
舞鶴赤十字病院
私たちについて

当院は1953年に創立し、今年70周年を迎えます。地域医療を支え

る中核病院として地域密着型の医療サービスの提供を行っており、

訪問看護ステーションも併設しています。また2016年には京都府北

部最大級のリハビリテーションセンターを備え、外来からリハビリ、

在宅復帰まで一貫した医療提供体制で地域の皆様の健康を守ります。

【アピールポイント】

◼ 日本赤十字社の職員となりますので、福利厚生が充実しています。

◼ 全国の赤十字施設と提携しており、看護師は赤十字のキャリア開

発ラダーを活用して、キャリアアップが可能となっています。

地域医療に貢献します

ビジョン

① 地域に密着した医療体制を提供する

② 中丹地域医療再生計画に基いた、舞鶴市内のリハビリテー

ションセンターとしての役割を果たしていく

③ 災害救護への備えに万全を期し、信頼していただける病院で

あり続ける

URL https://maizuru.jrc.or.jp/

Email soumu@maizuruh.jrc.or.jp

Tel 0773-75-8046

赤十字理念「人道・博愛」

mailto:soumu@maizuruh.jrc.or.jp


一緒に働く仲間

代表又は人事担当者
様の写真

社員様の写真

事業紹介写真①

事業紹介写真②

事業紹介写真③

代表より事業内容

一緒に働く仲間

外来から、入院、手術はもちろん、術

後のリハビリテーションや在宅復帰さ

れるまでの、プランニング、その後の

訪問看護サービスまで、地域の皆様に

きめ細やかな医療サービスを提供して

います。

地域密着型の医療展開

人間ドック・健診事業

日本赤十字社では、医療事業のほか、

献血や災害発生時の救護活動も行っ

ております。また、AEDの使用方法

や、ストレッチャーの使い方につい

て講習会等を開催しています。

災害救護活動

私は入院前から在宅まで看護し、
患者様を継続して看ること、患者様
を介助されているご家族のケアも行
うことで、不安の軽減を図り、治療
と向き会えるような看護を目指し、
当院を希望しました。

まだまだ未熟で分からない事も多
いですが、患者様からの笑顔や「あ
りがとう」の言葉によって毎日頑張
れています。

新入看護師より（令和４年度入職）

当院では健診や人間ドックといった

疾病予防、早期発見を目的として医

療社会事業を展開しております。人

間ドックでは舞鶴市外からも多くの

方にご利用いただいております。

当院は中丹医療再生計画に基づき、

舞鶴医療センター、舞鶴共済病院と

連携しながら中丹地域のリハビリ

テーションセンターとしての機能を

果たしつつ、日本赤十字社としての

社会奉仕活動（災害救護・献血・海

外助け合い）なども積極的に展開し

ております。Uターン、Jターンはも

ちろん、Iターン就職も大歓迎です。

院長 片山 義敬



会社情報

募集職種

会社商号 日本赤十字社 舞鶴赤十字病院

代表者 院長 片山 義敬

所在地 京都府舞鶴市字倉谷427番地

業種 医療業

インターンシップ・会社見学

各職種、職場見学は随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
舞鶴赤十字病院 総務課 人事係 電話：0773-75-8046（直通） メールアドレス：soumu@maizuruh.jrc.or.jp

創業 昭和28年

資本金

従業員数
（企業全体）67,574人

（就業場所）330人

求人職種 薬剤師

仕事内容 調剤、製剤、服薬指導 等

雇用形態 正社員

募集人員 1名

必要なスキ
ルや経験

薬剤師免許

月給目安 20～25万円（諸手当、経歴加算あり）

年収目安 350～400万円程度

就業場所 舞鶴市倉谷

就業時間
8:30～17:00 実働7時間45分 休憩時間45分
時間外労働 有（月平均10時間程度）
救急当番における日直・半日直あり（2か月に1回程度）

休日・休暇
土日祝、年末年始（12月29日～1月3日）
創立記念日（6月1日）

その他
賞与あり 年2回（令和3年度実績 4.3ヵ月）
自己啓発助成制度あり（年3回まで 1回100,000万円上限）

求人職種 看護師

仕事内容 入院患者様の看護、診療補助 等

雇用形態 正社員

募集人員 若干名

必要なスキ
ルや経験

看護師免許

月給目安 23～25万円（諸手当、経歴加算あり）

年収目安 370～400万円程度

就業場所 舞鶴市倉谷

就業時間
日勤 8:30～17:00 実働7時間45分 休憩時間45分
2交替夜勤 16:20～9：20 実働15時間30分 休憩90分
時間外労働 有（月平均6時間程度）

休日・休暇
週休二日制
祝日、年末年始(12月29日～1月3日)創立記念日(6月1日)

その他 右記同様。育児休業、子の看護休暇、院内保育園あり。



募集職種

求人職種 看護助手

仕事内容 病棟清掃、食事の下膳、患者様の日常生活の支援 等

雇用形態 正社員

募集人員 若干名

必要なスキ
ルや経験

無資格でもOKです。
患者様の生活支援が中心となるため、コミュニケーションが
得意な方大歓迎です。

月給目安 15～18万円（諸手当、経歴加算あり）

年収目安 250～300万円程度

就業場所 舞鶴市倉谷

就業時間
日勤 8:30～17:00 実働7時間45分 休憩時間45分
早出、遅出、夜勤（配属による）あり
時間外労働 ほぼなし

休日・休暇
週休二日制（シフト制）
祝日、年末年始(12月29日～1月3日)創立記念日(6月1日)

その他
賞与あり 年2回（令和3年度実績 4.3ヵ月）
自己啓発助成制度あり（年3回まで 1回100,000万円上限）
育児休業、子の看護休暇、院内保育園あり

求人職種 作業療法士

仕事内容 外来、入院患者様へのリハビリテーションの提供

雇用形態 正社員

募集人員 1名

必要なスキ
ルや経験

作業療法士免許

月給目安 19～21万円（諸手当、経歴加算あり）

年収目安 300～350万円程度

就業場所 舞鶴市倉谷

就業時間
8:30～17:00 実働7時間45分 休憩時間45分
時間外労働 月5時間程度

休日・休暇
週休二日制（シフト制）
祝日、年末年始(12月29日～1月3日)創立記念日(6月1日)

その他
賞与あり 年2回（令和3年度実績 4.3ヵ月）
自己啓発助成制度あり（年3回まで 1回100,000万円上限）
育児休業、子の看護休暇、院内保育園あり



募集職種

求人職種 事務員

仕事内容
医療事務関連業務全般
(受付、医事会計、データ入力、診療報酬請求 等)

雇用形態 臨時職員

募集人員 1名

必要なスキ
ルや経験

無資格、未経験でもOKです。
医療事務経験者大歓迎です。

月給目安 18万円程度（住居手当等諸手当あり） 時給 1,100円～

年収目安 250万円程度

就業場所 舞鶴市倉谷

就業時間

日勤 8:30～17:00
早出 8:00～16:30 実働7時間45分 休憩時間45分
時間外労働 月10時間程度
休日における日直勤務あり（月1回程度）

休日・休暇
土日祝、年末年始（12月29日～1月3日）
創立記念日（6月1日）

その他

賞与あり 年2回（年間 340,000万円程度）
社会保険加入あり
自己啓発助成制度あり（年3回まで 1回100,000万円上限）
育児休業、子の看護休暇、院内保育園あり

求人職種 食器洗浄員

仕事内容 患者食の下膳、食器洗浄等

雇用形態 臨時職員

募集人員 1名

必要なスキ
ルや経験

特に必要なスキルはありません。
未経験者でも大丈夫です。

月給目安 3.5万円程度（住居手当等諸手当あり） 時給 1,100円～

年収目安 50万円程度

就業場所 舞鶴市倉谷

就業時間
18:30～20:30 週3日程度
（1勤務につき、500円上乗せ支給）
勤務日は相談可能です

休日・休暇
国民の祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
創立記念日（6月1日）

その他
賞与あり 年2回（年間 7万円程度）
すき間時間に働ける方大歓迎！
お気軽にお問合せください
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