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県立延岡病院

県立宮崎病院

県立日南病院

県立こども療育センター

宮崎県
病院局

宮崎県
知事部局

県立延岡病院

県立宮崎病院

県立日南病院

県立こども療育センター

病
院
局
長 医　監

病院局次長

福祉保健部

＊経営管理課
 ・人事・管理担当
 ・経営企画担当
 ・財務担当
 ・看護対策担当
＊県立病院整備推進室
 ・調整担当
 ・建築担当
 ・設備担当

宮崎県立病院は、看護に情熱と意欲を持ち、看護師としての使命感を持った

あなた、社会人としての幅広い教養と良識を身につけた人間性豊かなあなた

を求めています。

県立病院は
安全・安心な医療を提供します
宮崎県の各県立病院は、高度医療や政策医療など民間医療で対応困難な医療

の提供に努めています。（公財）日本医療機能評価機構により、認定基準を満

たしているとして「認定証」を受領しました。これからも宮崎の医療の最後

の砦として地域のニーズに応えられる質の高い医療と、患者さんに満足して

いただける医療サービスの提供に努めてまいります。

高度・特殊・先駆的医療を担う宮崎県立病院の役割を理解し、県民の生涯を

通して安全で効果的な責任ある看護サービスを提供します。

県 立 病 院 理 念

看 護 理 念

令和3年度
新病院
完成予定

We Need You
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心のふれあう
看 護

患者さんとその家族の心に寄り
添い、満足していただける看護
実践を大切にしています。患者
さんの生命を守るため高度な
医療を提供し、状況の変化に
柔軟に対応できるような知識・
看護技術の向上のため、院内外
の研修に参加し自己研鑽して
います。

患者支援
センター

患者支援センターは、平成 25 年
４月に新設されました。患者さんに
入院についての理解を深めていた
だき、外来や病棟と連携して入院
環境を整える役割を持っています。
個室でお話できますので、プラ
イバシーが保たれ、患者さんにも
好評を頂いております。

救命救急
センター

三次救急医療施設として、県内救急
医療機関及び救急患者搬送機関
との連携のもとに重症患者を
受け入れています。平成 26 年度
からは Dr.Car の運用が開始され、
傷病者のいる現場へいち早く医療
を提供することができるように
なりました。

災害対策
チーム

当院は基幹災害拠点病院として、
災害発生時に中心的に活動する
救命施設であり、教育・指導・
啓蒙活動を目的とした講習会や
研修会を行っています。
チーム員は日本 DMAT 養成講
習会に参加し、自己研鑚に励ん
でいます。

令和3年度
新病院
完成予定

地域とともに歩み、

良質で高度な医療を

提供する患者さま

中心の病院を目指す。

基本理念 看護部の理念

人々のこころに添える

安心と最高の価値を

提供する看護を

実践し地域医療に

貢献します。

許可病床数 535 床（令和 2年 4月 1 日現在）

看護職員数 459 名

診　療　科

〒880-8510 宮崎市北高松町 5-30
TEL 0985-24-4181  FAX 0985-28-1881
http://www.pref-hp.miyazaki.miyazaki.jp/

Miyazaki Prefectural Miyazaki Hospital

内科、循環器内科、精神科（精神医療センター）、
神経内科、小児科、外科、小児外科、整形外科、
脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、
産婦人科、新生児科、眼科、耳鼻咽喉科、リハ
ビリテーション科、放射線科、歯科口腔外科、
麻酔科、臨床検査科、病理診断科、総合診療科、
救命救急科（救命救急センター）

主な機能 三次救急医療施設、救命救急センター
基幹災害拠点病院
地域がん診療連携拠点病院
エイズ治療中核拠点病院

患者本位の病院、

高度で良質な医療を

目指す病院。地域社会に

貢献する病院。

基本理念 看護部の理念

地域に暮らす人々と

共に、心あたたかな

医療を進め、質の良い

看護の提供に

努めます。

許可病床数 281 床（令和 2年 4月 1 日現在）

看護職員数 244名

診　療　科

〒887-0013 日南市木山 1 丁目 9-5
TEL 0987-23-3111  FAX 0987-23-5142
http://www.pref-hp.nichinan.miyazaki.jp/

Miyazaki Prefectural Nichinan Hospital

内科、循環器内科、神経内科、小児科、外科、
整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、
産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーショ
ン科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科、
臨床検査科、病理診断科

主な機能 二次救急医療施設
地域災害拠点病院
宮崎県がん診療指定病院
地域医療支援病院

緊張感のある環境の中で、患者
さんの生命を守るため、病態を
理解し早期対応できるように、
医療・看護師・コメディカルと
共にスキルアップを図り、チー
ム一丸となって取り組んでいます。

地域包括
ケア病棟

地域包括ケア病棟とは、急性
期治療後、病状が安定した患
者さんに対して退院支援を行
い、在宅や介護施設への在宅
復帰支援を担う病棟です。患
者さんが安心して退院できる
よう医師、看護師、リハビリ
スタッフや医療連携担当など
たくさんの職種で支援します。

新規採用看護職員研修「合同技
術研修」の様子です。看護場面
での基本技術についてシミュ
レーターを使って演習し学んで
います。

職場環境に慣れていただくた
めに同期や先輩看護師との交
流会を毎年企画しています。
日南市飫肥は小京都と言われ
ている城下町です。
情緒ある城下町を散策しなが
ら、同期や先輩看護師、多職
種の方々と親睦を深めています。

県立宮崎病院 県立日南病院

心あたたかな
看 護

合 同
技術研修

新規採用
職員交流会

県立日南病院看護部長 黒木 孝子

看護部長からのメッセージ

県立日南病院の看護部は、
「地域に暮らす人々とともに」患者本位の
病院でありたいと理念を掲げています。
新人看護師からベテラン看護師まで、
専門職として責任ある看護実践を行う
ことを目指しています。院内保育や
育児休暇後の復帰支援など働き続ける
ための環境も整っています。
ワークライフバランスを大切にしながら、
県南の明るく穏やかな風土の中で一緒に
働きませんか？お待ちしています。

県立宮崎病院看護部長 中川 美紀

看護部長からのメッセージ

県立宮崎病院は、宮崎市中央に位置する
急性期病院です。看護部では、「内省する
習慣とおもいやりの心」「看護の知識と判断力」
「手のぬくもりと確かな技術」を大切にしています。
医療現場は、様々な方との出会いがあります。
出会いに感謝しながら、他者から学びながら、
日々半歩ずつでも成長できる私たちでありたいと
思っています。令和3年度には新病院が開院し、
新たな歴史が始まります。
地域に寄り添う病院を一緒に形作って
いきましょう。
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産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーショ
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理解し早期対応できるように、
医療・看護師・コメディカルと
共にスキルアップを図り、チー
ム一丸となって取り組んでいます。

地域包括
ケア病棟

地域包括ケア病棟とは、急性
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での基本技術についてシミュ
レーターを使って演習し学んで
います。

職場環境に慣れていただくた
めに同期や先輩看護師との交
流会を毎年企画しています。
日南市飫肥は小京都と言われ
ている城下町です。
情緒ある城下町を散策しなが
ら、同期や先輩看護師、多職
種の方々と親睦を深めています。
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職員交流会

県立日南病院看護部長 黒木 孝子

看護部長からのメッセージ

県立日南病院の看護部は、
「地域に暮らす人々とともに」患者本位の
病院でありたいと理念を掲げています。
新人看護師からベテラン看護師まで、
専門職として責任ある看護実践を行う
ことを目指しています。院内保育や
育児休暇後の復帰支援など働き続ける
ための環境も整っています。
ワークライフバランスを大切にしながら、
県南の明るく穏やかな風土の中で一緒に
働きませんか？お待ちしています。

県立宮崎病院看護部長 中川 美紀

看護部長からのメッセージ

県立宮崎病院は、宮崎市中央に位置する
急性期病院です。看護部では、「内省する
習慣とおもいやりの心」「看護の知識と判断力」
「手のぬくもりと確かな技術」を大切にしています。
医療現場は、様々な方との出会いがあります。
出会いに感謝しながら、他者から学びながら、
日々半歩ずつでも成長できる私たちでありたいと
思っています。令和3年度には新病院が開院し、
新たな歴史が始まります。
地域に寄り添う病院を一緒に形作って
いきましょう。
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患者さん本位の良質で

安全な医療の提供。

基本理念 看護部の理念

私たちは患者さん・

家族の視点を大切にし、

命に寄り添い生活を

支える看護の提供に

努めます。

許可病床数 410 床（令和 2年 4月 1 日現在）

看護職員数 378 名

診　療　科

〒882-0835 延岡市新小路 2 丁目 1-10
TEL 0982-32-6181  FAX 0982-32-6759
http://www.pref-hp.nobeoka.miyazaki.jp/

Miyazaki Prefectural Nobeoka Hospital

内科、循環器内科、心療内科、精神科、小児科、
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、
皮膚科、泌尿器科、産婦人科、周産期科、耳鼻
咽喉科、眼科、リハビリテーション科、放射線科、
歯科口腔外科、麻酔科、臨床検査科、病理診断科、
救命救急科（救命救急センター）

主な機能 二次・三次救急医療施設　　救命救急センター
地域災害拠点病院
宮崎県がん診療指定病院
地域医療支援病院

患者さんを
支える

チーム医療
看 護 師
尾 崎 さん

薬 剤 師
図 師 さん

作業療法士
東 岸 さん

診 療
放射線技師
野 口 さん

臨 床
検査技師
佐 藤 さん

病棟クラーク
橋 本 さん

医　師
岩 谷 さん

患者支援
センター

患者・職員満足度の向上、業務
の効率化を目指すことを目的に、
平成 27 年に開設しました。入院
案内パンフレットに沿って医事
説明、病棟オリエンテーション
等全診療科の入院支援を行って
います。薬剤部、医療連携科、
がん看護専門看護師と連携し、
早期退院を見据えた入院を提供
できるよう取り
組んでいます。

救命救急
センター

救命救急センターは、県北地域
の二次・三次救急医療を担って
おり、平成 29 年度より、救急
科医師の増員で３名体制とな
り、救急患者受け入れも充実し
てきました。
平成 30 年度は、延岡消防本部
と連携し病院前診療（現場での
診療）も開始しました。今後も、
迅速な救急医療の
提供に取り
組んでいきます。

心臓脳血管
センター

平成31年3月心臓脳血管センター
が完成しました。
宮崎県北医療最後の砦として専門
性の高い治療・看護を提供してい
ます。

I C U

ICU（集中治療室）は、診療科
を問わず、呼吸・循環など全
身管理が必要な患者さんに対
し、専門性の高い治療・看護
を提供しています。ベッド数
は４床で、患者さんの早期回
復をめざし、多職種が連携し
24 時間継続したチーム医療を
行っています。

看護師は効果的な治療が
円滑に進むよう、多職種と連携し、
患者さんの状態を伝えるなど
チーム医療の仲介役として
キーパーソンになっています。

薬剤師は薬の専門家として、
病棟のカンファレンスへの参加や
服薬指導、医師への処方提案などを

おこない、チーム医療の
一員として活躍しています。

病棟での電話対応や、書類の
整理、患者さんの入退院に関する

案内などをおこないます。患者さんを
取り巻く多職種とコミュニケーションを
とりながら、看護師がケアに集中
できるよう日々サポート

しています。

リハビリテーション科には
PT・OT・ST が在籍しており、
急性期のリハビリを行っています。
病棟スタッフとの連携を図り、
早期からリハビリ介入することで

早期離床・ADL 向上を
目指しています。

診療放射線技師は、画像検査の
スペシャリストとして他部門と協力し、

質の高い医療に貢献して
います。最新の３TMRI も稼働し、

より安全で高度な医療を
目指します。

治療や診断のための、
検体検査や生理学的検査を行います。
検査データを迅速に提供し、
感染管理チームや栄養サポート
チーム等で感染情報を

発信します。

職種は関係なく、目の前の
患者さんに何ができるかを考え、
多職種で同じ目標を共有できることが
チーム医療だと思っています。
ぜひ、同じチームで宮崎県を
盛り上げていきましょう。

認定看護師とは、日本看護協会・日本精神科看護協会の認定看護師

認定審査に合格し、ある特定の看護分野において熟練した看護技術と

知識を有することを認められた者をいい、水準の高い看護実践をとお

して看護師に対する指導・相談活動をおこなう者をいいます。県立病

院では 15 分野、42 名の認定看護師、２名の精神科認定看護師がそれ

ぞれの分野で活躍しています。　　　　　　　（令和 2年 4月現在）

専門看護師とはより困難で複雑な健康問題を抱えた人、

家族、地域等に対してより質の高い看護を提供する為

の知識や技術を備えた特定の専門看護分野において卓

越した看護実践能力を有する看護師のことをいいます。

県立病院では現在２名の専門看護師ががん看護領域

で活躍しています。　　　　　（令和 2年 4月現在）

日本看護協会と日本精神科看護協会の資格認定制度

「認定看護師」の養成課程に看護師を派遣し、資格取

得支援をおこなっています。

　  ・救急看護　     ・皮膚・排泄ケア　　  ・集中ケア　　・緩和ケア
　  ・乳がん看護　  ・がん化学療法看護　  ・がん性疼痛看護
　  ・感染管理　     ・糖尿病看護　　　　  ・新生児集中ケア
　  ・手術看護　     ・摂食嚥下障害看護　  ・慢性心不全看護
　  ・脳卒中リハビリテーション看護　      ・精神科

認 定 看 護 師

認定看護分野

県立延岡病院

専 門 看 護 師

病 院 局 で は

県立延岡病院看護部長 東 美代子

看護部長からのメッセージ

延岡病院は宮崎県の北部に位置する
中核病院です。海や山、川に囲まれた自然
豊かな環境に恵まれた病院です。
同じ目的のために多くの職種が連携を
取り合って地域医療に貢献しています。
大変協力体制の良い病院です。
看護部は看護部理念の基、高い倫理観を
持ち患者さんやご家族に対して真摯さを
忘れず、地域の方達へ心のこもった看護に
努めています。そして、一人一人が能力
開発に努め働きがいのある職場を
目指しています。
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宮崎県立病院看護職員の継続教育理念

看護理念を基盤に、生命の尊厳と人格を重んじ、
社会のニーズに応えられる専門職業人として
自らキャリアデザインし、社会人・組織人と
して幅広い人間性をもつ看護師を育成します。

看護技術チェックリストは厚生労働省の「新人看護職員
到達目標」の技術項目を網羅しています。

キャリア開発プログラムに基づく、指導計画、評価を
行い、本人へフィードバックし成長を促していきます。

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

オリエンテーション

各病院での新人（基礎コースⅠ）対象の研修  より実践に沿った研修を行います !　

医療安全・感染防止 輸血の基礎 　　フィジカル  アセスメント

薬剤管理　 看護技術研修（多重課題研修） フォローアップ研修

看護技術研修（注射・与薬）（輸液ポンプ・シリンジポンプ管理）　　

一次救命処置（BLS） 医療機器研修（人工呼吸器管理） ケーススタディ　 1年の振り返り

レベル

Ⅰ

レベル

Ⅱ

レベル

Ⅲ

レベル

Ⅳ

レベル

Ⅴ

副看護師長
看護師長
レベル

基 礎
コースⅠ

基礎コースⅢ

基礎コースⅡ

ジェネラリスト
コース

派 遣

看護管理
コース

専門領域
コース

県職員の心構え　キャリア開発　NANDA-Ⅰ 看護診断　人間関係構築　メンタルヘルス

看護をするということはどういうことなのか
～看護の思考過程を鍛えよう～

チームマネジメント　キャリア開発

看護サービス実践　マネジメント　教育・研究

認定看護師教育課程

人材育成担当者研修
看 護 管 理 者 研 修

全 10領域
がん化学療法看護　 感染管理　 緩和ケア
皮膚・排泄ケア　摂食嚥下障害看護
救急看護　認知症看護　糖尿病看護
リエゾン精神看護　地域連携看護

宮崎県立病院看護実践能力レベルと病院局研修コース

キャリア開発プログラムを
基に、自主的に総合的な
視野で到達目標を目指し、
取り組めるよう支援して
いきます。

看護実践能力レベルに
対応する研修コース
及び派遣研修

Ste
p U
p

病院局
研修

看護研究

事例研究

eラーニング
自宅のパソコンでもスマホでも
どこでも勉強できます。

看護師として人との接し方や専門技術を
習得できるよう、一緒に悩み考えることを
心がけています。 プリセプティとの学びの

共有は、 私自身の気づきになり、一年間共に学ぶことが出来たことをうれしく思います。今後もプリセプティが心身共に健康で、日々
自分自身の成長を感じることが

出来るよう支援をしていきたいです。
日 、々多忙ではありますが、技術や知識を

身につけ、業務を行っています。 変化の

ある毎日で、時には緊張や不安の場面も

ありますが、プリセプターや先輩方の

優しい言葉により頑張ることができました。

入職後すぐからマンツーマンでサポート

してもらえるため、 とても心強いです。

循環器・整形・内科・耳鼻科・放射線科病棟
尾辻  悠果さん

循環器・整形・内科・耳鼻科・放射線科病棟
岡山　葉月さん

プリセプター

プリセプティ

あなたを支える新人看護師教育体制 3年間プリセプター制度
担当の先輩看護師がプリセプ
ターとして 3 年間を通して、
新人看護師をサポートし
看護技術の習得や、メンタル
ヘルスを支援します。

看護研究発表
基礎コース３年間の
集大成

卒後２年目では

＜院内留学＞
自分の所属部署以外の

部署での看護を

経験できます。

ケースレポート
自己の実践を振り
返り、看護観を
深めます。

集合教育とあわせて
OJT
（On the Job Training）
も充実しています。
現場で役立つ看護技術を
学びます。

継  続
教育体制

基礎コースⅠ

基礎コースⅢ

基礎コースⅡ
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看護をするということはどういうことなのか
～看護の思考過程を鍛えよう～

チームマネジメント　キャリア開発

看護サービス実践　マネジメント　教育・研究

認定看護師教育課程

人材育成担当者研修
看 護 管 理 者 研 修

全 10領域
がん化学療法看護　 感染管理　 緩和ケア
皮膚・排泄ケア　摂食嚥下障害看護
救急看護　認知症看護　糖尿病看護
リエゾン精神看護　地域連携看護

宮崎県立病院看護実践能力レベルと病院局研修コース

キャリア開発プログラムを
基に、自主的に総合的な
視野で到達目標を目指し、
取り組めるよう支援して
いきます。

看護実践能力レベルに
対応する研修コース
及び派遣研修

Ste
p U
p

病院局
研修

看護研究

事例研究

eラーニング
自宅のパソコンでもスマホでも
どこでも勉強できます。

看護師として人との接し方や専門技術を
習得できるよう、一緒に悩み考えることを
心がけています。 プリセプティとの学びの

共有は、 私自身の気づきになり、一年間共に学ぶことが出来たことをうれしく思います。今後もプリセプティが心身共に健康で、日々
自分自身の成長を感じることが

出来るよう支援をしていきたいです。
日 、々多忙ではありますが、技術や知識を

身につけ、業務を行っています。 変化の

ある毎日で、時には緊張や不安の場面も

ありますが、プリセプターや先輩方の

優しい言葉により頑張ることができました。

入職後すぐからマンツーマンでサポート

してもらえるため、 とても心強いです。

循環器・整形・内科・耳鼻科・放射線科病棟
尾辻  悠果さん

循環器・整形・内科・耳鼻科・放射線科病棟
岡山　葉月さん

プリセプター

プリセプティ

あなたを支える新人看護師教育体制 3年間プリセプター制度
担当の先輩看護師がプリセプ
ターとして 3 年間を通して、
新人看護師をサポートし
看護技術の習得や、メンタル
ヘルスを支援します。

看護研究発表
基礎コース３年間の
集大成

卒後２年目では

＜院内留学＞
自分の所属部署以外の

部署での看護を

経験できます。

ケースレポート
自己の実践を振り
返り、看護観を
深めます。

集合教育とあわせて
OJT
（On the Job Training）
も充実しています。
現場で役立つ看護技術を
学びます。

継  続
教育体制

基礎コースⅠ

基礎コースⅢ

基礎コースⅡ
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産婦人科病棟

　池 間 美 咲 さん

　私は、基礎コー
スなどの研修が充

実している

ことに魅力を感
じ県立病院への

就職を決めま

した。教育内容に
沿った丁寧な指導

のおかげで、

看護者としての
スキルアップが

図れていると

実感しています
。助産師として

様々な母児と

関わり、新しい家
族の誕生に立ち会

えることに

幸せを感じながら
日々の業務にやり

がいを感じ

ています。

みんなで協力しながら
よりよい看護を目指しています。

ナースの1日
  日勤

8:30

9:00

11:30

13:00

17:15

12:00

スタートは朝の申し送りから

勤務体制はどうなっていますか？

　基本的に３交替、週
休２日制です。手術室

や救急外来

では一部当直体制とな
っています。

現在 2 交替勤務の
試行を行っています。日　勤　8：30 ～ 17：

15

準夜勤 16：30 ～  1：15

深夜勤　0：30 ～   9：
15

男性看護師はいますか？

　県立病院全体で 123
名の男性看護師が活躍

しています。

全看護師の約 1 割です
。（令和元年度データ）

寮はありますか？

　県立日南病院、県立
延岡病院には看護師寮

があります。

　宮崎病院には看護師
専用の寮はありません

が、県職員

全体の独身寮がありま
す。

寮ではなく、アパート等を借りる

場合、家賃の補助はありますか？

　あります。一定額を
超える家賃を支払って

いる職員に

対して支給されます。

子育てをしながら働いている人は

いますか？

　たくさんいます。

　県立宮崎病院、県立
日南病院、県立延岡病

院には院内

保育所があり、育児休暇
復帰後も安心して働くこ

とができます。

転勤がありますか？

　地域枠採用の方は基
本的にありませんが、

それ以外の

方はあります。

　看護師・助産師の主
な配属部署は、県立宮

崎病院、県立

日南病院、県立延岡病
院、県立こども療育セ

ンターです。

給与はどうなっていますか？

看護師の初任給
　　　●短大 3 年卒　

　     　200,700 円

　　　●看護系大学４
年卒　  209,800 円

助産師の初任給
　　　●助産師大学４

年卒　  212,600 円

　　　●助産師短大３
年卒　  200,700 円

卒業後に職務経験があ
る方は一定額加算され

ます。

給与の水準は、人事委
員会勧告を基に改定さ

れることになっていま
す。

（令和 2 年 4 月 1 日現
在）

休暇はどうなっていますか？

　年次休暇は 1 年につ
き 20 日（入庁した年は

15日）あり、

その他に特別休暇があ
ります。

＊夏季休暇 ＊結婚休暇
 ＊出産休暇 ＊育児休業

 ＊介護休暇

                                        
                         　　　　

　　　など

　県立病院の魅力
は、看護実践レベ

ルに応じて

研修コースが組ま
れているため一歩

ずつ看護

実践能力を高める
ことができること

です。働く

中で不安や大変さ
もありますが、先

輩や他職種

の方々に支えても
らいながら毎日楽

しく働く

ことが出来ていま
す。働きやすい環

境のもとで

ぜひ一緒に働きま
しょう。

　延岡の地元が大
好きで、地域医療

に携わり貢献

したいという思い
と、新人看護師の

教育体制が

充実しており、成
長できる職場であ

ると感じ県立

病院を選びました
。周りの人にも恵

まれ、県立

病院で働く事がで
き幸せを感じてい

ます。人の

生命に関わる仕事
であり責任も大き

いですが、

自身の成長や看護
師としての喜び、

やりがいを

日々感じられます。
一緒に頑張っていき

ましょう。

心臓脳血管センター

　河 原 衣 里 さん

整形外科・皮膚科病
棟

　黒 木 　 昴さん 循環器センター

　渡 邉 さん・鈴 木
 さん

　県立延岡病院
は県北の中核病

院として二次・

三次医療を提供
できる病院であ

り、高度な医療
を

提供し地域の方
々の生活を支え

ることができる
と

思いこの病院を
選びました。看

護を提供する中
で

様々な葛藤や苦
悩はありますが

、日々学ぶこと
も

多く、患者さん
と関わり少しで

も生活の支えに

なれることにや
りがいを感じ働

くことができて
い

ます。

　県立病院は
宮崎県の中核

病院として高
度な医療を担っ

て

います。超急性
期から慢性期看

護まで幅広く学
ぶ事ができます

。

また、県内に
3 つの病院があ

るので部署異動
の度に新たな

気持ちで働く事
ができ、様々な

スタッフとの出
会いがあるのも

魅力のひとつで
す。PNSを導入

しており、2人
の看護師がペア

となり複数の患
者を受け持つの

でタイムリーに
相談ができます

。

不慣れな処置な
どは一緒に行う

事ができるので
、新人さんも

安心して働く事
ができます。

PNS（パートナーシップ・
ナーシング・システム）は

お互いの経験の違いを生かし、
その場で補い合い質の高いケアを
提供する看護方式です。ペアで
複数の患者を受け持つのが特徴です。

PNSとは？
PNSパートナー

夜勤スタッフから患者の状況などの報
告を受け、担当患者さんに挨拶に行き
ます。患者さんの状態を確認したら
1 日のスケジュールを考えます。

食事の準備
血糖測定
食事のセッティング

患者さんが食べやすいように体位を整
えたり、スプーンやお箸を準備します。

午後の始まりはカンファレンスから
多職種合同カンファレンス・全身状態の観察・
検査や処置の介助・入院対応・看護記録

患者さんの情報を共有し、意見交換すること
で、よりよい看護実践につながっています。

ほっと一息
ランチタイム

仲間とワイワイおしゃべりし
ながら、リラックスのひと
ときです。

今日も1日
お疲れ様
業務終了

仲間と食事に行った
り、サークル活動を
したり、リフレッ
シュしています。

さあ患者さんの元へ
全身状態の観察・診察や処置の介助
患者さんのケア・看護記録

夜勤の様子は

落ち着いていたよ。

今日は検査が

14 時からね。

お昼になりましたよ。

しっかり食べることが

回復への近道です！

今日も 1 日

頑張ったね。

プライベートの

充実も大事。

昨夜は眠れましたか？血圧測りますね。

今日仕事

終わったら

バレーに行こうよ！

いいね～！

多彩な
サークル活動

バレーボール・バドミントン
卓球・ソフトボール・野球
テニス・フットサル・華道

　　　　　　 　　　　　　など

みなさんの質問に

お答えします！

外科・救急科・眼科
・

歯科口腔外科病棟

　林 田 早 紀 さん

Q1
Q&A

Q7

Q8

Q3

Q4

Q2

Q6

Q5

Message 先輩看護師
からのメッセージ
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産婦人科病棟

　池 間 美 咲 さん

　私は、基礎コー
スなどの研修が充

実している

ことに魅力を感
じ県立病院への

就職を決めま

した。教育内容に
沿った丁寧な指導

のおかげで、

看護者としての
スキルアップが

図れていると

実感しています
。助産師として

様々な母児と

関わり、新しい家
族の誕生に立ち会

えることに

幸せを感じながら
日々の業務にやり

がいを感じ

ています。

みんなで協力しながら
よりよい看護を目指しています。

ナースの1日
  日勤

8:30

9:00

11:30

13:00

17:15

12:00

スタートは朝の申し送りから

勤務体制はどうなっていますか？

　基本的に３交替、週
休２日制です。手術室

や救急外来

では一部当直体制とな
っています。

現在 2 交替勤務の
試行を行っています。日　勤　8：30 ～ 17：

15

準夜勤 16：30 ～  1：15

深夜勤　0：30 ～   9：
15

男性看護師はいますか？

　県立病院全体で 123
名の男性看護師が活躍

しています。

全看護師の約 1 割です
。（令和元年度データ）

寮はありますか？

　県立日南病院、県立
延岡病院には看護師寮

があります。

　宮崎病院には看護師
専用の寮はありません

が、県職員

全体の独身寮がありま
す。

寮ではなく、アパート等を借りる

場合、家賃の補助はありますか？

　あります。一定額を
超える家賃を支払って

いる職員に

対して支給されます。

子育てをしながら働いている人は

いますか？

　たくさんいます。

　県立宮崎病院、県立
日南病院、県立延岡病

院には院内

保育所があり、育児休暇
復帰後も安心して働くこ

とができます。

転勤がありますか？

　地域枠採用の方は基
本的にありませんが、

それ以外の

方はあります。

　看護師・助産師の主
な配属部署は、県立宮

崎病院、県立

日南病院、県立延岡病
院、県立こども療育セ

ンターです。

給与はどうなっていますか？

看護師の初任給
　　　●短大 3 年卒　

　     　200,700 円

　　　●看護系大学４
年卒　  209,800 円

助産師の初任給
　　　●助産師大学４

年卒　  212,600 円

　　　●助産師短大３
年卒　  200,700 円

卒業後に職務経験があ
る方は一定額加算され

ます。

給与の水準は、人事委
員会勧告を基に改定さ

れることになっていま
す。

（令和 2 年 4 月 1 日現
在）

休暇はどうなっていますか？

　年次休暇は 1 年につ
き 20 日（入庁した年は

15日）あり、

その他に特別休暇があ
ります。

＊夏季休暇 ＊結婚休暇
 ＊出産休暇 ＊育児休業

 ＊介護休暇

                                        
                         　　　　

　　　など

　県立病院の魅力
は、看護実践レベ

ルに応じて

研修コースが組ま
れているため一歩

ずつ看護

実践能力を高める
ことができること

です。働く

中で不安や大変さ
もありますが、先

輩や他職種

の方々に支えても
らいながら毎日楽

しく働く

ことが出来ていま
す。働きやすい環

境のもとで

ぜひ一緒に働きま
しょう。

　延岡の地元が大
好きで、地域医療

に携わり貢献

したいという思い
と、新人看護師の

教育体制が

充実しており、成
長できる職場であ

ると感じ県立

病院を選びました
。周りの人にも恵

まれ、県立

病院で働く事がで
き幸せを感じてい

ます。人の

生命に関わる仕事
であり責任も大き

いですが、

自身の成長や看護
師としての喜び、

やりがいを

日々感じられます。
一緒に頑張っていき

ましょう。

心臓脳血管センター

　河 原 衣 里 さん

整形外科・皮膚科病
棟

　黒 木 　 昴さん 循環器センター

　渡 邉 さん・鈴 木
 さん

　県立延岡病院
は県北の中核病

院として二次・

三次医療を提供
できる病院であ

り、高度な医療
を

提供し地域の方
々の生活を支え

ることができる
と

思いこの病院を
選びました。看

護を提供する中
で

様々な葛藤や苦
悩はありますが

、日々学ぶこと
も

多く、患者さん
と関わり少しで

も生活の支えに

なれることにや
りがいを感じ働

くことができて
い

ます。

　県立病院は
宮崎県の中核

病院として高
度な医療を担っ

て

います。超急性
期から慢性期看

護まで幅広く学
ぶ事ができます

。

また、県内に
3 つの病院があ

るので部署異動
の度に新たな

気持ちで働く事
ができ、様々な

スタッフとの出
会いがあるのも

魅力のひとつで
す。PNSを導入

しており、2人
の看護師がペア

となり複数の患
者を受け持つの

でタイムリーに
相談ができます

。

不慣れな処置な
どは一緒に行う

事ができるので
、新人さんも

安心して働く事
ができます。

PNS（パートナーシップ・
ナーシング・システム）は

お互いの経験の違いを生かし、
その場で補い合い質の高いケアを
提供する看護方式です。ペアで
複数の患者を受け持つのが特徴です。

PNSとは？
PNSパートナー

夜勤スタッフから患者の状況などの報
告を受け、担当患者さんに挨拶に行き
ます。患者さんの状態を確認したら
1 日のスケジュールを考えます。

食事の準備
血糖測定
食事のセッティング

患者さんが食べやすいように体位を整
えたり、スプーンやお箸を準備します。

午後の始まりはカンファレンスから
多職種合同カンファレンス・全身状態の観察・
検査や処置の介助・入院対応・看護記録

患者さんの情報を共有し、意見交換すること
で、よりよい看護実践につながっています。

ほっと一息
ランチタイム

仲間とワイワイおしゃべりし
ながら、リラックスのひと
ときです。

今日も1日
お疲れ様
業務終了

仲間と食事に行った
り、サークル活動を
したり、リフレッ
シュしています。

さあ患者さんの元へ
全身状態の観察・診察や処置の介助
患者さんのケア・看護記録

夜勤の様子は

落ち着いていたよ。

今日は検査が

14 時からね。

お昼になりましたよ。

しっかり食べることが

回復への近道です！

今日も 1 日

頑張ったね。

プライベートの

充実も大事。

昨夜は眠れましたか？血圧測りますね。

今日仕事

終わったら

バレーに行こうよ！

いいね～！

多彩な
サークル活動

バレーボール・バドミントン
卓球・ソフトボール・野球
テニス・フットサル・華道

　　　　　　 　　　　　　など

みなさんの質問に

お答えします！

外科・救急科・眼科
・

歯科口腔外科病棟

　林 田 早 紀 さん
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Q&A

Q7

Q8
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Message 先輩看護師
からのメッセージ

Nurse Guide 10



Nurse Guide
- ナ ースガイド -

宮 崎 県 病 院 局

宮崎県シンボルキャラクター
「みやざき犬」

宮崎県立病院

   問い合わせ先

病院局経営管理課
電 話
0985－26－7080

宮崎県シンボルキャラクター「みやざき犬」


