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持てる力を最大限に発揮。

可能性無限大のフィールドで、

なりたい自分に、なる。
国立病院機構のミッションは多岐にわたります。

国の政策に直結した高度な医療や災害時医療のほか地域医療までを担い、

しかも、診療以外に臨床研究や教育研修にも注力するなど事業領域も広範囲。

職員は、それぞれの環境で可能性を追求しキャリアを確立しています。

多様な将来を実現できるのは、ひとつの法人として140の病院を運営し、

国内最大の医療ネットワークを誇る国立病院機構だからこそ。

ここには、持てる力を最大限に発揮できる環境があります。

ご挨拶
国立病院機構は国民の健康を守るため、国として取り組まなければならない高度先進的な医療や災害、難病等の

医療に加え、地域のニーズに応じた医療など、他に類をみない幅広い医療を提供しています。また、日々の医療を

実践しながら次世代の医療人を育成することも役割の一つです。患者さんのいのちや暮らし、こころを支える専

門性の高い医療を実践できるフィールド、専門職として着実に成長できる環境が整っている当機構で、患者さん

の目線に立った安心で安全な質の高い医療を共に実践していきましょう。

独立行政法人 国立病院機構
近畿グループ担当理事

奥村 明之進
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国立病院機構とは

看護職員のキャリアパス
キャリアラダーレベルⅠ～Ⅴ
サポート制度

近畿グループ病院紹介

とは

2 　当機構は、全国の病院で患者さんの目線に立った良質で安心・安全な医療を提供。病院ごとに
サービスの向上を図り、地域のニーズにあった医療を提供しています。こうした診療のほか、臨
床研究や教育研修にも注力。3つの事業を軸に、幅広い取り組みを実施しています。

診 療 の ほ か 幅 広 い 取 り 組 み を 実 施

3  　国内最大の医療ネットワークを誇る当機構
は、全国140病院を運営し近畿グループでは
20病院を展開しています。このつながりを
最大限に利用した、研究やキャリアアップ制
度の充実が大きな強み。職員のキャリアパス
（昇任・昇格への道筋）を、強力にバックアッ
プしています。

国 内 最 大 規 模 の ネ ッ ト ワ ー ク

北海道東北
グループ

関東信越
グループ東海北陸

グループ
中国四国
グループ

九州
グループ

近畿グループ

全国140 病院　近畿20病院

4 　当機構では、効率的な業務運営体制、医療資源の
有効活用、内部統制の充実、業務運営コストの削減
といった4つの経営方針を掲げて着実に遂行。効率
的・効果的な運営を実施することで安定的な経営
基盤を確立し維持しています。

効 率 的 で 安 定 的 な 経 営 体 制 を 維 持
経営管理方針

安定的経営基盤を確立

■効率的な業務運営体制
■医療資源の有効活用
■内部統制の充実
■業務運営コストの削減

1 　国立病院機構は2004年、厚生労働省が運営母体となり全国の国立病院や国立療養所が独立行
政法人化して誕生。地域で6グループにわかれて運営され、政策医療の直接的な担い手として重
要な役割を果たしています。重大な疾患や難病に対する取り組みだけでなく、東日本大震災や熊
本地震といった被災地で災害急性期の医療活動や、その後の継続的な支援も行っています。

国 の 政 策 に 直 結 し た 医 療 を 担 う

政 策 医 療 と は ？

国民の健康に大きな影響のある疾病に関する医療、その他の医療
であって国の医療政策として国立病院機構が担うべきものです。
当機構は、重症心身障がい、神経・筋疾患、結核など他の設置主
体では必ずしも実施される保障のない医療分野に対しても、患者
及びその家族が安心して医療を受けられるようセーフティネッ
トとしての機能を果たしています。

事 業 内 容

診療

臨床研究

教育研修

災害時等における活動

1

2

3

4
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国立病院機構の役割を実践できる
自律したナースへ　

国立病院機構の看護職員のキャリアラダー　　　　　　　　　

幅広い医療分野での活躍が可能

全国 141 病院共通の「看護職員能力開発プログラム」で
看護実践能力を養います。

看護師 VOICE
経験できる現場の幅が広くて
教育もしっかりしていて、
仕事もプライベートも両方
充実できる。
ここなら、人としても大きく
成長し、看護師としての夢を
かなえられそう…。
そんな理由から入職しました。

患者さんとお話しするときは、
とにかくドキドキ。

先輩から指導を受ける度に
緊張するけど、丁寧な説明で
安心できます。

一番のリラックスは同期や
病棟スタッフとのおしゃべり。

急 性 期 医 療
災害・救急看護、周手術期看護など

慢 性 期 医 療
慢性疾患、回復期リハビリなど

セーフティネット系医療
障がい者看護、精神看護など

地 域 医 療
訪問看護、周産期看護など

各病院に入職後 1 年目は、看護実践に必要な基本的能力の習得
に努める段階。新人看護師一人ひとりに対して看護職全員が育
成に関わることで、相談しやすい環境を用意。ベースとなる知
識やスキルが着実に身につきます。

看護職員のキャリアイメージ
段階的なステップアップで着実に成長

（ ア ク テ ィ ナ ー ス ）

国立病院機構が目指す看護師像
国立病院機構の理念に沿った看護を実践できる
看護師を NHO-ACTyナースと呼び、
必要な能力を段階的に修得できるよう、
レベルを設定しています。

理論と技術を持って、実践し、看護を創造する ～高い倫理観に基づいて～

レベル V

レベルⅣ

レベルⅢ

レベルⅡ

レベルⅠ

専門性の発揮、管理・教育的役割モデルとなり研究的に取り組む。

① 後輩の学習を支援する。
② チームリーダーとしての役割行動がとれる。

① 個別性を重視した看護を実践する。　
② 看護実践者として、後輩に支援的役割を果たせる。

① 根拠に基づいた看護を実践する。
② 後輩と共に学習する。

看護実践に必要な基本的能力を習得する。

レベルⅠ（主に卒後１年目）

各病院に教育担当看護
師長が配置されていま
す。集合教育と機会教育
で連動して、スタッフの
成長を支援しています。

看護実践に必要な基礎的能力を習得
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当機構では、キャリアアップのための教育支援を数多く用
意。「能力開発プログラム」のほかにも、さまざまな研修機
会を設けて看護師としての成長を促すサポートを行い、研
究的視点を持った看護職の養成に取り組んでいます。その
ひとつが、大規模な病院ネットワークを活かした機構独自
の学会の開催です。
「国立病院総合医学
会」「国立病院看護研
究学会」「近畿地区看
護学会」といった学会
に参加することで、各
病院の現場で質の高
い看護を実践するこ
とができます。

一日、リーダーナースの役割を
任せられることも。
しっかりと業務調整を行います。

集合研修で個々の看護を語り合い、
新たな気づきがあります。

初めてできた後輩と
振り返りの勉強。
一緒に頑張る毎日です。

集合教育（OFF-JT）で
看護技術研修を実施中。
フィジカルアセスメントなどの
知識をしっかり身につけます。

入職２年目は看護チームの一員として、看
護師それぞれが自分の果たす役割を認識し、
メンバーシップを発揮します。後輩と一緒
に学び合いながら、患者さんに行われる援
助の意味を理解したうえで看護を実践し、
“振り返り”を積み重ねることで実力を伸ば
していきます。

根拠に基づいた看護の実践
後輩と共に学習

入職3年目ともなると、患者
さんひとり一人に対して的確
な対応を求められる段階へと
移行。日ごろ行っている看護
ケアに対して、より深く掘り
下げて自ら研究する態度で臨
みながら、自分自身の看護に
対する考え方を確立。後輩に
対しては、学習を支援します。

個別性を重視した
看護を実践

後輩への支援的
役割を果たす

国立病院機構の看護職員のキャリアラダー　　　　　　

レベルⅡ レベルⅢ
集合教育（OFF-JT）

自施設の各レベルや専門的な内容に応じて
集まり研修をしています。

機会教育（OJT）

集合教育で学習したことを日々の看護実践
のなかで活かせるよう、各病棟の指導者が
指導します。

機構独自の学会を開催し研究的
視点を持った看護職を養成
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いよいよ病棟のチームリーダーへ。
後輩と１日の看護を振り返り、
引継ぎなどをしっかりと指導します。

チームカンファレンスの
ミーティングでも中心となって発言。
多職種連携でも力を発揮できるように。

この段階では、チームリーダーとしての役
割を自覚し、その中心として主体的に行動
できる力を習得。看護職だけではなく、多
職種と協働できる力を発揮します。また、
指導者としても力を発揮。後輩の成長を支
援します。

後輩への学習支援
チームリーダーとしての

自覚を持つ

専門性の発揮

専門性を発揮して、患者さんの思いをく
み取り、髙い倫理観に基づいて、看護実践
の役割モデルとなります。また、チームで
学習できる環境を整え、後輩へも教育的
に関わることで、ともに成長しあいます。

充実したサポート体制でスムーズな
キャリアパスを実現

それぞれの立場は違っても、これまで培ってきた
医療現場での力を思う存分発揮したい。
看護師としての将来像がはっきりした今、そんな想いを胸に新たな道へ…。
頑張ります！

国立病院機構の看護職員のキャリアラダー　　　　　　

レベルⅣ・Ⅴ
子育て支援
手厚い出産・育児休暇制度で母となっても中
断することなくキャリアアップ

病院間異動システム
「病院間異動システム」制度により、ライフス
タイルにあわせたキャリア選択が可能

休暇制度
年間休日、有給休暇を含めてゆとりのある勤務
体系で、充実のワークライフバランスを実現

管理者になる
看護管理者へのステップアップ研修

専門性を高める
看護系大学院への進学や研修
・専門看護師
・診療看護師（JNP）
・認定看護師等

教育者になる
教員養成研修



京都府舞鶴市字行永 2410
TEL:0773-62-2680
https://maizuru.hosp.go.jp

■ 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

京都府城陽市中芦原 11
TEL:0774-52-0065
https://minamikyoto.hosp.go.jp

■ 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

京都府京都市伏見区深草向畑町 1-1
TEL:075-641-9161
https://kyoto.hosp.go.jp/

■ 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

京都府京都市右京区鳴滝音戸山町 8
TEL:075-461-5121
https://utano.hosp.go.jp

■ 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・3交替制　■ 宿舎:有　■院内保育所:有

京　都　府

京都医療センター5 宇多野病院6

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

（回復期リハビリテーション）

舞鶴医療センター7

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、脳神経外科

B-6病棟B-3病棟

NICU

B-4病棟

SCU

B-5病棟

南京都病院8

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

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

■ 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

　僕は、内科病棟で５年間の経験を経
て現在、外科病棟で働いています。看護
師一人一人が患者さんに常に笑顔で真
摯に向き合い、看護を実践しています。
　スタッフ同士相談し合える環境で、
僕たちと一緒にあたたかい看護を実践
してみませんか。
   ちなみに、３人の子供を持つパパ看
護師です。地元の敦賀で子育てと看護
を楽しんでいます。

２階病棟　谷川 翔

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

　私は、重症心身障がい児（者）や神経
難病の対象病棟や退院支援看護師を経
て、現在は訪問看護師として働いてい
ます。対象の方の健康状態に合わせて、
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。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。

訪問看護ステーション　齊藤 由佳

■ 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

福　井　県

1 敦賀医療センター

外科、循環器内科、小児科、
眼科

整形外科、内科

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）

2階病棟

3階病棟

あわら病院2

3階病棟 重症心身障がい児（者）

4階病棟 神経内科、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

滋賀県東近江市五智町 255
TEL:0748-22-3030
https://higashiomi.hosp.go.jp/

■ 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

滋賀県甲賀市信楽町大字牧 997
TEL:0748-83-0101
https://shigaraki.hosp.go.jp/

■ 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

紫香楽病院4東近江総合医療センター3

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

南5病棟 地域包括ケア病棟

南6病棟 消化器内科、外科、泌尿器科

南7病棟 呼吸器内科、呼吸器外科、
泌尿器科

呼吸器外科、循環器内科、
救急科、HCU（6床）東2病棟

産婦人科、皮膚科、眼科、
耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、
消化器内科

南3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、外科南4病棟

滋　賀　県

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、皮膚科、歯科口腔外科

第一病棟5階
泌尿器科、眼科、総合内科、
膠原病・リウマチ内科

第一病棟6階 消化器内科
第一病棟7階 呼吸器内科、呼吸器外科
第一病棟8階 新型コロナウイルス感染症患者専用病棟

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）、糖尿病内科、腎臓内科

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）

集中治療室 ICU（6床）

地域密着型の看護を！
　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。）

特別室個室病棟　花村 一葉

いのちを輝かせる看護

　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。

南４病棟　捧 奏

PNSで安心できる看護を
　私の働いている地域包括ケア病棟は、
患者、家族が安心して退院できるよう
地域とも連携して退院支援を行う病棟
です。病棟では日々の関わりの中で、退
院後の生活を見据え、個別性に応じた
看護を行うよう心がけています。また、
退院に向けての不安を傾聴し、自信を
持って退院できるよう日々関わってい
ます。患者さんが笑顔で退院できるよ
うな看護を一緒にしませんか？

B-７病棟　泉 美穂

支える看護

　当院は新名神高速道路信楽ICから車
で 1 分の自然豊かな環境にあります。
重症心身障害児（者）と神経難病患者を
中心に、地域に密着した慢性期医療を
提供しています。患者さんは長期に入
院生活を送られる方が多く、日々の生
活をその人らしく安全・安楽に過ごし
ていただくことを第一に考え、チーム
で協働しながら看護を実践しています。
ケアを通して見せて下さる患者さんの
笑顔、小さな変化や成長がやりがいに
つながっています。

1 階病棟　中道 豊起

笑顔をやりがいに
　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。

西病棟 3 階　藤平 しおり

障がいを個性と捉える

原動力は笑顔です
　急・慢性期、回復期リハビリテーショ
ン病棟があり、訪問看護ステーション
も併設しているため様々な看護が実践
できます。新人看護師は若葉マークを
名札に貼り、病棟全体で新人育成に力
を入れています。病気の進行と日々向
き合う患者の気持ちに寄り添い、ＱＯ
Ｌが維持できるよう共に考え、当たり
前のことがその人らしくできるよう支
援しています。患者の笑顔を見ると看
護する喜びを感じます。一緒にチーム
宇多野で働きましょう!!

４-１病棟　野口 香菜

患者の笑顔が原動力！
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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/

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　■ 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

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

兵庫中央病院16

南1階

東1階

南2階

東2階

南3階

筋ジストロフィー

筋ジストロフィー

脳神経内科（神経難病）

重症心身障がい児（者）

脳神経内科（神経難病）

東3階 脳神経内科（神経難病）

南4階 内科（消化器·糖尿病）

東4階 外科（一般・消化器・呼吸器）、整形外科

南5階 内科（呼吸器、脳神経内科）

東5階 内科（結核）

■ 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

兵庫県神戸市須磨区西落合 3-1-1　TEL:078-791-0111
https://kobe.hosp.go.jp/

■ 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

兵庫県姫路市本町 68　TEL:079-225-3211
https://himeji.hosp.go.jp/

■ 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

兵　庫　県

神戸医療センター13

3階東病楝 外科、乳腺外科、整形外科、
泌尿器科、耳鼻科

3階南病楝 外科、内科、脳神経外科、
循環器内科、ICU/CCU（６床）

5階東病棟 内科、消化器内科、糖尿病内科

4階東病棟 整形外科、リハビリテーション科

5階西病棟 内科、呼吸器内科、眼科、皮膚科

5階南病棟 内科、循環器内科、脳神経外科
産科、婦人科、小児科、整形外科4階病棟

姫路医療センター14

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）

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

大阪府豊中市刀根山 5-1-1
TEL:06-6853-2001
https://toneyama.hosp.go.jp/

■ 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

大阪府河内長野市木戸東町 2-1
TEL:0721-53-5761
https://osakaminami.hosp.go.jp/

■ 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

大阪府大阪市中央区法円坂 2-1-14
TEL:06-6942-1331
https://osaka.hosp.go.jp

■ 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

大阪府堺市北区長曽根町 1180
TEL:072-252-3021
https://kcmc.hosp.go.jp/

■ 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

　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。

手術室　李 優希

　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
スタートを切り、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。

看護部長室・褥瘡対策室　與野木 久美子

手術看護って魅力的 共に働く仲間になろう

大　阪　府

大阪刀根山医療センター11

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

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、救急科

大阪南医療センター12

近畿中央呼吸器センター10

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

大阪医療センター9

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）

　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 4 階　濱本 健史

やりがいのある職場です。
　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　塔本 愛美

幅広い分野を学べます

　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。

東2病棟　前羽 美江

重心看護に
看護のすばらしさを実感

　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。

東１病棟　小原 麻梨

患者さんの生活を支える
看護を一緒にしましょう！

　私は消化器・糖尿病内科の病棟で勤
務しています。
　日々の看護の中で、常に患者さんの
立場にたって行動することで、患者さ
んの些細な変化を見逃さず個別性のあ
る看護を提供できるように努力してい
ます。
　病棟には終末期にある患者さんも多
く、多職種と連携をとりながらチーム
医療を実践しています。そして、協力し
合い、共に学びながら看護をしていま
す。当院で一緒に楽しい看護を実践し
ていきしょう。

５階東病棟　西村 萌香

一緒に看護を楽しもう
　看護部理念の中には「専門的知識、
技術と思いやりをこめた看護」とあり、
患者や家族の心に寄り添った看護を目
指しています。職員間での「思いやり」
も強く、助け合える仲間がいます。新
人看護師には技術習得の支援だけでな
く、身近な相談者となり職場環境に適
応できるよう支援しています。キャリ
アラダーによる院内研修に加え、認定
看護師の育成や特定行為研修受講の支
援もしています。共に学び共に成長し
ていきましょう。

C-２病棟　細川 千穂

共に学び共に成長する
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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

京都府周産期医療サブセンター
京都府認知症疾患医療センター
SCU、NICU、地域医療支援病院
京都府がん診療連携病院、精神科基幹病院
精神科救急医療施設、一次脳卒中センター（PSC）

CCU/ICU、HCU、地域がん診療連携拠点病院
大阪府難病診療連携拠点病院
特定行為研修指定研修機関

専門医療施設、通所事業、
地域療育在宅巡回訪問相談支援事業、
渡航外来

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

災害拠点病院、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
地域周産期母子医療センター
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
京都府難病医療連携病院、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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奈良県奈良市七条 2-789
TEL:0742-45-4591
https://nara.hosp.go.jp/

■ 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

奈良県大和郡山市小泉町 2815
TEL:0743-52-3081
https://yamato.hosp.go.jp/

■ 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　県

やまと精神医療センター18奈良医療センター17

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

1-1病棟 精神科(急性期)

1-2病棟 精神療養病棟

2病棟 精神科（慢性期・老年期認知症・
結核等身体合併症）

重症心身障がい児(者)3病棟

重症心身障がい児(者)4病棟

5病棟 医療観察法病棟(精神科)

和歌山県田辺市たきない町 27-1
TEL:0739-26-7050
https://minamiwakayama.hosp.go.jp/

■ 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

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

■ 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

和歌山病院20南和歌山医療センター19

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

救命救急センター

4階東病棟

　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２B 病棟　伊藤 佑一

共により良い看護を!!
　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

心に寄り添う看護を！

　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

救急で働きませんか？
　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

一緒に働きましょう！

和　歌　山　県

2階北病棟 休棟

2階南病棟 呼吸器内科、結核、脳神経内科

3階北病棟 呼吸器内科、外科、循環器科

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)


