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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



PB 71

能
登
中
部

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。
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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
 


