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地方独立行政法人神戸市民病院機構の役割は、市民の立場に立って、人間性豊かであたたかく、

質の高い医療を安全に提供することにより、市民の生命と健康を守ることにあります。

地方独立行政法人神戸市民病院機構は、市民の信頼に応えるため、

より多くの市民に効率的に医療を提供することに努めます

基 本 理 念 神戸市民病院機構が育てたい看護職員像

■  人間性を尊重でき、倫理感性の高い看護職  

■  根拠に基づいた判断をし、行動できる看護職  

■  専門職としての意識を持ち、学び続ける看護職

■  他職種と協働できる看護職  

■  組織に貢献できる看護職

市 民 の 生 命 と 健 康 を 守 る た め に 臨 床 実 践 に 強 い ナ ー ス

医療・看護を安全に提供し
安心と信頼を得る、
「地域に根ざした急性期病院」を目指す

神戸西地域の中核病院として高度医療・救急医療を提供するとともに、
地域の医療・介護・保健機関との連携に取り組んでいます。患者さん
が住みなれた地域で生活を継続できるよう、多職種が協同して支援し
ます。思いやりのある職員が多く、悩んでいると必ず誰かが声をかけて
くれる環境です。今! 胸に秘めている気持ちを忘れず・諦めず、夢に向
かって頑張りましょう。

西神戸医療センター
KOBE CITY NISHI KOBE MEDICAL CENTER

院長補佐兼看護部長
橋本  弘子

超高齢化が進む地域ならではの救急医療を提供
さらに「地域とつながる急性期病院」を目指す

神戸市街地西部の中核病院として、地域医療支援病院の役割を果たす
ため、救急医療に取り組んでいます。住み慣れた地域で住民の皆さんが
安心して過ごせるよう、そして退院後も安心して地域に戻れるよう支
援しています。職員は人情味あふれ、心のこもった優しさとぬくもりの
ある看護を提供しています。この病院で、あなたの看護の力を大いに発
揮してみませんか。

西市民病院
KOBE CITY MEDICAL CENTER WEST HOSPITAL

院長補佐兼看護部長
濱本  カナコ

「市民の最後の砦」としての
救急医療・高度先端医療を提供
地域の保健・医療・福祉機関との連携を目指す

神戸市の基幹病院として、患者中心の質の高い医療を提供するために、
断らない救急医療と高度先端医療に取り組んでいます。看護職はこれ
ら高度な医療に対応するため、必要な能力を維持・向上するように努
めています。新規採用者は集合研修や部署教育の中で、先輩看護師の支
援を受けながら一歩一歩成長できます。急性期医療の中で看護の楽し
さを知り共に成長しましょう。

中央市民病院
KOBE CITY MEDICAL CENTER GENERAL HOSPITAL

院長補佐兼看護部長
藤原  のり子君は神戸で最高に輝く

私たちは「市民の生命と健康を守る」という使命のもと
最適な医療を提供するために、誇りをもって看護を提供しています。

最高水準の知識・技術・経験を得られる神戸で
最高に輝くナースを目指してみませんか。

8階西病棟
福山平成大学卒

中央市民病院

上奥  優介
9階西病棟
関西福祉大学卒

中央市民病院

永易  莉緒



概要 〈平成30年10月現在〉

所在地………神戸市中央区港島南町2丁目1-1
病床数………768床（うち感染症病床10床）
看護職員数…1,088名（うち育休63名）
看護体制……一般病棟7:1看護体制
勤務体制……二交代
認定施設……救命救急センター指定病院、災害拠点
病院、地域医療支援病院、病院機能評価認定施設、地
域がん診療連携拠点病院、臨床研修指定病院 ほか

診療科目
内科／循環器内科／糖尿病・内分泌内科／腎臓
内科／脳神経内科／消化器内科／呼吸器内科／
血液内科／腫瘍内科／緩和ケア内科／感染症科／
精神・神経科／小児科／小児科（新生児）／皮膚科／
外科・移植外科／乳腺外科／心臓血管外科／
呼吸器外科／脳神経外科／整形外科／形成外科／
産婦人科／泌尿器科／眼科／耳鼻咽喉科／
頭頸部外科／麻酔科／歯科・歯科口腔外科／
臨床病理科／放射線診断科／放射線治療科／
リハビリテーション科／救急部／総合内科

チーム医療の取り組み
チーム医療において、看護師は医療・看護の質
の確保をはじめ、チーム間の調整など、患者さん
とご家族のQOLにとって重要な役割を担ってい
ます。現在は11チームが活動しています。

数字で見る中央市民病院
※すべて平成29年度実績

平均在院日数
病床利用率
年間新入院患者数
年間手術件数
年間救急外来患者数
年間救急車搬送件数

3階西小児病棟
患児を癒すかわいらしいイラストは必見です!
キッズガーデンもあります。

1階エントランス
患者さんを迎えるエントランス
は、開放的で明るい印象です。

一般　病棟〈4人部屋〉
全ての　ベッドが窓際に配置された個室感覚
の病室。　海側からは花火大会も。

北棟1階・救急病棟・E - I C U

3次救急を担う、当院の医療の最先端です。

入院前準備センター

5階南病棟
平成29年11月に先端医療セン
ター病院（60床）が中央市民病院
に統合しました。

「 市 民 の 最  後 の 砦 」 中 央 市 民 病 院 の 役 割 と 特 徴

10.4日
92.9%

23,426人
12,500件
35,244人
10,532件

中央市民病院
救急・高度・急性期を担う
最後の砦
癒しと安らぎの中で、
患者さん中心の
質の高い看護を
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Break Spot

救急医療

■全国屈指の救命救急病床数62床を
備え、「断らない救急」を実践。ドク
ターカーでの医師・看護師の出動も
行っています。

E - I C U…8床
C C U…6床

Point

1

救命救急センター

■厚生労働省が発表した「全国救命救
急センター評価」で、中央市民病院は
4年連続第1位に選ばれました。各セ
ンターの機能37項目を点数化し評価
されています。

4年連続全国1位 
（平成26、27、28、29年度）

Point

2

災害対応

■免震構造・自家発電設備などを完
備し大規模災害に対応。災害・大規模
事故発生時には追加で300人を収容
できるスペースを確保。

災害拠点病院の役割
ヘリポート完備

Point

3

高度専門医療

■医師・看護師・薬剤師・技師など
がチームを組んで治療にあたれるよ
う、高度専門医療センターを多数設
置、最適な医療を提供。

心臓センター 
脳卒中センター
周産期医療センター
ロボット手術センター など

Point

4

タリーズ（カフェ）
仕事帰りにタリーズに寄ってリラッ
クス♪みんなの定番です!

中庭
お弁当を食べたり、外の空気を感じ
たり…みんなの憩いの場です。

手術部
兵庫大学卒

中央市民病院

髙原  健（右）

手術部
看護師長

中央市民病院

田中  優子（左）
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「 チ ー ム 西 市 民 病 院 」
私 たちの活 動

リエゾン
認知症ケアチーム

リエゾン認知症ケアチーム
は、患者さんの精神症状の改
善や治療環境を整えるとと
もに、スタッフが安心してケ
アを届けられるようにチームでサポートしています。さ
らに、地域のスタッフに向けた研修の開催や、院内デイ
ケアの取り組みのサポートも行っています。

概要 〈平成30年10月現在〉

所在地・・・・・・神戸市長田区一番町2-4 
病床数・・・・・・358床 
看護職員数・・・378名（うち育休30名）
看護体制・・・・一般病棟7:1看護体制

 地域包括ケア病棟
勤務体制・・・・二交代
認定施設・・・・病院機能評価認定施設、 
地域医療支援病院、臨床研修指定病院 
ほか

診療科目
内科／消化器内科／呼吸器内科／血液
内科／循環器内科／腎臓内科／糖尿病･
内分泌内科／脳神経内科／リウマチ･膠
原病内科／総合内科／臨床腫瘍科／精
神･神経科／小児科／外科／消化器外科／
乳腺外科／呼吸器外科／整形外科／
リハビリテーション科／皮膚科／
泌尿器科／産婦人科／眼科／耳鼻咽喉科／
歯科口腔外科／麻酔科／放射線科／
臨床病理科

チーム医療の取り組み
西市民病院では、チーム医療により合併
症を予防し、早期退院や社会復帰を助
け、患者さんのQOLを高めています。現
在は12チームが活動しています。

6階病棟
ナースステーションの様子。機能
的で働きやすい空間です。

多職種連携
近隣の医療介護関係者との
交流会を開催し、多職種連
携を強化しています。

屋上庭園
患者さんやご家族、来院された
方々の憩いの場となっています。

外来化学療法センター
窓が大きく明るい室内。患者さん
が快適に治療を受けられるよう
工夫されています。

「地域とつながる急性期病院」 西市民病院の役割と特徴
西市民病院
すべての人の
「その人らしさ」を大切に
地域とつながる
急性期病院へ
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年4回、ICLSを開催

『日本救急医学会認定ICLS
コース』を受講した講師の指
導のもと、急変時に速やかに
救命ができるスタッフを育成
するために開催しています。

災害支援

災害対策病院として、被災地
への災害支援を行っていま
す。新潟中越地震、東日本大
震災、熊本地震での活動の様
子が報告されました。

夏祭り

『患者サービス向上委員会』の
主催で、毎年7月に開催。スー
パーボールすくいや射的、千
本釣りにポップコーンなど、
縁日さながらのイベントです!

在宅支援
■ 平成29年7月より「地域包括ケア
病棟（37床）」を開設。今まで以上に在
宅復帰に向けて支援しています。
■ 患者さん、家族の意思決定を支える、
丁寧な在宅支援に取り組んでいます。
■ 在宅療養支援スキル向上のために、
退院調整シャドーイング研修、訪問看護
ステーションでの研修を行っています。

職場環境
■ アットホームな雰囲気で、患者さ
んとの距離も近く、コミュニケーショ
ンを大切にしています。 
■ ナースマンが総勢30名。団結力を
高めるために「メンズ会」を結成して
います。「楽しく」を追求しつつ、一丸
となって病院を盛り上げています。

地域連携
■ 近隣の医療介護福祉関係者との交
流会や研修会を実施しています。
■ 研修会は専門看護師・認定看護師
が中心となり、フィジカルアセスメン
トや専門研修を行っています。 
■ 近隣病院の新人看護師の教育支援
も行っています。

救急医療
■ 神戸市街地西部の中核病院とし
て、24時間365日、1次～2次救急に
対応しています。特に高齢者が多く、
救急受診や緊急入院の患者さんが多
いです。また、小児輪番にも参加して
います。

5階病棟
鳥取市医療看護専門学校卒

西市民病院

森岡  絵美（右）

5階病棟
看護師長

西市民病院

山口  陽恵（左）

Point

1
Point

2
Point

3
Point

4
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こんにちはコンサート

神戸市混声合唱団によるコンサート
には、大勢の患者さんが聞きに来られ
ます。急性期病院の中でも、患者さん
にひとときの癒やしの時間を。

西神戸オープン
カンファレンス

神戸西地域の医療機関等との研修会
や交流会を年間50回以上開催。専門・
認定看護師が主催する勉強会「たま
よの会」には、地域の医療機関や訪問
看護ステーションからの参加も多
く、ともに楽しく学んでいます。

高齢者認知症
サポートチーム

身体的疾患を治癒するために入院さ
れた高齢者・認知症患者が治療を円
滑に受け、安心・安全に入院生活を
送れるように支援しています。週1回
院内デイケアも運営しています。

「地域に根ざ した急性期病院」 西神戸医療センターの役割と特徴

救急医療
■ 神戸西地域の中核病院として、24
時間体制で2次救急医療を充実し、緊
急手術や救急処置など迅速に対処し
ます。また、小児や周産期の救急医療
にも力を入れています。

Point

1

がん診療支援
■ 地域がん診療連携拠点病院とし
て、がん患者さんが安心して適切な治
療を受けられるように、集学的治療と
緩和ケアを提供できる体制を整えて
います。

Point

2

結核医療
■ 急性期病院の結核病棟として、
様々な合併症を有する結核患者さん
の治療に対応しています。マスクの
フィットテストを定期的に行い、職員
が安全に働けるように整えています。

Point

3

地域連携
■ 地域連携システムのモデル病院と
してスタートした当院は、地域の医療
機関とのシームレスな連携をめざし
ています。患者さんとご家族が地域で
安心して過ごせるよう支援します。

Point

4

概要 〈平成30年10月現在〉

所在地………神戸市西区糀台5丁目7-1 
病床数………475床 
看護職員数…526名（うち育休28名） 
看護体制……一般病棟7:1看護体制

結核病棟10:1看護体制
勤務体制……二交代（一部三交代）
認定施設……病院機能評価認定施設、
地域医療支援病院、地域がん診療連携拠
点病院、臨床研修指定病院 ほか

診療科目
内科／脳神経内科／内分泌・糖尿内科／
腎臓内科／循環器内科／消化器内科／
呼吸器内科／免疫血液内科／腫瘍内科／
緩和ケア内科／精神・神経科／小児科／
外科・消化器外科／乳腺外科／整形外科／
脳神経外科／呼吸器外科／皮膚科／泌尿
器科／産婦人科／眼科／耳鼻いんこう科／
形成外科／リハビリテーション科／放射線
科／麻酔科／病理診断科／歯科口腔外科

チーム医療の取り組み
西神戸医療センターでは、多職種が連携し
たチーム医療により、患者さんとご家族が
安心して療養生活を過ごし、退院できるよ
うに支援しています。現在は11チームが
活動しています。

救急外来処置室
年間約20,000人の患者さんが
来院。脳卒中・循環器・吐下血ホッ
トラインにも対応します。

ロビー
天井が吹き抜けのロビー。明るく
気持ちのよい印象で患者さんを
迎えます。

一般病棟〈4人部屋〉
全てのベッドに窓が設置され、個
室感覚で光を感じることができ
ます。

病棟食堂
患者さん、ご家族、お見舞いの方
のための、見晴らしのよいスペー
スです。

西神戸医療センター

神戸西地域に根ざした
急性期病院として、
常に患者さんの視点に
立った安心・安全な
医療に取り組む
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10階東病棟
姫路大学卒

西神戸医療センター

井上  茉優（右）

10階東病棟
看護師長

西神戸医療センター

岡山  智子（左）
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教育
サポート

看護師長
主任

プリ
セプター 各スタッフ

新人

一緒に成長する、
充実の教育システム
新人教育の中心は、所属部署のOJTです。所属部署では、プ
リセプター、教育担当者が、新人の成長に合わせて指導を
行っていきます。いろんな不安や悩みを抱え込む時期だか
らこそ、看護師長、主任、スタッフ全員でサポートします。臨
床判断ができ、患者・家族に寄り添える看護師として成長
できるよう共に頑張りましょう。

神戸市民病院機構の
クリニカルラダー
レベルⅠ：必要に応じ助言を得て看護を実践する
レベルⅡ：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Ⅲ：ケアの受け手に合う個別的な看護を実践する
レベルⅣ：幅広い視野で予測的判断をもち看護を実践する
レベルⅤ：より複雑な状況において最適な手段を
　　　　   選択しQOLを高めるための看護を実践する

3年間の基礎教育プログラムを通じて、
「臨床実践に強いナース」を育成

3年間で基礎教育を修了

Ⅰ
レベル
Ⅱ
レベル
Ⅲ
レベル
Ⅳ
レベル
Ⅴ
レベル

※平成29年度 中央市民病院研修計画

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

● 新規採用者オリエンテーション

● コミュニケーション
●  スキルトレーニング

●  スキルトレーニング
●  コミュニケーション

● 看護観
● BLS研修

● リフレッシュ研修
●  看護記録
● 感染管理 ● スキルトレーニング

●  まとめ

2
○自己の看護実践を振り返り、対象を多角的視点から理解
○急変時対応や急性期看護の知識と技術を習得
○他者理解ができ、相手の意思を尊重した
アサーティブコミュニケーションについて学ぶ

○リーダーおよびプリセプターの役割と機能について知る

1年目を振り返りながら
視野を広げていく

ICLS研修 スキルトレーニング
（フィジカルアセスメント）

○看護計画に基づいた看護が実践でき、振り返って 
整理することで、看護や自己の看護観を追求できる

○会議やカンファレンスの主体的な運営について学ぶ
○リーダーシップについて学ぶ

リーダーとしての
素地を磨く

ケースレポート発表 スキルトレーニング
（人工呼吸管理）

年目 3年目

1
BLS スキルトレーニング（採血）

感染管理研修 酸素療法研修

多床室受け持ちトレーニング

1ヶ月に1回程度開催 年目

○専門職としての基本的姿勢と態度を身に付ける
○マニュアルに基づき、安全で確実な看護を実践できる
○自己の感情表出ができ、適切なストレスマネジメントの
もと、患者・家族および職場において、良好な人間関係を構築する

看護師としての基礎を習得する

「基礎教育プログラム」3つの特徴
勤務の中で
研修を実施
しています

経験豊富な
当院のスタッフが

親身になって指導します

院内で
すべての研修が
完了します

EDUCATION
［教育制度 1］

岐阜県立看護大学卒

西神戸医療センター

三又  彩織（左）

関西看護医療大学卒

石丸  遥加（右）
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プリセプターとプリセプティ両者に、
神戸市民病院機構での
「学び」「成長できたこと」「これからの目標」
などについて聞いてみました。

A

プリセプター・
プリセプティとの
思い出に残るエピソードは?

中央市民病院  |  7階東病棟

杉田  彩香 _プリセプター〈左〉

平成27年度入職
兵庫県立柏原看護専門学校卒

初めのうちはうまくできなかったことが、「で

きるようになりました」と笑顔で報告してくれ

たことがとても印象に残っています。松元さん

の嬉しそうな表情を見て私も嬉しくなり、今後

の自信につなげてほしいと思いました。松元さ

んはいつも一生懸命に患者さんと向き合い、勉

強に取り組んでいます。時には壁にぶつかるこ

ともありますが、そばで見ていると日々成長して

いることがよくわかります。今後も後輩にとって

相談しやすい存在でありたいと思います。

A松元  千笑 _プリセプティ〈右〉

平成30年度入職
兵庫医療大学卒

夜勤でミスをしてしまい、指導を受けて落ち込

んでいたことがありました。そのとき杉田さん

が「一緒に帰ろう」と声をかけてくれ、私の仕事

が終わるまで待っていてくれました。帰り道に

プライベートのことやいろんな話をしました。

落ち込んでいる私を気遣ってくれていること

がわかり、とても嬉しく心強かったです。どん

なに忙しくても患者さん第一を忘れず笑顔で

ケアを提供している先輩のように、余裕を持っ

て患者さんと関われるようになりたいです。

A

プリセプター・プ リセプティの
どんなところを評 価・
尊敬していますか ?

西市民病院  |  7階病棟

山田  祐輔 _プリセプター〈左〉

平成27年度入職
神戸市看護大学卒

石原さんは、勤務中に気になったことや新しく

学んだことをすぐに振り返り、着実に身につけ

ています。一つひとつの仕事に対して丁寧で責

任感も強く、今の姿勢を忘れずに成長してほし

いと思っています。自分も一年目の頃は毎日が

不安でしたが、プリセプターに声をかけても

らったこと、優しく指導してもらったことが頑

張る糧になりました。プリセプターとして、後輩

一人ひとりの個性を見極め、長所や頑張ってい

る点を見つけて一緒に成長していきたいです。

A石原  理紗 _プリセプティ〈右〉

平成30年度入職
神戸市医師会看護専門学校卒

山田さんは、忙しい業務の中でも患者さんのこ

とを第一に考えてアセスメントを行い、メン

バーにも目を配りながら臨機応変に対応して

いるところがすごいと思います。自分にとって

一番身近な、お手本になる存在です。定期的に

振り返りをしてもらえるので、自分の現状を把

握することができ、困っていることや悩みなど

も一緒に考えてくれるので前向きになること

ができました。今後は基礎をしっかりと積み、

患者さんに寄り添える看護師になりたいです。

A

プリセプター・プリセプティは
あなたにとって
どんな存在ですか?

西神戸医療センター  | 5階西病棟

中川  みき _プリセプター〈左〉

平成28年度入職
大阪保健福祉専門学校卒

私は今年初めてプリセプターになりました。自

分自身、まだまだ未熟な部分が多いのでプリセ

プティと一緒に振り返りを行うことによって

学ぶことも多いです。自分にとってプリセプ

ティは、一緒に成長していける存在です。大喜

田さんはいつも、患者さんに対して元気な笑顔

で丁寧に接しています。困ったことやわからな

いことはすぐに相談してくれるので、こちらも

迅速に対応することができます。今後もプリセ

プティとともに学びを深めていきたいです。

A大喜田  裕子 _プリセプティ〈右〉

平成30年度入職
徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦校卒

中川さんは、勤務が一緒の日は何度も「大丈

夫?」と声をかけくれます。不慣れなことが多く

しんどいときもありますが、プリセプターの言

葉で心が救われています。うまくできないこと

があっても、「次はもっと頑張ろう」と思わせて

くれる存在です。私は慌ててバタバタと走り

回っていることが多いのですが、先輩はいつも

落ち着いていて冷静です。今は慣れるだけで精

一杯ですが、私ももっと落ち着いて一人ひとり

の患者さんに寄り添えるようになりたいです。

患者さんのため
に一緒に学んで
成長したいです

何でもすぐに
相談できるので
安心です!

プリセプターが
いつも見守って
くれていますEDUCATION

［教育制度 2］
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■ 専門看護師 名22
■ 認定看護師 名58
■ 認定看護管理者 名6

神戸市看護大学
編入学制度 在職5年以上 期間 2年以内

身分 休職（給与70/100）

大学院留学制度 在職5年以上
対象 国内看護系大学院修士課程
期間 2年以内
身分 休職（給与70/100）

助産師学校留学制度 在籍3年以上
対象 国内の助産師学校
期間 1年以内
身分 休職（給与70/100）

長期留学制度 在籍3年以上
25歳以上

対象 国内外の看護系大学又は厚生労
働省看護研修 研究センター等の研修研
究機関

期間 6ヶ月程度
身分 休職（給与70/100）
補助 入学金等について補助あり

対象 国内の病院・学校・研修研究機関
期間 3ヶ月限度
身分 部外出張（給与全額支給）
補助 旅費等について補助あり

短期国内派遣
制度

短期海外派遣
制度

在籍3年以上
25歳以上

在職5年以上
対象 海外の病院・学校・研修研究機関
期間 3ヶ月以内
身分 海外出張（給与全額支給）
補助 旅費等について補助あり

支援制度 資格要件 内容

専門・認定看護師の仕  事の一部を紹介 !キャリア開発支援制度 専門看護師の活動分野

知識とスキルを生かして
神戸市民病院機構で
活躍する専門・認定看護師を
紹介します。

認定看護師の活動分野

名
神 戸 市 民 病 院 機 構 の
専門・認定看護師の人数 86

院内教育・研修を主催
基礎研修から専門研修まで、認定・専門看護師が合
同でさまざまな研修を企画・運営しています。臨床
で役に立つ専門的な知識や技術、経験を直接学ぶこ
とができます。

新人看護師の支援
新人看護師が悩んだり困ったりしたときには相談に
乗り、一緒に日々の実践を振り返り、解決策を考え、
患者さん、ご家族に良いケアを提供できるよう学習
のサポートもしています。

チーム医療での役割
患者さんとご家族に寄り添う看護の大事な役割を
担っています。他職種と協働し、エビデンスに基づ
いたケアを実践し、患者さんに笑顔を取り戻しても
らえるよう努めています。

中央市民病院 松村 佳苗
【重症集中ケア看護認定看護師】

西市民病院 俣木 陽子
【感染管理認定看護師】

中央市民病院 藤村 弓子
【乳がん看護認定看護師】

西市民病院 田中 小巻
【慢性呼吸器疾患看護認定看護師】

西神戸医療センター 中谷 尚子
【小児救急看護認定看護師】

中央市民病院 上山 瑠美子
【救急看護認定看護師】

西市民病院 白井 愛子
【皮膚・排泄ケア認定看護師】

西神戸医療センター 寺本 沙織
【救急看護認定看護師】

中央市民病院 田中 薫
【摂食・嚥下障害看護認定看護師】

西市民病院 新田 和子
【精神看護専門看護師】

西神戸医療センター 片寄 妙子
【脳卒中リハビリテーション看護認定看護師】

中央市民病院 沖浦 麻矢
【がん看護専門看護師】

西市民病院 荒木 敬雄
【急性・重症患者看護専門看護師】

西神戸医療センター 八木 哉子
【慢性疾患看護専門看護師】

中央市民病院 永友　舞
【急性・重症患者看護専門看護師】

西市民病院 杉原 陽子
【老人看護専門看護師】

西神戸医療センター 正井 志穂
【がん看護専門看護師】

急性・重症患者看護 5名

慢性疾患看護 3名

感染症看護 1名がん看護 6名
8分野

22名

小児看護 1名

老人看護 3名 母性看護 1名
精神看護 2名

慢性心不全看護 2名

脳卒中リハビリテーション看護 2名

認知症看護 2名

手術看護 3名

不妊症看護 1名

乳がん看護 2名

摂食・嚥下
障害看護 1名

新生児集中ケア 2名

糖尿病看護 1名

がん放射線療法看護 2名

緩和ケア 2名

がん性疼痛看護 2名

がん化学療法看護 6名

皮膚・排泄ケア 10名

集中ケア 4名

救急看護 7名
感染管理 5名

慢性呼吸器疾患看護 3名

CAREER ［キャリア］

小児救急看護 1名

19分野
58名

西神戸医療センター 藤原 和世
【手術看護認定看護師】
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VOICE ［先輩の声］
Q1 神戸市民病院機構を選んだのはなぜ?
Q2 神戸市民病院機構の看護師でよかった!
と思うのはどんなとき?

Q3 患者さんとのエピソードで、印象に残っていることは?
Q4 つらかったことや失敗したこと、またそれをどう
乗り越えたかを教えてください。

Q5 これから神戸市立医療センターの仲間になる皆さんへ
のメッセージを一言!

新人の頃、患者さんに
いただいた言葉が
忘れられない

中央市民病院 5階西病棟
田中 覚子〈平成22年度入職〉

滋賀県立大学卒

A3 : 1年目の頃、患者さんから「怒ら
れているうちが華! 新人のあなたに
しかできないこともあるから大丈
夫」と励まされたことが忘れられま
せん。忙しい日も、リハビリを頑張っ
て笑顔で手を振ってくれる患者さん
の姿に癒されています。

不安もあった
初めての一人暮らし。
先輩と同期が支えに

西神戸医療センター 5階西病棟
澤田 朱里〈平成29年度入職〉

高知学園短期大学卒

A5 : 入職当初は、県外で一人暮らし
をすることに不安がありました。で
も職場には頼れる先輩がいて、何で
も相談できる同期の仲間ができるの
で大丈夫です。充実した研修と働き
やすい環境が整っている当院で、一
緒に頑張りましょう!

手術室でも患者さんに
寄り添う看護を
実践することができる

西神戸医療センター 中央手術部
神野 大蔵〈平成24年度入職〉

鳥取大学卒

A3 : 2回目の手術を受ける患者さん
が「今度もあなたが担当なのね、安
心」と言ってくださいました。手術前
で緊張していた患者さんが笑顔にな
り、寄り添う看護ができたことを実
感しました。そのときの患者さんの
笑顔は今も忘れられません。

専門性の高い院内の
スペシャリストから
実践的な知識を学ぶ

西市民病院 10階病棟
鮫島 真希子〈平成25年度入職〉

沖縄県立浦添看護専門学校卒

A2 : 当院は急性期医療から慢性期
の在宅支援に至るまで、幅広く対応
していることが特徴です。さまざま
な分野・領域の専門看護師・認定看
護師から院内研修を通して専門的な
知識を学ぶ機会も多いため、この病
院の看護師でよかったと思います。

子どもを育てながら
ステップアップできる
環境が整っている

西神戸医療センター 救急病棟
平山 あゆみ〈平成22年度入職〉

中途入職・京都府立看護学校卒

A2 : 院内保育園や子育てサポート
が充実していて、スタッフも子育て
に協力的です。看護師だけでなく医
師やコメディカルにも仕事と家庭を
両立している人が多く、病院全体で
子育てをサポートしてくれることを
実感しています。

同じミスを
繰り返さないように
努力して乗り越えた

中央市民病院 救急病棟
堀内 康司〈平成27年度入職〉

和歌山県立医科大学卒

A4 : 入職当初は挫折や失敗ばかり
でしたが、その度に二度と同じミス
をしないよう思い切り落ち込み、悩ん
で、必要な知識や技術を習得する努
力をしました。また、家族に相談に
乗ってもらい、外出してリフレッシュ
するなど気分転換を図りました。

子どもや家族と
しっかり向き合って
看護ができる

中央市民病院 3階西病棟
藤井 京子〈平成29年度入職〉

神戸市看護大学卒

A1 : 当院の小児科で実習を受けた
際、熱心な指導と患者さんへの丁寧
な関わりに感銘を受けて選びまし
た。もともと小児科を希望しており、
入職後も子どもや家族に向き合う時
間を多くとれるので、この病院を選
んでよかったと思っています。

患者さんと家族が
笑顔で退院する姿に
喜びを感じる

西市民病院 11階病棟
岡 秀人〈平成22年度入職〉

宮崎大学卒

A5 : 自分が関わった患者さんや家
族が笑顔で退院していくととても嬉
しいです。患者さんの笑顔に癒され
ながら、僕たちと一緒に働いてみま
せんか? 病院全体で仲がよく、チーム
会などで多職種と交流する機会もあ
ります。男性看護師も大歓迎です!

退院後を見据えた
急性期の看護に
携わることができる

西市民病院 8階病棟
貞清 未季〈平成29年度入職〉

広島国際大学卒

A1 : 神戸に旅行で訪れた際、街並み
の美しさに感動し、この素敵な場所
で働きたいと思って県外での就職を
考えました。当院は地域に密着した
病院で、急性期でありながら退院後
を見据えた関わりができることに魅
力を感じて志望しました。

先輩のアドバイスや
同期の存在によって
壁を乗り越えられた

西神戸医療センター ICU
巻野 未来〈平成28年度入職〉

神戸市医師会看護専門学校卒

A4 : 入職当初は業務を覚えること
に精一杯で看護に自信が持てず、悩
むことが多かったです。先輩が毎日
振り返りをしてアドバイスをしてく
ださったり、同期と悩みを共有した
りすることで徐々に自信がつき、頑
張ることができました。

さまざまな疾患の
患者さんに対応。
幅広い知識が身に付く

中央市民病院 EICU
鶴﨑 朱音〈平成29年度入職〉

向陽学園向陽高等学校卒

A2 : 救急医療について勉強したく
て当院を志望しました。あらゆる疾
患の患者さんを受け持つため勉強す
ることが非常に多いですが、レベル
の高い知識が身に付き、幅広い経験
をすることができるので、この病院
の看護師でよかったと思います。
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先輩ナースの主な出身校

先輩ナースの 1 日の仕事

のぞいてみよう。
神戸市民病院機構の

1見学
Day

ベッドサイドケア
受け持ち患者さんの様子を
しっかり観察し、検温やケア
を行います。

9 : 00

8:30

リーダーへの報告・看護記録
患者さんの状態をリーダーへ報告します。1
日の状態を記録して、継続した看護が行える
ようにしています。

申し送り

1日の始まりは、夜勤スタッ
フとの申し送りから。気持ち
が引き締まる瞬間です。

出勤
今日も1日頑張ります!

勤務終了
夜勤スタッフへの申
し送りを行い、残っ
た記録や整理・確認
を終え、帰宅の途へ。
今日も1日お疲れさ
までした!

15:30

お昼休み
先輩・同僚たちとのホッと一息ラ
ンチタイム♪ いつも楽しい話題
が飛び交っています。

点滴準備

カンファレンス

12:00

14:00
ベッドサイドケア

8:00
13 :00

13:30男性だからこそできる看護がある。
働きやすい環境でキャリアアップを目指す !

● 高知県
高知大学・高知県立大学・高知学園短期大学・龍馬看護ふくし専門
学校・高知県立高知東高等学校・高知県立総合看護専門学校・高知
県医師会看護専門学校
● 九州・沖縄
日本赤十字九州国際看護大学・福岡県立大学・純真学園大学・北九
州小倉看護専門学校・九州医療センター附属福岡看護助産学校・北
九州市立看護専門学校・福岡市医師会看護専門学校・熊本看護専門
学校・熊本大学・熊本保健科学大学・九州看護福祉大学・九州中央
リハビリテーション学院・熊本市医師会看護専門学校・大分東明高
等学校・昭和学園高等学校・別府大学附属看護専門学校・活水女子大学・
長崎玉成高等学校・向陽高等学校・宮崎県立看護大学・延岡看護専門
学校・加治木看護専門学校・鹿児島大学・鹿児島看護専門学校・鹿児
島純心女子大学・鹿屋市立鹿屋看護専門学校・久木田学園看護専門学
校・沖縄県立看護大学・那覇市医師会那覇看護専門学校
● 東北・北海道
札幌保健医療大学・福島県立医科大学・岩手県立宮古高等看護学院・
岩手看護専門学校・天使大学・北海道稚内高等学校
● 関東
武蔵野大学・創価大学・帝京大学・東京女子医科大学看護専門学校・
獨協医科大学・横浜医療センター附属横浜看護学校・横浜中央看護
専門学校・戸田中央看護専門学校・帝京科学大学・帝京平成大学
● 中部
愛知医科大学・名古屋市立大学・名古屋医専・名古屋市立中央看護
専門学校・・中京学院大学・岐阜県立衛生専門学校・信州大学・浜
松医科大学
● 北陸
敦賀市立看護大学・金沢大学・石川県立看護大学・富山市立看護専
門学校・富山県立総合衛生学院・新潟医療福祉大学

● 鳥取県
鳥取大学・鳥取県立倉吉総合看護専門学校・鳥取市医療看護専門学校
● 島根県
島根大学・島根県立大学・出雲医療看護専門学校・島根県立石見高
等看護学院
● 岡山県
岡山大学・岡山県立大学・川崎医療福祉大学・吉備国際大学・新見
公立大学・川崎医療短期大学・順正高等看護福祉専門学校・山陽学
園大学・旭川荘厚生専門学院・岡山医療センター附属岡山看護助産
学校・岡山県立真庭高等学校・岡山県立倉敷中央高等学校
● 広島県
広島国際大学・福山平成大学・県立広島大学・広島大学・広島文化
学園大学・広島都市学園大学・呉医療センター附属呉看護学校・広
島市立看護専門学校・安田女子大学
● 山口県
山口県立大学・山口大学・宇部フロンティア大学・岩国YMCA国際
医療福祉専門学校・山口県立防府高等学校・大島看護専門学校・岩
国医療センター附属岩国看護学校
● 徳島県
徳島大学・四国大学・徳島文理大学・徳島県立総合看護学校・東徳
島医療センター附属看護学校・徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦校
● 香川県
香川県立保健医療大学・香川大学・香川看護専門学校・香川県立飯
山高等学校・香川県立高松南高等学校・穴吹医療大学校・四国医療
専門学校
● 愛媛県
愛媛大学・愛媛県立医療技術大学・河原医療大学校・宇和島看護専
門学校・松山看護専門学校・聖カタリナ学園高等学校・四国中央医
療福祉総合学院

● 兵庫県
神戸市看護大学・神戸市医師会看護専門学校・神戸大学・甲南女子大学・
兵庫県立総合衛生学院・兵庫医療大学・兵庫県立大学・神戸常盤大学・
兵庫大学・関西福祉大学・関西看護医療大学・関西国際大学・西宮市
医師会看護専門学校・園田学園女子大学・姫路大学・姫路市医師会看
護専門学校・兵庫県立龍野北高等学校・公立八鹿病院看護専門学校・
兵庫県立日高高等学校・丹波市立看護専門学校・宝塚市立看護専門学
校・相生市看護専門学校・姫路医療センター附属看護学校・姫路赤十
字看護専門学校・兵庫中央病院附属看護専門学校
● 大阪府
大阪府立大学・大阪市立大学・関西医療大学・大阪大学・藍野大学・
太成学院大学・千里金蘭大学・宝塚大学・大阪信愛女学院短期大学・
梅花女子大学・摂南大学・行岡医学技術専門学校・大阪保健福祉専
門学校・近畿大学附属看護専門学校・大阪府医師会看護専門学校・
聖バルナバ助産師学院・大阪医科大学・パナソニック健康保険組合
立松下看護専門学校
● 京都府
京都府立医科大学・京都橘大学・京都大学・京都市立看護短期大学・
明治国際医療大学・京都聖カタリナ高等学校・佛教大学・京都中央
看護保健大学校
● 滋賀県
滋賀医科大学・滋賀県立大学・聖泉大学・大津市民病院付属看護専
門学校
● 奈良県
奈良県立医科大学・畿央大学・天理看護学院
● 和歌山県
和歌山県立医科大学・和歌山県立高等看護学院
● 三重県
三重県立看護大学・三重大学・四日市看護医療大学

中央市民病院 5階東病棟
井手内 優衣〈平成28年度入職〉

聖カタリナ学園高等学校卒

NURSE MEN 
［男性看護師］

男性看護師の先輩・後輩対談をお届けします。
神戸市民病院機構は、
男性看護師も輝ける職場です !

男女関係なく活躍できる、
キャリアの選択肢が多い職場

瀧澤「西村くんとは2年間、救急病棟で働いていましたが、一生懸命
に患者さんと向き合う姿勢は新人の頃から変わらないですね」
西村「瀧澤さんは認定看護師の資格を取得されていて、何を聞いて
も的確に教えてくださる先輩です。入職当初は女性の多い職場に
不安もありましたが、男性看護師の先輩たちが気さくに声をかけ
てくれたので安心でした」
瀧澤「プライベートでも食事や遊びに行く機会が多いからね」
西村「男性看護師の同期や先輩はもちろん、他職種の男性スタッフ
と交流する機会もあって、勉強になります」
瀧澤「僕が入職した12年前は一般的に男性看護師が少なく、当院

では僕を含めて二人だけでした。男性用のシャワー室やロッカー
もなくて、隅っこで着替えていたなぁ…」
西村「今の恵まれた環境からは想像できないですね（笑）。男女関係
なく、とても働きやすい環境で仕事をさせてもらっています」
瀧澤「男性看護師にとっては、男性の患者さんや家族の気持ちが代
弁できることも強みのひとつですね。女性の年配の患者さんから
は“息子みたい”ってかわいがられています」
西村「僕は“孫みたい”って言われます（笑）。今後は専門的な知識を
身につけて、将来的には資格取得を目指したいです。院内にはいろ
んなモデルケースとなる先輩看護師がいるので、男性看護師も
キャリアアップの選択肢が多いと思います」
瀧澤「男性だからこそ気付けること、できることが沢山あります。
ぜひ、僕たちと一緒に看護の新しい可能性を拓きましょう!」

男性看護師は、ほぼすべての病棟・部門で活躍しています。また、看
護師長や主任などの管理職や、専門・認定看護師として活躍してい
る方もいます。

休日は同僚と遊んで
リフレッシュしています。

Off Time

男性看護師の割合

男性142人（7%）

女性1,877人（93%）

平成30年10月現在

平成19年度入職
神戸市医師会看護専門学校卒

西神戸医療センター  放射線科

瀧澤  紘輝（左）
平成28年度入職
姫路大学卒

西神戸医療センター  救急病棟

西村  貴博（右）
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日勤

■ 通勤時間が約30分圏内。都市部へのアクセスも便利。
■ 港島寮・アヴェニール西神戸は、病院まで徒歩5分以内。
■ 借上マンションを多数用意。設備も充実!
■ オートロック、モニター付インターフォン、
　バストイレ別、エアコン完備

夜勤

休暇制度
-

公休………… 完全週休2日制（祝日は代休あり）
年次休暇…… 初年度より20日
夏季休暇…… 5日
誕生日休暇… 職員の誕生月の任意の1日
特別休暇…… 結婚休暇、産前産後休暇、子の看護休暇、
　　　　　　 介護休暇、忌服休暇 等

しっかり働いて、しっかり休む。
私たちの勤務シフトを公開します!

1ヵ月の勤務シフト例勤務シフト

中央市民病院・西神戸医療センターそれぞれに隣接されており、
病院まで徒歩5分以内の近さです。

入寮条件
対象者：単身者
負担額：2～5万円程度（勤務年数に応じて変動）
入寮期限：7年11ヶ月

建物の概要
タイプ    〈1〉港島寮（平成26年11月新築）
　　　　 〈2〉アヴェニール西神戸（西神戸医療センター隣接）
　　　　 〈3〉借上マンション（32箇所／平成30年10月現在）

所在地    神戸市中央区・兵庫区・須磨区・西区

規模       約25～30㎡（港島寮・アヴェニール西神戸）
　　　　 約20～28㎡（借上マンション）

間取り図一例

一人暮らしには十分な広さ
があります。

港島寮
（中央市民病院）

アヴェニール西神戸
（西神戸医療センター）

借上マンション

神戸市内に多数借上しており、どのマンションも比較的新しく、駅
近くで充実の設備が整っています!

月日 水火 金木 土

日 休日休

1週目

2週目

3週目

4週目

5週目

夜

WELFARE 
［福利厚生］

長く安心して看護師として
働けるように、
環境と制度を整えています。

西市民病院 4階病棟
大恵 朱音 〈平成29年度入職〉

岡山県立真庭高等学校卒

寮・借り上げマンション

築浅でキレイ!設備も充実しています

交通の便がよく、ショッピングにも最適!

独立洗面台付きで、お風呂・
トイレは別です。

一人暮らしの強い味方、
宅配BOXを完備。

外観も室内も新しくてピカ
ピカです!

中央市民病院 4階西病棟
谷 有里紗 〈平成30年度入職〉

兵庫県立大学卒

■ 院内保育所があります
■ 育児休業（最長3年）のほか、夜勤免除、通勤緩和等の制
度あり

■ 病児保育あり

働くあなたの子育てを応援!

子育て支援
■ 社会保険：神戸市職員共済組合に加入
■ 院外研修：1年目に陶芸体験、2年目に料理教室など節
目ごとに実施

■ 割引制度：全国のレジャー施設等を割引価格で利用可能     

さまざまな制度をご用意しています

その他福利厚生

■ 看護学校等の最終学年に在学する方が対象
■ 公的機関からの奨学金返済に対し
　最大120万円を返済支援 
■ 定員100名

公的機関の奨学金返済を支援

修学資金制度

アクセスも便利で大満足!

寮・借上マンション

看護師を目指す

あなたの夢を
サポートします!
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神戸アイセンター病院
基 本 理 念

神戸市立アイセンター病院は、市民のそして当院を受診する全ての患者さんの眼の健康を守るた
め、眼科中核病院として標準医療から高度先進医療まで提供するとともに、眼に関するワンス
トップセンターの核として患者さんの思いをつなげる役割を果たします。

2017年12月開院

診療内容
-

■ 白内障手術をはじめとして質の高い眼科標準医療を提供します。
■ 緑内障、黄斑／網膜循環、網膜変性、糖尿病網膜症、神経眼科、角膜、ロービジョンな
　どさまざまな専門外来や高機能眼内レンズなど高度先進医療を提供します。
■ 中央市民病院と連携して全身疾患のある方の眼科医療を提供します（眼科救急は
　引き続き、アイセンター病院眼科医師等が中央市民病院〔救急〕で対応します）。
■ 理化学研究所とビジョンパークを運営するNEXT VISIONとともに、最新の治療法
　の研究からリハビリ支援まで連携して進めます。

概要
-

所在地………神戸市中央区港島南町2-1-8
病床数………30床
診療科目……眼科

7つの「つなげる」

REAL DATA
［新人ナースのデータ］

学生のみなさんが気になる
新人ナースのデータをご紹介します。

基本方針
-

❶ 安全で質の高い医療を提供し、
　 失明の防止とQOV（Quality Of Vision=見え方の質）の向上につなげます
❷ 世界最先端の高度医療を取り入れ、地域社会・医療機関につなげます
❸ 医療を通じて、医学研究から生活支援までつなげます
❹ 患者さんの思いを理解し、希望につなげます
❺ 職種間の一体感を持ち、人が育ち働きがいある職場づくりにつなげます
❻ 職員一人ひとりが経営感覚をもち、健全な病院運営につなげます
❼ そして、未来につなげます

2018年度の新人ナース

中央市民病院 西市民病院 西神戸医療センター

127名
入職

42名
入職

57名
入職

新人ナースの
出身地は?

新人ナースの
男女比、経歴、学歴は?

No.1
見学会・インターンシップに参加して

No.2
教育・研修が充実している

No.3
福利厚生や給与の充実

見学会・
インターンシップ
の参加人数は?
（平成29年）

新人ナースの住居状況は?

入職の決め手
BEST3

見学会参加者延べ人数

630人
インターンシップ参加者延べ人数

478人

自宅
22％

借上マンション
65％

直営寮
13％希望すれば入寮できる

よう、市内各地に多数の
借上マンション・寮を
整備しています。

病院や職員の雰囲
気を実際に肌で感
じてください。

入職者の約5割が見学
会・インターンシップ
に参加しています。

性別、経歴、出身校
はさまざまです!

数字で見る神戸アイセンター病院
（平成 29年度実績）

-

平均在院日数………4.0日
外来患者数／日……170.4人
手術件数／日………16.8件

男性16人 既卒22人

女性210人 新卒204人 大学157人

短大
2人

専門学校
53人

高等学校
13人

北海道
1人

関東
3人

北陸
1人

中部
3人

九州・沖縄
15人

中国
41人

関西
122人

四国
40人

大学院
1人

〈学歴〉〈経歴〉〈男女比〉

西日本を中心に全
国からナースが集
まっています!
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神戸新長田

西神
中央

兵庫

新神戸

長田

山陽新幹線

JR神戸線

地下鉄西神・山手線

国道2号線

神戸高速鉄道

阪神電鉄
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西神戸医療センター

西市民病院

〒651-2273 神戸市西区糀台5丁目7番地1
TEL:078-997-2200 ｜ FAX:078-997-2220
神戸市営地下鉄「西神中央駅」下車徒歩約5分

西神戸医療センター
〒650-0047 神戸市中央区港島南町2丁目1-1
TEL:078-302-4321 ｜ FAX:078-302-7537
ポートライナー「医療センター駅」下車徒歩約3分

中央市民病院

〒653-0013 神戸市長田区一番町2-4
TEL:078-576-5251 ｜ FAX:078-576-5358
JR「兵庫駅」下車／徒歩約10分

西市民病院
〒650-0047 神戸市中央区港島南町2丁目1-8
TEL:078-381-9876 ｜ FAX:078-381-9910
ポートライナー「医療センター駅」下車徒歩約2分

神戸アイセンター病院

三宮

医療センター駅

ポートア イランド

神戸空港

ポ
ー
ト

ラ
イ
ナ
ー

中央市民病院

神戸アイセンター病院

看護職員採用担当

E-mail  saiyo@kcho.jp

地方独立行政法人 神戸市民病院機構

078-940-0381
神 戸 市 民 病 院 機 構  看 護 職 員 検索

INFORMATION _ お問い合わせ

ACCESS _ 交通案内


