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島根県医療政策課医師確保対策室
〒690-8501　
島根県松江市殿町1番地
☎0852-22-6683
　 iryou@pref.shimane.lg.jp

・専任スタッフ（医師）が全国どこへでも
出張面談に伺います。
・ご希望に応じた医療機関の紹介
や生活全般の相談に応じます。
・医療機関や地域の雰囲気を
視察いただくツアーの希望も
承ります。（旅費支給あり）

赤ひげバンク
まずはお問い合わせを！

島根県内で働いてくださる
医師を募集しています！

週5日（木曜・日曜 休診）
9:00～18:00
年俸1,800万～2,000万円
夜間・休日・時間外の
オンコール手当別途支給

勤務

時間

給与

生活クラブ風の村園生診療所
〒263-0051
千葉市稲毛区園生町1107-7
☎043-460-8333
　 recruit@kazenomura.jp
担当： 仙田（センダ）

診療所近隣のご自宅への
訪問診療が中心です

千
葉
県
常勤2名募集－所長候補含む－
訪問診療・一般内科外来

茨
城
県

在宅医療に意欲のある方歓迎
保育・職員食堂が充実！

週5日（当直は応相談）
8:45 ～ 17:30
週休2日制
1,200万～1,800万円
つくば駅からバス10分
車通勤可、ガソリン代補助有り

勤務
時間
休日
年俸
交通

〒305-0043
茨城県つくば市大角豆1761番地
☎029-855-0355　小松崎

内科（呼/循）・整形外科
常勤医募集　年齢不問

東京都福祉保健局保健政策部
保健政策課公衆衛生医師担当まで
☎03-5320-4335
　 S0000282@section.metro.tokyo.jp

◆東京都公衆衛生医師募集◆
業務説明会・保健所見学会を開催します！
日時：平成29年7月23日（日）
 13：30から17：00まで
場所：千代田保健所（東京メトロ東西線・
 半蔵門線・都営新宿線九段下駅より徒歩1分）

参加をご希望の方は、下記担当までメールでお申し込みください。

医療法人社団和光会 総合川崎臨港病院
〒210-0806 
神奈川県川崎市川崎区中島3-13-1
☎044-233-9336
（担当：横田）
　 yokota5267@rinko.or.jp

【幹部候補】
常勤医

ご希望に合わせ、
勤務条件などは
柔軟に対応しています。
まずはお気軽に
お問い合わせください。

内科・外科など
週４日～（応相談）
9:00～18:00
日・祝
川崎駅からバス10分

科目

勤務

科目

休日

交通

神
奈
川
県

整形外科
週4.5日（応相談）
9:00～17:30
日・祝（応相談）　
経験により応相談
外来、病棟管理、手術など

科目

勤務

時間

休日

給与

業務内容

医療法人社団 菫会 目黒病院
〒152-0001　
東京都目黒区中央町2-12-6
☎03-3711-5641 事務長高内
　 mlc20569@nifty.com

都内中心地、アクセス抜群（目黒区）
地方から転居も歓迎（引っ越し代負担）

東
京
都

東急東横線 学芸大学駅徒歩10分
整形外科医 常勤募集

整形外科
週4～ 5日
9:00～18:00（月・火・水・金）
9:00～13:30（木または土）
日・祝
2,000万～2,400万円

穴吹整形外科クリニック
〒410-1123　静岡県裾野市伊豆島田831-1
☎055-995-1010（穴吹） 
　 kaoru@anabuki-seikei.com

【幹部候補】常勤医募集
三島駅から車で10分

科目
勤務
時間

休日
年俸

静岡県

愛
知
県

〒450-6626  名古屋市中村区
名駅一丁目1番3号
JRゲートタワー 26F
☎052-587-5666（渡辺）
　  m.watanabe@towatari.com

名古屋駅 JRゲートタワー内
院長候補及び常勤務医募集
精神科・心療内科

週5日
平日9:00～13:00/16:00～20:00
土9:00～14:00
年収1,800万～2,500万円
精神科・心療内科の外来診療
（外来目安数：60名/日）
水曜全休・土曜午後・日曜・祝日

勤務

時間

給与

業務内容

休日

医療法人 清聖会
GATE CLINIC 

ながさき地域医療人材支援センター
（長崎大学病院 地域医療支援センター内）
☎095-829-7346
　 info@ncmsc.jp　担当：戎谷（えびすや）

歴史と自然豊かな長崎県で
働いてみませんか!!

歴史と自然豊かな長崎県で
働いてみませんか!!

急募！：平戸市民病院ほか

http://ncmsc. jp/詳細はHP

長
崎
県

整形外科
週1～3日（応相談）
木曜日・土曜日（応相談）
9:00～19:30（13:00～15:00休憩）
又は15:00～19:30
外来診療
時給12,000円～（応相談）
実費支給（車通勤応相談）

募集

勤務

曜日

時間

仕事内容

給与

交通費

ＪＲ高崎線「北本」駅より徒歩1分

埼
玉
県

整形外科 定期非常勤募集
木曜日又は土曜日勤務できる方

医療法人社団天徳会 北本整形外科
〒364-0006　埼玉県北本市北本1－33　
コーポレート北本駅前１階
☎048-591-8871　担当 室長 柴田
　 t_shibata@tentokukai.or.jp

月曜～金曜  ＊週4日～
応相談
内視鏡・内科外来・産業医業務
1,100万円～（応相談）
社宅・単身寮入居可

曜日

時間

内容

給与

交通

富士フイルムグループ
2018年4月までに入職できる方

常勤内視鏡医募集！

連絡先
富士フイルム健康管理センター
☎0465-73-7480
　 takashi.b.fukunaga@fujifilm.com
〒250-0126 神奈川県南足柄市狩野681

当直・オンコール・残業なし！

腹部外科・一般外科・整形外科
週4～5日（9:00～17:30）
木曜・日曜・祝日
年俸 2,000万円～（応相談）
手術・外来
別途赴任手当（引越代等）あり

科目

勤務

休日

給与

業務内容

福利厚生

医療法人社団幸有会 幸有会記念病院
〒262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町77-３
☎043-259-3210　
　 kouyuukai.yamaguchi@gmail.com
担当：経営企画部長　山口

常勤募集【部長待遇】 一般外科・整形外科医

◆千葉北インターすぐ
◆車通勤でゆったり勤務千葉県

埼
玉
県

★おすすめポイント
・ゆったり、穏やか勤務
・敷地内に同系列病院があり安心
・駅から送迎バス有（車通勤可能）

土曜日週1回
9:00 ～17:00 （休憩1時間有）
入所者・通所者の健康管理など
50,000円（税込）
別途支給

曜日
時間
内容
給与
交通費

非常勤 医師募集
都内からもアクセス可能！

医療法人財団　聖蹟会
介護老人保健施設 ハートランド桶川
☎048-777-7011（担当：遅澤）
　 h.osozawa@seisekikai.com
〒363-0008 埼玉県桶川市坂田1725

連
絡
先

週4～ 5日（週3日も応相談）
9:00～18:00/
18:00～9:00（当直）
1,600 ～2,000万円（当直別）
一般51床・療養48床
在宅医療準備中
介護老人保健施設（100名）

※社宅、寮、通勤車両　応相談

勤務

時間

年棒

病床

併設

医療法人社団福聚会　東葛飾病院
〒270-0215　千葉県野田市中戸13
☎04-7196-1166　事務局長 松本
　 y.matsumoto@fukuju-kai.jp

地域密着の落ち着いた病院

千
葉
県
内科 常勤医募集
外来・病棟・訪問　年齢不問

在宅メインなので科目は問いません。
常勤：週4・5　非常勤：週1日～
常勤：年俸2,100万～　
非常勤：10万／日

勤務日数により異なります。詳しくは下記担当までお問合せ下さい。

お問合せ番号080-4191-1123　担当：田中 
　 r.tanaka@medical-hotline.jp

科目
勤務
給与

急募常勤医師非常勤医師埼玉県

在宅医療をメインに外来も
行っているクリニックです。

埼玉県さいたま市
大宮区大成町3-339-2

医師求人情報 03-6841-4547 （平日9時～18時）広告掲載はこちら＞


