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引き継がれる看護の原点

確かなスキルと責任感、そしてやさしさを胸に

引き継がれる看護の原点

確かなスキルと責任感、そしてやさしさを胸に

思いやりと優しさを大切にし
信頼される看護を提供します
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12-2 階病棟

13病棟

14病棟

15病棟

16病棟

17病棟

18病棟

22病棟

23病棟

集中治療室

救急病棟

消化器内科、腎臓内科、糖尿病内科
小児科

整形外科、肝臓内科
脳血管・神経内科、産婦人科

消化器外科、呼吸器外科、血管外科
乳腺外科、泌尿器科

回復期リハビリテーション病棟

循環器・高血圧内科
脳血管・神経内科、形成外科、皮膚科

地域包括ケア病棟

呼吸器内科、脳神経外科
耳鼻咽喉科心療内科

整形外科、乳腺外科、眼科

緩和ケア病棟

新人看護職員指導体制

当院の指導体制は、屋根瓦方式教育です。
ひとり立ちできるまで、フォローの先輩看護師と一緒に業務を行います。

看 護 部 長

研 修 責 任 者
教 育 委 員 会

教育担当者会

教育担当者

実地指導者

病 棟 師 長

主　任 主　任

新人看護師
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皆さまが安全で安心できる療養環境を提供します

皆さまの意志決定を支える看護を提供します

3
地域の医療、介護に関わる方々と連携し、
きれ目のない看護を提供します

看護部長  倉地  美智子

製 鉄 記 念 八 幡 病 院 は、

2015年に世界遺産に登録

された官営八幡製鐵所の附属

病院として1900年に設立されました。以来、

100年以上の長きにわたり築いてきた、温かい

組織風土の継承と、「この病院に来てよかった」と患者さんに

思っていただけるような看護ケアに取り組んでいます。

また、看護職員が明るく、やりがいをもち、お互いが助け合え

る職場づくりを目指しています。「思いやりの心」を看護の

原点に、笑顔あふれる看護部の一員として、一緒に

がんばっていきましょう。

これから看護師に

　　　　なる皆さんへ
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施設主体 社会医療法人　製鉄記念八幡病院

設　　立 1900年（明治33年） 官営製鐵所附属病院

病 床 数
許可病床 453床
　　一般病床 430床
　　ＩＣＵ 7床
　　緩和ケア病床 16床

職 員 数
825名（2023年3月1日現在）
　　医師 92名　看護師 424名（16部署）　
　　薬剤師 18名　医療技術職 118名
　　看護助手 25名　事務職員等 89名

病棟名 主な診療科

２チーム
体制

Let's work
together

基 本 方 針基 本 方 針

理 念理 念

部署スタッフ
全員で

支援します！
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新人ナース１ 年目

年 間スケジュール
新人のときは、だれでも不安でいっぱい。
当院では、そんな新人ナースの皆さん一人ひとりが
看護技術を実施できるよう、計画を立てています。
看護師としての第一歩をしっかりフォローします。

勤務時間

新人看護職員の勤務表 ２交替（例）

導入研修
バイタルサイン研修
血糖測定（BS）研修
ノーリフト・摂食嚥下研修
救急研修
フィジカルアセスメント研修

看護師としての基礎と
院内の概要を
しっかり学びます

4月

採血研修
静脈注射研修

シリンジポンプ・輸液ポンプ研修
インスリン研修

5月

患者支援センター研修

フォローアップ研修 Ⅰ

6月

重症度・医療看護　必要度研修

1月

フォローアップ研修 Ⅲ

2月

ラダー申請

3月
シャドー研修

9月

フォローアップ研修 Ⅱ

10月

チームの一員としての
自覚と自信を身に
つけます

不安いっぱいの一年目も
フォローアップ研修が
あるから安心！

日常生活援助を病棟主任、
教育担当者と共に実施

フォローの看護師と
一緒に受け持ち

患者さんを担当します

先輩看護師の影（シャドー）のように
一緒に行動して、先輩の仕事ぶりを

身近に観察する研修です

インスリン研修後、
実地指導者見守りで、

患者さんへインスリンを投与

同期で集まり入社してからの
２ヶ月間を振り返ります

同期で集まり入社してからの
１年間を振り返ります

同期で集まり入社してからの
半年間を振り返ります入院に必要な情報収集や、準備について

患者支援センターで学びます

この一年間の学びを
糧にさらに

次のステップへ！

新人１年目も
いよいよ中盤！

日々の学びを大切に

ひとり立ちへ向けて
準備をして
いきます

0:00

4:00

出勤、情報収集8:00
ミーティング＆申し送り、配薬8:30
回診
午前・病室ラウンド
清潔援助
カンファレンス

9:00

配膳・食事介助
昼休憩

12:00

配薬
午後・病室ラウンド

13:00

看護記録14:30

申し送り16:30
小休憩17:00

配膳・食事介助18:00

配薬19:00
業務終了19:30

19:00 出勤、情報収集
19:15 申し送り
19:30 就寝前・病室ラウンド

21:00 配薬
　22:00 イブニングケア

消灯・巡視

巡視

巡視

2:00 巡視
交代で仮眠（1.5h）
食事休憩　

6:00 起床時・病室ラウンド

　7:30 配膳・食事介助
8:00 下膳
8:30 申し送り・看護記録
9:00 業務終了

１日のスケジュール
日勤（8:00～16:30）

夜勤（19:00～9:00） 夜勤（19:00～9:00）
長勤（8:00～19:30）

早日勤（7:30～16:00）
日勤（8:00～16:30）

深夜勤（22:30～8:30）
準夜勤（16:00～23:00）

2交替

3交替

※２交替勤務の場合

長
　
　
　
勤

日
　
　
勤 夜

　
　
　
勤

休日 休日 日勤 日勤 日勤

休日 休日 研修 休日 長勤 夜勤 明け

休日 休日 年休 日勤 夜勤 明け 休日

日勤 日勤 長勤 夜勤 明け 休日 日勤

休日 日勤 研修 休日



休日・休暇
年間休日121日。初年度から有給休暇が20日あり、連続休暇の取得も可能です。
産前産後休暇、育児休暇、慶弔休暇なども整備されています。

認定看護師とは、特定の看護分野において熟練した技術と知識をもち、その分野の専門家として水準の高い
看護実践ができると認定された看護師のことです。
当院では、現在13名の認定看護師と特定行為研修修了者１名が活躍しています。

病院の敷地内にある全個室（地上8階建て 228室）のマンションタイプの寮です。
単身寮（若竹寮）

院内保育所

ベネフィット・ステーション

2

1

3

4

● ミニキッチン
● 乾燥機付ユニットバス
● トイレ　● ベッド
● 冷蔵庫　● エアコン
● ガスファンヒーター完備
● セキュリティーシステム
　装備
● 寮管理人配置　　

ナースのスペシャリスト！ 認定看護師

先輩ナースからのメッセージ

認定看護師取得のための教育派遣
については、就学中の給与（基本
給）・賞与は支給されます。
資格取得受講費用の補助があり
ます。

オフタイムを楽しく過ごすためのレジャー・旅行・グルメ・ショッピングや、暮らしに役立つ様々
なサービスが会員価格で利用できます。
映画はチケット補助を利用すれば1,000円で鑑賞でき、お得です！

当院が
バックアップ
します！

看護師の母の勧めで決めました  
看護師の母は、私が小さい頃から「将来、せいてつ病院で働くといいよ」と言って
いました。実習の時に、患者さんだけでなく、学生にまで優しく丁寧に接してくれ、

「こんな看護師になりたい」という理想の方にも出会えました。結果、母の勧める
当院に入職しました（笑）。
看護師の仕事は緊張の連続で、大きな責任も伴います。だからこそ、新人看護師へ
の言葉がけや接し方に気を配ってあげたいと思っています。
看護部の特徴のひとつは徹底した新人教育です。一人ひとりをしっかり見て、指導
するスタイルは誇れるところです。皆さん、安心してスキルと知識を身につけ、
一緒に充実した毎日を送りましょう。

宮本 明美さん（2008年入職）

杉山 菜々子さん（2014年入職）

就職は地元と決めていました 
県外の大学に通っていましたが、就職は地元と決めていました。いろいろな病院を
調べて見学にも行き、雰囲気がとても良いこと、新人教育がしっかりしていること
で、当院への就職を希望しました。
同期に知り合いがいなくて、しばらく心細かったのですが、すぐに仲良くなれまし
た。先輩も優しく業務を教えてくれて、今でも公私ともども相談にのってくれます。
３歳の子どもを院内保育所に預けて、仕事に向かいます。お迎えにいくと「おかえ
り～ !!」と笑顔で駆け寄ってくれ、仕事の疲れも吹き飛びます。
夜勤も安心して働け、仕事と育児の両立もバッチリです。

接遇マイスターに
認定されました！

24時間365日保育を提供する職員専用の保育所です。
病院の敷地内にあるので、ママさんナースは安心して働
けます。
保育中の園児が発熱した場合は、当院の小児科に受診が
できます。

寮費 月額15,000円（税込・水道光熱費込）

福 利 厚 生

気になる
4つの
ポイント

感染管理認定看護師

皮膚・排泄ケア認定看護師

集中ケア認定看護師

救急看護認定看護師

乳がん看護認定看護師

緩和ケア認定看護師

摂食・嚥下障害看護認定看護師

糖尿病看護認定看護師

がん化学療法看護認定看護師

クリティカルケア認定看護師

特定行為研修修了者

２名

２名

１名

２名

１名

１名

１名

１名

１名

１名

１名

認定看護師 人数

2023年3月末



よくあるご質問

皆さんの不安に

お答えします！

入職を希望したいのですが、
自分に合っているか心配です。

1・22・43・54・56・90番に乗車
（特快はとまりません）
『製鉄記念八幡病院東口』下車

JR鹿児島本線『八幡駅』下車のあと

★西鉄バス『八幡駅入口第一』より
　1番・22番・91番に乗車
　『製鉄記念八幡病院東口』まで約5分

★タクシーで八幡駅より約 5 分

駐車場完備　530台収容可能
北九州都市高速道路  大谷出口より約 5 分

〒805-8508 北九州市八幡東区春の町１-1-1

TEL 093-672-3176 ㈹
https://www.ns.yawata-mhp.or.jp/nurse/

当院看護師の１日や詳しい研修スケジュール
などアップしています。採用情報や見学会
などもチェックしてみてください。

Q

Q
A

A&

入職をお考えの場合、遠慮なく病院見学に
いらしてください。
ご連絡いただければ、随時、日程調整させて
いただきます。

病棟の異動を
希望することはできますか？Q

A 全員が希望通りとはいきませんが、
異動については毎年、希望を確認し
ています。

お休みの希望を
聞いてもらえますか？Q

A お休みの希望に関しては各師長が
調整して、ほとんどの希望はかなって
います。
長期休暇で海外旅行に行くスタッフ
もたくさんいます。

製鉄記念八幡看護専門学校の出身者が
多く入職すると聞きました。
うまく溶け込めるか不安です。

Q

A 当院には専門学校がありますが、全員が入職
しているわけではなく、他施設の学生の方も
多く入職されています。
入職後は病棟のスタッフがサポートするので、
すぐに打ち解けられています。

Access 西鉄バス

自動車

J R

製鉄記念
八幡病院

製鉄記念八幡病院　看護部

社会医療法人  製鉄記念八幡病院


