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勤務医の健康の現状と支援のあり方に関するアンケート調査へのご協力のお願い

拝啓

　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

　ご存じの通り、勤務医は大きな心理的ストレスや長い労働時間などにより、医師自身が

健康を害していることが報告されています。また、近年、医療崩壊の背景にある医師の過

重労働や健康への影響という観点から，医学部の定員増加や、医療機関に対する様々な支

援が検討されています。しかしながら、わが国では勤務医自身の「健康」を守るための施

策は現段階ではまだ十分に行われていません。諸外国では、医師の健康を守るために、医

師自身への啓発や電話相談サービスなどが提供されています。

　このたび日本医師会に新設された「勤務医の健康支援に関するプロジェクト委員会（別

紙参考資料）のもと、勤務医の健康の現状と支援のあり方に関する調査研究を行うことと

なりました。本調査の結果は今後のわが国での対策を考えるうえでも重要な資料になると

考えておりますので、ご多用中のところ大変恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願いし
ます。

　結果については個人が特定されない状況での公表、論文や学会発表も検討しており、回

答の解析結果は，日本医師会のホームページ上で公開する予定です。

　今回は日本医師会に所属されている勤務医の方（約75000名）から1万名（男性8000名、

女性2000名）を無作為に抽出させていただいた方を対象としています。本調査は無記名で、

回答所要時間は10分程度です。ご回答いただきましたデータは、日本医師会で管理されま

すので、個人のプライバシーについては厳重に保護され、また個人が特定されるような個

人情報はいっさい公表されません。ご参加いただいた皆様へご迷惑をおかけすることはご

ざいません。

　ご存じの通り、調査の質を高めるためには高い回収率が必要となります。3月6日（金）

までに返信用の封筒に入れて、ご返送をお願い申し上げます。

　また、本調査にご参加頂けない場合は、別紙（調査2）にご記入のうえ、ご返送いただ

けますと非常に参考になります。

　何卒ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
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参考資料

勤務医の健康支援に関するプロジェクト委員会の設置について

日本医師会

【背　景】

　近年、勤務医の長時間労働が社会問題となっています。このような状況に加え、医師と

患者との関係等に絡むストレスなどが相俟って、うつ病の罹患、さらには自殺にまでつな

がるケースもみられます。

　このような状況を放置すれば、勤務医の病院からの離脱、あるいは医療そのものからの

離脱を加速させ、地域医療提供体制に深刻な影響を与え、国民の健康にも重大な影響を及

ぼしかねません。多忙に加えさまざまなストレスを抱える勤務医に対して、精神面を含め

た健康状態の把握、あるいは健康回復へのサポートが重要な対応と位置づけられます。

【目　的】

　勤務医の心身の健康を幅広くサポートする対策を検討し、具体的な施策として提示し、

勤務医対策の一環としてその実現を図ることを目的とします。

【委　員】

　後藤　隆久（横浜市立大学大学院医学研究科教授）麻酔科

　吉川徹（労働科学研究所副所長）公衆衛生・労働衛生

　中嶋　義文（三井記念病院神経科部長）精神科

　平井　愛山（千葉県立東金病院院長）内科

O保坂　隆　　（東海大学医学部附属東京病院教授）精神科

　松島　英介（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科准教授）精神科

　和田　耕治（北里大学医学部衛生学・公衆衛生学助教）公衆衛生

O：委員長



医師のストレスとその対策のあり方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部　保坂　隆

◆医師のストレスと医療崩壊

　医師の過労死や過労自殺，研修医のストレス，指導医のストレス，立ち去り型サボター

ジュなど医師の疲弊や，それによる医療崩壊の話題が，今や日常的に，メディアでも取り

上げられてきています。医療崩壊という時には，特に，病院勤務医がそのストレスから病

院を去っていくことが直接的な原因になります。評論家的に言えば，安易な刑事告発や医

療訴訟が引き金になることが多いとも言えるし，モンスター患者やコンビニ受診など，現

代社会のひずみが患者モラルを低下させているとも言えるでしょう。いずれにしても，国

民と医療者との間には，新たな緊張関係が生まれているのは確かです。

◆医師は他人に相談できない職種

　私の経験では，同じ病院で働く同僚が，自分自身のメンタルヘルスで受診・相談に来る

例はほとんどありません。同じ病院で働く同僚なので，それはやむを得ないことだろうと

思ったので，匿名のメールでの相談を試しに始めてみました。しかし，実際にはそこを通

じて相談があったのは3ヶ月間で10件程度でした。どれも重篤なケースであったことはと

ても気にかかります。やはり心の悩みは，医師にとって，どんなに顔が見えない匿名性の

無料相談であっても，抵抗があるものだと考えたほうがよいと今は思っています。

　では，なぜ医師は心の悩みを他人に相談できないのでしょうか？それは，まだ「心の悩

みや不調＝弱い人間」という公式が，特に医師という職種の者には強いのだろうと思われ

ます。医師は一般に向上心が高く，高尚なまでに専門性を追い求め，弱い人の味方に立と

うとする自己目標を持っています。その中で，心の悩みや不調は自分自身で許せないため

に，まず自分を責め，次に，自分で何とか克服しようと思う職種なのだろうと思います。

◆医師はストレス・マネジメントが下手な職種

　しかし同時に，医師のなかには肥満・高脂血症・アルコール性肝障害の頻度が高いこと

も指摘されていますが，これは，医師は実はストレス・マネジメントが下手な者が多いの

ではないかということを意味していると思います。つまり，医師はストレスに際して，誰

にも相談できないために，何とか自分でストレス解消をするわけですが，その際に，食べ

ることや飲酒で，ストレスを発散しているのではないかと思われるのです。その意味では，

医師はストレス・マネジメントが下手な職種であると言えるのではないでしょうか。

◆今後の対策

　医師のストレスは，喫緊の国民的な問題である「医療崩壊」の原因のひとつであること

は間違いありません。その意味では，医師を増やしたり，診療報酬上の優遇をしたり，労

働条件を緩和したりする方法に加えて，医師の精神的重圧感を軽減し，メンタルヘルス的

に早期発見し，自尊心も傷つかない方法で，専門家の治療やアドバイスを受けられるよう

なシステムの構築が必要であると思っています。

◆文献

　保坂　隆：医師のストレス。医学のあゆみ227（2）：87－88，2008



　勤務医の健康の現状と支援のあり方に関するアンケート調査（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本医師会勤務医の健康支援に関するプロジェクト委員会

現在の状況でご記入下さい。
該当箇所にチェックを付けてください。

選択肢「その他」を選択された場合には、（　　　）に具体的にご記入下さい。

アンケート調査票は3月6日までにご返送下さい。

あなた自身についてお伺い致します

1．年齢をご記入下さい。

□120代　　□230代　　□340代　　□450代　　□560代　　口670代以上

2．性別をお答え下さい。

□1男性　□2女性

3．医師として何年目ですか。

□110年未満□210～19年　□320～29年　□430～39年　□540～49年　□650年以上

4．現在のあなたの勤務形態を1つ選んでください。

ロ1常勤 ロ2非常勤 □3勤務していない

5．主に勤務している医療機関の種類をお答えください。

□1病院 □2一般診療所 ロ3その他（ ）

5－a．主に勤務している医療機関の設置分類をお答えください。

□1国（厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、

　　　　独立行政法人労働者健康福祉機構、その他（国の機関））

□2公的医療機関（都道府県、市町村、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、

　　　　　　　　国民健康保険団体連合会）

□3社会保険関係団体（全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、

　　　　　　　　　健康保健組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合）

□4医療法人

口5個人

口6その他（公益法人、学校法人、社会福祉法人などの上記以外の法人）

6．あなたの勤務している医療機関の総病床数をお答えください。（介護病床なども含む）

口1無床 □21－19床 □320－49床　　□450－99床 □5100－499床　　□6500床以上

7．主に専門としている科（最も時間を費やしている診療科）を1つ選んでください。

□1内科　　　□2外科　　　□3産婦人科　□4耳鼻咽喉科　□5泌尿器科　　　□6精神・神経科

□7心療内科□8整形外科　□g皮膚科　　□10脳神経外科　□11放射線科　　□12眼科

□13小児科　□14麻酔科　　□15救急　　　□16その他（　　　　　　　　）



8．この1ヶ月間に休日（自宅待機、on－caIIは含まない）は何日ありましたか？

口1ない □21～4日 目35～7日 □48日以上

9．この1ヶ月間に自宅待機やon－ca”は何日ありましたか？

□1ない 口21～4日 □35～7日 □48日以上

10．この1ヶ月間の当直以外の日の平均睡眠時間は？

□14時間未満　　□24～5時間未満　　□35～6時間未満　　□46～7時間未満　　□57時間以上

11．この1ヶ月間の当右回　は？また、当直の、の平　仮眠　措は？

当直回数→　　□1なし　　□21回　　　　□32～3回

仮眠時間→　　□12時間未満　　　□22～3時間未満

□44～5回　　　　□56回以上

□33～4時間未満　　　□44時間以上

12．この半年間に、患者さんやその家族からの不当なクレームやトラブルを受けたことがありますか？

□1ない □21～3回 □34回以上

13．自分自身の体調不良について他の医師に相談することはありますか？

□1まったくしない □2時々する □3よく相談する

13－a上で「まったくしない」と回答された方は最も当てはまる理由を以下から選択ください。（複数回答可）

□1自分で対応できる自信があるから

□3自分が弱いと思われそうだから

□5その他（ ）

□2同僚に知られたくないから

□4勤務評定につながる恐れがあるから

14．自分自身の現在の健康状態についてどう思いますか？

□1とても健康である　□2比較的健康である

□4不健康である

□3どちらかというと健康ではない

15．現在たばこは吸いますか？

□1はい □2いいえ （□3「以前吸っていたがやめた」方はこちらにチェックしてください）

16．この1年間、お酒をどのくらいの頻度で飲まれますか？

□1飲まない □2週1～2回 口3週3回以上 □4ほぼ毎日

17．この1年間、30分以上の汗をかくような運動を定期的にしていますか？

□1していない □2週1～2回 □3週3回以上 □4ほぼ毎日

18．食事の量をどの程度にしていますか？

□1かなり少なめにしている　ロ2いつも腹八分目にしている　　□3食べ過ぎないようにしている

□4やや食べ過ぎている　　　□5いつも満腹になるまで食べている

19．主食（ごはんやパン）や主菜（肉、魚、卵、大豆など）、副菜（野菜、海藻など）をそろえて食べるようにしていますか？

□1毎食そろえて食べている　　　　　□21日に2食はそろえて食べている

□31日に1食はそろえて食べている　　□4そろえて食べていない



最近7日間のあなたの状態に最も近いものに、項目1つ、チェックをつけてください。

20．寝つき

□o問題ない（または、寝つくのに30分以上かかったことは一度もない）

□1寝つくのに30分以上かかったこともあるが、（1週間の）半分以下である

□2寝付くのに30分以上かかったことが、（1週間の）半分以上ある

□3寝付くのに60分以上かかったことが、（1週間の）半分以上ある

21．夜間の睡眠

□o問題ない（または、夜間に目が覚めたことはない）

□1落ち着かない浅い眠りで、何回か短く目が覚めたことがある

□2毎晩少なくとも1回は目が覚めるが、難なくまた眠ることができる

□3毎晩1回以上目が覚め、そのまま20分以上眠れないことが、（1週間の）半分以上ある

22．早く目が覚めすぎる

□o問題ない（またはほとんどの場合、目が覚めるのは起きなくてはいけない時間の

　　せいぜい30分前である）

□1週の半分以上、起きなくてはならない時間より30分以上早く目が覚める

ロ2ほとんどいつも、起きなくてはならない時間より1時間以上早く目が覚めてしまうが、

　　最終的にはまた眠ることができる

□3起きなくてはならない時間よりも1時間以上早く起きてしまい、もう一度眠ることができない

23．眠りすぎる

□o問題ない（または、夜間7～8時間以上眠ることはなく、日中に昼寝をすることもない）

□124時間のうち眠っている時間は、昼寝を含めて10時間ほどである

□224時間のうち眠っている時間は、昼寝を含めて12時間ほどである

□324時間のうち昼寝を含めて12時間以上眠っている

24．悲しい気持ち

□o悲しいとは思わない

□1悲しいと思うことは、半分以下の時間である

□2悲しいと思うことが半分以上の時間ある

□3ほとんどすべての時間、悲しいと感じている

25．食欲低下

□o普段の食欲とかわらない（または、普段より食べる量が多い）

□1普段よりいくぶん食べる回数が少ないか、量が少ない

□2普段よりかなり食べる量が少なく、食べるよう努めないといけない

□3まる1日（24時間）ほとんどものを食べず、食べるのは、極めて強く食べようと努めたり、

　　誰かに食べるよう説得されたときだけである



26．食欲増進

□o普段の食欲とかわらない（または、普段より食べる量が少ない）

□1普段より頻回に食べないといけないように感じる

□2普段と比べて、常に食べる回数が多かったり量が多かったりする

□3食事の時も、食事と食事の間も、食べ過ぎる衝動にかられている

27．体重減少（最近2週間で）

□o体重は変わっていない（または、増えた）

□1少し体重が減った気がする

□21キロ以上やせた

□32キロ以上やせた

28．体重増加（最近2週間で）

□o体重は変わっていない（または、減った）

□1少し体重が増えた気がする

□21キロ以上太った

□32キロ以上太った

29．集中力・決断

□o集中力や決断力は普段とかわりない

□1ときどき決断しづらくなっているように感じたり、注意が散漫になるように感じる

□2ほとんどの時間、注意を集中したり、決断を下すのに苦労する

□3ものを読むこともじゅうぶんにできなかったり、小さなことですら決断できないほど集中力が落ちている

30．自分についての見方

□o普段とかわらない（または、自分のことを他の人と同じくらい価値があって、援助に値する人間だと思う）

□1普段よりも自分を責めがちである

□2自分が他の人に迷惑をかけているとかなり信じている

ロ3自分の大小様々な欠点について、ほとんど常に考えている

31．死や自殺についての考え

□o死や自殺について考えることはない

□1人生を空っぽに感じ、生きている価値があるかどうか疑問に思う

□2自殺や死について、1週間に数回、数分間にわたって考えることがある

□3自殺や死について1日に何回か細部にわたって考える、または、具体的な自殺の計画を立てたり、

　　実際に死のうとしたりしたことがあった



32．一般的な興味

□o他人のことやいろいろな活動についての興味は普段と変わらない

□1人々や活動について、普段より興味が薄れていると感じる

□2以前好んでいた活動のうち、1つか2つのことにしか興味がなくなっていると感じる

□3以前好んでいた活動に、ほとんどまったく興味がなくなっている

33．エネルギーのレベル

□o普段のエネルギーのレベルと変わりない

□1普段よりも疲れやすい

□2普段の日常の活動（例えば、買い物、宿題、料理、出勤など）をやり始めたり、

　　やりとげるのに、大きな努力が必要である

□3ただエネルギーがないという理由だけで、日常の活動のほとんどが実行できない

34．動きが遅くなった気がする

□o普段どおりの速さで考えたり、話したり、動いたりしている

□1頭の働きが遅くなっていたり、声が単調で平坦に感じる

□2ほとんどの質問に答えるのに何秒かかかり、考えが遅くなっているのがわかる

□3最大の努力をしないと、質問に答えられないことがしばしばである

35．落ち着かない

□o落ち着かない気持ちはない

□1しばしばそわそわしていて、手をもんだり、座り直したりせずにはいられない

□2動き回りたい衝動があって、かなり落ち着かない

□3ときどき、座っていられなくて歩き回らずにはいられないことがある

＜勤務医の健康に関するご意見＞

　本調査や勤務医の健康支援についてのご意見などございましたら、お書きください。



勤務医健康支援アクション
※あなたの勤務している職場で、勤務医が健康的に安心して快適に働くために、以下のような対策は必要だと

　思いますか？もっともあてはまる番号にOをしてください。各対策が自分の職場に該当しない場合でも、

　日本の病院・診療所で働く勤務医の健康を支えるために、それぞれの対策が必要かどうかの判断でご記入

　ください。

※必要性（5．必要だと強く思う4．必要だと思う　3．どちらともいえない　2．必要ではない　1、全く必要ではない）

項目 必要性

1
医師自身が健康的な生活習慣（食事／運動／睡眠／喫煙等）について見直す機会を提供

ｷる
2

医師特有の疲労やストレスに対処する情報や学ぶ機会を提供する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　一

緕tのメンタルヘルスを支援する体制を整える　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一

4
個人的な健康問題について相談でき、プライバシーが守られた窓ロを設ける　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　一

6
　
　
「
ノ

医師が必要な休日（少なくとも週1日）と年次有給休暇が取れるようにする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T　　　　　一　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　一　　　■

8

9
一
1
0

医療機関として医師の就業時間を把握して、時間外労働の多い医師に対して産業医や

ﾇ理者による面接の機会を提供する
n域の医療施設で連携して■小児科＝産婦人科等ほ集約化や医師■の計画配置を行い、
n域内での医師の労働力を調整をし、特定の医師の長時間勤務や過剰な労働負担を

ｸらす
11 大学や基幹病院の医局、医師会等の協力を得て、病院の医師確保支援を進める

12
開業医が地域において交代で休日夜間診療を担当し、勤務医の負担を軽減する体制一

�ｭ化する

13
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■　　　　　■

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　■　　　　　　　　　　一
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

@内に明るくきれいで快適な休憩室や当直室を確保する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

14
バランスのとれたおいしい食事や軽食が院内で摂れるようにする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

15 医師も気軽に利用できるフィットネスルーム、トレーニングルームなどを確保する

5－　4　－　3　－　2　－1

T－　4　－　3　－　2　－1　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

T－　4　－　3　－　2　－1　　　　－

T－　4　－　3　－　2　－1

T－　4　－　3　－　2　－1

T－4－3一 ≠Q－1

T－　4　－　3　－　2　－1

T－　4　－　3　－　2　－1　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

T－　4　－　3　－　2　－1

T－　4　－　3　－　2　－1

@　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

T－　4　－　3　－　2　－1

T－　4　－　3　－　2　－1

@　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　一

T－　4　－　3　－　2　－1

16 院内で発生する患者・利用者による暴言・暴力の防止対策を進める

17
パワーハラスメント、セクシャルハラスメントに適切に対処する組織を作る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

18 医師の負担を軽減できる電子カルテシステムの導入や改善を行う

19
記録や書類作成の簡素化、診療補助者の導入等を進め、医師が診療に専念できるよう
ﾉする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一

20
物品・カルテ・文書類の整理整頓をすすめて、心身仁負担φ少ない取り扱い方法を検

｢する
21

同僚間で問題点を共有しあい、相談し合えるようにする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

∩
∠
　
　
3
2
一
2

治療方針や業務の進め方について、関係者が短時間のミーティングを定期的に行う

24
掲示板・診療スケジュール板などを活用し、必要な情報が全員に正しく伝わるようにず
驕@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一

25 病院の運営方針が周知され、その意思決定に医師が関われるようにする

26
医療事故に関する訴えがあった際には必ず組織的に対応し、関係者が参加して医師個
lの責任に固執しない再発防止策を進める　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一

27 公正で透明性のある給与制度にする

28
進歩する医療技術に対応できる医師の専門性確保とキャリア支援のため、学会や研修

ﾌ機会を提供する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＿　　、．一　　一一一

29
女性医師が働き続けられるように産休・育休の保障や代替医師を確保し1時短勤務制■

xの導入、妊娠・育児中の勤務軽減、育休明けの研修等を充実させる

30 医学生や研修医に対し、医師の心身の健康を保つ方法について教育を行う 5－　4　－　3　－　2　－1

ご協力いただき、ありがとうございました。



勤務医の健康の現状と支援のあり方に関するアンケート調査（2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　日本医師会勤務医の健康支援に関するプロジェクト委員会

調査（1）にご回答いただけない方は、下記をお書きいただき、FAX（送信状不要）もしくは郵送にてご返送

いただけましたら幸いです。回収率向上のためにご協力いただけますようお願い申し上げます。

現在の状況でご記入下さい。　　　　　　アンケート調査票は3月6日までにご返送下さい。

該当箇所にチェックを付けてください。

選択肢「その他」を選択された場合には、（　　　　）に具体的にご記入下さい。

年齢をご記入下さい。

　　□120代　　□230代　　□340代　　□450代　　□560代　　□670代以上

2
． 性別をお答え下さい。

　　□1男性　　□2女性

医師として何年目ですか。

　　□110年未満　□210～19年　□320～29年　□430～39年　□540～49年　□650年以上

4． 現在のあなたの勤務形態を1つ選んでください。

□1常勤 □2非常勤 □3勤務していない

5
． 主に勤務している医療機関の種類をお答えください。

□1病院 □2一般診療所 □3その他（ ）

5－a． 主に勤務している医療機関の設置分類をお答えください。

□1国（厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、

　　　　独立行政法人労働者健康福祉機構、その他（国の機関））

□2公的医療機関（都道府県、市町村、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、

　　　　　　　　国民健康保険団体連合会）

□3社会保険関係団体（全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、

　　　　　　　　　　健康保健組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合）

□4医療法人

□5個人

口6その他（公益法人、学校法人、社会福祉法人などの上記以外の法人）

6
． あなたの勤務している医療機関の総病床数をお答えください。（介護病床なども含む）

ロ1無床 □21－19床 □320－49床　　□450－99床 □5100－499床　　□6500床以上

7
． 主に専門としている科（最も時間を費やしている診療科）を1つ選んでください。

□1内科　　　□2外科　　　□3産婦人科　□4耳鼻咽喉科　□5泌尿器科　　　□6精神・神経科

□7心療内科　□8整形外科　□g皮膚科　　□10脳神経外科　□11放射線科　　□12眼科

ロ13小児科　　□14麻酔科　　□15救急　　　ロ16その他（　　　　　　　　　）

本調査や勤務医の健康支援についてのご意見などございましたら、お書き下さい。

　アンケート調査に関する問合せ先

　　　　　　〒113－8621東京都文京区本駒込2－28－16

　　　　　　　　　　　　　日本医師会地域医療第2課

TEL：03－3572－6227　　　FAX：03－3572－6877　　E－mail：enq21＠po．med．orjp


