働く女性医師による座談会～仕事と育児の両立について～
東京都では、育児や介護をはじめ生活と仕事の両立が
できる職場づくりに向け、小池百合子知事を先頭に全管
理職が「イクボス宣言」を毎年行っています。
「仕事の生産性を上げて、家族と過ごす時間や自らを
高める時間も大切にする。こうした時間が、明日への活
力を生み出し、東京の持続的な成長を可能にする。」こ
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竹内

知子

2018.04
福祉保健局保健政策部疾病対策課
課長代理
4 歳の男の子と 2 歳の女の子です。
上の子は幼稚園に通園して、
下の子は保育園に申込み中です。

れは知事の言葉です。
こうした中、現在、公衆衛生医師として、仕事と子育
ての両立を実践している係長級（課長代理）の女性医師
の皆さんにお話を伺いました。

● 妊娠・出産・育児に関する制度で利用した制度はありますか。

● 一日の時間の使い方について教えてください。お子さんが生
まれたことで、時間の使い方が変わったことはありましたか。
土方：6 時ごろ起きますが、もっと早く起きられる時は夕食の準
備まで済ませます。朝食の支度や洗濯をしていると、息子が起
きてくるので、家族で朝食を摂ります。息子を保育園へ送り、自
分も出勤という流れですかね。
業務は難病対策ですが急を要する案件が少ないため、自分
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新井

英里

2018.04
多摩立川保健所保健対策課課長代理
（感染症対策担当）
3 歳の女の子と、0 歳の男の子で、
同じ保育園に通っています。

● 仕事と子育ての両立のため、工夫されていることはあります
か。
土方：時間内に業務が終わるように、効率的に正確に仕事を
するように心がけています。また、夫の実家が近いので、何か
とお世話になっているのも有難いです。
竹内：全く同感です。仕事の量と時間のリミットをいつも意識し
ています。
副島：そうですよね。ですから仕事でも子育てでも、できるこ
とを先延ばしにしないようにしています。子どもの急な発熱等
で休みを頂かなくてはならないときもあるし、保育園の提出物
も、慌ただしい毎日の中で忘れがちになってしまいますし。
新井：実は私は週 4で家政婦さんをお願いしています。育児時
間を利用していても、平日フルで働いているので、家事がなか
なかできないんですよね。週末にベビーシッターさんを利用す
ることもありますが、都から育児補助券が出るので、格安で利
用できて助かっています。
土方 竹内 副島：家政婦さん！詳しく聞きたいです！
● 公衆衛生医師を志したきっかけを教えてください。
竹内：大学で公衆衛生学を学んだ際に保健所長の先生による
講義もあり興味を持っていました。卒後、臨床医として結核患
者さんや難病患者さんなどと接する中で、患者さんにとって病
院は非日常であって病院で出来ることは重要とはいえ限られて
いると感じ、患者さんの日常も含めてより広く社会へアプローチ
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● 色々工夫をされたりご苦労されたりしながら、仕事を続けてい
らっしゃると思いますが、仕事を続けていて、又は公衆衛生医
師を志して良かったと感じる時はありますか？
副島：仕事と両立して子どもと過ごす時間もとれることです。こ
れまでに学んできたことや臨床経験を生かした仕事ができます
し、都民の方の健康にダイレクトに関わっているというやりがい
も感じています。
土方：そうですよね。やっぱり家族との時間を大切にしながら、
常勤で働けることは嬉しいです。多くの都民の健康や保健行政
に携われるので、やりがいも非常に大きいです。
新井：そうそう、勤務時間を短縮しても、十分自分の役割を果
たせるんです。ちゃんと医師にしかできない、責任のある仕事
をさせてもらいながらも、育児時間などを利用できて、さすが
東京都だ！って思いました。
竹内：臨床とは全然違いますよね。急な入院などがあったりし
て時短勤務や部分休を取りづらかったのですが、今は自分の
ペースで仕事を進められて子育てとの両立がしやすくなったと
日々感じています。
●これから公衆衛生医師を志す方へメッセージをお願いします。
竹内：パンフレットをお手に取っていただいた先生ごとに、公
衆衛生医師にご興味を持たれた理由は様々かと思いますが、
実際の業務内容が見えてこなかったりして少し躊躇されている
先生もいらっしゃることと思います。
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土方

2018.04
福祉保健局保健政策部疾病対策課
課長代理
3 歳の男の子、保育園に通っています。

そのような先生へ東京都が行っている保健所説明会（※5）
と、夏に全国保健所長会の主催で行われている公衆衛生若手
医師・医学生のためのサマーセミナー（PHSS）へのご参加を
お勧めします。
保健所説明会では直接公衆衛生医師による質疑応答の機会
がありますし、PHSSではケーススタディーを通じて実際の勤務
の一端を知ることが出来ます。ともに現役の公衆衛生医師に接
して、業務内容や職場の雰囲気など、気になることを率直に聞
くことが出来る良い機会だと思います。
土方：私も保健所説明会とPHSS に参加し、行政の公衆衛生医
師のイメージが湧きました。これまでの医学的知識や経験がす
べて役に立つ仕事ですので、あまり気負わずにご応募いただけ
たらと思います。
新井：東京都の公衆衛生医師は、研修や会議の場でよく顔を
合わせるので顔見知りになります。少しでも仲間が増えると嬉し
いです。
副島：東京都は制度も整っていて研修なども充実しています。
どの分野にいらっしゃる先生でも、これまでの経験を生かせる
仕事だと思いますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせし
ていただきたいです。
全員：一緒に東京都の公衆衛生をよりよいものにできるよう、
たくさんの先生の入都をお待ちしています！
※１

※２
※３
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副島

久美子

2016.11
福祉保健局健康安全部感染症対策課
課長代理（課務担当）
2017.04
福祉保健局健康安全部感染症対策課
課長代理（結核感染症担当）
2018.04
福祉保健局少子社会対策部家庭支援課
課長代理（母子医療調整担当）
6 歳と 4 歳の男の子です。
同じ保育園に通えるようになったので、
送迎が少し楽になりました。

奈々

2017.04
多摩立川保健所保健対策課課長代理
（感染症対策担当）

※４
※５

部分休業：小学校就学前の子供を養育するため、1 日 2 時間以内で
始業、終業時間を繰り下げ、又は繰り上げて休業することができる。
（育児時間と併用する場合は、育児時間と合わせて 2 時間以内）
育児短時間勤務：小学校就学前の子供を養育するため、勤務時間を
1 日 3 時間 55 分（週 19 時間 35 分）などに短縮することができる。
勤務時間：1 日 7 時間 45 分（週 38 時間 45 分）
（東京都庁に勤務する
職員の場合）
Ｓ班：7 時から 15 時 45 分まで
ＳⅠ班：7 時 30 分から 16 時 15 分まで
ＳⅡ班：8 時から 16 時 45 分まで
Ａ班：8 時 30 分から 17 時 15 分まで
Ｂ班：9 時から 17 時 45 分まで
Ｃ班：9 時 30 分から 18 時 15 分まで
Ｄ班：10 時から 18 時 45 分まで
Ｅ班：10 時 30 分から 19 時 15 分まで
Ｆ班：11 時から 19 時 45 分まで
育児時間：生後 1 年 3 か月未満の子供を養育するため、休暇を取得
することができる。
（1 日 2 回各 45 分）
東京都では年に 2 回～ 3 回、臨床医・研修医・医学生を対象とした
保健所業務説明会・見学会を開催しています。その他にもご希望が
あれば、個別に対応しています。
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座談会

座談会

土方：入都した時に長男が 2 歳でしたので、部分休業（※1）を
使い始め、今も継続しています。当初の 1 か月間はフルタイム
勤務にしていたのですが、勤務時間のはじめと終わりに 30 分
ずつ部分休業をいただくことで、子どもの送り迎えにも心の余
裕ができました。
竹内：私も上の子を幼稚園へ送るために部分休業を利用して
います。1 か月ごとに勤務時間や部分休業の取得時間を変更で
きるのは勤務しやすく助かりますよね。
副島：私も入都時から部分休業を利用していましたが、今は育
児短時間勤務（※2）を利用し、フルタイム勤務の日と半日勤務
の日があります。フルタイム勤務の日は SⅠ班（※3）で 7 時 30
分から16 時 15 分まで、半日勤務の日は 7 時 30 分から11 時 25
分までの勤務です。
新井：下の子どもが生後 4 か月の時に入都したので、現在は育
児時間（※4）を朝の 1 時間と終了の 30 分で計 90 分利用してい
ます。保育園の送迎があるので、育児時間には大変助けられて
います。

で仕事の調整ができて助かっています。勤務時間が終了すると、
急いでお迎えに向かって、夕食、お風呂、寝かしつけとあっとい
う間に時間が過ぎます。
副島：私の場合、保育園の送りは夫の担当なので、朝は家事を
して先に家をでます。その代り、お迎えがあるので終業時間を
意識しなければならず、前日の終業時に翌日の仕事の目途を立
てておきますが、立て込んでいる時などは終業時間までに終え
なければと必死な時もあります。
新井：私もよく必死になって終わらせます。基本的に朝は少し
ゆとりをもって職場に着くことができますが、夕方は 16 時 45 分
に仕事が終わるので、お迎えはギリギリです。
竹内：一日が終わるのはあっという間ですよね。私の場合、5
時半ごろ起きて、洗濯やお弁当をつくったりとばたばたです。で
すが夜は子どもを寝かしつけた後で落ち着いてから、調べもの
や翌日の準備をしています。

する公衆衛生医師として働く事に再度興味を持ちました。そし
て子育てをしつつも何らかの形で常勤として社会で働きたい思
いもあり、公衆衛生医師を志すようになりました。
副島：学生時代の夏休みに公衆衛生学講座でアルバイトをし
たことから興味を持ち、大学院の研究も公衆衛生学だったんで
す。その後も臨床と共に臨床疫学研究を続け、常に接点があり
ました。子育てをしながら仕事を継続することを考えたとき、こ
れまでの経験も生かせるという事もあって公衆衛生医師になる
という選択は自然な流れでした。
土方：私も同じように、大学 3 年時に公衆衛生学の講座で地域
医療に関する調査を行った経験があり、離職中に公衆衛生医師
について調べるきっかけとなりました。そして東京都の公衆衛
生医師募集ページにたどり着き、採用情報や先輩医師からの
メッセージを読んで、応募してみたいと思いました。
新井：前職のクリニックでは育児と仕事を両立できず、辞めざ
るを得ませんでした。そんな中、公衆衛生医師という仕事を知
り、両立できるのではないかと思い、応募しました。

