
石橋総合病院　野木病院　花の舎病院

看護師採用案内
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Total
Support

この街に住んで、

関わり合いを

持ったときから

いつまでも共に生きる

友志会看護部

急性期

回復期

生活期

在　宅

子育て

急性期の病院から始まり、回復期病院、

介護施設、訪問サービス、そして子育て

と友志会看護部では一連の流れで患者、

利用者さんにケアを提供しています。

また、働く職員にとっても多くの活躍

の場があり、自身がどういった病期に

向いているのかわからない。そんな方

でも自身の看護師像を職場生活の中で

きっと見つけることができます。

Our Business

医療

介護 子育て

 

全29施設は、栃木県下野市、小山市、栃木市、野木町、
茨城県古河市、境町に展開しています。急性期から
在宅まで活躍の場が多く、自身の興味の移り変わり
に合わせあらゆる看護の幅に対応可能です。

ライフステージの変化に合わせ、短時間勤務の利
用や夜勤のない部署へ異動をしながら長く勤務を
続けていくことができます。

多くの活躍の場 長く働ける環境1 2

石橋総合病院・野木病院・リハビリテーション花の舎病院

看護部 統括 水戸 美津子

医療法人社団友志会には、急性期ケアを主とする病院や亜急性期から慢性期の

ケアを主とする病院や施設、そして住み慣れた自宅で療養する地域の人々を

支援する訪問看護ステーションなど29の施設・事業所があります。栃木県内で

も規模の大きな医療法人となっております。新卒の方は看護専門職としての

キャリアをここでスタートしてみませんか。

また、結婚・育児などのライフステージの変化に合わせ法人内の他施設への異

動が可能です。職場の雰囲気は明るく、先輩ナースたちはとても優しい方々が

揃っています。自分のキャリアを磨きながら一緒に看護をしましょう。

POINTPOINT

石橋総合病院
野木病院

介護老人保健施設

訪問看護ステーション

保育園 ・ 児童養護施設

リハビリテーション

花の舎
いえ

病院

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム

キラリの舎キラリの舎

児童養護施設児童養護施設
アリスとテレスアリスとテレス リハビリテーションリハビリテーション

花の舎病院花の舎病院

グループホームグループホーム
森の舎森の舎

介護老人保健施設介護老人保健施設
ひまわり荘ひまわり荘
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石橋総合病院
２次救急指定病院

ISHIBASHI GENERAL HOSPITAL

イベン
ト

の様子

急性期から回復期、地域包括ケア、療養そして在宅へとあらゆる患者さんを対象
とし様々な病期を体験できます。

全職員数約 300人のアットホームな職場環境で、多職種との連携がスムーズです。
「患者さんにとってより良い支援を！」とチーム一丸となって支援しています。

産休・育休を取得し、復帰時も時間短縮勤務を活用しながら勤務するなど、
子育ても仕事も両立させている先輩が多くいます！

石橋総合病院は平成 29 年 3 月に新築移転し、新たなスタートを切った病院です。病床数は185 床で、一般急性期病棟 94 床、

回復期リハビリテーション病棟 42 床、療養病床 39 床、地域包括ケア病床 10 床となっています。看護師総数は 135 名と多

様な働き方を支援できるようにワークライフバランスを推進しています。長く勤めたいと思っている方、あらゆる病期を経

験できる石橋総合病院で一緒に働きませんか？「チーム石橋」の一員として是非一緒に創りあげていきましょう！

地域に根ざした総合病院
自治医科大学病院、獨協医科大学病院の中間地点にあり、高度急性期から在宅へと地域包括ケ
アシステムの展開に大きな役割を果たしています。幅広い分野で患者さんを中心においた多職
種協働の働きやすい職場です。総合病院の特性を活かし、あらゆるフィールドで看護力を発揮
できるように院内教育の充実とともに院外研修へも積極的に参加できるように配慮しています。
患者さん・ご家族の想いに寄り添った看護をスタッフ一同心がけています。

一週間のシフト例

About 
our 

hospital

6 月 スポーツ大会 7 月 八坂祭り 12 月 クリスマスコンサート5 月 茶話会

診療科目
内科、神経内科、小児科、外科、整形 外科、皮膚科、
泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科 、放射線科、
リハビリテーション科、麻酔科

病床数 185床（急性期病棟94床 / 回復期リハビリテーション
病棟42床 / 地域包括ケア病床20床 / 療養病床29床）

併　設 透析室（23床）

Point

Point

Point

チーム・担当看護師により
○ 環境整備
○ 清潔ケア など

検査・手術準備
救急対応など

交代でお昼休憩。
キレイな食堂でランチ。

申し送りから
勤務スタート

勤務開始勤務開始

勤務終了勤務終了

○ 入院対応
○ 検温
○ 看護記録
○ カンファレンス など

夜勤担当への申し送りなど

8:30

8:30 〜 11:30

13:30 〜 16:00

11:30 〜 13:30

16:00 〜

お疲れ様でした！今日は家で
ゆっくりしようかな♪

急性期病棟

新人ナースの

1日
忙しい毎日の中に

喜びと発見があります。

月 火 水 木 金 土 日

日勤 日勤 夜入 夜明 公休 公休 日勤４週８休制／２交代制

日勤

夜勤

8:30-17:30

16:30 - 翌 9:00

TEL FAX

〒 329-0596  栃木県下野市下古山 1 丁目 15-4

0285-53-1134 0285-53-3957

2 次救急指定病院

石橋総合病院
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看護実践能力 組織的役割遂行能力 自己教育・研究能力

1 年後の到達目標

所属する部署での基本的な
看護技術の習得、実践ができる

部署のチームメンバーとしての
役割遂行ができる

自己の教育的課題を指導によって
発見することができる

看護師の 6 割が既婚者で

家庭と仕事の両立を

行なっています。

ワークライフバランス
積極的に

取り組んで

います！

現在私が勤務している病棟は、急性期病棟ということもあり手術や、化学療法を行う患者

さんや他にも様々な処置が必要な患者さんが入院しています。その分、覚えなくてはなら

ないことも多く忙しいですが、たくさんのことが経験でき知識も多く身に付けることがで

きます。職場の雰囲気はとても良く、優しく尊敬できる先輩方がたくさんいる環境で、忙

しくもやりがいを感じながら働くことができています。

石橋総合病院では、私たち看護師が大切にされているのを感じます。患者さんの個々の状

態に合わせてケアに迷いがある時、先輩が一緒に考え導いてくれます。経験の少ない技術

には自分の手を止めて付き添ってくれ安心して働くことができています。また、卒後 1 年

目に他部署ローテーション研修に参加できます。救急外来から手術室、急性期病棟まで経

験することで患者さんの理解に繋げることができています。

働く職員の声 院内ローテーション

3 階北 / 急性期病棟 4 階南 / 回復期病棟

Voice !
看護師　添田 成美 看護師　加藤 南

石橋総合病院石橋総合病院
２次救急指定病院２次救急指定病院

ISHIBASHI GENERAL HOSPITAL
ISHIBASHI GENERAL HOSPITAL

看 護
体 制

チームで看護提供をしています。
新人さんもチームメンバーの一員です。
チームの先輩が責任を持ってサポートします。

2 年目

4
Apr

6
Jun

8
Aug

10
Oct

11 
Nov

3 
Mar

4
Apr

5
May

7
Jul

6 7

体験談
私

の

時はこうでした！

私
の

時はこうでした！

入職初日。

どんな先輩が

いるんだろう。

そろそろ夜勤も

独り立ち！緊張す

るけど先輩との夜

勤は色々話せる！

なかなか見る

チャンスのない部署

にもいけるわ！

来年からは

わたしも先輩！

ナースの働き方を考える

カンゴサウルス

野木病院・リハビリテーショ
ン花の舎病院・介護老人保健
施設・特別養護老人ホームに
て研修を行い関連先の理解を
深めます。

看護師として働くためのオリエ
ンテーションを行います。基本
的な看護技術の演習や他部署

（薬剤部・検査科・放射線科な
ど）の業務紹介も兼ねている
ため、安心して病棟に行くことが
できます。

11〜 1月にかけて、配属先以外
の部署（外来・訪問看護・手術
室・救急対応など）で研修を
行います。部署毎の役割の理
解や、看護技術の習得を目指
します。

毎年恒例の茶話会が開かれ
ます。同期入職のみんなと
リフレッシュ！

配属先は希望を考慮した上
で急性期・回復期・地域包
括ケア・療養病棟に分かれ
ます。少しづつ業務に慣れ
ていきましょう。

“かるがも夜勤”、“ オリエン
テーション夜勤 ” を経て独
り立ちを目指していきます。 あっという間の1年間 。

この時期に振り返りしたこ
とを来年に繋げます。

10 月には病院祭が開かれ、
病院全体が賑わいます。

関連病院・施設関連病院・施設
見学研修（法人内）見学研修（法人内）

集合研修集合研修 院内ローテーション研修院内ローテーション研修

茶話会茶話会

看護師としての第一歩看護師としての第一歩

夜勤開始時期夜勤開始時期
1 年を振返り、1 年を振返り、

2 年目へ2 年目へ

病院祭病院祭



イベン
ト

の様子

野木 病院

単科病棟ではないため、総合的な経験を積むことができジェネラリストを
目指していくことができます！

規模が小さい分、多職種との連携をスムーズに行うことができます！

超急性期病院はちょっと…という方にオススメです！

救急指定病院／在宅療養支援病院

NOGI HOSPITAL

野木病院は、平成元年より野木町の基幹病院として歩んできました。看護師の勤務年数は長く、経験豊富な職員が

勤務しています。病棟は地域包括ケア病床52床の、内科・眼科手術・透析・リハビリ目的整形患者さんの入院してい

る混合病棟です。入院期限がある中で患者さんは勿論、ご家族の意向を伺い、患者さんにとって一番良い環境へ退

院していただくためのケアを日々行っています。そんな野木病院で皆さんをお待ちしています。

小規模病院だからこそできること
小規模な病院だからこそ多職種連携がタイムリーにでき看護師としての提案・意見が迅

速に反映されています。また、地域完結型の友志会・延寿会・駿仁会の中にあり施設間

連携により、患者さんの変化していく健康状態時期に関わり続けていけます。

一週間のシフト例

About 
our

hospital

4月  入職式 8 月  夏祭り 11月  感謝祭7月 七夕飾り

診療科目
内科、神経内科、小児科、整形外科、外科、
消化器科、眼科、リハビリテーション科

病床数 52 床（全床地域包括ケア病床）

併　設 透析室（19床）

Point

Point

Point

受け持ち患者さんの状態
確認、申し送り。
受け持ちの患者さんは昨
夜、大きな変化がなかった
ので安心。

重症患者さんの状態
チェック。異常を発見
した時はすぐに報告。

インスリンの実施・食前薬の介
助・経管栄養の実施を行います。

お昼休憩。
みんなと楽しく食事！

透析患者さんの準備や
送り出しをします。

ナースステーション・
使用した物品の整理整頓

尿量チェック・抗生剤の投与　
リーダーに受け持ち患者の
申し送りをします。

8:30

10:00
11:30 12:30

13:30

17:00

16:00

お疲れ様でした！
今日はこのあと映画鑑賞。

1日
忙しい毎日の中に

喜びと発見があります。

月 火 水 木 金 土 日

日勤 日勤 日勤 夜入 夜明 公休 公休４週８休制／２交代制

日勤

夜勤

8:30-17:30

17:00 - 翌 9:00

勤務開始勤務開始

勤務終了勤務終了

地域包括ケア病棟

新人ナースの

TEL FAX

〒 329-0101  栃木県下都賀郡野木町友沼 5320-2

0280-57-1011 0280-57-1012

救急指定病院／在宅療養支援病院

野木病院

8 9



野木 病院野木 病院
救急指定病院救急指定病院

在宅療養支援病院在宅療養支援病院

NOGI HOSPITALNOGI HOSPITAL

多職種との情報共有や患者様とじっくり向き合える時間があるため、その方に合った看護

ができ患者様やご家族の笑顔が見られることにやりがいを感じます。新人としてできない

ことや分からないことが多々ありますが、先輩方はその都度丁寧に教えて下さり、また業務

中困ったことがないか声をかけてくださるので安心して働くことができています。

これからも患者様に合わせた看護を行い、看護技術を深めながら信頼される看護師を目指

したいです。

固定チームナーシングで、52床で2チームに分かれます。その
中でプリセプターと指導担当者が必ずつくため、日々の業務
での“わからない”をそのままにしない体制を取っています。

看護技術研修 看護師　加藤  智子

看 護
体 制

1 年の振り返りを行い2 年目
に向けて目標設定をします。

看護師の仕事は、患者さんの病気に対してだけではなく、その方自身にあったケアを行わ

なければならず、常に勉強の毎日ですがそこが同時に面白い点でもあります。野木病院は

決して大きな病院ではありませんが、その分他科との連携がスムーズな事が特徴です。

また病棟は一つしかありませんが、内科・整形・眼科等総合的な経験を積むことが可能です。

一緒にケアを行いましょう！

2 年目

看護師　小島 美由紀働く職員の声Voice !

来年はもっと

できることが

増えるように！

4
Apr

7
Jul

10 
Oct

11 
Nov

12 
Dec

3 
Mar

4
Apr

5
May

10 11

体験談

私
の

時はこうでした！

私
の

時はこうでした！

オリエンテーションを通し
病院を理解するところから
始まります。まずは病院に
慣れていきましょう。

先輩に付きながら日勤業務
を学びます。徐々に患者さ
んの受け持ちも行なってい
きます。

緊張の

初出勤！

私が丁寧に

教えます！

いよいよ夜勤！

眠くならない

かな

病棟ではなく別室にて研修
を行います。落ち着いた環
境で学ぶことで、きちんと
技術を身につけていきます。

看護技術研修看護技術研修

看護師としての第一歩看護師としての第一歩

患者さんの受け持ち患者さんの受け持ち

リハビリテーション花の舎病
院・介護老人保健施設ひまわ
り荘・訪問看護ステーション
たんぽぽにて研修を行い、法
人内における急性期〜在宅ま
での流れを学びます。

石橋総合病院・介護老人保健
施設・特別養護老人ホームにて
研修を行い、関連先の理解を
深めます。

日勤業務に慣れてくる時期。
先輩について少しずつ夜勤
を行います。

いろんな部署を

経験できる

関連病院・施設関連病院・施設
見学研修（法人内）見学研修（法人内）

関連病院・施設関連病院・施設
見学研修（法人内）見学研修（法人内）

1年目を振返り 1年目を振返り 
2 年目へ2 年目へ業務に慣れてくるころ業務に慣れてくるころ



患者さんを中心にした多職種（医師・セラピスト・管理栄養士・MSW）
相互の調整能力が身につきます。

リハビリが必要となる疾患の理解と看護が深まります！

患者さんの回復の過程を共に喜びあえる病院です！

イベン
ト

の様子

花の舎病院
リハビリテーション

HANANOIE HOSPITAL

リハビリテーション花の舎病院は全114床の回復期リハビリテーション専門病院です。急性期病院で治療が終わった

患者さんに、一定の期間集中的にリハビリテーションを行い、職場復帰や家庭復帰を目指すところです。患者さんやご

家族の希望を叶えられるように、看護師は患者さんが持てる力を最大限に発揮できるよう全身管理をしながら病棟で

のリハビリを行います。患者さんやご家族とじっくり関わることのできる環境で皆さんも一緒に働きましょう！

チームでつくる「笑顔」と「ゆとり」
24 時間、看護をつなげている看護師は、病院の中でも人数が多いのでともすると専門以
外の仕事も引き受けてしまいがちです。しかし、圧倒的にリハビリテーションスタッフ
が多い回復期リハビリテーション病院では専門以外の業務は全職員がチームとして協働
していますので、心にゆとりを持って働ける職場です。

一週間のシフト例

About 
our

hospital

2 月 節分 5 月 鯉のぼりレクリエーション 7 月 七夕レクリエーション 12 月 クリスマス会

対象疾患
脳血管疾患、大腿部頚部骨折等
発症後2か月以内

病床数 114床 (全床回復期リハビリテーション病棟)

併　設 透析室（35床）

Point

Point

Point

看護師・介護士・リハビリス
タッフ合同の申し送りがあ
るので患者さんの状態が把
握できて安心。今日も一日
頑張るぞ！

看護師・介護士ショート
カンファレンス

バイタル測定、処置、入浴
誘導などを行います。

血糖測定、インスリン注
射、経管栄養の準備や食
前薬の配布を行います。

手洗いを確認して食堂へ移動。
移乗はリハビリスタッフと一緒に。 嚥下機能の落ちている患者

さんは、言語聴覚士と一緒に
安全に食事介助を行います。

排泄介助、
食事摂取量の記載

担当患者さんのリハビリ
カンファレンスに出席。
患者さんの方向性を決める
大切な会議！

血糖測定、有熱者の再検査
を行い、夜勤者への引継。

1 日のチェックをして業務終了！
やっと終わった〜

8:30

9:00

10:00

11:00

11:30
12:00

13:00

14:00 〜 16:00

17:00

17:30

1日
忙しい毎日の中に

喜びと発見があります。

月 火 水 木 金 土 日

日勤 夜入 夜明 公休 公休 日勤 日勤４週８休制／２交代制

日勤

夜勤

8:30-17:30

17:00 - 翌 9:00

お疲れ様でした！
今日はイタリアンで女子会♪

勤務開始勤務開始

勤務終了勤務終了

回復期病棟

新人ナースの

TEL FAX

〒 329-0112  栃木県下都賀郡野木町南赤塚 1196-1

0280-57-1200 0280-57-2480

リハビリテーション

花の舎 病院
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花の舎病院は回復期の病院ということもあり、処置は多くはないですが、その分患者様や

ご家族の皆様とゆっくり関わる時間を持つことができます。また患者様が安全にリハビリ

テーションを行うためには看護師とリハビリスタッフの連携がとても重要です。プリセプ

ターの先輩と 1 対 1 で指導をしてもらいながら、月 1 回の師長やチームリーダーとの面談

で悩みを相談できるので安心して業務に取り組むことができています。患者様のＡＤＬが

向上していくことが一番のやりがいです。

看護技術研修

以前働いていた急性期病院で患者さんの経過報告レターを受け取ったのが花の舎病院への

入職のきっかけでした。そのレターには、笑顔の患者さんとリハビリの成果が同封されて

いました。車椅子で退院した患者さんが歩いている姿を見てとても嬉しく、同時に「患者

さんがこんなに頑張っているのだから自分も頑張ろう」という気持ちになりました。これ

からはレターの贈り手として、患者様の頑張る姿を急性期病院で働く仲間とエール交換し

ていこうと思います。

看護師　佐藤 菜美

花の舎病院花の舎病院
リハビリテーションリハビリテーション

HANANOIE HOSPITAL
HANANOIE HOSPITAL

プリセプター制度をとっているので、わからないことも
すぐに聞くことができます。また、年齢の近い職員が
指導者となるため、近い目線で学ぶことができます。

2 年目

看護師　大磯 香織働く職員の声Voice !

看 護
体 制

4
Apr

6
Jun

8 
Aug

11 
Nov

3 
Mar

4
Apr

5
May

14 15

体験談

私
の

時はこうでした！

私
の

時はこうでした！

今日から私も

看護師！

頑張るぞ

先輩と一緒なら

大丈夫！

2年目も精一杯

頑張ります！

夜勤でヘトヘト。

今日はゆっくり

休もう

いろんな部署を

経験できる !

社会人としてのマナーや習
得すべき看護技術の説明な
どを行います。準備をした
上で病棟へ向かいます。

先輩について日勤業務の流
れを理解しながらゆっくり
慣れていきましょう。

この頃には患者さんの受け
持ちができるよう準備をし
ていきます。

先輩と印象に残った事例を
振り返り、2 年目へと繋げ
ます。

日勤業務に慣れてきたら先輩
について夜勤を経験します。

先輩に付きながら基本的な
看護技術を覚えていきます。

看護採用オリエン看護採用オリエン
テーションテーション

看護師としての第一歩看護師としての第一歩

患者さんの受け持ち患者さんの受け持ち 1 年目を振り返り1 年目を振り返り
2 年目へ2 年目へ

夜勤のオリエン夜勤のオリエン
テーションテーション

少しづつ手技を少しづつ手技を

野木病院・介護老人保健施設
ひまわり荘・訪問看護ステー
ションたんぽぽにて研修を行
い、法人内における急性期〜
在宅までの流れを学びます。

石橋総合病院・介護老人保健
施設・特別養護老人ホー

ムにて研修を行い、関連先
の理解を深めます。

関連病院・施設関連病院・施設
見学研修（法人内）見学研修（法人内）

関連病院・施設関連病院・施設
見学研修（法人内）見学研修（法人内）



福利厚生
だから長く働ける！

「働きやすい」には理由があります。

リフレッシュ休 暇 奨 学 金 制 度

野木病院は明るく元気で協力し合える病院、
病棟です。1 つの事を成し遂げるための団結
力はどこにも負けません。また、急性期・回
復期・在宅看護の経験のある看護師が集まっ
ていて経験が豊富です。新人看護師の方が安
心して教育が受けられるようバックアップ体
制が整っています。皆さんを心よりお待ちし
ています。

3 階南病棟は、整形外科を主とする内科・眼
科・耳鼻科の急性期混合病棟です。患者さん
の疾患は多岐に渡り、学習の機会も多いです
が、多職種と顔の見える関係が構築しやすい
ため、共に学びあい、高めあえる職場環境で
す。整形外科疾患における「動く」ことは、
活動することに影響し、ご本人の QOL に直
結します。患者さんとともにある運動器看護
を一緒に目指していきましょう。

患者様の自立を支えるには、色々な職種が関
わる必要が出てきます。ご家族を含めて同じ
目標に向かって力を終結する「チーム医療」
を感じる機会が増え、患者様と一緒に目標を
分かち合える活気あふれる病棟です。皆さん
と一緒にケアできることを楽しみにしており
ます。

優しい笑顔と心を持って、患者・家族の不安
が軽減できるように努めています。多職種と
連携を取り、患者一人ひとりに合わせたケア
を行う事で、一日でも早く住み慣れた自宅へ
退院できるよう日々ケアを行っています。

4 階南病棟は回復期リハビリ病棟となってお
り、何らかの障害を持ちリハビリを必要と
している患者さんが入院しています。「でき
る ADL」を「している ADL」にするため多
職種で連携を図っています。障害を持ちなが
らもその人らしい生活を送るためには、看護
師として何をするべきなのか看護の原点に戻
り、考え、関われる病棟です。患者さんの回
復過程に一緒に関わり喜びを共感しながら看
護を実践していきましょう。

経験豊富な看護師が皆さん
をフォローします。

患者さんとともにある
運動器看護を

患者様と喜びを
分かち合える病棟です。

他職種との連携で患者
一人ひとりに合わせたケアを

回復過程に喜びを

勤続年数に応じてリフレッシュ休暇を
取得することができます。

保育園の利用

仕事と子育て、両立しやすい環境

復帰後の働き方産休・育休 100％取得

〜育休後も働くナースより〜

子育て中のママ看護師も多く、
上司・同僚に大変理解があり、
妊娠中から復帰後の今もとても
助けられています。子どもの急
な体調不良などで休むことや早
退しなければならないこともあ

りますが、嫌な顔せず声を掛け合って協力してくれ、本当に感謝
することばかりです。同年代のスタッフも多く、休憩中におしゃ
べりをしたり…　仕事が息抜きに感じるほど、育児をしながら働
きやすいです。母親としても看護師としても頑張りたい！そんな
思いを諦めずにいられる職場です。

育休から仕事復帰し 1 年が経ち
ました。復帰直後は毎週のよう
に子供が風邪を引き、仕事はお
休み。元気に登園できたかと思
えば保育園からお迎えの連絡が
あり早退。休みと早退の繰り返

しで同僚には申し訳なく、何度も仕事を辞めようと悩んだ時期
もありました。しかし、頼れる先輩ママナースも多く、仕事の
相談だけではなく子育ての相談も気軽にできる花の舎病院だか
らこそ楽しく仕事を続けられているのだと思います。

（石橋総合病院／看護師　篠﨑 春奈） （リハビリテーション花の舎病院／看護師　中村 文子）

貸与金額：月額 60,000 円

貸与金額：在学期間中

年の途中からでも利用可能

子育てをしていく中で、引続き同じ部
署で勤務が可能な方もいれば、環境が
変わりそうでなくなる方もいるかと思
います。法人内には、介護老人保健施
設や透析室のように夜間帯の勤務がな
い部署もあれば、訪問看護ステーショ
ンのようにオンコール体制を取ってい
る部署など生活環境に合わせた勤務が
可能です。

看護師さんはまだまだ女性の多い職
場になります。女性には出産、子育
てなど様々なライフイベントがあり
ます。友志会看護部では産休・育休
の取得率は 100％。自分だけが…と
いう状況ではないので安心です。ま
た、復帰後も安心して働ける環境が
整っています。

系列法人にて保育園を 2 ヶ所運営し
ており、保育園を利用しながら働い
て い る 職 員 も 多 く い
ます。子育てと仕
事どちらも両立し
ながら長く安心し
て働ける環境が
整っています。

友志会看護部では看護師を目指す
あなたの夢をサポートします！

10 年目 15 年目 20 年目

5 日 7 日 10 日

リーダーよりメッセージリーダーリーダーよりよりメッセージメッセージ

石橋総合病院
3 階南病棟／師長 大谷真理

石橋総合病院
4 階南病棟／副部長 兼  師長  米田範子

花の舎病院
さくら病棟 ／師長 高松富子

野木病院
リーダー／野村 美奈子

花の舎病院
れんげ・すずらん病棟 ／師長 田中睦

チーム医療を推進し、

質の高い看護サービス

の提供を目指します。

Message

From

Leader's
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介護老人保健施設 訪問看護ステーション

特別養護老人ホーム

児童関係

関 連 施 設

東北新幹線

上野東京ライン

湘南新宿ライン

東
京

新
宿

池
袋

野
木

小
山

小
金
井

自
治
医
大

宇
都
宮

石
橋

上
野

約５分 約36分

約65分
約６分 約65分

約10分 約6分 約3分 約5分 約12分

鬼怒川

日光

宇都宮

野木

石橋

小山
水戸 

古河

前橋

大宮

東京 
新宿

千葉

横浜

50km

群馬県

埼玉県

東京都

神奈川県

千葉県

茨城県

栃木県
A

B

A

B

石橋総合病院

野木病院
花の舎病院

T
r
a
in

 
r
o
u
t
e

アクセス

良好！

【 職員出身割合 】
栃木県 … 86 %
茨城県 … 9.9 %
埼玉県 … 2.4 %
東京都 … 0.9 %

リハビリテーションやケアを通して、在宅に復帰できるよう支援します。 住み慣れた自宅で過ごしたいというニーズ
に応えるため、看護師が訪問し、療養生活
を支援します。

家庭での介護が困難な方が入所し、生活全般の介護サービスを受ける「住まい」の代わりとなる施設です。

子どもひとりひとりの大切な生命を守り、地域に密着した子育て支援を行っています。

ひまわり荘

虹の舎
いえ

いちご保育園

たんぽぽ

ぶどうの舎
いえ

けやきの舎
いえ

春わらう舎
いえ

りんご保育園

石橋夢彩の舎
いえ

キラリの舎
いえ

児童養護施設

アリスとテレス

〒 329-0112
栃木県下都賀郡
野木町南赤塚 1218-1

〒 329-0104
栃木県下都賀郡野木町
佐川野1785-1

〒 329-0111
栃木県下都賀郡野木町
丸林 312-4

〒 329-0101
栃木県下都賀郡野木町
友沼 5119-12

〒 329-4404
栃木県栃木市大平町
富田 5-232

〒 306-0125
茨城県古河市仁連 601

〒 323-0825
栃木県小山市小1509-1

〒 329-0112 
栃木県下都賀郡野木町
南赤塚 842-20

〒 329-0596
栃木県下野市下古山
1 丁目 15-4

〒 306-0417
茨城県猿島郡境
若林 2269-1

〒 329-0112
栃木県下都賀郡
野木町南赤塚 1218-9

〒 329-0112
栃木県下都賀郡
野木町南赤塚 1219-3

TEL.0280-57-0300
FAX.0280-57-0616

TEL.0280-56-1000
FAX.0280-56-0055

TEL.0280-55-1225
FAX.0280-55-1220

TEL.0280-57-1888
FAX.0280-57-3819

TEL.0282-21-8833
FAX.0282-21-8834

TEL.0280-77-3333
FAX.0280-77-2621

TEL.0285-28-0200
FAX.0285-28-5600

TEL.0280-56-1708
FAX.0280-56-1709

TEL.0285-52-2293
FAX.0285-52-2268

TEL.0280-33-7300
FAX.0280-33-7341

TEL.0280-57-3211
FAX.0280-57-3212

TEL.0280-57-0015
FAX.0280-57-0024

看護師として働こうと考えている皆さんにとってインターンシッ
プ（看護体験）は職場環境や看護師の仕事の大切さを考える良い
機会となります。また、病院・施設見学も随時行なっております
のでお気軽にご連絡ください！

病院見学・インターンシップ受付中

採用までの主な流れ

連絡先
医療法人社団 友志会 採用担当宛

0280-57-2256

見 学 面 接 内 定
1.1. 2.2. 3.3.

まずは見学にお越し
ください！

面接は一回のみ
行います。

後日、面接の結果
をご連絡します。

ロケーション
MAP 通勤圏内として栃木県のみならず多くの看護師たちが通勤圏内として栃木県のみならず多くの看護師たちが

夢をたずさえて集まって来ます。夢をたずさえて集まって来ます。当法人では、多数の関連施設を運営しており、見学・研修などを通して医療の

現場における幅広い知識とスキルを身に付けることが可能です。

3 病院ともJR 沿線にあり、都内へのアクセスも良好！3 病院ともJR 沿線にあり、都内へのアクセスも良好！
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医療法人社団 友志会 / 社会福祉法人 延寿会 / 医療法人 駿仁会

〒 329-0101 栃木県下都賀郡野木町友沼5320-2

TEL.0280-57-2256 (採用担当)

http : //www.nogihosp.or.jp


