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私たちの取り組み

私たちの魅力ある職場環境づくり私たちの魅力ある職場環境づくり

ナースセンターだよりで「魅力ある職場環境づくり」に積極的に取り組んでいる施設を随時紹介しています。
今回は、「看護職としてのやりがい」が感じられる職場環境が整っている「結城病院」を紹介します。

特定医療法人社団　同樹会　結城病院
　茨城県結城市結城 9629－1　℡ 0296－33－4161
　病床数：194床（一般 88床　療養 58床　回復 48床）　
　入院基本料：一般 10対 1　療養 20対１　回復３対１
　職員数：看護職員 112名　看護補助者 38名

結城病院のスタッフに聞きました！

○教育体制・自己啓発できる環境が整っています
　・プリセプター制を採用し、マンツーマンで丁寧に教育いたします。
　・ブランクがある方でも技術レベルに応じて教育プログラムを作成いたしますので安心です。（ラダー制度）
　・研修費用は、病院で補助いたします。
　・職員が静かに勉強に集中できるように病室とは別階に共有スペースを設け、自由に利用できます。
　　（図書も充実しています）
○各委員会が活発に活動しています
　 ・各委員会には、看護職以外にドクターも入り、異業種とチームを組
んで積極的に取り組んでいます。
　 ・経験年数にかかわらず、積極的に発言でき、自分の考えが反映でき
る環境が整っています。
○福利厚生が充実しています　
　・医療費の補助、保育料の補助の他、給食（朝・夕も含む）の補助もあります。
　・旅行や食事会といった異業種間の交流が盛んです。

中島　典子　看護部長
　当院では、新人から院長まで風通しの良い職場環境づくりに取り組んでいます。
　職員から「こうした方が患者さんはわかりやすい」「こうした方が安全にケアできる」
といった提案を積極的に取り入れ、すぐに改善することにより、自分の考えが採用され
たことが目に見えてわかり、「この病院に私は必要とされている」と感じることができ
る病院です。「看護職としてのやりがい」を持ち続けることができます。また、「まずは
自分たちのケアができていないと患者さんには行き届いたケアができない」ということ
で「職員間の気配り」も大切にしています。スタッフ一同「地域に認められる病院」「自
分の家族に自慢できる病院」を目指して頑張っています。

○早く仕事がしたくて育児休暇を短くして職場復帰しました。子どもが１歳になる
までは時間短縮勤務をしていましたが、現在は通常勤務（夜勤も含む）に戻ってい
ます。家族の協力がとてもありがたいです。

♪現在子育て中で職場復帰を考えている方へのエール♪
　「時間短縮勤務」等、子育て支援制度のことをわからない方がたくさんいると思
います。いろんな方に相談してみると良いと思います。看護師になった時の熱い思
いを思い出してください。 【子育て中の看護師（子ども３歳）】

♪現在子育て中で職場復帰を考えている方へのエール♪
　育児休暇中は子どもを置いて働きに行くのはとても不安でしたが、実際、職場復
帰して子どもと離れてみると、子どもにとても優しくなれます。短い時間しか遊ん
であげられない分、とても濃い時間が過ごせています。職場復帰すると職場の先輩
にいろいろ相談できて一人で悩むこともないので「産後うつ」みたいにならなくて
済むと思います。 【子育て中の看護師（子ども１歳８カ月）】

○通勤時間の長さより働きやすい職場を選んで就職しました。何でも話せて人間関
係が良い職場だと通勤時間が長くても苦になりません。また、委員会活動等で自分
の役割が明確になり、責任を持って仕事ができるやりがいのある職場です。
 【他県から通勤している看護師】

○看護実習でスタッフの優しさを感じてこの病院に決めました。失敗しても叱るだ
けでなく、きちんとフォローして気持ちを上げてもらえるのでありがたいです。今
後、自分の受けたい研修を受けさせてくれるということなので、「救急看護認定看
護師」資格取得に向けて、しっかりこの病院で勉強していきたいです。【新人看護師】

第３回

共有スペース
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施　設　の　紹　介施　設　の　紹　介

　同仁会乳児院は、県北の高萩市にあります。海や山もすぐ近

くで、四季を通して自然豊かな環境に恵まれています。

　乳児院は、様々な事情により家庭で育てるのが困難な時に、

生まれてから概ね就学前までの乳幼児を昼夜にわたってお預か

りする施設です。養育者は、看護師・保育士・児童指導員など

直接お世話をする職員はもちろん、心理担当職員・家庭支援専

門相談員・個別対応職員・栄養士・調理師・嘱託医など、様々

な専門職が働いています。

　看護師さんの役割は、まだ体力のない乳幼児の健康管理や、

日々のお世話もしていただきながら、他職員と共に子ども達の

健やかな育ちを支えていくことです。

　「赤ちゃんの命を守り育む」職場で、ぜひ一緒に働きませんか。

　急性期から要介護状態になっても、「住み慣れた環境で、そ

の人の望む暮らし」を実現することを理念とし、輪番制二次救

急を担いながら、一般病棟 31床、療養病棟 24床と介護老人

保健施設（入所 92床、通所リハ８名）を併設運営しています。

　小規模の特性を生かし、尊厳重視と生活の質を高めるために、

衛星放送やオンデマンド学習を導入し、職員の能力開発にも力

を入れています。職員間のコンセンサスが円滑で豊かな人間関

係が特徴の職場でもあります。

　また、ひたちなか市のメインストリートに位置し、ライフラ

インの利便性にも富んでいます。過去５年間に中途採用の仲間

にも支えられ、累計 10名の新卒離職率０％を維持しながら成

長しています。顔の見える職場で、お互いに支えあって地域医

療に貢献しませんか。

住所：〒 318－0011
　　　高萩市肥前町 1－80
TEL：0293－23－6251
http://www8.plala.or.jp/doujinkai/nyuuji/

住所：〒 312－0018
ひたちなか市笹野町 1－3－1
TEL：029－274－1155
http://www.ivy-ichigo.com/

医療法人蔦会　アイビークリニック

社会福祉法人同仁会　同仁会乳児院
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～看護の心をみんなの心に～　「看護の心」普及事業特集～看護の心をみんなの心に～　「看護の心」普及事業特集

　毎年５月 12日は「看護の日」。
　「看護の日」は、近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日
にちなみ、５月 12日に制定されました。
　５月 12日を含む週が「看護週間」です。
　メインテーマは「看護の心をみんなの心に」。
　茨城県看護協会では、県民の皆様に、気軽に看護にふれていただけるさまざ
まな行事を開催しています。

　毎年「看護週間」の週末に開催しているイベ
ントです。
　看護職だけでなく、一般の方でも楽しめるイ
ベントになっております。
　当日は、看護の日グッズをプレゼント！

いばらき看護の祭典

　夏休み期間に県内の医療機関において高校生
の一日看護体験を行っています。
　体験した７割の方が看護系の学校に進学して
います。
　平成 24 年度は 1,846 名の県内の高校生が
体験する予定です。

高校生の一日看護体験

☆ロビーイベント☆
いばらき応援物産
コーナーなど

☆ステージイベント☆
キャンドルサービス
など

☆まちの保健室☆
血管年齢チェック
など

看護体験中！！

未来の看護師たち
です♪
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第５回いばらき看護職合同進学就職説明会が開催されました第５回いばらき看護職合同進学就職説明会が開催されました

　平成 24年６月 30日（土）に茨城県看護協会において「第５回いばらき看護職合同進学就職説明
会」が開催されました。過去の一日看護体験の参加者アンケートの結果をみると「理学療法士」や「作
業療法士」等のリハビリ系への進路を希望している生徒が多数いることもあり、今年度は茨城県理
学療法士会、茨城県作業療法士会、茨城県言語聴覚士会にご協力いただきリハビリ系のブースを開
設しました。
　○参加者　　78名
　○参加施設　58ブース（病院 46　看護師等教育施設８　関連団体４）

　看護職が県内の小学校・中学校・高等学校に
訪問し、「命の大切さ」「看護の仕事」「看護へ
の道」などを実際の体験をもとにわかりやすく
説明します。
　「看護週間」に限らず、年間を通して行って
います。申し込み方法や費用につきましては、
茨城県ナースセンターまでお問い合わせくださ
い。
　※開催希望日の１ヶ月前にはお申込みください

看護の出前授業

「キラリ！看護のシゴト」ホームページ
https://www.nurse.or.jp/home/
kango/index.html

ご自身の双子出産
体験をもとに新し
い命の誕生に関わ
る「助産師」の仕
事について話して
いただきました

キッズOSHIGOTO
チャレンジ
小学生の看護師職業体験

いろいろな看護の仕事を
動画で紹介
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ナースセンター研修のお知らせナースセンター研修のお知らせ

看護職カムバック支援セミナー（病院等実習コース）を開催します

　看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）の資格をお持ちで未就業の方や再就業して１年
未満で、看護技術等に不安のある方を対象に、安心して職場復帰できるように看護職カムバック
支援セミナー（病院等実習コース）を開催します。

対　　象
離職後、ブランクのある未就業の看護職
再就業して１年未満で、看護技術等に不安のある看護職

定　　員 10名程度

研修期間 平成 24年８月～随時

募集期間 平成 24年８月～平成 25年２月の随時（定員になり次第終了）

内　　容

【病院等での実習】
希望により選択（組合せ可）
①病院：５日間・10日間
②訪問看護ステーション：２日間
③介護老人施設：２日間

費　　用
受講料：無料
実習における賠償保険：2,000 円

※日程や申し込み方法等詳細につきましては、茨城県ナースセンターまでお問い合わせください。

セカンドキャリア支援研修を開催します

　長年にわたり看護の現場で培ってきた豊かな経験と広い知識をもう一度社会で活かしてみませ
んか。茨城県ナースセンターでは、定年退職後のセカンドキャリア看護職の再就職の支援活動を
行っており、その一環として、今回、セカンドキャリア向けの再就業支援研修を実施いたします。

対　　象
概ね 55歳以上の退職予定の看護職
定年退職後の未就業者で活動を希望している看護職（概ね 70歳まで）

定　　員 30名

研 修 日 平成 24年 10月３日（水）13:30 ～ 16:30

場　　所 茨城県看護協会　水戸市緑町 3-5-35

募集期間 平成 24年９月３日（月）～平成 24年９月 28日（金）

内　　容

①講話
「セカンドキャリアに望むこと、セカンドキャリアにできること」
②実際に活動している先輩看護師の話
③交流会

受 講 料 2,000 円

※日程や申し込み方法等詳細につきましては、茨城県ナースセンターまでお問い合わせください。
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平成 23年度ナースバンク実績報告平成 23年度ナースバンク実績報告

　平成 23年４月１日から平成 24年３月 31日までにｅ－ナースセンターに登録されているデータを集計
対象とした。

◆求職登録者数 （人）

　 中央 県北 県南 鹿行 県西 計

保健師 32 2 30 8 5 77

助産師 4 1 6 0 0 11

看護師 291 45 112 14 41 503

准看護師 89 11 17 8 7 132

計 416 59 165 30 53 723

○地域別割合は、中央 58％、県北 8％、県南 23％、鹿行 4％、県西 7％。
○職種別割合は、保健師が 11％、助産師 1％、看護師 70％、准看護師 18％。

◆年度別就職依頼実績
　 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 計

紹介依頼数 452 390 331 1,173

紹介成立数 301 279 275 855

紹介成立割合（％） 66.6% 71.5% 83.1% 72.9%

※紹介依頼数：求人施設・求職者から紹介依頼があった数
※紹介成立数：紹介状交付数
※紹介成立割合（％）＝紹介成立数÷紹介依頼数

◆年度別就職実績

　 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 計

就職者総数 349 258 253 860

（再掲）茨城県NCにて就職 199 167 155 521

○今年度ナースセンターの紹介により就職した方の就業状況は未就業 57％、就業中 43％。
○雇用勤務形態の割合は常勤 32％、非常勤 38％、臨時 30％。

◆年度別有効求人倍率
　 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 計

求職者数 903 768 723 2,394

募集人数 2,368 2,048 1,951 6,367

有効求人倍率 2.62 2.67 2.70 2.66

◆年度別求職相談件数
　 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 計

来　　所 330 323 335 988

電　　話 2,978 2,518 2,188 7,684

計 3,308 2,841 2,523 8,672
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ナースセンターをリニューアルしましたナースセンターをリニューアルしました

　ナースセンターは、看護研修センター改修に伴い、平成 24年５月より１階に移りました。
　リニューアルしてピッカピカのナースセンターをご利用ください。

まちの保健室 コミュニティサロン和み

【編集・発行】
〒 310-0034　　茨城県水戸市緑町 3-5-35 茨城県保健衛生会館１F

公益社団法人　茨城県看護協会・茨城県ナースセンター　　編集担当：菊池
☎　029-225-8572　　e-mail　ibaraki@nurse-center.net　　
看護職員電話相談専用ダイヤル　　☎　029-221-7021
中央ナースセンターURL  https://www.nurse-center.net/nccs/

◎ナースセンター開設時間
　土、日、祝日、年末年始を除く毎日
　　9：00～ 17：00
　　看護職員電話相談専用ダイヤル
　　℡ 029-221-7021

「就活するならナースセ
ンター」をスローガンに
掲げ職員一同皆さんの就
職活動を応援いたします

相談者のプライバシーを
配慮した相談室となって
おります

進学・就職に関する資料
を設置しておりますので
ご自由にご覧ください

ナースセンターと同じ１階
には「まちの保健室」「コミュ
ニティサロン和み」がござ
います。ご利用ください。


