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公益財団法人日本医療機能評価機構
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まずはお気軽に看護部長または総務課までお問合せください。

社会医療法人
北海道恵愛会札幌南一条病院

看護職員募集の
ご案内
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　当院は、1981年に医療法人社団 北海道恵愛会 南一条病院として開設された歴史ある病院です。2003年
に急性期機能が移転し、札幌南三条病院として新設され、当院の病院名も札幌南一条病院へと変更しました。
現在は、慢性期にある循環器疾患、呼吸器疾患、人工透析を中心とした診療を行っています。
　2014年には、社会医療法人への申請も承認され、さらに北海道恵愛会の基本理念である「専門性と質の高
い医療を通じ、地域の発展に寄与する」を実践できるよう職員が一丸となって「人間性豊かな心ある医療の提
供」を目指し、日々努力しております。

　当院は、呼吸器・循環器、人工透析の専門医療

機関のため、患者さんのほとんどは腎不全や糖

尿病などの慢性疾患を抱え、日常生活援助を必

要としています。だからこそしっかり時間をかけ

て、看護師の基本的で重要な仕事である日常生

活援助を学ぶことができます。排泄介助、移乗、

口腔ケア、ポジショニング、食事介助、嚥下訓練と

いったケアの知識と技術が身につくのはもちろ

ん、基本的な診療科も学ぶことができます。 新

人看護師の教育には、段階的な研修プログラム

を実施。一人ひとりに実地指導者がつき、サポー

トするので安心です。さらに札幌市内の大学の

協力で、看護過程、看護研究についても力を入れ

て教育しています。安全管理・感染管理にも先進

的に取り組み、職員が安全で安心して働ける労働

環境を整えています。

　慢性疾患を有する患者さん、障がいを抱えた

高齢者の看護、基本的な看護ケアを学びたい方

にとって、当院は最適な職場です。もし急性期希

望でも、基本的な看護ケアを身につけておくこ

とは、この先きっと役に立ちます。

スキルアップを目指して
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患者さんの心を大切にし、
笑顔あふれる職場

S
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大切な5つの　　
札幌南一条病院の
大切な5つの　　

創意工夫と
考える力を身につける

何よりも患者さんの
安全を第一に考える風土

誠実な
医療・看護の提供

患者さんも職員も
満足できる環境づくり

病院の概要

7F   

▲

会議室
6F   

▲

一般障がい者病棟（49床）
5F   

▲

一般障がい者病棟（49床）※うち2床は透析病床 
4F   

▲

一般障がい者病棟（49床）※うち2床は透析病床
3F   

▲

リハビリ室、薬局、透析機械室、血管造影室
2F   

▲

透析室（外来・入院74ベッド）、患者さん更衣室
　　    ラウンジ
1F   

▲

受付・会計、総合待合室、診察室、処置室
　　    生理検査室、放射線撮影室
BF   

▲

ボランティア室

循環器・腎臓内科、呼吸器内科、消化器内科
リハビリテーション科、内科、放射線科
人工透析（夜間透析対応）
各種健康診断（企業健診）、人間ドック、血管ドック
SAS（睡眠時無呼吸症候群）検査

147床

診療科目

病床数

フロア案内
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私たちの病院は、呼吸・循環器のトータルな医療を目指し、専門性の高い高度医療を提供しています。
大切にしているのは、家族のような目線のケアと、スタッフ間の連携。
患者さんが安心して療養できるよう、日々努めています。

当院では、厚生労働省が務める「新
人看護職員卒後臨床研修事業」に
基づいて教育プログラムを立てて
います。自信を持って患者さんを
支えられる看護師を目指し、頑張
る新人を支援していきます。

患者さんの安全・安楽を
チーム医療が実現しています。

　当院は「患者さんに最も良い医療を提供する」を理念に掲げる、147床の病院です。

看護部のモットーは「明るい笑顔と信頼される看護」。患者さんとご家族の

思いやご意見を尊重し、看護ケアに参加していただくとともに、安心と満足の

行く質の高い看護サービスの提供に努めています。

　職員に対しては、豊かな感性と自主性を発揮し、自己研鑽ができる教育体制を

整えてきました。一人ひとりが自覚と誇りを持って自らを磨き、信頼される

看護師へと成長できる「人が育つ・人を育てられる魅力ある職場」でありたいと

願っています。学ぶ機会として、認定看護師育成のための支援制度や、臨床指導者の

育成、院内・院外研修などをぜひ活用してください。

　また子育て支援、ワークライフバランスに合わせた勤務形態など、働き続けられる

職場づくりにも配慮しています。確かな技術に裏付けされた看護に自信を持ち、

互いに信頼し影響し合える職場を共に育んでいきましょう。

　道内でいち早く中央管理システムを導入し、現在は

血液透析のほか腹膜透析治療も実施。1日最大200人

を収容できます。保存期間から維持期間まで一環した

ケアを目指し、透析患者高齢化に向けた、集団リハビ

リテーションも試

みています。感染

認定看護師、糖尿

病療養指導士も

在籍し、感染制御

対策などにも力を

注いでいます。

「あかるい笑顔と信頼される看護(介護)」をモットーに、専門職としての知識・技術の向上につとめ、
常に人の生命と尊厳を尊重した看護(介護)を提供します。

札幌南一条病院の職員として、職員一人一人が
自主性を存分に発揮し、「望む看護」「望まれる看護」を
提供できるよう主体的に自己研鑽できる人材を育成する。

看護部の理念看護部の理念

看護部教育目標看護部教育目標

看護部

病院
紹介

笑顔溢れる心のかよった看護。
その実現のための環境づくり。

看護部
の特色

透析室

　外来では、常に患者さんの安全・安楽を第一に考えていま

す。検査ミスがないよう確認作業を徹底し、ご高齢の方の

転倒の危険や体調は悪くないかなど、目配りも欠かしませ

ん。HOTやCAPD・ASVなど、在宅で医療機器を使用して

いる患者さんに対しては、

観察シートを活用し、いち

早く異常や変化に気づけ

るよう努力しています。退

院後受診の患者さんに

は、病棟と連携しながら

継続看護を行っています。

外来

　病棟はすべて、障がい病棟で慢性

期の患者さんが対象になります。主

に透析患者さんや、神経難病、脳卒

中後遺症、慢性呼吸不全の患者さん

が療養生活を送っています。日常生

活のほとんどに援助を必要としてお

り、看護師・ケアワーカー・看護助手

と協力してケアを行っています。看

護方式は受け持ち制を行っており、

看護計画立案時は患者、家族への提

示を行い目標を共有しています。

一般障がい者病棟

  Sapporo

Minami1jo Hospital

看護部基本方針看護部基本方針

●常に患者の尊厳を守り、患者･家族の意思を尊重し
たケアを実践できる看護職員を育成する。

●患者に寄り添い、意思決定を支えることで、看護する
喜び･看護の力を実感できる看護職員を育成する。

●自己課題達成に向けて主体的に考え、努力する看護
職員を育成する。

●呼吸･循環･透析看護に必要な能力(知識･スキル･態
度)を備え、後輩の学習支援ができる看護職員を育
成する。

●患者の退院後の生活や将来の望ましい姿をイメー
ジでき、生活の処方箋を描くことができる看護職員
を育成する。

　※介護職員の教育目標も看護師と同様とする。

●安全な療養生活を過ごせるよう安全対策を最優先します。

●人の生命および尊厳を尊重する立場にたって行動します。
　※その具体的な行動として、すべての人を対象に、いかなる時もカンフォーダブ
　ルケアを実践します。

●慢性期にある心臓病･腎臓病･呼吸器疾患ケアのスペシャリ
ストの育成を目指します。

●職員間のコミュニケーションを大切にし、チーム医療に取り
組みます。

●患者さんの持てる力を活かし、健康の維持・増進・回復・苦痛
の緩和に努め、生命力の消耗を最小にし、最後までその人ら
しく過ごすことができるよう支援します。

●地域･介護･福祉との連携に努め、安心と満足の行く看護を
提供します。

　※「望む看護」ケア提供者･ケアを受ける側(患者･家族)両者の思いを一致さ
　せて、専門職として、その人に最適な看護(介護)を提供すること。

　※「望まれる看護」ケア提供者に期待される看護(介護)。

自主性を持ち、信頼される看護師を目指して

職場と仕事になれるまで、
病院全体でサポートします。

Smile HeartilySmile Heartily



第1段階
夜勤：月1～2回

（6月～）

第2段階
夜勤：月2回

（8月～）

第3段階
夜勤：月2～4回

（10月～）

看護過程研修、看護研究研修、チームリーダー研修接遇研修、

主任科長研修など

高齢者の看護、摂食・嚥下アセスメント研

修、輸血の安全管理、口腔ケア研修など

安全の取り組み発表会、看護の質発表

会、院内実践報告会、倫理の取り組み

発表会

各部署単位で、救急看護、心電図の見

方、人工呼吸器の管理、CAPDの管理等

企画したもの

委 員会関連研修
安全管理、感染管理に関する研修会、労働衛生に関連した研修

会、褥瘡防止に関連した研究会など

夜勤業務がイメージできるよう見学をする。
実際に夜勤を体験し、仮眠や夜勤前後の生
活調整ができる。

夜勤業務の流れがわかる、夜間の看護ケアが
わかる。4～6名の患者を持ち、段階的に患者
数を増やし、夜勤業務に必要なケアを習得。

夜勤自立に向け、即入や急変などの管理業務
を学ぶ。夜間速入時の指示受けや夜間検査
の手順、急変時の医師への報告など。

集 合研修シミュレーション

シミュレーション

デブリーフィング

一年目看護師さんを対象に実践力を身につけてもらうための研修です。カレスサッポロク
リニカルシミュレーションセンターをお借りし、実践により近い形で研修を行っています。

　　　　　　　　研修目的に合わせて、患者さんの状況・環境を想定してできるだけ忠実
　　　　　　　　に再現した病室で患者さんの観察や対応を体験します。

　　　　　　　　全員が体験したあとディスカッションして、行ったことの裏付けの知識・
　　　　　　　　技術・態度を確認し合います。

はじめて患者さんの検温に行く前に「検温シミュレーション研修」、半年後複数の患者さん
を担当するころには「多重課題シミュレーション研修」を行っています。

❶ 看護職員として必要な基本姿勢と態度を身につける。

❷ 日常生活援助に必要な基本的な看護技術を身につける。

❸ 看護実践における安全管理とコスト意識を身につける。

❹看護師の前に一生活者としてセルフマネジメントができる。

❺病棟勤務の場合は、基本的に10か月以内に夜勤業務ができる能力を身につけることができる。

● 1ヶ月研修 ● 口腔ケア
● 防災 ● 輸液ポンプ等

● 3ヶ月研修
● 夜勤研修

● 6ヶ月研修
● 多重課題
　シミュレーション

● レスピレーター ● 10ヶ月研修● 新採用者オリエンテーション
● 検温シミュレーション
● 記録の書き方、接遇
● トランス
● スキンケア

当院では、厚生労働省が勧める「新人看護職員卒後臨床研修事業」に基づいて
教育プログラムを立てています。
自信を持って患者さんを支えられる看護師を目指し、頑張る新人を支援していきます。

新人全員が夜勤自立ができるよ
う、計画的に集合研修とOJTを組
み合わせて、6月から夜勤に入り
ます。※夜勤手当あり

3年目で「業務リーダー自立」ができるよう計
画的に研修を行っています。また、一定の条
件を満たす場合には認定看護師育成の助成
制度を受けることもできます。
現在、感染管理、皮膚・排泄ケア、透析看護の
3領域で、認定看護師3名が活躍しています。

職場と仕事に慣れるまで、
病院全体でサポートします。

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

仕事にも職場にも慣
れてくるのが、この
時期です。患者さん
のケアを通し、看護
師としての自信と自
覚ができてきます。

少し職場に慣れ始める時期です。同時期
に入職した仲間と情報交換したり、1年間
の個人目標と行動計画を立てます。

1年が過ぎ、4月に新
人が入ってきたら、
もう先輩ナースで
す。知 識 や 技 術、個
人目標の達成度を
再確認しましょう。

下半期に向けて、個人
目標の達成度を振り
返ります。まだ経験し
ていないことがあれ
ば、積極的にトライし
ましょう。

新人職員は各部署に配属される前に、最初の5日間オリエンテー
ションを受けます。病院の一員として働くために必要な規則や知
識、技術の基本を理解し、他部署の業務内容なども学べます。

先輩の手を離れ一人で
行動することが多くな
り、不安になりがちな
頃。実地指導者や他の
先輩たちにも相談しま
しょう。

教育
制度
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Minami1jo Hospital

キ ャリアアップ、スキルアップのための研修

ト ピックス研修 発 表会・報告会等 O JT

新人がス
ムーズに

職場に適
応できる

よう

「チュー
ターシッ

プ」を

導入して
います。

新人看護師教育
プログラム

夜勤研修

新人看護師3年間の予定

・新人看護師研修
・夜勤研修

・メンバーシップ研修
・業務リーダー研修

日常業務
自立

・フィジカル
  アセスメント研修（外部）
・看護過程研修
・事例発表

夜勤自立

業務リーダー
自立

ナースの1日スケジュール 8:30～16:30

Smile HeartilySmile Heartily

昼食・薬介助

処  置

申し送り・記録

16:30

16:00

14:00

12:30

9:00

業務終了

8:30 業務開始

申し送り・
カンファレンス

検温・点滴

新人看護師1年目の到達目標新人看護師1年目の到達目標

院内研修院内研修

1
年
目

2
年
目

3
年
目



クオリティー部会 セイフティ部会

リンクナース会議

当院では各部署のスタッフが連携して情報を共有し、それぞれの立場から解決策を提案・実行するため、
部会制度を設けています。病棟や部署、専門分野の枠を越えて、
よりトータルに患者さんのニーズに対応するため、テーマごとに組織的な活動を行います。

　クオリティ部会は、看護および介

護ケアの質向上と看護記録の質向

上を担当している部会です。

　皮膚･排泄ケア認定看護師、透析

看護認定看護師も参加し、排泄ケ

ア、下肢血流評価･フットケアについ

ても検討しています。

カンフォータブル・ケアーの推進
入退院支援のシステム構築
看護基準･手順の見直し
看護記録･記録基準の見直し
看護業務の見直し　など

　患者さんや医療従事者を感染から守るため、感染対策チームの

ICTと連動し、感染予防対策の検討を行っています。各病棟の感染

対策上の問題を抽出し、各所属先での感染防止教育に努めます。

創傷事例検討会
　院内の褥瘡防止対策委員会メンバーのうち、病棟看護師が中心と

なって、実際の褥瘡・創傷の症例について情報の共有に努めていま

す。具体的には、各病棟の褥瘡・創傷の事例を持ち寄り、現在の創部

の評価と、必要と考えられる治療について検討。結果を褥瘡防止対

策委員に伝え、早期治癒を目指します。

安心して働けるよ
う

サポートしていま
す。

　看護師としても社会人としても新人

だった頃は、毎日不安と緊張でいっぱ

いでしたが、先輩に支えられて乗り越

えることができました。指導する立場となった今は、スタッ

フ全員で指導方法を統一し、相談しやすい環境を作りなが

ら、後輩が自信を持って業務ができるようサポートしてい

ます。笑顔を忘れず、患者さんからもスタッフからも慕われ

る看護師でいるのが目標です。

　透析室に配属され、後輩ができて実

感したのは、指導もまた勉強なのだと

いうことです。知識や技術を再確認し

たり、常に相手の気持ちになって考えることを心がけてい

ます。自分もそうでしたが、新人看護師は一人で判断できな

いことが多く、先輩に声をかけにくいので不安になりがち。

そうした様子をきちんと把握し、患者さんだけでなく周囲

のスタッフに配慮することも大切にしています。

　僕が当院に就職して早6年が経ちました。透析

室は、年齢、経験にかかわらず対等に話ができ、

入職時から人間関係で悩んだことはありません。

困ったときなどはチーム全員で考え、アドバイスを頂いたりと楽しく

仕事をさせて頂いています。透析室は離職率も低く、長く付き合える

こともあり、仕事も和気あいあいとでき、ここで仕事ができることを

感謝しています。仕事を続ける上で、仕事内容もさることながら、人間

関係ってとても大事なものだなと感じています。

先輩達か
ら

メッセージ
。

チームや先輩に恵まれて、感
謝でいっぱいです。

看護師としてしっかり成長できる教育体制、
そしてたくさんの頼れる先輩たち。
私たちの病院には、
スキルと人間性を磨きながらイキイキと
働ける環境が整っています。

看護部では、3つの部会(クオリティ部会･セイフティ部会･育成部会)と、各部署の小集団活動により、安全で質の
高いケアの提供と人材育成のための活動を行っています。

医療の現場のニーズを探り、
各部署が連携して対策を。

部会
活動

  Sapporo

Minami1jo Hospital

より良いケアを実践するために頑張りましょう！

石川 雄太さん
平成22年入職

藤田 麻衣子さん
平成14年入職

相手の気持ちになって
接することが大切です。

小山内 文哉さん
平成21年入職

先輩看護師の主な出身校

旭川医科大学医学部看護学科、天使大学看護栄養学部看護学科、旭川大学保健福祉学部保健看護学科、
札幌保健医療大学看護学部看護学科、日本医療大学保健医療学部看護学科、中村記念病院付属看護学校、
独立行政法人 国立病院機構北海道医療センター付属札幌看護学校、小樽市立高等看護学院、
滝川市立高等看護学院、砂川市立病院付属看護専門学校、深川市立高等看護学院、市立室蘭看護専門学院看護学科、
日鋼記念看護学校看護学科、伊達赤十字看護専門学校、函館厚生院看護専門学校、市立函館病院高等看護学院
函館看護専門学校、富良野看護専門学校、北海道紋別高等看護学院、琴似看護専門学校

※一部抜粋

【主な活動内容】

育成部会

　看護師・准看護師、介護士の教育と看

護(介護)倫理を担当している部会です。

　新人看護師の教育プログラム、経
年別研修、学生指導、研究支援、倫理

カンファレンスなどを中心に活動し

ています。また、介護職員に院内認

定制度についても、介護職員と連携

し検討しています。

新人オリエンテーション
経年別研修 ①メンバーシップ研修
　　　　 　 ②リーダーシップ研修
　　　　    ③チームリーダー研修
職種別研修
看護補助者研修
倫理の取り組み発表会
看護過程研修・事例報告会  など

【主な活動内容】

　セイフティ部会は、医療安全を担

当する部会です。安全管理委員会と

連携し、看護および介護業務につい

て安全の視点で検討しています。

安全予防対策の検討
インシデント･ヒヤリハットの検討
安全ニュースの発行
安全教育の企画･実施
安全キャンペーンの実施
TeamSTEPPSの推進

【主な活動内容】

看護部3部会活動看護部3部会活動

Smile HeartilySmile Heartily



　フルタイムで働くのは難しい人

も、ぜひ希望の勤務時間を相談して

ください。パート勤務の場合、「子ど

もの幼稚園の送り迎えに合わせて、

10～14時に勤務したい」「学校に

通っているので、夜勤専門で働きた

い」といった要望にも、柔軟に対応し

ています。

　『カンフォータブル・ケアー』とは、「気持ち良い･心地よい･快適」などという意味です。あ

なたも医療従事者ですから、プロとして認知症について理解すると共に、プロとして認知

症の患者さまへ対応することが求められます。

　認知症とは、いったん正常に発達した知能(悩)に何らかの原因で記憶･判断力などの障

害が起き、日常生活や社会生活がうまく行えなくなるような、病状的状態

をいいます。ですから、認知症の患者さまは様々な不安の中で生活してい

ますので、「不安・不快」な状況から、「安心・快」の心境へと導くこ

とが重要となります。

　その手立てのひとつが、カンフォータブル・ケアーです。

　患者さまの心理状態を想像して理解してあげ、「快」の心理状態

へ導くことで患者さまが落ち着き、更には、あなたの仕事もスムー

ズに行えることにもつながります。

①常に笑顔で対応する

②常に敬語を使う

③相手に目線を合わせる

④相手にやさしく触れる

⑤患者をほめる

⑥患者に関心を向ける

⑦こちらから謝る態度を見せる

⑧不快なことは素早く終わらせる

⑨演じる要素を持つ

⑩気持ちに余裕を持つ

　子育てと看護という仕事。どちらも大切にして両立させたい人を応援するため、

当院では病院から徒歩1分の「第一すずらん保育園」と25年以上提携。同保育園は

年中無休・24時間体制で、充実した保育環境を提供するNPO法人です。医療関係

者をはじめ、勤務時間が不規則な父母のみなさん

が、安心して働けるようにと設立されました。子ども

たちが心身ともに、のびのびと健やかに成長できる

よう、きめ細かな保育プログラムを用意しています。

小学校入学に備えて文字や数、英語、音楽に親しむ

時間もあり、教育面でも信頼できる園です。

意見、要望をとりまとめ、常に職員専用意見箱を設置。
年1回職員満足度調査アンケートを実施しております。

職員の意見・要望を把握

当院に受診した場合、互助会より診察代、入院費が医療
見舞金として支給されるため、自己負担はありません。
※お薬等は、互助会と関係ないため自費となります。

医療見舞金制度

院外保育施設（徒歩1分）、育児短時間勤務、
奨学金制度、研修支援制度（認定看護師等）

就業支援の取り組み

慶弔、傷病、災害の際の慶弔見舞金を支給し
ます。

慶弔見舞金

忘・新年会、職員同士のサークル活
動、福利宿泊施設で（株）星野リゾー
トTOMAMUタワーと、法人契約し
ております。

職員互助会

長年働き貢献した職員の労をねぎらい表彰する永年勤
続表彰制度があります。勤続5年、10年、20年、30年に
到達している正職員を対象に授与されます。

永年勤続表彰制度

看護職員が安心して業務に集中し働けるように、プライベートでもリフレッシュできる、

多彩な福利厚生を整えております。

 現在3名の認定看護師(感染管理、皮膚･排泄ケア、透析看護)が活躍しています。
当院では、一定の条件を満たす職員に対して認定看護師育成の支援制度を設けており、
3名ともその制度を利用して認定看護師の資格を取得しました。

スペシャリスト、
認定看護師を育成しています。

人材
育成

  Sapporo

Minami1jo Hospital

安心して働け、スキルアップできる
環境を整えています。

福利
厚生

  Sapporo

Minami1jo Hospital

ライフスタイルに
合わせた勤務形態

安心の子育て支援 ライフスタイルに
合わせた勤務形態

安心の子育て支援

あなたもできる！カンフォータブル・ケアー カンフォータブル・ケアーの
基本テクニック

Smile HeartilySmile Heartily

　月1回認定看護師会(タイムの会)の定例会を開催し、お互いの活動状況や目標

管理、研究活動について検討します。また、看護3部会(クオリティ部会、セイフ

ティ部会、育成部会)や関連する委員会とも連携し、精力的に活動しています。

　「タイム会」の名称は、タイムの花言葉である「勇気」「活動力」に由来していま

す。決して大輪の花ではありませんが、小さな花でも着実に活動し成果をあげる

ことができるよう、メンバー全員で名付けました。

　皮膚･排泄ケア認定看護師として院内の褥瘡･創傷、排泄管
理に関わっています。

　当院に入院している患者さんは、高齢者でADLが低下して

いる事が多いので、各部署の褥瘡対策チームのメンバーとの話し合いを行い、褥瘡

自家発生ゼロを目指して活動しています。創傷については、スキンケア(皮膚裂傷)予

防対策や発生時ケアと再発予防。下肢虚血による潰痕形成から下肢切断を防ぐた

めに、透析看護認定看護師と共に下肢虚血の早期発見できるよう活動をすすめて

います。また、失禁に伴う皮膚疾患から皮膚を守るために排便コントロールの検討なども行っています。

認定看護師として学んだ知識と、各部署の症例に関わらせていただいた経験を活かして、より良いケアが提供できるよう

にしたいと考えています。

竹内 順子さん

皮膚･排泄ケア

認定看護師

　患者さん、来院者、医療従事者、全ての方を感染から守ることが感染管理の目的です。
院内感染対策チームの一員として、感染調査、感染症情報発信、正しい手洗い方法などの職員教

育、患者さんや職員を守るワクチン接種の推進など、感染防止と感染が発生した時の対応につい

てアドバイスや指導を行っています。

　患者さんが安心して療養でき、また職員が安全に働けるよう、様々な職種の方々と連携して感染対策活動を行ってい

きたいと考えています。

上野 絵里さん

感染管理
認定看護師

　透析看護は、安全･安楽な透析治療の実践はもちろんの事、長期の療養生活に対し個別的な患者
教育の実践が期待されています。現在の透析療法の現状は、患者の高齢化と治療の長期化が進ん

でいます。その中で、患者本人だけを看護の対象にするのではなく、患者家族･患者を含む社会背景

までを視野に入れて支援することで、より良い生活を送りながら透析療法を継続していくことが出来ると考えています。

そして、透析治療導入の遅延･回避を目的とした、早期の看護介入も透析看護の重要な活動であり、今後より力を入れてい

きたいと考えています。

福島 亮さん

透析看護
認定看護師


