倉敷平成病院 看護師募集案内
〜 限りないQOLを求めて 〜

― 人生の充実 ―

病 院
ホームページ

ぜっとくん

全仁会グループの
キャラクター

一人ひとりの個性を大切に

わたしたちと共に、よりよい医療へ
Quality Of Life

在宅ま
救急から

で何時いかなる時でも対応

― 限りないQOLを求めて ―

します

ひとりの 笑顔 が
みんなの 笑顔 に

倉敷平成病院の特徴
当院は「救急から在宅まで何時いかなる時でも対応します」の理念のもと、
昭和63年に脳神経疾患専門病院として開院し、以来220床（一般病床・回復期リハビリ病棟）を運営。
チームで「わかりやすいやさしい医療」を提供しています。
また、一人ひとりが、明るく充実した環境の中で、真心のこもった看護を提供できる環境にあります。
⃝入院病床………… 220床（ 一般127床、回復期リハビリ病棟91床、人間ドック２床）
⃝外来患者数…… 596.9人/日
⃝看護基準
⃝標榜科目………… 21診療科
⃝職員数………… 約1,000人
一般病棟……………………………… 看護師 7：1 看護補助 50：1
⃝平均在院日数…… 15.37日
回復期リハビリテーション病棟…… 看護師 13：1 看護補助 30：1
⃝看護職員数…… 約200人
⃝年間手術件数…… 約1,500件
⃝看護提供方式… 固定チームナーシング＋機能別
⃝看護体制……… ２交替
⃝救急搬入件数…… 2,338件/年
⃝入院患者数……… 191.2人/日

H28年度

院長よりご挨拶
当院は、平成22年に救急医療の分野で「社会医療法人」の認定を受けています。「救急から
在宅まで何時いかなる時でも対応します」の病院理念のもと、地域医療に更なる貢献をしていく
よう、職員一同「患者本位の医療」
、即ち患者さんと一体となった医療を提供できるように努めて
います。
患者さんの早い回復を目標に「患者本位４原則」を掲げ、「わかりやすいやさしい医療」を
提供し、質の高いチーム医療を追求しています。

院 長

そして、この医療を支えているのが職員です。医療は人と人とのつながりが第一です。

専門分野／整形外科

是非われわれの仲間に加わって、患者さんの「限りないQOL」を共に求めてまいりましょう。
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平川 訓 己

Hirakawa Kunitsugu

趣味はゴルフ
いつもやさしいまなざしで
指導してくださいます

倉敷平成病院 看護部理念

信頼に基づく、思いやりのある看護の実践
専門的な知識と、安全・安楽な看護技術で、
心のこもった思いやりのある看護を
責任持って提供していきます。

安全のために根拠に基づいた看護を提供します

基本方針

安心のために看護倫理に基づいた看護を提供します
連携を図り、継続した看護を提供します
専門職業人として自己研鑽に努めます

専門職としての誇りを持って、自己研鑽の努力は惜しまない ー 。
医療人としての自分を高め、信頼される看護師を目指します。
「 ７：１看護 」を実施し、救急から在宅まで、
より充実した生き方をご支援しています。

看護部長よりご挨拶
看護部では、様々なステージで、治療と生活を両立させ、よりよく生きるための思いやりの
ある支援を行い、またそのことが自己の成長につながるよう、スタッフ一人ひとりが目標を
持って看護を実践しています。
患者さんのあらゆる状況に対応できる全仁会グループのそれぞれの部門で、「ここに来て
良かった」と思っていただけるよう、切れ目のない看護の提供にも努めています。毎年11
月に行われる患者さんやご家族との勉強会を兼ねた触れ合いの場「のぞみの会」には、
1,000
人以上の方が参加していただけるまでになり、患者さんやご家族の笑顔に出会い共に喜ぶ
ことで、更に看護の質向上を目指す力をもらっています。
また、笑顔で生き生きと働き続けられる職場づくりを目指し、多様な勤務形態の導入や、
研鑽を積みやすい学習環境の整備など、個人の生活と仕事の調和を図ることにも取り組んで

看護部長

武森 三枝 子
Takemori Mieko

います。職員同士の仲間づくりを大切にして、お互いが学びあえるアットホームさも私たち
組織の自慢の1つです。
皆さんが大切にしている看護への想いを一緒に実現してみませんか。

悩み事・心配事など
何 で も 相 談 にのってくれる、
穏やかなお姉さん的存在です
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Ⅳ：リーダーシップを発揮し、
役割モデルになることが
できるレベル

教育目的

専門性の高い

❶ 全仁会が提供する医療を理解し、

看護実践が提供でき、

安全・安心な質の高い

他職種と連携を

看護サービスを提供できる

取りながら、
リーダーシップが

看護職員を育成する。

発揮できる。

❷ 常に自己研鑽・自己啓発の
姿勢で専門性を追求できる

Ⅲ：指導的役割が
発揮できるレベル

看護職員を育成する。

教育目標

専門的な看護実践が

❶ 安全・安心な療養環境の提供ができる。

提供でき、さらに、

❷ エビデンスに基づいた専門的知識と

後輩指導に発揮できる。

看護実践能力や知識を

技術、判断力をもち、問題解決ができる。

Ⅱ：自立して看護業務が

❸ 臨床実践能力を高め、積極的な姿勢で

実践できるレベル

業務に臨むことができる。

単独で看護が提供でき、

❹ 病院運営・経営に積極的に参画ができる。

チームメンバーの役割を

Ⅰ：指導を受けながら
看護業務を実践できるレベル

果たすことができる。

自立に向けた指導や教育を受けながら、

プリセプターシップ

基本的な看護を安全に

新人看護師一人ひと

実践することができる。

りに、それぞれ先輩
看護師がついて1年
間、技術的・精神的
側面からサポートし
ていきます。

各種研修

⃝入職前宿泊研修（３月）

⃝各種委員会主催研修（随時）

⃝入職時集合研修（約１週間）

褥瘡対策委員会

⃝入職後研修（１回/１〜２ヶ月）

リスクマネジメント委員会

⃝e-ラーニングによる学習（通年）

フットケア委員会

⃝ラダー申請（３月）

認知症疾患医療センター

⃝フォローアップ研修

感染対策委員会

（３ヶ月目、６ヶ月目、１年目）

わかりやすいやさしい医療
推進委員会

⃝看護セミナー（７月）
⃝神経セミナー（10月）

楽しい
院内行事

倫理委員会

⃝のぞみの会（11月）

⃝薬剤関連勉強会

⃝研究発表大会（12月）

⃝その他

⃝新入職員歓迎会（4月）
⃝倉敷天領夏まつり（7月）

看護セミナー
看護のあり方、情報提供の場として院内はもとより
地域の医療機関の意見交換・交流の場となることを
目的に、平成元年から開催。平成28年7月に第26回
を開催。最新の医療情勢を含んだタイムリーな話題
を取り上げ、看護の技術や質の向上を目的に行って
います。

基礎的な技術から
キャリアアップまで
優しくサポートします。

部・
サークル
活動

医療安全対策部 師長

立尾 且子
Tateo Katsuko

⃝全仁会新年会（1月）

⃝バレーボール部 ⃝マラソン部

⃝職員旅行／日帰り・宿泊
年間８コース

⃝野球部

⃝ウクレレ部

⃝ゴルフ部

⃝卓球部

⃝フットサル部



など
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など

オフタイムも充実！
先輩後輩の垣根を越えて
絆を深めています！
感染対策部 師長

加 納 由美
Kanoh Yumi

頼れる先輩が
たくさんいます
気軽に相談してね！

認定看護師を
患者さんの笑顔が
頑張れるもと！

K・M さん

平成27年入職
３階東（内科系急性期）病棟勤務

信頼関係で
つながった
チーム医療の実践

目指しています
共に成長して
いきましょう！

T・T さん

N・S さん

平成23年入職
４階東（回復期リハビリ）病棟勤務

平成27年入職
手術・中材室 看護師

手術室に配属になった時は不安で

私は学生の時、当院で臨地実習した

私が勤務している回復期リハビリ病

ことがきっかけで、先輩のようにたく

棟は、在宅に向けて病棟での生活その

さんの知識や技術を身につけ働きたい

ものがリハビリになります。転入当初

毎日がわからないことばかりで、覚

と思い入職しました。

は車椅子移動だった患者さんが歩ける

えることも多く大変でしたが、先輩方

急性期内科病棟に配属され2年が経

ようになり、経管栄養だった患者さん

全員でフォローしてくださるので手術

過しました。脳梗塞や脊椎圧迫骨折の

が自分でスプーンを持って食事を食べ

室にも慣れ、できることが少しずつ増

患者さんの場合、状態が落ち着けば回

られるようになり、徐々に良くなって

えていきました。

復期リハビリ病棟に転棟するので、関

いく姿を見ると嬉しくなります。笑顔

今は一人でできる手術も増え、難しい

わりが短い場合には数日のこともあり

で退院される患者さんやご家族を見送

手術の直接介助につける様になるのが

ます。そんな短い期間の中でも、患者

る時はこちらも笑顔になり、やりがい

やりがいの１つです。

さん の 変 化やニーズに敏 感に対応し、

を感じます。

「患者さんに寄り添える」看護師である
よう意識して関わっています。
日々勉強で、まだ課題は多いですが、

いっぱいでした。

病棟とは違い特殊な環境で学ぶこと

私は、皮膚・排泄ケア認定看護師を

も多くありますが、手術室で経験でき

目指しています。認定看護師だけでな

ない看護技術は定期的に病棟へ行かせ

く、いろいろな資格を取るためのサポー

てもらい経験しています。

優しく親身になって指導してくださる

ト体制は整っており、スキルアップで

命に関わることも多く、緊張感ある

先輩や同期の支えがあるから頑張れて

きる環境だと思います。リハビリ看護

ところですがオフはみんな仲良く和気

います。自己研鑽もしながら、教育体

や皮膚・排泄ケアなどに興味がある方

あいあいとしていてとても働きやすい

制のしっかりしている当院で、今後も

は一緒に勉強して資格取得を目指して

職場だと思っています。

成長していけるよう努力していきます。

みませんか！

Q
A

是非一緒に働きましょう！

職場の雰囲気や人間関係について教えてください
倉敷平成病院はチームで『わかりやすいやさしい医療』を患者さんに提供しており、病院機能評価では『多職種が協働して患者の
診療・ケアを行っている』という項目で、
「S」ランク＝最高ランクの認定を受けました。看護職員はもちろん、リハビリスタッフや介護
職員など多職種のスタッフともコミュニケーションをとり、お互いに信頼で繋がった関係で業務を行っています。
実際に見学をしていただくと、どの病棟も明るく風通しがよく、
『チームで頑張っていこう』という雰囲気が伝わってくると思います。
また若いスタッフも多いので、同世代の先輩職員もたくさんいます。
20代前半の看護師は各病棟平均12.8人在籍しており、各病棟の職員の平均年齢は28.4歳です。
（H29.4月現在）
プリセプターシップも導入しており、入職した際は新入職員の気持ちに寄り添った指導を行えるようにしています。

Q
A

夜勤は入職してどのくらいで入るのですか？また月何回程度ありますか？
夜勤に入る時期は、
『入職してからいつまでに』という期限は設けていませんので、新入職員が決まった時期に一斉に夜勤に入ること
もありません。個人差はありますが、５～６ヶ月目から夜勤に入る方が多いようです。
また回数については、慣れた方で平均月４回～５回（２交代制）です。いずれにしても初めての夜勤は不安を抱えられる方が多いので、
夜勤に入る時期、回数、先輩看護師のフォロー体制等、無理なく夜勤に入れるよう配慮をしています。
⃝認定看護師など、専門分野へのキャリアアップ支援はどのようになっていますか？
⃝病院見学会は実施していますか？
⃝寮には入れますか？
⃝子育て支援について教えてください

その他のご質問はぜひ病院HP内の
看護募集サイトへ！！
わかりやすい動画もあります♪
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明日につながる
今日があります

出勤
勤務前に少し早く

8：00

新人看護師の1日をレポート

出勤して担当患者
さんの確認をします。

O・Y さん

平成28年入職／２階病棟勤務

巡視

全員で今日一日の予定を確認して、
患者さんの大事な情報を共有します。

8：30

8：45

朝礼
・
申し送り

申し送りの後、まず患者さんの顔を見にいきます。
「おはようございます。今日は私が担当です。」
患者さんの様子を見て今日のケアの優先順位を考えます。
⃝バイタルサイン測定・全身状態の観察 ⃝診察・処置の介助
⃝検査介助 ⃝患者さんのケア ⃝点滴チェック など

報告・
先輩からの指導
11：00

患者さんの治療や看護についてカンファ
レンスをしたり、勉強会をしたりします。
週に何回かは、医師が画像を見ながら治
療方針を説明してくれます。

カンファレンス

14：00

申し送り
16：30

患者さんの様子を報告し、
必要な指導をしてもらいます。
この時に、残っているケアなど
も確認して、皆で協力できる
ようにしています。

昼食
患者さんの昼食の
お世話をします。
交代で私たちも
お昼ご飯

12：00
夜勤者へ患者さんの
状態を報告して、残った業務や記録をします。

明日も
頑張るぞ！

伝え忘れが
ないように …

業務終了

17：15

全仁会マスコットキャラクター

おつかれさまでした。
明日も患者さんのために
がんばります！

｢ぜっとくん｣

人と人、心と心を結ぶ3本のかけ橋であるように
職員公募のもと、平成25年1月に決定した全仁会グループのロゴマーク。
そのロゴマークを通じて全仁会がさらに親しみを持っていただけるよう、そして太く長く連携していけるように、
マークをモチーフにしたマスコットキャラクターが翌年誕生しました。名前は『ぜっとくん』です！
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仕事も
生 活も
安心だ
ね♪

様々な福利厚生で働きやすい職場の実現をサポート

子育て支援の充実に力を入れています

⃝医療費の補助

⃝院内保育の実施

本人受診の場合保険診療自己負担の全額を補助

⃝職員のコミュニケーション向上のため職員旅行を実施

⃝産前６週間、産後８週間の産前産後休暇取得可

日帰り・宿泊等各コース（費用の半額は病院負担）

⃝永年勤続表彰制度
⃝住宅補助有

⃝育児休業は生後１年まで取得可

勤続10年・20年・30年の方には記念品贈呈

⃝勤務年数に応じた手当支給有

夏休み等長期休暇時の一時保育・病児保育含

⃝子どもの養育のための短時間正職員制度有

勤続５年ごとに増額

子どもの養育の場合、小学校卒業まで利用可（週30時間まで短縮可能）

病院より２㎞圏内に賃貸する方対象

⃝安心して勤務できるようにマンションを用意

ママになっても
頑張れる
職場です！

病院から500m圏内に６棟
１K～１DK、23,000円～／月

⃝慶事祝金・弔辞香典の支給
⃝職員食堂

毎朝、病院の
お向かいにある公立保育

１食390円で栄養バランスのとれた
食事を提供。ごはん・味噌汁おかわり自由

園に3人で登園しています。
後ろに写っている建物は、
職場の病院です。

A・M さん

職員の健康を守っています
⃝感染対策委員会

平成16年入職／4 階東（回復期リハビリ病棟）勤務

ICT

⃝予防注射

HB、インフルエンザ、麻疹、風疹・ムンプス・水痘 など

⃝職員検診

年２回（交替勤務者）

ママからひとこと
平成16年に入職し、急性期病棟での勤務を経て結婚。平成24年に第１子を

など

出産、一年の育休取得・職場復帰後、平成26年に第２子を出産。その後１年の

充実した休日があるからこそ、日々の仕事も頑張れる

育休取得。平成27年10月に復帰し、現在に至ります。フルタイムで復帰して１
年半経ちますがその間に副主任に昇進しました。２歳と５歳の女の子、２人の子

⃝４週８休制度
⃝年末年始休暇 ⃝慶弔休暇 ⃝リフレッシュ休暇（年７日間）

育ての大変さを痛感しているのですが、子どもたちの笑顔や成長に癒されながら、
目まぐるしい日々を送っています。主人の協力はもちろん、職場の皆さんの理解

⃝有給休暇・半日有給休暇取得制度有（入職半年後より有休支給）

と協力があるからこそ今の私があると周囲に感謝です。また、子どもが小学生の

看護師奨学金制度のご案内

グループ全体では多岐にわたります。そのような多様性はキャリアライフを継続

⃝貸与額／最大月額７万円
⃝貸与期間／貸与が決定した月から、卒業する月まで

私自身が助けてもらったように、相談にのったり助言したりして、助け合いながら、

うちは時短制度もありますし、勤務部署も病棟だけでなく、外来や介護系など
させたい場合、大きな利点だと実感しています。
最近、後輩の看護師たちも出産・育休を経て病棟に復帰する方が増えています。
看護職を続けられたらと思っています。

看護師免許を取得し、規定の月数当院で勤務すると、奨学金の返済を免除。

米子

大阪

バスで
２時間30分

新幹線で
45分

岡山
電車で
15分

三井アウトレットパーク

倉敷平成病院を中心に
約２km圏内

⃝mt
便利でかわいいマス
キングテープは倉敷
が発祥なんです！

倉敷みらい公園
イオンモール倉敷

倉

敷

R

9
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銀行

ファミリー
マート

倉敷平成病院

博多

商店街

林源十郎商店
倉敷美観地区
大原美術館

ハピーズ
ピースガーデン倉敷
郵便局
CoCo壱番屋

阿智神社
三宅商店

ローズガーデン倉敷
グランドガーデン南町
銀行

ハローズ

鎌倉パスタ

観光地として
有名な倉敷は
住み心地もバツグン！

高知
車で
２時間30分

病院周辺ガイド写真提供／岡山県観光連盟

ナッシュカリー
アメリカン

セガワールド

市役所

フロレスタ

倉敷川に沿って白壁
の町並みが続く、国
指定の伝統的建造物
群保存地区。和と洋、
古さと新しさが融合
したレトロモダンな
町並みです。
⃝大原美術館
昭和５年に大原孫三郎が設立したもので、
ギリシャ神殿風の本館の中には世界画壇
の巨匠作品を多数展示。
⃝三井アウトレットパーク倉敷
倉敷駅直結の中国地方最大級の都市型ア
ウトレット。緑あふれる公園が隣接した
心安らぐショッピング空間。

倉敷市芸文館

マクドナルド

新幹線で
１時間40分

西の軽井沢ともいわれる高
原リゾート。夏はキャンプ
やトレッキング、冬はウイ
ンタースポーツと四季を通
じて楽しめます。少し足を
伸ばせば、名峰「大山」も。

スポーツクラブ

倉敷老健
倉敷在宅総合ケアセンター

サンマルク
倉敷運動公園

天満屋

駅

⃝蒜山高原

⃝倉敷美観地区

⃝渋川海岸
「日本の渚百選」にも選ば
れる海水浴場で、マリンス
ポーツの基地としても有名。
近くの王子が岳からはパラ
セーリングも楽しめます。

⃝イオンモール倉敷
約200もの専門ショップを抱える
大型ショッピングモール。
グルメ
津 山 ホ ル モンうどん、蒜 山 焼 きそ ば、
日生のカキオコなど、グランプリ上位入
賞のＢ級グルメもたくさん！

⃝デニム
倉 敷 市 児 島 は 国 産 ジーンズの
ルーツ。児島ジーンズストリー
トにはデニムの魅力が満載！
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詳しくは、
看護師募集サイトまで！

見学は随時対応しています。お気軽にお電話ください。倉敷平成病院 人事課

TEL

086-427-1111

全仁会グループ

社会医療法人 全仁会／社会福祉法人 全仁会／有限会社 医療福祉研究所ヘイセイ

倉敷平成病院
〒710-0826
TEL

救急指定

岡山県倉敷市老松町4-3-38

086-427-1111

FAX

220床

（JR倉敷駅から徒歩15分／1.2km）

086-427-8001

E-mail

heisei@heisei.or.jp

URL

http://www.heisei.or.jp/

内科・神経内科・脳神経外科・脳卒中内科・整形外科・消化器科・循環器科・呼吸器科・耳鼻咽喉科・形成外科・
皮膚科・眼科・総合診療科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科・和漢診療科・歯科

倉敷ニューロモデュレーションセンター
認知症疾患医療センター
倉敷生活習慣病センター
総合美容センター

脳神経外科（ DBS：脳深部刺激療法・SCS：脊髄刺激療法 ）

もの忘れ外来
糖尿病・代謝内科

美容外科・形成外科・婦人科・乳腺外来

平成脳ドックセンター
介護老人保健施設

倉敷老健／150名

［倉敷市老松町］

倉敷在宅総合ケアセンター
•訪問看護ステーション •予防リハビリ／40名
•ホームヘルプステーション •ケアプラン室
•ショートステイ／40名 •高齢者支援センター
•通所リハビリ／180名 •ヘイセイ鍼灸治療院
［倉敷市老松町］

複合型介護施設

ピースガーデン倉敷
•地域密着型特別養護老人ホーム／29名
•ショートステイ／28名
•グループホーム／18名
•デイサービス／65名

ケアハウス

ドリームガーデン倉敷／100名
•デイサービス ドリーム／20名
［倉敷市八軒屋］

［倉敷市白楽町］
住宅型有料老人ホーム

ローズガーデン倉敷／126戸
•ホームヘルプステーション

平成南町クリニック 内科・呼吸器科
［倉敷市南町］

サービス付き高齢者向け住宅

グランドガーデン南町／91戸
•南町ケアプラン室
•ヘルプステーション南町
•デイサービス／32名
［倉敷市南町］
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