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活躍する認定看護師
その魅力とは？
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医療従事者の就職・転職のご相談は
メディカルフォレストにまずご登録ください。

Agentが誠心誠意、精一杯を尽くし、
あなたの未来への扉を開きます。

メディカルフォレストで始めるリクルーティング
職業紹介事業・医療コンサルタントのメディカルフォレスト。
私共は、年間100名以上の医療従事者とお逢いし、それぞれの分野・方面
におきまして転職のお手伝いをさせて頂いております。各病院・医療施設に
おきましても、親切・丁寧・経験豊富なことで信頼を得、数多くの医療従事者
を新しい職場へとお手伝いさせていただいております。
お気軽に私共スタッフにご連絡ください。

あなたが求める場所がある、
アナタを求める人がいる。

予定

平成26年以降
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看護・介護に多角度から焦点 
知識・スキルの向上に寄与！

このたび、2004年2月より発行していた看護&ケア情報マガジン
『V

ヴィーヴォ

IVO』をリニューアル創刊しました。
新タイトルは『徳看magazine』です。
表紙は、わかりやすいイラストとポップな色使いで、元気に躍動

するイメージを発信しています。タイトルバックには徳洲会のバッ
ジをモチーフに、燃える太陽、“愛”を表しています。
いま日本では、超高齢社会を見据えて、医療・介護提供体制が大

きく変わろうとしています。円滑に地域完結型へ移行するためには、
医療と介護の役割分担や在宅医療などの充実が必要です。このため
医療・介護連携が進められています。チーム医療の総合的な推進、
多職種による協働、各々の役割拡大も重要な課題となっています。
国は、従来よりも幅広い行為ができる専門的な臨床実践能力をも
つ看護師が、医師の包括的指示を受け、業務を実践する特定看護師（看
護師特定能力認証制度の法制化）を構築しようとしています。
『徳看magazine』では、こうした社会や現場のニーズに合わせた最
新の情報、質の高い情報に加え、看護・介護分野にさまざまな角度
からスポットライトを当て、関心を持っていただける誌面づくりを目
指したいと考えております。
弊誌のコンテンツが読者の皆さんの知識・スキルの向上に寄与し、

ひいては患者さん、利用者の方々の利益につながれば、これにまさ
る喜びはありません。読者ニーズに沿ったマガジンであるためには、
双方向の情報交換が大きな鍵を握っていると思っています。
弊誌は3カ月に1度の発行を考えています。徳洲会グループの取り
組みを広く深く発信できるように、皆さんのご協力、ご支援を賜り
たく、よろしくお願い申し上げ、『徳看magazine』創刊にあたっての
ご挨拶といたします。

遊佐千鶴
医療法人徳洲会常務理事

徳洲会グループ看護部統括

from Message

医療の進歩とともに 
看護の質向上が要に

専門性が高い看護師を認定す
る資格は現在、「専門看護

師」、「認定看護師」、「認定看護管
理者」の3種類があります。
専門看護師は1995年、認定看

護師は96年、認定看護管理者は
99年にスタートしました。
これらの資格が誕生した背景に
ついて、徳洲会グループの遊佐千
鶴・看護部統括は、「日進月歩で
医療が進化するなか、看護は質の
向上が求められるようになってき
ています。医師や薬剤師は大学教
育が6年制で、専門分化している
のに対し、看護師は准看護師制度
や専門学校中心の教育体系が続い
ています。しかし、近年では看護
大学が増え、大学院に進む人も見
受けられます。看護だけが昔のま
までいいわけがなく、資格認定制
度が創設されたのです」と説明し
ます。
いずれの資格も、受験資格をも
つ者が年に1回行われる試験に合
格すれば、日本看護協会から認定
されますが、5年ごとに更新が必
要となります。

専門看護師は、解決困難な看護
問題を持つ個人や家族・集団に対
し、水準の高い看護ケアを効率よ
く提供するために、特定の専門看
護分野（表）の知識・技術を深めた
者をいいます。看護の実践のほか、
保健・医療・福祉に携わる人の調
整など、6つの役割が求められま
す。数少ない看護系大学院修士課
程修了者などが対象であるため、
登録者数は10月15日現在で795
人と、3つの資格のうち最も少な
いです。

徳洲会の認定看護師数 
全体の1％に届く勢い
一方、認定看護師は、ある特定

の看護分野で、熟練した看護技術
と知識を用いて、水準の高い看護

特 集

専門看護師 認定看護師 認定看護管理者

専
門
分
野

がん看護 救急看護 透析看護
精神看護 皮膚・排泄ケア 手術看護
地域看護 集中ケア 乳がん看護
老人看護 緩和ケア 摂食・嚥下障害看護
小児看護 がん化学療法看護 小児救急看護
母性看護 がん性疼痛看護 認知症看護
慢性疾患看護 訪問看護 脳卒中リハビリテーション看護

急性・重症患者看護 感染管理 がん放射線療法看護
感染症看護 糖尿病看護 慢性呼吸器疾患看護
家族支援 不妊症看護 慢性心不全看護
在宅看護 新生児集中ケア

日本看護協会が認定する資格

特 集

実践ができる者をいい、看護現場
で実践・指導・相談の3つの役割
が求められます。臨床での経験を
生かせるため、登録者数は多く9
月28日現在で1万875人です。
認定看護管理者は、基本的に看
護部長もしくは副看護部長以上の
職位に就いている者を対象とし、
病院内の看護師などの管理や教育
をはじめ、病院運営への参画や地
域・行政との連携を通じて質の高
い組織的看護サービスを提供する
ことが求められます。9月28日現
在の登録者数は1,734人です。
徳洲会グループには現在、専門

看護師が1人、認定看護師が90人、
認定看護管理者が14人おり、各
病院で活躍しています。
認定看護師数は徳洲会グループ

の看護師で全体の1％に達する勢
いです。

『徳看magazine』
創刊にあたって

医師に専門医制度があるように、
高い専門性をもった看護師を認定し、資格を付与する制度があります。
徳洲会グループは、看護の質を向上させるため、
資格取得を目指す看護師を積極的にバックアップしています。
着実に専門性の高い看護師は増えており、
全国のグループ病院や介護施設などで活躍しています。
本特集では、「認定看護師」を中心に紹介します。

　活躍する認定看護師
	 ――その魅力とは？

Part 1　 種類と人数
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特 集　活躍する認定看護師――その魅力とは？

皮膚・排泄ケア認定看護師

湘南鎌倉総合病院の望月利
絵・看護主任は、2001年

に皮膚・排泄ケアの認定看護師の
資格を取得しました。きっかけは、
看護師のキャリアアップとストー
マ（人工肛門・人工膀胱）ケアを本
格的に学びたいと思ったからで
す。望月・看護主任は看護師になっ
て間もない頃にストーマケアが必
要な患者さんを担当。ところが、
実際に対応すると、腹部から排泄
物が出てくることや、排泄物の処
理にショックを受けました。
望月・看護主任は「患者さんに

私の不安が伝わってしまうと思
い、認定看護師の受験資格である
5年以上の実務経験（うち認定看
護分野の経験3年以上）を満たす
と、すぐに資格取得に着手しまし
た」と振り返ります。
皮膚・排泄ケア認定看護師には

主に、①ストーマケア、②創傷ケ
ア、③失禁ケアの3つの役割があ
ります。
①はストーマの管理と日常生活

への援助、②は褥瘡予防を中心と
したスキンケア、③は失禁による
スキントラブルの予防や排泄機能
障害の援助――です。
このうち、病院全体で取り組ん
でいる褥瘡対策はWOCナースが
中心となって活動していること
で、褥瘡の発生率低下に貢献して
います。「皮膚・排泄ケアは、外来、
入院、救急など院内のあらゆる場

6カ月以上の課程履修 
5年ごとに更新が必要

認定看護師の資格を取得する
には、まず、日本の看護師、

保健師、助産師のいずれかの免許
をもっていることが前提となりま
す（2013年度より看護師免許の
み）。また、それら免許取得後、
実務研修が通算5年以上（うち3年

以上は取得を目指す認定看護分野
の実務研修）必要となります。
こうした条件を満たして、初め
て日本看護協会が定める認定看護
師教育機関（全国52施設）で、取
得を目指す看護分野の課程を履修
します。6カ月以上、615時間以
上の課程を修了すると、毎年5月
に行われる認定審査（筆記試験）を
受けることができます。
この試験はマークシート方式・
四肢択一で、試験時間は120分。
出題は客観式一般問題（20問、50
点）、客観式状況設定問題（20問、
100点）からなります。試験は宮城、
東京、大阪、福岡の全国4会場で
行われます。
また、取得した資格は5年ごと
に更新する必要があります。看護
実践と自己研鑽の実績について、
書類審査が行われます。

資格手当や海外研修 
特定看護師の育成も
では、徳洲会グループでは、認
定看護師の資格取得について、ど
のような支援を行っているので
しょうか。
鎌ケ谷総合病院の日高みえ子副

院長（看護部長）は、「研修期間中
は現在支給している給与のうち固
定給を保障しています。また、研
修費用は交通費・宿泊費も含めす
べて施設負担となっています」と、
手厚い支援制度を説明します。
資格を取得した暁には、資格手

当も支給されます。金額は月額

5000～1万円となっています。
支援制度はこれだけではありま
せん。海外での研修も行っていま
す。10年と11年にはオーストラ
リアで、「がん看護・緩和ケア」研
修を7日間にわたり行いました。
「現地の病院で、がん看護や緩和
ケアの実際を見学しました」と日
高副院長。
10年には、米国の病院で看護管
理研修も行っています。この研修
には、徳洲会グループ外の看護師
も参加。徳洲会からは、感染管理
認定看護師2人、皮膚・排泄ケア
認定看護師2人が参加しました。
認定看護師の活動として日高副

院長は、「認定看護師がチームを
つくり、グループ病院を巡回し指
導したり、相談に乗ったりしてい
ます。認定看護師の資格を取得し
たことで、自信が深まり、リーダー
シップも取りやすくなるのです」
とアピールします。
遊佐統括は、「徳洲会グループ

には、看護師がキャリアアップで
きる機会が数多くあります。今後、
資格化が検討されている特定看護
師（看護師特定能力認証制度）の育
成も視野に入れています」と意気
込んでいます。

所にかかわります。診療科目も関
係なく横断的に患者さんにかかわ
れるので、とてもやりがいがあり
ます」と望月・看護主任。
今後は、院内の皮膚・排泄ケア

の均質・標準化を進めるために、
後輩の看護師への指導にも注力す
る考えです。

緩和ケア認定看護師

疼痛管理から傾聴まで行い 
身体的・心理的な苦痛軽減

緩和ケア認定看護師を2006年
に取得したのは、湘南鎌倉総合病
院の五十嵐桂子・看護師長。緩和
ケアとは、がんなど生命の危険を
抱える患者さんの身体的・心理的
な苦痛を取り除き、QOL（生活の
質）の改善を目的としています。
患者さんだけではなくご家族にも
アプローチする役割も担います。
身体的な痛みを軽減する疼痛管理

から、患者さんや、家族の話を親
身になって聞く傾聴まで業務は幅
広いです。また、医師や看護師、
薬剤師などがかかわる“チームケア”
が不可欠なため、五十嵐師長はコー
ディネート役も務めています。

救急看護認定看護師

行為の根拠や器具の整備を
資格取得により正しく理解

宇治徳洲会病院（京都府）の遠藤
香織・看護師長は、救急看護認定
看護師の資格を2009年に取得し
ました。気管内吸引など救急での
技術や、スムーズに治療を開始す
るための器具の整備方法などを学
んだといいます。「なぜそのタイミ
ングで行うのか、どうしてその手
技なのかといったことが、資格取
得で他人にきちんと説明できるよ
うになりました」と遠藤師長は強
調しています。

褥
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と
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主
任

日本国の保健師、
助産師及び看護師の

いずれかの免許を有すること
（2013年度から看護師免許のみ）

➡
保健師、助産師及び看護師の
いずれかの免許取得後、

実務研修が通算5年以上あること
（うち3年以上は認定看護分野の実

務研修）

➡
認定看護師教育機関（課程）修了
（6カ月・615時間以上）

➡
認定審査（筆記試験）

➡
認定看護師認定証　交付・登録

➡
5年ごとに更新

（看護実践と自己研鑽の実績につい
て書類審査）

日本看護協会の認定システム

「認定看護師の資格取得によりリーダーシップがとりや
すくなります」と鎌ケ谷総合病院の日高みえ子副院長

Part 2　 支援制度

研修中は固定給を保証
研修費用も施設が負担

鎌ケ谷総合病院（千葉県）　副院長　日高みえ子

Part 3  ルポ❶　活動内容とその魅力・メリット

ストーマ・創傷・失禁のケア
横断的にかかわれるのが魅力
湘南鎌倉総合病院（神奈川県） 皮膚・排泄ケア認定看護師 看護主任　望月利絵
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特 集　活躍する認定看護師――その魅力とは？

感染管理認定看護師

感染管理認定看護師は、人体
に悪影響を及ぼす微生物や

感染症から患者さんと職員の身を
守る感染対策のスペシャリスト。
微生物学や免疫学、病理学などの
専門知識とスキルを駆使し、医療
施設の感染予防と拡大防止の役目
を担います。
5年前に資格を取得した大和徳
洲会病院の藤澤律子・看護師長は、
感染管理認定看護師の主な仕事内
容を、①院内の感染症発生状況の
把握、②院内の感染対策状況（清
潔管理など）の把握、③感染予防
と拡大防止のための指導、④関連
データの収集と分析――と説明し
ます。
「院内すべての箇所を週に1度は
ラウンドし、各部署の手技が感染
管理の観点から正しいかどうかや
清潔状態などを確認、評価結果と
改善点を記したシートをその都度
お渡ししています」と藤澤師長。
感染症の発生状況は、各診療科

に感染症の疑いのある患者さんが
いないかを確認したり、細菌検査
の結果をチェックしたりして常に
目を配っています。さらにインフ
ルエンザの流行期などは、壁新聞
をつくって注意を喚起しています。
藤澤師長の活動のポイントは、

「現場負担を軽くすること」です。
対策状況の確認や関連データの収
集は、各部署に任せきりにするの
ではなく、藤澤師長が現場に赴い

高校時代にテレビで見た 
専門看護師に感銘受ける

専門看護師とは、特定の看護
分野の知識・技術を深め、

日本看護協会の認定審査を合格し
た看護師のこと。がん看護のほか、
精神看護や小児看護など合計11
分野あり、今年4月時点で全分野
を合わせても全国に795人しかい
ません。
北島看護師は現在、がん相談支
援室での相談業務や、緩和ケア
チームの一員としての業務に取り
組んでいます。緩和ケアチームで
はがん患者さんのベッドサイドに
おもむき、そのさまざまな声を傾
聴。落胆している患者さんがいれ
ば、その気持ちに寄り添い共感す
ることで、不安や精神的苦痛を取

り除きます。また、患者さんが抱
えるいろいろな問題を把握・整理
し、他の病棟スタッフとともに解
決に尽力します。
「専門性を生かしてがん患者さん
のために活動でき、毎日充実して
います。やはり患者さんの笑顔を
見ることができたり、お役に立て
たりしたときに、やりがいを感じ
ます」（北島看護師）
北島看護師は新潟県上越市出

身。学生時代に偶然見たテレビ番
組で専門看護師の仕事に感銘を受
けました。加えて、高校生のとき
に父親を肺がんで亡くした経験か
ら、「自分も専門看護師として、が
んで苦しむ人に高度なケアを提供
できるようになりたい」と決意。
新潟県内の民間病院に勤務しな

がら大学院に進学。修了後、専門
看護師の認定
試験を受け、
2010年 2月
に合格しまし
た。
そして今年
4月、縁あっ
て徳洲会に入
職。その後も
飽くなき向上
心は留まるこ
とを知りませ
ん。がん看護

だけでなくチーム医療も学ぶた
め、大学院博士課程への来年度の
入学を目指しています。仕事を続
けながら研究に取り組む予定で、
「大学院で得たことを自院の活動
にフィードバックしたい」と意気
込んでいます。

特定看護師が制度化したら 
「ぜひチャレンジしたい」

さらに、国が現在制度化を検討
している特定看護師（看護師特定
能力認証制度）を見据えています。
同制度は、高度な臨床能力を有す
る看護師に一定の医療行為の実施
を認めるというものです。
「制度化されたら、ぜひチャレン
ジしたい」と意欲的。過去3回、
短期のアメリカ留学を経験し、一
定の診断・治療・処方の実施が認
められている現地のNP（ナース・
プラクティショナー）とともに活
動し、触発されたといいます。
明確な目標をもち、忙しくても

いきいきと仕事に励む北島看護
師。その瞳は遠くを見つつ、一方
で足元をしっかりと踏みしめなが
ら、眼前の1人ひとりの患者さん
への気配りを忘れません。
専門看護師を目指したことで、

それ以上のものを手に入れたよう
です。“学び続ける姿勢”は人を輝
かせます。

て行っています。対策に必要な手
袋などの物品の在庫管理にも気を
使い、「使いたいときに物が揃って
いる状態」をキープ。現場の人の
自発行動を促すような環境づくり
を心掛けています。
「感染管理は医療施設にとって重要
な課題。専門性が高くスキルアッ
プにもつながります」と、藤澤師
長はその魅力を強調しています。

インフルエンザ発生時 
行政と地域の対策協議

神戸徳洲会病院（兵庫県）には感
染管理認定看護師が2人いて、病
棟と手術室で担当を分担していま
す。専従で実施している病棟担当
の大藤一美副主任は、全病棟の感
染管理に加え、他の医療機関や行
政とも連絡を密にとって、地域全
体の感染管理に参画。2009年の
新型インフルエンザ発生時には、
寝る間を惜しんで神戸市と対策を
協議したといいます。
「感染管理は院内だけでなく、地

域全体にかかわる問題。行政との
交渉はたいへんですが、やりがい
があります」と、大藤副主任は笑
顔を見せます。

認定看護管理者

資格取得で発言に重み 
教育や指導がしやすく

認定看護管理者とは、看護管理
に必要な知識と技術を体系的に学
び、後進の育成や施設の発展に貢
献できる看護師のことです。
岸和田徳洲会病院（大阪府）の山

上美恵子・看護部長は、「資格取
得のための講習を通じ、勉強だけ
でなく同じ悩みを抱える看護師と
討論したりすることで、自分のな
かの『看護管理』の引き出しが増え
ていきました」と、学びの大切さ
を説きます。
資格を得たことで発言に重みが
増し、教育や指導が行いやすく
なったと、資格取得を推奨してい
ます。

感染症で入院した患者さんに、入院中から帰宅後までの感染対策をわかりやすく指導する藤澤律子・看護師長

「
感
染
症
関
連
の
情
報
は
壁
新
聞
を
食

堂
に
貼
っ
た
り
し
て
お
知
ら
せ
し
て
い

ま
す
」と
藤
澤
師
長

ベッドサイドでがん患者さんの相談に親身になって乗る北島昌樹看護師。がん相談支援室
でも同様に患者さんやご家族の相談を受ける

「がん患者さんのために活動で
き、毎日充実しています」と北島看
護師

院内全体の清潔管理から
感染症対策までを一手に

大和徳洲会病院（神奈川県） 感染管理認定看護師 看護師長　藤澤律子

がん看護専門看護師
がん分野のスペシャリストとして
相談業務や緩和ケアチームで活躍
徳洲会グループでただ1人の専門看護師が八尾徳洲会総合病院にいます。
がん看護専門看護師の北島昌樹看護師がその人です。

北島昌樹　八尾徳洲会総合病院（大阪府）　がん看護専門看護師
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