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

この言葉は、地方独立行政法人 奈良県立病院機構の理念です。2014年4月に設立されて7年が経過

しますが、この理念を達成するには、医療施設で働く医療専門職の人材確保が最も重要です。そして

全職員が「医の心と技を最高レベルに磨く」ことを自覚し、日々の現場で実践することが基盤となります。

奈良県立病院機構には、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、そして教育研修施設としては看護専門学校と医療専門職教

育研修センターの2つがあります。看護専門学校は当機構内の唯一の医療専門職の養成施設です。ま

た、医療専門職教育研修センターは、新しい奈良県総合医療センターに併設されており、講堂や複数

の会議・研修室を備え、最新のシミュレーションや医療・看護の技術研修も可能となっています。当機構

の職員に限らず、県内の医療専門職の資格を取得された方々にも研修の場として利用されており、今後

は県内の医療人材の育成、医療専門職の生涯教育の充実にも寄与できるものと考えております。

3つのセンター（医療施設）では、各種の医療専門資格を持った専門職が協働して、それぞれ特徴ある

医療を展開しており、理念の実現に邁進しています。奈良県総合医療センターは2018年5月から

新しい施設で診療を開始しており、診療実績は着実に毎年拡大しています。特に、救急車搬送数は月に

500～600台と急増し、多数の緊急検査や手術（内視鏡やカテーテルによる治療を含む）を実施して

います。なお、2020年春からは新型コロナウイルス感染症に対しても、「総合」と「西和」の両医療

センターは、それぞれ地域の感染者診療において中心的な役割を果たしてきました。こうした状況にも

24時間対応するため、いわゆる当直体制から夜間・休日勤務体制へと変換を進めており、厚生労働省

の働き方改革にも即した勤務環境の改善に努めています。この診療体制を確保する点でも多くの医療

専門職の人材確保が必要となりますので、私たちと共に働き、地域医療に貢献していただける医療専

門職の皆さんの参入を期待しています。
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一人ひとりの成長を支える。

看護師としてスキルや心構えを学び、振り返りを通して着実に

一歩ずつ成長できるサポート体制。個別のレベルに合わせた研修

内容と先輩看護師による教育・指導により、安心して学ぶことができ

ます。知識・技術の習得と職場適応促進のサポートをし、相談・

報告のしやすい環境で、自分の目標を見つけることができます。

一人ひとりの成長に合わせた
バンビナースサポートシステム。

新人看護師の一日

夜勤は1年目からスタート！！ （翌日休み・週休2日）

それぞれの成長に合わせて看護師としてのスキルや心構えを学ぶ「バンビナースサポートシステム」

や、職場に慣れるための「新人看護職員研修制度」など、充実した教育制度で一人ひとりの

やりたい看護を支援します。また、バンビナースを終了後もクリニカル・ラダー制の教育制度により、

各ステップで到達すべき目標を設定し、各人の成長をサポートします。

43

充実した研修内容で知識と技術を身につけ、
現場で実践。先輩のサポートを受けながら、
たくさんの看護が経験できます。

お仕事スタート！　
今日も頑張ろう

【1年目のスケジュール】

5月 6月 7月 8月 9月4月

11 月 12月 1 月 2月 3月10 月

出 勤

夜勤・日勤の看護師が揃って患者さんの
状態などについて情報共有を行い、
ケア内容や患者さんの病状について確認します。

ウォーキングカンファレンス＆
カンファレンス 患者さんを巡回し、挨拶や検温を行います。

五感をフル活用しながら、
小さな変化も見逃さないように。
患者さんとのコミュニケーションも大切です。

検 温

術前に患者さんの不安を取り除くため
に、声をかけるなど、気持ちを落ち着か
せるための看護を心がけています。

手術入室
交代でとりながら、
指導係の先輩とコミュニケーション。
午後に向けて、気持ちもリフレッシュ。

昼 食

社会生活への復帰を目指す患者さんの
リハビリをサポート。患者さんが頑張る姿に、
看護師も勇気づけられます。

リハビリテーション
患者さんの状態や看護記録を電子カルテに入力。
入力方法は先輩から教わります。

記 録

１日の看護内容を先輩といっしょに振り返り、
リーダーに最終報告へ。
振り返りを通して、自分の成長に繋げます。

先輩と振り返り＆リーダーへ報告
お疲れ様でした。
業務終了

ポートフォリオなどを活用し、3ヶ月間の自己の成長の
振り返りとその共有を行い、新人看護師のリフレッシュ
とネットワークの強化を図ります。

1ヶ月を振り返り、自分の思いを言葉で表
現することで、看護師としての自覚やモチ
ベーションに繋げます。

お互いの心に残った看護体験を共有することで、看護
に対する思いや考えを深める機会とし、お互いの成長
を認め合い、明日への意欲に繋げています。

1年前のなりたい自分の姿と比較しながら1年間の成長の振り返りを行い、
自己の成長を実感できるようサポートしています。そして新人同士が互い
に成長を承認し合ったり、指導に関わる先輩からのポジティブメッセージ
を受けとったりと自己を肯定的に捉える機会を設け、次年度への意欲
向上に繋げています。

●新規採用者研修
●看護技術研修
●記録研修 等

●3ヶ月振り返り研修●1ヶ月振り返り研修

●6ヶ月振り返り研修 ●12ヶ月振り返り研修

ム。

日勤デビュー 夜勤シャドーイング 夜勤見習い 夜勤デビュー
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1年目以降も手厚いサポートが充実、
幅広いキャリア開発プランで夢を実現します。

研修プログラムや演習設備が充実！
全職員のキャリアアップを
支援する「教育研修センター」。

「医療専門職教育研修センター」では、看護職をはじめ、すべて

の医療従事者への卒後教育を提供。奈良県総合医療セン

ターに併設された教育研修棟では、手技実習室での実際

の医療器具を使用したデモンストレーション式の実技演習など、

自分のレベルに合わせた幅広い学びが習得できます。

バンビナースサポートシステムを卒業後もそれぞれの目標に合わせた研修が充実。なりたい看護師像を
目指して歩むことができます。一人ひとりの看護師人生を支えるため、新人から管理者まで５段階に分けた
クリニカル・ラダー制を導入。各ステップで到達すべき目標を設定し、進学やステップアップなど幅広い
進路に応えます。また、助産師や認定看護師といった資格取得についても相談や支援を行っています。

ジェネラリスト

スペシャリスト（P7へ）

看護管理

人材育成･教育･研究

新規採用所属の臨床場面にお
いて、指導や教育を受けながら、
看護を実践することができる。

ビギナー（バンビ１）

適切な助言を受けながら、自発
的、自立的に看護を実践する
ことができる。

ラダー１（バンビ2）

所属の臨床場面において自立
し、看護を一人前に実践できる。

ラダー２（一人前）

看護実践においてロールモデ
ルとなり、チーム医療において、
組織的な役割を遂行できる。

ラダー３（中堅）

論理的かつ実践的知識を統合
して、卓越した看護を実践し、組
織から求められる成果・責任を問
われる役割を遂行できる。

ラダー４（達人）

出産（産前・産後）休暇、育児休業、育児短
時間勤務、部分休業、子どもの看護休暇
など、多様な勤務形態や支援でワークライフ
バランスを実現しています。

一人ひとりの成長を支える。

病院間で
ローテーション

【クリニカル・ラダー制】

慢性期

急性期 回復期

奈良県立病院機構では、3つの病院間のローテーションに
より、高度急性期、急性期から回復期、さらには在宅まで、
症状別のステージにより異なる看護をそれぞれ深く学ぶこと
ができます。ステージや分野ごとで専門的に学べる環境は、
将来目指したい看護師像を形成しやすく、これから続く
看護師人生を充実させます。

３病院連携により、あらゆる場面に対応した
看護が広く深く学べます。

POINT

1

POINT

2

子育て支援制度も充実！

助産師

専門・認定看護師

大学院

進
学

ことができる。
スを実現しています。
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スペシャリストへの道もしっかりサポート。
認定、専門、診療看護師や助産師、看護教員など、看護師のキャリアは多岐に渡り、一人ひとりの

キャリアビジョンに応じて、そのすべての可能性をサポートします。また、資格取得のための進学の

際は、仕事を休みながら通学できる休業制度や、学費の一部補助などの支援制度も整っています。

一人ひとりの成長を支える。

スタッフと患者さん、両方を感染から守る。
キャリア育成の一環として上司の勧めもあり、認定看護師の道へ。現在は、
患者さんやその家族、そして職員のみなさんを感染から守るため、感染管理
認定看護師として感染予防対策を周知しています。特に看護師は、一番感染
しやすい状況の中で、患者さんも自分自身も守らなければならない役割。
感染予防の知識を伝えることで、その助けになればと思います。また、感染や
疑いにより、個室隔離された患者さんは、とても心細くて孤独感や不安が増し
ます。そんな患者さんの一番近くで寄り添い、励ましていける看護師の育成も
目指しています。

認定看護師

奈良県西和医療センター　西田 典子

ある特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を用いて、水準の高い看護実践ができる資格。
看護現場において実践、指導、相談の3つの役割を果たし、看護ケアの広がりと質の向上に貢献します。

部署・職種の垣根を越えて、チーム医療を活性化。
大学院修士課程で資格を取得しました。現在は心臓血管外科チームの一員として
勤務しています。診療看護師の一番のやりがいは、医学的知識を持ちながら、患者
さんを入院前から退院後まで一貫して担当できることです。治療経過で病棟が
変わったとしても、その時の患者さんの全身状態を把握しながら部署に関係なくタイム
リーに対応することができ、医師と同様に身体診察などを実施して異常の早期発見
に努めています。入院前から継続して関わることで患者さんや家族との信頼関係が
生まれ、より良い医療・看護を提供することができます。医師と看護師、両方の視点を
持ちながら、チーム医療をさらに活性化させていくことがこれからの目標です。

診療看護師

奈良県総合医療センター　市川 慶幸

医師の指示を受けながら、これまでよりも踏み込んだ医療処置や診療の補助を行うことができる資格。
身体診察から必要な検査を選択し、医師の診療につなげる役割を担います。

奈良の医療のために。

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。

法人の理念 シンボルマーク

法人の目指す姿

組織図

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。

職員

患者

地域

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

法人本部
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2018年5月1日に奈良県総合医療センターは移転開院し、新たな一歩
を踏み出しました。高度急性期・急性期医療を提供する病院として新
しく生まれ変わり、地域医療を支える7つの目標を掲げて患者さんに
とって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。また、医療職の教育・研修にも力を注ぎ、人材の育成の面におい
ても奈良県医療の発展に貢献し、信頼される病院として活動していき
たいと考えています。魅力あふれる奈良の地で、一緒に働けることを
願っています。 

● 院長からのメッセージ

院長　
菊池 英亮

当院では、医療人の原点としての心＝マインドを大切に育てるため、
知識と技術を学ぶ場をたくさん設けています。特に病んだ方々に平等
に寄り添うという「奈良看護」の理念を伝えるため、看護部内で
は対話を通した活発なコミュニケーションを掲げています。新人時代
は、自分のことに必死になるのが当たり前のこと。ただ、いろいろな場
面で看護師同士、お互いを知る努力をし、理解し合うことを続けていけ
ば、患者さんの背景や家族環境などを踏まえた最良の看護が提供で
きると信じています。病院内全体で働きやすい環境づくりをめざしなが
ら、県民の皆さんに必要とされることに誇りを持って、全職員が一丸
となり、患者さんと向き合う毎日を過ごしています。

● 看護部長からのメッセージ

副院長 兼 看護部長
杉元 佐知子

現在は産婦人科・乳腺外科病棟で主に婦人科と乳腺外科を担当
しています。経験が浅く、自分に何ができるのか知識と技術の足り
なさに悩むことが色々とありますが、先輩のアドバイスや自己学習
を活かしながら、患者さんと誠実に向き合えるよう努めています。
患者さんは不安を抱えていることも多いので、明るく穏やかに、
少しでも話しやすい雰囲気で接するように心がけています。もと
もとは助産師として入職しましたが、今の現場で経験を重ね、産科
と婦人科の両方でどのような患者さんにも対応できる知識とスキル
を身につけることで、女性に訪れるあらゆるシーンに寄り添えるよ
うになりたいです。

奈良県の地域医療の核として、地域住民への貢献に加えて、県内の医療関係者の教育機関としての役割も
担っています。急性期、慢性期と症状はそれぞれ異なっても、人生に寄り添える看護というのは、どのステージで
も等しく行わなければならないという考えのもと、病気や患者さんの人生を知り、最良の看護へと繋げています。

● 先輩の声

2020年入職
山口 彩華

心臓血管外科・循環器内科・呼吸器外科の混合病棟で勤務して
います。看護師としての経験はあるものの、病棟勤務は初めてで
慣れないことが多くあります。しかし、経験豊富な先輩方に質問
しやすい環境や、私の経歴を考慮してくださる指導内容のおかげ
で、働きやすく充実した日々を過ごしています。入院されている
患者さんは、常時、心電図モニターを付けているため、波形の確認
が重要です。状態をしっかり把握できるよう、勉強会が豊富に開催
されています。時間に限りがある中での患者さんへの生活指導や
退院指導の難しさを感じますが、笑顔で退院される姿を励みに
頑張っています。

● 先輩の声

2020年入職
鬼塚 大樹

9

県全域を対象に、高度医療の拠点としての役割を担う。

病院概要
開設／2018年5月1日（旧病院1964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／964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、
　　　　　脳神経内科、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、形成外科、麻酔科、
　　　　　放射線科（放射線診断科・放射線治療科）、救急科、病理診断科

奈良県総合医療センター
あらゆる場面に対応できる、広く深い看護部を目指して。
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当センターは、奈良県西和地域の基幹病院として、「患者さんを家
族のように愛する」という病院理念を掲げて、職員一同、患者さん
や患者さんを支える人たちとのコミュニケーションを特に大切にし
ています。高度急性期・重症急性期医療を担うため、常に最新の
医療に取り組むとともに、地域医療支援病院として西和地域の医
療全体に貢献することが責務です。また、在宅医療後方支援病院
として在宅医療を支援し、入院患者さんの退院前や退院後に訪問
看護も行っています。高度先進的な医療から在宅支援まで幅広く
仕事をしてもらえる環境にありますので、皆さんの得意分野、興味
のある分野で力を発揮していただけると思います。皆さんと一緒に
地域の患者さんのために働ける日を心待ちにしています。

● 院長からのメッセージ

院長　
土肥 直文

当院の教育体制は、副部長を中心にこれまでにない人数の先輩
看護師を配置して充実させています。加えて、新人看護師の表情を
見ながら研修を進めていくので、それぞれの抱えている悩みに気付き
やすくなり、声をかけやすい環境です。やはり、職員のやりがい、元気、
思いやりが最終的に患者さんへの最良の看護へ繋がりますから。
まずは、看護師自身がイキイキと働ける現場づくりを心がけています。
新人研修を卒業後も、資格取得のための外部研修などを推奨し、現場
のシフト調整から進路相談などを通して支援していきます。地域医療
の基幹病院として「患者さんを家族のように愛する」という理念のもと
看護を行っていますが、働く人も同様に大切にすることも、私たちは
掲げています。

● 看護部長からのメッセージ

副院長 兼 看護部長
春木 邦惠

医療機能の充実で、奈良県西和の地域医療に貢献する。

病院概要

奈良県西和医療センター

開設／1979年4月1日　　

院長／土肥 直文　副院長兼看護部長／春木 邦惠　職員数／478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、脳神経内科、呼吸器内科、感染症内科、

　　　　　小児科、外科・消化器外科、整形外科、脊椎脊髄外科、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、

　　　　　耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、救急科、病理診断科

奈良県西和地域の基幹病院として、「患者さんを家族のように愛する」という理念のもと日々の看護に
従事し、患者さんのご家族にもいい看護が提供できるよう、看護部全体の協力体制も整えています。全身
の循環器疾患を各診療科の枠を超えて治療するなど、さまざまな症例に最良の医療を提供しています。

急性期から在宅まで、患者さんに寄り添い、最良の看護を。

1、2年目は脳外科・心臓外科で勤務していましたが、現在は新型
コロナウイルス感染症の陽性患者受け入れ病棟と発熱外来に
所属しています。一般病棟とは異なり、訪室回数や時間が制限
される中で、閉鎖された環境下で過ごす患者さんの不安をできる
限り和らげるために何ができるか、試行錯誤の日々です。感染症に
ついてのさまざまな知識を蓄え、病状の経過や退院後について
わかりやすく伝えられるように努めています。また、患者さんだけで
なく面会ができない家族の思いや本音も引き出せるように、気持
ちに寄り添うことも大切にしています。

● 先輩の声

2018年入職
中島 旬平

勤務している消化器外科の病棟には、周手術期の方が多く入院
されています。看護師として、合併症に伴う観察や疼痛コントロール、
早期離床の促進など、患者さんの状態に応じた看護を心がけて
います。緊急入院や手術の際には病棟全体に緊張感が漂い、その
中で自分にできることはないかと考えてプレッシャーを感じます。
しかし、先輩方のサポートが手厚く、帰宅が遅くなった時は「大丈
夫？」と気にかけてくれたり、業務が円滑にできるコツを教えて
いただいたりと、たくさん助けられています。周手術期における
観察をさらに磨き学習を重ねて、患者さんや医師、先輩看護師
に信頼されるように成長していきたいです。

● 先輩の声

2020年入職
堅田 紗稀



当センターは1988年に開設以来、奈良県の回復期医療・福祉医療の
拠点としての役割を果たしてまいりました。2014年に病院部門が地方
独立行政法人化され、奈良県立病院機構の理念、“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”を
基本として、“手には技術、頭には知識、心には思いやり”を持って、
「親切、丁寧、温かい、質の高い医療」を提供し、回復期病院としての
役割を基本に、急性期治療、慢性期治療、再生医療も手掛けて
まいります。みんなで同じ目的意識を持ち（マスターマインド）、
「逃げない、ごまかさない、隠さない（NGK）（名大医療の質安全管理
部から引用）」という医療安全を心がけ、当センターの医療がよりよき
ものになるよう共に楽しく歩みましょう。

● 院長からのメッセージ

院長　
川手 健次

当院は回復期病院として、急性期治療を終えた患者さんをできるだけ
早期にお受けし、集中的なリハビリを実施して在宅復帰、社会復帰を
めざす使命を持っています。患者さんやご家族は、突然の出来事に、
例えようのないショックを抱えている方がほとんど。だからこそ私たち
医療者は、身体の機能回復だけでなく、精神面でのケアも重要です。
看護部では「患者の想いに寄り添い、心のこもった看護の提供」を
理念に掲げ、患者さん一人ひとりに真摯に向き合い、温かい看護の
手を届けることを大切にしています。それぞれが役割を認識し、自信と
誇りを持って患者さん、ご家族、地域の方々から信頼され、選ばれる
病院を目指したいと思っています。

● 看護部長からのメッセージ

看護部長　
柏木 三貴子

勤務する回復期病棟では、「生活者に戻る」という目標に向かい、
患者さんと家族と共に悩み・考えて、その方の今後の人生に関わる
ことができます。患者さんの状態を踏まえたうえで、周りで生活を
支える家族の目線になることが重要だと思っています。以前は急性期
病院に勤めていましたが、その際に「退院後の患者さんがどのような
暮らしをするのか」、「生活に戻るという視点で向き合えていたか」
という思いを抱くようになり、出会ったのがリハビリテーション看護
の分野でした。患者さんとの関わりの中で人間の可能性に触れ、
看護の責任を深く考える日々に、自らも成長できる看護分野である
と感じています。

● 先輩の声

2019年入職
古宮 理紗

生命の危機状態を乗り越え、人生の岐路に立つ患者さんに寄り添う
ことができるリハビリテーション看護には、やりがいと大きな責任があり
ます。回復期における看護は、その人が生きてきた人生を汲み取り
つつ、これからの人生をどのように生きていきたいかという思いを特に
大切にしています。入院中の行動の一つひとつがリハビリにつながる
ことが多いので、患者さんの可能性を信じ、あきらめない気持ちを
大切に「一歩踏み出す力になれる」、そんな看護が提供できる場でも
あります。患者さんのやる気を引き出すのも私たちの役目。一人ひとり
の患者さんとの出会いを大切に、「寄り添う看護」をこれからも実践
していきたいと思います。

● 先輩の声

脳卒中リハビリテーション看護
認定看護師
山田 祐子

高度で専門的なリハビリテーションを総合的に行う。

病院概要

奈良県総合リハビリテーションセンター
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開設／1988年6月13日　院長／川手 健次　看護部長／柏木 三貴子　

職員数／163名　　

病床数／100床（一般病床26床、回復期リハビリテーション病床74床）　　

看護基準／15:1、13:1看護

診療科目／内科、脳神経内科、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

普段の動作がリハビリにつながる回復期の看護は、患者さんの出来ること・出来ないことを見極め、適切な補助を
通して、早期の日常生活復帰を一緒に目指します。専門性の高いリハビリテーションにおいて看護師は、特にチーム
医療での役割が大きく、各専門分野との関わりが深い看護部が中心となって患者さんに治療を提供しています。

リハビリテーションの中核施設として、在宅復帰を支援。



ワークライフバランスを支える。
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。

1615

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

健康管理

安心の福利厚生

●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

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。

●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

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。子どもの送り迎えがスムーズにできて、
発熱などの緊急時にもすぐに対応できます。夜間保育にも対応するなど、子育て支援の充実化を図っています。

院内保育所

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。

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

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。



的場さん：はい。でも私は、先輩方のフォローに

すごく助けられています。「不安です」と相談すると、

施術が終わるまでついてくれたり。

田中さん：ここは、私が1人目を出産した17年前

と比べると、すごく育児に理解のある職場に変わり

ました。周囲に相談しやすく、子どもの発熱など急

な休みにも対応してくれて。子育ても仕事も両立

できるのは、周囲のフォローも大きいですよね。

的場さん：はい。それと、私自身、出産後は仕事で感じ

ることが変化しました。子育ては、タイムスケジュー

ルなど自分の思う通りにならないことが多いですよ

ね。看護師の仕事も同じで、患者さんのペースを大

切にすることがとても実感できるようになりました。

田中さん：私も。子どものおかげで視野が広がって、

仕事がもっと楽しく

なりました。ここは

先輩ママ看護師が

たくさんいるので相

談しやすいのもい

いですよね。

田中さん：的場さんとは、患者さんの検査で内視

鏡部への送迎のときにお互い顔を合わせることは

あるけど、こうやってお話するのは初めてですね。

的場さん：はい、今日はよろしくお願いします。田中

さんは今、消化器内科ですよね。夜勤もある部署で

育児と両立されていてすごいです。私は、１年間の

育児休業明けに、もともと所属していた救命救急セ

ンターに戻りたい気

持ちはあったのです

が、まだ子育てに不

安があったので、面

談で相談して夜勤の

ない内視鏡部に配属

になりました。

田中さん：夜勤のときは子どもの顔が見れないから

寂しいけど（笑）。今は携帯電話などで連絡が取りや

すいから、休憩時間に子どもたちと話しています。

的場さんは復帰のとき不安はありませんでしたか？

的場さん：不安だらけでした！でも仕事から離れる

時間が長いともっと不安で。同期がどんどんキャリ

アを積んで、先に進んでいく話を聞くとますます…。

田中さん：わかります！私も復帰時はいつも不安で

した。でも戻ったら戻ったで、仕事がちゃんとで

きるか、という不安もありますよね。

1817

救急・集中治療センター（ICU）の勤務は毎日新しい発見ばかりです。患者さんの到着前は

救急隊員からの情報だけで疾患を推測し、スムーズに検査や処置が行えるように準備。

搬送後はバイタルサインの測定や点滴投与、処置や検査の介助などを担当しています。

緊張の日々ですが、患者さんが急変した場合にどのような情報を聞き取って医師に伝える

べきか、といったスキルが身につくと思っています。予習と復習を

大切に、解決できないことは内容をまとめておき、次の勤務日に

先輩に質問しています。休日は山や海など、美しい景色を見に

行くことが好きで、予定があるとより仕事が頑張れます。カフェ巡

りも好きで、家の近くにあるお気に入りのお店では、気分転換に勉

強することも。休日を満喫することで仕事も全力で励み、先を予

測しながら迅速に対応できる看護師を目指しています。

脳神経外科・心臓血管外科・ICUの混合病棟で勤務するかたわら、臨床指導者として

看護学生の指導や後輩の教育を任されています。病棟ではADLが低下した方が

多く入院されており、患者さんやご家族の気持ちに寄り添いながら、その人らしい

生活が送れるよう工夫を凝らして看護に取り組んでいます。リハビリを経て、少し

ずつできることが増えていく患者さんの姿に私も元気をもらい、看護のやりがい

を感じています。後輩や学生と向き合う時には、1つ指導したら1つ何かを褒めて、

モチベーションが保てるように配慮しています。大変なことも多い仕事ですが、

仕事終わりに食べる美味しいおやつを楽しみに毎日

頑張っています。愛犬とのお散歩も大切なリラックス

タイム。日々プライベートでリフレッシュしているから、

仕事に集中できています。もっと頼りになる看護師へ

成長したいです。

的場さん田中さん：的場さんとは、患者さんの検査で内視

鏡部 の送迎のときにお互 顔を合わせる とは

右）田中 直子さん
　　 子ども 17歳、12歳、7歳

つづきは▶

消化器内科病棟勤務。指導者として看護学生への
実習指導なども担当している。

左）的場 亜由美さん
　　 子ども  1歳
放射線・内視鏡部勤務。院内保育園を利用しながら、
新米ママ看護師として育児と仕事を両立中。

自然やカフェに癒されて、仕事へのパワーをチャージ！

オンとオフの切り替えを大切に、看護や指導に励む。



奈良時代、聖武天皇の妃、光明皇后は千人の人々の体を洗う施浴を

行いました。皮膚がただれ、膿が出ている患者もためらわず、平等に触れ

合い、伝説となっています。その他にも医療施設である「施薬院」や貧困

者救済のための「悲田院」をつくり、人々を救おうとしました。古くからこの

奈良の地に伝わる“誰にでも平等に慈愛の心をもって接する”という

看護の原点を「奈良看護」と名付け、私たちは実践しています。

光明皇后の意志を継ぐ
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❷ 奈良県西和医療センター
　  TEL.0745-32-0505
     〒636-0802 奈良県生駒郡三郷町三室1丁目14-16
　　JR王寺駅・近鉄王寺駅・近鉄新王寺駅から徒歩約15分

❶ 奈良県総合医療センター
 　 TEL.0742-46-6001
     〒630-8581 奈良県奈良市七条西町2丁目897-5
　　近鉄学園前駅から路線バスで約20分～25分
　　近鉄西ノ京駅から路線バスで約10分～15分
　　近鉄郡山駅から路線バスで約10分

◎施設見学などは、各センターの担当部門にお気軽にご相談ください

●職員募集に関するお問合せは
　 ＴＥＬ.０７４２-８１-３４００
    http://www.nara-pho.jp/

❸ 奈良県総合リハビリテーションセンター
　  TEL.0744-32-0200 
　  〒636-0393 奈良県磯城郡田原本町大字多７２２
　　近鉄大和八木駅から無料送迎バスで約15分

令和3年3月1日発行


