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地方独立行政法人
奈良県立病院機構

奈良の医療を、
ともに創ろう！

お問い合わせ 0742-81-3400
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
0742-46-6001 0745-32-0505 0744-32-0200
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若い諸君が
奈良県医療を発展させる

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。

奈良県立病院機構は、奈良県総合医療センタ－、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いう３つの医療施設と看護専門学校および
医療専門職教育研修センターという５つの部門から成り立っています。そして
病院では奈良県における患者さんのすべての疾患の急性期治療から、その人
たちが社会復帰できるようになるまでを切れ目なくサポートしていくことを目標
にしています。
この4年、病院に勤める人たちが満足して働けるよう、職場環境や処遇の改善に
努力してきました。例えば、子どもを育てている女性医師や看護師が誇りを持って
働けるように､家庭環境に応じた勤務体制を作りました。また初期研修医たちが
高い目標を持って研修できる教育体制を作り、さらに専攻医として法人に残ってくれた
場合には、専門医を目指すプログラムの下に専門医になれるまでの期間、病院内では
修練に専念できる環境を作りました。その間は、国内外での研修も参加可能です。
わたしは病院で働いている人たちが満足している病院は、そこに来ている患者
さんも満足し、結果として奈良県の皆さんも満足する病院であると固く信じて
います。奈良県立病院機構の病院をそのような病院にするために、エネルギーを
持った若い人たちがたくさん集まってくれることを期待しています。これらの若い
エネルギーが集まってこそ、奈良県民の医療に対する要望に応えることができ、
同時に法人で働くすべての人たちの満足できる環境を作れるものだと思います。
平成30年5月には、奈良市六条山の１２ヘクタールという広大な土地に総面積
６５,０００平方メートル、地下1階、地上７階の極めて高い機能を持った新病院が
開院します。
今後、さらに充実する奈良県立病院機構の病院で、日本一の医療という大輪の
花を咲かせましょう。



奈良県総合医療センター
光と眺望が心地よい新病院が、平成30年5月1日に開院。最新の医療設備・システムを
導入し、「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」
「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。

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
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奈良県総合医療センターとの役割分担および連携を行い、二次救急や外来診療など、
奈良県西和地域に必要な医療機能を充実させ、地域医療に対しより一層貢献してい
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との連携を密接にし、急性期から回
復期にかけて一貫した最適なリハビリテーションを提供します。理学療法（PT）、作業療
法（OT）、言語聴覚療法（ST）の3つの部門、および医師、看護師、他関連職種とのチー
ム医療で、在宅復帰支援を充実させます。

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、職員の生涯教育を充実のプログラムで支えます。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。

３病院の中期計画における主な取り組み基本的な考え方

「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。

職員

患者 県民

最高レベルの医の心と技をもった人材の確保、育成

県民の健康維持への貢献

患者にとって最適な医療の提供

全職員のキャリアアップを支援する教育研修センター

フィジカルアセスメントモデル［Physiko］
瞳孔反射や血圧測定、心音・呼吸音・腸音の聴診、心電図シミュレー
ションなどを実習できる。

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。
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全室南向きの明るい病棟。
患者さんの治療意欲を育む、和やかな環境です。

NARA
Advanced
medicine

新奈良県総合医療センター　平成30年5月1日 移転・開院

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日に開院します。
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」
「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。

新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 小児 災害

救急患者を断らない
救命救急医療の実践

がん
がんになっても

安心できる質の高い
医療を提供

周産期
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

急性期を中心とした
小児医療の拠点

精神
身体疾患を合併する
精神疾患患者の
受け入れ拠点

糖尿病

地域の
糖尿病治療の拠点

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つの柱で奈良の地域医療を支える

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。

最新の医療設備・システムを導入

教育研修とワークライフバランスも充実
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
めに、新病院には教育研修棟が整備され、職員はもちろん、
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
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、
患者さんの治療意欲と職員の働きがいを高めます。また、
眺めの良いレストランやゆったりとしたカフェなど、心地よ
く過ごせる空間も提供します。

病院概要
所在地／奈良県奈良市七条西町2丁目地内
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）

※パースはイメージです



奈良県総合医療センター

病院概要
開設／昭和52年10月1日（旧病院 昭和39年4月1日）　 総長／上田 裕一　 院長／菊池 英亮　 副院長兼看護部長／杉元 佐知子　 職員数／819名
病床数／430床（一般病床本院400床、救命救急センター30床）　　看護基準／7:1看護
診療科目／内科、循環器・腎臓内科、呼吸器内科、消化器・糖尿病内科、神経内科、血液・腫瘍内科、感染症内科、小児科、外科、消化器外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、
　　　　　整形外科、脊椎脊髄外科、精神科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、救急科、麻酔科、病理診断科 ※平成30年2月1日現在

奈良県西和医療センター

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／米澤 友子　　職員数／474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2月1日現在
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県全域を対象に、
高度医療の拠点としての役割を担う。
県全域を対象に、
高度医療の拠点としての役割を担う。

医療機能の充実で、
奈良県西和の地域医療に貢献する。
医療機能の充実で、
奈良県西和の地域医療に貢献する。

〔基本理念〕
● 奈良県西部の基幹病院として急性期医療の充実に努め、
　レベルの高い医療を目指す。
● 緊密な病診及び病病連携を図り、地域支援病院としての役割を果たす。
● インフォームドコンセントを重視した医療を提供する。
● 職員は病院の顔であることを自覚し、
　親切で丁寧な医療サービスの提供を心掛ける。
● 教育指定病院としての責務を果たす。

● 患者さんの立場に立った医療を行います。
● 医療の質の向上に努めます。
● 地域医療機関との連携をはかり、地域に愛されるセンターを目指します。
● 救急医療体制の充実に努めます。
● 患者さんから信頼されるセンターづくりを基本に、経営の健全化に努めます。
● 人間性豊かな医療人の育成を目指します。

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、

患者さんを家族のように愛する
いい医療をより多くの患者さんへ

〔基本理念〕 〔基本方針〕 〔基本方針〕

奈良県北和の基幹センターとして、
県民および地域住民に安心と信頼を得られるセンターづくりと、
良質な医療の提供を目指します。

 “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

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 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

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す。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。」という法人の理念の下、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。当センターでは緊密な
チーム医療を推進するため、医療技術とコミュニケーション能力のどちらも備えた

人材を育成しています。様々な修練を通じて、医師、看護師、メディカルスタッフ、
事務職員など多職種の人たちが患者中心の医療ができるよう心がけています。
また、ワークライフバランスにも心を注ぎ、皆さんにとって働
きやすい職場環境を整えています。このように奈良県総合
医療センターは益々発展していきます。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。

奈良県西和医療センターは、「患者さんを家族のように愛する」「いい医療をより
多くの患者さんへ」という基本理念の下、日夜診療にあたっています。地域医療支
援病院に指定され、地域の医療、介護、福祉関係者と当センター全職員が一体と
なり地域医療を支える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。320列全身用CTをはじめとする最新の医療機器を備え、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。
平成27年3月には「地域包括医療・ケア認定施設」に指定され、医療、介護、福祉関
係者、行政機関とともに地域包括ケアシステムに先進的に取り組んでいます。
平成27年2月には、近畿厚生局より在宅療養後方支援病院にも認定され、今後、

当センターから地域へ出向き、医療、介護、福祉関係者とともに在宅医療の指導、
調整を積極的に行う予定です。学術面では、学術論文をまとめた病院雑誌を発刊
し、当センターの情報を国内外に広く発信しておりま
す。また、他病院と包括的協定を結び、幅広い交流を行
い、医療水準の向上に役立てております。進歩し続ける
医療技術、増大し続ける医療ニーズへ対応している奈
良県西和医療センターで皆様とともに過ごせる日
を、職員一同お待ちしております。
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社会保険

給付・貸付制度

健康管理

休暇

その他

地方公務員共済組合（健康保険･年金）、公務災害補償

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。

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

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

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。

保健指導・健康診査休暇

通勤緩和休暇

出産（産前・産後）休暇

育児休業

育児時間休暇

育児短時間勤務

部分休業

遅出勤務

子どもの看護休暇

短時間勤務正職員制度

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。

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。

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。

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

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。

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。

妊娠が
わかった時

出産
前後

仕事
復帰後

育児
休業中

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。

子育て
支援制度

福利厚生
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奈良県総合
リハビリテーションセンター

病院概要
開設／昭和63年6月13日　　院長／宮内 義純　　副院長兼看護部長／春木 邦惠　　職員数／166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2月1日現在

高度で専門的な
リハビリテーションを総合的に行う。
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、

〔基本理念〕

  “ 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」を提供します。

9

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

奈良県総合リハビリテーションセンターは、障害を持つ方々に特化した病院・福祉施
設として昭和63年６月に開設以来、奈良県の回復期医療・福祉の拠点としての役割
を果たしてまいりました。このたび平成26年４月１日を持ちまして地方独立行政法人
奈良県立病院機構が発足し、奈良県総合医療センター、奈良県西和医療センターと
ともに病院部門が奈良県総合リハビリテーションセンターとして奈良県立病院機構
に統合されました。今後は、「“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」という病院機構の理念を基本として、“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」を提供いたし
ます。もちろん、当センターの設立理念である障害を持つ方々への医療の充実にも
努めて参ります。
当センターは回復期病院と位置付けられております。回復期病院とは、リハビリを

中心とした治療を行う病院を指しており、その責務は急性期病院での治療を終えら
れた方々にできるだけ早期に当センターに転院していただき、元の生活（可能な限り
ご自宅）に戻っていただくために限りある医療資源を集中することにあるとされてお
ります。さらに、一定期間を経過された患者さんを介護施設
などと連携して切れ目のない治療・介護ができるようにす
ることを目指しております。
統合された３病院で力を合わせ、また奈良県総合リハ
ビリテーションセンターの職員一同が心を一つにし
て奈良県の医療がよりよきものになるように努力
する所存です。どうぞよろしくお願いいたします。

※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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先輩職員インタビュー「わ たしたち、こんな仕事をしています！」
VOICE!

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。

奈良県西和医療センター
平成29年 入職
三谷 和大

充実した研修環境です！

病棟で勤務して3年目になります。看
護師としての責任感を日々持ちつつ、
患者さんが少しずつ元気になっていく
姿や手術された患者さんが元気に歩
いて退院されていく姿を見るとやりが
いを感じます。患者さんに少しでも安
心して入院生活を送っていただけるよ
う努めていきたいと思います。

奈良県総合医療センター

日々やりがいを感じながら
仕事することができています。

4年半手術室で勤務し、現在は脳神
経外科・心臓血管外科・耳鼻咽喉科
病棟で勤務しています。手術室での
経験を活かし、患者さん・ご家族の話を
傾聴し、必要時には情報提供を行うな
ど、周術期の不安に寄り添えるよう
日々努力しています。また、少しでも
安心していただけるように、笑顔でいる
ことを何よりも大切にしています。

奈良県西和医療センター

患者さん・ご家族にとって
一番近い存在であるために

平成27年 入職
森田 有由美

平成25年 入職
馬場 千尋

服薬指導、病棟常駐業務、調剤、化学
療法などの様々な業務に携わってお
り、若い職員も活躍しています。認定薬
剤師などの資格を持つ先輩が多く、専
門性を発揮しながらチーム医療に貢献
しています。自己研鑽を進んでできる環
境にあるのが魅力です。先輩も優しく
楽しい職場ですので、ぜひ一緒に働き
ましょう！

若手も活躍！ 
専門性を高め発揮できる職場

入職して2年が経ちました。病棟常駐
業務や服薬指導、調剤、化学療法のミ
キシングなど様々な業務に携わっていま
す。病棟に配属され、先輩方に相談し
たり、アドバイスをもらったりしながら病
棟薬剤師としてのスキルを磨いていま
す。また、患者さんからの『ありがとう』の
言葉や笑顔が、私の頑張る力であり、
やりがいを感じます。

奈良県総合医療センター

「ありがとう」の言葉が
仕事を頑張る原動力です。

平成29年 入職
中村 彩香

一般撮影、CT、MRI、IVR、核医学、放
射線治療など様々な業務で活躍できる
職場です。各業務では、認定資格などを
取得している先輩たちと一緒に働き、毎
日いろいろなことを学べる良い環境で
す。また、知識向上や情報共有を目的と
した勉強会を定期的に行い、LEVEL 
UPする機会がたくさんあります。楽しく
優しい先輩たちと一緒に働きましょう。

奈良県総合医療センター
平成27年 入職
上田 拓

新天地（新病院）で
みんな楽しく LEVEL UP!!

当センターの診療放射線技師は、一般
撮影·CT検査·MRI検査·血管撮影業務
など、幅広く行っており多種多様な経験
ができる環境です。またオンとオフがしっ
かりしているので、仕事は集中し、休みは
楽しく、有意義に過ごしています。一緒
に楽しく学び、充実した日々を過ごしま
しょう。

奈良県西和医療センター
平成27年 入職
増井 辰也

チーム医療に貢献できる
診療放射線技師を目指して!

当センター検査部は、学会への参加や
認定資格の取得を積極的に後押しし
てくれる魅力的な職場です。各種認定
資格を持つ先輩方から日々たくさんの
知識や技術を学ぶことができ、とてもや
りがいを感じています。患者さんに寄り
添ったやさしい医療を提供できるよう一
緒に頑張りましょう。

奈良県総合医療センター

スキルアップを図れる魅力的な
職場で一緒に働きましょう！

臨床検査技師は様々な部門に分かれ
て専門的な検査をしています。時には
部門の壁を越えてチーム一丸となって
協力し、患者さんの治療に繋げるため、
日々努力しています。多様なスキルアッ
プの機会があるので、未経験者の方で
も安心して仕事に向き合えるよう全力
でサポートします。あなたの力と私たちと
で毎日の仕事を充実させましょう。

奈良県西和医療センター

個々人の持つ技能を
活かせる職場です。

平成26年 入職
榧木 美佳

平成27年 入職
原田 直宏

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。

奈良県総合医療センター

恵まれた環境で
研修させてもらっています！

平成29年 入職
堂埜 恵理

初期臨床研修医 初期臨床研修医 診療放射線技師 診療放射線技師

看護師 看護師 臨床検査技師 臨床検査技師

薬剤師 薬剤師 臨床工学技士 臨床工学技士

当センターでは血液浄化装置や人工
呼吸器を中心とした生命維持管理装
置から、患者さんの輸液管理に使用さ
れる医療機器まで様々な機器の保守
管理業務を行っています。また、手術
室業務や心臓カテーテル業務など幅
広い分野にも携わっており、非常にや
りがいのある職場です。ご興味のある
方はぜひ一度見学にお越しください。

幅広い分野の業務を経験できる
やりがいのある職場です。 臨床工学技術部は現在10名で血液

浄化、心臓カテーテル、内視鏡、人工
心肺等、幅広い業務に携わっています。
各エキスパートな先輩方の下、切磋
琢磨し日々業務を行っています。また
部署内の勉強会も頻繁に行ってお
り、外部の勉強会にも積極的に参加
しています。ぜひ私たちと一緒に働き
ましょう。

活気のある職場です！

平成27年 入職
西窪 哲司

奈良県西和医療センター
平成28年 入職
吉村 徳子

奈良県総合医療センター
平成27年 入職
奥田 亮

奈良県西和医療センター

奈良県立病院機構の３つの病院では、
様々な職種の職員がそれぞれの心と技を活かして日々の仕事に取り組んでいます。
そこで、先輩職員の皆さんに、それぞれの仕事について詳しく紹介してもらいました。
未来の仲間となる、あなたへのメッセージも必見です！
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VOICE! 先輩職員インタビュー「わ たしたち、こんな仕事をしています！」

多くの患者さんは、突然の怪我や病気
のために入院されます。そのため、なか
なか受容できない本人やご家族と接す
る機会が多いように感じます。患者さん
と会話しながらリハビリを進めることで、
次第に自ら目標を口にする方もいらっ
しゃいます。そのような患者さんの変化
に触れながら、働けることにやりがいを
感じています。

奈良県総合医療センター
平成28年 入職
的場 麻夏

患者さんとともに目標に向かう
ことにやりがいを感じています。

小児から高齢者まで幅広い年齢層の
患者さんが当センターを利用されてい
ます。そのなかで私は小児、成人部門
で理学療法を実施させていただいてい
ます。小児患者さんだけでなく、成人患
者さんにも関わらせていただける環境
があることも魅力です。また、英文抄読
会や症例検討会も積極的に開催され
ているため、学びやすい環境です。 

奈良県総合リハビリテーションセンター
平成26年 入職
三上 亮

様々な疾患を通して、多くを
学ぶことができることが魅力です。

急性期のリハビリテーションではリスク
管理に非常に気を使い、疾患に関す
る知識も多く必要です。知識不足に悩
むこともありますが、職場のスタッフは
話しかけやすく、何でも相談できる雰囲
気です。お陰で経験年数の浅い私で
も安心して働けています。患者さんの
「ありがとう」を聞くと本当に頑張って良
かったと思える職場です。ぜひ一緒に
働きましょう。

奈良県総合医療センター

相談しやすい職場環境です！

当センターは必要に応じて自宅訪問や
住宅改修案の提案も行っており、患者
さんの“生活”に密着した関わりができる
ため、恵まれた環境だと感じています。
訓練内容や目標がそれぞれ違い、介入
方法に悩むことも多々ありますが、先輩
方が丁寧に、どのように治療展開して
いくか一緒に考えて下さり、自分自身の
成長にも繋がっていると思います。
 

奈良県総合リハビリテーションセンター

患者さんに寄り添った
リハビリを心がけています！

平成28年 入職
田巻 恵里子

平成27年 入職
石塚 みのり

遊びという活動を通じ、「楽しく」子ども
の発達を支援しています。子どもたち
のこれからを応援していくため難しいこ
とは多々ありますが、子どもたちの笑
顔を活力として自身の知識・技術向上
に励んでいます。職場の雰囲気も良
く、気軽に先輩の先生方に相談でき
るため、様々なことを吸収できる機会
も多いです。

小児から成人までの言語聴覚療法を
行っています。同じ職種の先輩方や
他職種の方々に支えられ、楽しく仕事
に取り組んでおります。また、ありがた
いことに大変多くの学びにあふれる
日々を過ごすことが出来ています。臨
床において、患者さんと歩幅を合わせ
一緒にひとときを歩んでいけるよう取り
組んでいます。

奈良県総合リハビリテーションセンター

学びの多い日々です。楽しく遊び、
子どもとともに成長していく。　

平成28年 入職
梶谷 竜之介

管理栄養士として、栄養指導をはじめ、
給食管理・チーム医療など様々な業務
に携わっています。｢今日の食事おいし
かったわ｣、｢検査数値よくなりました！｣と
いった患者さんの一言にやりがいを感
じます。当センターでは小児から高齢者
までたくさんの方に出会え、患者さんか
ら学ぶことも多く、毎日が大切な経験の
積み重ねです。

奈良県総合医療センター
平成22年 入職
塩井 建太郎

患者さんの｢食べる｣を
支える仕事

診療情報管理士は診療諸記録から得
られる情報を収集、加工、分析し、医療
の質向上及びより良い病院経営に貢
献できるよう、日々業務に取り組んでいま
す。その業務は、臨床指標や厚生労働
省提出データの作成、医学研究への情
報提供、DPCコーディング点検、退院サ
マリー管理、がん登録、クリニカルパス監
査等多岐にわたり、やりがいを感じます。

奈良県総合医療センター
平成27年 入職
木村 聖子

医療の質と病院経営を
裏舞台より支えます！

メディカルソーシャルワーカーは患者さ
んやご家族との関わりだけでなく、院
内での多職種連携や地域連携が重
要になります。様々な人と接すること
で、多くの貴重な体験を積める魅力あ
る仕事です。また当センターの地域医
療連携室はアットホームな雰囲気で、
相談しやすい環境です。患者さんが
安心して地域で暮らすためのお手伝
いを一緒にしませんか？

奈良県総合医療センター

“ひと”と“地域”のかけはしに！

医療機器の購入や修理、物品の調
達を行う係の一員として働いていま
す。病院の支出削減に深く関わる部
署のため、他部署と連携し運営の改
善に取り組む姿勢が常に求められて
いると感じます。他職種とのコミュニ
ケーションは知識不足から難しい面も
ありますが、前向きに病院運営に携わ
りたい方はやりがいを感じることができ
ると思います。

奈良県総合医療センター

病院づくりの一翼を担えます。

平成27年 入職
吉村 賢治

平成28年 入職
柴田 梨紗

奈良県総合リハビリテーションセンター
平成29年 入職
柳原 美幸

理学療法士 理学療法士 管理栄養士 診療情報管理士

医事課の仕事は診療報酬の請求や
各種統計業務、患者さんの対応など
幅広いのが特徴です。患者さんはもち
ろん、他機関や他職種の方々と話す
機会が多く、知識不足で歯がゆく感じ
る場面もありますが、学んだ分だけ次
に活かせ、笑顔につながることが実感
できるやりがいのある仕事です。

奈良県西和医療センター
平成28年 入職
中島 聖治

幅広く奥深い、
学び続ける仕事です。

事務

作業療法士 作業療法士（成人） メディカルソーシャルワーカー 事務

総務課では、人事給与、経理、福利厚
生担当など、一人ひとりが担当業務を
持っています。「病院」と聞いて想像
するような仕事は少ないですが、病院
経営を円滑に進める上で重要な役割
を担っている部署です。また、日々職員
からの様々な問い合わせ等にも対応
しており、まさに縁の下の力持ち的
存在です。

奈良県総合医療センター

病院経営における、縁の下の
力持ち的存在「総務課」。

平成28年 入職
松本 七色

事務作業療法士（小児） 言語聴覚士




