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詳しく！もっと αナース　 ワゴン 50No.

「チームで育てる」を基本に、各部署のスタッフ全員が関わります

新人看護職員研修2017年度

アイスブレイク～自己紹介交流～
既卒者を含む他職種合同のアイスブレイクは
年齢や職種が異なる新入職員同士の楽しい交流の場になりました

4月3日 新入職員オリエンテーション（他職種合同）

アイスブレイクは、新入職員同士の緊張をほぐし絆を深めることで、一体感を持って積極的に研修を受けるこ

とができるようになることが目的です。6つのグループに分かれて円を作り、1人の自己紹介に対して右隣の

3人が必ず質問するというルールで行われました。自己紹介にはユニークな経験やビックリ告白もあり、コミュ

ニケーションすることの楽しさを体感しました。

　勤医協中央病院では部署内での教育を基軸にしながら、チームで育てる「新人看護職員教育」を行っていま

す。プリセプターや教育担当者も研修を受け、「共に育ちあう」体制で進めます。ポートフォリオ作成からスター

トし、基本的姿勢や態度、技術的・管理的側面からの講義や実習を重ね、メンタルヘルスやeラーニングの基

礎習得コース視聴を活用するなど、一年にわたって新人看護職員の学びを支援します。

少し緊張

しました

春
スタートの様子を紹介します！



－2－

●ラーメンが大好きで、週1回は食べています

●ジャグリングをやっていました

●吹奏楽部でコントラバスとベースを担当、カラオケも

大好きです

●有川浩の小説が好きです

●もっと勉強し、仕事に慣れ、患者さんの声から学べる

看護師になりたいです

がんばり

 ます！
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●ナース16年目。雪が好きで神戸から来ました

●大学在学中に国際結婚しました

●看護学生時代に勤医協中央病院が災害看護に取り組ん

でいることを知り入職しました。患者さんの病気も生

活も看ることができる看護師になりたいです

●趣味は歌を歌うこと！　でも、カラオケは苦手です

●宝塚歌劇のファンです。花組公演『エリザべート』が

好きです

●中学と高校が一緒だった同級生と、入職式で久しぶり

に再会しました

●裁縫が得意です。最近は小物入れを作りました

●兄の引っ越しを手伝い、ハイエースを運転して楽し

かったです

●網走の実家からは流氷が見えます

●こってり系ラーメンが好きで体重が増えたので、ジョ

ギングを始めようかと思います

●初めての一人暮らしなので、どんな料理を作っていい

のか分からない。誰が教えてください！

●3月に行った台湾旅行で危ないタクシーに乗って大変

な思いをしました。無事帰ってくることができて良

かったです

●趣味がないのが悩みです。良い趣味があったら教えて

ください

教えて
　くださいね～
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各部署の師長・主任紹介

救急センター／ER、救急総合外来、中央処置室

2東病棟／心臓血管センター

6西病棟／呼吸器センター

新人看護職員研修

【谷間】部署として新人を迎えるのは初めてですが、新人指導経験が豊富

なベテランぞろいです。しっかりと指導しますので、安心して来てくださ

い。お待ちしています。

【小原】カテーテルの必要な患者さん、心不全末期の患者さん、術前・術

後の患者さんなど幅広い患者さんを診ています。入退院の頻度の多い忙し

い病棟ですが、一緒に頑張りましょう。

【松本】4月1日に札幌西区病院から転勤してきました。病院の機能が異

なるので戸惑い、皆さんと同じ気持ちです。6西病棟は呼吸器疾患の内科

と外科がある病棟です。まずは病棟の環境に慣れることが大事だと思いま

す。皆さんと一緒に頑張りたいと思います。

看護師長：牧口 直子
看護主任：谷間 百恵、畑山 真幸

看護師長：小原 愛
看護主任：石井 ひづる、辰田 香里、本田 千映

看護師長：松本 恵理子
看護主任：高田 博子、千葉 智子

体 制

体 制

体 制

こちらこそ
よろしくお願い

します

4月5日
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ICU

外来／専門外来・化学療法室・放射線治療室

HCU

【安江】4月の異動でICUの師長になりました。ベッド数は6床です。大

きな手術後の患者さんのほか、内科疾患で命が危険な状態にある患者さん

を迎え入れながら、14日以内というしばりがある中で患者さんの回復を

目指します。まずは「患者さんの生命と安全を守ること」から。皆さんと

一緒に取り組みたいと思います。

【岡本】私岡本と大関主任、笹川主任は認定看護師としても活動しています。

佐藤主任は登録リウマチケア看護師です。4月の機構改定によって、化学

療法室・放射線治療室を加えた全14科の大きい部署になりました。私た

ちも新体制の中で一生懸命に頑張りたいと思っています。スタッフは経験

豊富な人ばかりです。どうぞよろしくお願いいたします。

【宮川】私も4月からHCU病棟に配属になり、気持ちは皆さんと一緒です。

日々緊張していますが、スタッフの皆さんが温かく迎えてくれるので毎日

楽しく働いています。

【三上】私も4月から主任になりました。HCU病棟はハイケアユニットが

4床と一般の7：1病床が16床あります。ハイケアユニットはレスピレー

ター、バイパップ、循環器作動薬を使っている患者さん、ちょっと重症な

患者さんもいます。7：1病床では、早期退院ができる患者さんも受け入

れています。皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

看護師長：安江 さおり
看護主任：安藤 真希、小沼 仁美　看護主任代理：豊村 香織

看護師長：岡本 麻子
看護主任：大関 亜樹子、佐藤 なるみ、笹川 恭子

看護師長：後藤 まり子
看護主任：宮川 元子、三上 彩香

体 制

体 制

体 制
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がん相談支援課（医療連携・患者支援センター）

療養支援課（医療連携・患者支援センター）

3西病棟／回復期リハビリセンター

【加藤】私は緩和ケア認定看護師の資格を持っているので、普段は緩和ケ

ア外来や地域のがん患者さんやご家族の相談に対応しています。また、緩

和ケアに関わる院内のチーム回診や教育活動もしています。どうぞよろし

くお願いいたします。

【高橋】療養に関わる支援をチームと共に行っていきます。皆さんと一緒

に質の高いケアを目指していきますので、よろしくお願いいたします。

【相馬】看護師だけでなく、専従のソーシャルワーカーや理学療法士、作

業療法士、言語療法士、栄養士がチームでカンファレンスを行い、患者さ

んの回復支援をしている病棟です。今は退院支援を中心に行っています。

高齢で重介助の患者さんも多いですが、歩いて退院していく患者さんを見

ると、とてもやりがいを感じます。

看護師長：加藤 真由美

看護師長：高橋 夏絵

看護師長：相馬 直美　看護主任：本間 亜美、山上 智子
看護主任代理：米田 和　介護福祉士主任：青木 めぐみ

体 制

体 制

体 制
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4西病棟／消化器・乳腺センター

5東病棟／総合診療センター

4東病棟／消化器センター

【大内】消化器外科、泌尿器科、乳腺外科の病棟になっています。土曜日

以外のほぼ毎日、患者さんの手術とそれに備えた入院があり、数日休むと

違う患者さんに入れ替わっています。手術を受けて元気になって退院して

いく姿を見ることがやりがいにつながると思います。不安を捨てて来てく

ださい。

【富樫】総合診療科と血液内科の混合病棟です。研修医の先生もたくさん

いて教育的な病棟になっていますので、安心して、毎日元気に来てくださ

い。

【清水】私は4月から主任になったばかりで皆さんと同じ1年生です。一

緒に頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【野々瀬】消化器内科の病棟です。入院期間が短く、患者さんの入れ替わ

りが多いので大変ですが、「大切にしたい看護」を意識しながらチームで

取り組んでいます。4月1日に看護職以外の異動もあったので、皆さんと

同じように緊張しながら働いている人がたくさんいます。早く皆さんの名

前と顔を覚えて、一人前になれるよう、お手伝いします。

看護師長：大内 市枝
看護主任：門脇 雅美、岡澤 章江

看護師長：富樫 真紀　看護主任：清水 真紀、本間 香織
介護福祉士主任：昆 綾

看護師長：野々瀬 しほ
看護主任：野村 世子、松岡 香菜

体 制

体 制

体 制

入退院支援課（医療連携・患者支援センター）

【岩岡】患者さんの入院から退院までの流れを見据えて、必要に応じた場

面で介入させてもらっています。ほぼ毎日病棟をラウンドしていますので、

患者さんの相談や困り事などに気が付いたときには、気軽に声をかけてく

ださい。

看護師長：岩岡 有希子
入院支援主任：奥山 梨紗　退院支援主任：成田 しず子

体 制
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感染制御室

患者相談課（医療連携・患者支援センター）

【木村】感染管理認定看護師として皆さんの研修やワクチン接種のことな

どに関わっています。分からないことや困り事があれば何でも相談を受け

ます。よろしくお願いいたします。

【守谷】私も3月に感染制御室に来たばかりなので、皆さんと一緒に勉強

しながら成長していきたいと思っています。何かあったら迷わずに連絡を。

電話でも訪問でも構いません。

【久保田】2016年10月に医療連携・患者支援センターに設立された部署

です。初診に関する電話相談や外来窓口で困っている患者さんの対応をし

ています。外来の看護師さんとは顔見知りになる機会が多いと思います。

病棟にも出入りすることがありますので、よろしくお願いいたします。

副看護部長：木村 理恵
看護主任：守谷 千恵子

看護師長：久保田 良子
看護主任：西本 美恵子

体 制

体 制

中央手術室・放射線内視鏡室

【丸山】4月の機構改定によって、院内で1番長いセクション名になりま

した。

【本間】手術室では年間2500件ほどの手術を行っています。医師、看護

師のほかに臨床工学技士や放射線技師などが関わって1人の患者さんの手

術を担当しています。

【平田】4月から手術室の主任になったばかりなので、皆さんと一緒に頑

張っていきたいと思っています。

【新名】放射線内視鏡室では、内視鏡やテレビ室、CT室も管理しています。

内視鏡検査のことなどで困り事があれば電話をください。

看護師長：丸山 春美　中央材料滅菌室主任：津村 千代子
手術室主任：本間 一昭、平田 理香子
放射線内視鏡室主任：新名 美和

体 制
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6東病棟／ホスピスケアセンター

血液浄化センター

【常見】主に終末期のがん患者さんをケアしています。また、痛み・呼吸苦・

腹水・胸水などの症状をコントロールするために一時的に入院する患者さ

んも療養されています。身体的にも精神的にもつらい状況の中で患者さん

の笑顔を引き出せるように日々頑張っています。

【平瀬】外来透析患者さん約100人と入院による透析患者さんを看ていま

す。フットケアや食事の療養指導など、患者さんの生活の質向上にも力を

入れています。特徴的なことは、臨床工学技士も一緒にチームで頑張って

いることです。私も4月から配属になり緊張しています。スタッフが優し

く居心地が良い部署なので、安心して来てください。

看護師長：志田 ゆかり
看護主任：常見 梨奈、安藤 留美

看護師長：平瀬 雅湖
看護主任：袖城 久美、岩佐 恵奈

体 制

体 制

5西病棟／糖尿病代謝内分泌腎臓病センター

【蝦名】糖尿病代謝内分泌腎臓病センターと総合診療内科、呼吸器内科の

混合病棟です。緊急入院の患者さんが多く大変なこともありますが、皆さ

んが元気に楽しく安全に働けるよう、仕掛けづくりをしますので楽しみに

来てください。

【河上】あまり緊張せずに元気に来てください。よろしくお願いします。

看護師長：蝦名 百恵
看護主任：本前 陽子、河上 恵子

体 制

3東病棟／運動器リウマチセンター

【宮田】4月1日から異動になりました。展開の早い整形外科と、ゆっく

り関わっていくリウマチ膠原病内科の二面性を持った病棟です。看護師、

ケアワーカー、ヘルパーが看護ケアの内容やタイミングを決め、患者さん

の生活をじっくり見ながら関わっています。

看護師長：宮田 麻紀子
看護主任：若月 由紀子、木村 愛

体 制
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看護管理室

看護部には、看護師のほかにケア

ワーカー、ヘルパー、用務職の

方、臨床心理士など、非常勤49

人を含めた567人の職員がいま

す。その看護部内を統括管理して

いる部署です。皆さんも気軽に立

ち寄ってください。

担当は医療安全に関することで

す。院内で起こったインシデント

などを医療安全室の大方葉子師長

と一緒にまとめ、検討会を行って

います。また、北海道民医連で後

継者育成に関わる仕事もしていま

す。

ベッドコントロール（BCC）業

務を1週間に2回ほど担当してい

ます。患者相談業務が5割くらい

なので看護管理室にいることは少

ないかもしれませんが、よろしく

お願いいたします。

担当のセクションはHCU、3西

病棟、4東病棟、4西病棟、5東

病棟です。ベッドコントロール

（BCC）業務もしています。外来、

救急センターの方とはお付き合い

することになると思います。よろ

しくお願いします。

感染管理に関わる業務をしていま

す。看護管理室に配属になったの

は、3月からなので修業中です。

担当は透析室、3東病棟、2東病

棟です。病棟には毎日出向きます

ので、見かけたら気軽に声をかけ

てください。

看護部長：須田倫子

看護副部長：梅下 真由美

看護副部長：久保田 良子

看護副部長：折出 洋子

看護副部長：木村 理恵

医療安全
管理者

  総務、
研究

感染
管理

ケア
  プロセス、

質管理
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看護師としてのスキルと
モチベーションをアップさせるための
取り組み

ポートフォリオの作成・グループワーク

　勤医協中央病院では一人一人の看護職員が生き生きと活

躍し働き続けることができるよう、2016年度から全職員

を対象にポートフォリオを導入しました。2017年度も引

き続き全職員でポートフォリオに取り組みます。

　ポートフォリオの目的は、個人の学習歴・活動歴・実績

歴など自分を表現するための資料や情報をファイリングし

俯瞰することで「意思のある学び」を得て、成長すること

です。この「意思のある学び」がとても大事なんです。皆

さんは社会人になりましたので、周りから目標を与えられ

るのではなく、自分で考え「意思ある学び」につなげてほ

しいと思います。

　ファイルにはいろいろなものを挟み込みますので、透明

な袋状で厚みがあるものが良いと思います。最初の1見開

きには、自分が達成すべき「目的」や「目標」を記入した

ゴールシートと目標達成シートを入れてください。あとは

何を入れても構いません。学習会の資料やeラーニングの

結果、先輩からもらった手紙やメッセージ、アドバイスの

メモ。挟み込む資料の隅に自分の気持ちを書いたり、つら

くなってきた時に同期とメッセージを送り合ったりするの

も、振り返った時の励みになるので良いと思います。

　ファイルに挟んでおしまいではなく、振り返ることを意

ポートフォリオで意思ある学びを

蝦名 百恵師長
看護師教育研修委員会

講師

4月5日

先輩が作った
ポートフォリオを見て
イメージをつかみましょう

その時の自分の気持ちを
メモにして入れても
いいんです

ビジョンと
ゴールを書き

ました
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識して活用してください。各セクションの棚にポートフォ

リオを置く場所が設置されますので、たびたび見る癖をつ

けると良いと思います。

　秋ごろに中間面接を行います。3月ごろにはセクション

の主任さんまたは師長さんと育成面接を行い、自己評価を

してもらいながら「自分にとって身に付いた力」や「自信

になったこと」を書き込み、次年度の目標につながるよう

に振り返りを行います。

　ポートフォリオは個人のスキルアップや看護師としての

モチベーション継続にもつながります。例え目標を達成で

きなくても、そのプロセスが重要になります。「自分はこ

こまでできた！」という自信につなげていってほしいと思

います。

各自で「ビジョン」「ゴール」「そ
の理由」「計画」を記入し、グルー
プ内で発表しましょう！
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院内探検

地図

10人ほどのグループに分かれて
院内の各部署・各施設を

見学しました

各部署の皆さん！
今年も新人看護師の
成長を支えてくださいね！
よろしくお願いいたします

ぴよ先輩

4月5日
ドキドキ

わくわく


