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山形県医師会 常任理事

神村 裕子

日本医師会女性医師支援センター事業 北海道・東北ブロック会議

平成29年12月3日（日）午前10時～ ホテルメトロポリタン盛岡



３５（１３市１９町３村）市町村

面積：9323.15平方キロメートル
人口：1,122,957人

男539,632人
女583,295人

主な日本一
・三世代同居率
・さくらんぼ収穫量
・西洋なし収穫量
・わらび生産量
・たらのめ生産量
・自動車保有数量（千世帯当たり）

[二人以上の世帯]
・ボランティア活動の年間
行動者率（10歳以上）

・年間1世帯当たりのさといも、
こんにゃく、中華そば（外食）の
支出金額

※山形県ＨＰより



男性医師

86.6％

女性医師

13.4％ 会員数 １，７６４人（準会員含む）

男性医師：１，５２７人（８６．６％）

女性医師： ２３７人（１３．４％）

平成２９年１１月１日現在

男女別会員数割合



山形県医師会

勤務医
部会

山形県

山形女性医師
ネットワーク

女性医師と女性医学生
のつどい事業を委託

ドクターバンク、女性
医師支援ステーショ
ン運営業務を委託

山形県医師会では女性医師支援のための特別の部門（女性医
師支援センター等）は持たず、平成２４年度より勤務医部会の事
業項目としている。また、県の地域医療対策課との連携を強化し
ている。

山形県の女性医師支援組織



山形県医師会の取り組み①
新しく医師になった初期臨床研修医に対して医師会をよく理解

していただくために、平成１７年度から県内の臨床研修病院へ本
会担当理事が直接訪問しオリエンテーションを実施している。

研 修 病 院 名 初期研修医数 医師会入会者数 加 入 率

山形大学医学部附属病院 ６１名 １名 １．６％

山形県立中央病院 ３３名 １０名 ３０．３％

山形市立病院済生館 １４名 ０名 ０％

恩賜財団済生会山形済生病院 ６名 ６名 １００．０％

山形県立新庄病院 ０名 ０名 ０％

日本海総合病院 ２２名 ６名 ２７．３％

鶴岡市立荘内病院 ６名 ５名 ８３．３％

公立置賜総合病院 １２名 ０名 ０％

米沢市立病院 ２名 ０名 ０％

合 計 １５６名 ２８名 １８．０％



山形県が主催となって行われる、山形県臨床病院ガイダンスに
おいて本会の役員が出席して、本会の取り組み等について説明を
行っている。

山形県医師会の取り組み②

参加人数
研修医２６名（男２０名・女 ６名）
医学生４５名（男２８名・女１７名）

山形県臨床病院ガイダンス
平成２８年５月２１日（土） 12：30～16：30



勤務時間に制約のある女性医師、病院等を離退職した医師、本
県出身でＵターンを希望する医師が勤務条件にあった本県の医
療機関に円滑に就業できるように、インターネットにより、平成１８
年１１月から実施している。平成２８年度は１件の新規求職登録が
あり、求職医師と求人医療機関との調整を図った結果、１件の採
用が決定した。

山形県ドクターバンク

山形県医師会の取り組み③



山形県医師会の取り組み④

山形県女性医師支援ステーション

山形県内で働く女性医師をサポートするため、各種相談に対応
するほか、キャリアパス、子育て、介護支援、イベント等の情報発
信を行い、女性医師が必要とする情報を一元的に提供すること、
女性医師が将来に渡って家庭生活と仕事を両立しながら、医師と
して働き続けることができる環境づくりを進めることを目的として、
平成２７年９月に開設された。

この事業は本会が山形県より委託を受け、専用電話回線、メー
ルまたはＦＡＸによる相談対応、ホームページ上での女性医師・女
性医学生方が必要とする各種情報提供を行ったり、インターネット
上で交流できる掲示板を設置しております。また、定期的に女性
医師のインタビューを掲載して、医師を目指す女子学生や若手女
性医師へのメッセージの発信を行っている。



山形県女性医師支援ステーション

http://www.yamagata-joi-support-station.jp/

平成２８年度は４名の女性医師の先生方にインタビューさせていた
だき、育休の過ごし方や、復職する時の不安、病院の支援制度、後
輩の女性医師や女子医学生へのアドバイス等、インタビュー記事に
はたくさんの貴重な経験談や情報が掲載されている。

女性医師インタビュー



山形県の病児保育について



山形県の病児保育一覧

実施施設 市名 開所日 保育時間 定員 対象児童 利用料金

1 山形済生病院病児保育所
おひさまルーム

山形市
月～土曜日

祝日・年末年始除く
8：30～17：30
（土は12：30） 3名

満1歳から小学校に就学し
ている児童
（主治医の許可が必要）

日額2,000円
（土は1,000円）
※その他給食費等
実費

2 ＮＰＯ法人ベテスダ
ベテスダ・キッズ

村山市
月～土曜日
祝日・お盆・
年末年始除く

8：30～17：30 2名
原則村山市内に住む6ヵ月
程度から小学校6年生まで

（保護者が村山市内に勤
務している者も可）

日額2,000円
半日1,000円
※昼食、おやつ持参

3 塩井保育園すまいる 米沢市
月～金曜日
土日祝日・

年末年始除く
8：30～17：30 3名

生後6ヵ月から小学校3年
生までの児童

日額2,000円
5時間まで1,000円
※昼食代250円

4 興道南部保育園
りんごの部屋

米沢市
月～金曜日
土日祝日・

年末年始除く
8：30～17：30 3名

生後6ヵ月から小学校3年
生までの児童

日額2,000円
5時間まで1,000円
※昼食代250円

5
美女木げんき保育園
病児保育施設
げんきルーム

川西町
月～土曜日

日祝日・年末年始除く
8：00～18：00 3名

生後2ヵ月から小学校3年
生までの児童

日額2,000円
5時間まで1,000円
※昼食代250円

6 カトレアキッズルーム
（三井病院）

鶴岡市 月～土曜日 8：00～18：00 3名

鶴岡市・三川町・庄内町に
住所があり、保育所等に入
所している児童（生後2ヵ月
以上）から小学校6年生ま
での児童

日額2,000円
※昼食・おやつ代
300円

7 あきほ病児・病後児保育所
（日本海総合病院）

酒田市
月～土曜日

日祝日・年末年始除く
8：00～18：00 3名

酒田市・三川町・庄内町・
遊佐町に住む生後3ヵ月か
ら小学校3年生までの児童

0円～2,000円
※世帯の市町村民
税 割合により異
なる

病児保育施設・・・１４施設（うち２施設は職員のみ利用可）



実施施設 市名 開所日 保育時間 定員 対象児童 利用料金

8 いのこ保育園病児・病後児
保育施設 にこっと

三川町
月～土曜日

日祝日・年末年始除く
8：00～18：00 －

2ヵ月から小学校3年生
までの児童

日額2,000円
※昼食・おやつ250円

9 特定非営利活動法人
オープンハウスこんぺいとう

新庄市
月～土曜日
第4土・日

年末年始除く
8：00～18：00 6名

産後0歳から

10 山形市立病院済生館病児・
病後児保育所 ひなたぼっこ

山形市
月～土曜日
日祝日・

年末年始除く
8：00～17：30 3名

山形市内に住所を有す
者または保護者が市内
に就労している者
1歳から小学校6年生ま
での児童

日額2,000円
※昼食代500円

11 はなぞの保育園病児保育施設
みつばちルーム

長井市
月～金曜日
土日祝日・

年末年始除く
8：30～17：15 3名

生後6ヵ月から小学校3
年生までの児童

日額2,000円
5時間まで1,000円
※昼食代250円

12 余目保育園病児・病後児施設
ほっと

庄内町
月～土曜日

日祝日・年末年始除く
8：00～18：00 6名

庄内町・酒田市・鶴岡
市・三川町・遊佐町に住
む生後3ヵ月から小学校
に就学している児童

日額2,000円
※庄内町に住所を有
する児童または当該
法人の施設利用児童
は1,000円

13 山形県立中央病院
院内保育所

山形市 月～日曜日 7：30～18：30 3名
職員のみ利用可 １回2,000円

14 山形大学医学部
病児保育室

山形市
月～金曜日
土日祝日

7：30～18：00 3名
山形大学に所属する職
員の子供（生後6ヵ月か
ら小学校3年生までの児
童）

日額500円
※5時間未満300円

県内の「病児対応型」、「病後児対応型」、「体調不良時対応型」は、
現在合わせて51施設あるが、県は「やまがた子育て応援プラン」（15
～19年度）で、これらを計57施設に増やす数値目標を掲げている。



まとめ

• 女性医師支援は今後とも県の事業に協力していく

ドクターバンク

女性医師支援センター

病児保育

• 女性医師に限らず、医師が就労の問題に直面し
た時に、一番力になるのは医師会である。
（そんな医師会でありたい）

• そのためには医師会加入率を上げることが重要で、
大学との協力関係は欠かせない

山形県医師会の方向性



ご清聴ありがとうございました
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