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        ＜＜＜＜医師医師医師医師用求人用求人用求人用求人    施設施設施設施設概要概要概要概要＞＞＞＞     ○基礎情報                           記入日   年  月  日 ○一般 ○療養型 ○ケアミックス ○精神 ○老健 ○クリニック ○その他（         ） フリガナ  病院名   院長名             ／出身大学（             ） 〒 URL:http://www.   所在地 電話番号  ＦＡＸ  医療設備   医師数 常勤医師数         人 非常勤医師数          人 許可病床数 合計    床 一般    床 療養    床（医    床、介    床） その他（                         ） 診療科目   救急指定 〇 あり 〇 なし 外来患者数 １日あたり       名 手術件数 １ヶ月あたり       件 交通機関   研修 認定施設  ○あり ○なし  ○応募方法 担当者  役職名  連絡方法 ○ＴＥＬ（            ）  ○その他（                   ） ○Ｅ-mail（              ） コメント           
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＜＜＜＜常勤医師求人票常勤医師求人票常勤医師求人票常勤医師求人票＞＞＞＞    ○求人要項 
 ○勤務要項 

   

求人科目 ○一般内科 ○呼吸器内科 ○消化器内科 ○循環器内科 ○内分泌内科 ○神経内科 ○血液内科 
○老人内科 ○心療内科 ○一般外科 ○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ○呼吸器外科 ○心臓外科 ○消化器外科 

○整形外科 ○形成外科 ○脳神経外科 ○人工透析 ○小児科 ○産婦人科 ○眼科 
○救急救命医 ○耳鼻咽喉科 ○泌尿器科 ○皮膚科 ○精神科 ○放射線科 ○麻酔科 

○美容外科 ○老健施設 ○在宅医療 ○健診、検診 ○人間ドック ○その他 （        ） 求人数         名 年齢             位まで 
平日         ～ 土曜日         ～ 勤務時間 夕診・夜診など ○あり ○なし     ～ 当直 ○あり ○なし ○週   回 ○月   回 夜間当直料は１回あたり           円 （当直料は年棒に  ○含む  ○含まない） 給与など （税込み） 医師免許取得後５年目標準     万円 １５年目標準     万円       １０年目標準     万円 ２０年目標準     万円 住宅の提供 ○あり ○なし ○無償 ○有償【月あたり○全額 ○半額 ○一部支給（          円まで】 休日 ○土曜日（○全日休み ○半日休み） ○日曜日 ○祝祭日  ○その他（               ） 休暇 ○年末年始（    日）   ○夏季休暇（    日） ○年次有給休暇（    日） ○その他 （                        ） 研究日 （研修） ○あり（週   日） ○なし 休日に ○含む ○含まない その他（                              ） 学会出席 ○可能 ○不可 ○出張扱い ○休暇扱い  学会費用 ○あり（         円まで） ○なし 赴任手当 （引越し費用等） ○あり ○なし ありの場合支給額         円  当社ＨＰへの掲載希望（無料） ○あり ○なし ありの場合貴院の名前を ○掲載する ○掲載しない 
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＜＜＜＜非常勤医師求人票非常勤医師求人票非常勤医師求人票非常勤医師求人票＞＞＞＞    〇求人要項 
 〇勤務要項 勤務日     年  月  日     年  月  日  ～     年  月  日 希望曜日 ○月曜日 ○火曜日 ○水曜日 ○木曜日 ○金曜日 ○土曜日 ○日曜日 ○指定なし 勤務体系 ○日勤 ○夜診 ○当直 ○日当直 ○その他（            ） 勤務時間   勤務内容   求人数        人 年齢            位まで 給与 （税込み） ○１日あたり ○１時間あたり ○１回あたり （             円） （備考：                           ） 交通費 ○込み ○別途（       円）（備考：                           ） 当社ＨＰへの掲載希望（無料） ○あり ○なし ありの場合貴院の名前を ○掲載する ○掲載しない 

特記事項  
     
 

    

求人科目 ○一般内科 ○呼吸器内科 ○消化器内科 ○循環器内科 ○内分泌内科 ○神経内科 ○血液内科 
○老人内科 ○心療内科 ○一般外科 ○ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ○呼吸器外科 ○心臓外科 ○消化器外科 

○整形外科 ○形成外科 ○脳神経外科 ○人工透析 ○小児科 ○産婦人科 ○眼科 
○救急救命医 ○耳鼻咽喉科 ○泌尿器科 ○皮膚科 ○精神科 ○放射線科 ○麻酔科 

○美容外科 ○老健施設 ○在宅医療 ○健診、検診 ○人間ドック ○その他 （        ） 求人数         名 年齢             位まで 

当社使用欄 


