
医 師 求 人 申 込 票 ( No.1 ) 年　　　月　　　日　受付

施 設 名

住　　所

交　　通

ＴＥＬ

ＦＡＸ

設　立 西暦 年

名職員数

〒

役 職 名

代表責任者

院長・施設長

採用担当者

氏　名 出 身 大 学 卒業年 専 門 科 目

年卒

年卒

氏名・部署・役職： 直通ＴＥＬ：

常 勤 医
計　　　　名

非常勤医
計　　　　名

関連大学

　　　　　　　　　　　　科　　　　名 　　　　　　　　　　　　科　　　　名 　　　　　　　　　　　　科　　　　名

　　　　　　　　　　　　科　　　　名 　　　　　　　　　　　　科　　　　名 　　　　　　　　　　　　科　　　　名

　　　　　　　　　　　　科　　　　名 　　　　　　　　　　　　科　　　　名 他

　　　　　　　　　　　　科　　　　名 　　　　　　　　　　　　科　　　　名 　　　　　　　　　　　　科　　　　名

　　　　　　　　　　　　科　　　　名 　　　　　　　　　　　　科　　　　名 他

診療科目

内
科
系

外
科
系

　　総合診療科　　　　一般内科　　　　　消化器内科　　　　循環器内科　　　　呼吸器内科

　　神経内科　　　　　心療内科　　　　　腎臓内科　　　　　内分泌内科　　　　糖尿病内科

　　血液内科

　　一般外科　　　　　消化器外科　　　　呼吸器外科　　　　心臓血管外科　　　脳神経外科

　　整形外科　　　　　形成外科　　　　　乳腺外科　　　　　小児外科　　　　　美容外科

　　精神科　　　　　　　　　　　　　　　耳鼻咽喉科　　　　眼科　　　　　　　泌尿器科

　　小児科　　　　　　新生児　　　　　　皮膚科　　　　　　産婦人科　　　　　婦人科

　　麻酔科　　　　　　放射線科　　　　　リウマチ　　　　　緩和ケア　　　　　救急救命

　　人工透析　　　　　病理　　　　　　　在宅医療

　　産業医　　　　　　老健・施設　　　　歯科　　　　　　　口腔外科

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

リハビリテーション

ペインクリニック 健診・人間ドック

そ
の
他

病 床 数

外 来 数

手術件数

救急告知

医療設備

IT・システム

施設基準

認定施設

関連施設

施設の特色
方針・ＰＲ

　　　　床（内訳：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１日平均　　　　人（内訳：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

月平均　　　　　例（内訳：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　無　　　　　　有（　　　　次）　　　　救急搬入数：月平均　　　　　件

　　ＣＴ　　　　　ＭＲＩ　　　ＲＩ　　　　Ｘ線　　　　Ｘ線テレビ　　　超音波（心・腹）

　　アンギオ　　　ＤＳＡ　　　内視鏡　　　人工透析（　　　台）　　　　手術室（　　　室）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　電子カルテ　　　紙カルテ　　　オーダリング　　他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
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医 師 求 人 申 込 票 ( No.2 ) 年　　　月　　　日　受付

雇用期間

勤 務 地

募集科目
人　　数

職　　位

採用時期

募集理由

応募資格・経験

職務内容

雇用期間の定め　　　　無　　　　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

勤務先名：　　　　　　　　　　　　　　　　住所：

　　　　　　　　　　　　科　　　　名 　　　　　　　　　　　　科　　　　名 　　　　　　　　　　　　科　　　　名

　　　　　　　　　　　　科　　　　名 　　　　　　　　　　　　科　　　　名 　　　　　　　　　　　　科　　　　名

　　院長・施設長　　　　副院長　　　　部長　　　　医局長　　　　医員　　　　研修医

　　随時　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　頃まで）

外来：　　無　　有（週　　　コマ・約１日　　　人）　　　病棟：　　無　　有（約　　　人）

当直：　　無　　有（　　週　　月　　　回）　　　相談可　往診：　　無　　有（月　　　回）

その他の業務（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

勤務時間

所定時間外労働

休　　日
研 究 日

有給休暇

特別休暇

給与
諸手当

（金額は全て
税込表示）

給
　
与

諸
　
手
　
当

賃金支払

平日：　　　　　　～　　　　　　（休憩　　　　　　　～　　　　　　）

土曜：　　　　　　～　　　　　　（休憩　　　　　　　～　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

早出：　　　無　　　　有（　　　　　　～　　　　　　）　週　　　　日

居残：　　　無　　　　有（　　　　　　～　　　　　　）　週　　　　日

　　無　　　　有（月平均　　　　　時間位）　　時間外手当：　　　年俸に含む　　　別途支給

　　土曜日　　　日曜日　　　祝日　　　他（　　　　　　　　）　　研究日：　　無　　　有

補足（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　労基法に準ず（入職半年後は１０日付与）　　　　　他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　年末年始（　　　　日）　　夏期（　　　　日）　　他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　年俸制　　年収　　　　　万円～　　　　　万円　　　経験年数１０年で　　　　　　万円位

　　月給制　　補足（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

通勤手当：　　無（年収込）　　　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

当直手当：　　無（年収込）　　　有（別途　　　　　　円／回）

日直手当：　　無（年収込）　　　有（別途　　　　　　円／回）

賞　　与：　　無（年収込）　　　有（年　　　　　　　回　　　　　　　　　　　　　　　　）

昇　　給：　　無　　　　　　　　有（年　　　　　　　回　　　　　　　　　　　　　　　　）

毎月　　　　　日締め　　　　　　日支払

学会参加

住　　宅

家賃補助

加入保険

引越手当

定年・退職金

育児支援等

退職に関する事項

備　　考

年　　　回（　　　）日まで　　補足（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

補助：　　無　　　有　　　　　補足（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　無　　　有（　　一戸建て　　　マンション　　　　L ＤＫ　　　　　　　　　　　　　　）

　　無　　　有（　　無償　　　　　有償　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　無　　　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　雇用　　　労災　　　厚生　　　健康　　　他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

定年：　　無　　　有（　　　　歳まで）　　　退職金：　　無　　　有（勤続　　　　年以上）

保育施設：　　無　　　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自己退職による手続き：退職する　　　ヶ月以上前に届け出ること
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