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看護職員募集のご案内

北アルプス医療センター
長野県厚生農業協同組合連合会

あづみ病院

North Alps Medical center Azumi Hospital



看護部理念にある「ホスピタリティ」はラテン語の「Hospics（客人の保護）」を語源として

います。その昔、巡礼の旅の途中で疲労や病気を患った旅人に、現地の人たちが飲食や看護

を提供しました。そこには単なる施しではなく、パートナーとして一歩踏み込んだ思いやり

が旅人に感動を与え「喜びの共有」や「信頼関係」が生まれました。

看護の知識・技術を基にした目配り、気配り、心配りによりパートナーである患者さんとの

信頼関係を深めていくことが当院の看護の基本となっています。

現在、看護師の平均年齢は39歳であり、離職率が低く生活スタイルが変化しても働き続け

られる環境を有しています。

また、看護のプロとして成長できるように新人教育は重要視しており、集合教育と現場教育

を連動して支援していきます。職員ともに学び成長できる職場です。

有給取得率の高さやメンタルサポート体制の充実、育児休業後の保育体制には定評があり

ます。

雄大な北アルプスと自然豊かな環境の中で一緒に看護を実践しませんか？

角田 早苗

統括看護部長あいさつ

病院理念
質の高い医療と社会への貢献をとおし、地域の皆さまから信頼される病院を築きます。

基本方針
1. 医の倫理を守り患者さんの権利を尊重し、平等で親切、安全な医療・福祉サービスを提供します。

2. 救急医療から在宅医療まで広く、地域の皆さまの安心を支えます。

3. 地域の皆さまのこころの健康を支える、やさしい医療につとめます。

4. 日々の研鑽に励み、明るい職場環境造りと信頼される医療人の育成につとめます。

5. 保健予防活動を通じて地域の皆さまの健康増進に貢献します。

6. 研究・文化活動を積極的に展開し豊かな地域づくりに貢献します。



North Alps Medical center Azumi Hospital

看護部理念
私たちは、地域の人々の求める医療・看護が提供できるよう質を高め、
安全な医療とホスピタリティ豊かな看護を、心を込めて提供します。

教育方針
1. 看護部理念に基づき、安全で質の高い看護サービスが提供できる看護職の育成
2. チーム医療の中で看護の役割を認識し、自立した看護師の育成
3. 個々の看護職員のニーズと目標を尊重し、専門職業人として成長が出来るよう支援する

基本方針
1.「看護者の倫理綱領」に基づき、患者・家族の意志と権利を尊重します
2. 根拠に基づいた安全で安心な看護を提供します
3. 看護の質の向上のため、自己研鑽に努めます
4. 看護の視点から健全経営に参画します

教育目標
1. 研修通しチームの一員として役割を認識し、個々の責任を果たすことができる
2. 事例を通し自己の看護を語ることができる
3. 専門職として自己研鑽ができる

方法
1. 教育プログラム組み入れた「学研ナーシングサポート
   （新人、中堅、管理職・チーム医療向けの３コースのシステム )」を理解し、
   スケジュールに沿って積極的に活用する
2. 看護協会研修等院外研修に参加し、自己のスキルアップを図ると共に、
   職場での伝達講習を実施する
3. 全員が事例検討に参加し、自らの考えを言語化していく（倫理的事例への取り組み）
4. 看護補助者教育の充実を図る

快適な

職場環境

魅力ある

ワーク・ライフ

充実した

コンサルテーション

充実した

教育体制



新人教育体制
プリセプターシップ（＋一部チューターシップ）
新 人 目 標
組織に慣れ行動できる
新人到達目標
1：看護技術が安全・確実にできる
2：組織の一員として自覚を持ち責任ある行動がとれる
3：教育プログラムに沿って学習し実践に生かすことができる

入職したばかりの頃は学ぶことが多
く大変でしたが、先輩看護師が一つ
ひとつ丁寧に教えてくださるので、
分からなかったことも日々分かるよ
うになっていき、今はとても働きや
すいです。これからも患者さんによ
り良い看護ができるよう努力してい
きます。

あづみ病院の新人研修は、専門職の
方が講義や演習を交えて基礎から丁
寧に教えてくれるので分かりやすく、
病棟でも活用することが出来ました。
病棟ではプリセプターがおり、フォ
ローしてもらいながら業務に慣れて
いくことができました。

目指す看護①
オリエンテーション、
注射・採血、輸液ポンプ、
BLSなど

夜勤シャドウ
（先輩看護師の動きを見て学ぶ）
→GW

心電図について
フィジカルアセスメント

口腔ケア・嚥下について
急変時の看護
リフレッシュ研修

譫妄について
夜勤に対してGW

メンタルヘルス、
エンゼルケア、譫妄のケア
半年たって振り返り

目指す看護②
看護倫理

認知症について
→GW
KYT

退院支援
在宅看護

事例を通して
学んだこと
発表会

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

３階病棟 佐々木 夏妃

快適な職場環境

充実した教育体制

北アルプス医療センターあづみ病院は、
自然豊かな景観が自慢です。本館7階か
ら眺める北アルプスの大パノラマは圧
巻で、晴れた日の眺望は素晴らしく、自
然治癒力を高め、明日への活力が湧い
てきます。また、本館は2016年2月に
竣工、同年3月に稼働しました。患者さ
んだけでなく病院職員にとっても働き
やすく快適な環境が整っています。
水と緑豊かな池田町で私たちと一緒に
看護師としての第一歩を踏み出しま
しょう。

雄大な景観と
澄んだ空気に包まれて

５階病棟 二村 有美

集合教育
（技術チェック）

2年目へ



【一般病棟】 2交代制
日勤 8：30～17：00 / 夜勤16：30～9：00

【精神科病棟】 3交代制と2交代制の組み合わせ
日勤 8：30～17：00 / 準夜16：30～1：00 / 深夜 0：30～9：00
日勤 8：30～17：00 / 夜勤16：30～9：00

患者さんご家族の抱えている痛
みやつらさを少しでも和らげ、
その人らしく過ごせるようにお
手伝いします。どのように生き
ていきたいかという思いを知
り、多職種によるチームで関
わっていきます。

当院を利用する患者さんやご家
族・訪問者はもちろん、現場で
働く全ての人を感染源から守る
ため組織横断的に実践し、感染
予防に関する指導や相談を受
け、医療の質の向上を図る役割
を担っています。

あらゆるスキントラブル、フッ
トケア、ストーマや瘻孔、排泄
に関するトラブルなどが専門領
域です。院内では組織横断的に
活動し、在宅の患者さんにも関
わらせて頂いています。

坂井 美絵・新井 八寿波

整形外来看護師
藤森 典子

充実した
コンサルテーション

魅力ある
ワーク・ライフ

認定看護師は、それぞれ特定の領域において熟練した技術を用いて水準の
高い看護を実践しています。この実践を通して看護者に指導やコンサル
テーションを行っており、チーム医療の要といえます。

看護をより充実させる、認定看護師の活動

平成28年度11月から認知症ケアチームが稼働しています。
高齢化する入院患者さんに、より最適な環境やケアを提供できるよう、認
知症ケアの専門家と病棟看護師が協力し、週に一度回診を行っています。

認知症ケアチーム

感染管理認定看護師

小山 洋子

皮膚・排泄ケア認定看護師

降籏 理恵

緩和ケア認定看護師

中山 京子

小さいお子さんをお持ちの方や、育児休暇
明けでも安心して勤務に復帰できるよう、
当院では院内保育所を設けてあります。ま
た、組合活動も充実しており現在7つの部活
と3つの同好会があります。そして何より、
最寄りのスキー場まで車で20分という好立
地のため、冬は仕事帰りにスキーやスノ
ボードを楽しむこともできます！

安心の院内保育所、
そして組合活動も充実

最初は不安もありましたが、大勢
の仲間と一緒に過ごす中で生活
の基本を学ぶことができ、今では
子どもも楽しんで通うことがで
きています。急な仕事の変更や、
土曜日も受け入れてもらえ、安心
して仕事に集中することができ
感謝しています。



3階病棟
52床の急性期病棟です。消化器外科、呼吸器外科、泌尿器科の手術から心
臓カテーテル検査、アブレーションや化学療法など多くの治療が行われて
います。医師・看護師・リハビリ・栄養士・薬剤師・MSWなど多職種協働での
カンファレンスも活発に行っています。患者さん、ご家族に信頼され、満足し
ていただけるような看護を提供できるように取り組んでいます。

4階病棟
53床の整形外科を主体とした病棟です。手術やリハビリ、内視鏡的ポリペ
クトミーを受ける患者さんが入院されます。特に肩・脊椎などの手術は1
日４～５件行われます。毎週多職種カンファレンスをし、安心して退院できる
ように取り組んでいます。

6階病棟
6階病棟は、内科・小児科・歯科口腔外科・緩和医療科の45床の混合病
棟です。患者さんがその人らしい生活を送ることができるように、患者さん
やご家族の思いに寄り添うケアを提供しています。

外来
当外来は22科を有し、更に女性骨盤底医学センターや肩関節治療セン
ター、循環器病センターなどの専門診療を行っています。県内外からも多く
受診されています。患者さんやご家族にご満足いただけるよう、他職種と連
携を取りながら患者サービスの向上を目指して日々取り組んでいます。

こころのホスピタル
当病棟は精神科急性期治療と身体合併症治療を中心とした１２０床の病棟
です。思春期から老年期まで幅広く精神科の専門治療を行える病棟で、患
者さんを中心としたチーム医療を展開しており、地域精神科医療の推進を
図っております。

人工透析室
近隣5市町村から患者さんが血液透析と腹膜透析に通院されています。良質
で心のこもった透析医療を目指しています。患者さんの笑顔、仲間の笑顔、
みんなの笑顔を応援する職場です。

訪問看護ステーションあづみ
ステーションあづみは、地域の方々が安心して在宅での生活が送れるよう
に、看護師11名で休日・夜間を問わず、利用者の方へ看護の提供をして
います。ターミナル期の看護、看取りも年々増えています。是非一緒に地
域へ出て、看護のやりがいを感じてみませんか？

健診センター
健診センターでは予防医学の重要性に注目し、毎日28名程の人間ドック・
各種検診を実施しています。医師の診察・検査結果の説明後、看護師・保
健師による保健指導を行います。病気に繋がる生活習慣の問題点を明らか
にし、丁寧にそして時には厳しく、その方に適した指導を実施しています。

5階病棟
50床の地域包括ケア病棟です。整形外科手術後リハビリ、内科急性期治
療後、口腔外科で抗凝固剤内服中での抜歯、静脈麻酔下での抜歯の患者
さんを主に受け入れています。退院支援・調整を多職種と連携して行い、
退院後の生活を見据えたきめ細やかな退院指導に力を入れています。

手術室・中央滅菌室
手術室・中央滅菌室では、手術、カテーテル検査・治療を受けられる患者
さんが安全に安心して入室から退室まで過ごせる看護と業務を行っていま
す。他職種間の連携を大切にしてチームで患者さんを支えていきます。

安全・安心の
看護サービスを
心がけて
います

3階病棟 4階病棟 6階病棟 外来5階病棟

手術室・中央滅菌室 人工透析室 こころのホスピタル 訪問看護ステーションあづみ健診センター



関連施設

病院概要
所　在　地 

開　　　設

開　設　者

事 業 所 長

病　床　数

〒399-8695 長野県北安曇郡池田町大字池田 3207番地 1

TEL.0261-62-3166　FAX0261-62-2711

昭和 25年 4月 1日

代表理事理事長　社浦 康三

西澤 理

320床（一般 200床、精神 120床）

白馬診療所

メンタルケアセンターあづみ

あるぷすメンタルクリニック
北アルプス医療センターあづみ病院

北アルプス医療センターあづみ病院

松本市
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重柳

安曇橋南

板取

ACCESS
お車の場合
長野自動車道　安曇野 ICより 20分

電車の場合
JR 大糸線　信濃松川駅より徒歩 25分
JR 篠ノ井線　　明科駅よりバス 20分

地域の患者さんが、遠方まで足を運ばなくても、近くの診
療所でより良質な医療や看護サービスを受けられること
が目標です。小さな施設であっても、患者さんの為に何が
できるのかを常に考え、チームワークで何事も実践しよう
という精神で、日々誇りをもって看護を提供しています。

白馬診療所

北安曇郡白馬村大字神城21551 TEL：0261-75-4123

精神科を退院された方が、自宅から通い治療を継続して
いくため利用される施設です。精神科デイケア・精神科
訪問看護ステーション・相談支援事業所があり、平成
26年からは介護保険対象の通所リハビリテーションも
併設されています。

メンタルケアセンターあづみ

北安曇郡池田町池田3169-1 TEL：0261-62-9830

平成27年から開所したメンタルクリニックです。全て
の悩める人に門戸を開いています。断らない医療を目
指しています。

あるぷすメンタルクリニック

松本市大手4-7-13 TEL：0263-39-6868



看護職員 募集要項
応募資格

給与など

勤務時間

福利厚生

休日など

応募手続

選考方法

選 考 日

応募締切

そ の 他

看護師・保健師の資格取得見込みの方

長野県厚生連の規定によります（病院での経験年数加算あり）
看護職員手当、時間外手当、夜勤手当、宿日直手当、
特殊勤務手当、通勤手当、扶養手当、住宅手当、責任手当、
勤続手当、祝日・法定休日出勤手当、職務手当、早出・遅出手当　他
昇給　年1回（4月）
賞与　年2回（7月・12月）

【一般病棟】
〈2交代制〉
日勤   8:30 ～ 17:00
夜勤 16:30 ～   9:00
【精神科病棟】
〈2交代制〉　
日勤   8:30 ～ 17:00　　　
夜勤 16:30 ～   9:00　　　
〈3交代制〉
日勤　8:30 ～ 17:00
準夜 16:30 ～   1:00
深夜　0:30 ～   9:00

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険加入、
院内保育所、職員互助会（貸付金制度）、
永年勤続表彰（20年・30年）、退職金制度あり

休日・休暇 4週7休（交代制）、
国民の祝日、夏期（4日間）、年末年始（5日間）、
有給休暇（初年度10日最高20日）、慶弔、
産前産後、育児・介護休暇、
子の看護休暇、メーデー（5月1日）
勤続（3年・5年）慰労休暇

電話連絡の上、履歴書（市販のものでも可）、
レポート、アンケートをお送りください。
様式、内容につきましてはWebからダウンロードできます。

書類選考・学科試験・面接

Webにてご確認ください。

随時（応募状況により募集を締め切る事がありますのでお早めにご連絡ください。）

病院見学歓迎。お気軽にご連絡ください。
新病棟が平成28年３月に稼働しました。
インターンシップを開催いたしますので是非お申込みください。

北アルプス医療センター
長野県厚生農業協同組合連合会

あづみ病院

人事担当：総務人事課  中島

【お問い合わせ先】

〒399-8695 長野県北安曇郡池田町大字池田3207番地1

TEL：0261-62-3166（代表）


