イムス札幌消化器中央総合病院 看護部 募集要項（新卒採用）

＜病院概要＞
ｲ ﾑ ｽ

IMSグループ 医療法人社団明生会 イムス札幌消化器中央総合病院
〒063-0842 札幌市西区八軒 2 条西 1-1-1 TEL：011-611-1391（採用担当：山﨑（やまざき））
最寄駅：JR 函館本線琴似駅 徒歩 3 分 地下鉄東西線琴似駅・JR 学園都市線八軒駅 徒歩 15 分
●診療科：内科 消化器内科 呼吸器内科 循環器内科 糖尿病内科 腎臓内科（人工透析）
消化器外科 整形外科 泌尿器科 麻酔科 リハビリテーション科 等全 18 科
●病床数：183 床（一般病棟（HCU 含む）
、障害者病棟）
●職員：413 名（29.4.1 現在） 看護部：正看 169 名 准看 22 名 介護福祉士 21 名 看護助手 9 名
●看護基準：

7：1 看護（一般）

／

10：1 看護（障害）

＜採用情報＞
●職 種：看護師

●求人数：15 名

●業務内容：病棟・外来・透析室・手術室・内視鏡

●勤務時間：2 交代制（週 40 時間）

日勤 8：30-17：30

夜勤

16：15-9：15

※配属先により勤務時間は異なります。
●給与等

：
【基本給】 大学卒

：月給 212,000 円

レギュラー卒：月給 209,000 円
【諸手当】 住宅手当・夜勤手当
【昇 給】 年 1 回：4 月
【賞 与】 年 2 回：7 月

12 月

【交通費】 実費支給（2km 以上対象）
※公共交通機関の 3 ヶ月（もしくは 6 ヶ月）の定期代を支給
※自家用車の場合は基準にそってガソリン代を支給
【退職金】 有（常勤として勤続 3 年以上）
【定年制】 定年 60 歳

※再雇用制度あり

●休日休暇 ：
【休 日】 指定休制
【休 暇】 年次有給休暇：初年度 10 日（入職日に 3 日、6 か月後に 7 日付与）
育児・慶弔休暇等、特別休暇有

※その他就業規則に順ずる

●社会保険 ：健康保険・雇用保険・労災保険・厚生年金保険
●福利厚生 ：職員食（250 円/食）申込制
医療費減免制度
ディズニーランド割引制度
保育室完備（24 時間保育）
●応募要領 ：応募書類 ―― 履歴書(写真付)、成績証明書、卒業見込証明証、健康診断書 ※すべて原本
受付期間 ―― 随時
選考日時 ―― 応相談
選考方法 ―― 小論文、面接
メッセージ：人材育成及び教育が充実しております。
（入職前研修、院内・院外研修、その他グループ規定に基づく研修等々）
面接前に病院の雰囲気を見てみたいという方は、病院見学会やインターンシップを開催しておりますので、お
気軽にご連絡下さいませ。

イムス札幌消化器中央総合病院 看護部 募集要項（中途採用）

＜病院概要＞
ｲ ﾑ ｽ

IMSグループ 医療法人社団明生会 イムス札幌消化器中央総合病院
〒063-0842 札幌市西区八軒 2 条西 1-1-1 TEL：011-611-1391（採用担当：阿久津（あくつ））
最寄駅：JR 函館本線琴似駅 徒歩 3 分 地下鉄東西線琴似駅・JR 学園都市線八軒駅 徒歩 15 分
●診療科：内科 消化器内科 呼吸器内科 循環器内科 糖尿病内科 腎臓内科（人工透析）
消化器外科 整形外科 泌尿器科 麻酔科 リハビリテーション科
●病床数：183 床（一般病棟（HCU 含む）障害者病棟）
●職員：378 名（28.4.1 現在） 看護部：正看 171 名 准看 24 名 介護福祉士 22 名 看護助手 7 名
●看護基準：

7：1 看護（一般）

／

10：1 看護（障害）

＜採用情報＞
●職 種：看護師・准看護師（進学希望者優遇）

●業務内容：病棟・外来・透析室・手術室・内視鏡

●年齢は不問、未経験可・ブランク可
●勤務時間：2 交代制（週 40 時間）

日勤 8：30-17：30

夜勤

16：15-9：15

※配属先により勤務時間は異なります。
●給与等

：
【給 与】 看護師 ：月給 300,000 円～
准看護師：月給 250,000 円～

（諸手当込 夜勤 5 回計算）

※中途採用者の目安です。他別途手当や経験加算あり。
【諸手当】 住宅手当・夜勤手当
【昇 給】 年 1 回：4 月
【賞 与】 年 2 回：7 月

12 月

【交通費】 実費支給 ※公共交通機関の 3 ヶ月（もしくは 6 ヶ月）の定期代を支給
※自家用車の場合は基準にそってガソリン代を支給
【退職金】 有（常勤として勤続 3 年以上）
【定年制】 定年 60 歳

※再雇用制度あり

●休日休暇 ：
【休 日】 指定休制
【休 暇】 年次有給休暇：初年度 10 日（入職日に 3 日、6 か月後に 7 日付与）
育児・慶弔休暇等、特別休暇有

※その他就業規則に順ずる

●社会保険 ：健康保険・雇用保険・労災保険・厚生年金保険
●奨学金制度：有り（看護学生在学期間の学費支給）
●福利厚生 ：職員食（250 円/食）申込制
医療費減免制度
ディズニーランド割引制度
保育室完備（24 時間保育）
●応募要領 ：応募書類 ―― 履歴書(写真付)、看護師/准看護師免許(原本)
受付期間 ―― 随時
選考日時 ―― 応相談
選考方法 ―― 面接
メッセージ：経験者の方歓迎。ブランクのある方、未経験者もご相談ください。
「好奇心が旺盛な看護師」をお待ちしております。ともに「気遣いと配慮ができる」看護師を目指して、
一緒に「安全・安楽・満足」いただける看護を提供していきましょう。

