キャリアcafé

vol.03
2018

EVENT INFORMATION

【相談コーナー 特別企画】
キャリアカウンセリング・ルーム
みなさんは実現したい夢や、イキイキと輝きたい、もっ
と成長したい、というような思いを持っていませんか?
キャリアとは｢自分自身が歩いてきた道のりとこれから
の進みたい方向性や夢｣を指します。
キャリアカウンセリング・ルームでは、自分らしい選択
や生き方、働き方ができるよう、将来を決める上での
悩みのご相談をお受けし、そのような悩みをお持ちの
みなさんのサポｰトを、スキルと経験を持つ３名のキャ
リアカウンセラー（有資格者）がさせていただきます。

Career Café
In The 9th Annual Conference
of Japan Primary Care Association
【日時】
2018年6月16日（土）
6月17日（日）

9：30～17：00
9：00～14：30

【会場】
三重県総合文化センター ２F
大ホール前ホワイエ
キャリアcaféのFacebookページもご覧ください

6/16（土） 12:00～16:00
先着23名（予約制）

1枠20分 先着23名（予約制）を学術大会期間中に
キャリアcaféにて受付いたします。
みなさまぜひご利用ください。
なお、日本医師会女性医師バンクからもキャリア
café付近にブースを出展いただく予定です。
こちらもぜひご利用ください。

PRESENTED BY
男女共同参画委員会
病院総合医委員会
医学生若手医師支援委員会
支部支援委員会
プライマリ・ケア看護師養成プロジェクトチーム
薬剤師部会
専門医部会キャリア支援部門
同
国際部門
専攻医部会キャリア支援部門
企画責任者： 村田 亜紀子
（社会医療法人清風会 岡山家庭医療センター）
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【行き方】
① メインエントランス（B1F）右のエスカレーターを
上がったところにある文化会館棟入り口から
建物に入る
② 共通ロビーにある「大ホール入り口」を通り
③ ホワイエ（ホール内の客席に入るまでの
ロビー）にある階段を2Fに上がる
※ 第１・第2ギャラリー、大・中・小会議室からは
階段を下りて大ホール入り口を経由しないと
行けないのでご注意ください
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１．キャリアの“もやもや”、
一緒に考えてみませんか？
6/16（土）
10:00～11:00
キャリアって何？「隣の芝生は青い」と言うけれど、
仕事をする中で他の人と比べては何となく“もやも
や”してしまう…。何が気になっているのだろう？自分
だけ？自分の職種だからこそなのだろうか？
今年は、そんな“キャリアのもやもや”について、職種
を越えて考えていきます。その人によって違う“もやも
や”だからこそ、自分にとって大切にしている物事を
明確にしていきます。
明日からの日常をより充実させるために、一緒に考
えていきましょう！

３．ビブリオバトル
6/16（土）
12:00～13:00

〜【はたらく】×
プライマリ・ケア〜

ビブリオバトルは、本の紹介コミュニケーションゲーム
です。「就活」「労働」「チームのプロセス」「ワークライ
フバランス」「働き方改革」 など【はたらく】ことに関わ
るものであれば、学術書でも漫画でも何でもOK。本
の紹介を通して【はたらく】ことへの思いをプレゼンし
てみませんか？視聴者の投票で、1番読んでみたい
と思った本「チャンプ本」を決定します。どなたでも参
加可能です。あなたの好きな一冊をご紹介下さい。
※ ビブリオバトル協会公認企画です
※バトラーは、ML、Facebookにて募集いたしますの
で事前に申し込みをお願いいたします。

6/16（土）
16:00～17:00

５．草場先生と語ろう！
ここだけの
“総合診療専門医”話

新専門医制度がスタートしました。総合診療専門医
を目指す皆さんも指導医の皆さんも手探りの状態
なのではないでしょうか。「家庭医療専門医とどう違
うの？」「研修、ポートフォリオ、試験、この先どうな
るの？」これらの疑問に草場鉄周先生にズバリお
答えいただきます。これから総合診療医になりたい、
育てたい、という熱い思いを全国の仲間と意見交
換し、明日から希望に輝く活気ある研修が全国で
繰り広げられることを期待しています。

２．先輩と語る病院総合医の
キャリアパス
—入り口は、総合診療から？
それとも内科から？—

6/16（土）
11:00～12:00

病院総合医（ホスピタリスト）って、まだ新専門医制
度での位置付けが明確でなく、そのイメージがわき
にくい、道のりが見えにくいと感じている方いません
か？ 今回、育ちの異なる2名の病院総合医（洛和
会丸太町病院 上田剛士先生、堺市立総合医療セ
ンター 浅川麻里先生）に、現在までの歩みを振り
返っていただき、その後質問タイムを設けて、自由
な意見交換の場を作りたいと思います。医学生、研
修医、専攻医の皆さんにとって、参考になること間
違いなしですので、お気軽にご参加ください！

４．目指せイクボス！
～部下・スタッフ個人の人生と組織の業績の
両方を充実させ、自らも仕事と私生活を
楽しむには？～

6/16（土）
15:00～16:00

子育て中などのメンバーに配慮した采配をしたい、多様
な人材を採用したいと思いつつ、実際にどんな取り組み
が良いかわからない、良かれと思って配慮したのにうまく
いかない。こんな悩みをお持ちの「イクボス」の皆様。是
非、お集まりください。困りごとの共有、上手く行っている
事例の共有などしたいと思います。「イクボスにこんなこ
とわかってほしい」という「サポートされる側」の方も是非
どうぞ。お互いの「気持ちのGAP」と解決のヒントが見える
かも。
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６．International mingle
in the Career Cafe.
6/17（日）
9:00～10:00

-Enjoy Conversation about our
working style, life events and
career pathway as young doctors-

毎年海外医師を各委員会や学会員が学術大会に
招聘していましたが、各々の企画以外に交流する
場があまりありませんでした。そこでキャリアカフェ
企画のなかに各国の若手医師が民族衣装を纏い
つつ集い、診療やプライベートを充実させる方法、
国際活動も含めたキャリアパスなどを各国のおやつ
を片手に話し合える場を設けます。直接お話しする
ことでより幅のある視点を得ることができます。通訳
もいますので是非お越しください。

6/17（日）
11:30～12:30

８．薬剤師さん、
あなたの理念を教えて！

平成30年4月より、薬剤師の行動規範が変更になりま
した。特に「医薬品に品質・有効性および安全性等の
確保」「医療および介護提供体制への貢献」「国民の
主体的な健康管理への支援」「医療資源の公正な配
分」が追加されています。個人および社会に最良の医
療を提供するという行動規範をふまえて、今回のキャ
リアcafeでは、薬剤師としてどうあるべきかそして今の
自分に満足しているか薬剤師の理念について話し合
います。

【集いコーナー】
6/16（土）・6/17（日）
キャリアcafé開催中随時
集いコーナーは、誰もがふらりと立ち寄り、そこで出
会った方々と気ままにお茶を飲みながら語り合える
場所です。
それに加え、自分に似たような境遇の方と出会うた
めの「仲間に出会いやすい時間帯」も設けています。
以下のカテゴリーで特別な時間枠を設定していま
すが、これらの時間帯もどなたでも自由にお越しく
ださい。

７．勤務先マッチング
（診療所編）

6/17（日）
10:00～11:00

ゲストスピーカーに新規・継承で診療所長になられた
方々を お迎えし、診療所での求人や就職活動に関し
て普段思っているあれこれを話せる機会を作りました。
あの！新規グループ開業し患者さんが来すぎて大変と
いう「ありがとうみんなファミリークリニック平塚」の小宮
山先生も参加されます！
グループ診療所のための求人戦略とは？ソロ開業や
継承の人材募集で困っていることとは？診療所に勤務
したい方、グループ診療を目指している方、新規開業
や継承を考えている方、是非一緒にお話ししましょう！
★ イクメンの集い ★
「イクメン」に関心のある皆様。育児の悩み、仕事の
悩みなど語ってください。男女問わず参加可能。こ
れからイクメンを目指したい学生さんなどもどうぞ。

6/16（土）
9:30～10:30

6/16（土）・17（日）
★ 家庭医とともに働く皆様の集い ★
（上司から参加するように言われてきた
両日とも
ものの・・）どこに行ったらいいのか見当も
10:30～11:30
つかない、事務職・行政職・技師・その他
のスタッフの皆様。是非ここにきて、自分の所属先
以外の仲間を見つけてください。面白そうなセッショ
ンの情報交換、家庭医と働くからこその悩みの共有
などもOKです。
6/16（土）
★ 病院総合医の集い ★
11:00～12:00
同日１０〜１１時の企画コーナーに続けて、自由
に集まってフリートークできる時間を設けました。
病院総合医に特有の悩み・楽しさ・やりがいなどな
ど、何でも語りましょう！
★ 女子会（職種問わず）★
6/16（土）
職種を問わない女子会を開催します。是非、女性 15:00～17:00
ならではの話題で大いに盛り上がりましょう。また、
女性の働き手の生の声を聞きたいという方なども
ご参加いただけます。
★ ベテラン医師の集い ★
どちらかというと普段は若手の相談役として活躍中
のベテラン医師の皆様。今日はご自分の悩みを語
り合ってみませんか？

6/17（日）
9:00～10:30

6/17（日）
★ 学生・若手医師の集い ★
「学生や若手である自分の悩みを誰かに話したい、 12:30～14:30
相談したい」「同世代の仲間を見つけたい」という
人、誰でも集まれ！学生さんは医学部以外の方も、
もちろん参加OKです！

