市立加西病院

看護部

専門職として責任と誇りを持ち、主体的な看護を実践

【病院理念】

ここは病めるものが
心を安らげ信じ喜べる
休息の場である
【看護部理念】

患者様中心で、
良質、安全な看護の提供

【看護部基本方針】
1. 倫理に基づき、患者様の人間性を尊重した看護
を実践する。
2. 患者様の安全・安楽を守るために、あらゆる面
からの事故防止に努める。
3. 可能な限り廃用性変化を防止し、自立支援とQOL
を高める看護を実践する。
4. 専門職として責任と誇りを持ち、主体的な看護
活動を展開する。
5. 効率的で健全な運営意識を持って、職務を遂行
する。

主体的な看護の実践

尊厳を大切にした看護を提供
【 病院概要 】
〇病床数 199床
一般病床120床、地域包括ケア病床73床、
感染症病床6床
〇診療科目 18科

〇看護単位

4

〇看護提供方式
固定チーム継続受け持ち制を基本とする
〇看護職員配置
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料2)
地域包括ケア病棟入院料1

副院長・看護部長

山中

恵

当院は、地域における地域包括ケアシステムのなかで中心的な役割を
担い、市民から保健医療全般で信頼される病院となることが使命です。
地域の医療機関、関係施設と連携しながら住民が必要とされた時にそっ
と手の届く医療・看護の提供に努めています。患者さんの地域での生活
を想像しながら、患者さんの思いを先取りできるケアを心がけ、尊厳の
ある看護が提供できるよう頑張っています。
また、看護を提供する職員がワークライフバランスを保ちながら働き
続けられるよう、勤務体制の工夫や他職種協働の推進など労働環境の改
善に積極的に取り組んでいます。

スペシャリストの活躍
❁ 緩和ケア、糖尿病看護、認知症看護、感染管理 4分野6名の
認定看護師がいます。

資格取得制度もあります!

❁ 特定行為研修修了1名
（栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連、感染に係る薬剤投与関連）

消化器外科、内科、婦人科の患者さんが入院
される病棟です。
療養中はつらい治療を体験される方もありま
すが、私達は多職種と協働し、迅速な対応と細
やかな心遣いで、皆さまの不安を和らげ、療養
のサポートを行っています。
整形外科・耳鼻咽喉科・眼科の患者さんが入
院される病棟です。骨折部の痛みや手術に対す
る痛みを和らげ、安心していただけるように配
慮し、高齢の患者さんのせん妄予防と早期改善
に努めています。病室で記録などを行い、患者
さんの側で、患者さんやご家族に寄り添う看護
を実践しています。
在宅復帰に向けての準備を整える『在宅復帰
のための病棟』です。日常生活にも積極的にリ
ハビリテーションを取り入れ、日常生活動作の
レベルが改善できるように、看護師と介護福祉
士がパートナーとなり、協働してよりよい看護
を提供していきます。

循環器疾患を主とした内科全般と泌尿器科の
疾患を治療する病棟で、重症の方を収容する5
床の観察室を有しています。患者さんとご家族
の思いを大切にし、外来部門や入退院支援室と
連携をとりながら入院時から退院後の生活を見
据えた急性期看護を行っています。

2020年1月から手術室と放射線科が合併して
います。どちらの看護師も高度な専門的知識と
技術が必要なため、それぞれの特殊性をふまえ
ながら各分野でのスペシャリストを目指してス
キルアップをはかっています。
院内外で特定分野で看護の質を
向上させるために活動

認定看護師/特定認定看護師

❁ 助産師：産後ケア、母乳外来
産後に自宅で支援者がいない、授乳方法がわからない、育児に疲れて

患者さんが病気を抱えながらも住み慣れた
地域でその人らしく過ごしていただけるように
病気や生活背景に配慮し、地域のケアマネー
ジャーや訪問看護師とも連携しながら、継続し
た支援を行っています。

しまっている方の相談など地域の母子保健事業へ貢献しています。
寝たきり予防と寝たきりになったときに起き
てくる症状を予防・改善します。1999年から
取り組んでいます。

親子で体操

腹臥位療法の推進

看護専門外来
リンパ浮腫外来

(2011年7月開設）

フットケア外来

医師よりリンパ浮腫と診断されケア依頼のあった方

糖尿病と診断された方の足のケアを行っています。

に対して、リンパ浮腫のケアを行っています。むくみ

患者さんの足の状態を観察するとともに、生活状況の

で曲がりにくい腕のため食べることが苦痛になってい

確認や日常生活でのケアの方法、足への関心がもてる

た方が食事を楽しめるようになったり、むくみのため

ように支援を行っています。

歩きにくかった足が細くなり歩きやすくなったり、む
くみが改善することでそれぞれの生活を取り戻される
方もおられます。

キャリア開発ラダー

教育プログラムはこちら

目標管理システム・キャリア開発ラダーにより、看護師一人ひとりのキャリア
にあった教育支援を行い、それぞれのキャリア開発を目指しています。2021年
からインターネットで自宅からアクセスでき、いつでもどこでも勉強できるよ
うe-ラーニングを導入しました。自宅学習が効率よく進みます。ラダーレベル
に応じた教育プログラムと研修を行っています。

ジェネラリスト

新人教育年間スケジュール

管

レベルⅤ

理

看護観発表会

2月
10ヶ月
フォローアップ研修

4月

5月

院内研修・院外研修

1ヶ月フォローアップ研修
輸液ポンプ、シリンジポンプ

レベルⅣ

リーダー
環境に慣れることや基本的技術を身に付けること、
チームメンバーとしての役割が果たせることなどを目標に
研修を開催しています。
精神的サポートもあり楽しく学びながら成長できます。

1月
多重課題の
フォローアップ研修

6月

内服薬について
3ヶ月フォローアップ研修

12月

逝去時の看護
医療事故防止

8月

多重課題

レベルⅢ

臨床指導者
プリセプター

レベルⅡ

レベルⅠ

6ヶ月フォローアップ研修
人工呼吸器 IPPV
役割（例）

人工呼吸器 NPPV
人工呼吸器装着患者の看護

レベルⅡ-②研修
レベルⅡ-①研修

レベルⅠ研修

研修（例）

インタビュー

新人看護師
看護師として働きもうすぐ1年になります。プリセプ

地域包括ケア
病棟勤務

看護理論

チームメンバー

9月
10月

看護研究
リーダーシップ

休日勤務に
入って
いきます

排泄ケア

看護倫理
リーダーシップ

看護倫理

サブリーダー

7月

夜勤に入って
いきます

資格認定試験・院外研修

看護課長（管理②）
看護副課長（管理①）

3月

ACLS 11月
退院支援

認定看護師・専門看護師
特定行為研修修了者

看護部長／看護副部長（管理③）

新採用者オリエンテーション

スペシャリスト

初めは、緊張の連続でした。先輩と一緒に検温やケアを

ターだけでなく病棟スタッフ、皆さんのサポートを受

行いながら、患者さんに対する声かけを学ぶことができま

け、日々学び、成長している実感を得ることができて

した。 また、日々の学習を通して疾患の理解や知識を深め

います。できることも少しずつ増え、忙しい中でも仕

ることができています。たくさんの経験から、一人ででき

事の楽しさを感じています。患者さんやスタッフの

ることが増えてきました。患者さんからの「あなたの笑顔

方々に信頼してもらえるように、真心を込めた看護を

を見たら元気になるわ」「ありがとう」という言葉に日々

実践して頑張っています。

一般（循環器等）
病棟勤務

ラダー レベル1 （新人看護師）
新人看護師の育成体制は、プリセプターシップ制を

励まされています。

e-ラーニングでの学習も重ね、さら

に成長していきたいです。

男性看護職の活躍
笑顔、元気、誠実をモットーに、看護チームで

とっています。プリセプターの他に教育専任課長を始

コミュニケーションを大切にしながら働いています。

め、各部署の課長・副課長・教育委員や先輩看護師の

後輩の看護師の指導にも積極的に関わっています。

支援もあり、安心して学び成長していくことができま

日々の経験は、一旦立ちどまり知識と関連づけて学

す。職種間の連携も強く、入職時より他の職種と共に

びを深めています。経験と学習を積み重ねながら看護

研修が始まり、お互いに切磋琢磨して成長しています。

師として成長を続けたいと思います。

看護師
私たち介護福祉士は、患者さん一人一人にあった

講義の後にデモンストレーションを行い、シミュ
レーターを使用して実技の練習をしました。入職時か

個別ケアを実践しています。患者さんがゆっくりと

ら仲間づくりが始まり、チーム医療の実践につながっ

療養でき、安心して退院できることを目標に多職種

ています。

と連携して退院支援を行っています。

採血・静脈注射研修の様子
（新人看護師・臨床研修医師
合同の一日研修）

男性看護師13名
男性介護福祉士4名
（2022年4月現在）

看護補助者(介護福祉士）

アクセス

中国自動車道

お車でお越しの場合

加西インター

加西市役所

至 福崎

玉野

・加西インターから約5分（3.5km）

市立加西病院

・加古川北インターから約13分（9km）

東高室

フラワー
センター
飯盛

加西
警察

公共交通機関でお越しの場合

加西
消防

・ＪＲ加古川駅から加古川線「粟生」で
北条鉄道に乗り換え、「北条町駅」より
巡回バス
・ＪＲ姫路駅前から神姫バス「北条ゆき」
に乗り、「アスティア加西」で下車し
巡回バス

善防

国道372号線

加古川北インター

山陽自動車道

至 姫路

駐車場完備

至 加東

至 高砂

福
利
厚
生

【職員の健康管理】

【各種給付・貸付】

定期健康診断（年1回）を行うほか、職務上必要な健
診や予防接種を一部病院負担で受けていただけます。
◆ インフルエンザワクチンの接種（希望者のみ）
◆ 産業医、労働衛生委員会の設置

加西市職員互助会や兵庫県市町村職員共済組合から
結婚・出産・入学祝金等の支給制度のほか、低利での
住宅資金その他の貸付制度が利用できます。

【院内保育園『みつばち』】
【保養施設】
加西市職員互助会又は兵庫県市町村職員共済組合
の提携宿泊施設の利用補助が受けられます。

【医療・年金】
兵庫県市町村職員共済組合の組合員として医療、
年金等の給付が受けられます。

【給

【勤務時間】

待
遇

医師、看護師等の離職防止と復職支援のため、病院
敷地内に保育所を開設しています。
◆ 保 育 日 1月4日から12月28日までの毎日
◆ 保育時間 午前7時から午後7時まで ※夜間保育あり
（希望時は午後10時まで延長可）
◆ 保 育 料 生後54日目から3歳未満 35,000円/月
2,000円/日
3歳から就学前まで
30,000円/月

与】

◆ 1年目の給与
看護師 大学卒 300,000円（夜勤手当等諸手当含む）
短大3卒 294,000円（
〃
）
※経験年数により加算があります。
昇給/年1回
◆ 諸手当
◎特殊勤務手当 夜間看護手当、特殊宿日直手当等
【休 暇】
（実績に応じて支給）
◆ 年次有給休暇（年間20日）
◆ 特別休暇（夏季休暇、忌服休暇、ボランティア休暇等） ◎期末勤勉手当（ボーナス）6月・12月/年間4.3か月分）
◆ 子育て支援に関する制度（産前産後休暇、育児休業、 ◎通勤手当（自動車等 最高/月額31,600円）
◎住居手当（アパート等の借家 最高/月額28,000円）
育児短時間勤務制度、育児時間等）
◎扶養手当、時間外勤務手当、宿日直手当等
◆ 医療介護に関する制度（介護休暇等）
◎各種保険（兵庫県市町村職員共済組合に加入）
◆ 週38時間45分/4週155時間
◆ 3交替（8：30～17：15/16：30～1：00/0：15～8：45）
もしくは2交替勤務 ( 16：30～9：00 休憩2時間）
◆ 休日：完全週休2日制、国民の祝日、
年末年始（12月29日から1月3日）

市立加西病院
兵庫県加西市北条町横尾1-13
℡0790-42-2200（代）FAX0790-42-3460
加西病院 看護部

検索

2022年1月31日

改訂

