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当 院 の
魅 力

合六 友姫（ごうろく ゆうき）
中央手術室　2014年入職

手術室配属6年目になりました。
患者さんにとって非日常であ
る手術は、不安や恐怖でいっぱ
いです。そんな周術期の患者さ
んの気持ちに寄り添い、手術を
乗り越えてできるだけ早くもと
の生活へ戻れるよう、術前教育
や合併症予防に向けて日々看
護実践をしています。
スタッフの人数が少ない部署
ですが、他部署と連携して情報
共有し、またお互いの意見を尊
重しながら手術を築くことにや
りがいを感じています。

今出川 友理絵（いまでがわ ゆりえ）
４階西病棟　2017年入職

当院で働き始めてから、現在
３年目になりました。技術・知
識ともにまだまだわからない
ことや、悩むことも多くあり
ますが、頼りになる先輩に相
談しながら働いています。勉
強熱心な人が多く、私も負け
ないぞという気持ちになりま
す。とても忙しい毎日ですが、
患者さんの笑顔や感謝の言
葉がうれしく、やりがいを感
じています。今後も学びを深
め、頼りになる看護師になる
べく、努力してまいります。

福井 みなみ（ふくい みなみ）
６階病棟　2019年入職

新人看護師として６階病棟に
配属となり４月から働き始め
ました。６階病棟では、小児科
や糖尿病・内分泌内科など
様々な科があり、幅広い年代
の患者さんと関わり、日々学
ぶことが多いです。毎日新し
いことを経験し、不安や悩む
ことが沢山あります。しかし、
先輩方に丁寧に指導してもら
い、困った時にすぐに相談で
きる環境があります。同期の
看護師とも仲が良く研修では
一緒に頑張っています。

重松 未紗（しげまつ みさ）
4階東病棟　2016年入職

看護師になり当院で働き始め
て３年目に突入しました。手
術を受けた患者さんが元気
になって退院できる姿を見る
と、とてもやりがいを感じま
す。少しずつ任される業務の
幅が拡充し、難しいことや悩
むこともたくさんありますが、
相談できる先輩看護師から丁
寧に指導をいただき充実した
日々を送っています。

病院再生   “Regeneration”
高度な医療を、安全に届けるために

当院では診療内容の充実とともに、施設・設備の改修や、
最新の医療機器への更新を順次行ってきました。
医療の進歩に対応した、質の高い総合的な診療を目指している当院において、
看護スキルを磨き 、キャリアを積んでみませんか？

ＨＣＵ、地域包括ケア病棟

現在の病棟構成

2016年度からはHCU、地域包括ケア病棟を新たに設置
しましたので、皆様には様々な分野の看護を学んでいた
だけます。

2017年8月のリニアック装置更新に
伴い、リニアック棟が新設されました。
治療効果を高めるため専用のCT装
置も設置しています。

リニアック棟治療部門
2016年11月に心臓血管撮影室が新設されました。
検査・治療時間が短縮され、患者さんの負担が軽減
されました。重症患者もＨＣＵと連携しているので安
心して治療・看護が実践できます。

【写真】心臓血管撮影室【写真】HCU

●緊急の対応、より高度なケアを要する患者さん 　 HCU
●病状が不安定で、積極的なケアや治療が必要な患者さん 　 一般病床
●容態が安定し、在宅復帰に向けて準備を行う患者さん 　 地域包括ケア病棟

西 【HCU】・【一般病床】：46床
東 【一般病床】：47床　4階

5階

6階

【西】内科（呼吸器・循環器）、外科（呼吸器）
【東】外科（消化器・乳腺）、整形外科、泌尿器科、内科（消化器）

【一般病床】：51床 小児科、口腔外科、皮膚科、麻酔科、
混合（内分泌糖尿病内科を含む）、緩和ケア病床

【地域包括ケア病棟】：49床 （眼科含む）
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看護実施配置
看護方式
勤務体制

勤務時間

7：1看護
固定チームナーシング
三交代制勤務

日　勤   8：15 ～16：45
準夜勤 16：15 ～  0：45
深夜勤   0：25 ～  8：55

（二交代）日勤   8：15～16：45
（二交代）長日勤 8：15～20：15
（二交代）夜勤 19：45～  9：00

外来

　西宮市立中央病院は、「高度の治療を優しく、確
実に」をコンセプトに、地域の急性期医療を担う２
次救急指定病院です。また、兵庫県がん診療拠点
病院にも指定され、専門性の高いがん治療と総合
的なケアを提供しています。
　当院では、よりよい医療とケアの提供のため、患
者さんを中心としたチーム医療を推進しています。
多職種によるチームの中で、看護師は確実な看護
技術の提供と患者さんに寄り添うケアや支援を行
い、患者さんやご家族の意向を大切にして、チーム
を繋ぐ役割をしています。
　看護部では、患者さんや地域の人々に信頼され
る医療と看護の提供をめざし、日々看護実践の向
上に努めています。
　新卒の看護師は綿密な新人研修プログラムを通
して、一人前の看護師になることをめざします。継
続教育としてキャリア開発ラダー、院内・院外研修
においては、知識や技術を習得し、資格や認定の取
得、各種学会での発表や参加をして、看護を拡げて
います。
　日々の業務の中では、学んできたことの実践と
その振り返りから、一人ひとりの看護師が、倫理性
の高い看護観を培っていくことを支援しています。
　患者さんやご家族から喜んでもらえる看護を提
供できることが、私達の喜びでもあり誇りです。

看護部長　恩田 朋子

看護部概要

患者さんから
信頼される看護を目指して
患者さんから
信頼される看護を目指して

地域包括ケアシステムにおける役割
急性期治療が必要な患者さんをスムーズに受け入れ、治療を終えた患者さんが安
心して次の療養先を選択できるよう入院早期より院内チームで情報共有を図り、
病気の受容や意思決定の支援を行っています。
住み慣れた地域で安心して療養生活を送ることができるよう、患者さんの声に
しっかりと耳を傾け、院内外の多職種と連携し退院支援を行っています。

ナースはチーム医療のキーパーソン
当院では、様々な医療チームが活動しており、多くの職種のスタッフがそれぞれ
の専門的見地から患者さん一人ひとりの治療に適した医療の実践に取り組んでい
ます。
ナースはそれぞれの専門スタッフに患者さんの様子を伝え、より効果的な治療やケ
アが提供できるようチーム医療のなかでキーパーソン的な役割を担っています。

キャリア・資格
取得支援

当院では、勉強したい人を
全面的にバックアップする
方針を打ち出しています。
当院で必要とされる資格で
あれば、資格を取得するた
めに係る費用等をサポート
するなど柔軟に対応してい
ます。

恵まれた
立地

当院は、阪急門戸厄神駅より
徒歩10分のところに位置
しています。三宮、梅田からの
所要時間がともに約20分と
ア ク セ ス は 抜 群 で す 。
海と山が近く、癒しスポット
も充実しており、オフも満喫
できます。

充実した
福利厚生

ワークライフバランスが大切
にできるよう、職場復帰の
ための子育て支援や各種
給付金、リフレッシュ休暇
などがあります。

8：15 ～ 16：45

 
看護を提供します。
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（2020年4月現在）

病棟

（一部二交代制）

【写真】リニアック棟

住宅施設

休 暇 子育て支
援

健康維持･
増進事業

その他

福 利
厚 生

西宮市観光キャラクター
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西宮市立中央病院
西宮市立
中央病院

国道
17
1号
線 中

津
浜
線

つぼみの子
保育園

すこやかケア西宮

〒663-8014  兵庫県西宮市林田町8番24号
TEL：0798-64-1515（代表）  FAX：0798-67-4811
http://www.hospital-nishinomiya.jp/nurse/

設備充実でセキュリティ面も安心
日々の生活をバックアップ
設備充実でセキュリティ面も安心
日々の生活をバックアップ

年次休暇など基本的な休暇制度に加えて、
特別休暇も充実
年次休暇など基本的な休暇制度に加えて、
特別休暇も充実

看護師住宅は、職務に専念できる環境を整えること
を目的として設置しています。
ワンルームのマンション形式で、全部屋ともキッチン・
トイレ・ユニットバス・洗面化粧台・クローゼット・エ
アコンを完備しています。病院に隣接しているので、通
勤時間は数分！西宮北口駅や西宮ガーデンズにも
近く、遊びや買物にも便利です。

利用条件
病院に勤務する看護師、又は准看護師であり、かつ、単身である者。
また、諸事情等により病院が認めた場合も利用できるようになっています。
新規採用看護師入居料／19,000円（月額） ※電気、ガス、水道・下水道、電話等の使用料は入居者が負担します。

【基本的な休暇制度】
変則４週８休、祝祭日 
※祝祭日に出勤した場合には振替休暇等
年次休暇21日（前年繰越も含め最大42日）  
※時間単位、半日又は1日単位で取得可
夏季休暇（７～９月の間に８日間：2019年度実績）

子育てをしながら仕事を続けられるよう、
ママさんナースのための支援
子育てをしながら仕事を続けられるよう、
ママさんナースのための支援
●育児休業（子どもが満３歳になる日まで）
●育児時間（子どもが１歳３カ月に到達するまで）
　⇒１日につき２回、90分以内で休暇取得が可。
●子の看護のための休暇（子どもが中学校に就学するまで）
　⇒子どもが１人の場合は1年度につき５日以内、２人以上の場合は１０日以内、
　　時間単位、又は１日単位で休暇取得が可。
●部分休業（子どもが小学校就学の始期に達するまで）
　⇒１日につき育児時間とあわせて２時間を上限に、勤務時間の始め又は終わりに
　　15分を単位として部分休業が可。

●健康診断（毎年５月頃に実施）
●人間ドック休暇制度
　（兵庫県市町村職員共済組合の補助対象となる人間ドックに限る）
●人間ドック助成制度（受診費用の一部を助成）

【その他の休暇制度】
結婚休暇、出産（産前・産後）休暇、リフレッシュ休暇、
ボランティア休暇、スクーリング休暇、介護休暇 など

レクリエーション活動や各種給付金など
他にも様々なサポート
レクリエーション活動や各種給付金など
他にも様々なサポート
●看護師服（ユニフォーム）5着　
●各種給付金（結婚、出産、弔慰金など）
●各種チケット斡旋
　（遊園地、フィットネス・スポーツジムなどの施設利用券、観劇・美術館・スポーツ観戦など割安料金で利用できます）
●共済貯金事業（市中銀行より有利な金利で預けることができます）
●レクリエーションの実施（親睦会など）
●福利厚生クラブ（リロクラブ）に加入
　⇒宿泊施設、ショッピング・グルメ、資格取得など、様々なサービスを割安で利用できます。

阪急電車「門戸厄神駅」から徒歩約10分西宮市立中央病院  看護部 検索

働きやすい職場環境を整え、
充実したナースライフを実現します。

171

マツヤデンキ

イオン

HondaCars兵庫
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看護部の理念

看護部基本方針

医療・看護はサービスといわれています。
私たちは患者さん一人ひとりの個別性を大切に、質の高い看護を提供します。
看護の職業倫理を順守し、看護の専門性を追求していきます。

心温かな看護
患者さま中心の看護
安全な看護
地域に開かれた看護

研修制度の
充実

患者さまの、いのちの尊厳と人権を尊重した
心温かな看護を提供します。

事故防止に努め、患者さまに安全な看護を提供します。

チーム医療の中の看護職の役割を果たします。

患者・家族が地域で継続した
医療・看護を受けられるように、地域との連携を深めます。

看護実践能力の向上に努め、
患者さまに確かな看護を提供します。

1

2

3

4

5

西宮市立
中央病院の
4つの魅力

新人教育では複数プリセ
プター制度とペア・ナーシ
ングによるOJTを導入し
ています。ステップアップ
に欠かせない院内外の研
修制度も充実しており、沢
山の看護師が研修に参加し
ています。

患者さんと共に
喜びを感じられる

私たちは、良質で、
信頼される看護を目指します

03ページへ
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当院の現任教育

安心して１人前の看護師になれるように病院全体で支援してい
「チームプリセプター」がしっかりとサポートします。またOJTでは
看護業務を行います。暗黙知を共有し主体性を持って行動できる

PNSによるOJT
ます。
先輩ナースと2人一組でペアを組み
ようサポートします。

看護師一人一人が組織の一員として、
また看護師として能力開発し、
満足いくキャリアを歩むために自ら取り組むもの
2018年よりe-ラーニングを導入しました。
個人の習熟度やライフスタルに合わせて看護の
基礎を学ぶことができます。

※e-ラーニング導入

初めての新人教育担当。

6階病棟に配属されて7か月
が経ちました。新人研修

プログラム

キャリア開発
ラダーと研修

4月 5・6月 7・8・9月 1・2・3月・11・12月10

新しい環境の中で大変な毎日だと思いますが、いつ
も前向きで患者様に誠実な姿が印象的です。
私は1年目の際、自分自身もプリセプターシップで育
てて頂き、先輩からたくさんのことを学びました。
3年目を迎えた今年は、自分自身がプリセプターとい
う役割を任されました。新人さんの気持ちが分かる
一番身近な存在として寄り添い、自分自身もプリセプ
ティと一緒に成長していけるように努めて行きたい
と思っています。

プリセプティ
佐藤 雛乃（さとう ひなの）
6階病棟 2020年入職

●部署配属、接遇・感染・安全研修
●採血・静脈注射など基礎看護技術研修
●多重課題のシミュレーション

●休日勤務見習い５月末
●夜勤業務見習い６月中旬以降
●急変時のシミュレーション研修
●BLS・人工呼吸器新人編

●夜勤業務
●看護過程の展開（プリセプターの受け
持ち患者）

●患者受け持ち
●ローテーション研     修
●インシデントとK    YT
●接遇・感染・安全    Ⅱ研修

●一人で患者担当
●プリセプターと共に１年の振り返り
●２年目のケーススタディのための研
　修

プリセプター
村上 綾澄（むらかみ あすみ）
6階病棟

当院の教育理念

院内留学制度

専門職として能力開発ができるように
生涯教育を支援することで、質の高い
看護サービスを提供し、地域社会に貢献
できる人材育成を目指します。

基本方針
すべての人の尊厳と人権を尊重できる倫理性を養い、
豊かな人間性と社会性を備えた看護職を育成します。
変化する社会と看護職の学習ニーズに対応した能力開
発プログラムを提供し、看護実践能力の向上を図ります。

１．

２．

他部署で看護体験をすることで、
継続看護や他部門との連携の重要
性を理解できることを目的として
います。現

任
教
育

施設外・院外教育
（看護協会、各種学会、その他）

施設内・院内教育

対象看護師①キャリア開発ラダー
②新人研修
③新採用研修
④院内留学制度
⑤委員会、チーム、
　部署の勉強会、研修
⑥職員全体研修、その他

対象看護師は、キャリアラダーⅠ、Ⅱの
看護師、もしくはⅢ以上の看護師も希望
動機を提出し、所属長が推薦すれば留
学できる。

留学期間は数時間から数日間

プリセプ
ター＆プ

リセプテ
ィ

エキスパ
ート

ひらき 　　まゆこ

開  まゆ子

糖尿病看護
認定看護師

糖尿病は毎日治療を続ければコントロールできる病気で
す。患者さんが続けられることを自己決定できるように、
一緒に話し合い悩むことができる、それが糖尿病看護の
魅力だと思います。様々な視点から患者さんと考えること
ができるようになるために資格を取りました。

もりやま 　めぐみ

森山  恵

がん性疼痛看護
認定看護師

がんの痛みは複雑でコントロールが困難なことが多く、そ
れらの痛みを緩和できる専門的な知識を身につけたいと
考え、がん性疼痛看護認定看護師の資格を取得しました。
自己研鑚を続けながら、スタッフとともにがんの患者さん
の苦痛緩和に努めたいと考えています。

皮膚・排泄ケア
認定看護師

 きしだ　　   さとこ

岸田  智子

皮膚・排泄ケア分野では、褥瘡や手術創などの創傷ケア
やストーマ・失禁などの排泄ケアを専門領域として活動し
ています。入院中の患者さんだけではなく、ストーマケア
外来では退院後の生活や社会復帰の相談の場として継続
支援を行っています。

はまさき 　　ひろこ

濱崎  弘子

手術看護
認定看護師

私は、患者さんが手術という未知の経験をイメージし、主
体的に合併症予防に参加し、納得・安心して安全に手術が
受けられるように取り組んでいます。手術前説明はタブ
レット端末を使用し、私達からの伝えたいと患者さんの知
りたいを見て頂き明るい雰囲気で行っています。新たな挑
戦と皆様の志の実現に向けて一緒に頑張りませんか？

たかはし 　　　みちよ

髙橋  三千代

感染管理
認定看護師

院内感染の発生は、患者さんだけでなく院内職員にとって
も脅威となります。感染管理認定看護師は、必要な対応策
を計画し、院内職員と協力して実践することで院内感染の
発生を最小限に抑え、医療サービスの質の向上と職員の
健康を守っています。

認知症看護
認定看護師

むらかみ 　　　みちよ

村上  美千代

認知症の人が困ることは、今までできていたことができな
くなり、そのことを周囲の人に理解してもらえず精神的な
ダメージを受け自尊心を奪われることです。そのため私は、
認知症の人の理解を広めて、周囲の人の笑顔と思いやり
が何よりも特効薬になることを知ってもらいたいと思い
資格を取得しました。

なかむら 　　　みのぶ

中村  美乃生

急性重症患者看護
専門看護師

生命の危機的状況にある患者さんとそのご家族は、喪失
の予期により悲嘆や不安を抱きやすく、危機的状況に陥
りながらも意思決定を迫られます。そのような患者さんや
ご家族に寄り添い、専門看護師の役割を担いながら、全
人的な苦痛の緩和に向けた支援を医療スタッフの皆さん
と一緒に考えていきたいと思っています。

かわもと 　　れいこ

川本  令子

慢性心不全
認定看護師

心不全の患者さんは年々増加しています。急性憎悪の予
防や重症化を回避するために、患者さんとそのご家族に
寄り添った看護が行いたいと思い資格を取得しました。各
医療職種と連携し、患者さんの意思を尊重し安全で安楽
な生活を提供していきたいと思っています。

 ふじた　　　  ふみよ

藤田  富美代

がん化学療法
認定看護師

がん患者さんが安全に、安心して、抗がん剤治療が受けら
れるような投薬管理に取り組んでいます。がん患者さんに
とって、よりよい環境での抗がん剤治療の継続ができるよ
うに考え、副作用に対する苦痛が軽減できるように、精神
的ケア、セルフケア支援に努めています。

小児科、皮膚科、消化器、終末期患者を担当しています。
最初は不安と緊張の毎日でしたが、先輩看護師の方々が優し
く熱心に指導してくださり、患者さんからの温かい言葉をたく
さん頂いたりするおかげで、毎日責任感を持ちながら頑張っ
ています。
また、3年目の先輩看護師とペアを組み、プリセプターとして1
年間1番近くで指導していただき、困った時でも親身に相談に
乗ってくださるので、安心して働くことができています。
まだまだ看護師として未熟ではありますが、1つ1つ確実に看
護技術を身につけ、患者さんや家族、そしてスタッフからも信
頼される看護師になれるように頑張りたいです。

レベルⅣ
レベルⅣの主な到達内容
学術的な視点を持ち、看護の専門性を理
解したうえで多職種の調整を含んだ看護
実践ができるレベル

主な院内研修
●倫理Ⅲ
●地域医療連携Ⅲ
●安全
●プレゼンテーション
　　　　　　　　　　など

レベルⅢの主な到達内容
看護実践においてロールモデルとなり、
後輩・学生を指導・育成できるレベル

主な院内研修
●倫理Ⅲ
●地域医療連携Ⅲ
●看護過程Ⅲ
●問題分析
　　　　　　　　など

レベルⅢレベルⅡ
レベルⅡの主な到達内容
自立した看護実践ができ、新人指導がで
きるレベル

主な院内研修
●倫理Ⅱ
●地域医療連携Ⅱ
●看護過程Ⅱ
●看護研究
●管理
　　　　　　　　など

レベルⅠ
レベルⅠの主な到達内容
指導や助言を受けながら自立に向けて自
己学習できるレベル

主な院内研修
●倫理Ⅰ
●地域医療連携Ⅰ
●看護過程Ⅰ
●フィジカルアセスメント基礎
●各認定看護師による研修
　　　　　　　　　　　　　など

レベルⅤ
レベルⅤの主な到達内容
より複雑な状況においてケアの受け手に
とって最適な手段を選択し、QOLを高め
るための看護を実践するレベル

主な院内研修
●意思決定プロセス
●診療報酬や社会制度
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当院の現任教育

安心して１人前の看護師になれるように病院全体で支援してい
「チームプリセプター」がしっかりとサポートします。またOJTでは
看護業務を行います。暗黙知を共有し主体性を持って行動できる

PNSによるOJT
ます。
先輩ナースと2人一組でペアを組み
ようサポートします。

看護師一人一人が組織の一員として、
また看護師として能力開発し、
満足いくキャリアを歩むために自ら取り組むもの
2018年よりe-ラーニングを導入しました。
個人の習熟度やライフスタルに合わせて看護の
基礎を学ぶことができます。

※e-ラーニング導入

初めての新人教育担当。

6階病棟に配属されて7か月
が経ちました。新人研修

プログラム

キャリア開発
ラダーと研修

4月 5・6月 7・8・9月 1・2・3月・11・12月10

新しい環境の中で大変な毎日だと思いますが、いつ
も前向きで患者様に誠実な姿が印象的です。
私は1年目の際、自分自身もプリセプターシップで育
てて頂き、先輩からたくさんのことを学びました。
3年目を迎えた今年は、自分自身がプリセプターとい
う役割を任されました。新人さんの気持ちが分かる
一番身近な存在として寄り添い、自分自身もプリセプ
ティと一緒に成長していけるように努めて行きたい
と思っています。

プリセプティ
佐藤 雛乃（さとう ひなの）
6階病棟 2020年入職

●部署配属、接遇・感染・安全研修
●採血・静脈注射など基礎看護技術研修
●多重課題のシミュレーション

●休日勤務見習い５月末
●夜勤業務見習い６月中旬以降
●急変時のシミュレーション研修
●BLS・人工呼吸器新人編

●夜勤業務
●看護過程の展開（プリセプターの受け
持ち患者）

●患者受け持ち
●ローテーション研     修
●インシデントとK    YT
●接遇・感染・安全    Ⅱ研修

●一人で患者担当
●プリセプターと共に１年の振り返り
●２年目のケーススタディのための研
　修

プリセプター
村上 綾澄（むらかみ あすみ）
6階病棟

当院の教育理念

院内留学制度

専門職として能力開発ができるように
生涯教育を支援することで、質の高い
看護サービスを提供し、地域社会に貢献
できる人材育成を目指します。

基本方針
すべての人の尊厳と人権を尊重できる倫理性を養い、
豊かな人間性と社会性を備えた看護職を育成します。
変化する社会と看護職の学習ニーズに対応した能力開
発プログラムを提供し、看護実践能力の向上を図ります。

１．

２．

他部署で看護体験をすることで、
継続看護や他部門との連携の重要
性を理解できることを目的として
います。現

任
教
育

施設外・院外教育
（看護協会、各種学会、その他）

施設内・院内教育

対象看護師①キャリア開発ラダー
②新人研修
③新採用研修
④院内留学制度
⑤委員会、チーム、
　部署の勉強会、研修
⑥職員全体研修、その他

対象看護師は、キャリアラダーⅠ、Ⅱの
看護師、もしくはⅢ以上の看護師も希望
動機を提出し、所属長が推薦すれば留
学できる。

留学期間は数時間から数日間

プリセプ
ター＆プ

リセプテ
ィ

エキスパ
ート

ひらき 　　まゆこ

開  まゆ子

糖尿病看護
認定看護師

糖尿病は毎日治療を続ければコントロールできる病気で
す。患者さんが続けられることを自己決定できるように、
一緒に話し合い悩むことができる、それが糖尿病看護の
魅力だと思います。様々な視点から患者さんと考えること
ができるようになるために資格を取りました。

もりやま 　めぐみ

森山  恵

がん性疼痛看護
認定看護師

がんの痛みは複雑でコントロールが困難なことが多く、そ
れらの痛みを緩和できる専門的な知識を身につけたいと
考え、がん性疼痛看護認定看護師の資格を取得しました。
自己研鑚を続けながら、スタッフとともにがんの患者さん
の苦痛緩和に努めたいと考えています。

皮膚・排泄ケア
認定看護師

 きしだ　　   さとこ

岸田  智子

皮膚・排泄ケア分野では、褥瘡や手術創などの創傷ケア
やストーマ・失禁などの排泄ケアを専門領域として活動し
ています。入院中の患者さんだけではなく、ストーマケア
外来では退院後の生活や社会復帰の相談の場として継続
支援を行っています。

はまさき 　　ひろこ

濱崎  弘子

手術看護
認定看護師

私は、患者さんが手術という未知の経験をイメージし、主
体的に合併症予防に参加し、納得・安心して安全に手術が
受けられるように取り組んでいます。手術前説明はタブ
レット端末を使用し、私達からの伝えたいと患者さんの知
りたいを見て頂き明るい雰囲気で行っています。新たな挑
戦と皆様の志の実現に向けて一緒に頑張りませんか？

たかはし 　　　みちよ

髙橋  三千代

感染管理
認定看護師

院内感染の発生は、患者さんだけでなく院内職員にとって
も脅威となります。感染管理認定看護師は、必要な対応策
を計画し、院内職員と協力して実践することで院内感染の
発生を最小限に抑え、医療サービスの質の向上と職員の
健康を守っています。

認知症看護
認定看護師

むらかみ 　　　みちよ

村上  美千代

認知症の人が困ることは、今までできていたことができな
くなり、そのことを周囲の人に理解してもらえず精神的な
ダメージを受け自尊心を奪われることです。そのため私は、
認知症の人の理解を広めて、周囲の人の笑顔と思いやり
が何よりも特効薬になることを知ってもらいたいと思い
資格を取得しました。

なかむら 　　　みのぶ

中村  美乃生

急性重症患者看護
専門看護師

生命の危機的状況にある患者さんとそのご家族は、喪失
の予期により悲嘆や不安を抱きやすく、危機的状況に陥
りながらも意思決定を迫られます。そのような患者さんや
ご家族に寄り添い、専門看護師の役割を担いながら、全
人的な苦痛の緩和に向けた支援を医療スタッフの皆さん
と一緒に考えていきたいと思っています。

かわもと 　　れいこ

川本  令子

慢性心不全
認定看護師

心不全の患者さんは年々増加しています。急性憎悪の予
防や重症化を回避するために、患者さんとそのご家族に
寄り添った看護が行いたいと思い資格を取得しました。各
医療職種と連携し、患者さんの意思を尊重し安全で安楽
な生活を提供していきたいと思っています。

 ふじた　　　  ふみよ

藤田  富美代

がん化学療法
認定看護師

がん患者さんが安全に、安心して、抗がん剤治療が受けら
れるような投薬管理に取り組んでいます。がん患者さんに
とって、よりよい環境での抗がん剤治療の継続ができるよ
うに考え、副作用に対する苦痛が軽減できるように、精神
的ケア、セルフケア支援に努めています。

小児科、皮膚科、消化器、終末期患者を担当しています。
最初は不安と緊張の毎日でしたが、先輩看護師の方々が優し
く熱心に指導してくださり、患者さんからの温かい言葉をたく
さん頂いたりするおかげで、毎日責任感を持ちながら頑張っ
ています。
また、3年目の先輩看護師とペアを組み、プリセプターとして1
年間1番近くで指導していただき、困った時でも親身に相談に
乗ってくださるので、安心して働くことができています。
まだまだ看護師として未熟ではありますが、1つ1つ確実に看
護技術を身につけ、患者さんや家族、そしてスタッフからも信
頼される看護師になれるように頑張りたいです。

レベルⅣ
レベルⅣの主な到達内容
学術的な視点を持ち、看護の専門性を理
解したうえで多職種の調整を含んだ看護
実践ができるレベル

主な院内研修
●倫理Ⅲ
●地域医療連携Ⅲ
●安全
●プレゼンテーション
　　　　　　　　　　など

レベルⅢの主な到達内容
看護実践においてロールモデルとなり、
後輩・学生を指導・育成できるレベル

主な院内研修
●倫理Ⅲ
●地域医療連携Ⅲ
●看護過程Ⅲ
●問題分析
　　　　　　　　など

レベルⅢレベルⅡ
レベルⅡの主な到達内容
自立した看護実践ができ、新人指導がで
きるレベル

主な院内研修
●倫理Ⅱ
●地域医療連携Ⅱ
●看護過程Ⅱ
●看護研究
●管理
　　　　　　　　など

レベルⅠ
レベルⅠの主な到達内容
指導や助言を受けながら自立に向けて自
己学習できるレベル

主な院内研修
●倫理Ⅰ
●地域医療連携Ⅰ
●看護過程Ⅰ
●フィジカルアセスメント基礎
●各認定看護師による研修
　　　　　　　　　　　　　など

レベルⅤ
レベルⅤの主な到達内容
より複雑な状況においてケアの受け手に
とって最適な手段を選択し、QOLを高め
るための看護を実践するレベル

主な院内研修
●意思決定プロセス
●診療報酬や社会制度
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西宮市立中央病院
西宮市立
中央病院

国道
17
1号
線 中

津
浜
線

つぼみの子
保育園

すこやかケア西宮

〒663-8014  兵庫県西宮市林田町8番24号
TEL：0798-64-1515（代表）  FAX：0798-67-4811
http://www.hospital-nishinomiya.jp/nurse/

設備充実でセキュリティ面も安心
日々の生活をバックアップ
設備充実でセキュリティ面も安心
日々の生活をバックアップ

年次休暇など基本的な休暇制度に加えて、
特別休暇も充実
年次休暇など基本的な休暇制度に加えて、
特別休暇も充実

看護師住宅は、職務に専念できる環境を整えること
を目的として設置しています。
ワンルームのマンション形式で、全部屋ともキッチン・
トイレ・ユニットバス・洗面化粧台・クローゼット・エ
アコンを完備しています。病院に隣接しているので、通
勤時間は数分！西宮北口駅や西宮ガーデンズにも
近く、遊びや買物にも便利です。

利用条件
病院に勤務する看護師、又は准看護師であり、かつ、単身である者。
また、諸事情等により病院が認めた場合も利用できるようになっています。
新規採用看護師入居料／19,000円（月額） ※電気、ガス、水道・下水道、電話等の使用料は入居者が負担します。

【基本的な休暇制度】
変則４週８休、祝祭日 
※祝祭日に出勤した場合には振替休暇等
年次休暇21日（前年繰越も含め最大42日）  
※時間単位、半日又は1日単位で取得可
夏季休暇（７～９月の間に８日間：2019年度実績）

子育てをしながら仕事を続けられるよう、
ママさんナースのための支援
子育てをしながら仕事を続けられるよう、
ママさんナースのための支援
●育児休業（子どもが満３歳になる日まで）
●育児時間（子どもが１歳３カ月に到達するまで）
　⇒１日につき２回、90分以内で休暇取得が可。
●子の看護のための休暇（子どもが中学校に就学するまで）
　⇒子どもが１人の場合は1年度につき５日以内、２人以上の場合は１０日以内、
　　時間単位、又は１日単位で休暇取得が可。
●部分休業（子どもが小学校就学の始期に達するまで）
　⇒１日につき育児時間とあわせて２時間を上限に、勤務時間の始め又は終わりに
　　15分を単位として部分休業が可。

●健康診断（毎年５月頃に実施）
●人間ドック休暇制度
　（兵庫県市町村職員共済組合の補助対象となる人間ドックに限る）
●人間ドック助成制度（受診費用の一部を助成）

【その他の休暇制度】
結婚休暇、出産（産前・産後）休暇、リフレッシュ休暇、
ボランティア休暇、スクーリング休暇、介護休暇 など

レクリエーション活動や各種給付金など
他にも様々なサポート
レクリエーション活動や各種給付金など
他にも様々なサポート
●看護師服（ユニフォーム）5着　
●各種給付金（結婚、出産、弔慰金など）
●各種チケット斡旋
　（遊園地、フィットネス・スポーツジムなどの施設利用券、観劇・美術館・スポーツ観戦など割安料金で利用できます）
●共済貯金事業（市中銀行より有利な金利で預けることができます）
●レクリエーションの実施（親睦会など）
●福利厚生クラブ（リロクラブ）に加入
　⇒宿泊施設、ショッピング・グルメ、資格取得など、様々なサービスを割安で利用できます。

阪急電車「門戸厄神駅」から徒歩約10分西宮市立中央病院  看護部 検索

働きやすい職場環境を整え、
充実したナースライフを実現します。
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看護部の理念

看護部基本方針

医療・看護はサービスといわれています。
私たちは患者さん一人ひとりの個別性を大切に、質の高い看護を提供します。
看護の職業倫理を順守し、看護の専門性を追求していきます。

心温かな看護
患者さま中心の看護
安全な看護
地域に開かれた看護

研修制度の
充実

患者さまの、いのちの尊厳と人権を尊重した
心温かな看護を提供します。

事故防止に努め、患者さまに安全な看護を提供します。

チーム医療の中の看護職の役割を果たします。

患者・家族が地域で継続した
医療・看護を受けられるように、地域との連携を深めます。

看護実践能力の向上に努め、
患者さまに確かな看護を提供します。

1

2

3

4

5

西宮市立
中央病院の
4つの魅力

新人教育では複数プリセ
プター制度とペア・ナーシ
ングによるOJTを導入し
ています。ステップアップ
に欠かせない院内外の研
修制度も充実しており、沢
山の看護師が研修に参加し
ています。

患者さんと共に
喜びを感じられる

私たちは、良質で、
信頼される看護を目指します

03ページへ
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当 院 の
魅 力

合六 友姫（ごうろく ゆうき）
中央手術室　2014年入職

手術室配属6年目になりました。
患者さんにとって非日常であ
る手術は、不安や恐怖でいっぱ
いです。そんな周術期の患者さ
んの気持ちに寄り添い、手術を
乗り越えてできるだけ早くもと
の生活へ戻れるよう、術前教育
や合併症予防に向けて日々看
護実践をしています。
スタッフの人数が少ない部署
ですが、他部署と連携して情報
共有し、またお互いの意見を尊
重しながら手術を築くことにや
りがいを感じています。

今出川 友理絵（いまでがわ ゆりえ）
４階西病棟　2017年入職

当院で働き始めてから、現在
３年目になりました。技術・知
識ともにまだまだわからない
ことや、悩むことも多くあり
ますが、頼りになる先輩に相
談しながら働いています。勉
強熱心な人が多く、私も負け
ないぞという気持ちになりま
す。とても忙しい毎日ですが、
患者さんの笑顔や感謝の言
葉がうれしく、やりがいを感
じています。今後も学びを深
め、頼りになる看護師になる
べく、努力してまいります。

福井 みなみ（ふくい みなみ）
６階病棟　2019年入職

新人看護師として６階病棟に
配属となり４月から働き始め
ました。６階病棟では、小児科
や糖尿病・内分泌内科など
様々な科があり、幅広い年代
の患者さんと関わり、日々学
ぶことが多いです。毎日新し
いことを経験し、不安や悩む
ことが沢山あります。しかし、
先輩方に丁寧に指導してもら
い、困った時にすぐに相談で
きる環境があります。同期の
看護師とも仲が良く研修では
一緒に頑張っています。

重松 未紗（しげまつ みさ）
4階東病棟　2016年入職

看護師になり当院で働き始め
て３年目に突入しました。手
術を受けた患者さんが元気
になって退院できる姿を見る
と、とてもやりがいを感じま
す。少しずつ任される業務の
幅が拡充し、難しいことや悩
むこともたくさんありますが、
相談できる先輩看護師から丁
寧に指導をいただき充実した
日々を送っています。

病院再生   “Regeneration”
高度な医療を、安全に届けるために

当院では診療内容の充実とともに、施設・設備の改修や、
最新の医療機器への更新を順次行ってきました。
医療の進歩に対応した、質の高い総合的な診療を目指している当院において、
看護スキルを磨き 、キャリアを積んでみませんか？

ＨＣＵ、地域包括ケア病棟

現在の病棟構成

2016年度からはHCU、地域包括ケア病棟を新たに設置
しましたので、皆様には様々な分野の看護を学んでいた
だけます。

2017年8月のリニアック装置更新に
伴い、リニアック棟が新設されました。
治療効果を高めるため専用のCT装
置も設置しています。

リニアック棟治療部門
2016年11月に心臓血管撮影室が新設されました。
検査・治療時間が短縮され、患者さんの負担が軽減
されました。重症患者もＨＣＵと連携しているので安
心して治療・看護が実践できます。

【写真】心臓血管撮影室【写真】HCU

●緊急の対応、より高度なケアを要する患者さん 　 HCU
●病状が不安定で、積極的なケアや治療が必要な患者さん 　 一般病床
●容態が安定し、在宅復帰に向けて準備を行う患者さん 　 地域包括ケア病棟

西 【HCU】・【一般病床】：46床
東 【一般病床】：47床　4階

5階

6階

【西】内科（呼吸器・循環器）、外科（呼吸器）
【東】外科（消化器・乳腺）、整形外科、泌尿器科、内科（消化器）

【一般病床】：51床 小児科、口腔外科、皮膚科、麻酔科、
混合（内分泌糖尿病内科を含む）、緩和ケア病床

【地域包括ケア病棟】：49床 （眼科含む）
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看護実施配置
看護方式
勤務体制

勤務時間

7：1看護
固定チームナーシング
三交代制勤務

日　勤   8：15 ～16：45
準夜勤 16：15 ～  0：45
深夜勤   0：25 ～  8：55

（二交代）日勤   8：15～16：45
（二交代）長日勤 8：15～20：15
（二交代）夜勤 19：45～  9：00

外来

　西宮市立中央病院は、「高度の治療を優しく、確
実に」をコンセプトに、地域の急性期医療を担う２
次救急指定病院です。また、兵庫県がん診療拠点
病院にも指定され、専門性の高いがん治療と総合
的なケアを提供しています。
　当院では、よりよい医療とケアの提供のため、患
者さんを中心としたチーム医療を推進しています。
多職種によるチームの中で、看護師は確実な看護
技術の提供と患者さんに寄り添うケアや支援を行
い、患者さんやご家族の意向を大切にして、チーム
を繋ぐ役割をしています。
　看護部では、患者さんや地域の人々に信頼され
る医療と看護の提供をめざし、日々看護実践の向
上に努めています。
　新卒の看護師は綿密な新人研修プログラムを通
して、一人前の看護師になることをめざします。継
続教育としてキャリア開発ラダー、院内・院外研修
においては、知識や技術を習得し、資格や認定の取
得、各種学会での発表や参加をして、看護を拡げて
います。
　日々の業務の中では、学んできたことの実践と
その振り返りから、一人ひとりの看護師が、倫理性
の高い看護観を培っていくことを支援しています。
　患者さんやご家族から喜んでもらえる看護を提
供できることが、私達の喜びでもあり誇りです。

看護部長　恩田 朋子

看護部概要

患者さんから
信頼される看護を目指して
患者さんから
信頼される看護を目指して

地域包括ケアシステムにおける役割
急性期治療が必要な患者さんをスムーズに受け入れ、治療を終えた患者さんが安
心して次の療養先を選択できるよう入院早期より院内チームで情報共有を図り、
病気の受容や意思決定の支援を行っています。
住み慣れた地域で安心して療養生活を送ることができるよう、患者さんの声に
しっかりと耳を傾け、院内外の多職種と連携し退院支援を行っています。

ナースはチーム医療のキーパーソン
当院では、様々な医療チームが活動しており、多くの職種のスタッフがそれぞれ
の専門的見地から患者さん一人ひとりの治療に適した医療の実践に取り組んでい
ます。
ナースはそれぞれの専門スタッフに患者さんの様子を伝え、より効果的な治療やケ
アが提供できるようチーム医療のなかでキーパーソン的な役割を担っています。

キャリア・資格
取得支援

当院では、勉強したい人を
全面的にバックアップする
方針を打ち出しています。
当院で必要とされる資格で
あれば、資格を取得するた
めに係る費用等をサポート
するなど柔軟に対応してい
ます。

恵まれた
立地

当院は、阪急門戸厄神駅より
徒歩10分のところに位置
しています。三宮、梅田からの
所要時間がともに約20分と
ア ク セ ス は 抜 群 で す 。
海と山が近く、癒しスポット
も充実しており、オフも満喫
できます。

充実した
福利厚生

ワークライフバランスが大切
にできるよう、職場復帰の
ための子育て支援や各種
給付金、リフレッシュ休暇
などがあります。

8：15 ～ 16：45

 
看護を提供します。
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（2020年4月現在）

病棟

（一部二交代制）

【写真】リニアック棟




