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専門看護師・認定看護師キャリアサポート開催

聖マリアンナ医大のスペシャリストが集結！知の共有へ
月7日
2019 年 2 月
201
7日（木）午後 3 時より大学病院
院3階
講堂において４附属病院の専門・認定看護師を
対象にした「キャリアサポートに向けた講演会 」が
4 病院看護部長会の主催で行われました。2025 年

専門看護師徽章

以降、団塊の世代が 75歳以上となる《国民の3人に

認定看護師徽章

1人が65歳以上、5人に1人が 75歳以上》という超高
齢化社会の到来に伴う変化として、医療は ①慢性

疾患、複数疾患を抱える患者が増える ②手術だ
けでなく、その後のリハビリも必要となる患者が
増える ③自宅で暮らしながら医療を受ける患者
が増えるとされています。そこで、各医療従事者が
専門性を発揮しつつ連携を図るチーム医療が求め

られています。こうした背景をうけ、当法人の専門
看護師 12 名、認定看護師 73 名、総勢 85 名

の専門性をより発揮していただくための機会
を設けました。

はじめに、高橋恵 統括看護部長が「認定

看護師制度の再構築について 当法人の専門
看護師・認定看護師に期待すること」と題し
講演されました。日本看護協会の「 新たな

認定看護師制度 」への移行、2020 年度から
のカリキュラムによる養成開始を受け、その

目的や再構築の内容、今後の予定などを解説

対象で、内容は共通科目と区分別科目に分かれて
います。実 際 に 研 修 機 関として認 定されている

していただき、情報の共有を図りました。とくに、
働きながら新認定看護師制度の審査に対応するには

マリアンナの中核となる人材である専門・認定看護

題点や対応策などが詳しく論じられました。また、

と、そして後輩の良き指導者として大いにリーダー

法人組織として、どのようなサポートができるか、問

今後の構想として、特定行為研修の指定研修機関と

しての聖マリアンナ医科大学病院での開講について、
概要とその効果が述べられました。最後に、オール

師に期待することは、
①看護の質の向上 ②組織・地
域社会への貢献 ③自己キャリア管理の実現であるこ

シップを発揮してほしいと望みました。

続 い て、公 益 社 団 法 人 地 域 医 療 振 興 協 会

JADECOM−NDC 研修センター次長の鈴木靖子氏

JADECOM−NDC 研修センターでは、看護の専門
性を高め実践するため 21 区分 38 行為全てを学ぶ

ことができ、総合的な臨床推論や、医師の事前の
指示により適正な医療と看護が提供できることを
目指したカリキュラムとなっています。

受講された方から「医師と行動を共にすることで

治療方針への理解が深まった」
「患者さんに貢献

できることがもっとあることがわかった」など反応
があり、
「今後は特定ケア看護師（振興会の呼び方）

としてやりがいのある道を示したい」と特定行為の

実施に限らず、医療・看護の質の向上にも繋がって
いると報告されました。マリアンナスタッフは研修の

スケジュールや、研修現場の声を熱心に聞き入り、
特定行為研修に向けて理解を深めました。

講演後は、高橋恵統括看護部長と鈴木靖子氏に

をお招きし「特定行為研修の実際」の講演をして
いただきました。特定行為研修制度とは 2014年保
健師助産師看護師法の改正により創設され、少子

よるシンポジウム形式での質疑応答や討論会があ
り、疑問点や不安、理解など活発に議論が繰り広

在宅医療を支える看護師を計画的に養成する制度

の医療現場でどう対応していくか、現状と今後の対

げられました。課題に対し、それぞれの専門分野

高齢社会におけるニーズに向けて急性期医療から

策を法人組織で考える機会となりました。これから

です。その特定行為とは診療の補助として、手順

もチーム医療の中の専門性を発揮できる環境を整

書により行います。この場合には実践的な理解力、
思考力および判断力、高度かつ専門的な知識技

備し、個々のキャリア支援に繋げていく予定です。
編集部・ナースサポートセンター 近藤 昭子

能が特に必要とされるものとして21区分38行為が
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以前、開院当時の事情に詳しい医師に聞いたところ、「当
時の外科医らは、術前から術後まで一貫して自らが専門的治

大学病院
リニューアル計画

「選ばれる病院〜人・社会・未来から」
「

2022年度（2023年1月）新病院棟がオープン予定です！
現在大学病院では、病院建て替え計画がすすめられています。

療を提供することを大切にしたいという願いを込め、あえて集

現病院の建物は既に 44歳。かなり古くなり、患者さんにも働く

中治療室を設けない構造にした」と聞き感銘を受けました。
その後、医療技術の進歩や高齢化などの背景のもと、以前は

職員にも不便を感じさせるところがあり、新しい病院を誰もが
待ち望んでいます。

手術を受けることの出来なかった疾患や年齢の方も積極的に

数年前から計画が進められ、昨年は新病院の外観デザインが

手術を受けるように変化しました。

公開されました。建て替えの一環として、看護師寮グリーン

(General Hight Care Unit) は開設しました。入室される患者

化粧直ししたグリーン棟を見て、職員の中でも本格的に建て替えが意識され始めました。

より安全に治療を受ける場所として、2016 年 9 月に GHCU

ハイツが更衣室棟（グリーン棟）に変身しつつあります。キレイに

さんは、侵襲度の高い術後や重篤化した内科系疾患まで幅広く、ほぼ全診療科が対象となっています。
GHCU では、当院看護部理念の “ケア・キュア・コア” の “キュア” を中心に介入します。全身状態が
不安定な術後の一晩を GHCU で過ごし、翌日離床して退室しますが、手術を受けるという人生の
一大決心を、チームで支える看護を実践しています。

大学病院 6 階西北病棟

藤野 智子

完成予想パース

新 病院は、11階建てで屋上ヘリポートも擁しています。病 床数 は 955床、重症集中ケアと救 命
救急の病床が 108 床の予定で急性期医療の強化がなされます。これからも大学病院として多くの
人や地域社会に貢献し選ばれる病院でありたい、そして職員も満足して使命を果たせる病院が

できることを望みます。

大学病院 看護部

久永 加代子

INFORMATION
2019年度 現地試験会場

［時
間 ］13：00〜16：00
［ 問い合わせ ］044-977-9316（人事課直通）
※就職説明だけの対応も受け付けます。希望される方は、
10日前までに人事課へご相談ください。
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2019 年
※右記日程以外で
受験を希望される
方は、人事課まで
ご相談ください。

4月 27日(土)
5月 11日(土)

25日(土)
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8日(土)

22日(土)

7月 13日(土)

27日(土)

8月 10日(土)
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9月 14日(土)
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携帯ホームページをご参照ください。

http://marianna-u.ac.jp

施設見学（病院説明会）
について
■ 対 象 者：看護学生（学年不問）
有資格者（看護師、助産師）
■ 応募締切：実施日の２日前
■ そ の 他：土日・祝祭日を除き、個別での見学も可能です。
各病院へお問い合わせください。

インターンシップ
聖マリアンナ医科大学へ就職を考えている方、自身のキャリアを急性期
からスタートしたい方、ぜひインターンシップにご参加ください！
みなさんの参加をお待ちしております。
■ 対象者：本学へ就職を考えている方
※（2020年 3月卒業見込みの看護学生、助産学生）
■補

メール相談
ナースサポートセンターでは、メール
相談を行っています。
就職や進路のことで不安を抱えている
方など、お気軽にご活用ください。

https://www.marianna-u.ac.jp/form/nsc/entry.php

助：交通費支給（片道）、看護師寮宿泊（無料／前泊）
※
（対象条件あり）
※
（交通費：病院に関わらず法人で1回のみの支給）
※
（宿 泊：来院が18時以降になる場合は、
ご遠慮願います）

■ その他：前日に他1病院の施設見学も可能です
インターンシップ後に採用試験の受験も
対応します。
右記『インターンシップ申し込み』QR コードより申し込みください。

▲

札

2019年度 ４病院試験会場

［会
場］聖マリアンナ医科大学 菅生キャンパス
［時
間］10：00〜12：00
［問い合わせ］044-977-9316（人事課直通）

