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岐阜民医連・看護師の働く場所

みどり病院

回復期リハビリテーション病棟（4階病棟）

外来

急性期病棟（3階病棟）

精密検査や急性期疾患の治療目的、ターミナル期、介護サポートの必要な方まで、様々な病態の患

者さんが入院されています。

ショートステイを利用できない在宅患者さんの社会的入院や、近隣の老人施設や障害者施設からの

急性期の入院も多く、地域のニーズに応えるため臨機応変な対応を心掛けています。

当法人には、訪問看護や介護支援センター、在宅部門が併設されているため情報交換がスムーズに

行え、様々な状況の患者さんの対応が円滑に行えることが特徴です。

回復期リハビリテーション病棟とは命の危機を脱してもまだ医学的・心理的サポートが必要な患者さ

んを対象とし、多くの医療専門職がチームを組んで自宅や社会へ戻れるよう、集中的なリハビリテーショ

ンを行う病棟です。

回復期リハビリテーション病棟を利用される方は脳血管疾患・頸髄損傷・大腿骨骨折・骨盤骨折・外

科手術後や肺炎後などの廃用症候群などなど。多岐にわたります。

退院後、患者様がきちんとした生活ができるかどうかを判断するため時には事前に自宅訪

問をして他職種と密に連携し評価したりと患者様のために一丸となって取り組んでおります。

地域の2次救急受け入れ、急性疾患、慢性疾患の治療の外来です。

一般内科外来、一般外科外来、健診、内視鏡、血管外来、糖尿病外来、フットケア

慢性腎臓病外来、禁煙外来、睡眠外来、発達外来、小児科、アレルギー外来（日帰り入院食物負荷

試験）など平均患者200人/日の外来です。

毎日の診療業務は勿論、慢性疾患患者様の管理に力を注いでおり、医師、リハビリなど他職種も加

わった慢性疾患グループが学習会や患者会サポートし活動しています。

気になる患者さんは日々のカンファレンスに出して、必要であれば自宅訪問をする等して積極的に

患者様と関われるようにしています。



その他の診療所
訪問看護ステーション

華陽診療所

内科・消化器科・小児科における

外来・訪問診療

保健サービス/デイサービス

★医療だけでなく、デイサービスセンター、介護保険の

居宅介護支援事業所も併設していて医療介護の

総合施設としての役割もはたしています。

すこやか診療所 ・
すこやか透析センター

内科・精神科における外来・訪問診療

・デイサービス・透析

★完全予約制。診療所は午前に外来、午後に

訪問診療を行っています。

内科・消化器内科・小児科における

外来・訪問診療

保健サービス/デイサービス

★一般診療だけでなく、訪問看護やケアマネー

ジャーと連携をとり安心して自宅で過ごせる

訪問診療を行っています。

内科・外科・整形外科・

リハビリテーション科

★ショートステイ・訪問看護ステーション

デイサービスなども併設し、連携をしやすくして

います。

訪問看護 ・訪問リハビリステーション

★24時間連絡、対応できる事業所です。

病状の把握、主治医との連携、生活の援助、

医療処置などさまざまなことを行います。

みどり
訪問看護ステーション

しずさと診療所 ・
しずさと訪問看護ステーションこがねだ診療所

～住民・患者の皆さんとのふれあいを大切に
地域に根ざした医療を提供しています～

私たちは、「目の前の患者さまの立場に立ち、患者様の切実な要求から出発し、患者様と共にたたかう」

この3つの視点を大切にしています。困っている人、弱い立場の人たちに寄り添い、いつでも、どこでも、誰もが安心し

てかかれる「無差別平等の医療・福祉」の実現をめざしています。患者さまの想いをかなえるために、なにができる

かと一生懸命考え、どうしたら実現できるかと知恵を集める、あきらめないチームがあります。

”この地域に民医連があってよかった”と住民の皆様に信頼していただけるよう、患者様から学び、互いに育ちあい

のできる職場には、何気ない日常の看護の中に「キラッと輝く」ストーリーがいっぱいちりばめられています。

ぜひ私たちと一緒に、あなたのキラキラを生かして、働いてみませんか？

民医連
とは

看護部長 渡邊博美

戦後、医療に恵まれない人々の切実な要望に応えるために、地域住民と医療従事者の協力により、民主的な医療機関が各地につ

くられました。その後、それらの連合会として、1953年に全日本民主医療機関連合会が結成されました。以後、半世紀以上にわたり、

地域の人々に支えられ身近な医療機関として活動を続けています。

ごあいさつ ～無差別平等の医療・福祉の実現をめざして～



4月

5月

6月

部分的に指導を受け、また必要な指導を自ら求めることができる

疾病を理解し、患者の願いを捉えた個別的看護の視点が養われる

ラダーレベルⅠ

新任者にスムーズな職場適応を図り、自らも指導者としての能力を育てる

日常看護を研究を意識して取り組む

ラダーレベルⅡ

成長のステップ

研修では院内や看護協会といった院外の研修に積極的に参加していただけるよう、病院がサポートしています。

定期的な学習会を設け看護技術の向上や認定看護師を目指す方には補助を行うなど、キャリアアップを支えています。

卒後教育では、基礎的な技術の習得、看護を通して自らの豊かな人間形成を図り、「看護の喜び」や「やりがい」をプリセプターと共に獲得し

多職種のスタッフを含め職場全体で育てる事を大切にしています。2年目以降も、世代や役割に応じた教育制度を整え、症例・事例検討、

目
標
な
ど

看
護
技
術

職場の環境に慣れる

看護師としての接遇

物の位置・大まかなシステムを

理解する

・口腔ケア 吸引酸素療法

・皮内・皮下・筋肉内注射

・静脈注射・採血・点滴の管理

・患者の移送・ベッドメイキング

・感染管理・薬剤の知識

部屋担当（1部屋）

患者様の状態把握と報告

・輸液ポンプの準備と管理

・輸血の管理

・接遇研修

平日日勤自立

メンタルサポート研修

3ヶ月の振り返り

・人口呼吸器の取り扱い

・検査データの読み方

・嚥下障害患者の理解

1, みどり病院の理念・看護部の理念を深め、民医連活動の担い手としての人づくりを目指します

2, 教育を通して、患者様から学び看護者と1人1人が、看護職としての誇りや自信をもち、質の高い看護実践を目指します

教育方針

1年間のスケジュール

～クリニカルラダーを使った能力評価をし、

～じっくり、ゆっくり納得がいくまで



9・10・11月

日常業務が円滑にできるようチーム員と連携をとり、リーダーの役割が

果たせる

看護研究に取り組み、質の向上に勤める

看護過程、実践において教育的役割が担える

研究開発、変革推進ができる

リーダーシップを向上させる

ラダーレベルⅢ ラダーレベルⅣ

キャリアアップを積極的に支援します～

教育サポートをします～

日勤のリーダーの役割を自立して行える

臨床実践能力の自立、優先度を判断して行動できる

夜勤の自立を目指す

目標

1年目

2年目

3年目

12・1・2月

3月

土曜日日勤練習

時差勤務の練習

時間配分を考えながら

日勤勤務ができる

・看護診断

・心電図の読み方

・看護必要度

・フットケア

入院対応の自立

6カ月の振り返り

夜勤練習開始

・BLS・ACLS

夜勤練習

急変時の対応と報告

看護技術のチェック・

フォロー

・エンゼルメイク

・1年間の振り返り

（発表会）

チーム全体の動き

を大まかに把握、

必要な情報の伝達

7・8月

ていきます。

看護研究などを発表しながら、1つ1つ力をつけています。



先輩ナースたち

回復期病棟 看護師

1年目では看護技術を習得する為、院

内研修や外部の研修に積極的に参加し、

基本的な技術が実践できるようになりま

した。1年目を終える時には、患者様の

身体機能に合わせた看護を社会背景

や退院後の生活を見据えながら行う事

の大切さを学びました。患者様から「あり

がとう」と言葉をかけて頂き、日々のコミュ

ニケーションを通して信頼関係が築けた

と感じた時に看護師としてのやりがいを

感じます。

2年目になっても疾患や技術の知識、

認知症患者様との向き合い方など、ま

だまだ勉強していきたいと思っています。

同期や先輩たちと一緒に頑張っていき

たいと思います。

(2年目)

回復期病棟 看護師

3年目になりリーダー業務にも携わるよ

うになり、チーム員としての役割を担える

ようになってきました。様々な学会にも参

加させてもらい、 新の情報や他施設の

取り組みを知る機会となり刺激を受けま

した。

現在は先輩方からアドバイスを受けな

がら同期と共に看護研究に取り組んでい

ます。日頃の業務に対して改善できる課

題を見つけ、研究方法を検討し進めてい

ます。

新人のころとはまた違う課題に取り組む

ことで、充実した日々を送っています。

(3年目)

急性期病棟 看護師

1～3年目の間に初期研修を行います。入職してか

らは不安が大きかったですが、個人のペースに合わせ

て指導をしてもらえるので、安心して技術を習得するこ

とが出来ました。1年目の終わりごろから夜勤が始まり、

日中とは様子が異なる患者様への対応や少ない人

数で勤務に戸惑う事もありましたが、プリセプターや先

輩方に相談にのってもらいながら成長する事が出来ま

した。

病院の特性上、高度な医療看護技術に触れる場

面は少ないですが、急性期～終末期、認知症など様々

な患者様への看護展開を学ぶことが出来ます。時に

難しい事例に直面する事もありますが、チームの看護

師や多職種でカンファレンスを行い、連携を取り、患

者様に寄り添いながら看護を行なっています。

(4年目)



データで見る看護部 （2019年度時点）

有給休暇消化率

年間休日年齢層（全体）

123日～

チーム医療

看護師

より良い医療の提供のためにはチーム医療が欠かせません。

多職種が専門性を生かして意見を積極的に交わしながら、チーム一丸となって患者様について考えます。

医師

リハビリスタッフ

臨床検査技師

放射線技師

介護系
スタッフ等

薬剤師

管理栄養士MSW

1人1人の患者様の状態を

把握し、1日でも早い改善

そして退院に向けて医師を

はじめと様々なスタッフと連

携を取り、チーム医療を進

めている看護師皆さん。多

忙な中でも、常に患者様に

は笑顔で接しており、日々

看護師さんの姿を見習って

います。

医療費や生活の不安、社

会保障制度についての相

談を行っています。「その

人らしさ」を大事にしながら、

よりよい生活を目指した支

援を行う上で、患者様の

気持ちに寄り添い、「気づ

き」の視点を持ってみえる

看護師さんとの連携は欠

かせません
調剤・製剤、薬の評価・選択・管理・供給、医薬品情報管理、そして病棟薬

剤管理指導（服薬指導）業務を中心に、安全で有効な薬物療法のために、

病院内の薬が関わるところ全てに関与していますが、看護師さん抜きで我々

の仕事は成り立ちません

みどり病院の看護師さんは患

者様やその家族、また患者様

の住む地域のことを良く知って

いるプロフェッショナルです。患

者様によりよいケアは何か、退

院後どうフォローしていくか、地

域でよりよく暮らせるためには

何ができるか...

チームで協力しながら日々頑

張っています。

食事が食べられない患者様の

相談や、栄養管理の協力をし

ています。患者様が元気になっ

て退院していく中で多職種と

の連携や専門性を高める事も

求められていると思います。そ

のサポートができるよう共に取

り組みたいと思います。

71.1％

年齢層（病棟）

２０代

４０代

５０代

６０代

14％

19％

22％

28％

17％

２０代

４０代

５０代

６０代

25％

16％
30％

19％

10％

３０代

３０代

病棟では若手看護師が

頑張っています♪

休みも取りやすく、

プライベートも

充実♪



ー 期の望みをかなえるために…

Aさんは、修理工として自営業を営んでいました。事故がきっかけでの廃業や家族とも別れ、様々なつらい人生を歩んでこられました。一人暮らし

で体調を壊し、検査をしたところ、癌の宣告を受けました。積極的な治療は望まれず、住み慣れたアパートに居たいと希望され、訪問診療と訪問看

護を受けながら療養していました。

ところが日々過ごしていくうちに倦怠感が強くなり、一般病棟に入院することになりました。

Aさんは渓流釣りが趣味で、 期に釣りに行きたいといつも話していました。スタッフはその話を聞きながら、何とか 期の夢を叶えられないかとい

う思いでいました。その思いは、看護師だけでなく、薬剤師、リハビリのスタッフも思っていたようで実現に向け何度も話し合い、患者様の安全を第一

に考えようと意思統一し、当日を迎えました。担当の医師も休みを返上し参加してくれることになり、医師、看護師、薬剤師、理学療法士といったメ

ンバーで出かけることになりました。

Aさんの希望は「以前に行ったことがあるお店にもう一度行きたい。」というもの。この計画が持ち上がるまではほとんど食事が摂れない状態でした

が、この日に向けてリハビリで歩行練習を頑張りました。そして、この日ばかりは川魚コースの料理を美味しそうにお腹いっぱいに食べていました。釣り

堀では、「俺が教えてやるぞ！」と自慢げに若いスタッフに釣り方を教えていました。目がキラキラしていて、とても満足そうで、笑顔が絶えない1日

でした。

この後、半月程で亡くなられましたが、帰ってきてからは「また行きたいなぁ」と何度も話していました。本当に楽しかったのだと思います。

今回の事は看護師だけではできませんでした。患者様の願いをかなえたい、笑顔が見たいと思う様々なスタッフの思いが形になった事例です。

患者様の笑顔は、私たち医療者が一番やりがいを感じる瞬間です。みどり病院だからこそできたのかなと実感しました。

医療は病気を治療して元気になってもらう事が一番の役割ですが、限界もあり、亡くなる方もいます。しかし患者様の思いに寄り添う事や、患者様

の不安を少しでも和らげる事も大切な私たちの役割だと思います。

これからも多くの患者様から笑顔が見られるような医療、看護を目指していきたいと思います。

（みどり病院：3階病棟）

患者様とのエピソード ～私たちは患者様の思いに寄り添った



―いろいろな職種をつなぐ 「架け橋」的存在でありたい

Bさんは、ヘルパーの資格を取り働こうとした矢先に子宮がんが発症しました。

手術後1年後に再発し、これ以上の治療方法が望めず在宅に向けて診療所

に紹介され毎日の点滴通院が始まりました。

家族の為に食事の支度や、買い物を精一杯頑張ってみえましたが、段々痩せ

てきて通院ができなくなってきました。訪問看護を利用して自宅での点滴を勧め

ましたが、医療費がかかる事、自宅に人が入るのを嫌がられ利用されませんで

した。

しかし貧血が進行し動けなくなり、みどり病院に緊急入院となりました。この入

院をきっかけに患者様と私たちの距離が縮まり、信頼関係が生まれました。

入院中輸血などの治療の後、在宅に戻るための準備として、訪問診療・訪問

看護を快く受け入れてくれ、笑顔で帰宅する事が出来ました。入院中に身体障

害者手帳を取得する事ができ金銭的な不安もなくなりました。

ところが病状は徐々に進行し、ご家族は入院を希望されましたが本人は 後

まで自宅で過ごすことを選ばれました。

ご家族の思いとご本人の思いをお聞きしながら「 後まで自宅で過ごす事」と

なりました。自宅で約1ヶ月半、1日1回の訪問看護と隣人の親友の手を借りな

がら過ごされました。その姿は痛々しいほどでしたが、ご本人の意思を尊重し家

族に見守られて息を引き取られました。

私たち看護師は、ご本人・ご家族の思いに寄り添うためいろいろな職種をつな

ぐ「架け橋」的存在でありたいと思っています。

（すこやか診療所）

Cさんは、90歳を超えると慢性腎不全が少しづつ進行し、入退院を繰り返すようになりました。1ヶ月ほど入院をして輸血やカテーテルからの透析治療

を行い、体調が少し良くなりました。Cさんは「透析導入はしたくない。自宅で過ごしたい」と退院を希望。ご家族も本人の意思を尊重し同意して退院しま

した。

ところが、体調も良くなく毎日のように通院する事になってしまい、そこで在宅に切り替え、訪問看護や訪問リハビリをお願いし、医師が毎週往診に行き

ました。Cさんも、好きな本を読んだり、うなぎを食べたり、自分でも足をばたばたと動かして体力をつけようと頑張っていました。

ある日、Cさんが往診時に「やなへ行って鮎が食べたいわ.. .」と言いました。Cさんの状態では来年はもう行くことが出来ないだろう。なんとかCさんの望

みが叶えられないかとスタッフは考えました。

そこからの行動は早く、ご家族と医師・看護師ケアマネージャー・ヘルパーと共に2週間後にやなへ行く計画を立てました。

当日はとてもよい天気で、医師は張り切ってCさんをおんぶしご家族の運転する車の助手席に乗せやなへ出発しました。退院後初めての外出だったこ

ともあり、Cさんは途中の山の景色を嬉しそうに眺めていました。ご家族も残された時間を大切にしたいと思う気持ちから、高い所にある花を摘んではCさ

んに渡し、とても喜ばせていました。

Cさんはその後6カ月以上自宅で過ごし、ご家族に見守られながら静かに旅立たれました。看護師としては何もできませんでしたが、本人の望みを少し

でも叶えることが出来て良かったと思っています。少し大変そうなことでもスタッフの「よし、やってみよう」という気持ちがあればなんとかなるという自信が

つきました。

（みどり病院：外来）

ースタッフの「よし、やってみよう」という気持ちがあれば

“あきらめない看護”をめざしています～



キラッと輝くナースたちにインタビュー！

育児と仕事の両立はどうですか？

私は2人子供がいて、1人は小学生、1人

は2歳で院内保育所にお世話になっています。

仕事のことや、育児のことまでたくさんアドバ

イスをいただいたり、頼りになる先輩たちと楽し

く働いています。

学校・保育園の行事や、子供の突然の体調

不良などで迷惑をかけてしまっていると思い

ますが、師長さんやスタッフの皆に支えられて

います。

スタッフの皆に支えてもらっている部分はた

くさんありますが育児と仕事の両立を楽しんで

います。

どのような活動をされていますか？

感染管理認定看護師とは、感染対策の名の通り、感染しないような対策をとっていくことが業務となります。それは、

入院される患者様・病院職員だけではなく、外来通院される患者様、そして面会にきているご家族・友人を含めたす

べての病院にかかわる方を感染から守ることができるようにするための活動です。そのため実践を積み重ね、ある時は

物品を確保し、ある時は病棟をラウンドして間違いを指摘・改善要望を出し、と地道に活動をしています。

今後の意気込みを！

感染対策には終わりがありません。日々知識を更新し、自分の体調管理に務め、自分らしい看護活動ができるように

努めていきたいと思っています。

男性ナースとして働いてみてどうですか？

就職して1年ほどですが、男女問わず仲がよく仕事

ができます。先輩方も親身になってご指導して下さ

り、日々自分の成長を実感できます。毎日楽しみな

がら、看護師としての基本を1から学べる職場です。

なぜ認定看護師を？

当院には認知症や認知機能の低下がある患者様が治療目的で多く入院されています。高齢化が進む

この地域で認知症があっても安心して医療を受けられる場を作っていきたいと思うようになり、専門的な知識を深め

るため認知症看護認定看護師を目指しました。

どのような活動をされていますか？

現在は病棟で認知症患者様と関わる中で、病棟スタッフとケアについて考えたり、多職種に働きかけたりしています。

また病院などで学習会を企画したり、認知症カフェなど地域での活動も行なっています。

今後さらに高齢化が進むこの地域で、認知症があっても“その人らしく”地域で生活を送れる。それを支える地域の

病院であるために認知症看護認定看護師として活動していきたいと思っています。

これまで務めてきてどうですか？

私が長く務めていられる理由は、地域医療を深く学

ぶことが出来る。時間給や診療所勤務などライフス

タイルに合わせた職場環境が整っている。困ってい

る時に助け合える環境の3つがあったからだと思い

ます。

地域医療では、医療制度や地域で生活している

患者様の背景まで考え、患者様に寄り添った医療

をスタッフとともに考えています。また上司や他職種

間の垣根を越えて話しやすい環境がある事で、楽し

く仕事をすることが出来ています。

認知症看護認定看護師

感染管理認定看護師

ママさんナース 男性ナース

入職10年目看護師



奨学金制度のご案内

＊看護学校への入学が決定した方

＊看護学校在学中の方

＊免許取得後、当法人で働くことを希望される方

申込み方法と流れ

①申請書を提出（保証人欄あり）

②面接（法人専務・看護部長）

③理事会決済

学生のときから、将来一緒に働く仲間や職員と学習や交流ができます。

奨学金を受けた期間と同期間、当法人施設で勤務をすることにより、返済は免除となります。

岐阜県立衛生専門学校／岐阜市立看護専門学校/岐阜市立第二看護専門学校
日本中央看護専門学校/平成医療短期大学／岐阜保健短期大学/中部学院大学
岐阜医療科学大学／岐阜聖徳学園大学／中部大学／名古屋大学 他

奨学生出身校

奨学生になると..

対象

がんばる学生さん達を応援致します

月１学習会の様子

心電図に関して

東海北陸7県の

看学生との学習・

交流会企画にて



医療法人 岐阜勤労者医療協会

みどり病院

〒501-3113
岐阜市北山1-14-24

看護学生担当
TEL:058-241-0681（代表）

090-1621-0243

mail:midori-nurse@gifu-min.gr.jp

病院見学、詳しい説明を

ご希望の方はお気軽に

ご連絡ください♪

看護部のブログも随時更新しております

h ttp://midori-nurse.hatenablog.com/


