
医師求人情報

【外科】
求人診療科 求人事業者名 求人数 年齢 特記事項 勤務形態 勤務地 年俸　（目安） 就業時間等 有給休暇 病床数 圏域

1 不問 常勤 安来市

1〜5年：10,753千円〜12,289千円程度
5〜10年：12,552千円〜13,764千円程度
10〜15年：13,955千円〜14,677千円程度
15〜20年：14,840千円〜15,465千円程度
20年以上：15,565千円〜17,095千円程度
定年退職医師：応相談

平日　8時30分〜17時15分
※月平均当直回数　3回

年次休暇20日
（上限40日）
夏季休暇3日
年末年始休暇6日
産前・産後休暇
育児休暇
慶弔休暇
介護休暇

一般135
＋療養
48＝183
床

松江

1 不問
常勤・非常
勤 雲南市

1〜5年：900万円〜1,260万円程度
5〜10年：1,260万円〜1,420万円程度
10〜15年：1,420万円〜1,560万円程度
15〜20年：1,560万円〜1,630万円程度
20年以上：1,630万円〜1,800万円程度
定年退職医師：1,400万円〜1,500万円程度
（金額には諸手当含む）
※非常勤（日額）　条件面については相談
の上決定

平日　8時30分〜17時15分
土曜日　休み
（週38.45時間勤務）
※月平均当直回数　1～2回

年次休暇20日
夏期休暇3日
その他
慶弔等特別休暇

一般199
＋療養
78＋感
染症4＝
281床

雲南

1 不問 
常勤また
は非常勤

奥出雲
町

1～5年：1,300万円程度
5～10年：1,500万程度
10～15年：1,550万円程度
15～20年：1,600万円程度
20年以上：1,800万円程度
定年退職医師：相談による
（金額には諸手当含む）
※非常勤（日額）　内容により相談

平日　8時30分〜17時15分
※月平均当直回数　4回程度

年次休暇20日
夏期休暇3日
年末年始休暇
12/29～1/3

一般98
＋療養
60＝158
床

雲南

2 不問  常勤 大田市

1〜5年：1,000万円程度〜
5〜10年：1,200万円程度〜
10〜15年：1,600万円程度〜
15〜20年：1,700万円程度〜
20年以上：1,800万円程度〜
定年退職医師：相談のうえ決定
（金額には諸手当含む）

平日　8時30分〜17時15分
（週38時間45分勤務）
※時間外勤務月平均15時間
※月平均当直回数　3回

年次休暇20日
夏期休暇3日
その他

339床
（内訳は
下記）

大田 

1 不問  常勤 江津市

1〜5年：1,000万円程度～
5〜10年：1,400万円程度～
10〜15年：1,500万円程度～
15〜20年：1,700万円程度～
20年以上：1,900万円程度～
定年退職医師：〜1,100万円程度
（金額には諸手当含む）

平日　8時30分〜17時15分
※月平均当直回数3回程度

年次休暇20日（最
大）
夏期休暇4日
その他
リフレッシュ休暇4
日

300床
稼働数
250床
（一般
150＋回
復期40
＋療養
60）

浜田

1 不問 常勤 益田市

3～5年：1,180万円程度～
5～10年：1,350万円程度～
10～15年：1,500万円程度～
15～20年：1,700万円程度～
20年以上：1,800万円程度～
定年退職医師：1200万円程度～
（金額には諸手当含む、但し役職手当含ま
ない）

平日　8時20分～17時15分
※時間外勤務　月平均5～10
時間
※月平均当直回数3回

年次休暇10日
夏期休暇2日
その他
年末年始6日

一般211
＋療養
132＝
343床

益田

外科

公益社団法人益田
市医師会立益田地
域医療センター医
師会病院

PR等
・非常勤雇用希望の場合でも優遇いたします。勤務条件につきましてはご相談下さい。
・育児中の女性医師の方は、勤務時間・当直等ご相談に応じます。
・365日、24時間利用可能な職員専門保育所あり（利用料10,000円/月）。

外科 大田市立病院 

PR等

世界遺産「石見銀山遺跡」、国立公園三瓶山に代表される歴史ロマンと自然あふれるまち大田市にあり、大田二次医療圏の中核病院として住民
の健康保持と、良質、高度な医療を提供する市立病院です。
電子カルテ導入、医師クラーク配置、24時間対応の院内保育所設置など、働く環境の諸整備に努めています。育児中の女性医師、家庭の諸事情
がある方の勤務時間、当直等については個別に相談させていただきます。
島根大学医学部との連携により総合医療学講座大田総合医育成センターを開設。当院にて研修医や医学生を受け入れ、幅広い診療能力を持つ
総合医を育てる取組を行っています。
平成31年新病院開院が決定し、新しい目標に向かって職員一丸となって取り組んでいます。
※病床数：一般280（うち地域包括ケア52）＋療養55（うち回復期リハ31）＋感染症4＝339床

外科 雲南市立病院

PR等 宿舎（単身用・世帯用）や院内保育所（24時間保育）、女性医師専用の当直室があります。

外科
社会福祉法人恩賜
財団島根県済生会
江津総合病院

PR等
・医師住宅：3LDK一戸建て　築4年
・引越費用負担あり
・院内保育施設あり（一時保育、夜間保育あり、スポット利用可）

外科 安来市立病院

PR等
当院では、新たに赴任された医師に対し、必要な研修等に充てるための研修資金貸与制度（無利息・返還免除あり）を設けております。詳しくは問
い合わせください。

外科 町立奥出雲病院

PR等
当院は、島根県東南端、奥出雲町に位置し、松江市、出雲市へ43kmの距離にあります。平成11年に移転新築、アメニティ重視のバリアフリーの施
設です。急性期医療はもとより、介護療養型医療施設、健康センター、訪問看護ステーションと併設しています。地域の保健、医療、福祉の拠点と
して大きな役割を担っています。
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2 不問 
当直業務
のできる
方

常勤 吉賀町

1～5年：636万円～1,060万円程度
5～10年：1,060万円～1,325万円程度
10～15年：1,325万円～1,590万円程度
15～20年：1,590万円～1,855万円程度
20年以上：1,855万円程度
定年退職医師：1,200万円～1,500万円程度
(金額には諸手当含む、但し実績手当含ま
ない）
※非常勤（日額）　１時間あたり１万円～1.3
万円程度支給

平日　8時30分〜17時00分
（週38.75時間勤務）
※月平均当直回数2～3回

年次休暇20日
夏期休暇3日
その他
年末年始6日

110床 益田

1 不問 常勤
隠岐の
島町

1～5年：1,400万円～1,460万円程度
5～10年：1,460万円～1,530万円程度
10～15年：1,530万円～1,610万円程度
15～20年：1,610万円～1,670万円程度
20年以上：1,670万円～2,000万円程度
定年退職医師：2,000万円程度～
（金額には諸手当含む、但し実績手当含ま
ない）

平日　8時30分～17時15分
（週38時間45分勤務）
※時間外勤務　月平均20時
間
※月平均当直回数 3～4回

年次休暇20日
夏期休暇3日
その他
特別休暇あり

一般91+
精神22+
感染症
2=115床

隠岐

外科
隠岐広域連合立
隠岐病院

PR等

　当院は、15診療科・115床を有する隠岐医療圏における唯一の総合病院です。急性期及び救急医療に対応するため、ＭＲＩ・ＣＴ等の充実した医
療機器を整備しています。当院での対応が困難な救急症例の場合には、遠隔画像伝送システムの活用及び島根県立中央病院、松江赤十字病院
等と連携し、ドクターヘリによる救急搬送を行っています。また、島内無医地区に定期的な巡回診療を実施する等、島民に安心・安全な医療を提供
しています。平成24年5月に新病院が開院し、電子カルテ導入・医療クラーク配置・医師住宅整備等、医師の働きやすい環境を整備しています。

外科 六日市病院

PR等

地域医療というと、とにかく過剰な勤務、寝る間もないほど訪れる患者…というイメージがありますが、当院の医療圏の人口は約7500人、都会ほど
救急や患者が多いわけではなく、日々の診療でも、じっくり患者様に向き合う時間を持つことができます。また、広島市、山口市、岩国市、周南市
内まで車で約1時間で行くことができとても便利です。
【こんな先生にピッタリです】
・本気で地域医療を行っていきたいという情熱ある先生　　　　　　・総合診療科を学びたい、実践したい先生
・期間限定でも地域医療に触れてみたい先生　　　　　　　　　　　　・日本一の水質を誇る高津川で渓流釣りを楽しみたい先生
・これまでのスキルを活かしつつ総合診療をしてみたい先生　　  ・仕事も趣味も両立して働きたい先生
・日本ACLS協会のインストラクターを取得されたい先生　　　　　 ・地域ぐるみで医療を行っていきたい先生
・専門診療にこだわらず他科の技術を取り入れたい先生　　　　　・四季の移ろいを感じながら生活したい先生
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