
先輩精神科看護師の声

理想の看護ができました
一般科からの転職

安心して復職出来ました
復職で精神科へ

精神科看護は
家族も大切にできます

子育てとの両立

多度あやめ病院のライフ・ワーク・バランス
1週間の労働時間

通勤手当 ユニフォーム

37時間
有給取得率

81.9％
希望のお休み

ほぼ100％

残業時間

ほぼ0

全額支給

各種制度子育て支援 親の介護支援

（法人の規定により算出）

入職時3枚貸与
シューズ代支給

医療法人社団橘会  理事長 金子和磨

患者さんとより深く関わることができ、一緒に喜びや悲し
みを分かちあうことが出来るので、私の理想とする看護が
出来ました！

精神科未経験の方でも、基礎的な知識・技術があるだけで
十分です。人間味のあるあたたかいスタッフ、残業もほぼ
なく、融通の利く環境と、とても働きやすいため、あっと
いう間に十年以上経ちました。

入職したばかりの頃はこれまでの職場との違いに戸惑いま
したが、丁寧に教えていただき徐々に慣れることができま
した。時間外なく帰宅できるため家族の協力を得ながら仕
事と子育ての両立ができています。

・子の看護休暇
・夜勤免除
・時間外労働の免除
・育児短時間勤務制度

・再雇用制度
・退職金制度
 （勤続1年以上）
・慶弔見舞金
・医療費還付制度
・健康診断費用法人負担

・インフルエンザワクチン
　接種法人負担
・紀州鉄道保養所利用の
   割引
・未就学児へのクリスマス
ブーツプレゼント

・介護休暇
・夜勤免除
・時間外労働の免除
・時短勤務制度

多度あやめ病院での
看護師としての人生も仕事もHAPPYにしたい

マイカー通勤OK
無料駐車場あり
愛知方面からの通勤は
渋滞が少ないですよ！





TEL 0594-48-2171



職種 正看護師

雇用形態 正職員

業務内容

精神科病棟における、入院患者様の看護業務です。

・医師の診療補助、注射

・病室の患者様の見回り、服薬の指導など日常生活の援助

・体温・血圧、脈拍数などを測りカルテに記録

・患者様の容体に異常を認めた場合には、主治医に連絡して指示に従う等

＊夜勤は月平均４～５回程度です。

資格 正看護師

勤務時間

週37時間勤務 シフト制

(1) 8:30～17:00

(2) 16:00～9:00

早出 6:30～15:00  遅出 10:00～18:30 早出・遅出計2回程度／月

休日 117日（年末年始休暇・夏季休暇・ゴールデンウイーク・誕生日休暇含む）

給与

月給（例）    278,200 ～ 334,200  円（経験年数により優遇）

基本給    220,000 ～ 272,500  円

業務手当    9,500 ～    13,000 円

皆勤手当    5,200円

給食手当    1,500円

早出手当    1,000円 （月1回で算出）

遅出手当    1,000円 （月1回で算出）

夜勤手当     40,000円 （月4回で算出）

  ＋

その他手当

通勤手当（全額支給、法人規定により計算）

住宅手当    4,000円（世帯主のみ）

家族手当    9,000 ～ 3,200 円（法人規定により計算）

昇給 年１回（55歳以上は昇給無し）

賞与 4.25（令和3年度実績）

加入保険 健保、厚生年金、雇用、労災

退職金制度 あり

再雇用制度 あり

選考方法 履歴書、面接

連絡先 ０５９４‐４８‐２１７１

受付曜日と時間 平日（9：00から17：00）

メールアドレス nursing-mng@tadoayame.or.jp

担当者氏名 看護部⾧ 小粥

備考 入職前に職場見学ができます まずは職場の様子見に来ませんか！

正看護師（正社員）募集要項



職種 准看護師

雇用形態 正職員

業務内容

精神科病棟における、入院患者様の看護業務です。

・医師の診療補助、注射

・病室の患者様の見回り、服薬の指導など日常生活の援助

・体温・血圧、脈拍数などを測りカルテに記録

・患者様の容体に異常を認めた場合には、主治医に連絡して指示に従う等

＊夜勤は月平均４～５回程度です。

資格 准看護師

勤務時間

週37時間勤務 シフト制

(1) 8:30～17:00

(2) 16:00～9:00

早出 6:30～15:00  遅出 10:00～18:30 早出・遅出計2回程度／月

休日 117日（年末年始休暇・夏季休暇・ゴールデンウイーク・誕生日休暇含む）

給与

月給（例）    258,200 ～ 314,200  円（経験年数により優遇）

基本給    200,000 ～ 252,500  円

業務手当    9,500 ～    13,000 円

皆勤手当    5,200円

給食手当    1,500円

早出手当    1,000円 （月1回で算出）

遅出手当    1,000円 （月1回で算出）

夜勤手当     40,000円 （月4回で算出）

  ＋

その他手当

通勤手当（全額支給、法人規定により計算）

住宅手当    4,000円（世帯主のみ）

家族手当    9,000 ～ 3,200 円（法人規定により計算）

昇給 年１回（55歳以上は昇給無し）

賞与 4.25（令和3年度実績）

加入保険 健保、厚生年金、雇用、労災

退職金制度 あり

再雇用制度 あり

選考方法 履歴書、面接

連絡先 ０５９４‐４８‐２１７１

受付曜日と時間 平日（9：00から17：00）

メールアドレス nursing-mng@tadoayame.or.jp

担当者氏名 看護部⾧ 小粥

備考 入職前に職場見学ができます まずは職場の様子見に来ませんか！

准看護師（正社員）募集要項



職種 看護補助者（介護スタッフ）

雇用形態 正職員

業務内容 入浴、食事等の介助、おむつ交換など

資格 なし 資格手当あり

勤務時間

週37時間勤務 シフト制

(1) 8:30～17:00

(2) 16:00～9:00

月1～2回程度 遅出 10:00～18:30

月0～1回程度 早出 6:30～15:00

休日 117日（年末年始休暇・夏季休暇・ゴールデンウイーク・誕生日休暇含む）

給与

月給（例）    222,350 ～ 260,850  円（経験年数により優遇）

基本給    170,000 ～ 205,000  円

業務手当    9,500 ～    13,000 円

皆勤手当    5,200円

給食手当    1,500円

早出手当    1,000円 （月1回で算出）

遅出手当       750円 （月1回で算出）

夜勤手当     34,400円 （月4回で算出）

  ＋

その他手当

資格手当（ホームヘルパー2級：2,000円 介護福祉士：4,000円）

通勤手当（全額支給、法人規定により計算）

住宅手当    4,000円（世帯主のみ）

家族手当    9,000 ～ 3,200 円（法人規定により計算）

昇給 年１回（55歳以上は昇給無し）

賞与 4.25（令和3年度実績）

加入保険 健保、厚生年金、雇用、労災

退職金制度 あり

再雇用制度 あり

選考方法 履歴書、面接

連絡先 ０５９４‐４８‐２１７１

受付曜日と時間 平日（9：00から17：00）

メールアドレス nursing-mng@tadoayame.or.jp

担当者氏名 看護部⾧ 小粥

備考 入職前に職場見学ができます まずは職場の様子見に来ませんか！

看護補助者（介護スタッフ 正社員）募集要項



職種 看護補助者（介護スタッフ）

雇用形態 パート

業務内容 食事等の介助、おむつ交換など

資格 なし

勤務時間

週37時間勤務 シフト制

(1) 6:00～8:00

(2) 17:15～20:30

(3)  (1)+(2)

休日 117日（年末年始休暇・夏季休暇・ゴールデンウイーク・誕生日休暇含む）

給与 基本給       1,200 ～     1,400  円（曜日によって変動）

昇給 なし

賞与 なし

加入保険 雇用、労災

退職金制度 なし

再雇用制度 あり

選考方法 履歴書、面接

連絡先 ０５９４‐４８‐２１７１

受付曜日と時間 平日（9：00から17：00）

メールアドレス nursing-mng@tadoayame.or.jp

担当者氏名 看護部⾧ 小粥

備考 入職前に職場見学ができます まずは職場の様子見に来ませんか！

看護補助者(介護スタッフ パート）募集要項



職種 薬剤師

雇用形態 正職員

業務内容 調剤、薬品管理、病棟活動、医薬品情報提供

資格 薬剤師

勤務時間
週37時間勤務 シフト制

8：30～17：00

休日 117日（年末年始休暇・夏季休暇・ゴールデンウイーク・誕生日休暇含む）

給与

月給（例）    212,200 ～ 326,200  円（経験年数により優遇）

基本給    200,000 ～ 314,000  円

業務手当    5,500円

皆勤手当    5,200円

給食手当    1,500円

  ＋

その他手当

通勤手当（全額支給、法人規定により計算）

住宅手当    4,000円（世帯主のみ）

家族手当    9,000 ～ 3,200 円（法人規定により計算）

昇給 年１回（55歳以上は昇給無し）

賞与 4.25（令和3年度実績）

加入保険 健保、厚生年金、雇用、労災

退職金制度 あり

再雇用制度 あり

選考方法 履歴書、面接

備考 ０５９４‐４８‐２１７１

受付曜日と時間 平日（9：00から17：00）

メールアドレス tado@tadoayame.or.jp

担当者氏名 事務⾧ 市川

備考 入職前に職場見学ができます まずは職場の様子見に来ませんか！

薬剤師（正社員）募集要項


