【交通案内】

看護する喜びを大切に、あなたの
温かい看護を地域のために！

ＰＣはこちら

真仁会

検 索

モバイルはこちら

【施設案内】

五泉中央病院(2019年12月オープン）
〒959-1825 五泉市太田４８９番地１

ＴＥＬ 0２５０-４７-８１５０
五泉訪問看護ステーション

南部郷厚生病院
〒959-1765 五泉市愛宕甲２９２５番地２
ＴＥＬ 0250-58-6111

老人保健施設「愛宕の里」

〒959-1825 五泉市太田４８９番地１
ＴＥＬ 0250-43-8449

〒959-1707 五泉市村松１４０9番地１
ＴＥＬ 0250-58-6891

ケアプランセンターいずみ

愛宕の里在宅介護支援センター

五泉訪問看護ステーション内
ＴＥＬ 0250-43-8452

〒959-1707 五泉市村松１４０９番地１
ＴＥＬ 0250-58-6976

施設見学を希望の方は事前にご連絡ください。毎月第２水曜日（その他、随時受付）
〒959-1８２５ 新潟県五泉市太田４８９番地1
医療法人社団 真仁会 本部 総務課

メッセージ
真仁会の理念
私たちは地域に育てられた。
患者様は家族であり、隣人であることを忘れまい。
各病院の機能を最大限に生かした質の高い医療と誠意を尽くして
住民の信頼に応え、地域への責任を果たそう。
理事長からのメッセージ
南部郷総合病院と北日本脳神経外科病院は合併し２０２０年から五泉中央病院として新しいス
タートを切りました。医療法人社団真仁会では引き続き看護師を募集しています。勤務先は、五
泉中央病院、南部郷厚生病院、緩和ケア病棟「郷和」、介護老人保健施設「愛宕の里」、訪問看
護ステーションといったそれぞれ特色のある施設です。業務内容は急性期から慢性期、また、外
来、病棟、緩和、在宅ケアなど多岐から選択することが可能です。常勤かパートかも含め、皆さ
ん一人一人のライフスタイルに合わせた業務内容を選択できるよう臨機応変に対応しています。
小さいお子さんがいらっしゃる方には院内保育園や病児保育室を併設し安心して働ける環境作り

医療法人社団真仁会
理事長 佐藤 弥生

に努力しております。都会の大病院も魅力ですが、当院関連施設においては地域に根ざした医療
を行っており、より一層患者さまに寄り添った看護を行うことができるという点ではとてもやり
がいを感じることができると考えています。五泉地域の住民のために力を合わせて地域医療を担
っていきましょう。

看護部の理念
五泉市の二次救急に対応し、地域の医療を守ります

私達は、真仁会の理念に基づき、看護専門職として地域の方々の健康な
暮らしを支えます。そして、その役割を果たすために研鑽いたします。
看護部長からのメッセージ

五泉中央病院は、地域の皆様を家族と思い、質の高い医療を行い、住民の皆様の信頼にお応えしなければならないという理念で診療
に従事しております。職員が能力の向上を目指して研鑽を重ねられる環境を整備し、地域の皆様への責任を最大限に果たせるようにし
ていきます。また、患者さまを中心に考え、周辺の病院、市内の診療所、医療・福祉関係施設などとの協力も進めております。
設立年月

２０１９年１２月

病床数

１９９床（一般１１８床、回復期リハビリ４２床、
地域包括ケア２０床、療養１９床）
１０：１(一般）

看護配置

医療法人真仁会は五泉市地域の中核病院として地域医療を担っております。昭和５５年に

診療科目

内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、
腎臓内科、内分泌代謝内科、小児科、眼科、麻酔科
外科、整形外科、こう門科、心臓血管外科、泌尿器科
脳神経外科、放射線科、リハビリテーション科、歯科

認定施設

日本呼吸器学会専門医制度認定施設
呼吸器認定医研修施設、指定自立支援医療機関
日本外科学会専門医制度関連施設
日本消化器病学会専門医制度関連施設
日本消化器外科学会専門医制度関連施設
NCD施設会員（National Clinical Database)

南部郷総合病院、平成５年に北日本脳神経外科病院が開設されました。この度その２病院が
合併し、令和元年１２月１日に五泉中央病院として開院します。２次救急告示を含む急性期
を中心にした、発症から在宅へ至るまでの総合機能を持つ病院の看護部として役割を担って
おります。
南部郷厚生病院では人工透析治療や独立型の緩和ケア施設郷和もあり、地域の慢性期疾患
を主体とする医療サービスを提供しております。病院のほか五泉訪問看護ステーション、老
勤務時間

人保健施設愛宕の里があり、各施設の機能を活かしたケアを提供しております。
地域病院の役割を果たすため、看護する喜びを大切に出来るように育ち合い、働き続けら
れる職場風土を作っています。院内保育園、五泉市委託の病児保育室もあり子育て支援も充

３交代：日勤 ８：３０-１７：１５
準夜１６：３０- ０：３０
深夜 ０：００- ９：００
※２交代制もあり

実しています。職員個々のライフスタイルに合わせた、スタッフ一人一人の看護を結集し、
温かい看護を提供し続けていきたいです。

私達は、

教育にも力を入れ３病院の良さを活かした研修プログラムや認定・専門看護師支援制度、
新人ナースをはじめ中途採用者にもプリセプターによる教育支援体制をとっています。
なりたい自分になるために自己研鑽に、プライベートの充実に、頑張って真仁会で一緒に
働きましょう。

生活習慣病センターでは糖尿病を中心に生活習慣病に対
し、予防から治療までチーム医療で対応致します。食事療
法や運動療法などをご提案し、実行することを継続的にサ
ポートしていきます。

内視鏡センター
内視鏡検査は先端に超小型ＣＣＤが付いたスコープを
使って、咽頭・気管支・食道・胃・十二指腸・小腸・大
腸・膵胆管等を調べる検査です。
安全な内視鏡検査・治療を提供し、患者さまのお役に立
てるような内視鏡センターを目標にスタッフ一同取り組ん
でまいります。

化学療法室

１．患者様とご家族の思いを大切にします。

吉澤 浩子

２．他職種とのチームワークを大切にします。
３．地域とのつながりを大切にします。
４．看護する喜びを大切にします。
５．向上心をもちつづけます。
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生活習慣病センター

化学療法室では、主にがん患者さまへの薬物治療を行っ
ています。患者さまの生活の質の維持・向上を目指し、日
常生活を送りながら治療を継続できることを目的としてい
ます。患者さまがより安全に効率よく化学治療法を受けて
頂くために、スタッフ一丸となり支援致します。
2

Gosen Central Hospital

五泉中央病院
外来

手術室

西３Ａ病棟

東３病棟

当院の外来は、一般外来・内視鏡センター・生活習慣病

手術室看護師のお仕事は、手術で術者に器械を渡すい

消化器外科と消化器内科の混合病棟です。手術、化学

主に呼吸器内科と小児科の患者さまが入院されていま

センター・化学療法室と疾病を含めた健康の維持増進への

わゆる器械出し看護師と、手術前訪問から常に患者さま

療法、内視鏡手術を受ける患者さまが大半を占めていま

す。赤ちゃんからお年寄りまで、幅広い年代の方々への

看護を担っています。

に寄り添い不安を和らげ、手術の準備や進行に合わせて

す。高齢者が多く急性期から退院支援まで患者さま・ご

看護を実践できる病棟です。忙しいながらもスタッフ同

『良い時期をより長く地域で生活できるよう支援する』

薬品・物品出し等々患者さまの全身管理をする外回り看

家族のニーズを把握して、患者さまが術前・術後を通し

士声をかけ合い、パワフルに楽しく仕事をしています。

を外来の目標とし、スタッフ一同一丸となり取り組んでい

護師がいます。一つの手術を医師と臨床工学技士を含め

て安全に過ごし、早期に社会復帰して頂けるよう支援し

患者さまとの信頼関係を大切に、誠実な対応を心がけて

ます。

たチーム医療で安全かつ円滑に成し遂げるやりがいのあ

ています。

います。

外来看護は、短い時間で看護の力を発揮する部門です。

る仕事だと思います。

日々、スタッフ一人一人の「いつもと違う」「ちょっと気

手術室内はグリーン、ブルー、オレンジのテーマカラ

になる」を共有し関わることで、患者さまとご家族も気づ

ーがあり、人も環境も明るい職場で一緒に働いてみませ

いていない心身のＳＯＳに繋がることも多いです。私たち

んか。

西３Ｂ病棟
脳神経外科、眼科を主とした混合病棟になります。脳

と一緒に地域の中で地域の方々の看護をしませんか。

血管障害はほとんどが緊急入院であり急性期治療後に長
病室（1人部屋）

期間リハビリテーション療法が必要となると回復期リハ
ビリテーション病棟へ転棟し退院を目指します。眼科は
手術目的の短期予約入院のためクリティカルパスを使用
しています。高齢者の多くは急な入院による環境の変化
から昼夜逆転、夜間せん妄を発する頻度が高くなります。
手術室

診察室待合フロア

ナースステーション

安全に治療が行えるようスタッフ全員で情報共有し入院
生活を援助しています。

五泉訪問看護ステーション
ステーションには理学療法士も所属しております。看護とリハビリの

西４病棟

病棟スタッフ

東４病棟

連携により、在宅療養を支援しています。未経験者でも専門研修に参加
することでケアや制度の知識を深め、スキルアップもできます。
病棟から異動１年目
訪問看護は希望して入ったのですが、独りで活動することが多
いので不安がありました。しかし、スタッフの方々から「分から
ないことがあったら電話をすればいいんだよ」と声をかけてもら
い、安心して働くことができています。

医療療養病棟と地域包括ケア病棟の混合病棟です。退

回復期リハビリテーション病棟です。回復期リハビリ

院に向けての援助をじっくり行える病棟です。療養病棟

テーション病棟とは、脳血管疾患、大腿骨頚部骨折など

に於いては、終末期の看護が大半を占めており、看取り

の患者さまに対して、日常生活動作の向上、寝たきりの

の患者さまも年々増えています。患者さま・ご家族の思

防止、在宅復帰の推進を目的とし集中的なリハビリテー

いを大切にし、やり甲斐のある看護が出来ると思います。

ションを行う病棟です。回復期リハビリテーション病棟

若いスタッフ、ベテランもお互い助け合いながら仕事を

で治したいのは病気でなく、「障害とＡＤＬ」で生活を

しています。一緒に頑張りましょう！！

看ます。特別な知識やスキルは必要ありません。検査や

病棟から異動３年目

点滴は少なく、患者さまとじっくり関わることができま

ステーションスタッフ
短時間勤務で入職し子育てと両立
入職して４か月経ちます。子育てをしながら仕事
を始めることに不安はありましたが、短時間勤務で
働くことで、無理なく両立できています。

私は訪問看護がやりたくて看護師になりました。病棟で看護し
た患者さまが、その人らしく生活されているお宅に訪問させてい
ただき、元気をもらって日々仕事をしています。

す。リハビリテーションの奥深さに、面白さとやりがい
感があります。
五泉市から委託され２０１４年に開設されました。病院移転に伴い五
泉中央病院隣り、保育棟２階に部屋数を６部屋に増設しました。お子
様が病気などで保育園等に預けられない時にでも保育士と看護師でお
預かり致します。

ケアプランセンターいずみ

子どもの成長に合わせて勤務時間を変更
五泉訪問看護ステーション内で居宅介護支援事業を開設
入職した当初は午前中だけの勤務でしたが、子供
の成長に合わせ勤務時間を延長しています。短時間
勤務でもスキルアップを目指します。
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しています。看護師、理学療法士と一緒に、その人らしい
生活を送れるように地域の利用者さまを支えています。
受付
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Nanbugo Kosei Hospital

南部郷厚生病院
緩和ケア病棟
緩和ケア病棟は、患者さまがもつ全人的苦痛（身体的苦痛、精神的苦
痛、社会的苦痛、スピリチュアルペイン）に積極的にアプローチし、苦
痛をやわらげ“そのひとらしく生きる”ことを目標としています。
「郷和」では医師や看護師とともに、常に他職種がケアに参加してい
ます。患者さまの価値観やライフスタイルを尊重するために「このケア
の方法で良いのか」「誰の満足のためのケアなのか」と、いつもチーム
で検討しています。

生活を軸に置いたケアの方法を患者さまやご家族と一緒に考え、決め
て、一つ一つ丁寧に行う事が穏やかで尊厳ある日常を支えるのです。
患者さまを大切に思うのと同じように、看護師であるあなた自身も大
病室

緩和ケア病棟スタッフ

切にでき、成長の機会を与えてくれる職場だと思います。

人工透析室
当院は、５０台の透析装置があり昼間だけでなく夜
間透析も行っています。また、帰省、旅行での臨時透
析、近隣の病院からの依頼で入院透析も行っています。
透析室には医師、看護師、臨床工学技士、看護助手、

緑あふれる環境の中で慢性期疾患を中心とした医療サービスを提供します
南部郷厚生病院は、真仁会の一翼を担い慢性期疾患を主体とする医療を提供しております。地域の方々の要望に応え責任を果たす
ことができるよう、常に研鑽を怠らず医療サービスの向上と安全性の確保に努めています。
１９９５年７月

病床数

１２０床（一般５０床、療養５０床、緩和２０床）

看護配置

緩和７：１

診療科目

内科、神経内科、心臓・高血圧内科、腎臓内科、皮膚科
緩和ケア内科、リハビリテーション科、人工透析

勤務時間

に合った治療法を一緒に考えていきます。私たちは
日々研鑽し、患者さまの透析ライフが快適に過ごせる
よう努力しています。

設立年月

認定施設

クラークが連携し、患者さまの声に耳を傾け、その人

障害者１０：１

療養２０：１

更生医療認定施設、病院機能評価認定施設
日本透析医学会教育関連施設
３交代：日勤８：３０-１７：１５
深夜０：００- ９：００

準夜１６：３０-０：３０
※２交代制もあり

１．人間尊重に基づいた質の高い看護で、患者様

２階病棟

１階病棟

とその家族を支援します。
２．看護の継続のために、地域との連携を
図ります。
３．医療事故防止に努めます。

病院機能評価認定
第三者機関が病院の質を評価し、改善活動を支援していく病院機能評
価について２００５年より認定されています。２０１４年から第３世代
（３rdG）と呼ばれる新評価体系となり、プロセスが重視される事とな

２階病棟は病床数５０床、重度の障害者や難病、透析患者様

１階病棟は２０１８年４月より医療療養型病棟

が主として入院される病棟です。患者さまは一人一人考えを

として地域の患者さまの療養生活をお手伝いさせ

持っていて、「病気と共にどのように生きたいか」、「どんな

てもらっています。医療依存度の高い患者さまの

風に生活したいか」などの話を聞いたり、一緒に考えたりしな

受入をさせていただいており、患者さまにとって

がらその人らしく生き抜くことができるように私たちはお手伝

もご家族さまにとっても安心して療養できる環

いしています。神経難病や透析の治療は日々進歩し、勉強する

境・ケアを提供するため、医師、看護師、介護福

ことも多く楽しいです。看護配置が１３：１から１０：１に変

祉士・介護士、相談員など複数の職種で関わりを

更になり看護師数も増え、病棟も活性化しております。「看護

持ち、日々努力しています。

りました。マニュアルは整っている事が大前提で、それがどのように周

の質」の向上は患者さまの生き抜く力を強めるものと信じてス

知され、行われているか「診療現場を見る」事が重視されます。２０１

タッフ皆で頑張っております。慢性期病棟の看護の楽しさを一

５年に３rdG：Ver１.１を受審し、改善活動に真摯に取り組んだ事を評

緒に体験しましょう！

価され認定をいただいております。
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老人保健施設

五泉中央病院 新人看護師の1日

愛宕の里

入職１年目

遠山

好実さん

高齢者の健康と生きがいを願って
８：３０
老人保健施設「愛宕の里」では、ご家庭
での療養や介護が困難な方、寝たきりの方

勤務開始

病棟スタッフが集まり、行事予定や入院の
有無等、伝達事項を報告します。

などの生活機能の維持・向上を目指します。
また、ご家族や地域の方々・関係機関と協
力し、安心して自立した在宅生活が続けら
れるように支援します。「愛宕の里」は、

９：３０

清潔ケア

介護保険における施設入所サービスと居宅
患者さまの状態に合わせて体位交換や入
浴、清拭や褥瘡の処置などの介助を患者
さまとコミュニケーションをとりながら
行います。

介護サービス（通所リハビリテーション・
介護予防通所リハビリテーション・短期入
所療養介護）を行います。施設内の「在宅
介護支援センター」では、介護のご相談な
ど、在宅者への支援を行います。

１１：００

バイタルチェック

受け持ち患者さまのバイタルを測定し、
記録していきます。

１１：３０

休憩

看護科長からのメッセージ
昼休憩は交替で取ります。先輩たちと楽
しくおしゃべりしながら午後に備えてリ
フレッシュします。

愛宕の里は、老人保健施設で病状が安定しリハビリ目的に入所している方や、在宅での介護が難
しくなってきた方が入所している、病院と自宅の中間に位置する施設です。当施設では、明るく家
庭的な雰囲気の中で、地域やご家族との結びつきを大切にしながら、利用者さまやご家族へのケア
食堂

・支援を行っています。

１２：４５

昼カンファレンス

看護師の業務は、利用者さまのバイタルサイン測定や観察はもちろんのこと、経管栄養、喀痰吸
患者さまのケアの方向についてチームで
話し合います。

引、採血、尿道カテーテルの管理等を主な業務として行っています。また入浴介助・食事介助・お
むつ交換等を介護福祉士と共に実施しています。
最後に、施設で働いてみたいという方、老年看護に興味がある方、是非一緒に働いてみませんか。
施設見学はいつでも可能です。みなさんが施設にお越しになるのを楽しみに待っています！

１４：００

看護ケア・記録

療養室（2人室）
受け持ちの患者さまの元へいきケアを再
開します。ケアが終わったら患者さまの
状態をしっかり記録します。

在宅介護支援センター

愛宕の里在宅介護支援センターでは、「居宅介護支援事業」と五泉市から

１６：３０

申し送り

の委託を受けている「介護予防事業」の２つの事業を行っています。
居宅介護支援事業では、ケアマネジャー（介護支援専門員）が、介護プラ

夜勤看護師へ患者さまの状態など
申し送りをします。

ンの作成や色々なサービス事業所および医療機関との調整、各申請書の提出

１７：１５

勤務終了

代行など介護保険を利用する際に必要な業務を担当しています。要介護者・
要支援者の快適な介護生活をサポートいたします。
また介護予防事業においては、高齢者のご家庭に訪問し、悩みや心配事の
生活相談や地域において介護予防事業を開催しています。いつでもお気軽に
ご相談ください。
7

仕事もプライベートも充実してます！
看護師をしている友達が多いため、休みの日がなかなか合いませんが、その中でも時間を作り、ご飯を食べに行っ
たり、海へ遊びに行ったり気分転換をしています。仕事と遊びのメリハリをつけ充実した日々を過ごしています。
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メッセージ

新人看護師教育プログラム
「信頼される看護師」を目指して
教育・研修を行っています。

新採用時集合研修は２ヵ月間にわたり行われます。
最初の１２日間は座学・演習を行いその後病棟研修を
行います。
以下の目標・目的を持って研修を行います。

座 学
演 習

修 正

目標
●看護業務の習得
●コ・メディカルの業務内容を知り、連携を覚える
●自分の思いを表出できる
●社会人としての態度の習得

【座学・演習】
目的：１．実践において大切な思考過程が身につく
２．実践能力が身につき良好なスタートが切れる
３．互いに支え合う力を育む
【病棟研修】
目的：１．看護実践を体験する
２．各部署の看護の特徴を知る
３．リアリティショックが軽減できる

振り返り
共 有

病 棟
研 修

後期研修

病棟配属

●接遇
●防災
●院内情報システム
●各部門との関わり
●医療安全
●感染対策
・
・
・
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プリセプティ

なり患者さまの個別性に合わせた看護

遠山 好実

が出来ていません。しかし、プリセプ
ターや先輩看護師の皆さんに看護の基
本や病棟の特徴である脳神経疾患を持
つ患者さまの看護について指導を頂き
学びある日々を送っています。病棟の
雰囲気が良く困った時や悩んだ時にす
ぐ相談ができ、恵まれた環境で毎日楽
しく働いています。また、同期が多い
ため心強く、支え合う事が出来ていま
す。まだまだ未熟ですが、これからも
患者さまとのコミュニケーションを大
切にし、個別性に合わせた看護を提供
していけるように頑張っていきたいと
思います。

年間評価

中期研修

●座学・演習
●病棟研修
●看護療法
●採血
●静脈注射
●摂食嚥下
・
・
・

今はまだ業務を覚えることに精一杯に

キャリア構築度（BCD, Build up Career Deguree）を軸にして目標管理システムと合わせて
取り組むことによってそれぞれがキャリア開発を目指し、看護観を育てながら組織の中でい
きいきと働ける自立した専門職業人としての看護職員になれるようなキャリア構築システム
（BCS, Build up Career System）を採用しております。
平成３０年度よりクリニカルラダーは日本看護協会推奨の５段階に改変しました。
各段階毎に適切な研修を提供し、５段階のクリニカルラダーを経由して「ジェネラリストコー
ス」「スペシャリストコース」「マネジメントコース」を選択します。

小池教育担当師長は緩和ケア認定看護師でも
あり、院内・外で講師として活躍されています。
久保看護師は、以前まで看護学校の教師をさ
れており、長く教育に たずさわってこられまし
た。今年度は入職から病棟配属決定までの２カ
月間、研修プログラムを作成し新人に寄り添っ
た指導をされています。

採用時
研修

配属が決まり２ケ月が経ちました。

教育研修システム

教育担当紹介

集合研修
２ケ月間

私が遠山さんに望む事は、自分で考
えられる、分からないと思ったことは
自ら調べられる、先輩の技術を盗み自
プリセプター
分のものに出来る、コミュニケーショ
ン能力を身につけ看護スタッフのみな
今井 絵里子
らず、他部門とも連携がとれる看護師
になって欲しいと思います。その為に
は多くの患者さまに触れ、沢山の疑問
を持ち、解決に向け考えられるように、
プリセプターだけでなく全スタッフで
サポートしていきます。
私自身、プリセプターを受けた時は
数年ぶりで自分の子育ても上手に出来
ているのかも分からない心境で、新人
指導が出来るのか不安もありました。
しかし、遠山さんと日々過ごしていく
うちに、私自身刺激を受け、一緒に学
びが深められていて良い関係が築けて
います。また、病棟全体のスタッフの
支えもあり遠山さんがいきいき看護出
来ているように思います。これからも
スタッフみんなで支え、支援し、一緒
に成長していきたいと思います。

●現在希望する部署
●将来希望する部署
●部長と面談

●輸血療法
●緊急時看護
●人工呼吸器
●医療機器
・
・
・

●褥瘡管理
●多重課題
●ｴﾝﾄﾞｵﾌﾞﾗｲﾌｹｱ
●看護倫理
・
・
・

● １年のまとめ
● ２年目の目標設定

後期
ｷｬﾘｱ
開発

中期
ｷｬﾘｱ
開発

看護管理
認定看護師教育課程
看護研究
事例検討会

前期
ｷｬﾘｱ
開発

新人研修

感染予防 リスクマネジメント 看護倫理 薬剤の取り扱い
フィジカルアセスメント エンド・オブ・ライフケア 緩和ケア
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Message

先輩看護師からのメッセージ
経験１年目・職員寮
看護師
パパ
看護師
プライベートでは２児の父
親として育児を楽しんでいま
す。幸せなことに３人目の子
を授かることが出来たので、
その時に「育児休暇を取得し
てみたい」と思いました。一
方でＴＶや新聞報道では、男
性の育休について一部でパタ
ハラや減給等のネガティブな
内容が伝えられる等、取得率
が上がらないと聞き、躊躇す
る気持ちもありました。しか
し、取得することにしたきっ
かけは身近なところにありま
した。当院に育児休暇取得の
パイオニアである先輩男性看
護師がいたことです。その様
子を見たり、実際に話を聞い
たりしたことで、私の中で男
性の育児休暇取得のハードル
病棟看護師
がぐっと下がりました。身近
志田 良樹
にイクメンのお手本がいたこ
と、男性の育児休暇取得実績
があり、ワークライフバランスに理解のある職場と上司
や同僚のおかげで、私自身３人目の子ということもあり、
人生で最初で最後の経験になるだろう、赤ちゃんと過ご
せる多くの時間がとても楽しみです。

Ｕターン
看護師
私は親が身体を壊したのを
きっかけに地元に戻ってきま
した。新潟で就職するにあた
りキャリアを生かすのか小さ
いころからの身近にあった地
元の病院を選ぶかで迷いまし
たが、病院見学をさせてもら
い、アットホームな雰囲気が
良いなと思いこの病院に決め
ました。専門性が高くはじめ
は仕事を覚えるのが大変でし
たが、スタッフみんなが温か
く他職種間でも密にコミュニ
ケーションがとれ、とても働
きやすいし楽しく仕事が出来
ています。
また、休みがしっかりとれ
残業も少なく、先輩や後輩と
ご飯に行ったりスポーツ観戦
をしたりとプライベートも充
実しており、この病院を選ん
で良かったなと感じています。

あ

病棟看護師
金子 莉紗
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経験２年目
看護師

病棟看護師
五十嵐 沙紀

１年目は研修が２ヵ月間あ
り、各病院・病棟を見学した
り、同期の仲間と共に事例を
通して国家試験で得た知識を
振り返りながらアセスメント
をしたりと充実した時間を過
ごしました。病棟に配属後、
先輩方からは点滴や吸引、手
術前の看護や手術後の看護等
多くのことを教えて頂きまし
た。２年目になり、出来るこ
とも増え、多忙ではあります
が、患者さまの笑顔や「あり
がとう」「また来てね」とい
う言葉に元気を頂きながら仕
事をしています。これからも
一人一人の患者さま、そのご
家族に寄り添っていけたらい
いなと思っています。

准看護師
看護師
准看護学校を卒業してあっ
という間に３０数年が経過し、
このまま平穏に定年を迎える
であろうと思っていました。
ふとしたきっかけから、既に
諦めていた看護師になるとい
う夢を実現させたいと思うよ
うになり、夫からは「後悔は
しないようにやりたいことは
やった方がいい」との後押し
もあって思い切ってチャレン
ジしてみることにしました。
数十年ぶりの学校はとても新
鮮でわくわくもしましたが仕
事と家事や勉強の両立は想像
した以上に大変なことでした。
国家試験の数ヶ月前からは、
学習の場を用意していただき
理解できるまで指導してもら
ったり、試験前には長期休暇
病棟看護師
を頂くことができ集中して勉
渡邉 小百合
強することができました。国
家試験は無事合格することが
でき、これも真仁会で同じように学ぶ友人の支えがあっ
たり、上司や同僚、真仁会教育担当スタッフのサポート
があったからだと感謝しています。歳だけは取っており
ますが看護師１年生として新たに頑張っています。

看護学校を卒業し、看護師
として働く喜びや初めて行う
ことへの不安を抱きつつ真仁
会へ入職しました。入職当初
は、２ケ月間の新人研修があ
り教育担当の方を中心に手厚
い指導を受け、不安が軽減し
ました。研修期間の中で、各
部署をシャドーイングするこ
とができ、希望部署を書く際
の参考になります。その後、
私は脳神経外科病棟へ配属が
決まりました。まだ慣れない
ことばかりで、目まぐるしく
過ぎる日々ですが私が関わっ
ていた患者さまが元気になっ
て笑顔で退院されて行く姿を
見ると頑張ろうと励まされま
す。先輩スタッフの皆さんも
優しく、アットホームな環境
病棟看護師
で仕事ができるので毎日楽し
伊藤 健太
いです。これからも日々の学
習を重ねながら知識や技術を
身につけ、患者さまやご家族に寄り添える看護を提供し
ていきたいです。また私は単身寮のモノリスに入居して
います。五泉市内のアパートを借りるよりも格安で入居
でき、病院にも近いので便利です。就職後に、一人暮ら
しを考えている方にお勧めです。

復職
看護師
約１０年程夫の転勤のため
引越しをしながら仕事をして
きました。その後生まれ故郷
新潟で定住することになり、
当院での就職を希望しました。
病院で勤務するにあたり、ブ
ランクの期間や知識・技術面
での不安がありましたが、周
りのスタッフ・先輩方に助け
られ、少しずつ吸収し成長し
ていけたらと思っています。
また、子育て中のため短時
間勤務で働いています。自分
の家庭環境等に合わせ勤務時
間を相談でき、周りのスタッ
フに理解してもらえるのもう
れしく働きやすい環境です。

外来看護師
齋藤 瑞恵

摂食嚥下障害看護認定
看護師
２０１１年認定看護師資格
を取得しました。４０歳を超
えてからの挑戦でしたが、い
い友達に出会い、同じ目的に
向かって進む大人の学習者と
して、有意義に楽しく研修を
終えることができました。資
格取得後は学んだことを実践
するとともに、病院や施設で
の研修、専門学校や看護協会
での講義など行い、安全に口
から食べるための知識・技術
の伝播に努めてきました。
真仁会看護部の理念には「
看護専門職として地域の方々
の暮らしを支えます」とあり
ます。地域の皆さんが安心し
て治療や療養を続けるために
は看護専門職としての知識や
実践能力の向上は欠かせませ
病棟看護師
ん。現在真仁会には7人の認
高橋 裕子
定看護師が在籍しています。
真仁会には認定看護師資格取
得支援制度もあります。より良い看護実践のため、私た
ちと一緒に頑張っていきましょう。

地域連携室
保健師
私はこれまで約２６年間、
行政保健師として地域住民へ
の疾病予防や介護予防を主と
した活動をしてきました。
当院の地域連携室勤務に転
職した当初は、病院特有の細
かな情報共有や連携に必要と
なる知識と経験不足を感じる
ことも多くありましたが、適
切なアドバイスをくれる上司
と同僚に補ってもらいながら、
保健師として自分にできるこ
とを一つ一つ積み重ねること
ができていると感じています。
地域連携室での業務も２年
目となり、地元医師会の先生
方はもとより、近隣の医療機
関や行政機関、保健・福祉・
介護に関わる機関との連携が
スムーズに進められるような
地域連携室
調整を心がけています。
伊藤 新子
また患者さまだけでなく、
ご家族にも気を配り、保健師
としての予防的な観点を含めた関わりも意識しつつ日々
研鑽の気持ちを持って、この地域に暮らす方の健康維持
の一助になるよう、今後も頑張っていきたいと思ってい
ます。
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認定看護師のご紹介
緩
和
ケ
ア
認
定
看
護
師

募集要項

卓越した看護技術と知識で皆様をサポートします
認定看護師とは日本看護協会の認定看護師審査に合格し、ある特定の看護分野におい
て、熟練した看護技術と知識を用いて、水準の高い看護実践が出来る看護師のことです。
「実践」「指導」「相談」の３つの役割をはたすことにより、看護ケアの拡大と質の向

緩
和
ケ
ア
認
定
看
護
師

上を図ります。

●基 本 給

大学卒
短大卒・専門学校卒

●賞

年２回（７月、１２月）

与

●勤 務 地

新潟県五泉市
五泉中央病院・南部郷厚生病院
老人保健施設愛宕の里
五泉訪問看護ステーション

院内では専門性を生かし、看護師や介護士などへの指導やアドバイスを行っています。
小
池
宜
子

外来では認定看護師による看護外来も行っています。また院内外での研修会や講演会で
は講師を務め、情報発信を行っています。

今
井
希
子

●勤務時間

真仁会では、認定看護師の資格取得費用の助成制度があります。
が
ん
性
疼
痛
看
護
認
定
看
護
師

遠
藤
あ
ゆ
み

摂
食
嚥
下
障
害
看
護
認
定
看
護
師
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●日

時

毎月第２火曜日と翌水曜日

●内

容

オリエンテーション、院内見学
看護体験

●持

物

ユニフォーム（実習で使用しているもの）
ナースシューズ

●研修部署

外科・内科・小児科・脳神経外科
（五泉中央病院）
透析（南部郷厚生病院）

●見学人数

１日８名（各部署２名）程度

●申込方法

電話またはＦＡＸにてお申し込み下さい
電話
０２５０-４７-８１５０
ＦＡＸ ０２５０-４７-８１５２
ＱＲコード

真仁会ナースバンク制度「ナースこいこいバンク」について
ナースこいこいバングは空いている時間を使って自由な勤務ができる制度です。空いた時間を利用して、週の
勤務１日、１日の勤務時間２時間からでも働いていただくことができます。
詳細は真仁会看護部ホームページをご覧ください。

ワークライフバランス
真仁会は看護師が仕事も生活も充実して働き続けられる環境を目指し、日

福利厚生

本看護協会と都道府県看護協会が協働して展開しているワーク・ライフ・バ
ランス（WLB）推進に積極的に取り組んでおります。南部郷総合病院では

独身寮の完備

平成２２年度よりWLBの取り組みを開始し、連続休暇取得の促進や育児時

施設内保育所

単身者用ワンルームマンションで
女性専用の「クレオス」と男性も入
居できる「モノリス」があります。
「クレオス」は広さ２９㎡でIH調理
器、エアコンを完備しており、セ
キュリティもオートロック、防犯カ
メラが設置してあるので安心して生
活できます。月額１０,０００円～
１１,０００円で、南部郷厚生病院
に隣接しております。「モノリス」
は月額１０,０００円で南部郷厚生
病院から車で約５分の場所にありま
す。

間勤務制度の延長、院内保育の夜間対応など行って参りました。その活動が
評価され、平成２５年４月２２日に日本看護協会による第１回「看護職の
ワーク・ライフ・バランス（WLB）推進カンゴサウルス賞を受賞しており
ます。第１回では全国で２７施設が受賞しておりますが、新潟県では南部郷
総合病院と見附市立病院のみの受賞となっております。平成２５年度からは
北日本脳神経外科病院も参加しており、働きやすい環境を構築すべく活動し
ております。お互い様の風土を醸成し、どのライフステージの職員でも働き
続けたい職場として認めあえるように取り組んで参ります。

五泉中央病院敷地内に「託児施
設めだかこども園」があります。
生後２ケ月から就学前までのお子
様を受け入れております。料金は
１日１,１００円、昼食代として１
食２７５円となっております。
クレオス

支援制度
奨学金給付制度、准看護師の看護師資格取得支援制度、
認定看護師資格取得支援制度があります。

その他
定期健康診断やインフルエンザワクチンの予防接種・腹
部ＣＴによる内臓脂肪測定検査・肺がん検診・乳がん検診
の職員割引、有給休暇積立制度などがあります。

イベント紹介
職員同士の交流や地域とのふれあいの機会を作るためにイベント活動を積極的に行っています。

モノリス

奨学金制度
真仁会では看護職を目指す方を応援しています
対

４月

観桜会

６月

真仁会まつり

８月

きなせやまつり

１１月 ごせん紅葉マラソン

象

者

看護学校（大学・短期大学・専門学校）に通学中または入学見込の方

奨学金額

月額６万円（看護大学生、看護学校生）

支給期間

通学する看護学校の所定修業期間が支給期間です。３年生の看護学校なら３年間、大学なら４年間になります。

ご質問・ご相談などお気軽にお問合せ下さい。
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