
福　井　県

　規模の大きな病院ではありませんが、ライ
フステージやキャリアビジョンに合わせて、
あなたらしく成長する過程を応援するシステ
ムや人材が充実しています。地域の方に信頼
され、安心してご自身やご家族の健康を託し
てもらえる病院を目指して一緒に働ける日を
たのしみにしています。

外来　髙城 絵美

　私は、重症心身障がい児（者）や神経難病を対
象とする病棟を経て、現在退院支援看護師とし
て働いています。対象の方がどのような健康状
態であっても、住み慣れたところで過ごしても
らえるよう支援する事や、患者さんが望む暮ら
しを支えていく事ができ、大変やりがいのある
仕事です。看護師一人一人が患者さんのために
常に笑顔で向き合い、スタッフ同士相談し合え
るあたたかな環境で、私達と一緒に笑顔あふれ
る看護を実践してみませんか。

地域医療連携室　齊藤 由佳

1 あわら病院2
福井県あわら市北潟 238-1　TEL:0776-79-1211
https://awara.hosp.go.jp

3階病棟 重症心身障がい児（者）

4階病棟 神経内科、内科（身体障害）、老年内科、重症心身障がい児（者）

5階病棟 老年内科、内科、血液・腫瘍内科、循環器科、リウマチ科、外科

■ 採用職種:看護師　
■ 看護の領域:慢性期医療・セーフティネット系医療・訪問看護併設施設
■ 勤務体制:２交替制　■ 宿舎:有

敦賀医療センター
福井県敦賀市桜ヶ丘町 33-1　TEL:0770-25-1600
https://tsuruga.hosp.go.jp/

外科、脳神経外科

内科、整形外科、眼科

内科、循環器内科、小児科

ひまわり病棟1階 重症心身障がい児（者）

ひまわり病棟2階 重症心身障がい児（者）

ひまわり病棟3階 重症心身障がい児（者）

■ 採用職種:看護師　
■ 看護の領域:急性期医療・慢性期医療・セーフティネット系医療
■ 勤務体制:２交替制・3交替制　■ 宿舎:有　■ 院内保育所:有

2階病棟

3階病棟

4階病棟



滋　賀　県

　当院は八日市インターの近くにあり、東近江
市の豊かな自然に触れ合う事ができます。地域
に根差した中核病院でありつつ、急性期総合病
院であり、地域包括ケアシステムでの連携も行っ
ています。パートナーシップ・ナーシング・シス
テムを導入し、先輩とペアになって看護ができ
るので、安心して働く事ができます。また、定期
的に勉強会が開催され、設備の揃ったスキルス
ラボ室があるため、働きながらスキル向上の支
援が受けられます。

　当院に入院されている重症心身障がい児（者）、
神経筋難病の患者さんは、日常生活全面に支援
を要します。多くの患者さんは寝たきりで、自分
の気持ちも充分に伝えられません。私達はケア
を丁寧に行うことで、合併症を予防し、患者さん
の安全を守っています。また、患者さんが安心し
て安楽に過ごすことができるように、心を配り
ケアを行っています。患者さんの立場に立って
考えることをモットーにチームで一丸となって
看護をしています。

南6病棟　捧 奏 ２階病棟　竹内 真紀

紫香楽病院4
滋賀県甲賀市信楽町大字牧 997　TEL:0748-83-0101

■ 採用職種:看護師　■ 看護の領域:慢性期医療・セーフティネット系医療

■ 勤務体制:２交替制・3交替制　■ 宿舎:有

https://shigaraki.hosp.go.jp/

1階病棟 重症心身障がい児(者)

2階病棟 神経内科(神経·筋難病)、重症心身障がい児(者)

3階病棟 整形外科、外科、内科、小児科

東近江総合医療センター3
滋賀県東近江市五智町 255　TEL:0748-22-3030

■ 採用職種:看護師・助産師　■ 看護の領域:急性期医療

■ 勤務体制:２交替制　■ 宿舎:有　■ 院内保育所:有

https://higashiomi.hosp.go.jp/

呼吸器外科、循環器内科、
救急科

HCU 南6病棟

産婦人科、皮膚科、眼科、
耳鼻咽喉科、歯科口腔外科

南7病棟

整形外科、小児科、神経内科、
糖尿病・内分泌内科、総合内科

南5病棟 地域包括ケア病棟

消化器内科、外科、泌尿器科

呼吸器内科、呼吸器外科

東2病棟

HCU

南3病棟

南4病棟



京　都　府

京都医療センター5
京都府京都市伏見区深草向畑町 1-1　TEL:075-641-9161

■ 採用職種:看護師・助産師　■ 看護の領域:急性期医療・セーフティネット系医療
■ 勤務体制:２交替制・3交替制　■ 宿舎:有　■ 院内保育所:有

https://kyoto.hosp.go.jp/

宇多野病院6
京都府京都市右京区鳴滝音戸山町 8　TEL:075-461-5121

■ 採用職種:看護師　
■ 看護の領域:慢性期医療・セーフティネット系医療・訪問看護併設施設
■ 勤務体制:２交替制・3交替制　■ 宿舎:有　■院内保育所:有

https://utano.hosp.go.jp

　当院は急性期医療を中心とした高度総合医療
施設です。看護師の仕事は、命にかかわる責任の
重さがあります。だからこそ様々な健康に問題を
抱える患者さんに、看護部理念の高い倫理観を持
ち安心して治療を受け入れられるよう、優しく、
わかりやすく丁寧な看護実践を目指しています。
是非、当院でいのちを輝かせ、地域へ繋ぐ看護を
していきましょう。
（新人看護師さんはピンクのストラップをつけて
いるので、職員全員から見守られています。）

　私が大切にしていることは、患者さんと
の時間を持つことです。当院の患者さんは
神経筋難病を患い、病気の進行に立ち向か
いながら懸命に毎日を送っています。そん
な患者さんの気持ちを少しずつでも感じ取
れるように、あらゆる場面で声を掛けて、
笑顔を送り、共に考えて、患者さんと共に
生きる看護が私の源となっています。患者
さんが嬉しい時も辛い時も寄り添い、チー
ムで関わることができ、看護のやりがいを
感じられる病院です。

舞鶴医療センター7
京都府舞鶴市字行永 2410　TEL:0773-62-2680

■ 採用職種:看護師・助産師　■ 看護の領域:急性期医療・セーフティネット系医療
■ 勤務体制:２交替制・3交替制　■ 宿舎:有　■ 院内保育所:有

https://maizuru.hosp.go.jp

南京都病院8
京都府城陽市中芦原 11　TEL:0774-52-0065

■ 採用職種:看護師　■ 看護の領域:慢性期医療・セーフティネット系医療
■ 勤務体制:２交替制　■ 宿舎:有

https://minamikyoto.hosp.go.jp

　緑豊かな自然に囲まれた慢性期医療対応
の病院です。全職員を対象としたレクリ
エーションもあり他職種との連携が図りや
すい環境にあります。職員も笑顔が多く暖
かい雰囲気が感じられる病院です。特に呼
吸器科、神経・筋疾患、重症心身障がい児
（者）においては専門医療や特化した看護が
学べます。新人への支援も看護師長や副看
護師長、職員みんなで成長を見守り指導に
あたります。私たちと一緒に未来に繋がる
看護をしましょう。

　私は、四月から脳神経外科・内科の副看
護師長として働いています。三月までは
NICUに勤務し、赤ちゃんにとって人生で
初めての経験に立ち会わせてもらいまし
た。今は高齢者の多い病棟で患者さんが残
りの人生をどのように過ごしていきたいか
を一緒に考えながら看護しています。赤
ちゃんも高齢者も、大切なのは地域で支え
ていくことだと考えています。患者さんの
人生の始まりから終わりまで支えていける
ような看護を一緒に実践しませんか。

小児科、小児外科、産婦人科、泌尿器科、他

小児科

脳神経内科、脳神経外科

脳神経内科、脳神経外科

B-7病棟

A-1病棟

A-2病棟

緩和ケア科

地域包括ケア、眼科

精神科

精神科
外科、消化器内科、循環器内科、皮膚科、耳鼻咽喉科

1病棟

2病棟

3-1病棟

3-2病棟

3-3病棟

4-1病棟

4-2病棟

筋ジストロフィー、小児科

神経内科（神経・筋）

整形外科、リウマチ科、脳神経外科、
循環器科、呼吸器科、神経内科
神経内科（神経・筋）、てんかん

整形外科、神経内科、脳神経外科

神経内科（神経・筋）

休棟

西病棟1階

西病棟2階

西病棟3階

西病棟4階

西病棟5階

重症心身障がい児（者）

重症心身障がい児（者）

呼吸器科、脳神経内科、小児科

呼吸器内科（内科、外科、結核）、
外科、小児科

脳神経内科

第一病棟4階
耳鼻咽喉科、頭頸部外科、形成外科、
内分泌・代謝内科、歯科口腔外科

第一病棟5階 泌尿器科、眼科、整形外科

第一病棟6階
総合内科、膠原病・リウマチ内科、血液内科、
糖尿病内科、腎臓内科、呼吸器内科・外科

第一病棟7階 消化器内科
第一病棟8階 呼吸器内科、呼吸器外科

第二病棟3階 産科、婦人科、小児科、総合内科、
糖尿病内科、血液内科、腎臓内科、外科

分娩センター NICU（6床）、GCU（6床）
第二病棟4階 脳神経センター（脳神経内科・外科）、内分泌・代謝内科

緩和ケア病棟 緩和ケア内科、緩和ケア外科
特別室個室病棟 全診療科対応

第二病棟5階 整形外科
第二病棟6階 外科、消化器内科、皮膚科
第二病棟7階 循環器内科、心臓外科、血管外科、血液内科
救命救急センター ICU（8床）、HCU（22床）

（回復期リハビリテーション）

B-6病棟B-3病棟

NICU

B-4病棟

SCU

B-5病棟

特別室個室病棟　花村 一葉
１病棟　栗栖 梨紗

西病棟3階　藤平 しおりＢ-４病棟　菅野 理美

集中治療室 ICU（6床）



大　阪　府

大阪医療センター9
大阪府大阪市中央区法円坂 2-1-14　TEL:06-6942-1331
https://osaka.hosp.go.jp

近畿中央呼吸器センター10
大阪府堺市北区長曽根町 1180　TEL:072-252-3021
https://kcmc.hosp.go.jp/

　当院は「正しく・品よく・心をこめて」を
モットーに専門性を持ち、患者さんそれぞ
れの価値観を尊重しています。その中でも
手術室看護師は患者さんとご家族の一番近
くで寄り添い、声なき声に耳を傾けながら、
安心し最善の手術が受けられるよう看護を
提供しています。手術を「無事」終えるとい
うことは、術中はもちろん、術前術後の継
続看護も重要です。手術室にも看護がたく
さんあります。ぜひともに看護の楽しさを
共有しましょう。

　当院は、呼吸器専門病院であり、人が生
きていくために必要な「呼吸」についてよ
り深く学ぶことができます。「呼吸」は、ど
の看護においても管理が求められるため、
当院で看護専門職のスタートをきり、呼吸
を深く学ぶことは、未来のあなたに大変役
立つと思います。また、呼吸器疾患患者の
看護は、診断期から終末期、入院から在宅
まで幅広く経験でき、疾患過程を理解した
うえで、「今必要な看護は何か」を考え、学
ぶことができます。

手術室　李 優希 看護部長室・褥瘡対策室　與野木 久美子

大阪刀根山医療センター11
大阪府豊中市刀根山 5-1-1　TEL:06-6853-2001
https://toneyama.hosp.go.jp/

大阪南医療センター12
大阪府河内長野市木戸東町 2-1　TEL:0721-53-5761
https://osakaminami.hosp.go.jp/

　手術室に配属された時は自分にもできるだろ
うかという不安や緊張の毎日でしたが、先輩看護
師・医師・ＭＥ・薬剤師など多くの方々の協力と
教育体制が整っていることで少しずつできるこ
とが増えてきました。できることが増えると楽
しく、やりがいも感じられます。また、脳外科・
外科・産婦人科・整形外科・リウマチ整形外科・
泌尿器科・皮膚科・乳腺外科・心臓血管外科など
幅広い知識や技術の習得ができます。看護学校
では習ってこなかった事がほとんどですが、手
術室看護のスペシャリストを目指して一緒に頑
張りましょう。

手術室　古西 愛美

　私は呼吸器内科病棟で働いています。卒
後5年間の教育プログラムがあり、呼吸器
疾患について学びたいと考え大阪刀根山医
療センターに入職しました。当院では呼吸
器疾患に関しては専門性の高い治療を行っ
ており看護では「楽呼の会（呼吸療法認定
士チーム会）」が活動し非常に勉強になると
感じています。病棟で働くスタッフも困っ
たときは助け合い、チーム一丸となって看
護にあたっています。とても働きやすい環
境なのでぜひ一緒に働きましょう。

A棟2階

A棟3階

A棟4階

A棟5階

A棟6階

B棟2階

B棟1階

R I C U

整形外科、呼吸器外科

脳神経内科

呼吸器内科

脳神経内科、睡眠センター

筋ジストロフィー

呼吸器腫瘍内科

筋ジストロフィー

呼吸器集中治療室

東館３階病棟
循環器科、心臓血管外科、
放射線科・IVRセンター、CCU・ICU（4床） 西館3階病棟

産婦人科、小児科、消化器科、
内分泌・代謝内科、放射線科・IVRセンター

東館4階病棟
脳外科、脳血管内科、腎臓内科、
神経内科、HCU（4床）

東館5階病棟 消化器科、脳血管内科、神経内科

東館7階病棟 呼吸器内科、呼吸器腫瘍内科、小児科、泌尿器科 西館7階病棟 血液内科

東館6階病棟 整形外科、皮膚科 西館6階病棟
リウマチ・膠原病・アレルギー科、
整形外科、内分泌・代謝内科

西館4階病棟 血液浄化センター

西館5階病棟 外科、乳腺外科、脳神経外科

1階

2階

3階

4階

5階

6階

7階

感染症内科（結核）

呼吸器内科・呼吸器外科

呼吸器内科

呼吸器内科

呼吸器内科（肺がん）

呼吸器内科（肺がん）

緩和ケア

東5病棟
東6病棟
東7病棟
東9病棟
東10病棟
東11病棟
西5病棟

婦人科、乳腺外科、消化器内科
整形外科
循環器科、心臓血管外科、CCU（4床）
外科
消化器内科

産科、婦人科、小児科
脳神経外科、脳卒中内科、SCU （6床）

西6病棟 整形外科、小児科

西7病棟
西8病棟
西9病棟
西10病棟
西11病棟
救命救急センター
集中治療室

精神科
感染症内科、糖尿病内科、皮膚科、形成外科、血液内科
外科、消化器内科、呼吸器内科
泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科
眼科、総合救急、腎臓内科、総合診療科

ICU（10床）
ICU（7床）、HCU（19床）

■ 採用職種:看護師・助産師　■ 看護の領域:急性期医療
■ 勤務体制:２交替制　■ 宿舎:有　■ 院内保育所:有

■ 採用職種:看護師　■ 看護の領域:急性期医療・セーフティネット系医療
■ 勤務体制:２交替制　■ 宿舎:有

■ 採用職種:看護師　■ 看護の領域:急性期医療・慢性期医療・セーフティネット系医療
■ 勤務体制:２交替制・3交替制　■ 宿舎:有　■ 院内保育所:有

■ 採用職種:看護師　■ 看護の領域:急性期医療
■ 勤務体制:２交替制　■ 宿舎:有　■ 院内保育所:有

A棟 4階　濱本　健史



兵　庫　県

神戸医療センター13
兵庫県神戸市須磨区西落合 3-1-1　TEL:078-791-0111
https://kobe.hosp.go.jp/

姫路医療センター14
兵庫県姫路市本町 68　TEL:079-225-3211
https://himeji.hosp.go.jp/

　私は、外科系の混合病棟で主に周手術期の
看護を行っています。その中で、患者さんの
変化に敏感に気づき対応することが、看護の
大きな役割だと考えています。私の病棟では、
常に患者さんを中心において、声をかけあい
ながらチーム医療を実践しています。そして、
私たちは、看護のやりがいを大切にしながら、
互いに高めあっています。私たちとともに学
び、ともに成長していきましょう。一緒に看
護ができることを楽しみにしています。

　私達は患者さんの価値観やその人らしさ
を支える看護を大切に患者さん一人ひとり
に向き合い、日々、チームで看護を実践し
ています。看護の力で患者さんが回復して
いく姿にとてもやりがいを感じます。また、
当院は現任教育の体制が充実しており、共
に学べる環境にあります。看護や後輩指導
において相手の立場で考えることは、看護
師としてだけではなく人間として成長でき
る瞬間です。是非、当院で一緒に看護を楽
しみましょう。

兵庫あおの病院15
兵庫県小野市市場町 926-453　TEL:0794-62-5533
https://hyogoaono.hosp.go.jp/

兵庫中央病院16
兵庫県三田市大原 1314　TEL:079-563-2121
https://hyogochuo.hosp.go.jp/

　私は副看護師長に昇任して筋ジストロ
フィー病棟で勤務しています。疾患の進行
により呼吸器管理が必要になる患者さんが
多く入院されています。患者さんと日々の
なにげない会話を楽しんだり、自分で動く
ことのできない患者さんの生活の援助を行
うことにやりがいを感じています。呼吸器
を装着しながらの入浴やお花見、自治会の
文化祭に参加される方も多く、私たちの看
護の力で患者さんが楽しく、快適に過ごせ
るように日々関わっています。

　重症心身障がい児（者）病棟で勤務して
います。自分の思いを言葉で伝えることが
困難な患者さんに寄り添い、その思いを想
像し、高い専門性をもって観察し、些細な
変化を捉えられるよう日々努力していま
す。適切にケアを提供していくことが患者
さんの健康な毎日につながり、成長発達が
促進できる重心看護に、看護のすばらしさ
を実感し、とてもやりがいを感じています。
患者様の生活を整え、命を支えていく看護
を一緒に実践していきましょう。

3階東病楝

3階南病楝

ICU／ CCU

4階東病棟

5階東病棟

5階西病棟

5階南病棟

外科、乳腺外科、整形外科、
泌尿器科、耳鼻科

外科、内科、脳神経外科、循環器内科

産科、婦人科、小児科、整形外科

内科、消化器内科、糖尿病内科

整形外科、リハビリテーション科

内科、呼吸器内科、眼科、皮膚科

内科、循環器内科、脳神経外科

A-1病棟

A-2病棟

A-3病棟

B-3病棟

C-1病棟

整形外科、泌尿器科

外科、ICU（6床）

呼吸器外科、耳鼻咽喉科

呼吸器内科

呼吸器内科、HCU（6床）

南1階

東1階

南2階

東2階

南3階

神経内科（筋ジストロフィー）

神経内科（筋ジストロフィー）

神経内科（神経難病）

神経内科（重症心身障がい児（者））

神経内科（神経難病）

東3階

南4階

東4階

南5階

東5階

神経内科（神経難病）

内科（消化器·糖尿病）

外科（一般・消化器・呼吸器）、整形外科

内科（呼吸器、神経内科）

内科（結核）

C-2病棟

C-3病棟

D-2病棟

D-3病棟

内科、外科、眼科、小児科、形成外科

循環器科、内科、放射線科

緩和ケア病棟

消化器内科、血液内科

西1病棟

西2病棟

東2病棟

西3病棟

東3病棟

内科、循環器科、外科

重症心身障がい児（者）

重症心身障がい児（者）

重症心身障がい児（者）

重症心身障がい児（者）

■ 採用職種:看護師・助産師　■ 看護の領域:急性期医療
■ 勤務体制:２交替制　■ 宿舎:有　■ 院内保育所:有

■ 採用職種:看護師　■ 看護の領域:急性期医療・慢性期医療・セーフティネット系医療
■ 勤務体制:２交替制　■ 宿舎:有　■ 院内保育所:有

■ 採用職種:看護師　■ 看護の領域:慢性期医療・セーフティネット系医療
■ 勤務体制:２交替制・3交替制　■ 宿舎:有　■ 院内保育所:有

■ 採用職種:看護師　
■ 看護の領域:急性期医療・慢性期医療・セーフティネット系医療・訪問看護併設施設
■ 勤務体制:２交替制　■ 宿舎:有　■ 院内保育所:有

4階病棟

３階東病棟　西影 柚希
D-2 病棟　原田 瑛梨佳

東１病棟　小原 麻梨西3病棟　前羽 美江



奈　良　県

　奈良医療センターは脳神経外科や整形
外科による手術前後の看護から、重症心身
障がい児（者）や筋ジストロフィーや神経
難病などの慢性期看護など、様々な看護が
経験できます。病院スタッフも皆優しく、
親しみやすい方々ばかりで働きやすい環
境であると思います。ぜひ、奈良医療セン
ターで一緒に働きましょう！

さくら３A病棟　伊藤 佑一

　これから看護師として働いていくうえで、
身につけたい能力とは何でしょう。当院は精
神医療を専門とした病院です。そのため経験
できる看護技術は限られますが精神科ならで
はの得意分野もあります。私たちは自分の気
持ちや感情の表現が苦手な患者様と日々向き
合っています。その中で、相手の思いをくみ
取り、気持ちに寄り添う看護を日々実践して
います。精神看護を通して、看護の素晴らし
さ楽しさを一緒に経験しましょう！

２病棟　大西 里咲

やまと精神医療センター18
奈良県大和郡山市小泉町 2815　TEL:0743-52-3081
https://yamato.hosp.go.jp/

1-1病棟 精神科(急性期)

1-2病棟 精神療養病棟

重症心身障がい児(者)

重症心身障がい児(者)

2病棟 精神科（慢性期・老年期認知症・
結核等身体合併症）

3病棟

4病棟

5病棟 医療観察法病棟(精神科)

■ 採用職種:看護師　
■ 看護の領域:慢性期医療・セーフティネット系医療・訪問看護併設施設
■ 勤務体制:２交替制

奈良医療センター17
奈良県奈良市七条 2-789　TEL:0742-45-4591
https://nara.hosp.go.jp/

1A病棟 重症心身障がい児（者）

1B病棟 重症心身障がい児(者)

2A病棟 神経・筋難病

2B病棟 筋ジストロフィー

3A病棟 脳神経外科、整形外科、外科、
ペインクリニック外科、耳鼻咽喉科、内科

南病棟 結核、呼吸器内科

■ 採用職種:看護師　■ 看護の領域:慢性期医療・セーフティネット系医療

■ 勤務体制:２交替制　■ 宿舎:有　■ 院内保育所:有



和　歌　山　県

和歌山病院20
和歌山県日高郡美浜町大字和田 1138　TEL:0738-22-3256
https://wakayama.hosp.go.jp/

2階北病棟 呼吸器科、外科、循環器科

2階南病棟 呼吸器内科、結核

3階北病棟 脳神経内科

3階南病棟 重症心身障がい児(者)

4階北病棟 重症心身障がい児(者)

4階南病楝 重症心身障がい児(者)

■ 採用職種:看護師　■ 看護の領域:急性期医療・セーフティネット系医療

■ 勤務体制:２交替制・3交替制　■ 宿舎:有　■ 院内保育所:有

南和歌山医療センター19
和歌山県田辺市たきない町 27-1　TEL:0739-26-7050
https://minamiwakayama.hosp.go.jp/

救命救急科、ICU、HCU

循環器科、脳神経外科、眼科、歯科

4階西病棟
（地域包括ケア病棟） 全科

5階東病棟
整形外科、放射線科、脳神経外科、
泌尿器科、皮膚科

内科、脳神経外科

呼吸器科、内科、
胸部・心臓血管外科

外科、消化器科

全科

6階東病棟

5階西病棟

6階西病棟

緩和ケア病棟

■ 採用職種:看護師　■ 看護の領域:急性期医療

■ 勤務体制:２交替制・3交替制　■ 宿舎:有　■ 院内保育所:有

救命救急センター

4階東病棟

　当センターは和歌山県紀南地域を支える３
次救急のある急性期病院です。様々な診療科
があり自分の興味のある分野の勉強ができる
環境だと思います。救命救急センターでは様々
な疾患の患者さんが日々入院してきます。急
性期病院は忙しく大変なイメージが強いかと
思いますがスタッフ一同、生き生きと働いて
います。私はマイペースな性格ですが１日１
つの学びをモットーに楽しく仕事しています。
是非当院で一緒に働いてみませんか？

救命救急センター　伏木 誠二

　就職する時、不安でいっぱいだと思いますが
先輩方や先生は色々と経験できるような機会
を与えてくださり、指導をしてくださるので、
成長することができます。また、結婚・出産な
どで一度仕事を離れたとしても、制度を利用し
て勤務時間を調整してもらえることで安心し
て復職できます。さらにスタッフのみなさんが
温かく配慮してくださり、協力的なので働きや
すい環境で仕事ができます。

３階北病棟　玉置 里佳



エイズ治療拠点病院、
地域がん診療連携拠点病院、
協力型臨床研修病院、通所事業

専門医療施設、在宅療養支援病院、
左記以外の主要診療科「老年内科」
「血液内科」

高度専門医療施設
大阪府がん診療拠点病院（肺がん指定）

高度総合医療施設、西日本災害医療センター、
厚生労働省 DMAT 事務局など
ICU/HCU、CCU/SCU
近畿ブロックエイズ治療拠点病院
地域がん診療連携拠点病院

回復期リハビリテーション病棟
京都府難病医療拠点病院

専門医療施設
多機能型通所事業

BFH（赤ちゃんにやさしい病院）
認定施設、地域がん診療連携拠点病院など
ICU/CCU

災害拠点病院、がん診療連携拠点病院
緩和ケア病棟
ICU/HCU

兵庫県認知症疾患医療センター
NST 教育認定施設
訪問看護ステーション併設

がん診療連携拠点病院
肝疾患診療連携拠点病院、認知症疾患医療センター
緩和ケア病棟など　ICU/HCU

高度総合医療施設、がん診療連携拠点病院、
がんゲノム医療連携病院、地域医療支援病院、救命救急センター
国の政策医療「内分泌代謝疾患」の高度専門医療施設に位置付け
WHOより糖尿病協力センターに指定
京都府災害拠点病院、京都府エイズ治療拠点病院
原子力災害拠点病院、NICU/GCU、ICU/HCU
特別室個室病棟、緩和ケア病棟

近畿中央呼吸
器センター

大阪刀根山
医療センター
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