
地域の方が住み慣れた場所で
末永く暮らすために・・・
私たちができること

http://www.noboribetsu.jcho.go.jp

独立行政法人  地域医療機能推進機構

看護師募集案内



―    ―1

１．私たちは、健康と命を守ることを使命とし、
　　良質で安全な医療を提供します。
　　（良質で安全な医療）
２．私たちは、笑顔と真心で患者さまに接します。
　　（笑顔と真心）
３．私たちは、地域の医療機関と連携を密にし、
　　医療と福祉を推進します。
　　（地域との連携）

■許可病床／199床（実働104床）
■診療科７／整形外科　外科　内科　神経内科　ペインクリニック　泌尿器科
　　　　　　リハビリテーション科

部  署  名 実働病床 入院基本料 特　　　徴

病  棟

１－２
病棟

一般病床 40床 10対1
整形外科が中心の急性期病床となってい
ます。

地域包括
ケア病床

10床 10対1
在宅復帰を目指し、リハビリや在宅療養
の準備をしています。

看護助手    50対1

２－４
病棟

回復期
リハビリ
病棟

54床 13対1
リハビリが中心となり、地域の高齢者の
生活支援を中心に行っています。

看護助手    30対1

外来・手術部・健康管理センター
外来・手術室・健診と専門性の高い部署
です。

訪問看護ステーション
24時間365日　地域の住民が可能な限
り住み慣れた地域で生活できるよう支援
をしています。

地域連携部門　通所リハビリ
（地域包括センター）

自宅で生活している高齢者が安心して暮
らせるように社会資源の活用を支援して
います。

病 院 理 念病 院 理 念

病 院 概 要病 院 概 要
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　当院の看護課は『看護の専門性を高め、患者様に信頼される看護の提
供』を理念とし、医療と介護の両面から地域の皆様のご期待に応えるため、
あたたかい看護が提供できるよう頑張っています。
　看護職として求められる知識や技術の習得とともに、人を大切に思う
気持ち、患者様一人ひとりとの信頼関係の構築ができる看護師を育成し
ています。看護師として、そして人としてのスキルアップを目指して、
JCHO登別病院で私たちと一緒に看護をしませんか？
 総看護師長  小熊　佐智子　

● 私たちは看護の専門性を高め、患者様に信頼
　 される看護を提供します。

● 私たちは、患者さまの生命と、人間としての
　 尊厳と権利を尊重した看護を提供します。

● 私たちは地域住民の疾病予防と健康増進のため
　 の保健活動に努めます。

平成平成3232年年44月  新築移転予定月  新築移転予定
登別駅前に新たに病院を新築いたします。登別駅前に新たに病院を新築いたします。

病棟は病棟は２病棟２病棟でで110床110床ととなりますなります。。
訪問看護ステーションが外来に併設され、訪問看護ステーションが外来に併設され、
新しく新しくなります。なります。

一緒に働きませんか一緒に働きませんか？？

看護課理念看護課理念

看護課紹介看護課紹介
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新人新人

・看護師として社会人１年生としてのスタート
・自分の部署で日常業務をプリセプターと一緒に実践します
・日常生活援助　看護基礎技術　看護記録　薬剤管理　等

・病棟に慣れてきて、少しづつ受け持ちを持ちます
・リフレッシュ休暇 （夏休み）
・病院組織について　心電図　救急救命処置　等

他部署での研修

部署内研修

集合研修
看護技術の習得

・他部署での研修 （ローテーション）　夜勤の体験

・多重課題　半年の振り返り　災害対応　看取り看護　等
９～12９～12月月

７７～～８８月月

１１～～３３月月

４４～～６６月月

・日常のルーティン業務はほぼ自立
・１年間を振り返り　自分の言葉で看護を語ることができる
・人工呼吸器の取り扱い　アセスメント　急変時の対応　等

看護課の教育サポート体制看護課の教育サポート体制

卒後臨床研修制度  年間スケジュール卒後臨床研修制度  年間スケジュール

　新卒看護職員をサポートするために、新卒看護職員卒後研修制度を取り入れ充実した新人教育
を行っています。その後は個々の看護師の看護実践能力の向上とキャリア開発を支援できるよう
継続教育プログラムで教育が行われています。

●新卒看護職員卒後臨床研修
　研修とは新人看護が集まって講義を聴く研修
だけではありません。１年間を通して、配属部
署における研修・集合研修・ローテーション研
修を行い、基礎教育の復習を含め、看護専門職
業人の第一歩としての知識、スキルを獲得
できる研修プログラムです。

２年目２年目
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住み慣れた自宅に安心
して退院しましょう！！　入職して2年が経ちました。私は学生の頃に在宅看護実習に行き、地域の

中でその人らしく療養していけるように、訪問看護師の方が患者さんだけ
ではなく、家族の方の気持ちに寄り添い看護を考え提供している姿を見て
私も訪問看護師になりたいと思い目指すようになりました。私がこの病院
に入職しようと思ったきっかけは、訪問看護ステーションがあることや
地域に根ざした看護を大切にしていることを知り入職を決めました。　　
　働く中で自分の目標に向かい、患者さんと家族との関わりを大切にしながら
看護を行っています。
 回復リハビリテーション病棟　滝波　冴香　

　平成11年に入職し、病棟・通所リハ・外来へと勤務異動を行い、内視鏡技師資格を取得し内視
鏡検査介助にも携わりました。
　現在は訪問看護ステーションへ異動し２年が過ぎました。部署異動時は「働けるだろうか、自分
に向いているだろうか」と毎回不安もありましたが、多くのスタッフや患者さんとの出会いも
あり、看護師としてのキャリアアップに繋がる良い経験となっています。地域包括ケアシステム
が推進されている中、当院は地域との連携を密に図りながら、安心して在宅療養へ移行できるよう
重要な役割を担っています。訪問看護は、自宅へ訪問し、生活の場で看護を行うため、難しさは
ありますが、今までの経験が役立つ場面も多くあり、とてもやりがいを感じています。
 訪問看護ステーション　白石さくら　

先輩看護師から先輩看護師から

クリニカルラダーによる継続教育クリニカルラダーによる継続教育
　皆さんの成長を２年目以降も支援します。一緒に学びましょう。

●卒後臨床研修 看護実践力・役割遂行能力・
自己研鑽力を指標として 

ステップアップ

ラダーレベルに合わせた
研修を企画し、役割遂行
に向けた支援をします。

ワークライフバランス「仕事と生活の
調和」に取り組んでいます。仕事と生
活を充実させながら、専門職としての専門職としての
キャリアアップを支援していきます。キャリアアップを支援していきます。

ｅ－ラーニングを導入!!
いつでも、どこでも、誰もが誰もが
理論とエビデンスに基づいた理論とエビデンスに基づいた
最新の基礎知識を学べます。最新の基礎知識を学べます。
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1： 給与について
　　給与は独立行政法人　地域医療機能推進機構職員給与規定により支給されます。
　　●基本給　看護師　大学卒　　　　　　　203,500円
　　　　　　　　　　　専門学校３年過程　　194,200円
　　　　　　　保健師　大学卒　　　　　　　206,300円
　　　※既卒者につきましては、職歴などに基づいて基本給を支給します
　　●昇　給　毎年１回、１月に勤務成績に応じて勤務成績によって昇給します。
　　●諸手当　夜勤手当、超過勤務手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当等、
　　　　　　　賞与（夏・冬２回、当院規定による）　　　　　　　　　

2： 勤務時間について
　　４週８休　週38.75時間　
　　日  勤；  ８：30～17：00　45分休憩　　
　　夜  勤；15：30～  8：45　105分休憩　２交代　２～３人夜勤

3： 休  日　週休2日制　
　　　　　  他に国民の祝日、年末年始、夏季休暇あり

4： 休  暇　年次休暇（年20日）特別休暇　病気休暇、産前産後休暇、
　　　　  　育児休暇等

5： 福利厚生について
　　健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金（勤続年数１年以上）

●職員宿舎「レジデンス  しおみ」
　登別市登別東町４丁目、全室ワンルーム（1DK   29.75㎡   40戸）
　　月額  4,620円
　　駐車場料金  3,000円
　　バス・トイレ付　

●職員宿舎  A棟・B棟
　登別市登別東町4丁目、3LDK
　　月額  15,180～16,698円　
　　駐車場料金  3,000円　
　　バス・トイレ付

●JCHO登別病院院内保育室
　保育時間；基本  7：45～18：30
　　　　　　（延長 19：00、土日については応相談）
　保 育 料；月額  30,000円（お弁当持参）
　　　　　　生後８週から就学前までの乳幼児

長く働き続けられるサポート体制長く働き続けられるサポート体制

看護職員の待遇看護職員の待遇
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採用試験日程 時　間 応募期間
第１回目 平成30年６月 ９日（土） 10：00～ ６月 ７日(木)必着
第２回目 平成30年７月14日（土） 10：00～ ７月12日（木）必着
第３回目 平成30年８月11日（土） 10：00～ ８月 ９日（木）必着

※9月以降の日程はホームページでご確認ください。

1：正規職員採用職種　　委託生
　  保健師　看護師　　　高校３年生、看護学生
2：正規職員採用者数　　委託生採用者数
　  最低5～8名　　　 　５名　
3：採用試験日程、応募期間　正規職員も委託生も同日程で行います。

4：正規職員応募書類
（1）履歴書（当院指定  ホームページよりダウンロード可）
（2）学歴に関する証明書
　 　・在学者　卒業見込み証明書、成績証明書
　 　・既卒者　卒業証書又は成績証明書、免許証写し
（3）健康状態問診票（当院指定  ホームページよりダウンロード可）
5：採用試験科目
　  ●面接　小論文
6：委託生応募書類
（1）履歴書　
（2）志望動機
（3）高校推薦文章
7：委託生採用試験
　  ●面接　作文

正規職員正規職員・・委託生採用案内委託生採用案内

一緒に楽しく
働きましょう
待ってま～す♡

委託生募集委託生募集
　JCHO登別病院では、将来　当院の看護職員として勤務を希望される看護学生さんに奨学金を
貸与することで就学の支援を行っています。

　奨学金の貸与額は月額5万円です。
申し込み手続き、貸与期間、返還免除要件につきましては、
下記へお問い合わせください。

●問い合わせ先（看護課）病院代表電話  0143－84－2165
　総務企画課  E－mail  main@noboribetsu.jcho.go.jp

インターンシップ・見学会 開催時間
第１回目 平成30年２月 ２日（金） 10：00－15：30
第２回目 平成30年３月26日（月） 10：00－15：30

※インターンシップ・病院見学会は上記日程以外も対応が可能です。お気軽にご相談ください。

インターンシップインターンシップ・・病院見学病院見学会会



登別市は人口5万人弱
自然と観光の街です。

札幌からも車で1時間30分
特急列車で1時間

〒059－0598　
登別市登別易温泉町133番地
TEL；0143－84－2165
FAX；0143－84－3206
E－mail；
　main@noboribetsu.jcho.go.jp
ホームページ；
　http://noboribetu.jcho.go.jp

独立行政法人  地域医療機能推進機構


