
〔3年制〕

ふりがな

法　人　名

求人担当者名

事業内容

職　　　種 年　　　齢

必要資格

試用期間

採用予定数 休　日

雇用形態 勤務時間

基　本　給 昇　給

諸　手　当 加入保険

7.6年

前年度の月平均所定外労働時間 6時間

前年度の有給休暇の平均取得日数 11日

　受付期間　

応募方法

応募書類

試験日時

結果通知

試験会場

選考方法

＜お問合せ＞

求
　
人
　
者 職　員　数

総数714名（男子　239名　女子　475名）　　※平成29年4月1日現在

＜内訳＞
 医師67、研修医10、看護職293、薬剤師21、放射線技師26、臨床検査技師31、
 理学療法士27、作業療法士15、言語聴覚士3、臨床工学技士16、他

勤務施設概要

しゃかいいりょうほうじん せいてつきねんむろらんびょういん 代表者名

〒050-0076 電話番号

室蘭市知利別町1丁目45番地 0143-44-4650

           同　　　上
ホームページ

http://www.nshp-muroran.or.jp/

求　　人　　票
平成29年12月1日

（社会医療法人 製鉄記念室蘭病院）

理学療法士資格（取得見込者含む）

社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 （理事長）松木　高雪

願書提出先

所在地

2ヶ月

1名 土・日・祝日、年間119日

正職員

（事務長）山口秀一

病院、介護老人保健施設、診療所の経営、他

＜名称＞社会医療法人 製鉄記念室蘭病院（総合病院）
＜所在地＞法人所在地に同じ
＜病床数＞347床
＜診療科＞
 総合内科、内科・循環器内科、呼吸器内科、消化器・血液腫瘍内科、 小児科、
 外科・呼吸器外科・消化器外科、 整形外科、心臓血管外科、産婦人科、泌尿器科、
 眼科、皮膚科、脳神経外科、 耳鼻咽喉科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション科、精神科

雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険

賞　与
年2回（3か月＋業績連動）
※平成28年実績　4.5ヶ月

その他
○有給休暇（初年度から20日間）
○福祉休暇、出産・育児休暇制度等有
○交通費支給 ○労働組合有

採
用
条
件

理学療法士 新卒者のみ

職務内容

病院リハビリ業務・・・主に急性期入院・外
来, 回復期リハビリ業務 等（法人事情によ
り関連施設の介護老人保健施設・通所リ
ハビリ等の担当職務異動あり）

試験後２週間以内

製鉄記念室蘭病院（所在地に同じ）

【病院リハビリテーション部門概要】
　当院のリハビリ施設基準は, 全疾患別リハビリ施設基準Ⅰ（運動器・心大血管疾患・呼吸器・廃用症候群・脳血管疾患）と, が
ん患者リハビリ施設基準を取得しています. 数年前から小児リハビリ（主に外来）も積極的に行っています. 急性期の総合病院
として段階を経ながら様々な疾患の症例を幅広く経験することができます. リハビリ疾患別比率は運動器疾患56％,  心大血
管疾患20％, その他の内部障害疾患（呼吸器・廃用症候群・がん患者等）25％ .　色々な部門を経験し, 多様な対象疾患に対
応することで 療法士としての力を存分に発揮出来る環境にあります.　新人職員が充実した第一歩を踏み出せるように入職か
ら新人研修期間をとり,  当スタッフが全面的にサポートしています. また, 当部署でも定期的に勉強会が行われ, 充実した教育
環境が整っています. 皆さんが養成校で培った知識・技術を活かし, さらなるスキルアップを目指していただければと思います.
近年, 臨床研究にも積極的に力を入れて進めており, その成果を学術大会で発表するなど活発的な活動を行っております.
地域の総合病院で, 共にｽｷﾙを磨き,  将来性のある病院で明るく楽しくやりがいを感じながら働き,活躍してくれる方を募集しま
す.　見学は随時お受けしておりますので, ご希望の方はお気軽にご連絡下さい.
【PT業務内容と適正】
入職後は当面, 急性期分野の業務に従事.　ローテーションで回復期リハビリ病棟配属あり.

社会医療法人製鉄記念室蘭病院　経営企画課　山口

一次選考→書類選考　、　二次選考→筆記試験（専門知識）及び面接試験　（個人面接）

8時50分～17時25分

給
与
条
件

203,730円～ 年1回

過勤務手当、住宅手当、他
（当社規程に基づく）

参
　
考

平均勤続年数
研修、自己啓
発支援の有無
及び内容等

入社後3日間、就業前研修有
年4～5回、院内研修会実施
その他、職種ごとに研修を開催
研修・出張に対する助成制度有

電話：0143－47－4404　FAX：0143－47－4354

採
用
試
験

平成30年1月19日（金）まで（応募書類必着）

上記願書提出先まで郵送　※勤務志望施設を（病院・訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）どちらか明記の上郵送のこと

履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書、学校推薦書

書類選考通過者に対し別途通知



〔4年制〕

ふりがな

法　人　名

求人担当者名

事業内容

職　　　種 年　　　齢

必要資格

試用期間

採用予定数 休　日

雇用形態 勤務時間

基　本　給 昇　給

諸　手　当 加入保険

7.6年

前年度の月平均所定外労働時間 6時間

前年度の有給休暇の平均取得日数 11日

　受付期間　

応募方法

応募書類

試験日時

結果通知

試験会場

選考方法

＜お問合せ＞

求
　
人
　
者 職　員　数

総数714名（男子　239名　女子　475名）　　※平成29年4月1日現在

＜内訳＞
 医師67、研修医10、看護職293、薬剤師21、放射線技師26、臨床検査技師31、
 理学療法士27、作業療法士15、言語聴覚士3、臨床工学技士16、他

勤務施設概要

しゃかいいりょうほうじん せいてつきねんむろらんびょういん 代表者名

〒050-0076 電話番号

室蘭市知利別町1丁目45番地 0143-44-4650

           同　　　上
ホームページ

http://www.nshp-muroran.or.jp/

求　　人　　票
平成29年12月1日

（社会医療法人 製鉄記念室蘭病院）

理学療法士資格（取得見込者含む）

社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 （理事長）松木　高雪

願書提出先

所在地

2ヶ月

1名 土・日・祝日、年間119日

正職員

（事務長）山口秀一

病院、介護老人保健施設、診療所の経営、他

＜名称＞社会医療法人 製鉄記念室蘭病院（総合病院）
＜所在地＞法人所在地に同じ
＜病床数＞347床
＜診療科＞
 総合内科、内科・循環器内科、呼吸器内科、消化器・血液腫瘍内科、 小児科、
 外科・呼吸器外科・消化器外科、 整形外科、心臓血管外科、産婦人科、泌尿器科、
 眼科、皮膚科、脳神経外科、 耳鼻咽喉科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション科、精神科

雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険

賞　与
年2回（3か月＋業績連動）
※平成28年実績　4.5ヶ月

その他
○有給休暇（初年度から20日間）
○福祉休暇、出産・育児休暇制度等有
○交通費支給 ○労働組合有

採
用
条
件

理学療法士 新卒者のみ

職務内容

病院リハビリ業務・・・主に急性期入院・外来,
回復期リハビリ業務 等（法人事情により関連
施設の介護老人保健施設・通所リハビリ等
の担当職務異動あり）

試験後２週間以内

製鉄記念室蘭病院（所在地に同じ）

【病院リハビリテーション部門概要】
　当院のリハビリ施設基準は, 全疾患別リハビリ施設基準Ⅰ（運動器・心大血管疾患・呼吸器・廃用症候群・脳血管疾患）と, がん
患者リハビリ施設基準を取得しています. 数年前から小児リハビリ（主に外来）も積極的に行っています. 急性期の総合病院とし
て段階を経ながら様々な疾患の症例を幅広く経験することができます. リハビリ疾患別比率は運動器疾患56％,  心大血管疾患
20％, その他の内部障害疾患（呼吸器・廃用症候群・がん患者等）25％ .　色々な部門を経験し, 多様な対象疾患に対応するこ
とで 療法士としての力を存分に発揮出来る環境にあります.　新人職員が充実した第一歩を踏み出せるように入職から新人研修
期間をとり,  当スタッフが全面的にサポートしています. また, 当部署でも定期的に勉強会が行われ, 充実した教育環境が整って
います. 皆さんが養成校で培った知識・技術を活かし, さらなるスキルアップを目指していただければと思います. 近年, 臨床研
究にも積極的に力を入れて進めており, その成果を学術大会で発表するなど活発的な活動を行っております. 地域の総合病院
で, 共にｽｷﾙを磨き,  将来性のある病院で明るく楽しくやりがいを感じながら働き,活躍してくれる方を募集します.　見学は随時
お受けしておりますので, ご希望の方はお気軽にご連絡下さい.
【PT業務内容と適正】
入職後は当面, 急性期分野の業務に従事.　ローテーションで回復期リハビリ病棟配属あり.

社会医療法人製鉄記念室蘭病院　経営企画課　山口

一次選考→書類選考　、　二次選考→筆記試験（専門知識）及び面接試験　（個人面接）

8時50分～17時25分

給
与
条
件

208,770円～ 年1回

過勤務手当、住宅手当、他
（当社規程に基づく）

参
　
考

平均勤続年数
研修、自己啓
発支援の有無
及び内容等

入社後3日間、就業前研修有
年4～5回、院内研修会実施
その他、職種ごとに研修を開催
研修・出張に対する助成制度有

電話：0143－47－4404　FAX：0143－47－4354

採
用
試
験

平成30年1月19日（金）まで（応募書類必着）

上記願書提出先まで郵送　※勤務志望施設を（病院・訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）どちらか明記の上郵送のこと

履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書、学校推薦書

書類選考通過者に対し別途通知


