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こんな病院で
働きたい！

一人ひとりを大切にし
ともに看護師として成長できる

川崎市立 川崎病院

決め手は“熱心さ”と
充実の教育制度！

皆川さんが川崎病院を知ったきっかけ
は，インターネット．「大学 3 年生くらい
のときから進路，就職先に悩んでいまし
た．就職サイトに登録して，興味がある
科があるか，寮があるかなど，条件を絞
って検索すると川崎病院がヒットしまし
た．ちょうど 4 月にあった合同就職説明
会に参加して，川崎病院のブースに行っ
ていろいろ話を聞きました」

川崎病院はインターンシップを導入し
ており，そのインターンシップに参加し
たことも，川崎病院に入職を決めた大き
なきっかけになったといいます．「看護師
のみなさんが指導熱心でした．インター
ンシップ中は，ほんとうに親切に指導し
ていただいて．こういう環境だったら，
自分が看護師として充実して働けると思
い，入職を決めました」と皆川さんはいい
ます．さらに，こうした先輩看護師の方々
の熱心さに加え，川崎病院の特徴でもあ
るきめ細かなプリセプター制度や新人看
護師教育の充実度も入職の決め手だった
といいます．

高橋澄江さん
経験6年目．地元川崎出身で，新卒
から川崎病院に勤務．プリセプター
は今回が初めて．

皆川友里江さん
福島県出身．小さいころに入院した経験
と，祖母が訪問看護を受けていた経験か
ら看護師をめざすように．大学の看護学
部を卒業後，昨年4月に川崎病院に入職．

皆川さんは，
いつも明るく一生懸命で，

笑顔が素敵です！

たくさんの
アドバイスで，

いつも助けていただいて
います！

プリセプター
（実地指導者） プリセプティ

2011 年度入職の新人看護師として川崎市立川崎病院
12 階北病棟（外科混合病棟）に勤務する皆川友里江さん．
そして皆川さんのプリセプターである高橋澄江さんへのインタビューを通じて，
川崎病院の看護を紹介します．
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とくに川崎病院では，プリセプターだ
けに新人教育を任せるのではなく，病棟
全体で一緒になって新人看護師を育てる
態勢がスタッフ一人ひとりに浸透してい
ます．プリセプターの上には副主任，主任，
師長と，病棟全体で新人を育てていく“屋
根瓦方式”の環境が，当たり前のように川
崎病院にはあるのです．皆川さんはこう
した態勢に“安心感”を強く感じており，
そのおかげで 1 年目でも安心して看護に
取り組めているといいます．

皆川さんのプリセプターである，高橋
澄江さん．高橋さん自身，今回が初めて
のプリセプターということで，最初は多
少不安もあったといいます．「でも，楽し
みのほうが大きかったですね．皆川さん
がどんどん成長していく過程も目の当た

りにできたこと，そしてプリセプターを
することで，自分自身も成長していると
いう実感もありました」

また，皆川さんは，高橋さんからの「落
ち着いて」という声かけに，ほんとうに助
けられたといいます．「バタバタとしてし
まっているときに，このひと言で不思議
と落ち着けます．ひと呼吸おけるという
か……．そうすると自分のなかでも患者
さんの状態などを整理しながら報告がで
きるんです．そのうえで高橋さんが『じゃ
あ，こうしようか』『先生にこう報告しよ
う』と的確にアドバイスをしてくれるの
で，いつも安心して看護ケアができます」
と皆川さんはいいます．

院内留学（新人臨床研修）って！？

川崎病院では，「院内留学」という，他施
設にはないユニークな研修を2010年度
から始めています．

院内留学とは，就職後６か月経ったこ
ろに，他の病棟に“留学”というかたちで
学びに行くもので，新人看護師が自分で
目標を立て，自分が興味のある病棟で一
定の期間，その病棟の看護を学ぶ研修で
す．数ある研修のなかで，この院内留学
がいちばん印象深いと皆川さんもいいま
す．
「私はふだんは外科系の混合病棟勤務で

したので，内科系の病棟への留学を希望
しました．スタッフの雰囲気も病棟ごと

川崎病院の年間研修スケジュール

看護技術や医療，病院に関する
知識のほかに，社会人・地方公務
員としての心構えも学びます！

6 月からはじまる夜
勤に向け，フィジカ
ルアセスメントや多
重課題の講義やロー
ルプレイをします．
先輩ナースの体験談
やアドバイスも．

看護実践に向け，情
報収集・アセスメン
ト・看護診断・看護計
画・実施・評価の一連
の流れを講義とグル
ープ討議で進めてい
きます

希望する他病棟
での業務を経験．
川崎病院ならで
はの研修です！

4月 6月 12月10月

ここから
1年がはじまります．

ドキドキ．

夜勤が始まっても，
慣れるまでは

プリセプターが一緒に
入るので安心です！

受け入れ病棟の
みなさんが熱心に
指導してくださり，
充実していました！

新規採用看護職員研修

夜勤準備研修 担当看護師研修

院内留学

illustration：松鳥むう
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に違いますし，患者さんのもつ疾患，看
護ケアや介入も違います．今回の留学は
2 週間でしたが，こうした経験を，それ
も1年目でできてよかったと思います」．

また，受け入れる側の病棟のスタッフ
は，とても歓迎してくれたそう．「どなた
に質問しても熱心に指導してくださって．
とても充実した 2 週間でした．自分が体
験したことがないこと，見たことがない
ものを経験でき，ほんとうによかった．
そしていい刺激を受け，気分転換にもな
りました」と皆川さん．

こうした研修を取り入れることで，自
身の看護の視野を広げることができ，さ
らに他病棟を経験することで，キャリア
プランが立てられ，モチベーションも上
がります．受け入れるスタッフにも，さ
らに看護部全体で新人を育てていく気持
ちが生まれ，とてもいい相乗効果を生ん
でいます．

看護を楽しまないと，
いい看護はできない！

高橋さんが，皆川さんの成長を実感し
たのは，ちょうど院内留学から戻ってき
たころ．「皆川さんが『すごく看護が楽しい
です』って言ってくれたときがあるんで
す．このときはうれしかったですね．成
長したなって思いました」
「高橋さんには，夜勤が始まってからず

っと一緒に入ってもらっていました．半
年が経って，夜勤にもすこし慣れてきた
かなというときでした．『業務に追われる
けれど，患者さんと向き合ってちゃんと
看護をしていこう』と，よく高橋さんと話
をしていました．半年が経って，患者さ
んにきちんと目が向けられるようになっ
たそのときに，『看護って楽しい！』と感じ
たんです」と皆川さんは言います．

「皆川さんも，秋くらいまでは落ち込ん
だり悩んだり．彼女にかぎらず新人は，
ちょっとしたことで傷ついてしまったり
することがあると思います．自分もそう
でした」という高橋さん．

先輩からのアドバイスや叱咤激励も，
「自分の成長のために言ってくれているん
だ」とプラス思考でいるという皆川さん．

「でも，どうしても悩んだり，自分のなか
でうまく消化できないときは，高橋さん
に『実は……』って，自分の気持ちを聞い
てもらっています」
「悩みを聞いて，失敗したことに対して

は，『じゃあ，どうしたらいいか』と一緒に
なって前向きに考えられるように導いて
いこう．プリセプターになったときから
そう決めています．前向きに看護を楽し
まないと，よい看護はできないですか
ら！」．そう高橋さんは言います．

OJTではプリセプターはもちろん，病
棟の先輩も常にサポートしてくれるの
で，安心＆しっかり成長できます！

一つひとつの技術も一緒に確認・指導をしていきます

ナースステーションでのカン
ファレンス．「病棟みんなで新
人を育てる！」を実践
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患者さんと向き合える
看護師になりたい！

学生のころは，認定看護師や専門看護
師に漠然と憧れていたという皆川さん．

「でも入職してみて，まずは看護師として
患者さんと向き合って，患者さんの思い
をくみ取りながらケアができるようにな
りたい，という思いがこの１年で強くな
りました．まずは，看護師としてしっか
り患者さんと向き合えるようになりたい．
これがいまの目標です」と力強く言う皆川
さん．

このように思えるのは，高橋さんをは
じめとした川崎病院の看護師の“看護の
力”を皆川さんが肌で感じているからなの
かもしれません．「たとえば高橋さんが中
心になって患者さんの情報を的確に集め

てそれを医師に伝える．それを聞いて医
師たちが『じゃあこうしようか』と情報を
元にして治療方針を固めて患者さんに還
元する．ほんとうにすごいと思います．
見習いたい，こんな看護師になりたいと
いつも思っています」と皆川さんは笑顔で
語ってくれました． 

川崎市立川崎病院
副院長 兼 看護部長

齊田和子氏

　2011年度の新入職者は39名．出身
もそれぞれで，北海道から九州まで全
国から集まっています．
　看護師は，「患者に寄り添えるやさし
さ」「考える力」「組織の一員であるとい
う自覚」「自分を育てる力」が重要だと
考えます．川崎病院は，臨床現場の個々
のスタッフをとても大切にしていま
す．そして，「ともに看護師として育っ
ていこう！」という土壌があります．
　ぜひ，私たちの仲間として，ともに
看護を実践していきましょう！

神奈川県川崎市には，市内を南部，中部，北部と3つの地域に分けた
それぞれに公的病院がある．川崎市立川崎病院は，南部地域をカバー
する基幹病院として機能している．病院の大きな特色として，救急医

療の充実がある．地
域のニーズに応える1
〜3 次救急の受け入
れ，さらには小児救
急，NICU（新生児集
中治療室）もあり，成
人から新生児までの
急性期病院としては
地域随一の病院とな
っている．

川崎市立川崎病院
〒210-0013　川崎市川崎区新川通12-1
http://www.city.kawasaki.jp/83byoin/kawasaki/
733床（一般683床，精神38床，感染12床），25診療科

病院
窓からの眺めが抜群で，東京
タワーやスカイツリー，晴れた
日には富士山も見えて，患者
さんにも好評！

川崎駅
新宿や渋谷，
横浜へのア
クセス抜群，
羽田空港も
近く遠出も
便利でオフ
の日も充実！

ラゾーナ川崎
仕事帰りのお買い物はここで．同期と帰りに
ゴハンを食べたりも．大型書店もあって便利！

看護職員専用の寮
（川崎駅から3駅目の鹿島田駅
近く）．
できたばかりでとってもきれ
い．広さは8畳くらいで，セ
キュリティもばっちり．しかも，
自己負担は3万円！（安い！），
徒歩５分で何でもそろう商
店街も！
帰宅してからも，同期とお互
いの部屋を行
き来してお
しゃべり
したり．
ストレス
解消にもな
るし，同期が近
くにいると，何
かと心強いです！

12階北病棟のスタッフのみなさん．医師も看護師も
和気あいあいで，とっても明るい職場です！


