
 

 

 

 

 

 

 

募集案内 

□ 募集職種  看護師および助産師 

□ 募集人員  若干名 

□ 採用年月日  ２０２２（令和４）年４月１日（予定） 

□ 採用条件  (1)２０２２年実施の看護師または 

   助産師国家試験により免許取得見込の者 

   (2)看護師または助産師免許の有資格者 

□ 応募手続  (1)必要書類を担当部署まで提出ください（郵送可） 

    ①履歴書（当院指定様式 写真貼付） １部 

    ②成績証明書 １部 

    ③卒業見込証明書または卒業証明書 １部 

    ④資格免許証（写） ※有資格者のみ １部 

    ⑤自己ＰＲ・職務経歴書（A4 1 枚 任意様式） １部 

   (2)応募締切（当院必着） 

    ２０２１（令和３）年８月１０日（火） 

    受付時間 9：00～16：00 最終日のみ 12：00 まで 

   (3)提出先 

    郵便番号：５０６－８５５０ 

    岐阜県高山市天満町３丁目１１番地 

    高山赤十字病院 職員課 採用担当 

    電話番号：０５７７－３２－１１１１  内線：3314・3325 

   (4)注意事項 

    ①履歴書には常時連絡が取れる住所、電話及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを記載してください 

    連絡手段はﾊﾟｿｺﾝからの電子ﾒｰﾙを第一優先としますので必ずご記入ください 

    ②郵送の場合は、書留または簡易書留郵便とし、封筒の表に「応募書類在中」 

    と朱書してください 

□ 選考方法  (1)第一次選考：提出書類による書類選考 

    合否の結果は、メールまたは文書により通知します 

   (2)第二次選考：第一次試験通過者を対象に実施します 

    ①試験内容 面接、適性検査、小論文 

    ②試 験 日 ２０２１（令和３）年８月２３日（月） 

    ③試験場所 高山赤十字病院 診療本館３階 

□ その他  ・応募書類は返却しませんのであらかじめご了承ください 

   ・応募にて取得した個人情報については、適切に管理します 

   ・受験票等の発行はいたしません 

   ・看護学生に対する奨学資金貸付制度があります 

   ・ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください 
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処 遇 

○給 与 

 

４年課程大学程度卒業

３年課程専門学校（短大）程度卒業

２年課程専門学校程度卒業

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院概要

◇ 病 床 数

  

  

◇ 職 員 数

◇ 診療科目

  

  

◇ 付属施設

◇ 患者数等

  

  

◇ 看護分類

○昇  給：年１回

○賞  与：年２回（

○諸 手 当：時間外手当・夜勤手当・住居手当・

○退 職 金：

○休  

○有給休暇：年間２４

○特別休暇：

○産  

○育児休業：子どもが満３歳になるまで取得可

○介護休業：

○勤務態様：実働時間３８時間４５分／週

○勤務体制：

 

 例 （令和

４年課程大学程度卒業

３年課程専門学校（短大）程度卒業

２年課程専門学校程度卒業

     ・給与は日本赤十字社職員給与要綱による

     ・給与例は基本給

     ・職務経験がある方は経験年数を基本給に加算します

病院概要 

病 床 数  一般病床：３９４床

  （救命救急センター１６床、新生児センター１０床、

   

職 員 数  ７５２

診療科目  内科、呼吸器科、消化器科、循環器内科、血液内科、小児科、外科、整形外科、

  脳神経外科、産婦人科、泌尿器科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、精神科、

  歯科口腔外科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科

付属施設  居宅介護支援事業所、介護老人保健施設「はなさと」ほか

患者数等  外来平均患者数（１日平均）

  入院平均患者数（１日平均）

  一般病棟平均在院日数

看護分類  急性期一般入院料１（７：１）

給：年１回 

与：年２回（6

（令和２年度実績

当：時間外手当・夜勤手当・住居手当・

通勤手当・寒冷地手当・扶養手当ほか

金：あり 

  日：完全週休

年末年始

創立記念日（

○有給休暇：年間２４

○特別休暇：結婚・忌服・子の看護・介護

  休：産前７週・産後８週

育児休業：子どもが満３歳になるまで取得可

○介護休業：１８６日

○勤務態様：実働時間３８時間４５分／週

○勤務体制：2 交替・

令和３年４月入職者

４年課程大学程度卒業 

３年課程専門学校（短大）程度卒業

２年課程専門学校程度卒業

・給与は日本赤十字社職員給与要綱による

・給与例は基本給・主要手当（夜勤手当

・職務経験がある方は経験年数を基本給に加算します

一般病床：３９４床

（救命救急センター１６床、新生児センター１０床、

 回復期リハビリテーション病棟４５床、地域包括ケア病棟

７５２名（令和３年４月１日現在）

内科、呼吸器科、消化器科、循環器内科、血液内科、小児科、外科、整形外科、

脳神経外科、産婦人科、泌尿器科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、精神科、

歯科口腔外科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科

居宅介護支援事業所、介護老人保健施設「はなさと」ほか

外来平均患者数（１日平均）

入院平均患者数（１日平均）

一般病棟平均在院日数

急性期一般入院料１（７：１）

6 月・12 月）

年度実績 年

当：時間外手当・夜勤手当・住居手当・

通勤手当・寒冷地手当・扶養手当ほか

 

 

日：完全週休 2 日制・祝日・

年末年始 6 日間（

創立記念日（5/1）

○有給休暇：年間２４日 誕生日休暇あり

結婚・忌服・子の看護・介護

休：産前７週・産後８週

育児休業：子どもが満３歳になるまで取得可

１８６日まで取得可

○勤務態様：実働時間３８時間４５分／週

交替・3 交替・混合

入職者） 

３年課程専門学校（短大）程度卒業 

２年課程専門学校程度卒業 

・給与は日本赤十字社職員給与要綱による

主要手当（夜勤手当

・職務経験がある方は経験年数を基本給に加算します

一般病床：３９４床 

（救命救急センター１６床、新生児センター１０床、

回復期リハビリテーション病棟４５床、地域包括ケア病棟

名（令和３年４月１日現在）

内科、呼吸器科、消化器科、循環器内科、血液内科、小児科、外科、整形外科、

脳神経外科、産婦人科、泌尿器科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、精神科、

歯科口腔外科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科

居宅介護支援事業所、介護老人保健施設「はなさと」ほか

外来平均患者数（１日平均）

入院平均患者数（１日平均）

一般病棟平均在院日数     

急性期一般入院料１（７：１）

月） 

年 4.05 ヶ月）

当：時間外手当・夜勤手当・住居手当・

通勤手当・寒冷地手当・扶養手当ほか

 

 

日制・祝日・ 

日間（12/29～1/3

） 

誕生日休暇あり 

結婚・忌服・子の看護・介護ほ

休：産前７週・産後８週 

育児休業：子どもが満３歳になるまで取得可

まで取得可 

○勤務態様：実働時間３８時間４５分／週 

交替・混合 

215,200

 209,800

200,700

・給与は日本赤十字社職員給与要綱による 

主要手当（夜勤手当・通勤手当

・職務経験がある方は経験年数を基本給に加算します

（救命救急センター１６床、新生児センター１０床、

回復期リハビリテーション病棟４５床、地域包括ケア病棟

名（令和３年４月１日現在） 

内科、呼吸器科、消化器科、循環器内科、血液内科、小児科、外科、整形外科、

脳神経外科、産婦人科、泌尿器科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、精神科、

歯科口腔外科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科

居宅介護支援事業所、介護老人保健施設「はなさと」ほか

外来平均患者数（１日平均） ７６１．５

入院平均患者数（１日平均） ２９６．８名（令和２年度

     １０．８日（令和２年度

急性期一般入院料１（７：１） 

ヶ月） 

当：時間外手当・夜勤手当・住居手当・ 

通勤手当・寒冷地手当・扶養手当ほか 

 

1/3） 

 

ほか 

育児休業：子どもが満３歳になるまで取得可 

 

月額 

215,200 円 ～ 280,50

209,800 円 ～ 274,60

200,700 円 ～ 264,70

通勤手当・住居手当）を含む月額実例

・職務経験がある方は経験年数を基本給に加算します 

（救命救急センター１６床、新生児センター１０床、

回復期リハビリテーション病棟４５床、地域包括ケア病棟

 

内科、呼吸器科、消化器科、循環器内科、血液内科、小児科、外科、整形外科、

脳神経外科、産婦人科、泌尿器科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、精神科、

歯科口腔外科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科

居宅介護支援事業所、介護老人保健施設「はなさと」ほか

７６１．５名（令和

２９６．８名（令和２年度

１０．８日（令和２年度

 

○健康保険・厚生年金保険・

雇用保険・労災保険

○日本赤十字社の全社的福利厚生事業

（自動車保険制度

○被服貸与・職員宿舎（ワンルーム３０室）

○職員駐車場（台数制限あり）

○事業所内託児所

0,500 円 

274,600 円 

264,700 円 

住居手当）を含む月額実例

（救命救急センター１６床、新生児センター１０床、  

回復期リハビリテーション病棟４５床、地域包括ケア病棟

内科、呼吸器科、消化器科、循環器内科、血液内科、小児科、外科、整形外科、

脳神経外科、産婦人科、泌尿器科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、精神科、

歯科口腔外科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科

居宅介護支援事業所、介護老人保健施設「はなさと」ほか 

名（令和２年度実績）

２９６．８名（令和２年度実績）

１０．８日（令和２年度実績）

○健康保険・厚生年金保険・

雇用保険・労災保険

○日本赤十字社の全社的福利厚生事業

（自動車保険制度、

○被服貸与・職員宿舎（ワンルーム３０室）

○職員駐車場（台数制限あり）

事業所内託児所 

私たちと一緒に

楽しく働きませんか

お気軽にお問合わせ

ください

 

 

基本給

215,200

209,800

200,700

住居手当）を含む月額実例

回復期リハビリテーション病棟４５床、地域包括ケア病棟 ４８床 

内科、呼吸器科、消化器科、循環器内科、血液内科、小児科、外科、整形外科、

脳神経外科、産婦人科、泌尿器科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、精神科、

歯科口腔外科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科 計２０診療科

 

実績） 

実績） 

実績） 

○健康保険・厚生年金保険・企業

雇用保険・労災保険 

○日本赤十字社の全社的福利厚生事業

、慶弔見舞金、

○被服貸与・職員宿舎（ワンルーム３０室）

１５，０００円～

○職員駐車場（台数制限あり） 

 

私たちと一緒に

楽しく働きませんか

お気軽にお問合わせ

ください 

基本給 

215,200 円 

209,800 円 

200,700 円 

住居手当）を含む月額実例 

 含む） 

内科、呼吸器科、消化器科、循環器内科、血液内科、小児科、外科、整形外科、 

脳神経外科、産婦人科、泌尿器科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、精神科、

計２０診療科 

 

企業年金基金 

○日本赤十字社の全社的福利厚生事業 

慶弔見舞金、休業補償等）

○被服貸与・職員宿舎（ワンルーム３０室） 

１５，０００円～

 

私たちと一緒に 

楽しく働きませんか 

お気軽にお問合わせ

2021(R03)06

 

 

脳神経外科、産婦人科、泌尿器科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、精神科、 

休業補償等） 

 

１５，０００円～ 

2021(R03)06 



 

 

 

 


