
ようこそ 厚生連滑川病院 へ

1 ひかりのまち滑川



厚生連滑川病院

2あいの風滑川駅下車徒歩５分
北陸自動車道滑川インターより車７分

富山県厚生農業協同組合連合会 滑川病院



豊かな自然環境
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絶景１

雄々しい立山連峰からパワーを受けて

絶景２

海に沈む夕日に癒やされる



・昭和20年7月 富山県農業会第2病院
（内・外・耳鼻科）75床

8月 巡回検診開始
・昭和26年 4月 農協滑川病院に改称
・昭和38年 5月 精神神経科 開設
・昭和50年 4月 富山県厚生農業協同組合連合会

滑川病院に改称（厚生連滑川病院）

・昭和54年 7月 農村（総合）検診センター開設
・平成 4年 8月 人工透析センター開設・病棟改築
・平成16年12月 診療棟改築

4

厚生連滑川病院のあゆみ



病床数：一般病床 １５８床 精神病床 ６８床

地域包括病棟 ５３床 計２７９床

診療科：内科・精神科・小児科・外科・胃腸科

整形外科・脳神経外科・皮膚科

泌尿器科・産婦人科・耳鼻咽喉科

眼科・ 放射線科・リハビリテーション科

全１４科

■平均病床稼働率 ７８．１％

■平均在院日数 １８．８日

（地域包括ケア病棟、精神科病棟除く）

＊令和２年１月末現在
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病院の概要



安全で安心な医療を提供し、地域住民から

信頼されるアットホームな病院を目指します

１．患者中心の医療を提供します

２．地域の中核病院にふさわしい医療水準の向上と

救急医療に努めます

３．地域医師会・関連諸機関と連携を保ちながら、

健康・医療・福祉の中心的役割を果たします

４．地域住民、農協組合員の健康管理活動を積極的に

行います

５．職員にとって、やりがい・思いやり・向上ある職場

環境を提供します
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病院の理念

基本方針



常に｢やさしい心｣をもち

「個の尊重と共育」を基盤として

より良いケアを実践します

【基本方針】
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看護部の理念

１．看護倫理に基づいた看護を提供します
１．患者さん・家族の意向に添った看護を提供します
１．安全で安心な看護を提供します
１．チーム医療の中心を担える看護師となります
１．自己啓発に努め、豊かな人間性を養うよう努めます
１．働きやすい職場環境を創り出すよう努めます
１．病院運営に参画している自覚を持ちます
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花言葉は あなたの未来をみつめて …

看護の眼（芽）を若葉から大輪の花に咲かせ、
看護師自身が楽しみながら元気に成長できること
をイメージしています。

看護部のイメージフラワー

『ひまわり』 です！！



病棟５単位
東-１病棟 ６８床(精神科）
東-２病棟 ５５床(内科）
東-３病棟 ５３床(地域包括ケア病棟）
西-２病棟 ４６床(外科・産婦人科他）
西-３病棟 ５７床(整形外科・眼科他）

手術室 ４室（手術件数 1073件／年）
透析センター １８床（延人数 6393人／年）
健康管理ｾﾝﾀｰ 受診者 7579人／年
外来 受診者 102387人／年

＊平成３０年度実績
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看護単位：9単位



看護部職員総数 ２１９人

〇 保健師 ９人

〇 助産師 ８人

〇 看護師 １６８人

〇 看護補助者 ２３人

〇 臨床工学士 ２人

〇 診療助手 ２人

〇 その他 ４人 10

看護職員数

＊令和２年２月１日現在



固定チームナーシングかつ継続受持ち方式
（日勤：ペアナーシング導入）

３交替 日勤 ８：３０ ～ １７：００

準夜 １６：３０ ～ １：００

深夜 ０：３０ ～ ９：００

２交替 日勤 ８：３０ ～ １７：００

夜勤 １６：３０ ～ ９：００ （休憩２時間）

＊ 1週 ３７.５時間の労働

（１ヶ月１０時間、１年で５日間も お得!!） 11

勤務体制
看護方式



教育体制 ＜クリニカルラダー＞
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JNAラダーを導入し自施設ラダーを再構築中・・

認定
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職場内教育体制
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ある新人さん４月のカレンダー



ある新人さん４月のカレンダー
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新規採用者教育 仲良し会
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✿新人全員が、つら
い時も共に支え合い
成長する仲間である
ことを確認

ずっ～と 仲間♪



与薬研修①②
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✿静脈穿刺シュミレー
ターで練習後、同期と
実地指導者で実践。

大成功！！

✿ポンプは
正確にセット！
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看護記録研修①②
救急看護研修

✿実際に、
シュミレーター
とAEDを使用
してBLS実技

✿看護記録マニュアル
に沿って指導を受け、
入院から退院までの
記録の実際を学習
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感染対策研修①②
褥瘡対策研修



20

事例発表

ローテーション研修

（手術室・ケモ室

内科・外科病棟等）

多重課題研修

その他の研修

看護倫理研修

メンタルヘルス研修

患者役は
教育委員!!

先輩、応援
おねがいします！
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その他の研修
若葉マーク卒業研修

✿先輩からのメッセージカードに

カンゲキ (T_T)💧💧

１年間
がんばりました！



ＷＬＢ推進活動について
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＊平成23年度より、看護職員が生き生きと
働き続けられる職場づくりに重点をおき、
ワークライフバランス（WLB）推進委員会
を中心に取り組んでいます。
＊平成28年度からは、看護職のWLB推進
ワークショップに参加し、組織的に活動を
続けています。



令和元年度 ＷＬＢ推進アクションプラン
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プラン① ペアナーシングの定着

プラン② 始業時間の厳守
時間外の削減
時間内の研修の取り組み

プラン③ 勤務間インターバルを確保した
夜勤の検討

プラン④ 年代毎の交流会
50代ナースが「バブリーズ❤」
を結成し、ランチで交流会



授業料 75万円

教科書代 4～5万円

アパート代 5万円

日当 1000円

基本給 20万円

交通費 １往復
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出張扱いで進学＋経済的支援あり！

専門・認定看護師資格取得支援とは



皮膚・排泄ケア認定看護師 １名

（特定行為研修受講中）

がん化学療法看護認定看護師 １名

慢性心不全看護認定看護師 １名

感染管理認定看護師 １名

緩和ケア認定看護師 １名

摂食・嚥下認定看護師 １名

認定看護管理者 １名

認知症看護教育課程終了者 １名
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専門・認定・特定行為資格
取得への支援を利用して



消化器内視鏡技師

日本糖尿病療養指導士

桶谷式乳房管理者

アロマコーディネーター

メンタルケアセラピスト

心理相談員

弾性ストッキングコーディネーター

トコカイロプラクティック学院交感整体准
講師

リウマチケア看護師

など
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その他



週休２日制

リフレッシュ休暇

ライフサポート休暇

レクレーション休暇

お盆(８月１５日)

年末年始(１２月２９日～１月３日)

2019年度の年間休日1２３日

年次有給休暇・特別有給休暇

育児・介護休暇制度 等
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休暇と福利厚生



スキーリフト利用補助券

温水プール共通利用補助券

海の家・プール共通利用補助券

ボーリング利用補助券

美術館観覧補助券

宿泊代 3000円補助

など
28

福利厚生



土日に必ず続けて平日3日間

さらに、有給2日つけ最低5日間の休み！
ってことは・・・最低9日間の休暇!! 工夫すると

土日月火水木金土日◎◎

リフレッシュ 有給休暇 代休?
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リフレッシュ休暇とは



青年部
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ビアパーティー
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親子レクレーション 日帰り旅行

かに三昧?!

ソフトボール大会



詳しくは…

病院見学随時受付中！
お待ちしています。

滑川病院 検索
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http://www.kouseiren-namerikawa.jp/saiyou/
http://www.kouseiren-namerikawa.jp/kangobu/

