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私たちが今一番求めているのは
“暖かい思いやりの心を持った”ナースです。

About Harasanshin history
Message

院 長　平　祐 二
病院は全職員のチームワークで仕事をしています。
ナースは中でも重要な役割を担っています。
常に病める人のそばにいるのがナースです。
従って、「病院の評価はナースによって決まる」と言っても過言ではありません。
臨床医学は日進月歩しており、ナースの働く領域もどんどん広がっています。
臨床の現場では、新しい知識を持ったナースを常に必要としています。
そして、若いナースの登場は病院に新風を吹き込み、医療現場を活性化します。
私たちが今一番求めているのは、“暖かい思いやりの心を持った”ナースです。
共に学び、共に考え、高い知識と優れた技術を身につけ、社会のために働きましょう。

Harasanshin  Concept

六代原三信が アルブルト・コロウヌより
授与された蘭方外科医免状

黒田藩藩医として代々仕えた原家は、明治維新後の廃藩置県でその任務に終止符を打つことになり
ます。十二代原三信はしばらくの間、県の医師として佐賀の乱などに従軍したあと、明治12年、外科医術
開業の免状を受け現在地に開業、明治35年、十三代原三信はその時の診療所を基盤に九州初の私立
病院（病床数30、泌尿器科）を開設します。 昭和30年、十四代原三信が医療法人三信会原病院を設立、
やがて充実した医療の必要から診療科目が広がり、昭和42年、総合病院の許可を受け、地域の基幹病院
として中核的役割をはたすことになります。 時代の変革と共に、立場は変わっても、変わらぬ「医のここ
ろ」 を受け継いで４００余年、地域の皆様に親しまれ信頼される病院であり続けたいと願っています。

400年以上、その医志は脈 と々受け継がれて…

「病人のための病院」

質の高い
医療の追求

心のこもった
サービスの実践

居心地の良い
環境の提供

基本方針

基本理念

筑前52万石の黒田長政公より黒田藩医として召抱えられる。（以来代々原三信を襲名）
六代原三信が長崎出島オランダ館に留学
オランダ人医師アルブルト・コロウヌより蘭方外科医免状を受ける
十二代原三信　福岡県より外科医術開業免状を受け、現在地に開業
十三代原三信　九州初の私立病院を設立（病床数30）
愛宕下に分院設立
鉄筋コンクリート５階建の病院を建設（病床数50）
医療法人三信会原病院設立　
総合病院認可
外来・検査室・手術室・病棟を新設（病床数216）
人工腎臓室新設　全館完成（病床数300）
外来拡張　病棟新設（病床数426）　創立100周年
オランダ国立ライデン大学より原三信理事長（十五代）へ、 
ブールハーフェ・メダル贈呈
海外研修開始（アメリカ・ドイツ）
循環器病棟新設　CCU床（病床数500）
病院名を三信会原病院から原三信病院へ改名
訪問看護ステーション「おおはま」開設 第1回原三信病院医学総会開催
医療法人明錬会　香椎原病院と合併
救急指定を取得
香椎原病院療養病棟完成
開放型病院認可　内視鏡センター開設
財団法人　日本医療機能評価機構認定取得（一般病院B）　電子カルテシステム導入
前立腺がん最新治療（HIFU）開始 画像情報システム導入
全館禁煙開始　脳神経内科開設   
乳腺外来開設　外来化学療法室設置　DPC導入　 原三信泌尿器クリニック開設
病棟再編成（病床数359）敷地内禁煙 
生活習慣病外来・物忘れ外来・神経泌尿器外来開設
日本医療機能評価機構更新認定（Ver.5.0）　密封小線源治療開始　
一般病棟入院基本料 7対1看護配置基準取得
創立百三十周年・ 腎移植外来・PD外来・腎不全外来開設
リンパ浮腫外来新設　看護部組織及び病棟クラーク所属変更
時短正職員制度開始　医療安全管理室設置
第9回 日本ヘルニア学会学術集会（福岡サンパレス･福岡国際会議場）
フットケア外来開設・ハイパーサーミア（温熱療法）外来開設
原三信病院～博多港間　送迎バス試験運行開始
日本医療機能評価機構認定取得　審査体制区分：３（Ver.6.0）
新棟建築開始
放射線治療（外照射）開始　セカンドオピニオン外来開始
外来患者支援システム運用開始
新東館、泌尿器センターオープン
がん相談支援センター設置
東館（新棟）オープン
呉服町腎クリニック巡回バス運用開始
da Vinci 手術開始
健康管理センター・内視鏡センター・日帰り手術センター リニューアルオープン
病院基本理念等変更

慶長  5年
貞享  3年

明治12年
明治35年
明治36年
昭和  5年
昭和30年
昭和42年
昭和43年
昭和44年
昭和54年
昭和61年

平成  2年
平成  3年
平成  5年
平成  7年
平成  8年
平成11年
平成12年
平成13年
平成14年
平成15年
平成17年
平成18年
平成19年

平成20年

平成21年
平成22年

平成23年
平成24年

平成25年

平成26年

平成28年
　

平成29年
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『レメリン解剖図』の女体

昭和36年

平成28年

明治29年

昭和5年

昭和44年

■ 病　  床　  数 359床 
■ 患  　者　  数 1日平均外来患者数…616名　
 1日平均入院患者数…300名　
 ［平成28年度実績］
■ 職　  員　  数 715名
 （常勤医92名、看護部431名、
 診療技術部106名、事務部86名）
 ［平成30年1月1日現在］
■ 診  療  科  目 内科／循環器科／血液内科／消化管内科／肝胆膵内科／
 呼吸器科／総合診療科／糖尿病内科／腎臓内科／
 脳神経内科／外科／胸部外科／乳腺 内分泌外科／
 整形外科／泌尿器科／性病科／婦人科／脳神経外科／
 放射線科／麻酔科／病理診断科／リハビリテーション科／
 歯科／歯科口腔外科
■ 専  門  外  来 胆石症外来／乳腺 内分泌外科外来／ストーマ創傷ケア外来／
　　　　　　　　　　　不妊外来／ED（性機能障害）外来／尿失禁外来／
 女性泌尿器科外来／神経泌尿器外来／生活習慣病外来／
 慢性腎臓病（CKD）外来／フットケア外来／移植外来／
 腎移植外来／ハイパーサーミア（温熱療法）外来／リンパ浮腫外来／
 睡眠呼吸障害外来／セカンドオピニオン外来／禁煙外来

■ 専門診療施設 ● 心臓・血管造影センター 
 ● 結石破砕センター 
 ● 外来化学療法室
 ● リハビリテーションセンター 
 ● 健康管理センター
 ● 骨髄移植用無菌室（12室） 
 ● 日帰り手術センター 
 ● 密封小線源治療室
 ● 腎センター（入院10床） 
 ● 内視鏡センター 
 ● 放射線治療・ハイパーサーミアセンター
 ● がん相談支援センター
■ 各  種  教  室 糖尿病教室、ストーマ教室

Summary of the hospital

病院概要
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 1日平均入院患者数…300名　
 ［平成28年度実績］
■ 職　  員　  数 715名
 （常勤医92名、看護部431名、
 診療技術部106名、事務部86名）
 ［平成30年1月1日現在］
■ 診  療  科  目 内科／循環器科／血液内科／消化管内科／肝胆膵内科／
 呼吸器科／総合診療科／糖尿病内科／腎臓内科／
 脳神経内科／外科／胸部外科／乳腺 内分泌外科／
 整形外科／泌尿器科／性病科／婦人科／脳神経外科／
 放射線科／麻酔科／病理診断科／リハビリテーション科／
 歯科／歯科口腔外科
■ 専  門  外  来 胆石症外来／乳腺 内分泌外科外来／ストーマ創傷ケア外来／
　　　　　　　　　　　不妊外来／ED（性機能障害）外来／尿失禁外来／
 女性泌尿器科外来／神経泌尿器外来／生活習慣病外来／
 慢性腎臓病（CKD）外来／フットケア外来／移植外来／
 腎移植外来／ハイパーサーミア（温熱療法）外来／リンパ浮腫外来／
 睡眠呼吸障害外来／セカンドオピニオン外来／禁煙外来

■ 専門診療施設 ● 心臓・血管造影センター 
 ● 結石破砕センター 
 ● 外来化学療法室
 ● リハビリテーションセンター 
 ● 健康管理センター
 ● 骨髄移植用無菌室（12室） 
 ● 日帰り手術センター 
 ● 密封小線源治療室
 ● 腎センター（入院10床） 
 ● 内視鏡センター 
 ● 放射線治療・ハイパーサーミアセンター
 ● がん相談支援センター
■ 各  種  教  室 糖尿病教室、ストーマ教室

Summary of the hospital

病院概要



Nursing  Concept

じょ
頭には専門知識、手には優れた技術、
心には“恕”の精神（恕＝思いやり）

看護部長　栁 迫  昌 美

看護部理念

社会環境の大きな変化、医療の高度化・複雑化に対応するため、今まで以上に
チームワークを大切にし、共に成長し続ける看護部でありたいと願っています。
日々、知識・技術そして、恕の精神を育み、一人一人の患者さんに誇りを持って
最高の看護を提供します。
看護師の業務は決して甘いものではありませんが、
厳しさの中に楽しさとやりがいのある職場で共に成長していきましょう。

看護要員

看護部組織は病棟8単位と外来・
手術室・日帰り手術センター・訪問看護
ステーションおおはま・健康管理セン
ター・呉服町腎クリニック・ 泌尿器クリ
ニックから成り立っています。

プライマリーナーシング
PNS(パートナーシップナーシングシステム）

看護方式

看護体制

❶
❷
❸

看護部方針

新人看護師の１年間　～入社1年目の流れ～

Schedule of One year
自律した看護師を目指して！病院全体で新人看護師を支え見守っています！

03 　04　

4  月 5  月 6  月 7  月 8  月 9  月 10  月 11  月 12  月 1  月 2  月 3  月

ポートフォリオで目標に
向かって行くぞー!!

４月下旬より所属部署での
勤務スタート！

●PNSによる看護スタート

●研修勤務開始

●夜勤の１人立ち ●プライマリー
　NSデビュー

入社3ヶ月
最初の壁が立ちはだかる！

少しは慣れてきたよ♪ 夜勤の１人立ちで
ちょっと不安・・・ 看護が楽しくなってきた★

もうすぐ先輩！
しっかり頑張ろう

ポートフォリオは
資料でいっぱい！

3H3Sの
バランス

あたま

Head
こころ

Heart

手

Hand

知識

Science
精神

Spirit

技術

Skill

誇れる看護の提供
ビジョン

「親切」・「礼儀」・「協力」
モットー

●入社式
●新入職員合宿研修
　（休暇村 志賀島）
●新入職員歓迎会

●友愛会の行事
　（ビアパーティー）

●三信祭
　（文化クラブ発表会）
●友愛会の行事
　（バスハイクなど）

●原三信病院
　医学総会

● 新人研修 医療人としての倫理観や臨床に必要なスキルなど1年目に習得すべき ことを集合教育で計画しています。OJTと連携するようフォローUPも行います。

BLS Ⅰ

教育責任者
臨床心理士による
メンタルサポート

BLS Ⅱ

人工呼吸器

教育責任者による
メンタルサポート

ラダーⅠ取得にむけた
サポート会

レベルⅠ取得！！
ケーススタディへの
取り組み開始

フィジカル
アセスメント

院内留学制度
スタート♪

教育責任者による
メンタルサポート

● 新入職員合宿研修  集合写真

ラダーⅠ取得に向け
研修中
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外部新人看護職員
臨床研修受け入れ
原三信病院看護部では、新人看護職員臨
床研修努力義務化を受け、平成24年度よ
り、近隣の病院に入職された新人看護職
員とその指導者となるプリセプターの方
を対象に教育研修を開催いたしており
ます。当院の対象者と一緒に楽しく学んで
いただきたいと考えております。

キャリア
開発ラダー
看護実践力

マネジメント能力
教育・研究

教育担当からのメッセージ教育担当からのメッセージ

平成21年より、キャリア開発ラダーを導入した教育
体制をとっています。
社会は超高齢化、医療は高度化・複雑化してきてお
り、これからの看護師には、専門性と総合力、そして
豊かな人間性が必要です。学ぶ機会を設け、また、
学びたいという思いを刺激出来るような仕組みや
サポートを考え、人間性も磨かれるような教育を
目指していきたいと考えています。

Education Program

レベルⅠを取得するための研修

教育プログラム 組織の理念・目標を基盤にキャリア開発ラダーを用いて、看護師  個々の能力開発を目指します。

指導を受けながら看護を実践する

接遇・倫理・情報管理・薬剤の取り扱いと法的
規制・ヒューマンエラー・電子カルテ・清潔操
作・転倒転落事故防止・ベッドサイドリハビリ・
コミュニケーション技術・記録の実際・防災
訓練・注射・採血・輸液・シリンジポンプの取り
扱い・インスリンの基礎知識・ポジショニング・
正しいオムツ交換・輸血・化学療法の基礎知識・
フィジカルアセスメント・救急看護Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ・
ME機器の取り扱い・酸素療法・褥瘡予防・膀胱
留置カテーテル法・ストレスマネジメント・看護
過程など

ケースレポート支援と発表会・アサー
ション・メンバーシップ・リーダー
シップ・コーチング基礎編・創傷管
理・フィジカルアセスメント・心電図
の見方・医療経済と診療報酬・がん
性疼痛における薬物療法・退院支援
など

日々の業務において指導は必要としない 後輩の指導ができる マネジメントできる

管理者ラダーの実施
平成23年度より管理者ラダーを導入し、
スタッフだけでなく管理者も学び続ける
環境を提供しています。

リーダーシップ・
看護管理・問題解決・SELL分析・
アンガーマネジメントⅢなど

コーチングスキル応用編・
アサーションⅡ・プリセプター研修・
リーダーシップ・看護研究・
アンガーマネジメントⅡなど

新人
レベル
Ⅰ

一人前
レベル
Ⅱ

中堅
レベル
Ⅲ

達人
レベル
Ⅳ

テ ー マ 目　　的

H30年度組、キックオフ！ 新人時代の１年間を仲間と協力しながら乗り越え
ていく意識をもち、 自分の役割を自覚できる

看護部の教育方針と
看護体制PNSについて

社会人として
原三信病院職員として

社会人・組織人として自覚を持ち責任を
理解することができる

個人情報保護法を理解し、モラルを持って
情報管理をする必要性を理解できる

キャリア開発ラダーを理解し、
自己啓発の必要性を理解する事ができる

大事な大事な倫理観
看護倫理について

見た目も中身もピカイチさん
接遇力を高める第一歩

 看護倫理について理解することができる

社会人基礎力って、何？ 社会人基礎力を伸ばすことの重要性を
理解することができる

原三信病院で規程されている身だしなみを知り、
社会人としての行動ができる

病院を知る　Part①
病院の収入の仕組み知ってます？

診療報酬の仕組みを理解できる

リスク感性の高い看護師になる①
ヒューマンエラー編 新人が起こしやすい事故について理解できる

電子カルテが仕事の始まり 看護情報収集のコツを学び、記録基準を基に
正しく記録できる

薬剤師から学ぼう！
薬のこと

薬剤師から学ぼう！
薬のこと

注射の達人への道
はじめの一歩

（筋肉注射・皮下注射・皮内注射）

注射薬の取り扱い時の注意点を
正しく知ることができる

筋肉・皮下・皮内注射の注意点を理解し、
実施できる

薬剤取り扱い時の危険性と法的規制を
正しく知ることができる

リスク感性の高い看護師になる②
転倒転落編

優しい体位変換

ベッドサイドリハビリ

体位変換の基本を知り、安全・安楽な
体位変換を実施できる

ベッド上臥床患者の拘縮予防の必要性と、
安心・安全な移乗の方法を知ることができる

感染Ⅰ 標準予防策について 感染予防の基本を理解することができる

転倒転落の危険性を判断し、
予防策を考えることができる

注射の達人への道
はじめの一歩 採血、静脈注射の注意点を理解し、実施できる

情報管理
個人情報の持ち出し・閲覧・
診療録開示、職員の個人情報（　　　　　）

テ ー マ 目　　的

感染Ⅱ
針刺し・血液体液暴露防止

針刺し、および血液体液暴露のリスクを
理解することができる

リフレクション 看護実践場面を深く振り返る手法を
学ぶことができる

多重課題
優先順位の考え方を理解し、
行動につなげることができる

みんなで語ろう 同期と語ることで、情報の共有・気分転換ができる

みんなで語ろう 同期と語り合い、情報の共有・気分転換ができる

スキンケアとスキンテア

褥瘡の予防法と対策立案

患者にあったスキンケアと、皮膚の損傷を
招かないケアを理解する

心地よくオムツを替える
当院のオムツシステムを理解し、患者にあった
オムツの選択、清潔不潔を理解したおむつ交換を
実践できる

褥瘡予防の必要性を理解し、予防ケアの
立案方法について学ぶ

検体のトリセツ
正しい検査が

行なわれるために

正しくつけよう！看護必要度

検査によって違う採取時の注意点や
保管方法を理解できる

フィジカルアセスメント 身体のアセスメントをするために必要な
基礎的観察の知識と技術を学ぶ

必要度と診療報酬の関係を理解し、
正しく必要度をつけることができる

消防

中材管理物品について知る

火災などの災害時に必要な知識と実施を体験する

清潔操作は完璧に！ 清潔・不潔を理解し、清潔操作をすることができる

中材物品の適切な使用方法・管理方法を
知ることができる

急変に強いナースへの道
はじめの一歩　BLSⅠ 一次救命処置を学ぶことができる

心電図恐怖症にならない
ための心電図入門

心電図の基本を学ぶことができる
代表的な危険な不整脈を理解できるストレスと上手に

付き合う方法
ストレスを溜め込まずに勤務を続ける方法を
知ることができる

急変に対応できるNsになる
BLSⅡ

一次救命処置の振り返りができ、正しく実践できる
実践テスト

アナムネ聴取と
記録の再確認 アナムネーゼ聴取を行い、情報を入力できる

テ ー マ 目　　的

酸素のトリセツ
酸素療法もいろいろ編

酸素療法について理解し、投与法による違いと
注意点、 物品の取り扱いについて理解できる

酸素のトリセツ 酸素って？ 酸素の取り扱い時の注意を理解することができる

みんなで語ろう
同期と語り合い、情報の共有・気分転換ができる 
入社3ヶ月の振り返りと、次の目標に向けた
意欲を持つことができる

やさしい吸引の方法

みんなで語ろう

口腔内・鼻腔内吸引、気管内吸引の
正しい方法を知り、安全に実践できる

メンバーシップ メンバーシップについて学び、自分の果たすべき
メンバーシップを意識できる

仲間意識を持ち、ストレスの回避方法を考える事ができる

よく使うME機器の基礎知識

糖尿病の基礎知識と
血糖測定インスリンについて

 ME機器の種類と正しい使用方法を理解する

糖尿病の基本知識を学び、正しい血糖測定と
インスリン注射を理解する

みんなで語ろう

感染Ⅳ

感染性廃棄物とリネン類の取り扱い、環境対策の
必要性を理解する
カテーテル管理時の感染予防を理解できる
これまでの感染の振り返りができる

仲間意識を持ち、ストレスの回避方法を考える事ができる
入社6ヶ月の振り返りと、次の目標に向け
前向きになることができる

導尿の手技をマスターしよう 導尿・膀胱カテーテル留置の注意点を知り、
正しく安全に実施することができる

ストレスと上手に
付き合う方法

ストレス対処を学び、自己のストレス対処を
知ることができる

がん化学療法の基礎知識 化学療法の基礎知識を理解し、安全な実施に継げる

05 　06　

感染Ⅲ
経路別予防策の実際

標準予防策に加え、接触・空気・飛まつの感染経路
を遮断するために必要な方法を理解できる

看護倫理Ⅱ 看護倫理を意識することができる

輸血 輸血の基礎知識を理解し、
安全に実施することができる

退院支援 退院支援が必要とされる背景と、当院における
退院支援のプロセスについて理解することができる

テ ー マ 目　　的

がん性疼痛の基礎知識 がん性疼痛の特徴を理解し、
正しい麻薬の管理につなげることができる

ナラティブ ナラティブレポートを書く準備ができる

みんなで語ろう
ストレスを乗り越え3月までに目標達成にむけ
意欲を持つことができる

みんなで語ろう ストレス回避に向け互いにアドバイスすることができる

看護過程を再確認 看護過程の振り返りを行い、
理解を深めることができる

経管栄養と胃瘻
基礎知識と管理

経管栄養と胃瘻の基礎知識・管理法を学び、
正しく安全な実施に繋げる

人工呼吸器をみる前に 人工呼吸器の種類と基本的知識を
身につけることができる

１年間の振り返りと看護観 １年間のチーム活動を振り返り、活動の成果を
確認できる看護観を深めることができる

看護副部長 教育担当
宮﨑 さとみ



外部新人看護職員
臨床研修受け入れ
原三信病院看護部では、新人看護職員臨
床研修努力義務化を受け、平成24年度よ
り、近隣の病院に入職された新人看護職
員とその指導者となるプリセプターの方
を対象に教育研修を開催いたしており
ます。当院の対象者と一緒に楽しく学んで
いただきたいと考えております。

キャリア
開発ラダー
看護実践力

マネジメント能力
教育・研究

教育担当からのメッセージ教育担当からのメッセージ

平成21年より、キャリア開発ラダーを導入した教育
体制をとっています。
社会は超高齢化、医療は高度化・複雑化してきてお
り、これからの看護師には、専門性と総合力、そして
豊かな人間性が必要です。学ぶ機会を設け、また、
学びたいという思いを刺激出来るような仕組みや
サポートを考え、人間性も磨かれるような教育を
目指していきたいと考えています。

Education Program

レベルⅠを取得するための研修

教育プログラム 組織の理念・目標を基盤にキャリア開発ラダーを用いて、看護師  個々の能力開発を目指します。

指導を受けながら看護を実践する

接遇・倫理・情報管理・薬剤の取り扱いと法的
規制・ヒューマンエラー・電子カルテ・清潔操
作・転倒転落事故防止・ベッドサイドリハビリ・
コミュニケーション技術・記録の実際・防災
訓練・注射・採血・輸液・シリンジポンプの取り
扱い・インスリンの基礎知識・ポジショニング・
正しいオムツ交換・輸血・化学療法の基礎知識・
フィジカルアセスメント・救急看護Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ・
ME機器の取り扱い・酸素療法・褥瘡予防・膀胱
留置カテーテル法・ストレスマネジメント・看護
過程など

ケースレポート支援と発表会・アサー
ション・メンバーシップ・リーダー
シップ・コーチング基礎編・創傷管
理・フィジカルアセスメント・心電図
の見方・医療経済と診療報酬・がん
性疼痛における薬物療法・退院支援
など

日々の業務において指導は必要としない 後輩の指導ができる マネジメントできる

管理者ラダーの実施
平成23年度より管理者ラダーを導入し、
スタッフだけでなく管理者も学び続ける
環境を提供しています。

リーダーシップ・
看護管理・問題解決・SELL分析・
アンガーマネジメントⅢなど

コーチングスキル応用編・
アサーションⅡ・プリセプター研修・
リーダーシップ・看護研究・
アンガーマネジメントⅡなど

新人
レベル
Ⅰ

一人前
レベル
Ⅱ

中堅
レベル
Ⅲ

達人
レベル
Ⅳ

テ ー マ 目　　的

H30年度組、キックオフ！ 新人時代の１年間を仲間と協力しながら乗り越え
ていく意識をもち、 自分の役割を自覚できる

看護部の教育方針と
看護体制PNSについて

社会人として
原三信病院職員として

社会人・組織人として自覚を持ち責任を
理解することができる

個人情報保護法を理解し、モラルを持って
情報管理をする必要性を理解できる

キャリア開発ラダーを理解し、
自己啓発の必要性を理解する事ができる

大事な大事な倫理観
看護倫理について

見た目も中身もピカイチさん
接遇力を高める第一歩

 看護倫理について理解することができる

社会人基礎力って、何？ 社会人基礎力を伸ばすことの重要性を
理解することができる

原三信病院で規程されている身だしなみを知り、
社会人としての行動ができる

病院を知る　Part①
病院の収入の仕組み知ってます？

診療報酬の仕組みを理解できる

リスク感性の高い看護師になる①
ヒューマンエラー編 新人が起こしやすい事故について理解できる

電子カルテが仕事の始まり 看護情報収集のコツを学び、記録基準を基に
正しく記録できる

薬剤師から学ぼう！
薬のこと

薬剤師から学ぼう！
薬のこと

注射の達人への道
はじめの一歩

（筋肉注射・皮下注射・皮内注射）

注射薬の取り扱い時の注意点を
正しく知ることができる

筋肉・皮下・皮内注射の注意点を理解し、
実施できる

薬剤取り扱い時の危険性と法的規制を
正しく知ることができる

リスク感性の高い看護師になる②
転倒転落編

優しい体位変換

ベッドサイドリハビリ

体位変換の基本を知り、安全・安楽な
体位変換を実施できる

ベッド上臥床患者の拘縮予防の必要性と、
安心・安全な移乗の方法を知ることができる

感染Ⅰ 標準予防策について 感染予防の基本を理解することができる

転倒転落の危険性を判断し、
予防策を考えることができる

注射の達人への道
はじめの一歩 採血、静脈注射の注意点を理解し、実施できる

情報管理
個人情報の持ち出し・閲覧・
診療録開示、職員の個人情報（　　　　　）

テ ー マ 目　　的

感染Ⅱ
針刺し・血液体液暴露防止

針刺し、および血液体液暴露のリスクを
理解することができる

リフレクション 看護実践場面を深く振り返る手法を
学ぶことができる

多重課題
優先順位の考え方を理解し、
行動につなげることができる

みんなで語ろう 同期と語ることで、情報の共有・気分転換ができる

みんなで語ろう 同期と語り合い、情報の共有・気分転換ができる

スキンケアとスキンテア

褥瘡の予防法と対策立案

患者にあったスキンケアと、皮膚の損傷を
招かないケアを理解する

心地よくオムツを替える
当院のオムツシステムを理解し、患者にあった
オムツの選択、清潔不潔を理解したおむつ交換を
実践できる

褥瘡予防の必要性を理解し、予防ケアの
立案方法について学ぶ

検体のトリセツ
正しい検査が

行なわれるために

正しくつけよう！看護必要度

検査によって違う採取時の注意点や
保管方法を理解できる

フィジカルアセスメント 身体のアセスメントをするために必要な
基礎的観察の知識と技術を学ぶ

必要度と診療報酬の関係を理解し、
正しく必要度をつけることができる

消防

中材管理物品について知る

火災などの災害時に必要な知識と実施を体験する

清潔操作は完璧に！ 清潔・不潔を理解し、清潔操作をすることができる

中材物品の適切な使用方法・管理方法を
知ることができる

急変に強いナースへの道
はじめの一歩　BLSⅠ 一次救命処置を学ぶことができる

心電図恐怖症にならない
ための心電図入門

心電図の基本を学ぶことができる
代表的な危険な不整脈を理解できるストレスと上手に

付き合う方法
ストレスを溜め込まずに勤務を続ける方法を
知ることができる

急変に対応できるNsになる
BLSⅡ

一次救命処置の振り返りができ、正しく実践できる
実践テスト

アナムネ聴取と
記録の再確認 アナムネーゼ聴取を行い、情報を入力できる

テ ー マ 目　　的

酸素のトリセツ
酸素療法もいろいろ編

酸素療法について理解し、投与法による違いと
注意点、 物品の取り扱いについて理解できる

酸素のトリセツ 酸素って？ 酸素の取り扱い時の注意を理解することができる

みんなで語ろう
同期と語り合い、情報の共有・気分転換ができる 
入社3ヶ月の振り返りと、次の目標に向けた
意欲を持つことができる

やさしい吸引の方法

みんなで語ろう

口腔内・鼻腔内吸引、気管内吸引の
正しい方法を知り、安全に実践できる

メンバーシップ メンバーシップについて学び、自分の果たすべき
メンバーシップを意識できる

仲間意識を持ち、ストレスの回避方法を考える事ができる

よく使うME機器の基礎知識

糖尿病の基礎知識と
血糖測定インスリンについて

 ME機器の種類と正しい使用方法を理解する

糖尿病の基本知識を学び、正しい血糖測定と
インスリン注射を理解する

みんなで語ろう

感染Ⅳ

感染性廃棄物とリネン類の取り扱い、環境対策の
必要性を理解する
カテーテル管理時の感染予防を理解できる
これまでの感染の振り返りができる

仲間意識を持ち、ストレスの回避方法を考える事ができる
入社6ヶ月の振り返りと、次の目標に向け
前向きになることができる

導尿の手技をマスターしよう 導尿・膀胱カテーテル留置の注意点を知り、
正しく安全に実施することができる

ストレスと上手に
付き合う方法

ストレス対処を学び、自己のストレス対処を
知ることができる

がん化学療法の基礎知識 化学療法の基礎知識を理解し、安全な実施に継げる
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感染Ⅲ
経路別予防策の実際

標準予防策に加え、接触・空気・飛まつの感染経路
を遮断するために必要な方法を理解できる

看護倫理Ⅱ 看護倫理を意識することができる

輸血 輸血の基礎知識を理解し、
安全に実施することができる

退院支援 退院支援が必要とされる背景と、当院における
退院支援のプロセスについて理解することができる

テ ー マ 目　　的

がん性疼痛の基礎知識 がん性疼痛の特徴を理解し、
正しい麻薬の管理につなげることができる

ナラティブ ナラティブレポートを書く準備ができる

みんなで語ろう
ストレスを乗り越え3月までに目標達成にむけ
意欲を持つことができる

みんなで語ろう ストレス回避に向け互いにアドバイスすることができる

看護過程を再確認 看護過程の振り返りを行い、
理解を深めることができる

経管栄養と胃瘻
基礎知識と管理

経管栄養と胃瘻の基礎知識・管理法を学び、
正しく安全な実施に繋げる

人工呼吸器をみる前に 人工呼吸器の種類と基本的知識を
身につけることができる

１年間の振り返りと看護観 １年間のチーム活動を振り返り、活動の成果を
確認できる看護観を深めることができる

看護副部長 教育担当
宮﨑 さとみ



お気づきでしょうか？
写真の中で左腕にラインがある白衣を
着ているのが新人看護師さんです。
ひょっとすると１年後のあなたの
姿になるかも知れません。
あなたと一緒に働けることを
楽しみに待っています。

患者さんと接する時間が多い
看護師だからこそできることは
「気づくこと」だと思います。
普段観察している中で患者さんの
小さな変化や不安に気づくことが
できれば、その方にとってのより良い
看護も提供できるはずです。
小さな変化に気づき、患者さんの
気持ちを汲み取って安心感を与えられる
看護師を目指したいと思います。

1週間の勤務モデル
（4週8休）2交代制

月 日  勤 8：50～16：50
休憩60分

火 日  勤 8：50～16：50
休憩60分

水 日  勤

休  日

休  日

8：50～16：50
休憩60分

木
夜  勤

16：30～9：00
休憩150分
（仮眠含む）金

土

日

勤務形態
1日のスケジュール

朝礼・申し送り

検温・点滴など

清潔ケア

食事の準備

休憩

カンファレンス

検温・
リーダーへの
申し送り

翌日の処置・
手術などの準備

この時間までに
患者さんの
カルテ記入を行う

8：50

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

14：30

15：00

16：50

1日の
業務終了

新人看護師の1日

Rookie Nurse Report
これからさらにキャリアを重ねる新人看護師の充実した1日とオフの素顔をレポート!?

気ままに
のんびりしたい♪

血液内科病棟
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「患者さんの変化に
　　　敏感な看護師」

どんな看護師を
目指していますか？

寝ることが好きなので、時間を気にせず
寝て過ごせることが至福の時です。
また、寝ることと同じくらい洋服も
好きなので買い物に行ったり、友達と
予定が合えば食事に出掛けることも
あります。したいことをして、
ゆっくり過ごすことで
気分転換しています。

休みの日の
過ごし方は？

外科・
婦人科
病棟

Message & Advise 先輩からのメッセージ

手術室

総合診療科・
糖尿病内科病棟

新人でも安心して働いています！

成長するにつれて
毎日が充実しています！

研修制度が
充実してます！
入社当初は不安なことや
戸惑うことが多く、毎日が
緊張の連続でした。しかし、分からない
事は先輩方やプリセプターから懇切
丁寧に指導していただき、日々充実し
た環境で勤務出来ています。また、研
修制度も充実しているため、看護師と
してのスキルアップもできる病院です。
私の病棟は脳神経外科・整形外科病
棟と２つの科があり、重症度も高く、
難しいと思うこともたくさんあります
が、多くの知識を習得できる職場で
あり、とてもやりがいを感じることの
できる病棟です。一緒に成長していけ
るよう頑張っていきましょう。

原三信病院に入職してもうすぐ１年が経とうと
しています。私は総合診療科、糖尿病内科病棟
で日々学ばせて頂いています。不安なことは沢
山ありますがプリセプターさんをはじめ、先輩
方が指導してくださりできることが段々と増え
てきました。また、日勤・夜勤共にＰＮＳ制度があ
り先輩にも相談しやすい環境です。これからも
経験を積み看護師として成長していきたいと
思います。

総合診療科・
糖尿病内科病棟

泌尿器科病棟

泌尿器科・
循環器科病棟

私は本館５階病棟の総合診療科・糖尿病内科
に所属しています。入職してから何もかもが初め
てのことで不安な気持ちと戸惑いがありまし
た。しかしプリセプターさんや先輩方から熱心
に手厚く指導していただき少しずつ出来る看
護技術や知識を身につけていくことができま
した。総合診療科は本当に様 な々疾患の患者さん
がいらっしゃるのでこれからも知識・技術を磨き
日々成長していけるように頑張っていきます。

私は泌尿器科病棟に配属になりもうすぐ１年が経ち
ます。入社したころは看護師１年目で戸惑いや不安も
多かったですが、親身になって指導して下さる先輩方・
プリセプターさんに支えられながら毎日笑顔で頑張る
ことが出来ています。病棟では周手術期の看護や化学
療法など多岐に渡る分野を勉強でき、専門性の高い看
護を実践できることに喜びや楽しさを感じています。
忙しい業務の中でも患者さんと関わる機会が多く、
とても充実した毎日を過ごせています。まだまだ未熟な
部分も多くありますが、これからも周囲への感謝の
気持ち・向上心を忘れずに頑張って行きたいと思います。

私は、循環器科と泌尿器科病棟に所属してい
ます。入社当時は分からないことが多く戸惑う
ことがありました。プリセプターさんや先輩方
の優しく手厚い指導があり知識や技術を身に
つけ成長する事が出来ました。循環器では心電
図や心臓カテーテル検査・急変の対応、泌尿
器では術前・術後の観察など学べることが
多くあります。これからも同期・先輩方に支え
られながら頑張っていきたいと思います。

頼れる同期や
先輩が沢山います！

パートナーの先輩と
二人三脚でがんばりましょう！

色々な疾患の方がいます！
一緒にスキルを高めましょう！

血液内科病棟

血液内科病棟に配属されてもうすぐ１年が経ち
ます。看護師１年目、社会人１年目で戸惑うこと
も多くありましたが、プリセプターや周りの先輩
方が一つ一つフォローしてくださり、この１年
で大きく成長することができました。まだまだ
未熟な私ですが自分の目指す看護師像に少し
でも近づくことができるよう、これからも日々
切磋琢磨していきたいと思います。一緒に
頑張っていきましょう。

毎日笑顔でがんばってます！

色んな経験ができます！

腎臓病センター

原三信に入職し、１年が経ちました。はじめは右も
左も分からない状況でしたが、分からない事は
すぐに質問できる環境や親身になって相談に乗って
くれる先輩、頼れる同期に恵まれて一年を乗り越え
ることができました。腎臓病センターでは検尿
異常から末期腎不全･腎代替療法までの幅広い医療
･看護に携わる事ができ、より専門的な知識の獲得
ができるよう研究会や研修への参加など学習でき
る環境も整っています。少しずつ出来ることが増え
ていく喜びが自信ややりがいに繋がり、これから
も成長できるように努力していきたいと思います。

フォロー体制が
しっかりしています！

専門知識が深まります！

私たちと一緒にがんばりましょう！

整形外科・
脳神経外科

病棟

呼吸器科・
脳神経内科病棟

４月に入職し１年になります。この１年、辛い
こと・嬉しかったこと沢山のことを経験して
きましたが事あるごとに病棟の先輩方が気に
かけてくださり時には患者さんからも励まし
の言葉を頂き、やりがいを感じながら仕事をし
ています。また原三信病院は教育制度も整って
おり技術面も着実に成長できる環境にありま
す。まだまだ未熟ですがこれからも理想の看
護師像に近づけるように頑張っていこうと思
います。

消化器・腎臓内科に配属となり、初めは看護
師・社会人として分からない事だらけで不安な
毎日でした。しかし、先輩方の丁寧なご指導や
患者さんに温かな心で接する姿に、技術面は
もちろん、理想の看護師像も学びました。また、
研修やプリセプター制度も充実しており、着実
に成長出来る環境が整っています。これから
も先輩方のような看護師になれるよう、思い
やりと向上心を持って日々努力していきます。

不安はすぐに安心に変わります！ 優しい先輩に支えられて
がんばってます！

入職してもうすぐ１年になります。１年前は看護
師として働けることへの嬉しさや期待ととも
に、分からないことも多く不安と緊張もあり
ました。病棟ではプリセプターをはじめとする
先輩方に丁寧な指導をしていただけるため、
安心して働くことができています。新人研修
では、日々知識・技術のスキルアップを目指し
ています。時に落ち込むこともありましたが
同期の存在に大きく支えられました。これか
らも常に学ぶ姿勢を持ち、頑張っていきます！

呼吸器科・
脳神経内科病棟

消化管内科・肝胆膵内科
腎臓内科病棟

入社してもうすぐ１年になります。手術室と
いう全く新しい環境で不安でしたが、プリセ
プターの先輩や手術室の先輩方が優しく
熱心に教えてくださり、充実した１年を過ごす
ことができました。原三信病院はみっちり
新人研修で実技や座学をしてくださるので、
手術室でも広く活用することができます。
これからも向上心を持って成長していける
よう頑張りたいと思います！

外科・婦人科病棟に配属となりもうすぐ１年が経ちます。
最初は分からない事だらけでとても不安な毎日でしたが
新人研修や先輩の御指導のもと自分のペースで成長する
ことができ、今は毎日が充実しています。毎日忙しいです
が周手術期看護や知識・技術がとても身に付きます。
これからも向上心を忘れずに毎日の業務に取り組んで
行きたいと思ってます！



お気づきでしょうか？
写真の中で左腕にラインがある白衣を
着ているのが新人看護師さんです。
ひょっとすると１年後のあなたの
姿になるかも知れません。
あなたと一緒に働けることを
楽しみに待っています。

患者さんと接する時間が多い
看護師だからこそできることは
「気づくこと」だと思います。
普段観察している中で患者さんの
小さな変化や不安に気づくことが
できれば、その方にとってのより良い
看護も提供できるはずです。
小さな変化に気づき、患者さんの
気持ちを汲み取って安心感を与えられる
看護師を目指したいと思います。

1週間の勤務モデル
（4週8休）2交代制

月 日  勤 8：50～16：50
休憩60分

火 日  勤 8：50～16：50
休憩60分

水 日  勤

休  日

休  日

8：50～16：50
休憩60分

木
夜  勤

16：30～9：00
休憩150分
（仮眠含む）金

土

日

勤務形態
1日のスケジュール

朝礼・申し送り

検温・点滴など

清潔ケア

食事の準備

休憩

カンファレンス

検温・
リーダーへの
申し送り

翌日の処置・
手術などの準備

この時間までに
患者さんの
カルテ記入を行う

8：50

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

14：30

15：00

16：50

1日の
業務終了

新人看護師の1日

Rookie Nurse Report
これからさらにキャリアを重ねる新人看護師の充実した1日とオフの素顔をレポート!?

気ままに
のんびりしたい♪

血液内科病棟

07 　08　

「患者さんの変化に
　　　敏感な看護師」

どんな看護師を
目指していますか？

寝ることが好きなので、時間を気にせず
寝て過ごせることが至福の時です。
また、寝ることと同じくらい洋服も
好きなので買い物に行ったり、友達と
予定が合えば食事に出掛けることも
あります。したいことをして、
ゆっくり過ごすことで
気分転換しています。

休みの日の
過ごし方は？

外科・
婦人科
病棟

Message & Advise 先輩からのメッセージ

手術室

総合診療科・
糖尿病内科病棟

新人でも安心して働いています！

成長するにつれて
毎日が充実しています！

研修制度が
充実してます！
入社当初は不安なことや
戸惑うことが多く、毎日が
緊張の連続でした。しかし、分からない
事は先輩方やプリセプターから懇切
丁寧に指導していただき、日々充実し
た環境で勤務出来ています。また、研
修制度も充実しているため、看護師と
してのスキルアップもできる病院です。
私の病棟は脳神経外科・整形外科病
棟と２つの科があり、重症度も高く、
難しいと思うこともたくさんあります
が、多くの知識を習得できる職場で
あり、とてもやりがいを感じることの
できる病棟です。一緒に成長していけ
るよう頑張っていきましょう。

原三信病院に入職してもうすぐ１年が経とうと
しています。私は総合診療科、糖尿病内科病棟
で日々学ばせて頂いています。不安なことは沢
山ありますがプリセプターさんをはじめ、先輩
方が指導してくださりできることが段々と増え
てきました。また、日勤・夜勤共にＰＮＳ制度があ
り先輩にも相談しやすい環境です。これからも
経験を積み看護師として成長していきたいと
思います。

総合診療科・
糖尿病内科病棟

泌尿器科病棟

泌尿器科・
循環器科病棟

私は本館５階病棟の総合診療科・糖尿病内科
に所属しています。入職してから何もかもが初め
てのことで不安な気持ちと戸惑いがありまし
た。しかしプリセプターさんや先輩方から熱心
に手厚く指導していただき少しずつ出来る看
護技術や知識を身につけていくことができま
した。総合診療科は本当に様 な々疾患の患者さん
がいらっしゃるのでこれからも知識・技術を磨き
日々成長していけるように頑張っていきます。

私は泌尿器科病棟に配属になりもうすぐ１年が経ち
ます。入社したころは看護師１年目で戸惑いや不安も
多かったですが、親身になって指導して下さる先輩方・
プリセプターさんに支えられながら毎日笑顔で頑張る
ことが出来ています。病棟では周手術期の看護や化学
療法など多岐に渡る分野を勉強でき、専門性の高い看
護を実践できることに喜びや楽しさを感じています。
忙しい業務の中でも患者さんと関わる機会が多く、
とても充実した毎日を過ごせています。まだまだ未熟な
部分も多くありますが、これからも周囲への感謝の
気持ち・向上心を忘れずに頑張って行きたいと思います。

私は、循環器科と泌尿器科病棟に所属してい
ます。入社当時は分からないことが多く戸惑う
ことがありました。プリセプターさんや先輩方
の優しく手厚い指導があり知識や技術を身に
つけ成長する事が出来ました。循環器では心電
図や心臓カテーテル検査・急変の対応、泌尿
器では術前・術後の観察など学べることが
多くあります。これからも同期・先輩方に支え
られながら頑張っていきたいと思います。

頼れる同期や
先輩が沢山います！

パートナーの先輩と
二人三脚でがんばりましょう！

色々な疾患の方がいます！
一緒にスキルを高めましょう！

血液内科病棟

血液内科病棟に配属されてもうすぐ１年が経ち
ます。看護師１年目、社会人１年目で戸惑うこと
も多くありましたが、プリセプターや周りの先輩
方が一つ一つフォローしてくださり、この１年
で大きく成長することができました。まだまだ
未熟な私ですが自分の目指す看護師像に少し
でも近づくことができるよう、これからも日々
切磋琢磨していきたいと思います。一緒に
頑張っていきましょう。

毎日笑顔でがんばってます！

色んな経験ができます！

腎臓病センター

原三信に入職し、１年が経ちました。はじめは右も
左も分からない状況でしたが、分からない事は
すぐに質問できる環境や親身になって相談に乗って
くれる先輩、頼れる同期に恵まれて一年を乗り越え
ることができました。腎臓病センターでは検尿
異常から末期腎不全･腎代替療法までの幅広い医療
･看護に携わる事ができ、より専門的な知識の獲得
ができるよう研究会や研修への参加など学習でき
る環境も整っています。少しずつ出来ることが増え
ていく喜びが自信ややりがいに繋がり、これから
も成長できるように努力していきたいと思います。

フォロー体制が
しっかりしています！

専門知識が深まります！

私たちと一緒にがんばりましょう！

整形外科・
脳神経外科

病棟

呼吸器科・
脳神経内科病棟

４月に入職し１年になります。この１年、辛い
こと・嬉しかったこと沢山のことを経験して
きましたが事あるごとに病棟の先輩方が気に
かけてくださり時には患者さんからも励まし
の言葉を頂き、やりがいを感じながら仕事をし
ています。また原三信病院は教育制度も整って
おり技術面も着実に成長できる環境にありま
す。まだまだ未熟ですがこれからも理想の看
護師像に近づけるように頑張っていこうと思
います。

消化器・腎臓内科に配属となり、初めは看護
師・社会人として分からない事だらけで不安な
毎日でした。しかし、先輩方の丁寧なご指導や
患者さんに温かな心で接する姿に、技術面は
もちろん、理想の看護師像も学びました。また、
研修やプリセプター制度も充実しており、着実
に成長出来る環境が整っています。これから
も先輩方のような看護師になれるよう、思い
やりと向上心を持って日々努力していきます。

不安はすぐに安心に変わります！ 優しい先輩に支えられて
がんばってます！

入職してもうすぐ１年になります。１年前は看護
師として働けることへの嬉しさや期待ととも
に、分からないことも多く不安と緊張もあり
ました。病棟ではプリセプターをはじめとする
先輩方に丁寧な指導をしていただけるため、
安心して働くことができています。新人研修
では、日々知識・技術のスキルアップを目指し
ています。時に落ち込むこともありましたが
同期の存在に大きく支えられました。これか
らも常に学ぶ姿勢を持ち、頑張っていきます！

呼吸器科・
脳神経内科病棟

消化管内科・肝胆膵内科
腎臓内科病棟

入社してもうすぐ１年になります。手術室と
いう全く新しい環境で不安でしたが、プリセ
プターの先輩や手術室の先輩方が優しく
熱心に教えてくださり、充実した１年を過ごす
ことができました。原三信病院はみっちり
新人研修で実技や座学をしてくださるので、
手術室でも広く活用することができます。
これからも向上心を持って成長していける
よう頑張りたいと思います！

外科・婦人科病棟に配属となりもうすぐ１年が経ちます。
最初は分からない事だらけでとても不安な毎日でしたが
新人研修や先輩の御指導のもと自分のペースで成長する
ことができ、今は毎日が充実しています。毎日忙しいです
が周手術期看護や知識・技術がとても身に付きます。
これからも向上心を忘れずに毎日の業務に取り組んで
行きたいと思ってます！



Certified Nurse

Education Support system 教育支援制度 Committee activity 委員会活動

認定看護師

支援制度①

【支援条件】
●当院に勤続3年以上の者
●当院で必要とする専門性であること
●キャリア開発ラダーレベルⅢ以上

【支援内容】
①対　　　象：皮膚・排泄ケア・がん化学療法・がん性疼痛・
 感染管理・手術看護・糖尿病・訪問看護  他
②受　講　料：受講料全額（病院負担）
③社会保険料：約20万円（病院負担）
　　　　　　  ・・・休職期間中(約半年）
④奨学金制度：200万円まで
 （返済は給与引き、返済期間は本人希望）

⑤勤　　　務：休職扱い
 （ただし、休職期間は勤続年数から除外しない）

支援制度②

【支援内容】
①対　象：ファーストレベル・セカンドレべル・
 サードレべル　他
②受講料：受講料全額（病院負担）
③勤　務：勤務扱い（ただし、平日の受講日のみ）

【支援内容】
①対　象：糖尿病療養指導士・呼吸療法士・
 透析技術認定士・消化器内視鏡技師  他
②受講料：受講料全額（病院負担）

③勤　務：勤務扱い（ただし平日の受講日のみ）

支援制度③

【支援条件】
●当院に勤続3年以上の者

【支援内容】
①期　間：実質的研修2週間
②費　用：海外研修（全額）（病院負担）
 国内研修（上限20万円まで）（病院負担）

③勤　務：勤務扱い（ただし平日の研修のみ）

④海外研修受入病院
　韓国／東岡病院

09 　10　

がん化学療法看護
認定看護師

主任  横田 宜子

感染管理
認定看護師
八波　隼

看護協会認定看護師受講コース
受講者に対する支援

看護協会認定管理者コース
受講者に対する支援

国内研修・
海外研修制度

専門資格取得コース
受講者に対する支援

大多数の入院患者が血液がんであ
る血液内科病棟（無菌病棟）で、安
全・安楽・確実な化学療法や造血
幹細胞移植が実践できるよう努め
ています。特に、造血幹細胞移植に
ついては、患者さんとご家族に対し
て意思決定期から急性期の看護を
通じて、また退院後も継続的に支援
しており、同種移植の血縁ドナーに
対しては自律的な意思を示せるよう
公平な立場で支えています。日々実
践と学習、そして看護研究にも積極
的に取り組んでいます。

緩和ケア
認定看護師
横田 亜水

がんを宣告されることで、人生は大
きく変化します。患者さんが色々な
選択をする中で、私は自分の知識・
技術を十分に提供できているだろ
うかと疑問に感じ認定看護師を目
指しました。緩和ケア認定看護師取
得後は患者さん、そして支える家族
が何を大切にしているのか、どうい
う人生をおくりたいと思っているか
をキャッチできるように日々関わっ
ています。

がん化学療法看護
認定看護師

長田 佐緒里

がん性疼痛看護
認定看護師

科長  栗秋 佐智恵
がんに罹患すると、患者さんは様々
な痛みを体験します。がん性疼痛
看護認定看護師は、がん患者の痛
みを全人的にアセスメントした上
で、医師と一緒に鎮痛剤の選択と適
切な使用等について検討を行うな
ど、できる限りその人らしい生活が
継続できるように支援を行っていま
す。また、緩和ケアチームの中で多
職種と協働し、患者さんや家族の心
配事や困っていることなどのサポー
トを行っています。

皮膚・排泄ケア認定看護師
部長  栁迫 昌美

多様なヘルスケアニーズを持つ患者
さん・ご家族、地域住民の方々に対
して“恕”（思いやり）の精神豊かに
安全で質の高い看護サービスの提
供を目指すとともに、プロ意識の
高い“人財”の育成に取り組んでい
ます。そして、当院のモットーである、
「親切・礼儀・協力」を合言葉に、楽
しく働きやすい職場環境の提供に
取り組んでいきます。

私は化学療法によるがん治療の選
択に悩む患者さんとの出会いを機
にがん化学療法認定看護師を目指
しました。現在化学療法室に勤務
しています。
支持療法の発展により外来治療は
年々増加しています。また薬の種類
も増えてきているため、患者さんの
混乱を招くことなく安心して治療に
臨んでいただくことを第一に考え
看護にあたっています。
これからも１人でも多くの患者さん
のお役に立てればと思います。

入社２年目からリンクナースとして
感染管理をしていました。将来的に
これまでの感染管理の経験と専門
性を活かした道に進みたいと考え
認定看護師を目指しました。透析室
という特殊部署の経験と、病棟での
経験を活かして感染管理に励んで
います。今後医療関連感染を防止
することで患者様に関わりのある
人々と当院職員に安全な環境を
提供していきたいです。

緩和ケア
認定看護師

主任  徳永 真弓
がん患者さんとの関わりのなかで、
根拠に基づいたケアを提供したい
と考え認定看護師を目指しました。
がんと告知されたときから「緩和ケ
ア」が始まります。
長期間の療養生活のなかで、様々な
苦痛を抱えた患者さんひとりひとり
に「寄り添う」看護が必要になりま
す。患者さんの苦痛の緩和に役立て
るように取り組んでいきたいと思い
ます。

教育委員会 ●看護部の方針に基づいて看護職員の質
　向上のための教育を実施する

記録委員会 ●看護の質の向上を目的とする
●問題思考型看護記録の充実を図る

手順委員会 ●院内における看護手順の標準化を図る

臨地実習指導委員会
●実習指導者の資質の向上
●指導者としての知識、態度を養う

感染制御リンクナース会
（ICS)

●現場における感染防止術を実践する
　リーダーとして、各病棟・外来部門などに
　おいて指導教育監督を効果的に実践する

WOC委員会
（創傷・オストミー・失禁)

●創傷、オストミー、失禁に関する適切なケア
　方法に対して指導ならびに評価に関する
　総合的な役割を担う

接遇委員会 ●看護職員の資質向上、コミュニケーション
　能力の向上に啓蒙と活動を行う

事故防止委員会
●リスクマネージメント部会の方針に沿って活動する
●リスクマネージメント部会からの提言を広報する
●医療事故防止対策に関する手順を統一しマニュアル化する

RSTリンクナース会
（呼吸ケアサポートチーム）

●呼吸療法に対する専門的知識を有する多職種がチームでラウンドし院内の呼吸療法が安全
　かつ効果的に行われるように幅広くアドバイスし患者の早期呼吸器離脱に向けて活動する

クリニカルパス委員会 ●オールインワンパスの見直しと修正、文書管理の充実を推進

退院調整
リンクナース会

●患者の自己決定を実現する為に、個々にサービスの種類・程度を判断し適切な時期に
　患者・家族の意向を踏まえて地域・福祉サービスにつなぐマネージメントを行う

緩和
リンクナース会

●緩和ケア領域における定期勉強会の実践
●緩和ケアチームと他職種との協働
●パンフレット作成による啓蒙活動

ＮＳＴ
（栄養サポートチーム）

●栄養障害があるか、栄養補給法（経口・経腸・経静脈）や栄養量が適切か検討する
●栄養状態を良くすることで、感染症や床ずれ（褥瘡）を
　予防し治療やリハビリが順調に進むための手助けとなる

がん化学療法
リンクナース会

●化学療法看護ケアの統一（暴露対策の見直し）
●化学療法看護に関する情報の伝達と共有

活 動 目 的委員会名

韓国
東岡病院への
研修

活 動 目 的委員会名

糖尿病看護
認定看護師
有馬 弥生

糖尿病患者さんへの療養支援の難
しさに触れ、専門的な学習を深め
て、患者さんの力を引き出す看護が
したいと思い、糖尿看護病認定看護
師を目指しました。
患者さんが糖尿病と上手く付き合
い、合併症を予防し自分らしく生活
を送れるよう支援しています。また、
糖尿病看護の質の向上を目指し、指
導・相談を行うとともに、足病変予
防のためのフットケアにも力を入れ
て取り組んでいます。

皮膚・排泄ケア
認定看護師
黒田 豊子

手術看護
認定看護師
穴井 祐介

  

緩和ケア
認定看護師

主任  染矢 麻衣子
訪問看護では、「家に帰りたいけど
そもそも帰れるのだろうか」「帰るこ
とで家族に迷惑をかけたくない」そ
のような療養者の方々の自宅での
生活において不安な思いに寄り添
い対応することや、さらに、がんだけ
でなく様々な疾患の緩和ケアが求
められています。地域で活動する緩
和ケア認定看護師として、医療職だ
けでなく様々な多職種と連携し、
日々、黒子として安心して家に帰れ
る地域つくりに貢献していきたいと
考えております。

ストーマケアの達人になりたいと
いう思いから、皮膚･排泄ケア認定
看護師になりました。現在私は外科・
婦人科混合病棟に勤務しています。
ストーマ造設前後のケア・褥瘡の
予防や発生後のケア・失禁または
脆弱な皮膚による皮膚トラブルの
予防や発生後のケアを対象となる
患者さんやそのご家族へ『スキン
ケアの専門家』として専門的な知識
や技術を提供し、日夜がんばって
います。

皮膚・排泄ケア
認定看護師

宮川 みどり
私が皮膚排泄認定看護師を目指
したきっかけは、ストーマや創傷
を持った患者さんと一緒にケアや
指導を行う中で、患者さんがより
よい生活を送れるために自分は何
が出来るかという思いから認定
看護師をめざしました。現在患者
さんや家族、スタッフへの指導を行
い患者さんのQOLを維持するため
に活動しています。今後は排尿ケア
にも目を向けていく予定です。

手術室ってどんな印象がありますか？
多くの方が「怖い」「行きたくない」とい
うネガティブなイメージを持たれている
のが正直かと思います。最近は手術室
を舞台としたドラマも増えてはきました
が、それでも病棟とは違い同じ看護職
の方にもあまり認知されていない分野
でもあります。患者さまが不安や恐怖
を背負って手術に臨んでいることを理
解し、個別性を捉え、「ここで手術をして
良かった」と安心していただけるように
医師やスタッフと一丸となり手術看護
に取り組んでいます。

皮膚・排泄ケア
認定看護師

主任  真矢 正代
皮膚・排泄ケア認定看護師とは、
創傷（褥瘡や手術後離開創など）、
ストーマ（人工肛門・人工膀胱）、
失禁（便や尿漏れ）の方を対象に
専門的なケアを提供する看護師
です。褥瘡管理者として専従で活動
し、各部署のスタッフとともに入院
患者さんの褥瘡発生リスクのアセ
スメントや褥瘡対策に関わる診療
計画書を立案し、予防ケアおよび
局所ケアの提供を行うことが、私
の役割です。



Certified Nurse

Education Support system 教育支援制度 Committee activity 委員会活動

認定看護師

支援制度①

【支援条件】
●当院に勤続3年以上の者
●当院で必要とする専門性であること
●キャリア開発ラダーレベルⅢ以上

【支援内容】
①対　　　象：皮膚・排泄ケア・がん化学療法・がん性疼痛・
 感染管理・手術看護・糖尿病・訪問看護  他
②受　講　料：受講料全額（病院負担）
③社会保険料：約20万円（病院負担）
　　　　　　  ・・・休職期間中(約半年）
④奨学金制度：200万円まで
 （返済は給与引き、返済期間は本人希望）

⑤勤　　　務：休職扱い
 （ただし、休職期間は勤続年数から除外しない）

支援制度②

【支援内容】
①対　象：ファーストレベル・セカンドレべル・
 サードレべル　他
②受講料：受講料全額（病院負担）
③勤　務：勤務扱い（ただし、平日の受講日のみ）

【支援内容】
①対　象：糖尿病療養指導士・呼吸療法士・
 透析技術認定士・消化器内視鏡技師  他
②受講料：受講料全額（病院負担）

③勤　務：勤務扱い（ただし平日の受講日のみ）

支援制度③

【支援条件】
●当院に勤続3年以上の者

【支援内容】
①期　間：実質的研修2週間
②費　用：海外研修（全額）（病院負担）
 国内研修（上限20万円まで）（病院負担）

③勤　務：勤務扱い（ただし平日の研修のみ）

④海外研修受入病院
　韓国／東岡病院

09 　10　

がん化学療法看護
認定看護師

主任  横田 宜子

感染管理
認定看護師
八波　隼

看護協会認定看護師受講コース
受講者に対する支援

看護協会認定管理者コース
受講者に対する支援

国内研修・
海外研修制度

専門資格取得コース
受講者に対する支援

大多数の入院患者が血液がんであ
る血液内科病棟（無菌病棟）で、安
全・安楽・確実な化学療法や造血
幹細胞移植が実践できるよう努め
ています。特に、造血幹細胞移植に
ついては、患者さんとご家族に対し
て意思決定期から急性期の看護を
通じて、また退院後も継続的に支援
しており、同種移植の血縁ドナーに
対しては自律的な意思を示せるよう
公平な立場で支えています。日々実
践と学習、そして看護研究にも積極
的に取り組んでいます。

緩和ケア
認定看護師
横田 亜水

がんを宣告されることで、人生は大
きく変化します。患者さんが色々な
選択をする中で、私は自分の知識・
技術を十分に提供できているだろ
うかと疑問に感じ認定看護師を目
指しました。緩和ケア認定看護師取
得後は患者さん、そして支える家族
が何を大切にしているのか、どうい
う人生をおくりたいと思っているか
をキャッチできるように日々関わっ
ています。

がん化学療法看護
認定看護師

長田 佐緒里

がん性疼痛看護
認定看護師

科長  栗秋 佐智恵
がんに罹患すると、患者さんは様々
な痛みを体験します。がん性疼痛
看護認定看護師は、がん患者の痛
みを全人的にアセスメントした上
で、医師と一緒に鎮痛剤の選択と適
切な使用等について検討を行うな
ど、できる限りその人らしい生活が
継続できるように支援を行っていま
す。また、緩和ケアチームの中で多
職種と協働し、患者さんや家族の心
配事や困っていることなどのサポー
トを行っています。

皮膚・排泄ケア認定看護師
部長  栁迫 昌美

多様なヘルスケアニーズを持つ患者
さん・ご家族、地域住民の方々に対
して“恕”（思いやり）の精神豊かに
安全で質の高い看護サービスの提
供を目指すとともに、プロ意識の
高い“人財”の育成に取り組んでい
ます。そして、当院のモットーである、
「親切・礼儀・協力」を合言葉に、楽
しく働きやすい職場環境の提供に
取り組んでいきます。

私は化学療法によるがん治療の選
択に悩む患者さんとの出会いを機
にがん化学療法認定看護師を目指
しました。現在化学療法室に勤務
しています。
支持療法の発展により外来治療は
年々増加しています。また薬の種類
も増えてきているため、患者さんの
混乱を招くことなく安心して治療に
臨んでいただくことを第一に考え
看護にあたっています。
これからも１人でも多くの患者さん
のお役に立てればと思います。

入社２年目からリンクナースとして
感染管理をしていました。将来的に
これまでの感染管理の経験と専門
性を活かした道に進みたいと考え
認定看護師を目指しました。透析室
という特殊部署の経験と、病棟での
経験を活かして感染管理に励んで
います。今後医療関連感染を防止
することで患者様に関わりのある
人々と当院職員に安全な環境を
提供していきたいです。

緩和ケア
認定看護師

主任  徳永 真弓
がん患者さんとの関わりのなかで、
根拠に基づいたケアを提供したい
と考え認定看護師を目指しました。
がんと告知されたときから「緩和ケ
ア」が始まります。
長期間の療養生活のなかで、様々な
苦痛を抱えた患者さんひとりひとり
に「寄り添う」看護が必要になりま
す。患者さんの苦痛の緩和に役立て
るように取り組んでいきたいと思い
ます。

教育委員会 ●看護部の方針に基づいて看護職員の質
　向上のための教育を実施する

記録委員会 ●看護の質の向上を目的とする
●問題思考型看護記録の充実を図る

手順委員会 ●院内における看護手順の標準化を図る

臨地実習指導委員会
●実習指導者の資質の向上
●指導者としての知識、態度を養う

感染制御リンクナース会
（ICS)

●現場における感染防止術を実践する
　リーダーとして、各病棟・外来部門などに
　おいて指導教育監督を効果的に実践する

WOC委員会
（創傷・オストミー・失禁)

●創傷、オストミー、失禁に関する適切なケア
　方法に対して指導ならびに評価に関する
　総合的な役割を担う

接遇委員会 ●看護職員の資質向上、コミュニケーション
　能力の向上に啓蒙と活動を行う

事故防止委員会
●リスクマネージメント部会の方針に沿って活動する
●リスクマネージメント部会からの提言を広報する
●医療事故防止対策に関する手順を統一しマニュアル化する

RSTリンクナース会
（呼吸ケアサポートチーム）

●呼吸療法に対する専門的知識を有する多職種がチームでラウンドし院内の呼吸療法が安全
　かつ効果的に行われるように幅広くアドバイスし患者の早期呼吸器離脱に向けて活動する

クリニカルパス委員会 ●オールインワンパスの見直しと修正、文書管理の充実を推進

退院調整
リンクナース会

●患者の自己決定を実現する為に、個々にサービスの種類・程度を判断し適切な時期に
　患者・家族の意向を踏まえて地域・福祉サービスにつなぐマネージメントを行う

緩和
リンクナース会

●緩和ケア領域における定期勉強会の実践
●緩和ケアチームと他職種との協働
●パンフレット作成による啓蒙活動

ＮＳＴ
（栄養サポートチーム）

●栄養障害があるか、栄養補給法（経口・経腸・経静脈）や栄養量が適切か検討する
●栄養状態を良くすることで、感染症や床ずれ（褥瘡）を
　予防し治療やリハビリが順調に進むための手助けとなる

がん化学療法
リンクナース会

●化学療法看護ケアの統一（暴露対策の見直し）
●化学療法看護に関する情報の伝達と共有

活 動 目 的委員会名

韓国
東岡病院への
研修

活 動 目 的委員会名

糖尿病看護
認定看護師
有馬 弥生

糖尿病患者さんへの療養支援の難
しさに触れ、専門的な学習を深め
て、患者さんの力を引き出す看護が
したいと思い、糖尿看護病認定看護
師を目指しました。
患者さんが糖尿病と上手く付き合
い、合併症を予防し自分らしく生活
を送れるよう支援しています。また、
糖尿病看護の質の向上を目指し、指
導・相談を行うとともに、足病変予
防のためのフットケアにも力を入れ
て取り組んでいます。

皮膚・排泄ケア
認定看護師
黒田 豊子

手術看護
認定看護師
穴井 祐介

  

緩和ケア
認定看護師

主任  染矢 麻衣子
訪問看護では、「家に帰りたいけど
そもそも帰れるのだろうか」「帰るこ
とで家族に迷惑をかけたくない」そ
のような療養者の方々の自宅での
生活において不安な思いに寄り添
い対応することや、さらに、がんだけ
でなく様々な疾患の緩和ケアが求
められています。地域で活動する緩
和ケア認定看護師として、医療職だ
けでなく様々な多職種と連携し、
日々、黒子として安心して家に帰れ
る地域つくりに貢献していきたいと
考えております。

ストーマケアの達人になりたいと
いう思いから、皮膚･排泄ケア認定
看護師になりました。現在私は外科・
婦人科混合病棟に勤務しています。
ストーマ造設前後のケア・褥瘡の
予防や発生後のケア・失禁または
脆弱な皮膚による皮膚トラブルの
予防や発生後のケアを対象となる
患者さんやそのご家族へ『スキン
ケアの専門家』として専門的な知識
や技術を提供し、日夜がんばって
います。

皮膚・排泄ケア
認定看護師

宮川 みどり
私が皮膚排泄認定看護師を目指
したきっかけは、ストーマや創傷
を持った患者さんと一緒にケアや
指導を行う中で、患者さんがより
よい生活を送れるために自分は何
が出来るかという思いから認定
看護師をめざしました。現在患者
さんや家族、スタッフへの指導を行
い患者さんのQOLを維持するため
に活動しています。今後は排尿ケア
にも目を向けていく予定です。

手術室ってどんな印象がありますか？
多くの方が「怖い」「行きたくない」とい
うネガティブなイメージを持たれている
のが正直かと思います。最近は手術室
を舞台としたドラマも増えてはきました
が、それでも病棟とは違い同じ看護職
の方にもあまり認知されていない分野
でもあります。患者さまが不安や恐怖
を背負って手術に臨んでいることを理
解し、個別性を捉え、「ここで手術をして
良かった」と安心していただけるように
医師やスタッフと一丸となり手術看護
に取り組んでいます。

皮膚・排泄ケア
認定看護師

主任  真矢 正代
皮膚・排泄ケア認定看護師とは、
創傷（褥瘡や手術後離開創など）、
ストーマ（人工肛門・人工膀胱）、
失禁（便や尿漏れ）の方を対象に
専門的なケアを提供する看護師
です。褥瘡管理者として専従で活動
し、各部署のスタッフとともに入院
患者さんの褥瘡発生リスクのアセ
スメントや褥瘡対策に関わる診療
計画書を立案し、予防ケアおよび
局所ケアの提供を行うことが、私
の役割です。



募集人員 看護師30名程度

勤務時間 ●週労働時間：37時間
●病棟（2交替制） 日勤 8：50～16：50（休憩60分）／夜勤 16：40～9：00（休憩・仮眠150分）
●病棟以外 日勤 8：50～17：04（休憩50分）

待　　遇 （1）給与　当院規定による

※夜勤4回で計算　
※経験のある方は経験加算あり

（2）昇給　年1回

（3）賞与　年2回（7月・12月）

（4）手当

　  ●住宅手当 世帯主：24,300円
  同　居：4,700円
　  ●交通手当 27,000円迄
　  ●退職年金制度、各種保険制度あり

（5）看護師寮
　  マンションタイプ

（6）休日及び休暇
　  ●4週8休 年間休日約120日
　  ●休日 日曜日、祝祭日及び病院の指定する休日
　  ●有給休暇 初年度10日（以降勤務年数に応じて付与）
　  ●特別休暇 年末年始・お盆・結婚休暇・
 出産・育児休暇・忌引等

夜勤手当 計基本給

193,300円

197,000円

200,700円

33,908円

34,076円

34,244円

227,208円

231,076円

234,944円

2年課程卒看護師

3年課程卒看護師

4年課程卒看護師

新卒者初任給（平成29年度実績）

Welfare

Recruit

友  愛  会 職員互助制度　夏季：ビアパーティ

クラブ活動 野球部・華道部・写真部・サッカー部

ホークス会 みんな揃ってホークスを応援しよう!!

その他

保  養  所 糸島市志摩岐志に保養所があります。
目の前が海でまさにプライベートビーチ!!
職場・友達・家族で利用できます。

勤務年数に応じて、10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年と
表彰されます。賞状・特別記念品・特別休暇あり

永年勤続表彰

１年以上就業された方で、子育てしながら働く方への支援として、
「時短正職員制度」や夜勤・残業免除を行なっています

育児支援

個人のリフレッシュを目的とし、１週間ほどの長期休暇が
取れるような取り組みを行なっています

リフレッシュ休暇

全職員の誕生日に病院からプレゼントがあります。
H29年：ステンレスマグ 360ml〈象印〉

誕生日プレゼント

年間法人会員のため、各部署に持ち回りで配付されています。

野球観戦チケット

毎年6月12日は病院創立記念日にあたり、
全職員に記念品が配付されます。
H29年：涼感タオルケット

病院創立記念品

一緒に働く
仲間を待ってます！

11 　12　

友愛会
ビアパーティ

ランチミーティング

岐志保養所

募集要項

福利厚生

①履歴書　
②成績証明書　
③健康診断書（受診日から1年以内）
※様式はホームページ参照
※学校の様式でも可　
④卒業見込証明書　
⑤准看護師免許証（写し）※所持者のみ

第1回　平成30年  8月18日（土）午前9時
第2回　平成30年10月20日（土）午前9時
※小テスト等あります

応募書類

面接試験

福岡サンパレスホテル　4階会議室

面接会場

医療法人 原三信病院 総務課
〒812-0033
福岡市博多区大博町1番8号
TEL.（092）291－3435（直通）
TEL.（092）291－3434（代表）

連絡先及び応募書類の郵送先

永年勤続表彰式

こころの相談室 入職後の悩みや不安は、臨床心理士による
フォロー体制を整えています

看護師寮は病院から徒歩３分以内の
場所に３か所あります。

Nurse dormitory

看護師寮
平成31年度  新卒対象

主な設備

・カードキー
・カラーモニター付インターホン
・浴室乾燥機
・ウォシュレットトイレ
利便性・セキュリティ共にバッチリです！

※病院から徒歩3分圏内
※新卒者のみ対象

※試験日の2週間前までに提出

※新卒者のみ対象
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〒812－0034
福岡市博多区下呉服町4－13
トーカンマンション博多1F
TEL.（092）262－4626
FAX.（092）291－3046

〒812－0035
福岡市博多区中呉服町1－25
TEL.（092）262－2828
FAX.（092）262－2853

〒812－0034
福岡市博多区下呉服町2－13
双和ビル2F（双和薬局上）
TEL.（092）283－5121
FAX.（092）283－5131

訪問看護ステーション
おおはま

原三信病院附属
呉服町腎クリニック

原三信泌尿器
クリニック

維持血液透析患者
　　　　　120名

維持透析装置
　　　　52台

許可病床数；250床 
医 療 保 険；医療療養205床、回復期リハ45床
施 設 基 準；総合リハビリテーション施設
地域ケアセンター（香椎の杜）
 ● 通所リハビリテーション（そら）
 ● 訪問リハビリテーション（げんき）
 ● 居宅介護支援事業所（だいち）
 ● 訪問看護事業所（あやすぎ）
体力向上支援センター（疾病予防施設）

香椎原病院
〒813-0011
福岡市東区香椎３丁目３番１号
TEL.（092）662－1333
FAX.（092）662－1330
理事長　平　 祐二
院　長　寺田 憲司

Hospital Information

病院ご案内

Connected Facilities

関連施設
About Internship

インターンシップについて

Training Acceptance

臨地実習／受入

原三信病院では、インターンシップの受入を行っています。

平成30年は、 第1回　平成30年3月28日（水）、29日（木） 
 第2回　平成30年7月25日（水）、26日（木） 
 第3回　平成30年8月　8日（水）、　9日（木）  

詳細はこちら

平成29年度では、以下の臨地実習を行いました

●麻生看護大学校  看護科通信課程
●博多高等学校  看護専攻科
●日本赤十字九州国際看護大学
●久留米大学  認定看護師教育センター  緩和ケア分野
●国際医療福祉大学  九州地区生涯教育センター 認定看護師 感染管理分野
●福岡大学  医学部看護学科
●九州大学  医学部保健学科

原三信病院看護部では、新人看護職
員臨床研修努力義務化を受け、平成
24年度より、近隣の病院に入職され
た新人看護職員とその指導者となる
プリセプターの方を対象に教育研修
を開催いたしています。
当院の対象者と一緒に楽しく学んで
いただきたいと考えております。

整形外科外来本館受付

スタッフステーション内科外来 外科外来

手術室 エントランス 婦人科外来

泌尿器センター ラウンジ

居宅介護支援事業所併設
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「夢」で終わらせない！

誰かの
役に立てる
「わたし」に
なる･･･

看護師として
みんなに

誇れる看護を
提供したい。

那の津4丁目

那の津3丁目

那の津
2丁目

千代
6丁目

千代5丁目

千代4丁目

千代3丁目

千代2丁目
千代1丁目

堅粕1丁目

堅粕2丁目

堅粕3丁目

堅粕4丁目

堅粕
5丁目

東光
1丁目

博多駅東1丁目

博多駅東2丁目

博多駅南
1丁目

博多駅前
1丁目

博多駅前
3丁目

博多駅前2丁目
祇園町

冷泉町

御供所町

上呉服町

店屋町

上川端町

中洲3丁目

中洲4丁目
中洲2丁目

中洲1丁目西中洲

春吉3丁目

春吉2丁目

渡辺通
3丁目

渡辺通5丁目

今泉1丁目

天神2丁目

大名1丁目

大名2丁目
住吉1丁目

住吉2丁目

博多駅
中央街

吉塚1丁目

吉塚2丁目

吉塚本町

那の津1丁目

天神5丁目

天神4丁目

天神1丁目

須崎町

中洲中島町

対馬小路

築港本町

神屋町

奈良屋町

古門戸町 綱場町

中呉服町

下呉服町

大博町

石城町

沖浜町

天神3丁目

長浜3丁目

長浜2丁目

舞鶴3丁目 舞鶴2丁目

舞鶴1丁目

赤坂1丁目

長浜1丁目

県立美術館

博多デイトス

ヨドバシ
カメラ

昭和
通り

国体
道路

大博通り

明
治
通り

空港
通り

昭和通り

那の
津通
り

須崎公園

親
不
孝
通
り

妙
見
通
り

西
通
り

大
名
紺
屋
町
通
り

大
正
通
り

地下
鉄
箱
崎
線

千代
県庁
口駅

祇園駅

地下鉄空港線

呉服
町駅

中洲
川端
駅

天神駅

天神
南駅

赤坂駅 西鉄福岡
（天神）駅

天
神
地
下
街

J
R
博
多
駅

パルコ
ビブレ
天神コア

キャナル
シティ
博多

東急ハンズ
アミュプラザ
博多
博多シティイムズソラリア

ステージ
ビル

原三信病院

アクティブに活動できる街、福岡。

仕事も休日も充実できる

魅力がいっぱいです。

●神屋町（原三信病院前）バス停正面 ●蔵本バス停より徒歩3分　
●地下鉄呉服町駅より徒歩5分 ●石城町バス停より徒歩3分
●博多埠頭（ベイサイドプレイス）より徒歩10分 ●博多駅からバスで５分
●JR博多駅よりタクシーで5分 ●福岡空港よりタクシーで15分
●天神からバスで3分（福岡空港より博多駅まで地下鉄で5分）

ACCESS MAP
築港ランプ 都市高速道路 ●マリンメッセ福岡

福岡国際
センター●

福岡サンパレス　
●

福岡国際会議場
●

●日本通運 呉服町ランプ

福岡市営地下鉄中洲川端 明治通り ●呉服町ビジネス
　センタービル大

博
通
り
至博多駅

呉服町●博多座

至香椎

那の津通り
至天神

神屋町バス停

蔵本バス停

昭和通り

原三信泌尿器クリニック

原三信病院

原三信病院附属呉服町腎クリニック

訪問看護ステーションおおはま

天神屋台 天神 アクロス福岡 キャナルシティ
（撮影者：Fumio Hashimoto）

JR博多シティ
写真提供：福岡市

博多港国際ターミナルや博多駅にも近く、 
福岡の中心部に位置しています。

〒812－0033 福岡市博多区大博町1番8号　TEL.（092）291－3434  FAX.（092）291－3424

https://www.harasanshin.or.jp

〈日本医療機能評価機構認定病院〉

原三信病院救急指定
医療法人 原三信病院 検 索

医療法人 原三信病院
HARASANSHIN HOSPITAL

人と人とのふれあいが育む
思いやりの看護

看護師
募集要項

平成31年度


