
内科診療における
「総活躍社会」をめざして

ワークショップ①「糖尿病医！だれもが輝くための支援のあり方
～職場環境の問題点とこれから～」

発表日時：2019年10月25日（金）14:15-16:15
会場：佐賀市文化会館 B会場（2階、中ホール）

名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 坂東泰子

―循環器内科から見た現状と課題―
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2015年10月24日（土） 11:00～11:45 

名古屋ルーセントタワー 会議室A（C会場） 

座長 

演者 

大手 信之 （名古屋市立大学 心臓・腎高血圧内科学） 

「東海地区における組織としての男女共同参画への  
  試みの現状と課題」 

坂東 泰子 （名古屋大学 循環器内科） 

｢女性循環器医としてのキャリアをいかに 
  維持するかー若手のロールモデルから｣ 

後藤 裕美 （名古屋セントラル病院 循環器内科） 

「組織としての男女共同参画の実践・アカデミアの 
   ロールモデルから」 

元山 貞子 （藤田保健衛生大学 循環器内科） 

一般社団法人 日本循環器学会 東海・北陸支部 

水野 清雄 （福井循環器病院 循環器内科） 
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Shigeta T,Bando YK, Okumura T, Murohara T et al Circulation  (2012) 
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(Updated data on Sep. 2018)

995132 cases�2016���
(Most updated data on JAN. 2019)
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日本循環器学会の現状
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日本循環器学会
東海・北陸地方会の変革
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内科診療における
「総活躍社会」をめざして

まずは活躍の場を与えること

その結果生じる「化学反応」に応じた実践的対策

そのためには

女性リーダー登用の機会を増やしていただきたい

202030！！！
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“AT SCHOOL, 
WOMEN ARE
TAUGHT TO BE 
ASSISTANTS,
NOT BOSSES, 
WHICH MAKES
THEM 
RELUCTANT TO 
TAKE
LEADERSHIP 
POSITIONS.”

��
���	 (JST���#���$
NATURE INDEX 2 0 1 9



36
������ NATURE INDEX 2 0 1 9

�����(��%���'��#+$ *!,

�����%)�����"�!,�����%��'��!,

�����&
�	

�����

�	

��������
�	



ダイバーシティ(女性支援)を哲学的に考える

Craig Froehle. December 19, 2012 — https://plus.google.com/+CraigFroehle/posts/AdKcNKesXwa

https://medium.com/@CRA1G/the-evolution-of-an-accidental-meme-ddc4e139e0e4
https://plus.google.com/+CraigFroehle/posts/AdKcNKesXwa
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ダイバーシティ(女性支援)を哲学的に考える



ダイバーシティ(女性支援)を哲学的に考える



ダイバーシティ(女性支援)を哲学的に考える
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合理的配慮
Reasonable accommodation



Know Your Rights: 
Reasonable 
accommodations at work

Identify Barriers, 
Simple Fixes

Negotiate

Approach a Higher-Up

Filing a Claim

合理的配慮
のステップ

https://droregon.org/know-rights-reasonable-
accommodations-work/



Life Event Barrier
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Know Your Rights: Reasonable 
accommodations at work
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•Plan
•Do
•Check
•Action
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医療界における
「総活躍社会」をめざして

まずは活躍の場を与えること

その結果生じる「化学反応」に応じた実践的対策

Diversity (多様性）が必要

Thank you four your kind attention!


