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クリティカルケア看護というと超急性期をイメージされるかもしれませんが、
クリティカルケア看護の対象となる患者さんは超急性期に限定されません。急
性期、回復期、慢性期、および終末期においてもクリティカルな状態があり、
看護の場はICUから在宅にまでわたると言われています。 

藁谷 夏音（わらがい かのん） 
救急救命センター 

昨年12月にクリティカルケア認定看護師となりました。 

クリティカルケア認定看護師は、2020年に救急看護と集

中ケアが統合され、「呼吸器関連」、「栄養及び水分管
理に係る薬剤投与関連」、「循環動態に係る薬剤投与関
連」の3区分の特定行為を組み込んで教育が開始された
新たな分野です。 

いずれは救命救急センターから転棟する患者さんをフォローアップし、
入院から継続して看護していくことができればと思っています。資格
を取得したばかりでまだまだ未熟ですが、私でお力になれることがあ
ればいつでもご相談下さい。よろしくお願い致します。 

クリティカルケア 認定看護師 

当院初のクリティカルケア分野。 

分野の紹介と今後の抱負を伺いました！ NEW FACE 

昨年からこの春にかけて新たに認定看護師 1名、診療看護師 2名が誕生！ 
3名の「NEW FACE」と院内の専門・認定・診療看護師を一気に紹介します！ 

スペシャリスト達と共に 心のこもった看護 （看護部理念）を提供しよう 

今月の特集 

特定認定看護師 



大学院での学びと、これからのローテーション研修での学びを得て、
医師や看護師、コメディカル、または患者家族との橋渡し役として、
チームダイナミクスを活かし、患者さんの診療や人生が望む方向へ
と手助けできる活動を行っていきたいです。まだまだ半人前ではあ
りますが、一緒に患者さんを診療していく仲間として、皆さんとよ
り良い医療を提供できるように努力していきたいと思います。 

JNPであれば医学知識も備わり「論理的推論」から指示を仰ぐことができると思っ

ています。ローテーションがはじまったばかりですが、治療方針の決定される過程
をしっかりと学び、看護師の皆さんとも情報共有しながら協働できればと思ってい
ます。至らない点も多いと思いますが、何卒宜しくお願い致します。 

診療看護師 

皆川 仁（ひとし） 

本年度5月より診療科のローテンションでお世話にな
ります。５月から総合診療科、8月から循環器内科、
11月から腎臓内科、1月から麻酔科を回る予定です。 

医師の医学的知識のもと「論理的推論」から鑑別診
断を上げ、様々な検査を行い診断する思考過程を知
りたいと思ったのがJNPを目指すきっかけでした。 

看護師時代は臨床推論を行い患者さんの病態を把握
していたつもりでしたが、それは「パターン認識」
での看護でした。 

菅原 留美 

今年度4月から診療看護師となりました。 

現在は5月から3か月間、循環器内科で研修を行って
います。 

診療看護師を目指すきっかけは、患者さんの状態が
変化や増悪した時に、医師が術中で対応が困難で
あったため、患者さんへの早急な対応ができなかっ
たことがありました。その経験から、タイムリーな
医療を提供できる診療看護師になりたいと思うよう
になりました。さらに、看護師では学んでこなかっ
た医師の思考過程、臨床推論を学びたいと思い志望
致しました。 

今年から活動開始した診療看護師のお二人。 

診療看護師を目指したきっかけや今後の抱負を伺いました！ 

NEW FACE 

NEW FACE 

診療看護師 



乳がんが増えている昨
今、同世代の女性とし
て一生懸命に対応させ

ていただきます 

二階堂 奈美 
チーム医療推進室 

努力・謙虚・感謝の気持
ちを忘れずに頑張ります 

患者・家族に寄り添い、安
心で安全な医療の提供に 

努めています 

診療看護師 

鈴木 なつみ 
７階西病棟/チーム医療推進室 

茂木 綾子 
乳腺外科 

渥美 真樹子 
心臓血管外科 

「患者ファースト」を
モットーに、医療者間で
の連絡を密にし、丁寧な
対応を心がけていきたい

と思っています 

当院の診療看護師、認定看護師、専門看護師を紹介！ 

専門性の発揮におけるモットー、大切にしていることを伺いました！ 

  「 MET Call 」 

私達が対応しています。 

急変の予兆を発見したら 

MET Call！  

１.包括的健康アセスメント 

２.医療処置・管理の実践 

３.熟練した看護実践 

４.看護マネジメント 

５.チームワーク・ 協働 

６.医療保健福祉制度の活用・開発 

７.倫理的意思決定 

患者のQOL向上のために医師や多職種と連携・

協働し、倫理的かつ科学的根拠に基づき一定レ
ベルの診療を行うことができる看護師です。 

医療保険福祉の場で上記の能力を発揮します。 

教えて！ 

診療看護師って 

どんな看護師? 



がん看護 専門看護師 
がん性疼痛看護 認定看護師 

患者さん、ご家族の想いと
向き合い、その人らしさを
大切にした看護が提供でき

るよう努めています 

髙橋 紀子 
看護部 緩和ケアチーム  

縁の下の力持ちとして病
院全体の感染対策をサ
ポートしていきたいと考
え日々活動しています 

深瀬 真由美 
感染対策室 

石栗 広志 
感染対策室 

日々様々な職種の方と関わ
りながら病院全体がチーム
となって感染対策が行える

よう努めています 

穴澤 奈生子 
手術室 

医療従事者が適切な感染
対策を実践できることで、
患者さんが安心して過ご
せるように努めています 

感染管理 認定看護師 

感染対策の大きな目標は 

病院に関わる全ての方を感染症から守ること 

専門看護分野で上記の役割を果たします。 

１.実践：個人･家族または集団への卓越した看護実践 

２.相談：看護者,ケア提供者へのコンサルテーション 

３.教育：看護職者に対する専門分野の教育的機能 

４.調整：保健医療福祉チームへのコーディネート 

５.研究：専門知識･技術向上及び開発を図るための 

     実践の場における研究活動 

６.倫理調整：個人･家族または集団の権利を 

       守るための倫理的問題や葛藤の解決 

複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び
集団に対して水準の高い看護ケアを効率よく提供
し、特定の専門看護分野の知識・技術を深め、保
健医療福祉の発展に貢献し併せて看護学の向上を
図る看護師です。 

教えて！ 

専門看護師ってどんな看護師? 



患者さんとその家族が
必要とするケアを考え
ながら活動しています 

松浦 誠史 
救命救急センター 

齋藤 美香子 
救命救急センター 

看護の主体は患者さん。入院前の
背景を想像しながら少しでもその
人らしい生活スタイルに近づける
ようケアに取り組んでいます 

野田 亮太 
救急外来 

救急外来から退院を見
据えた看護を提供でき
るよう活動しています 

救急看護 認定看護師 

Doctor Heli 

フライトナースも 

やっています  

脳卒中リハビリテーション看護 

認定看護師 

皆川 真澄 
６階西病棟 

患者さんと共に成長！ 

楽しく看護！ 

これが私のモットーです 

専門看護分野で 

上記の役割を果たします。 

特定の看護分野における熟練した看護技術及び知
識を用いて、あらゆる場で看護を必要とする対象
に、水準の高い看護実践を行い、看護ケアの広が
りと質の向上を図る看護師です。 

１.実践：個人・家族・集団に対し、熟練した 

              看護技術を用いて水準の高い看護を実践 

２.指導：看護職に対し看護実践を通して指導 

３.相談：看護職に対するコンサルテーション 

教えて！ 

認定看護師ってどんな看護師? 



皮膚・排泄ケア 認定看護師 

大向 由克子 
地域医療連携室 

吉田 李生 
看護部 褥瘡対策チーム 

患者さんの皮膚をいか
に守るかをミッション
とし、日々のケアに取

り組んでいます 

局所ケアだけでなく、
患者さんやご家族の気
持ちに寄り添った看護
を心がけています 

摂食・嚥下障害看護 

認定看護師 

髙橋 奈美 
９階西病棟  

最期まで美味しく安全に 

お口から食べられる事を 

モットーに取り組んでいます 

新生児集中ケア  

認定看護師 

菊池 美穂 
母子医療センター NICU 

赤ちゃんの成長の一助に関わる責
任とともに、ご家族と一緒に成長
を見守ることのできる嬉しさが新
生児医療の魅力だと思っています 

RSTの活動も 

しています 

NSTの活動も 

しています 

仕事の必需品！ 

特定認定看護師 

医師現在、認定看護師
の教育課程は 

その分野に必要な特定
行為研修を 

含むカリキュラムと
なっています。 

の包括的指示の下 

認定看護師で特定行為研修を修了
し医師の包括的指示のもと認めら
れた医療行為を自らの判断で実施
できる看護師です。 

教えて！ 

特定認定看護師って 

どんな看護師？ 

※ 認定看護師以外で、特定行為

研修を修了した看護師を「特定
看護師」と言います。当院には
まだ特定看護師はおりません。 

現在、認定看護師の教育課程は 

その分野に必要な特定行為研修を 

含むカリキュラムとなっています。 

特定行為は、 

38行為、21区分あります。 
（詳細は厚生労働省HP参照） 



抗がん剤治療を安全に！
副作用は最小限に！ 

をモットーにしています 

吉田 美貴子 
8階西病棟 

及川 恵 
外来化学療療法室 

外来通院しながら安心して
抗がん剤治療が受けられる
ようサポートしています 

太田 宰子 
外来 

抗がん剤の治療を最後
まで続けられるように

お手伝いします 

がん化学療法看護 認定看護師 

がん化学療法看護 認定看護師 

髙橋 明菜 
看護部 

長谷 のりこ 
8階西病棟 

抗がん剤治療が安全に、
安心して受けられるよう

お手伝いします 

育児休暇中 

乳がん看護  

認定看護師 

伊藤 智子 
地域医療連携室 

“がんになっても自分らし
く”を支えられる看護師で

ありたい！ 

チーム 一丸（がん）となって 

がん相談も行っています 

特定認定看護師 



精神科 認定看護師 

沼尾 信治  
11階東病棟 

援助する側のメンタルヘルス
を良好に保つことは、患者さ
んに質の高いケアを提供する

ための必須条件である 

発 行：伊藤 智子 

担 当：髙橋 紀子 

       

管 理：及川 恵 

                                              

精神科看護において上記の役割を果たします。 

精神科の看護領域において優れた看護能力、 

知識を有すると認められた看護師です。 

１.すぐれた看護実践能力を用いて、 

  質の高い精神科看護を実践する 

２.精神科看護に関する相談に応じる 

３.精神科看護に関する指導を行う 

４.精神科看護に関する知識の発展に貢献する 

精神科認定看護師は、 

日本精神科看護協会の認定看護師です 

教えて！ 

精神科認定看護師って 

どんな看護師? 

現在、当院ホームページにある看護部の「当院で活躍する看護師」をリ
ニューアルにむけ準備中です。 

スペシャリストの専門分野や院内外の活動についてより詳しく紹介します。 

当院のホームページをリニューアル準備中！ 

ニュースの杜のback numberも 

掲載していきます。 皆さんへの 

メッセージもあるよ 夏頃ご案内の予定です。 

楽しみにしていてください。 

今回のニュースの杜は、new face3名が加わり総勢26名になった専

門・認定・診療看護師のご挨拶号となりました。スタッフの皆様
と協同し、患者さんに心のこもった看護を提供したいと考えてお
りますので、どうぞスペシャリストをご活用ください！ 


