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埼玉県医師会員医療機関での看護職を目指す方への

「医療機関就職ガイド」
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掲載施設・検索操作マニュアル ① 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

掲載施設・検索操作マニュアル ② 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

掲載施設・検索操作マニュアル ③ 



 

 

セイキュリティ上、“閲覧の許可”を求められますので、“許可”を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ閲覧時のご注意 





 

『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、平成２９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。 

  

 

令和３年１２月 



【医療機関就職ガイド　目次】

〈東西南北地区医師会別〉
医療機関名（所在地）

★東部地区医師会内訳

草加八潮、南埼玉郡市、越谷市、春日部市、
北葛北部、吉川松伏、三郷市

★西部地区医師会内訳

川越市、所沢市、朝霞地区、入間地区、
飯能地区、東入間、坂戸鶴ヶ島、狭山市、比企

新越谷病院（越谷市）

レン・ファミリークリニック（草加市）

南越谷病院（越谷市）

春日部嬉泉病院（春日部市） 1

2

3

4

5

埼玉みさと総合ﾘﾊ ﾋ゙ ﾘ゙ﾃｰｼｮﾝ病院

（三郷市）

春日部嬉泉附属クリニック（春日部市）

6

川越救急クリニック（川越市）

赤心堂病院（川越市）

7

8

 9

至聖病院（狭山市）

坂戸中央病院（坂戸市）

10

12

13

14

傍島外科（川越市）

15

16

18

17堀ノ内病院（新座市）

霞ヶ関南病院（川越市）

19

所沢市市民医療センター（所沢市）

イムス富士見総合病院（富士見市）

11

池袋病院（川越市）

所沢中央病院（所沢市）

静風荘病院（新座市）

上福岡総合病院（ふじみ野市）

埼玉医療福祉会
光の家療育センター（毛呂山町） 20

★南部地区医師会内訳

浦和、川口市、大宮、蕨戸田市、北足立郡市、
上尾市、さいたま与野、岩槻

★北部地区医師会内訳

熊谷市、行田市、秩父郡市、本庄市児玉郡、
深谷寄居、北埼玉

中田病院（加須市） 35

36

37

たかの眼科（熊谷市）

秩父市立病院（秩父市）

加藤クリニック（さいたま市浦和区）

伊奈病院（伊奈町）

よこづか眼科（上尾市） 21

22

23

24

25

26

指扇病院・指扇療養病院
）区西市またいさ（        

27

28

29

30
さいたま北部医療センター

（さいたま市北区）

林病院 （さいたま市桜区）

厚川医院（川口市）

かわぐちレディースクリニック（川口市）

埼玉厚生病院（川口市）

埼玉県央病院（桶川市）

川口誠和病院（川口市）

齋藤記念病院（川口市）

彩の国東大宮メディカルセンター
（さいたま市北区） 31

32

33

公平病院（戸田市） 34

クリックでホームページへ
つながります

（ネット接続環境が必要）

･うらわの里

https://www.kasukabe-kisen.jp
https://www.kasukabe-kisen.jp/clinic/
http://www.ims.gr.jp/shinkoshigaya
http://www.ren-family.jp/
https://saitama-misato-reha.com
https://med-seikokai.jp
http://www.kasumi-gr.com
https://www.ktec99.com
https://www.sekishindo.or.jp/
https://sobajimageka.wixsite.com/website
http://www.toujinkai.com
https://shisei-hp.or.jp/
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iryo/byouinnogoannai/saiyojyoho/index.html
https://wafukai.or.jp/tch/
https://seifuso.or.jp
https://horinouchi-hp.com
https://ims-site.jp/fujimi/kango/
http://www.kamifukuoka.or.jp/
https://www.yokozuka-ganka.jp
https://inahp.saitama.jp
http://www.seisekikai.com/kenou/recruit-kangobu/
https://atsukawa-clinic.wixsite.com/atsukawa-clinic-neo
https://www.kawaguchi-seiwa-hp.com/index.html
https://kawaguchiladys-clinic.net/
http://www.saitamakousei.com
https://www.katocl.jp
http://saitamahokubu.jcho.go.jp
https://www.shmc.jp/
https://www.sashiogi.com
http://www.eijukai.com
https://kodaira.life
http://www.nakada-hp.com
http://www.city.chichibu.lg.jp/1037.html%E3%80%80


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医療法人社団嬉泉会 

春日部嬉泉病院 

★病院概要 

透析医療を中心に、腎臓病、循環器疾患、消化器疾患、 

膠原病などの治療に取り組む地域密着型病院です。 

透析部門では徒歩2分の距離にある附属クリニックと 

連携し、埼玉県随一の透析患者数を誇ります。 

 

＊病床数：６０床 

（急性期一般病棟５２床〔内 ICU２床〕、 

地域包括病棟８床） 

★病院理念 

人を大切にする人を大切にする 

 

★看護部理念 

患者さんの個別性を尊重し、優しく丁寧に、 

熱意をもって看護を提供する 

 

 

 

 

 

 

 

★充実した教育サポート 

看護部では看護学生の実習受け入れを毎年 

行い、安定した高い指導力を保持します。 

新卒者にはもちろん中途入職者にも教育担当

者がつき、マンツーマンで指導・サポートしま

す。 

一人ひとりの職員が能力に合った学びができ

るよう、レベル別のラダー研修で継続的な成長

を目指すことができます。 

★看護体制 

 7対１ プライマリーナーシング 2交代制 

働くスタッフを大切にするために・・・ 
 

★無料で夜勤食・朝食を提供 

★無料の 24時間保育室を完備 

仕事と家庭の両立支援に力を注いでいます。 

子育て中のママさんが沢山活躍しています! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人社団嬉泉会 

春日部嬉泉附属クリニック 

★クリニック概要 

春日部嬉泉病院附属クリニックは、本院から３０ｍほど 

離れた場所に位置しています。 

透析病床は 1フロアに 14床、透析患者は約220名。 

4フロア各階四季をテーマに、2Fは春、3Fは夏、 

4Fは秋、5Fは冬をイメージしています。 

患者さんは、自立した介助を必要としない方々です。 

 午前・午後 2部体制 

 各フロア 看護師 1名・技士 1名 

 管理栄養士による栄養指導 

★クリニック看護透析・目指している看護 

コミュニケーション自体が病気に対する不安や悩みを 

軽減させる癒しになりうるとしています。 

個室というプライベート空間を生かし、患者様に寄り 

添い、患者様の身体状況、生活背景を含め、より良い 

ライフスタイルを形成して頂く為の看護ケアの提供を 

目指しています。 

患者様にとって大切な治療の時間を安全に豊かに 

満足して頂ける信頼関係性づくりを心がけています。 

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 8休 有給休暇 20日 

連続休暇 8日間の取得(勤続１年以上) 

特別休暇（結婚・出産・忌引）介護休暇等 

福利厚生：退職金制度 （勤続３年以上） 

社会保険完備 

食事／1食 200円 

制服貸与 

★問い合わせ 

〒344-0067 

春日部市中央 1-53-16 

TEL048-736-0111 

Fax048-734-1700 

担当者：総務科 奈田 

 

病院のホームページです。☞ 



中途採⽤⼤歓迎！
〒343-0815

埼⽟県越⾕市元柳⽥町６番４号

Tel�:�048(964)2211(代表)
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総務課 採⽤担当宛て

E-mail�:�shinkoshi.jinji@ims.gr.jp 

診療科目　　  ：内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 神経内科 　　　　　　　  
整形外科 皮膚科 リハビリテーション科
病床数　　　  ：188床（ 回復期リハビリテーション病棟46床
  　　　　　　　　　　   障害者病棟91床       療養病棟51床）
看護配置基準  ：回復期リハビリテーション病棟入院基本料1（13:1）
　　　　　　　  障害者施設等入院基本料（10:1）
                         療養病棟入院基本料１（20:1）
 
　　　　　　　 
職種　　　　  ：看護師
勤務形態　　  ：二交代制　8:30～17:15（実働8時間/内休憩45分）

※夜勤：16:30～翌9:00（内休憩120分）
　　　　　　　　　　　　  ご家庭の状況に合うように配慮します
　 　　　　　　　　　　　(フレックス勤務あり)

♦病院概要♦

♦募集要項♦

家事・育児が両立できます

24時間対応の託児所があり、お⼦さんを預けながら

勤務されているママさんナースが多く勤務しています

これから結婚の予定があるかたも安⼼して

     ご勤務いただけます！！

病院⾒学�随時開催中



  

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 40

年近く、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・美容皮膚科・内科･外科 

 アレルギー科・リハビリテーション科 

＊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 
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 《特色等》 

 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

員も休暇が多く(年間休日 135日以上)、福

利厚生として会員制リゾートホテル(東急

ハーヴェスト)を用意するなど働きやすい

職場作りに力を入れております。 

 

 

 

 

 

        (外観) 

 

 

 

       (リハビリ室) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 《レン・ファミリークリニックの概要》 

・ 開院    平成 11年 5月 1日       

・ 診療科目／内科、呼吸器科、循環器科、 

消化器科、整形外科、 

リハビリテーション科 

・ ベッド数／19床 

・ 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

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    埼玉県草加市新善町 373 

・ 電話       048-944-2200 

・ ファックス    048-944-2026 

・ mail        tomo@kph.biglobe.ne.jp 

・ 交通機関    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) 

 

 

 

 

 

 医療法人社団 蓮誓会 レン・ファミリー クリニック 

mailto:tomo@kph.biglobe.ne.jp




医療法人社団 誠弘会 池袋病院 

開 設：１９６０年【昭和３５年】 

診療科目：内科、呼吸器科、胃腸科、循環器科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、 

小児外科、皮膚科、泌尿器科、肛門科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科 

病床数：76床・スタッフ数：全体数 184 名（常勤）67名（非常勤）11/1在籍 

1 日平均外来患者数：234名・1日平均入院患者数：53名・平均在院日数：16日 

≪募集要項≫ 

職 種：看護師・看護助手 

所属部署：病棟・外来・腎センター 

給与締め：末締め・支払日：翌月 20日・賞与：年 2回/3.0（1 回/1.5） 

年間休日：116日【月 9休、夏 3日、冬 5日】 

応募方法：電話連絡：049-231-1552 総務人事課：入江 

【病院長コメント】 

池袋病院は消化器一般外科、整形外科を主要診療科とした外科系小規模急性期病院です。

これに加えて、サテライトの血液透析施設をもつ血液透析病院でもあります。 

76 床の医療機関、特に急性期としてはスケールメリットの点で不利ですが、小粒である

からこその機動性を生かして地域に密着した医療を展開しています。 

医療機関は人が財産です。どんなに高額な先進医療機器がそろっていても使いこなす看護

師が優秀でなければ宝のもち腐れです。当院では、看護師個々のキャリアパスを大事に、

教育に取り組んでいきます。各種認定看護師の育成、学会活動などを積極的に進め、医療

職が一丸となって病院を育てていくという姿勢に是非共感していただきたいと思います。 

池袋 賢一 

【看護部長コメント】 

弊院は、地域密着型の急性期病院として、地域医療への貢献に努めています。看護部では、

①心まで看る ②変化に対応する ③進化する を基本とし、患者様への心のこもった看護を

提供しています。医療界を取り巻く環境が大きく変化している中で、私たち看護師もその

変化に対応し、さらに進化していかなければなりません。 

そのためには、経験を重ねても学び続けることが大切です。看護師一人ひとりがキャリア

を積み、仲間とともに成長できる環境づくりを目指していきます。 

藤木 千夏 

 





川越救急クリニック 求人のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜこんなに注目されるのか？ それは世の中の人たちが欲している医療がここにあるか

らです。診て欲しい時に診てくれる医療。困ったときに診てくれる医療。そんな医療を続

けている職場です。 

 

我々と一緒に『埼玉県の救急医療に貢献したい！』と思ったあなた！是非一度見学に来て

下さい。楽しいスタッフが歓迎致します。なお、上記文章内には多少誇張した部分があり

ます。ご了承下さい。。。。。 

 

NHK を初め、TBS、TV朝日、フジ TV、日テレ、

さらに各種雑誌などのマスメディアに取り上げら

れてきました（上写真）。平成 29 年には社会貢献

支援財団（会長：安倍昭恵さん）から表彰を受け、

スタッフたちと共に帝国ホテルで表彰式に出席し

てきました（左写真）。 

2010 年 7 月 7 日に川越市に、全国初の個人経営の救急医療機関として誕生。 

『埼玉県の救急事情を改善したい！』 という院長の考えの元、3 名の医師と 12 名の 

看護師で、年間 5000 人の外来患者さんと 150 台の救急車の受入をしています。 

徐々に医療機材や物品が増えてき 

ましたので、今までのクリニックが 

手狭になってきたため、2021 年 

1 月に新築拡張移転しました。 

業務が増えたため、新規に看護師さ 

んを複数名募集しています。 

川越救急クリニック 

院長：上原 淳（うえはら じゅん） 

〒350-0031 

川越市小仙波 1049-1 

049-293-5877 

j irucl i@gmail .com 

担当者：天坂 智司（あまさか さとし）看護部長 



 

 

 

社会医療法人社団尚篤会 

赤 心 堂 病 院 

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、病院の他に人工透析室や健診施設もあり、幅広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 年以上の間、川越の地で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、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) ※看護補助者は 7：15～と 10：15～の早番遅番あり(夜勤なし) 

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 

 

 

〒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 

ＨＰアドレス http://www.sekishindo.or.jp/ 

採用担当 松本ひとみ 

赤心堂病院の概要 

病院長 ： 市川 誠 

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 ： 急性期一般入院基本料 1 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 保健師 助産師 看護師 介護福祉士 看護補助者 看護クラーク 

募集要項 

お問合せ 



傍島外科

診療時間 月 火 水 木 金 土

午前 
0900-1145

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

午後 
1400-1730

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ー

sobajima surgery

傍島外科傍島外科

〒350-1142 
川越市藤間 937-3 
☎049(245)3211 
FAX 049(241)3443

「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 
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 

　　　　　　　その他　：内視鏡補助、検診など 
　　　　　　　　　　　　＊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 

社会保険完備／制服貸与／車通勤OK（無料駐車場） 

【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

看護師募集

新河岸

上福岡

川越

本 
川 
越

傍島外科

川越街道旧道

R16

西
武
新
宿
線

東武東上線

薬日本堂

とんでん

そば　　　じま



社  会  医  療  法  人    刀 仁 会

坂 戸 中 央 病 院
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】

　  ・診療科目／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／１８４床

　　　　　　（一般９５床、療養４２床、地域包括ケア病床１８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

【周辺地図】

看護部長よりひとこと



〒350 -1332　　埼玉県狭山市下奥富 1221
TEL：04-2952-1000　FAX：

04 -2952 -1003　h t t p s : / / s h i s e i - h p . o r . j p

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・リハビリテーション科
病院種別　急性期病院
病床数　　一般病床95床（うち地域ケア10床）
カルテ　　富士通製 電子カルテ
他事業　　特定健診、人間ドック、集団検診、予防接種事業、産
　　　　　業医など
系列施設　介護老人保険施設かがやき、至聖訪問看護ステーショ
　　　　　ン、至聖住宅介護支援センター、至聖ホームヘルパー
　　　　　ステーション、堀兼奥富新狭山包括支援センター

募集職種　看護師・准看護師および看護学生
雇用形態　常勤（パートも可）
選考方法　書類選考および面接
休日　　　４週８休を基本とし、年間 112 日
　　　　　・年次有給休暇
　　　　　・特別休暇（出産・育児・介護・慶弔・その他 )
勤務形態　病棟勤務（３交替ないし２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
　　　　　( 学生は別途設定）
給与　　　当院給与規程による（年齢や経験を考慮し優遇）
主な手当　資格手当、夜勤手当、通勤手当、住宅手当、家族
　　　　　手当など
福利厚生　昇給年１回、賞与年２回（前年実績 3.8 ヶ月）
　　　　　各種社会保険、食費・医療費補助制度、退職金制
　　　　　度（勤続３年以上）、職員寮（独身者用ワンルーム
　　　　　形式）、院内託児所、職員親睦会（歓迎会、バス旅
　　　　　行など）、マイカー通勤OK（駐車場無料）

医療法人社団清心会 至聖病院は、昭和 60年開設以来『人々
の健康という大切な財産を守る』という理念を掲げ埼玉県狭
山市の地域医療を支えてきた二次救急指定医療機関病院です。
診療科目の一般診療に加え、人間ドック、生活習慣病等の各
種健診、企業健診、産業医や学校医活動などの予防医療に非
常に力を入れています。
また、プリセプターシップ制の年間を通した充実した研修と
職員のライフワークバランスの充実に熱心に取り組んでおり、
新卒者やブランクのある方も安心して働ける職場です。

病棟について
入院基本料 急性期一般入院料４及び地域包括ケア入院医療管理料２

看護単位

看護方式

看護配置　10 対１　　正看比率 70％

外来・手術室・２階病棟・３階病棟　計４単位

チームナーシング方式

病院概要

内科、外科、整形外科の三科が主な診療科の為、ベーシックな看護の知識、経験を得
ることが出来ます。また、ブランクのある方も過去の経験を存分に活かせる環境です。

医療法人社団清心会 至聖病院は、昭和 60年開設以来『人々
の健康という大切な財産を守る』という理念を掲げ埼玉県狭
山市の地域医療を支えてきた二次救急指定医療機関病院です。

知識と技術を積み重ね
真心の込もった看護を提供する

医療法人社団清心会 至聖病院

なんでもお気軽に相談ください
問合せ、病院見学などはコチラ

04-2952-1000
saiyou@shisei-hp.or.jp

受付時間 8:30～17:30

担当
直通

募集要項

詳しくはHPをご覧ください

※使用や友達登録の有無は、選考等には一切関係ありません

至聖病院
医 療 法 人 社 団  清 心 会



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

実しております。また、子育て支援制度も充実

しており、多くの職員がこの制度を積極的に

利用しております。私生活を大事にするから

こそ、いい仕事ができる、上司の理解がある職

場です。 

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／７８名 

 

《募集要項》 

・募集職種／看護師 

病院勤務３年以上要経験者 

【会計年度任用職員】 

・選考方法／書類審査、面接 

・職務内容／病棟（夜勤専従可）・外来（小児

急患診療夜勤専従可）・内視鏡・健診看護 

※勤務時間応相談 

・給与等／要件による昇給制度あり 

・休暇／年次休暇、夏季休暇、その他各種休暇

制度あり 

・その他／通勤手当・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】 

※令和３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》令和３年度職員募集内容 

・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/i

ryo/byouinnogoannai/saiyojyoho/index.html 

mailto:b9921151@city.tokorozawa.lg.jp
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iryo/byouinnogoannai/saiyojyoho/index.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iryo/byouinnogoannai/saiyojyoho/index.html




一般財団法人野中東晧会 静風荘病院 

【基本理念】 

・良質な医療と看護、そして患者さんの立場にた

った温かく心のこもったサービスを提供します。 

・患者さんの人権と尊厳を大切にし、思いやりを

持って日々患者さんやご家族に接します。 

・地域の医療機関との緊密な連携のもとに、地域

医療に貢献し続けます。 

・働きがい、生きがいが感じられ、心豊かに社会

生活が送れるよう、笑顔の職場を目指します。 

 

この理念を実現し、信頼される病院であり続け

るため、日頃から努力し、向上心を忘れず研鑽に

努めています。 

 

当院は、内科中心の落ち着いた雰囲気の病院で

す。病棟はいわゆる慢性期病床です。ワークライ

フバランスの充実により、仕事へのモチベーショ

ンに繋がっています。働き方も状況により対応さ

せて頂いています。ママさんナースも活躍してい

ます。 

外来の特徴としては女性内科があり、性差医療

の第一人者の医師が勤務しており、日本全国から

患者さんが受診にお見えになっています。 

2013 年より訪問看護ステーションひまわりを

開業し、24 時間体制で取り組んでおります。 

 当院は長年地域に根差し、地域と共に歩んで参

りました。今後も、「病院は患者さんの安心・安全

を提供できる場所」としての役割をしっかり果た

していきたいと考えています。 

 

 

 

【病院概要】 

・開設：1937 年 

・診療科目 

総合内科／消化器内科／循環器内科／糖尿病内科

／血液内科／呼吸器内科／リウマチ科／女性内

科・女性外来／リハビリテーション科／眼科 

・ベッド数：124 床 スタッフ数：190 名 

・入院基本料等：障害者施設等入院基本料(13 対 1） 

 

【募集要項】 

職種：看護師、准看護師（奨学金支援あり）                       

選考方法：面接                       

勤務体制：日勤・・8:45~17:00                       

      夜勤・・16:15~9:15                      

給与：当院給与規程による（前職経験を考慮）                           

昇給：年 1 回（1 月） 

賞与：年 2 回（6 月と 12 月） 

休日休暇：４週７日制（隔週土・日祝 休み） 

年末年始、夏季休暇、アニバーサリー休暇 

有給休暇：初年度１０日 

制服：貸与： 靴：支給  

応募方法：履歴書（写真付き）をご準備頂き、ホー

ムページ、またはお電話にてご連絡ください。 

 

【研修体制】 

・プリセプターシップを導入し、個人目標評価に

向けたフローアップを実施 

・院内、院外（看護協会）への研修参加                       

・個人の成長に合わせた研修プログラムへの参加                      

 

【問い合わせ先】 

・電話：048-477-7300（代表） 

 

【住所・ホームページ】 

・〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内 1-9-28 

・https://seifuso.or.jp/ 



  

 

 

【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 199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

センターにて訪問診療・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（38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：199床・スタッフ数：380名 

・入院基本料・施設基準：１３対１ 

       １３対１（地域包括ケア病床 38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 





　　　　

※東武東上線　上福岡駅から無料送迎バスあり

理念：患者様の立場を考え心をこめて

看護ケアーを行います

看護体制：急性期病棟 10：1

障碍者施設等一般病棟 15：1

医療療養病棟 20：1

看護提供方式：チームナーシング

支援制度：新人看護師 プリセプターシップ

中途採用者 エルダーシップ

〒356-0011

埼玉県ふじみ野市福岡931

T e l : 049-266-0111（代表）

担当：総務課 柚木(ゆぎ)

ﾒｰﾙ ：saiyou@kamifukuoka.or.jp

病院ホームページより看護部の

お問合せフォームもご利用頂けます。

病院見学随時受付中 お気軽にお越しください

募集職種：看護師・准看護師・看護補助者

雇用形態：常勤・非常勤

選考方法：

新卒看護師：書類審査 面接 小論文

既卒看護師：書類審査 面接

看護助手 ：書類審査 面接

勤務時間：【病棟】8：45～17：00

16：45～翌9：15

【外来・手術室】8：45～17：00

※非常勤者は勤務時間応相談

募 集 要 項

病院長：井上達夫

診療科目：外科 内科 整形外科 泌尿器科

形成外科 眼科 耳鼻咽喉科他

全24科

2次救急指定病院

病床数：284床

急性期病床 184床

障碍者施設等一般病床 45床

医療療養型病床 45床

看護基準：急性期一般入院料 ４

看 護 部 紹 介病 院 概 要

上福岡総合病院はふじみ野市唯一の総合病院です

急性期医療から慢性期・在宅医療と地域の中核病院

の役割を担っています

ワークライフバランスの実現のために多様な勤務体

制を準備しています

ママさん看護師も多く活躍しています

新人看護師はプリセプターシップを中心に院内・院

外研修も充実しています

自分に合った働き方が実現‼

お問い合わせア ク セ ス

給 与：当院規定による（経験加算あり）

昇 給：年1回

賞 与：年2回

休日休暇：4週7休+祝日

特別休暇（年末年始 夏季休暇）

有給休暇（入職月より取得可）

福利厚生：社会保険完備 交通費支給

保育室完備（24時間保育）

ユニフォーム貸与(ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ有り)

看護師寮あり 職員旅行

保養施設（東急ハーベスト）

医療費減免制度

ふじみ野市の病院です

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟも随時受付中



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県毛呂山の山里に位置する自然あふれる重症心身障害

児者の入所施設で、病院と福祉の機能を持った施設です。 

小児から老年期まで幅広い年齢の方々が生活されています。

利用者が安心、安全に生活ができるよう生活を支え、健康管

理を行っています。 

少しでも興味を持たれた方は気軽にご連絡ください。折り返

し詳しい内容をお知らせいたします。 

社会福祉法人 埼玉医療福祉会 

光の家療育センター 

【基本理念】 

「限りなき愛」 

【基本方針】 

１．利用者の生命と人権の尊重を基本に、一人ひとりの

生きる力を引き出し心身共に健やかな生活が送れるよう

援助します。 

２．地域の社会資源として、地域の方々、利用者から必要

とされる施設づくりをめざします。 

【看護部の理念】 

「一人ひとりの人生を看護の心と手で支えます」 

【開設】 昭和４２年１１月 

【診療科目】 小児科、内科、精神科、リハビリテーション

科、小児神経科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科、皮膚科 

【病床数】 ３４５床 

【看護体制】 一般１０：１  療養２０：１ 

 

病院概要 

【募集職種】 看護師、准看護師 

【選考方法】 面接 

【勤務体制】 ３交替制  

8:30～17:30 16:30～0:30 0:00～9:00 

         （早番、遅番あり） 

【給与】 当院規定による 

【賞与】 年２回（７月・１２月） 

【昇給】 年１回  

【通勤手当】（車の場合） 2㎞以上が対象 上限 31,600円 

        （電車の場合）定期 6 ヶ月分の定期代 

【住宅手当】 最高 27,000円まで支給 

【休日休暇】 １月９休制（ただし、うるう年以外の２月は 

８日、１・１２月は年末年始を含み１１日） 

【宿舎施設】 女性のみあり 

【加入保険等】 健保・年金・労災・雇用 

【その他】 各種社会保険、院内研修制度、保育施設 

【就職後の研修体制】 新人研修、クリニカルラダー使用 

 

〒350-0495 

埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８ 

TEL 049-276-1357 

E-mail hikari-ie@saitama-mwa.or.jp  

URL https://www.saitama-mwa.or.jp/hikari/ 

JR 八高線毛呂駅徒歩５分／東武越生線東毛呂駅路線バス５分 

募集要項 

お問い合わせ 



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３名をはじめ、看護師６名、視

能訓練士３名、事務１１名、薬剤師１

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

日は毎週月曜、火曜、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 



医療法人社団愛友会 伊奈病院 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護部の理念【思いやりのこころ】と【笑顔】を基本に、地域の中核病院として、地

域の皆さまに「伊奈病院で良かった」と思っていただけるような病院を目指し、患者さ

まを第一に考えた看護を提供しています。 

 

 

募集要項 

■ 募集職種 ： 正看護師、看護補助者 

■ 勤務形態 ： 常勤、非常勤（勤務時間要相談） 

■ 勤務体制 ： ２交代制 

    病棟／日勤    8:30～17:30 夜勤 17:00～9:00 

    外来／日勤 ① 8:30～18:00 夜勤 17:00～9:00 

②10:00～19:00 ※他シフトによる 

■ 給 与 ： 当院給与規定による 

■ 賞 与 ： 年２回 （7月・12月） 

■ 昇 給 ： 年１回 

■ 休日休暇 ： 年間休日 120日 （月 10日休み） 

 

 教育体制 

充実の教育サポート！ブランクがある方でも大歓迎！ 

当院では、中途入職者用の教育計画に沿って経験年数等

考慮しながら、各部署の担当者が丁寧に指導を行います。

そのためブランクがある方でも安心して復職することが

できます。 

また、JNA ラダーを活用した 

クリニカルラダーシステムにより、 

段階的にキャリアアップができる 

仕組みもあります。 

 

 

 

 

つくし保育室 

２４時間 保育あり！子育てと仕事の両立が可能です。 

 

■ 広い庭園＆体育館でのびのびと遊ぶことができます。 

■ 運動会やハロウィンなど、楽しい行事がたくさんあります。 

■ ベテラン保育士多数。経験年数 20 数年の保育士も！ 

■ 一時保育、二重保育も可！ 

■ 住所：〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室 9419番地 

■ 電話番号： 048-721-3692（代表）  担当： 看護部事務 

■ E-mail：ina_kango@inahp.saitama.jp 

■ 病院 HP：httpｓ：//inahp.saitama.jp 

   

問い合わせ 

 

＼ 病院見学 ／ 

★随時実施中★ 

ご希望のお日にちで 

ご案内いたします☺ 
上尾駅～バス約 20分 

蓮田駅～バス約 13分 

大宮駅～志久駅  

ニューシャトル 約 18分 

看護部の目標【思いやりの心】と【笑顔】を基本に、地域の中核病院として、

地域の皆さまに「伊奈病院で良かった」と思っていただけるような病院を目指

し、患者さまを第一に考えた看護を提供しています。 

 

オンライン教育ツール 

看護技術の教育支援として、

最新のオンラインツールを導入

しています。 

 ■ スマホからでも看護技術や手順

の確認・習得が可能です。 

■ 自宅で空いた時間を使い効率よ 

くスキルアップを目指せます。 

看護師としての研鑽 

院外研修にも積極的に参加！ 

自己研鑽できる体制も整っている

ためスキルアップも目指せます。 

■ 年間 8,000 円の研修参加費 

  の補助があります。 

■ 研修会・学会 年間２日間 

  公務扱いとして参加可能です。    
※看護協会会員に限る 

福利厚生 

職員割引価格で保養所あり！ 

医療費還付金制度など、充実

した福利厚生があります。 

■ 昼食弁当補助（500円→350円） 

■ 保養所（軽井沢・那須・山中湖） 

■ 療養費見舞金制度 

■ 各種職員割引制度 

■ 財形・AMG団体保険制度 

■ 昨年度より「中途入職者交流会」を開催！！ 

中途入職者が働きやすい環境作りに努めています。 

 

 

病院概要 

■ 病床  数 ： 151床 / 一般 99床  療養 40床   

地域包括ケア 12床 

■ 診療科目 ： 内科 外科 乳腺外科 整形外科 脳神経外 

皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 婦人科 

小児科 麻酔科 人工透析 

■ 看護外来 ： リウマチケア・緩和ケア・ストーマケア・糖尿病 

■ 関連施設 ： 訪問看護リハビリステーション「ひまわり伊奈」 

居宅介護支援事業所「ささえ」 

■ 看護体制 ： 急性期一般入院料１（7対 1） 

療養病棟入院料１（20対 1） 

■ 職 員 数  ： 419名  （看護部 202名） 

～ 2023年 7月 新築移転＆増床計画 ～ 

    

急性期病棟、透析室、手術室、外来 希望者大歓迎！ 

 
Pick up! 

 
Pick up! 

mailto:ina_kango@inahp.saitama.jp


 

応募資格 准看護師資格取得者または正看護師資格取得見込み者    

雇用・配属 • 常勤（正職員）   配属：外来 病棟 手術室   

勤務時間 

外来： 日勤：8:30～17：30 夜勤：16:45～9:00  

病棟：【2交代制】 日勤：8:45～17：45 夜勤：16:45～9:00   

手術室： 8：30～17：30 （オンコール体制あり） 

給与 当会規定による 

休日・休暇 
• １ヵ月単位の変形労働時間制 休日数 （年間 108日） 

• 【その他】 有給休暇、出産休暇、育児休暇、特別休暇、慶弔休暇 

待遇・ 

福利厚生 

• 昇給 年 1回 賞与 年 2回（7月・12月）各種社会保険 交通費全額支給  

• 医療費減免制度有 寮完備 （独身寮）  

看護基準 157床 地域包括ケア入院管理料 1 急性期一般入院料 5 療養病棟入院基本料 1 

看護方針・研修 チームナーシング クリニカルラダー グループ研修 院内研修・院外研修 

お問い合わせ • 電話：048-776-0022   メール： saiyou@seisekikai.com      

担当 看護部長 島村  採用担当 柳澤 

申込方法 メールにて申し込みいただくか、当院までご連絡ください。見学のみも歓迎します。 

書類送付先 〒363-0008 埼玉県桶川市坂田 1726 医療法人財団 聖蹟会 埼玉県央病院 

応募書類 

1. 1.写真つき履歴書（病院指定のフォーマットはございません）2.成績証明書 

2. 3.健康診断書（当院指定）4.卒業見込み証明書※3、4は発行が間に合わなければ後日提

出でも構いません。 

是非、一度職場の雰囲気を見学してみて下さい。ホームページからも問い合わせ可能です  

再就職技術講習病院 

mailto:saiyou@seisekikai.com


 

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 ４２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。 

《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 

ホームページ 厚川医院 で検索 

 

《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 



医療法人三誠会 川口誠和病院 

 

看護の理念 

病院理念である「安心して頼れる病院」のもと、地域の

救急医療及び一般医療をはじめ、 

保健・福祉の実践者として対象者の QOLの向上を目

指し、温もりのある看護サービスを提供します。 

基本方針 

・個々の患者様の特性を理解し、患者様の中心の看

護を提供する。 

・専門職業人として意識を高め、豊かな人間性を身に

つけ感性を磨く。 

・安全・安楽について考えながら、根拠のある看護ケア

を提供する。 

・チーム医療者の一員として、接遇の向上に努める。 

・専門職として自己研鑽に努め、キャリアアップを目指

す。 

個々の働きやすさを重視した病院です。 

・多様な経験ができ自分らしい働き方が実現できる！ 

・育児しやすい環境・制度でママさんも安心して働ける 

・アットホームでスタッフ間の仲が良い職場 

・地域の医療機関と連携しチーム医療で貢献する 

・ワークライフバランスの取り組み 

 

病院概要 

開院：１９８３年 

診療科目：外科、内科、消化器外科、肛門科、乳

腺科、婦人科、泌尿器科、整形外科、

脳神経外科、循環器科、糖尿病内科、

呼吸器科、緩和ケア 

病床数：地域一般病床３６床 

      地域包括ケア病床２４床 

      医療療養型病床４０床 

 

募集要項 

募集職種：看護師、准看護師、看護助手 

勤務体制：常勤、パートタイム 

勤務時間：午前 8時 30分～午後 5時 30分 

（日勤：実働８時間） 

午前 7時 30分～午後 4時 30分 

（早番：実働８時間） 

午後 4時 30分～翌午前 8時 30 

（夜勤） 

休暇：４週８休制 夏期・年末年始休暇、有給休 

暇、慶弔休暇等 

待遇：昇給年 1回、賞与年 2回、社保労災完備、 

交通費全額支給 、退職金、マイカー通勤可 

手当：皆勤、家族、住宅、資格、通勤 

応募方法：電話連絡の上、履歴書（写真貼付）を

ご持参下さい。 

お電話にても受付しております。 

 

 

お問い合わせ 

所在地：〒334-0074 埼玉県川口市江戸 3-35-

46 

TEL・FAX：048-285-0661・048-283-7957 

担当者：小林・栗田 

       

（病院 HP）      (病院採用 HP)   



 

 

 

 《特色等》 

 長年地域の皆様に愛されてきた渋川産婦人

科医院が、前川レディースクリニックを経て、

昨年の 4月 1日に『かわぐちレディースクリ

ニック』として、新たに生まれ変わりました。 

 

 地域やお母様と赤ちゃんに寄り添い、 

安心して通院してもらえる環境づくりを 

一緒につくっていきませんか？ 

 

【家族で分娩に臨める分娩施設】をテーマ

に、女性が望む医療とサービスを整えており

ます。 妊婦健診のほか、子宮癌検診やブラ

イダルチェックなど、健康相談を含めた女性

のヘルスケア管理も行っております。 

 

勤務環境についてもドーナッツ型の組織で、

トップダウンで物事が決まるのではなく、全

体会議制で動いています。そのため個々のス

タッフの意見が通りやすく、働いているスタ

ッフに笑顔が多く、院内の雰囲気がとても良

い状況です。ご興味ある方には、随時院内見

学も行っておりますのでお気軽にご相談くだ

さい。  

 

  

 

 

 

 

《概要》 

・ 開院／令和２年４月 

・ 診療科目／産婦人科 

・ ベッド数／１９床 

・ スタッフ数／１１５名 

 

《募集要項》 

・ 募集職種／助産師・看護師 

・ 選考方法／面接 

・ 勤務体制／シフト制（病棟は夜勤あり） 

・ 給与／当院給与規定による 

・ 昇給／有 

・ 賞与／有 

・ 休日休暇／4週 8休制（外来は祝日休） 

年間休日 122日 

・ 応募方法／履歴書送付の上、面接日を

ご連絡させていただきます 

・ 詳細は当院 HPご覧ください。 

https://kawaguchiladys-clinic.net/re

cruit/ 

 

《問い合わせ・交通のご案内》 

 〒333-0846 

 埼玉県川口市南前川 2-4-20 

メール：office@kawaguchiladys-clinic.net 

 TEL：048-265-5290 

 FAX：048-265-5374 

 事務部総務課 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人社団紡世会 かわぐちレディースクリニック 

mailto:office@kawaguchiladys-clinic.net


医医療療法法人人社社団団厚厚生生会会  

埼埼玉玉厚厚生生病病院院  
 

≪病院理念≫ 

 地域住民の方から信頼され地域医療機関と

の連携強化に取り組んでおります。また、患

者様から『愛される病院』を目指し３つの「Ｓ」

を大切にしています。 

Ｓafty 患者様に安心して治療が受けられ 

る環境を整えます 

Savice 患者様に高い医療サービスを提供 

いたします。 

 

 

Smile 医療スタッフが一丸となって、患者

様の笑顔のために力を合わせます。 

 

≪働きやすい職場環境≫ 

 基本的に残業はありません。有給休暇も比 

較的取得しやすいので、子育て中の方でも勤 

務しやすい職場です。また、産前・産後休業 

や育児・介護休業も取得いただけます。 

 

≪その他≫ 

 関連施設として介護老人保健施設と特別養 

護老人ホームがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪病院概要≫ 

１９６８年８月 

診療科目 内科・脳神経外科・循環器内科 

消化器内科・整形外科・一般外科 

眼科・皮膚科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

ベット数 一般病棟 ５５床（13対1） 

療養病棟 ５３床（20対1） 

≪募集要項≫ 

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 

賞与   年2回 

勤務体制 ２交代制 

年間休日 122日（4週8休＋祝日、 

年末年始５日（ローテーション） 

夜勤回数 月５回程度 

     回数、日勤のみの方もご相談下さい 

その他  社保・雇用保険加入、制服貸与あり 

     通勤費全額支給（車通勤不可） 

     リロクラブ 

応募方法 まずは電話にてお問い合わせ下さい。 

≪交通案内≫ 

地下鉄埼玉高速鉄道 

「南鳩ヶ谷駅」下車2番出口徒歩１分 

国際工業バス 「中居」下車 

赤羽駅 鳩ヶ谷公団住宅行、川口医療センター行 

西川口駅 朝日五丁目行 

川口駅  サンテピア行「南鳩ヶ谷駅入口」下車 

介護老人保健施設川口ケアセンター 

問い合わせ先 〒334-0013 川口市南鳩ヶ谷６－５－５ 

    電話 048-281-7611（代表）採用担当まで 



当院は昭和４１年に斉藤胃腸科として、発足して

以来、地域に密着した医療をつづけてまいりまし

た。

その間、埼玉随一の病床数をもつ人工腎臓セン

ターの設置をはじめ、救急病院としてお役に立つ

と同時に、高度な医療設備の導入や最新医学の習

得に努めてまいりました。

優秀なスタッフにも恵まれ、胃腸科はもとより、

泌尿器科、内科、循環器科、整形外科など、広く

医療の発展に寄与してまいりました。

病 院 の 特 色

診療科目 胃腸科／内科／脳神経内科／泌尿器科／

呼吸器科／外科／整形外科／循環器科／

心臓血管外科

患 者 数 外来 160名/日

入院 58名/日

病 床 数 一般 37床 (地域一般入院料1)

包括 23床 (地域包括ｹｱ病棟入院料2)

透析 63床

病 院 の 概 要

募集職種：看護師・准看護師・看護助手

雇用形態：常勤

選考方法：面接

勤務時間：【病棟】 8：30 ～ 16：30

16：00 ～ 翌9：00

【透析室】 8：30 ～ 16：30

12：30 ～ 20：30

募 集 要 項

昇 給 ：年 1 回

賞 与 ：年 2 回 （入職から1年未満の職員は寸志）

休 日 ：4週8休制＋祝日（シフト制）年間休日126日

休 暇 ：年末年始・夏季・誕生日・有給休暇

福利厚生：社会保険完備・退職金制度あり

通勤手当（当院規定による）

住宅手当（当院規定による）

保育室完備（24時間保育）

〒332-0034

埼玉県川口市並木4-4-6

※先ずは採用担当までお問い合わせ下さい。

医療法人刀水会 齋藤記念病院

〒332-0034

埼玉県川口市並木4-6-6

TEL：048-252-8762（代表）

Mail：okunoki@saito-kinen.or.jp

採用担当：総務課 奥ノ木

応募方法/問い合わせ

お休みたっぷり、勤務希望にほぼ100％対応。

保育室完備で子育て中の働きやすさも抜群。

JR「西川口駅」から徒歩約10分の「齋藤記念病院」は、透

析医療に力を注ぐ地域密着型病院。 病棟は全60床と中小

規模ですが、透析室には最新の透析器械が63台あり、同法

人の3つの外来透析クリニックも合わせると、県内屈指の

200台近い透析設備を有しています。

働く大きな魅力は、ワークライフバランスの充実。 年間

休日は120日以上で、勤務の希望をほぼ100％叶えてもらえ

るため、看護部の半数以上は子育て中のママさんです。

近隣には24時間対応の保育室があり、幼稚園後の預かり保

育・学童保育にも対応していて、職種を問わず利用できる

ので、毎日多くの子どもたちで賑わっています。

また、日勤終了時間は16：30と、仕事終わりが早いのも嬉

しいポイント。 病院全体で「残業ゼロ」を目標に協力し

合い、発生しても1時間程度(手当もしっかり支給)なので、

私生活を大切にすることができます。



産婦人科・内科

加藤クリニック
「産婦人科・内科　加藤クリニック」は JR浦和駅から徒歩10 分
の場所にある有床診療所です。2021 年 1月にメインの病棟をリ
ニューアルオープンし、2022 年には全ての工事を終え、グラン
ドオープンする予定です。
当院は、1961年の開業以来、浦和の周産期医療を担ってきまし
た。その間、妊婦さんや女性をめぐる価値観は変化し、地域の
周産期医療も大きく発展してきました。当院は「いま、私たちに
できること」と「この先、60 年100 年と継続して守りたいもの」
は何かを問いながら、今後も患者様とご家族、新しい命に寄り
添いたいと考えます。
クリニックの運営に携わるすべての部門の一人ひとりが加藤クリ
ニックの歴史を作ります。

メインの産科では患者様やご家族、新しい命に寄り添った医療
や看護、サービスの提供をモットーとし、妊娠がわかった時から
産後までのサポートを行います。そのために必要な教育も実施し
ており、新生児蘇生法の講習会をはじめとする大小様々な勉強
会を定期的に開催しています。
また、リニューアルの際に当院では２つの LDR に BSS（バース
サポートシステム）という患者様自身の産む力を支援するシステ
ムや GE社のボルソンE10 などを導入しました。日々 進歩する医
療や技術を取り入れつつ、医療者自身の技術や知識の更新を行
うことも重要と考えます。

・日頃のがんばりは昇給や賞与に反映。
・産前産後休暇、育児休業の取得実績あり。院内保育施設の
利用も可能です。
・人気の職員食堂で昼食、夜勤時の夕食を注文できます。
・得意なことややりたいことを相談しながら業務内容を決定しま
しょう。外来のみ、病棟のみの勤務も可能です。

看護師・助産師・コンシェルジュ・秘書（事務）
8：45 ～ 18：00、17：00 ～ 8：45
（コンシェルジュ、秘書は日勤のみ）
当院給与規定による
年 1 回 / 年 2 回
４週 8休 + 夏季休暇、年末年始休暇
年次有休休暇、産前産後休暇、育児休業　等
各種社保完備、交通費規定内支給、職員食堂、
保育施設（看護師・助産師）
電話、メールでの連絡

《募集要項》
募集職種
勤務時間

給与
昇給 /賞与
休日休暇

その他

応募方法

医療法人白秀会　加藤クリニック
産婦人科 /内科 /小児科
〒330-0053　さいたま市浦和区前地 2-3-11
048-882-0034 / 048-882-6044
JR 浦和駅 東口 徒歩 10分
saiyou@katocl.jp

《クリニック概要》
名称
診療科目
所在地
TEL / FAX
アクセス
メールアドレス

加藤クリニックの
ウェブサイトと地図はこちら！
スマホのカメラで写して
アクセスしてください！

ウェブサイト Google map



 

《病院の概要》 

2019年3月1日に新病院が開院しました。 

・開設 昭和22年7月1日 

・診療科目 18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、整形外科、 

歯科口腔外科など） 

・ベッド数 163床（実働病床148床） 

・入院基本料  

急性期一般入院料２、地域包括ケア病棟入院料 

《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、JCHO（ジェイコー）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」を看護部の理念として、安全・安心の看護が提供で

きるよう日々努力しています。 

 2020、2021 年度は感染対策を徹底し、埼玉県の

COVID重点医療機関として対応しました。 

  

《教育体制》 

 JCHOラダーにそってキャリアラダーの教育計画を立ててい

ます。新人看護師はプリセプターとともに、1年間をかけて、

新人看護職員研修ガイドラインの到達目標である104項

目の看護技術を習得します。 

 院内研修以外にも JCHO本部の研修（認知症看護、

在宅療養支援、中堅看護師、認定看護管理者、実習

指導者研修など）に参加する機会もあります。 

 

 

 

 

  

 

 

 

《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 

・ 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） 

・ 休日休暇：4週8休 

  国民の祝日、年末年始 

  ※年間120日以上のお休みになります。 

・ 休暇：年次有給休暇、夏季休暇3日 

・ その他：病院見学は随時行っています。 

・ 応募方法：電話連絡 

 

《問い合わせ・交通のご案内》 

  JCHO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 

    ニューシャトル 「加茂宮」下車 徒歩7分 

  （ステラタウン、さいたま市北区役所の

隣） 

     ☎ 048-662-1450 

URL http://saitamahokubu.jcho.go.jp 

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 



ICU 職員食堂

病院概要

特　　色

募集要項

お問い合わせ・交通のご案内

募集職種：看護師
選考方法：書類選考、面接・適性検査
勤務体制：2交代制　日勤　  8：30 ～ 17：30

夜勤　17：00 ～   9：00

昇　　給：年 1回（4月）
賞　　与：年 2回（7月・12 月）
休日休暇：月 10 日　年間休日 120 日
その他休暇：年次有給休暇、特別休暇（慶弔）、
　　　　　産前産後・育児休業、介護休業、看護休暇
福利厚生：独身寮、保育室、診療費還付制度、保養所等
応募方法：履歴書（写真貼）、職務経歴書、看護師免
　　　　　許のコピーを下記までご郵送ください。

住所：〒331-8577  埼玉県さいたま市北区土呂町 1522

048-665-6112
TEL 048-665-6166（総務課直通）

総務課　採用担当 看　護　部
ホームページ

FAX

名称：医療法人社団協友会  彩の国東大宮メディカルセンター
院長：藤岡 丞
病床数：337 床
開設年月：2015 年 7月（旧：東大宮総合病院）
外来患者数：508.7 人 / 日（2020 年度）
入院患者数：286.7 人 / 日（2020 年度）
救急搬送件数：5,535 件（2020 年度）

便利なアクセス
東京・新宿・池袋・渋谷まで 40 分圏内

ワークライフバランスがよい

充実な福利厚生

多様な支援

年間休日 120 日、月 10 日休み

・セキュリティー万全な独身寮
・心身ともにリフレッシュできる保養所（軽井沢・那須等）
・24 時間体制でお子さんを安心して預ける保育室
・one coin でバイキングを食べれる職員食堂

・キャリアラダー制度あり、レベルに合わせたプログラム
　を受けられます。
・職場適応のための中途入職者教育計画があります。
・各種資格取得支援あり、認定看護師も複数人在籍しています。
・ナースマンや、子育て中の看護師さんも活躍しています。

他にも運動会やバレーボール大会、忘年会等行事がいっぱい…

交通：JR「土呂駅」より徒歩 11 分
             東武ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾝ「大宮公園駅」より徒歩 9分

( 部署によって異なります )

※看護補助も募集しています。詳しくはHPをご覧ください。

医療法人社団協友会
彩の国東大宮メディカルセンター

手術室



医療法人 三慶会 指扇病院・指扇療養病院 

 
《概要》 

三慶会理事長 鈴木慶太 

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） 

統括看護部長 加藤喜美江 

【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 原田則子 

職員数（看護職員数） 420名（180名） 

診療科目 内科、消化器内科、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、耳鼻咽喉科、泌

尿器科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション科、

歯科口腔外科 

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） 320名（120名） 

診療科目 内科、皮膚科、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。 

《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。 

《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、指扇駅北口 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 

《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。 



医療法人 栄寿会 林病院・介護老人保健施設うらわの里 

目ざすは、さいたま市の皆様に、心から求められる医療と介護の実現。 

 

― 栄寿会 3つの誓い ― 

私たちは、栄寿会の基本精神に則り、３つのことを誓います 

・患者様・ご利用者様とそのご家族様、連携する事業者様から 

信頼され、満足されるサービスを提供します。 

・地域に対して、開かれた存在を目指します。 

・職員として互いに切磋琢磨し、 

各領域の専門家として誇れるような職場作りを目指します。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

医療法人栄寿会では一緒に、楽しく前向きに

働ける仲間を求めています。 

＜林病院＞ 

・ 募集職種／看護師・看護補助（病棟） 

・ 選考方法／面接 

・ 勤務体制／9：00～17：00 

     17：00～9：00 

・ 給与／当院給与規定による 

・ 昇給／年１回４月 

・ 賞与／昨年実績 3.1ヶ月 

・ 休日休暇／年間 125日 

・ その他／各種保険完備 

・ 応募方法／電話でお問い合わせ下さい 

＜介護老人保健施設うらわの里＞ 

・ 募集職種／看護師・介護職員（入所） 

・ 選考方法／面接 

・ 勤務体制／9：00～17：00 

      17：00～9：00 

  介護職員には遅番・早番有り 

・ 給与／当院給与規定による 

・ 昇給／年１回４月 

・ 賞与／昨年実績 3.1ヶ月 

・ 休日休暇／年間 125日 

・ その他／各種保険完備 

・ 応募方法／電話でお問い合わせ下さい 

 

【栄寿会住所】さいたま市桜区西堀 8-4-1 

 

林病院  電話番号 048-855-5511 

Eメール jimucho-hayashi@eijukai.com 

担当   川路 暢仁 

 

うらわの里 電話番号 048-855-7811 

 Eメール urawa@eijukai.com 

担当   榎本 敦司 

mailto:jimucho-hayashi@eijukai.com




 
 

 

 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、急性期から回復期、在宅医療まで時代の流

れに沿った医療体制を整えております。 

『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・職員寮有り(2020.3月新築) 

 ・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 ４３床）「１０：１」 

     （地域包括ケア病床  １４床） 

３階病棟：（回復期病棟 ６０床）「１３：１」 

  

 

 

 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：9～10日/月、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５分、中田病院専用保育室 

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：yamasaki@nakada-hp.com 

 

 医療法人社団弘人会 中田病院 

看 護 部 よ り 



医療機関名　　医療法人社団　たかの眼科

≪院内写真≫ ≪医院概要≫

院　　長　　名 ／   高　野　俊　之

診  療  科  目 ／   眼   科

開　　　　   院  ／  平成10年11月

許 可 病床数  ／  有床　2床

ス タ ッ フ 数   ／  医   師　  2名

　　　　　　　          看護師　　6名

　　　　　　　          看護助手 4名

　　　　　　　          検　 査　　6名

　　　　　　　          事　 務　　6名

　　　　　　　             計　　  24名

年間手術数 　 ／  　　　　  793件

　白内障手術、緑内障手術、網膜剥離手術

　硝子体手術、角膜移植、涙嚢鼻腔吻合術　etc

≪募集要項≫

募 集 職 種　 ／  看護師

勤 務 時 間　 ／  8:45～18:00

≪交通ご案内≫ 　　　　　　　　　　　( 休憩 1:15)

給　　　　 与　 ／  当院給与規定による

昇　　　　 給　 ／  年1回

賞　　　　 与   ／  年2回

休 日 休 暇   ／  日・祝・水

　　　　　　　　　　　年末年始・夏期休暇

福 利 厚 生 　／  健康保険・厚生年金

　　　　　　　　　　　雇用保険　完備

応 募 方 法   ／  電話連絡の上

≪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

JR熊谷駅北口より徒歩15分 　　　　　　　　　　FAX：048-526-9831

　　　　　　　　　　　       手　術　室　　



≪病院紹介≫

当院は、昭和 41年の開設以来、病院機能の
充実を図りながら、秩父地域における中核病院

として地域住民の皆さんの健康保持と増進を

図るべく、重要な役割を果たしております。

≪福利厚生≫

仕事と子育ての両立を支える制度が充実！

①子育て支援制度充実

産前産後休暇、育児休業、育児短時間勤務、

部分休業、子の看護休暇、子の養育休暇、出産

補助休暇など子育て制度が充実しています。

②院内保育室完備

24時間、365日開室
で、夜勤にも対応して

います。

③埼玉県市町村共済組合による福利厚生

福祉施設等利用補助、人間ドック等の保健事

業助成、契約保養所、貸付事業、共済生活保険、

共済預金、病気・育児等に係る給付金など

≪募集要項≫

求人情報は当院ＨＰをご確認ください。

※会計年度任用職員（パート）も随時募集しています。

≪問い合わせ≫

住 所 〒368-0025
埼玉県秩父市桜木町 8番 9号

電 話 0494-23-0611（代表）
E - m a i l byoin@city.chichibu.lg.jp

職種 正規職員 看護師

選考方法 筆記試験（作文）及び面接試験

勤務体制 ２交代制または 3交代制

※上記のほか、早番、遅番勤務あり

休日制度 4週 8休

有給休暇（年始 20日付与、20日繰越）

夏季休暇８日、忌引休暇などの特別休

暇、育児休業、介護休業

給与 秩父市給与条例による

手当 扶養手当、通勤手当、住居手当、夜勤

手当、防疫作業手当など

昇給 年 1回

賞与 年 2回（6月・12月）

退職金制度 あり

安心・安全・満足を地域住民の皆さんに

秩父市立病院
≪病院概要≫

開 院 昭和 41年 7月 1日
診療科目 内科、外科、泌尿器科、整形外科、脳

神経外科、小児科、麻酔科、循環器内

科、消化器内科

病 床 数 一般 165床（うち包括ケア 36床）
看護体制 ７対１

≪交通のご案内≫

秩父鉄道「秩父駅」下車徒歩 10分
西武鉄道「西武秩父駅」下車徒歩 20分
西武観光バス「市立病院」バス停下車徒歩 0分
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