
お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

お気軽に看護部までお問い合わせください。
TEL（0887）34-3111

高知県立あき総合病院

　就職1年目は年間を通して新人研修プログラムが組
まれており、技術習得をはじめメンタルへのフォローも
行っています。また、研修では同期就職の仲間との交流
にもなっており、リフレッシュの機会にもなっているよ
うです。
　1年目以降も継続教育プログラムを組んでいます。
　学習環境としては、看護手順などeラーニングで学べる
システム（ナーシングスキル）を導入しており、パソコン
やスマートフォンを使って職場だけでなく、自宅や出か
けた先でも気軽に学習や復習ができています。

募集職種 看護師・助産師

選考方法
一次（論文、口述、適性）
二次（身体検査）

勤務体制
病棟　　変則 2交代
　日　 勤／8：30～17：15
　長日勤／8：30～21：00
　長夜勤／20：30～9：30
　　早出・遅出を組み入れた
　　勤務体制です

給与

基本給 207,000円(短大3年制卒の場合）
 ＋諸手当
※諸手当：通勤手当、住居手当、 
時間外勤務手当、夜間勤務手当、
特殊勤務手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

院内保育所、育児休業、育児休暇等

休日休暇
４週8休　
年次有給休暇、各種特別休暇等

応募方法 高知県（県立病院）採用選考試験

中途採用 臨時職員採用は
当院看護部へご相談ください

その他
看護師宿舎あり
助産師、認定看護師資格取得支援制度あり
高知県看護師等養成奨学金指定医療機関

開院年月

看護体制

内科、精神科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、
循環器内科、血液内科、リウマチ科、小児科、外科、
整形外科、脳神経外科、胸部・心臓血管外科、
形成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、
耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、
麻酔科、救急科

病 床 数 270床（23診療科）　　

職員構成 全職員数353名　看護職員数232名

そ の 他 日本医療機能評価機構認定病院

2012年3月（2014年4月新築移転）
精神科　15：1　　身体科　 7：１
地域包括ケア病棟　13：1

診療科目

〒780-0850　高知市丸ノ内１丁目７番52号(高知県庁･西庁舎7F)
088-821-4631 088-821-4509
610101@ken.pref.kochi.lg.jp http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610101/
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高知県 公営企業局 県立病院課

先輩からメッセージ(2年目)先輩からメッセージ(2年目)

随時実施しています!



病院見学について

総務課人事担当までお問い合わせください。
お待ちしております。

森澤病院

専門的な看護技術に対応できる知識・技術の育成に
力を注ぐとともに、勉強会や研修会等、院内外での活
動を支援してきます。個々の能力を最大限に発揮で
きるよう看護師長をはじめ看護スタッフが丁寧に受
け伝えしますのでご安心下さい。各部署との連携や交
流、情報収集が図りやすい環境でもあり、他職種の知
識や情報が得られやすい職場環境となっています。
地域に信頼され愛される病院を目指しています。週
休２日、夏期休暇・年末年始休暇有給休暇等も取得で
きやすく、ご家庭や趣味活動等に十分な時間を充て
られるのでは。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟（2交替制）
日勤/8：30～17：00
夜勤/16：45～8：45

給与 正看護師支給額
　手当等含み月額24万～
准看護師支給額
　手当等含み月額18万～
夜勤手当は1回10,000円。
詳細については面接時に。

昇給 病院規程による。
賞与 年2回（6月、12月）
子育支援

育児休暇、看護休暇、
短時間勤務制度等

休日休暇
週休2日、年始年末休、夏期休暇
年次有給休暇

応募方法
ハローワークにて。
直接電話でも構いません。
中途採用 あり

開院年月

看護体制

内科、循環器科、胃腸内科、外科、整形外科、
脳神経外科、放射線診断科、リハビリテーション科、
皮膚科、美容皮膚科、歯科

病床数 一般病棟40床　　療養病床32床

職員構成 職員数115名、看護職員数35名

その他

訪問看護事業、
訪問リハビリテーション事業通所リハビリテーション、
居宅支援事業所、グループホーム

1973年4月
（一般病床15：1）（療養病床20：1）

診療科目

事務長　　岡本有正

〒784-0004　安芸市本町２丁目13-32 0887-34-1155 0887-34-1170
ｉｎｆｏ＠ｍｏｒｉｓａｗａ-ｈｐ.ｊｐ ｈｔｔｐ：//www.ｍｏｒｉｓａｗａ-ｈｐ.ｃｏｍ
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担当者名

森澤病院

お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

病院見学について

医療法人臼井会 田野病院

病院内の雰囲気はすごく明るく、先輩方も優しく指導して下
さり不安なく楽しく仕事が出来る環境です。「ありがとう」で
広がる笑顔の看護ができるよう新人一同日々頑張っていま
す。技術面だけでなく患者さ
んのＡＤＬや日常生活に合
わせた介入やケアが身につ
き看護の気づきがたくさんあ
るところも魅力の一つです。
　　　  

１）豊富な院内研修や新人研修の実施、院外研修に
　  参加しやすい支援体制でキャリアアップを支援し
　  ています。
２）職種間のコミュニケーションが良好で、協力体制
　  があり、チーム医療が充実しています。 
３）毎年、男性職員の採用があり、職員数も増え（12名）、
　 男性にとっても働きやすい職場です。
４）出産、育児で長期職場を離れてもフォロー体制
　  がしっかりしているので安心して仕事に復帰でき
　  ます。 

募集職種
看護師、准看護師
選考方法
面接のみ

勤務体制
二交替制
病棟（8：30～17：30、
        16：30～9：30）

給与
看護師：205,000円+諸手当
※諸手当：通勤手当（上限41,000円）
　住宅手当（上限25,000円）、
    夜勤手当、皆勤手当 等
通勤手当の（例）
のいち駅近辺：37,000円
あき総合病院前駅近辺：20,000円
室戸市役所近辺：30,000円

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
保育所、短時間勤務制度、
配偶者の出産休暇、
レクリエーション活動 等

休日休暇
土・日・祝（年125日）

応募方法
電話、E-mail、履歴書郵送

中途採用 あり

その他
看護学生の奨学金制度あり
各種サークル活動（バレー、バスケット 等）
院外のカウンセラーによる相談窓口あり
たのたの温泉入り放題

開院年月
看護体制

・外科・脳神経外科・整形外科・肛門外科・内科・皮膚科
・循環器内科・小児科・小児神経科・眼科・耳鼻咽喉科
・放射線科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・人間ドック・脳ドック

病 床 数 急性期病床42床・回復期リハビリ病床42床

職員構成 職員数 275名（看護師・准看護師数 82名）

そ の 他 ・日本DMAT指定病院
・専門、認定看護師資格取得を支援
・高知県次世代育成企業認証
・介護事業所併設
・訪問看護

昭和61年4月
７： 1（一般病棟）/13：1（回復期ﾘﾊﾋﾞﾘ病棟）

診療科目

副看護部長  岡本

〒781－6410　安芸郡田野町1414-1  0887-38-7111 0887-38-5568
info@usui-kai.com http://www.usui-kai.com/
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担当者名

医療法人臼井会 田野病院

たのたの温泉で
美肌になりませんか？

当院では随時実施しています。電話・メールにて
お気軽にお問い合わせください。あらかじめ病院
の雰囲気やレベル、先輩の仕事ぶり等を見ておく
ことは意義深いことだと思います。
（担当：副看護部長 岡本）

R2年度フレッシュナース



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

皆さまの連絡をお待ちしております。

医療法人おくら会　芸西病院

当法人は、精神科が母体の病院ですが、地域医療に根ざしており、認知症ケア、内科、リハビリテーション等の高齢者ケアを専
門分野としています。入院、入所の施設としては芸西病院の他、介護老人保健施設リゾートヒルやわらぎ、認知症グループホーム
げいせいがあり、在宅支援としては、精神科デイケア、通所リハビリテーション(老人デイケア)、訪問看護ステーションげいせい、
居宅介護支援事業所などがあります。また、同敷地内にチャイルドルームむつきがあり、夜勤や日曜祝日勤務も含めて子育て
支援を行っています。

「げいせいのおすすめ トップ3！」
１.働きやすい！
　9時からの2交替制、休みも取りやすくのびのびとアットホーム。
　24時間保育完備。
２.スキルアップできる！
　院内研修が充実しており、新人看護師でも安心。
　院外の研修参加も積極的にサポート。
　専門看護師が２名おり、学ぶ機会が多い。
　（在宅看護専門看護師、老人看護専門看護師）
３.癒される環境！
　丘の上に建っており、太平洋が一望できて、あなたの心も和ませてくれること
　間違いナシ。
☆子育て支援
　敷地内に保育所「チャイルドルームむつき」があり、
　夜勤・日曜・祝日勤務が可能です。子供の給食あり。
　※保育利用料金：２万円（食事付）／月
　生後１歳未満では、授乳も可能。育児休暇制度あり。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接、適性検査

勤務体制
病棟（2交替制）
実働1週間＝38時間30分
日勤／9：00～17：00
早出、遅出などの時差勤務あり
夜勤／17：00～ 9：00

給与
新卒看護師基本給 190,000円＋諸手当
新卒准看護師基本給 160,000円＋諸手当
(中途採用の場合は、経験年数を加算)
※諸手当：通勤、職務、夜勤、住宅、育児手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
敷地内に保育所あり。育児休暇など

休日休暇
４週６休(+祝日日数分)、夏休み、
年次有給休暇など　
応募方法
直接、担当者のほうへお電話を下さい。

中途採用 あり

その他
看護学生の奨学金・貸付制度あり。
※高知県奨学貸付金指定医療機関

開院年月

看護体制

内科、精神科、リハビリテーション科

病 床 数 219床

職員構成

そ の 他

互助会があり、職員の福利
厚生、親睦を図っています。

1978年7月

診療科目

看護部長・認定看護管理者　角谷 広子（スミヤ ヒロコ）

〒781-5701　安芸郡芸西村和食甲4268 0887-33-3833 0887-33-4367
sumiyah@mizukikai.or.jp http://okura-kai.com/geisei/

FAXTEL
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担当者名

医療法人おくら会 芸西病院

開かれた精神医療・
　　　　開かれた地域医療を目指して

職員総数294名　
看護職員94名、介護職員71名、
リハビリテーション職員33名

医療療養病床、認知症病棟、精神療養病床、
精神一般15：1（看護補助：50：1）

（医）おくら会
げいせい

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

担当までお問い合わせください。

いずみの病院

新人教育は新人看護研修ガイドラインに則って実施し、
卒後教育は５年目までを柱に教育計画を立て、先輩と
一緒に取り組みます。新人、中途採用の方はプリセプタ
ーと、日々はデイパートナーと相談しながら業務を行って
います。専門職としての知識・スキル・実践能力に加え、
ヒューマンスキルを重視しており、パートナーシップ（友
好的な協力関係）を築く中で、支援し合い、安心・安全に
働ける職場環境作りに取り組んでいます。

募集職種
看護師

選考方法
書類・面接
※小論文（新卒者のみ）

勤務体制

２交代制
日勤 8：30～17：00
夜勤 16：30～9：00

給与

看護師：基本給19万円～
准看護師：基本給16万円～
＋諸手当（通勤手当・住宅手当
・調整手当・夜勤手当等）

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇、短時間勤務制度

休日休暇
４週７休、年次休暇、夏季休暇、
年末年始

応募方法
メール　または　電話

中途採用 あり

その他
独身寮あり
職員駐車場あり

開院年月

看護体制

・内科・外科・整形外科・脳神経外科・神経内科
・循環器科・泌尿器科・放射線科・麻酔科
・リハビリテーション科・外来透析・人間ドック
・成人病検診等

病 床 数 238床

職員構成 職員数470名、看護職員数180名

そ の 他
日本医療機能評価機構認定病院

2001年7月

10:1（一般）　その他13:1/20:1/7:1

診療科目

統括看護部長　大岩好香

〒781-0011　高知市薊野北町2-10-53 088-826-5511 088-826-5510
ooiwa@izumino.or.jp http://www.izumino.or.jp
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担当者名

いずみの病院
随時実施しています!

治療・療養・生活をとおして、継続した看護を提供します。
当院は、急性期・回復期リハビリテーション・療養・緩和ケア病棟を持つケアミックス
病院です。多職種チームや、脳卒中リハビリテーション、摂食嚥下、皮膚・排泄ケア・
認知症の認定看護師と院内連携を図り、治療・療養・生活をとおして一連の看護過程を
実践できる看護師を目指しています。また、患者サポート室と連携し入退院支援と
院外連携も強化しています。



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

総務課人事担当までお問い合わせください。

高知ハーモニー・ホスピタル

当院では休暇が取りやすく、残業もほとんどありませ
ん。個人的なワーク・ライフ・バランスは仕事を続けて
いく中での重要なポイントだと考えます。自らの心身
の状態を保ちながら、患者さんとの関わりの中で、自
身の内面も成長させていける職場だと思います。一緒
に働いてくださる仲間を、お待ちしております。

精神科看護に興味を持たれる方へ
精神科は看護の基本だといわれる方がいます。当院は
現在、少しでもより良い看護をできるよう動き出してい
ます。精神科病院で自分の力を出してみたいとやる気と
希望を持つ職員をお待ちしています。当院にはCVPPPイ
ンストラクターが３名おります。トレーナーフォローアッ
プ研修も年１回は行っており今後トレーナー養成にも
力を入れていきます。

募集職種
正看護師・准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟２交代
日勤８：３０～１７：００
当直１６：３０～翌９：００

給与

正看護師　１８～２5万
准看護師　１４～１８万
諸手当：職務手当、皆勤手当
  扶養手当、育児手当、
  夜勤手当、通勤手当

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援 育児休業・介護休業・
看護休暇取得実績あり

休日休暇
年間113日

応募方法
履歴書送付、職務経歴書送付

中途採用 あり

開院年月

看護体制

神経精神科、老年精神科、
内科、小児科、呼吸器内科、消化器内科

病 床 数 155床

職員構成 146名　看護職員数90名

2002年10月
15:1　1病棟　25:1　３病棟

診療科目

採用担当者

〒781-0074　高知市南金田5番18号
088-883-4785（代表）
kyorinkai3@kochi-harmony.or.jp https://www.kochi-harmony.or.jp

TEL 088-883-4799FAX

HP

担当者名

高知ハーモニー・ホスピタル

仕事と生活時間のバランスの
とれた働き方が可能な職場。

勤続年数3年　男性看護師勤続年数3年　男性看護師

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

看護部長までお問い合わせください。

医療法人仁栄会  島津病院

当院は透析を中心に多くの診療科があります。
患者さまへ安全で安心のできる医療・看護・介護を提
供するために、職員のキャリアアップや働きやすい職
場環境作りを職員一同で取り組んでいます。
在籍している4名の慢性腎臓病療養指導看護師と3名
の腎臓病療養指導士を中心に教育を行い、資格取得
を支援する制度もありキャリアアップできる環境も整
えています。
地域に根ざした病院として各職種がそれぞれの専門
性を発揮、連携しながら治療を行っています。

募集職種
看護師・准看護師

選考方法
書類選考、面接

勤務体制

病棟（2交替制）
日勤／8：15～17：00
夜勤／16：30～8：30

給与
看護師：200,000円～（経験により）
　+諸手当
准看護師170,000円～(経験により)
　＋諸手当
※諸手当：資格手当、通勤手当、
皆勤手当、夜勤手当等
昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

24時間院内託児所、育児休暇

休日休暇

応募方法
ハローワークを通じて電話にて随時応募可

中途採用 あり

その他
看護学生奨学金制度あり・昇給、
賞与は実績により・職員駐車場完備

開院年月

看護体制

病 床 数 一般69床(内  地域包括ケア病床10床）
外来透析 ベッド数：100床

職員構成 職員数225名（うち看護職員数75名）

そ の 他

昭和48年３月

10：1（一般病棟）
診療科目

看護部長 小川 栄子

〒780-0066高知市比島町４丁目6番22号 088-823-2285 088-824-2363
shimazuhp@shimazuhp.jp（件名記載） http://www.shimazuhp.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人仁栄会  島津病院

日祝（変則週４０時間制）年次有給休暇、
特別休暇、夏期休暇（２日）

・内科・人工透析内科・糖尿病内科・リウマチ科・腎臓内科
・消化器内科・循環器内科・外科・人工透析外科・整形外科
・泌尿器科・消化器外科・脳神経外科・肛門外科・皮膚科
・リハビリテーション科

日本医療機能評価機構認定病院
関連施設：島津クリニック、島津クリニック比島、
快聖クリニック、幡多病院

個々の看護師の家庭環境を十分把握し、小さい子供
を育てながらも安心して働き続けられるようにサポー
トしています。24時間対応の託児所も完備しています。
私たちと一緒に働いてみませんか。

看護部長からのメッセージ看護部長からのメッセージ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

統括看護部長又は管理部長まで
お問い合わせください　

随時実施しています!

朝倉病院

当院は高齢者専門病院です。また、専門医のもと
認知症患者様も積極的に受け入れています。
高知市の西方に位置し、山里で静かな環境の中、
春は桜の花が咲き競い、小鳥の声に癒されます。
院内・院外研修会への積極的な参加支援及び認定
看護師養成に向けても全面的に支援しております。

平成29年度より看護学生の臨地実習の受入れも行い
共に学ぶ姿勢を大切にしています。
中途採用者にもわかりやすく、なじみやすい指導
マニュアルも作成し、お待ちしております。

募集職種
看護師

選考方法
書類選考、面接

勤務体制
病棟（2交代制）
日勤（9：00～17：00）
夜勤（17：00～翌9：00）

給与
基本給：198,000円～246,000円
諸手当：20,500円

子育支援
育児休暇

休日休暇
夏季、年末年始、年次有休
週38.5時間勤務

応募方法 随時受付

中途採用 あり

その他
看護学生奨学金制度あり

開院年月

看護体制

内科、精神科、神経内科、循環器科、
消化器科、リハビリテーション科、放射線科

障害者病棟10：1　医療療養病棟20：1
介護療養病棟・介護医療院　6：1/4：1

病 床 数 252床（一般病床36床、療養病床72床、
 介護医療院144床）

職員構成 職員総数：227名　看護職員：74名

そ の 他 関連施設
居宅介護支援事業所  朝倉
訪問看護ステーション  あさくら
春野うららかクリニック
朝倉さわやかクリニック
朝倉さわやかガーデン

昭和43年9月

診療科目

統括看護部長　元吉ひとみ 

〒780-8063　高知市朝倉丙1653-12 088-844-2701 088-840-1260
asakura.kangobu@coffee.ocn.ne.jp http://asakura-hospital.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

特定医療法人仁泉会  朝倉病院

昇給 昨年実績2,500円

賞与 昨年実績年間5ヶ月



70床（療養41床、介護医療院29床）

病院見学について

看護部長までお問い合わせください。

医療法人博信会 中ノ橋病院

私は医療療養病棟で勤務しています。患者様の
状態など難しいことでも、先輩ナースに優しく
丁寧に教えていただき安心して業務に携わる
ことができています。人間関係も良く、アットホ
ームで病棟内も明るい雰囲気で働きやすいで
す。
皆さんも私達と一緒に働きませんか。

バス停前にあり、周囲に県立大学、高校のある通勤に便
利な場所に立地しています。
＊始業時間が8時50分からということもあり、子育てをし
ている方には大変喜ばれています。
＊中途採用者が多いですが、新人の方にも自信と意欲
が生まれるように指導を行っています。また院内、院外
研修会への参加や、看護職としてのやりがいを持って働
ける職場環境を目指しています。
＊「気づかいの看護」をモットーとして、患者様には自分
の家族と思って対応できるキメの細かい看護・介護を目
指しています。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟（2交代制）
日勤/8：50～17：30
　　　　8:50～13：00
夜勤/17：00～9：00

給与
基本給160,000～250,000+諸手当
諸手当：職務手当
           通勤手当（上限15,000円）
夜勤手当：1回9,500～10,000
超過勤務手当

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休業取得実績あり

休日休暇
週休2日制その他
（年間休日数114日程度）
年次有給休暇

応募方法 随時受付（電話・履歴書郵送）

中途採用 あり

その他
駐車場あり
（個人負担あり）

開院年月

看護体制

外科、内科、呼吸器科、胃腸科
整形外科、肛門科、リハビリテーション科

病 床 数

職員構成 75名

そ の 他
居宅介護支援事業所併設

1999年12月
医療療養病棟20：1　介護医療院25：1

診療科目

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

看護部長 

780-0844高知市永国寺町1-46 088-872-4069 088-872-4077
nakanohashi-kango2018@yahoo.co.jp http://www.nakanohashi-hp.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人博信会 中ノ橋病院

お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

看護部担当までお問い合わせください。

潮江高橋病院

　高齢者の患者様が多くいらっしゃる中で、ターミナルケアまで
を視野に入れて1日1日のケアを大切に看護を行っています。今
後、高齢社会の中で必要とされる摂取・嚥下機能や褥瘡予防・認
知症といった専門性の高い技術を身に付けることができ、とても
良い勉強になっています。
  複数の介護施設も併設されており、それぞれの施設における様
々な看護の在り方を学べることが貴重な経験になると思います。
  また、休日数も年間120日と多く、プライベートを充実させること
で業務に対してもより意欲的に取り組むことができます。

【企業方針】
医療・福祉の連携を図り、地域に根差した病院として“
治す”そして”活きる”をサポートします。
【立地】
通勤に便利な場所あり、中心部に近いですがとても
静かな環境です。
【ワークライフバランス】
育児休業取得者も多く、有給休暇取得率UPに積極的
に取り組んでいます。１時間単位の有休取得制度が、
時間の有効利用に大いに役立ちます。

募集職種
看護師・准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟(2交代制)
日勤　8：30～17：30
夜勤　16：30～9：00

給与
正看護師219,000円～290,000円
准看護師172,000円～265,000円
ほか諸手当：通勤手当、
超過勤務手当、夜勤手当
（＠10,000円）

昇給 年１回 賞与

子育支援
子の看護休暇・短時間勤務制度・
１時間単位の有給休暇制度

休日休暇

応募方法
随時応募可(担当者までTELにて)

中途採用 あり

その他
退職金制度
奨学金制度

開院年月

看護体制

内科・眼科・外科・呼吸器内科・循環器内科
放射線科・リハビリテーション科

病 床 数 ８０床

職員構成 職員数123名、看護職員数37名

そ の 他 併設：
介護老人保健施設梅壽苑
グループホームうしおえ

昭和28年8月

一般病棟10対1　療養病棟20対1

診療科目

看護部長  山村菊美

〒781-8001　高知市土居町9番18号 088-833-2700 088-832-7646
ushioetakahashi@takashiokai.or.jp https://www.takashiokai.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人高潮会 潮江高橋病院

年２回

年間公休数　120日
個人別有休計画付与制度

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

「治す」から「活きる」まで
地域の元気をサポートする
「治す」から「活きる」まで
地域の元気をサポートする

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

（医）精華園 海辺の杜ホスピタル

私たちは社会へ開かれた病院として地域との交流の中で、信頼される精神科医療をすすめ
ノーマライゼーションを目指していきます。様々な文化活動を通じて、『ともに歩み』『ともに
学んでいく』そんな姿勢を大切に地域に、そして社会に貢献していきたいと思っています。

　看護部理念に沿った看護を提供するために、日々研鑽できる環境づくりを目指していま
す。当院は精神科病院としての歴史も古く、現在では急性期治療から回復期、そして重度の
慢性期看護や認知症看護など、幅広くケアを行っております。
　特に、近年では外来通院での治療効果が高まり、それを支えるための地域ケアにも看護
展開を試み、外来での相談活動や訪問看護、デイケアなど、多機能な看護実践に取り組む
ことができる環境です。また、精神科看護には特に向上を必要とされる倫理教育にも力を
入れ、一つ一つ丁寧な振り返りを行い、新たな看護実践へと繋げていき、経験値を智の財
産としてゆけるよう努力しています。
　今後も皆様と精神科医療チームの一員として看護実践現場を活性化していきたいと思
います。

　看護部ではクリニカルラダーシステムを活用し、
それぞれの段階に応じた教育プログラムを作り、段階
に応じて研修を活用できるようにしています。また、
新人看護師に対して、当院で行う初期研修・外部研修
への参加とプリセプターシップを用いて海辺の杜の
看護師として成長できるようサポートをしていきます。
　また、職員のライフスタイルに合わせた働きやすい
職場を目指しております。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接・適正試験

勤務体制
病棟（3交替制）、
外来、デイケア
日　 勤／ 8:30～ 16:30　
準夜勤／16:20～ 0:30
深夜勤／  0:20～ 8:40　

給与

昇給 年1回（毎年4月）
賞与

子育支援
産前産後休暇、育児休暇等
休日休暇

応募方法
採用試験案内をホームページに掲載
中途採用 あり
その他
宿舎あり、看護学生の奨学金制度あり

開院年月

看護体制

精神科、心療内科

病 床 数 380床

職員構成 職員数201名　看護職員数 122名

そ の 他 【資格】
①看護学校や大学進学を希望する職員には奨学金制度あり。
②BLS、CVPPPなど精神科に必要な専門技術を習得できます。
③ファーストレベルやセカンドレベルなど、管理職としての
　研修もサポートしています。
【現在資格保持者】
認知症認定看護師１名・認知症ケア専門士１名・
BLS・CVPPP多数

昭和4年11月
精神科急性期治療病棟入院料１（看護配置：13：1）
精神療養病棟入院
特殊疾患病棟入院料２

診療科目

労務係 人事担当：井関（いせき）

〒781-0270 高知市長浜251 088-841-2288 088-841-2280
info@umibeno-mori.com http://www.umibeno-mori.com

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人 精華園 海辺の杜ホスピタル

年2回（６月、12月）
※Ｒ2年度実績4.25

日曜、祝日の回数だけ公休を付与。
また、土曜の回数だけ半日休暇を付与。

看護部長からのメッセージ看護部長からのメッセージ

随時実施しています!

看護師(看護大学卒業者)：
基本給 197,300～＋諸手当
看護師(２,３年課程卒業者)：
基本給 191,600～＋諸手当
准看護師：基本給 161,300～＋諸手当
※諸手当：通勤手当、夜勤手当、
　保育手当、年末年始手当等

※コロナウイルス感染等の状況により
　見学実施できない場合があります。
管理部：総務係までお問い合わせください。



医療法人弘仁会  岡林病院

高知市神田地区を中心に市民、県民のみなさまに広
くご利用いただく医療法人です。診療・治療に加え、病
気の予防まで総合的に、きめ細かなサービスをお届
けしています。また、住み慣れたわが家で療養生活を
お送りいただくための「リハデイソレイユ」「ケアセン
ターソレイユ」「ヘルパーステーションソレイユ」の介
護施設もあり、患者さんやご家族の立場に立ったケア
を心がけています。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法 面接

勤務体制

給与

昇給 年1回

賞与 年２回

子育支援
産前産後休暇、育児休暇等

休日休暇

応募方法
直接担当者にお電話ください

中途採用 あり

その他
看護学生の奨学金制度あり

開院年月
看護体制
病 床 数 91床 昭和54年４月

障害者施設等 10：１（45床）
障害者施設等 10：１（46床）

診療科目

病院見学について

事前にお電話等でご予約ください。看護部長 伊野部 伸子

〒780-8040高知市神田598 088-832-8821 088-832-8878
qq3t43s9k@mountain.ocn.ne.jp http://www.okabayashi-hp.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人弘仁会  岡林病院

看護師：基本給 195,000円～＋諸手当
准看護師：基本給 160,000円～＋諸手当
※諸手当：職場手当、通勤手当、
　超過勤務手当、夜勤手当、保育手当等

病棟（2交替制）
日勤／ 8：30～17：30（早出遅出有）
夜勤／16：45～ 8：45
外来日勤／8：30～17：00（遅出有）

週40時間制（4週8休）、
年次有給休暇、年末年始休暇、
慶弔休暇など

職員構成 職員数160名、看護職員数60名

そ の 他 グループホームかもだの杜、総合福祉施設ソレイユ
住宅型有料老人ホーム、ショートステイソレイユ
リハデイソレイユ、ケアセンターソレイユ
ヘルパーステーションソレイユ

お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

内科、外科、眼科、リハビリテーション科、循環器内科、放射線科、皮膚科、
老年内科、消化器内科、整形外科、泌尿器科、消化器外科、脳神経外科、
小児科、呼吸器内科、アレルギー科、肛門外科、リウマチ科、形成外科、
美容外科、心療内科、血液内科
人間ドック（半日コース・1日コース） 、ミニドック、企業健康診断 受験用健康診
断、就職用健康診断、ミニドック（脳ドック、骨ドック、肥満ドック、胃ドック、大腸
ドック、肝臓ドック、心臓ドック、肺ドック、腎臓ドック、血圧脈波検査、頸動脈エコー）
メタボリックシンドローム検診、特定健康診査

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

左記担当までお問い合わせください。

医療法人 川村会 川村病院

　急性期病棟17床、地域包括ケア病床15床、医療療養病棟
45床。胃腸内科を専門の柱に胃がん・大腸がんの検診、循環
器・外科・糖尿病・心療内科などの診療を行っています。
　安全・安心なケアの提供と優しい対応を看護の礎として質
の高い看護を提供するために院内教育活動や院外研修の
参加などを積極的に行っています。また、その研修もできる
だけプライベートな時間に影響が出ないよう、勤務時間内
に完結できるよう配慮しています。
　専門職としてこれまで積み上げてきたキャリアを継続して
いくことができるようサポートします。また、仕事と生活の相
乗効果が得られるよう支援を行っています。看護師として働
き易くやりがいのある職場作りを心掛けています。

募集職種
看護師

選考方法
面接のみ

勤務体制
病棟（2交代制）
日勤／ 8:30～17:30
夜勤／16:30～ 9:15

給与
看護師（新卒）：基本給 190,000円～＋諸手当
※諸手当：職務手当、皆勤手当、通勤手当、
夜勤手当　10,000円／回

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
育児休暇、短時間勤務制度

休日休暇
一ヶ月：9日、夏期、
年次有給休暇

応募方法
下記担当まで
お問い合わせください。

中途採用 あり

その他
看護学生の奨学金制度あり

看護体制

開院年月

内科、消化器内科、胃腸内科、循環器内科、外科、
糖尿病内科、心療内科、リハビリテーション科

病 床 数 77床

職員構成 職員数 94名　看護職員 46名

その他 夜勤体制：看護師4名、看護補助者1名

昭和40年1月
一般病棟10：1、療養病棟20：1

診療科目

看護部長 中西 恵美

〒780-0901　高知市上町5丁目6-20 088-823-7433 088-823-7515
kawamura.kango@ninus.ocn.ne.jp https://www.kawamura-hosp.or.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人 川村会  川村病院

現在、急性期・地域包括病床のある一般病棟で勤務し
ています。入退院もあり1日の流れも速く、最初は戸惑
い不安でしたが、優しく指導してくれる先輩や相談しや
すいプリセプターの存在もありとても心強いです。元気
になって退院される患者さんの言葉や姿に励まされ、
今は楽しくやりがいを感じながら仕事をしています。こ
れからも思いやりを大切にし、多くのことを学びながら
信頼される看護師を目指していきたいと思います。

新人看護師からのメッセージ新人看護師からのメッセージ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

病院見学について

担当までお問い合わせください。

きんろう病院

入職３年目です。療養病棟は初めてでした。急性期とは
違う忙しさもありますが、患者さんの笑顔をみると癒され
励みになります。
働いていると失敗や悩みもありますが、いつもあたたかく
見守ってくれるスタッフに支えられ相談しながら元気に
働ける場所です。
緑に囲まれた静かな場所で、患者さんの笑顔を多く見る
ことのできる看護をめざして、一緒に働きませんか？
そんな仲間を大募集です。

周りを緑に囲まれた静かな環境で四季を感じながら
働ける病院です。クリニックから病院にリニューアル
して6年になります。「当院を選んでよかった」と思って
いただけるような病院、看護をめざして日々取り組ん
でいます。
新人研修からキャリアアップ研修も院内外問わず支
援して一人ひとりの力、やる気を大切にしています。
また、同一法人には急性期～緩和ケア、回復期病棟も
あり、連携しながら貴方のやりたい看護を支援します。

募集職種
看護師・准看護師

選考方法
面接

勤務体制

２交代制（病棟）
日勤：8：30～17：00
夜勤：16：30～9：00

給与
基本給：看護師　19万円～
　　　  准看護師　16万円～
その他通勤手当・住宅手当・
調整手当・夜勤手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇、短時間勤務制度

休日休暇
４週７休、年次有給休暇、夏季休暇、
年末年始

応募方法
メール または 電話

中途採用 あり

その他
独身者用宿舎あり

開院年月

看護体制

・内科・呼吸器内科・老年内科
・リハビリテーション科・各種健診

病 床 数 101床

職員構成

職員数145名　看護職員75名

2015年5月

医療療養病棟（20：1）　 81床
障害者施設等一般病棟（10：1）　20床

診療科目

統括看護部長　大岩好香

〒781-0011　高知市薊野北町3-2-28 088-845-8711 088-845-3928
ooiwa@izumino.or.jp http://www.kinrou-cl.jp

FAXTEL

HP

担当者名

きんろう病院
随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

医事課総務部担当までお問い合わせください

医療法人共生会 下司病院

日本で初めてアルコール依存症の治療をとり入れた病
院です。
精神的疾患だけでなく、アルコールによってもたされる
糖尿病などの内科疾患の治療に取り組んでいます。
有休消化率ほぼ100%。しっかり休暇も取れ残業も少な
めです。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟（2交替制）
日勤8：45～17：00
夜勤16：30～9：30

給与

基本給180000～　+　諸手当
諸手当：職務手当、皆勤手当、
 　通勤手当、育児手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇　母性健康管理等

休日休暇
年次有給休暇、夏休み

応募方法
面接随時

中途採用 あり

そ の 他 精神科デイケア

病 床 数 50床

職員構成 職員60名

開院年月 昭和34年9月

看護体制 13：1

精神科、心療内科、内科、
リハビリテーション科、放射線科、
消化器内科、神経科

診療科目

医事課　総務部　大山　功　楠瀬　大介

780-0870　高知市本町3丁目5-13 088-823-3257 088-873-3658
gesi.com@outlook.jp http://geshi-hp.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人共生会 下司病院

当院は日本で初めてアルコール依存症の治療を
とり入れた病院です。またアルコールによって
もたされる内科疾患の治療に取り組んでいます。
患者様やご家族の思いを傾聴し、気持ちに寄り添
える看護を目指しています。アルコール依存症に
ついて知識を深めたい方はぜひ一緒に働いて

みませんか？

日本のアルコール依存治療 発祥の地日本のアルコール依存治療 発祥の地

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

高知鏡川病院

『自分が幸せでなければ、患者様に良いケアは提供で
きない』という考えの基に、当院は仕事と家庭の両立
が出来る勤務形態の実践や自分や家族が入院したい
と思える病院づくりを目指しています。プライベートを
大切にしながらも、研修参加や資格・認定が取得でき
る支援体制も整っています。院内での研修も充実して
おり、精神科看護師としての自信やスキルが確実に身
につきます。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
書類選考、面接

勤務体制

病棟（3交替制）
日　勤／ 8：30～17：00
準夜勤／16：30～ 21：00
深夜勤／21：00～ 9：00

給与

基本給165,000円～ 200,000円＋諸手当
※諸手当：通勤手当、皆勤手当、超過勤務手当、
夜勤手当、育児手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

院内保育所、育児休暇、短時間勤務制度等

休日休暇
週休２日、年次有給休暇

応募方法
電話にてお問い合わせ下さい

中途採用 あり

その他
駐車場完備
職員食堂あり

開院年月

看護体制

精神科、内科

病 床 数 271床

職員構成 職員数 240名　看護職員数 179名

そ の 他 高知県次世代育成支援認証企業
認定看護師資格取得支援制度あり

昭和31年
精神療養病棟、15：1精神病棟
高知県認知症疾患医療センター、
睡眠医療センター

診療科目

看護部長　中山 智子

〒780-8037　高知市城山町270番地 088-833-4328 088-833-4030
http://www.kagamigawa-hp.com

FAXTEL
HP

担当者名

医療法人武田会  高知鏡川病院

当院では様々なサポートがありますが、なか
でも研修や資格取得への支援のおかげで自
分のスキルを向上することが出来ています。
また子育て支援も充実しており子供を預けな
がらも安心して働くことが出来ます。知識技術
の習得だけでなく、患者様に寄り添った看護
を行い、いつも笑顔に囲まれて働くことの出
来る職場は、私のしたかった看護そのもので
す。私たちと一緒に働きませんか？

5年目の先輩看護師からのメッセージ5年目の先輩看護師からのメッセージ

病院見学について

看護部長までお問い合わせください

随時実施しています!



ここに注目！ 病院概要

病院見学について

担当者までお問い合わせください。

医療法人高田会　高知記念病院

私は昨年出産し、子育てと看護職
を負担なく両立しています。
最初、職場復帰は諦めようと考え

ていましたが、当院は週休２日で休日も多く、日
祭日にも対応できる託児所の支援があります。
同じ不安を抱えている方、私たちと一緒に働き
ませんか？

「心のこもった医療」を念頭に "ひと" と "ひと" とのふ
れあいを尊重しています。
　新人研修から質の高い看護を提供するための支援
や各種資格取得のための支援を行い、キャリアアップ
できる環境を整えています。
　その他、福利厚生や子育ても支援します。

募集職種
看護師

選考方法
書類選考、面接

勤務体制

病棟（２交代制）
日勤／8：30～17：00
夜勤／16：30～8：45

給与

新卒基本給190,000円＋諸手当
※諸手当：通勤手当、皆勤手当、
夜勤手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

出産・育児休暇、
育児サービス利用費用助成制度あり

休日休暇
週休2日、祝日、特別休暇、
年次有給休暇年間120日

応募方法
電話にて随時受付

中途採用
あり

その他
看護学生の奨学金制度あり
確定拠出年金制度
職員旅行（2年に1回）、永年勤続表彰制度
職員用無料駐車場あり

開院年月

看護体制

病 床 数 174床　透析室38床

職員構成 看護職員85名　介護職員30名
そ の 他 併設施設：居宅介護支援センター城見

　　　　　訪問看護ステーション城見
関連施設：
　サービス付高齢者向け住宅おあしす青柳
　　　施設内にクリニック、通所リハビリ、
　　　ヘルパーステーション等を併設

1946年3月

急性期一般入院基本料７　地域包括ケア入院医療管理料１
療養病棟入院基本料１　特殊疾患病棟入院料１
障害者施設等入院基本料　13：1

看護部長　野村 幸子

〒780-0824　高知市城見町4-13 088-883-4377 088-882-6261
kangobu@kochi-kinen.jp http://www.kochi-kinen.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人高田会 高知記念病院

子育て中の先輩看護師からのメッセージ子育て中の先輩看護師からのメッセージ

お問い合わせ先お問い合わせ先

募集案内

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

高知医療センター

○新人看護師研修の教育体制の充実
　新人看護師を育てる職場風土づくりをめざしています。
○キャリア開発支援
　・専門職としての主体的な自己教育の支援
　・一人ひとりの看護師のキャリアプランに応じた支援
○専門看護師・認定看護師等の資格取得支援
○看護チーム活動
看護の質向上をめざし、各領域の専門看護師・認定看護師等が中心となり活動し
ています。

新人看護師研修責任者より一言
「新人看護師を育てることは、私達の看護を育てること」をテーマに組織全体で、
新人看護師を支援しています。看護師として必要な知識・技術・態度の習得のた
めに、時期ごとの目標設定を行い、集合教育・ＯＪＴの実践を行なっています。
また、効果的な新人看護師研修を行なうために、新人看護師1人に対し２人の実
地指導者を配置し、看護業務を補完しあうパートナーシップ・ナーシングを取り入
れています。
新人看護師の職場適応と臨床実践能力の獲得を促進するための体制を強化し、
新人看護師の成長を支援しています。

募集職種
看護師、助産師
選考方法
小論文、面接、ほか
勤務体制
※病棟（変則2交代制）
日勤/8：30～17：15
長日勤/8：30～21：00
または9:00～21:30
夜勤/20:30～9:15
※救命救急（3交代制）
日勤/8：30～17：15
準夜勤/16：30～1：15
深夜勤/0：30～9：15

※中央手術（2交代制）　
　日勤／8：30～17：15
　夜勤／16：30～9：00

給与
基本給：207,000円（短大卒）～212,500円（大学卒）
※諸手当（夜勤1回につき2,150円～7,300円。
住居手当：借家の場合月額最高27,000円。
通勤手当、超過勤務手当など）

昇給 年1回 賞与 年2回（6月、12月）

子育支援 院内保育所、育児休暇
育児短時間勤務制度など

休日休暇

応募方法

その他

開院年月

看護体制

病 床 数 620床

職員構成 職員数　約1050人（内看護職員約700人）

そ の 他

日本医療機能評価機構認定
高知県立大学との包括連携協定を締結

2005年3月

7対1看護
パートナーシップナーシングシステム
一部機能別

看護局総務担当次長　野中 真澄

〒781-8555　高知市池2125-1 088-837-6755（直通） 088-837-6766
kango_1@khsc.or.jp http://www.khsc.or.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

高知医療センター

「いのちに寄り添い」には  
こころを込めて、病と向き合い生きる患者さんのいのち、からだ、
こころに寄り添い、その人らしいいのちの営みを支えたいという
看護師の思い（こころざし）を込めています。  

「パートナーシップ」には  
お互いを尊重しあい、思いやりや共感から生まれる信頼の関係
を意味します。患者さん、患者さんのご家族や大切な人々など、
看護師が出会うさまざまな人々の関係は、お互いの価値を認め
合い、尊重しあう関係でありたいと希う思いを込めています。 

「こころをつなぐ」には  
患者さんと看護師のこころのつながり、患者さんとご家族や大
切な人々とのこころのつながり、共に働く人と人のこころのつな
がりを大事にしたいという願いを込めています。  

【看護局の理念】
いのちに寄り添い　こころをつなぐ　パートナーシップ

年次有給休暇：初年度15日、次年度より20日
特別休暇：年末年始休暇、夏期休暇など

5月下旬に募集案内をホームページに掲載

病院敷地内に職員宿舎あり
（世帯用、単身用）
職員駐車場あり（無料）

2021年度は新型コロナウイルス感染症対応の
ため控えていただいております。ご質問につい
ては、看護局総務担当次長にご連絡ください。



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

お気軽にご連絡をお願いします。

医療法人山口会 高知厚生病院　

高知厚生病院看護部は、看護職員だけでなく社会福
祉士、介護福祉士など、様々な職種のスタッフが専門
性を発揮しのびのびと働いています。私たちは、出会
いを大切にしお一人お一人の老いも病も死も人生だ
と考えています。困難な状況でも共に乗り越えて
「にも関わらず笑う」現場でありたいと思っています。
いっしょに成長し合い、人間性を高めていきませんか。
専門看護師、認定看護師をめざす方、歓迎いたします。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制
病棟（２交替制）  
日　勤／8：30～17：00
夜　勤／16：30～9：00

給与

昇給 年1回 賞与 年2回

休日休暇
週休2日（週40時間勤務）、国民の祝日、
年次有給休暇  

応募方法 随時応募可

中途採用 あり

その他
長期研修支援制度あり
（認定・専門看護師）

開院年月
看護体制

整形外科、内科、消化器外科、外科、循環器内科、
呼吸器内科、リハビリテーション科 

病 床 数 病床数71床（うち老健29床）

職員構成 職員数180名　看護職員数60名

そ の 他
日本医療機能評価機構認定病院 
併設：介護老人保健施設こうせい 
　　　訪問看護ステーションこうせい 
　　　居宅介護支援事業所こうせい 
　　　通所リハビリテーションこうせい 
　　　訪問リハビリテーション 
　　　健診センター（協会けんぽ指定） 
　　　看護小規模多機能型居宅介護こうせい 
　　　グループホームこうせい 

昭和39年
一般病棟10:1　緩和ケア病棟7：1

診療科目

病院見学について

看護部長　西村 勇子

〒781-8121　高知市葛島1丁目9-50 088-882-6205 088-883-1655
i.iwamoto@kochi-koseihp.jp http://www.kochi-koseihp.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人山口会 高知厚生病院

基本給
看護師：191,600～+職務手当8,000
　　　　　　　　+諸手当
准看護師：162,500～+職務手当5,000
　　　　　　　　　+諸手当
※諸手当：皆勤手当、通勤手当、
 夜勤手当、超過勤務手当

（看護部の理念）
病院の理念に基づきいつでもその人らしい人生を送れるよう
思いやりの心を持って質の良い看護を提供します。
（看護方針）
⒈ 皆さんの権利と尊厳を守り一人ひとりを大切にします。
⒉ 安全でここちよい療養環境を提供します。  
⒊ 専門職としての役割を自覚し責任ある看護を行います。 
⒋ お互いを思いやり成長できる職場つくりを実践します。 
⒌ 地域と連携を図り継続看護を充実させます。 

敬天愛人
高知厚生病院グループの理念高知厚生病院グループの理念

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

事前にお電話にてお問い合わせください。

医療法人厚愛会 高知城東病院

☆当院は長期的に医療・介護を必要とされる患者様が
安心してご利用頂けるよう療養病棟に特化した病院で
す。また、介護関連事業所・介護医療院を併設しており、
高齢者の健康と自立支援に取り組み地域から必要とさ
れる施設を目指しています。
☆看護部は他職種と協働し、患者様の安全を守り、思い
やりのある看護の提供に努めています。
☆子育て中の職員に優しく働きやすい職場環境づくりを
目指しています。(院内保育所完備)
☆院内研修・外部研修への参加等看護師として成長でき
るよう支援しています。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制
２交代制
日勤　9：00～17：15
夜勤　16：45～翌9：00
その他　早出・遅出あり
パート　勤務時間相談可

給与

基本給＋諸手当
※諸手当：資格手当、皆勤手当、
夜勤手当、通勤手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

24時間院内保育所、
産前産後休暇、育児休暇等

休日休暇 4週6休、年次有給休暇、
特別休暇、夏季休暇

応募方法
ハローワーク、直接の電話にて応募可

中途採用 あり

その他
職員駐車場あり(月300円～1,000円)、
退職金制度あり、医療費助成制度、
職員旅行(２年に1回)

開院年月
看護体制

内科、外科、消化器内科、呼吸器内科、
放射線科、リハビリテーション科

病 床 数 92床(医療療養46床、介護療養46床)
151床(介護医療院)

職員構成 職員総数　約250名(看護職員75名、介護職員110名)

そ の 他 高知城東病院介護医療院
通所リハビリテーション　オーロラ
通所介護　リーズ
認知症対応型通所介護　フロリナ
小規模多機能型居宅介護事業所　コッペリア
居宅介護事業所　クララ

昭和44年8月
医療療養20：1　介護療養6：1

診療科目

事務長　久保内 大将　/　看護部長　大西 明子

〒781-5103高知市大津乙719 088-866-2326 088-866-5365
soumu@kochijoto.or.jp http://www.kochijoto.or.jp/

FAXTEL

HP
担当者名

医療法人厚愛会 高知城東病院

私はこれまで療養病棟での勤務経験はありませんで
した。急性期の病院とは異なり、患者様が長期に渡っ
て過ごされているため、患者様の個別性をしっかりと
理解、共有しながら密に関わることができると感じて
います。
　また、入職後に出産を経て職場復帰をしています
が、院内保育を活用しています。子どもたちがニコニ
コ楽しそうに過ごす姿が身近に感じられ、親子ともに
安心して働くことができます。

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

高知医療生活協同組合 高知生協病院

「住みなれた地域でくらしたい」「自分らしい生き方を送りたい」困っ
ている人や苦しんでいる人の思いに寄り添う。病気だけでなく、暮ら
し、仕事や背景も一緒に「看る」。そして「その人らしい生き方を送る」
ための力になる。助ける、何とかする。それが私たち高知生協病院の
めざす看護です。

高知生協病院は、一般急性期から回復期、そして在
宅・介護施設につなぐ病院です。地域で在宅医療を
支える診療所とネットワークを組み、在宅医療の後
方支援も行っています。また、地域での健康づくりを
支える活動も行っています。すべての人が、その人ら
しく生きていくことをあらゆる場で援助する、無差別・
平等の看護を理念に、患者さまに寄り添い、あきら
めない看護が私たちのモットーです。アットホーム
な雰囲気の中でのマンツーマンの指導で、じっくり
成長を支える充実した研修制度を設けています。

募集職種
正看護師

選考方法
面接・作文（事前に提出）

勤務体制
3交代制（病棟）

給与
基本給＋諸手当
（通勤手当、時間外手当、夜勤手当他）
※前歴加算あり

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
産前産後各8週間、
育児休暇、短時間等正職員制度、
育児時間制度あり

休日休暇

応募方法
採用試験案内をホームぺージ等に掲載

中途採用 あり

その他

開院年月

看護体制

病 床 数 114床

職員構成 正職員187名　正職員看護師62名

そ の 他

救急病院、災害救護病院、在宅療養センター。
県内に4診療所・1訪問看護ST・10介護事業所を擁す。

1983年12月
10：1（一般）、13：1（地域包括）

診療科目

総師長：福井多恵　学生担当：小谷恵未

〒780-0963　高知市口細山206-9 088-843-0025 088-840-0649
kochi-mcoop@jasmine.ocn.ne.jp http://www.kochi-hco-op.or.jp

FAXTEL

HP

担当者名

高知医療生活協同組合 高知生協病院

4週7休、年次有給休暇、
夏季休暇、慶弔休暇他

退職金規定、各種共済制度、
永年勤続表彰制度他

内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・糖尿病
内科・胃腸内科・内視鏡内科・リハビリテーション科・
外科・肛門外科・乳腺外科・整形外科・リウマチ科・消
化器外科・呼吸器外科・形成外科・心臓血管外科

院内見学やインターンシップは、
感染症拡大状況によります。
まずは担当者までお問合せ下さい。

私たち高知生協病院は
医療・介護の連携と生協のたすけあい活動で、
患者さま・利用者さまの想いに寄り添い、支えます。



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

病院概要

病院見学について

事務所までお問い合わせください　

高知整形・脳外科病院

　整形外科を中心に脳神経外科及びリハビリテー
ションの専門医療機関として、地域の皆様の健康維
持増進に努めております。  
　骨折、捻挫等の日常のケガ、腰痛、肩こり、膝痛など
の病気を対象とし、豊富なセラピストにて専門的な
リハビリテーションをおこなっております。
　新人看護師には、プリセプターを中心に病棟全体
で育成していきます。
　また、外部の研修への参加も推進しており、様々な
教育支援を行っています。 
　残業が少なく有給休暇も取得しやすいため、子育
て世代の方が働きやすい環境も特徴です。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接・小論文

勤務体制
病棟（2交替制）
　日　 勤／ 8：30～17：00
　夜勤　／16：30～9：00
　早出・遅出有

給与
基本給 157,000円（准看護師）＋諸手当
基本給 184,000円（看護師）＋諸手当
※諸手当：皆勤手当、通勤手当、
 　　残業手当、職務手当、 
 　　夜勤手当等

子育支援
子供扶養手当有

休日休暇
週休２日、年次有給休暇、夏季休暇、
年末年始、特別休暇等

応募方法 電話にて打ち合わせ

中途採用 あり

その他
看護師宿舎あり、永年勤続表彰制度
職員旅行、マラソンサークル活動あり

開院年月

看護体制

整形外科、脳神経外科、麻酔科、
リハビリテーション科

一般病棟（30床）10：1
医療療養病棟（40床）20：1
回復期リハビリテーション病棟（32床）15：1

病 床 数 102床

職員構成 職員数 125名　看護職員数 50名

そ の 他 救急指定病院
日本医師会スポーツ医
日本リハビリテーション医学会認定専門医

昭和40年9月

診療科目

事務長　沢村　祐司

〒780-0901　高知市上町4丁目7番20号 088-822-1285 088-875-4311
kochions@athena.ocn.ne.jp http://www.kochiseikei-nogeka.com/

FAXTEL

HP

担当者名

高知整形・脳外科病院

昇給 年1回 賞与 年2回

　私は現在、外来の勤務をしています。整形外科の対象
患者は小児から高齢者と幅広いため、年齢に合わせた
コミュニケーションションが必要になります。
　急性期だけではなく、様々な領域から対象年齢患者
さんとの関りがあり、直接人と関わるコミュニケーション
の機会が多い診療科でもあると思います。
　当院は仕事内容を含め「やりがい」を見出す事のでき
る職場だと思います。

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

総務課人事担当までお問い合わせください。

日本赤十字社 高知赤十字病院

人を大切にし、支えあう組織をめざしています
≪人材育成が充実≫
・認定看護師資格取得支援
・特定行為研修修了支援
・赤十字施設間交流
・クリティカルラダーを軸とした研修開催
≪WLBの実現≫
・育児短時間制度

募集職種
看護師

選考方法
筆記試験、小論文、面接

勤務体制

変則2交代制勤務
３交代制勤務

給与

日本赤十字社職員給与要綱に準ずる
※諸手当：深夜手当、特殊勤務手当、
勤務手当、住居手当など

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休業制度・
育児短時間勤務制度など

休日休暇
週休２日、年次有給休暇、
特別有給休暇

応募方法
採用試験案内をホームページに掲載

中途採用 臨時採用あり

その他
院内保育所あり

開院年月

看護体制

血液内科、糖尿病・腎臓内科、循環器内科、呼吸器内科、
消化器内科、内科、心療内科、呼吸器外科、消化器外科、
乳腺・内分泌外科、外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、
心臓血管外科、リウマチ科、小児科、産婦人科、耳鼻咽喉科、
眼科、放射線科、皮膚科、泌尿器科、麻酔科、精神科、
病理診断科（全26科）

病 床 数 402床

職員構成 職員数：942名、看護職員数：495名

そ の 他 専門看護師：４領域　５名
認定看護師：11領域20名
特定行為研修修了看護師：３名

1928年（昭和3年）
ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾅｰｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

診療科目

あなたの意欲と
情熱を

待っています。

人事担当　猪原

〒780-8562　高知市秦南町1丁目4番63-11号
088-822-1201 088-822-1056
info@kochi-med.jrc.or.jp  http://kochi-med.jrc.or.jp

FAXTEL

HP

担当者名

日本赤十字社 高知赤十字病院
随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

担当者までお問い合わせください。

高知総合リハビリテーション病院

２年目の看護師です。学校で学んだ知識をもとに、現
場では患者様それぞれの症状に合わせて臨機応変に
動いていく力が必要になります。自分の知識と経験が
患者様の為になり、感謝の言葉を頂いた時はとても
嬉しいです。私もまだまだ
勉強中です。
やりがいのある職場で私
達と一緒に働いてみませ
んか。

募集職種
看護師

選考方法
面接

勤務体制

日  勤／ 9：00～ 17：00
夜  勤／16：30～  9：30
※その他、早出・遅出あり

給与

基 本 給    163,700円～
職務手当    23,000円
その他、皆勤・夜勤等の各種手当有

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

出産・育児休業制度　取得実績あり
介護・看護休業制度　取得実績あり

休日休暇
４週８休他 （年間125日程度）

応募方法
電話連絡の上、履歴書（写真貼付）送付

中途採用 随時受け付けております

その他
看護師奨学金制度あり

開院年月

看護体制

内科、リハビリテーション科、循環器科、消化器科

病 床 数 病床数　176床　　介護医療院　定員79名

職員構成 職員数235名（内 看護職員数113名）

そ の 他 日本医療機能評価機構認定病院

昭和53年3 月
●障害者施設等（88） 10 : 1　
●医療療養病床（88） 20 : 1
●介護医療院（79）  6 : 1

診療科目

看護部長  片岡

〒781-8135　高知市一宮南町一丁目10番15号
088-845-1641 088-846-2811
kataoka@jojinkai.com http://www.jojinkai.com/kochi/

FAXTEL

HP

担当者名

高知総合リハビリテーション病院

　高齢者医療を専門とし、医師・看護師・リハビリ・
介護職など全体がチームとなり、より質の高い
サービスの提供を目指し、日々頑張っています。
新人研修をはじめ、各種の院内教育を行い、自身
の能力向上のために希望
者へは研修会、勉強会に
参加できるような環境を
整備しています。

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

左記担当者までお問い合わせください。

医療法人尚腎会高知高須病院(附属安芸診療所、室戸クリニック）

職員のワークライフバランスを推進しています。
院内保育所を完備し、長期研修時や時間外研修で
も職員の子供を預かっており、子育てしながらでも
働きやすい職場環境を目指しています。
院外研修参加も積極的で、キャリアアップの支援も
行っております。
有料老人ホーム「はるか」や、訪問看護ステーショ
ン、居宅介護支援事業所も開設し、在宅部門も充実
しています。

⒈
⒉

⒊

⒋

募集職種
看護師

選考方法 面接

勤務体制
外来：当直制　20：30～9：30
病棟：(2交替）
日勤/8：30～17：30
夜勤/20：30～9：30
遅出/12：30～21：30
透析室：(2交替）日曜日休み
室戸クリニックは日勤のみ

給与

昇給 年1回 賞与 年2回(6月、12月）

子育支援
院内保育所、育児休暇、看護休暇
短時間勤務制度等

休日休暇
週休2日、年次有給休暇、特別休暇

応募方法
随時受付（履歴書持参）

中途採用 あり

その他
福利厚生施設あり、
永年勤続表彰、職員旅行
看護学生の奨学金制度あり

開院年月

看護体制

泌尿器科、糖尿病内科、内分泌・代謝内科、
腎臓内科、人工透析内科、内科、胃腸内科、
外科、循環器内科

病 床 数 一般63床（うち、地域包括ケア病床27床）
外来透析　ベッド数：227床

職員構成 職員数 427名　看護職員数 199名
（高知高須病院のみ）

そ の 他 日本医療機能評価機構認定更新病院
附属安芸診療所　外来透析ベッド数：60床
室戸クリニック　外来透析ベッド数：80床

昭和55年7月
10対1　チームナーシング

診療科目

〒781-5103高知市大津乙2705-1 088-878-3377
看護部長　前川 三智子

daihyou@takasuhp.or.jp http://www.takasuhp.or.jp

担当者名
TEL

HP

〒784-0005安芸市港町2-635 0887-34-3848
東部統括部長　小松 登美担当者名

TEL

〒781-7102室戸市室津1番地 0887-24-2511
東部統括部長　小松 登美担当者名

TEL

基本給・職種加算：
専門学校卒200,000円～＋諸手当
4年制大学卒210,800円～＋諸手当
諸手当：通勤手当、住宅手当、家族手当、
　時間外手当、夜間手当等

高知高須病院
附属安芸診療所
室戸クリニック

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

総務課人事担当までお問い合わせください。

高知脳神経外科病院 

看護部では、他部門と連携を図りながら患者
さまの立場に立って、安全で信頼される看護
を提供できるように努めています。新人教育
については院内新人教育プログラムによりプ
リセプターが指導を行っています。
職員の教育体制は積極的に支援し、院内での
勉強会を定期的に開催するなど、スキルアッ
プへの支援を行っています。

募集職種

選考方法 面接

勤務体制

病棟（２交替制）
日勤／8：30～17：00
夜勤／16：30～9：00

給与
新卒初任給 190,000円～
夜勤手当 11,000円
皆勤手当 5,000円
職務手当 経験により勘案

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇、短時間勤務制度等

休日休暇

応募方法 随時面接

中途採用 あり

その他
看護師資格取得支援制度あり
夜勤回数など相談可能

開院年月

看護体制

病 床 数 46床

職員構成 職員数82名、看護職員数40名

そ の 他 看護師資格取得支援制度あり
夜勤回数など相談可能

昭和63年8月

10：1

診療科目

有光

〒780-8065  高知市朝倉戊767-5 088-840-3535 088-840-3615
jim@kochi-nsg-hp.or.jp              http://www.kochi-nsg-hp.or.jp/              

FAXTEL

HP

担当者名

高知脳神経外科病院

当院は、脳神経外科・内科・心臓血管外科
など脳神経外科専門医として急性期医療
を担う地域に根ざした病院です。
外来では、頭痛外来・物忘れ外来・禁煙外
来などの専門外来や疾患の早期発見、早
期治療のための脳ドックを行っています。

週休２日、年次有給休暇、夏季休暇看護師、准看護師、看護助手

脳神経外科・内科（消化器科）
心臓血管外科・整形外科
リハビリテーション科

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

総務課人事担当までお問い合わせください。

医療法人 野並会  高知病院

新人教育体制は、クリニカルラダーにより院内教育プログ
ラムを組み、プリセプターが指導を行っています。また、
個々の成長に合わせたサポート体制を取っており、キャリ
ア開発支援において、院外の研修参加も委員会や個人の
ニーズに応じ、勤務時間内での積極的参加が可能な環境
です。院内研修委員会および看護教育委員会で、研修会
を企画・定期的に開催するなど、スキルアップ支援も行っ
ています。職員の福利厚生も充実しており、さらに職種を
超えた職員間のチームワークと結束力が強く、明るく活気
あふれる職場環境に恵まれています。

募集職種
看護師

選考方法
面接

勤務体制

日勤／8：40～17：40
夜勤／17：00～9：30
その他、遅出 早出
　　　　　 変則勤務あり

給与

基本給 看護大卒（新卒）：190,000円
　　　 看護師（新卒）：180,000円
　　　 経験年数に応じてプラス支給
諸手当 職務手当・通勤手当・皆勤手当
・夜勤手当等
昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

院内保育所、育児休暇、
短時間勤務制度、子の看護休暇あり

休日休暇
週休2日制・年次有給休暇（時間有給）
慶弔・介護休業育児休暇・子の看護休暇・
夏季休暇・特別休暇
応募方法 担当者に電話連絡

中途採用 あり

その他
令和元年６月～電子カルテ移行
独身職員宿舎あり

開院年月

看護体制

整形外科、内科、呼吸器内科、循環器内科、
リハビリテーション科、ペインクリニック内科

病 床 数 124床

職員構成 職員数170名（看護60名、介護24名） 

そ の 他 日本医療機能評価機構認定病院

明治26年

一般病棟（26床）10：1看護
医療療養病棟（48床）20：１看護　
看護補助者20：1
回復期リハビリテーション病棟（50床）15：1看護
看護補助者30：1

診療科目

看護部長　岡林 久子

〒780-0054　高知市相生町1-35 088-883-3211 088-883-3213
n-kango@castle.ocn.ne.jp http://www.nonami-kai.com/kochi-hp/

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人 野並会  高知病院

回復期リハビリテーションに勤務して2年目になりました。
入職時から日々の看護業務で、分からない事や不安に思うこ
とは、プリセプターを始め先輩方にもとても優しくアドバイス
やフォローしてもらえ、日々成長できている自分を感じていま
す。また、多職種で退院に向けた援助を一緒に考えることが
でき、患者さんが安心して退院される姿を見るたびに、看護
師としてのやりがいを感じています。さらに、職場は多職種と
の交流が盛んで、福利厚生やイベント・ワークライフバランス
も充実しているため、日々 楽しく仕事ができています。

2～3年目の先輩看護師からのメッセージ2～3年目の先輩看護師からのメッセージ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

社会医療法人仁生会 三愛病院

　当院は、女性が働きやすい環境の整備に取り組み子育
て世代の皆さんの他、幅広い年代の皆さんに長く勤めて
いただける職場となっています。 休暇日数も多く、自分の
趣味の時間を持つこともでき、家族と過ごす時間も大切
にすることができます。高齢者のケアにやりがいを持って
活躍する仲間たちと一緒に働きませんか？
　ブランクのある方も、新卒の方も丁寧に指導します。ぜ
ひ一度、施設見学においでください。書面だけでは感じる
ことのできない当院の魅力を感じて頂けると思います。
職員一同お待ちしております。

　三愛病院は、障害者施設等一般病棟床(88床)・地域包括ケア
病棟(10床）・介護医療院(48床)と在宅支援サービス等を併せ持
ち、地域包括医療の総合的な取り組みを実践すると共に地域に
根付いた親しみやすい医療施設としての機能を担う病院です。
健康障害の予防を含め、それぞれの健康レベルに応じたサー
ビスの提供と創造性豊かな療養支援の実践を目指しています。
　また職員個々のワークライフバランスに注目し、誰もが長く働
きたいと思える職場づくりに取り組んでいます。常勤看護師の
採用については、【就職支度金制度】があります。詳しくは、下記
問合せ先までお気軽にご連絡ください。丁寧にご説明します。 

募集職種
看護師・准看護師（パート可）

選考方法
小論文(新卒のみ）、面接

勤務体制
２交代制
8：30～17：15、16：00～9：00
＊3交代制については相談可
＊パートについては
　　勤務時間相談可

給与
基本給186,800円～207,100円
＋諸手当
諸手当 ：皆勤手当、職務手当、
夜勤手当、通勤手当、超過勤務手当

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
院内保育所（24時間）・
病後児保育（高知市委託事業）
利用可能

休日休暇
週休2日、年次有給休暇、特別休暇等

応募方法
別途通知

中途採用 随時、面接を行います。

その他
奨学金制度あり、
就職時支度金制度あり

開院年月

看護体制

内科、小児科、耳鼻咽喉科、整形外科、皮膚科、
美容皮膚科、泌尿器科、循環器内科、形成外科、
精神科、放射線科、リハビリテーション科、訪問診療科

病 床 数 146床

職員構成 301名（内看護部  124名）

そ の 他

昭和50年11月
障害者施設等一般病棟（88床）10：1
介護療養型医療施設（48床）6：1
地域包括ケア病床(10床）13：1

診療科目

看護部長　濱名郁里

〒781-8136　高知市一宮西町1丁目7-25 088-845-5291 088-845-5611
h-motoyoshi3@hop.ocn.ne.jp http://sanai-hospital.jp/top/

FAXTEL

HP

担当者名

社会医療法人仁生会 三愛病院

高知県次世代育成支援企業
次世代育成対策
「くるみん」認定企業

認定看護師(糖尿病看護)1名在籍
併設サービス：
　　　　介護老人保健施設あうん高知
　　　　通所リハビリテーション デイケアファイト
　　　　居宅介護支援事業所「一宮」
　　　　通所介護事業所デイサービス「いろは」
　　　　グループホーム「いろは丸」

県内の新型コロナ感染状況により判断
しております。
看護部 左記担当までお問い合わせくだ
さい。



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

看護部長室までお問い合わせください

医療法人新松田会  愛宕病院

愛宕病院では全看護職員を対象に、ラダーに沿った看護
教育システムを取り入れています。
看護教育委員会のメンバーである看護管理者が中心と
なり1年間の年間教育計画を立案し、研修プログラムに沿
って技術研修を開催しています。
新人教育では、OJT学習と新人研修をMIXして、先輩看護
師の助言を受けながらコミュニケーション能力の向上に
努めています。
医療従事者としての接遇を強化し、品位ある看護職員の
育成に向けて取り組んでいます。
急性期から介護医療院まで兼ね備えた魅力ある当院で
一緒に働きましょう。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟（2交代制）
日勤／8:30～17:00
夜勤／16:45～8:45

給与
基本給
看護師 218,000～+諸手当
准看護師 150,000～+諸手当
諸手当：経験年数、通勤手当、
皆勤手当、超過勤務手当、夜勤手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

24時間院内保育所、育児休暇、
短時間勤務制度、夜勤の減免制度等

休日休暇
週40時間制、年次有給休暇、夏季休暇、
年末年始休暇等

応募方法
随時応募可　

中途採用 あり

その他
看護学生の奨学金制度あり
支度金制度あり

開院年月

看護体制

病 床 数 本院（424床）　分院（180床）
介護医療院（定員：138名）
昭和41年9月
一般病床10:1　回復期リハ病床15:1
精神科病床15:1　医療療養病床20:1
介護医療院Ⅰ型6:1（入所定員138名）

看護部長　山中 美智子

〒780-0051　高知市愛宕町1丁目1番13号 088-823-3301 088-871-0531
kango@atago-hp.or.jp http://atago-hp.or.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人新松田会  愛宕病院

内科、外科、整形外科、脳神経外科、婦人科、
眼科、心療内科・精神科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、
皮膚科、リハビリテーション科、麻酔科、救急科

職員構成 本院 587名（うち看護職員242名）
分院 137名（うち看護職員 59名）

そ の 他 救急指定病院
高知大学卒後臨床研修プログラム協力病院
「高知県次世代育成支援企業」認証

診療科目

看護部の理念看護部の理念

随時実施しています!

＊一般病床看護の理念と目標：個別性・信頼・安全確保 
＊精神科病床看護の理念と目標：誕生・自立・変革 
＊療養病床看護・介護と目標：自立・QOL向上・満足

患者さま・利用者さまの意思に基づく自立を支援し、
個々に対するベストケアを提供します。
安全・安楽を基本とし、根拠に基づいた質の高い看護・
介護を実践し、ニーズの充足を図ります。



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

看護部長までお問い合わせください。

 医療法人新松田会 愛宕病院分院

新入職員からのメッセージ

看護部では、年間教育研修を計画し、定期的に就業時
間内に実施しています。なた、少数で行う必要のある
研修や感染対策上やむを得ない研修は、各部署内で
研修を行っています。新人職員には、プリセプターを
付け、メンターの役割も持てるように配慮しています。
患者・家族に寄り添い、倫理的感性をもったケアを
行えるよう取り組んでいます。看護管理者の学習会を
計画的に行い、療養環境として、或いは働く場として
皆さんから「選ばれる病院」を目指しています。

募集職種
看護師・准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟（２交替制）
日勤／8：30～17：00
夜勤／16：45～8：45

給与
基本給
看護師　218，000～諸手当
准看護師150，000～＋諸手当
諸手当：経験年数、通勤手当、皆勤手当、
超過勤務手当、夜勤手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇、夜勤の減免制度

休日休暇
週40時間制、年次有給休暇、
夏季休暇、年末年始休暇等

応募方法 随時応募可

中途採用 あり

その他
看護学生奨学金制度、支度金制度あり

病 床 数 医療療養病床120床　障害者病床60床

職員構成 全職員 135名（内看護職員57名）

開院年月 昭和53年1月

看護体制 医療療養病床20：1、障害者病棟13：1

内科、リハビリテーション科、心療内科、
精神科

診療科目

看護部長 川崎 綾              

〒781-0270　高知市長浜6012-1
bunkangobu@shirt.ocn.ne.jp http://atago-ryoyohp.jp/HP

担当者名

医療法人新松田会 愛宕病院分院

アットホームな雰囲気の病院で、先輩たちも、気長に
やさしく指導してくださっています。
ご高齢の患者さんが大半ですが、人生の最期の時
まで、患者さんのその人らしさを大切に、職員一丸と
なって、ケアさせていただいています。患者さんの
お姿から学ぶことも多いです。
私たちとOne Team になりませんか!

随時実施しています!088-842-0411 088-842-0434　FAXTEL



病院見学について

看護部中平までお問い合わせ下さい。

医療法人さくらの里 だいいちリハビリテーション病院

春には桜の名所となる九反田堀川沿いに位置し、人にや
さしい、思いやりのある医療をめざす、地域に根差した病
院です。看護部では「笑顔を絶やさず、一人ひとりの患者
さんの心に寄り添った看護・介護を提供します」という理
念のもと、質の高い看護を提供する為に教育体制を整え、
看護部全体が成長できるよう取り組んでいます。また、職
員個々のワークライフバランスに注目し「ワーク：仕事も
一生懸命、ライフ：自分の時間も大切に、バランス：両方の
調和」を保ちながら患者さんの健康を守るため、職員自身
がいきいきと元気で誰もが長く働き続けたいと思える職
場づくり、支援を行っています。２４時間対応の院内保育
も完備しており、安心して働ける環境になっています。

募集職種
看護師

選考方法
面接

勤務体制
病棟
（3交替制、希望者2交代制）
日勤/8：30～17：00
準夜勤/16：30～1：00
深夜勤0：30～9：00

給与

基本給：
  看護師（新卒）185000円+諸手当
※諸手当：資格手当、皆勤手当、
通勤手当、夜勤手当、
その他勤務部署による手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援 24時間保育完備
育児休暇・看護休暇あり　

休日休暇
年間休日制（106日）
年次有給休暇（3ヶ月で5日発生）
介護休暇

応募方法 電話による問い合わせ

中途採用 あり

その他
看護学生の奨学金制度　あり

開院年月

看護体制

内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科
・整形外科・リウマチ科・外科・放射線科・麻酔科
・リハビリテーション科

病 床 数 180床

職員構成

総職員数230名　看護職員数84名　看護補助者数30名

昭和19年2月
一般病棟/看護10：1
回復期リハ/看護15：1
療養病棟/看護20：1

診療科目

看護部　中平律子

〒780-0832高知市九反田2番14号
ｋangodaiichi@daiichi-hp.jp http://www.daiichi-hp.jpHP

担当者名

医療法人さくらの里 
だいいちリハビリテーション病院

お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

看護部長までお問い合わせください。

医療法人瑞洋会 田中整形外科病院

　当院は、昭和40年7月1日に診療所として職員15名
でスタートしたと25年史に記載されています。昭和48
年に北病棟を80床増築し、昭和57年に南病棟を改築
し130床の田中整形外科病院となりました。その後、
減床、休床があり現在は98床となっています。
　老朽化に伴う新病院の建築が検討され、本年度秋
に完成予定です。新型コロナ感染症で当院だけでな
く日本の医療体制が脅かされていますが、職員一同、
整形外科治療を必要とする患者様に使命が果たせる
よう全職種頑張っています。ピカピカの病院で一緒に
働きませんか。

募集職種
看護師

選考方法
面接

勤務体制
病棟（2交替制）
日勤／8：30～17：30
夜勤／16：45～8：45

給与
基本給185,000～+諸手当
※諸手当：職務手当、皆勤手
　当、通勤手当、超過勤務手
　当、夜勤手当、保育手当

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
育児休業、子の看護休暇他
保育手当（3歳まで20,000円）

休日休暇
9日/月（平均）　年間休日112日
有給・夏季・特別
応募方法
看護部長室にお電話ください
中途採用 あり

その他
看護学生奨学金制度
月額：80,000円
最終学年：100,000円

開院年月

看護体制

整形外科、麻酔科、リハビリテーション科、
リウマチ科、ペイクリニック内科

病 床 数 98床

職員構成 職員数147名（看護職員65名）

そ の 他 研修会参加支援制度
電子カルテ

昭和40年7月

一般病棟（10：1） 回復期（15：1）

診療科目

坂口 房子

〒780-0901高知市上町3丁目2-6 088-822-7660　872-9177（看護部長室）
088-872-9177 kangobu-tanakaorth@star.ocn.ne.jpFAX

TEL

 http://www.tanakaseikei.jpHP 担当者名

医療法人瑞洋会 田中整形外科病院

当院は、病院理念に「心ある医療]を掲げ、昭和40年開設以
来、整形外科専門病院として地域に貢献してまいりました。
そして令和3年11月には新病院に移転します。また「思いやり
あふれる看護」を看護部理念に掲げ、患者さんの立場に立った
丁寧な看護を大切にしています。職員のモットーは、明るく・
元気そして笑顔であいさつをすることです。良いコミュニケー
ションは、良いチームを創りそして良い看護を生み出します。
人と人のつながりを大切にする当院で、新人にも丁寧に接し
みんなで支援しています。こんな仲間と地域医療に参加しま
せんか。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　新病院イメージ図　
　　　　　　　　　

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

社会医療法人近森会 近森病院

看護師一人ひとりが自律し、成長していくことを支援す
るために充実した教育体制を整えています。新人看護
師からエキスパートナースへとキャリアアップするた
めに2012年から院内ラダー認定制度を開始しました。
それぞれのレベルに応じた研修プログラムを構築し、
質の高い看護実践の実現を目指しています。また、専
門性を高めるキャリアアップとして専門看護師、認定
看護師、特定看護師を目指す看護師も増えており、
進学のための休職制度、奨学金制度があります。そして、
チーム医療の中で看護の役割を果たしています。

募集職種
看護師

選考方法
筆記試験・小論文・
適性検査・面接

勤務体制

原則2交替
その他時差出勤あり

給与
看護大卒（4年）：210,000円         
短大・専門学校卒：200,000円         
※諸手当：通勤手当、住居手当、
　超過勤務手当、夜勤手当、
　精皆勤手当等が別途加算 

昇給 年1回 賞与 年3回

子育支援

24時間制院内保育施設、育児休暇

休日休暇
年間120日、有給・慶弔・介護休暇

応募方法
ホームページをご参照ください

開院年月

看護体制

ホームページをご参照ください

病 床 数 許可数：512床

職員構成

職員数 約1,270名
看護師・准看護師　563名　看護補助者　137名

そ の 他
近森会健保組合あり
職員健康管理制度、スポーツサークル
専門・認定・特定看護師資格取得支援制度あり

1946年12月　近森外科として開設
ホームページをご参照ください

診療科目

看護部長室秘書

〒780－8522　高知市大川筋1丁目1-16 088-822-5231 088-871-7259
kango@chikamori.com http：//www.chikamori.com/

FAXTEL

HP

担当者名

近森会グループ

仕事で辛かった時や悩んだりしたときは、上司や先輩看
護師に相談し、アドバイスをもらうことで乗り越えること
ができました。
相談しやすく、親しみやすい先輩たちばかりなので仕事
で困ったことがあっても必ず助けてくれ、成長できる職
場です。

安心して学べる職場です。
先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

病院見学について

詳しくはホームページを
ご覧ください！



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

近森リハビリテーション病院

当院は、主に脳血管疾患を中心とした回復期のリハ
ビリと在宅復帰支援を担っています。摂食・嚥下障害
や高次脳機能障害の看護、在宅支援への看護、家族
看護などを日々の看護実践から学ぶことができます。
また、多職種協働の中で看護の役割を実感し、自らの
専門性を探求していけることも魅力のひとつです。さ
らに当院には「回復期リハビリテーション看護師」認
定取得者が6名在職しており、現場の看護実践や看護
師教育の質向上をめざして活動しています。

募集職種
看護師

選考方法
筆記試験・小論文・
適性検査・面接

勤務体制

原則2交替
その他時差出勤あり

給与

看護大卒（4年）：210,000円
短大・専門学校卒：200,000円
※諸手当：通勤手当、夜勤手当、
　 住宅手当、超過医務手当、
　 精皆勤手当等が別途加算

昇給 年1回 賞与 年3回

子育支援

24時間制院内保育施設、育児休暇

休日休暇
年間120日、有給・慶弔・介護休暇

応募方法
ホームページをご参照ください

開院年月

看護体制

病 床 数 180床

職員構成

医師(6名)
看護師(103名)・准看護師(5名)
介護福祉士（36名）・クラーク ・アテンダント（6名）
看護補助者（5名）・歯科衛生士(4名)
理学療法士(61名)・作業療法士（48名）
言語聴覚士(28名）・公認心理士（2名）
ソーシャルワーカー（9名）
薬剤師（4名）・管理栄養士(5名）

1989年12月
看護師 13：1以上　介護福祉士 30：1以上

看護部長室秘書

〒780－8522　高知市大川筋1丁目1-16 088-822-5231
kango@chikamori.com http：//www.chikamori.com/

TEL

HP

担当者名

近森会グループ
088-871-7259FAX

 リハビリテーション病院に就職し、様々な疾患や障害を持つ患者さんに関
わってきました。先輩看護師さんを始め、リハビリテーションスタッフなど
多職種からたくさんの刺激や知識・技術を得ながら、一般社団法人回復期
リハビリテーション病棟協会認定の『回復期リハビリテーション看護師』と
して活躍しています。
 障害を持った患者さんやご家族が目指す生活の支援は、個別性が高く、い
つも試行錯誤です。患者さんやご家族が目指す生活ができるようになった
時には、回復期リハビリテーション病棟で働く看護師でよかったと喜びを
感じます。
　患者さんの病気だけではなく、生活を支える看護師としてのやりがいを
一緒に感じてみませんか。

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

病院見学について

詳しくはホームページを
ご覧ください！



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

近森オルソリハビリテーション病院

　当院は、整形外科（orthopaedics)専門のリハビリ
テーション病院です。整形外科の専門分野・回復期の
看護を深く学ぶことができます。看護部の基本姿勢は
気づく・学ぶ・考えるケアの実践です。根拠をもって看
護の提供を行います。新人教育は、無理のない研修
システムになっているため、安心して成長できる職場
環境が整っています。目標とする資格、認定取得など、
キャリアアップのための支援体制も整っています。
　患者さんと共に、働く個々のスタッフを大切に、個
人の状況に合わせたサポート体制をとり、WLBにも積
極的に取り組んでいます。

募集職種
看護師

選考方法
筆記試験・小論文・
適性検査・面接

勤務体制

原則2交替
その他時差出勤あり

給与

看護大卒（4年）：210,000円
短大・専門学校卒：200,000円
※諸手当：通勤手当、住居手当、
超過勤務手当、夜勤手当、
精皆勤手当等が別途加算

昇給 年1回 賞与 年3回

子育支援

24時間制院内保育施設、育児休暇

休日休暇
年間120日、有給・慶弔・介護休暇

応募方法
ホームページをご参照ください

開院年月

看護体制

整形外科、リハビリテーション科

病 床 数 100床（一般14床・地域包括30床・回復期56床）

職員構成 総職員数 139名(看護部職員数 72名)

そ の 他
整形外科専門のリハビリテーション病院

2007年10月1日
一般病棟 10：1          
地域包括ケア病棟 13：1          
回復期リハビリテーション病棟　15：1  

診療科目

看護部長室秘書

〒780－8522　高知市大川筋1丁目1-16 088-822-5231 088-871-7259
kango@chikamori.com http：//www.chikamori.com/

FAXTEL

HP

担当者名

近森会グループ

共に歩み　共に喜び　その人らしい生活を支援します

病院見学について

詳しくはホームページを
ご覧ください！



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

看護部までお問い合わせください。

特定医療法人 竹下会  竹下病院

看護部方針：
【患者さま一人ひとりの大切な命と、大切な心を守ります】

※救急から在宅への橋渡し
※初診から看取りまで継ぎ目のない医療の提供を目指していま
す。是非、一度見学に御出でください。
貴方の素敵な笑顔をお待ちしています。　　　　　　　　　

繋ぐ医療を提供します。
竹下病院の医療：【医療を繋ぐ くらしを繋ぐ】

看護師との出会いが、患者さま一人ひとりの人生の一助となれ
るように、安全・安心・信頼関係の確保に努めています。

入職後の教育体制
当院での新人教育プログラムに沿った内容で新人教
育を行っています。また、看護協会・近隣施設への院
外研修を受講し、他施設との交流も深めています。
ローテーション研修を取り入れ、新人の早い段階で複数
の部署での体験を行っています。知識技術の習得に
ついてはｅラーニング教育システムを活用し、基礎・
中堅・管理・リーダー育成などの講義を24時間いつで
もインターネットで無料で受講でき、個々のレベル
アップに繋げています。　　

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
書類選考・面接

勤務体制
病棟：2交代制
日勤／8：40～17：10
夜勤／16：40～9：00

給与
看護師：190,000円＋諸手当
准看護師：163,000円＋諸手当
諸手当：皆勤手当・通勤手当・
夜勤手当・看護師資格手当

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
24時間制契約託児所完備・
育児休暇・託児所費用助成金制度

休日休暇

応募方法

中途採用

その他

開院年月

看護体制

病 床 数 急性期一般・包括ケア・障害者：76床

職員構成 約165名  看護部門90名

そ の 他 〇日本医療機能評価機構認定病院
〇リンクノースケアセンター
訪問看護ステーション芽生
訪問リハビリテーション・デイサービスたけのこ
居宅支援事業所 わかば

1947年9月（昭和22年）
固定チームナーシング

診療科目

看護部長：菊池

〒780-0870高知市与力町3番8号 088-822-2371 088-822-2375
kangobuhou@takeshita-hp.jp http://www.takeshita-hp.jp 

FAXTEL

HP

担当者名

特定医療法人 竹下会  竹下病院 

4週6休制・祝日・夏季年末年始休暇・
年次有給休暇

電話で問い合わせ・随時応募可

あり

駐車場補助制度あり
看護学生奨学金制度あり

内科・リウマチ科・老年内科・腎臓内科・
循環器内科・糖尿病内科・外科・消化器外科・
肛門科・内視鏡外科・泌尿器科・婦人科・
整形外科・リハビリテーション科（人工透析50床）

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

国立病院機構 高知病院

【当院の教育体制/キャリアアップ支援】　　　　　　
院内の看護教育は、国立病院機構の「看護職員能力開
発プログラム」を基にキャリア形成を支援する体制を
整えています。キャリアラダー制度に沿ってラダーレ
ベルに示した能力を自らが段階的に修得することを
目指しています。
また、キャリアラダー制度で修得した能力を基に①専
門性の高い看護職②看護管理者③看護教育者④ジェ
ネラリストとしての道が選択できる仕組みになってい
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新人教育は、off-JTとOJTを計画し一人ひとりの成長に
応じた個別プログラムでの教育体制を整えています。

募集職種
看護師、助産師

選考方法
小論文試験、面接試験

勤務体制

記入病棟(3交替)
日勤8:30～17:15
準夜16:30～1:15
深夜0:30～9:15

給与
基本給（初任給）
看護師　大学4年卒   206,400円
　　　　短大3年卒   197,100円
　　　　短大2年卒   188,000円
助産師　　　　　　 209,200円
※諸手当：夜勤看護等手当
住居手当（借家の場合、最高27,000円支給）
通勤手当（実態に応じて最高55,000円まで）

昇給 年1回 賞与 年2回
子育支援
院内保育所(※0歳児より、
夜間保育あり）、育児休業、育児時間、
育児短時間勤務制度等あり

休日休暇
4週8休　年次有給休暇　特別休暇等

応募方法
採用試験案内をホームページに掲載、
または、資料請求

中途採用 適宜ホームページに掲載

その他
共済保険に加入、雇用保険に加入、
災害補償制度あり

開院年月
看護体制

内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科
・アレルギー科・リウマチ科・小児科・外科
・整形外科・脳神経外科・呼吸器外科・消化器外科
・小児外科・皮膚科・泌尿器科・産科・婦人科・眼科
・耳鼻咽喉科・放射線科・リハビリテーション科・精神科
・神経内科・歯科（入院対応）・麻酔科・病理診断科

病 床 数 424床

職員構成 職員数633名　看護職員数391名

2000年10月1日
一般病棟入院基本料7対1
障害者施設等入院基本料7対1

診療科目

管理課　庶務班長：丸尾

〒780-8077高知市朝倉西町1丁目2番25号
088-844-3111 088-843-6385 http://www.kochihp.comFAXTEL HP

担当者名

独立行政法人 国立病院機構高知病院

　私は泌尿器科、耳鼻咽喉科、婦人科、小児科の混合病棟で勤務して2年目
になります。就職した当初は疾患や治療などわからないことばかりで、不安
な毎日でした。しかし、先輩方のご指導のもとできることが増え、少しずつ患
者さん中心の看護が提供できるようになってきたと思います。今では少し
ずつ自分に余裕を持て、DMATである先輩の姿を目にし、災害看護に興味を
持つようになりました。様々な知識・技術を身につけ、看護師として経験を重
ねたいと思っています。当院は、急性期、周産期、セーフティーネット分野等
様々な医療・看護に携わることができ、スキルアップできる病院です。ぜひ
高知病院で一緒に働き、成長していきましょう。

2～3年目の先輩看護師からのメッセージ2～3年目の先輩看護師からのメッセージ

4階北病棟　西川  雅世

現在は、休止していますが開催については、
詳しくはホームページをご確認ください
教育担当副看護部長までお問い合わせください。



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

2年目ナースから一言2年目ナースから一言2年目ナースから一言

病院見学について

総務企画課人事担当までお問い合わせください

独立行政法人 地域医療機能推進機構(JCHO) 高知西病院

入職したばかりの頃は、知識・技術ともに不十分であ
り、不安なことがたくさんありましたが、プリセプター
や先輩看護師のサポートを受け、少しずつ自分に自
信が持てるようになりました。まだまだ未熟な部分
はたくさんありますが、少しでも患者さんに良い看
護ができるよう、日々勉強し努力しながら業務に取り
組んでいます。是非私たちと一緒に働きましょう。

 　独立行政法人地域医療機能推進機構は、全国57病
院で構成され、安心して暮らせる地域づくりに貢献し
ています。当院は、リハビリテーション、人工透析、保
健予防活動、訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護支援
事業所を有し、広く地域に貢献できる機能を備えてい
ます。よって看護師として多くの経験ができる病院で
す。新人看護師には、プリセプターを中心に、病院全
体で育てる文化ができています。また、看護実践能力
向上に向けて、JCHO看護師クリニカルラダーによる
キャリア開発、また、特定行為研修実習実施病院とし
てこれまで6名の研修生が受講しています。

募集職種
看護師

選考方法
小論文、面接

勤務体制

病棟（二交替制）
日勤：8:30～17:15
夜勤：15:45～9:15

給与
基本給：200，700円（3年課程卒）
※諸手当：通勤手当、住居手当、
　扶養手当、夜勤手当、
　時間外勤務手当 等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休業、育児短時間勤務、
育児時間

休日休暇
週休2日、祝日、年次有給休暇等

応募方法
採用試験案内をホームページに掲載

中途採用 あり

その他
退職金制度（1年以上）あり

開院年月

看護体制

内科、腎代謝内科、外科、整形外科、消化器外科、泌尿器科、
リハビリテーション科、麻酔科、人工透析血管外科

病 床 数 154床

職員構成 職員数226名　看護職員数116名

そ の 他
超高齢社会で医療・看護・介護・生活支援まで、
包括的ケアのニーズに応える使命を持つ独立行政法人です。

1975年5月

10対１ 　13対１（回復期・包括ケア病棟）

診療科目

看護部長 原 いづみ

〒780-8040高知市神田３１７－１２ 088-843-1501 088-840-1096
main@kochi.jcho.go.jp http://kochi.jcho.go.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

独立行政法人 地域医療機能推進機構 高知西病院
随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

総看護師長までお問い合わせください

医療法人 厚仁会 土佐田村病院 介護医療院とさたむら併設

当院の開院は、昭和40年と歴史が古く、地域
の皆様に親しまれてきました。当院の職員数
は80名です。年齢層は20代から70代と幅広
くアットホームな雰囲気が特徴です。患者様
の思いに寄り添う医療・看護・介護を大切に
しています。

募集職種
看護師・准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟（2交代制）
日勤/8：30～１７：00
夜勤/16：30～9：00
早出・遅出（変則勤務あり）

給与

基本給　190,000円＋諸手当
＊諸手当：資格手当・通勤手当・
　皆勤手当・調整給

昇給 実績により
賞与 年2回

子育支援

育児休暇制度

休日休暇
40時間／週　年間107日
夏季休暇3日　年末年始4日

応募方法
電話で連絡

中途採用 あり

開院年月

看護体制

内科

病 床 数 医療療養　44床・介護医療院46床

職員構成 看護職員　50人

昭和40年
機能別・受け持ち制

診療科目

西山 利香

〒781-0814　高知市稲荷町11番20号
088-883-3544 088-883-3589　

http://www.tosatamura.jp/index.htmlhdns1@sirius.ocn.ne.jp
FAX

HP

TEL

担当者名

医療法人 厚仁会 土佐田村病院
随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

総務課までお問い合わせください。

土佐病院

◇看護職員のキャリア開発、人材育成 
　・プリセプター等によるOJT、
　　　実践に必要なスキル習得のためのOff-JTの充実
　・キャリアラダーに対応した研修体制・キャリアプラン
　　　に応じた支援
◇より良いワークライフバランスの実現
　・時間内勤務の励行
　・育児や介護と仕事の両立をサポート
◇福利厚生・クラブ活動
　・バレーボール、ゴルフ部、テニスクラブ
　　社交ダンスクラブ、フットサルクラブ、音楽クラブ　

募集職種
看護師

選考方法
面接等

勤務体制

病棟(3交替制)
日勤/8:30～17:00
準夜勤/16:00～0:30
深夜勤/0:00～8:30

給与

基本給199,300円～254,000円
(経験により)
その他手当、退職金あり

昇給 年1回
賞与 年２回（昨年実績4.7ヶ月）

子育支援

院内保育所、育児休暇等

休日休暇
年間106日、年次有給休暇

応募方法
電話にて随時応募可

中途採用 あり

開院年月

看護体制

精神科

病 床 数 174床

職員構成 職員数150  名、看護職員数92名

そ の 他
日本医療機能評価機構認定病院
精神科救急医療体制整備事業(平日夜間24時間受入れ) 

1933年6月

精神科救急入院料　10:1
精神科療養病棟入院料　15:1

診療科目

総務部長　中村修一

〒780-0062　高知市新本町2-10-24 088-822-3357 088-872-2027
contact@tosa-hp.com http://www.tosa-hp.com/

FAXTEL

HP

担当者名

(医)須藤会 土佐病院　

　土佐病院は、高知駅から1Km足らず、高知インター
からも10分程度の市街地にあり、1933年の創設以来、
一貫して精神科医療に取り組んできました。
　県内唯一の精神科救急専門病棟では、手厚い治療
・看護により入院期間の短縮に努めています。また、
MRIをはじめとする医療機器などの充足に加え、デイ
ケア、グループホーム、家族会、訪問看護ST、就労継続
支援事業所などの各部門が協力しながら入院から退
院後のサポートまでを積極的に行っています。

医療法人須藤会 

土佐病院 

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

2～3年目の先輩看護師からのメッセージ2～3年目の先輩看護師からのメッセージ

病院見学について

看護部長までお問い合わせください。

特定医療法人久会 図南病院

私は地域包括ケア病棟で働き始め、現在一般病棟で勤務しています。
地域包括ケア病棟では、在宅や施設に向けて不安のある患者様に対
して、退院支援について多く学ぶ事ができました。一般病棟に移り、今
まで経験のない術前・術後の看護やターミナルの患者様への看護等、
様々な事を学ぶ事ができます。分からない事ばかりで不安もあります
が、知識・技術、経験豊富な先輩看護師の方々が丁寧に教えて下さり、
日々成長できる働きやすい職場です。

就業後の教育体制・キャリアアップ支援
・プリセプター制度をとり入れています。プリセプター
は技術等の指導のみでなく、精神的支援も大切にし
ています。
・個人の看護実践能力に応じた研修への参加を促し
ています。研修参加費は一部病院が負担しています
ので、研修に参加しやすい体制です。
・積極的な研修への参加を呼びかけており、資格取得
への支援も行っています。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接等

勤務体制

病棟（2交替制）
日勤/8：30～17：00
夜勤/16：30～9：00

給与
基本給：
看護師182,900円＋諸手当
准看護師155,500円＋諸手当
夜勤手当：1回/13,000円
※諸手当：資格手当、通勤手当、
皆勤手当
昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

院内託児所（24時間）、育児休暇等

休日休暇
週休2日制（土日・祝日）、
新採用者休暇２日、年次有給休暇、
介護休暇等
応募方法 電話にて随時応募可

中途採用 あり

その他
看護師宿舎あり
看護学生の奨学金制度あり

開院年月

看護体制

内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、内視鏡内科、外科、
消化器外科、乳腺外科、大腸・肛門外科、内視鏡外科、整形外科、
リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、緩和ケア外来、創傷ケア外来、
人間ドック

病 床 数 171床

職員構成 看護職員数　約100名　介護職員数　約50名

そ の 他 日本医療機能評価機構認定病院
救急病院　　在宅療養支援病院
併設：訪問看護ステーション しもぢ

昭和42年3月
緩和ケア病棟 7：1（12床）　地域包括ケア病棟 13：1（30床）
一般病棟 10：1（36床）　障害者病棟 10：1（38床）
介護療養病棟 6：1/4：1（55床）

診療科目

看護部長

〒781-0806高知市知寄町1丁目5-15 088-882-3126 088-882-3128
kango_tonan@hisakai.or.jp http://www.hisakai.or.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

特定医療法人 久会 図南病院
随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

医療法人永島会  永井病院

高齢化率35％（Ｈ30.4現在）の春野町において、多職種
で在宅支援を実践しています。  
令和2年４月から地域包括ケア病床（19床）、介護療養
病棟を介護医療院として開設しました。  
地域高齢者の緊急入院や高度急性期治療後の患者の
受け入れを積極的に行い、充実したリハビリテーション
により在宅復帰を目指しています。在宅復帰率は、包括
ケア（85％）医療療養（89％）"県内外への研修は、Web
研修で参加しています。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接など

勤務体制
日勤/8：30～17：30
夜勤/17：00～翌9：00

給与
178,500円～312,000円＋
別途夜勤手当（12,000円×回数）
※資格手当、職務手当、皆勤手当、看護手当、休日手当、
　通勤手当、家族手当、夜勤手当、保育手当、育児手当

昇給 年1回

子育支援
短時間常勤制度あり、育児休暇取得
保育手当（小学校入学まで6,000円/1人）
育児手当（小学校入学まで保育料の1/2上限30,000円まで）

休日休暇
年間108日、年次有給休暇

応募方法
電話連絡

中途採用 あり

その他
日勤のみ、夜勤のみも
相談に応じます

開院年月

看護体制

内科、外科、消化器内科、整形外科
リウマチ科、リハビリテーション科

病 床 数 40床　介護医療院52床

職員構成 職員数177名（看護師48名）

そ の 他 併設通所リハビリテーション
デイケアながい
訪問リハビリテーション
永井居宅介護支援事業所
ホームヘルパーステーション永井

1971年4月
医療療養20：1　地域包括13：1　

診療科目

看護部長　安井 鈴江

〒781-0304　高知市春野町西分2027-3 088-894-6611 088-894-6612
yakuhin@nagai-hp.com htpp://www.nagai-hp.com

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人永島会  永井病院

賞与 夏、冬、年度末 ※年度末賞与は勤続3年以上

私たちは、地域の医療を支えていると言う強い気持ちで日々頑張って
います。地域包括ケア病床もあり、リハビリ職員と連携して、在宅復帰
に取り組んでいます。スタッフ同士も仲が良く、忙しい時もお互い
にフォローし合える、とても雰囲気の良い職場です。 
子育て応援も充実しています。私たちも子育て中で支援を受けて
働いています。病院の周囲はのどかな田園風景です。  
皆さんも私たちと一緒に働きませんか。待っています。  

コロナ禍の為、令和2年から中止して
います。現在は、院内の状況や永井病院
が取り組んでいる事を看護部長との
面談でお話いたします。  



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

患者さまの「こころ」を聴いて60年患者さまの「こころ」を聴いて60年

病院見学について

看護部長（竹内）までお問い合わせください

医療法人おくら会　藤戸病院

1960年開設の精神科病院です。長年のノウハウ
と専門性の高いスタッフが自慢。
「誠実と信頼　希望と前進」をモットーに、
小規模で小回りの利く街中病院として地域医療
の展開を行います。関連施設として、訪問看護ス
テーション、グループホーム、
就労継続支援B型作業所があります。

病棟、外来、デイケア、訪問看護ステーション、と看護
師が活躍する場がそろっています。
小規模であることを利点として、多職種での連携を密
に行っています。開放的で明るく、何よりも「こころ」に
寄り添う時間を大切にしています。
仕事と家庭、どちらも大切。定時での勤務終了で生活
のバランスを取りやすいのが強みです。スタッフ間の
「和」は抜群で、伝統的に長く務めるスタッフが多いの
が特色です。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接・適性検査

勤務体制

3交代（病棟）
日勤/8：30～17：00
準夜勤/16：30～1：00
深夜勤/0：30～9：00

給与

看護師　 ：190,000～270,000円
准看護師：160,000～230,000円
夜勤手当、通勤手当、住宅手当、
子供手当など

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇、
子どもの看護休暇など

休日休暇
年間108日、年次有給休暇、特別休暇

応募方法
電話連絡等で随時受付

中途採用 あり

その他

開院年月

診療科目

病床数 80床
1960年10月

看護体制 精神科急性期治療病棟入院料 1
精神療養病棟入院料

職員構成 職員数80名　看護職員数42名

精神科
心療内科

看護部長　竹内 和佳子

〒780-0901　高知市上町1丁目4-24 088-822-3440 088-824-8144
ｗ-takeuchi@okurakai.com http://okura-kai.com/fujito/

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人おくら会 藤戸病院

看護学生の奨学金制度
高知県次世代育成支援企業認証

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

社会医療法人仁生会 細木病院　

　細木病院は、地域基幹病院として二次救急医療に対
応すると共に地域包括ケア病棟、回復期リハビリテー
ション病棟、医療療養病棟、(緩和ケア病棟）、精神科病
棟を併せ持つケアミックス病院です。在宅部門も充実
しており、2020年6月にハート(循環器）センターも開設
しました。院内・院外の研修の充実や実習病院として医
師・看護師・医療技術スタッフ等の育成にも取り組んで
おり、クリニカルラダーを軸とした教育への取り組みは
評価をいただいています。
〈看護部研修〉 新人教育/現任教育/継続教育

募集職種
看護師

選考方法
小論文(新卒のみ）、面接

勤務体制

３交代制
(日勤)8：30～17：15
(準夜)16：30～1：00
(深夜)0：30～9：00

給与

基本給186,800円～207,100円
＋諸手当
諸手当：皆勤手当、職務手当、
夜勤手当、通勤手当、超過勤務手当

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
院内保育所（24時間）・
病後児保育（高知市委託事業）
利用可能

休日休暇
週休2日、年次有給休暇、特別休暇等

応募方法
別途通知

中途採用 あり

その他
奨学金制度あり、
就職時支度金制度あり

開院年月

看護体制

総合診療科、内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、
内分泌内科、腎臓内科、心療内科、精神科、外科、消化器外科、肛門外科、
乳腺外科、血管外科、脳神経外科、整形外科、小児整形外科、
リハビリテーション科、リウマチ科、化学療法・緩和ケア科、小児科、
神経小児科、耳鼻咽喉科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、放射線科、
麻酔科、歯科、各専門外来、ハート（循環器）センター

病 床 数 456床

職員構成 職員数 893名、看護職員数 268名

そ の 他 日本医療機能評価機構認定病院
認定看護師（感染管理/がん化学療法看護）、
専門看護師（がん/在宅看護）各1名ずつ在籍、
認定看護管理者2名

昭和21年7月
一般病棟10：1、療養病棟20：1、地域包括ケア病棟13：1、
回復期リハビリテーション病棟13：1、緩和ケア病棟7：1、
精神科病棟15：1

診療科目

仁生会人事部（細木病院内）　金子、浜田

〒780-8535　高知市大膳町37 088-822-7211 088-825-0909
jinjibu@jinseikai-group.or.jp http://hosogi-hospital.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

社会医療法人仁生会 細木病院

高知県次世代育成支援企業
次世代育成対策
「くるみん」認定企業

私たちは、今年2年目の看護師です。看護部の研修は、
教育体制が整っているので安心して看護について学べ
ます！

県内の新型コロナ感染状況により
判断しております。人事部 左記担当まで
お問い合わせください。



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

1年目の先輩看護師からのメッセージ1年目の先輩看護師からのメッセージ

病院見学について

看護部長までお問い合わせください

医療法人治久会 もみのき病院

様々な疾患や背景をもつ患者さんに対
して多職種と連携してチーム医療を提供
すること、その中で看護師の役割を発揮
する重要性を学びました。多職種が連携
の取れた職場だと感じながら日々業務し
ています。

当院では、看護専門職としての倫理観を基盤とし「根
拠に基づく安全で質の高い看護を提供できる能力」
「多職種と協働し創造的な看護を提供できる能力」
「広い視野で多様な価値観やニーズに対応できる能
力」を備えた地域医療を担う人材
を育成していくとともに、主体
的、能動的にキャリア発達で
きるよう支援しています。

募集職種 看護師
選考方法
面接・小論文
勤務体制
病棟（2交替）
日勤/8：30～17：15
夜勤/17：00～8：30　
※早出遅出あり
外来
日勤/8：30～17：30
当直/12：30～8：30

給与
看護師/ 基本給200,600～235,000+諸手当
※諸手当、通勤手当、超過勤務手当　他

子育支援
めだか園・もみのき幼稚園（グループ法人）

休日休暇

9日/月（2月のみ8日）
夏季・冬期休暇あり。

応募方法
看護部長までお問い合わせください

中途採用 あり

その他
看護学生奨学金制度あり

開院年月

看護体制

病 床 数 60床

職員構成 全職員数207名　看護部職員数85名（2021年4月）

そ の 他 （令和2年4月1日現在）
日本医療機能評価機構認定病院
キャリアアップ支援制度あり

1998年5月

10：1

診療科目

看護部長

〒780-0952　高知市塚ノ原6-1 088-840-2222（病院代表番号）
kango@mominoki-hp.or.jp http://mominoki-hp.or.jp/

TEL

HP

担当者名

医療法人治久会  もみのき病院

「患者さんの思いや価値に
寄り添う看護」に取り組んでいます。
「患者さんの思いや価値に
寄り添う看護」に取り組んでいます。

脳神経外科、循環器内科、消化器内科、
小児科、リハビリテーション科、放射線科、
緩和ケア外来、ペインクリニック

力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材
を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体
的、能動的にキャリア発達で的、能動的にキャリア発達で

力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材力」を備えた地域医療を担う人材
を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体を育成していくとともに、主体
的、能動的にキャリア発達で的、能動的にキャリア発達で的、能動的にキャリア発達で的、能動的にキャリア発達で的、能動的にキャリア発達で的、能動的にキャリア発達で的、能動的にキャリア発達で

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

若手女性看護師の声若手女性看護師の声

病院見学について

採用担当者までお問い合わせください

海里マリン病院

海里マリン病院は、その名の通り病院から太平洋と浦戸湾が
一望でき、職員も患者さんも明るくお話ができる職場だと思
います。先輩は皆優しく・丁寧に・熱心に指導してくれます。
また、出産しても働きやすい職場
です。院内に保育所もありますし、
勤務も最大限考慮していただい
ています。最近は、若手の看護師
も増えてきて、休みの日にも一緒
に遊んだりしています。

募集職種 看護師

選考方法

勤務体制
３交代制
日勤／8:30～17:00
準夜勤／16:30～1:00
深夜勤／0:30～9:00

面接

給与
基本給181,400円（新卒時）+諸手当
※諸手当：看護手当、準・深夜勤手当、
通勤手当 等

子育支援
院内保育所、産前産後休暇、
育児休業制度完備

休日休暇

4週8休
（年間休日106日+特別休暇2日）

応募方法
TEL連絡の上、履歴書を当院に送付

中途採用 あり

その他
看護師宿舎あり
看護学生の奨学金制度あり

開院年月

看護体制

病 床 数 76床

職員構成 171名、うち看護職員58名

そ の 他 日本整形外科学会整形外科専門医研修施設
日本リウマチ学会認定教育施設

1991年6月

10：1

診療科目

事務部長  中谷

〒781-0112　高知県高知市仁井田1617-5
088-847-0101
yu.nakatani@marine-hosp.jp http://www.marine-hosp.jp/

TEL 088-847-0252  FAX

HP

担当者名

海里マリン病院

整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科・
内科・胃腸内科・循環器内科・外科・放射線科・
麻酔科・眼科・皮膚科・脳神経外科

随時実施しています!

昇給 年1回 賞与 年2回

「温かな心のこもった看護を提供する」理念のも
と、一人ひとりの患者さんに寄り添える看護師さ
んになってもらえるよう心がけています。
教育体制にも力を入れており、研修会への参加
や、院内研修等を充実させています。
また、明るい職場で長く務める方が多いのが特
徴です。

（看護部長より）



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

看護部、藤村までお問い合わせください。

医療法人山村会  山村病院

私たちは、患者様ひとり、ひとりに応じたぬくもりと笑顔
のある医療と介護を提供し、健康支援と豊かな地域作り
を目指します。
基本方針
・患者様が安全、安心、信頼、満足できる現場作りを
  心がけます。
・患者様のプライバシーと尊厳を守ります。
・患者様により良いサービスを提供するための知識と    
　技術のスキルアップに努めます。
・患者様に笑顔を絶やさず、気持ちの良い接遇を
  心がけます。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制
病棟（２交替制）
日勤／8：45～17：15
夜勤／17：00～9：00
早出／7：30～16：00
遅出／10：00～18：30

給与
当院給与規定による
※諸手当：通勤手当、夜勤手当、
　超過勤務手当、扶養手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
育児休暇等

休日休暇

応募方法 随時受付

中途採用 あり

その他 退職金制度あり

開院年月

看護体制

内科、整形外科、泌尿器科

病 床 数 78床

職員構成 職員数88名、看護職員数40名

そ の 他

1966年10月

1病棟：地域包括ケア病棟（33床）
２病棟：山村介護医療院・和（45床）

診療科目

看護部長  藤村 三津子

〒780-0934　高知市下島町106 088-872-5038 088-822-8912
butyou@yamamurakai.jp

FAXTEL

担当者名

医療法人山村会  山村病院

看護部理念

患者様に安全で安楽な療養環境を、笑顔と優しさのケア
ができるよう、多職種と連携を図り、患者様、ご家族に信頼
される看護・介護を目指しています。家庭的な雰囲気のあ
るアットホームな病院です。私たちと一緒に働いてみませ
んか。

ケアの受け手である、人間に興味と関心を持ち、
生命を重んじる価値観を持つ

4週6休（＋祝日）、有給休暇（6ヶ月後より）、
夏季休暇（３日）

山村会ネットワーク
・介護複合施設「輝」 ・鏡居宅サービス事業所
＊バンガード元町 ＊山寿会（湯の里等）

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

看護部長まで連絡下さい。

医療法人 博愛会 横浜病院

180床の療養型病院で、急性期を過ぎてリハビリテー
ションのための入院、慢性期の長期療養のための
入院に対応している病院です。地域密着での医療に
取り組んでいます。

募集職種
看護師・准看護師

選考方法
面接

勤務体制

日勤/8:30～17：00
早出/7:30～16：00
遅出/10：30～19：00
夜勤16：30～9：00（２交代）

給与
看護師　基本給 180,000～250,000
准看護師基本給 150,000～220,000
資格手当10,000　住宅手当5,000
皆勤手当10,000 
育児手当 23,000（3歳）12,000（6歳）

昇給 年1回 賞与 年2回
子育支援
子の看護休暇を充実
有給扱いで時間単位・半日単位
・１日単位で、入職後３ケ月経過後取得可能

休日休暇
108日

応募方法
電話にて対応し、面接等の日時を決めます。

中途採用
あり

その他
車通勤可能　駐車場広く無料です。

病 床 数 180床

職員構成 職員数 170名　看護職員90名

そ の 他 入院病棟は全て療養型で20：1の基本料です。

開院年月 昭和55年4月
看護体制 療養入院基本料 20：1

内科・整形外科・消化器内科・循環器内科
・呼吸器内科・放射線科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・外科

診療科目

事務長　谷山憲一

〒781-0243 高知市横浜東町10番1号 088-842-7100 088-842-1888
yokomang@kochi-yokohama-hp.jp http://www.kochi-yokohama-hp.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人 博愛会 横浜病院

目に耳、心に優しい生活環境での療養生活青く
澄んだ空と、眼下に広がる浦戸湾、緑の山々に
囲まれた立地に横浜病院はあります。
穏やかな日差し、爽やかな風、たゆたう波の音
色が療養患者様を癒し、病状回復にお手伝い
できる良い環境で、健やかに楽しい療養生活が
送れることを目指しております。

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

人事担当までお問い合わせください。

北村病院

育児休暇から職場復帰後、家庭と育児が両立しやすく安心し
て勤務することが出来ています。育児中で勤務形態等配慮を
受けながら頑張っています。人工透析、下肢静脈瘤血管内レ
ーザー治療の手術などをおこなっており、看護師としてスキ
ルアップもできます。一緒に楽しく仕事しませんか。

南国市の中心部に位置し、医療や療養・在宅への関
わりにおいて、果たす役割は大きいと日々実感してい
ます。慢性疾患を有する療養型病床では患者様やご
家族のニーズに即した看護・介護を心がけています。
当病院は、透析療法も行っており通院困難な患者様
のために、送迎も行っています。職員のリフレッシュ
のためヨガ教室や職員間の親睦を図るための慰安旅
行なども行い、笑顔や思いやりを忘れず業務に取り組
んでいます。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟（２交替制）
日勤／8:30～17:00
夜勤／16:30～9:00
早出／7:00～15:30
遅出／10:30～19:00

給与
基本給
200,200円（准：172,200円)～＋諸手当
※諸手当：通勤手当、皆勤手当、夜勤手当、
　職務手当、早出手当、資格手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
育児休暇、短時間勤務制度等

休日休暇
4週8休制、年次有給休暇、特別休暇

応募方法
随時受付（事前に担当者迄連絡下さい）

中途採用 あり

その他
福利厚生：職員旅行、無料駐車場

開院年月

看護体制

病 床 数 60床

職員構成 職員数90名、看護職員数35名

昭和31年1月

医療療養病床20：1

診療科目

北村、品原

〒783-0024南国市東崎1336番地 088-864-2101 088-863-6059
seikoukai-jimutyo@earth.ocn.ne.jp http://kitamura-hp.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

北村病院

内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病、
代謝内科、腎臓内科、外科、血管外科、
リハビリテーション科、放射線科

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

高知大学医学部附属病院

　キャリア開発ラダーを導入し、臨床実践能力の習得及
び能力向上のための教育プログラムに基づいて実施・評
価を行っています。また、学会発表や研修参加、認定看護
師や専門看護師資格取得のための支援制度があり、現在
多くの認定・専門看護師が活躍しています。
　2020年には、特定看護師が誕生し、医師や多職種、医
療チームと連携をして活動を行っています。また、特定行
為指定研修機関の認定を受け、院外からの研修生の受け
入れも行い、地域医療への貢献と、看護師の役割拡大を
担っています。

募集職種
助産師・看護師・
専門看護師・認定看護師
選考方法
第一次選考：書類
第二次選考：小論文
　　　　　・実技・面接
勤務体制
２交替制勤務
（一部３交替制）
日勤： 8：30～17：15
夜勤：16：15～ 9：15

給与 ホームページ参照
例：４年生大学卒看護師
基本給209.800円＋諸手当
（夜間看護手当、夜勤手当、
超過勤務手当、通勤手当、
住居手当等）

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
院内保育所、育児休暇、
育児部分休業、
育児短時間勤務制度 等

休日休暇
４週８休、年次有給休暇、リフレッシュ休暇 等

応募方法
採用試験案内をホームページに掲載

中途採用
採用試験案内をホームページに掲載

その他
看護宿舎あり

開院年月

看護体制

病院ホームページを参照

病 床 数 613床（一般583床　精神30床）

職員構成 看護職員：657名　看護助手：37名
（令和3年6月1日現在）

そ の 他

特定機能病院
日本医療機能評価機構認定病院
病院ホームページを参照

1981年10月
一般病棟7：1　精神病棟13：1　
受持制とPNSの併用

診療科目

総務企画課　人事係

〒783-8505南国市岡豊町小蓮 088-880-2224 088-880-2227FAXTEL

HP
担当者名

高知大学医学部附属病院

病院の基本理念に基づき、医療チームの一員として患者さん
の自立を支援します。そのために高い実践能力と、優しさと思
いやりの心を持って、患者さんとともに考え、寄り添った看護を
行います｡そして、県下唯一の大学病院として、地域の人々から
高い信頼を寄せられる病院を目指します。

【看護部の役割】

【３年目先輩看護師からのメッセージ】
病棟では、ＰＮＳが導入され、常に先輩と行動を共にすること
でリアルタイムに相談でき、安心して働けます。日々学ぶこと
が多く、看護技術はもちろん患者さんやご家族に対する姿勢、
社会人としてのマナーなどたくさんのことを学びながら、看護師として人間として成長できるこの病院に就
職して良かったと思います。また、患者さんのの清潔ケア後の「気持ちよかった」という言葉や、退院する時の
「ありがとう」の言葉を聞くたびに看護師になって良かったなと実感します。

is06@kochi-u.ac.jp
附属病院 http://www.kochi-u.ac.jp/kms/hsptl/　　看護部 http://www.kochi-u.ac.jp/kms/kango/



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

総務課人事担当までお問い合わせください。

社会福祉法人 土佐希望の家

　私は、子育ての期間に上司や同僚の暖かい支援を受け、希望の家で
働かせていただきました。
　子育ても一段落し、一旦は退職をしておりましたが、楽しい思い出の
多い希望の家でもう一度働きたいとの思いが強く、再就職をしました。
　50年の歴史の中で、医師や他職種との連携が一層増し、一人で迷って
困ったりすることはなく、何時でも相談でき、安心して仕事ができる明る
い職場です。
　また、子育て支援や各種手当もあり職場環境が整っていると思います。

開設以来、重症心身障害児・者施設として県下全域から受け入れ
ています。入所利用者、職員ともに常に明るさを大切に日々とも
に生活しています。
　当法人では、職員に対して積極的に外部研修に参加する機会
を提供し、また、施設内研修も定期的に行う等、スキルアップへの
支援を行っています。
　育児休業を希望する職員は100%取得できる職場風土があり、
扶養手当、保育助成手当や配偶者が出産した場合には特別休暇
3日と慶弔見舞1万円、職員本人が出産の場合には慶弔見舞11万
円を支給し、子育て世代の経済的な不安の解消に努めています。
本人が出産の場合には産前8週間から産休に入ることが可能で、
働きやすい環境整備に努めています。令和元年度からは、福利厚
生制度ソウェルクラブに加入し、職員の福利厚生制度の充実にも
努めています。
　JR後免駅から車で4分、南国インターから車で6分ほどの場所
にあります。

募集職種

看護師

選考方法

面接

勤務体制

３交代制

給与

基本給195,000円～261,000円
諸手当：看護師資格手当4万円、
通勤、扶養、住宅、保育助成、
夜勤・早出手当

昇給 年1回　3,500円～4,500円
賞与 年間3.8か月

子育支援
育児休業、勤務時間短縮制度、
慶弔見舞金（配偶者出産1万、
本人出産11万）

休日休暇
年間110日

応募方法
履歴書送付、面接日時を連絡します。

中途採用 あり

その他
職員駐車場（無料）あり、
退職金あり

開院年月

看護体制

小児科、内科、リハビリテーション科

病 床 数 142床

職員構成

職員数239名うち看護職員75名（短時間労働者含む）

そ の 他
短期入所、生活介護事業、放課後等デイサービス、
相談支援事業を行っており、
在宅支援にも力を入れています。

昭和45年6月

障害者施設等入院基本料１　７：１（53床）
特殊疾患病棟入院基本料２（89床）

診療科目

岡村英司

〒783-0022　南国市小籠107番地 088-863-2131 088-863-2133
info@tosakibou.jp https://tosakibou.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

社会福祉法人 土佐希望の家

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

随時実施しています!



病院見学について

事務部担当までお問い合わせください。

医療法人地塩会  南国中央病院

　新卒で入職し、不安でいっぱいでしたが、院内研修プロ
グラムに沿って指導してもらいました。
　社会人としてのマナーや看護技術に至るまで、指導者・
プリセプターを中心に指導していただき、安心して業務に
入ることができました。今では、私も新人看護師への指導
にも参加しています。患者様の在宅復帰を目指し、医師・
セラピスト・栄養士等多職種とチーム医療を実践しています。
元気に退院されていく患者様達の笑顔を見るとやりがいを
感じることが出来ます。
　是非！私たちと一緒に”働きましょう”

当院は一般病床・地域包括ケア病床・回復期リハビリ
テーション病棟の3つの機能を持った病院です。急性
期の治療を終えた患者様がリハビリを行い、その人ら
しい場所で暮らせることを目指し頑張っておられます。
私たち看護職の大きな役割は、患者様の日常生活を
取り戻すために日々患者様に寄り添い支えることだと
考えています。患者様の笑顔が私たちのエネルギー
です。ぜひ一緒に働きましょう！

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
書類審査及び面接

勤務体制

2交代制
日勤／8：30～17：30
夜勤／17：00～9：00

給与
基本給　
看護師210,000円+諸手当
（職務手当・特別手当・皆勤手当・
 通勤手当・夜勤手当）

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児・介護休暇・育児短時間勤務・
託児所（6：45～20：15）

休日休暇

応募方法 随時受付

中途採用 あり（経験考慮）

その他
看護学生奨学金・海外国内職員旅行・
退職金制度・院内外研修会制度・永年表彰

開院年月

看護体制

病 床 数 99床

職員構成 職員数234名　看護職員61名

そ の 他

通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション・
訪問看護ステーション・在宅療養支援病院

昭和62年4月

10：1

診療科目

事務長　宮﨑 省吾

〒783-0011南国市後免町三丁目1-27 088-864-0001 088-864-0332
nangoku@chisio-group.or.jp http://www.chisio-group.or.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

南国中央病院

年113日（夏期2日・冬期2日含む）
・年次有給休暇・特別休暇・育児休暇・介護休暇

内科、消化器内科、腎臓内科、呼吸器内科、循環器内科、
糖尿病・内分泌代謝内科、整形外科、脳神経外科、
リハビリテーション科

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

総務課人事担当までお問い合わせください。

医療法人つくし会 南国病院

【病棟看護師　村上真穂】
　私は南国病院に入職し4年目になります。
入職後から精神科病棟に勤めています。初めての分野で戸惑いも
ありましたが、経験豊富な先輩方の指導のおかげで楽しく仕事をす
ることが出来ています。
当院はワーク・ライフ・バランスを推進しており、子育て中の私にとっ
ては仕事と私生活の両立が図れ充実した生活が送れています。
看護師としてのスキルアップはもちろん、病院全体がアットホームで
働きやすく長く勤められる職場だなと思います。
この職場に出会えて良かったです。

♡脳・神経の病気・心の病気を専門とし、また、かかりつけ医として
　も広く地域の皆様のお役に立つことを目指している病院です。
　精神科一般、神経難病、消化器内科に対する専門的な診療体制
　が充実しています。
♡私達、看護部は精神科看護・神経難病看護に自信を持っています。
♡職員のワーク・ライフ・バランスを推進し、働き続けられる職場
　を目指しています。
♡職員の満足度調査では、
　「上司との人間関係は良好である」
　「同僚との人間関係は良好である」
　「勤務表作成時に個人の希望が通りやすい」
　など満足度が高く、アットホームな働きやすい職場です。

募集職種
看護師・准看護師
選考方法 面接

勤務体制

病棟
(3交替制及び2交替制ミックス)
日　 勤/ 8：30～17:15
準夜勤/16：30～1:15
深夜勤/ 0:30～9:15
2交替/16:30～9:15

給与
基本給
看：200,000円～　＋諸手当
准：160,000円～　＋諸手当
※諸手当：通勤・夜勤手当・特別手当

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
院内保育所 ・ 育児休暇 ・ パート可

休日休暇
週休２日 ・ 年次有給休暇　等

応募方法
電話連絡

中途採用 あり

その他
職員宿舎 ・ 職員旅行あり
看護学生の奨学金制度あり
夜勤専従可

開院年月

看護体制

脳神経内科・精神科・消化器内科・内科
リハビリテーション科・放射線科

病 床 数 162床

職員構成

職員数＝209名　　看護職員数＝109名

そ の 他
日本医療機能評価機構認定病院
キャリアアップ支援制度あり

昭和44年4月
特殊疾患病棟・医療療養病棟
精神科一般病棟  15：1

診療科目

看護部長　佐光 真由美

〒783-0004　南国市大埇甲1479-3 088-864-3137 088-863-3070
m.sakou@nankoku-hp.or.jp http://www.nankoku-hp.or.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人つくし会 南国病院

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

総務課人事担当までお問い合わせください。

医療法人 広正会 井上病院

　当院は、地域に根付いた病院として、思いやりと誠実
な心で患者さんに寄り添い、優しく安全な医療・介護サ
ービスを提供できるよう、「身体拘束0」、「ノーリフトケ
ア」、「職員間コミュニケーションの円滑化」を図ってい
ます。
看護部は院内研修、外部研修参加も数多く行っており、
職員が自己研鑽に励み、看護師としての自覚と責任感
を持てるよう育成しています。また、職員が働きやすい
職場となるよう様々な取り組みを行っています。
詳しくは当院HP、Twitter、Instagramをご確認ください。

募集職種
看護師・准看護師

選考方法
面接

勤務体制

日勤/8：50～17：00
夜勤/16：30～9：00
早出、遅出出勤有

給与
基本給+諸手当
※諸手当：職務手当、通勤手当、
　皆勤手当、早出・遅出手当、
　夜勤手当

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇、短時間勤務制度等
産前産後休暇

休日休暇
4週6休、国民の祝日、夏季休暇、
年次有給休暇
応募方法
随時受け付けています。

中途採用 あり

その他
看護学生の奨学金制度あり
退職金制度あり
医療費助成制度あり

病 床 数 病院：50床、介護医療院：58床

職員構成 職員数150名　看護職員　48名

そ の 他 居宅介護支援事業所

開院年月 昭和41年6月
看護体制 一般（障害者等）病棟10：1　介護医療院

循環器内科、呼吸器内科、外科、　内科、眼科、
皮膚科、胃腸内科、肛門外科、整形外科、
リハビリテーション科、アレルギー科

診療科目

石井祥裕

〒781-1101　土佐市高岡町甲2044　 088-852-2131 088-852-2133
jimu@inouehosp.sakura.ne.jp http://tosa-inouehp.jp/

FAXTEL

HP
担当者名

医療法人 広正会 井上病院

ますます高齢化や複雑化がすすむ社会で地域
における病院には身近さや高度な専門性が求
められます。当病院では、病気や障害をもった
人々に関ることのみならず予防や健康管理に
も役立つことを願い地域の中に根ざした病院
を目標としています。又、有休休暇、育児休暇、
看護休暇の取得が高く子育てしながら働き続
けられる体制が整備されています。

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

左記の担当者、又は看護管理室
（大川）まで、お問い合わせください。

医療法人白菊会 白菊園病院

　医療法人白菊会は、『個人の人格を尊重し、人間としての尊
厳を守り、生きていて幸福であると感じられる良い医療と療
養環境を持つ施設づくり』を理念に掲げ、地域において信頼
され選ばれる病院を目指しています。
　医療療養病床93床、特殊疾患病床47床、回復期リハビリテ
ーション病床47床、合計187床のケアミックス型病院です。昭
和40年10月創設以来、患者様の社会復帰を目標に、職員一丸
となって取り組んでいます。
　病院耐震工事や病院前の堤防補修・病院北側に津波避難
道路が竣工し、地震・津波対策も完了しました。

　看護・介護それぞれの専門性に焦点をあてた院内
研修の実施や、業務の自己評価やキャリア形成につい
て自己申告する勤務意向調査の実施・面談など迅速
な情報収集を行うなど、働き続けられる職場作りに努
力しています。また、キャリア支援として、認定看護師
の取得をはじめ学習意欲のある方は外部研修への参
加も積極的に支援しています。
　平成23年度から看護師奨学金制度も導入しており、
奨学金を利用した新卒看護師さんが笑顔で元気に頑
張っています。     

募集職種
看護師

選考方法
面接選考

勤務体制
病棟(2交替制)
実働1週間＝36.5時間
・日勤9時～17時
・夜勤16時50分～
      翌朝9時10分

給与

基本給＋経験年数加算給
※職務手当、夜勤手当、通勤手当、
皆勤手当、時間外手当等、
白菊会「賃金規定」による
昇給 年1回

(4月)
賞与 年2回(6月・12月)

(年 4.4ヶ月)
子育支援
年次有給休暇の時間単位取得、
育児休暇、短時間勤務制度、
夜勤免除ほか

休日休暇
４週６休制、祝・休日休暇、夏季休暇、
年次有給休暇、介護休暇・休業ほか

応募方法
随時。ホームページに募集要項掲載中

中途採用 歓迎します

その他
看護学生の奨学金制度あり
職員駐車場完備(無料)

開院年月

看護体制

内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、外科、
消化器外科、整形外科、脳神経外科、小児科、
リハビリテーション科

病 床 数 187床（うち、回復リハ病床47床）

職員構成 ２１８名
（うち看護師48名・准看護師20名、看護補助者36名）

そ の 他 併設施設
①介護老人保健施設ヴィラフローラ
　（一般棟）４０床 （認知症専用棟）３０床 （通所リハ）５０床
②居宅介護支援事業所ひなぎく

昭和40年10月
15:1、20:1

診療科目

【白菊会の理念】

事務部長　山下正博

〒781-1154土佐市新居萩の里1番地 088-856-1101 088-856-3364
jimubu@siragiku.jp http://siragiku.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人白菊会 白菊園病院
随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

総務課 職員係 今川までお問い合わせください。

土佐市立土佐市民病院

地域の中核病院として病気の予防から２次救急
まで幅広い機能を有し、院是に「まごころ」を
掲げ安心で質の高い医療を目指しています。看
護部も人材育成のための教育担当専任者を配置
しプログラムを作成、個人のスキルに合わせた
指導に取り組んでいます。また認定資格取得等、
キャリアアップ支援も行っており現在２名の認
定看護師が活動しています。災害拠点病院とし
ての災害への取り組みも DMAT を中心に研修会
など積極に行っています。

募集職種
看護師

選考方法
筆記試験、作文、面接

勤務体制
病棟３交替制、
希望にて変則３交替あり
日勤/8：30-17：15
準夜勤/16：30-1：15
深夜勤/0：30-9：15

給与
基本給：
209,700（3年過程卒）＋諸手当
209,800（大卒）＋諸手当
※諸手当：通勤手当、住居手当、
夜勤手当、危険手当、超勤手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

院内保育所（夜勤対応）
短時間勤務制度

休日休暇
週休2日、祝日、夏季休暇、年次有給休暇

応募方法
採用案内をホームページ等に掲載

中途採用 あり：採用試験による

その他
駐車場有2000円/月

開院年月

看護体制

内科、外科、整形外科、麻酔科、脳神経外科、眼科、
耳鼻咽喉科、小児科、婦人科、皮膚科、泌尿器科、
精神・神経科等

病 床 数 150床（一般96床　地域包括ケア54床）

職員構成 職員数280名　看護職員数160名

そ の 他
災害拠点病院
DMATチーム活動

昭和27年5月
一般10:1  地域包括13:1（50：1加算算定）

診療科目

総務課 職員係　今川

土佐市高岡町甲1867 088-852-2151 088-852-3549
tosa-mhp@fancy.ocn.ne.jp http://www.tosa-mhp.jp

FAXTEL

HP

担当者名

土佐市立土佐市民病院

入職1年目の看護師２名からのメッセージ入職1年目の看護師２名からのメッセージ

随時実施しています!

・入職時は右も左もわからず、緊張していた時に、先輩看護師が
声をかけてくれてほっとしたことを覚えています。１年たった今
でも日々の業務をこなすことでいっぱいいっぱいになることも
ありますが、常に連絡、報告、相談をすることで少しづつ自分の
知識になることで自信につながっています。患者さんや、ご家族
に寄り添える看護師になれるよう頑張りたいと思います。

・精神科の病院から転職しました。経験がしたことがない看護、
検査処置が多く、他のスタッフや先輩方にサポート頂き、自分の
看護の幅も広がり、充実感が得られるようになりました。

ワークライフバランスにも取り組み、新卒、既卒含めて採用者の
サポートをおこなっています。私たちと一緒に働きませんか！



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

看護部までお問い合わせください。

医療法人 公世会 野市中央病院

○地域の総合病院として、地域に根差した暖かみのあ
る医療を目指し「その人らしく生きる」ことを多職種で
協働し支援しています！
○急性期から慢性期など4病棟(一般、地域包括ケア、
医療療養、回復期リハビリテーション）があり、看護師と
して成長できる職場です。
○看護教育にも力を入れており、新人教育、中途採用
者教育、継続教育を行っています。進学や資格取得な
ど、スキルアップを支援しています。職員同士がお互い
を尊重し合い、働きやすい職場づくりに努めています。

募集職種
看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟(2交代制)
日勤／8：30～17：30
夜勤／17：00～9：00

給与

看護師：
基本給195,850円以上＋諸手当
（通勤手当、住居手当、皆勤手当、
夜勤手当、超過勤務手当など）

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
病院託児所、育児休暇、
育児短時間勤務制度、
子どもの看護休暇など

休日休暇
４週８休

応募方法 履歴書送付

中途採用 あり

その他
進学への奨学金制度あり
高知県奨学貸付指定医療機関

病 床 数 171床

職員構成 職員220名　看護職員数103名

そ の 他 日本医療機能評価認定病院
関連施設：特別養護老人ホームオーベルジュ、
デイサービスセンターあぐり

開院年月 昭和62年3月

看護体制 一般病棟入院基本料４　（１０：１）

・内科・小児科・循環器内科・胃腸内科・眼科
・リハビリテーション科・皮膚科・泌尿器科
・消化器外科・整形外科・放射線科・脳神経外科
・外科

診療科目

経理総務課 影山

〒781-5213　香南市野市町東野555番地18
0887-55-1101 0887-55-0177
kangobu@kouseikai-noichi-ch.or.jp http://www.kouseikai-g.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人公世会 野市中央病院
随時実施しています!

2021年度4月入職しました

新人看護師

先輩に助けてもら
いながら頑張って
います！院内研修
にも参加し学びを
深めています。



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

担当までお問い合わせください。

医療法人芳公会 香長中央病院

院外研修会等への参加、各種資格、認定取得等、個人
のキャリアアップに向けて、可能な範囲で支援を行っ
ています。

福利厚生では、社員旅行（国内、海外旅行他）や、忘年
会等の院内行事は毎年有り。また、子育ての為の育児
休暇の取得には支援をしっかりと行い、仕事面以外で
も働き易いと思える、職場環境になる様、充実を計っ
ております。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接による

勤務体制
病棟（2交替制）
 日勤 8:30～17:00
 夜勤 16:30～9:00
 早出 8:00～16:30
 遅出 11:00～19:30

給与

昇給 有り 賞与 年2回

子育支援

育児休暇、子の看護休暇

休日休暇

応募方法
ハローワーク又は、直接電話にて
問合せ下さい。

中途採用 随時募集中

その他 確定給付企業年金、
永年勤続表彰、職員旅行

開院年月

看護体制

内科、消化器科、放射線科、リハビリテーション科

病 床 数 197床

職員構成 職員数170名、看護師職員数56名 

1954年9月

医療療養病棟20:1

診療科目

看護部　岩﨑 修美

〒782-0032香美市土佐山田町西本町5-5-34
0887-53-5155 0887-53-5820 kacho-iwasaki@soleil.ocn.ne.jpFAXTEL

担当者名

医療法人 芳公会  香長中央病院

で心地よいケアの提供のために
最善を尽くします。

当院は、医療を必要とする患者様から、比較的状態が安定
している患者様の、様々な医療、介護に従事しております。
老人看護を志している方には、ゆったりと落ち着いた職場

正看護師/基本給21万～25万円＋諸手当
准看護師/基本給18万～23万円＋諸手当
※諸手当 ： 資格手当、夜勤手当、
　通勤手当、皆勤手当、残業手当、
　遅出手当、年末年始手当等

週休2日、年次有給休暇、介護休暇、
慶弔休暇等

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

看護部長までお問い合わせください。

医療法人 同仁会 同仁病院

・私たちは患者様のかけがえのない命と人間性を尊
重し、温かい心で療養生活を支援します。
・就職後は新人研修、現場教育をはじめ、院内外研修
への参加、自己のキャリアアップのための学習や資格
取得のための支援を積極的に行っています。
また、「仕事と生活の調和」の実現を推進しています。
職場環境もとても恵まれており、アットホームな笑顔
あふれる明るい職場です。

募集職種
看護師・准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟（2交代制）
日勤/8：30～17：00
（早出・遅出あり）
夜勤/16：45～8：45　　　　　　　　　　　　　　

給与
当院規定に準ず：基本給＋諸手当
諸手当：職務手当、皆勤手当、
資格手当、家族手当、当直手当、
通勤手当

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
育児休暇、看護休暇、育児手当支給あり
有休時間単位の取得可

休日休暇
年間休日数127日
（夏季休暇6日年末年始5日含む

応募方法
履歴書送付、後日面接日連絡

中途採用 あり

その他
職員駐車場あり（無料）、
退職金制度、育児休暇、介護休暇制度

開院年月

看護体制

精神科、老年精神科、心療内科、
内科、消化器内科、泌尿器科

病 床 数 252床

職員構成 職員数191名　看護職員119名

そ の 他 精神科デイケア（大規模）
精神科ショート・ケア（大規模）
精神科デイ・ナイト・ケア
訪問看護
グループホーム「めじろ」「ぼのぼの」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昭和36年9月

精神病棟15：1　内科病棟25：1

診療科目

看護部長

〒782-0035　香美市土佐山田町百石町2-5-20　　　
0887-53-3155 0887-53-3096
doujinkangobu@doujin-hp.or.jp http://www.doujin-hp.or.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人 同仁会 同仁病院

　開設以来、香美・香南・嶺北地域の精神医療の一翼を
担っており、患者様の環境だけでなく職員もワークバラ
ンスの取れた職場環境の整備を推進しています。
各種キャリアアップ研修や福利厚生面も充実しており、
子育て世代の方も働きやすい環境になっています。
　ぜひ、当院で一緒に働きませんか。

随時実施しています!

看護部理念　



医療法人豊秋会 香北病院

当院は、老年期看護、認知症ケアに専門性を発揮できる職
場です。准看護師の進学を支援し、正看護師資格取得を応
援します。また、介護保険施設や在宅支援の現場で、活躍で
きるケアマネージャーの資格取得を目指してみませんか？
一緒に頑張りましょう！

私は医療療養病棟で勤務しています。最初は不慣れな環境
の中で不安と緊張の毎日でしたが、師長をはじめ先輩看護
師の皆さんからいろいろなアドバイスもらって、心強く、安
心して仕事に取り組んでいます。私たちと一緒に、この病院
で働きませんか。

　香北病院は、物部川上流域の自然豊かな恵まれた環
境の中にあります。医療療養、介護療養病床90床を有し
ており、香美市中山間地域の中核病院として、高齢者医
療、介護に充実を図り、地域に根ざしたサービスの提供
に取り組んでいます。
　入院から在宅までのリハビリテーション、在宅支援を
強化し患者様が、地域の中で安心して、いきいきと暮ら
せるよう支援していきます。私たちは、地域から必要とさ
れる医療機関を目指しております。地域医療に貢献でき
る人材育成を第一に考え、研修や各種資格取得の為の
支援制度をもうけております。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟（2交替制）
日勤／8：45～17：00
夜勤／16：30～9：00

給与

当社規定による
※諸手当：職務手当、夜勤手当、
　　　　　　　通勤手当

昇給 業務に応じて支給
賞与 年2回

子育支援

産前産後休暇、
育児休暇あり（無給）

休日休暇
年間休日数88日、年次有給休暇

応募方法
随時受付

中途採用 あり

その他
高知県看護師等養成奨学金指定医療機関
看護学生の奨学金制度あり

開院年月

看護体制

内科 、消化器内科、循環器内科 、 リハビリテーション科

病 床 数 90床（医療療養60床・介護療養30床）

職員構成 職員数75名（内、看護職員数24名）

そ の 他
訪問診療 ・ 訪問リハビリテーション
平成24年度開設
地域密着型特別養護老人ホーム 韮生郷

昭和44年4月
20 ： 1

診療科目

看護師長からのメッセージ

先輩看護師からのメッセージ

看護師長からのメッセージ

先輩看護師からのメッセージ

病院見学について

お問い合わせください。総務課  人事担当  高知花子

〒781－4212香美市香北町美良布1064-9 0887-59-2251 0887-59-2928
kahokuhp01@pony.ocn.ne.jp

FAXTEL

担当者名

医療法人豊秋会 香北病院

お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

担当者までお問い合わせください。

本山町立国民健康保険嶺北中央病院

私は、地域医療に携わりたいという思いから入職しま
した。現在は混合病棟で勤務していますが、対象とな
る疾患が幅広く大変な部分もありますが、全般的な疾
患を学べ、知識や技術の成長を日々感じています。看
護師として求められる役割は多岐にわたりますが、そ
の分やりがあります。働く環境としては、福利厚生が充
実しており、長く安心して働けます。その
ような魅力のある職場のた
め、嶺北地区外から通勤し
ている職員もいます。是非、
一緒に働いてみませんか。

　嶺北は、吉野川の上流の恵まれた自然環境の中にあ
り、本院までは高速道路経由で「高知インターから35分」
です。地域唯一の救急病院であり、急性期、慢性期から
住宅支援、へき地拠点病院としてなど役割も多く、全職
員で力を合わせて頑張っています。
　チームワークが重要で、年間の院内行事等を通して
職員の交流も図っています。また、地域のイベントにも
積極的に参加し住民の方との交流も大事にしています。
新人教育については「個々の成長に応じた支援」を心が
けています。院内研修のほか院外研修にも参加してもら
い、職員全員での育成・支援を心がけています。

募集職種
看護師、准看護師
（地方公務員です。）
選考方法 小論文、面接
勤務体制
病棟
(3交代制・希望一部2交代制あり)、
外来(救急外来当直)
日勤：8:30～17:15、
準夜:16:30～1:00
深夜:0:30～9:00、
2交代:16:30～9:00

給与

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
育児休暇、看護休暇、育児部分休業

休日休暇

応募方法 ホームページ、ハローワークの
確認をお願いします。

中途採用 あり
その他
本山町職員、看護師宿舎（単身用）有
看護学生の奨学金制度有
高知県奨学貸付金制度指定医療機関

開院年月

看護体制

病 床 数 99床（一般55床、医療療養44床）

職員構成 職員数163名、看護職員数91名

そ の 他

一般病院、救急病院、へき地拠点病院
労働災害指定病院、災害救護病院

昭和20年4月開設
一般病棟10:1、医療療養病棟20:1

診療科目

事務長：佐古田 敦子　　看護部長：川井利香

〒781-3601　長岡郡本山町本山620番地 0887-76-2450 0887-76-2453
reihoku_hp@town.motoyama.ｌｇ.jp http://www.reihokuchuo-hp.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

本山町立国民健康保険嶺北中央病院

あなたの力を
必要としています！
あなたの力を
必要としています！

基本給（３年課程卒）200,700円＋諸手当
※准看護師は182,900円
※学歴、経験年数により加算あり
※諸手当：夜勤手当、特殊勤務手当、
超過勤務手当、通勤手当、住居手当　等

週休２日、年次有給休暇、特別休暇、
介護休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇等

内科、外科、整形外科、婦人科、リハビリテーション科、
リウマチ科、肛門外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、
人工透析、訪問リハビリ、訪問看護

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

担当までお問い合わせください

医療法人大博悠会　大杉中央病院

当院は吉野川支流に位置し、対岸には日本一の
大杉があり景観が良く静かな環境に恵まれて
おります。患者様のことを思いやれる看護師、
准看護師の方を求めています。
年齢は不問です。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制
病棟（2交代制）
日勤 8:40～17:00
夜勤 16:10～ 9:00
早出 7:10～15:30
遅出 10:40～19:00 

給与

当社規定による諸手当
資格手当、夜勤手当
時間外手当、通勤手当、
年末年始手当

昇給 あり 賞与 年2回

子育支援
産前産後休業、育児休業
育児休暇、子の看護休暇
短時間勤務等

休日休暇
月6日＋祝日数
有給休暇、慶弔休暇

応募方法
電話で問い合わせて下さい

中途採用 あり（随時受付）

開院年月

看護体制

内科、胃腸内科、循環器内科、呼吸器内科、
神経内科、小児科、放射線科、リハビリテーション科、
歯科、歯科口腔外科

病 床 数 80床

職員構成 職員数 66名　看護職員数 20名

昭和54年12月3日

医療療養病棟

診療科目

看護部　西村

789-0316 長岡郡大豊町中村大王1497-1 0887-72-1003 0887-72-1004
oosugit@forest.ocn.ne.jp

FAXTEL

担当者名

大杉中央病院

　　私たちは患者様に笑顔でやさしく接します
看護理念看護理念

1 私たちは事故のない安全で安心な看護、介護を
　目指します       

2 私たちは地域の病院としての役割を全うできるよう
　努力します

看護理念看護理念

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について
随時実施しています!
お気軽に
お問い合わせください。

医療法人十全会 早明浦病院 介護老人保健施設 レイクビューさめうら

早明浦病院は周囲を山々や吉野川、早明浦ダムに囲ま
れた自然豊かな地域にあります。大豊インターチェン
ジを降りるとそこからは嶺北と呼ばれる大豊町、本山
町、土佐町、大川村の４つの町村からなり、アウトドア
では、カヌー、ラフティング、登山、バス釣り、食では、米、
赤牛、桂月（日本酒）、地鶏などが有名です。また職員用
の送迎バスが、南国、高知インターチェンジ付近から出
発しており、朝夕のラッシュもなく、高速道路を快速で、
四季の山々を眺めながら40～50分程度で到着します。
ぜひ自然と親しみながらお仕事をしませんか。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟（2交替制）
日勤/8：30～17：30
夜勤/17:00～9:00　
部署によっては早、遅出あり。

給与

看護師 基本給202,560～＋諸手当
准看護師 基本給161,490～＋諸手当
諸手当：資格手当、通勤手当、
超過勤務手当、夜勤手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

院内保育、育児休暇、看護休暇、
短時間勤務等

休日休暇 週休2日、祝日休暇、夏休み、
年末年始休暇、年次有給休暇

応募方法 電話連絡のうえ
履歴書（写真貼付）送付

中途採用 随時受付をしています。

その他
単身用宿舎あり、常勤小児科医
常勤保育士のいる託児所完備
看護師（専攻科）の進学奨学制度あり
高知市・南国市発着の送迎バスあり

開院年月

看護体制

小児科・外科・内科・精神科・眼科・整形外科・
泌尿器科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・
歯科口腔外科・皮膚科

病 床 数 医療療養病棟50床
介護医療院100床　老健60床

職員構成 看護師・准看護師・介護福祉士・看護補助者等

そ の 他 看介護職員数120名、全職員数187名

平成8年10月1日
日替わり受け持ち性+機能別

診療科目

看護部長 橋詰 美智代

〒781-3521土佐郡土佐町田井1372 0887-82-0456 0887-82-2902
sameura@juzen-kai.or.jp http://juzen-kai.or.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人十全会 早明浦病院

当院は早明浦ダムにほど近い、緑豊かな自然の中にある病院で、四季折々に目を楽しま
せてくれる環境にあります。中山間地域特有の高齢者の方のご利用が多いことから、私
たちは、地域の方々に優しい病院を目指しています。高知市や南国市からも送迎バスが
ありますので、通勤も可能です。また、託児所も完備しており、小さいお子様がいるお母
さんも安心して働けます。

地域の皆様の生命と健康を支え患者様一人ひとりにやさしく信頼される病院を目指して
います。超高齢化社会において、医療から介護、生活支援までの「包括ケア」を実施するこ
とを使命とし、高齢者の多い嶺北地域において、入院から在宅までのシームレスな医療
サービスの提供を目指し、日々取り組んでいます。人を看る観察力、判断力、看護実践力
を伸ばし、介護老人保健施設では、在宅移行期を学び、訪問看護事業では施設を超えた
在宅支援チームの一員として幅広い活躍の場があることが特色です。地域医療を担う当
院で一緒に働きませんか。

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

看護部からのメッセージ看護部からのメッセージ



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

2年目の先輩看護師からのメッセージ2年目の先輩看護師からのメッセージ

病院見学について

さくら病院までお問い合わせください。

さくら病院・さくら病院介護医療院

県外からきて不安な中の再就職でしたが、スタッフ
は皆あたたかく、不安もすぐに解消されました。
充実したケアも提供でき、患者様とも関われる時間
が他の病院に比べ多いと思います。
なによりあたたかいスタッフばかりで安心して働け
る職場です。

清流仁淀川沿いに立地しており、地域住民の皆様の
心身共に健康な生活を支える病院として皆様に貢献
し、地域に信頼される病院を目指しています。
2020年4月1日には、介護療養病床32床と医療療養
病床10床を介護医療院へと転換し、医療と介護が一
体となった手厚いサービスの提供に努めています。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法 面接

勤務体制

病棟勤務（2交代制）
日勤／8：00～17：30（休憩90分）
遅出／9：00～18：30（休憩90分）
夜勤／17：00～9：00

給与

年齢、経験等を考慮の上、
規程により決定します。

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇、短時間勤務制度等

休日休暇
4週8休以上、年次有給休暇

応募方法
さくら病院まで直接お電話ください

中途採用 あり

開院年月

看護体制

内科

病 床 数 医療療養60床・介護医療院42床

職員構成 職員数99名（看護職員37名）

そ の 他 （関連施設）
・高岩診療所・柳瀬診療所
・グループホーム加田・グループホーム柳瀬
・グループホーム高岩
・小規模多機能型居宅介護事業所 新別の里

2000年1月

医療療養20:1　介護医療院6:1
診療科目

事務局長兼事務長　藤村 雅也

〒781-2136　吾川郡いの町鹿敷162 088-893-5111 088-893-0005FAXTEL

担当者名

さくら病院

https://okamotokai-sakurahospital.jimdofree.com
m.fujimura@sakura-ino.or.jp

HP
随時実施しています!



お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

看護部長までお問い合わせください。

医療法人一心会 安部病院

当院は介護療養を主とした老年期看護、認知症ケアを主とした
病院です。私達は思いやりをモットーに、患者さん、ご家族が安心
して療養して頂けるよう良質の看護、介護を提供出来る様に努め
ています。看護職員一人一人のライフイベントを大切にし、勤務
はほぼ定時に終えることが出来、子育て世代から他の世代に亘り
家庭での大切な時間を十分持つことが出来ます。働き易いアット
ホームな雰囲気の当院で、私達と一緒に仕事してみませんか！

当院は仁淀川町唯一の入院可能な医療施設です。余
生を生まれ育った故郷で穏やかに過ごしたいとの患
者さんが多く、地域に果たす役割は非常に大きいと
考えています。関連施設のグループホーム入居者へ
の往診・訪問診療・居宅療養管理、入院受入等、介護
と医療の連携によりトータル的にサポートしています
。現在、職員は仁淀川町を始め、越知町、佐川町からの
通勤者が殆どですが、高知市から通勤している職員も
います。尚、遠方の場合は職員宿舎に入居が可能で

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
書類選考後面接

勤務体制

２交代制
日勤／8：30～17：00
夜勤／16：30～9：00
（週35時間勤務）

給与

基本給＋諸手当
※諸手当：資格手当、当直手当、
家族手当、住宅手当、通勤手当、
皆勤手当等
昇給 年１回（就業規則による)

賞与

子育支援 育児休暇

休日休暇

応募方法
随時電話にてお問い合わせ下さい

中途採用 あり

その他
職員宿舎あり
退職金制度（勤続3年以上）

開院年月

看護体制

内科

病 床 数 51床（医療療養20床、介護医療院31床）

職員構成 職員数38人、看護職員15人

そ の 他 関連施設
グループホーム仁淀の里
グループホームこころ

平成5年5月（法人設立）

20：1（療養病棟入院基本料1） 

診療科目

看護部長　刈谷博幸

〒781-1611吾川郡仁淀川町岩丸102番地 0889-34-2011 0889-34-2495
abehospital@true.ocn.ne.jp abehospital.com

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人一心会 安部病院・安部介護医療院

◆経営理念  
『かかって良かったと思われる病院』

一つ、患者様の立場を尊重し、信頼される病院を作ります。
一つ、日々の研鑽を惜しまず、医療の質の向上に努めます。
一つ、医療・福祉施設との連携を密にし、地域医療の発展につくします。

年２回（昨年実績3.5ヶ月）

土曜、日曜の日数だけ公休を付与
年次有給休暇、夏期・冬期休暇

先輩看護師からのメッセージ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

病院概要説明や施設見学など、なんでも
お気軽にお問い合わせ下さい。

佐川町立高北国民健康保険病院

地域の公立病院として、急性期から在宅移行・在宅支
援をイメージして、それぞれの暮らしに寄り添う看護
の提供に努めています。看護ラダーと併せて公営企
業局職員としての目標管理を支援しており、暮らす地
域に貢献できるジェネラリストとして成長できます。
ライフステージに合わせた福利厚生が充実しており、
無理なく働き続けられる職場です。

募集職種
看護師

選考方法

勤務体制

日　勤／ 8：30～17：15
準夜勤／16：30～ 1：15
深夜勤／ 0：30～ 9：15

給与
基本給
（２年課程卒192,400円＋諸手当 
　学歴により加算あり
※諸手当：通勤手当、住居手当、
　超過勤務手当、夜勤手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇、部分休業

休日休暇
週休２日、年次有給休暇、特別休暇

応募方法
採用試験案内を新聞、
ホームページに掲載

中途採用 あり

その他
職員宿舎あり

開院年月

看護体制
病 床 数 98床

職員構成 職員数154名　看護職員数68名

そ の 他
尾川診療所、黒岩診療所
介護老人保健施設　希望（院内併設）
佐川町デイケアセンター　さくら荘
佐川町デイサービスセンター　斗賀野荘

昭和26年2月
一般病棟10：1　療養病棟20：1

診療科目

福島 勇

〒789-1201　高岡郡佐川町甲1687番地 0889-22-1166　 0889-22-2047
sk14100@town.sakawa.lg.jp http://www.town.sakawa.lg.jp/kouhoku_hospital/

FAXTEL

HP

担当者名

佐川町立高北国民健康保険病院

小論文、筆記試験、面接

内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、
糖尿病内科、整形外科、外科、脳神経外科、産婦人科、
小児科、放射線科、リハビリテーション科

私は一般病棟に勤務しています。入職当時はわからないこと
が多く、不安に思うことがたくさんありましたが、先輩看護師の
温かい指導のお陰で日々看護師として成長していることを実
感しています。知識・技術・専門職としての態度と共に、やわら
かな顔・愛情あるやさしい言葉で患者様に接することの大切
さを今日まで学んできました。また、同期の看護師と互いの学
びや達成感、喜びを共有し励まし合うことも私の大きな力とな
っています。地域の方々や患者様との心のふれあいを大切に
する高北病院であなたも一緒に働きませんか。

2～3年目の先輩看護師からのメッセージ2～3年目の先輩看護師からのメッセージ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

休日休暇

病院見学について

総務課までお問い合わせください。

医療法人青雲会  清和病院

看護師となり5年になりました。新人の頃から現在に
至るまで、多くのスタッフに優しく指導していただき
ました。また、病院で良いご縁があり結婚もしました。
私達夫婦に病院から結婚祝い・出産祝い金をいただ
き本当に感謝しています。院内には託児所もあり、
子育てをしながら仕事が出来る環境が整っており、
安心して業務に携わる事が出来ます。これからは
仕事と子育ての両立に頑張ります。

身体管理の出来る精神科医療を実施。患者様が在宅
支援部門と共同し住み慣れた地域で暮らし続けるこ
とが出来るよう法人全体で患者様とご家族の支援体
制を整えています。新人看護職員教育は、実践力に合
った教育プログラムを計画し実施しています。そして、
個々の能力を尊重したきめ細やかなキャリア支援を
行っています。人事考課制度を活用し、やる気を育て
成果を給与（昇給や賞与支給額）に反映させています。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制
病棟（2交代制）
日勤／8：30～17：30
夜勤／16：00～8：45

給与
当院規定による＋諸手当
※諸手当：勤務手当、通勤手当、皆勤手当等
　賞与支給年間4.4ヶ月

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
院内託児所、育児休暇、
短時間勤務制度、出産祝い金、
入学・卒業祝い金の支給

休日休暇
年間120日、有給休暇、特別休暇

応募方法
電話・メール

中途採用 あり

その他
独身寮有

開院年月

看護体制

病 床 数 354床

職員構成 職員数251名　　看護職員147名

そ の 他

多職種協働をモットーに患者さんやご家族の笑顔を
引き出すレクレーションの提供を実施しています。

1968年6月1日
ホームページをご覧ください

診療科目

藤田 みよこ

〒789-1202　高岡郡佐川町乙1777番地 0889-22-0300 0889-22-1777
nsh_seiwa@mhseiwa.or. jp http://www.seiunkai.com

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人青雲会  清和病院

精神科・外科・内科・老年精神科・消化器内科・
消化器外科・心療内科・循環器内科・呼吸器内科・
脳神経外科・整形外科・リハビリテーション科・放射線科

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

病院受付までお気軽にお問い合わせください。

医療法人社団 若鮎 北島病院

○新人職員への充実した教育体制
○勉強会・学会参加を 積極的に支援
○看護師寮、職員寮（H27.3月完成）完備
○大規模災害にも安心の免震構造
○託児施設あり（月額 10,000円）
　※3歳未満迄・3歳以上も相談可

募集職種
看護師・准看護師
（パート・夜勤のみも応談）

選考方法 面接

勤務体制
病棟（2交代制）
日勤8：30～17：00
夜勤16：45～8：45
早出7：30～16：00
遅出10：30～19：00

給与

基本給　看護師194,000円～+諸手当
准看護師161,000円～+諸手当

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

託児施設（月額10,000円 / 
3歳未満迄、3歳以上も相談可）、
育児休暇　等

休日休暇
週休2日（変形労働時間制）
夏季休暇3日、年末年始4日、特別休暇など

応募方法
随時受付（病院HPからも応募可）

中途採用 あり

その他 看護師寮・職員寮あり
就職支度金制度あり
育英奨学金制度有

泌尿器科 、消化器外科 、内科 、外科、眼科 、
糖尿病内科 、人工透析内科 、整形外科 、
脳神経外科 、リハビリテーション科 、
ペインクリニック内科 、循環器内科 、
腎臓内科 、放射線科

病 床 数 50床

職員構成 119名（うち看護職員数 38名）

そ の 他 日本医療機能評価機構認定病院
平成22年4月よりDPC対象病院

開院年月 1945年9月

看護体制 10：1

診療科目

事業推進部 事務長 本山 彰

〒781-1301　高岡郡越知町越知甲1662番地
0889-26-0432 0889-26-3600 
wakaayu@lime.ocn.ne.jp http://www.kitajima-hp.com

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人社団若鮎 北島病院
随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

医療法人前田会 前田病院

入院から在宅までトータルで医療を行います。
各種資格・認定取得のための支援制度もあります。

募集職種
看護師・准看護師

選考方法
書類審査・面接

勤務体制

病棟（２交代制）
日勤（8：30～17：00）
夜勤（16：30～9：00）

給与

看護師：186,000円～240,000円
准看護師：157,000円～220,000円
各種手当あり

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇
育児短時間勤務制度

休日休暇
４週８休、有給休暇

応募方法
履歴書を送付

中途採用 あり

その他
看護学生の奨学金制度あり
高知県奨学貸付金指定医療機関

開 院 年 月

看 護 体 制

・整形外科・内科・外科・リハビリテーション科
・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科
・リウマチ科・神経内科・放射線科
・麻酔科（山本佳子）

病 床 数 60床

職 員 構 成

職員数130人　看護職員数42人

昭和15年5月

地域包括ケア病棟13：1　医療療養病棟20：1

診 療 科 目

濱田　哲郎

〒781-1301　高岡郡越知町越知甲2133 0889-26-1175 0889-26-2603
info@maeda-kai-ochi.jp https://maeda-kai-ochi.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人前田会 前田病院

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

お気軽にご連絡ください。　担当：金子博明

医療法人 金峰会 山﨑病院

　当院は、医療療養病床29床、介護療養病床31床の
慢性期医療を担う療養型の病院です。「常に人間味溢
れる温かいケアを行います。お年寄りが安心できる地
域医療を行います。」の経営理念のもとに、地域に根
ざした病院であり続けたいと考えています。職員に対
して、希望する研修への参加や院内での勉強会など
を積極的に行っています。

募集職種
看護師・准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟（2交代制）
日勤（8：30～17：00）
夜勤（16：40～8：40）

給与
基本給＋諸手当
諸手当：業務手当・夜勤手当・
　　　　　皆勤手当・通勤手当・
　　　　　超過勤務手当

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇、短時間勤務制度等

休日休暇
交代制年９６日、調整休日、有休、
特別休暇

応募方法 随時受付

中途採用 あり

その他
パートも可
夜勤できる方歓迎
職員駐車場完備（無料）

病 床 数 60床

職員構成 職員数80名　看護職員数20名

そ の 他 「併設」
山﨑病院デイサービスセンター
居宅介護支援事業所「こでまり」
訪問介護事業所「こでまり」

開院年月 平成8年9月

看護体制 20：1

内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、
放射線科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

診療科目

金子 博明

〒781-1301高岡郡越知町越知甲2041-3 0889-26-1123 0889-26-3260
yamasaki@yamasaki.or.jp http://www.yamasaki.or.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人 金峰会 山﨑病院

看護部では、患者様、利用者様に、安全・安心な看護・ケアをお届
けし、きれい、輝く（笑顔）その人らしさをもっとうに日々取り組ん
でいます。
その実現に向けた組織作り、各委員会活動、教育体制の充実（院
内・院外の研修に活発に参加しています）に力を入れています。
そして、看護職員一人ひとりが仕事を通してやりがいと達成感を
得られるような職場作りや生活者としてのワーク・ライフ・バラン
スが実現するのを目指しています。
また、看護・短期介護休暇などにより、子育てや親御さんの介護
がしやすい環境を整えています。
ぜひ一緒に働き、あなたのその力を山﨑病院で発揮して下さい。

看護部の紹介

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

左記までお電話お待ちしております。

医療法人南江会  一陽病院

当院は看護師のキャリアアップ・スキルアップへの協
力は惜しまない病院です。院内研修の開催や院外へ
の研修参加、各種資格・認定取得のための支援制度
もあります。高幡医療圏域唯一の精神科病院として、
地域に根ざした活動を続けています。認知症やこころ
の健康について、地域に発信する資源としての役割
も看護師をはじめ、様々な職種のスタッフが活躍して
います。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制
日勤（早出・遅出あり）
夜勤（希望により3交代勤務
及び２交代勤務を選択

給与
基本給は当院規定による
※通勤手当、夜勤手当、時間外手当など

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
産休、育休、育児時間は100％取得

休日休暇
完全週休２日制

応募方法
電話受付、見学歓迎

中途採用 歓迎

開院年月

看護体制

精神科

病 床 数 218床

職員構成 職員数149名、看護職員数96名

そ の 他 認知症疾患医療センター、
認定看護師資格取得支援制度あり

昭和42年5月

15：1看護、精神科療養、認知症治療病棟

診療科目

看護部長　石本 勝広  ・  事務部長　峰 貴彦

〒785-0037　須崎市赤崎町9-3 0889-42-1798 0889-42-1707
http://www.ichiyo-hp.jp/contact.html

FAXTEL
HP

担当者名

一陽病院

須崎・精神科・一陽病院

当院は精神科単科の病院です。入職した当時を振
り返ると、患者さんに対して安心と安楽な環境の提
供が出来るか、不安や緊張でいっぱいでした。しか
し、プリセプターや諸先輩方の温かいご指導を頂
きながら、精神科看護師として少し自信がもてるよ
うになりました。当院では、院内外のさまざまな研
修に参加することもできます。スタッフも「わきあ
いあい」としていて、とても話やすく気がねなく相
談出来る環境だと思います。私たちと一緒に働い
てみませんか。

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

藤戸専務理事もしくは西森看護部長まで
お問い合わせください

高陵病院

病院として「風通しの良い働きやすい職場作り」を目指して下記
のような体制作りをしています。
①新人に対しては集合研修およびＯＪＴ方式（含むe-ラーニング）
　による指導・研修
②パワハラ・いじめ防止規定を策定、それらの根絶
③「心の相談窓口」を設置、カウンセリングの実施
④「暮らしの相談窓口」を設置、多重債務職員の救済
⑤苦情・トラブルへの対処窓口の明確化をはかり、職員個人が
　対応に苦しまないような体制作り
⑥短時間正社員制度の導入
　イ）育児や介護などの事情でフルタイム働けない看護師さんに
　  　可能な時間帯で働けるような体制作り
　ロ）働きながら、看護師の資格を取得したい人のために働き　
　     ながら学校へ通える体制作り

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制
病棟（２交替制）・外来（日勤）
日勤／8：30～17：00
夜勤／16：30～ 9：00

給与
正看：基本給198,000円（初任給）
　　　　　　　　　　　＋諸手当
准看：基本給155,200円（初任給）
　　　　　　　　　　　＋諸手当

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
育児休暇、短時間正社員制度、
託児所費用負担（３才未満児童）等

休日休暇
隔週週休２日、年次有給休暇

応募方法
ハローワーク経由
もしくは直接ご連絡ください

中途採用 歓迎

その他
看護学生の奨学金制度あり
高知県奨学貸付金指定医療機関

開院年月

看護体制

病 床 数 （病院）129床（介護医療院）40床

職員構成 職員数 218名　うち看護師90名

昭和40年4月
10:1（一般）、20：1（療養）

藤戸啓朗

〒785-0014須崎市横町1-28 0889-42-2485
fujito@koryo-hp.or.jp http://www.koryo-hp.or.jp

TEL

HP
担当者名

高陵病院

内科、外科、形成外科、循環器内科、
呼吸器内科、消化器内科、消化器外科、
心臓血管外科、整形外科、泌尿器科、
腎臓内科、皮膚科、心療内科、放射線科、
リハビリテーション科

診療科目

高陵病院の理念の一つに
  次にあげるものがあります。

働く人が幸せになれる
病院作りを目指す。

一緒に働きませんか！

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

担当者までお問い合わせください。

医療法人 五月会  須崎くろしお病院

当院は救急医療、急性期、地域包括ケア病床、回復リハビリ
テーション、緩和ケア病棟があり、併設の介護老人保健施設
やグループホーム、訪問看護ステーションで老人介護や在
宅医療等、様々なキャリアを積むことができます。新人看護
職員研修は、プリセプター制度で実施。集合研修では少しず
つステップアップできるよう計画しており、看護協会での研
修への参加も計画的に実施しています。また院内ではプリ
セプター研修、メンバー・リーダー・中堅看護師等を対象に
研修を企画。認定看護師取得の為の研修受講など支援しま
す。平成３０年度は看護師特定行為研修に1名受講し、修了
しました。職員個々のキャリアアップできる支援を行います。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟：2交替制
外来：当直制
日勤／ 8：30～17：00
夜勤／16：30～9：00

給与

昇給 年1回（4月）
賞与 年2回（7月・12月）
子育支援
院内保育所、育児休暇、
短時間勤務制度等

休日休暇

応募方法 履歴書送付、面接日は追って通知

採用情報はホームページに記載

その他

開院年月病 床 数 158床
看護体制 急性期一般病床106床〔10：1〕

　（うち地域包括ケア11床）
緩和ケア病棟10床［7：1］
回復期リハビリテーション病棟42床［13：1］

職員構成 職員数：294名　看護職員：130名(2021年4月現在)

そ の 他

1985年11月

診療科目

看護部長　岡村 正美

〒785-8501須崎市緑町4番30号 0889-43-2121 0889-42-1582
satsukikai@susaki-kuroshio-hp.or.jp http://susaki-kuroshio-hp.or.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人 五月会  須崎くろしお病院

退職金制度、勤続3年以上（確定拠出型年金）、
看護宿舎、看護学生への奨学金制度、
高知県看護師等養成奨学金指定医療機関

完全週休2日制、夏期休暇　冬期休暇、
勤続休暇、誕生日休暇、年次有給休暇

中途採用

看 護 師：基本給190,000円＋諸手当
准看護師：基本給155,000円＋諸手当
※諸手当：看護手当、資格手当、
　皆勤手当、通勤手当、夜勤手当
　（13,000円／回）、超過勤務手当等　　　　　　　　　　　　　　　

・内科 ・外科 ・整形外科 ・脳神経外科 ・眼科 
・小児科 ・耳鼻咽喉科 ・泌尿器科 ・皮膚科
・麻酔科 ・放射線科 ・リハビリテーション科

入職して1年が経ちました。
未だに上手くいかない事もあり、反省と学びの日々ですが、
プリセプターを始めとする先輩方にサポートして頂きなが
ら働く事が出来ています。
相談しあえる同期、見守って下さる先輩方、そして患者さん
からのお言葉により頑張れています。
当院はプリセプター制度を導入しており、新人教育に力を
入れています。
みなさんも一緒に働いてみませんか！

2年目の先輩看護師からメッセージ2年目の先輩看護師からメッセージ

随時実施しています!

 高知県災害拠点病院 
・ 公益財団法人日本医療機能評価機構認定病院 
・ 訪問看護ステーション『すさき』 
・ 介護老人保健施設『暖流』 
・ 居宅介護支援事業所『くろしお』 
・ グループホーム『ぬっく須崎』



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

どうぞお気軽に、
看護部長 西澤までお問い合わせください。

医療法人 千博会

医療法人千博会は、規模は小さいですが私たち看護職員は「優し
さと思いやりを持って患者様とともに歩む」看護を目指して頑張って
います。
勤務環境については、希望の休みや有給休暇が取りやすく時間外
勤務も少ないです。自己研鑽の為の研修も行かせてもらってます。
夏には地域行事の、須崎市花火大会を患者様、ご家族様とともに
当院屋上にて、鑑賞し交流を図っています。
みなさん一緒に働いてみませんか？

　医療法人千博会は、地域の皆様のご要望に応えながら、人にや
さしく心地良い環境を作り『地域に愛される高齢者施設』を目指し
ています。ネオリゾートちひろ病院（医療療養病床54床）とR2.４よ
り新たに開設した介護医療院ちひろ35床からなり、高齢者を主体
とした慢性期医療・介護に貢献します。
　職業論理３ヵ条として
『①人間愛に基づき常に知識・技術の向上に努め、自己研鑽に努
力します。②患者さまの人権と権利を尊重する医療を行います。③
法を守り、地域医療の発展に努め、社会的責任を果たします。』と定
められています。
　この職業論理を基盤として、看護職員は、医療・看護・介護の質
向上を目指して日々努力し、個々のキャリアアップ支援を行ってい
ます。また地域の他の医療機関や施設等との連携を密にして患者
様の利便性に心掛けています。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法 面接

勤務体制
病棟（２交代制）
日勤／8:30～17:00
夜勤／16:45～8:45

給与

看護師：基本給180,000円以上＋諸手当
准看護師：基本給155,000以上＋諸手当
※諸手当：職務手当、調整手当、通勤手当
　皆勤手当、超過勤務手当
　夜勤手当（10,000円/回）

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
育児休暇、育児時間制度　他

休日休暇

応募方法
随時受付、担当者にご連絡下さい。

中途採用 あり

開院年月

看護体制

病 床 数 54床

職員構成 職員数86名

そ の 他 胃がん検診/特定検診/健康相談
往診/訪問看護
介護医療院ちひろ35床
居宅介護支援事業所ちひろ併設

1956年9月
医療病棟（２０：１）　５４床

西澤、細野

〒785-0008　須崎市中町1-6-25 0889-42-2530 0889-42-2532
kanri-hos@chihiro-hp.or.jp http://chihiro-hp.or.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人千博会

週40時間制、夏季休暇、年末年始休暇
年次有給休暇

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

内科、消化器内科、循環器内科、
呼吸器内科、リハビリテーション科

診療科目

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

管理事務人事担当までお問い合わせください。

医療法人高幡会  大西病院

 当院は、新人の方が不安にならないように、仕事の内
容が明記されている「課業要件書」、目標達成を確認
できる「能力開発カード」を用いて、看護実践能力の
向上を支援しています。
　看護技術や知識向上を図る為、充実した看護実践
教育や研修を積極的に行っており、社会人、職業人と
しての人間育成にも力を入れて期待される人材像の
成長を目指しています。
　病棟巡回やカンファレンス等を通じて、関連職種と
の情報共有を図ることで、タイムリーな看護計画の
立案と実践を行っています。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法

勤務体制

2交替制
日勤／8：30～17：30
夜勤／16：00～9：00

給与

基本給＋諸手当
※諸手当：職種手当、夜勤手当、
家族手当、通勤手当、住居手当、
超過勤務手当　等

昇給 あり 賞与 あり

子育支援

育児休暇等

休日休暇
年間107日、年次有給休暇

応募方法 随時受付

中途採用 あり

開院年月

看護体制

内科、外科、小児科、精神科、整形外科、泌尿器科、
放射線科、リハビリテーション科

病 床 数 50床

職員構成 職員数73名、看護職員数15名

そ の 他

日本医療機能評価機構認定病院

昭和23年10月 
療養病棟 20：1　20：1

診療科目

管理事務 人事担当　植村 智子

〒786-0007　高岡郡四万十町古市町6-12
info@oonishi-hp.or.jp http://www.oonishi-hp.or.jp/HP

担当者名

医療法人高幡会  大西病院

筆記試験、作文、面接

　「私たちは地域に必要とされる病院・施設・事業所を
目指します」の理念のもと、良質な医療サービスの提供
に日々努めています。
当院では、入職当初の不安等を和らげる為プリセプター
制度を導入しております。又、教育用シミュレーターを使
用して実技訓練を行い、実践能力向上に努めています。
　仕事、それ以外の悩みを先輩が親身になって聞いてく
れる温かい職場です。
　私たちと大西病院で一緒に働きませんか。

看護課長からの一言メッセージ看護課長からの一言メッセージ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

看護部長 岡田吏恵までお問い合わせください
（土日、祭日可 相談に応じます）

医療法人 川村会 くぼかわ病院

○新卒看護師　プリセプター研修　最初の３ヵ月間は
プリセプター（新人看護師教育担当の先輩看護師）と行
動を共にし病院組織・看護部組織の把握、看護実践へ
の知識・技術・態度を習得します。その後１年間はプリ
セプターの下、看護業務を実施します。又、病院の教育
の一環として看護協会主催の新人教育研修にも参加し
ます。
○中途採用看護師のサポート　中途採用看護師が持
つ能力が十分発揮できるよう環境調整や支援を行いま
す。新しい環境に適応出来るように１～３ヵ月間は１
人の看護師がサポートにあたります。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟（２交替制）
日勤 8：30～17：00
夜勤 16：30～翌9：00

給与
基本給193,000円（看護師）
160,000円（准看護師）＋諸手当
＊諸手当：資格手当、通勤手当、
住宅手当、時間外手当、皆勤手当、
精勤手当、夜勤手当、年末年始手当、
支度金制度　　　　　　　　
昇給 年1回 賞与 年2回
子育支援

２４時間院内保育所、育児休暇

休日休暇
週休２日、年次有給休暇、夏期休暇

応募方法
看護部長岡田まで連絡して下さい

中途採用 あり

その他
看護師宿舎、奨学金制度、
高知県奨学貸与金指定医療機関

開院年月

看護体制

外科、内科（肝臓専門）、整形外科、脳神経外科、
皮膚科、泌尿器科、麻酔科眼科、耳鼻科、循環器科、
神経内科、乳腺、放射線科

病 床 数 172床

職員構成 職員数273名、看護職員数140名

そ の 他
救急指定病院、災害拠点病院

昭和63年
10：1

診療科目

看護部長　岡田吏恵

〒786-0002　高岡郡四万十町見付902-1 0880-22-1111 0880-22-1166
kubokawa－kango@kawamurakai.com http://www.kawamurakai.com

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人 川村会 くぼかわ病院

くぼかわ病院は西南部に位置する、救急医療から慢性期医療そしてリ
ハビリテーションも充実した中核病院です。私は今、地域包括ケア病棟
に所属し在宅復帰の支援に携わっています。病気や障害を乗り越え、新
たな一歩を踏み出す患者さんの姿を見て看護師としてやりがいを感じ
ています。入職時は不安や焦りがありましたが、先輩方から他職種の方
まで温かく迎えて下さり、丁寧な御指導のもとに日々業務に励んでいま
す。また、和気あいあいとした職場環境の中、分からない事でも優しく
相談にのって頂いています。さらに、勉強会や研修も開かれ知識や技
術の更なる向上を経て学びを深められます。あなたも四万十町の空気
を感じながら一緒に看護を磨いていきませんか。

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

総務課人事担当までお問い合わせください

梼原町立国民健康保険 梼原病院

梼原町では、保険と医療と福祉が一体となった地域包括
ケアを実施しています。病院を利用される方が、「梼原病
院があってよかった」と言っていただけるような病院づく
りに取り組んでいます。
・地域医療を支える仕組みづくりにも力を入れています。
・移住定住者のための住宅設備も充実しています。
・町内在住の方への子育て支援も充実しています。
（保育料等の無料、中学生までの医療費無料…他）

募集職種
看護師

選考方法
ケーススタディ試験、面接

勤務体制

病棟・外来
日勤/8：30～17：15
夜勤/16：30～9：00

給与
基本給※学歴・経験により加算あり
短大（3卒）200,700円～
大卒212,600円～
※各種手当：通勤手当、住宅手当、
扶養手当、夜勤手当、時間外手当…等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇、介護休暇、短時間勤務

休日休暇
週休2日、年次有給休暇、夏季休暇、
特別休暇…等

応募方法
随時※いつでもお問合せください

中途採用 あり（随時受付）

その他 地方公務員です

開院年月

看護体制

内科、整形外科、眼科、小児科

病 床 数 30床

職員構成 職員数48名（うち看護職25名）

そ の 他 救急病院
へき地医療拠点病院
高知県奨学貸付金指定医療機関

1995年6月
15：1

診療科目

梼原病院事務局 中越 / 重松

〒785-0612高岡郡梼原町川西路2320-1 0889-65-1151 0889-65-1152
yusu-hospital@town.yusuhara.lg.jp
http://www.town.yusuhara.kochi.jp/hospital/

FAXTEL

HP

担当者名

梼原町立国民健康保険 梼原病院

「地域医療に携わってみたい」という想いだけで梼原に移住し、
2年が経ちました。看護師同士はもちろん医師や技師など他職
種のスタッフとの温かい人間関係に支えられ美しい自然に癒
されながら、日々笑顔でお仕事をさせてもらっています。
地域医療に興味のある方、患者さん
一人一人とじっくり関わりを持ちたい
方など、雲の上の町の唯一の病院で
ここだからこそできる看護を私達と
一緒に担ってみませんか？

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

担当までお問い合わせください。

医療法人 和光会 木俵病院

当法人は、一般・専門外来の他、医療療養型病棟、介護
医療院をはじめ、介護老人保健施設、居宅介護支援事
業所があります。四万十市という地域性を活かし、病院
内だけではなく、地域とも連携を取りながら、患者さん・
ご家族を見守る・支える・寄り添える看護を提供してい
ます。仕事面のみではなく、プライベートの充実も図る
ため、時間外労働削減への取り組み、子育て世帯の行
事等や趣味活動での休暇を取得しやすい環境を整え
ています。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制
病棟（2交替制）
　日　 勤／ 8：30～17：00
　夜   勤／16：30～ 9：00

給与

看護師： 21万円～（資格込み）＋諸手当
准看護師：17.1万円～（資格込み）＋諸手当
※諸手当：通勤手当、住居手当、役職手当
　 夜勤手当（8,500円/１回）、年末年始手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇、短時間勤務制度等

休日休暇
１ヶ月変形により週40時間制
月9日公休、有給休暇　※年間休日108日
介護休暇、特別休暇、夏期休暇（5日間）　
応募方法 履歴書を担当者宛送って下さい

中途採用 あり

その他
パート、短時間勤務も募集してます
関連施設、介護老人保健施設いろは館でも
同条件にて募集をしています。

開院年月

看護体制

内科、外科、消化器内科、肛門外科、循環器内科、
心臓血管外科、呼吸器内科、リハビリテーション科、
耳鼻咽喉科、皮膚科、心療内科、精神科

病 床 数 医療療養（４２床）
職員構成 職員数90名（内看護職員数30名）

そ の 他
＜法人関連施設＞
　介護老人保健施設いろは館（入所定員60名）
　居宅介護支援事業所えびす
＜併設施設＞
　介護医療院きだわら（入所定員４８名）

昭和37年5月
20 :1

診療科目

・事務長 新谷 敦　　・看護部長 岡村民子

〒787-0025四万十市中村一条通3-3-25 0880-34-1211 0880-35-4691
wakoukai@kidawara-hp.net 現在作成中

https://www.facebook.com/Kidawarahp/

FAXTEL

HP

Facebook

担当者名

医療法人 和光会 木俵病院
随時実施しています!

中途採用で入職し、外来で勤務しています。今まで病棟経験
しかなく、入職当初はとても不安や緊張の毎日でした。先輩方
からの優しい声かけや指導の他、和気あいあいとした何でも
相談できる雰囲気の中、今では楽しく仕事をしています。子供
の病気に対しての急な休みも対応してもらえ、子育て真っ最
中の私にはとってもありがたいです。また、今では患者さんに
も名前を呼んでもらえるほどに信頼関係もでき、療養指導を
始め、地域との連携も図りながら働いています。この地域にあ
る病院だからこそできる看護を一緒にしてみませんか？

先輩看護師（3年目）からのメッセージ　　　　先輩看護師（3年目）からのメッセージ　　　　



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

事務長・看護部長迄 お問い合わせ下さい。

医療法人 慈恵会 中村病院

下記の理念と目標に向け業務を実践
病院理念：地域の住民のニ－ズを的確に把握し住民の立場に立ち医
療看護を遂行、医療法人として地域に深く浸透した医療サ－ビスを
提供する。
看護部目標：
①患者様本位の医療・看護介護ケアに専念する。
②常に尊厳といたわりの心で対応。
③施設全体の「質の向上」を推進
④患者様の笑顔を勲章にする・・を掲げチ－ムワ－ムの取りやすい
職場です。
「日本看護協会WLB推進事業」に参加し、「働きやすい職場」作りをめ
ざし、職場風土・業務体制の改善に取り組み成果を上げています。是
非当院で一緒に頑張りましょう！
＊奨学資金制度あり：月額80000円。卒業後貸与期間の就業で返済金無。

募集職種
看護師・准看護師

選考方法 面接

勤務体制
2単位　病棟（2交代制）
　変則勤務無
　日勤：8：30～17：30
　夜勤：17：00～9：00
　夜間1病棟：看護師2名、
　介護士2名 配置

給与
当院規定に順じて施行
　基本給：看護師180000＋諸手当
　資格手当・通勤手当・住居手当・
　残業（研修参加も）

昇給 年1回
賞与 年2回（4.5ヵ月） ※数年同じく支給
子育支援
有り
（3歳児まで支援金支給制度有り）

休日休暇
年間125日(年末年始＆夏季休暇)

応募方法 履歴書送付

中途採用 随時受付

その他

年休40日、時間年休制度、週休完全2日制
福利厚生充実（慰安旅行病院負担）
キャリア支援奨励
院外研修参加奨励、旅費等支給

開院年月

看護体制

内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科
放射線科・小児科・リハビリテーション科
指定居宅支援事業所　なかむら
指定訪問看護ステ－ション　なかむら
指定通所介護ディサ－ビス　なかむら

病 床 数 120床

職員構成 看護部88名　他　全職員　135名

そ の 他 短時間職員 5名（看護師・介護士等）
PT4名、OT3名、ST1名　歯科衛生士2名

昭和32年6月
20 ： 1 長期医療療養病床60床（医療療養Ⅰ）
介護医療院なかむら  　60床

診療科目

併設事業

事務長　森野 浩昌　　看護部長　瀬尾 美子

〒787-0029  四万十市中村小姓町75  
0880-34-3177 0880-34-7318 jikeikai@titan.ocn.ne.jpFAXTEL

担当者名

医療法人慈恵会 中村病院

就職2年目ナ－スの一言！就職2年目ナ－スの一言！

地元で働くなら地域の人から信頼の厚い中村病院で働きた
いと思い入社してはや２年になりました。以前の病院とは違
う療養病棟で、初めは戸惑うこともありましたが、やさしくて
面白い先輩方にご指導いただきな
がら、日々楽しく務めております、ま
だまだ未熟ですが、患者様・ご家族
に寄り添い、信頼できる看護師を目
指し頑張っていきたいと思います。
是非、一緒に働きましよう！

随時実施しています!

★専門委員会・教育委員会活動も充実しています。

新人看護師・中途雇用看護師教育制度は
施設の基準にそって実施されています。



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

総務課人事担当までお問い合わせください。

医療法人森下会 森下病院・介護医療院もりした

当院は、地域包括ケア病床から介護医療院まで幅広い
患者様が入院、療養されており地域医療を支えていま
す。新人教育体制は、プリセプター制度を導入し新人
看護職員研修ガイドラインに沿って、入職時の研修を
行っています。
また、個々の成長に合わせたサポート体制をとってお
り、キャリア開発支援において院外の研修参加も積極
的に支援しています。ワークライフバランス、子育て支
援も充実しており働きやすい職場です。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟（2交代制）
日勤/8：30～17：00
夜勤/16：30～9：00

給与

基本給200,000・185,000+諸手当
＊諸手当：通勤手当、住居手当、
免許手当、超過勤務手当、夜勤手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇・夜勤免除 他
3歳まで保育手当支給

休日休暇
年末年始・夏季休暇・年次有給休暇・
アニバーサリー休暇

応募方法 電話・履歴書送付

中途採用 随時受付

その他
パートタイム可

開院年月

看護体制

内科・整形外科・皮膚科・消化器科
循環器科・糖尿病代謝内科・放射線科
リハビリテーション科・健診科

そ の 他 看護学生奨学金制度あり

病 床 数 病院８６床・介護医療院４５床

職員構成 職員数１７０名・看護職員数１０4名

2003年10月
１０：１、１３：１

診療科目

総務課（安光）　看護部（松下）

〒787-0025　四万十市中村一条通２‐４４
0880-34-2030 0880-34-6952
m-hospi@basil.ocn.jp http://www.morishitahp.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人森下会 森下病院

　私が勤務している医療療養病棟では、急性期から
終末期までの患者様が入院しているため、広範囲で
も学びが出来ます。
　先輩方も優しく指導してくれる
ため、分からないことや困った時
など聞きやすい環境です。また、ス
タッフ間での協力もあり、残業が
ほとんどなく働きやすいと感じて
います。一緒に働きませんか。

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

希望される方は、
担当者までお問い合わせ下さい。 

歓迎します!

吉井病院

　当院は、リウマチ・関節疾患治療のための医療機関
であり、日本リウマチ学会研修病院です。１病棟の小
さな病院ですが、患者様の個性を大切にした治療を
目指し、職員一人一人の個性を大切に育てています。

募集職種
看 護 師・准看護師

選考方法
面 接 （ 随 時 ）

勤務体制

病 棟 （ 二交代制 ）
日勤  / 08：30 ～ 17：30
夜勤 /  17：00 ～ 09：00

給与

248,000円（看護師）
193,000円（准看）
+諸手当（通勤・夜勤・超過勤務、等）

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休暇（取得実績あり）

休日休暇
週休二日制 ・ 夏季休暇 ・ 正月休暇

応募方法
履歴書を郵送 or 持参

中途採用 あり

その他
短時間勤務希望者も募集しています。
日勤業務だけでも歓迎します。

病 床 数 40床

職員構成 職員総数45名（看護職員15名）

そ の 他 関連施設：介護老人保健施設（定員50名）
　　　　  通所リハビリテーション（定員30名）
　　　　　グループホーム（定員9名）

開院年月 平成6年8月

看護体制 20 ： 1
整形外科・リウマチ科・形成外科
・リハビリテーション科・消化器内科・内科
・放射線科

診療科目

看護師長　井畑加奈（いばた かな）

〒787－0033　四万十市中村大橋通6丁目7-5
0880-34-5005 0880-35-5040FAXTEL

担当者名

吉井病院

　患者様一人一人の尊厳を守り、安心出来る医療・
看護を提供するとともに、明るく清潔な医療環境の
元、笑顔の看護と優しい医療を提供すべく日々頑
張っています。  
完全週休二日制で、時間外勤務も無く子育て中の
方でも安心して働けます。  
一緒に学び、一緒に働きましょう。  

看護職員からのメッセージ看護職員からのメッセージ



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

随時受け入れ致します。
お気軽に担当までお問い合わせください。

（特定）医療法人一条会 渡川病院

私たちは患者様の権利を尊重しやすらぎと憩いに
なる場所を提供します。
私たちは地域のニーズに応え信頼される医療を
提供します。　　　　　　　　　　　　　
私たちは研鑽にはげみ良質で適切な医療・看護を
行います。
この３つの理念の下、日々良質な精神科医療・
看護を展開しています。働きやすい病院で私たちと
一緒に充実感のある仕事をしませんか。

1番に、患者さんファーストで、その気持ちに沿った医療
の提供に努めています。
2番に、有給休暇の完全消化、更に創立記念日を含め夏
季休暇が7日有り、ワークライフバランスの確立に努めて
います。
3番に、多くの定年後再雇用者が元気に勤務しています。
4番に、幡多地域における精神科の中核的病院に向けて
取組んでいます。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制

病棟（3交代制）
日勤/8：30～17：00
準夜勤/16：30～0：30
深夜勤/0：00～8：45

給与

基本給180,500円・153,300円+諸手当
※諸手当:通勤手当、住居手当、
超過勤務手当、夜勤手当、
精勤手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児介護休暇等

休日休暇
4週7休、年次有給休暇、夏季休暇6日、
創立記念休暇1日

応募方法 随時

中途採用 あり

その他
看護学生の奨学金制度あり（貸与型）

開院年月

看護体制

精神科、心療内科

病 床 数 180床（うち休床2）

職員構成 職員数164名、看護職員数119名

そ の 他
高知県地域型認知症疾患医療センター指定病院
公益社団法人日本精神神経学会専門医研修施設
幡多・四万十看護学院及び高知・土佐・関西総合・
平成リハビリテーション専門学校の研修施設

1957年7月
13対1・15対1

診療科目

管理部長　井上 覚

〒787-0019四万十市具同2278-1　　 0880-37-2220 0880-37-2218
wh2218@vega.ocn.ne.jp http://watarigawa.com/

FAXTEL

HP

担当者名

（特定）医療法人一条会 渡川病院
随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

看護部・森下もしくは管理部・佐竹、和田まで
お問い合わせください

特定医療法人長生会 大井田病院

当院では、新人看護職員の育成にプリセプターシッ
プ制度を導入しています。
プリセプターは、技術的なことだけでなく新人看護
師が社会人として成長できるよう細やか対応し、
採用者が少人数だからこそできる教育体制づくり
に取り組んでいます。
また、キャリアアップ支援制度があり、スキルアップ
を目指す職員を全力でバックアップしています。

募集職種
看護師

選考方法
適性検査、面接

勤務体制

一般病棟　2交代
介護医療院　2交代

給与

基本給＋資格手当＝204,500円
※この他、通勤手当、深夜手当、
準夜手当、託児所手当、
年末年始手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

・育児休暇　・短時間勤務制度
・託児所手当（規程による）

休日休暇
月9日、年次有給休暇

応募方法
採用案内をホームページに掲載

中途採用 あり

その他
単身寮あり
看護学生奨学金あり
高知県奨学貸付金指定医療機関

開院年月

看護体制

内科・胃腸内科・循環器内科・小児科・皮膚科・
整形外科・外科・リハビリテーション科

病 床 数 93床
職員構成

166名（うち看護職員88名）

そ の 他
法人関連施設
・訪問看護ステーションすくも
・宿毛福祉会

昭和32年6月

13：1

診療科目

看護部 伊賀／管理部 佐竹・和田

788-0001宿毛市中央八丁目3番6号 0880-63-2101 0880-63-4792
y_wada@ooida-hp.net http://www.ooida-hp.net/

FAXTEL

HP

担当者名

特定医療法人長生会 大井田病院

看護学生の時も色々な領域の実習で患者様と関わらせて
頂き、気づきや看護の素晴らしさを学ぶことができました。
でも実際現場で実際に患者様と関わると看護学生時代とは
違う大変さがあるということを改めて感じることが多々あり
ます。病棟勤務は大変だと感じる一方で、新人である自分を
指導して下さったり、困っていることや不安なことがあれば
相談に乗って下さる先輩方がたくさんいます。大井田病院
は、優しい先輩方に恵まれたとても良い環境です。一緒に
働いてみませんか。

2～3年目の先輩看護師からのメッセージ2～3年目の先輩看護師からのメッセージ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

先輩看護師(2年目)からのメッセージ先輩看護師(2年目)からのメッセージ

病院見学について

看護部までお問い合わせください
    　　　電話：０８８０－６６－２２２２　

高知県立 幡多けんみん病院

入職当初は、病態・処置等覚えることがたくさんあり、大変でした。そんな中、プリセプターや
先輩方が手厚く指導してくださり、また些細なことでも相談に乗っていただき、知識や技術を
身につけるだけでなく、自分が働きやすい環境を整えてくれました。院内では勉強会や研修
など日々看護を向上させる機会が多くあります。私は幡多けんみん病院で働けて良かったと
感じています。みなさんにもそう思っていただけるようサポートします。一緒に働きましょう！
当院の魅力は、PNSを導入しているところです。２人１組で患者さんを担当するので、日々パート
ナーと話し合い、患者さんにより安心・安楽な看護を提供することができます。また、１年目研修
では、医療安全やフィジカルアセスメントなど充実した教育を受け、プリセプターや周りの先輩方
にたくさん助けていただきながら業務を実施することができています。ぜひ、けんみん病院で
一緒に働きましょう。

幡多地域の医療を守るという使命を果たすべく、急性期だけでなく、地
域に密着した医療を行っています。看護部では、患者さんや家族の思い
に寄り添いながら『やさしい看護』の実践に力を注いでいます。昨年導入
したPNS看護方式は、安全・安心な看護にもつながっています。また、看
護師のワーク・ライフ・バランスにも配慮し、変則2交代制への移行を進
めています。幡多地域の急性期病院で、私達と一緒に幡多の医療を守り
ませんか？

○新人看護職員を支える体制の強化
　　(教育・研修責任者の配置、プリセプター制度）
○24時間断らない救急を支える救急分野の技術向上
　　（BLS、ICLS研修など）
○災害研修の充実。DMATも活動
○クリニカルラダーによるキャリア開発支援
○e‐ランニングによる学習支援や復職者への支援
○PNS看護方式による質の向上
当院では10名の認定看護師（がん化学療法、皮膚･排泄ケア、緩和ケア、
感染管理、救急看護、集中ケア、脳卒中リハビリテーション）と、
家族看護専門看護師2名がおり、院内外を問わずに活躍しています

募集職種 看護師

選考方法

勤務体制
病棟（変則2交替制）
※12時間2交替の場合（3人又は4人夜勤）
日勤／8：30～17：15
長日勤／8：30～21：00
夜勤／20：30～翌朝9：15　その他

給与

昇給 年1回
賞与 年2回
子育支援
院内保育所、育児休業、
育児休暇等

休日休暇
4週8休
年次有給休暇、
各種特別休暇等

その他
看護師宿舎あり
助産師、認定看護師資格取得
支援制度あり
高知県看護師等養成奨学金
指定医療機関

開院年月
看護体制

病 床 数 322床（一般291床、結核28床、感染症3床）

職員構成 職員数511名　看護職員数　319名（R2年4月）

そ の 他
日本医療機能評価機構認定病院
がん診療連携拠点病院
災害拠点病院 など

平成11年4月
７対１　
PNS（パートナーシップ・ナーシングシステム）　

診療科目

〒780-0850　高知市丸ノ内1丁目7番52号（高知県庁･西庁舎７F） 088-821-4631 088-821-4509
610101@ken.pref.kochi.lg.jp http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610101/

FAXTEL
HP

高知県 公営企業局 県立病院課

〒788-0875宿毛市山奈町芳奈３番地１ 0880-66-2222
http://www.pref.kochi.lg.jp/hata/

TEL
HP

高知県立幡多けんみん病院

幡多けんみん病院では、幡多地域における医療の中核となる病院として、地域の
他の医療機関や保健・福祉・介護施設などと共に地域で完結できる、良質な医療
の提供を目指しています。

【病 院 概 要】

一次（論文、口述、適性）
二次（身体検査）
※上記とは別に助産師の募集もしています。

基本給 199,500円
（短大3年制卒の場合）＋諸手当 
※諸手当：通勤手当、住居手当、
　時間外勤務手当、夜間勤務手当、
　特殊勤務手当等

看護部で力を入れていること

【19診療科】 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、
小児科、麻酔科、外科、整形外科、脳神経外科、放射線科、
皮膚科、泌尿器科、産婦人科、耳鼻咽喉科、病理診断科、
眼科、リハビリテーション科、精神科、神経内科

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

お気軽にご連絡ください。

医療法人互生会　筒井病院

当院は昭和9年より、地域医療に貢献してきた伝統的
実績をふまえて、入院・入所から在宅までの包括的
生活支援サービスとして、訪問診療や訪問リハビリ・
通所リハビリ等を提供し、かかりつけ医としての役割
を果たしております。看護部では、利用者・家族ならび
に地域の方々に信頼される看護・介護サービスが提供
できるよう、看護職員自身が安心して働き続けられる
職場環境を目指し、取り組んでいます。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
面接

勤務体制

２交代制
日勤／8：45～17：15
夜勤／17：00～9：00

給与
看護師：193,300～290,200（資格手当含）＋諸手当
准看護師：163,500～255,900（資格手当含）＋諸手当
※諸手当（夜勤手当、早出手当、ケアマネ手当、
　家族手当、通勤手当等）

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援

育児休業、短時間勤務制度、育児手当等
隣接施設内保育利用可能

休日休暇
年間102日・年次有給休暇・
夏季休暇・年末年始 等

応募方法 随時

中途採用 あり

その他
看護学生の奨学金制度有り

開院年月

看護体制

内科、整形外科、呼吸器科、循環器科
消化器科、放射線科、リハビリテーション科

病 床 数

回復期リハビリテーション病棟（15:1）
医療療養病棟（13:1）

職員構成 職員数185名　看護職員45名

そ の 他

昭和9年4月

回復期リハビリテーション病棟（35床）
医療療養病棟（21床、その内 地域包括ケア病床10床）

診療科目

事務長 若しくは 看護部長

〒788-0783　宿毛市平田町戸内1802番地 0880-66-0013 0880-66-0078
tsutsui-h@goseikai.jp http://goseikai.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人互生会 筒井病院

平成12年 電子カルテ・オーダリングシステム導入
＜法人関連施設＞
介護老人保健施設 ぎんなん荘
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
有料老人ホーム　やいとがわ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

総務課人事担当までお問い合わせください

医療型障害児入所施設・療養介護事業 幡多希望の家

　幡多希望の家は【家族的雰囲気】を大切にし、利用者の方の【生活の場】としての【家】であることを
目指しています。
　幡多希望の家は、【医療型障害児入所施設】・【療養介護事業】という児童福祉法・障害者総合支援法
に基づく施設であると同時に、医療法で規定されるところの【病院】でもあり『医療・看護・療育・リハ
ビリテーション』が力を合わせて、重い障害をもつ利用者に、【医療】・【療育支援】を行っています。

　私どもの施設は、地元である高知県西部幡多地域の
皆様の、重心施設への熱い想いの結晶として創設され、
平成9年4月1日から活動が始まりました。
　看護師は20代～50代の幅広い年代の方が勤務して
います。重心施設は未経験で勤務される方がほとんどで
すが、経験豊富なスタッフが院内教育制度に準じて、
丁寧に教えてくれますし、開設当初から勤務している看
護師の方も多く、スタッフの紹介で来られる看護師もいる
働きやすい環境です。看護学校奨学金制度もあります。

募集職種
看護師

選考方法 面接

勤務体制

２交替制
日勤１/9：00～17：30
夜勤/17：10～翌9：10  他

給与
基本給+資格手当＝223,000円～
(別途前歴加算あり）
※この他：役職手当、住宅手当、
　扶養手当、通勤手当、 夜勤手当、
　早遅出手当等

昇給 年1回 賞与 年2回
子育支援
育児休暇・短時間勤務制度
扶養手当の子ども(就学前）
加算5,000円あり

休日休暇

応募方法
随時受付、担当者にご連絡下さい。

中途採用 あり

その他
永年勤続表彰
（10年毎に法人独自の祝金支給制度）

開院年月

看護体制

病 床 数 51床

職員構成 職員数120名

そ の 他 高知県次世代育成支援企業（平成25年度認証）
電子カルテ
看護支援システム導入

平成9年
10：1

総務部長 河原

〒788-0782　高知県宿毛市平田町中山867 0880-66-2212 0880-66-2215
hataki01@mb.gallery.ne.jp http://www.hatakibou.jp/

FAXTEL

HP

担当者名

幡多希望の家

公休制　月９日　誕生日休暇
夏冬休暇（年間112日）

小児科、内科、精神科、神経科、
リハビリテーション科、放射線科

診療科目

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

看護部担当までお問い合わせください。

医療法人聖真会 渭南病院

 当院は創立97周年目を迎え、救急から在宅まで地域包括ケア
の積極的な展開を行っています。四国最西南端に位置する中
核病院として、24時間切れ目のない医療・介護・福祉の連携を
目指し、多職種で切磋琢磨しながらも、土佐清水市ならではの
古き良き文化の下、楽しく仕事ができる環境です。昨年度は助
産師外来を開設し地域助産活動では全ての産前産後訪問を行
うことができました。こうした取り組みは、少子高齢化対策の新
しい地域包括ケアシステムの構築に寄与できるものと考えてお
ります。また、土佐清水市はサーフィンや釣り、農業や観光に非
常に適した海岸を持ち、自然の恵み豊かな環境を求め、全国各
地からの就職希望者の割合が多いのも当院の特徴です。 2014
年に全面新築された本院と在宅部門。ぜひ、私たちと一緒に新
しいケアの改革に取り組んでみませんか。

募集職種
看護師、准看護師

選考方法
書類審査および面接

勤務体制

2交代制
日勤/8：30～17：30
夜勤/17：00～翌9：00

給与

看護師：20万円＋諸手当
　　（4大卒は21万円）
准看護師：16万円＋諸手当
【諸手当】通勤費、住居手当、
夜勤手当、皆勤手当、超過勤務手当、
年末年始手当（12/31～1/3】

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援 育児休暇・育児短時間制度

休日休暇
4週8休制・年次有給休暇（法定通り）

応募方法
電話・メールによる問い合わせ

中途採用 あり

その他
看護師奨学金制度あり・看護師宿舎あり・
職員駐車場完備・職員旅行（隔年）

開院年月

看護体制

外科・消化器外科・脳神経外科・小児科・内科・
消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・糖尿病内科・
眼科・整形外科・泌尿器科・皮膚科・耳鼻咽喉科・
心療内科・リハビリテーション科・麻酔科・物忘れ外来・
助産師外来

病 床 数 105床

職員構成

総職員数：200人　看護職員数：110人

大正12年2月
10：1（一般）　20：1（医療病棟）　
13：1（地域包括ケア）

診療科目

竹林高子（看護部長）

〒787-0331　土佐清水市越前町6-1 0880-82-1151 0880-82-0429
takako-takebayashi@inan-hp.jp http://www.inan-hp.jp

FAXTEL

HP

担当者名

医療法人聖真会 渭南病院

入職して2ヵ月が経ち、4月当初と比べると少しずつではありますが
先輩看護師のフォローを頂き、自分にできることが増えてきたと
実感しています。先輩看護師が熱心に指導や手技などの振り返り
を一緒に行ってくださるため多くのことを学ぶことができています。
配属される部署によっては急性期から終末期までの患者様とか
かわることができ、幅広い知識や技術を身に着けることができます。
　日々覚えることはたくさんありますが、患者様やご家族に寄り添
うことのできる看護師になれるように頑張っていきたいです。

先輩看護師からのメッセージ先輩看護師からのメッセージ

随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

歓迎します。
担当までお問い合わせください

医療法人たんぽぽ清悠会 松谷病院　介護老人保健施設サンケアしみず

松谷病院は昭和３４年に開院しこの地で「かかりつけ医」
として地域に密着し、地域の発展と共に成長してきまし
た。平成9年に市街を見下ろす小高い丘の上に療養病床
と介護老人保健施設を併設開院し入院・入所から在宅
まで地域に根ざしたサービスの提供をしています。
○平成30年4月に松谷内科と統合し、透析棟を新築しま
した。
○医療・看護・介護の質の向上を図るため、積極的に院
内外の研修研鑚を行っています。
○職員によるリフレッシュ企画としてBBQ大会やボーリ
ング大会などをしています。

募集職種
看護師・准看護師

選考方法
面接

勤務体制

2交代制
日勤/8：30～17：00
夜勤/16：30～8：45

給与
看護師181,000円～＋諸手当
准看護師170,000円～＋諸手当
※諸手当：職務手当、皆勤手当
    通勤手当、夜勤手当、
　超過勤務手当等

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援
育児休暇
短時間勤務制度等

休日休暇
年間休日107日、年次有給休暇

応募方法
電話・メールによるお問合せ

中途採用 あり

その他
看護学生の奨学金制度あり、
看護師宿舎あり

開院年月

看護体制

・内科・腎臓内科・透析内科・循環器内科・消化器内科
・リハビリテーション科・小児科・整形外科

病 床 数  54床（療養）
職員構成

看護職員30名（職員数160名）

そ の 他
併設施設：介護老人保健施設 サンケアしみず 70床
 　　　　（3階一般棟、4階認知専門棟）

昭和34年4月

２０：１

診療科目

事務長 松谷  総看護師長 井上

〒787-0305土佐清水市天神町14番18号
seiyukai@giga.ocn.ne.jp http://www.matsutani-hp.or.jp/HP

担当者名

医療法人たんぽぽ清悠会 松谷病院
随時実施しています!



お問い合わせ先お問い合わせ先

ここに注目！

募集案内

病院概要

病院見学について

大月病院事務局までお問い合わせください

大月町国民健康保険  大月病院

大月病院は「大月町民の命と健康と生活を守るため、保
健・医療・福祉の連携の中心となり、住民の暮らしを24
時間体制で支援していきます。」との理念に基づき、医療
・看護ケアの実践に取り組んでいます。
住民と身近なワークバランスであることや保健・医療
・福祉の連携により、乳児から高齢者まで顔の見える
関係性にあり、生まれてから亡くなるまで、住み慣れた地域で安心して生活できるよう医療・看護を提供しています。
院外への訪問診療は月9日あり、町内のきれいな海を体感しながらのドライブかねて、住民とのより身近な医療活動が
体感できます。
是非、大月町の大自然を満喫しながら私たちと一緒に働きませんか。

①県西部に位置する大月町唯一の病院です。２５床
と小規模な病院ですが、一般病床を備えた町民のか
かりつけ病院として、また、２次救急病院として頑張っ
ております。また、同一施設内に保健介護課が配置さ
れており、医療・保健・介護の連携がとてもスムーズで
す。
②大月町はサンゴや熱帯魚が有名で、磯釣りやスキュ
ーバーダイビング等の人気スポットとしても全国的に
知られています。

募集職種
看護師

選考方法
一般教養、適正、面接

勤務体制

病棟/2交代制
外来/日勤
日勤/8：30～17：15
夜勤：16：45～8：45

給与
（基本給）
短大（３卒）:170,400円～　
大卒:182,200円～
※町一般行政職給与表準用
※各種手当/通勤、住宅、扶養、
　 夜勤、時間外他

昇給 年1回 賞与 年2回

子育支援 育児休暇、介護休暇

休日休暇

応募方法 大月町職員採用試験による

中途採用 なし

その他
地方公務員

開院年月

看護体制

病 床 数 25

職員構成 49名（うち看護師21名）

そ の 他 救急病院
へきち医療拠点病院

昭和60年4月

13：1

診療科目

河野、山岡

788-0302　幡多郡大月町鉾土603番地 0880-73-1300 0880-73-1448
byouin@town.otsuki.kochi.jp https://www.town.otsuki.kochi.jp/hospital

FAXTEL

HP

担当者名

大月町国民健康保険大月病院

週休２日（勤務ローテによる振替）、
有給休暇、夏季休暇、特別休暇

内科、歯科口腔外科

随時実施しています!


