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1.『さくらがわ地域医療センター』の建設予定地
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【 建設予定地 】
茨城県桜川市高森地区
＊北関東⾃動⾞道 桜川筑⻄ICより１ｋｍ
＊ＪＲ⽔⼾線 大和駅徒歩1分（100ｍ）

【 主要都市からのアクセス】
◎茨城県⽔⼾市

→ 北関東⾃動⾞道 ⽔⼾南ICより30分
→ 北関東⾃動⾞道 ⽔⼾ICより30分

◎茨城県つくば市
→ 北関東⾃動⾞道 桜土浦ICより40分
→ 圏央道 つくば中央ICより50分

◎栃木県宇都宮市
→ 北関東⾃動⾞道 上三川ICより20分
→ 北関東⾃動⾞道 壬⽣ICより25分

◎栃木県小山市
→ ＪＲ⽔⼾線小⼭駅より32分

【 大学病院からのアクセス】
＊筑波大 →⾞で60分
＊獨協医大 →⾞で30分 ※高速利⽤
＊自治医大 →⾞で35分



２.『さくらがわ地域医療センター』について

※建設イメージ図
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※情報に関しましては、未確定段階の内容もあります。

■『さくらがわ地域医療センター』は、茨城県桜川市が整備し、⺠間の医療法⼈に運営を委託する指定管理者制度による運営
を予定しております。現在、桜川市内で⼭王病院を運営している医療法⼈隆仁会を指定管理者とし、開院は、平成30年10
⽉を予定しています。医療法⼈隆仁会は、医療センターの開院と同時に現在の事業所である⼭王病院を閉院としさくらが
わ地域医療センターの運営を担います。

■⽴地場所は茨城県桜川市高森地区に決定しています。ＪＲ⽔⼾線大和駅より徒歩1分、国道50号線と北関東⾃動⾞道桜川筑
⻄ICに⾯しており、非常にアクセスのしやすい環境です。また、周辺地域もショッピングセンターや公園、住宅等の整備が
予定されており、今後新しい町として開発される一大プロジェクト地域となる予定です。

2018年

10月

開院予定



3.『さくらがわ地域医療センター』の開院の背景

■桜川市には当院（⼭王病院）を含め3病院（公⽴1、⺠間2）、隣接する筑⻄市には6病院（公⽴1、⺠間5）あります。し
かし、両市の公⽴2病院（桜川市︓県⻄総合病院、筑⻄市︓筑⻄市⺠病院）は、大学派遣医師の引き上げや震災の影響に
より、医師の確保が厳しく、⾃治体病院としての役割が難しい状況になっています（※2病院合わせて472床の内、約
230床閉鎖）。こうした状況の中で、今後の桜川市と筑⻄市における安定した地域医療を提供するために、医療再編とし
て公⽴2病院を統合する計画が⽴ち上がりましたが、桜川市より病院が1つなくなるという不安より、数年前まで計画が進
⾏しませんでした。
しかし、⺠間である当院（⼭王病院）を含めた3病院を統廃合する形で、両市それぞれ病院を設⽴する事で決定しました。
こうした背景が「さくらがわ地域医療センター」の開院する経緯となっています。運営形態は、さくらがわ地域医療セン
ター（桜川市）は⼭王病院（＝医療法⼈隆仁会）の職員を原資とし、増床、機能強化分の⼈員を確保し、指定管理者制で
の運営とし、茨城県⻄部メディカルセンターは公⽴2病院の職員を原資として独⽴⾏政法⼈での運営を目指します。

筑⻄市⺠病院173床（筑⻄市）

県⻄総合病院299床（桜川市）

山王病院79床（桜川市）

筑⻄市 茨城県⻄部メディカルセンター（250床）
独⽴⾏政法⼈ 2次救急

桜川市 さくらがわ地域医療センター（128床）
指定管理者制（ 医療法⼈隆仁会 予定 ） 1次救急
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【 現 ⾏ 】 【 平成30年10月〜 】



4.『さくらがわ地域医療センター』の今後の役割

さくらがわ地域医療センターでは、急性期医療から今後医療ニーズが増えると予想される回復期も⾒据えた医療を展開しま
す。一般病棟内に地域包括ケア病床を持ち、高度急性期・急性期等の治療を受けた後の患者さま（ポストアキュート）、家
庭や施設での療養中に体調をくずされた⽅（サブアキュート）の治療を⾏い、皆さまが地域での暮らしを安⼼して継続でき
るよう⽀援いたします。また、急性期の⼊院治療が終了しても在宅等への復帰が困難で⻑期にわたり、継続治療・機能訓練
を必要とする⽅の療養病棟も1病棟設置予定です。その他、センター内に訪問看護ステーション、健診センターを加え、予
防から在宅医療まで幅広くサービス提供を担っていくことも、医療センターの特徴です。
医療センターは、それらの医療機能を果たしながら、近隣の診療所・病院や介護施設、居宅介護⽀援事業所、地域包括⽀援
センターと連携して、地域医療を⽀えて⾏きます。また、⾏政や地域⽀援事業にも積極的にかかわり、まちづくりの要とな
る医療機関を目指します。
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課題は外来需要増加への対応
現在、桜川市内にある県⻄総合病院（外来数︓360名/⽇）は筑⻄市が整備する茨城県⻄部ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰへ統合予定です。茨城
県⻄部ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰは、2次救急完結の地域⽀援病院を目指しており、紹介等での受診が中⼼になると予想されます。そのた
め、桜川市内における外来患者については、さくらがわ地域医療センターが中⼼となるため、多くの外来数が⾒込まれま
す。幅広い対応が求められますが、市内の開業医の先⽣⽅及び近隣の医療機関との調整を⾏っていく予定です。
医療センターは市内の基幹病院として幅広い診療も求められるため、需要に合った診療科の開設・増設、医師、看護師を中
⼼とした増員をはかり、外来診療体制の大幅な拡張を⾏います。患者数増加が⾒込まれますが、先⽣⽅が疲弊しない体制＝
⻑く定着できる病院、外来では１コマあたりの患者数、⼊院については受持ち患者数を考慮しております。

さくらがわ
地域医療センター
1次救急（初期救急）

茨城県⻄部
ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ
（2次完結）

大学病院等
3次医療機関

近隣医療機関

市内開業医

近隣施設
居宅



5.『さくらがわ地域医療センター』の概要①

設⽴⽇ 平成30年10⽉開院予定

病院⻑ 小野 隆房（医療法⼈隆仁会理事⻑ 兼務）予定

医師数 常勤 10名〜13名、非常勤20名 程度

診療科目
（予定）

内科、外科、整形外科、小児科、眼科、
泌尿器科、⽿⿐咽喉科、脳神経外科、⽪膚科

健診センター・訪問看護ステーション（院内）

病床数 128床 一般80床(地域包括ケア病床20床）
療養48床

体制 1次救急 （看護基準︓一般10:1）

診療時間 ⽉〜⾦曜 9:00〜17:00 土曜 9:00〜12:00

所在地 茨城県桜川市高森地区

アクセス
・JR⽔⼾線 大和駅徒歩1分
・北関東⾃動⾞道

桜川筑⻄ICより1.5ｋｍ

【新病院︓さくらがわ地域医療センター】

設⽴⽇ 昭和56年6⽉

理事⻑ 小野 隆房 ※病院⻑兼務

医師数 常勤 7名(うち⻭科医師1名）、非常勤 15名

診療科目 内科、外科、整形外科、小児科、
泌尿器科、⽿⿐咽喉科、⻭科、⼝腔外科

病床数 79床 一般43床(地域包括ケア病床10床）
療養36床

体制 1次救急 （看護基準︓一般10:1）

診療時間 ⽉〜土曜 9:00〜17:00

所在地 茨城県桜川市岩瀬42

アクセス
・JR⽔⼾線 岩瀬駅徒歩5分
・北関東⾃動⾞道

桜川筑⻄ICより3ｋｍ

【現病院︓医療法⼈ 隆仁会 山王病院】

※「さくらがわ地域医療センター」については、現段階（29.10⽉現在）での予定とさせて頂いております。
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【 概要 】
敷地⾯積: 24,864㎡
建築⾯積︓5,318㎡
延床⾯積︓10,890㎡
構 造︓地上3階RC造
駐 ⾞ 場 ︓423台

６.『さくらがわ地域医療センター』の概要②
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【 フロア構成 】

３階
病棟（療養病棟４８床×１病棟）
リハビリテーション室、管理部門
職員スペース（職員食堂、図書室、会議室等）、医局（専⽤ﾃﾞｽｸ、ﾛｯｶｰ完備、ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ、応接室完備）

２階 病棟（一般病棟4０床×２病棟）
手術室（3室）、中央材料室

１階
総合受付・会計、売店・カフェ
診察室（１８室）、救急外来、中央処置室、放射線部門、検査部門
薬局・調剤室、地域医療連携室、訪問看護ステーション、健診センター
保育室 ※屋外園庭完備

※院内イメージ図



７.『さくらがわ地域医療センター』の概要③

【 医療センターのポイント 】
■建物の新築の他、市のバックアップにより、医療機器も新設でのスタートとなります 。※一部移設あり

＊先⽣のご要望の機器購⼊もご相談可能です。
■新病院は患者動線、職員動線、将来の拡張性を充分に検討。ハード⾯でも効率性の高い病院です。

〇診療科機能に応じた外来ブースの設置（4ブース）、ブースごとに説明室・処置室の配置
〇科の特殊性、ドクターの診療スタイルに合わせた診察室の配置（診察室 計18室）
〇手術室（3室︓整形、外科、眼科）、クリーンルーム完備（科に合わせたクリーンレベル︓クラス1,000〜10,000）
〇大型医療機器の更新も考慮した将来対応の諸室の設置
〇職員スペース・医局スペースの確保（働きやすい環境の提供）

各部門のスタッフ休憩室・各階カンファレンスルームの設置、50㎡の図書室設置、大・中会議室の設置、屋上テラス
充実した医局スペース（応接スペースの他、別途隣接の応接室確保。フリーアドレススペース、男⼥別更⾐室、給湯室スペース）

■個⼈の負担による頑張りに頼らない体制を⼼掛けていますので、医師同⼠の業務分担が確⽴されています。
■ワークライフバランスを重視し、無理のない勤務形態の提案が可能です。（週4⽇より常勤。週5⽇＞4.5⽇＞4⽇を優先）
■実績に応じたインセンティブ制度を導⼊し、医師の評価制度も充実しています。

※外来・⼊院・手術に応じた評価給を⽀給します。当直も回数に応じて別途⽀給。
■新病院は、最寄駅から徒歩1分程度、⾞では最寄高速ICから１ｋｍ程度ですのでストレスのない通勤が可能です。

マイカーでの通勤の際は、高速代も⽀給致します。赴任の際は、赴任費⽤補助、賃貸社宅提供致します。
■周辺地域も充実（100,000㎡のショッピングセンターや公園、住宅地等31年4⽉完成予定）
■公設⺠営のため、普通交付税等の財務的な⽀援あり。⻑期にわたっての健全な病院経営が⾒込めます︕
・運営⺟体は⺠間ですが、公的病院の委託運営者となるため、委託料（普通交付税）が毎年⽀払われます。
・建物は市が整備いただくため、建替えによる借⼊⾦等がなく、⼈件費・機器更新等の医療へ集中した投資が可能です。
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【 診 療 科 目 】内科、外科、整形外科、小児科、眼科、泌尿器科、⽿⿐咽喉科、脳神経外科、⽪膚科
※常勤医師配置予定科目︓内科 外科 小児科 整形外科 眼科

【 診 療 日 】⽉曜⽇〜土曜⽇（半⽇） 【休診⽇】⽇曜、祝⽇
■一般内科 ︓午前3〜4診/午後1〜2診 ■呼吸器内科︓週2コマ程度
■循環器内科︓週2〜4コマ程度 ■消化器内科︓週2コマ程度
■内分泌内科︓週1〜2コマ程度 ■神経内科（脳神外科）︓週2コマ程度
■外科 ︓午前1〜2診/午後0〜1診 ■整形外科︓午前2診/午後1診
■泌尿器科 ︓週2コマ程度 ■小児科 ︓午前1〜2診/午後1〜2診
■⽪膚科 ︓週2コマ程度 ■眼科 ︓午前1〜2診/午後0〜1診
■⽿⿐咽喉科︓週2コマ程度 ■その他 ︓健診、在宅

【 想定外来数 】350名〜400名/⽇
【入院（病棟）】128床︓一般80床(地域包括ケア病床20床)、療養48床
【 手 術 】主に外科、整形外科、眼科
【 救 急 】1次救急対応（初期救急）
【 検査体制 】放射線技師常駐、検査技師オンコール体制（夜間）

８.『さくらがわ地域医療センター』の診療内容（予定）①
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＜山王病院における現状の診療実績＞
■外来患者数 ︓180名/⽇
■救急⾞搬送台数︓60〜80台/年
■手術件数 ︓100件/年

整形外科︓⼈⼯膝関節置換術、⼈⼯股関節置換術、骨折観⾎的手術椎⼸形成術、腰椎後⽅固定術など
消化器科︓⿏径ヘルニア、⾍垂切除術、内視鏡的大腸ポリープ切除術など



９.『さくらがわ地域医療センター』における診療内容（予定）②
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診療科 診察室 ⽉ 火 ⽔ 木 ⾦ 土

内科

午前

1 常勤）内科1 常勤）内科1 常勤）内科2 常勤）内科1 常勤）内科1 常勤）内科1

2 常勤）内科2 常勤）内科2 非常勤）呼内1 常勤）内科3 常勤）内科3 常勤）内科4

3 常勤）内科3 常勤）内科3 非常勤）循内1 常勤）内科4 常勤）内科4 非常勤）内科1

4 常勤）内科4 非常勤）消内1 非常勤）循内2 非常勤）神内1

８・９ 非常勤）内分泌1

午後

1 常勤）内科1 常勤）内科3 常勤）内科4 常勤）内科1 常勤）内科2

2 非常勤）内分泌1 非常勤）消内1 非常勤）呼内1 非常勤）循内2 非常勤）神内1

3 非常勤）循内1

外科 午前 8〜11
常勤）外科1 常勤）外科2 常勤）外科1 常勤）外科2 常勤）外科1 非常勤）外科1

常勤）外科2

整形外科
午前 15〜18

常勤）整形1 常勤）整形1 常勤）整形2 常勤）整形2 常勤）整形1 常勤）整形1

常勤）整形2 常勤）整形3 常勤）整形3 常勤）整形3 常勤）整形3

午後 15〜18 常勤）整形2 常勤）整形3 常勤）整形1

小児科
午前 13・14 常勤）小児1 常勤）小児1 常勤）小児1 常勤）小児1 常勤）小児1 非常勤）小児1

午後 13・14 常勤）小児1 予防接種 常勤）小児1 検診 常勤）小児1

眼科
午前 ５・６ 常勤）眼科1 常勤）眼科1 非常勤）眼科1 常勤）眼科1 常勤）眼科1 非常勤）眼科2

午後 ５・６ 非常勤）眼科1

⽪膚科 午前 ８・９ 非常勤）⽪膚1 非常勤）⽪膚2

泌尿器科 午前 7 非常勤）泌尿1 非常勤）泌尿1

⽿⿐咽喉科 午前 12 非常勤）⽿⿐1 非常勤）⽿⿐2

【 想定外来担当医表 】 ※現段階（29.10⽉現在）での予定とさせて頂いております。



10. 医療法⼈隆仁会について①︓理事⻑より先⽣⽅へ

【小野 隆房 理事⻑（院⻑兼務）の経歴】
■昭和54年⽇本大学医学部卒業
■平成15年に理事⻑に就任
■平成18年に産婦⼈科より内科・小児科へ。現在に⾄る。

昭和29年8⽉27⽇⽣ 趣味︓⾞（マイカーはポルシェ365）
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当院は理念である「思いやりの医療を原点」とし、患者様の⽴場に⽴った医療の提供を⼼がけております。患者様、ご家族様の
意⾒を尊重し、ともに考え、⾏動し、「この病院を選んでよかった」と思っていただけるような病院を目指しております。しか
しながら、⽇本の現状は、⼈⼝減少・超高齢社会という大きな問題にこれから直⾯しようとしております。当院がある桜川市も
今後の⼈⼝減少がかなり進んでいく地域です。⼈⼝が減少すると⾔うことは、病院にとって死活問題であり、また、地域医療構
想による病床数の削減（減らすとは⾔っておりませんが）、診療報酬の削減、病院の建替え問題、建設費の高騰等、病院は⾃⼰
の努⼒だけでは維持できない将来が来ると推察しております。厳しい時代の到来が予想されますが、病院も個⼈と同じく現在の
ある意味いい⾯、ワークライフバランスや勤務の多様化等、柔軟に経営⽅針や運営形態を変える時代でもあると考えております。
その結果、今回、現在の病院を廃院にしても医療センターの指定管理を受けるべきと決断させていただきました。市の医療を全
⾯的に引き受けることは現状よりはるかに風当たりは強いですが、その分受ける恩恵もはかり知れません。創設者である父の
「地域の為に」という信念も、病院は廃院になってしましますが叶えられると信じております。
最後になりますが、限られた資源を活⽤し、全職員1⼈1⼈が専門職としての誇りを持ち、責任を持った医療が⾏えるよう、知
識・技術だけでなく、⼈間味あふれる感受性豊かな職員の育成に⼒を⼊れていきたいと思っております。
「⼭王病院」は来年、⻑い歴史に幕を閉じ、さくらがわ地域医療センターとして⽣まれ変わります。「信頼される病院」を目指
し、真っ白なステージに新たな歴史を一緒に刻んでいく先⽣⽅を⼼よりお待ちしています。



11. 医療法⼈隆仁会⼭王病院について②︓勤務医の現状

■平成26年度に3名の常勤医師⼊職。現在は常勤医師6名体制。
■理事⻑を含め内科医3名、整形外科医2名、外科医1名、⻭科医1名体制。
■現状の常勤の先⽣⽅はマイカー通勤が中⼼︕

・宇都宮市より⾞通勤 4名 …上三川IC付近の先⽣は30分以内、宇都宮市内の先⽣でも45分
・つくば市より⾞通勤 1名 …桜土浦IC利⽤で50分
・⽔⼾市より電⾞通勤 1名 …JR⽔⼾線⾚塚駅→岩瀬駅37分

診療科 性別 年齢 役職 出身大学 主な資格

内科・小児科 男性 60代前半 理事⻑・院⻑ ⽇本大学

内科 男性 50代前半 部⻑ 獨協医科大学 ⽇本内科学会認定医
⽇本循環器学会専門医、他

内科 ⼥性 40代後半 医⻑ 慈恵医科大学

外科 男性 40代前半 医⻑ ⽇本大学 ⽇本外科学会専門医

整形外科 男性 60代前半 部⻑ 産業医科大学 ⽇本整形外科学会専門医
⽇本整形外科学会認定スポーツ医、他

整形外科 男性 40代後半 医⻑ 獨協医科大学 ⽇本整形外科学会専門医

⻭科⼝腔外科 男性 40代前半 医⻑ ⿅児島大学

【勤務医一覧】
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12. 常勤医師 求⼈一覧

科目 募集⼈数 勤務内容 勤務⽇数 勤務時間 当直 ※⼊職時期

内科
1~2名 外来・病棟管理 週4⽇〜

（⽉〜土曜） 9:00〜18:00 週1程度 ①・②

※一般内科を診れる先⽣であれば科目は問いません。呼吸器内科尚可。

小児科 1名 外来のみ
（予防接種・検診含む）

週4⽇〜
（⽉〜土曜） 9:00〜18:00 原則無し ②・③

眼科 1名 外来・病棟管理
検査・手術

週4⽇〜
（⽉〜土曜） 9:00〜18:00 原則無し ②

健診・在宅
1名 健診 週4⽇〜

（⽉〜土曜） 9:00〜18:00 原則無し ②・③

※科目問わず。60歳以上も検討可。在宅のご相談も可。

※入職時期について
開院が年度途中の為、⼊職時期については以下①〜③の時期を目安としております。
①平成30年 4⽉での⼊職 ※平成30年4⽉〜10⽉の間での⼊職も可能
②平成30年10⽉での⼊職 ※開院準備期間を考慮し、30年9⽉の⼊職は可能
③平成31年 4⽉での⼊職 ※開院時より勤務できる先⽣を優先するため、上記①②を優先

上記はあくまでも目安としておりますので、応募があった際は、最大限受け⼊れを検討致します。
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13. 募集理由と求める医師像

【今回の募集理由】
平成30年10⽉『さくらがわ地域医療センター』の開院及び運営に伴い、診療
体制の強化と新規診療科の⽴ち上げのため

【求める医師像】
■専門領域に固執せず地域医療の重要性を理解し診療できる⽅

もちろん、先⽣の専門性はご要望にあわせて診療へ反映致します︕
イメージ︓断らず広く浅く診れる、診断をつけて紹介できる先⽣

■患者とのコミュニケーションが図りながら、信頼を得れる⽅。
■一緒に働く医師、コ・メディカル等に対しても配慮し、チームワークを大事

に出来る⽅。
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14. 募集要項【一般内科】 ※呼吸器内科尚可
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募集科目
一般内科 ※経験5年以上
＊一般内科診れる先⽣。
＊専門科の先⽣でも可。

患者数に応じて専門外来設置。

勤務内容

＜外来＞週5コマ程度 午前3〜4診/午後1診
＊患者数 30⼈〜40⼈程度/コマ
＊状況に応じて救急対応有り

＜病棟＞20名程度
＊一般最大10名程度、療養15名程度
＊主治医及び複数担当制

＜当直＞週1回程度（⽉2回でも相談可）
※新病院のため、状況により変動あり。
※早番、遅番⽉1回程度あり（非常勤当直時）。

勤務時間 9︓00 〜 18︓00

勤務⽇数
週4⽇〜5⽇ ＊勤務⽇数が多い先⽣優先。
※4⽇以上常勤扱い。
※⽇数・曜⽇はご相談の上決定。

休⽇ ⽇曜、祝⽇、夏期3⽇、冬季4⽇
有給休暇、慶弔休暇

研究⽇ 勤務⽇数による

学会参加 可能。年2回まで主張扱い（補助制度あり）

給与形態

年棒制 1,200万円〜2,500万円
＊当直手当（⽉4回）、インセンティブ手当含む。

【モデル給与例1】
＊経験年数10年
週4⽇ ︓1,250万円〜
週4.5⽇︓1,450万円〜
週5⽇ ︓1,600万円〜

【モデル給与例2】
＊経験年数20年
週4⽇ ︓1,600万円〜
週4.5⽇︓1,800万円〜
週5⽇ ︓2,000万円〜

＜諸手当＞
役職手当、家族手当、インセンティブ手当
当直手当 等

＊経験・スキル・勤務⽇数を考慮の上決定。
＊売上に応じたインセンテイブを⽀給します。

貢献いただいた先⽣には高収⼊をお約束します。

福利厚⽣

社会保険完備（健康・厚⽣・労災・雇⽤）
退職⾦（3年以上）、医師賠償保険
社宅提供（賃貸借上げ1/2負担）、
赴任費⽤補助（30万円まで⽀給）
託児所完備、食事補助、ユニホーム貸与
諸会費補助制度、学会出張扱い補助有（年2回）

交通費 実費相当分⽀給
※電⾞の特急代、⾞の高速代も⽀給。



15. 募集要項【小児科】 充足

ー15Ｐー

募集科目 小児科
※経験5年以上、専門医優遇

勤務内容

＜外来＞週8コマ程度 1診又は2診
＊患者数 30⼈〜40⼈程度/コマ

＜予防接種・乳幼児検診＞
患者状況に応じて専門のコマ数を確保
致します。

※⼊院対応はありません。
※開院時は常勤1名＋非常勤数名体制を想定。
※患者数に応じて医師の増員を⾏います。

勤務時間 9︓00 〜 18︓00

勤務⽇数
週4⽇〜5⽇ ＊勤務⽇数が多い先⽣優先。
※4⽇以上常勤扱い。
※⽇数・曜⽇はご相談の上決定。

休⽇ ⽇曜、祝⽇、夏期3⽇、冬季4⽇
有給休暇、慶弔休暇

研究⽇ 勤務⽇数による

学会参加 可能。年2回まで主張扱い（補助制度あり）

給与形態

年棒制 1,200万円〜2,000万円
＊インセンティブ手当含む。

【モデル給与例1】
＊経験年数10年
週4⽇ ︓1,100万円〜
週4.5⽇︓1,200万円〜
週5⽇ ︓1,350万円〜

【モデル給与例2】
＊経験年数20年
週4⽇ ︓1,350万円〜
週4.5⽇︓1,500万円〜
週5⽇ ︓1,700万円〜

＜諸手当＞
役職手当、家族手当、インセンティブ手当
当直手当 等

＊年俸は経験・スキル・勤務⽇数を考慮の上決定します。
＊売上に応じたインセンテイブを⽀給します。

貢献いただいた先⽣には高収⼊をお約束します。

福利厚⽣

社会保険完備（健康・厚⽣・労災・雇⽤）
退職⾦（3年以上）、医師賠償保険
社宅提供（賃貸借上げ1/2負担）、
赴任費⽤補助（30万円まで⽀給）
託児所完備、食事補助、ユニホーム貸与
諸会費補助制度、学会出張扱い補助有（年2回）

交通費 実費相当分⽀給
※電⾞の特急代、⾞の高速代も⽀給。



16. 募集要項【眼科】
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募集科目 眼科 ※経験5年以上

勤務内容

＜外来＞週4〜5コマ程度
＊患者数 40⼈程度/コマ

＜病棟＞5名程度（⼊院伴う白内障等）
＊療養病棟 数名程度あり
＊主治医及び複数担当制

＜手術＞＊白内障、緑内障手術程度
＜検査＞＊患者数に応じてコマ数確保
※必要機器はすべて新設します。
※開院時は常勤1名＋非常勤数名体制を想定。
※患者数に応じて医師の増員を⾏います。

勤務時間 9︓00 〜 18︓00

勤務⽇数
週4⽇〜5⽇ ＊勤務⽇数が多い先⽣優先。
※4⽇以上常勤扱い。
※⽇数・曜⽇はご相談の上決定。

休⽇ ⽇曜、祝⽇、夏期3⽇、冬季4⽇
有給休暇、慶弔休暇

研究⽇ 勤務⽇数による

学会参加 可能。年2回まで主張扱い（補助制度あり）

給与形態

年棒制 1,800万〜4,000万円
＊インセンティブ手当含む。3,000万以上も可。

【モデル給与例1】
＊経験年数10年
週5⽇ ︓2,000万円〜

他に歩合⽀給

【モデル給与例2】
＊経験年数20年
週5⽇ ︓2,500万円〜

他に歩合⽀給

＜諸手当＞
役職手当、家族手当、インセンティブ手当
当直手当 等

＊経験・スキル・勤務⽇数を考慮の上決定。
＊売上に応じたインセンテイブを⽀給します。

貢献いただいた先⽣には高収⼊をお約束します。
＊患者がつくまでの間、給与保障あり。

福利厚⽣

社会保険完備（健康・構成・労災・雇⽤）
退職⾦（3年以上）、医師賠償保険
社宅提供（賃貸借上げ1/2負担）、
赴任費⽤補助（30万円まで⽀給）
託児所完備、食事補助、ユニホーム貸与
諸会費補助制度、学会出張扱い補助有（年2回）

交通費 実費相当分⽀給
※特急代、高速代⽀給。



17. 募集要項【健診】 ※週２〜３⽇非常勤でも可。午前のみでも可。
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募集科目 健診・⼈間ドック
＊科目問わず、年齢不問（70歳位まで）

勤務内容

○病院内健診センターでの健診業務
＜施設内＞ 一般健診

⼈間ドック、⽣活習慣病健診
＜巡回健診＞一般健診、事業所健診

※⽉1〜2回市内中⼼。
○施設巡回業務（⽉１〜２回程度）
〇その他︓近隣施設の嘱託医業務あり。
※一部外来（週1.2コマ）できる先⽣給与優遇

勤務時間 8︓30 〜 17︓０0（※時短相談も可）

勤務⽇数
週4⽇〜5⽇
※⽇数・曜⽇はご相談の上決定。
※週２〜３⽇でも可。午前のみでも可。

休⽇ ⽇曜、祝⽇、夏期3⽇、冬季4⽇
有給休暇、慶弔休暇

研究⽇ 勤務⽇数による

学会参加 可能。年2回まで主張扱い（補助制度あり）

給与形態

年棒制 1,000万円〜1,700万円
＊別途、諸手当⽀給。

【モデル給与例1】
＊経験年数5年目
週5⽇ ︓1,000万円〜

【モデル給与例2】
＊経験年数15年〜
週5⽇ ︓1,400万〜

＜諸手当＞
一部ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ手当、家族手当、通勤手当

＊経験・スキル・勤務⽇数を考慮の上決定。
＊貢献いただいた先⽣には高収⼊をお約束します。

福利厚⽣
社会保険完備（健康・構成・労災・雇⽤）
退職⾦（3年以上）、医師賠償保険
託児所完備、食事補助、ユニホーム貸与
諸会費補助制度

交通費 実費相当分⽀給
※電⾞の特急代、⾞の高速代も⽀給。



18. 募集要項︓補⾜資料① 想定外来数
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26年度年間患者数 想定患者数 週1日 週2日 週3日 週4日 週5日 週6日

医師の配置目安

県西総合病院
県西総合病院からの
想定患者数/想定割合

（ ① ）

山王病院
（ ② ）

年間患者数
（ ①＋② ）

週間患者数
（49週計算）

1日平均患者数
（294日）

49 98 147 196 245 294

内 科 29,627 16,828 56.8% 26,084 42,912 876 146.0 875.8 437.9 291.9 218.9 175.2 146.0

・常勤数4名想定
・細分科した患者数をもとに、専門外来、非常勤の配置検討
・理事長外来の軽減

小 児 科 15,753 8,948 56.8% 452 9,400 192 32.0 191.8 95.9 63.9 48.0 38.4 32.0

・常勤１名＋非常勤 ※外来勤務のみ
・検診、検査、学校医等のコマ数考慮。

外 科 6,561 3,727 56.8% 3,182 6,909 141 23.5 141.0 70.5 47.0 35.2 28.2 23.5

・常勤2名想定
・非常勤については、手術、内視鏡の勤務状況に応じて配置
・手術、検査等のコマ数考慮。
・県西ＨＰ手術実績考慮

整 形 外 科 12,513 7,107 56.8% 16,322 23,429 478 79.7 478.2 239.1 159.4 119.5 95.6 79.7

・常勤3名想定

脳神経外科 1,295 736 56.8% 736 15 2.5 15.0 7.5 5.0 3.8 3.0 2.5

・週1～2コマ
・神経内科開設と検討

産 婦 人 科 2,356 0 0.0% 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

・予定なし

眼 科 15,895 9,028 56.8% 9,028 184 30.7 184.3 92.1 61.4 46.1 36.9 30.7

・常勤１ ＋非常勤＋α ※非常勤配置数検討
・手術、検査等のコマ数検討

泌 尿 器 科 5,153 2,927 56.8% 512 3,439 70 11.7 70.2 35.1 23.4 17.5 14.0 11.7

・非常勤

耳鼻咽喉科 1,672 950 56.8% 2,214 3,164 65 10.8 64.6 32.3 21.5 16.1 12.9 10.8

・非常勤

皮 膚 科 5,447 3,094 56.8% 3,094 63 10.5 63.1 31.6 21.0 15.8 12.6 10.5

・非常勤

形 成 外 科 254 0 0.0% 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

※要検討。皮膚科と合わせて検討。
※非常勤

人 工 透 析 11,228 0 0.0% 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

・予定なし

歯 科 13,768 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

・新規歯科診療所開設

リ ハ 7,078 7,078 144 24.1 144.4 72.2 48.1 36.1 28.9 24.1

※整形外科にて対応（現行通り）

計 ※3 107,754 53,344 69,612 109,188 2,228 371.4 2,228.3 1,114.2 742.8 557.1 445.7 371.4

＊現⾏の⼭王病院の患者数に県⻄総合病院からの移⾏患者数を加味し算出。



19. 募集要項︓補⾜資料② 目安となる手術件数 【外科】【整形外科】
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名称 外来件数 名称 ⼊院件数

⽪膚切開（⻑径10㎝未満） 85 内視鏡的大腸ポリープ切除術（⻑径 2㎝未満） 130

(時)創傷処理（⻑径 5㎝未満） 25 短3内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術（⻑径 2㎝未満 35

(休)⽪膚切開（⻑径10㎝未満） 25 超⾳波凝固切開装置等加算 19

(深)⽪膚切開（⻑径10㎝未満） 9 短3（⿏径ヘルニア手術 5歳以上） 17

(休)創傷処理（⻑径 5㎝以上〜10㎝未満） 7 ⾃動縫合器加算 16

■外科 年間 553件（外来︓211件、⼊院︓300件）
＊外来上位５項目 ＊⼊院上位５項目

名称 外来件数 名称 ⼊院件数

⽪膚切開（⻑径10㎝未満） 13 骨折観⾎的手術（大腿） 17

腱鞘切開術 9 骨折観⾎的手術（前腕） 8

骨折非観⾎的整復術（手） 6 ⼈⼯骨頭挿⼊術（股） 7

(幼)(休)関節脱⾅非観⾎的整復術（小児肘内障） 6 骨内異物(挿⼊物)除去術（前腕） 6

骨折非観⾎的整復術（前腕） 5 ⼈⼯関節置換術（膝） 6

■整形外科 年間 206件（外来︓116件、⼊院︓90件）
＊外来上位５項目 ＊⼊院上位５項目

※⼊院件数︓内視鏡的大腸ポリープ切除術（⻑径 2㎝未満） 消化器内科 42件合算。

＊現⼭王病院の手術件数と県⻄総合病院の手術件数を新病院での手術件数の目安としております。
[ 下記は26年度県⻄総合病院の手術実績 ]



20. 募集要項︓補⾜資料③ 目安となる手術件数 【眼科】【形成外科】
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名称 外来件数 名称 ⼊院件数

後発白内障手術 54 短3⽔晶体再建術（眼内レンズを挿⼊する場合・その他のもの） 602

網膜光凝固術（その他特殊なもの・一連につき） 41 ⽔晶体再建術（眼内レンズを挿⼊する場合・その他のもの） 33

角膜・強膜異物除去術 19 翼状片手術（弁の移植を要するもの） 2

マイボーム腺梗塞摘出術 16 角膜・強膜縫合術 1

結膜結石除去術(少数のもの)(1眼瞼ごと) 7 網膜光凝固術（その他特殊なもの・一連につき） 1

■眼科 年間 803件（外来︓162件、⼊院︓641件）
＊外来上位５項目 ＊⼊院上位５項目

名称 外来件数 名称 ⼊院件数

⽪膚，⽪下腫瘍摘出術（露出部）（⻑径 2㎝以上） 14

⽪膚，⽪下腫瘍摘出術（露出部）（⻑径 2㎝未満） 11

眼瞼下垂症手術（眼瞼拳筋前転法） 6

眼瞼下垂症手術（筋膜移植法） 4

⽪膚，⽪下腫瘍摘出術（露出部以外）（⻑径 3㎝未満） 3

■形成外科 年間 63件（外来︓63件）
＊外来上位５項目 ＊⼊院上位５項目



21. 募集要項︓補⾜資料④ 目安となる手術件数 【その他】
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■⽿⿐咽喉科 年間 11件（外来︓11件）
＊⿐腔粘膜焼灼術、異物摘出術等

■⽪膚科 年間 64件（外来︓64件）
＊⽪膚切開、⽪膚・⽪下腫瘍摘出術等

■泌尿器科 年間 34件（外来︓18件、⼊院︓16件）

＊経尿道的尿管ステント留置術、⽪膚切開等

■脳神経外科 年間 4件（外来︓4件）
＊創傷処理



22. 募集要項︓補⾜資料⑤ 非常勤医師の募集について
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科目 勤務形態 募集日数
（コマ数） 給与目安 備考

急募 一般内科 ⽇勤 火／⽔／木／⾦／土
※週１⽇から可

8.5万〜10万/1⽇
５万〜5.5万/半⽇

・入職時期︓30年4月〜 随時勤務可能
・午前9時〜12時半、午後2時〜5時又は6時
・一般内科診れれば科目問わず。幅広く診れる先⽣優遇。
・1⽇、午前のみ、午後のみ相談可。
・午前30名程度（午後10名〜20名程度）
・土曜に限り隔週勤務の相談も可能

・電⾞都合等による早上がり相談可

急募 呼吸器内科 ⽇勤 週１⽇
曜⽇相談可

5万〜5.5万/AM
8.5万〜9.5万/1⽇

・入職時期︓30年4月〜 随時勤務可能
・呼吸器の他、一般内科診れる先⽣歓迎。
・午前のみ勤務も相談可。⽔曜又は木曜勤務できる先⽣尚可。
・電⾞都合等による早上がり相談可

神経内科
＊専門外来 ⽇勤 週1⽇午前

曜⽇相談可 5万＋α/AM
・⼊職時期︓30年10⽉~（曜⽇によっては30.4⽉からも検討可）
・一般内科診れる先⽣歓迎・給与優遇
・1⽇勤務も検討可、1診体制。

内分泌（糖尿）
＊専門外来 ⽇勤 週1⽇午前

曜⽇相談可 5万＋α/AM
・⼊職時期︓30年10⽉~（曜⽇によっては30.4⽉からも検討可）
・一般内科診れる先⽣歓迎・給与優遇
・1⽇勤務も検討可、1診体制

＊昼食⽀給、交通費は別途⽀給（上限1万。高速代、特急代⽀給可）

平成30年10⽉ 新病院（さくらがわ地域医療センター）開院に伴う業務拡張を⾒据えた募集です。
勤務時間や勤務⽇はご希望に沿うよう柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。



22. 募集要項︓補⾜資料⑤ 非常勤医師の募集について
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科目 勤務形態 募集日数
（コマ数） 給与目安 備考

小児科 ⽇勤 土曜AM
隔週も相談可 5万/AM

・入職時期︓30年4月〜 随時勤務可能
・外来勤務
・1診体制

眼科 ⽇勤 平⽇1⽇、土曜午前
平⽇曜⽇相談可

10万〜12万/1⽇
６万＋α/半⽇

・⼊職時期︓30年10⽉~
・常勤医師の手術・検査⽇の外来担当
・１診体制。

⽪膚科 ⽇勤 週2⽇午前
曜⽇相談可 5万/AM

・⼊職時期︓30年10⽉~
・関連大学からの派遣 or  個⼈応募で検討中。
・1診体制予定。

泌尿器科 ⽇勤 ＡＭ1コマ 4.5〜5.5万/ｺﾏ ・関連大学、現状の再編先の病院によって変動
・1⽇勤務も検討可、1診体制

内科、外科 当直 ①平⽇週1
②土⽇⽉1 5万/回

・非常勤枠としての当直医
・週1又は隔週（⽉2）程度の平⽇
・土⽇ ⽉1程度（希望考慮。不定期の可能性あり）

＊昼食⽀給、交通費は別途⽀給（上限1万。高速代、特急代⽀給可）



応募先・問い合わせ先

問い合わせ先

医療法⼈隆仁会（さくらがわ地域医療センター開設準備室 ）
担当︓富⽥
〒309-1211 茨城県桜川市岩瀬42
TEL  ︓0296-75-0600  FAX︓0296-75-0646
MAIL︓tomita@sannoh-hospital.or.jp 又は recruit@sakuragawa-mc.jp
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【 紹介業者様へ 】紹介に関してのお願い事項

■ご紹介頂く⽅のキャリアシートをご送付頂く際には、可能であれば⾒学・⾯接希望⽇時を明記し、
メールに添付してご連絡お願い致します。
recruit@sakuragawa-mc.jp

■⾒学と⾯接を同時にして頂く候補者の⽅は歓迎致します。

■⾯接者の⼊職の意思表示は⾯接⽇から1週間以内に出来ればご連絡をお願い致します。
＊当院での採⽤有無も迅速に対応致します。

■⾯接設定、事務処理につきまして迅速に対応するよう院内にて徹底しておりますので、急な⾯接
設定や事務処理などにつきましてもお気軽にご相談下さい。

■募集科目以外でのお問い合せもお受けいたします。可能な限り検討させていただきます。

柔軟に、迅速に、対応致しますのでご紹介よろしくお願いいたします。
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