
IMSグループでは、様々な施設で見学や体験を行っています。
先輩栄養士と仕事内容について相談したり、実際の職場の雰囲気を
感じとることができます。
ぜひ、ご参加お待ちしております♪

施設一覧

〈東京ブロック〉
ｲﾑｽ東京葛飾総合病院/明理会中央総合病院
高島平中央総合病院/イムス葛飾ハートセンター
板橋ロイヤルケアセンター/板橋中央総合病院

〈埼玉ブロック〉
埼玉セントラル病院

〈千葉ブロック〉
新松戸中央総合病院/行徳総合病院
埼玉みさと総合リハビリテーション病院

〈北海道ブロック〉
道南ロイヤル病院

IMSグループ栄養科

ご予約、ご質問はお気軽に各施設へお問い合わせください。

イムス東京葛飾
総合病院

↓各施設HPはこちらから↓

明理会中央
総合病院

高島平中央
総合病院

イムス葛飾
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行徳総合病院
埼玉みさと

総合リハビリ病院
板橋中央総合
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道南ロイヤル
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2023年3月卒業予定の学生対象 

7月28日(木) 

8月22日(月) 

開催日 

時間は両日10:00～15:30 

10:00～ オリエンテーション 

11:00～  厨房見学（昼食の配膳見学） 

12:30～ 昼礼  

13:00～ 昼食休憩（病院食を提供） 

14:00～ 栄養指導見学or 

     NSTカンファレンス見学 

15:00～ 質疑応答 

・院内履き（白いスニーカー） 

・白衣 

・筆記用具 

・飲み物 

・細菌検査結果記録用紙 

《タイムスケジュール》 

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-12-7 

03-3967-1258（総務課直通） 

《持ち物》 お申込み 
お問い合わせ 

https://www.ims-itabashi.jp/ 



イムス東京葛飾総合病院

住所

03-5670-9904

〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4-18-1

病院ＨＰ https://ims.gr.jp/tokyo-katsushika/medical/

✉
☎

jinji.tkh@ims.gr.jp

《持ち物》

筆記用具・昼食・飲み物

院内履き（白いスニーカー）

細菌検査結果（1か月以内のもの）

※検査結果の持参がない場合、内容が

《タイムスケジュール》

10:00～ オリエンテーション（9:50～受付開始）

11:00～ 厨房見学

12:00～ ミールラウンド

12:30～ 昼食

13:30～ 厨房見学

14:30～ 栄養士の業務報告

15:00～ 解散

2022年度 栄養士

お申込み・お問合せはこちら

2023年3月卒業予定の学生対象

医療法人社団明芳会

イムス東京葛飾総合病院

毎週木曜日

開催日程・ご応募は
QRコードからも確認できます！

マイナビ専用ページ

変更となりますので予めご了承下さい。

時間：10:00～15:00



 就業体験で栄養士として勤務することへの不安や疑問を解消しよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医療法人財団明理会 

明理会中央総合病院 

 先輩職員と一緒に実際の現場の雰囲気を体験しよう！ 

プログラム 

11：00～ オリエンテーション 
 

11：45～ 新入職員業務について 
 

12：30～ 昼食(病院食を食べてみよう！) 
 

13：30～ 管理栄養士の業務について 

      先輩スタッフとの座談会 
 

14：30～ 厨房内説明・盛り付け体験 
 

15：30～ 質疑応答 

まとめ&アンケート記入 
 

16：00～ 解散 

お申込み・お問い合わせは 

📞03-5902-1050（担当：総務課 阿部） 

 

〒114-0001 東京都北区東十条 3-2-11 

持ち物 

・筆記用具 

・飲み物 

・厨房履き（実習で着用しているもの） 

・厨房着（実習で着用しているもの） 

・細菌検査結果（1 ヵ月以内のもの） 

※昼食は病院の食事を提供します。 

食物アレルギーのある方は昼食を持参して下さい。 

開催日程 

2022 年 7 月 11 日（月） 

     8 月 15日（月） 

     9 月 12 日（月） 

栄養士を目指す方のアルバイトも募集中です！ご興味のある方はぜひお問い合わせ下さい！ 



高島平中央総合病院 人事担当

住所

03-3936-5711

〒175-0082 東京都板橋区高島平1-73-1

病院ＨＰ https://takashimadaira-hospital.jp/

✉
☎

takashimadaira.jinji@ims.gr.jp

《持ち物》

筆記用具・昼食・飲み物

院内履き（白いスニーカー）

細菌検査結果（1か月以内のもの）

※検査結果の持参がない場合、内容

が変更となりますのでご了承下さい。

《タイムスケジュール》

11：00 ～ オリエンテーション（総務より）

11：15 ～業務内容説明（新人教育について）

11：30 ～ 厨房見学

12：00 ～ ミールラウンド、食堂見学

13：00 ～ 昼食

14：00 ～ 先輩より座談会

14：30 ～ まとめ

2022年度 卒業

お申込み・お問合せはこちら

2023年3月卒業予定の学生対象

医療法人社団明芳会

高島平中央総合病院

6月30日（木）
7月14日（木）

時間：11:00～15:00
各回先着2名

業務を体験して
栄養士として働く
イメージをつかもう！

職場の雰囲気を体験しよう！



03-5943-2431

1,開催日

1日

 
栄養士過程在籍の
学生対象

お申込み・お問い合わせは

（総務課直通・担当 佐藤）まで

明理会東京大和病院
〒173‐0001
東京都板橋区本町36-3 板橋本町駅A２出口出てすぐ

recruit.yamato@ims.gr.jp

栄養士ってどん
な

お仕事だろう？
雰囲気は？

栄養士職業体験

6/26（sun.）7/24(sun.)8/28(sun.)
定員２名

2,持ち物
a,院内履きの靴（白のスニーカー）
b,名札
c,筆記用具
d,飲み物

　　

お申し込みは１週間前で締め切りと
なります

実際の職場を体験してイメージをつかもう！

昼食は病院の食事を提供します
  ※食物アレルギーがある方は持参をお願いします

10：00～　オリエンテーション
11：00～　厨房見学
12：00～　ミールラウンド
12：30～　昼食（検食）
13：00～　先輩スタッフとの座談会
13：30　　質疑応答
14：00　　解散

ＬＩＮＥからも
お問い合わせできます



プログラム
10：00～ オリエンテーション（9：50受付開始）
10：30～ 厨房体験
12：00～ ミールラウンド
12：30～ 昼食（検食）
13：30～ 行事食を考えてみよう！
14：00～入職後の業務、栄養士の業務について
14：30～ 質疑応答・アンケート
15：00終了

持ち物
筆記用具、飲み物、院内履き(踵のある靴）、白衣
細菌検査結果記録用紙（直近のもの）
※昼食は病院の食事を提供します。
食物アレルギーのある方は昼食を持参して下さい

問い合わせ先
イムス葛飾ハートセンター 人事担当
東京都葛飾区堀切3-30-1
TEL：03-3694-8118（直通）
email：jinji.heart@ims.gr.jp
応募フォーム：
https://ims.gr.jp/heartcenter/form.php

栄養士 職場体験
開催日程 7/6（水）8/25（木）



ＩＭＳ（イムス）のここがイイ！

島﨑先輩のオススメポイント！

多くの仲間がいる
学べる機会が多い
色々なキャリアが積める！

利用者様の｢元気の増進｣に貢献することを目指しています。

持ち物

プログラム

9：30 ～ オリエンテーション
10：30 ～ 厨房見学・体験
12：00 ～ 昼食
13：00 ～ 厨房見学・体験
14：00 ～ まとめ＆アンケート

記入・質疑応答
14：30 終了

・厨房用の靴
・施設内用の靴
・白衣
・細菌検査結果（1か月以内のもの）
※昼食は施設の食事を用意します

日程

栄養士就業体験

・2022年 7月27日（水）
8月10日（水）
9月 7日（水）

お問い合わせはこちら

板橋ロイヤルケアセンター
住所：東京都板橋区前野町3-46-3
☎：03-5915-2677
📧：itaroy.soumu＠ims.gr.jp

https://ims.gr.jp/itabashi_royal/

QRコードからで
も見れるよ♪

HPになんでも書いてます♪

実際の現場の雰囲気を
体験しませんか？



2022年度 栄養士

ＩＭＳグループ 医療法人社団 明理会

埼玉セントラル病院

℡： 049-259-0161 担当：相馬 潤(総務課)
埼玉セントラル病院

ふじみ野駅 より専用シャ トルバスにて約 1 0分

埼玉県入間郡三芳町上富2177お申し込み・お問い合わせは

Time schedule
10:00～ オリエンテーション

10：15～ 病院・施設概要の説明

11：10～ 休憩

11：25～ 栄養科内見学

12：00～ ミールラウンド

13:00～ 昼食

14：30～ 新入職員業務報告

15:00～ まとめ

15：30 終了

〒354-0045

持ち物

・院内履きの靴（白いスニーカー等）
・名札
・筆記用具
・昼食（希望者には患者食を提供します）
・飲み物
※当日の状況により時間や体験内容など変わる場合もござい
ます。ご了承ください。

開催日

7月 23日（土）29日（金）

8月 11日（水・祝）23日（火）

9月 4日(日)17日(土)

10時00分～16時00分
※申し込みは1週間前で締め切り
となります

1日職場体験



栄養士 就業体験
2022年度

IMS〈イムス〉グループ新松戸中央総合病院
〒270-0034
千葉県松戸市新松戸1-380
千代田線・JR常磐線・武蔵野線
“新松戸駅”より徒歩３分

お問い
合わせ

☎047-345-1112
✉shinmatsudo.saiyou@ims.gr.jp

総務課 担当/酒井・永関・齋藤

〔スケジュール〕
いずれも2時間～3時間程度の
短時間で予定しております！

開催日程
18（土） ・ 24（金）

新松戸自慢の行事食に
携わったりできるかも…？

申し込み・詳しい日程は
QRコードを
CHECK！！



栄養士 就業体験
2022年度

IMS〈イムス〉グループ新松戸中央総合病院
〒270-0034
千葉県松戸市新松戸1-380
千代田線・JR常磐線・武蔵野線
“新松戸駅”より徒歩３分

お問い
合わせ

☎047-345-1112
✉shinmatsudo.saiyou@ims.gr.jp

総務課 担当/酒井・永関・齋藤

〔スケジュール〕
いずれも2時間～3時間程度の
短時間で予定しております！

開催日程
7（木） ・ 16（土）

新松戸自慢の行事食に
携わったりできるかも…？

申し込み・詳しい日程は
QRコードを
CHECK！！



～日時～

6月20日(月) ・ 6月28日(火)

9:00 ～ 13：00

～タイムスケジュール～

9:00～ オリエンテーション
10:00～ 厨房見学
11:30～ 昼食(検食)
12:00～ ミールラウンド
12:30～ 座談会・質疑応答・まとめ
13:00～ 解散

～持ち物～
筆記用具
飲み物
細菌検査結果記録(1ヶ月以内のもの)

※昼食は病院の食事を提供します。
(食物アレルギーのある方は昼食を持参して下さい。)

申し込み・問い合わせについては

埼玉みさと総合リハビリテーション病院

☎048（954）2695

総務課直通まで！



 栄養士
 1 日職場体験！
 栄養士
 1 日職場体験！

お申込み・お問合せ

047-300-2117

7月 25日（月）　
8月 22日（月）
9月 26日（月）

10：00 ～
10：30 ～
12：00 ～

13：00 ～
14：00 ～
15：00 ～

・院内履き
  （白を基調としたもの）
・筆記用具・飲み物など

オリエンテーション
厨房業務見学
ミールラウンド見学
病棟訪問
休憩（検食含む）
栄養士の教育 ビジョン説明
質疑応答・終了

プ ロ グ ラ ム

持 ち 物



お申込み・お問い合わせは
IMSグループ 医療法人財団明理会

道南ロイヤル病院
〒049-4501
北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山322-4

担 当：上田（診療補助部 栄養科）
電話番号：0137-84-5011（代表）
e –m a i l：eiyoka.donan@ims.gr.jp（栄養科専用）

～タイムスケジュール～
10：00～ オリエンテーション
10：30～ 院内見学
11：00～ 厨房見学
12：00～ 病棟ミールラウンド
12：30～ 休憩
13：30～ カンファレンス見学
14：00～ 栄養士業務説明
14：30～ まとめ・アンケート記入
15：00～ 解散
※状況により、内容が異なる
可能性があります。

2022年度

●栄養士過程在籍の学生
●栄養士資格をお持ちの方 対象

～持ち物～
●白衣・実習着
●院内用くつ（白）
●厨房用くつ
●筆記用具
●電卓
●検便検査結果
（1か月以内のもの）

開催日程：要相談（お問合せください）

当院ホームページ
QRコード

当院は給食を
委託しております！


