
看護の力で 、 立 ち 向 か う

越えていける仲間と共に

熊本市民病院看護部
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当院は『第一種感染指定医療機関』としての設備を備え

ています。感染症医療に闘わるすべての職員は、より専門

的な知聞と技術が求められます.患者さんと私たち自身

を守り、適切な看瞳を提供するために力を尽くします。

県総合周崖期母子医療センター

総合周産期母子医療センターを有レ、八イリスクの

母体や出生後すぐに医療が必要な赤ちゃんを支え

てきました.医療と看護の両面から、母子の命と心

を守ることを使命として、その役割を果たします.

大切な人を

守るために

県内陸ーの

第一種感染症指定医療栂聞

「断らなし、J、

どんなときも

.. 

地域の二次救急医疲機関

24時間・365日、救急の患者さんを受付入れる当院

にとって、看置師一人ひとりの「看謹力』は非常に重

要です.的確な看護を提供し、すべての患者さんとと

家聾に安心し頼りにしていただりることを目指し、誇

りをもって義務に従事しています.



当院の理念

市民の生命と健康を守るために、安全で良質な医擦を提供します

患者さんと服喪に向事合う病醜

縁者さん一人ひとりを大切にじ、調摩4ζ縁者e!

ん自織で考え、良質主主医療と理由目隠ケア唱['11:供

する帯電除後目指して多服審置で鎗備して1i:J提

唱~fまいまY".
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女性と子どるに慢しい摘隣

周産期母子Iii調書センターで'}\;イリスクの~'"

gきんとiJJい命司E守-o鎗点としての役割安泉た

し*す.会後絡事置の銭緩や絡事事面の1i:織にも

2主3りしてい去す.

患者サポートセンタ
がん椙験支援センター

地埠のE撮鋼聞ととるに歩む病院

耳目袋ザボートセンターを自良債じており、.唱S

e!んやご司IUlbt重苦心して聖士会復帰ができる

ように支援をしていi!a1Y".絡調農の医..隊"

と遠鏡して切れ目の1J，い底割隠そ袋倹します.

噂円盤と総合力を活かした病院

当院は(1広い量聖書院I!mE有しています.会事唱
が専門佐谷第織するととるに、~.でみれば

{tg総門事量断的な鯵療を展開し、費量遣な医療

後鍵g唱します.

災害に強い病院

11:1客員主.0書量殺を事UIIに、oJ買のSt.署長自置
や耐震世主のある雪量*彼等司I:IIItD置しました.そ
の他線々な盤備の後衡をfすい、多量災後、鯵

.~継続で4きる事担割隆司E実現しています.

看護部理念

皆様がrととでよかったaと思える看臓を行います

看陵部の特徴

肴護費事長挨拶

¥可

許可病床敏

嘗撮斡

着眼体制

動指体制

フレッシュな看自慢師たちとともに、当院らしい積憶を作りたい

良質な医療と安心な療調書生活の実現に、埋ま自援のカは欠かtきまitん.当院の者自礎自容は、埋ま黛理念

である【管績がrここで良かったJと思える糧援を行います}を実感いただ，.，るよう、理u震の司事門

性を発損事し、貨の高い糧自慢の提供に努めています.箸い埋ま簸師の方にもぜひカ司量発濁していただ

さ、一績に当院の倉Z援を作っていければと願っています.

賓館欝長嶺原縄保

388.床〈一般病床380.床、感簸症病床B~絞り柑2床、2.:6床:))

制、，~..盤..線御門1
新生児内科/小児草寺/小児循環器内務/小児心臓外務/小児外斜/産終

【外将来締円1
j質化総外務l

'
乳!l'内分浴外戦fI原吸器韓外務/婦人戦I!鐙形外務11商事事経外線/皮腐終1:泌尿暴税/

眼務1Ij:.1I国曝線/歯車専口腔外草寺/リハビリテーシヨン終

【肉将幾締円1
脳神経内斜/呼吸織内斜/潟化畿内斜1:循環様内斜/血液・腫織内斜/腎臓内務/代謝肉斜/

感染症内税1.抑制

['*'~処鯵銀樽円】
叡射線機/麻酔斜l'歎急車時/集中治療斜/病理診断税

10:1 調蹟提供方式 固定チームナーシング令受'1持'SIfIJ 輔蝿単位 12 

変則ヱ~代制目白書器 {日飴)8:30-17:15 (夜勤]19:00-9:00 (早出・遅出・ロング自動等の勤務あり〉
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EDUCATION 
新人が自分らし〈成長できる

2週間の本庁研修

本庁研修とは、地方公海員の位置づけになる当院の看護職が、熊本市役所で受ける研修です.同期入腸者とのグループワークのほか、マ

ナーや電話応対などを学びます.病院以外での研修は、医療人であると同時に社会人であるということを気づかせてくれる、大切な樋会と

なります.

本庁研修を務えて

0& KUMAMOTO CITY HOSPITAL 

看瞳師として、社会人として

成長したいと感じました

全般に灘しくも学びの多かった本庁研修ですが、特に重要と感じたのは、個人情報の管理に闘

する研修です.病院も個人情報を扱う場所であること、その重要性も含めて毘械を新たにするこ

とができました.本庁研修は、看E慶節は医療人であると同時に社会人であることを気づかせてく

れました.今後は看霞師として、そレて社会人として、成長していきたいと思います.

教育理念

自ら考え行動する、自律した看寵鴫買の育成

新率研修プログラム

も

本庁研修 医痕安全 37月フ;t口一
OR 

フィジカル フィジカル 輸血と看護

アセスメント{循環} アセスメント(神経}

ρ均$'

( 

1年間研修を実施しラダー教育と連動

入職1年目は新規採用者用の研修、2年目以降鉱キャリア開発ラダー

別プログラムに畠づいた研修を実施します.自身のラダーとキャリア

プランに応じた研a置により、省実に成長する乙とができます.

経践者採用者霞師

情報墜理 フィジカル 6ヶ月フォロー

アセスメント(陣取}

空b

6会

ぽJIIII
院内留学 看護研究 入退院支鍾
看霞過程 1年フォロー

チューターシップ

新人君寵職員に決まった相談相手(チューター)を配

置し、仕事の仕方や学習方法、悩み事などの精神面や

生活など広範囲にわたり相麟や支援を行います.

働きやすさは冒うことなし。

との環境で目指すナース像を実現したい

子育てと仕事の両立が困懇で前病院を退職するも、「看護職であり続けたい』という強い思いが

あり、当院に再就職しました.当院l孟産休・育休以外の各種休眠、院内保育所など充実した支援

があり、設備、環境、福利厚生の面でも申し分ありません.

「災害支援ナース」を目指し、この病院で働き続けたいと思います.
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CAREER SUPPORT 
一人ひとりに寄り添ったキャリアサポート

キャリア開発ラダー

新人1年目

新規

採用者

プログラム

新人敏育畿

レベル I;を

目指そう

一... 

レベル l

基本的な看醸

手順に従い必

要に応じ助言

を得て看護を

実践する
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~温::Il 1， 

レベルH レベJ!l1II

標準的な看護 ケアの受け手

計画に基づき に合う個別的

自立じて看謹 な看慢を実践

を実践する する

毘定着瞳管理者

・認定看護管理者(4名)

毘定看護師

11 

J:]~~l堕居~軍基:l'.H:l

~温司~置L主主1よ直J.~J， P~l 

11 

レベルW レベルV

幅広い視野で より複雑な状況において、ケアの

予測的判断を 受け手にとっての畳遣な手段を

もち看慢を実 選択レ、QOLを高めるための看

践する 援を実感する

専門看瞳師

・小児専門看護師(1名)

・手櫛看護認定看護師(1名) ・感染管理認定看護師(l名)

-稽尿病看護寵定看護師(1名) ・皮膚・排池ケア毘定看護師(l名)

・集中ケア認定看護師(1名) ・救急看謹認定看護師(l名)

・新生児集中ケア毘定看護師(l名) ・緩和ケア毘定看護師(2名)

・認知症看護認定謹師(l名)

-脳卒中リハビ1)テーション看護毘定看護師(l名)

管理者

より貨の商い医療サービスの

提供を目指し、チームを大切にする

2011年、寵定看謹管理者ファーストレベルを取得じま

した.今の喜びは、患者さんの満足と頼もしく成長する

職員の姿.管理者の立場からチームを見、より賓の高い

医嘩サービスの提供を目指して努力しています.

スペシヤリスト

『観拠に基づく看謹がしたい』

思いを胸に資格取得へ

新人の頃から蝉わってきた脳寧中看護.より専門性を高

めたいとの考えから認定看護師を目指レました.現在

は、担拠l己基づく看護の実践や他の看護職への指導な

ど、専門知商を活かして働く日々に充実を感じています.

ジェネラリスト

多種多様な患者さんと関わり、

一人ひとりに的確な看霞を心が付る

当院に勤務して20年.現在は救急外来で、多種な疾患や背

景を持つ患者さんと接しています.短時間で判断レ、的確な

看曹を提供することにやりがいを感じます.今後は終末期や

在宅看護などで経験を活かせればと思います.
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Cafe 院内保育措置

締固なCafeでひとときを.一般用・験員用

に分けてあるので気兼ねなく過ごせます.

SUPPORT 

看護記録

その日の受け持ち患者さんに

ついて、記録を作成します.

アットホームな職場環境で働き方改革

LIFE 

看瞳師の一目

0.-未就学児対応の保脊施設が敷地内

に.夜勤の際も預付られるので安心です.

掴

看自盟師寮完備.遠方からの就職でも心配あり

ません.入援しない職員には住宅補助あり.

I

l

-

-

内
V

入院要町入れ

~ 
O 

勤務終了

寸・

。一一一

。
¥、

¥、
¥ 

¥ 
、O

一一--0

新規入漉患者さんに鋭明を実施.

安心な入院生活の第一歩.

カン7ァレシス

特別休眠マイカー・自転車週勤可快適な休憩室と仮眠室

出動

¥
 

¥
 

¥
 

¥
 

¥
 

¥
 

¥
 。 一日の始まり.

今日も粛軍ります!

長期休醸や特別休鳳は職員の楽しみ.帰省や

圏内外の旅行など、存分に満喫しています!

駐車・註鎗場完備なので車・自転車通勤が

可能です.聴員の半数以上は車通勤です.

夜勤時の仮眠や休種用の専用室を設けてい

ます.清潔・快適な空間でしっかり休息を.

。/ /
 /

 /
 /

 /
 /

 /
 /

 /
 /

 f
 

テーマに基づきカンフアレンス.

情報共有の大切な時間.

よくある質問情報収集

夜勤λタッフからの申し送り.

しっかり情報を把握します。

ベッドサイドヘ

受け持ち患者さんのもとへ.

各種測定とともにど換拶を.

お昼休み

Q.キャυアアッフのため@重量は;1りますか?

あっという蘭にお昼.

牛後に向けてリフレッシュ.

目的に応じて様々な支援が受けられます.ただし、そのためには気持ちが大事.自分の目揮をしっかりプレゼンテーションしてください.

Q.E届先について希畠を出すとと肱できますか?固定チームナーシング+継続受付持ち制

希望調査は行いますが、必ずしも第一希望が通るわけではありません.専門臓としての革本はどとの部署でも学ぶことができます.
チームナーシシグのメリットは一人ではなく、チーム全体で患者さんやスタッフを7.71"口ーできることです.新人や中途入職者など

11 I::UMAMOTO CITV HOSPITAL 

Q.まとまった休眠を取得するとと肱可値ですか?

夏休み取得時期中怯何日か連続で休眠を取るととができます.また、計画年体制度を事入レτいます.

は、まだ一人前に業務をこなすことができないこともありますが、先輩とうまく役割を分けることで、業務がスムーズに回るように

なります.そのため、個人聞に能力差があってもチーム全体で動付ることが一番のメリットです.
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。懸奈黒野漉l磨
干862-8505 熊本市東区東町4丁目1番60号

TEL.096-365-1 71 1 (代表) FAX.096-365・1712

http://www.cityhosp.kumamoto.jp/ 鋼院サイト 看置恒輔自量サイト
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