
津軽保健生活協同組合　看護部
医療福祉生協連
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地域訪問行動

健康チェック

健康増進教室

働き続けられる自分の居場所
いつでも、どこでも、親切でよい医療・看護をめざして



「いつでも、どこでも、親切でよい医療・介護」をめざして、
地域住民とともに医療・介護をすすめています。

看護職としての幅広いキャリアビジョン

■健生クリニック
1日平均外来患者数：500名
診療科目／内科、循環器科、消化器科、呼吸器科、
　　　　　神経内科、精神神経科、整形外科、小児科、
　　　　　在宅療養科、リハビリテーション科
　　　　　夜間外来実施
　　　　　＊2017年10月～整形外科、小児科は、
　　　　　　健生病院へ移ります。
・在宅療養支援診療所
・訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

健生ヘルパーセンターかけはし

■健生病院
282床（7：1入院基本料算定病床222床／回復期リハビリ病床60床）
1日平均外来患者数140名：1日平均入院患者数273名
診療科目／内科（呼吸器、循環器、消化器、神経内科）、外科、整形外科、精神科、
　　　　　産婦人科、小児科、アレルギー科、麻酔科、リハビリテーション科、救急科
・厚生労働省指定臨床研修病院、BFH（赤ちゃんにやさしい病院）
　HPH（ヘルスポロモーションホスピタル：健康増進活動拠点病院）
・居宅介護支援事業所　・在宅介護支援センター　・訪問リハビリテーション

　津軽地域二次医療圏における急性期医療・リハビリテーション医療・母子医療等を
　担う地域の基盤病院として医療活動を展開しています。地域の住民の方々、組合員
　さんの命と健康を守るため、いつでも、どこでも、だれもが安心して受けられる医
　療、介護、福祉を提供できるように日ごろより活動をしています。私たちは、病気
　だけでなく、生活者としての患者様を看て、“生きる”を支えられる看護を目指して
　います。

■津軽医院
小規模老人保健施設18室併設
診療科目／内科(循環器・消化器・呼吸器)、
　　　　　リハビリテーション科
・通所リハビリテーション(定員40名)
・在宅療養支援診療所
・居宅ステーション

■藤代健生病院
248床　精神科二次救急指定病院
1日平均外来患者数160名、1日平均入院患者数197名
診療科目／精神科、神経科、内科、リハビリテーション科

地域に密着した精神医療・看護を展開しています。
こころのケア、身体のケア、生活支援など看護の役割はとても重要です。
仕事をしていく中で、看護師としても、一人の人間としても磨きがかか
ります。私たちは精神科で働く看護師として誇りを持ち、迷ったときに
は「患者さんにとってはどうなのか」を合言葉に日々看護を提供してま
いります。

■健生五所川原診療所
診療科目／内科（循環器・消化器・
　　　　　呼吸器）、夜間外来実施
・通所リハビリテーション
・訪問リハビリテーション
・居宅介護事業所　

■健生黒石診療所
診療科目／内科(循環器・消化器・呼吸器)、
　　　　　小児科、夜間外来実施
　　　　　在宅療養支援診療所

■健生訪問看護ステーションたまち
機能強化型訪問看護事業所
・ふじしろ支所　・ちとせ支所

看護師数を多く配置しており、市内唯一の機能
強化型Ⅰを取得、24時間365日対応しています。
医療依存度が高い方、難病、精神疾患、在宅看
取りにも多く対応しています。利用者から学び、
一人一人を大切にし、利用者の「生活」や「労働」
に目を向け、継続した看護・居宅支援の援助を
目指しています。
また、常に自己研鑽し、安全で信頼される看護
を提供します。

■健生介護センター 虹
・短期入所生活介護
　（ショートステイ）38名
・認知症対策共同生活介護
　（グループホーム）18名
・通所介護
　（デイサービス）40名
・居宅介護支援事業所

■健生弘前ホームあじさい
・有料老人ホーム(住宅型)40室
・健生ヘルパーステーションあじさい併設

●私たちの理念
　津軽保健生活協同組合看護職員はともに組合員と地域のひとびとの健康で幸福な
生活を実現するために個人と社会に働きかけます。
　いのちの平等と人権が尊重され、誰もが自分らしく主体的に生きられるよう参加
と協同による質の高い看護サービスを実践します。
　安全で信頼される看護サービスを提供するために、専門職として常に自己研鑽し、
組織変革や看護労働改善を進めます。

●私たちの使命
　地域のひとびとが、主体的に健康で幸福な
生活を送ることができるよう、専門職である
組合員として個人の健康づくりやまちづくり
をともに地域の組合員と発展させます。

看護介護部長

加藤 あけみ

宿泊型自立訓練事業所ガーベラタウン

精神障害者地域生活支援センターぴあす

　津軽保健生活協同組合の看護は、「人権の尊重」「無差別・平等」を理念の軸に据え、地域のひとびとの
いのちと健康を守り、安心して生活できるよう支援することを基本としています。保健予防から二次救急
医療、リハビリテーション、在宅療養生活支援までと地域の幅広いニーズに応え、当生協の組合員さんや
多職種、そして様々な事業所との連携を重視した参加と協同によるチーム医療を展開しています。
　また、看護師それぞれのキャリアビジョンに向けて柔軟に自己研鑽を進めていけるよう継続教育システ
ムの充実と研修の保障、定年まで働き続けられる環境づくりの推進は行政や他の施設からも高い評価をい
ただいております。地域からも働く人々からも選ばれる医療・介護事業所として、津軽保健生活協同組合
の看護を更に発展させていきましょう。皆様とともに働けることを願っております。

　診療所は、地域の身近な医療機関であり、住民がおかれている状況や
生活環境の変化を最もとらえやすい位置にあります。病気の治療にとど
まらず、生活習慣の改善や在宅療養支援、ヘルスプロモーションの推進
など、個人から社会まで広く対象をとらえ支援し、専門職としてより質
の高い看護サービスと無差別平等の看護を地域で発展させていきます。

人間の一生に寄り添う「看護」という仕事に、誇りと責任をもって活動をしています

健やかに産み・育て、健やかに老いる



教育・研修 基礎教育とし各院所で
それぞれ教育プログラ
ムを作成し実施する

1～3年目目安
双葉～芽

ふたば めばえ

新人研修
　入職後は、基礎技術・医療安全・感染対策等を集合研修で集中的に学びます。
　また、職場単位で病棟ごとの特徴に合わせた知識・技術等学びます。
　それぞれ個々に合わせた成長段階で、業務の「一人立ち」もそれぞれに。
　法人・病院・職場みんなで、丁寧に大切に育てます。

〈管理編〉
・職場
・チーム医療
・倫理
・接遇
・安全
・教育
・研究
・経営
・生協
・民医連

看護部ラダー教育

新人看護職員基礎看護技術研修
①環境調整技術
②食事援助技術
③排泄援助技術
④活動・休息援助技術
⑤清拭・衣生活援助技術
⑥呼吸・循環を整える技術
⑦創管理技術
⑧与薬の技術
⑨救命救急処置技術
⑩症状・生体機能管理技術
⑪苦痛の緩和・安楽確保の技術

新人教育システム

〈実践編〉
・情報収集
・問題の明確化
・計画立案
・実践
・評価

　９月頃より法人内の新人で結成する同期
会。１年目も後半になり、同じ新人同士で
も顔を合わせる機会が少なくなるこの時期。

業務に慣れてきたからこそ、いろいろ悩みが出てきます。みんなでそんな
時期を乗り越えようと企画された「同期会」。新人のみなさん中心に学び
たいことやリフレッシュできる企画等を考えてもらい毎年行っています。
　そして、毎月集まりテーマに決めたものを発表するための準備。
　いろいろな話をするよい機会となっているようです。

職場・組織の方針が理解できる
職場で自立した看護実践が

できる

つぼみ

蕾
4～6年目目安

新人同期会

健康チェックや

　ミニ運動会をした年も !?

卓越した看護実践に加えて
組織的にも広範囲な役割

遂行ができる

薫
かおり

16年目以上目安

華

職場・組織の方針を理解し
主体的に行動できる

リーダーシップを発揮して
看護実践で見本になる

はな

7～15年目目安



ERは、24時間営業の医療

のコンビニです。外来を訪れる患者

さんは、あらゆる年齢で、疾患も風邪か

ら心肺停止にいたる様々な患者さんが来られ

ます。そのため来院時は、トリアージを行い緊

急度・重症度の判断が重要となります。判断に戸

惑うことも多いですが、医師らとともにチームで連

携をとり、毎日大変ながらもやりがいを感じ仕事を

しています。また、経済的に問題を抱えている患

者さんには、ケースワーカーと連携をとり必要

な医療が受けられるよう介入しています。い

つでも、だれでも、なんでもの健生病院

のER。興味があれば、一緒に学び、

一緒に頑張りませんか？

「助産師としてのやりがい」

産婦人科開設当時から助産師として勤務

し、取り上げた子ども達が「私もここで産

まれたの」と言いながら母になっていく今、嬉

しい気持ちでいっぱいです。出産数が多く忙し

さで感動を共有すらできない頃は「これでいいの

か」とジレンマを感じた時「やっぱり助産師でよ

かった」と笑顔になります。

当院はBFHを基盤とした地域活動を実施して

おり、子ども達の健やかな成長を祈り、

学校での出前講座「いのちの教育」

に出かけることが私の元気に

なっています。

健生病院 2階病棟 主任助産師

三上久美子
健生病院 ER主任

葛西美香子

働き続けられる
病院・職場

　感染管理認定看護師の役割は、患者さんや医

療従事者、又病院を訪れる全ての人を感染から

守り安全な医療を提供することです。病院内で

の感染拡大を未然に防ぐために、院内感染の早

期把握に努め、各部門の職員と連携しながら日々

活動を行っています。皆さんも一緒にどうです

か？

健生病院

感染管理　認定看護師

　　　　北山　優子

　「認知症の患者さん」とある時、何かの拍子に

「通じ合う」ときがあり、そうした体験をする中

で、認知症に対して根拠のある看護を提供する

ことができれば、患者さんも働く私たち看護師

にとってもよいのではないかと考え、認知症看

護を勉強しました。

　これからも知恵を出し合い、その方に合った

方法を一緒に考えていきたいと思います。

藤代健生病院

認知症　認定看護師

　　　　相馬千加子

　「生命の危機状態にある患者の病態変化を予測し、

重篤化を回避するための援助ができる。」集中ケア分

野で期待されている能力として、いくつかある中の

一つです。

　心拍や呼吸パターン、表情や動き、皮膚や口腔の

状態など、病態は刻一刻と変化していきます。五感

を駆使し、声をかけ触れてみて観察する。様々な徴

候が重篤化していくのか、回復過程なのかをアセス

メントしていくということを日々行っています。

　当院では、認定看護師取得のための支援体制もあ

ります。ここで、一緒に始めてみませんか？

健生病院

集中ケア　認定看護師

　　　　神　　恵子
　私は新人の時に、がん患者さんを担当したことが緩和ケアを学ぶきっかけとなりました。緩和ケアについて学び援助を行ってきましたが、患者さんからの「早く楽になりたい」という言葉、つらい体験をしている家族に対して何もできない無力感があり、知識と技術を身に付け患者さん家族の援助をしたいと緩和ケア認定看護師を目指しました。　緩和ケアは特別な技術が必要なものではなく看護の基本だと思います。日々の実践ではスタッフの皆さんに助けてもらいながら、患者さんや家族へのケアを行っています。

健生病院
緩和ケア　認定看護師
　　　　野里　春華

　皮膚・排泄ケア認定看護師はストーマケアや褥瘡などの創傷ケア、失禁ケアを専門的に行う看護師です。スタッフと協力してケアの方法を考え、実践することで傷が良くなると、やりがいを感じますし、今まで学んできた知識や技術を活かせることが出来るので充実しています。当院では奨学金制度もありますので、スキルアップを目指す方はぜひ一緒に働きましょう。

健生病院
皮膚・排泄ケア 認定看護師
　　　　長谷川奈美

就業時間
・１日８時間10分
 （うち１時間休憩）、３交代制

・12時間OFF制度
 （勤務の間は、12時間以上空きます。）

福利厚生
・各種保険
　健康保険・厚生年金
　労災保険・雇用保険

・共済制度
　職員医療費助成
　文化・レジャーへの援助
　年金・民医連厚生事業協による各種
　給付金制度

・その他
　育児休業制度
　介護休業制度　
　３交代勤務者のタクシーの送迎制度
　食堂利用時一部援助あり

休日
　・４週６休
　・有給休暇（10日～20日）
　・日曜・祝日（３交代制等は振替休日制となる）　　
　・盆休み
　・年末年始
　・メーデー（５月１日）
　・創立記念日（８月１日）

特別休暇
　・生理休暇
　・結婚休暇（７日以内）
　・忌引き休暇
　・妊娠悪阻（延７日）
　・出産休暇（産前産後ともに８週）
　・リフレッシュ休暇（勤続年数別）
　・３交代勤務者特別有給休暇（年３日）
　・子どもの看護休暇

ただ、制度としてある
のではなく、きちんと
利用・取得できている
のがわたしたちの

職場です。
・有給休暇取得率 約70％
・生理休暇取得率 約90％
・男性の育児休業の
　取得実績あり

　「希望は必ず見つかる」これが、私が緩和ケア 認定

看護師になるきっかけの言葉でした。

　癌と診断されたときの不安や辛さは、患者さんで

なければわかることはできません。

　それでも、希望を見つけ、また笑える力が人間に

はあるはずです。患者さんの気持ちを理解し、寄り

添いながら支えるのは大きな医療者の使命です。難

しいことばかりの緩和ケアですが、一緒に患者さん

と向き合ってみませんか？

健生病院

緩和ケア　認定看護師

　　　　小田桐恵美

SKILL UP～チーム医療と看護の質の向上～
キャリア開発を

可能にするための

奨学金規定あり

認定看護師のみなさん

訪問看護ステーションたまち主任

原子　智子

訪問看護では、住み慣れた

地域での生活を、自分らしく最期ま

で送れるように、在宅と医療をつなぐサ

ポートをしています。また多職種と連携を取

りながら、利用者さんやご家族の意向に寄り添

い、より良い生活を可能にするため日々頑張ってい

ます。私は、訪問看護師5年目となりますが、在宅で

過ごす利用者さんの笑顔にとてもやりがいを感じて

います。当法人では、研修や教育も充実しており、

スキルアップができる環境です。私も、自己研鑽

に励んでいます。さまざまな分野がある当法人

で、そして訪問看護でぜひ一緒に自分の看

護を実現しましょう。

藤代健生病院 急性期治療病棟

吉﨑　紀乃
患者様にとって、精神疾患

と上手く付き合いながら社会生活を

送ることはとても大変なことです。病院や

地域全体でのサポートが重要視されています

が、その中でも看護の力は患者様にとって大きく

働きます。当院ではカンファレンスや情報共有を行

い、患者様に寄り添いながら個別性のある看護を提

供できる環境作りをしています。日々の業務の中で

も、先輩方の対応では吸収できることが多くあり看

護スキルの向上に繋がります。

　自分の理想とする看護師像を目指し、諦めな

い看護を学んでみませんか？


