ここだからなれる

看護部理念

J H

合言葉の
ジェイホス

「JHOS」
とは？

自信

人間愛に基づいて
良質で高度な医療を

ここでしかなれない

「人間味あふれる看護の実践。
〜J HOSナーシング〜」

日本大学板橋病院理念

実践します

O S

誇り

思いやり

信頼

私たちは特定機能病院の

看護師としての誇り，

患者さん，ご家族に対して

患者さん，ご家族はもちろん

看護師として自信を持って

日大板橋病院の

そして共に働く仲間に対して

医療チームの仲間からも

看護を提供しています。

スタッフとしての誇りをもって

思いやりをもって関わります。

信頼されるような看護師や
助産師を目指しています。

看護を提供しています。

看護方針

（安全）
1. 医療安全を第一に考える看護を実践する。

2.

（人権）
生命倫理・看護倫理に基づいて，患者さんの人権を守る。

看護部
体制

入院基本料 特定機能病院入院基本料（一般病棟入院基本料 7：1）
看護方式 固定チームナーシング +（機能別ナーシング，ペアナース制）
勤務体制 変則 2 交替制
勤務時間 日勤／ 8：00 〜 16：30 夜勤／ 16：00 〜 8：30 他

（チーム医療）
3. チーム医療の一員として，看護専門職の責任を果たす。

4. 特定機能病院の看護専門職として，
（地域貢献）
地域医療の発展に貢献する。
（教育）
5. 大学職員の使命として，教育的役割・人材育成役割を担う。

目指しているのは JHOSナーシング

看護部長・副病院長

縣 美恵子

私たちが目指す看護，それは JHOS ナーシングです。最初はみんな自信なんてありません。 初め
てのこと が いつものこと になるには誰でも時間が必要です。周囲に支えられ，経験を重ねていく
ことで，自分中心の視点でしか見えなかったことが，いろいろな視点から見ることができるようにな
ります。その時，はじめて当院が目指している JHOSナーシングの本当の思いを理解していただける
と思っています。ナースとしての第一歩を当院で踏み出してみませんか。
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教育制度の特長

ポートフォリオやスマホを活用した学習と，
少人数制の教育で，じっくり新人を育てます。

病院全体で育てる

当病院の看護職員の継続教育は，
日本大学の教育理念である「自主創造」の精神に基づいています。
看護部では自ら学び，自ら考え，
未来を切り拓くことのできる看護師の育成に取り組んでいます。

しっかり，ゆっくり
W教育

成長が形に残る
ポートフォリオ

いつでも，どこでも
スマホ学習

全看護職員が自己成長記録を
ポートフォリオファイルに綴じて
キャリア開発に用いています

スマートフォン，タブレット端末で，
見たい・知りたい技術を
すぐ確認できます

看護部

集合教育
+

教育リーダー

少人数制教育
プリセプター

指導者

新人看護師

プリセプター，支援リーダー，
部署の先輩，院内教育担当者，教育研修部，
看護部全体で育てます

4名

新人看護師

10 名

新人教育は，
集合教育と少人数制研修の
W教育でしっかり学べます

心に豊かさを持ちながら，しっかりと地に足

集合教育は，基礎知識と基礎技術の概要を学

ポートフォリオには「情報の一元化」「実績や成

看護技術をスマートフォンやタブレット端末か

をつけ，自信を持って看護を実践していける自

び，座学と実技，グループワーク等の多彩なプ

果にいたるプロセスを丸ごと閉じ込めた」という意

ら，いつでもどこでも閲覧・確認することができま

律した看護師を育てることを目標としています。

ログラムで新人同士の交流を深めながら学ぶこ

味があります。

す。動画で学べる技術もあるので，初めての技術も

プリセプターや先輩看護師による現場指導，

とができます。少人数制研修は，採用後 1 年以

当病院では，個人の成長プロセスを集約したもの

イメージすることができます。業務中も電子カルテ

支援リーダーによるサポート，教育研修部によ

内の看護職員を対象に，厚生労働省の推奨する

としてポートフォリオファイルを活用しています。

から手順や必要物品を確認することができるので手

る集合教育，院内教育担当者による少人数制研

基礎看護技術をすべて習得するための研修です。

効果として，確実な目標達成ができる，自己評価・

軽に学習ができます。「これって何？」「何を準備し

修をとおして，病院全体であたたかく見守りな

基礎看護技術は，一般病棟，特殊部門等に関わ

他者評価ができる，自分の成果や成長を客観的にみ

てどうすればいいの？」「看護のポイントは？」と

がら育てていく環境を整えています。悩んでい

らず，すべての看護職員が習得すべき技術とさ

ることができる，自身を可視化できる，自身の再構

いう時，必要な技術をすぐ手軽に確認できます。ナー

ること，困っていることは，現場の先輩・上司

れています。全看護職員の中から推薦で選出さ

築ができる，自己認識ができることを期待していま

シングスキルは看護技術だけでなく，急変対応・認

だけではなく，他部署の管理者による「成長を

れた教育担当者が，根拠からしっかり指導して

す。

知症看護・摂食嚥下ケア・看護研究など専門領域の

見守るチーム（SMT）」のメンバーがサポートし

くれます。指導者4人に対し，新 人10人前後の

ます。

少人数制なので質問しやすくリラックスした環

看護職として自分の成長記録を残し，他者評価も
得ながらさらなる成長を目指していきます。

講義も動画で見ることができ，スキルアップにもつ
ながります。根拠が分かる看護技術を動画で学習・

境です。集合教育と少人数制研修の W 教育で，

習得，テスト機能もあるので自己の知識の確認や復

1 年間をとおして復習しながら，しっかり学ぶ

習もできます。

ことができます。
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先輩看護師のコメント

先輩看護師のコメント

先輩看護師のコメント

先輩看護師のコメント

初めてプリセプターを担当しましたが，悩んだと
きは支援リーダーに相談できること，病棟全体で新
人をサポートする体制があり安心でした。新人時代
は誰もが緊張するため，こちらから声かけを行い，
話しやすい環境をつくることを心がけました。

1 年目は集合教育と少人数制の基礎看護技術修
得研修があり実技を通して，じっくり学べました。
人工呼吸器の研修は実際に現場で生かすことができ，
自信がつきました。また，同期との情報交換も行え，
お互いに切磋琢磨できる有意義な時間でした。

現場や研修などで学んだ知識や技術を記録し，1 冊の
ファイルにまとめています。不安のある技術はいつでも
見直し復習できるので安心です。毎月先輩と目標を立て，
達成できたかを振り返り，次につなげています。成長を
記録できる大切な宝です。

当病院の現場で必要な看護技術の手順をパソコンやス
マホを使用して 24時間，どこでも見られるのでとても
便利です。研修前の予習や不安な部分の学習などに活用
しています。また，テスト機能もあるので到達度を確認
するのに役立てています。
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ラダーシステム

日大板橋病院看護部
臨床看護実践能力習熟段階
クリニカルラダーⅠ

クリニカルラダーⅡ

必修研修
基本的看護技術 1
Part 1 [5月]
医療事故防止
感染予防対策
輸液ポンプ・
シリンジポンプ
Part 2 [7月]
看護診断
重症度・医療・
看護必要度
輸血・麻薬
Part 3 [10月]
救急看護
Part 4 [1月]
フィジカル
イグザミネーション
人工呼吸器の理解
Part 5 [3月]
医療安全
看護倫理
接遇
褥瘡予防
事例発表
1 年間の振り返り

クリニカルラダーⅢ

必修研修

必修研修
プリセプター研修

臨地実習指導者研修

Part 1 [6月]
看護診断
医療事故防止

Part 1 [9月]
専門看護
（褥瘡ケア／
感染看護／緩和ケア
／退院支援）
医療安全

Part 1 [2月]
プリセプターの役割
新人教育システム
青年期の特徴
コーチング
Part 2 [6月]
フォローアップ研修

Part 1 [6月]
看護教育課程
教育概論
学生の心理
指導者の役割
指導者観
指導計画，
実習記録について

Part 3 [11月]
指導を通しての
まとめ

Part 2 [11月]
指導を通しての
まとめ

Part 2 [1月]
事例検討
事例発表
次年度に向けて

Part 3 [2月]
コーチング
事例発表
次年度に向けて

に沿って自己学習を行い，ジェネラリストレベル（ラダーⅤ）を目指します。
当病院のラダーにはクリニカルラダー，スペシャリストラダー，マネジメン
トラダーの 3 種類があります。

クリニカルラダーⅣ

クリニカルラダーⅤ

必修研修

ケアのマネジメント

リーダーシップ研修
（ベーシック）
Part 1 [7月]
リーダーシップ概論
組織論
看護必要度
問題解決技法
目標管理
プレゼンテーション
課題の取り組み
Part 2 [10月]
フォローアップ
Part 3 [2月]
課題発表

スペシャリストラダー

マネジメントラダー

必修研修

必修研修

専門看護師・
認定看護師研修

看護管理者研修

必修研修

プリセプター支援
リーダー研修
Part 1 [2月]
プリセプター
シップの概念
支援リーダーの役割
新人教育システム
コーチング

リーダーシップ研修
（アドバンス）

ケアのマネジメント
アドバンス

Part 1 [7月]
管理の基本を学ぶ
Part 2 [3月]
課題発表

Part 2 [6月]
フォローアップ

クリニカルラダー
Ⅴ看護師に求めら
れる役割
看護ケア実践の
専門性を高める
フィジカルアセス
メント
呼吸ケア
感染看護

Part 1 [6 月]
自己課題の明確化
Part 2 [2 月]
課題取り組み
結果報告

毎月

対象別
主任・師長補佐
・師長

Part 3 [11月]
指導を通して
のまとめ

キャリアアップコース（個別のラダーレベルにあったコースを選択）
全職員対象
重症度・医療・
看護必要度
事例検討会
外来職員対象
緊急度判定

キャリアアップコース
褥瘡ケア
透析看護

対象：ラダーⅠ〜Ⅴ

がん看護
がん化学療法

看護研究コース

呼吸ケア・人工呼吸器
フィジカルアセスメント

対象：ラダーⅡ〜Ⅴ

院内認定コース 対象：ラダーⅢ〜Ⅴ

基礎看護技術修得研修
（ポートフォリオ研修）
１回／月 １日コース

静脈注射
救急外来トリアージ
BLS

[6月]（16日間開催）

環境調整技術
食事援助技術
排泄援助技術
清潔・衣生活援助技術
症状・生体機能
管理技術

クリニカル
ラダーシステム

基本的看護技術 2

Part 2 [10月]
急変時の看護
専門看護
（褥瘡予防／
感染看護）
看護倫理

当病院に採用されたすべての看護職員は，まず，当病院のクリニカルラダー

希望研修

心電図の基本

対象：ラダーⅠ

ストーマケア
スキンケア
災害看護

酸塩基平衡の基本

対象：ラダーⅡ

▶日大板橋病院看護部における臨床看護実践能力 習熟段階

▶助産師クリニカルラダー（レベルごとの到達目標）

[9月]（16日間開催）

活動・休息援助技術
与薬の技術
症状・生態機能管理技術
安全確保の技術
感染防止の技術

日本看護協会承認資格
マネジャー
スペシャリスト

クリニカル
ラダーⅤ

[11月]（16日間開催）

創傷管理技術
与薬の技術
安全確保の技術
感染防止の技術

クリニカル
ラダーⅣ

[12 月]（16日間開催）

呼吸・循環を
整える技術
救命救急処置技術
クリティカルケア
看護技術
[2月]（16日間開催）

救命救急処置技術
症状・生態機能管理技術
安全確保の技術

マネジメント
ラダー

クリニカル
ラダーⅢ
クリニカル
ラダーⅡ
クリニカル
ラダーⅠ

サードレベル
セカンドレベル
ファーストレベル

スペシャリスト
ラダー

専門看護師
認定看護師

創造的な助産実践ができる

ラダー
レベルⅣ

院内において看護実践における役割モデルとなれる
看護単位における課題を明確にし，改革の推進者となれる
看護単位・院内において教育的役割ができ後輩の育成ができる
管理及び専門分野の研究を行い，質の向上に寄与できる

看護過程を踏まえた個別的なケアが実践できる
状況に応じたリーダーシップが発揮できる
看護観，倫理観に基づいた看護実践と患者の安全確保ができる

院内の基礎看護技術評価をクリアし，臨床の現場で安全なベッドサイドケアが提供できる
専門職業人，日大板橋病院のナースとして必要な基本姿勢と態度を習得している
救急時，災害時の対応を理解している

助産ケアにおいて，指導的な役割を実践できる
ローリスク / ハイリスク事例において，スタッフに対して教育的な関わりができる
入院期間を通して，責任を持って妊産褥婦・新生児の助産ケアを実践できる

ラダー
レベルⅢ

専門領域における看護実践の役割モデルとなれる
あらゆる場面でのリーダーシップが発揮できる
後輩・学生に対して温かい指導的姿勢で関わることができる
看護研究を通して専門領域を深めることができる

専門領域における看護実践の役割モデルとなれる
あらゆる場面でのリーダーシップが発揮できる
後輩，学生に対して温かい指導的な姿努で関わることができる

助産外来において，指導的な役割を実践できる

助産外来において，個別性を考慮したケアを自立して提供できる
助産外来において正しい判断と適切な保健指導が自律してできる
助産ケアにおいて自律してケアを提供できる

ラダーレベルⅢ以上で
アドバンス助産師に
チャレンジ・取得

ハイリスクへの移行を早期に発見し対処できる
助産過程を踏まえ個別的なケアができる

ラダー
レベルⅡ

支援を受けながら，助産外来においてケアが提供できる
先輩助産師とともに主体的助産ケアを担当できる
ローリスク / ハイリスクの判別及び初期介入ができる

ラダー
レベルⅠ
ラダーレベル新人

健康生活支援のための知識・技術・態度を身につけ，安全確実に助産ケアができる
助産外来・主体的な助産ケアについて，業務内容を理解できる
ハイリスク事例についての病態と対処が理解できる

指示，手順，ガイドに従い，安全確実に助産ケアができる
＊助産実践能力育成のための教育プログラムを準拠
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新人年間
スケジュール

基本に戻って考えることができる研修は，
新人にとってとても大切な時間。

当病院の研修は少人数で行うため，分からないことはすぐに聞くことができます。
また，毎回異なる指導者と研修を通して実践に活かせる方法を学ぶことができるのも特徴です。
実際の場面になった時，自信を持って対応できることを目標に，1 年間同期の皆と共に頑張っていきましょう。

基本的看護技術 Part 3

少人数制研修

救急看護

修了証書
少人数制研修
少人数制研修

基本的看護技術 Part 1

基本的看護技術 Part 2

医療事故防止

看護診断

感染予防対策

重症度医療・看護必要度

輸液ポンプ・シリンジポンプ

輸血・麻薬

少人数制研修
オリエンテーション

5月

4月

6月

7月

少人数制研修

8月

10月

11月

12月

1月

2月

基本的看護技術 Part 4

9月

3月

基本的看護技術 Part 5

フィジカルイグザミネーション

医療安全

人工呼吸器

看護倫理・接遇
褥瘡予防
体験した事例を
ナラティブでまとめ発表

就前研修

基本的看護技術１
（Part1 〜 Part5）▶ 5 月，7 月，10 月，1 月，3 月
基礎看護技術修得研修（少人数制研修 ) ▶ 6 月，9 月，11 月，12 月，2 月

▶研修後の感想

状況が設定されていたので，
考えながら学ぶことができた。

状況が分からないまま
手技を実施していたことがあったが，
この研修で根拠が分かった。

少人数制で質問もしやすく
リラックスして受講できた。
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実技の後に振り返る時間があることで，
があることで
より理解が深まった。

教育担当者
の声
2002年入職／

上田 千絵

集合教育と少人数制研修を隔月交互に実施し，繰り返し学習しながら修得
できる体制をとっています。少人数制研修のメリットは，院内教育担当者に
よる指導を少人数で受けられることで，リラックスして質問しやすい雰囲気
で受講することができます。研修の際は，新人が受講しやすい雰囲気で迎え
入れるように心がけています。研修中にできていたことや，良い関わりをし
ていた場面ではその場で褒めるようにしています。また，エールインパクト
シートにメッセージを残す取り組みも行っています。
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新人紹介

充実した少人数研修で確実に成長できました
就職活動について，
「自分が何を大事にしたいのか，選択基準に優先順位をつけておくのがオススメ」と，
新人看護師の高橋奏衣さんは就活生にアドバイスを送ります。2017 年に茨城県立医療大学を卒業し，現在
消化器外科病棟で働く高橋さんに就職活動や現在のようすについて伺いました。

就職活動から入職までの
経緯について
教えてください。

2017 年入職

院内研修は
どんな雰囲気ですか？

どのような指導を受けて
日々の業務に
取り組んでいますか？

休日は同僚と食事をしたり，

大学 3 年の冬に都内で開かれ

新人向けの基礎研修は2 種類

毎日の業務では，先輩看護師

た合同就職説明会に参加したの

あり，毎月交互に開催されてい

であるプリセプターが 1 年間マ

都内にいる高校や大学時代の友

が，本院との最初の出会いでし

ます。1 つは新人全員が参加し

ンツーマンで指導してくれます。

人と会ったりして過ごしていま

た。大学病院を志望したのは，

て，講義を受けたり，5 〜 6人

その日の業務の振り返りをして

す。現在は徒歩5分ほどの寮に

診療科も多く，最初からさまざ

のグループに 1 人指導者が付

くれたり，課題を出して指導し

住んでいますが，近辺は庶民的

まな症例を経験できると思った

いて手技のトレーニングなどを

てれたり。一方的に教えてもら

な雰囲気で住みやすいですね。

からです。春休みには，3つの

行ったりするもの。もうひとつ

うのではなく，こちらが理解し

同僚や先輩方に，一日でも早く

大学病院のインターンに参加。

は新人 2 人 1 組に指導者 1 人が

ているかどうかを含めて確認し

安心して仕事を任せてもらえる

夏には内定をいただくことがで

付く，より少人数制で実践的な

てくれるので，とても助かって

看護師になるのが目標です。

きました。本院を選んだのは，

実技中心の研修です。実際の看

います。先輩はチームのリーダー

研修内容が充実していたことや

護の現場では忙しくて聞きづら

でもあり，常にチームのみんな

インターンでの雰囲気の良さ，

いこともありますが，このよう

に「大丈夫？」
「困ってない？」

待遇面が決め手でした。内定後

な少人数の研修では，細かく丁

などと声かけをするなど，気遣

に開催された自由参加の研修に

寧に教えてもらうことができま

いが素晴らしい方です。患者さ

も出席し，入職前から同期と知

す。臨床実習で経験していても，

んにも優しく接している姿をそ

り合うことができ，安心して入

新たに学ぶことも多く，勉強に

ばで見ていて，私も見習いたい

職することができました。

なることばかりです。

と思うことばかりです。

高橋 奏衣
プリセプター
より

忙しさの中にも
大学病院ならではの
やりがいがあります

新人看護師の一日
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OFFはどう過ごして
いますか？

2012 年入職／

齊藤 太修

申し送り

手術出し

点滴準備・
確認

ラウンド・
記録

清潔ケア

処置，介助，
検査出し

休憩

配薬（食直後）

ラウンド・記録

申し送り

夜勤から日勤看
護師への引き継
ぎ。患者さんの
状態を簡潔に伝
え，情報を共有。

手術を受ける患
者 さ ん の 準 備，
移送。手術室看
護師へ必要な情
報を伝える。

患者名，薬品名，
容量などをダブ
ルチェックで指
さし確認をして
いく。

ベッドサイドで
患者さんの全身
状態を観察。収
集した情報は簡
潔に記録。

患者さんの清潔
を保持するため
に不可欠なケア。
異変がないか全
身状態を観察。

術後の創部の消
毒 等 の 処 置 や，
検査を受ける患
者さんへの説
明・移送を行う。

先輩や同期とお
しゃべりしながら
楽しく食事。リフ
レッシュできるひ
ととき。

食直後に服薬が必
要な患者さんへの
配薬。患者名，薬
品名など，再度確
認が必要。

患者さんに必要な
看 護 ケ ア を 実 施。
コミュニケーショ
ンを取りながらも
観察を忘れずに。

患 者 さ ん の 経 過，
実施したケアを伝
える。情報を整理
しポイントを押さ
えることが大切。

日頃から報告，連絡，相談がしや
すいように話しかけやすい雰囲気で
接するように心がけています。新人
が精神的に落ち込んでいる時にどう
して良いか分からなくなりますが，
支援リーダーからアドバイスを受け
対応しています。指導者としても日々
予習・復習をする機会になっていま
す。指導者として新人時代の気持ち
を忘れず，その時感じた事を活かし
て指導できる先輩になりたいと思っ
ています。
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病院の特徴

24時間体制で最先端医療を提供する
特定機能病院として。

医学の臨床教育研究機関としての役割を持つ当病院は，特定機能病院として，
高度で先進的な医療を提供するとともに，他の医療機関との密な連携により地域医療の中心的な役割を果たし，
救命救急センターを有する救急指定病院としても広く医療に取り組んでいます。
また，総合周産期母子医療センター，小児医療センター・心臓カテーテル検査室での検査・治療といった
専門分野でも，QOL 向上のニーズに対応できる環境を整えています。

周産期母子医療センター
（MFICU）

救命救急センター

総合周産期母子医療センターとして，24 時間

救命センターは過酷な職場ですが，救急場面や

母体搬送を受け入れています。救命救急セン

重症ケアにおいて，看護師の力量が発揮できる

ターと連携して，スーパー母体救命の受け入れ

職場でもあります。

施設となっています。

周産期母子医療センター
（NICU）

中央手術室

総合周産期母子医療センターＮＩＣ

手術室は 13 部屋あります。医師，看

Ｕ と し て24時 間 入 院 を 受 け て い ま

護師，臨床工学技士や他職種のスタッ

す。卒後3年で超低出生体重児の看

フがいてチームで仕事をしています。

護が行えるように教育・実践を行っ
ています。

外来化学療法室
小児医療センター
通院治療でも，最小限の副作用で受
けられる事と患者の QOL の向上を

子供一人ひとりの発達段階に合わせ

目的とし，最新の知識の習得に努め，

た援助を大切にしています。卒後 3

看護師，薬剤師がチームで患者・家

年で小児看護全般を身につけられる

族に寄り添い，治療期をサポートし

よう教育・実践を行っています。子供

ています。

救命の受け入れ施設となっています。

医療連携センター

看護相談外来

看護師による在宅看護相談や転退院支援，事務

今年度から新しく看護相談外来（フットケア）を新設し

による医療機関からの紹介窓口や地域連携など

ました。他にもストーマケアやコンチネンス（失禁）に

の業務を行っています。

関する相談に応じています。外来看護サービスを充実さ
せ，患者様が快適に自宅療養できるよう援助しています。
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現場からの声

働く現場は異なっても，生命と向き合い，
患者さんを支える思いは共通しています。

循環器内科・心臓血管外科病棟
循環器内

佐藤 ともみ

2016 年入職

介護士の母の影響で医療に興味を持ち，看護師を目指しまし
た。学生時代にこの病棟で実習を経験し，心疾患に関心が湧い

これまで
の私

現場では一人ひとりの看護師が不安や悩みを抱えながらも，スタッフのサポートによって成長しています。
先輩たちが日々，どのようなことを考えて患者さんやご家族に接し，看護に取り組んでいるか。
さまざまな看護現場で働く先輩からのメッセージです。

消化器外科病棟

井上 可奈子

2016 年入職

人のために役に立つ仕事をしたくて，看護師を
目指しました。この病院で実習も経験し，働きや
すい環境だと実感して，入職しました。
手術件数も多く忙しい病棟ですが，患者さんを第一に考え，安全，

たことや，脳梗塞や糖尿病を抱えている患者さんが多いことか

安楽に入院中を過ごすことが出来るよう，身体的，精神的，社会的側

ら，幅広い勉強ができると思いこの病棟を志望しました。

面から患者さんのことを理解し，看護に取り組んでいます。

急性期から慢性期まで幅広い状態の患者さんが入院
されるので，毎週火曜日には多職種合同カンファレン
スを行い，どのような選択が一人ひとりの患者さんに

今の私
今

これまで
の私

今の私

しっかりと周りの状況を把握し，行動できるようになりたいですね。
根拠に基づいた看護ケアを実践し，何より患者さんに寄り添ったケア

これから
の私

ができる看護師になることが目標です。

とってベストなのかを話し合い，最善の医療を供でき
るように努力しています。

患者さんはもちろん，ご家族の方にも話しかけやすい看護師
これから
の私

血液膠原病内科病棟
血液膠原

になりたいと思います。まだ知識・経験ともに一人前とはいえ
さまざまな経験を積み，安心して任 てもらえるよ
ませんが，さまざまな経験を積み，安心して任せてもらえるよ
師へと成長していきたいと思います。
うな看護師へと成長していきたいと思います。

2014年入職

中俣 この実

中学生のときに，社会に貢献できる仕事として看
こ
これまで
の私

護師になる目標を持ち，日本大学の付属高校に進学
して，ここまできました。
幅広い分野の患者さんが入院されているため，抗がん剤投与・輸血・
今の私

整形外科病棟
2016 年入職

免疫抑制剤の管理などを行っています。忙しい毎日ですが，患者さんへ
の対応が疎かにならないよう気をつけています。

望月 瑠衣
衣

こ
これから
の私

より多くの選択肢をもって対応できる看護師を目標としています。正
確で安全な知識・技術を習得し，常にアンテナを張りめぐらせ吸収でき
るよう，柔軟性や適応力を磨くことを心がけています。

子ども時代，看護師さんと接することが多く，憧れの存在だっ
たことが，看護師を目指したきっかけです。入職 1 年目は先輩
から教えてもらうばかりで，受け身でいることが多かったので

これまで
の私

すが，今は責任も増し，何事にも積極的になりました。

神経内科病棟

阿嘉 志帆乃
帆乃

整形外科病棟の患者さんは年齢層も幅広く，ADL が

入職 1 年目はパニックになって泣いてしまうこ

低下し手術を受ける方がほとんどです。清潔ケアや食

ともありましたが，先輩方の指導で今ではそうし

事，歩行介助を行ったり，点滴や心電図モニター，酸

たこともなく，成長できたと感じています。

今の私
私

素投与などの周手術期管理を行ったりしています。い

んが多く入院していることから，一番近くにいる看護師が患者さんの

急変するケースもあり，そういうときでも幅広い分野の疾患に
対応できるような看護師になりたいと考えています。

今の私

思いを汲み取り，寄り添うようなケアを心がけています。

整形外科の場合，症状が回復して軽快退院される患者さんが
多いのですが，内科の疾患を抱えている方や，手術後に容態が

これまで
まで
私
の私

神経内科は難病の方も多く，日常生活を思うように送れない患者さ

つも笑顔を絶やさず，丁寧な対応を心がけています。
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2015 年入職

これから
の私

困っている後輩がいたら，まず 話を聞きどうしたらよいか一緒に考
えてあげられる先輩になること。そして自信を持って看護を提供でき

これから
から
私
の私

るよう，常に学ぶことを忘れずに成長していきたいですね。
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資格取得

各分野で活躍する専門・認定看護師たちが
新しい仲間を応援しています。

院内認定資格

トリアージ

静脈注射

ストーマ

年4回研修受講

静脈注射研修 1日受講

年5 回研修受講

ケーススタディ

所定のケース10例実施

机上シミュレーション

100問筆記試験

プレゼンテーションと
コンサルテーション

当病院の
スペシャリスト
とは

専門看護師，
認定看護師，
院内認定看護師など特定の領域において，
より高度で専門的な看護実践の提供と，
看護の質の向上に寄与する看護職員です。組織横断的に活動することやチーム医療を推進するための 調
整能力 ，専門的技術や知識を用いて看護職のケア技術の向上を担うための 教育力 ，現場の課題を明確
化し解決に導く 研究活動能力 ，自らその課題に対して真摯に取り組む 自立性 が期待されます。

試験

プレゼンテーションと
コンサルテーション

化学療法の正しい知見をもとに
がん患者の不安を
少しでも和らげたい

試験・課題発表

スキンケア

院内急変対応

災害看護

年5 回研修受講

年4 回研修受講

年5 回研修受講

事例検討

SBAR・事例を用いた
アセスメント

プレゼンテーションと
コンサルテーション

用の恐れがある場合は，医師，薬剤師と連携しながら調整す

プレゼンテーションと
コンサルテーション

試験

ることもあります。さらにがんの診断を受けた患者さんに対

課題発表

して，心理的なサポートも行っています。専門知識を得たこ

プレゼンテーションと
コンサルテーション
試験

現在，外来化学療法室で抗がん剤や点滴の投与管理，副作

試験

とで，患者さんにも信頼感・安心感を与えられていると感じ
ますし，化学療法に関する院内セミナーなど，啓蒙の面でも
貢献できているのではないでしょうか。認定看護師の資格は，

専門看護師

月曜から木曜日は通常通り勤務して，金曜・土曜日に大学に
がん看護 …………… 1名

感染症看護 ………… 1名

慢性疾患看護 ……… 1名

通う 9 カ月のコースで取得しました。4 人の子どもが幼かっ

急性・重症患者看護専門看護 ……………… 1名
救急看護 …………… 3 名

認定看護師

認定バッジ

皮膚・排泄ケア …… 3 名

透析看護 …………… 1名

感染管理 …………… 2 名

緩和ケア …………… 1名

新生児集中ケア …… 2 名

集中ケア……………… 2 名

がん性疼痛看護 …… 1名

がん化学療法看護 … 4 名

慢性心不全看護 …… 1名

手術看護 …………… 1名

教育担当者・院内認定看護師の資格取得者・静脈注射院内認定看護師に対して病院長より
院内認定バッジを授与されます。自己の知識・技術・人間力を向上させ，現場の看護実践
に活かし，専門的知識・技術を啓蒙，教育し看護の質向上を図る役割を担います。

1995年入職／
がん化学療法看護認定看護師

小林 公子

たので，当時は大変でしたが，今となってはいい思い出となっ
ています。

発症前から終末期まで
さまざまなステージの患者に対し
最善のケアを提供したい
現在，循環器内科・心臓外科病棟に勤務し，チームリーダー
としてスタッフの教育・サポートをしています。認定資格は
まだ取得したばかりで，十分な活動ができているとはいえま
せんが，勤務時間内に患者さんの相談に乗ったり，心不全カ
ンファレンスの企画なども行ったりしています。将来的には，
勉強会などを開き，高齢で自宅での療養が難しく再入院にな
りがちな患者さんへの接し方など，スタッフの慢性心不全に
対する理解を深めていきたいですね。資格取得のために半年
間は，研修扱いという形で勉強に専念できました。心不全看
護認定看護師の必要性を感じていた当時の師長や病棟医師が
温かく送り出してくれました。
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1990 年入職／
慢性心不全認定看護師

今野 幸恵
16

福利厚生

さまざまな充実した福利厚生制度で，
一人ひとりの豊かなプライベートを支援。

厚生施設
等

日本大学の各学部等所有のセミナーハウスに 1 泊 2 食付で，3，000 〜 4，000 円で宿泊でき
ます。軽井沢研修所，山中湖セミナーハウスなど数か所の施設を利用できます。3 歳未満は無料，
3 泊まで宿泊可能なので，多くの職員が利用しています。その他にもスポーツ施設の割引もあり，
テニス，プール，ジム，エアロビクスなど，リフレッシュできる環境を提供しています。また，
勤労者財産形成貯蓄や銀行提携住宅ローンの制度もあり，個々のライフプランに合わせて利用で

看護の仕事に集中するためには，楽しく豊かなプライベートを過ごせることが大切。

きます。

当病院では職員が安心して働き続けられる環境を整えています。
看護師寮や保育所の完備をはじめ，各種社会保険制度や福利厚生制度の充実を図り，
保育所

一人ひとりの多様な働き方をサポートしています。

職員が安心して子育てできるよう院内に保育所を設置しています。
平日7時30分から19時，土曜日7時30分から18時まで対応し，保育士も常駐しているので仕事
に専念できる環境があります。

看護師寮

看護師寮は３か所あり，いずれも病院への通勤が便利な場所に位置しています。西町寮
はワンルームタイプのマンション。オートロック方式で管理人も常駐しているのでセキュ
リティも万全。周辺は静かな住宅街ですが，近くには商店街もあり，日常生活も便利に暮
らせます。また，池袋へも電車で約10分と，休日のショッピングも楽しめるエリアです。

沖縄から一人で上京し，家族や友人も心配
していましたので入寮を決めました。周辺
も住宅に囲まれているので静かな環境で嬉
しいです。買い物は 10 分以内にコンビニ
や商店街があり便利でよく利用しています。
バス停は徒歩 5 分にあり，池袋へのアクセ
スもとても良いです。寮にいる時は静かな
のでゆっくり寝ていることが多いです。同
期も一緒の寮にいるのでご飯を作って食べ
たり一緒に課題をして過ごしています。

バ ス， ト イ レ， エ ア コ
ン， ベ ッ ド，BSア ン テ
ナも完備しているので，
快適なプライベートを
満喫できます
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