
医師求人情報

【総合診療科】
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 松江市

1〜5年：980～1,120万円程度
5〜10年：1,120～1,250万円程度
10〜15年：1,250～1,350万円程度
15〜20年：1,350～1,390万円程度
20年以上：1,390～1,410万円程度
（金額には、諸手当を含む）
※諸手当には実績手当を含まない

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10時
間
※月平均当直回数　2回
※宿舎：単身用、世帯用あり

年次休暇20日
夏期休暇3日
その他
慶弔・介護・特別休
暇あり

一般416
＋感染
症4＋精
神50＝
470床

松江

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（時間外・宿日直等）
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
夏休み3日
子の介護休暇5日
介護休暇5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 安来市

1〜5年：1,080万円程度～
5〜10年：1,250万円程度～
10〜15年：1,400万円程度～
15〜20年：1,485万円程度～
20年以上：1,550万円程度～
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90
＋療養
50＝140
床

雲南

若干名 不問
常勤・非常
勤

出雲市

1～5年：650万円～1,100万円程度
5～10年：1,100万円～1,300万円程度
10～15年：1,300万円～1,500万円程度
15～20年：1,400万円～1,700万円程度
20年以上：1,500万円～1,900万円程度
定年退職医師：1,000万円～1,500万円程度
（金額には諸手当含む）
※諸手当には実績手当（時間外・宿日直等）
を含む
※非常勤（日額）：応相談

平日　8時30分～17時05分
土曜　8時30分～12時30分
（土曜日第1、3週のみ）
（週39.5時間勤務）
※時間外勤務　月平均13時
間
※月平均当直回数1～2回

年次休暇10日より
(20日を上限に更
新)
夏期休暇4日
年末年始5日

180床 出雲

2
～65
歳

常勤 出雲市

3～5年：1,000万円程度
5～10年：1,200万円程度
10～15年：1,300万円程度
15～20年：1,400万円程度
20年以上：1,500万円程度
※金額には諸手当を含まない。
※諸手当は実績手当（時間外・宿日直等）を
いう。

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45時
間
※月平均当直回数　4回

年次休暇20日
(上限40日)
夏期休暇4日
その他
慶弔休暇
産前産後休暇　等

一般
572+精
神40+感
染症
6=618床

出雲

総合診療科 島根県立中央病院

PR等

(1)診療に専念できるよう事務作業補助を行う医療秘書を配置しています。
(2)救命救急センター及びＭＦＩＣＵの宿直時は、宿直明けの午後の勤務はありません。
(3)子育てをしながら仕事ができるよう産休・育休の取得、時短勤務等に配慮し、また院内保育所も設置しています。
(4)暴力、不当なクレーム等は、組織で対応しています。

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

総合診療科
（家庭医療

科）
出雲市民病院 

PR等

JR出雲市駅より徒歩５分、出雲空港まで車で３０分の立地にある出雲市民病院（１８０床、地域包括ケア病棟を有する一般病院）の他に出雲市民リ
ハビリテーション病院（１１２床）や大曲診療所などを運営し、地域の急性期から在宅、介護までを担っています。出雲市民病院には全国で４番目に
設立した出雲家庭医療学センター（ICFM）があり、当院・県内外の家庭医療研修PG専攻医や指導医、また医学生なども参加して毎週水曜日に家
庭医療セミナーを開催しています。詳しくは病院までお問い合わせ下さい。圏域では古くから透析医療も担っており、１００人前後の透析患者さんが
当院を利用されています。
〇宿舎なし。住宅手当あり。

詳細 http://www.izumo-hp.com/index.html

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

総合診療科 町立奥出雲病院

PR等
当院は、島根県南東端、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年移転新築、アメニティ重視のバリアフリー施設
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。

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

PR等
宿舎：世帯用あり
院内保育所あり

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

総合診療科 安来市立病院

PR等
当院は、安来市の救急医療の中心的役割と無医地区等医療機関に恵まれない地域のための診療所機能を担っています。長い間地域医療を担っ
てきた経験を生かし、職員一同業務を行っています。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
癒される自然豊かな環境にあります。

総合診療科 松江市立病院

詳細 http://www.matsue-cityhospital.jp/

総合診療科 松江赤十字病院
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医師求人情報

1 不問 常勤 邑南町

1〜5年：1,445万円程度～
5〜10年：1,565万円程度～
10〜15年：1,798万円程度～
15〜20年：1,879万円程度～
20年以上：1,975万円程度～
※金額には賞与・その他諸手当を含む

平日　8時15分〜17時00分
（週38.75時間勤務）
※ 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
夏期休暇3日
その他
産前産後休暇，育
児休業等

一般98
床

大田 

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)
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1日
その他
年末年始6日

一般191
＋療養
88＝279
床

益田

総合診療科

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

総合診療科 公立邑智病院

PR等
すべての病院スタッフが、生きがい、やりがいを持ってそれぞれの専門性を発揮し、良質のチーム医療が提供されるよう、明るく風通しのよい職場
環境づくりに努めております。
宿舎：世帯用あり

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

総合診療科
(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１２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 https://hamada.hosp.go.jp/
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