
福井大学医学部附属病院看護部の

新人看護師とクリニカルコーチの一人ひとりの胸には、

かわいいバッジが光っています。

それは、看護部の一員になった証。

厳しさの中にも優しさを兼ね備えた

看護部長からの心をこめたメッセージです。
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看護師の仕事は、いのちに関わる尊い仕事です。

その看護師の負担を少なくするために、

福井大学医学部附属病院では、独自の看護体制を取り入れています。

どんな時でも、いつもあなたのそばには経験豊かな先輩が

より添っています。心強い先輩の笑顔に支えられながら、

看護師として大きく成長してください。
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　福井大学医学部附属病院は県内唯一の特定機能
病院として厚生労働省の認可を受け、高度医療の
研究・開発・評価・研修などを行っています。一
方で当院は、地域の中核病院としての機能も併せ
持ち、「最高・最新の医療を安心と信頼の下で」を
基本理念として日々の診療を行っています。
　現在当院には常勤、非常勤含めて約1,500名の
職員が在籍していますが、その内看護師・助産師
は約700名です。大学病院というと何か少し硬い
イメージがあるかもしれませんが、当院では良い
意味で「大学病院らしくない」雰囲気が漂い、勤務
されている看護職員はみな溌剌としていて責任感と
充実感に溢れています。その理由は何と言っても
「看護革命」とも称される福井大学発の新しい看護
システム、PNSの成果ではないかと思います。も
はや全国の病院にPNSの名は知れ渡っていますが、

当院では今後もさらにこれを進化させ、患者にも
医療者にも優しい病院環境の構築に努力を重ねて
います。その一つが、スマートフォンを活用した
ナースコールシステムであり、一般病院のナース
センターでは当たり前のひっきりなしの呼び出し
音が無く、驚くほど静かな環境となっています。
　さて、大学病院のもう一つの使命は教育であり、
良い医療人の育成です。当院には“看護総合力育成
プログラム”が用意されており、卒後３年間の最も
重要な期間に看護の基礎を段階的に習得します。そ
の後、リーダー研修、認定看護師を目指す選択研修、
管理者を目指す管理研修などのステップアップ研修
がシームレスに準備されており、個人の特性や生活
スタイル、人生設計に合わせた研修が可能です。
また、教育のプロである看護学科の教員との連携
も良く、理論と実践の両面から看護の深みを体感

できるのは大学病院ならではの特権だと思います。
新たな自分を発見し、豊かな人生を送るためにも、
皆さんの力を福井大学医学部附属病院に注いでい
ただくことを心から願っています。

　福井大学医学部附属病院看護部は、2011年看護界
初の新看護提供方式Partnership Nursing System
（PNS）を開発しました。検温や処置、ケア、記録を
２人１組で行うため、目の前で看護実践する先輩看護
師から、患者の観察点やケアのポイント、患者を支援
するコミュニケーションの取り方など、看護実践と臨
床判断のスキルを学び身に付けることができます。先
輩と共に行動し支援を受けることで、新人看護師のヒ
ヤリ・ハットが１/３に減少しました。さらに、タイ
ムリーに記録や体位変換、ケアが行えることで、効率
的に業務が進み定時帰宅やプライベートタイムを楽し
めるようになりました。患者にとっては安全で安心で
きる、看護師にとっても働きやすい病院になり、全国
の病院からPNSを取り入れようと、多くの方が研修に
訪れています。
　新人看護師の皆さんには集合研修による看護技術の
シミュレーショントレーニングを行っており、「科学
的根拠のある看護ケア」を実践することで、褥瘡発生
が激減するなど、看護の質向上につながっています。
電子カルテの看護過程支援システムを活用した研修も

行っています。当院の看護過程支援システムは、基礎
情報に結び付く看護診断ラベルを表示するなど看護師
の判断支援や、標準看護計画を基に看護計画立案を支
援しています。
　また、当院では看護師個々がスマートフォンを持ち、
受け持ち患者からのナースコールを優先して受けてい
ます。このように日本初のスマートフォンで受ける
ナースコールの導入や、本日の検査予定等を案内する
患者ベッドサイドのモバイル端末「お知らせ君」、看
護診断と看護計画作成をサポートする看護過程支援シ
ステムなどITを用いた業務支援も充実しており、看護
師達は便利に使いこなしています。
　社会では高齢化人口が増加し、在宅における療養生
活の充実が求められています。当院では昨年「患者総
合支援センター」を開設し、入院前から退院困難が予
測される患者さんに病棟看護師と連携して支援を行い、
退院後も医療依存度の高い患者さんの「退院後訪問」
に行き、在宅療養の支援に取り組んでいます。
　看護師のキャリア支援としては、結婚・出産・育児
などのライフイベントや、認定・専門看護師、大学院

進学など、多様な生き方に応じた看護師の成長を見守
り、キャリア形成のサポートを行っています。看護総
合力育成体制（ローテーションによる新人教育体制）
で看護実践力を身に付け、私たちと共に、治療選択や
在宅復帰に向かう「患者さんの思いに寄り添う看護」
を実践しましょう。「患者主体の意思決定」を支援し、
患者さんとご家族が望む在宅療養支援ができる看護師
をめざす皆さんをお待ちしています。

充実した医療環境から豊かな人生を！

PNSによる働きやすい職場で、
患者さんの思いに寄り添うことができる看護師をめざして
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患者さんを人間としての理解の上に

立ち、身体的、精神的、社会的な側

面から健康状態を明らかにして、そ

の人の持つ潜在能力を最大限に発揮

できるよう自立への援助を重視し、

人にやさしい看護を提供します。

看護部の理念

看護を通じた貢献と成長
チャレンジできるフィールドが
ここにある
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　4月より東３階病棟勤務となり新しいス
タートを切った私にとって、パートナーはと
ても大きな存在で心の支えで頼りにしてい

ます。今はパートナーをもっとよく知ろうと努力中です。パート
ナーを組んで日はまだ浅いですが、明るい笑顔で私の緊張をほぐし、
小さな日々の疑問にも１つ１つ丁寧に答えてくれます。日々の看護
ケアや業務調整、患者さんやご家族への配慮や気配りなど学ぶ事
が沢山あります。
　今年一年パートナーを組み、様々な事を話し合いながら、私の看
護の視野を今以上に広げ、これまでの経験と合わせて「人にやさし
い看護」を提供できるよう一緒に頑張っていこうと思っています。

ハートに込めた、思いやりとステップアップ
PNSについての感想や日頃、面と向かっていえないマイパートナーへのメッセージなどを語っていただきました。

◎パートナーを組んでよかったことは？
　PNSは先輩看護師の知識や、患者さんの対応など多く
のことを学べます。パートナーはハキハキしていて、自
分の意見を持っていて発信力もある方ですが、私は自分
の意見を言うことが苦手な部分があります。いつも私の

考えや意見を聞いてくれて悩んでいることも相談すると考えが整理され、するべき
ことが明確になります。患者さんに、より良い看護を提供できるよう看護計画やケ
ア内容や退院指導など様々な相談に乗ってくれます。患者さんや先生とのコミュニ
ケーションの仕方や、疑問があればそのままにせず日々勉強されている姿を見て見
習うところはたくさんあり、PNSによって自分が成長できると思います。これか
らもパートナーから自分にはないものをたくさん吸収したいと思っています。

◎自分への反省点及びパートナーへの今後の要望は？
　私は意見を言うのが苦手な部分があるため、パートナーを見習って自分から意見
できるようになりたいと思っています。4月から3年目となり退院支援研修を行っ
ていきますが、研修の中で学んだことなども共有し共に学んでいきたいです。

◎あなたにとってパートナーとは？
　パートナーとはお互いの違いを生かして、お互いに高めあっていける存在です。
PNSでパートナーや先輩と組んで仕事ができるのは、とても安心して働ける環境
だと思います。患者さんとのかかわりの中で悩んだ時には常に相談でき、「悩んで
いることない？大丈夫？」と声をかけてくれるパートナーがいるためその都度解決
することができます。PNSによって患者さんの安全を守ることや看護の質の向上
にもつながると思いました。

◎パートナーを組んでよかったことは？
　今年のパートナーと私は「正反対」です。パートナーは静か
に黙々と仕事をこなし、熱い思いを内に秘めるタイプです。私
は声を出しながら仕事をするタイプで、思ったことはすぐ口に
出てしまいます。パートナーは今年３年目で「看護と実践コー

ス」の中で担当患者への退院支援を行いその事例発表を行う年です。
　患者さんの退院後への思いを看護の力で少しでも実現できるよう、日々患者さんと話をし
ながら悩みながら少しずつ前を向いている姿を見ていますが、彼女の一生懸命な姿を見て、
私もまた自分の担当患者さんに対する看護力を高めたい！と思わせてもらっています。

◎自分への反省点及びパートナーへの今後の要望は？
　以前、担当患者さんについて情報を得たので、情報共有をしようとしたところ、もう既
に情報を持っていてそれに対する看護計画を考えていました。このことで彼女は一生懸命
に患者さんのことを考えていますが、内に秘めるタイプだと分かりました。
　看護は一人で行うものではなく、スタッフみんなで行うものだと思っています。私は
パートナーとして一緒に看護をしたい！と思っているので、二人でもっと患者さんの事を
共有して、一緒に考え、学んで、成長したいと思っています。
　それができたら今度はカンファレンスで声を挙げていけるよう根拠と自信を持って欲し
いと思っています。　

◎あなたにとってパートナーとは？
　パートナーとは、お互いの特性を活かして高めあっていける存在だと思います。私たち
は年齢や経験年数は違いますが、協働することで違いを活かし、看護の力を２倍ではなく
３倍にも４倍にもできると思います。パートナーに相談するために口に出すだけでも情報
は整理され、自然と答えが見えてくることもあります。私はそんなパートナーになりたい
と思っています。
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（Partnership Nursing System）

看護師が安全で質の高い看護を共に提供することを目的に、二人の看護師がよきパート
ナーとして、対等な立場で、互いの特性を活かし、相互に補完し協力し合って、毎日の
看護ケアをはじめ、委員会活動、病棟内の係の仕事に至るまで、１年を通じて活動し、
その成果と責任を共有する看護体制のことです。

パートナーシップ・ナーシング・システムは、副看護師長を
CORE（コア）としたグループに分かれ、グループはパート
ナーを、パートナーは個人を補完する構造になっています。

副看護師長中心の
グループ活動
補完の３重構造

グループ

パートナー

個人

［PNSの組織構成］
PNSにより、看護の可視化・伝承・伝授、安心・安全な看護
の実践、新人看護師・経年看護師に対する教育効果、超過勤
務の削減などさまざまな効果が表れています。併せて、多く
の患者さんから満足の声をいただいています。

［PNSの効果］

福井大学医学部附属病院看護部が開発した
独自の看護体制：PNS

□  仕事にくるのが楽しい

□  すみませんのシャワーから
　  ありがとうのシャワーへ

□  きっちり定時終了

□  二人の力のすごさが
　  ここにはあります。

両方の存在が相まっての仕組み

ＰＮＳという仕組みは

日々の看護ケアでも、二人の看護師がパートナーを組み、患者さんに質の高い看護ケアを提供します。
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ナースの現場密着（日勤）
日々の看護ケアは、二人の看護師がパートナーとなり、
患者さんに質の高い看護ケアを提供しています

［勤務体制］

PM 5：15
業務終了

患者情報を収集し、パートナーとベッ
ドサイドで患者さんの状態を把握。夜
勤者からの申し継ぎと照らし合わせ、
患者情報をスタッフ全員で共有。

朝の申し継ぎ

AM 9：00

検温、検査・処置介助、明日の
検査説明、入院対応、アナムネ
聴取などを行い記録。

PM 1：45

休憩前と後にはお互いの業務の進捗状
況を確認し合い、休憩中の業務を依頼
することで、きっちり休憩。

交代で休憩（１時間）

AM 11：00～

パートナーと確認や相談をしながら、
患者さんの検温、処置、ケアを行い、
タイムリーに患者状態を記録。

ベッドサイド看護

AM 10：00

AM 8：30　出 勤

患者ラウンド、入院対応患者ラウンド、入院対応

長日勤帯に向けて、新たに
組むパートナーと日勤帯の
患者状態などの情報を交換
し合い夜勤へ。

PM 3：30
日勤から
夜勤帯への
情報交換

日勤から
夜勤帯への
情報交換

2017年４月入職
福井大学医学部看護学科 卒

北５階南７階南７階 2015年４月入職
福井県立看護専門学校 卒

2017年４月入職
福井大学医学部看護学科 卒

2004年４月入職
福井県立大学看護福祉学部 卒

　パートナーである副師長さんは他科
の長い経験を活かし、術後の患者さん
の全身状態の管理や、退院を見据えて

患者さんの家族を含めた支援を一緒に考えてくれます。私は
３年目で知識も経験もまだまだですが、PNSでは日々相談し
情報交換ができるので、安心しながら看護を提供することが
できます。産婦人科病棟なので、産科分野は助産師としての
スキルを活かしながらお互いに勉強し合えたらと思っていま
す。看護師と助産師がペアを組むことで産科、婦人科両方に
強みを持てるなと実感しています。本当にいつもありがとう
ございます。これからもよろしくお願いいたします。

ニ交替勤務

■救急部を除く全看護単位、
　夜勤看護師長
　日　勤　 8：30～17：15
　長日勤　 8：30～21：30
　夜　勤　20：30～翌9：30

■救急部
　日　勤　 8：30～17：15
　長日勤　 8：30～21：30
　夜　勤　21：00～翌10：00

■手術部
　日　勤　8：30～17：15
　長日勤　8：30～翌9：00
　（仮眠6時間30分）

※手術部は変則２交替制です

長日勤
日 勤

夜 勤

東３階 東３階
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両方の存在が相まっての仕組み

ＰＮＳという仕組みは
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スキルを活かしながらお互いに勉強し合えたらと思っていま
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教育体制

新人看護師としてどういったスタートをきり、何を目標として歩んでいくのか。その
最初の一歩は小さくても、将来の目標に向かった、しっかりとした一歩であるべきです。
福井大学医学部附属病院看護部では、「看護総合力育成体制」を平成20年から新たに
構築し、みなさんの看護人生の中で、もっとも大切な一年間を技術面だけでなく、
精神面でもサポートしています。

今、みなさんはとても大切な所に立ってい
ます。これから始まる看護師としての道を
どう歩んでいくのか。どういった道を歩む
にしろ大切なことがあります。それは臨床
看護の基本をしっかりと学ぶこと。学ぶこ
とが優先されている新人の時にちゃんとし
た教育を受けること。看護総合力育成プロ
グラムは、みなさんを大切に育てる教育プ
ログラムです。

看護師の道は新卒教育から
始まります。

教育プログラムは、知識を身につけるだけでなく、
自分が行いたい看護を見つけるプログラムです。
仕事の内容や専門性を理解した上で、進路を見つ
けるプログラムです。仕事の内容や専門性を理解
した上で、進路を決めることができます。認定看
護師という専門性の高い看護師になるためには、
まずはこの分野から歩んでいきたいという最初の
一歩が大切です。じっくり学んで、ちゃんと決め
る。このプログラムは、そんなところまで考え抜
いたプログラムです。

じっくり学んでから進む道を
選択できます。

もうひとつ大切なことがこのプログラムに
はあります。それは、患者さんと、どう
いった姿勢で接するのかということです。
人が相手、病気の人が相手なのです。学ん
だ知識を、使うのではなく、活かすこと。
この「人にやさしく」という看護の原点を
学び、感じ、身につけて成長していって欲
しい。それが、私たちがこのプログラムに
込めた想いです。

看護の原点は、
「人にやさしい看護」。

各部署にクリニカルコーチを中心とした新人看護師育成チームを組織し、集合研修、ＯＪＴによる看護技術の確認、
訓練を実施します。病棟のほか、手術部、救急部それぞれが、「看護総合力育成プログラム」を立案。先輩看護師
（フレッシュパートナー）が、新人看護師とペアになり臨床実践を指導し、よき相談相手となります。

看護総合力育成プログラムの概要

キャリア開発ラダーにおける臨床看護実践能力のレベル別到達目標は、福井大学医学部附属病院看護部看護師の各
個人と組織の将来の要求を合致させ調和させるように、組織の支援を受けながら個々の看護師がキャリア開発のた
めの臨床実践能力の向上に取り組むものです。

キャリア開発ラダーと教育体制

第１ラウンド

第２ラウンド

正式配属

新
人
一
年
目

基
礎
Ⅰ
研
修
と
同
時
進
行

…………配属先の希望を聞きます

　　　　● 13週間から16週間の各ラウンドを経験した後に
　　　　　正式配属…………

●ラウンド中に手術部・救急部を経験する
　　　　●夜勤開始は５月～

　　　　●配属先の希望を聞きます

実技修練のための器具や
シミュレータなどが24時間
使用できる体制になってい
ます。

臨床教育研修センター・
シミュレーションセンター

将来の医療を支える人材を
育てます。  病院内外でも教
育活動を行い、 地域医療の
発展に貢献します。

将来の医療を支える人材を
育てます。  病院内外でも教
育活動を行い、 地域医療の
発展に貢献します。

将来の医療を支える人材を
育てます。  病院内外でも教
育活動を行い、 地域医療の
発展に貢献します。

地域の医療機関と連携しながら、
先端医療を提供し、患者さんの
健康を取り戻します。

より専門を深め、新しい
治療や研究成果等を社会
へ還元します。

学ぶ
教育機関

究める
研究機関

診る
医療機関

大学病院の

3つの役割

ファミリーとしての
第一歩
ファミリーとしての
第一歩

看護の核となる実践力

レベルⅤ
エキスパートナースⅡ
地域への貢献
組織的アプローチができる

レベルⅣ
エキスパートナースⅠ
卓越した看護実践を行い
組織横断的な活動ができる

レベルⅢ
リーダーナース
リーダーシップを発揮し
指導的役割を担える

レベルⅡ
独り立ちナースⅡ
自律して所属部署の
看護実践ができる

レベルⅠ
独り立ちナースⅠ
助言を受けて基本的な
看護実践ができる

レベルⅤ
高度看護実践 現任教育 マネジメント

レベルⅣ
高度看護実践 現任教育 マネジメント

院内認定ナース制度
レベルⅢ

高度看護実践 現任教育 マネジメント

レベルⅡ

レベルⅠ

組織的役割遂行能力 専門性の開発能力

基
礎
ス
テ
ッ
プ

キ
ャ
リ
ア
開
発
ラ
ダ
ー

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ラ
ダ
ー

専
門
ス
テ
ッ
プ

［キャリア開発ラダーとマネジメントラダーの基本構造］

よりよい看護を提供する
ために

当院では、新人教育プログラムが整っ
ており、よりよい看護を提供するため
に必要なことを学ぶことが出来ると感
じます。シミュレーショントレーニン
グにより基礎から知識や技術を学ぶ事
が出来るとともに、先輩看護師や認定
看護師、専門看護師から看護を提供す
るうえで大切なことを学ぶことが出来
ます。また、最新の医療や設備が整っ
ている環境で看護を学ぶことができ、
とても恵まれていると思います。笑顔
を忘れずに、日々成長出来るように努
力し、看護師や患者さんに頼られ、あ
なたで良かったと言ってもらえるよう
な看護師を目指していきたいです。

2019年４月入職
福井大学医学部看護学科 卒

信頼される看護師を目指して

当院では新人教育が手厚く、シミュ
レーショントレーニングにより学校で
教わってきた看護の技術の復習だけで
はなく、自分が知らなかった知識や技
術も学ぶことが出来ます。
新人看護師として学ぶことがたくさん
ありますが、同期と支え合いながら
日々過ごしています。また、PNSに
よって先輩看護師の看護技術や知識を
身近に学ぶことができ、自分自身のス
キルを高められ、とても恵まれた環境
にあると感じます。日々努力し多くの
経験を積み、患者さん、ご家族、一緒
に働くスタッフからも信頼されるよう
な看護師を目指します。

2019年４月入職
加賀看護学校 卒

新人看護師の声

看護管理者は
ラダーⅢ取得後
マネジメントラダー
へ移行

Ⅰ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

大学病院ならではの
頼もしいサポート
大学病院ならではの
頼もしいサポート
高度医療を提供する特定機能病院だからこそ、看護の原点

「より添う看護」を常に見つめなおし、患者さんだけではなく、

一緒に働くみんな、すべての人にやさしい看護を目指しています。

高度医療を提供する特定機能病院だからこそ、看護の原点

「より添う看護」を常に見つめなおし、患者さんだけではなく、

一緒に働くみんな、すべての人にやさしい看護を目指しています。
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教育体制

新人看護師としてどういったスタートをきり、何を目標として歩んでいくのか。その
最初の一歩は小さくても、将来の目標に向かった、しっかりとした一歩であるべきです。
福井大学医学部附属病院看護部では、「看護総合力育成体制」を平成20年から新たに
構築し、みなさんの看護人生の中で、もっとも大切な一年間を技術面だけでなく、
精神面でもサポートしています。

今、みなさんはとても大切な所に立ってい
ます。これから始まる看護師としての道を
どう歩んでいくのか。どういった道を歩む
にしろ大切なことがあります。それは臨床
看護の基本をしっかりと学ぶこと。学ぶこ
とが優先されている新人の時にちゃんとし
た教育を受けること。看護総合力育成プロ
グラムは、みなさんを大切に育てる教育プ
ログラムです。

看護師の道は新卒教育から
始まります。

教育プログラムは、知識を身につけるだけでなく、
自分が行いたい看護を見つけるプログラムです。
仕事の内容や専門性を理解した上で、進路を見つ
けるプログラムです。仕事の内容や専門性を理解
した上で、進路を決めることができます。認定看
護師という専門性の高い看護師になるためには、
まずはこの分野から歩んでいきたいという最初の
一歩が大切です。じっくり学んで、ちゃんと決め
る。このプログラムは、そんなところまで考え抜
いたプログラムです。

じっくり学んでから進む道を
選択できます。

もうひとつ大切なことがこのプログラムに
はあります。それは、患者さんと、どう
いった姿勢で接するのかということです。
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各部署にクリニカルコーチを中心とした新人看護師育成チームを組織し、集合研修、ＯＪＴによる看護技術の確認、
訓練を実施します。病棟のほか、手術部、救急部それぞれが、「看護総合力育成プログラム」を立案。先輩看護師
（フレッシュパートナー）が、新人看護師とペアになり臨床実践を指導し、よき相談相手となります。

看護総合力育成プログラムの概要

キャリア開発ラダーにおける臨床看護実践能力のレベル別到達目標は、福井大学医学部附属病院看護部看護師の各
個人と組織の将来の要求を合致させ調和させるように、組織の支援を受けながら個々の看護師がキャリア開発のた
めの臨床実践能力の向上に取り組むものです。

キャリア開発ラダーと教育体制

第１ラウンド

第２ラウンド

正式配属

新
人
一
年
目

基
礎
Ⅰ
研
修
と
同
時
進
行

…………配属先の希望を聞きます

　　　　● 13週間から16週間の各ラウンドを経験した後に
　　　　　正式配属…………

●ラウンド中に手術部・救急部を経験する
　　　　●夜勤開始は５月～

　　　　●配属先の希望を聞きます

実技修練のための器具や
シミュレータなどが24時間
使用できる体制になってい
ます。

臨床教育研修センター・
シミュレーションセンター

将来の医療を支える人材を
育てます。  病院内外でも教
育活動を行い、 地域医療の
発展に貢献します。

将来の医療を支える人材を
育てます。  病院内外でも教
育活動を行い、 地域医療の
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将来の医療を支える人材を
育てます。  病院内外でも教
育活動を行い、 地域医療の
発展に貢献します。

地域の医療機関と連携しながら、
先端医療を提供し、患者さんの
健康を取り戻します。

より専門を深め、新しい
治療や研究成果等を社会
へ還元します。

学ぶ
教育機関

究める
研究機関

診る
医療機関

大学病院の

3つの役割

ファミリーとしての
第一歩
ファミリーとしての
第一歩

看護の核となる実践力

レベルⅤ
エキスパートナースⅡ
地域への貢献
組織的アプローチができる

レベルⅣ
エキスパートナースⅠ
卓越した看護実践を行い
組織横断的な活動ができる

レベルⅢ
リーダーナース
リーダーシップを発揮し
指導的役割を担える

レベルⅡ
独り立ちナースⅡ
自律して所属部署の
看護実践ができる

レベルⅠ
独り立ちナースⅠ
助言を受けて基本的な
看護実践ができる

レベルⅤ
高度看護実践 現任教育 マネジメント

レベルⅣ
高度看護実践 現任教育 マネジメント

院内認定ナース制度
レベルⅢ

高度看護実践 現任教育 マネジメント

レベルⅡ

レベルⅠ

組織的役割遂行能力 専門性の開発能力
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［キャリア開発ラダーとマネジメントラダーの基本構造］

よりよい看護を提供する
ために

当院では、新人教育プログラムが整っ
ており、よりよい看護を提供するため
に必要なことを学ぶことが出来ると感
じます。シミュレーショントレーニン
グにより基礎から知識や技術を学ぶ事
が出来るとともに、先輩看護師や認定
看護師、専門看護師から看護を提供す
るうえで大切なことを学ぶことが出来
ます。また、最新の医療や設備が整っ
ている環境で看護を学ぶことができ、
とても恵まれていると思います。笑顔
を忘れずに、日々成長出来るように努
力し、看護師や患者さんに頼られ、あ
なたで良かったと言ってもらえるよう
な看護師を目指していきたいです。

2019年４月入職
福井大学医学部看護学科 卒

信頼される看護師を目指して

当院では新人教育が手厚く、シミュ
レーショントレーニングにより学校で
教わってきた看護の技術の復習だけで
はなく、自分が知らなかった知識や技
術も学ぶことが出来ます。
新人看護師として学ぶことがたくさん
ありますが、同期と支え合いながら
日々過ごしています。また、PNSに
よって先輩看護師の看護技術や知識を
身近に学ぶことができ、自分自身のス
キルを高められ、とても恵まれた環境
にあると感じます。日々努力し多くの
経験を積み、患者さん、ご家族、一緒
に働くスタッフからも信頼されるよう
な看護師を目指します。

2019年４月入職
加賀看護学校 卒

新人看護師の声

看護管理者は
ラダーⅢ取得後
マネジメントラダー
へ移行

Ⅰ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

大学病院ならではの
頼もしいサポート
大学病院ならではの
頼もしいサポート
高度医療を提供する特定機能病院だからこそ、看護の原点

「より添う看護」を常に見つめなおし、患者さんだけではなく、

一緒に働くみんな、すべての人にやさしい看護を目指しています。

高度医療を提供する特定機能病院だからこそ、看護の原点

「より添う看護」を常に見つめなおし、患者さんだけではなく、

一緒に働くみんな、すべての人にやさしい看護を目指しています。
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教育プログラム

大学病院ならではの研修プログラムが
あなたのステップアップを応援します。

●退院支援をふまえた看護過程が実践で
き、担当看護師の役割と責任を果たす
ことができる

●倫理的配慮を踏まえた意思決定支援が
できる

●地域・在宅で暮らす患者家族への看
護・介入の状況がわかり、大学病院看
護師としての役割が理解できる

●医療及び介護の提供体制やニーズに見
合ったサービスが切れ目なく、かつ、
効率的に提供するための地域ケア体制
や他職種連携を理解できる

●患者の援助について考え、必要な時
パートナー（ペア）に支援を求めるこ
とができる

●担当看護師としての役割を理解し実践
できる（責任・リーダーシップ）

●退院支援について理解し、実践するこ
とができる

●入院から退院までの過程の中で、倫理
的配慮を考えた意思決定支援ができる

●患者を全人的に捉え、退院支援をアセ
スメントする方法を習得し実践できる

●看護実践するための資源（家族、看護
師、医師、リハビリ、栄養士、薬剤師、
地域連携部、専門チーム、ケアマネー
ジャーなど）を理解し、連携できる

●自身の看護を振り返る過程を通して、
その課題を明確にし、看護のやりがい
を感じることができる

●研修の学びを継続して実践していくた
めの方策を検討することができる

●担当看護師として患者に必要な支援を
考え、必要な時パートナー（ペア）看護
師に相談できる

●講義
●事例検討グループ討議

看護と実践

３年目

［ リーダー研修 ］
●自己の所属しているチームの問題を
明確にし、組織との関係の中で問
題解決能力を養い、チームリー
ダーとしての役割を果たすことが
できる

●後輩の指導、育成ができる

［ 管理コースⅠ（主任・副看護師長）］
●看護の実践者として看護単位におけ
る看護管理上の問題に対して、自
らの課題を持ち主体的に問題解決
できる

●看護師長を補佐し、当該看護単位の
看護業務の筆頭者としての責務を
果たすことができる

［ 管理コースⅡ（看護師長）］
●組織における看護部の役割を認識し、
その中間管理者としての職責を果
たすことができる

［ 管理コース（新任管理者研修）］
●中間管理職として必要な、管理に関
する基本的知識・技術・態度を身に
つける

●看護師長・副看護師長としての役割
と任務を自覚し、その責任を果た
すことができる

●組織的看護サービス提供上の諸問題
を客観的に分析、記述、説明でき
る能力を拡大する

●特定の看護ケア技術において、及び
所属部署内でリーダーシップを発
揮し、部署内の看護の質向上を図
ることができる

［ 呼吸ケア ］コース
［ VADケア ］コース
［ 口腔ケア ］コース

役割研修

４年目以降

［ 認定看護師による講演 ］

●がん看護
●集中ケア
●救急看護
●糖尿病看護
●摂食・嚥下障害看護
●皮膚・排泄ケア
●認知症看護
●慢性呼吸器疾患看護
●手術看護
●感染管理
●不妊症看護・新生児集中ケア
●災害看護

●ナーシングスキル
●看護実践に必要な最新の知識を習得
し、実践できる

●看護管理、安全管理、病院管理、人
材育成などを学びマネジメント能
力を高め、実践できる

●重症度、医療・看護必要度が定義に
基づき、正しく調査し必要な記録
ができる

●中途採用者・育児休業復帰看護師

看護専門分野別研修

選択研修

重症度、医療・看護
必要度研修

●ＰＮＳの熟成を目指して、パート
ナーシップ・マインドに対する理解
を深める

特別講演・公開講座

●院外から著名な講師を迎え、その年
の課題や最新情報・トピックスな
どを選定し講演

看護研究

●研究計画書に添って研究が進められ、
研究発表ができる

●臨床の看護問題を実証的に検証でき
る

●研究で明らかになったことを看護実
践に還元する

●院内研究発表会（２回／年）

ＰＮＳ研究会

●PNSに関する情報交換を行い、研
究成果など新たな知見を共有し、
パートナーシップ・ナーシングシ
ステムの発展に寄与する

院外教育

●看護協会、文部科学省、厚生労働省、
地方自治体、民間企業などの研修
会へ参加

パートナーシップ・
マインド研修（全員対象）

自由参加・その他

●文献学習を通して、看護を考え、自己
を振り返り、看護実践に役立てられる

●看護過程を通して看護判断力を身につ
け、部分的に支援を受けながら、担当
看護師として個別的ケアが正確かつ安
全に倫理的視点をもって実践できる

●担当看護師としての役割を理解し必要
な看護が実践できる

●患者に必要な援助を、倫理的視点を踏
まえて明確にでき、実践することがで
きる。

●患者の個別性に応じた看護計画の立案
と評価ができる

●自分自身の看護実践における問題点と
課題を明らかにすることができる

●主体的に行動し、基礎的看護技術を確
実に習得し、安全で患者の個別性に
あったケアが提供できる

●担当看護師として、退院にむけて患者
に必要な支援が理解できる

●文献学習
●グループワーク
●看護理論の診断・看護展開の学習およ
び演習

●看護記録監査の学習・演習

基礎Ⅱ

２年目

●組織及び看護チームの一員としての役
割と責任を自覚する

●基本的知識、技術、態度を身につけ、
正確かつ安全に看護実践ができる能力
を養う

●自己の課題を認識し、学習に取り組める
●早期に職場適応できる

●大学及び附属病院の概要を知り、組織
の一員としての心構えができ、配属場
所と関連部門について理解する

●看護手順、検査手順を参考に正確かつ
安全に看護実践できる

●身体的な問題状況、健康問題の認識、
生活背景、習慣、興味、関心等の情報
から対象の理解ができる

●患者とのよい人間関係が形成できる
●看護記録ガイドブックに沿って正確に
記載でき、看護過程支援システムの操
作ができる

●指導を受けながら個別的な看護計画を
立てることができる

●看護チームの一員としてチームワーク
を持てる

●新規採用職員説明会
●看護部オリエンテーション
●医療倫理・医療安全・感染管理
●看護記録・看護診断演習
●看護技術トレーニング
●安全対策のための技術演習
 （輸液ポンプ・シリンジポンプの取扱い、
抗がん剤取扱い）

●危険予知（転倒・転落防止、注射）
●医療安全のための講義（KYT/SBAR講義）
●急変・アナフィラキシー
●リフレクション
●救急蘇生法と気管挿管介助の講義・演習
●フィジカルアセスメント
●臨床倫理

基礎Ⅰ

内定者を対象とした
講座で、毎年プロの
講師を招き、看護師
国家試験の対策講
座を開催。

国家試験対策
講座

１年目

新人１年目から安心の教育プログラムです。
卒後３年間、段階別に研修を受け、看護の基礎をしっかりと身につけます。

入職前

看護の役割は、より専門化
し、看護の枠を超えた広い
医療の知識と技能が求めら
れ、ますます重要になって
きています。
将来、看護師としての多彩
なキャリアと活躍が期待さ
れます。

キャリアアップ
の可能性

目

　的

目

　標

内

　容

看護部の教育目標

１．看護診断過程のプロセスを理解し、個々の患者のニーズにあった看護が実践できる。

２．安全、安楽な、知識に裏付けされた技術を患者に提供できる。

３．看護研究を通して日々の看護実践を研究的視点で捉えることができる。

４．日々実践している看護を倫理的視点から考えることができる。

５．患者、家族および医療チームメンバーと円滑な人間関係を築くことができる。

大学院進学

認定看護師
専門看護師

コーディネーター
（治験・臓器移植）

看護学教員

管理職

管理研修

院内認定研修

オンデマンド研修

職場復帰支援プログラム

8



教育プログラム

大学病院ならではの研修プログラムが
あなたのステップアップを応援します。

●退院支援をふまえた看護過程が実践で
き、担当看護師の役割と責任を果たす
ことができる

●倫理的配慮を踏まえた意思決定支援が
できる

●地域・在宅で暮らす患者家族への看
護・介入の状況がわかり、大学病院看
護師としての役割が理解できる

●医療及び介護の提供体制やニーズに見
合ったサービスが切れ目なく、かつ、
効率的に提供するための地域ケア体制
や他職種連携を理解できる

●患者の援助について考え、必要な時
パートナー（ペア）に支援を求めるこ
とができる

●担当看護師としての役割を理解し実践
できる（責任・リーダーシップ）

●退院支援について理解し、実践するこ
とができる

●入院から退院までの過程の中で、倫理
的配慮を考えた意思決定支援ができる

●患者を全人的に捉え、退院支援をアセ
スメントする方法を習得し実践できる

●看護実践するための資源（家族、看護
師、医師、リハビリ、栄養士、薬剤師、
地域連携部、専門チーム、ケアマネー
ジャーなど）を理解し、連携できる

●自身の看護を振り返る過程を通して、
その課題を明確にし、看護のやりがい
を感じることができる

●研修の学びを継続して実践していくた
めの方策を検討することができる

●担当看護師として患者に必要な支援を
考え、必要な時パートナー（ペア）看護
師に相談できる

●講義
●事例検討グループ討議

看護と実践

３年目

［ リーダー研修 ］
●自己の所属しているチームの問題を
明確にし、組織との関係の中で問
題解決能力を養い、チームリー
ダーとしての役割を果たすことが
できる

●後輩の指導、育成ができる

［ 管理コースⅠ（主任・副看護師長）］
●看護の実践者として看護単位におけ
る看護管理上の問題に対して、自
らの課題を持ち主体的に問題解決
できる

●看護師長を補佐し、当該看護単位の
看護業務の筆頭者としての責務を
果たすことができる

［ 管理コースⅡ（看護師長）］
●組織における看護部の役割を認識し、
その中間管理者としての職責を果
たすことができる

［ 管理コース（新任管理者研修）］
●中間管理職として必要な、管理に関
する基本的知識・技術・態度を身に
つける

●看護師長・副看護師長としての役割
と任務を自覚し、その責任を果た
すことができる

●組織的看護サービス提供上の諸問題
を客観的に分析、記述、説明でき
る能力を拡大する

●特定の看護ケア技術において、及び
所属部署内でリーダーシップを発
揮し、部署内の看護の質向上を図
ることができる

［ 呼吸ケア ］コース
［ VADケア ］コース
［ 口腔ケア ］コース

役割研修

４年目以降

［ 認定看護師による講演 ］

●がん看護
●集中ケア
●救急看護
●糖尿病看護
●摂食・嚥下障害看護
●皮膚・排泄ケア
●認知症看護
●慢性呼吸器疾患看護
●手術看護
●感染管理
●不妊症看護・新生児集中ケア
●災害看護

●ナーシングスキル
●看護実践に必要な最新の知識を習得
し、実践できる

●看護管理、安全管理、病院管理、人
材育成などを学びマネジメント能
力を高め、実践できる

●重症度、医療・看護必要度が定義に
基づき、正しく調査し必要な記録
ができる

●中途採用者・育児休業復帰看護師

看護専門分野別研修

選択研修

重症度、医療・看護
必要度研修

●ＰＮＳの熟成を目指して、パート
ナーシップ・マインドに対する理解
を深める

特別講演・公開講座

●院外から著名な講師を迎え、その年
の課題や最新情報・トピックスな
どを選定し講演

看護研究

●研究計画書に添って研究が進められ、
研究発表ができる

●臨床の看護問題を実証的に検証でき
る

●研究で明らかになったことを看護実
践に還元する

●院内研究発表会（２回／年）

ＰＮＳ研究会

●PNSに関する情報交換を行い、研
究成果など新たな知見を共有し、
パートナーシップ・ナーシングシ
ステムの発展に寄与する

院外教育

●看護協会、文部科学省、厚生労働省、
地方自治体、民間企業などの研修
会へ参加

パートナーシップ・
マインド研修（全員対象）

自由参加・その他

●文献学習を通して、看護を考え、自己
を振り返り、看護実践に役立てられる

●看護過程を通して看護判断力を身につ
け、部分的に支援を受けながら、担当
看護師として個別的ケアが正確かつ安
全に倫理的視点をもって実践できる

●担当看護師としての役割を理解し必要
な看護が実践できる

●患者に必要な援助を、倫理的視点を踏
まえて明確にでき、実践することがで
きる。

●患者の個別性に応じた看護計画の立案
と評価ができる

●自分自身の看護実践における問題点と
課題を明らかにすることができる

●主体的に行動し、基礎的看護技術を確
実に習得し、安全で患者の個別性に
あったケアが提供できる

●担当看護師として、退院にむけて患者
に必要な支援が理解できる

●文献学習
●グループワーク
●看護理論の診断・看護展開の学習およ
び演習

●看護記録監査の学習・演習

基礎Ⅱ

２年目

●組織及び看護チームの一員としての役
割と責任を自覚する

●基本的知識、技術、態度を身につけ、
正確かつ安全に看護実践ができる能力
を養う

●自己の課題を認識し、学習に取り組める
●早期に職場適応できる

●大学及び附属病院の概要を知り、組織
の一員としての心構えができ、配属場
所と関連部門について理解する

●看護手順、検査手順を参考に正確かつ
安全に看護実践できる

●身体的な問題状況、健康問題の認識、
生活背景、習慣、興味、関心等の情報
から対象の理解ができる

●患者とのよい人間関係が形成できる
●看護記録ガイドブックに沿って正確に
記載でき、看護過程支援システムの操
作ができる

●指導を受けながら個別的な看護計画を
立てることができる

●看護チームの一員としてチームワーク
を持てる

●新規採用職員説明会
●看護部オリエンテーション
●医療倫理・医療安全・感染管理
●看護記録・看護診断演習
●看護技術トレーニング
●安全対策のための技術演習
 （輸液ポンプ・シリンジポンプの取扱い、
抗がん剤取扱い）

●危険予知（転倒・転落防止、注射）
●医療安全のための講義（KYT/SBAR講義）
●急変・アナフィラキシー
●リフレクション
●救急蘇生法と気管挿管介助の講義・演習
●フィジカルアセスメント
●臨床倫理

基礎Ⅰ

内定者を対象とした
講座で、毎年プロの
講師を招き、看護師
国家試験の対策講
座を開催。

国家試験対策
講座

１年目

新人１年目から安心の教育プログラムです。
卒後３年間、段階別に研修を受け、看護の基礎をしっかりと身につけます。

入職前

看護の役割は、より専門化
し、看護の枠を超えた広い
医療の知識と技能が求めら
れ、ますます重要になって
きています。
将来、看護師としての多彩
なキャリアと活躍が期待さ
れます。

キャリアアップ
の可能性

目

　的

目

　標

内

　容

看護部の教育目標

１．看護診断過程のプロセスを理解し、個々の患者のニーズにあった看護が実践できる。

２．安全、安楽な、知識に裏付けされた技術を患者に提供できる。

３．看護研究を通して日々の看護実践を研究的視点で捉えることができる。

４．日々実践している看護を倫理的視点から考えることができる。

５．患者、家族および医療チームメンバーと円滑な人間関係を築くことができる。

大学院進学

認定看護師
専門看護師

コーディネーター
（治験・臓器移植）

看護学教員

管理職

管理研修

院内認定研修

オンデマンド研修

職場復帰支援プログラム
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日本看護協会から認定された専門看護師７名・認定看護師29名（平成31年４月現在）が各分野にいます。

認定看護師・専門看護師紹介

看護のスペシャリストが身近に、
貴重なアドバイスでスキルアップ。

やりたい看護

〈　　　　　  　　　　　　　〉 〈   　　　　　　　　　　〉 〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   〉

看護師キャリア17年
北6階

アンテナを高くする

　救急患者は時と場所を選ばず発生し、対
象は疾病、外傷、脳血管障害、中毒などの
多種多様な疾病・外傷を有したあらゆるラ
イフステージの患者さんとその家族です。
事故や急な病気、慢性疾患の急性増悪は患
者・家族にとって、日常から非日常に強制
的に変化させられる瞬間です。そのため、
スピーディに緊急度・重症度を見極め、適
切なタイミングで治療・看護を提供する必
要があります。それが、患者の命を救い、
生活の質を維持し、当たり前の生活に戻っ
ていけるお手伝いができるのではないかと
信じ、日々自己研鑚に励んでいます。

看護師キャリア16年
救急部

当たり前の生活を守っていく

　認知症を患う方が新たな疾患を抱え入院
されます。慣れない環境の中、大きな不安
を抱え、混乱されることもしばしばですが、
一番近い存在である看護師の関わりで安心
して過ごしていただけると考えています。
経験豊富な人生の先輩方が今何を思い、ど
こでどのように過ごしたいと考えておられ
るのか伺いながら、ご本人、ご家族ととも
に退院後の生活を考えようと日々努力して
います。

　感染管理は目に見えない細菌やウイルス、
時には人の考えを相手に、患者や家族、医
療者を感染症から守るための活動していま
す。相手が目に見えないためスタッフに必
要性を伝え、理解してもらうことは難しい
ですが、スタッフが当たり前に必要な感染
対策を実践しているとき、やりがいを感じ
ます。感染管理には、日常業務で「おかし
いな」、「変だな」と思うアンテナを高くし
ておくことが必要です。皆さんと、些細な
疑問でも一緒に話していくことから始め、
感染管理に取り組みたいと考えています。

看護師キャリア15年
西2階

「生きるとは」を
ともに考え寄り添う

　乳がんは女性のがんり患率1位で、患者さ
んは若年者から高齢者までと幅が広く、治
療経過も長く、それに伴う生活上の問題や
合併症に悩む時期も長期化しています。そ
のため様々な問題に対しサポートが必要で
あり、入院前から退院後の患者の不安や疑
問への対応を行っています。多くの患者は、
働きながら子供や家族の世話を行っており、
入院によって起こる生活への影響を考えな
がら治療に臨まれています。そのような患
者の状況を理解し、自分らしく生活しなが
らも治療を継続できるように、また、女性
として自信をもって生きていけるようサ
ポートしていきたいと考えています。

看護師キャリア25年
がん診療推進センター

自分らしく生きるをサポート

認定看護師とは、日本看護協会認定看護師認定審査に合格し、あ
る特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有すること
が認められた者をいいます。
専門看護師とは、日本看護協会専門看護師認定審査に合格し、あ
る特定の専門看護分野において卓越した看護実践能力を有するこ
とを認められた者をいいます。
認定看護師・専門看護師は通常業務以外に所属部署を超えた活動
を行うほか、院内外の専門分野における連携、院内外の教育、院内
の指導的な役割も担っています。
認定看護師・専門看護師の審査を受けるには、5年以上の看護実績
（認定・専門分野の看護実績3年間以上）と指定された教育課程を
修了しなければなりません。

認定看護師・専門看護師とは

看護部長の推薦のもとで、認定看
護師の教育研修を出張扱いで受講
できる制度、専門看護師になるた
めの自己啓発休業制度を設けまし
た。病院での身分を保証するとと
もに、経済的にも支援しています。

認定看護師・専門看護師に
なるための支援制度

専門看護師・認定看護師が看護実践の支援をします

認知症看護  認定看護師　丸木 裕美 乳がん看護  認定看護師　浦井 真友美

感染管理  認定看護師　西村 一美 救急看護  認定看護師　林　智美

［看護師長］

［副看護師長］

［人事交流：大学間］

［人事交流：訪問看護ステーション］

私は今年4月より、看護師長とし
て循環器センターで勤務していま
す。今まで副看護師長としてコア
グループをサポートしていました
が、その時以上に病棟全体に目を
向け、スタッフの様々な話を聞き、
一緒に考え、日々多くのことを学
びながら働いています。また、で
きるだけベットサイドをラウンド
し、患者さんや家族の話を聞き寄
り添えるよう心がけています。
病棟には経験の豊富なベテラン看
護師から新人看護師まで多くのス
タッフが勤務しています。知識や
価値観、経験知の違う看護師が

PNSのもとお互いの考えを話し合いながら、患者さんや
家族へ今必要な看護は何かを考え、より良い看護が提供
できるよう日々仕事を行っています。
皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

［おもいでな］
　北病棟３階（脳神経センター）では、意識障害や認知機能低
下によりこれまで出来たことが出来なくなってしまった状況の
方が多く入院されています。このような患者さんが普通の生活
を取り戻せるように何とかしたいと想い、病棟デイ「おもいで
な」を始めました。「おもいでな」に参加された患者さんは、
アロマやマッサージで五感を刺激することで笑顔が増えていま
す。さらにレクレーションを通じて、患者さんの「人となり」
に触れることができました。リハビリセラピストと一緒にレク
レーションメニューを考えていき、看護の視野が広がり新たな
発見を得ることが楽しみにつながっています。

私は産婦人科病棟に勤務していま
す。女性病棟で生命の誕生から死
までの一生に関わり、女性のライ
フサイクルを日々学び、考えなが
ら看護をしています。また、外
来・病棟の一元化を導入しており、
入院前や退院後の患者さんとの関
わりを通して、患者さんに寄り
添ったより質の高い、シームレス
な看護サービスを継続できるよう
取り組んでいます。副看護師長と
いう立場になり、病棟及び外来の
教育体制を整え、看護実践能力の
向上を図り根拠ある看護実践がで
きるよう、教育体制の見直しを頑
張っています。「令和」という新

年号になり、これからの日本を担う世代のみなさんと共
に働けることを楽しみにしております。

看護師長

釼内 由香里
南３階

こまつ看護学校 卒

副看護師長

田中 裕生子
東３階

福井県立
看護専門学校 卒

私はH30年度、福井勝山総合病院
で訪問看護師として1年間勤務させ
ていただきました。急性期を担う大
学病院ではあまり触れることのでき
ない「在宅医療」の領域で、その現
場でのアセスメントの視点や、在宅
での生活の中へどのように看護が
入っていくのかなど、数えきれない
新しい出会いと発見がありました。
厚生労働省が推進している地域包括
ケアシステムにおいては、高齢化社
会の中で、医療依存度が重度になっ
ても最も住み慣れた地域で最後まで
生活できる社会の構造が求められて
います。「急性期を担う大学病院か

ら、シームレスに在宅での生活まで移行することを支える」
を実現するために、看護師としてできることはなんでしょ
うか。令和元年8月 1日に開設する「永平寺町立在宅訪問
診療所」で、訪問看護師として大学病院と在宅のつなぎ目
の場所で自分が積んだ経験を生かして、その答えを皆さん
と発見、共有できたらいいなと思います。

大塚 慎平
永平寺町立
在宅訪問診療所
福井大学医学部
看護学科 卒

私は脳神経センターで３年勤務し、
自分の看護を深めるために東大病院
に３年間人事交流させていただきま
した。同じ脳外科でも入院患者さん
の病態や治療、スタッフの看護観も
全く違うことに刺激を受けました。
自己研鑽活動にも積極的に参加する
きっかけとなり、看護師として大き
な成長につながりました。人事交流
を悩んでいた際に、上司や同僚が背
中を押してくれたこと、また、温か
く迎えてくれたことに感謝し、人事
交流をお勧めします。

清水 歩圭
南７階

福井市医師会
看護専門学校 卒

みなさんご就職おめでとうございます。
私は昨年に引き続いてクリニカルコー
チを務めさせて頂くことになりました。
新人のみなさんは毎日緊張する環境の
中で覚える技術、業務が沢山あってと
ても大変だと思います。私も１年目の
時は不安と緊張の毎日でした。しかし、
日々の業務の中で先輩方の温かい指導
を受け、集合研修では看護技術演習で
技術を学んでいくうちに少しずつ自分
に自信を持てるようになりました。み
なさんが自信をもって看護を行えるよ
うに精一杯のサポートして行きたいと
思います。どんどん積極的に声をかけ
てくださいね。

2015年４月入職
福井大学医学部看護学科 卒

南４階

皆さんこんにちは。私は今年度から初
めてクリニカルコーチを務めさせて頂
くことになりました。
私自身も新人時代は不安と緊張でいっ
ぱいの日々でした。しかし当院では
PNSを始め、看護総合力育成プログラ
ムが整えられているため、個々の患者さ
んのニーズにあった看護を先輩方から
学ぶことができ、安心して目の前の患者
さん家族と関われるようになりました。
私もクリニカルコーチ1年目として、新
人の皆さんと共に学び、成長していける
よう頑張っていきたいと思っています。

2016年４月入職
福井工業大学附属
福井高等学校衛生看護科 卒

西２階

クリニカルコーチ
からのメッセージ

・救急看護 3名
・感染管理 3名
・糖尿病看護 2名
・がん化学療法看護 1名
・不妊症看護 1名
・摂食・嚥下障害看護 1名
・乳がん看護 1名
・新生児集中ケア 1名
・皮膚・排泄ケア 1名

・認知症看護 2名
・集中ケア 2名
・がん性疼痛看護 2名
・手術看護 3名
・脳卒中リハビリテーション
　看護 2名
・緩和ケア 1名
・慢性呼吸器疾患看護 1名
・小児救急看護 2名

認定看護師

・がん看護 3名
・小児看護 1名
・精神看護 1名

・急性・重症患者看護 1名
・災害看護 1名

専門看護師

患者総合支援センターのご案内
患者総合支援センターは、「入院支援部」「術前検査支援部」
「患者相談部」「地域医療連携部」「在宅療養相談部」の５部門
から構成され、患者さんの円滑な入院から退院、在宅療養から
就労・復学までトータルに支援し、患者満足の向上と地域の医
療機関との連携強化に取り組んでいます。入院する前から入院
生活がイメージできるよう関わることで、患者さんが安心して
入院し治療を受け、各部署に配置された入退院支援職員を中心
に多職種と協働・連携し退院支援計画を立て、スムーズに在宅
療養に移行できるようにしています。ケースにより在宅医や訪
問看護師・ケアマネジャー等と連携し支援しています。
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日本看護協会から認定された専門看護師７名・認定看護師29名（平成31年４月現在）が各分野にいます。

認定看護師・専門看護師紹介

看護のスペシャリストが身近に、
貴重なアドバイスでスキルアップ。

やりたい看護

〈　　　　　  　　　　　　　〉 〈   　　　　　　　　　　〉 〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   〉

看護師キャリア17年
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切なタイミングで治療・看護を提供する必
要があります。それが、患者の命を救い、
生活の質を維持し、当たり前の生活に戻っ
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救急部
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されます。慣れない環境の中、大きな不安
を抱え、混乱されることもしばしばですが、
一番近い存在である看護師の関わりで安心
して過ごしていただけると考えています。
経験豊富な人生の先輩方が今何を思い、ど
こでどのように過ごしたいと考えておられ
るのか伺いながら、ご本人、ご家族ととも
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　感染管理は目に見えない細菌やウイルス、
時には人の考えを相手に、患者や家族、医
療者を感染症から守るための活動していま
す。相手が目に見えないためスタッフに必
要性を伝え、理解してもらうことは難しい
ですが、スタッフが当たり前に必要な感染
対策を実践しているとき、やりがいを感じ
ます。感染管理には、日常業務で「おかし
いな」、「変だな」と思うアンテナを高くし
ておくことが必要です。皆さんと、些細な
疑問でも一緒に話していくことから始め、
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「生きるとは」を
ともに考え寄り添う
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療経過も長く、それに伴う生活上の問題や
合併症に悩む時期も長期化しています。そ
のため様々な問題に対しサポートが必要で
あり、入院前から退院後の患者の不安や疑
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働きながら子供や家族の世話を行っており、
入院によって起こる生活への影響を考えな
がら治療に臨まれています。そのような患
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らも治療を継続できるように、また、女性
として自信をもって生きていけるようサ
ポートしていきたいと考えています。

看護師キャリア25年
がん診療推進センター
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入院し治療を受け、各部署に配置された入退院支援職員を中心
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教育環境

看護体制

病院概要

日進月歩の医療現場において、新しい技術や知識を習得する「場」として、平成21年度に
「臨床教育研修センター」、平成26年度に「シミュレーションセンター」を開設しました。
技能教育・研修の場として、実技修練のための器具やシミュレータなどを備え、24時間
使用できる体制をとっています。コンピュータ内蔵の人形（シミュレータ）を利用し、
まさに実際の現場を想定した実技の練習を充分に行うことができます。

日進月歩の医療現場において、新しい技術や知識を習得する「場」として、平成21年度に
「臨床教育研修センター」、平成26年度に「シミュレーションセンター」を開設しました。
技能教育・研修の場として、実技修練のための器具やシミュレータなどを備え、24時間
使用できる体制をとっています。コンピュータ内蔵の人形（シミュレータ）を利用し、
まさに実際の現場を想定した実技の練習を充分に行うことができます。

専門分野の異なるスタッフが医療情報を共有し、コミュニケーション
をはかり、共通の目標に向かって成果を生み出していきます。患者の
希望を尊重し、退院後も生き生きとした生活を送れることが目標です。

［チーム医療］
●看護方式　パートナーシップ・ナーシング・システム（ＰＮＳ）

●看護部スタッフ
　看護部長　　大北美恵子
　副看護部長　山内　順子（総務担当）
　副看護部長　五十嵐裕子（教育担当）
　副看護部長　五十嵐行江（業務担当）
　副看護部長　諏訪　万恵（企画・経営担当）

●診療報酬における看護体系
　特定機能病院
　一般病棟：７対１入院基本料　急性期看護補助体制加算25対１
　神経科精神科病棟：13対１入院基本料

［看護体制］

生きた看護を学ぶ。生きた看護を学ぶ。

看護師長 29名
副看護師長 58名
助産師 14名
看護師 640名
看護助手 44名
事務補佐員 34名

患者さんの側で、人にやさしい看護を実践。

言語療法士

臨床工学技師
栄養士

看護師・助産師
患者の側で、
人にやさしい看護を実践。
患者本位で看護計画を立て、
記録、評価を行う。

医師

薬剤師

患者の皆様

病　院　名 福井大学医学部附属病院

病　院　長 腰地　孝昭（平成28年4月1日就任）

 専門領域：心臓血管外科

開院年月日 昭和58年（1983年）10月1日開院

［病院の基本理念］
最高・最新の医療を安心と信頼の下で

［建物のご案内（平成30年４月１日現在）］

病　床　数 600床（一般病床、精神病床）

 ■ 一般病床：559床

 ■ 精神病床： 41床

1日平均患者数 2018年度　外来1,418人、入院540人

● 医療環境制御センター
医療安全及び感染対策相互の医療連携を基に
迅速かつ機動的に行動するため、これらを一
元的に行う組織として「医療環境制御セン
ター」を設置し、その下に「医療安全管理
部」及び「感染制御部」を置いています。

● ISO9001認証
病院機能評価・患者サービス等の
ための改善体制

● 仕事と育児を両立できる職場環境
次世代育成支援対策推進法に基づく、基準適合の
認定取得
（福井大学全体として県内第１号の認定）

● 高度な医療技術
血液疾患の化学療法、小児がんの治療、未熟児診療、循環器関係
手術、消化器関係手術等治療、脊椎・腰椎関係手術、前立腺がん
治療、口腔外科手術など：施設基準に関係する手術（実施症例数、
専門医〈経験年数等〉）

● 地域がん診療連携拠点病院
質の高いがん医療の提供、地域におけるがん医療の向上、県民に
対するがん治療の情報提供

● エイズ治療の中核拠点病院
厚生労働省によりエイズ診療の充実と、地域内および地域間の連
携を充実させることを目的として認定された。

● 最先端画像診断
PET装置（PET-CT）、CT装置（MD-CT）、MR装置（3T-MR）

［病院の特色］

  

医療安全RM
（リスクマネージャー）

バッヂ

ISO9001

次世代認定マーク

放射線技師 臨床検査技師

理学療法士
作業療法士

成育・女性医療センター

こころのセンター 〇集中治療部　　〇手術部　　　　〇滅菌管理部

〇アメニティエリア　　〇救急部
〇売店・カフェ　　　　〇栄養部

B棟西 B棟東

A 棟 北 A 棟 南

腫瘍センター

運動器センター

皮膚・頭頸部センター

消化器センター

脳・神経センター

腎センター

生活習慣病センター

呼吸器センター

消化器センター

循環器センター
3F
2F
1F

2F
1F

7F

6F

5F
4F
3F

〇腎臓内科
〇泌尿器科
〇歯科口腔外科
〇緩和ケア

〇整形外科
〇眼科
〇内分泌・代謝内科
〇循環器内科
〇救急科

〇呼吸器内科
〇呼吸器外科
〇救急部

〇消化器外科

〇循環器内科
〇心臓血管外科

ER

7F

6F
5F
4F

3F

〇血液・腫瘍内科
〇感染症・膠原病内科
〇放射線科
〇麻酔科蘇生科
〇腎臓内科
〇歯科口腔外科

〇整形外科
〇リハビリテーション科

〇耳鼻咽喉科・頭頸部外科
〇皮膚科
〇形成外科

〇消化器内科
〇消化器外科
〇乳腺・内分泌外科

〇脳脊髄神経外科
〇脳神経内科
〇皮膚科
〇形成外科

2F 〇神経科精神科 3F 〇小児科　〇産科婦人科
〇総合周産期母子医療センター
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教育環境

看護体制

病院概要

日進月歩の医療現場において、新しい技術や知識を習得する「場」として、平成21年度に
「臨床教育研修センター」、平成26年度に「シミュレーションセンター」を開設しました。
技能教育・研修の場として、実技修練のための器具やシミュレータなどを備え、24時間
使用できる体制をとっています。コンピュータ内蔵の人形（シミュレータ）を利用し、
まさに実際の現場を想定した実技の練習を充分に行うことができます。

日進月歩の医療現場において、新しい技術や知識を習得する「場」として、平成21年度に
「臨床教育研修センター」、平成26年度に「シミュレーションセンター」を開設しました。
技能教育・研修の場として、実技修練のための器具やシミュレータなどを備え、24時間
使用できる体制をとっています。コンピュータ内蔵の人形（シミュレータ）を利用し、
まさに実際の現場を想定した実技の練習を充分に行うことができます。

専門分野の異なるスタッフが医療情報を共有し、コミュニケーション
をはかり、共通の目標に向かって成果を生み出していきます。患者の
希望を尊重し、退院後も生き生きとした生活を送れることが目標です。

［チーム医療］
●看護方式　パートナーシップ・ナーシング・システム（ＰＮＳ）

●看護部スタッフ
　看護部長　　大北美恵子
　副看護部長　山内　順子（総務担当）
　副看護部長　五十嵐裕子（教育担当）
　副看護部長　五十嵐行江（業務担当）
　副看護部長　諏訪　万恵（企画・経営担当）

●診療報酬における看護体系
　特定機能病院
　一般病棟：７対１入院基本料　急性期看護補助体制加算25対１
　神経科精神科病棟：13対１入院基本料

［看護体制］

生きた看護を学ぶ。生きた看護を学ぶ。

看護師長 29名
副看護師長 58名
助産師 14名
看護師 640名
看護助手 44名
事務補佐員 34名

患者さんの側で、人にやさしい看護を実践。

言語療法士

臨床工学技師
栄養士

看護師・助産師
患者の側で、
人にやさしい看護を実践。
患者本位で看護計画を立て、
記録、評価を行う。

医師

薬剤師

患者の皆様

病　院　名 福井大学医学部附属病院

病　院　長 腰地　孝昭（平成28年4月1日就任）

 専門領域：心臓血管外科

開院年月日 昭和58年（1983年）10月1日開院

［病院の基本理念］
最高・最新の医療を安心と信頼の下で

［建物のご案内（平成30年４月１日現在）］

病　床　数 600床（一般病床、精神病床）

 ■ 一般病床：559床

 ■ 精神病床： 41床

1日平均患者数 2018年度　外来1,418人、入院540人

● 医療環境制御センター
医療安全及び感染対策相互の医療連携を基に
迅速かつ機動的に行動するため、これらを一
元的に行う組織として「医療環境制御セン
ター」を設置し、その下に「医療安全管理
部」及び「感染制御部」を置いています。

● ISO9001認証
病院機能評価・患者サービス等の
ための改善体制

● 仕事と育児を両立できる職場環境
次世代育成支援対策推進法に基づく、基準適合の
認定取得
（福井大学全体として県内第１号の認定）

● 高度な医療技術
血液疾患の化学療法、小児がんの治療、未熟児診療、循環器関係
手術、消化器関係手術等治療、脊椎・腰椎関係手術、前立腺がん
治療、口腔外科手術など：施設基準に関係する手術（実施症例数、
専門医〈経験年数等〉）

● 地域がん診療連携拠点病院
質の高いがん医療の提供、地域におけるがん医療の向上、県民に
対するがん治療の情報提供

● エイズ治療の中核拠点病院
厚生労働省によりエイズ診療の充実と、地域内および地域間の連
携を充実させることを目的として認定された。

● 最先端画像診断
PET装置（PET-CT）、CT装置（MD-CT）、MR装置（3T-MR）

［病院の特色］

  

医療安全RM
（リスクマネージャー）

バッヂ

ISO9001

次世代認定マーク

放射線技師 臨床検査技師

理学療法士
作業療法士

成育・女性医療センター

こころのセンター 〇集中治療部　　〇手術部　　　　〇滅菌管理部

〇アメニティエリア　　〇救急部
〇売店・カフェ　　　　〇栄養部

B棟西 B棟東

A 棟 北 A 棟 南

腫瘍センター

運動器センター

皮膚・頭頸部センター

消化器センター

脳・神経センター

腎センター

生活習慣病センター

呼吸器センター

消化器センター

循環器センター
3F
2F
1F

2F
1F

7F

6F

5F
4F
3F

〇腎臓内科
〇泌尿器科
〇歯科口腔外科
〇緩和ケア

〇整形外科
〇眼科
〇内分泌・代謝内科
〇循環器内科
〇救急科

〇呼吸器内科
〇呼吸器外科
〇救急部

〇消化器外科

〇循環器内科
〇心臓血管外科

ER

7F

6F
5F
4F

3F

〇血液・腫瘍内科
〇感染症・膠原病内科
〇放射線科
〇麻酔科蘇生科
〇腎臓内科
〇歯科口腔外科

〇整形外科
〇リハビリテーション科

〇耳鼻咽喉科・頭頸部外科
〇皮膚科
〇形成外科

〇消化器内科
〇消化器外科
〇乳腺・内分泌外科

〇脳脊髄神経外科
〇脳神経内科
〇皮膚科
〇形成外科

2F 〇神経科精神科 3F 〇小児科　〇産科婦人科
〇総合周産期母子医療センター
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新年会などの楽しいイベントや
連続した有給休暇などでリフレッシュ。
リフレッシュのために、年20日の年次休暇と、リフレッシュ休暇日

（６日間）があり、１週間以上の連続した有給休暇をとることができ

ます。また、新人歓迎会、スポーツ大会、新年会など、豪華景品付き

の楽しいイベントを行っています。

リフレッシュ支援 余暇を楽しむ

1階のアメニティエリアには、福井県産の木材で作られた家具が置かれ、
患者さんが家族やお見舞いの方とくつろげる空間となっています。壁と
吹き抜けには福井県の特産である糸と漆を使ったアート作品が飾られて
いますが、災害時にはこのエリアはトリアージスペースとなり、アート
作品の箇所が酸素供給等の装置に変わります。

アメニティ 〈周辺マップ〉

〈交通のご案内〉

〈育児休業〉
育児休業は３歳未満の子を養育するために職員の身分を保障
したまま休業できる制度で、毎年約40人の看護師（パート
看護師含む）が１年から２年の育児休業を取得しています。

〈育児短時間勤務制度〉
育児休暇復帰後から小学校３年生終了までの期間、勤務時
間を短くすることができる制度があります。また、小学校
入学までの子が病気の場合の看護休暇制度もあります。

〈保育施設〉
他に例をみないすばらしい施設のはなみずき
保育園が平成21年４月開設しました。
思いやりの心を育む・自分で考え、自分で行
動できる子を育む・個性を大切に「自分らし
く育つ」ことを応援する・保護者への安心を
提供する、との基本方針で、生後８週間経過
後から満６歳（就学前）のお子さんを対象に、
夜間・延長・一時保育を行っています。

子育て支援

福利厚生 院内施設・周辺マップ

仕事に打ち込むための
魅力的なリフレッシュ・支援体制

ますます便利に
快適に働けるように。

充実した設備が整っています。
室内は、ユニットバス・

トイレ・クローゼット・

エアコン・CATV付き

のワンルームマンショ

ンタイプです。

看護師宿舎

看護部エリア

［看護師本来の業務ができる支援体制］

各看護単位に
看護助手とフロアアシスタントを配置

医療消耗品は、
外注業者が病棟まで搬入し
全て補充

医療機器は
MEセンターが保守・管理

薬剤・器材・検体等は
外注業者が搬送

子育てや仕事復帰への不安・戸惑いなど同じ悩みを抱えているママたちが、一緒にゆっく
りお茶を飲みながら語り合う場です。
内容は「安心して復帰するための準備」「事務手続き」「子育てママナースの体験談」「子育
てネットワーク情報」「フリートーク」など。

ママ・パパナースカフェ

LAWSON TULLY’S

■バ ス
JR福井駅前（１番のりば）発
福井大学病院行……………………………約35分

■北陸自動車道
福井北インターチェンジから……………約10分
丸岡インターチェンジから………………約10分

■電 車
えちぜん鉄道（勝山永平寺線）松岡駅下車
京福バス乗り換え、福井大学病院行……約５分

シャワールーム更衣室

ラーニングスペース コミュニティスペース

仮眠室

ホノルルマラソン完走
（反保 沙由実）

バイオリン
演奏
（下條 孝彰）

安心して仕事と子育てが両立できる体制です。

丸岡I.C

福井北I.C

至加賀・金沢至加賀・金沢

至勝山
　大野
　白鳥

至勝山

至福井・米原至越前・敦賀至米原・京都

えちぜん鉄道
福井駅

JR福井駅

坂井市
丸岡総合支所

九頭竜川

至福井市街

中央卸売市場

国道８号線

永平寺町役場
えちぜん鉄道
勝山永平寺線

福井県総合
グリーンセンター

松岡駅

Ｊ
Ｒ
北
陸
線

北
陸
自
動
車
道

北
陸
自
動
車
道

福井I.C

福井県立大学

福井大学医学部附属病院

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
り

至
金
沢

一本田

大和田

羽崎

新保

八ツ口
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新年会などの楽しいイベントや
連続した有給休暇などでリフレッシュ。
リフレッシュのために、年20日の年次休暇と、リフレッシュ休暇日

（６日間）があり、１週間以上の連続した有給休暇をとることができ

ます。また、新人歓迎会、スポーツ大会、新年会など、豪華景品付き

の楽しいイベントを行っています。

リフレッシュ支援 余暇を楽しむ

1階のアメニティエリアには、福井県産の木材で作られた家具が置かれ、
患者さんが家族やお見舞いの方とくつろげる空間となっています。壁と
吹き抜けには福井県の特産である糸と漆を使ったアート作品が飾られて
いますが、災害時にはこのエリアはトリアージスペースとなり、アート
作品の箇所が酸素供給等の装置に変わります。

アメニティ 〈周辺マップ〉

〈交通のご案内〉

〈育児休業〉
育児休業は３歳未満の子を養育するために職員の身分を保障
したまま休業できる制度で、毎年約40人の看護師（パート
看護師含む）が１年から２年の育児休業を取得しています。

〈育児短時間勤務制度〉
育児休暇復帰後から小学校３年生終了までの期間、勤務時
間を短くすることができる制度があります。また、小学校
入学までの子が病気の場合の看護休暇制度もあります。

〈保育施設〉
他に例をみないすばらしい施設のはなみずき
保育園が平成21年４月開設しました。
思いやりの心を育む・自分で考え、自分で行
動できる子を育む・個性を大切に「自分らし
く育つ」ことを応援する・保護者への安心を
提供する、との基本方針で、生後８週間経過
後から満６歳（就学前）のお子さんを対象に、
夜間・延長・一時保育を行っています。

子育て支援

福利厚生 院内施設・周辺マップ

仕事に打ち込むための
魅力的なリフレッシュ・支援体制

ますます便利に
快適に働けるように。

充実した設備が整っています。
室内は、ユニットバス・

トイレ・クローゼット・

エアコン・CATV付き

のワンルームマンショ

ンタイプです。

看護師宿舎

看護部エリア

［看護師本来の業務ができる支援体制］

各看護単位に
看護助手とフロアアシスタントを配置

医療消耗品は、
外注業者が病棟まで搬入し
全て補充

医療機器は
MEセンターが保守・管理

薬剤・器材・検体等は
外注業者が搬送

子育てや仕事復帰への不安・戸惑いなど同じ悩みを抱えているママたちが、一緒にゆっく
りお茶を飲みながら語り合う場です。
内容は「安心して復帰するための準備」「事務手続き」「子育てママナースの体験談」「子育
てネットワーク情報」「フリートーク」など。

ママ・パパナースカフェ

LAWSON TULLY’S

■バ ス
JR福井駅前（１番のりば）発
福井大学病院行……………………………約35分

■北陸自動車道
福井北インターチェンジから……………約10分
丸岡インターチェンジから………………約10分

■電 車
えちぜん鉄道（勝山永平寺線）松岡駅下車
京福バス乗り換え、福井大学病院行……約５分

シャワールーム更衣室

ラーニングスペース コミュニティスペース

仮眠室

ホノルルマラソン完走
（反保 沙由実）

バイオリン
演奏
（下條 孝彰）

安心して仕事と子育てが両立できる体制です。

丸岡I.C

福井北I.C

至加賀・金沢至加賀・金沢

至勝山
　大野
　白鳥

至勝山

至福井・米原至越前・敦賀至米原・京都

えちぜん鉄道
福井駅

JR福井駅

坂井市
丸岡総合支所

九頭竜川

至福井市街

中央卸売市場

国道８号線

永平寺町役場
えちぜん鉄道
勝山永平寺線

福井県総合
グリーンセンター

松岡駅

Ｊ
Ｒ
北
陸
線

北
陸
自
動
車
道

北
陸
自
動
車
道

福井I.C

福井県立大学

福井大学医学部附属病院

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
り

至
金
沢

一本田

大和田

羽崎

新保

八ツ口
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福井大学医学部附属病院看護部の

新人看護師とクリニカルコーチの一人ひとりの胸には、

かわいいバッジが光っています。

それは、看護部の一員になった証。

厳しさの中にも優しさを兼ね備えた

看護部長からの心をこめたメッセージです。

〒910-1193  福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
TEL／0776-61-3111（代表）　URL／http://www.hosp.u-fukui.ac.jp 福井大学　医学部附属病院 検索

特定機能病院

福井大学医学部附属病院
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福井大学医学部附属病院  看護部

看護職員募集案内


