
1st  Day EVENT 

キャリアレクチャーシリーズ①キャリアの迷子になったとき 10:00～11:00 

2nd Day EVENT June 12 (Sun.) 

イクメン・イクボスに興味がある人集まれっ！～男女・経験不問です！～ 

POSTER・BOOKS  CONSULTATION  

専攻医・専門医・指導医養成の現状 

家庭医療専門医のキャリアに関する調査報告 

病院総合医 関連活動一覧 

認定薬剤師養成の現状とこれからの在り方 

プライマリ・ケア看護師養成プロジェクトの 
進捗状況とFPNsの活動の軌跡 

キャリアカウンセリングルーム 
（CDA有資格者による 

  １枠20分 先着10名まで） 

その他随時相談を受け付けます 

6/11 11:30～14:30 
6/12 12:30～13:00 
     14:00～15:30 

PRESENTED BY  
  男女共同参画委員会 
  専門医部会キャリア支援部門 
  病院総合医委員会 
  認定薬剤師部会 
  医学生若手医師支援委員会 
  プライマリ・ケア看護師養成プロジェクトチーム 

OPEN 9：30    CLOSE 16：00 

Career Café Career 
Café 

The 7th Annual Conference   
of Japan Primary Care Association 

MENU 

都立産業貿易センター 台東館 
７Ｆ展示室（総合受付 斜向かい） 

June 11 (Sat.) 

キャリアcaféのFacebookページもご覧ください 

後継者たち集まれっ！ ～継承開業って実際どうなの？～ 

ランチョン薬剤師カフェ ～みんなで夢をシェア～ 

家庭医療専門医の幸せなキャリアとは ～アンケート調査より～ 

ティータイム女☆医☆会 in ASAKUSA 

11:00～12:00 

12:00～13:00 

12:00～13:00 

14:00～15:00 

医学生・若手医師のお気軽キャリア相談 

プライマリ・ケア薬剤師の頭の中を見てみよう！ 

ナースのしゃべりば🍎 〜自己分析して新たな自分を見つけませんか？～ 

私たちが病院勤務に求めること 

新規開業したいひと集まれっ 〜せんぱいDr.に聞いちゃおう！〜 

10:00～11:00 

11:00～12:00 

12:00～13:00 

13:00～14:00 

14:00～15:00 

15:00～16:00 

☆ 

◇ 

☆◇： 関連する常設展示あり 

☆ 

◇ 

上記展示に加え、キャリアやワークライフバランス、 
働き方に関する関連書籍もご用意します 

男女共同参画委員会 活動報告 



キャリアレクチャー 
シリーズ①  

キャリアの迷子に 
なったとき 

 

11:00～12:00 

後継者たち集まれっ！  

～ 継承開業って 
   実際どうなの？～ 

12:00～13:00 

ランチョン 
  薬剤師カフェ 
 
～ みんなで夢をシェア ～ 

 
普段の何気ない活動、 
 共有しましょう！ 

Career Café 2016 MENU 

12:00～13:00 

家庭医療専門医の 
幸せなキャリアとは  

 

～ アンケート調査より ～ 

14:00～15:00 

ティータイム 
  女☆医☆会  
    in ASAKUSA 

OPEN 9：30  CLOSE 16：00 

June 11 (Sat.) 

10:00～11:00 

～「キャリアって 
 何かわかりません」 
 の疑問に答えます～ 

第7回日本プライマリ・ケア連合学会 学術大会  http://www.c-linkage.co.jp/jpca2016/ 

都立産業貿易センター 台東館 
７Ｆ展示室 （総合受付斜向かい） 

キャリアcaféのFacebookページもご覧ください 

Career Café 



イクメン・イクボスに
興味がある人 
集まれっ！ 

 

11:00～12:00 

医学生・若手医師の
お気軽キャリア相談 

12:00～13:00 

プライマリ・ケア 
薬剤師の頭の中を 
見てみよう！ 

 

Career Café 2016 MENU 

13:00～14:00 

〜 自己分析して 
新たな自分を 

   見つけませんか？～  
 

14:00～15:00 

私たちが 
  病院勤務に 
    求めること 

June 12 (Sun.) 

10:00～11:00 

～男女・経験不問です！～ 

第7回日本プライマリ・ケア連合学会 学術大会  http://www.c-linkage.co.jp/jpca2016/ 

ナースの 
しゃべりば🍎 

15:00～16:00 

新規開業したいひと
集まれっ 

〜 せんぱいDr.に 
    聞いちゃおう！～  

 

活動の共有、課題解決の
ヒントを話しあって 

みませんか？ 



キャリアレクチャーシリーズ①  

キャリアの迷子になったとき 
～「キャリアって 何かわかりません」 

 の疑問に答えます～ 

11:00～12:00 

後継者たち集まれっ！ 
～ 継承開業って実際どうなの？～  

継承開業を予定している方、継承して日々大変
な思いをしている方、継承してすっかり落ち着
かれた方…家庭医・総合診療医に限らず医院継
承には新規開業とは異なる困難さがあると思い
ます。家族との関係性…古株職員とのコミュニ
ケーション…専門開業から家庭医療・総合診療
へのスタイル変更など。 
このセッションでは家庭医・総合診療医として
継承した諸先輩方をお呼びして「継承開業の実
際」についての疑問や悩みの共有、相談の場に
なればと思っております。お気軽にお立ちより
ください！ 

12:00～13:00 

ランチョン薬剤師カフェ 
～ みんなで夢をシェア ～ 

普段の何気ない活動、共有しましょう！ 
 

Career Café 2016 MENU 

12:00～13:00 
家庭医療専門医の 
幸せなキャリアとは 

～ アンケート調査より ～ 

地域医療の現場では、診療に限らず行政との連
携や公衆衛生活動、臨床研究・医学教育など非
常に包括的で多彩な役割が求められます。 
家庭医療専門医にはどんな人が多くて、どこで
働いているんだろう？将来的にはどこで働きた
いのかな？どんなことを幸せに感じ、どんなこ
とに困っているんだろう？ 
512名の家庭医療専門医へのアンケート調査から
見えた共通点や傾向をもとに、家庭医療専門医
の理想の姿とそれに近づくために必要なことを
一緒に考えたいと思います。悩みや思いなど生
の声を聞かせてくれる方も大歓迎です！ 
みなさまぜひご参加ください。 

14:00～15:00 

ティータイム女☆医☆会 
 in ASAKUSA 

OPEN 9：30  CLOSE 16：00 

June 11 (Sat.) 

10:00～11:00 

迷子（まいご）とは、自分の所在が分からなく
なり、目的地に到達することが困難な状況に
陥った状態を指します。自分のキャリアで迷っ
ていらっしゃる方はいませんか。 
また「キャリア」と聞いて、何をイメージしま
すか？言葉を使うことは多くても、この言葉の
意味が理解しづらくて困っていませんか。 
今回のキャリアレクチャーでは、『そもそも
「キャリア」とは何なのか』について分かりや
すく説明します。そして「キャリア」を考え選
択していく上で重要なモノは何か？を皆さんが
探す為のお手伝いをいたします。 

第7回日本プライマリ・ケア連合学会 学術大会  http://www.c-linkage.co.jp/jpca2016/ 

都立産業貿易センター 台東館 
７Ｆ展示室 （総合受付斜向かい） 

キャリアcaféのFacebookページもご覧ください 

Career Café 

ご一緒に、ランチしながら語りませんか？ 
プライマリ・ケア薬剤師の方、プライマリ・ケ
ア薬剤師を目指している方、日々の業務で意識
していること・悩んでいること・挑戦している
こと、沢山あると思います。あんなこと出来た
ら良いな・こんな事したい・今これ試し中・病
院ではこうだけど薬局では？、などなどプライ
マリ・ケア薬剤師ならではの、あんな事こんな
事を気軽に対話できる場です。 
ランチの場所に困っている方の参加も大歓迎で
す。食事はご持参ください。 

一昨年から始まった女性医師対象のランチ
タイムミーティングを、お茶会に形を変え 
ここ浅草でも行います。 
活躍している先輩や若手を囲み、スイーツ
をつまんでリフレッシュしながら、世代を
超えた知恵と勇気を分かち合いませんか。 
女性医師に出会いたい方やお子さま連れの
方、イクメン医師、生の声を聴きたいサ
ポーター医師も大歓迎です♪ 
ぜひお気軽にご参加ください♪♪ 



イクメン・イクボスに興味がある人 
集まれっ！ 

～男女・経験不問です！～ 

11:00～12:00 
医学生・若手医師の 

お気軽キャリア相談  
 医学生や若手医師のキャリアについての悩みは
共通していることが少なくありません。たとえば
「初期研修をどのような病院で行えばよいかわか
らない」「専門医資格はいつ頃までに取ったほう
がよい？」「後期研修が終わった後の進路が不
安・・・」「大学院進学や博士号は必要なの？」
などなど。 
 このような多くの方が感じる不安から、個人特
有の悩みまで、あまり堅苦しくなく気軽にトーク
してみませんか。言葉にするだけで意外と気持ち
は軽くなるものですし、もしかしたら手がかりと
なるヒントが得られるかもしれません。 
 医学生さんや、「自分は若手医師！」と思う方
であれば、どなたでもご参加をお待ちしています。 

12:00～13:00 

プライマリ・ケア薬剤師の 
頭の中を見てみよう！ 

活動の共有、課題解決のヒントを
話しあってみませんか？ 

Career Café 2016 MENU 

13:00～14:00 14:00～15:00 

私たちが病院勤務に求めること 

June 12 (Sun.) 

10:00～11:00 

子育てに積極的にかかわる「イクメン」
のみなさん、自分とすべての同僚、部下
のワークライフバランス・仕事の両立を
図る職場のリーダー「イクボス」のみな
さん、そしてそれ以外でも興味がある人、
どなたでも参加可能です。 
「こんなことで困っている」「こうやっ
て解決した」など、日頃の育児、職場で
の悩み事など大いに話し合いましょう！ 

第7回日本プライマリ・ケア連合学会 学術大会  http://www.c-linkage.co.jp/jpca2016/ 

ナースのしゃべりば🍎 
～自己分析して新たな自分を 

見つけませんか？～ 

15:00～16:00 

新規開業したいひと集まれっ 
〜せんぱいDr.に聞いちゃおう！～ 

プライマリ・ケア認定薬剤師って、どんな
事をするのか？それは、、、、 
お昼を食べながら、プライマリ・ケア認定
薬剤師制度、認定薬剤師活動地域・職場の
紹介や、1日目「ランチョン薬剤師カフェ 
～みんなで夢をシェア～」での内容の共有
し、現状の課題解決をディスカッションし
たり、取り組みの共有をしてみませんか？
明日からのヒントを見つけてください。 
昼食はご持参ください。 

看護学生の頃や新人の頃、「はじめは総合病院
で働いて、5年ぐらいで結婚して、その後は子育
てしながらパートで働けたらいいかなー」なん
て考えたことはありませんか？「あれ？今の自
分、大丈夫？」と、将来の自分に不安をもった
経験はありませんか？ 
今回は、自己分析の方法の一つである『ライフ
ライン』を用いて、過去の自分を振り返ります。
それを仲間と共有し、話すことで新たな自分の
可能性が見えてくるかもしれません。今の仕事、
職場環境、ワークライフバランス、これからや
りたい事など、悩みがある方、仲間作りしたい
方、どなたでも参加OKです。ゆったりとした雰
囲気の中で、気軽に話しませんか？ 

ご自身のキャリアとして診療所開業を考え
ている皆さん！！忙しい勤務のなかで、い
つ決断し、何から始めて、どう準備してい
くのか、グループ診療は可能？開業したあ
とはどうなる？など分からないことだらけ
ではないでしょうか。 
このセッションは総合診療医・家庭医診療
所を新規開業した先輩先生方をお呼びして、
皆さんの疑問や悩みを相談できる時間にし
たいと思います。同じ目標を持った仲間探
しや、情報交換もできればよいですね。 
お気軽にお立ち寄りください〜♫ 

大学・市中・小規模、急性期・回復期・
慢性期、都市・地方などなど・・・病院
と言っても種類は様々。 
そして、「病院」の方が自分のやりたい
ことができる！都合がいい！など病院勤
務の理由も人それぞれ。 
皆さんが病院勤務に求めていた事、今後
求める事ってなんですか？ 
このカフェでは「病院」の 
メリットを生かしつつ、 
改善点についても共有 
できたらと思っています。 


