
臨床検査技師（産休・育休代替職員） 募集要項 

平成２８年５月１３日 

 

  

 

当院では、臨床検査技師（産休・育休代替職員）を募集しています。 

ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。 

募集職種 臨床検査技師（産休・育休代替職員） １名 

職務内容 臨床検査科における臨床及び健診に係る検査業務全般 

応募資格 臨床検査技師免許既取得者 

契約期間 

当初契約は平成 28 年６月 1 日から平成 29 年 3月 31 日までとなります。 

その後は、原則として産休・育休取得職員が復職するまでの期間の契約となります 

のでご了承ください。 

給与 時間給 １，２４０円 

賞与 年 2 回、規程に基づき支給基準をクリアした月数に基準額を乗じた額を支給。 

手当 通勤手当（規程に基づき支給） 等 

就業時間 
８時３０分から１７時１５分の間の６～８時間程度、休憩６０分間 

（上記の時間で週５日間、合計３２時間となる組み合わせの勤務） 

勤務日・休日 
勤務日 月曜日～金曜日の他、シフトに基づき第 2・４土曜日午前勤務の場合あり 

休 日 第１・３・５土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（１２／２９～１／３） 

福利厚生 
健康保険、厚生年金、雇用保険、退職金支給無し 

ユニフォーム貸与 

採用選考日 随時 

選考内容 適性検査（簡単な性格検査的なもの）、個別面接 

選考結果 選考日より概ね７日を目処に電話・文書にて通知いたします。 

応募書類 

１．履歴書（本人自筆、３ヶ月以内に撮影した写真を貼付のこと） 

２．職務経歴書 

３．在職証明書（他施設での勤務経験がある方） 

４．臨床検査技師免許証 

５．最終学歴に関する卒業証書もしくは卒業証明書 

その他 
・病院見学や説明をご希望の場合は、随時受け付けておりますのでお気軽にお問い 

合わせください。 

書類提出先 

及び 

問い合わせ先 

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）高岡ふしき病院 

総務企画課（総務企画） 大菅
おおすが

 大介
だいすけ

 

〒９３３－０１１５   富山県高岡市伏木古府元町８－５ 

TEL ０７６６－４４－１１８１  FAX ０７６６－４４－３８６２ 

e-mail main@takaoka.jcho.go.jp 

 



言語聴覚士（常勤） 募集要項 

平成２８年４月１日 

 

   

 

当院では、言語聴覚士（常勤）を募集しています。 

ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。 

募集職種 言語聴覚士（常勤） １名 

応募資格 言語聴覚士免許既取得者 または 平成２９年 3月免許取得見込者 

採用予定日 
①免許既取得者については随時 

②平成２９年３月免許取得見込者については平成２９年４月を予定 

給与 

４年生大学卒  １８２，８００円 

３年生短大卒  １７１，７００円（専門学校３年課程卒含む） 

（既卒者については、経験年数等を考慮いたします） 

賞与 年２回（夏・冬） 

手当等 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当等 

就業時間 
１日  ７時間４５分 

週合計３８時間４５分（独立行政法人地域医療機能推進機構の規程に基づく） 

休暇・休日等 
・年次休暇（年２０日）、夏期休暇、病気、結婚、出産、介護、子の看護 等 

・国民の祝日、年末年始（１２／２９～１／３） 

福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金（勤続１年以上の者に支給） 

採用選考日 随時（応募者に別途通知いたします） 

選考内容 筆記試験（小論文）、適性検査（簡単な性格検査的なもの）、個別面接 

選考結果 選考日より概ね７日を目処に電話・文書にて通知いたします。 

応募書類 

１．履歴書（本人自筆、３ヶ月以内に撮影した写真を貼付のこと） 

２．職務経歴書（免許既取得者） 

３．在職証明書（免許既取得者で他施設等での勤務経験がある方） 

４．言語聴覚士免許証（免許既取得者） 

５．卒業証書もしくは卒業証明書（免許既取得者） 

６．卒業見込証明書（免許取得見込者） 

提出期限 随時 

その他 
病院見学や説明をご希望の場合は、随時受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせ

ください。 

書類提出先 

及び 

問い合わせ先 

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）高岡ふしき病院 

総務企画課（総務企画） 大菅
おおすが

 大介
だいすけ

 

〒９３３－０１１５   富山県高岡市伏木古府元町８－５ 

TEL ０７６６－４４－１１８１  FAX ０７６６－４４－３８６２ 

e-mail main@takaoka.jcho.go.jp 

 



言語聴覚士（非常勤） 募集要項 

平成２８年４月１日 

 

  

 

当院では、言語聴覚士（非常勤）を募集しています。 

ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。 

募集職種 言語聴覚士（非常勤） １名 

職務内容 
脳卒中後の言語障害等をお持ちの患者様への訓練・サポートおよび、摂食嚥下障害に対

する訓練の実施、NST による活動 

応募資格 言語聴覚士免許既取得者 

採用予定日 随時 

給与 時間給 １，２４０円 

賞与 規程に基づき支給基準をクリアした月数に、基準額を乗じた額を支給。 

手当 通勤手当（規程に基づき支給） 等 

就業時間 
８時３０分から１７時１５分の間の６時間程度 

（週５日間、週合計３０時間程度の勤務） 

勤務日・休日 
勤務日 月曜日～金曜日 

休 日 土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始（１２／２９～１／３） 

福利厚生 
健康保険、厚生年金、雇用保険、（退職金支給無し） 

ユニフォーム貸与 

採用選考日 随時 

選考内容 適性検査（簡単な性格検査的なもの）、個別面接 

選考結果 選考日より概ね７日を目処に電話・文書にて通知いたします。 

応募書類 

１．履歴書（本人自筆、３ヶ月以内に撮影した写真を貼付のこと） 

２．職務経歴書 

３．在職証明書（他施設での勤務経験がある方） 

４．言語聴覚士免許証 

５．最終学歴に関する卒業証書もしくは卒業証明書 

その他 
・病院見学や説明をご希望の場合は、随時受け付けておりますのでお気軽にお問い 

合わせください。 

書類提出先 

及び 

問い合わせ先 

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）高岡ふしき病院 

総務企画課（総務企画） 大菅
おおすが

 大介
だいすけ

 

〒９３３－０１１５   富山県高岡市伏木古府元町８－５ 

TEL ０７６６－４４－１１８１  FAX ０７６６－４４－３８６２ 

e-mail main@takaoka.jcho.go.jp 

 



療養介助員（非常勤） 募集要項 

平成２８年４月１日 

 

  

 

当院では、療養介助員（非常勤）を募集しています。 

ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。 

募集職種 療養介助員（非常勤） ５名 

職務内容 
病棟における入院患者様の日常生活および療養生活の援助 

（身体清潔・食事介助・排泄・移動介助 等） 

採用予定日 随時 

給与 時間給 ９００円 

賞与 
規程に基づき支給基準をクリアした月数に、基準額を乗じた額を支給。 

（規定により週３０時間以上勤務の方対象） 

手当 通勤手当（規程に基づき支給） 等 

就業時間 

①７時３０分～１６時３０分 ②８時３０分～１７時３０分 ③１０時００分～１９時００分 

 

＊①～③の時間帯における組み合わせにより最大で週５日間、合計２０時間以上３２時間以内

の勤務。なお、勤務時間ついては相談に応じます。 

勤務日・休

日 
所属部署の勤務シフト表に基づく 

福利厚生 

・週の合計勤務時間数に基づき 健康保険、厚生年金、雇用保険 

・退職金支給無し 

・ユニフォーム、シューズ貸与 

採用選考日 随時 

選考内容 適性検査（簡単な性格検査的なもの）、個別面接 

選考結果 選考日より概ね７日を目処に電話・文書にて通知いたします。 

応募書類 

１．履歴書（本人自筆、３ヶ月以内に撮影した写真を貼付のこと） 

２．職務経歴書 

３．在職証明書（当該職種で他施設における勤務経験がある方） 

４．修了証書もしくは免許証（資格をお持ちの場合） 

５．最終学歴に関する卒業証明書 

その他 

・病院見学や説明をご希望の場合は、随時受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせ 

ください。 

・介護福祉士、ホームヘルパー２級等の資格をお持ちの場合は別途お申し出ください。 

書類提出先 

及び 

問合せ先 

 

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）高岡ふしき病院 

総看護師長 坪井
つ ぼ い

 ちえみ  もしくは  総務企画課 大菅
おおすが

 大介
だいすけ

 

〒９３３－０１１５   富山県高岡市伏木古府元町８－５ 

TEL ０７６６－４４－１１８１  FAX ０７６６－４４－３８６２ 

e-mail main@takaoka.jcho.go.jp 

 



保育士（非常勤職員） 募集要項               

平成２８年４月１日 

 

  

 

当院では、保育士（非常勤）を募集しています。 

募集内容・待遇・連絡先については下記をご覧ください。 

ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。 

募集職種 保育士（非常勤職員） １名 

職務内容 当病院内に開設の病児保育室「おひさま」における保育業務 

 平成２７年１月に開設された病児保育室「おひさま」において、小児科医 

師をはじめ、看護・栄養等の専門スタッフと連携して、お子さんのトータ 

ルケアを行います。 

応募資格 保育士免許 取得者 

採用日 随時 

給与 時間給 ９００円 

（給与については毎月１６日支給） 

賞与 規程に基づき支給基準をクリアした月数に基準額を乗じた額を支給 

手当等 通勤手当：規程に基づき通勤距離に応じた日額に月の実勤務日数を乗じた額 

を支給 

勤務日 月曜日～金曜日のうち シフトに基づく週合計３日間の勤務 

就業時間 ８：００～１９：００のうち 

８時間（週２日間）＋４時間（週１日間） 週合計２０時間勤務 

休日等 土曜日、日曜日、休祝日、年末年始（１２／２９～１／３） 

採用選考 日程については、応募者に別途通知いたします。 

【採用選考内容】 適性検査（簡単な性格検査的なもの）、個別面接 

選考結果 選考日より概ね７日を目処に電話・文書にて通知いたします。 

応募書類 １．履歴書（本人自筆、３ヶ月以内に撮影した写真を貼付のこと） 

２．保育士免許証 

３．在職証明書（過去に在職した施設に関するもの） 

４．卒業証書もしくは卒業証明書（最終学歴に係るもの） 

その他 ◎雇用契約期間は、１年間（４月１日～３月３１日）の更新制です。 

◎見学等のご希望がありましたら、下記までご連絡ください。 

書類提出先 

及び 

問い合わせ先 

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）高岡ふしき病院 

総務企画課  大菅大介（おおすが だいすけ） 

〒９３３－０１１５   富山県高岡市伏木古府元町８－５ 

TEL ０７６６－４４－１１８１  FAX ０７６６－４４－３８６２ 

e-mail main@takaoka.jcho.go.jp 
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