
視聴を希望される方へ

徳洲会グループ看護
部門は2022年度の看
護師長研修を実施、全
国から38人の看護師
長が5カ月に及ぶプロ
グラムを修了した。

研修は昨年9月にス
タート。グループ病院
の看護部長が講師を務め、2日にわたり「看護師長の役割」、

「 組織管理」、「 質管理」、「ヘルスケアシステム・医療と看
護の動向」をテーマに講義を行った。10月には一般社団法
人徳洲会（社徳）看護部門の倉掛真理子部長が「人材育成」、

「看護管理実践計画の立て方」をテーマに講義。
今回も外部講師による講義を設け、水井大弁護士が危

機管理について解説。
「日常的な危機管理」と「医療事故での危機管理」に大別

して説明した。日常的な危機管理は主に労働環境を指し、
顕在化しやすい問題として、長時間労働にともなう健康障
害や残業代の不払いを指摘した。ハラスメントにも触れ、

過去の判例などをもとにパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニ
ティハラスメントの各ポイントを解説。とくにパワハラ・セクハラと未払い残業
代はセットで紛争に発展しやすい傾向や、長時間労働では法人だけでなく、上司
個人も連帯責任を問われる可能性を示唆した。

医療事故での危機管理では、とくに患者さんや家族への対応について説明。「医
療機関に対する不信感」が根底にあることを強調し、初動対応や説明・報告時の
ポイントを示した。看護師長としてスタッフのサポートに留意することも求めた。

12月に各受講者が立てた看護管理実践計画を発表し、最後のプログラムとし
て今年1月12、13日に社徳看護部門の八木沼正子本部長らが面接した。受講者
からは「グループワークで他施設の管理者からの意見を聞くことができて良かっ
た」、「学ぶ機会を与えてくださり感謝しています」、「管理者としての心構えや知
識を多く学べました」などの声が聞かれた。

オンラインでの講義を中心に38人が無
事修了

心構えや指導力を磨く
実習指導者講習会閉講

湘南鎌倉医療大学

徳洲会薬剤部会

全国薬局長会議3年ぶり対面開催

柴田看護師が急病人対応

東京西徳洲会病院の柴田翔矢看護師は、東海道
新幹線車内で急病人の看護に協力したことにより、
JR東海から感謝状と記念品を贈られた。

東京行きの新幹線に乗車中の柴田看護師は10
月18日、名古屋－新横浜間で医療従事者の協力を
要請する車内アナウンスを受け、救護に向かった。
70代の男性が気分不快を訴えており、バイタルサ
イン（生命兆候）の測定やフィジカルアセスメント
などを行ったところ、気分不快以外の主訴はなかっ

た。車内の多目的室での安静を指示するとともに、車掌らに経過観察のポ
イントを伝え、降車後の医療機関受診をすすめた。

柴田看護師は「今回のような症例は、その場で見て、その場でできること
を判断する必要があり、専門職としての手腕が問われると感じました。救
急部での日々の経験と、診療看護師（ナースプラクティショナー）を目指し大
学院で学んでいる内容が、役立ったと思います。今後も寄り添う看護を心
がけていきます」と振り返っていた。

「寄り添う看護を心がけま
す」と柴田看護師
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※各講演は原則、当該病院のホームページからの事前
申し込み制（例外あり）。あらかじめ視聴するための
方法や推奨環境をご確認ください。

※各講演の参加費は無料（アプリのダウンロードや利
用にかかる通信費はご負担ください）。

※各講演に関するお問い合わせは当該病院へ。
※講演によっては定員になり次第、締め切らせていた

だくことがあります。
※各講演は診療の都合などで予告なく変更・中止にな

る可能性があります。
扌Facebookの「徳洲会グルー
プ」ページからもアクセス！

徳洲会グループ WEB医療講演スケジュール １月17～23日

初日は仙台
病院の佐野憲
院長がウェル
カムスピーチ
を行い、薬剤
師の存在が大
きいことをあらためて強調した。
その後、部会長の高橋智・一般
社団法人徳洲会（社徳）薬剤部
長が登壇。今回のメインテーマ
でもある「薬剤部会の目指すも
の」についてプレゼンテーショ
ンした。

高橋部会長は 20 年 6 月から
1 年半かけ、部会組織の見直し
をコアメンバーと話し合いなが
ら進めてきたことを説明。再編
した組織図を示しながら、「病
院の規模や立地、徳洲会職員・
薬剤師としての経験年数を問わ
ず、情報にアクセスできる体
制」を目指し、部会内にさまざ

まな委員会、ワーキンググルー
プを設置した点を強調した。

また、「魅力ある職場づくり」
にも一層注力し、実現するポイ
ントのひとつとして「心理的安
全性」を紹介。

高橋部会長は米グーグル社が
その効果を社内で検証したとこ
ろ、心理的安全性の高いチーム
のほうが、離職率が低く、多様
なアイデアが出て、パフォーマ
ンスが高かったエピソード「プ
ロジェクトアリストテレス」な
どを紹介した。

心理的安全性を低下させる要
因や、高めるための方法も簡単

に示し、あら
ためて仕事を
するうえで職
場の人間関係
が大切とアピ
ール。とりわ
けリーダーの
重要性を指摘した。出席者に対
し今一度、自部署の心理的安全
性を顧み、魅力ある職場づくり
を目指すよう呼びかけるととも
に、部会としても質の高いリー
ダー研修の継続実施を心がける
ことを誓った。

この後、部会内に設けたシス
テム、オンコロジー（腫瘍学）、
教育研修、感染、医療安全、業
務推進の 7 委員会がそれぞれ活
動について報告した。

初日の最後は恒例の外部講師
による講演を実施。今回は東北
大学病院の眞野成康・薬剤部教
授兼薬剤部長を招いた。

札幌東病院が各賞総なめ

2 日目は、主に各病院の取り
組みを紹介。徳洲会ネバーイベ
ントプロジェクト（NEP ＝決し
て起こしてはならない事象を防
ぐためのグループ全体の取り組
み）、医薬品、臨床業務研究会
に関する報告も行った。 

また、コロナ禍で WEB 会議
が増えたことから、「徳洲会薬
剤部公式のバーチャル背景をつ
くろう」と、デザインコンペを
実施。19 作品が寄せられ、作
者名や所属病院などを伏せたう
えで投票した結果、1 ～ 3 位、
さらには部会長特別賞まですべ
て札幌東徳洲会病院が受賞した。

３年ぶりの対面開催に高橋部
会長は「顔も直接見えるし、空
気感も伝わる。やっぱりスムー
ズにコミュニケ―ションが取れ
るので、良かったです」と笑顔。

「組織も整備できたので、さら
に薬剤師が活躍できる場を広げ
ていきたい」と意気軒高だ。

湘南鎌倉医療大学（神奈川
県）は 11 月 11 日、2022 年度実
習指導者講習会の閉講式を行っ
た。看護学生の臨地実習を徳洲
会病院・施設で行うにあたり、
看護師が実習指導者としての心
構えを学び、指導力の向上を図
るのが講習会の目的。22 年度
からは厚生労働省「保健師助産
師看護師実習指導者講習会」の
実施制度に準拠している。

カリキュラムは 14 科目で、
受講時間は 190 時間。県内の徳
洲会病院・施設の看護師 17 人
が昨年９月から週３回、約 3 カ
月にわたって学んだ。

閉講日には 5 つのグループに
分かれて、「統一した指導を目
指して」、「プロセスレコードを
用いて学生の自己理解に繋

つ な

げた
精神看護学実習指導」といった
各グループが定めたテーマに基
づき、グループワークの内容を

発表した。
その後、荒賀直子学長が修了

証をひとりずつ授与した。荒賀
学長は厚労省の認定を受けたこ
とを踏まえ、「皆さんは、どこ
の施設でも実習指導者として活
躍できることになりました。技
術面だけでなく精神的な部分で
も看護という仕事の素晴らしさ
を伝えてください」と鼓舞した。

受講生のひとりは「今と昔と
では指導法が変化していること
を知るとともに、自分なりの指
導観を養うことができました」
と感想を語っていた。同大学臨
地実習委員会委員長の寺山範子
教授（基礎看護学）は「大学教
員と実習指導者という学生を教
える者同士の共通理解が深まり、
より頼もしい仲間ができまし
た」と、修了生たちに期待を寄
せた。

徳洲会薬剤部会は 2022 年 11 月 12 日から 2 日間、仙台徳洲会病
院で全国薬剤部責任者会議を開いた。対面での開催は 3 年ぶり。各
病院の薬剤部責任者ら 87 人が出席し、部会の方針や整備した部会
組織への理解を深めるとともに、各病院の取り組みなどについて情
報共有した。同部会公式 WEBカンファレンス用バーチャル背景デザ
インコンペの表彰も行い、各賞を札幌東徳洲会病院が総なめにした。

札幌東徳洲会病院
18日（水）午後２時～ 「感染予防について」

成田富里徳洲会病院
19日（木）午後２時～ 「胆石の病気について」
20日（金）午後３時～ 「最近、受けましたか？乳がん検診！～マンモグラフィについて～」

千葉西総合病院
21日（土）午前10時～ 「当院における心臓疾患に対する最新の診断・治療技術」

東京西徳洲会病院
18日（水）午後２時～ 「細胞老化とは何か」

湘南鎌倉総合病院
17日（火）午後２時～ 「乳がん検診～あなたと、あなたの大切な人のために～」
17日（火）午後３時～ 「身近な腰痛～知っておきたいこと～」
18日（水）午後４時～ 「湘南鎌倉総合病院の安全・高品質ながん治療 ～陽子線治療～」
19日（木）午後２時～ 「脳卒中もコロナも予防」
19日（木）午後３時～ 「肥満がなくても要注意！～睡眠時無呼吸症候群の診断と治療について～」
19日（木）午後４時～ 「健康寿命を延ばすには？－知っておきたいオーラルフレイルと誤嚥性肺炎－」
20日（金）午後１時～ 「膝のすり減りでお困りの方へ～人工膝関節置換術～」
20日（金）午後２時～ 「フレイルと高齢者とリハビリテーション」
21日（土）午前10時～ 「知って安心！自宅療養や介護のこと」
21日（土）午前11時～ 「乳がん～検診と治療について～」
21日（土）午後２時～ 「当院における気胸治療と肺癌の縮小手術について」
23日（月）午後２時～ 「肝胆膵外科と、私が大切にしていること」
23日（月）午後３時～ 「ＣＴ検査で早期発見を！～命の危険を早く察知する～」

湘南藤沢徳洲会病院
17日（火）午後２時～ 「助産師による出産・育児　何でもＱ＆Ａ（座談会）」
17日（火）午後５時～ 「白内障～インフォームド・コンセント（治療の説明と同意）を体験しませんか？」

18日（水）午前10時半～ 「前立腺がんの診断と治療」

23日（月）午前10時～
「①子どもの便秘ケアと生活リズムを整えるコツ～いいことたくさん♪
ちょっとしたコツをお伝えします～、②小さなお子さんの体調の見方とよく
ある症状のホームケア～知って安心♪ちょっとしたコツをお伝えします～」

23日（月）午後１時半～ 「ワインの基礎知識＆お酒を健康的に楽しむには」
茅ヶ崎徳洲会病院

19日（木）午後２時～ 「胃がんについて」
19日（木）午後３時～ 「上手な健康診断の利用法」
20日（金）午後３時～ 「頻尿・尿もれについて」

名古屋徳洲会総合病院
17日（火）午後２時～ 「白内障と緑内障～症状と治療について～」

18日（水）午後２時～ 「閉塞性動脈硬化症と狭心症・心筋梗塞の関係
～『歩くと足のふくらはぎがだるくなる』その症状、実は……～」

18日（水）午後３時～ 「心不全ってどんな病気？～心不全の前兆とつきあい方～」
19日（木）午後３時～ 「高齢者の大腿骨近位部骨折の治療～緊急手術と骨粗しょう症・骨折の予防～」
20日（金）午後２時～ 「下肢静脈瘤の超音波検査～脚にでこぼこコブ、できていませんか？～」
23日（月）午後２時～ 「内視鏡検査について～あなたのおなかは元気ですか？～」

宇治徳洲会病院
17日（火）午後８時～ 「脳の病気のお話」
18日（水）午後８時～ 「起立性調節障害（ＯＤ）について」
21日（土）午後１時半～ 「将来を担う若者達へ～産婦人科医からのアドバイス～」
23日（月）午後８時～ 「頭痛の話」

吹田徳洲会病院
17日（火）午後２時～ 「心臓とお薬の話」
20日（金）午後２時～ 「まずは予防!! 一度は受けたい“脳ドック”について」
23日（月）午後２時～ 「第３回慢性腎不全患者と腎移植の現状について」

八尾徳洲会総合病院
17日（火）午後３時半～ 「【糖尿病教室】糖尿病と腎臓」
18日（水）午後３時～ 「スキンケア～乾燥対策～」
19日（木）午後２時～ 「低栄養になるとどうなるの？～フレイルとサルコペニアのお話」
19日（木）午後３時～ 「認知行動療法～考え方を柔らかくします！～」
23日（月）午後２時～ 「ストレスと身体の関係」
23日（月）午後３時～ 「夜間頻尿」

和泉市立総合医療センター
18日（水）午後２時～ 「当センターの放射線療法について」
18日（水）午後２時半～ 「体にやさしい放射線治療」
19日（木）午後２時～ 「難病患者の治療と仕事の両立・就労支援」
19日（木）午後２時半～ 「アレルギー性鼻炎」

野崎徳洲会病院
20日（金）午後１時半～ 「心臓疾患と減塩食」

視聴を希望される方へ

3年ぶりの対面開催で積極的に情報交換

魅力ある職場づくりを呼
びかける高橋部会長

デザインコンペで賞を総なめした札幌東病院。右
の写真は1位のデザイン

修了証を手に記念撮影

“魅力ある職場づくり”に邁進


