
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

若干名 不問 常勤 松江市

1〜 5年：800万円～1,000万円程度
5〜10年：1,000万円～1,200万円程度
10〜15年：1,200万円～1,500万円程度
15〜20年：1,500万円～1,600万円程度
20年以上：1,600万円～2,000万円程度
定年退職医師：1,200万円～1,300万円程度
（金額には諸手当含む）
※諸手当には実績手当を含む
※非常勤（日額）1時間当たり７千円～10千
円程度

平日　8時20分〜16時50分
土曜日曜休診
（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1～2回

年次休暇21日
夏期休暇3日
その他
　年末年始休暇6
日

一般552
＋感染
症2＋精
神45＝
599床

松江

1 不問
常勤・非常
勤 雲南市

1〜5年：900万円〜1,280万円程度
5〜10年：1,280万円〜1,440万円程度
10〜15年：1,440万円〜1,580万円程度
15〜20年：1,580万円〜1,650万円程度
20年以上：1,650万円〜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）
※諸手当には実績手当を含む
※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
慶弔等特別休暇等

一般199
＋療養
78＋感
染症4＝
281床

雲南

若干名 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）
※諸手当には実績手当（時間外・宿日直等）
を
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

300床
稼働数
220床＝
一般60、
地域包
括ケア病
床60 ＋
療養100

浜田

1 不問 常勤 浜田市

1〜5年：1,000万円程度～
5〜10年：1,150万円程度～
10〜15年：1,300万円程度～
15〜20年：1,600万円程度～
20年以上：1,700万円程度～
（金額には諸手当含む）
※諸手当には実績手当（時間外・宿日直等）
を
含む

平日　8時30分～17時15分
※月平均当直回数3回

年次休暇23日
(内リフレッシュ休暇
３日)
夏期休暇3日
その他
病気休暇、忌引休
暇等

一般361
床＋感
染症4床
＝365床

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：1,200万円程度～
（金額には諸手当含む、但し役職手当含まな
い）
　※諸手当には実績手当を含む

平日　8時20分～17時15分
（週39.5時間勤務）
※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
（初年度）
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

・当院では、将来、へき地・離島での医療や開業を目指す方に、当院常勤医師として勤務しながら、医師会員と連携により多様な科を広く研鑽が積
める「親父の背中プログラム」を設けています。このプログラムで勤務したい常勤の先生、また当プログラムの指導に当たっていただける常勤医の
先生も募集しています。
・急性期から回復期、慢性期、在宅まで、当院の機能を活かして、患者さんに寄り添った医療が行えます。
・育児との両立を図りたい医師でも、24時間・365日利用可能な職員専用保育所で安心子育てが可能です。
・非常勤勤務を希望の場合は、勤務条件等ご相談可能です。

詳細 http://www.pref.shimane.lg.jp/life/kenko/iryo/ishikakuhotaisaku/masudaishi.html

外科
国立病院機構浜田
医療センター

PR等
ＪＲ浜田駅から連絡通路で直結。島根県西部唯一の３次救急を扱う救命救急センターを有する急性期病院で、地域がん診療連携拠点病院、地域
医療支援病院の指定を受けており、標榜診療科は２７科で、総職員数は約６７０名、その内常勤医師は５８名、研修医１０名が勤務。
病院内に、救命救急センター、検診センター、緩和ケア病棟を設置し、附属看護学校を有している。

詳細 http://www.hamada-nh.jp/

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6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）

詳細 http://www.pref.shimane.lg.jp/life/kenko/iryo/ishikakuhotaisaku/goutu.html

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。

詳細 http://www.pref.shimane.lg.jp/life/kenko/iryo/ishikakuhotaisaku/unnan.html

外科 松江赤十字病院

PR等 院内保育所あり

詳細 http://www.pref.shimane.lg.jp/life/kenko/iryo/ishikakuhotaisaku/matueniseki.html
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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）
※諸手当には実績手当を含まない
※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3～4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 急募 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）
※諸手当には、離島医療従事者手当や賞与
特別加算等も含む

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20時
間
※月平均当直回数 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
現在、常勤の精神科医師は１名であり、もう１名の医師を募集します。現在の常勤医師は、精神科訪問看護の実施や町・施設・ケアマネージャー等
の関係者と連携して精神科医療に積極的に取り組んでいます。また、精神保健指定医、指導医の資格を取得しており、精神科医師の研修等への
対応も可能です。

詳細 http://www.oki-hospital.com/medical-personnel/recruit/psychiatrist/

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6400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、島根県ですが広島市、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

詳細 http://www.sekisyukai.or.jp/
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