
 

 

看護部理念 

利用者の立場に立ち、信頼される看護の発展に努めます。 

・看護職者の倫理を守り、仕事に責任を持ちます。 

・安全で質の高い看護を提供します。 

・時代にあった知識と技術を常に探求します。 

 

看護部教育理念 

看護部理念に基づき、豊かな感性と創造性を有する自律した看護職としての成長および自己実現が達成

できるように支援します。 

 

看護部長からのメッセージ 

             

看護部長の 佐藤 志津子 です。 

病、老い、障害、境遇…悩むすべてのいのちの 虹になりたい。 

当院はこのような使命を持った病院です。これを達成するための看護部の目標

は、患者さんや利用者さんによりよい看護サービスが提供できる看護師の育成

をすることです。 

教育体制が充実しています。一緒に、済生会新潟病院で働いてみませんか。 

 

 

■名 称   社会福祉法人 
恩賜

財団 済生会支部 新潟県済生会 

           済 生 会 新 潟 病 院 

■所 在 地   〒950-1104 新潟県新潟市西区寺地 280-7  

■院 長   本間 照 

■看護部長   佐藤 志津子 

■診療科目   28 科目   ■病床数 425 床     

■職 員 数   約８５０名（内、看護職員約４5０名） 

■施設基準   看護体系 7：1 看護 ／ＩＣＵ 2：1  

 

 

病院見学会 

を開催いたします！ 

 

詳しくは 

病院見学会のご案内 

をご覧ください 



1 教育・研修制度 
 

■院内研修 

1.新入職員研修 

2.クリニカルラダー 

3.全体研修（接遇、リスクマネジメント、感染防止、ＭＥ等） 

■院外研修 

済生会本部または看護協会等の主催する研修会・学会に積極的に参加できる環境で

す。また、専門領域の認定看護師育成のために、派遣研修を計画的に取り入れ、学習の

機会を設けて支援しています。 

 

２ 処遇・福利厚生 
 

■勤務時間 

３交替勤務（病棟）  日 勤 ： ８：３０～１７：００ 

                 準夜勤 ：１６：３０～ １：００ 

                 深夜勤 ： ０：３０～ ９：００ 

 

変則２交替勤務（救急外来）  日 勤 ： ８：３０～１７：００ 

                     夜 間 ：１６：３０～ ９：００ 

■初任給 

○助産師・看護師大学卒： 201,067 円 [基本給 195,400円 ＋ 調整手当 5,667円] 

○看護師（3年課程卒） ： 193,761 円 [基本給 188,300円 ＋ 調整手当 5,461円] 

○看護師（2年課程卒） ： 186,661 円 [基本給 181,400円 ＋ 調整手当 5,261円] 

 

※調整手当は基本給×2.9％（小数点以下切り上げ）となります 

※経験者は当院規程により経験換算します 

※試用期間中は当院既定により 1号俸（約 7,000円程度）下がります。（入職後６か月） 

 

給与モデル(参考) 

★新卒採用者のモデル賃金 

 看護師（４年制卒） 看護師（３年制卒） 看護師（２年制卒） 

概算（各種手含む） 
251,700円 243,600円 235,700円 

基本給 195,400円 188,300円 181,400円 

 ★採用１０年目のモデル賃金 

 看護師（４年制卒） 看護師（３年制卒） 看護師（２年制卒） 

概算（各種手含む） 
343,900円 335,100円 326,400円 

基本給 270,400円 262,700円 255,000円 
 



■手当等 

夜勤手当、通勤手当、住宅手当、超過勤務手当、休日勤務手当、扶養手当ほか 

※通勤手当 自宅との直線距離（ｋｍ）×1,000円（上限 20,000円） 

※住宅手当 アパートの場合当院規程による（上限 27,000円） 

■昇給 年 1回（７,０００～1０,０００円程度） 

■賞与 
年２回 （２０２１年度実績 ４．３ヶ月） 

     看護師平均賞与額  夏 687,543円   冬 628,998円 

■退職金 
１）退職金 ３年以上勤務した場合、規定により支給 

２）済生会共済給付 済生会共済制度による退職給付金 

■休日・休暇 

○２０２１年度 年間休日１２８日 

（週休２日制、祝日、年末年始、盆休、創立記念日、夏期休暇） 

○有給休暇（２０日／年） 

○特別休暇（結婚、忌引き、永年勤続など） 

○育児休業 

○介護休業  など 

■社会保険 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 

■福利厚生 
院内売店割引、提携企業商品割引、院内保育所、健康診断（年２回・無料） 

各種慶弔見舞金、部活動支援、大忘年会 など 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 募集人数・応募方法 
 

■募集人数 ３０名程度 

■採用日 ２０２４年４月１日～ 

■応募資格 

下記①・②いずれかの方 

① ２０２４年３月に看護師・助産師養成機関、看護大学を卒業見込みの方 

② 有資格者の方 

■応募方法等 

下記の手順に従ってご応募ください 

 

① 下記Ⅰ～Ⅲの必要書類を郵送してください 

 

Ⅰ＿履歴書（当院規定のもの・自筆・写真貼付） 

Ⅱ＿身上書（当院規定のもの・自筆） 

    ※履歴書・身上書は病院Ｗｅｂサイト「採用情報」ページからダウンロードできます。 

     http://ngt.saiseikai.or.jp/recruit/ 

 

[既卒（有資格者）の方] 

Ⅲ＿看護師免許証の写し 

[新卒（在学中）の方] 

Ⅲ＿成績証明書・卒業見込証明書 

 

 

② 
下記内容を指定アドレス宛てにメール送信してください 

（※当院からの試験案内等を受け取るメールアドレスから送信してください） 

 

  [件名] ２０２４年度看護職応募 

  [本文] Ⅰ＿名前 

 Ⅱ＿ふりがな 

 Ⅲ＿生年月日（西暦） 

 

 

 

 

 

  ※右記ＱＲコードを読み込むとメールフォームが開きます 

 

①・②の期限 

２０２３年６月２日（金） 必着  書類郵送・メール送信 
 

≪郵送先≫ 

 〒950-1104 

  新潟市西区寺地 280-7 

  済生会新潟病院 人事課採用担当 宛 

上記内容を指定アドレス 

saiyou@ngt.saiseikai.or.jp 
に送信してください 

 

mailto:saiyou@ngt.saiseikai.or.jp


■応募方法等 

 

③ 
下記期日までに「適性検査実施のご案内」及び「試験日時のご案内」が 

②で送信いただいたメールアドレス宛に通知されます 

 

  ・[通知予定期間] ２０２３年６月８日（木）～６月１４日（水）の期間中に各詳細を 

メール送信します 

 ※メール送信日は「①・②」の受領日、試験日時等により異なります。同時期に 

   ご応募いただいた方でも、メールが送信されるタイミングが異なる場合があり 

   ます。予めご了承ください。 

 

 

④ 指定された期日までに「適性検査」を受検してください 

 

   ・適性検査の受検方法等の詳細は、③で通知されるメールに記載いたします 

 ※適性検査は専門的な知識や一般常識などを問うものではありません。設問 

に対して 「あなたがどう思うか」を選択肢より選ぶ…といった事前準備不要 

なものです。 

 ※適性検査はオンライン検査となります。受検時にかかるデータ通信料等につき

ましては個人の負担となります。 

 

 

⑤ 指定された日時にご来院いただき、面接試験を受験いただきます 

 

   ・試験日時等の詳細は、③で通知されるメールに記載いたします 

 ※試験日時は、履歴書の「試験希望日」の項目に記入していただく希望日（１日）

で実施します。（※試験時間は１時間程度です。試験開始時間については当院

指定となります。詳細はメールに記載いたします。） 

 

 

⑥ 選考結果を通知します 

 

   ・２０２３年７月１０日（月）に、メール及び当院ホームページにて通知します 

※内定者の方へは別途「内定通知書」等を履歴書記載のご住所に郵送 

します。（７月１１日（火）以降に発送いたします） 

※予備試験日程 ２０２３年７月２９日（土） で試験が実施された場合、 

   当該試験日の選考結果は ２０２３年８月４日（金）に通知します。 
 

■備考 

※個人情報の取り扱いについて 

応募書類は採用選考にのみ使用し、当方で責任をもって処分させていただきますので返

却はいたしません。予めご了承ください。 



        済生会新潟病院 2024 年度 看護職員 募集要項 【お問い合わせ】 

         

 〒950-1104 新潟市西区寺地 280-７ 

          人事課 採用担当  ☎025-233-6161（代表） 

            【URL】 http://www.ngt.saiseikai.or.jp 【E-mail】 saiyou@ngt.saiseikai.or.jp 

            ※お電話でのお問い合わせは平日９時～１７時にお願いいたします。 

        

４ 採用試験について 
 

■選考内容 

１）適性検査※ 

  ※適性検査は専門的な知識や一般常識などを問うものではありません。設問に対して 

    「あなたがどう思うか」を選択肢より選ぶ…といった事前準備不要なものです。 

※適性検査はオンライン検査となります。 

２）面接試験 

■選考日程等 

試験は下記区分「試験①～③」の日程の内、履歴書の「試験希望日」の項目に記入して

いただく希望日（１日）で実施します。（※試験時間は１時間程度です。試験時間について

は当院指定となります。） 

区分 試験日時 応募受付期間 

試験① 2023年 6月 24日（土）9:00～17:00 
2023年 4月 1日から 

2023年 6月 2日 必着 

試験② 2023年 6月 25日（日）9:00～17:00 
2023年 4月 1日から 

2023年 6月 2日 必着 

試験③ 2023年 7月 2日（日）9:00～17:00 
2023年 4月 1日から 

2023年 6月 2日 必着 

試験④ 
2023年 7月 29日（土）9:00～17:00 

（※下記備考参照） 

2023年 7月 11日から 

2023年 7月 21日 必着 

［備考］ 試験①・②・③の選考結果は 7月 10日（月）までに通知します。試験④について

は試験①～③の結果により実施しないことがあります。 

■試験会場 済生会新潟病院 ／ 新潟市西区寺地２８０－７ 

■備   考 
※試験の詳細はメールにてご案内いたします。メールの受領設定にご注意ください。 

※看護師免許未取得者は看護師試験に合格することが採用条件となります。 

 

●交通アクセス 

・越後線小針駅よりタクシーで約５分 

・新潟バイパス「黒埼インター」より車で約５分 

・新潟駅よりバス利用、済生会新潟病院前下車 

 

 

 

 


