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薬剤師（1年目）

　1984年、サンコー調剤薬局からスター

ト。「地域社会の医療、健康増進に貢献す

る」「人間的成長を求め続け高度な見識を

探求する」「生きがいのある誇りを持てる

職場づくりを構築する」を企業理念にして

いる。調剤薬局の枠にとらわれず、病気に

なる前から相談に来てもらいやすいサー

ビス開発や、コミュニティー機能を持つ空

間づくりと親身なサービスで、地域社会に

おけるつながりの場をつくり、「健康」に関

するすべてのことに対して地域に貢献し

続けている。自分らしい関わり方を実践で

きる職場環境と、研修制度やキャリア支援

の充実さ、幅広い事業展開から社員の興味

やスキルを磨くことができる「職場」とし

ての魅力が地元に愛され続けている。

社員が社会や患者様へ
自分らしい関わり方ができる

＃薬剤師 ＃メディカルスタッフ（薬局事務） ＃管理栄養士 ＃イベント企画 
＃アロマセラピスト ＃ダイエットインストラクター＃ネット販売 ＃商品開発

どのような職種がありますか？

南 啓介 さん

薬剤師、管理栄養士、メディカルスタッフがアットホーム
にワイワイとアイデアを出し合い、楽しい雰囲気が作ら
れています。ひとりひとりがプロフェッショナル。得意分
野と誇りを持ち皆が活躍できる職場です。 

気軽に立ち寄れる地域の健康サポート薬局として、より
当店を知ってもらいたいとスタッフで健康イベントを企
画。以前より薬以外の食事や健康の相談、子どもの栄養
相談にと来局されるお客様が増えました。

　就職を機に今年から美馬市で一人暮らしを始めました。と

ても落ち着き住みやすい町だと実感しています。また、職場

環境にも恵まれ、先輩方に優しく指導いただいています。

研修や、主催するイベントなどにもこれから関わっていける

のがとても楽しみです。患者様からは相談されやすく、話や

すいように笑顔を心がけています。今後も、薬のこと以外で

もなんでも気軽に相談に来てもらえるような存在になって

いくことが目標です。

何でも気軽に
相談に来てくれる存在になりたい

教えて先輩！

みまっこ子育て応援企業認定

求人情報
◆代表者名／三好 博子 ◆従業員数／52名
◆資本金／600万円 ◆創業／昭和59年
◆所在地／本社：美馬市脇町大字脇町714-1
◆TEL／0883-53-2375
◆業務内容
　①薬剤師 ②メディカルスタッフ ③管理栄養士
◆就業時間／9：00～18：00を基本としたシフト勤務
◆休日／年間110日、各店舗で勤務表自由設計
◆給与／①基本給23万＋手当５万以上
　　　　②大卒 基本給17万円
　　　　③大卒 基本給17万円＋手当１万以上
◆昇給・賞与など／・資格・時間外・通勤
　　　　　　　　  ・住宅・職務・調整の各種手当
◆福利厚生／社員旅行、社内懇親会費の支給、冠婚葬
祭金の支給、年1週間程度の連続休暇、勤続表彰、育
児・介護サポート、各種保険、年次有給休暇・慶忌、看
護、介護、特別休暇 等
◆研修制度／新卒研修、専門性研修、
　　　　　　社会人スキル研修、管理職研修
◆育児休業実績／過去５年８名
◆採用実績／2019年度9名

QRから
企業動画を

見よう！

健康に関するあらゆる面で地域貢献

スタッフ（10年目）

　医療法人芳越会は、地域の皆様が

安心して暮らせるように、災害医

療、在宅医療、訪問介護、通所介護と

いった地域に根付いた医療・介護を

提供している。母体となるホウエツ

病院は、美馬市の唯一の急性期病院

の機能を果たしている。

　急性期病院とは、病気が発生し急

激に健康が失われた状態をいい、急

性疾患、重症患者の治療を24時間

体制で行い、そして回復期に対応す

るという、地域にとっては必要不可

欠な存在である。

　誰もが安心して暮らせるよう、法

人内のどの職種も「地域医療の砦」と

しての使命感をもって働いている。

地域医療の使命を果たす

片山 一恵 さん

医療法人 芳越会

求人情報
◆代表者名（理事長）／林 秀樹　◆従業員数／263名
◆資本金／7,000万円　◆創業／昭和63年
◆所在地／美馬市脇町大字脇町340番地
◆TEL／0883-52-1001 FAX／0883-53-0337
◆業務内容／救急医療から在宅支援まで、医療と介護を兼ね
　備えた複合的組織です。地域の方々とのつながりを大切によ
　り良い医療・介護の提供をモットーに働きやすい職場づくり
　も重視しています。
◆就業時間／①看護師 ②看護補助者 ③介護福祉士（介護職員）
① 8：30～17：30、16：30～1：00、7：00～16：00、8：00～17：00
② 8：30～17：30、7：00～16：00、9：30～18：30
③ 8：30～17：30、7：00～16：00、9：30～18：30、17：00～9：00
◆休日／月9日間の休日（ただし、2月のみ8日間）、
　年間107日、変形労働時間制
◆給与／①208,000円～　②③153,000円～
　資格手当、福利手当含む、夜勤手当含まず
◆賞与／年2回（7月・12月）
◆福利厚生／健康・厚生・雇用・労災完備退職金制度あり（勤続
　3年以上）単身用寮を完備、就学前幼児対応院内託児所完備
◆その他／子の看護休暇、介護休業、産前産後休業、
　育児休業、短時間勤務制度あり

ホームページ
https://www.houetsu.com

　私は医療資格者ではありませんが、病院の一スタッ

フとして、患者さんと直接接することができる今の仕

事にとてもやりがいを感じています。医師、看護師等

が診療に専念できるように支援する業務も医療を支

える大切な仕事です。医療資格がなくても、働きなが

ら資格を取得する制度もあります。是非、私たちと一

緒に働きませんか？

医療資格がなくても
働くことができる環境です！

教えて先輩！

みまっこ子育て応援企業認定 徳島県はぐくみ支援企業認定

～地域医療の砦として、救急医療から介護事業まで、
　　　　　　　　地域に寄り添う医療・介護を提供～

＃看護補助者 ＃医師事務作業補助者 ＃ケアワーカー
＃受付会計 ＃管理事務 ＃資材管理事務 ＃経理事務等

どのような職種がありますか？

看護補助・・・看護師を助ける大切なパートナー。
医療資格は問いません！

介護福祉士・・・病院職員と同等の待遇で働ける
だけでなく、スキルアップも！医療資格なし、未経
験者大歓迎！

看護師・・・救急、回復、在宅、訪問まで、看護師が
重要な役割を果たしている。

有限会社 サンコーファーマシー癒
す

4140



癒
す

薬剤師（1年目）

　1984年、サンコー調剤薬局からスター

ト。「地域社会の医療、健康増進に貢献す

る」「人間的成長を求め続け高度な見識を

探求する」「生きがいのある誇りを持てる

職場づくりを構築する」を企業理念にして

いる。調剤薬局の枠にとらわれず、病気に

なる前から相談に来てもらいやすいサー

ビス開発や、コミュニティー機能を持つ空

間づくりと親身なサービスで、地域社会に

おけるつながりの場をつくり、「健康」に関

するすべてのことに対して地域に貢献し

続けている。自分らしい関わり方を実践で

きる職場環境と、研修制度やキャリア支援

の充実さ、幅広い事業展開から社員の興味

やスキルを磨くことができる「職場」とし

ての魅力が地元に愛され続けている。

社員が社会や患者様へ
自分らしい関わり方ができる

＃薬剤師 ＃メディカルスタッフ（薬局事務） ＃管理栄養士 ＃イベント企画 
＃アロマセラピスト ＃ダイエットインストラクター＃ネット販売 ＃商品開発

どのような職種がありますか？

南 啓介 さん

薬剤師、管理栄養士、メディカルスタッフがアットホーム
にワイワイとアイデアを出し合い、楽しい雰囲気が作ら
れています。ひとりひとりがプロフェッショナル。得意分
野と誇りを持ち皆が活躍できる職場です。 

気軽に立ち寄れる地域の健康サポート薬局として、より
当店を知ってもらいたいとスタッフで健康イベントを企
画。以前より薬以外の食事や健康の相談、子どもの栄養
相談にと来局されるお客様が増えました。

　就職を機に今年から美馬市で一人暮らしを始めました。と

ても落ち着き住みやすい町だと実感しています。また、職場

環境にも恵まれ、先輩方に優しく指導いただいています。

研修や、主催するイベントなどにもこれから関わっていける

のがとても楽しみです。患者様からは相談されやすく、話や

すいように笑顔を心がけています。今後も、薬のこと以外で

もなんでも気軽に相談に来てもらえるような存在になって

いくことが目標です。

何でも気軽に
相談に来てくれる存在になりたい

教えて先輩！

みまっこ子育て応援企業認定

求人情報
◆代表者名／三好 博子 ◆従業員数／52名
◆資本金／600万円 ◆創業／昭和59年
◆所在地／本社：美馬市脇町大字脇町714-1
◆TEL／0883-53-2375
◆業務内容
　①薬剤師 ②メディカルスタッフ ③管理栄養士
◆就業時間／9：00～18：00を基本としたシフト勤務
◆休日／年間110日、各店舗で勤務表自由設計
◆給与／①基本給23万＋手当５万以上
　　　　②大卒 基本給17万円
　　　　③大卒 基本給17万円＋手当１万以上
◆昇給・賞与など／・資格・時間外・通勤
　　　　　　　　  ・住宅・職務・調整の各種手当
◆福利厚生／社員旅行、社内懇親会費の支給、冠婚葬
祭金の支給、年1週間程度の連続休暇、勤続表彰、育
児・介護サポート、各種保険、年次有給休暇・慶忌、看
護、介護、特別休暇 等
◆研修制度／新卒研修、専門性研修、
　　　　　　社会人スキル研修、管理職研修
◆育児休業実績／過去５年８名
◆採用実績／2019年度9名

QRから
企業動画を

見よう！

健康に関するあらゆる面で地域貢献

スタッフ（10年目）

　医療法人芳越会は、地域の皆様が

安心して暮らせるように、災害医

療、在宅医療、訪問介護、通所介護と

いった地域に根付いた医療・介護を

提供している。母体となるホウエツ

病院は、美馬市の唯一の急性期病院

の機能を果たしている。

　急性期病院とは、病気が発生し急

激に健康が失われた状態をいい、急

性疾患、重症患者の治療を24時間

体制で行い、そして回復期に対応す

るという、地域にとっては必要不可

欠な存在である。

　誰もが安心して暮らせるよう、法

人内のどの職種も「地域医療の砦」と

しての使命感をもって働いている。

地域医療の使命を果たす

片山 一恵 さん

医療法人 芳越会

求人情報
◆代表者名（理事長）／林 秀樹　◆従業員数／263名
◆資本金／7,000万円　◆創業／昭和63年
◆所在地／美馬市脇町大字脇町340番地
◆TEL／0883-52-1001 FAX／0883-53-0337
◆業務内容／救急医療から在宅支援まで、医療と介護を兼ね
　備えた複合的組織です。地域の方々とのつながりを大切によ
　り良い医療・介護の提供をモットーに働きやすい職場づくり
　も重視しています。
◆就業時間／①看護師 ②看護補助者 ③介護福祉士（介護職員）
① 8：30～17：30、16：30～1：00、7：00～16：00、8：00～17：00
② 8：30～17：30、7：00～16：00、9：30～18：30
③ 8：30～17：30、7：00～16：00、9：30～18：30、17：00～9：00
◆休日／月9日間の休日（ただし、2月のみ8日間）、
　年間107日、変形労働時間制
◆給与／①208,000円～　②③153,000円～
　資格手当、福利手当含む、夜勤手当含まず
◆賞与／年2回（7月・12月）
◆福利厚生／健康・厚生・雇用・労災完備退職金制度あり（勤続
　3年以上）単身用寮を完備、就学前幼児対応院内託児所完備
◆その他／子の看護休暇、介護休業、産前産後休業、
　育児休業、短時間勤務制度あり

ホームページ
https://www.houetsu.com

　私は医療資格者ではありませんが、病院の一スタッ

フとして、患者さんと直接接することができる今の仕

事にとてもやりがいを感じています。医師、看護師等

が診療に専念できるように支援する業務も医療を支

える大切な仕事です。医療資格がなくても、働きなが

ら資格を取得する制度もあります。是非、私たちと一

緒に働きませんか？

医療資格がなくても
働くことができる環境です！

教えて先輩！

みまっこ子育て応援企業認定 徳島県はぐくみ支援企業認定

～地域医療の砦として、救急医療から介護事業まで、
　　　　　　　　地域に寄り添う医療・介護を提供～

＃看護補助者 ＃医師事務作業補助者 ＃ケアワーカー
＃受付会計 ＃管理事務 ＃資材管理事務 ＃経理事務等

どのような職種がありますか？

看護補助・・・看護師を助ける大切なパートナー。
医療資格は問いません！

介護福祉士・・・病院職員と同等の待遇で働ける
だけでなく、スキルアップも！医療資格なし、未経
験者大歓迎！

看護師・・・救急、回復、在宅、訪問まで、看護師が
重要な役割を果たしている。

有限会社 サンコーファーマシー癒
す

4140



ほそかわ歯科クリニック癒
す

ホームページ
http://hosokawa-dental-clinic.jp/

患者様の健康増進と生きがいに
　　　貢献できる歯科医院を目指し

求人情報
◆代表者名／細川 恵一  ◆従業員数／12人

◆創業／2012年10月

◆所在地／美馬市脇町大字猪尻字若宮南139-2

◆TEL／0883-53-8211 FAX／0883-53-8202

◆業務内容／歯科医療 

　　　　　　（パート勤務可：ご相談下さい）

◆就業時間／9：00～13：00 15：00～18：00

◆休日／日・祝日

◆給与／ご相談下さい。

◆昇給・賞与など／昇給：年1回 賞与：年2回予定

◆福利厚生／厚生年金、雇用保険、

　　　　　　歯科医師国保（勤務時間週30時

　　　　　　間以内であればパート勤務の方

　　　　　　も加入可能）

　待合室はゆったりリラックスできる空間

で、心地いい音楽。そして、DVDからは「歯

と身体の健康」に関する情報が流れている。

　ほそかわ歯科クリニックの治療方針で

一番大事にしていることは、治療説明。

　現状や原因を分かりやすく説明し、治療

方法を患者様と相談しながら進めていく。

　一般歯科診療から口腔外科（内科）治

療、矯正、訪問歯科、ホワイトニングなど…

幅広い年齢層に支持が大きいのは、地元

美馬市から大学のために県外へ出た細川

院長が「支えてくれた地元にお役に立てる

ようになりたい！」という意志のもと地元

で開院した。優しく丁寧な対応であるのも

要因である。あらゆるニーズに応えたり、

予防歯科を推進したり、健康増進のための

情報発信に力を入れている。

　すべては、患者様に生涯自分の歯で食事

を楽しんでもらいたいとの願いからである。

受付は、患者様がいつでも相談できるよう、歯ブ
ラシや歯磨剤の事についても共有。

健康ライフをサポート

林 佐帆 さん （左） 歯科受付（1年目）

池森 瑞稀 さん （右） 歯科衛生士（1年目）

患者様の健康維持にスタッフ一同常に意識し、
努力を怠らない。

診療台ごとにパーテーションを設置。換気、検温
やアルコール消毒も行い、感染対策もしっかり
行っている。

教えて先輩！

＃歯科医師 ＃歯科衛生士 ＃受付 ＃助手
どのような職種がありますか？

　入社当初はいろいろ分からないこともあ

りましたが、スタッフの皆さんが優しく教え

てくださり助かりました。当スタッフの年齢

層も幅広く、社会人として成長できる良い環

境です。たくさんの患者様に歯の健康維持の

大切さを治療を通じて伝えていきたいです。

今後も社会貢献、今日も患者様一人一人のた

めに頑張ります！

成長を重ねて
患者様のお役に立ちたい

暮
ら
し

株式会社
オオサカLIXILリフォームショップライファ脇町

求人情報

(株)オオサカ LIXIL事業部

◆代表者名／逢坂 伸司

◆従業員数／5名　

◆資本金／1,000万円

◆創業／2001年11月

◆所在地／美馬市脇町大字猪尻字建神社下南182-1

◆TEL／0883-55-0596  FAX／0883-55-0597

◆業務内容／住宅リフォーム一般

◆就業時間／8：30～19：00

◆休日／日曜日

◆給与／会社規定による

◆昇給・賞与など／会社規定による

ホームページ
http://lifa-wa.com/

　私が入社して早10年が経ち、建築に携わって20年になりまし

た。リフォームと言いましてもトイレ等の水廻り工事や屋根、外壁

工事又はエクステリア工事など多岐に渡り、新築工事とは異なっ

た難しさがあると感じております。一人のお客様に対して営業、現

場管理、アフターメンテナンスまで一人で行う事で、コミュニケー

ションを図り、リフォームに伴う負担を少しでも和らげる努力を

しております。そうする事で「また次の工事もライファ脇町にお願

いしよう」と言われる様に精一杯頑張ろうと思います。

お客様が安心できる提案を伝える

営業職（10年目）

　キッチンやお風呂などのディスプレイ

が併設されている明るい店内では、営業中

もアットホームな空気が流れる。

　その理由は顧客との距離の近さにある

のかも知れない。営業から施工、アフターメ

ンテナンスまでを同じ担当者が受け持つと

いう密なコニュニケーションのスタイルで、

顧客の不安を軽減するよう努めている。

　その結果、来店する5人に２人は知人の

紹介という紹介率の高さが実現しており、

今まで請け負ってきたリフォームの満足度

の高さがうかがえる。

　「リフォームの仕事は、言わばお客様の

住まいの夢を叶えるお手伝いです。

　お家が今までより快適になったり安全

になったり心地よくなったりと、お客様の

暮らしのクオリティを格段に上げることが

できます。」と語る店長からの言葉からは、

お客様への思いやりが溢れている。

素敵な生活をイメージさせる店内のアイランド
キッチンのディスプレイ。

お客様の理想を現実へ...

＃リフォームアドバイザー ＃ショップアシスタント
＃空間デザイナー ＃リフォームエンジニア

どのような職種がありますか？

吉本 雅也 さん

中四国リフォームコンテストで入賞。 リフォームでおしゃれに生まれ変わったお客様
のお庭。

教えて先輩！

リフォームで
お客様の夢をかなえるお手伝い

みまっこ子育て応援企業認定
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