


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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４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

★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

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）

春日部嬉泉病院 ( 春日部市 ) ･･･････ 1
秀和総合病院 ( 春日部市 ) ･････････ 2
武里病院 ( 春日部市 ) ･････････････ 3
北辰病院 ( 越谷市 ) ･･･････････････ 4
南越谷病院 ( 越谷市 ) ･････････････ 5
宮里こどもクリニック ( 松伏町 ) ･･･ 6

帯津三敬病院 ( 川越市 ) ･･･････････ 7
池袋病院 ( 川越市 ) ･･･････････････ 8
笠幡病院 ( 川越市 ) ･･････････････  9
しらさき川越クリニック ( 川越市 )  10
赤心堂病院 ( 川越市 ) ････････････ 11
所沢市市民医療センター ( 所沢市 )  12
所沢緑ヶ丘病院 ( 所沢市 ) ････････ 13
所沢明生病院 ( 所沢市 ) ･･････････ 14
堀ノ内病院 ( 新座市 ) ････････････ 15
イムス富士見総合病院 ( 富士見市 )  16
上福岡総合病院 ( ふじみ野市 ) ････ 17
富家病院 ( ふじみ野市 ) ･･････････ 18
武蔵嵐山病院 ( 東松山市 ) ････････ 19
中村産婦人科 ( 小川町 ) ･･････････ 20
麻見江ホスピタル ( 鳩山町 ) ･･････ 21
埼玉医療福祉会 
  光の家療育センター ( 毛呂山町 )   22
小林病院 ( 入間市 ) ･･････････････ 23

よこづか眼科 ( 上尾市 ) ･･････････ 24
伊奈病院 ( 伊奈町 ) ･･････････････ 25
埼玉県央病院 ( 桶川市 ) ･･････････ 26
川口誠和病院 ( 川口市 ) ･･････････ 27
厚川医院 ( 川口市 ) ･･････････････ 28
齋藤記念病院 ( 川口市 ) ･･････････ 29
埼玉厚生病院 ( 川口市 ) ･･････････ 30
青木中央クリニック ( 川口市 ) ････ 31
西部総合病院 ( さいたま市桜区 ) ･･ 32
彩の国東大宮メディカルセンター
                 ( さいたま市北区 ) ･･･ 33
大宮中央総合病院
                 ( さいたま市北区 ) ･･･ 34
指扇病院・指扇療養病院
                 ( さいたま市西区 ) ･･･ 35
岩槻南病院 ( さいたま市岩槻区 ) ･･ 36
公平病院 ( 戸田市 ) ･･････････････ 37

熊谷総合病院 ( 熊谷市 ) ･･････････ 38
埼玉江南病院 ( 熊谷市 ) ･･････････ 39
たかの眼科 ( 熊谷市 ) ････････････ 40
藤間病院 ( 熊谷市 ) ･･････････････ 41

https://www.kasukabe-kisen.jp/
http://shuuwa-gh.or.jp/
http://www.demencia.jp
https://rakuzan.or.jp/shuhokai.jp/
http://www.obitsusankei.or.jp/
https://med-seikokai.jp/
http://www.kasahatahp.com
https://shirasaki-kawagoe.jp/
http://www.sekishindo.or.jp
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iryo/byouinnogoannai/saiyojyoho/index.html
https://www.midorigaoka-hp.com/
http://www.meisei-hp.jp
https://horinouchi-hp.com/
https://ims-site.jp/fujimi/kango/
http://www.kamifukuoka.or.jp/
http://www.fukekai.com/
https://www.ranzan-hp.or.jp/
https://www.nakamurasanfujinka.jp/
http://mamie-hp.or.jp/
https://www.saitama-mwa.or.jp/hikari/
https://iruma-kobayashi.com/
https://www.yokozuka-ganka.jp
https://inahp.saitama.jp/
https://www.seisekikai.com/kenou/recruit-kangobu/
https://www.kawaguchi-seiwa-hp.com/index.html
https://atsukawa-clinic.wixsite.com/atsukawa-clinic-neo
https://saito-kinen.or.jp/
http://www.saitamakousei.com/
https://www.aoki-chuoclinic.jp/
https://www.skmg.jp/seibu-hp/
https://www.shmc.jp/
http://ocgh.jp/
http://www.sashiogi.com
http://www.iwatsuki-minami.jp/
https://kodaira.life/
http://www.kumasou.or.jp
https://kounanhospital.jp/
http://www.ksky.ne.jp/~tomaadmi/


 

 

 

 

 

  

              

              
 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人社団嬉泉会 

春 日 部 嬉 泉 病 院 
春 日 部 嬉 泉 病 院 附 属 ク リ ニ ッ ク 

看護師募集中 

★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、地域包括病床８床） 

★勤務概要 

給与：当院給与規定による 

昇給：年 1回（前年度実績・本人勤怠による） 

賞与：年 2回（前年度実績・本人勤怠による） 

休日：年間休日 113日+有給休暇 

有休、慶弔、産休、育休 

○有給休暇は入職後 6カ月目から 10日発生 

試用期間：3～6ヶ月（労働条件同一） 

保育支援：保育室完備 

福利厚生：退職金制度 （勤続 5年以上） 

社会保険完備 

交通費支給（上限 16000円） 

制服貸与 

食事／1食 200円 

○夜勤食・朝食は無料で提供 

★問い合わせ 
〒344-0067 
春日部市中央 1-53-16 
TEL048-736-0111 
Fax048-734-1700 
見学だけもOK 採用担当まで 

病院ホームページ☞ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護師として定年目前に素敵なご縁をいただき、2021 年に当院の看護
部長として赴任しました。 
これまで、埼玉県内の総合病院に約 40 年勤務し、一般診療科を幅広く学
びながら、管理職も経験しました。モットーとする「生涯現役」という言葉に
背中を押されて、透析という新しい世界に踏み出すことにいたしました。 
 
「生涯現役」の実現には挑戦をあきらめない心が大切だと思っています。 
そして、関わらせていただく患者様、ご家族、ともに働く仲間達の挑戦をあ
きらめない心を、少しでも支えることができたら、こんなに嬉しいことはあ
りません。 
 
週 3 回・1 日 4 時間の治療を継続する透析患者様は、さまざまなストレス
を抱えがちです。看護部では、透析を続けながらも自分らしい人生を楽し
んでいただくため、「どのように暮らしていきたいか」を確認し合える関係
を築き、想いに寄り添った支援を目指しています。 
できる限り在宅で、合併症のない透析生活を送っていただくために、院内
のさまざまな専門職と連携しながら、患者様をチームで支えてまいりま
す。 

看護部長   栢原 恵美 

看護部理念 

1. 専門職としての自覚と責任を持ち、知識・技術・教養を高める  

2. 患者さんとそのご家族に寄り添い、信頼される看護師を目指す  

3. お互いを理解し、切磋琢磨してチーム医療を実践する 

看護部方針 

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 

① 諦めない看護 
様々な病気と様々な家族環境や認知症などを抱えた

患者さんに対して諦めない看護を考えて提供する 

② 逃げない勇気 
患者さんであってもルールを守る指導、同僚の指導、

医師や他部署との連携、また院内行事や委員会、係な

ど嫌なことから逃げないで積極的に取り組むこと 

③ 辞めない覚悟 

お互いを認め合いながら切磋琢磨し、自分の仕事に

誇りを持って、辛いことは分有、喜びは共有できる職

場環境を皆で作り、途中で辞めることなく将来まで病

院を担う看護師を目指す 

看護部管理目標 『3つの 』 



 
手術はオレに任せて 

『失敗しませんから』 

外来待合室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

看護経験が豊富な頼もしい 

エキスパートナースばかりです。 

皆さんと看護を語り、学び、共に

成長できることを楽しみにして

います。 

病棟師長 

病棟副師長 

「通院がたのしみ」 

「元気になれるよ(^_-)-☆」 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
技士と看護師が共に知識と

技術を磨きます。 

 

全台自動コンソールなので、 

初めてでも簡単に操作できます。 

丁寧に指導します 

透析室師長 臨床工学科長 

 

個室という豊かな空間が 

ライフスタイルに喜びと満足

を提供しています 
 

笑顔の声掛けがコミュニケー

ション力になっています 

チームワークが宝のクリニックです 

クリニック師長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

強力な支援体制 

充実の新人教育 

⚫ プリセプター制度 

⚫ 継続教育：JNAラダー導入 

オンデマンド研修導入 

⚫ 看護方式：プライマリー 

⚫ 看護記録方式：SOAP、経時記録 

⚫ 委員会活動：医療安全、薬事、事故対策、感染対策、他 

⚫ チーム活動：ICT、NST、DM、CAPD他 

⚫ 認定看護師取得、専門看護師取得制度：あり 

⚫ 奨学金制度 

当院では、看護師養成学校に入学許可された方、または、在学中の方で将来、当院に入職を希望する方

に奨学金を貸与し、学生生活をサポートいたします。 

新人看護師（病棟）の教育目標 

4月 ・スタッフとの関わりをもつ 

・病院、病棟の流れを知る 

10月 ・急変対応を学び、流れがイメージできる 

5月 ・現場の環境に慣れる 

・電子カルテ看護システムがわかる 

11月 ・プライマリーとその役割を知る 

6月 ・受け持ち患者の 1日の流れを知る 

・休祭日の流れを知る 

12月 ・急変時、重症患者の看護ができる 

7月 ・指導のもと、正常・異常の判断ができる 1月 ・疾患及び症状に応じた看護ができる 

8月 ・複数の患者を受け持ち共に看護力を高める 2月 ・メンバーとしての役割が果たせる 

9月 ・重症患者の観察ができる 3月 ・スタッフの動きを把握し、声掛けができる 

    

 

 ⚫ 施設基準：急性期一般入院料 1（旧 7：1） 

⚫ 夜間 3～4名当直勤務 

⚫ ナーシングアシスタントが多く、看護業務に 

専念できる 

⚫ 患者中心のチーム医療を実践している 

スタッフ数  病棟  透析室  外来 

看護師数  34名  26名  8名 

ナーシング 
アシスタント 

 9名  8名  1名 

 

（令和 4年 9月現在） 



 
 
 
 

 
 

＜募集要項＞ 

≪ 看護師 新卒採用 ≫ 

１． 職種：看護師 

２． 募集人員：20 名 

３． 資格：看護師免許取得見込み者 

４． 選考方法：面接、小論文 

５． 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 

 

≪ 看護師 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。 

 

≪ 看護補助者 ≫ 

１．職種：看護補助者 

２．資格：不問 

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） 

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 
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・賞与 
昇給／年 1 回 

賞与／年 2 回 

休日休暇 

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、勤

務お祝い金（※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 交替 
● 固定チームナーシング 
● 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/ 



■ 募集要項

➣ 募集職種 看護師 准看護師

➣ 給 与 当院給与規定による
➣ 通勤手当 実費全額支給
➣ 賞 与 年2回 （前年度実績 平均4.6ヶ月）
➣ 昇 給 年1回 （前年度実績 0～5,000円）
➣ 保 険 ・雇用保険・厚生年金・健康保険・労災保険
➣ 就業時間 ・9：00～17：30 ・17：00～9：15 ・10：00～18：30
➣ 休日休暇 ・4週8休制・有給休暇（初年度10日）・慰労休暇（年5日）

・特別休暇（冠婚葬祭）・誕生日休暇（1日）
・産前産後休暇・育児介護休暇 (男性の育児休暇 実績あり)

武里病院HP

■ 福利厚生

➣ 院内保育室 (利用料 350円/１回 初回金 1,000円)
➣ 制服貸与
➣ 休暇買取制度あり (時効消滅分のみ)
➣ 駐車場・駐輪場完備
➣ マッサージ受診 (300円/30分)
➣ プレンゼント企画3年連続実施中

■ 選考・採用

➣ 選考方法 面接
➣ 提出書類 ・履歴書(写真付き) ・資格証コピー
➣ 採用人数 ・10名
➣ 応募方法 ・電話連絡にてご応募ください。

■ 概 要

➣ 法 人 名 医療法人社団みどり会
➣ 施 設 名 武里病院 認知症疾患医療センター
➣ 病 院 長 大野 智之 (精神科・内科)

➣ ベット数 274床 (身体合併症病棟46床/認知症治療病棟108床/認知症療養病棟120床)

➣ 職 員 数 413名 (男性68名/女性345名)

➣ 加療特性 認知症専門病院として、在宅生活か可能な患者様を援助する“認知症専門外来”と、
在宅生活が困難な患者様が安心して療養生活が送れるように医療・看護・介護の
面からトータルケアを実践し、症状に応じた病棟運営による診療体制を
確立しております。



  

 秀峰会ホームページを        お電話ください 048-985-3333   

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           精神科救急病院 北辰病院 

病院概要 
精神科救急医療、心療内科医療を中心に早期介
入、早期退院（社会復帰、職場復帰）にむけて取
り組む『今、困っている人』のための病院です 
 
診療科目：精神科・心療内科 
病床数：238床（精神科救急・急性期病棟 102床、 

精神科急性期病棟 60床、精神科療養病棟 76床） 

～R２．７月から新型コロナウイルス感染症患者の受入病院～ 

秀峰会の理念 
一、「思いやり」「誰のために」「誇りと尊厳」 

一、医療「今困っている人の為」 

介護「心の満足感」(オンリー・フォー・ワンの介護) 

一、医療・介護は成長物語「人はみな幸せになりたいと思っている」 

一、「今日何か役に立ったか」 

(患者さま、熟成者、メンバーにとって意味ある一日だったか) 

 一、医療「社会で生きる」「傷みを知る」「社会的使命」 

介護「自己決定権」「自己責任」「ゆったり」 

絶対目標：思いやり 
秀峰会の各施設 

〇介護老人保健施設 南面 

     （通所リハビリテーション 福田） 

〇重度認知症デイケア 佳境 

   〇越谷南部訪問看護ステーション 好楽 

   〇精神科デイナイトケアセンター 生徳 

   〇共同生活援助（グループホーム） 一瓢 

   〇地域生活支援センター 有朋 

     （越谷市西部地区障害者相談支援センター） 

   〇デイサービス 里仁 

〇居宅介護事業所 徳風 

   〇越谷市地域包括支援センター 出羽 

〇事業所内託児施設 有教館 

問い合わせ先 
〒343-0851 
埼玉県越谷市七左町 4-358 
精神科救急病院北辰 
電話（ナビダイヤル）: 0570-033-339 
 
ホームページ：https://shuhokai.jp/ 
メール: info@rakuzan.or.jp 

 

 

新たな 介護老人保健施設 南面 へ 

熟成者（利用者）とスタッフが最高にハッピーになれる施

設に 介護スタッフ 大募集！！  

リニューアルに向け増改築工事中（2022年 10月現在） 

 

～～スウェーデン研修での学びを日本で実現するために絶賛改革

中です。ハードもソフト（サービス）も 幸せ を求めてリニューアル

します～～ 



  

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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医療法人　宮里こどもクリニック

小児科・内科・皮膚科

診療時間 （月・水・金）9：00～12：30/14：30～18：30

　（火・木）　9：00～12：30

募集職種 看護師・准看護師

給与 当院給与規定による

休日 日曜・木曜・祝日・お盆休み・年末年始

その他 火曜・土曜の午後14：30～18：30は、

「宮里クリニック」で診療しています。

宮里こどもクリニックよりおおよそ400ｍ程離れた場所へ

移動して診療を行っています。

出向し、勤務することもあります。

医療法人　宮里こどもクリニック
℡/048-991-5010
時間/（月・水・金）9：30～12：00・15：00～18：00
　　　　（火・木）9：30～12：00

看護師・准看護師　募集

医療機関名

診療科目

問い合わせ

医療法人宮里こどもクリニック
小児科・内科・皮膚科

埼玉県北葛飾郡松伏町に、平成6年11月に開院し、地域の皆さまとともに、成長させていただきなが

ら、日々診療をしております。人口3万人に満たない小さな町、唯一の小児科クリニックです。

当クリニックは医師2人在籍しており、診療・各種予防接種・乳児健診・特定健康診断・乳幼児発達相

談など、乳児から高齢者まで幅広く対応しております。

現在は、新型コロナウイルス感染症の流行により、埼玉県の検査医療機関として登録し、発熱外来・

新型コロナウイルス抗原検査・PCR検査を実施しております。スタッフ一同、感染予防を可能な限り実

施し、安全に働けるように心がけて診療しています。

新型コロナウイルスワクチン接種については、松伏町の依頼により、スケジュールを調整しながら、

小児～大人まで接種を実施しています。

当クリニックは、少ないスタッフで多くの仕事を協力しながら一緒に頑張らなくてはいけません！時に

は、赤ちゃんの成長を一緒に喜んだり、こどもの病気で不安になっているお母さま、お父さまを励まし

たり、高齢者の方々の楽しいお話で笑ってみたり、毎日に変化がある職場です！もちろん、良いことば

かりではありません。時には目の回る忙しさでクタクタになる事も・・・そんな時は、保養所（鬼怒川温

泉・東武鉄道鬼怒川線 東武ワールドスクウェア駅から徒歩5分）を利用することができます。ゆっくり

温泉に入り、心身ともにリフレッシュしながらまた頑張れます！

新しい人材は、新たな発見や、大きな力となります！

ご応募お待ちしております。



病院理念

看護部 理念

医療法人直心会

帯津三敬病院
☎ 049-235-1981 急患随時受付

川越市大字大中居545番地

病院案内・診療情報

などHPはこちら

https://www.obitsusankei.or.jp/

看護部メッセージ

採用情報はこちら

https://hr-obitsusankei.eucalia.jp/

募集要項

募集職種 ： 看護師（常勤・非常勤・夜勤専従）

選考方法 ： 書類選考・面接

勤務体制 ： 2交代（変則勤務応相談）

日勤 8:30 ～ 17:00

夜勤 16:30 ～ 翌9:30

フレックス 13:00～21:30

休日休暇 ： 年間休日4週8休（公休112日）

年次有給休暇・Birthday休暇 等

福利厚生 ： 社員食堂・交通費支給・駐車場完備

医療費補助・社会保険（健康保険・厚生年金）

雇用保険・労災保険・レクリエーション等

病院概要

1982年11月1日開設 2009年現在の新病院開院

総病床数 ： 99床（全個室）

2階病棟 35床 地域包括ケア病棟

3階病棟 34床 一般急性期病棟

4階病棟 30床 一般急性期・緩和チーム

✤仕事＆看護学校の両立で看護師になりました！

同じ目標の仲間がいて心強く、切磋琢磨しながら両立を実現できました。

実習でつまづいても先輩に相談できる、勤務は学業を優先してもらえる環境。

先輩の根気良い指導の下で卒業後も充実した看護の実践に繋がっています。

✤子育て＆仕事の両をしているママさん看護師！

出産・子育て看護のブランク。もう一度 「病院で働きたい」と思い入職しました。

不安もありましたが、学校行事・子供の体調不良で急な休みも理解があり柔軟な対応で

支えてもらい働き続けることができています。

✤定年後も継続雇用により活躍中！

長年管理者として働き、病院の環境も熟知していることで 総合受付・フロアマネージャー

という形で貢献させてもらっています。愛着のある職場でスキルを活かせる まさに『ディーセント

ワーク』だと感じています。

staff message 



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 186名（常勤）140名（非常勤）46名 8/31在籍 

1日平均外来患者数：256名・1日平均入院患者数：44名・平均在院日数：14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 

 



病院概要

＊医療療養病床：136床
看護職20対１
看護補助者20対１
看護単位：４単位

＊職員数190名（看護部100名）
＊診療科内科
神経内科・皮膚科
麻酔科（痛みの外来）
歯科（口腔外科）
リハビリテーション科

＊医療や介護が必要な人たちを対
象とした療養型病院です。長期療
養を余儀なくされる高齢者の方に、
少しでも快適に過ごしていただき
たいという思いから痛みの治療も
行っています。これは療養型病院
としては非常に珍しく、当院の特
徴でもあります。

＊日本医療評価機構機能評価受審

「生命の尊さ・人を大切に」
した看護があります。

当院看護部は「生命の尊さ、
人を大切にしたい」という強い
思いを常に持ち、人間性を尊重
した温かな看護・介護を目指し
ています。

患者さんとじっくり
向き合いたい方！

＊時間外は殆ど無く定時で帰宅
（1人月平均時間外1～2時間）
＊年間休日120日
（毎月10日のお休み）
＊有給休暇消化率 80～100％
＊オンとオフを上手に切り替え、
仕事もプライベートもリフレッ
シュできます。

教育体制

＊新卒者、中途入職者にプリセプ
ターとチーム支援型の指導体制を
整えています。日々の実践を技術
チェックリストで振り返り、現状
の実践力を把握していきます。定
期的な面談を行い、個々の能力や
ペースに合わせ成長できるように
支援しています。

＊教育は、グループ病院共通の
キャリアラダーシステムを活用し
ています。看護職、看護補助職そ
れぞれのラダーに沿って、到達目
標に合わせ、院内外の研修を受講
する体制を構築しています。

＊個々が自らキャリア開発に励む
ことができる資格取得支援体制も
整えています。（認定・特定研修
など）

福利厚生

募集要項

＊看護師・准看護師・看護補助者・
介護福祉士、常勤・非常勤、大歓迎
です。

＊給与 当院給与規定による
昇給1回/年 賞与2回/年

＊勤務時間（2交代制）
日勤 8時30分～17時30分
夜勤 17時～9時（2時間の休憩）

＊休日 120日/年
＊有給休暇 入職後3ヶ月で3日、
6ヶ月7日付与

＊詳しい内容なご不明な点はホーム
ページや当院までご連絡お願いします。

〠350-1175 埼玉県川越市笠幡4995-1

ＪＲ川越線 笠幡駅 下車 徒歩15分 問い合わせ先： 総務課 採用担当

TEL 049-232-1231 ✉：jinji@kasahatahp.com

地域に密着した医療を実践している病院です。
外来・入院・訪問診療・訪問看護・訪問リハビリ・通所リハビリ

＊長期療養の患者さんが対象で
あり、1人1人の患者さんに寄り
添う関わる看護があります
＊チーム医療も充実、医師との
コミュニケーションも良好、リ
ハビリスタッフとの連携と協働
も抜群！

・保養所（軽井沢・那須・熱海）
格安で利用可！

・見舞金制度
（診療費還付！上限有）

・院内哺育室完備
安心して職場復帰が可能！

・職員寮完備（遠方の方のみ）
・納涼会・忘年会
職員交流の場！

・グループ行事（学会・バレー・
運動会）大規模イベント！

＊療養病院でも学べる看護はたくさんあります。
落ち着いて丁寧な看護が学べる当院で、一緒に
ステップアップしませんか。

mailto:jinji@kasahatahp.com


*通勤手当は、当院規定により支給します。車通勤可(無料駐車場あり)　
*正職員には退職金制度があります。
*賞与 年2回（前年度実績　計4.0ヶ月分）、昇降給 年1回。　
その他、不明の点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

基本給　/　当院給与規定による
資格・職能手当　夜勤手当あり　
経験により優遇

令和3年
8月2日

開院

〒350-1112

埼玉県川越市上野田町35-88
しらさき川越クリニック

応募フォーム ホームページTEL : 049-220-9900
FAX：049-220-9901

お問い合わせ、書類等の送付先

診療科目　/　心臓・血管内科、心臓血管外科、
　　　　　　  循環器内科、内科、消化器内科、
                    糖尿病内科、皮膚
病 床 数 /　19床

西川越駅

川越西
郵便局

Honda
Cars 川越

サンディホーム
川越店

焼肉
黒塀家

新河岸川

しらさき川越
クリニック

水上公園通り

川
越
北
環
状
線

川越日高線

川
越
市
駅

　地域の医療向上を目指して、行政、救急、患者さんのご要望に応えるべく、熱い思い
を持ったプロフェッショナルが集い、心臓、血管の専門医療機関として2016年4月、
久喜市に、しらさきクリニックが開院致しました。
　24時間365日、最新、最良、丁寧な医療が提供できるよう、CTやカテーテル装置など
最新の医療機器を完備し、当日に重要な結果を出す、当日完結医療をおこなっております。
　開院して5周年となりますが、のべ2万人の患者さんにご利用いただき、19床ながら、
埼玉県でもトップクラスのカテーテル手術数を行うまでになりました。
　この度、伝統と歴史ある国際色豊かな川越市において、しらさき川越クリニックを開院する
ことになりました。久喜で培ったノウハウをさらに、ブラッシュアップして、川越建築をまとい、
心臓・血管・不整脈を中心とした急性期・救急医療に貢献してまいります。自分たちが育った
地域を守り、自分の身内を治すんだという情熱を持って、診療にあたっていきます。 院 長 　/　白崎 泰隆

看護師  正職員募集  

saiyou-k@shirasaki-kawagoe.jp
担当者  ： 斉藤



 

 

 

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。 

 

当院は、病院(198 床・二次救急)、クリニック部門、透析専門クリニック、健診クリニックの 4 つのグループ施設です。 

幅広い分野で多くのスタッフが活躍しています。グループの中でも赤心堂病院は大正 15 年創立以来 90 年以上の間、この

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整えています。また、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を目指しています。 

 

 

 

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 16：15～9：00(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 

乳腺外科 

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 



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／７６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４年度は随時募集しています。詳細は

市のホームページ等で公開しています。↓ 

https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shise

ijoho/jinzaibosyu/shokuin/index.html 

《参考》令和４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番地の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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護医療院とは？？ 

 平成 30 年 4 月から始まった、医療・介護・ 

住まいの 3機能を併せ持つ介護保険施設です。 

 長期間の入所が可能ですので、従来の病院

よりも生活の場としての役割が強くなり、よ

り手厚い介護が受けられます。 

 入所者様には、介護サ－ビスを受けながら、

必要に応じて医療を受けていただきますが、

より医療が必要になった場合は併設されてい

る所沢緑ヶ丘病院の医療療養病床への転院も

可能となっております。 

 

 

【問い合わせ・アクセス】  

                                               

 〈西武池袋線 狭山ヶ丘駅 徒歩 5 分〉 

 
住所／埼玉県所沢市狭山ヶ丘 1－3009 

採用担当者／看護部長  

電話番号  04-2947-7575 

 

 

 

 

 

 

 

 

・診療科目：内科､消化器科､循環器科､呼吸器科､

老年内科､放射線科､リハビリテ－

ション科  

・設備等：１６列マルチスライスＣＴ、内視鏡､ 

睡眠時無呼吸症候群検査装置  等  

・ベット数：医療療養病棟  51 床  

介護医療院  94 床  

・スタッフ数：１47 人(Ｒ4.9.30 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。 

【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 125 日(常勤)､年末年始休

暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇、

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：担当者宛に履歴書送付か電話にて   

ご連絡下さい｡ 

【医療法人仁栄会 理念】   医療と介護の連携により、地域と社会に貢献致します。  

ﾎｰﾑﾍﾟ-ｼﾞ https://www.midorigaoka-hp.com/ 
 

2020 年 4 月 OPEN！  

埼玉県で 8 施設目！！  

《 病院・介護医療院、共に職員募集中！  お気軽にお問合せ下さい☆ 》 



  基本理念

  院長ご挨拶

      手術件数：1330件/年

平均在院日数：9.8日

   選考方法：書類選考、面接

教育体制

 ラダーによる教育体制

 不安のある方も安心して働けます

 充実した福利厚生

 手術室看護師募集中

詳細は病院HPを参照してください

埼玉県所沢市山口5095番地

電話  ：04－2928－9110

一般社団法人　巨樹の会　所沢明生病院

看護部長：仲谷恵理

　当院は「明るく元気な救急病院」をモットー
に救急車を断らない方針で運営して参りました。
しかし、2020年4月に新型コロナの院内クラス
ター発生により、約2か月間、外来と一般救急の
受け入れが停止となったため、地域の皆様方に
大変ご不便をおかけしてしまいました。経験し
たことのない災害となりましたが、地域の皆様
の応援により乗り越えることが出来ました。
　50床と規模が小さく、患者様を断る状況が続
き悔しい思いをして参りましたが、2023年秋
に新所沢に移転することとなりました。新病院
に於いては、断らない救急医療を柱とした敷居
の低い病院づくりを中心に考えています。病院
規模も拡大しますので、高度急性期医療や高度
専門医療の充実にも力を注いで行きたいと思っ
ています。
　地域の皆様に愛される病院を目指して、職員
一同邁進してまいります。どうぞよろしくお願
い致します。

            給与：当院給与規定による

         職員数：約260名

 救急車受入数：3120件/年

募集要項

       看護師：約10名

  勤務体制：2交代

  応募方法：メールまたはお電話

 新卒、既卒ともに募集中

e-mail：nakaya@meisei-hp.jp

  診療科目

住所：〒359－1145

FAX ：04－2928－9157

「手には技術、頭には知識、
　　　　　　　　　患者様には愛を」

病院概要

外科・呼吸器外科・大腸肛門科

乳腺外科・整形外科・血管外科

形成外科・物忘れ・脳外科

泌尿器科・内科・循環器科

           ベッド数：50床

院長 鈴木 昭一郎

2023年 １０月

オープン予定

mailto:nakaya@meisei-hp.jp
mailto:nakaya@meisei-hp.jp
mailto:nakaya@meisei-hp.jp
mailto:nakaya@meisei-hp.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：485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-hp.com 

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　小椋（おぐら）

　ﾒｰﾙ ：saiyou.kamifukuoka.gh@gmail.com

　　　　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30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



ｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｼｬﾀﾞﾝﾌｹｶｲ         　 ﾌ　 ｹ　　　　ﾋﾞｮ　ｳ　 ｲ　ﾝ

医療法人社団富家会　　富　家　病　院

線 駅 (

採用担当：大谷（おおたに）　吉永（よしなが）　看護部長：井口（いぐち）

正看護師　5名

※既卒者も歓迎
( 年

無

回
ｶ月

4週7休　祝日

他 有給10日 入職6ヶ月後より

有

・履歴書（写真貼付）・卒業見込証明書　・成績証明書

書類選考の上、面接を実施致します。

教育制度
・各種研修会への参加・各学会への参加 ※学会、研修会、勉強会等の参加費・交通費・宿泊代は負担致します。
・週4回、参加自由の院内勉強会・ディズニーランド研修（ホスピタリティ等）

応
募
･

選
考
要
領

応募方法 採用担当：大谷（おおたに）・吉永（よしなが）までお電話いただき、追って下記応募書類を郵送にてご送付下さい。

応募書類

選考方法

採
用
条
件

休日・休暇 年間合計 113日 日/実勤務時間7時間

　　　　　　　　　　　　　　　　　夏季休暇・冬期休暇あり

福利厚生
制服貸与、駐車代負担無し(車通勤の場合)、保育室(1日：500円　上限：1万円）
忘年会、歓迎会、保養所

職員寮 ※規定有り 寮費 半額負担(上限3万円) ※法人指定物件をご用意致します

加入保険等
退職金制度 勤続3年以上

(年１回）
実績 3.4

勤務時間
日勤　　９：００ ～ １７：００　（休憩 60分）
夜勤　１６：４５ ～ 　９：００　（休憩 120分）（夜勤回数は3回～5回で要相談）

残業 (月) 0～5 時間程度

賞　与 (
年 2

) 昇　給

病院（内、胃腸、皮、泌尿、リハ、透析、デイケア）261床。透析45床。埼玉・千葉に病院、特養、デイ
サービス、デイケア、サ高住を運営している医療法人です。

交通費                          (※距離数に応じてガソリン代支給) 車通勤

給与

応募条件
試用期間 ３ヶ月

年齢制限

当院給与規定による

049－266-2287 E-mail

月～)

業務内容
・回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟（29床）地域包括ケア病棟（30床）療養病棟（113床）障害者病棟（60床）
　特殊疾患病棟（29床）の入院患者様への看護業務。
・病棟での医療サービス業務。

雇用形態 常勤（正社員）

勤務予定地 所在地と同じ

roumu@fukekai.com

求人担当者

求人職種 正看護師・准看護師
募集人数

採用予定
2023 4

東武東上線 上福岡 15 分)

代表者名 理事長　富家 隆樹

求
人
先

事業所

カ　ナ
　設立年　昭和 55年

名　称

所在地
住　所 〒356-0051　埼玉県ふじみ野市亀久保2197

路　線・最寄駅

診療科目 内科・皮膚科・泌尿器科・神経内科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・人工透析･整形外科

提出先
住　所 〒356-0051　埼玉県ふじみ野市亀久保2197

電　話 049－264-8811 ＦＡＸ

特徴

急募 即時

可 不可

無 有 無 有

シフト制 月 火 水 木 金 土 日 祝祭日

産前・産後休暇 育児休暇

雇用保険 健康保険 厚生年金 労災保険

無 有

徒歩 ﾊﾞｽ

介護休暇育児休暇 介護休暇

公共交通機関上限無 車通勤上限有

mailto:roumu@fukekai.com
mailto:roumu@fukekai.com
mailto:roumu@fukekai.com
mailto:roumu@fukekai.com
mailto:roumu@fukekai.com


 

 

 

《特色等》 

 武蔵嵐山病院は、一般病床 43床（うち地域

包括ケア病棟 18床）、回復期リハビリ病床 56

床、療養病床 58床のケアミックス型の病院で

す。「総合診療・透析医療・リハビリテーショ

ン医療・在宅医療・健診医療」の 5つを柱と

して、地域に根ざした医療の提供を行ってい

ます。 

 当院では、地域の二次救急病院として患者

様及びご家族の皆様とのコミュニケーション

を大切に、病気の治療だけでなく予防医療に

も力を入れています。また、高度先進医療が

必要な患者様には、埼玉医科大学病院など適

切な医療機関と連携して治療にあたり、地域

の皆様のかかりつけ病院としての役割を果た

しています。 

《病院の概要》 

○開院／昭和 57年 9月 

○診療科目／ 

一般内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、

神経内科、透析科、整形外科、リハビリテーショ

ン科、泌尿器科、腎臓内科 

○病床数／157床 

○関連クリニック/ 

寄居本町クリニック、東松山メディカル 

クリニック、若葉内科クリニック、越生 

メディカルクリニック 

 

 

 

《募集要項》 

 ○募集職種／看護師 

○選考方法／書類選考・面接 

○勤務体制／2交代制 

1日 4時間程度からの勤務も可 

○給与／当院給与規定による 

○昇給／年 1回 

○賞与／年 2回 

○育児助成金制度／有 

○休日休暇／完全週休 2日制 + 祝日分 

○その他／各種社保完備・交通費規定内支給 

○応募方法／電話、メールでの連絡 

《就職後の研修体制》 

院内研修・認定看護師支援・資格取得の為 

の助成制度（ファーストレベル他）・プリセ 

プター制度 

《問い合わせ・交通のご案内》 

 ○住所／ 

埼玉県東松山市上唐子 1312-1 

○電話番号/ＦＡＸ番号/Ｅメール 

  ＴＥＬ：0493-81-7700 

  ＦＡＸ：0493-81-6776 

  Ｅ-mail：jinji@ranzan-hp.or.jp 

 

 

医療法人蒼龍会 武蔵嵐山病院 

mailto:jinji@ranzan-hp.or.jp


 



〒350-0302 埼玉県比企郡鳩山町大橋1066

しんびかい

麻見江ホスピタル医療法人 眞美会
ま み え ホームページ

Eメール
電話番号

http://mamie-hp.or.jp/
info@mamie-hp.or.jp
049-296-1155（代）採用担当まで

麻見江ホスピタル
医療法人 眞美会

「健康こそ人生最高の宝」を基本方針とし、
「食」の大切さを通じた健康増進に取り組みます。
そして「ハートからハートへ　心と心を結ぶ」を
念頭に、「真心の医療」を提供します。

NSTと歯科医師が栄養状態や摂食・嚥下を評価し、
適切な食事提供を心がけ、嗜好に合わせたリクエ
スト食なども取り入れています。
また、口腔ケアチームとも連携し、多職種で「食」
の支援を行っています。

長期療養をされる方が多いため、生活の場として
も、認知症認定看護師を中心として、花火鑑賞や
お祭り、散歩の写真をご家族と共有するなど生活
の活性化や自立支援に取り組んでいます。

医療療養病床
看護体制
外来診療科目
　

3 1 0 床
2 0 :１

当院は緑豊かな鳩山町にある、医療療養病院です。当院を含むグループ内では、「医療」「介護」「予防」「住

まい」「生活支援」の5つの地域包括ケアを包括する施設も保有し、地域づくりや予防事業にも寄与しています。

基本理念

募集要項

病院概要

看護部での取り組み
「食」に対するケア

療養と生活の場としてケア

・新人プリセプターシップで、フォローアップを実施
・院外研修や資格取得も推進
・資格取得、研修会、学会参加費用補助あり

研修体制・看護師としてのスキルアップ

（詳しくはHPもご覧ください）

職　種：
　
勤　務：

給与等：

休日 休暇：

看護師、准看護師、または左記の
資格取得予定者、介護士

当院給与規定による ( 年齢・経験・
業務内容等を考慮の上、厚遇します）

日勤　8:30～17:30
夜勤  16:30～9:00 早番 遅番もあり

夜勤できる方、育児中の方、
ブランクのある方も歓迎します！
勤務時間は、希望を踏まえます。
（短時間勤務の方も歓迎します）

＊

＊

４週 8 休、年次有給休暇、冠婚葬祭
等の特別休暇、育児・介護休業など

内科・整形外科・リハビリテーション科
心療内科・皮膚科・歯科

昇給、賞与 ( 年 2 回 )、退職金制度
(３年以上 )、保育料補助 (3 歳未満 )、
社会保険等完備、親睦会、制服貸与、
交通費支給、学会・研修参加費補助

ホームページ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

社会福祉法人 埼玉医療福祉会 

光の家療育センター 

重症心身障害児者の入所施設で、病院と福祉の機能を合

わせ持った施設です。小児から老年期まで幅広い年齢の

方々が生活しており、健康維持のための医療と様々なニ

ーズに応える療育を行っています。少しでも興味を持た

れた方は気軽にご連絡ください。詳しい内容をお知らせ

します!! 

【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 募集要項 

お問い合わせ 

【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】 55,000 円まで全額支給 

【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@ca.wakwak.com 

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 

mailto:hikari-ie@ca.wakwak.com


家族に接するように

家族に語りかけるように

家族のように愛をもって

私達は地域医療に貢献します。

理念

医療法人一晃会の母体である小林病院は、入間村が無医村だった昭和3年に、個人医院として開設し、
９０年余りがたちました。
時代の流れの中で、医療情勢も大きく様変わりし、安全で良質な医療はもちろん、質の高い対応やサービス、
感染対策への取り組みなど様々なものが、医療の現場には求められています。
地域に根ざした医療を目指して、救急医療・病診連携・訪問診療・訪問看護・訪問リハビリ・健診事業など
を強化してきました。
以前は運動会、子ども会など地域の行事に看護師を派遣したり、病院祭りや勉強会などを開催して地域の皆
様との交流をしていました。
今は、コロナとの闘いの大変な日々ではありますが、家族のような暖かい心を忘れずに小林病院は医療を提
供して参ります。
私達と共に、小林病院で、働いてくれる方を大募集しております。

・居宅介護支援事業所青い鳥
TEL.04-2968-3618

・訪問看護ステーション青い鳥
TEL.04-2934-3000

・小規模多機能型居宅介護事業所
ホスピタリティハウス青い鳥

TEL.04-2934-3000

募集要項病院概要

埼玉県入間市宮寺2417
TEL04-2934-5121

小林病院ホームページは
こちらのQRコードから

https://iruma-kobayashi.com/

関連施設

勤務時間 午前8：45～午後5：15（日勤）

午後4：30～翌午前9：15（夜勤）

休日・休暇 ４週７休制 年末年始休暇/有給休暇/

慶弔休暇/特別休暇/夏季休暇/日曜日

祝日 年間休日109日（年により異なる）

託児所 生後３か月程度から小学６年生までお預けOK!

福利厚生 産前産後休暇 育児休暇 育児時短勤務

昼食食事補助、 無料送迎バス 医療費等

看護部の取り組み

★ 地域の方を招いた交流イベントを開催 院内会議室にて即席カフェスペースにて創作制作活動

★ e-ラーニング教育を実施 その他研修制度あり

★ 地域イベントの参加あり (お祭りや地域の運動会の救護係など）

★ アロマセラピーケアを療養病棟などで実施 専門資格者と共に

入院患者さんと香りを楽しみます。

★ 看護師育成制度 看護助手として働きながら 准看護師資格取得

准看護師として働きながら 正看護師免許取得

小林院長

AM 09:00～12:00
PM 14:30～17:30

内科 循環器内科 神経内科 糖尿病内科

整形外科 血管外科 リハビリテーション科

消化器内科 呼吸器内科

一般病床 50床（地域包括ケア病床18床含む）

療養病床 49床

診療時間

診療科目

病床数

休診日 日・祝日 木曜日午後

募集職種 詳細はホームページをご確認下さい。



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４名をはじめ、看護師５名、薬

剤師１名、視能訓練士４名、事務１０

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、金曜で、

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 

② 8:30～17:30 

■ カ ル テ ： 電子カルテ 

■ 給 与 ： 当院給与規定による 

■ 賞 与 ： 年２回     ■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 

仕組みを取り入れています。 
 

 

 

 

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。 

■ ベテラン保育士多数！経験年数 20数年の保育士もいます。 

■ ママナースのリフレッシュ休暇として、月 1 回勤務外の 

お預かりをしています。 

■ 小学 3 年生まで長期休み・夜勤のお預かりをしています。 

■ 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-ma i l ： 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。 

■ 研修参加費の補助制度があり 

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。   

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・熱海） 

■ 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 

■ 「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 ： 422名  （看護部 219名） ※2022.4.1時点 

～ 2023年 8月 新築移転＆30増床計画決定 ～ 

    

 病棟、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 高栁  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. ※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：HPの応募サイトあるいは電話連絡の上、

履歴書（写真貼付）をご持参下さい。 

 

 

 

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)   



 

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 



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

病 床 数 一般 60床 (地域一般入院料1)

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。



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（15対1） 

療養病棟 ５３床（25対1） 

≪募集要項≫ 

職種   看護師・准看護師 

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 121日（4週７休＋祭日、年末年 

５日（ローテーション） 

夜勤回数 月５回程度 

     回数、日勤のみ方もご相談下さい 

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） 

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埼玉スタジアム線（南北線直通） 

「南鳩ヶ谷駅」下車2番出口徒歩１分 

国際工業バス  

赤羽駅 鳩ヶ谷公団住宅行 病院前「中居」下車 

西川口駅 朝日五丁目循環 病院前「中居」下車 

川口駅 サンテピアゆき 「南鳩ヶ谷駅」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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしたち青木会は、川口市・さいたま市に根差した医療介護を提供する医療法

人です。青木中央クリニックは、その拠点となる有床診療所として 2013 年に開

設しました。 

高齢化が急速に進むエリアであり、外来・入院・訪問での医療サービス、通所・

訪問による介護サービス、高齢者向けの住宅を設けるなど、多様なニーズにお応

えできる体制を設けております。 

皆様のご応募を心よりお待ちしております！ 

 

＜所在地等＞ 

〒333-0861 川口市柳崎 3-7-24 

 （さいたま市南区と隣接しています。） 

JR「南浦和駅」より国際興業バス「柳崎循環」

乗車、「柳崎中央」降車徒歩 1分。 

TEL ：048-423-0631（法人本部直通） 

Mail：aokikai@aoki-chuoclionic.com 

＜診療科目＞ 

整形外科、内科、消化器内科、肛門外科、脳

神経外科、泌尿器科、リハビリテーション科、

歯科 

＜ベッド数等＞ 

１９床（リハビリ目的で転院されてくる方が

多いです） 

平均在院日数：２６.５日 

１日平均外来患者数：２４７名 

＜看護配置基準等＞ 

有床診療所入院基本料１、看護配置加算１、

夜間看護配置加算１、看護補助配置加算１ 

職員数 ： １２２名（うち看護師２２名、看

護助手２名） 

＜募集要項＞ 

職種：看護師・准看護師 

所属部署：看護部（病棟・外来・手術室） 

在宅支援室（訪問診療） 

勤務形態：二交代制 

給与：法人給与規定による 

給与締め：１０日締め・同月２５日支給 

昇給：年１回 

賞与：年２回 （７月・１２月） 

年間休日：１０８日 シフト制 

休暇：有給休暇・育児休暇・介護休暇 

福利厚生：社会保険完備、交通費支給、退職

金制度、制服貸与、法人内保育（準

備中） 

 

見学・お問い合わせをお待ちしております！ 

mailto:aokikai@aoki-chuoclionic.com


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。

開 院

診 療 科 目

ベ ッ ド 数

募 集 職 種 看護師、看護補助者 職 員 数

勤 務 形 態 ２交代制 関 連 施 設

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     令和4年度119.5日

福 利 厚 生 福利厚生パッケージサービス〈ベネフィットステーション〉加入

被服貸与あり　永年勤続表彰/記念品

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

病児保育室「こりすの家」さいたま市委託事業

★育休復帰率　100％

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） ◆JR京浜東北線「北浦和駅」より

看護学校、看護大学進学の奨学金制度あり 　　　北浦和駅西口3番バス乗り場より西武バス

　　　　（浦和北高校行/大久保行/加茂川団地行）

　　　　　諏訪坂バス停前

　　　北浦和駅西口２番バス乗り場より国際興業バス

　　　　（さいたま新都心駅西口方面/白鍬電建住宅方面）　

　　　　　陣屋下車徒歩3分

◆JR埼京線「与野本町駅」より徒歩20分

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）seibuhp-hasegawa@skmg.jp

担当：長谷川啓子（看護部部長）

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、 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、

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】

３．チームの一員としての責任と役割を果たす。

【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 【病院概要】
チューターシップ+チーム支援型を導入しています。 1980年12月

○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

チーム全員で教育・支援をしています。 外科、消化器外科、乳腺外科、肛門外科、

また、中途採用看護職員にも同じくチューターを配置し、 整形外科、脳神経外科、形成外科、皮膚科、

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。 泌尿器科、眼科、リハビリテーション科、麻酔科

268床（一般急性期病棟60床、療養104床、

【募集要項】 地域包括ケア病棟48床、回復期リハ病棟56床）

390名（看護職140名・助手70名）

西部在宅ケアセンター

○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

西部総合病院健診センター

【アクセス】

【看護部長メッセージ】
　当院は地域包括ケアシステムの中核を担う病院として地域に根差した医療を展

開しています。患者様が住み慣れた地域で自分らしい生活が送れるように地域と

病院が一体になって支援します。そこに働く私たち看護師は、それぞれ専門的な知

識・技術に加え、在宅生活を視野に入れた幅広い看護と他職種連携の要となる

役割が求められます。そのために、日々の看護場面やカンファレンスの中から『患者

様の本当の思い』に気づき、他者に発信する力を養い育てる看護部でありたいと思

います。

　看護部の理念である『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』を常に心に置き、患者様に寄り添い一緒に『闘い』『喜びあい』人生のひとコ

マを共に生きる看護師になってほしいと願います。



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：当院ホームページ内の応募フォームより
　　　　　お申込みください。

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：534.2 人 / 日（2021 年度）
入院患者数：272.0 人 / 日（2021 年度）
救急搬送件数：5,307 件　  （2021 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

当院看護部の有休取得率　85.4％

・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）
・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。
・男性看護師や、子育て中の看護師さんも活躍しています。

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

集中治療室

救急室

（2021 年度実績）

毎月 1回、中途看護師見学会を開催中！
右記QRコードからお申込みください。

病　棟



 

 

 
      

許可病床数：255床 

(内科系急性期病棟33床・外科系急性期病棟37床 

医療療養病棟46床・医療療養病棟47床 

回復期リハビリテーション病棟47床・コロナ病棟45床) 

職員数：320人(パート含む) 

 

★地域に根付いた医療提供 

★休みが多い※年間休日122日 

★充実した教育制度 

★若年層の活躍◎ 

★育児休暇後の復帰率の高さ 

★立地の良さ※最寄駅より徒歩5分 

 

 

 看護師 

配属：病棟  

就業時間：日勤 8:30～17:30  

夜勤 17:30～翌09:00 

→夜勤の有無は相談可 

休日：週休2日＋祝日分(シフト制) 

     年間休日122日(年度により異なる) 

休暇：年末年始休暇5日(公休含む) 

     有給休暇、慶弔休暇、育児・産前産後休暇 

     ※その他当院規定による 

教育制度：クリニカルラダー、OJT 

給与：当院規定による 

昇給／賞与：年1回／年2回 

福利厚生：社保完備 

        退職金あり 

        通勤手当あり ※当院規定による 

        医療費還付制度あり ※当院規定による 

        制服貸与 

        電子カルテ導入済み 

社員食堂(1食300円) 

        院内保育所あり 

 

選考方法：書類選考、面接 

 

 

 

 

    

メールまたはHPからお問合せください。 

Email：saiyou@ocgh.jp 

⇨大宮中央総合病院 総務課 

病院HP：https://ocgh.jp/  

電話：048-663-2501 

FAX：048-666-4673 

 

 

 

 

 

 

インスタグラムを開設しました！ 

下記QRコードよりぜひチェックしてみてください♪ 

 

最新の求人情報や 

病院の情報を発信！

職員インタビューでは 

実際の業務内容や 

1日のスケジュールなど

も公開しております◎ 

 

 

 

 

 

mailto:saiyou@ocgh.jp


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） 

【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。 



  

医療法人社団 幸正会 

  岩 槻 南 病 院 
 

【岩槻南病院の特色】 

☆循環器内科と人工透析、心臓リハビリテ 

ーションを中心とした小規模専門病院で

す。 

☆2022 年 4月に新しい外来棟、透析室が完 

成して働く環境は快適になりました。 

☆心臓カテーテル検査と治療の専門病院で

す。 

年間 1,000例以上の心臓カテーテル検査

と、600 例以上の心臓及び血管カテーテ

ル治療が専門医により行われています。 

☆心肺蘇生法の普及を積極的に行っていま

す。 

機能する循環器病院であるために、スタッ

フのほとんどが BLS と ACLS コースを修了

し、緊急時に備えています。救急処置のイ

ンストラクターによる講習も行います。 

 

【病院の理念】 

「心のかよいあう病院」 

 

【看護部理念】 

「心のこもったあたたかい看護」 

 

【新外来・透析室棟】 

 
 

 

 

 

 

 

 

【病院の紹介】 

 1977 年（昭和 52 年）に地域密着型の人

工透析を行なう病院として開設されま

した。 

 2004 年（平成 16 年）に心臓病、心臓カ

テーテル検査・治療を行う病棟が併設さ

れ、24時間体制で救急対応を行っていま

す。 

 診療科目：循環器内科、内科、外来、 

人工透析（50床）心臓リハビリテーション 

 ベッド数：30床（ICU6床を含む） 

 看護スタッフ：70名（2022年 9月現在） 

 入院基本料：7対 1 
 

【募集要項】 

募集職種：看護師（循環器病棟および 

訪問看護ステーション勤務） 

選考方法：面接 

勤務体制：2交代（循環器病棟のみ） 

給与：当院給与規定による 

昇給：年 1回 

賞与：年 2回 

休暇：月 9休（1ヶ月に 9日の休み） 

   特別休暇、有給休暇、介護休暇 
   育児休暇 

社会保険：労災保険、雇用保険、 

健康保険、厚生年金 

      

     マイカー通勤可（駐車場無料） 
 

【就職後の研修体制】 

  プリセプターシップ 

  院内、院外各種研修に参加 
 

【連絡・問い合わせ先】 

 〒339-0033 

  さいたま市岩槻区黒谷 2256 

T E L：048-798-2001 

F A X：048-798-8521 

担当者 事務部 高橋善彦 

  takahashi@iwatsuki-minami.jp 

ホームページ 

 http://www.iwatsuki-minami.jp 





 

社会医療法人熊谷総合病院                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病棟 朝カンファ 

 

♪  一般急性期病院 ２次救急 

  310床  看護職員数 380人 

    一般病棟 7対 1  SCU 3対 1 HCU 4対 1  回リハ 13対 1   

固定チームナーシング  2交代と 3交代   

20代から 70代まで幅広い年齢層  

平均年齢・・・39歳  平均勤続年数 ・・15年 

♪ 急性期・回復期・在宅まで幅広い活躍の場  

♪ ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組んでい 

ます 

有給取得率 76％  時間外勤務月 7～10時間 

院内保育所             ひよっ子ハウス 

24時間対応 2022.4 リニューアルオープン   

♪ キャリアアップへの支援体制があります 

   特定行為・認定看護師・看護協会等の研修 

   現在 診療看護師 3名 認定看護師 5名 

       特定行為修了者 2名 

☆ 看護師住宅補助制度があります   

☆ 見学は、随時ご案内できます 

               見学 受付中 

 ☆ 勤務体制 

外来  2交代制 (土・日・祝、夜勤あり) 

病棟  2交代 3交代選択可 早番・遅番 

手術室  待機制 

訪問看護ステーション  待機制 

   内視鏡センター  待機制 

                                            

Kumasou 
 

 

 

2020年 グランドオープン❢❢ 
 

 

 

                           

 

手 術 室                       

 訪 問 看 護 

       

♪ 募集職種・・・看護師  

 ♡看護助手も募集中 どうぞお問い合わせください♡  

♪ 選考方法・・・書類審査 面接 

♪ 看護部長からのメッセージ 

   「患者さんにとって最善は何か」を考えられる看護

師、最高のケアを提供するために自己研鑽できる看護

師を求めています。豊富な分野で活躍できる当院で新

たなチャレンジをしてみませんか。看護部は自己成長で

きる看護師を応援します。 

♪ 休日休暇 

4週 8休 年末年始（12/29～1/3）        

リフレッシュ休暇 2日（通年）・特別休暇  

有給休暇（初年度 10 日・次年度 11 日・繰越最

高 40日）・育児・介護休暇 

☆ 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 

☆ ユニフォーム貸与 白衣 ナースシューズ 

見学お申込み・お問い合わせ・ご応募方法 

① ホームページ「看護師求人情報応募フォーム」 

② E-mail : y-oosawa@kumasou.or.jp   

採用担当 大澤 TEL:048-521-2103（直通） 

〒360-8567 埼玉県熊谷市中西四丁目 5番 1号 

ＴＥＬ：048-521-0065  ＦＡＸ：048-523-5928 

ＪＲ高崎線・秩父鉄道  熊谷駅北口徒歩 15 分     

バス・犬塚行き 5分 総合病院前下車徒歩 1分  

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiz-nYmPjSAhWDXrwKHYgWA54QjRwIBw&url=http://www.wanpug.com/illust168.html&bvm=bv.150729734,d.dGc&psig=AFQjCNHN8oFG0pemg5WxMtavMne_pxnOLQ&ust=1490755915579220
tel:048-521-2103


埼玉江南病院

医療法人仁和会

埼玉江南病院は、精神医療に

おける埼玉県北地域の中核病

院として、皆様が安心して医

療を受けられるように、安全

かつ良質な医療を提供するこ

とを目指しております。

［診療科目］

・精神科

・神経科

・内科

［概要］

●ベッド数294床

●看護基準 15:1

●関連施設：

ケアパーク江南

《募集要項》

・募集職種：看護師

看護助手

・選考方法：面接

・勤務体制：２交代

＊看護助手は夜勤なし

・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：公休100日/年

・応募方法：履歴書を郵送

＊先ずは人事担当にお電話をください。

電話 048-536-1366

FAX 048-536-5996

https://kounanhospital.jp/

《募集要項》



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　　8名（パート含む）

　　　　　　　          看護助手 5名

　　　　　　　          検　 査　　4名

　　　　　　　          事　 務　　6名

　　　　　　　             計　　  25名

年間手術数 　 ／  　　　　  800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　　



昭和26年 現在の地にて平屋20床にて藤間病院開院

昭和29年 医療法人藤間病院となる

昭和48年 総合健診システム併設、業務開始

昭和52年 法人名を「 藤和会 」とする

・募集職種 ：看護師、准看護師、看護助手

・雇用・配属：正職員（※非常勤要相談）、病棟、外来、内視鏡室

・選考方法 ：書類選考及び面接

・勤務体制 ：日勤8時30分～17時00分 夜勤16時30分～9時00分

※病棟：2交代制 シフト制（ 育児･介護短時間勤務あり ）

・給 与 ：当院給与規定による

・休日休暇 ：4週7休（年間104日）夏季･年末年始 有給休暇･慶弔休暇 育児･介護休暇

・福利厚生 ：健康保険 ･厚生年金･企業年金基金･雇用保険･労災保険･退職金制度 他

〈 福利厚生倶楽部 〉

・備 考 ：埼玉県多様な働き方実践企業認定制度（プラチナ）取得

募 集 要 項

看護部では、通院、入院に関わらず最良の治療が受けられるように患者様やご家族様と信頼関係を築き

ながら、経験豊富な看護師から新人、子育て中、そして看護師の資格取得に励む看護学生が「思いやり」

を持って、看護を提供しています。また、看護を提供するにあたり、働きやすい職場環境を整えるように

取り組んでいます。

C K

藤 間 病 院
医療法人 藤和会

診療科目 :

内科、消化器内科、糖尿病内科、内分泌内科、内視鏡内科、

外科、乳腺外科、整形外科、リウマチ科、泌尿器科、

リハビリテーション科、産婦人科、放射線科、病理診断科、

臨床検査科、循環器科

看護部について

病 院 の 概 要

病 床 数 : 106床

問 い 合 わ せ 医療法人藤和会 藤間病院

〒360-0031 埼玉県熊谷市末広2-137

担当：総務課 人事担当まで

TEL：048-522-0600(代)

e-mail： tomaadmi@ps.ksky.ne.jp

ホームページもご覧ください：

FAX：048-525-8692

http://www.ksky.ne.jp/~tomaadmi/
index.html
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