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各交通機関の詳細は、右記
QRコードにリンクされて
いる各運航会社の公式サイ
トをご確認ください。
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大型船・フェリー50分

大型船・高速船
連絡船・フェリー20分

大型船・フェリー50分

45分45分 40分40分

50分50分

高速船45分高速船45分

下田

熱海

高速船／大型船／
連絡船／フェリー

　伊豆諸島最大の面積を誇る、東京から一番近い島で
す。竹芝桟橋から高速船で1時間45分で行くことがで
き、日帰り旅も可能です。
　島の中央には「御神火様」と
して古来から島民に親しまれた
三原山が鎮座し、自然の迫力を
感じるトレッキングが出来ま
す。
　海の幸や温泉はもちろん、ジ
オパークの自然を満喫できるサ
イクリングやパワースポット巡
りも楽しめます。

　大島
●面積　90.73km2　　
●人口　7,262人　　　　
●東京からのアクセス
・高速船（竹芝から1時間45分、熱海から45分）
・大型客船（竹芝から6時間）
・飛行機（調布から25分）

　島の約80％が椿の木に覆われている「日本一の椿
島」であり、美容品として人気
の椿油が特産品です。
　巨木めぐりにイルカウォッチ
ング、野鳥や星の観察など、
海・山・空を満喫するネイ
チャー体験が楽しめます。
　サクユリの花が咲き誇る初夏
の風景もお勧めです。

　利島
●面積　4.12km2　　
●人口　332人　
●東京からのアクセス
・高速船（竹芝から2時間29分）
・大型客船（竹芝から7時間40分）
・ヘリコプター（大島から10分）　
・フェリー（下田から1時間35分）　

　「空色で透明な青」「濃淡豊かな緑」「温まる紅色」「無
機質な白と灰色」そんな色に出会うことができる二つの島で
す。ターコイズブルーのビーチブレ
イク、透明度の高いダイビングス
ポット、家族も安心な波静かな海
岸、冬から春には明日葉が芽吹き、
深緑の森山が夏を迎え、旬の野菜が
オリーブ色のガラスの器に並ぶ。紅
い夕日を眺め温かい温泉と人に癒さ
れる。白い砂浜と灰色のモヤイ像は
表情を変えず佇んでいる。そんな色
の新島と式根島です。

　新島/式根島
●面積　22.97km2（新島）/ 3.67km2（式根島）
●人口　2,052人（新島）/ 497人（式根島）
●東京からのアクセス
・高速船（竹芝から2時間55分(新島）/3時間15分(式根島)）
・大型客船（竹芝から8時間40分/9時間5分）
・飛行機（調布から40分(新島のみ)）
・連絡船（新島-式根島間20分）
・フェリー（下田から2時間40分（新島）/3時間15分（式根島））

各島の特色各島の特色 東京に、こんな離島があるのをご存知でしたか？大自然の魅力あふ れる島々へ、ぜひ訪れてみてください。
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p.5

p.6

p.7

　東京から358Ｋｍ、伊豆諸島最南端の有人島である
青ヶ島は、周囲9Ｋｍ、黒潮の真中に浮かぶ小さな島
です。浜や入り江のない断崖絶壁の姿はまさに「絶
海の孤島」。世界でも珍しい複式火山の景色で近年
知名度があがりました。国内で
最も人口の少ない自治体として
も知られています。東京から直
行の交通機関はなく、海、空と
も八丈島を経由してのアクセス
となります。

　青ヶ島
●面積　5.96km2　
●人口　170人
●東京からのアクセス
・連絡船（八丈島から3時間）
・ヘリコプター（八丈島から20分）

p.12

　年間平均気温18度で、南国らしい色鮮やかな花々
が咲く、常春の島です。
　魚と戯れるマリンスポーツが楽しめるほか、特産
品の焼酎や島寿司といった島グルメや、豊富な温泉
で癒しの時間が過ごせます。島
に古くから伝わる絹織物「黄八
丈」の手織り体験では、伝統文
化にも触れられます。

　八丈島
●面積　69.11km2　
●人口　7,128人
●東京からのアクセス
・大型客船（竹芝から10時間20分）
・飛行機（羽田から55分）

p.11

　珊瑚礁や熱帯魚、クジラやイルカにも出会える
海、そして原始の自然が広がる森といった、多彩な
魅力いっぱいの島々です。
　2011年には世界遺産にも登録
されました。
　パッションフルーツや島レモ
ン、ラム酒といった南国の味も
楽しめるほか、日本一早い元旦
の海開きなど、ここだけの行事
も体験してみては。

　小笠原父島/
　小笠原母島

●面積　23.45km2（父島）/ 19.88km2（母島）
●人口　2,118人（父島）/457人（母島）
●東京からのアクセス
・大型客船（竹芝から24時間(父島））
・船（父島から2時間(母島））

p.13

　野生のイルカに出会うイルウォッチングで人気
が高まっている、自然に恵まれた島です。
　浅瀬に定住するイルカの姿は、島の高台からも
観察することができます。
　島内には巨木の森が点在
し、豊かな原水を生み出し
ています。樹齢数百年の巨
木を間近で見られる山歩き
も、楽しみの一つです。

　御蔵島
●面積　20.52km2　
●人口　299人 
●東京からのアクセス
・大型客船（竹芝から7時間25分）
・ヘリコプター（三宅島から10分）

p.10

伊豆七島の神々が水の配分を協議するため集まったという
「水配りの伝説」が伝わる、神秘的な島です。
　新日本百名山にも選ばれた天上山
は、珍しい高山植物も生息し、晴れ
た日には富士山・日本アルプスまで
見渡すことができます。
　また、令和2年 12 月に日本で２番
目の星空保護区に認定された神津島
の星空は、都会では絶対に体験する
ことができません。
　透明度の高い海でのダイビングや
温泉も、大きな魅力です。

　神津島
●面積　18.24km2　
●人口　1,877人
●東京からのアクセス
・高速船（竹芝から3時間45分）
・大型客船（竹芝から10時間）
・飛行機（調布から45分）
・フェリー（下田から2時間20分）　

p.8 　三宅島
●面積　55.20km2　　　　
●人口　2,362人
●東京からのアクセス
・大型客船
 （竹芝から6時間30分）
・飛行機
 （調布から50分）

　伊豆諸島のほぼ中央に 位置する円形をなした火山
島です。「バードアイラ ンド」とも呼ばれ、伊豆諸
島最大の淡水湖である大 路池周辺には、特に多くの
野鳥を見ることができま す。黒潮の影響を強く受け
て多種多様な海洋生物が 生息するため、釣りやマリ
ンスポーツが楽しめま す。さらに、東京オリン
ピック競技にも採用され た国内最大級を誇るボル
ダリング施設がありま す。度重なる火山活動で
作り上げられた自然を楽 しめるトレッキングルー
トもあり、地球の鼓動を 体感できます。

p.9

※面積：「令和3年全国都道府県市区町村面積調」より
※人口：「令和4年1月1日住民基本台帳人口」より

三原山の赤ダレ

利島港

神津島の村落

伊豆岬

宮塚山展望台（新島） 御蔵島全景

南原千畳岩海岸

大凸部からの丸山

前浜（父島）
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QRコードにリンクされて
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45分45分 40分40分

50分50分

高速船45分高速船45分

下田

熱海

高速船／大型船／
連絡船／フェリー

　伊豆諸島最大の面積を誇る、東京から一番近い島で
す。竹芝桟橋から高速船で1時間45分で行くことがで
き、日帰り旅も可能です。
　島の中央には「御神火様」と
して古来から島民に親しまれた
三原山が鎮座し、自然の迫力を
感じるトレッキングが出来ま
す。
　海の幸や温泉はもちろん、ジ
オパークの自然を満喫できるサ
イクリングやパワースポット巡
りも楽しめます。

　大島
●面積　90.73km2　　
●人口　7,262人　　　　
●東京からのアクセス
・高速船（竹芝から1時間45分、熱海から45分）
・大型客船（竹芝から6時間）
・飛行機（調布から25分）

　島の約80％が椿の木に覆われている「日本一の椿
島」であり、美容品として人気
の椿油が特産品です。
　巨木めぐりにイルカウォッチ
ング、野鳥や星の観察など、
海・山・空を満喫するネイ
チャー体験が楽しめます。
　サクユリの花が咲き誇る初夏
の風景もお勧めです。

　利島
●面積　4.12km2　　
●人口　332人　
●東京からのアクセス
・高速船（竹芝から2時間29分）
・大型客船（竹芝から7時間40分）
・ヘリコプター（大島から10分）　
・フェリー（下田から1時間35分）　

　「空色で透明な青」「濃淡豊かな緑」「温まる紅色」「無
機質な白と灰色」そんな色に出会うことができる二つの島で
す。ターコイズブルーのビーチブレ
イク、透明度の高いダイビングス
ポット、家族も安心な波静かな海
岸、冬から春には明日葉が芽吹き、
深緑の森山が夏を迎え、旬の野菜が
オリーブ色のガラスの器に並ぶ。紅
い夕日を眺め温かい温泉と人に癒さ
れる。白い砂浜と灰色のモヤイ像は
表情を変えず佇んでいる。そんな色
の新島と式根島です。

　新島/式根島
●面積　22.97km2（新島）/ 3.67km2（式根島）
●人口　2,052人（新島）/ 497人（式根島）
●東京からのアクセス
・高速船（竹芝から2時間55分(新島）/3時間15分(式根島)）
・大型客船（竹芝から8時間40分/9時間5分）
・飛行機（調布から40分(新島のみ)）
・連絡船（新島-式根島間20分）
・フェリー（下田から2時間40分（新島）/3時間15分（式根島））

各島の特色各島の特色 東京に、こんな離島があるのをご存知でしたか？大自然の魅力あふ れる島々へ、ぜひ訪れてみてください。
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　東京から358Ｋｍ、伊豆諸島最南端の有人島である
青ヶ島は、周囲9Ｋｍ、黒潮の真中に浮かぶ小さな島
です。浜や入り江のない断崖絶壁の姿はまさに「絶
海の孤島」。世界でも珍しい複式火山の景色で近年
知名度があがりました。国内で
最も人口の少ない自治体として
も知られています。東京から直
行の交通機関はなく、海、空と
も八丈島を経由してのアクセス
となります。

　青ヶ島
●面積　5.96km2　
●人口　170人
●東京からのアクセス
・連絡船（八丈島から3時間）
・ヘリコプター（八丈島から20分）

p.12

　年間平均気温18度で、南国らしい色鮮やかな花々
が咲く、常春の島です。
　魚と戯れるマリンスポーツが楽しめるほか、特産
品の焼酎や島寿司といった島グルメや、豊富な温泉
で癒しの時間が過ごせます。島
に古くから伝わる絹織物「黄八
丈」の手織り体験では、伝統文
化にも触れられます。

　八丈島
●面積　69.11km2　
●人口　7,128人
●東京からのアクセス
・大型客船（竹芝から10時間20分）
・飛行機（羽田から55分）

p.11

　珊瑚礁や熱帯魚、クジラやイルカにも出会える
海、そして原始の自然が広がる森といった、多彩な
魅力いっぱいの島々です。
　2011年には世界遺産にも登録
されました。
　パッションフルーツや島レモ
ン、ラム酒といった南国の味も
楽しめるほか、日本一早い元旦
の海開きなど、ここだけの行事
も体験してみては。

　小笠原父島/
　小笠原母島

●面積　23.45km2（父島）/ 19.88km2（母島）
●人口　2,118人（父島）/457人（母島）
●東京からのアクセス
・大型客船（竹芝から24時間(父島））
・船（父島から2時間(母島））

p.13

　野生のイルカに出会うイルウォッチングで人気
が高まっている、自然に恵まれた島です。
　浅瀬に定住するイルカの姿は、島の高台からも
観察することができます。
　島内には巨木の森が点在
し、豊かな原水を生み出し
ています。樹齢数百年の巨
木を間近で見られる山歩き
も、楽しみの一つです。

　御蔵島
●面積　20.52km2　
●人口　299人 
●東京からのアクセス
・大型客船（竹芝から7時間25分）
・ヘリコプター（三宅島から10分）

p.10

伊豆七島の神々が水の配分を協議するため集まったという
「水配りの伝説」が伝わる、神秘的な島です。
　新日本百名山にも選ばれた天上山
は、珍しい高山植物も生息し、晴れ
た日には富士山・日本アルプスまで
見渡すことができます。
　また、令和2年 12 月に日本で２番
目の星空保護区に認定された神津島
の星空は、都会では絶対に体験する
ことができません。
　透明度の高い海でのダイビングや
温泉も、大きな魅力です。

　神津島
●面積　18.24km2　
●人口　1,877人
●東京からのアクセス
・高速船（竹芝から3時間45分）
・大型客船（竹芝から10時間）
・飛行機（調布から45分）
・フェリー（下田から2時間20分）　

p.8 　三宅島
●面積　55.20km2　　　　
●人口　2,362人
●東京からのアクセス
・大型客船
 （竹芝から6時間30分）
・飛行機
 （調布から50分）

　伊豆諸島のほぼ中央に 位置する円形をなした火山
島です。「バードアイラ ンド」とも呼ばれ、伊豆諸
島最大の淡水湖である大 路池周辺には、特に多くの
野鳥を見ることができま す。黒潮の影響を強く受け
て多種多様な海洋生物が 生息するため、釣りやマリ
ンスポーツが楽しめま す。さらに、東京オリン
ピック競技にも採用され た国内最大級を誇るボル
ダリング施設がありま す。度重なる火山活動で
作り上げられた自然を楽 しめるトレッキングルー
トもあり、地球の鼓動を 体感できます。

p.9

※面積：「令和3年全国都道府県市区町村面積調」より
※人口：「令和4年1月1日住民基本台帳人口」より

三原山の赤ダレ

利島港

神津島の村落

伊豆岬

宮塚山展望台（新島） 御蔵島全景

南原千畳岩海岸

大凸部からの丸山

前浜（父島）
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病院の特色・医療方針

東京都利島村 105 番地
☎04992-9-0016
https://www.toshimamura.org/

●診 療 科　総合診療科
●病 床 数　1床（コロナウイルス感染 
　　　　　　症対策のための期間限定
　　　　　　措置）
●医 師 数　1人
●看護師数　2人
●年間外来患者数　2,000 人程度
●年間入院患者数　0人

　島の唯一の医療機関である当診療所には、1日平均10名程度の患者さんがいらっしゃいま
す。生まれる前の赤ちゃん(妊婦健診)から生後間もない赤ちゃん、子どもからお年寄りまで全
科にわたる診療を行なっております。島内で治療困難と判断される場合には、東京都立広尾
病院をはじめとする後方病院と密に連携を取り、緊急時にはヘリコプターでの搬送を要請し
迅速に対応しております。利島村は遠隔地
であり医療資源が限られています。そう
いった環境で安心して生活をするためには
病気になる前に対処をしていくこと(予防医
学)が重要になると考えております。仕事･
趣味･趣向など皆さま一人ひとりの生活に
合わせながら、より良く健康な日常を送れ
るようアドバイス･サポートをできるよう
な地域医療を目指していきたいとスタッフ
一同考えております。

就職を考える方へのメッセージ
　利島村は、東京都内で最小の面積をもつ自治体であるもの
の、その分人と人とのつながりが強く、人の暖かさ･優しさ
ということを非常に強く感じる村です。冬にかけては見事な
花々を咲かせる椿畑、桟橋から望む美しい太平洋、水平線に
沈む夕日など都会では味わえない自然の豊かさとゆったりと
した時間の流れを楽しむこともできます。そのような環境で
地域医療を行なう意欲のある方をお待ちしております。

受付・待合室

診療室

診療所スタッフ一同

病院の特色・医療方針

東京都大島町元町 3-2-9
☎04992-2-2345
http://oshima-medical-clinic.jp/

●診 療 科　内科　外科　整形外科
　　　　　　小児科 　産婦人科　耳鼻科
　　　　　　精神科　皮膚科　眼科
●病 床 数　19 床
●医 師 数　常勤 6人　非常勤 11 人
●看護師数　20 人
●年間外来患者数　のべ 82,200 人
●年間入院患者数　のべ 4,380 人

 大島医療センターは伊豆大島唯一の有床診療所。公設民営の医療機関です。プライマリーケ
アから2次救急まで、年中無休24時間体制で島民の皆様の健康を守り、心から信頼される医療
機関を目指し日夜努力しております。　
 離島医療というのは、本土に比べ、検査機器な
どの資源も限られ、特殊な環境下にあります。
このような離島という条件を抱えての医療であ
るからこそ、人の心にまでふれた医療を目指し
たい、「病気を治すのではなく、病人を治す」
という、人に優しい医療を全職員で実現してい
きたいと考えております。
 医師、コメディカルスタッフ一同、患者様に信
頼して頂ける優しい医療機関、そして離島医療
の先駆けになれるよう努力してまいります。

就職を考える方へのメッセージ
　伊豆大島は、東京都の中で東京にもっ
とも近い離島です。富士・箱根・伊豆国
立公園の中にあり、温暖な気候による南
国的な自然風景が自慢で海の碧さも空の
青さも違います。余暇には、サーフィ
ン、スキューバダイビング、釣り、散策
などで自然を満喫し、職員各々が悠々自
適の生活を送っています。ゆったりと流れる時間の中、都会の喧騒から離れ、人
間回帰できるこの大島で「島民の皆様の健康を守る」というやりがいのある仕事
を一緒にしませんか？

待合室

医療センター診察風景

集合写真

利島村国民健康保険診療所大島医療センター
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病院の特色・医療方針
　現在の診療所は、昭和60年に保健センターを併設した複合施設として建築され、島民1,879人（令和3年12月1
日現在）と、観光で島を訪れる観光客（年間約45,000人）の生命を預かっている、島で唯一の医療機関です。
　一次医療機関として、平日の通常診療の他、365日24時間、救急患者等に対応しています。
　都立広尾病院と連携を取り、救急患者のヘリ搬送も行っております。（令和2年度 16件）
　併設の保健センターと連携を取り定期予防接種やインフルエンザ等の臨時予防接種等も行っております。
　その他、年数回、内地から専門医に出張していただき、
専門診療事業として、眼科（年2回）、皮膚科（年1回）、
耳鼻咽喉科（年1回）、整形外科（年2回）、精神心療内科
（年3回）実施しています。
　人工透析治療は、平成10年より実施。ベット数５床。
　現在（令和3年12月）の患者数６名。月・水・金曜日の
週３回実施。
　保健センターと連携し、すべての住民の健康維持に努め
ています。

就職を考える方へのメッセージ
　神津島村は、東京から約170km南、伊豆諸島のほぼ中間に
位置し、白い砂浜と入り江、緑豊かな山と変化にとんだ美し
い島です。島の中央にそびえる天上山は、四季折々の花々が
咲き「花の百名山」や「新日本の百名山」にも数えられる山
です。また、地下水が豊富で島の各所より湧水が湧いてお
り、東京の名湧水に数えられています。このため、山菜や野
草も多く繁茂しております。海の水質と透明度は日本一にも
選ばれたこともある綺麗な海で、ダイビング、釣りなどのマ
リンレジャーも盛んに行われております。
　都会の忙しい日々から離れ、自然豊かな神津島で楽しく働
きませんか！

病院の特色・医療方針
　2島3地区からなる新島村には、それぞれの規模に
適した診療所を構えており、3団体と一定期間の医
師派遣委託契約を結び、医療レベルのバランスを
保った診療体制をとっております。公立・私立協力
医療機関の医療支援と東京消防庁及び自衛隊のヘリ
での救急患者搬送等といった後方支援も万全です。
高齢化が進む新島村において外来、往診、入院を３
本柱としたプライマリケアの提供を中心に、乳幼児
健診や予防接種事業、妊婦健診業務を行政・福祉と
連携し取り組んでおります。本村診療所と式根島診
療所は各島の一次医療機関として、24時間365日、
島民はもとより観光・お仕事で来島される方々の健
康と生命を守っています。また、定期的に眼科・耳
鼻科・小児科・皮膚科・心療内科・整形外科専門医
に来院して頂き、より専門的な診断を行い、いち早
く本土の専門医療機関への橋渡しを実現していま
す。「島で暮らす一人ひとりにあった医療」と「来
島される方々が安心できる医療」を提供できるよう
スタッフ一同精進してまいります。

就職を考える方へのメッセージ
　新島村ではより地域に密着した医療をおこなっており、患者
が家族のような身近な存在になっていくと医師・看護師は感じ
ています。ブランクがある方、子育て中のママナースも受け入
れています。皆様の経験・スキルを島の医療に貢献できるとい
う方をお待ちしております。

本村診療所　　東京島新島村本村 4-10-3
若郷診療所　　東京都新島村若郷 1-5
式根島診療所　東京都新島村式根島 311-1
☎04992-5-0083（代表）
http://www.niijima.com/facility/
health-center_clinic/shinryoujo/index.html

本村診療所
●診 療 科　総合診療　医科 / 歯科
●病 床 数　8床
●医 師 数　3名 /2 名
●看護師数　8名 /1 名
●年間外来患者数　10,792 人 / 4,282 人  
●年間入院患者数　9人
若郷診療所
●診 療 科　総合診療　医科
●病 床 数　 0 床
●医 師 数　本村診療所医師兼務
●看護師数　本村診療所看護師兼務
●年間外来患者数　751 人
●年間入院患者数　 0 人
式根島診療所
●診 療 科　総合診療　医科 / 歯科
●病 床 数　2 床
●医 師 数　1名 / 1 名※1

●看護師数　2名
●年間外来患者数　3,250 人 / 1,398 人
●年間入院患者数　 0 人

防災訓練の様子

集合写真

東京都神津島村 1009 番地 1
☎04992-8-1121
http://vill.kouzushima.tokyo.jp/

●診 療 科　通常診療：総合診療
　　　　　　（外来、入院、救急、人工透析）
　　　　　　専門医（総合）：歯科
●病 床 数　6床
●医 師 数　常勤 2人　歯科医 1人
●看護師数　常勤 6人　非常勤 1人
●年間外来患者数　医科　8,636 人
　　　　　　　　　歯科　1,853 人
       （令和 2年度実績）
●年間入院患者数　14 人（令和 2年度実績）

薬局窓口

診療所スタッフ一同

看護師による問診の様子

神津島村国民健康保険直営診療所新島村国民健康保険診療所

※1　月で 2週間歯科医師が委託先団体から出張して
　　  滞在して診療する為、常駐ではない
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●年間入院患者数　 0 人

防災訓練の様子

集合写真

東京都神津島村 1009 番地 1
☎04992-8-1121
http://vill.kouzushima.tokyo.jp/

●診 療 科　通常診療：総合診療
　　　　　　（外来、入院、救急、人工透析）
　　　　　　専門医（総合）：歯科
●病 床 数　6床
●医 師 数　常勤 2人　歯科医 1人
●看護師数　常勤 6人　非常勤 1人
●年間外来患者数　医科　8,636 人
　　　　　　　　　歯科　1,853 人
       （令和 2年度実績）
●年間入院患者数　14 人（令和 2年度実績）

薬局窓口

診療所スタッフ一同

看護師による問診の様子

神津島村国民健康保険直営診療所新島村国民健康保険診療所

※1　月で 2週間歯科医師が委託先団体から出張して
　　  滞在して診療する為、常駐ではない
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病院の特色・医療方針

東京都御蔵島村
☎04994-8-2206
http://www.mikurasima.jp/

●診 療 科　内科　整形外科　
　　　　　　小児科　歯科
●病 床 数　2床
●医 師 数　1人
●看護師数　2人
●年間外来患者数　医科 1,800 人
　　　　　　　　　歯科 311 人
●年間入院患者数　0人

　「みんな顔見知り」。
　人口約300名の御蔵島ではこれが当たり前です。
　御蔵島診療所は島内唯一の医療機関として、医師１名・看護師２名・用務１名で、大人から
子どもまで、外来・健診・予防接種など多岐に亘る業務を行っております。
　大きな病院のように、最新設備や多くのスタッフに囲まれる職場ではありませんが、小さいから
こそ経験できる「地域医療」がそこにはあります。
　「小さいけど大きな魅力がある」それが御蔵島診療
所です。
　島内で発生した救急事案はすべて御蔵島診療所で初
期対応します。専用の患者搬送車で搬送（村役場職員
が対応）し、高度医療機関への搬送が必要な場合は、
東京消防庁または自衛隊のヘリコプターを利用して内
地の病院へ搬送します。
　このような場合は、御蔵島診療所スタッフだけでは
なく、村役場職員と一丸となって対応しております。

就職を考える方へのメッセージ
　少人数で業務を行っており、まさに「何から何まで全部自分たちでやる」という職場です。
勤務当初はその業務範囲に驚かれると思いますが、様々な業務を経験できるのは御蔵島診療所
ならではです。一日の患者数も多くありません。必要
な知識や経験は日々業務の中で積んでいきます。
　「みんな顔見知り」です。知識や経験よりもまず必
要なのは、人と人との繋がりを大切することです。

病院の特色・医療方針

東京都三宅島三宅村神着 937 番地
☎04994-2-0016
www.vill.miyake.tokyo.jp/iryou_shinryoujo/
index.html

●診 療 科　通常診療：総合診療
　　　　　　（外来、入院、救急、訪問診療）
　　　　　　専門診療：精神科、　
　　　　　　産婦人科、呼吸器科、眼科、　
　　　　　　耳鼻咽喉科、整形外科
●病 床 数　12 床
●医 師 数　常勤 2人　非常勤 1人
●看護師数　常勤 7人　非常勤２人
●年間外来患者数　通常診療：13,486 人
　　　　　　　　　専門診療：1,368 人
　　　　　　　　　（令和 2年度実績）
●年間入院患者数　57 人（令和 2年度実績）

　日本の40年後の姿であろう高齢化率39.8％の三宅島にあっ
て、島民2,380人と多くの観光客の生命を預かる島で唯一の診
療所です。一次医療機関として通常診療のほか、365日24時間
の急患（令和2年度救急車搬送回数129件）に対応しています。
手術が必要など診療所での追加治療が困難でかつ緊急度が高い
場合は、東京消防庁のヘリコプターで都立広尾病院などの都内
の病院へ搬送（令和2年度22件）されます。また、通常診療の
ほか、専門診療として精神科（月2回）、産婦人科・助産師外
来（月1回）、眼科、整形外科（年3回）、耳鼻咽喉科（年2
回）を実施しています。平成26年からは人工透析治療（4床）
も始めています。大人から子供まで、すべての島民の健康維持
に努めています。

就職を考える方へのメッセージ
　東京から約180㎞に位置する三宅島。調布空港から飛行機で約50分と遠いようで近い島で
す。活発な火山の島で約20年から60年周期で噴火を繰り返しています。噴火跡など力強い自
然を体感できるほか、約260種類の野鳥を観察できるなどバー
ドアイランドとしても有名です。ダイビング・釣りなどのマ
リンレジャーや公設最大級のボルダリング施設など休日を大
いに満喫することもできます。都会の喧騒から一歩離れ、大
自然の中で一緒に働きませんか？

内部写真

作業写真

集合写真

診療室

●●●●の様子

診療所スタッフ

御蔵島村国民健康保険直営御蔵島診療所三宅村国民健康保険直営中央診療所
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病院の特色・医療方針

東京都御蔵島村
☎04994-8-2206
http://www.mikurasima.jp/

●診 療 科　内科　整形外科　
　　　　　　小児科　歯科
●病 床 数　2床
●医 師 数　1人
●看護師数　2人
●年間外来患者数　医科 1,800 人
　　　　　　　　　歯科 311 人
●年間入院患者数　0人

　「みんな顔見知り」。
　人口約300名の御蔵島ではこれが当たり前です。
　御蔵島診療所は島内唯一の医療機関として、医師１名・看護師２名・用務１名で、大人から
子どもまで、外来・健診・予防接種など多岐に亘る業務を行っております。
　大きな病院のように、最新設備や多くのスタッフに囲まれる職場ではありませんが、小さいから
こそ経験できる「地域医療」がそこにはあります。
　「小さいけど大きな魅力がある」それが御蔵島診療
所です。
　島内で発生した救急事案はすべて御蔵島診療所で初
期対応します。専用の患者搬送車で搬送（村役場職員
が対応）し、高度医療機関への搬送が必要な場合は、
東京消防庁または自衛隊のヘリコプターを利用して内
地の病院へ搬送します。
　このような場合は、御蔵島診療所スタッフだけでは
なく、村役場職員と一丸となって対応しております。

就職を考える方へのメッセージ
　少人数で業務を行っており、まさに「何から何まで全部自分たちでやる」という職場です。
勤務当初はその業務範囲に驚かれると思いますが、様々な業務を経験できるのは御蔵島診療所
ならではです。一日の患者数も多くありません。必要
な知識や経験は日々業務の中で積んでいきます。
　「みんな顔見知り」です。知識や経験よりもまず必
要なのは、人と人との繋がりを大切することです。

病院の特色・医療方針

東京都三宅島三宅村神着 937 番地
☎04994-2-0016
www.vill.miyake.tokyo.jp/iryou_shinryoujo/
index.html

●診 療 科　通常診療：総合診療
　　　　　　（外来、入院、救急、訪問診療）
　　　　　　専門診療：精神科、　
　　　　　　産婦人科、呼吸器科、眼科、　
　　　　　　耳鼻咽喉科、整形外科
●病 床 数　12 床
●医 師 数　常勤 2人　非常勤 1人
●看護師数　常勤 7人　非常勤２人
●年間外来患者数　通常診療：13,486 人
　　　　　　　　　専門診療：1,368 人
　　　　　　　　　（令和 2年度実績）
●年間入院患者数　57 人（令和 2年度実績）

　日本の40年後の姿であろう高齢化率39.8％の三宅島にあっ
て、島民2,380人と多くの観光客の生命を預かる島で唯一の診
療所です。一次医療機関として通常診療のほか、365日24時間
の急患（令和2年度救急車搬送回数129件）に対応しています。
手術が必要など診療所での追加治療が困難でかつ緊急度が高い
場合は、東京消防庁のヘリコプターで都立広尾病院などの都内
の病院へ搬送（令和2年度22件）されます。また、通常診療の
ほか、専門診療として精神科（月2回）、産婦人科・助産師外
来（月1回）、眼科、整形外科（年3回）、耳鼻咽喉科（年2
回）を実施しています。平成26年からは人工透析治療（4床）
も始めています。大人から子供まで、すべての島民の健康維持
に努めています。

就職を考える方へのメッセージ
　東京から約180㎞に位置する三宅島。調布空港から飛行機で約50分と遠いようで近い島で
す。活発な火山の島で約20年から60年周期で噴火を繰り返しています。噴火跡など力強い自
然を体感できるほか、約260種類の野鳥を観察できるなどバー
ドアイランドとしても有名です。ダイビング・釣りなどのマ
リンレジャーや公設最大級のボルダリング施設など休日を大
いに満喫することもできます。都会の喧騒から一歩離れ、大
自然の中で一緒に働きませんか？

内部写真

作業写真

集合写真

診療室

診療所内の様子

診療所スタッフ

御蔵島村国民健康保険直営御蔵島診療所三宅村国民健康保険直営中央診療所
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病院の特色・医療方針

東京都青ヶ島村無番地
☎04996-9-0123
http://www.vill.aogashima.tokyo.jp/top.html

●診 療 科　総合診療科　歯科
●病 床 数　2床
●医 師 数　1人
●看護師数　1人
●年間外来患者数　1,560 人
　　　　　　　     （2021年1-12月　歯科を含む）
●年間入院患者数　0人（2021年1-12月）

　青ヶ島診療所は役場の隣、3階建ての「おじゃれセンター」の1階にあり、青ヶ島では唯一の
医療機関です。
　青ヶ島は伊豆諸島の中でもとくに交通の便が悪い小離島で、都内にも、隣の八丈島にも日帰
りでの往来ができないこともあり、様々な科、様々な主訴の患者さんが受診します。近年は観
光客などの受診も増えてきました。島外へのヘリ搬送をすることも、年に何度かあります。ス
タッフは医師1名、看護師1名、事務1名。スタッ
フそれぞれの仕事の範囲は必然的に広くなります
が、人口に比して1日当たりの受診者数はそれほ
ど多くないため、あまり時間に追われることな
く、患者さん一人ひとりとじっくり向き合う時間
をもてる環境です。血液検査、レントゲン等基本
的な設備は整っています。詳しい検査等は本土の
検査機関や都立病院等と連携し診療にあたってい
ます。

就職を考える方へのメッセージ
 「青ヶ島ってどんなところ？」「医師1人、看護師1人で
どうやって診療システムが回転しているんだろう？」…
働いてみると、話から想像していたものを超えた発見が
次々と。今はオンラインでの学会参加や研修受講ができ
るため、離島にいても学べる環境があります。地域医療
や島の生活に興味のある方、青ヶ島で働いてみません
か。

病院の特色・医療方針

東京都八丈島八丈町三根 26 番地 11
☎0499-2-1188
http://hachijo-byouin.jp/index.html

●診 療 科　常設診療科：内科　外科　
　　　　　　小児科　産婦人科
　　　　　　リハビリテーション室
　　　　　　他臨時診療科有り
●病 床 数　52 床
●医 師 数　7人
●看護師数　29 人
●年間外来患者数　のべ約 47,531 人
●年間入院患者数　のべ約 8,169 人

　羽田空港からジェット機で55分。花と緑と温泉の島、八丈島に当院はあります。
　東京都の離島のおいて唯一の病院である当院は、産婦人科や小児科を常設し、離島でも安
心して子供を生み育てられる環境が整っています。また、重い腎不全の患者様が島での生活
ができるよう、透析設備の導入や潜水病
に対応できる再圧タンク室の設置等、離
島の特殊性に関連した医療の充実に努め
ています。その他、住民の高齢化が４割
を超える本島において、リハビリテー
ション室の充実や白内障手術、包括ケア
病床の開始等、より住民のニーズに応え
られる病院を目指し、職員一同頑張って
います。

就職を考える方へのメッセージ
　当院は、52床の小さな病院です。１階が外来棟で病棟は２階１病棟です。
　内科・外科・小児科・産婦人科外来が常駐しており、他に12の臨時診療が毎月行われています。
　病棟（３交替）、外来、透析業務の仕事に看護師が従事しています。
　町民、観光客等さまざまな患者様が、色々な疾患で医
療・看護を受けられますので、勉強にもなりますし、やり
がいも多々あります。島という環境で、限られた設備では
ありますが、すぐでなくてもいいので、何年か経験を積ん
でから当院でともに働きませんか！！
　病院スタッフ一同、お待ちしております。

待合室

勉強会

スタッフ一同

青ヶ島　丸山

受付・待合室

診察室

　

青ヶ島村国民健康保険青ヶ島診療所国民健康保険町立八丈病院
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病院の特色・医療方針

東京都青ヶ島村無番地
☎04996-9-0123
http://www.vill.aogashima.tokyo.jp/top.html

●診 療 科　総合診療科　歯科
●病 床 数　2床
●医 師 数　1人
●看護師数　1人
●年間外来患者数　1,560 人
　　　　　　　     （2021年1-12月　歯科を含む）
●年間入院患者数　0人（2021年1-12月）

　青ヶ島診療所は役場の隣、3階建ての「おじゃれセンター」の1階にあり、青ヶ島では唯一の
医療機関です。
　青ヶ島は伊豆諸島の中でもとくに交通の便が悪い小離島で、都内にも、隣の八丈島にも日帰
りでの往来ができないこともあり、様々な科、様々な主訴の患者さんが受診します。近年は観
光客などの受診も増えてきました。島外へのヘリ搬送をすることも、年に何度かあります。ス
タッフは医師1名、看護師1名、事務1名。スタッ
フそれぞれの仕事の範囲は必然的に広くなります
が、人口に比して1日当たりの受診者数はそれほ
ど多くないため、あまり時間に追われることな
く、患者さん一人ひとりとじっくり向き合う時間
をもてる環境です。血液検査、レントゲン等基本
的な設備は整っています。詳しい検査等は本土の
検査機関や都立病院等と連携し診療にあたってい
ます。

就職を考える方へのメッセージ
 「青ヶ島ってどんなところ？」「医師1人、看護師1人で
どうやって診療システムが回転しているんだろう？」…
働いてみると、話から想像していたものを超えた発見が
次々と。今はオンラインでの学会参加や研修受講ができ
るため、離島にいても学べる環境があります。地域医療
や島の生活に興味のある方、青ヶ島で働いてみません
か。

病院の特色・医療方針

東京都八丈島八丈町三根 26 番地 11
☎0499-2-1188
http://hachijo-byouin.jp/index.html

●診 療 科　常設診療科：内科　外科　
　　　　　　小児科　産婦人科
　　　　　　リハビリテーション室
　　　　　　他臨時診療科有り
●病 床 数　52 床
●医 師 数　7人
●看護師数　29 人
●年間外来患者数　のべ約 47,531 人
●年間入院患者数　のべ約 8,169 人

　羽田空港からジェット機で55分。花と緑と温泉の島、八丈島に当院はあります。
　東京都の離島のおいて唯一の病院である当院は、産婦人科や小児科を常設し、離島でも安
心して子供を生み育てられる環境が整っています。また、重い腎不全の患者様が島での生活
ができるよう、透析設備の導入や潜水病
に対応できる再圧タンク室の設置等、離
島の特殊性に関連した医療の充実に努め
ています。その他、住民の高齢化が４割
を超える本島において、リハビリテー
ション室の充実や白内障手術、包括ケア
病床の開始等、より住民のニーズに応え
られる病院を目指し、職員一同頑張って
います。

就職を考える方へのメッセージ
　当院は、52床の小さな病院です。１階が外来棟で病棟は２階１病棟です。
　内科・外科・小児科・産婦人科外来が常駐しており、他に12の臨時診療が毎月行われています。
　病棟（３交替）、外来、透析業務の仕事に看護師が従事しています。
　町民、観光客等さまざまな患者様が、色々な疾患で医
療・看護を受けられますので、勉強にもなりますし、やり
がいも多々あります。島という環境で、限られた設備では
ありますが、すぐでなくてもいいので、何年か経験を積ん
でから当院でともに働きませんか！！
　病院スタッフ一同、お待ちしております。

待合室

勉強会

スタッフ一同

青ヶ島　丸山

受付・待合室

診察室

　

青ヶ島村国民健康保険青ヶ島診療所国民健康保険町立八丈病院
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病院の特色・医療方針
　小笠原村は、東京から1,000km南に位置し、交通手
段も6日に1便、片道24時間を要する定期船しかない超
遠隔離島です。人口は父島が約2,000人、母島は約500
人です。また、戦後から昭和43年までの23年間、米軍
に統治されていた特異な歴史を有しています。
　小笠原村の医療は、当村が昭和43年に日本に返還さ
れると同時に、まず父島において、米軍の診療所を引
き継ぐ形で村立診療所を開設し、その後、昭和47年
に、母島に村立診療所を開設して、現在に至っており
ます。また、父島では、施設の老朽化に伴い診療所を
建て替え、平成22年5月、新たな診療所として移転開
設いたしました。小笠原村では、「すべての人が安心
して暮らせる村」づくりを一つの指針としておりま
す。安心して暮らせるために、医療の提供は不可欠で
あり、医療の確保・充実は、小笠原村の大きな課題と
なっています。

就職を考える方へのメッセージ
　父島の小笠原村診療所、母島の母島診療所ともに島で唯一の医療機関であり、軽症から重
症、慢性疾患から救急患者、村民・観光客からはるか南方の海域で働く漁業操業者・船舶船
員、内科・外科はもちろん小児科・産婦人科・眼科・耳鼻科・精神科まですべての疾患、す
べての患者様に24時間・365日対応しております。それゆえに
この島での看護師としての経験は、将来、どこで働くことに
なっても、いかなる疾患のどんな患者に直面しても、あわてる
ことなく冷静に対応できるスキルを身につけることにおいて、
大病院にもひけをとらないものと思います。

急患搬送

診療所スタッフ一同

小笠原村診療所・小笠原村母島診療所

診療風景

東京都小笠原村父島字清瀬
☎04998-2-3800
http://www.ogasawaraclinic.jp/

●診 療 科　内科　小児科　外科　整形外科　
　　　　　　眼科　耳鼻咽喉科　皮膚科　
　　　　　　産婦人科　精神科　歯科
●病 床 数　9床（一般病床）
●医 師 数　4人（うち歯科医師 1人）
●看護師数　10 人（うち助産師 1人）
●年間外来患者数　9,882 人（令和 2年度実績）
●年間入院患者数　58 人（令和 2年度実績）

東京都小笠原村母島字元地
☎04998-3-2115
http://www.ogasawaraclinic.jp/

●診 療 科　内科　小児科　外科　
　　　　　　整形外科　眼科　
　　　　　　耳鼻咽喉科　皮膚科　
　　　　　　産婦人科　精神科　歯科
●病 床 数　4床（一般病床）
●医 師 数　2人（うち歯科医師 1人）
●看護師数　3人（うち助産師 1人）
●年間外来患者数　4,039 人（令和 2年度実績）
●年間入院患者数　5人（令和 2年度実績）

小笠原村診療所

小笠原村母島診療所

「島に移住して ～離島医療と人とのつながり～」
大島医療センター　津上　典子　2年目

　大島には趣昧のダイビングで毎年来ていました。看護師を続けながら、
大島の海に潜りたい…少し安易な気持ちで就職しました。
　当院は、島で唯一の医療機関で新生児から高齢者まで、診療科問わず
様々な疾患の患者さんを診ています。離島での限られた資源で行う治療
や処置、島外搬送の準備など初めて経験することばかり…。先輩方や先生
方に丁寧に教えていただき、今では初めてのことも何事も経験！という気持ちで働いています。
　また、「島で最期を迎えたい」という患者さんも多いです。ケアマネージャーをはじめ多職種で
密に連携し、住み慣れた島でその人らしく最期を迎えられるように支えていく離島ならではの地
域医療を知り、 内地では経験できなかったことです。
　来たばかりの頃は、 コロナ禍の活動自粛で友達もでくきず寂しい思いもしました。今は感染予
防対策をしながら、ダイビングをはじめ、大島の自然を一緒に楽しむ友達も出来ました。自分が島
民の人となり、いろいろな人と出会い、仕事でも生活でも人とのつながりを大切にしながら過ご
しています。

「自然と海と人をみる」
新島村国民健康保険診療所　式根島診療所　匿名希望　８年目

　いつかは田舎暮らし（海の見えるところで！）をしたいと思っていたところ、式根島での看
護師募集を知り、夫婦で式根島に移住しました。島へ応募する看護師は 20 代、30 代が多いよ
うですが、私はこちらに移った時はすでに 40 代初め。主人と共に移り住んだこともあり、自然 
が多くのんびりとした生活が気に入っています。念願の犬を飼うこともでき、海を見ながら散 
歩を満喫しています。  
　仕事の面では、島での唯一の医療機関ということもあり、仕事の範囲は多岐にわたりますが、 
こちらに来てから学ぶことも多くありました。診療科を問わず、「できることはやってみる」と 
いう感じでしょうか。患者さんとの関係も近く、一人ひとりを何年にもわたり看ていくいくと 
いうことは、大きな都市では中々体験できません。

「常勤看護師より」　　　　　　　　　　　　
利島村国民健康保険診療所　舘小路　みづき　6年目

　看護師人生の中で、自分がへき地医療に携わることになるとは 思っていま
せんでした。 そんな私でも利島村診療所に勤務して数年が経過しました。ゆっ
くりとした時間の中で日々過ごしています。
　利島は、天候がよく海が穏やかであれば大型船 /ジェット船・ヘリコプター。

大島 / 新島からのセスナなど、さまざまな交通手段で本土まで数時間での移動が可能ですが、天候に
より欠航の場合があり、季節によっては思い通りの出島は困難な島です。
　島には農協 1店、商店が 3店あります。手に入らないものはインターネットで購入します。
　また、島には幾つかのサークル・同好会があり、休日は運動系で汗を流すもよし ! 芸術系で感性を
磨くもよし ! です。
　島内を散歩しながら自然に触れるのも気分がスッキリします。
　島が小さく、集落が密集しているため、夜遅くなっても歩いて家に帰れます。
　夏休みや年末年始はスタッフとスケジュール相談をして、1週間程度の休暇をとります。
　お互いできるだけ希望どおりに出島できるよう調整しています。
　実際に診療所で勤務してみて、プライマリケアの意味を実感し全科に対応する重要性を日々感じて
います。島には薬剤師やレントゲン技師がいませんので、看護業務以外にも血液検査、調剤など業務
は多岐にわたります。
　この経験は“いつでもどこでも誰にでも生かせるかけがいのないもの”であると信じて日々働いて
います。

広大な自然

大島からの夕日

一足先に島で働く先輩たちからのメッセージ先輩インタビュー

地形派ダイバーにお薦めの
「ケイカイ」

空から見た利島

椿の絨毯椿の絨毯

羽伏浦海岸（新島）
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病院の特色・医療方針
　小笠原村は、東京から1,000km南に位置し、交通手
段も6日に1便、片道24時間を要する定期船しかない超
遠隔離島です。人口は父島が約2,000人、母島は約500
人です。また、戦後から昭和43年までの23年間、米軍
に統治されていた特異な歴史を有しています。
　小笠原村の医療は、当村が昭和43年に日本に返還さ
れると同時に、まず父島において、米軍の診療所を引
き継ぐ形で村立診療所を開設し、その後、昭和47年
に、母島に村立診療所を開設して、現在に至っており
ます。また、父島では、施設の老朽化に伴い診療所を
建て替え、平成22年5月、新たな診療所として移転開
設いたしました。小笠原村では、「すべての人が安心
して暮らせる村」づくりを一つの指針としておりま
す。安心して暮らせるために、医療の提供は不可欠で
あり、医療の確保・充実は、小笠原村の大きな課題と
なっています。

就職を考える方へのメッセージ
　父島の小笠原村診療所、母島の母島診療所ともに島で唯一の医療機関であり、軽症から重
症、慢性疾患から救急患者、村民・観光客からはるか南方の海域で働く漁業操業者・船舶船
員、内科・外科はもちろん小児科・産婦人科・眼科・耳鼻科・精神科まですべての疾患、す
べての患者様に24時間・365日対応しております。それゆえに
この島での看護師としての経験は、将来、どこで働くことに
なっても、いかなる疾患のどんな患者に直面しても、あわてる
ことなく冷静に対応できるスキルを身につけることにおいて、
大病院にもひけをとらないものと思います。

急患搬送

診療所スタッフ一同

小笠原村診療所・小笠原村母島診療所

診療風景

東京都小笠原村父島字清瀬
☎04998-2-3800
http://www.ogasawaraclinic.jp/

●診 療 科　内科　小児科　外科　整形外科　
　　　　　　眼科　耳鼻咽喉科　皮膚科　
　　　　　　産婦人科　精神科　歯科
●病 床 数　9床（一般病床）
●医 師 数　4人（うち歯科医師 1人）
●看護師数　10 人（うち助産師 1人）
●年間外来患者数　9,882 人（令和 2年度実績）
●年間入院患者数　58 人（令和 2年度実績）

東京都小笠原村母島字元地
☎04998-3-2115
http://www.ogasawaraclinic.jp/

●診 療 科　内科　小児科　外科　
　　　　　　整形外科　眼科　
　　　　　　耳鼻咽喉科　皮膚科　
　　　　　　産婦人科　精神科　歯科
●病 床 数　4床（一般病床）
●医 師 数　2人（うち歯科医師 1人）
●看護師数　3人（うち助産師 1人）
●年間外来患者数　4,039 人（令和 2年度実績）
●年間入院患者数　5人（令和 2年度実績）

小笠原村診療所

小笠原村母島診療所

「島に移住して ～離島医療と人とのつながり～」
大島医療センター　津上　典子　2年目

　大島には趣昧のダイビングで毎年来ていました。看護師を続けながら、
大島の海に潜りたい…少し安易な気持ちで就職しました。
　当院は、島で唯一の医療機関で新生児から高齢者まで、診療科問わず
様々な疾患の患者さんを診ています。離島での限られた資源で行う治療
や処置、島外搬送の準備など初めて経験することばかり…。先輩方や先生
方に丁寧に教えていただき、今では初めてのことも何事も経験！という気持ちで働いています。
　また、「島で最期を迎えたい」という患者さんも多いです。ケアマネージャーをはじめ多職種で
密に連携し、住み慣れた島でその人らしく最期を迎えられるように支えていく離島ならではの地
域医療を知り、 内地では経験できなかったことです。
　来たばかりの頃は、 コロナ禍の活動自粛で友達もでくきず寂しい思いもしました。今は感染予
防対策をしながら、ダイビングをはじめ、大島の自然を一緒に楽しむ友達も出来ました。自分が島
民の人となり、いろいろな人と出会い、仕事でも生活でも人とのつながりを大切にしながら過ご
しています。

「自然と海と人をみる」
新島村国民健康保険診療所　式根島診療所　匿名希望　８年目

　いつかは田舎暮らし（海の見えるところで！）をしたいと思っていたところ、式根島での看
護師募集を知り、夫婦で式根島に移住しました。島へ応募する看護師は 20 代、30 代が多いよ
うですが、私はこちらに移った時はすでに 40 代初め。主人と共に移り住んだこともあり、自然 
が多くのんびりとした生活が気に入っています。念願の犬を飼うこともでき、海を見ながら散 
歩を満喫しています。  
　仕事の面では、島での唯一の医療機関ということもあり、仕事の範囲は多岐にわたりますが、 
こちらに来てから学ぶことも多くありました。診療科を問わず、「できることはやってみる」と 
いう感じでしょうか。患者さんとの関係も近く、一人ひとりを何年にもわたり看ていくいくと 
いうことは、大きな都市では中々体験できません。

「常勤看護師より」　　　　　　　　　　　　
利島村国民健康保険診療所　舘小路　みづき　6年目

　看護師人生の中で、自分がへき地医療に携わることになるとは 思っていま
せんでした。 そんな私でも利島村診療所に勤務して数年が経過しました。ゆっ
くりとした時間の中で日々過ごしています。
　利島は、天候がよく海が穏やかであれば大型船 /ジェット船・ヘリコプター。

大島 / 新島からのセスナなど、さまざまな交通手段で本土まで数時間での移動が可能ですが、天候に
より欠航の場合があり、季節によっては思い通りの出島は困難な島です。
　島には農協 1店、商店が 3店あります。手に入らないものはインターネットで購入します。
　また、島には幾つかのサークル・同好会があり、休日は運動系で汗を流すもよし ! 芸術系で感性を
磨くもよし ! です。
　島内を散歩しながら自然に触れるのも気分がスッキリします。
　島が小さく、集落が密集しているため、夜遅くなっても歩いて家に帰れます。
　夏休みや年末年始はスタッフとスケジュール相談をして、1週間程度の休暇をとります。
　お互いできるだけ希望どおりに出島できるよう調整しています。
　実際に診療所で勤務してみて、プライマリケアの意味を実感し全科に対応する重要性を日々感じて
います。島には薬剤師やレントゲン技師がいませんので、看護業務以外にも血液検査、調剤など業務
は多岐にわたります。
　この経験は“いつでもどこでも誰にでも生かせるかけがいのないもの”であると信じて日々働いて
います。

広大な自然

大島からの夕日

一足先に島で働く先輩たちからのメッセージ先輩インタビュー

地形派ダイバーにお薦めの
「ケイカイ」

空から見た利島

椿の絨毯椿の絨毯

羽伏浦海岸（新島）
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「離島医療の勉強と自然を満喫 !!」
　神津島村国民健康保険直営診療所　看護師S　4年目

　病棟、外来、療養、クリニックと看護師経験を経て、時間に追われるだけの多忙さに違和感を抱
きながらも、透析を勉強中の私は、ある日ある透析雑誌の中に、離島の“透析看護師募集”という
活字を見つけ、島嶼看護を知りました。離島看護を学びたい、挑戦してみたい良い機会になる！と
考え、神津島へ移住をしてきて 8か月が経ちました。
　透析をメインに外来全般、診療所に従事しています。診療所に専科はなく、限られた資源の中で
対応しなければならない為、幅広い知識と柔軟性が求められます。小児から老人看護、妊婦健診か
ら乳幼児健診、往診から訪看、急患対応、島ならではのヘリ搬対応、夜間休日・老若男女問わず、
総括的な」対応・看護が必要となります。
　医療・看護・福祉の在り方の違いも、離島に来たからこそ知る事も多く、これまでとは違った角
度から考えなくてはならない事もあります。
そんな離島看護だからこそ、内地や病院では学ぶ事の出来ない経験が多くあります。
　電車や車のクラクション音から離れ、海や風・鳥の声が聞こえる島生活を楽しんでいます。中学
生の息子と来たのですが、断然　会話が増えました。島に来て初体験した事…釣り、ダイビング、
星空観察、畑仕事など…
　自然を楽しめる日常があり、休日の自分時間が充実しています。
　島を愛する島民の健康を守り、村の診療所看護師として知識と経験を習得しながら、自分人生を
充実出来る生活をしてみませんか？一緒に働きましょう。見学だけでも是非！お待ちしています。

「生活・職場環境を変えたいあなたへ」
　三宅村国民健康保険直営中央診療所　鈴木　真実　 2 年目

　海や山など自然が好きなため島で生活がしてみたい、僻地医療を学び
たいと考えて見つけたのが三宅島の診療所でした。
　診療所は島で唯一の医療機関です。一般的な外来のみでなく婦人科・
精神科などの専門診療も月に２回から数か月に１回行われ、それらの診

療の介助、救急車も来るため急患対応・ヘリコプターでの内地搬送、入院患者対応、透析室も
あり幅広く学ぶ必要性を感じています。
　私は内地では手術室、救急病棟での勤務でした。初めての外来業務や夜間は一人勤務である
ことなど仕事の多様性に戸惑いましたが、周囲のスタッフ方に助けられながら１年が経過しま
した。
　島での生活は飲食店もあるので自炊をしない日もあります。バードアイランドと呼ばれてお
り蛇がいないため安心して山の散歩ができます。コロナ渦でも楽しめる自然がたくさんあるの
が三宅島の良さだと感じています。
　ちょっと不便を楽しめる方、三宅島で働いてみませんか？

「御蔵島での看護」
　御蔵島村国民健康保険直営御蔵島診療所　　松村　ふみ　3年目

　冬の御蔵島は強風の日が多いです。診療所の一日は、風で飛ばされてき
た落ち葉掃除や潮で白くなった窓洗いから始めます。診療所からは海が一
望でき、三宅島や天気のいい日は富士山も見ることができます。最近はザ
トウクジラもよく来ています。
　午前中に平均５～ 8 人くらいの患者さんが来られ、世間話や疾患の相談
などをゆっくり話します。風邪が流行っているときは同時に発熱外来の患者さんも診察します。
　わからないことを調べる時間もあり、先生の診察介助で多くを学ぶことができます。患者さん
を通じて病気のことを学ばせていただくと同時に島の様子も教えてもらえます。ツワブキの花が
咲き始め、カツドリが巣立つと冬が来るんだなぁと感じます。夜に家の前の道路のフェンスにフ
クロウがとまっていました。あんなに近くで見たのは初めてでその迫力に驚きました。家から一
歩出ると季節の変化を感じる島です。
　今すぐ働くつもりがない方も興味がある方はご連絡ください。仕事内容を具体的にお伝えしま
す。

「学び深い日々と充実した島生活」
　国民健康保険町立八丈病院　池田　美樹　2年目

　町立八丈病院は外来と１つの病棟があります。
　今まで成人、老年期の患者様との関わりがほとんどだったため、分娩
の外回りや小児患者様の対応、救急車の対応など今まで経験したことが
ないことが多く、学びの深い日々を送れています。
　病棟には急性期から慢性期、年齢も疾患も様々な患者様が入院してお
り、入職当初は初めて看る疾患やみたことのない処置も多く最初はとても緊張しましたが「わ
からないことはなんでもきいてね」と皆優しく、初めて経験することは見学から行うことがで
きています。
　外来では退院していった患者様とばったり会うことも少なく、退院後に元気で生活している
姿をみることに喜びを感じています。
　休日は海に潜り、山へ登り、温泉に行き、八丈島の自然を満喫することができ、とても楽し
いです。
　3交代勤務ですが時間外勤務もほとんどなく、仕事後の時間も有効に活用できています。
　就職を考えた時には島嶼の病院ってどんなところなんだろう、気軽に島と本土を行き来でき
るのだろうか、と心配なこともありました。島民の方は皆優しく、馴染みやすく、すぐに打ち
解けることができ、仕事、プライベートともに充実した楽しい毎日を送ることができています。

「多岐にわたる業務とのんびり島暮らし」
　小笠原村診療所　木村　将　3年目

　小笠原村に来て３年目。看護師の仕事は多岐にわたり、外来に入院業務、
検査や薬剤の調剤、訪問診療に老人ホームでのケア、急患対応、プレホ
スピタルケア、航空機搬送など、初めてのことも多く、最初は戸惑いも
多いですが、先輩や他のスタッフに助けられつつ日々の業務にあたって
います。島民の島での療養を希望する思いに寄り添い、できる限りの医
療を提供する職場だと思います。
　休日は救急当番の日もあり圏外に行けない日もありますが、それ以外は朝からドルフィンス
イムやホエールウオッチング、海に沈む夕陽、夜空にかかる大きな天の川や流星群を見て、気
分転換。好きなことをして、明日への活力に変える島くらしが好きです。買い物は週に１回の
入港日に行かないと売り切れるものもあるせいか、２軒の商店はどちらもごった返してるけど
慣れます。ネットショッピングも翌日は無理ですが翌週くらいにはちゃんと届きます。
　離島医療と自然豊かな島での島暮らしに興味のある方は、ぜひ小笠原村に来てみてはいかが
でしょうか。

「新型コロナが与えた素敵な巡り合わせ」
　青ヶ島村国民健康保険青ヶ島診療所　河原　柚香　1年目

　国際保健分野に携わりたいと思っていた矢先の新型コロナウイルス感
染症の拡大。海外渡航が困難となり興味を持ったのが離島医療でした。
インターネットで「離島　看護師」と入力するまで青ヶ島を知らなかっ
た私。この偶然の出会いに感じた心のときめきは今も忘れません。
　ここでは医師も看護師も一人ずつ。診療所には歴代の看護師が積み上
げてきた工夫と努力の結晶が詰まっており、周りの方々に支えられなが
ら、医師と協力して日々の診療を行っています。高齢化が進む中、でき
るだけ多くの時間を健康に島で暮らせることを願い、島民の方々と向き
合っています。
　また一人の島民として、ここでの人との距離感が好きです。畑仕事や
魚の捌き方、青酎作りなど、たくさんのことを教えてくださり、不便の
中にある楽しみを上手に見つけて生活できます。満天の星空は今まで見

た中でもダントツ。そんなかけがえのない経験ができる離島ナース、一歩勇気を踏み出してみて
はいかがでしょうか。

至近距離で１ショット

イルカとダイビング

天の川

ダイビング

伊豆岬

遊歩道

クジラ

村と虹

海からの青ヶ島

飛行するヘリ

 イルカの群れ

島に架かる虹

ソウカ（月桃）
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「離島医療の勉強と自然を満喫 !!」
　神津島村国民健康保険直営診療所　看護師S　4年目

　病棟、外来、療養、クリニックと看護師経験を経て、時間に追われるだけの多忙さに違和感を抱
きながらも、透析を勉強中の私は、ある日ある透析雑誌の中に、離島の“透析看護師募集”という
活字を見つけ、島嶼看護を知りました。離島看護を学びたい、挑戦してみたい良い機会になる！と
考え、神津島へ移住をしてきて 8か月が経ちました。
　透析をメインに外来全般、診療所に従事しています。診療所に専科はなく、限られた資源の中で
対応しなければならない為、幅広い知識と柔軟性が求められます。小児から老人看護、妊婦健診か
ら乳幼児健診、往診から訪看、急患対応、島ならではのヘリ搬対応、夜間休日・老若男女問わず、
総括的な」対応・看護が必要となります。
　医療・看護・福祉の在り方の違いも、離島に来たからこそ知る事も多く、これまでとは違った角
度から考えなくてはならない事もあります。
そんな離島看護だからこそ、内地や病院では学ぶ事の出来ない経験が多くあります。
　電車や車のクラクション音から離れ、海や風・鳥の声が聞こえる島生活を楽しんでいます。中学
生の息子と来たのですが、断然　会話が増えました。島に来て初体験した事…釣り、ダイビング、
星空観察、畑仕事など…
　自然を楽しめる日常があり、休日の自分時間が充実しています。
　島を愛する島民の健康を守り、村の診療所看護師として知識と経験を習得しながら、自分人生を
充実出来る生活をしてみませんか？一緒に働きましょう。見学だけでも是非！お待ちしています。

「生活・職場環境を変えたいあなたへ」
　三宅村国民健康保険直営中央診療所　鈴木　真実　 2 年目

　海や山など自然が好きなため島で生活がしてみたい、僻地医療を学び
たいと考えて見つけたのが三宅島の診療所でした。
　診療所は島で唯一の医療機関です。一般的な外来のみでなく婦人科・
精神科などの専門診療も月に２回から数か月に１回行われ、それらの診

療の介助、救急車も来るため急患対応・ヘリコプターでの内地搬送、入院患者対応、透析室も
あり幅広く学ぶ必要性を感じています。
　私は内地では手術室、救急病棟での勤務でした。初めての外来業務や夜間は一人勤務である
ことなど仕事の多様性に戸惑いましたが、周囲のスタッフ方に助けられながら１年が経過しま
した。
　島での生活は飲食店もあるので自炊をしない日もあります。バードアイランドと呼ばれてお
り蛇がいないため安心して山の散歩ができます。コロナ渦でも楽しめる自然がたくさんあるの
が三宅島の良さだと感じています。
　ちょっと不便を楽しめる方、三宅島で働いてみませんか？

「御蔵島での看護」
　御蔵島村国民健康保険直営御蔵島診療所　　松村　ふみ　3年目

　冬の御蔵島は強風の日が多いです。診療所の一日は、風で飛ばされてき
た落ち葉掃除や潮で白くなった窓洗いから始めます。診療所からは海が一
望でき、三宅島や天気のいい日は富士山も見ることができます。最近はザ
トウクジラもよく来ています。
　午前中に平均５～ 8 人くらいの患者さんが来られ、世間話や疾患の相談
などをゆっくり話します。風邪が流行っているときは同時に発熱外来の患者さんも診察します。
　わからないことを調べる時間もあり、先生の診察介助で多くを学ぶことができます。患者さん
を通じて病気のことを学ばせていただくと同時に島の様子も教えてもらえます。ツワブキの花が
咲き始め、カツドリが巣立つと冬が来るんだなぁと感じます。夜に家の前の道路のフェンスにフ
クロウがとまっていました。あんなに近くで見たのは初めてでその迫力に驚きました。家から一
歩出ると季節の変化を感じる島です。
　今すぐ働くつもりがない方も興味がある方はご連絡ください。仕事内容を具体的にお伝えしま
す。

「学び深い日々と充実した島生活」
　国民健康保険町立八丈病院　池田　美樹　2年目

　町立八丈病院は外来と１つの病棟があります。
　今まで成人、老年期の患者様との関わりがほとんどだったため、分娩
の外回りや小児患者様の対応、救急車の対応など今まで経験したことが
ないことが多く、学びの深い日々を送れています。
　病棟には急性期から慢性期、年齢も疾患も様々な患者様が入院してお
り、入職当初は初めて看る疾患やみたことのない処置も多く最初はとても緊張しましたが「わ
からないことはなんでもきいてね」と皆優しく、初めて経験することは見学から行うことがで
きています。
　外来では退院していった患者様とばったり会うことも少なく、退院後に元気で生活している
姿をみることに喜びを感じています。
　休日は海に潜り、山へ登り、温泉に行き、八丈島の自然を満喫することができ、とても楽し
いです。
　3交代勤務ですが時間外勤務もほとんどなく、仕事後の時間も有効に活用できています。
　就職を考えた時には島嶼の病院ってどんなところなんだろう、気軽に島と本土を行き来でき
るのだろうか、と心配なこともありました。島民の方は皆優しく、馴染みやすく、すぐに打ち
解けることができ、仕事、プライベートともに充実した楽しい毎日を送ることができています。

「多岐にわたる業務とのんびり島暮らし」
　小笠原村診療所　木村　将　3年目

　小笠原村に来て３年目。看護師の仕事は多岐にわたり、外来に入院業務、
検査や薬剤の調剤、訪問診療に老人ホームでのケア、急患対応、プレホ
スピタルケア、航空機搬送など、初めてのことも多く、最初は戸惑いも
多いですが、先輩や他のスタッフに助けられつつ日々の業務にあたって
います。島民の島での療養を希望する思いに寄り添い、できる限りの医
療を提供する職場だと思います。
　休日は救急当番の日もあり圏外に行けない日もありますが、それ以外は朝からドルフィンス
イムやホエールウオッチング、海に沈む夕陽、夜空にかかる大きな天の川や流星群を見て、気
分転換。好きなことをして、明日への活力に変える島くらしが好きです。買い物は週に１回の
入港日に行かないと売り切れるものもあるせいか、２軒の商店はどちらもごった返してるけど
慣れます。ネットショッピングも翌日は無理ですが翌週くらいにはちゃんと届きます。
　離島医療と自然豊かな島での島暮らしに興味のある方は、ぜひ小笠原村に来てみてはいかが
でしょうか。

「新型コロナが与えた素敵な巡り合わせ」
　青ヶ島村国民健康保険青ヶ島診療所　河原　柚香　1年目

　国際保健分野に携わりたいと思っていた矢先の新型コロナウイルス感
染症の拡大。海外渡航が困難となり興味を持ったのが離島医療でした。
インターネットで「離島　看護師」と入力するまで青ヶ島を知らなかっ
た私。この偶然の出会いに感じた心のときめきは今も忘れません。
　ここでは医師も看護師も一人ずつ。診療所には歴代の看護師が積み上
げてきた工夫と努力の結晶が詰まっており、周りの方々に支えられなが
ら、医師と協力して日々の診療を行っています。高齢化が進む中、でき
るだけ多くの時間を健康に島で暮らせることを願い、島民の方々と向き
合っています。
　また一人の島民として、ここでの人との距離感が好きです。畑仕事や
魚の捌き方、青酎作りなど、たくさんのことを教えてくださり、不便の
中にある楽しみを上手に見つけて生活できます。満天の星空は今まで見

た中でもダントツ。そんなかけがえのない経験ができる離島ナース、一歩勇気を踏み出してみて
はいかがでしょうか。

至近距離で１ショット

イルカとダイビング

天の川

ダイビング

伊豆岬

遊歩道

クジラ

村と虹

海からの青ヶ島

飛行するヘリ

 イルカの群れ

島に架かる虹

ソウカ（月桃）
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令和 4年 1月現在の採用情報を掲載しております。
最新の募集情報については、各町村にお問い合わせください。
また、東京都福祉保健局のホームページでも紹介しています。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
joho/shokuin/ritou_bosyu/index.html
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大島医療センター
採用に関する問い合せ先 事務部(担当：山本忠夫)　℡：04992-0-2345　メール：oshima-mc-yamamoto@onyx.ocn.ne.jp
募集人数 若干名　※正看護師・准看護師問いません。

勤務体制
2交代制　週40時間    
日  勤　 8:00～17:00（実働  8時間　休憩1時間）
夜  勤　16:30～翌8:30（実働16時間　休憩2時間）
残業はほとんどありません。

雇用形態 正社員（３ヵ月間の試用期間あり）
選考方法 書類選考→面接試験

給与

※年俸制
（看護師の経験年数などをもとに当センターの規定により決定）
参考（あくまで目安です）
 　21歳（正看護師・経験なし） 年棒/3,360,000円　月/280,000円
　 25歳（正看護師・経験  3年）年俸/3,660,000円　月/305,000円
 　30歳（正看護師・経験  5年）年俸/3,930,000円　月/327,500円
 　35歳（正看護師・経験10年）年俸/4,380,000円　月/365,000円
手当などは含んでおりません。通常のこの金額より多くなります。

休日・休暇の
制度

10日間／月　　　
　さらに夏季休暇3日間（6～8月）
　　　　冬季休暇3日間（11月～翌1月）があります。　　

（年間126日）　（休暇の希望日は配慮いたします）
有給休暇：試用期間後、本採用になって以降の付与。
　　　　 （原則として採用日より6か月後）

職員住宅・
寮の有無 独身寮あり その他

福利厚生など 財形貯蓄制度　職員食堂など

利島村国民健康保険診療所
採用に関する問い合せ先 利島村　総務課　℡：04992-9-0011
募集人数 1名

勤務体制 8：15～17：00（休憩12：00～13：00）
夜間休日の急患対応（随時）

雇用形態 正社員

選考方法
利島村役場総務課まで履歴書（写真付き）、卒業証書、志望動機（800文
字程度）を郵送。書類選考合格者には、後日現地面接（利島村にて）によ
り決定します。

給与 月額232,700～260,000円村条例により経験年数加算あり 休日・休暇の
制度 週休二日　有給休暇　夏季休暇　慶弔休暇ほか

職員住宅・
寮の有無 あり その他

福利厚生など

新島村国民健康保険診療所
採用に関する問い合せ先 本村診療所（事務担当）　℡：04992-5-0083
募集人数

勤務体制雇用形態
選考方法

給与 休日・休暇の
制度

職員住宅・
寮の有無

その他
福利厚生など

 

神津島村国民健康保険直営診療所
採用に関する問い合せ先 神津島村保険医療課　℡：04992-8-0010　メール：hokeniryo@vill.kozushima.tokyo.jp
募集人数

勤務体制雇用形態
選考方法

給与 休日・休暇の
制度

職員住宅・
寮の有無

その他
福利厚生など

本村診療所
℡：04992-5-0083

事務担当まで
お問い合わせください

 
利島村

℡：04992-9-0011まで
お問い合わせください

 
神津島村保険医療課

　℡：04992-8-0010まで
お問い合せください



令和 4年 1月現在の採用情報を掲載しております。
最新の募集情報については、各町村にお問い合わせください。
また、東京都福祉保健局のホームページでも紹介しています。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
joho/shokuin/ritou_bosyu/index.html
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大島医療センター
採用に関する問い合せ先 事務部(担当：山本忠夫)　℡：04992-0-2345　メール：oshima-mc-yamamoto@onyx.ocn.ne.jp
募集人数 若干名　※正看護師・准看護師問いません。

勤務体制
2交代制　週40時間    
日  勤　 8:00～17:00（実働  8時間　休憩1時間）
夜  勤　16:30～翌8:30（実働16時間　休憩2時間）
残業はほとんどありません。

雇用形態 正社員（３ヵ月間の試用期間あり）
選考方法 書類選考→面接試験

給与

※年俸制
（看護師の経験年数などをもとに当センターの規定により決定）
参考（あくまで目安です）
 　21歳（正看護師・経験なし） 年棒/3,360,000円　月/280,000円
　 25歳（正看護師・経験  3年）年俸/3,660,000円　月/305,000円
 　30歳（正看護師・経験  5年）年俸/3,930,000円　月/327,500円
 　35歳（正看護師・経験10年）年俸/4,380,000円　月/365,000円
手当などは含んでおりません。通常のこの金額より多くなります。

休日・休暇の
制度

10日間／月　　　
　さらに夏季休暇3日間（6～8月）
　　　　冬季休暇3日間（11月～翌1月）があります。　　

（年間126日）　（休暇の希望日は配慮いたします）
有給休暇：試用期間後、本採用になって以降の付与。
　　　　 （原則として採用日より6か月後）

職員住宅・
寮の有無 独身寮あり その他

福利厚生など 財形貯蓄制度　職員食堂など

利島村国民健康保険診療所
採用に関する問い合せ先 利島村　総務課　℡：04992-9-0011
募集人数 1名

勤務体制 8：15～17：00（休憩12：00～13：00）
夜間休日の急患対応（随時）

雇用形態 正社員

選考方法
利島村役場総務課まで履歴書（写真付き）、卒業証書、志望動機（800文
字程度）を郵送。書類選考合格者には、後日現地面接（利島村にて）によ
り決定します。

給与 月額232,700～260,000円村条例により経験年数加算あり 休日・休暇の
制度 週休二日　有給休暇　夏季休暇　慶弔休暇ほか

職員住宅・
寮の有無 あり その他

福利厚生など

神津島村国民健康保険直営診療所
採用に関する問い合せ先 神津島村保険医療課　℡：04992-8-0010　メール：hokeniryo@vill.kozushima.tokyo.jp
募集人数

勤務体制雇用形態
選考方法

給与 休日・休暇の
制度

職員住宅・
寮の有無

その他
福利厚生など

三宅村国民健康保険直営中央診療所
採用に関する問い合せ先 三宅村総務課人事係　℡：04994-5-0981
募集人数 看護師：若干名

勤務体制
①日勤：8：30～17：15（休憩60分）
②夜勤：17：00～翌8：30（休憩60分）
※変則週休２日制　※夜勤回数：４～５回/月

雇用形態 正職員
選考方法 作文試験及び口述試験

給与
三宅村職員の給与に関する条例に基づき決定
　給料例）看護師　初任給　200,700円（新卒者）
　年収例）看護師　臨床経験5年　年収概ね4,307,925円
　　　　 （賞与、通勤、時間外、夜間看護手当等含む）

休日・休暇の
制度

①年次有給休暇：採用月により付与日数が異なります。
②夏季休暇：３日
③その他の休暇制度：妊娠出産休暇、育児休暇、介護休暇等

職員住宅・
寮の有無

職員住宅）単身・小世帯・世帯用があります。
採用時における空室状況により調整します。

その他
福利厚生など

①東京都市町村職員共済組合のほか、三宅村職員互助会による各種貸
付や給付、定期健康診断などの制度があります。

②就労促進資金貸付制度：希望により一定金額を就労促進資金として
貸し付け、就労後、貸付金額に応じた一定期間を良好に勤務した場
合に申請により貸付金の返還免除を受けることができます。

小笠原村診療所・小笠原村母島診療所
採用に関する問い合せ先 小笠原村　医療課　診療所係　℡：04998-2-3800
募集人数 若干名

勤務体制

１週間あたり38時間45分の２交替制勤務（夜勤あり）
〔日勤〕８時００分～17時15分
　　　（休憩12時００分～13時30分）

〔夜勤〕16時30分～９時00分
　　　（休憩23時00分～0時00分）

雇用形態 正職員

選考方法 口述試験及び資格調査の結果を総合的に判定

給与

初任給　初任給　192,400円（短大２卒）
　　　　　　　　200,700円（短大３卒）
＊上記の他、時間外、夜間看護手当、看護当番手当、扶養手当、期末・勤　
　勉手当等が支給されます。
＊この初任給は新卒者の初任給であり、学歴や卒業後の職歴等がある
　場合は一定の基準により加算されます。
　年収例）看護師　臨床経験５年　概ね3,800,000円
　　　　 （賞与、時間外、夜間看護手当、当番手当等含む）

休日・休暇の
制度

週休２日
年次有給休暇　年２０日
夏季厚生休暇　５日（７月～１０月取得可）
特別休暇（結婚、出産、慶弔等）

職員住宅・
寮の有無

有
村の職員住宅を貸与（単身用・世帯用あり）
着任時、赴任に伴う費用支給有（上限有）

その他
福利厚生など

退職金制度あり
各種保険加入
医療従事者損害賠償責任保険に加入（村負担）

御蔵島村国民健康保険直営御蔵島診療所
採用に関する問い合せ先 御蔵島村総務課企画財政係　℡：04994-８-2121
募集人数 若干名

勤務体制
①平日（週４日）：8：30～17：15
②平日（週１日）・土曜日：８：３0～１２：30
　※日勤のみ（急患発生時等除く）

雇用形態 上記へお問い合わせください
選考方法 書類選考及び面接（２３区内にて実施予定）

給与 上記へお問い合わせください。 休日・休暇の
制度

①週休日：平日１日の午後と土曜日の午後、日曜日・祝日
②その他：年末年始（12/29～1/3）
③有給休暇：（20日/年）

職員住宅・
寮の有無

看護師住宅あり
採用時における空室状況により調整します。

その他
福利厚生など 上記へ問い合わせください。

国民健康保険町立八丈病院
採用に関する問い合せ先 八丈町総務課　℡：04996-2-1121　町立八丈病院事務局　℡：04996-2-1188
募集人数 若干名

勤務体制
  0時～  8時45分
  8時～16時45分
16時～  0時45分の３交代制勤務

雇用形態 正職員
選考方法 面接

給与 219,300円　別途手当有 休日・休暇の
制度

有休２０日次年度繰越２０日まで
夏季休暇3日他特別休暇有

職員住宅・
寮の有無 有 その他

福利厚生など
・健康保険年金　東京都市町村職員共済組合
・退職手当　　　東京都市町村職員退職手当組合

青ヶ島村国民健康保険青ヶ島診療所
採用に関する問い合せ先 青ヶ島診療所　℡：04996-9-0123/青ヶ島村　℡：04996-9-0111（診療所担当）
募集人数

勤務体制雇用形態
選考方法

給与 休日・休暇の
制度

職員住宅・
寮の有無

その他
福利厚生など

 
青ヶ島村

　TEL:04996-9-0111　
Mail:aogashima@vill.aogashimatokyo.jp
看護師採用担当あてにお問い合わせください。



看護職員募集案内
TOKYO ISLANDS HOSPITAL 2022

東京都島しょ地域

編集・発行　伊豆諸島・小笠原諸島地域力創造対策協議会
　　　　　　〒105-0022　東京都港区海岸 1-4-15 島嶼会館 2階

 TOKYO ISLANDS HOSPITAL 2022
東京都島しょ地域 看護職員募集案内

※内容の詳細については、P17-18 掲載の各問い合わせ先までお願いいたします。

"

イルカ(御蔵島)

赤崎 ( 神津島 )地層大切断面 (大島 ) 多幸湾 (神津島 ) 乳房山（母島）

羽伏浦メインゲート
(新島 ) サクユリ (利島 )

シュノーケリング
（父島）

椿 (利島 ) 三宝港 (青ヶ島 ) 羽伏浦海岸 (新島 )

島役所跡（三宅島） 玉石垣 (八丈島 ) 大椎 ( 御蔵島 )

星空(神津島) 松が下雅湯（式根島） 三原山 (大島 )

ひょうたん山
(三宅島 ) 泉津の切り通し（大島）

みはらしの湯(八丈島)

阿豆佐和気命神社 (利島 )

カルデラ (青ヶ島 )




