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健康管理増進施設

訪問看護ステーション・キタデ

院内保育園　のばら
病児・病後児保育室　ひまわり介護老人保健施設　和佐の里健診センター・キタデ メディカル & フィットネス　アクオ

予防、医療、介護のユートピアを
御坊日高の地に創造し全国に発信します

和歌山県中部に位置する御坊市は自然に恵まれた温暖な地

域です。当院は開院から 50 年以上、この地に地域医療を

提供し続けてきました。2014 年には新棟が完成し、明る

い雰囲気の中、関連施設含め 600 名以上の職員が生き生き

と働いています。

●南紀白浜空港から車で約 50分

●関西国際空港から車で約１時間

●新大阪駅から特急くろしおで約１時間 50分

１ ２

Group

当院の正面玄関には 120 種以上の世界のバラが咲いています。

このバラは当院のシンボルマークにもなっています。

アクセス 関連施設人気の観光地 ・ 南紀白浜まで４０分！気になる和歌山県の魅力は P11 〜１２をチェックg

新大阪 御坊 学門➡ ➡ ➡
特急くろしお

1h50min 4min 1min
ご ぼ う がくもん紀州鉄道 徒歩

北出病院
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　病床数　182 床
▪ 一般病床　80 床
　（うち開放型　17 床）
▪ 地域包括ケア病床　10 床
▪ 回復期リハビリテーション型　41 床
▪ 療養型　51 床（全て医療保険適用）

　診療科目
▪ 内科
▪ 外科
▪ 消化器内科
▪ 消化器外科
▪ 肛門外科
▪ 血管外科
▪ 乳腺外科

▪ 整形外科
▪ 脳神経外科
▪ リウマチ科
▪ リハビリテーション科
▪ 形成外科
▪ 呼吸器内科
▪ 循環器内科

▪ 糖尿病内科 
▪ 腎臓内科（人工透析）
▪ 小児科
▪ 小児アレルギー科
▪ 麻酔科
▪ 放射線科
▪ 泌尿器科

▶手術室

４

北出病院施設紹介 KITADE Hospital

▶スタッフステーション

▶総合受付 ▶病室

▶MRI室

▶手術室

▶プレミアムドック室

▶透析センター

HOSPITAL

Rehabilitation room

2014 年に増改築したばかりの新しい建物

はガラス張りの外観。明るいエントランス

を入るとコンシェルジュが受付案内をして

くれます。天井が高く、患者さまにも職員

にも居心地がいい空間です。

▶売店 Y ショップキタデ

ローズベーカリー Y ショップキタデは

地元の方にも大人気のパン屋さん。

毎日お昼休憩には焼きたてパンと淹れ

たてコーヒーを買う行列ができます0

▶病棟廊下 リハビリテーション室にはたくさんの患者さまが伸び伸びと訓練を行える広い

スペースと評価・治療で用いる多くの機器を設けており、様々なアプローチを

行うことができます。リハ室はいつも患者さまとスタッフの活気にあふれ、午

前中は特に賑やかで、夕方からは学校終わりの学生の割合が高くなります。

Let's go!

こんにちは★

他職種が同じ空間を共有しているので職員同士のコミュニケーションが

円滑になります。一丸となって患者さまの早期回復に取り組んでいます。

黎明会職員数  606名（127名）

※平成 29 年 3 月現在（ ）内は非常勤

●北出病院　　　　　　　 437 名（79 名）
●健康管理増進施設　　　　60 名（23 名）
●訪問看護ステーション　　16 名（  6 名）
●和佐の里　　　　　　　　93 名（19 名）　

▶ピッチングマウンド

▶陸上トラック
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1) チーム体制
回復期リハビリテーション病棟、一般病棟、療養病棟、在宅リハビリ、老人保

健施設でそれぞれチーム体制をとることで、スタッフへの教育が行き届き、様々

な分野を集中的に学ぶことができます。

2) プリセプター制度
新人教育では、新人スタッフがより早く通常の業務を習得できるように、新人

スタッフ1名につき、プリセプターを1名設けます。プリセプターが新人スタッ

フの主な相談役になってくれます。

3) 勉強会が豊富
リハビリテーション科勉強会：新人勉強会や外部研修伝達講習　など

院内研修：黎明会学術集会、医療安全研修会、感染対策学習会　など

4) 研修・旅費負担
外部研修（研修会や学会）への参加に掛かる出張旅費（研修費、交通費、宿泊費）

は病院が負担し、さらに日当が支給されます。新たな資格の取得に出張制度を

利用できます。

5) 文献複写依頼サービス
欲しい論文がすぐに手元に届きます。

6) 進学のサポート
社会人大学院生に対して、通学や研究実施日等の勤務調整など最大限のサポー

トをします。

【教育環境の特徴】

５ ６

教育 Education

　新卒者の皆さんは来年度から患者さまに最良なリハビリテーションを提供したいという想いを

持たれているのと同時に、様々な不安があるのではないでしょうか。

　当科には現在64名のセラピストがいます。スタッフへの教育が行き届くよう、私たちはチー

ム体制をとっています。新人教育では、新入職者の皆さんが少しでも不安や悩みを解消し、生き

生きとやりがいを持って患者さまに向き合うことができるよう、チームリーダーを中心にメンバー

全員で指導と支援を行っています。

　当科の特徴はスタッフの年齢層が若く、活気があり、皆とても仲が良いので、なんでも気軽に

相談し合えるところです。スタッフ間での様々な意見交換を通して、各スタッフの将来の目標や

それに向けた取り組みを知ることができると思います。このように、スタッフ一人ひとりがやり

がいと責任感を持って自分の仕事をきちんと行い、自分の将

来を見据え、それに向かって取り組んでいくことが自身の成

長に繋がっていくのではないでしょうか。

　当科では教育を通して、スタッフ一人ひとりの“想い”を

カタチにしていきたいと考えています。色々な課題を協力し

て乗り越え、共に成長していける仲間をお待ちしています。

スタッフ一人ひとりの“想い”をカタチに

患者さまにより良いリハビリテーションを提供するために

患者さまに安全かつ効果的なリハビリテーションを提供することが私たちの役目であり、それを実践するためには

スタッフ一人ひとりのスキルアップが欠かせません。従って、セラピストが患者さまに質の高いリハビリテーショ

ンを提供できるよう、当科では教育体制を整え、学べる環境作りを心がけています。

【研究について】

当科では様々な測定機器が整備されており、これらの機器を臨床や研究で活用し

ています。全ての研究は当院倫理審査委員会の承認後に開始することができます。

他科への協力依頼体制が整っていますので、放射線科や検査科などとの共同研究

が可能です。

【主な測定機器】　　

・BIODEX system 3：筋力を測定することができます。

・表面筋電図：運動中における表面筋活動の量または質的評価が行えます。

・運動器超音波検査装置：筋や腱などといった運動器を非侵襲的に観察すること

ができます。

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10月
11 月

開催時期

平成 29 年度 新人勉強会予定
テーマ

リスク管理①（危険を予知するトレーニング）

リスク管理②（点滴やドレーンの仕組みと注意点）

安静臥床が心身に及ぼす悪影響について

介助に関する基本的考え方と技術

介護保険制度について

血液データの見方

症例報告 / 研究発表の仕方

呼吸器の評価

循環器の評価

筋力強化訓練に関する基礎知識

関節拘縮の病態と治療

脳画像の見方

認知機能と高次脳機能障害について

日常生活動作訓練について

摂食・嚥下について

新人の業務評価

外部講師による研修会

新人の業務評価

外来患者さまの担当開始

外部講師による研修会

忘年会

新人の業務評価

新人 PT 症例発表
（日高御坊地区）

新人歓迎会

外部講師による研修会

各チームに配属

入院患者さまの担当開始

紀中学会（2年目 PT の発表）

Hiromasa Tone

リハビリテーション科 科長

戸根　弘将

「着実に、地域に貢献する一人ひとりが、成長できる職場」
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13:30

16:30

17:00
17:30

18:00

出勤
カルテ情報収集

朝礼
リハビリ

昼休憩

カンファレンス
リハビリ

回診

カルテ記入
業務終了

同期と飲み会♪

北出病院の日々 Event

先輩
pick up1

黎明会では１年を通してイベントが盛りだくさん！詳しくは P.13 をご覧ください♪

回復期リハビリテーション病棟
理学療法士

(１年目 )田原　瑞樹

頼りになる先輩や何でも話せる同期に
囲まれ、楽しく仕事ができます。プラ
イベートでは他職種の友達とも仲良く
遊んでいます。

毎日手作り♪

プライベートショット♥

Mizuki Tahara

#健康まつり#新入職員 #お誕生日会  # BBQ #ロビーコンサート #野球部

#飲み会 #打ち上げ#アフターファイブも充実 #イベント盛りだくさん

#愉快な仲間 #笑顔いっぱい #いっぺん来てみ

reimeikai
reimeikai KITADE Hospital   www.reimeikai.com

フォローする

3件 4件



Social medical corporation REIMEI-KAI KITADE Hospital

先輩たちからメッセージ Message

　理学療法士として、 患者さまの動作能力が向上し、 退院されると

きは嬉しく思います。 以前配属されていた療養病棟では維持期の患

者さまが多く、 動作能力の改善が難しい方もいらっしゃいました。 そ

のような方に対しては現状でできることを探したり、 他職種と連携を

取ることを心がけています。 患者さまやご家族が安心して生活して

いけるような関わりができたときには、 とてもやりがいを感じます。

　リハビリテーション科はスタッフが多いですが、 みんな仲が良く、

和気あいあいとしています。 分からないことがあるときはどの先輩も

優しく丁寧に指導してくれるので、 何のためらいもなく質問することが

できます。 他職種のスタッフともすごく仲が良いです。

回復期リハビリテーション病棟
理学療法士

（大阪府出身）日比　亜佑美

回復期リハビリテーション病棟
作業療法士

（長崎県出身）溝口　大輝

　患者さまが日常生活動作を再獲得し、 笑顔で在宅復帰されたと

きにはやりがいを感じます。 また、 障害を持ったことで生きがいを

失った患者さまが、 社会的役割や趣味を加味した作業療法を通し

て、 再度生きがいを見出し、 喜ばれている様子を見たときにはより

一層のやりがいを感じます。

　職場の雰囲気は、 同世代の人が多いので和気あいあいとして

います。 経験豊富な先輩も多く、 気軽に相談できるのでとても頼

りになります。 仕事終わりには病院敷地内にあるフィットネスジム

“AQUO” に通い、 みんな汗を流しリフレッシュしています。

９ 10

北出病院は急性期から在宅まで幅広く診ることが

できる病院です。やらなければいけないことは沢

山ありますが、医療従事者としてだけでなく、人

としても成長できる職場だと思います。医療に対

して熱い気持ちを持っている方は是非一緒に働き

ましょう。

北出病院は自分の将来像を抱

き、それに向かって取り組ん

でいきやすい環境だと思って

います。北出病院の一員とし

て、一緒に働けることを楽し

みにしています。

　学生時代に北出病院の実習でお世話になった指導者の方に憧

れて入職しました。 その方は確かな知識と技術があり、 さらに患

者さまからの信頼が厚い人間味に溢れる方でした。 また、 臨床

現場で取り組んでいる成果を学会などで積極的に発表されている

先輩方が魅力的であったこと、 リハビリテーション科の雰囲気が

和気あいあいとしていたことから北出病院で働こうと決めました。

北出病院に就職したきっかけは…？
　専門学校在学中に北出病院の奨学金制度利用していたことが

きっかけです。 私は九州出身なので見知らぬ土地で働くことに不

安がありましたが、 北出病院は住宅のあっせんや住宅手当といっ

た援助があることも決め手のひとつでした。 また、 黎明会には北

出病院に加え、 訪問看護ステーションや老人保健施設があり、

幅広い分野を経験できることも魅力的でした。

北出病院に就職したきっかけは…？
遠方から就職される人も多いですが、病院の

援助があるため、安心して働ける環境です。

県内・県外問わず、共に自己研鑚を積み、質

の高いリハビリテーションを提供できる仲間

を待っています！

先輩
pick up2

先輩
pick up3

遠方からの就職でも安心して働ける医療従事者としてだけでなく人としても成長できる

Ayumi Hibi Hiroki Mizoguchi

Junji Miyai

　就職後は回復期リハビリテーション病棟と在宅リハビリを経験し、 現在は

急性期病棟で働いています。 部署異動を通して様々な患者さまのリハビ

リに関わることができました。 患者さま一人ひとり、 症状も違えば目標も

異なります。 その中で患者さまとご家族のために自分は何をすれば良い

のか？自分の役割をきちんと果たし、 それが患者さまとご家族の笑顔に

繋がったとき、 とてもやりがいを感じています。

　北出病院はセラピストの人数が和歌山県内でもトップクラスであり、日々

仲間と切磋琢磨しながら業務に励むことができます。 また同年代が多く、

みんなとても元気で明るいです。 病院の周りには居酒屋が多いので、 業

務終了後はよく飲みに出かけて仲を深めています。

リハビリテーション科
理学療法士

（和歌山県出身）宮井　淳次

先輩
pick up4

自分の将来像を抱き、それに向かって取り組んでいきやすい環境

　学生時代に長期実習で北出病院にお世話になりました。 実習を通

じて、 職場の雰囲気や経験豊富なセラピストが多いこと、 さらに急

性期 ・ 回復期 ・ 維持期において、 幅広い場面でセラピストが活躍

していることにとても魅力を感じました。また私は地元の出身であり、

地元に貢献できる理学療法士になりたいと思い、 北出病院を選び

ました。

北出病院に就職したきっかけは…？
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　アドベンチャーワールド

動物たちと触れ合えるテーマパーク。 現在７頭のジャイアントパンダが暮らしており、 運が良

ければ赤ちゃんパンダが見られるかも…♪イルカショーやサファリパークは間近で動物たち

を見られることで大人気！ 　円月島

　白浜温泉

和歌山

pick up1

和歌山

pick up3歴史を感じる旅

熊野古道は世界遺産に登録されました！

　宮子姫

逸話 「安珍清姫」 でも有名な道

成寺の建立に関わったと云われ

ている聖武天皇の母 ・ 宮子姫は

御坊市の生まれです。

グルメな旅

海の幸と山の幸を食倒れ！和歌山

pick up2

11 12

どこ行こうかな〜♪

南紀白浜は全国各地から観光客が集まる人気の観光地。アドベンチャーワールドや白浜温泉が有名です。御

坊駅から白浜駅までは「特急くろしお」でたったの 40 分！午前中はアドベンチャーワールドで動物たちと

触れ合って、夕方から白浜温泉でゆったりするのも良いですね♪

南紀白浜を満喫
可愛いパンダやイルカショーは必見！

熊野古道で歴史の趣を感じるも良し。可愛いパンダを見に行くも良し。温泉で癒されるも良し。

海の幸を味わうも良し。熱い祭りに参加するも良し。和歌山県には魅力的な場所がいっぱい！

休日は和歌山巡りでリフレッシュ♪

大河ドラマ「真田丸」で話題になっ

た九度山（くどやま）は和歌山県北

部にあります。世界遺産に登録され

た熊野古道や那智の滝、高野山金剛

峰寺を歩いて、歴史に思いを馳せて

はいかがでしょう…。

温州みかんと南高梅で有名な和歌

山県ですが、実は隠れた名店がいっ

ぱい。海の幸に山の幸、和食にイ

タリアンにスイーツ…。休日は県

内のカフェ巡りへGO1♪

五穀豊穣を祈るため、地域ごとに秋祭りが

行われます。和歌山県民の祭りへの情熱は

他では味わえません。110 〜11 月は和歌山

の秋祭りでお囃子を聞きましょう！

　餅まき

健康まつり （p.13） でも恒例の 「餅まき」 は

棟上げ式や地域の行事の締めくくりには欠かせ

ないイベントです。 元は災いを祓うための儀式

だったそうですが、 今や子どもからお年寄りま

でが必死に餅に掴みかかるトリッキーなイベン

トに…。 一度体験してみてはいかがでしょう☆

私たちと一緒に

和歌山巡りへ！

和歌山

pick up4 伝統的なお祭り

和歌山県民は熱い祭りが大好き！

「学門駅」は駅名が「学問」に通じることか

ら、学業御守として入場券や入場券を形取っ

たキーホルダーが販売され、全国の学生や受

験生から注目を集めています♪

北出病院最寄りの「学門駅」と「御坊駅」をつ

なぐ紀州鉄道は西日本で１番走行距離が短い

路線として有名です。

思い出たくさん作れるね！

▲

▲

▲
▲

▲



Social medical corporation REIMEI-KAI KITADE Hospital

　

クラブ活動・イベントが盛りだくさん

新卒者に優しい住宅手当

フィットネスクラブをお得に利用！
趣味仲間と一緒に笑顔あふれる思い出がいっぱい！

初めての一人暮らしも安心 !

メディカル &フィットネス アクオで心と体をリフレッシュ♪

イベントを通して盛り上がることで職員同士の親睦を深めながら、明るく働きやすい職場

環境が保たれています。福利厚生イベントで心も体もリフレッシュ！

上／北出ベースボールクラブは 2016 年に

発足しました。主催した北出病院黎明旗争

奪野球大会でも大貢献！

右／消炎鎮痛楽団は院内での演奏だけでな

く、地域のイベントにも引っ張りだこ！院

長もトロンボーン担当で所属しています0

ツーリングクラブは自慢のオートバイ

でツーリングの旅へ

バーベキュー大会、ボーリング大会、慰安旅行、お誕生日

会…etc. 盛りだくさん！慰安旅行は沖縄旅行・エステツ

アー・スキー旅行・ミュージカル観劇・京都散策…etc. バ

ラエティーに富んだプランで日々の疲れを癒します♪

北出釣りクラブは黒潮の海釣りを

楽しんでいます

　バラとモデルの撮影会

当院自慢のバラが満開の時期に

開催される、プロのモデルさん

をお招きした撮影会☆

●北出病院まで徒歩圏内に借り上げ宿舎あり！

●家賃補助として住宅手当あり！

●初期費用（敷金礼金など）は全額法人負担

住宅あっせんのお手伝いもいたします。

地方からの就職の方も安心してお越しください♪

※写真はイメージです★

　健康まつり

健康に楽しく触れ合える機会として

地域のみなさんと一緒に楽しむ大イ

ベント！締めは恒例の餅まき♪

その他のクラブ活動

●黎明会ソフトボールクラブ
●マラソンクラブ
●黎明会 YOGA部
●バレー部　　　　　…etc.

消炎鎮痛楽団マスコット

Johnくん（サックス担当）

福利厚生

pick up1

13 14

君
を 待っ て ま す！

◀︎ 公式 Facebook 更新中！

北出病院

福利厚生 Welfare Program

◀︎ 当院のホームページでも
求人情報を公開しています

http://www.reimeikai.com

0738-22-8868（受付時間8:30 〜 17:30）☎ reimei@reimeikai.com✉
社会医療法人黎明会 法人本部

就職希望の方、不安や疑問をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください:

豊富なトレーニング機器を設置。プロのアスリートも使

用している「ホグレル」を導入しています。

GYM

エアロビ、女性に人気のヨガ、話題のレスミルズ教室など、

愉快なインストラクターたちとLet's enjoy★

STUDIO

25m×5コース。温水なので一年を通し

て利用可能です。泳いでも歩いても◎

POOL

福利厚生

pick up3
黎明会職員はジム、プール、スタジオ、スパ、サウナの全てを 1 回 300 円で

お得にご利用いただけます！月 8回以上の利用で素敵なプレゼントあり♪

リハビリスタッフも仕事終わりに気持ちいい汗を流しています。

福利厚生

pick up2

何でもご相談ください！
by 法人本部

▲ ▲



社会医療法人黎明会　北出病院

http://www.reimeikai.com
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