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概要 

代表者氏名 病院長 佐藤 雅彦 

設立年月日 1940 年 4 月 15 日 

所 在 地 〒332-8558 埼玉県川口市西川口５－１１－５ 

電話番号  （代表）048-253-1551 （FAX）048-256-5703 

病 床 数 一般 424 床 

従業員数  常勤 955 名、非常勤 266 名（2019 年 4 月現在） 

U R L http://www.saiseikai.gr.jp/ 

標榜科目  

内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、神

経内科、腫瘍内科、放射線科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、産婦人科、

血管外科、呼吸器外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、麻酔科、小児科、精神科、リ

ハビリテーション科、病理診断科、臨床検査科 



給与 

給与 

※専門新卒は、経験１年で大学新卒、経験２年で４年卒１年の給与 

※その他手当は、時間外手当は平均１０時間として算出 

経験 本俸 調整 厚生 業務 基本給 その他 合計 

専門新卒 174,600 4,016 2,200 20,000 200,816 16,700 217,516 

大学新卒 184,500 4,244 2,200 20,000 210,944 17,534 228,478 

１年 190,900 4,391 2,200 20,000 217,491 18,078 235,569 

３年 204,000 4,692 2,200 20,000 230,892 18,646 249,538 

５年 217,000 4,991 2,200 20,000 244,191 19,760 263,951 

７年 230,300 5,297 2,200 20,000 257,797 20,840 278,637 

昇給 定期昇給 年１回 就職月と経験月数により４月・７月・１０月・１月 

賞与 基礎額（本俸＋業務手当／２）× 年間４.５ヶ月＋α（業績による変動あり） 

諸手当 

・住宅手当 借家 15,000 円（契約者のみ） 

持家  8,000 円（世帯主のみ） 

・扶養手当 配偶者 16,000 円 

子    6,000 円 

・時間外手当 法定の割増賃金率にて支給 

・通勤手当 通勤方法に応じて、月額 10 万円まで支給 

・その他 管理手当、リーダー手当、格付手当（昇任、昇格による） 
 

 

労働条件 

勤務時間 

①ME 業務：８：４５～１７：００（保守点検、オペ室、カテーテル） 

②透析業務：８：１５～１６：３０、残業 16：30～19：30（土日祝勤務有） 

※オンコール体制あり（当番制） 

休日 
土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（12/29～1/3）、開設記念日（4/15） 

夏季休暇 6 日間（6 月から 9 月の間に取得） 

年次有給休暇 

初年度 12 日、勤続２年目 13 日、３年目 14 日、４年目 15 日、５年目 16 日、6 年目

18 日、６年目以降 20 日付与 

特別休暇 

・産前・産後休暇 産前 42 日間 産後 56 日間 

・結婚・忌引休暇 結婚：5 日間、忌引き：本人との続柄により 1～9 日間 

・褒章休暇 勤続 10 年ごとに 3～7 日 
 

そ の 他 育児休業、育児短時間勤務など育児中の職員を支援する制度あり 



福利厚生 

互助会制度 診療費補助、慶弔・見舞金 

職員研修  ◎階層別研修 

管理職研修・リーダー研修・経験５年目研修・新人研修の実施 

◎各委員会・各部署主催講演会 

毎年、約 80 回の講演会を実施（職種問わず様々な講演会に参加可能） 

食 事 職員食堂完備 昼食２8０円個人負担（半額病院負担） 

社会保険  健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険に加入 

職 員 寮 独身寮あり（病院より徒歩 2～3 分） 月額 25,000 円～から利用可 

退職金制度 

済生会本部の退職金及び共済制度に加入して、手厚くしております。本俸の 100 分

の 5 を職員が、100 分の 16 を病院が毎月積み立て、退職時に退職直前 180 ヶ月の平

均本俸に支給率を乗じた額を支給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



採用 

職種 臨床工学技士 

応募資格 2020 年 3 月大学もしくは専門学校卒業予定者で国家資格取得見込の方 

募集人数 若干名 

採用日 2020 年 04 月 01 日 

提出書類 新卒：所定履歴書・卒業見込証明書・成績証明書・健康診断書 

応募締切日 2019 年 11 月 20 日（水）必着 

提出先 

〒332-8558 

埼玉県川口市西川口 5-11-5 

社会福祉法人 
恩賜

財団 済生会支部 埼玉県済生会川口総合病院 人事・総務課 久保 

病院説明会 

【日 時】 ① 2019 年 11 月７日（木） 

② 上記①以降の日程（個別相談） 

① 10：00.～12：00 

② 応相談 

【場 所】 東館地下１階 講堂  

【内 容】 病院説明会  

【備 考】 参加希望の方は、人事・総務課 久保（直通番号：048-253-8907）

までご連絡ください。 
 

試験日時・ 

内容 

・書類選考 
書類選考の結果を 2019 年 11 月 22 日（金）までにお知らせします。 

・1 次選考 【日 時】 2019 年 11 月 25 日（月） 10：00～13：00 

 【場 所】 東館 2 階 カンファレンス室  

 【内 容】 専門試験・小論文試験 

 【備 考】 １次選考の結果は、11 月 29 日（金）までにお知ら

せします。 

※開始時間の 10 分前にはお集まりください。 

・最終選考 【日 時】 2019 年 12 月３日（火） 15：00～16：30 

 【場 所】 東館 2 階 カンファレンス室  

 【内 容】 個別面接試験 

 【備 考】  

※開始時間の 10 分前にはお集まりください。 

 

 


