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③ 九 州 病 院 ④ 久留⽶総合病院① 下関医療センター ② 徳⼭中央病院 ⑤ 福岡ゆたか中央病院

⑥ 佐賀中部病院 ⑦ 伊万⾥松浦病院 ⑧ 諫早総合病院 ⑨ 熊本総合病院 ⑩ ⼈吉医療センター

⑪ 天草中央総合病院

⑫ 南海医療センター

⑬ 湯布院病院

⑭ 宮崎江南病院

JCHOは全国57病院、
九州地区14病院のグループ病院です。
教育体制、研修制度も充実︕
貴⽅のやりたい看護を全⼒で応援します。
さあ、あなたもＪＣＨＯへ♪

JCHO 九州地区
Japan  Community  Health  care  Organization

【平成30年度採⽤看護職員新卒採⽤者 出⾝校⼀覧】
宮崎県⽴看護⼤学，⻄南⼥学院⼤学，福岡県⽴⼤学，活⽔⼥⼦⼤学，福岡⼤学、⻑崎⼤学，宮崎⼤学，⻑崎県⽴⼤学，
⽇本⾚⼗字九州国際看護⼤学，佐賀⼤学，九州看護福祉⼤学，聖マリア学院⼤学，⼤分県⽴看護科学⼤学，⼭⼝⼤学，
⼭⼝県⽴⼤学，宇部フロンティア⼤学，国際医療福祉⼤学，熊本⼤学，⿅児島純⼼⼥⼦⼤学，⾹川県⽴保健医療⼤学、
創価⼤学，吉備国際⼤学，⼭陽学園⼤学，久留⽶⼤学，福⼭平成⼤学，広島⽂化学園⼤学，⽇本⾚⼗字広島看護⼤学，
広島国際⼤学，川崎医療短期⼤学，帝京平成⼤学，島根県⽴⼤学
九州中央リハビリテーション学院専⾨学校 北九州看護⼤学校、熊本駅前看護リハビリテーション学院，北九州市⽴看護専⾨学校，
九州保健福祉⼤学総合医療専⾨学校，⼩倉南看護専⾨学校，福岡医健専⾨学校，⻄⽇本看護専⾨学校，宗像看護専⾨学校，
遠賀中間医師会⽴遠賀中央看護助産学校，⼤川看護福祉専⾨学校，佐賀県⽴総合看護学院，天草市⽴本渡看護専⾨学校、
熊本看護専⾨学校，別府医療センター附属⼤分中央看護学校，神村学園専修学校，九州医療センター附属福岡看護助産学校，
下関看護リハビリテーション学校，ウエストジャパン看護専⾨学校，健和看護学院，福岡⽔巻看護助産学校，おばせ看護学院，
武雄看護リハビリテーション学校，⻑崎市医師会看護専⾨学校，熊本医療センター附属看護学校，藤華医療技術専⾨学校，
⼋代看護学校，⽇南看護専⾨学校，⼩林看護医療専⾨学校，⿅児島医療センター附属⿅児島看護学校，伊万⾥看護学校，
加治⽊看護専⾨学校，ＹＩＣ看護福祉専⾨学校，四万⼗看護学院，宮崎看護専⾨学校，⼋⼥筑後看護専⾨学校，
⻑崎県央看護学校，原看護専⾨学校，北九州⼩倉看護専⾨学校，別府⼤学付属看護専⾨学校，⼋幡医師会看護専⾨学院，
医療福祉専⾨学校緑⽣館，熊本市医師会看護専⾨学校，中津ファビオラ看護学校，⼭陽看護専⾨学校，下関看護専⾨学校，
防府看護専⾨学校，平⽣看護専⾨学校，宇部看護専⾨学校，岩国医療センター附属岩国看護学校，徳⼭看護専⾨学校，
萩看護学校，岩国YMCA国際医療福祉専⾨学校，呉医療センター附属呉看護学校， JCHO神⼾中央病院附属看護専⾨学校
近畿⼤学付属福岡⾼等学校，⼤和⻘藍⾼等学校，佐賀⼥⼦短期⼤学付属佐賀⼥⼦⾼等学校，折尾愛真⾼等学校，
出⽔中央⾼等学校，杉森⾼等学校，鵬翔⾼等学校，向陽⾼等学校，熊本中央⾼等学校，城北⾼等学校，⼤分東明⾼等学校，
野⽥⼥⼦⾼等学校，防府⾼等学校，中村⼥⼦⾼等学校，美萩野⼥⼦⾼等学校

【順不同】



先輩はここにいる❣

下関医療センター︓下関看護リハビリテーション学校卒 徳⼭中央病院︓⻄南⼥学院⼤学卒

九州病院︓⻄南⼥学院⼤学卒 久留⽶総合病院︓久留⽶⼤学卒

福岡ゆたか中央病院︓折尾愛真⾼等学校卒 佐賀中部病院︓医療福祉専⾨学校 緑⽣館卒

伊万⾥松浦病院︓九州⽂化学園卒 諫早総合病院︓⻑崎県⽴⼤学卒

熊本総合病院︓熊本市医師会看護専⾨学校卒 ⼈吉医療センター︓名古屋医師会看護専⾨学校卒

天草中央総合病院︓熊本看護専⾨学校卒 南海医療センター︓宮崎県⽴看護⼤学卒

湯布院病院︓⼤分⼤学卒 宮崎江南病院︓九州保健福祉⼤学医療総合専⾨学校卒

伊万⾥松浦病院

天草中央総合病院

湯布院病院

九州病院 （星ヶ丘医療センターより）

久留⽶総合病院 （北海道病院より）

宮崎江南病院 （横浜保⼟ヶ⾕病院より）

下関医療センター 集中ケア認定看護師

徳⼭中央病院 救急看護認定看護師

福岡ゆたか中央病院 感染管理認定看護師

佐賀中部病院 がん化学療法認定看護師

諫早総合病院 透析看護認定看護師

熊本総合病院 がん性疼痛看護認定看護師

⼈吉医療センター 緩和ケア認定看護師

南海医療センター ⽪膚・排泄ケア認定看護師

外科病棟に勤務して半年になり、急性期の看護
を実践しています。毎⽇⼤変ですが、経験豊富
な先輩看護師の指導のもと、充実した⽇々を
送っています。ローテーション研修では、⾃部
署で経験できない疾患の看護や知識・技術の応
⽤を学ぶことができます。

２０１０年に認定看護師を取得し、現在は⾎液
内科病棟で勤務しています。がんの患者様は、
⾝体的な痛みだけではなく、さまざまなつらさ
を抱えています。疼痛コントロールを図りなが
らその⼈に寄り添い、⼤切にしていることを尊
重できるよう多職種と協働し⽀援しています。

新⼈教育プログラムが充実しており、段階に合
わせて必要な知識・技術を学ぶことができます。
また病棟ではプリセプターをはじめ先輩⽅が優
しく丁寧に指導やサポートをして下さるため、
⽇々たくさんのことを学ぶことができ、安⼼し
て働くことが出来ています。

横浜保⼟ヶ⾕病院から転勤しました。必要な知
識、業務内容の違いに⼾惑いはありましたが、
いつも優しくフォローしてくれるスタッフに⽀
えられています。腎臓内科は、患者指導が重要
なので、個々に合わせた指導ができるよう、
⽇々新しい知識を吸収し、他職種との連携を強
めていきたいと思います。

⼊職時は病院の仕組みなどわからないことばか
りであたふたする毎⽇でしたが、先輩⽅に優し
く教えて頂き、私が失敗して落ち込んでいた時
も励ましてもらい、少しずつ⾃信を持って患者
さんと向き合えるようになりました。働きやす
い環境で楽しく看護しています。これからも向
上⼼を持って頑張ります。

昨年、星ヶ丘医療センターから九州病院に転勤
しＧＣＵ配属となりました。⼩児循環器疾患に
対応できる病院で、緊張感もありますが、⾚
ちゃんの笑顔に癒されながら働いています。慣
れない⼟地での仕事は不安でしたが、スタッフ
みんなの助けもありすぐに馴染めました。優し
く温かい病院です。

当院で働き始めてから１３年、２⼈の⼦供を授
かりました。夜勤や早出といった変則勤務の中、
⼦供の突然の発熱や⼊院があった時には、早退
や勤務交代もすぐに対応してもらっています。
周囲のスタッフの協⼒があってこそ、仕事を続
けられる環境があり、それを感じられる病院で
す。

私は地元が宮崎県であり、初めは環境の変化に
慣れることや看護師としての知識や技術を⾝に
付けることが⼤変でした。しかし、１年間をか
けて看護技術や知識を研修で学び、先輩看護師
の⽅々がいつも声をかけ、気にかけて下さった
おかげで徐々に仕事や環境の変化に慣れていく
ことができました。

当院ではクリニカルラダーを導⼊したキャリア
アップ⽀援を⾏っており、プリセプター体制を
取り⼊れています。私は、新⼈看護職員臨床研
修事業に基づく年間を通した研修のなかの「褥
瘡の処置について学ぶ」の講師を担当していま
す。臨床現場では実践を通して役割モデルとな
れるように頑張っています。

私は現在、救命救急センターで勤務しながら、
救急看護認定看護師として質の⾼い看護実践を
⽬指し、スタッフの教育を⾏っています。また、
地域医療機能推進機構の役割の⼀環として、地
域の看護師対象の研修を⾏ったり、ＤＭＡＴ隊
員としての派遣の経験を活かして看護学⽣への
講義を⾏ったりしています。

ＩＣＵでは年齢や疾患に関わらず重症度の⾼い
患者さんが⼊室されてきます。そのため、様々
な知識が必要であり学ぶことの多い毎⽇です。
緊張度の⾼い部署ですが、明るい雰囲気で先輩
⽅が優しく⾒守ってくれています。知識や技術
を指導していただきながら、ＩＣＵＮｓとして
⽇々成⻑できるよう頑張っています︕

救急患者さんも多く忙しい毎⽇ですが、先輩た
ちに⽀えられ⽇々頑張っています。１年⽬の
ローテーション研修ではロボット⼿術も⾒学し、
術後看護に活かされています。３年⽬になり、
先天性⼼疾患の乳児も受け持つことができるよ
うになりました。これからも頑張ります︕

私の夫は全国への転勤があり、５年前は横浜保
⼟ヶ⾕中央病院から北海道病院へ転勤し、この
度、久留⽶病院へ転勤してきました。新たな環
境でのスタートは不安もありますが，毎回刺激
となる出会いと交流があり⾃⼰成⻑に繋がって
います。家庭と両⽴しながらステップアップを
⾒出していきたいです。

看護学⽣時代の臨地実習では、看護師は忙しい
イメージが強く、先輩との上下関係に不安を抱
きながら就職しましたが、当院のスタッフは皆
さん親しみやすく、わからないことは聞きやす
い環境です。教育⾯では、看護技術を実践しな
がらアドバイスをいただけるので、実践に活か
しやすいです。

透析看護認定看護師として２年⽬になります。
透析治療を受ける患者さんは、慢性腎不全とい
う病気を⽣活の中に取り⼊れ、⽇々過ごされて
います。透析看護に必要な事は「寄り添い、共
に考える」姿勢だと思っています。同じ⽬線で
話し合える環境作りが看護師には⼤切だと思い、
⽇々頑張っています。

私は⼩児科、⽪膚科、眼科、内科の混合病棟に
勤務し、０歳〜１００歳超の様々な疾患の患者
さんの看護を⾏っています。ＰＮＳによって先
輩の看護を⾒て学ぶ機会が常にあり、質問しや
すく安⼼できる環境です。新⼈研修では初歩か
ら実践レベルまで⼿厚い指導を受け、成⻑を実
感できています。

私が勤務している地域包括ケア病棟では、２カ
⽉という期間で治療やリハビリテーションを⾏
い、⾃宅や施設への退院を⽬指し看護を展開し
ていきます。地域に戻っていく患者さんにとっ
て必要なセルフケアの獲得や、家族への指導を
通してやりがいを感じています。病棟の雰囲気
もよく、楽しく看護ができています。

３⼈の⼦育て中です。３⼈⽬出産後は、３ヶ⽉
で復帰。育児時間を頂き、末っ⼦が３歳になる
と同時に通常勤務に戻りました。時間内で出来
る業務は決まっています。現在、周りの⽅に理
解していただき働くことができています。また、
保育園の送迎・家事は夫と分担し⾏っています。
⼦供にとっての⺟親は私だけ。両⽴しながら頑
張っていきたいです。

がんと診断された時から緩和ケアと⾔われます
が、病状が進むにつれ苦痛が⼤きくなります。
その苦痛を全⼈的にアセスメントし、苦痛の緩
和を図るとともに、その⼈がその⼈らしく最後
まで⽣きることができるような援助を⾏ってい
ます。また、ご家族の不安に⽬を向けてご家族
も含めた援助を⾏っています。

⼊職1年⽬は不安で⼾惑う事ばかりでしたが、
実地指導者を中⼼に丁寧に指導して頂きました。
またパートナーシップ看護体制なので、１⼈で
不安を抱え込まず 安⼼して看護ケアができま
す。患者からの⾔葉で⾃信がつき、看護師とし
ての喜びを実感できる事が沢⼭あります。
⼀緒に看護師として働きませんか︖

⼊職して間もなく１年。命と向き合う仕事の為、
難しいことや⾟いと感じる事も多くありますが、
先輩⽅の温かいご指導の下、⽇々多くの事を学
んでいます。助産師として、⺟⼦とそのご家族
に温かいケアと笑顔を届けられるように頑張っ
ています。

当時１歳と３歳の⼦供を育てながら中途での⼊
職でした。前病院との勤務体制の違いや、⼦育
てと仕事の両⽴が⼼配でしたが、師⻑・スタッ
フも協⼒的で⼦供の病気や⾏事等でも休みも取
りやすく、今では⼦供も５歳と８歳になりまし
た。⼦育てママも多い為、相談もしやすく仕事
と⼦育ての両⽴ができ働きやすい職場です。

私は、結核病棟で働いています︕結核患者さん
は、特殊な環境の中、治療や⻑期⼊院等により
気持ちが塞ぎがちになります。そこで、先輩看
護師と⼀緒に季節の催し物や誕⽣⽇のお祝いを
⾏い、患者さんが前向きに治療を継続できる様
に取り組んでいます。先輩達も優しく⾒守って
くれて楽しく看護しています。

感染管理認定看護師の役割は、院内で働くすべ
ての⼈々や患者さまとその家族を感染源から守
ることです。そのために、院内を⾒回るラウン
ドや感染防⽌対策状況の確認と指導、教育、ま
た感染症の相談では問題解決に導くなど、すべ
ての職員が正しく適切に感染防⽌対策ができる
ように活動しています。

内科病棟に勤務しています。⼊職時は、知識や
技術に不安も多く毎⽇が緊張の連続でした。そ
の中で、先輩看護師はどんな忙しい時でも、声
をかけて優しくフォローしてくれます。毎⽉の
新⼈研修やローテーション研修といった病院全
体でのサポートを通して、⾃分の看護師として
の成⻑が実感できます。

私は２０１２年にがん化学療法看護認定看護師
を取得しました。近年治療薬の開発が進み、副
作⽤も多岐にわたります。治療による副作⽤を
軽減し、少しでも苦痛を緩和することを⽬指し
て活動を⾏っています。院内外の研修を企画し
看護の質向上にも努めています。⾃分の成⻑に
もつながる魅⼒ある資格です。

集中ケア認定看護師の役割は、⽣命の危機状態
にある患者の重篤化の回避や家族も含めたケア
を⾏うことです。⽇々、個々の患者の状態に合
わせたタイムリーに必要な看護ケアを専⾨知識、
技術を⽤いて実践し、早期に⾮⽇常から脱出で
きるように、多職種と協働しながらサポートし
ています。

私がこの病院を選んだ理由はペンギン研修や
シャドウ研修などを通して少しずつ学んでいけ
る教育体制に魅⼒を感じたからです。HCUに配
属が決まり、⾃分に務まるのか不安でしたが、
周りの先輩⽅の親切な指導のおかげで⽇々学び
ながら充実した毎⽇を過ごしています。

あなたも将来めざしてみない︖〜認定看護師

頑張れ︕働くママ 転勤〜ようこそ九州へ🎶


