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　『優』は〝人偏〟と〝憂〟が組み合わさった字です。
　〝憂〟は心が塞いで、足に棒が絡まった様に動かない姿、首
がしなだれて元気がない様子を表しています。
　そんな〝憂〟な状態の人の傍で、「大丈夫？」と人が立ってい
る姿、これが『優』の語源です。
　『優』は人を思いやったり、気遣ったりできる人の事を表し
ています。
　目には見えない〝心〟の美しさや素晴らしさを表した文字な
のです。

～ 表紙『優』の語源 ～

そこに守るべき命が
ある限り、

　私たちは『優』で
あり続けます。
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Philosophy Nursing Practice（看護実践）

西脇市立西脇病院の理念

『地域に信頼される良質な医療の提供』

看護局の理念

一人、一人の患者様を大切にし、「信頼され、安心される看護」を提供します

西脇市立西脇病院副院長／看護局長／
認定看護管理者

小林 孝代

　Walt Disneyは『夢をかなえる秘訣は、４つの「C」に集約される。それは「Curiosity-好奇心」
「Confidence-自信」「Courage-勇気」そして「Constancy-継続」である。』と述べました。
当院には、

　西脇市立西脇病院は、西脇市民および北播磨医療圏（隣接する医療圏にも）の地域住民に急性期医療
を提供している病院です。そして、全国多々ある病院の中で、唯一！多くの方々から「地域の宝」とし
て、心強い支援をいただいている病院です。地域がん診療連携拠点病院として、がんの先進医療から
緩和ケアまで提供する病院です。また、地域医療支援病院の役割を視野に入れて患者サポート・退院調整
の充実を図っている病院です。脳卒中・糖尿病・大腿骨頸部骨折等の先進医療の展開や、認知症・白内障等
の高齢者への重要必須医療、周産期医療等、まさに、『ヘソノオから看取りまで』を確実に大切にして
いる病院なのです。さらに、兵庫県の災害拠点病院の責務を果たし、救急・災害看護の向上を目指して
いる病院です。加えて、パンデミックが宣言された新型コロナウイルス感染症に対して、厚生労働省発表
の基本方針を受けて果敢に対策を講じている力強い病院です。
　看護局は、「一人、一人の患者様を大切にし、『信頼され、安心される看護』の提供」を理念に、看護職
一人一人が患者様の生命・健康・こころを大切に護る看護の実践、倫理感を持った温かみのある看護の
実践を目指しています。
　看護局の教育体制は、一人一人が着実に『看護職としての夢』に向かって、ステップアップできる充実
したシステムになっています。そして、看護職全員が、看護に誇りとやりがいを持つことの幸せを、日頃
の実践から実感できる職場環境の醸成に努めています。

　あなたも、西脇市立西脇病院で私達と一緒に『看護職としての夢』を目指そうではありませんか！

１．看護職の「Curiosity-好奇心」を大きくふくらませることができる多くのチーム医療や
看護活動があります。

２．看護職の「Confidence-自信」を確固たるものとして積み上げることができる様々な
教育・支援があります。

３．看護職の「Courage-勇気」を自然に強く深く持ち得ていけるような仲間がいます。

４．看護職の「Constancy-継続」をずっとずっと未来に向けて実行できるように、いつ
の時にも共にある組織があります。

地域医療を支える 看護の現場
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理　念

救急搬送された患者の初期対応にあたる緊張感
とスピード感のある現場

大規模災害に備えた
救護活動の訓練の様子
災害支援ナースやDMATとして被災地支援も行う

救急医療

いつも笑顔で小児と家族の不安を和らげる

小児看護

退院後の生活を見据え、患者の思いに寄り添い
支える

回復期看護

急性期や手術後の患者の回復を願い援助する 

急性期看護

高い集中力で命の最前線で戦うオペ室ナース

周術期看護

災害医療



Outline

■病　床　数／

■診 療 科 目／
（ 2５診 療 科 ）

■１日外来者数／

■正規職員数／
（R2.4.1現在）

■勤 務 体 制／

■そ　の　他／ 

■付 帯 施 設／

320床

・内科　　　  ・外科　　　     ・産婦人科
・精神科　　  ・乳腺外科　     ・眼科
・脳神経内科  ・整形外科　     ・耳鼻いんこう科
・呼吸器内科  ・脳神経外科     ・リハビリテーション科
・消化器内科  ・呼吸器外科     ・放射線科
・循環器内科  ・心臓血管外科  ・麻酔科
・血液内科　  ・皮膚科　        ・病理診断科
・小児科        ・泌尿器科　     ・歯科
・歯科口腔外科

480人　　1日入院患者数 ／ 290人

医　師
看護師
助産師
准看護師
その他の職員

2交替（一部3交替）勤務

看護体制：一般病棟入院基本料7対1
地域医療支援病院
地域がん診療連携拠点病院指定
兵庫県北播磨災害拠点病院指定
臨床研修指定病院認定
救急指定病院
臓器提供施設指定病院
エイズ診療協力病院指定
周産期医療協力病院  
へき地医療拠点病院指定
医薬品・医療用具など安全性情報協力施設
日本臨床腫瘍学会認定研修施設
日本医療機能評価機構認定病院
【認定第GB245-4号　一般病院2（3rdG：Ｖer.1.1）】

院内保育所『あおぞら保育園』

病院の概要
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一日の始まりを伝える朝の清々しい陽の光、力にみなぎった昼間の陽の光

心を包み込むような優しさを放つ夕暮れの陽の光

さまざまな陽の光を感じ、時には風を感じることもできます。

西脇病院には、そのような快適な療養環境があります。

65人
262人
10人
5人

123人

（臨床研修医14人含む）

西脇病院の病室には、
患者様一人一人にプライベートな陽が差し込む
パーソナルウインドウがあります。

西脇市の市街が一望できます



Staff Message
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『患者様を支えられる看護師ヘ』 『やりがいを持って看護を提供するために』
　５階東入院棟に配属となり、１年が経ちました。就職当初は、初めての
ことが多く、緊張をして新しい環境に慣れていくことに必死でした。しか
し、先輩方からの熱心な指導をいただき、少しずつ環境に慣れ、看護師
として患者様と向き合うことができるようになってきました。この１年間
は、患者様との関わりの中で、少しずつ成長することができました。看護
師２年目となり、患者様との時間を大切にして、日々の支えとなれるよう
に努力していきたいです。

５階東入院棟　（平成３１年採用） 令和2年度認定看護師（感染管理）資格取得　４階東入院棟　（平成27年採用）

『信頼される看護師を目指して日々精進』
　私は高校生の頃に西脇病院に入院しました。その時から看護師に憧れ
西脇病院で働くという目標をもち、この４月に夢を叶えることができま
した。一人ひとりの患者様に寄り添った看護を提供するために必要な学
習に取り組んだり、患者様のケアに関わらせて頂いています。まだわか
らないことばかりで不安はありますが、先輩看護師からの丁寧に優しく、
時には厳しく熱心な指導のお蔭で毎日多くの学びを得ることができてい
ます。今は知識も技術も未熟ですが、学習に励み、患者様やご家族から
信頼され安心感を与えられる看護師を目指して、これからも努力してい
きたいと思います。 ５階西入院棟　（令和２年採用）

『安全・安楽な看護の提供を』
　HCUに配属になり3か月が経とうとしています。社会人1年目で、環境
に慣れることができるか不安でしたが、楽しく過ごせる雰囲気の病棟で、
少しずつ慣れることができています。病棟では、外科や内科・脳神経外
科など様々な科の患者様に関わりながら、日々多くのことを学ばせて頂
いています。初めて行う技術や処置ばかりで緊張する場面もたくさんあ
りますが、先輩スタッフが丁寧に指導してくださり、ひとつひとつ確実に
習得できるよう前向きに頑張っています。今後は、患者様に安全・安楽な
看護が提供できるよう努力を重ねていきたいと思います。

ICU/HCU・SCU　（令和２年採用）

『患者様に自信を持って看護を提供できるように』
　私は、8年間他院で働き、昨年地元である西脇病院に就職しました。配
属された外来の放射線科外来を拠点として検査や緊急治療に携わってい
ます。初めての部署で不安でいっぱいでしたが、周りのスタッフの皆さん
に助けて頂きながら日々学んでいます。苦痛や不安が強い検査を受ける
患者様に寄り添った声かけをし、「安全な状態を確保し安心して検査を
受けていただけるように」の視点を常に意識しています。放射線科外来
は多種多様な検査や緊急治療が多く忙しいですが、日々、大きなやりが
いを感じ、自信を持って看護が提供できるように努力を重ねています。

外来　（令和２年採用）

『仕事と育児の両立を支えてくれています』
　就職した当初は、育児との両立ができるかがとても不安でしたが、
子供が就学するまでは院内保育所を利用させて頂き、安心して働くこ
とができました。また、子供がいるスタッフも多く、育児の悩みを聞い
てもらったり、業務的な面でも先輩方がしっかりフォローして下さっ
ています。おかげで今も、仕事と育児の両立ができています。まだま
だ学ぶことはたくさんありますが、チームの皆さんと協働し、患者様
により良い看護を提供できるよう精進していきたいと思います。

　私は、既卒採用者として、平成27年より4階東入院棟で勤務しています。
　当初は不安もありましたが、上司やスタッフの皆さんの優しいフォロー
に支えられたおかげで、不安は吹き飛び、西脇病院で元気に働いていま
す。思い切ってかわってきて良かったと思っています。また、西脇病院は
キャリアのステップアップに向けてのサポートも多く、やりがいを持って
看護を実践することができるなと思っています。その経験を経て、この度
「認定看護師」合格を果たすことができました。「認定看護師教育課
程」を受講前・中にも、病院・看護局からの支援は多大にあり嬉しかった
です。これからも自己研鑽し、頑張りたいと思います。

ICU/HCU・SCU　（令和２年採用）

あなたの輝き  あなたの未来 わたしたちが応援します。



Career Up System

看護師教育計画

看護師の1日

朝礼
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　当院の新人教育シス
テムは、大切な仲間とし
て看護職員みんなで支
援する体制です。そん
な中で実地指導者制度
により、新人期間を安心
して過ごせ、共に看護の
喜びを感じながら成長
できるように、一人ひと
りに実地指導者が応援
します。メンタルサポー
ト体制もあなたを支え
ます。

8：30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　１日のはじまりは朝礼から、
8：30にその日のスタッフが全員
集合。いつも緊張。
　朝礼の後は、電子カルテなど
を使って担当する患者様の情報
をしっかり把握、朝のカンファレ
ンスに備えます。

カンファレンス

9：00
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　収集した情報をもとに、ときには
主治医や夜勤の看護師も参加して、
患者様の治療やケアについて確
認・情報交換を行います。もちろん
各スタッフがそれぞれの動きを把
握・共有していく場にもなります。

配膳（昼食）

12：00
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　午前中は、患者様の体温や血圧
を測ったり、お話を伺います。患者様
の状態をよく看るようにし、小さな
反応や変化を読み取りアセスメント
できるように心がけています。また、
お昼には食事をお配りします。

昼休憩

12：15
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　２交代で45分ずつ休憩。休憩
室や食堂で年代に関係なく、お
弁当やコーヒー、お菓子、旅行の
おみやげを片手に談笑。仕事は
もちろんプライベートの相談など、
和やかなひとときを過ごします。

患者訪問、検温･処置･生活援助

13：00
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　お昼一番にもカンファレンスをするこ
とがあり、先輩や上司からの適切な助言
のもと、看護の幅を広げることができます。
それをもとに、患者様やご家族とお話し
ながら、一緒に清潔の援助や生活動作の
練習などケアを行います。

オフタイム

17：00
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　休日は友だちや仲のいいスタッ
フと旅行に行ったりします。観光
や素敵な景色を観て思いっきり
はしゃいでいます。アフターファ
イブは、職場の同僚や先輩、後輩
とおいしいごはんを求めて、ぶら
りすることもあります。

●講義
　新卒・中途採用者・研修医・他
の部局の新規採用者が集まって、
院内外からの講師によって研修を
受けます。この期間に仲間づくり
をします。

●実技演習
　看護技術研修では、多くのシュ
ミレーターを使って処置やケアの
トレーニングを行います。電子カ
ルテも実際に操作しながら覚え
ます。

●新人研修
　新人研修はⅣ期に分け、各時期
に応じた研修を行います。4回のリ
フレッシュ研修があり、仲間と現状
や気持ちを語り合い、お互いに元
気を分かち合います。

●看護研究・事例検討・
　ラダー実践発表会
　各部署が取り組む看護研究の
発表会、卒後2・3年目で取り組む
事例検討の発表会、各ラダーで取
り組んだ成果を発表する実践発
表会、みんな感動と達成感でいっ
ぱいです。

新人研修とその他の発表会

研修研修

ラダーⅠ
（新人）

ラダーⅡ

ラダーⅢ
（A・B）

ラダーⅣ

MラダーⅠ

マネジメントラダーシステム

クリニカルラダーシステム

MラダーⅡ

MラダーⅢ

MラダーⅣ

MラダーⅤ

MラダーⅥ

エキスパート ジェネラリスト

管　理

将来構想

ラダーシステム
クリニカルラダー マネジメントラダー

ラダーⅠ「新人」 ラダー「Ⅰ」 ラダー「Ⅱ」 ラダー「ⅢA」 ラダー「ⅢB」 ラダー「Ⅳ」 マネジメントラダー「Ⅰ」～「Ⅵ」

到達目標

OJT

看護実践
能　　力

組織的役割
遂行能力

コンピ
テンシー

自己教育
・

研究能力

臨
床
実
践
能
力

Mラダー「Ⅰ」
支援を受けながら
看護管理を実践で
きるレベル

Mラダー「Ⅱ」
必要時に支援を受
け、看護管理を実践
できるレベル

Mラダー「Ⅳ」
社会・看護の動向を
捉え、発展的に看護
管理を実践できるレ
ベル

Mラダー「Ⅴ」
社会・看護の動向を
捉え、看護管理全般
を監督し、病院運営
に貢献できるレベル

Mラダー「Ⅵ」
社会・看護の動向を
捉え、病院管理、運
営に参画しながら、
看護管理全般の監
督・統括を行う

Mラダー「Ⅲ」
自律的に看護管理
を実践できるレベル

日常生活援助のた
めの知識・技術・態
度を身につけ、ベッ
ドサイドケアが安全
確実に行える
チームメンバーとし
ての役割と責任が
果たせる
指導を受けて自己
を振返り、自己の課
題を明確にできる

◆

◆

◆

看護過程を踏まえ
た個別的ケアがで
きる
看護チームにおい
てメンバーシップが
発揮できる
経験に基づいて何
が重要かを認識で
き、日常看護業務
が自立して実践で
きる

◆

◆

◆

患者の反応への認
識が高まり、患者の
ニーズに応じた看
護過程の展開がで
きる
看護チームにおい
て、メンバーシップ
が発揮でき、状況に
応じたリーダーシッ
プが発揮できる

◆

◆

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、所属を超えてリ
ーダーシップを発揮
できる
自己の学習活動は
もとより、組織的な
教育・研究活動を主
体的に実践できる

◆

◆

責任と自律性を持っ
て根拠のある看護を
実践できる
潜在化している問題
を明確にし、分析的
問題解決ができる

◆

◆

高度な看護活動を実
践でき、かつ他者に
モデルを示すことが
できる
自己の学習活動に積
極的に取り組むのみ
ならず、指導的役割
を発揮する

◆

◆

部署オリエンテーション
担当指導・定期ミーティング
看護技術チェックリスト指導

看護過程の展開指導
担当看護師

実地指導者
後輩指導の実践
日勤リーダーの開始
理論を使って看護観を深める

チームリーダー実践
チーム医療参画
検討会・院内委員会

新規採用者集合研修

新人研修｢1ヶ月｣ ラダーⅠ研修①② ラダーⅡ研修①②

新人研修｢3ヶ月｣ リーダーシップ導入編

新人研修｢6ヶ月｣

新人研修｢達成」

ラダーⅢA研修① ラダーⅢB研修① ラダーⅣ実践

リーダーシップ実践編

リーダーシップ展開編

（業務・リフレッシュ研修）

（MF救急・業務・安全・リフレッシュ研修）

実地指導者研修①②③④（MF救急・業務・リフレッシュ研修）

（倫理･リフレッシュ研修）

Ⅰ 事例発表会 Ⅱ 事例発表会

看護実践発表会

ラダー展開編実践発表会

ⅢA実践発表会 ⅢB実践発表会 院外発表

看護実践研究

　看護師として働き始めて4年目に
なりました。脳神経外科・内科・循環
器内科のある病棟に配属になった
当初は緊張や不安でいっぱいで分
からないことも多くありましたが、先
輩スタッフの方から優しく熱心な指
導をいただいているおかげで支えら
れ、やりがいを持って働くことができ
ています。患者様が笑顔になられた
り元気になられて退院される姿を
見ると嬉しく看護師をやっていてよ
かったなと感じます。今後も患者・家
族の思いに寄り添った看護ができ
るように頑張っていきたいです。

（平成29年採用）

患者様に寄り添う看護師を目指して

4階東入院棟
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Team Medicine

チーム医療『みんなの力』

※認定看護師取得のための研修期間中は、職務を免除し、出張扱いとしています。

 皮膚・排泄ケア 感染管理 摂食・嚥下障害看護

糖尿病看護 がん化学療法看護がん性疼痛看護 緩和ケア

　日本看護協会の認定審査に合格し、ある特定の看護分野において、熟練し
た看護技術と知識を有することが認められた看護師です。現在、当院では7分
野9名の認定看護師が現場で活躍しています！

認定看護師とは

男性看護師の会

　当院の男性看護師は年々増加し、令和2年度に31人となりました。男性看
護師の割合は約10％を占め、全国の平均7.8％を上回っています。当院は急性
期病院で、救急・災害医療にも力を注ぎ、DMATチームや、災害支援ナースの
一員として期待される場面が多くなっています。それ以外には、集中治療室や
一般病棟、地域包括ケア病棟において、多くの男性看護師が、患者様一人ひと
りに真摯に向き合い看護を行っています。
　また、年に2回の「男性看護師会」があり、新任看護師からベテラン看護師
が一堂に集まり、自己のアピールや近況報告、懇親会を行っています。この会
を通じて皆が分かち合い、それぞれの価値観を尊重し、互いが成長できる仲
間を目指しています。

がん看護チーム（緩和ケアリンクナース）

　「２人に１人ががんになり、３人に１人ががんで亡くなる時代」といわれ、が
んは現在も死因第１位の疾患です。そのため、がん患者様への看護は、がん予
防から治療、看取りまで幅広い知識をもってケアを提供することが求められま
す。がん看護検討会は、総勢15名の看護師が、がん化学療法や放射線治療な
どのがん治療について学習会を行ったり、緩和ケアチームのリンクナースとし
て、病棟とチームの橋渡しや、病棟内での緩和ケアの普及や指導を行っていま
す。1年目の看護師にも、緩和ケアの基礎を学ぶ研修を企画しています。私た
ちの活動の目標は、患者様とそのご家族のQOLの維持・向上に繋げることで
す。私たちだけでなく、院内どこでも、よりよいケアが提供でき、患者様が笑
顔になれるように活動しています。

　皮膚・排泄ケア分野は、創傷、ストーマ、失禁の領域
を専門としています。創傷ケアは褥瘡などに対し、予
防的ケアと創傷の治癒環境を整えるケアを目指します。
ストーマケアは患者様の身体的・精神的・社会的問題に
関わることで、患者様のＱＯＬ向上を目指します。失禁
ケアでは、失禁・排泄障害を管理します。患者様のケア
やスタッフの指導・教育など院内の横断的な活動を行
っています。また、多職種との連携を図りながら、出会
いとつながりを大切にし地域の皆様が安心して過ごせ
るようにお手伝いさせてもらっています。

出会いとつながりを大切に

　感染管理とは、患者様
だけでなく病院に関わ
るすべての人々を感染
から守る活動です。私は、
現在専従として組織横
断的な活動をしていま
す。感染対策チームの
一員でもあり、メンバー
と協働して現場の感染
問題に対応しています。

病院に関わるすべての
人々のために

　超高齢化社会となり、
加齢や疾患による摂食・
嚥下障害のある方は増
加しています。患者様
が安全に食べられるよ
う、また、「口から食べ
たい」という思いが叶
えられるよう、多職種と
の連携を大切にして取
り組んでいます。

口から食べたいという
思いを叶えてあげたい

　糖尿病は長期的な経
過を辿り、セルフケアが
必要とされる病気です。
血糖値を自己管理に活
かせるようなお手伝い
やフットケア、地域の皆
様を対象とした糖尿病
教室も行っています。そ
の人らしく生活が送れ
るように共に考え、支援
していきたいと思って
います。

　がん化学療法の目的
は治癒・延命・症状緩和
があり、治療による身体
の痛みや精神的苦痛な
ど様々な症状を伴いま
す。私は患者様が主体
的に治療を継続してい
くためのセルフケア支
援を行い、価値観や人
生観を大切にしながら
生活できるように取り
組んでいます。

　がん患者様のほとん
どに出現する痛みは、患
者様の生活の質を著し
く低下させます。痛みか
ら解放することは患者
様のＱＯＬ向上に繋がる
と実感しています。私は
多職種と協働しながら、
患者様の苦痛が少しで
も和らぎ笑顔のある時
間が持てるように活動
しています。

　緩和ケアは、がんと診
断された時から行う身
体・精神的な苦痛を和
らげるためのケアです。
緩和ケアチームの一員
として主治医、担当看
護師と協力しながら一
人でも多くの患者様が
苦痛から解放され、最
期までその人らしく過
ごせるよう支援したい
と思っています。

その人らしく
生活が送れるように

価値観や人生観を大切に
した生活が送れるように

笑顔のある時間が
持てるように

今日はいい日だったと
感じていただけるように

よりよいケアの提供と患者様の笑顔のために

周産期チーム

　北播磨地域におけるハイリスク妊婦への対応を含め、新しい家族誕生の時
期への関わりを大切にしながら、妊娠中・出産・産褥期を通じて、院内各部門
の専門性を発揮し、サポートしています。必要に応じて、院外の機関と連携し
ながら、かけがえのない児の誕生を幸せなものとして家族が捉えられるよう、
あたたかな心で寄り添いながら、母と子の力を最大限に引き出せるよう、切れ
目のない支援を心がけています。周産期カンファレンスなど定期的に開催し、
妊娠各期を通じて院内多職種で連携し合い、支援の充実に努力しています。
また、次世代を担う支援者の育成や教育実習生と共に学び合える場の提供に
むけてチーム一丸となり、支援を行っています。

生み・生まれる力、はぐくむ力を最大限に
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Communication

　定期健康診断（年1回）を行うほか、職務上必要な健診や予
防接種を全額病院負担で受けていただけます。
◎インフルエンザワクチンの接種（希望者のみ）
◎B型肝炎ワクチン・風疹・麻疹・水痘、流行性耳下腺炎の接
種（希望者のみ）

◎産業医、衛生委員会の設置

《職員の健康管理》

　アパート等の借家を借り受けた場合、住居手当が支給され
ます。
　例えば家賃額が61,000円を超える場合、毎月28,000円が
支給されます。

《住居手当》

　西脇市職員互助会又は兵庫県市町村職員共済組合の提携宿
泊施設の利用補助が受けられます。

《保養施設》

　兵庫県市町村職員共済組合の組合員として医療、年金等の給付が
受けられます。

《医療・年金》

　西脇市職員互助会又は兵庫県市町村職員共済組合から結婚・出
産・入学祝金等の支給制度のほか、低利での住宅資金その他の貸付
制度が利用できます。

《各種給付・貸付》

　西脇病院では、医師、看護師等の離職防止と復職支援のため、病
院敷地内に保育所を開設（平成23年4月新設）しています。
◆保 育 日　1月4日から12月28日までの毎日
◆保育時間　午前7時から午後7時まで（希望時は午後10時まで延長可）
◆保 育 料　生後57日目から3歳未満　30,000円／月
　　　　　　3歳から就学前まで　　　20,000円／月

《院内保育所『あおぞら保育園』》

『地域の宝』

福 利 厚 生

　地域の皆様に医療の大切さや病院の現状など、地域医療に関する理解を深めていただくことを
目的として、毎年“病院フェスタ”を開催しています。今後も、開かれた病院づくりを目指し、地域
の皆様とともに多種多彩なイベントを企画していきます。

《病院フェスタ》

　“むつみ会”は、西脇病院職員で構成する互助組織です。
　職員親睦旅行（１泊２日）やバレーボール大会などを通じ職員
の親睦を図っています。

《むつみ会》

年 間 行 事

◆週38時間45分／4週155時間
◆2交替（一部3交替）勤務
（8：30～17：00／16：30～1：00／0：30～9：00／16：30～9：00）
◆国民の祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

《勤務時間》

◆年次有給休暇（年間20日）
◆特別休暇（夏季休暇、忌服休暇、ボランティア休暇等）
◆子育て支援に関する制度（産前産後休暇、育児休業、育児短時間勤務制度、育児時間等）
◆家族介護に関する制度（介護休暇等）

《休　暇》

◆1年目の給与
・看護師　大学卒　　272,600円（夜勤手当4回分含む）
　　　　　短大3卒　 266,400円（　　　 〃 　　　）
・助産師　　　　　　272,600円（　　　 〃 　　　）
　※経験により加算があります。
　昇給／年1回

◆諸手当
◎特殊勤務手当　夜間看護手当、特殊宿日直手当等（実績に応じて支給）
◎期末勤勉手当（ボーナス）（6月・12月／年間4.45か月分）
◎通勤手当（自動車等　最高／月額31,600円）
◎住居手当（アパート等の借家　最高／月額28,000円）
◎扶養手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当等
◎各種保険（兵庫県市町村職員共済組合に加入）

《給　与》

☆ 待 遇 ☆

　西脇市多可郡医師会は、昭和22年の発足以降、地域住民と行政、病院勤務医と一体となり、地域医療を守っていただいて
います。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる環境を整備するため、福祉や介護の分野にも協力・助言いただいて
おります。　
　最近では、新型コロナウィルス感染拡大を踏まえて西脇病院に設置された「発熱トリアージ外来」の運営をサポートして
いただくなど、感染拡大防止のため危機感を持って診療にあたり、市民の健康維持や増進のために尽力されています。

西脇市多可郡医師会

　西脇小児医療を守る会は、西脇病院の小児科の危機的な現状を知り、
「小児科を守っていくことが自分たちの子どもを守ることにつながる」
という思いから、子育て世代の母親が中心となり平成２０年１月に発足
されました。
　医療機関への適正受診に向けた啓発活動や勉強会の開催、講演会
等への参加、行政や医療関係者などが主催する地域医療に関する会議
や事業への参画、リング冊子「休日・夜間の小児救急について」の作
成・配布などの活動により、医療従事者の業務に対する住民の理解促
進や負担の軽減につながっています。

西脇小児医療を守る会

私たちは、あなたと共に働くことを楽しみにしています

夏空ワークショップ2019
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Nishiwaki Municipal Hospital
西脇市立西脇病院

日本医療機能評価機構認定病院・地域医療支援病院・がん診療連携拠点病院

優優
西脇市立西脇病院

〒677-0043　兵庫県西脇市下戸田652番地の1
TEL.0795－22－0111　FAX.0795－23－0699
インターネット　ホームページアドレス
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/hospital/index.html
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西脇病院までタクシー約7分。
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