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もみじヶ丘病院

市立福知山市民病院

京都ルネス病院

松本病院

渡辺病院

大江分院

綾部ルネス病院

京都協立病院

綾部市立病院

東舞鶴医誠会病院

舞鶴医療センター

市立舞鶴市民病院

舞鶴赤十字病院

舞鶴共済病院

岸本病院

舞鶴こども療育センター

宮津武田病院

北部医療センター

丹後中央病院

丹後ふるさと病院

京丹後市立弥栄病院

京丹後市立久美浜病院

Conten t s

※ 自衛隊舞鶴病院については、今回未掲載です。
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京都府北部地域
医療施設
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　職員情報
精神科認定看護師1名／日本精神科看護協会京都支部研修講師・
学術集会の座長、行政等の依頼による講演、退院支援等
精神科専門資格研修
SST、CVPPP、実習指導など出張として専門資格を取得可能な
研修に参加し、病棟業務に活かしている
　卒後教育
〇プリセプター
当院は中途採用が多く、精神科だけでなく、施設・訪問・一般科な
ど様々な経験を持った先輩方がプリセプターとして担当
〇研修サポート体制
・採用時オリエンテーション：病院理念から精神保健福祉法、
精神科救急など専門分野に至る説明
・院内研修：1年目研修・3年目研修
・院内学習会：月1回業務時間内に開催
・病棟学習会：月1回
・院外研修：日本精神科看護協会、日本看護協会、私立病院協
会など

　進学援助
医師会（准看護師）
午前業務、午後学校、日・祝日の勤務は要相談
学業優先のため実習、補習、試験などは公休扱いになります。入
学希望者には、面接指導などを実施。
通信課程（正看護師）
通常勤務を行いながら勉学に励んでいます。講習、実習などの
勤務調整は、日程に合わせて行います。

　福利厚生
制服貸与／5色の色から好きな色を選べます
年間休日123日＋夏季休暇2日
特別休暇・職員親睦旅行・慶弔・就職支度金制度あり
職員駐車場無料、準夜勤務者には、お弁当支給あり

　見 学 会
随時見学受け付けています

福祉に貢献する。
・看護者自身が健全、明朗、協調性を育み、思いやりのある看
護を行う。

病院特徴

　当院は、往時の明智光秀の城下町福知山に昭和31年12月
に設立、地道な努力で京都府北部の精神医療施設として、他
の病院群・保健所・各市町の福祉・家族会・共同作業所との有機
的関わりを持つ地域医療のネットワークを作ってきました。
　「心の病」を持つ人々へ自然環境には恵まれていて、緑に
囲まれた丘陵に病院があり、春・秋の病院周辺は、桜、紅葉
が美しく、小鳥のさえずりを耳にしながら散策を楽しむ患
者さんも多い。長期にわたる治療、介護を必要とする患者
様に対して、清潔で、ゆったりとした病室、人と人とのコ
ミュニケーションを大切にした癒しの空間としての精神
療養病棟を開設し、 「花咲き、鳥歌う」ゆったりとしたやす
らぎの中で、全職員が一体となり、精神医療、社会復帰活
動の砦となるべく努力しています。福知山駅南にクリニッ
ク「まほら」・デイケアなごみ、もみじヶ丘病院内に社会復
帰センター作業療法室、認知症デイケアはなもも、通所リ
ハビリテーション「あすろ」、亀岡駅近にクリニック「もみ
じ」・デイケア等、精神科医療機関として、近年増加してい
る様々な精神疾患・認知症症状に対応すべく、“心豊かなや
すらぎの医療”を目指しています。福知会では他に介護老
人保健施設「さくら苑」を併設しています。

電子カルテ

使用していません

理　念

・ 医の倫理に基づき、人権を尊重し、心豊かな安らぎの医療を
行う。

・ 医療の質向上に努め、地域精神科医療・福祉に貢献する。
・ 和を大切に、健全で明るい職場づくりに努める。

看護部理念

・ 患者様とのかかわりを大切にし、人権を守り個人を尊重した
看護を行う。

・ 看護の倫理・知識・技術の向上に努め、地域精神科医療・

特定医療法人 福知会

もみじヶ丘病院
〒620-0879  京都府福知山市荒木3374番地　　☎ 0773-22-2288
URL  http://www.fukuchikai.or.jp　　病床数／380床　　◎精神科単科病院
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今までの10年間に失敗をしてきたことも多々ありました。
しかし、失敗から学ぶことも多くありました。
いつしか、あきらめない看護であったり、病気だけにとらわ
れず人間対人間の看護ができるようになりました。
柔軟な物差しで対応し、また、患者・家族の持っている力を
最大限に引き出し、家族支援に取り組んでいきたいです。

とりあえず、10年たち、自分の看護に自信がもてるようにな
りました。
人間味のあるあきらめない看護をするために、家族と同僚
と上司と周囲に支えられて今がある。
がんばろう！ 子育て世代！

（10年目フォローアップ研修より）
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　福利厚生
休暇　年次有給休暇20日／夏季休暇8日
京都府市町村職員共済組合、福知山市職員互助会より
各種助成
付属施設　院内保育所、職員宿舎、附属看護学校 
　見 学 会
随時見学受け付けています

　基本情報
救命救急センター、へき地医療拠点病院、地域がん診
療連携拠点病院、地域災害医療センター等々
看護配置基準　7：1看護体制
第三者評価　財団法人日本医療機能評価機構：病院
機能評価（ver.6）認定
勤務体系　3交代制（一部2交代制）
看護方式　PNS実施

他の職種と相談しやすいのが当院のいいところ。
だから、チーム医療が円滑に進みやすく、
やりたい看護が実現できる。

新人はみんなで支える！
　新人の人数と同じ人数のチームリーダーを一
チーム内に配置し、リーダー同士で相談しながら

チーム全体で新人をサポートします。

「教育のない病院に未来はない」 
がみんなの合言葉

　卒後3年間を基礎教育期間とし、その後はさら
に上のレベルに進むか、ワーク・ライフ・バランスを考えなが
ら、可能な範囲で学習するか選択制です。
　職員一人ひとりを大切にし、10年、20年、30年目にも

フォローアップの研修があります。

あなたらしさを大切にする
　当院は地域の基幹病院として、救命救急の高
度医療から、地域がん診療連携拠点病院として

がん医療を、また、地域に開かれた病院として退院支援・
訪問診療にも力を入れています。様々なカラーの看護師を
育てたいから、あなたの個性を活かし、チャレンジ精神を
応援します。

（当院認定看護師 7名　平成27年度  研修中 2名）

チャレンジを応援する姿勢が当院のいいところ。
だから、頑張る気持ちがあれば、

あなたらしい看護師へと成長できる。

いつもchallenge! チームワーク

私の役割は、救急看護に関わる看護師が、
自分の行動に責任と自信をもち看護を実践できるように、
共に成長していくことだと思っています。
救急看護とは、生命の危機的状況におかれる患者の身体面と
家族を含めた心理面の擁護と考えています。 そのためには
迅速な判断力と確実な処置の実践が必要です。 判断すると
いうのは、診断するのではなく緊急度の判
定や危機的状況の回避または安定化に向け
て優先すべき処置や症状を見極めることで
す。これを円滑に実施するためには、チーム
ワークと看護師のマネジメントが重要です。

救急看護認定看護師　高見祥代

最善の医療や看護についてチームで探求し、
支え合いながら仕事ができます。
緩和ケアチームの専従看護師として、外来・入院のがん患者・
家族の緩和ケアについての相談窓口の役割を担っています。
また、相談内容について多職種チームで話し合い、患者様・家

族を支援しています。患者様・家族の直接的な
看護の実践や、看護スタッフの悩みを聞き、必
要に応じてチームカンファレンスを計画した
り調整を行っています。また、1～3年目看護
師の緩和ケア教育を担当しています。

緩和ケア認定看護師　藤原ゆかり

地域住民を守れる誇
り

子育て世代の
看護も支援

市立福知山市民病院
〒620-8505  京都府福知山市厚中町231番地　　☎ 0773-22-2101
URL  http://www.fukuchiyama-hosp.jp/index.htm　　病床数／354床　　◎地域拠点病院
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～ハートフルホスピタ
ル～

確かな技術・愛ある
看護

　福利厚生    

〇職員寮　単身用あり
年次有給休暇…法定通り、夏期休暇4日、年末年始休暇6日
24時間365日対応託児所あり
専門・認定資格取得のための支援制度あり
ワークライフバランスが充実した働きやすい職場
〇託児所　あり（24時間対応）

　見 学 会   
インターンシップ、見学など随時受け付けております。

　継続教育
看護部理念に基づき、全職員の教育研修を実施しています。
特に新人看護師においては、1回／月の院内研修と各部署の教育
担当者が中心となりスタッフ全員で指導し、師長、教育師長が
サポートする体制を整えています。
卒後2・3年目にはリーダーシップ研修・プリセプターの経験等に
より、自己研鑽・自己啓発し、より成長できる体制となっています。

看護部長から

　当院看護部は、病院理念である「心のこもった医療」を
原点に、患者さんを尊重し思いやりの心で質の高い看護
が提供できるよう個々の力を発揮し、地域に根差した患
者さん中心のチーム医療に取り組んでいます。

　多職種が協働し患者さんの療養をサポートする中で、
看護師一人ひとりが患者さんの思いをしっかり受け止
め、一番身近な存在として信頼して頂けるように心がけ
ています。

『心のこもった医療』

基本方針　　

1． 患者様を中心としたチーム医療の構築 
2． 柔軟な対応と迅速な医療の提供 
3． 個々の医療技術向上による無駄のない医療の実現 
4． 地域医療の向上を目指した積極的な活動 
5． 豊かな創造性を生み出す職場環境の整備 

看護部の理念

私たちは患者様をひとりの人間として尊重し、優しく思いやり
の心で接し、安心で質の高い看護を提供します。

移　　転

平成28年新築移転します！
あなたの力をぜひ当院で存分に発揮してください！！

2016年9月　新病院開院

M a p
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〒620-0054  京都府福知山市末広町1丁目38番地　　☎ 0773-22-3550（代表）
URL  http://www.renaiss.jp　　 一般病棟132床／回復期リハ病棟24床

医療法人 福冨士会

京都ルネス病院

京都ルネス病院看護部
キャラクター：ルネッシュくん

病院の
理念
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　職員情報
企業全体130人（うち女性職員85人・パート職員20人）
〇卒後教育
　院内教育システムは、先輩ナースが教育係となりOJTを中心
におこなっています。
〇就業時間
　交替制勤務
　①8：30～17：30、②17：00～9：00
　休憩時間：90分
　時間外勤務：なし
〇福利厚生
　社会保険完備、年間休日数98日、退職金制度あり、看護師寮
あり、制服貸与
〇見学等
　随時職場見学可能です。

〇その他
　松本病院では、子育て中の
ナースもたくさん働いており、
急な発熱などによる子の看護
休暇も取得しやすい環境が
整えられています。学卒新人
ナースは少ないですが、みん
な元気で明るい職場です。ま
た入院されているご家族とも
親しい関係を持ち、患者さま
に、アットホームな環境のな
かでゆったりとした療養生活
を送っていただいています。

病院の特徴

医療法人翠生会は、松本病院を始めとして併設の介護老人
保健施設第一緑風苑、そして三和診療所の運営を通じて地
域医療に貢献しています。

私たちと一緒に働きませんか！　

医療法人翠生会では，患者さまに対しても職員同士に対して
も，いつも明るく笑顔で接してしていただける仲間を募集し
ています。

・ 患者さまに満足していただける
看護・介護の実践

・ 『安全で、安心』が伝わる看護・
介護を目指します

M a p
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〒620-0856  京都府福知山市土師宮町2丁目173番地　　☎ 0773-27-1588
URL  http://www.suiseikai-group.org/　  療養病床57床（医療型50床・介護型7床）

医療法人  翠生会

松本病院

看護部
の理念
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　職員情報
看護職員のあれこれ
〇年齢20～60歳台　平均42歳
〇離職率  2%
〇産休　育児休業完全取得

　見 学 会
〇院内見学随時

　福利厚生
〇社会保険　健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
〇互助会等　互助会組織あり、育児休業、介護休業
〇各種手当　住宅手当、扶養手当、通勤手当
〇休日・休暇　週休2日・夏期休暇（3日間）

年末年始休暇（6日間）
年次有給休暇＝労基法に準じる（最高20日まで）

緑豊かな自然に囲ま
れた環境の中で、

患者さんにやさしく、
安心して療養してい

ただけるよう

看護、介護を心がけ
ています。

看護体制等

療養病棟入院基本料Ⅰ
2交代制 （看・看護補助） ほぼ残業がありません！
受持制　機能別制併用
完全週休2日制

職員研修

   新人研修
　  集合研修  全体研修
   実践活動成果発表
   オリエンテーション
　病棟内研修  新人研修
   病棟内学習会

地域の方からの応援
も！その2

保育園児と療養中の
患者さんとの

世代間交流リクリエ
ーションの一場面

日頃見ないホッコリ
笑顔が印象的

地域の方からの応援
も！その１

  「生きし年輪　宝な
り」

　　読む人それぞれ
の心に響きます

看護部の取り組み

患者さんから「この病院に来てよかった。あなたに会えてよ
かった。」と思ってもらえる病院を目指しています。
守り続けたい命のために、人としての思いやりや手の温もり
の伝わる看護を実践しています。
渡辺病院では寝たきりの患者さんも、酸素吸入をしている患
者さんも、点滴をしている患者さんも、可能なら食堂で食事
をしてもらいます。心温まり、笑顔が行き交う環境と患者さん
の心に近づき満足と安心を提供できるよう努力しています。

職員の心がけ

1． 私たちは、職員どうしの融和を図り、チ－ムワ－クで医療・
介護に取り組もう。 

2． 私たちは、常にゆとりある心で親切に患者さんやご家族に
接しよう。 

3． 私たちは、常に人格・技術の向上心を持ち自己研鑽に努め
よう。 

4． 私たちは、患者さんのプライバシ－の保護に努めよう。

１．地域の人々から信頼をされる病院を目指
します。

２．患者さんを中心に置いた医療・介護に取
り組みます。

３．誠心・誠意・誠実をもって患者サ－ビスに
努めます。 

M a p

05医療法人 静寿会

渡辺病院
〒620-0913  京都府福知山市字牧1616番地の１　　☎ 0773-33-2260
URL  http://www.seijukai-watanabehp.jp/　 病床数／96床　 ◎医療型療養病床／訪問・通所リハビリテーション

アピール
ポイント

病院の
理念
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　基本情報
〇病院の概要
平成27年４月国民健康保険新大江病院から
市立福知山市民病院大江分院として開院
在宅療養支援病院　総合診療医養成実習病院　
市立福知山市民病院附属看護学校地域看護実習病院
訪問診療　訪問看護・居宅介護支援
　　   外来 （内科・小児科・リハビリテーション科）
〇看護配置基準　一般病棟（10対1）  療養病棟（療養2）
〇勤務体制　2交代制勤務
〇身分　地方公務員 （市立福知山市民病院と同じ）

　卒後教育
〇新人教育　市立福知山市民病院看護部の協力を得て、新人教
育プログラムに沿ってサポートします。
※指導者も成長していける関係を大切にしています。

　福利厚生
〇宿舎など　看護宿舎あり・院内保育（福知山市民病院内にあり）
〇就職支援　就職時に15万円支給 （条件あり）

　交　　通
京都丹後鉄道「大江駅」より徒歩7分

 

 
 
 
 
 
 
 
 

地域を守り　新しい
時代の

地域医療をになう病
院

あなたはどのような看護を目指していますか？
当院では、地域の中で患者様・ご家族と寄り添える
医療・看護を目指している病院です。

あなたはどのような職場を
望んでいますか？
当院では、小規模だからこそ 
「家庭的雰囲気」
「チームの絆」を大切にしている
病院です。 

訪問診療
「住み慣れた地域で暮ら
し続けたい」その思いを
胸に24H365日、飛び
回っています。

訪問看護
『あなたらしく生きる・あなたら
しい最期』とは何か、ご本人を
含めご家族と共に思いを聴きな
がらの支援を心がけています。

療養病棟
「ほとんど在宅・ときどき
入院」を支援し、入院中は
生活のリズムと楽しみを 
取り入れた療養生活が送れ
るよう取り組んでいます。

ランチョンセミナー
その前にみんなでワンコインランチ

親睦会も充実
気兼ねなく相談出来る関係

　　一般病棟
どんなに忙しくてもチームワークで乗り
切っています。この病院に入院して良かっ
たと言ってもらえるよう頑張っています。

〒620-0301  京都府福知山市大江町河守180番地　　☎ 0773-56-0138
URL  http://www.fukuchiyama-hosp.jp/ooebunin/ooebranch.htm  　　一般病棟 36床／療養病棟 36床　　

市立福知山市民病院

大江分院
M a p
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院内・院外研修へ積極的に参加できるように学べる環境・働きや
すい職場作りに取り組んでいます。院内保育施設も充実してい
ますので、子育て中の方も安心して仕事をしてもらえます。
当院のスタッフとともに一緒に学び、働きましょう。

　福利厚生    
公的保険（健康・厚生年金・雇用・労災）、家賃補助（上限30,000
円）
0歳からの24時間保育施設完備、スポーツジム（会員制）など

　見 学 会
病院見学をご希望される方は、事前にご連絡ください（予約制）
職場体験などご要望によって対応させて頂きますので、お電話
又はEメールにてご相談ください。

　勤務条件   
〇各種手当　住宅手当2,000円・皆勤手当6,000円・調整手当
54,834円、夜勤手当15,000円（1回あたり）、超過勤務手当、通
勤手当
〇賞与　調整手当にて月額支給
〇昇給　年1回
〇退職金　勤続3年以上
〇年次有給休暇　勤務6ヶ月後に10日付与、最大40日
〇所定の休日　4週7休および祝日・夏季４日・年末年始6日

　卒後教育   
  
院内研修の実施
院外研修・学会への参加

種　　別

脳神経外科 （脊椎固定術など） や化学療法などを中心とし
た一般病棟と寝たきりの患者が多い障害病棟に区分され、
急性期と慢性期の両方に対応しています。

看護配置基準

一般病棟入院基本料　10：1　43床
障害者施設等入院基本料　10：1　43床

勤務体系

2交替制／（日勤）8時30分～17時・（夜勤）16時30分～9時

看護方式

チームナーシング

職員情報

認定看護師：脳卒中リハビリテーション認定看護師　1名

1. 患者さまを中心としたチーム医療の構築
2. 柔軟な対応と迅速な医療の提供
3. 個々の医療技術向上によるムダの無い医療の実現
4. 地域医療の向上を目指した積極的な活動
5. 豊かな創造性を生み出す職場環境の整備

思いやりのある心の
こもった看護

〒623-0046  綾部市大島町二反田７番地の１６　　☎ 0773-42-8601
URL  http://www.a-renaiss.jp/　　病床数／86床　　

医療法人 綾冨士会

綾部ルネス病院
M a p
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　基本情報
三交替制、夜勤月9日以内実施（病棟）
所定労働時間週37時間（1日8時間拘束、実労働7時間）
病棟　日勤8:30～16:30／準夜勤16:30～0:30／
 深夜勤0:30～8:30

〇休日・休暇
休日　日曜・祝日、土曜半日（時短）、指定公休による4週6休制
休暇　夏期3日、年末年始6日、年次有給休暇初年度10日、2年目

14日（1年毎に1日加算、最高20日）、生理休暇、産休・慶
弔・結婚など特別休暇、リフレッシュ休暇

〇福利厚生
社会保険
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
職員共済会
休業給付、付加給付、貸付金制度、出産、年金等の給付有
クワハウス岩滝契約、映画･演劇･コンサートなど鑑賞補助制度
有、京都府丹後半島に海の家

　職員情報
京都協立病院では、温かく思いやりのある看護のできる方を募集
しています。確実なスキルアップを図れる研修制度と充実した福
利厚生が当院の魅力です。新卒・未経験者も大歓迎。ブランクが
ある・・・そんな方も心配無用です。
卒後初期研修、育成面接、基本看護技術を活用してスタッフの成
長をバックアップします。
中堅以降の研修も充実しています。
また、福利厚生面も充実しています。三交代勤務者への住宅提供、
各種社会保険、産前産
後休暇、リフレッシュ
休暇、育児休暇は生後
1歳までは、休業・勤務
時間短縮、勤務日短縮
から選択可能。

安全で安らぎのある、
質の高い看護を目指します

標榜科目

内科、神経内科、小児科、外科、整形外科、肛門外科、皮膚
科、放射線科、リハビリテーション科

各種指定

労災医療、結核医療、福祉医療、特定疾患治療研究、小児
特定疾患治療研究、原爆被爆者一般医療

• 医療は、患者、家族と医療従事者との「共同の営み」です。 
 「患者様の立場に立って」信頼される看護師を目指します。
• 患者様を理解するために、「生活と労働の場で」とらえる視
点を重視します。

• 専門職として、知識と技術と人間性を高め、他職種と連携
を図り、安全で納得していただける医療、看護を追求します。

• 「住み慣れた地域で安心して暮らせる街づくり」のために、
医療・社会保障充実の運動の輪を拡げます。

教育・研修

　当院では、地域に根ざした看護を提供するための研修や
学習の制度を設け、患者や地域の人に寄り添う看護師の育
成に努めています。また、職場内での交流の機会ももち、円
滑なコミュニケーションが図れるように職場づくりにも努め
ています。
【卒後初期教育】
　看護学校卒業後3年間は研修期間として、指導担当者を中
心に部署での研修をおこないます。研修期間では、基礎的な
看護技術を身につけるとともに、患者さんを単に病人としてと
らえるのではなく、それぞれの社会的背景を理解し、より良
い療養環境を整え、人権や健康権を守り、生活をする人を支
える看護の心を育みます。また、地域との連携を重視した継
続看護についても学ぶことができます。

●一般病床 18床（10 :1 入院基本料）　●地域包括ケア病床 34床　●回復期リハビリテーション病床 47床）

患者さんや地域のみなさんの願う看護・介護
と、「良い看護・介護をしたい」という私たち
の願いは同じです。目標は「自分らしく生き
たい」という患者さんの願いに寄り添い、い

のちや人権を「護る」看護・介護の実践と、質の高いケアを
届けること。そして、地域の医療機関や事業所と、顔の見
える連携を創り、必要なケアが途切れることなく継続さ
れ次の場所へ繋ぐ「架け橋」病院としての役割を果たして
いくことです。職員が「看護って楽しい！」と心から実感
し、笑顔あふれる看護部であり続けることを目標に努力
していきたいと思います。

看護部長／認定看護管理者　福林　則子

〒623-0045  京都府綾部市高津町三反田1番地　　☎ 0773-42-0440　　
URL  http://www.kyoto-kyoritu.org/　　許可病床数／99床

公益社団法人 京都保健会

京都協立病院
M a p
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　看護方式
PNS

　勤務体制
変則2交代12時間夜勤
日勤 8:30～17:15／遅出 12:30～21:15／夜勤 20:15～9:15

　休　　暇
年次有給休暇20日（採用年は15日）／夏季休暇3日 ほか 
4週8休制（週40時間勤務制を実施）

　認定看護師　　（7分野 8名）
皮膚・排泄ケア／摂食・嚥下障害看護／緩和ケア  
認知症看護／がん性 痛看護／糖尿病看護／感染管理

　卒後教育
キャリア開発計画  クリニカルラダー（新人教育・現任教 育）
※専任の新人教育担当看護師長   各部署 教育担当副看護師長配置

　看護師寮
ワンルームタイプ：家賃  月額5,000～6,000円  駐車場あり

　院内保育所
子育て支援のための院内保育所を敷地内に完備
病児保育有

　福利厚生
職員旅行／日帰り家族旅行／春の全員懇親会／忘年会など
部活（野球／バレー／バスケット／フットサル／自転車など）

　インターンシッププログラム
随時募集しています。ホームページをご覧ください。

　奨学金制度
詳細については管理課までお問い合わせください。 
（看護師 月額 55,000円／助産師 月額 62,000円）

急性期病院として、地域に貢献する自治体病院です。
「医療と介護のつなぎ役」 として 「いのち・暮らし・尊厳
をまもり支える看護」の実践を 行っています。 
一般病床206床のうち50床は地域包括ケア病棟に転換予定です。 

（2016年4月1日より）

未来で求められる看護を学び、
社会に求められるあなたになれる病院。
それが綾部市立病院です。

1. 患者様の立場に立ち全人的な看護を
提供します。  

2. 豊かな感性を育てあたたかい心で看護
します。  

3. 自己能力の開発に努め看護実践の水
準を高めます。

患者さま本位の医療に努め、地域社会か
ら愛され、親しまれ、心あたたまる病院
をめざします。

先輩職員からの声

─ この仕事をめざしたきっかけは？
　幼い頃から親に「人の役に立つ仕事をしなさい」と言わ
れ、高校3年生の夏に看護学校に行くことを決めました。
─ この病院だからこそ成長できたと思えることを教えて
ください。
　１年目の時、優しく指導を受け本当に活き活き仕事がで
きました。スタッフに相談しやすい環境であり、聞いたり
することをためらわずに突き進めました。
─ この仕事の一番のやりがいは何ですか？
　『笑顔』でしょうか。元気になって帰られる患者さんの
笑顔、不安が解消しホッとされた時の家族の笑顔、院内ス
タッフの笑顔など、誰かが喜んでくれることやその笑顔に
やりがいを感じます。

〒623-0011  京都府綾部市青野町20番地の1　　☎ 0773-43-0123
URL  http://www.ayabe-hsp.or.jp/　　病床数／206床　　◎日本医療機能評価機構認定病院　　　　

綾部市立病院
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　職員情報
当院には精神科に興味を持ち、一般病院から転職してきた第二新
卒の看護師がいます。地元が舞鶴ではないため、当院の寮で生活
しながら舞鶴の生活や仕事に慣れるために日々頑張っています。
同年代の若手看護師が少ない状況の中、年の離れた先輩看護師
とも非常に関係性が良く、活き活きと仕事をしています。
看護師経験の浅い方、精神科看護の経験がない方、認知症看護
を学びたい方、当院ではどんな方でもやる気があれば看護部全体
でサポートします。

　教　　育
看護部だけでなくグループをあげて定期的に研修・勉強会を行っ
ています。研修は全て業務時間内に行っていますので、プライベー
トの時間もきっちり確保できています。
また当院は認知症治療に力を入れています。月に1度、看護師以
外のスタッフと併設の老健職員も一緒に認知症の勉強会に参加し
ています。院長が講師を務めています。

院外研修にも積極的に参加をしており、看護協会はもちろん基礎
からキャリアアップまで様々な研修に参加しています。「検査デー
タの読み方・考え方・活用術」 「薬物療法の基礎」 「レントゲン、CT
の基礎」 「摂食に関する研修」 「看護記録に関する研修」 「急変時
の対応」等に参加しています。

　福利厚生
完全週休2日制 （曜日ローテーション）、夏期休暇2日、年末年始6
日、有給休暇年10日（有給休暇が発生する半年間に特別有給3日
あり）、慶弔休暇
各種保険完備、制服貸与、昇給年1回、賞与年2回、交通費支給 
（上限24,000円）、車通勤可 （駐車場代無料）、職員送迎バスあ
り、互助会制度、寮あり（ただし遠方者に限る）

　見　　学
随時見学会を行っております。お気軽にお問合せください。

人間性の尊重と「思
いやりの心」で接する

精神医療、

生活の質を重視した
高齢者医療の実現を

目指します。

病院の特徴

平成24年5月に新築移転を行い、新しくスタートした明るく
開放的な環境の病院です。最近では専門外来として 「もの忘
れ外来」や「認知症カフェ」を併設し、認知症診断、薬物治療、
リハビリ、介護指導などの機能向上を図っております。

〒625-0007  京都府舞鶴市字大波下小字前田765-16　　☎ 0773-62-3606
URL  http://www.higashimaizuruhp.or.jp/　　◎精神科病院 （精神科病棟153床、認知症治療病棟102床）

医療法人医誠会

東舞鶴医誠会病院
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暖かい手と真心を持って生活の質が高め
られる看護を実践し、患者の人権を尊重
したケアリングを目指します。

看護部
の理念



14

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／

　職員情報
看護職員：看護師の平均年齢は20歳台の看護師が42.3%、平均
年齢は33.8才で中堅～ベテランの指導的立場の看護師や子育て
中の看護師も多く働いています。平均在職年数は8.2年、離職率も
9.4%、近年の新人看護師の離職率はゼロです。
先輩ナース：「入職時は不安で一杯でプリセプターや先輩看護師に
支えてもらいました。今では新人と一緒に悩んだり、できたことを
一緒に喜び、楽しくやりがいを感じながら看護をしています。患者
さんから多くのことを学び、笑顔に励まされながら毎日を頑張っ
ています。」
認定看護師：感染管理・がん性 痛看護・皮膚排泄ケア・がん放射線
療法・緩和ケア・認知症・手術看護・新生児集中ケア看護の認定看護
師が専門性を発揮してチームで介入し看護実践を応援しています。
　卒後教育
新人教育：国立病院機構の共通した看護職員能力開発プログラム
に基づき、教育をしています。教育担当師長を1名配置し教育委員
会で原因教育の企画運営評価を行っています。国立病院機構では
全病院が、5年目を1つの到達像として自ら学べるようにプログラ

ムされキャリア形成ができるように支援しています。
舞鶴医療センター附属看護学校を有していることと、地域医療研
修センターやスキルアップラボラトリーなどの教育的環境に恵ま
れています。病棟ではプリセプターシップはもちろん、入職時は
シャドウイングを取り入れ職場適応を支援しています。
　福利厚生
リース宿舎：敷地内・外には徒歩で通勤できるワンルームタイプの
リース宿舎があます。
白衣貸与：全員に貸与しています。
院内保育：院内保育所（月～土）があり、安心して子育てしながら
働くことができます。
病児保育：保育士による病児保育（平日）も可能です。　　　　　　
　見 学 等
①インターンシップ：1日コース、院内の宿泊所利用可能　SCU/
NICUの見学可能。一般科病棟・精神科病棟は体験可能。
②見学会：半日コースでも受け入れ可能です。
＊①②選択の上、ご連絡ください。来院の日程はご相談の上決めさ
せていただきます。

専門性と看護実践能力の高い看護師の育成

看護職員の配置：一般病棟 7:1、精神科病棟 15:1、　
勤務体制：2交替（7病棟）、　3交替（3病棟）　
看護方式：固定チームナーシング（9病棟）、パートナーシップ
ナーシングシステム（1病棟）
☆当院は、H24年から電子カルテを導入しています

舞鶴医療センターは『地域で最も信頼される病院』をスロー
ガンに京都府北部地域の基幹病院としての役割を担ってい
ます。一般診療と精神診療を合わせ持っており、一般病棟の
特徴は脳血管医療、周産期医療、がん医療があります。脳血
管医療は、24時間の脳卒中患者の受け入れを行い、急変を
見逃さない神経学的徴候の観察を行っています。周産期医
療では、周産期専用ドクターカーも始動し、近隣分娩施設へ
の「mobile NICU」として活動しています。NICUでは、母子
分離の状況に対しカンガルーケアに取り組み親子の絆を育
てる看護をめざしています。がん医療においては、放射線、
緩和、がん性 痛の3つの領域の認定看護師が活動し、その
人らしさを失わないよう支援をおこなっています。
精神診療では、症状の激しい急性期患者の受け入れはもち
ろん、慢性期にある患者に対し生活技能訓練や心理療法な
どチーム医療に於いて看護の専門性を発揮しています。
いずれにせよ、時代は「ほぼ在宅時々入院」。地域包括ケアシ
ステムにおける自施設の役割を模索し、患者の在宅を入院中
からいかに支援できるかを今年度の看護部の目標に置き退
院支援の強化に取り組んでいます。

診療科

内科、精神科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器
内科、小児科、外科、整形
外科、脳神経外科、心臓血
管外科、小児外科、皮膚科、
泌尿器科、産婦人科、眼科、
放射線科、麻酔科、耳鼻咽
喉科、リハビリテーション科

私たちは皆様の人権
を尊重し、

質の高い医療を提供
します。

〒625-8502  京都府舞鶴市字行永2410番地　　☎ 0773-62-2680
URL  https://www.hosp.go.jp/̃maizuru/　　病床数／449床 （うち、一般329床、精神120床）　　　　

独立行政法人国立病院機構

舞鶴医療センター
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よりそう看護の実践
～患者の個別的なニーズに応じた看護の実践～看護部

の目標
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　採用者教育
（看護師・看護助手）
教育委員会マニュアルに準じて実施

　福利厚生
舞鶴市職員として、｢京都府市町村職員共済組合｣の組合員資格
を取得し、医療保険、年金制度のほか、健康管理や福利厚生サー
ビスを受けることができます。
　　宿舎　　　なし
　　制服　　　貸与
　　休暇休日　舞鶴市職員に準じる
　　院内保育　なし

看護部の理念

私たちは、「地域に根ざした医療サービスの提供を実践する」
という病院の使命に基づいて信頼される病院作りに貢献し
ます。
病院が、医療療養病床としての機能を十分に発揮するため
に、看護部の役割を積極的に担い、「地域に向け開かれた人
間性のある医療、責任ある看護、優しく丁寧な介護」を実践
します。

看護部の基本方針

・ 専門職業人として責務を自覚し、知識・技術の研鑽、向上
に努めます。

・ 患者様の生命を尊重し、個別性のある看護・介護を実践し
ます。

・ 看護部職員は、看護と介護の連携共同を基本とし、より質
の高いケアの提供に努めます。

・ 病院の健全経営に積極的に参画し、安定した経営の確保
に努めます。

・ 職業倫理を守り、健全で品位ある生活を心がけます。

病院の特徴

当院は慢性期の長期療養に特化した医療型療養病院です。
医療型療養病棟は、急性期の治療が終わり、病状が安定し
長期にわたって療養が必要な患者様に医学的管理の下で、
日常生活やリハビリテーションによる機能訓練を行います。
看護部は、看護職員と看護助手（介護職員）で構成され、情
報交換や連携を大切に協働しています。一人ひとりの職員が
患者様の療養支援を推進し、専門職として成長し続ける組織
でありたいと思っています。
患者様やそのご家族が住み慣れた地域で安心して、医療・看
護・介護を受けていただけるよう、信頼に応える技術を磨き、
敬老の精神に基づく心の通った責任ある医療と看護、介護の
提供に心がけ努力しております。

電子カルテ使用情報など

オーダリングシステム

“あなたの笑顔のた
めに”

私たちは生命の尊厳と医の倫理を遵守し、
心と心のふれあいのある信頼される療養
病院をめざします

〒624-0906　舞鶴市字倉谷1350-11　　☎ 0773-60-9020（代）
URL  http://www.hospital.maizuru.kyoto.jp　　医療型療養病床／100床　　　　

市立舞鶴市民病院
M a p
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　職員情報　　（平成27年12月21日現在）
看護職員数163名（正職員141名、臨時職員22名）
認定看護師6名（皮膚・排泄ケア、糖尿病看護、がん化学療法看
護、感染管理、慢性呼吸器疾患看護、認知症看護）

　継続教育システム
当院では自己のキャリアの目標と組織の目標を一致させ、双方
の目標を達成するために能力開発の基準を定めています。
看護職としての能力開発の柱として、「赤十字医療施設のキャリ
ア開発ラダー」を置き、コーチング手法を用いて個人面接を行
い、新人からキャリアナース、ブランクのある看護師まで“一人
一人を大切に”支援を行っています。
〇キャリアナースオリエンテーションおよび継続教育システム
採用時 看護部オリエンテーション
 看護概要、医療安全、感染管理、キャリア開発・継

続教育・赤十字
配属時 各部署オリエンテーション
 プリセプター紹介、病棟内構造案内（設備・備品含

む）、勤務の確認、部署教育計画説明・調整、部署の
特殊性・看護方式・看護体制、日々業務と週間予定、
看護基準・マニュアルの設置場所確認、診療記録や
他の記録と取り扱い

配属後 係長によるOJT　*受け持ち患者担当開始を目安
に各チーム活動と受け持ち看護師の役割（NST摂
食、嚥下、褥瘡、呼吸リハビリ、緩和ケア、退院支
援等）

 看護教育研究委員によるオリエンテーション、部
署学習会計画について、部署の教育体制

 プリセプターによるOJT
 電子カルテと看護支援システム、院内処方に関す

る約束事項・投薬方法、クリニカルパスの使用、看
護必要度の入力とトレーニング、共通基礎看護技
術の確認、　共通基礎看護技術の確認

所属長面接　就職後2週間以内、3ヶ月ごろ、1年目、評価面接
部長面接　　就職後1ヶ月ごろ（全プログラム終了後）、6ヶ月ごろ
〇福利厚生
（宿舎） 病院借上げ住宅あり（独身者のみ）　（制服） 貸与
（休日） 週休2日　（院内保育） あり
（社会保険） 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
〇インターンシップ・京都府看護協会施設における看護力再開
発講習会

看護部の理念

舞鶴赤十字病院看護師は、病院理念に基づき、高度な知識
と技術を養い、救護活動に備えると共に、地域住民の健康
増進・疾患の予防・苦痛の軽減及び福祉に貢献できる看護活
動を行う。

特　　徴

京都府中丹地域医療再生計画に基づき、リハビリテーション
センター機能の充実・強化を図ると共に、西舞鶴地区唯一の
公的病院として地域医療の中核を担っている。

赤十字理念「人道・博
愛」のもと、

一人ひとりにやさしさ
と思いやりをもって、

いのちと健康、尊厳
を守り、地域医療に

貢献します。

〒624-0906  舞鶴市字倉谷４２７　　☎ 0773-75-4175
URL  http://maizuru.jrc.or.jp　 入院基本料：一般病棟７対１、回復期１、地域包括ケア１　 病床数／198床　　　　

舞鶴赤十字病院
M a p
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◎北部の急性期公的病院（地域医療支援病院）

看護部長あいさつ

　当院は京都府北部に位置する一般急性期の地域医療支援病

院です。京都府北部の心臓病センターとして急性期の心臓疾

患治療から心臓リハビリまでを担い、またBFH認定病院とし

て地域の母子の明るい未来を考えながら看護を提供していま

す。地域から今求められている医療とは何かを常に考えなが

ら、在宅、施設へと繋げる看護力を発揮することが必要です。

皆さんが安全、安心して働けるようにパートナーシップ定着

にむけ取り組んでいます。皆さんの力は自己の成長と共に組

織や地域貢献に繋がります。病院見学やインターンシップ参

加をお待ちしています。福利厚生：
レガッタ参加

スタッフステーション

透析センター

新人スタッフ

施　　設

・外科系手術が増加する手術室
・心臓病センターの中核ICCU
・北部最大の透析センター

特　　徴

・ 財務省認可法人・全国34病院のチェーンホスピタルであり、
108年の歴史の中、保障された身分で安心して働けます。

・ 「赤ちゃんにやさしい病院」 （Baby Friendly Hospital） 
母子の明るく幸せな未来を願い、様々な取り組みを行って
います。

・ 京都・大阪・神戸へは安くて速い高速バスがあります。
　院外研修への参加オフタイムの利用とても便利です！
・ 仲間との絆が力になるから頑張れます。新人の成長は自分
達の成長であると感じながらサポートするのが私たちの役
割です。

・看護学生のための舞鶴共済病院奨学金制度があります。
 いつからでも受けることができます。

　職員情報
看護配置　7対1
看護体制　パートナーシップ（PNS）・チームで助け合う
勤務体系　2交替・3交替選択可能
卒後教育　認定看護師等育成援助

　見 学 会
インターンシップ・病院見学をお待ちしております。

〒625-8585  京都府舞鶴市字浜1035番地　　☎  0773-62-2510
URL  http://www.maiduru.com　　病床数／ 310床　　　　

国家公務員共済組合連合会

舞鶴共済病院
M a p
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病院の特徴

高齢者医療に対応した看護・介護・リハビリテー
ションを充実させている。また、人工呼吸器や経
管栄養等、医療行為の必要な患者様を多く受入
れ、安全な看護を提供している。

　職員情報
看護師・准看護師・ケアマネージャー（看護師兼務）・介護職員で
構成
勤務条件等相談可能
　卒後教育
プリセプターシップを採用
院外研修の奨励
　福利厚生
職員旅行
互助会「博友会」
制服貸与
　見 学 等
随時見学可能（事前に連絡必要）
　そ の 他
院内に病児保育設備あり
患者レクリエーションにボランティアの参加受け入れ

◎オルゴールセラピールーム
オルゴールセラピーは、オルゴールの生の
響きが持っている高低周波を利用し脳の血
流を促進する健康法です。
今まで院内の一室を利用しオルゴールセラ
ピーを実施してまいりましたが、確かな手
応えを感じましたので、このたび音響効果
を考慮した専用のオルゴールセラピールー
ムを開設するにいたりました。
ルーム自体を5角形に設計し、効率の良い音
の回遊を実現しています。桜材を主体とし
て床暖房設備、電磁波対策も取り入れた快
適な空間作りを目指しました。
人体の自然治癒力を高めるための一環とし
て、患者様の健康の一助になればと考えて
います。
セラピーに必要なディスクオルゴールやリ
ラックスのためのスイスオルゴールなどを完
備し、本格的な響きを実感する事が出来ます。 

患者様の立場にたっ
た

暖かい医療を目指し
ます。

私たちは地域の人々の健康を守ります
私たちは患者様の人権を尊重します
私たちは患者様との和を大切にします

私たちは患者様の人権を尊重し、安心安
全で暖かい看護を提供します。

◎医療・介護療養型医療施設（外来、訪問看護有り）

レクリエーション風景

病児保育室看護職員

〒625-0036  京都府舞鶴市字浜1131　　☎ 0773-62-0118（代）
URL  http://www.myclinic.ne.jp/kishimoto　　病床数／40床　　　　　　

医療法人

岸本病院
M a p
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　看護師採用
看護師採用に関しては、看護学校での基礎技術習得に見合った
経験が当施設では十分に行えないため、急性期病院等で基礎技
術を1～2年習得し経験を持っての応募をお願いしたい。

　卒後教育
人材育成は、国家公務員共済組合連合会（KKR）育成ラダーと勤
務評価制度により実施。
キャリア教育は、院内研修と看護部門研修、看護協会等で実施
される院外研修とを組み合わせて実施。

　福利厚生
週休2日制（週38.75時間勤務）創立記念日、有給休暇
職員旅行、KKR宿泊施設利用割引

　見 学 等
施設見学は、事前にご連絡いただければ、平日8：30～17：30
常時対応可能　

入所： 医療型障害児入所施設
 許可病床数35床（ショートステイ

空床型）
通所： 児童発達支援事業・放課後等デイ

サービス　
外来： 小児科、整形外科、リハビリテー

ション科、精神科、小児外科、歯科

看護部目標

1．子供の目線に合わせた療育を実践する
2．安全で安心できる療育づくりに努める
3．専門性を発揮するために自己研鑽する
4．ユニットケアを推進する

看護サービスの基本

1．お子さまの安全を第一に考え支援します
2．お子さまとのふれあい・寄り添いを大切にします。
3．社会的な自立に向けて支援します。

電子カルテは、平成28年夏頃導入予定

施設の特徴

昭和33年、国家公務員共済組合連合会により京都で最初の
肢体不自由児施設「舞鶴共済整肢学園」として開設。
その後、入所児童の低年齢化や障害の重度重複化に対応す
るため、昭和54年に新築移転し「京都府立舞鶴こども療育セ
ンター」に改称し、京都府北部唯一の肢体不自由児に対する
拠点施設として役割を担ってきた。
現在、当施設では、外来診療のほか、入所部門は「医療型障
害児入所施設」、通園事業は「児童発達支援事業・放課後デ
イサービス」において、医師・看護師他専門スタッフにより医
療と療育を提供している。
平成28年4月には舞鶴医療センターの隣接地に新築移転
し、それぞれの機能を強化し、新たなスタートをします。

１．子どもの尊厳を大切にし、こどもを中心としたサービスを提供します。
２．地域で療育を必要とする子どもやご家族が安心できるよう、
 地域社会に貢献できる施設づくりを目指します。

こども達とたくさん
の楽しい行事があり

ます。

〒625-8502  京都府舞鶴市字行永2410番地37　　☎ 0773-63-4865
URL  http：//maizuru-ryouiku.jp/

京都府立

舞鶴こども療育センター
M a p
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病院の特長

外来診療
（内科・消化器内科・循環器内科・外科・消化器外科・皮膚科・形
成外科・整形外科・泌尿器科（人工透析）・人間ドック）
入院 （障害者施設等一般による慢性期患者の受け入れ）
人工透析20床 （送迎サービス実施）

電子カルテ使用情報

電子カルテＨ27年2月～導入
（㈱ソフトマックス　PlusUs-カルテ）

　職員情報
認定看護師は在職していないが、武田病院グループのスケール
メリットを活かし11分野21名の認定看護師に派遣依頼し研修
やコンサルテーションを受けている。
認知症サポートナースを中心に増加する認知症患者に対応して
いる。
武田病院グループ慢性期5病院で口腔ケアの手順を標準化し実
施している。口腔内細菌数測定をして口腔ケアを評価している。
食事の援助、身体保清、ひふトラブル防止、ADLの援助に重点
をおいている。
　卒後教育
武田病院グループ慢性期5病院共通クリニカルラダーと目標管
理を人材育成の基本としている。
武田病院グループ中間管理者研修（年5回）や武田病院グループ
看護研究発表会に参加している。
Ｈ27年度からネット配信（学研ナーシングサポート）を活用した
院内研修を行っている。

中途採用者オリエンテーション要項に基づき、丁寧なOJTを実
施している。
子育て中の看護師やセカンドキャリア看護師が活き活きと働い
ている病院である。

　福利厚生
宿舎、制服貸与、休暇休日（年間112日）、院内保育（利用料1回
400円（食事代等込）
レクレーション他（職員互助会による懇親会等）

　見学など
院内見学は、見学者の都合に合わせて随時実施している。
潜在看護師対象の復職支援セミナーは、6月・11月に実施している

　そ の 他
病院機能評価3rdG: Ver.1.1　区分：慢性期病院　H27年2月認定　

◎障害者施設等一般10対1 入院基本料　65床（運用60床）

1. 地域から慕われ信頼される病院を目
指します。

2. 患者・家族の意思を尊重し納得のいく
医療を目指します。

3. 健全な病院経営を目指します。

私達は、信頼につながる、手の温もり心の
温もりを伝える看護を提供します。

〒626-0041  京都府宮津市字鶴賀2059番地の1　　☎ 0772-22-2157（代表）
URL  http://www.takedahp.or.jp/group/medical/miyazu/

医療法人財団  宮津康生会

宮津武田病院
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　職員情報
認定看護管理者1名、認定看護師　6名
助産クリニカルラダーレベルⅢ認定者　3名
臨床指導者講習会修了者　29名
　卒後教育
3年目までは、一人前看護師育成プログラムにより院内・院外研
修を実施し、一人前看護師認定をしている。
その後は、キャリアに見合った研修を実施し、キャリア認定し
ている。
院内キャリア認定者には、認定看護師資格取得および更新費用
また一般院外研修を病院負担とし、キャリアアップを積極的に
支援している。
また、学会での看護研究発表も病院負担とし、支援している。
　福利厚生
・新人看護師宿舎　平成27年新設
・制服貸与　あり
・院内保育所　あり
・産前産後の短時間勤務、
 育児短時間勤務　あり
・共済組合や大学職員厚生会により、
 「休業中の手当」 「各種検診も勤務扱いおよび費用助成」 
 「育児介護用品レンタル」 「全国のホテル施設等の割引」 あり
・宮津市・与謝野町・伊根町の奨学金制度
　見 学 等
看護学科生および看護学生のインターンシップおよび病院見学
は年間を通して受け入れ可
問い合わせ：e-mail idai-hic-kango@pref.kyoto.lg.jp

病院の特徴

京都府北部の急性期医療を担う中核病院

信頼される全人的医
療

信頼される質の高い
看護

基本方針

1. 患者さんが中心の安心安全な医療を提供します。
To provide patient-centerd, safe and reliable medical care service

2. 患者さんと医療従事者のコミュニケーションを大切にします。
To hold in high esteem open communication with patients

3. 個人情報の保護に努めます。
To protect Patients' privacy （personal information）

4. 専門性と総合性をもつ診療を行います。
To provide authorized and comprehensive medical care services

5. 地域に開かれた病院として貢献します。
To contribute to social and community medical care services

6. 全人的医療が行える医療人を育てます。
To foster among medical professionals an enriched approach to 
holistic medicine

7. 地域の特性を活かした研究を推進します。
To develop research based on available resourced

看護部長あいさつ

京都府立医科大学附属北部医療センターは、京都府北部の中
核病院として高度な医療を提供し、地域の保健所や医療機関、
高齢者施設および訪問看護ステーション等の事業所とも連携
を強め地域に密着した医療を提供しています。
医師、看護師、その他の病院スタッフは、互いに信頼し合いと
ても良いチームワークを発揮し、250名の看護職員は、「信頼
される全人的医療」という理念のもと専門職としての誇りを
もって働いています。
高度な医療現場から在宅まで患者さんに寄り添得る看護を提
供できる看護師育成のために、新人からベテランまで段階的
に育成するシステムがあります。
私は、職員個々のやりがいを大切にし、「個々が目標に取り組
み達成することで喜びを感じる」そんな看護部運営を行いた
いと思います。

新人看護師宿舎居室

〒629-2261  京都府与謝郡与謝野町字男山481番地　　☎ 0772-46-3371（代）
URL  http://nmc.kpu-m.ac.jp/　　許可病床／295床　　診療科目／20診療科

京都府立医科大学附属
北部医療センター
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　福利厚生
宿舎　　　 あり
制服貸与　 あり
休暇休日　 4週6休、夏季休暇3日、年末年始休暇5日、有給休暇

10日（初年度6か月経過後）
院内保育　 あり（夜間も対応）

　見 学 等
病院見学・インターンシップをご希望の方は、電話またはメール
にてお気軽にお問い合わせ下さい。
〇実施日： 随時
〇内　容： 概要説明、院内見学、寮見学も可能。（希望に応じて

看護体験）
〇対　象： 看護師、看護学生、高校生、中学生（高校生、中学生

は第4土曜日のみ）

◎京都府丹後地域の中核病院

安心・信頼・良質の医
療

病院の特長

（診療科目等） 内科・消化器内科・神経内科・循環器内科・呼吸
器内科・糖尿病内分泌科・血液内科・外科・脳外科・整形外科・
リウマチ科・リハビリテーション科・麻酔科・産婦人科・耳鼻咽
喉科・泌尿器科・眼科・皮膚科・放射線科
回復期リハビリ病棟、丹後地域リハビリテーション支援センター

教育体制他

接遇研修、看護研究と発表会、看護学生の実習受け入れ、新
人看護職員研修、2年目看護師教育、プリセプター教育、継
続教育（集合研修、e-ラーニング）、中途採用者研修（希望者）

1. 患者様中心の、信頼される看護を目指
します。

1. 事故の無い安全な看護を提供します。
1. 自己の研鑽に努め、看護の質の向上を
目指します。

〒627-8555  京都府京丹後市峰山町杉谷158番地の１　　☎ 0772-62-0791
URL  http://www.tangohp.com　　病床数／306床（急性期病床210床、回復期リハビリテーション病床96床）

公益財団法人

丹後中央病院
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　卒後教育
院内研修方式：クリニカルラダー
卒後教育（1年目～3年目）：
　プリセプターとともに学習し、年度末にまとめを発表。
　　　私の看護観、ケーススタディなど。
　　　院外研修への参加：看護協会主催、その他
　　　院内看護研究発表会：毎年3月に開催
中堅コース（4年目～9年目）
レベルアップコース（10年目～）
管理者教育（師長、主任）

　福利厚生
宿舎：あり
制服貸与：あり

休暇休日：年間110日　有休　入職6ヶ月後10日　最高20日
院内保育所：あり

　見 学 等
インターシップ：受入れ可
見学：随時
連絡先：看護部長　諸永　又は　総務課　山本

　そ の 他
福利厚生：健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
　　　　　共済制度（医療費補助・職員旅行・親睦会・新年会）
　　　　　院内保育所
奨学金制度あります。看護学生さんや准看護師から看護師への
移行教育制度にもご利用いただけます。

病院の特徴

医療と介護、福祉を連携させ、地域に密着している病院です。
病床は一般病床と療養病床があり、リハビリ、在宅医療の
往診、訪問看護、にも力を入れています。2012年4月に社会
福祉法人を設立し、特別養護老人ホーム、デイサービスセン
ターがオープンしました。また居宅介護支援、訪問介護を社
会福祉法人に移管し、医療の面、介護の面から地域の高齢
者やその御家族を支援しています。

電子カルテ　未使用
看護配置基準　15対1
診療科目　 内科・神経内科・循環器内科・胃腸内科・リウ

マチ科・糖尿病内科・外科
 整形外科・乳腺外科・肛門外科・婦人科・小児

科・眼科・耳鼻咽喉科
 麻酔科（ペインクリニック）・甲状腺外来・和

漢診療科・放射線科・歯科
 歯科口腔外科・リハビリテーション科
付属施設　 丹後ふるさと病院訪問看護ステーション
 たちばな診療所
 院内保育所（24時間・休日保育）
 社会福祉法人ふるさとの会
 特別養護老人ホームふるさと
 デイサービスセンターふるさと

介護ステーションふるさと　

◎地域の医療を担う病院

● 病院は、社会機能の一環として、科学的でかつ適正
な公共的医療サービスを行う施設であり、地域の
人々の健康と福祉を保証することを目的とする

● 病院は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を基本と
し、常に医療水準の向上に努め、患者心身の状況に
応じた医療を提供する

● 病院は、疾病の予防からリハビリテーションまでの
包括的かつ系統的な医療を行う

● 病院は、患者中心の医療の心構えを堅持し、地域住
民の満足を得られるように、公正かつ良質の医療
サービスを提供する

● 病院は、地域の医療機関、行政機関及び福祉施設と
連携を密にし、合理的で効率的な医療の成果を上げ
ることに努める

● 病院は、職員の生活と権利を守り、科学的で民主的
な運営を行う

● 病院は、社会保障制度の前進のため、地域の人々と
協力して取組みを進める

● 患者様の人権を尊重し、思いやりのある看護を目指
します

● 常に質の高い信頼される看護が提供できるよう、自
己研鑽に努めます

● 地域の各医療機関と連携を密にして、継続した看護
に責任を持ちます

〒629-3113  京都府京丹後市網野町小浜673番地　　☎ 0772-72-5055
URL  http://tango-furusato.jp/　　病床数／160床（一般100床　療養60床）

特定医療法人  三青園

丹後ふるさと病院
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　勤務体制
2交代3交代選択可
　福利厚生
京丹後市職員規定に準ずる
年次有給休暇あり　年20日（繰り越し20日）
院内保育所あり（夜間可）看護師宿舎完備

丹後医療圏の中核として
質の高い患者本位の医療を提供します
保健と福祉に貢献します
安らぎの感じられる医療を目指します

新人看護師支援体制
4月7日間の集合教育6月新人技術指導研修8月～各部
署ローテーション研修　　
2月ケーススタディ院内発表・フィジカル急変対応研修　
プリセプティ会でサポート
医療安全・感染管理・公務員社会人研修など院内外の研
修参加

京丹後市立弥栄病院の理念に基づき、
地域のために貢献し、
専門職業人として看護の質を保証しつ
つあたたかく行き届いた看護の提供に
努めます

あそビリテーションで

体を動かします

病院の特徴

市内唯一の分娩施設（年間約360件）・血液透析25床2クー
ル・二次救急医療から在宅医療
2つの訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所併設・退
院支援強化・看護師教育のサポート支援

看護基準　10：1
診療科目　18診療科
看護方式　継続受け持ち制固定チームナーシング

新人助産師　（京都橘大学 卒）

当院はフリースタイル分娩です。
今はケーススタディ頑張っています。

新人看護師　（京都府立看護学校 卒）

内科と眼科が主体の急性期の病棟で頑張って
います。ケーススタデイまとめています。

新採用者研修風景 緊急看護認定看護師 皮膚排泄ケア認定看護師

クリニカルラダーシステムを取り入れ、自己のレベルアップ
を意識しながら院内外研修に計画的に参加し、キャリアアッ
プが図れるように支援しています。

◎クリニカルラダーによる教育体制（臨床実践能力）
レベルⅠ 自立に向けた指導を必要とする新人レベル　
レベルⅡ 自ら自立し、自律的に日常看護業務を遂行し新人指導まで行う

レベル
レベルⅢ 看護実践においてロールモデルとなり、後輩を育成するレベル
レベルⅣ チームメンバーの方向づけや育成を行い、担当部署の目標達成

に貢献するリーダーレベル
認定看護師育成を全面（待遇・費用）支援しています。

弥栄病院居宅介護支援事業所
……看護師2名

訪問看護ステーションふれあい
……看護師6名

訪問看護ステーションきずな　
……看護師3名

〒627-0111  京丹後市弥栄町字溝谷3452の１　　☎ 0772-65-2003
URL  http://www.city.kyotango.lg.jp/shisei/kikan/hospital/yasaka/　　病床数／200床 （一般152　療養48）　　　　　　

京丹後市立弥栄病院
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　休　　暇
年次有給休暇有。4月1日採用15日　2年目から20日
　
　休　　日
指定休日制週2日・祝日・年末年始

　その他手当
住居手当、通勤手当、扶養手当、他
　　
　福利厚生
院内保育所有・看護師宿舎完備・
制服貸与

　見 学 等
是非「インターンシップ」をご活用下さい。直接スタッフから生
活等について話を聞くことができます。随時、希望に応じて受
け付けています。お気軽に看護部へお問い合わせください。

卒後教育

新人新規採用者教育体制の構築
「個々のペースに合わせて、ゆっくりと育てること」を重視した
先輩たちの指導で、全員が折れることなく着実に成長し、各
部署で力を発揮しています。新人教育に注目が集まり、見過
ごされがちだった中途採用者や現任者の教育についても、全
体研修と併せてクリ二カルラダーのレベル別研修を実施し、
新人研修で好評だったローテーション研修も取り入れなが
ら、教育プログラムの充実を図っています。

職員情報

認定看護管理者・・質の高い組織的看護サービスを提供する
ことを目指し、地域に貢献します。
感染管理認定看護師・・感染拡大を防止する為、正しい対策
ができるよう指導しています。

病院の
理念

◎看護配置基準　一般  10対1　　◎療養　療養病棟入院基本料2

診療科目 内・外・小・整・泌・眼・皮・耳鼻・リハ・心内・歯科・歯科
口腔外科・麻

勤務体系 3交代制・2交代制
看護方式 継続受持ち制固定チームナーシング・一部PNS
オーダリングシステム
付属施設 久美浜訪問看護ステーション・通所リハビリテー

ション事業所・居宅介護支援事業所

看護宿舎は3タイプ

教育場面

保健・医療・福祉を一
体化した包括医療

笑顔と心のこもった
良心的な医療

地域に密着した温も
りのある確かな医療

看護部長より

　私達は京丹後市立久美浜病院の職員として、病院理念に基づき、
地域に密着した医療・看護を実践し、地域から必要とされ愛される
病院づくりに努めてまいりました。職種の各根を越えたチームワー
クの良さが当院の強みで、急性期医療はもとより、療養病棟・通所リ
ハビリ・訪問診療・訪問歯科診療・訪問看護など、在宅医療の充実に
も力を入れています。
　また、地域医療連携室を中心に、関係機関や地域とのネットワー
ク強化を図りながら、病院だけでなく地域全体で患者さんとご家族
を支えるべく取り組みを続けています。
　看護部では、皆が笑顔で生き生きと長く働ける職場づくりを重視
し、特に女性が働きやすいようにと、院内保育所の設置と拡大、看
護師宿舎の確保など一つ一つ形にしてきました。更に、今頑張って
いるスタッフと今後迎える新しい仲間たちの笑顔のために、勤務体
制や人員配置、看護方式についても見直しと改善に努めているとこ
ろです。

1．笑顔と心のこもった良心的な医療を基
に、生命の尊厳と人間性を尊重した看
護を提供します。

2．地域に密着した温もりのある確かな医療を目指し、多
様化する社会の変化・医療の進歩に対応できる、安全
で安心な看護を提供します。

3．保健・医療・福祉を一体化した包括医療を目指し、看
護の継続性を考慮し、個々の状況に応じた患者様中心
の地域に根ざした看護を提供します。

4．専門職業人としての誇りを持ち、自己啓発に努め、質
の高い看護を目指します。

〒629-3403  京都府京丹後市久美浜町161　　☎ 0772-82-1500
URL  http://www.city.kyotango.lg.jp/shisei/kikan/hospital/kumihama/　　病床数／170床（一般110床　療養60床）

京丹後市立久美浜病院
M a p

22

看護部
の理念



26

　看護師に必要な知識・技術・態度を一つ一つ確実に身につ
けていける環境が整っている病院です。
　患者様、ご家族様が望まれることは何か、どのような看護
が必要で、看護の方向性はどこにあるのかを考えながら働く
ことができる看護師になりたいです。
　入職した頃は、学生時代には教科書でしかみたことがない
生命維持装置をつけ、24時間重症管理をしている患者さんを
看ていくことに、看護師としてやっていけるのか毎日が不安で
いっぱいでした。
　けれど、先輩が、「なんでも聞いて、相談していいんだよ」と
常に気にかけ、的確な指導をしてくれます。
　毎月出す振り返り用紙の裏面に、先輩看護師全員が一言
ずつ応援メッセージを書いてくれます。「もう続ける自信がな
い」と思うときに、そのメッセージを読むことで「やっぱり頑
張ってみよう」という前向きな気持ちが湧いてきます。
　病院全体の教育体制がしっかりしていて、1年目で身につけ
るべき知識や技術についての研修が勤務時間内に定期的に
あって、勉強になるとともに同期の看護
師と互いに励まし合う場になっています。
　休日もしっかり確保されているので、
最近では友人と旅行や食事をしてリフ
レッシュしつつ、仕事を頑張ろうという気
持ちのゆとりも出てきました。

救急でがんばってます！

市立福知山市民病院  救命救急病棟

筆氏　貴子 さん  Takako Fudeuji

京都府北部地域では、たくさんの看護職が活き活き
と働かれています。
市立福知山市民病院、京都府立医科大学附属北部
医療センター、京丹後市立久美浜病院、の３病院か
ら先輩看護職の声を紹介します。

先輩看護職紹介
P i c k

Up

新人
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　私は岐阜県大垣市に生まれ、大垣市で育ち、岐阜市内の
看護学校卒業後は県内の病院に勤めました。そして京丹後
市久美浜町出身の主人との結婚を機に、久美浜病院に就職
しました。こちらに来た時の久美浜町はコンビニもなく、夜
は真っ暗になり、通勤途中の道路には鹿やイノシシが顔を出
し、岐阜との環境の違いにびっくりしました。
　久美浜町は過疎地になり、高齢者の割合が大きく、入院患
者様の半数以上が高齢者です。また外来患者様も入院患者
様も久美浜の患者様がほとんどで、当院は地域密着型病院
になります。
　仕事では病棟勤務になりましたが、温かい上司、同僚のお
陰ですぐに仕事にも慣れました。久美浜病院は都会の病院
に比べて看護師の年齢層が高く、経験や高度な知識を持っ
たスタッフが多く、看護のレベルが高いと感じました。私もス
タッフの刺激を受け、こちらにきてから呼吸療法認定士や、
住環境コーディネーターの資格を取ることができました。
　現在は外来勤務で内科と眼科に配属となり、今は特に眼
科の勉強に力を入れています。また眼科では手術にも携わり、
患者様に負担の少ない看護の提供に努めています。

　京丹後市は京都府でも北部にあたり、京都市内の看護協
会での研修には早朝出発と大変ですが、同僚と小旅行気分
で楽しみながら参加しています。スタッフは研修参加に積極
的で、勉強できる環境はとても働きやすいです。
　自宅は病院からから見える位置にあり、天気の良い日は自
転車で通勤することもあります。今の私の楽しみは今年の4月
から始めたマラソンです。仕事が終わってから時間を見つけ
て夜走っています。いつも走っている公園はかぶと山や内海
を眺めて走ることができ、また黙 と々走っていると無心になる
ことができ、10㎞以上走った後の達成感に病みつきになって
います。息子が一緒に走ってくれることもあります。今年11月
には福知山マラソンに参加し、歩かず10㎞を完走しました。
そして来年3月には名古屋でのフルマラソンに挑戦します。仕
事と趣味とのオンオフを切り替えることで仕事に集中でき充
実した毎日が送れています。
　私はこれからも久美浜病院で趣味や特技を生かしながら、
地域に密着した看護を提供していきます。
　　

　京都府京丹後市出身で、京都府立医科大学附属北部医療
センターに就職して23年になります。夫と娘３人の５人家
族です。
　就職してから現在までに、集中治療室、救急室、内科病
棟で勤務してきており、それぞれの部署でそれぞれのやり
がいを感じてきました。現在は、就職当時希望していた整
形外科病棟にて勤務しており、毎日楽しく仕事をしており
ます。　　
　仕事と家庭の両立することはなかなか難しい面もありま
すが、子どもが小さい頃は、夫の両親にずいぶん助けても
らい、今は、娘が助けてくれています。周りの支えあって
の現在だなと感謝しております。娘達の「将来看護職を目
指している」との言葉を聞き、喜びを感じております。
　休日は、子どものスポーツクラブの応援に行ったり、音
楽教室の行事に参加したりと、子ども中心の生活を過ごし
ております。共に過ごせる時間は何よりも貴重であり、自
分にとってかけがえのない時間であると感じています。

娘が看護職になりたいと
言ってくれました！

京都府立医科大学附属  北部医療センター

池田　里恵 さん  Rie Ikeda

あったかい久美浜を
満喫しています！

京丹後市立久美浜病院  看護師

安達　朋子 さん  Tomoko Adachi

岐阜県
出身

北部
出身



28

訪問看護ステーションでは、「高齢になっても健康管
理をして、生き生き家で暮らしたい」 「病気や障害、が
んや老衰などで終末期になっても、住み慣れたご自宅
で安心して自由に生活したい」 「できれば看取りもか
なえたい」そんな皆さんの思いを支援しています。
病院とは異なり、看護師1人か2人での訪問で、その
場で判断する大変さもありますが、利用者やご家族
の笑顔、「ありがとう」のことばからパワーをいただき
ながら日々頑張っています。一緒に働きませんか。

訪問看護師の1日の動き方

◎午前8時半～9時：
　ミーティング（1日の予定等を確認します）　
◎午前9時～17時：
　ケアマネージャーのプランのもと計画的に訪問します。

1日の大まかな内訳は、訪問看護7時間、事務処理1時間、
休憩1時間
例） 朝：2～3件 → 昼休憩、記録 → 午後2～3件 → 記録

※利用者さんのライフサイクルに合わせ訪問しますので、休憩
時刻は曜日により異なります。
※必要時、訪問の他に、主治医との連携や他職種への指導、
病院や施設に出向いてのカンファレンス参加等もあります。
※入院やショートスティの利用で在宅におられない場合は、
ぽっかり時間が空く時もあります。

訪問看護の対象など

◎対象：
 要介護の高齢者、障がい児・者、精神疾患、難病の方など。
 （介護保険を利用する高齢者が、およそ6～7割。）
◎訪問時間：
 30分未満から90分（移動時間は含まず）。
◎1日訪問件数：だいたい平均5～6件
　北部では車訪問が中心ですが、片道30分以上かかること
もあります。

◎24時間対応：
 急変される方に対応している訪問看護ステーションもあり
ます。

その他

◎毎月、主治医への訪問看護報告書の提出が義務付けられ
ております。

 書式などは、各ステーションにより異なります。
◎24時間対応体制を取られているステーションでは、時間
外の電話連絡は代表の携帯電話に転送されるシステムを
取られている場合が多く、当番制で緊急対応されています。

訪問看護ステーション
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地域 事業者 事業所の名称 事業所所在地 電話番号
FAX番号

24時間
対応

研修
受入

綾部
公益法人

公益財団法人  綾部市医療公社
綾部市立病院
訪問看護ステーション

〒623-0011
綾部市青野町大塚20-1

0771-43-0238
0773-43-0977 ○ ○

公益法人 社団法人　京都保健会
在宅ケアステーションげんき

〒623-0066
綾部市駅前通1

0773-43-1133
0773-43-1222 ○ ×

福知山

公益法人 社団法人  京都保健会
ほっとステーションきぼう

〒620-0856
福知山市土師宮町1丁目
136-2

0773-20-4155
0773-20-4156 ○ ×

社会福祉法人 社会福祉法人五十鈴会
訪問看護ステーションいすず

〒620-0324
福知山市大江町二俣
1607

① 0773-56-9025
② 0773-56-1981

0773-56-1983
○ ○

社会福祉法人
社会福祉法人清和会　みわ
訪問看護ステーション
みわの里

〒620-1492
福知山市三和町千束
375

0773-58-3101
0773-58-3101 ○ ×

舞鶴

公益法人
一般社団法人　舞鶴医師会
訪問看護ステーション
はまなす

〒625-0080
舞鶴市字北吸1055-3

0773-63-8826
0773-63-8827 ○ ○

公益法人
一般社団法人　舞鶴医師会
訪問看護ステーション
はまなす西

〒624-0912
舞鶴市字上安481

0773-78-2411
0773-78-2424 ○ ×

特殊法人 舞鶴赤十字
訪問看護ステーション

〒624-0906
舞鶴市字倉谷427

0773-78-2384
0773-78-2385 ○ ○

社団法人
社団法人  京都保健会
ふれあいステーション
ゆきわり

〒624-0912
舞鶴市字上安小字水力
199-29

0773-78-2717
0773-78-2718 ○ ×

医療法人 荒木クリニック
訪問看護ステーション

〒624-0823
舞鶴市字京田45-2

0773-78-9007
0773-75-9307 ○ ×

有限会社 有限会社　ピア・サポート
訪問看護ステーション

〒625-0034
舞鶴市字竜宮町3-18

0773-64-4335
0773-64-4337 ○ ○

宮津

市町村 伊根町訪問看護ステーション
〒626-0405
与謝郡伊根町字日出
646

0772-32-3051
0772-32-3052 ○ ×

社団法人 社団法人　京都府看護協会
天の橋立訪問看護ステーション

〒626-2262
与謝郡与謝野町字岩滝
2104-2

0772-45-5477
0772-46-4665 ○ ○

株式会社 株式会社
訪問看護ステーションさくら

〒629-2402
与謝郡与謝野町字算所
14-6

0772-44-3987
0772-44-3988 ○ ○

社団法人 社団法人　京都府看護協会
宮津訪問看護ステーション

〒626-0003
宮津市漁師1690-23

0772-20-2345
0772-22-6122 ○

峰山

市町村 京丹後市
久美浜訪問看護ステーション

〒629-3411
京丹後市久美浜町栃谷
2371

0772-82-5151
0772-82-1681 ○ ×

市町村
京丹後市立弥栄病院
訪問看護ステーション
ふれあい

〒627-0111
京丹後市弥栄町溝谷
3452-1

0772-65-3393
0772-65-4674 ○ ×

市町村 京丹後市立弥栄病院
訪問看護ステーションきずな

〒627-0201
京丹後市丹後町間人
1780

0772-75-1700
0772-75-2115 ○ ×

公益法人
公益社団法人　京都保健会
訪問看護ステーション
ゆたかの

〒627-0006
京丹後市峰山町新町
1968

0772-69-5151
0772-69-5152 ○ ○

医療法人
特定医療法人　三青園
丹後ふるさと病院訪問看護
ステーション

〒629-3113
京丹後市網野町小浜
673

0772-72-5055
0772-72-5059 × ×

京都府北部地域　訪問看護ステーション
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１ 朝の処置（入居者の点滴、採血、インシュリン施
注、医療処置）

２ 各ユニットへ内服薬の配薬

３ 昼　胃ろう対象者への注入開始と内服注入

４ 昼　インシュリン施注、昼食介助応援

５ 排便管理

６ 夕の処置（点滴等）

７ 夕　胃ろう対象者への注入開始と内服注入

１ 前日の情報収集（記録確認）

２ 各ユニットを巡回し、入居者の健康状態把握

３ 巡回時の情報、観察、バイタル測定値をパソコン
入力

４ 非常勤嘱託医に必要事項報告（相談、確認、指示）
　非常勤嘱託医（週２回　定期回診）

５ 夕方　嘱託医に入居者状態報告FAX

６
19：00～7：30　自宅待機
施設夜勤者からの連絡、報告、相談に電話指示
または施設へ急行

特別養護老人ホームは、ご入居者にとって生活の場で
あり、終の棲家です。
できるだけ穏やかな生活を送り、最期を施設で迎え
たいと思っておられるご本人、ご家族にはご希望を叶
えていただけるよう、看護、介護が連携して努めてい
ます。

特別養護老人ホーム　看護職員の日中業務

1階、2階居室担当

処置係

じょくそう処置、外傷処置、医療処置（通水、バルン交換、パ
ウチ交換等）

記録

後片付け、翌日の準備

フリー

吸引器の交換、病院受診対応（付き添い）

入浴を楽しんでいただけるように、
ヒバ材の浴槽と信楽焼きのつぼ湯です。

待機当番（当日夜間～翌朝）夜間は自宅にて待機

出勤10：00～退勤19：00

夏祭り
（入居者、職員、地域住民、ご家族、ボランティア等
800人位の参加を得ます）

介護老人福祉施設
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丹後圏域
事業所名  郵便番号 事業所所在地  電話番号  FAX番号

 特別養護老人ホーム　青嵐荘  626-0225  宮津市字日置780番地  0772-27-1733  0772-27-2988

 特別養護老人ホーム　天橋の郷  626-0066  宮津市字獅子190番4  0772-22-0066  0772-22-8585

 特別養護老人ホーム　夕凪の里  626-0061  宮津市字波路小字新町2433番地  0772-22-0428  0772-22-0428

 特別養護老人ホーム　天橋園  626-0033  宮津市字宮村1277番地  0772-22-0320  0772-22-8477

 特別養護老人ホーム　安寿の里  626-0071  宮津市由良751番地  0772-26-0333  0772-45-1415

 総合老人福祉施設　はごろも苑  627-0042  京丹後市峰山町長岡2093番地  0772-62-7001  0772-62-5857

 特別養護老人ホーム　おおみや苑  629-2501  京丹後市大宮町口大野295番地  0772-68-1525  0772-68-1636

 特別養護老人ホーム　いちがお園  627-0224  京丹後市丹後町岩木487番地  0772-75-2496  0772-75-2497

 特別養護老人ホーム　丹後園  629-3241  京丹後市網野町木津225番地の2  0772-74-0888  0772-74-0560

 特別養護老人ホーム　久美浜苑  629-3410  京丹後市久美浜町169番地  0772-82-1555  0772-82-0114

 特別養護老人ホーム　海山園  629-3422  京丹後市久美浜町湊宮467-60  0772-83-2111  0772-83-2112

 特別養護老人ホーム　第二丹後園  629-3241  京丹後市網野町木津225番地の2  0772-74-9888  0772-74-0027

 総合老人福祉施設　弥栄はごろも苑  627-0111  京丹後市弥栄町溝谷3524番地  0772-65-0131  0772-65-0139

 特別養護老人ホーム　満寿園  627-0111  京丹後市弥栄町溝谷小字竹ヶ鼻39番地の6  0772-65-0222  0772-65-0333

 特別養護老人ホーム　ふるさと  629-3113  京丹後市網野町小浜613番地2  0772-72-3400  0772-72-3402

 特別養護老人ホーム　長寿苑　  626-0414  与謝郡伊根町六万部小字ヤクシノ上154番地  0772-32-1280  0772-32-0271

 特別養護老人ホーム　虹ヶ丘  629-2314  与謝郡与謝野町字岩屋小字庄内600番地3  0772-43-2011  0772-44-2060

 特別養護老人ホーム　岩滝あじさい苑  629-2263  与謝郡与謝野町弓木13番地の6  0772-46-5761  0772-46-5790

 特別養護老人ホーム　与謝の園  629-2411  与謝郡与謝野町字明石80番地  0772-42-0051  0772-42-0052

 特別養護老人ホーム　やすら苑  629-2403  与謝郡与謝野町字加悦802番地7  0772-43-2500  0772-43-2501

事業所名  郵便番号 事業所所在地  電話番号  FAX番号

 久美浜苑　くまのの里  629-3411  京丹後市久美浜町栃谷2375番地  0772-82-1556  0772-82-1557

 地域密着型介護老人福祉施設　ライフ・ステージ舞夢  624-0125  舞鶴市字桑飼上小字深田1088番地1  0773-83-0221  0773-83-0155

 特別養護老人ホーム　グリーンパーク愛宕  625-0033  舞鶴市愛宕浜町3-5  0773-65-2350  0773-65-2352

 高齢者支援センター松寿苑　小規模特養あたご  623-1122  綾部市八津合町寺町1番地1・25番地  0773-54-0202  

 小規模特養　おかやす  623-0114  綾部市岡安町大道16番地  0773-44-8007  0773-44-8007

 橘  620-1442  福知山市三和町字千束824番地  0773-58-3339  

 社会福祉法人空心福祉会　特別養護老人ホーム  えるむ  620-0947  福知山市旭が丘92-2  0773-45-3651  0773-25-5300

 介護老人福祉施設　きらら  620-0212  福知山市字行積141番地  0773-36-0255  0773-36-0257

中丹東圏域
事業所名  郵便番号 事業所所在地  電話番号  FAX番号

 特別養護老人ホーム　やすらぎ苑  625-0021  舞鶴市字安岡小字中山1076番地  0773-64-6060  0773-64-2603

 特別養護老人ホーム　安寿苑  624-0912  舞鶴市字上安481番地  0773-75-8981  0773-75-9006

 特別養護老人ホーム　真愛の家寿荘  624-0912  舞鶴市字上安小字中ノ脇1697番36  0773-75-1333  0773-76-7004

 特別養護老人ホーム　グリーンプラザ博愛苑  625-0025  舞鶴市字市場390番地  0773-65-3705  0773-63-1250

 特別養護老人ホーム　グレイスヴィルまいづる  624-0806  舞鶴市字布敷小字中島52-1  0773-75-7121  0773-78-3322

 特別養護老人ホーム　いこいの村梅の木寮  629-1242  綾部市十倉名畑町久瀬谷2番地  0773-46-0101  0773-46-0610

 特別養護老人ホーム　第２松寿苑  623-0034  綾部市田野町田野山2番地169  0773-43-1123  0773-42-5236

 特別養護老人ホーム　松寿苑  623-0034  綾部市田野町田野山2番地163  0773-42-0386  0773-42-1310

 特別養護老人ホーム　丹の国荘  623-0236  綾部市小畑町埋野67  0773-48-0701  0773-48-0027

 特別養護老人ホーム　綾部はなみずき  623-0045  綾部市高津町遠所1番621  0773-40-1300  0773-40-1310

中丹西圏域
事業所名  郵便番号 事業所所在地  電話番号  FAX番号

 社会福祉法人仙人福祉事業会
 特別養護老人ホーム　グリーンビラ夜久野  629-1322  福知山市夜久野町平野1030番地  0773-38-1031  0773-38-1037

 特別養護老人ホーム　みわの里  620-1424  福知山市三和町友渕小字大原野79番地132  0773-59-2525  0773-59-2526

 特別養護老人ホーム　五十鈴荘  620-0324  福知山市大江町二俣小字中平1607番地  0773-56-1981  0773-56-1983

 サンヒルズ紫豊館  620-0962  福知山市字榎原小字平180番地の2  0773-34-0557  0773-34-0404

 岩戸ホーム  620-0984  福知山市字猪野々31番地の1  0773-33-3155  0773-33-3724

 特別養護老人ホーム　三愛荘  620-0017  福知山市字猪崎25番地の1  0773-23-1436  0773-23-2857

 特別養護老人ホーム　にれの木園  620-0000  福知山市字天田小字大塚14-2  0773-24-1015  0773-24-1016

 特別養護老人ホーム　六人部晴風  620-0836  福知山市字大内小字林竹3173-1  0773-20-2750  0773-20-2780

 特別養護老人ホーム　豊の郷  620-0952  福知山市字大門900番地  0773-23-4072  0773-23-4073

京都府北部地域  介護老人福祉施設

京都府北部地域  地域密着型介護老人福祉施設
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8：30 申し送り・カンファレンスを受ける

9：00 入浴者のバイタル確認

9：30 与薬準備、医師へ状態報告、診察介助、指示受け、医療処置

10：00 新規入所者に診察介助、持参薬チェック、リハ専門職とADL環境
設定、ケア方法確認

12：30 嚥下状態が悪い方の食事・服薬介助 （言語聴覚士と嚥下機能評価）

13：30 医療処置・衛生材料補充、入所者・退所者の準備確認

16：00 日勤出勤者の報告を受け排便コントロール緩下剤調整

16：30 夜勤者への申し送り

17：00～ 夜勤看護師は介護職と供にご利用者のケアを行う
必要時に医療処置、状態悪化時は医師に連絡し指示を仰ぎ、介護
職とともに対応する

丹後圏域
事業所名  郵便番号 事業所所在地  電話番号  FAX番号

介護老人保健施設　リハ・ヴィラなぎさ苑  629-2251  宮津市字須津2268番地の1 0772-46-1200 0772-46-9066

京丹後市やさか老人保健施設　ふくじゅ  627-0111  京丹後市弥栄町溝谷5422番地の1 0772-65-2200 0772-65-4641

中丹東圏域
事業所名  郵便番号 事業所所在地  電話番号  FAX番号

国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院
介護老人保健施設　すこやかの森  624-0841  舞鶴市字引土630番地  0773-78-3001  0773-78-3005

アザレア舞鶴  625-0085  舞鶴市大字和田小字中田1055-1  0773-66-6680  0773-66-6686

介護老人保健施設　エスペラル東舞鶴  625-0007  舞鶴市字大波下小字前田765番16  0773-62-3606  0773-62-8107

老人保健施設　あやべ  623-0236  綾部市小畑町埋野98の1  0773-48-0186  0773-48-0808

介護老人保健施設綾部さくらホーム  623-0045  綾部市高津町遠所1番地611  0773-40-1066  0773-40-1075

中丹西圏域
事業所名  郵便番号 事業所所在地  電話番号  FAX番号

老人保健施設　第一緑風苑  620-0856  福知山市土師宮町2丁目137番地  0773-27-6100  0773-27-2783

介護老人保健施設　さくら苑  620-0879  福知山市字堀小字大岩谷3374番地  0773-22-2120  0773-22-2353

　
老健は日常生活に不安を抱える高齢者の自立を支援して、
家庭生活への復帰・家庭生活の継続を目指す施設です。
老健は安心して日常生活へ戻れるように、心（認知症等）

と体のリハビリテーション（リハ）を中心とした介護が特徴で、専門的
なリハに加えて普段の生活にも積極的にリハを取り入れています。
家庭生活への復帰を目指す施設ですので、リハを通して高齢者の自
立を目指していきます。

老健における看護師の
主な仕事内容・役割はご
利用者の健康管理で、

バイタルチェック・観察、バルーン・
胃瘻管理、褥瘡処置、容態が急変し
た場合には医師への連絡や病院へ
の付き添い等も行います。
他の職種と協力して食事、入浴、ト
イレ介助等も行います。老健には医
師・看護師・リハ専門職・栄養士・介護
職・ケアマネジャー・支援相談員等の
多職種がご利用者・ご家族の声を傾
聴し、生活・ケアについて情報を共
有し対応しています。

特　徴

看護職
の特徴

ある老健での
看護師の一日の流れ

介護老人保健施設
青い空、大きな海、あふれる緑、おいしい食べ物、

そして、あったかい人々。

魅力豊かな京都府北部地域で、あなたの理想の

看護職を目指してみませんか？

このガイドブックでは、京都府北部地域に所在

する医療機関を紹介しています。

少しでも「いいな」と思った医療機関があれば、

ぜひ、連絡をとってみてください。

京都府北部地域は、看護職のみなさんを待って

います。

京都府ナースセンターは、京都府が設置し、（公社） 京都府看護協会が運営している看護職無料職業紹介所です。
求職・求人のご相談、登録、紹介について、一切費用はかかりません。看護職の求人・求職のお悩みがあれば、ぜひ１度
ご連絡ください。

◎京都府ナースセンター
〒604-0874  京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375　ハートピア京都7階   TEL 075-222-0316

◎京都府北部看護職支援センター
〒629-2262  京都府与謝郡与謝野町岩滝2104-2  天の橋立訪問看護ステーション2F   TEL 0772-46-9002
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（京都府北部地域）
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町及び与謝野町の５市２町
からなる地域です。
京都市内へも電車・車などで日帰り移動が可能であり、広大な自然、新鮮な
海の幸、とれたての野菜がすぐそばにある、人が暮らしやすい場所です。

京都府ナースセンターの紹介



与謝野町

福知山市

京丹後市久美浜湾

由良川

丹後半島

日本海

福知山

京丹後

与謝野

34

あさり

松葉ガニ

夕日ヶ浦 （京丹後市）
夕日の絶景スポットとして知られてお
り、夏は水平線に夕日が沈み、あたり
を朱色に染め上げます。
所在地
〒629-3245  京都府京丹後市網野町浜詰

観音寺 （福知山市）
毎年６月～７月頃には、約100種、1
万株のあじさいが境内を埋め尽くす
「あじさい寺」として知られています。
所在地
〒620-0803  京都府福知山市観音寺1067

福知山城 （福知山市）
明智光秀ゆかりの城として知られ、昭
和61年に天守閣を復興しました。
所在地
〒620-0035  福知山市字内記5番地

加悦ＳＬ広場 （与謝野町）
昭和の時代に活躍したＳＬが展示されて
います。イベント時は乗車も可能です。
所在地
〒629-2422  京都府与謝郡与謝野町字滝

丹後松島 （京丹後市）
日本三景の松島に似ていることか
ら「丹後松島」と呼ばれている美
景です。
所在地
〒627-0233  京都府京丹後市丹後町平

京都府北部地域魅力発信 観光ガイド

Sight se e i ng

Guide広がる空と海、自然が織りなす風景、観光名所、そして新鮮な海の幸など
京都府北部の魅力の一部を紹介します。

宮津市

伊根町

綾部市

舞鶴市

若狭湾
宮津湾

舞鶴湾

栗田湾

経ケ岬

天橋立

綾部

伊根

舞鶴

宮津
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黒あわび

あんこう鍋

岩牡蠣

舟屋 （伊根町）
１階が船のガレージ、２階が居室
となった大変珍しい建物が建ち
並んでいます。
所在地
〒626-0424  京都府与謝郡伊根町亀島

宮津燈籠流し
花火大会 （宮津市）
毎年夏に開催されており、
燈籠流しと花火が夜の海を
彩ります。
所在地
宮津湾一帯

天橋立 （宮津市）
日本三景に数えられる景勝地で
あり、海水浴などのレジャース
ポットとしても人気です。
所在地
宮津市文珠

クレインブリッジ
（舞鶴市）
舞鶴湾にかかる日本海側最大級の
斜張橋です。
所在地
〒625-0133  京都府舞鶴市平

安国寺 （綾部市）

足利尊氏により創建された由緒ある
寺院であり、紅葉の名所としても知
られています。
所在地
〒623-0104  京都府綾部市安国寺町寺ノ段1

赤れんがパーク
（舞鶴市）
赤れんが建築が連なる倉庫群であ
り、建物は重要文化財に指定され
てます。建物内には、カフェなどが
入っています。
所在地
〒625-0080  京都府舞鶴市北吸1039-13
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