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副院長 兼 看護部長
認定看護管理者　木村　恭子
私たちは、地域の皆様に信頼されるように、
思いやり、やさしさ、温かい心をもって看護
を提供するよう努めます。
そのために、職員ひとりひとりが笑顔で働き続
けられるような職場環境づくりを推進します。

あいさつ 育の特色教

院紹介病

ご

看護部では
1. 責任ある看護の提供
2. キャリア開発プログラムの充実
3. 働きやすい職場づくり
4. 看護学生への実習支援
　　　に積極的に取り組んでいます。

内科、精神科、脳神経内科、循環器内科、
消化器内科、内視鏡内科、小児科、外科、
呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、心臓
血管外科、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
線診断科、放射線治療科、病理診断科、麻
酔科、歯科口腔外科、緩和ケア内科、救急
科（25診療科）

診療科目

介護老人保健施設ひまわり
訪問看護ステーションいせさき

併設施設

モジュール型継続受け持ち方式

看護方式

３交替　変則２交替
勤務体制

７対１

看護配置

集合教育
看護部教育委員会で年間計画
を立てて教育を行います。

個別指導
各チームの担当者が
個別で教育を行います。

職場内
教育
各チーム

（病棟や外来など）
で教育を行います。

当病院の理念・基本方針に基づき、豊かな心

と優れた知識・技術をもって地域の皆さまに、

それぞれの健康状態にそって日常生活の自立

を目指す個別性のある看護を提供します。

護部理念看

　　 誠実で質の  高い医療

1. 入院から退院・在宅まで、

　患者の主体性を尊重し、責任ある看護を実践します。

2. 院内外の教育に積極的に参加して

　新しい知識を吸収し、看護に活かします。

3. 問題意識を持って看護研究に取り組み、患者ケアに活かします。

4. 各学校の教育課程を尊重し、看護学生の教育に努めます。

5. 魅力ある職場づくりに取り組み、

　看護実践を通して、自己実現を目指します。

本方針基

クリニカルラダーによるキャリア開発支援や
新人看護職員研修も行っています。

護者の発達モデル看

リーダーシップ研修 2

患者体験
看護観の確立

リーダーシップ研修 1
看護研究

レベルⅤ

レベルⅣ

レベルⅢ

レベルⅡ

レベルⅠ

新人

レベルⅤ

レベルⅣ

レベルⅢ

レベルⅡ

レベルⅠ

新人

看護管理看護管理 専門・認定看護師専門・認定看護師
院内看護管理者研修　役職研修

看護の優先度
看護研究

看護研究
新人看護職員研修制度
入職前説明会

•臨地実習指導者研修

•退院支援職員育成研修

•各コース研修
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人看護職員研修制度を導入しています新

患者さんの心に
寄り添える
看護師になりたい

申し送り8：30

挨拶、検温、処置9：00

カンファレンス13：30

検温、検査搬送14：00

記録整理16：30

8：45 チーム
カンファレンス

私の病棟には毎日多くの患者さんが入院します。
検査や処置も多く、とても忙しい病棟ですが、
患者さんの笑顔に励まされ、仲間に支えられ、
がんばっています。
痛みや不安を抱えた患者さんの苦痛が少しでも
軽減できるよう、思いやりと優しさを大切に、
患者さんの心に寄り添える看護師になりたいと
思います。

本制度は、安全で安心な質の高い看護を実践するための、基礎知識・技術・態度を身につけ、職場
への適応ができる看護師を育成することを目的としています。3ヶ月の研修期間をはじめ１年を
通して、新人看護職員ひとりひとりのレベルに合わせた指導を行い、プリセプターをはじめとする
スタッフ全員でサポートします。

スタッフ同士が協力して
看護が提供できるよう、
必要な情報を共有します。

担当患者さんのところに
挨拶に伺います。
その後、検温や処置を
行います。

多職種を含めて、
患者さんのケア
についてみんなで
話し合います。

検温
検査・手術など
の搬送や検温を
行います。

夜勤者に申し送りを行い、
電子カルテに看護記録を
入力します。

ナースコールに
は素早く対応し、
安全な療養環境
に努めています。

4 月　研修Ⅰ期 5月　研修Ⅱ期 6月　研修Ⅲ期
２～３人のグループで、各病棟や手術室、集中治療
室、救急センターなどをローテーションし、それぞ
れの特殊性や急性期病院の役割を学習します。

研修Ⅰ期では、基礎看護技術を習得するため
モデル人形を使って演習してから、指導者と
ともに患者さんに看護実践をしています。

研修Ⅲ期では、指導者見守りのもと、配属
チームで看護過程の展開を行っていきます。

3月
入職前研

修

スタンプラ
リー

同期入職
の仲間と

初めて

顔合わせ
、病院内

を廻りま
す。

7 月　修了式
研修期間が終わると修了式があります。
病院長より修了証書が渡され、一緒に頑張った
仲間と笑顔がこぼれます。

ローテーション研修

入職オリエンテーション
所属部署での研修

プリセプターと一緒に
1～数名の患者を
受け持ちます

これからはキャリア開発プログラムで
あなたの成長をスタッフ全員が
継続教育・指導し応援します。

入職オリエンテーション
所属部署での研修

ローテーション研修 修了式 看護部等職員自治会
納涼祭

4 5 6 7 8 9

研修Ⅰ期 研修Ⅱ期 研修Ⅲ期

宿泊研修　夜勤の独り立ち 看護部等職員自治会親睦会 自己の成長を振り返る会

10 11 12 1 2 3

棟看護師の１日の流れ病

一
年
の
流
れ

４月より３ヶ月間、新人看護職員研修制度の研修責任者を専従で務めさせて
いただきました。
４月には緊張と不安でぎこちなかった新人達でしたが、看護に真剣に取り組
み、看護師として成長していく姿を間近で見ることができ、感動を感じた期
間でした。また、新人を指導する体制が確立していることを実感できました。
１年間は研修責任者として、新人達の成長を見守っていきたいと思います。

新人看護職員研修制度　研修責任者よりのコメント
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私た
ちと一緒に夢を叶

えません
か…

平成25年度より育児のための部分休業と夜勤
専従看護師制度を導入しました。
現在、育児のための部分休業と夜勤専従看護
師制度を利用しているスタッフは、30名ほど
います。
制度を利用しているスタッ
フからは、就労支援に繋が
っているため働き続けるこ
とができるとの声が聞かれ
ています。

Ｑ：結婚して子供が産まれたらどうしよう。
Ａ：当病院では院内保育所を病院敷地内に設置しています。木曜日のみ24時間保育を実施してお
　　り、職場復帰後も安心して仕事・子育てを行うことができます。また、未就学児を持つ看護師
　　に対しては育児のための部分休業を取得することもできます。

Ｑ：長いお休みは取れますか。
Ａ：完全週休2日制となっています。夏季休暇は3日間取得する
　　ことができ、年次有給休暇と公休を組み合わせた長期休暇
　　で海外旅行を楽しむ人もたくさんいます。しっかり休んで
　　しっかり働くことができます。

Ｑ：看護部の行事は何かありますか。
Ａ：毎年、納涼祭や新年会を開催しています。また、伊勢崎市職

員共済会でディズニーリゾートバスツアーやマス釣り大会、
ミュージカル鑑賞ツアーや各クラブによる大会などに参加でき
ます。参加者はリフレッシュでき、楽しいひとときを過ごして
います。職員同士のコミュニケーションを深められる場でもあ
ります。

働きやすい職場環境作りに努めています

専門・認定看護師紹介

福利厚生

柔軟な勤務形態

認知症看護認定看護師

認知症のある方や高齢の方が、
安心で安全な入院生活を送れる
よう、患者さんの目線に合わ
せ、ニーズを探り、寄り添いな
がら支援しています。

救急看護認定看護師

突然の病気や怪我による苦痛や
不安に対して、少しでも早く苦
痛の軽減ができるような看護の
提供に努めています。

夜勤専従を利用することで、子どもの学
校行事やスポーツ等の習い事の時間を確
保することができています。それにより
仕事と育児のバランスを上手くとること
ができ、看護師として母としてメリハリ
のある毎日を過ごしています。

当病院に関わる全ての方が、感
染症にかからない様に安心して
過ごせる療養環境を目指して活
動をしています。

感染管理認定看護師 皮膚排泄ケア認定看護師

褥瘡回診や排尿ケアチームでは
創傷処置や排尿トラブルを抱え
た患者さんの援助、ストーマ外
来では知識・技術の提供、精神
的援助を行っています。

集中ケア認定看護師
慢性呼吸器疾患看護認定看護師

呼吸サポートチームとして、主
に人工呼吸器を装着している患
者さんに関わり、人工呼吸器か
ら早期に離脱できるように関
わっています。

摂食嚥下障害看護認定看護師
脳卒中リハビリテーション
看護認定看護師

唾液も上手く飲み込めず、常に
痰がからんでいる。そのような
嚥下障害の患者さんへ「口から
食べる幸せ」を目標に、摂食嚥
下サポートチームで活動してい
ます。
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をしています。
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この制度により、子育てと仕事を両立し
働き続けることができています。働く先
輩ママも多く、相談できるのはうれしい
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よく協力してくれ、環境に恵まれている
と感じます。
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