
総 合 求 人 案 内

黒沢病院　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック　介護老人保健施設 老健くろさわ
介護付有料老人ホームカーサ・デ・ヴェルデ黒沢　高崎東部福祉総合相談センター

Let's work happily together.



進化し続ける美心会

美心会は保健・医療・福祉・介護のすべての分野において

今までにない良質なサービスを提供するために

いま地域から求められているものは何か、常に考え、

ニーズを先取りした事業を展開してきました。

これからも「良質な総合医療サービスの提供」をめざして進化し続けます。

「健康で楽しい生涯を送ること」はだれもが共通する願いではないでしょうか。

医の原点は健康を保つこと。そして万が一病気になってしまった時には、

早期発見、適切治療が重要です。

そのためには、生活に密着した場所で

最先端の予防医療、健診、治療ができる施設が必要です。



それは患者さまのためになっていますか？

自　発：問題意識を持ち、積極的に自ら行動できる。

協　働：周囲と協働してより良い成果を出すことができる。

誠　実：相手の立場に立って物事を考え行動できる。

責任感：責任を持って最後までやり遂げる。達成意欲がある。

美心会が求める・目指す職員像

相手の気持ちに寄り添い、相手のしてほしいことを実現する。

職員一人ひとりが「それは患者さまのためになっていますか？」と

自分自身に問いかけ、行動しています。

また、職員が常に意識すべき職員像として次の4つを掲げています。

自 発

協 働

誠 実

責 任 感



1977(昭和52年)　12月19日 

1980(昭和55年)　2月

1985(昭和60年)　6月

1989(平成1年)　10月

1991(平成3年)　6月

1996(平成8年)　11月 

1998(平成10年) 10月 

2001年(平成13年) 12月

2005(平成17年) 3月 

2006(平成18年) 8月 

2008 (平成20年)

2009 (平成21年)　7月 

2010 (平成22年)　5月

2010 (平成22年)　4月 

日本脳ドック学会認定施設に認定される
(高崎健康管理センター) 

2003（平成15年）　11月

 黒沢医院を開院(病床数7床、透析病床数10床) 

 院外処方箋の発行開始 (群馬県初）

 黒沢病院 東棟完成(病床数43床、透析病床数20床) 

 黒沢病院 西棟完成(病床数86床、透析病床数30床) 

脳ドック開始 （日本で3番目）

医療法人 社団美心会 設立 

日本医療機能評価機構(一般病院種別Ａ)認定病院となる 

 ISO9001:2000を認証取得 

人間ドック・健診施設機能評価を認証取得する 

プライバシーマーク認定取得 

4月　  DPC対象病院の認定を受ける
10月 働きやすい病院評価認定取得  

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック 開院
メディカルフィットネス＆スパValeoPro(ヴァレオプロ)
オープン

第２回癒しと安らぎの環境フォーラムで

「癒しと安らぎの環境賞優秀賞」を受賞

9,200 ある病院の中で最高位の表彰を受ける➡

黒沢医院

サービス付き高齢者向け住宅「ラ・ヴィオラ中居」
オープン

沿 革 h i s t o r y

黒沢病院

ヘルスパーククリニック

ラ・ヴィオラ中居



2014(平成26年)　7月

2015(平成27年)　4月

2016(平成28年)　8月

2017(平成29年)　12月19日 

2018(平成30年)　2月

黒沢病院 新築移転

脳卒中センター開設 

介護老人保健施設「老健くろさわ」開設 

生活支援サービス ベンリーくろさわ高崎中居店 開店

 創立40年を迎える

経済産業省　健康経営優良法人「ホワイト500」
認定取得(群馬県 大規模法人で初）

2018(平成30年)　9月 介護付有料老人ホーム カーサ・デ・ヴェルデ黒沢 開設

黒沢病院

老健くろさわ

カーサ・デ・ヴェルデ黒沢

第三者評価認定の取得へ積極的に取り組んでいます

ISO9001認定取得

プライバシーマーク認定取得

病院機能評価認定

美心会では「ご利用者様に満足していただく」ことを目的に様々な認証や機能評価を受けています。また、ご利

用者様に満足していただくには、職員も満足していなければ良質なサービスをおこなうことができません。病院

は24時間、365日多種多様な専門職がチームワークを組み、業務を推進する特殊な職場環境です。良好な職場

環境を維持するうえで職員の健康保持・増進が重要と考え、日々働きやすい病院づくりにも取組んでいます。

人間ドック・健診施設機能評価

健康経営優良法人 ホワイト500 働きやすい病院認証



2017年入職　群馬県立県民健康科学大学卒業

　看護師を目指したのは体調不良で病院に通っていた高校

生の時です。当時、病気の原因が分からず辛そうにしていた

私に看護師さんが親身に対応してくれました。その看護師さ

んのおかげで病気を早期に発見でき、適切な治療を受けるこ

とができました。

　黒沢病院を就職先に選んだ理由は、保健・医療・福祉・介

護のトータルケアを1つのグループで実現している所に魅力を

感じたからです。また、中規模病院であるからこそ、1人ひとり

の患者さんとそのご家族に深く関わり、治療に携わることがで

きるのも魅力です。

　患者さんが入院してから、退院するまでじっくりと間近で診る

ことができ、私たちのケアによって元気に回復していく姿を見

るととてもやりがいを感じます。

Haruka Imahashi



8:00 出勤・情報収集・申し送り

9:30 清潔ケア

10:00 手術・検査出し

11:30 患者さんの昼食準備(血糖値測定等)

12:00 昼食介助

12:30 休憩

13:30 カンファレンス

14:00 体位交換・オムツ交換・ラウンド

14:30 記録

16:00 体位交換・オムツ交換

16:30 夜勤者への申し送り

17:30 退勤

　仕事とお休みのメリハリをしっかりつけて働くことができるの

が魅力的な職場なので、ワークライフバランスを重視する方

におすすめです。

　また、産休・育休の取得率が高いため、女性にとって働き

やすい職場だと感じています。託児所も併設しており、出産

後も安心して働ける環境が整っています。

　現在は泌尿器科病棟に勤務しています。泌尿器科領域をひと

通り経験したら他科の病棟で経験を積みたいと考えています。

そして将来は様々な診療科で知識やスキルを身に着け、経験

を積み、質の高い看護サ－ビスを提供できるジェネラリストを目

指しています。

　様々な分野の知識を吸収できるオンライン学習システム「e

ラーニング」を大いに活用しています。美心会にはその他にも

フォローアップ研修など学習機会が多くあり、成長をバックアッ

プしてくれる体制が整っています。

看 護 師 の 1 日 （ 2 交 代 ）

産休・育休 取得率100％

　患者さんのADL向上のために本人の力を最大限に活か

し、離床・リハビリも含めた（食堂での食事・トイレ誘導・お風

呂介助等）積極的なケアを実践しています。また、年間を通

して患者さんに楽しんでいただく季節のイベント（クリスマスや

豆まき、コンサート等）が充実し

ています。平坦な入院生活でも

患者さんに楽しんでいただくた

めに、理事長をはじめ職員全員

が協力してイベントを準備・実施

しています。

患者さんのADL向上のために
幅広く活躍する美心会の看護師

黒沢病院

脳卒中センター（SCU）、脳神経外科、泌尿器科、

外科、内科、地域包括ケア、透析センター、手術室

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック

外来診療、内視鏡センター

介護老人保健施設老健くろさわ

訪問看護ステーションくろさわ

介護付有料老人ホーム　カーサ・デ・ヴェルデ黒沢

特別養護老人ホーム　シェステさとの花

特別養護老人ホーム　シェステやまの花



　病院薬剤師の魅力は、患者さんとじっくり向き合い、治療のサポートが出

来るところだと思います。患者さんの状態や検査値などから最適な薬剤を

提案するなど、多職種と連携を取りながら治療に携わっています。

　入院後に歯茎の腫れを訴えていた患者さんには、服薬していた薬を調

べ、その副作用を疑ったため、医師に中止・代替薬の提案をしました。そ

の後、歯茎の腫れは無事におさまり、患者さんに「安心しました」と喜んで

いただけたときは、この仕事をしていてよかったと心から思いました。

2016年入職　帝京大学卒業

　黒沢病院では外来と病棟に薬剤師が配置されており「薬に関わることはす

べて薬剤師が責任をもつ」と意識して業務に取り組んでいます。私は現在、

病棟を担当しています。入院患者さんのもとへ伺い、コミュニケーションをとり

ながら、状況を確認し必要に応じて医師に処方提案をすることもあります。薬

剤師として、医師、看護師、患者さんへ確実な情報を迅速に提供できるように

努めています。

・処方監査

・調剤　投薬

・各種指導

　（禁煙外来・自己注射指導）

・調剤　投薬

・注射薬調製

・薬剤管理指導

・各病棟に2名以上の薬剤師配置

外来

病棟

Miri Kuniyoshi

薬剤師としての提案が

治療に活かされたときの喜び



薬 剤 師 の 1 日

8:30 出勤

カルテチェック、リテラ薬剤補充

（薬の変更・中止・追加　状態把握）

9:30 翌日分の注射剤の準備

10:00 処方監査、調剤

12:00 休憩

13:00 注射剤監査、無菌調製

14:00 病棟 患者さん訪問

（副作用 状態把握）

16:00 実習生への講義

17:00 カルテチェック

17:30 退勤

　薬剤部は縦と横のつながりがとても深いです。先輩・同期・

後輩共にコミュニケーションが取りやすいため居心地が良く、

落ち着いて仕事ができる環境です。分からないことはすぐに

相談し合い、どんな問題でも協力して乗り越えていけるところ

が薬剤部の強みです。毎月部内勉強会もおこない、教育体

制も整っています。

　今後も薬の専門家として医師の処方支援や副作用モニタリ

ングをおこない、安全で効果的な薬物治療を患者さんへ提供

していきたいです。薬剤や病気の知識はもちろん、患者さんと

ご家族に薬について良く理解していただけるようコミュニケー

ション能力も磨いていきたいと思います。

　病院薬剤師の業務は多岐に渡りますが、その分やりがいが

たくさんあります。日々貴重な経験を積んで、一緒に理想の

薬剤師を目指しましょう。

電子カルテとの連携により、オーダーされた薬品

以外を取り出すとエラーチェックがかかるため、医

療の安全性が高められています。

電子ロックの扉があるため薬品はID・パスワード

を持っている職員以外取り出せないようになって

います。

薬剤棚を機械化したシステム
リアルタイム薬品管理装置「リテラ」

薬品取り出し間違い防止

薬品のセキュリティが確保

仲間と協力しどんな問題でも

乗り越えていける

随時

臨時処方対応



Kei　Terasawa

2019年入職　国際医療福祉大学卒業

　脳卒中センターをはじめとする急性期医療から、退院

後の在宅支援までできる「地域包括ケアシステム」が構

築されている点にとても魅力を感じました。また、地元の

群馬に戻って働きたかったというのも決め手の1つです。

　美心会には医療と介護施設のそれぞれにセラピストが

配置されています。どちらのリハビリにもやりがいがあると

思いますので、就職してからそれぞれの魅力を知ること

もできます。私は私は患者さんの状態が変わりやすい急

性期病院で経験を積んでから、将来は在宅のリハビリを

したいと考えています。

　自分が担当していた患者さんの入院中に、手すりやお

風呂場、玄関の段差などの自宅環境の確認をおこな

い、生活を想定したリハビリ計画を再立案する「退院前

訪問指導」を実施しました。退院する際、患者さんから

「自宅での生活ができるようにリハビリをしていただいて、

大変助かりました」と言われた時はとても嬉しかったで

す。それからは患者さんの状態をみて、退院後にどんな

生活を送れるか考えながらリハビリをするようになり、在

宅のリハビリ支援がしたいという思いが強くなりました。



理 学 療 法 士 の 1 日

　「医師や看護師は命を救うことができるけど、リハビリ職はそ

の人の人生を救うことができる」という先輩の言葉が励みに

なっています。まさに助かった患者さんのその後の生活、人生

を変えられるのがこの仕事だと思います。また、黒沢病院・美

心会にはそれを実現できる環境が整っていると思います。

　部署内は先輩・後輩で仕事のことはもちろん、プライベートなこ

とも相談できるアットホームな雰囲気です。

　医師や看護師など、他部署の職員とは仕事での関わりだけで

はなく、「職員旅行」や「高崎

まつり」などの年間行事を通

して、より関係を深めることが

できます。行事を通して仲を

深めることで、より仕事が円

滑に進むと感じています。

　病院の急性期から、施設、在宅まで幅広く活躍できる理学療

法士になりたいです。そのために認定理学療法士、呼吸療法

士などの資格取得を目指していきます。

　病気や治療、薬の知識を身につけて、他職種のことも理解

すればコミュニケーションがより取りやすくなると思います。そ

れが結果的に患者さんにとってもより良いサービスの提供に

繋がると思いますので、分野を超えた知識を身につけていき

たいです。

1日あたり

約10人の患者さんを

担当します

行事を通してつながりが深まる

患者さんの人生を
変えることができる職場です

今後の展望

美心会が提供する介護部門のリハビリテーション

カーサ・デ・ヴェルデ黒沢

余暇活動、集団体操を通じて健康増進の支援

自由で安全な生活を過ごすための個別相談や生活マネジメ

ントをおこなう

訪問看護ステーションくろさわ

訪問リハビリの事業所として在宅生活を支えるリハビリを提供

老健くろさわ

リハビリによる在宅復帰を中心に支援

デイケアくろさわ

多彩な機器を使用し運動に特化した通所リハビリを提供

老健くろさわ訪問リハビリテーション

入所時の担当セラピストが継続して訪問リハビリを提供

8:30 出勤　カルテ確認

リハビリオーダー確認・事前準備

リハビリテーション業務

12:00 記録

12:30 休憩

13:30 リハビリテーション業務

17:10 清掃

報告　記録　退院時書類作成

17:30 退勤



介護士の1日（早番業務）

2019年入職　立正大学卒業

　祖母の介護施設入所をきっかけに高齢者

福祉に興味を持ち、大学で社会福祉を専攻

し相談員になりたいと考えていました。しか

し、美心会の新卒相談員は介護経験が必要

になります。福祉の勉強はしたものの、介護

の勉強はしていなかったので悩みましたが、

美心会の考えに納得し、オープンして間もな

いカーサ・デ・ヴェルデ黒沢（以下カーサと

いう）に入職をしました。

社会福祉士は介護士としてスタート

この経験が将来の糧になる

信頼される支援ができる人財になりたい

随時、iPadを使って

食事量や日々のケアの

記録をおこないます

　介護実技などはほとんど勉強していなかったため、最初は本当に

不安でいっぱいでした。しかし現場に入ってみると、先輩方が私の

レベルに合わせた指導をしてくれました。昼間の仕事に慣れるのを

見計らって夜勤を組んでくれましたし、さらに夜勤に慣れるまでは先

輩が一人ついてくれたのでとても心強かったです。

　１年半が経過し、今ではチームで働く楽しさとやりがいを感じられ

るようになり、ご入居者様一人ひとりに合わせたケアやコミュニケー

ションがおこなえるようになりました。自分の成長も感じられ、信頼関

係を築くためにどうしたら良いかも少しずつ分かってきたと感じてい

ます。

　この介護現場の経験が、将来の社会福祉業務に役立つというの

は本当にその通りだと実感しています。

美心会の社会福祉士は介護士からスタート

社会福祉士はご相談者に対して、その方に合った解決方法を

提案できなければなりません。そのため、介護現場を理解する

こと、ご利用者様やご家族の気持ちも理解することを目的とし

て、最初の数年間は介護現場に配属をしています。

　カーサは、季節のイベントやレクリエーションが充実しています。

「今日も楽しかった」と言っていただけることが、本当に嬉しくて仕方

ありません。

　この仕事の魅力はなんと言っても、自分のサービス（ケア）が直接

の言葉となって返ってくるところです。時には厳しい言葉をいただくこ

ともありますが、人生の先輩から色々なことを教えていただき、とても

ありがたいと感じています。

　現在、介護の資格は初任者研修のみですが、将来は介護福祉士

も取得したいと考えています。そして介護福祉士と社会福祉士の2つ

の資格を持ち、これまでの経験を活かして相談者さまに寄り添い、信

頼される支援が出来る人財になりたいと考えています。

6:30 出勤　朝食提供・食事介助

8:30 入浴介助、シーツ交換

10:50 体操

11:30 昼食提供・食事介助

12:45 休憩

14:00 レクリエーション

15:00 おやつ準備・提供

記録業務等

15:30 退勤



社 会 福 祉 士 の 1 日

2015年入職　群馬医療福祉大学卒業

　高校生の時に通院していた病院の医師か

ら、社会福祉士の仕事を紹介されたことが

きっかけで興味を持ち、これからの日本社

会に役立つ仕事だと思い大学に進学しまし

た。資格取得後、地域に幅広くサービスを

提供している黒沢病院に魅力を感じ入職し

ました。

　入職後、黒沢病院に5年間勤務し、現在

は老健くろさわにて勤務しています。

不安や問題を一緒に解決していくために、

積極的に働きかけていく

相談員に任される役割が多く、

様々なことを経験して成長することができます

　突然入院することになった方や、初めて施設に入所される方は何

も分からない状態でとても不安だと思います。私たちが色んな情報

を提供し、不安や問題を解決に向けて促すことができるのがこの仕

事のやりがいです。サービスや制度、サポート体制の説明をして「そ

んな制度があるなんて知らなかった」「知れて良かった」と言っていた

だけると嬉しいです。患者さんのこれからの人生に関わる仕事である

ため、責任もやりがいもあります。

　美心会にはさまざまなサービス・施設があるため、グループ内の顔

見知りのスタッフに、他の事業について何でも聞ける環境も魅力の1

つだと思います。お互いのサービスや制度について気軽に相談もで

きますし、違う業種を理解することで勉強にもなります。

　患者さんの今後の方向性について医師から任せられることもあるた

め、自分が考えたことを実践しやすく、周りのスタッフも協力してくれ

ます。そのため、自分で積極的に提案して働きかけて勉強していくこ

とが大切ですし、それが最初出来なくても、次第に成長して出来るよ

うになる環境だと思います。

　医療の知識は入職してから身に付きますが、やはり「話す」仕事で

すのでコミュニケーションが大切です。年齢・職業関係なく、色んな

人と話せる能力が求められます。

8:30 黒沢病院の朝礼に参加後、

入退院支援センター朝礼に参加

9:00 ・新規入所者対応

・書類作成

・来館者窓口対応・電話対応

・ショートステイご利用者様の送迎

12:00 休憩

13:00 入所者様状態確認のための

アセスメント訪問（外出）2～3件

16:00 多職種とのフロアミーティング

（看護師・リハビリ・管理栄養士・ケアマネ）

17:00 入所判定会議

17:30 退勤



地域の「早期発見と適切治療」を担う

1人ひとりに寄り添った接遇力を磨く

　人間ドック・健康診断を通じて、地域の方々の病気を早期発見、

適切治療に繋げられるという仕事にやりがいを感じます。まさに地

域の方々の人生の手助けをしていると感じながら日々仕事に取り

組んでいます。

　高崎健康管理センターの事務職は3つのチーム「結果」「請求」

「高崎市検診」に分かれて仕事をしており、私は結果チームを担当

しています。検査結果を期日までに発送するために医師、検査技

師、保健師といった多くの職種と連携して、期日までにスムーズに

発送できたときは喜びを感じます。

　1日にいらっしゃるお客様はおよそ200名。「ホテルのようなおもて

なし」を提供するため、1人ひとりに寄り添った接遇力も求められま

す。ある日、健康診断にいらっしゃった高齢のお客様に、ご不明な

点がないように分かりやすい説明を心がけ問診をとり、検査場所の

まで丁寧にご案内をしました。すると大変感激していただき、一度

帰宅されたにもかかわらず、わざわざお礼を言うために戻ってきて

くださったこともありました。私たちも大変嬉しい気持ちになり、自分

たちのサービスが直接お客様に喜んでいただけるという、受付窓

口での仕事のやりがいを感じました。

　これからはサービスの質をさらに向上させていくために、教育体

制を充実させていきたいです。職員全員が良質なサービスを提供

できるマニュアルの作成や、体制づくりに取り組んでいきたいと思

います。

2014年入職　高崎経済大学卒業

　生まれ育った群馬で、地域の人と関わり地

域に貢献する仕事がしたいと考えていまし

た。黒沢病院には幼い頃にかかったことがあ

るほど私にとっては身近な病院で、まさに地

元で地域貢献ができる魅力的な職場だと感

じました。

　就職活動で高崎健康管理センターを見学

した際、普通の病院とは違う、まるでホテルの

ような柔らかい雰囲気がとても印象的でした。

1 日のスケジュール

7:30 出勤

フロント業務（受付）

10:00 フロント業務（会計）

13:00 休憩

14:00 電話対応

各チーム業務「結果発送」

結果確認・郵送準備

16:30 退勤

7:30 出勤

フロント業務（受付）

10:00 フロント業務（会計）

13:00 休憩

14:00 電話対応

各チーム業務「結果発送」

結果確認・郵送準備

16:30 退勤

医師・検査技師・保健師

等の多職種で連携をとり

ながら結果を作成します

7:30 出勤

フロント業務（受付）

10:00 フロント業務（会計）

13:00 休憩

14:00 電話対応

各チーム業務「結果発送」

結果確認・郵送準備

16:30 退勤

7:30 出勤

フロント業務（受付）

10:00 フロント業務（会計）

13:00 休憩

14:00 電話対応

各チーム業務「結果発送」

結果確認・郵送準備

16:30 退勤

検査内容などの医療知識

を正確に覚えるのはもちろ

ん、お客様にぴったりのオ

プション検査をお勧めでき

るように心がけています

Megumi Shimakata



Takuya Takagi

病院経営のマネジメントをめざして

　総務部は総務課、経理課、企画推進課の3課に分かれ、多岐に

わたる業務をおこなっています。

そして美心会全体にわたるイベントをおこなう際には中心的なとり

まとめの立場となり、部署一丸となって取り組んでいます。

　今後も地域医療を支えるために、美心会グループ内の各部署

門との連携をさらに深め、病院経営のマネジメントに取り組んでい

きたいと考えています。また、自分自身の成長のためにも、医療業

界の知識を幅広く身に付け、深みのある人間になりたいです。

2016年入職　法政大学卒業

　　以前は医療と全く異なる仕事をしていまし

たが、新しい分野の仕事に挑戦したいと思い

転職をしました。美心会は地域への貢献度が

高いだけでなく、経営が安定していることにも

魅力を感じました。

　また、前職は不規則な勤務体系であったた

め、プライベートの時間を持つことが難しかっ

たのですが、美心会に入職してワークライフバ

ランスの実現が可能になりました。プライベート

の時間を資格取得のための勉強や、習い事な

どに充てています。

1 日のスケジュール
全 職 員 が 働 き や す い 職 場 を 作 る

部署間連携を密にし、

様々な職種のサポートを

遂行します

朝礼で各部署からの連絡・報

告事項を記録し、全職員に伝

わるように周知しています。

総務課・・・職員の福利厚生、人事・採用業務、秘書業務、購買業務など

経理課・・・会計処理、職員の勤怠・労務管理、税務調査の対応など

企画推進課・・・地域貢献活動を含む各種イベントの企画・運営、

　　　　　　  広報誌作成、ホームページ管理など

　医療機関には様々な職種が働いており、その仕事内容・勤務形

態も様々です。総務部は全職員が働きやすく、それぞれの場で

最大限の活躍ができるようにサポートすることで、間接的に地域

医療に貢献することができます。

　一般企業とは異なり、美心会では様々な職種と仕事ができるの

も魅力の1つです。仕事を通して自分の知らない分野の知識が得

られ、視野を広げることができると日々感じています。そして事務

職にもたくさんの部門があります。1つの部門に限らず、経験を積

み重ねることでスキルアップすることができます。

8:30 出勤・メールチェック・朝礼

9:00 朝礼記録作成

10:00 事務業務

研修会・セミナー日程調整

電話対応

13:00 休憩

14:00 他部署からの依頼事項対応

外部業者との打ち合わせ

15:00 総務部連絡会議

16:30 議事録作成、広報物の校正作業

17:30 退勤

8:30 出勤・メールチェック・朝礼

9:00 朝礼記録作成

10:00 事務業務

研修会・セミナー日程調整

電話対応

13:00 休憩

14:00 他部署からの依頼事項対応

外部業者との打ち合わせ

15:00 総務部連絡会議

16:30 議事録作成、広報物の校正作業

17:30 退勤

8:30 出勤・メールチェック・朝礼

9:00 朝礼記録作成

10:00 事務業務

研修会・セミナー日程調整

電話対応

13:00 休憩

14:00 他部署からの依頼事項対応

外部業者との打ち合わせ

15:00 総務部連絡会議

16:30 議事録作成、広報物の校正作業

17:30 退勤



看護師

薬剤師

臨床工学技士

歯科衛生士

臨床検査技師

放射線技師

セラピスト 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

保健師
主な配属先…黒沢病院、ヘルスパーククリニック、老健く
ろさわ、カーサ・デ・ヴェルデ黒沢、訪問看護ステーション
くろさわ など

黒沢病院、ヘルスパーククリニック
入院・外来部門における、投与禁忌薬剤、アレルギー歴
の確認、医師の処方する薬の有効性・安全性を考慮した
患者の状態に合った薬剤の選択・使用の助
言、薬の副作用・飲み合わせによる相互作用
のチェック、病床での服薬指導、薬剤管理指
導記録、医薬品の管理など

黒沢病院　入院・通院患者へのプログラム作成・訓練・
指導、PT,OT,STおよび他職種との連携における心身機能訓
練回復セラピーの提供など
老健くろさわ、通所リハビリテーション、
訪問リハビリテーション
個別リハビリ、集団リハビリ、リハビリ計画書作成・交付・
管理、退所前後の訪問指導、その他生活支援
カーサ・デ・ヴェルデ黒沢
余暇活動、集団体操、個別相談や生活マネジメント

黒沢病院 透析センター
穿刺、透析監視装置
(オンラインHDF操作）、患者観察
などの人工透析業務

ヘルスパーククリニック（歯科・歯科口腔外科）
外来診療、病棟口腔ケア、予
約管理、NST委員会、回診検
討会、周術期ケア、術前口腔
ケア、全身麻酔手術介助など

黒沢病院、ヘルスパーククリニック
入院、外来、人間ドック・健康診断各部門での生化学検査、血
液検査、尿検査などの検体検査、超音波検査、心電図検査な
どの生体検査

ヘルスパーククリニック（高崎健康管理センター）
人間ドック・健康診断部門での問診および保健指導、
要二次検査者への受診勧奨、特定保健指導など
高齢者あんしんセンターくろさわ
総合相談支援業務、地域住民の相談窓口、要支援、事業対
象者の保健指導業務、地域高齢者の生活や権利のサポート
など

入院、外来、人間ドック・健康
診断各部門での検診業務
（胃X線透視、レントゲン、CT、
MRI、マンモグラフィー、脳血
管内撮影など）

黒沢病院、ヘルスパーククリニック

看護部長の
インタビューメッセージ

臨床検査技師の
インタビューメッセージ

美心会の様々な職種の一部をご紹介。Job Category



介護士社会福祉士

医療事務 事務

メディカルクラーク

管理栄養士 調理師

スポーツトレーナー
メディカルフィットネス＆スパ ヴァレオプロ
ヴァレオプロANNEX
会員様の体調チェック、運動指導
などのスポーツトレーナー業務

黒沢病院、ヘルスパーククリニック、
老健くろさわ、カーサ・デ・ヴェルデ黒沢
入院・外来・人間ドック・健康診断部門における栄養管理
指導、保健指導、人間ドックの食事メニュー管理
介護施設部門における入居者さまのリスク状態に合わせ
た栄養ケア・マネジメント、調理レクリーションの実施など

黒沢病院、老健くろさわ、カーサ・デ・ヴェルデ黒沢 
あんしんセンターくろさわ、あんしんセンターくろさわ岩鼻
入院・退院、入所・退所に関す
る業務、ご利用者さまや
ご家族の日常的な相談や援
助、関係機関との連絡や調整、
多職種との連携、地域との連携
に関する業務

外来（受付、会計、請求、予約管理）、入院（入院手続、面会案内、

入院請求）、診療報酬業務（各種統計、DPC統計、カルテ開示）、

医師事務業務（書類代行、救急管理、医師認定管理）、レセプト

業務（診療報酬請求）、その他付随業務

どな迎送、応対繕修、理管備設・設施：   　部務庶

システム部：電子カルテシステム管理、機器メンテナンス、

　　　　　サーバー管理など

ヴァレオプロ：フィットネスジムの運営、フロント業務、

　　　　　見学対応、入退会管理など

どな務業求請、務業トンロフ： 設施護介

ヘルスパーククリニック
外来部門における医師または看
護師のおこなう事務補助業務、問
診受付業務、代行入力業務、患者
支援業務

老健くろさわ、カーサ・デ・ヴェルデ黒沢、
ヘルパーステーションくろさわ
入居者さまの健康管理（バイタルチェック、服薬補助、口腔
ケア等）、食事・入浴・トイレの介助、レクリエーション など

黒沢病院、ヘルスパーククリニック、老健くろさわ、
カーサ・デ・ヴェルデ黒沢
黒沢病院・人間ドック・介護施設およびセントラルキッチン
での調理業務、食事準備、配膳、後片づけ（食器洗浄・下膳
車、ウォーマーカートの清掃）など

高崎健康管理センター、

総務部の他にも・・・

介護福祉士の
インタビューメッセージ

医療事務部職員の
インタビューメッセージ
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月会費　通常料金12,340円（ベーシック会員）
　　　　⇒ 職員 5,000円　職員家族6,000円

施設に併設されたメディカルフィットネス＆スパ「ヴァレオ
プロ」を職員割引価格で利用することができます。最新の
フィットネスマシンを備え、運動後は天然温泉を満喫でき
ます。仕事帰りにリフレッシュしてから帰る職員もいます。

病院近くに保育設備を完備し、お子さんのいる
女性職員をバックアップしています。

勤続年数に応じて、研修旅行費と研修日にあたる休暇が
支給されます。研修先は、より見聞を広めることを目的とし
て海外が中心になっています。

病院最上階に職員、ご利用者様兼用のレストランを併設。お
いしい健康食をリーズナブルな価格で提供しています。越後湯沢にあるリゾートマン

ションを法人で所有しており、
職員は家族や友人と一緒に
利用できます。近隣の温泉、ス
キー場が楽しめます。

健康保険の患者負担分合計
のうち、1ヶ月5,000円を超え
た金額を法人が支給します。 

ドック料金支給制度

療養費支給制度

職員の課題や悩みに対応するため
のカウンセラーが在籍しています。
また、職員の健康を守り、維持する
ための専任部署「健康管理室」が設
置されています。

総合カウンセリング室
健康管理室

保養施設

永年勤続旅行で海外へ

託児所「とまと」

併設のフィットネス＆スパで
心身ともにリフレッシュ

職員及び家族が対象。ドック
料金の本人負担分の２割を
法人が支給します。

職員食堂

  5年　アジア方面（日本以外）又はハワイ

10年　アメリカ又はオセアニア方面

15年　帝国ホテル グルメの旅

20年　ヨーロッパ又はオセアニア

30年　国内を含め行き先自由



●病院機能評価認定　●ISO9001 認定所得　●人間ドック・健診施設機能評価認定
●プライバシーマーク認定　●働きやすい病院評価認定　●健康経営優良法人 ホワイト 500

採用の流れ

新卒の方

採用ホームページ
「新卒採用情報」より

エントリー

就職説明会
採用試験

面接試験

1日職場体験

電話：027-350-1211(採用直通）

〒370-1203
群馬県高崎市矢中町188
黒沢病院　総務部

採用ホームページ

書類選考

面接試験

1日職場体験

採 用

採用ホームページ
「募集職種一覧」より

エントリー

既卒の方

https://bishinkai.eucalia.jp/


