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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
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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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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。
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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。
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「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
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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
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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
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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
いん

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
ほう

珠
じゅ

記
き

念
ねん

病
びょう

院
いん

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


