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理事長／丸山 和敏　病院長／勝山 努

病院・介護老人保健施設

27,561㎡　

20,296㎡

地上9階建

199床　
一般病床／99床（急性期一般入院料1）
地域包括ケア病床／50床（地域包括ケア病棟入院料1）
医療療養病床／50床（療養病棟入院基本料1）
介護医療院／定員97名　

574名（医師35名・看護師230名） 
法人全体1,230名

患者数（2021年度）
入院患者／1日平均178人
外来患者／1日平均320人

診療科目（2022年5月1日現在）
内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・糖尿病内科・腎臓内科・腎臓内科（人工透析）・神経内科・
心療内科・外科・心臓血管外科・整形外科・脳神経外科・形成外科・精神科・小児科・皮膚科・泌尿器科・
眼科・耳鼻いんこう科・リハビリテーション科・放射線科・救急科・歯科・歯科口腔外科・麻酔科

・御所苑 訪問看護ステーション
・御所苑 訪問看護ステーションあおきサテライト
・御所苑 居宅介護支援センター

介護老人
保健施設
御所苑

介護老人
保健施設
ケアまるこ

・医療と介護の相談ステーション
・そよ風訪問看護ステーション
・訪問リハビリテーション
・居宅介護支援センター
・介護医療院「ケアあおぞら」
・通所リハビリテーション(デイケア）

上田透析
クリニック
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2022年4月現在

「今」この出会いを大切にし、ぬくもりのある看護・介護を提供します。

患者さんの意思を尊重し、手を握り、寄り添い、
安全・安心できる看護・介護を提供します。

専門職として、知識・技術・人間性の
研鑽に努めます。

岡部 由美

堀内 大詩

医療チームの一員として、
地域の皆さま個人の望まれる地域生活を支えます。

笑顔で活き活き、元気な挨拶で働きやすい
職場づくりを目指します。

理念に「今、この出会いを大切に」とある
ように、「今」この時間は、同じように訪れ
ないと考え、患者さん、地域の方、職員同
士の出会いを大切にして行きたいと思
います。専門職として、患者さんの意思を
尊重し、「その人にとって最善とは何か」
「今、してほしい事は何か」を考え、安全
で安心できる看護・介護を提供します。
また、常に笑顔でいることを心がけ、どな
たからも選ばれる職場を目指すととも
に、働き続けられるように支えて行きま
す。

私たち介護スタッフは、患者さん・利用
者さん一人ひとりが”住み慣れた地域
でその人らしい生活”を送れるような
ケアの提供に努め、楽しみながら、悩
みながら自身の理想の介護を目指し
ています。当院では、患者さん・利用者
さんが安心して生活できるように、ま
た、スタッフが理想の介護職員像に近
づけるように院内で研修会や勉強会
を行い、スタッフの人材育成に力を入
れています。

日常的な感染防止対策等の業務を行っています。病院のサポートを受けながら、
大学院にも通学しています。多忙な日々ではありますが、勤務と大学との両立
ができています。医療法人丸山会は、認定看護師取得等、自己研鑽へのサポー
ト体制が充実しており、勤務と徐子研鑽の両立が可能な法人であると感じてい
ます。是非、皆さんも一緒に働いてみませんか。

勤務の調整や、学資補助など病院のサポートを受け、育児と両立させながら特
定行為研修を修了することができました。研修で学んだ知識を日々の看護に活
かし、患者さんに寄り添いながらタイムリーなケアが実践ができるよう周術期看
護に携わっています。

感染管理認定看護師

特定行為看護師・周術期管理チーム看護師（手術室勤務）

地域の救命率向上に寄与することを
目的とし、主に医療従事者向けに
AHA( アメリカ心臓協会 ) 公認 BLS
コースを定期開催しています。BLS
コースは、AHA-BLS インストラク
ター資格を有する 9 名の当院インス
トラクターが、一般社団法人 福岡博
多トレーニングセンター監修のもと、
AHA 公認コースを開催しておりま
す。事務・送迎担当を含む職員の
BLS コース受講率 100% を達成し
ており、地域の皆さんに安心いただ
ける病院を目指しています。

大阪ライフサポート協会と日本心臓財
団がすすめる「PUSH プロジェクト」
に参加しています。医師、看護師、理
学療法士、臨床工学士の計 12 名が大
阪ライフサポート協会による「PUSH
コース指導者養成講習会」を受講して
プレインストラクターになりました。
2015 年 9 月 9 日（救急の日）にスター
トさせた私どもの PUSH コースは、
地元の中学校、警察署、教育委員会、
温泉旅館組合、一般企業などで開催さ
せていただいています。

病院もそして地域も 救命率をあげる国内トップ
クラスの取り組み
●BLS・ACLS コース ●救うのは君だ！PUSHプロジェクトin信州
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看護師 介護職

レベルⅣ

レベルⅢ

レベルⅡ

レベルⅠ

 【リーダーナース】責任者代行 　
看護部や病院から求められる役割
を認識し、創造的なマネジメントを

発揮できる

【一人前ナース】担当看護師    　　　　　　　
看護計画に基づき自立して看護をできる

【一人前 ２年目】チームメンバー　日々リーダー
自ら自立し、自律的に日常介護業務が実践できる

【介護主任】チームリーダー
チームメンバーの方向付けや育成を行
い、担当部署の目標達成に貢献する

【１年目ナース】チームメンバー　プリセプティー 　　 
指導を受けながら基本的な看護の実践ができる

【新人介護職員】チームメンバー
指導を受けながら、安全な日常介護業務が実践ができる

ケアの受け手に合う個別的な看護を
実践し、リーダーシップを発揮できる

【中堅ナース】チームリーダー  教育担当・実習指導
介護実践においてロールモデルとなり、
後輩を育成できる

【3 年目 ～ 】

　　　　　
　

介護職員初任者研修
 介護職員実務者研修
  認知症介護基礎研修
　  ファーストステップ研修

介護福祉士リーダー研修
 リスクマネージメント研修
  介護職種の技能実習指導員
   介護福祉士実習指導者講習
    介護福祉士受験

　　  サードレベル
 　セカンドレベル 
ファーストレベル

看護学生実習指導者養成講習会
　　　　実地指導者研修

　  看新人看護職員研修
（看護師・准看護師 コース）

不安を克服し、自信を持って現場に対応できるよう支援します。

《院外研修》 《院外研修》

看護師と介護職のチーム研修

１． “成人教育理論” を実践する教育手法として、シミュレー
　　ション医療教育はうってつけなのです。
２．  “教える” のではなく、” 自分で考える” 教育を実践して  
　　います。
３．指導者育成にも力を入れており、” あたたかくて楽しい研
　　修” を提供しています

看護師と介護職は、病棟ケアにおける車の両輪と考えています。共同での研修会を定期
的に開催し、シミュレーターを用いての手技（スキル・トレーニング）はもちろん、コミュ
ニケーション・トレーニングも行っています。

シミュレーション医療教育

指導者の育成は、院内研修会の開催、ハワイ大学 SimTiki シミュレーションセンターへの職
員派遣、ならびに Fundamental Simulation Instructional Methods、Improved 
Simulation Instructional Methods 各コースへの参加などにより継続的に行っています。

指導者の育成も行っています

看護師

１．春には…　看護技術シミュレーションⅠ
　　注射・血管確保・点滴・口腔吸引など
　　肺音・12 誘導心電図電極の取り付け・導尿・胃管挿
　　入など
２．夏には…　急変対応シミュレーション
　　夜間勤務開始前の「急変対応の手順と報告のポイント」
３．秋・冬には…多重課題シミュレーション（4 人部屋設定）
　　患者 4 人それぞれの訴えに対する「優先順位判断と　
　　その理由」
4．フィジカル・アセスメント勉強会

介護職
ボディ・メカニクスを考慮した患者の移動・体位変換
急変対応シミュレーション

研修センター

医療現場で「知っている」と「できる」とはちがいますよね？　このような知識と行動のギャップを埋めることができ、同時に患者さん
と学習者の安全を確保しつつ学習できる方法が「シミュレーション教育」です。

Q. なぜ、シミュレーション医療教育を研修教育の柱としているのでしょうか？

病棟デビューの前にシミュレーションセンターへどうぞ。オンラインテキストを使って” 世
界標準” の手技をシミュレーターを使いながら学んでいただきます。

キャリアラダー Career ladder
看護職・介護職ともに段階を踏んで臨床実践能力を高めていくことを目的にキャリアラダーシステムを取り入れています。
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界標準” の手技をシミュレーターを使いながら学んでいただきます。

キャリアラダー Career ladder
看護職・介護職ともに段階を踏んで臨床実践能力を高めていくことを目的にキャリアラダーシステムを取り入れています。



充実の待遇・福利厚生 働きやすい環境づくり
スタッフひとりひとりの生活に寄り添う多様な働き方ができることが、
丸子中央病院の目指すワークライフバランスです。

一日のスケジュール
看護師と介護職のある一日のスケジュールを紹介します。
患者さんの満足できる看護・介護を提供します。

育児休暇
 取得100％

Mさん

8：30
9：00
10:00
11:00
12:00

12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
17:00
17:30
業務修了

情報収集、夜勤者からの申し送り
環境整備・点滴準備
ケア・バイタル測定 

記録
食事介助
・与薬  　
・口腔ケア

お昼休憩

カンファレンス
検温・看護必要度評価

　看護記録

排泄介助、申し送り

リネン交換、環境整備
離床対応・昼食準備 
食事介助
・トイレ誘導
・口腔ケア
・ベッドへ移乗介助
お昼休憩

おやつ・水分介助
排泄介助
離床対応　夕食準備
介護記録

Tさん
一つのミスで患者さ
んの命に関わりま
す。知識、技術も大
切ですがコミュニ
ケーションがとても重要だと痛感しています。
教育では先輩ナースによる段階的な指導、多
職種とのつながりによって安心して働けてい
ます。
入院中、患者さんが少しずつ回復し「ありが
とう」と笑顔で退院していく姿を見るときが
働いていてやりがいを感じる瞬間です。

入職当初はプリセプ
ターの先輩が毎日一
人付いてくださった
のでわからないとき
すぐに教えていただけましたし、明るく話し
やすい職場です。
休みも取りづらい雰囲気はなく、夜勤で入っ
たあとは勤務が連続しないよう調整していた
だけますし、働きやすいと思います。
仕事でやりがいを感じる瞬間はやっぱり患者
さんの笑顔を見れたときですね

働きながら資格取得
が可能です。看護
師・専門 / 認定看護
師・特定看護師・
介護福祉士の資格
取得のみならず、大
学進学についても仕
事と両立しながら支
援を受けられます。
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地 域 を 支 え る 人 に な る
NETWORK

〒386-0405 長野県上田市中丸子1771-1   TEL.0268-42-1111（代表）　FAX.0268-42-1112

〒331-0045 埼玉県さいたま市西区内野本郷975番地5

〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩2丁目1番12号

〒203-0052 東京都東久留米市幸町3丁目11番10号

さまざまな施設で活躍できる現場が待っています

TEL.048-620-2400

TEL.03-5671-6003

TEL.042-479-2600

昭和40年12月

理事長／丸山 和敏　病院長／勝山 努

病院・介護老人保健施設

27,561㎡　

20,296㎡

地上9階建

199床　
一般病床／99床（急性期一般入院料1）
地域包括ケア病床／50床（地域包括ケア病棟入院料1）
医療療養病床／50床（療養病棟入院基本料1）
介護医療院／定員97名　

574名（医師35名・看護師230名） 
法人全体1,230名

患者数（2021年度）
入院患者／1日平均178人
外来患者／1日平均320人

診療科目（2022年5月1日現在）
内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・糖尿病内科・腎臓内科・腎臓内科（人工透析）・神経内科・
心療内科・外科・心臓血管外科・整形外科・脳神経外科・形成外科・精神科・小児科・皮膚科・泌尿器科・
眼科・耳鼻いんこう科・リハビリテーション科・放射線科・救急科・歯科・歯科口腔外科・麻酔科

・御所苑 訪問看護ステーション
・御所苑 訪問看護ステーションあおきサテライト
・御所苑 居宅介護支援センター

介護老人
保健施設
御所苑

介護老人
保健施設
ケアまるこ

・医療と介護の相談ステーション
・そよ風訪問看護ステーション
・訪問リハビリテーション
・居宅介護支援センター
・介護医療院「ケアあおぞら」
・通所リハビリテーション(デイケア）

上田透析
クリニック

HUMAN ARE

TREASURES

最新情報は S N S でも発 信 中！

maruyamakai . jp/recruit

Twitter FaceBook YouTube

maruko-hp. jp

至大屋駅・R18

長瀬・下丸子

下丸子

中丸子

中丸子・寿町依田川橋

至松本三才山トンネル 至丸子自治センター
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東
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湯
の
丸
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セブンイレブン様●

マクド
ナルド様

●

●
ツルヤ様

日本電産
セイミツ様●

●ガソリンスタンド

R152

丸子中央病院 募集パンフレット  P0801 （w594×h210mm）




