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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
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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。
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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


