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恵寿総合病院

〒926-8605 石川県七尾市富岡町94番地
TEL：0767-52-3211
病床数：426床 診療科：24科
職員数：800名（常勤医師65名、看護師295名）
平均在院日数：15.6日
1日平均外来患者数：約820名

お問い合わせ担当：本橋・前浜
（E-mail:toshimi.motohashi@keiju.co.jp）

恵寿金沢病院

〒920-0910 石川県金沢市下新町6番26号
TEL：076-220-9192
病床数：89床 診療科：10科
職員数：134名（常勤医師11名、看護師80名）
平均在院日数：15.6日
1日平均外来患者数：約160名

お問い合わせ担当：前大道
（E-mail:ayako.maeoomichi@keiju.co.jp）

初任給 主要手当 合計

看護師（大学卒） 208,400円 94,400円 30,2800円

看護師（短大卒） 200,000円 93,900円 293,900円

初任給 主要手当 合計

看護師（大学卒） 216,000円 94,900円 310,900円

看護師（短大卒） 208,400円 94,400円 302,800円

宿舎
恵寿総合病院
職員専用ワンルームマンション「コニファー」
24.75㎡・バルコニー付 バス・トイレ独立型
賃料：33,000円/月（ネット使い放題・水道料金込）
病院より徒歩1分
ショッピングモール徒歩2分
※満室の場合は物件紹介いたします。

恵寿金沢病院
自宅通勤以外の方は住居手当30,000円/月支給

※七尾市内



認定資格取得や教育研修をサポートするため、研修期間中の給与の支給や交通費・受講料
等を支給する制度があります。

認定看護師
特定の看護分野において水準の高い技術・知識で患者さんにケアを提供するだけでなく、看護
スタッフのスキルアップのためのアドバイスや勉強会を行います。
9分野13名の認定看護師が活躍しています！

看護師特定行為研修センター
特定行為（脱水時の点滴など）を医師が予め作成した手順書によってタイムリーに実施できる
看護師を養成する研修制度が2015年に創設されました。今後の急性期医療・在宅医療を支
えていく看護師を計画的に養成することを目的とし、2016年10月、研修センターを開講しまし
た。受講生は仕事と研修に毎日励んでいます。

資格取得を応援します！

一人ひとりが生き生きと働くことで、家庭や地域生活
でも充実した時間を持つことができ、その充実感が仕
事にも生かされ、一人ひとりの幸せが増していきます。

いい仕事をしよう！
いい人生しよう！

勤務年数ごとにま
とまった5～7日の
休暇が取れます。

フ
リ
ー
プ
ラ
ン
休
暇

1

短時間勤務で正
職員になれます。
常時フルタイム職
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「あなたが輝ける環境がここにあります」

病院・看護部理念を基に、患者さんとそのご家族の思いを大切にした看護を
目指しています。その実現のためには、チーム医療のなかで看護師がリーダー
シップを発揮し、他職種のスタッフと力を合わせて質の高いケアを提供していく
必要があります。職場は、多様な勤務形態を導入するなど、個人のライフスタ
イルに合わせた働きやすい環境になっております。じっくりと学べる教育プログラ
ムを用意していますので、一つひとつ現場で確認しながら、専門知識・技術を
身につけていってください。「けいじゅに来て良かった」と思えるように、優しく支え
ていきたいと考えています。

充実の教育プログラム

プリセプター制
1人の新人看護師（プリセプティ）に対し先輩看護師（プリセプター）が付
き教育・指導をする体制です。看護技術だけでなく新人ならではの不安や悩
みにも快く相談にのってくれる頼りになる存在です。

看護研究支援体制
毎月1～2回外部講師 北里大学 中山栄純准教授をお迎えし、研究内容
のアドバイスが受けられます。

4月 5月 6月

・コンピュータの操作（講義及び演習）
・血糖測定 注射 ガス分析
・看護支援機器の使用方法
・採血・点滴シミュレーション

・フィジカルアセスメント（呼吸編・循環編）
・急変時の対応
・輸血について
・危険な薬剤、使用上の注意点について

・KYT研修
・メンタルヘルスケア
・多重業務シミュレーション研修
・フォローアップ研修

9・10月 11・12月 1・2月

・アクシデント防止
・化学療法について

・看護倫理、エンゼルケア
・フォローアップ研修

・ブレイクアウトを阻止する
・手術看護

・血液浄化とは
・仕事と私生活

・新人研修まとめ

4月から1年間をかけて臨床実践能力を養い、臨床現場に適応する人材育
成を目的とした研修を行います。研修方法は年間を通じて計画的に行う技
術研修と、一部署だけでは身につけにくい疾患別看護や技術をいろいろな部
署を回り体験するローテーション研修です。

恵寿総合病院 看護部長
本橋 敏美

恵寿金沢病院 看護部長
前大道 綾子

7・8月 3月
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