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看護学生のみなさんは，「こんな病院ではたらきたい」という希望はありますか？　多くの学生さんから聞かれるのが，
「雰囲気のよい病院ではたらきたい！」ということ．せんぽ東京高輪病院で働く看護師のみなさんは，そろって「雰囲気
の良さ」を語ってくれました．スタッフ同士の信頼感が強いからこそ，患者さんにも心のこもった看護を提供できる―
―そんな信念のもとで，生き生きと働く先輩たちのお話を伺ってみました．

山梨県の大学を卒業後，せんぽ東京高輪病院
に就職した後藤さん．「4年生の春に友人と行っ
た就職フォーラムで知り，夏に見学に行って就
職を決めました」
就職を決めた理由は，「まずは立地がよいこ

とと，二交代であること，という条件でしぼっ
ていたのですが，せんぽ東京高輪病院は，個人
個人に合わせた教育体制が魅力的で，院内の雰
囲気もすごくよかったのが決め手でした」との
こと．品川駅徒歩10分というアクセスのよさ
と，歩いて通勤できる寮があることも，上京す
るにあたって安心感があったといいます．
後藤さんの目指す看護師像は，“みんなに頼

られるナース”．「たとえば患者さんに挨拶にいっ
たときに『後藤さんが担当でよかった』と言って
もらえたり，勤務で一緒になった先輩や後輩に
『後藤さんがいるから安心』と思ってもらえる，
そんな看護師でありたいです」

スタッフ同士で信頼し合い，
助け合って働く様子が
伝わってきました

せんぽ東京高輪病院

せんぽ東京高輪病院 ICU所属
（入職 5年目）後藤 愛さん

「あなたがいてくれてよかった」と
　　　　　頼られる看護師でありたい

スタッフ同士の強い信頼からうまれる，心のこもった看護を提供

せんぽ東京高輪病院せんぽ東京高輪病院こんな
病院で

 はた
らきた

い！
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後 藤 さ ん の 成 長 記 録

● 先輩の後をついてまわる「シャドー研修」からスタート．
● 6月から患者さんを受け持ち，徐々に受け持つ人数が増え，やりがい
も大きくなる．

● 5S（整理，整頓，清掃，清潔，しつけ）委員として，先輩と一緒に物品
の管理や環境整備を行う．

●ローテーション研修で新人ナースが何人か病棟に来て，指導をするこ
とに．できることや責任が増えてきたことを実感． 

●5S委員のほか，セーフティーナース委員になり，インシデントについ
てカンファレンスを行ったり，医療安全に関する活動を行う．

●内科外来にも出ることに（月に2,3回）．救急車で運ばれてきた患者さ
んや，緊急心臓カテーテルの患者さんなどに対応し，はじめて所属病
棟以外の分野に触れた．

● ICUでは循環器外科，脳外科や外科など新しい分野をみたり，院内の
急変患者や重症の救急患者を受け入れる側になる．

●看護研究に取り組む．ICUでは挿管中の患者さんの皮膚や口腔内にト
ラブルが起きることがあり，固定方法等を工夫して改善をはかってい
たので，それをテーマにした．

1年目 呼吸器内科・眼科病棟に配属

2年目 リーダー，5S委員に

3年目 セーフティーナース委員，内科外来業務

4年目 ICUへ異動

5年目 ICUで日々勉強中

プリセプターの方が丁寧にフォローしてくれたし，時々，同期と集まる「リ
フレッシュ研修」があって悩みを相談することもできました．

このころには，日々の業務をこなすだけでなく，まわりをみて，必要なと
きはフォローにまわることもできるようになりました．

外来処置室の経験をふまえ，もっといろんな症例に対応できるようになり
たいと思い，異動を希望しました．病棟にいたときよりも，1人の患者さ
んについて，より深いところまで調べてかかわるようになったと感じてい
ます．

　内科外来にいたとき，駐車場で患者さんが突然意識消失し駆けつけたという経
験がありました．診断のついていない急変患者さんに対応するのは初めてで，衝
撃を受けました．そういった経験から，つねに急変を予測して動けるよう，ふだ
んから患者さんをきちんと観察して，「こうなるかもしれない」「こうなったらこ
うしよう」と考えることを心がけています．

印象に残っていることは何ですか？
　ICUでリーダーもこなせるようになりたい
です．あと，将来的には，救急にかかわって
いきたいです．当院では EAJ※にも協力して
いるので，海外の患者さんの搬送にも携われ
ればよいなと思っています．

今後の目標は？

看護はひとりでする
ものではありません．
まわりに支えられて
ここまで成長してき
ました！

先輩に教えてもら
いながら，点滴を
準備中

「看護の日」のカード．「自治会」の活
動でいろいろなイベントを運営し，
他部署とのかかわりも増えました

ICUに異動．同じ院内でも新しい環境で緊張の日々

いつも冷静にまわりのことをみ
てくれる，頼りになる先輩たち

患者さんの笑顔が自信に．
「私，力になれてるかも」

日々
勉強中！

※EAJ：日本エマージェンシーアシスタンス株式会社．海外もしくは国内での旅行・出張中に急な病気等になった際，患者さんを
希望の医療機関へ搬送するサービスを行う．搬送時に医師や看護師の付き添いが必要な場合，協力医療機関のスタッフが派遣され，
患者さんに付き添って希望の病院などに送り届ける．

「看護の日」のカード．「自治会」の活

illustration：西脇けい子
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新人看護師には，「安心導入プラン」が設けられ，集合研修
（off-JT）と現場での教育（OJT），の自己学習の組み合せで，
個人の特性に合わせた教育体制を整えています．また，ロー
テーション研修が特徴的で，1年目のうちに院内の部署をひ
ととおりまわることができます．

2年目以降も，ラダーレベルⅡ，Ⅲ，Ⅳと，ステップに応
じた研修を受け，幅広い看護ケアができるジェネラリスト，
あるいは，特定の分野に関するスペシャリストや，マネジメ
ントなど，自分に合った目標を選択し，自分のペースでステッ
プアップしていくことができます．

せんぽ東京高輪病院の教育体制

集中ケア認定看護師

貝瀬 智奈美さん

ふだんは内科・眼科病棟の師長業務をしています．集中ケア認定看護師とし
ては，教育委員会と連携しながら講習会を行っています．
ずっと ICUで働いてきて，「何か問題が起きたときに，解決のための引き出

しがもっとあったらよいのではないか」と思い資格をとりました．
資格をとってからは，前よりもまわりのことがより見えるようになったと感

じています．勉強してきた知識をまわりに伝えていかなければならない，とい
う意識もありますし，スタッフから質問をされることも増えましたので，より「正
しい知識をまわりに伝えていかなければ」という意識も強くなってきました．

学生時代に少しでも興味を持てたことがあったら，ぜひその分野
について調べてみて，就職先もそれに強いところを選んでみるとよ
いと思います．まず「興味をもつこと」がきっかけになると思います．

ナースを
めざす
みなさんへ

必要な資格について毎
年募集し，所属長の推
薦・選考委員会の選考
を経た人に対して，研
修期間中の給与・賞与
等を助成しています．

せんぽ東京
高輪病院の
資格支援制度

看護実践における役割モデル

役割・働き方・働く場所を選択しながら活躍

ステップアップのための成熟期間

看護実践能力習熟段階
新人時代 ・プリセプター制度

・ローテーション研修
・個人の個別性に応じた安心導入プラン

クリニカルラダー

ラダーレベルⅠ　新人1段階

ラダーレベルⅡ　新人2段階

ラダーレベルⅢ　一人前

ラダーレベルⅣ　中堅ナース

ラダーレベルⅤ　達人ナース

プロとしての
看護実践能力

組織に必要な
役割能力

自己啓発
能力

看護界・地域住民に必要とされる看護人材育成

看護実践における役割モデル

看護
管理者

幅広い
実践家

教育者

分野・領域に
特化した
高度実践家

役割・働き方・働く場所を選択しながら活躍

さまざまな分野で活躍する先輩たち

クリニカルラダークリニカルラダークリニカルラダー

新人時代

看護界・地域住民に必要とされる看護人材育成

教育者

分野・領域に
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NST専門療法士

吉田 絵魅利さん

特定看護師

松橋 詩織さん

ICLS・BLS＋AED推進委員

横山 みどりさん

当院では管理栄養士，医師，臨床検査技師，薬
剤師，看護師の多職種からなるNST（栄養サポー
トチーム）が活動しています．月1回の委員会のほ
かに，内科系／外科系病棟でのカンファレンスな
どを行っています．
私は以前別の病院でNSTの活動をしていたので

すが，研修会でせんぽ東京高輪病院の管理栄養士・
足立香代子先生の講義を聞き，そこから栄養に興
味を持ち，日本静脈経腸栄養学会の認定資格であ
る「NST（栄養サポートチーム）専門療法士」を取得

6年間当院の循環器内科病棟の看護師として勤
務したあと，大学院の慢性期ナースプラクティショ
ナー養成課程に進学しました．入退院を繰り返す
患者さんたちと接してきて，入院中の看護だけの
かかわりだけではなく，退院したあとの外来治療
にも踏み込んで，もっとできることがあったら
……と思ったからです．
現在は，医師が外来にいるあいだ，病棟の患者

さんの診察や，検査の指示などを行っています．

今年度より病院の全職員を対象にした活動を始
めています．私は ICUの所属ですが，委員はBLS
コースを受けた救急・集中治療領域の看護師5名
です．

6月から9月にかけて，全病棟で「急変時のチー
ムの動き方」を講義しました．これから看護師以外
の職種にも講義し，院内の全スタッフがBLSを身
につけることが目標です．

しました．その後，思い切って足立先生がいてNST
が本格的に活動している当院に転職をしました．
当院で活動してみて，足立先生の「絶対に患者さ

んの状態を良くしよう」という姿勢で，必ず成果を
出していくかかわり方が刺激になりました．今後
はもっと，自分でもスタッフ一人ひとりに正しい
栄養の知識を伝えていきたいと思っています．看
護師として，たとえば点滴などでわからないこと
があったら気軽に相談してもらえるような存在に
なりたいです．

患者さんには治療方針についてできるだけ噛み砕
いた説明をしているのですが，患者さんに「先生に
聞けないことも気軽に聞けるから助かる」などと
言ってもらえることがあり，嬉しいです．
特定看護師は，まだ法定化していない資格なの

で，もっと「私がこの病院で何ができるのか」をア
ピールして，自分の役割を作っていきたいと思っ
ています．

急変時に対応できるかどうかは，やはり訓練で
す．新人ナースでも，定期的に訓練を受ければ，
ある程度対応ができるようになり，自信がつきま
す．私自身も，繰り返し人に教えることで自信が
持てるようになりました．
今後はもう少し委員の人数も増やして，院内全

体で訓練を充実させていきたいです．

まずは配属されたところで一生懸命がんばることで，自分の看護観
や「こんな看護師になりたい」といった目標が生まれてくると思いま
す．就職先を考えるときは，その病院で自分がどう成長していけるの
かを想像し，教育制度をよくみておくとよいのではないでしょうか．

ナースを
めざす
みなさんへ

これからの看護職には，専門家もジェネラリストも，幅広い働き方
があります．学生のうちに決められなかったとしても，臨床で目の前
の患者さんのケアを一生懸命し，自分の得意な面を伸ばしながら「こ
んなふうになりたい」という目標をみつけてください．

ナースを
めざす
みなさんへ

一度は急性・重症患者さんのケアを経験される
ことをおすすめします．全身管理を3年くらい経
験すれば，ほかの分野に行っても役に立つ知識や
技術が身につくと思います．

ナースを
めざす
みなさんへ

医師に患者さんの状態を相談．医

学知識をもとに判断していきます

新人ナースに DC（除細動）を指導中

多職種による NST
カンファレンス

＊特定看護師（仮称）：現在「看護師特定能力認定制度」として制度化が検討されています．

＊NST：Nutrition Support Team，栄養サポートチーム
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 看護師1年目，どうですか 

新人をみんなでサポートしてくれる
環境が整っているので，安心して職場
に慣れることができました．
いろいろな新人研修があるのです
が，講義だけでなく，みんなで悩みを話
し合ってアドバイスをもらうといった，
心理的なサポートをしてくれる研修も
ありました．病棟に配属されてからも
定期的に行われるので心強いです．

私は5月に消化器・泌尿器外科・形
成外科の混合病棟に配属になったので
すが，プリセプターの長崎さんをはじ
め，先輩たちがみんなで助けてくれて
いる雰囲気があります．
また，大規模病院とはちがって，ほ
かの病棟のスタッフの方にも顔を覚え
てもらったりして，話をしやすいのが
嬉しいです．わからないことがあって
も気軽に聞くことができます．

長崎 晃子さん

プリセプティーの今西さんには，まずは，一緒
についてケアをしていくことから始めました．今
では4人の患者さんを受け持ってもらっています
が，わからないことや困ったときには一番に相談
してもらいます．

今西さんは器用なので，言ったら結構できてし
まうんですけど，私ははじめ，「本当に困っている
ことはないのかな，言えないのではないかな」と不
安に思っていました．そんなとき，その日の指導
内容を書きコメントをもらうノートがあるのです
が，「今日はちょっと大変だったかな」と思って私
が書いたことに対して，今西さんがとても前向き
にとらえてコメントをくれたことがあり，嬉しかっ
たです．
今西さんには，これからも患者さんのことを一番

に考えられる看護師でいてほしいと思っています．

プリセプターより 入職5年目で，初めてプリセプターになり
ました．自分の新人時代，先輩からは「患者
さんが心地よくなる環境づくりをするこ
と」と教わり，いまでも常に意識しています．

?
消化器・泌尿器外科・形成外科所属
（入職 1年目）

今西 奈央さん

福島県出身です．就職説明会で話
を聞き，この病院なら私もチーム
の一員として働いていけるのでは，
と感じて就職を決めました

患者さんの足浴．先輩と一緒に
声をかけながら行っていきます

病棟は，先輩たちがみんなでサポ
ート

してくれる，あたたかい雰囲気で
す

はじめは先輩についても
らいながらケアをします

●職場にはもう慣れましたか？

●職場の雰囲気はどうですか？
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● オリエンテーション（病院近
辺を散策して，みんなで地図
を作ります！）

● シャドー研修
● 療養上の世話を指導者と実践

● 初期面接
● 診療の補助を指導者と実践
● 2～3人の患者さんを受け持つ

● 夜勤訓練

● 中間面接
● ローテーション研修（外来，
透析室，手術室，ICU）

● リフレッシュ研修

● 病棟ローテーション研修（所
属病棟以外の病棟をまわる）

● 後期面接

研修で書いた「先輩の背中を見て学んだこと」に，
先輩からコメントをもらいました．

※本記事内の写真はすべて同意のもと掲載しております．

▼ 2013年入職のみなさん

1～2月2

1月1

10月10

9月9

6月6

5月5

4月

1年目の流れ

せんぽ東京高輪病院
〒 108-8606  東京都港区高輪 3-10-11
http://www.sempos.or.jp/tokyo/
病床数 251床，二次救急病院
採用についてのお問い合わせはこちらまで

庶務課 採用担当 森本（もりもと）
TEL:03-3443-9191（庶務課内線 1332）
E-mail:tokyo_h@sempos.or.jp

せんぽ東京高輪病院周辺MAP

白金寮
へ

ようこ
そ

１K，エアコン完備．
セキュリティつきで
1人暮らしも安心！

帰省にも海外旅行にもとっても便利！！


