
お問い合わせ先
重工記念長崎病院 事務部 森﨑
☎０９５－８２８－４８１３
✉saki1_morisaki@mhi.co.jp

mailto:saki1_morisaki@mhi.co.jp


平成２８年４月より
三菱病院は『重工記念長崎病院』として

医療法人化しました

これまで以上にフレキシブルな医療活動・経営を目指して

これまで培われてきた企業立ならではの“強み”はそのままに
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当院の特徴
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地域を、ひとを、技術を。
つながり支え合う総合的な医療をめざして
対岸地区（飽の浦・立神・福田方面）唯一の総合病院として
地域に根差した中核病院らしい医療の提供

整形外科の患者さんが約７割を占め、脊椎・関節疾患の予定手
術患者さんが多い。他科連携もよく、患者さんをトータルケア

地域包括ケア病棟を有しており、術後の早い段階から安心して
退院できるよう地域も含めて一緒にサポート

専門看護師や認定看護師を中心としたスペシャリスト集団が、
患者さんひとりひとりへアプローチ

イブニング外来や渡航外来、骨粗しょう症外来など、時代の
ニーズに合わせた専門外来を開設し、予防医療にも取り組む



施設概要

病床数
一般病床１８４床
（うち地域包括ケア病床６３床）

平均在院日数 １８日

月平均入院患者数 １４０名

施設基準
一般病棟１０：１入院基本料
※実際の日勤時受持ち患者５名程度

標榜診療科
内科・整形外科・眼科・耳鼻咽喉科・婦人科・皮膚
科・泌尿器科・形成外科・リハビリテーション科・放
射線科・心療内科・歯科・歯科口腔外科
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看護部紹介

看護体制 変則２交代制

看護方式 固定チームナーシング

看護単位

◇４病棟
（混合病棟・内科病棟・整形外科病棟・地域包括ケア病棟）
◇外来部門
◇中材・手術室

看護要員数
（パート含む）

◇看護師 1３5人
（うち専門看護師１名・認定看護師３名）
◇准看護師 ８人
◇看護助手・看護補助士 ３９人 合計１８２人

看護師平均年齢 ３７．３歳（平成28年度）

平均在勤年数 １４．７年

離職率 平成28年度７．７％（平成28年度は新人採用なし）※定年退職者含む

Ｈ２９年度採用 新卒５人 中間採用５人（予定） 5
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重工記念長崎病院の自慢ポイント

みなさんは、どんな点に着目して
就職先を決定しますか？

実績のある教育体制 充実したﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ生涯教育への支援 良好な⼈間関係

伝統と実績のある新人さ
んへの教育体制には自信
があります！
新人さんの離職率の低さ
がその答えです。

企業立病院で培われた福
利厚生や休暇制度の充実
は他の病院に負けませ
ん！
「働きやすさ」は仕事や
家庭の充実に不可欠☆

看護師としてのスキル
アップを全力応援！
経済面だけでなく、その
スキルを活かせる職場環
境への配慮も協力します。

人間関係の良さには定評
があります。
職員満足度調査でも良好
な人間関係については多
くの職員が「そう思う」
と回答しています。



新人教育体制

プリセプター制の経験と実績

今では新人指導に「プリセプター制」は珍しくありませんが、
当院では３０年以上前から新人さんに２年間指導者をつける
『エルダー(指導者)・ヤンガー(新人)制』を導入しています。

技術面の指導はもちろん、精神面・生活面の相談相手になり
新人が一番「頼れる存在」となり、その関係性は新人期間を
終了した後も変わらない、かけがえのないものです。

初めての看護師、初めての社会人ということで、わからないことや不安
なことが多い一年でした。しかし、最初の数か月はプリセプターの方が
しっかりついており、安心して勤務に取り組み看護を学ぶことができま
した。また、他の先輩方も丁寧に指導してくださり、質問・相談しやす
い環境だと思います。

7



新人教育体制 １年間の教育スケジュール

4月

1日 入職式
２日～全体研修
中旬～病棟配属

5月

基本的看護技術研修
ケア週間
休日勤務の練習

６月

夜勤練習スタート

７月

夜勤独り立ち
３か月フォローアップ

８月～９月

各委員会主催研修
・看護記録・心電図
・エンゼルケア
・救急看護・接遇
・医療安全・事例研究

など
６か月フォローアップ

（９月末）

１月

９か月フォローアップ

２月

事例研究発表会
基本的看護技術確認

３月

１年の反省会

夜勤人員
＋新人で安心
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新人教育体制 伝統の『実務日誌』

新人さんは入職から２年間
『実務日誌』を作成します

先輩から習ったことや悩み事
などを記載し、エルダー
（指導員）が赤ペン先生に
なって、アドバイスやメッセー
ジを記載します

自分だけのオリジナルマニュア
ルの完成です！
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新人教育体制 新人看護師の離職率

昭和５５年の採用開始以降、新人看護師を１９４名採用
⇒そのうち入職１年以内に退職した人は２名！
（退職理由は結婚及び体調不良によるもの）

看護部・病院全体で新人さんを育てる・見守る風土

充実した教育・研修制度

こまめなフォローアップ体制

憧れの職業の看護師になれて嬉しさがありましたが、慣れない環境や自
分は看護師としてやっていけるのかと緊張と不安でいっぱいでした。し
かし、先輩たちが優しく丁寧にご指導してくださるため、多くの知識や
技術を得ることが出来ました。そして、スタッフの明るい雰囲気により、
段々と環境にも慣れることが出来ました。
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教育体系

クリニカルラダー制

新人・中堅・ベテランの
各々に適した教育・研修を
適切な時期に実施します。

新病院としてスタートした
新しい役職制度で、若手・
中堅ナースによるモチベー
ションの更なる向上を期待
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生涯学習の支援 学会・研修の取扱い

学会やシリーズ研修への参加は出張扱い

認定看護師教育課程受講の場合も６か月間出張扱い等
経済面もバックアップします

医療安全関連研修・感染管理・新人研修（県・県南）
看護研究・糖尿病研修・教育指導者研修・実地指導者研修
中堅ナース研修・主任研修・認定看護師研修・認知症看護研修
管理者研修（ファーストレベル・セカンドレベル）など

慢性疾患看護専門看護師 １名
緩和ケア認定看護師 １名
感染管理認定看護師 １名
認知症看護認定看護師 １名

糖尿病療養指導士・内視鏡技師・呼吸療法士・ケアマネージャー・
ＢＬＳブロバイダー・ＡＣＬＳブロバイダー・骨粗しょう症マネー
ジャー

□他にも医療有資格者多数！
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生涯学習の支援 当院の専門・認定看護師たち

慢性疾患看護専門看護師 横堀裕美

私は慢性疾患看護の中でも得意とするのが糖尿病などの生活習慣病患者
の看護です。
今は健康サポート室で主に看護実践を行いながら、相談や依頼のある部
署へ出向くという組織横断的な活動を展開しています。
また、多職種と定期的にカンファレンスを行い、当院の慢性疾患看護の
質がさらに向上するよう努力しています。

緩和ケア 高田寿美子

2015年8月に緩和ケア
チームを発足させまし
た。
今後も患者さん、ご家
族と向き合い、一人一
人の方との出会いを大
切に、「その人らしく
生きる」ことを支える
思いで日々看護に携
わってまいります

感染管理 峯麻紀子 認知症看護 中村優子

認知症の方の視点で物
事を考え、少しでもス
トレスを少なくし安
心・安全に必要な治療
が受けられますように
他職種と連携しながら
日々活動しております

感染対策とは、目に見
えない微生物との戦い
です。私は、患者さん
のみならず、ご家族や
職員など全ての人を感
染から守るために、状
況を把握し、適切な感
染対策を推進するなど、
病院全体をフィールド
に活動しています。 13



ワークライフバランス ✿働きやすい職場づくりをめざして

変則２交替制勤務

日勤 8：30～17：20

長勤 8：00～19：30

夜勤 19：00～翌9：00

半日 8：30～11：50（月１回）

□実際の勤務シフト（平成28年5月整形外科病棟Ｓさん）

夜勤の前後は
このセット

夜勤は月に
４回～５回程度。
夜勤の次の日は必ず
お休みでとても
働きやすいです

残業も平均２時間/月（研修時間も含む）と少ないのも働きやすさの
ひとつです。 14



ワークライフバランス ✿働きやすい職場づくりをめざして

休日・休暇も充実
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週休２日制（ただし半日出勤１日あり）＋祝日＋年末年始休日

休暇

入社１日目より毎年２２日付与
☞最大22日は翌年度繰り越しができるので、２年目からは最大４４日付与されます

☞それでも余る休暇は、病気や子の看護に使える積立休暇へ繰り越し可能（60日まで）

☞有給休暇は１時間単位で取得可能（年間16時間まで）

特別
休暇

結婚休暇 ５日
出産休暇 ５日（妻の出産時）
忌引休暇 ３～７日
ショートバケーション休暇 １日
≫休暇を2日以上使って3連休以上になったら更に１日付与（つまり４連休以上のお休み）

リフレッシュ休暇 ５日（勤続１０年・２０年・３０年）
バースデー休暇 １日NEW!!

平成29年度はショートバケーション休暇、
バースデー休暇の取得100%に取り組みます



ワークライフバランス ✿働きやすい職場づくりをめざして

育児・介護へのサポート 出産や家族の介護が必要なときも
充実したサポート体制で安心♪
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妊娠・出産したとき

▷産前産後の不就業（産休）・・・産前８週～産後８週
▷育児休業・・・産後８週～最大３歳まで
▷出産祝金・・・３万円（３人以上出産時は更に１０万円）
育児と仕事の両立
▷育児勤務（短時間勤務）・・・中学校入学まで
▷両立支援金・・・保育園等に預けた場合月額１万円支給（３歳まで）
▷子の看護等に積立休暇を利用できます（最大６０日）

介護と仕事の両立
▷介護に積立休暇を利用できます（最大６０日）
▷介護休業・・・１年間
▷介護勤務（短時間勤務）・・・１年間

結婚や出産・育児、介護等で止む無く退職となってしまっても…

退職時にキャリアリターン制度の申し込みをしておくと、また当院で
働けるようになった時に、正職員として復帰することができます。
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働くママ・パパの声

ワークライフバランス ✿働きやすい職場づくりをめざして

川向 真弓（看護師歴14年）病棟勤務

私には７歳・５歳・４歳の子供がいます。３人目を出産してから、土日や夜勤の時
に子供たちの面倒をみてくれる親の負担が大きく、外来勤務を希望しようかと悩み
ましたが、地域包括ケア病棟は急な入院などがなく定時で帰ることが多いので保育
園に迎えに行くことができています。子供の用事にも師長さんやスタッフが勤務希
望に協力していただいたりして、仕事を続けることができています。

向井 竜太朗（看護師歴4年）手術室勤務

私には３歳・３ヵ月の子供がいます。子供が小さいため体調を崩したりすることも
多く、急に休みが必要になることもあります。そんな時、先輩ママさんたちが休ん
でいいよと気軽に声をかけてくれて助かっています。また、２人目が生まれた時は、
出産休暇を頂き、ゆっくりと家族との時間を過ごすことができました。

相馬 公輝（看護師歴7年）病棟勤務

僕には２歳と７か月（双子）の子供がいます。双子の出産後は、妻の負担を考え、
男性でも取得できる育児休業を３か月間いただき、大変な時期に非常に助かりまし
た。職場の協力と家族の支えがあって仕事も続けられています。
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ワークライフバランス ✿働きやすい職場づくりをめざして

＼働きやすさは長崎県からのお墨付き／

長崎県が主催する
「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業」
（通称ながさきキラキラ企業“Ｎぴか”）の
第１回目認証企業として認証されました！！

ながさきキラキラ企業とは？
①仕事と育児・介護の両立
②働き方改革
③女性の活躍推進・男女共同参画
の主に３項目について審査を行い１つ星から５つ星までの
５段階評価を行うもの

重工記念長崎病院は

３つ星認証企業です



各種手当など

◍各種手当
夜勤手当（1万3000円/回） 昼食費補助（5,300円）
住宅手当（上限２万円) 通勤交通費（上限2万4000円）
家族手当（１万円～） など

◍慶弔関係
結婚祝金（７万円）弔慰金(1万5000円～7万円）
出産祝金（３万円）次世代育成支援金（10万円）

◍表彰関係
永年勤続表彰金（３万円～10万円）

その他サポート
財形貯蓄制度
☞お給料から自動的に貯金されます

ユニフォーム・シューズ支給
☞丈夫でカラフルなチェロキーが人気です

職員割引連携施設多数（アミュプラザなど）
☞職員証の提示でサービス・割引が受けられます 19



その他 新病院建設予定！

より機能的に、長崎市対岸地区唯一の総合病院として地域に根ざした存
在感ある病院に生まれ変わります。
病室やリハビリ室等からは、美しい長崎港を眺めることもできます。

現在、完成に向けて職員みんなで新しい病院づくりに取り組んでいます。

近隣へ新病院を建設・移転予定！

６階建て
延べ１万平方メートル
☆院内保育所も設置予定！

20



お問合せ・アクセス

病院見学は随時行っております！
お気軽にお問合せ下さい

＼ホームページやフェイスブックでも様々な情報を発信中！／
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▷►▷バスでお越しの方

立神・神の島行きバス（長崎バス・長崎県営バス）
飽の浦（あくのうら）公園前下車
徒歩０～１分
◍バスの本数はとても多く通勤しやすい
◍直通バス多数！
◍長崎駅まで約１０分

▷►▷車でお越しの方

長崎駅より約１０分
当院の駐車場をご利用下さい

お問合せはこちら

重工記念長崎病院 事務部 森﨑
☎０９５－８２８－４８１３
✉saki1_morisaki@mhi.co.jp

mailto:saki1_morisaki@mhi.co.jp
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