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また、国立病院機構の病院は全国にあることから、日本全国であなたの能力を発揮することができます。
私たちの病院で一緒に働きませんか？病院も患者さんも、あなたの力を必要としています。
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《患者の目線に立った医療の提供》

診療事業 院内保育所

育児休業制度等

総合的事項

病院数

病床数
職員数

143病院

約54,000床
約60,000人

●わかりやすい説明と相談しやすい環境づくり
●セカンドオピニオンの制度の充実
●患者の価値観を尊重

《安心・安全な医療の提供》
●医療倫理の確立
●医療安全対策の充実

《質の高い医療の提供》
●クリティカルパス活用
●EBMの推進
●長期療養者をはじめとする患者のQOLの向上等
●職種間の恊働・チーム医療の推進

《個別病院に期待される機能の発揮》
●医療計画を踏まえ地域医療へ一層の推進
●政策医療の適切な実施
●重点施策の受け皿となるモデル事業の実施

国立病院機構の規模

●介護休業

中国四国グループ内21病院で院内保育所完備

休暇制度

配偶者、父母、子などの介護のため、6ヶ月の期間内で必要
と認められる期間、勤務が免除されます。給料の2/3相当の
介護休業給付金が3ヶ月間支給されます。

小学校就学前の子の看護のために1年に5日間の休暇が認
められます。（有給）

●育児短時間休業
育児のため、小学校就学の始期に達するまでの期間、短時
間勤務が可能（週19時間25分～24時間35分の範囲内）

●育児休業
３歳まで取得できます。
子が１歳に達する日まで育児休業給付金が支給されます。
（180日まで給料の2/3相当。残りの日数は給料の1/2相当）

●育児時間
小学校就学前の子を養育するために1日2時間を越えない
範囲内での育児時間が認められます。（無給）

●保育時間
1歳未満の子の授乳などのため、1日2回それぞれ30分、保
育のための休暇が認められます。（有給）

●結婚休暇
5日間の休暇が認められます。（有給）

介護休業制度

●産前・産後休暇
産前に6週間、産後に8週間の休暇があります。（有給）

●生理休暇
年次休暇以外の病気休暇として認められます。（有給）

●看護休暇

●その他休暇
年次休暇・夏季休暇があります。（有給）

1

《ネットワークを活用したEBM推進の
　　　ためのエビデンスづくりの推進》

《治験の推進》

《高度・先端医療技術の臨床導入の推進》

《研究倫理の確立》

《個別病院ごとの総合的な検証、改善等》

《エイズへの取組促進》

《調査研究・情報発信機能の強化》

臨床研究事業2

《質の高い医療従事者の育成・確保》

《地域医療に貢献する研修事業の実施》

教育研修事業3
●放射線安全管理研修
●EBMに関する研修
●長期入院患者のADL向上に関する研修
●急性期リハビリテーション研修
●治験・臨床研究コーディネータースキルアップ研修
●療養介助職の研修
●院内感染対策研修
●医療安全対策研修
●治験研修
●クリティカルパス研修
●インフォームドコンセント研修
●診療放射線技師研修
●チーム医療推進のための研修（NST・がん化学療法・輸血）

＊医療従事者研修を実施しています。



ＣＲＣ：Clinical Research Coordinator
ＣＲＰ：Clinical Research Professionals
ＳｏＣＲＡ：The Society of Clinical Research Associates
ＩＣＤ：Infection Control Doctor
ＮＲ：Nutritional Representative
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薬剤師の業務
より安全で効果的な薬剤による治療を
私たちがしっかりと支えていきます。

業務内容について 先輩からのメッセージ
病気の治療に欠かすことのできない「クスリ」。患者さんにとって最も安全で効果的な薬

物療法をしっかりと支えるのが病院薬剤師です。国立病院機構の薬剤師は、医師・看護

師・その他の医療スタッフとともにチーム医療の一員として、高度な医療を着実に支える

ために、調剤・製剤、服薬説明、薬歴管理、注射薬調剤、医薬品情報管理、リスクマネージ

メント、医薬品供給・品質管理、薬物モニタリング、臨床研究、治験等に専門的に取り組ん

でいます。また、特定領域において他の医療職の期待に応えることのできる専門薬剤師

の養成を目指し、学会・研修会等への参加をはじめ、院内感染対策チーム、がん化学療法

チーム、緩和医療チーム、褥瘡対策チーム等への参加、クリティカルパス共同作成等にお

いても実践的な役割を果たしています。国立病院機構は、わが国最大のネットワーク機能

を有しており、国が策定した政策医療を効率的・効果的に実施できる体制が整っていま

す。このネットワークを活用して、薬剤部門としては災害用医薬品、感染症治療・予防薬等

の備蓄や情報公開、また、がん、循環器病、精神疾患といった政策分野ごとの医薬品安全

情報の集積や地域との医療・健康に関する交流など幅広い分野での取り組みも進めてい

ます。日進月歩する医療の中で、薬剤師がチームの一員として患者様中心の医療に参画

することが求められ、期待されています。そのためには、業務の拡大・展開に積極的に対

応できるように準備を進めているところであり、国立病院機構においては、熱意のある優

秀な人材を求めています。

勤務先について
中国四国グループ内の薬剤師の欠員状況に応じて採用されますので、採用となる病院

は、当グループ内の２２病院が対象となります。なお、採用後は国立ハンセン病療養所３

施設も異動の対象となります。薬剤師として採用された後、主任薬剤師、副薬剤部(科)長、

薬剤部(科)長と昇任する制度があります。また、厚生労働省（東京都）等への出向・人事交

流も行われています。

四国こどもとおとなの医療センター

佐野　良輔
（摂南大学卒）

　私は、平成27年4月より四国こどもとおとなの医療センターで勤務しております。
　大学生の頃、自分はどんな仕事がしたくてどんな職場に行けばいいのかが分からず、多くの病院や薬局の就職説明会に参
加しました。いろいろな方のお話を聞く中で、自分がイメージしていた薬剤師の仕事以外にも知らない業務がたくさんあるこ
とを知り、いろいろなことに挑戦してみたいという気持ちが強くなりました。国立病院機構は中国四国内に22の病院を有して
おり、ここでならたくさんの病院を経験でき、幅広い知識を学んでいけると考え国立病院機構を選びました。
　当院は病床数689、成人部門と成育部門からなり、香川県だけではなく広域の患者さんに幅広い医療を提供しています。就
職後、当たり前のことですが学生時代に学んだことだけでは全く歯が立たないという現実を突き付けられました。なかでも小
児領域の薬物治療は、奥が深く、日々分からないことの連続でした。その度に先輩の薬剤師の先生方をはじめ、時には医師の
先生などたくさんの方々から教えていただき、少しずつですが分かるようになってきました。また、国立病院機構には研修な
どが多く、教育制度も充実しています。他施設との意見交換を行える場も多く、若手の研修合宿など医療スタッフの交流も盛
んです。さらに、若手も積極的に学会に参加することができ、現場から学べることに加えて、より専門的で深い知識を得る機会
もたくさんあります。ここでは処方せんをみるだけでは分からないことをたくさん勉強することができます。積極的に取り組
み、学習することで、成長するチャンスがどこよりも多い職場であると実感しています。皆さんぜひ一緒に働きましょう。

山口宇部医療センター

水口　敦子
（名城大学卒）

（松山大学卒）

　私は平成25年4月から山口宇部医療センターに異動し勤務しています。結婚後も国立病院機構で継続して勤務することを
望んでいたので、勤務先を考慮していただきました。また、前勤務施設の呉医療センター・中国がんセンターが日本医療薬
学会認定がん専門研修施設であり、がん専門薬剤師の認定要件には、研修施設での5年の勤務というのがあります。その辺
りも考慮していただき、同じく研修施設の山口宇部医療センターで勤務し、がんの医療に従事することで、申請基準を満たす
ことができ、がん専門薬剤師を取得することができました。その後も、外来化学療法への介入等、がん専門薬剤師として活動
しています。
また、妊娠、出産する機会があり、職場の先生方には多大なるご迷惑をおかけしました。妊娠中は重たい輸液など、声をかけ
なくても他の職員が運んで下さったり、体に負担がかからないよう、なるべく座ってできる仕事を優先していただいたり、産
前を苦労することなく終えることができました。休職中は新薬の情報を流して貰いある程度流れについていくことができまし
た。復帰後は施設内に保育園がありましたので通勤に困ることはありませんでした。短時間で勤務ができる制度があり、子供
が保育園に慣れるまで利用させていただきました。その他、子の看護休暇等の制度があり、子供が病気にかかって病院受診
する際など現在も利用させていただいています。
職場の先生方にはまだまだご迷惑をおかけしてばかりですが、復職しても、ほぼ今までと同様に勤務できていることが私に
とっての喜びです。医療現場では日々、勉強ですが、女性の私でも家庭と仕事を両立させることができる職場だと思います。

福山医療センター

花田　彩
（福山大学卒）

　平成25年に福山医療センターに就職し、調剤業務、無菌調製、薬剤管理指導業務や病棟薬剤業務など多岐にわたる業務
に取り組んでいます。
わたしが、国立病院機構を志望した理由は、中国四国グループ内の施設間で様々な交流があることです。研修や研究会で
は、他施設に勤務されている薬剤師の先生方とお話する機会があり、当院では取り組んでいないことも伺うことができるの
で非常に勉強になります。年に一度、中国四国地区薬学研究会という大きな研究会が開催され、グループ内の薬剤師が一同
に集まります。そこでは、それぞれ施設毎に取り組んでいる内容を発表する機会があり、私は2年目のときに「当院の薬剤師
による口腔ケアの取り組み」について発表を行いました。初めての発表で分からないことが多くありましたが、上司や先輩方
に支えていただき無事に終えることができました。このように、経験が浅いうちからいろんなことに挑戦し、周囲の方々に親
身に相談にのっていただいています。
また現在、他部署から薬剤師配置の要望が多くありますが、そのひとつに手術室での薬剤師常駐という新しい業務展開も検
討されています。わたしも、その業務にも携わる薬剤師のひとりとして、努力しようと思っています。今後も病院薬剤師の活躍
の場は、もっともっと広がっていくと思います。勉強不足だと感じることも多々ありますが、職域を越えた取り組みにも協働で
きることは大きな喜びです。病院薬剤師でなければ、取り組めない業務や経験を重ねられることが大きな魅力だと感じてい
ます。ぜひ一緒に、充実したワークライフバランスを過ごしていきませんか？

岡山医療センター

松本　拓真

　私は平成25年4月に岡山医療センターに就職し、調剤業務を中心としながら院内製剤の調製、抗がん剤・IVH無菌調製、薬
剤管理指導などの業務を行っています。
当院は病床609床、診療科27からなる急性期病院で、多種多様の患者様が通院・入院されており、それだけ多くの症例や処
方に触れる機会があります。日々の業務をこなす中で、学生時代では学べなかったさまざまな臨床知識を得ることができま
した。
専門性という視点では、がん・感染制御・NSTなど、多くの薬剤師が医療チームの中で活躍しています。私の場合はがん専門
薬剤師の先生のもと、日々抗がん剤の調製やレジメンチェック・副作用チェック等を行っています。
国立病院機構では専門薬剤師の資格を持つ先生方が多数在籍しており、その下で働くことは大変勉強になり、自分自身の資
格習得にもつながっていきます。
また、近年は女性だけではなく男性も子育ての当事者として積極的に育児に関わる傾向となっています。女性の産前・産後
休暇はもちろんのこと、男性も育児休暇が確保できるようになっています。育児休暇だけではなく、さまざまな福利厚生に関
してもしっかりとした制度が整っています。
今、病棟薬剤師業務の拡大に伴い、病院薬剤師の活躍の場は大きく広がっています。
国立病院機構の一員となって一緒に病院薬剤師の可能性を広げてみませんか。

＊各種取得資格＊各種取得資格

日本病院薬剤師会
生涯研修認定薬剤師

資　格　名

日本病院薬剤師会
認定指導薬剤師
日本病院薬剤師会

がん薬物療法認定薬剤師
日本病院薬剤師会

感染制御認定薬剤師
日本病院薬剤師会

精神科薬物療法認定薬剤師
日本病院薬剤師会

妊婦・授乳婦専門薬剤師
日本病院薬剤師会

妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師
日本病院薬剤師会

ＨＩＶ感染症薬物療法認定薬剤師
日本薬剤師研修センター
研修認定薬剤師

日本薬剤師研修センター
認定実務実習指導薬剤師

日本医療薬学会
がん専門薬剤師
日本臨床腫瘍薬学会

外来がん治療認定薬剤師

日本薬剤師会
日本生涯学習認定

日本薬剤師研修センター
漢方薬・生薬認定薬剤師
日本薬剤師研修センター

小児薬物療法認定薬剤師

日本医療薬学会
がん指導薬剤師

日本臨床薬理学会
認定ＣＲＣ
ＳｏＣＲＡ
認定ＣＲＰ

ＩＣＤ制度協議会
ＩＣＤ

日本糖尿病療養指導士認定機構
日本糖尿病療養指導士

日本化学療法学会
抗菌化学療法認定薬剤師

日本緩和医療薬学会
緩和薬物療法認定薬剤師

日本静脈経腸栄養学会
栄養サポートチーム（ＮＳＴ）

専門療法士

日本禁煙学会
禁煙専門薬剤師
日本医療情報学会
医療情報技師

日本医療福祉検定協会
医療環境管理士

独立行政法人国立健康・栄養研究所
栄養情報担当者（ＮＲ）
日本アンチドーピング機構
スポーツファーマシスト

日本骨粗鬆症学会
骨粗鬆症マネージャー
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診療放射線技師の業務
高度な医療技術の導入とその確実な実施に重点をおき、
時代の要請に応じた人材を育成する。

業務内容について 先輩からのメッセージ
診療放射線技師は、各病院において診断（撮影、CT、MRI、ANGIO等）、放射線治療、核医

学検査の各業務に取り組むとともに放射線管理及び放射線関連の法的申請業務にも携

わっています。また、日進月歩する医療の中で学会、研修会等への参加をはじめ、放射線

業務に関連する国家資格、認定資格等を取得してスキルアップをはかり、診療放射線技

師としての職能を発揮する努力をしています。

認定資格等について
各病院には以下のような国家資格また各種関連団体認定による専門技師資格取得者も

多数在職しています。国立病院機構には様々な機能や特色をもった病院があることから

各種研修を通して自身の技術・知識のスキルアップが可能となっています。放射線取扱主

任者、作業環境測定士、放射線治療専門技師、放射線治療品質管理士、医学物理士、検診

マンモグラフィ撮影認定技師、各種モダリティ別の専門資格認定（CT,MRI、核医学等）、医

療情報技師、等々

勤務先について
中国四国グループ内の診療放射線技師の欠員状況に応じて採用されますので、採用とな

る病院は、当グループ内の２２病院が対象となります。なお、採用後は国立ハンセン病療

養所３施設も異動の対象となります。診療放射線技師として採用された後、主任診療放

射線技師、副診療放射線技師長、診療放射線技師長と昇任する制度があり、昇任に際して

は本人の希望等も考慮し病院を異動することとなります。

四国がんセンター

西村　光司
（藤田保健衛生大学卒）

＊各種取得資格
資　格　名 人数

第一種放射線取扱主任 35

衛生工学衛生管理者 17

作業環境測定士 15

放射線治療品質管理士 17

検診マンモグラフィー
撮影認定技師 36

放射線治療専門技師 21

医学物理士 5

Ｘ線ＣＴ認定技師 12
磁気共鳴専門技術者 3
核医学専門技師 2

49PET研修セミナー修了者

13医療情報技師

5超音波検査士

平成２７年６月現在

　国立病院機構は、患者様の目線に立った安心で安全な質の高い医療の提供を始め、大規模な病院ネットワークを活かした
臨床研究事業や臨床治験の推進、教育研修などを通じた質の高い医療従事者の育成に努めております。それぞれの地域にお
ける病院機能や、様々な特色を活かすことで、急性期医療から慢性期医療まで幅広く対応し、地域のニーズにあった医療を提
供できるよう日々勤務しております。
現在は、一般撮影、マンモグラフィー、ＣＴ、ＭＲＩ、ＲＩ、ＰＥＴ－ＣＴ、血管撮影など多くのモダリティーに携わっておりま
す。機構病院は、最新の医療機器設備が充実しており、独自性、自主性を最大限に発揮することが可能な、恵まれた環境下であ
ると考えております。また、通常業務以外にも、国家資格や専門技師免許など個人のスキルアップにも積極的に取り組むことが
可能な施設です。さらに年に一度、全国の国立病院機構から様々な職種が集まる総合医学会では、放射線技師全員で学術発表
に取り組み、経験を重ねることで、さらなるレベルアップを目指して努力しています。
私たちと一緒に切磋琢磨して、地域の皆様に信頼される病院を作りあげてみませんか。熱意ある方、スペシャリストを目指す向
上心のある方、国立病院機構の仲間として一緒に頑張りましょう。

（鈴鹿医療科学大学卒）

関門医療センター

山本　圭奈子
（熊本大学卒）

　私は国立病院機構内の関門医療センターに勤務し3年目になります。
現在は一般撮影・CT・MRI・マンモグラフィなどを担当しており、幅広く業務に携わっています。当センターでは月1回行われる勉
強会や新人教育制度など、知識や技術を習得するための制度が整っています。また、日々進化する医療現場において、放射線医
療機器を更新するなど先端の技術を臨床にも導入しています。私も検診マンモグラフィ撮影認定技師の資格を取得するなど、
常にスキルアップに励んでいます。
国立病院機構では様々な学会や研修会を、他病院・他職種の方を交え地域を越えて開催していることが大きな魅力の1つです。
このネットワークを活用して最先端の医療を提供しています。そういった場で多くの人との繋がりができ、互いに刺激を受けるこ
とが日々の仕事へのモチベーションに繋がります。また、学会に参加することで個人の知識、経験も身につきます。私も実際に年
１回開催される全国総合医学会で発表し、そこでの経験がさらに自分を成長させてくれたと思います。
みなさんも、国立病院機構の仲間として私たちと一緒に働いてみませんか。

四国こどもとおとなの医療センター

栗下　沙英

　私は大学卒業後、民間病院を経て中国四国グループの四国こどもとおとなの医療センターに採用となりました。四国こどもと
おとなの医療センターは最先端の医療機器やホスピタルアートを取り入れ、外壁や廊下にイラストが描かれた患者様にも職員
にも優しい病院です。
　働きはじめて最初の半年で当直業務に就くために必要な一般撮影、ポータブル撮影、CT、MRI、透視、血管撮影など様々なモ
ダリティを経験することができましたが、検査に携わるにあたり自分の知識不足を感じ勉強の日々です。学会や研修会なども充
実しているため知識や技術を深めることもでき、マンモグラフィの認定をはじめさまざまな資格取得を目指しながら励んでいま
す。また、国立病院機構には様々な病院があり情報交換ができる場もたくさんあります。転勤により他の施設を経験された先輩
や上司の方々から様々な指導や助言をしていただき、一つの考えに固執することなく柔軟な考えを持つことができるので、技師
としてだけでなく人間としても大きく成長できる場でもあると思います。このような素晴らしい環境のもと、皆さんも国立病院機
構で一緒に働いてみませんか。

福山医療センター

石井　郁也
（広島国際大学卒）

　私は平成24年に国立病院機構中国四国グループに採用され、同グループ内の福山医療センターに診療放射線技師として勤
務しています。
当科はこの秋、外来棟の第一期工事終了に伴い新棟に移転し最新鋭の機器が導入されました。この様な恵まれた環境で、現在
は放射線診断部門(一般撮影,CT,MRI,血管造影)での業務を中心に充実した日々を過ごしています。
福山医療センターはスタッフ間の仲が良く、夏にはビアガーデン,BBQ大会、冬には年末の忘年会,スキー合宿等と様々なイベン
トがあり楽しく毎日を過ごす事ができます。遊びだけでなく学術面にも力を入れており、各種学会・勉強会への参加や独自の勉
強会”臨床画像読影会”を行い、私たち技師が日々の検査で疑問に思った症例を中心にプレゼンテーション、放射線科医師,臨
床研修医とディスカッションすることで読影能力の向上に努めています。
 また、本年2月には病院の代表(医師2名,看護師1名,コメディカル6名)として、バンコクで開催される国際学会においてポスター
プレゼンテーションを行う予定です。
 グループ内には急性期から慢性期の様々な病院があり、大規模なネットワークを活かして国立病院総合医学会を始めとした
学会、各モダリティ別の勉強会や技師会を通じての情報交換を行っています。この”大規模なネットワーク”という言葉だけでは
皆さんはピンとこないとは思いますが実際に社会に出るとこの繋がりが如何に重要で掛替えのないものかが解ると思います。
 皆さんもこの様な掛替えのない国立病院機構の繋がりの一員となり、私たちと切磋琢磨し放射線技師,一社会人としての自分
を磨いてみませんか？
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臨床検査技師の業務
社会に出るとスキルアップできる場所として、日本臨床衛生検査技師会・
各種関連学会がありますが当機構ではその他に中国四国グループ主催
および国立病院臨床検査技師協会主催の研修会や学会があり、その中で
多くの仲間とともにスキルアップしていくことができます。

業務内容について 先輩からのメッセージ
臨床検査技師は医師の診断や治療に必要な検査データを24時間体制で提供します。正
確なデータを担保するための精度管理や技術力の向上のための学会参加や発表、論文
さらには独自の研修会開催など国立病院機構全体で皆さんをサポートします。
入職後は担当業務を覚えながら並行して出来るだけ早く当番業務がこなせるよう緊急検
査の習得も必要となってきますが、国立病院機構では新採用者を対象とした研修で接遇
や社会人としての基本マナー講義に併せて特に注意が必要な検査業務についての研修
を行います。
担当業務としては検体検査（生化学・免疫・血液・一般）、輸血検査、細菌検査、病理検査、
生理検査などがありますが、その他に採血業務やチーム医療としてのＩＣＴ・ＮＳＴ・糖
尿病チーム・医療安全など臨床検査技師が関わる分野が増えてきています。ある分野で
着実に力を蓄え資格を取得した後にまた新たな分野にも挑戦しやすい環境が保たれて
います。また国立病院機構の特色として転勤制度があります。院内だけでなく他の機構内
病院でも自分の力を試すことや資格取得が可能です。
また国立病院機構はわが国最大のネットワーク機能を有し、国が策定した政策医療を担
っています。地域との医療・健康に関する連携への取り組みも進めています。日進月歩す
る医療の中で臨床検査業務は新たな展開を迎えており、複雑・高度化した医療を担って
いくためにも、国立病院機構においては、熱意のある優秀な人材を求めています。

認定資格等について
各病院には、以下のような認定資格等を有する臨床検査技師が多数勤務しています。国
立病院機構には様々な機能や特色を持った病院があることから、各種研修を通して自身
の技術・知識のスキルアップが可能となっています。
＊細胞検査士、超音波検査士、認定輸血検査技師、認定血液検査技師、認定臨床微生物
検査技師、認定心電図検査技師、緊急検査士、糖尿病療法指導士等々

勤務先について
採用となる病院は中国四国グループ内の病院２２病院が対象となります。なお、採用後
は国立ハンセン療養所３施設も異動の対象となります。臨床検査技師として採用された
後は能力に応じて主任臨床検査技師、副臨床検査技師長、臨床検査技師長と昇任する制
度があります。
なお、昇任に際しては本人の希望等も考慮し病院を異動することとなります。

＊各種取得資格
資　格　名

緊急臨床検査士
二級臨床病理技術士
超音波検査士

認定血液検査技師

細胞検査士
認定一般検査技師

認定輸血検査技師
認定微生物検査技師
NST臨床検査技師
糖尿病療養指導士
睡眠医療認定技師
サイトメトリ－技術者

10

岡山医療センター

原田　侑香里
（神戸常磐大学卒）

　わたしは現在、病理検査に携わる検査技師として働いています。
病理検査では、病気の早期発見や治療に役立てるために、臓器組織や細胞を採取し、検査を行っています。私は細胞検査士という
認定資格を取得していますが、他にも様々な資格を取得するためのステップアップとして国立病院機構ではグループ内研修が充
実しています。
　また、中四国ブロック内で行われる輸血講習会等の他部門研修参加もできるので、自分の視野も広がり、更なる向上心が生ま
れ、新たなことに挑戦する気持ちが沸いてきます。
年に一度のグループ内の顔合わせでは普段お目にかかれない人との交流もあるので知り合いが増えるという点でも魅力的です。
国立病院機構で皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています!

（倉敷芸術科学大学卒）

岩国医療センター

梶原　絵里
（倉敷芸術科学大学卒）

　私は、岩国医療センターに採用となり約一年が経過しようとしています。担当業務は、生理検査で主に心電図、呼吸機能、脳
波、超音波検査、心臓カテーテル検査などに携わっています。“今”特に力を注いでいることは乳腺超音波検査で、ちゃんと独り立
ち出来るよう日々勉強中です。
入職1年目から乳腺超音波を担当させてもらいましたが、ほとんど知識ゼロの状態からはじめました。導入は、自施設の先輩方
に教えていただき、その後、機構内の研修制度も利用させてもらいました。その内容とは、初歩段階なので慣れた当院の方へ指
導者に出向いてもらい指導を受けました。その後、自施設で半年間の経験を積んだ後に専門施設へ研修に行かせてもらいまし
た。こうしたダブルの手厚い研修をさせてもらいスムーズに超音波をやり始めることが出来ました。こういった国立病院機構の
ネットワークを利用した研修は、学ぶ私たちにとってとてもありがたい機構の配慮だと思っています。それ以外に国立病院機構
で働く我々のメリットは、グループ内の繋がりが強く、同年代の仲間と施設間で交流や研修を通して悩みや喜びを共有出来ると
ころです。
初心者でも、スキルアップ目指し自分自身を高めたい気持ちがあれば、多くを学ぶ機会を与えてくれます。
また、それぞれの病院に特色があり、様々な検査や知識に触れることができる所も国立病院機構の強みだと思います。
スキルアップを目指したい方、国立病院機構で一緒に働いてみませんか。

高知病院

下村　孟史

　国立病院機構はスキルアップできる環境が整っていると思います。研修会や学会などの教育制度も充実しており、認定資格を
持った経験豊富な先輩技師も多数います。他施設の方々と交流する機会もありますので困ったときは、自施設以外の方からも意
見をもらうことが出来ます。それぞれに特色のある22施設で業務をすることや、そこで働く先輩方との意見交換はとても貴重で
臨床検査技師としてスキルアップできるのではないでしょうか。
私は高知病院に配属されて３年が経ちます。現在は生化学・免疫検査を中心に輸血検査もサポートしています。責任を伴う大事
な仕事ですが、この環境で臨床検査技師として働くことにやりがいを感じています。
皆さんも働きがいのある国立病院機構で一緒に働いてみませんか。

呉医療センター

亀井　望世
（愛媛県立医療技術大学卒）

　現在、微生物検査を担当しています。仕事内容は起因菌の検出や院内感染制御に携わることです。初めは覚えることも多く不
安なこともありましたが、先輩は豊富な経験と知識をもたれた方ばかりで、いつも丁寧な指導をしてくださるので大変心強い
です。また希少な症例を経験できることで自身の成長に繋がり、有意義な毎日を過ごせています。
その一方で国立病院機構は研修制度も充実しており、基礎分野から専門分野まで幅広い知識を身につけることができます。ま
た様々な機能を持った病院があり、施設間交流が盛んに行われ、情報交換や自身の技術・知識のスキルアップに繋げることが
できます。今は入職3年目の私も認定資格の取得を目指し、日々頑張っています。みなさんもこのような恵まれた環境で一緒に
働きませんか。
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管理栄養士の業務
栄養状態の改善に向けて、あらゆる努力（食の改善、栄養知識、
チーム医療、実行力）が求められています。

栄養士の仕事は大きく３つに分けられます。

先輩からのメッセージ

１．　献立や食事提供に関する給食業務
　患者満足のためには重要な業務です。適正な衛生管理による安全な食事、症状に合わ
せた食事、食事サービス向上の重要な業務となります。
２．　患者個人の栄養状態把握と管理を行う臨床栄養業務
　患者個々の栄養状態を管理するための重要な業務です。栄養管理計画書による栄養
評価、また、チーム医療の一員として、ＮＳＴ（栄養サポートチーム）、褥瘡管理チーム、感
染防御チームなど管理栄養士の積極的な参加が求められています。
３．　栄養食事指導
　生活習慣病の予防、栄養状態改善の対策、摂食・嚥下障害の食事方法など、病状に合
わせた具体的な食事プランニングが求められています。

今、病院栄養士（管理栄養士）には多くのことが求められています。栄養
状態の管理は「医療の基本」です。栄養状態の悪化は、免疫が障害され、
創傷治癒も遅れます。逆に栄養過剰は、生活習慣病を引き起こす原因と
なります。多くの診療部は管理栄養士をチーム医療の一員として、積極的
な参加を求めています。

チーム医療（栄養サポートチーム：ＮＳＴ）
栄養状態の管理は「医療の基本」です。栄養状態の悪化は、免疫が障害され、創傷治癒も
遅れます。不適切な栄養管理は予後を増悪することもあります。栄養管理の確立は感染
症や褥瘡の減少、患者さまの早期退院・社会復帰を可能にし、病院には在院日数の減少
や医療費の削減をもたらします。そのためには、医師、薬剤師、看護師、栄養士、臨床検査
技師などの多職種が集まって、患者さまのためになる栄養療法をあらゆる方面から考え
提案する必要があります。それが栄養サポートチームの役割です。

採用後の教育研修
採用後の各種資格は国立病院機構で働けば自動的に取得できるものではありません。各
自が各種認定学会に入り、自己研鑽して取得していきます。国立病院機構はさまざまな疾
病を扱っておりますので、職場により資格取得できる条件は整っています。先輩栄養士は
、糖尿病療養指導士・病態栄養専門師・ＮＳＴ専門療法士・健康運動指導士、心臓リハビ
リテーション指導士など多くの資格を取得しています。研修は国立病院機構主催のチー
ム医療推進のための研修（ＮＳＴ）、コメディカル合同新人研修会、インフォームド・コン
セント研修会、感染防御研修会など多くの研修会があります。また、国立病院機構独自で
は国立病院総合医学会や国立病院栄養研究学会が開催されています。その他、各種学会
に各自任意で参加し、多くの学会で先輩方は発表しています。

米子医療センター

田淵　潤子　
（くらしき作陽大学卒）

　米子医療センターは、骨髄移植、腎移植の他、癌医療を主とした平均在院日数16日の急性期病院です。私は栄養管理と栄養
指導を主に行っています。
入院患者様の高齢化が進んでおり摂食機能障害を抱えた方も増加しています。食事中にベットサイドへ赴き、看護師や作業療
法士と話し合いながら摂食機能に合わせた食事の提案をしています。互いに専門的な視点から話し合う事で、より良い対応を
することができ、チームで活動する事の大切さを実感しています。
また、癌患者様は食欲不振や味覚異常を抱えておられる方も少なくありません。そのような患者様が食べられるようになって
退院される姿を見ることで、日々元気を頂いています。
国立病院機構の魅力は、他の国立病院機構との情報交換や同じ年代の栄養士や先輩栄養士と交流が出来る事、栄養士協議会
や国立病院総合医学会など、日々の取り組みを発表する場があること等が挙げられます。
まだまだ未熟ではありますが、色々な事を学び、経験を積んでいきたいと思っています。
皆さんも一緒に、国立病院機構で働いてみませんか？

四国こどもとおとなの医療センター

石井　睦美
（山口県立大学卒）

　私は大学を卒業後、民間企業に4年間勤めていましたが、管理栄養士としての資格を活かし地域の方々に貢献したいとの
思いで国立病院機構の採用試験を受けました。四国こどもとおとなの医療センターでの採用となり、初めての経験に戸惑い
ながらも熱心に指導して下さる栄養管理室・病棟スタッフの方や患者様の笑顔に支えられながら楽しく仕事をしています。
日々の業務は患者様の状態にあわせた食事提供から各病態に対する栄養指導、院内の各種イベント・栄養教室の企画運営、
乳幼児健診での栄養相談など多岐に渡ります。幅広い年齢層の患者様に対する栄養管理はたくさんの知識を求められます
が、向上心があれば色々なことに挑戦できるやりがいのある仕事だと思います。
国立病院機構内にて開催される各種学会や研修会は、他施設の取組みや先輩方の声を聞くことができ、また新しい情報、新
たな人脈を得ることができる貴重な場となります。病院栄養士として色々な経験ができるこの機構内で皆さんと一緒にお仕
事ができることを楽しみにしています。

南岡山医療センター

福場　なつみ
（広島女学院大学卒）

　私が勤めている南岡山医療センターは、呼吸器・血液・神経難病・重心を主として行っている慢性期の病院です。当院で
は、給食は部分委託であるため検収・発注・献立作成などの給食管理全般と、栄養指導・NSTといった臨床栄養管理の両方の
仕事を経験することができます。日々業務に追われ大変なこともありますが、どれもやりがいのある仕事で貴重な経験となっ
ています。また、当院にはマラソン部があり病院のチームとしても大会に出場したりしています。マラソン部に入ったことで、
他職種との交流機会も増え仕事の相談もしやすく楽しく働くことができています。さらに、院内だけではなく国立病院機構、
学会や研修会があるため他施設とかかわる機会もたくさんあります。学会や研修会を通していろんな県に知り合いができる
ため心強く、情報交換をし合うことで他施設の取り組みを知ることができ、刺激を受けながら仕事に取り組むことができま
す。このような素晴らしい環境を持つ国立病院機構で一緒に働いてみませんか。

（高知県立大学卒）

東広島医療センター

濱田　麻子

　私は平成２５年に東広島医療センターに採用され、管理栄養士として勤務しています。
当院は周産期医療センターとして、ハイリスク妊娠管理や新生児診療も担っています。栄養管理室では出産後のお祝い膳や
手作りおやつを提供しています。メニューは毎年季節ごとに栄養士と調理師で考え、複数回出産された患者様にも毎回違うメ
ニューが楽しめるような工夫をしています。臨床の現場では栄養相談や褥瘡・緩和のチーム医療などに携わっています。医師
や看護師、他のメディカルスタッフとのカンファレンスを通して、自分自身の知識不足の部分を知り、勉強に励むことが出来て
います。自分が提案した食事変更により栄養状態が向上した時は、とてもやりがいを感じます。献立作成から臨床業務まで幅
広く経験させていただくことで、日々向上心を持って仕事に取り組むことが出来ています。
また、国立病院機構は、定期的に各研修会を行っているので、最新の情報や他施設の情報を取り入れることができ、日々ス
テップアップできるところが大きな魅力だと思います。

＊資格取得状況
資　格　名 人数

NST専門療法士
日本病態栄養専門師
日本糖尿病
療養指導士

心臓リハビリ
テーション指導士

健康運動指導士
NST

コーディネーター

TNT-D認定管理栄養士

NSTミーティング 糖尿病教室 栄養指導

平成２８年１現在

22
6

20

5

5

1

人間ドック検診
情報管理指導士 4

日本摂食・嚥下リハビリ
テーション学会認定士 2

9
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リハビリテーションの業務
病期・病状に最も適したサービスを提供、
障害を持つすべての人のQOL向上をめざします。

採用後の教育研修

先輩からのメッセージ

国立病院機構本部や各グループが主催する研修が独自のものとなります。実際にはこれ

らの研修に加えて職能団体である日本理学療法士協会や日本作業療法士協会さらに各

研究会の研修に参加する必要が出てくると思いますが、積極的に参加できるよう環境を

整えています。医療は日々進んでおり、また卒前教育で習得した知識や技術だけでは不十

分なことも多く、絶え間ない努力が求められます。国立病院機構には多くの先輩がおり日

々の業務の中でもアドバイスや指導を受ける機会があるでしょう。いっしょに頑張ってい

きましょう！

国立病院機構のリハビリテーション部門は、心大血管・脳血管疾患等・運
動器・呼吸器・がんのリハビリに加え神経筋疾患・筋ジストロフィー・重症
心身障害・精神疾患等広範な疾患を対象としています。患者さまおひとり
おひとりの病期・病状に最も適したサービスを提供できるよう理学療法
士、作業療法士さらに言語聴覚士がチームとなって治療に臨んでいます。
そして障害を持つすべての人のQOL向上をめざし、努力を重ねています。
また、急性期から慢性期、新生児から老人までと多種多様な患者さまに
最適なリハビリテーションサービスを提供するために、各病院の日常業
務から得られた知識や技術を国立病院機構のネットワークを活用して共
有することにも力を入れています。

募集職種
理学療法士　作業療法士　言語聴覚士

業務内容
心大血管・脳血管疾患・運動器・呼吸器・がん　

神経筋疾患・筋ジストロフィー・重症心身障害・精神疾患等のリハビリテーション

岡山医療センター

井上　真理香
（県立広島大学卒）

　私は学生時代に実習を通してたくさんの患者様と関わる中で、臨床で理学療法を行うためには広範な知識と経験が不可
欠だと感じました。リハビリの対象となる疾患は多岐にわたり、時には複数の合併症や既往を併せ持つ患者様もおられま
す。また、患者様ひとりひとりの生活背景によって、求められるものは異なります。そのため就職活動を行うにあたり、様々な
領域に携わることのできる国立病院機構に魅力を感じました。中国四国グループには急性期から生活期、対象は整形外科疾
患や脳血管疾患から難病や重症心身障害児・者と、多種多様な特色を持った病院があります。そしてグループ内での研修会
が充実しているため、それぞれの職場で得た知識や経験を共有することができます。実際に私も研修会に参加する機会を頂
きました。その中の一つに疾患別の症例検討をグループワークで行うものがありました。グループのメンバーは異なる病院
に所属する理学療法士、作業療法士で構成されており、急性期のリスク管理から退院後を見据えた支援など、症例を様々な
視点で捉えた意見交換ができました。こうした研修会はグループ内だけでなく全国規模でも定期的に開催されており、希望
をすれば積極的に参加することができます。
　私の目標は物事を多角的に捉え、個々のニーズに応えられる理学療法士になることです。皆さんは将来どのようなセラピ
ストになりたいですか？国立病院機構の大きなネットワークを活かせば、その目標に向かってスキルアップすることができま
す。まだ具体的な目標がない人も、幅広い経験を積むことで見えてくるものがあると思います。皆さんと共に働けることを楽
しみにしています。

高知医療センター

公文　啓人
（高知リハビリテーション学院卒）

　国立病院機構に入職して３年が経過しました。それまでは脳血管疾患を中心に携わる病院に勤務しており、脳卒中を呈し
た患者様の回復期～訪問までのリハビリテーションを経験してきました。非常にやりがいのある職場ではありましたが、そん
な中、私が国立病院機構に就職しようと思ったきっかけは、一つの分野に精通するのではなく幅広い分野で様々な疾患を経
験し、より知識や技術を深め、万能な作業療法士を目指したいという思いがあったからでした。その点で国立病院機構は中
国・四国グループ内での転勤が可能であり、それぞれの現場で新たな分野に応じて広範なスキルを積むことができます。さ
らに急性期から生活期、新生児から高齢者と幅広く経験できる環境が整っています。
　実際、当院でも呼吸器疾患をはじめ、運動器疾患、がん疾患、小児発達疾患とこれまで経験したことのない分野が主であ
り、当初は今まで触れることがなかった疾患に戸惑うこともありましたが、職場の上司をはじめ、経験あるスタッフからの温
かい指導も受けながら、今では楽しく臨床に望むことができています。当院では特に呼吸器疾患を担当する機会が多いた
め、入職した年には先輩方からのアドバイスもあり呼吸療法認定士の資格を取得しました。発表や必要な資格を取得するた
めのサポート体制も整っており、さらに外部の勉強会だけではなく、病院機構内での研修会や学会へ積極的に参加できるこ
とも魅力の一つだと思います。
自分自身、入職以前と比べて知識や考え方の幅が拡大し、目指すべき作業療法士像に近づいていると実感しています。環境
が人を形成するともいわれます。成長するために、皆さんも一緒に働いてみませんか？

呉医療センター

高橋　雄介

　「あの患者さん、きっと御飯が食べられるようになるよ。」国立病院機構に就職して、患者さんの嚥下のリハビリテーション
で悩んでいた時に、ある先輩からいただいたアドバイスです。誤嚥のリスクが高く経口摂取は難しいかもしれないと諦め掛
けていた時でしたが、その先輩のアドバイスをきっかけにもう一度練習内容など見返して、患者さんと関わる時間も増やし
て、無事に患者さんは経口摂取で退院されることができました。
私が勤めている呉医療センター・中国がんセンターは、地域の中核の急性期病院で、急性期の言語・高次脳機能・発声・構音
の訓練に加えて、嚥下訓練のニーズの非常に高い病院です。嚥下障害の原因は、従来の脳卒中や変性疾患等に加え、呼吸器
疾患、心大血管疾患、消化器疾患、精神科疾患、整形疾患、小児、手術後の患者様、など多岐にわたります。学生時代にはあま
り馴染みのなかった医学的知識や他職種との連携が特に重要になり、忙しくもやりがいがあり、充実した毎日を過ごさせて
いただいています。上述のように自分を見守り育ててくださる先輩にも恵まれ、切磋琢磨しながら成長できる職場環境では
ないかと思っています。是非国立病院機構の一員として、一緒に働きましょう。

＊各種取得資格
資　格　名 人数

日本心臓リハビリテーション
学会認定指導士 11

３学会合同
呼吸療法認定士

日本糖尿病
療養指導士

がんのリハビリテーション
研修受講者

70

精神保健福祉士 3

4

59

《理学療法士・作業療法士・言語聴覚士》

平成27年９月現在

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

（広島県立保健福祉大学〔現：県立広島大学〕卒）
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療育の業務
「社会福祉学」・「心理学」・「教育学」・「保育学」を
基盤とした療育・保育支援により、患者さんの健全育成及び、
QOLの向上と福祉の増進に努めます。

業務内容について

先輩からのメッセージ

児童指導員は、国立病院機構が担っている政策医療19分野のうち「重症心身障害」、「神経・筋疾
患」及び「成育医療」の充実にあたり、重症心身障害、進行性筋萎縮症及び神経難病、小児慢性
疾患等の患者さんとご家族への支援を行っています。中国四国グループには、２２の国立病院
機構の病院があり、現在そのうち12病院（重症心身障害、進行性筋萎縮症及び神経難病病棟を
併設する病院）において業務を行っています。そうした医療を必要とする重症心身障害児（者）
等への生活指導を行っており、療育活動（療育計画と実践、行事の企画・実施等）を通して健全
育成・福祉の増進等を図っています。また、心理・教育・福祉の各分野から専門的な支援活動に
取り組んでおり、チーム医療において療育支援部門のスペシャリストとして、入院患者さんのＱ
ＯＬの向上を目指しています。
保育士は、国立病院機構が担っている政策医療１９分野のうち「重症心身障害」「神経・筋疾患」
及び「成育医療」の充実にあたり、重症心身障害、進行性筋萎縮症及び小児慢性疾患等の患者
さんとそのご家族へ保育を通じて支援を行っています。中国四国グループには、２２の国立病
院機構の病院があり、現在そのうち1５病院（重症心身障害、進行性筋萎縮症及び神経難病病棟
、小児病棟を併設する病院）において業務を行っています。そうした医療を必要とする重症心身
障害児（者）等への生活指導を行っており、療育活動（療育計画と実践、行事の企画・実施等）を
通して健全育成・福祉の増進等を図っています。

児童指導員の勤務先について
中国四国グループ内の児童指導員の欠員状況に応じて採用されますので、採用となる病院は、
当グループ内の１２病院（重症心身障害、進行性筋萎縮症、小児慢性疾患病棟を併設する病院
）が対象となります。児童指導員として採用された後、勤務成績により主任児童指導員、療育指導
室長と昇任する制度があり、昇任に際しては本人の希望等も考慮し病院を異動することとなりま
す。

保育士の勤務先について
中国四国グループ内の保育士の欠員状況に応じて採用されますので、採用となる病院は、当グ
ループ内の15病院（重症心身障害、進行性筋萎縮症、小児病棟を併設する病院）が対象となり
ます。保育士として採用された後、勤務成績により主任保育士へと昇任する制度があり昇任に
際しては本人の希望等も考慮し病院を異動することとなります。

山口宇部医療センター　
保育士
秋山　真里
（宇部フロンティア大学卒）

　私は、子どもの頃から保育士になりたいと思っていたので、大学で児童発達学を専攻し、保育士資格を取得しました。授業
で障害児保育を勉強する中で障害というものに向き合う機会があり、障害を持たれている方と関わることのできる仕事に就
きたいと考え、国立病院機構の保育士の試験を受け、採用されました。
　私の仕事は、重症心身障害児（者）病棟で療育や日々の生活支援を行うことです。療育の中で、声かけをすると手を伸ばし
たり、返事が返ってきたり、普段反応の少ない患者さんから笑顔が見られると、何よりも嬉しくなります。また、日々の生活の中
で年間を通して院外活動や四季の行事があり、企画・運営を担当することがあります。一つのものを作り上げていくことはと
ても大変で、苦労することも多いですが、いつも病棟内で見る様子とは違った患者さんの表情や、保護者の方と楽しんでいる
様子を見ると、今までの苦労がすべて吹き飛び、仕事のやりがいを感じます。
　病院はとても大きな組織で、様々な職種の人がいます。私は保育士として医師や看護師、リハビリや学校教員、そして保護
者の方々と連携を取りながら患者さん一人ひとりの心身の状態を把握し、関われるよう心がけています。今後も、患者さんの
笑顔を支えに、生命の尊さを感じながら、仕事に誇りを持ち、働いていきたいと思います。

四国こどもとおとなの医療センター
保育士
高橋　純子
（香川短期大学卒）

（福岡教育大学卒）

　私は、小児病棟の保育士として、主に小児がんの子どもを対象に保育を行っています。小児がんの子どもはつらい治療や
処置に我慢を強いられ、苦痛を抱えながら長期入院生活を余儀なくされています。そんな中、保育士が訪室すると「やっと来
た」「何して遊ぼうか？」と目をキラキラ輝かせてかわいい笑顔を見せてくれます。子どもにとって“遊び”とは生きることそのも
のであり、たとえ病気を抱えていても同様であると考えています。医療の現場でその“遊び”を提供できるのは保育士であり、
痛いことを行わない保育士だからこそ子ども達にとって安心して遊べる時間と空間を作り出せると思っています。また、子ど
もと家族が笑顔で退院する姿を目にした時の感動と喜びは大きく、保育士としての活力となり、やりがいを感じています。
　今後も医療チームの一員として、子どもやその家族にとって保育が一瞬でも辛いこと、苦しいことを忘れられる楽しい時間
となってくれるよう関わっていきたいと思います。

四国こどもとおとなの医療センター
主任児童指導員
有吉　博史
（鳴門教育大学大学院卒）

　私は軽度発達障害をもつ児童と出会ったのがきっかけで、「障害」に対して興味を持ちました。大学院では障害児教育を専
攻し，そこで参加したボランティア活動で国立病院機構に入院している筋ジストロフィーの患者さんと初めて出会いました。
そして、これまでの経験や専門性を生かして何かできないかと思い国立病院機構の採用試験を受け、児童指導員として採用
していただきました。
　この児童指導員という仕事は、患者さんとともに成長することができるという大きな魅力を持った仕事だと感じています。
また、児童指導員は、日常的な療育や行事、患者さん個々に応じた環境整備や生活支援、ご家族へのサポート、障がい福祉な
どの制度利用に関する支援など、仕事の内容は多岐にわたります。自分が専攻してきた教育学だけでなく、心理学、社会学な
どの専門的な知識に合わせ臨機応変な対応が求められるため、専門性はもとより人間性を高めていくことが重要だと感じて
います。そして、患者さんができうる限り自分らしく生活していけるよう、患者さんの生活に寄り添った支援を行っていきたい
と思います。

広島西医療センター　
児童指導員

寺田　恭子

私は大学で社会福祉を専攻し、実習等での経験の中で、障害者福祉に携わる仕事に就きたいと考えていました。そんなとき
に、国立病院機構の病院を見学する機会があり、発語のない利用者と職員が楽しそうにコミュニケーションをとる姿や、医
療、福祉などの様々な分野のスタッフが連携して、利用者の生活を支えているということに触れ、児童指導員を目指すように
なりました。
普段は、重症心身障害の方々に対し、療育活動や行事の運営等の支援をおこなっています。反応がわかりにくい利用者も多
い中で、様々な関わりによって、見たことのない表情や様子に気づけたり、引き出したりすることができたときに、やりがいを
感じています。また、行政など関係機関と連携しながら、相談支援や環境調整等もおこなっており、制度的な側面からも利用
者の生活を支援しています。
他職種とのチームで利用者の生活を支援していることにより、利用者のよりよい生活や福祉の専門性についても、新たな気
づきや考えさせられることが多くあります。研修会や勉強会、児童指導員協議会等の学ぶ機会も多く、日々の業務での疑問や
悩みを多くの先輩方に相談することができ、成長できる職場だと思います。今後、このような環境の中で、利用者の生活全体
を支える児童指導員を目指して、励んでいきたいと思います。

＊各種取得資格
資　格　名

児童発達支援管理責任者
社会福祉士
臨床心理士

医療保育専門士

《児童指導員・保育士》
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Net work

賀茂精神医療センター

高知病院

鳥 取 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県
高知県

島根県

岡山県

広島県

鳥取医療センター
米子医療センター

松江医療センター

浜田医療センター

岡山医療センター

南岡山医療センター

呉医療センター

福山医療センター
広島西医療センター

東広島医療センター

関門医療センター
山口宇部医療センター

岩国医療センター

柳井医療センター
東徳島医療センター

徳島病院

高松医療センター

四国こどもとおとなの
医療センター

四国がんセンター
愛媛医療センター

中国四国グループ

中国四国グループの22病院は、それぞれの
政策医療を担当するとともに、医療サービス
の質の向上をめざして日々励んでいます。

国立病院機構は
全国１４３病院の
我が国最大の
病院ネットワークを
持っています。

採用システム

採用スケジュール

募集職種
●薬剤師 ●診療放射線技師 ●臨床検査技師 ●管理栄養士 ●理学療法士 ●作業療法士●言語聴覚士●児童指導員 ●保育士

その他で中国四国グループ２２病院で活躍している主な職種

≪上記以外の職種は、各病院で採用試験を実施いたしますので、各病院へ直接お問い合わせください≫

●臨床工学技士 ●歯科衛生士 ●心理療法士 ●医療社会事業専門員

　国立病院機構中国四国グループでは、中国四国９県２２病院で勤務するコメディカル職員の採用について、各職種ごと
に採用候補者登録選考を実施しています。
　採用候補者登録選考とは、すぐに採用を決定する選考試験ではありません。各職種の欠員状況等が生じ、補充の必要が
ある場合に、その都度採用試験を実施するのではなく、あらかじめ選考試験を実施したうえで採用適格者を決定し『採用候
補者名簿』に登載するための選考です。
　その後、各病院の欠員状況等が決定次第、名簿登載者の上位の方から採用内定を通知することにより採用が決定される
ことになります。

　『願書』に必要事項を記入し、その他提出書類を併せて中国四国グループ人事担当人事係あて郵送してくださ
い。詳細については、募集要項をご覧ください。（中国四国グループホームページからもダウンロード可能）
http://saiyou-nho.jp

　選考の期間は、応募書類受付終了後2～3週間程度で選考の結果を書面（一次選考合格者に対しては、二次選
考の日程等をお知らせします。）にて通知します。応募者多数の場合には、通知までに若干時間が長くかかること
もありますので、あらかじめご了承ください。

　一次選考合格者の方は、二次選考に進みます。選考の結果は書面にて通知します。

　この時点では、採用を約束するものではありません。また、他の就職活動を拘束するものでもありません。

　書面にて通知します。

Step1 応募書類の送付

Step2 一次選考（書類選考等）

Step3 二次選考（面接及び小論文等）

Step4 採用候補者名簿への登録

Step6 採用先病院を連絡
Step7 採用

Step5 採用内定！

※職種によって試験内容が異なることがあります。
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鳥取医療センター 〒689-0203 鳥取県鳥取市三津876住　　　所

0857-59-1111電 話 番 号

http://tottori-iryo.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

ＪＲ山陰本線「鳥取大学駅」から徒歩３０分、「末恒駅」から徒歩２０分
鳥取駅前からバス（吉岡温泉行、鹿野行、青谷行等）にて約３０分
「鳥取医療センター」下車

総数５２３床（一般１３２床、重症心身障害１６０床、
結核１８床、精神２１３床）

内科、神経内科、小児科、呼吸器科、外科、精神科、整形外科、リ
ハビリテーション科、放射線科、歯科

●神経難病及び脳卒中リハビリ医療等の専門的医療●重症
心身障害児（者）の専門的医療●結核及び呼吸器疾患の医療
●精神科疾患に関する高度で専門的な医療●医療観察法の
基づく専門的な医療

病院の特色 精神科疾患、神経筋難病、重症心身障害、結核等の政策医療
を担っています。また、療養介護事業、鳥取県東部圏域地域リ
ハビリテーション、精神科救急、さらに22年より医療観察法の
診療機能をもち、多職種による患者支援を行っています。

岡山医療センター 〒701-1192 岡山市北区田益1711-1住　　　所

086-294-9911電 話 番 号

http://okayamamc.jp/index.phpホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

JR岡山駅から車で１５分

総数６０９床（一般６０９床）
内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、
小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管
外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リ
ハビリテーション科、放射線科、歯科、小児歯科、麻酔科

保険医療機関、地域医療支援病院、がん診療連携拠点病院、総合周産期
母子医療センター、臨床研修指定病院、外国医師臨床修練指定病院、エ
イズ治療拠点病院、特定疾患治療研究事業指定医療機関、小児慢性特
定疾患治療研究事業指定医療機関、指定養育医療機関、ＤＰＣ対象病

病院の特色 当院は「人にやさしい病院」をめざして～HumanFriendlyHospitaｌ～
の理念のもと、患者様、職員、地域の皆様にやさしい病院作りの基本方
針で取り組んでいます。質の高い医療の提供を目指し、総合周産期母子
医療センターとして、岡山県南東部の中核的役割を果たしています。ま
た、脳・循環器系疾患、腎移植など高度で先駆的な医療を担い、患者様
の多様なニーズに対応しています。

南岡山医療センター 〒７０１-０３０4 岡山県都窪郡早島町早島４０６６住　　　所

０８６-４８２-１１２１電 話 番 号

http://www.sokayama.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

○瀬戸中央自動車道「早島インターチェンジ」を出て東北へ約2km
○JR瀬戸大橋線「早島駅」又はJR山陽本線「中庄駅」下車、
　タクシー約10分　両駅から無料送迎バス随時運行。

総数４００床（一般２５５床、重心１２０床、結核２５床）
内科、神経内科、呼吸器内科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、呼
吸器外科、皮膚科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、歯科、麻酔科

呼吸器疾患(結核、呼吸器疾患、肺癌等)、免疫異常(アレルギー・リウマチ等)、神
経・筋疾患、重症心身障害児・者、血液疾患(白血病等)、エイズ、長寿、医療(老年
病・糖尿病等)、小児慢性疾患、リハビリテーション　国立病院・療養所の再編成
計画の見なおし(平成１１年３月)に基づく機能類型は「神経・筋疾患」及び「免
疫異常」の基幹医療施設に、「呼吸器疾患」及び「重心」の専門医療施設に、また
結核及びエイズについては県の拠点施設として位置付けられました。

病院の特色 当院は岡山市と倉敷市の中間に位置し、閑静な環境は長期慢性疾患の
患者様の療養に適しています。また、中国地方の「神経・筋疾患」「免疫異
常」に関する中心的施設として、「呼吸器疾患」「重症心身障害児（者）」に
関する専門医療施設として、結核・エイズに関する岡山県の拠点病院と
して、高度で専門的な医療を提供しています。

浜田医療センター 〒６９７-８５１１　島根県浜田市浅井町７７７-１２住　　　所

０８５５-２５-０５０５電 話 番 号

http://hamada-nh.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

ＪＲ山陰本線浜田駅に隣接

総数３６５床（一般３６１床、感染４床）
内科、血液内科、腫瘍内科、糖尿病内科、内分泌・代謝内科、腎臓内科、精
神科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、外科、整
形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、形成外科、皮膚科、泌
尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線
科、歯科口腔外科、麻酔科

救命救急センター、緩和ケア病棟、地域医療支援病院、地域が
ん診療連携拠点病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病
院、健診センター、エイズ拠点病院、臨床研究部、電子カルテ、
高気圧酸素治療室、附属看護学校

病院の特色 浜田医療センターは島根県西部の医療の中核を担う総合医療センター
で、島根県西部の三次救急医療を担当しています。平成21年11月に新築
移転し、ＰＥＴ-ＣＴの設置など、設備と機器の充実を図っています。平
成22年度には病院機能評価Ver.６を受審、附加機能（Ver.２）として救急
救命センターと緩和ケア病棟を受審しました。

米子医療センター 〒６８３-０００６ 鳥取県米子市車尾４-１７-１住　　　所

０８５９-３３-７１１１電 話 番 号

http://www.nho-yonago.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

JR山陰本線米子駅下車福万行きバスで
米子医療センター（正面）下車

総数２７０床（一般２７０床）

内科、血液腫瘍科、心療内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消
化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、心臓血管外科、胸
部・血管外科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハ
ビリテーション科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科

がん包括医療、腎疾患包括医療の実践　制作医療ネットワー
ク（長寿医療・呼吸器疾患・肝疾患）　西部医療圏における小
児・成人の二次救急医療　エイズ拠点病院

病院の特色 米子医療センターは患者様中心の医療と地域への貢献を目指し、がん
（地域がん診療連携拠点病院）、腎疾患（鳥取県唯一の献腎移植施設）、
血液・造血器疾患（骨髄移植・臍帯血移植・骨髄採取施設）などの専門性
の高い治療を実施しております。また、緩和ケアやがん相談支援を通し
て、診断からターミナル期までのケアを行っています。

松江医療センター 〒690-8556 島根県松江市上乃木５丁目８-３１住　　　所

0852-21-6131電 話 番 号

http://www.mmedc.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

○JR山陰線松江駅。「大庭・八雲行き」「大庭かんぺの里行き」　　　　　
　「県合同庁舎行き」「平成町車庫行き」に乗り松江医療センター前下車

総数３５３床（一般３２８床、結核２５床）
内科、神経内科、呼吸器科、循環器科、アレルギー科、小児科、外科、整形
外科、呼吸器外科、リハビリテーション科、放射線科、歯科、麻酔科

診療機能は、一般医療のほか、特に肺がん、肺気腫、肺感染症、結核、呼
吸器不全、睡眠時無呼吸症候群などの呼吸器疾患、神経難病・筋ジスト
ロフィーなどの医療とリハビリテーション、重症心身障害医療・発達障害
などの小児神経疾患です。呼吸器疾患については、地域における「呼吸
器病センター」としてすべての呼吸器疾患の診療に当たっています。

病院の特色 呼吸器疾患(肺がん・結核)、神経・筋疾患、重症心身障害医療を診療の三本柱とし
て専門性の高い医療、看護を提供している病院です。神経・筋疾患、重症心身障害
の領域においては、治療面と共に長い闘病生活を支えることが職員の大きな役割
となります。多くの職種がそれぞれの専門性を生かし、協力し合って医療、看護を
提供しています。又、肺がん、肺気腫、呼吸不全、肺感染症、結核などの呼吸器疾患
については、地域における「呼吸器病センター」として、外科治療や内科治療を積
極的に行っています。島根県においては呼吸器手術件数はトップクラスです。

中国四国グループ内病院独立行政法人国立病院機構

鳥取県

鳥取県

島根県

島根県

岡山県

岡山県
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呉医療センター 〒737-0023 広島県呉市青山町3-1住　　　所

０８２３-２２-３１１１電 話 番 号

http://www.kure-nh.go.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

○JR呉線呉駅下車、バス（中央桟橋市役所循環及び坪の内経由鍋桟橋
行）にて国立病院前下車○JR呉駅から徒歩約１５分、タクシー５分○島
嶼部から呉中央桟橋下船、バスにて国立病院前下車、タクシー５分

総数７００床（一般６５０床、精神５０床）
内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、
乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外
科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産科、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、歯科、歯科口腔外科、病理診断科

●地域医療支援病院●地域がん診療連携拠点病院●基幹医療施設（が
ん）●第３次救命救急センター●母子医療センター●防災拠点国立病院
●専門医療施設（循環器、精神、成育、肝、内分泌・代謝）●臓器提供施設
●高度総合医療施設●エイズ治療拠点病院●地域医療研修センター

病院の特色 呉医療センターは中国がんセンター・第３次救命救急センター・心臓センター・
母子医療センター・緩和ケアセンター等を有する２７診療科、７００床の高度
総合医療施設です。質の高い医療の提供を目標に、最新の医療設備を整え専門
性の高い治療を実施しています。また患者さんのQOLを考え緩和ケアセンター
を有するなど多様な患者さんのニーズに対応した医療を実践しています。

賀茂精神医療センター 〒739-2693 広島県東広島市黒瀬町南方９２住　　　所

0823-82-3000電 話 番 号

http://www.hosp.go.jp/~kamo/ ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

ＪＲ山陽本線西条駅下車　呉方面行きバスで「賀茂医療センター口」下車
ＪＲ山陽新幹線東広島駅下車タクシー１０分

総数４３０床（重心８０床、精神３５０床）

精神科、神経内科、内科、小児科、外科、整形外科、リハビリ
テーション科（精神）、歯科

●臨床研修指定病院●精神科作業療法施設●精神科デイ・
ケア施設●広島県精神科救急医療システム事業における精
神科救急●広島市精神科救急医療システム事業における精
神科救急●医療観察法指定入院医療機関

病院の特色 「共に生きる」社会の実現を目指す病院の基本理念に従い、救
急から社会生活支援までセンター機能を備えた精神科専門
病院です。医療観察法病棟も整備され、高度先駆的な精神医
療を展開しています。

関門医療センター 〒７５２-８５１０ 山口県下関市長府外浦町１-１住　　　所

０８３-２４１-１１９９電 話 番 号

http://www.hosp.go.jp/~kanmon/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

ＪＲ新下関駅よりタクシー２０分、ＪＲ下関駅よりタクシー２０分

総数４００床（一般４００床）
内科、消化器内科、肝臓内科、内視鏡内科、循環器内科、呼吸器内科、神経
内科、腎臓内科、血液内科、感染症内科、糖尿病・内分泌内科、女性内科、
外科、消化器外科、内視鏡外科、心臓血管外科、呼吸器外科、整形外科、脳
神経外科、形成外科、小児外科、乳腺外科、精神科、小児科、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、放射線診断科、
放射線治療科、病理診断科、臨床検査科、救急科、歯科口腔外科、麻酔科

●がん●循環器●成育医療●長寿医療の専門医療施設●救
命救急センター●総合リハビリテーション

病院の特色 山口県西部に位置し、関門海峡を挟んで北九州も医療圏として「がん、循
環器、成育医療」を中心に専門的な医療を実施しています。また、地域に
必要とされる医療を目指し救命救急センターを運営しています。平成２
１年４月に歴史の町「長府」に新築移転し、「先駆け」「地域」「教育」を
キーワードに、何事にも主体的にチャレンジする人材を育成し、自分が
やりたいことをサポートする体制を整えています。

東広島医療センター 〒７３９-００４１ 広島県東広島市西条町寺家５１３住　　　所

０８２-４２３-２１７６電 話 番 号

http://www.hiro-hosp.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

車：西条Ｉ.Ｃから約７ｋｍ、志和Ｉ.Ｃから約９ｋｍ
バス：ＪＲ西条駅から約１５分

総数４３５床（一般３８１床、精神５０床、感染４床）
内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整
形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、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、歯科、麻酔科

●臨床研修病院指定●地域がん診療連携拠点病院●日本医療機能評価機構認定病
院●地域医療支援病院●広島県災害協力病院●第２次救急指定医療機関●日本が
ん治療認定医機構認定研修施設 等、詳しくは当院ホームページをご覧ください。

病院の特色 全国的にも希有な20代が人口構成で突出している学園文化都市の東広
島市にある、がん（地域がん診療連携拠点病院）、循環器科、呼吸器疾患
（結核を含む）、内分泌・代謝疾患、肝疾患等の高度先進医療を担う総合医
療施設です。平成20年秋開設の新病棟に加え平成24年1月を目途に周産
期医療施設新設、外来棟更新と最先端の病院へと生まれ変わります。

福山医療センター 〒720-8520 広島県福山市沖野上町４丁目１４-１７住　　　所

０８４-９２２-０００１電 話 番 号

http://www.fukuyama-hosp.go.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

ＪＲ福山駅よりバスで約１０分

一般４１０床
内科、糖尿病・内分泌内科、肝臓内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、精神科、外科、
消化器外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、胃腸内視鏡外科、食道・胃腸外科、大腸・肛門外科、乳
腺外科、呼吸器外科、脳神経外科、形成外科、小児外科、泌尿器科、・産科、婦人科、小児科、
小児アレルギー科、小児科（循環器）、小児科（新生児）、小児心療内科、皮膚科、眼科（休診
中）、耳鼻咽喉科（休診中）、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝ科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、麻酔

国立病院機構の一員として政策医療を中心に診療を行っています。（「がん診療」「成
育医療」「骨・運動器疾患」を柱として「循環器疾患」「肝臓疾患」に対応しています。）
また、地域医療支援病院として、二次救急、産科３次救急、新生児救急を担い、急性期
病院として地域医療施設と連携しています。その連携にはクリティカルパスを使用し
ています。地域周産期母子医療センターとして、GCU 9床（H23.4～12床）、NICU 9床を
設置しており、地域の産科救急と新生児医療を一手に引き受けています。

病院の特色 広島県東部医療圏の中核病院として、岡山県西部地域の医療をも担っています。「苦
痛のない医療」を実践すべく、内視鏡や腹腔鏡を駆使した検査処置や手術を行って
います。また、緩和ケアチームをはじめとして、各職種の強みを発揮してチーム医療を
促進しています。さらに治療方法の開発など臨床研究や治験を行っています。

広島西医療センター 〒739-0696 広島県大竹市玖波4-1-1住　　　所

0827-57-7151電 話 番 号

http://www.hiro-nishi-nh.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

○ＪＲ山陽本線玖波駅下車、徒歩7分
○山陽自動車道大竹ＩＣから約1km（約3分）

総数440床（一般200床、重心120床、筋ジス120床）
内科、整形外科、循環器科、リハビリテーション科、精神科、皮膚科、アレル
ギー科、放射線科、神経内科、泌尿器科、リウマチ科、歯科、呼吸器科、産婦
人科、小児科、眼科、消化器科、耳鼻科、外科、腎臓内科、認知機能疾患科

●病院群輪番制病院指定病院●開放型病院●救急告知病院●臨床研
修指定病院（基幹型）●難病医療拠点病院●児童福祉法指定福祉施設
●へき地医療拠点病院●身体障害者福祉指定医療機関

病院の特色 広島西医療センターでは、急性期病棟と慢性期病棟の両方を兼ね備え、広島県
西部二次医療圏における中核施設として地域完結型の医療を実践しています。
感染管理・摂食嚥下障害看護・がん化学療法看護認定看護師の知識と熟練した
看護技術を用いて、水準の高い看護実践と看護ケアの広がりをめざしています。
今年度はさらに認知症看護認定看護師も誕生します。平成24年秋には、4階建て
の外来管理診療棟も完成し、ますます快適で機能的な病院に生まれ変わります。
地域に選ばれ、将来の夢に向かって職員が活き活きと働ける病院です。

中国四国グループ内病院独立行政法人国立病院機構

広島県 広島県

広島県 広島県

広島県 山口県
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山口宇部医療センター 〒７５５-０２４１ 山口県宇部市東岐波６８５住　　　所

０８３６-５８-２３００電 話 番 号

http://www.yamaguchi-hosp.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

JR宇部線「岐波（きわ）駅」下車、徒歩２０分

総数３６５床（一般２１５床、重心１２０床、結核３０床）

内科、精神科、神経内科、呼吸器外科、消化器内科、循環器内科、アレル
ギー科、小児科、外科、整形外科、呼吸器内科、リハビリテーション科、放
射線科、歯科、麻酔科、血液・腫瘍内科、耳鼻いんこう科、臨床検査科、病
理診断科、緩和ケア内科、乳腺・消化器外科

●がん診療・・・肺がんをはじめとする胸部の悪性腫瘍に対する診断、外
科治療、化学療法、放射線治療、緩和医療●呼吸器疾患の専門的診
療・・・結核を含むすべての呼吸器疾患、特に重症患者の診療●重症心
身障害児（者）の診療・療育・・・超重症児の受け入れ、ポストNICUとして

病院の特色 がん専門施設として、肺がん、悪性胸膜中皮腫の診療を主に行って
おり、山口県で最初に開棟された緩和ケア病床もほぼ満床状態で
運営しています。呼吸器疾患では、他の医療機関で対応困難な患
者様を山口県全域から受け入れています。また、重症心身障害児
（者）病棟では多くの超重症児を収容し、ポストNICUとしての機能
を果たすために努力しています。

徳島病院 〒７７６-８５８５ 徳島県吉野川市鴨島町敷地１３５４住　　　所

０８８３-２４-２１６１電 話 番 号

http://www.hosp.go.jp/~tokusimahosp-nho/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

○ＪＲ鴨島駅からタクシーで約７分
○徳島自動車道「土成インター」から自家用車で約１５分

総数３００床（一般１８０床、筋ジス１２０床）

内科、神経内科、呼吸器科、小児科、外科、整形外科、眼科、リハ
ビリテーション科、放射線科、歯科、麻酔科

●一般医療●四国神経筋センター●脳神経筋リハビリセンター
●スポーツ医学センター●消化器病センター●臨床研究部

病院の特色 神経・筋疾患、筋ジストロフィーに関する四国ブロックの基幹
医療施設として高度で専門的な医療・臨床研究・教育研修を
行っています。患者様のＱＯＬを考慮したサービスの徹底と
療養環境の向上、病院経営の自立に重点を置き、機能の充実
強化を図っています。

高松医療センター 〒761-0193 香川県高松市新田町乙8番地住　　　所

０８７-８４１-２１４６電 話 番 号

http://www.hosp.go.jp/~takamath/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

○高松自動車道「高松東インター」から車で5分「高松中央イ
ンター」から車で10分○ＪＲ高松駅下車、大学付属病院行き
バス「高松医療センター」下車

総数３２０床（一般２２０床、結核１００床，神経難病１２０床）

内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー
科、外科、整形外科、リハビリテーション科、歯科、麻酔科

●神経･筋難病（ＡＬＳ、パーキンソン病など）に関する専門医療
●呼吸器疾患（結核を含む）に関する専門医療●骨･運動器に関す
る専門医療●心筋梗塞等虚血性心疾患に対する高度医療

病院の特色 高松市東部、屋島の近く風光明媚で閑静な丘陵地に位置していま
す。一般医療として、循環器･呼吸器･消化器･整形外科、特に循環
器は心臓カテーテル検査やインターベンションなど高度な医療を
実践しています。又、専門医療として、神経内科はＡＬＳを対象とし
た神経筋難病、呼吸器は結核治療を含み、香川県の拠点病院とし
て、地域医療・地域支援を積極的に担っています。

東徳島医療センター 〒７７９-０１９３ 徳島県板野町大寺字大向北１-１住　　　所

０８８-６７２-１１７１電 話 番 号

http://www.etokushima-mc.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

○ＪＲ高徳線／「板野駅」下車南へ徒歩約１０分○徳島バス／徳
島駅より「鍛冶屋原線」が約２０分ごとに運行しており「東徳島病
院前停留所」で下車○自動車／徳島自動車道（高速道路）藍住Ｉ
Ｃ及び高松自動車道（高速道路）板野ＩＣから車で約５分

総数３３０床（一般１５４床、重心１５６床、結核２０床）
内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、
呼吸器外科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔

一般医療及び「呼吸器疾患（結核の拠点病院），重症心身障
害」の専門医療施設となっており，循環器疾患・慢性腎不全・
消化器疾患・がん等についても，検査・診断・治療と一貫した
機能強化を図っています。

病院の特色 当院は徳島市近郊に位置し、広々とした敷地・完成直後の新
病棟など医療環境に恵まれています。地域医療との連携も強
く、２次救急などの急性期疾患にも広く対応しています。

岩国医療センター 〒740-8510 山口県岩国市愛宕町１丁目１番１号住　　　所

０８２７-３４-１０００電 話 番 号

http://www.iwakuni-nh.go.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

○JR山陽本線岩国駅下車　　車で１５分
○JR山陽本線南岩国駅下車　車で５分

総数530床（一般530床）
内科、呼吸機内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、外科、消化器外科、
心臓血管外科、脳神経外科、乳腺外科、小児外科、整形外科、形成外科、精
神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハ
ビリテーション科、放射線科、病理診断科、麻酔科、肝臓内科、腎臓内科、糖
尿病・内分泌内科、小児循環器科、胸部外科

●第３次救命救急センター●地域 がん診療連携拠点病院●
地域医療支援病院●地域周産期母子医療センター●ＤＰＣ
対象病院●地域医療研修センター

病院の特色 山口県東部に位置し、岩国市はもとより、広島県大竹市、北は
島根県の一部を医療圏とする地域の中核病院です。30の診療
科を有し、循環器疾患・がん等の政策医療および救急医療を
柱に良質で安全かつ高度な医療を提供しています。

柳井医療センター 〒７４２-１３５２ 山口県柳井市伊保庄９５住　　　所

０８２０-２７-０２１１電 話 番 号

http://yanai-hosp.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

○JR山陽本線柳井駅下車、防長バス阿月行き国立病院前下車(約20分)
○山口市内・広島市内より山陽自動車道経由約１時間30分

総数２８０床（一般２００床、重心８０床）

内科、神経内科、循環器科、小児科、外科、整形外科、リハビリ
テーション科、歯科

【専門外来】神経難病外来、頭痛外来、認知症外来、直腸・肛門
ストーマ、腎不全外来、発達療育相談外来【入院】血液透析治療

病院の特色 当院は、神経難病患者（筋萎縮性側索硬化症（ALS）、パーキンソン
病、多発性硬化症等）、重症心身障害児（者）の専門的医療施設とし
て位置づけられており、山口県全域、広島県西部地区の中核病院と
して障害者医療をおこなっています。また、一般外科はもとより、肛
門疾患、直腸、大腸癌の専門的外科治療及びストーマリハビリテー
ションの専門医療の確立に努めています。更に、生活習慣病の予
防、リハビリテーションの充実強化、腹部救急患者の受け入れ、慢
性腎不全患者の血液透析治療も実践しています。

中国四国グループ内病院独立行政法人国立病院機構

山口県 徳島県

山口県 徳島県

山口県 香川県
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四国こどもとおとなの医療センター 〒７６５-８５０７ 香川県善通寺市仙遊町２丁目１-１住　　　所

０８７７-６２-１０００電 話 番 号

http://www.shikoku-med.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

○善通寺ＩＣより車５分
〇ＪＲ善通寺駅より徒歩２０分

総数６８９床（一般：667床、重心：215床、精神：22床）

病院の特色

高知病院 〒７８０-８０７７ 高知市朝倉西町1丁目2-25住　　　所

０８８-８４４-３１１１電 話 番 号

http://www.kochihp.com/ホームページ

住　　　所

TEL.082ｰ493ｰ6654 FAX.082ｰ493ｰ6616人 事 担 当

TEL.082ｰ493ｰ6639 FAX.082ｰ493ｰ6673医 療 担 当

http://www.nho-chushi.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

○JR朝倉駅下車、徒歩10分○高知市内からバスの便あり（はりやま橋から
25分）とさでん交通バス（学芸高校行き）とさでん交通バス（高岡、市野々、
須崎、宇佐行き）○高知自動車道、伊野ＩＣより車で10分

総数424床（一般402床（うち重心：120床）、結核22床）
内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、
リウマチ科、小児科、外科、整形外科、呼吸器外科、小児外科、皮膚科、泌
尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線
科、歯科（入院対応）、麻酔科

免疫異常、成育医療、腎疾患、癌、呼吸器疾患（結核を含む）、重症心身障
害、骨・運動器疾患に関する専門的な医療を行っています。また、結核と
エイズの拠点病院です。

病院の特色 高知病院は、「医療に携わる人間として情熱と誇りと博愛の心を持ち、意欲
ある医療活動を展開していきます」という基本理念の基、地域に信頼され
る病院を目指している地域密着型の病院です。免疫異常、成育医療、癌、
呼吸器疾患〈結核）、重症心身障害などの専門的医療の実践と地域の医師
並びに医療関係者の教育、研修に努め、地域社会に貢献しています。

愛媛医療センター 〒791-028１ 愛媛県東温市横河原366住　　　所

０８９-９６４-２４１１電 話 番 号

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ehime-nh.go.jp/ホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

○伊予鉄高浜横河原線　愛大医学部南口下車徒歩３分

総数４３０床（一般２５０床、重心１６０床、結核２０床）
内科、神経内科、呼吸器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、呼
吸器外科、心臓血管外科、放射線科、麻酔科、歯科(重心等のみ)

呼吸器疾患（ア．肺癌の診断、治療に関する高度専門的医療、イ．結核、ウ．慢性呼吸器疾
患(気管支喘息、肺性心、じん肺、肺気腫、慢性気管支炎など)、エ．低肺機能患者に対する
在宅酸素療法）、循環器疾患(ア．心疾患(先天性心疾患・虚血性心疾患・弁膜症など)、イ．
高血圧)、脳卒中リハビリテーション・整形外科医療（脳卒中のみならず、リウマチを含め
た整形外科的リハビリテーション）、慢性肝疾患・消化器疾患（特にＣ型肝炎による慢性
肝疾患、肝硬変、肝細胞癌など）、重症心身障害児（者）、神経難病、救急医療（ＩＣＵを利
用し、循環、呼吸不全を対象とした２４時間受入体制及び平日救急医療体制）、専門外来
(心臓リハ外来、 ペースメーカー外来、糖尿病外来、スキンケア外来、ペインクリニック、じ
ん肺外来、アスベスト外来、肺がん検診、禁煙外来、ＳＡＳ外来、神経難病、在宅酸素療法

病院の特色 四国グループ呼吸器疾患基幹医療施設、愛媛県難病医療拠点病院としての高度・専門
医療を担い、循環器疾患・消化器疾患・整形外科疾患・重症心身障害などの医療に専門
的に取り組んでいます。信頼される医療・働きがいのある病院を理念に、地域の医療機
関と連携し、患者様や地域の方々に満足していただけるサービスの提供を目指していま
す。

四国がんセンター 〒791-0280 愛媛県松山市南梅本町甲160住　　　所

089-999-1111電 話 番 号

http://www.shikoku-cc.go.jp/index.htmlホームページ

ア ク セ ス

病　床　数

診　療　科

機 能 類 型

JR「松山駅」より伊予鉄高浜線横河原線（大手町駅横河原行）
にて22分「梅本駅」下車、徒歩8分(0.6㎞）

総数405床

血液腫瘍内科、呼吸器内科、消化器内科、消化器外科乳腺外科、整形外
科、形成外科、呼吸器外科、泌尿器科、婦人科、耳鼻いんこう科、放射線診
断科、放射線治療科、麻酔科、歯科、緩和ケア内科、精神科

内科、心療内科、児童精神科、小児神経内科、呼吸器内科、小児呼吸器内科、消化器内科、循
環器内科、小児循環器内科、小児アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、小児整
形外科、形成外科、小児形成外科、脳神経外科、小児脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外
科、小児心臓血管外科、小児外科、乳腺外科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、小児眼
科、耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、新生児内
科、小児腎臓内科、婦人科（思春期）、不妊治療婦人科、周産期内科、小児血液・腫瘍内科、小
児感染症内科、小児内分泌・代謝科、児童心療内科、小児歯科、救急科、臨床検査科

4つの柱で診療に取り組んでいます。①診療科の垣根を取り払い、各臓
器がん専門家グループで高度先進医療をおこなう②医薬品等の臨床試
験の他、がん予防診断、治療方法を確保するための基礎的及び診療的
研究を実施③がん診療従事者の研修推進④情報発信

病院の特色 がん政策医療ネットワークの四国グループ基幹医療施設であるととも
に、全国がんセンター協議会加盟施設の一員として、また都道府県の診
療拠点病院として、がん撲滅に取り組んでいます。①がんに特化した専
門病院②広範な診療圏③高度先進医療の推進④診療情報システムの
充実⑤地域医療機関との連携⑥臨床研究の積極的推進

「旧香川小児病院」と「旧善通寺病院」が統合され成育医療分野と、循環器病を中心とした成
人医療分野の融合が行われ、安心で高度な医療の提供とともに“誕生からみとりまで”癒やし
に満ち溢れた病院づくりを目指します。
４７診療科を有し、成育病床４１１床（うち精神病床２２床、神経・重症心身障害児（者）セン
ター２１５床を含む）、成人病床２５０床、集中治療室など２８床での診療を行います。
香川県の総合周産期母子医療センター、小児救命救急センターとしての役割も担います。

成育部門４１１床(総合周産期母子医療センター(NICU、GCU、MICU)、小児病棟、児童思春期
病棟、神経・重症心身障害児(者)センター(POST-NICU含む))、成人部門２５０床(一般病棟、循
環器病センター、女性医療センター、骨・運動器センター、)、中央診療部２８床(ＩＣＵ、ＣＣ
Ｕ、ＳＣＵ、ＰＩＣＵ、ＥＲ型救命救急センター・小児救命救急センター)、外来部門(成育外
来、成人外来、乳幼児健診センター、不妊治療センター、透析リハセンター)

■中国四国グループについて

■その他関連施設
《国立ハンセン病療養所》

《国立高度専門医療研究センター 一覧》

■病床数 ： 968床
■http://www.hosp.go.jp/~aiseien/

〒701ｰ4592 
岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539
TEL.0869ｰ25ｰ0321 
FAX.0869ｰ25ｰ1762

■病床数 ： 566床
■http://www.komyoen.go.jp/

〒701ｰ4593 
岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253
TEL.0869ｰ25ｰ0011 
FAX.0869ｰ25ｰ1763

■病床数 ： 380床
■http://www.hosp.go.jp/~osima/

〒761ｰ0198 
香川県高松市庵治町6034ｰ1
TEL.087ｰ871ｰ3131 
FAX.087ｰ871ｰ4821

長島愛生園 邑久光明園 大島青松園

＊（独）国立がん研究センター・中央病院（東京都中央区）
＊（独）国立がん研究センター・東病院（千葉県柏市）
＊（独）国立循環器病研究センター（大阪府吹田市）
＊（独）国立精神・神経医療研究センター（東京都小平市）

＊（独）国立国際医療研究センター・病院（東京都新宿区）
＊（独）国立国際医療研究センター・国府台病院（千葉県市川市）
＊（独）国立成育医療研究センター（東京都世田谷区）
＊（独）国立長寿医療研究センター（愛知県大府市）

〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家513
（国立病院機構東広島医療センター敷地内）

中国四国グループ内各病院の使命が十分発揮できるよう、各病
院と密な意志疎通を図る中で、支援組織としての役割を果たして
います。

岡山市の東部約40kmの瀬戸内海の小島
にあり、極めて風光明媚で温暖なところで
す。人間性あふれる、心のこもった看護を
実践したい方に最適の施設です。

「私たちは入所者の尊厳を重んじ健康かつ安全で
充実した療養生活を心をこめて支援します」を理念
に、入所者の幸福とそこで働く職員の充実感をとお
して人権の尊重される社会の実現を目指します。

瀬戸内海の白砂青松につつまれた小さな
島に在ります。入所者の皆さんが後遺症と
高齢者に立ち向かい、健康で生きがいを
もって生活できるように支援しています。

中国四国グループ内病院独立行政法人国立病院機構

香川県

愛媛県

高知県

愛媛県


