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ご あ い さ つ

　近年、急速な少子高齢化の進行や「疾病構造の変化」、「医療の高度化・専門化」、「医

療提供の場の多様化」、「医療安全に関する意識の高まり」など、2025 年を見据えた

社会保障制度改革の動きが進んでいます。看護に対するニーズは大きく変化しており、

まさに、こうした動きに柔軟に対応できる「安全・安心で質の高い看護サービスの提

供」が求められております。

　こうした中、徳島県では、「県民一人ひとりの状態に適応した保健・医療・介護サー

ビスが提供され、行き場のない患者を生み出さず、全ての県民が安心して暮らせる徳

島づくり」を基本理念に据え、高度急性期から在宅医療に至るまでの切れ目のない、

医療提供体制を構築し、より地域の実情に応じた医療の充実に取り組むとともに、「養

成力の確保」「就業支援」「県内定着促進」「資質向上」を４本柱とした看護職員の確

保対策を積極的に推進しているところです。

　とりわけ、多くの方に徳島県で看護職員として働いていただくためには、求人側と

求職側のマッチングが極めて重要です。「徳島で働きたい看護職員」のために、また「頑

張る看護職員を受け入れたい病院・施設」のために、情報を掲載した「徳島ではたら

こ！就業応援ガイドブック　きっとみつかる！やりたい看護」を作成いたしました。

　この冊子が、看護職を目指し、日々勉学や臨地実習などに励んでいる学生の皆さん

をはじめ、再就業等看護に携わる職場選びを考えられている方々にとっても情報収集

の一助となることを願っております。これを読まれた皆様が看護職員としての使命感、

やりがいを持ち、徳島県のこれからの看護界を発展させていただくよう、心から期待

しております。

　　　　令和元年６月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島県保健福祉部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仁 井 谷 　 興 　 史
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看護師等の人材確保に関する法律に基づき、徳島県知事の指定を受けて、
徳島県看護協会が運営しています。
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看護職は離職時等にナースセンターへの届け出が努力義務になっています
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奨学金・修学資金制度を設けている施設 平成31年４月現在
医療機関・介護関係事業所名 名称 対象者・貸与要件 貸与予定人員 貸与月額/貸与範囲 貸付期間 返還免除の条件 連絡先

那賀町
那賀町
もんてこい
奨学金

・��保護者が那賀町に3年以上居住し、引き続き在
住の見込がある者である。
・向学心旺盛、学業成績優秀な者。
・�申請世帯員と連帯保証人に公金の滞納がない
こと。
※�平成30年度より、高等学校から看護師を養成
する学校(上限5年)の学生も対象となりました。

年間
8名程度

月額50,000円
以下

最短修業期間
※�高等学校から
看護師を養成
する学校(上
限5年)

看護師免許を取得し、奨学生願書
に記載された学校を卒業後3年以
内に、那賀町内の医療機関等に
看護師として勤務した者は、在職
期間について町が翌年度の奨学
金の返還を奨学生に代わり行う。�
ただし、高等学校から看護師を養成
する学校の学生は、卒業後3年以内
に、那賀町内の医療機関等に看護師
として就職しなかった場合は、3年間
貸与分をその後3年間で返還するもの
とし、もんてこい奨学金返還金の還
付対象としない。
※�勤務先で証明していただく｢就労証
明書｣を毎年4月10日までに提出し
てください。
那賀町内の医療機関等で看護師職と
して就労証明があった月数(1ｹ月満た
ない月は切り捨て)に応じて翌年度の
奨学金返還金を那賀町(保健医療福祉
課)が支払ってくれます。

担当者氏名：
教育委員会
武田ひとみ
連絡先：
0884-62-1106

徳島県医師会
徳島県医師会
看護師等修学
資金

徳島県立総合看護学校（准看護学科）または三好
市医師会准看護学院に在学している者で、次の
要件を満たす者
⑴�免許取得後、徳島県医師会員の運営する施設
（修学資金返還免除施設）で、看護職員として
働く意思のある者

⑵�勉学の意欲がおう盛で、心身共に健全である者
⑶償還が確実であると認められる者
⑷他の奨学金制度を利用していない者

5名以内 25,000円

1年間
次年度(進級)も
貸与を希望する
場合は､ 審査に
より決定

⑴�卒業後1年以内に免許を取得し､ そ
の後直ちに､ 修学資金返還免除施
設において､ 引き続き5年間業務に
従事したとき
⑵�修学資金免除施設における従事期
間が5年に満たない間に､ 業務上
の理由により死亡､ または業務に
起因する心身の故障のため業務を
継続することができなくなったとき

連絡先:
088-622-0264

伊月病院
医療法人
いちえ会
奨学金

看護師の資格を取得するため、看護学校に入学
または在学するもので、次の条件にいずれも該当
し、法人が当人へ補助することが法人運営上必
要かつ有効と認めたものとする。
・�言動が正しく成績が優れ、かつ心身が健康で
あること。
・他法人の奨学金を受けていないこと。
・�卒業後も看護師として本法人に勤務する意志を
有すること。

1～2人

月額30,000円
(年2回を原則と
して、前期･後
期の4月と10月
に各18万円を
貸し付ける)

各養成機関に
在学する期間
で、認定された
日の属する月か
ら卒業する日の
属する月までと
する。

本法人に看護師として採用された後、
奨学金貸与期間と同一の期間勤務し
た場合には奨学金の返済を全額免除
する。奨学金貸与期間より勤務期間
が短い場合には、1ｶ月3万円の換算
で免除額を決定する。

担当者氏名：
答島　あかね
連絡先：
088-622-1117

沖の洲病院
医療法人
なぎさ会
沖の洲病院
奨学金　

当法人に勤務する職員であり、学校等養成施設
で学習したのち看護師としての資格を有し、当法
人で勤務することのできる者

３名 月額20,000円 ３年以内 資格取得後当法人に勤務する期間が
貸付期間を超えたとき

担当者氏名：
事務長��正木��砂恵子
連絡先：
088-622-7111

木下病院
医療法人
喜久寿会
看護学生
修学資金

⑴徳島県立総合看護学校に在学する者
⑵��免許取得後、（医）喜久寿会の運営する事業所に
おいて、ひき続き看護職員として従事する者
⑶勉学の意欲が旺盛で、心身ともに健全な者
⑷償還が確実と認められる者
⑸他の奨学資金の貸与を受けない者
⑹法人内選考を通過した者

1名 20,000円
～25,000円 修学期間

免許取得後（医）喜久寿会の運営する
事業所において、ひき続き５年間看護
職員として従事した者

担当者氏名：木下
連絡先：
088-622-7700

協立病院／介
護老人保健施
設　清寿園

医療法人
清和会
協立病院
奨学金

看護学校看護師課程または准看護師課程就学中
で、且つ、
・�就業態度、学業成績に優れ、かつ心身が健康
であること
・�卒業後も看護師または准看護師として本院に勤
務する意思があること
・�他 病 院 の 奨 学 金を受 けていないこと�
のすべての条件を満たす者

選考によ
り決定

看1年
30,000円／月
看2年
40,000円／月
看3年
60,000円／月
准看学生
20,000円／月

就学期間
高看奨学金：
看護師免許取得後2年間勤務
准看奨学金：
准看護師免許取得後3年間勤務

担当：
人事課　菊山　敦史
連絡先：
088-668-1070

城西病院 奨学金制度 看護師等育成機関への入学予定または在学中の者 3名程度 4万/学業のみ 修学期間
（最大3年間） 免許取得後5年の勤務

担当者氏名：
総務部長　徳重
連絡先：
088-631-0181

城南病院
医療法人
青樹会
医療従事者
育英奨学金

看護師養成施設に修学し、将来本院に就業を希
望する看護学生 3人

実費/入学金、
学費、参考書
代等

契約日より養成
施設を卒業する
日の属する月ま
で

養成施設を卒業し資格を取得後、そ
の修学年数に応じた年数を勤務したと
き

担当者氏名：
岡田　浩一
連絡先：
088-645-0157

そよかぜ病院

医療法人
清流会
そよかぜ病院��������������������������������������
看護学生
奨学金

将来,当法人の看護師として業務に従事しようと
する看護学生 １～２名

①入学金
②授業料
③教科書代金
④制服代金

在学期間中
当法人での業務に従事した期間の年
月が免許取得後満５年の年月に達した
とき　

担当者氏名：
看護部長
岡田由美子
連絡先：
088-631-5135

第一病院 奨学金 准看護師・看護師の資格取得を目指す看護学生
のうち、院内選考を通った者 ６名程度

入学金、授業
料、教科書代
協力金、制服
代、実習費等

在学期間 資格取得後、在学期間と同等の期間、
本院に勤務したときは、全額免除

担当者氏名：���林
連絡先：
088-663-1122

TAOKA
こころの医療
センター

看護職
修学資金

徳島県立総合看護学校通学予定者又は入学予定
者他、病院が認めた者

毎年
3名程度

修学に係る検
定料、入学金、
授業料、教科
書代等

入学から卒業ま
で（ただし、退
職、 退学、 留
年等は全額返
却とする）

資格取得後引続き3年間勤務し、勤
務状況が良好であると病院が認めた
ときは返済を免除する。

担当：事務部�管理課
連絡先：
088-622-5556

田岡病院 看護奨学金
看護師の資格を目指し、資格取得後当法人に正
職員（短時間正社員を含めない）として勤務する意
志のある者で看護学校に在職中、または、入学
が決定した者

2名程度 月額30,000円

奨学金貸与認
定日の属する
翌月から卒業ま
で（看護学校の
過程により上限
あり）

卒業後、当法人に入職し正職員（短時
間正職員を含まない）として勤務した
場合には1ケ月の勤務につき3万円免
除する。ただし、出勤率が8割に満た
ない月は1ケ月に含めない。

担当：
事務部管理課　新見
連絡先：
088-612-8701
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奨学金・修学資金制度を設けている施設 平成31年４月現在

医療機関・介護関係事業所名 名称 対象者・貸与要件 貸与予定人員 貸与月額/貸与範囲 貸付期間 返還免除の条件 連絡先

寺沢病院 寺沢病院
奨学資金

・�免許取得後当院にて看護職員として働く意思の
ある方
・意欲的に勉強する姿勢であること
・心身共に健康な方

２名 授業料月額（但
し３万円まで）

入学した年（４月
から）卒業する
まで

卒業後１年以内に免許を取得し、当
院施設に引き続き５年間勤務した場合

担当者氏名：歳清
連絡先：
088-662-5311

天満病院 奨学金 医療法人　栄寿会に在籍する看護職員
(常勤及びパート職員) 定めなし 上限額なし

看護学校又は、�
通信課程等の
在籍期間

返還免除なし。貸与及び返還期間中
の退職の場合は、残額を一括返還。

担当者氏名：
岡�秀幸、�森　さやか
連絡先：
088-632-1520

東洋病院
医療法人
東洋病院
看護学生
奨学金

当院の規定に基づく　卒業後当院にて看護師と
して就業する意志のある者 1名 2～3万。 面談

の上決定。

資格取得に要す
る期間。但し、
留年の場合は
中止。

卒業後、直ちに当院にて3年以上勤
務した場合

担当：
管理部　吉田
連絡先：
088-632-7777

徳島健生病院
徳島健康生活
協同組合奨学
金

私たちの医療や看護活動に共感し、卒業後、徳
島健康生活協同組合の医療機関で働く意志を
持った看護学生を対象に貸与します。（学年を問わ
ず、入学時・学年途中でも申請可）

6名程度 ①月40,000円
②月60,000円

在学期間中（た
だし、休学期間
は貸与を停止し
ます）

卒業後、徳島健康生活協同組合の医
療機関に奨学金受給期間と同期間勤
務した場合は返済免除（②は、1.5倍
の期間を勤務した場合返済免除）

担当：
徳島健康生活協同組
合総務部
連絡先：
088-654-8363

中洲八木病院
医療法人
ひまわり会
看護師奨学金

看護師の資格を取得するため、看護師養成機関
に入学又は在学するもので、次の各号の条件に
いずれも該当し、当人へ補助することが病院運
営上必要かつ有効と認めたもの。
１．�言動が正しく成績が優れ、かつ心身が健康で
あること。

２．�卒業後も看護師として当院に勤務する意志を
有すること。

３．他法人の奨学金の貸与を受けていないこと。

３名程度

徳島県立総合
看護学校准看
護学科及び第
二看護学科
３０，０００円
徳島県立総合
看護学校第一
看護学科及び
その他の看護
師養成機関
５０，０００円

各養成機関に
在学する機関
で、認定された
日の属する月か
ら卒業する日の
属する月まで

看護師養成機関を卒業し、当院に看
護師として、在学期間と同年数勤務
したとき。

担当者氏名：八木�均
連絡先：
088-625-3535

松永病院
医療法人徳松
会看護学生支
援基準

希望の方は、お問い合わせ下さい。 2名

授業料・教科書
代・入学時に発
生する入学金
(徳島県立総合
看護学校)

在学期間 卒業後、資格取得し在学期間と同年
数を当院にて勤務

担当者氏名：
総務　鈴木
連絡先：
088-632-3328

水の都記念病
院

医療法人
三成会
看護学生
奨学金

徳島県立総合看護学校在学中（予定）の者
准看護師免許取得者 5人

30,000円～
40,000円
限度額
1,440,000円

3年未満 看護師免許取得後3年～5年勤務
担当者氏名：
佐々木　静子
連絡先：
088-632-9299

森岡病院／
老人保健施設
ユート

敬老グループ
奨学金制度

１）看護師・准看護師の資格取得を目指す者
２）修学先は看護学校（通学･通信）
３）�資格を取得するために、学校等に入学又は在
学する者

４）�資格取得後、当法人に常勤職員として勤務す
る意思のある者

５）意欲的に勉強する意志のある者
６）心身共に健康である者
７）�公的機関並びに他法人の奨学金の貸与を受け
ていないこと

複数名 30,000円
(毎月）

１）�通常就学期
間（最長就学
期間は4年と
する

　�ただし留年、
休学は含め
ず）

２）�1学年１回の
み支給

３）�途中入社の方
は翌月より�
支給開始

１）�資格取得後、常勤職員として貸与
月数勤務した場合、全額免除とす
る

２）�出勤率が８割に満たない等の月は、
返還免除月数を延長とする

森岡病院
担当者氏名：大垣
連絡先：
088-636-3737

老人保健施設��ユート
担当者氏名：河野
連絡先：
088-669-4411

小川病院／
介護老人保健
施設　みどり
の里

医療法人緑会
看護師等修学
資金貸与制度

看護師、准看護師の養成所に在学している者�
免 許 取 得 後、 医 療 法 人 緑 会 に お い て�
看護職員として働く意思のある者

２人 月額３万円 ２年間
卒業後１年以内に免許を取得しその後
直ちに医療法人緑会において引き続
き５年間勤務したとき

担当者氏名：
事務長　桂　俊
連絡先：
088-686-2322

鳴門シーガル
病院

看護資格者養
成奨学金

奨学金は心身健康、成績優秀で将来性有能な看
護師、准看護師になると認められる者で、次の
各号に該当するものに対して選考のうえ貸与する。
⑴�当法人に在職中のもので、学校又は養成所に
進学を希望し、卒業後も当法人に看護師、准
看護師として勤務できるもの。

⑵�学校又は養成所に在職又は入学が決定したもの
で、卒業後看護師として法人に勤務できるもの。

特に定め
ていない

30,000円
又は50,000円

学校又は養成
所の修学期間

奨学金の貸与を受けた者が､ 次の期
間を超えて引き続き勤務した時｡
30,000円/月の場合3年間､ 50,000
円/月の場合5年間｡ 尚､ それぞれの
期間以内で退職するときは､ その期
間に応じて奨学金を返還する｡ (やむ
を得ない場合は､ 減額)

担当者氏名:�
古川信二
連絡先:
088-688-0011

鳴門山上病院 キャリアアップ
推進支援制度

当法人に勤務する看護補助者（准看護師免許資格
取得のための修学資金として） 3名程度 90,000円(年) 2年間 看護学校卒業後、在学期間(2年間)

勤務した場合

担当者氏名：
管理部　賀勢　泰子
連絡先：
088-687-1234

南海病院　他 医療法人敬愛
会修学資金

本法人に勤務する者であって、南海病院附属准
看護学院並びに他の看護学校に就学する者 予算内 入学金及び月額

５万円以内 修学期間
看護師又は准看護師免許取得の後、
当法人での勤務年数が３年を超えると
きは全額返還免除

担当者氏名：
真木　和茂
連絡先：南海病院
088-687-0311

徳島赤十字
病院

徳島赤十字病
院看護学生奨
学金

成績優秀である希望者の内、看護師または助産
師の資格を取得し、卒業後ただちに看護師また
は助産師として徳島赤十字病院において業務に
従事する意思のある学生（ただし、１年生は除く）

８人程度 年額６０万円（月
額５万円）以内

１～３年（修学年
限、本人の希
望による）

貸与を受けた期間の２倍に相当する機
関、徳島赤十字病院において勤務を
行うこと

担当：
人事課　山本
連絡先：
0885-32-2555

徳島ロイヤル
病院

徳島ロイヤル
病院看護学生
就学奨学金

①�免許取得後、徳島ロイヤル病院において、ひ
き続き看護職員（正規職員）として従事する者、
もしくは修学後就業を希望する者
②勉学の意欲が旺盛で、心身ともに健全な者
③償還が確実と認められる者
④他の奨学金の貸与を受けていない者

３名

看護学生
月額50,000円

准看学生
月額30,000円

修学期間
免許取得後、徳島ロイヤル病院にお
いて、修学後ひき続き勤務する期間
が貸与機関をこえたとき

担当者氏名：
大西�明則
連絡先：
0885-32-8833

宮本病院 宮本病院
奨学金 看護学生 2名 30,000円 在学期間、卒

業時まで
免許取得後、当院への就職を希望す
る場合

連絡先：
0884-44-4343
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奨学金・修学資金制度を設けている施設 平成31年４月現在

医療機関・介護関係事業所名 名称 対象者・貸与要件 貸与予定人員 貸与月額/貸与範囲 貸付期間 返還免除の条件 連絡先

美摩病院 美摩病院看護
師等奨学金

⑴看護学校に在学していること
⑵�卒業後、当院で看護師として勤務する意思を
有していること

⑶�勉学への意欲が旺盛で、心身ともに健全であ
ること

3名以下 50,000円

奨学生として認
められた年度か
ら、在学中の
看護学校の各
課程における所
定の修学期間を
満了する年度の
間（最長で4年間）

⑴�看護学校を卒業後、直ちに当院の
常勤の看護師として勤務を開始し、
勤務を継続した期間が奨学金の貸
与を受けた年数相当に達したとき
（全額免除）なお、看護学校を卒業
後、直ちに当院の常勤の看護師と
して勤務を開始し、引き続き１年以
上勤務した場合は、勤務期間１年
につき1年間分の返還を免除
⑵�看護学校を卒業後、直ちに当院の
常勤の看護師として勤務を開始し
た後、業務上の事由により死亡し、
または業務に起因する心身の故障
のため業務に従事することができな
くなったとき

担当者氏名：
事務長　野口一郎
連絡先：
0883-24-2957

手束病院 看護師奨学金
看護師の資格を取得するため、本院指定の養成
機関（徳島県立総合看護学校）に入学または在学
するもので、理事長が当人へ補助することが病
院運営上必要かつ有効と認めたものとする。

3人

入学金、授業
料、教科書代、
教材費（養成機
関ホームページ
に準ずる）

当院指定の養
成機関に在学す
る期間で、認定
された日の属す
る月から卒業す
る日の属する月
までとする。

養成機関を卒業し、当院に勤務した
時。ただし、貸与期間以上の勤務を
行った場合に限る。

担当者氏名：
医事課　求人課
連絡先：
088-674-0024

折野病院 看護学校
奨学金

当院に勤務する看護助手、准看護師
看護学校卒業後も当院にて勤務する者 1～3名 入学金授業料

看 護 学 校 在
学 中 の3年 間　　　　　　　
（准看2年間）

卒業後5年以上当院で勤務
担当者氏名：
谷　淳治
連絡先：
088-363-2569

芳川病院
医療法人悠穣
会看護師奨学
金制度

看護師の資格を取得するため、その養成機関に
入学または在学するもので、次の各号の条件に
いずれも該当し、理事長が当人へ補助すること
が法人運営上必要かつ有効と認めたものとする。
（１）言動が正しく、成績が優れ、かつ心身が健
康であること。（２）卒業後も看護師として当法人に
勤務する意思を有すること。（３）他病院の奨学金
を受けていないこと。

審査によ
り決定

月3万円の他、
入学金、教科
書代も貸付対
象

各養成機関に
在学する期間
で、認定された
日の属する月か
ら卒業する日の
属する月までと
する。

看護学校を卒業後、当法人の看護師
として3年間勤務した場合に全額返還
免除されます。

担当：
医療法人悠穣会
芳川病院　総務課
連絡先：
088-699-5355

藍里病院
社会医療法人
あいざと会
看護資格者
養成学資金

学資金は心身健全、成績優秀で将来有能な看
護師、准看護師になると認められる者で、次の
各号に該当する者に対し、選考の上支給する。�
１）�当病院に在職中の者で学校または養成所に進
学を希望し、卒業後も当病院に看護師、准看
護師として勤務できる者

２）�学校または養成所に在学または入学が決定し
た者で、卒業後看護師、准看護師として当病
院に勤務できる者

審査によ
り決定 60,000円 学校または養成

所の就学期間

学資金の支給を受けた者が、当病院
において支給した期間を超え、引き
続き勤務したときは免除。支給した期
間以内で退職したときは、その期間
に応じて支給した額資金を返還。た
だし、やむを得ない事情により退職す
る場合は、その額を軽減できる。

担当者氏名：
日下　聖三
連絡先：
藍里病院事務部
088-694-5151

三加茂
田中病院

医療法人
静可会
三加茂
田中病院
看護学生
奨学金制度

当院奨学金制度規程の要件を満たしていると判
断した者 3～7名

看護学生
800,000円/年
間(上限額)
准看護学生
400,000円/年
間(上限額)

学校等の学則
に定める修学年
限の範囲

免許取得後の当院での勤務年数によ
り返還金額が異なる

担当者氏名:
藤川�貴
連絡先:
0883-82-3700

平成31年４月現在の情報です。
活用を検討される場合は、各施設に確認して
ください。
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地図No 徳島市 ページ
1 愛日病院 12 伊月病院
3 稲山病院 2�4 大久保病院
5 沖の洲病院 36 かさまつ在宅クリニック
7 亀井病院 48 川島病院
9 木下病院・木下クリニック 510 協立病院
11 こかわ医院 612 近藤内科病院
13 齋藤醫院 714 佐川皮膚科
15 佐古あいじつクリニック (1)
16 城西病院 817 城南病院
18 鈴江病院 � 919 せきね耳鼻咽喉科医院
20 そよかぜ病院 1021 第一病院
22 TAOKAこころの医療センター 1123 田岡病院
24 たまき青空病院 1225 寺沢病院
26 天満病院 1327 東洋病院
28 徳島健生病院 1429 徳島県立中央病院
30 徳島市民病院 1531 徳島大学病院
32 徳島平成病院 1633 中洲八木病院
34 虹の橋病院 1735 博愛記念病院
36 八多病院 1837 林内科
38 林病院 1939 眉山病院
40 松永病院 2041 水の都記念病院
42 むくの木クリニック 2143 森岡病院
44 もりの医院 2245 善成病院
46 リハビリテーション大神子病院 23

鳴門市
47 小川病院 23
48 徳島県鳴門病院 2449 鳴門シーガル病院
50 鳴門山上病院 2551 南海病院
52 原田内科 26

小松島市
53 小松島病院 26
54 小松島金磯病院 2755 碩心館病院
56 徳島赤十字ひのみね総合療育センター 2857 徳島赤十字病院
58 徳島ロイヤル病院 29

阿南市
59 阿南医療センター 29
60 岩城クリニック 30
61 健生阿南診療所 （14）
62 宮本病院 30

地図No 吉野川市 ページ
63 鴨島病院 3164 徳島病院
65 美摩病院 3266 吉野川医療センター

阿波市
67 阿波病院 33

美馬市
68 折野病院 33
69 成田病院 3470 ホウエツ病院

三好市
71 健生西部診療所 (14)72 徳島県立三好病院
73 三野田中病院 35

勝浦町
74 勝浦病院 35

石井町
75 石井虹の橋クリニック 36
76 健生石井クリニック （14）
77 手束病院 36

那賀町
78 那賀町立上那賀病院 3779 日野谷診療所

牟岐町
80 徳島県立海部病院 （14）
81 美海クリニック （22）

松茂町
82 芳川病院 38

北島町
83 きたじま田岡病院 38
84 健生きたじまクリニック （14）

藍住町
85 浜病院 39

板野町
86 井上病院 39
87 東徳島医療センター 40

上板町
88 藍里病院 40

つるぎ町
89 つるぎ町立半田病院 41

東みよし町
90 三加茂田中病院 41
91 ゆうあいホスピタル 42

※施設名左は地図通し番号です。

求 人 医 療 機 関 一 覧
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地図No 徳島市 ページ
92 訪問看護ステーション　アイナ 42
93 浅香リハビリ訪問看護ステーション 4394 訪問看護ステーション�イツモスマイル
95 きたじま訪問看護リハビリステーション 4496 介護老人保健施設　国府リハビリテーションフェニックス
97 介護老人保健施設　三成会キュアセンター 4598 介護老人保健施設　清寿園
99 たまき青空訪問看護ステーション

46100
徳島県看護協会訪問看護ステーション徳島
居宅介護支援事業所徳島
徳島県看護協会複合型サービス事業所あい

101 とくしま健生訪問看護ステーション (14)
102 徳島市医師会訪問看護ステーション 47103 どりーまぁ訪問看護ステーション
104 介護老人保健施設　名月苑 (13)
105 老人保健施設　ユート 48106 介護老人保健施設　リハビリセンターグリーン丈六
107 リハビリテーション大神子病院　介護医療院 49108 介護老人保健施設　ロイヤルヘルスケア

鳴門市
109 介護老人保健施設　いこいの家�鳴山荘 50110 訪問看護ステーション彩都
111 訪問看護ステーション　ナースサポートゆとり 51112 鳴門山上病院　介護医療院
113 介護老人保健施設　みどりの里 52114 特別養護老人ホーム　鳴光荘
115 やまかみ訪問看護ステーション 53

小松島市
116 特別養護老人ホーム　千歳苑 53

阿南市
117 介護老人保健施設　阿南名月苑 （13）
118 介護老人福祉施設　ヴィラ羽ノ浦 54119 介護老人保健施設　正静絹

120 徳島県看護協会訪問看護ステーション阿南 （46）居宅介護支援事業所阿南
121 介護老人保健施設　ロイヤルケアセンター 55

吉野川市
122 あおぞら内科訪問看護ステーション 55
123 介護老人保健施設　長寿園 (31)
124 ナーシングホームあおいそら 56

三好市
125 西部健生訪問看護ステーション 56
126 特別養護老人ホーム　山城荘 57

地図No 石井町 ページ
127 介護老人保健施設　喜久寿苑 57

那賀町
128 徳島県看護協会訪問看護ステーション阿南��サテライト那賀 （46）

牟岐町
129 老人保健施設　和楽 （22）

美波町
130 徳島県看護協会訪問看護ステーション海部 （46）

松茂町
131 特別養護老人ホーム　和光園 58

藍住町
132 特別養護老人ホーム　藍寿苑 58
133 凌雲訪問看護ステーション 59

つるぎ町
134 徳島県看護協会訪問看護ステーション半田 （46）居宅介護支援事業所半田

※施設名左は地図通し番号です。

求人看護・介護関係機関一覧

平成31年４月現在の情報です。
詳細については、各施設に確認してください。
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平成３１年４月現在

※数字は目次求人施設名左通し番号





平成31年４月時点 平成31年４月時点

−1−

医療法人　ゆうあい会　愛日病院・佐古あいじつクリニック 医療法人　いちえ会　伊 月 病 院
〒770-0025　徳島市佐古五番町４番３号
TEL:088-623-2622　FAX:088-653-4686
URL:http://youaijitsu.com

〒770-0852　徳島市徳島町２丁目５４番地
TEL:088-622-1117　FAX:088-622-1158 
URL:http://www.itsuki-hp.jp

施　設　概　要
診療科目：内科　外科　リハビリテーション科　
職 員 数：	45名（うち看護師数20名）
病 床 数：	36床（うち療養病床36床）
看護体制：	20対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤	8:30～17:00
　　　　　　　　夜勤	16:30～	9:00
給 与：基本給　17万5千円　～23万5千円
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、休日手当、皆勤手当、通勤手当等、

賞与年２回等
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援等

施　設　紹　介
　当院は、地域住民とのふれあいを大切にし、いつでも気
軽に何でも相談できる病院を目指し、40年以上にわたり地
域医療に取り組んでいます。
　そして、高齢化が進む徳島市佐古の地において当法人は
「愛日病院」「佐古あいじつクリニック」を中心に、在宅復帰
後も住み慣れた地域で安心して過ごす事が出来るよう、複
数の介護サービス事業所や高齢者住宅と連携し、切れ間の
ない医療・介護の提供に取り組んでいます。

看護師からのメッセージ
　療養病棟で高齢者の方も多く、入院生活が長期になる場
合や、入退院を繰り返す場合もあります。患者さんや家族
の方々が安心して療養生活を送れるように、看護部では常
に笑顔を絶やさず家庭的な環境づくりを目指しています。
　職員間においても何でも相談や情報交換が出来るよう交
流を行っています。

求人に関する連絡先
担当者：事務局　TEL:088-623-2622
メールアドレス：ya-gmk@youaijitsu.com
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	内科・脳神経内科・胃腸内科・循環器内科・呼

吸器内科・リハビリテーション科
職 員 数：	120名（うち看護師数60名）
病 床 数：	89床（うち一般病床29床、障害者病床60床）
看護体制：	10対１

勤 務 条 件 等
勤		務		体		制：２交代制
勤		務		時		間：日勤	8:30～17:30　夜勤	17:00～09:00等
給　　　　　与：	基本給	202,000円～（基本給182,000円～、

資格手当20,000円～）　その他(対象者):役
職･職務･扶養･特別手当	等

諸手当	・	賞与：	夜勤手当	1回15,000円、日曜･祝日/日勤
手当	1日5,000円、通勤手当、賞与	年２回

休暇・福利厚生：	有給休暇(時間有休制度有り)、育児･介護
休業、短縮時間勤務、特別休暇、確定給
付企業年金、慰安旅行、忘年会　ほか

就職後の教育体制：	プリセプターによる新人看護職員研修、
学研ナーシングサポート(e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ)導入、
院内研修、院外研修等

キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル
受講支援等各種研修への参加支援

施　設　紹　介
　当院は、徳島県では数少ない神経内科の診療を専門に行っ
ている病院です。
　徳島市の中心部に位置することで、徳島大学病院・徳島
県立中央病院・徳島市民病院などの公立病院にも近く利便
性に優れているめ、医師等の非常勤職員や患者様を含めた
施設間の連携も取りやすい施設です。また徳島中央公園に
も近いため、桜の季節には入院患者様(神経難病の患者様を
含む)やご家族様と多職種の職員で、一緒に公園まで出かけ
てお花見を楽しんでいます。
　関連施設に健診クリニックや老人ホーム等も所有してお
り、健康管理から高齢者の安定的な居住まで医療以外のサー
ビスも提供出来る体制をグループ全体で整えています。
　長期に渡り入院や治療を必要とする神経内科疾患の患者
様やご家族様に寄り添いながら、安心して頂ける医療や看
護、介護を目指しています。

看護師からのメッセージ
　新卒、中途採用を問わず新規採用者への教育体制が充実
しています。また、育休取得及び復帰率が100%で、時短勤
務が可能など子育てがしやすい環境です。慰安旅行等の病
院行事も多様で、各種優待もあります。職員間や管理者か
らの誉める仕組みも色々考えられており、ご褒美も貰えて
ちょっぴりハッピーな気分になれますよ。
看護の特色：ファーストレベル受講者　5名

求人に関する連絡先
担当者：答島(コタジマ)　TEL:088-622-1117
メールアドレス：ituki.hsp@shirt.con.ne.jp
※採用時期：	随時
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医療法人　三輝会　稲 山 病 院 　 医療法人　燈来会　大久保病院
〒770-0004　徳島市南田宮4丁目3番9号
TEL:088-631-1515　FAX:088-631-0375
URL:http://www.inayama.or.jp/inayama/

〒770-0923　徳島市大道2丁目30番地
TEL:088-622-9156　FAX:088-622-9157
URL:http://www.ohkubo-hospital.com/

施　設　概　要
診療科目：	外科・内科・整形外科・胃腸内科・呼吸器外科・

肛門外科・乳腺外科・消化器内科・神経内科・
気管食道外科・リハビリテーション科・糖尿病
内科・消化器外科　

職	員	数：	93名（うち看護師数37名）
病	床	数：	100床（うち一般病床40床、療養病床60床）
看護体制：	15対１

勤 務 条 件 等
勤		務		体		制：２交代制
勤		務		時		間：日勤	9:00～18:00　夜勤	17:00～9:15等
給　　　　与：基本給　（看）190,000円～240,000円
　　　　　　　　　　　　（准）180,000円～200,000円
諸手当	・	賞与：	資格手当、クリーニング手当、調整手当、

夜勤手当、皆勤手当、土日祝出勤手当、
通勤手当、賞与年２回

休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時
間勤務、各種保険、互助会制度、退縮金
制度、英会話教室

就職後の教育体制：新人看護職員研修、	院内研修、	院外研修等

施　設　紹　介
　当院は、外科、内科、整形外科、乳腺外科等を中心に外
来診療を行っています。病床は100床で慢性期型の病院です。
　加茂地区を中心に地域性が高い病院です。かかりつけ医・
地域の医療窓口としての役割を担い、何かあれば当院の方
へと地域の方々に多く来院いただいています。
　地域連携というところで近隣の高度急性期、急性期病院
をはじめ、近隣の医療機関との連携を行い、地域医療にお
いて慢性期型の病院としての役割を担っています。
　また、リハビリテーションにも力を入れ機能回復や、併
設のデイケアとも連携し地域リハに取り組んでいます。
　地域を明るく元気に支えていける病院を目指し、職員一
同力を合わせて頑張っています。

看護師からのメッセージ
看護の特色：	職場の雰囲気は明るく働きやすい職場です。

患者様への対応は患者様の立場に立って親身
に看護がされています。諸先輩方をはじめ職
員の方々は明るく親切で看護の知識や技術と
共に看護の姿勢や考え方も身につけていくこ
とができ、忙しい時もありますが、働きがい
のある毎日を元気に過ごせています。

求人に関する連絡先
担当者：井坂　直弘　TEL:088-631-1515
メールアドレス：info@inayama.or.jp

施　設　概　要
診療科目：	内科・胃腸内科・循環器内科・呼吸器内科・リ

ハビリテーション科・肝臓内科・外科
職	員	数：	90名（うち看護師数36名）
病	床	数：	105床（うち療養病床105床）
看護体制：	20対１

勤 務 条 件 等
勤		務		体		制：２交代制
勤		務		時		間：日勤	8:30～17:15　夜勤	16:45～9:15等
給 与：基本給170,000円～
諸手当	・	賞与：夜勤手当9,000円～、通勤手当～11,700円
　　　　　　　　賞与年2回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務
就職後の教育体制：新人看護職員研修、	院内研修、	院外研修等
キャリアアップ支援：一部有

施　設　紹　介
　理念である「３つのAi」（愛・合・藹）をもとに、地域に根
ざした医療を通じて、社会に貢献できるよう日々励んでい
ます。
　地域の内科医療全般はもちろん、大学病院等との病診連
携により、肝臓疾患に対応しています。
　療養型（全105床）でありながら、各病棟看護師2名・看
護補助者1名の手厚い夜勤体制（病院全体で6名）を当初より
とっています。患者様はもとより、職員にとっても「愛」の
深い病院です。

看護師からのメッセージ
　清潔感のある整った施設・環境の中、患者様が安心して
療養・治療が受けることができるよう、日々職員が一丸と
なって協力し合い仕事に励んでいます。看護の考え方の一
番大事な部分がここにはあると思います。一緒に働きませ
んか？

求人に関する連絡先
担当者：大谷隆晴　TEL:088-622-9156
メールアドレス：tohraikai@mb.tcn.ne.jp
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医療法人　なぎさ会　沖の洲病院 医療法人　かさまつ在宅クリニック
〒770-0862　徳島市城東町1丁目8-8
TEL:088-622-7111　FAX:088-622-7188
URL:http://www.nmt.ne.jp/~nagioo/

〒770-0932　徳島市仲之町2-8-2 本庄ビル１階
TEL:088-679-6393　FAX:088-679-6394
URL:http://www.kasamatsu-zaitaku.net/

施　設　概　要
診療科目：	内科・外科・整形外科・脳神経外科・泌尿器科・

婦人科・放射線科・人工透析
職	員	数：	110名（うち看護師数30名）
病	床	数：	52床（一般病床52床）
看護体制：	10	対1

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤		8:30～17:30　夜勤		17:00～9:00
給　　　　与：	総支給　看護師35万円～
　　　　　　　　　　　　准看護師31万円～
　　　　　　　　　　　　夜勤手当４～５回含む
　　　　　　　　　　　　経験に応じてアップ
諸手当	・	賞与：	夜勤手当※、通勤手当、賞与年２回
　　　　　　　　※	１回17,000円　月３回以上の場合は
　　　　　　　　　プラス手当20,000円
休暇・福利厚生：有給休暇、育児休業、介護休業
就職後の教育体制：	新人看護職員研修※、院内研修、院外研

修等
　　　　　　　　※新人教育はマンツーマンにより実施

施　設　紹　介
　日本医療機能評価機構認定病院。病院は平成２年創立、
平成11年には人間ドックを主とした健診棟、平成24年には
徳島初の半個室を採用した透析棟も増設されました。今年
の５月には新リハビリ棟も開設いたしました。
　整形外科・泌尿器科の医師も常駐し、常に患者様の満足
が得られる医療が提供できるよう、先進の医療機器の配備
や地域連携医療の拡充にも取り組み、職員一同一丸となっ
て努力しています。

看護師からのメッセージ
　色々な可能性、将来性を持った病院です。
　先輩方も優しく丁寧に指導してくれます。
　みなさんも是非私たちと一緒に働いてみませんか？
看護の特色：	人間ドックや人工透析、胃・大腸カメラ等も

含めた診療体制が充実しています。

求人に関する連絡先
担当者：事務長　正木砂恵子　TEL:088-622-7111

施　設　概　要
診療科目：診療科目：内科・外科・小児科
職	員	数：	10名（うち看護師数３名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日勤帯
勤		務		時		間：日勤　9:00-17:00	
給　　　　　与：基本給	18万～30万円
諸手当	・	賞与：	時間外手当、通勤手当、職務手当、
　　　　　　　　賞与(１年６か月勤務後支給）等	
休暇・福利厚生：	有給休暇（６か月勤務後、10日）、短時間

勤務制度、育児・介護休暇等
就職後の教育体制：院内研修、院外研修等

施　設　紹　介
平成24年(2012)	かさまつ在宅クリニック開院
平成28年(2016)	医療法人かさまつ在宅クリニック
現在医師4名（うち非常勤2名）
連携病院：	徳島大学病院、徳島県立中央病院、徳島市民病院、

徳島赤十字病院など徳島市や徳島市周辺の病院
と連携しております。

特　　徴：	“小児在宅医療”を行っている徳島県でも数少ない
医療機関です。徳島大学医学部医学科の学生実習
をはじめ、医師、看護師、管理栄養士などの同行
研修を数多く受け入れています。女性にやさしい
職場として、生活スタイルにあわせた勤務シフト
を組み、働きやすい環境を整えています。また、
病院で行われる症例検討会に積極的に参加し、病
診連携や多職種連携にも力を注いでいます。これ
からも“住み慣れた家で過ごしたい”患者さんのご
希望を実現していきます。

看護師からのメッセージ
　看護師は外来診療の看護でなく、在宅部門の訪問看護を
担当しています。子供から大人まで、家で過ごしたい患者さ
んの希望を実現し、満足のいく在宅生活をお手伝いさせてい
ただくことが我々の使命です。「訪問看護」って何をするんだ
ろう？と思っているあなた。一度、見学にきてみませんか？
看護の特色：訪問看護認定看護師　1名

求人に関する連絡先
担当者：笠松　TEL:088-679-6393
メールアドレス：casa.home.care@gmail.com
※採用時期：随時



☆徳島県医療人材育成機関認証施設

平成31年４月時点 平成31年４月時点

−4−

社会医療法人　川島会　川 島 病 院  　医療法人　尽心会　亀 井 病 院
〒771-0011　徳島市北佐古一番町1番39号
TEL:　088-631-0110　FAX:088-631-5500
URL:http://khg.or.jp/

〒770-8070　　徳島市八万町寺山231
TEL: 088-668-1177　FAX: 088-668-1122
URL:https://kameihospital.com/

施　設　概　要
診療科目：	内科、腎臓内科（人工透析、腎移植）、泌尿器科、

循環器内科、循環器外科、糖尿病内科、消化器
内科、呼吸器内科、皮膚科、血管外科、脳神経
外科、放射線科、麻酔科（西出俊二郎）リハビリ
テーション科、歯科、歯科口腔外科

職	員	数：	320名（うち看護職員数99名）
病	床	数：	123床（うち一般病床123床）
看護体制：	10対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：交替勤務あり
給　　　　　与：基本給（新卒）　専門卒　174,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　大卒　181,400円
諸手当	・	賞与：	住宅手当、夜勤手当、通勤手当、遅早手当等、

賞与年３回等
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務、院内保育所等
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：	段階に応じた研修会参加及び資格取得支

援あり

施　設　紹　介
　当院は、“蛋白尿から腎移植まで“をモットーとして診療を
行っております。現在、6つのサテライト透析室（川島透析
クリニック、鴨島川島クリニック、鳴門川島クリニック、脇
町川島クリニック、阿南川島クリニック、藍住川島クリニッ
ク）を持ち腎不全治療の専門病院として、血液透析、腹膜透
析、腎移植を合わせて約1,100名の末期腎不全患者様の診療
にあたっております。また近年の腎不全合併症や糖尿病性
腎症による腎不全の増加に伴い、新たな診療科の開設と充
実に努めています。現在では、腎臓科、泌尿器科、循環器科、
糖尿病内科、歯科を中心に各科の専門医と最新の医療機器
により、腎疾患だけではなく、各専門領域の診療に力を注
いでおります。

看護師からのメッセージ
　当院の看護の基本は、「思いやりの心」です。短時間正職員
制度もあり、子育て支援も充実していて、ワークライフバ
ランスを大切にしています。
看護の特色：	看護師が専門性を高められるように、日本腎

不全看護学会、日本糖尿病教育看護学会、日
本看護協会等に研究参加及び活動を行ってい
ます。新人に対しての教育制度が整っている
ので安心して勤務していただけます。

求人に関する連絡先
担当者：　宮島　彰子　TEL:088-631-0782
メールアドレス：saiyou@khg.or.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：泌尿器科、透析科、緩和医療科、麻酔科
職	員	数：	116名（うち看護師数43名）
病	床	数：	42床
看護体制：７対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制、一ヶ月の変形労働時間制、
　　　　　　　　４週８休
勤		務		時		間：	日勤9:00～18:00、早出7:00～16:00、
　　　　　　　　遅出11:00～20:00、夜勤17:30～9:30
給　　　　　与：基本給194,250円、（大卒199,500円）
諸手当	・	賞与：	勤勉手当5,000円、看護手当36,000円、

夜勤手当13,000円/回、通勤手当、賞与年
2回、業績により期末賞与

休暇・福利厚生：	誕生月休暇、有給休暇、慶弔休暇、介護休暇、
子の看護休暇、リフレッシュ休暇、検診
休暇、育児休業、介護休業、短縮時間勤務、
あわーず徳島に加入。「産休・育休後復職
率100%を15年間継続中」

就職後の教育体制：	看護部のトップは「認定看護管理者」なの
で、教育・支援体制が整い、キャリアアッ
プの実績を重ねています。

施　設　紹　介
　腎・泌尿器、透析、緩和医療に医療資源を集中し、専門
性の高さが特徴です。
　2018年4月よりDPC対象病院となりました。泌尿器科専
門医拠点教育施設、透析医学会専門医制度認定施設、日本
麻酔科学会麻酔科認定病院、日本緩和医療学会認定研修施
設、ISO9001認証、病院機能評価認定、NST稼働施設認定。
2018年の年間手術件数は610件、全身麻酔件数は198件、
脊椎麻酔106件であり、周術期から終末期まで幅広く先進的
な医療が経験できる病院です。
　病院見学を随時受付しております。お電話・メールから
お気軽にお申込みください。

看護師からのメッセージ
　当院は子育て支援に積極的に取り組んでおり、これから
結婚・出産を考えている若い世代にとっては大変適した職
場です。教育研修・研究支援体制も充実しており、毎年多
くの職員が全国の学会に参加し個々のスキルアップにつな
げています。どの部署もみんな優しくて協力的で親しみや
すい雰囲気です。見学からでも是非お越しください。
看護の特色：	「よりよい医療を提供し社会に貢献する」という

医療理念の下、私たちは教育訓練に励み、患者
さんに寄り添い、誇りと自信を持って看護を実
践しています。看護が好きな、質の高い医療を
めざす仲間を求めています。

求人に関する連絡先
担当者：西岡　TEL:088-668-1177
メールアドレス：jinji@kameihospital.com
※採用時期：随時
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医療法人　清和会　協 立 病 院医療法人  喜久寿会  木下病院・木下クリニック
〒770-8078　徳島市八万町橋本92-1
TEL:008-668-1070　FAX:088-668-1075
URL:http://kyoritsuhp.or.jp

〒770-0865　徳島市南末広町4‐70
TEL:　088-622-7700　FAX:088-655-7137
URL:http://www.kinoshita-hp.com/

施　設　概　要
診療科目：	脳神経外科・内科・整形外科・泌尿器科・婦人科・

放射線科・皮膚科・循環器内科・リハビリテーショ
ン科・胃腸内科・外科

職	員	数：	320名（うち看護職員数90名）
病	床	数：		326床（うち一般60床、医療療養160床、回復期	

46床、介護療養60床）
看護体制：	15対１、20対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制、日勤のみ可、夜勤のみ可、
　　　　　　　　パートタイム可
勤 務 時 間：日勤	8:30～17:00、7:30～16:00、10:30～19:00
　　　　　　　　夜勤	（準夜勤）16:30～1:00	、（深夜勤）0:30～9:00
給　　　　　与：（看 護 師）基本給	166,000円～、
　　　　　　　　　　　　　技術手当64,000円～
　　　　　　　　（准看護師）基本給	140,000円～、
　　　　　　　　　　　　　技術手当58,000円～
諸手当・賞与：	皆勤手当、経験手当、夜勤手当、通勤手当、

日祭日手当、賞与3.6ヶ月（H30年度実績）
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短時間勤務、

事業所内保育所、慰安旅行、単身寮
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修

施　設　紹　介
　当院は、昭和48年11月10日に開設し、今年で46年を迎
えます。開設以来、三訓を掲げ専門職としての基本的な知
識、技術、態度を養い、患者さんに安全で安心な看護が提
供できるよう努力しています。ベット数は326床で脳神経
外科・内科・整形外科・泌尿器科等の診療を行っています。
病棟は１階～６階に配置しており、回復期リハビリテーショ
ン病棟、一般病棟、医療療養病棟、介護療養病があります。
急性期から回復期まで、地域医療に重点を置き、チーム医
療を展開しています。
　また、介護老人保健施設、グループホーム、居宅介護支
援事業所も運営し、退院後のサポート体制も充実しています。

看護師からのメッセージ
　当院は、ワークライフバランスの推進に取り組み、働き
やすい職場環境作りを目指しています。
　短時間勤務制度など個人に適した就業時間の設定や、新
人看護師及び中途採用看護師の皆様が安心して勤務できる
支援体制を整えております。また事業所内保育所も充実し
ており、子育てと仕事を両立させるのに最適な職場です。

求人に関する連絡先
担当者：人事課　菊山、田岡　TEL:088-668-1070
メールアドレス：kyoritsu@jt5.so-net.ne.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	内科・整形外科・外科・胃腸内科・循環器内科・

呼吸器内科・肛門外科・放射線科・リウマチ科・
アレルギー科・リハビリテーション科

職	員	数：	210名（うち看護師数70名）
病	床	数：		143床（うち一般27床、地域包括ケア16床、医療

療養50床、介護療養50床）
看護体制：	一般病棟10対１　医療療養病棟20対1

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制・２交代制
勤		務		時		間：	日勤8:30～17:30
　　　　　　　　夜勤（３交代制）16:30～1:00、0:30～9:00
　　　　　　　　　　（２交代制）16:30～9:00
給　　　　　与：基本給　看護師178,400円～
　　　　　　　　　　　准看護師165,000円～
諸手当	・	賞与：	職務手当、夜勤手当、準夜手当、深夜手

当、保育所手当、通勤手当、日祝出勤手当、
賞与年３回

休暇・福利厚生：	有給休暇、特別休暇、産前産後休暇、育児・
介護休業、短時間勤務制度など

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等

施　設　紹　介
　当院は一般病棟・医療療養病棟・介護病棟を有し入院か
ら在宅まで継続した医療に取り組んでおり、糖尿病教育入
院や睡眠時無呼吸症候群検査・マンモグラフィー検査等充
実しています。一般病棟は人工呼吸器患者様の受け入れも
しています。医療療養病棟は褥瘡・気管切開・終末期患者
様対応等主に医療区分２・３を受け入れています。介護病棟
は利用者様の生活の質を上げることを目的とし、レクリエー
ション・対話を大切に取り組んでいます。新採用研修・職員
全体勉強会は話し合いで計画立案しており、特に全体勉強
会参加者は毎回50～60名と高い参加率を維持しています。

看護師からのメッセージ
　当院は「質の高い医療と安らぎのあるケアサービスを提供
します」の理念に基づき、地域に密着した病院を目指してい
る中で、出会いを大切に患者様に寄り添った温かい看護を
モットーとして頑張っています。看護方式はチームナーシン
グとパートナーシップを取り入れ夜勤は３交代・２交代制と
しています。家庭と仕事の両立を目指す方のためにも勤務
しやすいようワークライフバランスに取り組んでいます。

求人に関する連絡先
担当者：事務課　TEL:088-622-7700
※採用時期：随時
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医療法人　若葉会　近藤内科病院医療法人　古川会　こ か わ 医 院
〒770-8008　　徳島市西新浜町１丁目６番25号
TEL:088-663-0020　FAX:088-663-0399
URL:http://kondo-hp.com

〒770-0831　徳島市寺島本町町西1丁目15番地
TEL:088-622-2125　FAX:088-622-6476
URL:http://www.kokawa-clinic.com/

施　設　概　要
診療科目：	総合内科、消化器科、胃腸科、循環器科、呼吸器科、

神経内科、リウマチ科、緩和ケア内科、腫瘍内科、
リハビリテーション科、整形外科

職	員	数：	95名（うち看護師数40名）
病	床	数：		55床（うち一般病床8床、地域包括ケア病床27床、

緩和ケア病床20床）
看護体制：一般病棟13対１、緩和ケア病棟７対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤		8:30～17:30　夜勤		16:30～9:00
給　　　　　与：基本給　23万円
　　　　　　　　　　　　（11時間分の時間外残業を含む）
諸手当・賞与：	夜勤手当、通勤手当、皆勤手当て、賞与

年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援等

施　設　紹　介
　2002年に開設した緩和ケア病棟でいろいろなことを学
び、私たちケアする側も癒されてきました。
　高齢化社会を迎えるこれからは、緩和ケア病棟の経験を
生かし、地域包括ケア病床・在宅においても患者様のQOL
を高めていくことが目標です。
　職員の働き方の見直しを積極的に行い、より良い環境で
お仕事をしていただけるように支援のあり方を検討し、長
期的に働きやすい職場作りに取り組んでいます。

看護師からのメッセージ
看護の特色：	毎日のケアの中で患者様・ご家族とのかかわ

りをとても大切にしています。患者様のQOL
を高めるケアを目指し悩むこともありますが、
スタッフみんなが協力的で、何でも相談しあ
える環境なのでとても働きやすい職場である
と思います。当院は看護師としてだけではな
く、人として成長できる職場であると思いま
すので、皆さん一緒に働きませんか。

求人に関する連絡先
担当者：谷田　TEL:088-663-0020
メールアドレス：info@kondo-hp.com
※採用時期：随時募集、施設見学可

施　設　概　要
診療科目：内科・小児科
職	員	数：	12名（うち看護師数６名）
病	床	数：無床

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日勤
勤		務		時		間：日勤　9:00～18:00
　　　　　　　　水曜午後休診・（日・祝・年末年始・盆期間		休診）
給　　　　　与：基本給　250,000～270,000円
諸手当・賞与：時間外手当、通勤手当　　賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務
就職後の教育体制：院内研修、院外研修

施　設　紹　介
　当院は2018年９月にリニューアルオープンいたしました。
　内科は診療や健診・ドック等快適に受けていただけるよ
うに落ち着いた雰囲気で統一されています。
小児科は院内感染防止のため、待合室や診察室、トイレ・
授乳室に至るまで、病気の子と予防接種や健診の子用に完
全に分離しています。
　また、車で来院された方に駐車場を15台分確保しています。

看護師からのメッセージ
　アットホームな雰囲気で皆で助け合い協力しあって楽し
く勤務しています。

求人に関する連絡先
担当者：古川温子（コカワヨシコ）　TEL:088-622-2125
メールアドレス：kokawa.h@deluxe.ocn.ne.jp
※採用時期：随時
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医療法人　佐川医院  佐 川 皮 膚 科齋　藤　醫　院
〒770－0937　徳島市富田橋一丁目22-2番地
TEL:088-625-6410　FAX:088-625-6410

〒770-0841　徳島市八百屋町2丁目16番地
TEL: 088-622-3110　FAX: 088-622-3172
URL:http://saitou-iin.jp

施　設　概　要
診療科目：皮膚科
職	員	数：	11名（うち看護師数１名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日勤のみ
勤		務		時		間：日勤　9:00～18:00
給　　　　　与：基本給　19万円～
諸手当	・	賞与：	通勤手当、精勤手当、時間外手当、役職

手当等　賞与年2回等
休暇・福利厚生：有給休暇
就職後の教育体制：院内研修

施　設　紹　介
　皮膚科の外来業務が主体なので、注射、点滴、採血は比
較的少ないです。

看護師からのメッセージ
看護の特色：	皮膚科処置における助手、注射、点滴、採血

等が主な業務です。

求人に関する連絡先
担当者：森　康子　TEL:088-625-6410
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	内科・整形外科・疼痛緩和内科・リウマチ科・

麻酔科
職	員	数：	12名（うち看護師数2名、准看護師４名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日勤のみ
勤		務		時		間：	日勤　9:00～18:00
給　　　　　与：	155,000円～195,000円
諸手当	・	賞与：	資格手当：15,000円～20,000円
　　　　　　　　職能手当：5,000円～30,000円
　　　　　　　　賞与年２回
休暇・福利厚生：	日祝他(週休二日制)、年末年始、夏季(お盆)
就職後の教育体制：	不定期な勉強会開催

施　設　紹　介
　外科系・内科系のかかりつけ医として地域医療に貢献し
ています。
　一般健診や人間ドックに加え、生活習慣病健診、特定健
診にも対応しております。16列ヘリカルＣＴやＭＲＩ(横に
壁のない、閉所恐怖症にも対応できるオープン型ＭＲＩで
す。)、超音波検査機器などを用いて、正確な診断ができる
ように努めております。人間ドックに、腫瘍マーカー等ご
希望の検査がございましたらオプション検査としてつける
ことも可能です。
　徳島駅より徒歩３分の好立地で、バス・鉄道とのアクセ
スもよく、無料駐車場も平面・立体駐車場をご用意いたし
ております。

看護師からのメッセージ
　外来、健康診断、在宅往診、デイサービス等、幅広く	
診療しており、スキルアップできます。

求人に関する連絡先
担当者：東山　TEL:088-622-3110
※採用時期：	欠員時随時
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医療法人　青樹会　城 南 病 院医療法人　睦み会　城 西 病 院  　
〒771-4261　徳島市丈六町行正27番地1
TEL: 088-645-0157　FAX: 088-645-0061
URL:http://www.jonanh.com

〒770-0005　徳島市南矢三町3丁目11番地23号
TEL:088-631-0181　FAX:088-631-0186
URL:http:// www.johsei-hp.jp/

施　設　概　要
診療科目：心療内科　精神科　神経内科　内科
職	員	数：	146名（うち看護師数64名）
病	床	数：	167床
看護体制：	15対1

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：2交代制
勤		務		時		間：	日勤		8:50～17:30　夜勤		16:40～翌9:00
給　　　　　与：基本給		165,000円～180,000円
　　　　　　　　(諸手当除く)
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、特別手当、皆勤手当、通勤手

当等　賞与年2回(7月、12月)
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、院内保育所、

慰安旅行等
就職後の教育体制：	新人看護職員研修、各種院内研修、院外

研修等
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、分野別社外専門研

修派遣支援等

施　設　紹　介
　チーム医療に積極的に取り組み、多職種での合同カンファ
レンスを通じて、患者様とご家族のニーズに沿った良質な
医療を提供しています。
　また、外来診療の充実を図るべく、公認心理師によるカ
ウンセリングを併用し、サテライトの富田橋クリニックと
の連携を密に、きめ細やかな診療に取り組んでいます。

看護師からのメッセージ
　ワークライフバランスに配慮された、何より働きやすさ
が一番の病院です。
　患者様にも、自然と笑顔がこぼれてきます。一緒に、笑
顔でいっぱいにしませんか。

求人に関する連絡先
担当者：　岡田　浩一　TEL:088-645-0157
メールアドレス：	jonanh@seijyukai-j.or.jp
※採用時期：随時等

施　設　概　要
診療科目：精神科・心療内科・神経科・内科
職	員	数：	220名（うち看護師数80名）
病	床	数：	283床
看護体制：	精神科急性期治療病棟13対１
　　　　　精神療養病棟15対１
　　　　　精神病棟15対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日　勤　8:30～16:30
　　　　　　　　準夜勤　16:00～0:15
　　　　　　　　深夜勤　0：00～8：45
給　　　　　与：292,800～（看護師）		皆勤・夜勤手当含む
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、通勤手当、皆勤手当、時間外手当、

賞与年3回（計4.34ヶ月分：昨年度実績）、
昇給　年1回（昨年度実績）

休暇・福利厚生：	有給休暇6ヶ月後10日（最高20日）有給
取得率97.8％（昨年度実績）、育児休業、
介護休業、短縮時間勤務、社会保険、　　　　　　　
確定拠出年金制度、退職金制度、職員駐
車場完備、慰安旅行、勤続表彰制度、財
形貯蓄制度

就職後の教育体制：	新人看護職員研修、各種院内研修、院外
研修参加支援、プリセプター制度、メン
ター制度、奨学金制度

施　設　紹　介
　令和元年7月1日新棟オープン予定、医療法人睦み会・城
西病院は、新たなスタートを切ります。
　歴史的な背景や医療施策により地域と遮断された形で精
神科病院を作らなくてはならなかった時代はすでに終わり
ました。建て替えを機に当院のグランド周囲にあった柵や
高い網はすべて取り払われます。より地域に開かれた病院
になるとともに、患者さんの精神科との出会い、スタッフ
の働き方を刷新し、精神科医療の未来を牽引する病院に生
まれ変わります。

看護師からのメッセージ
　先輩からのメッセージ：平成16年に入職して、はや14年
がたちました。入職したばかりの頃の記憶は鮮明に残って
います。というのは、不思議なくらいすぐに病棟に溶け込
めたからです。「私の採り！」と言われ、先輩の腕を借りて採
血の練習をさせてもらったり、先輩や同期と何でも相談し
あえる雰囲気が本当に居心地良く、アットホームだけれど
も技術的な指導もしっかりしていました。私達と一緒に働
きませんか？（病棟看護主任　福田）
看護の特色：	難治性治療薬・厚労省モデル事業・健康的な

食事療法・障がい者スポーツ等、一歩先を行
く取組みを数多く手掛けています。ワーク
ライフバランスも高水準で達成（有給取得率
97.8％）しています。未経験者でも、人の役に
立つことが好きであれば大歓迎です。新しい
時代の精神科医療を共に作っていきましょう。

求人に関する連絡先
担当者：看護部長　矢野　TEL:088-631-0181
メールアドレス：johseihp@johsei-hp.jp
※採用時期：随時募集中（お気軽にご連絡ください）

令和元年 7 月 1 日 新棟オープン
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医療法人  せきね耳鼻咽喉科医院医療法人　成美会　鈴 江 病 院
〒770－0928　徳島市二軒屋町3丁目33番地
TEL: 088-654-1212　FAX:088-654-6501
URL: https://sekine-ent.com/

〒770-0028　徳島市佐古８番町4-22
TEL:088-652-3121　FAX:088-653-6642
URL:http://www.suzue.jp

施　設　概　要
診療科目：耳鼻咽喉科
職	員	数：７名（うち看護師数２名）
看護体制：シフト制にて週休２日

勤 務 条 件 等
勤		務		時		間：日勤		8:30～18:50（昼休憩12:30～14:50）
　　　　　　　　夜勤なし
給　　　　　与：基本給	180,000～200,000、
　　　　　　　　看護師手当　20,000～80,000
諸手当	・	賞与：通勤手当・賞与年２回
休暇・福利厚生：有給休暇、育児休業
就職後の教育体制：相談の上、院外研修等

施　設　紹　介
　めまいを専門にしている耳鼻咽喉科です。
　診療内容、患者さんへのホスピタリティ、施設の充実度
などすべての点においてワンランク上を目指し、受診して
患者さんに総合的に満足いただけるような診療所になるよ
う努力しています。

求人に関する連絡先
担当者：関根和教　TEL:088-654-1212
メールアドレス：sekine-ent@soleil.ocn.ne.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：内科・脳神経外科・リハビリテーション科・外科
職	員	数：	79名（うち看護師数20名）
病	床	数：	42床（療養病棟入院料１）
看護体制：	20対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤		8：30～17：30　夜勤		17:00～9:00
給　　　　　与：基本給		18万円～30万円
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、通勤手当、休日出勤手当等
　　　　　　　　賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務
就職後の教育体制：院内研修、院外研修
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援等

施　設　紹　介
　療養病床42床と通所リハビリテーションを中心に、急性期
から在宅までの生活支援リハビリの提供を目指しています。
　病室から訓練室、訓練室から病院外そして在宅へと、患者
さんの活動範囲をどのように拡大して行けるかを、毎週水曜
日、全職種参加のカンファレンスを開いて検討しています。
　特に、摂食嚥下に関しては、脳神経外科の医師と３名の
言語聴覚士が中心となり、早期より訓練を開始しています。
17名のＲＴ・ＯＴ・ＳＴと共に看護、介護、給食、ケアマ
ネが医師の指導の下一体となって生活支援リハビリに取り
組んでいます。
　奨学金を希望なさる方については、個別に相談・貸与致
します。

看護師からのメッセージ
　急性期から慢性期、軽症の方から終末期の方まで多種多
様な患者さんへの対応が必要です。
　そのため、医師を中心に全職種が協力したチームでの取
り組みを重要視しています。
　オープンな職場を目指しています。

求人に関する連絡先
担当者：鈴江　由利子　TEL:088-652-3121
メールアドレス：smile@suzue.jp
※採用時期：随時
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医療法人　第 一 病 院  　医療法人
清流会　  そ よ か ぜ 病 院

（旧病院名：緑ヶ丘病院） 
〒770-8007　徳島市新浜本町１－７－10
TEL: 088-663-1122　FAX: 088-663-1255
URL:  http://www.daiichi-hospital.jp/

〒770-0047　徳島市名東町2丁目650番地の35
TEL: 088-631-5135　FAX: 088-631-1082
URL: https://sei-ryu-kai.or.jp

施　設　概　要
診療科目：診療科目：精神科・心療内科・内科
職	員	数：	198名（うち看護師数110名）
病	床	数：	308床
看護体制：	15対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤		務		時		間：日勤　7:45～16:15
　　　　　　　　準夜　15:45～0:15
　　　　　　　　深夜　23:45～8:15
給　　　　　与：基本給（＋職務手当）
　　　　　　　　看	172,400	(+45,100)円
　　　　　　　　准看	156,200	(+44,300)円
諸手当	・	賞与：	皆勤手当7,000円、準夜5,800円、
　　　　　　　　深夜6,700円、通勤手当上限17,000円、
　　　　　　　　賞与年4.2ヶ月
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修
キャリアアップ支援：	認知行動療法、アルコール依存症の治療

プログラム、包括的暴力防止プログラム、
条件反射制御法

施　設　紹　介
　診療体制として、精神科救急や急性期治療、措置入院対
象の方の受け入れが可能となっています。患者さんのニー
ズに合わせて、カウンセリングやデイケア、訪問看護など、
最適な治療が提供できるよう努めています。
　病棟では一日一日を楽しく過ごしていただけるよう、季
節感を大切にしたレクリエーションプログラムを工夫して
います。ご本人の誕生会をはじめ、敬老会、クリスマス会
など、スタッフ全員で企画し盛り上げています。
　デイケアでは集団的ケアの場ですが、それ以外にも、個々
の抱える問題や悩みなどを、個別に対応しています。
　訪問看護では、日々の生活状況や病状の観察、異常の早
期発見に対応をし、退院後の生活も見守ります！

看護師からのメッセージ
　新人、精神科未経験の方も歓迎します！
　アットホームな雰囲気の中で、患者様をサポート。
　心のケアを通して私達と一緒に成長していきませんか。
看護の特色：	患者様と自分との関係を築きながら、相手の

考えや望み、願いを理解し、何が必要である
かを模索しながら関わっていきます。

求人に関する連絡先
担当者：人事部		林　TEL:(088)663-1122
メールアドレス：di-hosp@way.ocn.ne.jp
※採用時期：		随時

施　設　概　要
診療科目：精神科、心療内科、内科
職	員	数：	190名（うち看護職員数90名）
病	床	数：	252床
看護体制：	15対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤		務		時		間：日　勤　8:30～17:00（早出･遅出勤務有り）
　　　　　　　　準夜勤　16:00～翌0:30
　　　　　　　　深夜勤　0:10～8:40
給　　　　　与：看 護 師　235,000円～259,500円
　　　　　　　　　　　　　(基本給＋職務手当)
　　　　　　　　准看護師　200,000円～230,000円
　　　　　　　　　　　　　(基本給＋職務手当)
諸手当	・	賞与：	夜勤手当48,000円～72,000円、通勤手当

22,000円(上限)、皆勤手当5,000円、こ
ども手当5,000円／人、賞与年3回（基本給
4.8ヵ月分程度）

休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、院内託児所

施　設　紹　介
　医療法人清流会は､ 昭和39年4月に精神科､ 神経科､ 内科
の病院として開設されました。
　平成30年11月には新棟が完成し､ それに伴い病院名もそ
よかぜ病院へと改名いたしました。現代社会のストレスが
もたらす心身の不調や､ 高齢化社会における認知症の診断､
治療､ リハビリ等に全職員が一丸となって､ 患者さんとご
家族を支える心のこもった優しい支援者として日々努力を
重ねております。現在､ 当院は回復途上の患者さんの社会
復帰や自立した生活を支援するために障害者福祉サービス
事業所､ グループホーム等の施設の運営､ また高齢者の生
活支援にも力を注ぎ､ 介護老人保健施設､ 療養病棟も運営
しております。併せて認知症周辺症状､ 身体合併症にも対
応できる垣根のない精神科医療体制を行っています。

奨学金制度 (将来就業を希望する看護学生への貸与 )
　看護学校で学ぶ方に奨学金を貸与いたします。卒業､ 資
格取得後に一定期間勤務すれば､ 奨学金の返済は免除いた
します。

求人に関する連絡先
担当者：看護部長　TEL：088-631-5135
メールアドレス：seiryukai_2@mx31.tiki.ne.jp
※採用時期：随時
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医療法人　倚山会　田 岡 病 院  　医療法人 養生園 TAOKAこころの医療センター　　　
〒770-0941　徳島市万代町4丁目2番地2
TEL:088-622-7788　FAX:088-655-3077
URL:http://www.taoka.or.jp

〒770-0862　徳島市城東町2丁目7-9
TEL:088-622-5556　FAX:088-655-5157
URL:http://www.taoka-higashi.or.jp/

施　設　概　要
診療科目：	内科・外科・整形外科・脳神経外科・乳腺甲状腺科・

形成外科・リハビリテーション科
　　　　　循環器内科・皮膚科・救急科・放射線科
職	員	数：	500名（うち看護師数　190名）
病	床	数：	210床（うち一般病床165床、療養病床45床）
看護体制：一般急性期病棟７対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤　8:30～17:15　　9:30～18:15
　　　　　　　　夜勤　16:30～翌9:30等
給　　　　　与：	280,000円～（看護師）夜勤５回含む
諸手当	・	賞与：夜勤手当、通勤手当等　　賞与年２回等
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務、院内保育所等
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：	認定看護師資格取得支援制度、ファース

トレベル受講支援

施　設　紹　介
　二次救急指定病院　災害支援病院です。
　大正15年３月に東山手に開設された田岡病院に端を発し
ます。
　以来、地域に密着した病院として親しまれてきました。
　「献身・信頼・進歩」を基本理念とし「元気のある」病院を
目指しています。
　人を元気にするためには、まず私たちが元気であること
が重要です。
　人を笑顔にできる仕事があなたを待っています。
　ぜひ、私たちと一緒に働きませんか？？

看護師からのメッセージ
　看護部では、「あふれる笑顔	はじける会話	明るい笑顔」を
コンセプトに、日々スタッフ一同、向上心を持ち働いてお
ります。
　また、子育てナースの支援をしており「働く4つのスタイ
ル」を利用している職員も多数います。
　新卒看護師にはメンターと技術指導ナースが付き１年間
サポートします。

求人に関する連絡先
担当者：事務部管理課　新見　TEL:088-612-8701
メールアドレス：taoka_jinji@taoka.or.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	精神科・心療内科・内科・神経内科・小児神経

内科
職	員	数：	300名（うち看護職員数132名）
病	床	数：	322床
看護体制：精神一般15：１　救急病棟10：１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制　２交代制も可
勤		務		時		間：日　勤　8：30～17：15
　　　　　　　　準夜勤　16:30～1:00
　　　　　　　　深夜勤　0：30～9：00　
給　　　　　与：固定給234,500円～
諸手当	・	賞与：夜勤手当(准夜/深夜)、通勤手当
　　　　　　　　賞与年2回(7・12月)　　昇給年１回（4月）
休暇・福利厚生：	有給休暇、慶弔休暇、子の看護休暇(有給)、

介護休暇(有給)、育児・介護休業/院内保
育所有り

就職後の教育体制：	新人看護職員研修、院内研修(カフェ研修・
Web研修・全体研修)、院外研修(日本看
護協会、日本精神科看護協会)等

キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル
受講支援等

施　設　紹　介
　当院は、徳島県で初の精神科救急入院料病棟の施設基準
を取得し、急性期の患者さまに高度の精神医療を集中して
行う体制を整えました。県内唯一のコンシェルジュ付きス
トレスケア病棟があり、また小児を対象とする小児神経内
科も開設しております。精神医療の新たなステージへ、地
域医療に貢献できるよう取り組んでおります。
　ワークライフバランスを重視した職場づくりを目指し、
未就学児のお子様の看護休暇は有給となっております。ま
た院内保育園もあり子育てをしながら働きやすい職場環境
を整えています！

看護師からのメッセージ
　平成29年10月から看護提供方式をPNS(パートナーシッ
プ・ナーシング・システム)に変更しました。看護経験の違
いや特性を活かし、お互いが持っている知識・技術を共有
し合う体制づくりをしています。精神科経験のない新入職
看護師からも良い評価を得ております。

求人に関する連絡先
担当者：管理課　TEL:088-622-5556
メールアドレス：kokoro_jinji@taoka.or.jp
※採用時期：随時　　見学も随時受け付けております！
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医療法人　慈成会　寺 沢 病 院医療法人　明和会　たまき青空病院グループ
〒770-8004　徳島市津田西町１丁目２番30号
TEL:088-662-5311　FAX:088-662-5726
URL:http:/www.terasawa.or.jp

〒779-3125　徳島市国府町早淵字北カシヤ56番地1
TEL:088-642-5050　FAX:088-642-6376
URL:https://tamaki-aozora.ne.jp/

施　設　概　要
診療科目：	内科、外科、肝臓内科、糖尿病内科、放射線科、

循環器科、リハビリテーション科、消化器内科
職	員	数：	 98名（うち看護師数33名）
病	床	数：	 	88床（うち一般病床42床（内地域包括病床12床）、

療養病床46床）
看護体制：	15対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤		9：00～18：00　夜勤		17：00～9：00
給　　　　　与：基本給・諸手当含む　25万～30万円
諸手当	・	賞与：夜勤手当、職務手当　通勤手当等
　　　　　　　　賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務、院内保育所
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：糖尿病療養指導士取得支援

施　設　紹　介
　長年地域医療に尽力しています。かかりつけ医として一
般内科・外科に加え専門性の高い医療にも取り組んでいま
す。糖尿病では３名の専門医を中心にチーム医療を行って
います。肝臓病では２名の専門医が高度医療機関と連携し
肝疾患の早期発見や治療を行っています。又、在宅医療・
介護、個別の送迎サービス、さらに地域包括ケア病床で在
宅復帰支援を実施。外来・入院から在宅医療まで一貫した
医療体制を心がけています。

看護師からのメッセージ
　当院は肝臓病・糖尿病等を専門に行っている病院です。
　糖尿病チームでは、糖尿病専門医と共に糖尿病療養指導
士が、療養指導・糖尿病教室・体験お食事会などを行って
います。看護師のスキルアップの為院内勉強会・研修会に
も参加しやすくなっています。職員間のチームワークもよ
く、子育て中の人も院内保育ルームがあり、働きやすい職
場環境です。
看護の特徴：日本糖尿病療養指導士（看護師含め12名）
　　　　　　徳島県糖尿病療養指導士（看護師含め14名）

求人に関する連絡先
担当者：歳清　TEL:088-662-5311
メールアドレスterasawa@mtd.biglobe.me.jo
※採用時期：随時等

施　設　概　要
診療科目：	内科（腎、循、糖・内分泌、呼、消、神経）、外科（乳・

甲状腺、整形、消、脳、心）、泌尿器、耳鼻咽喉、
人工透析、リハビリ、放射線、麻酔

職	員	数：	190名（うち看護師数60名）
病	床	数：	 	100床（うち一般病棟病床60床（ＤＰＣ病床20、

地域包括ケア病床40）、医療療養病床40床）
看護体制：		DPC病床10対１　地域包括ケア病床13対１
　　　　　医療療養病棟20対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤	8:30～17:30、夜勤	16:30～9:15他
給　　　　　与：基本給＋諸手当
　　　　　　　　看護師（新卒）233,800円、
　　　　　　　　准看護師(新卒)216,800円
諸手当	・	賞与：皆勤手当、夜勤手当、通勤手当等
　　　　　　　　賞与年２回等
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務、院内保育所等、企業型確定拠出
年金制度加入、職員寮あり

就職後の教育体制：	プリセプター制度、新人看護職員研修、
院内研修、院外研修等

キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル
受講支援等、資格取得支援あり

施　設　紹　介
　昭和22年国府町に田蒔病院として開業以来、地域ととも
に歩んできました。
　100床の入院施設と内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、
泌尿器科などの複数の診療科、専門医を有し、健診センター
や80床の透析センターを備えた、腎臓疾患治療、糖尿病治
療を主力とした病院です。
　また、介護・福祉分野では介護老人保健施設	国府リハビ
リテーションフェニックス、グループホームやショートス
テイ、デイサービス・デイケア、訪問看護・訪問介護など
複数の施設を運営し、地域で医療から介護までトータルサ
ポート体制をとっています。
　これからも地域で最も信頼される医療機関であり続けら
れるように、一層の努力を重ねて参ります。

看護師からのメッセージ
　高い専門性とアットホームな雰囲気を兼ね備えたやりが
いのある職場です。また、子育て中の方は特に病院やスタッ
フのサポートがあり働きやすいと思います。たまき青空病
院グループには専門外来をはじめ急性期病棟、透析センター
老人保健施設、グループホーム等があり現在300名以上の正
社員が働いています。あなたの個性とライフスタイルに合っ
た職場でご活躍いただけると思います。

求人に関する連絡先
担当者：総務人事課採用担当　TEL:088-678-6234
メールアドレス：info@tamaki-aozora.ne.jp
※採用時期：随時
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医療法人　仁寿会　東 洋 病 院医療法人　栄寿会　天満病院
介護老人保健施設　名月苑、阿南名月苑 〒770-0051　徳島市北島田町1丁目160番地２

TEL:088-632-7777　FAX:088-633-1617
URL:http://www.toyohosp.jp/〒770-0042　徳島市蔵本町1丁目5-1

TEL:088-632-1520　FAX:088-632-1014
URL:http://tenma-hpg.com/tenma-hospital.html

施　設　概　要
診療科目：	内科・漢方内科・リウマチ科・呼吸器内科・リ

ハビリテーション科
職	員	数：	90名（うち看護師数29名）
病	床	数：	 50床（療養病床50床）
看護体制：	20：１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤　8:00～17:00、8:30～17:30、
　　　　　　　　　　　10:00～19:00
　　　　　　　　夜勤　16:30～9:30等
給　　　　　与：	20万～27万
諸手当	・	賞与：	調整手当、資格手当、職務手当、精勤手当、

夜勤手当、通勤手当　賞与年２回等
休暇・福利厚生：	年間休日（107日）有給休暇、育児休業、介

護休業、短縮時間勤務、確定拠出年金など
就職後の教育体制：院内研修、院外研修等
奨 学 金 制 度：有

施　設　紹　介
　当院は、昭和52年「東洋医学と西洋医学の統合医療」を旗
印に東洋診療所として開院し東洋医学の発展とプライマリ
ケアを中心に地域医療に貢献して参りました。
　近年は、漢方診療の専門病院としてだけではなく、リウ
マチ科、呼吸器内科にも力を入れ、看護職員も生物学的製
剤などの勉強会に積極的に参加しています。
　当院では、家庭的な雰囲気を大切にし、職員間もお互い
助け合いの精神を基本としています。病院の基本方針「優し
く・親切に・丁寧な」対応を実践。患者様個々の病状や生活
背景を把握したチーム医療に努めています。
　4月1日より法人名を医療法人仁寿会に改め、令和元年5月
1日より病棟を新築移転しました。より良い環境で患者様や
ご家族が満足され、そして、職員も充実感が得られる医療・
看護・介護に取り組めるよう頑張っています。

看護師からのメッセージ
　当院では前職で培ったスキルを活かし、ナース、介護職
員が協力し助け合いながら、医療・介護の提供が出来るよ
う努めています。
　基本方針である優しく・親切・丁寧な医療を実践できる
環境が東洋病院にはそろっています。
　皆様が活躍できる場所がきっとあります。是非、一緒に
働きましょう。

求人に関する連絡先
担当者：吉田　TEL:088-632-7777
メールアドレス：info@toyohosp.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	内科・糖尿病内科・消化器内科・整形外科・小児科・

眼科・リハビリテーション科
職	員	数：	400名（うち看護師数83名）
病	床	数：	天満病院55床（うち一般病床17床、地域包括ケア	

病床30床、特殊疾患病床８床）名月苑100床、	
阿南名月苑134床

看護体制：	10対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：交代制
勤		務		時		間：日勤		8:00～17:30　夜勤		16:30～翌9:30
給　　　　　与：	基本給：170,000円、職務給40,000円
　　　　　　　　(未経験、新卒の場合)
諸手当	・	賞与：	夜勤手当：10,000円/1回、通勤手当：上

限16,000円　保育料助成：公立保育料の
1/2、私立上限20,000円　賞与年2回

休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時
間勤務、託児所有

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援など資格助成

施　設　紹　介
　医療法人　栄寿会は「和顔愛語」～優しい笑顔と思いやり
のある言葉遣いで、自分と周囲の人々を幸せにする～を理
念とし、介護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホー
ム等と連携し、地域に密着した医療、介護の実践により在
宅復帰を目指した看護を行っています。

看護師からのメッセージ
　よりよいサービスの提供に向け、職員のキャリアアップ
を目指し、内部研修また外部研修、資格取得へ向けての助
成制度もあるあります。
看護の特色：	糖尿病専門医のもと糖尿病療養指導にも力を

入れ、糖尿病認定看護師も活躍しています。
　　　　　　今年は、2名受験します。

求人に関する連絡先
担当者：岡　秀幸・森さやか　TEL:088-632-1520
※採用時期：随時
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施　設　概　要
診療科目：①27科目、②18科目、③９科目
職員数(看護師数)：①500人、②197人、③80人
病	床	数：①460床(一般390床・結核5床・感染5床・精神60床)
　　　　　②220床(一般206床・結核8床・感染症6床）
　　　　　③110床(一般102床・結核4床・感染症4床）
看護体制：①②③	７対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤		務		時		間：日勤		8:30～17:15、準夜		16:30～1:15、
　　　　　　　　夜勤		0:30～9:15
給　　　　　与：	大卒213,500円～、短大３卒208,100円～、

短大２卒198,800円～
諸手当	・	賞与：	扶養手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、

夜勤手当、期末勤勉手当等
休暇・福利厚生：	有給休暇(年間20日)、夏期休暇、特別休

暇等
　　　　　　　　院内保育所(①のみ)、職員寮(②③のみ)等
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：	専門看護師・認定看護師・認定看護管理

者等の受講支援

施　設　紹　介
【基本理念】「県民に支えられた病院として、県民医療の最後
の砦となる」「県立病院は、三つでひとつ」のスローガンを掲
げ、基本理念の実現のため職員一人一人が使命感を持ち病
院事業を推進しております。看護職においては教育担当看
護師の配置等により研修環境の充実を図り、職員教育に力
を注いでおります。公立病院として福利厚生も充実してお
り、働きやすい環境となるよう努めております。

看護師からのメッセージ
看護の特色：
在籍専門看護師：1分野、1名(①1名)
在籍認定看護師：15分野、27名(①14名②11名③2名)

求人に関する連絡先
担当者：徳島県病院局総務課　TEL:088-621-2217
メールアドレス：byouinkyokusoumuka@pref.tokushima.	jp
(臨時職員の勤務条件等は、各病院看護局にお問い合わせく
ださい。)
※採用時期：(正規)令和２年４月１日、(臨時)随時

施　設　概　要
診療科目：	内科、外科、整形外科、眼科、リハビリテーショ

ン科、透析
職	員	数：	590名（うち看護職員数187名）
病	床	数：		186床（一般53床、障害者施設等45床、回復期リ

ハビリ48床、地域包括ケア40床）
看護体制：	急性期一般入院料2、障害者施設等（10:１）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制(夜勤の回数月８回)
勤		務		時		間：	病棟は、8：30～17：30、16：30～1：00、
　　　　　　　　		0：30～9：00　	回復期リハビリ病棟は、	

8：30～17：30、20：30～9：00
　　　　　　　　※	勤務時間は、就業場所によって異なる。

早出遅出等の時差出勤有り。
給　　　　　与：	新卒２年課程卒206,120円～、
　　　　　　　　新卒３年課程卒209,720円～、
　　　　　　　　新卒４年課程卒213,320円～
諸手当	・	賞与：	通勤手当、住宅手当、家族手当、夜勤手当等・

賞与年2回
休暇・福利厚生：	年次有給休暇（2ヶ月継続勤務した後20日

付与		最高27日）、病気休暇、リフレッシュ
休暇、慶弔休暇、出産育児・子育て関連
休暇、介護休暇等	・	短縮時間勤務、共済
制度等

就職後の教育体制：	新人看護職員研修、プリセプター制度、
各種院内研修、院外研修参加支援等

キャリアアップ支援：認定看護師受講支援等

施　設　紹　介
　徳島健康生活協同組合は、県下に４医科診療所・２歯科
診療所、そのほか訪問看護ステーション・ヘルパーステー
ション・デイサービスセンター等の介護事業所を含めた14
事業所を運営しています。徳島健生病院は、急性期からリ
ハビリ・慢性期・終末期・在宅医療までを担っており、地
域の様々な要望に対応した総合的医療を実践しています。

看護師からのメッセージ
　看護理念「ひとりひとりを大切に	あたたかい看護・介護を、
ともに！」疾病治療だけに目を向けるのではなく、患者さん・
ご家族の退院後の生活も含めて入院中から他職種を交えて
チームで関わっています。看護部では看護基礎要項に基づ
き段階的な研修を行い、プリセプターだけでなくチーム全
体で新人をサポートします。
看護の特色：	糖尿病看護認定看護師1名、感染管理看護認定

看護師1名

求人に関する連絡先
徳島健康生活協同組合　人事教育部　TEL:088-622-3303
メールアドレス：jinji@kenkou-seikyou.com
※採用時期：8月以降複数回実施予定（中途採用は随時）

徳島健康生活協同組合　徳島健生病院ほか
（診療所/健生きたじまクリニック・健生石井クリニック・健生阿南診療所・健生西部診療所等、

介護事業所/とくしま健生訪問看護ステーション・西部健生訪問看護ステーション等　　　　）
徳島県立病院

（①中央病院・②三好病院・③海部病院）
〒770-0805　徳島市下助任町4丁目9番地
TEL:088-654-8363　FAX:088-625-0058
URL:http://hcoopt.com/index.html

URL:http://www.pref.tokushima.jp/byouinkyoku/
①〒770-8539  徳島市蔵本町1丁目10－3　電話：088-631-7151㈹
②〒770-8503  三好市池田町シマ815－2　電話：0883-72-1131㈹
③〒775-0006  海部郡牟岐町大字中村字杉谷266番地　電話：0884-72-1166㈹

海部病院	三好病院中央病院
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国立大学法人　徳島大学病院  看護部　　徳 島 市 民 病 院
〒770-8503　徳島市蔵本町２丁目50番地の１
TEL:088-633-9212　FAX:088-633-9415
URL:http:// www.tokudainurse.jp/

〒770-0812　徳島市北常三島町２丁目34番地
TEL:088-622-5121　FAX:088-622-5313
URL:http://www.city.tokushima.tokushima.jp/siminbyoin/

施　設　概　要
診療科目：	医科（内科・外科・感覚/皮膚/運動機能科・脳/

神経/精神科・小児/周産/女性科）歯科
職	員	数：	1698名（うち看護師数736名）
病	床	数：	696床
看護体制：７対１，13対１など

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制（12時間夜勤、16時間夜勤）、
　　　　　　　　３交代制
勤		務		時		間：	日勤8:30～17:00　長日勤8:30～21:15
　　　　　　　　夜勤16:30～9:30　長夜勤20:30～9:30等
給　　　　　与：基本給　198,800円（３年過程）
　　　　　　　　　　　　208,100円（４年課程）
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、通勤手当、扶養手当、認定看

護師手当等　　賞与年２回等
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務、院内保育所等

施　設　紹　介
　徳島大学病院看護部は、病院の理念である「生命の尊重と
個人の尊厳の保持を基調とし、先端的で、かつ生きる力を
はぐくむ医療を実践するとともに、人間愛にあふれた医療
人の育成」を目指しています。看護部では、「愛と知と技のバ
ランスのとれた看護職の養成」に取り組んでおり、一人ひと
りの看護師が専門職としての自覚と誇りを持ち、安全で高
度な看護ケアを提供できるように看護実践能力を向上させ、
働き甲斐を持ってキャリアアップできるようサポートして
います。
　当院で働く看護師が目的に向かって生き生きと働き続け
ることができるよう、人材育成のための学習環境、教育体
制を整備しています。

看護師からのメッセージ
看護の特色：	専門看護師はがん看護４名、認定看護師は、

感染管理４名、がん化学療法看護２名、がん
放射線療法看護１名、乳がん看護１名、緩和
ケア１名、集中ケア３名、脳卒中リハビリテー
ション看護３名、摂食・嚥下障害看護２名、
手術看護３名、新生児集中ケア１名、皮膚・
排泄ケア２名、糖尿病看護４名が活躍

求人に関する連絡先
担当者：　上田美香　TEL:088-633-9212
メールアドレス：m.ueta@kangotoku.jp
※採用時期：7月頃、随時等

施　設　概　要
診療科目：外来13科
職	員	数：	597名（うち看護師数357名）
病	床	数：	335床
看護体制：７対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤		務		時		間：	日勤　8:30～17:00　　準夜勤　16:00～

翌0:30　　深夜勤　0:15～8:45等
給　　　　　与：	基本給　月額190,500円～（職務経験等に

より加算あり）
諸手当	・	賞与：夜勤手当、通勤手当等　　賞与年２回等
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務、院内保育所等
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援等

施　設　紹　介
　徳島市民病院は、急性期医療を担う地域の中核病院とし
て、医療の質の向上に取り組むとともに、地域医療機関と
の連携の充実を図り、地域医療体制の構築に取り組んでい
ます。また、公立病院の使命として、高度専門医療、政策
医療にも積極的に取り組むとともに、災害時における医療
提供体制の強化にも取り組んでいます。
　具体的には、「地域周産期母子医療センター」、「関節治療セ
ンター」、「がんセンター」を３本の柱として、各センターの
分野ごとに特色ある医療を提供しつつ、多職種が連携して
患者さんをサポートする体制を整えております。

看護師からのメッセージ
　病院の理念である「思いやり・信頼・安心」に則り、患者・
ご家族のみなさまにあたたかい看護、寄り添える看護を提
供しています。
　また、一人一人の看護職員が自分らしく生きられるようキャ
リアアップ支援、ワーク・ライフ・バランスも大切にしています。
看護の特色：認定看護師12名

求人に関する連絡先
務管理課　TEL:088-622-9323
メールアドレス：kanri@hosp.tokushima.tokushima.jp
※採用時期：９月頃（正規）、随時（臨時等）



平成31年４月時点 平成31年４月時点

−16−

医療法人　ひまわり会　中洲八木病院医療法人　平成博愛会　徳島平成病院
〒770-0856　徳島市中洲町１丁目31番地
TEL:088-625-3535　FAX:088-625-3817
URL:http://www.yagihosp.com/

〒770－0926　徳島市伊賀町3丁目19番地2
TEL:088-623-8611　FAX: 088-624-4433
URL:http:// www.tokushimahp.jp/

施　設　概　要
診療科目：	整形外科　リハビリテーション科	　外科　内科　

糖尿病内科　循環器内科　心臓血管外科　脳神
経外科　リウマチ科　美容皮膚科

職	員	数：	190人（うち看護師数54名）
病	床	数：	 	105床（うち回復期病棟　53床　医療療養病床　

17床　地域包括ケア病床　35床）
看護体制：	13対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：	日勤　8:30～17:30（休憩60分）遅出10:00

～19:00（休憩60分）夜勤17:00～翌10:00
（休憩60分）

給　　　　　与：	大卒　235,400円　専短卒　229,000円
　　　　　　　　諸手当別途有
諸手当	・	賞与：	平日夜勤手当10,000円　土日夜勤手当

11,000円・日直手当4,000円・手術手当
3,000円・賞与年２回(６月・12月)

休暇・福利厚生：	４週８休、年間休日110日、年次有給休暇、
特別休暇(入籍後7日有給)、忌引休暇、育
児休業、介護休業、子の看護休暇(年間５
日有給)、介護休暇(年間５日有給)退職金
制度(勤続５年以上)・確定給付企業年金制
度・事業所内保育園(10,000円/月)	

就職後の教育体制：新人看護職員研修・院内研修・院外研修
キャリアアップ支援：	当院が必要と認める分野の研修会参加、

養成研修、資格取得の費用支援あり

施　設　紹　介
　中洲八木病院は昭和48年の開院以来、地域医療と共に歩
み患者様中心の信頼と安心の医療を提供して参りました。ま
た医療技術の進歩と共に医師・スタッフの技術・知識の向
上をめざし院内研修・セミナー等にも積極的に参加し、最
新の医療技術・知識の向上を常に心がけ誠心誠意努力して
おります。回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア
病床、医療療養病床があり、患者様が安心して治療が受け
られ、そして住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよ
うに、入院から在宅支援までを多職種と協働しながら頑張っ
ています。
　また当院では、仕事と育児の両立支援にも取り組んでお
り、結婚しても働きやすい職場環境が整っています。育児
短時間勤務制度や育児期間の夜勤免除もあり、職員のワー
クライフバランスを大切にしています。

看護師からのメッセージ
　回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病床、医
療療養病床があり、患者様が安心して治療が受けられ、そ
して住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、入
院から在宅支援までを多職種と協働しながら頑張っています。
　また当院では、仕事と育児の両立支援にも取り組んでお
り、結婚しても働きやすい職場環境が整っています。育児
短時間勤務制度や育児期間の夜勤免除もあり、職員のワー
クライフバランスを大切にしています。

求人に関する連絡先
担当者：事務長八木　看護部長花本　TEL:088-625-3535
メールアドレス：h.yagi@yagihosp.com
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	内科・外科・リハビリテーション科・整形外科・

眼科・婦人科
職	員	数：	155名（うち看護師数42名）
病	床	数：	51床（うち地域包括ケア病床40床、一般病床11床）
看護体制：	10対	1

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤		務		時		間：	日勤　8:00～16:45　　準夜勤　16:45～

1:00　　深夜勤　0:15～9:00等
給　　　　　与：基本給240,000円～280,000円
　　　　　　　　夜勤手当３交代で6,500円／回
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、通勤手当等　賞与年2回等
休暇・福利厚生：	有給休暇、特別休暇、育児休業、介護休業、

短縮時間勤務、慰安旅行等
就職後の教育体制：院内研修、院外研修、eラーニング等
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、特定行為研修受講

支援等

施　設　紹　介
　「絶対に見捨てない。」を基本理念に、患者さんに関わる医
師をはじめとする多職種のスタッフでチーム医療を展開し
ています。
　地域に密着した責任ある病院として、外来・入院・健診
はもちろんのこと、充実したリハビリテーションにより患
者さんのニーズに応え、健康をサポートし、「地域に密着し
た医療」を提供いたします。
　また、高度急性期病院での治療を終えた患者さんを受け
入れ、積極的な治療とリハビリテーションを行い、できる
だけ早くご自宅等に退院していただけるようサポートいた
します。

看護師からのメッセージ
　私たち看護部は、急性期から慢性期のあらゆる場で求め
られる看護実践能力を高めようと日々努力しています。
　年間個人目標を立て、自己・集合研修にｅラーニングを
導入、各研修への参加、特定行為看護師の育成にも力を入
れています。新人、先輩、スタッフ同士が互いに励まし合い、
共に成長し合える関係・環境を育てていきたいと思ってい
ます。
　また、女性が多い職場であり、育児・介護を支援した休
暇取得にも配慮しています。

求人に関する連絡先
担当者：事務局　総務部　TEL:088-623-8623
メールアドレス：info@tokushimahp.jp
※採用時期：随時
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医療法人  平成博愛会  博愛記念病院  　医療法人　高川会　虹の橋病院
〒770－8023　　徳島市勝占町惣田９
TEL:088-669-2166　FAX:088-636-3067
URL: http:// hakuaihp.jp

〒770-0052　　徳島市中島田町３丁目60番地１
TEL:088-633-0800　FAX:088-633-6323
URL:http://www.nijinohashi.net/

施　設　概　要
診療科目：	内科・リハビリテーション科・消化器科・呼吸器科・

循環器科・放射線科
職	員	数：	465名（うち看護師数102名）
病	床	数：		210床（うち一般57床､ 療養153床（うち回復期

60床））　
看護体制：	10対1、13対1、20対1

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤		務		時		間：	日勤8:30～17:00、準夜勤16：30～1：00、

深夜勤0：30～9：00
給　　　　　与：	看護305,000円～335,000円、
　　　　　　　　准看265,000円～305,000円
　　　　　　　　（皆勤・夜勤手当等含む）
諸手当	・	賞与：	夜勤手当（1回6,500円）、通勤手当（距離に

より最大10,000円まで支給）、賞与年2回
休暇・福利厚生：	有給休暇、特別休暇、育児休業、介護休業、

育児・介護短縮時間勤務、院内無料託児所、
慰安旅行

就職後の教育体制：	新人看護職員研修、院内研修、院外研修等、
eラーニング

キャリアアップ支援：特定行為研修受講支援

施　設　紹　介
　徳島の豊かな自然に囲まれた博愛記念病院は、開設以来
地域医療の在り方を追求し、地域ニーズを重視したきめ細
かな医療・介護サービスを提供しています。
　同一敷地内には老健・特養・ケアハウス・グループホー
ム等を併設しており、予防・治療・リハビリテーションの
一貫した総合的サービスを提供する大規模多機能センター
の中核施設として、その役割を果たしています。
　また、高度急性期病院での治療を終えた患者さんの受け
入れや、在宅療養患者さんの急変時にも24時間365日いつ
でも対応が可能で、集中的な治療と積極的なリハビリテー
ションにより早期在宅復帰を目指します。平成26年4月には
救急告示指定を取得し、在宅療養後方支援病院として、皆
さんが安心できる地域医療の確立に尽力しています。

看護師からのメッセージ
　無料託児所の利用や勤務形態も選択できるので、小さな
お子様がいても安心して働くことができ、仕事と家庭の両
立がしやすい職場です。
　ぜひ一緒に働いてみませんか？
看護の特色：	スキルアップも可能で、現在７名の特定行為

研修を修了した看護師が在籍しています。

求人に関する連絡先
担当者：人事　TEL:	088-669-2166
メールアドレス：hakuaihp_jinji@hmw.gr.jp
※採用時期：随時等

施　設　概　要
診療科目：	内科・消化器内科・循環器内科・胃腸内科・肝

臓内科・糖尿病内科・外科・整形外科・リハビ
リテーション外科・放射線科・ペインクリニッ
ク外科

職	員	数：	150名（うち看護師数46名）
病	床	数：		60床（うち地域一般病棟30床、回復期リハビリ

テーション病棟30床）
看護体制：	13対1

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：正社員	２交代制・パートも可
勤		務		時		間：日勤		9：00～18:30		夜勤		17:00～9:00等
　　　　　　　　短時間勤務は応相談　
給　　　　　与：	看護師320,000円～520,000円、准看護師

300,000円～490,000円（夜勤手当４回含
む）経験等に基づく・パートについては応
相談

諸手当	・	賞与：夜勤手当、通勤手当、賞与年２回　等
休暇・福利厚生：	短時間勤務、確定拠出年金制度、育児休暇、

職員駐車場完備、社宅等
就職後の教育体制：院内研修、院外研修等

施　設　紹　介
・	家庭と仕事の両立を目指す女性の為にも、勤務しやすい
環境を目指しています。
　	特にパート勤務による時間等については、面接時の相談
で極力配慮しております。
・	当院では医療・看護・介護を総合した全人的な医療を心
がけています。
・	地域のかかりつけ医としてトータルケアを行います。
　	充実した人間ドック・脳ドックを行い、がんや生活習慣
病などの早期発見・予防改善に取り組みます。
・	消化器内視鏡専門医による苦痛の少ない経鼻内視鏡、大
腸内視鏡、大腸ポリープ手術（内視鏡的大腸ポリープ切除
術）を行います。
・	総合的なリハビリテーションを行い家庭や社会への復帰
をサポートします。

看護師からのメッセージ
（若手看護師からのメッセージ）
　当院は、職員間のコミュニケーションの風通しも良好で、
雰囲気も良くとても働きやすい環境です。日々患者様とお
話をすることで毎日学ぶことが多く新鮮ですが、やはりわ
からないこともたくさんあります。その度に、先輩方にお
しえてもらい、充実した毎日となっています。

求人に関する連絡先
担当者：新田　TEL:088-633-0800
メールアドレス：niji-takagawa@nijinohashi.net
※採用時期：随時等
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医療法人　はやし会　林　内　科医療法人　かわせみ　八 多 病 院
〒770-0943　徳島市中昭和町２丁目94番地
TEL:088-626-0003　FAX:088-626-0770
URL:http://hayashikai.or.jp/

〒771-4266　徳島市八多町小倉76番地
TEL:088-645-2233　FAX:088-645-1705
URL:http://www.hatah.or.jp

施　設　概　要
診療科目：	内科•循環器科•呼吸器科•胃腸科•リハビリテー

ション科
職	員	数：	32名（うち看護師９名）　　
病	床	数：	19床（うち一般病床12床、　療養型病床７床）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤		務		時		間：	日勤		8：30～17：30　遅出		9：30～18：30
　　　　　　　　夜勤		15：00～翌7：00
給　　　　　与：基本給160,000円～230,000円
諸手当	・	賞与：	夜勤手当11,000円、職務手当10,000円～

20,000円、通勤手当、病棟手当等
　　　　　　　　賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、特別休暇、育児休業、介護休業、

育児・介護短時間勤務、永年勤続表彰制
度等

就職後の教育体制：院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：各種研修参加支援

施　設　紹　介
　当院は徳島市の中心部に位置する病床19床（一般病床12
床、療養型病床7床）を持つ有床診療所です。
　「思いやり」「信頼」「地域への貢献」の３つの理念のもと、
心身ともに穏やかにお過ごしいただけるケア提供し、地域
のかかりつけ医として信頼される存在となることを目指し
ています。

看護師からのメッセージ
　家庭的な雰囲気があり、明るく働きやすい職場です。
育児休業制度、短時間勤務制度等もあり、有給休暇制度、
介護休暇制度等と併せて休みも取りやすい環境です。
（有給休暇消化率90％）
　少人数が３交代で勤務しておりチームワークを大切にし
ています。思いやりの心を持てる方、協調性のある方、私
たちと一緒に働いてみませんか？

求人に関する連絡先
担当者：施設長	林三千代　TEL:088-626-0003
メールアドレス：hayashikai.y.inoue@gmail.com
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	精神科・心療内科・内科
職	員	数：	120名（うち看護師数　49名）
病	床	数：	221床（うち休床：42床）
看護体制：	精神病棟15対1、精神療養病棟15対1、認知症治

療病棟20対1

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤		9：00～17：15　夜勤		17：00～9：15
給　　　　　与：基本給　看護師：185,000～、
　　　　　　　　　　　　准看護師：180,000～
諸手当	・	賞与：	職務手当35,000円、夜勤手当12,000円/回、

通勤手当：距離により異なる、賞与年2回
（前年度実績）

休暇・福利厚生：有給休暇、育児休業、短縮時間勤務
就職後の教育体制：院内研修、院外研修等

施　設　紹　介
　医療法人かわせみ　八多病院は、徳島市南部に位置し、
昭和60年６月に設立され「精神的随伴症状及び加療を要する
身体的合併症」を伴った認知症の方に行き届いた医療・看護・
介護・リハビリを提供し、自然豊かな環境の中でゆったり
とした時間を過ごしていただいております。

看護師からのメッセージ
　患者様により良いケアができるよう、また大事なご家族
を安心してお任せいただけるよう、各職種が同じ目的を持
ち、各自がそれぞれの専門分野で力を発揮します。経験の
浅い方には現職員が丁寧に指導し、経験のある方には思う
存分力を発揮していただき、共に成長してまいりたいと思っ
ております。

求人に関する連絡先
担当者：法人本部　池田信彦　TEL:088-645-2233
メールアドレス：ihata@hatah.or.jp
※採用時期：随時
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医療法人　眉 山 病 院医療法人　すこやか　林　病　院
〒770-8061　徳島県徳島市西二軒屋町2-39-2
TEL:088-625-7665　FAX:088-625-8014
URL:http://www.bizan-hp.jp/

〒770-8012　徳島県徳島市大原町東千代ヶ丸19-52
TEL:088-663-1188　FAX:088-663-1665
URL:http://www02.upp.so-net.ne.jp/pj8/

施　設　概　要
診療科目：	内科　呼吸器内科　循環器内科　リハビリテー

ション科
職	員	数：	95名（うち看護師数28名）
病	床	数：	92床（うち医療療養病床18床、介護療養病床74床）
看護体制：	20対１　25対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：	日勤　8:30～17:15（早出遅出あり）
　　　　　　　　夜勤　16:30～9:10	
給　　　　　与：基本給　　175,000円～250,000円
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、通勤手当等
　　　　　　　　賞与年２回3.3ヶ月分（前年度実績）
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務、研修旅行　永年勤続（10年単位）
による特別休暇

就職後の教育体制：	新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：院外研修における研修費用補助	

施　設　紹　介
　急性期疾病治療後の慢性期・維持期の患者様を受け入れ
ています。入院患者は主に65歳以上の要介護認定者であり、
脳血管障害、骨折術後、認知症患者の受入を行っておりま
す。同敷地内にある通所リハビリテーション施設では地域
の方々がリハビリを通じて出来る限り健康でいられるよう
にお手伝いをしております。今後は在宅医療や予防医療に
力を入れながら、地域にもっと貢献できる病院になりたい
と考えています。

看護師からのメッセージ
　眉山中腹に位置する緑に囲まれた病院です。自然豊かな
環境の中、患者さま第一に看護を行っております。完全週
休二日制で前年度年間休日数は122日、加えて年休の取得率
は60%以上、時間外勤務もほとんど無く、働きやすい職場
です。

求人に関する連絡先
担当者：　杉本　TEL:　	088-625-7665
メールアドレス：bizanhp@jeans.ocn.ne.jp
採用時期：随時等

施　設　概　要
診療科目：	内科、小児科、整形外科、放射線科、リハビリテー

ション科、心療内科
職	員	数：	91名（うち看護師数33名）
病	床	数：	80床（うち療養病床80床）
看護体制：	20対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：	日勤		8:45～17:30		夜勤		17:10～9:10等
給　　　　　与：基本給　157,000円～250,000円
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、通勤手当、休日手当、住宅手当、

扶養手当、職務手当　等　　賞与年2回
休暇・福利厚生：	完全週休二日制、夏季・冬季休暇、有給

休暇、育児休業、介護休業、短縮時間勤務、
院内保育所等

就職後の教育体制：	新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：各種キャリアアップ費用支援制度あり

施　設　紹　介
　療養型の病院ではありますが、リハビリテーション部門
の拡充、最新の検査機器、人工呼吸器にも対応など、どの
ような患者さまにも対応できる病院です。2019年7月には
新病院への移転も決まっており、入院患者さまにも満足し
て頂ける病院を目指しています。
　病院職員に対しても、有休消化率の向上や、5年に1回の
病院負担での海外旅行などの各種福利厚生に努めており、
働きやすい職場を目指しています。

看護師からのメッセージ
　幅広い年齢層の職員が在籍し、離職率がとても低い職場
です。また、産前産後・育児休暇制度、職員対象の院内保
育所など働くお母さんにやさしい環境を提供してくれる職
場です。賞与に関しては、評価性を導入しており、頑張っ
た事を本当に見て評価してくれる所にやりがいを感じてい
ます。看護部門の有給消化率も100％近く、急用時にも病院
全体で対応してくれるので助かっています。

求人に関する連絡先
担当者：　森本　学　TEL:088-663-1188
メールアドレス：hosp1188@pj8.so-net.ne.jp
※採用時期：随時
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医療法人　三成会　水の都記念病院医療法人　徳松会　松 永 病 院
〒770-0051　徳島市北島田町1丁目45番地の2
TEL:088-632-9299　FAX:088-632-5123
URL:http://www.mizunomiyako.net

〒770-0045　徳島市南庄町４丁目63-1
TEL:088-632-3328　FAX:088-632-3492
URL:http://www.matsunaga-hp.jp

施　設　概　要
診療科目：	消化器外科、肝臓外科、肛門外科、脳神経外科、

内科、循環器内科、消化器内科、リハビリテーショ
ン科、整形外科、形成外科、放射線科、小児科、
皮膚科

職	員	数：	155名（うち看護師数50名）
病	床	数：	80床（うち回復期病棟29床）
看護体制：	13対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤		8:00～17:00　夜勤		16:00～10:00
給　　　　　与：基本給　190,000円～
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、精励手当、技能手当、緊急要

員手当、準夜手当、手術手当、救急・夜
間診療対応手当、休日手当等

休暇・福利厚生：	有給休暇、産前産後・育児休暇、介護休業、
特別休暇、慶弔休暇等

　　　　　　　　	独身寮、院内託児所、各種保険、定期健診、
退職金制度（規程により）

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等

施　設　紹　介
　二次救急病院
　日本医療機能評価機構認定病院
　人間ドック/脳ドック/各種検診
　2020年5月新築移転予定

看護師からのメッセージ
　思いやりの心を第一とし、知識・技能を磨き専門職とし
ての能力を高め、看護活動を通じて地域に貢献することを
理念としています。また院内託児所も整備され職員にとっ
ても働きやすい環境で、15年以上勤務している職員も多数
います。
　やる気のある方ぜひ一緒に働きましょう！

求人に関する連絡先
担当者：大串仁美　TEL:088-632-9299
メールアドレスhosp@mizunomiyako.ne
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	整形外科・リハビリテーション科・内科・小児科・

消化器科・循環器科
職	員	数：	85名（うち看護職員数16名）
病	床	数：	27床（うち回復期リハビリテーション病床27床）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤　8:30～17:30
　　　　　　　　夜勤　16:00～翌9:30等
給　　　　　与：基本給　看護師220,000円～
　　　　　　　　　　　　准看護師170,000円～
諸手当	・	賞与：	技能手当、皆勤手当、日・祝手当、夜勤

手当有り　賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、誕生日休暇、育児休業、介護休業、

短縮時間勤務、保育費補助有り
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修
キャリアアップ支援：ファーストレベル受講支援

施　設　紹　介
　整形外科発祥のリハビリテーションを理念の中心とし、
室内温泉プールでの水中運動療法を実施。「水の力、人の手
の優しさ」をモットーに地域住民に愛され、信頼される病院
を作り患者様のご病気、お怪我に迅速に医療対応し、水・
陸のリハビリによって回復を促し患者様の社会復帰をお手
伝いします。

看護師からのメッセージ
看護の特色	：回復期リハビリテーション病棟として、脳血

管障害や、骨折の手術後、また急性期の治療を
受けた後の回復期と言われる時期に必要な看護
及び集中的なリハビリテーションを行い患者様
のより充実した社会・在宅復帰を実現するため
に努力し、1人1人の患者様の退院後の生活に向
けてのチーム医療を提供しています。

求人に関する連絡先
担当者：総務　鈴木静雄　TEL:088-632-3328
メールアドレス：frontmatsu100@mb.tcn.ne.jp
※採用時期：随時
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医療法人　敬老会　森 岡 病 院医療法人　青嵐会　むくの木クリニック
〒770-8070　徳島県徳島市八万町大野5-1
TEL:088-669-3737　FAX:088-669-3757
URL:http://keirou-group.jp/

〒779-3105　徳島市国府町東高輪353番地１
TEL:088-624-7575　FAX:088-624-7576
URL:http://mukunoki.or.jp

施　設　概　要
診療科目：	内科、胃腸内科、循環器内科、放射線科、リハ

ビリテーション科
職	員	数：	46名（うち看護師数15名）
病	床	数：	52床（うち医療療養病床40床、介護療養病床12床）
看護体制：20対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤		9:00～18:00		夜勤		16:30～9:30等
給　　　　　与：看護師:235,000円～350,000円
　　　　　　　　准看護師:200,000円～250,000円
　　　　　　　　(夜勤手当含まず)
諸手当	・	賞与：夜勤手当(12,000円/１回)、通勤手当、
　　　　　　　　賞与年２回
休暇・福利厚生：有給休暇、育児休業
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：	当院が必要とする研修への参加・資格取

得支援等

施　設　紹　介
　昭和52年徳島本町に森岡内科を開院、その後、平成3年に
八万町大野に移転し、森岡病院として現在にいたります。
　診療科目は内科・循環器科・胃腸科・放射線科・リハビ
リテーション科となっており、各専門スタッフが密接な連
携をとり診察・検査・治療に取り組んでおります。また、
健康診断、人間ドックも実施し、早期発見に努めています。
　入院は長期に療養生活を行う方々のための療養型病床と
なっています。そのため病院が治療の場であると共に、生活
の場としての役割も重要となります。そこで我々は、病院
で暮らすことを大切に考え、患者様の入院生活の質向上に
努めています。これからも、人格と人間性を大切にし、スタッ
フ全員が安心と信頼の医療・看護・介護サービスを提供し、
地域の皆様に貢献できるよう、努力しています。

看護師からのメッセージ
　20代から60代の職員が勤務し、若い職員は経験豊富な職
員からの指導を受け、また経験の長い職員は、若い職員が
学んできた最新の技術や知識を取り入れ、お互いが切磋琢
磨しながら業務ができる職場です。
　私たちは、患者様個々の状態に合わせた看護を実践し、何
事も前向きに取り組む職員さんとご一緒に働きたいと思っ
ています。

求人に関する連絡先
担当者：本部　TEL:088-669-2718
メールアドレス：m-keirou.group@y6.dion.ne.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：内科・整形外科・脳外科・リハビリテーション科
職	員	数：	35名（うち看護師数12名）
病	床	数：	19床（一般病床19床）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤　7:30～16:30　9:00～18:00
　　　　　　　　夜勤　16:00～翌10:00
給　　　　　与：基本給　205,000円～235,000円
　　　　　　　　　　　　（本俸＋職能手当）
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、オンコール手当、日祝手当、

皆勤手当、通勤手当　　賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務、職員親睦旅行（国内外）、ヘルス
サポート制度等

就職後の教育体制：院内研修、院外研修等
そ　　の　　他：パート勤務可（ご相談下さい）

施　設　紹　介
　むくの木クリニックは平成26年2月にオープンした有床診
療所です。
　主に外来・病棟・健診部門があります。
　外来では内科・脳外科・整形外科の診療を行っています。
　病棟は19床の一般病床で、患者様が退院後、在宅にて自
立した生活が出来るよう支援を行っています。
　健診部門においては、予防医学を推し進め「平均寿命=健
康寿命」を目指しています。病気の早期発見、健康に関する
様々な不安解消に応えるべく、個々の健康状態に即した健
診を実施しています。

看護師からのメッセージ
　患者様の笑顔が私達の活力です。
　職員一同、患者様に満足いただける医療を提供できるよ
うに日々、院内・院外学習会などで自己研鑽しています。
看護の特色：徳島県糖尿病療養指導士　３名

求人に関する連絡先
担当者：　尾崎　TEL:088-624-7575
メールアドレス：clinic＠mukunoki.or.jp
※採用時期：随時
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医療法人　善成会　善 成 病 院
〒770-0023　徳島市佐古三番町７番３号
TEL:088-622-1212　FAX:088-622-1213

施　設　概　要
診療科目：	内科、外科、胃腸科、リハビリテーション科
職	員	数：約30名　うち看護師数11名（准看護師を含む）
病	床	数：	54床（医療療養病床36床　介護療養病床18床）
看護体制：	20：１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤9:00～18:00　夜勤16:30～
給　　　　　与：	基本給：看22.5万～。准看20万～。
　　　　　　　　経験年数に応ずる。
　　　　　　　　昇給１年毎0.3～0.4万/月　
諸手当	・	賞与：	夜勤手当1.2万/回（４回/月以上の場合２万

/月追加）。通勤手当最大１万。皆勤手当0.7
万/月。賞与２回/年、計３月分

　　　　　　　　その他、諸種資格手当有。
休暇・福利厚生：	有給休暇有。育児休業有。短縮時間勤務

応需。
就職後の教育体制：	院内感染対策、安全管理対策等の院内研

修会１回/月。慢性期医療協会主催の学術
大会への出席・発表。他

キャリアアップ支援：希望に応需

施　設　紹　介
　1963年に設立された医療法人で以来50数年にわたり地域
の皆様方の健康管理を支えてきました。1998年、社会的ニー
ズに応じるため療養病床に転換。2000年、介護保険法開始
時に介護療養病床を併設。2013年、サービス付高齢者向け
住宅を近隣に併設。訪問診療、訪問看護等の在宅医療にも
積極的に取り組んでいます。急性期病院で病状が固定した
方、予後の期待できない方、在宅で持病が悪化された方な
どを主に受け入れています。終末期の方に対してはACPに
基づいた適切な看取りを行っています。
　検査設備：胃ファイバー、気管支ファイバー、S状結腸ファ
イバー、CT、他

看護師からのメッセージ
　年齢、性別に関係なく自分の特性に合わせて仕事ができます。
　中小病院ならではの小回り、融通性、機動力が発揮できます。
　家族的なアットホームな雰囲気で仕事できます。

求人に関する連絡先
担当者：善成　倭子　TEL:088-622-1212
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	漢方内科、循環器科、消化器科
職	員	数：６名（うち看護師数２～３名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日勤　8:30～18:00　
給　　　　　与：基本給160,000円～
諸手当	・	賞与：夜勤手当、通勤手当等
　　　　　　　　賞与年２回等　
　　　　　　　　	貢献手当　5,000円
　　　　　　　　	調整手当25,000円～50,000円（保育手当、

兼務手当等）
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務、施設内保育所あり（一日500円）

施　設　紹　介
　体の小さな不調においても積極的に対応しています。
　体に優しい治療をめざして、漢方治療、鍼治療もしてい
ます。
　認知症治療にも積極的に取り組み、遠隔診療も取り入れ
て患者様のご家族にも負担の少ないような診療の工夫を考
えながら取り組んでいます。
　健康寿命を延ばせることを考えて診療しています。
　ご賛同いただけるスタッフ大歓迎です！

看護師からのメッセージ
　体に優しい治療を目指して皆で頑張っています。
　認知症、がん患者様のサポートも専門的にしています。
　本部では子育て塾もあり、相談に乗ってもらえます。
　育児についても相談にのってくれるので女性がお仕事し
やすいと思います！

求人に関する連絡先
担当者：　東　照代　　TEL:088-625-1488
メールアドレス：clinic@morinoiin.com
※採用時期：随時等

医療法人　青志会　もりの医院
（関連施設：美海クリニック、老人保健施設　和楽）

〒770-0942　徳島市昭和町2－71（本部）
TEL:088－625-1488　FAX:088－625-1571
URL:http://www.morinoiin.com



平成31年４月時点 平成31年４月時点

−23−

医療法人　緑会　小 川 病 院医療法人  道志社  リハビリテーション大神子病院
〒772-0002　鳴門市撫養町斎田字北浜99番地
TEL:088-686-2322　FAX:088-686-2344
URL:http://ogawa-hp.jp

〒770-8012　徳島市大原町大神子19番地
TEL:088-662-1014　FAX:088-662-2275
URL:http://www.doushisya.jp/oomiko/

施　設　概　要
診療科目：	内科、神経内科、糖尿病内科、呼吸器内科、消

化器内科、腎臓内科、人口透析内科、リハビリテー
ション科

職	員	数：	255名（うち看護職員数　67名）
病	床	数：		105　床（うち一般病床32床、地域包括ケア病床

16床、療養病床57床）
看護体制：	13対1

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤　8:30～17:30(職種により異なる)
　　　　　　　　夜勤　17:00～9:15
給　　　　　与：	初任給　	看 護 師222,000円、 准 看 護 師

192,000円、薬剤師252,000円、
言語聴覚士236,000円

諸手当	・	賞与：	子育て手当、夜勤手当、通勤手当、日祝手当、
皆勤手当、業績手当年２回

休暇・福利厚生：	各種社会保険、看護奨学金、病児保育料
金補助あり、年次有給休暇、週休２日制、
年末年始・夏季特別休暇、子の看護休暇
12歳まで、リフレッシュ特別休暇、短縮
時間勤務等

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：	看護奨学金制度等

施　設　紹　介
関連施設
介護事業部「あい愛」
　あい愛介護相談室（居宅介護支援）
　あい愛訪問介護ステーション
　あい愛24時間ケアセンター
介護老人保健施設「みどりの里」
こもれびの家・撫養（認知症対応型通所介護）
高齢者向け住宅「あい愛・撫養」

看護師からのメッセージ
　「温もりと確かな技術で寄り添う看護介護」の理念を拠り
所として、多職種の方々と共に働いています。院内研修は
勤務時間内参加、院外研修参加は勤務扱いや費用負担の配
慮、定時退勤や希望休暇の取りやすさなど職員同士が気兼
ねなく働ける職場です。
看護の特色：	徳島県糖尿病療養指導士２名

求人に関する連絡先
担当者：事務長　桂　俊　TEL:088-686-2681
メールアドレス：ogawa@ogawa-hp.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：内科・外科・整形外科・リハビリテーション科
職	員	数：	210名（うち看護師数	50名）
病	床	数：	152床
　　　　　	（うち医療療養病床60床、回復期リハビリテー

ション病床40床、介護療養病床52床）
看護体制：	医療療養病床	20対1、回復期リハビリテーション

病床	13対1、介護療養病床	6対1

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤　8:30～17:30　夜勤　17:00～9:00
給　　　　　与：基本給185,000円～280,000円
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、日曜・祝日直手当、通勤手当

等　　賞与年３回等
休暇・福利厚生：	社会保険、有給休暇、育児休業、介護休業、

短時間勤務、院内保育所、職員旅行	等
就職後の教育体制：	新人看護職員研修、院内研修、院外研修

受講支援	等
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援	等

施　設　紹　介
日本医療機能評価機構認定病院
　入院患者様を中心に回復期・維持期のリハビリを行い、
チーム医療により自立支援、生活の維持向上を図っています。
　関連施設（小松島病院、小松島リハビリテーションクリ
ニック、訪問看護ステーションアイナ、ショートステイ大
神子、グループホーム大神子、グループホーム小松島、ア
イナの郷（高齢者住宅）、その他、特別養護老人ホーム、養
護老人ホーム等）
※3年後には、旧運転免許センター跡地へ移転する予定です。

看護師からのメッセージ
看護の特色：ファーストレベル修了者　4名
　　　　　　セカンドレベル　修了者　1名
　　　　　　回復期リハ認定看護師　　1名
　新人からベテラン（20才～70才）までバランス良く働いて
くれています。ブランクのある方や子育て中の方も安心し
て働けます

求人に関する連絡先
担当者：谷本　満裕　TEL:088-662-1014
メールアドレス：oomiko@doushisya.jp
※採用時期：随時募集
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社会福祉法人  小渦会  医療保護施設　鳴門シーガル病院地方独立行政法人　徳島県鳴門病院  　
〒771-0361　住所　鳴門市瀬戸町堂浦字阿波井57
TEL:088-688-0011　FAX:088-688-0314
http://k-seagull.jp

〒772-8503　鳴門市撫養町黒崎字小谷32番地
TEL: 088-683-0011　FAX: 088-683-1860
URL: https://naruto-hsp.jp

施　設　概　要
診療科目：心療内科、神経内科、精神科、内科、歯科
職 員 数：	163名（うち看護師・准看護師数　65名）
病 床 数：	240床（うち精神療養病棟病床　240床）
看護体制：	15対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：	日勤	8:30～17:15		早出	8：00～16：45
　　　　　　　　遅出	12：00～18：45		夜勤	17:00～9:00等
給 与：月給　看護師　233,200円～
　　　　　　　　　　　准看護師　205,700円～
　　　　　　　　（	夜勤4回換算、特殊業務手当・業務手当　

給与調整含）
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、通勤手当　特殊業務手当　職

務手当　住居手当　給与調整手当　賞与
年2回（4.7ヶ月）年１回定期昇給

休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時
間勤務、院内保育所等　永年勤続者表彰
（特別休暇、賞金あり）継続雇用制度

就職後の教育体制：新人看護職員研修､ 院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：各支援等あり

施　設　紹　介
・	当法人は「障害者、生活弱者のために」といった精神のもと、
時代の要請を的確に応え、保健・福祉に貢献できるよう
一丸となって取り組んでおります。

・	当院の強み：例えば「年間休日126日」「白衣５着提供」「１
時間単位の有給取得」「賞与年間4.7ケ月」「育児休暇100％
取得」「残業ほぼ0％」・・・

・	精神科療養病棟入院料１　1病棟～４病棟　各60床　男女
混合

看護方式：	受け持ち制・一部機能別制　２交替勤務（日勤早
出　遅出　夜勤）

記録：電子カルテ（看護記録フォーカスチャーティング）
教育：	プリセプタ―制度　フォローアップ研修　職能団体

会費半額補助
（４年生看護大学卒　本俸　183,000円）
（看護専門学校系卒　本俸　179,200円）

看護師からのメッセージ
　素晴らしいロケーションの中で、チーム医療に取り組み
精神科看護を展開しています。又、休日が多く子育て、リ
フレッシュに最適です。
看護の特色：	社会福祉法人の職員として、患者様に対し、

まず各々がより良い看護サービスとは何かを
考え行動することをモットーに全員で取り組
んでいます。

求人に関する連絡先
担当者：　古川信二　TEL:088-688-0011
メールアドレス：furukawakango@k-seagull.jp
※採用時期：随時等

施　設　概　要
診療科目：	内科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、

形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、	
産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科

職 員 数：	541名（うち看護師数299名）
病 床 数：	307床
看護体制：７対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤 務 時 間：	日 勤　8:30～17:15、 準 夜 勤　16:00～

0:45、深夜勤　0:15～9:00
給 与：	25万円～（夜勤手当等含む）
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、超過勤務手当、通勤手当、住

居手当、賞与（年２回）等
休暇・福利厚生：	有給休暇、夏季休暇、育児休業、介護休業、

短縮時間勤務、院内保育所
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、認定看護管理者教

育（ファースト・セカンド・サードレベル）、
院外研修等受講支援

施　設　紹　介
　当院は、県北唯一の公的総合病院として、かつ近畿医療
圏の一翼も担い、また災害拠点病院として最新の医療設備
と近代的な医療システムで質の高い医療サービスを行い、
地域のセンター病院としての役割を果たしております。
　地域の医療水準の向上を図るため、地域医療機関との相
互協力を推進し、地域のかかりつけ医との病診連携を積極
的に行い、開放型病院としての役割を果たしながら、第２
次救急告示病院として市内で救急車により搬送される患者
さんの90％以上を受け入れております。
　臨床研修病院として徳島大学医学部などからの研修医を
受け入れるとともに、その他の職員の資質向上を図るため、
実地研修を積極的に行っております。

看護師からのメッセージ
　当院では、新卒看護職員卒後臨床研修を実施しており、「私
達は患者さまに最善の看護ケアを提供します」という看護理
念のもと、組織全体で新人を育てる体制を整えています。
　（認定看護師）がん化学療法看護２名、緩和ケア１名、が
ん性疼痛看護１名、感染管理１名、糖尿病看護１名
　（専門看護師）がん看護１名

求人に関する連絡先
担当者：人事課	秋田祐子　TEL:	088-683-0011
メールアドレス：	syomu@naruto-hsp.jp
※採用時期：令和２年４月、中途採用は随時受付中



☆徳島県医療人材育成機関認証施設

平成31年４月時点 平成31年４月時点

−25−

医療法人　敬愛会　南 海 病 院  　医療法人　久仁会　鳴門山上病院
〒772-0053　鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂５番地
TEL:088-687-0311　FAX:088-687-0844
URL:http://www.i-keiai.org

〒772-0053　鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂205番地29
TEL:088-687-1234　FAX:088-687-1078
URL:http://www.kyujinkai-mc.or.jp

施　設　概　要
診療科目：診療科目:精神科、心療内科、内科、歯科
職	員	数：	195名（うち看護師・准看護師数98名）
病	床	数：	301床（うち精神病床301床）
看護体制：	15対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤		務		時		間：日勤　8:30～17:00,10:10～18:40,
　　　　　　　　夜勤　16:40～8:50
給　　　　　与：基本給
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、通勤手当等　　賞与年２回等
休暇・福利厚生：	夏・冬休、有給休暇、育児休業、介護休業、

看護・介護休暇、短縮時間勤務、院内保
育所等

就職後の教育体制：	新人看護職員研修、院内研修、院外研修等

施　設　紹　介
・	大鳴門海峡を一望するロケーションで、抜群の自然環境
の中にあります。

・	産休育休制度はもとより、看護休暇や病院敷地内の保育
所も良く利用されていて、子育てをしながら安心して働
けます。

・	残業が少なく、有休休暇も取りやすいなど、ワークライ
フバランスが可能な勤務環境です。

・	働きながら学ぶ看護助手や准看護師、その他の国家資格
取得を目指す職員も多く、自己啓発の意識の高い職場です。

看護師からのメッセージ
・	働きやすいアットホームな職場です。仕事に、子育てに
と忙しい毎日ですが、職場の上司・同僚の理解や協力も
得て充実した毎日です。

看護の特色：	認知症関連の内外の研修に重点的に参加して
います。

求人に関する連絡先
担当者：事務長　真木　TEL:088-687-0311
メールアドレス：nankai@i-keiai.org
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・

泌尿器科・放射線科・脳神経外科・耳鼻いんこ
う科・皮膚科・眼科

職 員 数：	110名（うち看護師数33名）
病 床 数:	 118床（	うち回復期リハビリテーション病床30床、

医療療養病床88床）
看護体制:	 回復期リハビリテーション	15対1
　　　　　医療療養	20対1

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:00
　　　　　　　　夜勤（変則２交代）　16:30～9:00
給 与：月収273,000円～、准看護師249,300円～
　　　　　　　　（夜勤手当等を含む）
諸手当	・	賞与：	業務手当、皆勤手当、夜勤手当、通勤手当、

賞与（基本給４ヶ月以上）
休暇・福利厚生：	完全週休２日制、祝日、夏季休暇、年末

年始休暇、有給休暇、育児休業、介護休
業等、互助会制度、退職金制度、認可外
保育所(24時間)

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修
キャリアアップ支援：	特定行為研修受講支援等　認定・資格受

講支援

施　設　紹　介
　高齢者の理想郷を目指して昭和52年に設立以来、高齢者
医療・福祉を提供しており、医療機能評価機構の認定病院
です。
　平成30年5月1日より新病院がオープンしました。回復期
リハビリテーション病棟、療養病棟を有し、地域の回復期、
慢性期医療を担う中核病院となっています。
　医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、リハビリテーショ
ンスタッフ、MSW等他職種によるチーム医療・チームケア
を実践しています。
　病院建物には、介護医療院、老健施設、通所リハビリ、
訪問リハビリ、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーショ
ン等法人関連事業所が全て一つに集まっています。
　職場環境の整備にも努めており、認可外保育所（24時間）
「マーヤすだち保育園」を設置するなど、はぐくみ支援企業
として子育て支援も充実しています。

看護師からのメッセージ
　大鳴門橋を全貌できる海と山の自然豊かな環境で、心豊
かに仕事ができます。完全週休2日制であり、残業もほぼ
“０”です。仕事と家庭の両立、プライベートを充実できます。
同建物内には保育園があり、子育てしながら安心して働け
る職場です。スタッフも笑顔を大切に生き生きと仕事に励
んでいます。
看護の特色：すばらしい自然環境を患者さんに届けながら、
ゆったりと療養していただける家庭のような心からの看護・
ケアを大切に、高齢者看護を展開しています。
特定行為研修修了者１名
慢性期医療認定講座修了看護師４名

求人に関する連絡先
担当者：管理部長　賀勢泰子　TEL:088-687-1234
メールアドレス：info@kyujinkai-mc.or.jp
※採用時期：随時
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医療法人　道志社　小 松 島 病 院医療法人　真誠会　原 田 内 科
〒773－0012　小松島市田浦町字近里83-11
TEL:0885-33-2288　FAX:0885-33-1266
URL: http//www.doushisya.jp

〒772-0035　鳴門市大津町矢倉字六ノ越5-9
TEL:088-685-3351　FAX:088-685-3352
URL:http://www.harada-cl.or.jp/

施　設　概　要
診療科目：	内科、整形外科、リハビリテーション科　歯科
職 員 数：	208名（うち看護師数41名）
病 床 数：	392床（うち回復期リハビリテーション病床92床）
看護体制：	13対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤		8:30～17:30		夜勤		17:00～9:00等
給 与：基本給　155,000円～250,000円
諸手当	・	賞与：	看護手当、夜勤手当、通勤手当、住宅手当、

皆勤手当、扶養手当、賞与年３回（5ヶ月
程度）

就職後の教育体制：	有給休暇、特別休暇、育児休業、介護休業、
短縮時間勤務、院内保育所、職員旅行（海
外）、テニスコート（2面）等

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：学会･研修会参加支援

施　設　紹　介
内　　科：	地域のかかりつけ医として地域住民の方の健康

増進に取り組んでいます。また、人間ドック、
脳ドック、各種健診等も行っています。

整形外科：	大学病院等の協力を得ながら専門性をもって診
療を行っています。特にスポーツ外来は多くの
患者様にご利用いただいています。

病　　棟：	当院は全病床が回復期リハビリテーション病床
であり、急性期の治療を終えられた方にチーム
医療でリハビリに取り組んでいます。在宅復帰
率は90％程度であり、多くの方が回復されて退
院されますので、非常にやりがいのある職場です。

看護師からのメッセージ
　チーム医療を実践しています。そのため部署内はもとよ
り、他部署との連携が不可欠であり、風通しが良く、明る
い雰囲気の職場です。
看護の特色：	看護理念：思いやり、やさしさ、笑顔でお世

話させていただき、皆さまに愛される病院づ
くりをいたします。

求人に関する連絡先
担当者：矢野　貴茂　TEL:0885-33-2288
メールアドレス：komatsushima@komatsushima.or.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	内科・糖尿病内分泌内科・消化器内科・循環器内科・

リハビリテーション科・小児科
職 員 数：	24名（うち看護職員数10名）
病 床 数：	19床（うち療養病床7床）
看護体制：	2交代制

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:30
　　　　　　　　夜勤　16:00～9:00
給 与：基本給　看護師　21万円～
　　　　　　　　　　　　准看護師　19万円～
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、日直手当、通勤手当、皆勤手当、

資格手当、賞与（6ヵ月勤務後支給）
休暇・福利厚生：	４週９休、有給休暇、育児休業、短時間

勤務制度有
就職後の教育体制：院内研修、院外研修
キャリアアップ支援：認定・資格受講支援

施　設　紹　介
法人事業内容：介護老人保健施設　陽だまり苑　70床、
　　　　　　　グループホーム　ひなたぼっこ　18床
　　　　　　　グループホーム　ほのぼの　　　18床
　　　　　　　原田内科短時間通所リハビリ
　　　　　　　陽だまり苑通所リハビリ
　　　　　　　居宅介護支援事業所

看護師からのメッセージ
　患者様の心に寄り添いながら、最新かつ最良の医療を親
身な立場で提供することを心がけております。
　家庭的な雰囲気の中で、各職種間の連携もしやすく風通
しの良い職場です。

求人に関する連絡先
担当者：吉田　TEL:088-686-1133
メールアドレス：hidamari_jimusyo@yahoo.co.jp
※採用時期：随時
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医療法人　雙立会　　碩 心 館 病 院医療法人　加藤会　小松島金磯病院
〒773-0014　小松島市江田町字大江田44-1
TEL:0885-32-3555　FAX:0885-32-3539
URL:http://www.sekishinkan.or.jp/

〒773-0007　小松島市金磯町10-19
TEL:0885-33-1211　FAX:0885-33-1389
URL:http://www.kanaiso.or.jp/

施　設　概　要
診療科目：	循環器内科、糖尿病内科、内科（感染症）、消化

器内科、眼科、整形外科、脳神経外科
職 員 数：	70名（うち看護師数38名）
病 床 数：	82床（うち一般病床60床、療養病床22床）
看護体制：	10	対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤		務		時		間：日勤		8:00～17:00　夜勤		16:00～08:30	
給　　　　　与：基本給160,000円～　（大卒165,600円～）
諸手当	・	賞与：	資格手当、夜勤手当、通勤手当、休日手当、

皆勤手当　賞与年３．５か月程度
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務、職員旅行（国内外）、あわーず徳
島　など

就職後の教育体制：	新人看護職員研修、プリセプター制による
マンツーマン指導、各種研修受講制度あり

施　設　紹　介
　当院は、一般病棟60床、医療型療養病棟22床のケアミッ
クス型内科系病院で徳島赤十字病院の連携施設として循環
器、糖尿病診療に重点を置いています。また、地域包括ケ
ア病棟を有する一般病院として、患者様の生活の質を最大
限に向上させることを目標に職員一同頑張っております。
　はぐくみ支援企業認証やユースエール企業認定を受け
ワークライフバランスに取り組んでおり、子育て世代にも
働きやすい職場です。また、安全な医療提供のために職員
の教育に力を入れ、資格取得のための支援体制が充実して
います。
　平成30年8月末より、新心臓カテーテル検査装置が稼動し
始めました。これまで1700例を超える患者様の心臓カテー
テル検査および治療を実施してきましたが、新しい装置に
より、画質の向上と被曝低減の両立が可能となり、患者さ
んに優しい検査となっています。

看護師からのメッセージ
　当院は、循環器疾患と内科（糖尿病、消化器等）中心の病
院です。安全な医療を提供し、信頼し合える看護環境作り
を常に考え、それぞれの個々の力が十分に発揮できる職場
作りを目指し、新しい教育体制も始めています。
　また、2016年9月よりワークライフバランス(WLB)推進
事業～仕事と家庭の両立～にも取り組んでおり、結婚・出
産後も働きやすい職場であることから離職率も8％と低いで
す。希望に応じてリフレッシュ休暇もあり、有給休暇取得
率も70％以上あります。「地域のニーズに応えるため、看護
職員一丸となり患者様の在宅復帰を支援しています。あな
たの力を待っています！！」

求人に関する連絡先
担当者：　徳永　TEL:	0885-32-3555　
メールアドレス：sekishin-4661@wave.plala.or.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	外科、内科、整形外科、胃腸科、肛門科、人工

透析
職 員 数：	62名（うち看護師数27名）
病 床 数：	47床（うち一般病床35床、地域包括ケア病床12床）
看護体制：	13対1

勤 務 条 件 等
透析スタッフを募集してます
勤 務 体 制：４週８休(毎週日曜日+他の曜日)　
勤 務 時 間：日勤　8：00～17：00　9：00～18：00
給 与：	基本給18万円以上+役職手当３万円以上

（経験、能力を考慮します）
諸手当	・	賞与：	祭日手当1日1万円（盆・正月・ＧＷは1日2

万円）、精勤手当、通勤手当、賞与年3回
福 利 厚 生：	健保・厚生年金・雇用・労災、有給休暇・

育児休業・介護休業等は法定どうり、院
内保育所あり

施　設　紹　介
　当院は、地域の方の「かかりつけ病院」です。
　透析室のベッドコンソールは29台で、約90名の外来透析
を行っています。
（見学は、いつでも受け付けます。）

看護師からのメッセージ
ベテランのスタッフが多い
休みは取りやすい

求人に関する連絡先
担当者：事務長　若信一　TEL：0885-33-1211
メールアドレス：kanajimu@kanaiso.or.jp
※採用時期：随時
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徳島赤十字病院徳島赤十字ひのみね総合療育センター 　　
〒773-8502　小松島市小松島町字井利ノ口103番
TEL:0885-32-2555　FAX:0885-32-6350
URL:http://tokushima-med.jrc.or.jp

〒773-0015　徳島県小松島市中田町字新開4-1
TEL:0885-32-0903　FAX:0885-33-3037
URL: http://www.hinomine-mrc.jp

施　設　概　要
診療科目：	内科、精神科、脳神経内科、呼吸器外科、消化

器内科、消化器外科、循環器内科　他
職 員 数：	1,164名（うち看護師数613名）
病 床 数：	405床
看護体制：７対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤 務 時 間：	日勤		8：40～17：10　準夜		16：40～1：10	

夜勤		1：00～9：30
給 与：	基本給　213,500円（大学卒）
　　　　　　　　　　　　208,100円（専門学校・短大３年卒）
　　　　　　　　　　　　198,800円（２年課程卒）
諸手当	・	賞与：	通勤・住居・時間外・深夜手当等あり
　　　　　　　　賞与（年２回）
休暇・福利厚生：	週休２日制、有休休暇、育児休業、介護休業、

育児短時間勤務、社会保険、互助会あり、
院内保育所あり

就職後の教育体制：臨床研修制度
キャリアアップ支援：	専門看護師・認定看護師受講支援、各専

門資格取得支援

施　設　紹　介
　当院は、新人の臨床研修制度を全国に先駆けて2002年度
より導入し、今年度で18年目を迎えます。ローテーション
と職場内教育（OJT）と集合教育を組み合わせた研修システ
ムで、希望する一般病棟２か所、救急部門（手術室、ICU、
救急外来、救命救急センター）を１年間かけてローテーショ
ンし、幅広い分野を経験できます。研修制度を修了した先
輩看護師は、看護職員全体の56％と層が厚く、屋根瓦式の
指導や相談の一役を担っています。当院は、部門や年代の
垣根を越えた教育的風土が定着し、新人看護師だけでなく
既卒看護師も働きやすい職場環境です。ぜひ、お待ちして
おります。

看護師からのメッセージ
看護の特色：・専門看護師３分野３名
　　　　　　・認定看護師１４分野２４名
　　　　　　・固定チームナーシング
　　　　　　・PNS（パートナーシップ・ナーシング・システム）

求人に関する連絡先
担当者：人事課　TEL:	0885-32-2555
メールアドレス：jinji@tokushima-med.jrc.or.jp
※採用時期：令和元年８月６日（火）試験予定

施　設　概　要
診療科目：	小児科、神経小児科、整形外科、内科、精神科、

歯科
職 員 数：	270名（うち看護職員数105名）
病 床 数：	144床（うち一般病床140床、ショートステイ4床）
看護体制：	10対1(障害者施設等入院料)

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤 務 時 間：日勤9:00～17:30、準夜17:00～1:30、
　　　　　　　　深夜1:00～9:30　他時間差勤務有　
給 与：	基本給	大学新卒213,500円
　　　　　　　　　　　	３年制校208,100円
　　　　　　　　　　　	２年制校（専攻科含む）198,800円
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、通勤手当、住居手当、時間外手当、

賞与年2回
休暇・福利厚生：	各種保険等加入、有給休暇、育児休業、

介護休業、短縮時間勤務、互助会あり
就職後の教育体制：	新人職員研修、院内外研修、赤十字キャリ

ア開発ラダー研修、赤十字救急法講習、赤
十字健康生活講習、赤十字幼児安全法講習

キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル・
セカンドレベル・サードレベル受講支援

施　設　紹　介
～ひとりひとりの輝く命を大切に～
　当センターでは、障がいのある0歳から90歳という幅広い
対象の方々に、医療と福祉を提供しています。高度な医療
は少ないですが、看護の原点に戻って、じっくりと対象の
方々にかかわる看護ができます。障がいがあっても、対象
の方々の可能性を信じ、ひとりひとりが楽しく輝いた毎日
を送ることができるように、日々頑張って看護しています。
　働く職員ひとりひとりも元気で、長く働き続けられるよ
う職場環境の改善にも努力しております。基本的な看護ケ
アが中心ですが、障がい児者看護の魅力を感じて頂けると
思います。

看護師からのメッセージ
看護の特色：	認定看護管理者1名、摂食嚥下認定看護師2名、

感染管理認定看護師1名、慢性呼吸器疾患看護
認定看護師1名

求人に関する連絡先
担当者：総務課：橋本　TEL:	0885-32-0903
メールアドレス：soumu@hinomine-mrc.jp
※	採用時期：正規採用については、令和2年度採用で、募集
は令和元年夏頃。臨時採用については随時対応。
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徳島県厚生農業協同組合連合会

阿南医療センター
徳島ロイヤル病院

〒774-0045　阿南市宝田町川原6番地1
TEL:0884-28-7777　FAX:　0884-28-6050
URL:http://www.anan-medc.jp

〒773-0015　小松島市中田町字新開48番地
TEL:0885-32-8833　FAX:0885-32-5104
URL:http://www13.plala.or.jp/royal-hp/

施　設　概　要
診療科目：	内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、糖

尿病･代謝内科、リウマチ科、小児科、外科、乳
腺外科、脳神経外科、整形外科、産婦人科、耳
鼻咽喉科、眼科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、
放射線科、麻酔科（吉田医師）、リハビリテーショ
ン科、病理診断科

職	員	数：	534名（うち看護師数　281名）
病	床	数：		398床（うち回復期リハビリテーション病床40床、

療養病床50床）
看護体制：７対１　チームナーシング

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制、夜勤協定あり（月8回以内）
勤		務		時		間：	日勤8:30～16:45、準夜勤16:30～0:45、

深夜勤0:30～8:45　
給　　　　　与：初任給　202,490円（短３卒）、
　　　　　　　　　　　　208,790円（大卒）
諸手当	・	賞与：	通勤手当・住宅手当・夜勤手当・当直手当・

待機手当など、賞与年２回以上
休暇・福利厚生：	有給休暇（初年度10日・翌年より20日）、

出産休暇、看護休暇、介護休暇、特別休
暇（夏季休暇5日他）、育児休職、介護休職、
療養休職、保育園（吉野川医療センターに
隣接）など

就職後の教育体制：	新人看護職員研修、院内研修、院外研修など
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援など

施　設　紹　介
　阿南医療センターは病院の理念、看護部の理念に基づき、
地域に密着した病院として安全で心の通った医療・保健・
福祉サービスを提供し、信頼され選ばれる病院を目指して
います。患者さんに一番近い場所で、一番長く関わる看護
師の役割は大変重要です。患者さんやご家族に寄り添う看
護、安心して頂ける看護を提供し、健康増進への貢献や健
康教育など積極的に取り組んでいます。
看護の特色：	がん看護専門看護師1名、緩和ケア認定看護師

1名、慢性呼吸器疾患看護認定看護師1名、糖
尿病認定看護師1名、感染管理認定看護師1名、
認定看護師（取得予定）2名

看護師からのメッセージ
　看護部は看護師としての社会的責任を自覚し自己研鑽す
ることで、専門的知識・技術・感性を磨き、信頼される看
護師を目指しています。新人看護師については、ガイドラ
インに基づき年間計画を立て、学習会を開催しサポートし
ています。また、ナーシングサポートシステムを導入し、
自己啓発できる環境を提供しています。明るくガッツのあ
る方、一緒に阿南医療センターで働きましょう。

求人に関する連絡先
担当者：ＪＡ徳島厚生連　総務部人事課
TEL:088-634-2626
メールアドレス：s.osaka@kouseiren.jp

施　設　概　要
診療科目：	内科･消化器内科･循環器内科･整形外科･小児科･

眼科･リハビリテーション科
職 員 数：	112名（うち看護師数38名）
病 床 数：	98床（うち	一般病床38床、療養病床60床）
看護体制：	15対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤	8:30～17:20　夜勤	17:00～翌9:00
　　　　　　　　早出	7:00～15:50　遅出	10:10～19:00　
給 与：	基本給180,000円～230,000円・看護師手

当48,000～50,000円・皆勤手当5,000円
諸手当	・	賞与：	夜勤手当(１回)12,000円・休日手当(１

回)3,000円、通勤手当(上限)20,000円・
賞与年２回	計3.8ヶ月

休暇・福利厚生：	有給休暇(6ヶ月経過後10日)､ 育児休業制
度あり､ 介護休業制度あり､ 短縮時間勤
務制度あり､ 定年65歳(再雇用制度あり)

　　　　　　　　	退職金制度あり(勤続３年以上)､ 職員旅行
(年２回)	春は日帰り･秋は外国･北海道･東
京DL･長島温泉	など

就職後の教育体制：新人看護職員院内研修、院内研修
キャリアアップ支援：	院外研修・講演会など研修費用を負担し

ている

施　設　紹　介
◎	病棟（病床数98床・２病棟制）において、主に維持期・慢
性期の患者へ適切で安全な医療･看護･介護を提供してい
ます。
　	また、関連施設（介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・
グループホーム等）と連携を取り医療･福祉･介護にわたる
総合的なサービスの提供をしている。
◎	訪問診療(専門に医師を配置)実施し、幅広い医療の提供を
している。

看護師からのメッセージ
　20歳代～70歳代まで幅広く勤務しており若手の看護職
員・子育て中の職員も多く在籍中で職員みんなが相談相手
になってくれています。また、急な休暇にも対応しています。
(有給休暇所得率76％)是非、ご見学にお越しください。

看護師長

求人に関する連絡先
担当者：大西	明則(事務長)　TEL:0885-32-8833
メールアドレス：royal-hp@cameo.plala.or.jp
※採用時期：随時決定
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医療法人　至誠会　宮 本 病 院医療法人　翠松会　　岩城クリニック
〒779-1105　阿南市羽ノ浦町古庄古野神４番地14
TEL:0884-44-4343　FAX:0884-44-6504
URL:http://www.myclinic.ne.jp/miyamoto-hp/

〒774-0014　阿南市学原町上水田11-1
TEL:0884-23-5600　FAX:0884-22-1780
URL: http://www.iwak-clinic.jp/

施　設　概　要
診療科目：	外科、内科、整形外科、胃腸内科、肛門外科、

小児科、リハビリテーション科
職 員 数：	43名（うち看護師数20名）
病 床 数：	48床（医療療養病床）
看護体制：	20対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤		8：30～17：30　夜勤		16：30～9：00	
給　　　　　与：基本給　180,000円～230,000円
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、通勤手当、皆勤手当
　　　　　　　　賞与年２回等
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務
就職後の教育体：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：各種研修会参加支援

施　設　紹　介
　地域の皆様の「かかりつけ医」としての役割を果たせるよ
う努めます。
当院の治療方針
　1.患者さんを第一に考えることの徹底
　2.安全で質の高い医療の追求
　3.高次医療機関との診療連携
　4.肛門疾患・排便障害の専門治療
　5.在宅治療のための看護・介護との連携

看護師からのメッセージ
　地域に密着した医療を行っています。高齢者も多く家族
的なつながりを大切にしています。育児休暇制度、短時間
正職員制度もあり、子育て支援も充実しライフワークバラ
ンスを大切にしています。明るく働きやすい職場です。

求人に関する連絡先
担当者：採用担当　TEL:0884-44-4343
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	心療内科、内科、糖尿病内科、外科、リハビリテー

ション科、皮膚科、小児科
職 員 数：	130名（うち看護師数23名）
病 床 数：	19床〔一般病床〕

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤		9:00～18:00	 	夜勤		17:00～9:00等
給 与：基本給　18万円～25万円
諸手当	・	賞与：	夜勤手当7千円、通勤手当上限2万円、賞

与年3～5ヶ月、〔看護師手当4万円、准看護
師2万円、ケアマネ2万円〕	

休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時
間勤務、病児病後児保育の無料〔阿南市在
住のみ〕	

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：認定看護師受講支援

施　設　紹　介
　１階は、外来部門と健診部門
　２階は、デイルーム
　３階は、病児病後児保育施設
　「関連施設」看護小規模多機能型居宅介護　じゅげむ
　日勤のみで、夜勤はありませんが待機手当1回1000円。
　訪問業務があります。

看護師からのメッセージ
　スタッフ間の連携もよく、明るく働きやすい職場です。
　各研修にも希望者は、積極的に出席しています。
看護の特色：	外来・病棟・健診部と分かれており病床は、

一般病棟で主にリハビリにて自宅に帰れる自
立した患者様の受け入れをしています。

求人に関する連絡先
担当者：岩城由美　TEL:	0884-23-5600
メールアドレス：suishoukai@mx32.tiki.ne.jp
※採用時期：随時
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医療法人　徳寿会　鴨 島 病 院　
　老人保健施設　長 寿 園 等　

独立行政法人国立病院機構

徳　島　病　院
〒779-3118　吉野川市鴨島町内原432番地
TEL:0883-24-6565　FAX:0883-24-6572

〒776-8585　吉野川市鴨島町敷地1354
TEL：0883-24-2161　FAX:0883-24-8661
URL: https://tokushima.hosp.go.jp/

施　設　概　要
診療科目：	一般医療（内科、消化器内科、脳神経内科、放射

線科、外科、整形外科、リハビリテーション科）
四国神経筋センター（筋ジストロフィー、パーキ
ンソン病・神経変性疾患）、スポーツ医学セン
ター、総合リハビリテーションセンター(ロボッ
トリハビリテーション)、臨床研究部

職	員	数：	366名（うち看護師数239名）
病	床	数：	300床(神経・筋・一般180床、筋ジス120床)
看護体制：７対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤		務		時		間：	日勤　8:30～17:15　準夜　16:15～1:00
　　　　　　　　夜勤　0:30～9:15　早出、遅出勤務あり
給　　　　　与：	独立行政法人国立病院機構職員給与規定

により支給されます。
諸手当	・	賞与：	専門看護手当、夜間看護手当、夜勤手当、

住居手当、通勤手当、賞与年２回、特殊
業務手当

休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時
間勤務、院内保育所完備

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等

施　設　紹　介
　当院は神経・筋難病（筋ジストロフィーを含む）の専門的
医療施設として徳島県における難病医療ネットワークの分
野別拠点病院です。
　看護部は、「私たちは、病気をもつ人々に寄り添い専門性
のある温かい看護を提供します」を理念として掲げ、看護を
展開しています。看護単位は、７看護単位で構成され、5病
棟、外来、中材・手術室で構成されています。入院病棟は、
固定チームナーシング看護方式を取り入れています。教育
体制は、プリセプター制度を取り入れているとともに病院
全体で育てる風土を作っています。

看護師からのメッセージ
看護の特色：	摂食・嚥下障害看護認定看護師が１名、感染

管理認定看護師が１名います。

求人に関する連絡先
担当者：管理課庶務班長　TEL:	0883-24-2161　
メールアドレス：yamauchi.eiji.tx@maii.hosp.go.jp
※採用時期：令和２年４月頃

施　設　概　要
診療科目：	内科　整形外科　外科　脳神経外科　リハビリ

テーション科　放射線科
職 員 数：	271名（うち看護師数　　70名）
病 床 数：		268床（うち医療療養病床48床、回復期リハ病床

130床、介護療養病床90床）
看護体制：	13	対1　　20対1

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤　08:30～17:00
　　　　　　　　夜勤　16:30～翌日09:30等
給 与：月収　看護師265,000円
　　　　　　　　准看護師223,000円（夜勤手当等含む）
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、資格手当、精皆勤手当、調整手当、

通勤手当等　　賞与年2回等
休暇・福利厚生：	年間休日108日、有給休暇、その他就業規

則に定める特別休暇、社員旅行（年１回）
社会保険完備、退職慰労金制度

就職後の教育体制：院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：	ファースト・セカンドレベル受講支援
　　　　　　　　回復期リハ認定看護師受講支援等
　　　　　　　　助成金支給

施　設　紹　介
　「患者様の心に耳をかたむけ、信頼されるあたたかい看護」
を看護部理念に掲げ、リハビリ、療養、介護を主とする6病
棟と老健施設で、チーム医療に取り組んでいます。亜急性
期からの在宅復帰支援や、終末期の患者様に寄り添う看護
を提供し、教育・スキルアップや子育て支援など、個々に
対応したサポートを行っています。

看護師からのメッセージ
　職場の雰囲気は良く、先輩方にも相談しやすく、優しく
丁寧に指導して下さるため、日々の業務の中で学び、成長
していく事ができます。各病棟で必要な知識・スキルを学
び得る事ができます。また、時間外労働が少なくプライベー
トも充実し、院内外の研修でスキルアップできるのも当院
の魅力です。
看護の特色：ファーストレベル受講終了看護師11名等

求人に関する連絡先
担当者：吉田　浩通　TEL:0883-24-6565
メールアドレス：yoshida-hiro@t-group.net
※採用時期：随時

TOKUSHIMA
NATIONAL  HOSPITAL



☆徳島県医療人材育成機関認証施設

平成31年４月時点 平成31年４月時点

−32−

施　設　概　要
診療科目：	内科、消化器内科、循環器内科、小児科、消化

器外科、肛門外科、脳神経外科、整形外科、リ
ウマチ科、リハビリテーション科、産婦人科、
耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、
麻酔科（三浦医師）

職 員 数：	540名（うち看護職員数290名）
病 床 数：	290床（一般病棟290床）
看護体制：７対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤 務 時 間：	日勤8:30～16:45、準夜勤16:30～0:45、

深夜勤0:30～8:45
給 与：初任給　202,490円（短３卒）、
　　　　　　　　　　　　208,790円（大卒）
諸手当	・	賞与：	通勤手当・住宅手当・夜勤手当・当直手当・

待機手当など、賞与年２回以上
休暇・福利厚生：	有給休暇（初年度10日・翌年より20日）、

出産休暇、看護休暇、介護休暇、特別休
暇（夏季休暇5日他）、育児休職、介護休職、
療養休職など

　　　　　　　　短縮時間勤務、院内保育所等
就職後の教育体制：	新人看護職員研修、クリニカルラダーに

沿った院内研修、院外研修
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル・

セカンドレベル受講支援等

施　設　紹　介
＜看護単位＞
1階　　外来　訪問看護　　2階　　腎センター（56床）
3階　　手術室（5ルーム）　地域連携室
4階西　泌尿器科（35床）　　
4階東　産婦人科・耳鼻科・人間ドック（29床）
5階西　整形外科（40床）　　5階東　外科・眼科（39床）
6階西　消化器（38床）　　6階東　脳外科・整形外科（38床）
7階西　内科・小児科（36床）　7階東　循環器（35床）
＜看護部理念＞
温かい看護・専門性の高い知識と技術・深い思考と適切な判断

看護師からのメッセージ
　今年より、クリニカルラダーを取り入れ、地域の中核病
院として住民の皆様のニーズに対応できるよう教育に力を
入れています。ワークライフバランスにも取り組んでいます。
看護の特色：認定看護師　5名等（糖尿病看護、透析看護、
摂食嚥下障害看護、感染管理、皮膚排泄ケア）

求人に関する連絡先
担当：厚生連本部総務部人事課　TEL:088-634-2626
メールアドレス：s.osaka@kouseiren.jp
※採用時期：未定（7月～9月の予定。詳しくは厚生連
ＨＰhttp://www.kouseiren.jp/をご確認下さい。）

施　設　概　要
診療科目：	整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、

脳神経外科、形成外科、内科、外科、眼科
職 員 数：	186名（うち看護師数56名）
病 床 数：	97床（うち一般37床、回復期リハビリテーション60床）
看護体制：	13対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制（２交代制も可）
勤 務 時 間：	日勤8：30～17：30、準夜勤16：30～1：00、

深夜勤0：30～9：00
給 与：初任給　203,000円
諸手当	・	賞与：	準夜勤手当5,500円、深夜勤手当6,500円、

通勤手当10,400円（公共交通機関は実費）、
賞与年２回

休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時
間勤務、院内無料保育所、各種研修補助
制度

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：専門看護師、認定看護師受講支援

施　設　紹　介
　当院は吉野川市・阿波市で構成されている徳島県東部Ⅱ
医療圏域に属しています。
　本圏域の人口（平成31年1月現在推計）は、約7.53万人で県
総人口の10.24%を占め、その人口の年齢別構成は0～14歳、
15～64歳の構成比率がともに減少しており、それぞれ10.５
%、52.3%となっています。
　一方、65歳以上の高齢者の割合は36.８％にまで上昇して
いる現状です。老人の人口構成比率が30%を大きく超えた
地域の医療ニーズを踏まえ、当院では従来のリハビリテー
ション・老人医療、併設の介護老人保健施設、各種在宅サー
ビスおよび関連の介護福祉施設などでの豊富な経験を生か
し、良質でかつ適切な医療を継続して提供しています。
　是非一度、施設見学においでください。お待ちしております。

看護師からのメッセージ
　これから次世代を担っていく新卒の看護師
さんにも、私のようなママさん看護師にも、
研修が豊富にあり看護技術を身につけること
ができます。また美摩病院は子育てなどにや
さしい環境が整っています。
　一緒に頑張りましょう。

求人に関する連絡先
担当者：総看護師長　早雲　TEL:0883-24-2957
メールアドレス：mima-hp@mima-gr.jp
※採用時期：随時

医療法人　青鳳会　美摩病院
（日本医療機能評価機構認定病院）

徳島県厚生農業協同組合連合会

吉野川医療センター
〒776-0013　徳島県吉野川市鴨島町上下島497
TEL: 0883-24-2957　FAX: 0883-24-0724
URL:http://mima-gr.jp/

〒776-8511　吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島120
TEL:0883-26-2222　FAX:0883-26-2300
URL: http://ja-ymc.jp/
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医療法人　至心会　折 野 病 院徳島県厚生農業協同組合連合会　阿 波 病 院
〒771-2103　美馬市美馬町字ナロヲ25番地
TEL.0883－63－2569　FAX:0883－63－2569
URL:shishinkai.or.jp

〒771-1603　阿波市市場町市場字岸ノ下190番地１
TEL:0883-36-5151　FAX:0883-36-5952
URL:http://www.awahp.sakura.ne.jp

施　設　概　要
診療科目：精神科　内科　心療内科
職	員	数：	92名（うち看護師数　33名）
病	床	数：	192床
看護体制：	15対1			

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤		務		時		間：	日勤　8:30～17:00
　　　　　　　　夜勤　準夜勤務16:30～0:45
　　　　　　　　　　　深夜勤務0：30～8：45
給　　　　　与：基本給、看護師186,000円～216,000円
　　　　　　　　　　　　准看護師162,000円～177,000円
諸手当	・	賞与：夜勤手当、通勤手当等　　賞与年2回等
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、
　　　　　　　　慰安旅行（年１回）
就職後の教育体制：院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：看護学校進学時奨学金有り

施　設　紹　介
　美馬町にある精神科を主体としたのどかな病院です。
　患者様、職員共にゆったりと自分のペースで治療や業務
に取り組める環境です。

看護師からのメッセージ
看護の特色：看護師33名　准看護師30名

求人に関する連絡先
担当者：谷　淳治　TEL.088−363−2569
メールアドレス：shishin＿ori@yahoo.co.jp
※採用時期：随時	

施　設　概　要
診療科目：	内科、小児科、外科、整形外科、耳鼻咽喉科、

泌尿器科、放射線科	
職 員 数：	109名（うち看護師数　61名）
病 床 数：		133床（うち開放型病床5床、地域包括ケア病床

60床）
看護体制：	一般病棟10対１　地域包括ケア13対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤 務 時 間：日勤8:30～16:45　準夜勤16:30～0:45
　　　　　　　　深夜勤0:30～8:45
給 与：基本給　初任給　202,490円（短３卒）、
　　　　　　　　　　　　　　　　208,790円（大卒）
諸手当	・	賞与：	通勤手当・住宅手当・夜勤手当・当直手当・

待機手当など、賞与年２回以上
休暇・福利厚生：	有給休暇（初年度10日・翌年より20日）、

出産休暇、看護休暇、介護休暇特別休暇（夏
季休暇5日他）、育児休職、介護休職、療
養休職など

就職後の教育体制：	院内研修（新人・中堅者・リーダー研修、
年間企画研修、eラーニング）、院外研修
（自己研鑽・キャリア開発・スキルアップ
等の支援）

キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル
受講支援等

施　設　紹　介
　当院は、昭和23年８月に開設し、地域に密着した病院と
して地域医療に貢献すべく、一般診療はもとより血液透析、
訪問看護等にも取り組んでおります。
　平成26年５月より地域包括ケア病棟を新設し、在宅復帰
をスムーズに行うために患者さんのリハビリや在宅支援な
どを行っています。また、平成31年４月より阿波市の在宅
医療・介護連携推進事業の事務局を担い、地域包括ケアシ
ステムに貢献していきたいと考えております。

看護師からのメッセージ
　看護姿勢「看護はいたわりの心から」、看護部理念「わたし
たちは、あたたかい看護を提供します」を指標にしています。
病床機能分化により、急性期病院から連携した看護の展開
と退院支援をしています。安全で安心な看護ケアの実践と
退院・在宅復帰支援、訪問看護の推進、透析看護、糖尿病
や認知症ケアの充実に取り組んでいます。
　看護部教育委員会を中心に多角的な面から研修を企画し
運営をしています。eラーニングによる人材育成や自己研鑽、
集合研修も開催しています。院外研修も積極的に支援して
います。看護部の活動としては、地域医療保健の奉仕活動
として健康相談・まちの保健室などを行っています。患者
さんとしっかり向き合える慢性期看護がしたい方、退院支
援に力を注ぎたい方、地域医療に関心のある方など、当院
で一緒に働きましょう。

求人に関する連絡先
担当者：ＪＡ徳島厚生連　本部　総務部人事課
TEL:	088-634-2626	
メールアドレス：s.osaka@kouseiren.jp
※採用時期：4月、随時
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医療法人　芳越会　ホウエツ病院 　医療法人　成 田 病 院
〒779-3602　徳島県美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南130-3
TEL：0883-52-1095　FAX：0883-53-9375
URL:http://www.houetsu.com/

〒779-3601　美馬市脇町字拝原2576番地
TEL:0883-52-1258　FAX:0883-53-0551
URL:http:// www.fujinokai.net/

施　設　概　要
診療科目：	内科、外科、整形外科、脳神経内科、婦人科、

臨床検査科、皮膚科、放射線科、リハビリテーショ
ン科、脳神経外科、麻酔科（十亀医師）、救急科

職 員 数：	159名（うち看護師数48名）
病 床 数：		65床（うち一般43床（うち地域包括ケア14床）、

回復期22床）
看護体制：	10対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：一般病棟（3交替制）　回復期病棟（2交替制）
勤 務 時 間：	３交替制　日勤8:30～17:30		準夜16:00

～1:00		深夜0:30～9:30
　　　　　　　　	２交替制　日勤8:30～17:30		夜勤16:30

～9:00
　　　　　　　　早出・遅出勤務有り
給　　　　　与：基本給		208,000円～（福利手当、資格手当含）
諸手当	・	賞与：夜勤手当、通勤手当(上限3万円)
　　　　　　　　	住宅手当(２万円　該当者のみ)、扶養手当

(８千円　該当者のみ)
　　　　　　　　賞与　年2回
休暇・福利厚生：	有給休暇　入職半年後10日、1年後追加付

与(最大20日)
　　　　　　　　	特別休暇、産前産後休暇、育児介護休業、

就学前まで院内託児所有、職員旅行、忘
年会、各種クラブ活動

就職後の教育体制：		入職後４日間新人職員研修、院内外勉強
会研修会

キャリアアップ支援：各種受講支援

施　設　紹　介
　二次救急医療機関として、良質な医療を提供すべく職員
が一丸となって日々取り組んでいます。地域の生活を守る
ため、片田舎の一民間病院ではありますが、どこでも真似
できるようなスタンダードを作ろうと努力しています。ま
た、「常に相手の立場に立って考え行動する」という言葉を職
員全員が念頭に置き、情熱を分かち合える仲間が集まって
くるような病院を目指しています。

看護師からのメッセージ
看護の特色：急性期から回復期まで、患者様が回復に向か
う姿や元気に退院する姿を見届けることができ、スタッフ
はやりがいを持って働いています。また、託児所もあり安
心して子供を預けて働ける職場です。明るく元気な職場で
私たちと一緒に働きましょう！

求人に関する連絡先
担当者：統括管理責任者		篠原さゆり		TEL:	0883-52-1095
メールアドレス：houetsu@houetsu.com
※採用時期：随時募集

施　設　概　要
診療科目：	内科、消化器内科、呼吸器内科、小児科、外科、

整形外科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科
職 員 数：	115名（うち看護師数16名、准看護師数12名）
病 床 数：	58床（療養病床）
看護体制：	20対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤8：45～17：30、遅出10：15～19：00、
　　　　　　　　夜勤16:00～9:00
給　　　　　与：	基本給175,000円～、資格手当２20,000円～
諸手当	・	賞与：	皆勤手当、夜勤手当、通勤手当
　　　　　　　　賞与年２回（７、12月）
休暇・福利厚生：	年次有給休暇、産前・産後休暇、育児・

介護休業制度、短時間勤務制度、共済制
度（医療給付、慶弔給付等）等

就職後の教育体制：新人研修、院内研修、外部研修等
キャリアアップ支援：	准看護師から看護師へのキャリアアップ

支援等

施　設　紹　介
・	地域に信頼していただける医療を目指して、がんの早期
発見や緩和ケアを含めマルチな医療に取り組んでいます。
・	徳島県は糖尿病死亡率が非常に高く、全国でもワースト
１に何度もランクインする常連県となっています。徳島
県の中でも、当法人が担当している医療圏内は糖尿病罹
患率が特に高く、その対策の必要性が早くから叫ばれて
いました。そこで当法人は、各部署ごとの専門家からな
る糖尿病サポートチームを立ち上げ、糖尿病専門教室や
ウォーキング、栄養指導等を定期的に行っています。また、
参加者が女性限定の女子会の開催も行っており、地域の
さまざまな声に応えていけるよう日々取り組んでいます。

看護師からのメッセージ
　看護部門では、新入社員に対して教育担当が研修を行い
ますが、さまざまな勉強会や研修会を行っており、若い段
階から何らかの役割をしていただきます。また、人事考課
制度を導入しており業務目標と実績に基づいた客観的な評
価を行い、本人の能力や適性をみながら長期的な視野で人
材育成を行うように努めています。
　職場は、地域に密着した伝統のある環境の中、職員のみ
ならず患者様とも家族ぐるみでのおつきあいがあるあたた
かな雰囲気です。

求人に関する連絡先
担当者：岩田　誠二　TEL:0883-52-1258
メールアドレス：narita1wata@abeam.ocn.ne.jp
※採用時期：随時
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国民健康保険　勝 浦 病 院医療法人　三 野 田 中 病 院
〒771-4306　勝浦郡勝浦町大字棚野字竹国13-2
TEL:0885-42-2555　FAX:0885-42-3343
URL:http://www.town.katsuura.lg.jp/hospital

〒771-2304　三好市三野町芝生1242－６
TEL:0883-77-2300　FAX:0883-77-2301
URL:http://www.tanakahospital.or.jp

施　設　概　要
診療科目：	内科・外科・整形外科・小児科・リハビリテーショ

ン科
職	員	数：	65名（うち看護師数25名）
病	床	数：	60床（全て一般病床　うち地域包括ケア病床８床）
看護体制：	15対1

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：臨時看護師（２交代制）
勤		務		時		間：日勤		8:30～17:15　　夜勤		16:45～8:45
給　　　　　与：月額187,000円から
諸手当	・	賞与：夜勤手当、通勤手当、賞与あり
休暇・福利厚生：年次休暇、忌引休暇
就職後の教育体制：院内研修等

施　設　紹　介
　勝浦郡内唯一の有床病院であり、地域住民の「かかりつけ
医」として勝浦町の「安全・安心なまちづくり」の医療拠点です。
　新病院改築計画もあり、ソフト・ハードとも充実した施
設となるよう職員一人一人が努力しています。

看護師からのメッセージ
　地域の方々や患者様、ご家族の方の声を大切にし、思い
やりのある看護を提供しています。自然に恵まれた環境で、
私たちスタッフと一緒に看護の技術を活かしてみませんか。
看護の特色：認定看護管理者1名
　　　　　　日本糖尿病療養指導士3名
　　　　　　ケアマネ1名

求人に関する連絡先
担当者：勝浦病院事務局　TEL:0885-42-2555
メールアドレス：byoin@town.katsuura.i-tokuhima.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	内科、循環器内科、耳鼻咽喉科、眼科、糖尿病・

代謝内科、泌尿器科、腎臓内科、神経内科、消化
器内科（内視鏡）、整形外科、脳神経外科、皮膚
科、形成外科、美容形成外科、呼吸器内科、肛
門外科、外科、乳腺外来、リハビリテーション科、
放射線科、精神神経科（物忘れ外来）、人間ドック、
健診業務、訪問診療、訪問看護、訪問リハ、居
宅介護支援

職 員 数：	121名（うち看護職員数55名）
病 床 数：		99床（うち障害者施設等入院基本料60床
	 	地域病床包括ケア入院料　39床）
看護体制：	障害者施設等入院基本料病棟　10：１
	 地域包括ケア病棟　13：１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：	日勤　8：30～17：30
　　　　　　　　夜勤　16：30～翌朝9：30など
給 与：基本給		196,000円　資格手当		30,000円
諸手当	・	賞与：夜勤手当、通勤手当等　　賞与年3回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短時間勤務、

職員旅行他
就職後の教育体制：	新人看護職員研修、プリセプター制度
　　　　　　　　院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：看護学校進学支援　院外研修参加支援

施　設　紹　介
　良質で心のこもった地域医療・介護の提供
　「聖職としての医療と、サービス業としての医療を実現し
ます。」を基本理念とし、患者様と病院がつながっている医
療、切れ目のない医療をキーワードに、安全で親切な信頼
される病院づくりを目指しています。
　また、医療、介護に加えて、疾病予防事業を行い、地域
の健康増進にお役に立てるよう、職員一同取り組んでおり
ます。

看護師からのメッセージ
　当院は子育て中や介護が必要なスタッフ、退職後も仕事
がしやすいよう勤務時間の相談を行っています。現在20代
から70代の看護職員が勤務しており、それぞれの経験を活
かした業務が強みです。
看護の特色：PNS看護　ゾーン別看護　プライマリ看護
看護協会、全日病主催管理者研修終了者　９名（現在）	

求人に関する連絡先
担当者：山西、長谷　TEL:0883-77-2300
※採用時期：随時対応
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医療法人　有誠会　手 束 病 院医療法人  たかがわ  石井虹の橋クリニック
〒779-3233　徳島県名西郡石井町石井字石井434-1
TEL:088-674-0024　FAX:088-674-6159
URL:http://www.tezuka-hosp.or.jp/

〒779-3233　名西郡石井町石井字石井231-１
TEL:088-674-2311　FAX:088-637-4345
URL:http://ishii-nijinohashi.net/

施　設　概　要
診療科目：	整形外科、外科、内科、脳神経外科、産婦人科、

皮膚科、消化器外科、循環器内科、リウマチ科、
リハビリテーション科、放射線診断科、歯科・
歯科口腔外科

職 員 数：	120名（うち看護師数43名）
病 床 数：	93床（うち一般病棟40床、療養病床53床）
看護体制：	15対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：	日勤		8:30～17:30　夜勤		17:00～翌9:00

遅出		10:00～19:00
給 与：	看護師291,500円～、准看護師215,000円～

（左記金額は夜勤手当５回、諸手当含む）
諸手当	・	賞与：夜勤手当、通勤手当、皆勤手当、賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、産前・産後休暇、

関連認可保育園あり、看護学校奨学金制
度あり、年間休日114.5日、確定拠出型年
金制度あり

就職後の教育体制：	新人・中途看護職員研修（ローテーション研修）

施　設　紹　介
　地元石井町を中心に関連施設を展開し、地域密着の医療・
介護・福祉を行っています。新人・中途採用時の研修では、
ローテーション研修を行い個々の達成度に応じながらス
タッフ全員がサポートをします。さらに、子育て中でも働
き続けることを支援できるように、関連法人内には認可保
育園もあります。
　救急医療から、社会復帰までをモットーに地域に根付い
た医療を担い、多職種とも連携し1人1人の患者様のサポー
トする「心の通じ合う看護」を提供しています。

看護師からのメッセージ
　地域における急性期病院としての役割を担うため、救急・
重症患者の受け入れ体制の充実を図ってきた当院は、忙し
いというイメージもありますが、実際は残業もほとんどあ
りません。看護部・ドクターだけでなく、関係部署すべて
との連携がよく取れているので、人間関係も良好で、働き
やすい病院です。ワークライフバランスを推進し、働きや
すい環境づくりに取り組んでいます。
看護の特色：徳島県糖尿病療養指導士　4名
　　　　　　院内勉強会１～２回/月

求人に関する連絡先
担当者：医事課　求人係　TEL:088-674-0024
メールアドレス：wh9110@wd6.so-net.ne.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	内科・消化器内科・循環器内科・外科・整形外科・

リハビリテーション外科
職 員 数：	36名（うち看護師数14名）
病 床 数：	19床

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：正社員	２交代制・パートも可
勤 務 時 間：	日勤	9：00～18:00　夜勤	17:00～9:00等

短時間勤務は応相談
給 与：	看護師320,000円～520,000円、准看護師

300,000円～490,000円（夜勤手当４回含む）
経験等に基づく・パートについては応相談

諸手当	・	賞与：夜勤手当、通勤手当、賞与年２回　等
休暇・福利厚生：	短時間勤務、確定拠出年金制度、育児休暇、

職員駐車場完備、社宅　等
就職後の教育体制：院内研修、院外研修等

施　設　紹　介
・	家庭と仕事の両立を目指す女性の為にも、勤務しやすい
環境を目指しています。
　	特にパート勤務による時間等については、面接時の相談
で極力配慮しております。
・	当院では医療・看護・介護を総合した全人的な医療を心
がけています。
・地域のかかりつけ医としてトータルケアを行います。
・	また、２Fにあるデイケアや併設しているサービス付き高
齢者向け住宅の入居者様等との連携をはかり利用者様の
健康に寄り添い地域の皆さまに安心していただけるよう
な医療・介護サービスの提供を行っております。

看護師からのメッセージ
（若手看護師からのメッセージ）
　当院は、職員間のコミュニケーションの風通しも良好で、
雰囲気も良くとても働きやすい環境です。日々患者様とお
話をすることで毎日学ぶことが多く新鮮ですが、やはりわ
からないこともたくさんあります。その度に、先輩方にお
しえてもらい、充実した毎日となっています。

求人に関する連絡先
担当者：新田　TEL:088-637-4345
メールアドレス：niji-takagawa@nijinohashi.net
※採用時期：随時等
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那賀町国民健康保険　日野谷診療所那賀町立　上 那 賀 病 院
〒771-5410　徳島県那賀郡那賀町大久保字大西３番地２
TEL:0884-62-0073　FAX:0884-62-3210

〒771-5503　徳島県那賀郡那賀町小浜137番地１
TEL:0884-66-0211　FAX:0884-66-0310
URL:http://www.town.tokushima-naka.lg.jp/hospital/

施　設　概　要
診療科目：	内科・外科・胃腸科・消化器科・循環器科・小児科・

放射線科・リハビリテーション科
職 員 数：	13名（うち看護師数６名）
病 床 数：	無床

勤 務 条 件 等
勤 務 時 間：日勤　9:30～18:15
　　　　　　　　土曜日　	9:30～13:00等
給 与：基本給
諸手当	・	賞与：時間外手当、通勤手当等　賞与年２回等
休暇・福利厚生：有給休暇、育児休業、介護休業等
就職後の教育体制：院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：対応可

施　設　紹　介
　日野谷診療所は、「那賀町相生居宅介護支援事業所」「地域
包括支援センター」「那賀町保健センター」とともに、「相生包
括ケアセンター」施設内にあり、保健・医療・福祉の連携を
密にすることで、地域住民へのサービスの向上・充実に努
めている。

看護師からのメッセージ
　診療所ではありますが、さまざまな病態の患者様が来院
され、日々、看護師としての学びがあり、やりがいを感じ
る職場です。スタッフは、気さくで、働きやすい職場です。

求人に関する連絡先
担当者：高岡麗子　TEL:0884-62-0073
メールアドレス：reiko-takaoka@naka.i-tokushima.jp
※採用時期：令和２年４月頃

施　設　概　要
診療科目：	内科、外科、整形外科、肛門外科、胃腸内科、

皮膚科、リハビリテーション科
職 員 数：	49名（うち看護師数22名）
病 床 数：	40床（一般病床40床、）現在休床14床
看護体制：	10対1

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤		8:30～17:15　		夜勤		16:00～9:00
給 与：短大卒202,800　大卒216,900
諸手当	・	賞与：夜勤手当10,000、通勤手当等　賞与年2回
休暇・福利厚生：有給休暇、育児休業、介護休業、
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援

施　設　紹　介
　上那賀病院は那賀町のほぼ中央に位置し、病床数の少な
い小さな病院ではありますが、へき地拠点病院として、広
大な那賀町全てが我々の病棟であると考えて毎日医療に従
事しており、患者様が安心して利用できる信頼される病院
を目指しております。
　医療従事者住居（二階建てアパート８室）を用意、家賃は
無料。

看護師からのメッセージ
看護の特色：看護方式チームナーシング
　上那賀病院のいいところは福利厚生がしっかりしている
ところ。比較的休みも取りやすいので、年次休暇と併せて
長期の休暇をとることもできます。看護師としてスキルアッ
プしたいという人のために、資格取得のサポートも手厚い。
英語など語学に興味のある人は、那賀町在住のALT（外国語
指導助手）の先生に教えてもらうこともできます。「田舎だか
らできない」こともありますが、看護師としてのスキルアッ
プしたい人にとっては、チャンスに恵まれ、応援してくれ
る人が多い病院だと思います。だから新卒で、まだ技術が
ない人でも、「患者さんのために全力でがんばりたい」という
気持ちがあれば、技術的な面等はみんなでサポートするの
で、チャレンジしてもらいたいです。

求人に関する連絡先
担当者：古富	昭延　　TEL:0884-66-0211
メールアドレス：iryo@naka.i-tokushima.jp
※採用時期：随時
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医療法人  きたじま倚山会  きたじま田岡病院  　医療法人　悠穣会　芳 川 病 院
〒771-0204　板野郡北島町鯛浜字川久保30-1
TEL:088-698-1234　FAX:088-698-9988
URL: http://www.kitajima-taoka.or.jp

〒771-0212　板野郡松茂町中喜来字群恵278番地8
TEL:088-699-5355　FAX:088-699-5370
URL: http://www.yujoukai.jp

施　設　概　要
診療科目：	内科・外科・整形外科・脳外科・循環器内科
　　　　　他19科
職 員 数：	450名（うち看護師数120名）
病 床 数：	198床
看護体制：	一般病棟10対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：	日勤8：30～17：15／遅出9：30～18：15(外

来のみ)／夜勤16：30～9：30
給　　　　　与：	240,000円　～　(経験により加算)
諸手当	・	賞与：	夜勤手当(8,000円/回)
　　　　　　　　通勤手当(最大15,000円)　　賞与年2回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務、院内保育所	等
就職後の教育体制：新人看護職員研修（ﾌﾟﾘｾﾌﾟﾀｰ･ﾒﾝﾀｰ制度）他
キャリアアップ支援：認定看護師支援制度・研修費補助

施　設　紹　介
　「地域に応える医療」を掲げて急性期から回復期まで患者
様のニーズに合わせた看護を提供できる医療機関です。
＜各階病床詳細＞
　3階：一般病棟　46床
　4階：地域包括ケア病棟　48床
　5階：障害者病床　22床
　	 　　地域包括ケア病床　30床
　6階：回復期リハビリテーション病棟　52床

看護師からのメッセージ
　看護師教育は「患者様に寄り添う看護」笑顔と優しさあふ
れる看護師の育成を考えております。質の高い看護は基礎
教育からと捉え、個人に適した成長をサポートできる環境
が整っております。また24時間保育園を完備しており、マ
マさん看護師にも安心して働くことができる環境となって
います。スタッフが互いに助け合い、働きやすい病院です！

求人に関する連絡先
担当者：高橋/宮﨑　TEL:088-678-2377
メールアドレス：jinji@taoka.or.jp
※採用時期：新卒採用試験実施中

施　設　概　要
診療科目：	外科･整形外科･リウマチ科･内科･胃腸内科・	

肛門科・皮膚科･リハビリテーション科･放射線科･
禁煙外来･睡眠時無呼吸外来

職 員 数：	60名（うち看護師数24名）
病 床 数：	40床（うち医療療養病床26床、介護療養病床14床）
看護体制：	20対１（介護６対１）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:30　	夜勤　16:45～9:15
給 与：	基本給＋職務手当　　看護師220,600円～

准看護師205,500円
諸手当	・	賞与：	皆勤手当、夜勤手当、休日手当、通勤手当、

賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、特別休暇、子の看護休暇、育

児休業、介護休業、育児短時間勤務制度、
事業所内保育所、職員旅行

就職後の教育体制：院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：資格取得支援

施　設　紹　介
　外来・入院に加え、通所リハビリテーション・ショート
ステイ・訪問看護・訪問介護・訪問リハビリテーションも行っ
ております。
　また、在宅医療にも力をいれており訪問診療や往診・緊
急患者の受入等、患者様の状態に合わせて柔軟に対応し、
心身の維持回復を図り、居宅における生活への復帰・継続
に努めています。
　いつまでも住み慣れた地域や家庭で暮らしていける事を
念頭に置き、地域に根ざした施設運営を心がけています。
他の医療・保健・福祉サービスとも連携をとりながら、良
質で安心していただけるサービスを目指し、患者様やご利
用者のニーズにきめ細かく対応してまいります。

看護師からのメッセージ
　患者様と長いお付き合いになることが多く、患者様やご
家族様に「ありがとう」と声をかけていただくことや、在宅
復帰できた時に喜びとやりがいを感じます。また、事業所
内に保育所がある為、仕事と育児の両立ができます。みな
さんも一緒に働いてみませんか？
看護の特色：患者様一人ひとりと向き合い、患者様の個性
を大切にしながら看護を提供しています。	

求人に関する連絡先
担当者：総務課　人事担当　TEL:088-699-5355
メールアドレス：i-yoshi@abeam.ocn.ne.jp
※採用時期：随時
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医療法人　十全会　井 上 病 院医療法人　藍生会　浜  病  院
〒779-0108　板野郡板野町犬伏字鶴畑39番地１
TEL： 088-672-1185　FAX:088-172-1554
URL:http://www.juzenkai-inoue.awk.ja/

〒771-1252　板野郡藍住町矢上字北分95番地
TEL:088-692-2317　FAX:088-692-1280

施　設　概　要
診療科目：	内科、胃腸内科、皮膚科、整形外科、リハビリテー

ション科、放射線科
職 員 数：	130名（うち看護師数20名、准看護師６名）
病 床 数：	60床（うち医療療養病床60床）
看護体制：	20	対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：	日勤　8:30～17:30　遅出　9:30～18:30

夜勤　17:00～翌9:00等
給 与：基本給　看護師20万円　准看護師16万円
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、通勤手当、資格手当、皆勤手

当等　　賞与年２回等
休暇・福利厚生：有給休暇、育児休業、介護休業等
就職後の教育体制：院内研修、院外研修等

施　設　紹　介
　当院外来は一般内科を中心とした疾患を診ることを基本
としており、地域の皆様の「かかりつけ病院」として内視鏡
検査や心臓超音波検査、CT、MRIを使用した総合的な診断
や通院治療が必要な患者様の診療を行っております。
　入院（医療療養病床）に関しましては、中心静脈栄養・胃瘻・
経管栄養などが必要な急性期の治療が終わり医療の必要性
の高い長期療養を必要とする患者様が対象となり、医療的
処置を行っております。入院中は患者様が快適に過ごせる
よう、スタッフが親身になってリハビリやケアを実践する
だけでなく、心のこもった食事や環境づくりに心がけてお
ります。
　また、医師・看護師・リハビリスタッフ・介護職・医療ソー
シャルワーカー・薬剤師・管理栄養士等によるチーム医療
を推進し、入院中から退院までのあらゆる場面において患
者さまはもちろん、ご家族さまに寄り添ったサポートをさ
せていただいております。

看護師からのメッセージ
　現在、井上病院では「全員がProfessional」を理念とし「信
頼される看護の実践」を目標に日々邁進しております。地域
医療を中心として頑張って参ります。ご興味のある方はぜ
ひご一報ください。

求人に関する連絡先
担当者：事務主任	桑原俊彦　TEL:088-672-1185
メールアドレス：juzenkai-inoue-hp@tulip.ocn.ne.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	内科、循環器科、呼吸器科、消化器科、皮膚・

泌尿器科、肛門科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
職 員 数：	49名（うち看護師数22名）
病 床 数：	40床（医療療養40床）
看護体制：	20対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤 務 時 間：	日勤	8:30～17:00　遅出	10：30～19：00　　

夜勤	16:45～8:45
給 与：基本給　265,000円～360,000円
諸手当	・	賞与：	夜勤手当14,000円／回、休日手当
　　　　　　　　	5,500円／回、皆勤手当5,000円／月、(前

年度実績)　賞与年２回　3.5～4.0か月分
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務等
就職後の教育体制：院内研修、院外研修等あり

施　設　紹　介
　当院では、常に優しい笑顔と奉仕の気持ちを忘れる事な
く患者様の立場に立った心のこもった対応を心掛け、家庭
的で明るい雰囲気の病院を目指しております。

看護師からのメッセージ
　手厚い医療が必要な患者様からきめ細やかなケアを望ま
れる患者様まで療養を提供しており、今後も、ますます地
域社会に密着した病院となるよう取り組んでゆきたいと考
えております。

求人に関する連絡先
担当者：鬼田　学　TEL:	088-692-2317
メールアドレス：hama.jimu@cyber.ocn.ne.jp
※採用時期：随時
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社会法人　あいざと会　藍 里 病 院  　独立行政法人　国立病院機構

東徳島医療センター 〒771-1342　徳島県板野郡上板町佐藤塚字東288-3
TEL: 088-694-5151　FAX: 088-694-5321
URL: http://www.aizato.or.jp〒779-0193　徳島県板野郡板野町大寺字大向北1-1

TEL:088-672-1171　FAX:088-672-3809
URL:http://www.etokushima-mc.jp/

施　設　概　要
診療科目：精神科・心療内科・内科・歯科
職 員 数：	229	名（うち看護師数81名）
病 床 数：		240床（うち精神科急性期治療病棟60、地域移行

機能強化病棟60、精神療養病棟120）
　　　　　訪問看護
看護体制：		精神科急性期治療病棟13対１、地域移行機能強化

病棟・精神科療養病棟15対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤 務 時 間：	日勤　8:20～17:20　	準夜勤15:50～0:50
　　　　　　　　深夜勤0:00～9:00　　早出7:00～16:00
　　　　　　　　遅出9:50～18:50
給 与：		22万5,700円～（資格手当・調整手当含む）
諸手当	・	賞与：	早出・遅出・夜勤手当、通勤手当、
　　　　　　　　賞与年（３回　4.6ヶ月分）
休暇・福利厚生：	休日１ヶ月９日以上（年間116日）有給休暇、

育児休業、介護休業、短縮時間勤務、
　　　　　　　　新卒看護師支度金制度
就職後の教育体制：	プリセプター制度、新人看護職員研修、

院内クリニカルラダー、院内研修、院外
研修等

キャリアアップ支援：	精神科認定看護師受講支援、ファースト
レベル受講支援、実習指導者研修、四国
大学大学院修学支援等

施　設　紹　介
　当院では、人権の尊重、医療安全、情報の提供、迅速か
つ適正な対応など、多職種で連携し、利用者中心の医療サー
ビスに努めています。平成28年5月に新館が完成し、外来
部門・管理部門・急性期病棟が移転、明るく開放的な雰囲
気となっています。随時、施設見学を実施していますので、
お気軽に連絡して下さい。お待ちしています。

看護師からのメッセージ
看護の特色：新卒者には１年間の新人看護職員研修を実施
しています。精神科の経験がなくても、スタッフが優しく
丁寧に指導いたします。また、精神科認定看護師も院内外
において活躍しています。皆さんも私たちと一緒に精神科
看護を学んでみませんか。

求人に関する連絡先
担当者：　日下聖三　TEL:088-694-5151
メールアドレス：aizato@shirt.ocn.ne.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・外科・

整形外科・泌尿器科・呼吸器外科・小児科・放
射線科・麻酔科・リハビリテーション科

職 員 数：	381名（うち看護師209名）
病 床 数：	276床（うち一般病床256床、結核病床20床）
看護体制：	10対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤 務 時 間：	日勤8：30～17：15　準夜勤16：30～1：15

深夜勤0：30～9：15（4週8休）
給 与：国立病院機構職員給与規程に準じる
諸手当	・	賞与：	夜勤手当　通勤手当　住居手当等
　　　　　　　　賞与(年２回)
休暇・福利厚生：	有給休暇　育児休暇　介護休暇　育児短

時間勤務　看護師寮完備　院内保育所
就職後の教育体制：	キャリアラダー（レベルⅠ～Ⅴ別研修、	

集合研修、役割別研修ほか）
キャリアアップ支援：	特定行為研修受講支援・認定看護師受講

支援・教員養成支援等

施　設　紹　介
【教育担当看護師長からのメッセージ】
　スタッフ全員で学び合い支え育む環境の中で、看護の楽
しさややりがいを感じることができる病院です。集合研修
とOJTを連動した教育プログラムを実践し、ポートフォリ
オなどを活用し看護師としての成長の軌跡がたどれる取り
組みも行っています。新人看護師はプリセプター、支援看
護師とともにみんなで育てる環境が整っています。ぜひ、
私たちと一緒に看護の道をスタートしてみませんか。

【看護の特色】
　外科・内科の急性期から慢性期、重症心身障害・透析看
護など多様な経験を積むことができます。また平成29年度
より地域包括ケア病棟を開設し、在宅復帰支援など回復期
の看護にも力を入れています。看護方式は固定チームナー
シングです。患者一人ひとりがその人らしく大切にされて
いると実感できる看護をめざし実践しています。

1 年目看護師からのメッセージ
　私が勤務する病棟は、患者さん一人ひとりの思いに寄り
添った看護を実施しています。病気や障がいを抱える患者
さんが療養に専念していただけるように頑張っています。
看護師として不安や戸惑いもありますが、プリセプターや
支援看護師の支えで、少しずつ成長できていると感じてい
ます。持ち前の明るさを生かして患者さんや家族の皆さん
に笑顔を届けられるような看護師になれるよう頑張ります。

求人に関する連絡先
担当者：管理課庶務班長　TEL:088-672-1171
メールアドレス：515-KANRIKA@mail.hosp.go.jp
※採用時期：令和２年４月



☆徳島県医療人材育成機関認証施設

平成31年４月時点 平成31年４月時点

−41−

医療法人　静可会　三加茂田中病院つるぎ町立　半 田 病 院　
〒779－4701　三好郡東みよし町1883番地４
TEL:0883-82-3700　FAX:0883-82-4470
URL:http://www.mikamotanakahp.ecnet.jp/

〒779-4401　徳島県美馬郡つるぎ町半田字中藪234番地の１
TEL:0883－64-3145　FAX:0883-64-4138
http：//www.handa-hospital.jp/

施　設　概　要
診療科目：	内科・循環器内科・呼吸器外科・消化器内科・外科・

整形外科・腎臓内科・皮膚科・神経内科・婦人科・
脳神経外科・泌尿器科・放射線科・乳腺外科・
耳鼻咽喉科・眼科・糖尿病内科・リハビリテーション科

職	員	数：	196名（うち看護職員数81名）
病	床	数：	192床（療養うち地域包括ケア病床40床）
看護体制：	20対1（療養）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制・2交代制病棟あり
勤		務		時		間：	日勤　08:30～17:00
　　　　　　　　夜勤　16:30～01:00　0:30～9:00
給　　　　　与：	看護師基本給：184,700円～261,000円
　　　　　　　　准看護師基本給：154,700円～202,500円
諸手当	・	賞与：	資格手当：30,000円～45,000円
　　　　　　　　看護師基本給+手当：214,700円～306,000円
　　　　　　　　准看護師基本給+手当：184,700円～247,500円
　　　　　　　　賞与年３回（昨年度実績4.9～～5.5ヶ月支給）
　　　　　　　　子育て支援手当　保育児：8,000円/1人1ヶ月
　　　　　　　　幼稚園児～高校生卒業まで：4,000円～
　　　　　　　　5,000円/1人1ヶ月(扶養手当とは別途支給)
　　　　　　　　皆んなでがんばりましょう手当　4,000円～5,000円/月
　　　　　　　　	交通費（距離による）
　　　　　　　　通勤手当：上限、34,600円まで
休暇・福利厚生：	休日　週休２日制・夏休２日・冬休３日　

その他、慶弔・特別休暇制度あり
　　　　　　　　	有給休暇　採用６ヵ月後より10日（労基の

とおり）（20日間を限度とし、繰越40日ま
でとする。）　有休取得率　平成30年度：
看護師＝90％　企業全体＝88％

　　　　　　　　	退職金制度　入職後、３年経過後より当
院規定にて支給　　保険　各種社会保険
（健・厚・雇・労）　

休暇・福利厚生：	特別休暇制度有り　レジャー手当等
　　　　　　　　看護部：新築独身寮（メゾンシャルマン）有り
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修等
キャリアアップ支援：本人希望県外研修、年2回あり

施　設　紹　介
　地域包括ケア医療を念頭に、四国の4大学(徳島大学・香
川大学・愛媛大学・高知大学)の各国立大医学部医局より多
数の専門医を招聘し地域医療に取り組んでおります。
　「患者様の安心と安全そして満足いただける病院」を目指
して医療・看護等の活動を行ってまいりました。
　今後もこの基本を忘れずに、又、予防医学、健康診断や
行政・保健福祉の連携を通じて、皆様に愛され、皆様の健
康をサポートし地域に貢献できる病院組織を目指してまい
ります。

看護師からのメッセージ
当院の看護部は地域の皆様に信頼され満足していただける
看護が提供できる看護師の育成に努めております。また、
患者様のため自分自身のために心身ともに健康で自信と誇
りをもって、いきいきと働ける職場づくりに努めておりま
す。昨年度の有休取得率は90％でした。
キャリアアップ体制：認定看護管理者、ファーストレベル
受講者1名、セカンドレベル受講者1名他、各種学会・研修
参加への支援も充実しております。

求人に関する連絡先
担当者：（事務部長）藤川	貴　TEL:0883-82-3700(内線500)
メールアドレス：hospital@mikamotanaka.jp

施　設　概　要
診療科目：	内科、外科、産婦人科、泌尿器科、小児科、
　　　　　耳鼻咽喉科、整形外科、放射線科
職 員 数：	152名・臨時職員45名（うち看護師数86名・
　　　　　臨時職員18名）
病 床 数：	120床（うち急性期病床112床、包括ケア病床８床）
看護体制：	10対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３代制
勤 務 時 間：日勤		8：30～17:15　	深夜		00:30～9:15
　　　　　　　　準夜		16:30～1:15
給 与：基本給		188,000円～245,000円
　　　　　　　　（経験年数による）
諸手当	・	賞与：夜勤手当、通勤手当等　　住宅手当
　　　　　　　　賞与年２回等
休暇・福利厚生：	有給休暇採用時10日（最高40日）、　産前

産後休暇・育児休暇、　看護・介護休暇、　
特別休暇

就職後の教育体制：	新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
　　　　　　　　プリセプター制
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル、

セカンドレベル受講支援、各種専門資格
等の支援

施　設　紹　介
　県西部唯一の分娩取り扱い施設として、年間400件を越す分
娩に携わっており、周産期医療と小児医療が充実しています。
　また内視鏡センター、腎センターや健診施設も併設され
ており総合病院として、出生から疾病予防、急性期から終
末期までと幅広い医療の提供を行っています。
　近年包括ケアの充実が言われており、当院においても近
隣の開業医や薬剤師、老人施設、行政など多くの職種との
連携を深め、顔の見える関係を築くためのケア会議も開催
し、地域に向けての取り組みの充実に努めています。
　公立の病院として地域住民に信頼され、寄り添っていけ
る支援を行っていきたいとの思いで、職員が一丸となって
取り組んでいます。

看護師からのメッセージ
看護の特色：皮膚排泄ケア認定看護師、糖尿病療養指導者、
フットケア指導者、マタニテイヨーガインストラクターな
ど、多くの資格の取得や活躍を支援しています。
　教育体制も充実しており、自己目標管理も行いキャリア
アップの支援を行っています。
　他職種との交流の場もあってアットホームな施設です。

求人に関する連絡先
担当者：岸　由希枝　TEL:0883-64-3145
メールアドレス：sokangocho@tsurugi.i-tokushima.jp
※採用試験8月頃、採用4月　　臨時採用随時
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医療法人  道志社  訪問看護ステーション アイナ特定医療法人　恵済会　ゆうあいホスピタル   　
〒770-8012　徳島市大原町千代ヶ丸146番地
TEL:088-663-0751　FAX:088-663-0752
URL:http://www.doushisya.jp/station/

〒779-4703　徳島県三好郡東みよし町中庄728番地１
TEL:0883-82-1100　FAX:0883-82-6511
URL:http://yuai-hp.com/

施　設　概　要
診療科目：訪問看護
職 員 数：	18名（うち看護師数4.5名）

勤 務 条 件 等
勤 務 時 間：8:30～17:30	
給 与：185,000円～280,000円
諸手当	・	賞与：	祝日手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、

賞与年３回　等
休暇・福利厚生：	年間休日107日（4週8休制）、有給休暇、

育児休業、介護休業、特別（慶弔）休暇、
短時間勤務、事業所内保育所　等

就職後の教育体制：	新人看護職員研修、事業所内研修、事業
所外研修　等

キャリアアップ支援：支援制度あり

施　設　紹　介
　サービス付き高齢者向け住宅アイナの郷に併設しており、
入居者様の健康の保持増進はもとより、急な体調の変化に
も迅速かつ柔軟な対応を行っています。また、施設外への
サービス提供も行っており、在宅生活の中で利用者様の心
身両面の問題に看護師とリハビリスタッフが共同で、利用
者様個々のニーズに合った看護とリハビリテーションを提
供しています。平成17年の開設以来、今日まで大変多くの
利用者様にご愛顧いただいており、これからも利用者様の
在宅生活が安心安全、快適なものであるように全力でサポー
ト致します。

看護師からのメッセージ
　『お家で暮らしたい』と願う利用者様のために、私たちと
一緒に頑張ってみませんか。働きやすい職場環境で、スタッ
フ同士の助け合いや、思いやりがあなたの働く意欲を応援
します。在宅支援ならではのやりがいと楽しみを一緒に見
つけましょう。

求人に関する連絡先
担当者：谷本満裕　TEL:088-662-1014
メールアドレス：oomiko@doushisya.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：精神科・心療内科・内科
職 員 数：	145名（うち看護職員数77名）
病 床 数：		220床（うち精神一般病床100床、精神療養病床

120床）
看護体制：	15対1　看護補助体制　30対1

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤	8:30～17:00　	夜勤	16:45～8:45等
給 与：	基本給　看護師　215千円～255千円　
　　　　　　　　准看護師　180千円～235千円
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、通勤手当、家族手当、担当手

当等　　賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、特別有給休暇、有給看護休暇、

育児休業、介護休業、短縮時間勤務、高
齢者短時間勤務等

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等

施　設　紹　介
　当院は、地域に安全と安心を提供する地域密着型病院を
目指した病院です。
　特定医療法人として公共性も高く、働きがいのある職場
となっております。
　また、併設した施設として共同生活援助グループホーム
も運営しています。

看護師からのメッセージ
看護の特色：	プライマリーケアを目指したチーム医療が自

慢の温かい職場です。
　　　　　　	看護理念は「気づき」とし、信頼される質の高

い看護サービスを提供できるよう職員一丸と
なって頑張っています。

求人に関する連絡先
担当者：中川　清　TEL:0883-82-1100
メールアドレス：k-skh@crest.ocn.ne.jp
※採用時期：随時等
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イツモスマイル株式会社

訪問看護ステーションイツモスマイル
㈱りんご　浅香リハビリ訪問看護ステーション

〒770-0022　徳島県徳島市佐古二番町5番11号
TEL:088-679-6377　FAX:088-679-1114
URL:http://itsumosmile.jp/

〒770-8007　徳島市新浜本町３丁目6-38-14
TEL:088-677-5055　FAX:088-677-6155

施　設　概　要
診療科目：訪問看護
職	員	数：		30名（うち看護師数14名、理学療法士9名、作業

療法士5名、言語聴覚士2名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日勤
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:30　　
給 与：基本給	200,000円～350,000円
　　　　　　　　(経験年数による)
諸手当	・	賞与：	資格手当、通勤手当、子育て手当等
　　　　　　　　賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、慶弔休暇、

産前産後の休暇、裁判員の為の休暇
就職後の教育体制：院内研修、院外研修
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援、興味のある研修への参加は相
談可

施　設　紹　介
『かかわるすべての人がいつも笑顔で』
　住み慣れた自宅で過ごせるよう支援しています。

看護師からのメッセージ
所属の職員が多いので、困難事例や毎日の訪問、複数回の
訪問にも積極的に取り組んでおります。

求人に関する連絡先
担当者：打樋　勤（ウテビ		ツトム）　TEL:088-611-3131
メールアドレス：info@itsumosmile.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：訪問看護
職	員	数：	11名（うち看護師数5名）

勤 務 条 件 等
勤 務 時 間：	9：00～18：00
給 与：基本給　20万円　非常勤：時給2,000円
諸手当	・	賞与：夜勤手当、通勤手当等　　賞与年2回
休暇・福利厚生：有給休暇年10日
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援等

施　設　紹　介
　リハビリに特化した訪問看護ステーションとして理学療
法士、作業療法士と看護師がそれぞれ専門職の視点から利
用者様を評価、訓練を行っています。
　また、月1回のカンファレンスでは看護師の方々にも実際
にPT,OTが実技指導を行ったり、看護師から利用者様の病
状説明を受けたり和気あいあいと日々業務にあたっています。

看護師からのメッセージ
　普段から理学療法士、作業療法士さんと仲がいいのでリ
ハビリに関して相談したり、されたりとてもアットホーム
なステーションです。

求人に関する連絡先
担当者：浅香　一馬　TEL:088-677-5055
※採用時期：随時募集
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施　設　概　要
職	員	数：	75名（うち看護師数11名）
病	床	数：	90床

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：	日勤	8:30～17:30			夜勤	17:00～9:00	他
給　　　　　与：	基本給＋諸手当		看護師（新卒）233,800円、

准看護師(新卒)216,800円
諸手当	・	賞与：	皆勤手当、夜勤手当、通勤手当等、
　　　　　　　　賞与年２回等
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務、院内保育所等、企業型確定拠出
年金制度加入、職員寮あり

就職後の教育体制：院内研修、院外研修等　　　
キャリアアップ支援：資格取得支援	あり

施　設　紹　介
　たまき青空病院グループは、昭和22年国府町に田蒔病院
として開業以来、地域の皆様と共に、国府地域の皆様が安
心して生活できる環境を通して地域医療に貢献してまいり
ました。地域において求められる機能、体制と、安心安全
な医療を提供するための最新の設備、施設、環境の構築は
基より、知識、技術の向上に裏打ちされた良質の医療に努
めています。
　介護老人保健施設　国府リハビリテーションフェニック
スは平成６年から、介護やリハビリが必要な地域のみなさ
まの在宅復帰・身体機能回復に努めてまりました。これか
らも患者様の尊厳や意志を大切に心のふれあいのある介護
機関として、職員と共に良き医療人としての人格形成に努
めます。

看護師からのメッセージ
　要介護高齢者の方が、自立した生活を送れるように、心
のこもった質の高い看護が提供できるよう多職種とコミュ
ニケーションを取りながら日々研鑽、努力しています。
　落ちついた環境の中で利用者の皆様から選ばれ信頼され
る施設づくりを共に目指しませんか。

求人に関する連絡先
担当者：総務人事課採用担当　TEL:088-678-6234
メールアドレス：info@tamaki-aozora.ne.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：訪問看護、訪問リハビリ
職	員	数：	９名（看護師数６名、理学療法士１名、作業療法

士2名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：	日勤　正社員(フルタイム・短時間正社員・

短日数正社員)・パート
勤 務 時 間：日勤8：30～17：15
給 与：	258,000円　～　(経験により加算)
諸手当	・	賞与：通勤手当(最大15,000円)　　賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、院内保

育所	等
就職後の教育体制：新人看護職員研修･院内研修　他
キャリアアップ支援：認定看護師支援制度・研修費補助

施　設　紹　介
　初めて訪問看護を行う方でも、安心して業務に取り組め
るようにサポート体制をとっています。利用者様の状況を
既存スタッフと共に確認することから始め、安心して一人
で訪問出来るまで丁寧にサポートしています。
　医療提供だけでなく「患者様に寄り添う看護」笑顔と優し
さあふれる看護師の育成を考えております。

看護師からのメッセージ
　未経験の方やブランクがある方でもしっかりサポートさ
せていただきます。また保育園を完備しており、ママさん
看護師にも安心して働くことができる環境となっています。

求人に関する連絡先
担当者：高橋/宮﨑　TEL:088-678-2377
メールアドレス：jinji@taoka.or.jp
※採用時期：新卒採用試験実施中

医療法人　きたじま倚山会

きたじま訪問看護リハビリステーション
医療法人　明和会　介護老人保健施設

国府リハビリテーションフェニックス
〒771-0144　徳島市川内町榎瀬744-1
TEL:088-698-1503
URL: http://www.kitajima-taoka.or.jp

〒 779-3118　徳島県徳島市国府町井戸字左ヶ池39番地1
TEL:088-642-3633　FAX:088-642-8021
URL:https://tamaki-aozora.ne.jp/phoenix/
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介護老人保健施設　三成会キュアセンター
〒770-0005　徳島市南矢三町３丁目3-31
TEL:088-633-3353　FAX:088-632-5123
URL:http://www.mizunomiyako.net/curecenter.html

施　設　概　要
介護老人保健施設
職 	 員 	 数：	53名（うち看護職員数13名）
入所定員数：	95名

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:00、7:30～16:00、
　　　　　　　　11:00～19:30
　　　　　　　　夜勤（準夜勤）16:30～9:00
給 与：	（看	護	師）基本給	166,000円～、
　　　　　　　　技術手当58,000円～
　　　　　　　　	（准看護師）基本給	140,000円～、
　　　　　　　　技術手当52,000円～
諸手当	・	賞与：	皆勤手当、経験手当、夜勤手当、通勤手当、

日祭日手当　賞与	3.6ヶ月（H30年度実績）
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短時間勤務、

事業所内保育所、慰安旅行、単身寮
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修

施　設　紹　介
　当施設は、眉山の南部、園瀬川の清流と豊かな自然の緑
に囲まれた場所にある介護老人保健施設です。
　利用者様のために、ご家族様のために、安心かつ質の高
い介護サービスを提供しています。
　また、同一法人の協立病院と連携を図っており、緊急時
でも迅速に対応可能です。より安心して生活を送っていた
だけるよう支援体制を整えております。
　わたくしたちは、地域の皆様が自立した生活を送れるよ
うに、介護、看護、リハビリテーションを提供することに
より、利用者様・ご家族様や地域の方々に満足していただ
ける施設を目指し、職員一同努力してまいります。

看護師からのメッセージ
　当院は、ワークライフバランスの推進に取り組み、働き
やすい職場環境作りを目指しています。
　短時間勤務制度など個人に適した就業時間の設定や、新
人看護師及び中途採用看護師の皆様が安心して勤務できる
支援体制を整えております。また事業所内保育所も充実し
ており、子育てと仕事を両立させるのに最適な働きやすい
職場環境です。

求人に関する連絡先
担当者：人事課　菊山、田岡　TEL:088-668-1080
メールアドレス：kyoritsu@jt5.so-net.ne.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
介護老人保健施設	100床（うち認知棟40床）
通所リハビリ定員	41名
職	員	数：	66名（うち看護職員数15名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤　8：00～17：00　10:00～19:00
　　　　　　　　夜勤　15：00～9：00　16:00～10:00
給 与：看護師180,000円～
　　　　　　　　准看護師158,300円～
諸手当	・	賞与：夜勤手当、通勤手当
　　　　　　　　賞与/年2回(前年度実績)
休暇・福利厚生：	年間休日105日(勤務シフトによる)
　　　　　　　　	有給休暇(法定どおり)、産前産後・育児休

暇、介護休暇、特別休暇、慶弔休暇、独
身寮(バス・トイレ付)、各種保険完備、定
期健診、退職金制度(規定による)

就職後の教育体制：職場内研修、職場外研修
※日勤のみ可・パートタイマーも随時採用を行っております。
※託児施設あり

看護師からのメッセージ
　アットホームな雰囲気の職場です。
　若い方、年配の方、経験豊富な方、経験の浅い方など年
齢は問いません。
　仕事を始めたいと悩んでいるあなたをお待ちしておりま
す。ぜひ一緒に働きましょう！
※	施設見学随時受け付けております（事前にお電話でのご予
約をお願いします。）

求人に関する連絡先
担当者：管理課　TEL:	088-632-9299
メールアドレス：hosp@mizunomiyako.net
※採用時期：随時

医療法人　清和会

介護老人保健施設　清寿園
〒770-8040　徳島市上八万町中山83-1
TEL:088-668-1080　FAX:088-668-1057
URL:http://kyoritsuhp.or.jp
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公益社団法人　徳島県看護協会  　医療法人　明和会

たまき青空訪問看護ステーション 訪問看護ステーション徳島 ・複合型サービス事業所あい
居宅介護支援事所徳島
　〒770-0801 徳島市上助任町蛭子98-76
　TEL：088-624-9777　FAX：088-624-9666
訪問看護ステーション阿南・居宅介護支援事業所阿南
　〒774-0030 阿南市富岡町北通33-1　阿南ひまわり会館内
　TEL 0884-24-8772　FAX：0884-24-8773
訪問看護ステーション阿南サテライト那賀　
　〒771-5503 那賀郡那賀町小浜137-1上那賀病院内
　TEL・FAX：阿南に同じ
訪問看護ステーション海部  
　〒779-2305海部郡美波町奥河内字井ノ上13-7
　TEL 0884-77-3777　FAX：0884-77-2185
訪問看護ステーション半田・居宅介護支援事業所半田
　〒779-4401 美馬郡つるぎ町半田字中藪234-1
　TEL 0883-55-4110  FAX：0883-55-4115
　URL：http://www.toku-na.jp

〒779-3125　徳島県徳島市国府町早淵字北カシヤ56番地1
TEL:088-637-2070　FAX:088-678-8745
URL:https://tamaki-aozora.ne.jp/

施　設　概　要
職	員	数：３名（うち看護師数３名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日勤（夜間オンコール体制）
勤 務 時 間：日勤	8:30～17:30	
給 与：	基本給＋諸手当
　　　　　　　　看護師（新卒）233,800円、
　　　　　　　　准看護師(新卒)216,800円
諸手当	・	賞与：皆勤手当、通勤手当等、賞与年２回等
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務、院内保育所等、企業型確定拠出
年金制度加入、職員寮あり

就職後の教育体制：院内研修、院外研修等　　　
キャリアアップ支援：資格取得支援	あり

施　設　紹　介
【たまき青空病院グループ関連施設】
（医療・健診）
◆たまき青空病院
◆たまき青空クリニック応神
（介護・福祉）
◆介護老人保健施設	国府リハビリテーション	フェニックス
◆ショートステイ阿波っ子
◆サービス付き高齢者向け住宅	阿波っ子
◆グループホームフェニックス
◆グループホームふれあい
◆たまき青空居宅介護支援事業
◆たまき青空訪問看護ステーション
◆ヘルパーステーション阿波っ子
◆まごころヘルパーステーション
◆国府フェニックス在宅介護支援センター
◆デイケア
◆デイサービス

看護師からのメッセージ
　利用者お一人お一人が「その人らしく在宅で療養できるこ
と」を目標に、看護を提供しています。
　訪問看護のおもしろさは、その方の人生の一部にかかわ
ることができることです。
　在宅看護に興味のある方大歓迎です。

求人に関する連絡先
担当者：総務人事課採用担当　TEL:088-678-6234
メールアドレス：info@tamaki-aozora.ne.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
サービス種類：	訪問看護、居宅介護支援、看護小規模多機

能型居宅介護（徳島）
職 員 数：		62名　看護師40名、保健師1名、理学療法士2名、

作業療法士1名、介護支援専門員7名（5名兼務）、
介護福祉士等10名、栄養士1名、調理師1名事務
職員4名、運転手1名（兼務）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：変形労働時間
勤 務 時 間：	日勤：8時30分～17時30分　早出：7時～

16時　遅出：12時～21時　夜勤：17時～
翌9時

給 与：規程による（経験年数を考慮）
諸手当	・	賞与：	時間外勤務手当、通勤手当、住居手当、

訪問等手当、夜勤手当、待機手当等、賞
与（年２回）

休暇・福利厚生：有給休暇、夏季休暇、育児・介護休暇
就職後の教育体制：	新人看護職員研修、事業所内研修、４ステー

ション合同研修会、外部研修等
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、看護管理者受講支

援等

施　設　紹　介
　徳島県看護協会立訪問看護ステーションでは、｢最期まで住
み慣れた地域で暮らしたい｣方の想いの実現に向けて、個別
性のある看護を提供しています。地域の在宅主治医をはじめ
医療機関、居宅介護支援事業所、行政等と連携し、難病やター
ミナルケア、精神疾患の方など医療依存度の高い方に多く関
わり、２４時間体制で在宅療養生活を支援しています。
　人材育成では、外部研修をはじめ各ステーションでの研修、
さらに４ステーション合同研修会を行うなど研修や情報交換を
密に行い、より質の高い看護の提供に努めています。また、
新卒者等訪問看護師の育成にも力を入れており、平成29年度
は2名の新卒者が入職し、活躍しています。

看護師からのメッセージ
　訪問看護は、看護の知識や技術を地域の皆様の健康維持
や在宅療養生活に役立てることのできるやりがいのある仕
事です。また、在宅では、多職種が連携・協働し、それぞ
れの専門性を発揮出来る職場です。
　訪問看護に興味のある看護職の皆様、是非私たちと一緒
に働きませんか。

求人に関する連絡先
担当者：事務長　大塚武徳　TEL:088-631-5544
メールアドレス：otsuka@toku-na.jp
※採用時期：随時
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一般社団法人　徳島市医師会訪問看護ステーション 特定非営利活動法人 どりーまぁサービス
どりーまぁ訪問看護ステーション〒770-0847　徳島市幸町３丁目77番地

TEL:088-622-1193　FAX:088-622-1198
URL:https://www.tokushimashi-med.or.jp 〒770-0872　徳島市北沖洲４丁目14番38

TEL:088-678-8161　FAX:088-678-8165
URL:http://dreamer-service.org

施　設　概　要
診療科目：訪問看護
職	員	数：	16名（うち看護師数９名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：変形（１か月単位）
勤 務 時 間：日勤　9:00～18:00　夜勤なし
給 与：看護師　基本給225,000円～320,000円
諸手当	・	賞与：	通勤手当、待機手当、看護努力手当、車

両手当等　賞与年２回
休暇・福利厚生：	日祝含めた４週８休制、その他の公休は

GW３日・夏休み３日・年末年始４日、有
給休暇、育児休業、介護休業

就職後の教育体制：	在宅訪問研修期間（未経験の方にも業務が
慣れるまでの間、同行訪問などによる研
修期間を設けています）。感染症予防や認
知症、服薬などの職員研修を月１回行い
ます。

キャリアアップ支援：相談に応じます。

看護師からのメッセージ
・	利用者様、職員間の笑顔で元気をいただきながら、楽し
く仕事をさせていただいています。

・	悩んだりつまづいたりもしますが、いつも訪問先の利用
者様やご家族様から学ばせてもらったり、励まされたり
しています。

看護の特色：	熟練した経験豊かな看護・リハビリスタッフが、
要介護認定者の他、障害を持った子供さんの
ケアや難病の方などの医療的サービスを行っ
ています。

求人に関する連絡先
担当者：杉本仁史　TEL:088-626-3237
メールアドレス：npo@dreamer-service.org
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：訪問看護
職 員 数：	15名（うち看護師数14名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：	日勤、常勤のみ夜間オンコール体制（当番

制）あり
勤 務 時 間：日～土）9：00～17：00　
給 与：	常勤）基本給、経験に応じる
　　　　　　　　非常勤）時給　1,900円他
諸手当	・	賞与：賞与年２回
休暇・福利厚生：	週休2日（希望する曜日）、有給休暇、育児

休業、介護休業、短縮時間勤務等
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援等

施　設　紹　介
　訪問看護を希望される方には、年齢や性別、疾患、重症
度に関係なく対応しており、利用者は小児から高齢者まで
いらっしゃいます。
　施設内には、ヘルパーステーションや居宅介護支援事業
所、地域包括支援センターがあり、専門多職種との連携が
あります。

看護師からのメッセージ
　仕事にブランクがある場合は、ベテランスタッフが慣れ
るまで訪問に同行します。子育て中など時間に制約がある
場合は、曜日限定や短時間勤務が可能です。
看護の特色：	医療的ケアへの対応を充実させており、利用

者の生活にあったオーダーメイドの支援体制
を提供します。

求人に関する連絡先
担当者：大川由紀　TEL:088-622-1193
メールアドレス：houkan@tokushimashi-med.or.jp
※採用時期：随時
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医療法人　敬老会　老人保健施設ユート
〒770-8070　徳島県徳島市八万町大野5-1
TEL:088-669-4411　FAX:088-669-4661
URL:http://keirou-group.jp/

施　設　概　要
診療科目：内科　外科　整形外科　皮膚科
職 員 数：	95名（うち看護師数14名）
病 床 数：	95床
看護体制：	基準通り

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤　8:45～17:30　夜勤　16:15～9:30
給 与：基本給　132,000円～190,000円
諸手当	・	賞与：	看護手当、調整手当　夜勤手当、通勤手

当等　　賞与年2回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務
就職後の教育体制：	エルダー・メンター制度、施設内研修（月

１回）、BLSインストラクター養成
キャリアアップ支援：	介護職員による痰の吸引等研修指導者養成

講座など外部研修受講を支援しています

施　設　紹　介
　当施設は静かで広大な環境にあり、YES精神（Y＝やさし
く・E＝笑顔で・S＝親切に）をモットーに挨拶を大切に捉え、
利用者様のことを第一に考えて運営しています。介護保険
制度で要介護認定を受けた方に対して、自立の支援と家庭
復帰を目指し生活ニーズ及び医療ニーズの両方に応じた生
活全般の介助や支援を行っています。また、田岡病院・こ
ころの医療センター等協力病院と連携し、毎日を安心して
過ごしていただけるよう体制を整えています。
　最期までご本人・ご家族の意思を尊重し、心に寄り添っ
た介護・看護にも努めております。

看護師からのメッセージ
　多職種で連携・協働し、利用者様の在宅復帰支援、医学
的な管理、ターミナルケアなどに取り組んでいます。
　エルダー・メンター制度を導入し、いつでも相談にのれ
る体制を整えていますので育児中の方や介護などで短時間
労働をご希望の方も安心して働ける職場環境です。

求人に関する連絡先
担当者：　犬伏卓也　TEL:088-645-2112
メールアドレス：http://rgj＠orange.ocn.ne.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：	介護老人保健施設、短期入所療養介護、通所・

訪問リハビリテーション
職 員 数：	67名（うち看護師数12名）
病 床 数：	100床（個室　66床、多床室<二人部屋>　17床）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤	9:00～18:00　夜勤	16:30～9:30等
給 与：	看護師:220,000円～330,000円
　　　　　　　　准看護師:195,000円～230,000円
　　　　　　　　(夜勤手当含まず)
諸手当	・	賞与：夜勤手当(9,000円/1回)、通勤手当、
　　　　　　　　賞与年２回
休暇・福利厚生：有給休暇、育児休業
就職後の教育体制：	新人看護職員研修、職場内研修、職場外

研修等
キャリアアップ支援：	当施設が必要とする研修への参加・資格

取得支援等

施　設　紹　介
　「ユート」とは「ユートピア（理想郷）」のユートであり、「Ｙ
ＯＵ（あなた）と（共に）」の意味を込めて名付けられていま
す。基本方針として、維持より伸ばすリハビリで自立と在
宅復帰を支援し、安らぎとあなたらしさを創出することに
より、生き生きと過ごせる場を提供しています。立地条件
として、ユートは、国道55号大野橋南詰め、園瀬川沿いに
位置し、職員駐車場も完備しており、交通アクセスも良い
です。居室からは雄大な眉山が一望でき、四季折々の風景
がご利用者の方々の心をなごませており、恵まれた自然環
境に囲まれています。
　地域の方とのふれあいの場として、毎年、お祭りを開催し、
ボランティアの受入れも積極的に行っており、毎月の誕生
会や行事で地元の婦人会やボランティアグループに歌や踊
りを披露していただき、地域の方とともに利用者の方の余
暇活動の充実を図っています。

看護師からのメッセージ
　各職種と協力し、事業理念である「安らぎとあなたらしさ」
の実現に向けて職員間で力を合わせて看護をしています。
夜勤帯は協力病院が併設されているため、緊急時の対応は
安心です！入社後1ヶ月はベテラン看護師が指導を担当する
ことになっていますので、新卒やブランクがある方も安心
して業務が行えます。ぜひ一度、ユートに見学にいらして
ください！

求人に関する連絡先
担当者：本部　TEL:088-669-2718
メールアドレス：m-keirou.group@y6.dion.ne.jp
※採用時期：随時

医療法人　養生園　介護老人保健施設
リハビリセンターグリーン丈六

〒771-4261　徳島市丈六町山根51番地
TEL:088-645-2112　FAX:088-645-2400
URL:http://jouroku.sankyoweb.net/
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施　設　概　要
介護保険施設：介護老人保健施設
職 員 数：	74名（うち看護師数９名）
入所者数：入所50名　グループホーム18名
　　　　　デイケア定員60名

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：	日勤　7:30～16:30　8:30～17:30
　　　　　　　　夜勤　17:00～9:00	
給 与：基本給　20万円～
諸手当	・	賞与：	資格手当、通勤手当、皆勤手当、夜勤手当
　　　　　　　　賞与年2回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、特別休

暇等　年2回職員旅行・遠足
就職後の教育体制：	新人看護職員研修、施設内研修、施設外

研修等
キャリアアップ支援：	各種受講支援

施　設　紹　介
　介護認定を受けた入所者様の在宅復帰支援に向け、医師
と介護職員の間に入って医療連携促進し、日常的医療対応
を中心に急変緊急対応・予測事態対応を行い、多職種等の
包括的協働の視点でチームの能力発揮し、入所者様の生活
支援アップに努め、『真のケアの心』で『笑顔で笑いを忘れな
い』をモットーにし、お互いの信頼関係をもって『やりがい
のある仕事』を日々感じながら明るく楽しく仕事をしている
職場です。

看護師からのメッセージ
　私たちは、利用者様に信頼、満足していただけるよう、
より質の高い看護を提供できるよう心がけています。楽し
くやりがいのある働きやすい職場です。
看護の特色：看護管理者ファーストレベル認定　1名
　　　　　　リスクマネージャー認定資格　1名
　　　　　　介護支援専門員　3名

求人に関する連絡先
担当者：事務課　森村　TEL:088-663-8811
メールアドレス：royalhealthcare@mb3.tcn.ne.jp
※採用時期：随時等

施　設　概　要
診療科目：	内科・外科・整形外科・リハビリテーション科
職 員 数：	13名（うち看護師数	6名）
病 床 数：	19床

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:30　夜勤　17:00～9:00
給 与：基本給185,000円	～	280,000円
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、日曜・祝日直手当、通勤手当等
　　　　　　　　賞与年3回等
休暇・福利厚生：	社会保険、有給休暇、育児休業、介護休業、

短時間勤務、院内保育所、職員旅行	等
就職後の教育体制：	新人看護職員研修、院内研修、院外研修

受講支援	等
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援	等

施　設　紹　介
　介護医療院とは、要介護認定を受けている方に対し「長期
療養のための医療」と「日常生活上の介護」を一体的に提供す
る、介護保険で利用できる施設サービスです。「日常的な医学
管理が必要な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」
等の機能と、「住まい・生活の場」としての機能を兼ね備えて
います。ご自宅での生活が難しくなり、施設入所を余儀な
くされた皆様に、可能な限り今までの生活やご本人・ご家
族の望まれる“暮らし”を続けていただけるよう、また、い
つまでも社会の一員として地域との繋がりを持ち、季節を
感じ、穏やかになれる時間を持っていただけるよう、多職
種によるチームケアでお手伝いさせていただいております。

看護師からのメッセージ
看護の特色：
・	地域交流やレクリエーションなどもあり、利用者様と一
緒に1日1日を楽しく過ごしています。
・	少人数の施設なので家族のような関係性を築き、個別的
なケアに取り組んでいます。

求人に関する連絡先
担当者：谷本　満裕　TEL:088-662-1014
メールアドレス：oomiko@doushisya.jp
※採用時期：随時募集

医療法人　道志社　リハビリテーション
大神子病院　介護医療院

社会福祉法人　愛心会　介護老人保健施設
ロイヤルヘルスケア

〒770-8012　徳島市大原町大神子19番地
TEL:088-662-1014　FAX:088-662-2275
URL:http://www.doushisya.jp/oomiko/

〒770-8008　徳島市西新浜町2丁目3-33
TEL:088-663-8811　FAX:088-663-8821
URL:http://www.aishinkai-t.sakura.ne.jp/index.html
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株式会社彩都　訪問看護ステーション彩都
〒772-0017　徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚58番地
TEL:088-676-3110　FAX:088-676-3101
URL:http://naruto-saito.co.jp

施　設　概　要
診療科目：訪問看護
職 員 数：	４名（うち看護師数３名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤	9:00～18:00　	夜勤	18:00～9:00等
給 与：基本給
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、通勤手当、資格手当等　　賞

与年1回等
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務等
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：認定看護師受講支援等

施　設　紹　介
　平成31年1月に訪問看護事業が、同年4月には訪問介護事
業が設立されたとても新しい事業所です。各分野で十分な
実績と経験、信頼があるスタッフが常駐しています。
　株式会社彩都のロゴマークの意味は、「ご利用者様・ご家
族様・彩都」を表す3つのピースがピタッとはまってハート
の形になっています。ハートの中心には笑顔があり、ふた
つのピースからハートが届けられています。中心の笑顔の
ピースは、ご利用者様・ご家族様・彩都の誰をもってきて
も当てはまるような関係性を表現しています。
　「住めば都」という表現があり、皆様のご自宅が「都」、彩
都従業員一同が皆様のご自宅「都」を各種サービスで「彩」ら
させて頂いています。

看護師からのメッセージ
　訪問看護は初めてのスタッフが殆どですが些細な事でも
相談し協力し合っています。当ステーションは研修参加を
積極的に行い褥瘡ケア研修、エンドオブライフ研修、地元
のフォーラムなど積極的に参加しています。スタッフ同士
が仲良く、所長が働き方改革を積極的に進め笑顔が絶えな
い働きやすい事業所です。

求人に関する連絡先
担当者：　山本　TEL:088-676-3110
※採用時期：随時

施　設　概　要
施設種別：介護老人保健施設　
職 員 数：	40名（うち看護師数９名）
定　　員：入所60名　通所40名
看護体制：	10対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:00
　　　　　　　　夜勤（変則２交代）　16:30～9:00
給 与：月収273,000円～、准看護師249,300円～
　　　　　　　　（夜勤手当等を含む）
諸手当	・	賞与：	業務手当、皆勤手当、夜勤手当、通勤手当、

賞与（基本給４ヶ月以上）
休暇・福利厚生：	完全週休2日制、祝日、夏季休暇、年末年

始休暇、有給休暇、育児休業、介護休業等、
互助会制度、退職金制度、認可外保育所(24
時間)

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修
キャリアアップ支援：	特定行為研修受講支援等　認定・資格受

講支援

施　設　紹　介
　医療法人久仁会は、高齢者の理想郷を目指して昭和52年
に設立以来、高齢者医療・福祉を提供しています。
　平成30年5月1日より新病院がオープンしました。
　いこいの家鳴山荘は、建物の5階に位置しています。連携
が図りやすく、安心して入所生活を送っていただけます。
　病院建物には、介護医療院、老健施設、通所リハビリ、
訪問リハビリ、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーショ
ン等法人関連事業所が全て一つに集まっています。
　職場環境の整備にも努めており、認可外保育所（24時間）
「マーヤすだち保育園」を設置するなど、はぐくみ支援企業
として子育て支援も充実しています。

看護師からのメッセージ
　大鳴門橋を全貌できる海と山の自然豊かな環境で、心豊
かに仕事ができます。完全週休2日制であり、残業もほぼ
“０”です。仕事と家庭の両立、プライベートを充実できます。
同建物内には保育園があり、子育てしながら安心して働け
る職場です。スタッフも笑顔を大切に生き生きと仕事に励
んでいます。
看護の特色：自宅へ帰るまでの中間施設として、高齢者の
生活に寄り添うことを心がけています。デイルームからの
すばらしい景観を眺めながら、さまざまな状態の利用者さ
んへ対応できる設備の中でケアを提供しています。

求人に関する連絡先
担当者：管理部長　賀勢泰子　TEL:088-687-1234
メールアドレス：info@kyujinkai-mc.or.jp
※採用時期：随時

医療法人　久仁会　介護老人保健施設
いこいの家  鳴山荘

〒772-0053　鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂205番地29
TEL:088-687-1005　FAX:088-683-6268
URL:http://www.kyujinkai-mc.or.jp
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医療法人　久仁会　鳴門山上病院  介護医療院訪問看護ステーション　ナースサポートゆとり
〒772-0053　鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂205番地29
TEL:088-687-1234　FAX:088-687-1078
URL:http://www.kyujinkai-mc.or.jp

〒772-0051　徳島県鳴門市鳴門町高島字竹島363-1
TEL:088-678-3088　FAX:088-678-3330

施　設　概　要
診療科目：介護医療院
職	員	数：	31名（うち看護師数８名）
病	床	数：	32床
看護体制：	６対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:00
　　　　　　　　夜勤（変則２交代）　16:30～9:00
給 与：	月収273,000円～、准看護師249,300円～

（夜勤手当等を含む）
諸手当	・	賞与：	業務手当、皆勤手当、夜勤手当、通勤手当、

賞与（基本給4ヶ月以上）
休暇・福利厚生：	完全週休2日制、祝日、夏季休暇、年末年

始休暇、有給休暇、育児休業、介護休業等、
互助会制度、退職金制度、認可外保育所(24
時間)

就職後の教育体制：	新人看護職員研修、院内研修、院外研修
キャリアアップ支援：	特定行為研修受講支援等　認定・資格受

講支援

施　設　紹　介
　高齢者の理想郷を目指して昭和52年に設立以来、高齢者
医療・福祉を提供しており、医療機能評価機構の認定病院
です。
　平成30年5月1日より新病院がオープンしました。
　介護医療院は、建物の4階に位置し、全国的にもトップを
きって開設しました。
　医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、リハビリテーショ
ンスタッフ、MSW等他職種によるチーム医療・チームケア
を実践しています。
　病院建物には、介護医療院、老健施設、通所リハビリ、
訪問リハビリ、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーショ
ン等法人関連事業所が全て一つに集まっています。
　職場環境の整備にも努めており、認可外保育所（24時間）
「マーヤすだち保育園」を設置するなど、はぐくみ支援企業
として子育て支援も充実しています。

看護師からのメッセージ
　大鳴門橋を全貌できる海と山の自然豊かな環境で、心豊
かに仕事ができます。完全週休2日制で、残業もほぼ“０”で
す。仕事と家庭の両立、プライベートを充実できます。同
建物内には保育園があり、安心して働ける職場です。スタッ
フも笑顔を大切に生き生きと仕事に励んでいます。
看護の特色：家庭のような温かさの中で、その人らしい人生
が送れるようターミナルケアを含めた患者さんに寄り添っ
たケアを提供しています。

求人に関する連絡先
担当者：管理部長　賀勢泰子　TEL:088-687-1234
メールアドレス：info@kyujinkai-mc.or.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：訪問看護
職 員 数：	７名（うち看護師数５名、作業療法士１名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日勤	＋	オンコール
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:30
給 与：基本給180,000円～380,000円
諸手当	・	賞与：	オンコール手当、時間外手当、休日出勤

手当、通勤手当等
休暇・福利厚生：	週休２日制、年末年始、有給休暇、育児休業、

介護休業、短縮時間勤務等
就職後の教育体制：新人看護職員研修、事業所内研修等
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援等

施　設　紹　介
　自宅で最期まで自分らしく生きるためのターミナルケア
やストーマケア・カテーテル等の管理などの支援や作業療
法士による訪問リハビリなどを行っています。利用者様や
ご家族に寄り添い、在宅で安心して生活ができるような看
護を保持していくよう日々業務にあたっています。

看護師からのメッセージ
　働きやすい職場環境を目指しています。
　初めて訪問看護を行う方でも、安心して業務に取り組め
るようサポート体制をとっています。年齢、経験は問いま
せん。子育て中など時間に制約がある方、短時間勤務可能
です。仕事を始めたいあなたをお待ちしております。ぜひ
一緒に働きましょう。

求人に関する連絡先
担当者：杉原　玲子　TEL：088-678-3088
メールアドレス：ns-yutori2017@outlook.jp
※採用時期：随時等

訪問看護ステーション

ナースサポート
ゆとり
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社会福祉法人  緑会  特別養護老人ホーム鳴光荘医療法人  緑会  介護老人保健施設 みどりの里
〒772-0052　鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山85番地
TEL:088-687-1130　FAX:088-687-1162
URL:http://www.carehouse-naruto.jp/

〒772-0052　鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山91番地
TEL:088-687-3355　FAX:088-687-3354
URL:http://midorinosato.jp

施　設　概　要
診療科目：	特別養護老人ホーム　短期入所生活介護　通所介

護　居宅介護支援事業所　地域包括支援センター
職 員 数：	法人計86名（うち看護師数７名）
病 床 数：	入所定員75名（うち５名短期入所）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：	8：30～17：30　9：30～18：30　夜勤なし
給 与：基本給	150,000円～239,200円
諸手当	・	賞与：	業務手当、皆勤手当、資格手当、通勤手当、

住宅手当、年末年始手当、はぐぐみ手当等・
賞与年２回

休暇・福利厚生：	週休２日、有給休暇、育児休業、介護休業、
退職金制度（１年以上勤務）

就職後の教育体制：	入職時職員研修、施設内研修、施設外研
修等

キャリアアップ支援：	各種研修への参加、各種資格取得の受験
料補助

施　設　紹　介
　鳴光荘は昭和54年に鳴門市初の特別養護老人ホームとし
て開設され、今年で40周年を迎えます。小鳴門海峡を望む
海沿いに位置し、穏やかな鳴門の海が目の前にあります。
　現在、鳴門市内２拠点で介護事業を展開しており、特別
養護老人ホーム鳴光荘、緑会デイサービスセンター、むや
デイサービスセンターにて看護業務に携っていただく他、
介護支援専門員の資格をお持ちの方でしたら、緑会指定居
宅介護支援事業所、鳴門市地域包括支援センター緑会にて
ケアプランの作成等の相談業務に携っていただくことも可
能です。
　正規職員だけでなく、短時間のパート勤務など家庭の状
況を考慮した働き方についても、柔軟に対応いたしており
ますので、お問い合わせください。施設見学も随時受付し
ております。

看護師からのメッセージ
　入所様がいつまでもお元気で笑顔で過ごしていただける
よう、介護スタッフや専門職スタッフと連携を取りながら
健康管理に努めています。明るく楽しい、働きやすい職場
です。

求人に関する連絡先
担当者：友成和義　TEL:088-687-1130
メールアドレス：midorikai.tomonari@gmail.com
※採用時期：随時

施　設　概　要
施設の種類：介護老人保健施設
職 員 数：	58名（看護師12名）
入所定員：	97床（ショートステイ含む）
看護体制：	３対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤　8:00～17:00（早出・遅出あり）
　　　　　　　　夜勤　16：30～9：30
給 与：基本給170,000円～238,600円（看護師）
諸手当	・	賞与：	資格手当35,000円～47,300円/賞与なし

(但し、業績手当(年2回30万円～80万円)
支給あり)

　　　　　　　　	皆勤手当、日祝手当、夜勤手当、通勤手当、
子育て手当(20,000円上限/就学前の子が
対象/1人10,000円)

休暇・福利厚生：	週休2日制、年次有給休暇、特別有給休暇、
産前産後休暇、育児・介護休暇、子の看
護休暇、裁判員休暇、リフレッシュ休暇

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等

施　設　紹　介
　平成４年に老人保健施設として、鳴門町三ツ石に開設し
ました。平成12年、介護老人保健施設となり、地域の皆様
に親しまれながら現在に至ります。鳴門市街からわずかな
距離で、風光明媚な土地柄を活かし、高齢者の方々の入所、
ショートステイ、デイケアを行っています。
　認知症対策として、学習療法を実施。季節行事のお楽し
み会では、花見の会、運動会、忘年会など趣向を凝らして
家族の方々や地域の皆様との交流を図っています。

看護師からのメッセージ
　専門的知識や技術を生かし、入所者様に寄り添い、地域
の皆様に信頼され満足していただける看護を提供していま
す。介護・リハビリ等他の職種とのチームワークにより在
宅復帰に力を入れています。有給休暇（平成30年は取得率
90％超）希望休暇（同	取得率100％）も取得しやすく仕事以外
の時間も充実させることができます。
　高年齢者の継続・新規雇用もあり、長く勤め続けられる
職場です。　※電子カルテは採用していません。

求人に関する連絡先
担当者：事務長　下地　茂　TEL:088-687-3355
メールアドレス：info@midorinosato	.jp
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社会福祉法人  愛心会  特別養護老人ホーム 千歳苑医療法人  久仁会  やまかみ訪問看護ステーション
〒773-0001　小松島市小松島町字元根井54番地１
TEL:0885-33-2040　FAX:0885-33-1256
URL:https://aishinkai-t.com/titoseen/

〒772-0053　鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂205番地29
TEL:088-687-1005　FAX:088-683-6268
URL:http://www.kyujinkai-mc.or.jp

施　設　概　要
診療科目：老人福祉介護施設
職 員 数：	47名（うち看護師数４名）
病	床	数：	59床（うち50床入所、９床短期入所）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：２交代制
勤 務 時 間：日勤　9:00～17:30　早出　8:00～16:30
給 与：基本給　215,000円～
　　　　　　　　経験年数、資格等により考慮
諸手当	・	賞与：	資格手当、通勤手当、皆勤手当等　
　　　　　　　　昇給年１回、賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、各社会保険、

年２回職員旅行等
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等

施　設　紹　介
　昭和55年に開設し、社会福祉法人として、特別養護老人
ホームはもとより在宅部門において、デイサービスセンター
やヘルパーステーション、居宅介護支援事業所等、幅広く
福祉サービスを手掛けており、お年寄りのニーズを網羅し
たトータルサポートを提供しております。
　住み慣れた地域で「その人がその人らしく」安心して生活
が送れるよう、利用者様の立場にたった介護サービスを心
がけ、利用者様に寄り添う支援を実現することで、地元地
域に認められる施設として成長していけるよう職員一丸と
なって頑張っております。
　職員の年齢層も幅広く、男女、年齢問わず、わきあいあ
いと楽しく働いています。

看護師からのメッセージ
　介護職員が日常生活のサポートをするのに対し、私たち
は医療や看護の立場から利用者様をサポートします。その
交流を通じてコミュニケーション力もアップし、利用者様
に向き合った看護が実現できるというやりがいに繋がりま
す。利用者様とご家族様の希望に寄り添いながら、日々の
生活に直接貢献することができ、感謝の言葉を頂くことも
あります。利用者様だけでなくご家族様の精神的負担の緩
和にも役立っていると思います。利用者様が安定した生活
を送れる手助けができるのは、看護職員の大きなやりがい
です。

求人に関する連絡先
担当者：桝田・辻岡　TEL:0885-33-2040
メールアドレス：titoseenn@yahoo.co.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
提供サービス：訪問看護
職 員 数：	５名（うち看護師数３名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日勤　夜間緊急時対応
　　　　　　　　（交代でオンコール対応）
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:00
給 与：月収265,200円～、准看護師247,500円～
　　　　　　　　（諸手当を含む）
諸手当	・	賞与：	業務手当、皆勤手当、通勤手当、
　　　　　　　　賞与（基本給４ヶ月以上）
休暇・福利厚生：	完全週休2日制、祝日、夏季休暇、年末年

始休暇、有給休暇、育児休業、介護休業等、
互助会制度、退職金制度、認可外保育所(24
時間)

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修
キャリアアップ支援：	特定行為研修受講支援等　認定・資格受

講支援

施　設　紹　介
　医療法人久仁会は、高齢者の理想郷を目指して昭和52年
に設立以来、高齢者医療・福祉を提供しています。
　平成30年5月1日より新病院がオープンしました。
　訪問看護ステーションは、建物の1階に位置し、法人関連
施設との連携がより密になりました。また、他の事業所と
も積極的に連携しています。
　病院建物には、介護医療院、老健施設、通所リハビリ、
訪問リハビリ、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーショ
ン等法人関連事業所が全て一つに集まっています。
　職場環境の整備にも努めており、認可外保育所（24時間）
「マーヤすだち保育園」を設置するなど、はぐくみ支援企業
として子育て支援も充実しています。

看護師からのメッセージ
　完全週休2日制であり、仕事と家庭の両立、プライベート
を充実できます。同建物内には保育園があり、子育てしな
がら安心して働ける職場です。スタッフも笑顔を大切に生
き生きと仕事に励んでいます。
看護の特色：主に鳴門市内を訪問しています。利用者・ご
家族に寄り添い、他事業所とも連携しながら在宅での生活
が安心して送れるよう支援しています。

求人に関する連絡先
担当者：管理部長　賀勢泰子　TEL:088-687-1234
メールアドレス：info@kyujinkai-mc.or.jp
※採用時期：随時
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医療法人  医正会  介護老人保健施設  正静絹
〒779-1402　阿南市桑野町岡元1-1
TEL: 0884-26-1122　FAX: 0884-26-1113
URL:http://www.iseikai.or.jp

施　設　概　要
診療科目：介護老人福祉施設
職 員 数：	54名（うち看護師数６名）
病 床 数：	60床（うちショートステイ10床）
看護体制：	（介護・看護体制）　３対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日勤のみ（平成31年３月末現在）
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:00
給 与：	229,000円～269,000円
諸手当	・	賞与：	給与に含まれるもの（基本給・職能手当・

皆勤手当）、他、通勤手当別途支給、賞与
年２回（支給規定あり）

休暇・福利厚生：	４週８休（シフト制）、夏季・冬期休暇（各
３日）含め、年間休日数110日、各種保険
等（雇用・労災・健康保険・厚生年金）加入、
有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時
間勤務可退職金制度（支給規定あり）、職
員旅行、ベネフィットステーション利用可

就職後の教育体制：	施設内研修、グループ病院・施設合同研修、
施設外研修・学会発表（参加支援規定あり）

キャリアアップ支援：看護師特定行為研修受講費用支援（規定あり）

施　設　紹　介
　当施設は、2001年に県内では初となる全室個室の特別養
護老人ホームとして開設しました。要介護状態となり、ご
自宅での生活が困難となられた方に一人一人の個性や生活
のリズムにあったケアを行い、ご自宅に近い生活環境を提
供します。
　また、地域の福祉拠点として、在宅の方が可能な限りご
自宅で自立した生活を送ることができるよう、泊り（ショー
トステイ）や通い（デイサービス）の機能も備えています。
　那賀川流域を眺望できる妙見山の麓、「コスモスの町」とし
て知られている羽ノ浦町で、四季の営みを感じながら心穏
やかな暮らしをサポートしています。

看護師からのメッセージ
　特養という「生活の場」で入所・利用者さんがその人らし
く過ごせるよう、医療・看護の立場で生活を支援する役割
を共に担いませんか？

求人に関する連絡先
担当者：久世（くせ）　TEL:0884-21-8181
メールアドレス：hanoura@tokuyou.jp
※採用時期：随時募集しております。

施　設　概　要
介護老人保健施設
職 員 数：	55名（うち看護師数10名）
定	員	数：	94床

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：勤		務		体		制：2交代制
勤 務 時 間：日勤　7:30～16:30　8:30～17:30
　　　　　　　　　　　9:30～18:30
　　　　　　　　夜勤　16:00～9:00
給 与：看護師　210,000円～
　　　　　　　　准看護師　195,000円～
諸手当	・	賞与：	夜勤手当、通勤手当、家族手当、皆勤賞

等　　賞与年2回　計4.00月(前年度実績)
休暇・福利厚生：有給休暇、育児休業、介護休業
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等

施　設　紹　介
　当施設は、県南部でJR桑野駅前にあり、自然に囲まれた
落ち着いた場所にあります。同一法人の原田病院、併設の
原田医院と協力体制をとり、介護保健施設にて医学的管理
が可能となった方を日々の健康管理とできるだけ自分の力
で生活をしていくことができるようにお手伝いする施設で
す。職員一同で入所者の方、御家族の方に対していつも笑
顔と元気で明るい挨拶を心掛けて看護・介護のサービスを
提供しています。

看護師からのメッセージ
　新卒の方、未経験の方、年齢、経験は問いません。
　定年後の継続雇用制度もあるので長く勤めることができ
る職場です。

求人に関する連絡先
担当者：中西　TEL:0884-26-1122
※採用時期：随時

社会福祉法人　平成記念会

介護老人福祉施設 ヴィラ羽ノ浦
〒779-1106　阿南市羽ノ浦町岩脇上平69番地
TEL:0884-21-8181　FAX:0884-21-8336
URL:http://hanoura.tokuyou.jp



☆徳島県医療人材育成機関認証施設

平成31年４月時点 平成31年４月時点

−55−

あおぞら内科訪問看護ステーション    　介護老人保健施設　ロイヤルケアセンター
〒776-0014　徳島県吉野川市鴨島町知恵島720番地7
TEL:0883-36-9227　FAX:0883-36-9220
URL: http://aozora-c.com/

〒779-1113　阿南市那賀川町芳崎367
TEL:0884-42-3838　FAX:0884-42-0611
URL:http://www.aishinkai-t.sakura.ne.jp/carecenter01/index.html

施　設　概　要
診療科目：在宅医療
職 員 数：	21名（うち看護師数14名）
病 床 数：	０床

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日勤のみ
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:30
給 与：基本給　180,000～250,000円
諸手当	・	賞与：	資格手当　15,000～20,000円、職能手当　

5,000～30,000円
通勤手当・昇給・賞与年3回(合計3～5ヶ月分)
休暇・福利厚生：	毎週週休二日制(年間休日日数125日)、有

給休暇、産前産後休業、育児休業、介護
休業、短縮時間勤務あり

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援等

施　設　紹　介
　人工呼吸器を使用している神経難病、がん末期、認知症
高齢者、小児等患者さんの在宅療養を、看取りを含めた専
門的な看護で支援しています。

看護師からのメッセージ
　“一人一人の命の輝きを大切に”を理念に掲げ、日々楽し
く元気に看護をしています。新卒の方、未経験の方も大丈
夫です。
看護の特色：訪問看護認定看護師１名

求人に関する連絡先
担当者：吉野　牧子　TEL:0883-36-9227
メールアドレス：aozora-ns@sound.ocn.ne.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
職 員 数：	99名（うち看護職員数10名）
病 床 数：	95床

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：交代制
勤 務 時 間：日勤		8:30～17:30		早出　7:00～4:00
　　　　　　　　遅出		9:30～18:30		夜勤		17:00～9:00等
給 与：基本給　看護師	200,000円
　　　　　　　　　　　　准看護師	190,000円
諸手当	・	賞与：夜勤手当、通勤手当等、賞与年２回等
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務等
就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等

施　設　紹　介
　平成10年に介護老人保健施設ロイヤルケアセンターを開
所し、施設・通所・訪問・地域密着型・居宅支援等のサー
ビスを運営しています。職員同士のコミュニケーションも
よく、年齢層も幅広く、勤務体制や勤務時間の相談・資格
取得の支援にも力を入れています。

看護師からのメッセージ
　毎日学ぶことがあり、周りに迷惑をかけていますが、と
ても楽しく仕事をさせてもらっています。皆に頼りにされ
る職員を目指します。皆さんも一緒に目指しませんか。

求人に関する連絡先
担当者：早川　TEL:0884-42-3838
メールアドレス：royalcare@joy.ocn.ne.jp
※採用時期：随時等
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徳島健康生活協同組合　西部健生訪問看護ステーションナーシングホームあおいそら
〒778-4803　徳島県三好市井川町吉岡161-1
TEL:0883-76-3716　FAX:0883-76-3713

〒776-0010　徳島県吉野川市鴨島町鴨島876
TEL:0883-36-1121　FAX:0883-36-1131
URL: http://aozora-c.com/

施　設　概　要
診療科目：訪問看護
職 員 数：	12名（うち看護師数８名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：週休２日制
勤 務 時 間：8：30～17：30
諸手当	・	賞与：待機手当、通勤手当、昇給、賞与
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務
就職後の教育体制：	新人看護職員研修、事業所研修、事業所

研修等
キャリアアップ支援：訪問看護師養成講習会受講支援

施　設　紹　介
　三好市・東みよし町・美馬市・美馬郡3200世帯の医療生
協組合員や、地域の住民の健康を守りたい、安心して暮ら
せる地域づくりを推進する生協法人の診療所を有する訪問
看護ステーションです。患者の立場に立った良い医療・良
い看護を目指します。
　働く人、子育て中の方にも協力姿勢で臨みます。

看護師からのメッセージ
　在宅支援ならではの、やりがいや、楽しみもあります。
看護師スタッフ笑顔で働ける職場を目指し、事業所学習会
も定期的に行い、能力アップもちろん職種間交流も楽しく
行っています。不安があっても、慣れるまで同行訪問も行っ
てサポートします。
看護の特色：	神経難病・小児・高齢者さんが在宅で暮らせ

る看護支援をしています。

求人に関する連絡先
担当者：岡本　恵　TEL:0883-76-3716
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：デイサービス
職 員 数：	12名（うち看護師数６名）
病 床 数：	無床

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日勤のみ
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:30
給 与：基本給180,000～200,000円
諸手当	・	賞与：	資格手当　15,000～20,000円、
　　　　　　　　職能手当　5,000～30,000円
　　　　　　　　通勤手当・昇給、賞与年3回(3～5ヶ月分)
休暇・福利厚生：	毎週週休二日制(年間休日日数125日)、有

給休暇、産前産後休業、育児休業、介護
休業、短縮時間勤務あり

就職後の教育体制：新人看護職員研修、院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：	認定看護師受講支援、ファーストレベル

受講支援等

施　設　紹　介
　人工呼吸器を使用している神経難病、がん末期、認知症
高齢者、小児等患者さんの在宅療養を、看取りを含めた専
門的な看護で支援しています。

看護師からのメッセージ
　“一人一人の命の輝きを大切”を理念に掲げ、日々楽しく
元気に看護をしています。新卒の方、未経験の方も大丈夫
です。

求人に関する連絡先
担当者：吉野　牧子　TEL:0883-36-9227
メールアドレス：aozora-ns@sound.ocn.ne.jp
※採用時期：随時
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医療法人  有誠会  介護老人保健施設  喜久寿苑社会福祉法人　山城会　特別養護老人ホーム山城荘
〒779-3207　徳島県名西郡石井町高原字桑島561-１
TEL:088-674-7755　FAX:088-674-7756
URL:　https://kikujuy.wixsite.com/mysite/

〒779-5451　三好市山城町西宇1227番地４
TEL:0883-84-1177　FAX:0883-84-1161
URL:　http://yamashirokai.or.jp/

施　設　概　要
提供サービス：入所・短期入所・通所リハ
職	員	数：	60名（うち看護師数10名）
入所定員：	100名（短期入所：空床利用）
通所定員：20名
看護・介護体制：３対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制
勤		務		時		間：日勤		8:30～17:30、早出		7:00～16:00、
　　　　　　　　遅出		9:30～18:30
給 与：基本給170,000円～240,000円	
諸手当	・	賞与：	皆勤手当5,000円、通勤手当～14,630円、

資格手当各種（支援専門員手当）、
　　　　　　　　賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、短縮時間勤務、グルー

プ内保育所あり
就職後の教育体制：施設内研修
キャリアアップ支援：	外部研修参加支援（全老健主催・県老健主催等）

施　設　紹　介
【理　　念】　至誠（しせい）　意味:誠心からのサービス
【行動指針】　	いつもやさしさ、思いやり、誠実さを忘れない。
　　　　　　利用者の声に耳を傾け、その意思を尊重する。
　　　　　　全職員が協力・連動したサービスを行う。
　　　　　　常に自己研鑽に努める。
　老健の特徴は「多職種協働」です。しかし、本当の意味で
協働し、その効果を発揮するためには、各専門職が胸を張っ
て堂々と自分の意見を述べ合える関係性でなくてはなりま
せん。互いに平等な立場で意見を言い合える環境こそが重
要であり、喜久寿苑は「多職種平等」を目指しています。

看護師からのメッセージ
　アットホームで、夜勤もなく短縮時間勤務も可能で大変
働きやすい職場です。
　ブランクがある方やアクティブシニアの方も、ぜひ一度
見学にいらしてください。優しい師長と優しい看護主任が
お待ちしています。

求人に関する連絡先
担当者：山根　TEL:088-674-7755
メールアドレス：kikuju-y@mxi.netwave.or.jp
※採用時期：随時

施　設　概　要
診療科目：介護老人福祉施設
職 員 数：	54名（うち看護師数７名）
病 床 数：	80床（うち長期入所病床70床、短期入所病床10床）
看護体制：	11対１

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：３交代制（深夜帯除く）
勤 務 時 間：早出		6：30～15：30　	日勤		9:00～18:00
　　　　　　　　遅出		13:00～22:00等
給 与：基本給
諸手当	・	賞与：	資格手当、処遇改善手当、扶養手当、
　　　　　　　　住居手当、夜間待機手当、通勤手当等
　　　　　　　　賞与年2回等
休暇・福利厚生：	有給休暇、育児休業、介護休業、短縮時

間勤務等
就職後の教育体制：施設内研修、施設外研修等
キャリアアップ支援：職員資格取得支援助成金の支給等

施　設　紹　介
　社会福祉法人山城会は、「共に喜び、共に生きる」をスロー
ガンに「福祉の里山城」を開設して20数年が経過しています。
　当地域は徳島県の西端、四国中央部に位置し、急峻な山
地が大部分を占め、周辺には景勝大歩危、小歩危の渓谷、
祖谷のかずら橋等、風光明媚な自然が豊富であり、緑の山
に囲まれた澄みきった空気のなかで老後を健やかに暮らす
には最適な場所であります。また、施設の庭先、地下330ｍ
の地点から湧き出る良質の温泉は出量豊富で温泉を利用し
た入浴を提供しています。
　特別養護老人ホーム山城荘は市営住宅と合築の建物で、
ケアハウスやデイサービスセンター等を併設し、地域の福
祉の中核として活動しています。
　「共に喜び、共に生きる」ことを基本理念として、引き続
き地域福祉・高齢者福祉に積極的に取り組んでまいりたい
と考えています。

看護師からのメッセージ
　介護老人福祉施設内の看護業務です。多くの方が人生の
終末を過ごされる生活の場としての役割を果たせるよう安
心で安全な環境を提供し、入所者に寄り添える看護を目指
して日々努めています。新卒の方、未経験の方でも大丈夫
です。私たちと一緒に高齢者施設での仕事を通して、自分
の力を試してみませんか？
看護の特色：	口腔ケア、機能訓練、看取り介護等、生活の
質の向上に力を入れています。

求人に関する連絡先
担当者：　西　和代　TEL:　0883-84-1177
メールアドレス：　yamashirokai@ctm.ne.jp
※採用時期：　随時
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社会福祉法人　凌雲福祉会　特別養護老人ホーム藍寿苑社会福祉法人　成蹊会　特別養護老人ホーム和光園
〒771-1232　板野郡藍住町富吉字穂実66-３
TEL:088-692-5166　FAX:088-692-5258
URL:http://www.ryoun.com

〒771-0219　板野郡松茂町笹木野字山東49-１
TEL:088-699-2745　FAX:088-699-7880
URL:http://wako-en.or.jp

施　設　概　要
介護老人福祉施設
職	員	数：	50名（うち看護職員数５名）
定 員：		60床（ユニット型30床、従来型30床）
　　　　　ショート20床（ユニット型10床、従来型10床）
看護体制：	入所看護体制Ⅰ・Ⅱ　ショート看護体制Ⅲ・Ⅳ

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：正社員
勤 務 時 間：日勤		8:30～17:30、早出		8:00～17:00、
　　　　　　　　遅出		10:00～19:00
給 与：基本給　175,000円～220,000円
諸手当	・	賞与：	資格手当　20,000円～30,000円、
　　　　　　　　待機手当、通勤手当等　　賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、フレッシュアップ休暇（国民の

祝日16日分）、育児休業、介護休業、短縮
時間勤務、事業所内保育所等

就職後の教育体制：院内研修、院外研修等
キャリアアップ支援：ケアマネ受験対策

施　設　紹　介
　平成28年４月に開設した、新しい施設です。１階には、
デイサービス、事業所内保育所があります。２階が従来型、
３階がユニット型です。正面には、広い芝生の庭があり、
リゾート施設のような建物です。
　稲次病院グループとして、医療面でのバックアップも充
実しており、365日24時間体制で、入所者の方の支援を行っ
ています。

看護師からのメッセージ
　新しい施設で、仲よく、笑顔で、一緒に仕事をしませんか？
医療面での支援も充実しており、働きやすい環境です。

求人に関する連絡先
担当者：　秋山　郁恵　TEL:088-692-5166
メールアドレス：aijyuen1@ryoun.com
※採用時期：随時募集

施　設　概　要
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム、短期入所）
職	員	数：	67名（うち看護師数３名）
定　　員：	108名（うち入所90名、ショートステイ18名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日勤、遅出、夜間オンコール体制（当番制）
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:00　	遅出　9:30～18:00
給 与：	238,000円～260,000円
諸手当	・	賞与：住宅手当、通勤手当、扶養手当、
　　　　　　　　賞与年２回等
休暇・福利厚生：退職金制度、有給休暇、育児休業等
就職後の教育体制：事業所内研修、外部研修

施　設　紹　介
　県下で歴史が最も古い特別養護老人ホームです。
　同一敷地内に、特別養護老人ホーム（ショートステイを併
設）、デイサービスセンター、居宅介護支援センターがあり
ます。
　感謝の気持ちを持ち、利用者様や職員の笑顔が咲き誇る
施設を目指しています。

看護師からのメッセージ
　看取りや利用者様の重度化により、特別養護老人ホーム
での看護職のやりがい・必要性は大幅に上がってきています。
　人生の最期まで寄り添う仕事をしたい方、一緒に働きま
せんか。

求人に関する連絡先
担当者：迫村　圭一郎　TEL:088-699-2745
メールアドレス：wako-en@chive.ocn.ne.jp
※採用時期：随時



☆徳島県医療人材育成機関認証施設
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施　設　概　要
診療科目：訪問看護
職	員	数：７名（うち看護師数６名、准看護師数１名）

勤 務 条 件 等
勤 務 体 制：日勤のみ、
　　　　　　　　夜間緊急時対応（交代でオンコール対応）
勤 務 時 間：日勤　8:30～17:30
　　　　　　　　（常勤・短時間常勤・パート可）　
給 与：基本給　205,000円～280,000円
　　　　　　　　（経験年数による）
諸手当	・	賞与：待機手当、通勤手当、　賞与年２回
休暇・福利厚生：	有給休暇、フレッシュアップ休暇（祝日）

育児休業、介護休業、院内保育所
就職後の教育体制：	新人看護職員研修、事業所内研修、事業

所外研修
キャリアアップ支援：	訪問看護師養成講習会受講支援、訪問看

護スキルアップ研修支援

看護師からのメッセージ
　ワークライフバランスを重視し、働きやすい職場を目指
しています。訪問経験のない看護師も養成講習会を受講し、
先輩看護師と同行し丁寧に指導しています。利用者やご家
族に寄り添う看護を提供していきたいと思っている方、ぜ
ひ私たちと一緒に仕事をしてみませんか。
看護の特色：稲次病院、介護老人保健施設からの退院・退
所された利用者様や、障がい者生活支援センターからの紹
介、ターミナルの方への訪問もあります。

求人に関する連絡先
担当者：　管理者　TEL:088-637-3388
メールアドレス：ryounfukushikai@ryoun.com
※採用時期：　随時

社会福祉法人　凌雲福祉会

凌雲訪問看護ステーション
〒771-1253　板野郡藍住町矢上字安任156-1
TEL:088-637-3388　FAX:088-637-3360
URL:http://www.ryoun.com



相 談 機 関 一 覧

関 係 機 関 一 覧

機関名 住所・ホームページ 電話番号

徳島県看護協会
徳島市北田宮１丁目３２９−１８
http://www.toku-na.jp/nursecenter/

088-631-5544

徳島県医師会
徳島市幸町３丁目６１番地
http://www.tokushima.med.or.jp/

088-622-0264

徳島県福祉人材センター

アイネット

徳島市中昭和町１丁目２番地
（県立総合福祉センター内）

http://ainet-tokushima.jp/
088-625-2040

機関名 住所・ホームページ 電話番号

徳島県庁

医 療 政 策 課
徳島市万代町１丁目１番地
http://www.pref.tokushima.jp/

088-621-2226

長寿いきがい課
徳島市万代町１丁目１番地
http://www.pref.tokushima.jp/

088-621-2168

国保・自立支援課
徳島市万代町１丁目１番地
http://www.pref.tokushima.jp/

088-621-2166


