2012年11月20日

「医師の転職」に関する調査結果
～「この1年間で転職を考えましたか？」

18%の医師が具体的な行動に移している～

メドピア株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：石見陽）は、同社が運営する医師コミュニティサイト「MedPeer」
（URL：https://medpeer.jp/）にて、
「この1年間の転職活動」に関する調査を実施しました。

調査内容：
「この1年間の転職活動」に関するポスティング調査
調査期間：2012年10月31日（水） ～ 2012年11月6日（火）
有効サンプル数：2,808サンプル（勤務医のみ対象）



「皆さんはこの一年の間で職場環境や待遇条件を変えるために自発的に転職活動を考えましたか？」
という問いに対して、勤務医 2,808 名が回答。



「転職は考えていない」とする医師が 52％を占めた。



一方で、
「転職を考えたが、具体的に転職活動はしていない」が 30％。加えて、
「転職を考え、現在
具体的に転職活動中である」
「転職を考え、具体的に転職活動をしたが、中止した」
「転職を考え、実
際に転職した」など、実際に転職活動を実施中である（した）医師を総合すると、のべ 18％に及ぶ
結果となった。

【本件に関するお問い合わせ先】
メドピア株式会社

経営企画室

TEL：03-6805-0345

/ e-Mail：info@medpeer.co.jp

【引用に際してのお願い】
・「MedPeer 調べ」であることの明記をお願い致します。
・web 上での引用に際しましては、「 MedPeer： https://medpeer.jp/ 」へのリンクをお願い致します。
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【ポスティング調査内容】

皆さんはこの一年の間で職場環境や待遇条件を変えるために自発的に転職活動を考えましたか？
以下の選択肢から当てはまるものをお選びいただき、その理由をコメントにご記入ください。

1.

転職は考えていない

2.

転職を考えたが、具体的に転職活動はしていない

3.

転職を考え、現在具体的に転職活動中である

4.

転職を考え、具体的に転職活動をしたが、中止した

5.

転職を考え、実際に転職した

＜調査詳細＞
・期間 ：2012年10月31日（水） ～ 2012年11月6日（火）
・調査対象者：MedPeer会員医師（勤務医のみの回答を集計）
（注）ポスティング調査：
インターネット上のディスカッション機能を利用してリサーチを行うもので、通常の選択式のインターネットリサーチに加え、モニター
会員が自由にコメントを記入できる形式。通常のリサーチに比べ、対象モニターのインサイト（意見、意識のような内面）をより反映し
たコメントが得られるものとされている。MedPeerでは、質問に対する選択式の回答「クイックリサーチ」と「コメント」を組み合わせ
ての調査手法を導入している。

【調査結果詳細】
調査目的：
「この1年間で転職を考えましたか？」ポスティング調査
調査方法：インターネットを利用したアンケート調査
調査期間：2012年10月31日～2012年11月6日
調査対象：MedPeer会員医師（勤務医のみ）
調査地域：全国
有効サンプル数：2,808サンプル
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回答

件数

比率

転職は考えていない

1,460

52.0%

転職を考えたが、具体的に転職活動はしていない

850

30.3%

転職を考え、現在具体的に転職活動中である

235

8.4%

転職を考え、具体的に転職活動をしたが、中止した

77

2.7%

転職を考え、実際に転職した

186

6.6%
（100%）

【回答コメント（一部抜粋）
】
「転職は考えていない」

1460件

・

50 代、一般内科

住めば都で、隣の芝は青く見えるものです。

・

30 代、腎臓内科

今の職業がやりがいを感じており楽しいので、転職は考えておりません。

・

30 代、一般内科

医局人事になかなか逆らえない

・

70 代、一般内科

良いところだと思っていますので・・・職員がどう考えているかは別ですが。

・

60 代、一般外科

もう数年で定年退職なのでその後を考えねばいけませんが。

・

50 代、一般外科

これまで紆余曲折があり，個人の力では難しいことがよく分かりましたので自分から

転職を考えることはなくなりました．
・

30 代、血管外科

専門医はあるので転職に有利かもしれませんが、あまり考えたこともないです。

・

20 代、救急医療科

・

40 代、神経内科

・

20 代、麻酔科

・

50 代、消化器外科

専門医を取得するまでは今の施設にいようと思っています。
今の勤務がコストパフォーマンスに優れている。

とりあえずは医局人事にまかせています。そのうちでますが。
医局を離れる or 開業する には、かなり勇気がいり、踏み出せずに、ここまで来て

しまった。
・

40 代、循環器内科

現時点では、大学人事に従う方が自分に有利と思っている。

「転職を考えたが、具体的に転職活動はしていない」
・

30 代、小児科

・

30 代、循環器内科

850件

大学病院勤務医です．開業するかどうか，そろそろ悩みます．
このままでいいのだろうかという不安を抱きながら長年勤務していると、自分の時

間が持てるような環境へと異動したくなることが多々ある。
・

50 代、小児科

・

20 代、一般内科

違う事をしたいが、現在忙しすぎて時間が取れない。
現状は逃げ出したいけど、進む先もなくダラダラしてます
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・

40 代、精神科

よりよい条件（年俸、勤務環境）を模索していますが、具体的には動いていません。

・

40 代、皮膚科

考えてはいますが、まだ具体的にはなっていません。

・

40 代、血液内科

頭の片隅には「何か」あれば転職と考えていますが、今のところ転職を考えるほどの

「何か」はない。
・

50 代、一般内科

それほど深刻にではありませんが、選択肢として留保

・

40 代、その他

・

50 代、整形外科・スポーツ医学 より良い条件で仕事したいというのは誰もが持つ希望です。しかし、実

トップが変わればついて行けなくなることがあります。

現しないのが現実です。
・

50 代、循環器内科

医師は組合があるわけでは無いので、医局人事でなければリストラの可能性があり、

常に情報はチェックしています。
・

40 代、精神科

ここ何年か地元に帰ることを考えていますが、子供達の転校などの問題もあり、ずるず

る延びています。
・

40 代、一般内科

毎日、転職のことを考えています。しかし、総合内科医が、その価値を尊重されて活

動できる場所は、見つけにくいです。
・

50 代、一般内科

25 年間毎日転職考えています。でも結局、流れに身をまかせています。

・

40 代、循環器内科

現状に満足している訳ではありませんが、他にうつって改善されるとも思えないの

で、ここでもう少し頑張ろうと思います。
・

30 代、循環器内科

より待遇の良い職場に勤めたいとは思いますが、なかなか具体的には動けないです。

自分の意志の問題でしょうか。

「転職を考え、現在具体的に転職活動中である」
・

30 代、精神科

235件

役職が上がる度に他の職種との対立が増え、今の病院に居場所がない状態なので、転職

に動いています。
・

20 代、耳鼻咽喉科

・

30 代、一般内科

開業に向けての準備を開始した。
開業できるスキームを検討中です。しかし、いまの勤務地の居心地がよいのでためら

っていますが。
・

40 代、消化器内科

救急中心の病院のため当直回数が多く、疲れました。早く転職したいです。

・

30 代、小児科

・

50 代、代謝・内分泌科

まさに今活動中です。ステップアップのためには必要です。
自分で区切りと思っている年齢が近づいているので、少しずつ（就職）活動中

です
・

40 代、精神科

・

60 代、神経内科

パートで勤務してから、常勤になれるかどうか考えます。
現在公務員で今年度で定年です。定年後の就職先を探しています。
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・

60 代、泌尿器科

定年が近づいたので転職を考え、勧誘のあった施設の様子を聞いた。

・

40 代、一般内科

現在、転職に向けて準備中です。

・ 「転職を考え、具体的に転職活動をしたが、中止した」

77件

・ 40 代、精神科

教員ポストへのお誘いがありましたが、悩んだ末、現職にとどまることにしました。

・ 30 代、眼科

具体的に行動しましたが途中で断念しました。

・ 40 代、一般内科

病院を変えるか、開業するか考えましたが。日々に仕事に追われ、転職活動自体しなくな

りました。
・ 60 代、一般内科
・ 40 代、産業医

なかなか思うような職場はない。分をわきまえたほうがいいと思った。
家族の生活の変化で、転職活動に時間が割けなくなった。

・ 50 代、一般内科

ほとんど内定していたのですが、勤めている法人より引きとめられ中止しました。

・ 20 代、一般内科

偉大な上司に止められました。

・ 50 代、一般内科

今の職場で良いのかどうか悩ましく思うことがあり、昔お世話になった先生に相談したこ

とがあり、某病院をすすめられました。ただ現職場での関係を重んじて実行していません。

「転職を考え、実際に転職した」
・ 30代、消化器内科

まだ若いのでひとつの所に留まる事は考えていません。

・ 40代、健診・予防医学
・ 30代、一般内科

186件

転職を考え、本年4月から転職しました。おおむね満足しています。

いろいろ考え、いろいろ試しています。これからも自分に合った仕事をしていこうと考え

ています。
・ 60代、一般外科

定年の二年前に自分で次の職を考え複数の業者に依頼し就職活動をした。

・ 40代、一般内科

教授交代をきっかけに

・ 40代、一般外科

妻の出産を控えて、単身赴任をやめて同居するために転職した。

・ 30代、皮膚科

以前の勤務先に特に不満はありませんでしたが、給与が高い医療機関に転職しました。

・ 30代、精神科

斡旋業者を介して、今の職場に転職しました。

・ 40代、形成外科

9年前から当直に行き、勝手知ったる病院だったので常勤医になった。待遇は大幅に改善。

・ 40代、小児科

１０年以上の充電期間を経て、いまは地域医療に貢献しております。

以上
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