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全ての医療専門職の生涯教育を支えます。

職員

患者

地域

奈良の医療のために。

法人の理念

３つの医療センターが持つそれぞれの機能を最大限発揮し、
患者の視点に立った最適な医療を提供します。

県民の健康を守るため、地域の医療機関との連携を深め、
「地域完結型」を目指す医療提供体制における基幹病院となります。

全職員が協力し、医の心と技を最高レベルに磨くことに努めるとともに、
誇りややりがいを持って働くことができる職場環境をつくることで、

次代を担う医療人の育成に取り組みます。

シンボルマーク

法人の目指す姿

奈良県立病院機構は、高度急性期・急性期から回復期まで機能の異なる３つの

医療センター（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）と看護専門学校、医療専門職教育研修センターを

一体的に運営し、奈良県の医療を支えています。

“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。

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。

患者にとって
最適な医療の提供

最高レベルの医の心と技をもった
人材の確保・育成

地域の医療力
向上への貢献

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センターを目指します。

全ての医療専門職の生涯教育をサポート

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。

留学・資格取得など、キャリアアップを支援

手技研修室や図書・情報センターなどを備えた教育研修棟を2018年5月に開設しました。奈良県

全体の医療水準の向上を図るため、医療従事者向けの研修や症例検討会などを開催しています。

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。

地域に門戸を開き、国際交流も推進

教育研修棟の手技研修室
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総合医療センター、西和医療センターでの初期臨床研修
は、高度な知識と技術を有する多くの指導医と、全診療科
にわたる豊富な症例数に恵まれた環境です。また、医師の
みならず全職種のスタッフが、病院全体で研修医を育てる
という共通認識を持って支援し、多様な学習機会を提供し
ます。各診療科の後期研修プログラムも整備され、専攻医
として更なる修練を積むことができます。

患者さんと最も接点がある医療従事者として、
チーム医療の様々な場面で重要な役割を果たし
ます。奈良県立病院機構の看護職は、高度急性
期から回復期、さらには退院後の在宅医療支援
まで、あらゆる場面で患者さんに寄り添い、常に
最適の看護を提供できるプロフェッショナルを目
指します。

看護師

縦と横のつながりが充実し、学びやすい環境。
現場での診察や当直、救急対応を通して多数の症例が経験でき、知識、手技、

患者さんとのコミュニケーション力が入職当初より格段にアップしました。15名の

同期とも研修ルームで頻繁に顔を合わせながら情報交換。上級医が手厚く指導

してくれるので、相談しやすく、患者さんへのフィードバックも早くできるので、充実

した育成プログラムに満足しています。

奈良県総合医療センター　2018年入職

木村 太亮

奈良県立病院機構の各センターでは、一人の患者さんに複数のメディカルスタッフが

連携し、治療やケアに当たる「チーム医療」を実践しています。職種が異なるスタッフ

同士が連携、協働し、それぞれの専門スキルを発揮することで、患者さんの病状はもち

ろん、生活の質（QOL）の維持、向上、人生観を尊重した療養の実現をサポートします。

医 師
（初期臨床研修医）

看護師
助産師

医 師

薬剤師

臨床検査
技師

臨床工学
技士

理学療法士作業療法士

言語聴覚士

管理栄養士

メディカル
ソーシャル
ワーカー

臨床心理士

事 務

複数の
メディカルスタッフが
一人の患者さんを

支える

看護師
助産師

診療放射線
技師

医 療のスペシャリストたちが
「チーム医療」で患者さんを支える。

医師（初期臨床研修医）

医師（初期臨床研修医）

先輩のフォローが手厚く、診療に集中できる。
西和医療センターはアットホームな雰囲気が一番の魅力。先輩医師にはいつも

気にかけてもらっています。研修中は、いろんな診療科を回ることができます

が、教育担当以外の医師も見かけたら声をかけてくれたり、周囲のメディカル

スタッフからも適切にアドバイスいただいたりと、学びやすい雰囲気に助けられ

ながら日々、成長しています。

奈良県西和医療センター　2018年入職

田畑 成美

患者さんの思いや不安をチームに伝える役割。
看護師は患者さんにとって一番距離の近い医療スタッフ。だからこそ、手術前の

打ち合わせなどでは、担当医やメディカルスタッフに患者さんの状態や思いを

伝えるという、大切な役割があります。患者さんのライフスタイルを考慮した最良の

医療を提供するため、患者さんの観察やコミュニケーションを大切にしています。

奈良県総合医療センター　2015年入職

三井 直也
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奈良県総合医療センター
2018年入職

中川 智章

薬剤師

薬剤の領域から
患者さんに合わせた治療を提案。
チーム医療の中で、薬剤師は「薬」という大切な治療の一分野を担うため、

時には医師のオーダーとは異なる意見を出す場面も。そのためには、

患者さんの状態を知ることと、知識を得ることがとても重要です。普段から

学会や勉強会に積極的に参加し、自分を成長させています。将来は、がん

認定薬剤師の資格を取得し、がん患者さんと深く関われるようになるのが

目標です。

奈良県総合医療センター
2018年入職

山岸 沙綾

素早く、正確に、
診療に役立つ撮影を。
一般撮影や、CT、乳房撮影などを担当。医師の診断や治療の助けとなる

画像の撮影は、患者さんを救う一端となるので、責任は重いですが、やりがい

もあります。特に救命救急に運ばれてくる患者さんは、生命に関わってくる

ので撮影は時間との勝負。素早く、正確な画像作成に努めています。

まだまだ未経験の症例は多いですが、親身に教えてくださる先輩を頼りに

どんどん経験を積んでいきたいと思います。

奈良県西和医療センター
2017年入職

北川 真菜

診断に大きく影響するからこそ、
チームと円滑に交流。
入職したてのころは、先輩技師に頼りっぱなしでしたが、最近は担当医の

質問に的確に答えられるようになるなど成長を実感しています。検査技師は

看護師や担当医師との関わりが深い分、コミュニケーション力が重要です。

どんなに忙しくても、患者さんの情報を共有し最良の医療を提供するために、

話しやすい雰囲気を心がけています。

臨床検査技師

薬剤師 臨床検査
技師

放射線を利用した撮影をはじめとして、CTやMR
などの画像診断、IVRと呼ばれる身体にメスを入
れないで手術を行う治療など、最先端の医療を
担っています。さらに、総合医療センターでは放射
線治療にも携わります。患者さんの負担を軽減し、
よりよい診療を提供するため、撮影技術と知識の
向上に努めています。

生命を支える各種医療機器の操作や保守・点検を
行うスペシャリスト。呼吸治療、人工心肺、血液
浄化、手術室、集中治療、心血管カテーテルなど、
幅広い領域で、医師や看護師などと共にチーム医
療の一員として携わります。また医療機器の管理や
他職種への指導を通じて、患者さんに安全な医療
を提供できるよう貢献しています。

臨床工学技士

診療放射線
技師

臨床工学
技士

放射線技師

奈良県西和医療センター
2014年入職

髙野 勝大

多彩な診療科で活躍、
チーム医療に大きく貢献。
透析室、手術室、心臓カテーテル室、内視鏡室など、治療のあらゆる場面で

必要とされるのが、医療機器のスペシャリストである私たち臨床工学技士で

す。医師や看護師と連携し情報交換しながら、いろいろなトラブルや事態を

想定して動いています。院内の勉強会も充実していますが、自分で探して

興味のある学会に参加するなど積極的に勉強しながら成長しています。

｢薬｣の専門家として、患者さんに最適で安全な薬物療
法を提供します。服薬指導などの病棟薬剤業務をはじ
め、調剤、薬剤管理、化学療法など薬に関する様々な業
務を行っています。病棟回診やカンファレンス、栄養サ
ポートや緩和ケア、糖尿病、腎臓などさまざまなチーム
にも参加し、チーム医療の一員として患者さんに満足し
ていただける医療を目指します。

心電図、呼吸機能、脳波、超音波などの生理機能検
査、血液、尿などの成分分析をする検体検査、細菌、
病理の形態検査、輸血部での輸血関連の検査や、
耳鼻科や新生児室での聴力検査などさまざまな検
査を行います。患者さんに安心して検査を受けてい
ただき、精密で正確な検査情報を迅速に提供するこ
とで、より良い医療の提供をサポートしています。
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理学療法士

理学療法、作業療法、言語聴覚療法の各専門分野において、担当療法士が根拠に基づいたより良いリハビリ
テーション医療を提供できるよう努力しています。他職種との症例検討会など連携をはかり、チーム医療に取
り組みます。総合医療センター、西和医療センターでは急性期リハビリを中心に実施。早期にリハビリ職が関
与することで身体の機能回復を促します。総合リハビリテーションセンターでは、回復期のリハビリや小児リハ
ビリなど高度で専門的なリハビリを総合的に実施します。急性期と回復期、双方のリハビリ現場を経験し、専
門職としてのキャリアを広げることができます。

理学療法士

施設管理を通じて
過ごしやすい病院づくりへ。
現在は病院の施設管理を主な担当としています。施設係

や委託業者の方々と協力しながら進めていることが多く、

現場スタッフとの連携も重要で、病院内外でコミュニケー

ションをとっています。患者さんとの

ふれあいは少ないですが、過ごし

やすい病院づくりが実現すると、

病院運営に携わっている実感が

湧いてきます。

事  務

奈良県総合医療センター
2017年入職

作業療法士
全ての職員が安心して働き、患者さんに最適の医療を提供できる病院をつくるため、
病院の運営全般を担います。病院経営の企画・分析、医事業務、薬品や医療機器の
調達、予算・決算などの財務業務、職員の人事・給与・労務管理、医療従事者の教育
研修、地域医療連携など、幅広い業務に携わり、奈良県の医療に貢献します。

患者さんの様々な診療情報の管理と分析・活用を
通じて、医療の質の向上や病院経営に貢献する情報
を提供します。

事  務

診療情報
管理士

言語聴覚士

患者さんの状態を共有し、リハビリで回復をサポート。
急性期病院の理学療法士に求められるのは、治療介入に伴う患者さんへの

リスク管理。患者さんの身体をどこまで動かしてよいのか、判断は医師が行うため、

情報共有はチームでしっかり行います。制限があるリハビリの中で、患者さんの

人生観やこれまでの生活といった背景をヒアリングしながら、希望する退院後

の暮らしを叶えられるよう、サポートしています。

奈良県総合医療センター　2018年入職

加藤 亮太

作業療法士

話しやすい雰囲気作りがリハビリ回復の第一歩。
西和医療センターは年代や職種の垣根がなく、話しやすい勉強会や研修が行われ

ているので、症例の多さとともに勉強することが多いと実感しています。特に患者

さんと接する機会が多い看護師さんの情報にはいつも助けられています。不安を

感じている患者さんと接する作業療法士は笑顔が命。出来るだけ丁寧にリハビリ

内容を説明するといった対応を心がけ、患者さんと一緒に頑張る毎日です。

奈良県西和医療センター　2018年入職

寺尾 考弘

言語聴覚士

医師や看護師と一緒に患者さんのリハビリに尽力。
私が所属する総合リハビリテーションセンターは小児に特化したリハビリも行って

いるので、幅広い患者さんと接することができます。患者さん一人ひとり、悩みも

症状も異なるので、日々悩むことは多いですが、同部署の先輩療法士や、医師の

先生たちに相談し、アドバイスをもらいながら患者さんと一緒に頑張っています。

相談しやすい環境というのはとても心強いですね。

奈良県総合リハビリテーションセンター　2007年入職

曽山 祐佳

中尾 浩二

患者さんと職員の「快適」を、
裏側から支える。
医療機器の購入、物品の調達、委託業務の管理が私の

担当。病院では清掃や警備など、さまざまな業務を委託

しており、各業務責任者と協働しながら、病院の業務効率化

や改善を進めています。患者さんが

快適に過ごせる病院づくりを支える、

やりがいのある仕事です。

事  務

奈良県西和医療センター
2016年入職

吉村 保幸

各部署との連携を重視し、
働きやすさを追求。
入職当初は、奈良県総合医療センターの移転にかかわる

業務を担当。建物が大きく変わっても、職員が希望する、

今まで通りスムーズに働きたい、という思いに応えるべく

尽力してきました。現在は総務課に

所属し、人事給与、福利厚生など、病院

経営を円滑に進めるための重要

な役割を担っています。

事  務

奈良県総合医療センター
2018年入職

西 裕嗣

地域の医療機関との連携、入退院の支援など、患者
さんや家族の抱える心理的・社会的な問題の解決・
調整を援助します。

メディカル
ソーシャル
ワーカー

患者さん一人ひとりの病状に合わせ、食事の提供や
栄養指導を行い、チーム医療の一員として栄養管理
の面から患者さんの療養を支援します。

管理
栄養士

臨床心理学の専門知識を活用し、患者さんへの心理
的援助を行います。精神科をはじめとする各領域の
チーム医療に加わります。

臨床
心理士

眼科分野のチーム医療に携わり、各種検査のほか、
視機能の回復・向上のための訓練を行います。

視能
訓練士

口腔外科分野のチーム医療に携わり、歯科医師の
指示のもと、患者さんが最適な治療を受けられるよう
援助します。

歯科
衛生士
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地域との交流 福利厚生・子育て支援制度高度医療の拠点として、地域との連携も深い奈良県立病院機構の
３センター。県内の医療サポートを通して、誰もが安心して暮らせ
るまちづくりを目指し、地域との交流も積極的に行っています。

地域の方々や県民の方々に、病院を広く知って
いただく機会として、ジャズコンサート、掘り
出し物バザー＆模擬店、病院探検やミニ健康
講座、栄養展など、さまざまな催しを開催して
います。

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

あおによし祭

吹き抜けの１階ロビーには、グランドピアノが
設置されており、｢お昼のピアノコンサート｣や
｢秋のロビーコンサート｣、｢クリスマスコンサー
ト｣など定期的にコンサートを開催しています。

ロビーコンサート

実際の火災を想定し、避難経路の確認や消火
器・消火栓を使用した訓練を奈良市消防局の
方と一緒に職員が行います。災害時、確実に
院内の安全を確保できるよう防災への意識を
高めています。

防災訓練

地域の皆さんとのふれあいを深めるとともに、
健康に対する意識の向上を図ることを目的
として、毎年「ふれあい祭り」を開催しています。

ふれあい祭り

地域の医療提供者向けの「地域医療連携講
座」、地域の看護・介護提供者向けの「西和
メディケア公開講座」、地域住民向けの「地域
住民公開講座」を定期的に開催しています。

公開講座

毎年度開催している学術集会です。地域に
開かれた病院を目指して近隣医療関係者の
参加を受け入れ、情報技術を共有し、患者に
提供する医療の質の向上を図っています。

大和川メディカルアカデミー

「飛鳥川を軸とした川辺のまちづくりの取組」
の一環として、わかくさ愛育園の園児や高等
養護学校の生徒さんに参加いただき、職員と
ともに外周フェンス等に設置するバスケットに
花植えを実施しています。

まちづくり花植イベント

地域の方や患者さん、そのご家族の方々との
ふれあいを深めるため、「健康なんでも相談」
や「健康チェック」、看護師や看護学生ボラン
ティアによる「ハンドケア・フットケア」などの催
しを実施しています。

リハセンふれあい祭り

入院中の患者さんに楽しいひとときを過ごし
ていただくため、毎年12月にクリスマスコン
サート（ゴスペル・尺八・職員有志によるコン
サートなど）やサンタクロースによるプレゼント
配布を実施しています。

クリスマスイベント　

社会保険 地方職員共済組合（健康保険･年金）、公務災害補償

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。

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

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。

安心の福利厚生

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。

●出産前後
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。

出産（産前・産後）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。

●妊娠がわかった時

保健指導・健康診査休暇

通勤緩和休暇

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。

●育児休業中

育児休業

短時間勤務正職員制度

院内保育所

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。

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。

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

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。

奈良県総合医療センター、奈良県西和医療センターでは院内保育所を設置。
夜間保育にも対応しています。

●仕事復帰後

部分休業

遅出勤務

子どもの看護休暇

充実の子育て支援制度

子どもが生後1歳3ヶ月になるまでは、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

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。

育児時間休暇

育児短時間勤務




