
平成27年度

看護師採用スケジュール

川崎幸病院への入職のご検討をいただきありがとうございます。

当院は、地域の救急医療を担い、これから発展していく急性期病院
として、全国に繰り出していく病院です。川崎幸病院では、急性期の
知識、技術をきちんと学ぶことができます。

ぜひ、病院見学会・インターンシップにご参加いただき、病院・病
棟の雰囲気を肌で感じ、当院の看護に魅力を感じていただければさい
わいです。

川崎幸病院に
ご興味をお持ちの皆様へ

川崎幸病院 看護部長
佐藤 久美子

STEP 1

病院見学会

皆様のお越しをお待ちしています！

病院見学会
STEP 1

STEP 2

説明会・見学会
STEP 3

インターンシップ

STEP 4

採用試験

毎週木曜日 10時00分 開催中！

今年度は、見学会を毎週行います。
休暇などを利用して、ぜひお越しください。

お申込み

 毎週開催します！

ホームページからエントリー！
詳しくは裏面をご覧下さい。

憩いの場 11階ラウンジ喫茶

2階 救急救命室各病棟には専門の超急性期病床

病棟 7階～10階

※お申込は見学希望日の1週間前までに
お願いします。



説明会・見学会
STEP 2 川崎幸病院の

看護の魅力をご紹介します

全国20会場で開催します！

札幌 3月9日 日 札幌コンベンションセンター

札幌 6月14日 土 札幌コンベンションセンター

青森 3月29日 土 青森文化会館

青森 5月17日 土 青森国際ホテル３F

盛岡 3月15日 土 岩手産業文化センター　アピオ

盛岡 3月23日 日 アイーナ

仙台 2月22日 土 アエル５F

仙台 3月15日 土 TKPガーデンシティ

東京 2月1日 土 東京ビッグサイト

東京 3月1日 土 東京ビッグサイト

東京 3月8日 土 プリズムホール

東京 4月13日 日 東京ビッグサイト

東京 5月31日 土 東京国際フォーラム

東京 5月31日 土 ベルサール秋葉原

横浜 3月15日 土 大さん橋ホール

横浜 3月23日 日 パシフィコ横浜

新潟 4月19日 土 朱鷺メッセ

福岡 4月29日 火 福岡国際センター

鹿児島 4月13日 日 かごしま県民交流センター２F

沖縄 4月20日 日 沖縄コンベンションセンター

わたしたちの目指す看護、教育研修体制、
ワーク・ライフ・バランスを大切にした
福利厚生など、ぜひ川崎幸病院のことを
よく知っていただきたいと思います。

合同就職説明会

この垂れ幕が目印！

お気軽に当院のブース
にお立ち寄りください。
皆様からのご質問に
じっくりとお応えいた
します。

※お申込は希望日の2週間前までにお願いします

日程

各回：9時30分～12時00分

① 6月21日（土） ⑥ 10月18日（土）

② 7月19日（土） ⑦ 11月15日（土）

③ 8月23日（土） ⑧ 12月  6日（土）

④ 8月30日（土） ⑨  1月17日（土）

⑤ 9月20日（土） ⑩ 3月  7日（土）

プログラム

川崎幸病院１階の総合案内
にお越しください

受付 （9時15分～）1
川崎幸病院の概要
医療・看護体制の説明 など

オリエンテーション2

新人研修について
年間研修スケジュール など

教育について3
院内をご案内します！
写真は2階救急救命室

院内見学4

希望者には看護師寮を
ご案内

看護師寮 見学5

 新人教育について

説明会では、川崎幸病院の看護の魅力や
新人教育について詳しく説明します。

当院では4月の1か月間は研修期間です。
自信をつけて5月から部署配属になります。

 教育ツールについて

オンラインの看護技術教
育ツールを導入。
必要な時に、自宅でも利
用可能で効果的にスキル
アップ！

ナーシングスキル日本版と
学研ナーシングサポートを
導入しています。



インターンシップ
STEP 3

オーダーメイド型
インターンシップ

川崎幸病院のインターンシップは、オーダーメイドです。体験したい病棟、診療科を
みなさまのご希望で選び、研修内容をみなさまの手で組み立てることができます。

 体験したい病棟、診療科が選べます！

10階北病棟：消化器内科

10階南病棟：外科、消化器外科、ハイケアユニット

9階北病棟：整形外科、泌尿器科

9階南病棟：脳血管センター、SCU（脳卒中集中治療室）

8階北病棟：一般内科、呼吸器内科、腎臓内科

8階南病棟：心臓病センター、CCU（冠疾患集中治療室）

7階病棟：川崎大動脈センター（大動脈外科）、

ACU（大動脈センター集中治療室）

6階：ICU、透析室（入院・外来）

4階：手術室

2階：救急救命室

お申込み

期間中、１日単位で希望の病棟を選択できます（土日祝除く）
例）1日目：外科病棟 2日目：手術室
というスケジュールも可能です！

お申込時に、エントリーシートの「ご質問・ご希望」の欄に、
下記のとおり、ご希望をご入力ください。

① 7月22日（火）～7月31日（木） ① 4月1日（火）～5月30日（金）

② 8月25日（月）～8月29日（金） ② 4月1日（火）～7月  4日（金）

③　9月22日（月）～9月30日（火） ③ 4月1日（火）～8月  1日（金）

　　開催期間 　　申込期間

日程

皆が対等に意見を言い、より良い
看護・医療を目指す姿勢がとても素
敵だと思いました。皆様が笑顔でい
らっしゃったのと、患者さんと関わる
姿勢もとても良かったです。

短い時間の間にたくさんのことを教
えて頂き、勉強になりました。他の病
院にはない仕組みが印象的でした。

ホームページからエントリー！
詳しくは裏面をご覧下さい。

インターンシップ実施希望期間
（ ○月○日～○月○日 合計：○日間 ）
インターンシップ実施希望病棟および希望日数
（ 第1希望 ： ○○○○○○ ○日間 ）
（ 第2希望 ： ○○○○○○ ○日間 ）
（ 第3希望 ： ○○○○○○ ○日間 ）

体験者の声

何をやっているのか？どうしてそれ
をするのか？などを詳しく説明して
下さり、とても勉強になりました。た
だ座学で知識をつけるのと実際の患
者様の症例を目にするのとでは全く
違いました。

また、病棟の雰囲気や看護師の患
者様への声かけ、チーム医療の実
施など、勤務するのにとても理想的
であると感じました。

循環器病棟特有の心電図や心臓
カテーテル、12誘導心電図等の場

面を見ることができ、学びになりまし
た。周囲の看護師さんの雰囲気や
業務内容をイメージすることができ、
病院の良さを感じることができました

1日目

2日目

10階南外科病棟での体験を選択。
当院の看護師と同行し、患者さん
のケアを体験していただきました。
病棟には、専用のHCU（ハイケ

アユニット）を設置しています。
クリティカルケアも体験していた
だきました。

手術部門での体験を希望！ 当院
では、心臓血管外科・脳神経外
科・消化器外科・整形外科・泌尿
器科・ＩＶＲ科などの手術を行っ
ています。
脳神経外科と消化器外科の手術

風景を見学していただきました。

外科病棟/ＨＣＵ

手術室

インターンシップ例



採用試験
STEP 4

日程

各回：13時00分～

① 6月21日（土） ⑥ 10月18日（土）

② 7月19日（土） ⑦ 11月15日（土）

③ 8月23日（土） ⑧ 12月  6日（土）

④ 8月30日（土） ⑨  1月17日（土）

⑤ 9月20日（土） ⑩ 3月  7日（土）

お申込み方法

ホームページからエントリー

http://www.saiwaihp-nurse.jp/

川崎幸病院看護部

携帯電話からもエントリーできます！

モバイル版
はこちら
⇒⇒⇒

スマホ版
はこちら
⇒⇒⇒

JR各線川崎駅
京浜急行線京急川崎駅
より徒歩10分

アクセス

東京駅より 約20分
横浜駅より 約10分
羽田空港より 約15分

お問い合わせ

044-555-5106
0120-885-106
担当：佐藤

※お申込は希望日の2週間前までにお願いします。
※応募書類は希望日の1週間前までにご郵送ください。

病院見学会、説明会・見学会
インターンシップ、採用試験

 川崎幸病院看護部ホームページにアクセス
 エントリーシートに必要事項を入力
 エントリー完了！

* 指定日程以外にもご都合に合わせて受付致します。
* 交通費は当院規定にて支給致します。領収書をご
持参ください。

〒212-0014
神奈川県川崎市幸区大宮町31番地27

履歴書（写真添付）・卒業見込証明書・成
績証明書・健康診断書（３ヶ月以内）

上記書類を郵送または電話連絡後にご持参
ください。

応募締切 各採用試験日の２週間前

応募書類 面接・作文

応募書類


