
看護職員募集案内

HOKKAIDO UNIVERSITY
HOSPITAL

Nurse Recruit
Guide

看
護
の
新
時
代
を
創
る

　
　
　
共
に
歩
も
う
、幸
せ
な
未
来

札幌駅

北18条駅

北15条環状線

北13条門

北海道大学正門

北大病院正門北大病院正門

●
大丸

●
JRタワー

●北消防署

地下鉄南北線

北12条駅

北13条駅

至
大
通
り
↓

地下鉄東豊線
北海道大学

北18条駅

北15条環状線

北13条門

北海道大学正門

●セブンイレブン●セブンイレブン

●
大丸

●
JRタワー

●北消防署

北12条駅

北13条駅

至
大
通
り
↓

北海道大学

北海道大学病院
札幌市北区北14条西5丁目

5

〒

NN

アクセス

●JRの場合
　JR札幌駅下車、北口より徒歩15分

●地下鉄の場合
　地下鉄南北線にて北12条駅下車、徒歩６分
　地下鉄東豊線にて北13条東駅下車、徒歩15分

●バスの場合
　中央バス01、03、04屯田線にて北大病院前下車、徒歩3分

●タクシーの場合
　JR札幌駅北口より約700円

●自動車の場合
　札樽自動車道　札幌北インターチェンジより西5丁目通りを南に15分

お問い合せ

〒060-8648  札幌市北区北14条西5丁目
TEL.011-706-5746　FAX.011-706-7618
ホームページ http://www.huhp.hokudai.ac.jp/kango/

北海道大学病院 看護部

インターンシップ・面接日程については
ホームページでご確認ください
http://www.huhp.hokudai.ac.jp
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フロンティア精神を大切に
共に看護のロマンを語り合いましょう

　北海道大学病院は、①患者本位で安心・
安全な医療の提供、②人間性豊かで有能
な医療人の育成、③先進的な医療の開発
と提供、④地域医療への貢献を目標に、
日々国民の皆さんのために高度先進医療
に取り組んでおります。一貫して、一人ひ
とりの患者さんの治療に全力を尽くすこと、
「全ては患者さんのために」という価値観
をもとに、地域や社会からの高度な要請に
対応できる人材・体制を整えています。　
　大学病院は教育機関として、将来の医療
を支える“人”を育成する役割があります。
看護職はチーム医療のキーパーソンです。
確かな看護技術と豊かな人間性を身に
付け、共に患者さんのための医療を実践
していきましょう。お待ちしております。

病 院 長
　秋田 弘俊

看護部理念

看護部方針

病院長挨拶

　北海道大学病院は、日々新しい医療、高
度急性期医療を提供しています。その中
で看護部は、「患者・家族の意思を尊重し
た看護を実践する」ことを理念とし、「患者
参加型看護」の実践に取り組んでおります。
患者さんがどう生きたいと考えているのか
関心を持ち、その生き方から人生を学ぶ機
会に触れ、看護のやりがい、楽しさを学べ
る環境を整えております。
　超高齢化が進むなか、専門的な医療を
受け地域に帰られる患者さんが、病気と共
存しながら地域で暮らしていけるよう地域
連携を進めており、看護に求められる役割
が多様になってきております。そのため、
看護部では様々な教育プログラムを準備
し、成長支援をおこなっております。
　四季の変化を感じながら、患者さんと
ともに歩む看護をしてみませんか。お待ち
しております。

副病院長 看護部長 認定看護管理者

髙橋　久美子

看護部長挨拶

Ⅰ 患者・家族の意思を尊重した看護を行います

Ⅱ 社会の要請に対応した看護を行います

Ⅲ 看護の専門性を発揮し、チーム医療を推進します

北海道大学病院の理念と目標

北海道大学病院は、良質な医療を提供すると共に、優れた医療人を育成し、
先進的な医療の開発と提供を通じて社会に貢献します

1
患者参加型看護の実践
患者の意思を尊重し、医療を受ける自らの目的を選択・達成できるように、
看護の全てを開示・説明し、合意形成を図りながら患者中心の看護をおこなう

2
看護職の成長への相互支援体制
医療の進歩、社会の要請に対応できる専門職業人として能力を維持・開発できるよう、
職場環境を整える

3
自由な中での新しい看護の創造
より質の高い看護が提供できるよう、最新の知見を活用して看護を実践するとともに、
新たな専門的知識・技術の開発に努める

看護目標・計画立案
どのようになりたいのか、
どのような治療・看護を
希望されるのかを相談し、

計画を立案する

実　践
目標達成のために、
お互いが具体的に

行動する

（入院患者の場合）
1週間のサイクル

評　価
行動した結果、

目標が実現できたか
どうか話し合う

●特定機能病院／平成6年10月
●病床数／922床
●看護配置基準／入院基本料　7：1看護
●臓器移植施設認定
　（腎臓、膵臓、小腸、肝臓、心臓）
●エイズ診療拠点病院
●災害拠点病院（地域災害医療センター）　
●肝疾患診療連携拠点病院
●がん診療連携拠点病院
●小児がん拠点病院指定
●造血幹細胞移植推進拠点病院
●臨床研究中核病院
●がんゲノム医療中核拠点病院指定
●外国人患者受入れ医療機関認証制度
　（JMIP）認証
●病院機能評価３rdG：Ver2.0認定

患者参加型
看護

［理 念］

●患者本位で安心・安全な医療の提供　●人間性豊かで有能な医療人の育成
●先進的な医療の開発と提供　　　　 ●地域医療への貢献

［目 標］
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全部署プリセプター制を導入しています
集合教育と部署内教育・個別フォロー研修により支援しています
＊2021年度は新型コロナ感染拡大防止のために一部変更して開催しています。

新人看護職員の支援

●新人看護職員技術研修
　採血と検体の取り扱い
●多職種合同研修
　「接遇・多職種間連携・コミュニケーション」
　＊今年度はe-ラーニングで行いました

●新人看護職員技術研修
　吸引（口腔・気管）

●補完研修 （心電図モニター）

●新人看護職員技術研修
　気管挿管の介助

＊プリセプターシップ
＊新人到達目標に沿った育成計画
＊個別目標管理
＊学習会

＊新人看護職員との面談
  （６月･１０月･２月頃）
＊職場適応支援
＊目標達成状況の部署との共有
＊個別看護技術研修

専門・認定看護師等の講師に
よる研修

多職種合同研修

●新人看護職員技術研修
　膀胱留置、導尿、注射全般
●重症度、医療・看護必要度研修

●ＯＪＴへの支援として補完研修の実施

キャリア支援室
キャリアに応じた
育成支援を
行っています

部署内教育 キャリア支援室による支援

4月
5月

6月

7月
8月

10月

10月

12月

3月

9月

1月
2月

11月

●１年目研修
看護専門職とし
ての自覚を持ち
自ら学び成長し
ていく必要性が
わかる

●多職種合同研修
  「臨床倫理」
  ＊2021年度はe-ラーニングで行いました。
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気管挿管の介助

4～9月 新人技術研修

2年目フィジカルアセスメント研修
1年目研修

4月 辞令交付

基本的な知識、技術、態度を学びます。（一部を紹介します）

2年目フィジカルアセスメン
ト研修

お互いの経験を共有します♪

辞令交付風景

多重課題研修
　当院では、1年目に対し、多重課題研修を実施してい
ます。研修は、「多重課題に対して優先順位を判断し、
行動できる」ことを目的としています。場面を組み合わ
せたシミュレーション演習とグループワークで振り返り、
予測性、準備性の大切さや他者への依頼、患者さんへ
の説明など沢山のことを学んでいます。

フィジカルアセスメント研修
　この研修は救急看護認定看護師から、「呼吸・循環・
意識をアセスメントし優先度や緊急性を判断するため
の知識」「フィジカルアセスメントの方法」等講義を受け、
演習を通してフィジカルアセスメントについて学びます。
フィジカルアセスメント研修は1年目看護師と2年目
看護師に行っています。

多職種合同研修
　この多職種合同研修を通じて、看護師・医師・歯科医
師・薬剤師・理学療法士・作業療法士などの多職種で
医療安全や医療倫理などをテーマにチーム医療の実
際を学んでいます。

教育支援ツール
　当院では、ナーシング・スキル日本版というオンライン
の看護技術教育ツールを平成27年度より導入しています。
　インターネットでいつでもアクセスでき、看護技術を
動画とe-ラーニングで学習可能となりました。最新の
看護技術を知り、根拠ある看護実践が学べます。新人看
護技術研修にも取り入れ、効果的な学習に取り組んで
います。
＊2021年4月から動画講義資料も追加され院内研修に
　活用しています。

膀胱留置ドレーン管理

新人看護職員アルバム 新人看護職員対象研修

研修風景

新人看護職員アルバム ＊2021年度以前の写真も含まれます

ナーシング・スキル動画講義

集合写真
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自身でキャリアデザインしながら仕事を通して成長できるよう多様 な支援を整えています

キャリア開発支援

HOKKAIDO UNIVERSITY HOSPITAL

静脈注射
エキスパートナース 指導看護師 がん看護

エキスパートナース
人工呼吸器
認定者

在宅療養支援
エキスパートナース

人工呼吸器
安全管理認定

Career
Up

人工呼吸器認定者による院内ラウンド

人工呼吸器管理に関
する助言、指導を行
い、部署の管理水準
を向上するために週
に１回病棟を巡回し
ております

ラ
ダ
ー
Ⅰ

ラ
ダ
ー
Ⅱ

ラ
ダ
ー
Ⅲ

ラ
ダ
ー
Ⅳ

●国内留学
●大学院等進学

留学・進学支援

育 児 支 援

介 護 支 援

既卒採用者支援

●専門看護師
●認定看護師

●静脈注射エキスパート
●がん看護エキスパート
●在宅療養支援エキスパート

スペシャリスト

●創傷管理モデル
●外科術後管理
●術中麻酔領域

特定行為研修修了者

●部署内教育リーダー

指導看護師

●医療リンパドレナージセラピスト
●糖尿病療養指導士
●日本移植学会認定
　レシピエントコーディネーター
●呼吸療法認定士
●消化器内視鏡技師
●栄養サポートチーム専門療法士
●造血幹細胞移植コーディネーター
●インターベンションエキスパート
  ナース
●DMAT隊員
●HIV感染症指導看護師
●HIV感染症看護師 等

学会認定看護師

●根拠に基づく看護実践能力

ジェネラリスト
●看護部長
●副看護部長
●看護師長
●副看護師長

看護管理者

教 育 者

院内認定資格バッチ

院内認定エキスパート

認定看護管理者

●職場復帰プログラム
●育児短時間勤務
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静脈注射
エキスパートナース
　安全な静脈注射の実践に向けた教育
プログラムを修了し、記述試験と認定レ
ポートで資格認定を受け、役割発揮に取り
組んでいます。
　現在約234名の静脈注射エキスパート
ナースがおり、部署における実践モデルと
なって活躍しています。

指導看護師
　部署内教育のリーダーとして、部署内教育計画の企
画・実施・評価を行うとともに、基礎教育における非常
勤講師及び臨床指導者として講義や技術演習を担当
する役割を担っています。
　認定試験・認定審査に合格後部署で役割発揮して
おります。
　現在21名が指導看護師として活躍しています。

がん看護エキスパートナース
　院内全体で最先端医療を担うジェネラリストの専
門性を強化するためにプログラムが開発されました。
「ベーシックコース」と「エキスパート養成コース」で
構成され、治療や病期に応じた的確なアセスメント力
を身につけ、専門的ながん看護の実践方法を習得し
ています。
　エキスパート養成コース修了者は、認定試験に合格
後認定され、現在43名が、がん看護エキスパートナー
スとして活躍しています。

在宅療養支援
エキスパートナース
　在宅療養支援のための知識とスキルを学び、患者と
家族の視点に立って次の療養の場を計画的に準備・
調整する能力を高めることをねらいに開始されました。
　現在46名が在宅療養支援エキスパートナースとし
て活躍しています。

キャリアを積み重ねた看護職員に対し、現在、静脈注射エキスパートナース、指導看護師、がん看護エキス
パートナース、在宅療養支援エキスパートナースを養成しています。

院内認定看護師育成プログラム看護職キャリアシステムプラン

プログラム開発・評価の学問的検証体制

専門性の高い実践力に優れた看護師
（ジェネラリストの専門性を強化する）

多様なキャリアパスの可視化および支援体制整備

課　題
●最先端医療に対応する専門性の高い
　知識・技術 の保証
●３年目以下の看護師増加による
　看護の質保証
●基礎教育課程と臨床実践との乖離回避

成　果
●ジェネラリストの専門性が高まる
　●安全で確実な治療実施 ●有害事象減少
　●患者のＱＯＬ向上 ●地域への貢献
●臨床研修及び基礎教育の質が向上する
●基礎教育から看護実践へ円滑に移行できる

●優れたモニタリング能力　●患者のＱＯＬ向上へのケア
●患者・家族のアドボケイト
●検査・治療への積極的参加（包括的指示に基づく役割拡大）

学問的検証・開発
看護部・研究院協働

プログラム開発
人事交流

医学研究科 看護部 保健科学研究院
看護学分野

教育学研究院
教育学院

最先端医療
がん医療　移植医療
高度医療技術

〈チーム医療〉

教育指導者
養成プログラム

開発

院内認定
エキスパート
ＮＳ

最先端医療を担う
実践力に優れた看護師養成
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看護部現任教育

研究的な視点・
姿勢で看護に
取り組むこと
ができる

4

教育目的

教育目標

ジェネラリスト
としての能力が
獲得できる

1

医療チームでの
役割を自覚し、
リーダーシップが
発揮できる

2

キャリア開発の
ために主体的に
学習できる

3

専門職の自覚を持ち、患者の個別性
を尊重した計画的な看護が主体的に
実践できるよう教育支援します

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

新人

能力開発ラダー
到達目標

院内認定
エキスパート研修ラダー別研修 経年別研修 役割別研修

専門領域別研修 その他

助言や指導を
受けながら基本的な
臨床実践ができる

●看護管理研修

●看護師長研修
●副看護師長研修
●看護必要度
  指導者研修
●プリセプター研修
●看護助手研修

●静脈注射エキスパート
  ナース院内認定研修
●指導看護師養成研修
●がん看護ベーシック
●がん看護エキスパート　
  ナース養成研修
●在宅療養支援エキス
  パートナース養成研修

●専門看護師、
  認定看護師等が
  企画・運営する、
  最新の知識・技術を
  学ぶ研修

●職場復帰プログラム
●中途採用者研修
●英会話セミナー
●中国語セミナー
●ナーシングスキル

●看護倫理研修
●リーダー研修
●看護研究研修
●看護過程研修

倫理性をもち、
自立して対象者の
健康と生活を支える
臨床実践ができる

高い倫理性を身につけ、
対象者の健康と生活を
支える実践モデルと
なることができる

チーム医療のキーパー
ソンとしてあらゆる状
況において最適なケア
マネジメントができる

●3年目研修

●1年目研修
●新人看護職員研修

専門領域看護師会
専門
看護師

認定
看護師

専門
領域の
看護師

専門領域で活躍する看護師

　病院内では、専門看護師、認定看護師が専門分野に熟練した看護技術と知識を用いて、
北海道大学病院の中で患者さんにより良い看護を提供できるよう、そして、そのケアを行う
看護師それぞれのスキルアップのために活動しています。

　院内スタッフに自分たちの活動を伝えたり、後進の育成や相談にのっています。

分野別人数表

認定看護師
がん化学療法看護

緩和ケア

がん放射線看護

皮膚・排泄ケア

救急看護

クリティカルケア

小児救急看護

新生児集中ケア

感染管理

手術看護

糖尿病看護

認知症看護

摂食嚥下障害看護

6名

2名

3名

3名

1名

2名

1名

2名

2名

2名

1名

2名

1名

専門看護師
がん看護

慢性疾患看護

小児看護

急性・重症患者看護

精神看護

3名

1名

1名

1名

1名

学会認定
認定HIV感染症指導看護師

認定HIV感染症看護師

1名

1名

プラチナナース紹介 定年退職後も働いている看護職員さんです

専門領域看護師会研修会

　これまで働いたどの部署も、
師長・副師長・スタッフがいつも
相談に乗ってくれ、楽しく仕事が
出来たため北大病院での勤務
を継続しました。スタッフの皆さ
んが周囲へ配慮でき、助け合い
ながら働く雰囲気の良い病棟で
勤務を継続し看護ができる楽し
さを実感しています。

　私は、定年退職後、母の介護
中心の生活となりましたが、
仕事を通して地域との繋がりを
持ちたいと思い、「かかりつけ医
相談窓口」で働いています。患者
さんが地域の医療機関を安心
して受診できるよう働きかけて
います。

病棟勤務として
鴫原祐子 6・7－１ ナースステーション

非正規看護職員として（6時間）
高橋早苗 歯科・地域医療連携ナースセンター（かかりつけ医相談窓口担当）
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　私は最先端の医療に触れながら、患者さ

んの望む生活を尊重した看護がしたいと考

え、北大病院に入職しました。

　所属する病棟には急性期治療を受ける

小児から高齢者まで幅広い世代の患者さ

んがいます。

　院内研修や部署内学習会も充実してお

り様々な学習や経験ができやりがいを感じ

られる職場です。覚えることも多く大変な面

もありますが、プリセプターをはじめ頼れる

先輩や患者さんの温かい言葉に支えてい

ただきながら成長できる職場です。

　私は北大病院の患者参加型看護や新人

研修が充実していることから入職を決め

ました。

　現在所属している整形外科病棟は、乳

幼児から高齢者まで幅広い年代が対象と

なります。周術期の看護や退院後を見据

えた生活支援などを学ぶことができます。

　１年目の頃は覚えることも多く大変でし

たが、先輩方のサポートや患者さんからの

言葉に励まされ少しずつ成長できている

と感じます。研修やラダーなどの教育体制

も整っており看護師としてのステップアッ

プができる環境だと思います。

野島　昂生
6-2ナースステーション
（入職年：2021年）

脳神経内科/脳神経外科/歯科病棟

北海道科学大学 保健医療学部看護学科卒

白井　久希
9-2ナースステーション
（入職年：2020年）

整形外科病棟

北海道大学 医学部保健学科卒

　私は、インターンシップで患者さんと家

族に寄り添う先輩方の看護をみて、北大

病院で働きたいと思い入職しました。

　私の病棟では、がん患者の検査や治療、

緩和ケアなど幅広い看護を行っています。

患者さんの人生に関わり、様々な想いを受

け止めて意思決定を支えていく看護にや

りがいを感じています。

　まだまだ知識も技術も未熟ですが、プリ

セプターをはじめ周りの先輩からの支援

を受けながら多くのことを学ぶことが出来、

毎日充実しています。

北村　美佳
10-2ナースステーション
（入職年：2021年）

呼吸器内科・腫瘍内科病棟

天使大学 看護栄養学部看護学科卒

　私は、今年度より看護師長になりました。

5歳の息子の子育てとの両立に不安はあり

ましたが、家族の協力や部署のスタッフか

らの配慮により頑張ることができています。

また、私の部署では、看護の楽しさややり

がいをもって、共に相互成長できるチーム

作りに力を入れています。看護師長として、

スタッフ一人ひとりの良さを認め、相手に

言語化して伝えることを日々、大切にして

います。

　ぜひ、看護の楽しさややりがいを感じら

れる職場で一緒に頑張りましょう。

朝井　志穂
9－1 ナースステーション　看護師長

（入職年：2000年）

耳鼻咽喉科・リハビリ科病棟

北海道医療大学 看護福祉学部看護学科卒

　私は、ハイリスク妊産褥婦の管理を学び

たいと思い、北大病院に入職しました。

　勤務する産科では、病棟だけでなく外来

やNICU、地域と連携して、母児と家族に

寄り添ったケアを行っています。

　また、教育体制も整っており、院外研修

として、他施設でローリスク分娩に携わり、

アドバンス助産師認定を取得しました。

　現在はアドバンス助産師として、母児へ

の関わりだけでなく新人教育や研究活動

にも積極的に取り組み、日々助産師として

のやりがいを感じています。

　私は今年度から副看護師長となりました。

スタッフの看護実践力の向上、支え合いな

がら働ける環境づくりに向けて取り組んで

います。

 試行錯誤の毎日ですが、看護師長をはじ

め、スタッフ全員で助け合いながら、互いに

成長できる喜びを実感しています。

　私の所属する病棟は、高度な手術、最先

端の内視鏡治療が行われています。外科・

内科の専門的知識を養いながら、看護を実

践することができるため、スキルアップ・キャ

リアアップしながら働ける魅力的な環境です。

ぜひ北大病院で一緒に働きましょう。

小原　拓樹
12-1ナースステーション 副看護師長

（入職年：2011年）

消化器外科Ⅱ・消化器内科病棟

弘前大学医学部保健学科卒

太田　絢
4-1ナースステーション
（入職年：2013年）

産科病棟

日本赤十字北海道看護大学卒

先輩看護師からのメッセージ 私たちと一緒に素晴らしい　看護を提供するために頑張っていきましょう
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チーム医療

がんゲノム医療チーム
カンファレンス
　当院は2018年度2月にがんゲノム医療中核拠点病
院に指定されました。がんゲノム医療チームメンバーは、
医師、看護師、遺伝カウンセラー、臨床検査技師など多
職種で構成されています。
　カンファレンスでは、網羅的がん遺伝子検査の遺伝
子解析結果について、最適と思われる治療法を検討し
ます。看護師は、患者背景を理解し、患者さん・ご家族が
十分に理解したうえで意思決定し、検査を受けられる
ように寄り添う看護の視点を大切に活動しています。

退院調整・在宅療養支援
カンファレンス
　地域医療連携福祉センターは、地域の病院との連携
を推進し、患者さん、ご家族が安心して生活の場に戻
れるよう、専任の看護師やソーシャルワーカーが地域
との懸け橋となり支援しております。定期的にカンファ
レンスを行い、患者さんが質の高い在宅生活を送れる
ように支援しています。コロナ禍のなかでも、医療が
継続できるよう遠隔でのカンファレンスを実施してい
ます。

特定行為研修修了者・
創傷管理モデル

　特定行為とは、厚生労働省が定めた省令により特定
行為研修を修了した看護師が医師の包括指示の下に実
施できる、専門的な知識と技術が必要とされる「診療の
補助行為」です。
　当院では創傷管理モデルを修了した看護師が働いて
います。創傷管理モデルの研修修了者は、創傷管理につ
いて医師の包括指示を受けて陰圧閉鎖療法、壊死組織
の除去などをおこなっています。

看護師の特定行為研修に係る
研修機関の指定について

　当院は、厚生労働大臣が指
定する研修機関として認定さ
れました。
　2021年度は、術中麻酔領
域分野2名が受講しています。
今後は院内のみならず他院か
らの受講生を受け入れる予定
です。

助産外来

産科・周産母子センター

助産実践能力習熟段階
（クリニカルラダー）

安心・安全でその人らしいお産が迎えられるよう
一緒にケアしませんか？

　北大病院に入職してから約2年が
経過し、充実した日々を送っています。
ハイリスク妊産婦が多く、不安と緊張
の毎日ですが、先輩方に丁寧に指導
していただき、安全にそしてその人ら
しい入院生活が送れるよう日々研鑽
しています。また医師や経験豊かな先
輩による学習会や、緊急時のシミュ
レーション研修が定期的に開催され、
知識を高め、日々の看護実践に繋げ
る機会が多くあります。現在は、できる
ことも少しずつ増え、外来から病棟へ
の継続看護についても考えることが
できるようになりました。明るい雰囲
気の職場で、助産師としての成長を
実感しながら働くことができています。

　北大病院産科は、高次医療施設として全道又は全国からハイリスク妊娠や胎児・新生児治療の必要な方が訪れています。
2013年からは助産外来と助産師主体のローリスク分娩も実施しています。
　助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）レベルⅢ認証にチャレンジしており、多くの先輩助産師が認証を受けています。
私たちは妊婦さんと赤ちゃん・ご家族に寄り添い専門的な知識や技術を提供することで安心・安全でその人らしい充実した分
娩を迎えられるようケアをしています。

　ハイリスクだけでなく、リスクの低い妊産婦
を対象とした助産外来や助産師主体の分娩を
行っています。例数は少ないですが、患者さん
からは好評価を得ており、助産師のやりがい
にもつながっています。

　北大病院では、看護師の教育制度だけでは
なく、助産師の教育制度も充実しています。
　良質で安全な助産ケアを提供するために、
専門的能力を高める研修が数多くあります。
スタッフ一人ひとりが継続的な自己啓発を行
っており、クリニカルラダーレベルⅢの認証を
受けた先輩助産師が日々頑張っています。

　北大病院産科では、他施設への院外研修も行っています。この院
外研修では、北大病院では少ないローリスク分娩を経験することで、
実践能力の向上を目標にしています。

病棟のスタッフです！

院外研修

分娩介助練習
新人助産師は先輩
スタッフに見てもらい
ながら分娩介助の練習！

助産師が
エコーを使って
赤ちゃんの
大きさなどを
みています。

●乳房ケア 
●新生児のフィジカル
  アセスメント 
●胎児心拍陣痛図の
  判読などなど、
  産科に必要な学習会
  が盛りだくさん！！

他にも

スタッフ
からの
メッセージ

当院はハイリスク分娩
が多いため、出血等の
緊急時の対応ができる
よう緊急シミュレーショ
ンを実施しています。

産科・周産母子センター

佐々木　奈都
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看護師宿舎について

福利厚生施設

●宿舎賃料
　①6,026円（23.88㎡） ②7,045円（27.84㎡）
●管理費（2021年現在）
　15,073円（電気代・インターネット接続費は別途支払い）
　鉄筋6階建、総数110室、ワンルームマンション形式
　（トイレ、ユニットバス、キッチン、ベッド、タンス付）
　オール電化・冷暖房完備

緑豊かな北海道大学構内に本院と隣接して
快適で便利な保育・宿舎施設を用意しています

育児サポート

育メン・育ママ看護師

●保育対象年齢／0歳から就学前のお子さん
●利用対象者／原則として、北海道大学病院に勤務する
　　　　　　　　　職員の乳幼児
●保  育  時  間／7：30～18：30
　　　　　　　　　延長保育18：30～21：30まで

北海道大学病院 保育園ポプラ職場復帰プログラム
札幌市北区北18条西7丁目（北海道大学構内）

国立大学法人 子どもの園保育園

事業所内保育所 ともに

北海道大学敷地内保育施設

病後児保育室 ぶらん
札幌市北区北14条西5丁目 北海道大学病院 D棟1階

その他

　育児休業から復帰にするにあたり、自分のライフスタイルに合わせた
勤務時間、形態を選択することができ、仕事と育児を両立できていると
感じています。子どもの急な体調不良にも夫と協力しています。また、
夫と合わせて夏季休暇を取得することもでき家族の時間を満喫し、リフ
レッシュすることができています。

当院では、結婚・子育て等で臨床現場から数年離れた
看護師を対象に、復職支援を行っています。

個人の状況に合わせて、キャリア支援室が技術のトレーニングを支援
しています。

　妻と共働きであり、子どもが風邪など体調を崩した時だけではなく、
大切な行事での休暇希望などスタッフの協力のもと勤務を調整して
もらい仕事と育児を両立することができています。忙しいこともあり
ますが、色々な人から協力を得ることで看護師として専門性を高めな
がら、父としても成長することができ充実した日々を過ごせています。

北海道大学病院では国際化に対応できる人材
を育成するために看護職の英会話セミナー、
中国語セミナーを開催しています。
　北海道医療大学教授を招いて初級コースから上級コ
ースまで2コースに分けて実施しています。1コース6回に
分けて、日常英語から医療英語を学んでいます。
　中国語セミナーでは、中国語の発音記号を学び自己
紹介、挨拶ができるようになることを目標としています。

育ママ　医科外来　中村　夕李育メン　ICU勤務　林　貴皓
レストラン
ロイヤル
営業時間／
平 日  8：00～20：00
土   10：00～20：00
日・祝11：00～15：00

コンビニエンスストア
ローソン
営業時間／
6：30～23：00

サーティーワン
アイスクリーム
営業時間／
平　　日10：00～20：00
土・日・祝10：00～18：00

タリーズコーヒー
営業時間／
平　　日7：00～20：00
土・日・祝8：30～19：00

看護職の語学力向上のための外国語セミナー

病院と渡り廊下で
つながり、

夜勤も安全です

①看護のキャリアデザイン
②人事・労務管理について
③個人情報保護法
④感染対策の実際

⑤医療安全管理
⑥臨床の看護倫理
⑦職場復帰後の支援体制
⑧育児体験者との交流

プログラムの内容
●病気の回復期に入ったお子様をみてもらえる病後児保育
　室です。

英会話セミナーの様子
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応 募 方 法

休暇について

休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇があります
１）1年ごとに付与され、その日数は採用月に応じた日数が付与されます
　 （最大年20日、4月採用の場合は15日）最大20日まで次年度に繰り越す事ができます
２）病気休暇（負傷若しくは疾病のために療養する必要がある場合）
３）特別休暇（リフレッシュ休暇、結婚休暇、出産休暇、忌引等）

資格取得支援

・専門看護師・認定看護師等の資格取得、更新に係る費用の一部支援
・看護師長、副看護師長研修参加支援
・学会発表者、協働研究者の学会参加費用の一部支援
・看護職員の研修等の参加費の支援看護職への資格取得支援を行っております。

勤 務 形 態
勤 務 時 間
について

諸  手  当

賞　　与 ： 年2回支給されます
通勤手当 ： 片道の通勤距離が２km以上の職員に支給されます
　　　　　交通機関等利用者：運賃等相当額を支給（最高55,000円）
住居手当 ： 家賃額に応じて最高28,000円まで支給されます
そ の 他 ： 超過勤務手当、夜間看護等手当、寒冷地手当等

待 　 　 遇

給与 ： 本学規定（国家公務員給与法に準じています）
2021年度給与の例（免許登録後の金額）

※准看護師・看護師等の経験年数がある方は基本給が加算される場合があります
　主要手当：地域手当、夜間看護等手当、夜勤手当

職 名 学 歴 基 本 給 主 要 手 当 合 計

助 産 師 大 学 4 卒 212,600円 24,267円 236,867円

大 学 4 卒 209,800円 24,131円 233,931円

看 護 師 短大（3年）卒 200,700円 23,650円 224,350円

専門学校（3年卒） 200,700円 23,650円 224,350円

入職後3～5年後の
給与例

入職後3年後の給与例
職 名 学 歴 基 本 給 主 要 手 当 合 計

助 産 師 大 学 4 卒 228,000円 25,067円 253,067円

大 学 4 卒 225,200円 24,918円 250,118円
看 護 師

短大（3年）卒 219,300円 24,611円 243,911円

入職後5年後の給与例
職 名 学 歴 基 本 給 主 要 手 当 合 計

助 産 師 大 学 4 卒 240,800円 25,724円 266,524円

大 学 4 卒 237,800円 25,569円 263,369円
看 護 師

短大（3年）卒 231,400円 25,234円 256,634円

１）北海道大学病院看護部ホームページ内、採用面接のエントリーフォームに必要事項を入力
してください
※エントリー後、２～３日以内にエントリー受付のメールを送信します
　このメールが届かない場合は、看護部までお問い合わせください

２）以下の書類を郵送してください（ホームページ参照）
※封筒に「看護師応募書類在中」と朱書きしてください
①看護部指定の履歴書
　ホームページからダウンロードできます（http://www.huhp.hokudai.ac.jp/kango/）
②成績証明書（大学編入、助産学専攻の方は看護基礎教育の成績証明書）
③卒業見込み証明書（2023年3月卒業見込みの方）
④看護師、助産師、保健師免許を有する方は免許証のコピー

３）書類選考後、面接に進む方には締め切り日以降に面接日を連絡します
※受験票はありません　電話でご連絡いたします

募  集  要  項

3交替制（11部署）

週38時間45分勤務（4週8休制）で、下記のとおりです

１
日勤：8時30分～17時00分　準夜勤：16時00分～0時30分　深夜勤：0時00分～8時45分

変則2交替制（3部署）3
日勤：8時30分～17時00分　夜勤：15時30分～9時00分

2交替制（11部署）2
日勤：8時30分～21時30分　夜勤：20時00分～9時00分

共　通　要　項

北海道大学病院附属司法精神医療センターについて
　北海道大学病院では、2022年４月に医
療観察法病棟を開院します。
　医療観察病棟は、心身喪失等の状態で重
大な他害行為を行った者に対して、症状の
改善及びこれに伴う同様の行為の再発防
止を図り社会復帰を促進することを目的と
しています。当院では、開院に向けて研修等
の体制を整備しております。

●場所／札幌市東区東苗穂２条１丁目
●病床数／２0床

募 集 職 種 看護師、助産師

応 募 資 格 １） 看護師、助産師免許を有する方
２） 2023年３月卒業し看護師、助産師免許を有する方

採用予定時期 2023年４月

勤 務 場 所
１） 北海道大学病院
２） 北海道大学病院附属司法精神医療センター

募 集 人 員 100名（2022年度退職状況により変動が見込まれる）

身 　 　 分
任期付き正規職員：すべての待遇は任期なし正規職員と同等です。
　　　　　　　　　勤務成績等を考慮の上任期なし正規職員として採用可能です。
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●北海道大学
●北海道大学大学院
●北海道大学医療技術短期大学
●北海道医療大学
●北海道文教大学
●日本赤十字北海道看護大学
●名寄市立大学
●天使大学
●札幌市立大学
●札幌医科大学
●旭川医科大学
●北海道医薬専門学校
●北海道ハイテクノロジー専門学校
●北海道立衛生学院
●北海道立旭川高等看護学院
●北海道医療センター附属札幌看護学校
●北海道立紋別高等看護学院
●深川市立高等看護学院
●北海道美唄聖華高等学校
●函館病院附属看護学校
●西札幌病院附属札幌看護学校
●琴似看護専門学校
●中村記念病院附属看護学校
●岩見沢市立高等看護学院
●旭川高等看護学院
●旭川厚生看護専門学校
●旭川赤十字看護専門学校
●釧路市立高等看護学院
●富良野看護専門学校
●札幌市医師会看護専門学校
●勤医協札幌看護専門学校
●日鋼記念看護学校
●苫小牧看護専門学校
●砂川市立病院附属看護専門学校
●日本福祉看護・診療放射線学院
●稚内高等学校
●旭川大学
●市立函館病院高等看護学院
●小樽市立看護専門学校
●小樽医師会附属看護専門学校
●釧路孝仁会看護専門学校
●滝川市立高等看護学院
●小樽市立高等看護学院
●市立室蘭看護専門学院
●札幌保健医療大学
●北海道科学大学
●日本医療大学
●伊達赤十字看護専門学校
●浦川赤十字看護専門学校

●岩手県立大学

北海道 岩手県

●群馬県立県民健康科学大学
●群馬大学

群馬県

●国立東静病院附属東静看護学校
●静岡県立大学

静岡県

●自治医科大学

栃木県

●宮城大学

宮城県

●山形大学

山形県

●山梨大学

山梨県

●埼玉県立大学

埼玉県

●富山大学

富山県

●北里大学保健衛生専門学院
●新潟大学

新潟県

●金沢医療センター附属金沢看護学校
●石川県立看護大学

石川県

●福井県立大学

福井県

●京都府立医科大学
●京都府立医科大学

京都府

●大阪府立大学

大阪府

●奈良県立医科大学

奈良県

●甲南女子大学

兵庫県

●滋賀医科大学

滋賀県

●高知大学

高知県

●河原医療大学校

愛媛県

●香川大学

香川県

●徳島文理大学大学院

徳島県

●日本赤十字広島看護大学
●広島大学

広島県

●熊本大学医療技術短期大学部

熊本県

●活水女子大学

長崎県

●大分県立大学

大分県

●琉球大学

沖縄県

●秋田大学
●秋田看護専門学校

秋田県

●青森県立保健大学
●青森中央短期大学
●弘前学院大学
●弘前大学
●弘前医療福祉大学

青森県

●聖マリアンナ医科大学看護専門学校
●横浜市立大学
●社会保険横浜看護専門学校
●川崎市立看護短期大学

神奈川県

●佼成看護専門学校
●東京医科大学看護専門学校
●武蔵野大学
●帝京大学
●帝京平成大学
●創価大学
●昭和大学
●東邦大学

東京都
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過去5年間の新卒者の出身学校
M E M O
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