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患者さんはたくさんの不安や悩みを抱えています。
だからこそ知識や技術だけではなく、気持ちに寄り添う看護を目指しています。 輪それは、力を合わせる心強いチ ー ム医療

あらゆる部門すべてのスタッフが抜群のチームワークの良さで患者さんを中心に
いつでもスムーズに動ける体制。どんな時でも最高の仲間がそこにいます。

話それは、自分らしく成長できるチ ー ム教育
いつでも誰にでも相談できるのは、看護師全員が一丸となって新人を見守っているから。
自分の力や個性を思う存分発揮して、のびのびと成長していけます。 我それは、オンもオフも大切にできる働き方

一歩ずつキャリアを積んでいける。さらに意欲を持って勉強できる。
プライベートも大切にできる。 だから充実した将来を見据えて長く働けます。

放射線科 看護科 臨床検査科

リハビリテーション科
語学療法士
理学療法士
作業療法士

患者さん メディカル
ソーシャルワーカー

栄養科 薬局 医局 事務局

看護部理念
思いやリを大切に、

地域に根差した信頼される看護を
お届けします。

オフは思いっきり休んだり、趣味に没頭したり、前向
きに仕事に取り組めるよう、ワークライフバランスは
とても大切だと思います。
休みの日は、職場などの仲間たちとみんなで船釣り
へ。オンとオフを上手に切り替えてリフレッシュして
います。チームワークも抜群⁉

着実にステップアヅプできる、クリニカルラダー制度。

より複雑な状況において、ケアの受け手にとっ
ての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Ⅴ
看護管理

スペシャリスト

看護管理
組織的研究

聖麗メモリアル病院看護科ラダー

マメネジメントコース
スペシャリストコース
ジェネラリストコース

脳脊髄専門病院の看護師として、必要な専門知識と技術・態度を備え、安心で安全な信頼される看護ケアを提供
し、地域に貢献できる看護師の育成を目指す。

看護実践において重要なの
は経験年数ではなく経験の
「質」である

パトリシア・ベナー
（看護学者）

看護実践モデルとしてリーダーシップを図り、
後輩を育成できる

レベルⅢ
中堅

実地指導者
（プリセプター）

標準的な看護計画に基づき自立して看護を実践するレベルⅡ
一人前

日々のリーダー
ケーススタディ
（事例検討）

基本的な基礎看護技術を指導・助言を得ながら
実践することが出来る

レベルⅠ
新卒

新人教育
プログラム

Ａコース（リーダーシップ）

Ｂコース（看護研究）
専門職としての知識と、幅広い視野で、予測的判
断のもと看護を実践できる

レベルⅣ
リーダー

チームリーダー
教育担当者
実習指導者
看護研究

Work&Lifeバランス

新人でも休暇が取りやすいからオフも充実。
仕事に前向きに取リ組めるように、1年目から有給休
暇も取リやすい環境です。

長期休暇でしっかり休んで、
心も体もリフレッシュ。
まとめて休めるので、ゆっくりと帰省や旅行もでき、
心身ともにしっかリ充電できます。

体にムリなく働ける多様な勤務帯。
緊張感から疲れやすい1年目でも、ペースをつかみや
すい多様な勒務スケジュールから選択できます。

家族が増えてもつづけられる制度が充実。
生活状況に応じて時短勤務もできるので、子供を育て
ながらの勤務も心配あリません。

入職前に目指す将来像がある人も、まずは一歩ずつキャリアを積み重ねたい人も、
毎年の目標がはっきりしているからこそ、成長をしっかりと実感できます。

ムリなくスタートできる、安心の夜勤サポート体制。
夜勤のスタートは入職半年くら
いから、本人の意向に沿っておこ
ないます。最初は先輩が全面的に
サポートし、心配ごともひとつず
つ解消しながら覚えていくので
安心。身体的、精神的負担が少な
く夜勤に取り組めます。

患者さんを第一に考える
最良の看護に必要な輪。
患者さんを取り囲む様々な専門職がチームとなり、
各専門職の視点から、患者さんひとりひとりの生活
を考え、患者さんにとって最良の方法を選択し、より
良いサポートの実現を目指しております。

すべての流れを体験する
院内ローテーション研修。
夜勤導入前に、外来・手術室・集中治療室の研
修が行われます。各部署の看護の特性・役割・
実際の動きを理解し、 診療の流れにおいてど
のようなスタッフが関与しているかを知り、
看護師の業務を幅広くとらえます。 看護師と
して必要な知識や技術を、各部署の特性に焦
点化し経験します。

脳神経外科ならではの、やりがいのある全身看護。
脳脊髄専門病院と単科ですが、患者さんの多くが全身管理を必要
としており、総合的な看護が学べます。また、「急患を断らない」を
モットーにしているため、救急医療についても学べます。 
脳脊髄疾患は様々な障害が残り、患者さんの生活自体が変わりま
す。患者さんとその家族が安全に安心して入院生活を送り、退院
するためには患者さんの全体像を視野に入れた、多方面からの関
わりが重要になります。関わりの量と質が直接患者さんの予後に
影響するため、看護師の役割は重要になってきます。関われば関
わる程、患者さんのお役に立てるのだと実感できる職場です。

幅広い看護観を育てる、垣根のない会話。
年齢が近い先輩からキャ
リアを積んだべテランま
で、様々なポジションの看
護師と気楽にコミュニ
ケーションが取れるので、
あらゆる看護観に接する
ことができ、自分の思いを
大切にしながらも広い視
野が養われます。

新人看護師一人ひとりの個性を尊重し、
能力に合わせて大切に育てるチーム教育制度。
先輩とマンツーマンではなく、看護師で
構成された教育委員会が中心となって、
全員で新人を指導。考え抜かれたカリ
キュラムをもとに一人ひとりの成長を
見守り支えていくので、個性や能力を
重視しつつ成長目標を達成できます。

Seirei
Nursing

外来科

ICU
NCU

病棟科

OPE室

救急

オンとオフを上手に切り替え！



〒319-1235　茨城県日立市茂宮町841番地
TEL. 0294-52-8500　FAX. 0294-52-8511

聖麗メモリアル病院
Seirei Memorial Hospital

http://www.seirei-memorial.com

聖麗メモリアル高鈴
聖麗メモリアル病院分院

〒317-0066　茨城県日立市高鈴町１丁目１８番１号
TEL. 0294-23-6060　FAX. 0294-23-6061
http://www.seirei-memorial.com/takasuzu/

聖麗メモリアルひたちなか
〒312-0012　茨城県ひたちなか市馬渡2835-2
TEL. 029-219-8400　FAX. 029-219-8011
http://www.seirei-hitachinaka.com/

ナースの一日

日勤業務
（08:00～

17:00）
07：30
出　勤

08：00
情報収集
体位交換

08：30

朝　礼
申し送り

09：00
回診
清潔ケア
処置
検査だし

10：00
検　温

12：00
食事介助

12：30
休　憩

13：30
カンファレンス

14：00
再検・記録

16：00
体位交換
申し送り

17：00
退　勤

15：30
出　勤

16：30
申し送り

20：00
体位交換

21：00
消　灯

01：00
体位交換

05：00
体位交換

06：00
検温・記録

08：30
申し送り

09：00
退　勤

風通しのよい人間関係がつくる、
質の高い看護環境。
日々の患者さんの様子はもちろん
研修で得た知識など、たくさんの情報
を交換し合えるので、看部全体で成長
していけます。迷いや不安も相談しや
すい環境で看護に集中できます。

総看護師長

川見   季子

地域医療連携室には退院支援看護
師が2名常駐しています。入院時から
退院に向けて、地域のケアマネ
ジャー・施設間・当院の多職種との連
携・調整を図りながら、住み慣れた地
域で生活が継続できるように情報共
有しながら支援しております。地域医
療を支えるためにも、在宅支援の視点
で、医療・介護を提供できたらと考え
ております。
 また、病気によっておこる様々な
生活上の困り事や、入院・退院に関す
る相談もお受けしております。

退院支援看護師

光永   憲子

チームのつながりが、
細やかなケアにつながります。
脳神経外科には急患 もたくさんい
らっしゃいますが、いつもすぐにチー
ムが集結するので、とても心強いで
す。他部署の人にもわからないことを
すぐに質問できる雰囲気で、それが患
者さんの安心感にもつながってい る
と思います。

ＮＣＵ師長

草野   薫

脳卒中リハビリテーション看護認
定看護師は、脳卒中発症から在宅に至
るまで、一貫したケアの提供をコー
ディネートする役割を担っています。
生活再構築のプロセス管理とセルフ
ケア能力を高めるための回復支援や
病態の重篤化回避、早期から機能回復
を目的としたリハビリテーションを
多職種と協働しながら、機能障害に応
じて実践しています。患者さん・ご家
族のありたい姿・あってほしい姿を尊
重し、その人らしい生活が送れるよう
支援しています。

脳卒中リハビリテーション
看護認定看護師

村上　昂辰

（08:00～
17:00）

15：3015：30
出　勤

夜勤業務
（16:30～

09:00）


