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敬愛会 理念

良質な医療を地域に提供

ホスピタリティ精神に徹する

経営基盤の安定化

職場は学びと創造の場

中頭病院 概要

理事長

宮里 善次

ベッド数

355床

病院長

下地

患者数

平均外来患者数
平均入院患者数

看護部長

仲宗根 ゆかり

病院種別

一般（病院）

施設概要

勉

560名
338名

(2020年度)

平均在院日数 10.5日（2020年度）
地域医療支援病院

ＤＰＣ対象病院

敷地面積 47,400m

2

臨床研修病院

地域災害拠点病院

延床面積 30,700m

2

救急告示病院

鉄筋コンクリート造
地下１階、地上5階建

敬愛会グループ
中頭病院
ちばなクリニック
なかがみ地域包括センター
有床診療所 敬和医院 / 介護付き有料老人ホーム なかがみ苑 / 看護小規模多機能型居宅介護 愛貴
通所リハビリテーション ちばな / 居宅介護支援事業所 なかがみ / 訪問看護ステーションなかがみ

看護部 理念

行動基準

心に届く看護の提供

1.

相手に関心を持つ

2.

根拠に基づき、自ら行動する

3.

関わる全ての人とチームワークを大切にする

4.

仕事を愉しむ

5.

職業人として自己研鑽に努める

看護部長からのメッセージ
中頭病院のコンセプトは、① 高度急性期医療の提供
がん治療の構築

② 集学的

③ 救急医療の充実です。

敬愛会グループには、ちばなクリニック・なかがみ地域包括セン
ターがあり、かかりつけ医としての機能や予防医療、在宅療養の
充実にも取り組んでいます。
看護部は

心に届く看護の提供

を目指します。また、看護職一

たの

人ひとりが仕事を愉しみながら、キャリア開発できるようサポー
トします。
中頭病院看護部長

仲宗根 ゆかり

教育方針
１.看護部理念に基づいて、質の高い看護を提供できる看護師を育成する
２.継続教育は、専門職業人として臨床実践看護能力を高め、看護ケアの質の向上を図ること目的とする
３.クリニカルラダーシステムに基づいて、臨床実践看護能力が高められるよう看護実践、
教育・研究、看護管理、看護記録、感染防止、安全管理、学生指導に必要な知識・技術・態度
に関する学習の機会を提供する
４.地位、役割に応じた外部研修、学会派遣などの機会を提供する
５.社会の動向・医療環境を踏まえ、個々の看護職員に合った研修の機会を提供する

キャリアラダー

はしごを一段ずつ上がるように、段階的なステップアップを目指します

管理者コース
・管理者会議 診療報酬について
・目標管理 ・ラダー評価
・病院機能評価
・労務管理勉強会
看護師としての
・人事評価

「キャリアラダー」
とは、臨床現場における看護実践能力と、専

自己実現

門役割を階段的なレベルで規定したものです。中頭病院では、
このキャリアラダーに基づいて、看護師一人ひとりのキャリア
開発を行っています。

ラダーⅤ
より複雑な状況において、ケア
の受け手にとっての最適な手
段を選択しQOLを高めるため
の看護を実践する

ラダーⅣ

・院内管理者研修
・災害研修（管理者）
・医療安全管理者養成研修
・セカンド管理研修
・労務管理勉強会
・各学会参加推奨

幅広い視野で
予測的判断をもち
看護を実践する

ラダーⅢ

・プリセプター研修〈3回シリーズ） ・フィジカルアセスメント
ケアの受け手に合う ・キャリアアンカー研修
・摂食嚥下障害
患者の看護
個別的な看護を
・リーダー研修
実践する
・褥瘡ケア
・緩和ケア

ラダーⅡ
標準的な看護計画に基づき
自立して看護を実践する

ラダーⅠ

・看護倫理
・院内留学

・在宅支援研修
・NSTセミナー（40ｈ）

・食事・排泄援助 ・呼吸管理 ・観察（意識レベル・循環・呼吸・腹部） ・安全な与薬・輸血・麻薬管理

基本的な看護手順に従い ・口腔ケア ・移動・活動休息 ・感染管理 ・褥瘡・オムツ交換 ・
ＩＣＬＳ・心電図 ・多重課題研修
必要に応じ助言を得て
・緩和ケア ・宿泊研修（看護倫理） ・KYT研修 ・タイムマネジメント研修 ・リフレクション研修
看護を実践する

院内留学制度

〜 他の病棟も経験しよう 〜

「他の病棟も経験してみたい！」
「知識・技術を磨きたい！」
という要望に応え、院
内留学制度を実施しています。留学先の病棟では、手厚い指導を受けながら、特
殊部署ならではの経験を積むことができます。
知識・技術面の向上だけでなく、他部署のスタッフとの関係性を築ける機会で
す。院内留学は2年目研修と、
ラダーレベルⅢ以上を対象にした研修があり、3ヶ
月間に渡って留学します。

エキスパートナース
各専門分野の深い知識と経験を兼ね備えた看護のスペシャリストが、実践や研修を通して、あなたのスキルア
ップを応援します。
20名の認定看護師、4名の特定看護師（特定行為研修修了看護師）が在籍

※令和4年2月現在

がん領域
がんと闘う患者さん・ご家族の苦痛や不安を軽減するため、
できる限り早期に支援を開始します。
また、
ご家庭や社会での役割・価値観を尊重し「その人らしく」過ごせるよう全ての療養過程で、
途
切れることのない個別ケアを提供します。
緩和ケア認定看護師

がん化学療法看護認定看護師

急性期 / 慢性期
各専門領域において、専門知識とスキルを発揮し「患者さんにとっての最適」を常に考えながら水準の高い看
護を実践しています。また、多職種とのチーム医療では職種間の潤滑油となり役割を果たしています。
皮膚･排泄ケア認定看護師

集中ケア認定看護師

摂食・嚥下障害看護認定看護師

糖尿病認定看護師

慢性心不全認定看護師

認知症看護認定看護師

救急領域
救急医療は、
時や場所を問わずあらゆる場面で必要とされ、
緊急度・重症度を判断し急激な状態
変化への即応が求められます。ERやICUなど臨床はもちろん、
ドクターカーでの出勤、
DMAT
隊員として被災地支援など活動の場は多岐にわたります。
救急認定看護師

クリティカルケア認定看護師

感染症領域
感染対策の基本は感染症の有無、病態に関わる全ての患者さんに適応されることにあります。そのため、院
内だけで無く地域における感染防止対策活動にも努めています。感染症サーベイランスや感染管理体制の
構築、教育など患者さんや職員、地域を感染症から守るため、継続された感染対策を実践しています。
感染管理認定看護師

中頭病院内で看護師特定行為研修を受講することができます

医師の指示書をもとに難易度の高い診療の補助を
行います。
看護師の役割をますます発揮しチーム医療を推進
します。

看護師特定行為研修修了者

新人支援体制
プリセプターシップ
看護実践に必要な基礎知識・技術・態度を習得できるよう
あなたの成長を支援します

看護部行動基準にもある
（専門職業人としての自
己研鑽）ができるよう、
新人看護師だけでなく看
護師のキャリアアップが
できるよう、継続教育に
力を注いでいます。知
識・技術はもちろんです
が、豊かな人間性をはぐ
くめるよう、委員会を含
めスタッフ全員で教育に
取りくみ、全員で皆さん
をサポートします。教育
担当として、共に笑い・
励まし合いながら皆さん
の成長をサポートします
看護部

コロナ禍の中で学校生活を送り、臨床
実習も少なく大変だったと思います。
いろんな不安を抱えていると思います
が、大丈夫です。スタッフみんなで育
て、支えています。各委員会を中心に
皆さんが安心して働ける様サポートし
ています
南４病棟

基礎看護技術や多重課題、フィジ
カルアセスメント研修など様々な
研修の中で、同期・先輩と楽しく
意見交換をしながら知識技術を学
ぶ場を設けています。また、プリ
セプターとして、日々のサポート
や 振 り 返 り な ど を 行 い 、新 人 ス タ ッ
フをサポートしています。他にも、
新人教育委員や教育委員を含めス
タッフ全員で新人の支援をし、共
に成長できるような取り組みをし
ています。
南４病棟

島袋

急性期病院で最先端の医療
を取り入れており多くの事
が学べる環境です。 毎年多
くの新人看護師が入職して
いますが、 先輩新人共に切
磋琢磨しながら日々の業務
を頑張っています。 教育委
員として、 新人が成長でき
るよう、 日々全力でサポー
トをしています。

佐久本 聖菜

南５病棟

医療従事者としての責務に、
緊張と期待と様々な感情に押
しつぶされそうな 1 年目だ
と思います。苦しいこと、つ
らいことはプリセプターと共
有して半分に、嬉しいことや
成長できたことは一緒に喜ん
で 2 倍にしていくことがで
きれば嬉しいです。目標とな
る看護師像を忘れずに一緒に
成長していきましょう。

兼城 信也

東４病棟

玉城 智美

琴音

わたしたちがサポートします
プリセプターからの
メッセージ

プリセプター制度とは、先輩看護師 ( プリセプ
ター ) がある一定の期間、新人看護師 ( プリセ
プティ ) に対して、臨床実践を指導する方法で
す。看護実践能力の獲得を支援する教育体制と
して導入しています。

宜保 真由美

年間スケジュール

4月

5月

6月

新人研修

リフレクション研修

心電図の基本

7月
安全研修 (KYT)

8月
多重課題研修

9月
タイムマネジメント研修

10 月
緩和ケア研修

11 月
リフレクション研修

12 月

1月
フィジカル
アセスメント研修

2月

3月

バイタル
リフレクション研修
アセスメント研修

先輩からのメッセージ!
敬愛会というフィールドであなたの力を生かしてみませんか
南5病棟：眞玉橋

英恵

沖縄県立看護大学 卒業

私が中頭病院への就職を決めた１番の理由は、スタッフ間の仲が良いことでした。1年
目は、社会人として働くことや看護師としての知識・技術の習得など、入職前も、働い
てからも沢山の不安・悩みがありました。4月からの新人研修期間だけでなく、定期的
なリフレクション研修のおかげで、技術・知識を深めながら同期と悩みや不安を共有し
励まし合いながら頑張ることができました。その後、病棟に配属されてからも、明るく、
相談しやすい雰囲気があるため、看護技術・知識はもちろんのこと、精神的なサポート
も教育係やプリセプターを中心に先輩方が支えてくださいました。また、中頭病院では
セル看護方式を採用していることも、私が就職を決めた一つの理由です。実際、勤務時
間のほとんどを患者さんの様子が伺える場所で働いています。そのような環境の中で、
少しでも患者さんの変化に気づき、安心して安全に入院生活を過ごせるような看護を実
践できるよう心がけています。皆さんもぜひ、中頭病院で看護師としてのやりがいを感
じながら一緒に成長しましょう。

手術室：上原

拓真

那覇看護専門学校 卒業

私は学生時代、中頭病院に勤めている先輩方から「中頭病院は教育体制がしっかりとして
いて、とても働きやすい病院」と聞いていました。病院説明会に参加した際は教育体制だ
けでなく病院の雰囲気の明るさにも魅力を感じ、就職を決めました。私は現在、手術室看
護師として勤務しています。手術室での業務は私にとって初めての連続で、戸惑ったり不
安を感じることもあります。ですが、プリセプターや先輩方が手術について丁寧に指導し
てくれ、上手くいかない事があると親身になって振り返りや相談にものってくれます。そ
のおかげで少しずつですが、できる事が増えてきています。手術室は特殊部署で手術や手
術で使われる機械の勉強は大変ですが、成長を感じる事ができ、充実した毎日を送ってい
ます。皆さんも是非、中頭病院で一緒に楽しく働きながら成長しましょう。

東３病棟：渡慶次

志歩

沖縄看護専門学校 卒業

私は、学生時代に中頭病院で何度か実習をさせて頂きました。実習で病棟や特殊部署の
見学など様々な部署で働く先輩方と関わることができ、どの部署も職種関係なくスタッ
フ全体的にとても仲が良く、忙しくとも笑顔で楽しみながら働いている姿が印象的だっ
たのを覚えています。実際に、働いてもうすぐ1年が経ちますが、重症の患者さんも多
く、知識・経験不足から悔しい思いも沢山しますが先輩方や同期に支えられ毎日充実し
た日々を送っています。ぜひ私たちと一緒に充実した看護師生活を送っていきませんか。

先取り看護の実践
いつもそばに寄り添って

三種の神器 (NS ユニット )
カート

スマホ

ひとつで
どこへでも

PC

各病棟は、セル看護提供方式を採用しています。
セル看護提供方式とは、看護師の動線のムリ・ムラ・
ムダを省き、
「 患者の側で仕事ができる＝患者

に 関 心 を 寄 せる」 を実現するサービス提供システ
ムです。ベッドサイドにいることで先取り看護が実
践できます。

� 日のスケジュール
ウォーキングカン
フ
ァ

8 : 00
8 : 30
10 : 30
11 : 00
14 : 00

申し送り
ウォーキングカンファレンス
バイタル測定
看護ケア・与薬
ミーティング

昼食
食事介助

臨検・ケア

昼

16 00

申し送り・記録

17 : 00

業務終了

:

吸引
ケア

食

時間

夜間

引き

継

ぎ

魅力 的な！

仕事に打ち込むための支援体制
夫・妻として、父・母として、子育てしながらスキルアップを目指す
私が入職した頃は、女性看護師と比べて男性看護師の割合は少なく、同期の男
性看護師は３名でした。現在では男性看護師に求められる役割も多く、幅広い診
療科で男性看護師が活躍しています。当院はキャリアラダーに応じた院内研修
も充実しており、キャリア開発の環境が整っています。また、私は3年前に育児休
暇を取りましたが、男性の育児休暇に対する職場の理解やフォロー体制があり、
安心して育休を取ることができまし
た。職場の雰囲気も明るく、キャリア
アップを行いながら、安心して働き
続けられる職場環境になっています
HCU 主任：上地

遼

事業所保育園（わかば保育園）
を利用しながら働くことができます。夜勤の時はもちろん、少々の体調不良でも受け入れても
らえるのでとても助かっています。育休からの復職直後は、環境・生活リズムの変化で体調を崩してしまい保育園からお迎え
の呼び出しが続くこともありましたが、仲間の理解もあり年休をいただきながら、子育てとお仕事と両立できました。学ぶ場と
しては、看護協会主催の多分野にわたる研修会や、院内研修、学会での発表などキャリアアップの機会は盛りだくさんです。子
育てしながらでも色々なことにチャレンジできる、敬愛会の最大の魅力だと思います。
南４病棟 主任：佐久本

聖菜

キャリアアップ 支 援 制 度

子育て支援

専門看護師、認定看護師、特定行為研修、大学院進学などを

事業所内認可保育施設

わかば保育園

目指す看護師に対して、勤務上の配慮や経済上の支援制度が
あります。また学会発表を推奨しており、

病児保育 よつばルーム
沖縄市の認可保育園です。沖縄市在住の方や、敬愛会

学びが深まります。

に勤務する医療従事者のお子さんを預かり、仕事と子
育ての両立をサポートします。
また、お子さんの急な発熱
や体調不良の時は、病児保育
よつばルームの利用が
可能です。

会員制福利厚生
サ ービス

ENJOY!!

レジャー、ホテル、グルメ、
アミューズメント各種補助があり充実！
！

NS Life
イベントも いっぱい
忘年会、運動会、歓迎球技大会で仲間とリフレッシュ。

クラブ 活 動
職種を超えた交流で
つながりを大切に・
・
・

サークル一覧
・バレーボール同好会・野球同好会
・バドミントン同好会・テニス同好会
・バスケット同好会（男子・女子）
・サッカー同好会

看護部署紹介

敬愛会

看護職配置部署

東 3 病棟（循環器センター）

ＩＣＵ

循環器内科疾患のすべての検査・治療、心臓血
管外科の手術前後から保存的治療看護に携わっ
ています。

集中治療室で、呼吸、循環、代謝その他の重篤な
急性機能不全の患者を 24 時間体制で管理し、よ
り効果的な治療を施すことを目的としています。

日帰り手術センター
一般外来から整形、形成、泌尿器、眼科、婦人
科、耳鼻科と多岐にわたる疾患の日帰り手術を
担当しています。手術を受ける患者や輸血等を
行う患者にとって安心・安全な環境をつくり、
限られた時間の中で不安を軽減できるよう看護
を行っています。

手術室
手術室 11 室。日帰り手術から胸部外科、心臓
血管外科、2018 年からはダヴィンチ手術を行っ
ています。年間手術件数約 8,600 件で安全、
安心な手術を提供しています。

ＨＣＵ
全診療科の救急を要する医療を行うことを目的
としています。高度な知識と技術の習得ができ
る部署です。

東 4 病棟（産科・婦人科）
北 4 病棟（整形・形成）
整形外科は、骨や運動器と多岐にわたり対応し
ています。救急車受け入れや高齢者が増加し、
交通外傷の多発骨折・転倒骨折が多くなってい
ます。手術後の早期回復に向けて、他職種協働
で取り組んでいます。

安心・安全をモットーとし、高次医療施設には
ない家庭的な温かさと個人病院にはない集中ケ
アができます。またお母さんと家族が満足でき
るよう寄り添うことを心がけています。

南 4 病棟（小児科・女性センター）

西 4 病棟（脳神経外科・耳鼻科・眼科）

小児科では、保育士を 配置し、プレイルーム
の充実や家族付き添い、季節毎のイベントや育
児面でのサポートも行っています。女性病棟で
は、女性特有の疾患を受け入れ、安心して治療
に専念できるような環境を整えています。

脳神経外科・耳鼻科・眼科・血管外科・泌尿器
科の 5 つの診療科を主に見ている病棟です。手
術前後の治療看護から終末期看護まで幅広い看
護を行っています。

西 5 病棟（総合内科・腎・内分泌）

東 5 病棟（消化器センター）

内科全般を受け入れているため広い視野で関わ
り、入院時から退院後の生活を見据えた介入を
行い患者ファーストを目指しています。腎臓病
療育指導士が在籍しており、専門的な知識が学
べる部署です。

消化器疾患の急性期・周術期から終末期までの
幅広く専門性の高い看護を経験することができ
ます。明るく元気なスタッフで楽しく仕事をし
ています。

北 5 病棟（呼吸器センター）
呼吸器内科、呼吸器外科の患者を受け入れてい
ます。呼吸不全による急性増悪や慢性呼吸器疾
患にて人工呼吸器など装着した患者の看護や呼
吸器外科手術では肺癌、気胸など術前・術後の
看護を行っています。

血液浄化センター
ICU や HCU での特殊透析から導入期や維持期
までの透析看護、腹膜透析など、幅広く血液浄
化療法を学ぶことができる部署です。

救急センター
救急診療部の基本方針である「断らない救急体
制の構築」を目標に、救急初療室・観察室・時
間外外来業務を行っています。さらに、救命率
の向上を目指しドクターカーの運用・敷地内ヘ
リポートでの救急患者受け入れを行っていま
す。モチベーションの高いスタッフが揃ってい
ます。救急医療に関心のある方は是非！

南 5 病棟（消化器・血液センター）
消化器・血液内科の病棟です。急性期の消化器
検査や治療また化学療法を中心としたがん看護
など、急性期から慢性期まで、専門的に学べる
病棟です。

内視鏡センター
内視鏡センターでは、内視鏡検査の他、胃や大
腸のポリープ切除、胆道結石の治療、消化器の
通過障害の解除などほとんどの内視鏡治療に対
応しています。血管造影室では、心臓カテーテ
ル検査、心筋梗塞や不整脈治療、血管塞栓術な
どに対応しています。

入退院支援室
高齢化が進む中、「時々病院、ほぼ在宅」を目
指して、入院支援と退院支援を担っています。
患者個々の生活背景を考慮し病棟担当支援担当
者を配置し、医療相談員や地域連携室と役割分
担・協働しながら入退院支援を行っています。

病院外来
28 診療科。幅広い対象の患者へ安全・安心し
た看護を提供するために他職種との連携を図
り、それぞれの診療科の持ち味を活かしながら、
地域支援病院としての役割を担っています。

居宅介護支援事業所
なかがみ
ケアプランの作成
など介護保険サー
ビスの手続き、援
助を行います。

中頭病院
高度・急性期

救急医療

介護付き有料老人ホーム
なかがみ苑

訪問看護ステーション
なかがみ

集学的がん治療

その方にとって一番良い在宅
療養のカタチを見つけて安心
して療養生活がおくれるよう
サポートします。

可能な限り自立した
日常生活がおくれる
よう、その人らしい
暮らしを支えます。

なかがみ
地域包括センター

有床診療所 敬和医院

住み慣れた地域で安心した暮らしを
通所リハビリ
テーション ちばな

利用者のしたいこと、在宅生
活で困っていることを具体化
し、在宅生活を支援します。

・物理療法 ・パワーリハビリ
・生活リハビリ など

看護小規模多機能型居宅介護
愛貴

訪問看護、訪問介護、通い、
泊まりの 4 つの介護サービス
を、看護師、介護福祉士の他、
他職種協働で 24 時間、365 日
体制で切れ目なく支援します。

健康管理センター

人間ドックや定期
健康診断など、病
気の早期発見から
生活習慣の改善サ
ポートまで行いま
す。

ちばなクリニック
一般外来・専門外来・指導外来
画像検査・診断（CT/MRI/PET-CT）

血液浄化センター

65 床で、約 150 名
の患者を安全で安
心した維持透析に
努めています。

外来
標榜診療科 24、一日平均
外来患者数約 1,000 名の大
型クリニックです。

社会医療法人敬愛会
急性期医療から在宅医療、また予防医療や介護サービスま で 幅 広 く 地 域
の中核医療機関として活動しています。

〒904-2195 沖縄県沖縄市字登川610番地
TEL.098-939-1300 FAX.098-937-8699
https://kango.nakagami.or.jp/
kango@nakagami.or.jp

