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生命だけは平等だ

南部徳洲会病院で
叶える看護の夢

だれもが最善の医療を受けられる
社会を目指して

生命だけは平等だ

生命を安心して預けられる病院

健康と生活を守る病院

い の ち

せい 　めい

方 針 Policy

1. 年中無休、24時間オープンで救急医療を提供します
2. 急性期から在宅医療、並びに予防医療にいたるまで
包括的な医療を提供します

3. 患者さまの立場にたち、権利を尊重します
4. 患者さまからの贈り物は一切受け取りません
5. 医療技術・診療態度の向上に絶えず努力します
6. 医療従事者としての倫理の向上に努めます

理 念

病院の理念に基づき
ぬくもりのある、
ゆきとどいた看護の提供

方 針 Policy

目 標 goal

1. 専門職業人としての自覚を持ち安全でよりよい看護の提供
2. 常に、自己研鑽し、知識、技術の向上に努める
3. 接遇教育を徹底して行う
4. 医療人（看護師）として倫理的配慮の出来る人材育成を行う
5. 急性期から在宅までの継続した看護・介護ケアの実践

1. 職員一人一人が患者さまの立場に立った看護の提供ができる
2. 病院の目標に準じた安定した経営への参画
3. 院内外の教育活動の啓蒙と実践

看護部 理念・方針

新人も、 経験のある人も。

働きやすい環境を整えて、看護師を目指す皆さまをお待ちしています。
南部徳洲会病院は「生命だけは平等だ」の理念のもとに、救急医療をはじめ先進医療、予防医療、
在宅医療、介護、福祉など多方面にわたり活動しています。その活動の中で最も重要なのが看護師
さんの役割であることは言うまでもありません。私達は、看護師の皆さまが働くためのよりよい環境
づくりに努めています。職員一人ひとりが向上心を持ち、生きがいを持って働き、よりよい人生を送る、
その実現が私達の目標です。私達の病院では、看護師、医師、コメディカル、事務職員などの各部
署間の垣根がとても低く、みんな仲良く協力しあい仕事をしています。ぜひ一緒に働いて、雰囲気の
よさを感じてください。病院長  赤崎 満

皆さま、看護部の資料をご覧いただきありがとうございます。
看護部理念を実践するために、常に傾聴の姿勢、患者さまと心が通い合える瞬間、ケアを受ける人
の世界を理解し寄り添う看護を大切にしています。
看護職に求められる知識・技術は一層専門性を増し、チーム医療の一員としてその期待は高まってい
ます。専門職として、目指す看護師像のビジョンを持ち、自らが自律して学ぶ姿勢を育みキャリア形
成が出来る体制が整えられています。院内には、e-ラーニング導入・院外研修の充実、徳洲会 Gベ
ストプラクティス研修・認定看護師・特定看護師育成の支援体制等、熱い思いで成長したいと意欲を
お持ちの看護師さんのキャリア開発を支援します。看護部長  鵜飼 悦子
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ＪＣＩとは、患者中心の医療サービスの実施や
安全で質の高い医療の提供、

医療の品質改善の継続的取り組みを行っている
医療機関を認定する世界で最も厳しい認定基準。

当院は、2015年12月ＪＣＩ認証を取得。
県内取得第1号。

ＪＣＩ認定病院
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● 沖縄県臨床実習指導者講習会
　（ラダーⅢ認定者／院内推薦）

● 認定看護師養成課程受験資格
　（ラダーⅢ認定者／院内推薦等）

● 特定行為研修（当院・日看協など）
● 専門看護師教育課程・大学院教育等

● 医療安全管理者養成研修
● 認定看護管理者研修
　  □ ファーストレベル（看護副主任・看護主任）
　  □ セカンドレベル（看護師長）／ファーストレベル修了者
　  □ サードレベル（副看護部長・看護部長）／セカンドレベル修了者等

沖縄県
看護協会
研修内容

助言を得て看護実践
全体オリエンテーション
看護技術教育研修
シミュレーション研修
集合研修
（1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年研修）

●

●

●

●

認知症研修①
看護倫理研修（初級）
フィジカルアセスメント研修①
（基礎編）

急変時の対応研修、
リフレクション研修
看護観（ナラティブ）発表会
メンバーシップ研修
危機予知トレーニング（KYT）

●

●

●

●

●

●

●

ラダー

ラダー

●

●

●

●

●

●

●

●

自立した看護の提供
プリセプター研修
フィジカルアセスメント②
（急変時のアセスメント）

認知症研修②
看護倫理研修（ステップ1）
ケースレポート発表会
リーダー研修（初級）
標準予防策
暴力のKYT

ラダー
卓越した看護の実践

ラダー
●

●

●

●

●

●

●

●

創造的リーダーシップ発揮
管理の実践
看護管理研修Ⅰ①
看護管理研修Ⅰ②
看護管理研修Ⅱ①
看護管理研修Ⅱ②
看護管理研修Ⅱ③
看護倫理研修
沖縄ブロック研修
看護研究 指導
院内・部署QI活動 実践・指導

ラダー

院内研修

【南部徳洲会  看護部】

キャリア支援
概念図

eラーニング
eラーニング学習は、著名な講師と最新の講義に参加できるインターネットによる「講義宅配
便」です。いま臨床現場の看護師として定期的かつ系統的な学習を行う必要性が高まってい
ます。看護部では各個人にID・PASSが配付され、自分の予定に合わせた学習が可能になり
ます。学習システムとして、インターネットに接続できるパソコン・スマートフォン・タブレット
端末があれば、いつでもどこでも学習環境を設定することができます。

自己実現
看 護 師としての

新人看護師インタビュー 夢に向かって進む、新人看護師にインタビュー♪ インターネットによる「講義宅配便」！

［ICU］ 看護師  古川 五久磨さん

当院は救急搬送される患者さまを断ら
ない医療をモットーにしており、様々な
状態の患者さまが緊急で入院されま
す。その中で、アセスメント力とケアに
つなげる力を先輩から学んでいき、患
者さまへ個別性のある看護を提供でき
るよう頑張っていきたいです。

先輩たちの指導を受け、ICUで
1年目の看護師として患者さまの
看護を考えていきたい

インターネット
による講義

個人ID・PASSでパソ
コン・スマートフォ
ン・タブレット端末
からログイン

自分の予定に合わ
せて、いつでもどこ
でも学習ができ
る！

院外研修／長期研修 【沖縄県看護協会研修受講】

徳洲会グループ研修 徳洲会グループ看護管理研修徳洲会グループキャリアアップ研修（離島研修・各分野研修）【徳洲会グループ内研修】

看護部では、看護継続教育の一環として、

クリニカルラダーシステム（臨床看護実践能力習熟段階制）を行っています。

クリニカルラダーシステム

●

●

●

●

●

●

●

リーダーシップの発揮
リーダーシップ研修
認知症研修③（身体抑制・ケア加算）
訪問看護研修 → 臨地研修
看護倫理研修（中級）
看護研究
PCAポンプの使用方法
TEAM STEPPS

● 暴力のKYT

●

●

●

●

年間計画説明
リーダーシップ実践
自部署の問題点や課題を抽出

学研ナーシングサポート視聴

①
②
課題解決に向け実践計画立案
実践報告発表

①

②
③
④

新人＆後輩看護師の学びを助ける
コミュニケーションの極意
【接遇】 医療現場での適切なクレーム対応
入退院支援のプロセスと多職種連携
認知症に特有な倫理的課題と意思決定支援

～現場における苦情対応～

沖縄県看護協会の

研修に積極的に

参加しています！！
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電子カルテ講習会
パソコンが苦手な人でも
大丈夫！

オムツ講習会
オムツの技術を再確認し
ます！

シュミレーション研修
多重課題でスキルの向上
を目指します。

急変時の対応研修
BLS研修は、定期的にやっ
ているよ！

看護観（ナラティブ）発表会
心に残った看護を語り合
おう。

8:15

13:30 12:30

12:00

16:00

10:00

16:30

9:00
8:00

8:30

全職員が集まり、挨拶や理
念の唱和などを行います。

入退院の患者さまや要注意の
患者さんの情報共有をします。

誤嚥に気をつけて自分で
食べられない患者さまの
食事介助をします。

交代でお昼休憩をします。食堂
も完備。沖縄そばがオススメ！

患者さまが安心して退院ができるよう
に、多職種と連携し、情報を共有してい
ます。

リーダーへ患者さまの報告。
残務確認をします。

点滴の管理や、患者さまのバイタル
測定をして状態の観察を行います。

患者さまに挨拶しながら、病室を巡
回し、清潔ケア・口腔ケア・トイレ介
助などをします。

スキルだけじゃなく、1年目の不安な   気持ちにも、私たちは寄り添っていきます。

1. よりよい人間関係を構築
することができる

2. チームメンバーとしての役
割を果たすことができる

3. 専門職として、自己研鑽の
必要性を理解する

4. 多職種と連携し、チーム医
療の推進を理解する

始業

勤務終了

前残業が無い為、勤務内で情報収集しま
す。昼食は皆で楽しく会話しながら食事
をとり、勤務中は協力し合って仕事をす
るメリハリのある職場です。困った時は
先輩に相談できるので心強く、1年目か
ら多くの経験が出来ます。

屋比久 唯さん
看護師 ［循環器病棟］

朝 礼 朝の申し送り

病室巡回・患者ケア

バイタル測定

配膳・下膳

ランチタイム

カンファレンス

終 礼

1日の流れ
屋比久唯さんの

看護師らしさと、あなたらしさが
一つになるように。

4月 4月

危険予知トレーニング（KYT）
院内をラウンドして、危険
を察知。

8月

口腔ケア演習
誤嚥予防に効果的な口腔
ケアが学べます！！

4月 7月 8月 1月

安全で安心できる

看護技術を提供する

看護職員の育成

教育目的・目標
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患者さまの病態や治療など

徐々に理解できるようになり、

日々出来る事が増えています。

重症な患者さまが多いですが、

密に関わる事ができるのでや

りがいを感じることも多いで

す。今後は色々な資格の取得

も目指していきたいです。

患者さま・ご家族の声を大

切に！！密なコミュニケー

ションを心がけています

玉城 麻琴さん看護師
4年目

 ［呼吸器センター］

回復期はリハビリテーション
によって機能回復が期待でき
る時期で多職種が連携してサ
ポートする「チーム医療」が重
要です。在宅や退院に向けケ
アの工夫や提案をし「24時間
すべてリハビリ」という考えで
スタッフは全力で患者さまのリ
ハビリゴールを支えます。

奇跡を起こすリハビリ！
患者さまの笑顔が私達
の喜びです

島袋 里佐さん看護師

5年目

 ［回復期リハビリテーション病棟］

患者さまの求めているニーズを
考えながら常に意識して行動し
ています。時間に追われ適切
な判断が出来ていたか悩む事
もあり、まだまだ未熟だと反
省する事も多いですが患者さ
まから感謝の言葉を頂いたとき
はとてもやりがいを感じます。
今後も患者さまに寄り添った看
護を提供していきたいです。

患者さまの気持ちに寄り
添って

宮里 友梨さん看護師

3年目

 ［外科病棟］

私達3人は2年目の看護師で

す。看護する中で常に患者さ

まに寄り添い、患者さまの気

持ちを考え、お一人おひとり

にあった看護を提供出来るよ

うに心掛けています。

チームの信頼に支えら

れ、ひとつひとつの命と

向き合う

髙江洲 美喜さん看護師
2年目

2年目

2年目

仲村 輝拓さん看護師

黒島 咲さん看護師

 ［整形外科病棟］

写真左から

南部徳洲会病院  の先輩達の声！ 南部徳洲会病院で働く先輩たちのやりがいや
目標について話を聞きました。先 輩の声
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認定看護師・特定看護師が伝える、現場からのメッセージ

手術を受ける患者さま
の心は不安でいっぱ
い。そんな心に寄り添っ
ていける看護を提供で
きるよう日々 、努力して
います。

医療安全対策室は、
新人看護師でも安心し
て勤務に邁進し、看護
師としてのスキルを向上
させていける。そんな
職場づくりに日々 取り
組んでいます。

南部徳洲会病院で
は、特定看護師の取得
に向けて全力でサポー
ト・支援して頂けます。
そのため、就労しながら
でも勉学に励むことが
出来ます。

褥瘡予防やスキンケ
ア、ストーマケア、排泄
ケアについて、実践・
指導・相談を行ってい
ます。患者さまが安心
して療養生活を送れる
ことを目標に活動して
います。

感染管理は、院内の
様 な々部署と協力して
業務を行います。まだ
まだ悩むことも多い毎
日ですが手術室スタッ
フや先輩の認定看護師
の助けを借りて日々 の
活動を行っています。

患者さまの痛みや意識
状態、呼吸や循環など
を細かく観察し問題点
を見極め、多職種間の
連携で患者さまの合併
症を予防し、最善なケア
を円滑に行う集中治療
室を目指しています。

崎浜 里乃さん
緩和ケア認定看護師

ICU・集中ケア認定看護師

皮膚・排泄ケア認定看護師
西田 喜郎さん左

感染管理認定看護師

手術看護認定看護師
山川 昭彦さん

皮膚・排泄ケア認定看護師

がん放射線療法看護
認定看護師

山岡 裕矢さん

外科・泌尿器科病棟
特定看護師

右 鉢嶺 愛美さん

手術室看護師・
感染管理認定看護師

急速な病状の進行や治療
による副作用に対して、
全人的視点のもと患者さ
まとご家族にとってより良
い療養環境を構築するた
めの支援を行います。

チームの一員として一緒に

がん看護に携わっていきましょう！

目に見えない放射線を用
いた治療をわかりやすく説
明し、患者さま・ご家族
の意思決定を支援します。
また、予測される副作用
に対し、患者さま・ご家
族が効果的にセルフケア
を行えるよう指導、介入を
行っています。

患者さまが放射線治療を

完遂するための伴奏者として

interview
認定・特定看護師

インタビュー

救急患者さまや災害時の迅速
な対応・トリアージ、危機的
状況にある患者さま・ご家族
への早期介入、医師の到着
を待たずに医療を提供するこ
とで異常の早期発見、重症
化の予防に努めています。

救急看護認定看護師／
特定看護師／
日本DMAT隊員

成長するチャンスを

与えてくれる職場

糸数 卓弘さん看護副主任

二瓶 友恵さん看護副主任

外間 武さん左 看護主任

久保田 和美さん右 看護副主任

比屋根 寛さん右 看護副主任

ICU・集中ケア認定看護師
左 中村 啓介さん看護師長

医療安全対策室
山本 陽子さん看護師長
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看護師特定行為研修指定機関

「看護師特定行為研修」とは、さらなる在宅医療の推進
を図るため、医師等の判断を待たずに、手順書により一
定の診療の補助（特定行為）を行う看護師を養成するた
めに設けられた研修制度です。2018年8月30日、厚生
労働省から研修指定機関として認可を受けました。
2018年10月1日、第1期特定行為研修をスタートさせま
した。特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判
断力並びに高度かつ専門的な知識、技能の向上を図るた
めの研修プログラムです。

働きながら、特定行為研修が
受講できます。

認定看護師資格取得支援制度

認定看護師の資格を取得するためには分野・課程によっ
ては、長期の研修をする必要があり、生活との両立が難
しいケースが少なくありません。そこで当院は、このよう
な専門分野の資格取得を目指す人への支援、援助を積極
的に行っています。

専門分野の資格取得を目指す人への支援、
援助を積極的に行っています。

院外研修・徳洲会グループ
キャリアアップ研修

徳洲会グループ主催による二次救急救命講習会、災害
救護・国際協力ベーシックコースがあります。また、看
護のレベルアップを図る為、全国の徳洲会グループ病院
の研修施設や自分が希望する分野の研修を受けることが
できます。

グループ組織の強みを生かした
ベストプラクティス研修

海外研修

益城町の連絡が取れない病院へ調査に出向くと、透析がで
きない状況でした。本部へ状況を報告し、翌日、患者さま
は被災地外へ搬送し、命をつなぎとめることができました。
また被災地域を細かく調査することで、避難所として登録さ
れていない避難所を発見し、情報発信することで医療を提
供する機会をつくることができました。DMAT隊員は、被災
地へ24時間以内に到着できるよう訓練を重ねています。

2016年 熊本地震救援活動

raining support system
研修支援制度

皮膚排泄ケア認定看護師　病棟ラウンド風景

救急看護認定看護師　研修風景

看護師特定行為研修　研修風景

DMAT× TMAT
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福利　　厚生

互助会行事
全職員で行われる互助会行事が毎月あります。
バドミントン大会、ボウリング大会、バーベ
キューや病院祭などがあり、季節の行事も各種
行われています。

サークル活動
職員で構成される各種サークル活動が行われ
ています。活動補助費が支給され、職種をこえ
た交流と楽しい時間を過ごす事ができます。

診療補助費
当院職員及びそのご家族については、外来・入
院に関わらず、徳洲会病院での受診なら自己負
担額の上限及び給付制度があります。

院内保育園 （きらら保育園）／院内病児保育
当院に勤務する看護師を対象にお子様をお預
けすることができます。仕事に専念できる環境
を提供するため、病児保育もあります。

人間ドック費用補助
毎年の人間ドック受診は、当院職員は無料であ
りご家族も割引制度があります。

保養施設・グループ共済
東京ディズニーランドやUSJ等の提携施設で
の各種特典が受けられます。また、病院で契約
している保養施設やホテルなどの宿泊補助金
制度もあります。

食堂の沖縄そばが

自慢です！

新人バレーボール大会で
賞品をゲット！

みんなで参加！
もちつき大会！

鬼は外！福は内！
きらら保育園の
楽しい節分

新人中間研修にて

似顔絵セラピーを

行いました

年末年始に行われる

大忘年会の一コマ

バレンタインデーは
食堂でアイスが
食べ放題★
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