看護職員募集案内

Furano Kyokai Hospital
Nurse Recruiting Guide

地域医療に貢献

地域住民の健康を支える私達

!!

社会福祉法人 北海道社会事業協会 富良野病院

富良野協会病院

Natural
Face

富良野協会病院の素顔

地域の皆さんに愛され信頼される病院を目指し、
日々看護の仕事に励んでいます。

富良野協会病院⃝
Furano Kyokai Hospital
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富良野協会病院のご案内
地域医療に貢献する病院として、
24時間いつでも安心して受診できる病院
ごあいさつ
当院の母体である北海道社会事業協会は1921年、医療をなかなか受けられない人に対
して無料または低額で医療を提供することを目的に設立されました。その翌年に北海道
を訪れた皇太子時代の昭和天皇から寄付を頂き、それを元に1940年に建てられたのが当
院です。現在では、富良野市や南富良野などの5市町村のセンター病院として、患者さん
が住み慣れた地域で安全に安心して暮らせるための医療を提供しています。
看護師は医師にとって医療を支える同志です。患者さんに普段から心や体のケアをす
る看護師は、患者さんの状態についてもっとも詳しく、看護師の助言は治療方針を立てる

［院長］

小山内 裕昭

ために不可欠なものです。
医師でも同じ事が言えますが、教科書だけの知識だけでは看護師の仕事は務まりませ
ん。現場でいろんな経験を積み、豊かな感性を磨いていくことで、患者さんの思いをくみ
取って適切なケアを提供する立派な看護師へ成長できます。当院でたくさん経験を積ん
で挑戦することで地域医療の更なる充実を目指して、私たちと一緒に仕事をしませんか。
富良野協会病院を選んでくれることを期待します。

│当院の理念│

私たちは、
患者様から信頼される
安全・安心な医療サービスを提供し、
地域のニーズに応える病院を目指します
│基本指針│
1．患者様の視点に立った良質な医療の提供
2．医療安全と質の向上を目指して、日々研鑽に励みます
富良野協会病院⃝
Furano Kyokai Hospital
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3．地域センター病院として、地域との連携を密にし、医療・保健活動を推進します
4．職員にとって働きがいのある明るい職場を創ります

Guidance of the Furano Kyokai Hospital

概要

沿革

診療科目

昭和15年 財団法人北海道社会事業協会付属富

内科／消化器内科／循環器内科
／神経内科／小児科／外科／

良野病院開設
昭和27年 社会福祉法人北海道社会事業協会富

整形外科／泌尿器科／産婦人科

良野病院と改称

／眼科／皮膚科／耳鼻咽喉科／

隔離伝染病棟の診療

心臓血管外科／麻酔科／総合内

特殊学級
（院内学級）
認可

科／リハビリテーション科

昭和51年 道より地域センター病院の認可を受け
る
平成 3年 病院増改築

人工透析開始

災害拠点病院指定

病床数
255床（感染病床4床）

平成10年 一般病棟から療養病床へ変更
伝染病棟から第2種感染症指定医療機
関指定
（4床）
地域周産期医療センター認可
へき地医療拠点病院指定

職員数
340人

平成19年 現住所に新築移転
平成28年 地域包括ケア病棟開設

フロアー
ガイド

小児プレイルーム
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看護部のご紹介
富良野協会病院は看護師になるあなたの
「はじめて」を応援します
ごあいさつ
富良野協会病院は、地域のセンター病院です。一次・二次救急受け入れ病院でもあ
り、地域住民に24時間いつでも安心して受診してもらえる病院として機能しています。
病院理念は「患者さんから信頼される安全・安心な医療を提供し、地域のニーズに応
える病院を目指します」です。この理念に基づき看護部は、患者さんやご家族一人一人

［看護部長］

大沢 修子

の意思を尊重し、退院後の生活を見据え、多職種と協同した援助を大切にしています。
専門職として豊かな人間性と倫理観を持ち、自立した看護師の育成を目標に掲げキャ
リア開発のためのクリニカルラダーを取り入れています。また、新人教育プログラムによ
り、学ぶ環境も整っています。急性期病棟・地域包括病棟・医療療養病棟があり、自己の
学びにつなげられる機会が得られます。質の高い看護を提供し、地域住民から愛され、
選ばれる病院を目指しています。
当院には職員の子供たちを24時間体制で支援してくれる保育所があり（生後100日〜
就学前）、安心して働ける環境が整っております。子育て世代には働きやすい環境です。
また、観光名所もありラベンダー・ワインハウス・青い池・国際スキー場など近い場所
にあります。富良野の食材のみを使ったレストランも多く、とても美味しいです。
一緒に看護を語り・学び・余暇を楽しみ、共に成長し充実した日々を送りましょう。

│看護部の理念│

病
 院理念に基づき
地域住民の皆様に信頼される看護を提供します
│基本指針│
富良野協会病院⃝
Furano Kyokai Hospital
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1．患者様が安心して地域で暮らせる看護を提供します
2．安全で効率的な医療・看護の提供をします
3．専門職業人としての看護実践能力向上に努めます

Guidance of the Furano Kyokai Hospital

看護部の
様子

腎不全…糖尿病透析予防指導と末期腎不全の患者さん・ご家族
に対する療法選択の説明を行っています。予防指導は医師・栄養
士などチームで腎症の進行を遅らせるための活動をしています。
療法選択では患者さんのQOLを意識し、
血液透析・腹膜透析・腎
移植の中で最良の選択ができるよう関わっています。

［透析 佐藤奈津子］

小児プレイルーム…病棟の雰囲気は明るく仕事しや
すい環境です。入退院を繰り返す患者さんが多く
「ま
た来た！よろしく
！」
と優しい言葉かけていただけるのは
地域密着病院の特徴だと思います。休暇が取りやすく
プライベートの時間も充実できます。
［5F 大野美香］

フットケア…フットケア外来は、糖尿病足病変を中心とした患者
さんを対象に専任看護師が足の異常がないか観察します。爪切
りやタコ
（胼胝）
の除去などケアを行い、
ご自身で足を守るための
アドバイスを行っています。

先輩看護師
メッセージ

スキンケア…スキンケア外来では、外傷や病気によって人工肛
門・人工膀胱となり装具交換が必要となった患者さん・ご家族の
話をゆっくりと聞き、在宅でケアが続けられるよう支援していま
す。患者さん・ご家族だけでなく訪問看護師やケアマネージャー
から褥瘡ケアや失禁ケアの相談も受けています。

卒後
28年目

│１階 感染管理室

手術室…安全な看護を提供することを目
標に担当患者さんの術前訪問を実施して
います。安全に手術が終えたときには達成
感とやりがいを感じます。術後の患者さん
から話を聞き、安心して手術を受ける事が
出来る関わりを実践していきたいと思いま
す。
［OP 佐々木晴菜］

│ 庄司 雅代 室長

大阪府医師会看護専門学校卒業

様々な感染症が問題となっており、感染状況を把握した上での対策は非
常に重要です。富良野市の高齢化はすすみ、入院患者の多くが感染症に弱
い高齢者です。感染管理は、職員が感染防止策を確実に行えるよう実践・
指導・相談の役割があり、院内感染を起こさず患者・職員を守るために組織
横断的に取り組んでいます。また、感染管理１を取得している当院は、地域
の病院や施設においても感染対策の役割を担っています。感染対策が徹底
され、安全な療養環境・職場環境になるよう力を注いでいます。
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新人職員の初任研修
自ら考え判断できる看護師を育成するために、
新人研修は2年間の研修プログラムを組み、
教育を行っています。
新人教育プログラムの特徴は
1．新人看護師の到達できる目標を月単位で明記
2．看護技術にあわせて新人看護師の業務内容を明記
3．年間研修予定も4月に提示

新人だけでなくメンバーも新人の目標を理解できるようにしていることです。

新人教育研修
入職1年目の新人看護師を先

4月 START! 新採用者研修 5月
食事・排泄・清潔・移
動のケア、創傷処置、
褥 瘡ケア、おむつ研
修、認知症ケア、メン
タルヘルス、1ヶ月の
振り返り

輩看護師がマンツーマンで指
導にあたるプリセプター制度を
導入し、新人看護師はプリセプ
ターを中心としたメンバーの見
守りの中業務を行います。

11月

静脈注射、輸液管
理 、輸 液ポンプ・
シリンジポンプ

1月

医療安全、
ストレスマネージメント

看取りケア、メンバーシップ

2月 OAL! 6月
G

プリセプター
シップ

1年目振り返り研修

プリセプターは新人看護師
のお世話係として、一緒に考え
励まし新人看護師の心を支えま
す。プリセプターは新人が成長
する過程を支え共に成長してい

10月

9月

心電図、フィジカルアセスメント、
6ヶ月の振り返り

麻薬の取り扱い、
CVポート

抗菌薬、インスリン、ハイリスク
薬、夜勤オリエンテーション、2ヶ
月の振り返り

7月 救急対応研修

急変対応、BLS

きます。

先輩看護師
メッセージ

富良野協会病院⃝
Furano Kyokai Hospital
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卒後
1年目

│

富良野看護専門学校卒業

│

4階 整形外科・泌尿器科・
産婦人科病棟

加藤 樹音

卒後
１年目

│5階

帯広看護専門学校卒業

│菊地 美里

小児科・外科・消化器内科病棟

働き始めて2ヶ月が経ちました。

小児科病棟で働いています。処置や検査ではプ

毎日学ぶことが多くあり大変で辛

レパレーションを意識し子供の発達段階に合わせた

いこともありますが、何時も先輩に

説明が出来るように頑張っています。子供は自分で

サポートしてもらいながら一つず

症状を訴えることが出来ないので付き添っているご

つ勉強しています。これからも学

家族の話を良く聞くようにしています。まだまだ看

ぶことは多くあると思いますが、先

護師として未熟ですが、日々の関わりや先輩からの

輩達と一緒に頑張っていきます。

助言を受け看護師として成長していきたいです。

The new face training

継続教育
看護部方針である目標管理とクリニカルラダーを導入し「キャリア開発を推

目標管理

進し、看護職の質向上を支援する」をしています。「意思決定を支える力」
「ニーズをとらえる力」
「協同する力」
「ケアする力」の4つの力をつけ、看護
実践能力向上につなげ、当院独自の専門職業人としての評価項目を加えて、一

①目標管理

人の人としても成長できるよう支援しています。

②ラダーによる評価

看護師3年目には、心に残った看護を振り返りケースレポートのまとめ、看

看護協会実践能力開発ラダーと

護観を見つめ直すことや、5年目以上の看護職にはリフレッシュ研修でアロマ

当院独自の項目を追加し専門職業

テラピーやヨガで心身のリフレッシュを促す研修企画なども行っています。

人として成長が出来るラダーを使用
しています。

また、自分の好きな時間に学べる
ナーシングスキルを利用し、いつで

ラダー Ⅴ

も・どこでも学べる体制を整えていま
す。将来の目標に向かってすすめるよ
う院外研修にも積極的に参加するこ
とを支援しています。

ラダー Ⅳ

ラダー Ⅲ

ラダー Ⅱ

ラダーⅠ

看護補助者研修

卒後
３年目

│6階

帯広看護専門学校卒業

地域包括ケア病棟

│河野 朱夏

卒後
3年目

│7階 内科・循環器内科病棟│鈴木 菜里
北都保健福祉専門学校卒業

地域包括ケア病棟の看護師として多職種の

看護師になって3年目になりました。私

方々と連携をとりながら、退院に向けて患者さ

は、内科・循環器内科の病棟です。急性期

んとご家族が望む生活に近づけるようメンバー

から慢性期までの患者さんが入院していま

と話し合っています。退院後利用するサービス

す。忙しい中でも患者さんに感謝の言葉を

をイメージしやすいように関わっています。今

かけて貰うと、もっと頑張ろうと思います。

後も看護師として成長できるように日々学習と

まだまだ未熟なことも多いですがここで頑

経験を積んでいきます。

張ろうと思います。
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看護師の一日

先輩看護師のある日のスケジュール

│８階

札幌保健医療大学 看護学科卒業

陽だまり病棟

看護師2年目
日勤の
スケジュール

子育てママの
日勤の
スケジュール

│堀 優歌

療養病棟は入院生活が長期にわたることが
多いため、医療の視点を養うとともに生活の視
点も大切です。患者さん一人一人にとって過ご
しやすく、穏やかに生活できるような看護を
行っていきたいです。

朝食
起床

6：50

6：20

出勤 始業、
部屋回り

7：30

8：30

砂川市立病院附属看護専門学校卒業
│１階
│児島 恵子
退院支援
私の所属している入退院支援調整室では、患者さんやご家族が
退院後の生活を安心して過ごせるようお話を伺い、介護や福祉
サービスについての説明、施設紹介などを行っています。また、ケ
アマネージャーや訪問看護師など地域で患者さんを看て下さる多
職種と連携を図り、安心して在宅生活が送れるようにお手伝いし
ています。
現在小学生2人、幼稚園児2人の育児中です。平日は子供達と過
ごす時間は限られていますが、夕食後や入浴の時に1日の出来事な
どを話しています。お休みの日には一緒に公園へ遊びに行って遊
んだり、買い物に出かけたりしています。幼稚園に通っています
が、病院の保育所に幼稚園バスの送迎が来てくれます。夏休みや
冬休みの長期休暇中も保育所で預かってくれるため、安心して仕
事をしています。

│７階 内科・循環器科内科病棟│土田 未来

朝食

保育所へ
子どもを送る

起床
6：40
出勤
朝食準備

5：30

7：50

始業、
入退院
8：30 支援室の
ミーティング

朝のベッドコントロール、
病棟カンファレンスの 9：30
情報収集

富良野看護専門学校卒業

私には2歳の子供が一人いて院内保育所を利用しています。帰
りが遅くなることもあり、夫も同じ看護師で夜勤があるので一人で
子供の面倒を見ることもあります。土日の勤務もありますが保育所
が対応してくれます。毎日細かく子供の様子をノートなどで教えて
くれるので安心して働けます。自分がお休みの日は、午前中に家事

子育てママの
2交代夜勤の
スケジュール

朝食、
起床
朝食準備 子供の準備 家事

5：30

6：30

夫婦で看護
師なので、
保育所への
送迎は交代
で

8：00

を済ませて公園やお散歩に行き、過ごします。子供が寝ている間に
自分も休憩したり勉強したりしています。
富良野協会病院に勤め9年目になり、現在は循環器内科病棟で
勤務しています。子育てしながら自分が取得したい資格の研修に
富良野協会病院⃝
Furano Kyokai Hospital
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行くことができ、自分が将来なりたい看護師に向けて取り組むこと

6：30

もできます。毎日大変ですが、人間関係にも恵まれ楽しく仕事がで
きています。相談できる仲間がいることが心強いです。是非一緒に
働きましょう。

部屋回り、
食事介助、内服
介助、口腔ケア

8：00

9：10

記録、
申し送り

退勤

A day of the nurse
休憩や昼食
時 間は 少し
ホッとします

JR富良野駅
の直ぐ側。
帰省に便利

入浴
昼食

カンファレンス
部屋回り

12：30 13：30

19：30

終業

夕食

17：00

18：30

就寝

友人と電話、

20：00 家族と会話

24：00

空いている時
間で患者・家
族と面談、連
絡・調整

昼食

病棟カンファレンス

終業

12：30 13：30

17：00

保育所に
お迎え。
おかえり、さ
ようなら！

18：30

11：30 12：00

出勤準備

14：00

始業、申し送り

休憩

16：30

19：30

15：30
退 勤 以 降は 家
事など。
翌日はお休みで
す！

出勤、情報収集

就寝

20：00

22：30

夕食

申し送りは、
気になること全
て確認！

昼食 夜勤前の仮眠

入浴

申し送りを済ま
せたら、部屋回
り、食 事 介 助 、
内服介助、
口腔
ケア

夜勤中の
仮眠

22：00

20：00
部屋回り、
就寝薬介助

おむつ交換、体
位交換、記録を
きっちりと心が
けます！

仮眠も大事な
仕事です

2：00
2：
00
時間ごとに
ラウンド
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富良野協会病院のあるまちの暮らし

北海道の真ん中にある富良野、
富良野の中心に協会病院！
富良野は北海道のほぼ中央に位置しており、7月にはへそ祭りが盛大に行われます。また、
ドラマの舞台になったことでも有名です。空気が綺麗で病院から見える雄大な十勝岳連峰が
絶景です。また、富良野の自然が育んだ農作物の美味しい料理が味わえます。
夏はアースライド、ラフティング、ハンググライダーなどのアウトドアスポーツ。冬はパウ
ダースノーの中でスキー、スノーボードなど魅力が満載です。

富良野のイベント
収穫祭
メロン、ワイン、スイーツ

へそ祭り
アースライド
自転車で思い思いに富良野の自然
を満喫し、走り抜けるイベント

スキー

富良野協会病院⃝
Furano Kyokai Hospital
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FISワールドカップも行われ、世界的に
も知られた富良野スキー場も市街地
からすぐ

クラブ
地域のサークル活動にも参加

Life in a Town with Furano Kyokai Hospital

先輩看護師
メッセージ
入社
17年目

│

富良野看護専門学校卒業

│

４階 整形外科・泌尿器科・
産婦人科病棟

松山 弘敏

小児科、外科、消化器内科、泌尿器科、整形外科と色々
な科を経験してきました。現在、産婦人科、整形外科、泌
尿器科の混合病棟で副師長として勤務しています。急性期
の病棟なので、入院・手術・終末期があるなか産婦人科で
は新しい命も誕生しています。忙しい毎日ですが、患者さ
ん家族と話し一緒に回復を喜び合えることはとても楽しい
です。また、終末期の患者さんやご家族には、どのように過

青い池

ごしたいかを確認しメンバーと協力してできる限り支援で
きるように日々取り組んでいます。患者さんが安全な治療
を受け、安心して療養できるように多職種とも連携し良い
ケアを提供したいと思っています。皆さんも一緒に働きま
せんか、仕事だけでなく休日もゆっくりと過ごせる良いとこ
ろですよ。

入社
23年目

富良野看護専門学校卒業
│８階
陽だまり病棟 │橋本 利香

師長

富良野看護学校の１期生として富良
野協会病院に就職しました。内科・循環
器内科に勤務し、子供を育てながら23

ラベンダー

年の看護師経験になります。現在、陽だ
まり病棟の師長として５年になります。
陽だまり病棟は、医療療養病棟で患者
さんが安心して療養生活を送れるよう

富良野
ニングルテラス

に本人、ご家族と相談しながら支援して
います。
今年度から、医療安全管理室専任の看護師として活動を
始めました。毎月、各科の報告レポートを分析し対策を看
護部全体で共有しています。各部署の委員とともに、日々
患者さんの安全を第一に看護師がケアを実践しているかを
確認しています。医療安全室では院内の多職種と共同し、
様々な視点から患者さんの療養環境を整えています。ま

富良野オムカレー

た、働く看護師が安全に業務できる環境を整えることも専
任看護師としての役割です。一人一人の看護師の意見を聞
きよりよい看護ケアと職場環境が作れるように関わってい

フラノマルシェ

ます。
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募集案内
保健師・助産師・看護師免許取得されている方なら、
どなたでも働くことが出来ます。
新卒・久しぶりの職場復帰・退職後のプラチナナース・
応援ナースの皆さん是非一緒に働きましょう。

地元にある富良野協会病院に勤め、子育て期間のパートも含め30年以上勤めています。
外来、透析室、病棟など勤務交代をし、色々な科に配属となり学べたことが自信につながっ
ています。研修においても院内・外の研修に参加する機会に恵まれています。
自然豊かで四季の魅力にあふれる富良野はのびのびと子育てしやすく、休日も夏はサイクリン
グや観光めぐり、冬はスノーボードなど楽しく過ごせます。私はカフェめぐりを楽しんでいます。
［7F］

東 敏江

師長

看護体制

仕事を続ける中大変なこともありますが、楽しく笑顔で働けることは幸せであると感じています。
一緒に仕事が出来る仲間（看護師、助産師）をお待ちしています。

勤務体制
●2交代夜勤…急性期一般
（産科あり）
：看護師3名+助産師1名
急性期一般：看護師3名
地域包括・療養病棟：看護師2名+看護補助者1名

勤務時間
●日勤…8時30分〜16時50分／第1・3・5土曜日 8時30分〜12時00分
●夜勤…16時30分〜9時10分

出身校

［3年制］
ＪＡ北海道厚生連旭川厚生看護専門学校／旭川市医師会看護専門学校／石川医療技術専門学校
看護学科／医療法人社団翠会成増高等看護学校／岩見沢市立高等看護学院／大阪府医師会看護専門学
校／勤医協札幌看護専門学校／呉共済病院看護専門学校／国立札幌病院附属看護学校／国立療養所道
北病院附属看護学校／琴似中央病院附属看護専門学校／砂川市立病院附属看護専門学校／帝京山梨看
護専門学校／東京都済生会高等看護学院／函館医療保育専門学校看護婦科／美唄労災看護専門学校／
富良野看護専門学校／延岡看護専門学校／加古川高等看護学校／駒沢看護専門学校／国立療養所北海
道第一病院付属看護学校／埼玉県立北高等看護学院／札幌青葉学園北海道看護専門学校／帯広看護専
門学校／滝川市立高等看護学院／苫小牧市医師会付属看護専門学校／日鋼記念看護学校／函館厚生院
看護専門学校／北海道看護専門学校／北海道立旭川高等看護学院／北海道立衛生学院通信制看護学科
／北海道立紋別高等看護学院／北都保健福祉専門学校看護科

［4年制］
北海道医療大学福祉学部看護学科／旭川大学保健福祉学部保健看護学科／札幌保健医療大学
看護学科／日本医療大学保健医療学部看護学科／北海道文教大学人間科学部看護学科
富良野協会病院⃝
Furano Kyokai Hospital
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潜在看護師

潜在看護師復職支援
看護師・准看護師の免許があり現在仕事について
いない方へ、当院では復職への支援をいたします。

Recruitment information

給与・手当
待遇

●初任給 看護師大卒
看護学校卒
●諸手当

基本給216,600円＊助産師、保健師含む
基本給210,400円

夜勤手当（２交替制１回10,361円〜10,419円×回数）
住宅手当（賃貸一人暮らし）上限29,000円まで支給
時間外勤務手当、通勤手当、燃料手当、扶養手当等

●その他

定期昇給、賞与、退職給与、再雇用制度

休日・休暇

福利厚生

●４週６休制

●院内託児所完備…24時間 ●制服貸与制度あり

●年次有給休暇…採用1年次3日〜16日

●永年勤続制度あり

： 2年次以降20日間

加入保険等

●特別休暇…リフレッシュ休暇/結婚休暇/
産前産後休暇/子の看護休暇等

●職員食堂

定年

●健康保険/厚生年金/

●満60歳年度末
●再雇用制度あり65歳まで

雇用保険/労災保険

応募資格
採用

採用試験について

●看護師免許を有するもの

●面接

●3月卒業見込みの方

●健康診断

必要書類

応募方法

①市販の履歴書
（写真を添付して下さい）
②新卒者は成績証明書
（見込）
③卒業証明書(見込)各1通
④健康診断書
（6か月以内）

電話またはホームページ問い合わせフォームにて、
ご連絡を
お待ちしています。

お問い合わせ先▶
［総務課

人事担当者］
〒076‑8765 富良野市住吉町1番30号

TEL 0167‑23‑2181
（代表）

看護師・助産師学生募集
当院において奨学生の募集を行っ
ております。右記の要領になって
おりますので、参照の上応募して
みませんか？

●対象者…看護師又は保健師、
助産師を目指している方

奨学生

●奨学資金…月額 60,000円又は80,000円
（助産師は100,000円）
●奨学金の返済免除について
奨学金の支給を受けた方が、
免許の取得後、
当院にて奨学金の支給期間と同年数を
勤務
（80,000円／月は＋１年間、助産師は２年間）
した場合、
その全額を免除します。
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富良野病院

Furano Kyokai
Hospital

〒076-8765 北海道富良野市住吉町1番30号
TEL 0167・23・2181 FAX 0167・22・4256

Access
●最寄りの駅「JR富良野駅」から東西自由通路（歩道橋）を
渡って約徒歩5分程度
●札幌市より道央自動車道経由で約2時間、JRで約2時間40分
●旭川市より国道237号線経由で約1時間、JRで約1時間40分

Kyokai
Hospital Group

協会病院グループ

岩内病院

〒045‑0013
北海道岩内郡岩内町字高台209番2
TEL 0135・62・1021 FAX 0135・62・3918
https://www.iwanaikyoukai.jp/

帯広病院

〒080‑0805
北海道帯広市東5条南9丁目2番地
TEL 0155・22・6600
https://www.obihiro-kyokai-hsp.jp/

社会福祉法人

〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西6丁目1番1 毎日札幌会館6階
http://www.hokushakyo.jp

北海道社会事業協会 TEL 011･221･0611

函館病院

〒042-0935
北海道函館市駒場町4番6号
TEL 0138・53・5511 FAX 0138・51・8421
http://www.hakodatekyokaihp.com

洞爺病院

〒049-5605
北海道虻田郡洞爺湖町高砂町126番地
TEL 0142・74・2555 FAX 0142・74・2665
http://toya-hospital.jp

余市病院

〒046‑0003
北海道余市郡余市町黒川町19丁目1番地1
TEL 0135・23・3126
https://ssl.hokushakyo.jp/yoichi-hospital/

小樽病院

〒047‑8510
北海道小樽市住ノ江1丁目6番15号
TEL 0134・23・6234 FAX 0134・33・7752
http://www.otarukyokai.or.jp/

採用・奨学金に関するお問い合わせ先
社会福祉法人 北海道社会事業協会 富良野病院

富良野協会病院
略称

総務課人事係
〒076-8765 北海道富良野市住吉町1番30号
TEL 0167・23・2181

FAX 0167・22・4256

http://www.msknet.ne.jp/~furano-hospital
制作：（株）ラボット 2020 1,000

