
病院見学は随時受付け中！

日野市立病院
〒 191-0062  東京都日野市多摩平 4-3-1
TEL：042-581-2677（代）
FAX：042-587-3408
http://hospital.city.hino.tokyo.jp/

●交通案内
　●電車：JR 中央線「豊田駅」下車　徒歩約 12 分
　●バス：1.JR 中央線「豊田駅」より「八王子駅北口行き」

「日野駅行き」「高幡不動行き」乗車
『市立病院入口』下車  徒歩 1 分

　　　　　2.JR 中央線「日野駅」より「豊田駅北口行き」乗車
『日野市立病院』下車  徒歩 0 分

　　　　　3. 京王線「高幡不動駅」より「豊田駅北口行き」乗車
『日野市立病院』下車  徒歩 0 分

日野市は交通の利便性が高く

緑に囲まれた住みやすい環境です
周 辺 環 境 に つ い て

01 黒川清流公園　 02 浅川

03 イオンモール多摩平の森

04「八王子」駅　 05「立川」駅まで10分圏内

浅川の流れ、崖線下の豊かな湧き水、張り巡らされた水路。黒川清流公園をはじめ、
水に恵まれた豊田の地は身近に豊かな自然が広がります。

約 130 の店舗が集まる商業施設。イベント広場の「森のステー
ジゲート」、屋上庭園「四季の森ガーデン」など、趣向を凝ら
した憩いの空間が設けられています。

多摩地域を代表するショッピングエリアが生活圏内。ターミ
ナル駅である「八王子」駅「立川」駅の利用で都心までのア
クセスが便利です。
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当院の看護実践の体験や院内の見学を通して、
職場の雰囲気を深く知ってみませんか？

先輩看護師と一緒に仕事体験＆病院スタッフとのふれあいを通して、 
職場の雰囲気を感じてみてください

 病棟での看護体験

教育制度の感想、お休みの取り方、お給料などリアルな声が聞けます。
国試対策や実習の悩みなどなんでも相談してください！

 新人看護師とのランチタイム

Program

インターンシップへ行こう！

※詳しい日程は、看護部HPを確認してください！
春 ＆夏に開催しています！

みなさんの参加をお待ちしています！
イオンモール
多摩平の森



ほっとする環境、
安心して成長できる職場

看護部長
堀江 由美

看護部理念
「自己決定を支える看護実践と

安全で安心できる看護提供」
　日野市立病院看護師は、「患者さんの人格と権利を尊重し、患者
さん・ご家族の自己決定を支える看護実践」を通して、安全で安心
できる看護を提供します。

それぞれの看護観に基づいた
「やりたい看護」実践を応援します
　日野市立病院は緑豊かな日野市の地域に密着した急性期病院です。看護部
では「やりたい看護」実践を支援するとともに、「看護の充実感」を感じられる
看護師育成を行っています。また、一人ひとりの職員が、「常に大切にされている」
と感じられ、笑顔で生き生きと働き続けられる職場作りを目指しています。 

ナース1年目のお仕事はこんな感じ！

看護部の目標
1.専門職として根拠に基づいた看護実践を通して、　安全で安心、かつ効果的な看護を提供します。2.看護師の倫理観や責務に基づき、患者権利を尊重した　チーム医療を推進します。

3.自己啓発や看護研究などを通して、看護の質向上に貢献します。4.自律した看護師を育成するために、看護師の成長を支援します。5.地域と連携した看護を提供します。

新人ナースの一日

お疲れ様でした！ 仕事終わりには同期と一緒に食事やショッピングも楽しめます。

受け持ち患者さんは6，7人。朝の検温と点滴が終わると、清潔ケアや血糖測定へ。
患者さんの食事介助のあとに、私も食事

休憩。休憩室でチームの仲間とお弁当

を食べることが多いです。

午後いちばんにチームカンファレンスが
はじまります。先輩の報告はいつも的確で勉強になります。

プリセプターから一言

どんな状況でも新人さんの
一番の味方です！
　いつも笑顔で、患者さんへの言葉使いやケアがとて

も丁寧。忙しくても患者さんのお話を聞いている姿

は素晴らしいと思います。困ったことがあればきち

んと相談してくれるので安心して任せることができ

ます。私はどんな状況でも新人さんの一番の味方。

これからも自分のペースで少しずつ一緒に成長しま

しょう！

丁寧なサポートのおかげで安心して成長することができます！
　私がこの病院に入職を決めたのは、病院見学に参加した際、丁寧な教育制度と温かな雰囲気・先輩方のイキイキとした表情に惹かれたからです。実際に、明るく楽しい先輩方に囲まれて安心して仕事をしています。部署全体で私たち新人を支えてくださるので、焦らず学ぶことができています。　例えば、研修で学んだ知識や技術は、部署に戻って先輩の見守りのもと実践します。分からないことはすぐに質問できるので安心です。私が失敗した時「今回のことで学べたから次はきっと大丈夫」と励ましてくださり、採血や静脈注射の独り立ちが決まると一緒になって喜んでくださいました。　私の病棟はターミナル期の患者さんが多くいらっしゃるので、身体的な苦痛だけでなく、精神的な不安や苦痛に寄り添えるよう、安心感を与えられる看護師になることが目標です。

新人ナース
（出身　岩手県）

内科病棟勤務
東京都日野市は緑が多い落ち
着いた町並み。だから一人暮ら
しをするのにも安心です。休日
は職場の仲間や、友人と一緒
に気分転換に都心へ出かけ、観
光気分を味わっています。

AM 9:30
AM 12:30

PM 1: 30

PM 5 :30

バイタルサイン測定や患者さんの全身状

態の観察を行い、心配な徴候があれば

ドクターに相談します。

PM 3: 00

個々の成長に応じた教育

公務員だから生活が安定

明るくきれいな病院

働きやすい環境

AM 8:30

まずは患者さんの情報を集めます。

夜勤者と情報を共有し、業務開始！

準夜の看護師に業務の引き継ぎを

したら、カルテに本日の記録。

PM 4:30
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認定看護師
資格支援 学会参加院外研修

e-ラーニング
ナーシング

スキル

ステージ

Ⅰ

ステージ

Ⅱ

ステージ

Ⅲ

ステージ

Ⅳ

新人

安心して成長できる１年目スケジュール

新人教育
２年目以降の

教育
プリセプターを中心に、病棟の
みんなで、新人を支援します！

なりたいナース像に近づけるよう
サポートしています！！

＊あなたの学びを応援します＊

１年目

4～6年目

２～3年目
事例研究
看護過程の研修

リーダー研修
プリセプター研修
メンバーシップの発揮

7年目以降
認定看護師受験資格
リーダーシップの発揮
看護研究
学会発表

8年目以降
管理者研修

＊e-ラーニング聴講
　「看護観を語る」
＊感染予防の基礎
　（新人オリエンテーション）

＊患者移乗・患者体験
　（新人オリエンテーション）

＊記録について
　（新人オリエンテーション）

＊卒後２年目事例発表会
　（１年後のイメージを持とう！）

＊安全確認行動
＊看護記録と情報収集

＊ポンプ取り扱い
　（新人オリエンテーション）

＊フォローアップ研修

＊医療チームの一員として
　安全に看護を行える
＊フォローアップ研修

＊採血・筋肉・皮下注射
＊静脈内注射

＊看護観
＊フィジカルアセスメント③
＊急変時の看護

＊人工呼吸器について
＊リフレクション研修

＊フィジカルアセスメント②
＊輸血・麻薬の取り扱い
＊フォローアップ研修

＊事例研究のプロセス
＊看護過程の展開
＊フォローアップ研修

目標

目標

目標

目標

目標

目標

＊看護実践能力の
　育成

＊受け持ち看護師の
　役割が理解できる

＊患者のニーズを
　身体的・心理的・
　社会的側面か
　ら考えられる

＊メンバーシップが
　理解できる
＊夜勤のひとり立ち

＊１年を振り返り、
　自分が大切にし
　たい看護を考える

＊プリセプターから
　の自立の準備

＊フィジカルアセスメント①
＊看護技術
＊吸引

＊看護技術習得まとめ
＊事例検討まとめ　

＊心電図モニター
＊看護技術・導尿
　シミュレーション
＊フォローアップ研修

＊フィジカルアセスメント
　ラウンド研修

クリスマス４ 月

5 月 3 月

7 月

1 月

8 月 11 月

10 月

6 月

2 月

9 月

12 月
5日間の夏休みで
リフレッシュ!! 手づくりの

クリスマス会
目標

＊職場環境に慣れる

夏休み
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DMAT

個性あふれる先輩たちからのメッセージ

働きやすさの秘密はココ

災害時に頼られる看護師になりたい

患者さんの想いを届け、
チーム医療の力を引き出す

　東日本大震災後、当院が災害拠点病
院に指定され、DMAT 指定医療機関に
なりました。毎年行われている地域や院
内の防災訓練に参加するほか、非常時
に備え専門的な訓練を行っています。

患者さんの栄養評価
や食形態の提案をする
ために、専任の医師・
看 護 師・薬 剤 師・管
理栄養士とチームカン
ファレンスを行い、回
診を実施しています。

先輩に聞きました！
患者さんにとって良質な医療を提供するために、当院ではチーム医療を行っています。
多職種が協力して、お互いの専門性を活かしながら活躍しています。

病院全体で
排尿ケアの向上を目指す

認知症の患者さんが
安心、安全に入院できるように

排尿誘導・生活支援を中心とした看護
を実践し、週に１回の排尿ケアチームに
よるカンファレンスでは、治療と看護の
評価を行います。

認知症ケアにおいて看
護師は、療養環境を整
え、 問 題 行 動 が 出 現
することなく、入院目
的が果たせるようリー
ダーシップを発揮して
います。

排尿ケア

栄養サポート認知症ケア

部署内の人間関係がとても円満で、毎日楽し
く時に厳しく指導してくれます。また、公務
員のため福利厚生が充実しています。

Q.働きやすさ、
　好きなところを教えてください

段階を追って丁寧な研修があります。部署で
も復習と練習を行い実践するので、安心して
患者さんのケアができました。

Q.新人教育の良い点を教えてください

希望の休みが通らなかったことはありません。
体調を崩した時も、周りの先輩方が気づいて
くれて早退させてくださいました。

Q.希望の休みは取りやすいですか？

手術室はほとんど残業がありません。プライ
ベートも充実した働き方ができます。なんと
言っても人間関係がよく、楽しく働くことがで
きます。

Q.働きやすさ、
　好きなところを教えてください

希望をできるだけ調整してくれます。夏期休
暇を利用して、タイへ5日間の旅行へ行ってき
ました。

Q.希望の休みは取りやすいですか？

技術を習得し、これから長い看護師生活の糧
にしたいです。

Q.今後の目標は？

インターンシップへ参加した際、温かな対応
と雰囲気に引き込まれました。教育体制が整
っている、自宅からも通勤しやすいことも〇。

Q.当院へ入職した理由は？

個人のペースにあわせて、プリセプターのフォ
ローのもとチームでサポートしてもらえます。
時間がかかってもしっかりと勉強できます。

Q.新人教育の良い点を教えてください

プライベートも充実させつつ、疾病理解や退
院後の生活を見据えた看護ができるよう勉強
しています。

Q.今後の目標は？

分からないことや困ったことがあるときに、
相談できる人が多い。また、時間外勤務が少
ないので、プライベートも充実できます。

Q.働きやすさ、
　好きなところを教えてください

基礎看護から一つひとつ研修があり、部署で
も先輩がしっかりサポートしてくれるので安心
して経験を積むことができます。

Q.新人教育の良い点を教えてください

両立は大変ですが、子育てに対して理解のあ
るスタッフが多く、子供の急な体調不良でも
当たり前のようにサポートしてくれます。院内
の病児保育も利用できます。

Q.育児と仕事の両立は大変ですか？

２年目　救急室勤務 ３年目　病棟勤務

3年目　手術室勤務
５年目　産科病棟・助産師

認知症看護認定看護師

緩和ケア認定看護師

皮膚・排泄ケア認定看護師

がん化学療法看護認定看護師

感染管理認定看護師

糖尿病看護認定看護師

救急看護認定看護師

感染管理認定看護師

慢性心不全看護認定看護師

集中ケア認定看護師

認定看護師が
活躍しています

　当院では、認定看護師とし
て活躍する先輩がたくさんいま
す。また、それぞれの専門分野
で、高度な知識と技術を兼ね備
えたジェネラリストも多く活躍
しています。患者さんのために、
働くスタッフのために、チーム
医療を支えています。

チーム医療
×

看 護

入退院支援
退院後の生活を見据え
入院前から支援

入院前から退院に向けて看護師が
面談を行い、情報収集をして入院
中に必要な看護、チーム医療の介
入、コンサルテーションの計画を立
案します。
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