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看護師のリアルな給与は？

看護師のワークスタイル

勤務看護師からのメッセージ
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病院概要

No Nurse,
No Hospital.

あなたと共に守れる命がある

看護師
募集
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N U R S E

看護師のワークスタイル

勤務看護師からのメッセージ

Money

Message

Work Style 16:00
17:00

引き ぎ

患者さんの症 や体調を確認

点滴、 置

患者さんの身の回りの整理
身体の保清、入浴介助

食のセッティング、食事介助
スタッフも交代で 休憩

カルテ記 、カンファレンス、手術患者看護

夜勤の看護師に患者さんの 態を申し送り

業務終了♪

15:00

12:00

10:00
9:30

9:00

8:30
業務開始

食

勤務時間・日勤スケジュール
◉ 勤務時間　２交代がメイン・希望で３交代

◉ 市民病院　看護教育制度
◆クリニカルラダー　（看護実践能力向上を目標）
◆個々のラダー目標達成を看護部研修委員会で支援
◆自分のペースで学習できるｅラーニング
◆プリセプターシップとチームで新人を支援

受け持ちの患者さんの情報や
   スケジュールを確認、共有

◆   日 勤　　午前８時３０分　～　午後５時００分
◆ 準 夜 勤　 午後４時３０分　～　午前１時００分
◆ 深 夜 勤　 午前０時３０分　～　午前９時００分

（昼食は１１時～１３時の間で交代制　他にも早番、遅番あり）

自分に合った
キャリアアップ
を目指せます

病院概要
◆外来診療科
【内科・外科・眼科・耳鼻咽喉科・

皮膚科・  整形外科・脳神経外科・

泌尿器科・小児科・各種専門外来】

◆手術室　

◆病床数：１１４床（感染症病床４床）
◆３Ａ病棟：３７床（CCU６床）
　　内科・外科・耳鼻科
◆４Ａ病棟：３６床（ICU４床、地域包括ケア病床１２床）
　    整形外科
◆５Ａ病棟：３７床（ICU６床）
　　脳外科・泌尿器科・眼科・内科



◆病床数：１１４床（感染症病床４床）
◆３Ａ病棟：３７床（CCU６床）
　　内科・外科・耳鼻科
◆４Ａ病棟：３６床（ICU４床、地域包括ケア病床１２床）
　    整形外科
◆５Ａ病棟：３７床（ICU６床）
　　脳外科・泌尿器科・眼科・内科

公開 看護師のリアル給与
◉ 給 料（初任給） ◆ 大学卒　　241,024円

　短大３卒 　234,976円＊地域手当を含む
＊毎月21日に支給

◉ 手 当
◆ 扶養手当　職員の扶養親族がいる場合
◆ 通勤手当　交通機関、自動車等を利用し通勤する場合
　　　　　　　電車➡上限55,000円、基本６ヶ月定期
◆ 住居手当   借家➡上限 28,000円
◆ 管理職手当
◆ 時間外勤務手当  ◆夜勤手当（月４回程度）
◆ 夜間看護特殊手当  5,000円 ( 深夜 )　4,000円 ( 準夜 )
◆ 期末勤勉手当：年２回　６月・１２月

総支給額 (目安 ) 円

福利厚生制度
　　　
　   ◆結婚 ：６日の範囲内において必要と認める期間
　　◆妊産婦の健診休暇 ：妊娠週数による　　　◆出産 ：出産予定日の６週間前～産後８週間
　　◆育児休業：3歳になるまで　　　    　　  ◆育児短時間勤務：小学校にあがるまで　（週 3～ 5日）　
　　◆部分休業：１日２時間以内　　　　　　　◆夜勤制限：小学校にあがるまで（配偶者が深夜勤務ある場合）
　　◆子の看護休暇
　　＜男性＞　
　　◆妻の出産　：２日の範囲内　　◆男性職員育児参加　：5日（妻が産前・産後休暇中）
　　◆産後パパ育休　　　　　　　　◆介護休暇・・　介護時間
　　＜その他＞　
　　◆埼玉県市町村共済　　◆レクリエーション施設利用補助
　　◆退職等年金給付（企業年金相当分）
　　◆生命保険　◆医療保険　

◉ 結婚・子育て・介護等に関する休暇

安心して働ける
充実した福利厚生

307,976～314,024　　　
◆住居手当満額支給
◆夜勤4回での目安　その他の手当や条件によって変動します。



東松山市立市民病院は

令和４年の改革５項目

１

２

・ベットの増床 ( 申請予定 ) 
・ICU体制強化

・t-PA( 超急性期血栓溶解療法 ) 開始　
・脳血管内治療開始
・最新の血管内治療機器をリニューアル

変わります！

新しい急性期の病棟

脳卒中内科新設

現在の許可病床 (114床 )を増床するために、動き始めています。
入院が必要な方を受け入れられる体制づくりに向けて取り組んでいます。

より高度な医療を提供できるよう、最新機器の導入や専門医の
常駐に向けて取り組み、この度「脳卒中内科」を新設しました。



３

４

５
地域医療連携室⇨社会福祉士を増員、スムーズな退院を援助
　　　　　　　⇨入院決定から患者さん、ご家族の支援
　　医療相談室⇨介護保険、医療費の相談等
　　在宅支援室⇨訪問診療を開始
　　　　　　　　（今後は訪問看護も視野に）

・救急救命士新採用
・経過観察室新設

認知症認定看護師　
・２名研修開始【令和４年度】
　( 学費等は病院負担 )

ぜひ、地域を支える病院の仲間として、
　　　　　　　　　　　　　一緒に働いてみませんか？

こんな病院にしていきたい !!!

救急受入体制強化

認知症ケアチーム新設

患者総合支援センター新設

市民病院の理念
「” 私たちの心はいつも患者さんの為に” をモットーにし、
　　　　　　　　　　　　　　　　　市民から信頼され選ばれる病院を目指します。」
　理念にもある「患者さんのために」という思いで、スタッフが１つになり動く病院
にしたいと考えています。
また、看護師それぞれがライフスタイルに合った働き方で活躍できる病院を目指して
います。

救急の受入れ体制を強化し、ベッドを
増やすことで、より多くの救急患者の
診療を行うことできるようになりました。

より専門的な知識を持つ看護師が増えることで、
提供できる医療の質も向上していきます。



勤務看護師からの
メッセージ

　入職したきっかけは、学生時代に臨地実習を経験したことでした。先輩から丁寧な指導を受けることで、一緒に学びを共有でき、知識・技術の向上を目指していけると感じたからです。　入職してからは、「私たちの心はいつも患者さんのためにをモットーに」という理念のもと、患者さんに寄り添い優しく、思いやりのある先輩方をみて、私もそうでありたいと強く思うようになりました。当院は一人ひとりに合った看護の提供や、患者さんの意見を尊重して、看護、医療が行えるところです。
４A病棟勤務　村田 由香

　４月から病棟が移動となり、経
験したことのない手術や看護に不

安を感じていましたが、

先輩が丁寧に教えてくれるので、
不安なく働いています。患者さん

が手術をして退院され

ていく中で、自分には何ができる
のか、患者さんを通して学ぶこと

も多く、日々勉強です。

当院は、地域との関わりも強く、
患者さんとじっくり向き合える理

想の環境です。医師、

看護師、リハビリ、薬剤師等のチ
ーム医療も充実しており、私もそ

の一員として働けるこ

とにやりがいを感じています。

　コロナ禍で不安かと思いますが
、安心して働くことのできる病院

だと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　４A病棟勤務

　篠﨑 ひろみ

　新人の頃は不安なこと
が多いですが、プリ

セプター制のため、初め
ての処置や悩み事な

どすぐに相談でき安心し
ました。経験の少な

い処置や援助はリーダー
やメンバーがその都

度声をかけてくれるため
数多く経験すること

ができました。

  病棟全体でフォローして
もらえるので、安

全に看護を実践すること
ができ、日々、学び

ながら成長することがで
きます。

３A病棟勤務　内田 絵美
子

インターンシップ・就職相談

〒355-0005 
　   埼玉県東松山市大字松山 2391 番地
TEL 0493-24-6111
URL https://hmy-municipalhosp.jp/

歓迎
お問い合わせは「市民病院 看護部」まで

紹介動画も配信中
にて

⇦ QRコード


