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※ 本パンフレットに使用している画像には、新型コロナウイルス感染症流行以前に撮影したものがあります。

平成医療福祉グループ

理念

基本方針

「絶対に見捨てない。」

1.「患者・利用者さんのため」を最優先に考え、行動する

2. 全ての患者・利用者さんに最善の医療・福祉サービスを提供する

3. 日本の医療・福祉の問題点を分析し、最適な機能を提案し実践する

4. 専門多職種による徹底したチーム医療を実践する
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看護部理念

教育理念

教育目標

「さする手、癒す手、つなげる手」

痛みを和らげるための手。

心を癒すための手。

人と人、人と社会、すべてのものをつなぐための手。

私たちはこの３つの手で看護を提供します。

知識・技術・人間性を磨き看護専門職として高い倫理観のもと、

身体・心・社会の全てに寄り添える職業人を目指す。

平成医療福祉グループの一員として責任ある行動がとれる

専門的知識を持ち科学的根拠に基づいた看護が実践できる

やさしく、親切な接遇に責任を持ち心を癒す看護が実践できる

患者さんを総合的にとらえることができ、人と人、

人と社会とのつながりを大切にした看護が実践できる

コミュニケーションスキルを身につけ

患者さん・ご家族・医療チームでの人間関係調整能力が発揮できる
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K a t o  H i t o m i

加藤 ひとみ
統括部長Career

Interview
グループの看護部を支える方たちにキャリアインタビュー。
看護部の現在と、これからのことについてお話を聞きました。

平成医療福祉グループでの介護福祉士としての仕事が、看護師への始まり
でした。介護士から介護福祉士、看護師、看護師長、看護部長、現在は平
成医療福祉グループの統括看護部長と、ほんの数年間でめまぐるしく職種
や立場が変わりました。戸惑うこともありましたが、色々な経験をするこ
とができ楽しくもありました。私が看護学校へ進学し、看護師へのステッ
プアップを決めた時、当時勤務していた博愛記念病院の多くの方にサポー
トしていただきました。今ではとても大きな組織となりましたが、常にど
こか人の温かさを感じ、それが「絶対に見捨てない。」というグループの
理念につながっているのだと思います。私も病院や多くの方にサポートし
ていただきながら、看護師になることができました。今度はサポートする
側として、何かお役に立てればと思っています。当グループの看護部で
は、看護部理念のもと「あなたに出会えてよかった」と患者さん・利用者
さんに思っていただける看護師を育成していきたいと考えています。教育
委員会ではグループ病院のメリットを活かし、縦、横の交流ができる研修
にも取り組んでいます。一緒に楽しい看護を実践していきましょう。

平成医療福祉グループはチーム医療を実践し、看護師は患者さ
んのそばで一番多くの時間を共にしながら身体面・心理的変
化、家族関係、地域での人間関係など、その人を支えるうえで
鍵となる多くの情報を得る立場にいます。多職種のなかでも中
心的にチームを引っ張っていく存在です。チーム医療の〝要〟
は看護師であると私はいつも思っています。患者さんが住み慣
れた地域で、自分らしい生活を続けていくには、相手の立場に
なって考えることができ、思いやりのある幅広い知識を持った
看護師の育成が必要です。当看護部では幅広くみなさんをサポ
ートする体制が整っています。私達のチームの一員となってい
ただけることを心よりお待ちしています。

E n a m i  Y u k a

榎並 由香

副部長
関東エリア

医療提供体制の再編が進むなか、社会のニーズに応えていくた
めには、専門職として質を高め多様なフィールドで看護力を発
揮していくことが重要です。当グループでは、人こそ最大の資
産であると考えています。看護部では目標管理面接を行い、自
分の役割や自己啓発目標を定められるようキャリア支援を行っ
ています。また、スペシャリスト育成にも力を入れ、特定行為
研修制度による修了者も多数在籍しています。特定行為研修制
度を修了すると、一連の看護の関わりのなかで、医師の判断を
待たずに、手順書に従って一定の診療行為を提供することがで
きます。私たち看護部は、自立した専門職として他職種と連携
し、社会のなかで活躍できる看護職の育成を目指しています。
同じ志をお持ちの方をお待ちしています。

I w a s h i r o  Y a e k i

岩城 八重喜
副部長チーム医療の要として

患者さんに寄り添う看護を

一人ひとりの看護力を
発揮するために

夢をあきらめない人たちを
サポートします！
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K a m a k u r a  F u m i o

鎌倉 史雄
淡路エリア長

看護部ではグループ理念「絶対に見捨てな
い。」を元に、7つの約束の実現に取り組んでい
ます。「絶対に見捨てないプロジェクト」の
「身体抑制の廃止」は看護部が主体となり、情
報共有・取り組みを強化し成果をあげていま
す。また、グループでは特定行為研修修了看護
師の育成に力を入れています。現在、100名以上
が資格補助制度を利用し研修を終了しました。
特定行為研修修了看護師は、重症化が進む慢性
期医療の現場において、多職種が協働するチー
ム医療のコーディネートに不可欠な役割を担い
活躍しています。当グループでは、年齢やキャ
リアに関係なく働きやすい環境を整えていま
す。ぜひ、私たちの仲間になってください。

働く意欲と情熱に
応える制度があります！ お互いを高め合える環境

関東にはたくさんの医療機関や施設がありますが、
当グループでは、長年慢性期医療に力を入れていま
す。看護部は『絶対に見捨てない。』というグルー
プ理念のもと、患者さんと患者さんを支える方へ寄
り添った看護を提供できるように考えています。慢
性期医療においても、常に変化する医療情勢や周囲
の環境へ対応できるような学びが必要です。新しく
入職していただく方だけではなく、すでに働いてい
るスタッフはもちろん、私自身も学び続けられる職
場でありたいと思っています。あたたかい職場のな
かで、一緒に成長していきましょう！

全員が学び続けられる環境

各エリアで活躍するエリア長にも
看護部の特長について聞きました。

私たちが暮らす日本は、超高齢化社会に突入し、さま
ざまな問題に直面しています。誰もが住み慣れた場所
で安心して生活できるよう、私たち平成医療福祉グル
ープ職員は「絶対に見捨てない。」7つの約束を掲
げ、質の高いチーム医療の実践に取り組んでいます。
「ここに来てよかった」と患者さんに言っていただけ
るよう、常に相手の立場に立って考え、行動できる看
護師でありたいと思っています。また、特定看護師の
育成にも力を入れ、活躍の場を広げています。同じ志
を持った仲間と切磋琢磨し、お互いを高めあえる環境
で、みなさんをお待ちしています。 

淡路島は豊かな自然環境に恵まれている一方、人口減少ととも
に高齢化は深刻です。淡路島の高齢化率は全国と比べても高
く、約3人に1人は65歳以上と、日本の高齢化社会のモデルケー
スとも言われています。医療の需要が高まるなか、看護師の役
割は非常に重要であり、活躍の場は多岐に渡ります。「さする
手、癒す手、つなげる手」のグループ看護部理念のもと、知
識・技術・人間性を磨き、看護師一人ひとりが患者さんと向き
合い、家族や地域の方々も支える温もりのある看護を提供でき
るよう日々努力しています。新しい環境で、私たちとやりがい
を実感しながら、共に看護師として成長していきましょう。

ご家族や地域も支える看護師に

今、就職を前にしてどんな気持ちをお持ちでしょうか？　
ワクワク、ドキドキした期待感でしょうか、それともブラ
ンクを持ち、再就職することに不安を抱えていますか？　
私たちはさまざまな気持ちを受け止め、共に考え成長して
いきたいと思っています。病院では、内部研修のほか、看
護師特定行為研修受講補助等を実施しています。専門職と
して向上し、ほかの職種と連携を図り、患者さんが住み慣
れた地域で自分らしく生活するために、一緒にサポートし
ていきましょう。成長を望むあなたをお待ちしています。

成長したい看護師を
バックアップします！F u j i w a r a  M i e

藤原 美恵
中四国エリア長

K a w a g u c h i  K a z u m i

川口 一美
関西エリア長

M i n a m i  Y u k i k o

南 幸子
関西エリア長

N a k a y a m a  Y u k i k o

中山 由紀子
関東エリア長
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チーム医療

当グループでは、専門多職種からEBM（根
拠に基づいた医療）に沿った意見を積極
的に出し合い、専門知識やスキルを発揮
することにより、患者さん・利用者さん
に最良の医療や介護を提供するよう努め
ています。そのなかで、療養のお世話や
介助を行い、関わる時間が長い看護師は、
患者さん・利用者さんに一番身近な立場
として、キーパーソンとも言える存在で
す。チーム医療を推し進めていくにあ
たっては、ますますその役割の重要性が
増していると言えます。

患者さん・利用者さんやご家族とチーム

をつなぐ看護師は、「患者さん・利用者
さんの代弁者」としての役割を担います。
また、彼らに寄り添い、看護から得た
情報を積極的にチームスタッフへ提供
することで、より良い治療を検討する
コミュニケーション環境を作ることも、
看護師の重要な役割です。看護部では、
チーム内のスムーズな連携は看護師が
大きく関わると自覚し、確かな知識・
技術と責任感が養えるよう教育環境を
整えています。

チーム医療における看護師の役割

チーム医療とは、患者さん・利用者さんに関わる医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・管理栄養士・理学療法士・
作業療法士・言語聴覚士・介護職員・ソーシャルワーカー・事務など、多職種のスタッフが連携・協働して、患者さん・
利用者さんをサポートし、的確なケアを提供することです。互いの専門性を尊重し、意見や情報の共有がスムーズ
に行えるよう日頃からのコミュニケーションも大切です。

看護部の特長

教育システム

年間の教育プログラムを作成し、それをもとに各病院の教育委
員会などにおいて指導計画を立てています。自分自身が着実に
一歩ずつ成長していくのを実感しながら業務に励むことができ
ます。

□ 新人教育カリキュラム

グループ看護部として、関東地区、関西地区、徳島・淡路地区
とエリアごとに研修を実施しています。各エリア内の病院の新
人看護師が集まり、学びや悩みを共有し、交流を持つことが
できます。年度末には1年間の成長の証として、新人看護師
症例発表会を行っています。

□ 新人研修

目標管理を導入し、年度始めに個人目標を決め上司との面談を
行います。目標が達成できるよう中間面接で目標の達成状況を確認し、
支援しています。また、年に１回開催されるグループ学会では全国の
グループ病院・施設が参加し、取り組みの事例を発表しています。

□ 支援プログラム

看護部では「絶対に見捨てない。」というグループ理念のもと、看護部理念「さする手、癒す手、つなげる手」を実
践できるように努力しています。知識・技術・観察力・アセスメント能力を持った看護師の育成・教育が重要と捉え、
さまざまな研修計画を立てています。
患者さん・利用者さんの一言ひとことに耳を傾け、手を差し伸べることができる看護、「あなたに出会えてよかった」
と思っていただける看護を提供し、患者さん・利用者さんを支えていきます。

Characteristic of the nursing department

実践指導は実施指導者が行っています。精神的フォローはプリ
セプターが行い、困った時はいつでも相談できる環境が整って
います。ちょっとした相談役はとても心強い存在です。また、
新人看護師が安心して教育が受けられるよう、看護部としても
バックアップしています。

□ プリセプターシップ
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行います。目標が達成できるよう中間面接で目標の達成状況を確認し、
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新人研修プログラム グループ看護部ではラダー別研修計画を立てています。
中央研修も年に数回開催しており、エリアが違っても同じ教育が受けられるよう、教育体制を整えています。
統一化した看護手順を作成してマニュアルサイトに公開し、グループ全体で共有しています。

入職時
■ 目標と計画

■ 職員としての心得

■ 看護師としての基本姿勢

■ 安全管理

■ 情報管理

■ 感染対策

6～7月

４～5月

まずはコレ！

看護師になって３ヵ月…
これまでの成果を
発表しよう！

疑問や悩みは
先輩に相談しよう！

他職種との
恊働も大切！

看護部の特長

■ 清潔援助　　　　  ■入浴介助

■ 移動・移乗援助　　■オムツ交換

■ 与薬技術　　　　  ■食事介助　　

■経管栄養法　　　   ■ネブライザー　　

■バイタルサイン　   ■血糖測定　　

■静脈採血　　　　   ■創傷管理

■点滴管理

■酸素吸入法

■吸引（口腔・鼻腔・気管）

■経管栄養法

■点滴管理

■導尿、尿道留置カテーテル

■皮下注射、筋肉注射

8～9月

10～3月
１年を

振り返ろう！

配属部署で必要な
看護技術を

日々学んでいきます！

症例発表や
来年度に向けての計画など
仲間たちと意見交換！

Characteristic of the nursing department

■ 点滴静脈内注射

■ 救命救急処置技術

■ エンゼルケア

■ BLS・AED管理

■ 点滴管理

■ 心電図モニターの装着

■ CV・PICC 挿入介助

■ 輸血準備

■ 輸血中と輸血後の観察

■ 人工呼吸器管理

■ 症例発表
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■ 人工呼吸器管理

■ 症例発表
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クリニカルラダー

レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ

レベルⅣ レベルⅤ

責任の最も軽い、難易度の最も
低い、軽微な組織の役割を果た
す。看護チームではフォロワー
やチームメンバーの役割、病棟
の係として簡単なルーチンの役
割を遂行できる
日本看護協会の「看護倫理綱領」
を理解し、倫理的問題に気づく
ことができる
組織人としての自覚を持ち、グ
ループの職務規定に沿った行動
ができる
自己の課題を指導によって発見
し、自主的な学習に取り組むこ
とができる

所属部署、看護部における自己の役割を理解
し、自ら行動することができる
倫理的問題に対して所属部署内で横断的に教
育・調整の役割を果たすことができる
組織人としてグループの職務規定に沿って指
導・改善提案・維持に努めることができる
自己のキャリア開発に関して目指す方向に主
体的に研究に取り組み、後輩のロールモデル
となることができる

グループ、病院組織を理解し、自ら行動する
ことができる
倫理的問題に対して組織内外に働きかけるこ
とができる
グループ内外にかかわらず、組織人として指
導・改善提案・維持に努めることができる
単独で専門領域や高度な看護技術等について
の自己教育活動を展開することができる
主となり研究活動を実践できる
看護単位における教育的役割がとれる

組織の一員としての役割が理解
でき、所属部署の目標達成に向
けて基準や手順を遵守した行動
がとれる
倫理的問題に対して取り組むこ
とができる
組織人としてグループの職務規
定に沿った規律的・常識的行動
がとれ、ロールモデルとなる行
動ができる
自己の課題を明確化し、達成に
向けた学習活動を展開すること
ができる

所属部署での自己の役割を理解
し、自らの判断で行動できチー
ムリーダー的役割を遂行するこ
とができる
所属部署内で倫理的問題に対し
て教育的な役割を果たすことが
できる
組織人としての行動がとれ、グ
ループの職務規定に沿って指導
することができる
自己の学習活動に積極的に取り
組むとともに、新人や看護学生
に対する指導的な役割を実践す
ることができる

クリニカルラダーは看護師の能力開発・評価システムの 1つです。各段階（レベルⅠ~Ⅴ）において
期待される能力を示し、到達度によって看護師の能力が示されます。
HMWラダーは日本看護協会版（JNAラダー）をベースに、グループの看護師に求める
臨床能力として 4つの力と５つの習熟段階で構成しました。

看護部の特長

プリセプター×対談×プリセプティ

Characteristic of the nursing department

※プリセプター：経験ある指導役の先輩看護師　　※プリセプティ：新人看護師

中村　小菅さんは、入った時からすご
くしっかりとした印象だなってみんな
で話していましたよ。
小菅　恐れ多いです！ 中村さんは仕
事もできてハキハキとされていて、わ
からないこともすぐ教えてくれるので
頼りにしています。
中村　ありがたい限りです（笑）。実
際働き始めてみて、仕事のお悩みは
ないですか？
小菅　回復期の病棟なので、離床し
ていただくことや、時には我慢してが
んばってもらうことが大切なんですけ
ど、患者さんに「部屋に戻りたい」「こ
こが痛い」って言われた時に、どう返
していいかわからなくて…。嫌な気分
にならずにがんばってもらえる言い方
がないかなって思っています。
中村　難しいですよね。私の場合は、
お話を聞いたうえで「じゃあちょっとこ
うやってみましょうか」って、ほかの方
法を提案して様子を見るようにします。
小菅　受け止めたうえで、提案をする
んですね。
中村　もしそれでもできない場合は、
別の方法を提案して、自分のできる限

りを尽くしますね。何かをすることが、
患者さんとしても安心感にもつながる
んです。小菅さんは、わからないこと
があったときは、先輩に頼れています
か。
小菅　はい！ 自信がないときは、必ず
先輩に聞いてからやるようにしていま
す。みなさんに助けられてばかりで…。
先日、部屋の受け持ちが始まったんで
すけど、先輩が担当の患者さんの処
置や特徴を、かわいいイラスト入りで
まとめたものをくださって。とても感動
しました！
中村　いい先輩が揃っていて良かっ
た…（笑）。
小菅　（笑）。新人の今のうちにやって
おいた方がいいことってありますか。
中村　経験年数が増えると、できるこ
とは増えるけど、何も考えずにやって
しまって、流れ作業になっちゃうことも
あるんですね。だからこの時期から自
分の頭で考える習慣をつけておくの
が大事です。
小菅　なるほど…どうしたら習慣がつ
きやすいですか。
中村　例えば、患者さんが飲む薬を

調べる。そうすると「こういう疾患があ
るから、この薬を飲む」っていう理由が
わかるようになりますよね。ほかにも、
受け持ちの患者さんに検査が入って
いたら「何でこの検査をするのかな」
っていう理由も調べるとか、とにかく、
ちょっとしたことにも疑問を持って調
べることが大事です。
小菅　とてもためになります！ 時間が
ある今だからこそできることですね。
中村　そうすることで、「作業」ではな
く、ちゃんと自分の頭で考えて仕事に
取り組めると思っています。小菅さん
は、どんな看護師になりたいですか。
小菅　近い目標としては、早く自立し
て、仕事を任せてもらえるようになり
たいです。それと、今はまだ時間があ
るので、患者さんの話を聞いたり、一
緒に病棟をお散歩したりっていうこと
をちゃんとできるんですが、何年経っ
ても、忙しくなっても、それを続けてい
きたいって思っています。
中村　とても大事なことですよね。忙
しいとつい忘れそうになってしまうけ
ど、その初心をこれからも持ち続けて、
がんばっていきましょう！
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平成扇病院
回復期リハビリテーション
病棟  勤務
小菅 理沙 さん
（経験年数3年）

後輩プリセプティ
平成扇病院
回復期リハビリテーション
病棟  勤務
中村 りさ さん
（経験年数 9年）

先輩プリセプター
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小菅　恐れ多いです！ 中村さんは仕
事もできてハキハキとされていて、わ
からないこともすぐ教えてくれるので
頼りにしています。
中村　ありがたい限りです（笑）。実
際働き始めてみて、仕事のお悩みは
ないですか？
小菅　回復期の病棟なので、離床し
ていただくことや、時には我慢してが
んばってもらうことが大切なんですけ
ど、患者さんに「部屋に戻りたい」「こ
こが痛い」って言われた時に、どう返
していいかわからなくて…。嫌な気分
にならずにがんばってもらえる言い方
がないかなって思っています。
中村　難しいですよね。私の場合は、
お話を聞いたうえで「じゃあちょっとこ
うやってみましょうか」って、ほかの方
法を提案して様子を見るようにします。
小菅　受け止めたうえで、提案をする
んですね。
中村　もしそれでもできない場合は、
別の方法を提案して、自分のできる限

りを尽くしますね。何かをすることが、
患者さんとしても安心感にもつながる
んです。小菅さんは、わからないこと
があったときは、先輩に頼れています
か。
小菅　はい！ 自信がないときは、必ず
先輩に聞いてからやるようにしていま
す。みなさんに助けられてばかりで…。
先日、部屋の受け持ちが始まったんで
すけど、先輩が担当の患者さんの処
置や特徴を、かわいいイラスト入りで
まとめたものをくださって。とても感動
しました！
中村　いい先輩が揃っていて良かっ
た…（笑）。
小菅　（笑）。新人の今のうちにやって
おいた方がいいことってありますか。
中村　経験年数が増えると、できるこ
とは増えるけど、何も考えずにやって
しまって、流れ作業になっちゃうことも
あるんですね。だからこの時期から自
分の頭で考える習慣をつけておくの
が大事です。
小菅　なるほど…どうしたら習慣がつ
きやすいですか。
中村　例えば、患者さんが飲む薬を

調べる。そうすると「こういう疾患があ
るから、この薬を飲む」っていう理由が
わかるようになりますよね。ほかにも、
受け持ちの患者さんに検査が入って
いたら「何でこの検査をするのかな」
っていう理由も調べるとか、とにかく、
ちょっとしたことにも疑問を持って調
べることが大事です。
小菅　とてもためになります！ 時間が
ある今だからこそできることですね。
中村　そうすることで、「作業」ではな
く、ちゃんと自分の頭で考えて仕事に
取り組めると思っています。小菅さん
は、どんな看護師になりたいですか。
小菅　近い目標としては、早く自立し
て、仕事を任せてもらえるようになり
たいです。それと、今はまだ時間があ
るので、患者さんの話を聞いたり、一
緒に病棟をお散歩したりっていうこと
をちゃんとできるんですが、何年経っ
ても、忙しくなっても、それを続けてい
きたいって思っています。
中村　とても大事なことですよね。忙
しいとつい忘れそうになってしまうけ
ど、その初心をこれからも持ち続けて、
がんばっていきましょう！
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平成扇病院
回復期リハビリテーション
病棟  勤務
小菅 理沙 さん
（経験年数3年）

後輩プリセプティ
平成扇病院
回復期リハビリテーション
病棟  勤務
中村 りさ さん
（経験年数 9年）

先輩プリセプター

13※経験年数などの情報は取材当時のものです



看護部の特長

出勤をしたら、まずは患者さんの情

報収集。準備や朝の申し送りを受

けて、一日の仕事に備えます。仕

事が始まったら検温、バイタル測定、

点滴、処置などを行います。毎日

のことだからこそ、患者さんのこと

を考えて丁寧に取り組んでいきます。

看護師の日いろいろ
看護師になったら、日勤の日や夜勤の日、研修の日など充実した毎日が始まります。

このページでは、それぞれの一日を簡単にご紹介します。

スタート

Day  shift

夕方頃に出勤。仕事の準備をしたら、申
し送りを受け、バイタル測定やその他の
処置を行います。夕食の後は、患者さん
に就寝前のお薬を配り、点滴のチェックや、
電子カルテへ記録を入力します。長い夜
勤務ではしっかり休むことも大事。横に
なって体を休めつつ、朝になったら、日
勤看護師へ申し送りの準備をします。

グループでは、看護師特定行為研修
の受講や、自身のスキルアップのた
めに外部研修への参加を補助する制
度など、自己研鑽へのサポートがいっ
ぱい。チーム医療のキーパーソンと
なる看護師になるために、日々の勉
強は欠かせません。

日勤の日

Night shift

夜勤の日

Study Day

自己研鑽の日

スター
ト

Work-Life BALANCE

千葉県印西市に引っ越してきて、子育てをしながら働ける病院を探していたのですが、印西総合病院には、
土曜・日曜・夜間も子どもを預けることができる託児所があるということが決め手の一つでした。子どもが託
児所に慣れるまではパートでしたが、現在は正職員として勤務しています。夜勤があっても院内に子どもを預
けられる場所があるというのはとても助かります。
印西総合病院はまだ新しい病院なので、みんなと試行錯誤しながら仕事に取り組んでいます。楽しさも大変さも
ありますが、職場は仲が良いですし、子どもがいる方が多いので、子育ての相談もしながらみんなで助け合って
がんばっています。忙しい時もありますが、しっかり働いて休日は家族と思いっきり遊ぶよう、オンとオフ
を切り替えていますよ！

当グループ内のほとんどの病院に、職
員専用の無料託児所があります。病院によ
り利用条件は異なりますが、働くお母さ
ん・お父さんを全力でサポートする体制
を整えています。

印西総合病院 勤務  今井 麻代

Characteristic of the nursing department

病院や仲間のサポートで
子育て中も安心して
働くことができています。

職員専用無料託児所

患者さんの笑顔が仕事の活力に！

休日は家族とお出かけ！次のお休みはどこへ行こうかな？お互いに助け合える
仲の良い職場です！

カルテ入力は
まめに！

仕事への集中力はバランスのとれた生活から！
子育てをしながら看護師として活躍している先輩を紹介します。
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  千葉県　　　　　　　　　　　
●印西総合病院
●ケアホーム船橋
●訪問ステーションてとてと印西
●印西居宅介護支援センター

  神奈川県　　　　　　　　　　
●平成横浜病院
●ケアホーム三浦
●ヴィラ南本宿
●ヴィラ横浜
●ヴィラ桜ヶ丘
●ヴィラ神奈川
●ヴィラ都筑
●ヴィラ泉
●ケアホーム横浜
●訪問ステーションてとてと戸塚

  東京都　　　　　　　　　　　
●世田谷記念病院
●大内病院
●多摩川病院
●平成扇病院
●緑成会病院
●緑成会整育園
●ケアホーム足立
●藤香苑
●ケアホーム千鳥
●ヴィラ町田
●ケアホーム板橋
●ケアホーム葛飾
●ケアホーム花畑
●ケアホーム練馬
●グループホームこもれび
●グループホームかりん
●訪問ステーションてとてと大岡山
●訪問ステーションてとてと小平
●サポートハウスココロネ板橋
● OUCHI CAFE・KITCHEN
●聖和看護専門学校

  大阪府　　　　　　　　　　　
●豊中平成病院
●弥刀中央病院

Group LIST
当グループは、東京・大阪をはじめ全国に病院・
施設・学校を開設・運営しています。治療を終え
た患者さん・利用者さんを早期に受け入れ、積極
的な治療とリハビリテーションを行い、短期間で
の在宅復帰を目指します。今後は、世界にグルー
プの医療を広めることを目的に、インドネシアで
海外事業も展開予定です。

※開設予定も含む／ 2022 年 3 月現在

26病院 27特養

11老健

9グループホーム 5ケアハウス

12有料老人ホーム 3小規模多機能

12訪問サービス 7通所サービス

3居宅支援サービス 7障害福祉施設

2クリニック

くわしくはこちら

平成医療福祉グループ

3学校

2介護医療院

16



●泉佐野優人会病院
●平成記念病院
●淀川平成病院
●堺平成病院
●岸和田平成病院
●淀川暖気の苑
●離宮千里山
●ケアホーム豊中
●弥刀介護老人保健施設
●エスペランサ
●レジデント豊中
●レジデント泉佐野
●メディケアハウス春木
●優人会小規模多機能センター
●ハート訪問看護ステーション
●訪問ステーションてとてと東大阪
●訪問ステーションてとてと泉佐野
●中央デイサービスセンター
●だんけのそのポレポレクラブ
●海萌
● PALETTE
●おうち診療所堺

  三重県　　　　　　　　　　　
●ヴィラ四日市
●富洲原複合型サービスセンター

  和歌山県　　　　　　　　　　
●緑風苑

  兵庫県　　　　　　　　　　　
●平成病院
●東浦平成病院
●西宮回生病院
●大原病院
●南淡路病院
●神戸平成病院
●ケアホーム住吉
●ヴィラ播磨
●ヴィラ一宮
●かおりの丘
●ケアホーム東浦
●ケアホーム南淡路
●ふるさとの家
●ヴィラ光陽

●平成病院 平成介護医療院
●東浦介護医療院
●グループホーム北淡
●ケアハウス有馬ホロンの苑
●ケアハウス淡路エルベ
●ケアハウス東浦エルベ
●レジデント東浦
●レジデント南淡路
●訪問ステーションてとてと洲本
●ココロネ淡路
●サポートハウスココロネ住吉
●平成淡路看護専門学校
●平成リハビリテーション専門学校

  徳島県　　　　　　　　　　　
●博愛記念病院
●徳島平成病院
●江藤病院
●浜病院
●ヴィラ羽ノ浦
●ヴィラ勝占
●ケアホーム鷲敷
●平成アメニティ
●明和苑
●グループホームはまど
●ケアハウスエルベ
●岬ハウス
●レジデント勝占
●レジデント木津
●レジデント渭北
●メディケアハウス平成
●有料老人ホーム蘭方
●八万小規模多機能センター
●南部訪問看護ステーション
●平成ヘルパーステーション
●訪問ステーションてとてと徳島
●平成デイサービスセンター鳴門
●デイサービスしおかぜ
●那賀町鷲敷デイサービスセンター
●平成デイサービスセンター渭北
●平成在宅介護支援センター

  山口県　　　　　　　　　　　
●山口平成病院
●ヴィラ本郷

●ケアホーム山口
●へいせいホーム
●グループホーム本郷
●グループホームだんけぐーと
●グループホームだんけぐーと有延
●ケアハウス山口エルベ
●レジデント山口
●平成小規模多機能センター
●訪問ステーションてとてと岩国
●平成デイサービスセンター平田
●平成デイサービスセンター黒磯
●岩国市岩国第三地域包括支援センター

  海外（インドネシア）  　　　　
● HMW Rehabilitation Clinic
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平成医療福祉グループの
病院・施設・学校紹介

千葉県北西部、緑豊かな街の中に位置する病院です。
日数が決まっているものの、どなたでも入院できる「地
域包括ケア病棟」、積極的なリハビリと治療で早期在
宅復帰を目指す「回復期リハビリテーション病棟」、
中長期的な治療とリハビリテーションを提供する「療
養病棟」を有し、救急告示病院としての急性期の役割
と、リハビリテーションや療養を経て在宅へとつなぐ
慢性期の役割を担っています。また、在宅部門にも力
を入れており、地域に密着した医療・看護を提供して
います。2022 年 6 月に健診センターもリニューアル
オープンし、ゆったりとした待合室をご用意して、予
約枠の幅も広げました。今後、より多くの方に利用し
ていただける病院を目指します。看護部では「命を感
じる優しい心、優しい手」という理念にもとづき、入
院から退院・在宅を見据えて、患者さんに優しく丁寧
に寄り添いながら、一人ひとりに合わせた支援ができ
る看護師の育成を目指しています。

印西総合病院

Facilities
Introduction

一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテー
ション病棟からなり、急性期機能を持つ病院です。
救急告示病院として 24 時間患者さんを受け入れな
がら、患者さんの在宅復帰をサポートし、最も良い
状態で社会復帰ができるよう支援しています。看護
部では「安全で感性豊かな心温まる看護」の提供を
目指し、患者さん・利用者さんやご家族の立場に
立った看護を心がけます。全職種が病棟配属となっ
ており、職種を超えたコミュニケーション、協働で
チーム力を強化しています。隣接する総合健診セン
ターでは、問診や採血、血圧計測、生活習慣の見直
し指導などを行うほか、健診結果から紹介状が発行
された受診者さんに受診勧奨なども行います。リ
ラックスして検査を受けていただけるよう、接遇に
気をつけるとともに、健診後の再検査・精密検査・
受診の動機づけとなるよう、健康意識を高めるよう
なアドバイスや声かけにも努めています。

・・・・病院・・・・

（2022 年8月現在）

■ 関東 8
■ 関西  13
■ 中四国 5 

平成横浜病院

私たち看護部は「支える心、つなげる手」を理念に、
入院時から退院後の生活をイメージし、在宅・社
会復帰を見すえた看護を展開しています。地域に
根差し必要とされる医療と看護、リハビリテーショ
ンを実践し提供していくため、全スタッフが病棟
配属となり、看護部はチーム医療の中心的役割と
して多職種との調整役も担っているのが特長です。
教育体制も整え、さまざまな経験ができるため、
知識も経験も豊富な看護師が育っています。

世田谷記念病院
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平成医療福祉グループの
病院・施設・学校紹介
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約枠の幅も広げました。今後、より多くの方に利用し
ていただける病院を目指します。看護部では「命を感
じる優しい心、優しい手」という理念にもとづき、入
院から退院・在宅を見据えて、患者さんに優しく丁寧
に寄り添いながら、一人ひとりに合わせた支援ができ
る看護師の育成を目指しています。

印西総合病院

Facilities
Introduction

一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテー
ション病棟からなり、急性期機能を持つ病院です。
救急告示病院として 24 時間患者さんを受け入れな
がら、患者さんの在宅復帰をサポートし、最も良い
状態で社会復帰ができるよう支援しています。看護
部では「安全で感性豊かな心温まる看護」の提供を
目指し、患者さん・利用者さんやご家族の立場に
立った看護を心がけます。全職種が病棟配属となっ
ており、職種を超えたコミュニケーション、協働で
チーム力を強化しています。隣接する総合健診セン
ターでは、問診や採血、血圧計測、生活習慣の見直
し指導などを行うほか、健診結果から紹介状が発行
された受診者さんに受診勧奨なども行います。リ
ラックスして検査を受けていただけるよう、接遇に
気をつけるとともに、健診後の再検査・精密検査・
受診の動機づけとなるよう、健康意識を高めるよう
なアドバイスや声かけにも努めています。

・・・・病院・・・・

（2022 年8月現在）

■ 関東 8
■ 関西  13
■ 中四国 5 

平成横浜病院

私たち看護部は「支える心、つなげる手」を理念に、
入院時から退院後の生活をイメージし、在宅・社
会復帰を見すえた看護を展開しています。地域に
根差し必要とされる医療と看護、リハビリテーショ
ンを実践し提供していくため、全スタッフが病棟
配属となり、看護部はチーム医療の中心的役割と
して多職種との調整役も担っているのが特長です。
教育体制も整え、さまざまな経験ができるため、
知識も経験も豊富な看護師が育っています。

世田谷記念病院
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当院は、医療療養病棟と回復期リハビリテーショ
ン病棟を有しており、地域のみなさんの生活と医
療をサポートすべく、多職種連携を大切に、さま
ざまな支援を行っています 。「やさしさと思いやり
の心」という看護部の理念のもと、安心・安全な
看護を目指します。看護師の仕事はやりがいを感
じられ、喜びも多い反面、大変なことも多い職業
です。風通しのよい組織を目指し、対話を大切に「楽
しい」と思える職場環境を提供します。

緑成会病院

整育園は医療ケアと生活の2つの機能と役割を持っ
た、重症心身障がい児（者）のための入院施設です。
「重症心身障がい児（者）の命を守り、一人ひとり
の人生を支えます」という理念に基づき、言葉に
できない一人ひとりの気持ちや思いを表情やサイ
ンからくみ取り、その人らしい過ごし方とは何か
を考えながら、支援を行っています。私たちは、
常に優しく寄り添いながら、心の目を持って看護
ができる看護師の育成に取り組んでいきます。

緑成会整育園

調布市の閑静な住宅街にあり、回復期リハビリテー
ション病棟、地域包括ケア病棟、医療療養病棟を
有する病院です。病棟機能のほかに外来、訪問看護、
訪問リハビリ、デイケア、デイサービス、健診セ
ンターなど、地域に密着した医療提供を行います。
看護部では「Hand Heart Help」という理念に基づ
き、寄り添った看護実践と、地域の方々とのふれ
あいを大切に、思いやりと優しさを持った、質の
高い支援を提供します。

多摩川病院

急性期病院での治療終了後、ご自宅や施設で生活す
る高齢者の「在宅生活を支える」目的で設立されま
した。地域の中核病院として「良質・安全で満足度
の高い看護の提供」という考えにもとづく看護の実
践に努めています。新しく法整備された特定行為に
係る看護師の養成にグループ全体で注力し、当院で
も多くの特定看護師が活躍。知識・技術の向上に加
え倫理教育にも力を入れ、優しく親切に患者さんに
寄り添う看護師の育成を目指します。

平成記念病院

日暮里・舎人ライナーの江北駅から徒歩 5分ほどの
場所に位置し、地域に密着した医療提供を行う病院
です。回復期リハビリテーション病棟と医療療養病
棟、訪問リハビリの機能を有し、患者さんの在宅復
帰と在宅復帰後の生活をサポートいたします。以前
は精神科病床も有していたため、心も身体も診るこ
とのできる病院として機能していました。現在もそ
の時の看護の気持ちを大事にし「心の声に耳を傾け
寄り添う看護」の提供に努めます。

平成扇病院

「病に苦しむ人とともに歩み、心に寄り添う看護」
を理念に、患者さんが安心して安全に過ごせるよ
う、日々努力を重ねています。精神科単科ではあ
りますが、基本的な看護技術（採血、注射、点滴管理、
吸引、経管栄養など）から、専門的な技術の習得
まで、成長をサポートする研修支援制度も設けて
います。精神科医療が入院から地域へシフトする
なか、多様な場面でチーム医療の要として、患者
さんの自立を支えていきたいと考えています。

大内病院

回復期リハビリテーション病棟と医療療養病棟を有
する病院です。看護部では、患者さん・利用者さん
がその人らしい入院生活を送れることを目指し、ご
家族の想いも取り入れながら他職種ともカンファレ
ンスを積極的に行っています。平成記念病院との連
携体制も整い、職員同士助け合いながら日々の業務
に取り組んでいます。患者さん・利用者さんとの関
わりのなかで日々成長し、自分らしい「寄り添える
看護」を一緒に見つけてみませんか。

豊中平成病院

近鉄大阪線弥刀駅から徒歩約 1 分と通勤に便利な
立地です。急性期を離脱した患者さんの継続的な
入院治療や、積極的なリハビリテーションが必要
な患者さん・利用者さんの在宅復帰を目指します。
看護部では「いのち・ぬくもり・ふれあい」を理
念とし、良質で適切なケアを提供できるよう、多
職種連携に努めます。専門知識を高められるよう
院内外の研修を充実させるほか、ワークライフバ
ランス実現のため多様な働き方を提供しています。

弥刀中央病院
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当院は、医療療養病棟と回復期リハビリテーショ
ン病棟を有しており、地域のみなさんの生活と医
療をサポートすべく、多職種連携を大切に、さま
ざまな支援を行っています 。「やさしさと思いやり
の心」という看護部の理念のもと、安心・安全な
看護を目指します。看護師の仕事はやりがいを感
じられ、喜びも多い反面、大変なことも多い職業
です。風通しのよい組織を目指し、対話を大切に「楽
しい」と思える職場環境を提供します。

緑成会病院

整育園は医療ケアと生活の2つの機能と役割を持っ
た、重症心身障がい児（者）のための入院施設です。
「重症心身障がい児（者）の命を守り、一人ひとり
の人生を支えます」という理念に基づき、言葉に
できない一人ひとりの気持ちや思いを表情やサイ
ンからくみ取り、その人らしい過ごし方とは何か
を考えながら、支援を行っています。私たちは、
常に優しく寄り添いながら、心の目を持って看護
ができる看護師の育成に取り組んでいきます。

緑成会整育園

調布市の閑静な住宅街にあり、回復期リハビリテー
ション病棟、地域包括ケア病棟、医療療養病棟を
有する病院です。病棟機能のほかに外来、訪問看護、
訪問リハビリ、デイケア、デイサービス、健診セ
ンターなど、地域に密着した医療提供を行います。
看護部では「Hand Heart Help」という理念に基づ
き、寄り添った看護実践と、地域の方々とのふれ
あいを大切に、思いやりと優しさを持った、質の
高い支援を提供します。

多摩川病院

急性期病院での治療終了後、ご自宅や施設で生活す
る高齢者の「在宅生活を支える」目的で設立されま
した。地域の中核病院として「良質・安全で満足度
の高い看護の提供」という考えにもとづく看護の実
践に努めています。新しく法整備された特定行為に
係る看護師の養成にグループ全体で注力し、当院で
も多くの特定看護師が活躍。知識・技術の向上に加
え倫理教育にも力を入れ、優しく親切に患者さんに
寄り添う看護師の育成を目指します。

平成記念病院

日暮里・舎人ライナーの江北駅から徒歩 5分ほどの
場所に位置し、地域に密着した医療提供を行う病院
です。回復期リハビリテーション病棟と医療療養病
棟、訪問リハビリの機能を有し、患者さんの在宅復
帰と在宅復帰後の生活をサポートいたします。以前
は精神科病床も有していたため、心も身体も診るこ
とのできる病院として機能していました。現在もそ
の時の看護の気持ちを大事にし「心の声に耳を傾け
寄り添う看護」の提供に努めます。

平成扇病院

「病に苦しむ人とともに歩み、心に寄り添う看護」
を理念に、患者さんが安心して安全に過ごせるよ
う、日々努力を重ねています。精神科単科ではあ
りますが、基本的な看護技術（採血、注射、点滴管理、
吸引、経管栄養など）から、専門的な技術の習得
まで、成長をサポートする研修支援制度も設けて
います。精神科医療が入院から地域へシフトする
なか、多様な場面でチーム医療の要として、患者
さんの自立を支えていきたいと考えています。

大内病院

回復期リハビリテーション病棟と医療療養病棟を有
する病院です。看護部では、患者さん・利用者さん
がその人らしい入院生活を送れることを目指し、ご
家族の想いも取り入れながら他職種ともカンファレ
ンスを積極的に行っています。平成記念病院との連
携体制も整い、職員同士助け合いながら日々の業務
に取り組んでいます。患者さん・利用者さんとの関
わりのなかで日々成長し、自分らしい「寄り添える
看護」を一緒に見つけてみませんか。

豊中平成病院

近鉄大阪線弥刀駅から徒歩約 1 分と通勤に便利な
立地です。急性期を離脱した患者さんの継続的な
入院治療や、積極的なリハビリテーションが必要
な患者さん・利用者さんの在宅復帰を目指します。
看護部では「いのち・ぬくもり・ふれあい」を理
念とし、良質で適切なケアを提供できるよう、多
職種連携に努めます。専門知識を高められるよう
院内外の研修を充実させるほか、ワークライフバ
ランス実現のため多様な働き方を提供しています。

弥刀中央病院
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地域に根ざし、一人ひとりの患者さん・利用者さん
とじっくり向き合った看護に取り組んでいます。回
復期リハビリテーション病棟・医療療養病棟におい
て、早期在宅復帰できるよう多職種で連携するほか、
安心・安全な医療・看護・介護を継続して提供する
ため、院内外の研修参加など知識や技術の習得にも
努めているのが特長です。褥瘡委員会では、予防お
よび治療の推進と向上を測るため組織的に活動し、
褥瘡発生 0を目指しています。

岸和田平成病院

2020 年 3 月、新大阪駅からほど近い東淀川区に開院
しました。回復期リハビリテーション病棟と訪問リ
ハビリの機能を有し、適切な医療と積極的なリハビ
リテーションを提供します。自宅療養中の患者さん
が体調を崩した際は受け入れも行い、地域の方を支
え、信頼される病院になれるよう努めます。より良
いチーム医療を実践するため、グループ内でも初の
取り組みとして全職種同じユニフォームを着用し、
フラットな関係性で楽しく業務にあたっています。

淀川平成病院

関西国際空港がある泉佐野市にあり、泉南地域の医
療を支える病院です。近隣などの急性期病院からの
患者さんに加え、地域の開業医と連携しながら在宅
や施設からの患者さんも受け入れています。回復期
リハビリテーション病棟、医療療養病棟を有し、多
職種が協働しながら、在宅復帰を目指したリハビリ
テーションや、安心な療養生活が送れることを目指
しています。心のこもった、より質の高い看護が提
供できるよう取り組んでいます。

泉佐野優人会病院

当院は地域支援病院として、外来部門、回復期リハ
ビリテーション病棟、障害者施設等一般病棟、医療
療養病棟を有します。地域の診療所と密に連携し、
救急受け入れを積極的に行うほか、急性期治療後の
患者さんを受け入れ、在宅復帰に向け個別性のある
リハビリテーションを提供いたします。
看護部の理念「さする手、癒す手、つなげる手」を
念頭に、急性期医療から在宅医療まで、患者さんの
QOL向上のため、主体性を尊重した看護に取り組み
ます。患者さんに寄り添い、心と心、手と手の温も
りを感じられるやさしさ、広い視野を持った人材育
成を行ってまいります。
現任教育として、全体研修、新人教育・中途採用者
教育のプログラム作成、看護学生の実習受け入れも
行い、新しい教育体制を構築中です。今後も取り組
みをもとに一人ひとりが成長し、地域のみなさんに
信頼いただけるよう努めます。

東浦平成病院

開院 113 年を迎えた歴史ある病院です。2016 年に
敷地内で新築移転、地域中核病院として新たなス
タートを切りました。手術室、外来と、整形外科手
術前後の患者さんが主に入院する一般病棟と、回復
期リハビリテーション病棟の機能を持ちます。早期
在宅復帰に向けて、積極的治療・看護と充実したリ
ハビリテーション提供のため、患者さん・利用者さ
ん、ご家族の方を中心とした多職種連携に努め、ス
キル向上を目指しています。

西宮回生病院

2019 年 4 月、長らく堺市でご愛顧いただいた堺温
心会病院と浜寺中央病院は合併し、「堺平成病院」
に生まれ変わりました。「地域密着多機能病院」と
して、救急医療、リハビリテーション、多くの外来
科目や透析医療、在宅サービスなどの幅広い機能を
持ち、チーム医療を実践しながら患者さんをサポー
トします。そのなかでも看護部は、多職種連携のキー
パーソンとなる存在として活躍が期待されていま
す。看護部では、地域のみなさんの健康レベルに応
じた質の高い看護・心温かい看護の提供をモットー
に、院内外での研修の充実を図り、日々の研鑽に努
めます。また、看護の質を高める新たな取り組みと
して、看護師特定行為研修にも力を入れ、修了者を
複数名配置しています。ワークライフバランスの導
入やプリセプター制度の導入など、働きやすい職場
づくりを心がけている点も特長です。地域の患者さ
んをサポートするため、努力を重ねてまいります。

堺平成病院
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地域に根ざし、一人ひとりの患者さん・利用者さん
とじっくり向き合った看護に取り組んでいます。回
復期リハビリテーション病棟・医療療養病棟におい
て、早期在宅復帰できるよう多職種で連携するほか、
安心・安全な医療・看護・介護を継続して提供する
ため、院内外の研修参加など知識や技術の習得にも
努めているのが特長です。褥瘡委員会では、予防お
よび治療の推進と向上を測るため組織的に活動し、
褥瘡発生 0を目指しています。

岸和田平成病院

2020 年 3 月、新大阪駅からほど近い東淀川区に開院
しました。回復期リハビリテーション病棟と訪問リ
ハビリの機能を有し、適切な医療と積極的なリハビ
リテーションを提供します。自宅療養中の患者さん
が体調を崩した際は受け入れも行い、地域の方を支
え、信頼される病院になれるよう努めます。より良
いチーム医療を実践するため、グループ内でも初の
取り組みとして全職種同じユニフォームを着用し、
フラットな関係性で楽しく業務にあたっています。

淀川平成病院

関西国際空港がある泉佐野市にあり、泉南地域の医
療を支える病院です。近隣などの急性期病院からの
患者さんに加え、地域の開業医と連携しながら在宅
や施設からの患者さんも受け入れています。回復期
リハビリテーション病棟、医療療養病棟を有し、多
職種が協働しながら、在宅復帰を目指したリハビリ
テーションや、安心な療養生活が送れることを目指
しています。心のこもった、より質の高い看護が提
供できるよう取り組んでいます。

泉佐野優人会病院

当院は地域支援病院として、外来部門、回復期リハ
ビリテーション病棟、障害者施設等一般病棟、医療
療養病棟を有します。地域の診療所と密に連携し、
救急受け入れを積極的に行うほか、急性期治療後の
患者さんを受け入れ、在宅復帰に向け個別性のある
リハビリテーションを提供いたします。
看護部の理念「さする手、癒す手、つなげる手」を
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兵庫県南あわじ市に位置する病院です。「患者さん
の権利を尊重し、心に寄り添う看護・介護を提供し
ます」「常に自己啓発に努め、質の高い看護・介護
を提供します」という理念のもと、入院から在宅ま
でを考え、患者さんに寄り添った看護に努めます。
「看護の楽しさが語れる」「自分の看護に責任が持て
る」「看護に誇りが持てる」ことを看護師の理想像
として、充実した教育プログラムでプロとしての看
護師育成に取り組んでいます。

平成病院
淡路島の南部、南あわじ市にあり、内科と精神科を
有する 170 床の病院です。10 年後には最大 730 万
人が認知症になると予想されていることを背景に
「もの忘れ外来」を開設。認知症に対する検査・診療・
治療を行っている点が大きな特長です。また、ご家
族の不安や介護負担軽減のため、診療や治療のアド
バイス、在宅サービスの案内などを行う認知症サ
ポート医が在籍。可能な限り住み慣れた地域での生
活が続けられるようサポートしています。

南淡路病院

一般病棟、回復期リハビリテーション病棟が稼働し
ています。看護部では「絶対に見捨てない。」とい
うグループ理念を達成するため、患者さん・利用者
さん一人ひとりを大切にし、信頼される看護が提供
できるよう、また急性期看護だけでなく、退院後の
生活を視野に入れた幅広い看護ができるよう努力し
ています。定期的に研修会を開催し、プリセプター
教育を取り入れ、看護協会主催の研修等に参加して
います。

神戸平成病院
地域包括ケア・医療療養・回復期リハビリテーショ
ンの３つの病棟を運営しています。地域のみなさん
から愛され、頼っていただけるような「優しい病院」
を目指して、最良の医療と看護・介護が提供できる
よう努めています。多職種でチーム医療を展開して、
患者さんの特性に応じた最適なリハビリテーション
を実施し、在宅支援に積極的に取り組むほか、「働
きやすい職場づくり」を目指して、スタッフの教育
にも力を入れています。

江藤病院

徳島市南部に位置し、デイセンターを備えた病院を
中核に、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、
グループホーム等の介護施設やケアハウス、住宅型
有料老人ホームを同一敷地内に併設した、大規模多
機能センターです。急性期病院からの受け入れや地
域の診療所からの要請に応えています。また、二次
救急指定病院として 24 時間 365 日患者さんを受け
入れ、地域の総合医療福祉センターの役割を担う病
院として、地域医療の在り方を追求。地域ニーズを
重視した予防から治療、リハビリテーションを行い、
きめ細やかな医療・介護サービスをご提供。また、「病
院での入院生活は、日常生活（家族で過ごしていた
時）よりも快適であるべき」というモットーを守り、
常に人的資源を強化して、患者さん中心のチーム医
療、接遇力強化、療養環境の充実に努めています。
今後もグループの「絶対に見捨てない。」理念にも
とづく医療を行ってまいります。

博愛記念病院

各外来のほか、健診センターの機能を有し、2022
年 4 月からは乳腺・甲状腺外科を新たに開設しまし
た。看護師はチーム医療の中心的役割を担い、自宅、
地域の診療所、急性期病院等からの患者さんに、看
護ケアの提供に努めています。教育面ではクリニカ
ルラダーを導入し、実践能力・臨床能力を高め、e-
ラーニングや Web 研修への参画、特定行為看護師
育成にも取り組んでいます。今後も、地域に選ばれ
る病院であるよう努めてまいります。

徳島平成病院
地域に密着した療養病院として、高度急性期病院よ
り治療を終えた患者さんを受け入れ、多職種協働に
よるアプローチのもと、在宅復帰を支援しています。
看護部では患者さん・利用者さんを第一に考え、優
しく笑顔での接遇を心がけるほか、部長・師長を中
心に「看護教育支援体制」を設置、安心して働ける
環境作りを行います。今後も岩国地域で中核病院と
しての役割を果たせるよう、看護部門一丸となり良
質な看護を提供してまいります。

山口平成病院
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・・・・・・施設　訪問ステーション・・・・・・

（2022 年 8月現在）

■ 関東 27
■ 関西  39
■ 中四国 32　

てとてとは、利用者さんが病院や介護施設ではなく、住み慣れたご自
宅でご家族とともに療養生活を送るために、看護師、ホームヘルパー、
リハビリスタッフが直接ご自宅へ伺う訪問サービスです。訪問スタッ
フが利用者さん一人ひとりに最適な生活の介助、リハビリテーション、
そして看護ケアを施しながら、療養生活をサポートし、利用者さんの
自立を支援していきます。

胃ろうなどの医療行為が必要な方もご利用いただける特別養護老人
ホームです。施設では、利用者さん、ご家族の方々、そしてスタッ
フが実りある豊かな信頼関係を築き、家庭的な雰囲気のなかで利用
者さんの自立した生活を支援しながら、身体機能の回復、多彩なリ
ハビリテーションプログラムによる、生きがいづくりをお手伝いし
ています。

介護老人福祉施設 ヴィラ横浜

神戸市長田区の、神戸の海を見渡せる豊かな環境に位置する施設です。
「利用者さんに寄り添う看護の提供、専門職種によるチームケアの確
立、生活リハビリテーションの実践、明るく家庭的な雰囲気を維持
する」などの基本方針を通して、いくつになっても健やかで生きがい
を忘れない日々を支援しています。

介護老人保健施設 ヴィラ光陽

関東

関西

訪問ステーション てとてと全国

（2022 年8月現在）

2015 年 4 月に兵庫県の淡路島に開校した 3 年課程の看護専門学校です。あらゆる人に対して平等に愛情
をもって接する「博愛精神」を基本理念とし、確かな看護実践能力を持ち、地域社会の発展に貢献する人
材育成をモットーとしています。就学支援としては、各種奨学金・給付金制度や学生寮のほか、子育てを
しながら就学できるように、グループ関連病院の無料託児所が利用できる環境を整えています。またグルー
プの一員として、多種多様で豊富な就職先を確保しているのも大きな特長です。

http://www.awaji-kango.jp平成淡路看護専門学校

・・・・・・学校・・・・・・

■ 関東 1
■ 関西 2

http://seiwa-kango.jp聖和看護専門学校

深く心理を探求し、自らを人間として高め、博愛精神で信頼される看護を提供できる有能な人材育成と、社会
に貢献し得る総合的教育を実践しています。首都圏を中心に全国より集まった学生が、社会の変化に即応で
きる専門性と、豊かな看護のこころを有するプロフェッショナルな看護師を目指して学習しています。学生
支援のため、充実した奨学金給付金制度をはじめ、当グループの教育機関としてグループ病院・施設等と
連携し希望進路に合わせた就職支援を行っています。また、看護師資格取得後も当グループキャリア支援
プログラムにより体系的・継続的に支援しています。

兵庫

東京
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仕事のフィールド

□ 医療療養病棟 □ 回復期リハビリテーション病棟 □ 地域包括ケア病棟

□ 人工透析

□ 健診センター

□ 重症心身障害児者病床

□ 外来 □ 小児外来 □ 救急外来

□ 手術室 □ 通所・訪問看護

当グループには、看護師として関わることのできる多様なフィールドがあります。
病院・施設や配属によっても異なりますが、さまざまな経験を通して確実に成長することができます。
ぜひこの環境を生かして力を発揮してください。

□ 精神病棟

福利厚生など

4 週 8 休・夏季休暇 3 日・冬季休暇 3 日（年間休日 110 日）、
有給休暇：初年度 10 日（最高 20 日）、慶弔休暇・産前産後休暇・育児休暇・介護休暇

休日・休暇

退職金制度有（勤続３年以上）、賞与 ( 年 2 回 )、給与見直し（年 1 回）、役職手当、皆勤手当、時間外手当、
通勤手当支給（規定あり）、夜勤手当、経験加算有り

待遇

各種保険完備（健康・厚生・雇用・労災）、職員食堂（管理栄養士監修）完備、福利厚生サービス「福
利厚生倶楽部」（宿泊施設・スポーツ施設・リラクゼーション施設等の利用時優待）、契約保養所（エ
クシブ）、人間ドック利用補助制度（規程あり）、外部カウンセリングサービス、無料託児所（施設
による）、送迎バス（施設による）、マイカー通勤可（施設による）

福利厚生

育児短時間勤務…小学校卒業まで利用可（他、諸規定あり）
介護短時間勤務…5 年まで利用可（他、諸規定あり）

育児・介護支援

※ 病院・施設により規定内容が異なる場合や、利用できないものもあります。また、職種により待遇内容が異なる場合があります。
　なお、内容は規定改変により変更されることがあります。くわしい内容は各施設にお問い合わせください。

内部研修会・学会…グループ学会への参加と演題発表、各部門別の内部研修会
外部研修会・学会…研修会・学会への参加費用補助制度あり

自己研鑽・スキルアップ支援
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休日・休暇

退職金制度有（勤続３年以上）、賞与 ( 年 2 回 )、給与見直し（年 1 回）、役職手当、皆勤手当、時間外手当、
通勤手当支給（規定あり）、夜勤手当、経験加算有り
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各種保険完備（健康・厚生・雇用・労災）、職員食堂（管理栄養士監修）完備、福利厚生サービス「福
利厚生倶楽部」（宿泊施設・スポーツ施設・リラクゼーション施設等の利用時優待）、契約保養所（エ
クシブ）、人間ドック利用補助制度（規程あり）、外部カウンセリングサービス、無料託児所（施設
による）、送迎バス（施設による）、マイカー通勤可（施設による）

福利厚生

育児短時間勤務…小学校卒業まで利用可（他、諸規定あり）
介護短時間勤務…5 年まで利用可（他、諸規定あり）

育児・介護支援

※ 病院・施設により規定内容が異なる場合や、利用できないものもあります。また、職種により待遇内容が異なる場合があります。
　なお、内容は規定改変により変更されることがあります。くわしい内容は各施設にお問い合わせください。

内部研修会・学会…グループ学会への参加と演題発表、各部門別の内部研修会
外部研修会・学会…研修会・学会への参加費用補助制度あり

自己研鑽・スキルアップ支援
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answer answer

子育て中でも働きたいのですが、託児所はありますか？question

グループ内のほとんどの病院に、職員専用の無料託児所があります。日曜祝日、夜間の利用

については病院により条件が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

4

就職に関するQ& A

資格の取得や手当について教えてください。question

当グループでは、看護師のスキルアップを積極的にサポートしています。看護師特定行為研修参

加への費用補助制度があり、現在は多くの病院に看護師特定行為研修修了者が配置されています。

また、そうして得た資格を活かすことで手当がつきます。資格手当はこの他にも、グループが推

奨する認定看護師の資格や、糖尿病療養指導士、3 学会合同呼吸療法認定士の資格に対するもの

があります。

3

教育制度はどのようになっていますか？question

当グループには新人の成長段階をイメージしたクリニカルラダーがあり、1 年後、2 年後の

自分を想像しながらの教育システムを構築しています。それぞれの段階に応じた教育プログ

ラムを実施していくのですが、決して一人ではありません。困ったときのちょっとした相談

役として、プリセプター（経験ある先輩看護師）が看護の知識や技術だけでなく、業務全般

のフォローを行います。また、学研のe-ラーニングを導入しており、スタッフ全員が平等に

教育を受けられる体制を整えています。

1

answer

answer

学会参加や勉強会参加への補助制度はありますか？question

answer

グループが参加を推奨している学会については、参加費・交通費・宿泊費など全て病院負担

で参加できます。また、グループでは職員の自己研鑽を支援しています。外部研修への費用

補助制度が新しくなり、補助回数の制限がなくなりました。業務に役立つ研修にはどんどん

足を運び、自身のスキルアップへ役立てることができます。

answer

2

職員寮について教えてください。question

職員寮の有無は病院によって異なります。利用に関する条件も各々異なりますので、入職を

希望する病院がありましたら、お電話やメールでお問い合わせのうえ、ご相談させていただ

きます。

7

平成医療福祉グループは全国展開しているとのことですが、
グループ内での転勤などはありますか？

question

基本的に転勤はありません。しかし、全国展開の強みとして、諸事情（結婚など）で県外へ行くといっ

た場合でも、引っ越し先付近に関連病院があればそちらへ転籍することも可能です。

8

answer

answer

休日はどのように設定されますか？question

月毎に公休数が決まっています。シフト制を取り入れているため、日曜や祝日が必ずしも休

みにはなりません。ただし、月に数日は希望した日に休みが取れるようになっています。また、

夏季休暇 3日間・冬季休暇 3日間があるのに加えて、有給休暇の取得も可能です。

6

配属部署は希望できますか？question

１年目は技術の習得が目的のため、希望部署に配属することはできません。配属先でしっか

りと看護の流れを経験し、そのなかでチームアプローチを学んでいただきます。２年目は個

人の適正や指導者の意見のもと配属を決定します。配置変更は、基本的に１年間隔での検討

となっており、年 2回の面談で本人と話し合いのうえ、調整をします。

5
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については病院により条件が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

4

就職に関するQ& A

資格の取得や手当について教えてください。question

当グループでは、看護師のスキルアップを積極的にサポートしています。看護師特定行為研修参

加への費用補助制度があり、現在は多くの病院に看護師特定行為研修修了者が配置されています。

また、そうして得た資格を活かすことで手当がつきます。資格手当はこの他にも、グループが推

奨する認定看護師の資格や、糖尿病療養指導士、3 学会合同呼吸療法認定士の資格に対するもの

があります。

3

教育制度はどのようになっていますか？question

当グループには新人の成長段階をイメージしたクリニカルラダーがあり、1 年後、2 年後の

自分を想像しながらの教育システムを構築しています。それぞれの段階に応じた教育プログ

ラムを実施していくのですが、決して一人ではありません。困ったときのちょっとした相談

役として、プリセプター（経験ある先輩看護師）が看護の知識や技術だけでなく、業務全般

のフォローを行います。また、学研のe-ラーニングを導入しており、スタッフ全員が平等に

教育を受けられる体制を整えています。

1

answer

answer

学会参加や勉強会参加への補助制度はありますか？question

answer

グループが参加を推奨している学会については、参加費・交通費・宿泊費など全て病院負担

で参加できます。また、グループでは職員の自己研鑽を支援しています。外部研修への費用

補助制度が新しくなり、補助回数の制限がなくなりました。業務に役立つ研修にはどんどん

足を運び、自身のスキルアップへ役立てることができます。

answer

2

職員寮について教えてください。question

職員寮の有無は病院によって異なります。利用に関する条件も各々異なりますので、入職を

希望する病院がありましたら、お電話やメールでお問い合わせのうえ、ご相談させていただ

きます。

7

平成医療福祉グループは全国展開しているとのことですが、
グループ内での転勤などはありますか？

question

基本的に転勤はありません。しかし、全国展開の強みとして、諸事情（結婚など）で県外へ行くといっ

た場合でも、引っ越し先付近に関連病院があればそちらへ転籍することも可能です。

8

answer

answer

休日はどのように設定されますか？question

月毎に公休数が決まっています。シフト制を取り入れているため、日曜や祝日が必ずしも休

みにはなりません。ただし、月に数日は希望した日に休みが取れるようになっています。また、

夏季休暇 3日間・冬季休暇 3日間があるのに加えて、有給休暇の取得も可能です。

6

配属部署は希望できますか？question

１年目は技術の習得が目的のため、希望部署に配属することはできません。配属先でしっか

りと看護の流れを経験し、そのなかでチームアプローチを学んでいただきます。２年目は個
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グループサイト
http://www.hmw.gr.jp/

お問い合わせ

平成医療福祉グループ
Facebook @HMW .group

Instagram @hmw_group


