
２０２１ 山形県立病院 職員採用案内

山形県立中央病院

山形県立新庄病院

山形県立河北病院

山形県立こころの医療センター

山形県立こども医療療育センター

安心・信頼・高度の医療を提供し、県民医療を守り支える
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１ 県立病院の役割

２ 山形県職員としての看護職員

３ 採用について



病院事業局／県立病院とは

県内４つの県立病院及び県庁舎内の県立病院課から組織
される

県立病院の役割１

◆山形県病院事業局ミッション

県民に安心・信頼・高度の医療を提供し、県民医療を守り

支える

◆山形県病院事業局ビジョン
運営基盤を強化し、時代が求める医療ニーズに応える

◆山形県病院事業局の取組みの柱

１ 県立病院の役割を踏まえた医療の提供

２ 安定的な運営基盤を実現する経営の改善
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県立病院の役割１

山形県立中央病院

山形県全域をカバーする３次救急医療機関

山形県唯一の

• 基幹災害医療センター

• ドクターヘリ基地病院

• 都道府県がん診療連携拠点

• 総合周産期母子医療センター

• 第1種感染症指定医療機関

ドクターヘリ NICU 化学療法センター

594床病床数 1012名職員数
R3.4月現在
病床は稼動病床数
以下同じ



県立病院の役割１

病床数：３２５床

◆地域救命救急センター
◆ヘリポート
◆院内保育所

などの整備が計画されています。

外観 内観

山形県立新庄病院

最上地域内の医療機関との連携による地域内完結型医療が
充実

2023年度、新庄病院は新しく生まれ変わります！

新病院イメージ

地域がん診療連携拠点病院、救急告示病院など、最上地域
を支える病院として高次の専門医療と技術を提供

343床病床数 454名職員数



県立病院の役割１

救急処置室 緩和ケア病棟 緩和ケア病棟 食堂

緩和ケア病棟は山形県内で最大の病床数（20床）
在宅支援に力を入れて取り組んでいる

高度不妊治療、乳腺外来、緩和ケア外来、大腸ＣＴドック
など医療の提供が充実

地域包括ケア病棟を設置

山形県立河北病院 136床病床数 208名職員数



県立病院の役割１

山形県立こころの医療センター

憩いの場 こども・思春期外来 おひさま分教室

213床病床数 207名職員数

山形県内唯一の公立精神科単科病院

山形県における精神科医療の中核センター

精神科救急専門病棟や医療観察法病棟、子どものこころの
病・うつ病などを専門に扱う病棟などを整備



県立病院の役割１

山形県の中核施設として、障がい児（者）への医療・療育を
総合的に提供

隣接する「ゆきわり養護学校」と連携した療育支援

山形県立こども医療療育センター 32床病床数 112名職員数

• 児童発達支援センター（医療型・福祉型）
• 生活介護事業所「ほがらか」
• 山形県発達障がい者支援センター を併設

外来待合室 手術室 病室



新人教育や研修は？

山形県職員としての看護職員２

先輩職員紹介

新卒採用者CASE

１

平成30年度に新卒で採用され、県立病院に配属となる。現在は呼吸器内科・

形成外科・耳鼻咽喉科の病棟を担当。先輩の指導を受けながら看護に取り組

んでいる。

キャリア

新庄病院 井上 志保

Q

院内では、看護の技術や知識に関する新採研修があり、院外でも、接遇など様々な内容の
研修を受ける機会がありました。

県立病院の勤務形態は？Q

３交替制勤務。睡眠時間を確保し、食事をしっかり摂ることを心がけています。初めは慣れま
せんでしたが、今は慣れて、趣味の時間なども持てるようになっています。

A

A

看護師

私の場合は、夜勤が始まったのは１年目の５月下旬でした。開始時期は人によって異なり、プ
リセプターの先輩と相談して決めています。

プリセプターの先輩から１年間指導を受けます。様々な相談に乗ってくれるため、安心して業
務に取り組むことができています。

所属はインタビュー時点であり、
現在と異なる場合があります。
以下同じ



日々の業務で心掛けていることは？

山形県職員としての看護職員２

頼りにされる男性看護師CASE

２

平成29年度に採用され、地元である新庄病院に配属となる。現在は整形外科の
業務に携わり、日々忙しい中で、趣味の時間も持ちながら、仕事と生活のバランス
を保っている。

キャリア

新庄病院 藤田 佳佑

Q

看護師のちょっとした言動で患者さんを怒らせてしまうこともあるため、患者さんが辛いときや看
取りの時などは言葉がけが難しく感じますが、患者さんへ共感する気持ちを大切にするよう心
掛けています。また、目上の患者さんは「人生の先輩」として敬う気持ちをもって接しています。

県職員の魅力は？Q

山形県内では最先端の医療に関わることができることです。また、公務員のため、安定してい
ることや、夏休みなどの休暇制度も整っていて、休みを取りやすいことも魅力です。

A

先輩職員紹介 看護師

A

あいさつも、人として大切だと思うため、忘れず積極的にするよう心掛けています。

男性看護師として活躍する場面は？Q
せん妄の患者さんなど、対応するのに力が必要な時や若い男性の患者さんに対応する時には
頼りにされます。女性が多い職場ですが、話しかけやすい人ばかりで、勤務しやすい環境です。

A



県立病院を志望した理由は？

山形県職員としての看護職員２

緩和ケアに携わる看護師CASE

３

緩和ケアに興味を持ち、緩和ケア病棟がある県立病院に就職。院内外での新人

研修や、プリセプター等の先輩看護師からの指導を受けながら、日々成長中。

キャリア

河北病院 後藤 沙耶香

Q

患者さんを最期まで看護できる緩和ケアに興味があったため、緩和ケア病棟がある県立病院
で働きたいという気持ちが強くありました。また、山形県には、県立病院が４つあり、異動もあ
るので、多様な経験を積み、看護師として成長できる環境があるということも魅力的でした。

目指す看護師像は？Q

患者さんに寄り添える看護師を目指しています。例えば、患者さんがどんなことを辛いと思い、
何を考えているのかということを汲み取ることができる看護師になりたいです。

A

A

周りの先輩看護師のように、患者さんから信頼され、一つ一つの業務をしっかりできる看護師
になりたいとも思っています。

先輩職員紹介 看護師



異動して感じたことは？

山形県職員としての看護職員２

異動経験者CASE

４

平成26年度に採用され、新庄病院で小児科に携わる。その後、平成29年度に
中央病院に異動し、現在はHCUで幅広い疾患に関わっている。患者さんの身体
だけではなく、心のケアも大切にしながら働いている。

キャリア

中央病院 加藤 汐里

Q

新庄病院の小児科から、中央病院のHCUに異動になりました。HCUでは、主に循環器と脳
疾患に関わりますが、小児科と産婦人科以外の幅広い疾患に対応するため、これまでと全く
異なる仕事になることに対する不安がありました。

日々の業務で心掛けていることは？Q

HCUは、急変する患者さんが多いため、患者さんの異常にいち早く気づくことが大切です。患
者さんの異常に気付くには、正常な状態をよく知っておく必要があるため、目・耳・鼻など、五感
を使い、常にアンテナを張って患者さんの状態を把握するよう気を付けています。また、ご家族の
方にも、患者さんの普段の状態を伝えることで、不安を和らげられるよう心掛けています。

A

A

命に直結する現場ということもあり、不安なことがあれば、先輩がすぐに教えてくれる環境があり
ました。最初は特に多い疾患について教えてもらい、徐々に他の疾患の知識を増やしていきま
した。中央病院のHCUは、皆で取り組もうという雰囲気があるのがとても良いと感じています。

先輩職員紹介 看護師



認定を活かした業務内容は？

山形県職員としての看護職員２

認定資格取得者CASE

５

他県の病院に勤務していたが、結婚を機に山形県に就職。現在は中央病院
で、認定（皮膚・排泄ケア）の資格を活かしながら働いている。また、一児の
母であり、院内保育所や休暇を利用しながら育児と仕事を両立している。

キャリア

中央病院 小野 佳子

Q

現在、泌尿器科・外科・脳神経内科の病棟に勤務しており、ストーマ（疾患等により、腹部に便や
尿を排泄するため造設された排泄口）や褥瘡、失禁ケアなどに関わる仕事を行っています。また、院内
の委員会で主催している研修会や地域のセミナーなどの講師を勤めることもあります。

認定看護師として感じることは？Q

ストーマの道具や褥瘡で使用する薬などの種類が何百とあり、日々新製品も出ているため、
個々の患者さんに一番合うものを提供するために、常に勉強しています。道具や薬の特徴を
頭に入れておかなければいけないことは大変ですが、専門的なことを学んでいる分、スタッフに
アドバイスできる場面も多くあり、頼りにされていると感じます。

A

A

子育てとの両立は？

産休や育休の他、休暇制度を利用して家族旅行などを楽しんでいます。また、中央病院は
院内保育所があるため、帰りが遅くなる時でも子供を預けられて、安心して勤務できます。

A

先輩職員紹介 看護師

Q



中央病院での業務内容は？

山形県職員としての看護職員２

母子を温かく支援する助産師CASE

６

新規採用時から中央病院に配属され、着実に経験を重ねている。

今後もさらに高度な分野へ挑戦する意欲を、日々業務に励んでいる。

キャリア

中央病院 野内 智美

Q

中央病院には県内唯一の総合周産期母子医療センターがあり、ハイリスクの分娩に対応して
います。

助産師から見た県立病院の特徴は？Q

県内から数多くの妊婦を受け入れている中央病院では、ハイリスクのお産にも対応できる高度
で恵まれた環境が整えられており、多様なお産を取扱っています。

A

A

母親が赤ちゃんと接する技術を身につけ、退院後に自信を持って育児を行うことができるように
サポートしています。

一方新庄病院は、最上地域唯一の分娩施設として地域に密着した医療を提供しています。
特徴が異なる県立病院で幅広い分野を経験することが、知識・技術面での成長に繋がります。

先輩職員紹介 助産師



採用について３

給与と勤務条件

初任給（令和３年度現在）

大学４年卒 213,200円

短大・専門学校３年卒 203,600円

短大・専門学校２年卒 195,100円
※ 学歴や職歴等により、加算する場合があります。
※ 上記に加えて、勤務実績に応じた時間外勤務手当や実態に応じた住居手当、
通勤手当、扶養手当等が支給されます。

勤務時間は週38時間45分で週休2日が基本

期末勤勉手当（令和２年度支給実績）：4.35月分

年次有給休暇は年20日付与（採用年は15日）、繰越可（繰

越後、最大40日）。また、夏季休暇（年６日、７～９月の間）、婚
姻休暇、忌引休暇なども取得可能です。



採用について

仕事と家庭の両立支援

休暇等の種類 具体的な内容

産前産後休暇 産前８週、産後８週以内

妻の出産時の休暇 産前１週、産後２週の範囲内で３日以内

男性職員の妻の出産時
の子育て休暇

妻が出産する場合で、産前６週、産後８週の期間内で、生まれた子又は小学
校就学前の子を育てる場合、５日以内

育児時間 ３歳未満の子を育てる場合、１日90分以内

育児休業 ３歳未満の子を養育する場合、子が３歳に達するまで

育児短時間勤務 小学校就学前の子を養育する場合、
勤務時間を週19時間25分～24時間35分に短縮できる

子ども看護休暇 中学校就学前の子の看護のため５日以内、
小学校就学前の子の予防接種や健康診断受診の場合、必要な時間

介護休暇 家族の介護のため、通算して６月を超えない範囲内で、合計３回以内

介護時間 家族の介護のため、３年の期間内で１日２時間以内

３

中央病院敷地内に院内保育所を併設
（改築整備後の新庄病院にも整備予定）

出産・育児・介護等をする職員への休暇が充実



採用について３

研修制度・教育制度・自己研鑽

新庄病院の院内研修の様子

３年間で一人前になれるようプログラムを
準備
（プリセプター看護師やPNSの指導の下に勤務）

院内外の研修も盛りだくさん！
研修・学会への参加

職員（認定看護師等）が講師の各種研修

院 外

院 内

新規採用時や主任看護師昇任時、看護師長昇任時などに、４県立病院
及びこども医療療育センターの看護師・助産師合同の研修を実施

先進的な取組を行っている県外の病院へ職員を派遣し、より広い視野、適
切な知識・技術の習得を目的に研修を実施

入職後に大学等の課程を履修する場合で、職務に従事したままの
履修が困難な場合には、自己啓発等休業制度の利用が可能



採用について３

県立病院の専門・認定看護師

専門看護師（Ｒ２年９月時点）

中央病院 １人（急性・重症患者看護）
こころの医療センター １人（精神看護）

認定看護師（Ｒ２年９月時点）

中央病院 22人、新庄病院８人、河北病院７人、
こころの医療センター 12人

認定看護師の分野は職員によってさまざま！
がん化学療法看護、感染管理、緩和ケア、集中ケア、皮膚・排泄ケア、救急看護、
摂食・嚥下障害看護、新生児集中ケア、不妊症看護、認知症看護、糖尿病看護、
手術看護、慢性心不全看護、精神科認定看護

専門・認定看護師の取得に必要な研修費用を山形県が負担
し職員を支援（受講費用や受講期間中の給与を支給）



採用について３

採用スケジュール

※ 不測の事態の場合（新型コロナウイルス感染症の拡大など）は、試験日等を変更する可能

性があります。その際は、山形県職員採用ホームページ等でお知らせします。

受験案内配布開始 ：５月７日（金）

受 験 申 込 期 間 ：

助産師５月７日（金）～６月17日（木）
看護師５月31日（月）～７月２日（金）

試 験 日 ：

助産師７月２日（金）

看護師７月31日（土）、８月１日（日）

※電子申請の場合は
6月30日（水）まで



採用について３

過去の試験実績

※ Ａ合格：試験翌年度の４月１日に採用される方
Ｂ合格：試験翌年度の途中に職員の退職等があった場合に採用される方（これまでの実績では、Ｂ合格の方で

辞退者以外は、試験翌年度中に全員正式採用されています。）
※ 記載の試験種目等は、過去の実績であり、変更となる場合があります。

看護師の試験種目

◆専門試験（多岐選択式）
◆作文試験 ◆個別面接 など

助産師の試験種目

◆教養試験（多岐選択式）
◆論文試験 ◆集団討論
◆個別面接 など

受験資格

試験実施年度の４月１日時点で39歳
未満の方で、看護師（助産師）免許を所
有している者又は採用年度の６月30日ま
でに当該免許を取得する見込みの方

看護師 助産師

令 和
２年度

受験者 ５３ ５

合格者 ３７ ４

A合格 ２７ －

B合格 １０ －

倍率 １．４３ １．２５

令 和
元年度

受験者 ５１ ３

合格者 ３１ ２

A合格 ２１ －

B合格 １０ －

倍率 １．６５ １．５０

平 成
30年度

受験者 ４４ ４

合格者 ３２ ４

A合格 １９ ―

B合格 １３ ―

倍率 １．３８ １．００



採用について３

求める人物像

公務員として必要な倫理観と

使命感を持ち、自らを高める

努力を続け、周りから

信頼される人

組織の中で

自らの責任を自覚し、

目標達成に向けて粘り強く

行動することができる人

様々な人と関わり、対話し、

協働して課題解決に

取り組むことができる人



県立病院見学のご案内

病院名 連絡先（代表）
住 所
備 考

中央病院 023-685-2626
〒990-2292 山形市大字青柳1800番地

毎週月曜午前に開催

新庄病院 0233-22-5525
〒996-0025 山形県新庄市若葉町12-55

見学日時は応相談

河北病院 0237-73-3131
〒999-3511 西村山郡河北町谷地字月山堂111

見学日時は応相談

こころの医療センター 0235-64-8100
〒997-0019 鶴岡市茅原字草見鶴51-1

見学日時は応相談

県立病院では、随時見学の受け入れを行っています！
興味のある方は、ご希望の病院へご相談ください。

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大など、場合によってはご希望に沿うことができない可能性が
ございます。あらかじめご了承ください。



このパンフレットに関する問い合わせ先

山形県 病院事業局 県立病院課
〒９９０－８５７０ 山形県山形市松波二丁目８番１号（県庁１２階）
TEL：０２３－６３０－２１６７

◆山形県職員採用案内HP
https://www.pref.yamagata.jp/930001/kensei/recruit/saiyoujo
uhou/kennoshokuin/saiyosikentop/index.html

https://www.pref.yamagata.jp/930001/kensei/recruit/saiyoujouhou/kennoshokuin/saiyosikentop/index.html

