
熊本県女性医師キャリア支援センターでは、①復職支援 ②短時間勤務 ③育児支援 ④メンター制
度 ⑤セミナー（啓発活動）を5つの柱にキャリア支援を進めることが重要と考え活動しています。

復職・キャリア支援に繋がった相談 ▼

40代 女性 お留守番医師制度（週1回/1日3.5時間勤務）
40代 女性 お留守番医師制度（相談対応中）
40代 女性 お留守番医師制度（週3回/1日3.5時間勤務）
30代 女性 お留守番医師制度（週2回/1日4時間勤務）
40代 女性 求人情報の提供
30代 女性 求人情報の提供
30代 女性 メンターとのマッチング
30代 女性 メンターとのマッチング

お留守番医師制度について 40

働くこと働き方についての相談 26

求人の問い合わせ 22

保育施設について 15

支援制度についての問い合わせ 15

ネットワークづくり 14

復職相談 8

メンター制度について 6

同僚・医局の医師について 5

子育てについて 3

社会保障等について 0

マタニティ白衣・パンツについて 0

平成30年度（2018年4月1日から2019年2月28日まで）
は総計68名から相談や制度のお問い合わせがありました。
うち27名が男性で、「お留守番医師制度について」「求人
の問い合わせ」の問い合わせが多く、41名が女性で、「働
くこと、働き方について」の相談が多くありました。
特に女性医師8名からの相談は、自身の復職やキャリア

継続に繋がりました。

 相談件数

• マタニティ白衣、パンツの貸出
• お留守番医師制度
• メンター制度、メンター連絡会議
• キャリア支援セミナー
• クローバーセミナー

• 働き方改革に関するアンケート調査
• 広報活動（ホームページ、テレビ、雑誌掲載、チラシの作成等）
• 学会・講演会などでの発表、情報交換
• 学生への啓発活動として、「医学生・研修医等をサポートする
ための会」開催や、1学年・4学年への講義

相談の総内訳（延べ相談数）
2018年4月1日～2019年2月28日 ▼

 マタニティ白衣、パンツの貸出

女性医師等の就業継続及び復職支援について
資料10

平成30年度からマタニティ白衣
に加えて、マタニティパンツの貸
出も始めました。
今年度は育児休暇中のご相談が

多かったため、貸し出しはありま
せんでした。
妊娠中から気軽にご相談できる

雰囲気づくりに努め、是非多くの
医師にご利用いただきたいと考え
ています。



 お留守番医師制度

熊本市東区 平山ハートクリニック

熊本市南区 土井内科胃腸科医院

熊本市南区 御幸病院

熊本市北区 清藤クリニック

熊本市北区 なかむらファミリークリニック

阿蘇市 阿蘇立野病院

菊池市 宮本内科クリニック

荒尾市 西原クリニック

玉名市 ひがし成人・循環器内科クリニック

玉名市 河野医院

上益城郡 益城なかぞのクリニック

上益城郡 谷田病院

上益城郡 山地外科胃腸科医院

宇土市 宇土中央クリニック

水俣市 山田クリニック

宇城市 済生会みすみ病院

お留守番医師制度に加入している医療機関
（2019年2月28日時点）▼

「お留守番医師制度」では、家庭との両立や自身の健康などに不安を抱える方にも復職しやすい環境
の協力機関（現在15医療機関）と連携しています。復職希望医師にとっては週1回（場合によっては月1
回も可）からの復職が可能で、在宅医療を開始したい医療機関にとっては代診医師の確保につながり、
地域住民にとっては、かかりつけ医の訪問診療を受けることが可能になるwin-win-winの互助システムで
す。
熊本県女性医師キャリア支援センターの復職コーディネーターが復職希望者の体験申し込みを受けて、

在宅医療を開始したいドクターとつなぎ、体験日を決めます。体験がうまくいけば、当事者同士で3か月
更新の雇用契約を結びます。
また、この制度で勤務中には、熊本市医師会保育所「メディッコクラブ」が無料で利用できます。
今年度は、在宅医療を担う各郡市医師会の会員の方々にも、お留守番医師制度システムについて理解

していただく為、各郡市医師会へ説明会受入について調査を行い、希望のあった水俣市芦北郡市医師会、
菊池郡市医師会、宇土地区医師会において説明会を開催しました。
また、説明を個別に希望された9つの医療機関へ直接説明にうかがいました。

今年度は3名の医師がこの制度を利用し復職されました。
その他、昨年度からの継続2名 体験のみ1名、合わせて6名がお留守番医師制度を利用しました。

お留守番医師制度の説明に伺った医療機関
（黄：平成28年、赤：平成29年、緑：平成30年度）▼



 9月29日 （メンター・メンティ情報交換会）
議題：「キャリアや子育てについて気軽に相談してみよう」
講師：地域医療支援センター 後藤理英子先生
医学部学生や若手医師、ママさんドクターが気軽に相談・情報交換できる機会を設ける為、ワール

ドカフェ形式で開催しました。①両立（介護・育児）②キャリアについて、各グループで意見を出し
合い発表していただきました。グループワークを通して色々な意見、体験を聞く機会となり、医学部
学生には今後を考えるきっかけになったようでした。

平成30年12月18日、熊本大学医学部附属病院 山崎記念館において、
熊本県地域医療支援機構と熊本大学医学部附属病院男女共同参画推進
委員会主催で、熊本県医療人キャリアサポートクローバーセミナー
「医療人の働き方改革」が開催されました。熊本県医師会と熊本市医
師会にも共催いただきました。
医師、看護師、医療関係者、事務職員など54名の方々にご参加いた

だきました。

2018年12月18日火曜日 19:00～21:00
熊本県医療人キャリアサポートクローバーセミナー
「医療人の働き方改革」

 クローバーセミナー

開催のあいさつ
熊本県地域医療支援機構理長
谷原 秀信 先生

開催のあいさつ
熊本大学医学部付属病院
男女共同参画推進委員会
山下 康行 先生

メンター制度とは、キャリアについて、ワークライフバランスについて、先輩に悩みを聞いてもらい、
一緒にキャリアやライフの目標設定を考えてみる取り組みです。気軽に取り組めるよう、メンター・メ
ンティの関係性は1年間限定とし、希望があればさらに1年間延ばすこととしています。
メンターとして現在26人の男女医師が登録しており、メンティとして現在2名の女性医師が登録してい

ます。メンター自身のスキルアップを目的に、今年度は2回「メンター連絡会議」を開催しました。

 5月27日
議題：「地域で働く女性医師懇談会」
講師：地域医療支援センター 後藤理英子
自治医科大学、熊本大学医学部地域枠出身者を中心に、地域で活躍する女性医師にご出席いただき

ました。秋田大学医学部総合地域医療推進学講座 准教授 蓮沼直子先生にもご参加いただき、キャ
リアについての悩みや各地の育児支援などの情報交換を行いました。

 メンター制度



3、「女性医師支援から働き方改革へ」
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 地域医療人材育成講座 教授
片岡 仁美 先生
医師の働き方改革の方向性と岡山大学での取り組みについてご講演いただきました。

4、事例報告「医療人の働き方改革」
1）熊本大学医学部附属病院 産科婦人科 助教 伊藤史子 先生
2）熊本大学医学部附属病院 消化器外科 特任講師 馬場 祥史 先生

伊藤先生からは熊本大学産科婦人科学教室における働き方改革について、馬場先生から
は外科の視点から働き方改革についてお話しいただきました。

閉会のあいさつ
国立病院機構熊本医療センター院長 熊本県医師会男女共同参画担当理事
クローバーの会会員
髙橋 毅 先生

 クローバーセミナーのアンケート結果

• チーム医療（複数主治医制）→タスクシフティング→正の連鎖となり素晴らしい。
• 非常にためになりました。理想的な医局のモデルとしてどんどん発信して頂きたい。このお話を
是非目標に、自分の医局変えていければと思いました。

• 医療人の積極的な取り組みが重要と感じた。
• 男女共に働き方・生き方を考える機会となった。

2、「医局員が増える！平等感のある働き方改革」
帝京大学医学部 皮膚科学講座 助教
石川 武子 先生
帝京大学皮膚科学講座の医局をあげての様々な取り組みをご紹介いただきました。

1、「クローバーの会活動報告」
国立病院機構熊本医療センター院長 熊本県医師会男女共同参画担当理事
クローバーの会会員
高橋 毅 先生
熊本県内有床病院（214医療機関）に勤務する医師を対象に本年11月に実施した、「医師の
働き方改革」のアンケート結果報告がありました。



平成30年度キャリア支援セミナー「医療メディエーション」
2018年5月28日月曜日 18:30～20:00

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

主催

5月28日に平成30年度キャリア支援セミナーを開催し、秋田大学医学
部総合地域医療推進学講座准教授の蓮沼直子先生に「医療メディエー
ション」を教えていただきました。
講演では、医療メディエーションの基本から医療メディエーターの役

割など、人と対話する時に重要なことを分かり安く説明していただきま
した。また、シナリオを使ってのワーク活動では立場を自覚した会話の
やり取りに皆さん苦戦しているようでした。
「対話の仕方のヒントを得ることができた」「研修の時にも学んだ内

容を思い浮かべて行動しようと思います」など実践的でとてもために
なったとたくさんの感想をいただきました。

 セミナー

メンター・メンティ情報交換会「先輩たちはどうしてる？～キャリアや子育てについて
気軽に相談してみよう～」
2018年9月29日土曜日 14:00～16:00

主催

医師12名、医学生8名、関係者計23名が参加しました。気軽に相談でき
る機会を設けるため、ワールドカフェ形式で情報交換を行いました。各
グループで①両立（育児・介護）②キャリアについて意見交換を行い、
盛り上がりました。
～感想～ （一部抜粋）
≪学生≫・実際に女性医師の方々とお会いして話を聞く機会はあまりな
いので、様々な働き方について聞けて良かった。
≪医師≫・女性医師として働いていく上で不安を自分と同じように持っ
ていることが分かった。また、男性医師も同じように忙しいと思ってい
る話が聞けて良かった。



医学生・研修医をサポートする会セミナー「妊婦体験を通して働き方を考えてみよう」
2019年1月12日土曜日 14:00～16:00

医療法人社団愛育会福田病院
医師 関東 祐喜子 先生

助産師 中島 千穂子 先生
助産師 有吉 えみり 先生
協力：熊本大学ALS部

共催

1月12日、熊本県医師会主催で『平成30年度医学生・研修医をサポー
トする会』が開催されました。
本年度は「妊婦体験を通して働き方を考えてみよう」をテーマとしま

した。福田病院の関東祐喜子先生に「妊娠・出産と身体の変化～仕事と
の両立を考える」を題にご講演いただき、その後福田病院の助産師であ
る中島千穂子氏 有吉えみり氏、熊本大学ALS部の協力のもと、妊婦体
験及びグループワークをしました。妊婦体験ではマタニティスーツを装
着し、血圧測定や心臓マッサージ、階段の上り下りやマタニティヨガな
どを体験しました。

平成30年度キャリア支援セミナー「医療と医療者教育における質的研究のための
プロトコル作成とSCATのセミナー・ワークショップin熊本大学」
2019年3月9日土曜日 9:00～19:00 2019年3月10日日曜日 9:00～19:00

講師：名古屋大学大学院発達科学研究科
教授 大谷 尚 先生

副講師：一宮研伸大学看護学部看護学科
助教 肥田 武 先生

主催

熊本では初の開催で、質的研究で論文執筆を目指す23
名が参加しました。2日間じっくりと質的研究の方法論を
学んでプロトコルを作成し、実際にSCATによる分析を経
験しました。熊本県における医療と医療者教育に関する質
的研究の芽が息吹きました。



 平成30年 熊本県内全有床病院を対象とした「働き方改革に関するアンケート」結果

厚生労働省が開催する「医師の働き方改革に関する検討会」で医師の労働時間短縮に向けた緊急対策と
して、１.医師の労働時間管理の適正化に向けた取組、２.36協定の自己点検、３.既存の産業保健の仕組
みの活用、４.タスク・シフティング（業務の移管）の推進、５.女性医師等に対する支援、６.医療機関
の状況に応じた医師の労働時間短縮に向けた取組を明記しました。
そこで、熊本県内の医療機関におけるチーム医療とタスク・シフティングの推進を目的として働き方

改革に関するアンケート調査を実施いたしました。
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＊対象者：熊本県内の全有床病院に勤務する男女医師（全配布枚数4226枚、回答率22%）
＊回答者：94施設、954人（男性734人、女性211人、性別未回答9人）
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しかしながら、育児中の女性は男性
に比べて常勤の割合が有意に低く、
非常勤の割合が有意に高いことが明
らかになりました。
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平日の一日平均勤務時間は9.34時間で、小学生以下を育児中の
男性が9.9時間で最も長く、小学生以下を育児中の女性が8.0時
間で最も短いことが明らかになりました。育児中以外の男女、
中学生以上を育児中の男女間で有意差はありませんでした。

1.最近1か月のあなたの勤務について教えてください（平日の勤務時間）。
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ひと月（回）

オンコール+当直 6.35
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2.最近1か月のあなたの勤務について教えてください（オンコール・当直の回数）。

ひと月のオンコールと当直の回数は平均6.35回で、小
学生以下を育児中の男性が7.8回で最も多く、小学生以下
を育児中の女性が1.8回で最も少ないことが明らかになり
ました。

疲れを全く感じない最良の感覚                             何もできないほど疲れ切った最悪の感覚 
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3.あなたが今、感じている疲労感を、直線の左右両端に示した感覚を参考に、直線上に×で示してください。
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有効回答数916人 平均値

疲労度 4.93
疲労度の平均は4.9、小学生以下を育児中の女性が5.5で最も
高いことが明らかになりました。
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入院診療 184人 (21.5%) 247人 (28.8%) 426人 (49.7%)

外来診療 112人 (14.2%) 143人 (18.1%) 535人 (67.7%)

診療科別では産婦人科の医師が最も疲労度が高いことが明らかになりました。ただし、疲労度が高
いほどアンケート回答率が低い可能性があり、バイアスは否定できません。

4.あなたの診療科（もしくは病院全体）のチーム制について回答してください。

入院診療にチーム制があ
ると回答した医師は21.5%、
外来診療にチーム制がある
と回答した医師は14.2%と
低く、効率的なチーム制の
実現のために必要な項目と
して医師数、患者の理解な
どが上位に挙げられました。



5. あなたの業務内容のうち、特に負担に感じている業務や、タスクシフトする（他業種に任せる）
ことが必要と考えるものを教えてください。
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外来業務、病棟業務ともにカルテ入力（サマリー作成）などの書類作成が負担に感じると共にタス
クシフトが必要と感じられていました。また、教育・研究業務でもデータ収集、解析、セミナー・
講義準備などはタスクシフトが必要と考えられていました。

今回の調査により、小学生以下の子どもを育児中の男女医師に働き方の開きがあり、疲労度が高
いこと、診療科により疲労度に差があることが明らかになりました。これまでの調査で、院内保育
（平成27年：男性16%、女性20%）、病児保育、学童保育のニーズ（平成29年：男性46%、女性
71%）は高いことが明らかになっています。また、熊本県の産婦人科の医師は主たる診療科別人口
10万対医療施設従事医師数が全国平均(8.6)よりも少なく(8.1)なっています。
今後、医師の働き方改革を進めるためには、育児支援による育児中の女性の疲労緩和、育児中の

男性の過重労働の緩和と育児参加、医師の確保によるチーム制の実現、カルテ入力などの書類作成、
検査の説明、データ収集・解析、教育業務などをタスクシフトできる人材の育成などを同時に進め
ていく必要があると考えられました。



アンケート結果自由記述 その他負担に感じている業務 （疲労度7~10）
年齢 性別 勤務形態 疲労度 その他負担に感じている業務
40代 女性 常勤 10 ・上司からの雑務依頼 ・院内委員会 ・外来の書類整理 ・患者統計

40代 男性 常勤 9 ・クレーマーと思われる患者に一般患者での対応を行うと多くの方の待ち時間が発生
するためまずクレーム内容を聞き取るスタッフがいると助かります。

30代 男性 常勤 9 ・女医（育休、産休や子供の発熱）のサポート。女医のサポートをしても時間外労働
で支払われる上限がある為結局無償労働ばかりが増えている。

30代 男性 常勤 9 ・カンファレンスが長い。時間を決めて欲しい（終わる時間）

30代 男性 常勤 9
・介護保険主治医意見書。連携機関への定期（受信毎の）診療情報提供書。リハビリ
テーション計画書。訪問看護指示書。訪問看護計画書。他院からの手紙のスキャン取
込。レセプトチェック。

60代 女性 常勤 8 ・診療以外の院内業務。規程の作成等は専門のスタッフにシフトしてほしい。
60代 男性 常勤 8 ・委員会の数が多い。
50代 男性 常勤 8 ・院内会議
50代 男性 常勤 8 ・学会研究会の発表準備 ・論文検索、作成
50代 男性 常勤 8 ・教員ではないのに実習に来る学生の指導をしている。
50代 男性 常勤 8 ・他部署との交渉や打ち合わせ作業
40代 男性 常勤 8 ・診療、研究、教育は、自己研鑽との境界がはっきりしない。

40代 男性 常勤 8
・内視鏡一時洗浄業務
・救急外来からの緊急内視鏡依頼時（解錠、内視鏡準備、輸血準備、内視鏡介助、処
置記録、内視鏡洗浄全てが医師が行っておりリスクが高い）

40代 男性 常勤 8 ・外来での説明（検査案内など）
40代 男性 常勤 8 ・朝8：30のCTオーダー。・データ解析のための検査値入力
40代 男性 常勤 8 ・レセプトチェック ・回診記録 ・電子カルテメンテナンス
30代 女性 常勤 8 ・業務時間外の上司からの仕事。時間外の会議やカンファレンス。
30代 男性 常勤 8 ・倫理委員会の資料作りが繁雑です。

30代 女性 常勤 8 ・説明記録の記載 ・食事オーダー変更 ・電気生理検査の時間短縮 ・検査の同意
書

20代 男性 常勤 8 ・クレーム対応。診断書等の書類作成。IC
50代 女性 非常勤 8 ・家族と介護スタッフとの連絡・行政と患者との連絡
40代 男性 非常勤 8 ・外来主治医制もそろそろチーム制へ移行した方が良い。
30代 男性 非常勤 8 ・始業・終業時間の記録簿の記入 ・e-learning等、研修会へ出席
30代 男性 非常勤 8 ・処方オーダーの修正が最も効率が悪く、カルテシステムの改善が必要。。
30代 女性大学院生 8 ・朝7時からのカンファ、基礎抄読会。夜18時からの抄読会。
40代 男性 常勤 7.5 ・診断書、申請書などの各種書類業務
60代 男性 常勤 7 ・地域での研修会、会議が多い。
60代 男性 常勤 7 ・看護学校を併設している為学校の講義
50代 女性 常勤 7 ・中間管理職だが事務処理に時間がとられる。
50代 男性 常勤 7 ・転院の調整
50代 男性 常勤 7 ・定期薬の処方
50代 男性 常勤 7 ・患者死亡時の死亡診断書作成、お見送り
50代 男性 常勤 7 ・研修医への指導。

50代 女性 常勤 7 ・初診時の問診票や簡易検査の集計、整理。 ・決まった書式でのインテークでタス
クシフトしてほしい。 ・初診時カルテ記載（上記について）

40代 女性 常勤 7 ・時間外勤務の記入・集計
40代 男性 常勤 7 ・専門医研修プログラム、面接、試験監督が一部の人に集中
40代 男性 常勤 7 ・組織運営の様々な仕事、学会運営の仕事
40代 男性 常勤 7 ・通勤が電車なのでそれがつらい。
40代 男性 常勤 7 ・学会発表データ収集、分析が現状頼んでも使い物にならない。
40代 男性 常勤 7 ・他科がやらなくなった分野を考える、調整する時間(人数が複数いる科)
30代 男性 常勤 7 ・当直明けのコールや指示確認の電話
30代 女性 常勤 7 ・薬剤の準備、セット ・小児の時の各種サイズの道具集め ・麻酔の説明
30代 女性 常勤 7 ・患者対応に多く時間を要することが負担。
30代 女性 常勤 7 ・薬の変更、中止にロック解除が必要で手間。病棟薬剤師に依頼したい。
30代 男性 常勤 7 ・検査の同意書が多く直接説明して取得しなければならない。



アンケート結果自由記述 その他ご意見1/2 （疲労度7~10）
年齢 性別勤務形態 疲労

度 その他ご意見

40代女性 常勤 10
・上司が理解しないと何も変わらないと思う。実際が分かっていない。
・結局、都合のいい人が頼まれて追い込まれる。
・女性医師のキャリアアップは重要だが、本人が望まないのに同性の上司から強いられ
ることもある為、考えるべき問題。

30代男性 常勤 9 ・働き方改革により時間外の給料（45時間）が固定され実際の勤務時間の報告ができな
い。医師数が少ないままでは解決しない。

30代男性 常勤 9 ・仕事をした時間を色々書くことが一番嫌です。逆に負担が増えます。
30代男性 常勤 9 ・時間外60時間までしか認めなくなり給料は非常勤医師より安く、無償労働時間が増。

30代男性 常勤 9 ・学会発表、院内の発表、セミナーが非常に多いため土日はほぼ休む暇がない。24時間
患者を断らないのであれば過労死する。患者を制限するか内容を限定する対策が必要。

30代男性 常勤 9 ・時間外申請した時間を削るのはやめて欲しい。

30代男性 常勤 9
・無償奉仕が多すぎるので、電子カルテのログイン時間を業務時間外について、全て
チェックするのがよい。書類仕事に忙殺されるので、減らしてほしい。土日の科の行事
も全て無償奉仕なので、会議室使用記録などから厳しくチェックしてほしいです。

50代男性 常勤 9 ・医師はすることが多すぎる。いつになったら改革されるのか不安です。
50代男性 常勤 9 ・労基署が入ったら絶対に指導されます、一人で診察しておりよい改善策はありません。
20代男性 常勤 8 ・時間外勤務が200時間/月を超える月もあるため、働き方改革の徹底を。電子カルテで

の勤務時間把握を要する検討。診療科偏在の是正を早急に。

30代女性 常勤 8
・単純に出産、子育て期間中の女性医師の業務短縮ばかりに目を向けているとその他の
女性、男性双方の医師の業務増量となり不公平となりうるので、コメディカルの増員、
権限移譲で医師の業務量そのものを減らす努力をするべきではないかと思います。

30代男性 常勤 8 ・常勤医師の負担と無給労働が増える。

30代女性 常勤 8
・チーム制にしても1人は主治医を立てての入院治療になると思います。治療方針や重
要事項の決定は、主治医が居る時に決めるのが望ましいですがもしそれが主治医不在時
だった場合の責任の所在が課題になると思われます。

40代男性 常勤 8 ・地域拡大など熊本に残る医師を増やしてほしいです。
40代男性 常勤 8 ・タイムシフト制にしないと無理と思います。
40代男性 常勤 8 ・医療機関は全て病院にするとよい（診療所を廃止する）と思う。
40代男性 常勤 8 ・主治医制の廃止が望まれます。

50代男性 常勤 8
・働き方改革は健康上、精神面上必要なことは当然分かっていること。しかし医療界、
特に人材が少ない外科系、病理、法医などは人がいないので少ない人員で業務や学術的
活動をやっていくしかない。

50代男性 常勤 8 ・交代制勤務→医師の確保が必要であるが複数の診療科を掛け持ちできるようにする
（民間企業でのマルチタスク制度）

50代男性 常勤 8 ・女性が働きやすい」環境にして、出産・子育て等でリタイヤしないようにまた、現在
離職している人が復職しやすくする。

50代女性 常勤 8 ・時短の人も本人の希望で良いので（日時は優先的に）土日祝日の日勤をする必要あり。
忙しい人が益々忙しくなる状況。土日祝日をしたら平日に休みを取れる環境（代休で）

50代男性 常勤 8 ・患者を看取らなければならない業務が明記されていることが問題。人間らしい生活を
する権利は無視されていると思う。

60代女性 常勤 8 ・若い女性医師が働きたいのに保育所待ちという話を聞くので、近くの地域の中で1つ
の病院にまとめて保育所を作って公的補助する病院でもそれぞれ補助するなど対策を。

30代女性 非常勤 8 ・医局員が少ない科は仕方ない部分が多い。
40代男性 非常勤 8 ・外勤を減らしたら給料が足りない。勤務体系を根本から変える必要がある。

・研究や発表は自己研鑽なのか？
40代女性 非常勤 8 ・産婦人科医師の増員
40代男性 常勤 7.5 ・論文検索などを通した知識のアップデートは不可欠でどこまで自己研鑽なのか線引き

が難しい
60代男性 常勤 7.5 ・職員～医師、ナース数の不足

20代男性 常勤 7
・研修医の時間外労働は1日2時間までとする書面に従いましたが、やや意欲が削がれて
いると感じています。時間外として申請する必要のある業務の具体例を上層部から提示
して頂けると悩まずに申請できていいかと思います。「プレゼンテーションのための情
報収集を時間外に含めるのは如何なものか」と言われたことがあります。

20代女性 常勤 7 ・医師の数が少ない科などはチーム制は厳しく現実的には厳しい。働き方改革でしわ寄
せが誰かに来るような改革ではなく、全員の労働時間を減らすにはかなりの改善が必要。

50代男性 常勤 7 ・救急外来の軽症患者、コンビニ受診が多すぎる。啓蒙が必要。
50代男性 常勤 7 ・当直が月に6～7回なので、回数が減るのが一番と思います。月5回以下。



アンケート結果自由記述 その他ご意見2/2 （疲労度7~10）

年齢 性別勤務形態 疲労
度 その他ご意見

30代女性 常勤 7 ・保育園の日曜（勤務時）開園
30代男性 常勤 7 ・完全チーム制を目指すべき
30代女性 常勤 7 ・手術室に関しては、予定の手術だけで時間オーバーになる。症例数を減らすしかない

30代女性 常勤 7
・女性医師キャリアやキャリア支援は子供がおらず常に働く側からするとママさんドク
ターのしわ寄せがくるしか感じられません。ただ、本来の目的はみんなが働きやすい環
境を作ることが目標でもあることは存じております。

30代女性 常勤 7 ・各講習会、研修会を17：15までに終わらせるようにして欲しい。

30代男性 常勤 7
・当直明けの医師は早めに帰宅できる体制にしてほしい。科によってオンコールや当直
が免除になっているが、研修医を経ているためある程度義務化してほしい。オンコール
や休日、祝日の日当直（年末年始など）に対応する報酬価値を上げて欲しい。

30代男性 常勤 7 ・医師が疲労していては患者が満足する医療が提供できません。
30代男性 常勤 7 ・研究を業務と位置づけていない為、今後の熊本の発展は望めない。
40代男性 常勤 7 ・医師の（最大数）ポスト、看護師の配置などをある程度仕事量や業績に応じたものに

しないと忙しい科が更に疲弊して悪循環になります。
40代男性 常勤 7 ・診療科毎の労働状況の差が気になります。給料などで差を設けるなど行わなければ労

働時間が長く条件の厳しい診療科に入局する研修医は減少し労働環境は悪化する
40代男性 常勤 7 ・施設の集約を行い休みを取りやすく。小さい病院がいっぱいで人材が分散されすぎ。

40代女性 常勤 7

・男性医師にとっても家族との時間は取ったり、自分の時間を取りにくい環境であり、
女性が子育てしながら働くことは大変すぎると感じている。チーム制を作るための人の
確保がなければ根本的には良くならない中で時間外勤務が多いと言われることにストレ
スを感じており、病院としての働き方改革に対する考え方と現場との間にズレを感じる。
主治医制からチーム制にして月に数日でも完全に休めるようにする為に人を確保してほ
しいし、男性医師でも休めるように早く対策してほしい。

40代男性 常勤 7 ・誰もがスーパードクターX大門先生のような仕事形態に出来ると楽である。不平を言
わない人間に過重な負担が来るシステムになっているがさらに助長される事が心配だ。

40代男性 常勤 7 ・今まで非常勤医師が全くの無給働いてくれていることを知らなかった。
40代男性 常勤 7 ・質を落とさずに続けるにはマンパワーが足りない。
40代男性 常勤 7 ・日直、当直の負担が大きくなってきています。特に、長期休暇中大きな医療機関に集

中し休憩時間も十分に取ることが出来ず、代休等の制度等もない。
40代男性 常勤 7 ・恐らくうまくいかないと思います。死ぬまで働くしかないかと。とは言えシフト制で

給金が1/3になるのは耐えられないです。看護師への仕事の移動ができると良いかな
40代男性 常勤 7 ・皆が改革していく時間も必要ですが、協力していく時間、協力して問題解決する時間、

協力して病院の必要な仕事をする時間、を考える必要があると思います。
50代女性 常勤 7 ・人手不足（スタッフ）の中、医療の質や安全性を保つための負担が増しており医療だ

けに専念できない環境となってきています。
50代女性 常勤 7 ・ある分野に特化してしまうと分業が進み効率化が図れる反面その分野を見る医師の数

や病院が少なければ負担がとても大きいというのがジレンマです。
50代男性 常勤 7 ・国民が許せば可能でしょう。

50代女性 常勤 7
・教育カリキュラムの変更が著しく病院診療と教育の両立が難しい。教育専門のスタッ
フを設けるべき。・性別のみでなく各々の背景、環境に応じた柔軟な制度を設けて欲し
い。（病気や一人親、介護等）・長時間労働に関してはスタッフの拡充を。

50代男性 常勤 7 ・制度設計と実際の効率化はギャップがあります。

50代男性 常勤 7 ・便秘などの限定された者に対して看護師にも処方権を設定してはどうか。 ・各種書
類のチェック、サイン、スケジュール管理に対して専任秘書の必要性を感じる。

50代男性 常勤 7 ・外来診察診察中、入院の説明（診療計画や家族への説明、緊急時対応等）安静度や検
査オーダー、伝票、処方箋作成がかぶりどちらも立たずの状態に陥ることがある。

50代男性 常勤 7 ・労働時間を短縮するには、主治医制ではなくチームでの体制に移行せざるを得ない。
そのためには、患者側の理解が必要と感じます。

60代男性 常勤 7
・医師も残業時間の上限を設ける事
・常時外来患者、救急車受入なら賃金は残業加算賃金とすべき。一律〇〇万円の一括賃
金は労働基準法に違法では？

60代男性 常勤 7 ・医師の数が少ない僻地又は地方で二人主治医制だの労働基準法だの言っていたら少な
くとも夜間の受け入れはできません。つまり地方での救急医療は崩壊してしまいます。

30代男性 非常勤 7 ・単純な勤務時間短縮の強制はかえって業務を圧迫していると思う。

30代女性 非常勤 7
・子育て中の立場からするとやはり子供の病気や学校行事で仕事を抜けることを言いや
すい環境作りが必要だと思う。・男性医師が子育て中であれば彼らも子供に何かあった
時には仕事を代わってもらい子供の世話をする機会があってもいいのではないかと思う。
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