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認定看護師交流会記録

認定看護師7分野8人が活躍中！
私たちをリソースとして活用してください
■開催日：2013年9月18日（水）　■会場：勤医協中央病院セミナールーム

【看護支援室】加藤真由美師長・緩和ケア認定看護師

【感染制御室】木村理恵師長・感染管理認定看護師

【看護支援室】高橋夏絵師長・皮膚排泄ケア認定看護師

【第1外来】大関亜樹子主任・皮膚排泄ケア認定看護師

【第2外科】岡本麻子主任・がん化学療法認定看護師

【安全管理室】大方葉子師長・慢性呼吸器疾患認定看護師

【運動器リウマチセンター】山上智子看護師・認知症看護認定看護師

【ＥＲ-ＨＣＵ】岡村紀子看護師・救急看護認定看護師

勤医協中央病院 認定看護師

勤医協中央病院では、専門的な知識・技能を持

つ「認定看護師」が活躍しています。現在、7

分野8人が看護ケアの質の向上に取り組んでい

ます。今回の交流会では、それぞれの役割と活

動の理念について話していただきました。

勤医協中央病院独自の資格で、感染管理院内認定看

護師、皮膚排泄ケア院内認定看護師、緩和ケア院内

認定看護師の3分野があります。院内で開催される

研修会で学び、必要な教育課程を修了したのち認定

されます。

認定看護師とは

襟元に認定看護師の
バッジが輝いています

看護師としてキャリアを積んだ後に教育

機関に通い、審査試験を経て、専門分野

のエキスパートとして、高度な看護を実

践し、看護職員への指導・教育を担当す

る臨床のエキスパート。2013年現在、

21分野の認定看護師資格があります。

認定資格取得のための
バックアップ体制も整備!

以前は看護職を休職し自己負担で教育機

関に通い認定看護師資格を取得していま

したが、現在は法人推薦を得て、有給や

奨学金指定制度などを受ける制度もあり

ます。

勤医協中央病院独自の認定
資格もあります!

それぞれの専門知識で
医療の最前線を

サポートしています★
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　当院に出入りする患者さんと職員を感染症から守るのが、感染管理認定看

護師の役割です。多職種で構成されるICT（感染制御）チームを率いて、感

染制御活動を展開しています。具体的には感染サーベイランス（監視・調査）

を実践しながら、最新の感染管理の知識を持って予防や管理を行い、職員へ

の啓発活動を継続します。

　私は感染対策が一部の職員に過大な負担を強いるものであってはならない

と考えています。日常業務での感染予防対策を無理なく効果的に行うために

は、看護職員一人ひとりの知識やスキルを上げる支援や教育が必要です。週

1回の病棟ラウンドで感染対策の適切な方法をアドバイスしたり、相談に応

じたりします。現在、感染管理の院内認定看護師を育成しています。スペシャ

リストを増やすことが院内感染管理を強化することにつながります。今後は

院内だけでなく、在宅ケアにおいても感染管理ができるようなプログラムも

作成したいと思っています。

　私が認定資格を取得したのは2009年。既にICTチームの一員だった私は、

最新の感染管理知識を持って取り組みたいと考えました。6カ月間、専門知

識を集中的に学ぶのは大変でしたが、楽しい研修でした。新たな知識を得た

ことで、今まで見えなかったものが見えるようになり、研修後のさまざまな

活動につながりました。今後も感染管理の立場で看護の仕事に自信と誇りを

持って取り組みます。

無理のない感染対策で
院内全ての人々の安全を確保

感染管理認定看護師
木村理恵

■1986年 入職
■2008年 北海道医療大学認定

看護師研修センター感染管理分
野修了

■2009年6月 認定看護師合格

　2013年5月に現在地の東苗穂に新築移転し450床となった当院

は、持ち前のチーム医療で地域から信頼される医療機関を目指してい

ます。

　常勤職員数は今年8月末現在で約800人、そのうち看護職員は

420人です。その医療現場の最前線で働く看護スタッフを支援･指導

するリソースナースの役割を担うのが認定看護師です。今年あたらに

認定資格審査に合格した3人を加え、当院には7分野8人の認定看護

師が活躍しています。さらに認定看護師が指導者となり、3分野の院

内認定看護師を育成しています。本日の交流会では、さまざまな局面

での多岐にわたる活動をそれぞれに紹介していただきたいと思ってい

ます。

（認定看護管理者）

医療の質の向上に貢献する臨床のエキスパート
須田倫子看護部長

はじめに…

感染制御室師長
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　2006年に資格を取得し、専従の褥瘡管理者として働いています。看護ス

タッフが褥瘡対策で困ったら「認定看護師に相談すると良い」というのでは

なく、看護スタッフが自ら考え適切に対応できるように、教育活動に力を注

いでいます。院内認定看護師も育成中です。

　私が資格を取得したいと思ったきっかけとなったのは、褥瘡学会への参加

でした。当時、消化器外科病棟の看護スタッフとしてストーマケアにかかわ

り、その後、褥瘡対策チーム（PUT）に所属しましたが、それらの活動を通

じて皮膚排泄ケア認定看護師の活躍を知り、医療の質はケアによっても向上

できると確信しました。

　仕事に就いてから、研修で看護を学ぶことがこんなに面白いとは思いませ

んでした。皮膚排泄ケアは、足の傷、失禁ケア、ストーマケアなど多岐にわ

たります。認定看護師研修の内容が自分自身の業務に重なり、どんどん吸収

できました。

　研修時には、他の病院から研修に来た仲間と交流を深めました。そのネッ

トワークは、7年後の今も続く私の大切な宝物です。

褥瘡予防と早期治癒に対応できる
仲間を育成中です

皮膚排泄ケア認定看護師
高橋夏絵

■1992年 入職
■2005年 北海道医療大学認定

看護師研修センター皮膚排泄ケ
ア分野修了

■2006年7月 認定看護師合格

　私は消化器科病棟に8年間勤務しました。ストーマに不安を感じたまま退

院する患者さんが多く、もっと患者さんを支える力になりたいと今年認定看

護師資格を取得しました。病棟に勤務していると、外来でのストーマケアや

その後の患者さんの状態を知ることができません。病棟と外来の連携を強化

することで、適切なケアを一貫して提供できるのではないかと考えています。

また、毎月1回のストーマ外来で相談対応や電話フォローを行っています。

皮膚のトラブルや便のモレなどに悩む患者さんは少なくありません。個人差・

装具差があるため、一人ひとりの患者さんにより具体的な支援が必要です。

ですから、毎週水曜日の午後に病棟を回り、病棟ファイルを確認したり、看

護スタッフにアドバイスなどを行っています。

　認定看護師研修を受けていた当時、我が子は4歳と1歳半。先輩の高橋認

定看護師からの後押しもあり、迷わずに子育てとの両立を目指しました。保

育園に預けて、研修に通うのは大変でしたが、「必要なときに必要な知識と

技術を得る努力」が、自分のスキルを高めてくれると思っています。

外来と病棟の連携を強化し
一貫したストーマケアを提供したい

皮膚排泄ケア認定看護師
大関亜樹子

■2000年 入職
■2012年 北海道医療大学認定

看護師研修センター皮膚排泄ケ
ア分野修了

■2013年6月 認定看護師合格

看護支援室師長

第1外来主任
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　以前は入院して行われることが一般的だった「がん化学療法」が、近年の

医学の進歩や新薬の開発で副作用のコントロールが可能になり、外来でも積

極的に行われるようになりました。入院で看護師が行ってきた投薬管理や副

作用などのケアを、患者さん自身が行っています。そのため、患者さんの不

安に寄り添い、患者さんがセルフケアアセスメントを適切に行えるよう継続

的に支援する外来看護師のかかわりが重要になっています。

　私は2006年に開設した化学療法室の準備にかかわりました。旧病院で

は外来抗がん剤治療を救急外来や中央処置室のベッドを借りて行っていたの

で、患者さんからは「落ち着いて治療を受けたい」「副作用について誰に相

談したらよいのかわからない」といった訴えが絶えませんでした。そうした

中、患者さんにより良いがん化学治療を提供したいと、2011年にがん化学

療法認定看護師を取得しました。資格を取得したことにより、安全・安楽・

確実な化学療法を実践するための新たな知識を学ぶことができました。

　現在はがん化学療法におけるチーム医療を推進するために、化学療法室の

スタッフ教育に力を入れています。また、専門外来の看護師とカンファレン

スを行い、安全で安心ながん化学療法が実施できるよう支援しています。

　呼吸器病棟の師長として働いていましたが40代に入り、「自分がどんな

看護を目指したいのか」を考えました。肺炎やCOPDや結核、喘息などの

呼吸器疾患を患う患者さんの中には人工呼吸器を一生装着しなければならな

い方もいます。しかし、自分の体の状態をよく理解できないまま装着の判断

を迫られ困っている患者さんの姿を数多く見てきました。私にもっと力が

あったら適切にアドバイスができるのではないか、看護のケアの質を上げる

ために今できることは何か……と悩む中で、資格を取得する決心をしました。

　ところが当時は慢性呼吸器疾患認定資格を取得するには、福井大学で7カ

月間学ばなければなりませんでした。主人には受験するギリギリまで黙って

いましたが、意を決して伝えました。資格を取得できたのは、主人の理解と

応援があってのことです。2011年に新設したばかりの認定資格なので、道

内にはまだ2人しかいません。

　現在は、2011年に立ち上がった呼吸器療法サポートチーム（RST）のメ

ンバーの一員として病棟ラウンドを行っています。また、他職種を含めた職

員を対象にしたスキルアップにも取り組んでいます。今後は、より多くのス

タッフが呼吸器疾患の正しい知識と看護技術を得られるよう、指導・教育に

力を注いでいきたいと思います。また、在宅でも適切なケアを継続できるよ

うに、地域の医療・福祉機関との連携強化も視野に入れながら活動を展開す

る予定です。

がん患者さんが増加する中、専門ケアが求められています

看護で生きると決めたから、広く深く取り組みたい

がん化学療法認定看護師
岡本麻子

■1994年 入職
■2009年 北海道医療大学認定

看護師研修センターがん化学療
法看護分野修了

■2011年6月 認定看護師合格

第2外来主任

慢性呼吸器疾患認定看護師
大方葉子

■1997年 入職
■ 2013 年 福 井 大 学 キ ャ リ ア

アップセンター慢性呼吸器疾患
看護分野修了

■2013年6月 認定看護師合格

医療安全室師長
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　正しい看護で認知症の患者さんに接したいと思い、兵庫県の看護協会で研

修を受け、今年認定資格を取得したばかりです。認知症はその原因によって

ケアが異なり、個人差もあることから、個々人への丁寧な対応が必要です。

その専門知識を学び、目からウロコの連続でした。自分の弱さを知り、でき

ることを知りました。仲間を増やし、積極的に活動したいと思っています。

　しかし、医療者が認知症を正しく理解しないまま、何となくケアをしてい

る現実もあります。正しい理解を深めてもらうため、各病棟や主任会で学習

会を開催する予定です。研修を受けた関西と比較すると、北海道の認知症対

策は薄いように思います。当院でも夜中にせん妄で大声を出す患者さんがい

ましたが、整形外科の疾患による痛みを緩和したところ、症状が落ち着いた

症例があります。認知症は全体を捉えたケアが必要です。

　30代には出産をと考えていましたが、認定看護師資格はの重要性につい

て主人に理解してもらい、少しだけ延期してもらいました。来年からは、北

海道医療大学で研修を受けることができるようです。認知症看護はこれから

の医療に欠かせない専門知識です。たくさんの方に認知症認定看護師を目指

していただきたいと思っています。

自分の弱さと何をすべきかを学び
自信につながりました

認知症看護認定看護師
山上智子

■2003年 入職
■2013年 兵庫県看護協会認知

症看護認定看護師教育課程修了
■2013年6月認定看護師合格

　2006年に認定を取得しました。専門知識を得て、患者さんの苦痛をトー

タルな視点でアセスメントすることで、個別性のあるケアを提供できると考

えています。患者さんから苦しみや痛みを取り除き、辛い症状の緩和を目指

します。緩和ケアにおいては特に倫理的な問題を尊重する必要があります。

それを治療方針に反映させることも、患者さんが求めているケアとなります。

　また、患者さんだけでなく家族も看護の対象として捉え、「喪失」「悲嘆」

も理解できるスタッフの育成に力を注いでいます。必要に応じてケアの実践

者となりますが、相談を受けた看護師さんを支援するのも私の役割です。

　資格を取得する前は、終末期の患者さんのベッドサイドケアに悩むスタッ

フに適切なアドバイスをすることができず、自分の無力を嘆いていました。

看護師さんが「患者さんを支援できて良かった」と笑顔で報告してくれたと

き、看護の質が向上していることを実感します。

　国全体ががん医療に力を注ぐ中、当院でも2007年に緩和ケア病棟ができ

ました。私が検証・蓄積したデータで新たな取り組みを提案することもあり

ます。病院全体の医療のあり方にかかわれることが、認定看護師の遣り甲斐

であり面白さだと思っています。

認定看護師として
看護の質を病院全体で向上させる取り組みも

緩和ケア認定看護師
加藤真由美

■1993年 入職
■2005年 北海道医療大学認定

看護師研修センター緩和ケア分
野修了

■2006年7月 認定看護師合格

運動器リウマチセンター看護師

看護支援室師長
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　認定看護師の資格を取得してからは、看護師としての視点が多方面に広が

り、今までとは違った見方ができるようになりました。救急隊との関わり方、

医師はじめコメディカルとの連携、家族への介入なども、有機的なコミュニ

ケーションを中心としたチーム医療でバランスよく対応する重要性を学びま

した。

　当院の救急センターの看護師はERとHCUに勤務し、24時間365日の受

け入れに備えています。新病院では高エネルギー外傷、脳卒中など緊急度、

重症度ともに高い患者さんの受け入れを開始する準備を進めていることか

ら、救急センター看護師の受け入れに備えた学習が必須と考えています。

　救急医療では限られた時間内で適切な検査と最善の診療が行えるよう、看

護師は医師や他の医療従事者とスムーズに連携する必要があります。

　認定看護師の役割は、救急医療の現場において臨機応変に迅速で確実な救

命技術・救急看護技術を実践しながら、他の医療者へのアドバイスや相談を

行い、問題を把握・解決し、チーム医療を推進することです。救急看護のレ

ベルアップのため、必要に応じて集合教育やミニレクチャーを実施したいと

思っています。

有機的なコミュニケーションを中心とした
チーム医療で救急センターの体制強化へ

救急看護認定看護師
岡村紀子

■2011年 入職
■2008年 青森県立保健大学地

域連携・国際センター救急看護
認定看護師教育課程修了

■2009年 認定看護師合格

　認定看護師の皆さんが資格取得によって得た知識を、病院や地域の

医療の質を上げるために生かしたいという強い理念をもって活動して

いることを改めて知り、頼もしく、また嬉しく感じています。看護師

は患者さんの一番身近にいる存在。患者さんや家族の思いに寄り添う

ところから看護ケアが始まりますが、さらに看護の質の向上を目指し、

病院全体の看護教育に取り組むことが認定看護師に与えられた重要な

任務です。これからも一緒に頑張りましょう。

看護教育の要となる活躍に期待しています
小澄悦子副看護部長

おわりに…

ER‐HCU看護師

（認定看護管理者）


