




        〒076-0038 
        北海道富良野市桂木町2番77号 
        TEL 0167-23-6600 
        FAX 0167-22-3508  





10周年に　Forward（前進） 
20周年に　Face（顔） の　F　が加わりました



＜概要＞          平成30年4月現在 

＜沿革＞ 平成3年 10月 病院開設、診療開始158床 
(内科、消化器科、外科、整形外科、小児科、麻酔科)

7年 5月 眼科開設
8年 1月 医療法人化

3月 看護師宿舎新築
9月 5周年記念講演会・祝賀会
10月 脳神経外科開設
11月 ふらの訪問看護ステーション青ぃとり開所

9年 10月 院外処方箋発行
10年 3月 職員住宅新築

5月 血管外科外来開始
11年 10月 療養型病床オープン(152床に変更)
12年 4月 介護相談センター青ぃとり開設
13年 9月 10周年記念講演会・祝賀会

8月 3階病棟療養型病床に変更(41床) 
3階41床、4階58床、5階43床：計142床

16年 5月 言語聴覚療法室設置
19年 12月 4階病棟13対1看護体制
22年 8月 4階病棟10対1看護体制
23年 10月 20周年記念講演会・祝賀会
24年 11月 人工透析装置更新（オンライン血液透析濾過）
25年 4月 PACS導入

11月 CT更新（16列MDCT）
26年 7月 ４F病棟 15対1看護体制

8月 3Fオープン
30年 4月 4階病棟 地域包括ケア病床認可（2部屋6床）

3階病棟 医療療養病棟1へ変更

理事長・院長 松田　英郎
病床数 142床　　・一般　58床     （ 地域包括ケア病床 2部屋 6床 ） 

　　　　　・療養　84床     （ 医療：61床、介護：23床 ）
診療科 内科、外科、整形外科、眼科、脳神経外科、消化器内科、 

小児科、麻酔科、血管外科、循環器内科、リハビリテーション科
1日平均患者数 ・外来 160人 

・入院（一般）46人　（療養）40人　（介護療養）18人　
平均在院日数 （一般）　50日
設備・機器 人工透析装置、高圧酸素治療装置（OHP)、0.3T-MRI、 

16列マルチスライスCT、多目的X線TV、超音波診断装置など
併設施設 ふらの訪問看護ステーション青ぃとり 

介護相談センター青ぃとり



私たちの医療 
富良野地域住民の生活を、健康面からトータルにサポートしています。 

ふらの西病院は、富良野になくてはならない病院です。 
職員一同、高い『使命感』と『誇り』を持って 

地域の皆様に『健康』と『安心』を提供しています。 

　後方支援 
 予防医療、高齢者医療、ターミナル医療 
  富良野地域の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、グループホームなどの 
  各種施設入所者の方々の健康管理と後方支援

　回復してから 
 リハビリテーション、ケアマネジメントで支援 
  介護療養病棟、リハビリテーション 
  在宅医療（訪問看護、訪問リハビリ） 

　病気に罹ってしまったとき 
 急性期から慢性期、そして在宅まで 
  診療 ：外来診療、入院診療（一般病棟、医療療養病棟、介護療養病棟） 
  診療科：内科、外科、整形外科、脳神経外科（地域で唯一）、眼科、小児科、 
   　麻酔科、リハビリテーション科、循環器内科、消化器内科、血管外科

　病気になる前 
 予防、健康維持・管理、病気にならないのが一番！ 
  健康診断、人間ドック、禁煙外来、栄養指導、生活指導、 
  産業医、学校医、啓蒙活動（講演会など） 



看護部の概要 

職員数  看護師  41名 
   准看護師  19名 
   看護補助者  29名 
   臨床工学技士 2名 
   視能訓練士  1名 
   管理栄養士  1名 
   歯科衛生士  1名  
   病棟クラーク 2名      平成30年4月現在 

外来  内科、外科、整形外科、眼科、  
  小児科、麻酔科、リハビリテーション科 
  脳神経外科 ：週3回  血管外科 ：月2回 
  消化器内科 ：週1回  循環器内科 ：週1回 

透析  月曜日～土曜日 

入院  一般病棟（4階） 
   肺炎、脳梗塞、回復期のリハビリ目的、胃瘻造設目的、透析、 
   その他手術目的などの混合病棟 
   病床数58床 (地域包括ケア病床 6床) 
  
  療養病棟（3階・5階） 
   医療療養、介護療養病棟で 
   4階での治療が終わりリハビリを主とした在宅復帰や施設入所を目指す病棟 
   病床数84床（医療61床、介護23床） 

看護方式 チームナーシング・機能別 

勤務体制 2交代制 

看護部理念  人間を尊重し、安全で心通い合う看護の提供 

看護部方針  地域の特性を理解し、他の専門職と連携・協力をしながら 
   優れた看護を提供できるよう、専門職業としての責務を果たす。 

看護部目標  1.患者様、及びご家族様の立場に立ち『心に寄り添う看護』 
     『人間としての尊厳を守る看護』を提供する 
   2.働きやすい職場環境の土台作り

：月曜日～土曜日

地域包括ケア病床では急性期の治療が終了し 
自宅での療養に不安がある患者様に対して 
在宅復帰に向けてのサポートをします



委員会 教育委員会 
  （小委員会として医療安全委員会、感染対策委員会、褥瘡・NST対策委員会、 
  　院内文書検討委員会など、病院とリンクしながら活動しています） 

教育体制 教育計画 1年目　日々スタッフがつき指導　病棟全体でサポートします 
     　1ヶ月毎の技術項目チェックを1年間継続 
     　毎月面談（ローテーション研修） 
    2年目　主任、副主任、チームの先輩が見守ります 
     　チームリーダー開始 
    3年目　新人教育担当 

  研修（院内・院外） 看護協会研修計画に基づいての研修 
      他院での研修 
      院内研修（職種を問わず 院内職員全体が参加 
      　各種医療専門分野の専門講師を招いての研修会） 

  中途採用者の体験型職場見学 

  富良野看護専門学校の実習病院になっています 

※看護部の組織
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訪問看護ステーション 青ぃとり 
療養生活をお手伝いします 

訪問看護とは 

住み慣れた自宅で安心して療養生活を送りたい方、
家族だけでは心配と思われている方に、看護師が　
かかりつけ医師と相談し、その指示のもとに訪問し、
看護サービスをさせていただく制度です。 
当ステーションでは、小児から高齢者まで、介護予
防からターミナルケアまで、幅広く対応しています。 

このような方々に… 

医師が訪問看護を必要と認めた方なら 
年齢の制限はありません 

退院後の生活が不安な方 
家族で介護したいけど、家族だけでは不安な方 
自宅でリハビリが出来たらいいなと思われる方 
病気・けがで家族の介護が必要になった方 
寝たきりの方、難病・心身障害や認知症の方 

在宅ターミナルを希望している方 
在宅で医療処置を行う方 

私たちはこんな仕事を
しています 
食事・排泄の介助 
在宅での医療行為 
清拭、洗髪・入浴介助 

病状の観察 
リハビリテーション 

体位交換、床ずれの予防・処置 
ご家族への介護指導 



介護相談センター 青ぃとり 
在宅生活を応援します 

　病気や加齢等で介助や日常生活の支援が必要になった方に自分らしく、いきいきとした生活
を送っていただけるよう在宅生活のお手伝いをさせていただきます。 
　ご本人、又はご家族の方と相談しながら、総合的に医療、福祉サービスが受けられるように
ケアマネジャーが支援します。 

例えばこのように介護認定を受けている方は、介護保険を
利用したサービスを利用できます。 
また、まだ介護認定を受けていない方もご相談ください。 

お困りの時には是非ご相談を… 

このような方々に… 

　家にこもりがちな　おばぁちゃんが心配… 
       デイサービス等の利用の検討 

　車イスをレンタルしてくれる所はないかしら？ 
       福祉用具貸与のサービス 

　自宅で介護したいけれど、家族だけでは心配… 
       訪問看護師がご相談にのります 

　体が動かず、誰かお掃除を手伝ってくれないかしら？ 
       ヘルパーの家事、身体援助 

　うちのおばぁちゃんには家のお風呂や玄関の段差がつらいわ 
       住宅改修のサービス 

　1人での通院は心配だ…。乗り降りの介助をしてほしい 
       介護タクシーのサービス 



          平成30年度 募集要項 
＜職種＞  看護師、准看護師 

＜勤務場所＞ 一般病棟、療養病棟、外来 

＜雇用形態＞ 正職員、パート（短時間勤務も可） 

＜給与＞  看護師 初任給　基本給 221,000円（資格手当含む） 
     当直手当 10,000円／1回 

   准看護師 初任給　基本給 178,000円（資格手当含む） 
     当直手当   9,500円／1回 

   中途採用者は 経験に応じて優遇します 

   その他の手当（看護師・准看護師共通） --　平成28年度実績　-- 
   ・住宅手当 世帯主20,000円 準世帯主15,000円　他 
   ・家族手当 配偶者10,000円 他 
   ・通勤手当 2km以上　2,500～15,000円 
   ・燃料手当 世帯主175,000円 準世帯主112,000円　他　10月支給 
   ・賞与 6月、12月支給 

   加入保険 雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労働災害保険 

＜就業時間＞ 平日  8：30　～　17：00 
   土曜日 8：30　～　12：30 
   夜勤        16：30   ～   9：00 
   1年間の変形労働時間制を採用しています　37.8時間／週（平成30年度） 

＜休暇・休日＞ 有給休暇 勤続3ヶ月で3日、4ヶ月で4日、5ヶ月で5日、6ヶ月で10日 
     以降勤続1年ごとに法定通りに休暇日数が追加されます 
     1時間単位の年次有給休暇取得もできます 
   休日  日勤者 4週6休 
       祝日、8月15日、12月31日～1月3日 
     夜勤者 4週8休 

看護師・准看護師　大募集



＜福利厚生＞ 

宿舎 単身者用１LDK（マンション形式）を完備しています 
    家賃は1ヶ月3,000円です 

子育て支援・介護支援 子育て中、あるいは家族の介護が必要になったときには 
    次の制度を利用することができます 

   ・育児休業制度  1歳に満たない子の養育 
   ・介護休業制度  要介護状態の家族介護 
   ・子の看護休暇制度 小学校就学までの子の看護 
   ・介護休暇制度  要介護状態の家族介護 
   ・所定外労働の免除 3歳に満たない子の養育 
   ・時間外労働の制限 小学校就学までの子の養育 
       要介護状態の家族介護 
   ・深夜業の制限  小学校就学までの子の養育 
       要介護状態の家族介護 
   ・育児短時間勤務制度 3歳に満たない子の養育 
   ・介護短時間勤務制度 要介護状態
の家族介護 

保育所 24時間対応の保育所が利用できます 
  0歳から受け入れ可能で 
  保育料金は1ヶ月1万円です 

その他 ・親睦会行事（焼肉パーティー、観楓会、 
  　ボウリング大会）があります 
  ・へそ祭り（富良野市行事）に参加します 
  ・スポーツジム【ふらっと】を 
  　割安（法人）価格の年会費で利用できます 
  ・職員食堂を1食350円で利用できます 



＜修学資金制度＞ 看護師を要請する学校の在学者を支援する制度があります 
   資格取得後に当院で一定期間勤務をすることで 返還免除になります 
   ・在学期間中に　1ヶ月50,000円　を支給します 
    修学資金を借りた年数分の勤務により返還免除です 
   ・在学期間中（原則3年）に　1ヶ月60,000円　を支給します 
    4年間の勤務により返還免除です 

お問い合わせ先 

電話   0167-23-6600 
FAX    0167-22-3508 
E-mail f-w-jimu@furano.ne.jp 

〒076-0038　富良野市桂木町2-77 
医療法人社団　ふらの西病院



＜職種＞  正看護師、ケアマネジャー 

＜資格＞  看護師資格（正看護師、普通自動車運転免許） 
   ケアマネジャー（介護支援専門員、普通自動車運転免許） 

<勤務場所＞  北海道富良野市桂木町2-77 ふらの西病院２F 

＜雇用形態＞ 正職員、パート（短時間でも可） 

＜給料＞  看護師  正職員　月給　221,000円 
      パート   時給       1,450円～ 

   ケアマネジャー 正職員　月給　180,000円～ 
      パート　時給       1,300円～ 

   給与は経験により変更あり 

＜勤務時間＞ 月曜日～金曜日 8：45～17：15（昼休憩1時間） 
   土曜日  8：45～12：45 
   パート希望の方は時間要相談（短時間でも可） 
   日、祝日、お盆（8/15）、年末年始休み 
   土曜日は月により休みの回数が異なります 

訪問看護は24時間体制をとっています 
正職員は交代で携帯電話を持ち自宅待機にて対応しています 

 訪問看護、居宅介護支援事業部門 

  ふらの訪問看護ステーション青ぃとり 
  介護相談センター青ぃとり 

職員を募集しています



＜待遇＞  交通費支給あり、社会保険完備、有給休暇 
   賞与2回（6月、12月）、燃料手当（10月）、制服貸与 
   ふらの西病院と同じです 

＜福利厚生＞ ふらの西病院と同じです　参照して下さい 

お問い合わせ先 

電話   0167-23-6693   
E-mail furano.nishi.aoitori@gmail.com 

〒076-0038　富良野市桂木町2-77 
医療法人社団　ふらの西病院　２F 

ふらの訪問看護ステーション青ぃとり 
介護相談センター青ぃとり

＜訪問看護師をしたい方へ＞ 
　基本的には利用者様宅には看護師1人での訪問になりますが、最初から1人で訪問する
のではなく、何度か同行訪問し、1人で行けると判断してから行っていただくことになり
ます。訪問看護師経験がなくても、少し看護師業務から離れていても、看護師の経験があ
れば大丈夫です。一緒に訪問看護をしてみませんか。 
　現在、看護師5名（常勤2名、パート3名）います。コミュニケーションが取りやすく相
談しやすい職場です。

＜ケアマネジャーをしたい方へ＞ 
　病気や加齢などで介護や日常生活の支援が必要になった方に、自分らしく生き生きとし
た生活を送っていただけるように、在宅生活のお手伝いをさせていただいています。特徴
として、当事業所は訪問看護や病院と併設しており、医療での困った事などは看護師や医
師に相談しやすい環境にあります。 
　現在、ケアマネジャー2名（専任1名、訪問看護と兼務1名）です。
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