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清恵会病院

tel : 072-223-8199（代）

〒590-0064 大阪府堺市堺区南安井町1丁1番1号

清恵会向陵
クリニック

清恵会三宝病院
tel : 072-226-8131（代）

〒590-0903 大阪府堺市堺区松屋町1丁4番地の1

清恵会訪問看護
ステーション

清恵会向陵クリニック
tel : 072-257-3131

〒590-0024 大阪府堺市堺区向陵中町6丁2番11号

清恵会訪問看護ステーション
tel : 072-232-6074

イオン
モール

七道

〒590-0065 大阪府堺市堺区永代町2丁3番9号

清恵会医療専門学院

（第1・第2看護学科、准看護学科）

tel : 072-259-3901

〒591- 8031 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町2丁83番地

堺

清恵会第二医療専門学院

（理学療法士科、放射線技師科1部・2部）

tel : 072-222-6226

〒590-0026 大阪府堺市堺区向陵西町4丁5番9号

−お問い合わせ−
管理部 人事グループ
〒590-0064 大阪府堺市堺区南安井町1丁1番1号

tel : 072-223-8199（人事担当・日祝除く）
http://seikeikai.or.jp/kangobu/

あ な た を 支える。
わ た し 色、輝 く。

あなた色を 活かす看護ステージ
清恵会グループ
社会医療法人清恵会は、急性期から在宅療養まで４つの医療施設を有し、

ライフスタイルに合わせて勤務先を選べます

あなたのライフスタイルに合った職場を選ぶことができます。
それぞれの職場で個性と実力を伸ばし、
「患者様の立場に立った看護」を実践して欲しいと私たちは願っています。

急性期機能病院

複合型慢性期機能病院

清恵会病院

清恵会三宝病院

ICU/SCU/手術センター/救急医療センター/外来/
病棟/医療安全対策室/感染対策室

慢性期療養病棟/回復期リハビリテーション病棟/
人工透析センター

社会医療法人清恵会の基

自由な方へのお世話を中心と

け 入 れ て お り 、手 術 セ ン

リテーションや透析部門、

間約6,000件の救急搬送を受

看護部理念

看護部基本方針

ター・検査部門の24時間体制

も整備。急性期医療の高度な
専門性とともに、患者様とご

地域に密着した清恵会の看護職として
誇りと責任を持ち、生命の尊厳を遵守し、
常に患者の立場に立った看護を追求する。
私たちの施設を安心してご利用いただけるように、
患者様やご家族のご期待に沿える看護の提供を目指します。
お一人おひとりを尊重し、いつも患者様の立場に立ち、
優しい思いやりの心で看護し、回復への支援をします。
根拠に基づいた看護の実践、看護の質の改善に努力し、
安心・安全な看護の提供をします。

家族の気持ちに寄り

人間の尊厳を常に考え、正しい知識と技術で
安全、安楽な看護を提供する

ています。

他職種と協働し、患者、家族が期待する医療の提供を行う

専門職として、常に自己啓発に努め
資質の向上を図り、提供した看護に責任を持つ

した慢性期療養型病院。
リハビ

MSW（医療ソーシャルワー
カー）
など他職種との連携のも

と、QOL（生活の質）向上を第

一に考えた看護と快

添う看護を提供し

患者、家族のニーズに沿う看護を提供する

健康相談、地域事業への参加などにより、
地域の人々の健康の保持増進に寄与する

高齢者や、
病気等で肢体が不

幹病院です。昼夜を問わず年

適な療養生活を提

Life
Style

供しています。

清恵会向陵
クリニック

清恵会訪問看護
ステーション

人工透析外来

訪問看護/訪問リハビリテーション
外来透析専門のクリニッ

働きやすい職場環境を整える

在宅療養をされている方

クです。専門スタッフによ

とそのご家族に、安心して日

様にじっくりと向き合い、

るための看護とリハビリ

るチーム医療のもと、患者
安全・安心な透析看護を提
供しています。

常生活を過ごしていただけ
テーションサービスを提供
しています。

ごあいさつ
清恵会看護部は、創設者の医療モットーである「いつでも、どこでも、どなたでも」のもと、患者様本位の看護を目指
し、実践してきました。そのためには、一人ひとりの看護師が、常に目の前の患者様を尊重し、寄り添い、お気持ちを受
け止める姿勢と、確かな看護技術が必要です。清恵会には、看護師にとって４つの職場がありますが、いずれも看護へ
の熱意と向上心にあふれ、みんなで助け合い、学び合う気風が根づいています。先輩たちの教育への情熱は非常に高
く、円滑なコミュニケーションのもと、一人ひとりの看護師が生き生きと働くことができる環境づくりと、教育体制
の充実に取り組んでいます。
私たちと共に歩み、看護師としての自覚と自立心、高いスキルを育んでください。あなたの力を充分に発揮して、患者
様やスタッフの信頼に応え、笑顔を積み重ねてください。その先に、大きなやりがいと未来が広がっているはずです。
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社会医療法人 清恵会
総看護部長

松尾 ノリ子
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あ な た 色 に 輝 く キ ャ リ ア サ ポ ート
清恵会の教育制度

新人看護師の1日

私たちの考える“一人前の看護師”とは、
チーム看護のリーダーシップを発揮できる人です。
入職後はプリセプターが1年間寄り添い、
着実に基礎を身につけて2年目に繋げ、
「5年で一人前」へ成長できる教育制度を用意しています。
その後も、専門分野やキャリアに応じた多彩な
スキルアップをサポートしています。

基本的な看護援助
技術を安全に行う

卒後1年目
技術教育
体験学習
交流会

チームメンバーの
役割と責任を果たす

リーダーの役割と
責任を理解し、患者様に
応じた看護を考える
ことができる

看護チームや病棟、
学院等で指導者としての
役割と責務を果たす

看護チームの
リーダーとして
看護実践の振り返りが
でき、看護観を
明確にできる

理論的な看護の
実践と、チーム内での
リーダーシップを
発揮できる

卒後5年目

卒後3年目

卒後2年目
グループワーク
院内留学

事例検討発表
訪問看護研修
看護研究発表

事例検討発表
看護観の発表

（
指導者・主任・
看護学院
講師

看護観の発表
訪問看護研修

卒後4年目
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interview

新人看護師

先輩看護師

（プリセプティー）
の声
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（プリセプター）の声

日によって行う
看護業務は
さまざまです

Dinner♪

集合教育は勤務時間
内に行われます

）

（

一日の
流れ

♪
t
or

interview
新人看護職員
教育担当者の声

はじめは何をするのにも

プリセプターという役割にはじめは戸

新人看護職員の指導はプリセプターに任

自信がなく不安と緊張で

惑いましたが、ベテランの先輩方から「新

せきりにならないよう、スタッフ全員に働

いっぱいでしたが、プリセプ

人はみんなで育てるものだから、プリセプ

きかけています。指導が先輩からの一方通

ターの先輩は、いつもやさし

ターは良き相談相手になってあげて」とア

行にならないよう新人の想いや意見に耳を

く、丁寧に指導してください

ドバイスをいただきました。それからは、

傾け、対話を大切にした指導を心がけてい

ます。失敗した時にはなぜ失

「指導しなければ」という考えから「教える

敗したのか、次からどうした

とともに、それを通じて自分自身の知識や

ます。
また、
指導者が中心となって定期的にミー

ら良いのか一緒に考え、アド

技を振り返る機会にしよう。一緒に考え悩

ティングを行い、
教育内容や評価についても

バイスしてくれる心強い存

み、新たな学びにしていこう」という思い

検討しています。
教育担当者はとても責任の

在です。ひとつひとつの技術

で向き合っています。

重い役割ですが、
成長していく新人の姿に嬉

ができるようになる度に、自

プリセプターをすることで、教えること・

しさとやりがいを感じています。
今後も部署

分のことのように喜び励ま

伝えることの難しさを改めて実感し、また

全体で新人の育成に関わり、
教育の充実に取

してくれます。

結果がでた時の喜びも感じる日々です。

り組んでいきたいと考えています。

・ケースカンファレンス
・患者指導 etc・・・

院外研修

6:00

朝食・出勤準備

終業

出勤 (電車・バス)

集合教育

）

自由時間

17:00
15:30〜17:00

清恵会病院の
ある一日の例

睡眠

Free time♪

午後の業務

午前の業務

14 : 00〜
予約入院受け 13 : 00〜
交替で休憩

（11: 00 〜12 : 00、12 : 00 〜13: 00 ）

7:00
病院到着・更衣

8:30〜9:00

昼休憩

9:00〜10:00

検温・看護記録

プリセプター制度の充実

interview

集合教育が終われば
そのまま終業
同期と約束して
一緒にお出掛け !

新人ナースの
一日を紹介します

23 :00

12:00

10:00 〜12:00

朝礼・チームカンファレンス
環境整備・点滴

検査出し・清潔ケア・検温

昼食介助・内服与薬・口腔ケア

看護協会主催の研修会や実習指導者研修会、認定管理者研修など、院外の各研修会へ積極的に派遣しています。

年間延べ200名以上の看護師が、自身のキャリアや学びたいテーマに応じた研修会で専門スキルを磨いています。

専門スキルを磨いて活躍する先輩たち
３学会
合同呼吸療法
認定士
清恵会病院 ICU

豆成 美幸

人工呼吸器をよく使うICUでは、この資格は大きな武器で
す。周囲の看護レベルが向上するので、多くの看護師に挑
戦してもらいたいと思います。

糖尿病療養
指導士
清恵会病院 病棟

西尾 美咲

周囲のサポートを受けて資格を取得後、糖尿病に対する興
味は深くなりました。今は病棟業務に加え、患者様対象の
糖尿病教室の講師も行っています。

フットケア
指導士

消化器
内視鏡
技師

清恵会病院 外来

清恵会病院 外来

宮崎 清美

看護のほか、血管病変に関する検査や糖尿病患者様への指
導、相談対応も行っています。資格を取得したおかげで、
キャリアアップの実感があります。

清恵会医療専門学院との連携

間口 幸司

周囲の方々がこの資格を取る姿を見て、私も取得しまし
た。もっと学びたいので、今後は学会等にも参加して、さら
に専門知識を深めていきたいですね。

ICLS
インストラクター
JPTEC
インストラクター
清恵会病院
救急医療センター

菊地 祥子

資格取得のおかげで、周囲への蘇生技術の指導力が高くな
りました。また救急医学会や院内でのBLS、ICLSの啓もう
活動など、仕事の幅も広がりました。

透析技術
認定士
清恵会向陵クリニック
透析室

森田まき子

資格取得は専門職として知識がぐんと深まり自信になります。臨
床工学技士と看護師のチーム医療や、コミュニケーションも良く
なりました。後輩にも刺激を与えられる存在でいたいと思います。

清恵会看護部では、
グループ内の清恵会医療専門学院と連携。
実習先として看護学生の受け入れを行っています。
現場の
看護師は、
実務のアドバイスや体験談の発表、
実習計画の助言、
「看護学」
などの講師を担当します。
熱意に満ちた学生との
触れ合いは刺激になりますし、
自身の指導力も大きく伸ばすことができます。
また、
同学院の教員への道も開いています。
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わたし色に輝く

あ な た 色 を 支 える

認定看護師支援

福利厚生

清恵会看護部では、日本看護協会が認定する資格「認定看護師」の取得をバックアップ。資格取得に関わる研修
受講費用を支援。各専門教育機関での学習中は給与を支給するなど、資格へのチャレンジをサポートしています。

皮膚・排泄ケア認定看護師

清恵会病院
医療安全対策室

山本 史絵

皮膚・排泄ケア認定看護師と
は、
創傷・ストーマ・失禁ケア領
域において専門的な教育を受
けた看護師のことです。
具体的
には、
褥瘡や創部が早く治るよ
うなお手伝いや、
ストーマを持
つ方がよりよく生活が送れる
ように相談を受けたり、
失禁に
伴うスキントラブルへの対応
を行っています。

感染管理認定看護師

清恵会病院
感染対策室

救急看護認定看護師

清恵会病院
救急医療センター
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褥瘡回診の実施（1回/週）
ストーマ外来（1回/週）
● 褥瘡対策委員会の開催
（1回/月）
● NST
（栄養サポートチーム）
委員会への参加（1回/月）
● 患者様への対応
● 職員研修の開催、
職員への指導
● 褥瘡発生率、
保有率データの収集
● 地域の訪問看護ステーション
などから入る相談対応
●
●

保健師による
カウンセリング

産前産後・その後の育児休暇に加え、早期復職された方には、
保育援助手当の申請や育児時間を考慮した時短勤務が可能です。
お子さん以外でもご親族の介護休暇制度も利用できます。

保健師が常駐しており、産業医と共に職員の
健康管理に常時気を配っております。ちょっと
した悩みでも気軽に相談できる環境です。

褥瘡回診

週１回の回診、さらにNSTチーム
と連携して早期治療を目指してい
ます。さまざまな専門職と連携す
ることにより、
「 褥瘡発生ゼロ」を
目標に活動しています。

活動内容
ICT
（感染対策チーム）ラウンド
（1回/週）
● 院内感染防止委員会への参加
（1回/月）
● 看護部感染防止委員会の開催
（1回/月）
● スタッフへの感染拡大防止
対策指導
● 職員研修の開催、
職員への指導
● サーベイランス
（感染症に対す
る調査・監視）の実施

●安心の職員専用24時間保育所●
清恵会病院の近
隣と、清恵会三宝病
院 院 内 の 2ヶ所 に
保育所を設けてい
ます。満1歳から受
け入れており（清恵
会病院は満3ヶ月か
ら可能）、正職員の
保育士が常駐して
います。

社宅を完備

●

河村 恵子

迅速で確実な救命技術の実
施や、危機的状況にある患者
様・ご家族への対応など、専門
とする救急看護領域全般にお
いて、根拠に基づいた看護を
実践しています。それと同時
に、法人内の同じ看護師への
指導や相談に応じるなど、組
織横断的にも対応します。

子育て支援が充実

活動内容

山本 真紀

感染管理認定看護師の役割
は、人々を感染から守ること。
守る対象は、患者様をはじめ
院内の全スタッフ、お見舞い
に来られる方、病院に出入り
す る 関 係 者 ま で 、す べ て の
人々です。各診療科とも連携
して院内全体をトータルに管
理し、安全で快適な医療環境
をつくります。

結婚、出産などのライフスタイルの変化に柔軟に対応できるよう、仕事と育児を両立できるための制度
（産前産後休暇、育児休暇、時短勤務、保育施設など）に加え、充実したプライベートライフを過ごせるよう
に配慮した各種制度（会員制クラブ、リフレッシュ休暇、職員社宅、病気の際の診療費負担など）を利用し
て楽しく仕事に専念できる環境整備に取り組んでおります。

ICTラウンド

医師や他の医療職とともに院内各
所を回り、感染予防策の確認および
問題点はないか把握します。病棟や
手術室の作業環境、廃棄物まで、各
所では多様な対策を講じています。

●病児保育室●

清恵会病院のそばにオートロック付ワンルーム
マンション形式の単身用社宅を完備しております。

清恵会病院内に、堺市の委託を受けて病児保育室を設けてい
ます。職員が利用する場合は補助金があります。

活動内容
RST（呼吸サポートチーム）
ラウンド（1回/週）
● ACLS委員会への参加
（1回/3ヶ月）
● 職員研修の開催、
職員への指導
●

その他

RSTラウンド

院内の呼吸に関する支援を多職種連携
チームで行っています。週に1回、人工
呼吸器装着中の患者様を回り、装着中
の合併症を予防し、呼吸器からの早期
離脱に向けたサポートを行います。

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 退職金（勤続 2年以上）
慶弔見舞金、永年勤続表彰制度、成人を祝う会、レクリエーション
● 職員給食費補助制度、
診療費補助制度、サークル活動費補助制度 など
●
●

JTB
「えらべる倶楽部」
全職員を対象として、JTBベネフィットの「えら
べる倶楽部」に加入しています。レジャー施設や
旅行・宿泊、映画チケット等の割引をはじめ、使い
たい時に使える会員制の福利厚生サービスを利用
して、
充実したプライベートをお過ごしください。

6

