
令和元年度 県内病院就職ガイダンス

令和2年3月

富山西総合病院

藤聖会グループ



■女性クリニックWe! Toyama

■五福脳神経外科

富山サイバーナイフセンター

■金沢メディカルステーションVieC

■神通眼科クリニック

■八尾老人保健施設風の庭

■入善老人保健施設こぶしの庭

■上市老人保健施設つるぎの庭

■介護老人保健施設チューリップ苑

■東部・山室地域包括支援センター

■訪問看護ステーションまめなけ

■チューリップ苑ヘルパーステーション

■訪問看護ステーションつるぎ

■訪問介護ステーションつるぎ

■アルプスガーデンつるぎ

■ザ・ウェスト

■メゾン・ラサンテ

■富山西総合病院

■八尾総合病院

医療法人社団 藤聖会

親和会
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■富山西リハビリテーション病院

■チューリップ長江病院



これからの地域医療

医療・介護・福祉を一体で考えた
生活支援を中心とした社会事業

202
0/3
/3
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これからの病院は

医療介護・福祉・生活支援に対応した

ネットワークをもつ

多機能の地域包括総合ケア施設
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地域医療の

”ワンストップ・サービス”

一人ひとりの病状やおかれた状況を踏まえ
その人にとって最適な療養環境を提供する
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近隣の医療機関・介護事業所等との連携を強化し、
医療介護福祉をコーディネートする『ハブ』機能を
担う



急性期病棟
（7：1 病棟）

地域包括
ケア病棟

医療療養病棟

回復期
リハビリ病棟

老人保健施設

病期高度急性期 病期一般急性期・回復期/亜急性期 病期慢性期

急性期後の療養 中長期の療養

病状の悪化時

在宅復帰在宅復帰 在宅復帰病状の悪化時急性期治療

（1・２週間） （数週間～2・3ヶ月） （中長期）

自宅

サ高住・
有料老人ホーム

特別養護
老人ホーム

クリニック・診療所
（かかりつけ医）

訪問看護
ステーション

・訪問看護ステーション
まめなけ

・まめなけ 富山西サテライト

チューリップ苑
風の庭

つるぎの庭

訪問看護

通院

日々の診療
在宅療養

急性期病棟
（10：1 病棟）

富山西リハビリテーション
病院

八尾総合病院

富山西総合
病院

大学病院
県中・市民病院

チューリップ長江病院

ザウエスト

ラサンテ

サウスガーデン八尾



藤聖会グループ
病院の理念

Ｇｏｏｄ Ｎｅｉｇｈｂｏｒｓ

～良き隣人でありたい～

Ｇｏｏｄ Ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ

～最適なホスピタリティを提供したい～



看護部の理念

一人ひとりの患者さんを思いやり、

心のこもった看護を提供します。

一人ひとりの患者さんが生きてこられた人生、病気になられてから
の経過、そのことによって生じた不安や悩みや苦痛、あるいは希望
や願いなどに寄り添い、その人らしく生きられるように、看護を通し
て、心をこめて支援します。



グループ病院 看護職員数

15（３） 150

7（１） 32

0 8

２９（３） 86

９（２） 29

６０（９） 305

(非常勤）

看護職員総数

藤聖会･親和会グループ看護職員数
2019/4/1現在

訪問看護ステーションまめなけ・西サテライト 5（3）

看護師・准看護師病院名

八尾総合病院

富山西総合病院

看護補助者
（ＬCＷ・ＬCＡ）

総合計

１1３（19）

富山西リハビリ病院

チーリップ長江病院

２０２(34)

46（８）

２１（3）

17(1)



教育支援体制



教育の特徴

看護師一人ひとりが考え自律し、自己成長で
きるように支援するための、充実した教育体
制を整えています。

段階を踏んで臨床看護実践能力等の育成を
支援するシステムとしてキャリアラダーシステ
ムを導入しています。



当院のキャリアラダーシステム



基本的資質・態度 看護実践能力 組織的役割遂行能力 自己教育・研究能力

ラ
ダ
ー

レ
ベ
ル

専門職としてあるべき姿を
常に考えて行動することが

できる

論理的な思考と正確な看護技術を基盤に患者の
ニーズに応じた看護を実践することができる
①看護過程（ニーズをとらえる力）　：　患者を全
人的な視点で捉えることができる
②看護技術（ケアする力）　：　患者の個別性に配
慮した看護を実践することができる
③チームナシング（協働する力）　：　他職種と円
滑な情報共有・交換をすることができる
④意思決定を支える力　：　患者の意向を多面的
にとらえ、最前の選択に向けた支援ができる

組織の一員として病棟目標や組
織目標に参画することができる

自己の成長のために必要な能力
を積極的に習得することができる

到達目標

レベルの定義

能力項目

Ⅱ

Ⅰ
指導を受けながら看護を実

践できる

Ⅲ

予測される問題を見出し意
図的に対応することができ

る

理念や方針を理解し顧客
視点で看護単位を運営で

きる
Ⅴ

受け持ち看護師として自
立した実践ができる

チームの中でリーダーシッ
プを発揮することができる

Ⅳ

新規採用者病院合同研修
接遇セミナー（病院）
新規採用者看護部研修
新人看護職員Ⅰ

採用時領域別集合研修及びトレーニング
看護技術集合トレーニングⅠ・Ⅱ
専門セミナー
OJT（共通技術項目・各配属先項目）

プリセプティー・プリセプター研
修　　　　　　　　振り返り研修
まとめ研修
新人看護職員研修Ⅱ

 

看護研究Ⅰ（基礎編）

 臨床倫理研修Ⅰ・Ⅱ

リーダーシップ研修Ⅰ・Ⅱ
コミュニケーション研修Ⅰ・Ⅱ
新人看護職員　研修責任者・教
育担当者研修

看護研究Ⅱ（実践編）
看護研究指導

プリセプティー・プリセプター研
修　　　   新人看護職員　実地
指導者研修

 

看護技術集合トレーニング
フロア留学看護技術トレーニング
看護理論研修（事例報告）
看護倫理研修
専門セミナー
OJT（共通技術項目・各配属先項目）

  リフレクション研修  

 
看護観研修
退院支援看護師育成研修　Ⅰ・Ⅱ

リフレクション研修

富山県保健師助産師看護
師実習指導者講習会

院内看護研究セミナー（発表）



新卒看護師

プリセプター

チームメンバー

新人教育委員会

主任看護師

副看護師長

看護師長

新人看護職員教育体制
◆プリセプター制

◆新卒看護師教育年間スケジュール （ＯＪＴ・ＯｆｆＪＴ）

スタッフ全員で新人看護師を支援しています！！



病棟指導体制

看護師長：病棟教育管理者

副看護師長・主任：教育担当者

実地指導者
（先輩看護師）

プリセプター 新人看護師

病棟スタッフ
（先輩看護師）

支
援

支
援

支
援

支
援

相
談

相
談

相
談

連携

新人看護師の身近な相談者と
なり、悩みを傾聴し、共有する

・看護場面において支援・指導
を行う
・看護実践能力を望ましい状況
に導く

・自部署の職員の教育に関するすべての事柄
に対して、管理的な責任を行う

・各自の到達度を把握し、キャリア開発を支
援する

実地指導者への教育・指導・助言など
の役割責任を担い、各自の到達度を把
握しキャリア開発を支援する



ステップアップの1年間



看護技術研修

みんな、最初は不安がいっぱい

でも、
少しずつ学んで
みんなで悩んで

成長していってます！
今は、仲間同士で
頑張っています



資格取得など積極的に支援

認定看護師

・現在7名

緩和ケア、感染管理、乳がん看護、摂食・嚥下障害看護

慢性呼吸器疾患看護、認知症看護

専門領域

NST・口腔ケア・糖尿病療養指導士等

看護職員のキャリアアップ支援



平成29年より特定行為研修開始！
当院看護師7名が受講修了。現在、新たに4名受講中！

医師からの講義、実習
ｅラーニング・・・



・もの忘れ相談外来

・がん相談・リンパ浮腫相談外来

・糖尿病療養相談・フットケア相談外来

・摂食嚥下相談外来

・呼吸障害相談外来

看護相談外来

看護師の活躍



★ 多様な勤務形態を導入

・２交代制勤務実施

・育児短時間勤務制度を利用

・育児休暇取得（男性看護師も取得）

★ 休暇取得支援

ワークライフバランスの推進！！



年忘れ懇親
パーティー

職員旅行



企業交流
リレーマラソン



富山西総合病院を紹介します！



病床数：１５４床（地域包括ケア病棟含む）

外 来：一日平均350人

主たる機能：急性期から回復期、在宅期、維持期

外来診療科：

内科、循環器内科、外科、鼠径ヘルニア・痔専門外来、整形外科

乳腺外科、乳房再建外来、整形外科、脳神経外科、泌尿器科

小児科、眼科、リンパ浮腫治療外来、耳鼻咽喉科、皮膚科、

放射線科、形成外科、歯科

富山西総合病院の概要



3階病棟
３階病棟：定床（３８床）地域包括ケア
①急性期病床からの患者さんの受け入れ
②在宅等の患者さんの緊急時の受け入れ
③在宅への復帰支援
といった３つの機能を備えている。
平均在院日数：20.9日
看護師、医師、リハビリ、在宅復帰支援担当者
（ＭＳＷ）、介護福祉士、栄養士など様々な職種が
患者さんの退院後の生活を見据えてサポートして
いる。



４階病棟
４階病棟：定床5９床（ＨＣＵ2床）
脳神経外科・循環器内科・消化器外科
内科(急性期）

特徴：内科(急性期）・循環器内科・脳外科
消化器外科を中心としている。

手術：消化器外科全般･脳外科・内視鏡手術
ペースメーカー埋め込み他

検査：心臓カテーテル検査・内視鏡検査他

2020
/3/3



５階病棟

５階病棟：定床５7床
乳腺外科・整形外科・泌尿器科
婦人科・形成外科・リンパ浮腫

特徴：主に整形外科・乳腺外科・内科(急性期）の
混合病棟。特に乳腺外科（ブレストケア）では乳
がん認定看護師とともに治療に関する援助、ボ
ディイメージの変容に対する相談・退院後の生
活にも不安のないようサポートしている。



立山連峰が一望できる
メディカルストリート 透析室

個室 多床室



2020
/3/3
30



八尾総合病院

病棟部門：45床
（地域包括ケア病棟）

外来部門：1階、2階

昨年11月に、サービス
付高齢者向け住宅
サウスガーデン八尾

オープン！！



看護部の紹介
（富山西総合病院）



2020/3/3

看護部の単位

一般病棟 ・・・・・・２単位

地域包括ケア病棟 ・・・・・・1単位

外来（透析室をむ） ・・・・・・１単位

中材・手術室 ・・・・・・１単位

地域サポートセンター ・・・・・・１単位

合計 ６看護単位



看護提供システム

固定チーム継続受け持ち制

＊ディパートナー制も実施



看護配置基準
（1日平均の病棟で勤務する看護師と患者の比率）

一般病棟

入院基本料 １０:１（患者対看護師）

急性期看護補助加算 ２５：１

地域包括ケア病棟

地域包括ケア入院料１ １３：１

配置加算 ５０：１

看護補助加算 ２５：１



看護職員数

看護師・准看護師： 132 名
看護補助者（LCW）： 18 名

2019/01 現在



平均年齢・経験年数

＊平均年齢：

３５．５歳（管理者含む）

３３．１歳（常勤看護師のみ）

＊経験年数：

看護師経験数：１１．９年（管理者含む）

当院経験年数：６．８年



夜勤体制・勤務時間

◆2交代制

16時間夜勤 勤務者数

◇一般病棟・・・・3～4人(看護師）

◇地域包括ケア病棟・・・・3人

(看護師2人・看護補助者1人）

◆勤務時間

◇日勤・・・・・・8時30分～17時15分

◇夜勤・・・・・・16時30分～9時30分



看護を通じて、働く喜びとやりがいを

私たちと共に実現しましょう！

病院見学会：5月下旬～6月上旬予定

就職試験 ：8月第1週予定

＊詳しくは病院ホームページで確認してください

その他に、病院見学は随時受け付けています


