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徳洲会グループとは

生命を安心して預けられる病院

健康と生活を守る病院

365日年中無休 24時間オープン

救急患者は絶対に断らない

徳洲会グループは「生命だけは平等だ」の理念の下、
「いつでも、どこでも、誰でもが最善の医療を受けられ
る社会」を目指しています。医療の原点である救急医療
から予防医療・慢性医療・先進医療に至るまで最善の医
療を提供します。病院72施設、診療所31施設、介護
福祉施設76施設、総計178施設のグループです。

“生命(いのち)だけは平等だ”

湘南鎌倉総合病院



2007年 地域包括支援センター湘南鎌倉

開設

治験センター

（未来医療研究所提携）開設

病院機能評価（Ver.5）取得

2009年 ホスピレート

（働きやすい病院評価）認定

2010年 新築移転(15階建て新病院へ)

人工膝関節センター開設

2011年 看護配置基準 7対1 取得

なかよし保育園移転

（山崎より岡本へ）

2012年 増床574床

心臓リハビリテーション室開始

病院機能評価 Ver.6

JCI認証取得

2013年 救急救命センター指定

JCI認証更新

外傷センター開設

JMIP認証取得

2014年 増床619床、災害協力指定病院

2015年 県がん診療連携指定・

DMAT-L指定病院

JCI認証更新

2016年 JMIP認証更新 病院機能評価

3rdG:Ver.1.0取得

2020年 地域がん診療連携拠点病院指定

地域医療支援病院指定

鎌倉市民
８万６千人の署名から
生まれた病院

病院沿革

1988年 湘南鎌倉病院

病院開設（368床）

1991年 増床432床

1994年 湘南鎌倉総合病院 へ名称変更

1995年 日帰り手術開始

2002年 病院機能評価（Ver.3）取得

2004年 電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ 導入

2006年 増床542床

DPC対象病院 指定



理念と方針
いつでも

どこでも

誰でもが

最善の

医療を

受けられる

社会を

目指して

〔主な認証〕

◆ J C I ： WHOが認めた世界水準の医療施設評価認証

◆ 日本病院機能評価： 法令を順守した国内最高峰の施設運営認証

◆ J M I P ： 国内初の外国人患者受け入れ認証

◆ ホスピレート ： 医療従事者が働きやすい環境と評価された認証

◆ 救命救急センター ： 「救急搬送からの入院数」11年～13年全国１位

〔概要・主な診療科〕

◆658床

◆内科、神経内科 呼吸器内科外科 循環器内科 小児科 消化器外科

外傷センター 整形外科 形成外科 脳神経外科 脳卒中センター

心臓血管外科 泌尿器科 産科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 外科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

腎臓内科 血液内科 救急科 乳腺外科 人工透析内科など



リハビリ室

施設案内

充実した総合医療

《外傷センター》
外傷整形理学療法
ハンドセラピィ

《先端医療センター》
先端治療と社会復帰

将来構想



リハビリテーションセンター

《スタッフ数》合計91名

PT：49名 OT：26名 ST：10名 事務・助手：6名

《診療ユニット》脳疾患、内科、外科・循環器、がん、外傷整形

《経験・資格》

米国呼吸療法士、呼吸療法認定士、心臓ﾘﾊ指導士、腎臓ﾘﾊ指導士、

糖尿病療養指導士,、ﾊﾝﾄﾞｾﾗﾋﾟｽﾄ、認知症ｹｱ認定士、ﾘﾝﾊﾟ浮腫ｾﾗﾋﾟｽ
ﾄ、

福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、認定理学療法士、認定作業療法
士、

鎌倉市健康づくり･介護予防事業、逗子市地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業



理念と教育方針

◎『徳洲会グループの理念を理解し共感できる人』

①建設的志向で創造力を発揮できる人

②柔軟に考えることができる人

③物怖じせず主体的に取り組むことが出来る人

④心身健康で課題に向かうこころもある人

⑤規律を守り真面目で明るい人

⑥長い期間勤続できる人

⑦他の人と協力して結果を出せる人

⑧会社、社会に貢献できる人

理念
「急性期から終末期まで患者さん主体の

質の高いリハビリテーションを提供する」

教育方針
「全人的リハビリテーションの追求」
〇臨床力アップ
〇人間力アップ
〇学術活動推進
〇貢献できる人材育成

求める人材像



教育部 (科内教育推進部門)
 新人教育
仕事を通して、必要な知識・技術・技能・態度を
自発的に修得していく

〈テクニカルスキル〉
・クリニカルクラークシップ
協働での指導と学び 見学・模倣・実施の原則

・ローテーション方式(GeneralからSpecialまで)
各診療ユニット・関連施設での学び

〈ノンテクニカルスキル〉
・社会人基礎力の推進
・新人教育プログラムの立案と実施

 職員教育や学術活動の推進

 学生教育の支援

教育体制

その他の科内活動の一部

学会・研修会への参加と発表

リハビリテーション職能・関連団体学会

心臓、呼吸、脳卒中、腎臓

ハンドセラピィなど各種専門学会

徳洲会グループ施設との交流・研鑽

日本最大の医療グループ ノウハウ、人材バンク

湘南～鎌倉地域の他施設（他職種）研修会

鎌倉リハビリテーション連絡会(研究会)



福利厚生
社員食堂
朝食： ￥２５０ 昼・夕食￥２８０

通勤費
全額支給 どこからでもO.K！

住宅手当
最大3万円 どこに住んでもO.K!

医療費減免制度
￥3,000以上は無料！

(2親等 配偶者、両親、子と配偶者、祖父母、兄弟、

姉妹まで)

人間ドッグ
35歳以上の職員対象で無料！ 家族は大幅割引

グループ共済保険・財形貯蓄

互助会

※2021年完成予定の先端医療センター内2階に
新しい職員食堂がOPEN !!



各ユニット紹介

特
色

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、急性硬膜下血腫、慢性硬膜下血腫、脊髄損
傷、脊柱管狭窄症、症候性てんかん、脊椎骨折、椎間板ヘルニア、化膿性脊
椎炎 等

対
象
疾
患

〜ユニットリーダーより一言〜
内科ユニットでは多種多様な疾患を目の当たりにします。脳梗塞後の合併症によ
る肺炎、心筋梗塞後の急性腎不全など、内部障害のみでなく幅広い知識とリスク
管理が必要となります。これは日本の急性期医療の縮図です。当院での内科ユ
ニットでは早期離床、ADLの維持、よりよい退院先の検討を目的に、チーム一丸
となってリハビリを行っています。

総合的に内部疾患を診療する総合内科(肺炎、尿路感染症、認知症など)の他
に、各専門内科として消化器内科(消化管出血、消化管腫瘍など)、呼吸器内
科(間質性肺炎、COPD、肺がんなど)、腎臓内科(腎臓内科：腎不全、心不
全、腎移植後、重症下肢虚血など)からのリハビリ処方があります

特
色

対
象
疾
患

〜ユニットリーダーより一言〜
発症翌日からの超急性期のリハビリを提供するため、各疾患に対するプロトコー
ルが定まっており、医師・看護師との連携も非常に強いユニットです。在院日数
は、平均1～2週間程度と短いですが、その分、より集中的にリハビリを提供して
います。地域病院との連携も強く、より良い転機先へ円滑に繋げていく事が出来
ます。

脳卒中センター・脳神経外科を主科とし、超早期よりリハビリを実施。短い在院
日数の中で多職種アプローチにより最大限のリハビリを提供できるように取り
組んでいます。地域病院との連携も盛んであり、毎年、脳卒中学会や脳卒中カ
ンファレンス等に多くの職員が参加しています。

脳疾患ユニット

総合内科・腎臓内科・呼吸器内科等を中心とし、多種多様な内部疾患を対象と
しています。医学的情報を基に各療法が協力しながら安全に早期離床を行い、
患者様がより早期に元の生活へ戻れるリハビリの提供を目指しています。 呼
吸療法認定士や糖尿病療養指導士、腎リハ指導士等の専門分野があります。

内科ユニット



呼吸器系・消化器系・生殖器系・血液等のがん全般
及び一部がん以外の内科・外科

〜ユニットリーダーより一言〜
外科・循環器ユニットは俗に言う「術後リハビリ」や「心臓リハビリ」を主として担当
しています。医師や看護師と連携しながら術翌日のICU入室時より早期に離床を
図り、術後合併症の予防に取り組んでいます。心臓リハビリについても入院中か
ら外来まで担当し、急性期から長期的な予後の改善までの幅広い視野で指導を
行っています。

循環器：狭心症・心筋梗塞、心不全、各種弁疾患、閉塞性動脈硬化症
心臓血管外科：冠動脈バイパス術後、各種弁置換術後、急性大動脈解離、大
動脈瘤術後
外科：胆のう炎、虫垂炎、鼠径ヘルニア、腸閉塞
形成外科：重症下肢虚血 各種切断術後、皮膚潰瘍 その他診療科：乳腺外
科 泌尿器科

特
色

対
象
疾
患

対
象
疾
患

特
色

〜ユニットリーダーより一言〜
「日本人の二人に一人ががんになり、三人に一人が亡くなる」と聞かれたことはあ
りませんか？確かに、がん患者数、死亡数が増えている現実はあります。しかし、
これは高齢化に伴うものとされており、高齢化の影響を除外すると実は死亡率は
減少傾向なのです。日々進歩するがん医療においてリハビリテーションの立場か
らその一翼を担ってみませんか？

消化器外科や形成外科・乳がん・皮膚潰瘍等に対する外科術後のリハビリ
や、心臓血管外科による心臓手術後、循環器科によるカテーテル術後の心臓
リハビリ等に取り組んでいます。術前及びICU・ECUに入室中の術翌日より介
入し、長期予後の改善を目的とした退院後の生活指導や、外来での心臓リハ
ビリ等も行っています。

外科・循環器ユニット

当院はがん治療に力を入れており、2020年度よりがん診療連携拠点病院の
指定を受けました。がんの治療や療養をされる方に対する入院中のリハビリを
行っています。超急性期と言われる当院ですが、様々なライフステージの患者
様に対し予防的・回復的・維持的・緩和的に最適なリハビリの提供を行ってい
ます。

がんユニット



各種骨折 交通外傷 スポーツ外傷、労働災害、変形性疾患

特
色

対
象
疾
患

〜ユニットリーダーより一言〜
変形性疾患は４月から新たな医師による新体制となり、術前外来、術後入院、術
後外来でのフォローを丁寧に実施しています。外傷センターは高エネルギー外
傷、開放骨折、軟部組織損傷を伴う疾患を主に担当し急性期から外来フォローを
行い長期的な経過で介入が可能です。医師との連携も非常に強固であり、幅広
く、より専門的な外傷分野に携わる事が出来ます。

〜ユニットを超えた繋がりも〜

外傷センターや膝関節センター・一般整形外科からの指示のもと、主に交通・
労務外傷と変形性疾患に対し運動療法や物理療法を行っています。PTは外
傷センターと膝関節センターにPT協会認定運動・スポーツ理学療法士が配置
され、OTは専従のハンドセラピストを配置しています

外傷ユニット



【経験年数】

15年以上：11名

10～14年：9名

5～9年：16名

1～4年：14名

スタッフ数49名

男性30名 女性19名

【出身地】

神奈川 東京 埼玉 群馬 静岡 愛知

長野 徳島 高知 大分 沖縄 宮城

11

9
16

14

15年以上 10～14年

5～9年 1～4年



【経験年数】

15年以上：6名

10～14年：3名

5～9年：9名

1～4年：7名

スタッフ数26名

男性12名 女性14名

【出身地】

北海道 宮城 福島 栃木 東京 神奈川

石川 岐阜 兵庫 熊本

6

3

9

7

15年以上 10～14年

5～9年 1～4年



【経験年数】

15年以上：1名

10～14年：1名

5～9年：4名

1～4年：4名

スタッフ数10名

男性1名 女性9名

【出身地】

神奈川 群馬 石川 山口 広島

1
1

4

4

15年以上 10～14年

5～9年 1～4年



募集職種：
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

就職説明会：
オンラインでの説明会を企画中

詳細は当院のホームページにアップします
下記のURL,QRコードを是非ご確認下さい

就職情報

〔所在地・アクセス〕

所在地：〒247-8533 神奈川県鎌倉市岡本1370番1

アクセス：

〇JR東海道線 大船駅 当院シャトルバス利用 10分

路線バス利用 10分 南岡本or公会堂前下車 徒歩5分

〇JR東海道線 藤沢駅

路線バス利用 15分 湘南鎌倉総合病院前下車(正面玄関前)

〔お問い合わせ〕

担当：リハビリテーション科 吉本・高橋

TEL：0467-46-1717（代表）

ホームページ：https://www.skgh.jp

所在地・お問い合わせ


