
栄養管理科
病院給食業務のご紹介
ー私たちと一緒に働きませんかー

社会医療法人北九州病院



「食」をとおしてすべての人に笑顔を
病院での調理業務は患者さまやご入居者に安全で美味しい食事を提供するお仕
事です。食事は治療の一環であるといわれており、病院給食は患者さまの栄養
状態の維持・改善をサポートする責任とやりがいのあるお仕事です。

正職員の募集です！！
近年は委託が多い病院調理部門ですが、病院給食の役割は重要
だと考える当法人は栄養士、調理師、調理員を職員として募集
しています。職員一人ひとりが安心して働くことができ、とも
に成長できる職場を目指しています。

 1 日の流れ

早出調理職員が出勤、朝食の準備を開始

朝食盛付、配膳車のトレーにセット、内容の確認

患者さまへの朝食提供時刻、昼食の準備

日勤調理職員が出勤、昼食の準備

朝礼、アレルギー対応等の注意事項を周知

患者さまへの昼食提供時刻

早出調理職員が退勤

患者さまへのおやつ提供時刻　※一部の施設のみ

患者さまへの夕食提供時刻

日勤調理職員が退勤

早朝 5時半

午前 7時半ごろ

午前 8時

午前 9時半

午前 10 時

正午

午後 2時 10 分

午後 3時

午後 6時

午後 6時 10 分

※上記は一例です。出勤時刻等は施設により異なります。（1日実働 7時間 40 分）

おおよその時間 内　容
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業務内容

01 02

04

05

06

07
08

まずは手洗い

温度の確認

盛付け

保存食
の採取

器具の清掃

朝　礼
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「食事＝栄養」で患者さまをサポート

常食 糖尿食 腎臓食

 治療食の種類

 アレルギー等の対応について

サバの彩りみぞれ、南瓜のそぼろ煮、
オクラ和え

そぼろ煮の南瓜をなすに変更 魚を半量、焼き→揚げ対応
南瓜煮→豚ミンチなし対応

 減塩食
 糖尿食
 胃潰瘍食
 膵臓食
 腎臓食
 脂質異常症食

 減塩対応：塩分 6ｇ未満 / 日
 炭水化物や脂質の制限等
 消化の悪い食品、刺激物の制限等
 脂肪の多い食品、刺激物の制限等
 タンパク質、カリウム、塩分の制限等
 脂質の制限等

治療食 内　容

アレルギーの症状について…食物の摂取により、じんましんやむくみ、嘔吐や腹痛、
下痢、咳、喘息発作などの症状がでます。重症の場合はショック状態となり、意識
を失います。病院給食ではアレルギーの原因となる食物を除去した食事の提供を行っ
ています。

対応例：卵禁止、乳製品禁止、青魚禁止、小麦禁止、そば禁止等

一口メモ
栄養バランスが整った給食も患者さまに召し上がっていただけなければ栄
養になりません。取り組みとして、栄養士、調理職員等が病棟訪問を行い、
患者さまのご意見をお聞きしています。
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※上記は一例です。提供する食事の種類は施設により異なります。



えんげ

えんげ

形 ( かたち ) 食

粗キザミ
（一口大）

ペースト食 嚥下食

ケア食

 提供するお食事の形態
医師の治療方針に基づき、患者さま一人ひとりの症状や嚥下状態に応じた食事を
提供します。

舌と上顎で押し潰せる程度のやわらかさ
で、口の中でまとまりやすく飲み込みや
すい食事です。

ミキサーにかけペースト状にして、トロ
ミをつけた食事です。

柔らかく調理したものをミキサー等で
ペースト状もしくはゼリー状にした食事
です。食事誤嚥を避け、飲み込みやすい
ように考慮した食事です。
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 行事食等について
入院中の患者さまに四季を感じていただけるよう、季節に応じたお食事とカードを
行事食として提供しています。 楽しみにしてくださる患者さまも多く、調理職員の
腕の見せ所です。

お正月

敬老の日

花見弁当 誕生日ケーキ

クリスマス

節分
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北九州病院では患者さまに安心安全な食事を提供するために、調理職員を対象とした
研修会を年に 5～ 6 回開催しています。また、法人内で衛生管理内部監査を行うこと
で各施設の衛生管理の徹底及び調理職員の質の向上を図っています。

研修会について

研修スケジュール

第 1回　新人育成研修
第 2回　育成・指導力向上研修
第 3回　新人フォローアップ研修

第 4回　衛生管理内部監査について
第 5回　衛生管理内部監査研修
第 6回　調理実習、料理コンクール

新人育成研修
グループワークの様子

料理コンクール

調理実習

新人フォローアップ研修
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先輩の声新卒調理師・調理員の

調理師免許資格を活かしたいと思い、入職しました。入
職当初は何をすればいいか分かりませんでしたが、一つ
ひとつ丁寧に教えてくれました。
入職から 4 年が経ち、仕事の内容も入職した当時よりレ
ベルがあがり、とてもやりがいのある業務となりました。
職場の雰囲気も良く、入職して良かったとあらためて思っ
ています。

調理の仕事に就きたいと思い入職しました。入職後は以
前より野菜を速く切れるようになりました。自分が調理
した料理が美味しいと言われた時にやりがいを感じます。
くじけそうになった時は同期と励まし合って頑張りまし
た。私は調理師免許を持っていませんでしたが、入職 2
年経過後、資格を取得することができました。大変なこ
ともありますが、できることが増えていくと仕事が楽し
いです。

高校時代は機械科でしたが、親が調理師のため自分も調
理に興味を持ち、調理の道に進みたいと思いました。
今は主に盛付けや配膳、切り込み、調理などの業務を行っ
ています。
入職当初は業務を覚えられずつらい時もありましたが、
先輩方が支えてくれました。職場の雰囲気は明るく、先
輩方が気軽に話しかけてくれるのでここに入職してよ
かったです。

兄が調理師として北九州病院に勤務していたので北九州病院に興味がありました。
また、学校に届いた求人票の中で福利厚生が一番よかったので応募しました。シフ
トは早出と遅出があり、早出勤務の時は朝起きるのさえ頑張れば、午後のプライベー
ト時間を有意義に過ごせるのが魅力です。調理場内での仕事は先輩がつきっきりで
指導してくれるので、とても心強く、質問しやすい環境が整っています。失敗して
しまった時は優しくフォローして下さり、分からない事は丁寧に教えてくれます。
入職後は包丁の使い方や味付けが上手になりました。美味しくできた時や、患者さ
まから感想のお手紙を頂いた時はやりがいを感じます。私のように料理があまり得
意ではない人でも、とても働きやすい職場だと思います。ぜひ一緒に働きましょう。
応募お待ちしています！

高校で取得した調理師の資格を活かした仕事に就きたい
と思い、入職を決めました。入職後はたくさんの新入職
員研修があり、他の病院の同期とも交流ができました。
また、カウンセラーの方との面談などもあり、悩みや不
安が少なくて良かったです。今は盛付け、配膳、調理器
具の洗浄、嚥下食の調理、形態の違う食事の調理などを
行っています。食を通して患者さまに貢献できるやりが
いのある仕事です。北九州病院に入職して良かったこと
は、同期に出会えたことです。先輩からは時に厳しく、
時に優しく指導して頂いています。自分が分からないこ
とやミスに対して、親身になって指導してくれる先輩が
いる職場で働くことができてよかったです。

調理師免許を活かしたいと
思い入職しました！

入職二年後に調理師免許を取得しました！

明るい職場です！

北九州総合病院　Tさん（行橋高等学校出身）
調理師　2014 年 4月入職　※入職時は調理員

北九州中央病院　Hさん
（真颯館高等学校出身）

調理員　2020 年 4月入職北九州若杉病院　Nさん
（大和青藍高等学校出身）

調理師　2018 年 4月入職

北九州総合病院　Kさん
（東筑紫学園高等学校出身）

調理師　2021 年 4月入職

北九州宗像中央病院　Mさん（星琳高等学校出身）
調理師　2020 年 4月入職
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調理関係の仕事に興味があった事と福利厚生制度に魅力を感じ入職しました。今は後輩ができて教える立場になったので、
手本になれるように頑張りたいです。職場の皆さんは、とても優しくて働きやすい職場です。覚えることが沢山あり大変
だと感じる事もありますが、患者さまから「美味しい」などの言葉を頂くと、やりがいを感じます。また、念願の調理師
免許も取得できたので、資格を活かしてもっと頑張りたいです。

調理に興味があり、北九州病院のパンフレットを見たことがきっかけで応募しました。
業務は盛付や配膳、嚥下食の調理を行っています。今までできていなかったことができるようになったときにやりがいを
感じます。
職場の雰囲気はとても良いです。先輩方が優しく話しかけてくれますし、とても明るい職場です。学べることがたくさん
あるので入職してよかったです。
大変なこともありますが、とてもやりがいのある仕事です。

北九州湯川病院　Oさん（築上西高等学校出身）
調理員　2021 年 4月入職

北九州八幡東病院の先輩達に
答えてもらいました！

調理師　Ｈさん　2017 年 4月入職（折尾高等学校出身）
※入職時は調理員

入職当初は時間がかかっていた業務もだんだん早くできるようになり、難しい献立も上手に調理できるようになりました。
初めは職場に慣れるか不安でしたが、皆さん優しく、わからないことはわかるまで丁寧に教えてくれます。体力を使いま
すし、覚えることは多いですが、患者さまから「美味しい」「ありがとう」と言っていただいた時は〝もっと美味しい料
理をつくりたい〟と思います。
福利厚生もよく、賞与を初めていただいた時は嬉しかったです。

調理師　Ｋさん　2018 年 4月入職（大和青藍高等学校出身）

調理の仕事に興味があり、その中でも医療に携わることができるということに惹かれ入職しました。
入職当初は盛付けや配膳、流動食の調理を行いました。今は徐々に新しい仕事を覚えて、少しずつ業務が速くできるよう
になり、達成感ややりがいを感じます。ひとり立ちに向けて、先輩が 1対 1で教えてくださるので業務を覚えやすいです。
責任がある仕事ですが、やりがいを感じることができ、調理技術や知識も学ぶことができるため、入職してよかったと思
います。

調理員　Ｋさん　2020 年 4月入職（折尾高等学校出身）

…… …………

以前から給食調理に興味がありましたが、職場見学に参加した際に、患者さまに元気になってもらえる食事をつくりたい
と強く思ったことが入職のきっかけです。
業務は一人ひとりに先輩がついて、丁寧に教えてくれます。今は嚥下食の調理や盛付け、フルーツのカット等の業務を行っ
ています。厳しい中にも温かく見守ってくれる職場です。
入職してよかったと思うことは、コロナ禍でも失業せずに安定して働けることと、患者さまから「美味しい」とメッセー
ジをいただいた時に嬉しくやりがいを感じます。

北九州総合病院　Oさん（北九州調理製菓専門学校出身）
調理師　2020 年 4月入職
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先輩の声新卒栄養士 ( 調理職 )
社会人入職の

患者さまに食を通して、幸せを感じてもらいたいと思い、病院調理職を選びました。大学の先生に北九州病院を紹介してもらっ
たことが入職のきっかけです。
仕事についてはマニュアルが配布され、先輩方が丁寧に教えてくれます。厨房内にもわかりやすい掲示物が各場所にあるので
とても仕事がしやすいです。主な仕事は調理、盛り付け、配膳、食器の準備や経管栄養剤の準備です。同じ仕事でも、入職当
初より効率よく動けるようになり早く作業が終わるようになりました。大変なこともありますが、やりがいも感じます。北九
州病院に入職してよかったことは、研修会でグループ内の同期と話せたことです。グループ内の色々な職場の同期の話を聞け
て、とてもいい経験になりました。

北九州古賀病院　Ｋさん（香蘭女子短期大学出身）
栄養士 ( 調理職 )　2021 年 4月入職

短大で臨床栄養の分野に興味を持ち、病院の実習に行っ
た際に、食事を楽しみにしている患者さまの様子を見て、
治療の一環である食事を通じてサポートしていきたいと
思い入職しました。今は食事の盛付けや配膳、野菜の切
り込み、調理などの業務を行っています。入職したての
頃はわからないことが多く不安に感じることもありまし
たが、一人でできなかったことが今はできるようになり、
やりがいを感じています。患者さまに安全で安心な食事
を提供するために、衛生面について学ぶことが多く、日
常生活でも役立っています。職場の雰囲気は明るく、わ
からないことは先輩方がフォローしてくださるので安心
して働くことができると思います。

入職から 3 年経過し、後輩ができました。今まではフォ
ローしてもらっていたことを今度は自分がフォローする
立場になり、自覚や責任感を持つようになりました。い
まだに先輩方に助けてもらうことが多いですが、入職当
初に比べ自ら考えて行動することができるようになった
と思います。職員寮は病院から近く、診療費補助制度な
ど福利厚生はいいと思います。入職してよかったことは、
本部での研修があり、調理職員としての技術や知識を学
ぶ機会があることと、メンタル面でのサポートがしっか
りしているところです。入職時は慣れない場所で覚える
ことも多く大変ですが、先輩方がフォローしてくださる
ので働きやすいと思います。

北九州中央病院　Tさん
（東筑紫短期大学出身）

栄養士 ( 調理職 )　2019 年 4月入職

北九州宗像中央病院　Mさん
（東筑紫短期大学出身）

栄養士 ( 調理職 )　2019 年 4月入職
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入職のきっかけは求人広告で午後のパート勤務でした。調理はなく、調理器具の洗い物、盛付けだったので、免許や経験の
ない私でもできるかなと思ったのと、面接時の職場の雰囲気が明るく良い印象だったので入職を決めました。その後職員の
方が退職され空きができた時に声をかけられ、早出や仕事内容などに不安はありましたが、子供の学費などお金がかかる時
だったので、ボーナスや退職金制度に魅力を感じ、職員として働かせてもらうことになりました。
入職後は料理のレパートリーが増え、調理時間の使い方がうまくなりました。自分なりに工夫してうまくできた時は自分の
中で小さくガッツポーズをしています。患者さまから「美味しかった」とお手紙をいただいた時はとても嬉しいです。くじ
けそうなときは上司や同僚に相談しています。皆さん娘くらいの年ですが、話を聞いてくれアドバイスをくれ、新しい発見
があります。
調理師資格については 2回落ちましたが、入職して 6年目に取得できました。問題集を解いたことと、実践が役立ちました。
取得できた時は嬉しかったです。また、自信が持てるようになりました。
病院調理職は、早出があり、年末年始やお盆など長期休暇が取りにくい面もありますが、有休があり、福利厚生がしっかり
していて安定した収入があります。仕事の内容もマニュアルがあり、できるまでしっかり指導していただけるので働きやす
いと思います。厨房はオール電化で、衛生的で明るいです。今は定年退職し、嘱託として勤務しています。

北九州中央病院　Hさん
調理師　2005 年入職　※入職時は調理員

入職後に資格を取得、家事と育児、仕事を両立しています。

入職のきっかけは安定した収入 ( 固定給や手当、賞与 ) や福利厚生に魅力を感じたことでした。販売職からの転職、入職後
に調理師資格を取得しました。段々とできる業務が増えてきて、周囲と協力しながらスムーズに仕事ができた時は達成感が
生まれます。病気で入院している患者さまが食事を通して元気に回復されることを願いつつ調理をしています。患者さまか
らの〝美味しかった〟〝完食しました〟という言葉やお手紙が励みになっています。
調理師資格取得については働きながら独学で勉強する自信がなかったので、マイテクセンターに通い資格を取得しました。
資格や経験がなくても仕事を通じて学び、経験し、資格を取得することができました。

北九州総合病院　Hさん
調理師・主任　2003 年入職　※入職時は調理員

未経験、無資格からのスタート、今は調理師でみんなのまとめ役です！

知人からの紹介がきっかけで入職しました。
最初はできないことが多く、思ったように仕事ができず、悔しい気持ちでいっぱいになることもありましたが、徐々に仕事
に慣れ、専門的な知識が身につきました。
入職から 2年を過ぎた頃、調理師免許に挑戦することにしました。周りの協力もあり、無事取得することができました。
全く違う職種から転職しましたが、やってできないことはないと思いますので、チャレンジしてみてください！

北九州安部山公園病院　Hさん
調理師　2008 年入職　※入職時は調理員

全く違う職種からの転職、入職 2年経過後に調理師免許を取得！

若いときに取得した調理師免許を活かして、人の役に立てる仕事がしたいと思い入職しました。入職後は調理だけでなく、
衛生管理や病気のこと、アレルギーなどの知識が身につき、日常生活で役立っています。職場は 10 代の若者から 60 代の男
女が活躍しています。職員同士の仲が良く、和気あいあいとして働きやすいです。ほとんどの職員は未経験者でした。未経
験でも無理なく仕事を覚えられるように、支援体制が整っているので安心です。
仕事を探されている方、転職を考えている方、病院給食調理に興味をお持ちの方、まずは話だけでも聞いてみませんか？
栄養管理科スタッフ一同お待ちしています！

北九州宗像中央病院　Mさん
調理師　2011 年入職

明るい職場です！まずは見学にいらっしゃいませんか？
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賃金及び福利厚生について

休暇制度等

働きやすい職場づくり

休　日

休業等

年間106日（2020年度）、年末年始（5日間）、夏季休暇（3日間）、
慶弔休暇（結婚、服喪等）、年次有給休暇、等

育児休業、介護休業、看護休暇、介護休暇、短時間勤務（育児）、
労働時間の繰上げ・繰下げ、等

月収例

上記に加え支給される手当

賞　与

3年目モデル年収　※月例給＋賞与

早朝勤務手当

早朝通勤加算手当

早朝勤務1日につき1,700円

早朝勤務時のタクシー利用等の負担補助
1回上限1,000円または実費の40％のいずれか高い方

調理師・栄養士 ( 調理職 )
調理員（免許なし）

初任給（新卒）
157,950 円
154,950 円

調理師・栄養士 (調理職 )
調理員（免許なし）

2,593,245 円
2,537,205 円

（基本給＋資格給＋職種手当＋食品衛生管理業務手当＋住宅手当）
※1年に1回昇給　※職種手当は有資格者のみ
※ほか、扶養手当、通勤手当（上限5万円）

〈基本給＋資格給〉×4.7ヵ月分（近年の実績）
※採用初年度は別途定める

当法人では職員の生活と仕事の両立（ワーク・ライフ・バランス）を実現できるように様々な取り組みを行っています。

女性活躍推進法「えるぼし（3つ星）」の認定取得
→女性が活躍できる職場づくりを確保

福岡県「子育て応援宣言」に登録
→子育てをしながら働くことが出来る環境づくり

「健康経営優良法人」の認定取得
→職員の健康づくりを支援

賃　金

働き方
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福利厚生

制度と内容

退職金
勤続3年以上の職員に定年時・退職時に退職金を支給

診療費等補助
職員（一部ご家族）がグループ病院を受診する場合
診療費を半額補助

レクリエーション費補助
職場の親睦を図るための行事に対する補助

職員ローン、教育ローン
提携金融機関のローンを優遇金利で利用可能

永年勤続表彰
勤続10年・25年時に表彰を行い、その年数に応じて
報奨金と記念品の贈呈、および特別休暇を付与

提携不動産会社の優待
対象業者利用時に敷金減額・あっせん手数料の割引等

慶弔金支給
職員の結婚・出産・服喪等に該当する場合支給

各種セミナー
子育て応援セミナー、セカンドライフセミナー等開催

ベネフィット・ステーション
会員制福利厚生サービスにより各種特典が受けられる
URL・・・https://www.benefit-one.co.jp/

寮・社宅
希望に応じて、法人が契約する寮・社宅に入居が可能

PET 健診料補助
西日本産業衛生会のPET健診料を20%割引および
60,000円を補助

企業年金
厚生年金とは別の年金制度
法人が掛け金を負担

※それぞれの制度の適用には条件がありますので、ご注意ください。

寮の参考写真　※写真は一例です。

親から独立したいと思い、一人暮らしを始めました。寮
から勤務地までは近く、歩いて数分の距離です。また、
近くにコンビニが 3店舗あるので何かと便利です。

入職してしばらく経ち、仕事にも慣れ自立しようと考え
ていたところ、職場で寮(マンション)入居の募集があり、
一人暮らしを決めました。部屋はトイレと浴室が別々に
なっているので快適です。職場まで徒歩数分、家賃補助
もあり助かっています。

入寮者の声
北九州湯川病院　Dさん

調理師　2017 年入職（真颯館高等学校出身）

北九州中央病院　Tさん
調理師　2011 年入職（北九州調理製菓専門学校出身）

社会保険・労働保険
健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、
労災保険
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施設のご紹介
質の高い医療サービスを通じて、地域の皆さまの健康づくり、幸せづくりを目指していきます。

内科、神経内科、リハビリテーション科

420床
〒805-0071 北九州市八幡東区東田一丁目４番３号
ＴＥＬ 093-661-5915　ＦＡＸ 093-661-5945

北九州八幡東病院／北九州八幡東病院介護医療院

北九州八幡東病院介護医療院／定員60名

360床
〒802-8517 北九州市小倉北区東城野町１番１号
ＴＥＬ 093-921-0560　ＦＡＸ 093-922-7208
内科､呼吸器内科､消化器内科､循環器内科､血液内科､糖尿病内科、リウマチ科、人工透析内科、
心療内科、放射線治療科、放射線診断科、外科、呼吸器外科､消化器外科、乳腺外科、胸部外科、
整形外科、脳神経外科、形成外科､耳鼻咽喉科、頭頸部外科、泌尿器科、産科、婦人科、小児科、
救急科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科、臨床検査科 

内科、循環器内科、消化器内科、リハビリテーション科

300床
〒802-0084 北九州市小倉北区香春口一丁目１３番１号
ＴＥＬ 093-931-1085　ＦＡＸ 093-931-1249

北九州中央病院

内科、リハビリテーション科

内科、消化器内科、循環器内科、リハビリテーション科、
各種健康診断、人間ドック（日帰り・宿泊）

222床
〒800-0257 北九州市小倉南区湯川五丁目１０番１０号
ＴＥＬ 093-923-8833　ＦＡＸ 093-923-8834

197床
〒802-0022 北九州市小倉北区上富野三丁目１９番１号
ＴＥＬ 093-511-7381　ＦＡＸ 093-511-7386

北九州湯川病院／北九州湯川病院介護医療院

北九州小倉病院

北九州湯川病院介護医療院／定員96名

北九州総合病院（救命救急センター併設）
臨床研修病院／災害拠点病院
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北九州若杉病院介護医療院／60名

内科、呼吸器内科、リハビリテーション科

内科、呼吸器内科、精神科、リハビリテーション科、神経内科

236床
〒811-3406 宗像市稲元二丁目２番５号
ＴＥＬ 0940-35-7788　ＦＡＸ 0940-35-7733

474床
〒811-3113 古賀市千鳥二丁目１２番１号
ＴＥＬ 092-942-4131　ＦＡＸ 092-943-9622

北九州宗像中央病院

北九州古賀病院／北九州古賀病院介護医療院

内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、
リハビリテーション科、リウマチ科

237床
〒811-2416 糟屋郡篠栗町大字田中２７５番地
ＴＥＬ 092-947-0511　ＦＡＸ 092-947-1552

北九州若杉病院／北九州若杉病院介護医療院

北九州古賀病院介護医療院／定員120名

定員80名
〒800-0207 北九州市小倉南区沼緑町四丁目２２番１号
ＴＥＬ 093-474-5688　ＦＡＸ 093-474-1371

介護付有料老人ホーム ぬまみどり

160床
〒800-0257 北九州市小倉南区大字湯川１３９番地の２１
ＴＥＬ 093-475-6262　ＦＡＸ 093-475-8810
内科、リハビリテーション科
＜介護老人保健施設 あけぼの苑＞
〒800-0257 北九州市小倉南区大字湯川１３９番地の２１
ＴＥＬ 093-475-6000　ＦＡＸ 093-475-8820
入所（定員85名）、ショートステイ、通所リハビリテーション

北九州安部山公園病院
介護老人保健施設 あけぼの苑

サービス付き高齢者向け住宅登録
（予防介護）特定施設入居者生活介護
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