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（撮影者：Fumio Hashimoto）
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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

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。

H A R A S A N S H I N  H O S P I T A L

S i n c e 1 8 7 9

2 02 0 年 看護師募集要項
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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。

Message

Harasanshin  Concept

Overview of Harasanshin Hospital

Harasanshin’s  History

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。

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…

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
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
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） 
日本医療機能評価機構更新認定（Ver.5.0）　
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
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）
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
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
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
日本医療機能評価機構更新認定（3rdG：Ver.1.1）　

慶長  5年
貞享  3年

明治1 2年
明治3 5年
明治3 6年
昭和  5年
昭和3 0年
昭和4 2年
昭和4 3年
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昭和6 1年
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平成  5年
平成  7年
平成  8年
平成 1 1年
平成1 2年
平成1 3年
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平成 2 0年

平成 2 1年
平成 2 2年
平成 2 3年
平成 2 4年
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平成 2 9年
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六代目原三信が写した『人体解剖図』の女体

昭和36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…614名　
 1日平均入院患者数…307名　
 ［平成29年度実績］
■ 職　  員　  数 719名
 （常勤医93名、看護部432名、
 診療技術部106名、事務部88名）
 ［平成31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／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／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／ヘルニア外来／緩和ケア外来

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

■ 各  種  教  室 ● 糖尿病教室、ストーマ教室

「病人のための病院」
基本方針

基本理念

心のこもった
サービスの実践

居心地の良い
環境の提供

質の高い
医療の追求

病院概要
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医療の追求
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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。

看護
方式

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）

● 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。

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

院内留学制度スタート♪

●原三信病院 医学総会●看護部総会

BLS Ⅰ BLS Ⅱ

フィジカル
アセスメント

人工呼吸器

●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

ポートフォリオで目標に
向かって行くぞー!!

少しは慣れてきたよ♪
夜勤の１人立ちで
ちょっと不安・・・

もうすぐ先輩！
しっかり頑張ろう

看護が楽しくなってきた★
入社3ヶ月

最初の壁が立ちはだかる！

４月下旬より所属部署での

勤務スタート！

●看護フェア
●三信祭（文化クラブ発表会）

●友愛会の行事
  （ビアパーティー）

●入社式
●新入職員合宿研修
●新入職員歓迎会

臨床心理士による
メンタルサポート

臨床心理士による
メンタルサポート

看護部理念 Mission of the Nursing Department

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

じょ

看護部長　栁 迫  昌 美

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。

一般病棟7対1入院基本料

❶ 質の高い看護の提供
❷ 倫理観に根ざした判断と行動の実践
❸ 安心できる継続看護の提供

モットー

看護体制

看護師365名、准看護師2名、保健師2名、ナースエイド
（看護助手44名、メディカルクラーク8名） ※平成31年2月現在

看護要員

看護部方針

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「親切」・「礼儀」・「協力」

First Year Schedule
新人看護師の１年間 ～入社1年目の流れ～

4  月
April

5 月
May

6  月
June

7  月
July

8  月
August

9  月
September

10月
October

11月
November

12月
December

1 月
January

2 月
February

3  月
March

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！

ラダーⅠ
取得に向け
研修中♪
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教育担当
からの
メッセージ

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。

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

マネジメントできる
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

Training Program

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。

看護副部長 教育担当

宮﨑 さとみ

レベル

Ⅳ
達人

後輩の指導ができる
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

日々の業務において
指導は必要としない

レベル

Ⅱ
一人前

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

指導を受けながら
看護を実践する

レベル

Ⅰ
新人

看護は必要な知識・技術・態度を統合した実践的能力を、複数の患者を受け持ちながら、優先度を考慮し発揮することが
求められます。そのために必要な臨床実践能力を積み上げていけるように、ラダーⅠ(新人対象研修)の研修を計画しています。

レベル

Ⅲ
中堅

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

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。

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。

❶ 看護職員としての自覚と責任のある行動
❷ 患者の理解と患者・家族との良好な人間関係の確立
❸ 組織における役割と心構えの理解と適切な行動
❹ 生涯にわたる主体的な自己学習の継続
❺ 社会人基礎力　　❻ 接遇

看護職員として必要な基本姿勢と態度

❶ 環境調整　　　　　　　　❷ 食事援助　　　　　　　　　❸ 排泄援助
❹ 活動休息援助　　　　　　❺ 清潔・衣生活援助　　 　　　❻ 呼吸・循環を整える
❼ 創傷管理　　　　　　　　❽ 与薬　　　　　　　　　　　❾ 救命救急処置　
10 症状・生体機能管理　　　 11 苦痛の緩和・安楽の確保
12 感染防止　　　　　　　　13 安全確保

看護技術的側面

Ⅰ．医療安全の確保
　  ❶ 安全確保対策の適応の判断と実施
　  ❷ 事故防止にむけたチーム医療に
　　  必要なコミュニケーション

　  ❸ 適切な感染管理に基づいた感染防止

Ⅲ．的確な看護判断と適切な看護技術の提供
　  ❶ 科学的根拠(知識)と観察に基づいた看護技術の必要性の判断
　  ❷ 看護技術の正確な方法の熟知と実施によるリスクの予測
　  ❸ 患者の特性や状況に応じた看護技術の選択と応用
　  ❹ 患者にとって安楽な方法での看護技術の実施
　  ❺ 看護計画の立案と実施した看護ケアの正確な記録と評価

Ⅱ．患者および家族への説明と助言
　  ❶ 看護ケアに関する患者への十分な説明と 
　　　 患者の選択を支援するための働きかけ
　  ❷ 家族への配慮や助言

看護技術を支える要素

❶ 安全管理　　　 　❷ 情報管理　　　 　❸ 業務管理
❹ 薬剤等の管理　　 ❺ 災害・防災管理　　❻ 物品管理
❼ コスト管理

管理的側面

QRコードを
読み込んで
詳細を
check!

レベルⅠを取得するための研修レベル

Ⅰ
新人

教育プログラム
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A Day in the Life of a First -Year Nurse新人看護師の1日 Message & Advise先輩からのメッセージ

看護師になって身をもって
感じたことは入院や手術、
環境の変化により不安を抱える
患者さんが多いということです。
そのため少しでも前向きな入院
生活を送ることができるように
日々関わっています。
毎日笑顔を絶やさず、日々勉強し
知識・技術の向上に努め、患者さんに
心から信頼していただける看護師に
なることが目標です。

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

整形外科・脳神経外科病棟

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!?

「心から信頼できる
　　　　　看護師に」

寮は病院から近く中心地への
アクセスが良いためよく天神や
博多に遊びに行きます。
同期や地元の友達と
買い物したり、美味しいものを
食べたり、素敵なお店を
探したり、とても充実した
休日を過ごしています♪

「外にでかけます！」

どんな
看護師を
目指して
いますか？

休みの日の
過ごし方は？

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。

教育制度が行き届いています。
腎センターでは、原三信病院と附属の
腎クリニックの両方で勤務し、入院透析
と外来透析を学ぶことが出来ます。透
析のみでなく合併症など幅広い分野で
の学びがあります。プリセプターさんが
看護技術が一人立ち出来るまで一年を
通して計画を立て指導して下さいます。
先輩方は親切、丁寧に教えて下さるの
で安心して業務を行う事が出来ます。

新人でも安心して働ける職場です！
私は呼吸器・脳神経内科に所属していま
す。入社当時は、分からない事、初めての
事だらけで不安と緊張の毎日でした。し
かし、プリセプターを始めとする先輩方
に丁寧に指導して頂き、安心して学び、働
くことが出来ています。この一年、多くの
患者様と接し、患者様の笑顔や時には悩
みに触れ、試行錯誤しながら関わる中で、
看護の喜びも感じられ、看護師になって
良かったと改めて感じています。これか
らも向上心を忘れず頑張っていきます。

私は循環器と泌尿器科の病棟に所属と
なりもうすぐ1年が経ちます。はじめは分
からないことや出来ないこともたくさん
あり日々不安だらけでしたが、プリセプ
ターさんをはじめ先輩方が手厚く指導し
て下さり知識や技術を身につけていき
成長することが出来ました。急性期であ
り忙しいこともありますが、学ぶことも
多くとてもやりがいを感じ日々元気に楽
しく働いています。これからも先輩方の
ような看護師になれるよう頑張ります。

一緒に楽しく働きましょう！
看護師になり半年が経ちました。入職す
る前は看護師としてやっていけるのだろ
うかと不安でしたが、働きだしてからは
優しく頼りになる先輩に囲まれ充実し
た毎日を過ごしています。私の所属する
泌尿器科病棟では、手術、化学療法から
緩和ケアまで幅広い分野の看護を学ぶ
事が出来ます。また幅広い年齢の患者さ
んがおり、患者さんから学ぶことも多く
あります。まだまだ未熟な私ですが、精
一杯頑張っていこうと思います。

入職してもうすぐ一年が経ちます。手術
室という未経験の職場で、不安も多かっ
たのですが、プリセプターの先輩や、手
術室の先輩方の優しいご指導のもと、
毎日の業務に励むことができています。
これからも、患者さんが安心して手術に
臨むことができるような手術室看護師
になれるよう努力して行きたいと思い
ます。

頼れる先輩が沢山いて安心して働けます！

入職当初は、わからないことばかりで毎
日落ち込んでいました。しかし、プリセプ
ターさんを中心に先輩から教えてもら
いながら様々な技術・処置を経験し少し
ずつ出来ることが増え、不安を減らすこ
とが出来ています。また、月に一度目標
に対して振り返りを行い、出来なかった
ことや困ったことなどを先輩がサポート
してくれます。これからも初心を忘れず
に、成長していけるように努力していき
たいと思います。

入社当初は初めての社会人、初めての一
人暮らしなど初めてな事ばかりでとても
不安でした。しかし、プリセプターさんや
先輩方が親身になり話を聞いてくだ
さったり、技術面では手厚く指導してく
ださったりするため、不安が徐々に消え
ていきました。また、原三信病院は教育
制度が整っており、着実に成長できる環
境です。一緒にスキルアップを目指しま
しょう！！！

一緒に頑張りましょう。待っています！
私は、本館５階の総合診療科・糖尿病内
科に所属しています。看護師１年目でも
あり、入社当初は戸惑いや迷うことも多
くありましたがプリセプターをはじめ、周
りの先輩の心強いサポートもあり出来る
ことも多くなってきました。総合診療科
ではさまざまな疾患の患者様がいらっ
しゃるので分からない疾患もありますが
同期達と助け合い、相談し合いながら
日々勉強に励み、質の高い看護が行える
ように頑張っています。

外科・婦人科病棟に配属となりもうすぐ一年
が経ちます。入職当初は初めて体験する事ば
かりで不安が多くありました。しかし、プリセ
プターをはじめとする病棟の先輩方に手厚
い御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。そして自分のペースで
成長する事ができ、少しずつ毎日が充実した
ものへと変化してきました。大変な事も多く
ありますが周手術期看護や急性期ならでは
の知識・技術を身につけることができます。こ
れからも向上心を忘れず頑張っていきます！

安心して学べる環境だとおもいます。

優しい先輩方がフォローしてくださいます！

先輩方に支えられて
日々働いています

毎日充実した生活を送っています！

段階的にステップアップができます！
4月に血液内科病棟に配属され、最初は
慣れない環境と業務に不安がありまし
た。分からないことも多く、初めは戸惑う
ことの多い毎日でしたがプリセプターさ
んや周りの先輩方が丁寧に指導してくだ
さり安心して学ぶことができました。ま
た、毎月自分の目標を立ててひとつずつ
出来ることを増やしていくことができま
した。まだ未熟な面もあり大変なことも
ありますが、一緒に頑張りましょう。

腎臓病センター
呼吸器科・

脳神経内科病棟

循環器科・
泌尿器科病棟 泌尿器科病棟

手術室
整形外科・

脳神経外科病棟

消化管内科・肝胆膵内科・
腎臓内科病棟

総合診療科・
糖尿病内科病棟

外科・婦人科病棟 血液内科病棟

私たちと一緒にがんばりましょう！

※平成31年2月現在
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●当院に勤続3年以上の者

国内研修・
海外研修制度

支援条件

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

支援内容

支援制度③

●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

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）

看護協会認定看護師受講コース
受講者に対する支援

韓国
東岡病院への
研修

教育支援制度 Training Support System Committee Activities委員会活動

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

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

活 動 目 的委員会名 活 動 目 的委員会名

支援条件

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）

支援内容

支援内容

看護協会認定管理者コース
受講者に対する支援

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）

支援内容

専門資格取得コース
受講者に対する支援

支援制度① 支援制度②

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
認定看護師を目指しました。現在
は、排尿ケア、ストーマケアを中
心に患者さんや家族、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。

皮膚・排泄ケア 認定看護師

宮川 みどり

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。

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。

認定看護管理者
皮膚・排泄ケア 認定看護師
部長  栁迫 昌美

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、訪問
者の方そして当院職員に安全な
環境を提供していきたいです。

感染管理 認定看護師

八波　隼

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。

手術看護 認定看護師

穴井 祐介

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。

がん性疼痛看護 認定看護師
科長  栗秋 佐智恵

緩和ケア 認定看護師
主任  染矢 麻衣子

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。

糖尿病看護 認定看護師

有馬 弥生

がんを宣告されることで、人生は大きく
変化します。そして，患者さんやご家族
は色々な選択をしなければなりません｡
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緩和ケア
認定看護師を目指しました。認定看護師
取得後は患者さんと添っているご家族
が何を大切に過ごされてきたのか、そし
てこれからどのような人生を過ごしたい
と考えておられるのか、少しでも寄り添
えればと思い日々関わっています。

緩和ケア 認定看護師

横田 亜水

疾患を抱える患者さんやそのご家族
に対して、トータルペインの視点で
アセスメントし、その人に適したケア
を提供することが、緩和ケア認定看
護師の役割です。患者さんやご家族
の思いを尊重し、その人らしく生活
ができるように支えていくことを大
切にしています。現在は専従として、
緩和ケアチームのメンバーとともに、
患者さんやご家族の苦痛に最善の
対応ができるように努めています。

緩和ケア 認定看護師
主任  徳永 真弓

私の領域は、①CKDの進行予防に対
する介入や腎代替療法の療法選択支
援。②透析療法や移植後の支援。③敗
血症などに対する急性血液浄化療法
の支援。④病気の原因となる免疫関連
物質、代謝物質、中毒物質や細胞など
を除去するアフェレシス療法の支援
があります。それぞれの場面で安全で
高質な治療の提供と患者さんが自分
らしい生活を送れるようにチームで支
援できることを目指しております。

透析看護 認定看護師

德田 勝哉

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。

皮膚・排泄ケア 認定看護師
主任  真矢 正代

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。

がん化学療法看護 認定看護師

長田 佐緒里

認定看護師

Certified Nurse
皮膚・排泄ケア 認定看護師

黒田 豊子

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。私はス
トーマケアだけでなく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必要とする患者さんや
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できるよう、日夜がん
ばっています。

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。

がん化学療法看護 認定看護師
主任  横田 宜子
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●当院に勤続3年以上の者

国内研修・
海外研修制度

支援条件

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

支援内容

支援制度③

●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

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）

看護協会認定看護師受講コース
受講者に対する支援

韓国
東岡病院への
研修

教育支援制度 Training Support System Committee Activities委員会活動

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

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

活 動 目 的委員会名 活 動 目 的委員会名

支援条件

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）

支援内容

支援内容

看護協会認定管理者コース
受講者に対する支援

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）

支援内容

専門資格取得コース
受講者に対する支援

支援制度① 支援制度②

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
認定看護師を目指しました。現在
は、排尿ケア、ストーマケアを中
心に患者さんや家族、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。

皮膚・排泄ケア 認定看護師

宮川 みどり

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。

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。

認定看護管理者
皮膚・排泄ケア 認定看護師
部長  栁迫 昌美

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、訪問
者の方そして当院職員に安全な
環境を提供していきたいです。

感染管理 認定看護師

八波　隼

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。

手術看護 認定看護師

穴井 祐介

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。

がん性疼痛看護 認定看護師
科長  栗秋 佐智恵
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Welfare福利厚生

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年度］

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。昼休みの時間を利用して、
研修会を実施しています。

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。
平成30年：歯ブラシ〈ナノミネラルコーティング〉

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。
平成30年：ガラスポット

病院創立記念品

友愛会
ビアパーティ

ランチミーティング

岐志保養所

永年勤続表彰式

看護師寮 ※新卒者のみ対象

●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

●福岡大学  医学部看護学科

●九州大学  医学部保健学科

ワーク・ライフ・バランス Work & Life Balance

インターンシップについて About Internship

臨地実習／受入 Training Acceptance

Nurse dormitory

天神・博多に
　　好アクセス！

・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

主な設備
利便性・
セキュリテ

ィ
共に

バッチリで
す！

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
こころの相談室

2019年は、

第1回　2019年3月28日（木）

第2回　2019年3月29日（金）

第3回　2019年7月24日（水）

第4回　2019年7月25日（木） 

第5回　2019年8月  7日（水） 

第6回　2019年8月  8日（木）

詳細はこちら

ママさんナース紹介

臨地実習／受入

●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

認定看護師の実習受入

私は先輩ママナースが多く復職してい

ることもあり、不安なく職場復帰でき

ました。時短制度を活用し働くことで、

子供と寄り添う時間が作れていること

は、とてもありがたいです。また育児を

しながらも、キャリアを積むことがで

き、母としても看護師としても成長で

きている気がします。ワークライフバ

ランスを保ちながら仕事ができるの

も、職場の子育て支援制度のサポート

があるからだと思います。

出
産
後
の
復
帰
！

現在、時短勤務のリリーフナースとして働

いています。配属先での専門性、看護技術

が学べ自分の知識が広がります。また短

時間勤務なので、仕事と子育ての両立が

でき、子供の急な病気等でのお休みもい

ただけるので、とても働きやすい環境に

感謝しています。

時
短
勤
務
で

仕
事
と
子
育
て
の

両
立
！

2人の育児をしながら、仕事を続けています。め

まぐるしく日々が過ぎて行きますが、時短勤務

で働くことで自分にも余裕ができ、家庭にも仕

事にも楽しさを感じています。

職場のサポートだけでなく、育児の先輩方に恵

まれていることは大きな励みになります。

家
庭
と
仕
事
の
両
立
、

自
分
に
も

余
裕
を
持
て
る

ママさん
ナース♪

看護学生の皆さん、都市部の急性期病院で

看護の体験をしてみませんか？
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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）

※夜勤4回で計算　
※経験のある方は経験加算あり

待　　遇 （1）給与　当院規定による

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）

募集要項

（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・結婚休暇・出産・育児休暇・忌引等

※病院から徒歩5分圏内
※新卒者のみ対象

〒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
 　　　  40台

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

居宅介護支援事業所併設

Recruit

福岡サンパレスホテル　会議室面接会場

第1回　2019年  8月10日（土）午前9時
第2回　2019年10月  5日（土）午前9時
※小テスト等あります

面接試験

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

応募書類 ※試験日の2週間前までに提出

TEL.（092）291－3435（直通）
TEL.（092）291－3434（代表）

連絡先

応募書類について

新　卒

○

○

○

○

ー

（所持者のみ）

既 卒

○

○

ー

ー

○

（所持者のみ）

履歴書（直筆・指定書式無）

健康診断書

卒業見込証明書

成績証明書

看護師免許証（写し）

准看護師免許証（写し）

※健康診断書の様式（ホームページ参照）は、当院様式以外でも構いませんが

　受診については過去1年以内のものを提出してください。

※新卒もしくは看護師としての実務経験がない方が対象となります。

手術室 婦人科外来 ラウンジ

スタッフステーション内科外来 泌尿器センター

Hospital Information病院のご案内

Related Facilities関連施設

一緒に働く
仲間を待ってます！

許可病床数：250床 
医 療 保 険：医療療養147床
　　　　　  回復期リハ45床
介 護 保 険：介護医療院58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 かしいの杜
 ● 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）

病院見学会を実施します。
第1回　2019年 4月20日（土）　　第2回　2019年 7月20日（土）

QRコードを
読み込んで
詳細を
check!
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●病棟以外 日勤 8：50～17：04（休憩50分）

※夜勤4回で計算　
※経験のある方は経験加算あり

待　　遇 （1）給与　当院規定による

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）

募集要項

（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・結婚休暇・出産・育児休暇・忌引等

※病院から徒歩5分圏内
※新卒者のみ対象

〒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
 　　　  40台

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

居宅介護支援事業所併設

Recruit

福岡サンパレスホテル　会議室面接会場

第1回　2019年  8月10日（土）午前9時
第2回　2019年10月  5日（土）午前9時
※小テスト等あります

面接試験

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

応募書類 ※試験日の2週間前までに提出

TEL.（092）291－3435（直通）
TEL.（092）291－3434（代表）

連絡先

応募書類について

新　卒

○

○

○

○

ー

（所持者のみ）

既 卒

○

○

ー

ー

○

（所持者のみ）

履歴書（直筆・指定書式無）

健康診断書

卒業見込証明書

成績証明書

看護師免許証（写し）

准看護師免許証（写し）

※健康診断書の様式（ホームページ参照）は、当院様式以外でも構いませんが

　受診については過去1年以内のものを提出してください。

※新卒もしくは看護師としての実務経験がない方が対象となります。

手術室 婦人科外来 ラウンジ

スタッフステーション内科外来 泌尿器センター

Hospital Information病院のご案内

Related Facilities関連施設

一緒に働く
仲間を待ってます！

許可病床数：250床 
医 療 保 険：医療療養147床
　　　　　  回復期リハ45床
介 護 保 険：介護医療院58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 かしいの杜
 ● 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）

病院見学会を実施します。
第1回　2019年 4月20日（土）　　第2回　2019年 7月20日（土）

QRコードを
読み込んで
詳細を
check!
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博多シティイムズソラリア

ステージ
ビル

原三信病院

●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

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。

H A R A S A N S H I N  H O S P I T A L

S i n c e 1 8 7 9

2 02 0 年 看護師募集要項


