
富山県済生会富山病院

県内病院就職ガイダンス



明治天皇

第６代総裁 秋篠宮皇嗣殿下

・済生会は、明治天皇の「済生勅語」に基づき

明治44(1911)年に設立

・済生勅語＝明治天皇のお言葉

「恵まれない人々のために施薬救療し、済生

の道を弘めるように」

・日本最大の社会福祉法人

・全国394施設(82病院)で、全職員 約6万２千人

が40都道府県で医療・ 保健・福祉活動を展開



済 生 会
生活困窮者を済う 医療で地域の

生命を守る
医療と福祉、会を挙げて
切れ目のないサービスを

提供

病、老い、障害、境遇・・・悩むすべてのいのちの虹になりたい。

済生会はそう願って、いのちに寄り添い続けます。



無料低額診療事業

生活困窮者を医療で救済する「施薬救療」を目的に生活保護

受給者をはじめとして低所得者の医療費を「低額」または「免除」

生活困窮者支援事業 なでしこプラン

より広く、医療・福祉サービスにアクセスできない人の支援

ホームレス、家庭内暴力被害者、刑務所出所者

高齢者、在留外国人

「なでしこプラン」当院の活動

ホームレス医療・健康相談及び実態調査

厚生保護施設 インフルエンザ接種事業

富山県地域生活定着支援センター受託事業



富山市北部に位置する急性期医療から担う総合病院

富山医療圏２次救急輪番指定病院

富山医療圏の脳卒中診療基幹病院

（SCUを付設した脳卒中センター）

訪問看護ステーション（平成 2 9年 1 0月～）

病床数： 2 5 0床

一般病床 1 9 4床 脳卒中ケアユニット 6床

地域包括ケア病床 5 0床

職員数：合計 4 8 9名（令和 2年１月）

平均入院患者数 227人
平均外来患者数 498人
病床稼働率 90.9%
平均在院日数(一般病棟) 13.7日 （ 平成３０年度 ）



病院の理念

患者さん本位の心温まるすぐれた医療の提供

看護部の理念

すべての患者さんとその家族の皆さんに対して、
患者さん中心の専門職看護を提供します



看護職員 275人（看護助手 20人）

看護単位 病棟6単位 外来など3単位

看護職員配置 一般病棟 ７対1

SCU 3対１

地域包括ケア病棟 10対1

勤務体制 3交替 5単位

2交替 1単位

併設 訪問看護ステーション



看護方式 固定式継続受持ち方式
（一部PNS試行）

看護記録 NANDA看護診断

教育システム
クリニカルラダーシステム
目標管理
eラーニング
院内教育（OJT OFF-JT）
院外教育（済生会・看護協会・厚生労働省）



当院の目指す医療を実践

していくために済生会人

としての

施薬救療の精神

「おもやり」

「確かな知識と技術」

「人と人をつなぐ」

を理解し体現する人材を育成します



１年間名札に貼っています

新人 新人



基本的看護技術の習得･･･OFF-JTとOJT

シミュレーション教育

シャドウ研修

GET(ゲット)研修
自部署では経験できない看護技術を他病棟での看護技術の習得

院内留学研修（疾患編）

リフレッシュ研修
1日院外に出かけてリフレッシュ！

ピアカウンセリング…月に1～2回
昼食を食べながら、新人同士で悩みを共有し共感！



4月
5月

院内留学研修疾患編
自ら企画し実施するOJT

看護職員として必要な基本姿勢と
態度の到達度確認

看護技術の到達度確認

看護技術の
到達度確認

看護技術の
到達度確認

管理的側面の到達度確認

看護技術の
到達度確認

看護職員として必要な基本姿
勢と態度の到達度確認

夜勤に必要な
看護技術の
到達度確認

1か月
フォロー

3か月
フォロー

リフレッシュ
研修

リフレクション・
GET研修

新規採用
者研修

夜勤前準
備研修

日勤シャド
ー研修

6か月
フォロー

2か月
フォロー

夜勤シャド
ー研修

6月
7月

8－9月

10月

11－12月

1－3月

4月
5月

Oｆｆ－JT





①施薬救療の精神を理解する

②臨床実践能力を理解し指導を受けながら看護を提供する
Ⅰ

スペシャリスト

ＳⅠ ＳⅡ
専門分野において役割モデルと
なり看護の実践と指導を行う

看
護
管
理
者

済生会の使命に基づいて社会・看護の
動向を捉え看護部の方針に向かって部
署の目標を設定し達成する

①施薬救療の精神を体現する

②自己の役割を理解し、臨床実践能力を発揮する

Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト

管理Ⅰ 管理Ⅱ 管理Ⅲ



専門看護師 １名

がん専門看護師

認定看護師 １0分野１6名

感染管理

がん性疼痛看護

緩和ケア

がん化学療法看護

糖尿病看護

脳卒中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護

皮膚排泄ケア

集中ケア

認知症看護

摂食嚥下障害看護



育児短時間勤務制度、育児休業明け夜勤免除

職員旅行 国内旅行

令和元年度実績

沖縄２泊３日

箱根・東京１泊２日

日光・東京１泊２日



ソフトボール

ウインタースポーツ

ヨガ教室



病院見学 平日 １０時～（１時間程度）

看護体験 平日 １０時～１５時（１時間休憩）

先輩看護師の１日の仕事の様子を見学してみませんか？

お気軽にお問い合わせください♪

【お問い合わせ】

済生会富山病院 看護部

ＴＥＬ 076-437-1111（代表）

Ｅ－mail  chida@saiseikai-toyama.jp

詳細は、ホームページをご覧ください

mailto:chida@saiseikai-toyama.jp


○募集人数 看護師 20人程度

○応募資格 看護師免許取得者または令和３年３月まで

に当該免許取得見込の者

○応募方法 提出書類 ①履歴書 ②免許証（写し）

または卒業見込み証明書 ③成績証明書

○採用方法 小論文、面接、適性検査等を総合的に判断し、

採用内定者を決定します

○試験の日時

第１回 令和２年６月２８日（日）

第２回 令和２年８月２３日（日）

（詳細は、応募者に別途お知らせします）

○試験の場所 済生会富山病院



○給与

看護師基本給（令和２年４月１日現在）

＊基本給は採用前の経歴（資格取得後のもの）に応じて基準に

より加算されることがあります

職種 適用給料表 基本給

４大卒相当 医療職給与表（三） ２０８，８００.円

短大・専門学校３年卒 医療職給与表（三） １９８，８００.円

短大・専門学校２年卒 医療職給与表（三） １０３，８００.円



○諸手当

扶養手当、通勤手当、住居手当、夜勤看護手当、

７対1看護体制、業務手当、特別保育手当等がそれぞれの

条件に応じて支給されます

申し込み先および問い合わせ先

〒931-8533 富山市楠木33番地1

富山県済生会富山病院 総務課

076-437-1111 

E-Mail : hospital @ saiseikai-toyama.jp

＊郵送の場合は、封筒の表に「看護職員採用選考試験申し込み」と朱書きし、

必ず書留または、簡易封筒で送付してください。

○受付期間は、ホームページをご覧ください



最後までご覧いただき
ありがとうございました。

私たちと一緒に
働きましょう！


