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地域に密着した

信頼される病院を目指します。



済生会とは

山形済生病院の理念

済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44（1911）年に設立しました。
100年以上にわたる活動をふまえ、今、次の三つの目標を掲げ、日本最大の社会福祉法人として
全職員約62,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。

●生活困窮者を 済（すく）う

●医療で地域の 生（いのち）を守る

●医療と福祉、 会を挙げて切れ目のないサービスを提供

病、老い、障害、境遇……悩むすべてのいのちの虹になりたい。
済生会はそう願って、いのちに寄り添い続けます。

「仁」 愛と思いやりの医療を提供します

安全で質の高い医療

誠実で信頼される医療

連携に基づくチーム医療

地域包括ケアシステムの構築

急性期から在宅まで地域で安心して暮らせる医療に貢献します

患者さんより信頼の得られる病院を目指します

MISSION

VALUE

VISION
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整形外科の人工関節置換術や、心臓血管外科の「下肢静脈瘤血
管内焼灼術」は全国でもトップクラスの件数を誇っています。

全国・県内トップクラスの診療実績

保健・医療・福祉の連携

山形県済生会では山形済生病院を中心に、訪問看護ステーショ
ン、認可保育所、特別養護老人ホーム、養護（盲）老人ホーム、介
護老人保健施設を設置運営しています。
施設間では相互連携を図り、各地で地域の患者さんや利用者の
方々にきめ細やかな総合的なサービスを提供するべく、日夜努力
しています。2018年1月にオープンした山形済生病院南館は、山
形県済生会地域ネットワークの象徴的な建物となっております。

また、NICUと連携した周産期センターが
あり、県内の病院、医院からのハイリスク
な妊婦さんの搬送も受け入れています。

急性期から在宅まで

当院の南館には、回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア
病棟が1病棟ずつあり、また4～5階には山形県済生会の介護老
人保健施設が入っています。
急性期から回復期、そして在宅までトータルで地域社会に貢献で
きるよう目指しています。

災害支援

村山地域圏内の地域災害医療センター、災害拠点病院として指定
を受けており、地震・津波・台風・噴火等の災害発生時には災害医
療を行う医療機関を支援する病院となります。
東日本大震災では、当院が済生会の現地連絡事務所となり救援
活動を行いました。
また、 DMAT（災害派遣医療チーム）も設置されており、東日本大
震災や北海道胆振東部地震の際は現地で医療活動を行いました。

国際貢献

バングラディシュの首都ダッカには「山形ダッカ友好病院」
があり、当院はその後援事務局として活動しています。

現在は現地訪問による支援活動や、バング
ラディシュの方に当院に来てもらい医療技術
の提供や育成支援などを行っています。
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４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

1月

２月

３月

【4月】新採用職員研修

済生会や済生病院の基本理念や規則等につ
いて学びます

参加者の声
最初は不安だらけでしたが、4日間の研修を通

して不安も少し消えて、各部署に行っても頑張
れそうです！

【6月】3年目職員研修

入職後3年を経過した職員へのフォローアップ及

び同期職員間の交流を図り、モチベーションを高
める

参加者の声
悩んでいることや楽しかったこと等含め、同期の
近況報告も聞けてリフレッシュできた。

【7月】接遇研修

顧客満足度向上のため、職員の接
遇マナーレベルアップを図ります

参加者の声
言葉遣いの難しさを思い知らされま
した。講師の実体験は参考になり
ました。

【9月】ストレスマネジメント研修

こころの健康をテーマとし、身近なひとの「相
談を受ける」「話を聞く」ときの心構えを学び、
職員同士でピアサポートができるような職場
環境を目指します

【10‐11月】BLS研修

急性期病院の職員として、BLSを迅速かつ確
実に実施できるように実際にAED等を使用し
ながら学びます

【10月】新採用職員フォロー研修

日頃抱えている悩みや不安、喜びを同期の
仲間と共有し、仕事のモチベーションUPへ
つなげます

参加者の声
久しぶりに同期とゆっくり話すことができてリ
フレッシュできました！

【7月】中堅研修

ワークアウトを参考にして問題解決手段や傾聴方法を学
び、グループをまとめる能力を身につけます

【2‐3月】院内学会

各部署で行っている取り組みや成果を発表す
る場を設けることにより、実践している事柄を
広く院内に周知し、情報を共有することを目
的とします。

【9‐12月】他部署研修

共に同じ職場で働く仲間と
して他の部署を知り、今後
のチーム医療に活かして
いきます

※病院主催の研修を一部抜粋。

その他各部署、各委員会等主催で各種研修や勉強会を多数実施

教育・研修
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先輩職員へのインタビュー

臨床検査技師

斎藤直輝

Ｑ1 現在の業務内容を教えてください

現在は一般検査を担当しています。患者さんの尿検体にどのような細胞
が含まれているのかを、顕微鏡を使って観察・判定を行ったり、関節液や
髄液などといった穿刺液の検査や、真菌の鏡検を行ったりしています。

Ｑ2 当院を選んだ理由を教えてください

就職先の病院を探していたとき、済生病院のことを知り、見学させていた
だきました。そのときの病院の雰囲気や先輩方の話が良かったので、済
生病院を選びました。経済的な理由で必要な医療が受けられない人のた
めの「無料低額診療事業」を行っていることにも魅力を感じました。

Ｑ3 嬉しかったことややりがいを感じることはなんですか？

患者さんの検体に含まれる様々な円柱や異常細胞などを発見し、それが
治療に繋がっていると実感するとき、また分からないことや出来なかった
ことが出来るようになったときに嬉しさややりがいを感じます。

Ｑ4 今後の目標を教えてください

今後は検査手技の向上やより多くの知識を身につける
こと、そして担当者としての業務を確実にこなし、周りの先
輩方にも信頼される検査技師になれるよう、日々努力して
いきたいと思います。

Ｑ5 学生さんへメッセージをお願いします

私も皆さんと同じように就職活動を経験しました。初めての
経験ですし、分からないことや不安なことが多く大変でした
が、学校の先生や就職担当の方、周りの友達に色々アドバ
イスをもらい、無事に就職することが出来ました。一人で悩
まず、周りに相談することが大切だと思います。皆さんが無
事、希望する職場で働くことが出来るよう、応援しています。

診療放射線技師

今野 燿大

Ｑ1 現在の業務内容を教えてください

現在は一般撮影、CT、TV（造影検査）、骨密度を一週間ごとにローテー
ションし、検査を行っています。また当直も月に2回ほどあり、当直では救
急の対応をしています。

Ｑ2

病院見学の際に説明していただいた病院の雰囲気が良く、丁寧に対応し
て頂きとても良い印象を持ったことが一番の理由です。それ以外にも福
利厚生が充実していたり、募集時期が他の病院よりも早かったなどの理
由があります。

当院を選んだ理由を教えてください

Ｑ3 嬉しかったことややりがいを感じることはなんですか？

患者さんに感謝の言葉をもらったとき、出来なかった業務が出来るように
なったとき、仕事での知識が増えて行ったときに嬉しさややりがいを感じ
ます。覚えることは多く、忙しいときもありますが日々勉強できる職場でや
りがいがとてもあります。

Ｑ4 今後の目標を教えてください Ｑ5 学生さんへメッセージをお願いします

仕事は大変だと感じることもありますが、サポートしてくれる
上司や先輩方がいるので、安心して業務に臨むことができ
ます。当院に興味をもった方はぜひ一度見学に来てみてく
ださい。お待ちしています。

資格認定試験に挑戦したいと考えています。そのために、
撮影だけでなく読影もできるよう、日々頑張って取り組んで
います。
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理学療法士

鈴木菜々香

Ｑ1 現在の業務内容を教えてください

リハビリテーション部の整形チームに所属し、主に人工関節置換術後、外
傷、腰椎疾患などの患者さんを対象に介入しています。

Ｑ2 当院を選んだ理由を教えてください

大学4年生のときに当院で臨床実習をさせていただきました。その際、
様々な症例を経験できることに魅力を感じたため、当院を選びました。

Ｑ3 嬉しかったことややりがいを感じることはなんですか？

患者さんが笑顔で退院されるときはやりがいを感じます。

Ｑ4 今後の目標を教えてください

経験や勉強を重ね、どのような疾患にも対応できるように
なりたいです。

Ｑ5 学生さんへメッセージをお願いします

就職活動中は、周りの友達に内定が出たり国家試験の勉
強などで焦る時期だと思いますが、そのようなときこそ友達
に相談したり、面接練習をしたりして乗り越えましょう。頑張
ってください！

作業療法士

渡部 開斗

Ｑ1 現在の業務内容を教えてください

現在は、回復期病棟で主に脳血管疾患の患者さんに対し作業療法を
行っています。

Ｑ2 当院を選んだ理由を教えてください

急性期から在宅まで幅広く支援を行っているところに魅力を感じ、自分自
身も様々な経験を積むことができると思い志望しました。

Ｑ3 嬉しかったことややりがいを感じることはなんですか？

患者さんが日々良くなっている姿や、退院の際に笑顔で帰っていく姿を
見たときはとても嬉しく思います。
また、患者さんから感謝の言葉をかけていただけたときは、やりがいを感
じています。

Ｑ4 今後の目標を教えてください

現在は業務をこなすこと、覚えることで大変ですが、勉強
会や研修会などに参加して知識や技術を身につけて患者
さんのリハビリを行っていきたいです。

Ｑ5 学生さんへメッセージをお願いします

新型コロナウイルスの影響で様々な制限があるかと思いま
すが、自分の働きたい職場を見つけられるように頑張ってく
ださい。
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言語聴覚士

柏倉 なな

Ｑ1 現在の業務内容を教えてください

現在は、急性期チームに所属し脳血管疾患等の患者さんに摂食・嚥下訓
練、失語症訓練、高次脳機能訓練、構音訓練などを実施しています。
また、語音聴力検査も行っています。

Ｑ2 当院を選んだ理由を教えてください

急性期から回復期の言語聴覚士としての知識や技術を身につけたいと思
い、当院への入職を希望しました。また、病院見学へ行かせていただき先
輩方の患者さんに寄り添い働く姿をみて一緒に働きたいと思ったことが1
番の理由です。

Ｑ3 嬉しかったことややりがいを感じることはなんですか？

嬉しかったことは当初分からない、出来なかった業務が少しずつ出来るよ
うになったことです。また、患者さんに「ありがとう」と言っていただけると微
力ながらサポートできているのかなとやりがいを感じます。

Ｑ4 今後の目標を教えてください

まだまだ分からないことも多くありますが向上心を持ってリ
ハビリを行い、患者さんとの信頼関係を築いていけるよう
頑張っていきたいです。

Ｑ5 学生さんへメッセージをお願いします

就職活動中は行き詰まることも多くあるかと思います。焦ら
ず自分に自信をもって就職活動に取り組んでください！
自信を持つことで良い結果に繋がっていくと思います。

臨床工学技士

花輪 裕也

Ｑ1 現在の業務内容を教えてください

現在は主に血液透析業務に携わっています。針刺しは看護師やベテラン
の技士が担当していますが、血液回路のプライミングや治療開始時の透
析装置の操作、治療終了時の返血作業などを行っています。

Ｑ2 当院を選んだ理由を教えてください

病院見学に訪れた際、職員の働く姿を見たり、所属部署の先輩職員の話を
聞いたりするなかで、とても雰囲気の良い病院だと感じました。新人の教育
体制も充実していると聞き、当院でならば安心して技術を身につけ成長で
きると思い当院を選びました。

Ｑ3 嬉しかったことややりがいを感じることはなんですか？

できなかった仕事ができるようになったときや、一人で業務を任されるよう
になったときが自分の成長を感じられます。また、臨床工学技士は患者さ
んと接する機会の少ない職種ですが、治療を終えた患者さんに「ありがと
う」と言っていただけると、やりがいを感じます。

Ｑ4 今後の目標を教えてください Ｑ5 学生さんへメッセージをお願いします

先輩方からの指導を受けて、透析や高気圧酸素治療など
の業務を一通りこなせるようになりました。しかしルーチン
ワークに満足せず、より多くの経験を積んで治療中に患者
さんが急変しても一人で対応できるようになることが今の
目標です。

就職活動において一番の関門は面接だと思いますが、皆
さんの「どんな医療従事者になりたいか」という想いを伝え
ればきっと大丈夫です。国家試験の勉強もあって大変だと
は思いますが、頑張ってください。
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管理栄養士

細田加代子

現在の業務内容を教えてくださいＱ1

主な業務は入院患者さんの栄養管理、入院・外来患者さんへの栄養指導
となっています。管理栄養士は病棟担当制になっており、私は5A病棟（脳
外科、腎臓内科等）と5B病棟（消化器外科、内科等）を担当しています。
他職種と連携しながら、食事量の少ない患者さんへのアプローチや疾患
ごとの食事対応を行っています。
栄養指導では、糖尿病や高血圧、腎臓病や妊産婦への指導など幅広い
分野での指導を行っています。

Ｑ2 当院を選んだ理由を教えてください

当院は、急性期病院として様々な分野において管理栄養士としての活躍
の幅が広く、自身の成長につながるのではと考えました。実際に、糖尿病
をはじめとしてさまざまな疾患の栄養指導やNST活動、集団教室の実施
など、多くのことを勉強させていただいています。

Ｑ3 嬉しかったことややりがいを感じることはなんですか？

栄養指導を行った患者さんに「栄養士さんのおかげでよくなったよ」と声を
かけていただけるととても嬉しいです。他にも病棟で「ごはん美味しかった
よ」といってもらえたり、他職種と関わりあって食事内容を検討した患者さ
んの栄養状態が改善したり、働いていて嬉しいと思うことは沢山あります。

Ｑ4 Ｑ5 学生さんへメッセージをお願いします今後の目標を教えてください

今後は、現在担当している病棟の診療科以外も勉強し、
様々な病態の栄養管理についてより知識と経験を深めて
いければと思います。その中で、専門資格の取得などを目
標に患者さんに貢献できる栄養士として日々業務に取り
組んでいければと思います。

新型コロナウイルスが流行し、就職活動も例年と比べて大
変かと思います。自分が何をしたいのか明確にし、やりたい
ことに向かって頑張ってください。

医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

佐藤 璃南
Ｑ1 現在の業務内容を教えてください

整形外科の病棟を担当し、入院患者さんの退院支援業務を行っています。
また、外来患者さんへの生活相談、医療保険制度の説明、無料定額診療
事業の相談などを行っています。

Ｑ2 当院を選んだ理由を教えてください

幼少期に当院で治療を受けたことがあり、貢献したいという思いがありま
した。また、無料低額診療事業やなでしこプラン、障害者就労事業等、院
内の退院支援業務のみではなく、生活困窮者や地域に向けた取り組み
も行っていることで医療に限らず広くソーシャルワークを学ぶことに魅力
を感じ、当院への就職を選びました。

Ｑ3 嬉しかったことややりがいを感じることはなんですか？

患者さんやご家族から感謝の言葉をいただくことが嬉しいです。また、外
来通院中の患者さんで無料低額診療事業の利用につながった患者さん
を担当していますが、受診の際、現在の病状や生活状況について教えて
くださいます。患者さんの生活の一部に自分が医療ソーシャルワーカーと
して関わることが出来ていると思うと嬉しさややりがいを感じます。

Ｑ4 今後の目標を教えてください Ｑ5 学生さんへメッセージをお願いします

今後は整形外科に入院している患者さんのみならず、他
科病棟に入院している患者さんへの退院支援業務も行っ
ていきたいです。また、普段の業務や研修への参加等を
通じて面談技術の向上も図っていきたいと考えています。

試験や就職活動、実習等、お疲れ様です。大変な状況の
中ですが、頑張ってください。応援しています。



福利厚生

妊娠・出産・育児に関する支援を充実させることで、仕

事と家庭を両立させながら、長く働き続けられる職場づ

くりを目指しています。

出産・育児のサポート

☆ 院内保育所・病児保育所の併設

男性

・出産休暇（3日）

・育児休業（1歳の誕生日の前日まで）

女性

・妊娠時間短縮勤務（始業就業それぞれ30分）

・産前休暇8週間取得可能（法定では6週間）

・育児休業（1歳の誕生日の前日まで）

・育児短時間勤務（3歳の誕生日の前日まで）

など

☆ 山形いきいき子育て応援企業

「優秀（ダイヤモンド）企業」 認定

☆ 山形企業イクボス同盟参加企業

☆ 出産・育児のための休暇休業

暮らしのサポート

☆ 職員宿舎 ドミトリー済生

ご実家が遠方の方等のために、病院の敷
地内に宿舎を完備。低額の自己負担が魅
力で、多くの先輩職員が利用しています！

・1DK フローリング・バルコニー付

・月額３０，０００円

※駐車場1台、上下水道代を含む

・独身者に限りますが、山形市内在住者

も利用できます

特別優待サービスの充実

☆ 会員制ホテル 東京ビュック

東京出張などの業務での利用はもちろん、プライベ
ートでの旅行など家族での利用も可能です！

・東京都中央区勝どき

都営地下鉄大江戸線「勝どき駅」より徒歩1分

・格安な利用料金

☆ モンテディオ山形（サッカー）

☆ パスラボ山形ワイヴァンズ（バスケットボール）

スポンサー特典としてホームゲーム招待券をプレゼ
ントしています。
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互助会制度の充実

山形県済生会には、相互扶助を基本理念とし、医療費・慶

弔費等において追加給付を行う制度があります。

給付の内容としては、医療費給付や慶弔祝金等給付（結婚

・出産・永年勤続・香典・傷病見舞等）があり、職員だけでは

なく配偶者や扶養親族にも適用されます。

職員の健康管理

☆ 各種がん検診

乳がん・子宮頸がん・前立腺がん・胃がん

☆ 各種予防接種

麻疹、風疹、ムンプス、水痘抗体価検査・ワクチン接種

HBs抗体価検査・ワクチン接種

インフルエンザワクチン接種

☆ PET/CT検査

職員の割引制度があり、職員や配偶者は通常の利用料金の
半額で検査を受けることができます

☆ 職員対象の「健康運動教室」

ほかにも充実した制度があります

☆ 本部共済事業

当院では済生会の退職金2本立てに加入しており、
充実した退職金が受け取れます。

また在職時には低利で資金を貸し付ける制度もあり
ます。

☆ 済生会グループ保険

全国組織である済生会のスケールメリットを活かし
た割安な保険料で幅広い保障制度を実施。

職員本人及び配偶者、子どもが対象となります。

☆ 財形貯蓄制度・生命保険団体加入

☆ クラブ活動助成

院内には10のクラブがあり、病院から活動費の補助
が出ています。

サッカー部、ソフトボール部、バスケットボール部、

華道部、登山部、卓球部、ボウリング部 など

☆ 大感謝祭

☆ 賠償責任保険加入（労使折半）

毎年ホテルで開催し、約500名程度の職員が参加す
る一大イベントです。
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採用までの流れ

令和3年6月～令和3年7月頃 病院見学会

令和3年6月28日～令和3年7月23日 応募書類の提出

令和3年8月7日 一次試験

令和3年10月頃 内定！
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令和3年9月頃 二次試験

※別紙「病院見学会のご案内」をご参照ください



問合せ先

〒990-8545
山形県山形市沖町79-1
社会福祉法人 済生会山形済生病院 人事課 今野

℡ ０２３－６８２－１１１１
E-mail jinji@ameria.org

恩賜
財団

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ａｍｅｒｉａ.ｏｒｇ

ACCESS

●お車で
JR山形駅より15分、
国道13号線大野目交差点より5分

●列車で
JR羽前千歳駅下車、徒歩10分

●バスで
シャトルバスをご利用ください

●路線バスの場合
「山交ビル・山形駅前～天童温泉・楯岡北町行き」
「千歳」バス停下車、徒歩10分

当院ホームページ マイナビ2022


