天童市民病院地域包括ケア病床担当【常勤医師】求人票

施設名

天童市民病院（自治体病院）

ＵＲＬ

http://www.tendo-city-hospital.jp/

施設所在地

山形県天童市駅西五丁目２番１号

交通アクセス

ＪＲ奥羽本線（山形新幹線）天童駅西口から徒歩１０分
山形自動車道天童ＩＣから車で５分

担当者

事務局長 齋藤 忠浩

連絡先

ＴＥＬ：023-654-2511

ＦＡＸ：023－654－2510

山形空港から車で２０分

E-mail：tendo-hp@ymail.plala.or.jp

地域包括ケア病棟の管理（外来その他の業務なし）
募集科目

勤務日数

常勤医師は５日
臨床研修支援事業利用（社会人講座費用病院負担）の場合は、週４日（研究日を１日設ける）

勤務時間

午前８時３０分～午後５時１５分（受付時間は午前９時から午前１１時、午後１時から午後４時）
昼休みの休憩時間は１時間 宿直明けの日は午前中のみ勤務し、午後は休み
地域包括ケア病床の管理：２５床程度

勤務内容
病院患者数等

休日

土曜日（１日） 日曜日 祝日

休暇

夏季休暇６日（７月～９月） 年末年始６日（１２／２９～１／３）
有給休暇２０日（入職１年目１５日）

当直

３～４回／月

給与

１，６００万円～２，０００万円（宿直手当その他の手当込み）／年
期末・勤勉手当（ボーナス）４．３月／年

交通費：上限月額２５，４００円を支給
当直手当：３０，０００円／回
手当の内訳
及び待遇

車通勤可能（駐車場代無料）

実績加算：入院５，０００円／人

住宅手当：上限２７，０００円／月
寒冷地手当１１月～３月支給

診察１，０００円／人

赴任手当有り（旅費規程適用）

学会参加：年２回まで出張扱い
臨床研修支援事業利用の場合は、海外学会も参加可／年１回
福利厚生：社会保険（市町村共済組合加入）、互助会制度、退職金制度を適用
身分：地方公務員として採用
求める
人物像

経験５年以上

年齢３０代～５０代

専門医・認定医があれば尚可 卒後臨床研修不可

病院の
診療科目

内科 外科 産婦人科 小児科 整形外科 皮膚科 脳神経外科

病院常勤
医師

循環器内科１人 呼吸器内科１人 消化器内科１人 乳腺外科１人 消化器外科２人
産婦人科２人 計８人

病院非常勤
医師

外科２人 小児科３人 血液・感染症内科１人 内分泌内科１人 一般内科１人 循環器内科１人
内視鏡検査１人 整形外科２人 皮膚科１人 脳神経外科１人 放射線科１人 計１５人

病院職員

看護師６１人 放射線技師４人 検査技師３人 薬剤師２人 理学療法士３人 作業療法士２人
管理栄養士１人 事務局職員２９人（委託職員を含む。） 計１０５人

医療設備

電子カルテ（富士通） フルオーダリングシステム ＭＲＩ ＣＴ 上下内視鏡（オリンパス）
デジタルマンモグラフィー 気管支内視鏡 エコー等

関連大学

山形大学
院長：年齢６２歳 山形大学医学部出身 専門は乳腺外科

病院情報

施設区分：ケアミックス ８４床 内訳：一般病床２０床 地域包括ケア病床３４床 療養病床３０床
看護基準：一般病床１０対１ 地域包括ケア病床１３対１ 療養病床２０対１
救急告示：二次救急

宿直時の時間外の救急外来３人～５人・救急車０～１台

①平成20年4月に新築開院しており、建物は免震構造を採用しています。MRIやCTなどの高度
医療機器を備え、電子カルテ・オーダリングにより運用しています。

お勧め
ポイント

②地域包括ケア病床の設置、訪問診療、訪問看護等に取り組んでおり、病院の機能は地域密
着型の後方支援病院です。
③山形県の中心部に位置し、県内外の交通の要衝として、人や物の交流が盛んです。隣接す
る山形市や仙台市へのアクセスも便利で、住みよさランキングは県内１位、東北で２位です。
④月山や蔵王山、飯豊連峰が望めるなど、自然環境にも恵まれています。温泉、トレッキング、
スキーなどレジャー、プロサッカー・プロバスケ（ホームタウン）も存分に楽しめる環境です。

天童市民病院一般【常勤医師】求人票

施設名

天童市民病院（自治体病院）

ＵＲＬ

http://www.tendo-city-hospital.jp/

施設所在地

山形県天童市駅西五丁目２番１号

交通アクセス

ＪＲ奥羽本線（山形新幹線）天童駅西口から徒歩１０分
山形自動車道天童ＩＣから車で５分

担当者

事務局長 齋藤 忠浩

連絡先

ＴＥＬ：023-654-2511

ＦＡＸ：023－654－2510

内科 ： 糖尿病・内分泌代謝
神経・心療
募集科目

外科 ： 整形外科
他 ： 小児科

臨床研修支援
事業募集科目

婦人科

E-mail：tendo-hp@ymail.plala.or.jp

消化器・内視鏡検査

リハビリテーション科
総合診療科

山形空港から車で２０分

一般

呼吸器

循環器

老人

脳神経外科
救急科

健診・人間ドック

内科 小児科 総合診療科（新設）
臨床研修支援事業募集要項は、別紙のとおり

勤務日数

常勤医師は５日
臨床研修支援事業利用（社会人講座費用病院負担）の場合は、週４日（研究日１日）

勤務時間

午前８時３０分～午後５時１５分（受付時間は午前９時から午前１１時、午後１時から午後４時）
昼休みの休憩時間は１時間 宿直明けの日は午前中のみ勤務し、午後は休み
外来診療：担当コマ数 ３コマ程度／週
内視鏡上部８人／コマ・下部２人／コマ

勤務内容
病院患者数等

病棟管理：５～１０床程度

外来患者数 １０～２０人／コマ
病院の外来患者数：２４０人／１日平均（全体）

病院の手術件数：４～５件／月 （外科、産婦人科）

その他：健診・人間ドック・予防注射
休日

土曜日（１日） 日曜日 祝日

休暇

夏季休暇６日（７月～９月） 年末年始６日（１２／２９～１／３）
有給休暇２０日（入職１年目１５日）

当直

３～４回／月 （当直の曜日及び回数の相談可）

給与

１，６００万円～２，０００万円（宿直手当その他の手当込み）／年

期末・勤勉手当（ボーナス）４．３月／年
交通費：上限月額２５，４００円を支給
当直手当：３０，０００円／回
手当の内訳
及び待遇

車通勤可能（駐車場代無料）

実績加算：入院５，０００円／人

住宅手当：上限２７，０００円／月
寒冷地手当１１月～３月支給

診察１，０００円／人

赴任手当有り（旅費規程適用）

学会参加：年２回まで出張扱い
臨床研修支援事業利用の場合は、海外学会も参加可／年１回
福利厚生：社会保険（市町村共済組合加入）、互助会制度、退職金制度を適用
身分：地方公務員として採用
求める
人物像

経験５年以上

年齢３０代～５０代

専門医・認定医があれば尚可 卒後臨床研修不可

病院の
診療科目

内科 外科 産婦人科 小児科 整形外科 皮膚科 脳神経外科 放射線科 健診・人間ドック

病院常勤
医師

循環器内科１人 呼吸器内科１人 消化器内科１人 乳腺外科１人 消化器外科２人
産婦人科２人 計８人

病院非常勤
医師

外科２人 小児科３人 血液・感染症内科１人 内分泌内科１人 一般内科１人 循環器内科１人
内視鏡検査１人 整形外科２人 皮膚科１人 脳神経外科１人 放射線科１人 計１５人

病院職員

看護師６１人 放射線技師４人 検査技師３人 薬剤師２人 理学療法士３人 作業療法士２人
管理栄養士１人 事務局職員２９人（委託職員を含む。） 計１０５人

医療設備

電子カルテ（富士通） フルオーダリングシステム ＭＲＩ ＣＴ 上下内視鏡（オリンパス）
デジタルマンモグラフィー 気管支内視鏡 エコー等

関連大学

山形大学
院長：年齢６２歳 山形大学医学部出身 専門は乳腺外科

病院情報

施設区分：ケアミックス ８４床 内訳：一般病床２０床 地域包括ケア病床３４床 療養病床３０床
看護基準：一般病床１０対１ 地域包括ケア病床１３対１ 療養病床２０対１
救急告示：二次救急

宿直時の時間外の救急外来３人～５人・救急車０～１台

①平成20年4月に新築開院しており、建物は免震構造を採用しています。MRIやCTなどの高度
医療機器を備え、電子カルテ・オーダリングにより運用しています。

お勧め
ポイント

②地域包括ケア病床の設置、訪問診療、訪問看護等に取り組んでおり、病院の機能は地域密
着型の後方支援病院です。
③山形県の中心部に位置し、県内外の交通の要衝として、人や物の交流が盛んです。隣接す
る山形市や仙台市へのアクセスも便利で、住みよさランキングは県内１位、東北で２位です。
④月山や蔵王山、飯豊連峰が望めるなど、自然環境にも恵まれています。温泉、トレッキング、
スキーなどレジャー、プロサッカー・プロバスケ（ホームタウン）も存分に楽しめる環境です。

