
ワークライフバランス
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送迎バスあり

看護部 募集案内

あたたかく見守り、支える看護を大事にしたい
明るい環境で「実現したい看護・介護」ができる職場です

急性期～回復期～社会復帰まで「心の健康」を支える



診療科 ： 精神科、心療内科、神経科

病床数 ： 精神一般病床102床、精神療養病床214床

救急体制： 精神科救急医療施設

外来体制： 1日約60名（２診体制）

職員数 ： 210名(うち看護師100名、看護助手50名)

設備 ： 2003年に増改修を実施、明るい病棟です 訪問看護/外来
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これまでも、これからも患者さんファーストで
地域の精神科医療を支える中核であり続けたい

かつて無医村だった清田区エリアで50年にわたり「こころの病」の治療と、
ケアに取り組んでいます。訪問看護・デイケアなど在宅復帰後の支援も含め、
包括的に地域の精神科医療を担う中核病院です。

私たちが目指すもの・・・

精神疾患においては、急性期は見守り、入院生活を支えつつ回復を待つことが重要です。当院
ではしっかりと療養・在宅復帰の受け皿がある中で急性期・回復期の治療と社会復帰に向けた
リハビリに取り組んでいます。長い時には年単位になる退院支援を他職種で支援し、患者様が
地域社会でその人らしく生活できるよう支える病院です。このため退院後を見据えた退院支援、
社会復帰の支援に力を入れています。

精神科としての取り組み

患者様からの声

●急性期治療

しっかりと準備と時間をかけ、
在宅復帰に取り組んでいます。
ご家族を含めたカンファを重ね
半年～1年かけて社会復帰の支援を行います。

近隣の社会資源が豊富で（区役所、商業施設、銀行、
交通機関等）これらを活用したリハビリテーション
（社会技能訓練）に取り組んでいます。

特徴

施設概要

症状がつよい初期の患者様はしっかり
見守り、回復を待つ治療・看護を
行っています。

●在宅復帰支援

●ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

あしりべつ病院について

あしりべつ病院の取り組み

デイケア/療養病棟

一般病棟

急性期病棟

新館

療養病棟

▪お医者さん、看護師さん、受付のみなさん、いつも丁寧な対応してくださいます。

▪長期入院させていただいています。先生の御親切ぶりには、頭が下がります。また看護師さん達も、
いつでも声をかけてくださいね!と声をかけていただき、安心できます。

▪退院後、2週間に1度通院しています。診察を終えて家路につく度、また2週間頑張ろうと
力が湧き出てきます。



明るい雰囲気の中で「自分のやりたいこと」を見つけ、実現できる職場です！

定期面談

入職後は先輩職員がチームで支援します。また、
3ヶ月・6ヶ月の節目では教育担当者が育成チェック
リストに基づき到達度を確認しながらご指導します。

【研修実施例】
（看護師）：薬について、カンフォタブルケア、フォーカス
チャーティング、褥瘡、接遇、行動制限、感染、安全対策、
訪問看護に関する基礎知識、一次救命処置

（ケアワーカー）：オムツの研修、ケアワーカー研修、トラン
スファー、食事介助、保清と更衣
など、様々な研修を実施しています。

入職後はしっかりサポート

チームで支援します

新人さんだけでなく、看護部長が直接一人ひとりと
面談する機会を年1回設けています。

研修制度 ～しっかり学んで成長できる～

院内研修・勉強会
年間計画に基づいて研修を実施しています。

必要な外部研修は業務として病院費用で参加できます。

スタッフの声

▪自分の興味や関心のある研修に参加することができます。
学びたい気持ちがあれば看護師として成長できる環境だと思います。

▪経験がない方も手厚いサポートが受けられ、院内研修や外部研修で
スキルアップできるところが良いところだと思います。

▪毎日気づきがあり、人間として吸収できることが多い職場だと思います。

▪丁寧に教えてくれる先輩や、精神科の経験が豊富な方が多く、いつでも聞ける関係です。

教育体制・将来のキャリアステップ

外部研修・学会参加



「みんなでサポートし合う」「お互い様の気持ちがあるから、お休みが取りやすい」
「同僚も先輩も優しく、丁寧に教えてくれる」…そんな仲間がいる職場です。

採用HPは
こちらから

見学 面接

申し込みは下記よりお問い合わせ下さい

①採用HP エントリーフォーム
②お電話（左記採用担当まで）

〒004-0841 北海道札幌市清田区清田1条4-35

TEL ： 011-881-2626 （採用担当）
病院HP：http://www.tonankai.jp/

教育体制・将来のキャリアステップ

先輩ママのスタッフが多いので、子育て中の方にも理解があります。
学校の行事や突発休みもお互いにフォローし合ったり、
仕事だけでなく子育ての悩みなども相談できる風土があります。
働きやすく、長く続けられる職場です。

▶新人歓迎会、年末の忘年会などの福利厚生企画
▶各種サークル活動（マラソン部、ゴルフ部、バンド部など）

▶札幌ドームを貸切っての野球大会など、
家族も一緒に皆で楽しみます！

▶職員駐車場があり車通勤も可能です。
▶大谷地駅から送無料迎バスあり。
▶「清田区役所」「真栄」バス停からすぐ。
各方面からのバスも多く通勤に便利です。

福利厚生企画車通勤可・送迎バスあり

精神科の患者様を支える上で、人に対する思いやり、精神疾患への理解を大事にして
います。精神疾患は白黒はっきりつけられるものではなく、柔軟な対応や疾患全体を
観察することが必要です。
精神科は未経験でも、急性期や他領域の技術はそのまま活かせます。当院では、療養、
急性期、訪問看護もあるため、様々な患者さんに関わり、重度から回復までの段階を
診ることができます。在宅復帰を多職種で支援し、患者様・ご家族とじっくり関わり、
退院まで見送るやりがいがあります。未経験の方も、経験者の方も、安心して働ける
環境です。ぜひ見学にお越しください！

看護部長よりメッセージ

相談しやすい・働きやすい職場

働きやすい職場環境 ～子育て中の方も安心～

福利厚生

相談しやすい・働きやすい環境

スタッフの声

看護部長 門間 ゆかり

・1歳と3歳の子どもを育てながら勤務しています。
育休復帰の頃は子どもがインフルエンザに罹ったり熱を出したり、復帰後の半月は何かと
お休みをいただくことに。でも先輩や上司から配慮いただき、続けることができたと思います。

・突然のお休みが必要な場合も、お互いに協力し合い、お休みが取りやすいです。
・子育て中の方や色々なバックグラウンドの方が働いていますが、みんなのサポートがすごい
職場だと思います。

・ママさんスタッフが多く、とても温かく愛情深い方が多いと感じます。



先輩スタッフからのメッセージ

宮川 智子
看護師 2017年入職

精神科は特別なもの
ではなく、すべての
看護援助に通じると
思います

現在、精神科急性期の病棟で勤務していますが、
入職したとき、精神科領域はまったく初めての経験
でした。精神科の看護師としては新人として、一つ
ひとつを一から学ばせていただきました。
精神科の患者様は心の病を抱えているため、思い

が表面に出にくいのが特徴です。そんな中、患者さ
んから手紙をもらうことがあります。一生懸命書い
てくださった字で「宮川さん、ありがとう」「あの
時は私も辛かったんだ」「あの時、話を聞いてくれ
てありがとう」などとお言葉を頂くと、じんわりと
嬉しさを感じます。また、大変な時期を乗り越えて
病状が落ち着き、ついに退院される姿を見送るとき、
このお仕事のやりがいを感じます。

一生懸命に書いて下さったお手紙

患者様の疾患や症状は日によって異なります。
私たちも同じですが、ふとしたことでへこんだり、
不安を感じたり、希望を感じたり。その中で安心
して暮らせるのは自分の居場所があり、安心でき
る空間や関係があるからだと思います。
そこで、ここが安心できる空間だと思っていた

だけるように、患者様との日々のコミュニケー
ションを大切にし、信頼関係を築くことに努めて
います。根気よく関わることで、患者様に安心感
を与え、そこから初めて看護援助が始まるんだと
思います。

日々のコミュニケーションを大切に

精神科が初めての方は不安や分からないことも
たくさんあると思います。私もそうでした。でも、
先輩がしっかりと支えてくれたり、外部研修にも
業務扱いで積極的に参加することができます。学
びたいという気持ちがあれば、経験を広げ、看護
師として成長できる環境です。
また、あしりべつ病院のもう一つの良さは人間

関係。丁寧に教えてくれる先輩や、精神科の経験
が豊富な方が多く、いつでも聞ける関係、優しく、
頼もしく、温かい方が多い職場です。
初めての方も、私たちがしっかりと支えます。

心が通う看護を目指したいと思う方、ぜひお待ち
しています！

初めての方も、私たちがしっかりと
支えます

納谷 朋子
看護師 2016年入職

患者様、ご家族も
含めて納得できる
支援をしたい

入職して間もないころ、事情により長期休暇が必
要になるかもしれない状況になりました。その時、
上司から「いつでも休んでいいから、家族のことを
一生懸命やってね。心配しなくても大丈夫」と優し
く言葉をかけていただき、とても安心して働くこと
ができました。
また、当院はママさんスタッフが多く、とても温

かく愛情深い方が多いと感じます。突然の休みが必
要な場合でもお互いに協力し合い、お休みが取りや
すい環境だと思います。
業務自体は忙しいですが、自分自身の時間を持つ

ことができますし、仕事と生活のゆとりを持ちたい
方には働きやすい職場だと思います。

温かく愛情深い方が多い職場

精神科の患者様は他の疾患があってもなかなか
受け入れてもらえるところが少なく、当院では地
域の患者様を積極的に受け入れています。
そんな中、患者様にとって、またご家族も含め

て納得できる支援をしたいと取り組んでいます。
精神科での支援では、患者様の在宅復帰後の生活
を支える家族の不安も解消してあげないと、患者
様もご家族も幸せになれないと思います。
だから日々、患者様、ご家族のために自分に何

ができるか、在宅復帰に向けてどんな支援を行う
べきかを考えながら看護支援を行っています。

患者様、ご家族をともに支える看護

この１、２年、病院の雰囲気が変化してきたと
感じます。
例えば、理事長が交代されてから「改善をして

いこう」「新しい取り組みや病院づくりをしてい
こう」という思いや動きが伝わります。先生方が
率先して受け入れを行い、患者様も増えています。
また看護部でも院内・院外研修等の機会も増え、
教育体制も徐々に整いつつあります。
日々の業務は忙しいですが、それは他の病院で

も一緒。まだまだ整備が必要なことはたくさんあ
ると思いますが、「より良い看護ができる病院づ
くり」に加わることができる「あしりべつ病院」
に、ぜひお越しいただきたいと思います。

新しい取り組みが進んでいます



先輩スタッフからのメッセージ

吉江 真由美
看護助手 2015年入職

患者様がどう受け止
めるかということが
精神科支援では重要
だと思います。

いま勤務している部署は知的障がいをお持ちの方、
認知症の方、統合失調症の方など、様々な方がいらっ
しゃって、入職時は初めてのことばかりでした。
新人で入職すると、職員だけでなく患者様からコ

ミュニケーションを取ってくれるんですよね。そう
やって接しているうちに溶け込み、あっという間に３
年が経ちました。ここまで続けられたのは職員どうし
の関係性に加えて、患者様との継続的なコミュニケー
ションがあるからだと思います。
例えば、お休み明けで出勤すると患者様が「おはよ

う」と迎えてくれる。まるで家に帰ったような気持ち
になります。入院が長い患者さんにとっては生活の場、
それは職員にとっても一緒だと思います。

患者様が「おはよう」と迎えてくれる

思いやりを持ってケアをすること、スタッフ同士
も協力し、助け合うことを大切にしています。
職員の接し方次第で患者さんの心持ちや対応も変

わります。患者様がどう受け止めるかが特に精神科
支援を行う中では重要だと思います。
そんな中で特に楽しみなのが季節のイベント。当

院では、スイーツバイキングや、夏祭り、クリスマ
ス会、外出レクなど多くのイベントを実施していま
す。イベントを実施すると、言葉に表すのが難しい
方でも普段見られない表情から喜びが伝わります。
日々の中での患者様との触れ合いを大事にしていま
す。

「患者様がどう受け止めるか」が大事

いま勤務している病棟では、30代から60代まで
幅広い年齢層のスタッフが勤務していますが、年代
に関わりなくコミュニケーションが取りやすい職場
だと思います。お互いに声をかけあってフォローす
る雰囲気ですし、残業もほとんどなく働きやすい職
場です。みんなで協力してテキパキと動き、仕事と
生活を両立できます。
また、医療・看護の知識や経験がない方でも、毎

月研修があったり、院外研修にも行かせてもらえる
など、手厚いサポートが受けられ、スキルアップで
きるところが当院の良いところだと思います。
未経験の方も、みんなが優しく教えてくれる病院

ですので、ぜひお越しください！

未経験の方もスキルアップできる職場

高木 理恵
看護助手 2017年入職

精神科の支援は、
人間本来のことを
支えるお仕事だと
思います。

入職時は介護の仕事も精神科も初めての経験で
びっくりすることも多かったですが、先輩が一緒に
ついてくださり、教わりながら仕事にも馴染むこと
ができました。「無理せずに」「チームで」進める
職場ですので、未経験で入った方も安心して仕事を
覚えることができると思います。
働く中で、精神科での支援は、人間本来のことを

サポートする支援だということに気づきました。食
べること、眠ること、日々の生活が整うように支援
すること。毎日関わることで、ちょっとした変化に
も気づくようになります。特に私たち看護補助のス
タッフが一番身近に関わっていますので、日々の気
づきを大切にしています。

人間本来のことを支えるお仕事

日々の介助では、慌てず、落ち着いた対応をす
ること、無理をしないことを大事にしています。
患者様の様子から、例えば入浴など日々の活動

であっても、入りたくない日もあると思います。
だから患者様の視点に立ち、無理にせずに関わる
ことを大事にしています。それが患者様の負担を
軽減することにもつながります。
もう一つ大事にしていることは「笑顔で接する

こと」。これは病棟でも目標としていますが、笑
顔で接することで患者様の安心感や安堵感、そし
て長期的な改善にもつながります。

「無理をしない」ことが大切

あしりべつ病院はとにかくスタッフ間の雰囲気
が良い職場だと思います。みんなで協力しながら、
患者さんを第一に考え、情報共有して、チームで
関わっていく雰囲気です。
また、色々な年齢層やバックグラウンドの方が

働いているので、お互いにサポートし合う風土が
しっかりと根づいています。また先輩ママのス
タッフも多いので、家族や子育ての悩みなども相
談できます。
病院や介護のお仕事が初めての方にも、働きやす
く、そして毎日気づきがあり、人間として吸収で
きることが多い職場だと思います。
ぜひ、見学にお越しください。

みんなのサポートがすごい職場


