
 事業所名 出水総合医療センター

 代表者名 院長 花田法久

 所在地 （〒８９９-０１３１ ） 鹿児島県出水市明神町５２０番地

 人事担当部署名 総務課

 人事担当者名 課長 﨑迫真也

 電話番号 ０９９６－６７－１６１１

 ＦＡＸ番号 ０９９６－６７－１６６１

 e-mailアドレス mail1@hospital-city.izumi.kagoshima.jp

 ホームページアドレス http://www.hospital-city.izumi.kagoshima.jp/

 施設区分 病院

 病床数
合計  261  床
（一般病床   257  床，感染症病床    ４  床）

 標榜科目
内科,循環器内科,神経内科,血液内科,消化器内科,呼吸器内科,腎臓内科,小児科,小児
外科,外科,整形外科,婦人科,皮膚科,脳神経外科,眼科,麻酔科,放射線科,リハビリテー
ション科,糖尿病・代謝内科,肝臓内科,呼吸器外科,心臓血管外科

 診療日 月曜日〜金曜日（ただし、祝日を除く）

 診療時間 午前８時３０分 〜 １２時００分，午後１時００分 〜 ５時１５分

 代診医体制

 職員数

合計 ４８６人
（常勤医師 ２９人，非常勤医師 ３７人，看護師 １８０人，助産師 ５人，看護助
手 ３１人，薬剤師 １０人，臨床検査技師 １２人，診療放射線技師 １０人，管理
栄養士 ３人，栄養士 ２人，理学療法士 １６人，作業療法士 １３人，言語聴覚士
５人，臨床工学士 ６人，メディカルクラーク １７人，介護福祉士 ６人，調理員
１５人，助手 ２人，社会福祉士 ５人，事務  ７４人，その他 ８人）

 交通機関
最寄りの駅
バス停等（JR出水駅，肥薩おれんじ鉄道米ノ津駅，市立病院前バス停）

 職員駐車場 有り

１．医療機関等概要
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 学会認定状況

学会・施設の認定状況
●日本外科学会外科専門医制度修練施設
●日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練場所
●日本消化器外科学会専門医修練施設
●日本医学放射線学会放射線科専門医修練協力機関
●日本麻酔科学会麻酔科認定病院
●日本脳卒中学会専門医認定制度研修教育病院
●日本整形外科学会専門医研修施設 ●協力型臨床研修指定病院
●日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム実地修練認定教育施設
●日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム稼動施設
●日本臨床薬理学会認定薬剤師制度研修施設
●日本医療薬学会認定薬剤師制度研修施設
●日本がん治療認定医機構認定研修施設
●日本脳ドック学会認定施設
●日本循環器学会認定循環器専門医研修関連施設
●日本消化器病学会専門医認定施設
●日本消化器内視鏡学会指導施設
●日本消化管学会胃腸科指導施設
●日本乳癌学会認定関連施設
●日本医療薬学会がん専門薬剤師研修施設
●日本動脈硬化学会専門医研修施設
●日本腎臓学会研修施設 ●薬学生実務実習受入施設

 施設の特徴

指定等
●救急告示病院
●へき地医療拠点病院
●災害拠点病院（地域災害医療センター）
●エイズ治療拠点病院
●鹿児島県災害派遣チーム(鹿児島県DMAT)指定病院
●第二種感染症指定医療機関
●協力型臨床研修指定病院
●労災保険指定医療機関
●日本医療機能評価機構認定(一般病院2〈3rdG:Ver.1.1〉)
●鹿児島県がん診療指定病院
●鹿児島県がん検診精密検査実施協力医療機関
●鹿児島県消化器がん検診精密検査医療機関
●地域医療支援病院
●身障者法第15条第1項指定医
●障害者自立支援法第59条第1項指定医療機関
   （精神通院医療、育成医療・更生医療（腎臓に関する   医療、整形外科に関
する医療））
●地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ広域支援ｾﾝﾀｰ指定病院
●鹿児島県高次機能障害者支援協力病院



ア 呼吸器内科医

 診療科名 呼吸器内科

 求人数 常勤医師 ３ 人，非常勤医師 ０ 人

 年齢制限（理由） 不問

 勤務日 月曜日 〜 金曜日

 勤務時間
８時３０分 から １７時１５分まで うち休憩時間１時間
（実質７時間４５分勤務）

 当 直 １か月当たり平均 ２ 回

 休 暇 年次休暇 ２０ 日，年末年始 ６ 日，夏季休暇 ３ 日

 必要資格
(1)医師の資格を有する方
(2)地方公務員法第16条の欠格条項の一つに該当しない方

 採用条件 無し

 処遇（給与等） 常勤医師 ︓ 年収 １，６００ 万円（年齢 ３５ 歳程度）

   （昇給） 年 １ 回

   （賞与） 年 ２ 回

   （宿舎・住居手当） 医師用宿舎有り。民間賃貸住宅の場合は住居手当有り。

   （託児所） 有り

   （退職金） 有り

   （加入保険） 鹿児島県市町村職員共済組合

   （学会参加） 年２回程度出席可能

   （研修日の設定） 応相談

   （その他）

２．医師求人内容



イ 産婦人科

 診療科名 産婦人科

 求人数 常勤医師 ３ 人

 年齢制限（理由） 不問

 勤務日 月曜日 〜 金曜日

 勤務時間
８時３０分 から １７時１５分まで うち休憩時間１時間
（実質７時間４５分勤務）

 当 直 １か月当たり平均 ２ 回

 休 暇 年次休暇 ２０ 日，年末年始 ６ 日，夏季休暇 ３ 日

 必要資格
(1)医師の資格を有する方
(2)地方公務員法第16条の欠格条項の一つに該当しない方

 採用条件 無し

 処遇（給与等） 常勤医師 ︓ 年収 １，６００ 万円（年齢 ３５ 歳程度）

   （昇給） 年 １ 回

   （賞与） 年 ２ 回

   （宿舎・住居手当） 医師用宿舎有り。民間賃貸住宅の場合は住居手当有り。

   （託児所） 有り

   （退職金） 有り

   （加入保険） 鹿児島県市町村職員共済組合

   （学会参加） 年２回程度出席可能

   （研修日の設定） 応相談

   （その他）



ウ 総合診療科

 診療科名 総合診療科

 求人数 常勤医師 ３ 人

 年齢制限（理由） 不問

 勤務日 月曜日 〜 金曜日

 勤務時間
８時３０分 から １７時１５分まで うち休憩時間１時間
（実質７時間４５分勤務）

 当 直 １か月当たり平均 ２ 回

 休 暇 年次休暇 ２０ 日，年末年始 ６ 日，夏季休暇 ３ 日

 必要資格
(1)医師の資格を有する方
(2)地方公務員法第16条の欠格条項の一つに該当しない方

 採用条件 無し

 処遇（給与等） 常勤医師 ︓ 年収 １，６００ 万円（年齢 ３５ 歳程度）

   （昇給） 年 １ 回

   （賞与） 年 ２ 回

   （宿舎・住居手当） 医師用宿舎有り。民間賃貸住宅の場合は住居手当有り。

   （託児所） 有り

   （退職金） 有り

   （加入保険） 鹿児島県市町村職員共済組合

   （学会参加） 年２回程度出席可能

   （研修日の設定） 応相談

   （その他）



エ 脳神経外科

 診療科名 脳神経外科

 求人数 常勤医師 ２ 人

 年齢制限（理由） 不問

 勤務日 月曜日 〜 金曜日

 勤務時間
８時３０分 から １７時１５分まで うち休憩時間１時間
（実質７時間４５分勤務）

 当 直 １か月当たり平均 ２ 回

 休 暇 年次休暇 ２０ 日，年末年始 ６ 日，夏季休暇 ３ 日

 必要資格
(1)医師の資格を有する方
(2)地方公務員法第16条の欠格条項の一つに該当しない方

 採用条件 無し

 処遇（給与等） 常勤医師 ︓ 年収 １，６００ 万円（年齢 ３５ 歳程度）

   （昇給） 年 １ 回

   （賞与） 年 ２ 回

   （宿舎・住居手当） 医師用宿舎有り。民間賃貸住宅の場合は住居手当有り。

   （託児所） 有り

   （退職金） 有り

   （加入保険） 鹿児島県市町村職員共済組合

   （学会参加） 年２回程度出席可能

   （研修日の設定） 応相談

   （その他）



ア 呼吸器内科

 常勤医師数 ０ 人

 非常勤医師数 １ 人

 １日平均入院患者数 ０ 人

 １日平均外来患者数 ２８ 人

 外来診療日時 外来受付 ８時３０分 〜 １１時００分

 年間手術件数 ０ 件

 診療科の現況 非常勤医師による外来診療を週１日行っている。

イ 産婦人科

 常勤医師数 ０ 人

 非常勤医師数 ３ 人

 １日平均入院患者数 ０ 人

 １日平均外来患者数 １５．２ 人

 外来診療日時 外来受付 ８時３０分 〜 １１時００分

 年間手術件数 ０ 件

 診療科の現況 現在婦人科のみ、非常勤医師による外来診療を週１日行っている。

ウ 総合診療科

 常勤医師数 ０ 人

 非常勤医師数 ０ 人

 １日平均入院患者数 ０ 人

 １日平均外来患者数 ０ 人

 外来診療日時 外来受付 ８時３０分 〜 １１時００分

 年間手術件数 ０ 件

 診療科の現況 現在診療科はないが、今後、必要になる科である。

３．募集診療科概要 （令和３年度）



エ 脳神経外科

 常勤医師数 １ 人

 非常勤医師数 ３ 人

 １日平均入院患者数 ２３．７ 人

 １日平均外来患者数 ２４．３ 人

 外来診療日時 外来受付 ８時３０分 〜 １１時００分

 年間手術件数 ５８ 件

 診療科の現況 常勤医師１人及び非常勤医師で外来診療及び手術を行っている。


