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業務内容、勤務場所及び職員数について１
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業務内容、勤務場所及び職員数について１



※ 県庁、保健所、衛生研究所、こども医療療育センター

職員数（R３.4.1現在）

業務内容、勤務場所及び職員数について１

男性 女性 合計

行政機関等 ２５ ２６ ５１

県立病院 ２０ ３２ ５２

合 計 ４５ ５８ １０３

※



山形県病院事業局とは

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

県立病院について２

◆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



県立病院について２

山形県立中央病院 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

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



県立病院について２

病床数：３２５床
外観 内観

山形県立新庄病院 343床病床数 454名職員数

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

◆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。



県立病院について２

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



県立病院について２

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



◆監視指導及び許認可に関すること
薬局・医薬品販売業等の薬事監視計画の作成

医薬品・医療機器・医薬部外品等業者の許認可及び立入調査

麻薬取扱者等への指導

◆啓発に関すること
大麻・覚醒剤・危険ドラッグ等の薬物乱用防止啓発

献血者確保の啓発

◆試験に関すること
登録販売者試験に関する事務及び運営

毒物劇物取扱者試験に関する事務及び運営

県庁の主な業務

行政の職場について３



山形県衛生研究所

地域に根ざした研究ができる機関

感染症に関して国内トップクラスの研究実績を持つ

検査手法協議の様子 食品の残留農薬などの検査の様子

行政の職場について３



細菌関係論文 ： 結核、つつが虫病、マイコプラズマ、大腸菌、レジオネラ、
サルモネラ、レプトスピラ、ウルセランス菌 など

ウイルス関係論文 ： コロナ、パレコ、パラインフルエンザ、エンテロ、 RS、
インフルエンザ、サフォード、ヒトメタニューモ など

◆残留農薬及び残留有害物質等モニタリング検査
農産物や畜水産食品について、基準に適合しているかを確認

◆食品中の放射性物質検査及び環境放射能水準調査
食品や環境試料について、放射性物質の検査や空間放射線量率を測定

◆中毒の原因究明や判別方法の研究
有毒植物や毒キノコについて、判別方法の研究や中毒原因究明

衛生研究所の主な業務

◆研究に関する論文の発表
研究成果を論文にまとめ、学会や全国の協議会などで発表

（例）第56回全国衛生化学技術協議会優秀賞受賞（令和元年・広島）
「Clitidineをターゲットとした新規ドクササコ分析法開発に関する研究」

行政の職場について３



保健所（村山・最上・庄内・置賜）

市町村と連携し、地域住民の健康を支える

県内４地域それぞれの保健所で、地域の特性に応じて活動
している

行政の職場について３

薬局の立入検査の様子検査の様子浴槽水検査



◆医薬事に関すること
病院、診療所、薬局等の許認可及び立入検査

大麻、覚醒剤、危険ドラッグなどの薬物乱用防止巡回指導

◆検査に関すること
食品中の細菌検査・添加物検査、便中の腸内細菌検査

食中毒や感染症の原因調査、浴槽水のレジオネラ検査

◆生活衛生に関すること
食品施設の営業許認可事務及び衛生指導

宿泊施設等の許認可事務及び衛生指導

動物取扱施設等の許認可事務及び衛生指導

保健所の主な業務

行政の職場について３



患者さんへの対応で大切にしていることは？

先輩職員紹介４

新卒採用者CASE

１

平成29年度採用、新庄病院配属となった。注射薬の調剤、IVH、薬品在庫
管理、病棟業務などを行っている。スピーディーで的確な業務に努めながら、休
暇制度を利用してスポーツや旅行などプライベートも充実させている。

キャリア

新庄病院 八矢 桐佳

Q

基本的には、わかりやすく、プライバシーに気を付けて薬などの説明をするよう心掛けています。

新人の育成体制は？Q

A

A

病院編

最初は、年齢が近い先輩が１人付いて、仕事を教えてくれます。採用２年目から、新人に教
える先輩の立場になりましたが、こちらから積極的に話しかけるなどして、話しかけやすい、質問
しやすい雰囲気を作れるように気を付けています。

 「あまり人に会いたくない」、「耳が遠い」など、個々の患者さんの特徴を理解して対応すること
は大変ですが、「また来て色々教えてください」などと言われるときは嬉しく思います。

今後の目標は？Q

A DMATの資格を取得しましたが、普段は妊婦さんと関わることが多いので、妊婦・授乳婦の資
格にも興味があります。積極的に勉強会などに参加して、スキルアップしたいと思っています。

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



公務員を目指したきっかけは？

先輩職員紹介４

薬局での勤務経験者CASE

２

以前は薬局に勤務していたが、行政薬剤師の業務への興味や家族の勧めによ
り、平成29年度に山形県職員となった。二児の父親として、子育てをしながら
日々の業務に努めている。

キャリア

中央病院 丹野 智範

以前勤務していた民間の薬局で立ち入り検査が行われた際に、「薬剤師の仕事にはこんなこ
ともあるのか」と興味を持ち、食品衛生など様々な薬剤師の活躍の場があることを知りました。
薬局では調剤や在宅がメインでしたが、他のこともやってみたいと思うようになりました。

仕事のやりがいは？Q

A

A

病院編

患者さんの病態や検査値をしっかり把握して指導を行うことができます。つまり、根拠に基づい
た指導を行えていることにやりがいを感じています。

受験者へのアドバイスQ

A 公務員は堅いイメージがあるかもしれませんが、実際には、雰囲気も先輩も民間と変わらない
と感じます。新卒の人も既卒の人も、まずは気兼ねなく試験を受けてほしいと思います。

Q



病院薬剤師について４

先輩職員の声

薬剤師の認定制度は？Q

がん治療、感染制御、栄養サポート、救急など様々な領域で認定制度があります。多職種が
連携して医療チームとして治療を行う中で、薬剤師が果たせる役割は大きいと感じています。

A

認定薬剤師の資格を取得して感じたことは？Q

A 県では、資格の取得・更新に必要な研修会等への参加費用や申請の諸費用に補助があるた
め、スキルアップには大変良い環境です。

専門性のある仕事は忙しいですが、充実感があり、大変やりがいがあります。

専門薬剤師・認定薬剤師資格保有者

中央病院 小野 裕紀

日本医療薬学会がん専門薬剤師と日本病院薬剤師会がん薬物療法認定薬剤師
の資格を持つ。がん患者さんに寄り添うエキスパート。

キャリア

CASE

３



河北病院における業務の特徴は？

異動経験者CASE

４

採用時は新庄病院に配属、その後、中央病院、村山保健所での勤務を経験し、
現在は河北病院に勤務。様々な配属先での経験を業務に活かしている。

キャリア

河北病院 小田部 友恵

Q

限られた人数のため、一人ひとりの業務が多岐にわたり（調剤、病棟業務、抗がん剤関係など）
新人さんは大変かもしれませんが、早期に幅広い視野が持つことができるメリットがあります。

県立病院で働いて良かったことは？Q

A

A

先輩職員紹介４

病院編

異動で感じたことは？Q

特に行政と病院間の異動は、新しく覚えることも多く、大変でしたが、すぐに周りに相談できる環境
がありました。行政と病院どちらの業務も、互いの経験を活かせると知りました。

A

福利厚生の制度が整っていて、婚姻休暇、産休、育休などを取得できました。子育て世代も多
く、理解を得られるため、子供（小学生）の行事の際にも、休みをもらえています。

異動の度に、職種を問わず、多くの人と顔なじみになれるため、少し困ったことがあったときに、相
談しやすく、問題を解決しやすくなると感じます。



業務の内容は？

県庁舎に勤務する薬剤師CASE

５

医薬品の製造所において行われる製造・試験検査・衛生管理等の妥当性
を確認する仕事などを担当。行政の観点から県民の健康を守る薬剤師。

キャリア

山形県庁 奥山 俊介

Q

医薬品の製造所に立入調査を行い、法令等で定められた基準に適合しているか確認します。

改善が必要な点があれば指導するとともに、品質向上のために何をすべきか助言を行います。

職場の印象や感想は？Q

所属している課だけでも、毒劇物の取締り、薬物の乱用防止など様々な仕事があり、これま
で培った薬学の知識を活かせる職場だと感じています。

わからないこともたくさんありますが、上司や先輩に日々助けられて業務に取り組んでいます。

A

A

先輩職員紹介４

行政編



保健所での食品衛生業務とは？

主に食品衛生に係る業務を担当。身の回りにあふれる食品の「当たり前の安全」を
守る、薬剤師だからこそできる仕事に日々誇りを持って取り組んでいる。

キャリア

CASE

６
保健所に勤務する薬剤師

最上総合支庁 秋山 葵

Q

飲食店、食品製造施設、給食施設などへの監視立入や衛生指導、食品表示の確認や修
正など、食品の安全性を守るための確認や検証。

毒キノコ、ノロウイルスなどの発生時期に合わせた講習会の開催やポスター、チラシの配布など、
食中毒予防のための啓発活動。

行政の仕事のやりがいは？Q

 「食品」とは、誰にとってもなくてはならないものです。食品表示の修正など、ひとつひとつは小さ
な仕事に見えるかもしれませんが、日々の業務を積み重ねることで大きな健康被害を未然に
防ぎ、県民の皆さんの命に関わる仕事をしているということにやりがいを感じます。

医薬事関係だけでなく、幅広い業務に従事し、知識を増やすことができます。

A

A

先輩職員紹介４

行政編



業務の内容は？

研究職として公衆衛生に貢献CASE

７

衛生研究所で日々研究や検査に励み、県民の健康や生活を守っている。
病院の薬剤師とは違う立場で山形県の公衆衛生に貢献している。

キャリア

衛生研究所 渡部 淳

Q

県内に流通している農畜水産物の残留農薬検査や放射性物質検査を行っています。

ツキヨタケやトリカブト等の自然毒食中毒における原因物質や分析法を研究し、食中毒発生
時における検査体制の改善・強化につなげます。また、食中毒防止に向けたパンフレット作成
等の予防啓発活動も行っています。

県職員の魅力は？Q

異動があるので、病院と行政の両方を経験でき、活躍の場が多くあります。臨床に関すること
だけでなく、公衆衛生に関わる現場でも働くことができるので、様々な視点から薬剤師の役割
を実感することができます。

A

A

先輩職員紹介４

行政編



採用について５

給与と勤務条件

初任給（令和３年度現在）

大学６年卒業 213,500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（土、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）

夏季休暇（年６日、７月～９月の間）、婚姻休暇、忌引休暇
なども取得可能



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

５

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



研修・資格取得

様々な研修を実施

 新規採用職員研修をはじめ、主に昇任のタイミングで集合研修を実施し、
県職員として必要な知識を習得

 病院勤務の場合、病院内でも各病院独自の研修を実施

 外部の研修にも派遣し、必要な基礎知識・専門知識を習得

採用について５

日々の業務においても、先輩職員や上司が一人ひとりの成長や
適性に合わせて丁寧に育成

病院勤務の場合、専門・認定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）

 がん薬物療法認定薬剤師、がん専門薬剤師、感染制御認定薬剤師、
緩和薬物療法認定薬剤師 など



採用について５

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 ：５月７日（金）～６月17日（木）

試 験 日 ：７月２日（金）



採用について５

過去の試験実績

試験実施状況

令
和
２
年
度

受験者 ８

合格者 ８

倍 率 １．０

令
和
元
年
度

受験者 １０

合格者 １０

倍 率 １．０

平
成
30

年
度

受験者 ７

合格者 ７

倍 率 １．０

試験種目

教養試験（多岐選択式）
論文試験
個別面接
集団討論 など

※ 複数回試験を実施した年度は、年度通算の数を記載しています。
※ 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。

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、薬剤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者



採用について５

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



行政の職場へのインターンシップについて

対 象 者 薬学生、通勤可能な方 （通勤手当、報酬等はありません。）

期 間 １週間程度 （希望に応じます。）

実習内容 行政薬剤師が従事している業務の体験

行政の仕事に関して、インターンシップの受け入れを
行っています！
興味のある方は、下記連絡先までご相談ください。

インターンシップ、病院見学について６

◆連絡先
山形県 健康福祉部 新型コロナワクチン接種総合企画課
薬務担当 TEL：０２３－６３０－２３３３

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、ご希望に沿うことができない場合がございます。
あらかじめご了承ください。



月 日 予定時間 実習場所 実 習 内 容 予定施設等

１日目（月）

10:00～12:00

健康福祉部
新型コロナワクチン
接種総合企画課

県の仕組みと業務内容及び行政薬剤師の配置
状況について

13:00～17:00
村山総合支庁

保健企画課医薬事室
医療法に基づく病院監視 A病院

２日目（火）

9:00～12:00 健康福祉部

新型コロナワクチン
接種総合企画課

献血啓発に係る業務説明 献血ルーム、献血会場

13:00～17:00
医薬品製造施設の見学及びＧＭＰ適合性調査に
係る業務説明

㈱B製薬山形工場

３日目（水） 9:00～17:00
村山総合支庁

生活衛生課

食品衛生法に基づく立入監視指導業務等 C市学校給食センター

動物愛護法の適正譲渡講習会等 親子動物愛護教室

４日目（木）

9:00～12:00
衛生研究所
生活企画部

食物・医薬品等検査の説明
蚊・花粉等調査研究の説明

13:00～15:00
衛生研究所
微生物部

細菌検査・ウイルス検査について(各実験室見学)

15:00～17:00
衛生研究所
理化学部

県内流通農産物等残留農薬検査の説明
植物性自然毒関係調査研究の説明
放射能関係業務の説明

５日目（金） 9:00～12:00

健康福祉部
新型コロナワクチン
接種総合企画課

業務概要説明
・予算、議会、照会、委託等業務について
・試験業務について
・薬物乱用防止業務について

※ このプログラムは一例であり、実習日数、実習時間、実習場所（地元保健所等）は、相談に応じます。

インターンシップ、病院見学について６

行政の職場へのインターンシップ 実習プログラム（例）



県立病院見学について

病院名 連絡先（代表） 住 所

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

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

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

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

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。

インターンシップ、病院見学について６

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、ご希望に沿うことが
できない場合がございます。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：０２３－６３０－３１０３

◆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

