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全国に９病院
クリニック・老健・訪問看護も
ホロニクスグループは、医療介護事業を行う「医療法人医誠会」、健康支援事業を行う「ホロニクスヘルスケア株式会社」、

特定非営利活動法人の 3 つの法人を基にトータルヘルスケアを展開しています。

クリニック

介護老人保健施設

保育園 訪問看護
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⑦　橿原リハビリテーション病院
２０５床

④　児島中央病院
231 床

①　医誠会病院
327 床

⑧　東春病院
２97 床

⑤　茨木医誠会病院
224 床

②　城東中央病院
233 床

⑨　東舞鶴医誠会病院
２55 床

⑥　神崎中央病院
400 床

③　摂津医誠会病院
170 床

・医誠会病院付属クリニック
・新大阪医誠会クリニック
・十三医誠会クリニック
・城東医誠会クリニック
・大阪梅田医誠会透析クリニック
・新大阪がん血液内科クリニック

・エスペラル東淀川
・エスペラル井高野
・エスペラル東舞鶴

・ひまわり保育園
 （茨木医誠会病院 隣接）
・くすのき保育園
 （神崎中央病院　隣接）

・東春訪問看護ステーション

・エスペラル摂津
・エスペラル東春
・エスペラル近江八幡

奈良

岡山

大阪

愛知

大阪

大阪

京都

滋賀

大阪
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病 院 概 要
病 床 数

病 院 長

所 在 地

診療科目

看護体制

看護方式

看護記録

付属施設

アクセス

297 床

齋藤 隆司

春日井市西高山町 3 丁目 5 番地の 1

精神科、内科、歯科

精神一般（15:1）

チームナーシング（一部機能別）

POS（SOAP ノート）

介護老人保健施設エスペラル東春

JR 中央線「勝川駅」下車　バスに乗り換え
（乗車時間約 10 分）
名鉄小牧線「春日井駅」下車　徒歩 15 分

当院は 297 床の精神科病院です。

精神疾患、認知症の症状は数値で見えないことが多く、また患者さんも自分の症状を伝える

ことが出来ないことがあります。

私たち看護部は患者さんに寄り添い、言葉を傾聴することで患者さんの思いを汲み取れる看

護師であることを心掛けています。

「患者さんの小さな変化に気づける」

簡単なようでとても難しいことですが、精神科看護の基本である対話を通して患者さんとの

信頼関係を築き、一人一人に合わせた看護を提供しています。

看護部長代行　寺澤　好美 

看 護 部 長 　 メ ッ セ ー ジ

看護部　理念
さわやかに安心できる看護を提供します。



強い不安があり、精神状態を著しく崩している精神疾患や認知症の患者さんなどが

入院されており、女性患者の比率が高い急性期病棟です。早期に症状の回復・安定

を図るため患者さんをきめ細かく観察し、個別性に合わせた看護を行っています。

急性期病棟（南 4 階）閉鎖病棟

南病棟

北病棟

亜急性期病棟（北 3 階）　閉鎖病棟

急性期病棟（南 3 階）閉鎖病棟
強い不安があり、精神状態を著しく崩している精神疾患や認知症の患者さんなどが

入院されており、男性患者の比率が高い急性期病棟です。男性看護師が多く配属

されています。早期に症状の回復・安定を図るために患者さんをきめ細かく観察し、

個別性に合わせた看護を行っています。

慢性期病棟（南 2 階）開放病棟
急性期を脱し症状が落ち着いた慢性期の患者さんや、短期間の休息を目的とした

患者さんが入院している開放病棟です。社会復帰に向けた作業療法、ＳＳＴ（社会

生活技能訓練）、服薬自己管理等の退院支援に取り組んでいます。精神保健福祉士と

共に退院後の新たな生活の場を訪問する退院前訪問活動にも注力しています。

また認知症の患者さんも含め、セルフケアや身体的ケアが必要になった方に対して

個別的ニーズに合わせたケアを提供しています。

南１階病棟　閉鎖病棟
入院期間が長いご高齢者が多く、精神疾患に加え内科的な合併症を患っていたり、

認知症を患っている患者さんが主に入院されています。身体的なケアも多い病棟です。

精神状態を崩している精神疾患や認知症の患者さんなどが入院されている亜急性期

病棟です。患者さんの状態に合わせて、精神的ケアだけでなくきめ細やかな身体的

ケアも要求されます。
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病棟紹介



初めは患者さん一人ひとりの精神状態が異なるので、難しい部分もありましたが、経
験豊富な看護師が多かったので、周りのスタッフのサポートや実際に患者さんと接して
いる姿を見て学ぶ機会も多くあり、安心して働くことができました。
日々の関わりやコミュニケーションの積み重ねによって患者さんの反応が少しずつ変
わってきた時は患者さんとの信頼関係が築けていると実感できました。精神科看護は
奥が深いので、その分やりがいに繋がっています。

精神科看護のやりがい

東春病院の魅力
入職時のフォロー体制が整っています。困ったときは周りのスタッフがサポートしてくれる
環境があり、自分も含めて声をかけるように心がけています。
公私ともに仲が良い方も多く、人間関係が良いのが自慢です。
残業はほとんどなく、休みも多いので、プライベートも充実できる職場環境だと思います。

地域に密着した精神科医療を
目指しています
精神科では主に統合失調症、躁うつ病、認知症などの疾患をもつ患者さんが入院されます。環境の変化やふとしたこと

に敏感な方が多く、東春病院のスタッフは患者さんの些細な変化に「気づく」ことが出来るように、日頃から意識して

業務を行っています。また、高齢化や生活習慣の変化から、精神疾患だけでなく糖尿病などの生活習慣病、内科系の疾患

も併せて抱えている患者さんもおられます。精神面だけでなく、身体面の変化の気づきも精神科看護には重要です。
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春日井市では唯一、精神疾患を抱えた方への訪問看護を
行っています。利用者さんのご自宅ではバイタルチェック、
服薬・食事のアドバイスや管理、傷などの処置、またご家族
への助言などに加え、社会の中で生活していくための心の
ケアを行っています。

訪問看護ステーション

外来患者さんに対して、プロ
グラム等 ( 学習、スポーツ、
調理、木工などの創作、教
養、レクリエーション ) の様々
な活動を通して、リハビリを
行います。精神保健福祉士、
作業療法士と協力し、充実
した地域生活が送れるよう
支援しています。

デイケアセンター

気分障害（うつ病・躁うつ病）、統合失調症、パニック
障害、不安障害、認知症など心の病・障害などに対応
しています。
外来診療に加えデイケアセンター、訪問看護、作業療法
等により通院治療の継続を支援するとともに、生活面に
おいても精神保健福祉士（ソーシャルワーカー）が相談
に応じています。

外来

南 4 階病棟

主任 上田 武史
１９９８年　新卒入職
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患者さんやご家族が混乱す
ることのないよう、医師や看
護師などが情報を共有する
ように心掛けています。また、
患者さんに関する悩みを看
護師だけが抱え込むことの
ないよう、チームで連携して
悩みなどの問題の解決に努
めています。

患者さん、ご家族の方に対
し関心と敬意をもって関わ
り続けることを心がけていま
す。日常生活の援助を通じ
て他職種と連携を図ります。
患者さんの変化や回復への
兆しを共有できたときは大き
なやりがいを感じます。

医師が処方した薬を患者さ
んが正確に服用できるよう
調剤します。投与法や副作
用など薬に関する情報を提
供します。患者さんに適した
薬物治療が出来るよう努め
ています。

患者さんの状態に合わせた
食事の提供と栄養指導を
行っています。また、少しで
も食事を楽しんでもらうこと
と、誤嚥の危険性を考慮し
て飲みこみやすい状態で提
供することを心がけていま
す。

患者さん自身のことをより深
く理解できるように様々な心
理検査、心理面接などを行
います。他職種と情報を共
有し、患者さんの社会生活
をサポートできるよう努めて
います。

患者さんが抱える生活上の
様々な問題の解決に向けて
日々取り組んでいます。医師、
看護師等のチーム全体で情
報を共有しながら、患者さ
んの社会復帰に向けた退院
支援の活動を計画・実践し
ています。

患者さんの思いに寄り添い
ながら、様々な活動や人と
のかかわりを通して、病気
からの回復を促し、その患
者さんにとって、よりよい生
活が送れるよう援助していま
す。

精神症状の影にかくれてい
る身体の病気を見逃さない
ために、患者さんの身体状
態を定期的に検査し、患者
さんとともに医療スタッフが
治療を進めていけるようにサ
ポートします。

精神科の医療は、医師や看護師だけでは成り

立ちません。当院ではチーム医療を実践してい

ます。医師、看護師とともに精神保健福祉士・

作業療法士・薬剤師・臨床検査技師・臨床心理

士などの専門職員が患者さんの相談に応じます。

そして患者さんが持っている力を発揮できる

よう援助し努力いたします。

患者さんを中心とした
チーム医療

医師
看護師 薬剤師

管理栄養士

臨床心理士
精神保健福祉士

作業療法士
臨床検査技師
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認定・専門看護師
ホロニクスグループでは、熟練した
看護技術の証となる「専門看護師」

「認定看護師」を目指す職員を支援
する制度を設けています。この制度
は、受講費用を援助し、仕事を休む
ことなく取得に必要な期間は研修扱
いとして就学できる環境を提供するも
ので、職員からも好評を得ています。
そのほかにも、看護研究・学会への
参加を推進しています。新しいことに
チャレンジしたい、キャリアアップした
いと考える気持ちを支援することで、
チーム全体のレベルアップに繋げてい
ます。

３年前に感染管理認定看護師を取得し、感染対策の活動を
周知してもらうため週 1 回のラウンドをすることから始め、現在
は院内全体に周知や対策ができるようになってきています。
当初は発生した感染を抑える活動が主でしたが、昨年から
ICT 活動を通して、院内に発生する感染の事例をいち早く
察知し、院内に周知できるように事前に感染を予防する活動
に取り組んでいます。
今では感染への取り組みが後ろ向きだった看護師が感染対策
の年間目標を挙げて勉強会に参加し、感染委員と計画を立て
たり、今までできていなかった看護師ができるようになった
ことが一番うれしいです。これからは感染予防の取り組みと
後身を育てていくことが目標です。

専門職によるタスクフォース
最近の医療の高度化・専門化に伴い、医療はより複雑となり、多様な問題
に対処できるチーム医療の重要性がますます大きくなっています。医療法人医誠会
では、安全で質の高い医療を提供するために、専従の専門職によるタスクフォース
を立ち上げ、グループ全体の医療の質向上に努めています。

精神科病院の感染対策の取り組み

感染管理認定看護師

師長　稲垣 富美子

感染管理
認定看護師
医誠会病院　師長　東 麻奈美

救急看護
認定看護師
城東中央病院　師長　田中 佑太

緩和ケア
認定看護師
城東中央病院　山口 磨紀

感染管理
認定看護師
東春病院　師長　稲垣 富美子

急性・重症患者看護
専門看護師
医誠会病院　師長　永友 舞

皮膚・排泄ケア
認定看護師
医誠会病院　師長　濵元 佳江

皮膚・排泄ケア
認定看護師
医誠会病院　桒山 麗

がん化学療法看護
認定看護師
医誠会病院　師長　穴谷 理佳

急性・重症患者看護
専門看護師
医誠会病院　師長　鹿島 秀明

摂食・嚥下障害看護
認定看護師
嚥下障害対策室　専門課長
林 直子

認知症看護
認定看護師
認知症対策室　専門課長
松田 光央

感染管理
認定看護師
感染監査室　室長
岡森 景子

資格取得サポート体制

当グループでは資格取得支援制
度があり、就学に要する期間を
研修扱いとしたり、受講費用の
サポートがあるなどステップアップ
を目指す職員を支援する制度が
整っています。
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東春病院にはプリセプター制度があり、
年齢が近い先輩看護師がプリセプターと
してついてくれます。柴田さんとは仕事
だけでなく、プライベートでも仲が良く、
一緒に旅行に行ったりもしています。柴田
さんは勤務が被らない時にも常に気にかけ
てくれます。また、周りのスタッフの方も
優しくサポートしていただいています。
まだまだ先輩に助けていただいていて１人
でできないことがあるので、今後は自分の
判断で対応できるようにもっと成長してい
きたいと思います。

プリセプティ 南 2 階病棟　長崎 由佳

看護のこと、報連相などどうすれば分かり
やすく教えられるのか、うまく伝わるのか悩み
ましたが、他の人に相談したり、長崎さん
自身にも考えてもらいながら一緒に成長でき
たと思います。私自身も精神科のことや精神
症状のこと、統合失調症や鬱病などの疾患
を復習できたので良い勉強になりました。
また、プリセプティの成長を見られるのが
うれしいです。長崎さんとは良い関係で、
本音で言い合える関係だと思います。今後
も困ったことがあれば一番最初に相談される
頼れる存在でありたいと思います。

プリセプター 南 2 階病棟　柴田 奈緒

入職者のフォロー体制

プリセプターとは仕事もプラ
イベートでもいい関係です

プリセプティとは、本音を言い
合える関係になりました

当院ではプリセプティ（新人看護師）とプリセプター（指導者）で構成するマンツーマンの教育体制（プリセプターシップ）で新人教育
を行っています。教わる人はもちろん、教える人も共に成長する ” 教育 ” 関係を育んでいます。

新卒看護師のフォロー体制

4月
院内オリエンテーション集合教育

病棟研修

目　標

5月
採血・注射法(輸液)

6月
救急看護・フォローアップ

7月
吸引

8月
フォローアップ研修・導尿

9月 10月
防災訓練・フォローアップ研修

11月 12月
フォローアップ研修

・社会人としての態度を身につける
・組織人としての行動がとれる
・指導のもと日常生活援助ができる

・他看護師の看護計画を実施し、記録ができる
・今後の課題が指導のもと、明確になる

夜勤見習い、
入院対応・処理、
転入・転出

・1年を振り返り、今後の目標を立てることができる
・コスト意識を持つことができる

・優先順位を考えた行動・不安を言葉で表出できる
・急変時の対応について理解できる。先輩の指示に従った行動がとれる
・院外・院内・部署の学習会に参加できる

・災害時の対応、避難経路について理解できる
・指導を受けながら問題点を把握できる
・自ら意欲的に学習できる

病棟オリエンテーション、標準予防策、
インシデントレポートの書き方、転倒転落アセスメント、
各種記録、マスターキーの管理、接遇

災害マニュアル、避難経路確認、
担架・消化器の使用方法

アセスメントし、看護計画立案・評価・修正、
退院支援、他職種連携、学習内容確認、ケースカンファレンス

技術チェック確認最終面談、
プリセプター・プリセプティ評価、
今後の目標発表、物品管理について

バイタルサインの報告、
休日出勤見習い、与薬、
体位変換、採血

新 人 看 護 師  年 間 研 修 ス ケ ジ ュ ー ル

e ラーニング「CandYLink」学習
年間を通して計画的に技術面
や感染防止、安全管理などの
研修を行います

プリセプティスタディ
1 か月ごとの進捗状況を確認し
ます。

一般と精神科の看護技術を
チェックしていきます
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卒後  1 年目

卒後  2 年目

卒後  3 年目

専門看護師 
認定看護師 

卒後  4 年目

卒後  8 年以上 部署及びスタッフの目標を促進し、
看護管理能力を発揮できる

専門的な看護実践と指導的な役割を発
揮し、部署の目標達成に貢献できる

チームリーダーとして日常の看護業務を遂行
し新人や学生の指導ができる

専門職としての知識・技術・態度を身につける

組織の一員として自覚を持った行動ができる

全員でフォロー、サポートし
ています

キャリアステップ

新卒入職者にはプリセプターシップを取り
入れており、年間の教育スケジュールに従っ
て人権や倫理の精神科に特化した研修か
ら看護師として技術的なことも学んでいた
だきます。
中途入職者にはサポートナースのフォロー
があり、経験によって応じた研修を実施し
ています。技術のチェックリスト使って技術
確認をしています。
年齢が近い方を教育指導者としてつけるな
ど工夫しながらプリセプター ( サポートナー
ス ) だけでなく、病棟のスタッフ全員でフォ
ローしています。
今は社会人としての接遇の研修に力を入れ
ており、コミュニケーションを通して患者さん
やご家族との信頼関係を築いていくことが
大事であり、スタッフ同士の信頼関係、
人間関係も築いていけると考えています。

中途入職者にはサポートナース（実務経験 3 年以上の看護師）が精神的なサポー
トと環境調整を行います。マニュアルに沿って相談相手となり業務進行予定を決め、
業務・看護実践を習得できるよう調整します。
サポートナース不在時はフォローナース ( 実務経験 2 年以上 ) の看護師がサポート
し、病棟全体で直接的な業務、看護実践が行えるような体制を整えています。

中途採用看護師のフォロー体制

4月
院内オリエンテーション集合教育

病棟研修

目　標

5月
採血・注射法(輸液)

6月
救急看護・フォローアップ

7月
吸引

8月
フォローアップ研修・導尿

9月 10月
防災訓練・フォローアップ研修

11月 12月
フォローアップ研修

・社会人としての態度を身につける
・組織人としての行動がとれる
・指導のもと日常生活援助ができる

・他看護師の看護計画を実施し、記録ができる
・今後の課題が指導のもと、明確になる

夜勤見習い、
入院対応・処理、
転入・転出

・1年を振り返り、今後の目標を立てることができる
・コスト意識を持つことができる

・優先順位を考えた行動・不安を言葉で表出できる
・急変時の対応について理解できる。先輩の指示に従った行動がとれる
・院外・院内・部署の学習会に参加できる

・災害時の対応、避難経路について理解できる
・指導を受けながら問題点を把握できる
・自ら意欲的に学習できる

病棟オリエンテーション、標準予防策、
インシデントレポートの書き方、転倒転落アセスメント、
各種記録、マスターキーの管理、接遇

災害マニュアル、避難経路確認、
担架・消化器の使用方法

アセスメントし、看護計画立案・評価・修正、
退院支援、他職種連携、学習内容確認、ケースカンファレンス

技術チェック確認最終面談、
プリセプター・プリセプティ評価、
今後の目標発表、物品管理について

バイタルサインの報告、
休日出勤見習い、与薬、
体位変換、採血

新 人 看 護 師  年 間 研 修 ス ケ ジ ュ ー ル

教育担当者　南２階病棟

師長　寺澤 好美



当グループでは新しいキャリアに挑戦する看護師を支援する「グループ内留学」を提供しています。希望に応じて一時的にグループ内

の施設に異動できる制度です。現在の勤務地とは異なる環境・疾患・患者層を経験できる機会となりグループ内での交流

も兼ねています。

グループ内留学

東春病院の一年間のイベント

当グループでは、年に１度、看護師のほか、医師、薬剤師、臨床検査技師、
臨床工学技士、放射線技師、管理栄養士、リハビリスタッフなどが研究発表
を行い、それぞれの視点から質問や意見交換を行う学術集会を開催して
います。
施設や職種の垣根を越えて、私たちはこれからも医療の質の向上に向けて
組織一丸となって取り組んでいきます。

グループ全体での勉強会
施設や職種の垣根を超えての勉強会　学術集会

9　東春病院　看護師募集案内

他の病院や施設ではどのような看護
をしているのか興味があり、東舞鶴
医誠会病院の認知症病棟で３か月
勤務しました。認知症によりコミュ
ニケーションが困難なことが多くあり
ましたが、声のかけ方やタイミング
によっては心が通じたと感じる場面
も多くあり、それがやりがいや喜びと
なりました。
留学後は限られた少ない時間の中でも
患者さんに声をかけたり、患者さん
と向き合い関わる時間をとれるよう
に意識するようになりました。

摂津医誠会病院の療養病棟に２年間
勤務してから、急性期である医誠会
病院に異動をしました。異動前は
不安でしたが、現所属の HCU では
自分と年齢が近い方が多く、先輩
に相談したり、話しかけていただく
ことで不安や悩みが解消されまし
た。忙しい業務の中でこそみんな
とコミュニケーションをとるように
しています。今後は患者さんに寄
り添う看護ができるように、自分
のスキルや知識を高めていきたいと
思います。

城東中央病院 精神科
病院

東舞鶴医誠会病院

摂津医誠会病院 急性期
病院

医誠会病院

城東中央病院
障がい者（内科）病棟　青島 佳子

医誠会病院
HCU　岡島 ゆり

盆踊り 病院祭 クリスマス会



当グループでは患者さんにより良い看護を提供するためには、ゆとりのある職場環境が大切と考えています。
そのため年間休日は１２０日以上、有給休暇取得率も高くプライベートも充実しています。

「仕事もプライベートも大切にしてほしい」
東春病院には、安心して働ける環境があります

年 間 休 日

所 在 地
間 取 り
部屋の設備

ご利用できる方

有 給 休 暇

ライフプラン休暇

そ の 他 休 暇

社 会 保 険

完全週休 2 日制　120 日以上

東春病院より徒歩約 30 秒
1K（洋室 8 畳＋キッチン）オートロック
エアコンあり

（他の家具・家電はご用意ください）
常勤職員・単身・40 歳迄の方

初年度 13 日（入職後 3 日 + 半年後 10 日付与）

2 日（6 月～ 11 月末までの間で有休とは別に取得できる休暇）

年末年始休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇　など

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

東春病院　看護師募集案内　10

産前産後休養制度

看護師寮（のぞみ寮）

育児休業制度

研修費用負担・
専門認定資格取得支援

メンタルサポート
すべての職員を対象として利用できる
産前産後休業を利用できます。給付金
や社会保険料免除などのサポートが
受けられます。

女 性 に 限 らず
男性職員も取得
できるように各
部門で支援して
います。

就学に要する期間を研修扱いとしたり、
受講費用のサポートがあるなど
ステップアップを目指す職員を支援
する制度が整っています。

ともに働く職員がいきいきと充実した
生活を送れるよう、メンタル面のサポート
を行うリエゾンルーム（悩み相談室）
を設置しています。
社内弁護士が常駐していますので、
法律に関する相談も対応可能です。

より充実した生活のために

病院から徒歩圏内にあるワンルームマンションです。通勤が
便利なだけでなく、プライバシーが確保でき、セキュリティ
においても安心です。



お問い合わせ

医療法人医誠会本部　看護師対策部

Tel 06-6312-2151
〒 530-0047　大阪市北区西天満４丁目１１- ２３　満電ビル 3 階

Email　kango@holonicsystem.com 2020 年 4 月 発行


