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売貸医院・医師招聘情報
(詳細については各連絡先にお問い合わせください）

区　分 場　所 診療科目（病床） 土地・建物 連　絡　先

売 貸 医 院 亀 田 郡 七 飯 町 皮膚科（無床）
木造一部２階建　築26年　土地180坪　建物50坪　
桔梗駅から車で５分

090-2811-7013

売　医　院 貸　医　院 売貸医院

医師招聘

場　所 募集内容 勤務形態 年　齢 連　　絡　　先

紹　介 
市町村

医師・歯科医師 常勤・短期ほか委細仲介 011-208-2575 北海道地域医療振興財団（無料職業紹介所）

札幌市
内・神内・消化器・
リハ・精神・当直医

常勤・非常勤 不　問 011-642-4121 医療法人渓仁会　札幌西円山病院　経営管理部顧問　明
みょう

円
えん

札幌市 健診医師 非常勤 不　問 011-748-5511
公益財団法人北海道対がん協会
事業推進監　南、事務長　伊藤

札幌市
常勤医・当直医
（土日固定）

常　勤 不　問 011-726-4835 長生会病院（療養型病院）  竹林

札幌市
内科・

療養病棟担当医
常　勤 不　問 011-683-1199

医療法人札幌緑誠病院　事務長　満山
ryokusei@crocus.ocn.ne.jp

札幌市
内科・外科・整形・
麻酔科・救急科

常勤・非常勤 不　問 011-811-5370 （公)勤医協中央病院　本部医師部長　渋谷

札幌市
内科・総合医・家庭医・

産婦人科医
常勤・非常勤 不　問 011-811-5370 （公)勤医協札幌病院　本部医師部長　渋谷

札幌市
内科病棟担当医・ 

訪問診療
常勤・非常勤 不　問 011-811-5370 （公)勤医協札幌西区病院　本部医師部長　渋谷

札幌市 内科・総合診療科 常勤・非常勤 不　問 011-784-1121 東苗穂病院　事務長　中村

札幌市 呼吸器内科 常　勤 不　問 011-233-3711 札幌南三条病院　事務　田村

札幌市
循環器科・消化器科（胆膵内科・IBD）・

緩和ケア内科
常勤・非常勤 不　問 011-232-6545 札幌厚生病院　JA北海道厚生連　人事部　南・吉原

札幌市 化学療法内科 常　勤 不　問 011-232-6545 札幌厚生病院　JA北海道厚生連　人事部　南・吉原

札幌市
健診医師（内科・呼吸器内科・消 
化器内科・婦人科・乳がん検診）

常勤・非常勤 不　問 011-700-1336 公益財団法人北海道結核予防会　事務局長　飯田

札幌市 内科医 常　勤 不　問 011-661-1850
医療法人タナカメディカル　介護医療院博友会 
事務長　石井　hakuyuu@js9.so-net.ne.jp

札幌市
内科・当直医・
療養病床担当医

常　勤 不　問 011-685-3838
医療法人　札幌宮の沢病院　事務長　古村
smyahp@crocus.ocn.ne.jp

札幌市
療養病床担当医・ 

当直医
常　勤 不　問 011-683-2888

医療法人タナカメディカル　札幌田中病院　丸山
takashimaruyama@ma.comco.net

札幌市
健診医（内科・消化器内科・循環器
内科・呼吸器内科・放射線読影医）

常勤・非常勤 不　問 011-218-1655
船員保険　北海道健康管理センター
庶務課長　佐藤

札幌市
心療内科・精神科
（精神科経験不問）

常勤・非常勤 不　問 011-280-0556
さっぽろ駅前クリニック　事務長  横山
manager1@satsueki-clinic.com

札幌市
精神保健指定医・当直医 

内科医
常勤・非常勤 不　問 011-873-1222

社会医療法人共栄会　札幌トロイカ病院
事務局長　葛西

札幌市
一般・療養病棟担当医/

リハ医/透析も対応できる医師
常　勤 不　問 011-571-5670 医療法人愛全会　愛全病院　事務長　吉川

札幌市 療養病棟担当医 常　勤 不　問 011-641-8813
（医)明日佳　札幌明日佳病院　事務次長　加藤
k.katou@asuka-gp.or.jp

札幌市 透析・内科・訪問診療 常　勤 不　問 011-893-6060
医療法人豊和会　新札幌豊和会病院
事務部長　梁田

札幌市 内科・健診医師 常勤・非常勤 不　問 011-862-5030
公益財団法人北海道労働保健管理協会
総務課長　宮部

札幌市 病床担当医・当直医 常勤・非常勤 65歳位迄 011-611-2211 医療法人社団恵和会　宮の森病院　総務部

札幌市
夜間急病センター専任医員

内科および小児科
（両科診療可能な方）

非常勤
深夜勤務（二交代制）
※月10日程度

60歳位迄 011-641-4316
札幌市医師会夜間急病センター　横関
E-mail：jigyo03@spmed.or.jp
※勤務時間についてはお問い合わせください
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場　所 募集内容 勤務形態 年　齢 連　　絡　　先

札幌市 訪問診療・内科 常勤・非常勤 不　問 011-827-7771
医療法人社団　響　さくら内科クリニック
総務部長　前之濱

札幌市
訪問診療・泌・透析・総合内・
呼内・呼外・乳腺・消内・耳

常　勤 不　問 011-863-2101 （医)恵佑会札幌病院　事務部長　髙橋

札幌市 呼吸器内科医 常　勤 55歳位迄 011-711-0101 社会医療法人　母恋　天使病院　人事課　鍋沢

札幌市 消内・内科・総合内・呼内 常　勤 不　問 011-863-2111 社会医療法人恵佑会第２病院　事務部長　渡邊

札幌市 精神科（精神保健指定医） 常　勤 60歳未満 011-716-7181 （医)心優会中江病院　事務部長　阿部

札幌市
心療内科・精神科・
精神保健指導医優遇

常勤・非常勤 不　問 011-280-5000
こころメンタルクリニック　事務　横山
y-yurika@cocoro-mc.com

札幌市 精神科医 常勤・非常勤 不　問 011-688-5753 札幌なかまの杜クリニック　事務長　山崎

札幌市 一般内科・消化器内科 常　勤 不　問 011-738-7111
医療法人社団静和会　静和記念病院　
静和会秘書室　千葉

札幌市
精神科 (指定医)
精神科外来・当直

常　勤
非常勤（火・木）１回でも可

不　問 011-661-8060 医療法人　札幌西の峰病院　事務長　千葉

札幌市 内科・消化器内科 常　勤 不　問 011-883-6111 社会医療法人　札幌清田病院　事務部長　広岡

札幌市 消化器内科・内視鏡医 非常勤 65歳位迄 011-700-1110 さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニック　院長

札幌市 健診医
非常勤

（毎週月・土）
60歳位迄 011-281-4355 札幌フジクリニック　事務次長　中村義明

札幌市 産婦人科医 非常勤 不　問 011-590-1213
宮の沢スマイルレディースクリニック　院長　馬場敦志
m.smile.lc2021@gmail.com

札幌市 内科・訪問診療
非常勤

（勤務日数・時間は応相談）
不　問 011-811-0345 旭町医院　院長　堀元進

江別市
内科・呼吸器科・

整形外科
常　勤 不　問 011-382-1111 医療法人渓和会　江別病院　事務長　村上

江別市
内科・整形外科・

総合診療医
常　勤 不　問 011-388-2233 医療法人健康会おおあさクリニック　事務長　渡邊

江別市 精神科医・内科医 常勤・非常勤 不　問 011-384-2101
医療法人風のすずらん会　江別すずらん病院
事務部長　砂子　tadatsugu_sunako@kaze-suzuran.com

千歳市 精神科医・内科 常勤・非常勤 不　問 0123-23-2101
社会医療法人社団三草会　千歳桂病院
事務長　木戸

北広島市 内科医・在宅医療医 常勤・非常勤 55歳位まで 011-377-3911
（医)翔仁会　輪厚三愛病院
事務部長　島谷　shimaya@shojinkai.or.jp

函館市 内科・整形外科 常勤・非常勤 不　問 0138-54-3113
医療法人道南勤労者医療協会　函館稜北病院
医局事務　宝福

函館市
循環器内科・消化器内科・

訪問診療・内科
常　勤

短期間の勤務可
不　問 0138-23-7221 社会医療法人　高橋病院　事務長　笹谷

函館市
内科,消化器内科,循環器内科,血液・
腫瘍内科,外科,整形外科,麻酔科

常勤・非常勤 不　問 0138-51-5315 函館赤十字病院　総務課長　町出

七飯町 精神科・内科 常勤・非常勤 不　問 0138-65-7131 （医)立青会　なるかわ病院　事務長　竹原

木古内町 内科・総合医 常　勤 55歳位迄 01392-2-2079 木古内町国保病院　事務局長　平野

小樽市 消化器内科・整形外科 常　勤 不　問 0134-23-6234
社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院
事務部長　木村

小樽市 訪問診療・内科 非常勤 不　問 0134-23-8266
医療法人社団一視同仁会　札樽・すがた医院
総務部長　木村

倶知安町 消化器科・総合診療科・透析 常勤・非常勤 不　問 011-232-6545 倶知安厚生病院　JA北海道厚生連　人事部　南・吉原

岩内町
整形外科・循環器内科・
内科・外科・人工透析

常　勤 不　問 0135-62-1021
社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院
事務部次長　伊藤

余市町
内科・呼吸器内科・消化器内科・ 
整形外科・総合診療科・人工透析

常　勤 不　問 0135-23-3126
社会福祉法人北海道社会事業協会余市病院
事務部長　嶋田

余市町 精神科医師 常勤・非常勤 不　問 0135-22-5188 医療法人社団　修徳会　林病院　事務部長　中野 

室蘭市
内科・循内・消内・糖尿・緩和ケア・

化学療法・整形・健診・透析
常勤・非常勤 不　問 0143-24-1331 社会医療法人　母恋　日鋼記念病院　人事課　南

室蘭市 内科医
非常勤

（土日宿日直）
不　問 0143-44-3690 医療法人社団　上田病院　事務長　林

室蘭市
健康診断医師

（内科医または外科医）
常　勤 不　問 0143-45-5759

一般財団法人　室蘭・登別総合健診センター　
事務長　谷澤　E-mail：murorankensin@extra.ocn.ne.jp

伊達市
循環器科・腎臓内科・
神経内科・救急夜間当直医

常　勤 不　問 0142-23-2211 伊達赤十字病院　事務部長　後藤達也

壮瞥町 内科・訪問診療・療養病棟 常　勤 不　問 0142-65-2221
医療法人交雄会そうべつ温泉病院　事務長　木下
kinoshita@koyukai-g.jp

苫小牧市 内科・整形外科 常勤・非常勤 不　問 011-811-5370 （公)勤医協苫小牧病院　本部医師部長　渋谷

苫小牧市 精神科医 常　勤 不　問 0144-58-2314 社会医療法人こぶし　植苗病院　法人本部長　大釜

苫小牧市
呼吸器内科医

（呼吸器内科経験不問）
常　勤 不　問 0144-33-3131 苫小牧市立病院　事務部長　佐々木

苫小牧市 透析医・整形外科・内科 常　勤 55歳位迄 0144-72-7000
医療法人社団養生館　苫小牧日翔病院
事務統括部長　奥田　bosyu@nisshou-hospital.jp
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苫小牧市 精神科医 常勤・非常勤 不　問 0144-34-4761
（医)大島記念会　苫小牧緑ヶ丘病院
統括本部長　猪股　info@t-midorigaoka.or.jp

苫小牧市 精神科医・内科医 常　勤 不　問 0144-67-0236
（医)玄洋会　道央佐藤病院　副理事長　佐藤
（勤務先　内科：道央佐藤病院　精神科：メンタルケアわかくさ）

苫小牧市 内科医 常　勤 不　問 0144-71-2351
医療法人社団苫仁会　桜木ファミリークリニック
本部課長　渡部

浦河町 内科・精神科 常　勤 不　問 0146-22-5111 浦河赤十字病院　事務部長　田辺

新ひだか町
内科・外科・麻酔科・整形・
消化器内科・訪問診療

常勤・非常勤 不　問 0146-45-0123 医療法人社団　駒木クリニック　人事課

岩見沢市 内科・小児科 常勤・非常勤 不　問 0126-25-3000 岩見沢市夜間急病センター　事務長　石原

岩見沢市 内科医 常勤・非常勤 不　問 0126-22-2072 医療法人恵仁会　空知病院　事務長　中村

栗山町 内科・消化器内科・透析 常　勤 不　問 0123-72-1015 栗山赤十字病院　事務部長　古賀

夕張市
内科・総合医・家庭医・

外来・訪問診療
常　勤

（週４日相談可）
不　問 011-784-1121

東苗穂病院　事務長　中村
（勤務先：夕張市立診療所）

三笠市
内科・総合診療科・
外科・人工透析科

常勤・非常勤 不　問 01267-2-3131 市立三笠総合病院　事務局総務管理課

美唄市
内科・総合診療科・
外科・整形外科

常　勤 60歳位迄 0126-63-4171 市立美唄病院　事務局長　今澤

芦別市 介護老人保健施設　施設長 常　勤 不　問 0124-22-1816
社会福祉法人　芦別市社会福祉事業団
常務理事　平吹克美

旭川市
消・感染症科・整・神内・麻酔救急集中治療医
健診医・総合内科・総合診療科・緩和ケア科

常　勤 不　問 0166-22-8111 旭川赤十字病院　人事課長　国貞

旭川市
健康管理科・緩和ケア科・

地域医療科
常　勤 不　問 011-232-6545 旭川厚生病院　JA北海道厚生連　人事部　南・吉原

旭川市 健康管理科 非常勤 不　問 011-232-6545 旭川厚生病院　JA北海道厚生連　人事部　南・吉原

旭川市 総合内科・在宅診療医・透析 常　勤 不　問 0166-51-3161
独立行政法人　国立病院機構
旭川医療センター　管理課長　村上

旭川市 
道北

健診医師（午前中の勤務） 非常勤 不　問 0166-53-7111
公益財団法人北海道対がん協会

旭川がん検診センター 事務長 黒
くろ

蕨
わらび

、参事 浅香

旭川市 訪問診療・外来 常勤・非常勤 不　問 0166-52-1177 医療法人社団博彰会　佐野病院　管理部　菊池

旭川市 外科・内科 常　勤 不　問 0166-25-2241 医療法人健康会くにもと病院　事務部長　中尾

旭川市 訪問診療医 常勤・非常勤 不　問 0166-25-2241 医療法人元気会忠和クリニック　人事担当　中尾

旭川市 内科・循環器内科 常　勤 不　問 0166-35-5555
医療法人社団幾晃会　木原循環器内科医院
事務　濱埜

旭川市 外科・内科
週３日～４日

勤務
75歳迄

（要相談）
0166-76-7407 医療法人社団　友崇会　かむいクリニック　工藤

深川市
内科・消化器内科・

循環器内科・整形外科
常　勤 不　問 0164-22-1101 深川市立病院　地域連携室　村田

深川市 精神科 常　勤 不　問 0164-25-2755 医療法人圭仁会　東ヶ丘病院　事務長　賢持

留萌市
消化器内科・総合内科・循環器内科・透析科・
泌尿器科・呼吸器科・小児科・外科・麻酔科

常勤・非常勤 不　問 0164-49-1011 留萌市立病院　総務課長　安井

羽幌町 総合診療科 常勤・非常勤 60歳位迄 011-204-5233
北海道道立病院局病院経営課　人材確保対策室　柴田
（勤務先：道立羽幌病院）

遠別町 内科医（総合診療医可） 常　勤 64歳位迄 01632-7-2211 遠別町立国保病院　事務長　齊藤

北見市 内科医 常　勤 65歳位迄 011-232-6545 常呂厚生病院　JA北海道厚生連　人事部　南・吉原

北見市 総合内科 常　勤 不　問 0157-23-5171 小林病院　総務課　永山

紋別市
消化器内科・総合診療科・一般外科（総合診療）・

循環器科・産婦人科・泌尿器科・透析
常　勤 不　問 0158-24-3111 広域紋別病院　事務部　総務課長　長谷川

遠軽町 整形外科・産婦人科・透析 常　勤 不　問 011-232-6545 遠軽厚生病院　JA北海道厚生連　人事部　南・吉原

美幌町 循環器内科 常　勤 不　問 0152-73-4111
美幌町立国保病院　事務長
byouinb@town.bihoro.hokkaido.jp

美幌町 内科医
非常勤

(週３日程度)
不　問 0152-73-3145

社会福祉法人北海道療育園　美幌療育病院
事務長　加藤

津別町 総合診療科・内科 常　勤 不　問 0152-76-2121 丸玉木材㈱津別病院　事務部　山本敏昌

網走市 内科・総合診療 常勤・非常勤 不　問 011-232-6545 網走厚生病院　JA北海道厚生連　人事部　南・吉原

網走市 精神科 常　勤 60歳位迄 011-204-5233
北海道道立病院局病院経営課　人材確保対策室　柴田
（勤務先：道立向陽ヶ丘病院）

帯広市 老健・内科・整形外科 常　勤 不　問 0155-35-3355 （医)協立病院　事務長　前川

帯広市
消化器内科（内視鏡）・

総合診療科・緩和ケア内科
常　勤 不　問 011-232-6545 帯広厚生病院　JA北海道厚生連　人事部　南・吉原

帯広市 内科・小児科 常　勤 不　問 0155-38-3700 帯広市休日夜間急病センター　事務長　梶川
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場　所 募集内容 勤務形態 年　齢 連　　絡　　先

音更町
内・循・整・小・

眼・泌
常　勤 不　問 0155-32-3030 （医)帯広徳洲会病院　事務長　奥野

音更町
精神科・

小児科（児童精神）
常勤・非常勤 60歳位迄 011-204-5233

北海道道立病院局病院経営課　人材確保対策室　柴田
 （勤務先：道立緑ヶ丘病院）

清水町 総合診療科・内科 常　勤 不　問 0156-62-2513 清水赤十字病院　総務課　小西

本別町 内科・外科 常　勤 60歳位迄 0156-22-2025 本別町国保病院　事務長　松本

釧路市 内（一般・消・透） 常勤・非常勤 不　問 0154-24-6811 釧路協立病院　事務長　谷口

釧路市
一般内科・消化器内科・

精神科
常　勤 不　問 0154-22-7171 釧路赤十字病院　人事課長　上田

釧路市
内科・消化器内科・

リウマチ科・総合診療科
常　勤 不　問 0154-41-6121 市立釧路総合病院　総務課長　山本　（内線1100） 

根室市
内科・人工透析・

整形外科
常　勤 不　問 0153-24-3201 市立根室病院　医師・医療人材課長　佐々木

別海町 内科医 常　勤 60歳位迄 0153-75-2311 町立別海病院　事務長　三戸俊人

道   内 
厚生病院

内科・外科 常　勤 不　問 011-232-6545 道内厚生病院　JA北海道厚生連　人事部　南・吉原

医師招聘に掲載をご検討中の医療機関の皆様へ

　北海道医報では医師招聘ページへの掲載を常時募集しております。以下の募集要項をご覧のうえ、掲載

原稿とともにお申し込みください。なお、誌面のほか北海道医師会ホームページにも掲載されますのでご

了承ください。

広告料金：１回につき5,500円（税込）

支払方法：指定の口座への振込または郵便振替による後払い

締め切り：掲載前月の15日ごろまで

問い合わせ先：北海道医師会　事業第一課

TEL 011-231-7661　FAX 011-241-3090　E-mail ihou@m.doui.jp


