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IMS〈イムス〉グループは、140の事業所（2020年12月現在）の運営を通し、
急性期・回復期・慢性期・予防医療から施設・在宅看護までの一貫した
医療・介護を提供する、日本最大級の総合医療・福祉グループです。

病院インターンシップ実施中

問合せ先

IMSグループ本部事務局 人事部
宮内（ミヤウチ）依田（ヨダ）稲葉（イナバ）
TEL：03-3965-5977（人事部直通）
MAIL：saiyo@ims.gr.jp

詳細はこちら

事務総合職

経理総合職

経営管理職

広報企画職営業職

希望の病院、
職種を選んで
見学可能！！！

東京
板橋中央総合病院
明理会中央総合病院
高島平中央総合病院
イムス東京葛飾総合病院

予防医学部門
ハンドベル・ケア

IMSグループ本部事務局
埼玉

春日部中央総合病院
イムス富士見総合病院
イムス三芳総合病院

神奈川
横浜旭中央総合病院
東戸塚記念病院

横浜新都市脳神経外科病院
千葉

新松戸中央総合病院
行徳総合病院

https://3.bp.blogspot.com/-T8T1ArEy5FY/WSa82xKETRI/AAAAAAABEh4/eYQhwTLJj9oAjSX3O8SREi90xYXKaOkQACLcB/s800/whiteboard_blank_man2.png


日 程
10:00～12：00（約２時間）
日程についてはIMSグループ専用サイトでご確認ください。
http://www.ims.gr.jp/group/recruit/department/office.html

スケジュール 10：00～10：20 IMSグループ・病院のご紹介
病院・グループ概要についてご説明します。

10：20～10：55 事務系職種の業務説明
[事務総合職・経営管理職・営業職・企画広報職・経理職]

事務系各職種の職務内容・１日のスケジュール等をご説明します。

10：55～11：15 病院内見学
事務系職員が実際に活躍している現場をご案内させていただきます。

11：15～11：35 先輩職員への質疑応答
皆さんの疑問・質問・知りたいことについてお答えいたします。

11：35～11：50 今後の採用試験について
11：50～12：00 アンケート記入・終了

持ち物 スーツ・マスクを着用し、筆記用具をご持参ください。
検温・手指消毒をお願いいたします。

応募方法

①リクナビまたはマイナビからＩＭＳグルー
プにエントリー
②ＩＭＳグループ専用サイトから
ご応募ください！

お問い合わせ

板橋中央総合病院 総務課 採用担当
☎03-3967-1258（総務課直通）
✉soumu.ibh@ims.gr.jp

東京都板橋区小豆沢2-12-7
アクセス🚃都営三田線 志村坂上駅 徒歩１分

２０２2年３月卒業予定者向け

事務系職種

職業説明・見学会

板橋中央総合病院

病院で働く事務系職種ってどんな業務をするの？
職場の雰囲気ってどうなんだろう？
どんな人達が働いているのかな？

知りたいこと、疑問に思うこと、不安なこと、ありませんか？

2022年3月卒業予定の学生の皆様に向けて、職業説明・見学会を
開催いたします。
実際の現場の雰囲気や働く環境をぜひご自身で感じてみてください！
皆様のご参加をお待ちしております。



〒 114-0001 東京都北区東十条3丁目2番11号

JR京浜東北線：東十条駅 北口 徒歩3分

Mail：jinji.meirikai@ims.gr.jp
TEL：03-5902-1050 担当：藤﨑・関口

タイムスケジュール

9:00 オリエンテーション

病院概要・職種紹介・病院見学

10：00 総務課体験

（摸擬の各種保険申請・求人票作成等）

13：00 昼食 （支給あり）

14：00 医事課体験

（摸擬の会計入力・外来受付・総合受付）

16：00 先輩職員との座談会

16：30 アンケート記入

17：00 解散

就業体験
病院事務職はどのような仕事をするイメージがありますか？

受付・お会計・デスクワーク・・・それだけではありません！

病院事務職の仕事は患者様の応対だけではなく、業務は多岐に

わたります。例えば、患者様の窓口対応、診療報酬請求、電話対応、

診察後の会計業務などがあります。

今回のインターンシップでは、みなさんが知らない病院事務職の

業務をご自身で体験し感じ取っていただける企画をご用意して

あります。

▶持ち物

▶注意事項
・当日の状況により時間や体験内容など変わる場合もございます。

ご了承ください。

・当日は必ず検温・体調確認を行っていただき、マスクの着用をお願い

致します。

・新型コロナウイルス感染症に関する当院の取り組みについて、詳細は

ホームページをご覧ください。

9：00～17：00 

▶時間

筆記用具、スーツ着用

申し込みはこちら

めいりんちゃん

その他日程でも対応致します。メールかお電話にてお問い合わせください。

12月 8日・15日・22日・24日
5日・12日・21日・26日
2日・9日・24日・25日

2020年度

2月

1月



〒 114-0001 東京都北区東十条3丁目2番11号

JR京浜東北線：東十条駅 北口 徒歩3分

Mail：jinji.meirikai@ims.gr.jp
TEL：03-5902-1050 担当：藤﨑・関口

就業体験
病院営業職はどのような仕事をするイメージがありますか？

病院での営業職とは、「地域の医療機関・介護福祉施設・自治体と

積極的に連携を図り、当院のことを広く周知するとともに、

一人でも多くの患者さまにご来院いただけるように対応します。

例えば、紹介窓口での受付、他施設からの患者様受け入れ、地域

の行事や院内イベントの企画及び運営などの業務があります。

今回のインターンシップでは、みなさんが知らない病院営業職の

業務をご自身で体験し感じ取っていただける企画をご用意してあ

ります。

申し込みはこちら

めいりんちゃん

タイムスケジュール

13:30 オリエンテーション
病院概要・職種紹介・病院見学

14：30 営業職業務体験

（広報ポスター作成、営業先へ挨拶・書類提出）

16：30 先輩職員との座談会

17：00 アンケート記入

17：30 解散

▶持ち物

▶注意事項
・当日の状況により時間や体験内容など変わる場合もございます。

ご了承ください。

・当日は必ず検温・体調確認を行っていただき、マスクの着用をお願い

致します。

・新型コロナウイルス感染症に関する当院の取り組みについて、詳細は

ホームページをご覧ください。

13：30～17：30 

▶時間

筆記用具、スーツ着用

その他日程でも対応致します。メールかお電話にてお問い合わせください。

11日・25日
8日・15日・22日・29日

5日・12日・26日

2020年度

1月

2月

12月



SCHEDULE 

1月  20（水）  ・  27（水）  

※その後の日程はサイト内で随時更新予定です！ 

定員：各日4名 

高島平中央総合病院の事務職って…? 
 
当院は東京都板橋区にある急性期病院です。 
医師・看護師・薬剤師・各技師（検査・放射線・臨床工学）と 
連携しながらチーム医療で 
患者様の手助けをすることが私たち事務職の仕事です。 
 
来院される患者様は何かしらの病を抱えており、 
助けを求めています。 
誰かの役に立ちたいと考えている方、 
ぜひ当院のインターンシップに参加してみませんか？ 

 8:40    集合・オリエンテーション 

 9:30～  物品業務 

10:00～   総合受付業務・実務体験 

      救急外来業務・ER見学・実務体験 

10:30～ 外来業務・請求、外来見学・実務体験 

      入院業務・請求、病棟見学、 

              実務体験、医師事務業務 

11:30～ 地域医療連携室業務・実務体験 

      診療情報管理室業務 

              DPCコーディング体験 

12:30～ 社保・労務について 

13:00～ インターンシップの振り返り 

        ☆振り返り・質疑応答終了次第解散☆ 

時間： 各日ともに 8：40～13：30 

PROGRAM 

高島平 
中央総
合病院 

医療法人明芳会  IMS（イムス）グループ 

高島平中央総合病院 
東京都板橋区高島平1-73-1 

就業体験 問合せ先 
ＴＥＬ：03-3936-5711 
Mail : takashimadaira.jinji@ims.gr.jp 

LINE配信中!!お友だち募集中です♪ 

交通アクセス 

都営三田線 西台駅 
西口より徒歩5分 

国際興業バス 
高島六ノ橋/大東文化大学/西台 徒歩5分 

担当：総務課 上林（かんばやし） 

メールは 
こちらから!! 

※予約のキャンセルについて：前日までにメールもしくはお電話にてご連絡ください 
                    体調不良などで当日キャンセルの場合はお電話にてご連絡ください 

〈就業体験〉 
高島平中央総合病院 
事務総合職 

心の通う、温もりのある医療 

☆病院概要☆ 
診療科 
内科/循環器内科/呼吸器内科/腎臓内科/ 
糖尿病・内分泌・代謝内科/消化器内科/ 
消化器外科/乳腺外科/血管外科/整形外科/ 
脳神経外科/形成外科/泌尿器科/小児科/皮膚科/ 
眼科/耳鼻咽喉科/麻酔科/放射線診断科 
リハビリテーション科 
 
外来患者 1日平均700名 / 入院患者 1日平均200名 

Intern Ship 
2月  17（水）  ・  24（水）  



2020年度 事務総合職

日程

2Dayコース 体験型インターンシップ

イムス東京葛飾総合病院

～応募方法～

1Dayコース

医療法人社団明芳会

イムス東京葛飾総合病院
東京都葛飾区西新小岩4-18-1

☎ ： 03-5670-9904（総務直通）

✉： jinji.tkh@ims.gr.jp

インターンシップ

半日コース

2日間で事務職の6つの部門のお仕事を体験
していただく体験型コースです。
病院事務業務をしっかりと体験できるので、
働くイメージをつかむことができます！！

----お申し込み・お問い合わせ--------------------------------------------------

①マイナビより
IMSグループにエントリー

← QRコードは
こちら

12/28(月).29(火)1/25(月).26(火)

2/24 (水).25(木)

時間 9：00～16：30

☆ご気軽にお問合せください

日程 12/15(火)・25(金)

1/13(水)・21(木)

2/12(金)・26(金)

時間 9：00～16：30

日程 《AM》
12/10(木)

1/14(木)

2/16(火)

《PM》
12/23(水)

1/22(金)

2/15(月)

時間 《AM》 9：00～12：30
《PM》13：30～17：00

半日で病院の顔と言われる医事課のお仕事
を体験していただく半日コースです。
医事課のお仕事に興味がある方におすすめ
のコースです！

1日で医事課・総務課・経理課といった
病院事務のお仕事を体験していただく
1Dayコースです。
病院事務に興味がある方におすすめ
のコースです。

②IMS専用サイトより予約受付

☆QRコードよりご登録いただけます。



 

 



 

 



お問合せ先
住 所：〒174-0041  東京都板橋区舟渡1-13-10アイ・タワー3階

電 話：03-3967-7814（管理部直通）
email ：saiyo@handbell-care.com
担 当：野 村

株式会社ハンドベル・ケア
JR埼京線

浮間舟渡駅より
徒歩3分

2022年卒向け 冬季就業体験 営業職

ハンドベル・ケアって何の会社？
医療、介護・福祉用具の販売およびレンタルを行っ
ているIMSグループの関連企業です。

営業職の仕事内容は？
病院や老健、特養をはじめとした施設への介護・福
祉の提案営業と居宅のケアマネさんと連携を取り、
介護保険サービスを活用した福祉用具レンタル・住
宅改修の提案営業です。

ハンドベル・ケアの就業体験の内容は？
１dayコースのみ実施しています。
IMSグループおよび会社説明および同行営業
先輩営業職員との懇談会等々…盛り沢山！！

都心へのアクセス良好！

IMSグループの一員として超高齢化社会を支える、
社会貢献度の高い仕事です！ 女性営業職も活躍中！

定員 1日１名限定（手厚く丁寧に）

タイムスケジュール
10:00～10:30 オリエンテーション
10:30～12:00    IMSグループ・会社説明
12:00～13:00 休憩
13:00～15:00 同行営業（課題あり）
15:00～15:30 先輩営業職との座談会
15:30～16:00 フィードバック

持ち物 筆記用具・スーツ着用

※詳細はアクセスオンライン２２
をご覧下さい。



経営管理職
就業体験
（IMSグループ本部事務局主催：半日コース）

未来の医療をマネジメントするのは君だ！

インターンシップ内容（予定）定員6名

14：00～ オリエンテーション
14：05～ 自己紹介・IMSの説明
14：35～ 自己分析
15：10～ 医療業界・IMS概要・経営戦略
16：00～ 事務長ヒアリング
16：50～ まとめ・事後課題配布・解散

東日本最大の医療グループであるIMSグループ。グループ経営、及び病院
経営に携わっている職員がどんな人なのか、今までどういうプロセスを経て、
今活躍しているのかを実際に会って話して理解を深めて頂きます！

【就業体験日程】

※ＩＭＳ専用サイトにて掲載中※

持ち物：筆記用具

医療事務資格・医療知識
一切必要ありません！！

問い合わせ先：IMSグループ本部事務局人事部 宮内
☎：03-3965-5977（人事部直通）
📱：080-4167-0328（宮内直通）
住所：東京都板橋区小豆沢3-3-2
都営三田線志村坂上駅下車 A3出口：徒歩5分

みなさんのインターンシップ参加を
職員一同お待ちしています！！



ＩＭＳグループ 春日部中央総合病院
〒344-0063 埼玉県春日部市緑町5-9-4

TEL：048-736-1222（総務課直通）

Mail：soumu@kasukabechuo.com
担当：橋本

①リクナビまたはマイナビから

ＩＭＳグループにエントリー

②ＩＭＳグループ専用サイトから
ご応募ください！

スケジュール開催日

事務総合職
就業体験

事務総合職コースは、
医事課・総務課といった、
病院事務職全般を幅広く学
べるコースです！

９：００～ オリエンテーション①
１０：００～ オリエンテーション②
１１：００～ 医事課（外来）
１２：００～ 昼食（先輩職員とごはん）
１３：００～ 医事課（入院）
１４：００～ 地域医療連携室
１５：００～ 総務課
１６：００～ 振り返り・質疑応答等
１７：００ 終了

持ち物：筆記用具、昼食、飲み物
服 装：スーツ・マスク着用

東武スカイツリーライン 一ノ割駅より徒歩7分

12月 2日㊌ 9日㊌ 15日㊋

IMSグループ専用サイト

1月
2月 2日㊋ 8日㊊ 19日㊎

7日㊍ 13日㊌

20日㊌ 27日㊌



ＩＭＳグループ 春日部中央総合病院
〒344-0063 埼玉県春日部市緑町5-9-4

TEL：048-736-1222（総務課直通）

Mail：soumu@kasukabechuo.com
担当：橋本

①リクナビまたはマイナビから

ＩＭＳグループにエントリー

②ＩＭＳグループ専用サイトから
ご応募ください！

スケジュール開催日

経理総合職
就業体験

経理総合職コースは、病院
の財務管理や給与計算と
いった、「経理課」の業務
体験に特化したコースで
す！

９：００～ オリエンテーション①

１０：００～ オリエンテーション②

１１：００～ 経理課にて業務体験

１２：００～ 昼食（先輩職員とごはん）

１３：００～ 経理課にて業務体験

１６：００～ 振り返り・質疑応答等

１７：００ 終了

持ち物：筆記用具、昼食、飲み物
服 装：スーツ・マスク着用

東武スカイツリーライン 一ノ割駅より徒歩7分

12月 2日㊌ 9日㊌ 15日㊋

IMSグループ専用サイト

1月
2月 2日㊋ 8日㊊ 19日㊎

7日㊍ 13日㊌

20日㊌ 27日㊌



ＩＭＳグループ 春日部中央総合病院
〒344-0063 埼玉県春日部市緑町5-9-4

TEL：048-736-1222（総務課直通）

Mail：soumu@kasukabechuo.com
担当：橋本

①リクナビまたはマイナビから

ＩＭＳグループにエントリー

②ＩＭＳグループ専用サイトから
ご応募ください！

スケジュール開催日

診療情報
管理室
就業体験

診療情報管理室コースは、
診療記録の管理や統計・分
析といった、「診療情報管
理室」の業務体験に特化し
たコースです！

９：００～ オリエンテーション①

１０：００～ オリエンテーション②

１１：００～ 管理室にて業務体験

１２：００～ 昼食（先輩職員とごはん）

１３：００～ 管理室にて業務体験

１６：００～ 振り返り・質疑応答等

１７：００ 終了

持ち物：筆記用具、昼食、飲み物
服 装：スーツ・マスク着用

東武スカイツリーライン 一ノ割駅より徒歩7分

12月 2日㊌ 9日㊌ 15日㊋

IMSグループ専用サイト

1月
2月 2日㊋ 8日㊊ 19日㊎

7日㊍ 13日㊌

20日㊌ 27日㊌



ＩＭＳグループ 春日部中央総合病院
〒344-0063 埼玉県春日部市緑町5-9-4

TEL：048-736-1222（総務課直通）

Mail：soumu@kasukabechuo.com
担当：橋本

①リクナビまたはマイナビから

ＩＭＳグループにエントリー

②ＩＭＳグループ専用サイトから
ご応募ください！

スケジュール開催日

総務課
就業体験

総務課コースは、人事労務
や物品資材といった、
「総務課」の業務体験に特
化したコースです！

９：００～ オリエンテーション①

１０：００～ オリエンテーション②

１１：００～ 総務課にて業務体験

１２：００～ 昼食（先輩職員とごはん）

１３：００～ 総務課にて業務体験

１６：００～ 振り返り・質疑応答等

１７：００ 終了

持ち物：筆記用具、昼食、飲み物
服 装：スーツ・マスク着用

東武スカイツリーライン 一ノ割駅より徒歩7分

12月 2日㊌ 9日㊌ 15日㊋

IMSグループ専用サイト

1月
2月 2日㊋ 8日㊊ 19日㊎

7日㊍ 13日㊌

20日㊌ 27日㊌









 

◆インターンシップスケジュール◆（9：00～13：00） 

9：00 オリエンテーション、IMS 紹介、病院紹介 

9：30 総務課 総務業務 体験 

10：30 医事課 部署紹介・外来業務 体験 

12：30 総務課 質疑応答・アンケート記入 

13：00 終了 

◆ 持ち物：筆記用具・メモ帳・飲み物 

◆ 服  装：リクルートスーツ 

※予約のキャンセルについて 体調不良などで当日キャン

セルされる際は、開始時間 10 分前までにご連絡下さい 

２０２０年 １２月２２日(火)、２４日(木) 

２０２１年 １月２１日(木)、２２日(金)、２５日(月) 

 

イムス三芳総合病院 総務課人事

ＴＥＬ ０４９-２５７-３８３０【受付時間 9：00～17：00】 

E-Mail miyoshi-saiyo@ims.gr.jp 
 

 

職 業 体 験 
 

埼
玉
で
病
院
に
勤
め
る
な
ら 

事務総合職 

東武東上線 鶴瀬駅より送迎バスあり 送迎バスで 10 分 

池袋から東武東上線 準急で 30 分・川越から東武東上線準急で 15 分 

イッキ見！ 

総務 医事 

事務職を 

ギュッと 

まとめました 

「病院って働くってどんなこと？」と興味が 

   あったら、ぜひ一度インターンシップに 

    ご参加ください！！ 

埼玉県入間郡三芳町 

藤久保 974-3 

群馬 

埼玉 

東京 

神奈川 

千葉 

茨城 

栃木 



横浜旭中央総合病院

お問合せ

担当：渡部 桑原 清水 中山
電話：045-921-6161
メールアドレス：jinji@asahi-hp.jp
〒241-0081 神奈川県横浜市旭区若葉台4-20-1

もちもの 筆記用具・メモ帳・昼食
服 装 リクルートスーツ

JR横浜線 十日市場駅よりバスで15分
東急田園都市線 青葉台駅よりバスで20分
相鉄線 三ツ境駅よりバスで20分
※すべて若葉台中央行終点下車

半日・1day・3day・5day開催！

業務体験を中心とした就業体験で
す。
院内ラウンドや年の近い職員との
座談会で病院の事務職について
じっくりと知っていただけるスケ
ジュールとなっております。
日程・スケジュールに関しては、
IMSグループマイページにてご確
認ください。

Instagramやってます！
《asahi_jimu》 フォローお願いします☺

IMSマイページ登録はこちら

わたべ



対象
場所
内容

大学3年生
東戸塚記念病院 （JR東戸塚駅 徒歩5分）
10：00～ オリエンテーション
11：00～ 医事課就業体験
12：00～ 地域医療連携室就業体験
13：00～ お昼休憩（昼食持参）
14：00～ 病院見学
15：00～ 総務課業務体験
16：00～ 先輩職員との座談会

IMSグループ

東戸塚記念病院
住所：戸塚区品濃町548-7
URL：https://www.higashi-totsuka.com/

職場の雰囲気を是非見に来て下さい！

写真を
入れてください

写真を
入れてください

申込はこちら

TEL：045-825-2190（総務課直通）

東戸塚記念病院



申し込み ▶ IMSグループ専用サイトより 

●各日程 定員 3名  ●対象 大学3年生(2022卒)   

●参加当日の体調確認･検温･マスク着用にご協力ください 

IMSグループ  横浜新都市脳神経外科病院 

横浜市青葉区荏田町433番地  045-910-1555（総務課直通） 

  

お 問 い 合 わ せ 

高齢化社会の中、今後ますます必要とされる医療業界の中で 

私たち事務職は、病院経営の基盤を築く大切な役割を担っています。 
 

当院では、「チーム新都市」を合言葉に医師、看護師をはじめコメディカルなどの専門職と共に 

チーム医療の一員となり活躍しています！ぜひ新都市のインターンシップへご参加ください！！！ 

Point 

👇
 

  ・医療事務プチ講座 ～資格・知識は必要ありません！～ 

 ・先輩職員交流 ～ここだけの話ホンネでお答えします～ 

  時間 9：00～17：00 

https://www.yokohama-shintoshi.jp/recruit/  

12/9 
wed 

  ・じっくり体験 
  4つの部門から選べる!! 

 医事･広報/救急･診療情報管理･総務 ～                 ～ 

12/23 
wed 

1/13 
wed 

1/27 
wed 

2/10 
wed 

2/24 
wed 

3/3 
wed 

3/17 
wed 



ＪＯＢ ＴＲＩＡＬ 

〔スケジュール〕 
 
 9：30 オリエンテーション 
 9：50 説明・院内見学 
11：00 業務体験 
13：00 昼食 
14：00 業務体験 
16：00 若手職員との座談会 
     振り返り 
17：00 終了 
 

IMS〈イムス〉グループ新松戸中央総合病院 
〒270-0034 
千葉県松戸市新松戸1-380 

お問い
合わせ 

☎047-345-1112 

スケジュール 

千代田線・JR常磐線・武蔵野線“新松戸駅”より徒歩３分 総務課 担当/酒井・斎藤 

✉sinmatsudo.saiyou@ims.gr.jp 

 持ち物/スーツ着用・筆記用具・昼食・メモ帳 

病院で働く事務職 
医療事務だけが事務職ではないんです！ 

実際に病院にきて 
まずは“知る”ところから始めませんか？ 

事務総合職  

１２・１・２月 毎週木曜日 
９：３０～１７：００  



ＪＯＢ ＴＲＩＡＬ 

〔スケジュール〕 
 
 9：30  オリエンテーション 
 9：50  説明・院内見学 
11：00  業務体験 
12：30  振り返り 
13：00  終了 
 

IMS〈イムス〉グループ新松戸中央総合病院 
〒270-0034 
千葉県松戸市新松戸1-380 

お問い
合わせ 

スケジュール 

千代田線・JR常磐線・武蔵野線“新松戸駅”より徒歩３分 

 持ち物/スーツ着用・筆記用具・メモ帳 

病院で働く事務職 
医療事務だけが事務職ではないんです！ 

実際に病院にきて 
まずは“知る”ところから始めませんか？ 

１２・１・２月 毎週木曜日 
９：３０～１３：００  

☛その他職種も体験受付中‼ 
▷事務総合職 
▷経理職 

営業・広報企画職 



ＪＯＢ ＴＲＩＡＬ 

〔スケジュール〕 
 
 9：30  オリエンテーション 
 9：50  説明・院内見学 
11：00  業務体験 
12：30  振り返り 
13：00  終了 
 

IMS〈イムス〉グループ新松戸中央総合病院 
〒270-0034 
千葉県松戸市新松戸1-380 

お問い
合わせ 

☎047-345-1112 

スケジュール 

千代田線・JR常磐線・武蔵野線“新松戸駅”より徒歩３分 総務課 担当/酒井・斎藤 

✉sinmatsudo.saiyou@ims.gr.jp 

 持ち物/スーツ着用・筆記用具・メモ帳 

病院で働く事務職 
医療事務だけが事務職ではないんです！ 

実際に病院にきて 
まずは“知る”ところから始めませんか？ 

経理職  

１２・１・２月 毎週木曜日 
９：３０～１３：００  

☛その他職種も体験受付中‼ 
▷事務総合職 
▷営業・広報企画職 



〒272-0103　千葉県市川市本行徳 5525 番地 2 mail：gyoutoku.jinji@gyo-toku.jp　
電話：047-300-2117( 総務課直通 )東京メトロ東西線行徳駅・妙典駅・ＪＲ市川塩浜駅より無料送迎バスあり

病院見学＆
　　　　就業体験事 務 総 合 職

舞 台 は 、 医 療 現 場 だ 。

あなたは知っているだろうか。
診療の裏で必要な機器を取り揃えている人がいることを。
入院の不安を取り除くため丁寧に説明する人がいることを。
患者さんが適切な治療を受けられるよう院内を調整している人がいることを。

実はあなたが治療を受けるとき、
裏では事務職のスタッフが奔走している。

命を支える、を支える。
事務職で医療人になろう。

就 業 体 験
12/17( 木 )・24( 木 )・1/7( 木 )・21( 木 )
2/4( 木 )・18( 木 )・3/4( 木 )・18( 木 )

大 学 3 年 生 対 象

病 院 見 学大 学 4 年 生 対 象 12/15( 火 )・29( 火 )・1/12( 火 )・26( 火 )

2/2( 火 )・16( 火 )・3/2( 火 )・16( 火 )

医事課
ご存知、受付から会
計業務など患者さん
の診察開始から終了
まですべてに携わる。

病院の顔。

総務課
医療機器の管理、医
療スタッフの採用や
労務管理、秘書業務
などを行う。
病院の番人。

地域連携室
病院の営業。患者さ
んが適切な診療を受
けられるよう院内外
の調整をする。
病院の交渉人。

病歴管理室
診療録の有効的な活
用のために管理・運
用・保管を行うスペ
シャリスト。
診療録の魔術師。

半日！
サクッ

と、

半日！
サクッ

と、



千葉県市川市にある行徳総合病院では、事務総合職の病院見学と
就業体験を開催します。
病院の事務職というのは受付の仕事だけに留まらず、
情報をまとめ管理する仕事、地域と病院をつなぐ仕事、
職員を採用する仕事など、様々な立場・役割など様々な立場に分かれており、
それぞれが病院の運営を支えています。
病院で働いてみたい、という方！事務職に関心を持っている方！
                     上記の方はもちろん、漠然と興味を持っている方でも大歓迎です！
                     就業体験を通して、就職活動の先にある『働く』ことについて、
                     真剣に考えてみませんか？

What’s it like to work in GyotokuGeneralHospital?

行 徳 で 医 療 人 に な る 。

9 : 0 0
9 : 1 0
9 : 2 5
1 0 : 2 5
1 1 : 2 5
1 2 : 0 0

病院集合・受付
病院説明・グループ概要 DVD の視聴
各部署の説明（医事課・地域連携・管理室・総務）
希望部署の説明
病院見学
終了

※予約のキャンセルについて
　体調不良などで当日キャンセルの場合は、
　開始時間 15 分前までにお電話にてご連絡ください。

STEP 1.  まずはサクッと病院見学もしくは就業体験に申し込もう！

STEP 2.  申し込んだらイメトレ！サクッと WEB で病院見学へ GO ！

STEP 3.  さて、当日！半日だけど内容は充実！
　　　　行徳で医療人になるイメージをふくらませよう！！

mail：gyoutoku.jinji@gyo-toku.jp　
電話：047-300-2117( 総務課直通 )

院内の
Google map
があるよ！！

事務総合職　就業体験　タイムスケジュール 事務総合職　病院見学　タイムスケジュール

ご参加
お待ちしてます！

9 : 0 0
9 : 1 0
9 : 2 5
1 0 : 2 5
1 0 : 3 0
1 1 : 3 0
1 2 : 0 0

病院集合・受付
病院説明・グループ概要 DVD の視聴
各部署の説明（医事課・地域連携・管理室・総務）
休憩
希望部署の業務体験
振り返り、アンケート記入
終了



❄❄❄お問合せ❄❄❄

IMSグループ本部事務局 人事部 宮内・依田・稲葉

☎：03‐3965‐5977（人事部直通）

📱：080-4167-0328（宮内直通）

📱：080-3363-8625（依田直通）

📱：070-3351-5034（稲葉直通）

✉：saiyo@ims.gr.jp

HP：http://www.ims.gr.jp

mailto:saiyo@ims.gr.jp

