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看護補助者

2021 年現在、

病院 25 のほか、診療所2 、
学校 7、助産院 1 を運営する

募集案内

医療グループとして成長！

一般社団法人巨樹の会

社会医療法人社団埼玉巨樹の会

医療法人社団東京巨樹の会

医療法人社団神奈川巨樹の会

訂版
2021年改

九州、山口
そして関東へと
施設を拡大。

1974 年、
下関カマチ医院として
19 床でスタート。

カマチグループ【関東版】

“ 手には技術、
頭には知識、

患者さまには愛を

”

をモットーに、
これからも躍進し続けます！

沿 革
昭和 49 年（1974 年）

当時不毛であった救急医療に取り組むため、下関カマ

平成 22 年（2010 年） 新武雄病院 開院（現・急性期・回復期 195 床）

チ医院 開院（急性期 19 床、後に 79 床）

みどり野リハビリテーション病院 開院（現・回復期

昭和 53 年（1978 年） 特定医療法人財団（現・社会医療法人財団）池友会を

１３６床）

創設。
昭和 56 年（1981 年）

小文字病院 開院（現・新小文字病院 急性期 214 床）

みずまき助産院ひだまりの家 開院
平成 23 年（2011 年）

昭和 62 年（1987 年） 和白 病 院 開 院（ 現・福 岡 和白 病 院 急性 期・回 復 期
３６９床）
平成 2 年（１990 年） 学校法人福岡保健学院（現・学校法人巨樹の会）設立

武雄看護リハビリテーション学校 開設
平成 24 年（2012 年）

許可、福岡看護専門学校 開設
平成 ９年（１997 年） 新行橋病院 開院（現・急性期、回復期 246 床）
平成 13 年（2001 年）

220 床）
赤羽リハビリテーション病院 開院（現・回復期 240 床）
平成 26 年（2014 年） 松戸リハビリテーション病院 開院（現・回復期 180 床）

平成 15 年（2003 年） 福岡新水巻病院 開院（現・急性期 227 床）

千葉みなとリハビリテーション病院 開院（現・回復期

香椎丘リハビリテーション病院 開院（現・回復期 120 床）
平成 16 年（2004 年） 福岡和白 PET 画像診断クリニック 開院

180 床）
平成 27年（2015 年）

小倉リハビリテーション学院 開設

240 床）
平成 28 年（2016 年） 新久喜総合病院 開院（現・急性期・回復期・IC U 含む

八千代リハビリテーション学院 開設
平成 17年（2005 年）

福岡和白総合健診クリニック 開院

391 床）
平成 29 年（2017 年）

平成 18 年（2006 年） 八千代リハビリテーション病院 開院（現・回復期２４０

江東リハビリテーション病院 開院（現・回復期 300 床）
医療法人社団（現・社会医療法人社団）埼玉巨樹の会

床）
平成１９年（２００７年） 福岡和白リハビリテーション学院 開設

原宿リハビリテーション病院 開院（現・回復期 332 床）
五 反 田リハビリテ ーション 病 院 開 院（ 現・回 復 期

下関リハビリテーション学院
（現・下関看護リハビリテー
ション学校）開設

小金井リハビリテーション病院 開院（現・回復期

平成 25 年（2013 年） 社団法人から一般社団法人 巨樹の会へ法人変更

下関第一病院
（旧・下関カマチ医院）を下関リハビリテー
ション病院と改称（現・回復期 165 床）

蒲田リハビリテーション病院 開院（現・回復期 180 床）
宇都宮リハビリテーション病院 開院（回復期 96 床）

を創設
平成 30 年（2018 年） 東京品川病院 開院（現・急性期・回復期・HCU 含む

平成 20 年（2008 年） 社団法人下関診療協会を社団法人（現・一般社団法人）

４0 0 床）

巨樹の会と改称

平成 31年（2019 年）

福岡看護専門学校 水巻校（現・福岡水巻看護助産学

令和元年（2019 年）

狭山中央病院 開院（急性期・療養 111 床）

校）開設

令和２年（2020 年）

第 2 宇都宮リハビリテーション病院 開院（現・回復期・

平成 21年（2009 年） 所沢明生病院 開院（急性期 50 床）
明生リハビリテーション病院 開院（回復期 111 床）
新上三川病院 開院（急性期・回復期 209 床）

発行：カマチグループ関東本部 〒 140-8522 東京都品川区東大井 6-3-22

医療法人社団緑野会から東京巨樹の会へ法人名変更

療養 240 床）
令和３年（２０２１年）

社会医療法人社団埼玉巨樹の会、医療法人社団神奈川
巨樹の会を創設
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を思いやる感性を大切に
『人』

基本理念

「手には技術、頭には知識、患者さまには愛を」という基
本理念のもと、当グループでは『人 』を思いやる感性を大切

手には技 術
頭には知 識
患 者 さまに は 愛を

にしています。患者さまの在宅復帰を目指してチーム医療を
展開しており、全職員がお互いを尊敬し、協力しながら共に
成長できる環境です。
一人ひとりの良さを見つけて伸ばし、時間をかけて丁寧に
育てることを心がけています。個々のキャリアアップ支援は
もちろんのこと、海外研修や職員旅行、新人看護職員の懇

私 たち、
カ マ チ グル ープの 医 療
親会なども採り入れ、楽しくやりがいある環境づくりを心が
けています。

きっと、愛あふれる温かな場所であることを実感していた

関東看護局長

関東看護局長

田中 且子

塘地 正美

た なか かつ こ

とう ち

まさ み

だけると信じています。みなさんにお会いできますように…。

関東、九州・山口に 25 の病院を
有する医療グループ。
病気を発症してから在宅に復帰するまで

日本最大級 の

チームが一丸となり、
一貫した医療を提供しています。

回復期リハビリテーション
グループ病院

栃木県

病院数および、
看護補助者数の推移

埼玉県
東京都
社会医療法人財団池友会 理事
一般社団法人巨樹の会 会長
医療法人社団 東京巨樹の会 理事長
社会医療法人社団埼玉巨樹の会 理事
医療法人社団神奈川巨樹の会 理事
学校法人巨樹の会 理事
か ま ち

カマチグループの病院数および、
看護補助者数は毎年、
右肩上がりに増加しています。

神奈川県

カマチグループ創設者

山口県

蒲池 眞澄

1

982人

848 人

ま す み

昭和15 年、
福岡県八女郡黒木町生まれ。
蒲池家は江戸中期から医師で 9 代目。
九州大学医学部卒。
虎の門病院、九州大学大学院医学研究
科、下関市立中央病院、福岡大学医学
部を経て昭和 49 年、下関市で救急指
定の下関カマチ病院を開院し独立。昭
和 56 年北九州市小倉北区に小文字病
院、昭和 62 年に福岡和白病院を開設
し院長に就任後、平成 15 年から会長
に就任。以後、各法人の理事長をはじ
め理事等に就任。

1253人

新病院開設等でさらに拡大予定です。
2022 年秋

千葉県

2023 年春

看護
補助者 数

559人

619人

908人

1148人

25

25

救命救急

24

808人
23

642人

高度で専門的な
医療を提供する

22
21

福岡県

20

プロフェッショナルによる

18

佐賀県
新宇都宮
リハビリテーション病院（仮称）
新築移転開院予定

所沢美原総合病院（仮称）
新築統合開院予定

病院 数

1
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16
H25 H26 H27 H28 H29 H30

R1

R2

R3
2

る
の
れ
誇
ち
た
私
特 別 な こと

急性期医療
24h 365days

24 時間 365 日救急を断らない！
緊急・重篤な状態にある患者さまに
最善の対応ができる体制整備

!
ロフェッショナル
私たちは介護のプ
れからの生活に
患者さまが望むこ
す。
入院生活を支えま
う
よ
る
け
づ
近
も
少しで

看護 補 助 者は
患者さまの 一 番 身 近な存 在

当グループは、最新の放射線治療装置をはじめ

患者さまの一番身近な存在として、多職種と連携を取りながら、

とする高度な医療機器を備えており、診断・手術・

患者さまの情報を共有し、ケアに活かしています。患者さまからの

化学療法・放射線治療・緩和治療など、切れ目のない

「ありがとう」のひとことが私たちのパワーの源です。患者さまの

がん治療の実績が豊富です。心臓血管外科、
循環器内

回復を身近に感じることができる、やりがいのあるお仕事です。

科、外科全般においても多数の症例実績があります。
「医療機器の更新サイクルが早い」ことも当グループ

看護 補 助 者は
チ ーム医 療 の 一員です

の特長のひとつです。
急性疾患や慢性疾患の急性増悪などで、緊急・
重症な状態にある患者さまに対して高度で専門的な

私たちのグループは「チーム医療」を推進

医療を提供します。

しています。医師・看護師・看護補助者・リ
ハビリスタッフなど全ての職種が連携をする

回復期医療

One by one

グループの
在宅復帰率

91.4%

とことん 在宅支援 !
複数の医療専門職がチームとなり後遺症
の回復や日常動作の改善向上を目指す
患者さまが日常生活を自力で行えるように、診療上
のサポートや精神面のケアなど幅広い役割を担ってい
ます。
「24 時間リハビリ」の考えのもと、看護補助者が
しっかり関わっていく
“リハビリテーション介護”
を実践
しています。
離床活動や社会交流を病棟のなかでできる環境づ
くりも重要なポイントです。ご家族の精神的なフォ
ローアップなども行い、スムーズな退院の支援をし

期

間

2020 年 4月1日～2021年3月31日

3

ます。

ことによって、はじめて患者さまとともに最
高のゴールを目指して前に進むことができる
と考えています。

資格取得 の サポート体制

ght!
fi

介護福祉士

資格がなくても

大歓迎

当グループは、介護福祉士（国家資格）の

資格取得に向けた支援を行っております。
看護補助者として、当グループで患者さまに
専門的かつ心のこもった介護を提供いただける
職員には、資格取得にかかる費用を最大半額

支援いたします。
カマチグループで介護のエキスパートを目指し
てみませんか？

関東カマチグループの
看護補助者数
18 施設の
看護補助者
うち
介護福祉士

935
498

人
人

※ 2021 年 7月時点
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看
は…
ず
ま

事
の
仕
お
護補助者

食 後 の 口 腔 ケア

食 事 の サポート

移 動のお手 伝い
朝 礼後 の 引き継ぎ

快 適に
患者さまが気持ちよく
どのように介護をしたら
ながら業 務を行います。
過ごせるか、日々考え
活動 作を
に提案したり、日常生
看護補 助者からスタッフ
す。
きる環境が多くありま
評価するなど、活躍で

肺炎予防や認知
症 予防の 観 点か
らも口 腔 ケアは
重 要 で す。 毎 食
後、患者さまの口
腔 ケ アの お 手 伝
いをします。

病 棟に運ば れた
お 食 事 を患 者 さ
まの もとへ
運 んだり、必 要な
方には食事 の 介 助
をします。

一人ではまだ移動できない患者さまのお手伝
いをします。ベッドからの起き上がりや車椅
子への移乗、移動の際のサポートを行います。

夜勤者から患者さまの様子などを日勤者へ引き継
ぎます。ささいな事でも気になる事は日勤者へ伝
達されます。

看護補助者が主になり 15 分 〜 20 分
くらい実施しています。今日も体操か
ら一日が始まります。

朝の 体操
社会交流のサポート
日中の 活 動 量をいかに
増 やしていくか が 在 宅
復 帰 へのカギ。 患 者 さ
まにはベッド上の生活を
極 力 避 け、 寝 たきり防
止を推進しています。少
しでも楽しく過ごしてい
ただけるよう、デイルー
ムなど で 趣 向を 凝らし
たイベ ントを定 期 的 に
開催し、活動をサポート
します。

更衣介 助
一人で更衣のできない方のお手伝い
をしています。朝はリハビリ着、夜
はパジャマへ更衣します。

多職種が集まり、入院情報・ADL アッ
プなどの情 報を共 有する場で、意見
交換もしています（多職種との情報共
有化を推進しています）。

多 職 種 カンファレンス

患者さまやご家族
の支え
となるよう、日々
頑張っ
ています！

心 のケアも私たちのつとめです。
精神的サポート ご家族へのケア
入院中ご自身の状況に悩まれる患者さまの精神
的サポートができるのは、日々の関わりを持つ
看護補助者ならでは。ささやかな思いやりに今
までにたくさんの感謝の言葉を頂いています。

退院や一時帰宅の際にご希望のご家族には、起
き上がりや移乗、排泄といった介助動作をレク
チャーすることも。「腰を痛めない介助の仕方」
や「かかわり方」など、日々の介助業務でのコツ
を伝授します。

排泄 介助

入 浴介 助

イレでの 排泄 が
カマチグループではト
在宅 復帰 の大
患者 さまの尊 厳重 視と
力オムツは
、極
らえ
きな ポイントとと
とを推進し
くこ
に行
使用せず、トイレ
を看 護補
一助
きな
の大
てい ます。そ
担っています。
助者と各 種スタッフが

患者さまにとって入浴は楽しみのひ
とつ。看護補 助 者と看護 師が協力
し、自立の患者さまの入浴介助をは
じめ、全 介 助が必 要な患者さまは
機 械 浴での入 浴介 助など、安 全に
入浴できるようサポートします。

患者さまの安 全で快 適な睡 眠のため
に、療養する環境を整えます。

ベッドメイキング

Q&A
Q. 看護助手ではなく、なぜ看護補助者と呼ぶの？
A：単なる「助手」ではなく「看護の観点で補助をする者」という一つの確立された職種として考えているからです。どのよ
うに介護をしたら患者さまが安心して快適に過ごせるか、在宅復帰に向けて日々考慮し、介護業務を行っています。

Q：就業には、資格が必要ですか？
A：仕事を始めるにあたっては資格などは必要ありません。入院されている患者さまの社会や在宅への復帰をお手伝いした
いという強い思いと、医療や介護に興味をお持ちの方であれば、どなたでも就業可能です。

Q：一般の介護のお仕事と何が違うの？
A：入院されている患者さまはリハビリを行っているとはいえ、医師の指示の下、医療が必要な方たちです。患者さまが安
心してリハビリを行えるよう、身近にいる私たちが心身共に患者さまを支援していく必要があります。施設等と違う点は、
医療やリハビリの知識をたくさん習得しながら働けることです。

※現在はマスクを着用し、感染防止対策に努めて業務を行っています。
5
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楽しく ステップアップ！
カマチ
グループ
教育体制の
特徴
海外研修

新採 用者研 修
未経験から不安なく仕事を始められ
るよう、独自の教育プログラムやスマホ
また先 輩が一つひとつの作 業を OJT

「ドイツ」
、など、行き先や目的は多彩。
この研修を通して、世界に視野を広げる

験者でもしっかり理解しながら成長すること
を目標としています。

先輩から丁寧に
教えてもらえる
ので安心！

理学療法士による移乗介
助などの勉強会が活発な
カ マチ グル ープ。 知 識・

身近なテーマで手書きの

ドイツ研 修

やフィードバックをタイムリーに実施し、未経

看護師による勉強会や

実施しています。各々が

「オーストラリア」
「アメリカ」
、

ひとつ実践の場で教えます。先輩からの指導

学習会

週３〜５日、５分程度

リフレッシュも兼ねた

仕事を一人で行えるようになるまで、一つ

学ぶことができます。

日々の勉 強 会

海外研修を行っています。

（現任訓練）

を視聴するなど、自分のスタイルで

なサポートを積極的に行っています。

毎年、希望者を対象に

On the Job Training

ニング」
。スキマ時間に、希望の項目

資格取得を目指す方のためにも、様々

「カンボジア」
、最新医療の現場に触れる

院内、院外研修も
充実しています
勤務時間内に学習可能な「e ラー

で丁寧に教えています。仕事をしながら

提携施設を視察する

同じ目標を持つ仲間と触れ合いながら、一緒に学びませんか？

e ラーニング

など で 簡 単に学 べるシステムを導入。

カンボジア研 修

カマチグループでは、職員が向上心を持って成長できるよう、様々な取り組みを行っています。

技術を学ぶ機会がたくさ

シートに書き込み、プレ

んあります。

ゼンします。手書きで書
くことで、印象付けられ
実践力が高まります。

ことができます。
※現在は COVID-19 の影響で中止
していますが、安全の確認がとれ

新人&先輩看護補助者１対１の

次第、開催を検討しています。

BL（
S一
研修 次救命
。
置）
実技
でし
っ
身に
つけ かり
まし
ょう

「3.3.3 懇親会」

ストレスが解消
されて、仕事に
前向きになれます

「職場環境に慣れない」、
「失敗しちゃった…」と落ち込みがちな時期（入職後

働きながら
成長できる
環境です
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３日目、３週間目、３か月目）に懇親会を開催。先輩があなたの悩みをじっくり
聞きます。仕事中には話せないことでも、白衣を脱いだら気軽に伝えられますよ！
※病院からの補助あり

中華やお寿司、イタリアン。
好きなお店で、お腹いっぱい
美味しいものを食べながら語り合いましょう♪
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先輩職員に聞きました

看護 補助 者をまとめる役割として

農業、急性期病棟からの転身
鶴見

平成 30 年 9 月より、関東カ
マチグループ統括看護補助者
主任に就任してから、たくさん

カマチグループ経験年数 : ２年

の患者さまとご家族、多職種

介護福祉士取得なし

の職員と出会い、皆さまに支

Q- １／ A 前職は農作物を扱う仕

えられながら今に至ります。

事をしており、介護とはかけ離れ

令和２年は、コロナ禍で面会

還暦を迎えてもイキイキ働き続けます！
小鷹

Q- １ これまでのお仕事は？

できないなどの制約があった

Q- ２ 入職前と現在、気持ちの変化は？

環境のなかで、患者さまやご

Q- ３ 入職して良かったことは？

家族の皆さまには、大変なご

Q- ４ カマチグループで挑戦したいことは？

美佐江 さん

住江

蒲田リハビリテーション病院
カマチグループ経験年数：10 年
介護福祉士取得あり
Q- １／ A 一般病院で看護助手を

主任も務めるスーパー介護福祉士

1 年間行った後、蒲田リハビリテー

中村

ション病院に就職しました。

カマチグループ経験年数：６年

てだったので出来るか不安でした

介護福祉士取得あり

が、グループ病院や院内での研修

Q- １／ A 販売員の他、特養老人

を受け、今は自信を持って仕事をしています。

ホームでは介護職員として 10 年勤

Q- ３／ A 多彩な研修でスキルアップできる点と福利厚生が充

務し、看取りケアをしてきました。

実している点です。公私のモチベーションアップにつながってい

Q- ２／ A 特養退職後は回復期リ

ます。

ハビリを勉強したいと思い、入職

Q- ４／ A 私は 56 歳のときに介護福祉士の資格を取得しまし
プライマリ制度の勉強をしてみたいです。
メッセージ
経験者・未経験者であっても研修制度があり、安心して働け
る職場です。経験豊かなスタッフと一緒に働いてみませんか？
楽しみにしています！

鈴華 さん

原宿リハビリテーション病院

Q- ２／ A 直接介助やケアは初め

た。今後は患者さまの入院から退院までを考えられるように、

を決めました。病院勤務は初めて
なので、コミュニケーションをとれるか不安でしたが、当院は
看護補助者もチームの一員と感じることができ、やりがいを感
じています。

チームの一員として力を発揮できるよう、更に頑張りたいです。

寛之 さん

ョン病院
小金井リハビリテーシ
数 : 10 年
カマチグループ経 験年
介護福祉士取得あり

病院での研修企画など、活発に意見を出し合い、取り組みを行っ
ています。
当グループの良さは、職種間の壁がなく、患者さまとそのご家族
にとって、何が必要かを話し合える点です。病棟業務であっても、
お互いの持ち場に違いはありますが、協力し合えることが強みで
あり、誇れる部分です。
看護補助者として、やれることはまだまだあると思います。この
素晴らしい環境のなかで、患者さまやご家族に寄り添える人材を
増やせるよう、日々努めております。

中尾

とです。
お給 料、お休みをしっかり頂けて、プライベートが 充実した
点も良かったことです。お かげ で、仕事 への意 欲も上 がり、
患者さまへもより良いケアができています。
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で働いています。
Q- ２／ A 入職前は自分に介護の仕事ができるのか不安でいっ
ぱいでした。ですが、職場の先輩方のサポートのおかげもあり、
業務内容を覚え、患者さまとも楽しく接することができ、充実
した気持ちで仕事をすることができています。
Q- ３／ A 介護の知識や技術を身につけられたこともそうです
が、頼りになる先輩方と出会えたことは自分の財産となりました。
一緒に仕事をする中で向上心が芽生え、日々成長する喜びを感
じています。また、患者さまから「ありがとう」と感謝の言葉を
いただいた際は、この仕事をやってきてよかったなと思います。
Q- ４／ A 患者さまや多職種の方とのコミュニケーションを大切
にしていき、ケアに入る際は漠然とした介護ではなく患者さま
の理想の姿に近づけるように目標を持って、寄り添った介護をし
ていきたいと思っています。そのためには、患者さまの思いをく
み取り、理想とする退院像を多職種で共有し、笑顔で退院して
もらえるよう支援していきたいと考えています。
メッセージ
介護の経験があるなしに関わらず、安心して働ける職場です。
実際に私も経験なしから始めましたが、先輩方のおかげで

愛 さん

仕事も育児も充実！ママさん看護補助者
吉村

所沢明生病院

カマチグループ経験年数 : ３年

介護福祉士取得あり

介護福祉士取得なし

Q-１／A 当院に入職するまでは、

Q- １／ A 他病院で看護補助者を

介護職をやっていました。

していました。

Q- ２／ A 職場見学で訪れた際、

立ができています。現在は２人目

入職してから、最近やっと仕事に慣れてきたところで大変ですが、
当初の印象は変わっていません。
Q- ３／ A 上司から気軽に声をかけていただき、分からない事

誰にでも介護経験がなくても、今までの人生経験が「力」に

は先輩に聞けることです。マニュアルがしっかりしているので、

なる仕事です。近くて簡単な目標を立ててください。まずは

確認しながら覚えています。

3 日間、とりあえず 1 週間、とりあえず 1 カ月と…。１日１つ

Q- ４／ A 色々な研修制度があるので、積極的に活用して学ん

学びましょう！たったそれだけで、私は３年経ちました。
「手

でいきたいです。

は愛を」職場から頂く「愛」を患者さまに分けるだけです。

していただき、仕事と子育ての両

と仕事されていて好印象でした。

メッセージ

入職してからも学びの機会がたくさんあります。
「患者さまに

らの入職でしたが、勤務の配慮を

明るい雰囲気で皆さんがイキイキ

います。今後は、患者さま一人ひとりに適したより良い入院生

には技術を」多くは職場の経験で養いました。
「頭には知識を」

Q- ２／ A 小さい子供を育てなが

「病院」のイメージとは 違 って、

Q- ４／ A 介護職は、患者さまの「生活」を支える仕事だと思

メッセージ
当院では、時間をかけてしっかりと教えてもらうので安心し
て働けています。まだ夜勤業務に入ったばかりの私ですが、
みなさんと一緒に働けるのを楽しみにしています。

美里 さん

千葉みなとリハビリテーション病院

カマチグループ経験年数：5カ月

たくさん活躍されていますよ！

できれば、と考えています。

まからの言葉が、心の底から深く感じ取れるようになったこ

は回復期リハビリテーション病棟

基礎から学ぶことができ、今では楽しく仕事ができています。

入職６カ月目。毎日現場で成長中！

教えてくれますので、安心してください。現在、未経験の方も

した。患者さまの検査搬送や、検

Q- ３／ A 当院で 介護 職として 勤務するようになり、患者さ

急性期病棟で二年ほど働き、現在

みなさんと一緒に働ける日を心待ちにしています！

当院は介護の仕事や病院勤務が初めてでも、先輩が一から

活を提供できるよう、今までよりさらに一歩踏み込んだ介護が

ションなどを行ってきました。

置き、患者さまとそのご家族

リハビリテーション病院での役割を見直し、教育体制、また関連

メッセージ

属病院で、看護補助者をしてきま

入 退院 時の 他 職 種へのオペレー

資格者の差別化にポイントを

毎月の会議では、18 病院の代表とともに、介護士として回復期

介護福祉士取得なし

体搬送、医療物品の補助や整理、

助者として何ができるのか？有

楽な介護を提供できるよう取り組んでおりました。

カマチグループ経験年数：3 年

ビス業を経て、東京大学医学部付

このような状況の中、看護補

を守るため、安全・安心・安

赤羽リハビリテーション病院

Q- １／ A 製造業や販売業、サー

であったと思います。

た仕事をしていました。入職後は、

きることです。排泄ケアや入浴介助など、自分も自立支援やリ
Q- ４／ A いま、看護補助者の主任を任せてもらっています。

中川

和忠 さん

不便、ご心配をおかけした１年

Q- ３／ A 患者さまが回復し、元気になられる姿を日々実感で
ハビリを意識して介助できるようになりました。

介護は、人生経験が「力」
になる仕事

関東カマチグループ
統括 看護 補助 者主任

直人 さん

新上三川病院

を出産して、育児短時間勤務で働
いています。ママさんにとっても働きやすい職場です。
Q- ３／ A 急に子供の体調が悪くなっても、子の看護休暇等を
利用することができます。リフレッシュ休暇や有給休暇を取得
し、子供との時間も大切にすることができます。
Q- ４／ A 子育てが落ち着いたら、介護福祉士の資格を取得し
たいです。
メッセージ
子育て中でも安心して仕事ができる環境です。子育て中のあ
なたも、ぜひ私たちと一緒に働きましょう！
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福利厚生

職員が楽しみながら長く働けるよう、様々な面からサポートしています。

院 内旅 行

沖 縄・竹富
島

◀︎カマチグループ
ツアーコレクション

※病院より補助金あり

充実の厚生 施 設やイベントで、明日の英気を。

ゆったり寛ぐ
「国 内旅 行」

毎年、9 月初旬から翌 2 月下旬にかけて
職員のリフレッシュを目的に院内旅行を企
画しています。国内外あわせて 30 コース
以上の多彩な行き先から自由に選ぶことが
できます。

保養所
当院では毎年、国内外の院内旅行を実行しているほか、
保養所等の厚生施設やイベントの充実に努めています。
リフレッシュすることで、新たな意欲を生み出しながら、
日々向上心を持って働くことができるように考えております。

スペインに
…行って
カナダ、台湾
かりで
みたい国ば
♪
迷っちゃうね

タイのエメラルド寺院

ちょっと豪 華に
「海 外旅 行」

京都の町並み

気 軽に楽しむ
「日帰り旅 行」

サイパンの海

栃木・那須
大分・九重

香港 10 0

万ドルの
夜景

ローマの「真実の口」

横浜港のクルージング

※写真は一例です。現在は COVID-19 の影響で中止していますが、安全の確認がとれ次第、開催を検討しています。

職員寮

東京・ベイコートクラブ

ちょっと嬉しいご褒美

福岡・玄海サンセット

日々頑張っているスタッフの皆さんに、

ほとんどが病院から徒歩圏内にあり、オートロッ

カマチグループではプレゼントを用意しています！

ク付マンションなので、侵入者の心配もありませ
ん。また、相場よりお安く借りる

＊年に一度の盛大な看護補助者の慰労会

ことができます。

やった～♪

＊暑い時期にはアイスクリーム

大分・湯布院

VOICE

＊元旦勤務者には良質な牛肉などのお年玉
＊夜勤には食事提供
（夜勤明けの朝食もあり）

患者さま・ご家族、地 域の方の声

＊病棟の歓送迎会などの会費補助あり

♥「入院中はリハビリの辛さより、職員の皆さまに良くしてい
ただいたことが強く印象に残っています。
」

＊各部署の忘年会 or 新年会にも会費
補助あり
新久喜総合病院
職員寮（一例）

＊病院ごとに大忘年会・大新年会開催！

看護 補助者の待 遇
♦未経験者（1 年目） 基本給

※地 域・病 院によって多 少 の 違いあり

職務手当

地域手当

計 ¥177,000

♦介護福祉士（経験 5 年目） 基本給 職務手当 地域手当 介護福祉士手当 計 ¥206,500
上記の給与に加え、該当者には下記の手当が支給されます

【休日】4 週 8 休シフト制

●夜勤手当

￥9,000 ／回

【休暇】年間 112 日（リフレッシュ休日８日／１年）

●遅出手当

￥2,000 ／回 職能手当 ￥10,000 ／月

●住宅手当

￥15,000 ／月（条件あり）

早出手当

￥1,000 ／回

年次有給、特別有給（慶弔休など）
【退職金制度】3 年以上継続勤務

●賞与

【その他】職員寮あり。シューズ・ユニフォーム支給

4.5 か月分／年（日勤のみ 4.2 か月分）

♥「地 域住 民も参加で
きる『健康教室』な
どのイベントが、 定
期 的 に 開 催 さ れて
いるようなので、気
軽に行ってみたいと
思っています。
」

♥「責任のある仕事ですから、あ
の子にやっていけるか心 配し
た けど、 先 輩 や上 司 の 方 に
色々相談しながら何とかやっ
てるようで安心しています。」
♥「研 修もたくさんあって、学び
の機会が多くて良いですね。
」
♥「残業が少ないのが何よりです。
身体が心配でしたから。
」
♥「関東の色々な場所にカマチ
グループの病院があるので引
越ししても辞めなくて良いと
いうのが魅力ですね。
」

【加入保険など】健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働保険

●通勤手当（上限 3 万円）別途支給
空室があれば当院職員寮の使用が可能
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定 年 65 歳！

♥「見学に伺った際、職員の方が丁寧に説明してくださったお
陰で、回復期リハビリテーション病院というところがよく分
かりました。
」

保護 者さまの声

夜勤者は朝夕２食付き

一度、見学にいらっしゃいませんか？私達の職場をぜひ見に来てください。
各施設にお気軽にお問い合わせください！
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グループ一覧・関連施設
グループ一覧・関連施設

九州地区
８

25 2

21 28 5

山口

19 24 26 27 1

関東地区

4

22 3
20
長崎

東京品川病院

急･回･400床

〒140-8522
東京都品川区東大井6-3-22
TEL 03-3764-0511

回･332床

回･300床

回･240床

福岡

佐賀

23

大分

6

回･240床

原宿リハビリテーション病院

江東リハビリテーション病院

五反田リハビリテーション病院

赤羽リハビリテーション病院

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-26-1
TEL
TEL 03-3486-8333
03-3764-0511

〒136-0073
東京都江東区北砂2-15-15
TEL 03-6880-1555

〒141-0031
東京都品川区西五反田8-8-20
TEL 03-3779-8820

〒115-0055
東京都北区赤羽西6-37-12
TEL 03-5993-5777

関東地区
18

栃木

群馬
茨城
埼玉
東京

7

回･220床

回･180床

回･131床

急･回･391床

小金井リハビリテーション病院

蒲田リハビリテーション病院

みどり野リハビリテーション病院

新久喜総合病院

〒184-0013
東京都小金井市前原町1-3-2
TEL 042-316 - 3561

〒143-0015
東京都大田区大森西4-14-5
TEL 03-5767-7100

〒242-0007
神奈川県大和市中央林間2-6-17
TEL 046-271-1221

〒346-8530
埼玉県久喜市上早見418-1
TEL 0480-26-0033

狭山中央病院

急･療･111床

〒350-1306
埼玉県狭山市富士見2-19-35
TEL 04-2959-7111

神奈川

九州・山口地区
19

急･50床

所沢明生病院
〒359-1145
埼玉県所沢市山口5095
TEL 04-2928-9110

回･111床

回･240床

回･180床

回･180床

急･回･209床

〒329-0611
栃木県河内郡上三川町上三川2360
TEL 0285-56-7111

NEW

20

急･回･369床

急･回･195床

〒359-1106
埼玉県所沢市東狭山ヶ丘4-2681-2
TEL 04-2929-2220

〒276-0015
千葉県八千代市米本1808
TEL 047-488-1555

〒260-0024
千葉県千葉市中央区中央港1-17-18
TEL 043-245-1555

〒270-2232
千葉県松戸市和名ヶ谷1009-1
TEL 047-703-1555

〒811-0213
福岡県福岡市東区和白丘2-2-75
TEL 092-608-0001

〒824-0026
福岡県行橋市道場寺1411
TEL 0930-24-8899

〒807-0051
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷1-2-1
TEL 093-203-2220

〒800-0057
福岡県北九州市門司区大里新町2-5
TEL 093-391-1001

〒843-0024
佐賀県武雄市武雄町大字富岡12628
TEL 0954-23-3111

24

25

26

27

28

回･165床

宇都宮リハビリテーション病院

第2宇都宮リハビリテーション病院

香椎丘リハビリテーション病院

下関リハビリテーション病院

福岡和白総合健診クリニック

福岡和白PET画像診断クリニック

みずまき助産院 ひだまりの家

〒321-0982
栃木県宇都宮市御幸ヶ原町43-2
TEL 028-662-6789

〒320-0812
栃木県宇都宮市一番町2-11
TEL 028-666-4880

〒813-0002
福岡県福岡市東区下原2-24-36
TEL 092-662-3200

〒750-0064
山口県下関市今浦町9-6
TEL 083-232-5811

〒811-0213
福岡県福岡市東区和白丘2-11-17
TEL 092-608-0138

〒811-0213
福岡県福岡市東区和白丘2-2-76
TEL 092-608-1166

〒807-0051
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷１-14-50
TEL 093-201-7731

2023 年春 新築統合
開院予定

学校一覧
1

新宇都宮リハビリテーション病院（仮称）

所沢美原総合病院（仮称）
埼玉県所沢市美原町

“地域医療に貢献できる看護師”を育成しているカマチグループ。充実した学びの環境と関連病院から
の全面バックアップ、
徹底した個別指導で、
入学から卒業後までを完全サポートしています。
2

3

4

8

2022年4月
福岡キャンパス開学

福岡看護専門学校

下関看護リハビリテーション学校

小倉リハビリテーション学院

福岡和白リハビリテーション学院

令和健康科学大学

〒811-0213
福岡県福岡市東区和白丘2-1-12
TEL 092-607-0053

〒750-0025
山口県下関市竹崎町3-4-17
TEL 083-222-0606

〒800-0206
福岡県北九州市小倉南区葛原東2-2-10
TEL 093-473-8005

〒811-0213
福岡県福岡市東区和白丘2-1-13
TEL 092-608-8600

〒811-0213
福岡県福岡市東区和白丘2-1-12
TEL 092-687-8700

5

13

新武雄病院

福岡和白病院

回･120床

新小文字病院

急･214床

松戸リハビリテーション病院

回･療･240床

福岡新水巻病院

急･227床

千葉みなとリハビリテーション病院

2022 年秋 新築移転
開院予定

栃木県宇都宮市東今泉

急･回･246床

23

22

八千代リハビリテーション病院

回･96床

新行橋病院

21

明生リハビリテーション病院

18

新上三川病院

千葉

6

7

福岡水巻看護助産学校

武雄看護リハビリテーション学校

八千代リハビリテーション学院

〒807-0051
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷1-14-51
TEL 093-201-5233

〒843-0024
佐賀県武雄市武雄町大字富岡12623
TEL 0954-23-6700

〒276-0031
千葉県八千代市八千代台北11-1-30
TEL 047-481-7320

一般社団法人 巨樹の会

17施設

医療法人社団 東京巨樹の会

１施設

社会医療法人社団 埼玉巨樹の会

１施設

医療法人社団 神奈川巨樹の会

１施設

社会医療法人財団 池友会

７施設

学校法人 巨樹の会

８施設

14

