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　当院は救命救急センターの設置、地域周産期母子医療センター 、災害拠点病院などの指定を受け

る千葉県北総地域の基幹病院です。

　また成田国際空港を控えて海外からの感染症に対応する特定感染症病床を備え、赤十字の使命で

ある国内・海外の災害救護への即応体制を整えています。

　看護部がめざす「こころ温かい看護」を、あなたのキャリアの出発点にしてください。

県内唯一の赤十字病院として、
質の高い看護サービスを提供します。

看護に誇りが持
てる環境作りを
する。

ビジョン

優しく思いやりの
心を持った看護を
提供し、患者満足
度を高める。

私たちは、赤十字の理念に基
づき、患者の人権を尊重し、
時代に即応した質の高い看護
サービスを提供します。

1.こころ温かい看護を提供する。
2. 安全な看護を提供する。
3. 専門性の高い看護を提供する。

看護理念

方針

根拠に基づいた
適切な看護を提
供する。

他部門との連携強
化を図り、チーム
医療を推進する。

看護師個々の成長に
応じたキャリアプラン
の実現を支援する。

仕事でも人間的にもとても頼り
になる看護師長がいます。
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副院長 兼 看護部長に聞く！

３２診療科と高度医療設備の整った当院で、一緒にこころ温かな看護を実践しましょう。

看護部が求める人材と看護サービス、職場環境を、副院長兼看護部長に
お聞きしました。

安全で心温かい看護の提供について
　看護体制は固定チームナーシングとディ・パートナーシップを導入

し、新人看護師や中途採用者が相談しやすいシステムとなっており

ます。また、在院日数の短縮に伴い患者・家族の方々が安心して在

宅に戻れるように、退院前にご自宅訪問を積極的に取り入れ始めま

した。特に、高齢者との生活経験のない看護師にとって、実際に生

活の場を見ることで退院指導の適切さを振り返り、安心して退院で

きるよう目指しています。

キャリアアップ支援について
　医療の進歩が目覚ましく、より高度で専門性の高い看護が求めら

れるようになっています。自分の目指す分野が決まった人には、院

外研修の参加や資格取得への支援は惜しまず協力します。また、ジェ

ネラリストを目指す人には、部署内での役割発揮や看護の語りなど

から、後輩育成に共に取り組んで頂いております。

　当院は、専門看護師が 1 名と認定看護師が 15 領域 23 名、特定

行為研修修了者が 8 名います。このような人たちとの関りから興

味のある分野を探してみませんか？

副院長 兼 看護部長
髙柴 律子 Ritsuko Takashiba

時代の変化に即応した質の高い看護サービスを提供できる看護師

　 求める看護師像

相手の立場を尊重
した素直な心を持
ち、あたたかい心
遣いで看護実践が
できる。

他職種と協働しな
がら、自律した看
護サービスが提供
できる。

専門的な知識、技
術、態度を身につ
け、専門職業人と
して自己研鑽に努
められる。

自 己 の 私 生 活 も
大切にしつつ、職
業人としての調和
がはかれ、自己実
現に向けて取り組
むことができる。

自 分 の 意 見 を ア
サーティブに伝え
られ、組織人とし
て建設的な問題解
決ができる。

看護職員が専門職として、質の高い看護サービスを提供できるように、能力開発を支援し、

看護職員のキャリア開発をめざす。

　 教育理念
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新人看護師が基本的な技術や知識をきちんと習得できるように配慮した
教育研修プログラムとなっています。

管理者 国際・救援教　育

◇卓越した看護実践ができ、医療・看護の質の向上に
　貢献できる
例えば…大学院  等

例えば…日本看護協会認定看護師教育、専門領域研修  等

例えば…初級リーダー、研究成果を活用した実践研修  等

例えば…看護記録研修、看護技術（採血、静脈注射等）演習、感染管理研修、救急法、
　　　　急変時対応、ストレスマネージメント  等

例えば…リーダーシップ研修、実地指導者研修  等

◇看護研究の実践・赤十字の推進ができる（国際救護活動）
　看護専門職としての役割モデル

◇部署単位で活動できる
　教育担当者・臨床実習指導者・救護班登録者（国内救護）
◎ジェネラリスト

◇自律して看護活動ができる（部署内）

◇指導や助言を得ながら看護ができる

ラダーⅤ

ラダーⅣ

ラダーⅢ

ラダーⅡ

ラダーⅠ

ラダーⅠ取得の為の
研修や実践を通し
看護技術の獲得や
優先度を考えた行
動が取れるように
なりました。入職時
は受動的であった
自身の行動が、ラ

ダーⅠを取得する過程で主体的行動に変
化し仕事への意欲が高まりました。引き
続きスキルアップのため、研修や研究に積
極的に取り組んでいきたいです。

血液腫瘍科

（A7 東）勤務
入職 2 年目

ラダーⅠ
リ ー ダ ー を はじ
め、責任を担う仕
事 を 任 さ れる 機
会も増えた時、ラ
ダーを取得するこ
とで自身の仕事が
形として残り、自
信に繋がりました。

また、次のラダー取得に向けて、目標
が明確なため、新しい仕事に挑戦する
モチベーションにもつながります。

糖尿病・内分泌代謝内科、腎臓内科、
眼科、血液腫瘍科（A6 東）勤務
入職 6 年目

ラダーⅡ
看護 師としての
年数を重ね、リー
ダーや実地指導・
委員会を経験す
る事で自身の看
護の成長に繋げ
る事ができたと
感じます。今 後

も病棟スタッフが働きやすい環境作り
を心がけ自分らしい看護が実践でき
るよう、努力していきたいです。

消化器内科、麻酔科、
血液腫瘍科（A7 西）勤務

入職 8 年目

ラダーⅢ
先輩看護師の声

キャリア開発システム

成長できる
システム！

病棟全体で
バックアップするから、
安心して働けるよ！



先輩が後輩を
しっかりサポート

先輩看護師に聞く！

Ｑ. 当院入職の決め手は何ですか？
　私は学生の頃から赤十字の理念のもと看護を学んできました。そのため、今まで得た知識と経験を十分
に発揮できるよう赤十字の病院で働きたいと考えていました。成田赤十字病院は地域に根ざした医療だけ
ではなく、国際空港に近いため様々な国籍の方とも関わることができます。また、診療科も多くあるため幅
広い看護ができるところが魅力です。
　新人研修も技術チェックリスト、ナーシングスキルなどを使用し看護の基礎について具体的に学ぶことが
できます。また各病棟にサポーターの先輩がつき、いつでも相談できるのでとても働きやすい環境だと感じ
ております。

外科、泌尿器科（A5 西）
勤務

入職1年目

Ｑ. 新人看護師研修や病棟でのサポート体制はどうでしたか？
　新人集合研修で基本的な看護技術や手技を学んだことを病棟に持ち帰り、先輩
方にフォローしてもらいながら実践を繰り返し行いました。最初は不安が大きく、
患者さんにも緊張が伝わってしまうことが多くありましたが、病棟全体で新人看
護師をフォローする意識が高く、丁寧に指導して頂いたおかげで患者さんともリ
ラックスして話すことができるようになりました。3 年目のサポーターの先輩方を
中心に相談しやすい環境にあるため日々の学びが沢山あり、仕事面だけでなくメ
ンタルや生活面でも支えて頂きました。

外 科、 呼 吸 器 外 科、
緩和診療科、歯科口腔
外科（A5 東）勤務

入職 3 年目

Ｑ.今後の目標は何ですか？
　学生の頃より急性期の患者さんの看護に携わりたいという思いがあり、入職
時から血管内治療内科、心臓血管外科に所属しています。手術後や重症の患者
さんが多く大変なことや辛いこともありますが、それ以上に様々な患者さんと
の関わりを通して沢山学ばせて頂いていると同時にやりがいを感じることがで
きています。今後は、これまでの経験を活かして、より深く患者さんやそのご
家族の思いを汲み取り望む看護ができるよう、更なるスキルアップを目指してい
きたいと思います。また、循環器に限らず多くのことに挑戦し、自分の目指す
看護を追求していきたいです。

血管内治療内科、心臓血管
外科（A6 西）勤務

入職 3 年目

Ｑ.DMAT ではどのような活動をしましたか？
　私は、東日本大震災時に石巻赤十字病院にて３日間救護活動を行いました。行き場を失った被災者で
あふれかえるロビー、次々と搬送されてくる傷病者、手当に追われて休憩を取る事さえもできず必死に
任務にあたりました。大変でしたが、あの時、あの場所で活動できたことを誇りに思っています。
　赤十字には、DMAT のほかに救護班もあります 。災害救護に興味のある方、ぜひ一緒に活動しませんか。

看護師長

一歩一歩
前進！

病院近くの寮も

おすすめ！
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専門看護師・認定看護師

病 院 概要

専門看護師　計 1 名

認定看護師　計 23 名

急性・重症患者看護
（生命危機状態にある患者・家族への看護） １名

がん化学療法看護
（抗がん剤治療を受ける患者、家族、スタッフの支援） １名 精神科認定看護師

（精神疾患のある患者・家族への支援） 2 名

皮膚・排泄ケア
（褥瘡予防、スキンケア、排泄に関するケアとスタッフ支援） 3 名 集中ケア

（重症患者の呼吸ケアと ADL 援助、急変対応） 2 名

摂食・嚥下障害看護
（摂食嚥下患者への援助とスタッフ支援） １名 小児救急看護

（救急・外来受診される患児・家族への対応や支援） 1 名

認知症看護
 （認知症の患者が安心して入院できるための支援） 2 名 新生児集中ケア

（疾患新生児及び早産低出生児への家族を含めた支援） １名

緩和ケア
（緩和ケアチームとしてがん患者の症状コントロールに関わる） １名 感染管理

（感染から患者・スタッフを守る院内感染対策） 2 名

脳卒中リハビリテーション看護
（脳卒中患者のＡＤＬ拡大に向けた支援） 2 名 糖尿病看護

（糖尿病療養指導に関わる糖尿病看護ケアの支援） 2 名

がん性疼痛看護
（がん疼痛を有する患者への支援） １名

乳がん看護
（乳がん患者への治療に対する意思決定支援、ボディ
イメージの変化に対する支援、携わるスタッフへの指導）

1 名

手術看護
（麻酔・手術における安全管理） １名

　生命の危機状態にある患者さんの
１日でも早い社会復帰に向け、当院
の看護師は、より質の高い看護の提供
を目指しています。
　そのため、より迅速で的確な判断能
力、行動力が求められ、スタッフ同士
で協力しあっています。急性・重症患者看護

所　在　地 千葉県成田市飯田町 90 番地 1

開設年月日 昭和 23 年 2 月 1 日

開　設　者 日本赤十字社　社長

標榜診療科 内科、消化器内科、循環器内科、血液腫瘍内科、呼吸器内科、糖尿病代謝内科、腎臓内科、
リウマチ内科、アレルギー内科、精神科、脳神経内科、小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、
形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、
耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科、緩和ケア外科、病理診断科

特 殊 設 備 救命救急センター、集中治療室（ICU）、新生児センター（NICU）、人工透析センター、リハビリテー
ションセンター、無菌治療室、感染症病床（特定・一種・二種）、健康管理センター、人間ドック 

（２日・日帰り）、緩和ケア病床

病　床　数 716 床（一般 659 床・精神 50・感染症 7）

職　員　数 1,402 名（令和 2 年 4 月 1 日時点）

機　　　能 地域医療支援病院、災害拠点病院、臨床研修指定病院、千葉県がん診療連携協力病院、ヘリポート 
（救命救急センター対応・災害活動等）、印旛山武地域難病相談支援センター、地域周産期母子
医療センター
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出身校一覧

地 方 都道 府県 学 校名

北海道 北海道

旭川大学
国立療養所西札幌病院附属看護学校
札幌市立大学
札幌保健医療大学
苫小牧看護専門学校
名寄短期大学 
日本赤十字北海道看護大学
北都保健福祉専門学校
北海道美唄聖華高等学校

東北

青森県

青森県立黒石高等学校
青森県立保健大学
八戸看護専門学校
八戸市立高等看護学院
弘前大学

岩手県
岩手看護短期大学
岩手県立大学
岩手県立二戸高等看護学院

宮城県

大崎市医師会附属高等看護学校
気仙沼高等看護学校
東北福祉大学
東北文化学園大学

秋田県 日本赤十字秋田看護大学
日本赤十字秋田短期大学

山形県

山形県立保健医療大学
山形県立山辺高等学校
山形厚生看護学校
山形大学
山形病院附属看護学校

関東

茨城県

アール医療福祉専門学校
茨城県立医療大学
茨城県立岩瀬高等学校
つくば国際大学
東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校
白十字看護専門学校
宮本看護専門学校

栃木県

国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
国際ティビィシィ看護専門学校
自治医科大学
栃木県立衛生福祉大学校
獨協医科大学

群馬県

群馬大学
上武大学
高崎市医師会立高崎助産師学院
高崎健康福祉大学

埼玉県

大宮赤十字看護専門学校
埼玉医科大学
埼玉医科大学短期大学
さいたま赤十字看護専門学校
東都医療大学（ヒューマンケア学部）
目白大学
毛呂病院附属高等看護学院
蕨戸田市医師会看護専門学校

千葉県

旭中央病院附属看護専門学校
あびこ助産師専門学校
亀田医療技術専門学校
亀田医療大学
川鉄千葉病院看護専門学校 
川鉄病院付属高等看護学院
国際医療福祉大学（成田看護学部）
国保小見川総合病院附属看護専門学校
国立習志野病院附属看護学校
三育学院大学
山王看護専門学校
慈恵柏看護専門学校
淑徳大学
城西国際大学
千葉医療センター附属千葉看護学校
千葉科学大学
千葉県衛生専門学院
千葉県立医療技術大学校 
千葉県立衛生短期大学
千葉県立鶴舞看護専門学校
千葉県立保健医療大学
千葉県立幕張総合高等学校
千葉県立野田看護専門学校
千葉市青葉看護専門学校
千葉大学

地 方 都道 府県 学 校名

関東

千葉県

千葉大学医学部附属看護学校
千葉看護専門学校 
千葉中央看護専門学校 
千葉労災看護専門学校
銚子市立銚子高等学校
帝京平成看護短期大学
帝京平成大学 （健康医療スポーツ学部）
東葛看護専門学校
東京医療保健大学（千葉看護学部）
東京情報大学
東邦大学医学部附属佐倉看護専門学校
成田赤十字看護専門学校
日本医科大学千葉看護専門学校
二葉看護学院
船橋市立看護専門学校
了德寺大学

東京都

杏林大学
杏林大学医学部付属看護専門学校
勤医会東葛看護専門学校
災害医療センター附属昭和の森看護学校
慈恵医科大学附属青戸看護専門学校
慈恵看護専門学校
首都医校
上智大学
聖母看護学校
帝京科学大学
帝京平成大学 （ヒューマンケア学部）
東京衛生学園専門学校
東京家政大学
東京工科大学
東京女子医科大学
東京女子医科大学大学院
東京都府中看護専門学校
中林病院助産師学院
日本赤十字看護大学 
日本赤十字武蔵野短期大学
日本大学医学部附属看護専門学校
文京学院大学

神奈川県 社会保険横浜看護専門学校
湘南看護専門学校

中部

新潟県
長岡赤十字看護専門学校
新潟県立看護大学
新潟大学

富山県 富山医科薬科大学
富山大学

石川県 加賀高等看護学院
金沢大学

山梨県 山梨県立大学
長野県 長野看護専門学校
静岡県 東海アクシス看護専門学校

愛知県 豊橋創造大学
名古屋市医師会看護専門学校

中国

島根県 浜田医療センター附属看護学校
岡山県 岡山大学

広島県 日本赤十字広島看護大学
広島市立看護専門学校

山口県 山口県立防府高等学校

四国
愛媛県 聖カタリナ女子高等学校

松山赤十字看護専門学校
高知県 黒潮医療専門学校
徳島県 徳島県立看護学院

九州

福岡県
国際医療福祉大学（福岡看護学部）
西南女学院大学
日本赤十字九州国際看護大学

佐賀県 武雄看護リハビリテーション学校
長崎県 佐世保市医師会看護専門学校

熊本県 熊本市医師会看護専門学校
熊本看護専門学校

宮崎県 都城洋香看護専門学校

大分県 大分県立看護科学大学
大分東明高等学校

鹿児島県

鹿児島医療技術専門学校
鹿児島医療福祉専門学校
鹿屋市立鹿屋看護専門学校
タラ看護専門学校

国外 アメリカ ネバダ州立大学 
オーストラリア サザンクィーンズランド大学






