
図書

医師、歯科医師

書名 編著者 出版社 出版年月 請求記号

サッカー日本代表帯同ドクター : 女性スポーツドクターのパ
イオニアとしての軌跡

土肥美智子著 時事通信出版局 2019.9 289.1/Sa42

近代日本の専門職とジェンダー : 医師・弁護士・看護職へ
の女性の参入

岡山禮子 [ほか] 著 風間書房 2019.3 336.3/Ki42

諸外国における専門職への女性の参画に関する調査報告
書 : スウェーデン、韓国、スペイン、アメリカ合衆国

内閣府男女共同
参画局

2011.11 366.1/Sh95

勤務医の就労実態と意識に関する調査
労働政策研究・

研修機構編
労働政策研究・

研修機構
2012.9 366.3/Ki44

文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ
研究環境実現イニシアティブ(特色型)」報告書　平成29年度

ダイバーシティ環境
整備事業推進室編

東京女子医科大学女性医療人
キャリア形成センターダイバー
シティ環境整備事業推進室

2018.3   377/To46

女性医師を中心とした産婦人科医の就労状況についての調査 : 女
性医師の継続的就労に向けて(日本医師会総合政策研究機構
ワーキングペーパー ; no. 314)

日医総研 2014.4 498.1/J76

女性医師のさらなる活躍を応援する懇談会 報告書, 参考資
料集

[厚生労働省
医政局医事課]

2015.1 498.1/J76

女性医療専門職における生涯継続教育の方法論開発 :
キャリアヒストリー法の構築と活用

研究代表者 渡邊洋子 渡邊洋子 2018.3 498.1/J76

女性歯科医師29人の診療と横顔 : デンタル小町は語る 日本歯科新聞社 日本歯科新聞社 2015.11 498.1/J76

腐女医の医者道! = FUJOY'S DOCTOR ROAD! さーたり著 KADOKAWA 2016.5 498.14/F69

まどか26歳、研修医やってます! : 女の子のお仕事応援コ
ミックエッセイ

 水谷緑著 KADOKAWA 2015.8 498.14/Ma25

女性医師のための医学留学へのパスポート 日米医学医療交流財団編 はる書房 2011.10 490.7/J76

薬剤師

書名 編著者 出版社 出版年月 請求記号

一般社団法人日本女性薬剤師会50年史 : 2017 日本女性薬剤師会 2017.8 499/I62

神奈川県女性薬剤師会80年史 : 昭和8年 (1933年) からの
歩み : 80th anniversary

神奈川県女性薬剤師会
80年史制作委員会編

神奈川県女性
薬剤師会

2014.7 499/Ka43

日本の薬剤師 : 医療社会学の視点から 小村富美子著 書肆クラルテ 2011.1 499/N71

看護師、助産師
書名 編著者 出版社 出版年月 請求記号

産婆フジヤン : 明日を生きる力をくれる、93歳助産師一代
記

坂本フジヱ著 ;
今井雅子聞き手

産業編集センター 2017.8   289.1/Sa61

ボランティアナースが綴る東日本大震災 : ドキュメント
全国訪問ボランティア

ナースの会キャンナス編
三省堂 2012.2 369.3/B65

死に向きあって生きる : ホスピスと出会い看護につとめた
日々

季羽倭文子著 講談社 2011.8 492.9/Sh15

「医療現場の女性：さまざまな仕事、働き方」展示リスト
(2020年1月～3月)

平成30年12月31日現在において女性の医師は71,758人

（総数の21.9％）、歯科医師は25,297人（同24.1％）、薬剤

師は190,744人（同61.3％）、保健師は51,603人（同

97.4％）、看護師は1,123,451人（同92.2％）を占めていま

す。

女性アーカイブセンター企画展示「女性と医学展」に

合わせて、医師、歯科医師、助産師、看護師、薬剤

師、研究者など医療分野で働く女性の仕事や働き方

を紹介します。
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コミュニティナース : まちを元気にする“おせっかい"焼きの
看護師

矢田明子著 木楽舎 2019.2 492.99/Ko69

産婆と産院の日本近代 大出春江著 青弓社 2018.9 495.9/Sa61

フィリピンの小さな産院から 冨田江里子著 石風社 2013.4 498/F27

助産師の一日
WILLこども知育研究所

編著
保育社 2015.3 498.1/J76

看護職のワーク・ライフ・バランス推進ガイドブック : 多様な
勤務形態による働き方の変革を目指して　第2版

日本看護協会 2013.4 498.1/Ka54

看護師の仕事につきたい! : 命を救う看護のプロフェッショナ
ル

坂本すが著 中経出版 2011.7 498.1/Ka54

看護婦の歴史 : 寄り添う専門職の誕生 山下麻衣著 吉川弘文館 2017.1 498.14/Ka54

ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就
職に関する分析報告書　平成30年度

日本看護協会中央
ナースセンター[編]

日本看護協会 2019.10 498.1/N56

さまざまな仕事・働き方

書名 編著者 出版社 出版年月 請求記号

女って大変。 : 働くことと生きることのワークライフバランス
考

澁谷智子編著 医学書院 2011.11 367.21/O66

保育看護のこころ : 病児保育室の現場から 長谷川ヒサイ著 リーブル 2015.2 376.1/H81

看護教員の醍醐味 : 私のキャリアストーリー 八木美智子著 看護の科学社 2018.3 492.9/Ka54

女性作業療法士の子育て・介護・仕事 : アクティブ・ワークラ
イフバランスの方法

宇田薫編著 青海社 2018.9 498.14/J76

ケア専門職養成教育の研究 : 看護・介護・保育・福祉 : 分
断から連携へ

青木紀著 明石書店 2017.3 369/Ke12

いのちを支える医理系研究って、やってみたい! : 独立行政法人科
学技術振興機構女子中高生の理系進路選択支援プログラム : 成
果報告書

奈良県立医科大学女性
研究者支援センター

「まほろば」編

奈良県立医科大学女性
研究者支援センター

「まほろば」
2015 377/N51

命を救うリケジョブ大特集! 講談社 2014  407/R41

「新通史」日本の科学技術 : 世紀転換期の社会史1995年-
2011年 第3巻

吉岡斉編集代表 ; 塚原
修一 [ほか] 企画委員

原書房 2011.10 502/Sh69

新聞記事
新聞名 掲載日

東京新聞 2019.07.26

東京新聞 2019.10.24

毎日新聞 2019.11.22

埼玉新聞 2019.11.27

　＜お問い合わせ先＞
　女性教育情報センター
　（国立女性教育会館

情報課）
〒355-0292

埼玉県比企郡嵐山町
菅谷728

　TEL：0493-62-6195
　FAX：0496-62-6721

記事タイトル等

ひと : 終末期ケアへの提言を続けるALSの医師 竹田主子さん(49) / 上東麻子

関東脳神経外科病院医師 今枝真澄さん : 「サイバーナイフ」に注目 がん治療最前線 放
射線で切らずに治す / 栗原和江=NPO法人くまがやピンクリボンの会代表

この人 : 歯科医師と患者の調整役上野芽実さん (47) / 五十住和樹

この人 : ベトナムに貯水タンクを贈る 広瀬紀子さん(48) / 渡部圭

女性教育情報センターは、男女共同参画および女性・

家庭・家族に関する専門図書館です。

所蔵資料はデータベース化され文献情報データベース

から検索することができます。

文献情報データベース
https://winet.nwec.jp/bunken/opac_search/

図書の貸出や複写郵送

サービスなどを 行っています。

ぜひご活用ください！
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