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九州鉄道記念病院理念

私たち九州鉄道記念病院は、
安全で良質な医療サービスの提供を通じて、

安心して暮らせる地域づくりに貢献します。

九州鉄道記念病院基本方針

１ 患者さんの安全と、安心できる医療環境の整備に努め、医学的根拠に基づいた良質な医療の提供を行います。

２ 患者さん、ご家族への説明と同意をもとに、患者さんの意思と権利を尊重した医療を行います。

３ 医療連携を通じ、地域に開かれた中核病院として、医療の充実に努めます。

４ 職員の相互理解とたゆまぬ研鑚を通じて、活気ある職場を目指します。

５ 医療資源の有効活用と健全な病院運営を行います。

内科・循環器内科・消化器内科・肝臓内科・神経内科・リウマチ科・血液内科・糖尿病内科・呼吸器内科

外科・乳腺外科・肛門外科・整形外科・泌尿器科・婦人科・麻酔科・臨床検査科・病理診断科・眼科・耳鼻咽喉科・

放射線科・麻酔科

消化器センター・化学療法室・リハビリテーション室

中央検査室・病理検査室・手術室

中央放射線室・臨床工学室・薬剤科

栄養士室・医療連携室・診療情報管理室

■診療科・センター・部門

■許可病床数 236床 【一般病床：158床、地域包括ケア病床：60床、医療療養病床：18床】

■職 員 数 292名
（2021.2.1現在）

■各種実績 入院患者数 151.2人/日 外来患者数 245.3人/日
（2019年度） 年間手術件数 788件 平均在院日数 14.8日（一般病棟） 紹介率 81.1％

【看護師150名 平均年齢 36才 平均経験年数 約9年】

Outline -病院概要-



院長 古郷 功

当院は大正6年に門司鉄道病院として開院し、国鉄民営化後の平成元年より
JR九州病院と名称を改め、永らく企業立病院として診療を続けていましたが、
令和2年4月1日医療法人若葉会への事業譲渡により、九州鉄道記念病院とし
て再出発しました。病院は北九州市東部にある門司区の大里地区、門司駅より
約500mのところに位置しています。

病棟は平成12年築の東病棟と平成18年築の西病棟にわかれ、急性期病棟3
病棟（看護配置10:1、158床）、地域の後方病床として位置づけられている地域
包括ケア病棟1病棟（60床）、医療療養病棟1病棟（18床）で構成されるケアミッ
クス病院です。基本的には急性期診療を主体としていますが、回復期のリハビ
リや軽症患者さんも地域包括ケア病棟などで受け入れており、地域の開業の先
生方・介護施設との連携も密です。ちなみに2019年度の入院患者数は、急性期
病棟
2496人、地域包括ケア病棟 470人、療養病棟 27人でした。

－ 安全で良質な医療サービスの提供を通じて、
安心して暮らせる地域づくりに貢献します－

Greeting –院長ご挨拶-

当院は包括支払い制度（DPC）対象病院で、急性期病棟は急性期一般入院料4を取得しています。またCT
やMRI、マンモグラフィー装置、エコーなどの最新医療施設も充実しており、病理検査も院内で行っています。
また電子カルテや医療用画像管理システム（PACS）による画像のフィルムレス化も導入されており、看護記録
の記載や医療スタッフ間の情報共有も迅速化されています。

診療科としては内科、消化器内科、肝臓内科、血液内科、糖尿病内科、循環器内科、リウマチ科、外科、乳
腺外科、肛門外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、眼科、耳鼻科、放射線科、病理診断科・麻酔科を有してい
ます。特にDPCのデータによれば、門司区内で手術なども含めた消化器・肝臓領域、整形外科、乳癌治療、リ
ウマチ領域に強みを持っています。

事業譲渡により医療法人となりましたが、給与水準は下がることなく、今まではなかった託児所や社員食堂
なども設置して福利厚生にも力を入れています。新型コロナウィルスの流行期には、医療法人本部からマスク
や消毒薬などの医療資源の大量供給を受け、バックアップのありがたみを感じました。

「安全で良質な医療サービスの提供を通じて、安心して暮らせる地域づくりに貢献します」という当院の理念
の実現には、医師や看護師だけではなく、看護助手・薬剤師・管理栄養士・リハビリテーション技士・臨床検査
技師・診療放射線技師・臨床工学技士・社会福祉士・医事・事務職員など全てのスタッフのチームワークが欠
かせません。お互いに自由にものが言える、風通しの良い職場環境を目指しています。

患者さんと地域のために、誠実に成長していくことのできるあなたを、
九州鉄道記念病院は心よりお待ちしています。



看護部理念

「患者さんに寄り添い、信頼される質の高い看護を提供します。」

看護部基本方針

１ 安全・安心な看護を提供します

２ 地域との連携を図り、チーム医療の充実に努めます

３ 組織の一員として病院経営に貢献します

４ 働きやすい環境を整え、次世代を担う人材育成に努めます

■看護部教育理念

「豊かな感性と倫理観を備え、自律した人材を育成します。」

【看護部教育目的】

① 看護倫理に基づいた行動がとれる

② 科学的根拠に基づいた看護実践能力を身につける

③ 医療チームの一員として最適な支援ができる

④ 組織の一員として病院経営及び地域の発展に貢献できる

⑤ 専門職として主体性・自立性を持ち、自らキャリア形成ができる

【看護部教育目標】

① OJT・集合教育・自己学習を組み合わせたスパイラル教育を行う

② 医療チームの一員としての自覚を持ち、相手を思いやる

豊かな感性を育む教育を行う

③ 看護を通じて、病院経営の参画及び地域活動に貢献できる

④ ジェネラリスト・スペシャリスト・マネージャーの育成を行う

■看護部長より

看護部長

中尾 英子

2020年4月より新たに「九州鉄道記念病院」として再スタートをしました。これまでに企業病院として、歩んできました

が、民間病院として今まで以上に地域の皆様に愛される病院・看護部づくりに取り組んでいます。

当院では2017年にキャリアラダーとその運用マニュアルの改訂を行なっています。毎年10名程度の新人看護師が

入職しており、彼女らはラダーの新人教育によって知識や経験を積んで、自立を成し得ています。そこには、各部署の

みならず医療スタッフ一同が新人看護師を暖かく見守りその成長を後押ししているからです。

社会人として看護師になる事に不安を抱いている学生さんもいることでしょう。当院では、新人看護師に寄り添い一緒

に成長したいと考えています。

ぜひ、一度病院見学に来てみませんか。お持ちしています。

Nursing Department –看護部紹介-



消化器内科・外科の混合病棟です。手
術・検査・化学療法などの治療を目的と
した患者さんが入院されており、入退院
の多い病棟です。患者さんの安全を守り、
個別性のある看護ができるよう認定看
護師、他職種スタッフと情報共有に努め
ています。

●看護師の役割
高齢患者さんの治療や手術も増えてお
り、身体的ケアだけでなく精神的・社会
的、ご家族の方にも焦点を当て、看護の
展開を行っています。

消化器内科・外科系
一般病棟

当院における看護業務は、一般病棟３病棟と地域包括ケア病棟、医療療養病棟における病棟業務と手術室にお

ける業務に分かれています。看護師が活躍する各病棟・手術室の業務の特徴と看護師の役割を紹介します。

内科・循環器内科の混合病棟です。
肝生検・化学療法など様々な検査
や治療が行われています。

●看護師の役割
内科系疾患は入退院を繰り返す患
者さんも多く、他職種との連携を図
り、退院に向けての生活指導・在宅
調整などの取り組みも行っていま
す。

内科系一般病棟

看護方式・看護体制

一般病棟 10：1
チームナーシング・受け持ち患者制

地域包括ケア病棟 13：1

医療療養病棟 20：1 受け持ち患者制(看護師、介護士共に）

当院は電子カルテを採用しており、院内の情報共有を円滑化しています。

一般病棟・病院での治療を終えて、在宅復帰
（自宅・介護施設等）を目指すためのリハビリを
目的とした病棟です。リハビリスタッフも常駐し
ており、カンファレンスを通して他職種と情報共
有しながら患者さんの退院調整を行っていま
す。

●看護師の役割
整形外科・内科を中心に循環器・外科疾患の
患者さんもおり、幅広い知識が必要となります。
また介護保険や介護サービスの知識を活かし、
退院調整を行っています。

地域包括ケア病棟

急性期での治療を終え、状態が安定してい
るが、まだ医療を必要としたり、在宅または
他施設入所までの間の支援が必要な方の
療養を目的としています。他職種と連携をと
りながら、安全・安楽な療養生活が提供でき
るように努めています。

●看護師の役割
様々な基礎疾患もあり医療度の高い患者さ
んが増えています。基礎看護の知識・技術
に加えて急性期病棟での経験も活かし、ケ
アを行っています。

医療療養病棟

整形外科の病棟です。主に手術を行う
患者さんのケアが中心となります。年
間450例以上の手術があり、ほとんど
毎日手術が行われています。リハビリ
などのコメディカルスタッフとカンファレ
ンスを密に行い、患者さんの回復に向
けたチーム医療に力を入れています。

●看護師の役割
幅広い年齢層の患者さんが入院される
ため、それぞれニーズに合わせたケア
を行っています。

整形外科・
一般病棟

2019年度は外科・整形外科・眼科等あ
わせて788件の手術が行われました。
各診療科が共同して使用する部門の
ため、様々な手術看護を学ぶことがで
きます。

●看護師の役割
手術室の業務を安全に行うためには、

手術前から手術後に至るまで様々な
部署との連携、すなわちチーム医療の
提供が不可欠です。協調性やコミュニ
ケーション力をもって、業務についてい
ます。

手術室

Sections –看護師の活躍する場-



新人教育では、①社会人として自覚を持ち、行動できる、②指導のもと、基本的な看護実践が安全安

楽に提供できる、を目標に新人看護師を育成しています。

新人のみなさんがリアリティーショックやカルチャーショックを乗り越えて

スムーズに順応できるよう、一年間マンツーマンで先輩看護師が教育

指導するプリセプター制度をとっています。

「まずは病院や部署に慣れ、スタッフと良い人間関係を築いていけるように」

ということを第一に、プリセプターを中心としてスタッフ全員で新人看護師のス

キルアップをサポートしています。

■プリセプター制度

■新人看護師年間プログラム

４月

３月

5月

6月

7月

8月
9月

10月

11月

12月
1月

2月

新人看護職員
技術研修

看護処置・ケア

薬剤管理 エンゼルケア

抗ガン剤の
取り扱い クリティカルパス

看護記録 褥瘡について

認知症看護
血液ガス

急変時の対応

1年の振り返り

２年目に症例発表、３年目に看護研究を行ないます。

Education System –教育体制-



■キャリアラダーシステム

■認定看護師育成支援

当院で必要とする分野の認定看護師の育成支援を行っています。院内で希望やスキル等を勘案して、育成者

の選考を行い、受験から資格取得に至るまでの支援を行います。（勤務は研修扱い、学費全額補助等）

緩和ケアは終末期ではなく、がん診断時から始めるものへと変化しました。
その中で緩和ケア認定看護師は、がんと診断された患者さんやそのご家族が、安
心して治療や療養を続けることができるよう支援を行ないます。当院でも手術、化
学療法などを通して安心して治療が続けられるよう、サポートを心がけています。

緩和ケア認定看護師

川原 智

資格
取得

1年前

受験勉強 ６ヶ月間通学

入学 卒業

資格試験勉強

がん化学療法看護認定看護師

松岡 愛

抗がん剤を安全・安楽・確実
に投与し、患者さんに合わせ
たセルフケア支援をするため
に看護師はもちろん、医師・薬
剤師・管理栄養士などの他職
種と連携して活動しています。

褥瘡など皮膚の健康を回
復させるケアや排泄障害の
苦痛を除去し、その人らしさ
を取り戻させるケアについて
実践・指導・相談を行ってい
ます。毎週火曜日、ストーマ
看護外来を担当しています。

皮膚・排泄ケア認定看護師

川道 昌美

ラダーの活用により、能力段階を確認しながら自己研鑽や人材育成を行うことができます。

●マネージャー
病院経営に参画しなが
ら、看護管理視点を学
び実践できるレベル

●スペシャリスト
看護の専門性に特化
し、病院組織に関わり
貢献できるレベル

院内選考
・

願書提出

レベルⅠ

●指導を受け
ながら実施で
きるレベル

レベルⅡ

●一人でチーム
メンバーの役割
ができるレベル

レベルⅢ

●個人的な看
護を実践でき
るレベル

レベルⅣ

●看護実践モ
デルとして指導
およびリーダー
シップが発揮で
きるレベル

レベル０

●新人看護師

さらに、学研メディカルサポートが運営するｅラーニングシステムを導入しており、パソコンやスマートフォンなどを
利用して、いつでも手軽に学ぶことのできる教育環境を整備しています。

Career Up –キャリア開発について-



Action for Infections –感染への取り組み-

感染対策は優しさ

感染対策って何だと思いますか？私は優しさだと思います。なぜなら、感染対策の実施は、自分が感
染症に罹らないようにするためだけでなく、自分に関わるすべての人に感染させないために重要な事だ
からです。自分のためだけでなく、誰かのために実施する感染対策って、優しさだと思いませんか？

感染対策って、難しいし、正直面倒だと思う方もいると思います。実は私も以前は、そう思ってい
ました。でも感染対策は優しさだと考えるようになってからは、難しいとも面倒だとも思わなくなりま
した。ぜひ皆さんにもそう考えるようになって欲しいと思っています。そして、思う存分優しさを発揮
し、一緒に働けるのを楽しみにしています。

感染管理認定看護師 森谷 亮子

新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し、収束が見
通せない状況が続いています。

そんな中、皆さんきちんと感染対策実施していますか？きち
んと対策しているつもりでも敵は目に見えないウイルスです
ので、「ぜったい大丈夫！」なんて事は誰にもわかりません。
細菌感染も同様です。適切なタイミングと方法で手指消毒・
手洗いを実施して、適切な個人防護具を使用することで感
染経路を遮断する必要があります。「ちょっとだから良い
か。」とか「忙しいから後で。」などと感染対策をおろそかにし
てしまうと、どうなるでしょうか？私たち医療従事者が媒介と
なり、ウイルスや細菌を患者さんに広げてしまうことでしょう。
患者さんばかりか、患者さんの家族が感染するかもしれな
いし、同僚に感染させてしまうかもしれません。さらに自分が
感染して持ち帰り、自分の家族も感染してしまうかもしれま
せん。そうならないために標準予防策の徹底、感染経路別
予防策の徹底は欠かせません。患者さんや自分のためだ
けでなく、多くの人のために実施する感染対策って、やっぱ
り優しさですよね。

感染管理認定看護師

森谷 亮子

感染管理認定看護師資格取得について

感染管理認定看護師として安全・安心な医療を提供するためだけでな
く、職員にとっても安全・安心な病院であるために、日々感染管理活動を
実施しています。資格取得には６ヶ月以上の研修が必要ですが、充実し
た支援制度があり安心して学習に専念できました。また、温かく励まして
くれる先輩や同僚の存在も私の力になりました。



益田 楓（4年目） 美萩野女子高校看護専攻科卒業

外科・消化器内科の混合病棟に勤務して4年目になります。

消化器ならではの治療・処置に、外科では手術・化学療法と様々なことを学ぶ
ことができます。先輩方はとても優しく働きやすい環境も整っていきます。
これまで患者さんとの関わりを通して多くのことを学んでいきました。

患者さんの過ごされた環境・背景はそれぞれですが、患者さん一人ひとりに
あった看護を提供できるように心がけて励んでいきます。

地域包括ケア病棟での勤務経験は4年目になります。

急性期病棟と比べると患者さんやご家族、ケアマネージャなど病院のスタッフ
以外の方と接する機会が多い部署です。

患者さんが退院後も自立した生活が出来るように、家族や多職種で集まり
どのようなサービスを取り入れるのが良いのかを話し合いながら退院支援を
しています。患者さんそれぞれに様々な生活背景があり、その人にあった退
院支援を考えることにやりがいを感じています。
今後も患者さんやご家族としっかりとコミュニケーションをとりながら、

その人にあったサービスを提供できるように努めていきたいと思います。

整形外科病棟に勤務してます。病棟は急性期ですが、病院全体として患者さ
んが退院できるようになるまでの回復を見届けられる病院です。

多職種の方々がいい方ばかりで相談しやすく早期離床、早期回復にも繋がっ
ています。

患者さんのためにチームで働くことに、とてもやりがいを感じています。私自
身は昨年度中途採用で働き始めました。整形外科病棟で働いたことがなくても
知識溢れる先輩方や理解のある上司に恵まれアットホームな雰囲気で、ご指
導いただき日々学べています。
新しく入ってくる方も自然と溶け込めるとても良い職場です。

手術室に勤務して今年で3年目になります。
当院では整形外科、外科、婦人科、眼科の手術が行われています。

看護学校で手術室のことについては、勉強する機会が少なく、しかも、手術
室は多職種との関連が思っていた以上に多くあり、入職当時は不安でいっぱ
いでした。

しかし、信頼できる先輩の指導のおかげで、成長を感じられ、その不安が少
なくなりました。

今後は多職種に信頼されるような患者さんを第一に考えられる看護師を目指
して、先輩達の指導をもとに頑張っていきます。

竹田 七海（7年目） 北九州市小倉看護専門学校卒業

川内 亮二（1年目） 津山中央看護専門学校卒業

西 真太郎（3年目） 宇部フロンティア大学

Message from Senor Nurses –先輩看護師の声-



■ 勤務形態
● 病棟（２交代制）

西３階、西４階 ２交代 8：30～16：40 16：30～翌日8：45

東３階、東４階 日勤 8：30～17：05

東５階

● 外来・手術室 … 日勤 8：30～17：25

■ 給与
● 固定給

看護大学卒 … １９２，４６５円以上

看護専門学校卒（３年課程） … １８７，９５０円以上

● 固定給

通勤手当、扶養手当、夜勤手当、時間外勤務手当など

● 賞与

年２回（夏季（７月）及び年末（１２月））前年度実績年内3.8ヶ月

● 昇給

年１回（７月）

● 退職金

特定退職金共済制度加入

■休日・休暇等
● 休日

年間１１０日（４週４休の公休日及び年間５８日の休日）

● 年次有給休暇（入職日に付与）

● その他休暇

結婚休暇、忌引休暇、産前・産後休暇、子の看護休暇、介護休暇など

● 休職

育児休職、介護休職など

…

勤務年数 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目以降

付与日数 15日 16日 17日 18日 19日 20日

※この他、日直・当直勤務あり（交代制）

Compensation & Benefits –待遇-

■

● 社会保険

厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険

● その他の制度
被服の貸与

住宅手当制度 ･･･ 自己所有の住宅に住んでいる方、または賃貸住宅に住んでいる方に、賃貸料などの一部を
援助します。

･･･ 看護衣

福利厚生

院内託児所 ･･･ 院内に職員専用託児所を設けており、子育て支援を行なっています。

職員用食堂 ･･･ 職員向けに低価格で昼食を提供しています。



■ 看護師：10名程度

■ 履歴書(メールアドレス記載必須）
■ 卒業見込証明書
■ 成績証明書

■ 筆記試験（看護一般・小論文）
■ 面接

３ 応募書類

４ 採用試験科目

〒800-0031 福岡県北九州市門司区高田２丁目１番１号 九州鉄道記念病院 採用担当
ＴＥＬ 093-381-5661
ＦＡＸ 093-381-1077

５ 応募先・お問合せ先

１ 採用職種・採用数

２ 採用試験日程・応募締切

九州鉄道記念病院 https://www.krm-hospital.com/ 九州鉄道記念病院 検索

■ 病院見学のご案内

病院見学をご希望の方は下記連絡先までお気軽にご連絡ください。

TEL 093-381-5661 【病院見学担当：看護部長 中尾】

九州鉄道記念病院では、病院見学を随時受け付け
ています。少しでもご興味を持っていただけている方、
まだお悩み中の方、どなたでも結構です。一度、当院
へお越しになってはみませんか？

Recruiting Information –採用試験要綱-

九州鉄道記念病院

■ 適性検査



医療法人若葉会グループ

九州鉄道記念病院
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