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『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

「医療機関就職ガイド」の発行にあたり、一言ご挨拶申し上げます。
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
労促進等を検討するため、埼玉県医師会では「看護師・准看護師問題検討
委員会」を立ち上げて事業を実施しております。
例年、冊子で発刊しておりました就職ガイドは、時代のニーズの変化に
伴い、昨年度からＣＤを配布し、ホームページからも閲覧可能となりまし
たが、看護職員を目指す多くの皆様にご活用いただければ幸いです。
さて、国民の３人に１人が６５歳以上さらに５人に１人が７５歳以上に
なると言われている２０２５年を迎えるにあたり、地域の社会が支える適
切な医療・介護を提供することが求められていることから、医療従事者の
専門性を活かしながら連携するチーム医療の推進が重要なポイントです。
本会といたしましても、県民に適切な保健・医療・福祉を提供するため
に看護職員等に関わる諸問題に対して、積極的な取り組みをしていく所存
でございます。
ある調査結果によりますと、看護師の離職率は毎年約１１％前後を推移
しているそうです。
出産や育児等により現在働いていない潜在看護師においては、復職の意
思はあるもののブランクによる手技や知識に不安を感じる方が多くいら
っしゃることと存じます。
看護職は生涯働くことのできる資格と言われておりますので、医療機関
のサポートにより再度医療現場へ復帰されてご活躍される方が今後増え
る事を期待しております。

平成３１年１月

【医療機関就職ガイド
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＜募集要項＞
≪ 新卒採用 ≫
１．
２．
３．
４．
５．

職種：看護師
募集人員：20 名
資格：看護師免許取得見込み者
選考方法：面接、小論文
スケジュール：
《就職説明会》 毎月開催
《採 用 試 験》 随時
６． 提出書類：
① 履歴書（当院 HP よりダウンロード）
② 卒業見込書
③ 成績証明書
④ 健康診断書
⑤ 小論文
※小論文のテーマはお問合せください。
７． 採用日： 4 月 1 日

≪ 中途採用 ≫
１．職種：看護師
２．資格：看護師免許所有者
３．選考方法：面接
４．提出書類：
① 履歴書（当院 HP よりダウンロード）
② 看護師免許証写し
５．採用日：ご相談ください。

― 応募方法 －
看護部へ試験希望日をご一報の上、試験日の
１週間前までに提出書類をご郵送ください。

手

当

昇給・賞与
休日休暇

経験加算、超勤手当、住宅、扶養、通勤手当
年末年始、昼食費補助、新卒寮費軽減等
昇給／年 1 回
賞与／年 2 回
年次有給休暇、特別休暇、リフレッシュ休暇 4 日間、
慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、
看護休業、年末年始

社会保険

健康、厚生、労災、雇用

福利厚生

寮完備、保育室（24 時間保育）
、駐車場完備、昼食費
補助、ユニフォーム貸与、認定看護師支援金制度、就
職支度金（※常勤採用者のみ。紹介会社からの入職者
は適用外。
）学会研修費補助制度、親睦会

＜病院の概要＞
2004 年 7 月
●
●
●
●


新病院 350 床開院

看護系専門学校および大学の実習を年間受け入れ
臨床研修病院の承認を受け、診療科は臓器別各科体制へ
NST 稼動・教育施設
埼玉県がん診療指定病院に指定（2008 年 4 月）
コンピューターを駆使した病院情報システムを完備。看護教育、
特に継続教育については、外部の研修を積極的に取り入れ、優
れた看護技術が身につくシステムを導入

＜看護部の方針＞
当院では患者の信頼に応えるため、質の高い看護の提供を、安全か
つ確実な看護技術に基づいて提供することを目指しています。また、
患者さんに寄り添った思いやりのある看護を、看護職員一人ひとり
が、主体的に看護実践できることを目指しています。
そのために専門職としての自覚と誇りをもち、主体的に取り組め
るような教育環境を積極的に整備しています。

＜看護部・看護体制＞
●
●
●

勤務体制 2 交代・3 交代
PNS®
看護体制 7 対 1

＜看護部教育計画＞
１． 新人研修、リーダー研修、管理研修等対象別に分け計画を立て
実施しています。
２． 看護の質を維持・向上することを目指し、全看護職員対象の教
育研修を随時実施しています。
３． 入職時オリエンテーションは多職種で協働し、充実した内容
を提供しています。
４． 新人同士の交流を深める現場教育では先輩ナースとペアにな
って学べるようプリセプターシップを導入しています。
また、認定看護師、研修会や学会発表会等への参加を積極的に
バックアップしています。
【 問合せ／書類提出先 】
秀和総合病院

看護部

採用担当宛

〒344-0035

埼玉県春日部市谷原新田 1200

TEL：048-737-2121（代表）

FAX：048-737-2903

e-mail ：kangobu0407@shuuwa-gh.or.jp
URL

：http://www.shuuwa-gh.or.jp/
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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。
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
病床数

40 床

施設規模

構造 鉄骨造

敷地面積 1825 m2

延床面積 3204m2

階数

《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
選考方法：書類選考、面接
勤務体制：２交代制（看護師・看護補助）、日勤
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：年１０５日、誕生日休暇１日
応募方法：随時受付
お気軽にお電話、もしくはメールにてお問合せ
ください。

ご

案

内

図

2012 年 7 月 1 日
(内 5 床感染症用)

7：1 看護
地上 4 階

《問い合わせ》
・住所：〒346-0003
久喜市久喜中央 3-1-10
・電話番号：0480-21-0766（代表）
・ＦＡＸ ：0480-21-2230
・担当
：総務人事課
栢森（かやもり）
・E-mail ：tkayamori@tsuchiya.or.jp
・HP
：http://www.tsuchiya.or.jp

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

有料駐車場
武蔵野銀行
マクドナルド

土屋小児病院

セブンイレブン

西口

久喜駅
JR, 東武線
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埼玉県済生会栗橋病院
〈特色等〉

〈済生会栗橋病院の概要〉

「患者さんが自分の家族だったら」

・設置体 社会福祉法人恩賜財団済生会

「患者さんも誰かの大切な家族」との

・病院種別 一般病院

思いを持ち、その関わりの折々に、あ

・病床数 329床

なたの看護の原点を思い出してくださ

・外来患者数(1日平均) 686名

い。その思いは、患者さんに寄り添い、

・診療科目数 26科

自立した看護師の専門職として、また、

・関連施設 済生会くりはし訪問看護ステー

一人の人としてあなたを成長させるで

ション

しょう。その「思いを育む」教育が当
院看護部最大の魅力です。
通常のクリニカルラダー形式教育に
加え新人看護師（プリセプティ）には

〈募集要項〉
・勤務形態 交代制（変則3交代制・2交
代制）

先輩看護師（プリセプター）がついて、

・募集職種 看護師

日常業務を指導、サポートしていきます。

・応募資格 2020年3月、看護師養成機関

e-ラーニング（ナーシング・スキル）も

卒業見込みの方、又は 看護師資格のある

導入しています。また、当院看護部では

方

資格取得支援制度を設けており、専門分

・選考方法 面接／例題作文／適性検査

野へステップアップしたい方を応援して

・必要書類 履歴書（当院指定、写真貼付）

います。現在当院で専門性を発揮して活

／卒業見込証明書／成績証明書／健康診

動する認定看護師が 12 名在籍しています。

断書（当院指定）

ワーク・ライフ・バランスを推進し、
勤務体制は 4 週 8 休のシフト制で祝日も

〈問合せ先〉

お休みです。年間休日は 123 日で、他に

人事課

はフレッシュ休暇、誕生日有休などの独

0480-52-3611（代）

自のお休みもあります。

saikuri@saikuri.org

病棟での業務は看護補助や外部委託ス
タッフなどにより分業化され、看護師は
より患者さんに寄り添った看護に専念で
きる環境を整えています。
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医療法人研整会

松田整形外科
【募集要項】
＊募集職種/ 正社員: 看護師・准看護師
診療放射線技師・理学療法士
パート: 看護師・准看護師・看護助手
＊選考方法/ 書類選考、面接
＊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
＊給与/ 当院規定による

【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

＊昇給/ 年 1 回
＊賞与/ 年 2 回（6 月・12 月）
＊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

増進をはかります。
＊福利厚生/ 社会保険完備、退職金制度あり
②リハビリ及び内科的な病気及び在宅医療に関し

交通費規定内支給、制服貸与

ても、積極的に当院でできる治療を推し進めて

院内旅行、昼食一部負担

いきます。

福利厚生施設（スポーツクラブほか）

③地域に貢献しつつ職員の生活向上の為

＊応募方法/ 電話連絡

福利厚生の充実に努めます。

☆お気軽にお問い合わせ下さい。

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

【お問い合わせ】
医療法人研整会 松田整形外科

＊診療時間

〒343-0821
月～金

ＡＭ

９：００～１２：３０

ＰＭ

１４：００～１８：００

土

埼玉県越谷市瓦曽根 2-1-14
Tel：048-960-3600

９：００～１７：００

URL：http:www5d.biglobe.ne.jp/~matsuda/
担当：総務課 採用担当

＊スタッフ数/ 36 名
＊アクセス/ 新越谷駅より徒歩 10 分
＊病床数/ 18 床

越谷駅より徒歩 8 分
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医療法人社団

南 越 谷 病 院
【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

【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
病院
ｂ
病
院

【募集要項】

新越谷駅・南越谷駅：徒歩７分

＊募集職種：看護師･理学療法士･医療事務

蒲生駅：徒歩８分

病院

＊雇用形態：常勤・非常勤

ｂ病

＊選考方法：電話連絡の上履歴書持参・面接にて

院ｙ

＊勤務体制：週 40 時間・看護師は変則 2 交代
【問い合わせ】

＊給

与 ：当院規定による

＊昇

給 ：年 1 回

医療法人社団

＊賞

与 ：年 2 回

〒343-0845

＊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

ｂｙ

ｙび
ょ
南越谷病院
By

ｂ
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
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医療法人社団 蓮誓会 レン・ファミリー クリニック
《特色等》

《レン・ファミリークリニックの概要》

地域密着型の有床診療所として患者様よ
りとてもご支援頂いております。また、職

・ 開院

平成 11 年 5 月 1 日

・ 診療科目／内科、呼吸器科、循環器科、

員も休暇が多く(年間休日 135 日以上)、福

消化器科、整形外科、

利厚生として会員制リゾートホテル(東急

リハビリテーション科

ハーヴェスト)を用意するなど働きやすい

・ ベッド数／19 床

職場作りに力を入れております。

・ スタッフ数／45 名
・ 入院基本料等／診療所看護Ⅰ
《募集要項》
・ 募集職種／看護師・准護師
・ 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(5 月)
・ 賞与／年 2 回(7 月、12 月)
・ 休日休暇／週休 2 日制、祝日、
夏期休暇、年末年始休暇、有給休暇、
年間休日 135 日以上
・ その他／交通費全額支給、マイカー通

(外観)

勤可、社会保険完備、会員制リゾート
ホテル
・ 応募方法／電話連絡の上、履歴書を御
持参下さい。(随時面接を行います)
《問い合わせ・交通のご案内》
・ 住所
・ 電話

048-944-2200

・ ファックス

048-944-2026

・ mail
・ 交通機関
(リハビリ室)

埼玉県草加市新善町 373

tomo@kph.biglobe.ne.jp
東武スカイツリー

ライン「新田駅」より徒歩 16 分(貸し
自転車にて約 6 分)
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---careers at---

医療法人社団 愛友会 蓮田一心会病院
私たちと一緒に働きませんか？
MESSAGE
駅から徒歩 1 分！！アットホームな雰囲気で

せています。一般的な急性期病院と比べ、残業も少

「職住近接」や「育住近接」を実現しませんか？

なく、有給取得もしやすい環境です。

・働きやすい環境が自慢です！

また自分のペースでキャリア形成を図ることが出来る

（アットホーム・長期就業者多数・自前のビュッフェスタ

ワークライフバランスに優れた病院です。

イル社員食堂あり）
・正職員登用あり
・駅近（徒歩 1 分）
※今トレンドの「職住近接」や「育住近接」が実現可
能です！

グループ病院のメリットは教育システムの充実にも表れています。共
通の教育ラダー制度や、活発な人材交流で、質の高いキャリア形
成が可能です。

ABOUT

CONTACT US

「蓮田一心会病院」とは、首都圏を中心とした大手メ

〒349-0123 埼玉県蓮田市本町３－１７

ディカルチェーン、「上尾中央医療グループ」の一員で

TEL:048-764-6411

透析に特化した、アットホームで、地域に根差した、風

ホームページ：http://hasuda-issin.jp

通しの良い総合病院です。同時にグループ病院ならで

＜問い合わせ先＞

はの盤石な経営基盤とスケールメリットを生かした研修

総務課採用担当（info@hasuda-issinkai.jp）

や人材交流など約 16,000 人の組織力も持ち合わ
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【病院概要】
病院種別・・・・・・・・一般病院
病床数・・・・・・・・・・99 床
（一般病床 64 床／地域包括ケア病床 35 床）
診療科目・・・・・・・・内科、呼吸器内科、神経内科、
循環器内科、糖尿病内科、
心療内科、漢方外来、外科、
消化器外科、乳腺外科、

【院長メッセージ】

整形外科、脳神経外科、

帯津三敬病院は 1982 年に現名誉院
長の帯津良一先生が理想のホリスティッ
ク医学の実践をめざし設立され、西洋医
学のみならず東洋医学や代替療法を取
り入れた病院として発展してまいりまし
た。

泌尿器科、リハビリテーション科

そして一方、日本の医療制度もこの 30
年のあいだに大きく変わってまいりました
が、当院がめざしてきた”患者さんをまるご
と診る医療”は、どんなに医療制度が変
わろうとも覆ることはありません。病院の根
幹をなす理念を職員全員で実践してい
る病院です。

【募集要綱】
募集職種・・・・・・・・・・看護師
選考方法・・・・・・・・・・面接
採用予定人数・・・・・・若干名
昇給・・・・・・・・・・・・・・年 1 回
賞与・・・・・・・・・・・・・・年 2 回
保険・・・・・・・・・・・・・・健保・厚生年金・雇用・労災
休日・・・・・・・・・・・・・・年 112 日（4 週 8 休制）
年次有給休暇・誕生日休暇
産前産後・育児休暇など
勤務時間・・・・・・・・・・日勤 8：30～17：00

そして、それまでとかく癌患者さんに多くの
力を注いで来ましたが、2009 年の病院
移転を契機に地域医療にもさらに力を入
れ、近隣にお住いの方へも医療に対する
安心や安全を提供できる病院にしたいと
思っております。

夜勤 16：30～9：00

【お問い合わせ】
住所 川越市大字大中居 545 番地
電話 ０４９－２３５－２１８９
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医療法人社団誠弘会

池袋病院

病院理念
科学的根拠にもとづく適切な医療を行うとともに,患者様の
権利を尊重し、快適に病気を治す環境をつくります。

看護部理念
患者の皆様の生命・人格・人権を尊重し、確かな知識と技術に
支えられた心豊かな看護を提供します。

職員の結婚や育児、介護や生涯学習（キャリア形成）などの多様な生活
観・職業観・人生観を大切に受け止め、職員の夢と希望の実現を目指し
て、快適で安心して働き続けられる環境と働き方を支援しています。安
全で質の高い医療・看護を提供するために「職員の幸せ」を追求しなが
ら、ワーク・ライフバランスの実現に向けた取り組みをしています。

川越市笠幡3724-6

お問い合わせ：049-231-1552(総務課)
医療法人社団誠弘会 池袋病院
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MIZUHO Group

見出し 1

〜いつまでもいつまでもその人らしくあるために〜
新卒でも安心の教育制度
川越リハビリテーション病院では急性期を経験し、10年以上のブラ
ンクののちに入職した方が多く勤務しています。経験を積んだ先輩
が支えてくれるので安心できます。一方で、回復期や療養は一概に
キャリアがモノを言う職場ではないので、経験がない新卒職員であ
っても大丈夫。「ここだから頑張れた」と話す方がたくさんいま
す。しっかりとしたマニュアルのもと、仕事に慣れるまでは先輩が
マンツーマンで指導しますし、勉強会も盛んです。

福利厚生も充実
年間の休日数は114日となっており、有給休暇の取得率も90％以
上！家族との時間、趣味の時間をしっかりと作ることができます。
又、保育室があり、長く継続的に働く環境があります。先輩職員
も、子育て中・もしくは子育てをしながら働いてきた経験を持つ人
ばかりなので、お子さんの具合が悪くなってしまった時の早退・遅
刻や急な休みにも理解があり、みんなでフォローしてくれます。女
性も働きやすい職場です。

様々な経験を積める環境
瑞穂グループは医療・介護の分野で幅広く展開しています。患者
様、利用者様のことはもちろんですが、何より職員を大切にする法
人です。どの環境下でも働けるように病院だけでなく訪問看護や老
人健康保健施設など多岐にわたる事業所を持っています。その為、
新しいことにチャレンジしたい方は異動をすることもできます。経
験を積んで在宅サービスに興味が出た。介護保険領域で仕事をして
みたい。といった要望にも対応できる環境があります。
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医療法人

埼玉病院 since 1913

人々の健康と幸せを願い
地域医療に貢献します

●外来診療科目

内科・心療内科・リハビリテーション科

○訪問診療 ○各種健診 ○人間ドック
●入院施設 療養型病床７１床（介護・医療）
最寄り駅 西武新宿線 本川越駅 徒歩 8 分 東武東上線 川越市駅 徒歩 12 分
JR 川越駅 徒歩 18 分※JR 川越駅東口よりシャトルバスあり 埼玉病院

下車

＜募集要項＞
・看護師・ケアワーカー・理学療法士は随時募集して
います。その他の職種も募集しておりますので、お気
軽にお問い合わせ下さい。
（夜勤専従も募集しています）
・昇給年 1 回、賞与年 2 回、社保・雇保・労災完備
・面接は随時行っております。下記連絡先まで、ご連絡
のうえ、必要書類をご郵送下さい。
350-0035
川越市西小仙波町１－８－３
医療法人 埼玉病院 採用担当 熊谷
TEL０４９－２２４－５９１１
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そば

じま

傍島外科
sobajima surgery

看護師募集
「大切にしたい時間がある

大切にしたい人がいる」

傍島外科は地域密着型の有床診療所です。
平成３０年２月より在宅療養支援診療所としても診療しております。
ドクターもナースも明るい雰囲気で笑いの絶えない職場です。
明るくて頼りがいのある婦長より

『ブランクがある方でも、外科を経験したことない方でも、安心して働ける職場です。』
募集職種：正看護師、准看護師
雇用形態：正社員、パート
看護業務：外来看護業務：月〜土（土曜日は午前のみ）
病棟看護業務：有床診療所(19床)としての病棟業務です。二交代制（夜勤なしも可能）
その他 ：検診など
＊勤務日数、時間帯のご希望をお聞かせください。相談可能です。
＊勤務日は一ヶ月毎のシフト制です。

給与

：当院給与規定による。昇給あります。

社会保険完備／制服貸与／車通勤OK／扶養控除内の勤務OK
お子さんの予定、ご家庭の急用などにはできる限り対応させていただいております。
【応募方法】担当：事務長、電話、FAX、eメール：sobajimageka.saiyou@gmail.com
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

診療時間

月

火

水

木

金

土

午前
0900-1145

◯

◯

◯

◯

◯

◯

午後
1400-1730

◯

◯

◯

◯

◯

ー

本
川
越
川越

東武
R16

東上

線
新河

宿線
西武新

〒350-1142

岸

旧道

川越

街道

上福

岡

とんでん

川越市藤間 937-3

薬日本堂

☎049(245)3211

傍島外科

FAX 049(241)3443

「旧中村外科」
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社会医療法人社団尚篤会

赤

心

堂

病

院

赤心堂病院の概要
病院長

：

関谷

診療科目

：

病院種別
病床数
入院基本料

：
：
：

施設認定

：

交通

：

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
二次救急病院
198 床
7 対 1 看護 急性期一般入院基本料 1
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＋）
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

看護師

繁樹

助産師

介護福祉士 看護補助者

看護部長
吉田 幸子
<看護部理念>
赤心(まごごろ)の看護
患者様の幸せのために、やさしさと思いやりのある
「赤心-まごごろ-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。
赤心堂グループでは、人工透析施設や健診専門施設もあり、幅拾い分野で多くのスタッフが活躍しています。
その中でも赤心堂病院は、大正 15 年より 90 年以上の長い間、急性期病院として地域に密着した医療・看護を提供してい
ます。
卒後教育をはじめ中途入職者にも充実した研修を計画し、ｅ-ラーニングを導入していつでも継続した学習ができるような
教育体制をとっています。
子育て世代のスタッフが多く、ワークライフバランスに配慮した働きやすい職場です。

募集要項
募集職種：助産師・看護師・介護福祉士・看護補助者
勤務時間：8：15～17：00 16：45～9：00(二交代制)
休日休暇：年間休日 109 日(変形労働制)+夏期休暇 3 日+バースデー休暇 1 日
昇給賞与：昇給年 1 回・賞与年 2 回
福利厚生：借り上げ看護寮制度あり・託児所あり・職員旅行
選考方法：書類審査・面接

お問合せ
〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町 25-19 電話 049-242-1181 ＦＡＸ
Email recruit＠sekishindo.or.jp
ＨＰアドレス http://www.sekishindo.or.jp/
採用担当 松本ひとみ

049-242-1035
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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
◆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 8：30～17：30
夜勤 17：00～9：00
外来：内科、眼科（休日：日曜日・祝日＋他シフ
トによる）

問合せ

日勤 8：30～17：30

〒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。

◆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)

17 ページ

【理念】

【募集要項】

われわれ職員一同「和顔愛語」をモットーに、患者さん

・募集職種／看護師、准看護師

の視点に立って、当院において可能な範囲で、良心的な

・選考方法／面接

医療を実践します。

・勤務体制／２交替制

【病院の概要】（平成２９年度実績）
・病 床 数 ／１８４床
（一般９５床、地域包括ケア４７床、療養４２床）

・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）
有休、慶弔、バースデー休暇、他

・紹介患者件数／１６４人 （１ヶ月あたり）
・看護 体制／一般１０：１

16:30～9:00

・休日休暇／４週８休制（年間休日１０８日）

・救急車受入台数／１６０台 （１ヶ月あたり）
・職員数／２２０人 （うち看護師・准看護師

8:45～17:45

・そ の 他／各種社会保険、院内研修制度充実、
９６名）

大型フィットネス&スパ利用可、

療養２５：１

職員旅行、BBQ,スポーツ観戦、
保育施設、など
【周辺地図】

住 所：埼玉県坂戸市南町３０－８
坂戸駅南口 徒歩７分
電 話：０４９－２８３－００１９

E - m a i l ：i n f o @ t o u j i n k a i . c o m
U R L ：http//www. toujinkai.com
お問合せ先：総務課 もしくは上記病院 HP より
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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最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

《募集要項》

し、最初の 3 ヶ月は看護知識・技術の習得だけでな

･募集職種：看護師および看護学生

く、マナーや人との接し方も学びます。

･選考方法：書類、面接、作文

7 月頃を目途に夜勤勤務を開始します。

･勤務形態：病棟勤務（三交替ないし二交替）

各種研修や講義等を行い、自信を持って看護にあ

日勤 8：30～17：00、準深 16：30～ 9：00

たれる様に支援しています。半年後にはリーダー業

準夜 16：30～25：00、深夜 24：30～ 9：00

務の習得を目指し、一人ひとりが自立するまで個人

（看護学生に関しては別途設定）

の進捗度に合わせた指導を行なっています。

･給与：当院給与規定による

また、看護協会主催の研修会にも参加を勧めて、

･昇給：年１回（４月）

新しい知識を得る機会を出来るだけ提供していま

･賞与：年２回（夏、冬支給）

す。是非、一度病院見学に来てください。

･休日：４週８休基本とし、年間 112 日

《至聖病院の概要》

･休暇：年次有給休暇、特別休暇ほか

･名称：医療法人社団 清心会 至聖病院

･通勤：マイカー通勤可(駐車場代無料)

･病床数：95 床（一般病床）

･独身寮：ワンルーム形式の独身寮完備

･ｱｸｾｽ：西武新宿線｢新狭山駅｣下車西武ﾊﾞｽ 5 分

･託児所：3 歳児までの保育施設完備

･診療科目：内科・外科・整形外科・循環器科・小児

･福利厚生：食費、医療費補助、職員職場会

科・消化器科･脳神経外科･皮膚科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科･

･応募方法：まずは電話か、メールでお気軽に

予防医学：特定健診・人間ﾄﾞｯｸ・集団検診・予防

お問い合わせください。

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

《問合せ窓口》
〒350-1332 埼玉県狭山市下奥富 1221

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

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

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

ﾒｰﾙ：saiyou@shisei-hp.or.jp
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24 時間の救急体制を実施し、
地域の皆様に信頼される医療をめざします

【理念】
信頼され、安全で、なおかつ質の高い医療の提供
【病院概要】
診療科目／内科、外科、整形外科、脳神経外科
皮膚科、形成外科、循環器内科
麻酔科、リハビリテーション科、放射線科
病 床 数／111 床（一般床 85 床、療養病床 26 床）
併
設／訪問看護ステーション、介護支援事業所
住 所： 埼玉県狭山市富士見 2 丁目 19-35
西武新宿線狭山市駅東口徒歩 15 分
※無料送迎バスあり
電 話： 04-2959-7111（代表）
E-mail： jinji@sch.or.jp
U R L： http://www.sch.or.jp
担 当： 総務人事部 採用担当

【募集要項】
募集職種／
◆医師 ◆正看護師・准看護師（夜勤歓迎）
◆看護補助 ◆薬剤師 ◆理学療法士
◆作業療法士 ◆言語聴覚士 ◆訪問看護師
◆訪問リハビリ（理学療法士・作業療法士）
◆訪問看護事務兼補助者 ◆ケアマネージャー
選考方法／書類選考および面接
給
与／基本給 ＋ 各種手当（当院規定による）
選考時期／随時開催しております
昇
給／年 1 回
賞
与／年 2 回
休
日／月 9 回、年末年始休暇（5 日）、
年間休日 113 日 他 慶弔休暇等
施設見学・ご相談・お問い合わせも大歓迎♪
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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。

『お産のできるホテル』をコンセプトとし、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。
院長を始め、経験豊富で医療レベルの高い産婦人科医が勤務し、産科だけでな
く婦人科の治療・手術にも力を入れております。
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。
🏥 クリニック概要 🏥

👩 募集要項 👩

・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

✉ 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。

☎ 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
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■

理念

「されたい医療

されたい看護

されたい介護」

言葉としては簡単ですが、これが富家病院の理念です。自分自身が、自分の家族が病院にかかる
ようになった時されたいと思う、医療・看護・介護を行うことを全スタッフが心がけています。

■

病院概要
開院：昭和 55 年 3 月
病床数：202 床(医療療養病棟 89 床・回復期病棟 28 床・障害者病棟 56 床・特殊疾患病棟 29 床)
診療科：内科・胃腸科・皮膚科・泌尿器科・神経内科・人工透析内科・リハビリテーション科
施設認定：日本医療機能評価機構認定病院
：日本慢性期医療協会慢性期医療認定病院
富家病院は開院当初より慢性期療養病院として、長期療養が必要な患者様に携わっています。
これからも重度の慢性期医療を必要とする患者様のため、安心安全な医療・看護・介護を提供し
てまいります。

■

募集要項
職種 ：看護師・准看護師
雇用 ：常勤・パート
時間 ：9：00～17：00/16：45～9：00
休日 ：4 週 7 休、年間 113 日
給与 ：当院給与規程による
昇給 ：年 1 回
賞与 ：年 2 回
保険

：社会保険、労災保険、訴訟保険

その他 ：院内保育所完備
：独身寮あり
：研修制度、プリセプター制度あり
：残業なし、有休消化率 100%
関連施設 ：富家透析クリニック

■

お問い合わせ先
〒356-0051
埼玉県ふじみ野市亀久保 2197
℡049-264-8811 看護部長 郷田芳子
又は採用担当 小出
メール t-koide@fukekai.com

※

HP http://www.fukekai.com/

・東武東上線上福岡駅より 4Km

病院見学も随時受け付けています、

・車通勤可、駐車場完備(無料)

お気軽にお問い合わせ下さい。

職員専用送迎バスあり
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Heat to Heart

あなたの持っている優しさが患者さまのやすらぎです

病院概要

診療科目

○解説
： 昭和37年2月
○所在地 ： 埼玉県ふじみ野市福岡931番地
○連絡先 : 049-266-0111（代） 担当：柚木
○病床数 ： 284床 （一般急性期病床239床・医療療養型病床４５床）
○職員数 ： 430名
○認定施設 ・救急指定病院
・がん治療認定医機構認定研修施設
・日本消化器内視鏡学会認定指導施設
・日本外科学会専門医制度修練施設（指定）
・日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設
・日本整形外科学会専門医制度認定研修施設

○診療科目
内科・消化器内科・呼吸器内科・循環器内科・糖尿病内科・神経内科
内視鏡内科・リウマチ内科・外科・消化器外科・整形外科・乳腺外科
肛門外科・脳神経外科・内視鏡外科・形成外科・泌尿器科・眼科
耳鼻咽喉科・麻酔科・ペインクリニック外科・皮膚科・産婦人科・小児科
人工透析内科・リハビリテーション科・放射線科・歯科・歯科口腔外科
○専門外来・専門治療
内視鏡外科手術・糖尿病外来・腎臓内科・睡眠時無呼吸外来
白内障手術・がん化学療法・歯科インプラント治療・難治性骨折超音波
治療法・尿路結石破砕術

看護師募集要項
○職種
○勤務体制

： 看護師
： 日勤 8：45～17：00
夜勤 16:45～翌9：15（仮眠2時間含）
○給与・待遇 ： 昇給：年1回（4月） 賞与：年2回（7月・12月）4.0ヶ月（前年実績）
交通費支給(規定あり）・車通勤可・病院送迎バス利用可・社会保険（健康保険・厚生年金）・雇用年金・労災保険
○休日・休暇 ： 1ヶ月（7～10日）・特別休暇（夏季2日・年末年始5日）・産休・育休休暇制度・有給休暇（入職時月より取得できます）
○福利厚生 ： 職員食堂（昼食150円）・独身寮完備（ワンルームタイプ）・24時間保育室・ユニフォーム貸与・職員医療費減免制度・職員旅行・保養施設
○各資格取得支援制度あり
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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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ナラヤマレディースクリニック

産科・婦人科

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。

【クリニック概要】
代 表 者
開

院長

黒須

不二男

昭和 39 年 6 月

院

診療科目

産科・婦人科

ベッド数

19 床

職 員 数

給

与 当クリニック規定による

昇

給 年 １ 回

賞

与 夏季・冬季（年2回）

退 職 金 ３年以上勤務者（常勤）
休

日 年間休日 116 日(ｼﾌﾄ制)

研修体制 外部研修参加援助制度

常勤医師

4名

助 産 師 21名

看 護 師

8名

准看護師

看護助手

4名

事

保育士他

2名

務

6名
11名

診察時間

9:00～11:30
15:00～17:30
18:30～19:30 （火・金）

休 診 日

木・日曜日、祝日、土曜日午後

Ｕ Ｒ Ｌ

http://www.narayamaclinic.com/

【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

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
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◆病院概要

◆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

開院日：平成 27 年 11 月 1 日

た。開院当初は５０人の看護スッタッフでスタートし、3 年が

診療科目：循内・呼内・心外・内・外・リハ・麻・救

経ち現在約１20 名の看護スタッフとともに、病院にかかわる

病床数：108 床
（ICU 7 床、HCU 4 床、一般 97 床）

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

入院基本料等：急性期一般入院料１（7 対 1）
特定集中治療室管理料１

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

ハイケアユニット入院医療管理料１

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

◆募集要項

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

募集職種：看護師、准看護師、看護助手

緒に働きませんか？是非お待ちしております。

選考方法：面接、書類選考
給与：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

◆看護体制
日勤
夜勤

8：30〜17：00（ 7.5 時間 ）
16：45〜 8：45（ 16 時間 ）

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。）

◆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

◆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

◆看護教育

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.kheartlung.jp/

目標管理

担当者：事務部長 中村

クリニカルラダーによる教育計画実施

E-mail：info@kheartlung.jp

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
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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０４８－５９１－７１１１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。

※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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医療法人社団

博翔会

桃泉園北本病院
～静かな郊外、緑に囲まれた医療施設です～

平成 30 年 10 月 1 日新病院オープン
看護職員大募集
桃泉園北本病院は昭和 56 年に開院した病床数 196 床の医療施設です。
平成 27 年 10 月に回復期リハビリテーション病棟 22 床をオープン。
平成 28 年 8 月には入院透析専門施設をオープン致しました。
平成 30 年 10 月に最新設備・回復期リハビリテーション病棟・入院透析専門施設・地域包括ケア病
棟を兼ね備えた新病院がオープン致しました。地域医療に貢献できる医療機関を目指します。

募集職種：看護師・准看護師

募集要項

勤務体制：2 交代制
給

与：当院給与規定による

賞

与：年 2 回（7 月・12 月）

休日休暇：4 週 7 休

祝日別途休み

年末年始休暇あり
有給休暇勤務後 6 か月後より付与

【就職後の研修体制】
開院時より働いていらっしゃる方もおり、家庭的な雰囲気で皆仲良く仕事をしています。
長期ブランクがあってもプリセプター制度により安心して働く事ができます。
子育て中のママさん・ブランクのある方・介護中の方

等々ご相談に応じております。

新しい病院で気持ちよく働くことができます。

【お問い合わせ】 就職・採用担当

劔持（けんもち）

〒364-0001
埼玉県北本市深井５－６６
電話：048-543-111（代）

JR 高崎線 「北本駅」東口下車
FAX 048-543-1316

URL：http://www.kitamoto-hp.com
Mall: info@kitamoto-hp.com

バス 7 分（送迎車あり）
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開設者
管理者
看護部長
開設
病床数
診療科目
入院基本料
看護記録
新人教育
スタッフ
設備

理事長 関 純
病院長 関 純
庄司 はるよ
昭和48年3月
一般198床(回復期リハビリ91床)
整形外科・内科・循環器科・外科・消化器科・形成外科・美容外科・眼科・皮膚科
泌尿器科・脳神経外科・リウマチ科・リハビリテーション科・麻酔科・放射線科
一般病棟入院基本料 ７対1、回復期リハビリテーション病棟入院料
フォーカスチャーティング
集合教育、職場内教育(プリセプター制度)
看護師・准看護師185名・常勤医師19名 他225名
64列マルチスライスCT 1台・1.5テスラMRI 2台・結石破砕装置・骨密度測定装置
経鼻内視鏡・医療用レーザー装置・図書室 他

特定医療法人 明浩会 西大宮病院
〒330-0856
埼玉県さいたま市大宮区三橋1-1173
TEL 048(640)0511(代)
FAX 048(647)4876
担当 事務部長 白崎
e-mail:shirasaki@nishiohmiya-hp.or.jp
ホームページもご覧ください
http://www.nishiohmiya-hp.com

●募集職種：看護師、准看護師
●選考方法：面接及び健康診断
●勤務体制：日勤8:50～17:30
夜勤16:30～9:30
●給 与 ：当院給与規定による
●昇 給 ：年1回(4月)
●賞 与 ：年2回 合計5ヶ月分
●休 日 ：月8日、年末年始、ゴールデンウィーク
夏休み
●通勤手当：公共交通機関利用(全額支給)
車通勤(通勤距離により支給)
●職員住宅：看護師寮あり
(家賃月額8,000円～12,000円)
●託児施設：24時間保育所あり
●福利厚生：医療費補助、奨学金制度、24時間保育
看護師寮、保養所、企業年金加入
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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・

・1 日平均外来患者数：661 人（平成 29 年度）
・1 日平均入院患者数：82.4 人（平成 29 年度）
・平均在院日数：11.9 日（平成 29 年度）
・看護職員数：136 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

安心の看護が提供できるよう日々努力しています。

8：30 ～ 17：00

夜勤 16：30 ～

当院の看護職員の特徴は他院からの転職も多く、

9：30

経験値豊かな看護師が多いことです。

・給与：ＪＣＨＯ給与規定に基づいて支給

キャリアを生かすとともにさらにステップアップが

・昇給：年１回

できるよう院内外の研修に加え、自身の時間に合わ

・賞与：年２回（６月、１２月）

せるべくｅラーニングを取り入れており学べる環境

・休日：４週 8 休

づくりをモットーにしています。

国民の祝日、年末年始（12/29～1/3）

ブランクのある方、経験が少なく不安な方には

・休暇：年時有給休暇、夏季休暇３日

個々のレベルに応じた教育体制で支援するなど人材

・応募方法：電話連絡、随時受け付け

育成に力を入れています。また、子育てや介護をし

＊病院見学可

ながら働く、プライベートを充実させたいなどワー

≪研修体制≫

ク・ライフ・バランスも積極的に取り入れており、

・院外研修（地域医療機能推進機構本部、埼玉県看

それぞれのライフステージに合わせた働き方が可能

護協会など）

です。平成 31 年の春には新築移転の予定です。新

・院内研修

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：17 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、歯科口腔外科など）
・ベッド数：163 床（実働病床 118 床）
・入院基本料：急性期一般入院料 1

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
さいたま市北区宮原町 1-851
ＴＥＬ：048-663-1671（内線 203）
ＦＡＸ：048-663-0058
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医 療 法 人 秀 瑩 会

木野産婦人科医院
妊娠 ・ 出産 ・ 子育てをトータ
ルにサポートする地域の皆さま
に愛された当院。
院内保育があるので、 お子さ
んが小さい方でも安心して働け
る環境です！
診療科目・産婦人科
募集職種
①外来看護師
②検査技師
③助産師
時間
①8：45 ～ 18：30（外来終了まで）週 3 ～ OK
②8：30 ～ 13：00 週 3 ～ 4、木・土曜出勤出来る方
③8：30 ～ 17：30 週 3 ～当直出来る方歓迎
給与・当院給与規定による
昇給・年１回
交通費・規定内支給／休憩時も時給支給／食事手当・有／車通勤可／制服貸与
院内保育所有（月～土／ 8：15 ～ 18：30 迄）＊日曜、祝日は要相談

募集方法
電話の後、履歴書（写真付き）を
ご持参下さい。
電話：048-651-2916
担当・採用係まで
〒331-0812
さいたま市北区宮原町 1-331-1
( 医 ) 秀瑩会

木野産婦人科医院
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医療法人聖仁会 西部総合病院
【看護部理念】
看て、聴いて、触れて、
患者様の思いに応える看護を提供します

【看護部方針】
１．患者様の人権を尊重し、安全で安心の看護を実践する。
２．人間性豊かな（心温かな）人を育てる。
３．チームの一員としての責任と役割を果たす。

【病める人に対し、よき奉仕者たれ】
当院の院是である「病める人に対し、よき奉仕者たれ」をモットーに
幅広い年代と回復過程で看護・介護を提供することで地域に
密着し住民に愛されている病院です。
患者様のニーズに合った看護・介護を提供できるよう、患者様・
ご家族様との関係を密にしています。
看護部では看護の質の向上はもとより、社会人として人間的な
成長を願い、各種研修を実施しています。

【病院概要】
開
院 1980年12月
診療科目 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、
外科、消化器外科、乳腺外科、肛門外科、
整形外科、脳神経外科、形成外科、小児科
皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、
リハビリテーション科、麻酔科
ベ ッ ド 数 268床（一般急性期病棟52床、療養120床、
地域包括ケア病棟40床、回復期リハ病棟56床）
職 員 数 370名（看護職140名・助手70名）
関連施設 西部総合病院の在宅介護支援部門：西部在宅ケアセンター
○在宅介護支援センター大久保 ○訪問看護ステーションさくら
○訪問介護ステーションさくら ○デイサービスセンターさくらの里

【アクセス】

【教育体制】
平成２８年度より、新人看護職員を支える体制として
チューターシップ+チーム支援型を導入しました。
各新人看護職員に決まった相談相手（チューター）を配置し、
チーム全員で教育・支援をしています。
また、中途採用看護職員にも同じくチューターを配置し、
職場適応のサポートやメンタルサポート等の体制作りをしています。

【募集要項】
募 集 職 種 看護師、看護補助者
勤 務 形 態 ２交代制
勤 務 時 間 日勤 8：45～17：45
夜勤 16：45～ 9：15
昇
給 年１回（４月）
賞
与 年２回（６月･１２月）
給
与 当院給与規定による
休
日 ４週８休制、日曜祝日（交代制）
休
暇 年末年始、夏期休暇、
年次有給休暇（初年度１０日）、看護休暇等
そ の 他 看護職員寮、奨学金制度、永年勤続表彰、
退職金制度（３年以上勤務）
保 育 施 設 院内保育所「さくらの家」
○24時間365日受け入れ可能
○対象年齢
原則３ヶ月～小学校入学前まで
○保育料金
１日：600円 夜勤帯１泊：800円
○食事
病院栄養科にて調理(離乳食・ｱﾚﾙｷﾞｰ応相談)
朝食：160円 昼・夕食：230円
○定期健診
小児科医による健診
病児保育室「こりすの家」
お子さんが病気または病気回復のため集団生活が
困難な時期に、一時的にお預かりするさいたま市の
委託事業です。

「京浜東北線 北浦和駅」西口より、
３番バス停より西武バスにて「諏訪坂」下車
２番バス停より国際興業バス
（さいたま新都心行き/与野本町駅行き）・
(白鍬電建住宅行き）にて「陣屋」下車

お問い合わせ
〒338-0824
埼玉県さいたま市桜区上大久保884番地
（電話）048-854-1111
（FAX）048-855-3285
（Eメール）hasegawa@seibu-hospital.or.jp
担当：長谷川啓子（看護部部長）
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三慶会

《特色》
当院の看護部理念は、三慶会の理念に基づき、
社会の変動・医療の進歩に対応した質の高い心
のこもった看護を提供することです。
看護師一人ひとりが確かな知識・技術と豊かな
感性を持ち、自ら考え行動できる看護師の育成、
そして自ら目標を掲げ看護を実践していく中で
自己実現できるよう、仲間同士がともに支援し
合う暖かい職場づくりをしています。クリニカ
ルラダーに沿った充実した卒後教育や、自己啓
発を応援する体制が整っています。また、女性
の多い職場なので、結婚後も永く勤められるよ
うに福利厚生を充実させ、ライフケアにも力を
入れております。
三慶会の理念に共感され、看護に情熱を持っ
ている人を求めています。

《働き続けられる環境づくりを実践》
患者満足につながる質の高い看護を提供するた
めには、職員一人ひとりがいきいきと働ける環
境が必要です。
当院は出会った職員が気持ちよい挨拶をする習
慣や、職員間の親睦を深めるためのさまざまな
イベント、サークル活動があるなど、働きやす
い環境づくりに力をいれています。

指扇病院・指扇療養病院
《概要》
三慶会理事長 鈴木慶太
統括看護部長 加藤喜美江
看護方式 固定チームナーシング（一部固定チームナーシング）
【指扇病院】 226 床（一般１７５床、回復期リハ５１床）
病院長 風間博正 看護部長 泉田智代子
職員数（看護職員数） 421 名（178 名）
診療科目 内科、循環器内科、外科、肛門外科、整形外科、脳神
経外科、眼科、皮膚科、麻酔科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、リハビ
リテーション科、歯科
看護配置 10：1
【指扇療養病院】 240 床
病院長 結束敬基 看護部長 白井光子
職員数（看護職員数） 319 名（117 名）
診療科目 内科、外科、リハビリテーション科
看護配置 20：1
《募集要項》
●募集職種 正看護師・准看護師・介護職
●勤務体制 9：00～17：30 平日
9：00～13：00 土曜 ４週８休制度
●給与 当院給与規定による
●昇給 年１回 賞与 年 2 回４．５ヶ月
●その他 交通費全額支給 託児所あり
マイカー通勤可

《キャリアに合った教育体制》
「自ら考え、行動できる看護師の育成」を目標に、卒後 1
年目、2 年目、3・4 年目、5 年目と、それぞれのキャリア
に合った教育体制を設けています。
「プリセプター＋チーム支援型」の体制を整え、一人ひとり
の個性を尊重しながらチーム全体で新人を育成します。
《お問い合わせ》
〒331-0074
埼玉県さいたま市西区宝来１３４８‐１
ＪＲ川越線、指扇駅 徒歩１０分
大宮駅--日進駅--西大宮駅--指扇駅--南古谷駅-- 川越駅
℡０４８‐６２３‐１１０３
本部事務局／総務課 採用担当
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医療機関名 医療法人慈公会 公平病院
《特色》

《公平病院の概要》

「この街の健やかな暮らしをささえる。
・開院/ 平成5年1月1日
これからも、ずっと。今よりも、もっと。」
・診療科目/内科・外科・消化器内科・消化器外科
を基本理念としてかかげ、地域の方々をそばで
循環器内科・糖尿病内科・神経内科
ささえるかかりつけ医を目指し診療を行っています。
整形外科・乳腺外科・腫瘍内科・緩和ケア内科
また、医師・看護師・薬剤師など
放射線科
それぞれのプロフェッショナルが一丸となり
・ベット数/ 44床
患者さんの問題解決にあたります。
・スッタフ数/90人
現在は、ＣＤＥＬの取得を支援しており
・二次救急指定医療機関
多くの看護師や薬剤師が学び、実践している ・急性期一般入院料5・知症ケア加算2
・がん性疼痛緩和指導料
職場です。
・薬剤管理指導・機能強化加算・在宅支援病院
・オンライン診療料
・医師事務作業補助者加算1 20対1
・救急搬送患者地域受入加算
・救急搬送患者地域紹介加算
・在宅時医学総合管理料
・在宅末期総合診療料
・胃瘻造設術・胃瘻造設時嚥下機能評価加算
・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影
・無菌製剤処理料
・入院時食事療養/生活療養（Ⅰ）
・労災保険指定
・生活保護指定
・介護保険法居宅介護支援事業所指定
・1日平均外来患者数/ 162人
・1日平均入院患者数/ 35人
・平均在院日数/10.7日
《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交代制
・給与/当院給与規定による
・昇給/年1回 4月
・賞与/年2回 ７月、12月
・休日休暇/週休2日制、シフト制による
・その他/社会保険完備・交通費全額支給
・応募方法/電話連絡のうえ、履歴書持参
《問い合わせ・交通のご案内》
・住所
埼玉県戸田市笹目南町20-16
・交通
JR戸田公園駅下車
下笹目行きバス 根木橋下車
徒歩1分 （車通勤可）
・電話番号 048-421-3031
・URL
http：//kodaira.life/
・担当者
採用担当
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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
考えます。
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。

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
勤務体制 日勤
９：００ ～ １８：００
夜勤 １７：００ ～ ９：３０
給与
当院給与規定による
年１回
昇給
キャリアアップ制度あり
賞与
年２回 （６月、１２月）
４週８休（年間休日１０７日）
休日休暇
慶弔休暇 、 有給休暇
健康保険 、 厚生年金 、 厚生年金基金
労災保険 、 雇用保険 、 食事補助
福利厚生
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。

応募方法 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

十善病院

働きやすい職場環境をご用意します。
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。

病院概要
開院

昭和44年10月17日
内科・循環器内科・呼吸器内科・糖尿病内科
・内分泌内科
診療科目
外科・消化器外科・肛門外科・整形外科
泌尿器科・皮膚科
ベッド数 一般病棟３６床 、 療養病棟５２床
一般病棟 １５：１
入院基本料
療養病棟 療養病棟入院基本料２
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医療法人ＥＭＳのグループとして平成29年10月にオープンしたクリニックです。
最新型のCT・MRIを導入し、一般外来・リハビリを行いながら、
救急告示病院として救急搬送患者も受け入れ、診療を行っています。
1日の外来患者数は約70名、救急搬送台数は2～5台です。
開院から1年を迎え、新規の患者様が10,000人を超えるなど、
地域の期待の大きさを感じながら、日々診療を行っています。
今後も「かかりつけ医」＋「救急医」 の役割を十二分に発揮していくために、
スタッフの増員を図っていきます。
《当院の特色について》
患者様は乳幼児～高齢者まで、年齢・診療科を問わず日々、診療に来院されます。
血圧の相談から交通事故の救急搬送など、様々な症例に携われることが出来るのが特長です。
日中は主にかかりつけの患者様への対応や、点滴・採血・処置介助など、
夜勤では独歩で来られる患者様や搬送の救急対応となります。
日々、状況によって求められるスキルは様々ですが、
先輩の看護師が優しく、時に厳しくしっかりと指導いたします。
救急での経験も不問ですので、興味のある方は是非一度、見学に訪れてみてください。

■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□

【所在地】
〒 347-0011
埼玉県加須市北小浜408番地
【診療科目】
救急科（内科・外科・小児科）・循環器内科・脳神経外科・整形外科・リハビリテーション科
【連絡先】
TEL:0480-63-3111
FAX:0480-63-3101

＊求人についてのお問い合わせは、
事務局本部 092-707-6060 までお願いします。

【受付時間】
月～土／9：00～12：30
14：30～18：00
日曜・祝日休診
＊急患は24時間365日いつでも診察可能です
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《募集要項》
職種
応募資格
雇用形態
年齢
学歴
必要な経験等
就業時間

休憩時間
仕事の内容
給与
賞与
休日
年間休日数
託児所
従業員数
加入保険
定年制
再雇用
マイカー通勤
通勤手当
選考方法

看護師（正・准問わず）
正看護師または准看護師
正社員
不問
高卒以上
不問
変形 １ヶ月単位
1）08:30～17:30
2）17:30～09:00
3）08:30～12:30
時間外勤務：月2時間程度
60分
外来・救急対応における看護業務全般
夜間の宿直など
当院規定による
あり ＊前年度実績：年2回・計4.50月分
月8日～9日（シフト制）
103日
無し
20名（内、看護師7名）
雇用 労災 健康 厚生
あり 一律 60歳
あり 65歳まで
可
実費支給 ＊上限あり：月額20,000円
書類選考・面接
＊ご応募の際は、ハローワーク紹介状および写真付き履歴書を
下記の住所までご送付願います。
＊履歴書送付先
〒814-0153
福岡県福岡市城南区樋井川6丁目36-13
医療法人EMS事務局 宛

□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■

【交通アクセス】
東北自動車道「加須ＩＣ」より車で5分、国道125号線加須羽生バイパスに面しており、
車でのアクセスが良好です。
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医療法人社団弘人会

中田病院

職員数 ≫≫≫
医師１６名、看護師７３名、薬剤師５名、
放射線技師５名、検査技師５名、
ＰＴ３０名、ＯＴ９名、ＳＴ３名 他
募集要項 ≫≫≫

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 よ り
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。

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
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」

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。
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)
関連施設

≫≫≫

なかだ訪問看護ステーション
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
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医療法人

良仁会

桜ヶ丘病院

☆ 当院の基本理念 ☆

1
2
3
4

“心のこもった地域医療”
それが私たちの仕事です
医療人として生命倫理を最大
限に尊重します
患者様中心の医療を行います
医療の質の向上に努めます
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
． ．．．．．．．．．．．．．．．．
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、小児科
消化器内科、循環器内科
◇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
◇昇
給
◇賞
与
◇休日休暇

当院給与規定により優遇
年１回 （5 月）
年２回 （7 月・12 月）
年間休日 104 日（平成 30 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
◇最寄り駅 / JR 高崎線 深谷駅北側より
徒歩 15 分、駐車場完備
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病院の理念
「安心・安全・親切」な地域医療を目指して、常に患者さんの立場に立った医療を心がけ
ています。
当院は大正 12 年に開業して以来、外科のかかりつけ医として診療を行っています。
私たちは、地域医療を支える「外科のかかりつけ医」という理念を実現するために日々新
しい医療情報の習得と医療設備の導入に力をそそいでいます。
病院概要
〒367-0217
埼玉県本庄市児玉町八幡山 293
病 床 数 ／ 42 床（急性期 17 床･地域包括ケア病床 25 床）
看護配置 ／ 10：1
設 ／ 大正 12 年 6 月 6 日

開

診療科目 ／ 外科、消化器外科、麻酔科、ペインクリニック外科、乳腺外科、肛門外科
看護部の理念
私達は、病院の理念に基づき
「いつも笑顔で真心をこめた親切な」看護に努めてまいります。
看護部 基本方針（４つのチャレンジ）
1. 私達は、地域の人々の健康を支え患者さんが住み慣れた地域で幸せな生活が送れる
ように支援してまいります。
2. 私達は、人間の尊厳・権利を尊重し、安全で安心な看護を提供いたします。
3. 私達は、医療チームの一員として絶えず自己研鑽を積み根拠に基づいた確かな知識
と技術で看護を提供いたします。
4. 私たちは、元気な挨拶、明るい笑顔を絶やさず、多職種と協力し合い働きやすい職
場作りに努めます。
募集要項
・募集職種 ／ 看護師
・選考方法 ／ 面接、書類選考
・勤務体制 ／ ２交替制
・給

与 ／ 当院給与規定による

・昇

給 ／ 年１回（当院規定による）

・賞

与 ／ 年２回 約４ヶ月(今年度実績)

・休

日 ／ 年間１２４日(今年度実績)

・そ の 他 ／ 併設施設・ハートフルガーデンベル（サービス付き高齢者住宅 ３３床）
・ベル訪問看護ステーション
病院ホームページ URL：http://www.suzukigekahp.com/
お問い合わせ先 TEL：0495-72-1235

FAX：0495-72-1236（担当：高橋、森）
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