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5/18
10:00 11:00

企画１ キャリアA to Z①
キャリアの基礎固め

‣

医療者の働き方が多様化している現在、自身が満足
できるキャリアをどう形成していくかが重要になって
います。そのためには自らの価値観・目標を見つめ
ることが必要です。今回はキャリア構築理論のはじ
めの一歩として、理論の概論を学びながら、自分が
仕事において何を大事にしているかということを明ら
かにして行きます。職種に関係なく、キャリアに悩ん
でいる方、キャリア構築の考え方を深めたい方、この
機会に一緒に学んでみませんか？

5/18
11:00 12:00

企画２ 先輩と語ろう！
病院総合医のキャリアパス

‣

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、その道のりが見えにくいと感
じていませんか？今回、4名の病院総合医（獨協医科大
学 志水太郎先生、東京城東病院 森川暢先生、洛和会
丸太町病院 長野広之先生、沖縄県立中部病院 尾原
晴雄先生）を囲んで、ざっくばらんにキャリアの話ができ
る場を作りました。 制度とか堅い話じゃなく、本音で語り
ます！勧誘も一切なし！医学生、研修医、専攻医の皆
さんで興味ある方、お気軽にご参加ください！

企画３ 必見！中堅医師・
中間管理職のための
ブレークスルーWS

5/18
12:00 13:00

‣

「自分は“中間管理職”だよなぁ・・」と感じる皆さま、
必見です。 時に不条理なことを言ってくる上司やボス
のマネジメント、育休・産休・時短ドクターを含めた勤
務管理、多種多様な専攻医/研修医への対応など、
医療の現場でも「組織の中堅や中間管理職」は多くの
悩ましい業務を抱えています。しかし「医療従事者に
最適化された中間管理職のための教材」は非常に少
ないのが現状です。 本企画では、若くして日本屈指
の“亀田家庭医総合診療専門医プログラム”をディレ
クターとして管理するドクター岩間と多施設の中堅ス
タッフが、中間管理職やそれに類する立場の方々を
対象にワークショップを展開します。 ・ファシリテーショ
ンのスキルを使って合意形成ができる ・中間管理職
の共通の課題を見つける ・仲間の事例をもとに自分
の組織で実践できるプランを立てる などが本ワーク
ショップの目標となります。 全国の悩める中堅や中間
管理職の皆さま、ぜひご参加ください！

企画４

ビブリオバトル

～多職種を通して本を知る、
本を通してプライマリ・ケアを知る～

5/18

‣

13:00 14:00

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。本の種類は、プライマリ・ケアに関わるものであれ
ば、学術書でも漫画でも何でもOK。本の紹介を通してプ
ライマリ・ケアへの思いをプレゼンしてみませんか？視聴
者の投票で、プレゼンを聞いて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
※ バトラーにエントリーしてくださる方は、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。
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企画５ 集え、迷える子羊たち
～先輩ジェネラリストと
5/18
語ろう～
15:00‣16:00
昨年度のインタレストグループや専攻医に対する新専
門医制度に関するアンケートでは若手学会員が抱える
悩みを抽出しました。「ひとりで研修することに不安を
感じる」「家庭医療専門医取得後にどのようにキャリア
を積んでゆけばよいだろう？」「研修医・専攻医の指導
に自信が持てない」などなど。それらの解決の糸口を
探るワークショップを開催します。参加対象は、家庭医
療・総合診療の道に進むか悩んでいる医学生・研修医、
今後に悩んでいる専攻医、卒後10年目以内、もしくは
家庭医療専門医取得後5年以内の学会員です。参加
者４～６名にオブザーバーの中堅医師「先輩ジェネラリ
スト」を加えたディスカッションで会を進行します。「①今
（日常直面する悩み）」と「②これから（キャリアや将来
像）」の２テーマで構成します。参加者同士や参加者と
先輩ジェネラリストが交流を深め、それぞれの悩みが
軽くなること、将来の見通しを持てることを目的とします。

5/18

企画６ 性の多様性と医療に
ついて学んで、語ろう！

‣

16:00 17:00
近頃LGBTという言葉をよく耳にしませんか？LGBT（レ
ズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダーの略
語で、その他の性的マイノリティーも含む総称）の方々
は日本の人口の約5-8%と報告されており、もちろん患
者さんの中にも（医療者の中にも）います。プライマリ・
ケア連合学会のポートフォリオのルーブリックでも、「女
性・男性のケア」という項目が2019年度版から「女性・男
性・性の多様性」に変更されました。しかし性の多様性
について学ぶ機会はまだ少なく、医療スタッフが意識で
きていない、もしくは理解できていないことが原因で患
者さんに対して不適切な対応がなされてしまう事もあり
ます。この企画では、性の多様性についての概論や、
医療者が配慮すべきことについてお話しし、皆さんで語
り合う場を設けたいと思います。企画者の中にはLGBT
当事者医師もおり、その体験談もお話しします。皆さま、
是非お越しください。

企画７

藤沼先生と語ろう！

5/19
9:30 10:30

‣

幅広く世代や職種をこえて絶大な人気の藤沼先生
と語ろう！という企画です。卒後36年とは思えない
斬新なアイデアを発信し続けられるのはなぜでしょ
うか。マンネリ化、ヤブ化、ボッチ化が心配なあなた
も、ちょっとモチベーションが下がり気味のあなたも、
人生を変えるヒントを得られるはず。｢結局のところ、
家庭医療って何？｣と考えるようになったあなたは、
藤沼先生の最新のトピックス｢Expert Generalist
Practice｣についてもお聞きするチャンスです。

企画８

薬剤師の未来予想図

5/19

～10年後のあなたを考えよう！～

‣

11:00 12:00
2008年7月、日本でiPhoneの販売が始まりました。約10
年前の話です。そして、スマートフォンで生活に密着した
健康アプリも次々と使えるようになりました。今、話題と
なっているのはAI（人工知能）です。医療業界では遺伝子
解析、診療支援、医薬品開発など多くの分野で活用され
ています。薬局では調剤業務の電子化やIT化はすでに
行われており、OTCの販売に関してもモバイルヘルスと
いうシステムによって来局者の情報を的確に分析するこ
ともできるようになりました。薬局業界においても、AIやIT
を活用したイノベーションは注目されています。このよう
な変革が進むなか、未来の薬剤師はどのような活躍をし
ているのでしょうか？10年後の薬剤師の姿について、マ
インドマップを使って考えましょう。

企画９

続・勤務先マッチング
（診療所編）

5/19

‣

12:30 13:30
大好評企画「勤務先マッチング（診療所編）」が今年は
さらにパワーアップしてリニューアル！診療所の求人
戦略や人材募集の課題の共有から、さらに踏み込んで
「家庭医・総合診療医リクルート」について皆様と考え
ていきます。専攻医修了後の勤務先に迷っている方、
グループ診療を目指しリクルートを検討中の方、新規
開業や継承を考えている方も！ぜひ一緒にお話ししま
しょう！
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【集いコーナー】

‣ 5/19

5/18

集い３

学会初参加の皆様の
集い

‣

13:00 14:00

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。

集い１ 留学経験者・
留学したい人集まれ～！

5/18

‣

5/18

学会「初」参加の皆様もそうでない皆様も、お昼を食べ
ながら家庭医のことや学会のこと、日頃の疑問や悩み、
他愛もない話しも交えながら、オトモダチを増やしませ
んか？もしよければ名刺持参でどうぞ～（名刺はなくて
も構いません★）

集い４ work-life balanceなんて
もう古い⁉︎ 仕事も人生も
5/18
大切にしたい人の集い

‣

11:00 12:00

15:00 16:00

家庭医で留学した人って、どんな準備したの？
どんなことしたの？今何してるの？イギリスの
エジンバラ大学博士課程にて緩和ケアの研究を
されている大石愛先生とカナダのウェスタン大学
家庭医療学修士課程に在籍中の金子惇先生に
ホストをお願いしています。留学にまつわるアレ
コレをざっくばらんに話してみませんか？

「産休」「育休」「時短勤務」「イクメン」「家事・育児」
「共働き」「介護」「復帰が不安」「両立無理っ！」
「保育園」「学童」「職場の無理解」「仕事より大切な
ことがある」・・・こんな言葉にピンときたあなたが
集まる場所です。家庭に仕事に、色んなタスクに
追われる毎日、ほっと息を抜きにきませんか？
きっと家庭やキャリアの支えの一つとなるような人
や概念に出会えるでしょう。
Café気分でいらっしゃってください。

集い２ International mingle
in the Career Café.

集い5 自分らしく
働き続けるために
～支援と工夫を語ろう！～

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

5/18

‣

12:00 13:00
毎年各国から海外医師を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Café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話し合える場を設けます。
通訳もいますので是非お越しください。

5/18

‣

16:00 17:00
さまざまなライフイベントがありながらも、自分らしく
働き続けるためには、どんな支援や工夫が必要で
しょうか？多様な背景の休職経験者が集まるカトレ
ア外来塾の主催者・河合由紀先生にホストをお願
いしています。仕事のこと、プライベートのこと、まっ
たり話しつつ、明日からも自分のペースでがんばる
ぞ～というパワーを充電しに来られませんか？
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集い６

5/19

家庭医とともに働く
皆様の集い

集い９ 家庭医療PG・
総合診療PGの専攻医あつまれ

‣

‣

9:30 10:30
家庭医とともに働くメディカルスタッフの皆様。家庭
医療に対する熱い思いや、家庭医と働く中で見え
てくる自職種の役割、やりがい、悩み、工夫などを
共有してみませんか？さいたま総合診療医・家庭
医センターのスーパー事務・芦野朱さんにホストを
お願いしています。全国の家庭医とともに働く皆様、
是非つながりましょう～☆

集い7

5/19

‣

家庭医「＋α」な
人々の集い

哲学科卒・元介護士などの再受験・編入組、元小児
科などの転向組、産業医・スポーツドクター・笑い療
法士などの他資格取得組、草ベンチャー・週末ボラン
ティア・・・。そんな「家庭医・総合診療医」以外の属性
＝「＋α」をお持ちの方、興味のある方！！どんな
「＋α」でも構いません。その「＋α」が、診療に、日
常生活に、人生に、どのように活かせているか、活か
したいか、活かしうるのか。コーヒー片手に夢いっぱ
いに、語り合いませんか？？

集い８

家庭医療後期研修プログラム、総合診療後期研修
プログラムに所属する専攻医のみなさんのための
カフェタイムです。まじめな企画のあいまに、専攻
医の仲間とお茶を飲みながらひとやすみしません
か？

集い10

開業医の小部屋

～タピオカミルクティーの午後～

5/19
13:30 14:30

‣

10:30 11:30

看護の可能性を探ろう！

5/19
11:30 12:30

‣

5/19
12:30 13:30

あなたは「看護師は病院で働くもの」そんなイメージを持っ
ていませんか？社会の中でも、まだそう思っている人は少
なくありません。いまでは病院以外にも看護師の働くフィー
ルドは広がり続けています。
あなたの中に「あれやりたい」「これやりたい」「看護とは違
う気がするけど・・・」「夢みたいな話なんだけど・・・」という
想いはありませんか？そんな想いを教えてください！あな
たの小さな想いが、思いがけないほどの大きな看護の力に
なるかもしれません。看護の可能性は無限大！未来の看
護を、これからの看護の可能性をみんなで探りませんか？

松村医院の松村真司先生、みぞのくちファミリーク
リニックの高木博先生､トータルファミリーケア北西
医院の北西史直先生にホストをお願いしています。
タピオカミルクティーを片手に開業医のアレコレを
まったり話しませんか？開業に興味のある方もそう
でない方も是非☆
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【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キャリア・
コンサルタント（国家資格）がさせていただきます。

Career Café
In The 10th Annual Conference
of Japan Primary Care Association
2019年 5月 18日
5月 19日

10：00
9：30

‣ 17：00
‣ 14：30

国立京都国際会館
イベントホール２F カフェテラス
Facebook

URL

5/18

12:00

‣ 16:00

先着 ２４ 名（予約制）

1枠20分 先着２４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。
みなさま是非ご利用ください。
【担当キャリアコンサルタント】
東海大学教育計画部伊勢原教学課 里見なつき
加古川中央市民病院看護管理室 橋本富美子
東京女子医科大学看護学部 原美鈴
東邦大学看護学部 草柳かほる
社会医療法人清風会岡山家庭医療センター 賀來敦
（責任者）
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
ダイバシティ推進委員会
専門研修支援委員会
病院総合医委員会
プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会
医学生若手医師支援委員会
支部支援委員会
プライマリ・ケア看護師認定委員会
専門医部会 キャリア支援部門・国際活動部門
・若手医師部門
専攻医部会キャリア支援事業
企画責任者： 森屋 淳子 （ダイバシティ推進委員会）

