
鳥取県無料職業紹介（医師）登録状況

二次
医療圏

医療機関名 連絡先（住所他） 病床数 標榜診療科目 全医師等数 求人科目 求人数 雇用形態 備考 復職支援協力医療機関

〒689-0203 522 内科 医師常勤：18 精神科 ２名 常勤・非常勤
鳥取県鳥取市三津８７６ 小児科 医師非常勤：１１ 小児科 ２名 常勤・非常勤
(TEL) 0857-59-1111 外科 神経内科 ２名 常勤・非常勤
(FAX) 0857-59-1589 整形外科
(E-mail) 6208sy01@nishitori.hosp.go.jp 放射線科
（URL) http://tottori-iryo.jp 神経内科
(人事担当者) 管理課庶務係長　山本 リハビリテーション科

呼吸器科
精神科
歯科

〒680－8501 340 内科 医師常勤：５８ 神経内科 １名 常勤
鳥取県鳥取市的場１丁目１番地 神経内科 医師非常勤：１ 循環器内科 １名
(TEL) 0857-37-1522 脳神経外科 １名
(FAX) 0857-37-1553 麻酔科 １名
(E-mail) hp.tottori@hospital.tottori.tottori.jp 循環器科 耳鼻咽喉科 １名
（URL) http://hospital.tottori.tottori.jp/ 外科 産婦人科 １名
(人事担当者) 総務課　上田 脳神経外科 リハビリテーション科 １名

整形外科 呼吸器内科 １名
産婦人科 消化器内科 １名
小児科
眼科
皮膚科
泌尿器科
耳鼻咽喉科
放射線科
麻酔科
病理診断科
臨床検査科
リハビリテーション科
歯科

〒680－8517 400 内科 医師：５８ 内科
鳥取県鳥取市尚徳町117番地 循環器科 循環器科
（ＴＥＬ）0857－24－8111 神経内科 神経内科
（ＦＡＸ）0857－22-7903 小児科 脳神経外科 若干名 常勤
(E-mail) tottori@tottori-med.jrc.or.jp 外科 麻酔科
（URL) http://ｗｗｗ.tottori-med.irc.or.jp 整形外科 病理診断科
（人事担当者）総務課長　池原 リウマチ科 救急科

脳神経外科 健診医
リハビリテーション科
血管外科
皮膚科
泌尿器科
産婦人科
神経科
眼科
耳鼻咽喉科
頭頸部外科
麻酔科
放射線科
歯科口腔外科
病理診断科

東部 鳥取赤十字病院 ○対応可能診療科
　全科対応可能
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境

時間短縮勤務制、パートタイム制、当直の
免除、、病児保育、育児休業・介護休業等、
長期休暇取得後の原職復帰
○バックアップ体制の下で行える診療行為
　外来、検査、手術、病棟
○生涯学習への配慮

院内カンファレンスへの参加、学会・研究
会参加への補助、図書館の整備、文献検
索・インターネットアクセスの整備

東部 鳥取医療セン
ター

臨床研究部を有しており、設備等、
研究環境が充実しています。

○対応可能診療科
　内科、小児科、精神科、神経内科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境

時間短縮勤務制、パートタイム制、当直の
免除、院内保育園、育児休業・介護休業
等、長期休暇取得後の原職復帰、育児休
業・介護休業中の給与を保障

東部 鳥取市立病院 鳥取県東部医療圏の中核的な公立
病院で、「信頼される病院」、「心温
まる病院」、「楽しく働ける病院」を病
院理念としています。
当院は、二次救急医療に対応する
急性期病院ですので、様々な症例を
経験でき、手術、検査の施行もでき
ますので、キャリアアップにつながり
ます。
また、職員定数を増やしたり、当直
明け日の午後は勤務を割り振らない
ようにするなど、医師の過重労働を
防ぐための対策を講じています。
院内には託児所や女性医師専用談
話室もありますので、女性医師の方
も安心です。その他、敷地内に医師
公舎もあります。

○対応可能診療科
神経内科、循環器内科、脳神経外科、麻

酔科、耳鼻咽喉科、産婦人科、リハビリテー
ション科、呼吸器内科、消化器内科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境

時間短縮勤務、当直免除、院内保育園、
病後児保育、育休等後の原職復帰、育休等
中の給与保障（育児休業中については子が
１歳になるまで共済組合より手当支給あり）
○生涯学習への配慮

院内カンファ参加、学会、研修会参加補
助、図書館整備、インターネットの整備

現在、常勤女性医師１１人が在籍してお
り、女性医師にとって働きやすい職場だと思
います。

年中無休の院内託児所を完備し、週２回
は夜間保育も実施しています。

メンタル・クリニック
（精神科）
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医療機関名 連絡先（住所他） 病床数 標榜診療科目 全医師等数 求人科目 求人数 雇用形態 備考 復職支援協力医療機関

〒680-0833 260 内科 内科 内科５ 常勤
鳥取県鳥取市末広温泉町458 循環器科 　　　（常勤換算） 麻酔科 麻酔科1 常勤
(TEL) 0857-24-0628 消化器科 神経内科 神経内科1 常勤
(FAX) 0857-26-1393 呼吸器科 精神科 精神科1 非常勤
(人事担当者) 事務長　林 神経内科 整形外科 整形外科２ 常勤

外科 皮膚科 皮膚科1 非常勤
整形外科 外科 外科１ 常勤
脳神経外科 リハビリテーション科 リハビリテーション科１ 常勤
小児科
精神科
放射線科
麻酔科
リハビリテーション科
リウマチ科　
耳鼻咽喉科
泌尿器科
アレルギー科

〒680-0011 精神科 ２２名 精神科 １～２名 常勤
鳥取市東町３－３０７ 心療内科 （非常勤１０名） 心療内科 １～２名 常勤
（TEL)　0857-20-1152 神経内科 神経内科 １～２名 常勤
（FAX）　0857-24-1024 内科 内科 １～２名 常勤
（人事担当者）事務部総務課　橋本
（URＬ)　http://www.mmwc.or.jp/

　
〒680－0022 106 精神科 医師：３ 精神科 1名 常勤 精神保健指定医希望
鳥取県鳥取市西町1-451 内科
（ＴＥＬ）0857－22-4319
（ＦＡＸ）0857－22-4940
(人事担当者) 事務長　三島

東部 社会医療法人明
和会医療福祉セ
ンター渡辺病院

310 当院は、鳥取県東部二次医療圏域
における精神科救急医療を担ってお
り、近年は多様で専門性を要する入
院ならびに外来の症例が増えてい
る。また、当院では、思春期精神
科、認知症患者、うつ病、気分障
害、依存性疾患、精神科リハビリ
テーション等の専門性の高い地域医
療に力をいれている。ワークライフ
バランス（仕事と生活の調和）を重視
した人事制度を完備しているので、
週休３日制や短時間制、当直免除を
始めとする多様な勤務形態への対
応が可能である。

○対応可能診療科
　内科、精神科、神経内科、心療内科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境

時間短縮勤務制、パートタイム制、フレッ
クスタイム制（週休３日制、希望日の出勤
可）、家事の事情等による急な勤務変更へ
のバックアップ体制、当直の免除、育児休
業・介護休業等、長期休暇取得後の原職復
帰
○バックアップの下で行える診療行為
　外来、病棟
○生涯学習への配慮

院内カンファレンスへの参加、学会・研究
会参加への補助、図書館の整備、文献検
索・インターネットアクセスの整備

東部 上田病院

東部 鳥取生協病院 鳥取駅より徒歩１０分の立地にあ
り、鳥取市の救急輪番病院として救
急医療の一端を担うとともに、回復
期リハビリ病棟を設けてリハビリ医
療にも力を入れています。２００８年
３月に新病院をオープンし、新たに
緩和ケア医療も展開しています。
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医療圏

医療機関名 連絡先（住所他） 病床数 標榜診療科目 全医師等数 求人科目 求人数 雇用形態 備考 復職支援協力医療機関

〒６８０－０８４１ 78 産婦人科 医師：３．９ 産婦人科 １名 常勤
鳥取県鳥取市吉方温泉１丁目653 小児科 　　　（常勤換算） 内科 １名 常勤
（ＴＥＬ）0857－23－3151 内科
（ＦＡＸ）0857－22－0066
（人事担当者）事務長　森本

〒680－0941 180 内科 医師：９.６ 整形外科 １名 常勤
鳥取県鳥取市湖山町北２丁目５５５ 外科 　　　（常勤換算） 内科 １名 常勤
(TEL) 0857-28-6616 整形外科 神経内科 １名 常勤
(FAX) 0857-31-0730 皮膚科 リハビリテーション科 １名 常勤
(E-mail) email@ozakihp.or.jp 泌尿器科
（URL) http://ｗｗｗ.ozakihp.or.jp 神経内科
(人事担当者) 人事総務課長　岡島 呼吸器内科

リハビリテーション科
透析内科

〒680-0003 内科 医師：１９名 内科 １～２名 常勤
鳥取市覚寺181 神経内科 （常勤８名） 神経内科 １～２名 常勤
（TEL)　0857-27-1151 精神科 精神科 １～２名 常勤
（FAX)　0857-27-1152 リハビリテーション科 リハビリテーション科 １～２名 常勤
（人事担当者）事務部総務課　橋本
（URL)　http://www.mmwc.or.jp/

東部 社会医療法人明
和会医療福祉セ
ンターウェルフェ
ア北園渡辺病院

360 入院患者の約９０％が、鳥取市内の
急性期病院からの紹介という、慢性
期医療に特化した新しい病院です。
落ち着いた環境でじっくりと地域医
療に関わっていくＤｒを歓迎します。
ワークライフバランス（仕事と生活の
調和）を重視した人事制度を完備し
ているので、週休３日制や短時間
制、当直免除を始めとする多様な勤
務形態への対応が可能です。

○対応可能診療科
内科、リハビリテーション科、精神科、神経

内科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境

時間短縮勤務制、パートタイム制、フレッ
クスタイム制（週休３日制、希望日の出勤
可）、家事の事情等による急な勤務変更へ
のバックアップ体制、当直の免除、育児休
業・介護休業等、長期休暇取得後の原職復
帰
○バックアップの下で行える診療行為
　外来、病棟
○生涯学習への配慮

院内カンファレンスへの参加、学会・研究
会参加への補助、図書館の整備、文献検
索・インターネットアクセスの整備

東部 鳥取産院 当院は産婦人科と療養型病棟より
なっています。お産は人生最高の体
験をキャッチフレーズに、妊婦に寄り
添った診療を心掛けています。平成
２８年度の出産数は498件（内、帝王
切開は38件）と、小規模の病院で
す。

○対応可能診療科
　産婦人科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境
　時間短縮勤務制、家事の事情等による急
な勤務変更へのバックアップ体制、当直の
免除、育児休業・介護休業等、長期休暇取
得後の原職復帰、育児休業・介護休業中の
給与を保障　（育児休業給付金）
○バックアップの下で行える診療行為
　外来、検査、検診、病棟
○生涯学習への配慮
　院内カンファレンスへの参加、学会・研究
会参加への補助、図書館の整備、文献検
索・インターネットアクセスの整備

東部 尾﨑病院 当院は文教地区湖山に位置する回
復期・慢性期患者中心の一般中小
病院です。メインとなる診療は透析
内科・リハビリ・予防医療です。透析
内科は鳥取東部最大規模であり、
外来・入院透析患者が１００名を超
えています。リハビリについては、回
復期リハビリ病棟を平成２２年に開
設し、一般リハビリ・訪問リハビリ・訪
問マッサージと拡大させています。
予防医療については、昨年健診セン
ターをリニューアルし、内容の充実を
図っています。

○対応可能診療科
内科、外科、整形外科、リハビリテーション

科その他（透析内科、神経内科）
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境

時間短縮勤務制、パートタイム制、家事の
事情等による急な勤務変更へのバックアッ
プ体制、当直の免除、ベビーシッター費用
補助、育児休業・介護休業等、長期休暇取
得後の原職復帰
○バックアップの下で行える診療行為
　外来、検査、手術、検診、病棟
○生涯学習への配慮

学会、学会・研究会参加への補助、文献
検索・インターネットアクセスの整備
○その他女性医師に配慮した環境等

要望があれば出来る限りのことは対応さ
せていただきます。
○メッセージ
当院理事長は女性医師です。ライフワーク
バランス、現場復帰に必要な事柄が発生し
たならば、臨機応変、スピーディーに対応し
ていきます。
当院は急性期病院ではありません。少し
ゆっくりと復職されたい先生お待ちしており
ます。
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医療圏

医療機関名 連絡先（住所他） 病床数 標榜診療科目 全医師等数 求人科目 求人数 雇用形態 備考 復職支援協力医療機関

〒681－0003　 110 内科 医師：１１ 外科 １名 常勤
鳥取県岩美郡岩美町浦富1029番地2 外科 整形外科 １名 常勤
(TEL) 0857-73-1421 整形外科 眼科 １名 常勤
(FAX) 0857-73-0028 小児科 精神科 １名 常勤
(E-mail) pc1@iwami.gr.jp 眼科
（URL)　http://iwami-hp.jp/ 循環器科
(人事担当者) 事務次長　前田 皮膚科

歯科
歯科口腔外科
耳鼻咽喉科

〒689-1402 99 内科 ８人 内科 １名 常勤
八頭郡智頭町大字智頭１８７５ 神経内科 消化器外科 １名 常勤
（TEL)　0858-75-3211 麻酔科 整形外科 １名 常勤
（FAX）　0858-75-3636 外科 眼科 １名 常勤
（人事担当者）　事務次長　寺谷 整形外科 神経内科 １名 常勤

小児科
眼科
耳鼻咽喉科
産婦人科
泌尿器科
皮膚科
放射線科
リハビリテーション科
循環器内科

　
〒680-0845 0 内科 医師：１３ 内科 若干名 常勤・非常勤
鳥取県鳥取市富安二丁目９４番地４ 婦人科 （常勤：２） 婦人科 若干名 常勤・非常勤
（TEL)　0857-23-4841 （非常勤：１１） 放射線科 若干名 常勤・非常勤
（FAX）　0857-23-4892
(E-mail) s-soumu@hokenjigyoudan-tottori.or.jp

（人事担当者）　総務課　米本

　

東部 公益財団法人鳥
取県保健事業団

当団体は、鳥取県内の地域（住民）
健診、職域（企業）健診を実施してい
ます。業務としましては、施設内健
診・巡回健診の診察医師、読影医師
となります。
常勤の場合：事業運営管理等あり

勤務地は、県内４ヶ所に拠点あり
東部：鳥取市（施設、巡回健診の

２ヶ所）
中部：倉吉市（施設、巡回健診 ８

月ごろ移転、現在は湯梨浜町の１ヶ
所）

西部：米子市（施設、巡回健診の
１ヶ所）

※勤務条件等相談に応じます。

○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境
　短時間勤務、育児・介護休暇・休業制度
○生涯学習への配慮

学会等参加への補助、インターネット環境
の整備
○その他女性医師に配慮した環境等

要望等は可能な限り対応させていただき
ます。
○メッセージ：お問い合わせお待ちしていま
す。

（URL)　http://www.hokenjigyoudan-
tottori.or.jp

東部 国民健康保険
智頭病院

智頭町の高齢化率34.8％慢性期の
診療を中心とした病院です。一般病
棟52床、療養病棟47床、老人保健
施設45床を有する病院で、地域包
括医療を行うため、訪問看護ステー
ション、通所リハビリテーション（デイ
ケア）等も行っている医療機関です。

○対応可能診療科
　内科、外科、整形外科、眼科、神経内科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境

時間短縮勤務制、パートタイム制、当直の
免除、院内保育園、病児保育、育児休業・
介護休業等、長期休暇取得後の原職復帰
○バックアップの下で行える診療行為
　外来、検査、検診、病棟
○生涯学習への配慮

院内カンファレンスへの産科、学会、研究
会参加への補助、文献検索・インターネット
アクセスの整備
○その他女性医師に配慮した環境等

女性医師専門当直室、子育て中の場合当
直免除、院内保育実施中、病児病後児の保
育も行っています。

一般52
床、療
養47
床、（介
護老健
施設45
床）

（URL)
http://www2.town.chizu.tottori.jp/ind
ex.htm

東部 岩美病院 世界ジオパークに認定された風光明
媚な環境にあり、一般病床６０床、療
養病床５０床を有し、急性期、救急
医療など総合診療を行っています。
また「訪問診察」や「通所・訪問リハ
ビリ」等の在宅医療にも取組んでい
ます。施設内には、行政の保健・福
祉部門を併設し、「地域包括ケア」を
展開しています。

○対応可能診療科
　外科、整形外科、眼科、精神科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境
　時間短縮勤務制、パートタイム制、フレッ
クスタイム制、家事の事情等による急な勤
務変更へのバックアップ体制、当直免除、
提携（院外）保育園、病児保育、育児休業・
介護休業等、長期休暇取得後の原職復帰、
育児休業・介護休業中の給与を保障
○バックアップの下で行える診療行為
　外来、検査、手術、検診、病棟
○生涯学習への配慮
　院内カンファレンスへの参加、学会・研究
会参加への補助、図書館の整備、文献検
索・インターネットアクセスの整備
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鳥取県無料職業紹介（医師）登録状況

二次
医療圏

医療機関名 連絡先（住所他） 病床数 標榜診療科目 全医師等数 求人科目 求人数 雇用形態 備考 復職支援協力医療機関

〒682-0804 304 内科 医師：４６ 内科 若干名 常勤
倉吉市東昭和町１５０ 一般300 消化器内科 （常勤４１） 神経内科 若干名 常勤
(TEL) 0858-22-8181 感染症4 呼吸器内科 （非常勤５） 精神科 若干名 常勤
(FAX) 0858-22-1350 循環器内科 泌尿器科 若干名 常勤
(E-mail) kouseibyouin@pref.tottori.jp 脳神経内科 眼科 若干名 常勤
（URL) http://www.pref.tottori.lg.jp/kouseibyouin/ 外科 病理診断科 若干名 常勤
(人事担当者) 総務企画課長　中西 消化器外科 皮膚科 若干名 常勤

心臓血管外科
整形外科
脳神経外科
精神科
耳鼻咽喉科
眼科
小児科
産婦人科
泌尿器科
皮膚科
リハビリテーション科
放射線科
麻酔科

〒682-0887 102 消化器外科 医師：５ 消化器外科 １名 常勤
鳥取県倉吉市明治町１０３１番地５ 内科 　 整形外科 １名 常勤
(TEL) 0858-22-3176 外科
(FAX) 0858-22-7299 整形外科
(E-mail) kitaoka@apionet.or.jp
(人事担当者) 事務長　市川
（URL) http://kitaoka-hp.jp/

〒682-0021 86 内科 医師常勤：５ 循環器内科 １名
鳥取県倉吉市上井３０２－１ 循環器内科 医師非常勤：３３ 消化器内科 １名
(TEL) 0858-26-5211 呼吸器内科
(FAX) 0858-26-6724 眼科
(人事担当者) 事務部長　岩垣 神経内科
（URL) http://www.kakita-hp.jp/ 整形外科
(E-mail) kakita-hp@kakita-hp.jp

中部 （医）清和会
垣田病院

常勤 垣田病院は昭和36年に開業、安
全、安心な医療と快適な療養環境を
提供するという理念のもと、緑に包
まれた病院らしくないたたずまいの
病院として親しまれてきました。
平成15年に心筋梗塞を始めとする
循環器救急医療に対応すべく循環
器内科を新設し、従来より力を入れ
ていた糖尿病を中心とした生活習慣
病の治療から、合併症としての動脈
硬化性疾患、特に虚血性心疾患の
急性期医療、また急性期治療後のリ
ハビリテーションと社会復帰という一
貫した治療体制を整えるとともに、
平成27年には呼吸器内科を新設し、
さらに地域の皆様に選ばれる病院を
目指しております。

中部 鳥取県立厚生病
院

○対応可能診療科
　内科、皮膚科、泌尿器科、眼科、精神科、
神経内科、病理診断科（内科については糖
尿病専門医を希望）
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境
　時間短縮勤務制、院内保育園、病児保
育、育児休業・介護休業等、長期休暇取得
後の原職復帰
○バックアップ体制の下で行える診療行為
　外来、検査、手術、病棟
○生涯学習への配慮
　図書館の整備

中部 北岡病院 北岡病院は大正８年に開業。永い歴
史とともに医療技術と知識を培って
まいりました。
当院は消化器外科等４科の診療を
行っています。特に胃、大腸内視鏡
検査等を年間通して積極的に行って
おり、手術は胃、大腸を中心に年間
１５０例余りあります。内科では循環
器系の患者様が多く、生活習慣病
の指導にも力を入れています。整形
外科の治療方針は疼痛緩和を重点
としております。長期にわたる療養を
必要する方の療養型病床もありま
す。
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二次
医療圏

医療機関名 連絡先（住所他） 病床数 標榜診療科目 全医師等数 求人科目 求人数 雇用形態 備考 復職支援協力医療機関

〒682－0881 98 整形外科 医師：９.１ 整形外科 １名
鳥取県倉吉市宮川町１２９ 外科 　　　（常勤換算） 内科 １名
(TEL) 0858-22-6161 脳神経外科 リハビリテーション科 １名
(FAX) 0858-22-3030 内科
(E-mail) shimizu@shimizuhospital.com 神経内科
(人事担当者) 人事部　山根 リハビリテーション科
（URL) http://shimizuhospital.jp/ リウマチ科

形成外科
美容外科
乳腺外科
麻酔科

〒682-0863 一般187 脳神経外科 医師：２０ 消化器内科 １名 常勤
鳥取県倉吉市瀬崎町２７１４ー１ 療養46 外科 　 循環器内科 １名 常勤
(TEL) 0858-22-6231 （回復期）  肛門科 呼吸器内科 １名 常勤
(FAX) 0858-22-6843 乳腺・内分泌外科 腎臓内科 １名 常勤
(E-mail) info@nojima-hospital.or.jp 整形外科 整形外科 １名 常勤
（URL) http://www.nojima-hospital.or.jp 消化器科 リハビリテーション １名 常勤
(人事担当者) 法人事務局課長 滝沢 内科 泌尿器科 １名 常勤

循環器科
心臓血管外科
神経内科
精神科
心療内科
泌尿器科
眼科
耳鼻咽喉科
形成外科
リハビリテーション科
麻酔科
婦人科
放射線科

(住所) 278床 精神科、皮膚科 常勤１０名 精神科 ２名 正職員
〒682-0023 非常勤７名 又は
鳥取県倉吉市山根４３ パート
(TEL) 0858-26-1011
(FAX) 0858-26-4794
(E-mail) kurayosi-hp@med-wel.jp
（URL) https://www.med-wel.jp/
(人事担当者) 
事務部長・鹿田卓男

○対応可能診療科
　内科、整形外科、リハビリテーション科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境

時間短縮勤務制、パートタイム制、当直の
免除、院内保育園、育児休業・介護休業
等、長期休暇取得後の原職復帰
○バックアップの下で行える診療行為
　外来、検診、病棟
○生涯学習への配慮

院内カンファレンスへの参加、学会、研究
会参加への補助、文献検索・インターネット
アクセスの整備
○メッセージ
現在、常勤医師６名のうち2名が女性医師で
す。家庭と両立しながら、永く勤務いただけ
る方をお待ちしております。

中部 医療法人十次会
野島病院

救急医療・亜急期医療・回復期医
療・施設医療（老人保健施設）・デイ
ケア・デイサービス・訪問看護・訪問
介護を実施し、急性期から慢性期・
在宅医療と一貫した医療を提供して
おります。
さらには、地域包括支援センター・居
宅支援事業所を併設して利用者の
利便性に心がけております。

○対応可能診療科
内科、外科、整形外科、成形外科、脳神経
外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビ
リテーション科、麻酔科、検診
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境
時間短縮勤務制、パートタイム制、フレック
スタイム制、当直免除、院内保育園、病児
保育、
除、院内保育園、病児保育、育休等後の原
職復帰
○バックアップの下で行える診療行為
外来、検査、手術、検診、病棟
○生涯学習への配慮
院内カンファレンスへの参加、学会・研修会
参加補助、インターネットの整備勤務形態に
ついては、相談に応じます。

中部 医療福祉セン
ター倉吉病院

他科からの転科の先生も歓迎します

中部 清水病院 整形外科、リハビリテーション科を主
体とした、日本医療機能評価機構認
定の救急指定病院です。
近年は、東京慈恵会医科大学と連
携したＴＭＳ治療を全国に先駆けて
実施し、またマンモグラフィー導入等
検診業務にも注力し、地域医療への
貢献を図っています。
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二次
医療圏

医療機関名 連絡先（住所他） 病床数 標榜診療科目 全医師等数 求人科目 求人数 雇用形態 備考 復職支援協力医療機関

〒682－0023 120 内科 医師：11.9 内科 １名 常勤
鳥取県倉吉市山根43-1 神経内科 　　（常勤換算） 神経内科 １名 常勤
(TEL) 0858-26-1012 消化器内科 循環器内科 １名 常勤
(FAX) 0858-26-4794 呼吸器内科 消化器内科 １名 常勤

循環器内科 リハビリテーション科 １名 常勤
(人事担当者) 人事課長　新 緩和ケア内科 放射線科 １名 常勤
（URL) http://www.jinkoukai.or.jp/kurabyou/index.html 外科

リハビリテーション科
皮膚科
心療内科
精神科

(住所) 178 内科 医師：１２．０ 循環器内科 １名 常勤
〒682-0197 神経内科 （常勤換算） 消化器内科 １名 常勤
鳥取県東伯郡三朝町山田６９０ 整形外科 整形外科 ２名 常勤
(TEL) 0858-43-1321 リハビリテーション科 神経内科 １名 常勤
(FAX) 0858-43-2732 リウマチ科 リハビリテーション科 １名 常勤
(E-mail) ishikai@hosp.misasa.tottori.jp
（URL) http://www.hosp.misasa.tottori.jp/

(人事担当者) 総務課長　糸原

〒680-0845 0 内科 医師：１３ 内科 若干名 常勤・非常勤
鳥取県鳥取市富安二丁目９４番地４ 婦人科 （常勤：２） 婦人科 若干名 常勤・非常勤
（TEL)　0857-23-4841 （非常勤：１１） 放射線科 若干名 常勤・非常勤
（FAX）　0857-23-4892
(E-mail) s-soumu@hokenjigyoudan-tottori.or.jp

（人事担当者）　総務課　米本

　

中部 藤井政雄記念病
院

平成15年6月に新築移転した、１２０
床 の 病 院 で す 。 ヘ ル ス ケ ア セ ン
ター、一般病棟、療養病棟、緩和ケ
ア病棟、訪問看護ステーションを有
し、超急性期を脱した患者様の予
防・急性期・療養・緩和・地域ケアま
で、一連の医療を提供しています。
地域の患者様はもちろんですが、関
連法人を含めた法人内の内科医療
の中核医療機関として、その役割を
担っています。病院機能評価やＩＳＯ
９００１を活用し、内部監査も実施す
る中で、職員一同、日々、医療の質
の向上に取り組んでいます。加え
て、安全・感染・褥瘡対策・ＮＳＴ・口
腔ケアなどチーム活動が活発で、
チームワークの良さが当院の特徴で
す。

中部 （社）鳥取県中部
医師会立
三朝温泉病院

当院は、平成１２年３月に国から経
営移譲をされ開院しました。主に鳥
取県中部医療圏を対象として診療を
行っていますが、県外（岡山、関西
等）からの患者比率も20％ありま
す。
病院所有の５本の源泉から湧き出る
豊富な温泉資源を利用したリハビリ
施設を有し、亜急性期・慢性期の医
療を行っています。具体的には、脳
神経内科疾患（脳卒中、高次脳機能
障害、神経変形性疾患等）、整形外
科疾患（リウマチ性疾患、脊髄脊椎
疾患、関節疾患）、内科疾患（肝臓
疾患、消化器疾患、肝臓疾患、膠原
病、循環器疾患）などの治療を行っ
ています。

○対応可能診療科
　内科、整形外科、リハビリテーション科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境
　時間短縮勤務制、パートタイム制、家事の
事情等による急な勤務変更へのバックアッ
プ体制、当直の免除、育児休業・介護休業
等、長期休暇取得後の原職復帰
○バックアップ体制の下で行える診療行為
　外来、検査、病棟
○生涯学習への配慮
　院内カンファレンスへの参加、学会・研究
会参加への補助、図書館の整備、文献検
索・インターネットアクセスの整備

中部 公益財団法人鳥
取県保健事業団

当団体は、鳥取県内の地域（住民）
健診、職域（企業）健診を実施してい
ます。業務としましては、施設内健
診・巡回健診の診察医師、読影医師
となります。
常勤の場合：事業運営管理等あり

勤務地は、県内４ヶ所に拠点あり
東部：鳥取市（施設、巡回健診の

２ヶ所）
中部：倉吉市（施設、巡回健診 ８

月ごろ移転、現在は湯梨浜町の１ヶ
所）

西部：米子市（施設、巡回健診の
１ヶ所）

※勤務条件等相談に応じます。

○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境
　短時間勤務、育児・介護休暇・休業制度
○生涯学習への配慮

学会等参加への補助、インターネット環境
の整備
○その他女性医師に配慮した環境等

要望等は可能な限り対応させていただき
ます。
○メッセージ：お問い合わせお待ちしていま
す。

（URL)　http://www.hokenjigyoudan-
tottori.or.jp
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二次
医療圏

医療機関名 連絡先（住所他） 病床数 標榜診療科目 全医師等数 求人科目 求人数 雇用形態 備考 復職支援協力医療機関

〒683-8504 697 医師：３２８
鳥取県米子市西町36番地の1
(TEL) 0859-38-7046
(FAX) 0859-38-7029
（E-mail）me-jinji@adm.tottori-u.ac.jp
(URL) http://www2.hosp.med.tottori-u.ac.jp/

（人事担当者）医学部総務課人事係長

西部 鳥取大学医学部
附属病院

第一内科診療科群
　（循環器内科）
　（内分泌代謝内科）
第二内科診療科群
　（消化器内科）
　（腎臓内科）
第三内科診療科群
　（呼吸器内科）
　（膠原病内科）
精神科
小児科
第一外科診療科群
　（消化器外科）
　（小児外科）
心臓血管外科
胸部外科診療科群
　（胸部外科）
　（乳腺内分泌外科）
整形外科
皮膚科
泌尿器科
眼科
頭頸部診療科群
　（耳鼻咽喉科）
　（頭頸部外科）
放射線診療科群
　（放射線科）
　（放射線治療科）
女性診療科群
　（女性診療科）
　（婦人科腫瘍科）
麻酔診療科群
　（麻酔科）
　（ペインクリニック外
科）
歯科口腔外科
薬物療法内科
形成外科
救急科
血液内科
神経内科
脳神経外科
脳神経小児科
遺伝子診療科
病理診療科群
　（病理診断科）
　（神経病理診断科）
感染症内科
リハビリテーション科
緩和ケア科

求人に関する詳細は、医学部総務
課人事係にお問い合わせください。

○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境
時間短縮勤務制、パートタイム制、家事の

事情等による急な勤務変更へのバックアッ
プ体制、当直の免除、院内保育園、病児保
育、学童保育（宿泊・一時預かり）、育児休
業・介護休業等、長期休暇取得後の原職復
帰

○バックアップの下で行える診療行為
　外来、検査、病棟

○生涯学習への配慮
院内カンファレンスへの参加、図書館の整

備、文献検索・インターネットアクセスの整
備

○その他女性医師に配慮した環境等
女性専用更衣室（授乳・搾乳スペース

兼）・シャワー室・仮眠室、育児・介護休業前
後の面談制度

○メッセージ
夜間保育、学童保育にも対応している院

内保育所や病児保育、夕食持ち帰りサービ
ス（幼児用メニューあり）など、仕事と育児の
両立をサポートしています。先輩女性医師
に気軽にアドバイスを受けられる面談パート
ナー制度もあり、安心して復帰できます。

働き方や子育て等については、ワークライ
フバランス支援センターでもご相談いただけ
ます。

○備考
就業環境の詳細については、該当診療科

との話し合いが必要です。
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鳥取県無料職業紹介（医師）登録状況

二次
医療圏

医療機関名 連絡先（住所他） 病床数 標榜診療科目 全医師等数 求人科目 求人数 雇用形態 備考 復職支援協力医療機関

〒683-0006 250 内科 医師：３４ 泌尿器科 若干名 常勤
鳥取県米子市車尾４丁目17番１号 呼吸器内科 緩和医療に興味 若干名 常勤
(TEL) 0859-33-7111 消化器内科 のある医師
(FAX) 0859-34-1580 循環器内科 血液内科 若干名 常勤
(E-mail) 6101ｓｙ01@yonago.hosp.go.jp 神経内科 精神科（精神腫瘍科） 若干名 常勤
(人事担当者) 管理課庶務係長　多内　 血液腫瘍内科 神経内科 若干名 常勤
(URL) http://www.nho-yonago.jp/ 精神科 放射線科治療 若干名 常勤

心療内科
小児科
外科
整形外科
胸部・血管外科
心臓血管外科
泌尿器科
婦人科
眼科
耳鼻いんこう科
リハビリテーション科
放射線科
歯科口腔外科
麻酔科

〒683-8605 383 内科 医師：８２
米子市皆生新田1-8-1 消化器内科
(TEL) 0859-33-8181 糖尿病・代謝内科
(FAX) 0859-22-9651 腎臓内科
(E-mail) 呼吸器・感染症内科
(人事担当者) 総務課　銅山 循環器科
(URL) http://www.saninh.rofuku.go.jp/ 精神科

神経内科
外科
消化器外科
整形外科
脳神経外科
小児科
心臓血管外科
皮膚科
泌尿器科
産婦人科
眼科
耳鼻咽喉科
リハビリテーション科
放射線科
麻酔科
病理診断科
歯科口腔外科

西部 山陰労災病院 求人に関する詳細は、総務課人事
係にお問い合わせください。

西部 米子医療セン
ター

政策医療における「がん」、「腎」の
専門医療施設としての高度医療の
推進。また、病院群輪番制病院（成
人及び小児の第二次救急医療病
院）、鳥取県唯一の献腎移植施設、
地域がん診療連携拠点病院、非血
縁者間骨髄採取・移植施設、エイズ
治療拠点病院、地域医療支援病院
の指定を受けており、鳥取県西部地
域の中心的医療機関として地元医
師会とも緊密に連携し地域医療に貢
献している。
鳥取大学の関連病院として学才交
流がある。

○対応可能診療科
内科、外科、整形外科、小児科、産婦人

科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション
科、放射線科、精神科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境

時間短縮勤務制、パートタイム制、フレッ
クスタイム制、家事の事情等による急な勤
務変更へのバックアップ体制、当直の免
除、院内保育園、病児保育
○バックアップ体制の下で行える診療行為
　外来、検査、検診
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鳥取県無料職業紹介（医師）登録状況

二次
医療圏

医療機関名 連絡先（住所他） 病床数 標榜診療科目 全医師等数 求人科目 求人数 雇用形態 備考 復職支援協力医療機関

〒683-0853 247 内科 医師：２５ 内科 4名 常勤
鳥取県米子市両三柳１８８０ 外科 泌尿器科 １名 常勤
(TEL) 0859-29-1100 小児科 外科 2名 常勤
(FAX) 0859-29-6322 産科婦人科 整形外科 １名 常勤
(E-mail) haku-admin@hakuai-hp.jp 整形外科 産婦人科 １名 常勤
(URL) http://www.hakuai-hp.jp 循環器内科 眼科 １名 常勤
(人事担当者) 総務課長　落合 消化器内科

呼吸器内科
皮膚科
眼科
泌尿器科
麻酔科
胃腸内科　
放射線科
神経内科
リハビリテーション科
消化器外科
乳腺外科
肛門外科
血管外科
糖尿病内科
脳神経小児科
胸部外科

〒683-0826 143 外科 医師： 脳神経外科 １名 常勤
鳥取県米子市西町６番地 整形外科 　　常勤６名 外科系 １名 個別相談
(TEL) 0859-32-7711 脳神経外科 　　非常勤６名 整形外科 １名 常勤
(FAX) 0859-23-3863 消化器外科
(E-mail) info@takashima-hp.or.jp 呼吸器外科
(URL) http://www.takasima-hp.or.jp/ 血管外科
(人事担当者) 事務長　小澤 肛門外科

内科
消化器内科
リハビリテーション科
麻酔科
脳神経内科

〒683-0841 290 精神科 医師：９ 精神科 ２名 常勤・非常勤
鳥取県米子市上後藤3-5-1 精神一般60 神経内科 リハビリテーション科 １名 常勤・非常勤
(TEL) 0859-29-5351 精神療養120 内科 内科 １名 常勤・非常勤
(FAX) 0859-29-7179 認知症病棟50 リハビリテーション科
(E-mail) honbu_hp@yowakai.com 医療療養26 泌尿器科
(URL) http://www.yowakai.com 回復期リハ34

(人事担当者) 管理部長　廣江

○対応可能診療科
内科、外科、整形外科、小児科、産婦人

科、眼科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境

院内保育園、育児休業・介護休業等、長
期休暇取得後の原職復帰、育児休業・介護
休業中の給与を保障
○生涯学習への配慮

学会、研究会参加への補助、図書館整
備、文献検索・インターネットアクセスの整
備
○その他女性医師に配慮した環境等

女性医師専用のロッカールームおよび医
局整備

○対応可能診療科
　内科、リハビリテーション科、精神科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境

パートタイム制、家事の事情等による急な
勤務変更へのバックアップ、当直の免除、
院内保育園、育児休業・介護休業等、長期
休暇取得後の原職復帰
○バックアップ体制の下で行える診療行為
　外来、病棟
○生涯学習への配慮

院内カンファレンスへの参加、学会・研究
会参加への補助、文献検索・インターネット
アクセスの整備

西部 高島病院 米子市の中心部に位置し、外科・整
形外科・脳神経外科を主とする二次
救急指定病院です。脳神経外科で
は、山陰で唯一の「ガンマナイフ治
療」を行っています。病床数143床
【一般病床６０床（内、地域包括ケア
病床１５床）、療養病床５９床、介護
療養老人保健施設２４床】で、急性
期から慢性期までを診療できるケ
ア・ミックスの病院です。また健康診
断・ドッグ等の予防医療も実施して
おります。

西部 養和病院 当院は、昭和5年8月に精神科病院
として開設し、現在精神科病棟230
床、回復期リハ病棟34床、療養病棟
26床の規模で、介護老人保健施設
（定員100名）を併設し運営しており
ます。

西部 博愛病院 当病院は、「安心・安全な医療」「質
の高い医療」「患者様中心の医療」
を目指し、急性期病院と回復期リハ
ビリテーション病棟の診療機能を持
つ専門特化した病院と介護施設を
併設した医療・介護・福祉の充実し
た病院です。
「人工関節センター」「骨粗鬆症セン
ター」「ドック・健診センター」「生活習
慣病センター」を常設するとともに、
産科婦人科・小児科・麻酔科に複数
名のドクターが常勤し、充実した診
療機能を備えた病院でもあります。

10／14



鳥取県無料職業紹介（医師）登録状況

二次
医療圏

医療機関名 連絡先（住所他） 病床数 標榜診療科目 全医師等数 求人科目 求人数 雇用形態 備考 復職支援協力医療機関

〒683-0015 精神科 医師：６．９
鳥取県米子市日原３１９番地１ 心療内科 　　　（常勤換算）

(TEL) 0859-26-1611 神経内科
（FAX) 0859-26-0801 内科
(人事担当者）事務長　原
（URL)　http://www.yonago-hospital.jp/

〒683-0825 48 リハビリテーション科 医師：４ リハビリテーション科 １名 常勤
鳥取県米子市錦海町３－４－５
(TEL) 0859-34-2300
(FAX) 0859-34-2303
(E-mail) kinkai-hp@kohoen.jp
(人事担当者) 事務長　善波
(URL) http://www.kinkai-rehaｂ.jp/

〒684－8555 197 内科 医師：２９ 総合内科医 数名 常勤
鳥取県境港市米川町４４番地 小児科
(TEL) 0859-42-3161 外科
(FAX) 0859-42-3165 整形外科
(人事担当者) 総務課　住田 眼科
(URL) http://www.sakaiminato-saiseikai.jp 耳鼻咽喉科

神経内科
泌尿器科
放射線科
婦人科
脳神経外科
麻酔科
消化器内科
循環器内科
呼吸器内科
糖尿病内科
心療内科

西部

西部 社会福祉法人
こうほうえん
錦海リハビリ
テーション病院

西部 鳥取県済生会
境港総合病院

年齢３０歳から５０歳位

医療法人勤誠会
米子病院

270 精神科 １名 常勤 ・私たちは、人間の尊厳を念頭にお
き、精神障がい者の社会復帰と福祉
の向上に全力を尽くします。
・鳥取県西部地区の精神科の中核
病院となれるよう頑張っています。
・アルコール治療プログラムを実施
しています。

○対応可能診療科
　内科、心療内科、神経内科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境

時間短縮勤務制、家事の事情等による急
な勤務変更へのバックアップ体制、育児休
業・介護休業等、長期休暇取得後の原職復
帰
○バックアップの下で行える診療行為
　外来、病棟
○生涯学習への配慮
　学会、研修会参加補助、図書館整備、イン
ターネットの整備
○その他女性医師に配慮した環境等

育児休業、介護休業等支援体制を整えて
います。
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鳥取県無料職業紹介（医師）登録状況

二次
医療圏

医療機関名 連絡先（住所他） 病床数 標榜診療科目 全医師等数 求人科目 求人数 雇用形態 備考 復職支援協力医療機関

〒684-0033　 76 整形外科 医師：４ 内科 各１名
鳥取県境港市上道町1895-1 皮膚科 ＰＴ：７ 整形外科
(TEL) 0859-44-0101 リウマチ科 ＯＴ：１ 老健施設長
(FAX) 0859-44-5623 リハビリ科 ＳＴ：－
(E-mail) motomati@lily-ocn.ne.jp 内科 　　　　
(人事担当者) 事務長　西田　　 胃腸科

〒683－0323 198 内科 医師：１５ 内科 1名 常勤
鳥取県西伯郡南部町倭397番地 精神科 整形外科 1名 常勤
(TEL) 0859-66-2211 神経科 小児科 1名 常勤
(FAX) 0859-66-4012 小児科 精神科 1名 常勤
(E-mail) byouin@town.nanbu.tottori.jp 外科
(人事担当者) 事務部長　中前 整形外科

婦人科
耳鼻咽喉科
リハビリテーション科
歯科
麻酔科

西部 元町病院 併設老健施設あり（施設長の医師募
集）

西部 西伯病院 西伯病院は緑豊かな自然に恵まれ
た環境の中で
一般科99床、精神科99床をあわせ
てもつ自治体病院です。
地域住民への安心の提供を実現で
きる病院づくりに取り組み、
急性期医療、療養、介護、在宅医療
といった地域包括医療を、行政、福
祉と連携し実践しています。

勤務形態については相談に応じま
す。
院内保育園があり、子育て中の女
性医師にも働きやすい環境です。
研修の参加、学会への参加に支援
を行います。
自然に恵まれた環境の中、地域医
療の実践が可能です。

(URL)http://www.saihaku-hospital.com/
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鳥取県無料職業紹介（医師）登録状況

二次
医療圏

医療機関名 連絡先（住所他） 病床数 標榜診療科目 全医師等数 求人科目 求人数 雇用形態 備考 復職支援協力医療機関

〒689-3425 95 整形外科 医師：６.１９ 呼吸器内科 1名 常勤
鳥取県米子市淀江町佐陀２１６９ リハビリテーション科 　　（常勤換算） 整形外科 1名 常勤
(TEL) 0858-26-1012 内科
(FAX) 0858-26-4794
(人事担当者) 人事課長　新

〒689－4504 99 内科 医師：７ 消化器内科 １名 常勤
鳥取県日野郡日野町野田３３２ 心療内科 神経内科 １名 常勤
(TEL) 0859-72-0351 血液内科 内科 １名 非常勤※1
(FAX) 0859-72-0089 神経内科
(人事担当者) 総務課　小川 呼吸器科
(URL) http://www.hinohp.com/ 胃腸科

循環器科
総合診療科
小児科
外科
整形外科
糖尿病内科
心臓血管外科
皮膚科
泌尿器科
女性診療科
眼科
耳鼻咽喉科
リハビリテーション科
消化器内科
消化器外科

○対応可能診療科
　内科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境

時間短縮勤務制、パートタイム制、フレッ
クスタイム制、当直の免除、育児休業・介護
休業等の長期休暇取得後の原職復帰
○生涯学習への配慮

院内カンファレンスへの参加、学会・研究
会参加への補助、文献検索・インターネット
アクセスの整備
○その他女性医師に配慮した環境等

勤務条件等相談に応じます。（勤務日、勤
務時間、業務内容、勤務中の保育等）女性
職員用休憩室あり。

西部 米子東病院 ◆３６５日リハビリ提供
発症早期からの集中的なリハビリ実
施のため、365日（土日祝祭日含む）
サービスを提供しています。
◆生活に視点をおいたリハビリ
機能訓練室のリハビリのみならず、
日常生活全般をリハビリの場と考
え、医師・看護師・ケアワーカー・
PT・OT・ST・薬剤師・管理栄養士・
MSW等が強力なチームアプローチ
を実践しています。
◆急性期病院との連携
市内の急性期病院との連携により、
米子市東部圏域の地域密着型病院
として、急性期を脱した患者様へ、
亜急性、回復期の支援を行っていま
す。
◆医療から住まいまで
敷地内に、介護老人保健施設と、
サービス付き高齢者向け住宅を併
設しています。また、訪問看護、訪
問介護や訪問リハビリ、定期巡回
サービスなどの在宅サービスも提供
しています。療養期、回復期の医療
から介護、在宅、住まいまで、一体
的なサービス提供を行っています。

西部 日野病院 ※1 勤務条件等相談に応じます。
（勤務日、勤務時間、業務内容、勤
務中の保育等）
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鳥取県無料職業紹介（医師）登録状況

二次
医療圏

医療機関名 連絡先（住所他） 病床数 標榜診療科目 全医師等数 求人科目 求人数 雇用形態 備考 復職支援協力医療機関

〒689-5211 99 内科 医師：６ 内科 各1名 常勤
鳥取県日野郡日南町生山５１１－７ 外科 外科
(TEL) 0859-82-1235 整形外科 整形外科
(FAX) 0859-82-1341 小児科 小児科
(E-mail) s4100@town.nichinan.tottori.jp 眼科
（URL) http://nichinan-hospital.jp/ 耳鼻咽喉科
(人事担当者) 事務部長　古井 皮膚科

〒680-0845 0 内科 医師：１３ 内科 若干名 常勤・非常勤
鳥取県鳥取市富安二丁目９４番地４ 婦人科 （常勤：２） 婦人科 若干名 常勤・非常勤
（TEL)　0857-23-4841 （非常勤：１１） 放射線科 若干名 常勤・非常勤
（FAX）　0857-23-4892
(E-mail) s-soumu@hokenjigyoudan-tottori.or.jp

（人事担当者）　総務課　米本

　

西部 日南病院 地域包括ケアを推進し、地域医療で
は先進地である町立病院です。
田舎暮らしの環境に魅力があり、移
住者が増加中の町に位置していま
す。

※勤務条件等ご相談に応じます。
（勤務日、勤務時間、業務内容、勤
務中の保育等）
・行政、医療、福祉が一体となった地
域医療を進めており、また圏域の関
連病院との連携も充実しています。

○対応可能診療科
　内科、外科
○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境
　時間短縮勤務制、パートタイム制、当直の
免除、提携（院外）保育園、病児保育、育児
休業・介護休業等、長期休暇取得後の原職
復帰
○バックアップ体制の下で行える診療行為
　外来、検査、往診、病棟
○生涯学習への配慮
　院内カンファレンスへの参加、学会・研究
会参加への補助、文献検索・インターネット
アクセスの整備

西部 公益財団法人鳥
取県保健事業団

当団体は、鳥取県内の地域（住民）
健診、職域（企業）健診を実施してい
ます。業務としましては、施設内健
診・巡回健診の診察医師、読影医師
となります。
常勤の場合：事業運営管理等あり

勤務地は、県内４ヶ所に拠点あり
東部：鳥取市（施設、巡回健診の

２ヶ所）
中部：倉吉市（施設、巡回健診 ８

月ごろ移転、現在は湯梨浜町の１ヶ
所）

西部：米子市（施設、巡回健診の
１ヶ所）

※勤務条件等相談に応じます。

○仕事と家庭の両立に配慮した就業環境
　短時間勤務、育児・介護休暇・休業制度
○生涯学習への配慮

学会等参加への補助、インターネット環境
の整備
○その他女性医師に配慮した環境等

要望等は可能な限り対応させていただき
ます。
○メッセージ：お問い合わせお待ちしていま
す。

（URL)　http://www.hokenjigyoudan-
tottori.or.jp
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