
 事業所名 県立薩南病院

 代表者名 院長　三枝伸二

 所在地 （〒897-1123）鹿児島県南さつま市加世田高橋1968-4

 人事担当部署名 総務課

 人事担当者名 堂原辰郎

 電話番号 0993-53-5300

 ＦＡＸ番号 0993-53-6764

 e-mailアドレス sat-hos@pref.kagoshima.lg.jp

 ホームページアドレス http://hospital.pref.kagoshima.jp/satsunan/

 施設区分 病院

 病床数 合計175床（一般病床151床，感染症病床4床，結核病床20床）

 標榜科目
内科，消化器内科，循環器内科，血液内科，人工透析内科，小児科(休診），外

科，整形外科(休診），消化器外科，放射線科

 診療日 月～金（祝日・12月29日～1月3日を除く）

 診療時間 午前8時30分～午後5時00分

 代診医体制 －

合計189人（臨時的任用職員を含む，委託，会計年度任用職員を除く）

（常勤医師13人，非常勤医師19人，看護師106人，薬剤師6人，臨床検査技師7

人，診療放射線技師5人，管理栄養士2人，理学療法士3人，作業療法士2人，臨床

工学技士4人，医療福祉支援主事1人，事務14人，調理師7人）

 交通機関 最寄りの駅，バス停等（鹿児島交通薩南病院バス停）

 職員駐車場 有り

 学会認定状況
日本循環器学会認定専門医研修施設，日本外科学会外科専門医制度修練施設，日本

がん治療認定医機構認定研修施設，日本透析医学会専門医制度教育関連施設

 施設の特徴

地域がん診療連携拠点病院，へき地医療拠点病院，災害拠点病院，地域医療支援病

院，第二種感染症指定病院，日本医療機能評価機構認定病院（3rdG：バージョン

2.0），DMAT指定病院，救急告示医療機関，エイズ治療協力病院

１．医療機関等概要

 職員数



ア　整形外科

 診療科名 整形外科

 求人数 常勤医師　2人

 年齢制限（理由） ６５歳未満（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

 勤務日 月曜日～金曜日

 勤務時間 午前8時30分～午後5時15分まで（うち休憩60分，勤務7時間45分）

 当　直 1か月当たり平均約4回（宿直3回，日直1回）

 休　暇 年次休暇20日，年末年始6日，夏季休暇5日など

（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

 必要資格 医師免許取得後2年以上経過している方

 採用条件 －

常勤医師：医師免許取得後の年数等で年間支給額を提示（委細面談），また，業績

に応じて勤勉手当の上乗せ支給あり

（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （昇給） 年1回（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （賞与） 年2回（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （宿舎・住居手当） 医師公舎(有料）又は住居手当あり（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （託児所） 無し

　　 （退職金） 有り（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　 　（加入保険） 地方職員共済組合

　　 （学会参加） 年1回程度（国内）

 　　（研修日の設定） なし

　　 （その他）
災害補償：有り

病院賠償責任保険：加入

２．医師求人内容

 処遇（給与等）



イ　放射線科

 診療科名 放射線科

 求人数 常勤医師　１人

 年齢制限（理由） ６５歳未満（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

 勤務日 月曜日～金曜日

 勤務時間 午前8時30分～午後5時15分まで（うち休憩60分，勤務7時間45分）

 当　直 1か月当たり平均約4回（宿直3回，日直1回）

 休　暇
年次休暇20日，年末年始6日，夏季休暇5日など

（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

 必要資格 医師免許取得後2年以上経過している方

 採用条件 －

常勤医師：医師免許取得後の年数等で年間支給額を提示（委細面談），また，業績

に応じて勤勉手当の上乗せ支給あり

（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （昇給） 年1回（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （賞与） 年2回（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （宿舎・住居手当） 医師公舎(有料）又は住居手当あり（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （託児所） 無し

　　 （退職金） 有り（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　 　（加入保険） 地方職員共済組合

　　 （学会参加） 年1回程度（国内）

 　　（研修日の設定） なし

　　 （その他）
災害補償：有り

病院賠償責任保険：加入

 処遇（給与等）



ウ　麻酔科

 診療科名 麻酔科

 求人数 常勤医師　2人

 年齢制限（理由） ６５歳未満（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

 勤務日 月曜日～金曜日

 勤務時間 午前8時30分～午後5時15分まで（うち休憩60分，勤務7時間45分）

 当　直 1か月当たり平均約4回（宿直3回，日直1回）

 休　暇
年次休暇20日，年末年始6日，夏季休暇5日など

（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

 必要資格 医師免許取得後2年以上経過している方

 採用条件 －

常勤医師：医師免許取得後の年数等で年間支給額を提示（委細面談），また，業績

に応じて勤勉手当の上乗せ支給あり

（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （昇給） 年1回（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （賞与） 年2回（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （宿舎・住居手当） 医師公舎(有料）又は住居手当あり（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （託児所） 無し

　　 （退職金） 有り（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　 　（加入保険） 地方職員共済組合

　　 （学会参加） 年1回程度（国内）

 　　（研修日の設定） なし

　　 （その他）
災害補償：有り

病院賠償責任保険：加入

 処遇（給与等）



エ　小児科

 診療科名 小児科

 求人数 常勤医師　2人

 年齢制限（理由） ６５歳未満（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

 勤務日 月曜日～金曜日

 勤務時間 午前8時30分～午後5時15分まで（うち休憩60分，勤務7時間45分）

 当　直 1か月当たり平均約4回（宿直3回，日直1回）

 休　暇
年次休暇20日，年末年始6日，夏季休暇5日など

（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

 必要資格 医師免許取得後2年以上経過している方

 採用条件 －

常勤医師：医師免許取得後の年数等で年間支給額を提示（委細面談），また，業績

に応じて勤勉手当の上乗せ支給あり

（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （昇給） 年1回（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （賞与） 年2回（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （宿舎・住居手当） 医師公舎(有料）又は住居手当あり（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （託児所） 無し

　　 （退職金） 有り（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　 　（加入保険） 地方職員共済組合

　　 （学会参加） 年1回程度（国内）

 　　（研修日の設定） なし

　　 （その他）
災害補償：有り

病院賠償責任保険：加入

 処遇（給与等）



オ　産婦人科

 診療科名 産婦人科

 求人数 常勤医師　2人

 年齢制限（理由） ６５歳未満（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

 勤務日 月曜日～金曜日

 勤務時間 午前8時30分～午後5時15分まで（うち休憩60分，勤務7時間45分）

 当　直 1か月当たり平均約4回（宿直3回，日直1回）

 休　暇
年次休暇20日，年末年始6日，夏季休暇5日など

（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

 必要資格 医師免許取得後2年以上経過している方

 採用条件 －

常勤医師：医師免許取得後の年数等で年間支給額を提示（委細面談），また，業績

に応じて勤勉手当の上乗せ支給あり

（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （昇給） 年1回（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （賞与） 年2回（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （宿舎・住居手当） 医師公舎(有料）又は住居手当あり（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　　 （託児所） 無し

　　 （退職金） 有り（鹿児島県立病院事業職員就業規程による）

　 　（加入保険） 地方職員共済組合

　　 （学会参加） 年1回程度（国内）

 　　（研修日の設定） なし

　　 （その他）
災害補償：有り

病院賠償責任保険：加入

 処遇（給与等）



ア　整形外科

診療科名 整形外科

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 月曜日～金曜日  午前8時30分～午後5時00分

年間手術件数 0件

診療科の現況 平成22年4月から休診中

イ　放射線科

診療科名 放射線科

常勤医師数 1人

非常勤医師数 2人

1日平均入院患者数 0.8人

1日平均外来患者数 15.1人

外来診療日時 月曜日～金曜日  午前8時30分～午後5時00分

（令和元年度実績）画像診断，放射線治療件数

CT 3,486件，RI 388件，放射線治療872件

診療科の現況
常勤医は放射線診断専門医で，放射線治療は非常勤医師で対応しています。平成

20年7月にリニアックを，平成25年11月にはCTを64列に更新しました。

年間手術件数

３．募集診療科概要 （令和２年度）



ウ　麻酔科

診療科名 麻酔科

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 月曜日～金曜日  午前8時30分～午後5時00分

年間手術件数 （令和元年度実績）手術件数 153件（全身麻酔 130件，局所麻酔23件）

診療科の現況
麻酔科は標榜しておらず，手術時は院内外科医又は外部招聘の麻酔科医で対応して

います。

エ　小児科

診療科名 小児科

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 0人

外来診療日時 月曜日～金曜日  午前8時30分～午後5時00分

年間手術件数 0件

診療科の現況
平成19年7月から休診中。平成26年10月から毎週水曜日に非常勤医師による小児

予防接種を実施中。



オ　産婦人科

診療科名 産婦人科

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 月曜日～金曜日  午前8時30分～午後5時00分

年間手術件数 0件

診療科の現況


