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OZU CITY 

市立大洲病院 

Hospital 

看護師募集案内 



【概 要】 
・病 床 数：150床 一般病棟 101床、地域包括ケア病棟 41床 

結核病棟 8床 
 

・入院基本料：DPC対象病院 ・ 入院基本料 7：1 

・診  療  科： 内科、外科、整形外科、泌尿器科、 

        眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科、麻酔科 

        リハビリテーション科 

 

【沿 革】 
・平成 16年： 自治体立優良病院 総務大臣表彰受賞  

・平成 18年：市立大洲病院 ICLS開始（救急医学会認定コース） 

・平成 20年：入院基本料（7：1） 

・平成 20年：健康支援室フットケア外来開始 

・平成 26年：創立 50周年 

・平成 27年：電子カルテシステム導入 

       病院機能評価 3回目の受審 

・平成 28年：地域包括ケア病棟入院料 1 

       院内保育所『よつば』開所 

・平成 30年：DPC対象病院 

大洲病院の紹介 

http://www.ozuch.jp/index.html 



大洲市病院事業管理者 

院長 

谷 口  嘉 康 

ごあいさつ 
 

 

認定看護管理者 

看護部長 

山中 志麻 

看護部長よりメッセージ 
 

 少子超高齢社会の今、どこで療養していても安心して必要

な医療・介護を受け、自分らしく暮らせるための体制が必要に

なっています。それに伴い看護職の活動は幅広い分野で必要

とされており、「暮らしと医療を支える」看護の力が期待されて

います。 

それに応えるため、私たちは、知識・技術・倫理観を持ち、

患者様に安全で安心な看護が提供できるよう専門性を高める

努力や、変化する社会に対応できる柔軟性と自律性を養う必

要があります。 

看護部では、キャリア開発ラダーシステムを構築し、計画的

に研修を開催しています。そして、ジェネラリスト、スペシャリス

ト、看護管理者教育なども組織的に支援しています。 

成長したいあなたを、あたたかくサポートします。 

地域の皆様に「やさしさ」「気づき」「思いやり」のある看護を

提供し、満足していただける、そして職員自らも満足できる看

護を提供できることが私たちの目標です。 

 このたび平成２３年４月１日より、総務省の公立病院改革

プランに基づき、地方公営企業法の一部適用から全部適用

へと移行し、病院運営の決定権が大洲市から病院に移り、

新しい病院経営体制となりました。院内組織の改編をはじ

め、より効率的で独立性が十分に発揮できる病院運営に取

り組んできました。市立病院の使命をたえず心に問いかけ、

常に足もとをみて、地域の皆様から期待され、信頼される病

院になるよう努めております。 

患者に良質で安心、安全の医療を提供するという病院の

理念のもとに、自由闊達な雰囲気で楽しみながら仕事ができ

ればと思っております。一緒に“よい医療を効率的に地域住

民とともに”を目指しましょう。 

「かかりたい病院」 

「働きたい病院」 

「地域にあって欲しい病院」 

これらを目標として医療に取り組んでおります。 



患者様に信頼される良質で安全・安心な医療を提供し、地域社会に貢献します。 

患者さまのそばで・・  

患者様は、一人の人間として医療現場においても、その生命、

身体、人格が尊重される権利を有しています。これら患者様の権

利と意志を尊重し、患者様を自分の家族と思い、心のこもった温

かみのある医療を行います。 

 医療は患者様と医療者の信頼関係の上に成り立つもの

であり、患者様の主体的な参加により医療を行う必要性

があると考えています。市立病院（自治体立）は「地域医

療の確保という公共の福祉の増進」及び「常に企業的経

済性の発揮」が使命とされており、職員一人一人が日々

研鑽に努め、将来にわたり患者様に良質で安全安心な

医療を提供することにより、患者様に選ばれ、地域に求め

られる病院になるよう全力を傾注してまいります。 

患者様の権利を尊重し、心のこもった医療を実践します。 

 

 

 市立大洲病院の理念 
 

 

 市立大洲病院の基本方針 
 

 

関係機関との連携を密にし、地域医療の充実に努めます。 

 
地域と共に・・  

病診連携、病病連携のほか保健所、ケースワーカー、介

護施設、社会福祉施設との連絡調整を図るなど、医療機関

相互の連携や機能分担を推進し、患者様のニーズにあった

対応を行います。 



働き続けられる魅力ある職場環境づくりに努めます。 

 

 

院内保育施設「よつば」  

 職員が安全で健康に働き続けられる職場

環境をつくるために、ワーク・ライフ・バランス

を大切にしています。育児・介護支援や働き

方の選択肢を設け、活動と休息のバランス

を保つよう努めています。保育所「よつば」も

開所し、皆さんを応援しています。 

職員一人一人が主体的に専門能力の研鑽に努め、 

質の高いチーム医療を提供します。 

 

 

プロとして・・  

日々進歩する医療技術に対応するためには、職員

一人一人が自己啓発・自己研鑽によって、仕事に必要

な知識や技能を身につけ、能力を伸ばし、またこれを最

大限に発揮することが重要です。このため組織としても

積極的に支援を行います。 

また、医療の質の向上と患者様一人一人に対するき

め細かい治療と支援が求められており、専門的な知識

や技術をもってチーム医療を行います。 

効率的で安定した経営基盤の確立に努め、 

健全な病院経営を目指します。 

 安定したサービスを・・  

 市立病院（自治体立）の使命の一つに「常に企

業の経済性の発揮」があり、経営の健全化が強く

求められています。このことは療養環境等患者様

へのサービスに直結する問題であり、安定した経

営基盤を確立するため、「市立大洲病院改革プラ

ン」に基づき計画的な取組みを行います。 



 

① チーム医療の一翼を担い皆様の健康づくりを支援します。 

② 患者様との関わりを大切にし、信頼関係を築きます。 

③ 患者様の権利を尊重し、十分な説明と同意のもとに、患者様が参加で

きる看護を提供します。 

④ 専門性を発揮し、エビデンスに基づく、安全で安心できる看護を提供し

ます。 

⑤ 働きやすい職場づくりを目指します。 

めざします 信頼される看護を 

こたえます あなたの期待に 

看護部のキャッチフレーズ 

 

看護部組織 

 第 2 病 棟 

第 3 病 棟 

第 4 病 棟 

化 学 療 法 室 

内  視  鏡  室 

手 術・中 央 材 料 室 

外       来 

医療安全対策室 

・感染対策係 
 

外来看護室 

入院看護室 

 
看護部 

総合患者支援室 

・訪問看護係 

・入退院支援係 

・医療・福祉相談係 

・病病・病診連携係 

 看護部の理念 
 

 
私たちは、やさしさと・気づきと・思いやりのある看護を提供し、

地域の皆様の期待に応えられる看護を実践します。 
 

看護部の基本方針 
 

 

人 工 透 析 室 



市立大洲病院および看護部の理念に基づき、専門職として患者さま

の満足と安心・安全を提供できる看護師を育成します。 

看護部キャリア開発システム 

教 育 方 針 



・プリセプターシップによる支援体制を実施しています ・教育委員が指導・支援しています 

・集合研修・ローテーション研修・OJTを行っています 

・メンタルサポート体制も充実し、新人の明るい笑顔を応援しています 

看看護護技技術術研研修修風風景景  

 

プリセプターの皆さんありがとう！  

プリセプターシップ 

リフレッシュ休暇 おお礼礼のの気気持持ちちををここめめてて感感謝謝状状贈贈呈呈式式  

 



 

埋め込み型カテーテル（ポート）穿刺認定スタッフ養成講習  

院内AED認定スタッフ養成講習 

主な院内認定制度 

 

ポートへの穿刺や院内でのＡＥＤ施行においては充分な教育と手順の整備が求められています。当院

においても、知識と技術の習得が看護師に必要であると考え、さらに看護師が医師の指示のもとに実施す

ることは、実施者としての責任を持たなければならず、患者の安全性確保の観点から高度な専門的判断

能力が必要です。 

以上のことから、市立大洲病院独自の院内認定制度を設け、養成講習により知識技術を習得するため

の制度です。 

 

院内研修の一例【呼吸器の取り扱い・排痰法の研修】  

呼吸器の取り扱い・気道クーリングについて研修会を行いました。  

呼吸療法認定士資格取得の看護師が丁寧に指導しています。  

 

救急看護管理委員会 

「質の高いバイスタンダ

ー」育成にチーム一丸と

なり取り組んでおりま

す。的確に行動できるス

キルを身につけられるよ

うサポートします。 

院 内 認 定 制 度 

充実した院内研修 

褥瘡ケア・看護倫理・がん看護・フィジカルアセスメントなど充実した院内研修プログラムが実施されています。 

 

IV療法認定 等 

院内研修の一例【移動・移乗法】  

安全・安楽な移動方法を実習を通して

研修します。 

看護助手研修 

看護師と協同し、安心安全な生

活支援を実践するために、研修

を行っています。 



感染管理認定看護師とは、病院に関わる全ての人々を感染

から守ることが役割です。そのために、多職種でチームを編成

し、感染症の監視と対応、一錠的な感染対策の実践視度など

組織横断的な活動を行っています。また、学校、施設等で出前

講座を実施したり、地域の医療機関と連携して地域全体の感

染管理の質向上を目指しています。 

手厚いサポートにより安心して認定看護師を目指していただけます。 

     看護師歴 16 年  

平成２５年度 （社）日本看護協会 

感染管理認定看護師  取得 

      看護師歴 16 年  

平成２４年 救急看護認定看護師 取得 

救急領域は時、場所を選ばず発生し、対象は多種多様な疾患

であるため、迅速で的確な判断が求められます。私の活動として

は、看護スタッフの救急看護の質向上をめざし、患者様の急変予

兆を見逃すことのないよう、日頃から観察の質を向上することや、

急変時の適切な対応について学習会を開催しています。また、自

身の看護実践においては、救急領域におけるチーム医療が円滑

に実践できるよう、継続的な自己研鑽に努めています。 

     看護師歴 14 年 

平成２６年度 （社）日本看護協会 

透析看護認定看護師  取得 

     

透析看護認定看護師とは、透析を受ける患者様やその家

族に対して、専門的知識や技術を駆使し、熟練した看護を提

供する事を目的として活動する看護師です。また、透析とな

る前段階の慢性腎臓病の患者様に対しては、病気の進行を

緩やかにするための生活指導などを行っており、地域に貢

献できる認定看護師を目指しています。 

     看護師歴 12 年  

平成 28 年 （社）日本看護協会 

認知症看護認定看護師  取得 

認知症看護認定看護師とは、認知症を患っている方やそのご家

族・医療関係者に対して、知識・技術の提供を行い、安全・安心な療

養生活を送れるよう支援することを目的として活動する看護師です。 

また、院内活動だけでなく、認知症に対する理解が深まるよう地域

に向けても活動し、貢献していきたいと思います。今後ともよろしくお

願いします。 

救急看護認定看護師 

感染管理認定看護師 

透析看護認定看護師 

認知症看護認定看護師 



・ 認定看護管理者     ・透析技術認定士 

・ 救急看護認定看護師   ・看護教員 

・ 臨床発達心理士     ・診療情報管理士 

・ 認定心理士       ・呼吸療法認定士 

・ 第一種消化器内視鏡技師 ・介護支援専門員（ケアマネージャー） 

・ 日本糖尿病療養指導士  ・愛媛県糖尿病療養指導士 

・ 交流分析士       ・思春期相談員 

・ 救急救命士       ・ビジネス実務マナー  

・ NST 専門療養士     ・栄養サポートチーム専門療養士 

 

 

ふれあい・いきいきサロン 

住み慣れた地域で、「自分らしい暮らしを！」をテーマに市立大洲病院認定看護師が、

市内サロン会場に出向き地域の方々に出張講座を開催しています。 

地域の方々に普段からできる健康作りについて学んでいただき、いつまでも自分らしく

いきいきとしたシニアライフを送ることができ、さらに地域の中でますますご活躍をして

いただけることを目的に開催しています。 



看護公開講座 

地域に根ざした様々な活動 

地域への出張講座 

職場体験 

 

他施設スタッフを迎えて新人研修 

専門性の高い人材を活かした、シームレスな看護サービスの提供を図るため、看護公開講座・

地域への出張講座を行っています。 

近隣の病院・老人介護施設・特別養護老人ホーム等にご案内しています。 

大洲市内の中学正・高校生の職場体験やイン

ターンシップを受け入れています。 

将来の私たちの後輩たちのためにがんばってい

ます。 

働くことの魅力や楽しさを実感してもらって

います。 

当院の新人研修は、他施設のスタッフの方の受け

入れも行っています。 

ご希望があれば、いつでも受け入れいたします。 



私たちが抱える問題の多くは、対人関係から 

始まっています。 

 

そしてそれを癒すのもやはり対人関係です。 

「ふわり」では癒しの時間を提供しています 

随時行っておりますので、お気軽にいらしてください。 

市立大洲病院 ふれあいコンサート 

看護週間の催しとして、ふれあいコンサートを行いました。 

楽器の得意な看護師が演奏しています。  

目標成果発表会  
 

各所属が掲げた一年間の目標を立案し、それに向かって活動した成果をそれぞれの「色」をだし

て、その活動成果を発表します。 

  

【フィッシュ哲学】に基づき、楽しく・個性的な成果発表会を催します。 

看 護 部 目 標 成 果 発 表  



 

買い物に訪れた人達にティッシュを配り声かけした結

果、85人の方が相談コーナーに足を運んでいただきまし

た。家族が糖尿病ですと、熱心に食事療法に耳を傾ける

人、随時血糖 300mg/dl 以上の人や、治療を中断している

人など、病院の枠を飛び出しての活動意義を実感しまし

た。今後も楽しく糖尿病予防啓発活動を続けていきたい

と思いますので、あなたも次の機会に参加してみません

か。 

世界糖尿病デー 愛たい菜で健康相談会  
 

11月 14日の世界糖尿病デーは、大洲城ブルーライト

アップ（第３回）に加え、「たいき産直市 愛たい菜」

での健康相談会を行いました。当院の医師・看護師・栄

養士・理学療法士・検査技師・薬剤師、総勢 36名が参加

し近隣病院スタッフとの初の合同で、血糖測定･血圧測

定･体重･腹囲測定を行い、それぞれ相談を受けました。 

東日本大震災後、復興した福島の風景写真をパネル化し、ご厚意により、当院待合室

ロビーに展示しております。患者様・ご家族様のみならず職員にとっても癒やしの空間

となっています。 

その中の一枚を紹介します。 



 

≪総合患者支援室≫ って、何するところ？ 

病気に対する不安や入退院への支援・福祉・看護サービス・各種制度の利用についての相談や、地域

の担当者との連携により、継続的なサービスを受けていただけるように支援しています。 

構成員：看護師、社会福祉士、訪問看護師、事務員 

医療・福祉相談係 

入退院支援係 訪問看護係 

入院が必要となった患者様には、入院前から

多職種と連携して、安心して入院ができるよう

に支援しています。 

退院後も地域との連携を推進し、安心して過

ごすことができるよう支援しています。 

訪問看護師は患者様のご自宅を訪問し、医療管理

の確認や療養支援を行っています。 

医師や外来・病棟看護師と共有し、患者様の療養

生活が継続するための支援体制を整えています。 



  

訪問看護では、ご自宅で療養生活を送る要介護の方、治療が必要あるいは、医療機器を使用している方、健

康に不安のある方の暮らしを専門的な視点で支援を行っています。病棟看護師が入院中より関わることで、自

宅療養も不安無く過ごすことが出来ています。 

患者様と家族の笑顔と共に、日々相棒「訪問 Ns号」に乗って、若草色のポロシャツと紺色チノパンで、患

宅から患宅へ飛び回っています。そんな楽しい訪問看護を一緒にやりませんか？お待ちしています。 

★病棟看護師が行う訪問看護★ 

訪問看護では、ご自宅に訪問し、在宅での看護を提供して

います。 

患者様・ご家族様の、住み慣れたご自宅で見せる「笑顔」

はとても心温まります。とてもやりがいのある仕事です。 

市立大洲病院待合室ロビーに展示して

いるパネルを一部紹介します。 



チーム医療 
  

ＮＳＴ 

認知症ケア 

感染対策 

認知症患者様のＱＯＬ向上のため、他職種と連携を

図り質の高い安心安全な医療の提供を行います。 

緩和ケアの対象は患者様とそのご家族です。緩和ケ

アチームは、各職種との連携をとり、患者・家族の多様

な不安と苦痛の軽減を図り、ＱＯＬの向上を目指し活動

しています。 

院内感染発生時の把握及び発生原因の調査を行い、

院内感染の発生予防及び対策を実践します。 

糖尿病透析予防 

糖尿病かつ糖尿病性腎症の進行予防を必要とする

患者に対し、適切な指導を選択・実施し、合併症の軽

減・進行予防により、医療費の軽減・医療の質の向上

を図ることを目的に実施しています。 

緩和ケア 

チーム医療の一部を紹介！ 
 

栄養管理が必要とされる患者様に対し、合併症の予

防・早期発見のために適切な栄養管理を実施します。 
 

褥瘡予防 

褥瘡発生のリスクの高い患者様や、既に褥瘡を保有

されている患者様の早期治癒および発生再発予防に

向けて、チーム活動を実践しています。 
 



 

医療安全 

医療安全対策と患者様の安全確保を推進し、医療事故防止を実践しています。 

災害対策 

災害訓練は、大洲病院スタッフ・救急救命士・看護学生等、地域と共に取り組んでいます。 

本部 病院玄関 

救急室 病棟 

薬局 待合室で振り返り 



楽しいイベント盛りだくさんです！ 

むつみ会旅行では皆で楽しく、見聞を広め、

院内全体で親睦を深めました。 
 

家族で参加した ぶどう狩り 
 

恒例の焼肉パーティー 
 

日帰りレクで西条ビール工場 
 

むつみ会イベント  
むつみ会（病院自治会）では、病院職員の親睦とリフレッシュをはかる目的で、旅行や食事会など

を開催しています。家族で参加できるぶどう狩りは、小さなお子様も皆一緒に楽しむことができ、とて

も好評なイベントです。平成 29年のむつみ会旅行では九州方面へ温泉ツアーに赴きました。むつみ

会は病院全体の会ですので、職員が仲良く楽しく参加できる旅行です。また、地域のイベントにも精

力的に参加しております。有志で臨んだ『ドラゴンボート大会』では、チーム一丸となり、大変な善戦

ぶりでした。非日常のイベントを楽しむことで、リフレッシュもできます。 

 日帰りレクリエーションでは西条ビール工場へ向かいました。たくさんのごちそうを前にみんな笑顔

の 1日でした。 

様々なイベントを催しており、むつみ会会員の皆様には大変満足していただいております。 

病院チームでたすきをつないだ 

『えひめ 5時間リレーマラソン』 
(ニンジニアスタジアムにて) 



○ＪＲ伊予大洲駅から
　　徒歩３０分
　　バス１５分
　　タクシー５分
○高速道路大洲ＩＣから
　　車で２０分
○ＪＲ西大洲駅から
　　徒歩５分

市立大洲病院

アクセス

○ＪＲ伊予大洲駅から
　　徒歩３０分
　　バス１５分
　　タクシー５分
○高速道路大洲ＩＣから
　　車で２０分
○ＪＲ西大洲駅から
　　徒歩５分

市立大洲病院
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• ここに項目を入力します。 

• ここに項目を入力します。 

• ここに項目を入力します。 

• ここに項目を入力します。 

• ここに項目を入力します。 

• ここに項目を入力します。 

• ここに項目を入力します。 

めざします。  信頼される看護を。  

応えます。   あなたの期待に。  

OZU CITY 
Hospital  

〒795-8501  
愛媛県大洲市西大洲甲 570 番地 

TEL  0893-24-2151 
FAX  0893-24-0036 

http://www.ozuch.jp/ 

 

 

●アクセスマップ●  


