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看護職を目指す人にとって、勤務先の医
療福祉環境の充実度は大きな問題です。
その点、石川県は大変恵まれた環境とい
えます。県統計情報室が発表している
「平成26年版石川100の指標」のデー
タをもとに、その理由をご紹介！

ナースになるのに最適！

石川の
スゴイ！
就業率・求人倍率が全国トップクラス！

1
1

ココが

女性就業率

有効求人倍率

位全国1全国1

児童福祉施設定員数

2

待機児童なしで、職場復帰しやすい！2

医療環境が整っている！3

延長保育実施保育所数

3
人口10万人当たりの

病院病床数

12

人口10万人当たりの

医師数

10

8 2

119番通報をしてからの

収容平均時間
人口1000人当たりの

年間救急出動件数
人口10万人当たりの

献血量

13全国平均47.1%に対し、

51.2%
働き者の県民性

です。

5位全国

倍率1.51倍

特に看護職員は
「超売り手市場」

です。

※ 厚生労働省「都道府県・地域別
有効求人倍率（季節調査値）」より
（平成26年12月時点）。
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石川の
スゴイ！
就業率・求人倍率が全国トップクラス！

1
1

ココが

女性就業率

有効求人倍率

児童福祉施設定員数

2位全国

待機児童なしで、職場復帰しやすい！2

医療環境が整っている！3

延長保育実施保育所数

3位全国

人口10万人当たりの

病院病床数

12位全国1全国1

人口10万人当たりの

医師数

10位全国1全国1

8位全国 2位全国

119番通報をしてからの

収容平均時間
人口1000人当たりの

年間救急出動件数
人口10万人当たりの

献血量

13位全国1全国1

働く女性が多い
ということは、裏を返せば
児童福祉施設が充実している

証拠です。

働く親へのサポートが
充実しています。石川県では

待機児童の心配は
ほぼありません。

全国平均
1237.7床に対し、
1623.5床。

全国平均
237.8人に対し、
279人。

受け入れ施設の
数が充実
しています。

県民の医療への
関心の高さ・身近さが
うかがえます。

5 全国平均
45.5件に対し、
33.6件。

位
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病院ガイド石川県で看護職として働きませんせんせ か！
～石川県からのメッセージ～

　皆さんは、どんな未来を描いて看護職になろうと思いましたか？

　看護職には、保健師・助産師・看護師・准看護師の4つの資格があり、いずれも医

療・保健・福祉の幅広い分野で人々に寄り添い、健康を守る大切な仕事です。

　本県の看護職の数は、年々増加しているものの、近年の医療の高度化・専門化に

対応した看護体制の充実や、高齢化に伴う在宅医療・訪問看護・福祉分野でのニー

ズの高まりにより、まだまだ多くの看護師を必要としています。

　そのため、県では、看護師確保のため、様々な取り組みを行っていますが、中でも

「人材の養成」という面では、看護系に進む高校生や看護学生に向けた情報発信を

より進めるため、今回、皆さんに石川で就業してもらおうと、このガイドブックをつく

りました。

　本県には、97の病院があります。

　それぞれの病院では、看護師等学校養成所を卒業したばかりの新卒看護師が、

早く現場に慣れて一人前の看護師となれるよう、様々な研修教育体制を整えて皆

さんを待っています。

　このガイドブックを読んで、皆さんには、各病院の特色を知ってもらい、病院訪問

や採用試験につなげてもらいたいと考えています。

皆さんが石川の地域医療を担う貴重な人材となってくれることを期待しています！

6



病院ガイド

南加賀
金沢市
石川中央
能登中部
能登北部

（加賀市、小松市、能美市、川北町）

　 （白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町）石川中央　 （白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町）石川中央
　 （羽咋市、宝達志水町、中能登町、志賀町、七尾市）能登中部　 （羽咋市、宝達志水町、中能登町、志賀町、七尾市）能登中部
　 （輪島市、穴水町、能登町、珠洲市）能登北部　 （輪島市、穴水町、能登町、珠洲市）能登北部

加賀市

小松市

能美市
川北町

白山市

野々市市 金沢市

かほく市かほく市かほく市かほく市

津幡町内灘町内灘町内灘町内灘町

羽咋市

宝達
志水町

中能登町中能登町

志賀町
七尾市

輪島市

穴水町

能登町

珠洲市

6



8 PB

南
加
賀

患者さん一人ひとりの人生を
大切にします
急性期から慢性期まで幅広い医療を展開する当院は、
地域に根差した病院として広く親しまれています。急
性期の病棟では外科や整形外科の手術患者さんを受
け入れたり、近隣の病院や施設との連携を深めている
ほか、在宅支援にも力を入れています。慢性期の病
棟では神経難病や重症心身障害（者）の治療や療養
を行い、患者さん中心の医療（看護）を提供していま
す。近くには加賀温泉郷があり自然にも恵まれた環境
で、高速の片山津インターのすぐ近くにあります。

独立行政法人国立病院機構

石
いし

川
かわ

病
びょう

院
いん

外科チームが中心となり
急性期医療の一端を担っ
ています。最近では高齢
者の手術も多く、安全で
信頼できる医療を目指し
ています。

患者さんの意向を尊重す
ると共に、患者さんの目
線に立った心のこもった
温かい看護を提供します。

先輩からのメッセージ

私は今、急性期の病棟に勤めています。
学校で培った看護観を大切にして患者
さんの前では笑顔を絶やさないように
努めています。まだまだ未熟だと感じ
ることもありますが、先輩看護師に支
えられて、チーム医療の大切さを実感
しています。専門職として質の高い看
護が提供できるよう、日々努力してい
きたいと考えています。（2年目Ns）

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／平成15年3月
院長／本家一也
職員数／157名
看護職員数／100名
病床数／208床
診療科目／内科、小児科、外科、整形
外科、呼吸器外科、心臓血管外科、眼科、
リハビリテーション科、放射線科、神
経内科、皮膚科、内分泌内科、麻酔科、
消化器外科、総合診療科
看護配置／一般10：1、障害10：1

初任給（2014年4月）※諸手当含む
看護師	 240,900円～
諸手当／夜間看護等手当、時間外手当、
住居手当、通勤手当、特殊業務手当な
ど
昇給・賞与／年 1回・年 2回（基本給
与等の4.1月分程度）
勤務体制／3交替制
休日休暇／ 4週 8休、年次休暇、病気
休暇、特別休暇（育児・結婚・夏期な
ど）など
待遇／国家公務員共済組合法に基づく
共済組合、雇用保険、被服貸与

採用実績（平成26年度）／看護師3名
試験科目／小論文、面接
説明会・見学会／随時

看 

国立病院機構独自の看護職員能力開発
プログラムをベースに、当院の特殊性
を盛り込んだ教育体系となっていま
す。新人の育成には PNS（パートナー
シップナーシングシステム）を採用す
ると共に実地指導者を配置し、その人
その人にあわせたペースで看護師とし
て成長していくことができるようみん
なで支援しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／副総看護師長　藤田
〒922-0405
加賀市手塚町サ150
TEL 0761-74-0700
URL http://www.hosp.go.jp/~isikawa/
E-mail fukukan-4＠hosp.go.jp
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南
加
賀

働きやすい働きがいのある職
場づくりに取り組んでいます
当院は医療人として地域社会に貢献できる病院を目指
しています。良質で高度な医療、患者さま中心の医療、
清潔で快適な環境を提供します。常に思いやりの心を
もち、地域住民の健康増進のため、他の医療機関や
保健福祉分野と力を合わせ、地域基幹病院として、当
地域の医療を担っています。看護部では、倫理的視点
に基づいた看護実践を心がけ「心のこもった看護」の
提供に努めています。また、キャリア開発の視点での
教育の充実と、ワークライフバランスを推進し、働き
やすい働きがいのある職場づくりに取り組んでいます。

加
か

賀
が

市
し

民
みん

病
びょう

院
いん

平成28年4月には、山中
温泉医療センターと統合
し、加賀温泉駅前に新築
移転します。患者さんに
も職員にもやさしい病院
づくりに取り組んでいま
す。

看護技術トレーニングで
は、先輩看護師指導のも
と、採血・血糖測定はお
互いに手技を行い合い確
認していきます。

先輩からのメッセージ

当院は、患者さまはもちろんのこと、一
緒に働く職員一人ひとりも大切にしてい
る病院です。病棟の先輩方は時に優し
く、時に厳しく多くのことを教えてくれ
ます。病棟全体で新人を支えてくださっ
ている、そのような環境の中で仕事がで
きることに感謝しています。心身共に大
変な仕事ですが、とてもやりがいがある
仕事なので、一緒に頑張りませんか？

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／明治13年3月
院長／小橋一功
職員数／295名
看護職員数／174名
病床数／226床
診療科目／内科、小児科、外科、整形
外科、脳神経外科、産婦人科、眼科、
耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、
放射線科、皮膚科、泌尿器科、呼吸器
内科、循環器内科、麻酔科、消化器外
科
看 護 配 置／ 7：1　回復期リハ病棟
15：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 188,990円
諸手当／夜勤、時間外、扶養、通勤、
住居など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／3交代、2交代、ミックス
休日休暇／ 4週 8休制、年次有給休暇
（20日・初年度15日・残20日までは
次年度繰越）、年末年始（6日）、特別
休暇、育児休暇、介護休暇
待遇／被服貸与、病児病後児保育・夜
間保育、共済組合加入、社会保険完備

採用実績（平成26年度）／看護師12名
試験科目／小論文、面接
説明会・見学会／随時

看 

看護部・教育委員会・部署が連携し、自己
学習・集合研修・部署内研修を連動させ
て、教育を行っています。採用時の看護技
術トレーニングでは、部署での指導と集合
トレーニングを 4 日間かけて行っています。
また、認定看護師や他職種による研修を 1
年間通して数多く実施しています。プリセ
プターシップを採用し、新人一人ひとりに
あったステップアップを支援しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／総務課人事担当
〒922-8522
加賀市大聖寺八間道65
TEL 0761-72-2100
URL http://www.kagacityhp.jp/
E-mail jinjihosp@city.kaga.lg,jp
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みなさまのこころの健康を 
守る拠点として
私たちは、疾病や障害のあるなしにかかわらず、その
人らしく生きていける社会が実現される夢を持ち、気
分障害・認知症・心身症など「こころの健康」に関
わるさまざまな病気の診断・治療・相談を行っていま
す。外来診療や入院治療だけでなく、訪問看護サー
ビスや地域の介護事業所、医療福祉機関との連携で、
患者さんの早期社会復帰や自立生活の実現を幅広く
支援しています。職場は、育児や介護をしながら働く
ワークライフバランスを重視した環境です。このこと
は看護職員の離職率が低いことからもわかります。

加
か

賀
が

こころの病
びょう

院
いん

「患者さんからの声をい
つでもお聞きできるよう
に」という私たちの願い
からナースステーション
はオープンカウンターを
設けています。

光溢れるのどかな空間は、
患者さんや私たちの心を
和ませてくれます。「あま
り病院らしくない」と評判
です。

先輩からのメッセージ

私たちは、部署や職種を超えて明るく良い
雰囲気の中で仕事をしています。そのため
連携も上手く取れ患者さんに喜ばれていま
す。院内勉強会がたくさんあり、院外研修
にも積極的に参加できます。休みが取りや
すいのもちょっとした自慢で働きやすいで
す。看護師という体力的・精神的に厳しい
仕事ですが、この職場なら成長しながら仕
事が続けられると思っています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和41年1月
院長／地引逸亀
職員数／170名
看護職員数／73名
病床数／207床
診療科目／精神科、心療内科、内科
看護配置／15：1
関連施設／介護老人保健施設加賀のぞ
み園、南加賀認知症疾患医療センター

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 232,900円～
准看護師	 200,500円～
諸手当／夜勤、通勤、時間外勤務、家族、住宅
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交替制
休日休暇／月 8休制、年次有給休暇（初年度
10日・最高20日）、夏季休暇（4日）、冬季休
暇（4日）、慶弔休暇、育児休暇、子供が生ま
れる際の父親の休暇、子の看護休暇、介護休暇
など
待遇／社会保険完備、退職金制度、被服貸与、
職員互助会、育児・介護による所定労働時間の
短縮措置など

採用実績（平成26年度）／看護師2名
試験科目／適性検査、面接
説明会・見学会／随時

看 准 

当院では、精神科看護師としての基本的な
知識と技術を講義と OJT により身に付け
てもらっています。新人研修では、当院の
理念や社会人としての役割をはじめ接遇、
院内感染、リスクマネジメントの基本につ
いて学びます。院外研修では、日本精神科
看護協会、日本精神科病院協会やその他の
研修に数多く参加できる機会を設け看護力
の向上に研鑽して頂きます。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務長
〒922-0831
加賀市幸町2-63
TEL 0761-72-0880
URL http://www.chokyu.gr.jp/
E-mail recruit@chokyu.gr.jp
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やさしい思いやりで 
信頼と安心の医療の提供
一般病床、療養病床を有する複合型の医療施設です。

（稼働病床数 210 床）地域に根ざした民間医療施設
として、24 時間、患者さまが安心して医療が受けら
れる環境を整え、必要なケアを必要な時に効率よく提
供することを心掛けています。関連施設を多数持った
地域密着型の病院です。にこやかな顔や人を愛するや
さしい思いやりの言葉で、患者さまに接して人と人と
の関わりを大切にしながら信頼と安心の医療を行い、
人の心の痛みや苦しみが分かり合える、温かい人柄の
スタッフばかりの病院を目指します。

医療法人社団慈豊会

久
く

藤
どう

総
そう

合
ごう

病
びょう

院
いん

ケアプランをもとに、医
療・介護・リハビリテー
ションの総合ケアを通し
て、誠実・信頼・安心を
モットーに、その人らしい
生活を過ごせるよう支援
させて頂きます（写真は
加賀温泉ケアセンター）。

慈豊会の理念は「和顔愛
語」です。にこやかな顔
で、人を愛するやさしい
思いやりの言葉で、患者
さまに接して、人と人との
関わりを大切に、信頼と
安心の医療をめざします。

先輩からのメッセージ

こんにちは。当院看護部の仲間は看護
師と看護補助者で、当院の理念でもあ
る「和顔愛語」の精神で和やかな笑顔
と愛情のこもった言葉かけを忘れず看
護をしています。看護ラダーをしっか
り見据えています。是非！私たちと共
に頑張りましょう。皆さんを待ってい
ます。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和45年
院長／太田孝仁
職員数／法人全体370名
看護職員数／看護部門200名
病 床 数／ 210床（一般 30床、療養
180床）
診療科目／総合（婦人科、小児科除く）
看護配置／一般病棟 10：1、療養病棟
20：1、25：1
関連施設／加賀温泉クリニック、老人
保健施設・加賀温泉ケアセンター、小
規模多機能型居宅介護支援事業所・大
聖寺なでしこの家、社会福祉法人・篤
豊会

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 251,900円～
准看護師	 207,200円～
諸手当／夜勤、休日、時間外勤務、通勤、
食事
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代制
休日休暇／年間111日（月8～9日+
誕生日休暇+特別休暇5日）、年次有給
休暇、慶弔休暇、育児休暇
待遇／社会保険完備、退職金制度、寮
（1K）

採用実績（平成26年度）／看護師2名（中
途採用）、准看護師1名（中途採用）
試験科目／作文、面接
説明会・見学会／随時

看 准 

当院の研修体制は、新人看護職員が臨
床現場に順応し、基本的な臨床看護実
践能力を取得出来る事を目的として近
隣の公立病院の新人スタッフと共に
行っています。1 年間のカリキュラム
で進めております。現場においてはプ
リセプター制で院内では技術研修会を
看護補助者と共に和やかな雰囲気のな
か学習しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／看護部長　土山、総務　坂本
〒922-0024
加賀市大聖寺永町イ17
TEL 0761-73-3312
URL http://www.jihoukai.net/
E-mail g.post@p2272.nsk.ne.jp
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すべての人に思いやりと 
やさしさを持った看護を
当院は認知症の患者さまを対象とした専門病院です。
他職種がチームを組み入院から退院まで安心して治療
を受けながら日常生活を送っていただける支援をしま
す。身体拘束、行動制限をできるだけ減らし、不要な
お薬を使用せず、精神療法や作業療法を通してできる
限り自然で、穏やかで安心した生活を取り戻していた
だける事が目標です。リハビリテーションは作業療法
が中心となります。「ゆったり、優しく、穏やかに・・・」
私たちが関わるすべての人に思いやりとやさしさを持っ
てをモットーにより良いケアを目指しています。

医療法人社団修和会

片
かた

山
やま

津
づ

温
おん

泉
せん

・丘
おか

の上
うえ

病
びょう

院
いん

地域包括的ケアを目指し
て、法人全体でチームワー
クづくりに努めています。
ご利用する方のその方ら
しい生活を支援できるよ
う、楽しみを提供できる
支援を目指しています。

認知症の方が住みやすいまち
づくりのイベントリレーマラソ
ン「RUN伴」に参加しました。
北海道から広島までをタスキ
リレーでつなぎます。加賀市
内の認知症キャラバンメイトと
も連携を取り認知症の方、職
員、地域の方と一緒にランナー
12名がタスキをつなぎました。

先輩からのメッセージ

当院に入社してから認知症の様々な患者さま
と出会い、日々のかかわりの中で多くの事を学
んでいます。周囲から見れば理解されにくい
言動の1つにも本人なりの理由があることを学
んでいます。認知症の方をケアしていくには、
医療および介護スタッフはもちろん、家族や地
域の方々が協力してその人の人生を知り、安心
して療養できるようまた患者さまにとって安
心できる人となれるよう日々勉強しています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／平成元年1月
院長／田端	修
職員数／73名
看護職員数／27名
病床数／92床
診療科目／精神科（認知症治療病棟）
看護配置／20：1、看護補助25：1
関連施設／介護老人保健施設　葵の
園・丘の上、グループホーム　葵の
園・東町、グループホーム　葵の園・
じざい、丘の上居宅介護支援事業所、
丘の上訪問介護事業所、介護老人保健
施設　葵の園・なんと（南砺市）

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 269,600円～
准看護師	 237,400円～
諸手当／職務手当、皆勤手当、夜勤手
当、通勤手当
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代制
休日休暇／年 111日（シフト制）、年
次有給休暇（初年度 10日・最高 20
日・繰越最高40日）
待遇／社会保障完備、退職金制度、被
服貸与、扶養手当制度

採用実績（平成 26年度）／看護師 2名、
准看護師1名、作業療法士1名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

研修推進委員会を立ち上げ、新人教育から専門
教育まで計画的な人材育成に取り組んでいます。
キャリアアップの道筋を描き、それぞれのキャリ
アパスの段階に応じて求められる能力を段階的・
体系的な習得を支援します。他職種協働での取り
組みが重要となりますので、それぞれの個性や得
意な面をいかしながらの人材育成に力を入れて取
り組んでいます。毎週 1 回の院内教育、及び外部
研修にも積極的に参加を促しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／人事担当　保野（ほの）
〒922-0421
加賀市冨塚町中尾1-3
TEL 0761-74-5575
URL http://www.aoikai.jp
E-mail hono@syuwakai.jp



PB 13

南
加
賀

思いやりのある、 
喜ばれる看護を提供

「わたしたちは、地域の中核病院として皆さんの健康
を守るために、質の高い医療を提供し共に歩みます」
の病院理念を受け、私たち看護部も患者さんの立場
を尊重し、思いやりのある、そして、喜ばれる看護を
提供しています。特に、救急医療、がん医療、生活
習慣病を重点目標とした医療の推進を図っています。
地域医療の充実のために、地域の病院、診療所、保
健福祉施設との連携を強化しています。また、職員の
研修、研究、教育を通し人材の育成に努め、各人が
思いやりを持った温かい職場を目指しています。

国民健康保険

小
こ

松
まつ

市
し

民
みん

病
びょう

院
いん

小松空港、北陸自動車道
路、小松駅から、10分の
好立地で、大変環境の良
い所です。バスの便もた
くさんあるので困りませ
ん。

研修の一場面です。器具
の目的や装着まで、詳細
に教えていただけます。
わからないこともすぐに聞
きやすい雰囲気です。

先輩からのメッセージ

業務はパートナーシップを導入し、なん
でも相談しやすい職場同士なので、安心
して学びを持つことができ、また、看護
業務にも EBM を持って、看護の質向上
に心がけ努力しています。皆さん素敵な
笑顔を持っている看護師さん達です。何
か問題にぶつかった時もすぐに相談しや
すい雰囲気なので安心です。私たちと一
緒に看護の喜びを感じてみませんか。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和25年11月　院長／川浦幸
光　職員数／ 549名　看護職員数／
309名　病床数／344床　診療科目／
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化
器内科、内分泌代謝内科、腎臓内科、
神経内科、外科、呼吸器外科、消化器
外科、整形外科、脳神経外科、形成外
科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器
科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リ
ハビリテーション科、放射線科、病理
診断科、歯科、歯科口腔外科、麻酔科　
看護配置／一般病棟7：1、精神科病棟
15：1　関連施設／粟津診療所、尾小
屋診療所、大杉診療所

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 193,000円
諸手当／通勤、住居、時間外、夜間な
ど
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代及び3交代制
休日休暇／ 4週 8休制、年次有給休暇
他
待遇／共済組合（社会保険）、退職手当
制度、夜間保育所他

採用実績（平成26年度）／看護師15名
試験科目／論文試験、適性検査、口述
試験（面接）
説明会・見学会／随時（電話予約）

看 

医療は高度化、複雑化の一途をたどっていま
す。新人が学んできた基礎教育のみでは技術
面、知識面で不足しています。そこで、卒後の
教育サポートが重要になってきます。新人看護
師から管理者まで、オリジナル性のあるクリニ
カルラダーを実施しています。「人が育つ、人
を育てる」、職員一人ひとりがどうあるべきか
を常に考えて行動をとっています。研修、研究、
資格取得等キャリア支援を行っています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／管理局総務課庶務担当
〒923-8560
小松市向本折町ホ60
TEL 0761-22-7111
URL http://www.hosp.komatsu.ishikawa.jp
E-mail cbsomu@city.komatsu.lg.jp
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あなたの健康が私たちの願いです
当院は癒しと安らぎの空間を大切に、患者さまに優し
い病院を目指して、平成 13 年にリニューアルオープ
ンしました。平成 18 年には、7：1 の看護体制を県
内で最も早く整え、充実した職場環境づくりに取り組
んでいます。私たちは、当院の一員であること、看護
師という専門職であることを誇りに、根拠に基づく実践

（evidence-based practice）を重視し、患者さ
まからは挨拶や笑顔、寄り添うことの大切さを教わり
ながら、看護の醍醐味と深化を感じています。

特定医療法人社団勝木会

やわたメディカルセンター

ホスピタルコリドー。太陽
の光が降り注ぐ外来のメ
インストリート。ミニコン
サートや健康講話などの
イベントスペースとしても
利用します。

一部の部署でパートナー
シップ制を導入していま
す。患者さまに安全安心
の看護を提供できる環境
です。

先輩からのメッセージ

入職時は分からないことだらけで不安
でしたが、先輩たちがとても優しく
しっかりとフォローしてくれます。患
者さまの事を一番に考えている先輩と
一緒に、日々成長できる自分を実感し
ながら、明るく楽しい職場で働くこと
ができ、本当に毎日充実しています。 

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和43年11月　院長／勝木保夫　
職員数／ 546名　看護職員数／ 219名　
病床数／227床　診療科目／内科、循環
器内科、呼吸器内科、内分泌・糖尿病内
科、整形外科、リウマチ科、リハビリテー
ション科、外科、消化器内科、脳神経外科、
神経内科、泌尿器科、眼科、皮膚科、耳
鼻咽喉科、放射線科、核医学科、麻酔科　
看護配置／一般病棟 7：1、回復期リハ
病棟 1	13：1、回復期リハ病棟 2	15：1　
関連施設／芦城クリニック、やわたデン
タルクリニック、訪問看護ステーション
リハケア芦城、公益財団法人	北陸体力科
学研究所

初任給（2014年4月実績）
看護師	 3年制卒210,000円、4年制卒215,000円（夜勤手当別途）
諸手当／夜勤手当、特別夜勤手当、遅番・早番手当、日曜手当、年末
年始手当、家族手当、通勤手当（30,000円/月まで）、認定看護師手当
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／変則3交代（8時30分～17時15分、12時～22時、21時
～9時）
休日休暇／日曜、祝日、第2・4・5土曜日、指定休日、年末年始休暇、
お盆休暇※年間 116日　ボーナス休暇制度、大学院社会人入学者特別
休暇制度
待遇／社会保険、厚生年金、病院厚生年金基金、中小企業退職金共済、
独身者のアパート家賃助成、資格取得支援制度、長期研修制度、海外
研修制度、健康増進施設ダイナミックの利用助成など
その他／夜勤者食事支給

採用実績（平成26年度）／3名
試験科目／一般常識、適性検査、面接、
小論文（事前提出）
説明会・見学会／お気軽にお問合せく
ださい

看 

当院は、看護部理念「豊かな笑顔、あ
ふれる思いやりの看護」のもと、社会
人、専門職業人として節度ある態度と
行動、その人らしさを尊重した看護実
践に力を注いでいます。入職時より、
チーム医療の中で看護の専門性を発揮
できるスキルの向上を目指していま
す。
※資格取得を応援する制度あります

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／人事教育部　上林（かみばやし）
〒923-8551　
小松市八幡イ12-7
TEL 0761-47-1212
URL http://www.katsuki-g.com
E-mail jinji@katsuki-g.com
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常に新しい知識・技術を吸収し、
良質の精神科医療を行います
当院は、開かれた精神科医療を基本として、地域の
人々のニーズに応じた心の治療を目指しています。そ
して活気ある地域生活を送れるようにサポートします。
精神科看護をさらに深めたい方には、通信教育で種々
の資格を取得する制度や、院内・外の研修も充実し
ていています。関連施設としてクリニックや精神科グ
ループホーム・デイケア・就労支援施設・認知症グ
ループホーム・デイサービスなどもあります。精神科
介護や看護を目指したい方、ぜひ一緒に働いてみませ
んか。

医療法人社団澄鈴会

粟
あわ

津
づ

神
しん

経
けい

サナトリウム
粟津駅から歩いて7分。
線路沿いにあるので、電
車からも病院が見えます。
平成28年には新病棟が
完成予定です。

優しい先輩がたくさんい
ますので、なんでも気さ
くに話しやすいです！風通
しがとても良いです。

先輩からのメッセージ

結婚後、育児のため現場を離れていま
したが、ここに再就職しました。初め
は不安でしたが、先輩の指導のもと、
安心して働いています。仕事も定時に
終わるので子育てがしやすい病院で
す。職場の雰囲気もよく、楽しい毎日
です。疑問に思ったことやわからない
ことが出てきてもすぐに相談しやすい
です。皆さん一緒に働きましょう！

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和28年12月
院長／小林克治
職員数／259名
看護職員数／140名
病床数／263床
診療科目／精神科・心療内科・内科
看護配置／15：1入院基本料
関連施設／アイリス	メディカル	クリニッ
ク（石川県能美市）、放課後等デイサービス
「キッズMOMO」、訪問看護ステーション「ア
イリス」、箕面神経サナトリウム（大阪府箕
面市）、精神科デイケア「コンチェルト」、共
同生活援助「ファミリーホーム」、相談支援
事業所「チャレンジ」、多機能型事業所「心愛」

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 266,000円
准看護師	 227,000円
諸手当／夜勤・通勤・時間外手当・家
族・皆勤
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代制
休日休暇／年間 112日、年次有給休暇
（初年度10日・最高20日）、特別休暇
（慶弔含む）、育児休業休暇
待遇／社会保険完備、退職金制度、被
服貸与

採用実績（平成 26年度）／看護師 5名、
准看護師2名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

入職 3 カ月間は、先輩が丁寧に指導し
ます。その後もチームでの仕事になり
ますので、安心して働けます。ほぼ毎
週のように院内研修会もあるので、興
味をもった研修に出席できます。院外
研修も学習意欲のある方は積極的に参
加できます。スキルアップのための行
動を起こしやすい環境です。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／法人本部人事課
〒923-0342
小松市矢田野町ヲ88
TEL 0761-44-2545
URL http://www.choureikai.jp/awazu/
E-mail ogen@tvk.ne.jp
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心温まる看護を目指して日々
努力しています
当院は、内科と精神科の病院です。それぞれの病棟
の看護業務と外来の看護業務が学べます。一般的に
精神看護経験ばかリ増すと、身体合併症看護への不
安が大きくなります。また逆に身体疾患に対する看護
の経験のみでは、精神疾患を持つ患者さんへの対応
に不安が膨らみます。私たちは、身体的疾患と精神
的疾患のいずれにも対応することにより、全人的ケア
に努めています。心温まる最良の看護を目指して、知
識と技術の習得をすべく、研修会や勉強会へも積極的
に参加しています。

医療法人社団岡本会

岡
おか

本
もと

病
びょう

院
いん

小松駅から車で2～3分、
徒歩でも10分と好立地な
場所にあり、小松市役所
にも近くとても便利です。

先輩後輩の分け隔てなく、
気軽に相談もしやすく、
みんなで協力し合いなが
ら助け合える雰囲気の職
場です。

先輩からのメッセージ

地域に密着した当院では約 30 名の看護
師が、お互い協力しながら楽しく働いて
います。働き始めは解らない事ばかりで
緊張や不安もありましたが、その都度先
輩たちの丁寧な指導のおかげで自分の看
護に自信が持てるようになりました。経
験豊富な先輩達に支えられながら楽し
く・自分らしく仕事が続けられます。み
なさんと一緒に働ける日を待っています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／平成12年1月
院長／岡本	進
職員数／60名
看護職員数／29名
病床数／58床
診療科目／内科、精神科
看護配置／精神15：1　療養20：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 229,000～359,000円
准看護師	 209,000～289,000円
諸手当／業務、皆勤、通勤、夜勤、時
間外
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代制
休日休暇／週休 2日制、月 9日休、年
次有給休暇（初年度10日、最高20日）、
年末年始（5日）、慶弔・育休あり
待遇／社会保険完備、退職金あり、被
服貸与

採用実績（平成26年度）／准看護師3名
試験科目／面接、小論文
説明会・見学会／随時

看 准 

当院の研修体制は患者さんそれぞれの
ライフスタイルに合った安心できる看
護が提供できるようコミュニケーショ
ン能力を指導し、専門的な技術を身に
着け、責任ある行動がとれるよう一人
ひとりに先輩ナースが優しく指導を行
います。進学制度を設けており、学習
スキルアップにも力を入れています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／人事担当　事務長　岩田
〒923-0904
小松市小馬出町13
TEL 0761-22-6273
E-mail okamoto@po.incl.ne.jp
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地域の皆さまに愛され 
信頼される看護を目指して
小松駅前にあった旧加登病院から 2013 年 8 月に現
在の場所へ新築移転し、名称も新たに「小松ソフィア
病院」となりました。「全てを患者さまのために」そ
れが旧病院から続く当院の理念です。金沢大学附属
病院の関連病院として内科を中心とした診療科を開設
し、透析療法や訪問診療、健康診断も行っています。
法人としては、「居宅介護支援事業所ソフィア」「訪問
看護ステーションはなはな」「小規模多機能型居宅介
護事業所（2015 年 6月開業予定）」を有し、地域と
連携しながら皆さまの健康をサポートしています。

小
こ

松
まつ

ソフィア病
びょう

院
いん

「病院らしくない病院に」
をテーマに建設致しまし
た。均整の取れたデザイ
ンが特徴で、院内は明る
く開放的な雰囲気です。

厳しくとも楽しい職場環
境を目指しています。悩
みごとにも先輩ナースが
親身に相談に応じます！

先輩からのメッセージ

看護部は「地域の皆さまに愛され信頼
される看護を目指す」を目標とし、患
者さま中心の看護と安全で質のよい看
護を提供し、看護職員が働き甲斐のあ
る職場づくりに取り組んでいます。人
との触れ合いの中で看護する喜びを見
出し、成長し続けていけるよう支援し
ます。あなたも当院のスタッフとして、
共に働いてみませんか。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和16年6月
院長／亀田正二
職員数／100名
看護職員数／50名
病床数／48床
診療科目／一般内科、呼吸器内科、消
化器内科、循環器内科、神経内科、内
分泌代謝内科、腎臓内科、整形外科、
眼科、皮膚科、足病科
看護配置／10：1
関連施設／居宅介護支援事業所ソフィ
ア、訪問看護ステーションはなはな、
小規模多機能型居宅介護事業所（6月
開業予定）

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 180,000円
諸手当／ 114,000 円（職務手当、資格
手当、時間外手当、その他手当、夜勤
手当［準夜8,000円 /回、深夜9,000/
回］）
昇給・賞与／年1回・年2回（昨年度実
績3カ月）、決算賞与（昨年度実績あり）
福利厚生／健康保険、雇用保険、労災、
厚生年金、財形、退職金制度
勤務体制／3交代制（一部2交代制）
休日休暇／完全週休 2日制、お盆休み、
年末年始、リフレッシュ休暇（5日間）
待遇／経験者は給与待遇

採用実績（平成26年度）／15名
試験科目／書類選考、面接
説明会・見学会／随時

看 

新人看護師に対しては、外来・病棟・
透析部門の全体研修後、厚生労働省の
新人看護職員研修プログラムに準じて
研修を行います。中途採用看護師に対
しましては、同じく病院全体の研修後、
配属部署での研修を行っております。
プリセプター制とチーム制を併せて活
用し、キャリアアップを支援していま
す。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／経営管理部　人事
〒923-0861
小松市沖周辺土地区画整理事業地内仮地番5街区30
TEL 0761-22-0751
URL http://sophia-hosp.jp/
E-mail info@sophia-hosp.jp
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愛を持って健康と幸せづくり
に取り組みます
当院の理念、「愛を持って健康と幸せづくりに取り組
む」。①患者様に愛を持って全力奉仕し感動をともに
する②技術研究に愛を持って向上し、人間として成長
する③スタッフ全員が愛を持って互いに尊敬し高めあ
う④社会に愛を持って貢献する。この理念の基、私た
ちの「使命」として、「女性の幸せ」を掲げています。
女性の一生に貢献できる病院であるために赤ちゃんか
らお年寄まで幅広い年代にわたって安全・安心で確
実な医療、真心を込めた親切丁寧な診察を心がけて
いる女性と赤ちゃんに優しい病院です。

医療法人社団

荒
あら

木
き

病
びょう

院
いん

天明2年（1782）漢方医
開業から現在233年。JR
小松駅から車で15分の若
杉町に平成12年に新規移
転しました。

優しい光が包み込む待合
ホール。胎教の為のマタ
ニティコンサート等を定
期的に開催しています。

先輩からのメッセージ

私たち助産師・看護師は日々笑顔で患者
さまに愛を持って「母と子に優しい病院」
を目指しています。新しい生命の誕生に
関われる事は日々感動であり、また危険
との隣り合わせでもあります。そのため
個人がスキルアップできるよう研修や学
会に参加し、最近は新人教育の見直しを
行い働き易い職場環境に努力しています。
私たちと一緒に感動を共にしませんか？

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和62年11月
院長／荒木重平
職員数／65名
看護職員数／30名
病床数／39床
診療科目／産婦人科、小児科、形成・
美容外科
看護配置／13：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 257,000円～（夜勤4回として）
准看護師	 205,000円～（夜勤4回として）
助産師	 278,000円～（夜勤4回として）
諸手当／夜勤・通勤・時間外勤務・準夜・待
機
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交替制
休日休暇／月 9回程度（勤務割表による）年
次有給休暇初年度 10日・年末年始 5日・慶
弔休暇・ﾊﾞｰｽﾃﾞｨ休暇
待遇／社会保険完備・看護師寮・退職金制
度・被服貸与

採用実績（平成 26年度）／看護師 3名、
准看護師1名、助産師2名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 助 

当院は、マンツーマンで現場対応出来
るように、個々に合わせた指導を行っ
ています。基礎看護技術はもちろん、
モニタリングの装着、新生児蘇生や出
血時の対応等産科独自の勉強会にも力
を入れています。他施設への新人研修、
看護協会研修、ソフロロジー、母乳
研修会なども参加でき、個々のスキル
アップに務めています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／総務部人事担当
〒923-0832
小松市若杉町95
TEL 0761-22-0301
URL http://www.arakihospital.com/
E-mail jimukyoku@arakihospital.com
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患者さまが安全・安心できる
生活のために
当院は、医療療養型病院として、慢性期の患者さま
に心のこもった医療看護、介護を徹底して取り組んで
います。患者さまのそばに寄り添い、安全で安心で
きる入院生活を送っていただくため、多職種が協力し
合ってサービスを提供させていただいています。南加
賀地域の皆さまの健康維持のため、人間ドックなどに
も力を入れており、予防医学的役割も果たしています。
脳外科を中心に循環器科、整形外科、皮膚科など多
科にわたって患者さまにより良い医療を受けていただ
くため日々努力しています。

医療法人社団松陽

東
ひがし

病
びょう

院
いん

2月1日より病院全体での
電子カルテの運用を始め
ました。

病院全員での研修会を
行っています（院内感染
対策、医療機器の安全使
用、安全管理等）。

先輩からのメッセージ

当院は、全職員が 40 名程度ですので、
家族的な雰囲気の中、皆まとまりよく協
力しあって仕事ができています。組織の
中の風通しが良いのでお互いに気付いた
ことは連絡し合ってリスクの軽減につな
げています。入院患者さまの褥瘡発生率
は、ここ 2 年間ゼロ更新しています。私
たちと一緒に手をあてて心でみる心のこ
もった看護を実践してみませんか。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／平成3年9月
院長／東	裕文
職員数／47名
看護職員数／17名
病床数／33床
診療科目／内科、循環器内科、消火器
内科、外科、整形外科、脳神経外科、
皮膚科、リハビリテーション科、放射
線科
看護配置／看護配置基準（20：1）、
看護師比率 20％以上、看護補助配置
（20：1）

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 268,000円～
准看護師	 205,000円～
諸手当／夜勤、通勤、時間外勤務、家
族など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代制
休日休暇／ 4週 8休制、年次有給休暇
（初年度10日、最高40日）、年末年始
（4日）、慶弔休暇、特別休暇、育児休暇、
介護休暇
待遇／社会保険完備、退職金制度、被
服貸与

採用実績（平成 26年度）／看護師 4名、
准看護師2名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

当院では、オリエンテーションのあと
に、研修資料をもとに講義をうけてい
ただきます。その後、業務手順に沿っ
て 1 対 1 で実践を行い、一定期間ごと
に評価していきます。生活支援も大切
な看護ですから、食事面、清潔面、排
泄面などの基本的な介助から研修して
いきます。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／辻修二
〒923-0962
小松市大領中町3-121
TEL 0761-21-1131
URL http://www.higashi-hospital.jp/
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良質で心温かな医療・介護
サービスの提供を目指します
昭和46年の開設後、整形外科・救急医療・リハビリ
テーションを柱に地域に密着した医療を提供してきま
した。現在では、各科の専門医が診療にあたり、幅
広く対応できる診療体制を敷いております。また、平
成 26 年 10 月に地域包括ケア病床 20 床の認可を受
け、地域連携の強化にも取り組んでいます。これから
も『地域社会から高い評価を受け、職員が生きがい
を感じて、職務に励む温かなさくら会』をビジョンに
掲げて、『良質で心温かな医療・介護サービス』の提
供を目指します。

医療法人社団さくら会

森
もり

田
た

病
びょう

院
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外部の認定看護師をお招
きして専門看護の研修会
も実施し、スキルアップ
を図っています。

介護老人保健施設	さくら
園を併設し、施設サービ
ス・通所リハビリテーショ
ンを行っています。

先輩からのメッセージ

当院は、整形外科・内科・外科の他、
麻酔科・脳外科・眼科があり、学ぶこ
とが多くありますが、子育て中の看護
師も多く、進歩する医療や看護技術に
対応するために焦りを感じることもあ
ります。しかし、研修は時間内の開催
で複数回行うなど、参加しやすく学ぶ
ことをサポートしています。温かな雰
囲気の中で一緒に働きましょう。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和46年6月
院長／森田孝文
職員数／120名
看護職員数／50名
病床数／99床
診療科目／内科、消化器科、リウマチ
科、外科、整形外科、脳神経外科、肛
門科、眼科、リハビリテーション科、
神経内科、麻酔科
看護配置／一般病棟 10：1、療養病棟
20：1
関連施設／介護老人保健施設	さくら
園、特別養護老人ホーム	あたかの郷、
軽費老人ホーム	ケアハウスファミール

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 227,000～350,000円
准看護師	 195,000～305,000円
諸手当／夜勤、通勤、時間外など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／3交替制
休日休暇／年間105日、年次有給休暇、
慶弔休暇、特別休暇、育児休暇など
待遇／社会保険完備、退職金制度

採用実績（平成26年度）／看護師2名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

専門職業人として責任を持った行動が
とれるよう、看護部教育研修員が中心
となり新人看護師教育を行っていま
す。専門分野の研修には、医師・薬剤
師・PT・OT・検査技師などが協力し
ています。また、院外の講師による専
門分野の研修や各部署内での研修も積
極的に行っています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／総務課人事担当
〒923-8507
小松市園町ホ99-1
TEL 0761-21-1555
URL http://morita-hospital.jp
E-mail morita-hp@viola.ocn.ne.jp
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石川の周産期医療に貢献する
ことが目標です
白山市の松南病院と姉妹病院です。開設当初から、
お母さんと赤ちゃんを一貫して守り育てることを目的
として診療を行っています。これまで当院は、南加賀
地区の周産期医療にわずかながらも貢献してきました。

「“ゆめ”、“愛”、“いのち”を守りたい」を病院理念に、
産婦人科と小児科が十分な協力体制のもとで石川県
の周産期医療に貢献することを目標にしています。常
に向上心を維持して、皆さまに安心して受診していた
だける病院づくりを目指しています。

医療法人社団恵愛会

恵
けい

愛
あい

病
びょう

院
いん

JR小松駅から徒歩12分
（1.0㎞）に位置し、す
ぐ隣にショッピングセン
ター、小松郵便局などが
あり、便利な環境です。

ナースセンターでの集合
写真。写真のようなやさ
しい先輩みんなで見守り、
指導していきます。

先輩からのメッセージ

少人数の新人職員を先輩みんなで見守
り、個人それぞれのペースに合わせた
指導を心がけています。アットホーム
な雰囲気の中で職場にもすぐになじむ
ことが出来ます。出産や生まれたての
赤ちゃんとふれあうことができ、たく
さんの感動がある職場です。ぜひ私た
ちと一緒に働きましょう。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和57年11月
院長／園田保夫
職員数／65名
看護職員数／41名
病床数／36床
診療科目／産婦人科、小児科
看護配置／13：1
関連施設／恵愛会　松南病院（白山市）

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 192,600円～
准看護師	 149,200円～
助産師	 257,100円～
諸手当／夜勤、通勤、時間外勤務、家族、
住宅、資格、皆勤
昇給・賞与／年1回・年3回
勤務体制／2交替制
休日休暇／週休2日、年次有給休暇（6
カ月経過後 10日、最高 20日）、年末
年始（4日）、慶弔休暇、特別休暇、育
児休暇
待遇／社会保険完備、退職金制度、被
服貸与

採用実績（平成 26年度）／中途採用　看
護師3名、准看護師1名、助産師1名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 助 

当院では、看護職員を分娩・おっぱ
い・新生児・手術・外来の 5 つのチー
ムに分け、毎月行われる勉強会におい
てそれぞれのチームが取り組みを発表
することにより、日々の看護や業務内
容の改善を図っています。希望者には
外部研修に参加できるよう配慮し、ス
キルアップをサポートしています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務局　小西
〒923-0801
小松市園町ハ-55
TEL 0761-24-6111
URL http://www.keiai-kmt.or.jp/
E-mail guest@keiai-kmt.or.jp
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子育て支援や働きやすい環境
づくりに努めています
病床数 320 床、診療科 33 科を有し、「仲よく楽しく
人と社会を健康に」をモットーに地域密着型の医療・
予防・介護に取り組んでいます。看護局が率先して
PNS（パートナーシップ・ナーシング・システム）や
WLB（ワークライフバランス）など働きやすい環境づ
くりや教育研修を行い、より専門的に学ぶことができ
る環境の整備や、子育て支援などにも積極的に取り組
んでいます。「地域の生涯の健康を支える病院」をつ
くるためにぜひ、あなたの力を貸してください。

医療法人社団和楽仁

芳
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院
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風通しがよく職員みんな
仲がいい！職種の垣根も
なく何でも相談しやすい
そんな雰囲気が溢れる病
院です。

当院が立地する能美市
は、金沢市内から車で約
40分。豊かな自然に恵ま
れ、「住みよさランキング
2014」では全国第9位に
なるなど生活しやすい環
境も魅力です。

先輩からのメッセージ

当院看護局は毎年10～15名の新人看護
師を迎え、約230名の看護職員が在籍し
ています。急性期病床、療養病床、各科
外来・センター等、中規模ケアミックス
病院だからこそ経験できる様々な環境と
業務があります。皆さん一人ひとりを「組
織の財産」と考え、看護師としてはもち
ろん、人として成長できるよう、レベル
に合わせた研修環境を整えています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和58年6月　院長／佐久間寛
職員数／540名　看護職員数／224名　病床数／320床
診療科目／内科、内分泌内科、糖尿病・代謝内科、血液内
科、がん化学療法内科、緩和ケア内科、腎臓内科、人工透
析内科、循環器内科、呼吸器内科、呼吸器外科、消化器外
科、消化器内科、外科、乳腺 ･内分泌外科、肛門外科、整
形外科、脳神経外科、神経内科、眼科、産婦人科、小児科、
耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科、形成外科、美容外科、
放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、
病理診断科
看護配置／HCU	5：1、一般病床　7：1、地域包括ケア病
棟　13：1、医療療養病棟　20：1、介護療養病棟　6：1
関連施設／グループホーム陽らら、社会福祉法人　陽翠水、
信和商事、グリーンケア芳珠

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 	292,334 円～（準夜 4回、深

夜4回、時間外20時間の場合）
助産師	 	292,334 円～（準夜 4回、深

夜4回、時間外20時間の場合）
諸手当／職種、夜勤、時間外勤務、扶養
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代制、3交代制
休日休暇／4週9休、リフレッシュ休暇、
年次有給休暇（初年度 10日・最高 20
日）、慶弔休暇、特別休暇育児休暇など
待遇／社会保険完備、独身寮、退職金制
度、24時間保育（365日）被服貸与、
石川県病院厚生年金基金、確定拠出年金

採用実績（平成26年度）／看護師13名、助
産師1名
試験科目／作文、面接
説明会・見学会／平成27年4月25日、5
月23日、6月13日、7月11日、8月8日

看 助 

私たちが目指すのは、患者さんの情報を
的確に捉え、看護実践に結び付けられる
人財です。受け持ち看護師としての役割
のほか、より専門的な知識を身につける
ことも求められます。チーム医療を大切
にする当院では、新人看護師の研修にお
いても早く配属部署の環境や業務に慣れ
るよう、教育担当者、実地指導者を中心
に皆が一丸となってサポートしています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／総務部人事課　課長　下崎
〒923-1226
能美市緑が丘11-71
TEL 0761-51-5551
URL http://www.houju.or.jp/
E-mail t-shimosk@houju.or.jp
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思いやりと温かい心で 
地域住民の健康を守ります
南加賀地区に位置する 76 年の歴史がある公立病院です。
病院理念は「思いやりとあたたかい心で地域住民の健康を
守る」としており、地域の方々の「安全」と「安心」を守
り信頼される病院として一丸となって進んでいます。少子
高齢化の時代を向かえ、地域で支える医療（地域包括ケア）
の中心的立場として、入院から在宅医療・看護・介護まで
患者・ご家族が望む医療を提供しています。地域包括ケア
病床・療養病床・居宅支援事業所・訪問看護ステーショ
ン・老人保健施設はまなすの丘があり、安心してご自宅で
生活していただくためにチーム医療で取り組んでいます。

国民健康保険
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JR寺井駅から徒歩5分、
小松駅、小松空港、小松
インターなど車で10～
15分のところにあり、非
常に交通の便利が良いで
す。

新人看護師研修で、認定
看護師の指導のもと患者
さんに適した「とろみ」の
濃度を体験する新人看護
師。

先輩からのメッセージ

実習で看護師が患者さまに優しく接し
ている姿を見てこの病院に就職しまし
た。就職してやはり職場のみんなが仲
良く明るく仕事ができています。教育
にも細やかな配慮があり、実践を繰り
返しながら自信がつくような関わりを
してくれています。皆さんも私たちと
一緒に、看護の楽しさを実感できる職
場で働いてみませんか？

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和12年10月
院長／前沢欣充
職員数／251名
看護職員数／117名
病床数／131床
診療科目／内科、小児科、外科、整形
外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、
リハビリテーション科、泌尿器科
看護配置／ 10：1　地域包括ケア病床　
13：1
関連施設／老人保健施設はまなすの丘

初任給（2014年4月実績）＊諸手当含む
看護師	 235,710円～
諸手当／期末手当、勤勉手当、扶養手
当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手
当等
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／3交替制、2交替制
休日休暇／年次有給休暇、夏季休暇、
結婚休暇、産前産後休暇、育児休業制
度
待遇／共済組合加入、退職金制度、各
種健康診断、給付・貸付事業、施設利
用特別割引助成、認定看護師資格取得
支援

採用実績（平成26年度）／看護師5名
試験科目／作文試験、面接試験
説明会・見学会／8:30～17:15随時

看 

研修制度は、新人看護師ガイドラインに基
づいた当院のプログラムで年間 40 時間の
研修を行っています。講師には認定看護師
や薬剤師・検査技師などの各専門職の講義
と実践研修を実施しています。現場ではプ
リセプターが寄り添い、心理面で支えま
す。知識や技術・態度については各部署に
モデルナースを配置し、技術面での不安が
ないように丁寧な指導をします。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／看護部　山下
〒929-0122
能美市大浜町ノ85
TEL 0761-55-0560
URL http://nomihsp.com/
E-mail nomihp@live.co.jp
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明るく、楽しく、元気よく 
医療福祉サービスを提供します
当センターの前身は昭和 40 年開設の肢体不自由児施設
であり、平成10年に重症心身障害児施設小松療育園を
新築移籍しました。現在は小松こども医療福祉センター
と名称を変更し、医療型障害児入所施設、療養介護施
設、児童発達支援センターを総合的に運営しています。
明るく、楽しく、元気よくをモットーに、日々、利用者
の笑顔を喜びとして、看護・介護・療育を実践する医
療福祉サービスを提供しています。一人ひとりにあった
医療と福祉の実践、地域生活や自立のための支援、専
門性を高めるための知識と技術の習得に努めます。

社会福祉法人石川整肢学園
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センター
小松駅から車で20分。自
然豊かな山里にある重症
の障害児（者）の療育を
提供する施設です。

障害は重くても、より健
康で、より楽しく、より豊
かな生活を提供していま
す。年2回の2大祭り「創
立記念祭・夏祭り」は盛
大に、地域の方々と楽し
んでいます。

先輩からのメッセージ

こんにちは。障害は重くても、利用者の
方の笑顔を大切にしています。明るく、
温かく、活気のある病院、施設となるた
めに、多職種の方々と共に、日々、奮闘
しています。ボランティアの方々もたく
さん来てくださり、開放的で楽しい職場
です。皆さんも私たちと一緒に働きませ
んか？療育に興味のある方は是非、見学
に来て下さい。お待ちしています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／平成10年4月
院長／谷口	昂
職員数／87名
看護職員数／42名
病床数／52床
診療科目／小児科、内科、神経内科
看護配置／10：1
関連施設／金沢こども医療福祉セン
ター、小松陽光苑、金沢湖南苑、金沢
ふくみ苑、あかつき

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 209,800円～
准看護師	 164,800円～
諸手当／夜勤手当、早勤・後勤手当、
通勤手当、扶養手当
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／ 3交替制・2交替制、変則
勤務（早勤・後勤など）
休日休暇／ 4週 8休制、年次有給休暇
（初年度10日・最高20日）、夏季休暇
5日、慶弔休暇、特別休暇、育児休暇、
子の看護休暇など
待遇／社会保険完備、退職金制度、被
服貸与

採用実績（平成26年度）／7名
試験科目／面接、小論文
説明会・見学会／随時

看 准 

主に看護協会の研修や日本重症心身障
害福祉協会主催の研修などに参加して
います。センター内では講義と実践で
教育しています。実践を交えることで
講義だけでは出てこなかった疑問点を
あぶり出し解決することができます。
療育者として先輩・後輩、そして多職
種の方々と共に成長していこうと努め
ています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／総務担当者
〒923-0183
小松市瀬領町丁1-2
TEL 0761-46-1306
URL http://www.komatsu.isg.or.jp/
E-mail info@komatsu.isg.or.jp
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人との出会いを大切に、 
自らの能力開発ができる場所
地域医療連携支援病院、災害拠点病院、地域がん診
療連携拠点病院等の機能を担い、高度総合医療を推
進しています。救急者搬送も多数受け入れ、昼夜を問
わず患者さんに応じた専門的チーム医療の実践に取り
組んでいます。看護師は約500名で平均年齢は約30
歳と若いですが、パワフルに生き生きと働いています。
患者さんはもちろん、仲間を含めたあらゆる出会いを
大切にし、一丸となって仕事に取り組んでいます。パー
トナーシップによる看護体制をとり、新人もベテラン
も、お互いに日々成長できることを目指しています。

独立行政法人国立病院機構
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センター
金沢市の中心街近く、自
然と文化に恵まれた地域
に位置しています。明治6
年に金沢城跡に発足した
140年余りの歴史ある病
院です。

緩和ケア、糖尿病、NST、
褥瘡などチーム医療に力
を注いでいます。お互い
の職種をリスペクトし、補
完し合うことがモットーで
す。

先輩からのメッセージ

国立病院機構のネットワークを魅力的
に感じ、当センターに決めました。若い
うちに県外で経験を積みたいと思って
いたので、入職して 3 年後、国立病院機
構の名古屋医療センターへ転勤し経験
を積みました。地元での結婚を機に 2
年後に金沢へ戻り、今は、育児をしなが
ら夜勤もこなしています。働き続けや
すい職場だと思います。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／平成16年4月（国立病院機構）
院長／鵜浦雅志
職員数／約800名
看護職員数／約500名
病床数／584床
診療科目／内科、精神科、神経内科、
呼吸器科、消化器科、小児科、消化器
外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外
科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、
泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻
咽喉科、放射線科、歯科口腔外科、リ
ハビリテーション科、麻酔科、緩和ケ
ア科
看護配置／一般　7：1　精神　10：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 204,249円～
助産師	 207,133円～
諸手当／夜勤、通勤、時間外勤務、住宅、扶養、地域な
ど
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代制（精神科など一部3交代制）
休日休暇／ 4週 8休制、祝日・年末年始（6日間）、有
給休暇年間20日（翌日繰り越し可）、病気休暇、特別休
暇（忌引き、結婚休暇、産前産後休暇、夏季休暇、子の
看護休暇、介護休暇）※休業：育児、介護、自己啓発等
待遇／国家公務員共済組合に加入、退職金制度、院内保
育所、病児保育室、被服貸与、看護宿舎（新卒3年間まで）

採用実績（平成26年度）／看護師59名、助産師4名、
診療看護師1名
試験科目／小論文、面接
説明会・見学会／ 4/25、6/20、8/4（以降は個
別相談にて随時対応）、8/5インターンシップ開催

看 助 

国立病院機構で標準化された「看護職員
能力開発プログラム」に基づき、採用時
から一人前のナース（卒後おおむね 5 年
目）になるまでを看護部全体で支援しま
す。すべての新卒看護師が各部門をめ
ぐり経験を積むオリジナルの「卒後ロー
テーション研修」や、専門的知識・技術
を備え安全な静脈注射を段階的に実施で
きるための静脈注射研修制度が特徴です。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／人事担当　薮田、看護部採用担当　酒井
〒920-8650
金沢市下石引町1-1
TEL 076-262-4161
URL http://www.kanazawa-hosp.jp
E-mail y-sakai@kinbyou.hosp.go.jp
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先端的な医療を受ける患者さ
んに最適な看護を
当院は 150 年以上の歴史があり伝統を重んじながら、
さまざまな最新医療機器を備え、先端的な医療を受
ける患者さんに、最適な看護を提供したいと取り組ん
でいます。ベッドサイドでは看護師 2 人体制でケアを
行う看護方式を取り入れ、患者さんのニーズに丁寧に
応えられるよう努力しています。笑顔で心のこもった
看護実践を目指し、生き生きと働いている若い看護師
がたくさんいます。また、結婚後も働き続けられるよう、
育児休業制度、日曜・夜間保育室の設置など働きや
すい環境が整っています。
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教育担当看護師による丁
寧な指導の機会を設けて
います。新人の看護師で
も安心して技術向上を図
ることができます。

金大式パートナーシップ
「KIND」やチーム医療体
制を整え、いつでも患者
さんに寄り添った思いや
り・あたたかみのある看
護を提供しています。

先輩からのメッセージ

入職時は、自分に自信がなく何をするにも
戸惑ってばかりでした。しかし、プリセプ
ターや病棟スタッフの温かい指導・支援に
励まされ、患者さんや家族の立場に立ち、
思いに寄り添う看護ができる看護師に成
長できました。当院はエルダーなど新人看
護師を多方面から全力でサポートする体
制も整っています。安心して私たちと看護
を学び、共に成長していきましょう。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／大正 12年 3月　院長／並木幹夫　職員
数／ 1,794 名　看護職員数／ 931名　病床数
／ 838床　診療科目／消化器内科、内分泌・
代謝内科、リウマチ・膠原病内科、呼吸器内科、
循環器内科、腎臓内科、血液内科、総合診療内
科、神経内科、神経科精神科、小児科、子ども
のこころの診療科、放射線科、放射線治療科、
皮膚科、漢方医学科、心臓血管外科、呼吸器外
科、胃腸外科、肝胆膵・移植外科、内分泌・総
合外科、乳腺科、整形外科、脊椎・脊髄外科、
泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、産
科婦人科、麻酔科蘇生科、脳神経外科、核医学
診療科、歯科口腔外科、がん高度先進治療セン
ター、病理診断科　看護配置／7：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 204,249円（大卒）
助産師	 207,133円（大卒）
諸手当／通勤、住居、扶養、時間外勤務、夜勤、土日、長日勤、年末年
始など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交替制
休日休暇／ 1カ月単位のシフト、休日数は暦の土日祝日数どおり（別途
年末年始（12月28日から1月3日まで）も休日扱い）、年次有給休暇（年
間20日、採用日に応じて按分付与、最大繰越40日のため1年間で最大
60日）、夏季休暇6日、結婚・産前産後（産前8週産後8週）・忌引き・
子の看護などの特別休暇有り
待遇／健康保険・年金は文部科学省共済組合、雇用保険・労災保険完備、
看護師宿舎有り、退職金制度、夜間日曜保育室・病児保育室、制服貸与

採用実績（平成26年度）／看護師88名、
助産師1名
試験科目／面接
説明会・見学会／ 3/3　13:30 ～（以
降は随時対応）

看 助 

高度医療を受ける患者さんの心身の状態を
深く理解し、思いに寄り添った看護実践が
できる看護師の育成を目指しています。
1年間、卒後看護臨床研修をきめ細やかに行
い、2年次以降は専門職として高度な実践能
力を身に付け、大学病院の看護師として成
長していくための教育体制を整えています。
また、質の高い看護を行うためのより専門
的な能力が向上できるよう支援しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／病院部総務課人事係
〒920-8641
金沢市宝町13-1
TEL 076-265-2000
URL http://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/
E-mail hpjinji@adm.kanazawa-u.ac.jp
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働く人に優しい職場づくりに
取り組んでいます
当院は金沢市を主体とした中核病院で、安全・安心・
味わいの医療と看護を提供しており、看護師一人ひと
りが患者さんに寄り添った看護を行っています。また、
新しい地域連携型病院として、市民の皆さまの生命と
健康を守ることを大切にしており、地域住民の方と共
に歩む病院として地域の病院等との連携にも取り組ん
でいます。さらに、ワークライフバランスの推進として
様々な勤務形態への対応や職員用院内保育所の設置、
育休者との情報交換会など看護師一人ひとりを大切に
し、働く人に優しい職場づくりに取り組んでいます。
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金沢駅から最寄りのバス
停の「平和町」までバス
の乗り換えなしで、交通
の便はバッチリです。ま
た、山側環状道路に近く、
郊外からの通勤もとても
スムーズです。

地域の皆さまに「金沢市
立病院に来てよかった」
と選んでいただけるよう
な病院を目指し、ホスピ
タリティーあふれる看護
を提供していきます。

先輩からのメッセージ

こんにちは。私たちは地域連携型病院
として市民の皆さんに喜ばれる病院を
目指しています。ここ3～4年で若い看
護師が 100 名近く増えました。活気あ
ふれる看護師たちが楽しく働いていま
す。キャッチフレーズは「みて　きいて　
感じてみませんか　あなたの看護」で
す。看護する喜びを実感できるようサ
ポートします。一緒に働きましょう。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和34年8月
院長／髙田重男
職員数／389名
看護職員数／246名
病床数／311床
診療科目／内科、神経内科、呼吸器内科、
消化器内科、循環器内科、腎臓内科、内
分泌・糖尿病内科、血液内科、小児科、
外科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、
眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、
リハビリテーション科、放射線科、麻酔
科・ペインクリニック科、神経精神科
看護配置／ 7：1、地域包括ケア病棟
13：1、結核病棟	15：1

初任給（2014年度実績）※諸手当含む
看護師	 274,000円程度（大卒）
	 265,000円程度（短大3卒）
諸手当／期末、勤勉、扶養、地域、住居、
通勤、時間外勤務、夜間看護など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／3交替制
休日休暇／ 4週 8休制、年次有給休暇
（1年度につき20日・20日を限度に翌
年度へ繰越可能　最高 40日）、特別休
暇（結婚、出産、夏期、病気など）
待遇／健康保険、退職金制度、院内託
児所、被服貸与

採用実績（平成26年度）／看護師12名
試験科目／作文、適性検査、面接
説明会・見学会／2/22、2/24、3/25　
13:30～15:30　※随時対応可

看 

新人教育研修を担当する部門として教育開
発室を設置し、専従の看護職員を配置して
います。主体性を持ち地域ニーズを反映
した看護を提供できる看護師の育成を目指
し、教育委員会と連携を取りながら院内の
看護師教育を行っています。実践的シミュ
レーションやネット環境を活用した多彩な
研修プログラムを準備して指導していま
す。共に学び成長できるよう支えます。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務局管理グループ
〒921-8105
金沢市平和町3-7-3
TEL 076-245-2600
URL http://www4.city.kanazawa.lg.jp/36001/byouin/index.html
E-mail byouin@city.kanazawa.lg.jp
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職種に捉われず風通しのいい
チーム医療を行っています

「地域の方の暮らしそのものを健康面から支える」こ
れが私たちの使命、役割だと感じています。そのため
にも地域とのふれ合いを大切にしています。例えば、
病院祭と地域の夏祭りをコラボレーションさせて、地
域の皆さんと一緒に行事に参加したり、七夕には玄関
に短冊や笹を飾ったりと様々なアイデアで地域の方と
の交流を深めています。また、当院の職員は職種ごと
に仕切りがなく、全職種「仲がいい」そこが自慢です。
全員が意識しなくとも自然に「チーム医療」が行える、
そんな雰囲気です。
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平成26年秋にすべての工
事を終え新しい姿に生ま
れ変わりました。今後も
さらに愛され信頼される
病院を目指します。

当院では新人看護師個々
のキャリアデザインを大
切にし教育を行っていま
す。「みんなで育てる」を
モットーに他職種も新人
を見守っています。

先輩からのメッセージ

あなたはどんな看護師になりたいですか？当院は
充実した研修制度と日々の看護実践から看護師と
してのスキルアップだけではなく、人として成長
できる最高の環境です。一人ひとりの患者さまを
大切にし、安全で信頼される看護が提供できるよう
切磋琢磨しています。毎日楽しいことばかりではあ
りませんが、尊敬する先輩や仲間がいます！今まで
より看護が好きになること間違いなしです！さぁ、
あなたの夢や目標を当院で実現させましょう！

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／大正14年7月
院長／岩田	章
職員数／418名
看護職員数／208名
病床数／262床
診療科目／内科、呼吸器科、循環器科、
消化器科、外科、肛門科、整形外科、
産婦人科、小児科、脳神経外科、眼科、
放射線科、麻酔科、リハビリテーショ
ン科、泌尿器科、皮膚科
看護配置／7：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 大学卒246,000円、短大卒239,000円
諸手当／通勤手当、住居手当、扶養手当、地域手当、深夜
手当
昇給・賞与／年 1回（ベースアップは公務員に準ずる）・
ボーナスは公務員に準ずる（昨年実績4.1カ月）
勤務体制／3交替制（日勤、準夜、深夜）及び2交代制（日
勤、夜勤）
休日休暇／週休 2日制を実施（祝日・年末年始 6日間・日
本赤十字社創立記念日（5月1日）は休日扱い）、年次有給
休暇年間 21日（初年度 15日）、特別有給休暇（慶弔等）、
夏季特別休暇 3日、産前休暇 7週間、産後休暇 8週間、そ
の他休暇（介護休暇、永年勤続休暇等）、※公務員に準ずる
待遇／社会保険完備、奨学金制度、退職金制度、被服貸与

採用実績（平成26年度）／看護師19名
試験科目／適性検査、作文、面接
説明会・見学会／5/16　10:00～

看 

厚生労働省の新人看護職員研修ガイドラインに
基づき、新人看護師 1 人に対し 1 人の実地指導
者を配置しています。全国の赤十字病院共通の
赤十字キャリア開発ラダーシステムを活用して
教育を行っています。看護技術は看護技術チェッ
クリストを用い、段階を踏みながら安全安楽な
看護技術の習得を行っています。また、新人看
護師が目指す目標を大切にし、主体的な学びと
なるようにポートフォリオを活用しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／総務課　二木
〒921-8162
金沢市三馬2-251
TEL 076-242-8131
URL http://www.kanazawa-rc-hosp.jp
E-mail soumu39@kanazawa-rc-hosp.jp
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地域の皆さまから親しまれ 
信頼される病院を目指します
当院は、病床数 124 床の一般急性期病院で、閑静な住
宅地の一画に位置しています。11 科の診療科に、健康管
理センター、血液浄化センター、訪問看護ステーションを
併設し、疾病の予防から、治療、退院後の支援まで丁寧
なかかわりを行っています。病院理念には、「地域の皆さ
まから親しまれ、信頼される病院をめざします」を掲げ、
地区運動会の救護班、防災訓練の協力とミニレクチャー、
市民講座の開催にも力を入れています。医療集積が密な
地域であり、開放型入院ベッドを持ち、近隣の医院との
連携を強化し、高い病床稼働率を維持しています。

国家公務員共済組合連合会

北
ほく

陸
りく

病
びょう

院
いん

安全第一！注射薬は必ず
指さし呼称でWチェック
を徹底しています。医療
安全、感染対策など、安
全で安心して働ける環境
を整えています。

1日も早い患者の回復を願
い、医師も看護師も薬剤
師、リハビリ、ソーシャル
ワーカーもそれぞれの立
場で一生懸命。チームの
連携を大切にしています。

先輩からのメッセージ

こんにちは！平成 26 年 4 月に就職した新人
看護師です。ピンクのナース服を着て、日々
チームワークを大切に頑張っています。先輩
方は親身になって指導してくれるので、充実
した学びの多い日々を送っています。そして
患者さんは「いい笑顔やね」と褒めて下さい
ます。患者さんも笑顔で安楽に過ごせるよう
に心がけています。KKR 北陸病院で私たち
と共に看護観を深めていきましょう！

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和31年11月
院長／飯田茂穂
職員数／256名
看護職員数／157名
病床数／124床
診療科目／内科、外科、整形外科、呼
吸器外科、心臓血管外科、肛門外科、
放射線科、泌尿器科、循環器内科、麻
酔科、消化器内科
看護配置／7：1（一般病棟）
関連施設／リハビリテーションセン
ター、血液浄化センター、地域医療連
携室、訪問看護ステーション、健康管
理センター

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 251,218円（大学卒）
	 241,073円（看護学校卒）
	 231,375円（衛生看護学科卒）
諸手当／夜勤手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、
扶養手当
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／変則2交代制：夜勤時間：19：00～9：15、
日勤：8：30～17：15、遅日勤：8：30～19：30
休日休暇／週38時間45分（4週8休と同等）、創立記念
日、夏季休暇（4日間）、年末年始　バースディ休暇（2
年目から）
待遇／子育て支援として病児保育料病院負担　育児・介
護休暇　勤務時間短縮制度、女性専用寮

採用実績（平成 26年度）／新卒看護師 6名、既卒看護師 10名、臨床研修看
護師 2名　試験科目／面接、看護観レポート　説明会・見学会／ 4月 25日
（土）、5月 23日（土）にKKRホテル金沢のランチ付き施設見学会を予定し
ています。ランチしながら当院の若手スタッフから働きやすさ、教育体制等
情報を得て下さい。また、連絡を頂ければいつでも病院をご案内いたします。

看 

厚生労働省から提示された「新人看護
職員研修ガイドライン」に基づいて、
学校での学びを臨床に合致できる学び
の環境を整えています。毎週 1 回の研
修日を設け、新人が顔を合わせ、お互
いに意見交換ができることもメリット
の 1 つです。ユニークな研修として、
一晩患者になってみる入院体験研修
は、多くの気づきが得られ好評です。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務部庶務課　佐藤
〒921-8035
金沢市泉が丘2-13-43
TEL 076-243-1191
URL http://www.hokuriku-hosp.jp
E-mail syomu@hokuriku-hosp.jp
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意思を尊重した医療と福祉の
トータルサポートを行います
地域にとけこんだ病院として、精神障害をもつ人がそ
の人らしい社会参加ができるように、患者さまの生活
を医療と福祉の両面から支援しています。急性期治療
病棟、認知症疾患治療病棟などの専門病棟と、充実
した社会復帰施設を有し、地域との連携に努めていま
す。「疾病や障害があっても、その人らしく堂 と々暮ら
して欲しい」我々スタッフはそんな思いを胸に、患者
さまの意思を尊重した医療と福祉のトータルサポート
を行っています。

医療法人積仁会

岡
おか

部
べ

病
びょう

院
いん

小高い丘陵地域に立地し
ており、隣地には大乗寺
丘陵公園があり、四季を
通じて自然のぬくもりを肌
で感じながら日々を送る
ことができる、素晴らしい
環境の中にあります。

急性期治療病棟内では、
自然光と照明を生かし、
落ち着いた静かな環境を
心掛けています。

先輩からのメッセージ

患者さまの健康な部分を最大限に高める
ためにどうすればよいかを考えた看護を
しています。患者さまのできない部分よ
りも、健康な部分、例えば「素直さ」「真面
目さ」にアプローチし、患者さまの自信
につなげる看護をしています。また個人
個人の退院支援を積極的に行っていま
す。退院は「始まり」であることを念頭に、
工夫を凝らした看護を行っています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和19年4月
院長／中村一郎
職員数／242名
看護職員数／162名
病床数／325床
診療科目／精神科、内科、外科、皮膚科、
眼科、放射線科、歯科
看護配置／急性期治療病棟 13：1、認
知症病棟20：1、本館・南棟15：1
関連施設／医療法人社団　岡部診療所

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 280,000円～
准看護師	 210,000円～
諸手当／役職、職務、精勤、通勤、住宅、
家族、時間外勤務、夜勤
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交替制
休日休暇／4週8休制、年次有給休暇、
（初年度 10日）リフレッシュ休暇（年
3日）、年末年始（5日）、慶弔休暇、
特別休暇、育児・介護休暇
待遇／社会保険完備、社員寮（法人契
約アパート）、退職金制度、被服貸与、
奨学金制度

採用実績（平成 26年度）／看護師 8名、
准看護師3名
試験科目／作文、面接、適性検査
説明会・見学会／随時

看 准 

精神科看護の知識技術の基本の確立と看
護の質の向上を図る目的で、1 年間の教
育研修計画を作成し実施しています。新
人研修、現任研修、研究発表会等を行い
基礎知識の向上を図っています。また人
事考課制度を利用し個別面接等で人材育
成に力を注いでいます。今後は岡部病院
クリニカルラダーにおける現場での教育
体制の確立を目指しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／総務人事部　吉田
〒921-8114
金沢市長坂町チ15
TEL 076-243-1222
URL http://www.okabe-net.jp
E-mail soumujinji@okabe-net.jp
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安心と信頼を築き情熱を持っ
て患者さまと向き合う
当院は昭和 2 年に開設された老舗の精神科病院です。

「人にやさしく、地域に信頼される医療を提供しま
す」を理念に掲げ、精神科救急病棟を 2 単位もつ救
急基幹病院として365日・24時間体制で運営してい
ます。またストレス社会といわれる今日「こころのケ
ア」を必要としている方々にコミュニケーションを大
切にし、安心と信頼を築き情熱を持って患者さまと向
き合っています。入院治療から退院まで、社会生活
支援は病院のサテライト施設にて自立支援活動を行っ
ています。

社会医療法人財団松原愛育会

松
まつ

原
ばら

病
びょう

院
いん

新人看護師の採用も徐々
に増えています。プリセ
プターも自分の新人当時
を思い出しながら指導に
励んでいます。

当院は兼六園のそばにあ
ります。また本多の森な
ど緑豊かな地域環境で患
者さまと散歩などに出か
け気分転換しています。

先輩からのメッセージ

当院看護部は看護師・介護福祉士・看護
補助者の総勢 270 名のスタッフで構成
されています。精神科ということで良
く平均年齢を聞かれますが、当院では
20 歳代から 70 歳の職員の皆さんが元
気に勤務しております。各スタッフは
得意・不得意の部分を互いに補いなが
ら学び業務に励んでいます。人にやさ
しい環境で一緒に育んでいきましょう。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和2年5月　院長／松原三郎　職員数／
433名　看護職員数／177名　病床数／455床　
診療科目／精神科、神経内科、心療内科、内科、
消化器科、循環器科、歯科　看護配置／精神救
急病棟 10：1、精神療養病棟 15：1、認知症治
療病棟 20：1、内科療養病棟 25：1　関連施設
／すみれクリニック、野々市こころのクリニッ
ク、訪問看護ステーションいしびき、ピアサポー
トいしびき、ピアサポートはくさん、自立就労支
援センターいしびき、金沢市地域包括支援セン
ターとびうめ、とびうめ居宅介護支援センター、
ヘルパーステーションとびうめ、デイサービス
きまっし、グループホームすみれ、いしびきホー
ム、ろうけん桜並木、でいけあ桜並木

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 248,150円～
准看護師	 222,450円～
諸手当／夜勤、通勤、時間外勤務、家族、
住宅など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／3交替制
休日休暇／シフト制、年間 122日（平
成 26年度実績）、年次有休休暇（初年
度 10日・最高 20日）、年末年始（5
日）、慶弔休暇、特別休暇、育児休業な
ど
待遇／社会保険完備、退職金制度、制
服貸与

採用実績（平成26年度）／看護師25名、
准看護師6名
試験科目／書類選考、面接
説明会・見学会／随時

看 准 

看護部教育研修委員会が中心となり、
新人看護師研修や中途採用者研修を年
間計画に基づき実施しています。また
看護師の認定資格取得への支援制度や
准看護師から看護師資格取得支援制度
も備えており、また実績もあります。
看護研究に関しては支援体制のもと看
護研究・事例発表会を毎年行い、スキ
ルアップにつなげています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／看護部長　小笠原、管理部長　高畠
〒920-8654
金沢市石引4-3-5
TEL 076-231-4138
URL http://matsubara-hospital.org/
E-mail kanamatu@bridge.ocn.ne.jp
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障害児・者の療育に特化し、
県内医療に貢献
昭和33年の石川整肢学園設立以来56年間、一貫し
て障害児・者の療育に特化し、県内医療に貢献して
きました。平成18年に森本の現在地に移転した際に、
金沢こども医療福祉センターの新名称となりました。
当センターには入所支援として肢体不自由児病棟 45
床と重症心身障害児・者病棟55床があり、併設の児
童発達支援センターにおいて通所支援、在宅支援を
おこなっています。多職種と家族、特別支援学校が協
同し、医療・看護・リハビリ・教育を通し、障害児・
者の自立をめざす施設です。

社会福祉法人石川整肢学園

金
かな

沢
ざわ

こども医
い

療
りょう

福
ふく

祉
し

センター
「利用者目線でオーダーメ
イドの療育」園長（写真左）
以下職員全員が利用者の
立場になって一人ひとり
の自立を考えます。

「笑顔を引き出すかかわ
り」コミュニケーションが
難しい障害児・者の方々
に快適な時間と空間を提
供します。

先輩からのメッセージ

臨床経験の浅い私が当センターに再就
職を決めたのは、看護体験の際の病棟の
雰囲気が温かく、職員と子ども達が笑
顔で関わっていたからです。現在は、プ
リセプターだけでなく先輩全員が丁寧
に指導して下さるので、とても働きやす
く感じています。また、私たちの支援に
よって、子どもたちのできることが増え
ていく喜びを感じられる職場です。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和33年9月
院長／櫻吉啓介
職員数／193名
看護職員数／70名
病床数／100床
診療科目／整形外科、小児科、リハビ
リテーション科、皮膚科、小児外科、
泌尿器科、精神科
看護配置／10：1
関連施設／小松こども医療福祉セン
ター、金沢湖南苑、金沢ふくみ苑、小
松陽光苑、特別養護老人ホームあかつ
き

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 252,800 円～（再就職の場
合は経験年数100％加算）
准看護師	 207,800円～
諸手当／夜勤、早番、遅番、通勤、扶
養など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交替制
休日休暇／ 4週 8休制、年次有給休暇
（初年度10日）、夏季休暇5日、慶弔休
暇、特別休暇、育児休暇、介護休暇な
ど
待遇／社会保険完備、退職金制度、被
服貸与

採用実績（平成26年度）／看護師10名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

今年度の研修テーマは「障がい・療育
とはなにか」という当センター看護
の根幹を成すものでした。看護科全職
員を 6 ～ 7 名のグループに分け、各グ
ループ 13 時間をかけ徹底的に話し合
い、まとめた内容を発表しました。職
種、部署、経験年数を超えた職員間の
取り組みは、それぞれの看護観や人生
観を深めることに繋がりました。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／看護部長　邑井
〒920-3114
金沢市吉原町ロ6-2
TEL 076-257-3311
URL http://www.seishi.isg.or.jp/
E-mail kango@seishi.isg.or.jp
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個性を生かし、より豊かな生
活を築くためにサポートします
当センターは重症心身障害を持つ方への治療や日常
生活支援を行う医療型障害入所施設（児）と療養介
護事業所（者）の入所施設であると同時に、医療法
に基づく病院です。一人ひとりがその個性を生かし、
より豊かな生活を築いていけるよう、看護と療育の両
面からの支援を行っています。また、外来診療・障害
児通所支援として主に発達障害を持つ子供たちに言
語療法・作業療法・心理療法など、様々な診療・支
援しています。在宅の重症心身障害児（者）の方に
対する通所支援も行っています。

社会福祉法人松原愛育会

石
いし

川
かわ

療
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育
いく

センター
金沢の奥座敷、湯涌温泉
へと続く「ゆず街道」沿
いにある石川療育セン
ター。山側環状線田上町
交差点から車で5分です。

当センター最大のイベン
ト「遊々フェスタ」。利用
者の方々で結成されてい
る「リズムスター」による
演奏です。

先輩からのメッセージ

「障害者に光を」ではなく「障害者を光
に」という考えのもと、日々、一人ひと
りの個性に合わせた「療育」を実践して
います。重症心身障害者の方の笑顔に
は何ものにも代えられない魅力があり
ます。その笑顔エネルギーを自分たち
の力に変え、更なる笑顔を目指して頑
張っています。看護の原点がここにあ
ります。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和43年
院長／柳下道子
職員数／115名
看護職員数／28名
病床数／60床
診療科目／小児科・精神科・内科
看護配置／10：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 182,400～265,200円
准看護師	 164,300～248,000円
諸手当／家族手当、住宅手当、夜勤手当、早番手当
昇給・賞与／年1回（国家公務員行政職俸給表Ⅰに準
拠）・年2回（4.15カ月）
勤務体制／2交代制（1日7.5時間）　　　
休日休暇／1カ月単位のシフト制による4週7休、特
別休暇（夏季及び年末年始）9日、年間休日数115日
待遇／健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退
職金制度、10年勤続、20年勤続者等の永年勤続表彰
制度、リフレッシュ休暇制度（20年）、金沢市勤労者
福祉サービスセンター加入、経験者の方の採用の際に
は当法人の定める前歴換算規定により給与優遇

採用実績（平成26年度）／看護師5名（うち嘱託職員3名）
試験科目／看護師・准看護師は書類選考および面接、
支援員は一般教養（国語・数学・英語・福祉関連等）
試験・適性検査あり
説明会・見学会／随時

看 准 

今年度は、重心看護の技術、療育の質の向
上を目指して、1 名の看護師が日本重症心
身障害福祉協会「認定重症心身障害看護師」
研修会（のべ 30 日間）に参加し資格取得
を目指しました。今後も病棟全体のスキル
アップを図るため継続的に研修に参加する
予定です。また、採用後、石川県立総合看
護学校に通学し看護師資格を目指す方に
は、通学中も給与を全額支給しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務長　中島
〒920-1146
金沢市上中町イ67-2
TEL 076-229-3033
URL http://m-aiiku.jp/center
E-mail ryouiku-center@m-aiiku.jp
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患者さまの気持ちに寄り添え
る病院を目指します
当院は昭和33年に開院し、妊産婦さん中心に、最新
機器の導入により不妊治療、内視鏡検査による消化
器疾患及びマンモグラフィによる乳房疾患に力をいれ
ています。優しさと思いやりを持って、患者さまが安
心し、満足が得られるよう、身体的・精神的に支援し、
心の通った笑顔を忘れず、コミュニケーションを大切
に患者さま一人ひとりに向き合う看護を提供し、患者
さまの気持ちに寄り添える病院を目指しています。

医療法人社団和幸会

鈴
すず

木
き

レディスホスピタル

金沢駅から車で15分、閑
静な寺町に立地し、山側
環状線にも近く交通の便
がよい環境です。病院裏
には大きな駐車場もあり
ます。

先輩ナースが、マンツー
マンで指導にあたるので、
困ったことがあれば、す
ぐ相談できます。明るく、
働きやすい職場環境です。

先輩からのメッセージ

当院は、子育て中のママナースも多く、
困った事があれば何でも相談にのっ
てくれる先輩がたくさんいます。笑顔
と思いやりをモットーに助け合って頑
張っています。赤ちゃんからお年寄り
まで幅広い患者さんを看護させていた
だくので色々な出会いがあり、さまざ
まな知識を得る事ができます。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和33年
院長／鈴木康夫
職員数／64名
看護職員数／38名
病床数／29床
診療科目／産婦人科、内科、外科、消
化器内科、小児科、泌尿器科、麻酔科
看護配置／10：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 245,000円～
准看護師	 225,000円～
助産師	 265,000円～
諸手当／夜勤・通勤・勤勉・住宅・家
族など
昇給・賞与／年1回、年2回
勤務体制／2交替制
休日休暇／週休2日、年次有給休暇（初
年度10日、最高20日）年末年始5日、
慶弔休暇
待遇／社会保険完備、退職金制度、被
服貸与

採用実績（平成26年度）／看護師1名
試験科目／小論文、面接
説明会・見学会／随時

看 准 助 

当院では、プリセプターと先輩看護師
のサポートのもと、現場で仕事をしな
がら技術と知識を着実に身につけて
いける体制をとっています。日常業務
そのものが学習の場であるといえます
が、妊産婦さんや新生児に対する接し
方や言葉がけなども学習します。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務長　出口
〒921-8033
金沢市寺町2-8-36
TEL 076-242-3155
URL http://www.suzukilh.com/
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心のこもったサービスで安心
で心地よい看護を目指します
循環器、消化器、内科、内視鏡を主とする医療をはじめ、
肺炎などの、急性期疾患のほか、地域包括ケア病床整備し、
地域包括ケアシステムに対応した病院です。金沢市中心部に
位置している病院で、地域の皆さまが 24 時間安心して医療
を受けられる病院を目指しています。今年度は、リハビリテー
ション科を新設してリハビリを強化しました。「信頼される安
全で質の高い医療を目指し、地域との連携を大切にし、地域
の保健・福祉に貢献します」を理念とし、看護部では患者さ
ま中心の心のこもった温かいサービスの提供に努め、「ここで
よかった」と思える、安心で心地よい看護を目指しています。

伊
い

藤
とう

病
びょう

院
いん

犀川の清き流れの如く澄
んだ気持ちでおだやかに
思いやりを持ちながら、
アットホームな雰囲気で
患者さまとの距離をとて
も近くに感じ、信頼のあ
る看護を提供しています。

内視鏡連携パス会議看護
カンファランスの様子。
「心のこもった温かい」看
護及きめ細かい医療の提
供に、日々努力していま
す。全職員力を合わせ医
療の一員として共に学び、
共に成長しましょう。

先輩からのメッセージ

看護部は病院全体で 21 名がアットホー
ムな雰囲気のなかで看護をしています。
子育て中の看護師も多く、休暇も取りや
すい環境を整備しております。また、希
望の研修は、受講できるよう配慮してお
り、交通費等の支援もあり助かっていま
す。現在は看護記録の電子化が実施され
ております。安全で安心の看護の提供に
むけてさらに頑張っていきたいです。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和39年5月
院長／伊藤	順
職員数／49名
看護職員数／21名
病床数／28床
診療科目／循環器内科、消化器内科、
内科、内視鏡内科、リハビリテイーショ
ン科、皮膚科、放射線科
看護配置／7：1
関連施設／住宅型有料老人ホームふく
わらい、居宅介護支援事業所ふくわら
い、訪問介護支援事業所ふくわらい、
通所介護事業所ふくわらい

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 222,900円（職歴及び能力に応じて加算）+交通費
准看護師	 190,500円（職歴及び能力に応じて加算）+交通費
保健師	 261,700円（職歴及び能力に応じて加算）+交通費
諸手当／夜勤手当、通勤手当、時間外勤務手当、精勤手当、厚
生手当など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代制
休日休暇／4週8休制、年次有給休暇（初年度10日・最高20
日）、慶弔休暇、特別休暇、育児休業制度、介護休業制度、介護・
育児時間短縮勤務など
待遇／社会保険完備、退職金制度、被服支給

採用実績（平成26年度）／看護師3名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 保 

当院の研修は、合同研修の他、個人の能力開
発研修も積極的に参加しています。外部研修
では個人の学びに加え、研修費用も補助され
ます。職員の勤務に負担が無いよう配慮して
おります。院内では経験とスキルに合わせ必
要な看護技術の習得や、医療安全・感染防止
など安全な看護ができるよう支援します。患
者さん・ご家族に寄り添い安心される看護
が提供できる人材育成が目標です。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／医事課　中村
〒920-0976
金沢市十三間町98
TEL 076-263-6351
URL http://ito-hp.jp
E-mail info@ito-hp.jp
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多岐にわたる部門で患者さま 
中心の看護を目指す
当院は急性期から在宅医療 ･ 介護まで多岐にわたる部門があ
ります。看護体制の充実については、病棟では看護師 1 名が
平均して患者さま 7 名を担当する配置とし、3 人夜勤の 3 交
代と時差出勤などを併用して日夜充実した人員の確保をして
います。 また、外来、透析、手術室では、救急医療対応の
ための緊急時のオンコール体制をひき、夜間・休日も看護の
充実を図っています。 「患者様中心の看護を目指す」ことを
理念とし、質の高い看護提供のために教育環境の充実を図り、
専門職者としての自己研鑽に努めるとともに、委員会活動を
通して日々のケアの改善・接遇改善に取り組んでいます。

医療法人社団中央会
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金沢西インターより車で
約25分	、金沢駅より車
で約20分	、有松バス停
より徒歩で約5分	、寺
地・上有松バス停より徒
歩で約1分です。

スタッフ間はコミュニケー
ションもとりやすく、ベテ
ラン、新人、それぞれに
刺激し合って活気あふれ
る職場です。

先輩からのメッセージ

私たちは、地域医療・救急医療、そして
住民の健康管理・介護福祉に貢献し、

「安全・安心で優しく、高水準」の医療
を提供します。思いやりのある看護、地
域に根ざした医療をモットーにしてい
る近代的な病院で働いてみませんか？
明朗で、協調性があり、意欲的な方を募
集中です。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和 58年 6月　院長／前川正知　
職員数／ 250名　看護職員数／ 150名　
病床数／140床（内50床：地域包括ケア
病棟）　診療科目／内科、循環器内科、呼
吸器内科、消化器内科、内視鏡内科、肝臓
内科、腎臓内科、人工透析内科、内分泌内
科、糖尿病代謝内科、漢方内科、外科、消
化器外科、内視鏡外科、乳腺外科、肛門外
科、内分泌外科、心臓血管外科、呼吸器外
科、麻酔科、整形外科、リウマチ科、皮膚科、
泌尿器科、脳神経外科、婦人科、放射線科、
リハビリテーション科　看護配置／ 7：1　
関連施設／社会福祉法人　中央会　特別養
護老人ホーム　ゆうけあ相河

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 223,900～318,600円
諸手当／夜勤、通勤、時間外勤務、家族、
住宅など
昇給・賞与／年 2回（昨年実績年間
4.5ヶ月）
勤務体制／3交代制
休日休暇／ 122日（夏期休暇、年末年
始を含む）※月平均休日：10日
待遇／雇用、労災、健康、病院厚生年
金基金、確定拠出年金（401K）

採用実績（平成26年度）／看護部7名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 

当院の研修体制は、ラダー別で学研
ナーシングサポートによるインター
ネット配信で講義と実践を繰り返し、
日々の技術向上に努めています。また、
院内研修、院外研修にも積極的に参加
し、専門職としての知識を高め、時代
の変化に的確に対応できる人材育成、
質の高いチーム医療ができるよう職員
を育成しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／看護部長　島谷
〒921-8161
金沢市有松5-1-7
TEL 076-242-2111
URL http://www.k-arimatsu.jp
E-mail kangobu@k-arimatsu.jp
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ケアを通して懸命に考え 
人々の健康に貢献します

「会話を大切にし、倫理を守り、人々の健康に貢献して
いきます」という病院理念の下、重症心身障害、筋ジ
ストロフィー、神経難病等の患者さんを受け入れていま
す。外来・入院から在宅、ショートステイやレスパイト
等患者やご家族が切れ目なく安心して治療を受けられる
ようMSWと連携を図りながら、NSTやRST、褥瘡予
防、緩和ケア等チームで取り組んでいます。病状の進
行とともにできないことが増える患者に対し、いかに苦
痛を和らげ、本人の意思を確認し、今できることを支え
ていくか、毎日のケアを通して懸命に考えています。

独立行政法人国立病院機構

医
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「聞かせてください」あな
たの思いを。しっかり見
て、聞いて、あなたの思
いを受け止めます。

不安なことも2人ですれ
ば、安心につながります。
優しい指導者に見守られ、
少しずつできることが広
がっていきます。

先輩からのメッセージ

当院は長期療養の患者さんが多く、看護師
としてたくさんの方の人生に参加させて
いただき、嬉しいのと同時に責任の重さを
実感する日々です。小児のこころのケア、
在宅支援、人工呼吸器管理など専門的に難
しいことは多々ありますが、頼もしい先輩
方に支援されながら、患者さんと向き合っ
て「生きる」を支え、心に寄り添う看護を提
供しています。是非、一緒に働きましょう。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／平成16年4月
院長／関	秀俊
職員数／348名（非常勤を含む）
看護職員数／208名（非常勤を含む）
病床数／310床
診療科目／内科、精神科、小児科、外
科、整形外科、リハビリテーション科、
神経内科、皮膚科、呼吸器内科、歯科（入
院患者対応）
看護配置／10：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 252,900円～
諸手当／地域、夜勤、通勤、扶養、住宅、
特殊勤務、時間外など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／3交代制
休日休暇／ 4週 8休制、年次休暇、病
気休暇、特別休暇（結婚、出産、子の
看護、介護、夏季、ボランティア等）
待遇／共済組合、単身用宿舎、被服貸
与、退職金制度など

採用実績（平成26年度）／看護師31名
試験科目／小論文、面接
説明会・見学会／随時

看 

当院では経年別看護実践能力の目標を掲
げ、ステップアップする教育プログラム
を用意しています。このプログラムをも
とに、各職場で新人さん一人ひとりを大
切にきめ細かな現場教育を行っていま
す。また、集合研修では現場との連携を
取りながら、「できる」を積み重ね、自
信につながる研修を開催し、生き生きと
看護するナースの育成に努めています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／管理課庶務班長
〒920-0171
金沢市岩出町二73-1
TEL 076-258-1180
URL http://www.hosp.go.jp/~iou/
E-mail 303sy01@hosp.go.jp
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皆さんから選んでいただける
質の高いサービスを提供
昭和 9 年「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」という創業精神のもと設立
された当院は、地域とともに医療、介護、福祉、保
健の複合体グループ「けいじゅヘルスケアシステム」
として成長してきました。私たちの使命は、患者さん
から・地域社会から選んでいただける質の高いサービ
スを提供し続けること、そして様々な垣根を取り払っ
た連続的なサービスを提供するために職員が心を1つ
にするとともに、全国に先駆けて制度・施設・距離を
埋めるべく情報網を整備しています。

社会医療法人財団董仙会
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金沢の中心街の尾張町界
隈の一画に位置し、日本
三名園の兼六園も近く、
また友禅流しで有名な浅
ノ川と、周辺は閑静な環
境にあります。

医療安全と感染対策の知
識と技術を身に付けるた
めの研修・教育に力を注
いでいます。また、科学
的看護論を学び看護の心
を大切にした看護を実践
します。

先輩からのメッセージ

共に学び助け合い、共に喜び笑い合え
る、そんな仲間が集っています。緊張す
る現場の中で、患者さんの笑顔と励ま
しに思わず涙する場面、辛い時も苦し
い時も、共に乗り越えて行く、そんな仲
間になりましょう。皆さんと一緒に働
ける日を待っています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／平成26年7月　院長／上田幹夫
職員数／138名　看護職員数／84名
病床数／ 89床　診療科目／内科、外科・消化器
外科、整形外科・リウマチ科、眼科、耳鼻咽喉科
看護配置／一般病棟7：1
関連施設／恵寿総合病院、田鶴浜診療所、鳥屋
診療所	いきいき、恵寿ローレルクリニック、恵
寿鳩ケ丘クリニック、介護老人保健施設	和光苑、
鶴友苑、介護療養型老人保健施設	恵寿鳩ケ丘、
在宅複合施設	ほのぼの、デイサービスセンター
いこい、小規模多機能型居宅介護事業所	恵寿み
おや、楽らく、けいじゅ一本杉、けいじゅデリカ
サプライセンター、七尾看護専門学校、医療福祉
ショップめぐみ

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 302,800円（大学卒）
	 293,900円（短大・専門学校卒）
准看護師	 234,900円
保健師	 302,800円
諸手当／資格手当、その他夜勤手当あり、交
通費上限30,000円
昇給・賞与／当院規定による
勤務体制／3交替制
休日休暇／年間 124日、年次有給休暇（初年
度10日）、慶弔休暇、特別休暇、育児休暇など
待遇／社会保険完備、退職金制度、被服貸与

採用実績（平成26年度）／看護師8名（法
人本部事務局一括採用となります）
試験科目／適性検査
説明会・見学会／随時

看 准 保 

離職率 0 ％を目指し一人ひとりの看護
師が、正しい知識で判断・行動で活き
活きと看護ができるよう他職種の新人
と共に一緒に考え、学び、喜び、とも
に成長できる実践システムを構築して
います。新人看護師からジェネラリス
ト、スぺシャリストへと成長できるま
での到達目標に従い、じっくりと学べ
る教育プログラムを用意しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／本部事務局総務課
〒920-0910
金沢市下新町6-26
TEL 076-220-9192
URL www.keiju.co.jp
E-mail soumu@keiju.co.jp
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安全安心な看護を目指し 
知識・技術・看護観を育む
金沢市中心部に位置し、創立 100 年を迎えた歴史の
ある病院です。キリスト教の愛と奉仕の精神に基づく医
療や看護を通じて地域貢献を目指しています。看護部
では患者さまに寄り添い、安全で安心できる看護を目
指し、知識・技術・看護観を育む研修を行っています。
さらに目標管理により自己の目標に挑戦しキャリアアッ
プできるような支援も行っています。同じ敷地内に金
沢市文化財指定の聖堂や乳児院、養護施設、保育所
などが併設されています。乳児院では病児保育もあり、
安心して子供を預け働くことができる職場環境です。

社会福祉法人聖霊病院
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金沢の観光スポットの1
つ武家屋敷の一角に位置
し、大野庄用水など和風
な景観にマッチしたモダ
ンな新病院が平成27年3
月からオープンします。

母子相談のマリアルーム
では、産後の母乳マッサー
ジや母乳育児の支援を
行っています。年間500
件近い相談に対応してい
ます。

先輩からのメッセージ

助産師のやりがいや魅力は何と言って
も、新しい生命の誕生に立ち会えるこ
とです。当院では、妊婦さんの持って
いる力を最大限に発揮し、良いお産が
できるよう助産外来を充実させていま
す。また新人助産師の入職もあり、指導
しながら共に学び自己成長に努めてい
ます。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／大正3年7月
院長／杉本立甫
職員数／125名
看護職員数／67名
病床数／120床
診療科目／内科、外科、小児科、整形
外科、産婦人科、麻酔科、アレルギー科、
リウマチ科、漢方内科、リハビリテー
ション科、胃腸科、肛門科
看護配置／7：1
関連施設／聖霊愛児園、聖霊乳児園、
聖霊保育所

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 302,800円～
准看護師	 270,200円～
助産師	 316,300円～
諸手当／夜勤、通勤、時間外勤務、家族、
住宅
昇給・賞与／年1回・年3回
勤務体制／2交替制
休日休暇／4週8休、年次有給休暇（初
年度10日・最高20日）、夏休み2日、
年末年始 5日、慶弔休暇、特別休暇、
育児休暇など
待遇／社会保険完備、退職金制度、被
服貸与

採用実績（平成 26年度）／看護師 1名、
准看護師2名、助産師2名
試験科目／面接
説明会・見学会／見学のみ随時

看 准 助 

一人ひとりがかけがえのない存在とい
う「愛の精神」に基づいて新人教育を
行っています。記録や看護技術などの
基礎研修は少人数で行い、緊張せず納
得いくまで何度でも練習できるように
しています。実践場面では、説明後見
学、一緒に実施、見守り実施を繰り返
し、個人の成長に合わせた丁寧な指導
となっています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／看護部
〒920-8551
金沢市長町1-5-30
TEL 076-231-1295
URL http://www.kanazawa-seirei.jp
E-mail info@kanazawa-seirei.jp
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優しさ溢れるホスピタリティ
な病院を目指しています
当院は地域に根差した長期医療型施設と介護病棟を
併設した医療施設です。地域の医療施設、また介護
関連施設と連携して、この地域で安心して医療・福祉
等のサービスを受けていただける体制を整えています。
そのため、こいけデイサービスセンター、金沢市地域
包括支援センターおおてまち、さらにこいけ居宅介護
支援事業所も併設して、地域の医療福祉に貢献いたし
ております。高齢者が多く「優しさはやさしさを生み、
笑顔は人を元気に安らぎを生みます」をモットーに優
しさ溢れるホスピタリティな病院を目指しています。

医療法人社団博仁会
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窓からは兼六園の景色や
卯辰山を眺めることがで
き四季を感じることがで
き、自然環境が抜群です。

毎朝、患者さまの状況や
要望についてミーティン
グを行っています。

先輩からのメッセージ

当院は高齢者の患者さんが多く入院して
います。レクリェーションやリハビリな
どを積極的に取り入れています。患者さ
んや私たち看護師も一緒に楽しみながら
参加できるケアがたくさんあり、双方の
元気を引き出してくれます。看護職員は
若いスタッフから大先輩ナースと幅広い
年齢層の方がいて家庭的で和やかな雰囲
気の職場です。毎日、楽しく働いています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和52年
院長／松田研吾
職員数／95名
看護職員数／27名
病床数／90床（長期療養型60床、介
護療養型30床）
診療科目／内科、呼吸器内科、消化器
内科、代謝内科、外科、リハビリテー
ション科
看護配置／療養病棟基本料1
関連施設／地域医療施設、地域高齢者
施設

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 基本給230,000円＋諸手当
准看護師	 基本給210,000円＋諸手当
諸手当／資格手当 5,000 円 / 月、日曜・休日手当
14,000円 /回、夜勤手当13,800/回 ,遅出手当（9：
30～18:30）1,000円 /回、精勤手当6,000/月、家
族手当5,000円、通勤手当上限28,000円（1Km以上）
昇給・賞与／年1回・年2回
休日休暇／4週8休制、有給休暇、6カ月後10日間、
勤務年数により加算、年末年始休暇（12月 29日～ 1
月3日）、夏季休暇（8月14～15日）、その他8月～
9月に1日、育児休暇など
待遇／退職金制度、社会保険完備、被服貸与、研修費
の支払い免除

採用実績（平成26年度）／なし
試験科目／面接
説明会・見学会／開催予定なし

看 准 

当院の研修体制は、採用時のオリエンテーションには
じまり、ナーシングスキルを確かなものにするため、
エデュケーションのポイントを学びます。ポイントは、
EBM（Evidence Based Medicine）根拠に基づく
対策を基本的な考え方として重視しています。EBM
に基づく知識を実践に結び付けています。そのため日
本・世界のガイドラインなどを参考に、知識・技術の
基本を正しく習得できるようにしています。結果とし
て患者さまの安全・職員の安全を守っています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／看護部　龍口、事務部　松田
〒920-0912
金沢市大手町8-20
TEL 076-263-5521
 E-mail koikekango@circus.ocn.ne.jp
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地域に根ざした思いやりの 
看護を実践しませんか
当院は整形外科を主体とした病院で救急・手術・リ
ハビリなど急性期から在宅支援まで多くの関わりを持
つことができます。看護職員は「チーム医療を推進
し患者の思いに寄り添った看護を提供する」ことを目
指し看護を展開しています。幅広い年齢層のスタッフ
がいるので、何でも相談できる環境にあります。病院
は、S・T・E・P の頭文字で始まる 4 つの基本理念
Smile（笑顔）・Think（考え）・Expert（専門家）・
Please（患者様と共に喜ぶことを目標に）で信頼と
安全の医療を目指しています。

医療法人社団金沢
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医師は優しく、看護師の
知識向上の為に、いつで
もミニ学習会を開催しま
す。患者の安全を守るた
め看護師も頑張っていま
す。

兼六園下から徒歩でも20
分で便利です。自家用車
では山側環状線を鈴見交
差点で降り、兼六園方面
3分です。

先輩からのメッセージ

資格取得 3 年目の看護師です。働いて数
カ月が過ぎようとしています。以前は総
合病院で働いていました。当院はゆった
りとしていて患者さん一人ひとりと向
き合える時間が沢山あり、総合病院とは
違ったやりがい観を感じています。先輩
ナースも優しく指導してくれるので安心
です。時間外業務はほとんどないので、
プライベートの充実も図れています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和61年10月
院長／松井貴至
職員数／81名
看護職員数／39名
病床数／54床
診療科目／整形外科、内科、外科、リ
ウマチ科、リハビリテーション科、麻
酔科
看護配置／15：1
関連施設／すずみが丘病院、地域包括
支援センターさくらまち

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 当院規定による
准看護師	 当院規定による
諸手当／資格、夜勤、精勤、通勤、時
間外勤務など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交替制
休日休暇／週休2日制（年間112日）、
年次有給休暇（初年度 10日、最高 20
日）、年末年始（4日間）、慶弔休暇、
特別休暇、育児休暇など
待遇／社会保険完備、退職金制度、制
服貸与

採用実績（平成26年度）／看護師2名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

OJT でスタッフと共に行動してひと
つひとつ知識・技術をマスターしても
らっています。看護職員勉強会は毎月
1 回、時間内に企画されています。看
護補助者の参加もありみんなで看護の
質の向上を図っています。また、研修
等にも参加しており、勉強会に役立て
ています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務長　宗廣
〒920-0923
金沢市桜町24-30
TEL 076-224-0101
URL http://munehiro-hp.jp
E-mail k.munehiro@munehiro-hp.jp
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患者さんと地域住民を支える
病院を目指します
当院はナイチンゲール看護論に基づき、「看護の心は愛」
をテーマに患者さんとご家族のお気持ちを尊重しながら、
病気の方は病気が回復するよう、健康な方はより健康が
維持されるよう、質の高い看護の提供に努めています。
病院の理念である「患者さんと地域住民を支える病院に」
を目指し、地域に必要とされる医療及び看護、介護を提
供できるよう専門知識・技術の習得、及び人間性豊かな
人材の育成に力を注いでいます。看護職員の平均年齢は
30.9 歳という若い組織です。柔軟性に富んだパワーで看
護を支えてくれています。ぜひ一緒に働いてみませんか。

独立行政法人地域医療機能推進機構
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最寄りの駅から徒歩10
分、金沢駅からも車で15
分です。独身寮も完備し
ており、遠方からの就職
も安心です。

教育プログラムに基づい
た卒後臨床研修を行うこ
とにより、新人看護職員
が安心で安全な看護ケア
を提供するための臨床実
践能力を習得します。

先輩からのメッセージ

プリセプターとして、新人看護師の指導をしてい
ます。プリセプティーが、患者さんに寄り添う姿
を見ると成長を感じ、嬉しいです。技術やアセス
メント能力が向上していくのを見て、やりがいを
感じています。皆さんが現場に出た時に、学生時
代に経験した事が役に立ち、実践につながってい
きます。私は、学生時代に関わった多くの人達の
おかげで、看護師の仕事に誇りを持ち、「初心を忘
れず」という気持ちを持って頑張っています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和22年1月
院長／喜多一郎
職員数／410名
看護職員数／227名
病床数／248床
診療科目／標榜科目16科：内科、外科、
脳神経外科、小児科、整形外科、皮膚科、
泌尿器科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、
歯科口腔外科、麻酔科、消化器科、リハ
ビリテーション科、精神科、放射線科
看護配置／7：1
関連施設／附属介護老人保健施設、健康
管理センター、附属訪問看護ステーショ
ン、地域包括支援センターもろえ

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 	206,618 円（大学卒）、197,039 円（短大 3卒）、

188,387円（短大2卒）
助産師	 209,502円
保健師	 209,502円
諸手当／（条件に応じて支給）夜間看護等手当、夜勤手当、扶
養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、時間外勤務手当など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代制勤務（1週40時間勤務）
休日休暇／4週8休制、年次休暇（年20日）、病気休暇、夏季
休暇、結婚休暇、出産休暇、配偶者の出産休暇、介護休暇、育
児休業、子の看護休暇、忌引など
待遇／福利厚生、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、
独身寮あり（男女別）

採用実績（平成26年度）／看護師8名、助産師1名、
保健師11名
試験科目／小論文、面接
説明会・見学会／6/20、6/27　9:00 ～ 12:00。
インターンシップ：7/11、7/18　9:00～12:00

看 助 保 

看護部の理念である「その人らしさを支え、
持てる力を引き出す看護」が実践できる看護
師の育成に努めています。的確な判断力や
豊かな人間性を育成すると共に、自ら問題を
明らかにしてそれを解決することができるよ
う、看護の知識と資質の向上を図っています。
教えられる側が成長するだけでなく、教える
側も指導することで自らも成長し続けられる
ような「共育」を目指し、支援しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／看護部
〒920-8610
金沢市沖町ハ-15
TEL 076-252-2200
URL http://kanazawa.jcho.go.jp
E-mail main@kanazawa.jcho.go.jp
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いつでも、だれでもが安心し
てかかれる医療を目指して
いつでも、だれでも安心してかかれるよう、急性期か
ら慢性期、在宅まで医療活動を行なっています。かけ
がえのない「いのち」が大切にされる医療・福祉をめ
ざして無料低額診療を行い、差額ベッド料の徴収は行
なっていません。その人の背景まで「看る」ことを大切
して、そのひとらしく生きることを支援する医療看護を
進めています。基幹型臨床指定病院に指定されており、
医師をはじめ看護師・セラピストなど各職員一人ひとり
の成長を大切にしています。院内保育・病児保育もあ
り、仕事と育児の両立ができるよう取り組んでいます。

公益社団法人石川勤労者医療協会
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金沢駅から徒歩10分の位
置にあり、安心して住み
続けられるまちづくりを目
指して医療活動を行なっ
ています。

プリセプターシップを導
入し、一人ひとりに合わ
せ、「看護の楽しさ」を感
じることができる研修を
進めています。

先輩からのメッセージ

今年度は 11 名の新卒看護師を受け入
れ、ローテーション研修では、看護技術
や各職場の特色ある看護を学び、臨床
研修では、患者さまの全体像を捉える
ことが出来るように研修を進めていま
す。他職種との連携からも学ぶことも
多く、プリセプターだけではなく病棟
みんな病院みんなで研修生とともに成
長していきます。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和 24年　院長／大野健次　職員
数／ 546名　看護職員数／ 250名　病床
数／ 314床　診療科目／内科、精神科、
神経内科、呼吸器内科、消化器内科、消化
器外科、循環器内科、アレルギー科、リウ
マチ科、小児科、外科、整形外科、呼吸器
外科、皮膚科、泌尿器科、肛門外科、婦人
科、眼科、気管食道科、リハビリテーショ
ン科、放射線科、麻酔科、病理診断科　看
護配置／急性期 7：1（他　回復期リハビ
リ病棟Ⅱ、地域包括ケア病棟、医療型療養
病棟、介護療養病棟）　関連施設／城北診
療所、城北クリニック、城北歯科、その他、
診療所、介護施設など県内に数カ所

初任給（2014年4月実績）（基本給のみ）
看護師	 203,390円
保健師	 205,940円
諸手当／夜勤、通勤、時間外勤務、住宅、
勤続、年末年始
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／3交代制
休日休暇／完全週休 2日制、年間休日
125日、有休休暇、出産休暇（産前 8
週・産後 8週）育児休暇、慶弔休暇、
子の看護休暇、生理休暇など
待遇／健康保険、厚生年金、労災保険、
雇用保険、退職金制度、院内保育所、
病児保育、職員共済制度、独身寮

採用実績（平成26年度）／看護師10名
試験科目／面接、小論文
説明会・見学会／見学会：4/25、5/30
（以降は随時対応）。説明会：7/25

看 保 

城北病院の研修のモットーは「共育」共に
育ちあうです。プリセプターシップを導入
しており、一人ひとりに合わせた研修を重
視しています。集合研修・ローテーション
研修・臨床研修・地域研修を組み合わせ、
目の前にいる患者さまだけではなく、その
人の背景や歴史など全体像を理解できるよ
う研修を進めています。また資格取得への
支援も積極的に行っています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／看護部看護学生担当師長　青木
〒920-0816
金沢市京町20-3
TEL 076-251-6111
URL http://jouhoku-hosp.com/
E-mail sityo@jouhoku.jp
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心のこもった診療で安心で 
信頼の得られる地域医療

「心のケアから高齢者医療にいたるまで、心のこもっ
た医療を行う」ことを理念に全職員が努力しています。
当院では、精神科医療全般に加えて身体の病気を合
併した患者さんの治療やリハビリの充実を図り、安心
で信頼の得られる地域医療を行っています。看護職員
は心を病む皆さんに対して「その人らしさの実現」の
ために寄り添い、援助する基本姿勢を習得していま
す。これからも、チーム医療が推進する中で医師やコ
メディカル職員との発展的な検討を通して看護の専門
技術の熟達に努めます。

医療法人社団浅ノ川
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当院は、IRいしかわ鉄道
森本駅から津幡駅に向か
う国道159号線沿いにあ
ります。病院前には新幹
線が走行しています。

就業規則や待遇がきちん
としています。先輩職員
に気軽に相談でき、働き
やすい職場環境です。

先輩からのメッセージ

入職時は不安や戸惑いがありました
が、都度プリセプターの助言があり患
者さんの微妙な変化を感じ取る「観察
力」が鍛えられました。また、病棟職員
と他職種との意見交換を通して看護を
生かすことが求められて、看護観が刺
激し合える喜びを感じています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／平成11年10月
院長／岩﨑真三
職員数／280名
看護職員数／149名（平成26年12月
1日現在）
病床数／500床
診療科目／精神科、内科、歯科
看護配置／15：1
関連施設／浅ノ川総合病院、千木病院、
金沢脳神経外科病院、田中町温泉ケア
センター、心臓血管センター金沢循環
器病院

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 258,000円～
介護職	 169,500円～
諸手当／夜勤、通勤、時間外、精勤、
危険、職務、住宅
昇給・賞与／年1回、年2回
勤務体制／2交代制
休日休暇／4週7休、年次有給休暇（6
カ月経過後 10日）、年末年始、夏季、
創立記念日、慶弔休暇、育児休暇
待遇／社会保険完備、退職金制度

採用実績（平成 26年度）／看護師 5名、
介護職6名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 介 

当院の教育システムは『クリニカルラ
ダー方式』を導入しています。患者の
状態を適正に把握、判断し適切な看護
実践ができる能力が獲得できるように
教育を行っています。また、認定等の
専門教育にも積極的に取り組み、受講
者の学費や旅費等の経費支援規程を設
け、スキルアップに向けた教育環境を
整えています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／看護部長
〒920-3112
金沢市観法寺町ヘ174
TEL 076-258-1454
URL http://e-sakurahp.com/
E-mail info@e-sakurahp.com
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皆様の信頼を得る、思いやり
のある医療を提供します

「皆様の信頼を得る、思いやりのある医療を提供しま
す。」を病院理念として、当院は地域の中核を担う総
合病院として、患者さんのあらゆるご要望に応えるこ
とのできる幅広い医療提供体制を整えています。その
中でも、高度医療を施すことのできる最新の医療機器

（ノバリスやガンマナイフなど）を整備するとともに、
経験値に裏付けられた優秀なスタッフを配置していま
す。また、リハビリを通じた快適な療養環境の整備に
注力しています。それから、地域の医療機関との連携
も密に行っているのも当院の特徴の1つです。

医療法人社団浅ノ川
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金沢駅から車で10分の好
立地。近くにはショッピ
ングセンターなどもあり、
生活しやすい環境です。

職員同士で参加した「金
沢城リレーマラソン」での
1コマ。仕事以外も明るく
元気に頑張っています！

先輩からのメッセージ

私の働いている急性期病棟は忙しい病
棟ですが、その中で学ぶ事・身につく技
術がたくさんあり、とても勉強になっ
ています。自分のためになる研修もた
くさん行われています。また、看護師同
士だけでなく、医師やその他の職種の
方との連携も良く、協力し合って仕事
をしています。皆さんと一緒に働ける
ことを楽しみに待っています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和26年11月　院長／大西寛
明　職員数／ 739名　看護職員数／
348名　病床数／500床
診療科目／内科、精神科、小児科、外科、
整形外科、形成外科、脳神経外科、心
臓血管外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽
喉科、リハビリテーション科、放射線
科、神経内科、皮膚科、泌尿器科、循
環器内科、腎臓内科、麻酔科
看護配置／7：1（一般病棟）　その他
関連施設／心臓血管センター金沢循環
器病院、金沢脳神経外科病院、桜ヶ丘
病院、千木病院、田中町温泉ケアセン
ター

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 276,800円
助産師	 276,800円
諸手当／通勤手当（最高 45,000 円）、住居手当、特
殊勤務手当
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／ 3交代勤務または 2交代勤務の選択制、
他多様な勤務形態あり、勤務時間は週平均38.5時間
休日休暇／祝祭日、年末年始休暇、盆休2日、夏休4
日、年次有給休暇20日間（最高）
待遇／健康保険、厚生年金、労働保険、退職金制度
（企業年金）、看護師寮（個室）、院内保育所（月 5回
夜間保育実施）、フィットネスクラブ（エイム）法人
会員、年1回レクリエーション旅行

採用実績（平成26年度）／24名
試験科目／看護基礎教養、小論文、面
接
説明会・見学会／病院見学は随時実施
（事前にご連絡下さい）

看 助 

過去のデータを分析し、1 年間かけて新
人看護師の成長スピードに応じて必要に
なってくる集合研修を行っています。ま
た、部署で新人を指導する先輩看護師の
集合研修にも力を入れています。新人 1
人あたり 2 人の先輩が指導を担当して、1
年後には自立した看護師になるように教
育体制を整えています。楽しいイベント
もあってお互いの新たな面も知れますよ。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／副病院長兼看護部長　中瀬
〒920-8621
金沢市小坂町中83
TEL 076-252-2101
URL http://www.asanogawa-gh.or.jp
E-mail kango@asanogawa-gh.or.jp
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安心して学び成長し続けるこ
とのできる病院
当院は、60 年以上にわたって金沢市を中心に医療・介護施設を展開し、
全国でも有数の規模を誇る『医療法人社団浅ノ川』を経営母体とする高齢
者の慢性疾患治療と身体機能の維持回復を図ることを目的とした500 床の
療養型の病院です。長期にわたる療養生活の中で、患者さまが個々の能力
に応じ自立した日常生活を送れるよう、医学管理のもと、日々きめ細かい
看護・介護と継続的なリハビリテーションに努めています。また、平成 26
年10月1日より1病棟（52床）が在宅復帰機能強化型病棟となりました。
在宅復帰機能強化型病棟では、急性期で治療が終えられた患者さまを早
期に受け入れ、PT・OT・STがリハビリテーションを積極的に行い、可能
な限り在宅への復帰に取り組んでいます。

医療法人社団浅ノ川
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研究・研修機関として、
東京大学老年看護学、金
沢大学医薬保健学域保健
学類、金沢医科大学看護
学部と協力し、褥瘡ケア
教育に力を入れています。
業者と共同で褥瘡ケア用
品の開発にも取り組んで
います。

平成26年度から石川県看
護協会のWLB推進事業
に参加し、ワーク・ライ
フ・バランスに取り組ん
でいます。今後も、スタッ
フが働きやすい職場づく
りを目指していきます。

先輩からのメッセージ

当院は、約350名の看護職員がおり、皆と
ても優しく、わからないことがあれば一
緒に調べ、丁寧に教えてくれる病院です。
また、院内研修や病棟内研修も月に1～2
回程度ありますが、ただ話を聞くだけだ
はなく、実際に実践を行う研修もあるの
で、楽しみながら看護の知識を身につけ
ることができます。私達と一緒に楽しく
勉強し、看護の知識を身につけませんか？

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和51年3月
院長／興村哲郎
職員数／351名（H26.12現在）
看護職員数／141名（H26.12現在）
病床数／500床
診療科目／内科、循環器科、皮膚科、
リハビリテーション科、放射線科
看護配置／療養20：1
関連施設／（浅ノ川グループ）浅ノ川
総合病院、金沢脳神経外科病院、桜ヶ
丘病院、心臓血管センター金沢循環器
病院、田中町温泉ケアセンター、金沢
看護専門学校

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 295,300円（新卒）
准看護師	 250,700円（新卒）
諸手当／通勤手当、家族手当、住宅手
当、超過勤務手当
昇給・賞与／年2回・年2回
勤務体制／2交代制
休日休暇／週休2日制（4週7休）
待遇／社会保険完備、退職金制度（勤
続3年以上）、学会への参加、資格取得
支援制度、職員食堂、ユニホーム・靴
等の貸与など

採用実績（平成26年度）／看護師7名、准看護師3名
試験科目／書類選考、面接、作文（新卒のみ）
説明会・見学会／病院見学・説明会を随時実施して
います。参加をご希望される方は、お電話にてご連
絡ください。

看 准 

当院の教育プログラムは、当院の理念と看護
部の理念に基づき、専門職としての1年後を見
据えた人材の育成を目指しています。OJT や
OFF-JT を生かして、きめ細かいプリセプター
教育制度を採用しています。また、その人そ
の人の成長に合わせた教育制度として、クリ
ニカルラダーシステムを構築し、個別に指導
しています。新人職員が安心して学び成長し
続けるための院内教育研修が充実しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務部採用担当　畝田
〒920-0001
金沢市千木町へ33-1
TEL 076-257-8600
URL http://www.sengi-hp.jp/
E-mail sengijm@po.incl.ne.jp
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患者さまだけでなく働く人に
とってもいい病院です
看護部は、一般病棟、療養病棟、外来、手術室の 4
部署あります。夜勤は 2 交代制で、日勤のほか早出、
遅出などの勤務もあります。看護師の人数が 50 人程
度の病院なので、１つの部署だけの勤務ではなくて病
棟と外来はそれぞれ応援体制を取っています。また、
病棟と手術室は兼務で業務を行っています。個人病
院なので面倒な規則に縛られることが少なく、改善で
きるところは話し合ってお互いが了解すればすぐ実行
できるのもいいところだと思います。

医療法人社団橘会
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金沢駅から徒歩10分で交
通の便が良いです。平成
24年に増改築したばかり
です。

病院のすぐそばに安い料
金で利用できる1ルーム
の独身寮を完備していま
す。

先輩からのメッセージ

子供が小さくてフルタイム（夜勤を含
む）勤務するのが困難でしたが、個人の
事情を考慮してもらい、短時間勤務で
夜勤も少なくしてもらっています。相
談すれば融通をきかせてもらえるとこ
ろがよいところです。このように育児
しながらでも、看護師として働き続け
られるのが嬉しいです。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和40年1月
院長／米澤幸平
職員数／105名
看護職員数／52名
病床数／72床
診療科目／整形外科、リハビリテー
ション科、内科
看護配置／10：1
関連施設／居宅介護支援事業所「やわ
らぎ」

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 250,000円～
准看護師	 219,000円～
諸手当／夜勤、通勤、住宅　など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交替制
休日休暇／週休2日制、年次有給休暇、
年末年始、慶弔休暇、育児休暇　など
待遇／社会保険完備、看護師宿舎、退
職金制度

採用実績（平成 26年度）／看護師 8名、
准看護師2名（既卒者含む）
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

現場で即戦力になってもらうために、そ
の部署でマスターしてほしい手技から順
に、「説明・見学・見守りで施行・マス
ターできた」などがわかるようなチェッ
クリストを用いて実践しています。小規
模な病院なので同時期に複数人数が就職
することが少ないので、新人以外はプリ
セプターなしですが、みんなで指導する
ような形になっています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／総務課人事担当
〒920-0848
金沢市京町1-30
TEL 076-252-3281
URL http://www.yonezawa-hospital.jp/
E-mail seikeigeka@yonezawa-hospital.jp
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「こころの病」に配慮した 
働きやすい病院です
地域に根差した精神科病院です。ストレス社会におい
て増加している「こころの病」にスタッフ一同、誠心
誠意取り組んでいます。残業はなく、また子育て中の
職員も多く勤務しています。有給休暇も取り易く、お
子さんの急な発熱などでも休みが取れるよう配慮して
います。平成 18 年にはワークライフバランスの県知
事表彰を受けました。とても働きやすい職場ですので、
ブランクのある方もお気軽にお問い合わせください。
皆さんと一緒に働くことができる日を心待ちにしていま
す。

医療法人十全会
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山側環状線から車で5分
程入った、川沿いに位置
し、緑も多く、とても落ち
着いた環境の中に病院が
あります。近隣の杜の里
へもアクセスが良く、さま
ざまな小売店やクリニッ
クなどを利用できます。

アットホームな職場風土
です。業務における悩み
はもちろん、さまざまな相
談に乗ってもらいながら、
心身共に安定して働けま
す。

先輩からのメッセージ

こんにちは。当院の看護部はグループ内
を合わせると 160 名にもなります。自
然豊かな環境でアットホームな雰囲気
があり、日々患者さんとのコミュニケー
ションを大切にしながら業務を行って
います。また、残業もほとんどない上に
有給休暇も取り易く、研修も頻回に行わ
れ、安心して仕事に取り組めます。是非、
私たちと一緒に楽しく働きましょう！

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和29年9月
院長／澁谷禎三
職員数／180名
看護職員数／117名
病床数／264床
診療科目／精神科、心療内科、内科
看護配置／15：1
関連施設／医王ヶ丘病院、介護老人保
健施設ピカソ、Ｊクリニック

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 279,000円～
准看護師	 245,500円～
諸手当／夜勤、通勤、時間外勤務、家族、
職務、技術など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交替制
休日休暇／週休 2日（ただし、シフト
により曜日は変動）、年次有給休暇（初
年度10日・最高20日）、年末年始（5
日）、慶弔休暇、特別休暇、育児休暇、
介護休暇など
待遇／社会保険完備、退職金制度、被
服貸与

採用実績（平成 26年度）／看護師 3名、
准看護師1名、看護補助者1名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

毎月、院内での研修を行うほか、外部
の研修についても皆さん積極的に参加
しています。手技や感染対策はもちろ
ん、法律、接遇、災害時対応までも学び、
実践を通してスキルアップを目指しま
す。研究発表会も定期的に行われ、成
長ぶりを確認する場となっています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／村本・村田
〒920-1185
金沢市田上本町カ45-1
TEL 076-231-5477
URL http://www.jotoyasuragi.jp/
E-mail kyujin@jotoyasuragi.jp
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一人ひとりを大切に自己実現
に向けてサポートします
当院は、急性期高度先進医療に取り組んでいる病院
です。看護部の理念は「チーム医療を推進し、看護
活動を通して地域に貢献します」を掲げ、看護の専
門職を志した一人ひとりを大切に、自己実現に繋がる
サポートをしています。地域・県民の皆様に安心・
満足・信頼していただける医療・看護の提供を考え、
行動できるチームであり続けたいと考えます。
また、子育て支援、看護実践力のある経験豊かな看
護職それぞれが共同できる職場環境づくりに取り組ん
でいます。
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平成29年には新病院が完
成予定です。いきいきと
したやりがいのある看護
を実現するために新しく
なる病院で一緒に働きま
せんか！

「あたたかいハートと確か
な技」で患者さんに高度
医療を提供していきます。

先輩からのメッセージ

患者さんの心に寄り添う気持ちを大切
にして看護をしています。患者さんか
ら学ぶことも多く、忙しい中にも日々
充実感があります。スタッフ同士信頼
関係があり、先輩や医師に対してわか
らないことを聞きやすく、丁寧に指導
してくれます。また、勤務体制は 2 交代
と3交代があり、仕事と生活の調和を大
切にして働きつづけることができます。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和23年 1月　院長／山田哲司　職
員数／ 1,103 名　看護職員数／ 644名　病
床数／ 662床　診療科目／腎臓内科・リウ
マチ科、小児科（小児内科・新生児科）、整
形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、
心臓血管外科、小児外科、産婦人科、眼科、
耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線
診断科（核医学科）、放射線診断科、放射線
治療科、神経内科、皮膚科、泌尿器科、呼
吸器内科、循環器内科、歯科、歯科口腔外
科、糖尿病・内分泌内科、血液内科、麻酔科、
消化器内科、消化器外科、総合診療科、乳腺・
内分泌外科、女性内科、病理診断科、緩和
ケア内科、化学療法内科　看護配置／7：1

初任給（2014年4月実績）※ほか夜勤関係手当	約38,000円（月8回）
看護師	 194,567円（短大3年卒）※地域手当含む
	 204,249円（大卒）※地域手当含む
助産師	 207,133円（大卒）※地域手当含む
諸手当／期末、勤勉、通勤、住居、夜間看護等業務、時間
外勤務等
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／3交代制（一部2交代制）
休日休暇／完全週休2日制、年次有給休暇（初年度15日・
最高20日）、年末年始（6日）、慶弔休暇、特別休暇、夏期
休暇5日、育児休業（最大3年）、育児短時間勤務制度
待遇／地方職員共済組合、地方公務員災害補償基金、退職
金制度、院内保育所、被服貸与、石川県職員互助会（各種
助成あり）、病児保育

採用実績（平成26年度）／看護師59名、
助産師5名
試験科目／専門、作文、面接
説明会・見学会／随時（平日）

看 助 

新人看護師さんを先輩看護師が見守り・
フォローするプリセプター制度をとってい
ます。また、キャリア開発ラダーを導入し
ています。入職時の注射や感染防止の技術
や知識から、夜勤へ向けての急変時の対応、
救急救命処置、他部署研修では未経験の技
術や知識を得るなど段階毎の目標が達成で
きるよう研修を企画しています。専門・認
定看護師資格取得の支援もしています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／管理局総務課職員係
〒920-8530
金沢市鞍月東2-1
TEL 076-237-8211
URL http://kenchu.ipch.jp/kango
E-mail syokuin@ipch.jp
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愛と希望と信頼の医療を職員協
同で提供し、地域に貢献する
当院は昭和 11 年に開設されました。以来、済生会創
立の精神「施薬救療」のもと、地域に密着した診療を
行ってまいりましたが、時代の要請に応え、医療の高
度化とシステム化の推進をめざし、平成6年10月より
公的基幹病院として、地域の皆さまの信頼と期待に応
えるべく、「愛と希望と信頼の医療を職員協同で提供
し、地域に貢献する」を理念に掲げ、高度急性期から
回復期・緩和医療、疾病予防、福祉に至るまで広範
囲な活動を展開するとともに、無料低額診療事業、生
活困窮者支援事業に積極的に取り組んでいます。

社会福祉法人恩賜
財団済生会
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入職時、1週間程度の新
人オリエンテーションを
実施しています。昼休み
の1コマです。

毎年、済生会北信越ブロッ
クソフトボール大会が開
催され、優勝チームは全
国大会に出場します。

先輩からのメッセージ

2 年目を迎え、少しずつ業務をこなせるよ
うになり、毎日が楽しいです。病棟では、
多くの患者さんが手術を受けてリハビリ
に取り組んでいます。まだ失敗も多く落
ち込むこともありますが、先輩に聞きや
すい環境なので、相談しながら頑張って
来られました。何よりも、回復してゆく患
者さんの嬉しそうな姿は、明日も頑張ろ
うと前向きな気持ちになる原動力です。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和11年4月
院長／若林時夫
職員数／453名
看護職員数／273名
病床数／260床
診療科目／内科、消化器科、リウマチ
科、小児科（休診中）、外科、整形外科、
脳神経外科、心臓血管外科、眼科、リ
ハビリテーション科、放射線科、神経
内科、皮膚科、泌尿器科、呼吸器内科、
循環器内科、麻酔科
看護配置／7：1
関連施設／済生会金沢訪問看護ステー
ション、石川県済生会保育園アイリス

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 254,500円～
諸手当／地域、通勤、夜勤、時間外勤務、
扶養家族、住宅、特別保育
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交替制、3交替制
休日休暇／ 4週 7休制、年次有給休暇
（初年度 10日、上限 20日）、年末年
始（5日）、特別休暇（慶弔、リフレッ
シュ）、育児休暇など
待遇／社会保険、退職金制度、院内保
育所、被服貸与、駐車場（無料）

採用実績（平成26年度）／看護師27名
試験科目／小論文、面接
説明会・見学会／ 6/29 ～ 7/4、7/27
～8/1　10:00～12:00

看 

新人看護師研修のキーワードは、「つ
ながり」です。全職員が互いの仕事や
役割に関心を持ち、共に支え合い成長
することを目指しています。一人ひと
りが、看護の専門職業人として成長し、
質の高い看護サービスを提供できるよ
うに、年次別および臨床実践能力習熟
度別に教育目標を設定し、教育支援を
行います。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／総務課
〒920-0353
金沢市赤土町ニ13-6
TEL 076-266-1060
URL http://www.saiseikaikanazawa.jp/
E-mail saiseikh-s@po3.nsknet.or.jp
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患者さまとじっくり向き合う
看護ができます
当院は一般・療養あわせて 70 床の内科専門の病院
で、特に消化器病と糖尿病の診断治療に力を入れて
います。病棟には長期入院されている方が多く、急性
期の患者さんとはまた違ったじっくり向き合う看護が
できます。デイケアセンター、居宅介護支援事業所を
併設しているほか、訪問診療、訪問看護、訪問リハ
ビリ等の在宅療養にも力を入れています。また、平成
27 年夏頃、病院隣接地に有料老人ホームの建設を
予定しており、そちらで勤務可能な方もお待ちしてお
ります。
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金沢市の中心街に近い住
宅地に位置し、犀川の清
流と河畔の桜並木の素晴
らしい眺望に恵まれた所
にあります。夏は新聞社
の花火大会が目前で開催
されています。

病棟では、ボランティア
さんや職員によるミニコ
ンサートやダンス、お花
見など、入院患者さん
と一緒に楽しめるレクリ
エーションを毎月企画し
ています。

先輩からのメッセージ

患者さまの生活援助を行うケアスタッフの
層が厚く、ナースは医療や看護に専念しや
すい環境だと思います。患者さんの容態の
急変や緊急入院など不測の事態が起こった
時は例外ですが、みんなで協力し合って定
時に帰ることのできる職場を目指していま
す。年間休日が 124 日もあり、また、年休
消化率も高く、仕事とプライベートをうま
く両立している方が多いです。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和56年12月
院長／安田俊一
職員数／95名
看護職員数／34名
病床数／一般22床、療養48床（介護
21床含む）計70床
診療科目／内科、循環器科、消化器科、
呼吸器科、リハビリテーション科
看護配置／一般10：1、療養25：1
関連施設／介護保険相談センター	金沢
やすだ

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 275,800円
准看護師	 242,700円
諸手当／職務手当、夜勤手当、土日祝出勤手当、住
宅手当または通勤手当
昇給・賞与／年 1回・年 2回（前年実績計 3.65 ヶ
月分）
勤務体制／2交代制
休日休暇／週休2日制、祝祭日、夏期休暇、年末年
始休暇等　年間計 124日、その他慶弔休暇、育児
休暇等あり、年次有給休暇付与日数は法定通り
待遇／健康保険、厚生年金、厚生年金基金、雇用保
険、労災保険加入、勤続2年目以降退職金制度加入
昇給、マイカー通勤時の駐車料不要、制服貸与

採用実績（平成26年度）／中途採用7名
（H26.11月末時点）※パート含む
試験科目／面接
説明会・見学会／随時見学可（事前連
絡要）

看 准 

当院は、新卒の方の採用実績がほとんど
ありません。しかし、ベテラン看護師の
層が厚い強みを活かしたプリセプター制
の導入などを試みながら新人の方の教育
を充実できるよう努力しています。ま
た、新人・ベテランを問わず、感染や認
知症など興味のある分野への学びに挑戦
できるよう、院外研修や各種講習への参
加について積極的に応援しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／看護部長	畑山、事務長	森田
〒921-8047
金沢市大豆田本町ハ62
TEL 076-291-2911
URL http://www.kma.jp/yasuda/
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チーム連携で安心できる環境
づくりを目指しています
患者さまの権利・人格を尊重し、正確な情報の提供
の下、社会復帰と地域支援のお手伝いをいたします。
他職種とのチーム連携を強化し、患者さまが安心して
お過ごしいただける環境づくりを目指しています。研
修制度やメッセージにもあるように、院内外の研修は
出来る限り勤務内で参加出来る環境を作り、週 35 時
間勤務、年120日の公休は自己啓発及び余暇（家庭）
活動の充実にあてられ、多くの職員に好評をもらって
います。

医療法人明仁会
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北陸の古都金沢を流れる
犀川が日本海に注ぐ河口
に位置しています。病院
から北前船で賑わった港
町の往時をしのぶことが
できます。

PCに不慣れなスタッフに
も懇切丁寧に教えるほか、
チーム医療を推進し、職
種に係わらず、誰にでも
何でも相談できる雰囲気
の職場です。

先輩からのメッセージ

当院看護部は新卒だけでなく再就職者も
多く、家事・育児と両立できるように、ま
た自分の余暇を趣味などに充実させるこ
とが出来るような働きやすい環境を整え
ています。平成 26 年 9 月からは電子カル
テ化となり情報を共有し、他の部門と連
携しながらチーム医療を推進し、「こころ
の病気」を有する方が一人でも多く地域
で生活できるよう支援していきましょう。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和31年4月
院長／岡田淳夫
職員数／136名
看護職員数／87名
病床数／189床
診療科目／精神科、児童精神科、心療
内科、内科
看護配置／15：1、10：1（看護要員）
関連施設／グループホーム港の見える
丘

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 250,000円
准看護師	 220,000円
諸手当／夜勤手当、通勤手当、家族手
当、住宅手当、資格手当、皆勤手当
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交替制、週35時間勤務
休日休暇／年間休日120日、慶事休暇、
特別休暇、育児休暇など
待遇／社会保険完備、退職金制度、被
服貸与

採用実績（平成 26年度）／看護師 4名、
准看護師1名、看護補助者8名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

当院の研修体制は、講義を中心に精神疾
患、薬物、看護のほか、精神障害者を取
り巻く社会と地域生活を支援するための
方策など、幅広く精神科を理解できるよ
うな研修を行っています。また、医療安
全管理や院内感染防止対策における最新
の情報提供を行い、知識を深めることが
できます。院外研修会には積極的に参加
できるような協力体制をとっています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務長
〒920-0351
金沢市普正寺町9-6
TEL 076-267-0601
URL http://www4.ocn.ne.jp/~kanaiwa/index.html
E-mail home@kanaiwahp.jp
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地域の皆さまに信頼され、親
しまれる病院を目指しています
私たちの病院は「元気になるための病院」として仁の
心をもって、専門性を生かした安全、安心な医療を
患者さんに提供し、地域の皆様に信頼され、親しまれ
る病院を目指しています。快適な療養生活が送れるよ
う療養環境の提供に最大限の配慮を施し、高度な知
識とこまやかな心配りをもったスタッフが連携して患
者さんをサポートいたします。また広い運動施設を完
備しており、メディカルからアスレティックリハビリま
で幅広く対応し、充実したリハビリ環境のもと、スポー
ツ選手の早期復帰に向けてサポートいたします。

医療法人社団光仁会
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仕事もプライベートも両
立でき、サークルやイベ
ントも多く、和気あいあい
と楽しい職場です。

年間延べ1,500件近くの
手術を行うため、多くの
経験が得られ看護師とし
てのスキルアップが望め
ます。

先輩からのメッセージ

病院理念である「元気になるための病院」を
目指し、看護部理念である患者さんの苦痛・
痛みがわかるような心の行き届いた看護を
提供し、患者さんの笑顔が見られるよう職
員一人ひとりが頑張っています。また、多様
な勤務形態による働き方も取り入れて、個
人それぞれのバランスで仕事と生活の両立
を無理なく実現できるよう支援されている
ので、ママさん看護師も多く働いています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和37年4月
院長／竹内尚人
職員数／214名
看護職員数／74名
病床数／88床
診療科目／整形外科、内科、リウマチ
科、リハビリテーション科、歯科、歯
科口腔外科、外科、肛門科
看護配置／7：1
関連施設／きじま在宅介護センター、
スポーツリハビリきじま

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 283,000円
准看護師	 253,000円
諸手当／資格、夜勤、家族、住宅、時
間外、通勤、早遅番、精勤
昇給・賞与／年2回・年2回
勤務体制／2交替制
休日休暇／ 4週 8休、有給休暇（入社
半年後 10日・最長 20日）、盆休、年
末年始、産前産後休暇、育児休暇
待遇／社会保険料完備、宿舎有、退職
金制度、永年勤続、マイカー通勤可、
各種イベント、サークル活動

採用実績（平成26年度）／看護師2名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

当院は、急性期から回復期・在宅へと
患者さん・家族が安心して治療に専念
出来るようサポートしています。新人
ナースの方には、プリセプターを導
入し、ゆっくりと業務を覚えていただ
けるよう組織図にそって指導していま
す。また認定看護師取得に関しまして
は、病院でサポートしています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／光仁会事務室
〒920-0011
金沢市松寺町子41-1
TEL 076-237-9200
URL http://www.kijima-hp.or.jp/
E-mail info@kijima-hp.or.jp
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地域の皆さまから安心され 
信頼される病院を目指します

「私たちは地域の皆様から安心され信頼される病院を目指
します」が当院の理念です。また、看護部理念は「患者様・
ご家族様の思いを大切にし、気持ちに寄り添える看護を目
指します」です。患者さまの身になり、思いやりのある医
療・介護を目指し、地域に密着して人々の健康に寄与しま
す。職員間の協力で、安全な医療・介護を提供し、専門
分野だけでなく、人格を高めるため自己研鑽に努めて働き
やすく生きがいのある職場づくりを目指します。対象の方
の傍らにいるあなた、あなたの気づきが今、一番できる最
高の看護なのです。あなたの優しい看護に出会いたいです。

医療法人社団博友会
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3Ｆ東病棟（回復期リハビ
リテーション病棟）の他
職種カンファレンスの様
子です。

新しいスタッフステーショ
ンで快適に働いている私
たちです。患者さまにとっ
て何が大切なのか、様々
な方向から考え看護して
います。

先輩からのメッセージ

私たちは患者さまのカンファレンスを大
切にし看護しています。患者さま、家族
の気持ち、ニーズを理解し、治療段階か
ら退院後まで出来るだけ元の生活に近い
状態でいられるよう関わらせて頂いてい
ます。またスタッフはチーム一丸となり、
個々の意見を大切に楽しく看護していま
す。新人教育制度も充実し一人ひとりに
合わせたプログラムになっていますよ！

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和 47年 5月　院長／川﨑	英　
職員数／300名　看護職員数／116名　
病床数／ 166床　診療科目／内科、胃
腸科、循環器科、腎臓内科、外科、整
形外科、脳神経外科、神経内科、リハ
ビリテーション科、小児科、形成外科、
眼科、皮膚科、婦人科、歯科
看護配置／一般10：1、回復期15：1、
療養20：1
関連施設／金沢西デイケアセンター、
金沢西居宅介護支援センター、金沢西
病院訪問看護ステーション、金沢市地
域包括支援センターえきにしほんまち
など

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 203,900円
准看護師	 171,200円
諸手当／夜勤、通勤、時間外勤務、扶養、
住宅など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／3交替制
休日休暇／週8休制、年次有給休暇（初
年度 10	日・最高 20	日）、年末年始
（4.5	日）、慶弔休暇、特別休暇（アニ
バーサリー休暇含む）、育児休暇、介護
休暇など
待遇／社会保険完備、退職金制度、被
服貸与など

採用実績（平成 26年度）／看護師 3名、
准看護師2名
試験科目／面接試験
説明会・見学会／随時

看 准 

看護師が「自ら学び、自ら高めることが
できる」と目標を上げ、新人看護師は採
血や血糖測定を実施し、人工呼吸器、心
電図の見方、薬剤については細かく分類
し、シリーズで行っています。全体研修
では何を学びたいのか現場の意見を生か
し酸素投与について、排泄ケアやレント
ゲンの見方など実践に役立てると興味を
もって参加することができました。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／細川
〒920-0025
金沢市駅西本町6-15-41
TEL 076-233-1811
URL http://www.knh.or.jp/
E-mail mori140＠knh.or.jp
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きめ細やかな看護ができるよ
うに努めています

「人が心身ともに健康で楽しく生きがいをもって自宅
で長生きできる手助けをする」この理念を実現するこ
とこそは我々医療法人が社会から与えられた責務であ
り、その実現のため、人にやさしい医療、介護を目指
しています。患者さまに直接関わる看護の現場では、

「わたしたちは、患者さま一人ひとりの人格と権利を
尊重し、安心と安全な看護と環境を提供します」の理
念のもと患者さまから『ありがとう』の言葉がいただ
けるようなきめ細やかな看護ができるように努めてい
ます。

医療法人社団映寿会
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金沢駅から車で10分の好
立地。老健（100床）、特
養（50床）も併設してい
ます。病院の近くに独身
寮も完備しており生活し
やすい環境です。

別館は平成16年に増築し
ました。明るくて広い病
棟です。そのためとても
働きやすいです。

先輩からのメッセージ

私たち看護部は、毎年数名の新人看護師
を採用しています。『一緒に学び成長し
ましょう』をモットーに指導を行い、一
歩一歩確実に成長できるように取り組
んでいます。看護学校からの実習生を受
け入れていますが、緊張なく親しみやす
い雰囲気だと学生さんからも言われて
います。このようなアットホームな職場
環境で一緒に仕事をしませんか？

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和55年5月　院長／前田敏男　
職員数／ 200名　看護職員数／ 96名　
病床数／ 150床　診療科目／内科、ア
レルギー科、リウマチ科、リハビリテー
ション科、放射線科、神経内科、皮膚科、
泌尿器科、婦人科、呼吸器内科、循環
器内科、消化器内科、糖尿病内科、漢
方内科　看護配置／一般病棟7：1、療
養病棟 20：1　関連施設／介護老人保
健施設みらいのさと太陽、特別養護老
人ホーム寿晃園、疾病予防運動施設ク
イーンオランジュ、サービス付高齢者
向け住宅シニアホーム太陽丘

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 201,500円
准看護師	 179,000円
諸手当／夜勤、通勤、時間外、家族手
当など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代制、3交代制
休日休暇／ 4週 8休制、年次有給休暇
（初年度10日・最高20日）、年末年始
（5日）、慶弔休暇、育児休暇など
待遇／社会保険完備、独身寮、退職金
制度、被服貸与

採用実績（平成26年度）／7名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

新人教育では、プリセプターを中心に
チェックリストを使用し、技術の習得
を図ります。看護師個々のキャリア
アップには、段階別看護実践能力評価
表を使用し、年間活動目標を立案し、
目標が達成できるように取り組んでい
ます。継続教育としては、経年別研修、
年間の研修があります。その他、外部
研修・学会の参加の支援も行います。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／経営企画部総務課
〒920-8201
金沢市鞍月東1-9
TEL 076-237-8000
URL http://www.eijukai.jp
E-mail soumu@eijukai.jp
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人に優しい看護ができる看護
師の育成に努めています
当院は地域医療支援病院として地域完結型の医療を支
える中核病院です。高度急性期医療を中心に、患者さ
んの健全な生活をサポートするため、多職種協働によ
るチーム医療の推進を図っています。看護部では目標
管理を行いクリニカルラダーに準じた教育体制と、チー
ム医療の要としての役割を担う専門性の高い看護師の
育成、資格取得支援、自己啓発の充実に力を注いでい
ます。「ぬくもりとおもいやり」の看護を提供するため、
人間としての尊厳を守り、看護の専門職として、人に
優しい看護ができる看護師の育成に努めています。

白山石川医療企業団
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松任駅から車で5分、国
道8号に面しており、近く
にはショッピングセンター
があります。平成26年
度には、福祉施設棟「地
域包括福祉支援センター　
おかりや」、リハビリテー
ション棟を増築しました。

新人教育はプリセプター
制をとり、基礎看護技術
研修をはじめ年間を通じ
て手厚く支援。リエゾン
ナースによるメンタルサ
ポートも取り入れていま
す。

先輩からのメッセージ

当院看護部は毎年 10 名前後の新人看
護師を迎え、忙しいながらも年間を通
した丁寧な育成プログラムを組んでい
ます。同期入職の看護師達は、少ない人
数であるが故に団結力があります。看
護外来開設やパートナー制の導入など
新しいことにも取り組んでいます。私
たちと一緒に働きながら学び、看護の
専門性を高めませんか？

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和23年8月　院長／卜部	健　職員
数／505名　看護職員数／325名　病床数
／305床（一般275床、精神30床）　診療
科目／内科、精神科、小児科、外科、整形
外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、
心臓血管外科、小児外科、産婦人科、眼科、
耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射
線科、神経内科、皮膚科、泌尿器科、呼吸
器内科、循環器内科、歯科、歯科口腔外科、
糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、麻酔科、消
化器内科、消化器外科、放射線治療科、病
理診断科　看護配置／一般7：1、精神15：
1、ICU、HCU　関連施設／公立つるぎ病院、
吉野谷診療所、中宮診療所、白峰診療所

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 	198,400～223,900円（時間

外勤務・夜間勤務手当含まず）
	 ※	助産師も募集しています
諸手当／扶養（家族）、住居、通勤、時間
外勤務、休日勤務、夜間勤務、特殊勤務、
宿日直
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交替制と3交替制
休日休暇／4週 8休制、年次有給休暇（初
年度20日・最高40日）
待遇／共済組合保険（社会保険）退職金制
度、被服貸与、財形・生命保険の給与天引
き制度

採用実績（平成26年度）／看護師11名
試験科目／第 1次試験（専門・作文）、
第2次試験（面接）
説明会・見学会／随時

看 助 

当院の教育体制は講義形式だけでなくシミュ
レーション研修にも力を入れており、すぐに現
場で活かせる内容に年々バージョンアップさ
せています。医師や看護師、薬剤師、理学療法
士などそれぞれのプロが講師となり基礎看護
技術研修をはじめとして、医療機器・用具に
直接触れる研修や災害対応机上訓練、救急対
応シミュレーション研修、メンタルサポート
研修等、手厚く充実したものとなっています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／管理部総務課
〒924-8588
白山市倉光3-8
TEL 076-275-2222
URL http://www.mattohp.jp/
E-mail info@mattohp.jp
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一生お付き合いができる 
パートナードクターを目指して
石川県内で初めて「赤ちゃんにやさしい病院」に認定
されました。「すべての女性のために」「生まれてくる
赤ちゃんのために」を大切にした医療提供を行ってい
ます。女性には初潮、妊娠、出産、更年期といくつ
か節目があり、不調を起こさないためにはその時期に
合ったメンテナンスが必要で、当院は患者さまと一生
お付き合いができるパートナードクターでありたいと
考えます。産科・婦人科の医療スタッフ全員が最新の
医療知識をもとに患者さま一人ひとりにあった出産ス
タイルや治療方法をご提案していきます。

医療法人社団恵愛会
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国道8号線を小松方面に
向かい白山市徳丸交差点
を右折し200ｍ進んだ左
手にあります。JR松任駅
から徒歩15分、車で5分
です。

当院のスタッフ全員が優
しさと豊かな人間性を磨
き、患者さまが何を求め
必要としているのかをエ
ビデンスに基づき日々業
務に励んでいます。

先輩からのメッセージ

こんにちは！当院では約 40 名の看護ス
タッフが在籍しています。経験豊富な先輩
方がたくさんいることから丁寧な指導を
いただいています。お産や母乳育児は個人
差が大きくケアが難しいと感じることも
ありますが、自分自身のやりがいやスキル
のレベルアップに繋がります。患者さまや
ご家族の方などの多くの笑顔に出会える
職場で一緒に働いてみませんか？

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和61年5月
院長／可西直之
職員数／64名
看護職員数／33名
病床数／35床
診療科目／産科・婦人科
看護配置／13：1
関連施設／恵愛病院（小松市）

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 277,500円～
准看護師	 234,100円～
助産師	 326,000円～
諸手当／皆勤手当、通勤手当、夜勤手当、
残業手当、家族手当、住宅手当など
昇給・賞与／年1回・年3回
勤務体制／2交替制
休日休暇／ 1週 2休制、年次有給休暇
（初年度10日、最高20日）、年末年始、
産前休、育児休暇、介護休暇、特別休
暇
待遇／社会保険、年金基金、退職金制度、
院内保育、永年勤続表彰

採用実績（平成26年度）／助産師2名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時（事前にご連絡
下さい）

看 准 助 

当院では、経験豊富な助産師・看護師が実
践の現場を通してマンツーマンで付き添
い、チーム医療の即戦力となるように指導
しています。定期的に話し合いの場を設
け、知識・技術の確認しながら習得できる
ようにサポートしています。赤ちゃんにや
さしい病院（BFH）にも認定され母乳育
児支援にも力を入れており、積極的に研修
に参加し技術習得を目指しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務局
〒924-0805
白山市若宮3-63
TEL 076-275-7611
URL http://www.keiai-shonan.jp
E-mail sakaguchi@keiai-shonan.jp
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新人看護師の成長を 
全員でサポートしています
周囲を自然に恵まれた地に位置する当院は、回復を促
進できる気持ちの良い環境にあります。地域連携の拠点
となる地域の中心的役割を担っている病院で、住み慣
れた地域で安心して生活できるように、近隣の医療機
関や訪問看護ステーションと連携をとり、入院・退院の
調整を行っています。看護部は「患者さんお一人お一
人が満足される看護を実践する」を目標に掲げ、退院
後の生活を視野に入れ、他職種と協働しながら個々の
生活に沿った看護を実践しています。新人教育は、計
画的に全職員で育てていきます。一緒に働きましょう！

白山石川医療企業団
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鶴来駅から徒歩10分、白
山ろくの自然に囲まれた
心癒される空間で働くこ
とができます。金沢・小
松からも近く生活しやす
い環境です。

実地指導者の先輩ナース
がいつも見守り優しく指
導します。教育責任者と
ともに新人1人に2人以上
でサポートします。安心
して成長できます。

先輩からのメッセージ

当院は地域に根ざした医療と看護を提供できる
ように頑張っています。先輩看護師が工夫を凝ら
してさまざまな研修を実施しています。認定看護
師を目指せます。また、地域の方とふれあえる「病
院祭」が毎年行われます。病院の周辺は山や川な
ど自然がいっぱいです。近くには白山比咩神社も
あります。白山比咩神社には「菊理媛尊（くくり
ひめのみこと）」という縁結びの神様も祭られて
います。そんな当院で一緒に働きませんか。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和15年6月　院長／杉本尚樹　
職員数／216名　看護職員数／105名　
病床数／152床
診療科目／内科、呼吸器内科、循環器
内科、消火器内科、糖尿病・内分泌内
科、腎臓・高血圧内科、小児科、外科、
胃腸科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、
泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻いんこ
う科、リハビリテーション科、放射線
科
看護配置／一般 10：1、回復期リハ
15：1、療養20：1
関連施設／公立松任石川中央病院、吉
野谷診療所、中宮診療所、白峰診療所

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 198,400～223,900円
諸手当／扶養（家族）、住居、通勤、時
間外勤務、休日勤務、夜間勤務、特殊
勤務、宿日直
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交替勤務、3交替勤務
休日休暇／ 4週 8休制、年次有給休暇
（初年度20日・最高40日）
待遇／共済組合保険（社会保険）、退職
金制度、被服貸与、財形・生命保険の
給与天引き制度

採用実績（平成26年度）／看護師4名
試験科目／第 1次試験（専門・作文）、
第2次試験（面接）
説明会・見学会／3/21、4/18、5/16、
6/20、7/4、8/1

看 

クリニカルラダーや目標管理により、新
卒新人をはじめとするそれぞれのレベル
に応じた研修体制や、目標を持って学べ
る環境を整えています。新人教育では、

「みんなで新人を育てる」をモットーに、
院内ローテーション研修や診療所見学実
習など幅広い視点での取り組みや、訪問
看護ステーション研修等、実践に活用で
きる内容を楽しく学ぶことができます。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／管理部総務課
〒920-2134
白山市鶴来水戸町ノ1
TEL 076-272-1250
URL http://www.tsurugihp.jp/
E-mail info@tsurugihp.jp
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仕事と家庭のバランスのとれ
た魅力ある職場を目指します
緑豊かな環境に恵まれた地域にあり、病院理念（信
頼される医療、愛のある医療）に基づき「患者に愛、
看護に心」を目指し、日々努力しています。小規模の
病院ではありますが、外科、内科、整形外科と様々
な急性期・慢性期疾患の患者様を対象に、質の高い
看護・チーム医療を提供するべく、日々邁進しており
ます。子育て支援を意識した勤務調整を積極的に行っ
ております。また、定年後の再雇用などによるスタッ
フの充実も図り、仕事と家庭のバランスのとれた魅力
ある職場を目指しています。

医療法人社団
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霊峰白山と清流手取川に
囲まれた緑豊かな環境に
恵まれ、山側環状線、8
号線とアクセスも良好な
立地です。

チームワークを大切にし、
笑顔でお互いに思いやり
協力し合うことで、安心
で快適な職場環境が整っ
ています。

先輩からのメッセージ

とてもアットホームな雰囲気で、勤務
希望も十分受け入れてもらえるため、
仕事と家庭を両立することができてい
ます。また、看護部だけではなく、病院
全体で看護業務の改善に取り組んでい
る他、院内外の研修に参加するなど、看
護のレベルアップのため頑張っていま
す。私たちと一緒に楽しく働きません
か。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和59年10月
院長／新村康二
職員数／72名
看護職員数／37名
病床数／47床
診療科目／外科、胃腸科、整形外科、
内科、循環器科、呼吸器科、リハビリ
テーション科、肛門科
看護配置／10：1
関連施設／（協力施設）特別養護老人
ホームあじさいの郷

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 230,000～260,000円
諸手当／技能手当、夜勤手当等あり
昇給・賞与／年2回・年2回
勤務体制／2交代制
休日休暇／年120日程度
待遇／社会保険有、雇用保険有、退職
金制度有

採用実績（平成26年度）／2名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 

各自の能力に応じた指導、見学実施、
評価を定期的に行い、即戦力のナース
を養成しています。また、院内外での
患者さま、ご家族、病院スタッフ等へ
の接し方、コミュニケーションのとり
方についても、それぞれの場面で指導
しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務長　出村
〒920-2104
白山市月橋町722-12
TEL 076-273-0100
URL http://www.shimmura.or.jp
E-mail info@shimmura.or.jp
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「明るく開かれた精神科病院」
を目指しています
全国的にも珍しい民生委員が運営する法人の精神科病
院です。スタッフ一同明るく開かれた精神科医療を目
指し、「人権擁護の精神」と社会福祉法人としての伝統
と人間愛の精神をもって患者さまと接しています。野々
市市中林の静かな環境の中で、建物外は樹木も多く、
職員の駐車スペースが十分にあります。建物内は、患
者さまが入院や外来治療を出来るだけリラックスしなが
ら受診出来るようゆとりある空間を創出し、「安心して
受診できる」等とご意見をいただき、関連施設と共に、
地域に密着した精神科医療の発展に努めています。

社会福祉法人金沢市民生協会
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患者さまの退院支援では、
他職種の職員によるカン
ファレンスを行ない、意
見を出し合いながら、よ
り良い看護を目指してい
ます。

作業療法、デイケアでは
20数種類のプログラムを
実践しています。患者さ
まが製作した作品は常時
展示され、励みにもなっ
ています。

先輩からのメッセージ

精神科看護で一番大切なことは、患者
さまに寄り添い、訴えを根気よく聞く
ことです。いろんな背景、症状の患者さ
まがいて大変ですが、訴えを理解するこ
とで信頼関係が生まれてきます。患者
さまの退院の時がやはり一番うれしい
です。病棟スタッフの年齢層は幅広く、
子育てや家庭問題など何でも相談出来
るアットホームな雰囲気の職場です。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和23年10月
院長／炭谷信行
職員数／177名
看護職員数／117名
病床数／268床
診療科目／精神科、神経科、内科
看護配置／精神病棟 13：1、精神療養
病棟15：1、認知症治療病棟20：1
関連施設／共同生活援助事業所	すまい
る、地域活動支援センター・指定相談
支援事業所	ののいち、救護施設	三谷
の里ときわ苑

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 219,100円～
准看護師	 193,100円～
諸手当／夜勤、通勤、家族、住宅、職
務加算手当、時間外手当など
昇給・賞与／年1回・原則年2回（26
年度年3回）
勤務体制／2交代制
休日休暇／ 4週 7休制、年次有給休暇
（最高 20日）、年末年始（5日）、慶弔
休暇、特別休暇、育児休暇など
待遇／社会保険完備、退職金制度、福
利厚生（金沢勤労者福祉サービス利用
可）、被服貸与

採用実績（平成 26年度）／看護師 5名、
准看護師1名
試験科目／作文、面接
説明会・見学会／随時

看 准 

精神科病院は精神保健福祉法の適用も受
けることから、法に基づいた各種の届出
や報告、患者さまの意志に基づかない入
院への対応を含めた行動制限等に関する
精神科病院ならではの研修を行っている
ほか、一般病院同様、接遇や医療安全、
感染対策なども行っており、採血・点滴
の手順についてはデモ機を利用しながら
実践に入ってもらっています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／総務課長、看護部長
〒921-8834
野々市市中林4-123
TEL 076-248-5221
URL http://www.tokiwahp.or.jp
E-mail yasuta@tokiwahp.or.jp
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安全・安心で信頼と満足の 
得られる医療の提供
当院のモットーである「信頼と満足の得られる医療の
提供」のもと、脳神経外科専門病院として、役割を
担い、救急医療から療養過程まで幅広く対応をしてい
ます。その中で、看護師は超急性期、急性期、回復期、
療養、手術、外来と病期を継続して学び、自分に適
した（希望の）分野で看護実践能力を高めています。
また、固定チームナーシング方式で、やりがいと責任
ある継続した看護の提供を目標にチーム活動を進めて
います。院内では、多職種との協働・連携を取りなが
ら安全・安心な医療の提供に努めています。

医療法人社団浅ノ川
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脳卒中リハビリテーショ
ン認定看護師（2名）が
専門領域の指導者として、
看護の質の向上に貢献し
ています。

国道8号線沿いでアクセ
スも便利です。最寄りの
バス停までは徒歩10分で
す。平成20年に新築移転
しました。

先輩からのメッセージ

毎日の関わりにおいて、昨日できなかっ
たことが今日できるようになったこと
や、患者さんの「できる」日常生活動作
が増えることにとてもやりがいを感じ
ています。また、長い入院期間でご家族
との信頼関係も構築でき、「回復」を共
に喜べることが嬉しいです。長い間一
緒にいるからこそ、笑顔を見られるこ
とが1番のやりがいに繋がっています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和55年5月
院長／佐藤秀次
職員数／337名
看護職員数／137名
病床数／220床
診療科目／脳神経外科、神経内科、循環
器内科、麻酔科、リハビリテーション科
看護配置／一般病棟 7：1、脳卒中ケア
ユニット3：1、回復期リハビリテーショ
ン病棟13：1、医療療養病棟20：1
関連施設／浅ノ川総合病院、桜ケ丘病
院、千木病院、金沢循環器病院、田中町
温泉ケアセンター

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 298,000円
諸手当／職務、精勤、夜勤、超過勤務、年末年
始勤務、通勤、住宅、家族など
昇給・賞与／年1回、年2回
勤務体制／2交替制
休日休暇／年間休日121日（平成27年）、4週7
休制、年次有給休暇（初年度10日・最高20日）、
夏期休暇（4日）、年末年始（5日）、開院記念日、
盆休（2日）、結婚休暇、出産休暇、出生休暇、
育児・介護休暇、看護休暇、忌引休暇など
待遇／社会保険完備、被服貸与、退職金制度、賃
貸住宅補助制度、認定看護師資格取得助成制度、
レクリエーション旅行、サークル活動

採用実績（平成26年度）／看護師18名、
准看護師3名
試験科目／専門、適性テスト、面接
説明会・見学会／随時

看 

新人教育プログラムをはじめ、年次
別教育プログラムなども充実してい
ます。プリセプター制度でのフォロー
と、全職員が新人に関心を持ち、共に
働く仲間をみんなで育てていくことを

「新人看護師研修の理念」にしていま
す。看護部及び個人の目標達成のため
に、クリニカルラダーを取り入れてい
ます。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／看護部　部長　宮腰
〒921-8841
野々市市郷町262-2
TEL 076-246-5600
URL http://www.nouge.net
E-mail kn-kango@med.email.ne.jp
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高齢者看護のすばらしさを 
共に感じませんか？
野々市市を中心に医療・介護・福祉を提供する池田
病院グループの中心的役割を担っています。高齢者
が安心して生活するために、人材育成やチーム医療、
看取りの看護にも力を注いでいます。また職員の「安
心して働きたい」「学びたい」「育児をしたい」という
願いを叶えるために、研修体制の充実や保育園の運
営も始めました。働きやすい職場づくり、心のこもっ
た看護を目指しています。

医療法人社団洋和会
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全国「住みよさランキン
グ」で毎年上位に入る野々
市市に立地。近くには商
業施設が充実し便利。当
院の関連保育園も近くに
開園。

先輩ナースが看護師のス
キルに合わせてマンツー
マンで指導にあたり、個々
のスキルアップに努めて
います。

先輩からのメッセージ

看護の基本である「やさしさ」を大切
にしている病院です。高齢者の医療的
ニーズと生活の視点を同時に考えた看
護の提供に、専門職としてのやりがい
を感じます！看護の知識や技術を基盤
に、「高齢者看護のやりがい」も一緒に
感じましょう！人間関係が良く、働き
やすい職場ですよ。皆さんを待ってま
す!!

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和62年4月
院長／清水賢巳
職員数／52名
看護職員数／13名
病床数／41床
診療科目／内科、循環器内科、呼吸器内科、
老年内科、消化器内科、心療内科、精神科、
老年精神科、リハビリテーション科、
看護配置／20：1
関連施設／池田病院グループ（川北温泉
クリニック、平和町クリニック、介護老
人保健施設あんじん、特別養護老人ホー
ムかんじん、グループホームあんのん、
ほのみ保育園　等）

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 263,600円～
准看護師	 254,400円～
諸手当／職務、資格、夜勤、休日、通
勤など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交替制
休日休暇／月 9日間（但し 2月は 8日
間）、年次有給休暇（初年度 10日・最
高20日）、その他特別休暇など
待遇／社会保険完備、職員寮、退職金
制度、被服貸与、当院グループ内保育
園

採用実績（平成26年度）／看護師4名
試験科目／面接、適性検査
説明会・見学会／随時

看 准 

「手厚いもてなし」という理念を基に、
高齢者の生活を支えることができる看
護師の育成を目指しています。新人看
護師には、看護技術や知識、さらに
は看取りも含めた高齢者看護のすべて
を、教育担当者が共に考え、指導育成
に励んでいます。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務局採用担当　宮腰
〒921-8824
野々市市新庄2-10
TEL 076-248-7222
URL www.hosphy.jp
E-mail k-miyakoshi@hosphy.jp
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地域になくてはならない病院
を目指しています
当院は石川県内における精神医療の基幹病院として中心
的な役割を担い、365 日 24 時間いつでも入院を受け入
れる精神科救急病棟や認知症の専門治療病棟、アルコー
ル依存症の専門治療病棟を有しています。特に認知症医
療では訪問看護を充実させ、福祉の支援も活用して住み
慣れた地域で安心して暮らしていけるよう援助し、地域に
なくてはならない病院を目指しています。看護師は医療
チームの一員として「患者さんの人権を尊重し、安心でき
る看護」「その人らしさを大切に、共に歩む看護」「心に
より寄り添う看護」を目標に日々の看護を提供しています。
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能登と加賀の接点となる
県中央部、かほく市の東
部丘陵地にある県立の精
神科病院です。四季折々
の彩りが愉しめる閑静な
環境にあります。

質の高い医療の提供を目
指して、医師・看護師・
精神保健福祉士・作業
療法士等の多職種の職員
が情報共有のためのミー
ティングを行っています。

先輩からのメッセージ

私は、現在、老人病棟に勤務しています。環
境変化の影響を受けやすい患者さんに寄
り添い、持てる力を引き出せるよう関わっ
ていく仕事は大変なこともありますが、頑
張れば頑張った分、その成果が実感でき、
とてもやりがいがあります。また、先輩た
ちはとても親切で何でも相談でき、昼休み
には笑い声が絶えない楽しい職場です。あ
なたも私達の仲間になりませんか？

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和41年5月
院長／北村	立
職員数／256名
看護職員数／163名
病床数／400床
診療科目／精神科、神経科、眼科、歯
科
看護配置／15：1
関連施設／高松デイケアセンター

初任給（2014年4月実績）※諸手当含まず
看護師	 180,500円～
諸手当／扶養、住居、通勤、時間外勤務、
夜間看護等など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／3交代制
休日休暇／ 4週 8休制、年次有給休暇
（初年度4月から：15日、最高20日）、
病気休暇、特別休暇、育児休暇など
待遇／退職金制度、被服貸与

採用実績（平成26年度）／看護師4名
試験科目／専門試験、作文試験、面接
試験
説明会・見学会／随時

看 

看護師としての専門知識や技術を段階的に
身につけられるよう計画されたキャリア開
発プラン（クリニカルラダー）を導入・運用
しており、現任者研修などにより個々の目標
管理をクリニカルラダーと連動させたキャ
リアアップの支援や大学院進学などの支援
もしています。新人教育は集合教育による専
門教育やマンツーマンによる OJT を中心と
して行い、安心して看護が行える体制です。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務局総務課人事担当
〒929-1293
かほく市内高松ヤ36
TEL 076-281-1125
URL http://www.pref.ishikawa.lg.jp/takabyo/
E-mail tbyosomu@pref.ishikawa.lg.jp
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安全で質の高い医療サービス
を提供しています
金沢市の中心部から北東に約 30km、かほく市の北
部に位置する当院は、この地域で唯一の療養型病院

（医療保険適用 108 床、介護保険適用 96 床）とし
て、人間の尊厳を守り、常に患者さんとご家族の立場
に立った安全で質の高い医療サービス、ケアを提供し
ています。今後ますます加速する超高齢化時代の地域
医療を担う中核病院の役割を果たしていくために、近
隣の病院、クリニックをはじめ、介護施設や福祉施設、
ケアマネージャーや行政機関との連携の強化にも努め
ています。

医療法人社団芙蓉会
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経験豊かな先輩看護師が、
技術面で教えてくれるだ
けでなく、精神面でも支
えになってくれるので安
心して仕事ができます。

忘年会をはじめ、バレー
ボール同好会など、仕事
外でも職員の親睦を図り
リフレッシュできる場があ
ります。

先輩からのメッセージ

当院には、経験 10 年以上の中堅クラス
の看護師も多く勤務しており、新人にマ
ンツーマンで指導を行っています。家
庭を持った人が時間にゆとりを持って
働くことができるよう、ワークライフバ
ランスにも力を入れており、多様な勤
務シフトを用意しています。自分に合っ
た働き方を見つけ、患者さんには笑顔
で安心を与えられるようにしませんか。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和53年8月
院長／松田昌夫
職員数／168名
看護職員数／63名
病床数／204床
診療科目／内科、循環器科、整形外科、
放射線科、リハビリテーション科
看護配置／20：1
関連施設／社会福祉法人芙蓉会　こと
ぶき園

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 235,500円～
准看護師	 225,500円～
諸手当／職務手当、扶養手当、夜勤手
当、遅番手当、日祝出勤手当
昇給・賞与／年1回・年3回
勤務体制／2交替制
休日休暇／ 4週 8休制、年次有給休暇
（初年度10日・最高20日）、年末年始
（5日）、創立記念日、慶弔休暇、子の
看護休暇、育児休暇
待遇／社会保険完備、退職金制度、被
服貸与

採用実績（平成 26年度）／看護師 6名、
准看護師1名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

平成 26 年度よりパソコンを使ったオ
ンデマンド研修システムを導入し、い
つでも自宅でも研修が受けられるよう
になりました。自宅でパソコンを使用
できない場合には、院内の全体研修で
受講することができる体制を整えてい
ます。研修終了後は、報告書で振り返
りをするなどして知識の定着を図って
います。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務長　山副
〒929-1211
かほく市二ツ屋ソ72
TEL 076-281-0172
 E-mail yamazoe@futatuya-hp.or.jp
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地域に密着した医療を提供
し、地域の絆に貢献します
当院の理念は「地域に密着した医療を提供し、地域
の絆に貢献します」です。その理念に基づき、患者
の立場に立った、質の高い看護を実践しています。一
般急性期の病院ですが、地域の皆さんから信頼され、
選ばれる病院となるため、近隣の病院や診療所との連
携を深め、地域完結型の医療を目指しています。地
域住民が健康で長生きできるように、糖尿病や骨粗鬆
症、認知症看護への取り組みなどにも力を入れていま
す。ベテラン看護師が多く、新採用者へのフォローも
充実し、キャリアアップできる体制を整えています。

津幡町国民健康保険直営
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金沢市に隣接した津幡町
の病院で、今年度病院の
改装を行いました。国道8
号線やJRの駅からとても
近い場所にあり、勤務し
やすい場所に立地してい
ます。

明るい笑顔でチームワー
ク抜群。「おたがいさま」
の気持ちで助け合いなが
ら患者さんのケアを行っ
ています。

先輩からのメッセージ

初めまして。結婚、出産後に地元に戻り
自宅から通いやすい当院に就職しまし
た。同年代の看護師仲間や経験豊富な
先輩方、妹のような後輩に囲まれアッ
トホームな職場環境で家庭と仕事を両
立しています。職員の働きやすい環境
をめざしワークライフバランスの取り
組みにも参加しています。当院で一緒
に働いてみませんか。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和26年8月
院長／寺崎修一
職員数／85名
看護職員数／51名
病床数／60床
診療科目／内科、整形外科、眼科、皮
膚科、婦人科
看護配置／10：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 240,000円～（大学卒）
	 230,000円～（短大卒）
准看護師	 200,000円～
※基本給は職歴に基づいて加算
諸手当／夜勤、通勤、住宅、時間外勤務、家
族等の手当　
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／3交代制（2交代制検討中）
休日休暇／4週8休制、年次有給休暇（初年度
20日	繰り越しあり最高40日）、年末年始6日、
慶弔休暇、夏季休暇3日、育児休暇など
待遇／社会保険完備、退職金制度、ユニフォー
ム貸与

採用実績（平成26年度）／看護師3名
試験科目／小論文、面接
説明会・見学会／随時

看 准 

当院の研修体制は経験豊かなスタッフの下、
一つ一つの看護技術を一人ひとりに応じた
速度で習得できます。さらに公立病院の使
命に即した病院をめざし、職員には得意分
野を持つことを行動指針にしています。そ
のために病院は一人ひとりの能力開発を積
極的にサポートします。小さな病院ですが
少人数をいかし、多職種と一緒にチーム力
アップを目指す研修に取り組んでいます。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務部
〒929-0323
津幡町字津幡ロ51-2
TEL 076-289-2117
URL http://www.town.tsubata.ishikawa.jp/shisetsu/hospital/
E-mail hospital@town.tsubata.lg.jp



66 PB

石
川
中
央

患者さま一人ひとりに 
寄り添った看護の実践
病院の大きな特色としては透析医療を行っていること
と、長期入院が可能な医療療養型病床が79床ありま
す。透析については 50 床あり、いずれも最新の機器
を導入しています。また、「腎臓リハビリテーション」
などその分野での様々な取り組みも行っています。入
院に関しては、長期の入院が必要な患者さまが中心
ですが十分な治療管理とリハビリによって退院される
方も多数います。急性期の病院と比べると入退院はそ
れほどありませんが、その分患者さま一人ひとりに寄
り添った看護を行うことができます。

医療法人社団瑞穂会
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とても広く最新の機器を
導入しています。津幡駅
から巡回バスがあるので
とても便利です。

若い人が多いでしょ！みん
な明るく風通しのいい職
場環境です。

先輩からのメッセージ

透析医療と聞いて少し不安を抱きなが
ら就職しましたが、プリセプターの先
輩から優しく丁寧に指導をしてもらえ
楽しく学べる日々を送っています。温
かくフレンドリーな職場で先輩方も厳
しくも親しみやすく、仕事しやすいや
りがいのある職場です。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／平成23年11月
院長／能登	稔
職員数／130名
看護職員数／60名
病床数／79床（医療療養型）
診療科目／内科、内科（透析）、内科
（腎・膠原病）、内科（糖尿病）、内科（循
環器）、内科（消化器）
看護配置／療養病棟　20：1
関連施設／もりやま越野医院

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 250,000円～
准看護師	 220,000円～
諸手当／夜勤、通勤、時間外勤務など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代制
休日休暇／週休 2日制、年次有給休暇
（初年度10日）、夏季休暇、年末年始休
暇、慶弔休暇、育児休暇など
待遇／社会保険完備、退職金制度、被
服貸与

採用実績（平成 26年度）／看護師 4名、
理学療法士 1名、臨床工学技士 2名、
社会福祉士1名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

当院は中途入職の方の割合が多く、教
育制度が充実しているため、ブランク
のある方や外来のみのご経験の方も、
当院に来て活躍されています。また、
規模の大きな病院で実施されている実
習に参加するなど基礎を積める機会も
用意されています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／看護部長　砂山
〒929-0346
津幡町字潟端422-1
TEL 076-255-3008
URL http://www.mizuho-h.com
E-mail mizuho@tiara.ocn.ne.jp
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自律した看護師へと成長する
ことができるよう支援します
当院は、最先端の高度医療を提供する大学病院とし
ての側面と地域の基幹病院としての側面を併せ持って
います。看護部では「患者さんの気持ちになって心か
ようふれあいの看護」を理念とし、科学的根拠に基づ
いた専門的な知識・技術の提供、倫理的配慮ができ
る人材育成を目指して院内教育・研修を充実させてい
ます。また看護の仕事に自信と誇りを持って生き生き
働くことができる職場づくりに積極的に取り組んでい
ます。自ら考え、自ら行動することのできる自律した
看護師へと成長することができるよう支援します。

金
かな

沢
ざわ

医
い

科
か

大
だい

学
がく

病
びょう

院
いん

37の診療科を有する総合
メディカルセンターです。
美しい夕陽が望めるオー
シャンビューの病棟は、
スタッフからも大人気！

自分自身のスキルアップ
が実感できる職場です。
チームの仲間と協力し、
患者さんに寄り添える看
護を実践しています。

先輩からのメッセージ

こんにちは！私たちの病院では毎年
50 ～ 80 名の新人看護師を迎え、きめ
細やかな教育体制で確実にステップ
アップしていけるよう支援していま
す。研修では、個々の領域に応じた専
門・認定看護師が講師やインストラク
ターを務め、質の高い研修を行ってい
ます。共に学び看護師としてのキャリ
アを積み上げていきましょう。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和 49年 9月　院長／松本忠美　職員数／ 1,757
名　看護職員数／ 875名　病床数／ 835床　診療科目／
循環器内科、心血管カテーテル治療科、心臓外科、血管外
科、呼吸器内科、呼吸器外科、消化器内科、肝胆膵内科、
一般・消化器外科、乳腺・内分泌外科、腎臓内科、泌尿器
科、内分泌・代謝科、血液・リウマチ膠原病科、神経内科、
脳神経外科、高齢医学科、小児科、小児外科、神経科精神科、
心身医学科、放射線科、放射線治療科、整形外科、形成外科、
眼科、耳鼻咽喉科、頭頸部・甲状腺外科、皮膚科、産婦人
科、麻酔科、リハビリテーション医学科、内視鏡科、救命
救急科、病理診断科、感染症科、歯科口腔科　看護配置／
一般病床 7：1、ハートセンター 2：1、精神科病床 15：
1、回復期リハビリテーション病床 15：1、NICU3：1、
GCU6：1　関連施設／金沢医科大学氷見市民病院

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 302,900円（大卒）
	 296,600円（短大）
助産師	 302,900円
諸手当／夜間看護手当、交代制看護業務手当、年末年
始手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、その他
昇給・賞与／年1回・年2回（初年度3カ月、次年度
4.48カ月［世帯主］）※H26年度実績
勤務体制／2交代制
休日休暇／4週8休制、年次有給休暇（最大40日）、
年末年始、夏季休暇、特別休暇（婚姻・忌引他）、看護・
介護休暇
待遇／社会保険完備、看護師寮、退職金制度、病児保
育室、被服貸与、互助会制度あり

採用実績（平成26年度）／看護師58名、助産師2名
試験科目／小論文、適性検査、面接
説明会・見学会／ 4/18（土）、5/16（土）、6/6
（土）、7/4（土）、8/1（土）、9/5（土）、10/3（土）
※予定

看 助 

当院では、一人ひとりの将来への道が
描ける「プロフェッショナル・キャリ
アパスプラン」を教育プログラムや各
種制度でサポートしています。新人
の集合研修では、採血やフィジカルア
セスメント能力を身に着けるための演
習や実際の現場を想定したシミュレー
ションを通し多重業務対応や急変時対
応などを学びます。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／病院職員課
〒920-0293
内灘町大学1-1
TEL 076-286-3511
URL http://www.kanazawa-med.ac.jp/~hospital/
E-mail syokuin@kanazawa-med.ac.jp
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“その人らしさ”を支えられる
「ナース」の育成
高齢患者さまが「心穏やか」に長期療養を送ることができる
「安全で」「安楽」な医療サービスの提供とその向上に努める
ため、チーム医療の中で、看護師は他職種と連携・協働しな
がら、患者さまとその家族のよき支援者としての役割を担って
います。「こころ和む看護」、「患者・家族を支える看護」を提
供するために、本院の教育体制は、個々人のキャリアを認め
合いながら支援する体制になっており、高齢者の置かれてい
る医療情勢に関心を持ち、患者・家族の多様なニーズと思い
に応えられるような能力・看護実践能力の向上をめざし、“そ
の人らしさ”を支えられる「ナース」の育成に努めています。

医療法人社団友愛病院会
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日本海や白山連峰を一望
できる風光明媚な高台に
立地。発展する住宅街、
温泉・運動施設が隣接し
た快適な生活環境です。
平成29年改修予定。

プリセプター制にスタッフ
全員で支援する屋根瓦方
式を併用。「聞きやすい」
組織風土のため、キャリ
アを生かしながら働けま
す。

先輩からのメッセージ

「アットホーム」な雰囲気で、子育て世
代も多く、子供の急病時もサポートし
てもらえるので安心して働けます。ま
た、残業がなく相談しやすい職場環境
のため、生活スタイルに合わせやすく
働くことができます。希望する研修は
勤務で扱われ参加しやすいです。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和63年12月
院長／宮森 勇
職員数／65名
看護職員数／23名
病床数／80床
診療科目／内科
看護配置／20:1
関連施設／介護老人保健施設　内灘温
泉保養館

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師 280,600円～
准看護師 251,000円～
諸手当／職務、資格、夜勤、通勤など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代制
休日休暇／ 4 週 6 休制、年次有給休暇

（初年度 10 日、最高 20 日）、夏季（2
日）、年末年始（5 日）、慶弔休暇、特
別休暇、介護休暇・育児休暇など
待遇／雇用・労災・社会保険完備、退
職金制度、被服貸与

採用実績（平成 26 年度）／看護師 1 名、
准看護師2名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

当院の研修制度は、一人ひとりのキャリ
アに基づき、知識・技術の再習得に臨む
「期間を長期に設定」することで、「安心
して再復帰できるナース」を育みます。
診療の補助技術（点滴、中心静脈栄養・
経管栄養管理）や生活援助技術では、担
当ナースと行動をともにしながら見学の
後、「安全」「適確」に「自信」を持ち「実
践できるまで」支援します。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務課　森
〒920-0269
内灘町白帆台1-88-1
TEL 076-286-5211
 E-mail spcy4ur9@biscuit.ocn.ne.jp
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患者さまに信頼される地域の
自治体病院に向けて

「感じる心、考える力、表現する力で患者さまの回復
を支援します」を看護部理念として、患者さまに信頼
されるよう地域の自治体病院として努めています。職
員同士の連携がよく、患者さまの顔もよく見え、チー
ム医療が機能しやすい環境にあります。また、職員が
元気で働きやすいワークライフバランスにも積極的に
取り組んでいます。この恵まれた環境の中で、皆さん
と一緒に看護の実践を展開していきたいです。また、
耐震増改築工事が終了し、患者さまへ明るく快適な療
養環境を提供できるようになりました。

羽咋郡市広域圏事務組合
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耐震増改築工事が終了し
て明るく快適な療養環境
になりました。気持ちよく
働きやすい職場になって
います。

各委員会により様々な研
修会が企画されていて、
スキルアップを支援して
います。

先輩からのメッセージ

プリセプターをはじめとする先輩ス
タッフから指導・助言をいただいて、少
しずつ知識や技術を身につけることが
できました。疑問にぶつかるたび、先
輩スタッフが相談にのってくださり、
徐々に病棟の雰囲気や業務に馴染んで
いけたと思います。皆さんと一緒に働
ける日を心待ちにしています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和44年1月
院長／松下栄紀
職員数／188名
看護職員数／109名
病床数／174床
診療科目／内科、循環器科、小児科、
外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、
泌尿器科、形成外科、産婦人科、眼科、
耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテー
ション科
看護配置／10：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 230,000円～
諸手当／夜間勤務、通勤手当、時間外
手当、扶養手当等
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／病棟：3交代制、外来：当
直勤務あり
休日休暇／4週8休制、年次有給休暇、
特別休暇、夏期休暇、育児休業制度、
部分休業制度、育児短時間勤務制度等
待遇／市町村職員共済加入、住居手当
（一部補助）、被服貸与等（公務員準拠）

採用実績（平成26年度）／看護師4名
試験科目／小論文、看護師適性検査、
個別面接
説明会・見学会／随時

看 

就職前の3月中に、基本的看護技術等に
ついて5日間の研修を行っています。実
際に働き始める前に、皆さんの分からな
いこと・不安なことを少しでも解消す
るため、教育担当がサポートします。4
月1日より、病院全体でのオリエンテー
ションが行われ、部署への配置後は、
プリセプターを中心に新人教育担当と
共に年間を通じてフォローを行います。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／総務課　職員係
〒925-8502
羽咋市的場町松崎24
TEL 0767-22-1220
URL http:/www.hakuihp.jp/
E-mail syomuka@hakuihp.jp
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信頼される病院づくりを 
めざします
当院は「患者さんにやさしく、地域の人々から信頼さ
れる病院づくりをめざします」を病院理念としていま
す。医療・看護サービス・介護サービスの向上に努
め、「愛のある医療」「見放さない医療」「心あたたま
る看護・介護」を目指します。また、平成 29 年度に
病院の移転・新築を予定しており時代の変化に柔軟
に対応できるような環境の提供・看護・介護実践能
力のレベルアップなどチーム医療を通し日々努力して
います。常に新しい知識技術の習得に努め、地域に
根ざした質の高い医療を提供します。

国民健康保険
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のと里山海道今浜イン
ターから車で5分、千里
浜なぎさドライブウェイ
や宝達山に囲まれ、春に
は桜が咲き誇りのどかな
町にあります。

チーム医療の推進により、
職員全体で患者さんをサ
ポートします。困りごとな
どもすぐに相談できます。

先輩からのメッセージ

入職して 1 年目です。先輩の指導のもと、
たくさんのことを学び、患者さんと接す
ることができ、毎日が充実しています。患
者さんやご家族からの「ありがとう」の言
葉は本当にうれしく、毎日の励みになっ
ています。看護の現場は厳しい事もあり
ますが、患者さんやスタッフをはじめ、多
くの人の支えの中でやりがいを感じなが
ら働けるすてきな職業だと思います。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和24年4月
院長／京井優典
職員数／100名
看護職員数／48名
病床数／100床
診療科目／内科、外科、整形外科、皮
膚科、眼科、歯科、リハビリテーショ
ン科
看護配置／一般病棟10：1	、療養病棟
25：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 	198,300円（大卒）、188,900円（短

大3卒）、180,500円（短大2年卒）
准看護師	 153,300円
保健師	 201,100円（大学卒）、
	 188,900円（短大3卒）
諸手当／夜勤、通勤、時間外勤務、住宅手当、扶
養手当
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／3交代勤務
休日休暇／ 4週 8休制、年次有給休暇（20日）、
年末年始、慶弔休暇、特別休暇、育児休暇
待遇／市町村共済組合保険、退職金制度、被服貸
与

採用実績（平成 26年度）／看護師 2名、
保健師 1名（作業療法士 1名、医療事
務専門員1名）
試験科目／作文、面接
説明会・見学会／随時

看 准 保 

医療機器の取り扱い方については、看
護部全体で研修会を開催し、新人には
プリセプターがその都度マンツーマン
で指導します。看護技術については、
見学から始め実施まで繰り返し行いま
す。また、夜勤などは数回、先輩看護
師と共に業務し、その人にあった時期
から 1 年かけて一人立ちできるよう指
導しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務局
〒929-1426
宝達志水町荻市ほ1-1
TEL 0767-29-3121
URL http://www.shiohospital.jp/
E-mail shio-hospital@town.hodatsushimizo.lg/jp
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チーム医療を推進し医療水準の
向上や介護の提供に努めます
当院は町内で唯一の急性期と慢性期を担う公立病院で
す。ベッド数は98床、外来は9診療科の救急告示病院
です。地域医療を支える病院として、地域医療連携室
を設置し、地域の拠点病院や開業医との連携を行ってい
ます。病院理念である「親切　信頼　快適」をもとに、
常に患者さん中心の看護と安全・安楽な療養環境の提
供を看護理念として取り組んでいます。また、チーム医
療を推進し、医療水準の向上や介護の提供をします。
地域に根ざし、安心・安全、信頼と納得の得られる医
療サービスを提供するため日々努力しています。
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金沢駅からのと里山海道
を経由し車で1時間30
分、さくら貝で有名な増
穂ヶ浦の近くに立地。平
成12年に新築移転しまし
た。

当院ではチーム医療にも
取り組んでいます。医療
安全（転倒）・緩和ケア・
NST・褥瘡・ICT・退院
支援など多職種でカン
ファレンスを行っていま
す。

先輩からのメッセージ

こんにちは！私は看護師修学資金制度
を利用し、看護師資格を取得しました。
今は育児部分休業制度を利用しながら
子育てとの両立をしています。小規模
な病院ではありますが、自分のスキル
アップのための研修会参加や自分に
合った働き方で地域に根ざした看護・
医療を共に行っていきませんか。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和31年11月
院長／菊池	豊
職員数／90名
看護職員数／58名
病床数／98床
診療科目／内科、整形外科、皮膚科、
外科、小児科、婦人科、眼科、精神科、
泌尿器科
看護配置／13：1

初任給（2014年4月）※諸手当含む
看護師	 252,900円～
准看護師	 217,200円～
諸手当／夜勤、通勤、時間外勤務、扶養、
住居、夜間
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／3交代制
休日休暇／週休2日制、年次有給休暇、
慶弔休暇、特別休暇、育児休暇など
待遇／共済保険制度、被服貸与

採用実績（平成26年度）／看護師1名
試験科目／作文試験、適性検査
説明会・見学会／随時

看 准 

当院ではスキルアップのため院内外の研修
会参加を支援しています。院内では薬剤師
や理学療法士など多職種と連携しながら学
べます。また、新人看護師には新人看護師
教育計画に基づいた研修や現場教育を行
い、プリセプターや教育担当者はもちろん
スタッフ全員で支える体制をとっていま
す。ワークライフバランスに取り組み、長
く勤められる病院を目指しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務室人事担当
〒925-0446
志賀町富来地頭町7-110-1
TEL 0767-42-1122
URL http://www.town.shika.lg.jp
E-mail togi-hospital@town.shika.lg.jp
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患者さんの目線で、 
心に寄り添う看護の実践へ
七尾市街と和倉温泉の中間に位置し、七尾湾を見下
ろす高台にあるため療養環境には最適です。結核を柱
とする呼吸器疾患の診断と治療、神経筋難病に対す
る長期的治療、重症心身障害者（児）、その他慢性
難治性疾患の診療・看護において、各科の連携をも
とにリハビリ部門をはじめとするコメディカルも含めた
チーム医療に取り組んでいます。患者さん一人ひとり
がその人らしく生活できるようQOL の向上に努めると
ともに、患者さんの思いを尊重し、心に寄り添う看護
の実践に取り組んでいます。

独立行政法人国立病院機構
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病院から桜越しに七尾湾
と能登島を望む風景。自
然豊かな環境なので穏や
かな気持ちで仕事に取り
組めます。

新人研修風景。ポジショ
ニングについて講義と実
践で学びます。実際に自
分が動かされる側になる
ことで患者さんの気持ち
を理解できます。

先輩からのメッセージ

就職当初は先輩看護師の後ろをついて
いくことで精一杯でしたが、毎月の集
合研修で看護技術・ケアの演習や振り
返りを行い、ゆっくりですが技術を習
得し仲間と思いや悩みを共有すること
ができています。患者さんの「ありがと
う」が心の励みです。患者さんや家族の
思いに耳を傾け、心に寄り添う看護を
実践できるよう頑張っています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和22年4月
院長／藤村政樹
職員数／190名
看護職員数／113名
病床数／240床
診療科目／内科、神経内科、呼吸器内
科、消化器内科、小児科、外科、リハ
ビリテーション科、皮膚科、ペインク
リニック内科
看護配置／10：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 246,900円～
諸手当／夜勤、通勤、住居、時間外勤務、
特殊業務（病棟）、業績など
昇給・賞与／年 1回・年 2回（4.1 月
分）
勤務体制／ 2交替制、一部 3交替制混
合
休日休暇／4週8休、年次有給休暇（20
日）、夏季休暇、特別休暇、産前産後休
暇など
待遇／看護師寮あり、退職金制度、被
服貸与など

採用実績（平成26年度）／看護師9名
試験科目／小論文、面接
説明会・見学会／随時

看 

当院では、国立病院機構の「看護職の
キャリアパス制度」を基に、卒後 1 年
目から生涯教育としての研修システム
を備えています。新人研修では、職場
への早期適応と看護実践者としての基
本的能力を習得できるよう支援してい
ます。各部署で集合教育との連携を図
りながら、スタッフ全員で新人を育て
ています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／庶務班長　総看護師長
〒926-8531
七尾市松百町ハ部3-1
TEL 0767-53-1890
URL http://www.nanao-hosp.jp/
E-mail 304agy1@hosp.go.jp
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仕事が楽しくて 
やりたい看護ができる職場に

「最新最高の医療を、安全に提供する公的医療機関とし
て、能登全域の住民の健康を守ります。」を基本方針に
掲げています。少子高齢化が加速し、主として在宅で療
養する高齢者が大半になるとされるこれからの時代には、
地域への広い視野を持った「生活全体」をみる看護師の
活躍が望まれています。看護部では病院と地域をつなぐ
看護師育成に努力し、患者さまや家族が満足し、働く看
護師にとって、魅力的で働き続けられる病院を目指してい
ます。チャレンジする気持ちを大切に、仕事が楽しい、や
りたい看護ができる職場で、皆さまをお待ちしています。

公
こう

立
りつ

能
の

登
と

総
そう

合
ごう

病
びょう

院
いん

能登の中央に位置し、七
尾湾を一望できる高台に
建ち、里山里海の豊かな
自然に恵まれ、患者さま
にも職員にもとても優し
い場所が、ここにありま
す。

患者さまの声にじっくり
と耳を傾ける、向き合い、
悩み、そして寄り添い支
え合う、看護とは何かを
考えながら看護観が育ま
れていきます。

先輩からのメッセージ

就職後、いろんな部署をローテーション
研修し、急性期から終末期までを幅広く
学ぶことができました。沢山の先輩方か
らの支援を受け、看護の知識だけでな
く、交流も深めることができました。各
部署を研修することで、自分がやりたい
と思う分野を見つけることができ、現
在は救命救急センターで、頑張っていま
す。ぜひ、私たちと一緒に働きませんか。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和18年9月　院長／橋本正明　
職員数／610名（平成26年12月現在）　
看護職員数／368名　病床数／434床
診療科目／内科、精神科、神経内科、
呼吸器内科、消化器内科、循環器内
科、小児科、外科、整形外科、形成外
科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外
科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼
科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション
科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科
看護配置／一般7：1、精神15：1
関連施設／七尾市国民健康保険直営能
登島診療所、七尾市国民健康保険直営
釶打診療所

初任給（2014年4月実績）※諸手当は別途支給
看護師	 	200,600 円（大学卒）、191,300 円

（短大3卒）、182,900円（短大2卒）
助産師	 	203,400 円（大学卒）、191,300 円

（短大3卒）
諸手当／期末・勤勉手当、扶養手当、通勤手当（最
大 31,600 円）、住居手当（最大 27,000 円）、時間
外勤務手当、夜間看護等業務手当等を支給要件に応
じて支給します。
勤務体制／2交替及び3交替制
休日休暇／年次休暇（年間20日、採用1年目は15
日）、特別休暇（結婚・出産・育児・忌引等）など
待遇／健康維持・増進のための各種健康診断、給
付・貸付事業を行う共済制度があります。

採用実績（平成26年度）／看護師14名、
助産師2名
試験科目／作文、面接
説明会・見学会／随時

看 助 

命と向き合う現場では、不安が尽きず、最
初は誰でも立ちすくんでしまうのは当然の
ことです。私たちは、一人ひとりを大切に、
組織全体で温かくあなたをサポートしま
す。新人看護師臨床研修制度として、様々
な病棟、診療科、手術室等をローテーショ
ン研修し、臨床経験の幅を広げます。1 年
をかけ、職場への適応と看護実践者として
の基本的な能力を身につけます。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／北谷内
〒926-0816
七尾市藤橋町ア部6-4
TEL 0767-52-6611
URL www.noto-hospital.nanao.ishikawa.jp
E-mail syomu@noto-hospital.jp
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「信頼・安心・満足」を得られ
る精神科医療を提供します
能登地域の精神医療を包括的に担うことのできる中核
精神科病院を目指し、「信頼・安心・満足」を得られる
精神科医療を提供することが当院の理念です。患者さ
ま中心の精神科医療と精神保健福祉活動を行い、安全
で事故のない医療に努め、十分な説明に基づく同意（イ
ンフォームド・コンセント）を重視します。また、地域
精神医療を行うことで患者さまの社会復帰・参加を促
進し、職員全員が一丸となって医療に取り組みます。
医療従事者の養成・教育・研究の指導をして、常に公
共性を考慮し、良質で効率的な病院経営に努めます。

医療法人松原会
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待合室の写真です。絵な
どが飾ってあり、その空
間が少しでも良い空間に
なるように配慮していま
す。

病院内の写真です。窓が
大きくとても明るい空間に
なっています。通路も広
くとても働きやすいです。

先輩からのメッセージ

まだまだわからないことばかりですが
先輩の皆さんには何でも質問しやす
く、わからないことは一緒に考え、精神
的にもフォローしてもらっています。
毎日忙しく、一日一日が過ぎるのが早
いですが、とても充実した日々を送っ
ています。じっくり考えて、自分にあっ
た病院を見つけてください。皆さんと
一緒に働ける日を待ってます。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和33年
院長／中川東夫
職員数／160名
看護職員数／50名
病床数／157床
診療科目／内科、精神科
看護配置／15：1
関連施設／ピアサポートのと、れんげ
そう、スマイル、ピアハウス、穴水こ
ころのクリニック、ピアサポート北の
と

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 230,000円～
准看護師	 203,000円～
諸手当／夜勤、通勤、時間外勤務、家族、
住宅など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／3交替制
休日休暇／ 4週 8休制、年次有給休暇
（初年度10日・最高20日）、特別休暇
など
待遇／社会保険完備、退職金制度、被
服貸与

採用実績（平成26年度）／看護師1名
試験科目／書類選考、面接
説明会・見学会／随時

看 准 

「こころ」の健康を考え、私たちスタッ
フは安心できる医療、真心あるケアを目
標とし、最善を尽くしています。患者さ
まに良質な医療サービスを提供する為、
院内院外の研修に参加し自己研鑽を行っ
ています。臨床の場は教育の場であるこ
とを認識し、専門職として常に看護の本
質を追及し、科学的・創造的・かつ主体
性のある看護を目指します。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務局長
〒926-0021
七尾市本府中町ワ部5
TEL 0767-53-0211
URL http://www.nanamatsuhp.jp/
E-mail matsubara@nanamatsuhp.jp
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患者さんから選んでいただけ
る質の高いサービスを提供
昭和 9 年「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」という創業精神のもと設
立された当病院は、地域とともに医療、介護、福祉、
保健の複合体グループ「けいじゅヘルスケアシステム」
として成長してきました。我々の使命は、患者さんか
ら・地域社会から選んでいただける質の高いサービス
を提供し続けること、そして様々な垣根を取り払った
連続的なサービスを提供するために職員が心を一つに
するとともに、全国に先駆けて制度・施設・距離を埋
めるべく情報網を整備しています。

社会医療法人財団董仙会
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七尾駅から徒歩10分の好
立地。近くにはショッピン
グセンターがあり、生活
しやすい環境です。平成
25年に新しい病院になり
ました。

病院屋上にはヘリポート
があり、救急医療体制も
充実しています。病院マ
スコット「ぽっぽちゃん」
と新人看護師で記念写真
を撮りました。

先輩からのメッセージ

当院は、診療科が 24 あり、色々な経験す
ることができます。部門や職種を超えた
コミュニケーションが非常にスムーズな
職場です。将来の選択肢も沢山あり、専
門性を追求し高めるためのサポート体制
が充実しており、認定看護師等の資格取
得を応援してくれます。また、子育てな
どワークライフバランスを重視して、安
心して勤め続けることができています。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和9年9月　院長／山本	健　職員数／756名　看
護職員数／298名　病床数／426床　診療科目／外科、消
化器外科、乳腺外科、内科、消化器内科、心臓血管外科、
循環器内科、脳神経外科、神経内科、整形外科、呼吸器外科、
形成外科、美容外科、産婦人科、家庭医療科、緩和医療科、
小児科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、麻酔科、皮膚科、
リハビリテーション科、放射線科　看護配置／ 7：1　関連
施設／恵寿金沢病院、田鶴浜診療所、鳥屋診療所	いきいき、
恵寿ローレルクリニック、恵寿鳩ケ丘クリニック、介護老
人保健施設	和光苑、鶴友苑、介護療養型老人保健施設	恵
寿鳩ケ丘、在宅複合施設	ほのぼの、デイサービスセンター
いこい、小規模多機能型居宅介護事業所	恵寿みおや、楽ら
く、けいじゅ一本杉、けいじゅデリカサプライセンター、
七尾看護専門学校、医療福祉ショップめぐみ

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 310,900円（大学卒）
	 302,800円（短大・専門学校卒）
准看護師	 227,500円
助産師	 310,900円
保健師	 310,900円
諸手当／資格手当、その他夜勤手当あり、通勤
手当上限30,000円
昇給・賞与／当院規定による
勤務体制／3交替制
休日休暇／年間 124日、年次有給休暇（初年
度10日）、慶弔休暇、特別休暇、育児休暇など
待遇／社会保険完備、退職金制度、被服貸与、
職員用マンション、病児保育室あり

採用実績（平成26年度）／看護師19名
試験科目／適性検査、面接
説明会・見学会／随時

看 准 助 保 

離職率 0 ％を目指し一人ひとりの看護
師が、正しい知識で判断・行動で生き
生きと看護ができるよう他職種の新人
と共に一緒に考え、学び、喜び、共に
成長できる実践システムを構築してい
ます。新人看護師からジェネラリスト、
スぺシャリストへと成長できるまでの
到達目標に従い、じっくりと学べる教
育プログラムを用意しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／本部事務局総務課
〒926-8605
七尾市富岡町94
TEL 0767-52-3211
URL www.keiju.co.jp
E-mail soumu@keiju.co.jp
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落ち着いた病院で 
穏やかな療養生活を
当院は高齢化社会の中、自宅での療養ではなく病院
でのきめ細かい療養を受けたいと考えられた地域の患
者さんに向けて設立された療養型専門病院です。急
性期や一般病床は備えていません。病棟の室内や通
路も広くゆったりととられており、車いすの行き違いも
問題ありません。足腰が弱くなられた方のために通路
のすべてに手すりも付いています。静かで落ち着いた
院内にて日々穏やかな療養生活を過ごしていただける
ことがスタッフの第一目標です。

医療法人財団愛生会
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「ナース情報ステーショ
ン石川」でインタビュー
を受けた際の1コマです。
ナースの声が掲載されて
いますのでぜひウェブサ
イトをご覧ください。

平成10年に新築した建
物ですが、患者さまはも
ちろん、職員も気持ちよ
く働けるようにいつも綺
麗で清潔を務めています。
いつでも見学にお越しく
ださい。

先輩からのメッセージ

療養専門病床ですので、残業もほとんどな
く、ローテーションを守っておりますので、
看護業務と自分の生活にじっくり向き合え
る環境です。2 交代制で夜勤明けの日は必ず
お休み、仲間の多くは、翌日も休みをとって
仕事と家庭の両立ができます。夜勤の日も
夕方まで自由な時間が長いので有効に使え
ます。急な休みもみんなで助け合います。子
育て中の看護師さんも安心して働けますよ。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和45年2月（法人設立）
院長／時國信弘
職員数／135名
看護職員数／40名
病床数／144床
診療科目／内科、消化器科、リハビリ
テーション科、血液透析科
看護配置／20：1
関連施設／浜野クリニック、浜野デイ
ケア、浜野訪問リハビリ、浜野居宅介
護事業所

初任給（2014年 4月実績）※基本的な手当
含む
看護師	 235,000円～
准看護師	 215,000円～
諸手当／夜勤、家族、資格、職務手当
など（通勤費別途支給）
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代
休日休暇／7時間20分勤務に付き年間
休日99日程度、年始年末休暇、年次有
給休暇、特別休暇、育児休暇など
待遇／社会保険、退職金、被服貸与、
親睦会制度など

採用実績（平成 26年度）／中途採用　看
護師2名、准看護師2名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

外部研修だけでなく、介護部門やリハ
ビリ部門も参加した院内委員会・研修
を通じ、チームとして看護技術だけで
なく、同時に介護スキルの習得と向上
に日々努めております。院内研修では
交互に講師を務め、プレゼンテーショ
ンや実施指導のスキルも身に着けられ
るように取り組んでおります。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／百海
〒926-0853
七尾市津向町野中20-1
TEL 0767-52-3262
URL http://www.hamano-hp.or.jp/index.html
E-mail hamano@eco.ocn.ne.jp
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地域住民の方に医療を通して
貢献していきます
病院の理念は、「仁愛」「信頼」「貢献」です。患者さ
まに思いやりの心で医療・看護を提供すること、研修
に参加し、患者さまから信頼されるような知識や技術
を習得することです。そして地域住民の方に医療を通
して貢献できる事です。当院の開業は昭和 28 年で、
48床の一般病院です。地域の方々からは「円山さん」
と呼ばれており、アットホームな雰囲気の中で診療や
看護を提供しています。また、研修については、勤務
として参加できるシステムになっています。

医療法人社団生生会
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当院は、七尾駅から徒歩
で8分、市役所から徒歩
5分の場所にあります。周
囲にはショッピングセン
ターや食彩市場、スーパー
などがあり、買い物に便
利です。

看護職を問わず、全職員
であなたが円山病院の戦
力として活躍できるよう
に応援します。

先輩からのメッセージ

当院の入院患者さまのほとんどは高齢者で
す。最新医療や最新機器はありません。しか
し、高齢者患者さまに対する看護ケアにつ
いては、看護スタッフ全員で、毎日カンファ
レンスを行い、試行錯誤しながら、取り組ん
でいます。高齢者の意志を尊重し、その人ら
しく健やかに老いる事が出来るように援助
することが出来ればと考えています。老人
看護を私たちと一緒にしませんか？

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／平成4年
院長／円山寛人
職員数／38名
看護職員数／30名
病床数／48床
診療科目／内科、循環器内科、消化器
内科、リハビリテーション科
看護配置／15：1
関連施設／えんやま健康クリニック、
千寿苑、やくしの里、たかしなの里

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 160,000円（新卒）
	 175,000円～（経験5年の場合）
准看護師	 140,000円～
諸手当／病棟手当（正看：10,000円、准看：5,000円）、
資格手当（正看：10,000 円、准看：5,000 円）、皆勤
手当6,000円、夜勤手当10,000円/回（平均4～5回）
昇給・賞与／年1回・年2回（年4カ月分位）
勤務体制／2交替：（日勤帯）8：30～17：15、（夜勤）
16：30～9：00
休日休暇／4週8休他、年間休日111日、学校等行事参
加休暇（年2日）、永年勤続休暇
待遇／年次有給休暇利用率（90％以上）
福利厚生／ボーリング大会、運動会、慰安会、忘年会

採用実績（平成26年度）／なし
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

当院の研修体制は、入職時から1週間講義
を中心に実施し、その後は基本的に OJT
にて、各現場で実施していきます。採血、
注射などの実技は先輩方の腕をかりて実
習し、確認を行い、即戦力となれるよう
に指導していきます。また、研修にあたり、
リアリティショックを出来るだけ、最小
限度にするために、相談者となる看護職
員を設定し、研修を実施していきます。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務長　林、総師長　近畑
〒926-0041
七尾市府中町68-3
TEL 0767-52-3400
URL http://enyama.jp/hospital/
E-mail seiseikai@enyama-hp.jp
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安心・安全の医療の提供を 
目指しています
当院では、慢性期の医療療養病床と介護療養病床を
有し、地域の皆様に密着した医療と介護を提供してい
ます。療養病棟は、症状は安定していますが、長期
の療養が必要な方が入院しています。患者さまが安全
に安楽に快適な生活が送れるよう、スタッフ一同心が
けています。そして、一人ひとりの看護師が、着実に
育ち、その力を発揮できる環境を整えています。また、
在宅療養支援病院としても、往診、訪問診察等を提
供し、患者さま、ご家族さまの在宅医療をサポートし
ます。安心・安全の医療の提供を目指しています。

医療法人社団豊明会
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七尾駅から徒歩3分の好
立地です。近くにショッピ
ングセンターや市役所が
あり、とても便利な環境
にあります。車のない方
でも、通勤には問題あり
ません。

アットホームな雰囲気の
職場です。先輩看護師が、
新人看護師に懇切丁寧に
指導にあたります。安心
して働けるように、相談・
支援を行っています。

先輩からのメッセージ

当院看護部は、20 名余りの少人数です
が、アットホームな雰囲気の中、療養病
床に入院中の患者さまに心のこもった
医療と介護を提供しています。職員の
中には、子育てをしながら頑張ってい
る看護師たちもいますが、先輩看護師
に子育ての相談にのって頂くこともあ
り、とても働きやすい環境です。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／平成11年12月
院長／北村	勝
職員数／49名
看護職員数／25名
病床数／41床
診療科目／内科、循環器科、胃腸科
看護配置／20：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 302,000円～（夜勤月4回）
准看護師	 272,000円～（夜勤月4回）
諸手当／夜勤、日直、資格、通勤など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交代制
休日休暇／ 4週 8休制、年次有給休暇
（初年度10日・最高20日）、年末年始、
慶弔休暇、育児休暇など
待遇／社会保険完備、退職金制度

採用実績（平成 26年度）／看護師 1名、
准看護師2名
試験科目／面接
説明会・見学会／随時

看 准 

当院の研修体制は、教育 ･ 研修委員会
の研修プログラムにより計画的に行っ
ております。医療安全・院内感染など
各委員会の勉強会を年 2 回開催し、そ
の他の院内勉強会も定期的に開催して
おります。新人看護師にも、仕事の仕
方、学習の仕方、悩みなど広範囲にわ
たり相談や支援を行っています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務部人事担当
〒926-0811
七尾市御祓町ホ部26-5
TEL 0767-52-1173
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患者さまの思いに寄り添い 
心の通う医療サービスの提供
病院基本理念は、「心の通う医療サービスの提供」で
す。地域の中核病院として、行政機関、医療機関、介
護施設と連携し、地域に必要な医療を公平・公正に提
供し、住民の生命と健康を守るため、多様化する医療
需要に対応できる医療環境の整備を図り、医療を受け
る人の立場での診療や看護に努めることを基本として
います。看護部理念は、「思いやりとコミュニケーショ
ン」です。「この病院で看護してもらってよかった。」と、
言っていただけるように、患者さまやご家族の思いに寄
り添った看護を提供していきたいと思っています。
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旧輪島駅（ふらっと訪夢）
から徒歩で約8分。周辺
環境はショッピングセン
ター、コンビニ等があり
生活しやすい環境です。
平成25年4月からは院内
保育所ひまわりも開設さ
れました。

当院の新人看護師です。
先輩たちから学び、やり
がいをもって働ける職場
です。奥能登の医療を私
たちと一緒に支えていき
ませんか。

先輩からのメッセージ

最初に助産師という職業に興味を持ったの
は、輪島病院での看護体験の際に妊婦さんと
話をしたことや、カンガルーケアの見学でと
ても感動したことがきっかけです。助産師と
しては、まだまだ未熟ですが、自分が行った
ケアや励ましが患者さまや家族の皆さまに
安心感を与えられたり、退院後の生活に役立
つものになればと日々やりがいを感じてい
ます。ぜひ私たちと一緒に働きませんか。

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和20年2月
院長／品川	誠
職員数／255名
看護職員数／113名
病床数／199床
診療科目／内科、精神科、小児科、外
科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、
眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーショ
ン科、放射線科、皮膚科、泌尿器科
看護配置／10：1（一般病棟）

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 225,910円
助産師	 238,110円
諸手当／期末・勤勉手当、特殊勤務手当、夜
勤手当、時間外勤務手当、通勤・住居手当
等
昇給・賞与／年1回（1月）・年2回（6月、
12月）
勤務体制／2交替、3交替（選択制）
休日休暇／週休 2日制、有給休暇（初年度
15日・最高 40日＜繰越含む＞、特別休暇
（夏季休暇5日、介護休暇等）
待遇／石川県市町村職員共済組合、公務災害
保険、退職金制度、被服貸与、院内保育所

採用実績（平成 26年度）／看護師 5名、
助産師1名
試験科目／ 1次：筆記、作文　2次：
面接
説明会・見学会／随時

看 助 

新人看護職員研修ガイドラインに基づい
た教育体制です。各部署に教育担当者・
実地指導者を配置し、プリセプターシッ
プにより組織全体で一人ひとりをしっか
りサポートします。クリニカルラダーに
よる目標管理を行っています。継続的な
教育サポートにより看護師の成長を応援
します。認定看護師の資格支援制度があ
り、キャリアアップ支援をしています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務部庶務係　外（そと）
〒928-8585
輪島市山岸町は1-1
TEL 0768-22-2222
URL http://www.city.wajima.ishikawa.jp./wajimahp/
E-mail byouin@city.wajima.lg.jp
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“いのち”に全力
当院看護部では、「思いやりのある看護・地域の皆さ
まに満足して頂ける看護の提供」を理念とし、地域の
皆様と共に歩む病院づくりに取り組んでいます。新人
教育体制も平成 20 年度に見直しをして、新人看護師
にはプリセプター 2 人制をとり、丁寧で充実した指導
をしています。中途採用の看護師にも担当の指導者が
おり、プログラムに沿った細やかな指導を実施してい
ます。また、それぞれの看護師の専門性を生かした人
材育成や継続看護を目標に、急性期から慢性期、入
院から在宅看取りまでの関わりを実践しています。
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能登北部にある4つの公
立病院のひとつで、「のと
里山海道」穴水 ICから車
で約5分の場所にある地
域の病院です。のと里山
空港から一番近い公立病
院です。

入職してからの1年間、2
人のプリセプターが支援
しています。優しい先般
看護師と一緒に行動する
ので孤独感や不安感が軽
減されています。

先輩からのメッセージ

入職時には「先輩のように業務をこなせる
のか」「職場に馴染めるのか」と不安でした。
でも、心配しないでくさい！先輩看護師は
とても親切で、アットホームな環境の中で
教育を受けています。右も左も分からなかっ
た私が、今では重症患者さまの看護や夜勤
の独り立ちができるまでに成長できました。
たくさんサポートしてくれますので、私た
ちと一緒に地域医療を支えてみませんか？

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／昭和32年2月
院長／島中公志
職員数／177名
看護職員数／78名
病床数／100名
診療科目／内科、外科、整形外科、産
婦人科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、
皮膚科、循環器科、小児科、放射線科
看護配置／10：1
関連施設／兜診療所、透析センター、
介護老人保健施設「あゆみの里」（併
設）、金沢医科大学能登北部地域医療研
究所（院内）

初任給（2014年 4月実績）※基本給のみ（諸手当は別
途支給）
看護師	 	198,300円（大卒者）188,900円（短

大3卒者）180,500円（短大2卒者）
准看護師	 155,600円
諸手当／通勤手当、扶養手当、期末勤勉手当、
退職手当、住宅手当、夜勤勤務手当、宿日直手
当など
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／週40時間の3交代制（一部2交代制）
休日休暇／4週8休制、年次有給休暇20日（最
大40日）、特別休暇など
待遇／石川県市町村職員共済組合、被服貸与、
職員住宅、保育所（隣接）

採用実績（平成26年度）／看護師5名
試験科目／小論文、面接
説明会・見学会／随時

看 准 

新人看護職員研修ガイドラインに沿っ
た研修を実施しています。プリセプ
ター 2 人制を取り入れ、きめ細やかな
指導を行い、看護技術と共に看護の心
を育てます。地域の施設交流研修を活
用し、新人の孤立を防ぐと共に、精神
的フォローを図っていきます。施設全
体で新人の指導を支援し、地域に根ざ
した看護師の育成を目指しています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務局管理課職員係
〒927-0027
穴水町字川島タの8
TEL 0768-52-0511
URL http://www.anamizu.jp/
E-mail hospital@town.anamizu.lg.jp
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質の高い看護で、 
地域医療を支える
当院は、地域医療を支える地域密着の総合病院です。
私たちは、患者さまの生活過程を大切に「患者・家
族の意思を尊重した寄り添う看護」の実践に取り組ん
でいます。また、キャリアに応じた教育システムの構
築や、県外の学会参加や他医療機関への研修支援を
行うことで、質の高い看護を提供できるようにしてい
ます。スタッフの育成においては、一人ひとりの想い
を大切にした人材育成、生き生きと笑顔で働ける職場
づくりに努めています。
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1棟 6戸の看護師住宅が
平成26年3月に完成しま
した！当院から徒歩1分と
いう立地です。町外出身
者の方でも安心して暮ら
せる環境を整備していま
す。

笑顔で、チームワークを
持って仕事ができる職場
にしたいという思いから、
ワーク・ライフ・バランス
に取り組み、勤務希望は
ほぼ100％叶います。

先輩からのメッセージ

新人教育体制は、「看護師を大切にゆっく
りと育てる」をモットーとして職員一同
バックアップしています。教育担当者が常
に行動を共にして指導いたします。3 カ月
の研修期間後、チームに配属され、教育担
当者と共に一人増員の勤務体制で練習期
間を設けています。みなさんの若い力を地
域看護に生かしてみませんか？私たちと
一緒に始めてみましょう！新生活を！

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／平成17年3月
院長／滝川	豊
職員数／182名
看護職員数／91名
病床数／120床（一般病床）
診療科目／内科、循環器科、外科、消
化器科、耳鼻咽喉科、産婦人科、神経
科精神科、眼科、整形外科、小児科、
泌尿器科、皮膚科、放射線科、脳神経
外科、小児外科、心臓血管外科、リハ
ビリテーション科
看護配置／10：1

初任給（2014年4月実績）※諸手当含む
看護師	 203,100円
諸手当／夜間、時間外、宿日直、休日、
扶養、住居、特殊勤務、児童等
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／ 3交替制（夜勤・交代制勤
務検討中）
休日休暇／有給休暇 20日、リフレッ
シュ休暇 3日、育児・介護・特別休暇
制度あり
待遇／共済組合保険等

採用実績（平成26年度）／看護師5名
試験科目／小論文、面接
説明会・見学会／随時

看 

新人教育、卒後1年・2年・3年教育などが
あり、新人研修は「みんなでゆっくり育て
よう！」をモットーに、基本的技術の習得
を見学から実施まで丁寧に指導し、教育担
当、プリセプターだけでなく、みんなで支
援します。中途採用も行っており、「即戦力」
とは考えないで、「サポーター」という支援
担当看護師と共に業務を行うことで、仲間
意識を持ち、看護実践をサポートします。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務局　諸角
〒927-0495
能登町字宇出津タ字97
TEL 0768-62-1311
URL http://www.hospitalnet.jp/index.html
E-mail ushitsu-hospital@noto119.com
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一貫した地域医療を確立し、 
市民の心の支えとなる病院へ
当院は、能登半島の先端、珠洲市の中心地に位置し
ます。平成９年に建設された病院の外観は、病院らし
からぬモダンな造りで、３階からは遠く日本海までも
見渡せ、立地環境は良好です。能登空港から車で約
40 分、金沢駅からも約 2 時間と、思ったほどの距離
感はありません。珠洲市は、少子高齢化の進む過疎
地ですが、市民の心の支えとなる地域の中核病院を目
指し、疾病の予防から在宅医療までの一貫した地域
医療の確立に努めています。
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市内の商業集中地域に隣
接し、近くにはスーパー
やホームセンター、コン
ビニなど、環境は充実し
ています。

地域がら、高齢者の患者
さんが7割以上と多く、普
段からお年寄りの患者さ
んには、優しい笑顔で接
することを心掛けていま
す。

先輩からのメッセージ

こんにちは！当院看護科は、毎年数名の新人
看護師を迎えています。約 130 名の看護職員
はアットホームな雰囲気の中にも、日々、厳し
い職務に励みながら、スキルアップのために
さまざまな研修にも取り組んでいます。看護
職員の平均年齢は約40歳で、奥能登の4病院
の中でも若い看護師が多いと思います。自然
環境が豊かな珠洲で、私たちと一緒に看護の
喜びを感じてみませんか。待ってナース！

●プロフィール ●待遇・勤務 ●採用情報
開設／平成9年6月
院長／浜田秀剛
職員数／253名
看護職員数／126名
病床数／199床
診療科目／内科、精神科、小児科、外
科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、
眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーショ
ン科、放射線科、皮膚科、泌尿器科
看護配置／10：1
関連施設／なし

初任給（2014年4月実績）※諸手当含まない
看護師	 180,500円～
准看護師	 153,300円～　
助産師	 188,900円～
保健師	 188,900円～	
諸手当／期末・勤勉、夜勤、通勤、時間
外勤務
昇給・賞与／年1回・年2回
勤務体制／2交替・3交替のミックス制
休日休暇／4週8休制、年次有給休暇（20
日・採用 1年目 12ヶ月勤務）、結婚休暇
（5日以内）、子の看護休暇（5日）、介護
休暇（5日）、忌引休暇、育児休暇など
待遇／被服貸与、仮眠室完備

採用実績（平成26年度）／看護師5名、准看護
師1名、保健師1名
試験科目／小論文、面接
説明会・見学会／採用については 7月の広報
誌、ホームページにて案内予定。見学随時可

看 准 助 保 

安全で安心な看護の提供ができるように、看
護実践力向上を目指した研修を行っています。
1 年を通して、教育委員会が研修プログラム
を作成します。新人看護職員研修は、日本看
護協会のガイドラインに沿って行い、実地指
導者とプリセプターが中心になって個別な対
応を心掛けた研修を行います。また、院内で
経験できない研修は院外研修で補っています。

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務局人事担当
〒927-1213
珠洲市野々江町ユ部1番地1
TEL 0768-82-1181
URL http://www.city.suzu.ishikawa.jp/suzuhp/
E-mail byouin@city.suzu.lg.jp
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医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院

医療法人社団 荒木病院

医療法人社団澄鈴会 粟津神経サナトリウム

医療法人財団医王会 医王ヶ丘病院

独立行政法人国立病院機構 医王病院

医療法人社団洋和会 池田病院

社会福祉法人恩賜
財団済生会 石川県済生会金沢病院

石川県立高松病院

石川県立中央病院

独立行政法人国立病院機構 石川病院

社会福祉法人松原愛育会 石川療育センター

石田病院

医療法人社団竜山会 石野病院

伊藤病院

医療法人社団友愛病院会 内灘温泉病院

医療法人社団映寿会 映寿会みらい病院

医療法人社団生生会 円山病院

医療法人社団和宏会 大手町病院

医療法人積仁会 岡部病院

医療法人社団岡本会 岡本病院

加賀こころの病院

加賀市民病院

920-8621	 金沢市小坂町中83番地	 076-252-2101

923-0832	 小松市若杉町95番地	 0761-22-0301

923-0342	 小松市矢田野町ヲ88番地	 0761-44-2545

920-1185	 金沢市田上本町ヨ24番地5	 076-262-6565

920-0171	 金沢市岩出町ニ73番地1	 076-258-1180

921-8824	 野々市市新庄2丁目10番地	 076-248-7222

920-0353	 金沢市赤土町ニ13-6	 076-266-1060

929-1293	 かほく市内高松ヤ36番地	 076-281-1125

920-8530	 金沢市鞍月東2丁目1番地	 076-237-8211

922-0405	 加賀市手塚町サ150番地	 0761-74-0700

920-1146	 金沢市上中町イ67番地2	 076-229-3033

921-8033	 金沢市寺町3丁目10番15号	 076-242-3121

921-8023	 金沢市千日町7番15号	 076-242-0111

920-0976	 金沢市十三間町98番地	 076-263-6351

920-0269	 河北郡内灘町白帆台1丁目88-1	 076-286-5211

920-8201	 金沢市鞍月東1丁目9番地	 076-237-8000

926-0041	 七尾市府中町68番地の3	 0767-52-3400

920-0912	 金沢市大手町5番32号	 076-221-1863

921-8114	 金沢市長坂町チ部15番地	 076-243-1222

923-0904	 小松市小馬出町13番地	 0761-22-6273

922-0831	 加賀市幸町2丁目63番地	 0761-72-0880

922-8522	 加賀市大聖寺八間道65番地	 0761-72-2100

あ

か

金沢市

南加賀

南加賀

金沢市

金沢市

石川中央

金沢市

石川中央

金沢市

南加賀

金沢市

金沢市

金沢市

金沢市

石川中央

金沢市

能登中部

金沢市

金沢市

南加賀

南加賀

南加賀

県内病院連絡先
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医療法人社団修和会 片山津温泉・丘の上病院

加藤病院

医療法人社団中央会 金沢有松病院

金沢医科大学病院

医療法人明仁会 かないわ病院

独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター

社会福祉法人石川整肢学園 金沢こども医療福祉センター

金沢市立病院

社会福祉法人聖霊病院 金沢聖霊総合病院

金沢赤十字病院

金沢大学附属病院

医療法人社団博友会 金沢西病院

医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 金沢病院

津幡町国民健康保険直営 河北中央病院

医療法人社団隆整会 川北病院

医療法人社団光仁会 木島病院

医療法人社団豊明会 北村病院

医療法人社団慈豊会 久藤総合病院

医療法人社団恵愛会 恵愛会松南病院

医療法人社団恵愛会 恵愛病院

医療法人社団和宏会 敬愛病院

社会医療法人財団董仙会 恵寿金沢病院

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院

医療法人社団博仁会 小池病院

922-0421	 加賀市冨塚町中尾1-3	 0761-74-5575

925-0141	 羽咋郡志賀町高浜町ヘ1-1	 0767-32-1251

921-8161	 金沢市有松5丁目1番7号	 076-242-2111

920-0293	 河北郡内灘町字大学1丁目1番地	 076-286-3511

920-0351	 金沢市普正寺町9-6	 076-267-0601

920-8650	 金沢市下石引町1番1号	 076-262-4161

920-3114	 金沢市吉原町ロ6-2	 076-257-3311

921-8105	 金沢市平和町3丁目7番3号	 076-245-2600

920-8551	 金沢市長町1丁目5番30号	 076-231-1295

921-8162	 金沢市三馬2丁目251番地	 076-242-8131

920-8641	 金沢市宝町13番1号	 076-265-2000

920-0025	 金沢市駅西本町6丁目15-41	 076-233-1811

921-8841	 野々市市郷町262番地2	 076-246-5600

920-8610	 金沢市沖町ハ部15番	 076-252-2200

929-0323	 河北郡津幡町字津幡ロ51番地2	 076-289-2117

921-8031	 金沢市野町1丁目3番55号	 076-241-8351

920-0011	 金沢市松寺町子41番地1	 076-237-9200

926-0811	 七尾市御祓町ホ部26-5	 0767-52-1173

922-0024	 加賀市大聖寺永町イ17番地	 0761-73-3312

924-0805	 白山市若宮3丁目63番地	 076-275-7611

923-0801	 小松市園町ハ55番地	 0761-24-6111

920-0931	 金沢市兼六元町14番21号	 076-222-1301

920-0910	 金沢市下新町6番26号	 076-220-9192

926-8605	 七尾市富岡町94番地	 0767-52-3211

920-0912	 金沢市大手町8番20号	 076-263-5521

南加賀

能登中部

金沢市

石川中央

金沢市

金沢市

金沢市

金沢市

金沢市

金沢市

金沢市

金沢市

石川中央

金沢市

石川中央

金沢市

金沢市

能登中部

南加賀

石川中央

南加賀

金沢市

金沢市

能登中部

金沢市
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公立穴水総合病院

公立宇出津総合病院

白山石川医療企業団 公立つるぎ病院

公立能登総合病院

羽咋郡市広域圏事務組合 公立羽咋病院

白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院

社会福祉法人石川整肢学園 小松こども医療福祉センター

国民健康保険 小松市民病院

小松ソフィア病院

医療法人社団浅ノ川 桜ヶ丘病院

医療法人社団和泉会 佐原病院

国民健康保険 志雄病院

医療法人十全会 十全病院

公益社団法人石川勤労者医療協会 城北病院

市立輪島病院

医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院

医療法人社団 新村病院

医療法人社団和幸会 鈴木レディスホスピタル

珠洲市総合病院

医療法人社団六豊会 すずみが丘病院

医療法人社団橘会 整形外科米澤病院

医療法人社団青樹会 青和病院

医療法人社団浅ノ川 千木病院

町立富来病院

石川勤労者医療協会 寺井病院

さ

た

927-0027	 鳳珠郡穴水町字川島タ8番地	 0768-52-0511

927-0495	 鳳珠郡能登町字宇出津タ字97番地	 0768-62-1311

920-2134	 白山市鶴来水戸町ノ1番地	 076-272-1250

926-0816	 七尾市藤橋町ア部6番地4	 0767-52-6611

925-8502	 羽咋市的場町松崎24番地	 0767-22-1220

924-8588	 白山市倉光3丁目8番地	 076-275-2222

923-0183	 小松市瀬領町丁1番2号	 0761-46-1306

923-0961	 小松市向本折町ホ60番地	 0761-22-7111

923-0861	 	 0761-22-0751

920-3112	 金沢市観法寺町ヘ174番地	 076-258-1454

926-0173	 七尾市石崎町タ部28番地7	 0767-62-3730

929-1426	 羽咋郡宝達志水町荻市ほ1番地1	 0767-29-3121

920-1185	 金沢市田上本町カ45番地1	 076-231-5477

920-8616	 金沢市京町20番3号	 076-251-6111

928-8585	 輪島市山岸町は1番1地	 0768-22-2222

920-0007	 金沢市田中町は16番地	 076-253-8000

920-2104	 白山市月橋町722-12	 076-273-0100

921-8033	 金沢市寺町2丁目8番36号	 076-242-3155

927-1213	 珠洲市野々江町ユ部1番地1	 0768-82-1181

920-1167	 金沢市もりの里3丁目76番地	 076-260-7700

920-0848	 金沢市京町1番30号	 076-252-3281

920-0205	 金沢市大浦町ホ22番地1	 076-238-3636

920-0001	 金沢市千木町ヘ33番地1	 076-257-8600

925-0446	 羽咋郡志賀町富来地頭町7の110番地1	 0767-42-1122

923-1121	 能美市寺井町ウ84番地	 0761-58-5500

能登北部

能登北部

石川中央

能登中部

能登中部

石川中央

南加賀

南加賀

南加賀

金沢市

能登中部

能登中部

金沢市

金沢市

能登北部

金沢市

石川中央

金沢市

能登北部

金沢市

金沢市

金沢市

金沢市

能登中部

南加賀

小松市沖周辺土地区画整理
事業地内仮地番5街区30号
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社会福祉法人金沢市民生協会 ときわ病院

医療法人社団 中田内科病院

独立行政法人国立病院機構 七尾病院

医療法人松原会 七尾松原病院

国民健康保険 能美市立病院

蓮井病院

医療法人財団愛生会 浜野西病院

医療法人社団白銀会 林病院

東野病院

医療法人社団松陽 東病院

医療法人社団 日の出病院

医療法人社団博洋会 藤井脳神経外科病院

医療法人社団芙蓉会 二ツ屋病院

医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院

国家公務員共済組合連合会 北陸病院

社会医療法人財団松原愛育会 松原病院

医療法人社団瑞穂会 みずほ病院

特定医療法人社団扇翔会 南ヶ丘病院

医療法人社団金沢 宗広病院

医療法人社団さくら会 森田病院

医療法人社団 安田内科病院

医療法人社団持木会 柳田温泉病院

山中温泉医療センター

特定医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター

医療法人社団光風会 結城病院

921-8834	 野々市市中林4丁目123番地	 076-248-5221

929-1126	 かほく市内日角6丁目35番地1	 076-283-1121

926-8531	 七尾市松百町ハ部3-1	 0767-53-1890

926-0021	 七尾市本府中町ワ部5番地	 0767-53-0211

929-0122	 能美市大浜町ノ85番地	 0761-55-0560

922-0816	 加賀市大聖寺東町1丁目71番1号	 0761-73-5111

926-0853	 七尾市津向町野中20番地1	 0767-52-3262

920-0853	 金沢市本町1丁目2番27号	 076-261-8181

923-0964	 小松市今江町7丁目468番地	 0761-22-0623

923-0962	 小松市大領中町3丁目121番地	 0761-21-1131

923-0868	 小松市日の出町3丁目8番地	 0761-21-7711

920-0362	 金沢市古府1丁目150番地	 076-240-3555

929-1211	 かほく市二ツ屋ソ72番地	 076-281-0172

923-1226	 能美市緑が丘11丁目71番地	 0761-51-5551

921-8035	 金沢市泉が丘2丁目13番43号	 076-243-1191

920-8654	 金沢市石引4丁目3番5号	 076-231-4138

929-0346	 河北郡津幡町字潟端422番地1	 076-255-3008

921-8141	 金沢市馬替2丁目125番地	 076-298-3366

920-0923	 金沢市桜町24番30号	 076-224-0101

923-8507	 小松市園町ホ99番地1	 0761-21-1555

921-8047	 金沢市大豆田本町ハ62番地	 076-291-2911

928-0312	 鳳珠郡能登町字上町8字393番地	 0768-76-1223

922-0117	 加賀市山中温泉上野町ル15-1	 0761-78-0301

923-8551	 小松市八幡イ12番地7	 0761-47-1212

921-8173	 金沢市円光寺3丁目21番7号	 076-241-8228

石川中央

石川中央

能登中部

能登中部

南加賀

南加賀

能登中部

金沢市

南加賀

南加賀

南加賀

金沢市

石川中央

南加賀

金沢市

金沢市

石川中央

金沢市

金沢市

南加賀

金沢市

能登北部

南加賀

南加賀

金沢市

な
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