
進め、ナース

野路町

▶お車ご利用の場合
名神高速道路「草津田上インター」から20分
国道1号線「野路町」交差点から10分

病院を利用される皆さまは
専用駐車場をご利用ください

▶電車ご利用の場合
JR京都駅からJR南草津駅まで17分
JR大阪駅からJR南草津駅まで48分
JR南草津駅西口から近江バスで10分

JR南草津駅から
シャトルバスを運行しています

　2020年、草津総合病院は、高度急性期医療を担う草津総合病院と、地域在宅医療を支援する淡海ふ
れあい病院という二つの病院に生まれ変わりました。
　ご入職いただく皆様は、草津総合病院で１年間、急性期病院の看護師としての経験を積んでいただきます。
その後は、どのような看護がしたいか、どのようなキャリアを積みたいか、どういった適性があるかを考え、
ひとりひとりの成長とやりがいを大切にしながら、配属部署を決め、人材育成をおこなっていきます。また、
法人内には介護施設や訪問看護ステーションもあり、多様な場の看護を経験することもできます。
　草津総合病院は患者さんの価値やニーズを尊重する患者志向の病院を目指しています。患者志向の医
療を実現するために、看護職である私たちは、常に、患者さんに関心を向けて、患者さんらしさを大切に
したケアを創造し、提供していきたいと考えております。そのために、Heart、Head、Handの3つのHを
基盤として人材育成をし、看護の提供をしています。倫理観に基づき、患者さんにとっての優しさを目指
す“Heart”。安心・安全な医療・看護を提供し、患者さんのセルフケア能力を高める“Head”と“Hand”。
3つのHが織りなす看護の中心は患者さんであることを忘れずに、看護師として成長していきましょう。

西村 寿加代
淡海ふれあい病院　看護部長

　淡海ふれあい病院は、地域包括ケア病棟、医療療養病棟、じん臓病ケア総合センターを有した199床
の病院です。内包型の介護医療院100床も有しています。医療の多様化・高齢化が進む今、地域の慢性
疾患や、在宅療養患者さんが気軽に安心して治療・療養が受けられ、住み慣れた地域で生活が続けら
れるような医療・看護・介護をサポートすることが当院の役割です。
　入院から退院までの間、病棟看護師、退院調整看護師、医療相談員、リハビリセラピストらが、チー
ム医療を最大限に発揮し、患者さんの意志を尊重した退院調整を行います。地域に密着した病院だか
らこそ出来る看護・介護があります。地域の方々とのふれあいを大切にし、思いやりと優しさを持った、
信頼される質の高いあたたかい看護・介護の提供を目指し日々研鑚しています。モットーは「笑いあい、
支えあい、ふれあい病院」です。みなさん一緒に頑張りましょう。

伊波 早苗

感性・知識・技術を育み
 一人ひとりの看護の夢を実現

笑いあい、支えあい、ふれあい病院
 地域に密着した優しさあふれる看護の提供

フロアガイド

アクセス

Ａ棟／Ｂ棟

屋上 ヘリポート

9F あおばなホール／レストランさざなみ　

8F リハビリテーション室／回復期リハビリテーション病棟

7F 一般急性期病棟

6F 一般急性期病棟

5F 一般急性期病棟

4F 一般急性期病棟

3F ICU（集中治療室）／HCU（高度治療室）／手術室／麻酔科診察室／化学療法室／がんサロン／高気圧酸素治療室

2F 外来診療フロア／生理検査室

1F
総合受付（初診・再来受付／紹介受付／会計支払い／文書受付）／患者総合支援センター（地域医療連携
窓口／入院受付窓口／医療相談窓口）／薬局／救急医療センター／放射線診療センター／内視鏡センター
／コンビニエンスストア／キャッシュコーナー（ATM）／コインロッカー／公衆電話（国際電話）

B1F PET室・RI室・MRI室・放射線治療室

草津総合病院

Ｃ棟

7F

6F 草津介護医療院　なごみ

5F 草津介護医療院　こころ

4F 4C　医療療養病棟

3F 3C　医療療養病棟

2F リハビリテーション室／手術室／薬剤部／草津市在宅医療介護連携センター

1F
総合受付／会計／外来診察室／
つなぐステーション（地域連携・入退院支援・患者相談）／
放射線室／検査室／コインロッカー／指定居宅介護支援事業所ふれあい

D棟

3D　地域包括ケア病棟

2D　地域包括ケア病棟

じん臓病ケア
総合センター

連絡通路

淡海ふれあい病院

法人理念 誠心誠意を尽くし、一隅を照らす光のごとく
人々に幸せをもたらす活動を行う

病院の理念に基づき、病気の予防から急性期、慢性期の医療と在宅まで
幅広く展開し、「安心」と「やさしさ」を提供できる看護を目指します

看護局理念 これが私たちの目指す看護です

1.専門職としての知識、技術、態度を身につけ、安全で質の高い看護を
提供します。

2.自己研鑚、教育、研究能力を養い、看護の質向上に努めます。

3.笑顔を忘れずに、心のこもった優しい看護を提供します。

4.互いの人格を尊重し、良好な人間関係を築き、チームの力が最大限に
発揮できることを目指します。

基本方針

HEART（心）
心をこめる看護

HEAD（知識）
考える看護

HAND（技術）
安心できる看護

看護職員募集案内

〒525-8585　滋賀県草津市矢橋町1660 TEL．077-563-8866（代表）
看護部管理室 TEL：077-516-2489（直通）
https://www.kusatsu-gh.or.jp/

Challenge&Changes

社会医療法人 誠光会　統括看護
部長

（兼　草津総合病院 看護部長）

ホームページ Facebook Instagram



サポート体制
出産・育児・介護など人生の様々な出来事や生活環境の変化に応じたサポートをします。

在宅看護専門看護師
奥 佳奈

２年目看護師　土棚 莉保

新人教育
「たまご」のあなたをあたたかく見守り、
「ひな」から「あひる」へとはぐくむ1年間。
入職してすぐ手渡される、かわいい「たまご」のバッジ。これは、「みんなであなたを見守りますよ」というしるしです。

入職から3か月は「たまご」、4か月から6か月は「ひな」、7か月から1年は「あひる」のかわいいバッジを胸に付けます。

看護部の職員全員が、たまご・ひな・あひるのあなたをサポートします。

目的
1.学校教育を土台とし集合教育・現場教
育を効果的に行い、患者さんに安心で安
全な医療、看護を提供する2.患者さんの生命、人格、人権尊重を基本
とし看護師としての感性を磨き、看護実
践の基礎を形成する3.段階的な教育を行い、新人看護師が不
安なく看護実践ができる

プリセプターのサポートで課題を克服。

私が急性期病棟に配属されてからの１年間は、プリセプターが付いてく

ださり、精神的なサポートや日々振り返りを行い、私自身の課題を明確

にしてくださいました。また、先輩とペアとなり一緒に患者さんを受け

持つことで、看護の根拠や患者さんとの関わりを学ぶことが出来まし

た。研修も充実しているため、看護の基礎を学び、病棟での実践の中

で知識を深められました。

研修フロー

看護師VOICE

ママナース制度で仕事も育児も充実。

エキスパートを揃え、学びやすい環境を。

草津総合病院には産婦人科もあり、妊娠中から出産までお世話になりました。

産後は時間短縮勤務で復帰し、現在は日勤常勤となりましたが、

スタッフ同士で声を掛け合い、時間外勤務を削減できています。

また、託児所が設備されている為、幼い子供を近くで見てもらえるのでとても心強いです。

スタッフの支援や病院の環境で、ノビノビと働くことができています！！

看護師VOICE

丸山　紗也佳

キャリアラダー
着実にステップアップできる教育システム。
「ひな」から「あひる」へと成長した後も、着実なステップアップを得られる教育プログラムを実施。

「レベルⅠ」の新人から「レベルⅣ」の熟達者をジェネラリスト、さらに「レベルⅤ」のエキスパートまでを設定。

目標が明確なので、計画的かつ具体的なキャリアプランニングを描くことができます。

　看護や医療の提供において，“患者さんのために”を模索すること，“患者さんらしさ”

を見失わないことが求められています。そのために私たち専門看護実践室メンバーも，

専門分野を起点に，患者さんやケアチームと共にあり共に奮闘します。これが私たちの

ミッションであり日常です。また研修実施，看護倫理やカンファレンス，チーム医療の推

進にも取り組んでいます。そしてメンバー間での経験共有やコンサルテーション，ケアや

活動，学会発表などの相互支援も行い，自分たちのスキル向上も目指しています。

専門看護師 4名
●慢性疾患看護
●母性看護
●家族支援
●在宅看護

認定看護師 12名
●皮膚・排泄ケア
●がん放射線療法看護
●がん性疼痛看護
●感染管理
●救急看護

●集中ケア
●手術看護
●摂食・嚥下障害看護
●糖尿病看護
●認知症看護

専門・認定看護師 優れた知識と技術を持つ専門・認定看護師が多く活躍しています。
そして、次代の看護を担うスペシャリストの育成にも力を入れています。

7月 8月 9月4月 5月 6月
到達目標 看護チームの一員として自覚を持とう 看護現場を理解し、チームの一員 として活動しよう

集合研修

新人看護師研修 フォローアップ研修

現場教育　
看護技術研修8項目について各部署で演習→
演習テスト→先輩の指導のもと患者に実施

看護部の組織・理念
社会人、看護師として必要な基本姿勢と態度
ホスピタリティ
倫理綱領
患者の権利
看護技術研修8項目

フィジカルアセスメント（呼吸）
フィジカルアセスメント（循環）
輸血
ME機器
メンタルヘルスケア／社会人基礎力

感染管理
医療安全
多重課題シミュレーション①
看護倫理／リフレクション

看護技術研修8項目 患者受け持ち 遅出出動
夜勤勤務
オリエンテーション　

夜勤勤務と看護

患者受け持ち開始！
いよいよ病棟で

本格的に看護業務に
チャレンジ！ 休日出勤開始！

そろそろ早出、
遅出勤務開始！

夜勤見習い後、
いよいよ夜勤開始！

1月 2月 3月10月 11月 12月
看護師（チームメンバー・担当看護師）の役割と責任を果たそう

救急看護（BLS・ACLS）
災害看護
多重課題シミュレーション②
信頼されるプライマリナースになろう！
Heart／Head／Hand 
～心に残る看護エピソード～

〈看護技術研修〉 〈メンタルヘルスケア〉

入院患者のデータベース作成、看護診断、看護計画立案

おめでとう！
ついに、

あひる終了式です！少しずつ増える
課題にトライ！

苦手は今の
うちに克服！

集合研修で与薬や救急救命措置、安全確保の技術など
をはじめとする看護技術8項目を学んだ後、現場教育
で演習を行い、演習テストの基準を満たした項目は先
輩の指導のもと患者さまに実施します。

慣れない環境での悩みや体の不調は一人で抱え込ま
ず、気軽に相談しましょう。特に、入職1年目はそうした
サポートやカウンセリングを行う「メンタルヘルスケ
ア」を定期的に実施しています。

複数の施設から自分にあった環境へ

・草津総合病院
・淡海ふれあい病院
・草津介護医療院
・南草津健診センター
・介護老人保健施設 草津ケアセンター
・草津市在宅医療介護連携センター
・指定居宅介護支援事業所 ふれあい
・指定居宅介護支援事業所 きらら
・草津ケアセンター 訪問介護ステーション
・草津市訪問看護ステーション
・草津市訪問看護ステーション 本陣サテライト
・草津市 草津地域包括支援センター
・栗東市 栗東西地域包括支援センター
・草津看護専門学校

草津総合病院

南草津健診センター 草津看護専門学校草津ケアセンター

淡海ふれあい病院

感染管理認定看護師
髙橋 健太

詳しくはこちらへ！

レベルⅤ
エキスパートレベルⅣ

熟達
レベルⅢ
中堅

レベルⅡ
一人前

レベルⅠ
新人

各レベル 看護管理・教育 専門看護師
認定看護師

看護実践能力 基礎看護技術 個別性看護 専門性看護 看護管理・専門領域のマネジメント　　　　　　　　　　
組織的 役割 メンバーシップ プリセプターシップ リーダーシップ マネジメント能力・人材育成力

教育/研究能力 看護過程 ケーススタディ 実習指導
実践報告

研究・学会発表

人間関係能力 コミュニケーション アサーティブ コーチング コーチングファシリテーション

私たち専門・認定看護師に
ついてはこちら！

ワンルーム
マンションの

看護師寮をご用意

ワンルーム
マンションの

看護師寮をご用意
オートロック、クローゼット、

冷暖房も完備。
職場・最寄り駅に近くて、
とっても便利です。

品揃え充実の
コンビニ
エンスストア

品揃え充実の
コンビニ
エンスストア
公共料金のお支払いや

銀行ATM設置しています。

病児保育室
陽だまり
病児保育室
陽だまり
急な病気で保育園・

幼稚園などが利用できない
お子さんを一時的に
お預かりする施設です。

託児所
「とっと」は
安心の24時間

託児所
「とっと」は
安心の24時間
0歳から就学前までの
お子さまを預け、
安心して働くことが
できます。

1 .
2 .
3 .

4 .

キャリアラダーの４つの柱

確かなケア力の源はワークライフバランスから。
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