ごあいさつ

思いやりの気持ちで、最新で質の高い医療を・・・
看護部長 木村 克美

当院では、患者様一人ひとりを継続して治療するのが病院のあるべき姿と考え、

当院は、京都市伏見区で急性期医療から慢性期医療まで地域の
中核病院としての役割を担っております。
看護部は、病院理念である『思いやりの気持ちで心とからだの蘇生
を』を基に、質の高い医療、看護を提供しております。また、チーム医療
を推進し患者様・家族様に満足して頂けるよう共に考えて看護ケアを
提供して参ります。
勤務体制はＷＬＢを考慮し、個々のライフスタイルに合わせた勤務組
みとし、院内研修は勤務時間内研修を実施しています。
教育体制もラダー教育を取り入れた体制に取り組んでいます。
一人一人のキャリアアップを支援し、自己の成長が実現できる組織
づくりを目指しています。

急性期病棟・回復期リハビリ病棟・慢性期病棟・介護施設・訪問看護ステーシ
ョンをそなえ、総合的な医療を行っています。
看護師はその幅広い分野の中で、１人ひとりの患者さんの思いに応えられるよう、
日々のケアを心がけています。

職場風景

院内
思いやりの気持ちで心とからだの蘇生を

理念
患者様の権利を尊重し、安全・安心への専門性と、温かい心で質の高い看護を提供します

基本方針
①患者様の権利を守り、個を尊重した看護を提供する
②専門的知識と技術に基づき、安全で適切な看護を提供する
③継続教育の充実と専門職業人としての自己研鑽に努め看護の質を高める

④医療チームの一員としての役割を果たす
⑤地域の保健・医療・福祉との連携を深める
⑥病床運営の効率化と業務改善を推進し、病院経営に参画する

研修は 時間内で 真剣に楽しく♪

★２人で一緒にスキルアップ★

卒後の継続教育で院内研修は重要です。 看護師一人ひとりが自己啓発
の意識を持って取り組めるよう、継続的に学べる教育システムを実践。 また、
研修は楽しく効果的にをモットーに、 すべて勤務時間内に実施するので、
負担を感じずに学びを深められます。 時間外は自分自身のための時間とし
て有効に使えます。

先輩からその場で指導を受けられる「二人三脚制」導入
2人の看護師が安全で質の高い看護を共に提供することを目的に、良きパートナーとして対等な
立場でお互いの特性を活かし、相互に補完し協力し合って毎日の看護ケアを行い、その成果と
責任を共有する看護体制です。（2012年より一般病棟において導入）

★蘇生会総合病院看護部では人財育成としてキャリア開発支援を行っています★
新人教育
プリセプター制度
支援体制として、新人1名
につき各部署に教育担当
者・プリセプターを各１名置
いています。指導だけでなく
精神面でも大きく支え、現
場での悩みや実際のケアの
こと等、何でも相談できる
頼れる先輩です。パソコンに
不慣れな人も大丈夫。電子
カルテの操作も優しく丁寧
に教えます。

ラダー別教育

スペシャリスト研修

ラダー段階に応じた研修プ
ログラムが組まれており、より
高いラダーを目指すための学
習を効率的に行うことがで
きます。

キャリアに応じて院内・院外
の研修、認定看護師への道
や職場での役割を通して成
長できるよう、多くの研修プ
ログラムを提供しています。
・各種看護ゼミの開催
・実習指導者の育成
・認定看護師教育支援

★認定看護師の活躍★
看護部では、認定看護師の資格取得を積極的に推進し、認定看護師が活躍しやすいようような配置・
時間的確保・研修会の設定等、全面的に支援しています。
また、活動は組織横断的に、チーム医療に積極的に取り組み、看護部全体の質の向上に努めています。
認定看護師取得費用は法人の規定により費用を負担しています。

中途採用看護師
サポート体制
研修をはじめ看護技術チェ
ックリストによる習得状況の
把握や、個別指導を行いま
す。

・フィジカルアセスメント
・事例に学ぶ

・看護過程 ・看護診断

・退院支援について
・認知症看護

・ACLS
・看護倫理
・6ヶ月目フォローアップ

新たなへ
Step

・フィジカルアセスメント
・シュミレーション研修
・1ヶ月目フォローアップ

・看護必要度
・KYTトレーニング
・3ヶ月目フォローアップ

・BLS
・シュミレーション研修 ・エンゼルケア

・フィジカルアセスメント
・人工呼吸器の基礎
・シュミレーション研修
・麻薬の取り扱い ・輸血の管理

スペシャリスト

管理者コース

（専門 ・ 認定看護師）

（看護部長 ・ 副看護部長）
（師長 ・ 主任 ・ 副主任）

!
step up
新人
●指導や教育を受けながら、
基本的な看護を実践できる

Start
・看護と職業倫理
・各種技術研修
・電子カルテ使用方法
・1週間目フォローアップ
・2週間目フォローアップ

看護の喜び・やりがいを感じながらキャリアアップできるように・・・
看護師一人ひとりのキャリア開発を積極的に支援するために、「クリニカルラダーシステム」を導入しています。クリニカルラダー各段階の目標
達成を支援できるように、研修プログラムを提供していますので、自分に合った研修プランを作成し能力開発に取り組めます。

●教育・コーチング・看護理論とは（新人必須+全体）
●実践に活かせる看護理論（Ⅲ・Ⅳ）
●倫理①（Ⅲ・Ⅳ+中途採用）
●倫理②（①参加のⅣ）
●リーダーシップ、メンバーシップ・看護過程・看護診断
など
・事例に学ぶ（ナラティブ）

新卒者の教育は今後の看護職としての成長に特に大切な時期です。入職後は約2週間集合研
修を実施。その後も2ヶ月間は毎週時間をとり、直に必要な知識・技術の習得と共に、現場で困っ
ている事、悩み等を出し合い共有しお互いに一緒に頑張っていこうとの場づくり等、きめ細かい教
育をしています。
＊現場から離れることで、新入職員同士の悩みの共有に努めます。
＊配属部署では、新人教育担当者が『新人教育年間計画』を作成。安全・確実に看 護技術の
習得ができるよう、指導を実施しています。
・1年目フォローアップ
・卒業式

クリニカルラダー教育（継続教育）
ラダー別研修内容

新人看護師教育プログラム

・フィジカルアセスメント

教育だけじゃなく
共育も目的とした当院の 『二人三脚制』

中堅

一人前
●看護実践の場面において自分
で判断し、単独で看護ができる
●チームリーダー的役割や責務を
認識し遂行できる

●根拠のある看護実践に加え
て、組織的な役割が遂行できる

ｅラーニング導入
パ ソ コ ン や ス マ ホ で 医 療 安 全 の 研 修 が で き る よ う e ラ ーニ ン グ
( セ ーフ テ ィ プ ラ ス ) を 導 入 し て お り 、
自 宅 な ど い つ で も 学 ぶ こ と が出 来 ま す 。

臨床教育者
コース
（実習指導者）

master!

達人

●論理的かつ実践的知識を
統合して、卓越した看護を実
践し、所属を超えてリーダーシ
ップを発揮できる

５Ｆ師長
Ｔ・Ｋ

新人看護師として蘇生会総合病院に入職し、主任の経
験を経て今年6月から病棟師長をさせていただいています。
当院の院内研修は勤務時間内にあるため、新人の頃から
無理なく学ぶことができました。新人、中堅、管理者とその
時期にあった院外研修も参加させていただき、職責や役割
を担うために必要な知識向上の為のサポート支援を受けな
がら成長させていただきました。
現在は院内の新人教育担当者として毎年新人看護師
と関わり、新人の成長を見届け、一緒に学んでいます。看護
の専門性を発揮し、看護の楽しさを一緒に見つけていけるよ
う取り組んでいます。

蘇生会総合病院に就職し2年目のKです。私は3階のリハビリテーション病棟で勤務し
ています。病棟では1人1人の患者様に合わせたレイアウトの検討を担当セラピストさんと
考え実施することや、患者様の退院後の生活を視野に入れた退院支援に遣り甲斐を
感じ、日々努めています。
主任さん、プリセプターの先輩をはじめ、諸先輩方は優しく面白く和気藹々と自分らし
く元気に働いています。
蘇生会では1年目の教育体制が充実しており、様々な研修や急変時のシュミレーション
など実際に臨床の現場に活かし、ケアを通して自身の看護観を養いながら日々頑張って
います。

４Ｆ病棟看護師
Ｙ・Ｓ

３Ｆ病棟看護師
Ｓ・Ｍ

新卒で入社し、現在3年目の看護師です。入社時にすでに娘がおり、病院選びも
子育て支援の充実さを重視しました。研修や勉強会等は全て時間内にあり残業もほと
んどないので、仕事と育児の両立ができています。
日曜日や夜勤等では病院に併設されている保育所にお世話になっています。夜勤明け
でも夕方まで保育してくださるので、休息も十分に確保できます。病棟スタッフもママさん
が多いので、お互いフォローしながら楽しく仕事ができています。

３Ｆ病棟看護師
Ｍ・Ｋ

看護師4年目となった今年も充実した毎日を送っています。新人の頃に興味を持ったBLS（一
次救命処置）を現在まで続け、病院内のみならず病院外でも活動できるまで夢中になれまし
た。また、今年から参加させて頂いている感染対策チーム（リンクナース）でも病棟の感染予防
に努めた取り組みやスタッフへの啓発活動など、やり甲斐のある仕事をさせて頂いています。この
ように蘇生会総合病院は、自分の興味のある分野であったり、自分に必要な分野の知識を得
るための研修制度が充実していて、理想とする看護師を見つけ頑張ることができる病院です。
最初の頃は、まわりの環境に慣れる事や日々の業務を覚えて付いていく事で精一杯になって
いましたが、先輩方にサポートして頂いたおかげで乗り越える事ができました。新人看護師（プリ
セプティ）には先輩看護師（プリセプター）が付いて丁寧に指導して下さるので、安心して看護
をおこなう事ができます。今では後輩をサポートする立場でもあり、自分も改めて勉強しなおして
ステップアップできる良いチャンスであり、楽しく仕事をしています。

私は、新卒で蘇生会総合病院に入職しました。
当院は、新人教育プログラムが充実しており、必要となる技術や知識の習得と共に、同期と
定期的に交流する場が設定されており、現場で困っていることや悩みを共有することができます。
また、ラダー別教育等の継続教育もありキャリア支援も充実しています。
病棟では様々な業務があるため戸惑うこともありますが、新人1人にプリセプターがついてくださり
丁寧に指導していただけるので、安心して業務を行うことができます。
学生の頃にあまり経験の無かった看護技術についても、病棟マニュアルやチェックシートを用いて
確実に身に付けていくことができます。
3階病棟では回復期病棟として患者様の退院に向けた様々な調整を他職種を交えて行って
いく必要があり、日々悩んだり不安になることもありますが先輩方に指導及びアドバイスを
いただきながら公私ともに充実した日々を送っています。

看護部では、認定看護師の資格取得のための積極的な支援があり、また認定看護師
が活動しやすい配置、活動時間の確保、研修会の設定、院内外活動等、総合的な支
援をしています。
現在、脳卒中リハビリテーション看護認定看護師が院内外で活動しています。
他職種とともに院内ラウンドを行いチーム医療への取り組みや、リンクナース会、研修
会等において、看護の質の向上に努めています。

３Ｆ病棟看護師
Ｈ・Ｏ

★子育て支援★ ～育児と仕事の両立を応援～

育児と仕事の両立を応援する充実した保育所。
お母さんが用事の時や休養したい時、
夜勤明け（１７時まで）・夜勤入り（９時から）の預け入れも可能です。
また、地域の保育所利用者や小学校3年生までの児童も
長期休暇時は受け入れています。その他、働く親の状況に応じて
柔軟に対応することが出来ます。
産休・育休からの復帰率 １００％

☆保育方針☆

1.異年齢児との生活の中で、思いやり・協調性を養う。
2.老人との交流を通して、いたわりの心を育てる。
3.豊かな感性を育て、健康で丈夫な身体をつくる。
4.様々な体験を通じて、自主性・創造性を豊かにする。

★年間行事★

５月

母の日
端午の節句
園外保育

３Ｆ病棟看護師
Ｓ・Ｍ

秋の遠足
運動会

１０月

６月

７月

８月

９月

時の記念日
父の日

七夕まつり
プール開き

水遊び
夏祭り

敬老会参加

クリスマス会
大そうじ
お餅つき
年賀状つくり

たこあげ大会
カルタ大会

節分
（豆まき）

ひな祭り
お別れ会
お別れ遠足

１２月

１月

２月

３月

7時

プリセプティ
プリセプター ＆

プリセプター
Ａ・Ｕ

輩に指導し
また失敗して、先 ます。
でい
てもらい、へこん
大丈夫？？

何があったの？？
プリセプターの話をいただいた時はまだ自分が先輩
に頼りっぱなしだったときで、「私なんかが教えたりで
きるだろうか」と不安の方が大きかったのを覚えてい
ます。実際プリセプターになってみると、自分自身の
課題がみえたりとたくさんの壁にぶつかることもあり
ました。しかし、先輩たちにアドバイスをもらいつつ“
指導者”という立場ではなく、“新人さんの一番近
くにいる存在”であることに気づき、分からないこと
は一緒に勉強し、一緒に立ち止まって考えたり、
時には業務の事だけでなくプライベートな話をした
りするようになり、いつの間にか不安は消え、私自
身も大きく成長できたように感じます。プリセプター
という役割が終わりましたが、自分のプリセプティ
が頼れる1人のスタッフとして働いている姿をみたり
、今でも何かあればすぐに相談してくれたりと改め
てプリセプターをしてよかったなと思います。

プリセプティ
Ａ・Ｋ

新人看護師デビューして、1年が過ぎました。入職時は、
色々な事に戸惑いましたが、プリセプターや病棟の先輩
方に助言をいただき現場に慣れることができました。出
来ていない所は、チェックリストで指導してもらい、出来る
ようになった業務は褒めてもらいモチベーションを保ちなが
ら、看護師としての成長を実感できるようになりました。
研修体制も整っており、勤務時間内に研修が組み込ま
れ、安心して習得できる環境でした。看護師として実践
できることも増え、楽しく仕事に就くことができています。
安心して看護師として勤務できていることに感謝してい
ます。今でも、公私にわたりサポートしてもらっています(笑
)今後は、患者様の思いに寄り添い、信頼してもらえる
看護師を目指していきたいと思います。

の理解がなか
患者さんの疾患 報告がうま
く、
なか整理できな
た。
し
で
ん
せ
くできま

起きて準備♪
寝坊しないように！

14時

8時 ８：３０業務開始
病棟全体の申し送り
ペア間で受持ち患者さんの確認
9時 受け持ち患者さんへの挨拶♪
９：３０ﾁｰﾑに分かれて申し送り

15時

10時 検温
ベッドサイドでの患者さんの情報は
その場で、電子カルテに入力！
11時 １１：３０

17時 日勤業務終了！！！！

12時

科書通り
さんの疾患は教
者
患
、
～
か
う
そ
ら既往歴
からみあってるか
に
雑
複
く
な
は
で
～。
理は難しいよね
とかもあったら整

13時

交代で昼休憩
ペアがいるからゆっくり休憩♪

ｹｱ、記録、ｶﾝﾌｧﾚﾝス参加
患者さんの看護計画や地域連携、
業務改善について多職種でたくさん
話し合っています

16時 最終部屋周り
１６：３０準夜勤務看護師への申し送り

18時
19時

自由時間♪♪
！
定は未定
♪
♪
う
今日の予
なぁにしよ

20時

１３：３０

しょう・・・

うしたらいいんで

そうなんです。ど

福利厚生制度を充実させているのも当院の自慢の
ひとつ。保育所（24時間）・看護師寮の完備は勿
論、毎年多彩なレクリエーションを実施。

流れを
生理や今までの 。一
態
病
の
ん
さ
者
その患
みようか
ながら整理して も、二人
一緒にカルテ見
か
る
き
も二人ならで
人では難しくて
う！！
お
ゃ
も巻き込んじ
で無理なら先輩
ます！気持ちが楽
ありがとうござい で頑張らなくち
人
になりました♪一 たので・・・
っ
か
ら
つ
て
っ
ゃって思
私な
人で頑張るなら っ
！一
う
ろ
張
頑
に
一緒
けど頼
。頼りないかもや
んていらんや～ん
てちょうだい！
頑張ります！

ます！明日も
ありがとうござい

Ｐｏｉｎｔ♪
★給与★

当院規定により優遇します
・昇給 ： 年1回 ・賞与 ： 年2回

★支度金・赴任手当支給★
※本人の直接応募が条件
・支度金 ： 看護師：200,000円 准看護師：100,000円
・赴任手当 ： 引越し費用実費（上限150,000円）

★勤務体制★

★3交替制★
★2交替制★
・日勤 ： 8:30～17:00
・日勤 ： 8:30～17:00
・準夜 ： 16:30～1:00
・夜勤 ： 16:30～9:00
・外来 ： 日勤（2交替制） ・深夜 ： 0:30～9:00
・手術室 ： 日勤（宅直制）
・透析 ： 日勤
★手当★
・夜勤手当15,000円（準夜6,500円、深夜8,500円）
・透析手当25,000円 ・ＯＰＥ手当25,000円

★福利厚生★
・各種社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
・退職金制度あり（勤続3年以上対象）
・財形貯蓄あり
・院内保育あり（24時間）
・寮あり
・クラブ活動（バレーボール、野球、フットサル 他）
・慶弔見舞金（結婚祝い、出産祝い、弔慰、災害見舞）
・互助会活動あり（親睦旅行、医療費補助、他）

★休日休暇★
・年間休日109日（月9～10日休み）
・年次有給休暇（入社6ヶ月後 10日）
・夏季休暇/冬季休暇
・特別休暇（結婚・忌引・出産・育児・介護）
・メモリアル休暇（年2日）
（メモリアル休暇とは入社1ヶ月後に使用可能な有給休暇です）
『病院仲間と出かけた海外旅行。
絆の深まる思い出が出来ました。』
1週間の長期休暇も可能です。
元気に日々の業務に取り組めるよう、がんばっている職員を応援！

有給取得率

90％以上♪

Ｑ1. 採用後の配置はどのように決まるか教えてください。
Ａ. 配属希望をできるだけ優先します。

産休・育休からの復帰率は100％です。

結婚しても出産しても働き続けられる職場づくりを目指し、産
休・育休からの復帰率は100％を誇っています。育児支援制度と
して、産前（6週間）産後（8週間）休暇に引き続き、育児休業
が取得可能です。また、育児休業から復帰する時、部分育児
休業制度や育児短時間勤務制度や看護休暇を利用できます
。病院の前には職員のための保育所があり、夜勤明けの「明け保
育」だけでなく、地域の保育所利用者や小学校3年生までの児
童も長期休暇時は受け入れています。その他、働く親の状況に
応じて柔軟に対応することが出来ます。

Ｑ9.
Ａ.

有給休暇（年次休暇）の
取得状況を教えてください。

有給取得率は毎年90％以上です。

皆で協力しあって取得できるよう配慮していますので、有給取得
率は毎年90％以上です。希望が重なった場合などは調整をお願
いすることもありますが、基本的にご本人の記念日や子供さんの
行事などの日は優先的に取得して頂いています。またご本人、ご
家族の急な病気などでお休みをされる場合などでも、安心してお
休み頂けるよう、勤務体制の配慮を行っています。

竹田 名神高速道路
近鉄京都戦
丹波橋通

三栖公園
伏見
大手筋通 桃山
外環状線
中書島
至巨椋池IC

宇治川

ＪＲ奈良線

結婚や出産をしても職場復帰できますか？

東大路通

Ｑ8.
Ａ.

至山科出入口

丹波橋 桃山御陵前

部署によって様々ですが、皆で協力しあって出来るだけ残業を少
なくする努力をしていますので殆ど残業はなく、平均月5時間ほ
どの残業がある程度です。

・入院中の書類など事務手続きに関する事柄
⇒ 事務員・社会福祉士
・薬剤に関する事柄 ⇒ 薬剤師
・検査に関する事柄 ⇒ 検査技師（朝の採血も！！）
・医療機器に関する事柄 ⇒ 臨床工学技士
・医療材料に関する事柄 ⇒ SPDによる補充
また、看護業務においても、各病棟に看護助手を配置すること
で、負担の軽減を図っています。
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京阪本線

平均月5時間ほどの残業がある程度です。

横大路

勧進橋

丹波橋

時間外勤務は多いですか？

多職種との連携はどのようにされていますか？
役割分担推進で看護師が
専門性を発揮できる環境を整えています。

蘇生会

国道 号線

Ｑ6.
Ａ.

Ｑ7.
Ａ.

下鳥羽

地下鉄烏丸線

平成18年にオーダリングシステム導入を経て、平成19年に電子
カルテに移行しました。平成26年には新しい電子カルテシステム
を導入し、情報の一元化を徹底しています。

NANDA看護診断を使用し、患者参画型看護記録・クリニカルパス
を取り入れることで患者さんや医師との連携を深めたチーム医療に
対応できる記録を構築しています。また、看護過程・看護診断の
研修会を定期的に開催し、より質の高い記録を目指しています。

京都南IC
城南宮
パルスプラザ
城南宮南IC

阪神高速８号京都線

平成19年に電子カルテに移行しました。

看護記録はどのようにされていますか？
NANDA看護診断を使用し、
患者参画型看護記録を取り入れています。

堀川通

カルテは電子カルテですか？

Ｑ5.
Ａ.

鳥羽大橋

上鳥羽
IC

国道１号線

Ｑ4.
Ａ.

徒歩10分の場所に寮があります。

病院すぐ近くに1棟、徒歩10分の場所に寮があります。職住接近
の利便性の高さは言うまでもありません。また病院周辺には賃貸
アパートも多数あります。病院近隣には温水プールを備えたスポー
ツセンターや、商店街もあり、生活面での不便さは感じられません。

十条通
吉祥院
久世橋通
上鳥羽

鴨川

看護部では、新人看護師が、臨床の経験を積み重ね臨床実践
能力を向上させることができるよう、組織的に支援できる体制を
整えています。さらに、看護師一人一人のキャリア開発を積極的
に支援する為に、クリニカルラダーシステムを導入しています。専
門職としての能力を体得し、一人ひとりの夢や目標を実現でき
るサポートシステムです。また研修はすべて勤務時間内に実施しま
すので、時間外は自分自身のための時間として有効に使えます。

九条通

寮はありますか？

JR東海道本線

京都駅

油小路通

組織的に支援できる体制を整えています。

Ｑ3.
Ａ.

JR嵯峨野線

JR東海道新幹線

桂川

Ｑ2.
Ａ.

教育体制やキャリアアップの
サポート体制は充実していますか？

JR東海道本線

大宮通

配属希望をお聞きした上で、できるだけ希望を優先します。人員状況により第一希望以外の部署への配属や
異動をお願いすることもありますが、その際はしっかりと面談をした上で、御本人の御了解のもと配属します。

アクセスＭＡＰ♪
◆お車ご利用の方
・名神高速 京都南インターより南下
大手筋交差点北東角
・阪神高速8号京都線
城南宮南又は城南宮北出口より南下
大手筋通右折 国道1号線交差点北東角
◆ＪＲ京都駅・地下鉄京都駅ご利用の方（八条口より）
・市バス19 国道大手筋下車 所要時間：約29分
◆地下鉄竹田駅・近鉄竹田駅ご利用の方（4番出入口）
・無料シャトルバス利用 所要時間：約15分
・市バス南3 国道大手筋下車 所要時間：約16分
・タクシー 所要時間：約7分
◆近鉄桃山御陵前駅ご利用の方
・大手筋商店街を通り、西大手筋より
無料シャトルバス利用 所要時間：約10分
・タクシー 所要時間：約10分
◆京阪中書島駅ご利用の方（北改札口）
・無料シャトルバス利用 所要時間：約10分
・市バス19、20、22 国道大手筋下車 所要時間：約8分
・タクシー 所要時間：約5分

伏見区のいいところ♪ ★大手筋商店街★
当院がある伏見区には歴史的な
観光名所の坂本龍馬の寺田屋や、
中心地の大手筋商店街から、情緒
溢れる酒蔵に囲まれた、紅葉や桜も
楽しめる十石船もあります。
桃山城や、商売繁盛の伏見稲荷
大社など楽しめる場所が満載！
また、京都市内で一番大きい区な
ので、飲食店やアミューズメント施設
も多数です。
本当に伏見はいいところですよ♪

★寺田屋★

★十石船
★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★京都いきいき働く医療機関認定制度で認定を受けました！★
京都いきいき働く医療機関認定制度とは？
京都府医療勤務環境改善支援センターでは、2017年1月に始まった、働きがいのある、働きやすい職
場の実現に取り組む医療機関を認定する制度です。

