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

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

先輩からのメッセージ

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

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

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

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

看 助 

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

研 修 教 育 制 度

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

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

先輩からのメッセージ

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

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

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

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

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

看 准 

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

研 修 教 育 制 度

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

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

先輩からのメッセージ

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

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

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

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

看 

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

研 修 教 育 制 度

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

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

先輩からのメッセージ

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

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

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

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

看 准 助 保 

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

研 修 教 育 制 度

●連絡先
担当／事務局人事担当
〒927-1213
珠洲市野々江町ユ部1番地1
TEL 0768-82-1181
URL http://www.city.suzu.ishikawa.jp/suzuhp/
E-mail byouin@city.suzu.lg.jp


