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JCHO　近畿 検索

独立行政法人 地域医療機能推進機構 (JCHO) 近畿地区事務所

What is JCHO?
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JCHOの理念

診療事業

４つの使命 -Mission of Four-
地域医療、地域包括ケアの要として、超高齢化社会における
地域住民の多様なニーズに応え、地域住民の生活を支えます。

地域医療の課題の解決・情報発信を通じた全国的な地域
医療・介護の向上を図ります。

地域医療・地域包括ケアの要となる人材を育成し、
地域住民への情報発信を強化します。

独立行政法人として、社会的な説明責任を果たしつつ、
透明性が高く、財政的に自立した運営を行います。

5事業5疾病

5疾病

－5つの医療で地域のニーズへ対応－

地域における医療連携の取り組み
地域医療、地域包括ケアの要として地域において必要とされる医療・介護の確保を図り、超高齢
社会における多様なニーズに応え、地域住民が安心して暮らせる地域づくりに貢献していきます。

■ 地域の病院、診療所との患者の紹介、逆紹介を推進
■ 地域医療連携室・患者相談窓口の強化
■ 地域連携クリティカルパスの取り組みの推進
■ 地域の病院とCTやMRIなどの高額医療機器の共同利用を推進
■ 地域に開かれた開放型病床の運営
■ 地域の医療従事者及び地域住民に対しての研修を定期的に開催

沿　革

我ら全国ネットのJCHOは地域住

民、行政、関係機関と連携し地域

医療の改革を進め、安心して暮ら

せる地域づくりに貢献します

全国にひろがる
ＪＣＨＯのネットワーク

全国の社会保険病院等（社会保険病院、厚生年金病院、船員保険病
院）は、これまで、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構
（ＲＦＯ）が（社）全国社会保険協会連合会、（財）厚生年金事業振興
団、（財）船員保険会に運営を委託して医療を提供してきました。年金・
健康保険福祉施設整理機構法の改正（平成23年法律第73号）に
より、平成26年4月にこれらの病院はＲＦＯが改組されて発足する

JCHOには「急性期医療～回復期リハビリ～介護」のシームレスな
サービスを提供できるグループとして、時代の要請に応える使命があります。

病院だけでなく介護老人保健施設を有し、リハビリテーション体制も充
実。超高齢化社会のニーズに対応するポテンシャルをもっています。

独立行政法人地域医療機能推進機構（ＪＣＨＯ）が直接運営する病院
グループとなりました。ＪＣＨＯは、５事業（救急医療、災害医療、へき
地医療、周産期医療、小児医療）、５疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗
塞、糖尿病、精神疾患）、リハビリテーション、その他地域において必要と
される医療及び介護を提供する機能の確保を図ることを目的としてい
ます。施設数は、病院57、介護老人保健施設26、看護専門学校7です。

全国に広がる病院群で
ナショナルスケールメリットを持つグループです。

■救急医療
地域住民と地域医療に貢献するために、救急医療に積極的に取り組み、救急
患者の受入数の増加を目指します。
[●救命救急センター：2施設　●病院群輪番制・夜間休日対応への参加：57施設]

■へき地医療
へき地を含む医師不足地域への支援について、全国的なネットワークを活かして
協力を行います。  [●へき地医療拠点病院：4施設　●へき地診療の支援：12施設　●へき
地診療所の指定管理者：2施設]
■周産期医療
分娩数、ハイリスク分娩数、母体または新生児搬送の受入数の増加を目指します。
[●地域周産期母子医療センター：6施設　●ハイリスク分娩を取り扱う病院：15施設]

■小児医療
小児救急患者の受入数の増加を目指します。
[●小児救急医療（病院群輪番制・夜間休日対応）：23施設]

■災害医療
大規模災害が発生した場合には、被災地の実情に応じ、災害発生初期のみ
ならず持続的に支援を行います。
[●災害拠点病院：13施設　●災害支援病院・協力病院・救護病院：14施設]

介護老人保健施設

26施設

訪問看護実施施設

40施設

訪問看護ステーション

24施設

地域包括支援センター

10施設

健康増進ホーム

1施設

看護専門学校

7施設

病 院

57施設
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YAMAGUCHI

EHIME KOCHI
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HYOGO

OKAYAMA

TOTTORI

KYOTO

FUKUI

SHIGA

MIE

SHIMANE

がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患

地域のニーズを踏まえ、各病院においてこれまでの取り組みのより一層の充実を図ります。

5事業 救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療

近畿 地区
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滋賀病院

大阪病院

京都鞍馬口医療センター

玉造病院
星ヶ丘医療センター

大阪みなと中央病院

大和郡山病院

神戸中央病院
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研究事業

教育研修事業

地域医療機能の向上に係る
調査研究の推進
健診事業・診療事業・介護事業で得られた多岐にわたる
臨床データを統合し、公衆衛生学・社会学的なアプローチも
含めた調査研究を行い、その成果を地域の医療課題の解決に
係るモデル等として情報発信しています。

地域の医療・介護従事者や地域住民への教育活動

各地域の医療特性に応じ、住民のニーズを吟味してテーマ
を設定する市民公開講座等を開催しています。がんセミ
ナーや呼吸器疾患をテーマとした市民医療セミナー、健康
福祉活動のための出張講演会など、医療に関する初歩的な
ものはもちろん、やや専門的なものでも日常で簡単に実践
できるよう解説・指導。また、JCHO全体で共有する臨床
知見等に基づいた最新の医療情報を提供することから、近
隣の医療従事者の聴講参加も多く、地域の住民と医療従
事者が触れ合える、大きなイベントとなっています。

各関連機関と連携した取り組み
（臨床研究及び治験の推進）

JCHOが有する全国ネットワークを活用し、各病院が近隣の医療
機関等と連携して、EBM《エビデンスに基づく医療（Evidence 
Based Medicine）》の発展のための臨床研究を推進して
います。また、治験・市販後調査にも積極的に取り組んでいます。

JCHO座談会

JCHOに属する全国57病院、
すべての職員が参加できるJCHO地域医療総合医学会

国府：

田川：

稲村：

小川：

大泉：

稲村：

国府：

小川：

大泉：

田川：

Q.これから求める人材について

当機構は設立から4年目を迎え、私たちの取り組みがJCHO理念や各地域医療のニーズに真に貢献できているか、更なる発展のためにどのようにすれ
ばよいかを、全国の他職種が集まる場で活発に議論し意見交換を行っています。本学会は入職１年目の職員でも参加が可能なところも魅力のひと
つ。日々の成果の発表は個人のスキルアップ、キャリアアップだけでなく、他職種によるフォロー及び成果を共有することによりJCHO全体の医療ポテ
ンシャルの向上につながり、その結果が患者さんへのよりより医療の提供を可能とします。
2016年2月に第1回、同年9月に第2回、2017年11月に第3回が開催され、それぞれ外部からの講師による特別講演も行われました。第3回では、将棋棋
士の羽生善治氏を招聘し、大きな盛り上がりをみせました。今後も年に1回2日間に渡って開催される予定です。

地域医療・地域包括ケアの
「要」となる医療の人材育成
に力を入れています。

国府　孝敏
大泉　隆
小川　祐司
田川　麗子
稲村　一浩

MEMBER

JCHO大阪病院　薬剤部長
JCHO大阪病院　診療放射線技師長
JCHO大阪病院　臨床検査技師長
JCHO滋賀病院　栄養管理室長
JCHO星ヶ丘医療センター　リハビリテーション士長

WHAT IS JCHO？

JCHOも設立4年目を迎えたこともあり、自分の専門分野だけでなく広
い視野を持ち、色々な世界に興味を持ってチャレンジできる職員がま
すます求められると思います。

メディカルスタッフは各分野の専門家としての知識や技術が求め
られますが、今後は他職種を理解することも大切になってくると思
います。また、施設間異動がある組織ですので、自施設で業務を
経験しながら、その経験を他施設で活かしていこうという意欲の
ある方には働きやすい組織ですね。

そうですね。近畿８病院が一つの大きな組織という意識を持つこ
とが大切です。またJCHOは年功序列の評価制度ではなく、自分
の頑張り次第でどんどん評価される制度なので目標が明確な方
は経験を積みつつ、異動のシステムを活用してキャリアアップを目
指すことができますね。

毎日元気に出勤し協調性を持って業務に取り組む姿勢が病院で
働く上では欠かせません。協調性なくして現在の「チーム医療」は
成り立ちませんので、他の医療スタッフとの円滑なコミュニケー
ションをとれるように様々な人と接することが大切です。

「チーム医療」においてメディカルスタッフの役割はとても重要で
す。患者さんの命に係わることもあるため、最新の知識を提供する
だけでなく、患者さんには思いやりの心を持ち、安全で安心できる
医療を提供する、医療人としての心構えを育んでほしいですね。

各病院の方針やニーズを踏まえつつ、ジェネラリストとしての一定基準
を設定し研修の場を設けていき、JCHO病院であればどの病院でも一
定基準以上の医療を提供できるようにしていきます。

意欲のある方を迎えるに当たって、組織として研修体制を整えていく
必要があります。近畿地区として初任者研修や中堅職員研修などを実
施し、認定資格の取得支援や施設間異動へのフォローを行い、近畿８
病院が一体となり職員の育成・スキルアップに取り組んでいきます。

メディカルスタッフは専門性が高いため、自施設ではできない業務を
他施設で経験させる施設間の短期研修も活用していきたいです。新た
な知識・技術の修得により自施設だけでなく近畿地区全体が活性化
することを期待しています。

ライフプランに合わせたキャリア形成にも力を入れています。結婚や
配偶者の転勤による転居等の際には、従来と今後のキャリアを保つた
めに全国のJCHO病院で受け入れを行います。退職することなく自身
のキャリア形成が可能ですし、優秀な人材の確保もできるため、今後も
活用していきたいです。

高度な医療と多様なニーズに対応するためには、専門的なスタッフが
欠かせません。地区単位の研修、人事交流などのJCHOの豊富なリソー
スを活かし、地域医療を支える医療人の育成に取り組んでいきます。

Q.人材育成・研修について

●メディカルスタッフキャリアパス

●目安となる経験年数
♦大規模病院
♦中小規模病院

一般職員
♦1～10年前後
♦1～5年前後

主 任
♦10～25年前後
♦6～10年前後

副職場長
♦25年目以降
♦11～25年前後

職場長
♦25年目以降
♦25年目以降

免許
取得後
入職

基本業務習得

チーム医療

学会発表

部門統括

病院経営

・成果主義
・実力主義

に基づく評価制度

地域医療・地域包括ケアの「要」となる医療の人材育成

JCHOの特色を活かした臨床研修プログラムやキャリアパス
により、専門性の高い人材の育成に努めています。病院に欠
かせない感染管理等のテーマのほか、メディカルスタッフの
役職に応じてスキルアップ研修を実施しています。
また、JCHO の使命の達成のため、職員には高いモチベー
ションと目標を持つことが求められます。そのため、準公務
員としての安定した給与体系に加えて、年功序列にとらわ
れないキャリアパスを構築し、能力や適性、実績等を適正
に評価し、職員の処遇に反映させる制度を導入しています。
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「薬の専門家」として
誰からも頼りにされる存在に。

臨床検査技師診療放射線技師薬剤師 管理栄養士 リハビリテーション

時代のニーズに応え、
チーム医療を支える薬物治療を

高度化する医療に対応するとともに患者さんのニーズにも
応える一歩先の薬物治療を展開しています。

“安全で効果的” の先を目指して

What is J
CHO ?

What is JCHO ?

“安全で効果的”であることは、JCHO薬剤部門の揺るぎない姿勢です。そして、ますます高度化・多様化する医療に対応するため、薬剤師の活
動フィールドを広げ、医療の質の向上を目指しています。その一環として、チーム医療での積極的な提案や、病棟ラウンドなどを実施しています。

薬剤師

薬剤師の仕事
散薬調剤

調剤監査 無菌調製

水薬調剤

JCHOで働くことを決めた一番の理由はやはり規模の大きさです。診療
科も専門医も多く、薬剤師としての知識を存分に発揮することができる
のでは、と考えました。実際、薬剤師一人ひとりの業務の範囲が広く、内
服の調剤から抗がん剤の調製、点滴の作成や病棟業務まで、幅広く任
せてもらうことができます。毎日働いていて飽きないですし、ずっと勉強、

成長していける環境だと思います。入職するまでは黙 と々薬を調合し
ているイメージでしたが、働いてみると医師や看護師、患者さんなどか
ら薬の相談をされる場面が多 あ々り、知識はもちろんですが、コミュニ
ケーション能力も欠かせないことを知りました。これからは「薬の専門
家」として、あらゆる場面で役立っていくのが目標です。

感染制御への取り組みを
全国のJCHOで共有していきたい。

滋賀病院は、抗生剤の使用動向の把握などを通して感染制御に力を
入れており、近隣の医療機関とも緊密な連携を行っています。今後は
こうした取り組みをJCHOグループ全体にも広げ、全国で感染制御の
精度を向上させることが目標です。JCHOはグループとしてまだ立ち
上がったばかりなので、自分たちの努力次第でどんどん新しい体制を

構築していけると思っています。薬剤師として自分の知識や経験を全
国規模で発揮していけることに、とてもやりがいを感じます。また、日常
では病棟業務にも積極的に取り組んでいます。医師や看護師をはじ
めとした他職種と連携し、直接患者さんと関わりながら調剤するなど、
薬剤師としての活躍の場がとても充実しています。

薬剤
部門

供田　菜々花
JCHO大阪病院　2015年入職

青山　哲
JCHO滋賀病院　2010年入職
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乳がんで苦しむ女性を減らすために
周囲のスタッフとともに切磋琢磨しています。

臨床検査技師診療放射線技師薬剤師 管理栄養士 リハビリテーション

最先端の技術力を発揮するため
豊かな人間力を持った医療人が活躍

「患者さんの健康維持や治療に貢献したい」
という志を持ったスタッフが最新の技術と卓越した知識を駆使して活躍しています。

充実の教育で優れた人材を育成

What is J
CHO ?

What is JCHO ?

クオリティが高く、安全・安心の医療を提供するために、新しい技術や設備を積極的に取り入れています。そして、それらの効果を最大限に発揮
するため、優れた診療放射線技師の育成に力を入れています。新人教育はもちろん、キャリアを通じて常にスキルアップできる環境があります。

診療放射線技師

診療放射線技師の仕事
MRI 検査

血管造影検査 画像処理

CT 検査

入職以来、一般撮影、マンモグラフィ、胃透視、MRI検査、CT検査と、
さまざまなモダリティに携わる中、同期のスタッフとともにマンモグラ
フィ認定技師免許を取得しました。マンモグラフィは左右対称に撮影
するのが難しかったり、乳腺をうまく伸ばすのに経験が必要であったり、
痛がる方に短時間でリラックスしてもらうための工夫をしたりと、さま

ざまな技術が求められます。とても難しく、奥が深い世界なの
ですが、同じ女性として乳がんで苦しむ方を減らしたいという思いを
胸に、周囲のスタッフと切磋琢磨しています。上達するにはたくさん実践
を積むことが大切です。JCHOには多くの実践の機会があり、周りの
サポートも豊富なので、その点でとても恵まれていると思います。

携わる検査件数が多い分、
成長のスピードもアップ。

CT検査、血管造影検査をメインに運用を任されています。また、当直
業務も行うので、1年目からあらゆるモダリティを操作してきました。
入職してから6年が経ちますが、まだまだ学ぶことばかり。もっと技術
を磨きたいと、院外の研修や学会に参加し、「CT撮影認定技師」や
「救急撮影認定技師」の資格を取るために頑張っています。

JCHOグループでは診療放射線技師の出番がとても多く訪れます。
忙しいと言えばそうですが、その分成長のスピードも速いはず。
とにかくバリバリ働きたい、最新の機器をどんどん触りたいという人には
ぴったりの環境ではないでしょうか。バイタリティあふれる後輩が入職
してくれることを楽しみにしています。

診療
放射線
部門

安居　絢花
JCHO神戸中央病院　2014年入職

黒澤　亮
JCHO星ヶ丘医療センター　2011年入職
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将来どんな道に進むとしても、
臨床の現場は大切と実感しています。

臨床検査技師診療放射線技師薬剤師 管理栄養士 リハビリテーション

検体の先にいる患者さんを診る精度の高い検査を実施

「正確なデータを迅速に」をモットーに、数値だけを診るのではなく、
その先にいる患者さんを診る意識を持って検査に取り組んでいます。

チーム医療を活性化するアクティブな活動を

What is J
CHO ?

What is JCHO ?

臨床検査技師は、生化学検査、血液検査、輸血検査、生理検査など、幅広い検査を行う専門職です。JCHOでは、臨床検査だけでなく医療全般の質向上を目
指し、臨床検査技師が積極的にチーム医療に参加しています。また、グループのスケールメリットを活かし、幅広い知識と技術を学べる環境が整っています。

臨床検査技師

臨床検査技師の仕事
分析装置

心電図検査 超音波検査

微生物検査

臨床検査技師として現場に立ってみて湧き上がるのは「入職前に想像
していたのとは全然違う」という感情です。学生の頃に勉強した内容が
無駄になるわけではありませんが、やはり教科書通りにいかない場面
も多く、今もなお、勉強の連続です。検査室で巻き起こるさまざまなこ
とに対応しながら、試行錯誤を繰り返しています。また、実際に働いて

みると、他職種との関わりも思いの外多いものです。そうしたことは座
学や実習だけでは決してわからないので、臨床検査技師として進む道
はたくさんありますが、臨床の現場を経験することは非常に大切であ
ると感じています。JCHOはそれぞれ特徴を備えた施設が集まってい
るので、さまざまな職種の方や症例と出会うことができます。

検査の分野を問わず
専門性を高めていけます。

中途採用で星ヶ丘医療センターに入職しました。星ヶ丘医療センター
には専門のエコー室があり、いろいろな領域の資格を持った超音波
検査士が多数在籍しています。また、星ヶ丘医療センター内だけでな
く、JCHOの他病院と人材交流という形で特定の超音波検査を学ぶ
機会もあります。これまで比較的規模の小さな病院でさまざまな検査

を行ってきましたが、もっと専門的に超音波検査の知識と技術を身に
つけたい、と思っていた私にとっては、まさに理想的な職場です。専門
性を持ってスキルアップしていけるというのは、超音波検査に限ったこ
とではありません。JCHOにはそれぞれの領域でベテラン技師がおり、
自分自身を高めていけるチャンスが広がっています。

臨床検査
部門

今井　綾那
JCHO大阪病院　2015年入職

竹内　綾子
JCHO星ヶ丘医療センター　2011年入職
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学びの機会に積極的にふれながら
美味しくて栄養のある食事づくりを。

臨床検査技師診療放射線技師薬剤師 管理栄養士 リハビリテーション

栄養状態の改善を図るとともに
食べる喜びを実感できるように

単に栄養状態の改善を図るのではなく、患者さんが食べやすいように工夫するなど、
食べる喜びを実感して回復につなげるサポートを行っています。

状態に合った栄養管理を実施

What is J
CHO ?

What is JCHO ?

近年、臨床栄養学に基づいた食事療法が進歩しており、管理栄養士の重要性が高まっています。JCHO栄養部門は、従前の給食管理ではなく、患者さ
ん一人ひとりの栄養状態やニーズに合わせた栄養管理を行っています。そして、チームメンバーとして、治療や看護ケアの質の向上を支援しています。

管理栄養士

管理栄養士の仕事
カンファレンス

嚥下トロミ食 入力業務

病棟にて指導

まだまだ経験年数が浅いものの、給食管理をはじめ、糖尿病患者さん
への栄養指導、糖尿病教室、毎月恒例の大阪市港区栄養士部会の勉
強・情報交換会や地域主催の健康フェスタへの参加など、さまざまなこ
とに関わらせていただいています。JCHOは学会への参加をサポートし
てもらえたり、病院全体で外部の先生の話を聞く機会を設けてもらえ

たりと、スキルアップするための環境が整えられているのが嬉しいです。
私の部署の室長も「どんどん勉強会に参加して！」と背中を押してくれま
すし、いろいろな会に参加することでたくさんの刺激をもらっています。
私自身の直近の目標は「病態栄養士」の資格を取得すること。
その後がん専門栄養士などの勉強も始めていけたらと計画しています。

自分の力を最大限に発揮すれば
多くの人の役に立てる現場です。

大阪病院、星ヶ丘医療センターをはじめ、JCHOには病床数が多い病
院が数多く存在します。患者さんが多いということはそれだけさまざま
な症例に関わることができますし、自分の力を発揮することがより多く
の方の役に立つことにつながります。仕事のやりがいを十二分に感じ
られる職場であると思います。またJCHOでは、全国に広がる病院の

職員が一堂に会するJCHO学会が開催されています。ここでは他病院
の最新の取り組みを直接情報収集することが可能です。一つの病院
に勤務しているだけでは、なかなか新しいことに挑戦しにくいですが、
JCHOなら刺激も情報もたくさんあり、さまざまなアイデアや知識を取
り入れて、より良い栄養管理につなげていくことができます。

栄養
部門

本田　彩佳
JCHO大阪みなと中央病院　2014年入職

巽　和佳
JCHO大阪病院　2009年入職
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決して正解はひとつではない、
難しくて、面白い仕事です。

臨床検査技師診療放射線技師薬剤師 管理栄養士 リハビリテーション

退院後の生活を見据えたリハビリテーションを行い、
QOLを向上

疾患や過程、さらに患者さんの目標や状態に応じた
専門的なリハビリテーションを行い、QOLの向上に努めています。

患者さんの個別性に応じた治療を展開

What is J
CHO ?

What is JCHO ?

多くの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が在籍し、それぞれの能力を発揮しています。さまざまな疾患やけがのリハビリテーションに携わり、急性期から回復期、
生活期まで関わることができます。スタッフ教育にも力を入れており、定期的に勉強会や講習会を実施し、キャリア豊富な先輩が分かりやすく丁寧に指導します。

リハビリテーション

リハビリテーションの仕事
日常生活動作指導

言語療法 心大血管疾患リハビリテーション

筋力測定

同じ疾患であっても、症状の出方や回復のスピードは個人によって異なり
ます。さらに、性格や家族のサポート体制、住まいの状況などによって、
リハビリのゴールは変わります。当然リハビリ方法も「ひとつの正解」が
あるわけではないので、毎回難しいですが、その分面白みも感じます。
新人スタッフの指導の方法はJCHOの中でも病院によって異なりますが、

私の職場では実践が大切にされています。私自身も頭でばかり覚えるよ
りも「やってみてから教えてもらう」方が理解しやすいので、とても自分に
合っていると思います。もちろん慣れないうちは先輩のサポートがしっかり
あります。丁寧に教えてくれて、じっくりと勉強に付き合ってもらえるので、
先輩たちには感謝の気持ちでいっぱいです。

ひとりでも多くの患者さんのために
自分自身がスキルアップを。

後輩の理学療法士たちに忘れないでほしいのは、決して独りよがりにな
らない、ということです。患者さんのペースや思いに寄り添いながら、一
歩ずつ回復のお手伝いをしてもらいたいと思っています。JCHOで働くメ
リットの一つはグループ病院の豊富さ。心臓リハビリテーションの研修
では3人の同僚と2人の看護師とともに、別病院での業務に参加しました。

病院が変わっても同じJCHOの仲間なので、わからないことも聞きやす
く、互いの意思疎通もスムーズでした。今後高齢化社会が進むことを
見据えて、昨年に呼吸療法認定士の資格を取得しました。これからは
心臓リハビリテーション指導士にも挑戦し、ひとりでも多くの患者さん
の回復に携わることができればと思っています。

リハビリ
テーション
部門

理学療法士

上村　遥香
JCHO大阪病院　2016年入職

理学療法士

辻田　大剛
JCHO大阪みなと中央病院　2011年入職

理学療法士
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患者さんのモチベーションを
もっと引き出せる作業療法士を目指して。What is J

CHO ?

What is JCHO ?

臨床実習の際「勉強してきたことが現場で通用するのか」と不安でいっ
ぱいだった私を、丁寧にサポートしてくださったのが今の職場のみなさ
ん。わからないことも相談しやすい雰囲気だったので、すぐにここで働き
たいと思うようになりました。実際に入職したあとも、当時感じた心地よさ
はまったく変わりません。急性期のリハビリ現場には、まだ自分の症状や

病気を受け入れられていない方、機能の回復を諦めてしまっている方な
どもいらっしゃいます。そんな患者さんのモチベーションを高め、昨日より
今日、少しでもそのひとが持つ力を引き出せるかが難しいところであり、
大きなやりがいです。早く先輩たちのようにさまざまな患者さんに対応で
きる作業療法士になることが今の目標です。

他の病院の取り組みを知ることで
もっと頑張ろうという気持ちになります。

回復期リハビリ病棟の専従作業療法士として、入院患者さんの退院へ向
けた訓練を行っています。これまでは身体の機能回復を中心にリハビリ
を行っていましたが、今後は生活面での訓練にも力を入れていくことが
目標です。たとえば、「朝に更衣動作の練習のために普通の服に着替え、
日中を過ごした後に今度は病衣に着替える」といったメニューを組み込

むことで、徐々に自宅での生活に近づけていけたらと考えています。そう
したアイデアはJCHOのグループ病院から取り入れることもあります。グ
ループ病院が集まるJCHO学会などに参加すると、他の病院の取り組み
などを知れると同時に「自分ももっと頑張らないと！」と刺激を受けま
す。こういったスケールメリットがJCHOの長所の一つです。

作業療法士

伊藤　智佳
JCHO神戸中央病院　2016年入職

作業療法士

妹尾　麻未
JCHO玉造病院　2012年入職

まさに「勉強させる病院」。
新人が成長するのに最適な環境です。What is J

CHO ?

What is JCHO ?

入職の決め手となったのは、星ヶ丘医療センターの主任の先輩言語聴
覚士から言われた「ここは勉強させる病院。実習生のつもりで一年間を
取り組んで」という言葉でした。また、リハビリ専門病院でないにも関わ
らず、所属する言語聴覚士が多かったのもポイントでした。実際に勤務
してみると、まさに言葉通りで、生きた教科書である経験豊富な先輩に

囲まれ、実践と振り返りを繰り返す毎日です。週に一度の報告会では担
当患者さんの現状や課題について、先輩たちからアドバイスをいただけ
ます。アドバイス自体も参考になりますが、報告のためのレポートをまと
めるだけでもとても勉強になります。働きながらみっちりと基礎を身に
つけられるので、新人にとって最適な環境だと思います。

専門職としての人生を描きやすい
恵まれた場所です。

主に脳血管疾患の後遺症や頸髄損傷による嚥下障害に対するリハビ
リを行っています。私自身の現在の課題は、子育てと仕事の両立です。
最近はタブレット端末を使ったリハビリも増えていたりと、時代に合わ
せてリハビリの内容も日々進化しています。その流れに遅れないようにリ
ハビリを行うことを心がけています。JCHOは、福利厚生面で子育てをす

る職員への待遇がとても手厚いと感じています。また、全国各地に病院
があるので、結婚などで住まいが変わっても転勤して仕事を続けること
ができますし、育児休業や時短勤務の制度も充実しています。幸せなラ
イフイベントが、仕事を辞める機会にならずに済むというのは、女性にと
ってとても心強いです。

言語聴覚士

中村　優
JCHO星ヶ丘医療センター　2016年入職

言語聴覚士

宮澤　明子
JCHO星ヶ丘医療センター　2012年入職

作業療法士 言語聴覚士
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（職員数は平成29年11月1日現在）

滋賀病院

近畿地区 病院紹介
http://shiga.jcho.go.jp/

滋
賀
県

病床数

〒520-0846　滋賀県大津市富士見台16-1

077-537-3101

325床

診療科

各部門の
職員数

アクセス

病院の特色

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、腎臓内科、神経内科、外科、呼吸器
外科、心臓血管外科、乳腺外科、整形外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、
眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、救急科、歯科、歯科口腔外科

当院は大津市の東南部地域を主たる診療圏とする中核病院であり、JR琵琶湖線石山駅に近い
琵琶湖を一望する風光明媚な高台の住宅地の中に位置しています。滋賀県下で初めて人工透
析室を創設し、ベッド数53床を有し透析療法では滋賀県下でも高い支持を得ています。また健
康管理センターを有し、院内健診及び巡回健診を滋賀県下一円で行っています。福祉部門では、
併設の介護老人保健施設を有し、保健、医療、福祉の総合施設として地域連携を重視した活動
の推進と地域住民の疾病予防、健康増進に高品質な医療サービスの提供を行っています。

● JR・京阪石山駅よりバス5-7分（国道経由浜大津方面行）滋買病院（玄関前下車）
● JR・京阪石山駅より徒歩なら20-25分
●京阪浜大津駅、JR大津駅よりバス（国道経由石山駅方面行）滋賀病院（玄関前下車）

大阪みなと中央病院 http://minato.jcho.go.jp/

病床数

〒552-0021　大阪府大阪市港区築港1-8-30

06-6572-5721

275床

診療科

各部門の
職員数

アクセス

病院の特色

内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、人工透析内科、内分泌内科、小児科、外科、消化器外科、
食道外科、胃腸外科、大腸外科、腹部外科、乳腺外科、整形外科、リウマチ科、形成外科、精神科、脳
神経外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科

薬剤師11人、診療放射線技師10人、臨床検査技師17人、栄養士5人、理学療法士11人
作業療法士0人、言語聴覚士1人

当院は、大阪の玄関口として繁栄した港町である大阪市西部に位置しており、近くには海遊
館、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがあります。大阪市港区唯一の救急指定病院・総合病
院であり、地域の中心的な公的病院として地域の医療•福祉に貢献しています。また、大阪
大学病院と連携して高水準の手術も実施しています。なお、大阪市が弁天町駅前土地区画
記念事業として、今後のまちづくりに貢献する施設の整備を計画しており、当院は共同事業
者として連携協力を図り、平成31年９月には当該事業用地に地域医療・災害医療の拠点と
して新築移転することを予定しています。

●大阪市営地下鉄中央線大阪港駅6番出口より徒歩1分

京都鞍馬口医療センター http://kyoto.jcho.go.jp/

京
都
府

病床数

〒603-8151　京都府京都市北区小山下総町27

075-441-6101

300床

診療科

各部門の
職員数

アクセス

病院の特色

内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、血液内科、肝臓内科、呼吸器内科、リウマチ科、外
科、消化器外科、肛門外科、血管外科、乳腺外科、呼吸器外科、泌尿器科、整形外科、リハビリ
テーション科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、放射線科、産婦人科、眼科、麻酔科、歯科•口腔外科

薬剤師18人、診療放射線技師15人、臨床検査技師19人、栄養士4人、理学療法士12人
作業療法士4人、言語聴覚士1人

「患者さんを中心にした安全で質の高い医療を通して地域・社会に貢献する」ことを理念と
し、安全で質の高い医療、透明性のある医療、地域の中核的な病院として貢献するといった
基本方針をもとに、大学病院レベルの治療を地域で身近に提供することを心がけています。
そして、医師のみならず看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士等その他コメディカル職を目指す学生の実習施設、また救急救
命士の修練の場として実習指導に力を注いでいます。

● 京都市営地下鉄烏丸線鞍馬口駅下車2番出口より北へ徒歩2分

大阪病院 http://osaka.jcho.go.jp/

大
阪
府

病床数

〒553-0003　大阪府大阪市福島区福島4-2-78

06-6441-5451

565床

診療科

各部門の
職員数

アクセス

病院の特色

整形外科、リウマチ科、形成外科、リハビリテーション科、外科、消化器外科（内視鏡）、呼吸器外科
（内視鏡）、肝臓・胆のう・膵臓外科、乳腺•内分泌外科、脳神経外科、内科、消化器内科（内視鏡）、呼
吸器内科（内視鏡）、腎臓内科（人工透析）、糖尿病内分泌内科、循環器内科、心臓血管外科、皮膚科、
泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、頭頸部外科、小児科、新生児内科、神経精神科、神経内
科、放射線診断科、放射線治療科、歯科、歯科口腔外科、臨床検査科、病理診断科、麻酔科、救急科
薬剤師29人、診療放射線技師30人、臨床検査技師35人、栄養士6人、理学療法士23人
作業療法士4人、言語聴覚士1人

当院は、地域医療支援病院・救急指定病院・大阪府がん診療拠点病院として5疾病（がん、急性
心筋梗塞、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病、精神疾患）4事業（救急医療、小児医療、周産期医
療、災害医療）を中心に、大阪市西部地区の拠点病院の役割を担う急性期病院です。また平成
27年度に免震構造の新病院へ移転し、今後さらに良質で高度な医療を地域に提供します。

●JR東西線新福島駅より徒歩5分  ●JR環状線福島駅より徒歩10分
●京阪電車中之島駅より徒歩5分   ●阪神電車福島駅より徒歩10分
●地下鉄千日前線玉川駅より徒歩10分

星ヶ丘医療センター http://hoshigaoka.jcho.go.jp/

大
阪
府

病床数

〒573-8511　大阪府枚方市星丘4-8-1

072-840-2641

580床

診療科

各部門の
職員数

アクセス

病院の特色

総合内科、脳卒中内科、糖尿病内科、腎臓内科、緩和ケア科、化学療法科、呼吸器内科、消化器内科、感染制御
内科、循環器内科、精神・神経科、脳神経内科、小児科、外科、整形外科、スポーツ整形外科、形成外科、脳神経
外科、脳血管内治療科、心臓血管外科、血管外科、呼吸器外科、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、麻酔科、歯科・歯科口腔外科、臨床検査科、病理診断科、救急科、健診科

薬剤師25人、診療放射線技師24人、臨床検査技師31人、栄養士5人、理学療法士54人
作業療法士24人、言語聴覚士8人

長年にわたり地域の基幹病院として急性期医療の中心的な役割を果たし、「地域に根ざし、患
者さんとともに」をモットーに、地域の医療機関・住民と密接に連携し、疾病予防・早期発見、
救急対応、治療、リハビリテーション、緩和ケア、在宅医療まで切れ目のない一貫した良質な
医療を提供しています。「医療は人」の理念に基づき、職員に自己研鑽を奨励・支援し、「共に学
び、共に伸びる」職場環境の整備・充実に力を入れています。

●電車：京阪電車交野線「星ヶ丘駅」下車徒歩15分
●バス：京阪電車「枚方市駅」南口61番経路バス停から
「星ヶ丘医療センター」行きバス乗車、「星ヶ丘医療センター」下車（所要時間15分）

玉造病院 http://tamatsukuri.jcho.go.jp/

病床数

〒699-0293　島根県松江市玉湯町湯町1-2

0852-62-1560

301床

診療科

各部門の
職員数

アクセス

病院の特色

整形外科、内科、消化器内科、リウマチ科、循環器内科、神経内科、リハビリテーション科、
皮膚科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科

薬剤師4人、診療放射線技師7人、臨床検査技師8人、栄養士3人、理学療法士31人
作業療法士16人、言語聴覚士3人

美しい宍道湖を一望できる環境に恵まれた場所にある当院は、昭和20年に中国・四国地
方での整形外科の草分けで整形外科病院として発足し、現在に発展してきました。整形
外科領域のあらゆる疾患を扱っており、施設・スタッフともに非常に充実しています。入院
病棟は、急性期病棟159床（うち48床は休床中）・回復期病棟91床・地域包括ケア病棟51
床の合計301床あり、入院から手術、リハビリ、退院までの完全な回復を目指しています。

●電車：JR山陰本線「玉造温泉駅」下車、徒歩12分（タクシー3分）
●バス：JR松江駅より20分（玉造温泉行き）、「地域医療機構玉造病院」下車

神戸中央病院 http://kobe.jcho.go.jp/

兵
庫
県

病床数

〒651-1145　兵庫県神戸市北区惣山町2-1-1

078-594-2211

424床

診療科

各部門の
職員数

アクセス

病院の特色

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、乳腺外科、
整形外科、脳神経外科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、婦人科、耳鼻いんこう科、眼科、リハ
ビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科

薬剤師16人、診療放射線技師24人、臨床検査技師34人、栄養士7人、理学療法士15人
作業療法士6人、言語聴覚士2人

神戸の中心街より車で20分程度の六甲山系の神戸市北区に位置し、住民の皆様にとって
より身近で安心感のある地域医療を提供するとともに、より高度な医療の提供にも努め
ています。当院では急性期医療を担いますが、急性期の病態に特化するだけでは十分な
医療を提供しているとは言えないと考えており、地域医療支援病院を掲げ、急性期から
慢性期、緩和ケアヘと一貫した医療の提供に努めています。附属施設には、介護老人保健
施設や訪問看護ステーションもあり、地域の開業医や医療施設と連携を行い、この地域
を包括的にケアできる体制作りを推進しています。

● 神戸電鉄北鈴蘭台駅よりバス5分

奈
良
県

島
根
県

大和郡山病院 http://yamatokoriyama.jcho.go.jp/

病床数

〒639-1013　奈良県大和郡山市朝日町1-62

0743-53-1111

225床

診療科

各部門の
職員数

アクセス

病院の特色

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、外科、消化器外科、整形外科、皮膚科、
形成外科、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、麻酔科

薬剤師7人、診療放射線技師13人、臨床検査技師15人、栄養士3人、理学療法士6人
作業療法士0人、言語聴覚士1人

当院は大和郡山市唯一の公的総合病院として、救急医療全般についてはもとより、大和
郡山市唯一の有床の小児医療機関及び県内屈指の分娩数を誇る病院として小児救急・周
産期母子救急についても、充実強化に取り組んでいます。また、健康管理センターを併設
していることで、予防医学・保健指導の拠点として、地域の健康維持増進対策に積極的
に取り組むとともに、広域医療災害対策の協力及び地域の医療従事者・学生の研修受け
入れ等を実施し、地域密着の基幹病院であることを使命としています。

●近鉄郡山駅より西へ徒歩2分

薬剤師10人、診療放射線技師13人、臨床検査技師16人、栄養士6人、理学療法士13人
作業療法士3人、言語聴覚士0人




