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●JR原水駅より車で約5分
●阿蘇くまもと空港より車で約15分

●ゆめタウン光の森より車で約15分
●熊本インターチェンジより車で約20分
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業務スーパー

TEL：096-340-5001（代表）
 080-8366-1452（直通）
 【受付時間】平日 8：30～17：30 / 土 8：30～12：30
FAX：096-340-5522
MAIL：jinjika@kchosp.or.jp（採用担当）
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〒869-1102  熊本県菊池郡菊陽町原水2921
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チーム医療の一員として患者さんの療養全般を
支え、患者さんが住み慣れた地域で安心して暮らし
たいという願いを実現するために、他職種と協働し
ながら看護師の役割を果たすことができるように、
また、看護師それぞれが自分らしく生き生きと働ける
職場と感じられる、そのような環境作りを進めています。
「教えながら学ぶ」それが当院看護部の人材育成の
風土です。を提供します。

病院
理念

私たちは患者さんのために医療の向上に努めます。
私たちは患者さんのためにサービスの向上に努めます。
私たちは地域の皆さんの健康と福祉の増進に努めます。

看護部理念

看護部
基本方針

患者さんの立場に立ち、寄り添う看護を目指します
専門職としての知識と技術の向上に努め、チーム医療を推進します
多職種、他施設との円滑なコミュニケーションを図ります
患者さんが住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう支援します

患者さんのために

For the patient

キャリアアップ
支援

得意な分野を追求したいあたなは幅広く学びたい、経験したいあなたは

教育プログラム教育プログラム

頑張った分だけステップアップ出来る、その分だけ能力が評価される。
熊本セントラル病院では、あなたの頑張りを全力で応援します！

クリニカル
ラダーⅢ

教育的役割ができる。
リーダー業務ができ、
チームを動かすことができる。

●問題解決法主な研修内容

組織の中で自分の位置づけや
役割を理解し、上長の補佐ができる。
後輩の育成ができる。

●伝達講習の実施　
●看護倫理　
●コンサルテーション  
●コーディネーション

クリニカル
ラダーⅣ

主な研修内容
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必修

クリニカル
ラダーⅡ

受け持ち患者さんに看護過程を展開することができる。

●救命救急　●退院支援　
●プリセプターとしての心構え

主な研修内容

［３年目］

必修

クリニカル
ラダーⅠ

看護手順やマニュアルを活用して看護技術の提供ができる。
受け持ち患者さんの情報収集ができ、
看護計画を立案・実践することができる。

●基礎看護技術　●救命救急　●看護記録　
●医療安全　●医療機器の取扱い

主な研修内容
［2年目］

必修

指導や教育の下でマニュアルに沿って
基本的な看護を安全・確実に実践することができる。

新人
［1年目］

を目標に、
一歩一歩丁寧に育てていきます。

感染管理

基礎看護技術

医療安全

スペシャリストジェネラリスト ●認定看護師  
　など

●師長  
●主任  など

●認定看護管理者教育課程受講支援
●認定看護師教育課程受講支援
●特定行為研修受講支援
●院外研修受講支援　など

幅広い診療科領域の経験と、
知識やスキルを身に着ける

S u pp o r tE x p e r i e n c e
E x p e r i e n c e



中途採用者にも丁寧なフォローアップがあり、ブランクが長くて
心配な方も安心して仕事ができるよう支援しています。病院で使用
する医療機器についての種類と使用例を学ぶ講義や、急変時の
講義を実技を含めて受講します。最近における看護の知識・技術
を学ぶことにより再就労への復帰の不安感を緩和する病棟実習
を計画しています。さらに入職後半年経過すると挑戦ラダーの決定
を行い、ラダー教育へと継続される教育体制になっています。

新人教育新人教育

プリセプター制度

新人看護師一人一人を大切
にし、看護師として独り立ちで
きるよう、チーム全体で支え、
育てていくよう努めています。
また、プリセプティと一緒に
マニュアルを読み、考える事に
よって、私自身も学ぶことが
でき、ともに成長していきたい
と考えています。

特定行為は診療の補助であり、専門的な知識と技術を必要と
してます。指定期間の研修を受講し、医学的知識・技術を
学んでいます。質の高い安全な医療・看護を患者さんへ
提供できるよう、チームの医療のキーパーソンとして、患者さん
の重症化回避や早期回復のために頑張っています。

特定行為研修特定行為研修

研修支援としてどこでもいつでも学習
できる機会が持てるように、インター
ネットによる研修（学研ナーシング
サポート）も取り入れていきます。

中途採用者教育中途採用者教育

看護師1年目の年間スケジュール

●リフレッシュ研修
（１ヶ月振り返り）

5月

●プリプリ研修
　（3ヶ月目）
●医薬品安全研修

6月

●看護技術チェック
●医薬品安全研修

7月

●医療機器の取り扱い
●急変時対応研修

8月

●6ヶ月フォローアップ研修
●プリプリ研修
（6ヶ月目）

9月

●看護技術チェック
●医療機器安全研修

10月

●医療機器研修

11月

●プリプリ研修
（9か月目）
●看護技術チェック

12月 1月

●1年の振り返り

2月

●プリプリ研修
（１年目）
●まとめ 

3月

●集合教育研修
　（感染管理・医療安全・電子カルテ）など
●看護技術・医療機器安全研修

●病院で勤務する職員として自覚
ができる
●看護職員として自覚ができる
●その日の振り返りができる

●自己の心身の健康を保つ
必要性が理解できる
●自己評価にて学習過程が
わかる

●タイムスケジュールを
考える事ができる
●職業人として倫理に
基づいて行動できる

●看護行為による危険性
を認識し行動できる

●学習課題の解決に
向けての情報収集が
でき行動できる

●タイムスケジュールに
沿って行動・修正が
できる

●人間の生命・尊厳を
尊重した行動ができる

●学習の成果を実践に
活用できる

●タイムスケジュールを念頭
において行動できる

看護師として臨床現場は
初めてのことばかりです。
当院ではプリセプターがついて丁寧に指導し、
疑問や相談にも細かく対応します。
一日でも早く現場に慣れるよう
サポートしています。

創傷管理関連
● 創の壊死組織の除去が出来ます。
● 陰圧VACの装着・調整が出来ます。
● その他スキンテア発生時など創傷関連全般、
ご相談ください。

救急パッケージ
● 血液ガス採取が出来ます。
● 脱水所見時の輸液オーダー・管理が出来ます。
● その他、呼吸器関連などご相談ください。

栄養及び水分管理に関わる
薬剤投与関連
● 高カロリー輸液開始時・メニュー変更時のオーダー
が出来ます。

● 脱水所見時の輸液オーダー・管理が出来ます。
● その他、栄養関連・水分バランスなどで悩んだ
ときは相談ください。

オンデマンド研修オンデマンド研修

プリセプターがこまめに言葉
をかけ、さりげないフォローを
してくださるので安心です。
技術面だけでなく患者さんの
対応や経験談も聞くことが
できるので、とてもわかりやすい
です。たくさんの事を吸収し、
成長していきたいと思います。

4月

プリセプティとともに学び、
　　成長していきたいと考えています。

研 修 を 通 し て
た く さ ん 吸 収 し 、
成長していきたいです !

プリセプティ

プリセプター


