患者さ
んは咳や頭痛といった主訴を持って来られますが、その主
訴には必ず物語があり、受診に来られた理由があるわけで
す。

どうしたら患者さんに納得してもらえるか
【資料16】は、Illness（病）について記したもので、Feeling

（感情）、Ideas（解釈）、Function（影響）、Expectations（期
待）の頭文字をとって「FIFE」と呼んでいるものです。ある患
者さんが「つらい、不安である」と受診に来られました。「頭が
痛くて脳腫瘍ではないか」と思ったからです。しかも、わざわ
ざ仕事を休んで来ています。そして、心配なので「MRI検査
をしてほしい」と。医師は、脳腫瘍ではないと診断してもそこ
に寄り添っていかないと、結局この患者さんは納得されない
でしょう。

納得というのは、【資料15】の「共通の理解基盤を見出す」

という部分です。当該事例では、頭痛の原因が脳腫瘍では
なく、神経の調節不良によるものでした。患者さんは脳腫瘍
が心配で来ているわけですから、そうではないということを
しっかり説明し、できればMRIを撮らずに帰っていただくよう
にします。つまり、共通の理解によってゴールを見つめること
が重要だということです。

これらをもとに作成したのが、【資料17】の外来研修チェッ
クシートです。まず「主訴／受診の理由」では、何で受診に
来たのかを書いてもらいます。前述の事例では、「頭痛」では
なく「脳腫瘍が心配だから」と書いてもらう必要があるという
ことです。それから、「FIFE」を必ず聞くこと。「問題点」は、
病名であったり健診で引っかかったりした部分を書いてもら
います。それから「safety net」をチェックし、「できたこと」を
書いてもらうわけですが、これを見ると少しずつレベルアップ
していくことが分かりますから、私はここを一番のカギとして
います。
もう一つ大事にしているのが、研修医の「感情」です。「こ

の患者さんは苦手だ」、「診断がうまくできなくて慌てた」、
「FIFEを聞くのを忘れた」など何でもかまいません。感情が
揺れ動いた経験は“学び”になるといわれていますので、
この「感情」にも大きなポイントを置いています。

ディスカッション
　　
まずは臨床現場で医者としての勘を取り戻す
平井　それではディスカッションに移ります。復職を目指して
いる女性医師のみなさんに、どのような研修の場をつくって
いったらよいのか、現状の課題と今後の方向性が少しでも
見えてくればと考えています。そこでまず小出先生に、休職
後、外来に出て患者さんと接したとき、どのような不安があっ
たかお聞かせ願います。
小出　自分で診断したことを、自信を持って患者さんに説

明できるかどうかが、一番不安に感じたところです。診断能
力と自信がないと、それがなんとなく患者さんに伝わってしま
うものですから……。
平井　休職期間中は診療の現場にいなかったわけですか
ら、復帰して患者さんと1対1で話をすることに恐怖心みたい
なものはありませんでしたか。
小出　子育て中は24時間、子どもと1対1だったわけです。
それが患者さんと1対1で接することになるわけですから、
やはり不安を感じました。そこで、まずは医者としての勘を取
り戻そうとしました。
平井　臨床の勘を取り戻すには、どのくらいの頻度で患者
さんに接すればよいとお考えですか。
小出　少なくとも週1回は患者さんとふれあう機会があるの
が望ましいと思います。ですから、週1回勤務から始めて
徐々に勘を取り戻し、家庭や職場のサポートを得て週2回、
週3回と増やしていけばよいでしょう。まずは、週1回の第一
歩を踏み出すことです。
平井　西村先生は週に1回半日、初期研修医を対象に1ヵ
月目、2ヵ月目、3ヵ月目とレベルを上げながら外来指導をされ
ているわけですが、例えば2年間の休職期間がある人の場
合、どの段階から研修を行うのが現実的でしょうか。
西村　1ヵ月目の「指導医（私）の診療をみる」ところは1～2
回の研修で十分であり、実質的には2ヵ月目の「研修医と
指導医でみる」というレベルから入っていけばよいと思って
います。そこで、「この人は大丈夫」あるいは「もう少し一緒
にみてあげたほうがよい」といった見極めをします。ほとんど
の人が、現場は久しぶりであってもよく勉強されていますか
ら、疾患を探る部分はほとんど問題ありません。それをどう
患者さんに伝えるか、患者さんとどうやってコミュニケーショ
ンを取るかということですが、これも自信を持っていただい
て大丈夫。ですから、2段階目の研修も多くの人が1ヵ月も
かからず、あっという間に3ヵ月目のレベルの研修に入って
いきます。

ティーチングの場は午後外来に設ける
平井　岸田先生は初期研修医を対象に一般内科外来を
指導されているわけですが、彼らとどのような距離を取って
いますか。
岸田　私は研修医に頑張ってもらいたいため、事前に受診
者についてのディスカッションを行い、何かあったら呼びなさ
いと伝えて「とにかく診てこい」と突き放します。そういう形で
結構こなしてもらっています。
平井　小出先生は、突き放されても大丈夫というようになる
まで、ある程度時間がかかりましたか。

小出　私は週3回の研修を受けたあと常勤となり、1年経っ
て外来診察も1人でやり、救急当番もこなしています。人に
よっては3ヵ月あるいは5ヵ月で対応できる人もいるでしょうが、
やはり1人でも大丈夫といえるようになるまでは数ヵ月ぐらい必
要ではないかと思います。
平井　復職支援に関しては国からの経済的なサポートがあ
りません。その中で外来にティーチングの場を設けようとする
と、スペース的にもマンパワー的にもコスト負担がかかってく
るのではないでしょうか。この点について岩崎先生はどのよ
うにとらえていますか。
岩崎　当院では午前中だけでなく午後も外来をやっており、
午前担当の先生方に午後の初診外来をお願いするという
形でティーチングの場を確保しています。ですから、コストは
かかっていません。
平井　比較的、医師の手が空く午後外来であれば、そう
いった場の提供も可能ですね。
西村　初期研修医の一般内科外来研修も、午前中はバタ
バタしていますから実は午後外来で行っています。ただ、午
後外来の場合、入院の適応があったり重篤な疾患が見つ
かったりしたときなどは大変です。とはいえ、ティーチングは
やはり午後外来のほうがいいと思います。

医師の感情をチェックすることの意義
平井　施設ごとにマンパワーや外来の運用状況に合わせ
てティーチングの場をつくっていくということになろうかと思い
ます。では、コミュニケーションスキルという観点から、上級
医や指導医だけでなく、看護師をはじめとするコメディカル
からのフィードバックというのは、女性医師の復職支援にお
いてどのような位置づけになるのでしょうか。
西村　あさお診療所では、毎日昼に15分間、その日に出勤
した職員全員でカンファレンスを行っています。といっても大
げさなものではなく、初診の患者さんや気になる患者さんに
ついて意見交換するという場です。例えば、「あの患者さん
は診察室に入っていったときと出てきたときの顔つきがすごく
違っていた」といったようなフィードバックがあると、対応した
研修医はすごく嬉しい気持ちになります。たった15分です
が、中身の濃い時間だといえます。それから、復職女性パー
ト医が加わってから月に1回、1ヵ月を振り返る形でのカンファ
レンスも行っています。
平井　西村先生のチェックシートの「感情」というのは、非常
に重要な評価項目だと思います。これまで役に立ったこととし
て、どんな例がありますか。
西村　「患者さんに対してキレそうになった」と書かれた例
があります。そのときの感情を詳しく聞きましたが、実際にキ

レたこともあり、コメディカルの中でもそういうことが問題になっ
ていたということです。本人が周りからどのように見られてい
るか気づいていないこともありますから、そのように書いても
らうと大いに役立ちますね。また、ネガティブなフィードバック
ばかりではなく、そうしたことを踏まえてどう成長していくかと
いうことを、ネクストステップという形で1ヵ月を振り返る場面で
書いてもらっています。

コメディカルとのコミュニケーションが重要
平井　コメディカルからのフィードバックは、医学的な知識だ
けでなくチーム医療としてどうステップアップしていくかという
意味からも、一般内科の復職プログラムで重要な要素だと
いう印象がありますね。
岸田　私が初めて行く病院の一般内科外来でまずやること
は、医師以外のメディカルスタッフ、特に看護師さんを味方
につけることです。医師は忙しいので、いきなり相談したりす
るとコミュニケーション上、トラブルを引き起こしかねません。
その点、看護師さんは医師や病院内のことに詳しく、困った
ときにどの先生に相談したらよいかなど、適切なアドバイスを
してくれます。ですから、一般内科外来ではメディカルスタッ
フと親しくなることが重要であり、彼らに合わせて自分が変化
していくとうまくいくのではないでしょうか。
平井　そのようなアドバイスやこれまでの議論で出てきたシ
ステムなどを整備していけば、女性医師の復職支援も一歩
進んでいくようですね。
小出　コメディカルの看護師さんは患者さんのことをよくご
存知ですし、医師の先生方についても精通されていますか
ら、とても心強いです。女性医師の復職に向けてコメディカ
ルの人たちとコミュニケーションを取ることは、チーム医療のう
えからも大事なことではないかと思います。
平井　たいへん中身の濃いディスカッションができたのでは
ないかと思います。女性医師の復職を実現するには、どの
ようなシステムを構築し、どのくらいの頻度で研修を行えばよ
いか、だいぶ見えてきたのではないでしょうか。
横田　ありがとうございました。最後に、女性医師再教育
センター副センター長を務めている東医療センター内科准教
授の小川哲也先生に閉会を兼ねて挨拶をお願いします。
小川　女性医師が復職するにあたり、どこが問題で、どう
いった形で研修をするか、かなり明確になってきたのではな
いかと思います。私も一般内科外来に携わっていて、女性
医師のみなさんに復職していただくことは、高齢化社会を支
えていくうえからも非常に重要なことだと考えています。本日
は長時間、ありがとうございました。

【資料17】外来研修チェックシート
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プレゼンテーション

3ヵ月間の研修を経て現場に復帰
横田　最初に3人のシンポジストからプレゼンテーションをし
ていただき、その後、討論に移りたいと思います。まず、実
際に女性医師再教育センターの復職プロジェクトで研修をさ
れた小出先生からお願いします。
小出　長女を出産後、1年半のブランクを経て女子医大の
女性医師再教育センターに登録申請し、平成26年3月から
3ヵ月間、東京女子医大東医療センターの内科で研修を受
け、そのまま6月から常勤として働いています。研修は外来
の見学から始まり、予診をして上級医と相談しながら診察を
見せていただき、病棟の患者さんの回診にも参加するという
内容でした。6月からは研修で得た知識を踏まえ、実際に入
院患者さんと外来患者さんに対応し、月に2～3回、救急当
番（救急車への対応）も行っています。

勤務するようになって最初に苦労したのは、外来で患者
さんを帰してもいいのか、入院させなければいけないのか、
といった判断と、初期治療をどう行うかということでした。こ
の点に関しては、すぐに相談できる上級医がいますので、相
談しながら対応できるという環境にあります。入院患者さん
に関しては、朝のカンファレンスで個々の入院患者さんの状
況を自分たちが報告し、夕方には患者さんがどうなったかと
いうフィードバックもありますので、しっかりサポートしていただ
いていると感じています。

出産して長いブランクがあっても、医師として働ける環境

が整備され、家族や職場のサポートもあって復帰できている
ことは、私にとって大きな幸せです。とても貴重な経験をさせ
ていただいていると感謝しています。

風邪の症状に紛れ込んでいる重篤な疾患
横田　次に、地域の病院においてどのように一般内科外
来の指導をされているかという点について、岸田先生にお
話しいただきたいと思います。
岸田　私は週に1回、研修医がいる病院の一般内科外来
で指導していますが、一般内科外来はとてもインタレスティ
ングであるということを伝えるとともに、それなりの頻度で重
篤な疾患も見られるため、それをいかに見極め、主訴別に
マネジメントしていくかということに重点を置いています。初
診の患者さんがみえると、まず問診票だけで「何を考える

か」を研修医と10分前後ディスカッションします。そして、研
修医に患者さんを診てもらってからまたディスカッションし、
その結果をもとに私も一緒に患者さんを診るという形で指導
しています。
【資料1】に示したように、一般内科外来は症状の出現か

ら1ヵ月以内の急性の呼吸器症状が多く、その割合が4割
を占めているのが現状です。次いで、発熱・倦怠感など全
身の症状、消化器症状と続きます。重症度はそれほど強く
はありませんが、死亡に至るケースもあります。特に、風邪
の症状や発熱・倦怠感などの主訴に重篤な疾患が紛れ込
んでいる場合がありますから、それを見逃さないことが重要
です。

研修医に「風邪って何だろう？」と聞いても、きちんと答えら
れる人はいません。簡単なようで難しい。それだけにインタレ
スティングなのです。とはいえ、風邪には一応の定義があり
ます【資料2】。「治癒しなくてもいずれ症状が治まる性質のウ
イルス感染症で、多くは上気道感染のこと」とされています。

ただ、「いずれ症状が治まる性質のウイルス感染症」という
と、いろいろなものが含まれてしまうため、この定義は極めて
曖昧だといわざるをえません。そこで、風邪はウイルス性上

気道感染のことだけを指すと、内科外来では教えています。
実際に風邪の患者さんが来られたときは、症状を診たあとに
ホワイトボードを使って説明したりしています。

風邪の診断をめぐる衝撃の会話
【資料3】に示したように、患者さんは熱や倦怠感があると

自分で勝手に「風邪だ」と思い込んでしまいがちです。医師
も、熱しかない、倦怠感しかないといったような場合には、つ
い「風邪」といってしまう傾向があります。

医師の役割は【資料4】のように、風邪を診断するというよ
りも風邪症候群に紛れ込んでいる疾患を鑑別することにあり
ます。また、抗菌薬の適正使用も重要であり、対症療法によ
る症状軽快へのサポートも怠ってはなりません。「風邪と思っ
たら総合感冒薬と抗菌薬を処方すればよい」と発想するよう
な医師にはなるなと研修医に伝えています。
【資料5】は、風邪というだけでこれほどたくさん薬が処方

されるという一例です。これにどれだけ意味があり、効果が
あるのでしょうか。1人で内科外来をやっていると、患者さん
のニーズに合わせてこのようになってしまいます。また、いっ
たんこうした診療を学んでしまうと、薬を削るのはなかなか難

しいでしょうから、医師の気持ちもよく分かりますが、きちんと
した指導体制が必要だと思います。

風邪の診療が適切にできていないケースとして、次のよう
な例があります。先生が患者さんに、「風邪だと思いますが、
抗生物質を飲みたいなら出します。どうしますか？」というと、
患者さんは「先生が必要だというなら出してください」と答え
ました。すると先生は、「うーん、どちらでもいいんです」と。

こうした“衝撃の会話”はたくさんあります。例えば、「風邪
を引くと口の中の菌も増えるので、抗生物質を飲んでおいた
ほうがいいですよ」とか、「風邪に抗生物質は3日で効くので、
3日たってもよくならなかったら受診してください」などというも
のです。いったい何の根拠があってこんなことを吹聴してい
るのでしょうか。やはりしっかりした教育が必要であるのはい
うまでもありません。

風邪だと思ったら3症状をチェックせよ
私は風邪について、【資料6】に示した3症状が“急性に、

同時に、どの程度”存在しているかを確認せよと研修医に
いっています。1つ目はくしゃみ・鼻水・鼻づまりの鼻炎症状、
2つ目は咽頭痛やイガイガ感の咽頭炎症状、3つ目が下気道

症状による咳です。この3症状がウイルス感染の特徴であ
り、風邪だと思ったらまず3症状をチェックしなさいということ
です。
【資料7】のように「熱しかない」というケースもあるかと思い

ますが、外来ではこれが案外やっかいなテーマとなります。
この場合には特に、敗血症を見逃さないよう指導していま
す。そのためのアプローチの方法が【資料8】です。この中に
答えがあるはずなので、敗血症をきたす疾患を探せといって
います。例えば、「脚に異常はありませんか」と患者さんにお
聞きして診ると、案の定、赤い炎症があって蜂窩織炎だった
りします。こういう診療のコツを教えています。

微熱・倦怠感があって急性の場合は、重篤な病気が紛
れ込んでいる場合があります。【資料9】はその好例です。20
代の女性が10日くらい前から倦怠感と発熱があり、近くの医
院で受診し、風邪と診断されました。帰宅後も発熱・倦怠
感が強いため別の病院で受診しましたが、やはり風邪として
帰されました。気道症状はなく、消化器症状は嘔気くらいで
食欲がないとのことでした。これは先の“3症状チェック”の1
つも当てはまりません。ですから、風邪でないのは明らかで、
実際には急性肝炎だったのです。

【資料10】はもう1つの事例です。鼻水と咽頭痛があった
26歳の女性は、それが数日でよくなったものの、その後、発熱・
倦怠感・嘔気に見舞われたため近くの医院で受診し、風邪
と診断されて帰宅しました。しかし、倦怠感と嘔気が持続し
て食事も摂れないため医院で点滴を受け、さらに病院で救
急受診した結果、急性心筋炎であることが判明しました。

この2つの事例からも明らかなように、微熱・倦怠感型の
症状には急性肝炎と急性心筋炎が紛れ込んでいる可能性
があります。それを見抜くコツを【資料11】に示しました。38℃
近い発熱で、局所症状はなく下痢もないのに嘔気が続くケー
スでは急性肝炎、風邪にしてはだるすぎるといったような場
合は、完全房室ブロックや心タンポナーデ（心外膜心筋炎）
が疑われるということです。

一般内科外来はこのように、風邪の診療ひとつをとっても
ものすごく奥が深く、医師としてやりがいのある分野だといえ
ます。女性医師を対象としたこのような教育の場があればよ
いのではないかと思います。

初期研修医の外来研修プログラム
横田　ありがとうございました。次は、診療所ではどのよう

に教育されているかという点について、あさお診療所の西村
先生にお話しいただきたいと思います。
西村　あさお診療所は医師4人、看護師4人、事務員4人
の小さな診療所で、医師のうち1人が後期研修医、もう1人
が復職女性パート医で週3回外来を担当しています。家庭
医療研修施設として、乳児から高齢者まで幅広く対応して
います。
【資料12】は家庭医療外来初診の特徴を示したものです。

初診者は大きく3つに分けられます。まず症状（主訴）がある
人で、そのトップは咳、2位が発熱、3位が咽頭痛となってい
ます。次に健診・予防接種に来られる人たちがいて、健診
で病気を見つけ、慢性疾患の外来通院になる人もいます。
3つ目が不定愁訴の人たちで、初診外来の中では診療に時
間がかかる患者さんといえます。これらの中には、いわゆるド
クターショッピングの果てに診断のついていない人もいます
が、実は復職女性パートの先生がこうした人の対応を得意
としています。そのほか、女性医師を希望される人や高齢
者が多いのも特徴の一つです。高齢者は多臓器にわたる
疾患を抱えているケースが多く、臓器別の主治医がいたりも
しますが、そういう人たちの“かかりつけ医”としての役割も

果たしています。
私は【資料13】のように、病院で初期研修医の外来指導

をしています。一般内科外来で週1回（半日）、3ヵ月間にわ
たって研修を行うもので、最初の1ヵ月目は研修医が指導医
である私の診療を見ながら、どこにポイントを置いて診ている
か、患者さんに何を聞いているかなどを学んでもらいます。
2ヵ月目には研修医と私の2人で患者さんを診ます。主に研
修医が診療を行い、私は足りない部分の問診をしたり、身
体所見を手伝ったりします。3ヵ月目になると研修医が1人で
診療し、私はカーテンの外でその様子に耳を傾けるという形
で指導しています。そして、1例ごとにディスカッションを行っ
ています。

「患者中心の医療の方法」とは
【資料14】は、研修で重視していることを記したものです。

「A or not A」とは、鑑別診断にはA、B、C、D、Eといろい
ろあると思いますが、「A」なのか「Aではない」のかしっかり見
極めなければならないということです。このまま患者さんを帰
していいのか、重篤な疾患を見逃してはいないか、その判
断が問われるわけです。また、「患者中心の医療の方法」
で、患者さんが来られた理由に応えられたか、また納得して
いただけたか、という見極めも重要です。さらに、今後起こ
りうることや、次回の約束などについても理解していただく、
つまりセーフティネットを提供することも大切です。

では、「患者中心の医療の方法」とはどのようなものなので
しょうか。それを示したのが【資料15】です。まず患者さんの
Disease（疾患）を見極め、どのようなIllness（病）で受診に
来られたのか、疾患と病の両方を探ります。それから、
Health（健康観）を探ることも大事で、予防医療などにも関
わっていかなければなりません。診療所レベルでは、「風邪で
すよ、さようなら」というわけにはいきません。その患者さんは、
実は健診で高血圧と診断された人だったりして、再来を促

す必要があります。そういう人がたくさんいるわけです。
また、患者さんから「おじいちゃんの介護をしていて……」

といった話が出たりすると、患者さんの周りの人も含めて患
者背景を理解していかなければなりません。ですから、来ら
れた患者さんだけを診るのではないということです。患者さ
んは咳や頭痛といった主訴を持って来られますが、その主
訴には必ず物語があり、受診に来られた理由があるわけで
す。

どうしたら患者さんに納得してもらえるか
【資料16】は、Illness（病）について記したもので、Feeling

（感情）、Ideas（解釈）、Function（影響）、Expectations（期
待）の頭文字をとって「FIFE」と呼んでいるものです。ある患
者さんが「つらい、不安である」と受診に来られました。「頭が
痛くて脳腫瘍ではないか」と思ったからです。しかも、わざわ
ざ仕事を休んで来ています。そして、心配なので「MRI検査
をしてほしい」と。医師は、脳腫瘍ではないと診断してもそこ
に寄り添っていかないと、結局この患者さんは納得されない
でしょう。

納得というのは、【資料15】の「共通の理解基盤を見出す」

という部分です。当該事例では、頭痛の原因が脳腫瘍では
なく、神経の調節不良によるものでした。患者さんは脳腫瘍
が心配で来ているわけですから、そうではないということを
しっかり説明し、できればMRIを撮らずに帰っていただくよう
にします。つまり、共通の理解によってゴールを見つめること
が重要だということです。

これらをもとに作成したのが、【資料17】の外来研修チェッ
クシートです。まず「主訴／受診の理由」では、何で受診に
来たのかを書いてもらいます。前述の事例では、「頭痛」では
なく「脳腫瘍が心配だから」と書いてもらう必要があるという
ことです。それから、「FIFE」を必ず聞くこと。「問題点」は、
病名であったり健診で引っかかったりした部分を書いてもら
います。それから「safety net」をチェックし、「できたこと」を
書いてもらうわけですが、これを見ると少しずつレベルアップ
していくことが分かりますから、私はここを一番のカギとして
います。
もう一つ大事にしているのが、研修医の「感情」です。「こ

の患者さんは苦手だ」、「診断がうまくできなくて慌てた」、
「FIFEを聞くのを忘れた」など何でもかまいません。感情が
揺れ動いた経験は“学び”になるといわれていますので、
この「感情」にも大きなポイントを置いています。

ディスカッション
　　
まずは臨床現場で医者としての勘を取り戻す
平井　それではディスカッションに移ります。復職を目指して
いる女性医師のみなさんに、どのような研修の場をつくって
いったらよいのか、現状の課題と今後の方向性が少しでも
見えてくればと考えています。そこでまず小出先生に、休職
後、外来に出て患者さんと接したとき、どのような不安があっ
たかお聞かせ願います。
小出　自分で診断したことを、自信を持って患者さんに説

明できるかどうかが、一番不安に感じたところです。診断能
力と自信がないと、それがなんとなく患者さんに伝わってしま
うものですから……。
平井　休職期間中は診療の現場にいなかったわけですか
ら、復帰して患者さんと1対1で話をすることに恐怖心みたい
なものはありませんでしたか。
小出　子育て中は24時間、子どもと1対1だったわけです。
それが患者さんと1対1で接することになるわけですから、
やはり不安を感じました。そこで、まずは医者としての勘を取
り戻そうとしました。
平井　臨床の勘を取り戻すには、どのくらいの頻度で患者
さんに接すればよいとお考えですか。
小出　少なくとも週1回は患者さんとふれあう機会があるの
が望ましいと思います。ですから、週1回勤務から始めて
徐々に勘を取り戻し、家庭や職場のサポートを得て週2回、
週3回と増やしていけばよいでしょう。まずは、週1回の第一
歩を踏み出すことです。
平井　西村先生は週に1回半日、初期研修医を対象に1ヵ
月目、2ヵ月目、3ヵ月目とレベルを上げながら外来指導をされ
ているわけですが、例えば2年間の休職期間がある人の場
合、どの段階から研修を行うのが現実的でしょうか。
西村　1ヵ月目の「指導医（私）の診療をみる」ところは1～2
回の研修で十分であり、実質的には2ヵ月目の「研修医と
指導医でみる」というレベルから入っていけばよいと思って
います。そこで、「この人は大丈夫」あるいは「もう少し一緒
にみてあげたほうがよい」といった見極めをします。ほとんど
の人が、現場は久しぶりであってもよく勉強されていますか
ら、疾患を探る部分はほとんど問題ありません。それをどう
患者さんに伝えるか、患者さんとどうやってコミュニケーショ
ンを取るかということですが、これも自信を持っていただい
て大丈夫。ですから、2段階目の研修も多くの人が1ヵ月も
かからず、あっという間に3ヵ月目のレベルの研修に入って
いきます。

ティーチングの場は午後外来に設ける
平井　岸田先生は初期研修医を対象に一般内科外来を
指導されているわけですが、彼らとどのような距離を取って
いますか。
岸田　私は研修医に頑張ってもらいたいため、事前に受診
者についてのディスカッションを行い、何かあったら呼びなさ
いと伝えて「とにかく診てこい」と突き放します。そういう形で
結構こなしてもらっています。
平井　小出先生は、突き放されても大丈夫というようになる
まで、ある程度時間がかかりましたか。

小出　私は週3回の研修を受けたあと常勤となり、1年経っ
て外来診察も1人でやり、救急当番もこなしています。人に
よっては3ヵ月あるいは5ヵ月で対応できる人もいるでしょうが、
やはり1人でも大丈夫といえるようになるまでは数ヵ月ぐらい必
要ではないかと思います。
平井　復職支援に関しては国からの経済的なサポートがあ
りません。その中で外来にティーチングの場を設けようとする
と、スペース的にもマンパワー的にもコスト負担がかかってく
るのではないでしょうか。この点について岩崎先生はどのよ
うにとらえていますか。
岩崎　当院では午前中だけでなく午後も外来をやっており、
午前担当の先生方に午後の初診外来をお願いするという
形でティーチングの場を確保しています。ですから、コストは
かかっていません。
平井　比較的、医師の手が空く午後外来であれば、そう
いった場の提供も可能ですね。
西村　初期研修医の一般内科外来研修も、午前中はバタ
バタしていますから実は午後外来で行っています。ただ、午
後外来の場合、入院の適応があったり重篤な疾患が見つ
かったりしたときなどは大変です。とはいえ、ティーチングは
やはり午後外来のほうがいいと思います。

医師の感情をチェックすることの意義
平井　施設ごとにマンパワーや外来の運用状況に合わせ
てティーチングの場をつくっていくということになろうかと思い
ます。では、コミュニケーションスキルという観点から、上級
医や指導医だけでなく、看護師をはじめとするコメディカル
からのフィードバックというのは、女性医師の復職支援にお
いてどのような位置づけになるのでしょうか。
西村　あさお診療所では、毎日昼に15分間、その日に出勤
した職員全員でカンファレンスを行っています。といっても大
げさなものではなく、初診の患者さんや気になる患者さんに
ついて意見交換するという場です。例えば、「あの患者さん
は診察室に入っていったときと出てきたときの顔つきがすごく
違っていた」といったようなフィードバックがあると、対応した
研修医はすごく嬉しい気持ちになります。たった15分です
が、中身の濃い時間だといえます。それから、復職女性パー
ト医が加わってから月に1回、1ヵ月を振り返る形でのカンファ
レンスも行っています。
平井　西村先生のチェックシートの「感情」というのは、非常
に重要な評価項目だと思います。これまで役に立ったこととし
て、どんな例がありますか。
西村　「患者さんに対してキレそうになった」と書かれた例
があります。そのときの感情を詳しく聞きましたが、実際にキ

レたこともあり、コメディカルの中でもそういうことが問題になっ
ていたということです。本人が周りからどのように見られてい
るか気づいていないこともありますから、そのように書いても
らうと大いに役立ちますね。また、ネガティブなフィードバック
ばかりではなく、そうしたことを踏まえてどう成長していくかと
いうことを、ネクストステップという形で1ヵ月を振り返る場面で
書いてもらっています。

コメディカルとのコミュニケーションが重要
平井　コメディカルからのフィードバックは、医学的な知識だ
けでなくチーム医療としてどうステップアップしていくかという
意味からも、一般内科の復職プログラムで重要な要素だと
いう印象がありますね。
岸田　私が初めて行く病院の一般内科外来でまずやること
は、医師以外のメディカルスタッフ、特に看護師さんを味方
につけることです。医師は忙しいので、いきなり相談したりす
るとコミュニケーション上、トラブルを引き起こしかねません。
その点、看護師さんは医師や病院内のことに詳しく、困った
ときにどの先生に相談したらよいかなど、適切なアドバイスを
してくれます。ですから、一般内科外来ではメディカルスタッ
フと親しくなることが重要であり、彼らに合わせて自分が変化
していくとうまくいくのではないでしょうか。
平井　そのようなアドバイスやこれまでの議論で出てきたシ
ステムなどを整備していけば、女性医師の復職支援も一歩
進んでいくようですね。
小出　コメディカルの看護師さんは患者さんのことをよくご
存知ですし、医師の先生方についても精通されていますか
ら、とても心強いです。女性医師の復職に向けてコメディカ
ルの人たちとコミュニケーションを取ることは、チーム医療のう
えからも大事なことではないかと思います。
平井　たいへん中身の濃いディスカッションができたのでは
ないかと思います。女性医師の復職を実現するには、どの
ようなシステムを構築し、どのくらいの頻度で研修を行えばよ
いか、だいぶ見えてきたのではないでしょうか。
横田　ありがとうございました。最後に、女性医師再教育
センター副センター長を務めている東医療センター内科准教
授の小川哲也先生に閉会を兼ねて挨拶をお願いします。
小川　女性医師が復職するにあたり、どこが問題で、どう
いった形で研修をするか、かなり明確になってきたのではな
いかと思います。私も一般内科外来に携わっていて、女性
医師のみなさんに復職していただくことは、高齢化社会を支
えていくうえからも非常に重要なことだと考えています。本日
は長時間、ありがとうございました。

5. プロジェクトや初診外来主訴調査結果から見えてきたこと

平成27年3月1日（日）に「一般内科初診外来 ～どう学び、どう教えるか～」と題したシンポジウムを開催しました。これは、
「2.多施設による初診外来主訴調査」で述べた調査結果を踏まえ、一般内科で復職するための知識や技術を学ぶ側と
教える側に対して、どのようなことが必要なのかを提示し、討論したシンポジウムです。
「女性医師キャリア支援モデル」として非常に重要なポイントがまとまっていますので、ぜひ皆様にご活用いただければ

幸いです。

①高齢化社会に求められる医療の多様化 －復職する女性医師への期待

女性医師再研修部門に研修を申請した女性医師は仕事に対するモチベーションは高いが、結婚や夫の就職で転居し、出身
大学や家族の支援を得られず長期間離職する傾向があり、東京および近郊に住んでいる女性医師が多いことがわかりました。
今後、高度医療機関は外来数を減らし、入院に重点を置き、地域の中小病院・診療所は主治医機能と外来機能に重点を置く
方針です。外来通院の患者さんは中小病院・診療所に流れることが予想されますが、まだ教育機能が整っていなことが問題
です。今後、都市部への人口流入が予想される中、初期研修を終えて離職した女性医師も、医師不足を解消するための大きな
担い手であると考えられます。

②一般内科外来における愁訴に関する多施設共同研究の解析と全体像

復職する女性医師が地域医療で活躍するために、中小病院・診療所で一般内科初診外来を担当するために必要な頻度の
高い症候のデータベース作りを行いました。統一された共通の問診票で関東地方の規模の違う病院の内科外来で調査を行った
結果、夏、冬ともに、病院の規模に関係なく頻度の高い愁訴は咳、発熱、咽頭症状、頭痛であり、半数を占めていました。この
4つの愁訴に対応できれば外来診療の半数以上をこなせるということが予想される結果となりました。

③一般内科プロジェクトから見えてきたもの

 一般内科プロジェクトの多施設共同研究において、症候に関するデータベースが作られました。一般内科外来の定義として、
年齢、性別、臓器、症状を問わない成人内因性疾患の診断と治療を行い、症候からの鑑別診断能力が必要とされます。今回の
調査でも、年齢は全年齢層、性別も問わず、症状も様々でしたが、急性感染性疾患、および急性疾患の鑑別が重要であること
が見えてきました。

教える側（研修）

④シンポジウムのパネルディスカッション内容

パネルディスカッションは、「一般内科データをどのように教育に活用するか～地域病院、診療所それぞれの立場から～」を
テーマに行いました。

外来見学 ⇒ 予診をとり、指導医と一緒に診察 ⇒ 一人で
外来を担当し、終了後フィードバック

★ポイント★

学ぶ側が「自立]するように段階的に

★ポイント★

患者さん中心の医療 ⇒ 患者さんとのコミュニケーション法
ティーチングは方法と時間が重要
医師の感情もチェックする
パラメディカルとのコミュニケーションも大切

学ぶ側(復職希望者)

「何を学ぶか?」 ⇒ 頻度として多い「風邪」を極める
急性感染症、急性発熱性疾患、急性疾患を極める

6. 今後の課題と展望

研修者側

★課題★
①新臨床研修制度前に各科ストレート研修を行った人は、どの程度研修できているかわからない
②研修病院側で臨床能力が判定できない
③離職により臨床の勘が鈍っているため、自信を持つことができない

★解決策★
①スキルチェックリストを入力してもらう、受け持ち症例数を提出してもらう、自分の臨床能力を再認識し
て研修内容を検討してもらう
②いきなりの研修ではなく、(お互いにとっての)お試し期間を設ける
③研修前にカウンセリングを行い、研修者ができること、できていることを発見する

研修病院側

★課題★
臨床研修病院ではないため、教育を受けた指導医がいない、また新臨床研修制度で医師不足に陥ってい
るため、教育する時間がない。

★解決策★
▶わかりやすい研修カリキュラムの作成
▶研修先を研修指導医のいる病院、あるいは地域医療カリキュラムに参加している診療所(新臨床研修で
はプライマリケア医育成も目標にしている)にする
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『多施設による初診外来主訴調査』により、「コモンディジーズを学び、慣れること」、「症候の鑑別診断と初期対応
（咳、発熱、咽頭症状、頭痛から）」、「サポート体制の充実」、「重症例を経験する」ことが重要であることが浮き彫りとなり
ました。

また、復職する女性医師が一般内科外来を担当するには、「メンター（キャリアカウンセリングも含む）」、「教育コーディ
ネーター（研修先の選択）」、「研修病院の確保と指導医」、「就職先の確保（中小病院・診療所）」が必要になります。

本学では、現在モデルケースとして東京女子医科大学東医療センター（400床規模）の内科で一般内科研修を実施
しています。

大都市では、出身大学のある地域から離れて勤務している女性医師も多く、出身大学から復職支援のサポートを得る
ことは難しい場合も多いようです。そのため、出身大学を問わない公的な「（仮）女性医師キャリア支援センター」を作り、
相談受付やキャリアカウンセリング、研修先の確保とコーディネート、就職先の紹介などの役割を連携して行うか、包括して
行うことが望ましいと考えられます。

研修希望者

自分で研修したい
部分を選択

スキルチェックリストを提出
（初期研修内科系の到達目標
コモンディジーズ集を基にした疾患などで構成）

例：外来を1ヵ月、病棟を2ヵ月
あるいは午前外来、午後病棟見学など自由選択で

研修先で相談して
オーダーメイドで研修計画

研修修了後は
自分で就職先を確保

【7】東京女子医科大学における環境整備
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★「コミュニティ」の重要性★

復職を目指す女性医師にとって、職場や家庭とは異なるもうひとつの「気軽に相談できる場所＝コミュ
ニティ」を持つことは非常に重要です。

このようなコミュニティでは参加者同士の悩みや解決法が共有され、自身の経験がまた別の女性医師
の参考になるという循環が生まれることにより、相互に励みや学びが得られる貴重な場となります。
女性医師再研修部門では、面談の中でコミュニティとのつながりが望ましいと判断した相談者に対して、
復帰過程にある医師のための勉強会「カトレア外来塾（※）」をご紹介しています。

※カトレア外来塾
症候別の鑑別診断や症例の振り返り、悩み相談、近況報告などを10～15名で月に1回ペースで開催

しており、すでに計50回開催されています。学外に勤務する本学卒業生が運営スタッフになっています。

【7】東京女子医科大学における環境整備

1. 職場の理解

働きやすい環境整備や公平感の醸成には、所属長の意識改革が重要です。そこで、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
所属長向け研修プログラムの開発を進めています。

東京女子医科大学では、女性医師・研究者が働き続けることができるように、様々な環境整備に取り組んでいます。

①所属長意識改革

職場内での公平感の醸成には、導入の趣旨･目的が明確な評価制度が求められます。特に教員評価制度は「評価」という
名称から抵抗感を抱かせることも多く、有効に機能させるのが難しいのが現状です。そこで、教授職をはじめとする管理職
全体の能力や組織風土の醸成を目指し、女性の上位職登用への積極性を含むダイバーシティの考え方を組み入れた、本学
の教員として望まれる人材像の検討や、これに近づくための能力要素を整理したスキルチェックリストの作成を進めています。

※①、②はいずれも、平成28年度文部科学省「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」の取り組みとして実施し
ています。

②教員評価制度見直し

2. 相談窓口

女性医療人キャリア形成センターに設置されている「彌生塾」では、女性医師のキャリアカウンセリングを行っています。彌生
塾は、本学創設者の吉岡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
女性医療人のための塾です。

キャリアカウンセリングや面談では、今後のキャリア形成や上位職に向けて、具体的に何が必要か等のアドバイスを行い、
女性医師同士の交流会「サロン」も定期的に開催しています。

①キャリアカウンセリング窓口

　本報告書に掲載のとおり、女性医師再研修部門では相談者の卒業大学、お住まいの地域等を問わず、復職に関する相談
を受け付けています。

②復職相談窓口

事務作業などにより医師の業務が煩雑になると、診療や研究業務に支障が出る場合があります。事務作業は、医局事務員
がサポートしますが、その医局事務員が業務多忙のためにサポートが困難になっている場合があります。

そこで、事務作業のスリム化による医師や研究者および事務員の業務負担の軽減と、快適な医局作りによる診療･研究等
の作業効率向上によるワークライフバランスの向上のため、医局における「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」を進め、具体的な改善検討を行っています。

※平成28年度文部科学省「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」の取り組みとして実施しています。

女性医師の勤務環境改善

3. 診療体制サポート

相談、学習、共感、共有、
自己承認、息抜き　など･･･

職場

家庭

女性医師

コミュニティ
（情報交換会）
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多様な短時間勤務制度で、子育てやキャリア形成をサポートしています。

短時間勤務制度

4. 勤務体制サポート

昼間・延長・夜間・休日・病児保育を行っています。昼間・延長・夜間・休日保育は生後8週から小学校就学まで、病児
保育は生後3ヵ月から小学校3年生までのお子様が利用できます。また、搾乳室も保育所内に設置しています。

①院内保育所

医療従事者の勤務環境整備のために、学内にファミリーサポートシステムを構築し、地域の方を中心とするファミリーサポー
ター（提供会員）を募集し、本学医療従事者（依頼会員）の子どもの急病時や放課後の保育など細やかな支援をしていただく
ことにより、勤務を中断せずにすむ体制を整えるために設立されました。

平成26年からは、同じ新宿区にある東京医科大学と連携してファミリーサポートを運営しています。

②女子医大・東京医大ファミリーサポート

公益社団法人全国保育サービス協会が事業主等と連携して、事業主等に雇用される労働者がベビーシッター派遣サービ
スを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部または全部を助成する事業です。

本学は、割引券使用事業主として承認されています。厚生年金加入者が利用することができ、小学校3年生までのお子様
を対象として、就労中、1日1枚まで2,200円の割引券を利用できます。

③ベビーシッター割引券

5. 保育環境

■女子医大附属保育所

■女子医大・東京医大ファミリーサポート

昼間保育 延長保育

お泊まり保育病児保育一時預かり保育

2ヵ月～就学前の待機児 2ヵ月～就学前対象

対象

場所

対象

時間

料金

7：30～18：30 18：30～20：00時間

時間

200円/時
2年目以降300円

300円/時
2年目以降350円

300円/時
2年目以降350円料金

料金

休日保育 病児保育夜間保育

2ヵ月～就学前 2ヵ月～3年生

提供会員の自宅依頼会員の自宅依頼会員の自宅
提供会員の自宅

1年生～6年生

19：00～7：007：00～22：00

1歳～6年生

8：30～18：00
土・日・祝日はなし

基本1,000円/時 1泊18,000円
（兄弟の2人目以降は半額）

800円/時
19：00以降900円/時
（兄弟の2人目以降は半額）

生後おおむね2ヵ月～
15歳

7：30～18：30 8：00～18：00

2ヵ月～就学前

20：00～7：30

400円/時 500円/時

■女性医師支援

■女性研究者支援

臨床系教員の
短時間勤務

定員外定員内
年　度 2008～ 2011～ 2011～ 2011～

教室・診療科・施設 教室・診療科・施設 宮原敏基金

対　象 助教以上 医療練士研修生

週5日　36時間

基準内賃金の　8割

社保あり

勤務条件

給　与

原　資

年　度

対　象

勤務条件

給　与

原　資

医療練士研修生の
短時間勤務

女性臨床医師支援の
短時間勤務

佐竹高子女性医学研究者
研究奨励金女性医師・研究者の育成支援

月額制　195,000円
社保あり

月額制　195,000円
社保あり

2011～2009～

佐竹高子医学研究基金女性医師・研究者支援基金

助教以上助教以上

週30時間週30時間

准講師以上または
卒後10年以上

週5日　 36時間
週4日　 32時間
週4日　 28時間
週3日　 28時間
宿日直　月2回まで
外勤　　週1日以内

週5日　 36時間
週4日　 32時間
週4日　 28時間
宿日直　月1回
外勤　　週4時間以内

　　　　　　　8割
基準内賃金の　7割
　　　　　　　6割
　　  社保あり

　　　　　　　8割
基準内賃金の　7割
　　　　　　　6割
　　  社保あり

★男性も取得可

★ ★
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▶登録、視聴はすべて無料です
▶子育て中でも見やすいように1講義は約20分、講義の
途中で停止しても、続きから再生可能です

女性医師再研修部門では、復職やキャリアアップを目指す女性医師を対象に「ハンズオン実習」を定期的に開催しています。
本学の「スキルスラボ」を利用し、様々なシミュレータも使いながら、ベテランの指導医が講義や実習を行います。

  
（実習例）
・上部消化管内視鏡、腹部エコー　・フィジカルアセスメント　・認知症　・救命救急　・頸動脈エコー　・採血　など

②ハンズオン実習

女性医師再研修部門では、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います。

１．東京女子医科大学における女性医師復職支援活動の更なる普及
公式Facebookページ「東京女子医科大学女性医療人キャリア形成センター女性医師再研修部門」では、本学による女性医
師復職支援活動（相談窓口、実地研修、e-ラーニングなど）に関する様々な情報を発信しています。一般をはじめ医療従事者
に広く知っていただくことで、支援を必要とされている一人でも多くの方々に情報を届けています。

２．女性医師再研修部門バーチャル同窓会（非公式ページ）
女性医師再研修部門に相談をされた方やe-ラーニングの講師をされた先生方など、関係者のみの非公開ページです。
Facebookというインターネット上のバーチャルな環境で運営し、女性医師同士の情報交換の場としてご活用いただいていま
す。さらに、ここでしか見ることのできない医学生による女性医師へのインタビュー動画なども公開しています。

公式 F a c e b o o k ページ

女性医療人キャリア形成センターでは、「教育･学習支援プログラム（e-ラーニング）」を実施しています。

① e-ラーニング

6. 復職支援 （e-ラーニング受講者の感想）

●実践的な内容で、実際の外来でのやり取りを思い出しました。（医師／女性／休職中）
●不安を抱えながらも一歩踏み出したところでしたが、講義を拝見して少し具体的に見えてきました。
（医師／女性／休職中）
●講義を拝見し、子育てだけでなく、仕事の充実感も感じたいと思いました。（医師／女性／非常勤）
●知らない知識が満足に得られ、とてもよかったです。（医師／男性／在職中）
●最低限必要なことがコンパクトにまとまっていて、よかったです。（医師／男性／在職中）
●薬局に来られるお客様の初期診断に役立てたいです。（薬剤師／女性／在職中）
●キャリアを応援してくれる内容で、勇気づけられました。（医学生／女性）

知識のアップデイトのために！

女性医師再教育センターで学んだ
女性医師の経験2
●女性医師再教育センターの取り組みと実績
●研修に申請した背景
●研修の内容紹介
●研修を受けて感じたこと
●研修への申請を考えている方々へのメッセージ

医師の子育て
～先輩医師からのアドバイス～
第1章　仕事と子育て～3歳児神話への挑戦？～
第2章　子育ての質とは：発達心理学が教えてくれること
第3章　保育園の利用
第4章　学童期以後の子育て
第5章　まとめと子育ての先輩としてのアドバイス

女性医師の復職の際の一般内科
～外来のミニマムポイント～

救急蘇生1
BLSとAED
第1章　あなたならどうする？
第2章　BLSとは？
第3章　救命の連鎖とBLSの手順
第4章　AEDってどんなもの？
第5章　BLSの実際
第6章　まとめ

成人 こんな時あなたならどうする？
外来で遭遇する緊急疾患の診断1
第1章　外来で遭遇する緊急疾患の診断
第2章　症例1：心窩部痛
第3章　症例2：嘔気・嘔吐・倦怠感
第4章　症例3：首の痛み

画像診断4
胸部X線単純撮影の読影法

第1章　一般内科外来の特徴
第2章　症状・症候別のアプローチの必要性
第3章　一般内科外来に際しての学習方法
第4章　まとめ

第1章　標準的観察法
第2章　診断のための重要な所見

検尿異常から何を考えるか？

第1章　尿は語る（血尿、尿蛋白）
第2章　腎機能
第3章　症例呈示（Case1）
第4章　症例呈示（Case2）

主訴から診る腹痛の診断

第1章　腹痛とは
第2章　症例1右下腹部痛
第3章　症例2右季肋部痛

糖尿病6
Case Study
第1章　Case Study1 ～50歳男性～
第2章　Case Study2 ～64歳女性～
第3章　まとめ

東京女子医科大学

教育・学修支援プログラム
e-ラーニング

自分のキャリアを考えるための知識

臨床に必要な基礎知識

臨床に必要な実践的な知識

医療従事者であればどなたでも視聴いただけます

約5,200名(平成29年1月現在)

【講義例：キャリアに関する項目/女性医師の多様なキャリア形成や働き方を提案】

【講義例：臨床に必要な基本項目/診療科を問わずに知っておきたい情報】

【講義例：臨床に必要な実践項目/治療、疾患に特化した情報】

約110講義

対象者

特　長

登録者数

講義数
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③シンポジウム開催
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【8】女性医師キャリア支援モデル普及推進事業総括
本報告書では、女性医師のキャリア形成支援や復職支援に関する内容を述べてきました。現在、出身大学を問わない相談

窓口の設置、今後の方向性を一緒に検討するロールモデルやメンターによるキャリアカウンセリング、復職のための研修につい
て、本学女性医療人キャリア形成センター女性医師再研修部門で実施していることを紹介しました。その中で、いかに相談者
の声に耳を傾け、育み、導くことが重要かということがおわかりいただけたと思います。
しかしながら、一大学の一部門では直接的な就職斡旋や多数の研修施設の確保が難しいなど、困難な点もあります。
地域医療の中核をなすのは「診療所・中小病院」であり、出身大学を問わず相談を受け入れる公的な「（仮）女性医師キャリ

ア支援センター」が設置され、大学や研修施設、医師会などが連携して支援を実施していくことが望ましいと言えます。
今後このようなセンターが設置され、実力は十分あるにもかかわらず、ほんの少しの不安のために復職できずにいる女性医

師、復職したいと思ってもどこに相談すればよいかわからずに悩んでいる女性医師に対して、各機関の連携したサポート体制
が確立することを期待いたします。
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【8】女性医師キャリア支援モデル
普及推進事業総括
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都市部の理想的な女性医師キャリア支援モデル

教育・研修施設

大学、大学病院

研修施設

高度医療機関

アウトソーシング

診療所長
中小病院長
その他医療保健機関

（仮）女性医師キャリア支援センター
（出身大学を問わないすべての進路相談受付）

女性医師

▶相談窓口
⇒キャリアカウンセリング

▶研修先紹介、コーディネート
⇒復職支援

▶就職先斡旋
⇒勤務環境整備

▶医師バンク制度
▶生涯教育

▶保育園
▶ベビーシッター会社
▶家事業務手伝い
　　　　　　　　など

早期にメンター、
ロールモデルを見つける
（キャリアプランニング）
　　　　↓
しかし、危機的状態は訪れる

研修
依頼 協力 紹介

研修
求職

宣伝

紹介

研修
依頼

フィード
バック



女性医師再研修部門で実際に相談の受付を行っている「申請フォーム」と「スキルチェックリスト」を紹介します。
一般内科以外の診療科での研修希望、または相談のみを希望される方には「申請フォーム」を、一般内科での研修を希望

される方には「スキルチェックリスト」をお送りいただいています。

̶ 85̶

【9】参考資料

【9】参考資料

1. 申請フォーム
当部門のホームページから送信可能です。（http://www.twmu.ac.jp/twmu-form/form_CECWD/index.html）
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当部門のホームページから送信可能です。（http://www.twmu.ac.jp/twmu-form/form-skillcheck/index.html）
研修希望以外の方も含め、所属や性別を問わずどなたでもご利用いただけます。

2. スキルチェックリスト
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「東京女子医科大学であれば何か女性医師の復職支援を実施しているの

ではないか、と思って相談しました」という声を多数いただきます。

本学は本邦唯一の女子医科大学であり、当報告書の「【3】東京女子医科

大学が培ってきた女性医師支援の歴史」にも記載したとおり、卒前･卒後教育

から勤務継続支援まで様 な々取り組みを行ってきました。

その中で、女性医療人キャリア形成センター女性医師再研修部門の復職

支援は、相談者の卒業大学を問わず、どなたでも利用できる復職相談窓口と

して、約230件の相談対応を行ってきた実績があります。

相談対応をする中で私たちが当たり前に頭の中に描いている「相談対応

マニュアル」のようなものを何か形にすることができないだろうかと考えていたと

ころ、この度、厚生労働省「平成28年度女性医師キャリア支援モデル普及

推進事業」に採択され、このような報告書という形でまとめることができました。

全国の都道府県や大学などで女性医師の復職・就業支援をされている

皆様、また復職を目指している女性医師の皆様、さらに今後医師としてキャリ

アを積まれる中で様 な々悩みを経験するであろう医学生の皆様の道標として、

この報告書をご活用いただければ幸いです。

（女性医療人キャリア形成センター事務局：和田美周子）

厚生労働省 平成28年度

女性医師キャリア支援モデル普及推進事業実施報告書

編集後記
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ご相談や取材、視察、講演依頼、情報交換なども承っています。

詳しくは下記、東京女子医科大学 女性医療人キャリア形成センター  連絡先

までお気軽にお問い合せください。
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