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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
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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
りょう

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

金
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沢
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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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院
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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



PB 43

金
沢
市

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

金
かな

沢
ざわ

西
にし

病
びょう

院
いん

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

映
えい

寿
じゅ

会
かい

みらい病
びょう

院
いん

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


