（日本病院機能評価機構 3rd Generation Version 1.0 一般病院2）

生殖医療センター

顕微授精、受精卵・精子の凍結保存、胚盤胞
移植、精巣内の精子を使用した顕微授精など
最先端の不妊治療を行っています。

新潟県長岡市旭岡1丁目24番地

内科、消化器内科、神経内科、呼吸器内科、小児科、外科、消化器外科、
整形外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、脳神経外科、泌尿器科、心臓血管外科、
呼吸器外科、循環器内科、皮膚科、形成外科、精神科、麻酔科、放射線科、
放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、リハビリテーション科、歯科口腔外科

生殖医療センター
たちかわ総合健診センター
腎センター
481床【うちICU8床・MICU8床】

各診療科の医師によるカンファレンスは勿論の
こと多職種によるカンファレンスも積極的に開
催され、患者さんの状態や手術適応を話し合
い、適切な情報交換を行っています。

主な機 器・設 備

現代医療のニーズに的確に対応した
医療機器・設備を積極的に導入しています。
ハイブリッド手術室

屋上ヘリポート

心・脳血管撮影装置を
備えており、血管内治
療と外 科 手 術を同 時
に行うことができます。
血管内治療中に外科
的処置が必要になった
場 合でもより安 全 、確
実な治 療を行うことが
可 能です。また、県 内
唯一TAVIの実施が可
能。

地域で唯一の屋上ヘ
リポートを備え、迅 速
な患 者 搬 送 体 制を備
えています。耐荷重が
7トンあり、防災ヘリの
離発着も可能です。

320列
マルチスライスCT

3テスラMRI

立川綜合病院は長岡市2次救急・3病院輪番の一
員として下記原則のもと地域の救急医療に積極的
に取り組んでいます。また地域で唯一の屋上へリ
ポートを有し、広域からの患者搬送にも対応して
ます。年間約4 0 0 0件の救急搬送を受け入れてお
り、心・脳血管系の疾患が多いのが特徴です。

鮮明かつ高解像度の
画像が得られるだけで
なく、静音化技術を有
しており、M R I 独 特の
「 騒 音 」に悩まされず
に検 査を行うことも可
能です。

1 6 c mの面 検 出 器が
最 短 0 . 2 7 5 秒で1 回
転 するだけ で 最 大
6 4 0 枚の画 像を撮 像
することができ、冠 動
脈や脳の検 査に威力
を発揮します。

放射線治療室

病棟4床室

ELEKTA社製の直線
加速器ELEKTA
Synergyを導入し、外
部 放 射 線 治 療を行っ
ています。X 線 撮 影や
CT撮影ができる装置
が付 属されおり、標 的
に対してより正確に照
射が出来る画 像 誘 導
放射線治療(IGRT)が
可能になりました。

パノラマビューのカウ
ンターテーブル風の出
窓は縁側を模した作り
で病 室 全 体の共 有ス
ペースです。

抗がん剤調製用
クリーンルーム

外来化学療法室
抗がん剤による治療を
行うために専用ルーム
を完 備し、安 心して治
療を受けることのでき
る環境を提供していま
す。

安 全で 安心できる医
療 の 一 端を担うため、
抗 がん剤は安 全キャ
ビネット内で調製して
います。

腎センター

たちかわ総合健診センター

患者さんにやさしい環境と熟練した技術。

充実した検査内容で安心快適な健康診断を。

腎 セン ターで は 、透 析 機 器 、
透 析 液 の 品 質 管 理と感 染 防
止 対 策に重 点をおき、安心し
てゆったりと透 析を受けられ
るよう取り組 んで います。ま
た、連日夜 間 透 析を行ってい
ます。旅行や帰省などの臨時
透析にも対応可能です。

たちかわ 総 合 健 診 センターでは 、疾 病 の 早 期 発 見と
予 防を主 眼に各 種ドックを用 意しています。それぞれ
の検 査 項目に応じた質の高い 検 査と生活習慣改 善の
アドバイスなどを行っています。

腎センター
（76床）

・人間ドック
・脳ドック
・心臓ドック
● CT／3台

320列マルチスライス、
80列マルチスライス、
64列マルチスライス

● MRI／2台

3テスラ、
1.5テスラ

●リニアック／1台

デジタル

● RI／1台

3検出

● 自動注射払出装置／1台

● 化学療法室／14床

● アンギオ装置バイプレーン／3台

● 手術室／9室

● 地上6階建

● 超音波検査装置／35台

● ICU／8床

● 屋上ヘリポート
（耐荷重7トン）

（ハイブリッド手術室1台含む）

（ハイブリッド手術室1室含む）
MICU／8床

（柱鉄筋コンクリート、梁鉄骨、免震構造）

・肺がんドック

一人ひとりに
ふさわしい医療を。

併設施設

悠遊苑

入所サービスでは病状が安定した方の在宅
復帰へ向けたリハビリや介護サービスを提
供。短期入所サービスも実施しています。

晴遊庵

少人数の認知症高齢者が、専属のスタッフ
と一緒に家庭的な雰囲気の中、
日常生活を
送る
「住まい」
です。

たちかわ
訪問看護
ステーション

病気やけがなどでご家庭で療養されている
方を、
かかりつけ医師の指示により看護師・
理学療法士・作業療法士が訪問し、
サービ
スをおこないます。

認定看護師紹介
吉田悦久

脳卒中リハビリテーション看護
認定看護師
回復期リハビリテーション病棟に勤務
しています。障害があってもその人らし
い生活が送れるように、こころと身体
のケアを行い、生活の再構築に向け
た支援をしています。
■名称
■所在地
■電話
■病院長
■診療科目
■病床数
■併設

8

悠遊健康村病院
〒940-2138 新潟県長岡市大字日越337
0258-47-8500（代表）
立川 浩
内科・呼吸内科・脳神経外科・精神科・神経内科
整形外科・形成外科・リハビリテーション科・リウマチ科
300床（一般151床、療養型病床149床）
※うち回復期リハビリテーション病棟100床
介護老人保健施設 悠遊苑（入所150床、通所40名）
通所リハビリテーション、居宅介護支援事業所 悠遊苑
グループホーム 晴遊庵（1棟9名）
たちかわ訪問看護ステーション
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柏崎市周辺に住む幅広い年代の利
用者を看護師・理学療法士・作業療
法士が訪問。夜間・休日24時間連
絡可能な態勢を取っています。

精神 保 健福祉士（PSW）、社会福
祉士（SW）が精神障害者及び高齢
者の家 庭復帰・社会 参加などを地
域と連携しながら行っています。

併設施設

柏崎厚生病院は、
社会復帰に向け医師・看護師・精
神保健福祉士（PSW）
・作業療法士（OT）
・心理
職 が 総 合 的に患 者さんのサポートを致します 。
2006年に竣工された外来棟では明るく開放的な空
間で患者さん一人ひとりのご要望に真心で対応致
します。
「地域に開かれた精神医療及び老人医療」
をモットーに積極的な院外活動も展開しています。

■名称

柏崎厚生病院

■所在地

〒945-1392 新潟県柏崎市大字茨目字二ツ池2071-1

■電話

0257-22-0111（代表）

■病院長

松田ひろし

■診療科目 精神科・内科・歯科
■病床数

300床（精神科病床 240床、内科病床60床）

■関連施設 介護老人保健施設 米山爽風苑（入所150床、通所40名）
認知症高齢者グループホーム 米山五楽庵（2棟18名）
精神障害者地域生活支援センター 茨内地域生活支援センター
柏崎市東地域包括支援センター
社会福祉法人晴真会指定障害福祉サービス事業所 米山自在館
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RECRUIT GUIDE

Tachikawa M edical C ent er

研修医

看 護師

患者さんの安全を第一に考える医療とはどうい

循環器疾患治療は県内随一で、エキスパート

うことか？患者さんの権利を尊重し患者さんと

ナースとして知識技術を身に着けることができま

共に歩む思いやりのある医療とは何か？科学的

す。
また、急性期、慢性期、回復期リハ、精神

根拠に基づく効率的で質の高いチーム医療と

科、訪問看護、老健施設など様々な分野で学

はどのようなものか？地域の人々の健康と暮らし

び、活躍できる場があります。専門職として必要
なスキルと、
チームで協働できる力を身に付け、

を守る医療とはどのように行われているか？

笑顔と優しさと温かい手で安心を届け、安全を

指導医と共に実際の医療現場での経験を通し

最優先にチーム医療を推進し、質の高い安全・

て医師としてのベースを築いていきます。

安心な医療と看護を提供することが目標です。

立川メディカルセンター 研修プログラムのポイント
研修医の自立性を尊重した
複数指導医制

研修医の自立性を尊重し、複数施設の指導医、コメディカルが
一丸となって指導致します。

地域中核病院ならではの
症例の質・数の充実

新潟県中越地区の中核病院として、県内外から難度の高い症例を
受け入れているため、質と数が充実しています。

理念

Face to Faceで取り組む３つの約束
（共感・育成・チャレンジ）
で信頼される
看護（助産）
・介護を目指し
「患者の生
きる力」
を支えます。

教育
方針

看護（助産）
・介護職員のキャリア開発
を支援し、様々な場面でいのち・暮らし・
尊厳を守り支える専門職として役割を
果たせ、変化に対応できる柔軟性と思
いやりのある人材育成を目指す。

強
グループ内での幅広い
研修科目

急性期医療、回復期医療、精神医療など専門病院を設置しているため、
グループ内で幅広い科目の臨床研修が可能です。

医療法人としての将来ビジョンや経営基盤が確立しているため、
研修医の地位や待遇も安定。研修プログラムに十分に集中できます。

病院経営と待遇の安定性

具体的ローテーション例
4月

5月

B
C

救急
救急

D
A
B
2年目
C
D

7月

内科
内科
内科
内科

A

1年目

※定員8名フルマッチの場合の割り振り

6月

選択必修
選択必修
選択必修２
選択必修２
選択必修２
選択必修２
選択１
選択１

選択必修
選択必修

8月

選択必修１
選択必修１

9月

10月

11月

救急
救急
選択必修１
選択必修１

選択＋地域
選択＋地域
選択＋地域
選択＋地域
選択＋地域
選択＋地域
救急
救急

内
科：消化器内科・呼吸器内分泌内科・腎臓内科・脳神経（神経内科＋脳神経外科）
救
急：循環器内科／当院では循環器疾患の救急が多く、循環器のローテーションを救急部門と位置付けています。
選択必修：外科（一般外科 or 心臓血管外科 or 整形外科 or 泌尿器科）・産婦人科・小児科・精神科・麻酔科
選択のみ：放射線科・眼科・耳鼻咽喉科・形成外科
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12月

1月

内科
内科
内科
内科

2月

選択必修
選択必修
救急
救急

3月

１．
患者・利用者の人権・自立・尊厳を重視し、生命を救い、回
復を図り、
「生活の質」の改善と向上に貢献します。

基本
方針

２．
集中的な観察力と臨床判断、行動によって患者を守り、支
え、多職種と協働して患者家族も含めたチーム医療の充
実を図ります。
３．
専門職として自律し、安全・安心で質の高い看護
（助産）
・
介護を提供します。
４．
立川メディカルセンターの看護
（助産）
・介護職員として誇
りを持ち、病院の発展と健全な経営に貢献します。

み

認定看護師
より一 言

● スキルアップ 〜新人研修やラダー
（段階）
別研修、認定看護師講習会など
学びの仕組みが充実〜
○新人看護師は1年間の集合研修プログラムに沿って
学び、現場で
「プリセプター」
の指導を受け成長。
○2年目は
「2年目看護師指導者」
がサポート。
○メンタルサポートシステム整備。
○各ラダー別に主体的にスキルアップできる学習体制
あり。
○院内図書メディアセンターがあり、元大学准教授が教
育担当アドバイザーとして研究サポート。
○誰でも参加できる認定看護師講習会や診療科別研
修、多職種研修やカンファレンス、外部研修出張あり。
ともに学び・教え・育つ環境です。

●新人看護師研修
（226時間）
（能力段階）別スキルアップ研修
●ラダー
●指導者養成研修（プリセプター、アソシエート、
2年目指導者、教育委員）
●エキスパート研修（認定看護師講習会、
循環器看護等の専門分野、管理者養成等）
●多職種研修
●事例検討会、看護研究発表会
▲一人ひとりのニーズに合わせた研修が充実。

●資格や認定取得のための
支援が充実
奨学金制度や認定取得のための様々な
支援が受けられ、取得後はその資格を活
かして活躍できます。

●エキスパート
様々な認定看護師や認定看護
管理者による専門コース、指導
者養成コースで学び、看護実
践やチーム医療の場で生かし
ます。立川綜合病院では、循環
器疾治療に必要な専門性を身
に着けた看護師を養成し、
カテ
室、手術室、ICU、MICU、ER
などの現場で活躍しています。

白倉透規

慢性心不全看護認定
看護師

●ワークライフバランス
への取り組み
子育て中など仕事との両立が
できるような働き方を応援します。

『心不全の方がその人
らしく生活できる』
ことを
目的に、看 護 師として
具体的な支援ができる
ように看護師教育の推
進と患者支援を実践し
ています。

能力開発
1. ジェネラリストラダー
指導者
一人立ち
新人
マニュアルに沿っ
て指導を受けなが
ら日常の看護（お
よび助産ケア、介
護）実践ができる

レベルⅡ
各 専 門 職として
自立し標準的な
計画に基づき実
践できる

2. マネジメントラダー

主任
チームリーダー

レベルⅠ

レベルⅢ
・状況ににあう個
別 的な実 践が
できる
・指導者として行
動できる

レベルⅣ
・広い視野で予
測 的 判 断をも
ち実践できる
・チームリーダー
としてチームの
調 和を保ちな
がら効 果 的な
ケアを提供する

①ジェネラリストⅡ〜Ⅲ

レベルⅤ
•より複雑な状況
下でもケアの受
け手に最適な手
段を選択しQOL
を高める実践が
できる
• 各 部 署の各 専
門職業人として
自律し、質の向
上に向けて組織
横断的に活動し、
改革できる

各段階で臨床実践能力
（ニーズをとらえる力、
ケアする力、
まわりと協働する力、意思決定を支える力）
、組織的役割遂行能
力、
自己教育研修能力、教育・研究、社会人基礎力を要素とする。

選択＋地域
選択＋地域

教育
目標

１．
各専門職として求められ
る実践能力を育成する。
２．
各専門職として共に成
長できる指導力を育成
する。
３．
看護（助産）
・介護系職
員の管理者として必要
な管理能力を育成する。
４．
チームとして協働できる
力を育成する。

福 利
厚 生

ジェネラリストⅡ-①

・業務リーダーの役割を知る
・チームで仕事する意味を理解する

ジェネラリストⅡ-②

・業務リーダーとして自立する
・問題解決技法を身に着ける
・チームの情報の整理と問題の
明確化ができる

ジェネラリストⅢ

・管理的視点を身に着ける
・問題解決法を理解しチーム情報の
整理と問題の明確化ができる

②ジェネラリストⅣ以上
マネジメントレベルⅠ
（チームリーダー）

・対人的能力、問題解決技法と管理的な視点を身に着けチームの問題解決ができる

マネジメントレベルⅡ
（主任）

・組織的看護サービスの提供に向けた客観的分析能力を高め、
自部署の問題解決ができる。
・看護部全体の教育的問題の解決ができる

マネジメントレベルⅢ
（看護師長）

・組織運営に必要な管理的能力を身に着け自部署の問題解決に向けて他部署、他部門とともに連携ができる
・看護部全体の問題解決に向けて総看護師長とともに行動できる

マネジメントレベルⅣ（総看護師長）

・地域社会が求めるヘルスケアサービスを提供するために看護の理念を掲げ、それを具現化するために必要な
組織を構築し、運営していくことのできる能力を身に着け、自施設の病院運営や看護部に関する問題解決ができる
・経営管理能力に関する知識・技術・態度を習得し、
メディカルセンター全体の看護部に関する
問題解決に向けた行動ができる

■ワンルームマンション入居制度

■もみじの手保育園

■その他

女性看護師は法人借上げマンションへの
入居が可能です。

0歳〜3歳未満児までお預かりしていま
す。夜間保育もしており、子育てしながら
安心して働き続けられる環境です。

・退職金制度
・財形貯蓄制度
・英会話教室

・リゾート施設（軽井沢・別荘）
・各種修学金制度
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潜在看護師再就職
支援セミナー
看 護 師・准 看 護 師・保 健
師・助産師の資格がある方
で、現在仕事から離れている
方を対象に、現場復帰を支
援するための講習会を開催
しています。最 近の医療や
看護の知識、技術の習得な
ど現場復帰へ向け、専門の
講師陣が支援致します。

職場体験
地 域貢献の一環として職場 体験を希望する中学生
や高校生を受け入れています。
実際の仕事を体験したり、働く人々と接する機会を
通じて医療職への関心が高まればと考えています。

医療連携研究会
地域医療を円滑に進めることを目的として平成10年から毎年開催しています。
近隣の医療機関の交流の機会となるよう、地域の医療連携に関する取り組みや当院で開
始した新たな治療法などをテーマに取り上げています。

病院見学体験会
地域住民の方々を対象に、病院や医療についての知識と関心を深めて
もらうことを目的に年1回開催しています。病院内の見学や救急救命講
習、各診療科医師による医学教室等を行っています。
病院見学体験会の他にも、小学生〜高校生の病院見学を随時受け入
れています。

米山福祉の里まつり

家族会

柏崎厚生病院及び関連施設では年に2回、患者・利用者・家族・職員が準備・企画したイベン
トを行っています。「米山福祉の里まつり」と称され、多くの参加者が共に楽しめる盛大な行
事です。

患者・利用者の家族が病気や介護に関する事
柄を学ぶ 家族教室 や、交流のイベント、病
院行事への協力等を行っています。地 域の家
族会との連携した事業なども行っています。

認知症サポーター養成講座
長岡市が平成17年から行っている「認知症サポーター10 0万人キャラ
バン」事業に基づき、認知症について正しく理解するとともに、温かく
見守る応援者である「認知症サポーター」の養成を目的として開催して
います。当法人では、年3回、医療の知識がない人にも分かりやすい内
容で約1時間程度の講義を行っています。当講座を受講した人には、認
知症サポーターの証であるオレンジリングが渡されます。

災害時アウトリーチ緊急会議
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