


患者・家族・組織のために自分ができること、
しなければならないことを考えて行動する。

すべてのことに、心をこめて

緒方 信子

看護部方針

患者を主体とした信頼される看護を提供する。
看護部理念

看護部長あいさつHead・Heart・Handの看護で
選ばれる病院づくり

１． 患者や家族の意見を尊重しながら、
　  個々の患者に安全な療養環境を提供する。

３． 専門職として常に研鑚し、看護の研究、業績の改善を行う。
４． 他職種と信頼関係を持って協働し、病院経営に参画する。
５． 臨床は教育の場であることを認識し、看護学生・研修生の
    教育、指導を行う。

２． 看護に関する専門的知識・技術の向上を図り、
　  患者の早期自立に向けた責任ある質の高い看護を提供する。

1. 専門性の発揮で、患者の早期回復支援
2. 常に安全・安心・責任ある療養環境の提供
3. 患者個々の生活を見据えた看護実践
4. 認め合い、高め合う、魅力ある職場環境づくり

チーム医療の推進と充実
1. 多職種合同カンファレンスの強化
2. 他施設との顔が見える看護連携
3. 看護補助者との協働体制と研修の確立
4. 専門・認定看護師の活動支援

病院経営への積極的参画
1. 業務改善で効率的・効果的な看護実践
2. 質を担保した看護実践と評価
3. 確実な加算の取得

平成30年度目標

看護部ビジョン

副院長兼看護部長
認定看護管理者

　看護職が活躍する場が多様化しています。そこでは、幅広い知識と技術を持った看護
師が求められ、今後そのニーズはますます高まっていくと思います。
　本院では、看護師一人ひとりのキャリアアップを促すキャリアラダー制度を採用し、専
門職業人としての知識・技術の習得を実現。 年間を通じたシリーズ研修で、興味のある
ところを広くも、深くも学べる環境です。 そして、ジェネラリストとして幅広い知識を得た
後、認定看護師、専門看護師などスペシャリストとして活躍する看護師も多数在籍して
います。これら、さらに高度な知識・技術の習得のための実施機関への出張や大学院へ
の進学など、条件は伴いますが病院が支援することも大きな特徴の一つです。
　他にも、プリセプターシップなど新人看護師に対する教育も充実。「私には無理かも」
ではなく、「ひるまない看護師」になるために、ぜひ一歩を踏み出してください。

21

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ



■ 入職前
　オリエンテーション

知識と技術を学び、プロの看護師を目指す。
［教育制度］

新人教育プログラム

教育目的
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研修を修了した先輩からのメッセージ

島田 渚さん 佐世保市立看護専門学校卒業  入職2年目　6階東病棟

　看護師1年目の現場ではわからないことだらけの中、テキパキと、
丁寧に仕事をされている先輩方の姿を見て、「私もこんな風になれる
のかな？」と不安もありました。 しかし、プリセプターシップで先輩看
護師がサポートしてくださるので、不安は徐々に解消されました。
　先輩は私たちの成長段階も把握してくださっているので、一つのこ
とができるようになると、次は、と成長を促してくれます。 また、キャリ
アラダー制度もあり、1年目、2年目、3年目とそれぞれ目標を設定し、
それを達成できるようバックアップ体制も整っているので、より具体
的なキャリアアップが望めるのも魅力です。

佐世保市総合医療センターでは1年目から患者を受け持ちます。
サポートを受けながら看護実践・看護研修を行うことで、
1年目終了時には基本的な技術・知識・態度が身につきます。

チーム医療における看護の役割を認識し、質の高い
看護を提供できる自律した看護者を育成する。
各個人が専門職としてのキャリアアップを目指し、能力やライフスタ
イルに応じて個人目標をたて行動できることを支援します。
認定看護師・専門看護師を目指そうとする人の育成を積極的に支
援いたします。佐世保市総合医療センターはスペシャリストの活躍
の場が満載です。

4月 5月3月

◎

◎

専門性の
追究

自己
キャリア
アップ

認定制度
の充実

スペシャリスト
育成

1年目は
看護の基礎的な
知識・技術を
学びます

1年目を
無事修了！！
でも、ホントの
スタートは
これから！！

・固定チームナーシング
・電子カルテシステム
・新人職員研修

■ OJT実施・ケア見学・一部参加
■ 日勤のみ・定時に業務終了
■ 夜勤オリエンテーション：人員+１配置

■ 受持ち：前半1～2名､後半2～3名
■ 必ず教育担当者がフォロー

・院長訓示 ・医療倫理 ・病院概要 ・服務規程①
・物品管理 ・感染管理 ・接遇とマナー ・部門紹介

・組織における看護部の役割  ・服務規程③
・外来システム  ・放射線防護
・薬剤の管理  ・重症度、医療  ・看護必要度

・施設設備 ・医療安全① ・服務規程②
・地域医療機関との連携 ・部門紹介

・輸血管理  ・看護理論  ・技術演習

［内容］ ・輸液 ・シリンジポンプの取り扱い
・接遇研修

［内容］

・人工呼吸器のしくみ  ・医療安全②
・BLSトレーニング ・リフレッシュ研修

・メンタルヘルス研修  ・心電図の実際
・エンゼルケアの意義と実践  ・BLS実践

・医療安全③  ・8か月の振り返り

［内容］

・技術チェック
・医療安全④

［内容］

6月 7月 12月

■ （日勤・夜勤ともに）
　 受持ち3～5名
■ 必ず教育担当者、
　実地指導者がフォロー

■ 基本技術の取得状況に合わせ
  （日勤・夜勤ともに）受け持ちの数、
　患者の重症度等を上げていく
■ 必ず教育担当者・実地指導者の
　フォローをつける
■ ローテーション研修開始
　（12月半ば全員終了予定）

■ 独り立ち

・口腔ケア
・3ヶ月の振り返り

［内容］

［内容］

ただし、未習得の技術・1年は
1人では行わない。 技術については、
確認しながら行う。



助言を受けて基本的な
看護実践ができる

リーダーシップを発揮し、
指導的役割を担える

卓越した看護実践を行い、
組織横断的な活動ができる

自立して所属部署の
看護実践ができる

■ 認定看護管理者：1名
■ 緩和ケア認定看護師：1名
■ 皮膚・排泄ケア認定看護師：2名
  （うち1名 特定行為研修修了）
■ がん化学療法看護認定看護師：2名
■ 集中ケア認定看護師：1名
■ 感染管理認定看護師：2名
■ 小児救急看護認定看護師：1名
■ 新生児集中ケア認定看護師：1名
■ 救急看護認定看護師：1名
■ がん放射線療法看護認定看護師：1名
■ 乳がん看護認定看護師：1名

■ がん看護専門看護師：1名
■ 母性看護専門看護師：1名
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本院には認定看護師14名、
専門看護師2名が活動しています。

濵口 幸人さん緩和ケア認定看護師

　がん治療の進歩により、進行がんであっても患者さんが、がん
と共生される時間も長くなっています。こうした患者さんの生活
の質を向上させるために、苦痛の緩和に取り組んでいます。自宅
での療養を希望される患者さんには訪問診療を行い、地域との
ネットワークを推進しながら、可能な限り質の高い療養生活を送
れるようにサポートしています。

峰原 奈緒子さん母性看護専門看護師 特定行為研修修了
（創傷管理）

　産科、小児病棟、NICU、GCUを横断的に訪問し、スタッフと
一緒にケアを行ったり、カンファレンスを行います。専門看護師
には6つの役割「実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究」があ
り、これを果たすことで「外来」、「病棟」、「地域」と、途切れなく
シームレスに行えるよう取り組んでいます。

　私もそうでしたが、看護師1年目では、
「わからないところがわからない」ことも
多いと思います。なので、業務内容や技
術だけでなく、考え方や根拠を一緒に考
え、指導するよう心がけています。「なぜ」
それが必要なのかを考えることで、今後
の行動の指針になり、応用力にもつなが
ります。患者さんの思いに寄り添える看
護師になってください。

小野 比香理さん
5階西病棟

　学生の時よりも担当する患者さんの
数も増え、優先順位を考えて看護するこ
とが必要です。一人ひとりの患者さんに
合った対応や看護ができるように頑張っ
ています。私が困ったとき、不安なときに
先輩はいつも声をかけて励ましてくださ
り、アドバイスを頂きます。プリセプター
の存在は本当に心強いです。 最高のプリ
セプターです。

キャリアラダー制とは、「新人」「一人前」「中堅」「エキスパート」の
考え方を階段的に表した能力開発・評価のシステムの1つで、各段
階において期待される能力、達成度が示されます。ラダー制にする
ことで看護師は能力段階を確認しながら、必要なスキルや人材育
成を目指すことができます。

当院では認定看護師などのスペシャリストの
育成にも力を入れており「キャリアラダー制」による
専門職のキャリアアップ支援を行っています。　

新人
一人前

中堅
エキスパートⅠ

地域への貢献、
組織的な
アプローチができる

エキスパートⅡ

さらに看護師のスペシャリストを目指す。
［キャリアアップ支援］

［認定看護師］

［専門看護師］

一歩一歩
確実にステップアップしましょう

Level

Ⅰ

Level

Ⅱ

Level

Ⅳ

Level

Ⅴ

プリセプターシップとは、一人の新人
看護師に一人の先輩看護師が担当し、
マンツーマンで意図的・段階的・系統
的な指導を行います。 新人看護師のリ
アリティショックやカルチャーショック
を緩和し、安心して仕事に取り組める
ようサポートします。

一人の新人に一人の先輩が担当。
「プリセプターシップ」でしっかりサポートします。

新人

プリセプティー

神﨑 亜耶さん
5階西病棟

先輩

プリセプター

※

※

Level

Ⅲ

指導できる立場に！！でもプロへの道はまだまだこれから！
看護師

の

スペシ
ャリスト

目指し
て

頑張り
ます！

（入職21年目） （入職21年目） 森山 やよいさん
　特定行為研修修了で、従来医師が行っていたことの一部を、看
護師の業務の「診療の補助」として手順書をもとに行うことがで
きます。これにより、例えば手術で手が空かない医師を待たずに
治療を開始でき、患者さんへのメリットの他、看護師の負担軽減
にもつながります。また、病院で行っていた処置を在宅でもできる
ようになり、在宅治療の推進も期待されます。

（入職30年目）



困っているとき、悩んでいるとき、先輩たちが
頑張るあなたをきっとサポートしてくれます。［先輩の声］

山口 幸恵さん 入職3ヶ月 森 美咲さん 入職17年目松井 智子さん 入職16年目

　私は現在、ICUに所属し、主に外科の手術後や脳血管疾患
の患者さんの担当をしています。
　入職して3ヶ月のため、日々の業務を行うことで精一杯の毎
日です。ただ、「看護師にとって患者さんは大勢いらっしゃいま
すが、患者さんにとって看護師は1人」という意識を持って、で
きるだけ患者さんに寄り添えるよう心がけています。と、言うの
も、私が看護師を目指すきっかけとなったのが、自身の入院で
した。一番辛い時にそばにいてくれた看護師さん、担当ではな
くても声をかけてくださった看護師さんの存在が心強かったの
を今でも覚えています。
　以前、私が担当していた患者さんに「あなたがそばにいて、担
当してくれて良かった」と、涙を流して喜んでいただけたことが
ありました。確かに、業務は毎日が勉強で大変なことも多いの
ですが、看護師になって本当に良かったと思った瞬間でした。
　これからも、流れで行う業務ではなく、患者さんの状態に合
わせた看護を心がけていきたいと思います。
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Voice!

大変以上のやりがいを、
たくさん感じることができる仕事です。

　私は、救命救急センターの初療室で救急患者さんの対応を行
なっています。
　救命は外科や内科、婦人科などあらゆる患者さんを受け入れ
ますし、小児からお年寄りまで様々な年齢層の方がいらっしゃる
ので、その分幅広い知識が必要となります。
　交通外傷や心肺停止といった重症患者さんの受け入れ時は
慌ただしく、新人の頃は自身の技術不足、知識不足もあって対応
についていけない時もありました。しかし、先輩看護師がトレー
ニングやシミュレーション学習を行なってくださるおかげで、一つ
ずつですが知識と技術を身に付けることができています。
　今では、指示を待つのではなく、自分の意思で動けるように
なってきた、と実感できるようにもなりました。
　人の命を預かる仕事なので、それだけ責任も重たいのですが、
スタッフが「患者の命を守る」という目標に向かって一致団結し
て働くこと、それにより患者さんの救命や生活の質の向上に寄与
できることは、仕事の大きなやりがいにつながっています。

　私は、看護学生時代に体験し、感じたことを今も大切にし、看
護をする上での中心に位置づけています。それは、患者さんの
立場や目線を大事にするということ。 当時、寝たきりの患者さ
んの看護でしたが、「どうしたら寝たきりでも美味しく食事がで
きるだろう？」と、仰向けで食事をとるのを自分で体験してみた
時、それがどんなにきつく大変なことなのかを知りました。
　現在、救命救急センターの初療室に勤務し、受診や体調につ
いて相談される方の対応や救急搬送をされた方の対応をして
いますが、特に、患者さんはもちろん、ご家族への声かけ、対応
は意識しています。
　病院に来るだけでドキドキされているであろう患者さんやご
家族の方とコミュニケーションをとることで、不安や心配を少し
でも和らげることができれば、と思うからです。
　皆さんも、常に「どうして？」と疑問を持ってください。 疑問は
学ぶきっかけを作ってくれます。そして、そこから知識の幅を縦
にも横にも広げられるようになるはずです。

　学生の頃にテレビ番組で見た、出産後1ヶ月して初めて我が
子を抱き、涙する母親の隣にいたNICU看護師の姿がとても印
象的でした。「私も、こんな感動的な場に立ち会いたい」、「小さ
く産まれた赤ちゃんの命に向き合い、そのご家族に寄り添いた
い」と思ったのが看護師を目指したきっかけです。
　看護師になって2、3年目の頃、小児科で低体温療法という
重症児の看護を経験したのですが、それから10年後にそのお
子さんとお母さんにお会いし、「あの一番大変な時期に毎日の
ように担当してくれて、本当にありがとう。すごく会いたかった」
と声をかけていただきました。 お母さんの言葉とお子さんの成
長がとても嬉しくて、2人で涙して話しながら、当時、「私に何が
できるんだろう？私が担当ではなかったら、もっといい看護を
受けられるのでは？」と、迷いながらも一生懸命にケアしたこと
を思い出しました。
　これからも、患者さんだけでなく、そのご家族にも寄り添うこ
とのできる看護師を目指していきたいと思います。

人の役に立つために、
自身も成長することができる職場です。

下田 花菜さん 入職5年目

疑問を持つことが学ぶきっかけとなり、
成長へとつながっていきます。

抱える不安や心配の軽減につながる
私たちにしかできない仕事。

Senior ’s






