
医師求人情報

【神経内科・脳神経内科】
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・非常
勤

松江市

1～5年：750万～1,200万円程度
5～10年：1,200万～1,500万円程度
10～15年：1,500万～1,700万円程度
15～20年：1,700万～2,000万円程度
20年以上：2,000万～2,200万円程度
定年退職医師：1,500万円～1,800万円程度
（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
※非常勤（日額）１時間当たり12,500円程度
支給

平日　8時30分～17時
土曜　8時30分～13時(第１･
３･５週のみ)
（週40時間勤務）
※時間外勤務　月平均30時
間
※月平均当直回数3回（当直
2回、日直1回）

年次休暇10日
夏期休暇3日
その他6日
(12/30～1/3､5/1)

一般311
＋養療
40＝351
床

松江

1 不問 常勤 松江市

1～5年：1,500万円程度～
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30分
（週40時間勤務）
※時間外勤務　月平均５時間
※月平均当直回数0回
　（翌日は公休となります）

年次休暇11日
（初年）
夏期休暇3日
ﾊﾞｰｽﾃﾞｲ休暇1日
ﾘﾌﾚｯｼｭ休暇5年ご
と2～5日

一般60
＋療養
117＝
177床

松江

1
～65
歳

常勤 安来市

1~5年：1,080万円程度～
5~10年：1,250万円程度～
10~15年：1,300万円程度～
15~20年：1,480万円程度～
20年以上：1,545万円程度～
定年退職医師：要相談
（金額には諸手当を含む）
※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
※時間外勤務　月平均10時
間
※月平均当直回数　3回

年次休暇20日
（上限40日）
夏期休暇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102
＋療養
46＝148
床

松江

1 不問 常勤 安来市
1,100万円～2,000万円程度
（金額には諸手当含む）
※非常勤（日額）　各種相談に応じます

平日　8時30分~17時30分
土曜日　8時30分~17時30分
（日直の場合）
（週40時間勤務）
※時間外勤務　０時間
※月平均当直回数　２回

年次休暇初年度10
日（初年度）
夏期休暇3日
その他
年末年始休暇5日

381床 松江

1
65歳
まで

常勤・非常
勤 雲南市

1~5年：1,120万円~1,270万円程度
5~10年：1,270万円~1,400万円程度
10~15年：1,400万円~1,550万円程度
15~20年：1,550万円~1,630万円程度
20年以上：1,630万円~       万円程度
定年退職医師：1,200万円~1,400万円程度
（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
※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

神経内科 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

神経内科
社会医療法人昌林
会
安来第一病院

PR等

近年、地域における不足医療の提供に努め、リハビリテーション関係では法人全体でＯＴ、ＰＴ、ＳＴ、１２０名体制が構築できました。回復期リハビリ
病棟以外でもリハビリの充実を図り、急性期から在宅療養への切れ目のないリハビリを提供しています。また、安来市からの脳ドック健診の委託を
受けており、今年、ＭＲＩ、ＣＴを更新し診断治療機能を大幅に高めています。地域医療拠点病院、がん情報提供促進病院、応急入院指定病院、臨
床研修指定病院等の指定を受けています。また、医療の質向上のため、病院機能評価については、一般・精神・療養に加え、付加機能であるリハ
ビリテーション機能（回復期）の認定病院となっております。一般科９０床、回復期リハ４８床、療養６０床、精神科急性期４２床、精神療養９７床、認
知症４４床、合計３８１床の病院です。
また、診療機能を高め、今後も地域のニーズに対応するため平成３０年１２月には新診療棟「東館」が竣工致しました。
職員数８４５名（法人全体）
診療科　精神科　内科　神経内科　心療内科　泌尿器科　整形外科　リウマチ科　　リハビリテーション科　乳腺外科　緩和ケア内科　腫瘍内科　循
環器内科　　消化器内科　皮膚科　小児科　呼吸器内科　外科　形成外科　計１８科
〇宿舎：単身用、世帯用あり

詳細 https://www.syourinkai.or.jp/hospital/

脳神経内科 安来市立病院

PR等

　当院は、安来市における救急医療の提供及び、地域の診療所的な役割を担っています。
　以前より無医地区等への巡回診療を行ってきましたが、令和3年度からは訪問診療、訪問看護、訪問リハビリを開始し、地域に密着した医療サー
ビスの提供に努めています。
　また、病院は日本庭園で有名な足立美術館の南に位置し、四季の移り変わりを肌で感じ、心癒やされる自然豊かな環境にあります。
　宿舎：単身用、世帯用あり

詳細 http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/ishikakuhotaisaku/yasugi.html

神経内科
医療法人財団公仁
会鹿島病院

PR等
勤務形態、日当直等何かございましたらご相談ください。また、家庭仕事の両立支援、ワークライフバランスにも取組んでおり勤務環境の整備に努
めています。

詳細 http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/ishikakuhotaisaku/kashima.html

脳神経内科
総合病院
松江生協病院

PR等
勤務形態、当直、日直、病棟担当など、希望により相談させていただきます。子育て中の女性医師やご夫婦とも医師の方も勤務していますので、
家庭事情等による配慮は相談させていただいております。非常勤についても単位数や時間など個別に相談させていただきます。

詳細 http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/ishikakuhotaisaku/matsueseikyo.html
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1
65歳
まで

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）
※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
（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

229床
（内訳は
下記）

大田

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）

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

2 不問 常勤 浜田市

1~5年：1,200万円程度～
5~10年：1,300万円程度～
10~15年：1,500万円程度～
15~20年：1,600万円程度～
20年以上：1,700万円程度～
※上記金額には地域手当･医師手当･業績手
当（賞与）を含む。実績手当（超過勤務手当・
宿日直手当等）の支給はあるが、上記金額
には含まず。

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)
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：1,100万円程度～
5～10年：1,300万円程度～
10～15年：1,500万円程度～
15～20年：1,700万円程度～
20年以上：1,850万円程度～
定年退職医師：1,300万円程度～
（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191
＋療養
88＝279
床

益田

神経内科

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若手医師が、当院常勤医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医の先生、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

脳神経内科
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２８科で、総職員数は約６７０名、その内常勤医師は５９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。
〇宿舎あり（単身用・世帯用）　※空き状況による

詳細 https://hamada.hosp.go.jp/

神経内科
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７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

神経内科 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います。
また、令和２年５月には新病院が開院、令和３年秋にはリハビリ公園の整備が完了し、グランドオープンを迎えます。
医療ニーズの変化にも対応しながら、質の高い医療と人材育成を実践する病院として、地域から信頼され、必要とされる病院であり続けられるよ
う、スタッフ一同取り組んでいます。
※病床数：一般180（うち地域包括ケア45）＋療養45（うち回復期リハ45）＋感染症4＝229床

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