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KAWAMURA HOSPITAL

医療法人社団秀峰会 川村病院
【診療科目】

〒416-0907 静岡県富士市中島327  TEL：0545-61-4050  FAX：0545-64-7806

外 科・内 科･消化器外科･消化器内科･乳腺外科･整形外科
麻酔科･肛門外科･緩和ケア内科･精神科･腫瘍内科･漢方内科

当院は、診断から治療、そして看取りまでの包括的治療を目指します。

http://www.kawamura-jp.jp/

奨学金のメリット

【募集要項】

【奨学金制度について】

看護師

奨 学 金：

入 学 時：

貸与期間：

返還免除：

月額 100,000円支給

100,000円支給

学校の正規の修学期間

奨学金の貸与を受けた期間、看護業務へ従事した場合、

奨学金の返済は全額免除されます。

当院では、看護学校へ進路を志し、将来、看護師を目指す意欲を持つ学生を応援しております。
次世代の急性期におけるチーム医療を担う人材として、当院の奨学金制度を是非ご活用下さい。

 

充実した貸与金により、経済的な自立が図れる、又は、看護師を目指す意欲はあるが家庭事情や
経済的理由により看護学校への進学を諦めることのないよう、当院より支援を受けられます。
また、卒業の就職先も決定するため、就職活動に時間を割くことなく勉強に専念できます。
その他、当院より様々なサポートを受けることが可能です。

＊事情により入職できない場合は奨学金規定に基づき、返済をして頂きます。

勤務形態：　　　　

勤務時間：

待　　遇：

休　　日：

社会保険：

健康管理：

福利厚生：

保育施設：

正職員　パート職員

日勤　8：30～ 17：30

夜勤　16：45～ 8：45

給与は当法人規定による（詳細はお尋ね下さい）

年間休日117日（2021年実績）

有給休暇/年末年始休暇/夏季休暇　介護・育児休暇取得実績あり

健康保険/厚生年金/雇用保険/労災保険

職員健康診断年１回【特定業務従事者（夜勤）は年2回】

年１回職員旅行　保養施設の利用　

スポーツ施設の利用　職員医療費補助等

提携託児所あり（24時間保育）



看護部長：山方 美樹子

1. 安全で安楽に安心して過ごせる看護を提供します

2. 笑顔で挨拶、マナーのある温もりの伝わる看護を提供します

3. 様々な情報を共有し自己研鑽に努めます

看護部長からのメッセージ

当院は昭和38年に外科病院としてスタートしてすでに50年が経過しました。外

科学会指導医4人、消化器内視鏡学会指導医2人を含んだ9名の常勤医と麻酔

科、整形外科などの非常勤医で日々の診療を行っています。当院の経営理念は

“自分、家族が受けたい医療の実践 ”  “地域に密着した医療”です。

患者様に優しく負担の少ない医療を常に心がけ、胃癌、大腸癌には内視鏡治療、

腹腔鏡手術を、乳癌には温存手術、センチネル手術を積極的に導入しておりま

す。また難病である潰瘍性大腸炎に対しても最新治療であるレミケード治療を

実践しています。

看護職が明るく元気だと、病院全体に活気が出ます。

チームワークよく楽しく看護をしながら成長し続けられる看護師をめざして

実践・教育に励んでいます。静岡で育ち、静岡で学んだ皆様とともに働き、

より一層地域のために一緒に貢献していければと考えております。

当院は消化器外科の病院として、地域に密着した医療貢献が出来る事を目指し

ております。

様々なご病気で来院される患者様が安心して治療に取り組み、早期の社会復帰

ができるような体制作りを行っております。

また患者様の意思を尊重し、患者様と家族が共に満足できるような看護援助を

心がけ、笑顔で優しい対応ができる様、看護職員一同努力を続けています。

看護師の白衣を着た姿・凛とした機敏な動き・物腰の柔らかさ・対応の素早さに

強烈なインパクトを感じつつ、プロの看護師として成長したいという意識を常に

持ち続ける、そんな看護部でありたいと思っています。

当院はプリセプター制度を設け、マンツーマンで懇切丁寧な指導を行えるよう

取り組みつつ、職員全員で育成する事をモットーに新人の能力育成を図って

おります。

まだまだ未熟ではありますが、共に働き、地域に貢献し、愛される病院作りに

携わってみませんか？

院長：川村 武

院長からのメッセージ
看護部理念

1. 自分･家族が受けたい医療の実践

2. 患者様の人権を尊重した医療の実践

3. 地域に密着した医療活動の実践

川村病院理念

Ｔ・Ｙさん I・ＲさんＫ・Ｋさん

こんにちは！病院に２０年以上
勤めています。いつも笑顔と
思いやりの気持ちを忘れずに
日々看護に努めています。
職場はやりがいのある外科！！
明るく楽しく・・・時に忙しくスタ
ッフ同志、助け合いながら頑張
っています。
私たちと一緒に楽しく仕事を
してみませんか！！
是非若い「パワー」を川村病院
に活かしてください。
スタッフ一同お待ちしています。

病棟には消化器を中心として
あらゆる診療科の方が入院され
ております。
検査・手術・治療を目的とした
患者様がいらっしゃいます。
個別性を大切に考えた看護を
心掛け、忙しくも笑顔を忘れない
看護を提供していきたいと日々
努力しています。ベテラン看護
師も多く明るく前向きなスタッ
フが揃っています。個々の得意
分野・技術を実践できるような
病棟を目標に頑張っています。

この病院で働いて１３年程経ち
ます。周りのナースも優しく、
楽しく仕事ができるので助かり
ます。外科は日々変化が大きく
大変なことがありますが、とって
もやりがいのある所ですので、
是非一緒に働きましょう。
お待ちしています。

Internship

インターンシ
ップ研修

A senior's
voice 
先輩ナース

の声

院長：川村 武

インターンシップ研修のご案内
川村病院では、看護学生（看護師）・既卒看護師・未就業看護師
（ブランクナース）を対象にインターンシップを開催しています。

【参加対象者】 看護学生2年生・3年生（看護専門学校や大学の休日の期間）
既卒看護師
未就業看護師（ブランクナース）

【プログラム】

【お申込み】

9：00～10：00

10：30～

12：00

13：00～15：30

16：00

集合・更衣・オリエンテーション

看護部の説明

病院の見学

体験場所へ

責任者より部署の説明

看護師とペアを組んで仕事を見学・体験（環境整備・清拭・検温など）

院内食堂にてスタッフと昼食

部署体験

ミーティング

※個々の状況に合わせて対応

【期　　　間】 個別に対応いたします（木・土・日・祝日は除く）
※状況に応じて希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

【体験部署】 当院の機能に合わせて希望により選択できます。

TEL  0545-61-4050

〈平日〉月・火・水・金・土（9時～16時）　担当：看護部（山方・井上）

お問合せは、電話にてお申込下さい。

Work style

先輩ナース
の1日

1

2

3
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5

6
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Ｔ・Ｙさん I・ＲさんＫ・Ｋさん

こんにちは！病院に２０年以上
勤めています。いつも笑顔と
思いやりの気持ちを忘れずに
日々看護に努めています。
職場はやりがいのある外科！！
明るく楽しく・・・時に忙しくスタ
ッフ同志、助け合いながら頑張
っています。
私たちと一緒に楽しく仕事を
してみませんか！！
是非若い「パワー」を川村病院
に活かしてください。
スタッフ一同お待ちしています。

病棟には消化器を中心として
あらゆる診療科の方が入院され
ております。
検査・手術・治療を目的とした
患者様がいらっしゃいます。
個別性を大切に考えた看護を
心掛け、忙しくも笑顔を忘れない
看護を提供していきたいと日々
努力しています。ベテラン看護
師も多く明るく前向きなスタッ
フが揃っています。個々の得意
分野・技術を実践できるような
病棟を目標に頑張っています。

この病院で働いて１３年程経ち
ます。周りのナースも優しく、
楽しく仕事ができるので助かり
ます。外科は日々変化が大きく
大変なことがありますが、とって
もやりがいのある所ですので、
是非一緒に働きましょう。
お待ちしています。

Internship

インターンシ
ップ研修
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先輩ナース

の声

院長：川村 武

インターンシップ研修のご案内
川村病院では、看護学生（看護師）・既卒看護師・未就業看護師
（ブランクナース）を対象にインターンシップを開催しています。

【参加対象者】 看護学生2年生・3年生（看護専門学校や大学の休日の期間）
既卒看護師
未就業看護師（ブランクナース）

【プログラム】

【お申込み】

9：00～10：00

10：30～

12：00

13：00～15：30

16：00

集合・更衣・オリエンテーション

看護部の説明

病院の見学

体験場所へ

責任者より部署の説明

看護師とペアを組んで仕事を見学・体験（環境整備・清拭・検温など）

院内食堂にてスタッフと昼食

部署体験

ミーティング

※個々の状況に合わせて対応

【期　　　間】 個別に対応いたします（木・土・日・祝日は除く）
※状況に応じて希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

【体験部署】 当院の機能に合わせて希望により選択できます。

TEL  0545-61-4050

〈平日〉月・火・水・金・土（9時～16時）　担当：看護部（山方・井上）

お問合せは、電話にてお申込下さい。

Work style

先輩ナース
の1日
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2
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看護部長：山方 美樹子

1. 安全で安楽に安心して過ごせる看護を提供します

2. 笑顔で挨拶、マナーのある温もりの伝わる看護を提供します

3. 様々な情報を共有し自己研鑽に努めます

看護部長からのメッセージ

当院は昭和38年に外科病院としてスタートして今年で50周年を迎えます。外科

学会指導医2人、消化器内視鏡学会指導医2人を含んだ6名の常勤医と麻酔科、

整形外科などの非常勤医で日々の診療を行っています。当院の経営理念は

“自分、家族が受けたい医療の実践 ”  “地域に密着した医療”です。

患者様に優しく負担の少ない医療を常に心がけ、胃癌、大腸癌には内視鏡治療、

腹腔鏡手術を、乳癌には温存手術、センチネル手術を積極的に導入しておりま

す。また難病である潰瘍性大腸炎に対しても最新治療であるレミケード治療を

実践しています。

看護職が明るく元気だと、病院全体に活気が出ます。

チームワークよく楽しく看護をしながら成長し続けられる看護師をめざして

実践・教育に励んでいます。静岡で育ち、静岡で学んだ皆様とともに働き、

より一層地域のために一緒に貢献していければと考えております。

当院は消化器外科の病院として、地域に密着し医療貢献が出来る事を目指して

おります。

様々なご病気で来院される患者様が安心して治療に取り組み、早期の社会復帰

ができるような体制作りを行っております。

また患者様の意思を尊重し、患者様と家族が共に満足できるような看護援助を

心がけ、笑顔で優しい対応ができる様、看護職員一同努力を続けています。

看護師の白衣を着た姿・凛とした機敏な動き・物腰の柔らかさ・対応の素早さに

強烈なインパクトを感じつつ、プロの看護師として成長したいという意識を常に

持ち続ける、そんな看護部でありたいと思っています。

当院はプリセプター制度を設け、マンツーマンで懇切丁寧な指導を行えるよう

取り組み、職員全員で育成する事をモットーに新人の能力育成を図っており

ます。

まだまだ未熟ではありますが、共に働き、地域に貢献し、愛される病院作りに

携わってみませんか？

院長：川村 武

院長からのメッセージ
看護部理念

1. 自分･家族が受けたい医療の実践

2. 患者様の人権を尊重した医療の実践

3. 地域に密着した医療活動の実践

川村病院理念



川村病 院の沿 革Since 1963 History

病院案内Hospital guidance 

診療実績Patient Care Performance
当院は、消化器病、乳腺疾患を中心とした地域密着型病院です。

主に食道癌、胃癌、肝癌、胆道癌、膵癌の内視鏡治療を行い、胃癌、大腸癌において

は体に侵襲の少ない腹腔鏡下手術を推奨しております。

（内視鏡治療とはならない早期胃癌はほぼ全例、大腸癌においては進行癌も含め、

７割以上を腹腔鏡手術治療しており、これは県内トップクラスの数字です。）

良悪性にかかわらず、短期間での診断治療を目指し、チーム医療を行い、出来る

だけ早い社会復帰が出来るよう心がけております。

また、患者様とのコミュニケーションを大切にし、安心して治療を受けていただ

く為の環境づくりに努めております。患者様が治癒されて、退院される時の笑

顔が職員全員のパワーの源です。

これからも『川村病院で良かった！』と思っていただける病院であり続けること

で、地域の皆様に貢献をしていきます。

その為にも新しい看護のパワーが必要です。急性期医療の世界であなたの力を発

揮してみませんか？

地域に根ざし地域と共に成長する

消化器を中心とした地域密着型の急性期病院

C T内視鏡
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許可病床数 76床（急性期病棟56床・緩和ケア病棟20床）

川村外科医院(18床)　開院
川村 統勇　副院長に就任
川村 　武　副院長に就任
川村病院(43床)　開設
医療法人社団  秀峰会  川村病院　設立
川村 雅俊　理事長に就任
南館増床　病床数63床
川村 統勇　院長に就任
訪問看護ステーション『ケアメイト』　開設
画像システム　導入
新館増改築完成　病床数60床
川村 統勇　理事長に就任
日本医療機能評価機構  病院機能評価Ver.4　認定
日本医療機能評価機構  病院機能評価Ver.6　認定更新
電子カルテ導入
川村 　武　院長に就任
日本医療機能評価機構  病院機能評価 3rdG Ver.1.1 認定更新
川村 雅彦　副院長に就任
医療棟増改築（56床）・内視鏡センター　開設
緩和ケア病棟   いまここ   （20床）　開設
日本医療機能評価機構  病院機能評価 3rdG Ver.2.0　認定更新



看護部長：山方 美樹子

1. 安全で安楽に安心して過ごせる看護を提供します

2. 笑顔で挨拶、マナーのある温もりの伝わる看護を提供します

3. 様々な情報を共有し自己研鑽に努めます

看護部長からのメッセージ

当院は昭和38年に外科病院としてスタートしてすでに50年が経過しました。外

科学会指導医4人、消化器内視鏡学会指導医2人を含んだ9名の常勤医と麻酔

科、整形外科などの非常勤医で日々の診療を行っています。当院の経営理念は

“自分、家族が受けたい医療の実践 ”  “地域に密着した医療”です。

患者様に優しく負担の少ない医療を常に心がけ、胃癌、大腸癌には内視鏡治療、

腹腔鏡手術を、乳癌には温存手術、センチネル手術を積極的に導入しておりま

す。また難病である潰瘍性大腸炎に対しても最新治療であるレミケード治療を

実践しています。

看護職が明るく元気だと、病院全体に活気が出ます。

チームワークよく楽しく看護をしながら成長し続けられる看護師をめざして

実践・教育に励んでいます。静岡で育ち、静岡で学んだ皆様とともに働き、

より一層地域のために一緒に貢献していければと考えております。

当院は消化器外科の病院として、地域に密着した医療貢献が出来る事を目指し

ております。

様々なご病気で来院される患者様が安心して治療に取り組み、早期の社会復帰

ができるような体制作りを行っております。

また患者様の意思を尊重し、患者様と家族が共に満足できるような看護援助を

心がけ、笑顔で優しい対応ができる様、看護職員一同努力を続けています。

看護師の白衣を着た姿・凛とした機敏な動き・物腰の柔らかさ・対応の素早さに

強烈なインパクトを感じつつ、プロの看護師として成長したいという意識を常に

持ち続ける、そんな看護部でありたいと思っています。

当院はプリセプター制度を設け、マンツーマンで懇切丁寧な指導を行えるよう

取り組みつつ、職員全員で育成する事をモットーに新人の能力育成を図って

おります。

まだまだ未熟ではありますが、共に働き、地域に貢献し、愛される病院作りに

携わってみませんか？

院長：川村 武

院長からのメッセージ
看護部理念

1. 自分･家族が受けたい医療の実践

2. 患者様の人権を尊重した医療の実践

3. 地域に密着した医療活動の実践

川村病院理念

Ｔ・Ｙさん I・ＲさんＫ・Ｋさん

こんにちは！病院に２０年以上
勤めています。いつも笑顔と
思いやりの気持ちを忘れずに
日々看護に努めています。
職場はやりがいのある外科！！
明るく楽しく・・・時に忙しくスタ
ッフ同志、助け合いながら頑張
っています。
私たちと一緒に楽しく仕事を
してみませんか！！
是非若い「パワー」を川村病院
に活かしてください。
スタッフ一同お待ちしています。

病棟には消化器を中心として
あらゆる診療科の方が入院され
ております。
検査・手術・治療を目的とした
患者様がいらっしゃいます。
個別性を大切に考えた看護を
心掛け、忙しくも笑顔を忘れない
看護を提供していきたいと日々
努力しています。ベテラン看護
師も多く明るく前向きなスタッ
フが揃っています。個々の得意
分野・技術を実践できるような
病棟を目標に頑張っています。

この病院で働いて１３年程経ち
ます。周りのナースも優しく、
楽しく仕事ができるので助かり
ます。外科は日々変化が大きく
大変なことがありますが、とって
もやりがいのある所ですので、
是非一緒に働きましょう。
お待ちしています。

Internship

インターンシ
ップ研修
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先輩ナース

の声

院長：川村 武

インターンシップ研修のご案内
川村病院では、看護学生（看護師）・既卒看護師・未就業看護師
（ブランクナース）を対象にインターンシップを開催しています。

【参加対象者】 看護学生2年生・3年生（看護専門学校や大学の休日の期間）
既卒看護師
未就業看護師（ブランクナース）

【プログラム】

【お申込み】

9：00～10：00

10：30～

12：00

13：00～15：30

16：00

集合・更衣・オリエンテーション

看護部の説明

病院の見学

体験場所へ

責任者より部署の説明

看護師とペアを組んで仕事を見学・体験（環境整備・清拭・検温など）

院内食堂にてスタッフと昼食

部署体験

ミーティング

※個々の状況に合わせて対応

【期　　　間】 個別に対応いたします（木・土・日・祝日は除く）
※状況に応じて希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

【体験部署】 当院の機能に合わせて希望により選択できます。

TEL  0545-61-4050

〈平日〉月・火・水・金・土（9時～16時）　担当：看護部（山方・井上）

お問合せは、電話にてお申込下さい。

Work style
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看護部長：山方 美樹子

1. 安全で安楽に安心して過ごせる看護を提供します

2. 笑顔で挨拶、マナーのある温もりの伝わる看護を提供します

3. 様々な情報を共有し自己研鑽に努めます

看護部長からのメッセージ

当院は昭和38年に外科病院としてスタートして今年で50周年を迎えます。外科

学会指導医2人、消化器内視鏡学会指導医2人を含んだ6名の常勤医と麻酔科、

整形外科などの非常勤医で日々の診療を行っています。当院の経営理念は

“自分、家族が受けたい医療の実践 ”  “地域に密着した医療”です。

患者様に優しく負担の少ない医療を常に心がけ、胃癌、大腸癌には内視鏡治療、

腹腔鏡手術を、乳癌には温存手術、センチネル手術を積極的に導入しておりま

す。また難病である潰瘍性大腸炎に対しても最新治療であるレミケード治療を

実践しています。

看護職が明るく元気だと、病院全体に活気が出ます。

チームワークよく楽しく看護をしながら成長し続けられる看護師をめざして

実践・教育に励んでいます。静岡で育ち、静岡で学んだ皆様とともに働き、

より一層地域のために一緒に貢献していければと考えております。

当院は消化器外科の病院として、地域に密着し医療貢献が出来る事を目指して

おります。

様々なご病気で来院される患者様が安心して治療に取り組み、早期の社会復帰

ができるような体制作りを行っております。

また患者様の意思を尊重し、患者様と家族が共に満足できるような看護援助を

心がけ、笑顔で優しい対応ができる様、看護職員一同努力を続けています。

看護師の白衣を着た姿・凛とした機敏な動き・物腰の柔らかさ・対応の素早さに

強烈なインパクトを感じつつ、プロの看護師として成長したいという意識を常に

持ち続ける、そんな看護部でありたいと思っています。

当院はプリセプター制度を設け、マンツーマンで懇切丁寧な指導を行えるよう

取り組み、職員全員で育成する事をモットーに新人の能力育成を図っており

ます。

まだまだ未熟ではありますが、共に働き、地域に貢献し、愛される病院作りに

携わってみませんか？

院長：川村 武

院長からのメッセージ
看護部理念

1. 自分･家族が受けたい医療の実践

2. 患者様の人権を尊重した医療の実践

3. 地域に密着した医療活動の実践

川村病院理念


