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令和２年度 

沖縄県地域医療支援センター事業計画書 

 

1.  医師不足状況の把握・分析 
各医療機関へのヒアリングを行うこと等により、沖縄県内の医師不足の状況を医療機

関レベルで詳細に把握・分析する。また、地域医療を志向する医師の情報収集や蓄積を行
う。 

 
 
●地域枠医師の配置予定先である県内の各医療機関（県立北部病院、宮古病院、八重 
山病院、久米島病院、離島へき地診療所等）へのヒアリングを行う。 

     
  
 

２. 医師不足病院等の支援、医師の派遣に関する調整 
把握・分析した情報に基づき、また、第７次沖縄県保健医療計画を踏まえ、優先的に支

援すべき地域医療機関や診療科等を判断するとともに、地域枠医師やセンター自らが把
握した地域医療を志向する医師等を活用し、琉球大学、沖縄県病院事業局、関係医療機
関・団体との調整を行いながら、センターが中核となって医師のキャリア形成支援と一体
的に、医師不足病院等の医師確保を支援する。 

また、琉球大学、沖縄県病院事業局、関係医療機関・団体と連携し、医師の派遣に 
関する必要な調整を行う。 
 

●修学資金貸与医師との面談。 
●沖縄県での就業を考えている県外医師との相談・対応。 
●県立北部病院・県立宮古病院・県立八重山病院へ訪問調整。 
●地域枠医師等のキャリアプラン作成に係る意向調査 （６月～７月） 
●指定医療機関への地域枠医師等受入希望調査（７月～８月） 
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3. 医師のキャリア形成支援 
医師不足地域等に派遣された医師等のキャリア形成に資するための次の取組を行う

こと。 
 

    ア 面談等を通じた医師本人の意向の把握 
    イ 地域の医師不足病院等と、琉球大学病院、沖縄県立各病院及び県内中核病院等との

間をローテーションしながら医師の能力の開発及び向上を図るための計画（キャリ
ア形成プログラム）の策定補助と運用支援 

    ウ 地域医療に従事した経験のある医師等を指導医として計画的に養成することによ
る、地域の医療機関を活用した研修体制の整備 

    エ キャリアに応じた中核病院等での研修や学会への出席、最新の医療に触れられる
機会に関する情報提供等、医師不足地域等に派遣された医師等の能力の開発及び向
上を図る上で必要な調整 

オ 琉球大学医学部地域枠学生及び医師、並びに沖縄県医師修学資金等被貸与者の育
成及びキャリア形成支援 

 
（ｱ） 深い専門性と学識を兼備し、幅広くかつ高い水準のプライマリー・ケア対処能

力を身につけた上で各診療領域における専門医の資格及び自己の成長と後進の育
成を両立できる地域医療の拠点リーダーとなるための人材育成の実施 

    （ｲ） 新専門医制度を踏まえた、県内の医療事情と各人の専攻領域の希望を最大限に
尊重した適切な専門研修の実施 

    （ｳ） 出産・育児等、ライフステージの変化によるキャリアへの影響が顕著であり、
特段の配慮が必要とされる女性医師に対する支援の実施 

  
 カ 医師不足地域等に派遣された医師等の負担軽減を図る上で必要な調整 
 
 

●医師との面談等を行い意志の把握を行う。 
●各地域枠医師との面談を行い意識や進路希望調査を行う。 

  ●医学・医療情報提供サービスを用いて地域枠学生・地域医療関係者の教育及び 
キャリア形成を支援する。 

●女性医師に対するキャリア支援をテーマに講演会等を開催予定。 
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4. 地域枠学生等に対する支援 
地域枠学生等の修学を支援するとともに、地域医療に対する関心を高めるための次

の取り組みを行う。 
 

ア 沖縄県が実施する医師修学資金等貸与事業に係る事務。 
イ 離島医療体験事業に係る事務。 
ウ その他地域枠学生等の資質向上に関する取組。 
 

 
●修学資金の貸与事業関連業務  ・オリエンテーション（４月） 

               ・県副知事表敬訪問 （８月） 
・修学資金申請書類受付業務等 （１月～３月） 

●離島医療体験事業 （８月から９月夏休み利用：募集対象者 医学部全学生） 
●全国シンポジウム （３月３人参加：募集対象者 地域枠学生 4 年次・5 年次・6 年次） 

●地域枠学生等との面談。 
●講義・実習指導。 

 

 

5. 情報発信と相談への対応 
ホームページ、広報誌等を通じ医師の求人・求職情報や県内医師確保対策等に係る情

報を発信するとともに、県内外の医師、医学生、高校生等からの相談に対応すること。 
なお、ホームページを通じての情報発信に当たっては、利用者が当該ホームページに

おいて沖縄県内の他の医師求職・マッチング情報や医師確保対策等の各種情報にアクセ
スできるよう配慮を行う。 

 
 
●ホームページにて求人情報の案内等、必要な情報提供を行う。 
●医師、医学生、高校生からの相談に対応する。 
●関係機関・地域医療を志向する医師等へ広報誌（ムルウチナーVol.9 制作）を配布。 
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6. 専門医制度の運用支援 
   新専門医制度の施行後、専門医を養成する体制が円滑に構築されるとともに地域医

療に対して十分な配慮がなされるよう、各専門領域における意見集約の支援、関係機関
との調整等、適切な研修体制構築のために必要な取組を行う。 

 
●プログラムの把握及び調整。 
●プログラム関する医療機関からの相談。 

 

７. 地域医療対策協議会への対応  
   センター運営状況を確認する役割を担う医療法第 30 条の 23 の規定に基づく「沖縄

県地域医療対策協議会」に対し、沖縄県の求めに応じて情報提供や説明を実施するとと
もに必要に応じて会議運営を補助すること。 

   また、沖縄県の委託を受けて医療法第 30 条の 21 の規定に基づく医療従事者の勤務
環境の改善を促進する事務の全般又は一部を実施する者と相互に連携を図ること。 

 
 

●沖縄県地域医療対策協議会の運営支援。 
●地域医療支援事務を所管する部会の会議運営を支援する。 

  ●医療勤務環境改善支援センターとの連携。 
 

 
 

８. センター業務の改善及び機能の確保 
業務の効率かつ効果的な実施を図るため、他の都道府県に設置されたセンターの運

営状況、事業実績等に関する情報収集を行い、先進事例の導入を検討する等、積極的な
業務改善に努める。 
 
 
●県外の地域医療支援センターへの訪問・意見交換。 
●他県地域支援センターとの交流 
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９. その他の事業の目的達成に必要な事項 
上記の他、必要に応じ、本事業の目的を達するために有効な取り組みを実施する。 
 
 
 ●関連学会、研究会への参加 
 ●沖縄県担当者との定期的なミーティング 
 
 
 

 



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 医師不足の把握・分析 関係医療機関・医師との面談及び　　情報収集

修学資金貸与医師との面談

沖縄県での就業を考えている県外医師との相談・対応

県立北部病院・県立宮古病院・県立八重山病院へ訪問

地域枠医師等のキャリアプラン作成に係る意向調査

指定医療機関への地域枠医師等受入希望調査

北部・宮古・石垣等

関係機関連携強化　(県・県立病院等とミーティング等）

地域枠医師の面談（意志の把握）

地域医療従事医師との面談

生涯教育環境の整備　（ｸﾘﾆｶﾙ情報提供ｻｰﾋﾞｽ）

女性医師に対する支援

オリエンテーション 4/6

県副知事表敬訪問

奨学金受付業務

地域枠学生との面談

地域枠学生との懇親会を開催

講義・実習指導
　　　講義（４月～６月）

県外実習

離島医療体験事業に係る事務

全国シンポジウ参加に伴う事務

ＨＰを通じて情報提供、求職情報の案内

地域枠学生募集

広報誌（Muru Uchina)制作

医師・医学生・高校生からの相談対応

プログラムの把握及び調整

プログラムに関する医療機関からの相談

7 地域医療対策協議会への対応 会議運営の補助

8 センター業務の改善及び機能の確保 県外の地域医療支援センターへの訪問・意見交換・交流

関連学会、研究会への参加。

沖縄県担当者との定期的なミーティング

       令和２年度　沖縄県地域医療支援センター年間活動計画　（案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

活動項目

●毎週月曜日１３：００から沖縄県地域医療支援センタースタッフミーティング      ●県担当者との定期的なミーティング（年３～４回）

その他事業の目的達成に必要な事項9

2
医師不足病院等の支援、医師の派遣
に関する調整

4 地域枠学生等に対する支援

6 専門医制度整備の運用支援

5 情報発信と相談の対応

3 医師のキャリア形成支援

報告書校正・冊子作成 発刊予定
5月下旬案内送付予定

講演会準備・開催など

Ｖｏｌ．９発行に向けて

５～６月：受入先の医療機関訪問



令和２年度 沖縄県地域医療支援センター

収入の部 （単位：千円）

摘要
本年度（R1）

予算
次年度（R2）

予算
増減

委託費 沖縄県委託料 45,474 47,306 1,832

45,474 47,306 1,832

支出の部 （単位：千円）

摘要
本年度（R1）

予算
次年度（R2）

予算
増減

人件費 職員人件費 31,939 30,815 ▲ 1,124

旅費 職員旅費、離島実習旅費 891 3,691 2,800

謝金 講演会講師謝金 90 0 ▲ 90

消耗品費 346 360 14

使用料・賃借料 会場使用料、OA機器リース費 786 640 ▲ 146

外注費 ウェブサイト管理、広報紙制作 7,288 7,500 212

消費税 10% 4,134 4,300 166

45,474 47,306 1,832

収 支 予 算 書

科目

科目

直接経費

合 計

合 計


