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医療法人医王寺会の採用情報です。
「住み慣れた自宅に最期まで過ごすた
めの支援」を一緒にする仲間を随時募
集しています。
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01. いおうじを�る３つのこと
医療法人医王寺会は、「最期まで笑顔で生きられる街をつくる」という理念のもと、地域に必要な事業を
展開しています。自分たちの役割を決めつけず、地域にその時必要なものを事業としていくため、高齢
者・子ども・障害者・働く人など多様な人を対象に、応急外来診療所から訪問介護、カフェ（2024年
OPEN予定）など多様な事業を展開しています。

① 地域に飛び出す！

② 職種・立場関係ない！個人を活かす関係性

③ 地域課題を解決する先進性と市民との対話

　地域には多様な人がいて多様な事情を持っていま
す。そのような人たちが「笑顔で生きられる街をつくる」
ためには、医療福祉の専門職はその専門性を超えて
ケアを行っていく必要があります。
　例えば、利用者が「畑を猪に荒らされて困っている」
と聞けば猪を狩猟したり、子どもの健康について悩ん
でいる保護者の集まりがあれば、集まりに参加し相談
に乗ったり、子育ての手伝いをすることもあります。
　このように枠に囚われないケアを行っていくことがい
おうじの特徴の１つです。

　いおうじは、枠に囚われない事業を行っていくにあ
たり多様な職種や役割を持つスタッフがいます。また、
忍者村（観光業）で忍者のスタッフから介護職になっ
た人・消防士から医療事務になった人などバックグラ
ウンドも様々です。
　このような職場で重要なことは、どのような職種・立
場でも意見を言い合える関係性を作ることです。いお
うじでは、そのために「プロジェクト制度」「人工芝で座
ったり寝転んだりしながら行う会議」で個人の力を発
揮しやすい職場づくりを行っています。

　いおうじが松阪市で活動を始めた2015年、松阪市
は救急医療の崩壊を迎えようとしていました。そんな
時、当時の松阪市長からお声がけいただき"日本初"の
行政から委託を受けた休日夜間診療所を開始するこ
ととなりました。その後、行政の方針変更で、いおうじへ
の休日夜間診療所の委託を打ち切るという話が出ま
したが、市民からの署名が7866名分集まり、存続の危
機を乗り越え現在も存続しています。このように、いお
うじは地域住民と連携しながら事業を行いながらも前
例のないことにチャレンジしていきます。
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02. いおうじの事業

いおうじ��クリニック（�問�療）

いおうじ��クリニック（���来）

医療処置・処方だけじゃない「食べたいものを食
べる」「したいことをする」ための診療

0歳〜100歳まで、家で最期まで過ごすために
断らない訪問診療

医療者と患者を超えた地域住民としての付き合
いができる訪問診療

医師と合わせて、いおうじ独自の「診療コーディ
ネーター」が一緒に訪問することで、その人の本
来のニーズを引き出しやすい訪問診療

診療コーディネーターとして、看護師・管理栄養
士・リハビリ職が医師の一番近いところで専門
性を発揮できる環境

日本初、行政から委託を受けた民間の休日夜間
の応急外来

発熱外来等地域に必要な医療提供体制を整備
し、地域のセーフティーネットとなる外来

o歳〜100歳まで多様な年齢、多様な状態の人
を対象に学べる環境

医師・看護経験に不安・ブランクがある人でも一
から手技を学ぶことができる環境

夜間待機も医師・看護師・事務の3人体制で相
談しあえる環境

予防接種・アフターピルの処方・検診なども行う

募��種 �師・看�師・事�

募��種 �師・�療コーディネーター（看�師・�理栄�⼠・リハビリ�・ケアマネージャーなど��、�種に制�なし）
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02. いおうじの事業

笑�の街�問��ステーション

笑�の街�問看�ステーション

「最期まで家で過ごすための介護」を目指し、看
取りも含めた多様な介護を経験できる

身体介助、生活介護だけじゃない。「食べたいも
のを食べる」「したいことをする」ための介護

生活を整えることで、その人の生命力を最大限
に引き出すプロフェッショナルな介護

30分〜1時間、１対１で利用者に十分時間に利
用者に向き合うことができる介護

同法人内の多職種と対等な立場で相談や意見
交換ができる関係性

同法人が運営する介護初任者研修を受講でき
るので未経験者でも活躍しやすい環境

状態観察・医療処置だけじゃない「食べたいも
のを食べる」「したいことをする」ための看護

生活の処方箋を描き地域医療の核を担う看護

30分〜1時間、１対１で利用者に十分時間に利
用者に向き合うことができる看護

訪問看護未経験者で験者でもゆとりあるキャリ
アラダーで無理なく学ぶことができる環境

医療的処置に不安がある・看護業務にブランク
がある方でも、まずは同法人内の外来看護で手
技を学び直してから訪問へ行ける環境

同法人内の多職種と対等な立場で相談や意見
交換ができる関係性

募��種 看�師・リハビリ�（OT・PT・ST）

募��種 ���（����⼠・�任者研��了者・OT・PT・ST・�理栄�⼠など）※他業界からも��
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02. いおうじの事業

おうちとつなぐ�宅���援事業�

家に帰りたいけど帰れない３つの壁を乗り越える支援をするための事業展開

医療依存度の壁 介護力不足の壁 自身不足の壁

点滴や経管栄養などの医療処置
が在宅に適していなく退院しにく
い状態

応急外来
訪問サービス
看護多機能・カフェなどの新規事業

家族の介護力や地域の介護サー
ビスの不足によって家で生活でき
ない状態

本人に家に帰る自信がなく、家
にいたいけど居ることができな
い状態

いおうじは、松阪地域によって、自宅で過ごしたいけど、上記の３つの壁や様々な利用によって帰れな
い人たちを支えるための活動を、地域の急性期病院などの事業者と地域住民の皆さんと協力して行
っていきます。

同法人に訪問診療や訪問看護があること
により、医療依存度が高い方や終末期の方
のケアプランについても学べる環境

プランを立てるだけでなく、対話を通して利
用者の「食べたいものを食べる」「したいこ
とをする」を支えるケアマネジメント

「おうちとつなぐ」ことを目指し、病院などの
各連携機関と協力し合うケアマネジメント

地域全体の学びの場をつくり、地域全体の
ケア力向上を目指す活動

ケアマネ業務初めてでも一から学べる環境
募��種 ���援専⾨員・主任���援専⾨員



⼭根（1年⽬・事務）

⼤森直美（1年⽬・医師） 勝⽥康代（1年⽬・管理栄養⼠）
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①いおうじの�問��は立ち上げたばかりで、事業内

�等を作り上げてい る��でした。そのお�をお伺い
し、事業を作り上げていく業�内�に �⼒を�じ、そ
れに�も�われることが�来るのではないかと�じた

事 がきっかけになります。

②いおうじは年��が若くエネルギッシュで⼒�い�

員ばかりです。なの で、⾃�の��り��で仕事を任
せて頂ける気軽さがあるところです。 また、�師や看
�師等の�々な�種の�々の価��に�れたり相�で

き る等とても��になります。

⼩嶋玲⼦（1年⽬・介護福祉⼠）

03. スタッフ��（①⼊社のきっかけ�②いおうじのおすすめポイント）

①未��でも�療事�として働けると知りチャレンジし

てみようと思い��しました。��前の⾒�でもアット

ホームな雰囲気で働けている先��を⾒て、�もここで

�療事�の��を�得しながら、⾃�の�⼒を�ばして

地域に��した�療に�わっていきたいと�えました。

②個性的な�が�く、⼀�に働いていく中でたくさんの

刺�をもらえるところです。こんな�えもあるのか、と

�野が�がることが�いです。また、�っているスタッ

フがいれば�でも⼿を�し�べることができるところも

�⼒です。未����で��した�は、⽇々助けてもら

って仕事をしています。

①⾃宅からの���内にある在宅�療クリニックの中で

も、しっかり地域を�る�療が⾏われている点や、栄�

⼠さんが在籍し在宅での�事栄��理をされている点に

共�したためです。

②��種が在籍しているが、年�や�業の��を�えて

スタッフの仲が良いこと。また、�々なバックグラウン

ドの�が働いているので、�まで知らなかった�界を沢

�知ることができて⾯⽩いことです。

①��が��して⾃宅で�ごすことになった�、どのよう

にしていけばいいのか、在宅での�療について不�や�み

がいっぱいありました。「同じように��・��共に不�

を�えている�はいっぱいいるだろうな。そのような不�

を�しでも和らげたい、サポートしたいな。」と思い�に

�ることに⼒を�れている��がいいと思ったためです。

②�々な�種の��が�るお�ですぐに�きたいことが�

けたり、��の�りやすさは1�の�⼒だと思います。ま
た、�署や年�も��なく仲が良いです。



⼭路優⾹（1年⽬・介護職）

⼩坂光（1年⽬・介護職） 徳⽥莉乃（1年⽬・看護師）
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①地域の�題を柔�に�決するために、�療��保�

サービスをだけでなく、��やコミュニティづくりな

どに�り�む��が�⼒的だったからです。また、

2024年に�しい�点のプロジェクトがあるというこ
とで、ワクワクする仕事ができるという点も⼤きいで

す。

②とにかく��性がフラットなところです。立場や�

種を超えて、�⾒��できることは業�のしやすさだ

けでなく⾃�の�びにもつながります。�し�えるこ

とはチームの�さにつながると�じています。

⼤⾕匠（1年⽬・看護師）

03. スタッフ��（①⼊社のきっかけ�②いおうじのおすすめポイント）

①�まで����などで栄�⼠・�理栄�⼠として�め

てきました。⽇々の ��の�わりの中で栄�⾯でも�援
に�げていけるのではないかとの�え に共�しました。
⾃�がどのような働きが�来るのか不�もありました

が、 どういったことが�来るのだろうかとの�しみもあ
るのではないかと思い ��いたしました。

②�⾃�、���として��していくのは�めてで不�

がありましたが、先�に丁寧にご指�いただきました。

不�や疑問に思うことなどが�ぐに消�できるので、

⽇々�しく仕事をできています。

①「何をやりたいか」の前に「どんな��と働きたい

か」という��に重きを�いて��先を �んだ�果、�
王��にたどり�きました。���や⾯�を�じてスタ

ッフの�さんの�柄 が⾒えて、この��と⼀�に働きた
いと思えたことが⼀�⼤きなきっかけです。

②前�では、�間��で�むことが�かったのですが、

�王��に�ってからはその�みが�く なりました。
�々な�種の�がいる中で、�種間の�が�く、それぞ

れの�葉を尊重し、�⾒ を�し�える�場の��がとて
も��地が良いです。

①�性期��に��する中で在宅�療に�味を持ち、いお

うじの理念に�⼒を�じた事がきっかけです。同⾏�問を

した時に、⾃�もいおうじの⼀員として働きたいと�く�

じました。看�師としての��年�もまだ�く不�もあり

ましたが、���来もあるので⼿技や知識の⾯でスキルア

ップが�来る事も��の決めてとなりました。

②不�や�んでいる事を相�しやすい、��の�いスタッ

フでも�⾒を�いやすい��だと思います。そして、�っ

た時は�種や�署��なく�んなで助け�える�も�⼒的

だと思います。
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04. �事・研�制度
福利厚生

リフレッシュ休暇 子育て・介護休暇・忌引き休暇

懇親会補助

住宅手当 通勤手当

１ ２

３ ４

５
引越し手当

６

指定の研修・テストの補助

７
GW・年末年始・お盆出勤手当

８

靴購入補助

10
フリードリンク

9

プライベートを楽しむための休暇を毎年付与し
ます。仕事をするためには休暇も楽しむ！

ライフイベントに対応するための休暇をその都
度付与します。

勤務形態に応じて家賃補助を行います。 通勤に必要な費用を補助します。

スタッフ間で懇談会を行うための経費を一部
補助します。仕事を楽しむために仲良くなる！

遠方からの引っ越しを伴う就職の場合に、引っ
越し費用10万円を補助します。

法人が指定する研修やスキルを高めるための
外部のテストを受講する費用を補助します。

ケアの現場は年中無休です。世間が休みの日
に出勤する場合に手当をつけます。

毎年4月に靴を購入するための補助をします。
よく歩いて健康になろう！

コーヒーやお茶が勤務中飲み放題です。



ケアマネ �療Ｃ 看�師 �� PT/OT/ST �療事� �事・採⽤

  ��⼒(�師)
⼿技・技�⼒(�来看

�)
提�⼒     ⾯�サポート⼒

��⼒(��種) ⼿技・技�⼒(�療C/�問看�/��) ⼿技技�⼒ 算�⼒ �事⼒

ケアプラン⼒ アセスメント⼒(�療C/�問看�/�来看�/リハ/��) �来マネジメント⼒ 採⽤⼒

ACPへのコミットメント �料作成⼒

QOLへのコミットメント 業��⾏⼒

積�性・責任・�決⼒

潤滑⼒

発�⼒

��⼒
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04. �事・研�制度
いおうじの教育スタンス

面談

上記のいおうじの教育スタンスと合わせて、個人ごとの目標やキャリアプラン・ライフプランに合わせ
て、仕事を進めていくために、定期的な面談や研修を行っています。

評価面談 新人研修・理念研修

研修

専門職研修
（アセスメント研修・介護初任者研修など）

マネジメント研修（いおうじMBCなど）

オリジナルの自己評価シートを活用し客観的に自分
の成長がみえるよう上司と定期的に面談を行います。
スキルアップも重要ですが、自分自身の人生の目標
やライフプランも合わせて上司とすり合わせておくこ
とで、適切なキャリアアップをすることができます。

各職種によって異なりますが、「未経験」でも一から学
ぶことができる学習プランを用意しています。また、年
に1回法人全体で理念について考える研修・ワークシ
ョップを行い法人の目的をすり合わせます。

医師・看護師など専門職ごとに必要な手技・アセスメ
ント力を養うための研修を行います。また、介護職につ
いては未経験・無資格でも入職後に初任者研修を取
得することができます。

その他（チームビルディングやコーチング研修）

各部署のリーダーを目指しす人向けの研修です。マネ
ジメントの基礎から実践を学べます。
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