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《建設工事 工程表》

まさかの時でも医療を継続できる災害拠点病院に
災害拠点病院として、想定される地震などの災害時に病院としての機能が継続できるよう、建物の安全性を強化し、医療機能の確保に努めます。

● 地震に強い免震構造 ●

免震構造とは、建物と地
盤（基礎または下部構
造）の間に免震装置を組
み込んだもので、建物の
揺れや変形を大幅に減
らすことで、万一の時に
も病院機能を保つことが
できます。

● 処置スペースの増大 ●

大きな災害時には、セン
タープラザを処置スペー
スに転用できる構造とし
ています。

● 病室の増大 ●

大きな災害時には２階講
堂を病室に転用して入
院ベッドを増やすことが
できる構造としています。 

● ヘリポートの設置 ●

ドクターヘリの離着陸用
にヘリポートを設置しま
す。このヘリポートは大
きな災害時には大型ヘリ
が発着できる設計として
います。

● トリアージスペースの確保 ●

屋根付き部分などにトリ
アージスペースを確保し、
大きな災害時に迅速な
患者対応ができる構造と
しています。

※トリアージとは患者の容態や緊急度に応じて治療の優先順位を判断するものです。

トリアージスペース

ドクターヘリ ヘリポート

センタープラザを
処置スペースとして転用

免震装置
地震動

【耐震構造】
揺れ〈小〉

《建設工事 工程表》 《建設工事 概要》
○契約の相手▶株式会社大林組 千葉営業所
○契約金額▶81億７，９５０万円（消費税含む）
○工　　期▶平成24年４月27日～平成26年１月31日
○施設の概要
　 ・ 建設地▶東金市丘山台三丁目６番２
　 ・ 敷地面積▶敷地面積 ８０，０５９㎡
　 ・ 病院本棟（免震構造） 
　　　地上６階、地下１階（約２６，０００㎡）
　　　鉄骨造（柱：コンクリート充填鋼管造／梁：鉄骨造）
　　　３１４床（一般病床：２９４床／ＩＣＵ：10床／ＨＣＵ：10床）
　 ・ エネルギー ・ 防災倉庫棟
　 ・ 医師看護師宿舎（45戸）
　 ・ 保育所（定員20名）
　 ・ 駐車場（７４０台分）
　 ・ ドクターヘリ ・ ヘリポート（地上型）
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講堂の病室への転用
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※工程は変更する場合もあります。

工事が始まった病院建設地

建設工事着工！建設工事着工！
東千葉メディカルセンターの建設工事がいよいよ始まりました。

５月２８日に東金市丘山台の建設地で起工式が行われ、平成２６年１月の竣工を目指して工事の安全を祈願しました。
東千葉メディカルセンターは地上６階・地下１階建てで、救急医療・急性期医療を核とした地域の中核病院として、

平成２６年４月の開院に向けて準備を進めています。

東千葉メディカルセンターの建設工事がいよいよ始まりました。
５月２８日に東金市丘山台の建設地で起工式が行われ、平成２６年１月の竣工を目指して工事の安全を祈願しました。
東千葉メディカルセンターは地上６階・地下１階建てで、救急医療・急性期医療を核とした地域の中核病院として、

平成２６年４月の開院に向けて準備を進めています。

～「東千葉メディカルセンター」 平成２６年１月の竣工を目指して～
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　平成26年4月の開院に向け、看護職員採用選考・就職相談会を実施してい
ます。

◆採用予定日 平成25年4月1日
◆勤務場所 採用から開院までの間は、千葉大学医学部附属病院をはじめ
　　　　　　 千葉県内の病院で勤務・研修をしていただきます
◆選考方法 面接
◆選考会場 東金市役所
◆選考日程 平成24年8月24日(金)、25日(土)
 （9月以降の選考日程についてはホームページをご覧ください)
◆応募資格 平成25年3月卒業見込みで助産師・看護師免許取得見込の方
 または有資格者の方
◆応募方法 次の書類を8月13日(月)までに提出してください
 　・ 履歴書（所定様式 ホームページよりダウンロード可）
 　・ 成績証明書（新卒者のみ）
 　・ 卒業(見込)証明書の写し（新卒者のみ）
 　・ 看護師(助産師)免許証の写し（所有者のみ）
　　　 　※採用年月日についてはご相談に応じます。

　採用条件など個別にご相談に応じます。お気軽にお越しください。
◆相談会日程 随時開催しています。ホームページで日程をご確認いただき、
 お電話にてご予約ください。
◆相談会場 東金市役所３階　看護部 看護人材育成課

　地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターは、東金市及び九十九里町が設立し
た地方独立行政法人です。千葉県、特に山武長生夷隅地域は、多様な医療ニーズに適切に
対応する医療施設・従事者が他地域と比較し少ない状況となっており、救急患者の約４割が
地域外に搬送されています。
　このような背景のもと、当法人は地域医療の再生と改善を目指し、救急医療・急性期医療
を中心とした医療体制を整備し、地域中核病院としての役割を担うべく設立されました。
　「患者の権利を尊重し、救急医療・急性期医療を核とした地域中核病院として地域住民
に信頼される高度で安全な医療を行うこと」が基本理念です。
　現在、当法人が運営する東千葉メディカルセンターは、千葉県及び千葉大学・同附属病院
の協力・支援のもと、平成２６年４月の開院に向け準備を進めています。地域の皆さんから信
頼される病院を一緒につくっていきませんか。
　なお、採用される職員の身分は公務員ではありません。非公務員の法人職員です。
　来年度採用の職員を次のとおり募集します。

看護職員

あなたも一緒に新しい病院をつくりませんか！
職員募集

その他の職員

採用選考

◆実務経験がある方で職種等は次のとおりです。

◆採用予定日 平成２５年４月１日
◆選考方法 書類審査及び面接
◆応募期間 平成２４年７月３０日（月）から平成２４年８月１３日（月）まで
 （土・日を除く）
　　　　　 受付時間は９時から１７時まで
　　　　　 ※応募期間以外は受け付けません。
　　　　　 ※郵送の場合は、１３日（月）必着とします。
◆その他 給与等の条件、応募方法はホームページをご覧ください。

就職相談会

人事・労務等の総務事務、経理・購買・契約
等の財務事務、診療報酬請求等の医事事
務、施設管理等に従事します。
なお、若干名は、管理職として上記業務の
管理・監督、人材の育成等、病院経営の中
心的役割を担う業務に従事します。

社会福祉相談、他病院との入退院調整業
務等に従事します。

日常生活動作改善のためのリハビリ等に従
事します。

医療機器の保守・点検、供給等に従事します。

５年以上
（管理職
１０年以上）

事　務
（一般職・
管理職）

医　療
ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

理学療法士

職　種 従  事  業  務 実務経験年数 採用予定者数

臨床工学技士

１０名
（管理職
含む）

５年以上 １名

５年以上 １名

５年以上 １名

□ 看護職員▶看護部看護人材育成課 　電話：0475-50-1254  FAX：0475-50-1299
□ その他の職員▶事務部総務課　 　電話：0475-50-1253  FAX：0475-50-1299
　 共通▶e-mail：info@tkmedical.jp　URL：http://www.tkmedical.jp/

問い合わせ

　東千葉メディカルセンターの看護師を確保するために、看護学生への奨学金制度
を充実しました。
　全国の看護学生を対象とした法人の奨学金制度（月額7万円）として、平成２３年
度は８人、平成２４年度は２５人に支給しています。
　また、本年４月に城西国際大学看護学部が開講されたことに伴い、法人の奨学金
制度に加え、東金市においても城西国際大学の看護学生に対する奨学金制度（年
額１００万円・入学支度金５０万円）を制定しました。
　この奨学金は城西国際大学看護学部の各学年15人を対象とするもので、東金市
と九十九里町が費用を負担します。平成２４年度募集分は予定を上回る申込みがあ
り、選考の結果、優秀で意欲のある看護学生１５人に支給しています。
　修学に対する助成を通じて、今後の東千葉メディカルセンターの看護師確保、さら
に、地元における看護師の育成と定着に大きな期待が寄せられています。

奨学金制度の充実奨学金制度の充実

（城西国際大学看護学部の授業風景）

イメージ図


	vol-9-1
	vol-9-2

