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生まれ変わ
る

奈良の病院
で

働こう。

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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ラダー制のキャリア開発プランや、
充実した研修、資格取得の支援により、
一人ひとりの成長を実現します。　　

専門知識や技術を段階的に身に付けられるよう、３病院ではクリニカ
ル・ラダー制教育制度を設けています。詳細は各病院によって異なり
ますが、新人から管理者まで5段階に分け、各ステップで到達すべき
目標を設定しています。また、助産師や認定看護師などの資格取得
についても相談や支援を行っています。

6

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。

森田 有由美 馬場 千尋

先輩
看護師からの
メッセージ奈良県総合医療センター 奈良県西和医療センター

看護の質向上のために教育体制の充実を図る目的で教育担当者を専従として
配置しています。また、各所属には、教育担当者、実地指導者、プリセプターを配
置し、知識・技術の習得と職場適応促進のサポート体制を充実させ、一人ひとり
のやりたい看護を生涯に渡って支援しています。

■助産師･認定看護師資格取得支援制度
助産師または認定看護師教育課程へ進学する方に対し、通学費や学費などを補助します。受講中は給与も支給されます。
また認定看護管理者制度研修（ファーストレベル･セカンドレベル･サードレベル）教育課程についても、受講料と旅費を病院が負担します。

■新人看護職員研修制度

看護師の成長を促す教育制度も充実。

新人看護師の職場内教育（OJT）の一環としてプリセプター制度を導入しています。この
制度は新人看護師ひとりずつに先輩看護師（プリセプター）がついて、1年間マンツーマ
ンで教育･指導するシステムです。

■プリセプター制度

●新規採用者研修
●看護技術研修
●記録研修 等

●1カ月フォロー
　アップ研修

●3カ月研修
ポートフォリオなどを活用し、3カ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。

●6カ月フォローアップ研修
6カ月フォローアップ研修では、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年の振り返り
1年後フォローアップ研修では、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
からポジティブメッセージを伝え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。

1年目の看護師は、あせらずじっくり大切に育てます。

5月 6月 7月 8月 9月4月

11 月 12月 1月 2月 3月10月

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。

先輩方のような看護
師を目指して、あせら
ず一歩ずつ、成長して
いきましょう。

医療専門職
教育研修センター

研修
院外研修

日本看護協会
奈良県看護協会
レベル別研修

各種学会／セミナー

看護実践 Ⅱ（応用）
マネジメント Ⅰ（総論）
コミュニケーション Ⅰ（総論）
ホスピタリティ Ⅰ
医療の安全 Ⅰ（総論）

看護実践 Ⅱ（応用）
コミュニケーション Ⅰ（総論）
コミュニケーション Ⅱ（実践）
ホスピタリティ Ⅰ

看護実践 Ⅱ（応用）
ホスピタリティ Ⅰ

看護実践 Ⅱ（応用）
マネジメント Ⅲ（管理者）
ホスピタリティ Ⅰ

看護実践 Ⅱ（応用）
ホスピタリティ Ⅰ
★ホスピタリティ Ⅰ-3
ホスピタリティマネージャー
養成講習

★ホスピタリティ Ⅰ-2　実践

看護実践 Ⅱ（応用）
コミュニケーション Ⅰ（総論）
コミュニケーション Ⅱ（実践）
ホスピタリティ Ⅰ
★ホスピタリティ Ⅰ-1　基礎

（管理者）
マネジメント Ⅱ（各論）
教育 Ⅱ（教育的役割）

看護実践 Ⅰ（基礎） Ⅱ（応用）
マネジメント Ⅱ（各論）
医療の安全 Ⅲ（実践）
感染 Ⅲ（実践）
災害 Ⅲ（実践）
教育 Ⅰ（自己教育力）
教育 Ⅱ（教育的役割）
考え表現する力 Ⅰ
看護倫理 Ⅰ（基礎） Ⅱ（実践）

看護実践 Ⅰ（基礎） Ⅱ（応用）
マネジメント Ⅱ（各論）
医療の安全 Ⅲ（実践）
感染 Ⅲ（実践）
災害 Ⅲ（実践）
教育 Ⅰ（自己教育力）
教育 Ⅱ（教育的役割）
考え表現する力 Ⅰ
看護倫理 Ⅰ（基礎） Ⅱ（実践）

看護実践 Ⅰ（基礎） Ⅱ（応用）
マネジメント Ⅱ（各論）
医療の安全 Ⅲ（実践）
感染 Ⅲ（実践）
災害 Ⅲ（実践）
教育 Ⅰ（自己教育力）
教育 Ⅱ（教育的役割）
考え表現する力 Ⅰ
看護倫理 Ⅰ（基礎） Ⅱ（実践）

看護実践 Ⅰ（基礎） Ⅱ（応用）
医療の安全 Ⅲ（実践）
感染 Ⅲ（実践）
災害 Ⅲ（実践）
教育 Ⅰ（自己教育力）
教育 Ⅱ（教育的役割）
考え表現する力 Ⅰ
看護倫理 Ⅰ（基礎） Ⅱ（実践）

看護実践 Ⅰ（基礎） Ⅱ（応用）
マネジメント Ⅰ（総論） Ⅱ（各論）
医療の安全 Ⅱ（基礎） Ⅲ（実践）
感染 Ⅱ（基礎） Ⅲ（実践）
災害 Ⅱ（基礎） Ⅲ（実践）
教育 Ⅰ（自己教育力）
考え表現する力 Ⅰ
看護倫理 Ⅰ（基礎） Ⅱ（実践）

院内研修

ラダーⅣ（達人）
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Ⅲ（中堅）
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Ⅱ（一人前）
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Ⅰ（バンビ2）
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。

ビギナー（バンビ1）
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。
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教
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研
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認定看護管理者
教育課程

施設内
教育担当者研修

認定看護師教育課程

● サードレベル
● セカンドレベル
● ファーストレベル

新人看護職員研修

専任教員養成講習

実習指導者講習

各種学会／セミナー

● 実地指導者研修
● 教育担当者研修
● 教育責任者研修

プリセプターの先輩に
は、仕事だけでなくプ
ライベートの相談も気
軽にできます。



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
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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



患者さんに寄り添う看護を通じて、
「温もりのある病院」づくりに
取り組んでいます。

奈良県総合医療センター

天内 陽子

奈良県総合医療センターは県民の皆様と共に歩んできた歴史の下、平成30年
5月に新センターの開院という進化を続けていきます。私たちは、県民の方々の健
康維持に貢献し、安心できる医療を提供し、選ばれる総合医療センターの看護部
を目指しています。看護部門はプロフェッショナルとしての発展を支えるベく看護職の
キャリアに応じた教育システムを用意しております。新人看護職員となられる方々
も、医療経験のある方々も共に学びを重ねていきませんか。皆様の新しいこれから
を、新しい総合医療センターとともに歩んでいきましょう。

副院長兼看護部長 杉元 佐知子

看護部長からのメッセージ

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

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

※平成30年2月1日現在

病院概要

救急救命センターや周産期母子医療センター、集学的がん治療センターを
設け、救急医療と高度医療を中心に24診療科で診療。奈良県の地域医療
の核として、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。

安心と信頼の得られる良質な医療の提供を目指す
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宮城 弘樹 VOICE!
VOICE!

看護師になり、12年になりました。働いていると、
辛いこともありますが、患者さんからいただく言葉
や笑顔が働く活力になり、自分の看護を振り返
るきっかけにもなります。患者さんとの出会い
は「一期一会」ですが、そんな出会いの中
で、少しでも患者さんの人生を手助けでき
ることはとても素晴らしいことだと思い、
日々、働いています。

私は認定看護師として院内を組織横断的
に活動し、褥瘡やストーマケアなどの指導·
教育を行っています。そして昨年、これまで
の活動内容を拡大させるため、医師の診療
業務の一部を担う、特定看護師としての活
動も開始しました。今後は、今まで培った
スキルを在宅の患者さんの下に赴いて
活用していきたいです。

特定看護師（創傷管理関連）
認定看護師（皮膚・排泄ケア） 12年目看護師

 

新しく学んだ知識と技術を患者さんのケアに
活用しています。

看護師はとてもやりがいのある仕事です。



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

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

※平成30年2月1日現在

病院概要

全身の循環器疾患を各診療科の枠を超えて治療する、集学的循環器病
治療センターを設けています。奈良県西和地域の基幹病院として、
地域医療に貢献しています。

副院長兼看護部長 米澤 友子

看護部長からのメッセージ

「周辺の住民から信頼される
地域のブランド病院であり続けたい」
そんな熱意を持った仲間がいます！

医の「心」と「技」をもって、西和地域の医療に貢献する
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乾 早紀子

地域包括ケアが進む中、在宅医療が推進されています。しかし、誰もが住み慣れた場所で
最期を迎えられる訳ではありません。家族（親）の最期を安心して任せられる病院にする
こと。患者さんに「西和医療センターにかかってよかった」と思っていただき、そのご家族に
「西和医療センターで亡くなったのだから仕方がない（むしろよかった）」と納得していただく
ことが病院の理想であると考えます。全国的に知られる華やかなブランド病院になる必要
はありません。周辺の住民から「心底」信頼される地域のブランド病院を目指すのです。
だからこそ、そこに必要なのは、高度な医療とそこで働く医師のすぐれた技術と人間性。
そして、確かな技術に裏打ちされた根拠に基づく患者中心の看護実践と、患者さんを家族
のように愛する温かな心を持ったあなたなのです。

私は外来に所属しながら慢性心不全看護認定看護
師として活動しています。心不全患者さんが病状の
悪化を繰り返すことなく、日常生活が続けられるよう
にサポートすることが役割です。「住み慣れた場
所でその人らしく暮らす」ことを目標に、入院・外
来に関わらず患者さんを切れ目なく支えられる
心不全ケアを目指しています。

辻谷 夢

私は、看護師になって患者さんに寄り添う看護を行う
こと以外にもご家族への看護や入院中だけでなく在
宅生活で必要なことを見出し、患者さん・ご家族に
合った指導を行うことの必要性も学びました。また、
患者さん・ご家族と信頼関係を築くためにも自分の
モットーである笑顔を大切に毎日頑張っていま
す。看護師はやりがいのある職業であると感じて
いるため、これからも頑張りたいと思っています。 

奈良県西和医療センター
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VOICE!
VOICE!

認定看護師（慢性心不全看護） 5年目看護師

患者さんやご家族が安心して生活できる
看護を一緒に行いましょう！

看護師になって学んだこと



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の中核施設として、
患者さんに最適なリハビリテーションを提供し、
在宅復帰を支援していきます。

奈良県総合
リハビリテーションセンター

高度で専門的なリハビリテーションを総合的に行う
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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

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

※平成30年2月1日現在

病院概要

篠原 仁江 VOICE!
VOICE!

当センターの医療を受ける方は、急性期病院とは大きく違います。ある日突然、事故に遭
う、あるいは病気が発症することで、心身の障害を負ってしまう。急性期の治療を受け、自分
におきた現状を受け入れられないまま、リハビリに希望を託す。このような状況に置かれた
人は、いつ、明日への光を見るのだろうか。そういった人とその家族を前に、私たち看護職に
どんなことができるのか。この問いの答は、「寄り添う、励ます、力になる…」そのどれもが私
たちの使命です。たとえ元のからだに戻ることがなくても、希望の光をもって地域へ帰って
いって欲しいと願っています。そして願うだけでなく、私たちはそれを実現するために一生懸
命考えることを忘れない、そんな仲間が働いています。

副院長兼看護部長 春木 邦惠

看護部長からのメッセージ

山田 祐子
看護部教育理念は「患者の想いを共有できる豊かな人間性と感性を
持った看護師の育成」「リハビリテーション看護の専門性を追求し、そ
の質向上を図る」です。当センターは、中堅・ベテラン看護師が多く、看
護師一人ひとりのやりがいと成長をどう支援していく
かが課題です。看護師が自分の都合のいい時間に
視聴できるeラーニングを導入し、必須・推薦テーマ
を提示した結果、視聴回数も伸びています。また、専
門性を学ぶ機会として多職種者による研修の開
催やニーズに応じた院外研修・学会への参加を
支援し、全看護師が研修・学会に参加できまし
た。今後も看護師の「やりがいと成長」を支
援していきます。　　

リハビリテーション看護という分野にやりがいと魅力を感じ、働き始め
て19年になります。急性期で生命の危機状態を乗り越え、人生の
岐路に立った時期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を感じています。特に脳卒中
後遺症の中で、見えない障害と言われている高次
脳機能障害は、援助者の理解と対応により今後
の生活の質を大きく左右すると言われています。「こ
の患者さんはどんな世界にいるのだろう？」と患者の
世界を想像し、患者の思いに寄り添いたいという
気持ちを伝えることを大切にしています。問
題点だけにとらわれず、可能性を信じて今
後も患者と向き合っていきます。　

教育担当師長 認定看護師
（脳卒中リハビリテーション）
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私は4歳と2歳の子どもがいます。育児休業取得後、部分休業を
利用しながら働き続けています。業務調整など職場の皆さんにはい
つも支えていただいています。また、仕事や子育ての悩みを気軽に
相談でき安心して働ける職場です。助産師として自分の出産・育児
経験をいかし、自分らしくやりがいをもって働いています。

社会保険 地方公務員共済組合（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

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。

※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。

今井 裕梨 奈良県総合医療センター

私は、1歳と3歳の子どもがいます。育児休業取得後は、院内保育
所を利用し職場に復帰しました。子育てと仕事の両立に不安はあり
ましたが、先輩ママナースがたくさんいるので心強いです。部分休業
などの制度を利用させてもらいながら、ワークライフバランスを充実さ
せていきたいです。

森長 与絵 奈良県西和医療センター
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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

ワークライフ
バランスの充実

子育て支援制度を活用
しながらやりがいを持って
働いています。

奈良の医療を支える看護師を、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・育休後に復帰
した看護師の声

産休・育休後に復帰
した看護師の声

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。

育児時間休暇

育児短時間勤務



健康管理の大切さをお伝えする

公開講座の様子。

万が一に備えて。

災害訓練は真剣そのもの。
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各病院に勤務する看護師たちのフォトギャラリー。
ユニークなオフショットも押さえてみました。

病院概要／
アクセス

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）
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病院風景紹介

サンタさん見〜つけた！

相談会で、健康管理のお手伝い。

　ラジオ放送も担当します。

子ども達も白衣姿で真剣です。

美しい歌声にクリスマス気分上々。

奈良県総合医療センター 
〒631-0846 奈良県奈良市平松1丁目30-1　　TEL.0742-46-6001
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

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

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

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

診療
科目

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／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

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　　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
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恒例のイルミネーション。
サンタさん、来てくれるかな！？

一日院長・看護部長を体験。

少し緊張しながらも楽しみました！

お父さんお母さんもしっかりとお勉強。 センター内にステージが登場。

医療体験にドキドキワクワク！？




