
看護部・各部署を紹介します
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先輩からのメッセージ
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〇JCHO九州病院を選んだ理由は？

・がん看護について学びたいと考え、九州病院は地域のがん診
療連携病院であるため就職を決めました。
（血液・腫瘍内科病棟）

・私は、やりたい小児科での技術を身につけたいと思い教育体
制が整っていて小児科が強いJCHO九州病院を選びました。
（NICU)

〇就職して良かったこと

・当院独自のチェックリストがあり、しっかり技術を習得できること。
また、研修で看護の知識を深めることができることです。

・NICUに配属となりかわいい赤ちゃんのために働くことができて
いることです。また、教育体制が整っているためベースとなる成
人のことも学ぶことができていることです。

〇後輩へ伝えたいこと

・働きだすと学生以上に専門的な知識が求められますが、少しずつ学んでいくことで知識になります。最初は覚えることが多くて大変で
すが、日々学んでいって下さい。応援しています！

・就職して1年、慣れない業務と勉強でとても大変でしたが、理解して看護をおこなうことにやりがいを感じます。
みなさん、これから実習や看護研究や国試等、忙しい日々を迎え不安も多いかと思います。私も大学4年生の頃は本当に辛かったで
す。ですがアドバイザーの先生や友人達にたくさん支えられ、今、看護師として働くことができています。
就職しても大変なこともありますが、患者さんが元気になるとすごく嬉しいですよ！この1年がとても苦しく思うかもしれませんが頑張っ
て下さい。応援しています！そして是非！私と一緒にJCHO九州病院のNICUで働きましょう！



４北病棟へようこそ★

待ってるよ～♪♪

最初は分からないことだらけで不安いっぱい
ですが、プリセプターだけでなく病棟の先輩方

が温かく指導してくださいます。
みんな仲良く楽しく働いています。

一緒に働けることを楽しみにしています♪

＊一般小児＊
新生児期～幼児期の児が最も多く

疾患もさまざまです。
そのため子どものことはもちろん、

疾患についてもたくさん学ぶことができます。
私たちの看護で入院時はきつそうな子ども達の表情
が退院前には笑顔になり、とてもやり甲斐を感じま

す。また何よりも子どもたちに
癒されながら頑張っています♪

＊GCU（Growing Cure Unite）＊
GCUとは継続保育室、回復治療室、

発育支援室という意味です。
小さく生まれてきた赤ちゃんや生まれつき疾患を
持った赤ちゃん達が元気に退院できるように支援し

ていきます。オムツ交換や沐浴をしたり
抱っこしてあやしたりと、スヤスヤと寝ている姿や笑

顔に日々癒されます。
とてもかわいいですよ

こんにちは。４北病棟です。
４北病棟は小児病棟で一般小児とGCUに分かれており、
スタッフ全員がイキイキ仕事をしている明るい病棟です。
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内分泌・代謝内科
おもに、血糖コントロールや合併症評価、患者教育を目的
とした糖尿病教育入院を行っています。

忙しい病棟ですが、毎日勉
強しながら頑張っています。
一緒に働くことを楽しみに
しています。
～1年目看護師より～

糖尿病基礎講座の様子です。
患者さんも真剣です。

糖尿病の合併症のひとつである
網膜症の説明に使用する模型です。

循環器科
虚血性心疾患、弁膜症、不整脈、心不全、大動脈疾患、
深部静脈血栓症、肺梗塞症といった、あらゆる心臓・血
管疾患の診断、治療、リハビリが一貫して行われていま
す。
心臓カテーテル検査やインターベンションをはじめ、不
整脈に対するアブレーション、ペースメーカー植込み術
など特殊検査や手術が行われています。
また社会復帰に向けて、回復期心臓リハビリテーション
にも力を注いでいます。

毎年、医師と看護師で山
登りをしています。とても
仲の良い病棟です！

こんにちは！今回は5北病棟の紹介です♪

心臓リハビリテーション

 

心臓リハビリでは、退院後の
再発予防や疾病管理を目指
して、多職種が連携し、運動
療法を中心に、患者教育など
を行っています。

患者さんとご家族を対象に心肺
蘇生講習会を開催しています。



5階南病棟紹介

5階南病棟

5南病棟は４科の混合病棟です。
令和生まれの赤ちゃんと、
大正生まれのお年寄りの
看護ができる病棟です。

明るく元気な先輩たちがたくさんいます！
一緒に楽しく看護をしましょう！

泌尿器科

腎臓内科

心臓外科

小児循環器科
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6北病棟

６階北病棟は、呼吸器内科病棟です。
肺がん・肺炎・間質性肺炎などの患者さんが
入院してます。再入院の患者さんも多く、
信頼関係を構築しながら看護を実践しています。
目まぐるしい毎日ですが、みんなで力を
合わせて、日々の課題に取り組んでいます。

明るく・笑顔の絶えない
病棟です！

一緒に働きましょう！

採血の練習を
しています！

先輩達のご指導を受け
上手くなりました！

患者さんの聴診をしています！

呼吸器内科の先生たちはみん
な優しく、わからないことを
教えてくれます！

パートナーと協力して
毎日患者さんの看護を

しています！！



６南病棟紹介

☆救急室☆
昼夜問わず
急患を受け
入れていま
す。

忙しい病棟ですがス
タッフのみんなで一致
団結し、協力しながら
頑張っています！
最初は不安でいっぱい
ですが先輩方が優しく
丁寧に指導してくださ
います！

毎週火曜日に
外科の総回診
があります。

☆HCU☆
重症度の高い
患者さんや、
術後の患者さん
を管理する部屋

です。

皆さんこんにちは！
６南病棟は神経内科・外科の混合
病棟です。神経内科は脳梗塞やて
んかんの急性期と神経難病などの
患者さんが多く入院しています。
外科は主に肺がん、乳がん、食道
がんの患者さんが手術・化学療
法・放射線療法などを目的で入院
しています。
また、６南病棟は救急室３床と
HCU8床を併設しています。



７階北病棟（血液・腫瘍内科）の紹介をします♪

７階北病棟は，日々抗がん剤での治療や患者さんの日常生活の援助を行ってい
ます。病院の中で，唯一“無菌室”を完備しており，感染予防に努めています。移
植も行っています！！

2012年8月からは移植後のフォローアップ外来を開設し、研修を受けたスタッフが
身体的、精神的、社会的、経済的な問題に個別に対応しています。
医療チームでの取り組みも活発で、移植カンファレンスや退院支援カンファレン
ス等を実施しており、話し合った結果は患者さんの治療や看護に生かせるように
しています。スタッフ一同、患者さん、ご家族の思いを大事に笑顔とやさしさで
心にゆとりを持ったケアを提供することを目指しています。

移植カンファレンスの様子♪

今年入社した
３人です！忙
しい病棟です
が毎日楽しく
働いています
！一緒に働き
ませんか？ま
ってま～す♡



当病棟にはWOC（皮膚・排泄ケア）Nsも在籍し
ています♬

退院後も安心して生活できるように、

毎週金曜日はストーマ外来を行っています。

こんにちは！7南病棟です♬

7南は、消化器外科と腫瘍内科の病棟です。
手術や化学療法など毎日大忙しですが、
みんなで協力し合いながら楽しくお仕事をしています！

ストーマ外来の様子



♪8階北病棟♪

8階北病棟は、肝・胆・膵・消化管内科と脳外科 病棟で
す。肝蔵・胆道・膵臓疾患の検査や治療、 上・下部消化管の検査
や内視鏡治療、消化器がんの化学療法、脳腫瘍の手術や放射線治
療などを
目的とした方が主に入院されます。

分からないことがあっても先輩看護師が親身なっ
て優しく指導し、チームで看護を行っているため
仲が良く和やかな雰囲気ですよ （＾＾）ｖ
ぜひ、８階北病棟へ来てくださいね♡♡

先輩の丁寧な指導のもと、
できることが増えるのは
とてもうれしいです♪

同期とも仲良く頑張っています!

皆さんと一緒に
働けるのを楽しみ
にしています！



ようこそ☆８階南病棟へ

私たちの病棟は整形外科病棟です。病床数49床、
医師10名、看護師32名、看護補助者2名
病棟スタッフみんなで協力し、とても明るい
病棟です！！！

手術はほとんど毎日行われてお
り、多い日は１日５例ほどあり
ます。骨折などの救急患者さん
も多く、入院時に動けなかった
患者さんが元気に歩いて帰る姿
を見れることが１番の励みに
なっています！
慣れないことばかりで戸惑うこ
ともありますが、新人６人で助
け合いながら日々頑張っていま
す！

分からないこともありますが、優しい先輩方に
指導してもらい、楽しい毎日を送っています。
４月からみなさんと一緒に働けることを楽しみ
にしています♪

患者さんのADLが拡大し、
安全に過ごせるまで、
身の回りの援助を行って

います。



皆さん、就職内定おめ
でとうございます。
国家試験の勉強はとて
も辛いと思いますが、
体調管理には気をつけ
て頑張ってください♥
一緒に働けるのを楽し
みに待っています(^^)/

♡病棟の特徴♡

９北病棟は耳鼻科・眼
科・皮膚科を主とした混

合病棟です。
眼科は白内障・緑内障・
網膜剥離など幅広く治
療しています。耳鼻科は
癌患者さんが多く外科
的治療から放射線治療、
化学療法などを行ってい
ます。日常生活の援助か
ら周手術期に至るまで
幅広い看護を行っていま

す

新人5人です❤
とても仲良しで悩み事を
打ち明けたり遊びに行った

りしています♪
プリセプターのお姉さんた
ちが仕事を優しく教えてく

れます♪

9階北病棟眼科
処置室

9階北病棟
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9南病棟・がんセンター

・9南病棟⇒緩和ケア病棟（PCU)
・がんセンター⇒外来化学療法室・放射線治療室

がんサポートチーム・緩和ケア外来
♡がんの治療期からエンドオブライフまで
患者さんに寄り添った継続ケアに努めています♡



ICU 集中治療室

ICUは成人も小児も、内科系・外科系を問わず、呼吸・循環・代謝、そのほか重篤な

急性機能不全者に対して集中的に治療を行います。

（例えば、意識障害・呼吸不全・心不全・ショック・大手術後・救急蘇生後など）

２：１看護体制で、
１日に１〜２人の

患者さんと密に関
わることができます。
PNSのため先輩と

ペアで仕事ができ、
安心して看護が学
べます。

患者さんが急変したときのために、
月に１回シュミレーション研修を
行っています。

人工呼吸器
組み立て中 国家試験の勉強は大変だと思いますが、

今勉強している事は無駄にはなりません！
体調管理には気をつけて頑張ってください。

一緒に働けることを楽しみに
しています！



NICU(新生児集中治療室)

こんにちは！！NICUです！

私たちの病棟は、小さく生まれた赤ちゃんや

生まれつきの病気を抱えた赤ちゃんを

看護しています！

1年目新人ナースからのメッセージ
かわいい赤ちゃんに癒されながら、
和気藹々と働いています♡♡

特殊部署なので最初はわからないことだらけだけど
先輩が時に厳しく！時に優しく！教えてくれています☺！
新生児に関する疾患、看護がたくさん学べます！！
興味がある方はぜひ私たちと一緒に働きましょう！！

低出生体重児
新生児一過性他呼吸、呼吸窮迫症候群
心疾患、21トリソミー、18トリソミー等

様々な疾患の赤ちゃんが入院しています！

赤ちゃんの状態が落ち着いたら
家族に沐浴練習や直接授乳の

指導をしています！
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手術室の概要
手術室：13室（ハイブリッド手術室含む）

心臓カテーテル室：2室 アンギオ室：1室
合計 １６室

2019年度年間手術件数：約8247件（急患 1286件）
主な診療科：外科・整形外科・心臓血管外科・産婦人科・
脳神経外科・泌尿器科・耳鼻科・眼科 など

スタッフ数50名程で、急性期病院として昼夜を問わず急
患を受け入れ、毎月約650件の手術を行っています。
沢山の症例について学ぶことができます。

手術室の紹介

腹腔鏡下胃全摘術を行っている様子

手術室では“安全第一に、患者様とその家族が安心して手術に臨めるように最適最良の技術を
提供すること”

ロボット手術を行っています！

遠隔でロボットを操作しています

患者さんが安心して手術が受けられ
るよう、一緒にがんばりましょう

実習でもほとんど入ることのない手術室は
テレビで見る イメージくらいしかないかも
しれません。私たちも、入職した時は、戸惑
いと不安でいっぱいでした。でも、先輩方が
一つ一つ丁寧に指導して下さり、できる事が
日々増えています。
手術室は新生児から高齢者まで老若男女が

対象であり、疾患も多種多様です。学ぶこと
は多くありますが、幅広い知識と技術を身に
つけていける部署です。ぜひ、一緒に手術室
看護師として頑張りましょう。

私たち
手術室新人です



こんにちは特殊外来です
特殊外来は、救急センター・画像センター・内視鏡室の3部署からなります。

救急センタースタッフ

画像センタースタッフ

救急センターは、二次救急医療施設・災害拠点病院として
機能しています。災害時の派遣・受け入れをしています。

画像センターは、放射線検査（CT・MR・RI・透視）の
介助をおこなっています。

内視鏡室は、消化管・気管支内視鏡検査や胃・大腸の
早期がんに対する粘膜切除術などの治療の介助を
おこなっています。

内視鏡室スタッフ

3部署ともそれぞれに専門性が求められますが、

患者さんが安心して治療や検査が受けられるよう
協力し合っています。

先輩方が
いつも熱心に優しく

指導してくれます。
とてもやりがいの
ある職場です。



外来は12の診療科と透析室・健康管理センターからなっています。
最初に患者さんと接する、病院の顔ともいえる場所です。
限られた時間の中で大勢の患者さんに、安全で安心・信頼される
看護が出来るようスタッフ一同協力してがんばっています。

クラークさんと二人三脚で、
頑張っています

【健康管理センター】
職員の健康管理も
実施しています

【透析室】
外来・入院中の患者の
透析を実施しています

【外来】
ミーティングの様子

受付待ち合い室

総合案内


