あなたが来れば、
もう奈良は安心です。

奈良県立病院機構の
地方独立行政法人
奈良県立病院機構

2019

発展を目指して
7 つの柱で奈良の
地域医療を支える
奈良県総合医療センター
平成30年5月移転・開院

奈良の医療を、
と も に 創 ろ う！

休暇制度・年間行事
福利厚生・子育て支援について

その情熱を奈良で発揮する

お問い合わせ

0742- 81- 3400

奈良県総合医療センター

0742-46-6001

奈良県西和医療センター

0745-32-0505

奈良県総合
リハビリテーションセンター

0744-32-0200

医師
大募集！
奈良県総合医療センター
奈良県西和医療センター
奈良県総合
リハビリテーションセンター

奈良県立病院機構

奈良・医療改革、
推進。

奈良県の医療のために
私たちは変わる
私はこの度、平成30年4月1日より地方独立行政法人 奈良県立病院機構の理
事長を拝命しました。理事長としての私の責務は、端的には、当機構の理念である

Contents
2 理事長あいさつ
3 奈良の医療のために

「 医の心と技 を最高レベルに磨き、県民の健康を生涯にわたって支え続けます」

基本理念

を全ての職員が着実に実践できるようにすることです。この使命を達成するには、

教育研修

人材の確保と育成が最も重要です。当機構の職員となって、活躍していただける

7

方々に大いに期待しています。
当機構には、奈良県総合医療センター、奈良県西和医療センター、奈良県総合
リハビリテーションセンターの3つの医療施設、医療専門職教育研修センターと
看護専門学校の2つの教育研修施設があります。それぞれの施設では、各種の
医療専門職の資格を持った職員が診療、教育に従事しておりますが、これらの
全職員が
「医の心と技を最高レベルに磨く」
ことを自覚していなければなりません。
すなわち、資格を取得した専門職に対しても教育研修を継続的に充実させて、
優 れた 医 療 プ ロフェッショナ ル が 協 働 する3 つ の センタ ー を 実 現 することに
邁進します。
平 成 3 0 年 5 月1日、新しく生まれ変わった奈 良 県 総 合 医 療センター が 診 療を
開始しました。これまで県内で不足していた7つの領域（救急医療、周産期医療、
専 門 的 な が ん 医 療 、小 児 医 療 、糖 尿 病 治 療 、精 神 医 療 、災 害 医 療 ）につ いても
大幅に改善できると見込まれます。さらに、新しい総合医療センターには、医療
専門職教育研修センターが併設されており、最新のシミュレーションや医療・看護
の 手 技 研 修も可 能となります。当 機 構 の 職 員に限らず 、県 内 の 資 格を有 する
医療専門職の研修・教育の場として計画されたものであり、今後は県内の人材
育成と生涯教育の充実にも寄与できると考えております。
皆さんと一緒に、奈良県の医療を充実させましょう。

NARA
Advanced medicine
奈良県総合医療センター
平成30年5月1日移転・開院

9 奈良県総合医療センター
病院概要
病院特色

院長あいさつ

先輩インタビュー
11 奈良県西和医療センター
病院概要
病院特色

院長あいさつ

先輩インタビュー
13 奈良県総合
リハビリテーションセンター
病院概要
病院特色

院長あいさつ

先輩インタビュー

シンボルマーク
患者、県民を表す球を優しく守るように包む2枚の葉
が、それぞれ
「医の心」
と
「医の技」
を表しています。
奈良の豊かな山々
「青垣」
をイメージするグリーンを
イメージカラーとしています。

15 ワークライフバランス
17 休暇制度／福利厚生／
年間行事
18 病院概要／アクセス

理事長

1

上田 裕一
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誰もが安心して質の高い医療を受けられる。
そんな奈良県を一緒につくってみませんか。

﹁患者﹂︑
﹁県民﹂に 親切な医療 を提供できるよう︑
﹁職員﹂を育て︑地域の医療機関と連携し︑
奈良県の医療レベル の向上 に貢献する︒

奈良の
医療のために

地方独立行政法人奈良県立病院機構は、患者さん、県民に最適な医療を提供で
きるよう、職員を育て、地域の医療機関と連携し、奈良県の医療レベルの向上に
貢献することを目的に、設立されました。
この目的を実現するために、法人が運営する奈良県総合医療センター・奈良県
西和医療センター・奈良県総合リハビリテーションセンターの３病院は、それ
ぞれ達成すべき中期目標・中期計画を定めています。
３病院がそれぞれ自立した経営を目指し、職員が働きがいを持てる職場環境を
作り、そして次代を担う医療人の育成に取り組むことによって、県民の皆さんに
よりよい医療を提供できると考えています。

基本的な考え方

患者

県民
職員

患者にとって最適な医療の提供
県民の健康維持への貢献
最高レベルの医の心と技をもった人材の確保、育成

法人の決意
すべての職員が、患者の視点に立った医療を
提供できる組織文化をつくります。
県民の健康を守るため、県内の医療機関と連携し、
病院完結型から地域完結型の医療提供体制を目指し、
その基幹病院となります。
職員が誇りとやりがいをもって働くことができる
職場環境をつくり、次代を担う医療人の育成に取り組みます。

3
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教育研修等一覧
● 職位別研修 法人職員としてのホスピタリティマインド、
ロイヤリティ
（帰属意識）
の向上を図る研修を実施する。
新卒等

全ての医療専門職の生涯教育をサポート
奈良県立病院機構では、新規採用者から管理者まで全職員の教育研修を行う
「医療専門職教育研修センター」
を設置し、職員の生涯教育を支えています。
新しい専門医制度に見合う後期研修制度、魅力ある専攻医修練体制を構築
育研修を充実させることで、優れた医療プロフェッショナルが協働する医療

留学・資格取得など、キャリアアップを支援
め、優れた人材の育成を目指します。また、認定看護師等の資格取得支援や大

・ホスピタリティ
（基礎）
・コミュニケーション
（実践）

・医療安全

中堅職員研修

管理者研修

※原則、採用10年目職員

幹部合同研修会

・ホスピタリティ
マネージャー養成講習

診療部管理研修
看護師長・主任研修

事務系職員専門研修
ホスピタリティ研修

● 専門研修

事務職

全職員を対象に、
国内留学制度の導入など、
大学、
研究機関、
病院との連携を深

・ホスピタリティ
（総論）
・コミュニケーション
（総論）
・マネジメント
（総論）

5年目職員研修

初期臨床研修
（全科）

後期臨床研修
（専門科）

専門医
管理者研修

クリニカルラダー別研修

医療技術職

センターを目指します。

２年目職員研修

看護師

し、キャリア形成支援を行います。また、看護職をはじめ医療専門職への教

新規採用職員研修

医師

専門領域別研修

講師を招き、講演会や研修報告会を開催

医療事務研修

学修学等の自己啓発休業など、
キャリアアップを支援する制度も取り入れます。
● その他の研修

地域に門戸を開き、国際交流も推進

全職種

平成 年5月︑
教育研修 棟オープン！
充実 のキャリアアップ支援で︑
優れた心 と技 を備えた医師を育成 します︒
30

平成30年5月には教育研修棟を開設し、奈良県全体の医療水準の向上を図る

国内留学
（協定病院等）
資格取得支援
（認定看護師等）

ため、手技研修室や図書・情報センターなどを備え、医療従事者向けの研修や
症例検討会などを開催します。また、県内の医療機関に勤務する医療従事者
の短期・長期研修や、海外からの医療専門職の受け入れ、海外の病院との国際
的な交流を進め、国際性豊かな医師等の養成に寄与します。

充実の研修で優れた医療人を育む
医療の高度化、専門化が進んでいる中で、優れた人材を育成することが何よりもまして重要となってきてい
ます。奈良県立病院機構では「最高レベルの医の心と技をもった人材の育成」
という目標を掲げ、医療専門
職教育研修センターを設置しています。
医師臨床研修においては、初期研修から後期研修へとスムーズに研修できるように配慮し、新たな専門医制
度にも十分対応できるような研修サポートを行っていきます。また、すべての医療専門職に対してそれぞれ
個々のニーズに合った研修ができるよう配慮し、専門医、認定看護師、専門技師、医療事務などの資格取得
を積極的に推進していきます。さらに、医学的な知識や技術の習得だけにとどまらず、豊かな人間性を持っ
た医療人の育成に努めます。また、平成30年5月には新病院に併設した教育研修棟を開設し、学習環境を整
備します。このように充実した研修のできる奈良県立病院機構で働いてみませんか。皆さんの応募を心より
お待ちしています。

新規採用者研修

5

ホスピタリティ研修
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NARA
Advanced
medicine
奈良県総合医療センターが生まれ変わり、新病院が平成30年5月1日に開院しました。

教育研修とワークライフバランスも充実

患者さんの治療意欲と職員の働きがいを高めます。また、

新病院では、
「救命救急」
「周産期医療」
「がん医療」
「小児医療」
「糖尿病治療」
「精神医療」

最高レベルの医の心と技を持った人材を確保、育成するた

眺めの良いレストランやゆったりとしたカフェなど、心地

めに、新病院には教育研修棟が整備され、職員はもちろん、

よく過ごせる空間も提供します。

「災害医療」
の７つの医療機能を柱として、奈良県全域の医療を支えていきます。

地域の医療従事者のキャリアアップ、
スキルアップを目指し
ます。あわせて院内保育体制の充実や多様な勤務形態の
導入、医療スタッフの積極的な復職支援など、
ワークライフ

奈良県総合医療センターの医療機能 〜地域医療を支える7つの柱〜
救命救急

周産期

がん

小児

糖尿病

精神

災害

救急患者を
断らない
救命救急医療の
実践

リスクの高い
妊婦の方も
安心してお産が
できる環境を整備

がんになっても
安心できる
質の高い
医療を提供

急性期を
中心とした
小児医療の拠点

地域の
糖尿病治療の
拠点

身体疾患を
合併する
精神疾患患者の
受け入れ拠点

災害時においても
病院機能を
維持する災害に
強い病院

７つの柱で奈良の
奈良県総合医療センター

平成30年5月1日 移転・開院

バランスの充実も図ります。

全室南向きの病室、光と眺望が心地よい空間
六条山の緑に包まれた建物は、病室を全室南向きに配置す
るなど、あふれる自然光と美しい眺望を重視して設計され、

地域医療を支える

最新の医療設備・システムを導入
新病院ではハイブリッド手術室、放射線治療装置など
最新の医療設備や、
機能的な電子カルテシステムを導入し、
患者さんへよりよい医療を提供していきます。

病院概要 所在地／奈良県奈良市七条西町2丁目897-5

構造等／鉄骨造・一部鉄筋コンクリート造
（免震構造）
、地下1階、地上7階
病床数／540床
（救命救急センター、精神病棟、感染症病床を含む）

7
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県全域を対象に︑

高度急性期医療 の拠点 としての役割 を担う ︒

奈良県
総合医療センター

VOIC

E!

おしえて先輩！
研修医になって初めはわからないことばかりでしたが、様々な
スタッフに手厚く指導いただき、
１年前と比べると、知識、手技、
患 者さんとのコミュニケーションにおいて成 長を実 感して
います。相談しやすい指導医、頼もしい先輩、意識の高い同期に
囲まれ、充実した研修を受けられていることに感謝しています。

初期臨床研修医

堂埜 恵理

奈良県総合医療センター

平成29年 入職

奈良県総合医療センターでは、専門的な技術、知識、設備を必要とする高度急性期医療と、
心疾患、脳卒中、急性腹症、重症多発外傷などに対応する救急医療を中心に診療しています。
医療機器の整備にも力を注ぎ、平成25年に奈良県で
初の内視鏡手術支援ロボット
「ダ・ヴィンチ」など、各部
門で最新の医療機器を導入しています。また、地域医
療の核として、奈良県全体の医療水準向上のために地
域の医療関係者の研修教育機関としての役割も担って
います。

当センター
「ダ･ヴィンチ」
手術の様子

救命救急センター
県内に３ヵ所ある救命救急センターの一つで、奈良県北和地域の救急医療の中心的役割を
担っています。三次救急医療施設として、救急医と各診療科の協力のもと、重症疾病者の速や
かな支援を行います。

周産期母子医療センター
産科30床
（MFICU 3床）
と新生児特定集中治療室24床
（NICU 12床＋GCU 12床）
を運営し
ています。奈良県立医科大学附属病院との連携を密にして、県内および近隣からの母体搬送も
受け入れています。平成26年度からは、新生児ドクターカーの運用を始めました。

集学的がん治療センター
外来治療室、がん相談支援センター、がんサポートチームを設置。手術療法、放射線療法、化学
療法による集学的治療や、早期からの患者さん、ご家族への緩和ケアの提供、地域の医療機
関との連携体制の整備などを通じ、
より多くの患者さんに最適ながん治療を受けていただくこ
とを目的に活動しています。

若い皆さんに質の高い臨床研修を
奈良県総合医療センターは、平成２６年４月に地方独立行政法人化された奈良県立病院機構の医療センターと
して新たな一歩を踏み出しました。それから5年目となる平成30年5月1日には、奈良市七条西町で新センター
として診療を開始しました。奈良県の高度急性期病院として、
「 医の心と技 を最高レベルに磨き、県民の健康
を生涯にわたって支え続けます。」
という理念の下、患者さんに最適な医療を提供できるよう全職員が一丸と
なって頑張っています。当センターでは、将来の奈良県の医療に貢献できる優秀な医師を育てるため、初期
臨床研修医・専 攻 医 の 育 成に力を注 い で います。初 期 研 修 は 内 科に始まり、救 命 救 急センター 、
外科系、小児科・NICU、産婦人科、麻酔科、地域医療研修など充実したプログラムを用意しています。
専用の 研 修 医 室 はもちろん 、日 常 の 診 療に役 立 つオンライン研 修 なども 利 用 可 能 です 。診療
病院概要

開設／平成30年5月1日
（旧病院 昭和39年4月1日） 院長／菊池 英亮 副院長兼看護部長／杉元 佐知子 職員数／893名
病床数／540床
（救命救急センター、精神病棟、感染症病床を含む） 看護基準／7:1看護
診療科目／消化器内科、
糖尿病・内分泌内科、
呼吸器内科、
循環器内科、
腎臓内科、
神経内科、
血液・腫瘍内科、
緩和ケア内科、
感染症内科、
小児科、
精神科、
消化器・肝胆膵外科、
呼吸器外科、
心臓血管外科、
整形外科、
脳神経外科、
脊椎脊髄外科、
乳腺外科、
皮膚科、
泌尿器科、
産婦人科、
眼科、
耳鼻いんこう科、
頭頸部外科、
口腔外科、
麻酔科、
放射線科
※平成30年5月1日現在
9

経験が豊富な指導医のほか各職種のスタッフも教育熱心で、病院全体で研修医を育てていこうとい
う機運に満ちています。また、初期臨床研修後の後期研修として専門医を目指す専攻医も募集し、
これ
からの新専門医制度にも対応できるよう準備を整えています。今後、益々発展していく奈良県総合
医療センターで私たちと一緒に働きませんか。
地方独立行政法人

奈良県立病院機構

奈良県総合医療センター

院長

菊池 英亮
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医療機能 の充実 で︑
奈良県西和の地域医療 に貢献 する︒

奈良県
西和医療センター

VOIC

E!

おしえて先輩！
当センターは、様々な疾患に高度医療を提供する急性期総合病
院です。現在研修医は1、2年目合わせて11人と少人数であるた
め、経験できる症例や手技は非常に豊富です。上級医の先生方
やコメディカルスタッフの方々のサポートも手厚く、研修病院とし
て本当に素晴らしい環境です。ぜひ私たちと一緒に働き、奈良の
地域医療を支えていきましょう。
初期臨床研修医

三谷 和大

奈良県西和医療センター

平成29年 入職

奈良県西和地域の基幹病院として発展してきた奈良県立三室病院は
「奈良県西和医療センター」
と名称を変更し、
新たに生まれ変わりました。平成27年4月から産婦人科診療の再開など、
さらなる医療機能の充実により、奈良県西
和地域の地域医療に対し、
なお一層の貢献をしていきます。

循環器領域・脳神経領域の高度医療の提供（集学的循環器病治療センター）
奈良県西和医療センターは集学的循環器病治療センターを有しています。脳卒中診療では、高度な脳神経外科手
術に加えて超急性期の脳血管内治療を行い、奈良県の脳卒中救急医療に貢献しています。また、当センターの最大
の特色である心臓血管外科では、循環器診療の最後の砦としての役割である難治性心疾患に対する心臓外科手術
だけでなく、救急診療の最前線である急性大動脈解離などの緊急手術も数多く経験できます。循環器内科の不整
脈領域でも高周波カテーテルアブレーションや新しいタイプの皮下植込み型除細動器治療、さらには県内の他の
医療機関では実施していない直接心臓内に留置する新型のカプセル型ペースメーカなど最新の治療を提供してい
ます。心臓カテーテル治療、血管内のカテーテル治療、植込みデバイス治療、高周波カテーテルアブレーション治療
などは近畿でも有数のハイボリュームセンターになっています。そのような環境のなかで、専門医取得を目指して
研鑽を積む専攻医の教育の役割を担っています。

救急医療·消化器内視鏡手術·腹腔鏡手術·人工関節センター·呼吸器内科
年間3,000台近くの救急車搬送に対して、すべての診療科が24時間体制で救急医療を支えています。臨床研修医
や専攻医は、
どの診療科に属していても、地域医療の中心である救急医療に携わることが求められています。その
ような背景のなかで、当センターの得意分野として消化器内科
や消化器外科の低侵襲のがん治療、整形外科の人工関節手術
があります。また呼吸器内科では、急性期·慢性期の呼吸器疾
患を幅広く診療しています。

教育環境(教育研修室・臨床研修医支援室)
奈良県西和医療センターは、特に臨床研修医や専攻医の教育
に力を注いでいます。医師として身につけるべき臨床英語、総
合診療、感染制御などの領域においては、院外の著名な講師に
よる small group discussion を取り入れて、医師としての成
長を応援しています。

高度医療と救急医療で地域の核である奈良県西和医療センター
奈良県西和医療センターは、22診療科、300床を擁し、集学的循環器病治療センター、人工関節センター、
消化器がん低侵襲治療センターを設ける急性期総合病院です。最新の医療設備とスタッフの充実で医療
の質を向上させ、各領域で最高水準の先進的な医療を地域の皆様へ提供しています。地域医療支援病院、
地域包括医療・ケア認定施設に指定され、地域包括ケアシステムに精力的に取り組み、地域医療の中核機
能を有しています。心疾患、脳卒中を中心とする循環器疾患とともに、吐下血などの消化器疾患、肺疾患、
外傷など、幅広い二次〜三次救急疾患に対応しており、指導医の下、技量の習得が可能です。また、外科的
治療や化学療法を中心に、緩和ケアも含めたがん治療への取り組みも行っております。さらに、初期臨
床研修医の育成に力を入れており、当センター独自の臨床研修プログラムの下、各学年８名の少数
の研修医が、最前線の圧倒的な症例数の中で指導を受けることができます。チーム医療の中で責
任感をもって仕事に臨むスピリットを持つこと、更に総合的に初期臨床を行うための知識と技術
を身につけることを目標にしています。学術面では、当センターでの学術論文をまとめた病院
病院概要

開設／昭和54年4月1日
院長／横山 和弘
副院長兼看護部長／春木 邦惠
職員数／486名
病床数／300床
（一般病床） 看護基準／7:1看護
診療科目／総合内科、腎臓内科、循環器内科、消化器内科、消化器・糖尿病内科、神経内科、呼吸器内科、感染制御内科、小児科、外科・消化器外科、整形外科、脳神経外科、
心臓血管外科、呼吸器外科、皮膚科・形成外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、救急科
※平成30年5月1日現在
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雑誌を発刊し、当センターの情報を国内外に広く発信しております。進歩し続ける医療技術、
増大し続ける医療ニーズへの対応を学び実践できる奈良県西和医療センターで、皆様とと
もに医療にあたる日を職員一同お待ちしております。
地方独立行政法人 奈良県立病院機構

奈良県西和医療センター

院長

横山 和弘
12

高度 で専門的 な
リハビリテーション を総合的に行う︒

奈良県総合
リハビリテーション
センター

VOIC

E!

おしえて先輩！
当センターでは、主に骨折や人工関節術後、脳血管障害や脊
髄損傷、四肢切断などの障害に対するリハビリテーションを行っ
ています。患者さんご本人やご家族はもちろん、
コメディカル、
ケースワーカーなど多職種と連携、協力し、時には長期にわたっ
て社会復帰のための治療、介入を行っています。患者さんに合
わせた医療を行い、社会の中に居場所を作るための手助けがで
きればと考えています。
整形外科

池田 智恵子

奈良県総合リハビリテーションセンター

平成29年 入職

総合リハビリテーションセンターでは、子どもから大人まで、脳血管疾患・運動器リハビリテー
ションを集中的に提供するなど、高度で専門的なリハビリテーションを総合的に行います。また、
在宅復帰支援の中心的な役割を果たしていきます。

リハビリテーション科
理学療法
（PT）
、作業療法
（OT）
、言語聴覚療法
（ST）
の3つの部門があります。それぞれ、入院
および外来で成人・小児を対象に専門的なリハビリテーションを提供しています。各部門間や
医師、看護師、他関連職種との情報交換を密にし、利用者さんの機能回復だけでなく生活全般の
向上も含めた総合的なリハビリテーションを実施しています。

療法士長 紹介

療法士長

森本 久雄

当センターでは、整形外科術後の急性期リハ、脳血管疾患等の回復期
リハに関わります。奈良県内でも充実した療法士数の理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士を配置し、医師、看護師等の多職種と連携を図り、
常にチームアプローチを考えた治療を行っています。
また、より高度で専門的なリハビリテーションを提供できるよう院内
での教育システムを充実させ、院外での学会研修会等への参加を奨励
しています。

若きリハビリテーション科医を求む
病気や外傷の結果生じた心身の障害は、臓器の治療だけでは治癒しません。そのためにリハビリテーション
医学が必要になります。医学的根拠に基づいた治療計画から、実際の治療、さらにその後の安心できる生
活を維持するための援助を多職種と共に行うのがリハビリテーション科医の役割です。
今後、急性期医療から回復期・療養・介護へとつなぐ地域包括ケアシステムを構築するためにも、
ますます増え
るといわれている高齢者の健康寿命の延伸のためにも、
リハビリテーション科医の重要性は確実に高ま
ると考えられます。
しかしながら現在、
リハビリテーション科専門医は必要数の半分に過ぎません。
日本医療の将来を支える、若きリハビリテーション科医を目指して一緒に働いてみませんか！

病院概要

開設／昭和63年6月13日
院長／宮内 義純
看護部長／柏木 三貴子
職員数／167名
病床数／100床
（一般病床50床、回復期リハビリテーション病床５０床） 看護基準／15:1、13:1看護
診療科目／内科、神経内科、小児科、整形外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科、放射線科、
リハビリテーション科
※平成30年5月1日現在
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地方独立行政法人 奈良県立病院機構

奈良県総合リハビリテ−ションセンタ− 院長

宮内 義純
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奈良の医療を支える医師を、様々な制度で 支援しています。
地方独立行政法人奈良県立病院機構では、多様な勤務形態や子育て職員の支援、
復職支援プログラムなど、
ワークライフバランスの実現に向けて取り組みを進めています。

産休後に復帰した
女性医師の声

女性医師も安心！

二人目の産休取得後、
スムーズに復帰できました。

子育て支援制度

一人目の時は別の病院に勤務しており、その当時の風潮もあって一度

保健指導・
健康診査休暇

妊娠中または出産後1年を経過していない女性職員が保健指導や
健康診査を受ける場合、定められた期間に応じて休暇が取得できます。

通勤緩和休暇

通勤時の混雑を避けるため、1日1時間の範囲内で出勤を遅らせたり、
帰宅を早めることができます。

出産
（産前・産後）
休暇

出産予定日より8週間
（多胎妊娠の場合は14週間）
前から産後8週間まで、
または産前休暇を始める日から16週間
（多胎妊娠の場合は22週間）
を経過する日まで
休暇が取得できます。

育児休業

女性は出産休暇終了日の翌日から、男性は子どもの出生後から
子どもの満3歳の誕生日の前日まで休業することができます。

院内保育や職員宿舎の充実など、
ワークライフバランスの推進に向けて取り組んでいきます。

育児時間休暇

子どもが生後1歳3カ月になるまでは、1日2回、1回30分の休暇が取得できます。
※まとめ取りは60分まで

奈良県立病院機構では、中期目標・中期計画にワークライフバランスの実現を掲げ、

育児短時間勤務

子どもが小学生になるまでは、子育ての時間に応じて短時間勤務が可能です。

部分休業

小学校3年生までの子どもの養育のため、週18時間45分の範囲で勤務
時間の一部を休業できます。

遅出勤務

子どもが小学校6年生までは、特定の曜日について勤務時間を午前9時から午後5時45分
に変更することができます。

子どもの看護休暇

小学校6年生までの子どもの看護や退院等の世話のため、年5日まで休暇が取得できます。
※子どもが2人以上の場合は年10日まで

短時間勤務
正職員制度

部分休業終了後もまだ育児で通常の勤務が困難な場合に、週20時間以上の勤務で
正職員として働き続けることができます。

離職し、育児が落ち着いてから復職しました。今の職場は出産や子育て
に理解があり、上司や同僚のサポートを得ることができたので、二人目

妊娠が
わかった時

の出産の際、産休を取りました。やはり、一人目の時と違って産後同じ
職場に戻れるというのはとても安心でしたし、おかげでスムーズに復帰
できたと思います。産休中、代わりの人員が補充されるわけではありま
せんし、復職後も子どもが小さいうちは熱を出して保育園に預けられな
いということもよく起こりますので、周囲の理解はありがたかったで

出産
前後

すね。医師として仕事を続けるうえで、人間関係を含めた職場環境が
良いかどうかはとても大切なことだと思います。法人化に伴って、
これか
ら病児保育や夜間保育などの院内保育が充実し、働きやすい職場づくり
がさらに進展することを願っています。

奈良県総合医療センター

扇谷 綾子（NICU）

育児
休業中

その実現に向けて、
ワークライフバランス推進委員会を中心に取り組んでいきます。
院内保育については、医師も利用しやすいよう、病児保育の導入や夜間保育の充実を目指しています。
奈良県総合医療センターでは、院内保育所における保育時間の拡充や良質な保育サービスの提供に取り組んでいます。
また研修医などが利用できる職員宿舎も設置されており、
より働きやすい環境の整備をはかっています。

奈良県総合医療センターに整備された院内保育所と職員宿舎
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仕事
復帰後

※復帰後は、不安を軽減できるよう職場研修などでサポートしています。
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休暇制度／福利厚生／年間行事

安心して働ける充実した
環境を整えています。

病院概要／
アクセス

1

奈良県総合医療センター

〒630-8581 奈良県奈良市七条西町2丁目897-5

休暇制度
有給休暇、夏期休暇、年末年始休暇のほか、病気やけが、結婚、産前産後、
ボランティア、介護などを目的とした休暇制度を
整えています。

福利厚生
充実した福利厚生により、働く医師たちをバックアップ。心身ともに健康で安心して働ける職場づくりに努めています。

年間行事
忘年会や、各センターでの研修医歓迎会・送別会、研修医の北海道スキー旅行など、職員の交流を深める機会を設けて
います。

福利厚生など

給付・貸付制度

職員やその家族のために、病気やけが、出産、災害などに対する給付があります。
また、生活資金、住宅貸付などの貸付も行う制度等が整備され、安心して仕事ができる環境が整っています。

健康管理

全職員を対象として定期健康診断は年2回実施され、一般健診・胸部検診・胃検診などの充実強化に努めています。
また、希望者に対する健康相談、
メンタルヘルスカウンセリングや成人病検診のほか、人間ドック受診に対する
助成なども行っています。

休暇

有給休暇：年間20日、夏期休暇：年間5日
このほか、病気
（けが）
休暇、結婚休暇
（7日）
、産前産後休暇
（112日）
、
ボランティア休暇、介護休暇など

その他

被服
（白衣・靴・ストッキング 等）
貸与、宿舎あり、院内保育所設置

2

消化器内科、糖尿病・内分泌内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、神経内科、血液・腫瘍内科、緩和ケア内科、感染症内科、小児科、精神科、
消化器・肝胆膵外科、呼吸器外科、心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、脊椎脊髄外科、乳腺外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、
頭頸部外科、口腔外科、麻酔科、放射線科

奈良県西和医療センター

〒636-0802 奈良県生駒郡三郷町三室1丁目14-16

TEL.0745-32-0505

開設／昭和54年4月1日
院長／横山 和弘
副院長兼看護部長／春木 邦惠
病床数／300床
（一般病床） 看護基準／7:1看護
診療
科目

3

職員数／486名

総合内科、腎臓内科、循環器内科、消化器内科、消化器・糖尿病内科、神経内科、呼吸器内科、感染制御内科、小児科、外科・消化器外科、
整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、皮膚科・形成外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、救急科

奈良県総合リハビリテーションセンター

〒636-0393 奈良県磯城郡田原本町大字多722

TEL.0744-32-0200

開設／昭和63年6月13日
院長／宮内 義純
看護部長／柏木 三貴子
職員数／167名
病床数／100床
（一般病床50床、回復期リハビリテーション病床５０床） 看護基準／15:1、13:1看護
診療
科目

内科、神経内科、小児科、整形外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科、放射線科、
リハビリテーション科

至 新神戸

新大阪

京都

新幹線

大阪・梅田
尼崎

放出

京橋
本町

木津

森ノ宮
布施 近鉄奈良線 高井田

大阪
環状線 大阪難波

至 東京
良線
JR奈

地方公務員共済組合
（健康保険･年金）
、公務災害補償

診療
科目

近鉄京都線

社会保険

TEL.0742-46-6001

開設／平成30年5月1日
（旧病院 昭和39年4月1日） 院長／菊池 英亮
副院長兼看護部長／杉元 佐知子
職員数／893名
病床数／540床
（救命救急センター、精神病棟、感染症病床を含む） 看護基準／7:1看護

長田
生駒

大和西大寺

鶴橋

（なんば）

近鉄奈良
奈良

近鉄
大阪線
天王寺

久宝寺

王寺

❷

❶

新王寺 西田原本 田原本
大阪
阿部野橋

至 和歌山

近鉄
南大阪線

大和高田
高田

吉野口

❸

大和
八木

桜井
至 名古屋

橿原神宮前

五条
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