医療法人和仁会
Fukuoka Wajinkai Hospital

福岡和仁会病院
看護部紹介

支えたい、ひとつの地域、地域のひとり

YOGA
CLUB
ASKUL
新宿西口店

当法人は「病む人の身になり、医療は真心でいたします」の理念に基づき、地域に根ざした
医療を追求し邁進してまいりました。
創成期より「地域や家族を支える医療」を続けております。
患者様、お一人おひとりのために、｢何が必要か」、「何が出来るか」を個々に考え、
地域医療から介護まで、あらゆるサービスの質を常に磨いてまいります。

お問い合わせ先

福岡市⻄区⽣の松原1丁目33番18号

℡092-891-7621
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看護部管理

2020年版
チーム医療 の実践 ！

チーム医療 の 一員とし て１人 １人が
専 門職 とし ての責任 と役割を自覚 し、
患者 さま に信頼 され る質 の高 い看護
師育成を 目指 し ています。
看護教育委員会を中心 に、年 間 の教
育計 画を立案、実施 し、看護技術、
知識 の習得、 メ ンタ ル面 での支援 な
ど、卒後教育 を充実 させ ています。
また、新 人教育 に関し ては、 平成 二
十 四年度 より 「新卒看護職 員検討委
員会」を設置し、 「福岡県新人看護
職員研修事業 」の指針 に沿 いながら、
院内 研修を はじめ、看護協会新 人研
修、各大学主催 の 「外部新 人看護職
研修」 にも参加 し ております。

看護部⻑ ご挨拶

看護部教育委員会

豊かな感性を持ち、人を理解し、
尊敬し、温かい心で接します。

看護部⻑

久富美和子

患者さま一人ひとりの人間性を尊重し、「人として大切にさ
れていると感じていただける看護、介護の提供」を常に心掛
けています。 安全で安心できる、心の通った温かい看護、介
護の提供には、「いつも笑顔で対応できる穏やかさ」、「専
門職として学び続けられる忍耐力」、「スキルアップを支援
する教育体制」が必要です。
地域・医療・福祉との連携を図り、病院が目指す、「地域
の皆様に信頼される病院」に貢献できるよう努めるとともに、
365日、24時間、患者さまの一番身近にいる存在であること
を自覚し、「されたい看護」、「されたい介護」の実践に
日々努力しています。

看護教育委員会主催
勉強会
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２階東病棟

医療療養病棟48床

レクリエーションの様子

２階東病棟 は
こんな病棟 です！

入院患者様の自立支援に向けて
看護師と共にケアスタッフも奮闘中！

２階東病棟 は医療療養 の透析病棟 です 。
腎不全 に対 して 、最善 の透析を提供 し
ます 。患者 さん の状態 に応 じての
イ ンフ ォームド コンセントが充実 して
おり 、安心 して働 けます！

また 、入院 から退院ま で担当看護師 が
一貫 して関わり 、透析看護が学 べて ス
キ ルア ップが出来ます 。
未経験 の方 でも安心して働く ことが出
来 る取り組 みとして 、透析 センタ ー へ
の出張学習 の時間を早期 に設け 、透析
スタ ッフと の交流を介 して 、不安が解
消 できるよう 、全 スタ ッフで職場環境
つくりをを行 って います 。

病棟ケアスタッフも大活躍！

病棟ナースの声
現在、小学５年生と１年生の子育てママさん
ナースです。夫の仕事の都合で福岡へ来て２
年間パート勤務をしていました。子どもが小
学生になったのを機に、常勤を勧めていただ
き、現在日勤常勤で勤務しています。常勤に
なる際に帰宅時間や仕事量が不安でしたが、
ほぼ残業なく帰宅できること、業務内容も変
わらないこと、人間関係についてもそれまで
と同じスタッフと働けることで、不安はすぐ
に解消できました！
今でも毎日楽しく働くことが出来ています！
２階東病棟

看護師

菅野

病棟ナースの声

病棟では看護職員の他にケアスタッフが働いています。
ケアスタッフは介護福祉士や看護助手などがおり、患
者様の自立支援に向けて専門的な視点から支援してい
ます。
レクリエーションでは、患者様の気分転換を図ると共
に残存機能を活かした自立支援を最大の目標に体操な
どに取り組んでいます。
介護未経験の方でも先輩スタッフが丁寧に指導します
ので、安心して勤務出来ます！
私たちと一緒に働きませんか？

私は左頚椎症を患い、左半身のしびれと疼痛
に悩まされ、仕事を続けていくことが困難と
なり、一度退職することとなりました。
しかし、１ヵ月を過ぎた頃から、痛みが軽減
し、再度就職の相談をしたところ、条件付き
で勤務が可能であると言って頂き、当院へ再
就職することとなりました。
看護の仕事は力仕事も必要とする中で、業務
内容を考えて頂きながら、好きな看護に携わ
れる職場環境を整えてもらっていますので、
今でも働き続けることが出来ています。
とても働きやすく、自分に出来る仕事を精一
杯頑張っています！
２階東病棟

看護師

宮崎

２階⻄病棟 は
こんな病棟 です！
私たち ２階⻄病棟 は医療依存度 の高
い患者様 が療養 ⽣活を送られ て いま
す 。会話 が困難な患者様も多 いです
が 、スタ ッフが関わる中 で次第 に表
情 の変化や発語や会話 が可能 にな っ
たりして 、嬉 し い結果を感 じる こと
も多 くあります 。
働 いて いる スタ ッフも新人から大 ベ
テラ ンま でと様 々な世代 で構成され
て います 。そ のため 、仕事 の悩 みは
もちろん 、私⽣活 の悩 み相談ま で可
能 です！
各人が学び 、新人を育 てよう と いう
教育体制も整 って います 。
ぜ ひ 、私たちと 一緒 に仕事をしませ
んか 。お待ちして います 。

２階⻄病棟の患者様は全介助の方が多くおられます。
患者様の安全、安心と働くスタッフの健康面（特に腰
痛）に配慮して、患者様の移動時には「ラクラック
ス」や移動用ストレッチャーなどを使用しています。
この取り組みを行うようになってからは、患者様の負
担軽減はもちろん、スタッフも疲労感が軽減しました。

病棟スタッフ
2階⻄病棟

負担軽減に全員でチャレンジ！

医療療養病棟48床

２階⻄病棟

2020年版
医療法人和仁会 福岡和仁会病院

スタッフ全員が⻑く働き続けられる
職場環境を目指して！

抱えない看護、介護の実践

他職種連携
カンファレンス風景

医療法人和仁会 福岡和仁会病院

３階東病棟
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医療療養病棟48床

3階東病棟

３階東病棟 は
こんな病棟 です！

３階東病棟 は 、医療型療養病棟 です 。
慢性期 で自宅療養を行う には 、患者
様及びご家族共 に不安を抱え 、⻑期
療養 が必要 とする患者様 に対 して医
療 、看護 、介護 、リ ハビリを行 って
います 。
また 、シ ョート ステイ （短期 入所 ）
も受け入れ ており 、地域 の方 々が安
心 して⽣活 できるよう 、積極的 に地
域包括 ケ アシ ステム の構築 にも取り
組 んで います 。

３階東病棟の特徴は？

病棟スタッフ

介護研究で行ったユマニチュードの技法を
ヒントにコミュニケーションを通して、
寄り添う介護を実践しています。

他職種連携
カンファレンス風景

子育て世代から６０歳代のスタッフまで様々な世代の
スタッフが明るく楽しく勤務しています。
当病棟では「その人らしく、過ごしやすい環境づくり」
と「患者さん、ご家族に寄り添う気持ち」を大切に、
スタッフ一同で取り組んでいます！
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３階⻄病棟
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回復期リハビリ病床２４床
地域包括ケア病床２４床

入院患者様の自立支援に向けて
チーム医療を実践しています！
チーム医療を実践しています！

３階⻄病棟 は
こんな病棟 です！

３階⻄病棟 は回復期 リ ハビリテー
シ ョン病床 ２４床 、地域包括 ケ ア病
床 ２４床 の混合病棟 です 。
患者様 に関わる医師 、看護師 、理学
療法士 、作業療法士 、言語聴覚 士 、
管 理栄養 士 、社会福祉 士 、介護福祉
士など他職種 によるカ ンフ ァレンス
を毎 日実施 しており 、入院 され て い
る患者様 が早く病気前 の⽣活や在宅
復帰 できるよう現状 の問題点 の把握
や目標を全 スタ ッフで共有 し 、そ の
患者様 に合わせたサービ スを提供 し
自立を支援 して います 。

他職種が関わるリハビリを展開

病棟ナースの声
今年（2019年）の４月に入職して、
分からないことや疑問に思ったこと
は丁寧に先輩たちが教えてくださり、
看護師として出来ることが増えてき
ました。新人研修制度も充実してお
り、院内研修はもちろん、病院外で
の研修の参加も可能で学校で学んだ
以上のことを学ぶことが出来ていま
す。まだまだ指導を受けることはた
くさん有りますが、とても働きやす
く、楽しい職場です！
３階⻄病棟 看護師 古川

病棟ケアスタッフの声
病棟では、リハビリテーション、レクリエーションの一
環として、毎朝ラジオ体操やリハビリ体操を患者様や医
師、病棟スタッフ全員で行っています！
その他にもリハビリ体操や敬老会など様々なレクリエー
ションを行い、患者様の自立支援を促しています。
介護未経験の方、ブランクのある介護福祉士の方、看護
師の方でも先輩スタッフが丁寧に指導しますので、安心
して勤務出来ます！私たちと一緒に働きませんか？

昨年３月に育児休暇が終わり、この４
月より３階⻄病棟で介護福祉士として
勤務しています。育児休暇中は勤務体
制と体力面で、子育てと両立出来るか
とても不安でしたが、柔軟な勤務体制
や看護師⻑をはじめ、同僚の方々のサ
ポートで今では不安も解消され、いき
いきと勤務しています。今後もこの職
場で働いていこうと思っています！
３階⻄病棟 介護福祉士 永利
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透析センター
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HDF対応個人用透析器 4台
HD用透析機器 26台

透析 センタ ーは
こんな部署 です！

透析 センタ ーでは現在 ベッド数 ３０
台 （血液透析 、血液透析濾過を中
心 ）で治療を行 って います 。自宅や
施設 から自ら の力 で通院 が困難な方
には送迎 バスを準備 して対応させて
頂 いて います 。安全 で適切な透析医
療を提供する為 、医師 、看護師 、臨
床 工学技 士 、ケ アスタ ッフ 、各病棟 、
関係施設等 と連携を図りながら 、
チームとして医療を行 って います 。
また 、高次医療 が必要 となる緊急時
は 、大学病院や急性期医療機関 と連
携 して います 。
患者様 の不安や苦痛 の軽減 に努 める
こと 、新 し い情報や知識 の習得を心
がけ 、業務時間内 にも勉強会を開催
し 、日 々努力 して います！

透析センター１日の流れ

透析センタースタッフ

チーム医療を徹底し、医療安全に
取り組んでいます！

≪透析センター１日の流れ≫
7:30
8:30
10:00
14:00

〈準備〉
〈開始〉
〈観察・ケア〉
〈透析終了・回収〉

〈申し送り・明日の準備〉
16:00 〈火・木・土業務終了〉
17:00 〈月・水・金業務終了〉

透析センター
スタッフの声
透析センターでの勤務は時間に追われ
る事もあり集中して忙しい時間を迎え
ます。時には体力・精神的に疲れるこ
ともありますが、周囲の方々の支えも
あり頑張っています！
また夜勤業務がない為、子育てとの両
立がしやすい環境であることは透析セ
ンター勤務の大きなメリットです。今
後も子育てと仕事の両立を図りながら、
頑張っていこうと思っています。
透析センター

看護師

久間
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当院 の外来 は 「お待たせしな い 」
を モ ットーに 、出来 る限り迅速 に対
応 、待ち時間 の考慮を行 って います 。

患者様 の立場を最優先 に考え 、常 に
目配り 、気配りをし 、寄り添える看
護を提供 できるよう に努 めて います 。

いつでも声をかけ て いただき 、安心
して医療を受けられるよう に心がけ
て います 。

安心の外来診療を提供致します

外来 は
こんな部署 です！

外来・訪問看護

外来・中材スタッフ

様々な診療科目に対応するべく
日々努力中です！

訪問看護ステーション
当院は内科、循環器内科、糖尿病内科、消化器
内科、整形外科をはじめ多くの診療科があります。
その診療科に最適な診療補助を行うべく、朝礼や
カンファレンス、勉強会を通して日々努力して
います。
これら以外にも「よかドック」、「特定検診」
「福岡市がん検診」などの検診事業、胃カメラ
大腸カメラなどの内視鏡検査など、地域の皆さま
に安心して頂ける医療の提供に努めています。

看護師・保健師・リハスタッフ

医療法人和仁会 福岡和仁会病院
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スキルアップ支援

継続教育 にも力を
入れ て スキ ルア ップ

看護部 では院内勉強会 や看護部勉強
会 、外部研修会等 で積極的 に研究発
表を行 って います！

新 し い知識 の習得や看護 、介護研究
を通して 「昨 日より今 日 、今 日より
明日 、 一歩 でも前進 」を目指 し 、
看護部全体 で取り組 んで います！

オンライン学習でスキルアップ

奨学金制度を完備！

eーラーニングで継続教育

当院では准看護師から看護師になる
ために法人で奨学金制度を完備し、
スキルアップ支援をしています。
当院ではe-ラーニングを導入し、スタッ
フのスキルアップ支援をしています。自
分の都合に合わせて、場所・時間の制約
なく学べることが特徴で、コースとして
「基礎習得コース」「中堅コース」
「リーダー育成コース」「看護管理コー
ス」「看護補助者コース」があります。
看護部スタッフの「学びたい！」気持ち
を全力でバックアップしています。

※制度利用には条件があります。

医療法人和仁会 福岡和仁会病院
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勤続 ２０ 年 のスタ ッフには法人か
ら ハワイ旅行 のプ レゼ ント！
和仁会グ ループ （⻑崎地区 、福岡地
区 ）の同期 入社組 と常夏 の ハワイを
満喫 してくださ い！

そ の他 にも法人内病院対抗 レクリ エー
シ ョンなど仕事以外 でも楽 しみが持 て
るよう に 工夫 して います！

職員レクリエーションなど

福利厚⽣も充実 ！
⻑～く勤務 して頂く
工夫もして います！

院外活動編

永年勤続表彰式

法人行事等を通して、職員同士の
コミュニケーションもOK！

福岡和仁会病院大忘年会

毎年、和仁会グループ（⻑崎、東福岡、⻄福
岡）対抗ソフトボール大会を開催し、法人内で
のスタッフコミュニケーションを大事にしてい
ます。普段の仕事中には見れない姿やちょっと
ドジった場面などがあり、参加者全員で毎年楽
しんでいます！
さぁ、次はあなたがホームランを打つ番です！

Fukuoka Wajinkai Hospital
福岡和仁会病院 看護部

仲間と共に、地域に貢献しよう！！

