
2023年3月卒業予定者
　　求人票（短大・専門学校用）医療事務・病棟クラーク

法人名 医療法人社団　誠道会

所在地

〒509-0124

岐阜県各務原市鵜沼山崎町6-8-2

JR高山線「鵜沼駅」　　徒歩5分

名鉄線　「新鵜沼駅」　徒歩6分

TEL 058-384-8485

代表者 磯野倫夫 162,000円

事業内容 医療・介護・福祉 5,000円

社員数 266名（男性　88名、女性　178名） 3,000円

WEBサイト https://www.seidoukai.or.jp/

勤務地 所在地と同様

通勤手当 実費（上限15,000円）

子ども手当(第２子まで) 2,000円

雇用形態
正社員（契約期間の定め無し）

※試用期間３か月（条件は同一）

賞

与

冬季より　1.0～1.2か月

 年2回　　3.0～3.5か月

応募資格 2023年3月　卒業見込み予定者 備考

入社日 2023年4月1日　予定 書類応募

休日
年間休日数113日

(2か月で18日に加え、年５日の特別休暇)

特記 全面禁煙、有給休暇は法定通り付与

社会保険完備

(社会保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)

託児施設あり（月9,000円）

年次特別休暇（5日間）

会員制リゾートホテル利用

人事評価制度あり 選考方法

永年勤続表彰あり 合否通知

退職金制度あり（就労３年以上）

←エントリーは

こちらから可能です

(1) 令和3年度

令和2年度

令和元年度

(2)

2.職業能力の開発及び向上に関する取り組みの実施状況

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 社内検定等の制度の有無及びその内容

(1)

(2)

(3)

3.職場への定着促進に関する取り組みの実施状況

前事業年度の月平均所定外労働時間（1.0時間）、有給休暇の平均取得日数（8.5日)

全事業年度の育児休業取得者数（女性7名、男性0名）、出産者数（女性6名、男性1名）

役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合（役員5％、管理職35％）

メンター制度の有無 ：あり

キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容 ：人事評価制度あり

：なし

新卒等採用者14名（男性6名女性8名）  離職者数1名　※国家資格取得の為の離職を含む

平均継続勤務年数（5.4年）、従業員の平均年齢（43.0歳）

自己啓発支援の有無及びその内容 ：法人の認める資格について、取得費用の一部または全額補填あり

研修の有無及びその内容 ：あり（上記参照）

問い合わせ先
jinjiroumu@seidoukai.or.jp　　又は

058-384-8399　　人事労務　江頭（エガシラ）

地域に根ざした、

　医療と介護と福祉を誠の心で実践します

←病院公式HPを

是非ご覧ください

青少年雇用情報

1．募集・採用に関する情報

求

人

条

件

職種 医療事務　若干名 諸手当

新規学卒者(R3年度実績）

常勤者(R3年度実績）

・法人研修あり（年間スケジュールによる）

新卒等採用者11名（男性1名女性10名）離職者数3名　※正看護師取得の為の離職を含む

新卒等採用者17名（男性4名女性13名）離職者数0名

選考月日 随時
12:30～筆記試験

13:30～面接（随時）を予定

※採用試験日の3週間前までを目安に電話またはメール・

専用フォームにてエントリーをお願いします。

※折り返し担当者から連絡致します。

加入保険

待遇

および

福利厚生

採用締切
定員に達し次第応募を締切

※公式HPに記載させて頂きます

書類選考、筆記（一般常識）、面接

1週間以内を目安に書面で送付

応

募

・

選

考

履歴書、卒業見込証明書、成績証明書

就業時間 8：30～17：30　（休憩60分）

求

人

者

業

務

内

容

各務原リハビリテーション病院における医療事務業務

・外来受付、会計、レセプト

・入院用カルテ、検査伝票・処置伝票などの作成・管理

・その他付随する業務

給

与

月末締め翌月15日払い

基本給

事務職加算

医療事務認定資格（法人指定のもの）

合計 170,000円                          



2023年3月卒業予定者
求人票（大学用）医療事務・病棟クラーク

法人名 医療法人社団　誠道会

所在地

〒509-0124

岐阜県各務原市鵜沼山崎町6-8-2

JR高山線「鵜沼駅」　　徒歩5分

名鉄線　「新鵜沼駅」　徒歩6分

TEL 058-384-8485

代表者 磯野倫夫 166,000円

事業内容 医療・介護・福祉 5,000円

社員数 266名（男性　88名、女性　178名） 3,000円

WEBサイト https://www.seidoukai.or.jp/

勤務地 所在地と同様

通勤手当 実費（上限15,000円）

子ども手当(第２子まで) 2,000円

雇用形態
正社員（契約期間の定め無し）

※試用期間３か月（条件は同一）

賞

与

冬季より　1.0～1.2か月

 年2回　　3.0～3.5か月

応募資格 2023年3月　卒業見込み予定者 備考

入社日 2023年4月1日　予定 書類応募

休日
年間休日数113日

(2か月で18日に加え、年５日の特別休暇)

特記 全面禁煙、有給休暇は法定通り付与

社会保険完備

(社会保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)

託児施設あり（月9,000円）

年次特別休暇（5日間）

会員制リゾートホテル利用

人事評価制度あり 選考方法

永年勤続表彰あり 合否通知

退職金制度あり（就労３年以上）

←エントリーは

こちらから可能です

(1) 令和3年度

令和2年度

令和元年度

(2)

2.職業能力の開発及び向上に関する取り組みの実施状況

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 社内検定等の制度の有無及びその内容

(1)

(2)

(3) 役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合（役員5％、管理職35％）

キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容 ：人事評価制度あり

：なし

3.職場への定着促進に関する取り組みの実施状況

前事業年度の月平均所定外労働時間（1.0時間）、有給休暇の平均取得日数（8.5日)

全事業年度の育児休業取得者数（女性7名、男性0名）、出産者数（女性6名、男性1名）

メンター制度の有無 ：あり

青少年雇用情報

1．募集・採用に関する情報

新卒等採用者11名（男性1名女性10名）離職者数3名　※正看護師取得の為の離職を含む

新卒等採用者17名（男性4名女性13名）離職者数0名

新卒等採用者14名（男性6名女性8名）  離職者数1名　※国家資格取得の為の離職を含む

平均継続勤務年数（5.4年）、従業員の平均年齢（43.0歳）

研修の有無及びその内容 ：あり（上記参照）

自己啓発支援の有無及びその内容 ：法人の認める資格について、取得費用の一部または全額補填あり

地域に根ざした、

　医療と介護と福祉を誠の心で実践します

←病院公式HPを

是非ご覧ください

履歴書、卒業見込証明書、成績証明書

加入保険

随時
12:30～筆記試験

13:30～面接（随時）を予定

待遇

および

福利厚生

採用締切
定員に達し次第応募を締切

※公式HPに記載させて頂きます

求

人

者 月末締め翌月15日払い

事務職加算

求

人

条

件

8：30～17：30　（休憩60分）

職種 医療事務　若干名

新規学卒者(R3年度実績）

常勤者(R3年度実績）

就業時間

・法人研修あり（年間スケジュールによる）

応

募

・

選

考

書類選考、筆記（一般常識）、面接

1週間以内を目安に書面で送付

各務原リハビリテーション病院における医療事務業務

・外来受付、会計、レセプト

・入院用カルテ、検査伝票・処置伝票などの作成・管理

・その他付随する業務

業

務

内

容

174,000円                          合計

問い合わせ先
jinjiroumu@seidoukai.or.jp　　又は

058-384-8399　　人事労務　江頭（エガシラ）

選考月日

※採用試験日の3週間前までを目安に電話またはメール・

専用フォームにてエントリーをお願いします。

※折り返し担当者から連絡致します。

諸手当

給

与

基本給

医療事務認定資格（法人指定のもの）


