
医師求人情報

【内科・総合内科】
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 不問 常勤 松江市

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～
定年退職医師：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

平日　8時30分～17時15分
※月平均当直回数　2回

年次休暇20日
夏期休暇3日
その他　特別休暇
　忌引休暇
　子の看護休暇等

253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

若干名 不問 常勤 飯南町

1~5年：1,000万円程度
5~10年：1,000万円~1,300万円程度
10~15年：1,300万円~1,500万円程度
15~20年：1,500万円~1,600万円程度
20年以上：1,600万円~1,700万円程度
（金額には諸手当含む）
※非常勤（日額）　１時間あたり１万円程度支
給

平日　8時30分~17時15分
月平均当直回数　5回

年次休暇20日
夏期休暇3日

飯南病
院一般
48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
　　　　（月１～２回）
（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

内科
（在宅医療
含）

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。
〇住宅：宿舎なし。住宅手当あり。

詳細 https://izumo-hewcoop.jp/izumo-hp/

内科 飯南町立飯南病院

PR等 1週間の診療体制で、平日の1日を利用して都市部の病院等での研修を行うことができます。

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

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

内科

独立行政法人
地域医療機能推進
機構
玉造病院

PR等
整形外科、リハビリテーションを中心とした専門病院ですが、地域包括ケア病棟（50床）を有しており、内科系疾患の患者も受け入れています。
宿舎あり（単身用・世帯用）。引越費用負担あり。院内保育所あり。

詳細 http://tamatsukuri.jcho.go.jp/

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

総合内科
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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２名
程度

～65
歳

常勤・嘱託 出雲市

１~5年：1,140万円~1,265万円程度
5~10年：1,318万円~1,600万円程度
10~15年：1,620万円~1,683万円程度
15~20年：1,695万円~1,837万円程度

（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
※時間外勤務　月平均10時
間
※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
産前産後休暇等

一般199
床

出雲

1 不問 常勤 出雲市

1～5年：950万円～1,050万円程度
5～10年：1,050万円～1,270万円程度
10～15年：1,270万円～1,450万円程度
15～20年：1,450万円～1,600万円程度
20年以上：1,600万円～1,800万円程度
定年退職医師：応相談
（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

※非常勤の場合は内容により相談の上決定
します。

平日8時30分～17時00分
土曜日（第1,3,5のみ）8時30
分～12時15分
※時間外勤務月平均15時間

年次休暇10日
夏期休暇4日

120床 出雲

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

一般、腎
臓(透析)、
消化器な
ど、在宅
医療

常勤 川本町

1~5年：385~1,105万円程度
6~10年：1,177~1,309万円程度
11~15年：1,393~1,537万円程度
16~20年：1,597~1,693万円程度
21年以上：1,915~2,101万円程度
定年退職医師：面接により決定
（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）　医師歴に応じて決定

平日　8時00分~17時00分
（週40時間勤務）
※時間外勤務　月平均6時間
※月平均当直回数2回

年次休暇
 14日（初年度）
20日（5年目～）
盆休
8月14日、15日
年末年始
12月30日～1月3日
その他
出産･育児・介護支
援休暇

地域包
括ケア病
棟55＋
療養26
（在宅復
帰機能
強化型）
＝81床

大田

内科
社会医療法人仁寿
会
加藤病院、診療所

PR等

　島根県第1回いきいき雇用賞受賞を機に、社会医療法人仁寿会では職員の健康と成長支援向上を目指し「仁寿会ヘルシーワークプレイスプロ
ジェクト」を立ち上げました。次の7つの視点（1.作業環境　2.作業管理と改善　3.健康管理　4.健康行動促進と支援　5.成長活動　6.リスクアセスメン
ト　7.労働衛生等快適職場）で日本一の快適職場づくりをすすめます。
　その活動から、2016年には厚生労働省「ユースエール」の認定をいただき、次世代育成支援対策に取り組んでいる企業「くるみん」認定、しまね
子育て応援企業「こっころカンパニー」・島根県知事表彰「こっころ大賞」とあわせ、働きやすい職場を提案できます。
 福利厚生
・社会保険（健康保険、厚生年金加入）、厚生年金基金加入、雇用保険加入、退職金制度なし
・島根県西部勤労者共済会加入
・かわもと音戯館温水プールおよび弥山荘温泉料金助成制度
・法人研修旅行　平成３０年度は日帰りコース【岩国、宮島、奥出雲】
女性医師への支援体制　現在行っている取り組み
・ライフステージにあわせた雇用契約が可能
・短時間勤務制度、育児休暇の充実など育児、介護支援
・自己申告制度の研修制度により連携医療機関をはじめとして、希望に沿った研修受講が可能
・法人内介護事業所による家事援助
・衛生委員会による労働安全衛生管理の充実
子育て環境
・保育所、川本小学校、島根中央高校：病院から１キロメートル、川本中学校

その他、下記Webページをご覧ください。

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

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

内科 斐川生協病院

PR等
医療療養120床と外来は内科一般外来を有しています。勤務形態、日当直など希望により相談させていただきますのでお気軽にお問合せくださ
い。

詳細 http://www.hikawa-hp.com/

内科
出雲市立総合医療
センター

PR等

・当センターは出雲市中心部（車で20分程度）からも、松江市内（車で35分程度）からも通勤圏内です。
・勤務軽減制度（育児支援制度）：「働きたいけれど、子どもが小さいので当直を免除して欲しい。」など、育児と仕事の両立を目指す方を支援する
ため、時間外勤務、宿日直などの軽減・免除にも対応可能です。
・がんばった医師が報われる手当制度：時間外勤務、オンコール対応、新規入院患者の主治医数に応じた、がんばった医師が報われる手当制度
を設けています。
・宿舎：単身用、世帯用あり

詳細 http://www.city.izumo.shimane.jp/hospital
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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 江津市

3～5年：1,000万～1,150万円程度
5～10年：1,150万～1,450万円程度
10～15年：1,450万～1,550万円程度
15～20年：1,550万～1,650万円程度
20年以上：1,650万～
定年退職医師：応相談
（金額には諸手当含む）
※諸手当には実績手当を含む

平日　8時15分～17時15分
土曜　8時15分～12時15分
（週40時間勤務）
※時間外勤務　月平均20時
間
※月平均当直回数4～5回

年次休暇10日（初
年度）
夏季休暇4日
その他6日
(年末年始、開園記
念日)

一般56
＋療養
56＝112
床

浜田

若干名 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：1,400万円程度～
15~20年：1,900万円程度～
20年以上：2,000万円程度～
副院長：2,500万円程度～
定年退職医師：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）　5万円程度支給

平日　8時30分～17時30分
土曜　8時30分～12時30分
（週40時間勤務）
※時間外勤務　月平均3時間
※月平均当直回数　3回程度

年次休暇20日
夏期休暇3日

精神408
床

浜田

1
～65
歳

常勤
浜田市
旭町

〔給　与〕　島根県の給与規程に基づく支給
（※年齢や勤務年数等で異なります）

【年収の目安：初年度】
例１：約１,６６０万円
　　　（４０歳～５０歳、免許取得後１６年）
例２：約１,４２０万円
　　　（６０歳、免許取得後２６年）
（金額には諸手当含む）
※諸手当には実績手当（時間外等）を、含ま
ない

〔勤 　務〕
　診療所長として採用（県職
員）
　平日８：３０～１７：１５

※内科医師による診療応援
あり
※宿舎　あり

〔休　暇〕
年次休暇２０日
（上限４０日）
夏季休暇４日
慶弔休暇
産前産後休暇

19 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

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

内科
島根県立島根あさ
ひ社会復帰促進セ
ンター診療所

PR等

　国が開設する島根あさひ社会復帰促進センター（PFI刑務所）内にある、被収容者向けの、県立診療所です。
　刑務所内の診療所ですが国のバックアップがあり、身体に危険が及ぶようなことはありません。

　他科の医師も多数診療に参加していただいております。患者の状態によっては、総合病院への紹介も可能です。
　 学会や研修会等へ参加する場合には代診医による診療応援があるほか、地方職員共済組合・互助会による福利厚生など、県職員として
   安定した勤務が可能です。

　新たに赴任する常勤医師への２００万円の研修資金貸与制度を設けています。
　（１年以上の継続勤務で全額返還免除）

詳細
連絡先　島根県医療政策課医事グループ
℡　０８５２－２２－５６０９　Ｆａｘ　０８５２－２２－６０４０　　E-Mail  iryou-ishi@pref.shimane.lg.jp

内科
社会医療法人清和
会
西川病院

PR等

　浜田医療圏域で唯一の入院機能を有した精神科医療機関であり、スーパー救急病棟、急性期治療病棟、認知症治療病棟、身体合併症病棟、開
放・閉鎖の療養病棟など、あらゆる精神科医療ニーズに応えられる8個病棟402床の病院です。
　また、多職種チームによる訪問診療( NACT)等の地域支援や個別就労支援( S･ＩPS )にも積極的に取り組んでおり、法人が運営するグループ
ホーム・生活介護・就労継続支援事業などの障害者福祉事業と併せて、様々な精神疾患･精神障害に対応できる包括的な体制を構築しています。

詳細 http://www.nishikawa-hospital.jp/

内科
西部島根医療福祉
センター

PR等
勤務形態、宿日直など希望により相談させていただきます。
宿舎：必要に応じて借り上げ対応

詳細 http://www.sw-shimasei.or.jp/Fsebu2.htm

内科（総合
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
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医師求人情報

1 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(時間外・宿日直等)
を含まない

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
リフレッシュ休暇3
日
その他
年末年始6日

110床 益田

1 不問 常勤
津和野
町

1～5年：1,000万円程度
5～10年：1,100万円程度～
10～15年：1,400万円程度～
15年以上：1,600万円程度～
定年退職医師：1,300万円程度～
（金額には諸手当含む）
※諸手当には実績手当を含む。

平日　8時30分～17時30分
※時間外勤務　月平均10時
※月平均当直回数 3回

年次休暇20日
夏期休暇1日
その他5日（年末・
年始）、子の看護
休暇、介護休暇

49床 益田

1 不問 常勤 海士町 要相談

平日
8時30分～17時15分
日直・夜間待機あり

年次休暇20日
夏期休暇3日
盆休み3日
年末年始休み6日

- 隠岐

1 不問

常勤
※隠岐広
域連合立
隠岐島前
病院の職
員として採
用、知夫
村に居住

知夫村

1～5年：～13,800千円程度
6～10年：14,000千円～14,600千円程度
11～15年：14,800千円～15,200千円程度
（金額には、諸手当含む）
※別途知夫村より年40万円の報償費支給
    時間外勤務の実績に応じて1時間3千円支
給

平日
8時30分～17時15分
（週5日勤務で、原則、知夫診
療所で2～3日間、隣町（内航
船で20分程度）の隠岐広域連
合立隠岐島前病院で2～3日
のシフト勤務。夜間・休日の
急患対応もあり）
※時間外勤務　月平均11時
間

年次休暇20日
夏期休暇3日
その他
慶弔休暇等

- 隠岐

内科
国民健康保険
知夫村診療所

PR等

　隠岐諸島最南端に位置し、本土に一番近く島根半島から北約45㎞の日本海上にあり、隠岐の有人島4島の中で最も小さな島で、一島一村を形
成しています。H30.4.1現在の村の人口は615人、高齢化率は約47％です。
　村唯一の診療所は、フェリーの停泊する来居港から車で5分程のところにあり、現在県から派遣された自治医大卒業医師1名（ほぼ1年交代）、看
護職員3名、事務職員1名で診療に対応しています。知夫村診療所は島根県及び隠岐広域連合立隠岐島前病院と連携し、地域医療ブロック制によ
る支援体制が整っています（学会出張や休暇時は代診で対応します）。
　また、赴任医師を対象にした最大200万円の研修資金貸与制度（1年以上勤務で返還免除）を設けています。
　大きなビルや信号、コンビニもない島ではありますが、サザエやアワビなど新鮮な海の幸が自慢です。のーんびりした自然豊かな、こころ豊かな
知夫里島で医療をしてみませんか。

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

内科
国民健康保険
海士診療所

PR等

島根県の北に浮かぶ隠岐諸島　海士町にある島雄一の医療機関であり、町営の無床診療所になります。人口は約2,300名、高齢者率は39.9％で
すが、近年若年者の移住者も多く、人口増加傾向がみられています。医療・福祉・行政が連携し、予防から救急、介護までを町全体で支えていま
す。現在、常勤医2名、看護師、リハビリテーションスタッフ等を含め合計30名において島の医療を維持しています。一緒に働いてくださる医師を募
集しております。年俸や宿舎については、別途相談させていただきます。

詳細 https://ama-shinryosho.jp

内科 津和野共存病院

PR等
島根県西部、山口県との県境にあり、津和野町唯一の入院機能を持ち「住み慣れた家で、住み慣れた地域で安心して暮らせる」ために関連する施
設（診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション）と共に保健・医療・介護と複合的な活動で益田圏域における地域包括ケアの充実を目指し
ています。

詳細 http://kisseido.jp/

内科 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6,200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
・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 　 　 ・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
・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
宿舎：単身用、世帯用あり

詳細 http://www.sekisyukai.or.jp/
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