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公立学校共済組合

笑顔で心優しい看護を
提供します

四国中央病院
公立学校共済組合

公立学校共済組合

四国中央病院
〒799-0193　
愛媛県四国中央市川之江町 2233 番地
TEL 0896-58-3515 （内線 216･217)
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看護師は、病む患者さんの生きる力を支えてあげられるとて
もやりがいのある仕事です。当院は公立学校共済組合が直
営する全国で８つある文科省管轄の病院であり、2025 年
には宇摩圏域の医療を責任を持って担う新しい中核病院とし
て生まれ変わります。皆さんは、やがて、きれいな病院で、
明るく、生き生きと、そして誇り高く働けるでしょう。弱い
人のため、大切な方のため、誰かのために働きたい、あるい
は社会貢献したいと思いは多様であろうと思いますが、まず
は自分自身が楽しく、幸せに生きてください。優しいスタッフ
が皆さんを大切に育みます。次代を担うのはあなたです。

病院長ごあいさつ

私たち看護部は「生命の尊厳を重んじ、心優しい看護を提供
する」ことを理念に掲げ、人の命の尊厳や権利を尊重し、思
いやる気持ちを何より大切にしています。患者さんやご家族の
方に寄り添い、医療チームの中で最も患者さんに近い存在と
して、思いを大切にし、他職種と協働し、その人らしい生活
を送れるように支援しています。看護師の仕事はやりがいもあ
りますが、さまざまな困難もあります。みんなで対話し、共に
悩み考え、乗り越えることによって、強さや優しさにつながり、
チーム力も向上します。職員同士がお互いに思いやりの心を
持って支えあう職場づくりをしていきたいと思います。そして、
個々の良いところを大切に、スタッフ一人ひとりがやりがいを
見出し、持てる力を発揮し、看護を楽しみ、笑顔で生き生き
と働き続けられるよう支えていきます。教育体制は、クリニカ
ルラダーシステムを取り入れ、集合教育が現場で活かせるよ
う、日々の関わりの中で個人のキャリアアップを支援していま
す。当院は多職種間の風通しの良い働きやすい職場です。
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平均年齢
経験年数 42.3歳・18年

看護単位 6病棟 8単位／病棟（一般 4、健康管理センター、精神）、
外来（透析・内視鏡センター含む）、中央手術室・中央材料室

資格取得状況 認定看護師：5名（感染管理 2名、がん化学療法看護、皮膚・
排泄ケア、集中ケア）

勤務体制 3交代制／
日勤 8:00〜 16:45 夜勤 16:00〜 0:45 深夜勤 0:00〜 8:45

看護方式 固定チームナーシング（継続受け持ち制）
専門外来等 がん看護相談、感染対策相談外来、褥瘡・人工肛門・失禁外来、

乳がんサポート外来、母乳外来、助産師外来、物忘れお悩み
相談

看護師宿舎 なし（住居手当あり）
院内保育所 四中すくすく保育園 7:00〜 19:30 （月〜金）

診療科目 26 科／内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、心療内科、精神科、小児科、外科、
消化器外科、乳腺・内分泌外科、心臓血管外科、小児外科、整形外科、形成外科、
皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、
麻酔科、病理診断科、呼吸器外科、緩和ケア外科、脳神経外科

承認指定事項
●臨床研修指定病院
●愛媛 DMAT 指定病院
●災害拠点病院
●愛媛県がん診療連携推進病院
●認知症疾患医療センター

病床数 275 床

職員数 379 名（うち看護職員 206 名）　※令和 3 年 4 月 1 日現在

公立学校共済組合

四国中央病院 所在地 〒 799-0193　愛媛県四国中央市川之江町 2233 番地
TEL 0896-58-3515 （内線 216･217)



看護部の基礎教育は集合教育と各部署でのプリセプターによる個別指導を行いま
す。現任教育はクリニカルラダーを導入しているので、段階的にキャリアアップ
することができます。「看護実践能力」など、4 つの領域の研修プログラムを用意し、
また自らの専門的知識を深めるコースも設けています。また、認定看護師や専門
看護師の資格取得支援も行っています。

● 初任給

助産師／大卒 1 年目   218,100円	 看護師／大卒 1 年目 		215,200円

● 年俸 （参考）

1年目	340万円　5年目	440万円　10年目	520万円

● 賞与
6月、12月（年2回）　※公立学校共済組合病院職員給与規定に基づき支給　※令和3年4月現在

● 諸手当
・初任給調整手当　・通勤手当　・住居手当　・扶養手当　・超過勤務手当
・夜間看護手当　・宿日直手当　・期末勤勉手当　・その他の手当

● 対象

看護師・保健師・助産師を養成する学校や養成所に在籍する学生で、卒業後に当院で
勤務を希望される方

● 貸与額及び貸与期間

年間600,000円を、奨学生となった年度から学校や養成所を卒業する年度まで貸与します。

● 休暇

• 年次有給休暇　• 開院記念休暇　・勤続 4年目の連続休暇　・介護休暇等

● 育児支援

• 育児短時間勤務制度　•育児休業　•子の看護休暇

● 保育所

院内保育所　7:00 ～ 19:30（月～土）

● 保養所等

札幌、京都、六甲など、全国に保有する宿泊施設

キャリア・
サポート

給与・手当

奨学金制度

福利厚生

レベルⅠ （新人）
1 年目 2 年目 10 年までに達成義務 経験年数 10 年以上チャレンジ

看護師のキャリア開発

感染管理、がん化学療法看護、皮膚・排泄ケア、集中ケアの認定
看護師が専門性をもって院内外で活動しています。
介護施設や学校などへ出張出前講座も行っています。

当院と徳島大学との「病・学連携推進事業」
として各種シミュレーターを準備しスキル
ラボ研修室として医療人育成に取り組んで
います。

看護専門外来・出前講座

院内研修

院外研修

看護研究

地域との研修会

スキルラボ研修室

歴史

HCU

地域包括ケア病棟

公立学校共済組合直営の職域病院として
昭和34年に開設され、現在は地域中核病
院としての役割を果たしています。

外科病棟に併設
し急性期および
重症患者さんに
質の高いケアを
実践しています。

急性期治療後の
在宅復帰支援を
行うため令和元
年に開設しまし
た。

看護部ではクリニカルラダーレベルに応じた研修プログラムがあり、医療安全や感
染は全体研修も行っています。さらに認定看護師による院内認定コース（看護師経
験５年以上かつレベルⅡ認定以上）も設けています。院内全体でも、毎月のように
さまざまなテーマで研修会が企画され、専門的な知識を習得する場として、自己啓
発に繋げるとともに、他職種とのコミュニケーションをとる機会にもなっています。

院外研修では、長期研修や看護協会が主催している研修、スキルアップ研修へ
の参加を、支援しています。また研修・活動に参加する看護師に対して、自己
研鑽の到達度合を確認するためにポイント制を取り入れています。

毎年、院内看護研究発表会を開催して
います。看護研究は院内ラダーレベル
Ⅲのプログラムとしても組み込まれて
おり、2020年度は3題の発表がありま
した。研究期間中は、各部署の看護研
究推進委員が中心となってサポートし
ています。全国への学会発表となれば、
本部からの支援が得られます。

当院では地域と顔の見える関係を大
切に研修会を企画しています。助産
師が災害をテーマに消防士や救命救
急士と意見交換をしたり、地域の訪
問看護師やケアマネージャーとの交
流会や勉強会を行っています。また、
市内の学校や介護施設に出張出前講
座や地域住民に対して市民公開講座を定期的に開催しています。

この1年は驚くほどあっという間に過ぎたように感じました。入
職当初は新たな環境に慣れるまで時間がかかり、日々の業務をこ
なすことで精一杯でした。「自分は成長しているのだろうか」と
不安になることもありました。そんなときに、師長をはじめ、プ
リセプターや先輩方の指導や支えがあり、ここまで頑張ることが
できました。まだまだ未熟ではありますが、これからも患者さん
に寄り添った看護ができるよう精進していこうと思います。

この1年間で知識を深めることはもちろんのこ
と、経験を重ねることで技術面も日々成長でき
ています。優しい笑顔で思いやりをもって患者
さんに接する姿を見て、とてもうれしく思いま
す。自分の理想の看護師像をいつも胸に、これ
からも切磋琢磨していってください。

先輩からのメッセージ

勤続２年目看護師、内科・小児科病棟 勤続２年目看護師の新人時のプリセプター、
内科・小児科病棟

勤続 2年目看護師、手術室

勤続２年目看護師の新人時のプリセプター、手術室

先輩からのアドバイス

手術室に配属され 1年が経過しました。最初
は器械の名称や手術の手順など覚えることが多
く、自分にできるか不安でした。師長やプリセ
プター、また先輩の方々の熱心で適切な指導の
おかげで少しずつできることが増えていきまし
た。今は、看護師の仕事に誇りとやりがいを感
じています。職場の雰囲気は明るく活気があり、
楽しく充実した環境のもと仕事をしています。
これからも先輩方から信頼され、患者さんにも
元気を与えられる看護師を目指し、日々努力し
ていきます。

手術室という特殊な環境下で、指導のもと、直
接介助や間接介助ともにレベルアップができて
います。入職当時に比べると見違えるほどに成
長しておりうれしく思います。今後は後輩の
指導も行うことで更に成長していくことでしょ
う。みんなで一緒に成長していきましょう！

教育理念 1.  高い倫理観をもち、真心の看護サービスを提供する
看護師を育成する。

2. 専門職業人として信頼される人材を育成する。

看護の核となる実践能力 組織的役割遂行能力 自己教育 研究能力

レベルⅡ
レベルⅢ

レベルⅣ
レベルⅤ

文部科学省関係施設だから
安心・充実の働きやすさ

看護実践力のキャリアを
支援します

毎日の積み重ねと
研修の先に…

看護の専門性を発揮し、
前向きに行動できる環境

安心・安定 教育支援 人のチカラ 福利厚生

専門領域
能力開発

新規採用者オリエンテーション プリセプターや先輩に付いて仕事内容を覚える

心電図 経管栄養 フィジカルアセスメントⅠ

コミュニケーション

看護記録 創傷管理 看護過程Ⅰ

倫理

医療安全

災害看護

感染経路別予防策

メンタルヘルス

救急・急変時の看護 夜勤シャドウ研修（部署での夜勤）

多重課題に挑戦

ストーマケア

夜勤や緊急入院患者の対応・受け持ち

看護過程Ⅱ 医療安全フィジカルアセスメントⅡ・救急合同

多職種の連携 がん看護 感染

人工呼吸器の取り扱い

ローテーション研修（自部署以外で看護技術を経験する）

1年間の振り返りと 2年目の課題の明確化 ナラティブ発表会

少し成長した自分

先輩看護師と相談しながら仕事をする 悩みや問題点の共有 看護技術トレーニング

新人の一年

月3

月2

月1

月12

月10

月11

月9

月7

月6

月5

月4

8:00 ●申し送り
患者さんの情報について引き継ぎを受けます。
先輩看護師のチェックもかかさずに！

9:00 ●患者訪問
入院中の患者さんにしっかりと声かけをしなが
ら、体調をみていきます。

11:00 ●入院準備

14:00 ●医師とミーティング
担当患者さんの診療についてのカンファレンス
をします。

15:00 ●�退院患者さんお見送り

1 日の流れ

プリセプターシップ　
当院では、新しい環境に慣れるための原則 12 か月間プ
リセプターシップを実施しています。先輩看護師とでき
るだけ一緒に行動し、新人看護師が深刻なリアリティ
ショックを体験することなく、自信が持てるよう支援し
ています。

チーム医療　
医療に関わるすべての職種がそれぞれの専門性を発揮して
患者さんの病気回復や満足度を高めるようにチーム医療を
行っています。
薬剤師の服薬指導や外来化学療法のサポート、栄養サポート
チームや糖尿病チームなど専門性をもって活動しています。

サポート体制
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能力習熟達成レベルの方向

当院は全国 8 病院を運営する「公立学校共済組合」に所属しており、
安心して働ける環境づくりに取り組みながら、これから長く続く看護師ライフを応援しています。
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