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介護福祉士
Keiju Healthcare System

やりたい介護がここにある
けいじゅヘルスケアシステムの介護事業統括部門では
スタッフ全員が自分らしく
笑顔で介護を続けられるように
一人ひとりの夢を実現するためのサポートをしています
あなたの夢をここで形にしてみませんか

いつでも、誰でも、たやすく、
安心して、診療を受けられる病院にする
私達は、患者・利用者の皆様の権利を尊重し、信頼される質の高い

信頼の心

法人理念
基本方針

医療により、地域に貢献します

思いやりの心

私達は、思いやりのある病院・施設づくりに努めます

健全な経営

私達は、収支構造の安定した病院・施設を維持します

職員の健康と幸せ

私達は、董仙会の発展を通じ、職員の健康と幸せを築きます

◇法人・施設概要

◇人材育成・環境

◇その他
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かけがえのない「あたりまえの日々」を支えています
介護事業統括部門長 吉田 茂和

社会医療法人財団 董仙会は
「いしかわ魅力ある福祉職場」に認定されています

けいじゅヘルスケアシステムでは、在宅系サービスから施設系サービスまで、さまざまな介護サービ

増加・多様化する介護・福祉ニーズに対応するため、石川県では、2017年度から「いしかわ

スを取りそろえ、近隣の方々の日々の「暮らし」を支えています。

魅力ある福祉職場認定制度」を推進し、業界全体のレベルアップを図っています。

近年の天災報道を目にするにつけ、「あたりまえ」がいつも「あたりまえ」であることの有難さを感じ

当法人は初年度より「いしかわ魅力ある福祉職場」の認定を受けており、給与・休暇制度や

ながら、ともに集い、ともに泣き、ともに笑い、時にその笑顔に励まされながら、その人の「ありたい

資質向上研修の実施など、職員がやりがいを持ち、安心して働くことができる職場環境が、

暮らし」を実現するために、温かい心の通ったケアを大切に、日々の介護に取り組んでいます。

魅力ある職場づくりに取り組むモデル的事業所であるとして選定されました。
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数字で見る施設紹介

展開地域のご紹介

沢山の仲間が、様々な施設で活躍しています！

先端医療から福祉まで「生きる」を応援します

介護福祉士の仕事

介護老人保健施設 和光苑 入所 150名、通所40名

介護老人保健施設 鶴友苑

介護職員数 68名（男性16人、女性52人）

介護職員数 26名（男性4人、女性22人）

入所 50名、通所25名

介護福祉士74％

高齢社会を迎え、高齢者の自立に向けた介護の役割がより重要になってきています。近年ではたんの吸引など医療的行為の一

介護福祉士92％

部を行えるようになり、仕事の領域も拡大される傾向にあります。多職種と協働し、個別の計画に基づいて生活を支え、その方ら
しい穏やかな生活を送ることができるように援助しています。

介護医療院 恵寿鳩ヶ丘

恵寿鳩ヶ丘

在宅複合施設 ほのぼの

入所 135名、通所25名

介護職員数 47名（男性13人、女性34人）

（鳳珠郡穴水町）

通所25名、ショート30名

介護職員数 28名（男性5人、女性23人）

介護福祉士85％

介護福祉士82％

鶴友苑
（七尾市田鶴浜町）

ほのぼの・いきいき
（鹿島郡中能登町）

和光苑
（七尾市津向町）

恵寿総合病院

通所リハビリテーション事業所 いきいき

（七尾市富岡町）

デイサービスセンター いこい

定員 午前・午後15名

いこい（鹿島郡中能登町）

介護職員数 12名（男性1人、女性11人）

介護職員数 3名（男性1人、女性2人）

けいじゅ一本杉

定員 35名

介護福祉士100％

介護福祉士67％

（七尾市一本杉町）

恵寿みおや
（鹿島郡中能登町）

育休取得率

100 ％

喀痰吸引等研修 修了者

62 名

介護実習指導者

52 名

小規模多機能型居宅介護事業所 恵寿みおや

小規模多機能型居宅介護事業所 けいじゅ一本杉

泊まり 9名、通い15名

泊まり 8名、通い25名

介護職員数 16名（女性16人）

介護職員数 11名（女性11人）
介護福祉士50％

介護福祉士72％

正職員における介護福祉士取得率 97 ％
平均年齢
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46.5 歳
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3段階でとろみが
調節可能！

とろみ自動調理機（とろみサーバー）
これまで何十人ものお茶を、その人にあった“とろみ”濃度になるよう
人の手によって調整していましたが、とろみサーバーを使用すること

けいじゅヘルスケアシステム

でわずか2分足らずの間に2Lもの“とろみ茶”を準備できるようになり、

最先端の取り組み

準備時間が短縮されました。スタッフ間による“とろみ”濃度の差が
なくなり、安心・安全にお茶を提供することができます。

よりご利用者に寄り添うことが
できるよう、介護職員が本来業

介護ロボットの導入

務に専念できるサポート体制が
整っています

国の方では今後の要介護高齢者などの増加に対する介護従事

コールセンターによる代行入力

者の不足を補うため、ITなど先進的技術を駆使した介護ロボット
の普及を進めており、当法人でもコミュニケーションロボットや装着
型パワーアシスト機器、その他の有用な介護ロボット導入の検証を
進めています。

ユニフォーム

オンライン面会
“コロナ禍”で家族面会ができなくなったことをきっかけに、ご利用者
一目で職種が分かるように

さんとご家族が少しでもお話しできる機会を設けたいという思いから、

ユニフォームの色を変えて、

「オンライン面会サービス」をスタートいたしました。ビデオ通話機能を

効率の良い業務を行っています

用いてご自宅と施設をつなぎ、お顔を見ながらコミュニケ―ションを
取ることができます。感染予防に限らず、遠方の方々にも非常に
喜ばれています。

境目のない包括的なヘルスケアサービス（医療・介護・福祉・保健）をワンストップ
で提供する革新的なモデルを統合電子カルテにより実現しました。医療分野における
ICT利活用の先進的サービスです。各施設の介護記録をコールセンターで代行入

力しています。これにより、介護職員がご利用者と関わる時間が増えました。

タブレット申し送り
ノートに手書きしていた申し送りを廃止し、
“Dance Care”というアプリを使用してタブ
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レットで申し送りしています。ご利用者の情

入所セット（入所施設）

報や連絡事項、職員間での伝達事項を

当法人の介護施設では、感染予防対策の観点から、日額（定額使い放題）による入所セットを準備しています。導入に

簡単に情報共有できるようになり、働き方

よって、ご利用の方々に常に清潔なタオルや衣類を必要なだけ気兼ねなく使っていただけます。また、ご家族の衣類や日用品

改革にも寄与しています。

などの準備負担が軽減できるようになりました。
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日勤

8：30～17：15

介護福祉士の活躍
8:30

多職種と連携・協働し、それぞれの専門スキルを発揮することでご利用者の
意思を尊重した生活の質（QOL）向上のためのお手伝いをしています。

日勤 勤務開始
情報収集、利用者挨拶

介護福祉士の1日

排泄介助、入浴介助
コミュニケーション
食事配膳・食事介助、集膳、記録

変則2交代制の勤務体制で24時
間ご利用者の健康と安全を守る

13:30

ために、継続した介護を提供し

昼休憩
レクリエーション

ています

環境整備、排泄介助、ケア検討会議

Foot活プロジェクト

介護記録
残務確認、利用者ラウンド
24

17:15
18

2交代制

AI（人工知能）を利用した歩行解析デバイス「AYUMIEYE」を

翌日準備、申し送り入力

用いて、歩行機能を分析・点数化して歩行の見える化を図り、適

日勤 勤務終了

切なアドバイスや改善策を提案します。石川県立大学 宮口教授
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考案のFoot活サンダルや、下肢に着目したFoot活体操を取り入れ、
足から利用者の健康をサポートします。

夜勤

16：30～9：00

12

所属部署により異なる場合がありますが、

16:30

ノーリフティング委員会

夜勤 勤務開始

基本的に変則2交代制の勤務体制で

基本理念のひとつである「職員の健康と幸せ」を実現するため、「持

業務を行っています。

夜勤では、日勤帯より休憩時間が多く

情報収集、利用者挨拶

ち上げない介護・抱えない介護」を推進しています。

なっているので、仮眠をとることができます。

食事配膳、食事介助、集膳、記録

「ご利用者の自立を支援する安全なケア」と「介護職員の腰痛予

生活リズムが崩れにくく、夜勤明けにまと

防」を両立し、職員が長く健康に勤めることができるよう、基礎体制

排泄介助、イブニングケア

まった休日を取りやすいのが特徴です。

作りを進めています。

巡回、介護記録、ケア計画作成

1:00

交代で仮眠
巡回、状態観察
排泄介助

活動委員会

法人グループ内の各介護事業所における横の連携を

法人全体で取り組んでいる教育研修委員会やTQM

巡回、モーニングケア

深め、情報交換やスキルの向上・定着を図るため、介

（Total Quality Management）委員会、個人

食事配膳、食事介助、集膳、記録

護部会・看護部会・リハビリ部会・栄養部会・通所部

情報保護委員会、福利厚生委員会、広報委員会な

会などの専門職やカテゴリーに応じた部会を設置してい

どの各委員会に所属し、自施設のみならず、総勢 約

ます。

1,850名の「けいじゅヘルスケアシステム」の一員として

利用者挨拶、申し送り入力
9:00

部会

夜勤 勤務終了
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各種活動に参加しています。
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取得できる資格一覧

学術活動

資格取得・専門知識の習得を支援します

学術活動のサポートも充実

一人ひとりの新人職員に対し、エルダー（仕事上の問題に関する指導や助言を行う先輩職

公的資格取得の際には祝い金を支給しています。介護事業

年２回まで研修費や交通費が支給されます。学会で発

員）やメンター（メンタル面や生活面などでの助言を行う先輩職員）を置き、新人職員がよ

統括部門では、積極的な研修参加や資格取得を推進してい

表する場合は回数の制限はありません。学術活動のサ

り円滑に新しい生活や仕事に馴染めるよう支援しています。

ます。なりたい自分を目標に、スキルアップ・キャリアアップを目指

ポートが充実しているので入職後もスキルアップが望めます。

一年間の教育計画
知識と技術のスキルアップを応援します

キャリアデザイン
資格取得について

しましょう。
・利用者を知る・理解する
介護事業統括部門では、介護実

4月～6月

・日勤業務の理解と実践

践能力の向上を図り、ご利用者

・報告・連絡・相談理解

介護福祉士

・早出・遅出業務の習得

ケアマネジャー（介護支援専門員）

により良い介護を提供できるよ
うエルダー・メンター制度を導
入し、教育プログラムを企画・

・多職種との連携

7月～9月

レクリエーション介護士

・担当者会議参加

実施しています

主な研修

介護予防運動指導員
・日勤リーダー業務の習得

10月～

・介護職員実務者研修

福祉用具専門相談員 など

・夜勤業務の理解と実践

・介護職員による喀痰吸引等の実施のための研修

資格取得者からの
メッセージ

・介護実習指導者研修 など様々な研修に参加できます

和光苑 介護福祉士

谷田 綾

中長期的な教育計画

現場で働く先輩スタッフに仕事のやりがいを聞きました！

数年後を見据えた目標管理とキャリアアップ支援で

目的意識を持って仕事に取り組みながら、着実に成長できます

入職2年目

入職4年目

入職7年目

自分が関わったことが生活のサポートに繋がり、

利用者さんの目標達成に向けて多職種と連

在宅復帰されるご利用者の方が、満面の笑

嬉しかったです。知識や経験が少なく迷うこと

携し、今できる最善を考えている時にやりがい

みを浮かべているのを見たときは「よかった、ま

も多いですが、丁寧な対応と学んだことは次

を感じます。利用者さんからの感謝の言葉が

た頑張ろう！」と思います。困ったことはすぐ相

の支援に活かしていくよう日々がんばります！

励みになっています。

談できるので心強いです。

介護実務者研修の受講費用助
成制度があり、研修期間は業務
扱いになるので安心して仕事しな

STEP4（7年目～）

がら資格を取得できました。お陰
様で自分に自信が持てるようにな
りました。資格を活かして一つひと

STEP2（3～4年目）

STEP3（5～7年目）

STEP1（0～２年目）

つの言葉と行動に責任を持ち、ご

・介護福祉士取得

・実習指導者資格の取得

・監督職（役職者）を目指す

・基礎的な介護技術の習得

・下級生への指導・育成

・キャリアアップ・キャリアチェンジへの挑戦

・指導者スキルの醸成

・組織・職場の理念や目標の理解

・目標管理の充実

・指導者スキルの育成

・管理者スキルの育成

利用者に寄り添った介護をしてい

きたいと思います。このような恵ま
れた環境を与えていただきとても感
謝しています。
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食・文化を楽しむ

石川県

住みたいまち
ランキング

宿泊研修

石川県七尾市

No.4

4月
新人職員を対象に、4月と7月に研修を開催してい

七尾湾に面した自然豊かな地域です

ます。4月の研修では旅館などの宿泊施設で1泊し、

毎年5月に開催される青柏祭（せいはくさい）は、ユネスコの無形文化遺産に登録されています

グループワークやEラーニング、講義を通して同期との

1年間の
行事・イベント

恵寿総合病院周辺

◇ 能登島 のとじま水族館

交流を深めながら研修を行います。

能登半島近海の魚を中心に約500種4万
点の生き物を飼育展示する水族館です。
日本海側初展示のジンベイザメに会うこと

七尾港まつり

ができます。近くにはガラス美術館もあります。

7月

入職してからの主な行事やイベ
ントをご紹介します。紹介した

七尾四大祭りのひとつである七尾港まつりの総踊りに

もの以外にも、スキルアップに

お揃いの浴衣で参加します。総踊りの後には、七尾

繋がる研修や多職種と交流でき

湾を眺めながら花火を楽しめます。

けいじゅヘルスケアシステム大忘年会

和倉温泉街は開湯1200年の歴史

【交通アクセス】

るイベントが多数あります

その他のイベント

◇ 和倉 和倉温泉街・辻口博啓美術館
青柏祭 写真提供：石川県観光連盟

ある温泉街です。美しい七尾湾を眺

和倉温泉駅

能登島

七尾駅から
のと鉄道七尾線6分

七尾駅から
路線バス40分

めながら足湯や温泉などの名湯を楽
しむことができます。

12月
美術館では七尾市出身のパティシエ

・お花見

辻口氏の技と芸術を展示、美術館と

七尾駅

・夏祭り

隣接するカフェスペースでは和倉店限

恵寿総合病院から徒歩15分

定のスイーツを満喫できます。

・介護技能グランプリ
・ゴールドフェスティバル
・風船バレーボール大会
・レクリエーション大会

鹿島郡中能登町

鳳珠郡穴水町

・カラオケ大会

和倉温泉・加賀屋を会場に毎年董仙会・徳充会の職員約500名が集まります。

・慰問

能登医療地域研究会役員の先生方やパートナー企業の方々を招待し、かくし芸や

・忘年会＆クリスマス会

石川県能登半島中部に位置する地域で、

緑豊かな山々と内海に囲まれた古き良き文化が残る

お楽しみ抽選会など賑やかな催し物を開催しています。

日本最古のおにぎりの化石が発見されたこ

地域です。海の幸・山の幸に恵まれており、三役力

とから、おにぎりの町として有名です。

士である遠藤関の出身地でもあります。

寄り合いどころ 一本杉Café・みらいCafé
『認知症カフェ・認知症予防』にとどまらず、町づくりカ
お花見

ゴールドフェスティバル

◇ 石動山資料館

◇ ボラ待ちやぐら

百年以上にわたり守り伝

やぐらの上でボラが網に入る

フェ、町の保健室など、年齢関係なくどなたでも気軽

えられてきた歴史資料約

のを待つ地域 ならではの 漁

に参加できる『寄り合いどころ』を目指し、毎週水曜

70点を展示しており、歴

法は、江戸時代から続いて

日に様々なテーマについての催しを行っています。

史・文化を学ぶことがで

います。凪いだ海とボラ待ち

きます。山頂一帯は国の

やぐらは穴水を象 徴する 風

史跡に指定されています。

景です。

ケアフェスタ in 鳩ヶ丘
恵寿鳩ヶ丘では、入所の方々、ご家族の方々、地

石動山 写真提供：石川県観光連盟

健康相談、健康チェック、展示会などを行っています。

【交通アクセス】

【交通アクセス】

域の方々へ、もっと介護医療院を知って頂く機会とな
るよう開催しています。毎回テーマに添った講演会、

ボラ待ちやぐら 写真提供：石川県観光連盟

七尾駅
恵寿総合病院から徒歩15分

石動山

七尾駅

七尾駅から
車で約30分

恵寿総合病院から徒歩15分

風船バレーボール大会
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穴水駅
七尾駅から
電車で45分

募集概要／給与・勤務体系
介護医療院 恵寿鳩ヶ丘
応募資格

介護福祉士の資格を有する、

選考方法

147,900円～161,900円

賞与

年2回

または取得見込みの方

募集要項
（2020年4月現在）

給与

書類選考、面接
諸手当

最新の採用情報は
恵寿総合病院HPにて
ご確認ください。

資格手当（5,000円）
通勤手当（上限30,000円）

・ 履歴書（写真貼付）
応募書類

在宅複合施設 ほのぼの

・ 卒業（見込み）証明書
・ 成績証明書

その他

公的資格祝金 認定取得
50,000円他

宿舎案内

2018年、県内初の「介護医療院」として開設しました。「医

通所介護と短期入所生活介護が併設された施設です。ご利

療」「介護」「生活」という3つの機能を兼ね備えた施設です。

用者の生活を支え、望む生活が継続できるように、各種プロ

「持ち上げない介護」を実践し、コミュニケーションロボットなど最

ジェクトチームを作ってサービスの質向上に職員全員で取り組

新の機器を活用する等、利用者の満足、職員の健康維持に

んでいます。ご利用者が、また利用したくなるような施設を目

取り組んでいます。やりがいのある仕事です。ぜひ一緒に仕事

指して、一緒に仕事をしていきましょう。

をしましょう。

職員専用ワンルームマンション完備
〇2008年完成 〇60室 〇バス・トイレ独立型

〇賃料：33,000円/月（ネット・水道料金込。電気・ガス別。）

通所リハビリテーション事業所 いきいき

デイサービスセンター いこい

診療所に併設され、短時間通所リハ（3-4時間）を提供し

ご利用者の入浴や排泄のお手伝いだけでなく、体操やレクリ

ている施設です。リハビリ職をサポートし、ご利用者が生活に活

エーションなどを通じて心身機能の低下防止を行っている通所

かせるリハビリが行えるように、そして自分らしさを取り戻して生

の事業所です。無理なく楽しく活動しており、毎日笑顔にあふ

活にハリが出るように一緒に支援していきましょう。

れています。ご利用しているみなさんの笑顔に癒されてみませ

恵寿総合病院より徒歩1分、ショッピングモール徒歩2分
※満室の場合は物件紹介いたします。

http://www.keiju.co.jp/

お問合せ
〒926-8605

Tel

0767-52-3211（代）

石川県七尾市富岡町94番地
社会医療法人財団董仙会（とうせんかい）

Mail

本部 総務部 総務課

soumu@keiju.co.jp

んか？

各施設からのメッセージ
介護老人保健施設 和光苑

介護老人保健施設 鶴友苑

小規模多機能型居宅介護事業所 恵寿みおや

小規模多機能型居宅介護事業所 けいじゅ一本杉

介護老人保健施設として、リハビリなどで自立を支援し、家庭

「もう一度自宅に帰りたい！」という希望を重視した病院と家

私たちは通い・訪問・泊まりを組み合わせ、ご利用者される方

けいじゅ一本杉では、「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせ、

への復帰を目指している施設です。認知症専門棟もある150

庭の橋渡しをするための『在宅強化型』老健です。医師、看

一人ひとりをサポートしています。少人数のためご利用者さんと

各人の生活スタイルに合わせた様々なサービスを提供していま

床の施設で“その人らしい生活を支援する・介護予防から入

護師、介護福祉士、管理栄養士、リハビリスタッフとチームで

ご家族のような馴染みの関係で「いつまでも住み慣れた地域

す。顔なじみの職員が対応し、認知症の方にも安心してご利

所まで”をモットーに若手スタッフからいつまでも人のお役に立ち

連携し、ご利用者に楽しんでいただき生活能力の向上や維

で」を目指し、自宅での生活を想定した生活リハビリにつながる

用いただけます。少人数制のため、とてもアットホームな雰囲気

たいと頑張っている昔はヤングだったスタッフも沢山います。是

持ができるように取り組んでいます。明るく元気なスタッフと一

よう支援しています。ぜひ一緒に仕事をしませんか。

です。ご利用者主体の生きがいを感じることができる、楽しい

非、一緒に楽しく働きましょう！

緒に働きませんか！
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一本杉を目指しています！
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けいじゅヘルスケアシステム
Keiju Healthcare System
https://www.keiju-hcs.com/

