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 ★目次の出し方★ 

 ここをクリックすると 

”目次”ページが表示されます 

★就職ガイドの見かた★ 

閲覧希望施設の文字上にマウス表示を移動し

ます。手のひらマークが現れますのでクリック

してください。 

★ホームページの見かた ① ★ 

ホームページがある施設のアイコンです。アイ

コンの上にマウス表示を移動すると手のひらマ

ークが現れますのでクリックしてください。 

（インターネット接続時のみ閲覧可能です） 

 ★ホームページの見かた ② ★ 

セキュリティ上、ホームページの信頼許可

の問い合わせが表示されます。”許可”する

ことでホームページへ接続されます 





『中小医療機関就職ガイド』 
の発行にあたり 

 
埼玉県医師会長 

金井 忠男 
 
 「中小医療機関就職ガイド」DVD 版の発行にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 
 埼玉県医師会では、「看護師・准看護師問題検討委員会」を立ち上げ、看護職員不

足解消、埼玉県内の医療機関における質の高い看護職員の就労促進等について検討

して参りました。そして、看護職員不足や埼玉県内医療機関で資質の高い看護職員の

就労を確かなものにするため、本年も事業を実施しております。 
 就職ガイドは例年、冊子で発刊しておりましたが、時代のニーズに合わせ、DVD
で発行し、パソコンで閲覧する方法へと変更させていただきました。是非、多くの看

護職員を目指す皆様にご利用頂きたいと思います。 
 さて、埼玉県は、全国で最も早いスピードで高齢化が進んでおり、在宅医療や訪問

看護などの需要も更に高まることが見込まれています。地域医療を守るためには、看

護師確保は医師確保とともに喫緊の最重要課題となっております。しかしながら、対

人口比医師数、看護師数が全国で最も少ないとされており、看護師の従事者数は需要

数に達しておらず、慢性的に看護師不足は続いております。特に中小医療機関（200
床未満）では看護師不足が深刻であります。看護師・准看護師の皆様には、730 万県

民のため、県内医療現場でご活躍頂くことを切に願っております。 
 また、潜在看護師は現在全国で 71 万人と推計されております。現場を離れて期間

が空くと、医療技術の進歩や技術面に不安があり、復職を躊躇される方も多いと思い

ます。潜在看護師の復職支援に力を入れる医療機関が増えている今こそ、しっかりと

した研修体制の下、再度医療現場に戻られ力を発揮される方が増える事を期待して

おります。 
 埼玉県医師会は、看護職員等に関わる諸問題が大変重要であると認識しており、今

後も全力で取り組んで参ります。関係する皆様には、多くのご支援とご協力を頂くこ

とになると存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 
 

平成 29 年 10 月 
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基本理念 
未来を担うこども達の健全な成育を願い皆様から親しまれる病院として 

安全で質の高い医療を提供し、明るい明日の小児科を目指します。 

 

 
 
 
《募集要項》 
募集職種：看護師、看護補助、薬剤師、診療放射線技師  《問い合わせ》 
選考方法：書類選考、面接               ・住所：〒346-0003 
勤務体制：２交代制（看護師・看護補助）、日勤       久喜市久喜中央 3-1-10 
給  与：当院給与規定による             ・電話番号：0480-21-0766（代表）    

昇  給：年１回                   ・ＦＡＸ  ：0480-21-2230 
賞  与：年２回（７月、１２月）                      ・担当  ：総務人事課 新島 
休  日：年１０５日、誕生日休暇１日           ・E-mail  ：mniijima@tsuchiya.or.jp      
応募方法：随時受付                  ・HP    ：http://www.tsuchiya.or.jp 
お気軽にお電話、もしくはメールにてお問合せ       
ください。                  交通アクセス 

       ＪＲ宇都宮・東武伊勢崎久喜駅西口より徒  
              歩５分                     
       東北自動車道久喜インターより栗橋方面へ 

県道さいたま栗橋線久喜入り口右折、信号 
５つ目右折約１５０ｍ直進 

 
 

 

ご 案 内 図 

概要 

名称    医療法人 土屋小児病院 

      Tsuchiya Children’s Hospital 

所在地   〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央 3-1-10 

電話    0480-21-0766 

創立年月日 1964 年 9 月 1 日 

新病院開院年月日 2012 年 7 月 1 日 

病床数   40 床 (内 5 床感染症用) 7：1 看護 

施設規模  構造 鉄骨造      敷地面積 1825 m2 

      延床面積 3204m2   階数 地上 4 階 

武蔵野銀行

久喜駅
JR,東武線

西口セブンイレブン

マクドナルド

有料駐車場

土屋小児病院
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医療法人研整会 松田整形外科 

 

 

 
【当院は地域の健康増進に寄与する為、 

以下の事をモットーとしております。】 
 

①整形外科疾患、特に脊椎の病気に関して手術を 

含めた治療法により患者様の痛みをとり、健康の 

増進をはかります。 
 

 

②リハビリ及び内科的な病気及び在宅医療に関し 

ても、積極的に当院でできる治療を推し進めて 

いきます。 
 
③地域に貢献しつつ職員の生活向上の為 

福利厚生の充実に努めます。 
 
④職員が生きがいを持って仕事をし 

幸せな人生を築けるようサポートします。 

 仕事に遊びに全力投球をモットーとしています。 

 

【概要】 

＊開設/ 平成 13 年 12 月 1 日 
 
＊院長/ 松田 繁三 
 
＊診療科目/ 整形外科・リハビリテーション科 

     ・リウマチ科・外科・内科・皮膚科 
 
＊診療時間  

  月～金 土 

ＡＭ ９：００～１２：３０ 
９：００～１７：００ 

ＰＭ １４：００～１８：００ 

 
＊スタッフ数/ 48 名 
 
＊病床数/ 18 床 

 

【募集要項】 

＊募集職種/ 正社員: 看護師・准看護師 

     パート: 看護師・准看護師・看護助手 
 
＊勤務体制/ 正社員: 週 40 時間のシフト制 

パート: 曜日・時間応相談 
 
＊休日/ 月 9 日休み（年間 107 日）、有給休暇 

※パートは勤務シフトによる 
 
＊待遇/ 正社員: 各種保険加入、退職金制度・賞与有 

正社員・パート: 昇給有、制服貸与 

交通費規定内支給 

 
＊その他/ 毎年院内旅行・5 年毎には海外旅行有  
 
＊応募方法/ 電話連絡 
 

 
 

【問い合わせ】 

医療法人研整会 松田整形外科 

〒343-0821  

埼玉県越谷市瓦曽根 2-1-14 

Tel：048-960-3600 

URL：http:www5d.biglobe.ne.jp/~matsuda/ 

担当：東郷・堀内 

 

＊アクセス/ 新越谷駅より徒歩 10 分 

越谷駅より徒歩 8 分 
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医療法人社団 南 越 谷 病 院 

 

 

【募集要項】 

＊募集職種：看護師･理学療法士･医療事務 

＊雇用形態：常勤・非常勤 

＊選考方法：電話連絡の上履歴書持参・面接にて 

＊勤務体制：週 40 時間・看護師は変則 2 交代 

＊給 与 ：当院規定による 

＊昇 給 ：年 1 回 

＊賞 与 ：年 2 回 

＊休 日 ：水曜日・祝日（4 週 6 休） 

＊休 暇 ：年末年始･夏季･開院記念日等 3 連休 

      ２回ほか・有給休暇・その他休暇 

＊福利厚生：社会保険完備・退職金制度あり 

      通勤手当・当直手当支給 

      マイカー通勤可 

【病院の特色】 

昭和 57 年の開院以来 30

年余り、開院当初と変わりな

く地域密着型の医療を提供

しています。 

整形外科中心の急性期の

病院です。 

若い従業員が多く、明るく

働きやすい職場です。 

☆日曜日診療で地域に貢献 

【問い合わせ】 

医療法人社団 南越谷病院 

〒343-0845 

埼玉県越谷市南越谷１-４‐６３ 

TEL 048-987-2811 

FAX 048-987-0226 

担当 事務長 

新越谷駅・南越谷駅：徒歩７分 

蒲生駅：徒歩８分 

【病院の概要】 

＊診療科目 

 整形外科･皮膚科・内科･外科･リハビリ科 

＊診療受付時間 

月～金（午前)8:30~11:30 (午後)14:00~18:00 

土曜日 (午前)8:30~11:30   

日曜日（午前)8:30~11:30 (午後)14:00~15:30 

＊休診日 水曜日・祝日 

＊病床数 ４３床 

＊駐車場 ５６台 

ｂ 病病院
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医療法人社団 庄和会 庄和中央病院    

〈募集！〉 

看護師 

准看護師 

看護学生（奨学金有） 

 

〈病院理念〉 

庄和地区を中心とした地域の皆さんが到達しうる限り最高の健康な生活を送れるよう 

新しい病院作りをめざします 

〈看護理念〉 

思いやりのあるやさしい看護を提供します 

〈研修〉 

プリセプターシップ制を採用し、ていねいに指導します。 

看護協会主催の新人研修も全コース受講できます。 

 

あなたも地域の病院で働きませんか？ 

問合せ、見学、いつでもお待ちしています。 

 

病床数   ４７床 一般病床  

         １０対１     ３７床 

         地域包括ケア病床 １０床 

 

診療科目  内科・循環器・胃腸科・外科 

      肛門科・整形外科・耳鼻咽喉科      医療法人社団庄和会 

勤務体制  変則２交代制               庄和中央病院 

休日・休暇 週４０時間制              

      年次有給休暇 ２０日         応募・お問合わせ 

      夏季休暇    ３日         電話 ０４８－７４６－３１２２ 

      年末年始休暇  ６日          

給  与  当院給与規定による          〒３４４－０１１１ 

夜勤手当  １回 １６，０００円         春日部市上金崎２８番地 

賞  与  ３．０ヶ月(平成２８年度実績)      ――「道の駅庄和」向い―― 

交通費   全額支給 車通勤可          （東武線春日部駅東口よりバス有） 
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〈病院概要〉 

開 設 年 月  昭和 57 年 12 月 

院       長  尾内 雅美 

診 療 科 目  内科・精神科 

病  床  数  精神病床 191 床 

 

〈当院について〉 

当院は三郷市にある、都心に近い精神科病院

です。外来・入院・デイケアの診療体制を整えて

おり、患者さん第一の診療を行なっております。

身体合併症の治療も得意としております。私達

のモットーは、ご家族を安心しておまかせいた

だける病院です。アットホームな雰囲気が当院

の自慢です。残業は皆無で、働きやすい職場

です。子育てが終わった方や現場を離れブラン

クの長い方でも安心して復帰いただけます。当

院で一緒に働いてみませんか。 

 

 

 

〈お問い合わせ〉 

〒341-0035 埼玉県三郷市鷹野 3-270-1 

尾内内科神経科病院 

TEL：048-955-8191（9：00 ～ 16：30） 

 

 

 

 

 

〈募集要項〉 

◦募集職種：看護師・准看護師・看護補助（介護

ヘルパー） 

◦勤務形態：常勤・パート 

 パート勤務は勤務時間・休日応相談 

◦勤務時間：8：30 ～ 17：00（※残業なし） 

◦選考方法：面接 

◦給   与：当院給与規定による 

◦昇   給：年 1 回 

◦賞   与：年 2 回 

◦休   日：4 週 7 休 

◦休   暇：お子様の看護休暇・夏季休暇・年 

 末年始休暇 

◦その他の特色：マイカー通勤可（職員専用無料

駐車場有）日勤者は昼食、当直者は夕・朝食あ

り（病院より補助有、1 食 200 円） 

◦応    募：電話連絡の上、面接となります。 

 履歴書をご持参下さい。 

 

〈交通案内〉 

 

①金町駅より「みさと団地」行き東武バス「大正

橋」下車徒歩 3 分 

②三郷駅より「金町駅」行き東武バス「大正橋」

下車徒歩 3 分 

③つくばエクスプレス三郷中央駅より「金町駅」

行き東武バス「大正橋」下車徒歩 3 分 

④松戸駅より「新三郷駅」行き東武バス「鎌倉」

下車徒歩 8 分 

尾内内科神経科病院 
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医療法人慶至会 

    江川整形外科医院 
 
 

 
ごあいさつ 
江川整形外科医院は、昭和５５年（１９８０）

年開設。外傷、各種慢性疼痛をはじめとした整

形外科疾患全般の診断治療を行い、地域密着型

の医療を提供してきました。静かな住宅地の中

にある１９床の診療所です。私たちは、社会か

ら期待されている使命を果たすことができる

ように職員一同、患者さまのために何ができる

かを常に考え努力するようこころがけていま

す。  
     院長  江川 巌（えがわ がん） 
     副院長 江川 慶長 

 
診療科目 
整形外科・リウマチ科・リハビリテーション

科      
各種保険・生保老人医療・労災指定医院・自

賠責（交通事故） 
有床診療所 １９床 
１日平均外来患者数 200 人 
職員数 30 人 
入院基本料 有床診療所４ 

 

 
 

 
 

診療日時 月 火 水 木 金 土 日

９時～１２時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／

１４時～１９時 ○ ○ ○ ○ ○ ／ ／

但し土曜日は９時～１3 時まで 
休診 土曜日午後、日曜、祝日 
住所 越谷市登戸町１６番２６号 
℡  ０４８－９８５－７１６６ 
ホームぺージアドレス 

http://www.egawa-seikei.com/index.html 
電車ＪＲ南越谷駅北口・ 
  東武スカイツリーライン新越谷駅より 
  徒歩１３分 
お車 駐車場２０台完備 

 
募集職種 
 看護師（正・准） 
 看護助手（日勤のみ、パート可）（休み）土

曜午後、日曜、祝日 
 看護師は当直のみも可、年齢不問 
 ブランクがあっても丁寧に指導します。  
勤務体制 
 ９時～１７時、１６時３０分～９時 
 交代制 残業月に１０時間程度あり 
待遇 

昇給年１回、賞与年２回 
休日休暇 4 週 7 休、有給休暇あり 
交通費支給、制服貸与 
食事 ２００円負担にて入院食と同じもの 
給与 当院規定による 

応募 電話連絡のうえ履歴書持参ください。 
 担当 看護師 阿部まで 
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問合せ               

〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町 4-13 

     TEL:049-242-0382 採用担当まで 

ホームページ http://yukisada-hp.jp/ 

応募方法              

履歴書(写真貼付)をご郵送ください 

 

 

 

 

 

 

◆募集職種：正看護師、准看護師(常勤・パート)、

病棟看護助手(常勤・パート) 

◆給与：当院規定による 

◆昇給：年 1 回 

◆賞与：年 2 回 (前年実績) 

◆休日：年 115 日 

有給休暇初年度 10 日付与(入職６ヵ月後法定通り) 

特別休暇、育児休暇、介護休暇等有 

◆勤務体制 

 病棟（シフト制）※日勤のみも可 

  日勤 8：30～17：30 

  夜勤 17：00～9：00 

 外来（日・祝休み） 

  日勤 8：30～17：30 

◆その他 

制服貸与有、通勤費支給、住宅手当、扶養手当等、 

 

加入保険等(雇用、労災、健康、厚生) 

 

       

病院概要 

◆開設：昭和 31 年 10 月 

◆診療科目 

・内科(循環器・糖尿病・内分泌代謝・

消化器・呼吸器) 

・眼科 

・整形外科 

・健診・人間ドック 

◆病床数：５７床 

◆入院基本料：一般病床１５対１ 

◆アクセス：川越駅西口より徒歩 5 分

◆従業員数：１１５名 

募集要項 
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☎ お問い合わせ ☎

〒350-1316

埼玉県狭山市南入曽335-1

℡ 04-2950-4103(担当：経営管理室)
✉ k-soumu@kanemuraclinic.com

💻 http://www.kanemuraclinic.com

女性の生涯に渡り、きめ細やかでアットホームな医療をモットーに、

地域に根づいたホームドクターとして貢献できるよう頑張ってまいります。

🏥 クリニック概要 🏥

・開 院 ／ 平成20年8月

・診療科目 ／ 産婦人科

・診療時間 ／ AM9：00～12：00

PM3：00～ 5：00

・休 診 日 ／ 日曜 ・ 祝日

・ベ ッ ド 数 ／ 19床

・スタッフ数 ／ 50名

👩 募集要項 👩

・募集職種 ／ 助産師（夜勤1回～可・日勤パート可）

看護師・准看護師

・勤務体制 ／ 2交代制

8：30～17：30

17：00～ 9：00

・給 与 ／ 当院給与規定による

・休日休暇 ／ 4週8休 ・ 有給休暇 ・ 夏季

年末年始休暇

・そ の 他 ／ 昇給 ・ 賞与 ・ 退職金制度あり

地域に愛されるクリニックをめざし、今年で開院10年目を迎えました。

『お産のできるホテル』をコンセプトとし、経験豊富な医師とスタッフが、患者さまに

ワンランク上の入院生活を提供させて頂いております。

女性が長く安心して働きやすい環境を用意しております。

大型駐車場完備のため車通勤可、専門シェフによるスタッフ食堂もあります。

✉ 応募方法 ✉
まずはお電話もしくはメールにてご連絡ください。

ご希望があれば院内見学もできますのでお声掛けください。心よりお待ちしております。
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　幅広い年齢のスタッフが働く、和やかな雰囲気の職場です。

シャロームでは、医師・看護師・コメディカル・多職種が

協力し合い、ひとりひとりが思う温かな「患者さん目線の

治療・看護」ができるよう、心がけています。

　入職してからは、お仕事や施設に慣れるまで、職員一同、

しっかりとサポートしていきます。できる限り声をかける

ように致しますが、わからない事や不安なことがあれば

気軽に声をかけて下さいね。

　年間公休はゆとりの 125 日。お休み取得は希望を考慮し、

スタッフ同士が協力し合って希望を叶えられるようにしてい

ます。

職場環境

医療法人社団シャローム

シャローム病院

私たちは聖書の教えに基づき、病める人々とご家族の

痛みに寄り添い、心を合わせて、優しく温かい医療

に努めます（理念）

「シャローム」はヘブライ語で「平安」という意味です。

「すべての方の上に平安がありますように」という想い

が込められています。シャロームでは緩和ケア病棟だけ

でなく、シャローム全体、職員全員で緩和ケアの理念に

沿った医療をおこなっています。

シャローム病院について

　・開院：平成 6年 4月

　・診療科目：内科、外科、消化器外科、肛門外科、皮膚科、

　　乳腺外科、神経内科、循環器科、緩和ケア内科、小児科

　　リハビリテーション科、人工透析内科、等

　・ベッド数：55 床（緩和ケア病床 30 床・一般病床 25 床）

　・併設：訪問看護ステーション、介護支援事業所、

　　　　　ヘルパーステーション

　・分院：シャロームにっさい医院（坂戸市）

シャローム病院概要

〒355-0005
埼玉県東松山市松山 1496
代表 TEL:0493-25-2979
ホームページ　http://shalorm.or.jp/ 

施設見学・ご相談・お問い合わせも大歓迎♪

電話：0493-25-2979　担当：総務課 長谷部

（月～土 8：30 ～ 17：30）（代表） ハセベ

　募集職種

　＊医師 ＊正看護師 * 病棟ヘルパー ＊薬剤師 

  ＊理学療法士 * 臨床検査技師 ＊放射線技師

　＊医療事務 ＊訪問介護員 ＊訪問看護師

　給与　基本給＋各種手当（社団規定による）

　手当　職務手当・皆勤手当・食事手当・通勤手当

　　　  住宅手当・扶養手当

　待遇　年間公休 125 日・賞与年 2回・社保完備

　　　　産休／育休制度・退職金制度・有給休暇

 

　　　　
募集要項に変更が生じることもありますので、

お気軽にお問合せください。夜勤なし勤務希望

やパート勤務希望などご相談もお気軽にどうぞ♪

募集要項 ★年間公休数 125 日＋有給休暇★

　産休・育休制度　実績あり♪

年間公休数

125 日＋有給休暇♪

産休・育休制度あり

　院長の方針である「患者さん目線での診療」を合言葉に、目指すのは自然と笑顔になれる施設です。

経験者の方はもちろん、未経験でも「挑戦したい」そんな方のご応募を心よりお待ちしております。

【 在宅・外来・一般病棟・緩和ケア病棟 】

緑に囲まれた
 職場です♪

シャローム

そのままに、あるがままに　～あなたと私の平安～

シャローム全体がホスピスの理念に基づいています
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看 護 師 募 集 ! 

当センターは24時間体制の下、高度かつ心温まる循環器医療を提供しております。 

病院概要 
診療科目：循環器内科・放射線科 
入院ベッド数：30床（CCU3床） 
従業員数：86人 

循環器科専門施設として平成17年に開設。 
24時間急患対応、心臓カテーテル治療は全国16位の実績。 
サプリメントを用いたアンチエイジング医療にも積極的に取り組んでいる。
平成26年7月しんとこ駅前クリニック開院。 

募集要項 
病棟看護師（ 常勤 ） 
時間：8:30～17:00/16:30～9:00 
給与：当院給与規定による 
待遇：昇給年1回、賞与年2回、社保完備、有給消化率100％（初年度10日） 
   住宅手当、子育て支援特別手当、保養所4か所有、独身寮、車通勤可 
   スポーツジム法人会員、 
休日：月８～１０日のローテーション、年間休日１０９日＋夏季休暇3日、 

〒359-1142 埼玉県所沢市上新井2-61-11 

04-2940-8615 
お問い合わせ・ご応募はこちらまで 

担当：十二所（じゅうにしょ） 

http://www.oukai.or.jp/thc.com/ 
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＜院長メッセージ＞ 

 私たちは、地域の皆様の健康維持と医療について

のご要望に応えるため「いつでも」「どこでも」「よ

い医療」を受けられることを目標として病院を開設

致しました。そのためには、「患者本位の医療を展

開するにはどうすればよいのか」また「地域住民の

方々に信頼され選ばれる病院はどうつくればよい

か」という標題を常に念頭に置き、皆様のご期待に

添う様全職員一丸となって努力させていただいて

おります。 

 

＜募集要項＞ 

・募集職種：看護師・准看護師・看護補助（ヘルパー） 

・選考方法：面接 

・給  与：当院給与規定による 

・昇  給：年 1回     

・賞  与：年２回 

・休  日：４週７休以上 

・休  暇：有給休暇、特別休暇ほか 

・勤務形態：２交替制(8:30～17:00、16:30～9:00) 

・交 通 費：当院規定により支給 

・そ の 他：委細面談、社会保険完備、 

      マイカー通勤可 

・応  募：電話連絡の後、履歴書をご持参ください 

☆准看護師・看護補助の方 

    看護専門学校（看護学科、准看護学科）への 

    進学コース有り（奨学金制度有） 

 

あたたかな医療をめざして、一緒に頑張ってみません

か。まずはお電話でお知らせください。 

 

 

＜病院概要＞ 

開設年月日  昭和６２年２月 

院   長  関 本 幹 雄 

診 療 科 目  内科、小児科、眼科、皮膚科、歯科 

病 床 数  一般病床９４床、療養病床４８床 

スタッフ数  １０４名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜交 通 案 内＞ 

① 東武東上線・ＪＲ埼京線 

   川越駅西口より 

   ・西武バスで今福中台行き「中台橋」下車 

   ・タクシーで約５分 

②西武新宿線 

   南大塚駅南口より 

   ・タクシーで約５分 

③ 西武新宿線 

   本川越駅より 

   ・西武バスで今福中台行き「中台橋」下車 

   ・タクシーで約７分 

 

 

  医療法人社団 関心会 関本記念病院 

   〒350-1159 

   埼玉県川越市中台１－８－６ 

   ℡ 049-241-0300 担当 採用担当 

 

医療法人社団 関 心 会  関 本 記 念 病 院 
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【基本理念】 

 地域の人々と共に歩み、良質の医療と介護を提供す

る病院。 

  

 当院は、一般病床 189 床を持つ、救急指定病院です。

昼夜を問わず、地域のどのような患者様も、断ること

の無いよう、救急車を 24 時間体制で受け入れています。

地域医療への情熱は、病院本体はもとより、地域医療

センターにて往診医療・訪問看護・居宅介護支援・在

宅歯科医療・在宅リハビリに受け継がれております。 

また、「患者満足度調査」で頂いた貴重なご意見を検

証し、職員全員が一丸となって、接遇改善に取り組み、

併せて働く職員の休暇を見直し、完全週休二日制（公

休 125 日付与）の実現と、残業縮減をし、仕事と家庭

の両立をはかることが出来るようにしました。さらに、

ママさんナースの就労を支援する為、就学前の小さな

お子さんを預かる、24 時間体制の保育室を運営してい

ます。産休や育休明けの時期が一年のうちどの時期も、

受入が可能です。多くの看護職の皆様に、仲間になっ

て頂きたいと考えています。勿論、寮も完備です。 

また、平成 28 年 11 月には、本館（外来・病棟・手

術室・透析センター・健診センター）が完成、より快

適なアメニティーの療養環境が整備され、平成 29 年 7

月からは地域包括ケア病床を開設、地域と一体となっ

た医療の実現を目指します。    

 

 

 

  

 

 

【病院概要】 

・開設：1980 年 

・診療科目：内科・外科・小児科・整形外科・循環

器内科・形成外科・胃腸内科・肛門科・皮膚科・

精神科・泌尿器科・神経内科・眼科・耳鼻咽喉科・

歯科・口腔外科・リハビリテーション科 

・ベッド数：189 床・スタッフ数：300 名 

・入院基本料・施設基準：１５対１ 

       １３対１（地域包括ケア病床） 

  

【募集要項】 

・職種：看護師、准看護師、看護学生（奨学金あり） 

・選考方法：面接 

・勤務体制：日勤・・・8：40～17：10 

       夜勤・・・16：30～9：00 

       職種・部署により、変則時間あり 

・給与：当院給与規定による 

・昇給：年一回（4 月） 

・賞与：年二回（6 月と 12 月） 

・休日休暇：週休 2 日制（公休 125 日）有給休暇あり 

・制服：貸与あり 

・応募方法：履歴書（写真つき）をご用意頂き、 

お電話にてご連絡下さい。 

 

【研修体制】 

  新人には各自にプリセプターがつき、目標事項を

クリアする。また、一年間の新人看護職員研修のプ

ログラム（院内・院外）に参加する。 

 

【問い合わせ先】 

・電話／048-481-5169（総務課直通） 

 

【住所・ホームページ】 

・〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内 2-9-31 

・http://www.horinouchi.or.jp/- 

社会医療法人社団 堀ノ内病院 
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医療法人愛和会 愛和病院 
愛和病院は今年創立４4年目を迎えます。 
今では川越市生まれの２人に１人が愛和生まれです。 

愛和病院は「女性とご家族の一生をトータルサポートする」 
をコンセプトとした、産婦人科を中心とする病院です。当院 
では医師と同等の医療知識を持つ助産師や看護師が常に情報 
を共有し、職種を超えて高いレベルでコミュニケーションが 
とれるチーム体制を整えています。 
 
また、高次医療施設とのスムーズな連携を確立し、夜間でも 
スピーディーに対応できる医療体制も整えています。 

各種研修やプリセプター制度により、ブランクが 
ある方でも安心してスタートできます。 
当院では半分以上の方が中途で入職しています。中には 
長期のブランクがあったり、産婦人科での勤務経験がない 
方も入職しますが、そのような方でも安心して勤務出来る 
よう研修に力を入れています。 
 
また、子育て中、子育て経験のあるスタッフも多いため、 
育児に対して理解があり、協力して業務にあたっています。 

産婦人科病院でのやりがい～病棟勤務 看護師～ 
赤ちゃんが好きで保育士になろうと思いましたが、母が昔 
愛和病院で看護師をしていたこともあり、看護師を目指し 
看護学校へ行きました。 
 
つらいお産を乗り越えて赤ちゃんに出会えたママとパパの 
笑顔をみたり、感動の涙を流しているのを見ると産婦人科で 
仕事ができて良かったと思いますし幸せな気持ちになります。 
 
また、お産件数が多いので色々なケースを通して勉強する 
ことが出来てスキルアップできるのも魅力です。 

病院情報 

 
 
 
 
 
 

http://www.aiwahospital.or.jp 

 募集内容 

職   種 看護師・助産師 

選考方法 面接、小論文 

勤 務 地 愛和病院/〒350-0001 川越市古谷上983-1 

雇用形態 常勤/パート 

給   与 当院規定による 

賞   与 年2回※試用期間中は賞与算定対象外 

勤務体制 2交代制 

休   日 4週8休制、有給休暇 ※パートは勤務シフトによる 

福利厚生 
交通費支給（規定あり）、各種保険完備、残業代支給、 
保育所完備、退職金制度、保養施設あり 

応募方法 
まずはお電話の上、履歴書（写貼）、資格証明書を 

ご持参ください。当院HPからもご応募受け付けております。 

電話番号 

ホームページ 

診療科目 
産科、婦人科、小児科 
皮フ科、形成外科、麻酔科 

住所 
〒350-0001 埼玉県川越市古谷上983-1 

病院名 
医療法人愛和会 愛和病院     

049-235-8811  
担当： 総務課 ／井上、堀口 

病床数：50床 
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医療法人社団清心会 至聖病院 

 

 

教 育 ･ 研 修 制 度 「 最 善 の 看 護 を 提 供 す る」 

教育担当主任を中心に、病院の理念に基づき患者さんにとって 善の看護を提供すべく人

材育成を目指しています。新人教育は、1 年間のプリセプターシップを導入し、院内およ

び院外研修も積極的に取り組んでいます

新人教育は、1 年間のプリセプターシップを導入

し、 初の 3 ヶ月は看護知識・技術の習得だけでな

く、マナーや人との接し方も学びます。 

7 月頃を目途に夜勤勤務を開始します。 

各種研修や講義等を行い、自信を持って看護にあ

たれる様に支援しています。半年後にはリーダー業

務の習得を目指し、一人ひとりが自立するまで個人

の進捗度に合わせた指導を行なっています。 

また、看護協会主催の研修会にも参加を勧めて、

新しい知識を得る機会を出来るだけ提供していま

す。是非、一度病院見学に来てください。 

《至聖病院の概要》 

･名称：医療法人社団 清心会 至聖病院 

･病床数：95 床（一般病床） 

･ｱｸｾｽ：西武新宿線｢新狭山駅｣下車西武ﾊﾞｽ 5 分 

･診療科目：内科・外科・整形外科・循環器科・小児

科・消化器科･脳神経外科･皮膚科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科･

予防医学：特定健診・人間ﾄﾞｯｸ・集団検診・予防

接種事業・産業医 

･関連施設：介護老人保健施設「かがやき」、至聖訪

問看護ｽﾃｰｼｮﾝ、至聖在宅介護支援ｾﾝﾀｰ、至聖ﾎｰﾑﾍ

ﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ、堀兼奥富新狭山地域包括支援ｾﾝﾀｰ

《募集要項》 

･募集職種：看護師および看護学生 

･選考方法：書類、面接、作文 

･勤務形態：病棟勤務（三交替ないし二交替） 

日勤 8：30～17：00、準深 16：30～ 9：00

準夜 16：30～25：00、深夜 24：30～ 9：00

（看護学生に関しては別途設定） 

･給与：当院給与規定による 

･昇給：年１回（４月） 

･賞与：年２回（夏、冬支給） 

･休日：４週８休基本とし、年間 112 日 

･休暇：年次有給休暇、特別休暇ほか 

･通勤：マイカー通勤可(駐車場代無料) 

･独身寮：ワンルーム形式の独身寮完備 

･託児所：3 歳児までの保育施設完備 

･福利厚生：食費、医療費補助、職員職場会 

･応募方法：まずは電話か、メールでお気軽に

お問い合わせください。 

《問合せ窓口》 

〒350-1332 埼玉県狭山市下奥富 1221 

TEL:04-2952-1000 FAX:04-2952-1003 

ﾒｰﾙ：saiyou@shisei-hp.or.jp 
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       医療法人 一晃会 

   小 林 病 院 
 

【院長】 

小林 良樹 

 

【小林病院の理念】 

家族に接するように 

家族に語りかけるように 

家族のように愛を持って 

医療に奉仕する病院を目指します 

 

【診療科目】 

内科・循環器内科・神経内科・ 

糖尿病内科・呼吸器内科・消化器内科 

整形外科・血管外科・リハビリテーション科 

 

【病床数】 

総病床数 99床 

一般病棟 50床 

（入院基本料 10：1 34床・地域包括ケア病床 14床） 

療養病棟 49床 

 

【募集要項】 

募集職種：正看護師・准看護師 

選考方法：書類選考（履歴書）後、面接 

給与  ：当院規定による 

勤務体制：8時 45分～17時 15分（日勤） 

     16時 30分～翌 9時 15分（夜勤） 

     7時～15 時 30分（早出勤務） 

昇給  ：年 1回 

賞与  ：年 2回（7 月・12月） 

休暇  ：4週 7休以上（シフト制）・年末年始・ 

     夏季休暇・有給休暇・産休育休制度 

その他 ：看護師育成制度（進学支援）・院内保育所 

     ・マイカー通勤可（駐車場無料） 

応募方法：電話連絡後履歴書・免許証写しを郵送・ 

随時受付 

 

 

  
 

 

【お問い合わせ】 

住所：埼玉県入間市宮寺 2417 

TEL ：04-2934-5121（代表） 

FAX ：04-2934-3001 

担当：事務部長 会田 

 

【看護部教育体制】 

《新人教育》 

新採用者オリエンテーション 

配属先オリエンテーション 

プリセプターシップ・チーム支援 

病院主催による研修 

教育委員会の教育計画研修 

看護協会教育研修参加計画 

その他 

※詳しくはホームページをご覧下さい 

http://iruma-kobayashi.com 
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≪看護部 理念≫ 

 

赤心（まごころ）の看護 

 患者様のしあわせのために、やさしさと思いやりのある 
         「赤心-まごころ-の看護」を提供いたします。 

≪基本方針≫  

○ 患者様、ご家族の意見を尊重し看護いたします。  

○ 患者様、ご家族への説明を十分に行い看護いたします。 

○ 患者様の安全、安心を守り看護いたします。 

○ 地域の人々の健康と福祉に配慮した看護をいたします。 

○ 専門職としての知識、技術、精神を磨き看護の質向上に努めます。 

赤心堂病院は大正 15 年より約 90 年にわたり、急性期の二次救急病院として、地域に密着した医療を提供しています。 

平成 28 年度は手術件数年間 2700 件以上、分娩実績は年間 400 件以上でした。 

赤心堂グループでは、人工透析施設や健診専門施設もありキャリアを広げるチャンスもあります。 

卒後教育をはじめとする人材育成プログラムの充実、ｅラーニングの導入、段階的な教育計画で専門知識と技術が身につ

きます。 

子育て中の職員も多く、ワークライフバランスに配慮し働きやすく長く勤められる職場です。 

 

募集職種 : 看護師・助産師(経験二年以上) 関連施設 

勤務時間 : 8：15～17：00/16：15～9：00 の二交代 赤心クリニック 

選考方法 : 書類・面接  ※循環器科・泌尿器科・人工透析施設 

賞与 : 年 2回 赤心堂総合健診クリニック 

昇給 : 年 1回  ※健診専門施設 

その他 : 24 時間託児所あり 上福岡腎クリニック 

応募方法   下記へお電話ください  ※人工透析施設 

〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町 25-19 

電話：049-242-1181 ＦＡＸ：049-242-1035 

Ｅmail: recruit@sekishindo.or.jp 

担当：採用担当 松本ひとみ 内線 821 

社会医療法人社団 尚篤会 

赤心堂病院の病院概要 

病院長 ： 関谷 繁樹 

診療科目 ： 内科・外科･整形外科･産科・婦人科･泌尿器科･消化器科･循環器科･呼吸器科･脳神経外科･小児科･

皮膚科･形成外科･麻酔科・放射線科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・消化器外科・肛門外科・乳腺外科・内視鏡

外科・リウマチ科 

病院種別 ： 二次救急病院 

 

病床数 ： 198 床 
入院基本料 ： 7 対 1 看護 

施設認定 ： 
日本医療機能評価認定病院 

多様な働き方実践企業（プラチナ） 

交通 ： 
ＪＲ川越線･東武東上線川越駅西口より徒歩５分 

西武新宿線本川越駅より徒歩１０分 

看護部 

募集要項 

お問い合わせ 

赤 心 堂 病 院 

■Page 17



  医療法人財団献心会川越胃腸病院 

 

 
 
＜院長メッセージ＞ 
 
 当院は昭和 44 年の創立以来、地域に

おける消化器科専門病院として、地域

医療の向上に貢献してまいりました。

「高水準の専門医療技術」と「患者様

の立場に立った心温かい医療サービ

ス」を提供できる病院として、規模の

拡大を求めず、ひたすら「医療の質」

へのこだわりを重視した経営を続けて

まいりました。「医療は質の高いサービ

ス業でなくてはならない」という信念

のもと、全職員が病院理念を共有しつ

つ、「患者様との信頼関係を基盤にした

Excellent な病院」づくりに努力いたし

ております。また、常に「患者様にと

って良い医療とは、病院とは」という

命題を心に置きつつ、医療のあるべき

姿の追求に全力を傾けております。 
 そして、「患者様お一人おひとりのか

けがいのない生命を、心をこめて支え

たい」―これが私たち川越胃腸病院の

念願でございます。 
 
 
 

 
＜募集要項＞ 
募集職種  看護師 
選考方法  面接 
携行品   履歴書（写真貼付） 

看護師免許のコピー 
採用予定数 若干名 
昇給    年１回 
賞与    年２回 
保険   健康・厚生・雇用・労災 
休日   隔週週休２日制 
    （日曜祝祭日と第三月曜日 

と交代で１日が休み） 
勤務時間 ８：１５～１６：４５ 
     （休憩６０分含む） 
 
 
＜お問い合わせ＞ 
住所：〒350-0034 

埼玉県川越市仙波町 2-9-2 
TEL 049-225-6888  
FAX 049-225-6744 
採用担当役員 
須藤 秀一 常務理事 

 
＜ご案内図＞ 

東武東上線・ＪＲ埼京線 
川越駅より徒歩７分 

■Page 18



 

さくら記念病院は腎疾患の治療と地域医療

を２本の柱としています。腎疾患に対しては、

透析導入前の保存期より診療を行い、透析導

入になった際も通常の血液透析の他に、腹膜

透析（ＰＤ）や在宅透析（ＨＨＤ）といった

透析の提案も行っています。さらに平成２９

年２月より『２４時間いつでも透析』を開始

し、昼夜問わず患者様のご都合が良い時刻に

透析をしていただいています。 

 地域の患者様に対しては日常の外来診療を

はじめ、入院中のリハビリと退院後の訪問診

療・訪問看護を充実させています。地域の行

事に積極的に参加し、地元協議会と協定を結

び非常時には相互に協力する体制を整えてお

り、地元に溶け込んだ病院と認識されていま

す。 

 当院で働いている職員も地元在住が多く、

また子育て世代が多く在職しています。仕事

と家庭との両立に対する意識も強く、ワーク

ライフバランスの取れた職場と自負しており、

「明るく家庭的」な職場です。 

 当院は『慈悲の心をもって医療の実践をは

かり、人々に快をもたらすことを使命とする』

という基本理念の元、これからも患者様第一

の医療を提供していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜さくら記念病院 概要＞ 

開 設：平成４年４月 

開 設 者：院長 黒澤 範夫 

診療科目：内科 外科 整形外科 泌尿器科 

腎臓内科 人工透析内科 消化 

器科 循環器科 リハビリテー 

ション科 

病 床 数：９１床 

職 員 数：常勤136名 非常勤19名（医師 

除く） 

入院基本料：一般１０対１・７８床  

地域包括ケア入院管理料１・１３床 

＜募集要項＞ 

募集職種：正看護師・看護助手 

選考方法：書類選考および面接 

選考時期：随時 

昇 給：年１回 賞与：年２回 

休日・休暇：４週８休、夏期３日、年末年始 

５日、産前産後、育児、介護、 

慶弔 等 

応募方法：事務長・平田まで（見学も） 

＜病院所在地＞ 

354-0013 埼玉県富士見市水谷東1-28-1 

ＴＥＬ ０４９（２５３）３８１１ 

ＦＡＸ ０４９（２５３）３８１５ 

e-mail  hirata@sakurakinen.jp（事務長） 

ホームページ：http://sakurakinen.jp 

 

※当院は平成３０年に法人組織へ移行する予

定です。また平成３１年には敷地内に新棟

が竣工する予定です 

さくら記念病院 
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【病院理念】 

慈しみと敬愛の心を持ち、最適な医療を提供します 

【基本方針】 

・精神保健福祉法の精神を厳守します 

・安全で安心できる医療を提供します 

・その人にあった心の医療を提供します 

・社会復帰と生き甲斐を見つけられる医療を提供し

ます 

【院長 鈴木 隆晴より】 

現代社会では、経済的に豊かになり医療や科学技

術も発展し、より便利で快適な生活を送れるように

なりました。その一方で少子化、高齢化社会の問題

が浮き彫りになり、私たちが置かれる社会環境は、

めまぐるしく変化をしてきております。常に時間に

追われ集団生活を送っている中で多くの方がストレ

スを抱え、孤独を感じ、心のバランスが崩れやすい

時代となりました。一昔であれば、多世代家族で暮

らしており相談相手や近所の方々が寄り添いお世話

をしてくれる時代でありましたが、現代社会の少子

化や高齢化社会の問題により個々の抱える問題を周

りがサポートする時代は難しくなりました。 

そのような中で私たち法人は、病院理念や基本方

針を元に心のバランスが崩れてしまった方々が安心

して社会復帰が出来るように共に寄り添い、時には

支え合えるようなチーム医療を目指しております。

また、当法人の目的は、社会復帰に留まらず、その

人に合った生き甲斐を見つけ社会に復帰していくた

めに患者様をサポートしていきたいと考えておりま

す。そういった理念に賛同し共に働いてくれる方を

募集しております。 

【募集要項】 

募集職種：看護師・准看護師 

勤務体制：週休 2 日制（シフト制） 

給与・昇給・賞与：当法人の規定による 

年間休日数：120 日～125 日 

マイカー通勤： 可 ※台数に制限があるため応相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【病院概要】 

所在地：〒359-1101 埼玉県所沢市北中 1‐228 

     西武池袋線 小手指駅より徒歩 15 分  

（当院の送迎バス有り） 

診療科目：心療内科・精神科・内科 

ベッド数：200 床 開放病棟 100 床（内個室 50 床） 

閉鎖病棟 100 床（内急性期治療病棟 50 床） 

職員数：法人全体 490 名（うち就業場所 169 名）  

関連施設：精神科病院 2 ヵ所、 

訪問看護ステーション 3 ヵ所、他施設 3 ヵ所 

 

【看護部長より】 

オープンして 10 年目のきれいな病院です。 

看護配置は 15：1 看護師比率は 70％以上を維持し

ております。入職した看護師の約半数は、精神科未

経験者ですが、月に 2～3 回の看護研修を行い、精

神科看護のスキルアップを図っております。そのた

め、ブランクのある方や、精神科初めての方も安心

して勤務できる職場です。研修や会議はもちろん勤

務時間内で行い、残業も少なく、子育てや家族の介

護が必要な時には、安心して休暇がとれる環境でも

あります。仕事とプライベートを両立したいとお考

えの方には最適な職場です。ぜひ、一度見学にお越

しください。 

 

まずは、お問い合せください 

TEL：04‐2922‐2990  

FAX：04‐2922‐2934 

担当者：人事部 小野、看護部 柳橋 

医療法人社団 幸悠会 所沢慈光病院 
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《回復期リハビリテーション病院の特徴》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

≪病院内風景≫ 

リハビリ室 

    

 

 

 

 

 

 

 

訓練風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病棟風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人巨樹の会 

明生リハビリテーション病院 

MEISEI  REHABILITATION  HOSPITAL 

 

 

 

病院理念 

手には技術・頭には知識・患者様には愛を 

 

当グループでは、リハビリテーション病院の役

割として、 

障害を受けた人をその人のなしうる最大の 

身体的 精神的 社会的 職業的 経済的 

な能力を有するまでに回復させることである 

を目標に掲げ、各専門職種と連携を取り、患者

様の早期在宅支援をサポートしていきます。 

病院の概要 

開院／平成 21年 5月 

診療科目／回復期リハビリテーション 

ベッド数／111床 

スタッフ数／平成 29年 9月 1日現在 

看護提供体制／プライマリーナーシング 

       チームナーシング 

職員数／医師 5名 看護師 60名（非常勤含む） 

    看護補助者 36名（非常勤含む） 

    クラーク 3名 

    PT62名 OT14名 ST10名 

    薬剤師 2名 管理栄養士 2名  

    その他 事務部門含む 232名 
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《看護部紹介》 

その人らしく 

その人らしい生活を取り戻すために 

私たちの病院は、回復期リハビリテーショ

ン病院です。プライマリーナーシングで患者

さんの回復過程を退院までサポートしていま

す。 

食べる、話す、着替える、歩くなどの全て

を機能訓練としてではなく、日常生活援助を

通して再習得へと導くことが回復期リハビリ

テーションの看護師の役割です。 

セルフケアの獲得に向け、医師、セラピス

トをはじめ、ソーシャルワーカー、管理栄養

士、薬剤師、看護補助者の専門職種を調整し

ていくことも看護師には必要なスキルです。 

病院の機能分化が政策としてとられる中、

患者様の回復過程を看ることが出来るという

事は、急性期病院では感じられない醍醐味と

言えるでしょう。 

その人らしい生活を取り戻す「回復期リハ

ビリテーション看護師」の道を、看護職員と

一緒に歩みたいと思っています。 

看護部長 

前山 千亜希 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人巨樹の会 

明生リハビリテーション病院 

 

〒359-1106 

埼玉県所沢市東狭山ヶ丘 4－2681－2 

☏04－2929―2220 📠04－2939－2136 

http://www.meisei-reha.jp 

mail：info@meisei-reha.jp 

《募集要項》 

・ 募集職種／看護師 

・ 選考方法／面接 

・ 勤務体制／日勤：8:30～17:00 

     夜勤：16:30～9:00 

・ 給与／当院給与規定による 

・ 昇給／年1回 

・ 賞与／年3回 

・ 休日休暇／4週8休 

リフレッシュ休暇年間8日 

・ その他／海外研修・院外研修 

    院内旅行・イベント 

・ 応募方法／郵送及び電話連絡 

  

 

 

 

 

 

 

当院では、子育て中の職員も多く、学

校などの行事に合わせたシフト作成や、

突然の休みにも互いに協力しています。

「家庭も仕事も両立したい」ができる職

場です。（7年目・看護師） 

回復期の経験がなく不安だった自分を

温かく向かい入れてくれました。院外研

修等にも積極的に参加できるため、個々

のスキルアップに繋がっています。（4年

目・看護師） 
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【周辺地図】

住　所：埼玉県坂戸市南町30-8                      E-mail：info@toujinkai.com

               坂戸駅南口徒歩7分                          U  R  L：http//www.toujinkai.com

電　話：049-283-0019                                  担　 当：総務課　採用担当

【理念】

　  われわれ職員一同「和顔愛語」をモットーに、患者さん

　  の視点に立って、当院において可能な範囲で、良心的な

 　 医療を実践します。

【病院の概要】

　  ・開　　院／内科、糖尿病内科、内視鏡内科、神経内科

　  　　　　　　外科、乳腺外科、腫瘍外科、整形外科、形

　  　　　　　　成外科、消化器外科、循環器内科、呼吸器

　  　　　　　　内科、呼吸器外科、泌尿器科、皮膚科、肛

　  　　　　　　門外科、リハビリテーション科

　  ・病  床  数／１８８床（一般１３８床、療養５０床）

　  ・看護体制／一般１０：１　　療養２５：１

【募集要項】

　  ・募集職種／看護師、准看護師

　  ・選考方法／面接

　  ・勤務体制／２交替制　8:45～17:45　16:30～9:00

　  ・給　　与／当院規定による

　  ・昇　　給／年１回（４月）

　  ・賞　　与／年２回（７月、１２月）

　  ・休日休暇／４週８休制（年間休日１０８日）

　  　　　　　　有休、慶弔、バースデー休暇、他

　  ・そ  の  他／各種社会保険、院内研修制度充実、

　  　　　　　　大型フィットネス&スパ利用可、

　  　　　　　　職員旅行、BBQ,スポーツ観戦、

　  　　　　　　保育施設、など

   社 会 医 療 法 人　  刀 仁 会

坂 戸 中 央 病 院

   院内の様子　　　　　　充実した福利厚生

"和顔愛語"をモットーに地域医療に貢献してみませんか？
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 瀬川病院は、昭和28年8月開院以来60年

以上にわたり、地域に根ざし地域の信頼を得

られるよう地域とともに歩んで参りました。 

 当院は、地域に密着した医療を目指し、医

の良心に忠実に従い、病める人の立場に立っ

た医療を考え、安全・良質な医療及び地域住

民の健康と幸せな生活を提供することを目的

としています。 

 また、地域の二次救急病院として、すべて

の患者様に最も適した医療を考え、周辺の医

療機関、施設等からの受け入れも実践してい

ます。 

 さらに、高度先進医療が必要な患者様には、

埼玉医科大学病院等適切な医療機関との連携

を図り、地域の様々なニーズに対応していま

す。 

 また、患者様、ご家族様とのコミュニケー

ションを大切に、地域になくてはならないか

かりつけ病院としての役割を果たしています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《瀬川病院の概要》 

 〇名 称／医療法人瀬川病院 

〇開 院／昭和28年8月 

〇診療科目／内科、神経内科、外科 

     整形外科、皮膚科、泌尿器科 

      呼吸器科、消化器科 

    循環器科、肛門科 

〇病床数／一般病床41床 3階建 

〇施設基準／一般病棟入院基本料15：1 

〇職員数／約50名 

 《募集要項》 

  〇募集職種／看護師、准看護師 

〇選考方法／面接 

〇勤務体制／2交代制 

〇給 与／当院給与規定による 

〇手 当／職務手当、精勤手当 

     通勤手当、夜勤手当 

〇待 遇／休日4週8休（年間105日） 

賞与年2回、社保完備、 

産休育休制度、退職金制度 

有給休暇、慶弔休暇 

〇応募方法／随時お気軽にお電話ください 

《就職後の研修体制》 

 〇プリセプターによる実践的な新人研修を 

   行っています 

 

《問い合わせ・交通のご案内》 

  〇電 車／東武東上線小川町駅徒歩3分 

  〇車通勤可 

  〇住 所／355-0328 

      埼玉県比企郡小川町大塚30-1 

  〇電 話／TEL0493-72-0328 

FAX0493-72-0301 

 

 

 
医療法人  瀬川病院 

■Page 25



医療法人 山柳会  塩味病院 
 

 塩味病院は、昭和６３年１月に開院して以来、地域の皆様に日常の健康管理から、一般診療、

高齢者のケアに至るまでの幅広いサービスを提供し、誰でも安心して相談、利用していただけ

る医療施設であることに注力してまいりました。 

 現在は、病院の他に介護老人保健施設、介護付有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、在宅

関連事業を運営しており、医療と福祉サービスの連携をとりながら一貫して地域に密着した医

療活動を展開しております。 

 

【 法人理念 】 

「医療・福祉を通じて、地域社会の方々と職

員が一体となり、心身共に豊かで健康にな

ることを目標とする。」 

【 病院概要 】 

・診療科目：内科、消化器内科、呼吸器内科、 

循環器内科、神経内科、整形外科、外科、リ 

ハビリテーション科      

・病床数： ６０床 

（一般病棟、回復期リハビリテーション病棟） 

・日本消化器病学会認定関連施設 

・政府管掌健康診断指定施設 

【 勤務時間 】 

・二交代制：日勤 ８：３０～１７：３０ 

夜勤 １６：３０～９：００ 

・休 日：４週８休、夏季休暇、冬季休暇 

有給休暇、産休、育休、特別休暇 など 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 募集要項 】 

・募集職種：正看護師、准看護師  

・給 与：当院規定による。 

・昇 給：年１回 

・賞 与：年２回（７月、１２月） 

・その他：ワンルームマンション有り。     

進学のための奨学金制度有り。 

・応募方法：随時受付 

※ 電話連絡の上、履歴書、看護師免許証

をご持参ください。当院ＨＰからの受付

けもしております。 

【 問い合わせ先 】 

・住 所：埼玉県朝霞市溝沼２－４－１ 

・ＴＥＬ：０４８－４６７－００１６ 

・ＦＡＸ：０４８－４６７－００１８ 

・E-mail：siomi@ac.auone-net.jp 

・URL : http:/www.shiomihp.sakura.ne.jp 

グループ 全体図

■Page 26



 

 

 

 

 

 

 

 

【病院概要】 

・診療科目：内科､外科、循環器科、心臓血管

外科、消化器科、リウマチ科、放射

線科、リハビリテ－ション科  

・設備等：ﾏﾙﾁｽﾗｲｽ 64 列ﾍﾙｶﾙ CT 検査装置、  

睡眠時無呼吸症候群検査装置  等  

・ベット数：急性期病棟３３床  

      医療療養病棟１１１床  

・スタッフ数：１６７人 (H2９ .４ .3０現在) 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【就職後の研修体制】 

・新人看護師の教育：看護協会の新人研修 

を受講、先輩看護師が指導係(ﾌﾟﾘｾﾌﾟﾀ-) 

として成長を見守っていきます。 

・院内研修：定期的に開催し医療スタッフ 

のスキルアップを図ると共に各部署間 

の情報交換も盛んに行っています。 
 

【問い合わせ・交通のご案内】 
住所／埼玉県所沢市狭山ヶ丘 1－3009 

                            

 

 

 

電話番号／04－2948－8181 

採用担当者／看護部長  

 

【募集要項】 

・募集職種：正・准看護師(常勤､ﾊﾟ-ﾄ*経験等

考慮)､看護学校進学希望者  

・選考方法：書類選考及び面接  

・勤務時間：日勤 8:45～17:00(休憩 60 分 ) 

       夜勤 16:45～9:00(休憩 105 分 ) 

・給与：当院給与規定による (経験年数等考慮) 

・待遇：昇給 :年１回､賞与 :年２回､社保完備、

車通勤可､ 

・休日休暇：年間休日 123 日(常勤)､年末年

始休暇、夏季休暇、有給休暇 (高

取得率 )、育児休暇 等  

・その他：定年６５歳､退職金制度  

看護学校奨学金制度  等 あり  

・応募方法：下記まで履歴書送付か電話にて

ご連絡下さい｡ 

 

【病院の理念】  

 患者様の訴えに傾聴し､暖かい心をもって診察にあたり､必要な検査を行い、その結

果を丁寧に説明した上で患者様の自己決定を尊重のもとに医療・看護・介護をいたし

ます｡ 

 

【看護部長より一言】  

 当院は急性期疾患から医療療養ま

での患者様が入院されています。外

来も含め４看護単位の病院ですが､

入院されている患者様のため､看護

師､ワ－カ－、入浴介助も含め各々の

力を出し合い看護、介護を行ってい

ます｡「こんにちは」と挨拶の言葉が

行き交うアットホ－ムな当院で一緒

に働いてみませんか？   

          

西武池袋線 

狭山ヶ丘駅より 

徒歩５分 

■Page 27

http://free-line-design.com/?p=263
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2Rivb.9K71XEHsACSaU3uV7/SIG=12u4pvim5/EXP=1472101693/**http:/www.izumo-tokushukai.jp/images/dea30ea67857986db1f97410aab71113.gif
http://free-line-design.com/?p=263
http://www.irasutoya.com/2014/06/blog-post_6984.html


医療法人　瑞穂会　城南中央病院

医療法人　瑞穂会　城南中央病院の概要

開設日 昭和５９年４月
診療科目 内科
病床数 100床
療養病棟入院基本料
　　入院基本料1・入院基本料2
臨床実習施設
・理学療法士実習施設　・作業療法士実習施設
･言語聴覚士実習施設　

【募集要項】
募集職種
看護職

・看護師　正職員（病棟）
・准看護師　正職員（病棟）

・介護福祉士　正職員
・介護職員　正職員
【選考方法】

①仕事と家庭の両立
　法人の特色として家庭を大事に出来る職場です。 【勤務時間】
　休日休暇は４週９休制を導入しており、さらに有給取得率 日勤9：00～17：30　夜勤16：30～翌9：30
　も高く、仕事と家庭の両立を図ることが出来ます。 　※早番・遅番あり

②ブランクがある方、復職支援の充実 【給料・給与】
　１０年以上のブランクがある方の入職実績があります。 ・給与（当社規定に基づく）
　仕事に慣れるまでは先輩がマンツーマンで指導を行って ・昇給　年1回
　います。 ・賞与　年2回（夏、冬）

※１２月と１月（4週12休）

③内外研修でスキルアップ
　月に１回以上は院内で勉強会を行い、院外の研修は、
　勤務扱いで、研修費、交通費は病院が負担しています。
　研修後には伝達講習を行い、研修に参加していない
　職員も勉強出来る場があります。（年間50以上の研修に参加） 【応募方法】

・法人本部採用係 　TEL. 049-245-3716（直通）
④進学支援制度
　准看護から正看護師を目指す方。看護助手から看護師
　を目指す方の学費や勤務面での支援体制があります。 ・ホームページの応募フォームより募集

【周辺地図】

※問い合わせについては、法人採用係まで
　お願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　【城南中央病院特色】

当院は、医療療養型病院です。

医療・看護・介護と専門的リハビリテーションを融合し、安心して
療養できる環境を、ご提供しています。

【看護部の特色】

　　　～笑顔ですごしていただける施設を目指して～

城南中央病院は、元気な方には、何時までも元気でいられるよ
うにと一緒に考え、お手伝いをし、また不幸にも病に冒され後遺
症が残ってしまわれた方には、その後を共に闘い、手助けをさ
せていただくべき所かと考えております。

・採用係メールアドレス
　morohashi@mizuhokai.or.jp

　介護職

・休日休暇4週9休

所在地　　埼玉県川越市中台元町1-16-11

問い合わせ・採用・交通のご案内

・下記採用担当までお電話いただき履歴書、

　職務経歴書の送付により1次選考、1次選考通過後

　2次選考（面接）へ
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所沢市市民医療センター 
所沢市市民医療センターは、「私たちは、市

民の皆様が、信頼して受診されるような医療

機関を目指していきます。受診された方に安

心と笑顔を提供し、地域に根ざした病院とし

て貢献していきます。」を基本理念として、質

の高い医療の提供と技術の向上に努め、市民

の生命と健康を守るという市民病院としての

使命を果たしています。 
 職員の勤務に関しては、「ワークライフバラ

ンス」に配慮し、残業が少なく、休暇制度も

充実しているため、家庭と両立できる勤務環

境が整っています。また、職員は中堅層が多

く、経験の少ない方やブランクのある方への

フォロー体制も万全です。 
 ブランクが心配な方、そろそろ仕事を再開

してみようかなと思っている方など、施設見

学も随時行っておりますので、是非お気軽に

ご連絡ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《施設概要》 
・運営主体／所沢市 
・開設／昭和５１年９月１日 
・診療科目／内科、循環器内科、糖尿病・代

謝内科、内視鏡内科、小児科、放射線科 
・病床数／一般４９床 
・正規職員数／７４名 

《募集要項》 
【臨時職員（パート）】 
・募集職種／看護師または准看護師 
・選考方法／書類審査、面接 
・勤務体制／外来または病棟看護業務（１日

７時間３０分勤務） 
・賞与／年２回（６月、１２月） 
・休暇／年次休暇、夏季休暇、その他各種休

暇制度あり 
・その他／社会保険・雇用保険・労災保険、

他正規職員に準じた福利厚生制度あり 
・応募方法／所沢市市民医療センターに電話 
【正規職員】 
※平成２９年度の職員募集は終了しまし

た。正規職員の募集については、例年７月

頃にホームページ等で公開します。 
《参考》平成２９年度職員募集内容 
・募集職種／看護師 
・選考方法／看護師適正検査、性格適性検査、

面接試験 
・勤務体制／三交代制勤務 
・昇給／年１回 
・賞与／年２回（６月、１２月） 
・休暇／年次休暇２０日間、夏季休暇８日間、

その他各種休暇制度あり 
・社会保険／埼玉県市町村共済組合 
・その他／身分は所沢市職員（地方公務員）

となります。 
《問い合わせ》 
埼玉県所沢市大字上安松１２２４番地１ 
所沢市市民医療センター 
電話番号：０４－２９９２－１１５１ 
FAX 番号：０４－２９９８－５９４１ 
E-mail：b9921151@city.tokorozawa.lg.jp 
HP： 
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iryo
/byouinnogoannai/saiyojyoho/kango.html 
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産科・婦人科   ナラヤマレディースクリニック
 

 

平成 26 年で開院 50 周年を迎えました。 

地域に根づいた医療の提供ができるよう 

努力しております。また、無痛分娩や各種 

マタニティクラス等、妊産婦の皆様のご要 

望にお応えしております。 

 

 

【特色】 

妊娠・出産を通して、楽しく幸せな時間を 

過ごしていただくために、マザークラスの       

他に、インスパイリングエクササイズ、 

ベビーマッサージクラスを併設しています。 

 
 

 

【お問合わせ・交通のご案内】 

上尾市本町１－１－７    

JR 高崎線『上尾』駅下車 東口 

徒歩８分（上尾市役所向かい）  

TEL   048-771-0002 

FAX  048-771-3922 

E-mail  info@narayamaclinic.com 

給　　与

昇　　給

賞　　与

退 職 金

休　　日

研修体制

社会保険 雇用・労災・健康・厚生年金

そ の 他 各種手当有　/　駐車場完備

年間休日 116 日(ｼﾌﾄ制)

外部研修参加援助制度

当クリニック規定による

年 １ 回

夏季・冬季（年2回）

３年以上勤務者（常勤）

【クリニック概要】

代 表 者

開    院

診療科目

ベッド数

 常勤医師 4名  助 産 師 21名

看 護 師 8名  准看護師 8名

看護助手 4名  事   務 11名

保育士他 2名

（火・金）

休 診 日

Ｕ Ｒ Ｌ

木・日曜日、祝日、土曜日午後

  http://www.narayamaclinic.com/

9:00～11:30 15:00～17:30
18:30～19:30

職 員 数

診察時間

院長　黒須　不二男

昭和 39 年 6 月

産科・婦人科

19 床
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よこづか眼科 

 

＜医院紹介＞ 
 当院は平成１１年に開院しました。

眼科医が４名いる、比較的大きな規模

の眼科です。看護師も５名、その他、

視能訓練士５名、事務９名が在籍して

います。スタッフはとても明るく、和

気あいあいと業務に取り組んでいます。

患者さんから「見えるようになりまし

た」と喜んでもらえると、こちらもう

れしくなりますし、とてもやりがいが

ありますね、とスタッフ。特に白内障

の場合は術後の視力が大幅に改善しま

すから、患者さんと喜びを共有しやす

いようです。 
２階建ての施設は１階が外来、２階

が手術室、病棟、スタッフの控え室、

医局等、といったつくりになっていま

す。ベッドは５床あり、うち個室が１

室あります。 
手術は白内障の日帰り手術を中心に

翼状片などもおこなっています。手術

日は毎週火曜と木曜で、それぞれ午後

としています。 
診療所の役割として、地域に密着し

た“心の通う医療を”と常に考えてい

ます。いつまでも患者さんにとって頼

りになる、安心して任せていただける

眼科でいられるよう努力をしています。 

 
＜募集要項＞ 
募集職種  看護師、准看護師 
選考方法  面接 
携行品   履歴書（写真貼付） 

看護師免許のコピー 
採用予定数 若干名 
昇給    年１回 
賞与    年２回 
保険   健康・厚生・雇用・労災 
休日   週休２日制 
    （日曜、祝日と月～土の 

いずれか一日が休み） 
勤務時間 ８：３０～１８：４５ 
     （休憩１３５分含む） 
 
＜お問い合わせ＞ 
〒３６２－０００７ 
埼玉県上尾市久保４５７－８ 
TEL ０４８－７７９－２３００ 
FAX ０４８－７７３－５０５０ 
採用担当 菅原 
 
＜ご案内図＞ 

 

ＪＲ高崎線桶川駅東口より朝日バス 
加納循環、加納公民館行き、または 
加納公民館経由菖蒲車庫行きで10分 
「青葉台団地」下車バス停前 
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医療法人 産育会 厚川医院 
 

 

《厚川医院の概要》         

設 立   昭和４５年 
診療科目  産婦人科・小児科 
ベッド数  １３床 
スタッフ数 ４０名 
 

《コメント》                

厚川医院は地域に密着した産婦人科・小児科医院として皆様に支持されており

ます。 
明るく楽しい雰囲気でスタッフ一同一丸となって頑張っています。 
産婦人科・小児科での実務経験がない方でも優しく丁寧に指導いたしますので未

経験でも安心して働けます。 
新しくきれいな職場で働きませんか？ 

http://atsukawa-clinic.wixsite.com/atsukawa-clinic-neo 
 

《募集要項》 

募集職種 看護師・准看護師 
資 格  １８才～５０才 
時 間  ９：００～１７：００ 
     １７：００～翌９：００ 
     （実働８時間）２交代制 
休 日  週休２日（交代制） 
     夏季・年末年始休暇 
     有給休暇 
給 与  当院規定により優遇 
待 遇  昇給年１回、賞与年２回、

社保完備、退職金制度あり、

旅行年１回、交通費支給、

マイカー通勤可 

医療法人 産育会 

厚 川 医 院 

 

《問い合わせ・交通のご案内》 

住 所 川口市戸塚二丁目４－１０ 
電 話 ０４８（２９５）２８００ 
担当者 院長  厚川裕志 

副院長 厚川清美 
交 通 JR 又は、埼玉高速鉄道 

東川口駅南側徒歩５分 
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医療法人 今井病院 

 

 

 

【今井病院の方針】 

当院は温かみある、人に 

やさしい医療提供を目指して 

います。 

患者様一人ひとりの不安や 

悩みに真摯に向き合うととも

に、安心して治療に集中してい

ただけるよう、笑顔を絶やさぬ

よう 

心がけております。 

 

 

 

 

                           

     【外来受付時間】 

月曜～金曜 午前９：００～１１：５

０ 

       午後 2：00～3：50 

       午後 5：00～6：50 

 土曜    午前 9：00～11：50 

【募集要項】 

 ◆募集職種 

   看護師・准看護師・看護補助者 

 ◆給与 

   当院給与規定による 

 

〒３３５－0002 

 埼玉県蕨市塚越７－３４－２ 

 ＴＥＬ：048-441-0750 

 ＦＡＸ：048-433-0611 

 担当者：登坂（のぼりさか） 

【今井病院の概要】 

 ◆診療科目 

   内科・消化器科・循環器科 

小児科・外科・整形外科 

リハビリテーション科 

放射線科・人工透析 

 ◆ベット数 

   療養病棟 ４６床 
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独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 

（ＪＣＨＯ）さいたま北部医療センター 

≪特⾊≫ 

さいたま市北区に位置する当院の歴史は古く「⼤

宮総合病院」として地域の⽅々に親しまれてきまし

た。平成 26 年に機構が変わり現在の独⽴⾏政法⼈

地域医療機能推進機構（ＪＣＨＯ）さいたま北部医

療センターに改称しました。 

ＪＣＨＯの職員としての⾃覚と誇りを持ち地域の

⽅々の信頼に応えられるよう「誠実で思いやりのあ

る看護を提供する」を看護課の理念として、安全で

安⼼の看護が提供できるよう⽇々努⼒しています。 

当院の看護職員の特徴は他院からの転職は多く、

経験豊かな看護師が多いことです。 

経験を⽣かすとともにさらにステップアップができ

るよう院内外の研修に加え、⾃⾝の時間に合わせる

べくｅラーニングを取り⼊れており学べる環境づく

りをモットーにしています。 

ブランクのある⽅、経験が少なく不安な⽅には

個々のレベルに応じた教育体制で⽀援するなど⼈材

育成に⼒を⼊れています。また、⼦育てや介護をし

ながら働く、プライベートを充実させたいなどワー

ク・ライフ・バランスも積極的に取り⼊れており、

それぞれのライフステージに合わせた働き⽅が可能

です。平成 31 年の春には新築移転の予定です。新

病院で⾃⾝の⼒を存分に発揮してみませんか 

 

≪さいたま北部医療センターの概要≫ 

・開院  昭和 22 年 7 ⽉1 ⽇ 

・診療科⽬  標榜科︓16 科（内科、呼吸器内科、

消化器内科、⼩児科、外科、⽪膚科、泌尿器科、眼

科、⻭科⼝腔外科など） 

・ベッド数︓163 床（実働病床 118 床） 

・⼊院基本料︓7 対 1 

 
 
 
 

・1 ⽇平均外来患者数︓679.1 ⼈（平成28 年度） 

・1 ⽇平均⼊院患者数︓76.4 ⼈（平成 28 年度） 

・平均在院⽇数︓12.6 ⽇（平成 28 年度） 

・看護職員数︓131 名 

≪募集要項≫ 

・募集職種︓看護師 

・選考⽅法︓⼩論⽂、⾯接 

・勤務体制︓2 交代勤務 

        ⽇勤  8︓30 〜 17︓00 

        夜勤 16︓30  〜  9︓30 

         ＊本⼈の希望で 2 交代 

          3 交替が選択可能 

・給与︓ＪＣＨＯ給与規定に基づいて⽀給 

・昇給︓年１回 

・賞与︓年２回（６⽉、１２⽉） 

・休⽇︓４週8 休 

    国⺠の祝⽇、年末年始（12/29〜1/3） 

・休暇︓年時有給休暇、夏季休暇３⽇ 

・応募⽅法︓電話連絡、随時受け付け 

        ＊病院⾒学可 

≪研修体制≫ 

・院外研修（ＪＣＨＯ、埼⽟県看護協会など） 

・院内研修  新⼈研修、卒後研修（ラダー） 

       院内全体研修（医療安全、感染 

       管理、ＮＳＴ、倫理など） 

・ｅラーニング 

≪問合せ≫ 

さいたま北部医療ｾﾝﾀｰ総務企画課 

 さいたま市北区盆栽町453 

ＴＥＬ︓048-663-1671（内線 203） 

ＦＡＸ︓048-663-0058 
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si

医療法人社団 顕心会

伊奈中央病院
地域の療養型病院としてまごころの医療・介護を提供します。

伊奈中央病院の概要

診療科目／内科・皮膚科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

スタッフ数／約７０名

入院基本料／療養病棟入院基本料１

１日平均入院患者数／５９人

平均在院日数／３２０日

伊奈中央病院は、病床数６６床の地域密着型の療養病床です。
現在は６６床すべて療養病床で長期療養型の医療施設として運営していますが、

今後３５床を「地域包括ケア病棟」への病床転換を予定しております。
また、各スタッフ間の風通しもよく、明るくアットホームな職場環境です。

募 集 要 項

募集職種／正看護師
募集⼈数／３名
看護⽅式／チームナーシング
勤務体制／２交代制 ⽇勤(8：30〜17：00) 夜勤(16：30〜9：00) 夜勤回数：4〜5回／⽉
夜勤体制／看護職員２名、看護補助２名
休 ⽇ ／４週８休制
年間休⽇／１２７⽇ （年末年始4.5⽇、夏季3⽇）
休暇等 ／慶弔休暇、有給休暇(初年度６か⽉経過後１０⽇付与)、

育児休暇、産前産後休暇、介護休暇
⇒慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇 取得率100％ 有給休暇取得率70％以上

給 与 ／当院給与規定による
賞 与 ／年２回（７⽉・１２⽉）前年度実績 計３ヵ⽉分
諸⼿当 ／夜勤⼿当、時間外⼿当、調整⼿当、その他⼿当、

通勤⼿当(全額⽀給)、保育⼿当(保育費全額⽀給)
社会保険／健康保険・厚⽣年⾦・雇⽤保険・労災保険
福利厚⽣／⾞通勤可能、無料駐⾞場あり、退職⾦制度(勤続３年以上)
選考⽅法／⾯接（1〜２回）
応募書類／履歴書(写真付き)、職務経歴書

医療法⼈社団顕⼼会伊奈中央病院
〒362‐0807 埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町寿4丁⽬43番地 TEL:048(721)3022    FAX:048(722)2314

採⽤担当：薄⽥（ｳｽﾀﾞ） Email:kensin_usuda@inacyuuouhp.or.jp
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病院理念 

  皆さんに愛し愛される病院となること 

病院概要 

病床数  198床 

診療科目  

内科・外科・脳神経外科・整形外科 

  神経内科・小児科・泌尿器科・循環器科 

耳鼻咽喉科・消化器内科・消化器外科・

皮膚科・麻酔科・リハビリテーション科 

関連施設 

東川口ケアプランセンター 

  たんぽぽ保育室（24時間保育室完備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護部方針 

私たちは病院理念に基づいた安全で 

 信頼される看護を目指します。 

 看護体制   7：1 一般急性期 

       10：1 一般慢性期 

        15：1 回復期リハビリ病棟 

 看護方式 

固定チームナーシング 

モジュール型  ＰＮＳ 

 看護単位   

6単位 

   2Ａ病棟（一般慢性期病棟） 

   2Ｂ病棟（一般急性期病棟 整形・外科） 

   3Ａ病棟（一般急性期病棟 内科・脳外） 

   3Ｂ病棟（回復期リハビリ病棟） 

   他 外来・手術室（中央材料室） 

 教育体制 

   クリニカルラダー制度 

 昇給・賞与 

   昇給/年1回  賞与/年2回 

 勤務交代   2交代 

 勤務時間   8：30～17：30（日勤） 

        17：00～9：00（夜勤） 

  ※短時間労働制度・フレックス制度あり 

 休日・休暇 

   4週 10休制  年間休日120日 

   特別休暇・出産・育児休暇・介護休暇 

 福利厚生 

  退職金制度（勤続3年以上） 

  院内保育施設完備 

  職員保養所（軽井沢） 

  ハワイ研修 

  寮完備（ワンルーム・トイレ洗面別） 

  各種割引制度 

医療法人社団協友会  東川口病院 

♥ご連絡お待ちしております♥ 

 

TEL：048-295-1000（代表） 

【看護師】看護部長代行髙橋まで 

kango@e-kawaguchi-hp.jp 
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医療法人社団 松弘会 三愛病院 

 

「患者様は家族、職員も家族」という考えの

もと、三愛病院では職員を大切にし、福利厚生

を充実させています。サイパンの保養所の利用

や、ハワイ旅行、ヨーロッパ旅行なども行い、

お花見、納涼大会、運動会、様々な部活動を行

って、チーム医療に役立てています。 

 院内イントラで常時院内情報を見ることが

でき、また、院内メールで連絡事項の伝達を行

ったり、理事長や院長に直接メールを送信する

ことができるなど、風通しの良い職場です。 

 

当院の基本理念 

・ 患者さんへの愛と思いやりの心 

・ 地域を愛する心 

・ 医療に奉仕する心 

＜病院概要＞ 

○ 開院／昭和６０年４月 

 

↑(新棟完成予想図) 

○ 診療科目／外科・整形外科・脳神経外科・

内科・循環器内科・呼吸器外科・消化器外

科・消化器内科・泌尿器科・形成外科 

・リウマチ科・心臓血管外科・麻酔科 

・放射線科・リハビリテーション科・歯科 

・歯科口腔外科 

○ 病床数／１９９床（稼動１５８床） 

○ 職員数／５０２名 

○ 看護体制／看護基準１０：１ 

○ １日平均外来患者数／３４７．１人 

○ １日平均入院患者数／１４０．７人 

○ 平均在院日数／１１．２５日 

○ 月平均手術件数／１７３件 

○ 救急車受入台数  月平均３４２台 

○ 救急指定病院（第２次後方） 

 

＜募集要項＞ 

○ 募集職種／看護師 

○ 選考方法／面接、適正検査 

○ 勤務体制／８：４５～１７：４５、 

１６：３０～翌９：３０の２交代制 

○ 給与／当院規定による 

○ 昇給／年１回 

○ 賞与／年２回（７月・１２月） 

○ 休暇／完全週休２日制、年末年始、有給休

暇、慶弔休暇、特別休暇 

○ その他／勤続５年ハワイ旅行、１０年ヨー

ロッパ旅行、保養所あり（国内：湯沢、 

海外：サイパン）、保育室あり 

 

 

 

 

○ 応募方法／随時受付、履歴書（写真添付）・

免許証写しを郵送 

※2018 年春新棟オープン予定！増床につ

き看護師さん募集中です。お気軽にお問い

合わせ下さい。 

 

＜問い合わせ＞ 

医療法人社団 松弘会 三愛病院 

〒３３８－０８３７ 

さいたま市桜区田島４－３５－１７ 

ＴＥＬ ０４８－８６６－１３６５(直通)  

ＦＡＸ ０４８－８６４－７４１７ 

担当者／看護部採用担当者 

最寄駅／JR武蔵野線 西浦和駅（徒歩約７分） 

Email：byoin@sanai.or.jp 

http://www.sanai.or.jp  
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医療法人誠昇会は医療を通じて人々の健康を守り、地域社会に貢献する。 

 

 

☆共に働く職員を募集しています！ 

募集職種：医師・薬剤師・看護職員・介護職員・ケアマネージャー・理学療法士・

作業療法士・相談員・事務職員 他 
 

応募方法：北本共済医院まで、まずはご連絡ください。 
（電話０４８－５９８－７１１１代表） 

 

事業概要 

●北本共済医院 

地域の方々が、健康で笑顔になれるように適切な治療・正確な検査を行い、在宅
療養支援診療所として積極的に往診・在宅医療に参加させていただいております。 

  

●介護付き有料老人ホーム グレース北本 

親切・思いやりを大切に、心を込めたサービスを提供しています。 
北本共済医院と併設なので、迅速な医療対応や介護予防のアドバイスを行うこと

ができます。 
 

●介護老人保健施設 カントリーハーベスト北本 

心豊かで、充実した暮らしができるよう、リハビリテーションに力を入れていま
す。個別リハビリ、集団リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリなど、地域の高齢
者の運動機能の維持向上に努めています。 

 

●北本市地域包括支援センター 南センター 

北本市より平成２８年４月より委託を受けて、地域の高齢者の総合的な相談支援
を行っております。 

 

●プラムの里診療所 

眼科、内科、人間ドック検診センターと２階にリハビリセンターを設置しており
ます。 

 
 

※法人内での異動もあります。いろいろなスキルを磨く場として、 
ご自身のキャリアアップにお役立ちできる法人です。 
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【グループ施設】 

齋藤記念病院（西川口） 

齋藤記念クリニック（武蔵浦和） 

第二齋藤記念クリニック（中浦和） 

リボンシティクリニック（川口） 

さつき診療所（川口） 

 

【募集職種】 

正看護師／准看護師 

【勤務形態】 

〈病棟〉※2交代  8:30～16:30 

13:00～21:00 

          16:00～9:00 
 

〈透析室〉    8:30～16:30 

          12:30～20:30 

【休日・休暇】 

 週休 2日＋祝祭日 

 夏季休暇・年末年始 

 有給休暇・特別休暇 

 子の看護休暇・介護休暇 

【その他】 

 昇給 1回／年・賞与 2回／年 

永年勤続表彰・退職金制度 

職員旅行（希望者） 

 

【選考方法】 

 面接（随時） 

【応募方法】 

 まずは担当までご連絡ください。 

 採用担当：法人本部 山本 

TEL：048-252-8762（代表電話） 

Mail：yamamoto@saito-kinen.or.jp 

 

 

【標榜診療科】 

内科 腎臓内科 神経内科 泌尿器科 

外科 整形外科 循環器科 呼吸器科 

心臓血管外科 

 

【病床数】 一般病床 60床 

人工透析 63床 

 

齋藤記念病院は昭和 47 年に開設して

以来、消化器内科・人工透析を中心に

地域に根ざした診療を行って参りま

した。 

先代の意思を受け継ぎ「いつもやさし

く・いつまでもやさしく」の精神で患

者様本位の治療を心掛けています。 

現在では整形外科・泌尿器科・循環器

科・神経内科の患者様も多く、救急を

含めて幅広く対応しています。 
 

産休・育休取得を経て、長年勤務して

いる職員が多く、永い歴史の中で出

産・育児に対して協力する雰囲気が定

着していることも自慢の一つです。 

私生活と仕事の両立を高次元で実現

し、職員がイキイキと就業できる環境

をこれからも維持していきたいと願

っております。 
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《特色等》 

心臓と呼吸の専門病院として平成 27 年に

開院いたしました。開院当初は５０人の看護

スッタッフでスタートし、2 年が経ち現在約

１００名の看護スタッフとともに、病院にか

かわるすべてのかたに最善の看護を提供し、

思いやりにあふれ、世界に誇れる看護を提供

することを看護部理念として日々自己研鑽に

努めております。 急性期特有の忙しさ、厳

しさはありますがチームワークの良さと思い

やりの心を忘れずに看護に当たっております。 

院内の様々な職種の方達と連携・協働しなが

ら地域の方に信頼される看護部を目指してい

る私たちと一緒に働きませんか？是非お待ち

しております。 

《施設基準》 

集中治療室：入院基本料２：１ 

  各病棟 ：入院基本料10：１ 

《看護体制》 

  日勤  8：30〜17：00（ 7.5時間 ） 

  夜勤  16：45〜8：45（ 16時間 ） 

《看護提供方式》 

  プライマリーチームナーシング 

  受け持ちナーシング 

《看護教育》 

  目標管理 

  クリニカルラダーによる教育計画実施 

  ウエットラボ年４回程度開催 

  「ナーシングスキル 日本語版」 

オンラインの看護技術教育ツール採用

《研修》 

各学会参加・発表 

関連病院との交流会参加 

その他勉強会・研修会参加 

 

 

 

 

 《病院概要》 

・ 開院日：平成27年11月 1日 

・ 診療科目：循内・呼内・心外・内・外・ 

リハ・麻・救 

・ 病床数：88床（ICU 6床、一般 82床） 

・ 入院基本料等：一般入院基本料10対1 

・ 1日平均外患者来数：130人 

・ 1日平均入院患者数：75人 

・ 平均在院日数：10日 

 《募集要項》 

 ・ 募集職種：看護師、准看護師、看護助手 

・ 選考方法：面接、書類選考 

・ 勤務体制：2交代制 

日勤：8：30～17：00 

夜勤：16：45～8：45 

・ 給与：当院給与規定による 

   交通費別途、マイカー通勤可 

・ 昇給：年1回 

・ 賞与：年2回 

・ 年間休日：120日 

※毎月病院見学会を実施しております。 

（詳細は病院ホームページをご覧下さい。） 

《問い合わせ・交通のご案内》 

  

 

 

 

 

 

 所在地：埼玉県川口市前川 1-1-51 

 電話番号：048-264-5533 

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.kheartlung.jp/ 

 担当者：事務部長 中村 

 E-mail：info@kheartlung.jp 

医療法人社団 康幸会 かわぐち心臓呼吸器病院 
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　当院では子育て中の看護職員が多数在籍しております。
そのような方が安心して仕事が出来るように残業がほとんど
ない職場作りをしております。
また急なお休みにも対応できる応援体制も整っております。

考えます。

募集要項
募集職種 看護師・准看護師
選考方法 面接・書類選考

２交代制
日勤　　　９：００　～　１８：００ 病院概要
夜勤　　１７：００　～　　９：３０ 開院 昭和44年10月17日

給与 当院給与規定による 内科・循環器内科・呼吸器内科・糖尿病内科
年１回 ・内分泌内科
キャリアアップ制度あり 外科・消化器外科・肛門外科

賞与 年２回　（６月、１２月） 泌尿器科・皮膚科　
４週８休（年間休日１０７日） ベッド数 一般病棟３６床　、　療養病棟５２床
慶弔休暇　、　有給休暇 一般病棟　　１５：１
健康保険　、　厚生年金　、　厚生年金基金 療養病棟　　療養病棟入院基本料２
労災保険　、　雇用保険　、　食事補助
職員駐車場完備　、　退職金制度
交通費支給（規定あり）　、　残業代支給
電話でご連絡下さい、面接日ご相談致します。
面接日が決まりましたら、履歴書（写真添付）
資格証明書（コピーでも）をご持参して下さい。

問い合わせ
〒３４７－００５６
埼玉県加須市愛宕１－９－１６

電話 ０４８０－６１－２５９５
FAX ０４８０－６１－１１９１

Eメール 10zen-hosp@mbr.nifty.com
ホームページ http://www.10zen-hosp.com
担当者　　 事務長　田沼

住所

診療科目

入院基本料

十善病院の理念・信条

　「医は心である」を信条とし日々患者様の気持ちになり

医療法人　十善病院

働きやすい職場環境をご用意します。

医療と向き合っております。
　心も体も病んでいる人その人が患者さんであり、病気
だけを診るのではなく病人を診ることが重要であると

　以上の事を踏まえ、いつも医の心を大切にしながら地
域に密着した医療を進めていきたいと思っております。

勤務体制

昇給

休日休暇

福利厚生

応募方法

■Page 43



≪募集要項≫

・募集職種／看護師・准看護師 パートも可

・募集部署／病棟・透析室・併設老健

・選考方法／面接・作文

・勤務体制／日勤基本8：00～17：00、夜勤基本16：00～翌9：00

・昇 給／年1回（4月）

・賞 与／年2回（7月・12月）

・休日休暇／シフト制、年間公休１１５日（週休換算 約2.2日）

・そ の 他／マイカー通勤可、交通費全額支給、制服・靴支給、

退職金制度有、産休・育休・介護休暇取得実績有

・応 募／期間：随時 （まずは見学だけでも随時可能）

方法：電話連絡、電子メール

≪問い合わせ≫

・担 当 者 ：端（はた）英樹

・電 話 ： 0494-66-1000（代）

・住 所 ：〒369-1311 埼玉県秩父郡長瀞町岩田５８７

・メ ー ル ：hidekihata77@gmail.com

・法人ＨＰ ：www.ishin-kai.or.jp

― ≪アクセス≫―

・電 車 ：秩父鉄道「樋口駅」

下車、徒歩1 0分

・お 車：関越道 「花園ＩＣ」より

国道140号線を長瀞

方面へ約15分

県道8 2号線沿い、

大型看板目印

募集要項

問い合わせ

長瀞医新クリニック
【法人理念】

法人理念は「奉仕真療」です。 奉仕の心で真

の医療を提供する。患者様第一主義の医新

会が守り続けてきた理念です。

【長瀞医新クリニック概要】

当院は透析の行える有床クリニックです。また、

建物の３分の２が居宅支援事業所を有した老

健施設となっており、受診から入退院、透析、

リハビリ、ケアプランニングまでの一括提供が

可能な医療・介護の総合センターです。

その他、X-P、CT、内視鏡などの検査設備や

手術室も完備しており、患者様、家族様か

らは厚い信頼を、管轄保健所等関係機関か

らは高い評価を頂いております。

・標榜科／内科、外科、泌尿器科、皮膚科

胃腸科、肛門科、リハビリテーシ

ョン科、人工透析

・ベ ッ ド／入院１９床、透析２４床、

併設老健８１床

・スタッフ数／３２名（施設全体１２０名）
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 中田病院は埼玉県内で初の本格的な整形外科病

院として昭和２７年に開業。以来、先進の高度医

療を提供し、二次救急病院として地域の救急医療

を担ってきました。現在は内科、小児科、リハビ

リテーション科等も充実し、地域の患者様に支持

され、親しまれています。 

『安全・安心・親切な地域医療をめざす』 

病院理念を基に、地域の方々から信頼される医療

の提供に努めています。 

 

 

 

 看護部では、「働きやすい環境づくり」を目標に 

 ワークライフバランスを考慮し、残業も少なく、 

 託児所も完備しているため、多数のママさんナー 

 スが活躍しています。コミュニケーションを大切  

 にし、忙しい時でもお互いの思いやりと助け合い 

 の精神で、日々の業務を遂行しています。 

 

 ・新人プリセプターシップ 

 ・院内・院外研修有り 

 ・病院専用保育室有り 

 ・ブランクがあってもＯＫ！ 

 

 随時見学を受け付けていますので、お気軽に看護  

 部長までご連絡ください。 

 

 

≪ 保育室 ≫ 

病院から徒歩３分、中田病院専用保育室 

保育士：６名 

保育料：1ヶ月 15,000 円(食事・おやつ付) 

 

 

 

 

《 概 要 》 

院 長 ：中田 代助 

診療科目：整形外科、内科、消化器科、循環器科、 

     小児科、外科、形成外科、皮膚科、 

     リウマチ科、リハビリテーション科、 

     放射線科、訪問診療部 

     なかだ訪問看護ステーション 

 病床数：１１７床 

２階病棟：（急性期病棟 ４９床）「１０：１」 

   （地域包括ケア病床  ８床） 

３階病棟：（回復期病棟 ６０床）「１３：１」 

 職員数：医師約４０名、看護師７４名、薬剤師 

     ５名、放射線技師５名、検査技師５名、 

     ＰＴ３３名、ＯＴ８名、ＳＴ３名 他 

 

≪ 募集要項 ≫ 

募集職種：看護師/准看護師 

選考方法：書類選考、面接選考 

勤務体制：２交替制 

勤務時間：9:00～17:30、17:00～9:30 

給  与：当院給与規定による 

休日休暇：４週８休制、年間 110 日 

   年次有給休暇、年末年始、慶弔休暇等 

待  遇：昇給年１回、賞与年２回、社会保険完 

     備、退職金制度有、寮、交通費(３万円 

     迄)支給、その他手当、入職支度金制度、 

          奨学金制度、介護・育児休業制度、 

          再雇用制度、保育室有 

応募方法：随時電話・メール等の連絡の上、 

          履歴書・職務経歴書を郵送下さい。 

 

≪ お問い合わせ ≫ 

医療法人社団 弘人会 中田病院 

住所:〒347-0065 

 埼玉県加須市元町 6番 8 号 

 東武伊勢崎線 加須駅 徒歩 5 分 

 TEL:0480-61-3122 

 FAX:0480-61-4467 

URL：http://www.nakada-hp.com 

E－mail：h.nakada@crocus.ocn.ne.jp  

医療法人社団弘人会 中田病院 

看 護 部 よ り 
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医療機関名 医療法人社団 たかの眼科

≪院内写真≫                 ≪医院概要≫

／

／

／

名

目

院

長

制

院

診

開

許 可 病床数 /
ス タッフ数 /

年間手術数 /

募 集 職 種 /
勤 務 時 間 /

福 利 厚 生 /

応 募 方 法 /

高 野 俊 之

眼 科

平成10年 11月

有床 2床

医 師 2名

看護師  7名
看護助手 4名

検 査  8名
事 務 6名

計  27名
772件

看護師

8:45-18:00

(休憩 1:15)

当院給与規定による

年1回

年2回

日・祝・水

年末年始口夏期休暇

健康保険・厚生年金

雇用保険 完備

電話連絡の上

手 術 室

≪交通ご案内≫

尾撃保重繹:言農辱電欅菫貰甦萌看編e]

≪募集要項≫

／

／

／

／

与

給

与

暇体日

給

昇

賞

休

≪問い合わせ≫

医療法人社団 たかの眼科

〒360-0041埼 玉県熊谷市宮町2-1

TEL:048-521-2759

FAX:048-526-9831JR熊谷駅北口より徒歩15分

ロ

癬
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医医療療法法人人  良良仁仁会会  桜桜ヶヶ丘丘病病院院      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成
．．

26
．．

年
．
4
．
月
．
、深谷市
．．．．

国済寺
．．．

に
．
新築
．．

 

移転
．．

いたしました
．．．．．．

。
．
見学随時受付中
．．．．．．．

！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《桜ヶ丘病院の概要》 

◇開設年月日 昭和 39 年 4 月 5 日 

◇診 療 科 目 産科、婦人科、内科、 

       消化器内科、小児科 

◇病 床 数  一般 60 床  

◇スタッフ数 80 名 

 

《募集要項》 

◇募集職種  / 助産師、看護師、准看護師 

◇選考方法 / 面接 

◇勤務体制 /  ２交替制・勤務表による 

◇給  与 / 当院給与規定により優遇 

◇昇  給 /  年１回 （5 月） 

◇賞  与 /  年２回 （7 月・12 月） 

◇休日休暇 /  年間休日 104 日（平成 29 年） 

        有休・特別休暇・産休・育休 

◇その他  / 各種手当、社会保険完備、 

退職金制度、奨学金制度 

◇応募方法 / 電話連絡のうえ、履歴書を 

郵送してください。 

見学も歓迎いたします。 

 

《問い合わせ・交通のご案内》 

〒366-0033 埼玉県深谷市国済寺 408 番地 5 

Tel 048-571-1171 Fax048-574-1756 

http://www.sakuragaoka-hospital.jp 

【担当者】岸本 

◇ 寄り駅 / JR 高崎線 深谷駅北側より 

徒歩 15 分、駐車場完備 

☆ 当院の基本理念 ☆ 

“心のこもった地域医療” 

それが私たちの仕事です 

1 医療人として生命倫理を 大 

限に尊重します      

2 患者様中心の医療を行います 

3 医療の質の向上に努めます 

4 地域医療に貢献し、医療連携 

に努めます 

5 健全経営による働き甲斐の 

ある病院を目指します 
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逍遥の郷は、医療ケアや看護、介護を必要と

する要介護者を対象に、日常生活動作をしや

すくするための運動や生活上の看護、介護サ

ービスを行い、家庭への復帰を支援する施設

です。 

 

緑豊かな環境の中で、明るく暖かい雰囲気の

中でお仕事ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブランクのある方も大歓迎！！ 

先輩職員が丁寧にゆっくりと教えます。 

 

ブログをしています。日々の様子が見られま

すので是非「逍遥の郷」で検索して下さい♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《施設の概要》 

・ 経営主体／社会福祉法人 はぐくむ会 

・ 定員／入所１００名 

  ／通所３０名 

 ・併設施設／ 

逍遥の郷居宅介護支援センター 

逍遥の郷訪問リハビリテーション 

 《募集要項》 

・ 募集職種／看護師・准看護師 

・ 選考方法／面接 

・ 勤務体制／正職員（夜勤あり） 

・      パート（日勤） 

・    日勤8：30～17：30 

・    夜勤16：30～翌9：30 

・ 給与／当法人給与規定による 

(経験考慮) 

・ 昇給／年1回 

・ 賞与／年２回 

・ 休日休暇／正職員は月９日 

（ローテーション制）年間１１８日 

・ その他／交通費規定内支給・ 

制服貸与・社会保険完備 

    退職金制度充実 

・ 応募方法／まずはお電話ください。 

     ０４８－５８１－８８５５ 

     採用係まで 

 

《問い合わせ・交通のご案内》 

住所：埼玉県大里郡寄居町折原２４８２ 

電話番号：０４８―５８１－８８５５ 

ＦＡＸ番号：０４８－５８１－８８６１ 

Ｅメール：hagukumu@aqua.plala.or.jp 

URL:http://www3.plala.or.jp/hagukumu 

 担当者：採用係 

社会福祉法人 はぐくむ会 

介護老人保健施設 逍遥の郷
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医療法人彩清会

清水病院

＜応募方法＞10時～18時の間で、お気軽にお電話ください！

0494-62-0067

子育て中の方歓迎！

働きやすさ３つのポイント

厚生労働省開設の「働きやすい・働きがいの
ある職場づくり」サイトに掲載されています。

当
院
の
概
要

給
与

勤務地：埼玉県秩父郡
皆野町皆野1390-2

事務局：眞下・大前・小山

「みんなの笑顔のために」3つの視点

1.患者様、ご家族様の笑顔のために
受容と共感の心で、地域に暮らす高齢者の

「医療」「介護」「生活」を応援します。

2.地域の皆様の笑顔のために
私たちは、地域の皆様から、必要とされる病院を目指し

ます。

3.職員の笑顔のために
人と社会と自分自身のために、誇れる仕事。

自分（知・技・心）を磨き、人の役に立てる喜びを感じよ
う。職員の誰もが、心満たされ笑顔で誇れる病院を目指し
ます。

成長できる環境

１人ひとりが関心のある
深めたい分野については、
外部のセミナーや研修など
に参加できる体制が整って
います。

復職支援

子育てと両立しながら働い
ている人が多数在籍してい
るので、子供が体調を崩し
たときにはすぐ帰宅できる
そんな環境が整ってい
ます。

定着率の良さ

一昨年度離職者０名！
30代～60代までの幅広い
年齢層の看護師が在籍して
います。
看護協会年会費は当院
が負担します。

病床数 ：60床（医療療養病棟 20：1）
診療科目：外科、内科、リハビリテーション科、皮膚科

消化器科
在宅復帰機能強化加算型

給与：当院規定に基づく
賞与：年２回/昨年実績３ヶ月
昇給：年１回
その他：退職金制度あり、社保完備

休
日
休
暇

月８～９回、年間休日/105日
有給休暇：初年度10日（昨年度実績:平均10.2日取得/人）
出産休暇、育児休暇、介護休暇
（男性・女性の育児休暇取得実績あり）

Info.saiyou@simizubyouin.or.jp

http://www.chichibu-recruit.com/
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特定医療法人 俊仁会  埼玉よりい病院  

 

 

 

 

 

 

病院理念 

「病める人を第一に考える病院であり続ける」 

 

【埼玉よりい病院 概要】 

・名 称／特定医療法人俊仁会 

埼玉よりい病院 

・開 院／平成 15 年 5 月 1 日 

・標榜科目／内科、外科、整形外科、小児科 

脳神経外科、泌尿器科、胃腸外科 

麻酔科、歯科口腔外科 

リハビリテーション科 

・ベッド数／145 床 

（一般 47 床、医療療養 48 床、回リハ 50 床、） 

・施設基準／一般病棟入院基本料 10：1 

【募集要項】 

・募集職種 ／ 看護師 

・選考方法 ／ 面接 

・勤務体制 ／ 2 交代制 

・給 与 ／ 当院給与規定による 

・昇 給 ／ 年 1 回 

・賞 与 ／ 年 2 回（7 月・12 月） 

・休日休暇 ／ 月 9 日、有給休暇あり 

夏休 3 日、冬休 2 日 

・保 険 ／ 健康保険・厚生年金・雇用保険・ 

労災保険 

・そ の 他 ／ 院内保育室 

（24 時間預かり可能） 

・応募方法 ／ お電話ください 

・病院ホームページ 

 http://www.shunjinkai.or.jp/saitamayorii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護部理念 

「気づく」「添う」「繋ぐ」「支える」を 

大切にします 
 
 
看護部基本方針 

1．痛みや苦しみを理解できる 

2．人としての権利を尊重できる 

3．誠実な心と笑顔で向き合える 

4．安全な環境を確保できる 

5．チームの仲間として協働できる 

6．地域に目を向け展開できる 

 

 

看護部教育方針 

・病院理念、看護部理念を理解し、自己を高める人材を

育成します。 

・経年別教育計画に加え、院内院外への研修に積極的に

参加していただき、それぞれが、看護師や看護補助者と

して段階的に成長していくためにできる限り応援しま

す。 

お問い合わせ先 

TEL  048－579－2788 （担当：看護部 佐藤） 
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