
（大学用） 令和1年10月18日

所在地 〒８１６－０８６４ ℡ (092) 573-6622

施設名 医療法人  徳洲会  福岡徳洲会病院

福岡県春日市須玖北4丁目５番地

施設長氏名   院長    海江田　令次 求人担当者 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室  札本（ふだもと）　   (内線1410)

採用条件・採用にあたっての希望事項その他

採用 理学療法士 ５名 各資格取得見込み者

希望人員 作業療法士 ３名

言語聴覚士 ３名 採用年月日:令和2年4月1日

開院年月日

　内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、

施 診療科目 　形成外科、脳神経外科、脳卒中内科、脳卒中外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、こう門外科、

　産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、心療内科、アレルギー科、リウマチ科、リハビリテーション科、

設 　消化器外科、救急科、病理診断科、呼吸器外科、放射線診断科、放射線治療科、肝臓内科、

　歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科（36診療科）

概

病床数 602床 外来患者1,100名/日 ﾘﾊ対象患者 ２０１８年度平均　入院４８０件　外来２５件/日

要 職員数 医師 162名 看護師 640名 他職員数 591名  (総職員数1,489名)

理学療法士  50名 作業療法士 28名 言語聴覚士   16名 ﾘﾊ診療科助手 2名

リハビリテーション室　合計 96名

・脳血管・運動器・呼吸器・心大血管　全て　Ⅰ

参考事項 ･ﾘﾊ科医師２名・厚生労働省臨床研修指定病院・年間救急搬入件数件10,000件

・超急性期から在宅まで包括リハを実施しています。

・急性期の言語療法全般、高次脳機能障害、嚥下障害に対する治療を積極的に実施しています。

職務手当 10,000 基本合計 208,618 ・通勤手当(上限10万円迄)

技師手当 9,000 ・時間外手当

採 給与手当 調整手当 3,718 ・住宅手当24,000円

賞与 年   ２回   支給額  3.3ヶ月程度 (家賃の半額上限・借家の場合)

(昨年実績) ・扶養手当  配偶者  16,000円

用 　 子１人5,000円

昇給 昇給率年 2％前後      2,000円程度        (第2子まで)

(昨年実績) その他   2,000円

条

・有給休暇  3ヶ月経過後3日

件 勤務条件 平日・土日祝日  自  8:30～至  17:00 休 　　　　　　 　6ヶ月経過後7日附与

日 ・週1日の法定休日（日曜日又はその代替日）と

・ 　4週を通じ4日以上の週休をあわせた年間110日

食事 宿舎施設 その他(社会保険・学会・研修会出張その他事項)

そ 福利厚生 職員食堂１食300円 なし 健康・厚生・雇用・労災・財形・その他

 学会 研修会 出張可

その他

の 随時受付けていますので病院見学等 選考方法 面接

応募方法 いつでもお気軽にお申し込み下さい 採用試験日 令和１年１１月３０日（土）　９:００～

他 求人担当ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室　札本（ふだもと） 応募締切 令和１年１１月２２日（金）必着

提出書類 履歴書 ・成績証明書・卒業予定証明書・健康診断書（必ず、上記求人担当宛てにお送りください。）

・平成26年9月1日新築移転しました。

補足説明 ・いつでもどこでも誰でもが、最善の医療が受けられる社会を目指して現在までに北海道から沖縄

その他事項   まで300ヶ所以上で運営しています。

・福岡都市圏で最も人口密度の高い春日市(福岡の中心街まで車で15分)に位置しています。

　　　　　　　　　令和　2　年度　　求   人    依    頼    票

合計

185,900

昭和54年10月1日

本俸 諸手当



（専門学校用） 令和1年10月18日

所在地 〒８１６－０８６４ ℡ (092) 573-6622

施設名 医療法人  徳洲会  福岡徳洲会病院

福岡県春日市須玖北4丁目５番地

施設長氏名   院長    海江田　令次 求人担当者 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室  札本（ふだもと）　   (内線1410)

採用条件・採用にあたっての希望事項その他

採用 理学療法士 ５名 各資格取得見込み者

希望人員 作業療法士 ３名

言語聴覚士 ３名 採用年月日:令和2年4月1日

開院年月日

　内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、

施 診療科目 　形成外科、脳神経外科、脳卒中内科、脳卒中外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、こう門外科、

　産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、心療内科、アレルギー科、リウマチ科、リハビリテーション科、

設 　消化器外科、救急科、病理診断科、呼吸器外科、放射線診断科、放射線治療科、肝臓内科、

　歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科（36診療科）

概

病床数 602床 外来患者 1,100名/日 ﾘﾊ対象患者 ２０１８年度平均　入院４８０件　外来２５件/日

要 職員数 医師 162名 看護師 640名 他職員数 591名  (総職員数1,489名)

理学療法士  50名 作業療法士 28名 言語聴覚士   16名 ﾘﾊ診療科助手 2名

リハビリテーション室　合計 96名

・脳血管・運動器・呼吸器・心大血管　全て　Ⅰ

参考事項 ･ﾘﾊ科医師２名・厚生労働省臨床研修指定病院・年間救急搬入件数件10,000件

・超急性期から在宅まで包括リハを実施しています。

・急性期の言語療法全般、高次脳機能障害、嚥下障害に対する治療を積極的に実施しています。

職務手当 10,000 基本合計 207,496 ・通勤手当(上限10万円迄)

技師手当 9,000 ・時間外手当

採 給与手当 調整手当 3,696 ・住宅手当24,000円

賞与 年   ２回   支給額  3.3ヶ月程度 (家賃の半額上限・借家の場合)

(昨年実績) ・扶養手当  配偶者  16,000円

用 　 子１人5,000円

昇給 昇給率年 2％前後  2,000円程度        (第2子まで)

(昨年実績) その他   2,000円

条

・有給休暇  3ヶ月経過後3日

件 勤務条件 平日・土日祝日   8:30～ 17:00 休 　　　　　　 　6ヶ月経過後7日附与

日 ・週1日の法定休日（日曜日又はその代替日）と

・ 　4週を通じ4日以上の週休をあわせた年間110日

食事 宿舎施設 その他(社会保険・学会・研修会出張その他事項)

そ 福利厚生 職員食堂１食300円 なし 健康・厚生・雇用・労災・財形・その他

 学会 研修会 出張可

その他

の 随時受付けていますので病院見学等 選考方法 面接

応募方法 いつでもお気軽にお申し込み下さい 採用試験日 令和１年１１月３０日（土）　９:００～

他 求人担当：ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室　札本（ふだもと） 応募締切 令和１年１１月２２日（金）必着

提出書類 履歴書 ・成績証明書・卒業予定証明書・健康診断書（必ず、上記求人担当宛てにお送りください。）

・平成26年9月1日新築移転しました。

補足説明 ・いつでもどこでも誰でもが、最善の医療が受けられる社会を目指して現在までに北海道から沖縄

その他事項   まで300ヶ所以上で運営しています。

・福岡都市圏で最も人口密度の高い春日市(福岡の中心街まで車で15分)に位置しています。

　　　　　　　　　令和　2　年度　　求   人    依    頼    票

合計

184,800

昭和54年10月1日

本俸 諸手当


