KIMINOMORI
REHABILITATION HOSPITAL
〒299-3241 千葉県大網白里市季美の森南1丁目30-1
TEL.0475-71-3366

http://www.krh-n.jp/
東金JCT

山田IC

募集要項

季美の森
リハビリテーション
病院

必要書類 （新卒）履歴書
成績証明書
（既卒）履歴書

季美の森小

資格免許証コピー

福俵

選考方法 まずはお電話にてお問合せ下さい。
その後、必要書類を下記までご送付下さい。
書類選考後、面接・作文（800字程度）の試験を行います。
［送付先］
〒299-3241
千葉県大網白里市季美の森南1丁目30-1
季美の森リハビリテーション病院
結

果 2週間前後で通知

東金

季美の森
ゴルフ倶楽部

卒業見込証明書

採用担当宛

大網

この森でいちばん優しい︑〝あい〟になる︒

季美の森リハビリテーション病院

看護職員募集のご案内

季美の森リハビリテーション病院

あい、
それは
〈 Identity 〉
病ではなく、患者さんと向き合う3ヶ月があります。

あい、
それは
〈 Eye 〉
患者さんを見つめる、気づきの看護が求められます。

あい、
それは
〈I 〉
技術よりも、患者さんに接するあなたの人間性が大切です。

あい、
それは
〈 たすけあい 〉
チーム一丸となって、最高のリハを提供します。

そして、
〈 愛 〉。
看護師としての愛、
その原点を、
もう一度思い出せる場所。
それが、
「季美の森リハビリテーション病院」
です。

患者さんの前向きな気持ちに寄り添い、
帰りたい生活に向かって共に歩んでいく。
看護師にとって、いちばん大切なこと。それは、知識や技術よりも深いところにある、あい 。
私たち季美の森リハビリテーション病院では、回復期の患者さんが社会や家庭に帰った時に、
その人らしい暮らしを送ることができるよう、集中的なリハビリテーションと心のケアを行っています。
急性期とは違い、回復しようとする患者さんの意欲にチーム全員で寄り添い、
おもいやりの心で支えていく。
看護の原点を大切にし、看護の喜びを実感することができる環境が、
ここにあります。

いつも隣に同じ気持ちで
患者さんと向き合う、仲間がいます。
メディカルワーカーが強い絆で結ばれ、常に連携し、同じ気持ちで患者さんと向き合うことができるように。
職種の垣根を取り払った
「チーム医療」
で、最適な治療やサポートを提供しています。

メディカルワーカー全員の あい で、
きめ細やかなリハビリテーションを提供します。
医師や看護師、理学療法士など多彩な専門職が

スタッフがそれぞれの専門的な視点で患者さん

お互いに協力し合い、助け合う
「チーム医療」。職

を見つめ、その意見をチーム内で共有しながら

種の垣根を意識することなく、
スタッフ同士が意

リハビリテーションに活かしていく。
このように

見を交わし、向き合える体制をつくっています。

チーム内の密接なコミュニケーションがあるか

その象徴として、病棟の中央に全てのメディカ

らこそ、患者さんが今本当に必要としている、き

ルワーカーの拠点となる「スタッフステーショ

め細やかなリハビリテーションを提供することが

ン」
を設けました。

できるのです。

「看守り」
「気づき」
「支える」。
看護師として、人間として、患者さんと向き合う仕事です。
私たちのゴールは、患者さんの体が動くよ
事務職員
現場職員

うになることではなく、元あった暮らしへの

医師
看護師

復帰をサポートすること。
多種多様なスタッフが関わるケアの中で、

ソーシャル
ワーカー

栄養士
調理師

薬剤師

看護師は24時間患者さんに寄り添い、食事
やトイレ、入浴など1日の生活を支え健康を
看守る要です。

患者さん・ご家族

ここで求められるのは、安全で安楽な看護
理学療法士

初期段階では入院生活で必要となる機能の
回復をサポートします。

通常の生活を想定し、食事はベッドの上では
なく極力食堂で。

歩行が自立するよう、理学療法士と連携しリハ
ビリテーションを行います。

在宅復帰後の生活を見据えて、排泄もしっか
りとトイレで行います。

入浴も可能な限り浴室で。心と体のリフレッ
シュをサポートします。

患者さんと看護師の関係以上の、人と人の絆
が育まれやりがいも高まります。

技術の提供と、異常を早期発見する観察眼
など、看護の基本となるもの。
小さな変化に気づき、その気づきを元に患

介護職員

作業療法士
検査技師

メディカルスタッフ全員で意見を出し合いな
がら、患者さんに最適なケアを提供。

職種の垣根を越え、チームで連携しながら患者
さんに対してリハビリテーションを行います。

ケアを通して患者さんとも心を通じ合わせる
ことができるから、笑顔が絶えません。

言語聴覚士

者さんの回復を支えていくのです。
患者さんの一番近くで、一歩一歩回復して
いく姿を看守るからこそ、看護の喜びを常
に実感することができます。

新しい環境で、
新しい看護人生が見つかります。
看護師の皆さんにとって、働きやすい病院であるために、
どんな環境をつくるべきか。

急性期
病院

急性期医療と帰りたい生活の架け橋になる、
回復期リハビリテーション病院。

私たちは、常に問い続けています。一歩一歩着実に成長することができる教育制度。
ライフスタイルが変化しても、大好きな看護の仕事を無理なく続けられる勤務形態。
仕事の充実だけでなく、看護師として生きる人生そのものの幸せを願った環境を整備しています。

季美の森リハビリテーション病院では、脳血管障害や整形

回復期
リハ病院

疾患のため急性期で治療を受け、症状が安定した患者さ
んを受け入れ、寝たきり防止と社会復帰を目的とした集中
的なリハビリテーションを提供しています。

待遇について
看護師 大卒221,000円、短大3年卒218,000円、夜間看

在宅ケア
システム

介護保険
施設など

布施とも子

「おもいやり」の看護を、
一緒に担ってください。
看護部の基本理念は
「おもいやり」。
これは、患者さんに対する
「おもいやり」、一緒
に働く職員に対する
「おもいやり」、そして、病

初任給
看 護 師

看護師として気持ちよく働ける、
きめ細やかな待遇。

副院長兼看護部長

大卒

221,000円

短大
3年卒

218,000円

院からあなたに対する
「おもいやり」
を意味し
ています。
回復期リハビリテーション看護では、看護の
基本である 患者さんをおもいやる心 が大

護手当（15,000円/回）は実働により支給通勤手当、住居

切です。

手当、扶養手当、保育料補助等[昇給]年1回(4月実施予

そして、安全で安楽な看護技術の基本を学習

09:00

定）[賞与]年間3ヶ月
（前年実績）退職金あり。

し、チームケアを通して患者さんの回復に寄
り添うことで、看護の喜びと素晴らしさを常に

17:00

夜勤

ぎ等による残業を抑え、ONとOFFの切り替えがスムーズ

[日勤]8：30〜17：30（休憩60分含む）

プリセプターシップ/
認定看護師の資格取得支援制度

職員用施設

病院付属保育所

夜勤

[夜勤]17：00〜9：00（休憩120分、仮眠含む）
員・夜勤専従・パートタイムなど各種相談に応じます。

歩として、意味のある経験になります。
病院ですが、様々な年代の経験豊かなスタッ
フが揃っています。
あなたにもその中に加わっていただき、共に

二交替制

※希望により3交替も可。正規職員・短時間勤務正規職

申し送り

09:00

にできる勤務形態を取り入れています。

家庭も仕事も両立できる
保育所を開設予定。

ら看護師としてスタートを切る若い方の第一
当院は2014年春に誕生したばかりの新しい

日勤と夜勤が重なる時間帯を1時間設けることで、引き継

パウダールーム&シャワールームで、
ONとOFFの切り替えもスマートに。

だからこそ、ベテランの方はもちろん、
これか

二交替制

勤務形態について

一歩一歩成長できる、
あなたを見つめた教育制度。

実感することができます。

日勤

私に合わせた、
自由度の高い勤務形態で働けます。

01:30

成長しながらこの若い病院を育てていきた

日勤

いのです。

三交替制
準夜勤

私たちと一緒に、患者さんはもちろん働くみ
17:00

んなも笑顔になれる、
「おもいやり」
に満ちた
病院をつくっていきましょう。

休みもしっかり取れるから、
プライベートも充実します。
休日・休暇について
[休日]4週8休 [休暇]年次休暇 初年度15日（2ヶ月後支
給）、夏期休暇5日、年末年始休暇5日、特別休暇、産後休
業、育児休業、介護休業、
リフレッシュ休暇

家賃補助制度など、
看護師さんの暮らしを見つめたサポート体制。

プリセプター制を採用し、看護師一人ひとりに

ONとOFFの切り替えをしっかりすることで、

お子様がいる看護師の方が、無理なく仕事を

合った教育を実施します。

心にゆとりが生まれ、それが良い看護につな

続けられるように、
また、将来お子様ができた

また、基礎的な知識を習得した後は、実際の

がるという想いから、パウダールームとシャ

ときにも看護師を続けることができるように、

現場で課題の発見と解決を繰り返していくの

ワールームを設けています。

敷地内に保育所を開設予定。

各種社会保険完備、千葉きぼーるクリニックにて美容診療

で着実に成長できます。

仕事だけでなく、大切なプライベートの時間

すぐ近くでお子様を預けることができるので、

優遇、海外研修旅行、納涼会、忘年会、
スキーツアー、お花

さらに、認定看護師の資格取得支援制度も

も充実させることで、看護師として生きる人

安心して仕事に取り組んでいただけます。

見、
ゴルフコンペ、院内サークル（スポーツ部/文化部）、会

あるなど、将来を見据えた制度を整備してい

生がもっと豊かなものになっていくことで

員制福利厚生サービス利用可（宿泊・スポーツ・レジャー・

ます。

しょう。

ショッピング・グルメ等が割引価格で利用可能です。有名

福利厚生について

テーマパーク割引も大人気です。
より充実したオフタイム
の実現のために、お得なサービスを是非ご利用くださ
い。）靴、制服貸与。

―看護理念―

季美の森リハビリテーション病院
マインド

「おもいやり」
患者さんとご家族の気持ちに寄り添い、
おもいやりのある看護を提供します。

1
2
3
4
5

― 看護基本方針 ―
患者さんの人権及び価値観を尊重し
ます
患者さんが主体性を発揮できる環境
を整え、
「待つ看護」
を提供します
「ぬくもりのある手」
であたたかな看護
を提供します
常に最善のリハビリテーション看護を
提供できるよう、自らの人間性と専門
性を高めるように努めます
笑顔で働ける職場づくりに積極的に参
加します

