
医療法人平病院

あなたと創るみんなの病院

職員募集案内

〒709-0498 岡山県和気郡和気町尺所438



POSITION    平病院の立ち位置

“地元のかかりつけ病院として”

１.地元かかりつけ病院として、最高の地域医療を展開します。
２.地域社会や他の医療機関と連携し、地域の健康寿命日本一を
めざします。

３.全職員ともに学び、磨きあうことのできる、やりがいのある
職場を築きます。

４.安全安心な医療と、五感にやさしい療養環境を提供します。

理念

役割

平病院

医療・介護
予防・健康地域の

医療機関
介護施設 連携

現在、「地元かかりつけ病院として、最高の地域医療を展開します」
を第一理念として日々活動しております。日常的な疾患、外傷から
一次・二次救急、慢性疾患管理等、地域に密着した医療の提供と、
介護部門では訪問介護・看護、通所リハビリテーション、
訪問リハビリテーション等、要介護状態になられても、ご自宅で
安心して生活して頂けるサービス提供に努めております。
また、地域のほとんどの方が一次救命救急とＡＥＤの使用ができる様に、
学校や各種施設を中心に講習会を開くお手伝いもさせて頂いています。
地域社会や他の医療機関と連携し、健康寿命日本一の町づくりを
めざして、鋭意努力してまいります。

MESSAGE 院長メッセージ

理事長・院長 平資正



ABOUT     平病院について

診療科目

病床数

一般病棟

療養病棟

結核病棟

付属施設

職員数

内科、外科、整形外科、循環器科、眼科、放射線科
糖尿病外来、リハビリテーション科

89床

200名

10対1 33床（うち地域包括ケア病床20）

20対1 29床

10対1 27床

訪問看護事業所、居宅介護支援事業所、通所リハビリテーション

各種指定 健康保険法指定医療機関 国民保険療養医療機関
労災保険指定医療機関 結核予防法指定医療機関
生活保護法指定医療機関 原爆被害者指定医療機関
日本臨床検査精度保証認定施設 救急告示病院
在宅療養支援病院

施設基準 一般病棟入院基本料１０対１ 療養病棟入院基本料Ⅰ
療養病棟療養環境加算Ⅰ 結核病棟入院基本料１０対１
診療録管理体制加算２ 救急医療管理加算
地域包括ケア入院医療管理料Ⅰ リハビリテーション提供体制加算
認知症ケア加算２ 地域連携診療計画退院時指導料
がん治療連携指導料 運動器リハビリテーション料Ⅰ
脳血管疾患リハビリテーション料Ⅰ 呼吸器リハビリテーション料Ⅰ
心大血管リハビリテーション料Ⅰ がん患者リハビリテーション料
無菌製剤処理料 薬剤管理指導料

チーム医療 働きやすさ 地域活動

◆ 他職種カンファレンス
◆ NSTチーム活動
◆ 褥瘡対策チーム
◆ 誕生日会
◆ 親睦会
◆ 職員旅行
◆ クラブ活動

◆ 残業少ない
◆ 時間内の院内研修
◆ 院外研修の勤務扱い
◆ 時間内の委員会活動
◆ 積極的な有休消化
◆ 保育手当（子育て支援）
◆ お互い様の精神

◆ スポーツ障害予防センター

◆ 院内コンサート
◆ 健康イベントへの参加
◆ 院内ギャラリー展示

FEATURE 平病院の特徴

“ここは昔から働きやすかった”

“この地域のために”



MEET THE TEAM    部署の紹介

“働きやすい病院の維持・向上を目指して”

看護部理念
私たちは安全・安心な環境と質の高い看護を提供する為に、
共に学び活気のある職場を築きます。

基本方針
１．患者様と関わり個人を尊重した看護を提供
２．看護職員の教育と研修を推進する
３．働きやすい環境を作り看護師のモチベーションを高める

看護部

30年前からライフワークバランスを考慮した
働きやすい病院でした。私の役割はその「働き
やすさ」を維持向上することです。制度のさら
なる充実を整備するとともに、その人の希望を
可能な限り叶えることができるよう、定期的な
面談も行っています。

看護部長 鳥越かつ枝

当院はスタッフ間の関係がとても良好です。
「体調を崩した」「子どもが熱を出した」時には
文句の一つも言わずフォローをしてくれます。
「この時期が忙しいから、このあたりで休みを取
った方がいい」などとアドバイスされたり、優しく
接してもらえてありがたく感じたこともありました。

看護師 Mさん

働きやすさが平病院の良さだと思います。
残業はほとんどなく、全員で協力して1日の
仕事を終え「今日もお疲れさま！」とみんなで
帰れる環境です。体調不良などの急なお休み
も「お互い様！」と皆でカバーする雰囲気が
あります。

看護助手 Ｉさん



MEET THE TEAM    部署の紹介

“全国でも先進的な医療・介護・予防３チーム制”
理念
一人一人の病状に合わせてリハビリの専門家が親身になってサポート致し
ます。心身機能の回復を図り、ADLの改善やQOLの向上を目指します。
基本方針
１．リハビリ関連スタッフを56名配置
２．1日1～2時間のリハビリテーション提供体制
３．チームで取り組む摂食・嚥下リハビリテーション
４．リハビリテーションスクールの開催
５．スポーツ障害予防センター
チーム構成

リハビリテーション部

人材育成に本当に力が入っています。先輩
たちが気さくに声をかけてくれ、熱心で、活気が
ある。医療介護予防を全て学ぶことができ、
勉強会や研修会などの機会が週1～2回の
頻度で得られるので、自身の知識やスキルが
アップデートされていくのを実感できます。

理学療法士 Iさん

理学療法士 19

作業療法士 6

言語聴覚士 2

歯科衛生士 1

健康運動指導士 4

介護士 8

看護師 2

送迎スタッフ 4

リハ助手 2

医療 介護 予防

・入院・外来リハビリ
・病棟リハビリ

・通所リハビリ ・リハビリスクール
・スポーツ障害予防センター

脳血管：15%
運動器：60%
呼吸器：18%
心大血管：1%
廃用：7%

リハビリ・転倒予防体操
口の体操
レクリエーション

トレーナー派遣
スポーツ大会サポート
スポーツ大会企画
ワークショップ
フィジカルチェック など



看護 結核病棟 看護 外来

リハビリテーション 栄養課

PICK UP 各部署の取り組みを一部紹介

直営運営しています！
～安全で美味しく楽しい食事～

ハンドケア・フットケア
～お気軽にどうぞ♪～

DOTSカンファレンス
～退院後も安心して過ごせるように～

ハンドケアで
幸せホルモンを！
足の爪切りなども
ご希望の方に
無料で実施して
います。

医師、看護師、
薬剤師、MSW、
担当保健師が、
患者様に合った支援
を行っています。

安全で美味しいこと
はもちろん、楽し
んでいただける
ような食事の提供を
行っていきます。

スポーツ障害予防センター
～一人でも多くスポーツの喜びを～

スポーツの喜びを
通じて青少年を育成
することを主体に、
理学療法士と健康
運動指導士が協働
して活動しています

看護 療養病棟

目指せ！褥瘡発生率0%

褥瘡対策チームと
病棟の看護師・
看護助手が一体と
なって日々ケアを
行っています。

看護 一般病棟

なんでも相談できる
病棟コンシェルジュ

患者様とご家族様
との心の距離を
埋めるために。
なんでも相談に
乗ります。



写真写真

健康教室 健康福祉
フェア

一般病棟看護師 充実のリハビリ環境

PHOTO GALLERY 平病院の日常

風通しの良い環境 病院の顔

クラブ活動 職員旅行



採用に関するお問合せ

見学

面接
①病院ホームページ
②電話 ☎0869-93-1155

いずれかの方法でお問合せください

病院HPはコチラ採用担当：平（タイラ）

（問合せフォームあり）

もっと病院を知りたい方は 医療法人 平病院
〒709-0498 岡山県和気郡和気町尺所４３８
TEL (0869) 93 - 1155 (代)    MAIL:  info@tairahos.or.jp
ホームページ:  https://www.tairahos.or.jp

ホームページにバックナンバー有

広報紙 DANRYU

こころ和む町 和気

明るく楽しい認知症予防教室

FOR YOUR HEALTH 種類豊富な地域のための活動
詳しくは「暖流」バックナンバーで

市民向け講演会 リハビリテーションスクール

クリスマスコンサート

予防・健康促進の活動

文化活動

院内ギャラリー

医療介護連携促進の活動

私たちの知識・スキルを余すことなく活かして、地域の皆さんの役に立ちたい。

ＩＮＡＲＳ（心停止回避コース）

壁面アート


