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静かに療養できる開放的環境のもと、安心して治療を受けられる

病院を目指すとともに地域医療へ貢献します。 
 

1970 年(昭和 45 年)9 月、地域の方たちの力で秋田県秋田市浜田藍ノ原の傾斜地に添う

モダンなイメージで建設された当病院は 91 病床から出発し、1983 年(昭和 58 年)に開放

病棟を新設、1998 年(平成 10 年)には閉鎖病棟を新設し、現在 192 床の病院となってい

ます。 
現在は外来、入院、精神科訪問看護など、救急から在宅まで幅広い医療活動を行ってい

ます。差額ベッド料が無く「どんな方でも安心して受けられる医療」を目指してきまし

た。 笠松病院は地域の方が医療と看護を必要とした時その声に応えることを使命とし、

地域医療に携わって 50 年余り。「その人らしく住み慣れた町で生活できる」ということ

を大事に退院後も健康で豊かに生活できるよう、これからも地域と精神科医療の架け橋

を目指し努力し続けていきます。 

職員募集（新卒者向け）パンフレット 



看護部⾨ 

私たち看護師はスキルを磨き患者さんに寄り添う看護をしています。 
当病院では、患者さんの自主性・主体性を重視し、可能な限り開放的な方向性で治療・

看護を進めています。 

看護部門は、男性閉鎖病棟、女性閉鎖病棟、開放病棟の３病棟で、看護体制は「精神病

棟入院基本料 15：1、3人夜勤体制の二交替制」です。 

看護部の理念は、 

1）人々の基本的人権を尊重し、個人の尊厳と権利を擁護する。 

2）家族や他の専門職との連携を図り、専門職業人としての知識と技術を駆使し対象と

なる人々がその人らしい生活ができるように支援する。 

であり、これらを胸に日々業務に努めています。 

精神科看護にとって最も大切だと思うことは、「患者さんを思いやる心」です。 

入院期間が長引くにつれて、社会復帰が難しくなる傾向と高齢化に伴い、身体合併症が

増加するなど、精神科看護においても多様性を要するようになって久しくなります。看

護職員及び他の職員と共に、患者さんの痛みに寄り添い、諦めないでしっかりと支え続

けていきます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（2020 年⼊職） 

相原 愛さん  秋⽥県秋⽥市出⾝ 新潟⼤学卒業 

この病院のナースを⾒る 

 

 

 

「患者様が治療に専念できるよう、⾃分も尽⼒したい」 

いつも患者様の⼼に寄り添う看護に努めています 

 

先輩からフォローが⼿厚く、多くのことを学べるため、 

楽しく働くことができています 

 
 元々、新潟の総合病院で働いていましたが、⽬まぐるしく展開される急性期看護よりも患者様

とじっくり関わることのできる慢性期看護に関わりたいと思い、当院へ⼊職しました。 

当院は、残業が少なく、⾃分の時間を確保することができるため、ワークライフバランスが⾮

常に充実しています。 

⼊職当時は、経験年数が少なく不安な環境でしたが、先輩からのフォローが⼿厚く、多くのこ

とを学べるため、楽しく働くことができています。 

また、病棟の患者様からも名前を覚えていただき、声をかけてもらえるのもとても嬉しく、患

者様が治療に専念できるよう、⾃分も尽⼒したいと思います。 

 

 
 



（2020 年⼊職） 

⼋重樫 英紀さん  秋⽥県横⼿市出⾝  ⼤館准看護学院卒業  

この病院のナースを⾒る 

 

 

 

 

師⻑、先輩看護師のチームワークで残業が少ない職場。 

業務内容の疑問に対しても相談しやすい環境です 

 

余裕をもったライフワークで充実した⽇々 

 
 今年４⽉１⽇より、男性閉鎖病棟に勤務しています。 

多種の精神疾患患者が療養していることもあり、最初は業務が複雑だと感じました。 

 しかし、師⻑はじめ先輩看護師の皆さんは穏やかな感じで、業務内容の疑問に対しても相談し 

やすく、⾃分の意⾒も反映してもらっています。 

前職場と⼤きな違いは、夜勤時の休憩時間が⻑く、⾝体的にも無理なく働けることです。 

また、休⽇が多いことで余裕をもったライフワークで充実した⽇々を過ごしています。 
 

 

 

 

 

 



看護部長からのメッセージ 

自立した看護師となってほしい 

笠松病院では、患者さんの「個」と同じように、看護師の「個」を大切にします。自分

の頭で考え、自分の言葉で発信し、自ら行動し、自分らしい看護を展開できる「自立し

た看護師」になってほしいと願っています。必要なのは「よく学び、よく働き、よく遊

び、しっかり休む」こと。オンとオフの切り替え、4つのサイクルを上手に回していく

ことで、確かな知識とスキルをベースに、笑顔で患者さんに接することができるように

なります。 

当院でプロフェッショナルとして自分らしい看護を見つけ、目標に向かって成長しませ

んか？ 

ライフスタイルに合わせて働き方を選べることがキャリアアップを可能にしています。 

また、他に誇れる就業規則や福利厚生があり、働き続けられる条件が充実しています。 

地域に根ざし、看護の専門性を生かした、やりがいのある仕事がしたいと考えるあなた

を心からお待ちしております。 

看護部長 青山 一夫 

 

先輩からのメッセージ 

 

日々自分を高め、先輩のように心配りのできる看護師に 

 
慣れない業務も多く失敗して落ち込むこともありますが、病棟のみなさんでフォローし

てくれます。やさしく見守ってくださる先輩達と日々自分を高めていける職場です。 

今はまだ、思い通りに動けずにバタバタすることもあります。 

今後の目標は、やるべきことに優先順位をつけてスケジュールを立てられるようになる

こと。そうすれば患者さんと向き合う時間も増やせると思います。 

日々「その人らしく安心して療養できる」ように心の通い合う看護と、予防から治療、

家庭・社会復帰まで視野に入れたケアが展開できる看護師を目指します。 



笠松病院 先輩ナースのメッセージ！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

☆ワタシが笠松病院を選んだ 3つの理由☆ 

1、「よく学び、よく働き、よく遊び、しっかり休む」という方針！ 

2、 自然豊かな落ち着いた職場環境！ 

3、 常に知識を得られる環境！ 

  

先輩ナースからのメッセージです。 

☆その 1 「よく学び、よく働き、よく遊び、しっかり休む」という方針！ 

患者さんとしっかり向き合うためには、看護師が気持ちにゆとりを持ち、

笑顔で働ける環境とオンとオフの切り替えが大切という方針にとても魅力

を感じました。 

 

☆その 2  自然豊かな落ち着いた職場環境！ 

病院のあるエリアは日本海が一望でき、自然豊かな落ち着いた環境で働け

ます。 

 

☆その 3  常に知識を得られる環境！ 

入退院が多いですが、若いスタッフも多く協力しながら働いています。 

また、新しい治療、薬剤などの知識も身につけられます。 

 

 

 

 

 

 

 



募集要項 

募集職種 看護師・准看護師、看護補助者 

募集⼈員 看護師・准看護師 4 名 

看護師補助者 5 名 

応募資格 看護師・准看護師（免許・資格）、看護補助者（不問） 

選考⽅法 書類選考、⾯接 

応募⽅法 詳しくは当院ホームページをご確認ください。 

業務内容 

看護師・ 

准看護師 

病棟における看護業務全般 

バイタルチェック、注射等⼀般的な看護業務 

⾷事、⼊浴、排泄介助、着替え等、⾝の回りのお世話 

看護補助者 病棟における看護補助業務全般 

⾷事介助、⼊浴介助、排泄介助、⾝の回りのお世話、器具等の洗浄、交換、 

その他不随する業務 

給与・⼿当 

給与 看護師 

 ⼤卒︓210,000 円  

専修学校卒︓200,000 円 

准看護師 

⼤卒︓195,000 円 

専修学校卒︓190,000 円 

看護補助者 

⼤卒︓150,000 円 

専修学校卒︓145,000 円 

短⼤︓140,000 円 

⾼校卒︓135,000 円  

諸⼿当 通勤（上限）20,000 円 

住宅（世帯主）5,000 円 

家族（配偶者）9,000 円 

  （その他）4,000 円 

夜勤（⽉ 4 回程度） 

・看護師・准看護師（１回 8,000 円） 

・看護補助者（1 回 5,000 円） 

昇給・賞与 昇給 年 1 回 

賞与 年 3 回  7 ⽉  12 ⽉  3 ⽉ 



勤務 

勤務体制 ○⼆交替制 

・⽇勤 09:00 〜 17:10 

・夜勤 17:00 〜 09:30（仮眠４ｈ含） 

〇休憩時間 70 分 

〇時間外 ⽉平均１時間程度 

休⽇制度 ⼟・⽇・祝・その他 

週休⼆⽇制 毎週 

休暇 年次有給休暇、特別休暇 

お盆休み（8/13〜8/15） 

年末年始休暇（12/30〜1/3） 

看護体制 

病床数 192 床 

外来患者数 10〜20 名（1 ⽇平均） 

⼊院患者数 178 名（2020/6/30 現在） 

看護体制 ⼀般病棟 15︓1 

1 病棟の病棟数 192 床に対して、⽇勤 10〜12 名、夜勤 3 名の「15 対 1 体制」。 

昼は看護補助者も 3 名勤務しているので、看護業務に専念できる環境となっています。 

【看護業務サポート】 

各病棟に看護補助者を配置し、環境整備、器具の洗浄、⾷事補助など様々なサポートをして

います。 

【メンタルサポート】 

医療相談室に精神保健福祉⼠が在籍しており、家族からの相談や定期的に⾯談を実施して精

神⾯でのフォローを⾏っています。 

福利厚⽣・その他 

社会保険 健康保険・雇⽤保険・厚⽣年⾦保険・労災保険 

被服 制服を貸与させていただきます。（夏⽤ 3 着・冬⽤ 3 着、その他） 

退職⾦ 勤続 2 年以上対象 

資格取得⽀援制度 スキルアップを⽀援します。（資格取得のための休暇の配慮や費⽤の⽀援） 

奨学⾦制度もあります。（詳細はホームページを参照してください） 



その他福利厚⽣ 育児休暇制度、定期健康診断、 

採⽤窓⼝情報 

受付窓⼝ 事務部 採⽤担当者 

連絡先 メールアドレス︓info@ryokuyo.or.jp 電話番号︓018-828-2258 

住所 〒010-1654 秋⽥県秋⽥市浜⽥字藍ノ原 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


