輝く未来へ
輝く笑顔で
2015 年新病院開院します！

常滑市民病院
看護師募集のご案内

心と心のふれあいのある人間的な医療がここにあります。
ひとりひとりが宝もの。あなたとの出会いを待っています。

院長ご挨拶

平成 27 年
新病院開院です！

看護部長ご挨拶

今、看護の道を目指して一生懸命勉学に励んでいらっしゃる皆
さんに、常滑市民病院を紹介させて頂きます。
当院は約２５0 床の総合病院ですが、今は建物も古く、新しく
て設備の整った大きな病院と比べると見劣りするのは否定しま
せん。しかし、内容的には大病院に負けないレベルを追求して、
毎日頑張っています。位置づけとしては二次病院ですが、内容は
三次に近い二次＋αの病院だと自負しています。医局は大きな一
つの部屋になっていて、科を越えて連携が良いのも特徴だと思い
ます。問題症例があれば、内科外科の垣根無く、皆で検討しよう
いう雰囲気があります。まとまりが良いから、少ない医師数にも
かかわらず年間２０００件近い救急車を断らずに受け入れて、常
滑市の地域医療を支えることが出来ていると思います。
決して派手ではありませんが、皆で協力してこつこつ、しっか
りと良い医療を提供しています。
皆さんが私たちと一緒になって、常滑市の地域医療を担って頂
けたら、こんなにうれしいいことはありません。ぜひ一度当院を
見に来てください。
院長 中山 隆

常滑市民病院看護部は、「おもてなしの心」を大切にしていま
す。「おもてなしの心」とは、対象を差別することなく、「自分
を愛するように人を愛すること」であり、対等な立場で相手を尊
重し、心の交流を行うといった意味があります。
看護部では、ひとりひとりが大切にされていると感じられる職
場環境づくりを重視し、人材育成・経営改善・接遇の三本柱の目
標を立て「地域の人たちに愛される市民病院」を目指しています。
人材育成では、新人看護師のﾛｰﾃｰｼｮﾝ研修を一早く取り入れ、ﾛｰ
ﾃｰｼｮﾝ研修終了後に新人看護師自らが職場を選ぶシステムをとっ
ています。新人看護師が職場を選ぶシステムは、新人看護師たち
に好評であると同時に、各職場も新人看護師に選ばれたい為、職
場環境を整えるといった相乗効果をあげています。
人間関係のよい職場を基盤としてこそ、看護師たちは患者様の
心に寄り添い共感し心温かな看護ができます。自院では、ｱｯﾄﾎｰﾑ
な職場環境を背景に看護師の定着力もよく、7:1 看護も所得して
います。中規模病院の良さでもある、顔が見え、自分の思いを提
言でき共に成長し合える環境の中で一緒に働きませんか?
認定看護後管理者

久米淳子

看護部理念
おもてなしの心と看護の心で地域の人たちを大切にし
安全で安心できる看護を提供します。

求める看護師像
地域医療を担う常滑市民病院は、いかなる領域（急性期・慢性期・回復期・ターミナル期）
においても、基本となる専門知識と技術を応用して役割発揮できる看護師（ジェネラリス
トナース）と先進医療にも対応できる専門的な臨床実践能力の高い看護師（スペシャリス
トナース）を求めています。

看護部行動指針
①

患者様を尊重し、個々のニードに応じた心の
こもった看護を提供します。

②

安心・安全で質の高い看護ｻｰﾋﾞｽを提供するため、
人間的成長と能力開発（自己啓発）に努めます。

③

チーム医療を推進し、地域との連携をはかり、
継続した看護を実践します。

④

個々のコスト意識を高め、経営改善に取り組みます。

⑤

ひとりひとりが大切にされていると感じられる
活気ある職場環境づくりに努めます。

看護単位
病棟部門（７：１看護 三交替制）

外来部門

２階病棟（産科 婦人科 小児科 耳鼻咽喉科 内分泌内科）

腎センター

３階病棟（外科 泌尿器科）

手術室

東４階病棟（腎臓内科 呼吸器内科）

外来

西４階病棟（循環器内科 血液内科 消化器内科）
5 階病棟（脳外科 神経内科）

病院理念

看護部キャリア開発概念図

看護部理念

感染管理認定看護師

当院の看護部は、看護専門職としての新人から現任まで
すべての看護師の成長を支援するために
充実した教育プログラムを実施しています。
看護部長

がん化学療法看護認定看護師

マネージメントコース

;

スペシャリストコース
管理者
監督者

認定看護師
専門看護師

皮膚・排泄ケア認定看護師

ジェネラリストコース

看護研究
看護教育

中村ふじ枝

医療安全は、医療の質に係る重要な課題で
す。医療事故を防止するにあたり、個人を
責めるのではなく、安全確保のためのシス
テム改革を実行していきます。医療の質を
向上させ医療の安心・安全を推進するため
に組織横断的な活動をしています。
退院調整看護師長

長屋博美

様々な病気や背景に問題を抱えた患者
さんが入院し、いざ自宅へ帰る時に問題
を解決しないと復帰できない現状に突
き当たります。入院した段階で早くキャ
ッチして、患者・家族にとって最もよい
解決策を見出しながら退院調整を行っ
ています。

院外研修
日本看護協会
愛知県看護協会
全国自治体病院
日本病院会
その他各種学会

目標管理に連動キャリア研修コース

Step4

管理研修：卒後７年目以上

などの主催による
・看護管理研修
・認定看護師
教育能力と感性を磨くコース
・臨地実習指導

Step3

卒後５・６年目以上研修

リーダーシップを高めるコース

Step2

卒後３年目以上研修

臨床実践の基礎となるコース

Step１

新人・卒後２年目研修

院内・院外発表
※外部講師による支援あり

医療安全・感染研修

院内教育

松浦美都

当院では様々な認定看護師が活躍して
います。認定看護師が活躍するには、
医師を始めスタッフの協力があってこ
そ、その力を発揮することができます。
その協力体制や環境はとても充実し、
患者個々のニーズに応じたケアを提供
する事にも繋がっています。

がん性疼痛看護認定看護師

看護研究

松本昌樹

院内の褥瘡をはじめとした創傷管理、スト
ーマ保有者、失禁のある患者の看護や教育
を含めたスタッフ指導を行っています。ス
キンケアを中心とするこの分野は臨床で多
く起こり展開も速いです。日々、高い知識
と技術によってより良いサービスを提供し
ています。
皮膚・排泄ケア認定看護師

医療安全看護担当看護師

原田拓也

先日がん化学療法看護認定看護師教育課程を修了
し、治療効果は最大に、副作用は最小に抑える看護
を学んできました。化学療法は効果を期待するとど
うしても副作用が出現します。副作用の管理の良し
悪しが治療に対する気持ちに直結します。看護は 1
人ではできません。その人らしい生活を、ともに支
援していきましょう。

水谷英子

当院では、新人看護師の皆様に対し「一人ひとりが大
切に感じられる環境づくり」を合言葉に実地指導者に
よる一人ひとりに対応した新人教育を実践していま
す。今年度は、新たに各分野の認定看護師による「キ
ャリアアップ研修」を企画しました。一人ひとりが大
切にされていると感じキャリアアップを通して「看護
を一生の仕事」として歩めるようにともに成長してい
きたいと思います。

岸岡陽子

人間にとって食べる事は、楽しみ
でもあり生きていく為には欠か
せないことです。少しでも安全に
食事ができるよう、“食べる為の
口づくり”として肺炎予防と同時
にいつ食事が始まってもいい様
に口腔環境を整えています。

久米淳子

「ボロは着てても心は錦♪」ちなみに私の事ではありませ
ん。築 50 年になるレトロな当院の事です。（平成 27
年 5 月には新病院移転！万歳!!!）。私の人間観の基盤で
ある「みんな違ってみんないい」「置き換えの発想」を
活かし人材育成に力を注いでいます。新人看護師につい
ても個の歩調を大切にしています。新人看護師さん、安
心して当院へ来て下さいね。
教育担当看護師長

摂食・嚥下障害認定看護師

感染対策の重要性を職員ひとりひと
りが理解し、組織全体として取り組む
ことが出来る感染対策を目指してい
ます。最近は新しい多剤耐性菌の出現
など、ますます感染制御も難しくなっ
ていますが、みんなで力を合わせて対
応しています。

教育

認定看護管理者

牧野みゆき

尾之内赤実

患者様・ご家族としっかりと向き
合い、患者様が一日でも多く笑顔
で過ごす事ができるようにサポ
ートしています。また日々スタッ
フが、笑顔で活き活き☆諦めない
看護を提供できるようにお手伝
いしています。

新人教育プログラム

ちょっと違う！
キラッと光る新人教育！!
当院では、ローテーション研修後に
新人看護師が職場を選べます

★ローテーション研修後に新人看護師が

職場選択できるメリット★
①新人看護師側：自分で職場を選べることがモチ
ベーションアップに繋がる。苦手な部署には配
属されない安心感がある。
②受け入れ臨床側：新人看護師に選んでもらうた
めに職場環境を積極的に整える。

４～５月

集合教育
前期ローテーション研修
初体験のことばかりでドキドキ
でしたが、それまで経験できて
いなかった看護技術を習得で
き、毎日がとても新鮮な 2 ヶ月
間でした。仲間とのつながりも
深まりました！

手術室

宮島美咲

６月 配属決定
自分で職場を
選べるよ！

夜勤は個々の
成長に合わせて
始めるよ！

臨床現場での不安なことについて
話し合ったり、振り返りなどを行
います。この研修を通じて、みん
な同じようなことを感じているの
を知り、気持ちも楽になりました。

この１年間で 私はたくさ
んの患者様と 病院スタッ
フに出会い、全ての出会い
が自分自身を成長させ、ま
た支えてもら ったと思い
ます。当院に就職してよか
ったです！！ ぜひ一緒に
働きましょう！！

松田恵理

3 階病棟

吉田美里

3 階病棟

2～３月 後期ローテーション研修

夏目聖子

4 月 1 年経って…一人前？！

2 階病棟

腎センター

竹内麻美

7.9.2 月 フォローアップ研修

10 月 夜勤開始
夜勤はリーダーの責任もあり、勤
務時間もばらばらで大変ですが、
周りのスタッフに支えられなが
ら頑張っています。深夜勤は３人
体制なので、忙しい時は本当に大
変です。そんな中でも先輩は未熟
な私のフォローをしてくれます。

第一希望の腎センターに配属が
決まりました。希望した部署だか
ら、やる気満々で毎日楽しく仕事
ができます。慌ただしい毎日です
が、私自身が患者様に、いつも元
気をいただいています。

よく
頑張ったね！

西 4 階病棟

吉田沙織

配属された病棟の勤務に慣れた頃に
行う、この研修はいつもと違った雰
囲気を体験することができ、とても
新鮮です。病棟が違えば、患者層も
違うため、技術だけでなく、患者様
との関わり方も学ぶことが出来ま
す。また研修を終えてから自分の病
棟に戻ると、病棟の良さを改めて実
感することが出来ます。

新人看護師年間教育計画プログラム
4月

５月

新人オリエンテーション

６月

■フォローアップ研修①

■集合教育

■集合教育

・感染対策

・人工呼吸器の

・医療安全

などなど

８月

■集合教育

《講義・実技研修》

・静脈注射

７月

10 月

新人研修反省会

※到達目標チェックリストの点検

12 月

１月

２月

３月

■フォローアップ研修②

■フォローアップ研修②
テーマ

不足の看護って何だろう？」
※到達目標チェックリストの点検

個人レポート

「1 年を振り返って」
※到達目標チェックリストの点検

提出

テーマ
「1 年を振り返って
来年度の課題」

★各部署配属

■後期ローテーション研修

・補足学習

■前期ローテーション研修

11 月

テーマ
「臨床現場での不安・

取り扱い
・輸液ポンプ

９月

毎月 1 回新人看護師反省

先輩からの
メッセージ

当院には様々な立場で仕事もプライベートもがんばるナースが
たくさんいます。あなたの理想のナースはどんなナース？
当院であなた色のナースになってみませんか？

主任として「看護は面白い！」
５F 主任看護師

羽田野令子

ナースマン募集してます！
手術室

今までに看護師を辞めたいと悩んだことも数知れず…。
それでも、続けてこられたのは、「看護は面白い」という
ことを先輩から、そして患者様から教わり、それが根底に
あるからです。
昨年度、脳外科を主とする病棟に再編成「集団トラバー
ユ」を経験しました。不安もいっぱい、山あり谷ありの 1
年でしたが、大きな手応えも
感じました。この手応えがあ
るから、私もそしてスタッフ
も頑張れるのだと思います。
このやりがいや面白さを次へ
の取り組みに繋ぐことが「主
任として」の役割だと思いま
す。いろいろな山（？！）を
乗り越えてきた主任一同も皆
さんを待っています！！

仕事も育児もがんばります！

西 4F

３F

十数年前、入職した時の男性看護師はたっ
た２名。寂しい思いをしました。現在では、
なんと 16 名のイケメンナースマン軍団に膨
れ上がっております。軍団のみんなは女性に
負けないくらいの「思いやり」のある看護が
できるよう、日々職務を全うしています。職
業柄、女性が多い職場ですので、男性看護師
の中には自然と団結力が備わっている気が
します。いつの間にか毎年恒例になった男性
看護師限定キャンプでは、修学旅行のような
気分で旅を楽しんでいます。今後も軍団の増
員を楽しみにしております。

玉村晴美

自宅に帰ると 2 児の母。産休・育休のため 2 年半のブラ
ンクを経て、お仕事をしています。やんちゃ坊主達なので、
めまぐるしい忙しさですが、プライベートの充実が仕事の
活力となっています。逆に仕事が充実しているから、プラ
イベートも充実してくるんですよね。以前の条件では、私
は仕事復帰できませんでした。しかし今は時短や夜勤免除
など、子育てをバックアップしてくれるシステムも充実
し、病棟スタッフの理解と協力の
もと、心地よく仕事に励んでおり
ます。子育てが一段落した際には、
これから妊娠・出産・育児予定の
若手看護師さんたちが、今後も仕
事と育児の両立が図れるよう支援
していけたらと思います。

今年は実地指導者です！

高部峰行

谷川暁子

当院に入職し 10 年目になります。私がここまで看護師
を続けてこられたのは、厳しさの中にも愛情いっぱいの先
輩たちの指導と、後輩たちの頑張る姿とみんなの笑顔に支
えられているからです。そん
な温かみのある当院で働ける
ことを誇りに思っています。
今年は実地指導者として直接
新人指導に携わることになり
ました。新人指導の教育は変
わりつつありますが、看護師
として患者さんを思う気持ち
は皆一緒!! 楽しく仕事ができ
るよう、新しい仲間と頑張っ
ていきたいです。

私生活も充実してます！
2F

野村真弓

当院に勤めて 11 年になります。病棟で
3 交代勤務をしています。夏休みは 5 日も
らえて、普段も一月あたり 5 日、休みの希
望が出せます。年次休暇も年間 20 日とれ
ます。海外旅行へはソウル、香港、ハワイ、
ロス、オーランド、パリ、パラオ、グアム
サイパンなどなどへ行きました。ダイビン
グのライセンスも取得しました。各国のデ
ィズニーランドにも行きました。他にも習
い事をしてパンと料理のライセンスも取
得しました。私生活が充実してこそ仕事も
がんばれるのだと思います。ここには一緒
にがんばれる仲間がいます。私達と一緒に
遊びに仕事に励みましょう♪

当院には確かな知識と技術、そして温かい心をもった
職場の仲間がいます。あなたの理想の看護をめざして
職種の垣根を越えてあなたの成長を支援します。

他部署からの
メッセージ
当院はとにかくスタッフが
皆明るく、仲が良い！横のつ
ながりが強いので、どこに行
っても一人の患者さんのため
に、チーム一丸となって力を
出し合えます。また若手医師、
ナースマンでチームを作り、
フットサルもやっています。
笑顔のある病院で一緒に働い
てみませんか？あなたの笑顔
を待っています。
いろいろなところで「技士さ
んありがとう」と言ってくれる
看護師さんの優しい一言は、医
療機器を扱う我々にとって、心
休まる唯一の瞬間でもありま
す。スタッフが働きやすい職場
こそ、患者にとっても安心して
治療に専念できる病院なので
す。ここが当院の素晴らしいと
ころです。

いつも忙しく動き回ってい
る当院のナースですが、私た
ちリハビリスタッフにも気軽
に声を掛けてくれます。その
おかげで患者様についての情
報交換や相談をいつでも行う
ことができたり、病棟内での
リハビリにも協力してくれた
りと、助けられています。当
院の看護部は病院一の大所帯
にもかかわらず、まとまりが
あって『明るく・強く・頼も
しい』ですよ。

消化器内科医師

薬局

山中友紀子

竹田泰史

臨床工学技士

中谷 環

リハビリセンター

奥村祐子

常滑ってどんな所？

焼き物の街

私たち薬剤師は薬局だけでなく、入
院患者さんの病室にも出向き、薬の専
門家として活動しています。病棟では
医師や看護師と連携し、薬物治療がよ
り効果的にかつ安全に行われるように
努めています。患者さんの病状等を把
握するうえで、看護師さんとのコミュ
ニケーションはとても重要です。あな
たからの情報もお待ちしていますね！

セントレアはすぐ近く

放射線科は、一般撮影・ＣＴ・ＭＲＩ・血管造
影など多岐にわたる検査をしています。その中
で、看護師の皆さんとの協力がとても重要で、
日々助けてもらっています。そして、検査内容を
一緒に勉強したり、時には仕事とは関係ない話を
して、お互いの連携・チームワークを強化してい
ます。笑いの強
化にも余念があ
りません。検査
や治療が安心・
安全に、そして
不安なく行える
ように一緒にし
放射線科 堀尾祐司
ていきませんか？

検査を実施するにあたり、
患者さんの病状等を把握して
いる看護師さんとのコミュニ
ケーションはとても重要で
す。医療のニーズは高度で多
様化しています。患者さんの
目線に立ち、良質・安全・安
心な医療の提供を目指す医療
チームの一員として私たちと
一緒に働きませんか？

臨床検査センター

高木雅子

アクセス
■名鉄常滑線
常滑駅下車 徒歩 10 分
■高速道路
知多半島道路
りんくう IC より 5 分
■一般道
西知多産業道路より国道
155 号経由原松町交差点右折

常滑市民病院
〒479-8510

愛知県常滑市鯉江本町 4 丁目 5 番地

･0569-35-3170

Fax0569-34-8526

E-mail took-hp@tac-net.ne.jp
病室から海が見えます。美しい夕日は絶景です。

