平成 30 年度

報告書

1.教育
1) キャリア教育
臨床実習前の医学科 4 年生対象にしたキャリア教育（男女共同参画講義）を島根県医師
会と共に、主催している。
日時：平成 31 年 2 月 28 日（木）
場所：島根大学医学部臨床大講堂
対象：島根大学医学部 4 年生ならびに島根県医師会会員
主催：島根大学医学部地域医療支援学講座 島根県医師会
共催：日本医師会

島根大学男女共同参画推進室

島根大学医学部附属病院ワークライフ

バランス支援室
＜グループワーク＞
秋田大学医学部総合地域医療推進学講座 准教授 蓮沼 直子先生
＜キャリアモデル講演＞
島根大学医学部 消化器内科

医員 沖本 英子 先生

腎臓内科

講師 伊藤 孝史 先生

器官病理学

講師 荒木 亜寿香 先生

＜島根大学男女共同参画の取り組み＞
島根大学学長特別補佐（男女共同参画担当）河野 美江 先生
＜島根県「えんネット」の取り組み＞
地域医療支援学講座 准教授

佐野 千晶 先生

＜医師会講演＞
「医師の働き方改革と女性医師支援」
日本医師会常任理事
道永 麻里 先生
2) ワークライフバランス講義
島根大学医学部医学科 1 年生・松江キャンパス全学年対象 「長寿社会の健康なくらし」
にて、
「Work-Life Balance

and Health Promotion」の講義を准教授 佐野が担当した。

「働き方についてよく考える」を目的とし、労働にかかわる法律やジェンダーギャップにつ
いて講義をした。
3) 医師生活密着型実習
医師密着型実習とは、島根でがんばる医師に同行して実習を行い、自分の将来像を探すこ
とを目的にした実習である。
協力女性医師の所属
・出雲市総合医療センター

・飯南病院
・浜田国保診療所連合体
・島根大学医学部附属病院

など

4) 地域とともに課題を見つめ、キャリアをデザインする
しまねガールズ・サイエンスプロジェクト
島根大学男女共同参画推進室が進める JST「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」
高大連携事業に参画している。
・女子高校生の病院実習の女子医学生ティーチングアシスタントの派遣
女子医学生が中学生、高校生へ、実習のチューターと発表指導を行った。実習に参加した
中学生、高校生は、病院の様子や医学部の学生生活についてイメージできるようになった
と好評であった。
・出前授業
女子学生が多くを占めるクラスの授業を行い、島根県における医療の魅力を発信してい
る。将来の職業選択の１つとして医療分野に興味をもってもらえる機会となっている。
2018 年 7 月 9 日(月)

羽須美中学校

講師：佐野千晶

2018 年 11 月 12 日(月)

大社高校

講師：佐野千晶

2. 就労支援
1) 相談窓口
平成 26 年 8 月から働き方に不安を抱える方の窓口（えんネット）を設置し、出産・育児
後の女性医師等が安心して職場復帰や、現在の働き方に悩みを抱える方のために個々に応
じた復職への相談も受け付けている。復職支援プログラム作成や復職に向けたシミュレー
ション教育等を支援して、専門に応じた対応が必要な場合は、支援担当員として協力いただ
く専門科の先生に相談を受けることも可能としている。
相談件数 15 件
・相談窓口事業の相談内容
(1) 県内に赴任した際の研修機会の確保
(2) 離職後の段階的なスキルアップについて
(3) 異動先の院内保育所等

福利厚生の状況

(4) 身体的不調, 精神的不調
(5) ライフイベントに関連した働き方
(6) ライフイベントと奨学金返還免除期間

2) 復職サポート
病院を紹介し、復職のために必要なサポートを行った。具体的には、復職に協力してくれ
る病院へ条件や接遇についての交渉を行った。また、医師への図書や DVD、スキルアップ
センターの利用（シュミレーション研修）等を促し、勤務の準備の支援を行い、勤務が開始
された後は定期的な連絡をとり、アフターフォローを行った。
復職実績 1 件
3) 女性医師と医学部学生のえんネット交流会
第1回
日時：平成 30 年 7 月 13 日（金）
会場：島根大学医学部みらい棟 2 階 共通カンファレンスⅠ
女性医師の働き方、女性医師同士の横のつながりを持つために開催した。
女性医師らと女子学生とで議論が深まった。
参加者：敬称略 順不同

佐野 千晶（地域医療支援学講座 准教授） 荒木 亜寿香（病

理学講座器官病理学 講師） 木村 かおり（法医学講座 講師） 濱口 愛（内科学講座呼
吸器・化学療法内科 助教） 原田 愛子（医科研修医） 堀田 優希江（耳鼻咽喉科学講座
助教） 高野 育子（医学科 5 年生）

第2回
日時：平成 30 年 12 月 19 日(水)
会場：島根大学医学部みらい棟 2 階 共通カンファレンスⅠ
参加者：敬称略

順不同

佐野 千晶（地域医療支援学講座 准教授） 松浦 史奈(医科

研修医) 荒木 亜寿香（病理学講座器官病理学 講師） 前木 奈津美 木村 かおり（法医
学講座 講師） 中尾 美香

濱口 愛（内科学講座呼吸器・化学療法内科 助教） 守田 美

和(内科学講座内分泌代謝内科 助教) 山田 百合子(医学科 5 年生) 佐藤 瑞穂(医学科 5 年
生) 原田 愛子(医科研修医)
3. 研究・発表
1)第 50 回日本医学教育学会
日時：平成 30 年 8 月 3 日(金)
場所：東京医科歯科大学
「医学生におけるキャリアアンカーについてのアンケート調査」発表
2)平成 30 年度日本医師会女性医師支援センター事業
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）10:30-12:30

中国四国ブロック会議

主催：島根県医師会
場所：ホテルグランヴィア岡山 3 階「パール」
「平成 30 年度 島根県における女性医師支援の取り組み」発表
3) 学生のキャリア選択についての研究
研究代表者：佐野千晶
医学生のキャリア認識が、どういった生物学的
因子、社会的因子、経済的因子、環境因子、教育
機会因子と関連しているのかについてキャリア・
アンカー理論を応用し、研究している。また、他
学部との共同研究を開始し、医学生のキャリア選
択について検討している。

４. 広報
1) えんネットマガジンの発行
特集：日本一の子育て村 住民に愛され、信頼される病院を目指して
公立邑智病院 川又 あゆみ先生ら 3 名の女性医師・看護師にインタビュー取材
取材日時：平成 30 年 9 月 4 日(火)
取材協力：公立邑智病院 日高事務局長らスタッフ一同
邑南町
3,500 部 発送予定
2) えんネットホームページの更新（随時）
http://www.en-net.jp

3) 島根大学医学部附属病院ニュース記事掲載
・2018 年 4 月号
「ワークライフバランスを考えるキャリア講義を行いました」
・2018 年 11 月号
「ワークライフバランスセミナーを開催しました」
５. 託児付セミナー支援
・総合診療専門医プログラム説明会
平成 30 年 7 月 7 日(土)
・島根県院内感染制御ネットワーク
平成 30 年 9 月 23 日(日)
・ワークライフバランスセミナー
平成 30 年 9 月 27 日(木)
・総合診療専攻医のつどい
平成 30 年 12 月 16 日(日)
・精神科症例検討会
平成 31 年 2 月 9 日(土)
・ブラッシュアップ講習会
平成 31 年 2 月 23 日(土)
・総合診療専門医プログラム説明会
平成 31 年 2 月 23 日(土)
６．セミナー等共催
・さぽっとカフェ in 出雲キャンパス 篠塚監事との意見交換会
平成 30 年 6 月 5 日（火）17:30-18:30
島根大学医学部本部棟 5 階大会議室
・アンガーマネジメント入門ワークショップ～怒りとの上手な付き合い方～
平成 31 年 1 月 15 日(火)17:45-18:45
島根大学医学部本部棟 5 階大会議室

