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徳洲会看護部マガジン徳看
M AG A Z I N E

コロナ禍でも学習は忘れない
学びを止めない、学び続けることが大切
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　コロナ禍も3年目を迎えた2021年は、“withコロナ”
をどのように実現するかを模索した1年でした。
　感染対策のため、縮小されていた看護師教育を“with
コロナ”の中で新たな教育体制へと改変し、整備をしま
した。その大きな柱となるのが、未来の徳洲会看護部を
支える人材を育成する徳洲会看護管理者研修です。
　現代の日本社会において、直面する変化や課題が多数
あります。まず、看護の対象となる患者さまの変化として、
高齢者の増加があります。地域包括ケアの推進が必要と
され、病院と地域との連携が重要となっています。次に
看護を行う人の変化としては、少子化による労働人口の
減少があります。働き方改革が推進されタスクシフト、タ
スクシェアが進み、他職種と協働することが求められて
います。また、シニア看護師の活用も課題です。
　コロナ禍や地震、豪雨による災害などが近年多発する
中、災害が発生しても事業継続させるためのBCP
（Business Continuity Plan）を作成することが求
められています。徳洲会看護管理者研修は、このような
社会の変化に迅速に対応できる看護管理者の育成を目
指しています。

　徳洲会看護管理者研修は、看護部長研修、副看護部
長研修、師長研修、主任研修、副主任研修から構成され
ています。今号は、2021年から2022年にかけて行われ
た各研修プログラムや受講生の声を通して、看護管理者
たちの成長の軌跡を掲載。また、「コロナ禍でも学習は
忘れない」のスピリッツで各病院の院内教育の実践やグ
ループ外での研修参加など、学習し続ける看護師たちの
前向きな想いを皆さまにお伝えできれば幸いです。

コロナ禍でも学習は忘れない！

STEP.1

STEP.3
STEP.4

STEP.5

一般社団法人徳洲会 
看護部門 業務部 部長

10年後の地域・グループを牽引する看護管理者を育てる
管理者研修
のねらい

リーダーになれる看護管理者の育成を目指す
「考える仕事」のできる管理者を育成する
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　少子化、人口減、高齢者増、さらに2020年からの新型コロナ感染
症が猛威を振るうなど、時代は変わろうとしています。地域包括ケア
システムの構築など医療看護や社会福祉を取り巻く状況は大きく変化
しそれに伴い、看護管理者に求められる役割も拡大変化しています。
　このような状況を受け、徳洲会看護部では看護管理者の強化、連携
を行い、地域包括ケア時代に求められる看護管理者の役割と力量を
示す必要性を感じ、2019年より看護副主任研修を手始めに進めてま
いりました。
　病院の看護管理者は自施設のみならず、地域まで視野を拡げた看
護管理が期待されています。

管理者ラダー

徳洲会管理者のマネジメントラダーについて

����年度 管理者研修について

2021年度 徳洲会看護部門管理者研修

看護副主任コース

ブロック主催 本部主催
本部と

ブロック主催

副主任昇格者
副主任経験
�年以上の者

主任経験
�年以上の者

副看護
部長職の者

看護部長及び
看護責任者

看護主任コース 看護師長コース 副看護部長コース 看護部長コース

Management ladder

STEP.2

vol.13 CONCEPT

看護実践において重要なのは
経験年数ではなく
経験の「質」である
     　　 ＜パトリシア・ベナー※＞

※「看護師のクリニカルラダー」の起源は、アメリカ
の学者パトリシア・ベナーが提唱した看護理論
です。

コロナ禍における看護管理者研修はオンライン中心。 研修のための新カリキュラムを導入。
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　2022年は変化を求められたストレスフルな時代でした。
少子超高齢化・多死時代および健康に対する価値観の変
化や看護のニーズの増大など、ますます多様化・複雑化し
てきています。2019年12月から続く新型コロナウイルス
感染症は、2022年には第６波、第７波と大流行し、職員
も感染するなど医療介護の現場にも影響しました。まだま
だ終息は見えず混沌とした日々ですが、職員一同使命感
をもってこの厳しい状況を乗り切ろうとしています。直面
する問題にスピード感を持って、柔軟に対応する能力が
求められていることを感じます。
　こうした社会の看護ニーズに応えていくために看護の
質の向上が求められています。またタイムリーに必要なケ
アを提供でき、チーム医療を推進するキーパーソンとして
の役割を果たすため、厚労省より2015年10月「特定行
為に係る看護師の研修制度」（以下特定看護師という）が
創設されました。2025年までに10万人超養成の意向が
発表されていますが、2022年3月時点、研修修了者数は
4,832名と1/10にも満たないのが現実です。これを踏ま
え、特定看護師をいかに増やすかが大きな課題となって
おり、徳洲会グループとしても推進しています。まずは
ジェネラリストの育成、そしてスペシャリストへと段階を踏

んだ研修制度の強化に努めます。看護の対象の多様な
ニーズに応えるためには、幅広い知識と広い視野を持つ
質の高い看護職を確保することが必要不可欠だと考えて
います。また、医師の働き方改革が進む中、医師業務をタ
スクシフトするためにも、教育によって看護職のレベルを
引き上げ、役割を拡大する必要性があり、1人でも多くの
特定看護師を育成できるよう、特定行為研修制度の推進
に努めています。

コロナ禍を強みに
　特に第7波では、地域行政や他施設との連携を取りな
がら、その地域の“医療と看護を守っていく”という意識の
もと、地域全体とのつながりが強化されました。例えば、感
染管理が徹底できていない病院に徳洲会の感染管理認
定看護師が入り、メンタルケアを含め適切な対処の指導
を行いました。また感染予防や安全管理のレベルを病院
と同等まで求められた老健施設等のスタッフたちにレク
チャーをするなど、感染管理の認定看護師は自病院を出
て地域で活躍しました。設備や体制が整っていないという
理由から、患者さまの受け入れを断る病院も多くありまし
たが、徳洲会グループでは「救急は断らない」という考え
のもと、早期からコロナ感染患者を受け入れ、地域の救急

患者さまにとっての最後の砦としての役割を果たしていま
す。徳洲会グループの理念「生命を安心して預けられる病
院」「健康と生活を守る病院」を遂行し、各病院が動いた
結果、行政や地域の方々から高い評価をいただきました。  
　普段見慣れない医療の現場を報道等で知って下さり、
感謝と励ましの心温まるメッセージをたくさんいただきま
した。近隣の自治会から、あるいは学校から保育園から、
企業から等々…改めて地域の皆さんに支えられているこ
とを実感しました。コロナ禍を前向きに捉え進んできた結
果なのか…一つの施設ではなく、枠を超えた地域連携の
仕組みが確立でき、必然的に地域における徳洲会グルー
プの役割が分かってきたように思います。
　人々の健康と生活を守るために、病院だけではなく地
域と施設をつなぐことに重きを置き、本部に新しく“地域
部”を設置。介護事業部、介護部会、地域部がしっかりと
連携をとる仕組みづくりを徹底していきます。

未来を見据え、IT化を加速
　「接触すると感染する」「すれ違っても感染する」といっ
た風潮のなか、IT化は10年進んだと言われています。例
えば、医療業界においては病室に入らずに観察できるロ
ボットによる“見守りシステム”や、接触せずに面会できる
“オンライン面会”、怖くて病院に来られない人のために
“オンライン診療”など、徳洲会グループでも積極的にIT
を取り入れ現代ニーズにあった対応を行っています。近年
では、必要な資材をロボットが自動でエレベーターに乗り
降りして各部署へ運んだり、医師たちによるAIを活用した
治療など、各病院が医療メーカーと話し合い未来を見据
えたIT開発を進めています。
　IT化は感染対策だけではなく、少子化や超高齢社会に
よる担い手の減少、また現在活躍している看護職が高齢
になっても無理なく働くことができるよう、これからの時代
になくてはならないツールとなっています。ある病院では
昨年からリモコンで操作できるストレッチャーを企業と組
んで開発中。日々の業務の中でこういった物を作れない
か、というところからスタートしました。

より良い看護に、進化を
　コロナ禍で多くの方が自宅療養を余儀なくされましたが、
今後も住み慣れた家で、自分らしく生きることを尊重した
在宅療養へのシフトがこれまで以上に進みます。ITを活用
した遠隔診療や医師と同じような視点で判断し、医行為
ができる特定看護師を増やすことが重要となり、特に在宅
療養では大きな役割を担う重要なファクターです。特定看

護師は技術はもちろんのこと、人と人とのつながりそして
地域とのつながりなど、「つなぐ」を根底に、病院と地域を
つなぐ架け橋を担い、前に進み続けなければなりません。
　今回のようなパンデミックや、いつ来るかわからない災
害も然り、日頃の準備がとても重要です。そういった点で
管理者の役割は大きいです。管理者は、気力（覚悟・不撓
不屈）、体力（忍耐・タフさ）、知力（知識・技術・創造性）そ
して、日々の問題を解決する柔軟性が求められると思いま
す。幅広く柔軟に創造的に考え、行動できる看護職がいざ
というときに役割を果たせると考えています。その場に存
在する限りある資源を駆使して、創造的な看護をしていく
ことが未来のより良い看護につながると考えています。

行き着く先は、地球規模の看護
　徳洲会グループの看護は、肌の色や年齢、健康のレベ
ル、住む場所、貧富を問わず、すべての人が最善医療を受
けられることのできるトータルケアです。
　「どんな未来にしたいか」はどんな看護をしたいかにつ
ながります。「自分を知り、人を知る。」そして、組織を理解
するため、歴史を知ることで、理念に沿ってどう行動する
べきか、自ずと導き出されます。研修では、徳洲会グルー
プの歩みをはじめ、世界の中での徳洲会の立ち位置など
も学び、帰属意識を高めます。
　徳洲会グループは来年50周年を迎えます。ここで産ま
れました、ここで助けられましたというスタッフや、最後は
徳洲会にと思って入職したという医師の声に、悦ばしく感
慨深いものがあります。
　50周年のキーワードは
「未来を見つめて徳洲会グループ」。
世界中の人が幸せ。働く人が幸せ。地域も幸せ。究極は、
一人ひとりが幸せになることに尽きます。徳洲会は、地球
規模の看護を追究し続けます。

INTERVIEW

一般社団法人徳洲会
看護部門 本部長

Masako

       Y
aginuma

コロナ禍を強みにかえ
未来を見つめた
地球規模の看護を！

八木沼  正子
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　徳洲会看護部門では、これからの社会の変化に伴い看
護管理者の求められる役割が拡大していくことを見据え、
管理者研修の構築を目指してきました。2019年から開
始になった看護副主任研修を皮切りに、2021年度はマ
ネジメントラダーと研修要綱が示され、それに沿った研
修を開催することができました。
　2021年度は教育部会の責任者として役割を担うこと
になり、管理者研修を担当してきました。特に看護部長
は、自施設にとどまることなく地域やヘルスケアシステム
など幅広い視野を持った看護管理が求められます。この
役割をふまえた上で、徳洲会グループを牽引できる管理
者育成を念頭に、看護部長研修のスタートを切りました。

　まず一つ目の研修は、「看護の可視性とマネジメント～
看護力を把握し適正化するため、データに基づく意思決
定・方策を行う」というプログラム内容に沿って、2021年
7月10日（土）公益社団法人日本看護協会医療政策部医
療制度課課長：岩澤由子先生に講演を依頼。「看護の可
視化とマネジメント」のテーマでWeb研修が行われ、副
院長・看護部長70名、次世代育成研修に参加中の副看
護部長19名、計89名が参加いたしました。
　研修内容は、①看護の価値の明確化、医療・看護の質
の可視化、②質向上へのマネジメント、③データに基づく
意思決定、④2025年・2040年を見据えた最近の医療
政策の流れ、⑤2022年診療報酬改定の行方など3時間
という限られた時間の中で、多岐にわたる講義となりま

した。その中でまず、看護の価値を明確化し、医療・看護
の質を可視化することが、よりよい看護サービスを提供す
るために、看護管理マネジメントでは最も重要であること
を深く学ぶことができました。また、これから進む病院の
機能分化や地域包括システムの推進に向けては、特に外
来看護師の役割が拡大していくことなども興味深い内容
でした。最新の医療政策の方向性も示唆し、社会が変化
する中で、看護職に問われている役割や機能は、このよう
な学びをもとに看護職自らが明確にしていかなくてはな
らないことも改めて再認識することができました。

　
　二つ目の研修は、「組織マネジメント～対話による関
係調整：クレームコミュニケーション」というプログラム
内容に沿って企画が進みました。2021年10月15日（金）
10 : 00～16 : 00 Web研修が開催され、参加者は看護
部長、次世代育成研修に参加中の副看護部長、訪問看護
ステーション所長、計135名となりました。
　午前中は、中京大学 法科大学院 教授：稲葉 一人先生
から「法律家から見た医療現場における対話推進」の内
容で、過去の大きな事例から、医療対話が語られるよう
になった時代背景や医療安全の視点から診療報酬改定
が進んでいったことを学びました。そして、対話を通じて
医療者や患者さま・ご家族の橋渡しを行うために、医療
対話推進者のための業務指針及び養成のために研修プ
ログラム作成指針に着手されたことを知りました。様々
な事例紹介から、医療対話推進者の重要性や役割につい
ても理解することができ、先生の「医療事故当事者も被

害者である」という言葉からは、それぞれの看護管理者
が、医療対話推進者の育成と組織づくりの必要性を考え
る機会になったと考えています。
　午後は、NPO法人「架け橋」の理事長：豊田郁子先生
が、実際に医療事故で幼い息子さんを亡くされた体験談
から、同じことが繰り返されないために、という想いで今
の活動を続けられているお話を伺いました。また、当事
者である医療従事者の高山看護師にも参加していただき、
双方の立場からの苦しみや想いを知ることができました。
　医療事故に遭った患者さま・ご家族が本当に求めてい
るのは、「その病院がきちんと説明してくれること」「病
院の職員がしっかりと対応してくれること」という言葉か
らも、起きてしまった医療事故に真摯に向き合うこと、
誠実な対応をしていくこと、そして日ごろから患者さま・
ご家族との信頼関係を築いていく必要性を、再認識する
機会となりました。

　初年度の研修ではいろいろと不安もありましたが、講
師の先生方や担当者たちの協力のもと、無事「看護部長
研修」を終了することができました。この研修をより良い
ものに構築していくためにも、組織が目指す人材育成を
念頭におきながら、次年度の研修につなげていきたいと
思います。
　私たち看護管理者は、研修の学びを日々のマネジメン
トに活かし、最終的には組織の成果につなげて行くこと
が求められていきます。学び続けられる環境にも感謝し
ながら、個々の役割をしっかりと発揮して、組織の成長に
つなげて行きたいと考えています。

管理者研修の構築を目指して 1回目の研修について

2回目の研修について

今後の課題と目標
坂本  眞起代

自施設あるいは、自部門で現在直面している看護管理上の課題を広い視野で捉え、
課題解決のために必要な組織改革が実践できる看護部長

研修のねらい 医療政策、医療経済、看護行政の最新の動向を理解する
今後の看護職の役割発揮の方向性について考察できる

1
2

非常に満足度の高い研修となりました。

「変革の必要性を感じた」
「将来のために今を考える視点が大切であり、これからの看護に求めら 
  れることを考えて組織づくり・人づくりを推進する重要性を学んだ」
「自分の感覚や価値観だけでなく、根拠ある判断ができる知識や分析力  
  を身につけていきたい」 など

さまざまな意見や感想を聞くことができ、改めて看護管理を見直す良い
機会となりました。

アンケート
結果

研修に対する満足度

大変満足

やや満足

89％

11％

看護部長コース
Nursing Manager Course

2021年度
徳洲会看護部門管理者研修

 Makiyo

    　Sakamoto

Resu� s

社会の変化に伴い、

看護管理者が

求められること！

一般社団法人徳洲会
看護部門 教育部 部長
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　徳洲会グループ全体で取り組んでいるJCI認証
受審への取り組みやQI活動は、まさに医療や看護
の質の可視化とマネジメントそのものです。
　講義内容は日々現場で実践していることに意味
づけができ、資料とともにとても理解しやすい内
容でした。特に印象に残ったのは、「副部長として
求められることは“将来のための今を考える”視点
で、これからの看護に求められることを考えて組
織づくり、人づくりを推進する」という言葉でした。

　2025年問題の先にある2040年問題を見据え、
政策動向に目を向けて、トップマネジャーはビジョ
ンを明確にし、データに基づいた戦略を立てなけ
ればなりません。これからの政策の流れと未来を
知るヒントについての紹介や令和4年診療報酬改
定の行方については、大変興味深く拝聴しました。
　このような先取りの情報を得ることができた3
時間はあっという間に過ぎ、テーマや内容ともに
大変有意義でした。

　「経営戦略」「経営分析」と非常に興味深い内容
の講義でした。「経営戦略」に関しては、病院（組
織）の理念・ビジョンを念頭においた中で、病院の目
標・看護部の目標があり、それを踏まえて管理者と
してあるべき姿を持ち、現状の分析を行い、現状と
あるべき姿のギャップを課題として捉えることの重
要性を学びました。SWOT/クロス分析にて現状を
分析し、BSCに落とし込み、戦略マップやスコア
カード、アクションプランを作成していくことが重要
であると再認識できました。また、分析には内部環
境と外部環境の情報が重要であり、特に外部環境
として医療法・診療報酬の状況やグループ全体の

状況情報も得る必要性を学びました。「経営分析」
については経営とはお金だけではなく、事業目的に
対する事業の質そのものであり、広い意味での事
業管理・遂行であることを再認識できました。また、
徳洲会グループの損益計算書をもとにさまざまな
データから読み取れること、分析できること、読み
取らなければいけないこと、分析しなければならな
いことを学び、分析した結果から課題を抽出し改善
に向けて実践していかなければならないことを学
びました。最終的には「経営分析」をして「経営戦
略」を考えていくことで繋がっているとわかりまし
た。ありがとうございました。

副看護部長コース

2021年度
徳洲会看護部門管理者研修

活動の原動力に期待

　本研修は、徳洲会看護部門本部主催として2年に1回
開催され、病院看護部の次世代看護管理者の育成を目
的とし、本部および自施設からの推薦を受けた全国の副
看護部長が参加します。
　この研修に参加することにより、徳洲会の理事長や看
護部幹部の先生方の講義を生で聞く貴重な機会を得
て、徳洲会の一員である看護管理者としての意識が高ま
ります。   
　研修の冒頭で理事長は、徳洲会の歴史と原点、法人が
目指す方向性について熱く語っていただいたことを皮切
りに、担当理事より法人ガバナンスについてや経理の

実際、経営戦略の具体的内容など多岐にわたる講義が
詰め込まれています。講義とともに事前・事後レポートな
ど課題も多く、多重の業務を抱えている副看護部長とし
ての研修生にとっては、苦しく過酷（笑）な研修ではあり
ますが、全国の同じ立場の仲間とともに課題を克服した
先に連帯感や達成感を味わうことができたはずです。
　今回は、コロナ禍で集合研修は叶いませんでしたが、
同じような境遇や想いを共有できる研修生と全国にネッ
トワークが構築され、今後の看護管理者としての活動の
原動力になることを期待しています。

光野  清美

副看護部長
研修のねらい

・社会やグループが求めるヘルスケアサービスを提供するため理念の具現化に必要な組織化や
　運営に関する能力の拡大を目指す
・事業運営に必要な経営管理の知識・技術を習得し高い管理実践力を身につける

1

2

経営管理者の一員として、トップと共に組織の理念や方針を創造的に構築し、運営する能力の拡大が図れる

社会の動向やグループ、自施設の現状を掌握しトータルヘルスケアサービスの向上に関連する部門への提言、
院内の決定の場に参加できる能力が身につく

■ 徳洲会グループの看護の充実を図るために上級管理者に必要な実践能力を身につけた看護部長を養成する
■ 自施設のビジョンを明確にし、実現に向けた自己の役割を明確にする
■ 育てられる人を養成する

Assistant Nurse Manager Course

研修目的

受講者の声
Students' Voices01 Voice

02 Voice

２０２２年度副看護部長コース写真

No.1

成田富里徳洲会病院Kiyomi

    M
itsuno

同じ境遇や想いを

共有できる

全国ネットワーク！
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副看護部長コース

2021年度
徳洲会看護部門管理者研修

佐藤  あけみ

Assistant Nurse Manager Course

白根徳洲会病院

質の向上を目指して

現状と今後の課題

今後の実行計画
　当院のあるべき姿は地域の中核病院として質の高い
医療・看護の実践を目指し、「生命だけは平等だ」という
哲学のもと、「いつでも、どこでも、誰でもが最善の医療
を受けられる社会」の実現に向け、職員全員が一致団結
して「徹底的に顧客主義」を目指すことだと思います。
　しかし、実際には救急及び入院受け入れの問題、チー
ム医療の問題、医療安全の問題、地域連携の問題、ハラ
スメントの問題など、さまざまな問題を抱えています。こ
れらの問題に対して現場の看護管理者は悩み・苦戦しな
がら日々奮闘していますが、なかなか解決までには至ら
ず苦しんでいます。
　今回、副看護部長研修に参加させていただき、大きく
変化する医療・看護を取り巻く状況の中、看護管理者に
求められている役割は非常に大きく、看護管理者の質が
病院の質に大きく影響していくことを学びました。日々
起きている問題に対して本質を分析し、課題を明確化し
て、具体策を導き出し、解決に向けて実践し評価する。

その力を看護管理者が持つことが、さまざまな課題を解
決するために必要だと感じました。
　日本看護協会は看護管理者を「看護の対象者のニー
ズと看護職の知識・技術が合致するよう計画し、財政
的・物質的・人的資源を組織化し、目標に向けて看護職
を導き、目標の達成度を評価することを役割とする者の
総称をいう」と示しています。看護管理者の役割を果た
すために看護管理者の能力の向上を目指していきたい
と思います。

看護管理者の重要な能力として、自身の組織と取り巻く環境を知り、
分析し「あるべき姿」と現状とのギャップを明確にできる「分析的思考（問題解決思考）」が挙げられます。

　実際の現場では看護管理者がリーダーやメンバー業務
を行い、夜勤もしながらスタッフと一緒に走り回っていま
す。「あるべき姿」を思考しながらでは、部署の分析を行
う時間も余裕もありません。そこで2年前から「看護管理
研修」として副責任者（看護師長は希望者）を中心に「現
状分析・問題解決」の研修会を開催。SWOT/クロス分
析・二次元展開・BSCの講義・演習を通して自部署の分
析を行い、問題点を明確にしてBSCに繋げるという研修
です。研修開始当初は自部署の「強み」「弱み」を記載す
るのに苦慮する看護管理者がほとんどでした。「機会」
「脅威」となると理解するまでに時間がかかり、「超過
勤務が多い」「忙しい」「辞職者が多い」「少なくなった」

など、表現が感覚的でデータ化や数的評価が苦手でした。
しかし、研修を通じて看護管理者に少しずつ思考の変化
が表れ、自部署の「強み」「弱み」はかなり詳しく記載で
き、感情的な表現からさまざまな資料を元にデータ化し、
「機会」「脅威」についても病院全体や院外など、幅広い
視野で考え記載できるようになりました。良い事例など
は皆に紹介し、皆で視野を広め分析力を高めながら楽し
く管理のやりがいを持ってもらいたいと考えています。
　今後は二次元展開にて問題点を具体化し、あるべき姿
と現状のギャップを明確化し、次年度のBSC・目標管理
に活かしていきたいと考えています。

　今回の研修で看護管理者の能力評価・育成方法として
「コンピテンシー」について学ぶ機会をいただきました。
コンピテンシーについては「コンピテンシーは行動によっ
て見極められる（知覚される）動機、自己効力感、思考、
スキル、知識などを含む総合的な能力の概念であり、高
業績につながると予測されるもの」であると述べていま
す。まさしく、当院の看護管理者に求められるのはコンピ
テンシー・モデルではないかと感じました。現場で発生し
ているさまざまな課題に対して問題解決思考を駆使し、
あるべき姿に近づける一方で、看護管理者の総合的な能
力を向上させ、看護管理者の質の向上を目指すことによ
り、看護部全体の質が向上し、その結果、病院全体の質
の向上に寄与すると考えています。

　現在、行っている「看護管理者研修」は引き続き継続し、
看護師長の参加希望者も多いため、副責任者に加え看護
師長の参加も検討し進めていきたいと思っています。研
修に関しては毎年評価を行い、内容を変更・追加し組織
分析能力・課題発見能力・問題解決能力の向上を目指し
て行きます。
　今回、新たに学んだコンピテンシー及びコンピテン
シー・モデルについて理解し、その上で事例等を用いて各
コンピテンシー・モデルに沿った評価方法を学びコンピ
テンシーの向上を目指していきたいと考えています。

 A kemi

    　Sato

看護管理者の

能力の向上を目指す！

参考・引用文献
1.武村雪絵；看護管理に活かすコンピテンシー、
　　　　　　成果につながる「看護管理力」の開発；2016：メヂカルフレンド社
2.深澤優子；看護事例で分かる部署目標・戦略策定、ＳＷＯＴクロス分析；2016：日総研

OFF-JT OFF-JT

OJT
SWOT/クロス分析、二次元展開、BSCの作成を通して、
自部署の分析、課題の明確化を図る

「コンピテンシー及びコンピテンシー・モデル」について学ぶ

日々の管理業務の中で「コンピテンシー・モデル」に沿って
評価しコンピテンシーの向上を図る

分析力を高める マネジメント力の強化

看護管理者研修
SWOT/クロス分析、二次元展開、BSCの理解を深めな
がら、セクションのBSC、自己の目標管理に活かし、組織
分析能力・課題発見能力・問題解決能力の向上を目指す

コンピテンシー
総合的な能力と質の向上を目指す目的で、研修を実施し、
日々の管理業務の中で「コンピテンシー・モデル」に沿っ
て評価しコンピテンシーの向上を図る

No.2
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　改めて知識確認の場となりましたが、新しい発
見、気づきの機会になり、非常に勉強になりました。
また、グループワークの機会をいただき、他の方と
話すことができてよかったと思います。直接会うこ
とが叶わず、関わりを持ちづらいのが残念ですが、
次回のグループワークを楽しみにしています。

　人材育成の時間のグループワークが有意義で
した。同じ考えだったり、違う考えだったり、違う
視点での意見も聞け、視野が広がり勉強になりま
した。自分自身の「人を育てる」に対する考えも
明確になりました。

　統合演習発表で、自部署の課題、実践計画を
考える良い機会となりました。参加者の皆さん
の計画を聞き、とても勉強になりました。40名
の発表を聞き、自分の視野を広げることができ
ました。もう一度、現状分析、問題の明確化を見
直してみようと思います。可能であれば、同じエ
リアの方と、意見交換する時間が欲しかったで
す。研修ありがとうございました。
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倉掛  真理子

Head Nurse Course

一般社団法人徳洲会
看護部門 業務部 部長

　看護師長研修は、定員40名。3日間のWeb研修にて
実施されました。研修計画は、アクティブ・ラーニングを
意識しています。アクティブ・ラーニングとは、文部科学
省が出している用語集１に「教員による一方向的な講義

形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加
を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学
修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、
知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。さらに、
発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含ま
れるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベー
ト、グループワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの
方法である。」とあります。
　Webでの講義スタイルだとどうしても一方方向の教育
になりがちになるため、話し合いの場を多く設けました。
グループディスカッションや総合演習での自部署の「問
題解決のための実践計画発表」など、自ら考え、計画し
実践に繋げていくことを重要視することで、意義のある
研修になったと思います。

実践できる管理を目指して

自部署の看護管理を実践できる看護師長
研修のねらい 看護スタッフの行動評価ができ、安全な看護提供のために総合的な看護管理ができる

自部署の活動と方針を作成し実践評価ができる
看護スタッフ個々の能力に応じた目標を明確にするために、働きかけることができる
組織の経営に参画し、積極的に業務改善を行う
看護業務改善や看護の成果を看護実践に活用し、研究の意欲につなげる

1

2

3

4

5

 Mariko

    　Kurakake

受講者の声

01 Voice

02 Voice

03 Voice

04 Voice

Students' Voices

　副看護部長から「看護管理について今学ばなけれ
ば、いつ学ぶの？スタッフが、何もわからない看護管
理者から学ぶことってかわいそうだよ」と言われ、気
付かされたと同時に、看護管理者としてスタッフに何
を伝え、教えることができていたのか？コロナ禍だ
からこそ、看護管理者としてどう行動すべきかを学ば
なければならないと改めて実感しました。今回はス
タッフの助けもあり、看護師長コースを受講すること
ができ本当に良かったと思っています。
　ファーストレベル研修では、管理に必要な知識・
技術・態度を講義で学び、自己の看護管理の課題を、
看護管理実践計画に落とし込み発表。他施設の看護
管理者と共に、グループワークを通して現状の課題
を討議し、さまざまな情報共有と新たな管理者とし
ての視点を学ぶことができました。
　看護部門管理者コースでは、全国の徳洲会看護管
理者と自部署の課題を抽出し計画・実践・発表を行
いました。Webシステムで対面することができ、徳洲
会グループのスケールの大きさを感じることができま

した。研修の講評者より、「多忙、なぜ多忙なのか？
掘り下げて考え、原因追及を行っていますか？」とい
う言葉に、目の前の浮き上がった問題の表面を目視
するのではなく、要因分析する手法、掘り下げた計画
を立てていく、現場で実践していくことの重要性に気
付かされました。
　今回2つの研修を受講し、その学びを自部署にお
いてPDCAサイクルを回し、課題解決に向けて取り
組み、組織としてあるべき方向に導く働きかけを実
践していきたいと思います。これから、さらに複雑・
高度化していく医療環境の中で、看護師は自己の置
かれている状況を知り、今後の社会情勢を見据え、
看護専門職として常に学び続けていく必要があると
感じました。

なぜ多忙なのか？
原因追求はできているか？

No.1
看護師長コース

2021年度
徳洲会看護部門管理者研修

中部徳洲会病院 長嶺  あずさ

自ら考え、計画し

実践に繋げることが

一番大事！
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看護師長コース

2021年度
徳洲会看護部門管理者研修

榮  ひかる瀬戸内徳洲会病院

　質管理の講義の中で、「今年はどんな部署目標を掲げ
ていますか？目標はスタッフの共通言語になっています
か？」と問いかけがあり、ドキッとしました。
　理念に基づき、自分なりに一生懸命考えた目標でした
が、一方的に発信していただけだったと反省しました。目
的や目標は、提示するだけではなく、スタッフとしっかり
共有し、合意された目標でなければなりません。ただ働
くだけでは、何のために頑張っているのかわからなくな
り、いずれ疲弊してしまいます。目指す方向性を共有する
ことで、部署として、個人としての役割を見出すことがで

ロジカルシンキングが必要

オンライン研修は、
離島の職員には最適！

き、個人の成長と組織への貢献が一致することで、日々
の業務に意義ややりがいを感じることができるようにな
ります。
　また、目標を掲げる際に看護管理者は筋道を立てて
考える力「ロジカルシンキング」が必要であることも学び
ました。課題解決のフレームワークを活用し、①６W３H
で「現状把握」、②ロジックツリーやSWOTを用いて
「現状分析」、③クロスSWOTで「課題の明確化」、④長期、
中期、短期の「戦略目標」、⑤「アクションプラン」では
PDCAを継続的に回し続けることで成長し続ける組織
になっていく。そうすることで「心に届く看護を実践す
る」という看護部の理念に近づいていくのだと感じました。

　人材育成の講義では、キャリア診断により、自分自身
を客観的に知る機会となり自分が目指す方向が改めて
わかったように思います。日々忙しく業務に追われてい
ると、自分の目指す方向を見失うことがあります。この
ような時にスタッフのキャリア志向を把握しておくこと
で、スタッフを認め支援することができると感じました。
　研修のまとめとして、看護実践計画書を作成すること
になりましたが、研修期間中に急きょ地域連携室へ異
動となり自部署の組織分析と課題を２ヵ月程度で見出
し、下半期の目標を掲げなければなりませんでした。退
院支援・調整が不十分で問題となるケースが散見して
いたのでその要因を分析し「看護師の退院支援実践力

を高めるために教育体制を構築」することを目指しまし
た。まずは、看護管理者からメンバーを選出し、退院支
援委員会を立ち上げました。計画では、退院支援マニュ
アルの作成、退院支援フローの見直し、教育プログラム
の企画をし、今年度から研修がスタートしているはずで
した。人員不足で委員会にメンバーが集まることができ
ず実践に至っていません。研修発表の総評の際に、計
画が壮大であるとお言葉がありましたが、短期目標で
はなかったと反省しています。私自身も、地域連携室の
看護師としてまだまだ未熟で退院支援だけでなく、入
院支援、受診援助、文書管理などの業務も学びの日々
です。地域包括ケアシステムの中核病院としての役割を
果たすため、「継続は力なり」持続可能な計画になるよ
う評価、修正し退院支援実践力のボトムアップにつなげ
ていきたいと思います。

退院支援実践力の
ボトムアップへ繋げたい

現状把握
６W３H

STEP 1

現状分析
ロジックツリー
SWOT

STEP 2

課題の明確化

クロスSWOT

STEP 3

戦略目標設定
長期、中期、短期に

分けて

STEP 4

アクションプラン
PDCAを継続的に
回し続ける

STEP 5

Head Nurse Course

継続は力なり

持続可能な計画が

とても重要！

No.2

 Hikaru

    　Sakae

オンライン研修は、離島で働くスタッフとしては、
家族へ負担をかけず、天候に左右されることなく、
学ぶ喜びを感じることができます。また、普段、絶
対に会うことのない他病院の方と意見交流がで
きたのは、良い刺激となり、改めてグループの強み
を感じました。このような研修の機会をいただき
感謝申し上げます。ありがとうございました。
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看護主任コース

2021年度
徳洲会看護部門管理者研修

労働環境が整った職場にはスタッフが集まる！

覚悟を決めることが必要！

自分の立ち位置と責任の役割を確認して職務を担う！

東日本大震災で被災した時の状況に衝撃と感動！

サンクスカードの言葉から！

インシデント発生から研修での学びを実感！

スタッフ育成は、管理者が左右する！

Memorable Words Just What is a Manager?

徳洲会グループの組織人として理解を深め、主任看護師として看護実践と
管理活動ができる
主任看護師として、先を見据えたキャリアアップを考えることができる

看護主任
研修のねらい

1

2

印象に残った講義 管理者とは何か分かった

No.1

札幌徳洲会病院 本間  麻美

札幌東徳洲会病院 増田  友里

共愛会病院 松井  静美

中部徳洲会病院 外間  さつき

庄内余目病院 土田  朋美

野崎徳洲会病院 窪木  京子

南部徳洲会病院 川満  夢未

看護管理の実際の講義で、「労働環境が整った職場には、スタッフが集ま
る、そのスタッフを大切にすること。職場環境が良好であればスタッフは
満足し、それらのスタッフは患者さまに良い医療を提供する」と聞き、完全
に心を掴まれました。スタッフを大切にすることは当然のことであると認
識しており、働く環境は常に最良でありたいと考えています。そのあたり
前のことを実践することが、看護管理の一部であると理解できた時、まず
は「できることから始めよう」と、気持ちが楽になりました。

「覚悟を決めることが必要」ということが強く心に残っています。心のどこ
かで自分にはできないと不安や恐怖があり、決めることができていなかっ
たと気付かされました。不安や恐怖心は無知が生み出すこと、自分自身の
知識不足や未熟さであると痛感。看護主任とはどうあるべきなのか、今回
の研修で学んだ看護主任に必要とされる知識や実践すべきことをさらに
学び、果たすべき役割への責任を背負う覚悟をもち、実践していきます。
今後も謙虚に学ぶ姿勢を忘れずに努力し続けます。

「自分の立ち位置と責任の役割を確認して職務を担う」という言葉が強く
印象に残りました。患者さまの記憶に残る看護をするためには、質の高い
看護ができるスタッフを育てなくてはならないと考えます。患者さまから、
感謝の言葉がいただける部署にするため、①スタッフが気持ちにゆとりを
持って患者さまに関わることができる環境をつくること、②看護の質を上
げるための人材育成をすること、③患者さまのために他部署と連携する
体制をつくることを目指します。

「災害について」の講義があり、東日本大震災で被災した時の状況を交え
ての講義でとても印象に残り、衝撃と感動を覚えました。
スタッフが自宅に帰宅できず連日勤務している状況、家族が被災し安否
を気にしながら業務をしなければいけない状況、自己のメンタルも弱って
いく、そういった困難な状況であったと説明がありました。こんな凄まじい
状況下での管理というのは、とても大変で言葉では言い表せない程だっ
たのだろうと感慨深かったです。

サンクスカードに「いつも気を使ってくれて」というワードがありました。「気
を使って」それは、スタッフが働きやすい環境で看護・介護を提供できるよ
うにという、私の思い込みでやってきたことなのだと気が付きました。働き
やすい環境に変化することを信じ、一生懸命に長らく意識してやってきたこ
とで、高く積んだ積み木を倒されたような衝撃でした。私が、気を使いなが
ら業務を終えるようでは人材育成にはならない。自分がいなくても安全な業
務が行えるように指導・教育することが人材育成なのだと気が付きました。

輸液ポンプの誤作動によるインシデントが発生。幸い患者さまは著変なく
経過されましたが、もし大量のエアーが入ってしまったらと考えると背筋
が凍りました。この輸液ポンプは耐用年数が過ぎており、メーカーから注
意喚起があったものでした。院内にある別メーカーの新しいものに交換し
ようという提案があり、私は「よかった。これでインシデントは防止でき
る。」と思いましたが、所属長の考えは全く違い「院内の別部署でそのポ
ンプを使ったら、同じことが起こるかもしれない。」と言われ、はっとしまし
た。インシデントへの対応を通して、自部署だけではなく、他部署や院内、
ときには地域やグループ全体など広い視野を持つ重要性を学びました。
また、パラメディカルや関係部署を巻き込み、財政的・物質的・人的資源を
統制し、必要な対策を講じていくことが管理者としての役割であると、研
修の内容と実践から学ぶことができました。

目標管理は「スタッフ育成のため」であり、スタッフの意志でストレッチ目
標（少し難しい目標）を考えさせ、それを管理者が客観的な視点からス
タッフの能力を確認し、キャリアビジョンを見据えながらアドバイスを行っ
ていく、それを行うことで目標達成をしようとスタッフ自身が能力を習得し、
発揮することができ伸びていくと知りました。スタッフ一人ひとりがただ
目標を立てて、実施するのではなく、管理者が介入し、どのように達成で
きるのか、どのようにアプローチをしたらスタッフの良い部分を伸ばすこと
ができるのかを考える必要があること。またスタッフ育成には、管理者の学
ぶことができる職場の環境づくりとアプローチに左右されると感じました。
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看護主任コース

2021年度
徳洲会看護部門管理者研修

具体化することでモチベーションアップへ！

研修で得た学びをどう活かすか！

スタッフ中心の業務改善へ！

目標に向かって時間をコントロール！

自己修正と自己改革！

「鳥の目」と「虫の目」を持つ！

自己分析で前向きに！

Realizing Results Realizing Change

研修成果を実感 自己分析で変化を実感

No.2

札幌徳洲会病院 寺倉  佳苗

岸和田徳洲会病院 谷口  真奈美

吹田徳洲会病院 児玉  沙也佳

福岡徳洲会病院 柴田  聖子

福岡徳洲会病院 森田  まゆみ

八尾徳洲会総合病院 中嶋  美也子

中部徳洲会病院 照屋  千代美

中間面談で、スタッフのモチベーションを理解し、「やりたいこと」「すべ
きこと」「できること」を具体化。その上で、今後の具体的なアクションプ
ランを導けるように一緒に考え、可能なかぎり職務遂行を本人の自主性に
任せるようにしました。また、スタッフに対しては、日々の感謝と期待して
いる想いを伝え、研修前以上にコミュニケーションをとるように心掛けた
結果、数名のスタッフが部署の業務改善、委員会活動について、自ら企画
し、提案してきてくれるようになりました。

JCI審査では、「患者さまの安全性を担保」「質の高い医療の提供」「継
続した改善活動のシステム化」が評価されます。看護部や病院が向かう
目標を病棟レベルでどう落とし込んでスタッフが理解し行動変容につな
げるか、自身がリーダーシップをとって目指す姿勢を見せていくことが重
要であると学び、看護部BSCを何度も見直し、地域における病院の役割
の理解や看護部と病棟が基準としているものは何かを頭に入れて行動し
ています。

看護管理の実践から看護管理者に期待される役割の１つである「システ
ムを整えること」の重要性を学びました。セル看護とリーダー２名体制で
看護のチーム活動を行うためには、日々の業務手順の見直しが必要とな
りました。この業務手順の見直しをラダーⅣメンバーと共に行いました。
管理的な視点、スタッフの視点から話し合いをすることで、トップダウンで
はなくスタッフ中心の業務改善に繋がりました。

目標は、「残業を減らし、勤務時間内に学習の機会をつくる」としました。
患者さまは、８時過ぎから来院され、採血後に診察し点滴治療が決定。そ
のため、治療開始は10時近くになる。看護師については、化学療法開始
が１０時近く、開始までの準備は2名でも可能。改善策として同時刻になら
ないようにベッドコントロールを計画。10時ごろから業務量が多くなるた
め、勤務時間を8時半からではなく時間差出勤に変更。また、患者数が多
い時は、午後からリリーフ体制が取れるように、他診療科と業務調整。患
者さまが少ない時は、月1回認定看護師や薬剤師との勉強会を開催する
ことにしました。

「リーダーシップを取るために必要なこと」「自分自身に何ができるか」の
2つについて行動変容を行いました。まず、自分自身を分析。自分のこと
は自分が1番よく知っているはずですが、真の姿を客観的に捉えることは
難しいです。年齢を重ねるたびに、こうありたい、こんなはずではなかった
といつも後悔したり、後戻りしたりしているそんな自分ばかりに目がいっ
てしまいます。そこで自分という人間をどのような側面から捉えていけば
良いか、何が不足しているのかを見つめ直すことにしました。自分も他人
も認めてオープンになっている自分、周囲の人たちがよく知っている自分、
プライベートな自分、自分にも他人にも知られていない未知の自分…。そ
んな中、自分のことしか考えず、相手のメリットを考えないままの自分では
ダメだと気付かされました。自分に対する周囲の声に謙虚に耳を傾け、自
分では「気づかない部分」である自己のマイナス行動や癖を率直に受け
とめ、自己修正と自己改革を図っていくことで自分と違う相手と向き合う
手段、少なくとも自分が相手を理解しようとしたことが伝わったら、相手の
心を動かせる＝交渉力の向上に繋がると考えることができました。

自己分析の中で、論理的思考や批判的思考をする力が弱いことを知りまし
た。問題が発生したとき、一刻も早く問題を解決しなければならないと思い、
すぐに解決策を考えてしまいます。再び同じような問題が発生し、「解決策
を考えたのに、なぜ同じことが繰り返されるのだろう？」と悩むことが多く。
研修ではいろいろな角度から眺めることの大切さや「なぜ」と論理的に思
考する必要性を学びました。私は目の前に見えるものしか見ておらず、通
常見えていないものを見ることができていないという思考の傾向に気づか
されました。また、今まで考えてきた解決策は、根本的な解決策になってい
ないため、同じ問題が繰り返し発生していることを痛感。管理者は「鳥の
目」を持ち間題の大枠を捉え、本質を見極める「虫の目」を持ち、一度発生
した問題を再発させないことが重要であると実感しました。

「管理者であることを前向きに受け入れ自覚を持つこと」は大切だと感じ
ましたが、現状は管理職に対していろいろな不安があり、頭では理解でき
ていても気持ちがついていかず、前向きになれない自分がいました。研修
を通じ、まず今の自分自身をSWOT分析し、前向きに捉える方法を見つけ
出していくこと、弱みを強みと考えられるようにすることを課題にしました。
今の自分を改善するため、コミュニケーション能力やスキルを高め、スタッ
フを信頼し、より良い関係性の構築に努めていきたい。今は、とても前向
きな気持ちで課題に向かって取り組んでいます。
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看護管理のスタート地点へ！

理念を受け継ぐことが大切！

仲間がたくさんいることの心強さ！

療養病棟の大きな役割に気づく！

自分という管理者を築くことが大切！

仕事と家庭を両立して成長し続けます！

What We Noticed

Realizing the Scale

Learning From Training

Learning From Training

これから描くキャリアデザイン

徳洲会のスケールを実感

研修での学び

ママさんナースも学びます

看護副主任コース

2021年度
徳洲会看護部門管理者研修

千葉西総合病院 髙橋  佐季

白根徳洲会病院 井出  美沙子

東京西徳洲会病院 黒沼  紀子

成田富里徳洲会病院 和智  晶子

共愛会病院 木村  三香

これまで、看護管理者という責務について考えたことがありませんでした。
スタッフからの相談や提案に対して対応することはあってもその権限は所
属長に委ねていたように思います。
今回の研修を通して、所属長とともにスタッフのマネジメント方法を統一
し、十分な連携をとった看護管理体制の構築が必要だと感じました。私自
身は研修を受けたことでやっと看護管理のスタート地点に立てたように思
います。これからの道のりは想像することもできませんが、一つひとつ経
験して自らの看護管理観を磨いていくことができればと考えています。

徳洲会理念は「年中無休・24時間オープン、救急は断らない」です。そ
のため、さまざまな患者さまを受け入れており、時には病床使用率が
100％を超えることがあります。その現状を受け入れることができず、
自己の看護ができないという理由で退職していく職員も多いのが現実
です。このような職員を離職させないためには、どのように関わるべきか
戸惑っていました。今回の他部署研修で主任が「自己の看護観を持って
働くのはいいことだが、私たちは組織の一員であって、理念を守ってい
かなければならない。理念を守った現状の中で看護を行うかどうかは個
人次第だ。」と話していました。私たちは理念を守り、どのような状況で
あっても自己の看護観がぶれることなく、自分なりの看護を実践してい
けるよう意識づけすることがとても大切であることを学びました。

Web研修でのグループワークで、関東ブロックに同じ境遇にある副主任
の仲間が多くいることがわかりました。場所は違ってもそれぞれが同じ理
念のもと一丸となり、患者さま中心で頑張っていることに、徳洲会病院
で働かせてもらっていることに誇りが持て、仲間がたくさんいることが画
面越しに実感でき、心強さを感じました。

一番印象に残ったのは、精神科看護と精神科医療の変化のなかで、諸外
国では精神科入院患者は数日で退院していること、それに比べ日本の在
院日数は増え続け、減らすことが課題になっていることです。今回の研修
で、諸外国の仕組みにも興味を持つようになり、学びたいと思いました。
療養病棟を振り返ると、認知症により暴力・暴言・不穏の患者さまに対して
「ここは専門外では？精神科に転院した方がいいのでは？」と考えることも
ありました。しかし、この高齢化社会と精神科病棟も足りない状況で療養
病棟は大きな役割を担っていることに気づきました。これからは、高齢者の
認知症に対する看護の知識をスタッフと共に学び、質の高い看護にあたっ
ていきたいと思います。

研修の中で、「看護管理者とは正解がなく、一人ひとりに個性があり、誰
もが突然管理者になるわけではなく、周囲の人たちからの支えを受け成
長していくもの、学び続ける姿勢を忘れず“自分”という管理者を築いて
いくことが大切である」という言葉がとても心に残っている。今回の研修
では、学ばせていただいたことも多く、今の自分をもっと知り、受け入れる
こと、その上で将来どのような管理者、看護師になっていきたいか自分の
中の看護観を見つめ直すとても良い機会でした。

コロナ禍の４月に副主任になりました。５歳の娘がいて、函館に住んで
いる私とっては、「オンライン研修はチャンス！」と思い、積極的に研修
に参加。遠方に行かなくても、自宅や職場で研修を受けられるのはと
ても便利で、オンラインだからこそ受けられた研修もあり、時間を有意
義に使えたと感じました。また、11月は急遽集合研修になり、家族の
協力のもと、札幌まで２泊３日の研修に行くことができました。初めて
夜勤以外で、娘と離れて過ごす事になり、家を出る際に、娘に泣かれ
たときは心が痛みましたが、離れて過ごし、夜に子供と電話をして、今
日の出来事を報告し合い、「明日も頑張ってね」と言ってくれた娘の優
しさに成長を感じました。これからも周りの協力を得ながら、仕事と家
庭を両立して成長していけるように頑張っていきます。

成田富里徳洲会病院 布施  卓哉
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　研修の大半が開催を中止、もしくは延期を余儀なくさ
れています。そんな中でも、感染対策を徹底した学習会
やオンライン講座など、少人数で開催されている勉強会
に参加することで、まずは少しでも前に進むことが大事だ
と思います。やる気の有無に関わらず、参加することで、
参加する前の自分よりは前に進んでいるものです。知らず
知らずの間に脳が刺激され、自分の足りない部分がわか
り、これからどうするべきかを考えさせてくれます。
　僕が本当に勉強の必要性に気がついたのは、摂食嚥下
障害看護認定看護師を受講することができたおかげです。
今までの自分は経験を積んで行く中で、患者さまの全体
像を捉えていると思いながら仕事をこなしてきましたが、
実際は、型にはまっているだけで、個別性や追求・探求し
た看護を行えていませんでした。業務中心の考えだった
かもしれません。「治療が終わったら、すぐ退院。DNAR
なら何もしない。肺炎だから絶食。はたして、本当にそれ
でいいのか?」「現病歴が尿路感染なら、その治療だけに
視点があればいいのか？」こういった背景の中で、その一
つひとつを細やかに、丁寧に考え、患者さま・ご家族に関
わり、他職種と連携することが本当の看護であること。
短い時間の中でアセスメントや協働を行い、かつ患者

さまの残存機能の低下を最小限にし、希望に寄り添うこ
とが大切であって、そこには、やはり学びが大事であり、そ
れに気がついた時に、「あっ、看護ってこういう事か。」と
感じました。経験を積むだけでも、仕事はこなせるかもし
れません。医師からの指示をただ坦々とこなすだけの看
護師もいるかもしれません。でも僕は、「根拠となる知識
と、さまざまな知見から判断できる看護師になりたい。」
そう思います。その思いが、学び続けなくてはいけないと
心を奮い立たせてくれるのです。モチベーションを保つこ
とは大変です。時にはやる気が落ち込むこともありますが、
退院した患者さまからのメッセージカードや闘病中に書
いた絵、退院して元気にしている写真などを見せて頂い
た時に、「また頑張ろう。」という気持ちにさせてくれま
す。時には、興味の有無に関わらずなんとなく開催されて
いる勉強会に参加し、新しい知識から刺激を貰い、モチ
ベーションを上げることも工夫の一つかもしれません。

 元来さまざまなことに取り組むことが好きだったため、
子供の頃からいろいろな習い事に取り組んできました。
　大人になってからも看護の勉強だけでなく、海外留
学や昨年はコーチングとLABプロファイル（言葉と行
動の関係性を分析し相手の思考パターンを整理・体系
化する分野）を学びました。コロナの影響もありコーチ
ングの資格取得のために申し込んだスクールが途中で
オンライン受講に変更になりました。スクールの仲間や
講師と直接会えない寂しさはありましたが、移動時間や
旅費がかからず、録画された講義を何度でも見直すこと
ができるオンライン受講は、とても便利でいい変化に感
じました。以前は、東京や海外に行かなければ受講でき
なかったセミナーも自宅で気軽に受講することができる
ようになり、海外に留学していた時と同じくらいグロー
バルに活動することができていると感じています。

　今はNLP（脳と心の取扱説明書と言われる、脳の仕
組みを利用した心理学）を学んでいる途中です。学びは
じめてから日常生活の些細な場面にも成長のチャンス
が転がっていることに気づくようになりました。学ぶこ
とでより楽しく生きることができるようになり、仕事へ
のモチベーションにもつながっています。
　学習したことは看護と直接は関係のないものですが、
指導や研修の場面で活用することができています。
　例えば、院内研修をする際は、後輩たちに少しでも学
ぶ楽しさや考える楽しさを感じ、明日からも頑張ろうと
思ってもらえる研修をすることを意識しています。また、
指導する際は相手に寄り添った表現方法で伝えるよう
に考えながら指導することで、個人の思考を尊重した指
導ができるようになりました。
　これからもさまざまなことにチャレンジし、コロナ禍
でも楽しく生きていきたいと思います。

Cont inue  to  Study

01

02

楽しく生きるために学ぶ！

学習会や勉強会で
　新しい刺激をもらう！

長崎北徳洲会病院
田口  えり

鎌ケ谷総合病院
及川  翔太

15人の同期と半年間学びを深めました。摂食嚥下は、患者さ
まと対面し、機能評価や食事介助、口腔ケアを行う必要があ
り、直接患者さまと向かい合うため飛沫による感染リスクが
高く、コロナ感染しない、させないようにマスクはもちろんの
ことフェイスシールド、ゴーグルなども使い、感染対策を徹底
しました。もともと、意識が高く学びに対して貪欲な人たちの
集まりなので、教科書には書いてないことまで掘り下げたり、
目に見えない神経やホルモン、細かい姿勢調整なども、意見
を出し合い、時には徹夜でグループワークをしました。食べ物
の大きさや物性だけでなく、食事の時間、タイミング、食べ始
めと終わりの違い、トロミの質なども実技を通して学び、身に
つけてきました。しかし、僕はまだ基本を学んだだけなので、
これから困っている患者さま、一人ひとりを前に経験を積み
重ね、プロフェッショナルになれるように頑張りたいです。

摂食嚥下障害看護認
定看護師教育課程コロナ禍での外部研
修
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　59名の新人看護師を迎え、より学びの機会が得られ
るよう考慮した教育を計画。まず、新人とラダーⅠの教育
担当者で面談する回数を増やしました。実習期間が短縮
され、患者さまとの関わり方や現場の環境を十分に把握
できないまま入職しているため、現場での戸惑いなどを
表面に出す時間をつくりました。結果、今の新人の思いや
不安をダイレクトに把握することができ、私たちもZ世代
の思考を知ることができ、良い刺激となりました。さらに、
コロナ禍で学び続けるための工夫として、2グループに分
け、病棟以外の同期の関係づくりも行えるようアイスブレ

イクを取り入れました。なかなか集合研修ができない中、
いざ研修を行うと、活発な発言が多くあり日々の緊張が
少しでもときほぐれる様子が伺え、短い時間でしたが息
抜きになったようです。人と人との関わりが薄れ、コミュ
ニケーションが苦手な看護師もいます。直接、患者さま
に関わり患者さまの表情をいち早く汲み取る現場で輝く
先輩を見つけて、先輩と共にさらに輝く看護師になって欲
しいと思います。また、当院のコンセプトにもある「当院
を頼ってこられる患者さまを、1分でも早く診る！1日でも
早く治す！1人でも多く救う！」を、胸を張っていえる看護
師になれるよう、いつまでもサポートしていきます。

　当院は大阪府の泉南地域における救命救急センター
を有する災害拠点急性期病院の中核として位置し、年間
9,000件前後の救急搬送と重症COVID-19患者受け入
れ、ワクチン接種の実施など地域から求められる医療を
率先して提供している施設です。このような環境で急性
期を学びたいという新人看護師が今年は40名入職。コ
ロナ禍により実習が行えない状況で卒業してきた人が大
半という特徴があり、病院としてCOVID-19患者診療体
制を構築する中、新人教育の方法についても工夫が余儀
なくされました。

① 研修プログラムの変更点
　集合研修の回数を減らす必要性があったが、習得すべ
き基礎看護技術内容を削ることはできない。そこで、集
合研修と時期分散して行ってきた基礎看護技術の演習と
講義を医療研修施設ニプロiMEPを活用し、2日間に集
中させ基礎看護技術の演習を行いました。講義は、e-
ラーニングを導入し、基礎知識を動画視聴やテストをク
リアした状態で研修に臨むこととしました。スマートフォ
ンなどのモバイルツールでアプリを起動することで、いつ
でもどこでも学習でき、研修中に知識や手技の確認がで
きる利点があり、研修後の復習にも役立ちました。

② 研修方法の変更点
　集合教育の場所を研修の専門機関であるニプロiMEP
で行うことで感染対策が整います。短期間集中した学習
環境を提供でき、従来教育担当者が行っていた資材準備
や後片付けが不要となり、担当者の負担軽減にも繋がり
ました。また、e-ラーニングの導入は、SNS世代が取り組
みやすいツールで、研修後のアンケートでもその手軽さや
親しみやすさから活用しやすく、繰り返し楽しんで学習で
きるといった結果も得られました。

③ コロナ禍でも学び続けるための工夫
　この環境を教育方法の転換期と捉えて、いかに楽しく
学べるかをコンセプトに、教育担当の責任者・担当者を
中心として研修内容や場所、時期を組み立てました。ニ
プロiMEPでは、リアルな技術演習ができる資材が揃って
おり、実際の経験に近い技術習得ができるため、実習が
できなかった新人の成功体験の一つとなりました。また、
研修での学びを実践に活かすため、OJTシートを作成し、
研修内容をどれだけ実践に活かしているかの評価と実際
の指導内容の見える化にも取り組んでいます。

　今後は、認定看護師が教えるフィジカルアセスメント
の講義や演習をオリジナル項目に追加するなどして学び
たい意欲を刺激する内容の充実化を図っていく予定です。

Cont inue  to  Study

　今年度は、対象人数を制限した「フィジカルアセスメン
ト」１回のみ。看護師教育の充実を図るために委員会で
検討し、九州ブロックが企画したリモートで受講する福岡
徳洲会病院のラダー研修の中から、「社会人基礎力研
修」と「教育担当者研修」を取り入れました。また、医師
の協力のもと「CV挿入介助研修」を実施するなど、学習
する場が減らないよう、卒後2、3年目への教育にも力を
入れました。特に今年度の新人看護師はコロナの影響に
より病院実習が削減されていたため、基礎的技術面に加
えて精神的フォローを行うよう求められていました。入職
後3ヵ月・6ヵ月・9ヵ月目にフォローアップ研修を行い、リ
アリティーショックで戸惑っていないか、人間関係で悩ん

でいないかなど、自分の想いを素直に吐き出し、気持ち
を整理する時間を設けました。また、病棟ラウンドを行い、
業務中に困ってはいないか、プリセプターとコミュニケー
ションは取れているかなどの声かけや見守りを実施。新
人同士の親睦やストレス軽減を目的に「リフレッシュ研
修」を企画し、「多肉の寄せ植え会・マスクケース作り」や
釣りクラブ主催の「魚釣り」への参加を呼びかけ、より精
神面へのフォローができるよう工夫。3月には、新人看護
師の1年間の総まとめである「事例発表会」「研修修了
式」、看護部全体での「看護・介護実践報告会」を開催し
締めくくることができました。

01

02Z世代に向けた教育体制！

“いかに楽しく学べるか”がコンセプト！

ストレス解消を目指し
親睦会を開催！

千葉西総合病院
金子  旭宏

岸和田徳洲会病院
谷口  真奈美

宇和島徳洲会病院
徳島  恵

新人教
育編
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　今年度の新人看護職員研修は、同じ研修を2回ずつ実
施し、参加する職員を分散して感染リスクの最小化を図
りました。2回の開催は講師に負担がかかりますが、「出
席する新人職員数が分散され、勤務表が組みやすくなっ
た」という声も聞かれました。また、屋久島徳洲会病院の
協力のもと、2週間ずつの離島研修も行い、離島ならで
はの体験ができたと喜びの声も多く、工夫次第で学びを
止めずに看護師の成長を支えられる。そう強く感じる年
でした。
　現任教育のラダー研修は、九州ブロックのリモート研
修を活用。しかし、勤務時間内ということもあり、多くの

参加は叶いませんでした。これを踏まえ、学研ナーシング
主催の「もっと気軽にリモート研修」に参加。リモート研
修でもグループワークが実施できることを体験しました。
参加者の悩みはコロナ禍で研修を縮小するしかなく、研
修開催に難渋していることやオンライン研修を活用して
いるなど。規模は違えど悩みは一緒なのだと改めて感じ、
工夫して学び続けること、学びを止めないことの大切さ
を感じることができました。現在は、学研ナーシングサ
ポートを導入し、個人学習できる環境を整えています。職
員が学びを止めないように、自分のスタイルに合わせて、
オンライン研修や集合研修を選択し、活用して学ぶこと
ができる環境を整えていきたいと思います。

　コロナ禍2年目、集まることができなくても大事なこと
を学んでほしい。そんな想いをどこの施設でも抱えてい
るのではないでしょうか？
　私たち瀬戸内徳洲会病院でも感染委員会の定例研修
会を開催するにあたりどうすれば集合研修のように職員
に学びの場を提供できるか悩みました。
　2020年度は研修動画を作成し、データをCDにコピー
して各部署に配布し視聴してもらいました。この方法で
も研修を行うことはできたのですが、CDにコピーする手
間や各部署に動画を見ることができるPCが1台程度しか
ないため視聴する人数に限りがあるなどが課題でした。
　そこで2021年度は作成した動画をYouTubeで限定配
信し、各部署に配布した通知文書にYouTubeのQRコー
ドを貼りつけて個人のスマートフォンや各部署のタブレッ
トを使用し視聴してもらう方法に変更しました。この方法
だといつでもどこでも好きな時に視聴することができま
す。また、Googleフォームと連携させて視聴後に氏名の
入力と動画に関連するミニテストに答えてもらうことで研
修の参加を確認しました。GoogleフォームとはGoogle
の無料サービスの1つとして提供されているフォーム

作成ツールです。作成したアンケートやミニテストを職員
に入力してもらい集計も簡単にでき、病院のGoogleア
カウントを使用して作成することができます。この研修方
法は職員にも大変好評です。
　当院の職員は対面している加計呂麻島からフェリーに
乗り、出勤する職員もいます。集合研修をしていた頃はそ
の研修会のためにフェリーで渡って来なければならない
こともありました。陸続きでも意外と広い奄美大島では
車で1時間以上かけて出勤している職員もいます。こうし
た職員もYouTube配信にしたことで自宅にいながら研
修を受けることができるようになりました。Google
フォームで受講確認がリアルタイムでできるため、配信終
了が近づいてくると受講状況を確認します。未受講の職
員を把握し各部署へ通知することで受講忘れがなくなり
2021年度2回目の研修では、全職員の受講を期間内に
終えることができました。コロナ以前では配信による研
修など考えたこともありませんでしたが、コロナ禍だから
こそ学んで欲しいこともたくさんあります。これからも考
え方をニュートラルにして様々な逆風に対応していきます。

Cont inue  to  Study

　OJTでの評価が困難だった、日常生活に関わる業務と
しての研修を11月から集合研修に変更。看護補助者の約
80名全員参加を目指し午後の研修とし、月2回2ヵ月間
合計4回で全員参加を達成できました。
　排泄ケア、ベットメイキング、ストレッチャー・車イス移
送、食事に関わるケア、入浴介助など５つのケアシーンに
分け、コンピテンシーモデルになる介護福祉士を中心に、
シミュレーション研修を実施。5名の介護福祉士を中心
に、新人や経年者、同病棟が重ならないように看護補
助・クラーク・看護事務の配置を考え、グループ構成を行
いメンバーが患者役・介助役を担当する方法です。実際
のケア方法を体験し学べるように介護補助者のラダー担

当者は、ファシリテーターとして演習に参加し標準的スキ
ルへ繋げました。
　今回研修の場を設けたことで、活発な意見交換ができ、
自分たちの経験を付け加え、実際行っているケアは患者
さまにどう影響しているのかをシミュレーションを通じ
て教えることができました。「患者さんはこんな風に感
じているんだと体験できた」、「ストレッチャーの上で向
きを変えるのが怖いと感じた」などの意見があり、集合
研修を通し、e-ラーニングでは経験できない貴重な体験
になったと思います。

04

学びは工夫次第！

逆境を強みに！～Webサービスを活用した今どきの学び！～

介護福祉士を中心とした
シミュレーション研修

鹿児島徳洲会病院
田中  奈美子

瀬戸内徳洲会病院
(現:札幌南徳洲会病院在籍)

宮坂  暢子

中部徳洲会病院
與儀  久美子

アイデ
ア編



2928

徳洲会グループには学べる環境があります！

■ リプロダクティブヘルス看護学領域
■小児看護学領域

■在宅看護学領域
■公衆衛生看護学領域

■成人看護学領域
■老年看護学領域

看護師特定行為研修
2022年度から13病院で開始

特定行為とは

特定行為に係る看護師の研修制度
指定研修機関一覧

（令和４年�月現在、都道府県順）

幅広い専門性を備えた
　大学院看護学研究科で学ぶ！

次代を担う看護師を目指し、
　特定行為研修で質の高い看護を学ぶ！

住 所：〒247-0066 神奈川県鎌倉市山崎1195-3
T E L：0467-38-3131　URL：https://www.sku.ac.jp

医師や歯科医師の指示の下、手順書に基づい
て看護師が自ら行える診療補助行為のことを
いいます。

超高齢社会で在宅医療などを推進するためには、医師の判断を待たずに診療の補助を行える看護師を確保する必要があります。
その行為を特定し、手順書に沿って同行為を実施できる看護師を計画的に養成していくのが目的です。

看護学研究科においては哲学的思考をもとに高い倫理観・人間性を培い、研究の視点を持った実践者として実践現場や社会における健康課
題に対応できる能力を修得します。また卓越した研究者として指導的立場に立ってリーダーシップを発揮し看護の質の改善・向上のために看
護学の研究を発展的に推進する能力を修得します。さらに複雑に変貌する社内システムの構築について、柔軟な判断力・思考力をもって寄与
できる能力を修得します。

研究的視点を持った実践者としての能力をさらに進化させ、看
護専門職者として地域や多職種連携において保健医療の発展
に貢献できる能力を修得します。

基礎的研究能力や見識を養う科目が充実
「看護学の実践と研究 特講Ⅰ」「看護学研究方法論Ⅰ（総論）」
「看護学研究方法論Ⅱ（統計解析）」「看護倫理」「臨床哲学」
「看護教育論」「地域生活看護論Ⅰ」「チーム医療論」
「看護管理」「医療教育論」「臨床疫学」など

幅広い視野と高度な研究能力を養う科目が充実
「看護学研究法」「英語論文演習」
「看護学の実践と研究 特講Ⅱ」
「地域生活看護論Ⅱ」「理論看護学」など

幅広い視野と深い学識をもって自立して研究する能力を有し、
看護の質の改善・向上のためリーダーシップをとる能力を修
得します。

看護学研究科の目的

博士前期課程

6領域を有する幅広い専門性

博士後期課程

湘南鎌倉医療大学大学院看護学研究科
学校法人 徳洲会

Graduate School Of Shonan Kamakura University Of Medical Sciences

目から鱗の発見を
ひとつでもしてほしい
                 学長  荒賀 直子

3つの学びサポート

働きながら
修学をサポート
（長期履修制度※）

授業は土曜日と
平日��時以降に

開講

研究費用を
サポート

（研究に係る費用を
一部サポート）

※博士前期課程は�年間、博士後期課程は�年間での修了を目指します。
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　　気道確保に係るもの
　　人工呼吸療法に係るもの
　　長期呼吸療法に係るもの
循環器関連
心嚢ドレーン管理関連
胸腔ドレーン管理関連
腹腔ドレーン管理関連
ろう孔管理関連
　　中心静脈カテーテル管理関連
　　末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理関連
創傷管理関連
創部ドレーン管理関連
動脈血液ガス分析関連
透析管理関連
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
感染に係る薬剤投与関連
血糖コントロールに係る薬剤投与関連
術後疼痛管理関連
循環動態に係る薬剤投与関連
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
皮膚損傷に係る薬剤投与関連
在宅・慢性期領域
外科術後病棟管理領域
術中麻酔管理領域 
救急領域
外科系基本領域 
集中治療領域
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吸
器
関
連
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学びやすい環境づくり！
Learning Environment

新しく仲間になる病院！
Newly Joining Hospitals

Nurse Study Dispatch Program

Scholarship Program

◎ 看護師修学派遣制度とは? ◎ 手続き

◎ 各施設で指名する修学派遣対象者の選定基準目安

認定看護師・診療看護師の資格取得、或いは特定行為研修の受講は、業務上の要請に基づき
施設が指名する派遣制度（院内決定→本部承認→実施）です。また、研修期間中は現在支給し
ている給与のうち固定的に支給している給与が保証されます（但し、固定時間外手当を除く）。
研修費用は全て施設負担です（交通費・宿泊費を含む）。

◎ 奨学金制度とは？ ◎ 奨学金制度の概要

◎ 養成施設区分

認定看護師・診療看護師の資格取得、
或いは特定行為研修の受講は、業務上
の要請に基づき施設が指名する派遣制
度（院内決定）

資格取得後、最低３年間の継続勤務が可能

特定行為研修

診療看護師

研修修了後、最低４年間の継続勤務が可能

資格取得後、最低５年間の継続勤務が可能

看護師・保健師・助産師を目指して勉強する学生を対象に、就学期
間中の学費の一部を徳洲会グループが援助する制度です。資格取
得後、奨学金を借りていたと同じ期間、徳洲会グループ病院に勤務
すると、全額返済が免除されます。

学ぶスタッフをサポート! 就学期間中の一部をグループが負担援助する制度です
4病院が徳洲会の仲間になります

関東エリア 施設看護師修学派遣制度

奨 学 金 制 度

入学金・授業料・学校運営協力費・実習費・
その他必要と認められるもの

月額5万円（実費がこれを超えない場合は実費が限度）

看護師等養成学校修業年数

対象

月額50,000円
（総額2,400,000円）看護大学

月額50,000円
（総額1,800,000円）看護師

養成学校

3年課程

月額50,000円
（総額1,200,000円）2年課程

月額50,000円
（総額600,000円）保健師養成学校

月額50,000円
（総額600,000円）助産師養成学校

4年

3年

2年

1年

1年

対象費用

貸付限度額

貸与期間

随時受け付けています

勤務を希望される病院宛に、応募書類を送付または
持参下さい

書類選考・面接・筆記による貸付審査

応募受付
期間

応募書類

返済の免除

応募手続

選考方法

貸与した貸付金は看護師等養成学校を卒業し、資格取
得後、貸付期間と同期間徳洲会グループ病院に勤務した
とき全額免除されます

養成施設区分 貸付期間

返済履行期間

貸付限度額 月額（総額）

貸与年限と同期間勤務したとき、
全額返済を免除。

応募者と看護部長の面接
⇒院内幹部会議で決定

Step1

履歴書（写真貼付）、合格証明書（看護学校在学中の方
は在学証明書）、そのほか規定に定められた書類

看護師等養成施設に入学予定または在学中で、卒業後
に徳洲会グループ病院への入職を希望される方

院内決定

⇒本部看護部・人事部の確認

理事長決裁

Step2 本部承認

本部稟議

⇒派遣及び各施設で費用支払い実施

Step3 実 施

承認通知

清川病院医療法人 徳洲会

清川病院は、歴史ある落ち着いた鎌倉鶴岡八幡宮前にあり、���
年以上鎌倉の街、地域の皆様とともに歩んでまいりました。看護
部の根底には当院の理念「誠実・親切」が定着し、患者様や地域
の皆様に、「清川病院に来てよかった」と言ってもらえるよう「人
に優しい対応」を心がけながら実践しております。

住 所

TEL

〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2-13-7

1891年3月開 設

0467-24-1200

198病床数 床

大切な家族の物語に寄り添いたい。
次の���年も。

関東エリア

NEW 2022年9月より

六地蔵総合病院医療法人 徳洲会

����年に京都市東山区に開業した大和診療所にはじまり、����
年より京都府宇治市において急性期から慢性期にわたる幅広い
地域医療に携わってまいりました。関連施設として、訪問看護ス
テーション「まごころ��」を運営。当院はその理念にある「安心・
安全・満足できる医療サービスを提供する」ことをモットーに、職
員一同頑張っていきます。

住 所

TEL

〒611-0001 京都府宇治市六地蔵奈良町9

1982年12月開 設

0774-33-1717

199病床数 床

安心・安全・満足できる医療サービスを提供する

関西エリア

NEW 2022年11月より

山内病院医療法人 徳洲会

現在、内科単科の一般病院として運営しております。藤沢駅から
徒歩２～３分の大変便利な場所で“あなたの健康を守る山内病院、
頼れる医療・心温まる看護”を合言葉に、職員一丸となってチーム
医療に取り組んでおります。

住 所

TEL

〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢4-6

1927年11月開 設

0466-25-2216　　

99病床数 床

地域に密着した「あるべき姿」を目指す　　　

関東エリア

NEW 2022年9月より

（仮称）大磯徳洲会病院医療法人 徳洲会

当院は前方に湘南の海、後方は山なみと風光明媚な場所にあり、
患者さんも職員も癒される環境にあります。神奈川県中郡（大磯
町・二宮町）における唯一の総合病院であり、地域包括ケアシス
テムの基幹病院として地域との連携を大切にした患者さま中心
の医療・看護を実践しております。

住 所

TEL

〒259-0198 神奈川県中郡大磯町月京21-1

1984年4月開 設

0463-72-3211

312病床数 床

人が好き、看護が好き、温もりをあなたに

関東エリア

NEW 2023年3月より

01 02
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関西エリア 施設1
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徳洲会は、いつでも、どこでも、誰でもが、最善の医療を受けられる社会を目指して、
私たちに何ができるかを真剣に考えているグループです。

徳洲会看護部
〒102-0074　東京都千代田区九段南1-3-1 東京堂千代田ビルディング14階　TEL:03-6695-0305

いのち

生命だけは平等だ

徳洲会看護部ホームページ　https://www.tokushukai.or.jp/kangobu
2022.11
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