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2017年8月より厚生労働省において 
「医師の働き方改革に関する検討会」 
が始まった。医療の質を維持しつつ、 
医師が人間らしく生きるための労働 
環境の改善が求められている。 

はじめに 



東京女子医大糖尿病センターは医局員が58名、 
そのうち女性医師が6割前後と多い。また診療の 
ほかにも大学病院として教育や研究というタスク 
もあり、医師各々の価値観やキャリアプランは 
様々であると推測される。 
 
そのような中でいかに“働き方改革”をすすめるか 
医局員、および子育て中の元医局員の考えを 
質問票により調査した。 



① 医局でのアンケート 

＜方法＞ 
2017年12月に医局内のメールボックスに 
アンケートを出向・産休中医師を除く40名 
に配布し回収． 
 
＜結果＞ 
 N=17   
       男性 7  名（内5名にお子さんあり） 
         女性 10名（内3名にお子さんあり） 
 
 医師免許取得後  10 ［5.5-23］ 年 
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やりがいのある仕事ができる職場 

人間関係のよい職場 

子育てと両立ができる職場 

プライベートな時間が確保できる職場 

良い上司や同僚に出会える職場 

キャリアアップできる職場 

お給料が高い職場 

有給休暇をとりやすい職場 

専門医や学位が取得できる職場 

好きな研究ができる職場 

アカデミックな職場 

残業がない職場 

理想的な職場とはどのような職場ですか？  



医師免許取得後年数 

10年以下 
N=9 

11年以上 
N=8 

理想的な職場とはやりがいのある仕事が 
できる職場です 

はい はい はい はい 

男性    女性 
N=7             N=10 

*p= 0.0358 *p= 0.1491 

* カイ二乗検定 



大変満足して

いる 
23% 

[分類名] 

[パーセン

テージ] 

どちらでもな

い 
31% 

不満である 
8% 

大変不満で

ある 
0% 

当直翌日が半休になったことについて、 
どう感じていますか？ 

N=13 



女性医師の視点から 

もともと当直も含めて100％働くか,そうでなければ 
やめるかといったような選択肢しか10年前はなか 
ったものが,柔軟に働くことが可能になったということ 
で,実際,離職ということではなくて,ペース配分を変え 
ながら継続できるようになったという事実がござい 
ます。 

第４回 医師の働き方改革に関する検討会  
2017年11月10日 厚生労働省 議事録より出典 



東京女子医科大学 女性医療人キャリア形成センター HPより 



東京女子医科大学 女性医療人キャリア形成センター HPより 



ファミリーサポート年間利用件数 

東京女子医科大学 女性医療人キャリア形成センター HPより 



2017年度 医局員・元医局員の 
ママドクターの会 

                 ＜目的＞  
① 休日に託児所付きの勉強会を行い、糖尿病の最新の治療 
   について学ぶ  
② 子どもの発熱等で急遽仕事を休まなければならない場合の 
   ネットワーク作り  
③ 親睦 共通の悩みのシェア 



＜方法＞ 
2017年度 医局員・元医局員のママドクター 
の会参加者24名にアンケートを配布し、 
回答を郵送してもらう 
 
＜結果＞ 
19名よりアンケート回収  
（医局員2名 元医局員17名） 

② 医局員・元医局員ママドクターの会 
   でのアンケート 



医師免許取得後年数  16 [14-24] 年 
子どもの人数       子ども1人：8名、2人：9名、3人：2名            
子どもの現在の年齢    8  [5-12] 歳 
元医局員の退局年数  10［8.5-12］年目 
現在の勤務状況     常勤7名（内開業1名）  非常勤 12名 
非常勤勤務者の       外来コマ数   4.5［2-6.7］ コマ 

元医局員の退局年数 非常勤勤務者の外来コマ数 医師免許取得後年数 

＜結果＞ 

N=19 N=17 N=17 
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現在の勤務内容に 

満足していますか？ 

はい 
89% 

いいえ 
11% 

今後のご自身のキャリアについて 

悩むことはありますか？ 

常勤に復帰 
42% 

非常勤で時

間を増やす 
25% 

常勤か非常

勤か悩む 
33% 

子育てが落ち着いたら、どんな 

勤務スタイルを考えていますか？ 

非常勤勤務者 N=12 

考える 

[パーセン

テージ] 

どちらでも

ない 
36% 

全く考えな

い 
46% 

学会発表等の活動は再開したいと 

考えることはありますか？ 

非常勤勤務者 N=11 

現在の勤務と子育て後の勤務の希望 

いる 
68% 

いない 
32% 

ご自身のキャリアに関して 

相談するメンターはいますか？ 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他 

研究や学会発表が好きではない 

子育てに関する上司の理解がない 

経済的な問題 

学生教育や会議等への参加が負担 

医局ですべきことは終わった 

当直が負担 

自身の体力がない 

家族の都合や希望（留学、介護等） 

小学校のお受験 

休んだり早退したりで他のスタッフへ迷惑をかける… 

開業のため、地域医療のため 

妊活したい 

子どもが小さいうちは子育てに専念したい 

医局を退局した理由 
N=17 



＜急に欠勤せざるをえない場合＞ 
 ・病児保育の充実 
 ・子供が思春期になっても急に仕事を休まざるをえないことがある、という 
  状況に対し、周囲の理解を得ること  
 ・女性医師同士でグループLineを作り、お互いカバーしあう体制を作る 
 
 

＜勤務形態を自由に選択できるフレックスタイム制度＞ 
 
 

＜自己研鑽＞ 
 ・子育て期間中に新しい分野の勉強をし、キャリアアップできる体制を整える 
 ・定期的な勉強会やe-learningなど  
 ・産休・育休中であっても、何かしら医学と接点をもつための勉強会 
 

子育て期間を通し女性医師が勤務していく上で 
どのような体制作りが必要ですか？ （1） 

質問 



＜メンター制度＞  
 ・医師としての成長や達成感を得られるよう、メンターが介入する 
 ・1年休みたいと言ったときに、「半年にしなさいと」と引っ張ってくれる 
  ちょっと厳しい上司の存在 
  
  

＜社会体制＞ 
 ・夫婦が交替で育児に専念できる体制  
 ・子供が何人いても、離職せずに働き続けるのが当然という体制作り 
 ・PTAなど学校行事、雑務の対策 
 ・シッター費用等に対する課税控除 
 ・体制を作るには、まず人手が必要．人手が足りない地域、病院も多い 
 
 

＜中学受験対策＞ 
 ・自ら勉強しない子のための学童と塾が合体したような施設の充実 

子育て期間を通し女性医師が勤務していく上で 
どのような体制作りが必要ですか？ （2） 

質問 



子育て中の医師の仕事をカバーするために 
他の医師へしわ寄せがいくという現状の 
環境下で,子育て中の医師が萎縮せずに 
自己肯定感を保ち,かつ仕事をカバーした医師 
も負担を感じることなく,共に働きやすい環境を 
作るためのアイデアはありますか？ 

質問 



＜子育て中だからこそ＞ 
 ・急病時など緊急時の保育環境もある程度整え、自分の体調管理もきちんと 
  行い、責任をもって勤務することを心がける. 
 ・休日などで人手が足りないときのサポートや、できることを積極的に行う 
 

＜互いの意見交換＞ 
・『子育て』の問題として女性にフォーカスされていますが、子育てをしていない 
 女性医師や男性に負担が生じるので、お互いの意見交換が必要 
 

＜仕事した分の評価＞ 
 ・勤務をカバーした医師が“ただ働き”と感じないための勤務先からの評価 
 ・仕事量により給料に格差をつくる。  
 

＜仕事の効率化＞ 
 ・個人の業務（診療、教育、研究、係り等）を見える化し、シェアできるものを 
  洗い出して、仕事を効率化する 
 



子育ての体験から、夫婦間、またはコミュイティー 
間で協力して、うまくいっていることを教えてください 

＜スケジュール表＞ 
・カレンダー等にお互いの予定を書いて把握する 
 

＜夫婦のコミュニケーション＞ 
・夫婦間で相手の負担をその日に話し合い、解決策を考える．相手のカバーに 
 感謝する 
 

＜パートナーのサポート不足＞ 
・女性医師が復帰するためには夫の理解と協力が不可欠だが… 
・夫婦間で話し合いながら助け合ってきましたが、どうしても妻にかかる負担が 
 多くなっている気がします 
・最も重要なのは、仕事を持つ女性と結婚したことを夫が自覚して協力すること． 
・夫が非協力的なので、近所や友人付き合い、ファミサポ、家事支援サービス等 
 を利用している 
 

質問 



「女性医師の勤務環の現況に関する調査」 
                   2017年8月 

日本医師会男女共同参画委員会 

日本医師会女性医師支援センター 



第一子出産時の女性の就労継続に関連する要因 

出産後の就労継続の意欲は、出産前の仕事経験で 
上司から何らかの仕事を任され、業務を遂行し、 
職場での評価が上がることなどを通じて、女性が 
就労継続の意思をもつようになる 
 
就労継続には、職場における当人の仕事の能力 
評価がきわめて重要である 

出産前にどれだけ充実した 
仕事をしているかが大切 

佐野ら 家庭関係学 29 89-99（2010） 



当センターでの『働き方改革』 
―提案－ 



学生教育や患者会など仕事で休日を使う時は 
勤務扱いとし、違う日に半休等取得する 

19時以降の会議を少なくする． 
もしくはテレビ会議等にする 

長期間に休む医師に対し、メンター制度を導入
勤務継続の意思がある場合は、復帰の支援 

休んだ医師の仕事をカバーした医師に対し 
それを「ただ働き」と感じさせない工夫をする． 

夏期休暇期間など医師が少ない時には 
元医局員にも援助してもらえるネットワーク作り 

時間短縮制度を取得しやすくする 
例）週2回でも可など 

タスクシェアリング 

復職支援 
出産等をきっかけとした 
離職を少なくする 

時間外労働の是正 

『働き方改革』に対する提案 

不公平感をなくす 

時短制度取得中にも 
責任のある職務を分担 

仕事を継続する 
モチベーション↑ 

誰もが 
気持ちよく 
働ける 
職場 



休んだ医師の仕事をカバーした医師に対し、それを 
「ただ働き」と感じさせない工夫をする 

・休んだ人の仕事を誰か1人がカバーするのではなく、 
 複数でカバーすれば負担にならないと思う 
・給与を増やす 3名 
・公平に休めるようにする 3名 
・Dutyを減らす 2名 

19時以降の会議を少なくする．もしくはテレビ会議等
にする 

19時以降 ではなく18時以降もしくは8：30前の会議も少なくしてほしい 

働き方改革に対する提案についての補足 
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賛成 どちらでもない 

学生教育や患者会など仕事で休日を使った場合は 
勤務扱いとし、違う日に半休等取得できるようにする 

19時以降の会議を少なくする． 
もしくはテレビ会議等にする 

産休,育休など長期間に休む医師に対し、メンター 
制度を導入する．勤務継続の意思がある場合は、 
復帰できるよう支援する． 

休んだ医師の仕事をカバーした医師に対し、それを 

「ただ働き」と感じさせない工夫をする． 

夏期休暇期間など医師が少ない時には元医局員
にも援助してもらえるネットワーク作り 

時間短縮制度をよりフレキシブルな状況で取得で
きるようにする．例えば週2回でも可など 

『働き方改革』に対する提案についての意見 

提案 



・現在の体制のまま勤務時間だけを一律に規制 
 すれば、医療の質が低下してしまう  
 どのように「質」を維持するのか 
 
・勤務時間を考える際に、研究や自己研鑽の時間 
 をどのように考えるかの定義が定まっていない 
 
・制度を変えていくには、病院全体で話し合って 
 いく必要がある。 
 
・外来等をサポートした医師へのお礼をどうするか 
 コスト面での課題 

課題 



医師の労働の定義 

勤務時間を考える際に、研究や自己研鑽の時間 
をどのように考えるかの定義が定まっていない 

労働時間には実務時間と使用者の指示によらない 
自己研鑽時間が混在しており、その明確な区分も困難 

研究 

論文執筆 

外来診療 
学生教育 

病棟業務 

依頼原稿の執筆 

入院サマリー 
作成 

レセプト業務 

患者・家族への 
説明 

宅直 

当直 

学会の準備 

患者会 

サマーキャンプ 

勉強会 



•医師の人数、特に女性が多い医局においては個々の事
情に応じて働き方を自由に選択できるようにする．マン
パワーを増やすことで、一人への負担を軽減できる体制
作りが医局員全員にとって有効ではないか 

 

•女性は“やりがいのある仕事”を求める傾向が強いこと
から、責任のある職務を分担して担当する、また仕事
（研究）における自身のテーマを決めることが就労継続
に重要ではないか 

まとめ 


