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2012年4月 日本糖尿病学会将来計画委員会から提言 

2012年6月 設置 
 

 【目的】 糖尿病分野における女性医師参画の実態を明らかにし、 

      内在する課題に光を当て、 

      糖尿病学や糖尿病診療に携わる女性医師のキャリア形成を 

      支援するための方策を提言すること 
 

  第１次（2012年～） 田嶼尚子委員長 他８名（男性医師３名） 

    「女性糖尿病医師に関する要望」のパブリックコメントを募集し、 

    「女性糖尿病医を支援するための提言」を作成 
 

  第２次（2014年～） 成瀬桂子委員長 他１３名（男性医師３名） 

    提言の内容を実行 

    「専門医実態調査アンケート」結果を糖尿病Newsで報告  

   

  第３次（2016年～） 成瀬桂子委員長 他１８名（男性医師４名） 
 

※各人数はオブザーバーを含む 

委員会の概要 



1．専門医について 
  更新期間の延長に関する規定の条件を周知 

  e ラーニングやDVD を用いた学習を専門医更新単位に利用可能にする 

  学会ホームページの拡充 
 

2．学術集会について 
  託児所の充実 

   

3．役職・クオータ制について 
  女性座長数・女性学術評議員の増加 
 

4．キャリア支援について 
  離職率の低下、多様な勤務体系の具体例の紹介 

女性糖尿病医を promote する委員会報告 

―女性糖尿病医を支援するための提言― 

学会誌『糖尿病』57（10）：805～811，2014 



女性糖尿病医を promote する委員会報告 

―女性糖尿病医を支援するための提言― 

学会誌『糖尿病』57（10）：805～811，2014 



糖尿病学会医師の年齢別の状況 

（人） 糖尿病学会 医師会員数 2017.2現在
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女性専門医年齢別勤務形態 （回答率100％）

第二次女性糖尿病医をpromoteする委員会「専門医実態調査アンケート」
糖尿病News No2: 21-34, 2015.



日本糖尿病学会ホームページ上で 

各種情報提供を行っています 

ここをクリックすると・・・ 

専門医申請・更新 
 

先輩女性医師たちの経験談 
 

学会の託児所情報 



日本糖尿病学会ホームページ 

女性糖尿病医サポートの取り組み 



日本糖尿病学会ホームページ 

専門医更新単位 eラーニング 



大先輩からのエール 

「フロントランナー」 

大森 安恵 先生 

 ～私の歩いて来た一筋の道～ 

    東京女子医科大学 名誉教授、海老名総合病院 

 

 

伊藤 千賀子 先生 

 ～糖尿病研究のやりくり～ 

    グランドタワー メディカルコート 



様々な女性医師の経験談 

「キラリ☆女性医師！」 

掲載日 氏名 タイトル 所属

2015年4月 川畑 由美子
長いつきあいでの喜びを感じながら、糖尿病診療を行ってい
ます

近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科

山本 弥生 日々の経験が診療の基盤に JA静岡厚生連 清水厚生病院 内科

6月 楠美 尚子 糖尿病診療は女性医師に向いていると思います 医療法人 ときわ会病院

栗田 弥生 迷いながらの現在進行形 久留米大学内科学講座内分泌代謝部門

8月 好川 有希子 日々葛藤、でも前向きに！ 東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科

斯波 真理子 あきらめないで 国立循環器病研究センター研究所　病態代謝部 部長

10月 荒田 尚子
応援して下さっているかたがたへの感謝、そして医療・社会
への還元を！

国立成育医療研究センター周産期母性診療センター　母性内科

12月 佐藤 麻子 多くの人に育てられ助けられ 東京女子医科大学　臨床検査科／糖尿病センター（兼務）

立川 佳美
多くの方々からのサポートのおかげで、仕事を続けることが
できました

公益財団法人　放射線影響研究所　臨床研究部

2016年2月 和栗 雅子 Specialist & Generalist を目指して 大阪府立母子保健総合医療センター 母性内科



掲載日 氏名 タイトル 所属

2016年3月 守田 美和 私らしく 島根大学医学部内科学講座内科学第一

中嶋 千晶
「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイ
ドライン」発表を受けて思うこと

なかじまちあき内科クリニック・中嶋へルスケアオフィス

6月 吉岡 修子 あきらめなくて良かった！ 公立陶生病院 内分泌・代謝内科

小野 百合 続ける事が大切です 小野百合内科クリニック

9月 金子 至寿佳 感謝の気持ちをエネルギーに 高槻赤十字病院

宇治原 典子 多くの方のご指導ご支援にささえられて 東京女子医科大学附属 成人医学センター

10月 山本 祐歌 前進あるのみ。 名駅東クリニック　院長 ／ 糖尿病・内分泌　内科

恩田 美湖 卒後10年目の生活 東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科

12月 安田 佳苗 糖尿病診療との末長いおつきあい 土屋クリニック

伊東 康子 マルチタレント女性糖尿病医を目指して 古国府クリニック

2017年2月 村上 雅子 患者さん、スタッフの皆さんに支えられ教えられて 静岡赤十字病院　糖尿病内分泌代謝内科

4月 米本 崇子 Bloom where God has planted you. 静岡県立総合病院　糖尿病内分泌代謝／遺伝診療科

6月 岡崎 由希子 患者さんと向き合って 東京大学医学部附属病院　糖尿病・代謝内科

様々な女性医師の経験談 

「キラリ☆女性医師！」 



シンポジウム・ワークショップの開催 
2014年3月 第48回糖尿病学の進歩 

   「シンポジウム：糖尿病の基礎・臨床における女性医師のキャリア形成」 

2015年5月 第58回年次学術集会 

   「シンポジウム：はばたけ女性糖尿病医」 

     ・専門医としての臨床と研究―続けることの大切さ―  

     ・輝く女性糖尿病医を育てる環境創り 

2016年2月 第50回糖尿病学の進歩 

   「特別企画：製薬会社でキャリアを積んだ私」 

2016年5月 第59回年次学術集会 

   「シンポジウム：ジェンダーギャップを克服する～他分野の取り組みから考える～」 

     ・資生堂のダイバーシティ経営 

2017年5月 第60回年次学術集会 

   「シンポジウム：糖尿病学から繋がる未来への懸け橋 

                    ―ひとりひとりが輝くための道を探る―」 



各地方会での活動 

九州地方会 
 2015年11月 「ワークショップ：輝け！女性糖尿病医」 

     ・女性糖尿病医に向けたエール 

 2016年10月 「ワークショップ：輝け！女性糖尿病医」 

     ・ワークライフバランスを上手に 

中国四国地方会 
 2015年10月 「ワークショップ：輝け！女性糖尿病医」 

    ・女性糖尿病医の更なる活躍を目指して～あなたによりそう医療の担い手として～ 

 2016年11月 「女性医師ワークショップ」 

    ・女性医師を取り巻く社会の変化～地方からの視点～ 

    ・キャリアをいきる・いかす医師になる～女性医師の自己肯定力を高めよう～ 

関東甲信越地方会 
 2015年1月 「シンポジウム：輝け！女性糖尿病医」 

    ・女性糖尿病医を思念するための提言 

    ・女性糖尿病医への期待 



ホームページで講演動画・スライド公開 



本日の近畿地方会では・・・ 

会場内の回収箱に 
入れてください 

女性糖尿病医 News 2017 近畿地方会版 

会場内にあります。 
ご自由にお持ちください！ 

＜パンフレット配布中＞ 

御意見を 
お聞かせください！ ＜アンケート実施中＞ 

抄録集にアンケートを 
綴じ込んであります 


