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地 域の皆 様の健 康な笑 顔が  輝くネットワークづくりをめざします

星総合病院  ネットワーク

創始者 星一郎の「私達の持てる力を

最大限に発揮してもなお救えなかった

人々の霊に対し、その霊をも醫（癒）

したい、それが医道を歩む者が生涯

持ち続けなければならない覚悟であ

る」という信念が込められた辞書に

は載っていない言葉です。医療は

科学ですが、その対象は情と心を

持った人間です。 科学と人間の間を

埋めることこそが医の原点であり、私

どもの使命であるとの想いを常に

念頭におき「醫霊」の具現化を図って

いきます。

患者さんのために行動します。

個人の意思を尊重した医療を実
践します。

あたたかい手と思いやりの心で
接します。

地域のニーズに応えられる病
院を目指します。

より良い医療を実現するために研
究・研鑚に努めます。

1.

2.

3.

4.

5.

法人理念

「醫 霊」
医の原点は愛のこころ

い　　　　   れい

職員行動指針

「私たちの誓い」

住み慣れた場所での日々の暮らしを楽しむためには「健康」が大切です。
当法人では、地域のみなさまの健康な生活のために様々な取り組みを続けています。

医 療医の原点を大切に、
一番身近な地域医療を提供。

様 な々形の療養生活を
確かに支援する。介護・福祉

教育・保育

●芳賀・小原田地域包括支援センター
●星総合病院在宅介護支援センター
●居宅介護支援事業所星ヶ丘
●福祉まるごと相談窓口

地域の方々の
健康な生活のために―

地域の皆様が自分らしく豊かで健康的な人生を送るために、子どもから高齢者まで多世
代で多様な人々が夢や希望を持ち、生きがいを感じながら暮らす地域づくり・街づくりが
最大のビジョンです。地域の皆様と繋がり、共に地域の豊かな未来を創るための拠点と
なるような施設に育てていきます。

星総合病院、大町新複合施設開設へ―

星総合病院
（急性期医療）

星ヶ丘病院
（精神科医療）

介護老人保健施設
オリオン

ほし横塚クリニック
三春町立三春病院
（回復期・急性期医療）

指定管理

たむら市民病院
（急性期医療）

指定管理

養護老人ホーム
三春町敬老園

指定管理

乳幼児からお年寄りまで、
多世代交流の拠点。

大町キッズベース
（学童・一時預かり・フリースクール）地 域

地域の医療・介護をサポート。在 宅

・サテライト星ヶ丘
・サテライトしずか
・サテライト三春

●星訪問看護ステーション

　　当法人は、98 年にわたって地域医療を支え続けてきました。 星総合　病院を中心に、医療･介護･福祉・保健･在宅･教育･保育など様々な事業を展開しています。
 これから私たちとともに、地域の未来の笑顔を支えていきま　  せんか？私たちは皆さんの若い力とともに明日の医療づくりを目指していきます。

ほしのこ保育園
（事業所内・認可保育）

星ヶ丘保育園
（事業所内・認可保育）

三春町第1保育所
（認可保育）

三春町第2保育所
（認可保育）

星の森保育園
（認可保育）

ほしくま児童家庭
支援センター

ポラリス保健看護学院
（保健師・看護師資格統合カリキュラム）

指定管理 指定管理

いや

子どもたちの成長をしっかりと見守り育む。

名　　称：星総合病院  大町新複合施設（仮称）
敷地面積：5,233 ㎡
建築面積：3,247 ㎡
構　　造：鉄筋コンクリート造　
階　　数：地上7階　地下なし
延べ面積：15,111 ㎡

7階　機械室、住戸1戸
5階～6階　住戸（賃貸）46戸
4階　ヘルスプロモーションセンター
3階　福島県乳児院、保育所、多世代交流センター
2階　ものづくり工房、メディカルフィットネス
1階　多目的レストラン、マーケット、その他テナント

イベント情報、詳しくは
Facebookをチェック▲

施設概要

各階構成

健康体操・健康教室
各分野の専門職が地域へ
向けて健康に関する情報
をお届けしています。

キッチンカー
「食」を通じて地域と繋が
る！災害時にも対応します。

メグレズホール
地域交流の場として音楽イベ
ントや教育・健康・福祉に関す
る催し物を開催しています。

農業
子どもたちの「食育」や多
世代交流などを目的に農
業事業を行っています。

令和7年度初め 開設

私たちは常に



当院薬剤部は、多職種との距離が近く、知識や専門性を活かしてチーム医療に関わることができます。また、尊敬で
きる先輩ばかりなので、意見や相談がしやすい環境にあるのも特徴の一つです。日々、患者さんや多職種から信頼
される薬剤師を目指しています。

患者さんのすぐそばにいる
薬剤師を目指して

　病棟各フロアにサテライト薬局を置き、処方変

更にもすみやかに対応し、総合的に薬剤管理業務

を行えるよう「小型分包機」や注射ミキシング用の

「クリーンベンチ」を整備。服薬指導に加え「服薬

状況確認と副作用モニタリング」や「処方および

薬剤管理（処方薬･持参薬･注射薬等の管理）」な

どを積極的に行っています。

患者さん目線の薬剤療法実現のために

星総合病院

　入院中から退院後の外来通院中も継続して患

者さんに関わることで、一人ひとりに合わせた調

剤方法の検討や副作用モニタリング、服薬指導を

行い、安心・安全な薬物療法を長期的にサポート

しています。

一人ひとりに合った服薬の形を提案

星ヶ丘病院

　令和元年7月に公立病院として開院し、チーム

医療（感染対策、褥瘡対策、緩和ケアなど）特に多

職種の連携に力を入れて業務を行っています。

また、透析部門があり、透析医療における薬物治

療に対し薬剤師としての知識と経験を活かすこと

ができます。

田村地域の基幹病院として更なる発展を目指し、

新病院建設計画を進めています。

地域のニーズに応える医療の提供を目指す

たむら市民病院

　看護師をはじめ他部門のスタッフと協働して、

持参薬のダブルチェックや副作用モニタリング

等を行い、安心・安全な薬物治療を提供できる

チーム医療を行っています。

患者さんに寄り添ったチーム医療実現のために

三春町立三春病院

Message ― 多職種と連携し、信頼される薬剤師を目指しています。

入職4年目　薬剤師

僕は看護師として働きながら成長し続けられる環境に魅力を感じ入職を決めました。
当院は、プリセプターのサポート指導が受けられるため、相談しながら日々安心して働ける教育体制が整ってい
ます。自分の看護師としての目標に向かって楽しく笑顔で働くことができています。

全身で感じ、看護することで
安全と安心のケアを提供します

Message ― そばで支えてくれる先輩の存在

入職2年目　保健師･看護師

よき眼と耳と手と配慮の心としみ込むような言葉をもって接しましょう～看護サービスは笑顔・親切・声かけから～

全身で看護する法人看護部理念

より深く、看護の心を育てます

多様なキャリアへの道 ひとりひとりの成長をサポート

　自己啓発制度や資格取得でのお祝い金制度、院内外研

修への参加など、個々の学びを応援します。当法人は看護

師特定行為研修機関であるため、働きながら研修に参加で

きることをはじめ、認定看護師、専門看護師、大学・大学院

への進学、看護管理者や看護教員へのステップアップ、

様々な希望を支援します。

　eラーニングやシミュレーション教育を

取り入れ、卒後教育も充実しており、ひとり

ひとりの看護実践能力向上とキャリアアッ

プを目指しています。法人内の他部門や他

施設での研修などもあり、退院支援や多職

種連携にも活かされています。急性期医療

から在宅医療まで多様な看護が身に付き

ます。

院内研修 院外教育

看護関連学会／看護協会主催研修／
精神看護技術協会主催研修

認定看護管理者研修／看護教育関連研修（看護教
員・臨床実習指導者）／日本看護協会（認定看護師・
専門看護師）／看護師特定行為研修／日本精神看護
技術協会認定看護師　　　　　　　　　　　　他

短期研修

長期研修

HOSHI GENERAL HOSPITAL 03 HOSHI GENERAL HOSPITAL 04

●新人研修
●シュミレーション研修
●看護実践研修
●感染対策研修
●他部門研修　他

当院クリニカルラダーを取り入れています。

薬剤部

薬剤師

星総合病院、星ヶ丘病院、三春

町立三春病院、たむら市民病院

など各施設の特徴に合わせて、

知識･経験を発揮し安全対策、感

染対策、認知症ケアなど医療チー

ムの一員として業務を行ってい

ます。

看護部
保健師・助産師・看護師・
専任教員・認定看護師・専
門看護師・特定行為研修
修了者・介護福祉士

高度急性期医療から在宅医療ま

で、幅広く対応できる看護職が

活躍しています。



最先端の「チーム医療」を
支えるスペシャリスト

その人らしい生活の
実現に向けて。
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当放射線科においては各種最新の画像診
断装置を用いて先進的な確かな技術と知識
を駆使し、安全で精度の高い画像診断検査
の遂行に心掛けています。また、全国的にも
先駆的に読影の補助や入院患者への検査
説明に取り組んでおり、学会における医療被
ばく低減施設の認定取得や、各個人研究や
学会発表等を積極的に実践しています。

さらなる安全で高精度な
画像診断検査の追求へ

診療放射線技師

全員があらゆる種類の検査能力を身
に付けるため、より高度な知識･技術
を習得する努力を続けています。多職
種と協力した活動や地域の方々への
啓発イベントなど検査科内に留まらず
活動しています。

24時間同じ診療を提供
し続けることを目指して

臨床検査技師

血液浄化や心臓カテーテル検査、不
整脈治療やディバイス管理、人工心肺
･補助循環装置、内視鏡や医療機器管
理など様々な業務に関わり、医師をは
じめ多職種と密に連携しながら最新の
医療提供に従事しています。

医療機器のスペシャリスト
として最新医療を提供

臨床工学技士

呼吸循環器系、筋骨格系、脳神経系の
領域に留まらず、スポーツ障害やウィ
メンズヘルス、フィットネス等多岐に及
ぶ専門領域のエキスパート育成に努
めています

集中治療室から在宅まで
身体機能を幅広くサポート

理学療法士

脳神経系や精神科の領域に留まらず、
小児発達、ストレスケア、手の外科、認
知症ケア、緩和ケアの他、患者さんの
様々な活動をサポートできる人材育
成に力を入れています。

こどもからお年寄りまで
生活機能をコーディネート

作業療法士

成人領域では言語障害や高次脳機能
障害の言語療法、嚥下障害への摂食
機能療法を、小児領域では聴覚障害・
発達障害への療育を実施。人それぞ
れのコミュニケーション能力・食べる
能力を伸ばし、伝えあう喜びにつなげ
ます。

心が通う
コミュニケーション

言語聴覚士

眼科一般検査に加え、斜視弱視の検
査･訓練、ロービジョンケアに力を入
れています。精度の高い検査技術は
もちろん、常に患者さんの気持ちに寄
り添うことを大事にしています。

常に患者さんに寄り添う

視能訓練士

法人各施設での給食管理業務を通じて、
栄養指導や食事療法にとどまらず、それ
ぞれの「食べる」楽しみを引き出す活動に
力を入れています。病院食のイメージを変
える美味しいメニューの開発や、行事食
やバイキング、料理教室などイベントを開
催するなど様々な取り組みをしています。

一人ひとりに食事の楽しさを

管理栄養士

インレー･クラウン･義歯など保険診療
を中心とした補綴物の製作や口腔外
傷防止のためのマウスガード、顎関節
症治療用スプリントなどを製作しま
す。口腔内の健康を守ることで、患者さ
んのより良い生活をサポートします。

歯の健康を守る
サポーター

歯科技工士

法人各施設での歯科診療の補助や歯
石･歯垢除去と歯磨き指導で患者さん
の口腔内の衛生状態を向上させ、健
康な生活をサポートします。虫歯･歯
周病･誤嚥予防のため、口腔保健指導
に力を入れています。

口腔内の健康を維持

歯科衛生士

患者さんへの心理学的アセスメント、
心理療法、職員のメンタルサポートを
行っています。身体科では妊産婦や小
児のケア、精神科では発達障害児への
SST（生活技能訓練）、精神科デイケ
アでの活動も行っています。

一人ひとりの心をサポート

公認心理師・臨床心理士

遺伝性疾患に関する情報を分かりや
すく正確にお伝えし、患者さんやその
ご家族（これから発症する可能性があ
る方を含む）など不安や葛藤を抱える
方々をサポートします。また、様々な診
療科や職種とのコーディネート役を担
います。

最適な治療や
検診の選択をサポート

認定遺伝カウンセラー

医療支援部
社会福祉士・精神保健福祉士

®

病気やケガに伴う不安や課題、地域で
の様々な生活上の困りごとに対し、一
緒に考え解決できるように相談援助を
行います。誰もが住みやすい地域を目
指して、こども関連、認知症、ACP等の
地域活動にチームで取り組み、多機関
との連携にも力を入れています。

赤ちゃんからお年寄りまで
全ての声に耳を傾ける

社会福祉士

精神障がい者やご家族を対象に、治
療や療養上の問題について相談援
助を行います。また、統合失調症家族
への心理教育、精神科デイケア運営、
精神障がい者就労支援など本人･家
族への支援を行っています。

精神障がい者の自立を支援し
社会参加をサポート

精神保健福祉士

®

医療
技術部
診療放射線技師・臨床検査技師・
理学療法士・作業療法士・言語聴
覚士・視能訓練士・管理栄養士・
歯科技工士・歯科衛生士・公認心
理師・臨床心理士・遺伝カウンセラー

日々進化する医療の世界で、患
者さん一人ひとりに合わせた診
療をサポートし続ける「医療技
術部」。それぞれの専門性を活か
しながら「チーム医療」を実現
しています。



地域とともに子どもに関わる
すべての人の幸せを目指す
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事務部
経営スタッフ（総合事務職）

有機的・効率的に法人を運営するために
事務職としての業務は様々で配属先も総務人事部、企画

部、教育研修センター、広報部、財務会計部、管財部、総務

課、医事課、情報管理センターや、その他法人各施設の事

務など多岐にわたります。またこども事業にも力を入れて

おり、5施設の保育園や多世代交流施設の事務などで活

躍する事務職もいます。より良い法人運営を目指し、多様

化する地域のニーズに対応できるよう常に利用者の視点

に立ったサービスの提供に努めています。様々な部署との

連携・協力を通し、あなたの能力を発揮してみませんか？

大町キッズベースは、様々な

多世代交流事業、乳幼児一時

預かり事業や、フリースクー

ル、こども食堂などの運営を

行っています。これからの地域

づくりに大きな役割を担って

います。

ー 大町キッズベース ー

地域の子どもを地域全体で育てる

０歳から就学前までの子どもたちが心豊かに育つよう様々な体

験や交流、季節の行事などを取り入れて保育を行っています。ま

た病院運営の強みとして、各保育園で看護師が衛生管理を行

い、病児保育や医療的ケア児の受入れにも対応しています。

事業所内保育園のほしのこ保育園や星ヶ丘保育園、三春町第

1・第 2 保育所、田村市の星の森保育園の 5つの認可保育園を

運営しています。

ー 保育園保育士・看護師 ー

預かる保育から育てる保育へ

ー 小児病棟保育士 ー

病院内で保育と医療の連携を

郡山市大町にあり、県中地区（１２市町村）を管轄しています。社会

福祉士や公認心理師などの専門スタッフが相談に応じ、関係機関

と連携しながら、一人ひとりに合わせた支援を行っています。

星総合病院の小児病棟では、医療職はもちろん、保育士も配属さ

れ、様々な部署と連携して入院児や外来などでの保育業務を

行っています。

ー ほしくま児童家庭支援センター ー

こどもや家庭に関する相談対応

公益財団法人星総合病院独自の能力開発システム HODAS(HOSHI GENERAL HOSPITAL Overall Development Ability System)
を用いて、新入職員（レベル1）から管理･監督職（レベル 5）まで段階に応じたラダー研修を進めて行きます。

公益財団法人星総合病院が目指すもの
独自の能力開発システム（HODAS）を基に、全職員の段階的なスキルアップを進め、個々が学び、成長を続けようとする気持ちを尊重し、バックアップします。

地域のニーズに応え続けるため、人として成長し続ける医療人を創ります。

●●●● 学会・研修・資格取得支援！院  外  研  修

新入職員から管理･監督職まで 独自の能力開発システム（HODAS）

看護師特定行為研修指定研修機関（星総合病院など）

病院見学のご案内
（随時受付）

自己啓発助成制度

個人及び組織の資質･能力の向上を図るため資格取得・院外
研修・通信教育などを受ける場合、全日程又は一部日程を特別
勤務扱いとします。

奨学金制度

大学･専門学校等での資格･学位等の取得までの費用を支援しま
す。取得後、当法人に就職された方は、減免制度があります。 研修休職制度

大学院などの就学を支援します。（1年間の休職制度）

看護師、助産師、精神保健福祉士、福島県糖尿病療
養指導士、介護福祉士、３学会合同呼吸療法認定
士、ピンクリボンアドバイザー　等

資格取得に関する祝い金制度

自己啓発助成制度を利用して資格取得をした方に研修費用（交通
費・受験料等）と業務貢献度に応じた祝い金を支給しています。

取得資格例

●トピックス研修
英会話や防犯対策研修、地域の祭礼行事への参加など
を通して社会人として必要な知識を身に付けます。

●海外研修
海外の医療保健福祉事業を見学･体感し、医療人として
の視野を広げ教養を深める目的で毎年開催しています。
（勤続10年目の職員･2年目の初期研修医対象）

●シミュレーション研修
各種シミュレーターを用いて様々な場面を想定した技術
演習を行い、より高度で安定した医療提供ができるよう
個々のレベルアップを支援します。

効率的な「チーム医療」を推進するために看護師が高い
専門性を発揮し、期待される役割を十分果たせるよう実
践的な研修を行っています。

業務内容や施設の雰囲気を実際に感じてみませんか。 皆さんのご希望に沿った見学スケジュールを提案いたします。

創傷管理関連（1区分）研修の実施
ろう孔管理関連、栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連、精神及び精神
症状に係る薬剤投与関連（3区分）研修を開講
感染に係る薬剤投与関連研修を開講

平成 28 年度より
平成 30 年度より

令和   4 年度より

●教育研修センター　TEL.024-983-5524（直通）

制度活用実績　過去3年間 772名［年間平均257名］

制度活用実績　過去3年間 308名［年間平均103名］

取得資格例　　看護師、助産師、薬剤師　等

制度活用実績　過去3年間 215名［年間平均72名］

制度活用実績　年間１～２名程度

▲ 安積國造神社秋季例大祭 ▲ クリニカルシミュレーションセンター主催研修▲ R1.ロサンゼルス／H30.パリ／H29.北欧

こども
事業部

5 つの保育施設と多世代交流事
業所「大町キッズベース」、相談
支援施設「ほしくま児童家庭支
援センター」を運営し、子ども
と子どもに関わるすべての人の
幸せを目指し、医療・相談支援、
イベントや研修会の企画など
様々な取り組みを進めています。

保育士・看護師・社会福祉士・
公認心理師 等

経営課題を自身の課題として捉える
ことができる、環境に柔軟に対応で
き自己改革ができる。事務部では「こ
れしかできない職員」ではなく「何
でもできる＝マルチエキスパートな
職員」を求めています。



処遇 /福利厚生
休日・休暇 やりがいのある仕事と充実した私生活を実現

福利厚生 充実した厚生施設に働きやすい職場環境

給 与 能力・実績に応じた昇進・給与 ※人事考課に基づき定期昇給あり

退職金・確定拠出年金 2つの制度で退職後の生活も手厚くサポート

休 日 年間110日以上
休 暇 年次有給休暇、特別休暇（結婚、産前産後、傷病、喪服

等）看護休暇、介護休暇、地域貢献休暇、セカンドライフ
準備休暇、育孫休暇 ※1… 入職時から取得可能　※2… 看護休暇は有給

※1

※2

給 与

退職金

確定拠出年金

基本給（年齢給＋職能給）、退職金制度あり 賞 与 年２回（6月・12月）、
基本給×３.０カ月分（令和２年度実績）

各種手当 夜勤手当、通勤手当、住宅手当、専門教育手当、家族手当、保育手当、大学・専門学校等就学手当、他

職能資格等級によるポイント加算制度。

老後の資金を備えるために国が推奨している
年金制度の一つで、会社及び個人からの拠出
金をもとに個人で資産を運用する制度。法人が
毎月職員1人につき5,000円（年間60,000
円）を拠出、加えて上限5,000円まで個人での
上乗せ拠出が可能。税制優遇のメリットを活か
しながら資産形成ができ、60歳以降に年金とし
て受け取ることができる。

職員各自が選んだ
商品（投資信託等）で
証券会社が運用

野村證券

老後の為にお給料から
拠出しよう！（上限5,000円）

毎月5,000円拠出します！

毎月最大1万円運用できる

※職員約67％
　が個人でも拠
　出しています。

（週休二日相当）

共済会制度
医療費給付制度、スパリゾートハワイアンズ入場割引　等

職員旅行・大忘年会・各種クラブ活動
ソフトボール・バレーボール・音楽サークル等

単身者用賃貸住宅（横塚、富田）

▲ 忘年会 ▲ 親睦会

職員の絆が深まる様 な々事業・イベント

浴室
パウダー
ルーム

RWC

ウォークイン
クローゼット

洋室

バルコニー●家賃33,000円～36,000円（管理費含む）
●敷金・礼金なし
●エアコン・カーテン・インターネット環境完備・全戸駐車場付き
●周辺にはコンビニエンスストア・飲食店・ショッピング施設等あり
●星総合病院より車で15分圏内

子育て支援 仕事と育児の両立を目指している職員を全力でバックアップ

その他の福利厚生

ライフスタイルやライフステージに応じた多様な働き方を
実現。出産、育児、介護など様々なライフイベントに直面して
もキャリアを中断することなく働き続けることが可能。

職場つみたてNISA キャリアコンサルティング制度

短時間正職員制度

育児休暇中の職員を対象に、
ランチを食べながら子育て
セミナーや病院の近況などの
情報提供、意見交換等を実施。
職場へスムーズに復帰できる
ように支援。

ランチョンママセミナー

産休・育休後に安心して復帰できるよう支援する
研修。研修中は無料で託児保育の利用可能。

産休・育児休暇復職支援研修

放課後、長期休暇中に家庭に保護者が不在の小学
校児童を預かり、医療機関の強みを活かした様々
な体験や活動を実施。

放課後児童クラブ・長期休暇児童クラブ

保育園 勤務場所敷地内に保育園を完備（0 歳～就学前まで）。勤務時間に合わせて保育所が利用可能。
急に具合が悪くなったときにもすぐに対応ができる。

子育て支援施設
●大町キッズベース

先輩職員の声

乳児からお年寄りまで地域多世代交流
の拠点として様々な利用が可能な施設。
保護者都合等で保育が困難な場合の一
時預かり保育や児童クラブを行ってい
ます。また、子育て相談や社会見学、親子
で楽しめる体験イベントも企画していま
す。

毎月1,000円～33,000円までの間で給与天引きによ
り積立投資が可能。さらに投資で得た利益は非課税と
なり、無理なく資産づくりができる。用途制限は無く、必
要な時にいつでも引き出しが可能。

国家資格を有するキャリアコンサルタントによる相談
窓口を設置。
従業員個人の希望に応じ、将来のキャリアビジョンやプ
ライベートな悩み不安などを対面やメール、オンライン
など様々な形式で気軽に相談ができる。

●ほしのこ保育園

星総合病院敷地内にあ
る認可保育所（定員
110名）で、平日の病児
保育・日曜保育・状況に
より夜間保育も実施。

●星ヶ丘保育園

星ヶ丘病院敷地内にあ
る認可保育所（定員60
名）。自然豊かな環境や
近隣の老人施設との交
流などが特徴です。

年次有給休暇が入職直後から取得できるため、自分
のペースで安心して働くことができ、仕事も私生活も
充実しています。休日は趣味を楽しんだり、資格取得
の試験勉強に取り組んだりと有意義な時間を過ごし
ています。

入職3年目 臨床検査技師

HOSHI GENERAL HOSPITAL 09 HOSHI GENERAL HOSPITAL 10



理事長／星 北斗　職員数／1504名（令和3年12月現在）
沿革／大正14年創設、昭和29年財団法人設立、平成24年公益財団法人認定法 人 概 要 
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消防署

星ヶ丘病院
介護老人保健施設オリオン
星訪問看護ステーション
　　　サテライト星ヶ丘
居宅介護支援事業所星ヶ丘
星ヶ丘保育園

養護老人ホーム
三春町敬老園

三春町立三春病院
星訪問看護ステーション
　　　　サテライト三春

星訪問看護ステーション サテライトしずか

磐越東線

三春町第1保育所

芳賀・小原田地域
包括支援センター
福祉まるごと相談窓口

ほし横塚クリニック
星訪問看護ステーション
星総合病院在宅介護支援センター

三春町第2保育所

17

大町キッズベース

ほしくま児童家庭
支援センター

公益財団法人星総合病院
法人施設のご案内
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たむら市民病院

至二本松市
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ポラリス保健看護学院
ほしのこ保育園

採用情報は
こちら

〒963－8501福島県郡山市向河原町159番1号
TEL 024－983－5511（代）  FAX 024－983－5588 

公益財団法人公益財団法人

HP http://www.hoshipital.jpお問合わせ：総務人事部 星総合病院 検  索検  索検  索

星ヶ丘病院
〒963-0211
福島県郡山市片平町字北三天７
TEL 024-952-6411（代）
FAX 024-952-6643　

星総合病院
〒963-8501
福島県郡山市向河原町159番1号
TEL 024-983-5511（代）
FAX 024-983-5588 

三春町立三春病院
（指定管理）
〒963-7752
福島県田村郡三春町字六升蒔50番地
TEL 0247-62-3131（代）
FAX 0247-62-1128　　

医　療

ほし横塚クリニック
〒963-8803
福島県郡山市横塚2丁目20番36号
TEL 024-956-7778
FAX 024-956-7771

たむら市民病院 
（指定管理）
〒963-4312
福島県田村市船引町
船引字南町通り111番地
TEL 0247-82-1117
FAX 0247-82-1746　

在　宅

星ヶ丘　 〒963-0211　福島県郡山市片平町字北三天７番地  TEL 024-962-1711

しずか　 〒963-0209　福島県郡山市御前南５丁目18番ウエストパークB棟102号  TEL 024-983-6410
三　春　〒963-7752　福島県田村郡三春町字六升蒔50番地の１  TEL 0247-73-8270

介護老人保健施設オリオン
〒963-0211
福島県郡山市片平町字峯三天２
TEL 024-952-6413（代）
FAX 024-961-6157　　

星訪問看護ステーション
〒963-8803  福島県郡山市横塚2丁目20番地36号  TEL 024-956-2322

ほしくま児童家庭支援センター
〒963-8001  福島県郡山市大町二丁目15-2  ハート調剤ビル2F
TEL 024-983-8375

ポラリス保健看護学院
〒963-8801  福島県郡山市向河原町159番7号  TEL 024-983-5010  FAX 024-983-5011 

養護老人ホーム三春町敬老園（指定管理）
〒963-7752
福島県田村郡三春町字六升蒔50番地の１
TEL 0247-62-3618
FAX 0247-62-3659

星ヶ丘保育園 ■定員 60名（地域枠15名）
　 　〒963-0211  福島県郡山市片平町字北三天7-3

TEL 024-951-0788

三春町第1保育所
（指定管理）

■定員 120名
　 　

〒963-7769  福島県田村郡三春町担橋1-4-1
TEL 0247-62-3839

ほしのこ保育園 ■定員 110名（地域枠23名）
　 　〒963-8501  福島県郡山市向河原町159番1号

TEL 024-983-5519

サテライト

介護･福祉

教育・保育

地　域

三春町第2保育所
（指定管理）

■定員 96名
　 　

〒963-7700  福島県田村郡三春町大字貝山字泉沢100-1
TEL 0247-62-2748

星の森保育園 ■定員 150名

〒963-4312  福島県田村市船引町船引字屋頭清水285番地
TEL 0247-61-5581

大町キッズベース
〒963-8001  福島県郡山市大町二丁目3-26  TEL 024-953-5401

星総合病院在宅介護支援センター
〒963-8803  福島県郡山市横塚二丁目20番36号  TEL 024-983-5515

居宅介護支援事業所星ヶ丘
〒963-0211  福島県郡山市片平町字北三天７番地  TEL 024-952-6414

芳賀・小原田地域包括支援センター（業務委託）
〒963-8822  福島県郡山市昭和2丁目17番2号  TEL 024-941-1121

福祉まるごと相談窓口（業務委託）
〒963-8822  福島県郡山市昭和2丁目17番2号  TEL 024-954-3211
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星の森保育園


