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看護部のご案内



潤和会記念病院及潤和会記念病院及潤和会記念病院及潤和会記念病院及びびびび看護部概要看護部概要看護部概要看護部概要

施設概要施設概要施設概要施設概要

１１１１．．．．特徴特徴特徴特徴

脳血管障害脳血管障害脳血管障害脳血管障害、、、、脊椎脊髄外科疾患脊椎脊髄外科疾患脊椎脊髄外科疾患脊椎脊髄外科疾患、、、、骨関節系疾患骨関節系疾患骨関節系疾患骨関節系疾患、、、、外傷等外傷等外傷等外傷等のののの救急患者救急患者救急患者救急患者にににに対対対対するするするする高度医療高度医療高度医療高度医療をををを提供提供提供提供

するするするするとととと共共共共にににに、、、、療養病床療養病床療養病床療養病床をををを併併併併せせせせ持持持持つケアミックスつケアミックスつケアミックスつケアミックス型型型型のののの病院病院病院病院でででですすすす。。。。従来従来従来従来からからからから神経疾患神経疾患神経疾患神経疾患のリハビリテーのリハビリテーのリハビリテーのリハビリテー

ションをションをションをションを中心中心中心中心にににに、、、、県内県内県内県内のののの地域地域地域地域リハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションの中核中核中核中核をををを担担担担いながらいながらいながらいながら、、、、宮崎宮崎宮崎宮崎リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション学学学学

院院院院のののの併設医療機関併設医療機関併設医療機関併設医療機関としてリハビリテーションとしてリハビリテーションとしてリハビリテーションとしてリハビリテーション医療従事者育成医療従事者育成医療従事者育成医療従事者育成のののの一役一役一役一役をををを担担担担っていっていっていっていますますますます。。。。

平成平成平成平成20202020年年年年4444月月月月にににに「「「「がんがんがんがん治療治療治療治療センターセンターセンターセンター」」」」をををを開設開設開設開設、、、、外科手術外科手術外科手術外科手術・・・・内視鏡手術内視鏡手術内視鏡手術内視鏡手術・・・・化学療法化学療法化学療法化学療法にににに加加加加ええええ、、、、放射線放射線放射線放射線

治療装置治療装置治療装置治療装置トリロジーによるがんのトリロジーによるがんのトリロジーによるがんのトリロジーによるがんの集学的治療集学的治療集学的治療集学的治療をををを開始開始開始開始しししし、、、、平成平成平成平成23232323年年年年４４４４月月月月にににに「「「「脳神経脳神経脳神経脳神経センターセンターセンターセンター」」」」をををを新新新新

設設設設ししししましたましたましたました。。。。平成平成平成平成24242424年公益財団法人日本医療病院機能評価機構年公益財団法人日本医療病院機能評価機構年公益財団法人日本医療病院機能評価機構年公益財団法人日本医療病院機能評価機構のののの認定基準認定基準認定基準認定基準Ver.6.0Ver.6.0Ver.6.0Ver.6.0をををを達成達成達成達成しししし、、、、

認定病院認定病院認定病院認定病院のののの更新更新更新更新をしていますをしていますをしていますをしています。。。。平成平成平成平成26262626年年年年3333月緩和月緩和月緩和月緩和ケアケアケアケア病棟病棟病棟病棟24242424床床床床をををを開設開設開設開設しししし、、、、平成平成平成平成26262626年年年年10101010月地域月地域月地域月地域

包括包括包括包括ケアケアケアケア病棟病棟病棟病棟、、、、平成平成平成平成31313131年年年年3333月脳卒中月脳卒中月脳卒中月脳卒中ケアユニットをケアユニットをケアユニットをケアユニットを開設開設開設開設しましたしましたしましたしました。。。。

２２２２．．．．病院種別病院種別病院種別病院種別 ケアミックスケアミックスケアミックスケアミックス型病院型病院型病院型病院（（（（一般病床一般病床一般病床一般病床・・・・療養病床療養病床療養病床療養病床））））

３３３３．．．．病床数病床数病床数病床数 446446446446床床床床

一般病床一般病床一般病床一般病床297297297297床床床床（（（（ＩＣＵＩＣＵＩＣＵＩＣＵ6666床床床床、、、、ＳＣＵＳＣＵＳＣＵＳＣＵ6666床床床床、、、、急性期急性期急性期急性期152152152152床床床床、、、、地域包括地域包括地域包括地域包括ケアケアケアケア52525252床床床床、、、、緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア24242424床床床床

一般一般一般一般回復期回復期回復期回復期リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション病床病床病床病床57575757床床床床

療養病床療養病床療養病床療養病床149149149149床床床床（（（（医療医療医療医療療養病床療養病床療養病床療養病床 47474747床床床床、、、、療養回復期療養回復期療養回復期療養回復期リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション病床病床病床病床102102102102床床床床））））

４４４４．．．．診療科目診療科目診療科目診療科目 内科内科内科内科、、、、神経内科神経内科神経内科神経内科、、、、糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病・・・・代謝内科代謝内科代謝内科代謝内科、、、、消化器内科消化器内科消化器内科消化器内科、、、、内視鏡内科内視鏡内科内視鏡内科内視鏡内科、、、、外科外科外科外科、、、、消化器外科消化器外科消化器外科消化器外科、、、、

肛門外科肛門外科肛門外科肛門外科、、、、腫瘍外科腫瘍外科腫瘍外科腫瘍外科、、、、乳線外科乳線外科乳線外科乳線外科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科、、、、

ペインクリニックペインクリニックペインクリニックペインクリニック内科内科内科内科、、、、放射線診断科放射線診断科放射線診断科放射線診断科、、、、ペインクリニックペインクリニックペインクリニックペインクリニック外科外科外科外科、、、、放射線治療科放射線治療科放射線治療科放射線治療科、、、、リハビリリハビリリハビリリハビリ

テーションテーションテーションテーション科科科科、、、、耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科、、、、眼科眼科眼科眼科、、、、病理診断科病理診断科病理診断科病理診断科、、、、精神科精神科精神科精神科

５５５５．．．．看護体制看護体制看護体制看護体制

急性期病棟急性期病棟急性期病棟急性期病棟 ……………………………… 看護配置看護配置看護配置看護配置 7777対対対対1111 25252525対対対対1111看護補助看護補助看護補助看護補助

緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア病棟病棟病棟病棟 ……………………………… 看護配置看護配置看護配置看護配置 7777対対対対1111

地域包括地域包括地域包括地域包括ケアケアケアケア病棟病棟病棟病棟 …………………… 看護配置看護配置看護配置看護配置13131313対対対対1111 25252525対対対対1111看護補助看護補助看護補助看護補助

回復期回復期回復期回復期リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション病棟病棟病棟病棟……………………看護配置看護配置看護配置看護配置 13131313対対対対1111 30303030対対対対1111看護補助看護補助看護補助看護補助

医療療養病棟医療療養病棟医療療養病棟医療療養病棟 ……………………………… 看護配置看護配置看護配置看護配置 20202020対対対対1111 20202020対対対対1111看護補助看護補助看護補助看護補助

IIIIＣＵＣＵＣＵＣＵ ……………………………… 看護配置看護配置看護配置看護配置 常時常時常時常時2222対対対対1111（（（（特定集中治療室管理料特定集中治療室管理料特定集中治療室管理料特定集中治療室管理料3333））））

ＳＣＵＳＣＵＳＣＵＳＣＵ ……………………………… 看護配置看護配置看護配置看護配置 常時常時常時常時3333対対対対１１１１（（（（脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中ケアユニットケアユニットケアユニットケアユニット入院管理料入院管理料入院管理料入院管理料））））

６６６６．．．．勤務体制勤務体制勤務体制勤務体制

急性期病棟急性期病棟急性期病棟急性期病棟、、、、回復期回復期回復期回復期リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション病棟病棟病棟病棟、、、、医療医療医療医療療養病棟療養病棟療養病棟療養病棟、、、、緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア病棟病棟病棟病棟、、、、

地域包括地域包括地域包括地域包括ケアケアケアケア病棟病棟病棟病棟 ………………………………変則変則変則変則２２２２交代制交代制交代制交代制 （（（（短短短短夜勤夜勤夜勤夜勤 長日勤長日勤長日勤長日勤 日勤日勤日勤日勤））））

７７７７．．．．看護方式看護方式看護方式看護方式：：：：

全全全全てのてのてのての看護単位看護単位看護単位看護単位：：：：パートナーシップ・ナーシング・システムパートナーシップ・ナーシング・システムパートナーシップ・ナーシング・システムパートナーシップ・ナーシング・システム＋＋＋＋機能別看護方式機能別看護方式機能別看護方式機能別看護方式
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潤和潤和潤和潤和リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション振興財団振興財団振興財団振興財団

理念理念理念理念

「「「「リハビリテーションをリハビリテーションをリハビリテーションをリハビリテーションを究究究究めめめめ、、、、実践実践実践実践しししし、、、、普及普及普及普及するするするする」」」」

潤和会記念病院の理念

「人間愛」

看護部看護部看護部看護部のののの理念理念理念理念

私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、患者患者患者患者さんさんさんさん一人一人一人一人ひとりにひとりにひとりにひとりに満足満足満足満足していただけるしていただけるしていただけるしていただける

心心心心のこもったのこもったのこもったのこもった看護看護看護看護をををを提供提供提供提供しますしますしますします

潤和会記念病院看護部基本方針潤和会記念病院看護部基本方針潤和会記念病院看護部基本方針潤和会記念病院看護部基本方針

１．私たちは、患者さんの安心と信頼を得るため、適切で安全な看護

を提供します。

２．私たちは、命の尊厳および権利を尊重し、患者さんの個別

性を重視した看護を提供します。

３．私たちは、可能な限り高い水準の看護を提供するために、

専門職として自己研鑽に努めます。

４．私たちは、地域との連携を緊密にし、看護を通して地域に

貢献していきます。

５．私たちは、他の専門職と協働し、働き甲斐のある、活力ある

職場環境を作ります。

６．私たちは、社会の変化に柔軟に対応し、組織の発展と健全な

経営に参画します。

2



3

質質質質のののの高高高高いいいい看護看護看護看護がががが提供提供提供提供

できるできるできるできる看護職看護職看護職看護職

感性豊感性豊感性豊感性豊かなかなかなかな看護職看護職看護職看護職

倫理観倫理観倫理観倫理観（（（（看護観看護観看護観看護観・・・・死生観死生観死生観死生観））））
看護実践能力看護実践能力看護実践能力看護実践能力

知識 技術

自己啓発力・研究的視点 社会人基礎力

看看看看 護護護護 部部部部 理理理理 念念念念

看看看看 護護護護 部部部部 基基基基 本本本本 方方方方 針針針針

凛凛凛凛としたとしたとしたとした看護師看護師看護師看護師をををを育育育育てますてますてますてます

基本基本基本基本にににに忠実忠実忠実忠実でででで

豊豊豊豊かなかなかなかな感性感性感性感性をもちをもちをもちをもち

自立自立自立自立・・・・自律自律自律自律したしたしたした看護師看護師看護師看護師

マネジメントラダーマネジメントラダーマネジメントラダーマネジメントラダー

クリニカルラダクリニカルラダクリニカルラダクリニカルラダー

レベルレベルレベルレベルⅤⅤⅤⅤ

レベルレベルレベルレベルⅣⅣⅣⅣ

レベルレベルレベルレベルⅢⅢⅢⅢ

レベルレベルレベルレベルⅡⅡⅡⅡ

レベルレベルレベルレベルⅠⅠⅠⅠ

《《《《潤和会記念病院看護部教育方針潤和会記念病院看護部教育方針潤和会記念病院看護部教育方針潤和会記念病院看護部教育方針》》》》

平成平成平成平成27272727年年年年3333月月月月31313131日日日日

看護部看護部看護部看護部 教育研修教育研修教育研修教育研修ナースナースナースナース部会部会部会部会

教育目的教育目的教育目的教育目的

○○○○質質質質のののの高高高高いいいい看護看護看護看護がががが提供提供提供提供できるできるできるできる看護職看護職看護職看護職をををを育成育成育成育成するするするする

○○○○感性豊感性豊感性豊感性豊かなかなかなかな看護職看護職看護職看護職をををを育成育成育成育成するするするする

教育目標教育目標教育目標教育目標

・・・・専門的知識専門的知識専門的知識専門的知識とととと確確確確かなかなかなかな技術技術技術技術でででで、、、、安全安全安全安全でででで信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる看護看護看護看護がががが提供提供提供提供できるできるできるできる

・・・・患者患者患者患者のののの尊厳尊厳尊厳尊厳とととと権利権利権利権利をををを尊重尊重尊重尊重しししし、、、、倫理倫理倫理倫理にににに基基基基づいたづいたづいたづいた看護実践看護実践看護実践看護実践ができるができるができるができる

・・・・看護専門職看護専門職看護専門職看護専門職としてとしてとしてとして主体的主体的主体的主体的なななな学習学習学習学習がががが継続継続継続継続できるできるできるできる

・・・・看護看護看護看護のののの質質質質のののの向上向上向上向上をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、研究的研究的研究的研究的なななな視点視点視点視点をもつことができるをもつことができるをもつことができるをもつことができる

・・・・感性感性感性感性をををを高高高高めめめめ、、、、人間性豊人間性豊人間性豊人間性豊かなかなかなかな看護職看護職看護職看護職をめざすをめざすをめざすをめざす

3



教育体系図教育体系図教育体系図教育体系図 平成30年11月1日

看護部 教育研修ナース部会

看護管理者看護管理者看護管理者看護管理者

マネジメントラダー

ジェネラリストジェネラリストジェネラリストジェネラリスト

スペシャリストスペシャリストスペシャリストスペシャリスト

専門専門専門専門・・・・認定看護師認定看護師認定看護師認定看護師

ケアのケアのケアのケアの受受受受けけけけ手手手手にににに合合合合うううう個別的個別的個別的個別的なななな看護看護看護看護をををを実践実践実践実践

するするするする

標準的標準的標準的標準的なななな看護計画看護計画看護計画看護計画にににに基基基基づきづきづきづき自立自立自立自立してしてしてして看護看護看護看護をををを

実践実践実践実践するするするする

基本的基本的基本的基本的なななな看護手順看護手順看護手順看護手順にににに従従従従いいいい必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて助言助言助言助言

をををを得得得得てててて看護看護看護看護をををを実践実践実践実践するするするする

自己教育自己教育自己教育自己教育

研究能力研究能力研究能力研究能力

レベルレベルレベルレベルⅠⅠⅠⅠ

レベルレベルレベルレベルⅡⅡⅡⅡ

レベルレベルレベルレベルⅢⅢⅢⅢ

ニーズをとらえるニーズをとらえるニーズをとらえるニーズをとらえる力力力力

ケアするケアするケアするケアする力力力力 協働協働協働協働するするするする力力力力

意思決定意思決定意思決定意思決定をををを支支支支えるえるえるえる力力力力

看護実践能力看護実践能力看護実践能力看護実践能力

社会人基礎力社会人基礎力社会人基礎力社会人基礎力・・・・豊豊豊豊かなかなかなかな感性感性感性感性・・・・倫理観倫理観倫理観倫理観（（（（看護観看護観看護観看護観・・・・死生観死生観死生観死生観））））

よりよりよりより複雑複雑複雑複雑なななな状況状況状況状況においてにおいてにおいてにおいて、、、、ケアのケアのケアのケアの受受受受けけけけ手手手手

にとってのにとってのにとってのにとっての最適最適最適最適なななな手段手段手段手段をををを選択選択選択選択ししししQOLQOLQOLQOLをををを高高高高

めるめるめるめる為為為為のののの看護看護看護看護をををを実践実践実践実践するするするする

幅広幅広幅広幅広いいいい視野視野視野視野でででで予測的判断予測的判断予測的判断予測的判断をををを持持持持ちちちち看護看護看護看護をををを実実実実

践践践践するするするする

レベルレベルレベルレベルⅣⅣⅣⅣ

レベルレベルレベルレベルⅤⅤⅤⅤ

組織的組織的組織的組織的

役割遂行役割遂行役割遂行役割遂行

能力能力能力能力

自己の課題を指導によって発見

し、自主的な学習に取り組むこ

とができる

自己の課題を明確化し、達成に

向けた学習活動を展開すること

ができる

自己の学習活動に積極的に取

り組むとともに、新人や看護学

生に対する指導的な役割を実践

することができる

自己のキャリア開発に関して目

指す方向に主体的な研究に取り

組み、後輩のロールモデルとな

ることができる

単独で専門領域や高度な看護

技術等についての自己教育活

動を展開することができる。看護

単位における教育的役割がとれ

る

責任の最も軽い、難易度の最も低い

軽微な組織の役割を果たす．看護チ

ームではフォロアーやチームメンバー

の役割、病棟の係としては簡単なル

ーチーンの係の役割を遂行できる

組織の一員としての役割が理解でき

部署の目標達成に向けて基準や手

順を順守した行動がとれる。日々の

看護業務においてリーダーシップがと

れる

所属する職場で、組織的役割が遂行

できる。看護チームではチームリーダ

ーやコーディネーターの役割、病棟で

の係としては、創造的能力を要求さ

れる係の役割を遂行できる

所属する職場で、特殊なまたは専門

的な能力を必要とされる役割、または

指導的役割（学生指導、教育・業務・

リスク係）を遂行できる。看護単位の

課題の明確化ができる

所属を超え、看護部や病院から求め

られる役割を遂行できる。看護単位

の課題に対し具体的解決を図れる
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新人看護師の指導体制

〇新人看護師の指導体制

屋根瓦式の教育（multi-edcation）体制で、すべての看護師が

“自分が関わり、新人看護師を育てる”という意思をもち指導を

行う。

5



入職時オリエンテーション

基礎看護技術演習

医療安全・感染管理

看護倫理・看護記録

口腔ケア・看護必要度

接遇研修

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研修

1か月フォローアップ研修

糖尿病の治療と看護

劇薬毒薬の取り扱い

院外研修

輸血と麻薬の取り扱い

フィジカルアセスメント

3か月フォローアップ研修

救急救命処置技術

6か月

フォローアップ

研修

多重課題

事故分析

危険予知トレーニング

12か月フォローアップ研修

*次年度入職前研修

（電子カルテ操作

ナースのためのマナー講座）
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口腔ケア

2021年度新入職看護師年度新入職看護師年度新入職看護師年度新入職看護師



パートナーとのパートナーとのパートナーとのパートナーとの

情報交換情報交換情報交換情報交換

２０２０２０２０：：：：００００００００

夜勤者夜勤者夜勤者夜勤者へへへへ

申申申申しししし送送送送りりりり

カンファレンスカンファレンスカンファレンスカンファレンス
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１８１８１８１８：：：：００００００００

食事介助食事介助食事介助食事介助

師長師長師長師長とリーダーとのラウンドとリーダーとのラウンドとリーダーとのラウンドとリーダーとのラウンド

看護学生看護学生看護学生看護学生からのからのからのからの報告報告報告報告

外科回診外科回診外科回診外科回診

10101010：：：：00000000

ベッドサイドケアベッドサイドケアベッドサイドケアベッドサイドケア

6666：：：：00000000

モーニングケアモーニングケアモーニングケアモーニングケア



８名の専門・認定看護師が活躍中！！８名の専門・認定看護師が活躍中！！８名の専門・認定看護師が活躍中！！８名の専門・認定看護師が活躍中！！

感染管理認定看護師

永迫 望

感染管理認定看護師感染管理認定看護師感染管理認定看護師感染管理認定看護師はははは，，，，医療施設医療施設医療施設医療施設をををを利用利用利用利用するするするする患者患者患者患者さん・ごさん・ごさん・ごさん・ご家族家族家族家族

訪問者訪問者訪問者訪問者・・・・現場現場現場現場でででで働働働働くすべてのくすべてのくすべてのくすべての人々人々人々人々をををを感染源感染源感染源感染源からからからから守守守守ることがることがることがることが主主主主なななな役役役役

割割割割となりますとなりますとなりますとなります．．．． 患者患者患者患者さんへさんへさんへさんへ安全安全安全安全なななな療養生活療養生活療養生活療養生活がががが送送送送れるようれるようれるようれるよう，，，，スタッフスタッフスタッフスタッフ

にはにはにはには安心安心安心安心してしてしてして働働働働けるけるけるける職場環境職場環境職場環境職場環境になることをになることをになることをになることを目指目指目指目指しししし，，，，毎日頑張毎日頑張毎日頑張毎日頑張ってってってって

いますいますいますいます。。。。
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感染管理認定看護師感染管理認定看護師感染管理認定看護師感染管理認定看護師はははは、、、、患者様患者様患者様患者様をををを守守守守るのはもちろんるのはもちろんるのはもちろんるのはもちろん、、、、患者様患者様患者様患者様のののの

家族家族家族家族、、、、面会者面会者面会者面会者のののの方方方方、、、、病院病院病院病院でででで働働働働くくくく職員職員職員職員、、、、学生学生学生学生などなどなどなど、、、、病院病院病院病院にににに関関関関わるわるわるわる人人人人

すべてをすべてをすべてをすべてを対象対象対象対象にににに感染管理感染管理感染管理感染管理をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。

感染感染感染感染はははは細菌細菌細菌細菌やウイルスなどやウイルスなどやウイルスなどやウイルスなど眼眼眼眼にににに見見見見えないえないえないえない敵敵敵敵とのとのとのとの戦戦戦戦いですいですいですいです。。。。そのそのそのその

敵敵敵敵をををを封封封封じじじじ込込込込めるためにめるためにめるためにめるために職員職員職員職員へへへへ指導指導指導指導をををを行行行行いいいい病院全体病院全体病院全体病院全体でででで協力協力協力協力してしてしてして感感感感

染防止染防止染防止染防止にににに努努努努められるようめられるようめられるようめられるよう、、、、日々努力日々努力日々努力日々努力していますしていますしていますしています。。。。

富山 里美

当院当院当院当院にはにはにはには、、、、特定分野特定分野特定分野特定分野でででで知識知識知識知識やややや技術技術技術技術をををを高高高高めためためためた専門専門専門専門

看護師看護師看護師看護師・・・・認定看護師認定看護師認定看護師認定看護師がががが看護看護看護看護ケアのケアのケアのケアの質質質質のののの向上向上向上向上のたのたのたのた

めめめめ活躍活躍活躍活躍していますしていますしていますしています。。。。

皮膚・排泄ケア認定看護師

松原 薫

私私私私はははは、、、、褥瘡褥瘡褥瘡褥瘡やややや創傷創傷創傷創傷のケア・ストーマケア・のケア・ストーマケア・のケア・ストーマケア・のケア・ストーマケア・排泄排泄排泄排泄ケアとケアとケアとケアと、、、、皮膚皮膚皮膚皮膚とととと排泄排泄排泄排泄にににに

ついてついてついてついて関関関関わっていますわっていますわっていますわっています。。。。褥瘡褥瘡褥瘡褥瘡やややや創傷創傷創傷創傷はははは、、、、治癒治癒治癒治癒をををを目指目指目指目指すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、日日日日

常行常行常行常行っているスキンケアやっているスキンケアやっているスキンケアやっているスキンケアや体位体位体位体位についてもについてもについてもについても一緒一緒一緒一緒にににに考考考考えていますえていますえていますえています。。。。まままま

たたたた、、、、ストーマケア・ストーマケア・ストーマケア・ストーマケア・排泄排泄排泄排泄ケアにケアにケアにケアに関関関関してはしてはしてはしては、、、、多多多多くのくのくのくの悩悩悩悩みをみをみをみを持持持持つつつつ方々方々方々方々のののの不不不不

安安安安をををを少少少少しでもしでもしでもしでも分分分分かちかちかちかち合合合合えるようにえるようにえるようにえるように、、、、話話話話をうかがいながらをうかがいながらをうかがいながらをうかがいながら、、、、一緒一緒一緒一緒にケアにケアにケアにケア

をををを行行行行いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、患者患者患者患者さんにさんにさんにさんに合合合合わせたケアわせたケアわせたケアわせたケア方法方法方法方法についてについてについてについて、、、、仕事仕事仕事仕事やややや

趣味趣味趣味趣味をををを考慮考慮考慮考慮しながらしながらしながらしながら考考考考ええええ、、、、今今今今までのまでのまでのまでの日常日常日常日常にににに近近近近づけるようにすることがづけるようにすることがづけるようにすることがづけるようにすることが

大切大切大切大切だとだとだとだと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。

がん看護専門看護師

小栁 優美子

現在現在現在現在2222人人人人にににに1111人人人人はがんにはがんにはがんにはがんに罹患罹患罹患罹患するといわれていますするといわれていますするといわれていますするといわれています。。。。しかししかししかししかし、、、、がんのがんのがんのがんの

告知告知告知告知をされたをされたをされたをされた方方方方はははは戸惑戸惑戸惑戸惑いいいい日常生活日常生活日常生活日常生活がががが困難困難困難困難なななな状況状況状況状況となりますとなりますとなりますとなります。。。。またまたまたまた、、、、

がんのがんのがんのがんの告知後告知後告知後告知後からからからから治療期治療期治療期治療期・・・・終末期終末期終末期終末期のののの段階段階段階段階までまでまでまで多多多多くのくのくのくの意志決定意志決定意志決定意志決定をををを余余余余

儀儀儀儀なくされますなくされますなくされますなくされます。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、ごごごご本人本人本人本人はじめごはじめごはじめごはじめご家族含家族含家族含家族含めてめてめてめて、、、、そのそのそのその人人人人らしらしらしらし

くくくく生活生活生活生活していくことできるようにしていくことできるようにしていくことできるようにしていくことできるように、、、、寄寄寄寄りりりり添添添添いながらいながらいながらいながら、、、、ともにともにともにともに考考考考えていきえていきえていきえていき

たいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。



佐伯 亜里沙

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

和田 美保
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緩和ケア認定看護師緩和ケア認定看護師緩和ケア認定看護師緩和ケア認定看護師

緩和緩和緩和緩和ケアはケアはケアはケアは生命生命生命生命をををを脅脅脅脅かすかすかすかす疾患疾患疾患疾患をもつをもつをもつをもつ患者患者患者患者さんやごさんやごさんやごさんやご家族家族家族家族がそのがそのがそのがその

人人人人らしくらしくらしくらしく生生生生きられるようにきられるようにきられるようにきられるように、、、、いのちにいのちにいのちにいのちに寄寄寄寄りりりり添添添添うケアをうケアをうケアをうケアを行行行行いますいますいますいます。。。。

からだだけでなくからだだけでなくからだだけでなくからだだけでなく心心心心のつらさやのつらさやのつらさやのつらさや生活生活生活生活するするするする上上上上でででで生生生生じるさまざまなじるさまざまなじるさまざまなじるさまざまな苦苦苦苦

しみにしみにしみにしみに焦点焦点焦点焦点をあてをあてをあてをあて、、、、それをそれをそれをそれを少少少少しでもしでもしでもしでも和和和和らげらげらげらげ穏穏穏穏やかにやかにやかにやかに過過過過ごせるようにごせるようにごせるようにごせるように

患者患者患者患者さんとごさんとごさんとごさんとご家族家族家族家族とととと一緒一緒一緒一緒にににに頑張頑張頑張頑張っていますっていますっていますっています。。。。

田中 香織

がん化学療法看護認定看護師

髙橋 尚子

脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中をををを発症発症発症発症したしたしたした急性期急性期急性期急性期ではではではでは、、、、神経症状神経症状神経症状神経症状とととと全身状態全身状態全身状態全身状態をををを観察観察観察観察しししし、、、、重重重重

篤化回避篤化回避篤化回避篤化回避につとめておりますにつとめておりますにつとめておりますにつとめております。。。。またまたまたまた、、、、安全安全安全安全をををを確認確認確認確認しながらしながらしながらしながら早期離床早期離床早期離床早期離床

にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、他職種他職種他職種他職種とととと協力協力協力協力してしてしてして生活生活生活生活のののの再構築再構築再構築再構築にににに向向向向けたけたけたけた日常生活動日常生活動日常生活動日常生活動

作作作作をををを支援支援支援支援してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。脳卒中発症脳卒中発症脳卒中発症脳卒中発症・・・・再発予防再発予防再発予防再発予防についてもについてもについてもについても一緒一緒一緒一緒にににに

考考考考ええええ、、、、そのそのそのその方方方方らしいらしいらしいらしい生活生活生活生活がががが送送送送れるようおれるようおれるようおれるようお手伝手伝手伝手伝いができたらといができたらといができたらといができたらと思思思思ってってってって

おりますおりますおりますおります。。。。

がんがんがんがん化学療法認定看護師化学療法認定看護師化学療法認定看護師化学療法認定看護師はははは、、、、がんがんがんがん化学療法化学療法化学療法化学療法をををを受受受受けるけるけるける患者患者患者患者とととと家家家家

族族族族をををを支支支支ええええ、、、、安全安全安全安全をををを守守守守っていくっていくっていくっていく事事事事をををを役割役割役割役割としていますとしていますとしていますとしています。。。。治療治療治療治療のののの意意意意

思決定思決定思決定思決定やややや抗抗抗抗がんがんがんがん剤剤剤剤のののの投与管理投与管理投与管理投与管理、、、、個別的個別的個別的個別的なななな症状症状症状症状マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント、、、、患患患患

者教育者教育者教育者教育などをなどをなどをなどを行行行行っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。患者様患者様患者様患者様のののの立場立場立場立場にににに立立立立ったったったった看護看護看護看護をををを

提供提供提供提供できるようできるようできるようできるよう、、、、日々努力日々努力日々努力日々努力していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中はははは治療治療治療治療でででで救命救命救命救命できてもできてもできてもできても生活行動生活行動生活行動生活行動にににに何何何何らかのらかのらかのらかの障害障害障害障害をををを抱抱抱抱えてえてえてえて

しまうしまうしまうしまう場合場合場合場合がががが多多多多くくくく、、、、日常生活支援日常生活支援日常生活支援日常生活支援がががが大部分大部分大部分大部分をををを占占占占めますめますめますめます。。。。患者様患者様患者様患者様をををを

生活生活生活生活するするするする人人人人とととと捉捉捉捉ええええ、、、、そのそのそのその人人人人らしさらしさらしさらしさ・・・・新新新新たなたなたなたな生活生活生活生活をををを少少少少しでもしでもしでもしでも取取取取りりりり戻戻戻戻せせせせ

るようるようるようるよう、、、、望望望望むむむむ姿姿姿姿はははは何何何何なのかをなのかをなのかをなのかを考考考考えながらえながらえながらえながら看護看護看護看護しておりますしておりますしておりますしております。。。。

患者様患者様患者様患者様のののの「「「「歩歩歩歩けるようになりたいけるようになりたいけるようになりたいけるようになりたい」」」」「「「「一人一人一人一人でトイレにでトイレにでトイレにでトイレに行行行行きたいきたいきたいきたい」」」」このこのこのこの

気持気持気持気持ちにちにちにちに寄寄寄寄りりりり添添添添いながらいながらいながらいながら多職種多職種多職種多職種とととと連携連携連携連携・・・・協働協働協働協働してしてしてして生活生活生活生活をををを支支支支えていえていえていえてい

きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。



看護部看護部看護部看護部

一般外来一般外来一般外来一般外来、、、、脳神経脳神経脳神経脳神経センターをセンターをセンターをセンターを含含含含めめめめ19191919のののの診療科診療科診療科診療科があがあがあがあ

りますりますりますります。。。。一般一般一般一般のののの診療部門診療部門診療部門診療部門やややや放射線治療放射線治療放射線治療放射線治療などのなどのなどのなどの治療治療治療治療

部門部門部門部門もありますもありますもありますもあります。。。。患者患者患者患者さんにさんにさんにさんに安全安全安全安全でででで安心安心安心安心してしてしてして検査検査検査検査・・・・

治療治療治療治療をををを受受受受けていただけるようにけていただけるようにけていただけるようにけていただけるように日々笑顔日々笑顔日々笑顔日々笑顔でででで頑張頑張頑張頑張ってってってって

いますいますいますいます。。。。
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看護部看護部看護部看護部ではではではでは、、、、『『『『患者患者患者患者さんにさんにさんにさんに満足満足満足満足していただけるしていただけるしていただけるしていただける

看護看護看護看護をををを提供提供提供提供するするするする』『』『』『』『職員職員職員職員がやりがいをがやりがいをがやりがいをがやりがいを持持持持ってってってって安安安安

心心心心してしてしてして働働働働きつづけられるきつづけられるきつづけられるきつづけられる』』』』をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、看護看護看護看護

サービスのサービスのサービスのサービスの質改善質改善質改善質改善、、、、ワーク・ライフ・バランスのワーク・ライフ・バランスのワーク・ライフ・バランスのワーク・ライフ・バランスの

推進等推進等推進等推進等、、、、活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。見学見学見学見学、、、、インインインイン

ターンシップおターンシップおターンシップおターンシップお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています。。。。

外外外外 来来来来

ＳＣＵ

全国全国全国全国でもでもでもでも珍珍珍珍しいしいしいしい脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中ケアユニットケアユニットケアユニットケアユニット（（（（SCU））））
ですですですです。。。。脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中のののの患者患者患者患者さんがさんがさんがさんが1日日日日でもでもでもでも早早早早くくくく

回復回復回復回復するようするようするようするよう質質質質のののの高高高高いいいい看護看護看護看護をををを目指目指目指目指していましていましていましていま

すすすす。。。。専門医専門医専門医専門医、、、、看護師看護師看護師看護師、、、、脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中ケアケアケアケア認定看護認定看護認定看護認定看護

師師師師をををを含含含含めためためためた多職種多職種多職種多職種でチームでチームでチームでチーム医療医療医療医療をををを推進推進推進推進しししし早早早早

期期期期リハにもリハにもリハにもリハにも取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。



ICUICUICUICUはははは、、、、生体生体生体生体のののの重要臓器重要臓器重要臓器重要臓器のののの急性機能不全急性機能不全急性機能不全急性機能不全にににに

対対対対するするするする治療治療治療治療やややや手術後手術後手術後手術後のののの全身管理全身管理全身管理全身管理をををを行行行行うううう中央中央中央中央

診療診療診療診療部門部門部門部門ですですですです。。。。看護師看護師看護師看護師20202020名名名名とととと集中治療専門集中治療専門集中治療専門集中治療専門

医医医医・・・・診療科医師等診療科医師等診療科医師等診療科医師等とととと協力協力協力協力しししし、、、、重点的重点的重点的重点的でででで手厚手厚手厚手厚いいいい

治療治療治療治療・・・・看護看護看護看護をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。又又又又、、、、研究研究研究研究にもにもにもにも取取取取りりりり

組組組組んでおりんでおりんでおりんでおり全国学会全国学会全国学会全国学会でででで発表発表発表発表もしていますもしていますもしていますもしています。。。。

救急外来救急外来救急外来救急外来ではではではでは、、、、365365365365日患者日患者日患者日患者さんのさんのさんのさんの受受受受けけけけ入入入入れれれれ

をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。救急車救急車救急車救急車でででで来院来院来院来院されるされるされるされる方方方方がががが

大半大半大半大半ですのでですのでですのでですので、、、、迅速迅速迅速迅速なななな診察診察診察診察とととと看護判断看護判断看護判断看護判断がががが

必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります。。。。医師医師医師医師とととと看護師看護師看護師看護師、、、、二人三脚二人三脚二人三脚二人三脚

でででで対応対応対応対応していますしていますしていますしています。。。。

手術室・中央材料室手術室・中央材料室手術室・中央材料室手術室・中央材料室

救急外来

消化器内視鏡検査消化器内視鏡検査消化器内視鏡検査消化器内視鏡検査とととと消化器内視鏡治療消化器内視鏡治療消化器内視鏡治療消化器内視鏡治療のののの介助介助介助介助とととと看護看護看護看護をををを行行行行っっっっ

ていますていますていますています。。。。安心安心安心安心してしてしてして検査検査検査検査、、、、処置処置処置処置をををを受受受受けていただけるようなけていただけるようなけていただけるようなけていただけるような環境環境環境環境

づくりにづくりにづくりにづくりに配慮配慮配慮配慮しながらしながらしながらしながら頑張頑張頑張頑張っていますっていますっていますっています。。。。経験経験経験経験をををを積積積積んでんでんでんで内視鏡技内視鏡技内視鏡技内視鏡技

師師師師のののの免許免許免許免許をををを取得取得取得取得することができますすることができますすることができますすることができます。。。。

内視鏡室内視鏡室内視鏡室内視鏡室
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手術室手術室手術室手術室ではではではでは、、、、外科外科外科外科、、、、泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科、、、、整整整整

形外科形外科形外科形外科、、、、ペインクリニックのペインクリニックのペインクリニックのペインクリニックの手術手術手術手術がががが

月平均月平均月平均月平均140140140140件程行件程行件程行件程行われていますわれていますわれていますわれています。。。。安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全なななな

手術手術手術手術がががが提供提供提供提供できるようできるようできるようできるよう、、、、手術看護手術看護手術看護手術看護のののの質向上質向上質向上質向上にににに努努努努

めていますめていますめていますめています。。。。

中央材料室中央材料室中央材料室中央材料室ではではではでは、、、、院内院内院内院内でででで試用試用試用試用するすべてのするすべてのするすべてのするすべての器器器器

材材材材のののの洗浄洗浄洗浄洗浄・・・・滅菌滅菌滅菌滅菌とととと診療材料診療材料診療材料診療材料のののの管理業務管理業務管理業務管理業務をををを担担担担ってってってって

いますいますいますいます。。。。



N3FN3FN3FN3F病棟病棟病棟病棟はははは外科外科外科外科・・・・消化器科消化器科消化器科消化器科のののの54545454床床床床ですですですです。。。。

日々忙日々忙日々忙日々忙しくしくしくしく過過過過ぎていきますがぎていきますがぎていきますがぎていきますが、、、、患者様患者様患者様患者様のののの

心心心心にににに寄寄寄寄りりりり添添添添うううう看護看護看護看護をををを目指目指目指目指しししし、、、、笑顔笑顔笑顔笑顔をををを欠欠欠欠かかかか

さないようにさないようにさないようにさないように、、、、がんばっていますがんばっていますがんばっていますがんばっています。。。。

N4FN4FN4FN4F病棟病棟病棟病棟

N5FN5FN5FN5F病棟病棟病棟病棟

N6FN6FN6FN6F病棟病棟病棟病棟

Ｎ６ＦＮ６ＦＮ６ＦＮ６Ｆ病棟は内科病棟は内科病棟は内科病棟は内科・・・・糖代謝内科糖代謝内科糖代謝内科糖代謝内科・・・・神経内神経内神経内神経内

科科科科・・・・脳外科脳外科脳外科脳外科・・・・整形外科整形外科整形外科整形外科・・・・泌尿器科外科泌尿器科外科泌尿器科外科泌尿器科外科・・・・ペペペペ

インクリニックインクリニックインクリニックインクリニックからなる混合病棟からなる混合病棟からなる混合病棟からなる混合病棟42424242床です床です床です床です

。。。。 看護師３看護師３看護師３看護師３2222名名名名・・・・看護補助者看護補助者看護補助者看護補助者7777名で急性期名で急性期名で急性期名で急性期

から終末期までの看護を提供していますから終末期までの看護を提供していますから終末期までの看護を提供していますから終末期までの看護を提供しています。。。。
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N3FN3FN3FN3F病棟病棟病棟病棟

脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科・・・・神経内科神経内科神経内科神経内科・ペインクリ・ペインクリ・ペインクリ・ペインクリ

ニックニックニックニック科科科科からなるからなるからなるからなる病床数病床数病床数病床数56床床床床のののの急急急急
性期病棟性期病棟性期病棟性期病棟ですですですです

看護師看護師看護師看護師31名名名名 看護補助者看護補助者看護補助者看護補助者12名名名名でででで
早期回復早期回復早期回復早期回復にににに向向向向けけけけ看護看護看護看護をををを提供提供提供提供してましてましてましてま

すすすす。。。。

N4Fはははは、、、、地域包括地域包括地域包括地域包括ケアケアケアケア病棟病棟病棟病棟、、、、52床床床床でででで
すすすす。。。。看護師看護師看護師看護師23名名名名、、、、看護補助者看護補助者看護補助者看護補助者10名名名名でででで
すすすす。。。。住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域へへへへ戻戻戻戻るためにるためにるためにるために退退退退

院支援院支援院支援院支援をををを他職種他職種他職種他職種とととと協働協働協働協働してしてしてして患者患者患者患者・・・・家家家家

族族族族のサポートをのサポートをのサポートをのサポートを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。



回復期リハビリテーション病棟回復期リハビリテーション病棟回復期リハビリテーション病棟回復期リハビリテーション病棟

回復期回復期回復期回復期リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション病棟病棟病棟病棟ではではではでは、、、、脳血管疾患脳血管疾患脳血管疾患脳血管疾患やややや骨折骨折骨折骨折、、、、廃用症候群廃用症候群廃用症候群廃用症候群をををを有有有有するするするする方々方々方々方々にににに対対対対してしてしてして、、、、機能障害機能障害機能障害機能障害

のののの改善改善改善改善やややや社会復帰社会復帰社会復帰社会復帰をををを目的目的目的目的としたリハビリテーションをとしたリハビリテーションをとしたリハビリテーションをとしたリハビリテーションを医師医師医師医師・・・・看護師看護師看護師看護師・リハビリテーション・リハビリテーション・リハビリテーション・リハビリテーション療法士療法士療法士療法士・・・・医療医療医療医療ソーソーソーソー

シャルワーカーシャルワーカーシャルワーカーシャルワーカー等等等等とチームとチームとチームとチーム医療医療医療医療のののの中中中中でででで在宅復帰在宅復帰在宅復帰在宅復帰にににに向向向向けてけてけてけて支援支援支援支援をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。家族指導家族指導家族指導家族指導としてとしてとしてとして介護教室介護教室介護教室介護教室

のののの開催開催開催開催もももも行行行行っていますっていますっていますっています。。。。病棟病棟病棟病棟ではではではでは、、、、多職種多職種多職種多職種とととと協働協働協働協働しししし、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい入院生活入院生活入院生活入院生活がががが送送送送れるようアクティビティれるようアクティビティれるようアクティビティれるようアクティビティ活動活動活動活動やクやクやクやク

リスマス・リスマス・リスマス・リスマス・七夕等七夕等七夕等七夕等のののの季節季節季節季節のののの行事行事行事行事をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。教育活動教育活動教育活動教育活動としてはとしてはとしてはとしては、、、、認知症認知症認知症認知症のののの勉強会等勉強会等勉強会等勉強会等をををを定期的定期的定期的定期的にににに開催開催開催開催しししし、、、、

日々日々日々日々のリハビリテのリハビリテのリハビリテのリハビリテ――――ションションションション看護看護看護看護にににに役立役立役立役立てていますてていますてていますてています。。。。

47474747床床床床のののの医療療養病棟医療療養病棟医療療養病棟医療療養病棟ですですですです。。。。

一般病棟一般病棟一般病棟一般病棟においてにおいてにおいてにおいて集中的集中的集中的集中的なななな治療治療治療治療やリハビリテーションやリハビリテーションやリハビリテーションやリハビリテーション

がががが行行行行われたわれたわれたわれた後後後後もももも、、、、医療依存度医療依存度医療依存度医療依存度のののの高高高高いいいい方方方方にににに対対対対しししし医療療医療療医療療医療療

養病棟養病棟養病棟養病棟においてにおいてにおいてにおいて継続継続継続継続したしたしたした看護看護看護看護をををを提供提供提供提供していますしていますしていますしています。。。。

長期長期長期長期のののの療養生活療養生活療養生活療養生活をををを送送送送るるるる方方方方もももも多多多多くくくく、、、、四季四季四季四季のののの行事行事行事行事やややや飾飾飾飾りりりり

つけつけつけつけ、、、、おおおお誕生会等誕生会等誕生会等誕生会等をををを行行行行いいいい生活感生活感生活感生活感をををを味味味味わっていただけるわっていただけるわっていただけるわっていただける

ようようようよう工夫工夫工夫工夫していますしていますしていますしています。。。。

緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア病棟病棟病棟病棟がががが開設開設開設開設されされされされ5555年目年目年目年目をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。24242424

のののの部屋部屋部屋部屋はすべてはすべてはすべてはすべて個室個室個室個室でででで、、、、患者患者患者患者さんやごさんやごさんやごさんやご家族家族家族家族がががが我我我我

がががが家家家家のようにのようにのようにのように過過過過ごせるごせるごせるごせる場場場場がががが提供提供提供提供できるようにできるようにできるようにできるように努努努努めめめめ

ていますていますていますています。。。。入院患者入院患者入院患者入院患者さんはさんはさんはさんは、、、、がんによるがんによるがんによるがんによる痛痛痛痛みやつみやつみやつみやつ

らいらいらいらい症状症状症状症状がありがありがありがあり、、、、そのさまざまなそのさまざまなそのさまざまなそのさまざまな苦痛苦痛苦痛苦痛をををを和和和和らげらげらげらげ、、、、患患患患

者者者者さんやごさんやごさんやごさんやご家族家族家族家族ががががそのそのそのその人人人人らしいらしいらしいらしい生活生活生活生活をおくることがをおくることがをおくることがをおくることが

出来出来出来出来るるるる様様様様にににに支支支支えていくえていくえていくえていく病棟病棟病棟病棟ですですですです。。。。

13

リハビリテーションセンター

では、ゆったりとしたスペー

スで、充実した訓練機材を

備えています。

３６５日訓練を行っています。

SSSS２２２２FFFF病棟病棟病棟病棟

SSSS４４４４FFFF病棟病棟病棟病棟

SSSS３３３３FFFF病棟病棟病棟病棟

SSSS５５５５FFFF病棟病棟病棟病棟

SSSS６６６６FFFF病棟病棟病棟病棟



「フィッシュ哲学」とは、アメリカ西海岸に実在する魚市場から広まりました。従業員達の士気

が低く、倒産寸前の魚市場でしたが、そこで働く人々が「仕事を楽しむ（遊び心を持つ）」、「相手

を喜ばせる」、「態度を選ぶ」、「関心を向ける（仕事や相手に）」という四つのマインドを持って

仕事を行ったところ、文字通り“ピチピチ”と活きのいい職場に生まれ変わったのです。

今では世界の多くの企業や医療・福祉施設で取り入れられています。

看護部看護部看護部看護部でででで取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる3つのことつのことつのことつのこと

フィッシュフィッシュフィッシュフィッシュ！！！！哲学哲学哲学哲学のののの考考考考ええええ方方方方をををを取取取取りりりり入入入入れてますれてますれてますれてます☆その１☆その１☆その１☆その１

≪フィッシュ活動の一部をご紹介します≫

４．態度を選ぶ（Choose  YoAffitude )ur

ポジティブな姿勢で出勤しましょう。

１．遊ぶ（ Play  )

楽しみながらやる仕事ははかどる

２．人を喜ばせる（Make Their Day）

患者さんやスタッフのことを考えて

行動しよう
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３．注意を向ける（ Be  There )

あなたを必要としている瞬間を

見逃さないよう、気配りをしよう

。
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このシステムは、パートナーシップ・ナーシング・システムといい、対等な

パートナー同士が2人1組で複数の患者さんを受け持ち、その成果と責任を

共有する看護方式です。福井大学医学部附属病院で開発されました。

その特徴は

◆ 新人もベテランも共に成長する

◆ 2人で担当するので、患者さんも安心

◆ 業務の効率化に繋がり、時間外の業務が少なくなる

◆ 新人や途中入職者も、常に相談相手がいるので、職場に早く慣れる

看護方式看護方式看護方式看護方式ははははPNSPNSPNSPNSをををを導入導入導入導入していますしていますしていますしています☆その２☆その２☆その２☆その２

成功成功成功成功のカギは“パートナーシップマインド”のカギは“パートナーシップマインド”のカギは“パートナーシップマインド”のカギは“パートナーシップマインド”

・相手を価値のある、尊いものとして大切に扱うこと

・信じて頼りにすること

・周りの状況をよくみて思いを巡らすこと（慮る）

COVID-19対応に向けて、

ガウンテクニック研修を個別に

実施しています！！
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WLBWLBWLBWLB ワーク・ライフ・バランスをワーク・ライフ・バランスをワーク・ライフ・バランスをワーク・ライフ・バランスを推進推進推進推進していますしていますしていますしています
☆その３☆その３☆その３☆その３

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの生活生活生活生活をををを尊重尊重尊重尊重したしたしたした

おおおお互互互互いさまいさまいさまいさま意識意識意識意識

のあるのあるのあるのある環境環境環境環境・・・・風土風土風土風土

私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、日本看護協会日本看護協会日本看護協会日本看護協会がががが実施実施実施実施するするするする「「「「看護職看護職看護職看護職のワーク・のワーク・のワーク・のワーク・

ライフ・バランスライフ・バランスライフ・バランスライフ・バランス推進事業推進事業推進事業推進事業」」」」にににに平成平成平成平成25年年年年からからからから3年間参加年間参加年間参加年間参加しししし、、、、

今年度今年度今年度今年度、、、、日本看護協会日本看護協会日本看護協会日本看護協会よりカンゴザウルスよりカンゴザウルスよりカンゴザウルスよりカンゴザウルス賞賞賞賞をいただきをいただきをいただきをいただき

ましたましたましたました。。。。

活動内容は

・WLB通信の発行
・ママクラブ、シニアクラブ

・職員満足度調査

・多様な勤務形態の導入

などなど

子育子育子育子育てパパ・ママのてパパ・ママのてパパ・ママのてパパ・ママの

応援応援応援応援・・・・支援支援支援支援


