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１．令和２年度沖縄県ドクターバンクの実績

（１）求人件数 単位：人
病院 診療所 事業所 その他 計

3 15 26 5 49

（２）求職件数 ※( )は女性再掲 単位：人

病院 診療所 事業所 その他 計
7(2) 2(0) 0(0) 1(0) 10(2)

（３）成立件数 ※( )は女性再掲 単位：人

病院 診療所 事業所 その他 計
常勤 0(0) 1(1) 8(1) 1(1) 10(3)

臨時 0(0) 1(0) 1(1) 0(0) 2(1)

日雇い 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
※事業所9件：産業医契約

マッチング率
約24.5％
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２．復職・再研修支援体制について

平成26年度より、沖縄県から委託を受けて、当該事業を
実施している。
離職後の再就業に不安を抱える女性医師等に対し、相談

窓口を設置して、復職のための受入医療機関の紹介や仕事
と家庭の両立支援のための助言等を行い、また、医療機関
における仕事と家庭の両立ができる働きやすい職場環境の
整備を行い、離職防止や再就業の促進を図ることとしてい
る。

沖縄県女性医師等就労支援相談窓口事業

現段階で復職や再研修に関する相談実績なし
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３．女性医師のキャリアアップ支援体制について

●女性医師の勤務環境整備に関する病院長等との懇談会
内 容：女性医師がキャリアを中断せずに働きやすい環境整備を図るため、

病院長や関係者を招集し実態把握や課題解決のための懇談を行う。
実施期間：平成18年度〜現在

●ドクターズフォーラム
内 容：育児や介護に関する支援、専門医取得に関する相談など、キャリア

アップ支援等をテーマにした講演等を行う。
実施期間：平成19年度〜現在

●プチフォーラム
内 容：女性医師部会役員が医療機関を訪問し、女性医師等とキャリアアッ

プやキャリア形成、就労環境整備支援等の意見交換を行う。
実施期間：平成22年度〜現在

●おきなわレジデントデーキャリア教育セッション
内 容：琉球大学病院と女性医師部会合同企画による医学生を対象とした

キャリアプラン講義等を行う。
実施期間：平成25年度〜現在 4



●女性医師の勤務環境整備に関する病院長等との懇談会①

回数 開催
年 テーマ等

プレ H19
【プレ懇談会】 沖縄県医師会副会長 玉城信光先生
「女性医師の勤務環境の整備に関する病院長等との講習会（情報提供）」

1 H20
アンケート調査結果
①院内保育所の設置状況、②設置した事による効果、③病児・夜間保育の設置状況、実施している
就労支援

2 H21
全国女性医師の勤務環境報告
①県内女性医師への個別聞き取り調査報告

3 H22
休職医師の支援状況把握に関するアンケート
①女性医師を支援するにあたっての課題、②県福祉保健部医務課「女性医師等就労支援事業 –補助
金活用にあたって–」

4 H23
①沖縄県女性医師フォーラム報告 〜専門医取得への今後の対応〜、②県医務課より医師確保対策
関連事業の概要、③女性医師支援体制に関するアンケート調査結果

5 H24
①女性医師支援に先進的に取り組んでいる病院の事例紹介、②医師確保対策関連事業の概要、③琉
大同窓会員へのアンケート報告、④第８回男女共同参画フォーラム報告

6 H25
女性医師の勤務環境の整備
①意見発表 〜夫婦医師の夫の立場から意見〜、②同じ診療科に女性医師が多く勤務している医療
機関における、女性医師ならではの連携について
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●女性医師の勤務環境整備に関する病院長等との懇談会②

回数 開催
年 テーマ等

7 H26
「医師が定着できる魅力的な職場づくりとは 〜特に臨床研修医制度に関して〜」
①後期臨床研修医の実情・病院の意見アンケート調査を踏まえて、②意見交換・病院長及び、各
女医代表

8 H27
JCHO大阪病院 清野佳紀 名誉院長
「女性医師支援が病院を活性化する」

9 H28
①働き続けている女性医師をサポートしている男性医師の立場から
②男性医師が育児休暇をとったら〜取得者からの提言〜

10 H29
「女性医師の未来」へ‐医師の働き方改革‐
山内 英子（聖路加国際病院 乳腺外科部長・ブレストセンター長）

11 H30
「情報通信技術や人工知能を活用した近未来の医療の展望」
岸本 泰士郎（慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 専任講師）

12 R01
「医師支援について」
女性医師（子育て）支援の各病院の取り組みについて

13 R02
コロナ禍での女性医療者支援とは〜第二波、第三波を見据えて〜
①感染症指定病院・協力病院の医療者に関するアンケート結果報告
②女性医師、医療従事者への対応と支援について
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●ドクターズフォーラム

年度 主なテーマ・内容等

H29 この 10 年を振り返る
〜私たちの働き方は変わったか〜

H30
外科系女性医師のワークライフバランスと
キャリアプラン
〜外科系女性医師が辞めない方策を考え

る〜

R01 私の働き方〜医師の働き方を考える〜

R02 開業を考える

年度 主なテーマ・内容等

H19 頑張ろう！女性医師

H20 女性医師支援の流れと私達の取り組み

H21 シンポジウム、ワークショップ、全体
討論

H22 医師を続けていく為に必要なこととは

H23 専門医をめざそう

H24 広がる女性医師支援、そして男性医師
支援へ

H25 ITを使いこなす！

H26 研修医と共に考える、研修医が希望す
る魅力的な職場づくりとは」

H27 先輩医師に聞く!素敵なワークライフバ
ランスのとり方

H28
どうなる新専門医制度
〜指導医、研修医が知っておくべき

こと〜
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●プチフォーラム

年度 出前先病院

H22

県立中部病院

浦添総合病院

豊見城中央病院

那覇市立病院

H23 琉球大学医学部附属病院

H24 県立南部医療センター・
こども医療センター

H26 南部徳洲会病院

H26 沖縄協同病院

H27 浦添総合病院

H28 北部地区医師会病院
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●おきなわレジデントデ−キャリア教育セッション

年度 主なテーマ・内容等

H25 女性医師による講演
グループワーク：キャリアプランを立ててみよう！

H26 女性医師による講演
グループワーク：キャリアプランを立ててみよう！

H27 女性医師による講演
グループワーク：キャリアプランを立ててみよう！

H28 女性医師による講演
グループワーク：キャリアプランを立ててみよう！

H29 キーノートレクチャー：女性の活躍推進について
講演：ワークライフバランスについて

H30
講演：女性外科医のワークライフバランスに見る

医師の働き方改革
グループディスカッション

R01 講演：キャリアプラン 実例から学ぶ
グループディスカッション

R02 ※新型コロナ感染症の影響により中止 9



まとめ・今後の課題

まとめ
・女性医師を含めた全医師のキャリアアップ支援体
制の整備
⇒勤務環境整備の好事例を共有したことが、管理職
への意識付けにつながった。
・育児や介護、専門医取得等に関する事項
⇒先輩女性医師の経験や事例紹介を通し意見交換を
することで、若手女性医師のキャリア形成やキャリ
アアッププランの支援体制を整備することができた。
・医学生対象の講座で実践的なキャリア教育
⇒卒前からキャリア形成やキャリアアッププラン構
築への支援体制を整備することができた。
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まとめ・今後の課題

課題
・新型コロナの影響により、多人数での対面形式に
よるイベント開催の中止
⇒今後ZOOM等、WEB形式でのイベント実施が可能
な環境整備が必要である。
・働き方改革の推進により、女性医師のみならず勤
務医全体の実態把握や情報共有、課題提起や解決に
向けた取り組みが必要である。
・ダイバーシティ環境整備を目標に勤務環境の改善、
育児支援、介護支援制度、キャリア形成の支援のた
めの全体講演会を継続して行う。
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