
つるぎ町立半田病院

日本医療機能評価機構認定病院



思いやりの心と
信頼される看護！

看護部の理念

思いやりの心で、信頼される看護の提供を目指す

１．私たちは、常に患者さまの人権を尊重し、やさしさと温もりのある看護を

目指します。

２．私たちは、地域の医療・保健・福祉と連携した看護を提供します。

３．私たちは、専門職業人として自己研鑚に努めます。

４．私たちは、他職種と協働し患者中心チーム医療を推進します。

５．私たちは、病院職員として病院経営に参画し、健全経営に努めます。

６．私たちは、互いに助け合い、安心して働ける職場づくりを目指します。

看護部の基本方針

看護の「看」は「手」「目」より構成されています。

患者さまに暖かい「手」と「まなざし」を。

地域の安心を支える力となるため、共に歩みませんか。

看護部門の紹介



つるぎ町立半田病院は、県西部において周産期医療や小児医療また透析医療と二次救急

などを担当し、地域医療の拠点病院としての役割を果たしています。

また、地域包括室と内視鏡センターとともに疾病予防や疾病の早期発見にも力を注いで

おります。入院病床数120床という中規模ではありますが、家庭的でフットワークの軽い

対応で患者様やご家族に寄り添う看護を提供しております。

看護部ひとり一人は、対象とする人を尊び、ぬくもりが感じられる人間性豊かな職員を

目指し、地域に信頼される看護専門職でありたいと願っています。

看護部長としては、 スタッフ全員が明るく笑顔で働いていけるような職場環境を整え

て行きたいと思っています。また、個々のスキルアップにつながる研修や、発表の機会が

増やせるよう配慮していきます。

看護部は「思いやりの心で信頼される看護の提供を目指す」を理念に掲げ、看護師・

助産師が自己研鑽を続け、業務に必要な資格を習得し質の高い看護を提供する努力をして

おり、院内外において積極的に活動しています。保健・医療・福祉の環境を敏感にとらえ、

患者さんやご家族、そして地域のニーズを理解し、多職種と協働したチーム力で看護活動

を続けて、患者さんが自分らしく生活出来る様支援していきます。

これからも看護部一同地域医療に貢献していくため、知恵を出し合い一層の努力をして

行きたいと思っております。

看護部長 岸 由希枝



■病 床 数 一般 １２０床（うち地域包括ケア病床８床）

■診療科目

■その他事業

■看護体制等

・看護単位 一般病棟 ３単位
３階病棟４７床（うち地域包括ケア病床8床）
４階北病棟３９床
４階南病棟３４床

・看護配置 一般病棟 10 ：１

・夜勤体制 ３階病棟 準夜 ２名 深夜 ２名

４階北病棟 準夜 ３名 深夜 ３名

４階南病棟 準夜 ２名 深夜 ２名

内科・消化器内科・循環器内科・外科・整形外科・産婦人科

小児科・泌尿器科・放射線科・リハビリテーション科

耳鼻咽喉科・総合診療科・眼科・皮膚科

内視鏡センター・腎センター

在宅訪問看護・母子訪問看護・糖尿病教室・相談窓口

母親学級・栄養指導・出前講座・健診事業

病院概要

１ 患者さんに安全・安心・納得のできる医療を目指します。

２ 地域に信頼され、温もりのある病院を目指します。

３ 地域の保健・医療・福祉機関と連携し、在宅医療の拡充と住民の健康増進を

目指します。

４ 公営企業として、健全経営を目指し、地域に安定した良質な医療を提供します。

基本方針

理念

安 心 と 信 頼、
そして 地域と共に歩む



看護師教育

１年目の目標：早期に職務に適応するために必要な能力を取得する。

スタート

看護における倫理
接遇研修
看護記録

３ヶ月後到達目標チェック

６ヶ月後到達目標チェック

１２ヶ月後到達目標チェック

２年目

医療機器の取扱い
（輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ・ｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ・人
工呼吸器など）

感染対策研修
災害訓練
医療機器の取扱い
（HOT・酸素・吸引器）

救急蘇生

医療安全研
修

院外研修

症例研究・倫理研修

半田病院看護部は、看護部教育目標のもと、チーム医療に
おいて専門性を発揮できる看護師の育成を目指して、看護師
教育に取り組んでいます。

思いやりの心を持ち、誰からも信頼される看護師に成長す
るための継続教育を目指す。

●看護部教育目標

●新人教育

看護部教育委員会による研修
会やプリセプターによる支援
のもとＯＪＴで基本的な知識
や技術を学んでいきます。



継続教育

当院では、目標管理のもと組織の中で自己の目標を明らか
にし、専門職業人としてキャリアアップを目標として取り組
んでいます。
また、人事考課を取り入れ、自己研鑽に努めています。

看護部教育委員
会による研修会

（２～３回/月）

研修会参加後の

伝達講習会

医師・ｺﾒﾃﾞｨｶﾙに

よる研修会

院外講師による

研修会

院内研究発表会

（３回/年）

指導者による

看護研究指導

経験年数に応じ
た院外研修

●主な院内研修会

このような研修への参加
もしています

専門資格取得のための研修

ファーストレベル・セカンドレベル研修

認定看護師資格取得のための研修



専門資格

専門の資格をもった看護師は、それぞれの部署でやりがい
をもって働いています。

糖尿病予防・糖尿病重症化予防
を目標に生活指導をしています。
他職種と連携を取り糖尿病教室の
企画・運営や、患者さまに合った
療養指導をしています。一人でも
良好な血糖コントロールができる
よう心から祈っています。

看護師 井上 有佐子

日本糖尿病療養指導士

糖尿病による足病変の発生を予
防するために足のケアを通じて、
その足を持つ糖尿病患者さんその
人全体を看て、重症化予防に取り
組んでいます。糖尿病によって大
切な足を無くす人が1人でも減る
ように、患者さんと二人三脚でサ
ポートしていきましょう。

看護師 稲木 いずみ

糖尿病重症化予防
フットケア

創傷・オストミー・コンチネン
スの３分野において、少しでも質
の高い看護が提供できるように、
各部署・他職種と連携を取りなが
ら活動しています。認定看護師と
して一緒に活動していける仲間を
募集しています。

看護師 谷 玲子

WOCナース

ＤＭＡＴナース

当院は災害拠点病院であり、DMAT
（災害急性期に活動できる機動性を持
った、専門的な訓練を受けた医療チー
ム）が存在します。東日本大震災や熊
本地震などの大規模災害発生時に活動
します。
また、DMAT看護師として色々な訓

練に参加しています。災害医療・看護
に興味のある方、共に勉強し、DMAT
として活動しましょう。

看護主任 岡 由美

災害支援ナース

災害支援ナースは、災害支援ネット
ワークシステムに基づき都道府県看護
協会に登録し、看護職能団体の一員と
して災害看護を展開するため被災地に
派遣される看護職です。
私も是非という気持ちをお持ちの方、

県看護協会のの養成講習への参加を。
ちょっと興味はあるんだけど…と気に
なる方はパンフレットも用意していま
すので、一声かけてくださいね。

看護主任 畠中 カズ子

内視鏡の進歩により、リスクや
難易度の高い手技が増加し、医師
の補助を専門的に行う内視鏡技師
は注目されてきている資格です。
検査数は毎年増加しており、患者
さんに寄り添い、より安全に検査
介助が出来るよう頑張っています。

看護主任 住友 真弓

消化器内視鏡技師



半田病院に就職して2年目になります。就職した
ての頃は何をするにも不安でいっぱいで、仕事につ
いていくのに精一杯でした。4階北病棟は混合病棟
ということもあり様々な患者様と関わらせていただ
き、日々いろんな状況に立ち会い、良い経験をさせ
てもらっています。2年目になった今でもわからな
い事がまだまだありますが、その度に先輩方からご
指導を受け、少しずつではありますができる事が増
え自信に繋がっています。
特に助産師として、分娩介助だけでなく妊娠中か

ら産後と幅広く患者様と関わっていく中で、抱えて
いる不安に対しアドバイスをすることで「ありがと
う」など感謝の言葉をもらった時にやりがいを感じ
ています。
今はまだたくさん覚える事があり必死ですが、先

輩方のように様々な視点から患者様の事を理解し、
視野を広くもって行動できる看護師・助産師を目指
します。

去年の4月から半田病院に就職して、早1年が過ぎました。
就職したときの印象は、地域の方との関わりが深い病院で
あるという事です。元々愛媛の病院で勤めており、入職し
た当初は分からない事ばかりで不安もありましたが、先輩
方やスタッフの皆さんも優しくご指導や助言を頂き、少し
ずつ業務に慣れていくことが出来ました。

7月からも病棟は変わっても温かい雰囲気の中で働かせて
頂いています。私はそれまで内科病棟に配属していました。
混合病棟の様な対応となっており、内科だけではなく泌尿
器科・外科・小児科と覚えることは多いですが、日々勉強
とやりがいがある職場です。しかし、コロナ渦ということ
もあり、感染対応・面会制限と今までとは異なる病院対応
に戸惑いがありました。患者様の精神的な面でのサポート
も必要だと感じております。患者様やご家族様にとって今
後もよりよいケアが行えるよう、日々の業務へ携わってい
きたいです。

３階病棟
西村莉奈さん

４階北病棟
照屋七海さん

４階北病棟
大西値拡さん

昨年半田病院へ就職し、１年と少し経ちまし
た。私は他病院での勤務経験はありましたが、
当初は不安と期待でいっぱいで緊張の毎日でし
た。配属先となった４階北病棟は産婦人科、内
科、泌尿器科などの混合病棟です。今まで経験
したことのない診療科での看護業務と環境の中
で様々な患者様とのふれあいを通して看護の奥
深さを感じ、勉強の日々です。自分には何がで
きるのだろう？と悩んだこともありました。そ
んな時、先輩方のご指導や支えがあり、一つひ
とつできることが増えてゆき経験を重ね乗り越
えることができました。また、一人ひとりの患
者様との関わりの中でやりがいを見出すことも
できました。半田病院に就職してから看護師と
して、人として少し成長できたと自分なりに感
じています。これからも関わりのある全ての人
たちへの感謝の気持ちを大切に一生懸命勤めて
いきたいと考えています。

先輩
ナースの声



普段は助産師として、病院内で妊婦さんと関わりを
持ち、分娩に立ち会い赤ちゃんと向き合いながら仕事
をしています。
時に病院外での活躍の場があります。看護協会の看

護の出前授業の一環として、地域の小中学校に「いの
ちの授業」を行っています。性教育の話だけでなく、
妊婦体験や赤ちゃん人形や実際の赤ちゃんとふれあっ
たりしています。聴診器を使って心臓の音を聞くなど、
自分のいのちと向き合う時間を提供しています。授業
を受けてくれる小中学生の眼は、照れながらもキラキ
ラしています。病院だけでなく、院外でも活躍の場が
あり、とても魅力のある仕事です。

４階北病棟 看護主任 山田 良恵

ふれあい
看護体験

夏休みに入った7月末に、当院では中学
生、高校生の職場実習を実施しています。
実習を通して、子ども達に病院で働く

ことの魅力を提供し、安心して楽しく住
み続けていける地域を創造してもらうこ
とをコンセプトとしています。
今後も当院は、地域の未来を担う子ど

も達の育成のために、精一杯の協力をし
ていきたいと考えています。

※現在コロナのため中止中

命の授業



雇用条件

●給与について

看護師（４年制）209,800円～

看護師（３年制）200,700円～

看護師（２年制）192,400円～

※経験年数を有する場合は、年数に応じて加算されます。
※金額は30年度現在の額ですが、給与規程の改正により
変更される場合があります。

扶養手当 時間外手当

通勤手当 夜間勤務手当

住居手当 期末勤勉手当

特殊勤務手当 など

●勤務時間について

日 勤 ／ 8:30 ～ 17:15

準夜勤 ／ 16:30 ～ 1:15

深夜勤 ／ 0:30 ～ 9:15

●その他

有給休暇、夏期休暇、育児休暇、病気休暇など
看護師官舎もあります。
良い環境で住みやすく、
病院まで徒歩２分と通勤
も楽々！！

ACCESS

JR徳島線『阿波半田駅』から徒歩３分
美馬インターより車で５分



福利厚生事業

●イベント・サークル活動など

バーベキューや阿波踊り、クリスマス会など、季節
に応じて各種イベントを行っています。また、趣味の
合う仲間でのサークル活動もあります。
※現在コロナのため中止中



つるぎ町立半田病院
〒779-4401
徳島県美馬郡つるぎ町半田字中藪234番地1
TEL:0883-64-3145（代）
FAX:0883-64-4138
http://www.handa-hospital.jp


