平成２２年度後期臨床研修終了後の医師募集
募集病院

長崎県島原病院（２５４床）

募集医師数等

総合内科(1)、消化器内科(1)、循環器内科(1)、呼吸器内科(1)、血液内
科(1)、小児科(2)、外科(1)、脳神経外科(1)、放射線科(1)、麻酔科(1)
※上記以外の医師も募集しておりますので、お気軽にご連絡ください。

募集期間

第１次〆切 平成２１年１２月１０日
第２次〆切 平成２２年 １月１０日
最 終 〆 切 平成２２年 ３月１０日

応募の方法

所定の応募用紙（写真添付）に記入し、医師免許の写しを添えて
長崎県病院企業団本部総務部までお申し込みください。
〒850‑8570 長崎市万才町４番１２号
長崎県病院企業団本部総務部あて
電話 095‑825‑2255
E‑mail:honbu@nagasaki‑hosp‑agency.or.jp

採用試験等

採用に当たって面接を行います。

採用後の身分

地方公務員（正規職員）

給与

年１１００万円〜（医師免許歴５年。基本給、職務手当、業績手当、宿
日直手当含む）
○ 給与月額 294,300 円。職務手当、業績手当を含み年 1,016 万円
※業績手当は勤務期間によって減額される場合があります。
○以上のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、時間外手
当等が支給要件、実績に応じ支給されます。

宿日直

宿直：週１回程度、日直：月１回程度、手当１回２万円支給

医師公舎

無し（住居手当が支給されます）

赴任旅費

制度有り

学会等

専門医取得可（旅費・参加費等支給します。）

長崎県島原病院 ・ 長崎県の島原半島の地域中核病院です。
の概要
・ 病床数 一般２５０床、感染症４床
・ 救急告示病院、地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院、高次
脳卒中センターの承認・指定を受けています。
・ 外来化学療法、放射線治療を実施しています。
・ 医師は長崎大学派遣医、県養成医等で構成しています。
・ 医師数２７名（内科 5、外科 6、脳神経外科 4、整形外科 4、泌尿器科
2、放射線科 2、麻酔科 1、臨床研修医 3）
・主な設備 ＭＲＩ、ＣＴ、リニアック、ＩＭＲＴ、ＳＰＥＣＴ
病院見学等

病院見学を随時受け付けています。
申し込み、お問い合わせ先
〒855‑0861 長崎県島原市下川尻町 7895
長崎県島原病院企画経営班 椋尾（ﾑｸｵ）
電話：0957‑63‑1145 Ｅ‑mail：shimabara@nagasaki‑hosp‑agency.or.jp

平成２２年度後期臨床研修終了後の医師募集
〜長崎県の離島医療を守る若手医師を募集しています〜

募集病院

長崎県上五島病院（１８６床）

募集医師数等

内科(2)、精神科(1)、小児科(1)、外科(1)、整形外科(1)、産婦人科(1)

募集期間

第１次〆切 平成２１年１２月１０日
第２次〆切 平成２２年 １月１０日
最 終 〆 切 平成２２年 ３月１０日

応募の方法

所定の応募用紙（写真添付）に記入し、医師免許状の写しを添えて長
崎県病院企業団本部総務部総務人事班までお申し込みください。
〒850‑8570 長崎市万才町４番１２号
長崎県病院企業団本部総務部総務人事班あて
電話 095‑825‑2255
E‑mail: honbu@nagasaki‑hosp‑agency.or.jp

採用試験等

採用に当たって面接を行います。

採用後の身分

地方公務員（正規職員）

給与

年１５００万円〜（医師免許歴５年）
○ 給与月額 294,300 円。職務手当、業績手当を含み年 1,016 万円
※業績手当は勤務期間によって減額される場合があります。
○ 離島診療手当、離島研修支援手当として年約 440 万円〜支給
○以上のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、時間外
勤務手当等が支給要件、実績に応じ支給されます。

宿日直

宿日直：週１回程度、手当１回２万円支給

医師公舎

有り

赴任旅費

制度有り

学会等
専門医取得可（旅費・参加費等支給します。）
長崎県上五島病 ・ 長崎県の五島列島の北部に位置する上五島地域の基幹病院です。
院の概要
・ 地域の１〜２次医療を担い、在宅医療・保健医療を積極的に展開し
ています。３次救急医療は大村市にある国立病院機構長崎医療セン
ターがドクターヘリ等を介してバックアップしています。
・ 病床数 一般１３２床、療養５０床、感染症４床
・ 医師数２０名（内科 7、精神科 1、小児科 2、外科 4、整形外科 3、
泌尿器科 1、産婦人科 1、眼科 1）
・ 救急告示病院、へき地医療拠点病院、訪問看護ステーション
・ 主な設備 ＭＲＩ、ＣＴ
病院見学等

病院見学を随時受け付けています。
申し込み、お問い合わせ先
〒857‑4404 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 1549‑11
長崎県上五島病院 総務係 田坂
電話：0959‑52‑3000 Ｅ‑mail：kamihp@gold.ocn.ne.jp

平成２２年度後期臨床研修終了後の医師募集
〜長崎県の離島医療を守る若手医師を募集しています〜
募集病院

長崎県対馬いづはら病院（１９９床）

募集医師数等

内科(3)、小児科(1)、外科(1)、整形外科(1)、産婦人科(1)、泌尿器科(1)

募集期間

第１次〆切 平成２１年１２月１０日
第２次〆切 平成２２年 １月１０日
最 終 〆 切 平成２２年 ３月１０日

応募の方法

所定の応募用紙（写真添付）に記入し、医師免許状の写しを添えて長崎
県病院企業団本部総務部総務人事班までお申し込みください。
〒850‑8570 長崎市万才町４番１２号
長崎県病院企業団本部総務部総務人事班あて
電話 095‑825‑2255
E‑mail：honbu@nagasaki‑hosp‑agency.or.jp

採用試験等

採用に当たって面接を行います。

採用後の身分

地方公務員（正規職員）

給与

年１５００万円〜（医師免許歴５年）
○ 給与月額 294,300 円。職務手当、業績手当を含み年 1,016 万円
※業績手当は勤務期間によって減額される場合があります。
○ 離島診療手当、離島研修支援手当として年約 460 万円〜支給
○以上のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、時間外勤
務手当等が支給要件、実績に応じ支給されます。

宿日直

宿直：週１回程度、日直：月１回程度、手当１回２万円支給

医師公舎

有り

赴任旅費

制度有り

学会等
専門医取得可（旅費・参加費等支給します。）
長崎県対馬い ・ 長崎県対馬市の南部に位置する対馬地域の基幹病院です。
づはら病院の ・ 地域の１〜２次医療を担い、保健医療や公立診療所支援を積極的に展
概要
開しています。３次救急医療は大村市の国立病院機構長崎医療センタ
ー等がドクターヘリ等を介してバックアップしています。
・ 病床数 一般１５４床、精神４５床
・ 医師数２３名（内科 6、精神科 2、小児科 3、外科 3、整形外科 2、泌
尿器科 1、産婦人科 2、眼科 2、耳鼻咽喉科 1、放射線科 1）
・ ２次救急輪番制病院、へき地医療拠点病院、居宅介護支援事業
・ 主な設備 ＭＲＩ、ＣＴ
病院見学等

病院見学を随時受け付けています。
申し込み、お問い合わせ先
〒817‑0016 長崎県対馬市厳原町東里 303‑1
長崎県対馬いづはら病院 総務係 木野田
電話：0920‑52‑1910
Ｅ‑mail：y.kinoda̲tih@dance.ocn.ne.jp

.

長崎県病院企業団医師応募用紙
年

月

日現在

写真をはる必要が
ある場合
1． 縦 36〜40 ㎜
横 24〜30 ㎜
2． 本人単身胸から上
3． 裏面のりづけ

ふりがな
氏

名

年

月

写真をはる位置

日生（満

歳）

※
男・女
電話

ふりがな

現住所 〒

電話

ふりがな

連絡先 〒

（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

希望病院名

希望診療科

年

月

学歴・職歴（各別にまとめて書く）

年

月

免許・資格・専門医

志望の動機

