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富山赤十字病院の理念

人道・博愛の赤十字精神にもとづく
良質で安全な医療の提供

歴史 明治40年
日本赤十字社富山支部病院として
診療開始

ネットワーク 日本国内に9１医療施設



• 設置主体 日本赤十字社

• 許可病床数 ４０１床

• 診療科 ２７科

• 職員数 約８００人

（看護職員 約470人 うち看護助手26人）

診療規模
入院患者数 ３３９人/日（平成30年度実績）
外来患者数 ８９５人/日（平成30年度実績）
救急車搬送台数 ４４３７台 （平成30年度実績）

• 第二次救急指定病院(県内で二次救急を担う最前線病院の１つ)

• BFH認定（H21.8月）

• 富山県がん診療地域連携拠点病院認定（H22.5月）

• 地域医療支援病院認定（H22.8月）

• 日本医療機能評価３rdG:Ver.1.1認定（H28.８月）

• 緩和治療センター開設（H29.3月）

• 患者支援センター開設（H29 .10月）

病院の概要



富山県美術館



看護部の紹介
「人道の精神にもとづき、
納得と信頼にこたえる
看護を提供する 」

看護部の方針

１ 根拠にもとづいた安全、安心、安楽な質の高い看護を提供する

2 人間のいのちと健康、尊厳を守る看護を実践する

3 チームの一員としてコーディネーターの役割を担い、成果を示す

4 病院や地域に貢献できるよう自己啓発に努める



看護部の組織
•病棟：10病棟

（緩和治療病棟、ICU含む）

•その他：手術室、外来、救急室、

中央滅菌材料室

血液浄化センター

化学療法センター

訪問看護ステーション

患者支援センター

看護体系・勤務形態
一般病床 ：入院基本料 一般病棟７：１
勤務形態 ：３交代制・2交代制・変則２交代制



看護体制

固定チームナーシング・継続受け持ち制
DPNSを導入



専門看護師・認定看護師の活動

緩和ケア認定看護師 ４名

がん化学療法看護認定看護師

感染管理認定看護師 2名

訪問看護認定看護師

専門性の高い看護師として、各領域で組織を横断的に活動し、

看護の質の向上を目指しています。（専門看護師2名・認定看護師2２名）

手術看護認定看護師

摂食・嚥下障害看護認定看護師2名

急性・重症患者看護専門看護師

集中ケア認定看護師名

皮膚・排泄認定看護師２名

がん看護専門看護師

看護専門外来
の運営

チーム医療
の実践

認知症認定看護師 2名

糖尿病認定看護師 ３名

救急看護認定看護師 ２名
乳がん看護認定看護師

認定看護管理者 ２名



造血細胞移植
患者支援外来

手術サポート
外来

スキンケア
外来

フットケア

外来

糖尿病療養
支援外来

助産外来
在宅療養
支援外来母乳外来

がん看護
外来

チーム医療で看護専門外来にとりくんでいます



看護部教育プログラム



実践者 管理者 教員 国際

Ⅴ
病院単位で
活躍できる者

管理Ⅳ 教員Ⅳ 国際Ⅳ

管理Ⅲ 教員Ⅲ 国際Ⅲ

Ⅳ
看護部単位で
活躍できる者

管理Ⅱ 教員Ⅱ 国際Ⅱ

管理Ⅰ 教員Ⅰ 国際Ⅰ

Ⅲ 病棟単位で活動できる者 ﾘｰﾀﾞｰ

Ⅱ 自立して看護活動ができる者（病棟内）

Ⅰ 指導や助言を得ながら看護活動ができる者

赤十字医療施設キャリア開発ラダー



2019年7月キャリア開発ラダー認定式

レベルⅠ・ Ⅱ・ Ⅲ・ Ⅳ認定者が合同で認定書授与式をしました。



H30年４月より看護師特定行為研修を開始

手順書を整理して、実践
を積み重ねていきたいで
す。「時々入院ほぼ在宅」
という療養生活を継続で

きるように

よりタイムリーな介入を

急性期医療の役割を担っている中で、地域包括ケアを

念頭に置き、住み慣れた地域で安心して過ごすことが

できるよう、地域医療・介護・福祉を担う方々と連携を

図り、医師の手順書に基づき、特定行為を行う

当院では、
・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
この２区分についての研修機関となっています

現在、3名の特定看護師が誕生！！
ほか、3名が研修を受講中です。



２０１９年度入職の新人看護師です！！



新規採用者研修

社会人としてのスタート

各種オリエンテーション

チーム医療とコミュニケーション



レベルⅠ（新人）の主な集合研修

1 新規採用者研修

２ 看護技術研修

３ メンタルヘルス研修

４ フィジカルアセスメント

５ 医療安全研修（事故防止・感染防止対策）

６ 救急処置研修（BLS・AED）

７ 薬剤の基礎知識

８ フロアリフレクション など



看護技術研修

基礎的な看護技術を復習

摂食・嚥下障害看護認定看護師から
口腔ケアについて学びます

PTより安全な移乗動作を学び
ます

採血、静脈注射技術の練習



少しでも早く職場に慣れるよう
サポートしています



４月
看護技術研修
看護技術研修

部署での看護技術の自立を
サポートしています

感染を広げないオムツ交換方法
感染防止対策研修

医療安全研修
装具をつけて高齢者体験

ポジショニング研修



より実践的な研修へ
呼吸管理研修

人工呼吸器の換気モードを体験

呼吸リハビリテーション

急性・重症患者看護専門看護師が
フィジカルアセスメントについて講義



看護を語り合うことを
大切にしています

フロアリフレクション

実地指導者やチューターとともに看護を
語り合います

看護の楽しさや
奥深さを感じる
ひとときです



レベルⅠ（新人）の
メンタルヘルスサポート体制

・４月～６月 は、ペアリング期間

実地指導者や先輩看護師と共に行動

・夜勤は一人ひとりの技術習得状況を確認し、おおむね６月
頃から開始

・メンタルヘルス研修会（１年目３回/年、２年目1回/年）

多職種合同で行い自己の心の健康状態をチェック

臨床心理士との個別相談も可能



メンタルヘルス研修
臨床心理士が講師となり
メンタルサポートしています

ストレスコーピング
について

リラクゼーション法

1年間頑張ったこと、成長した
ことを認め合います。



赤十字の災害救護活動

東日本大震災、熊本地震、台風19号千曲川決壊
での救護活動



日本赤十字社の国際活動

フィリピン保健

医療支援活動

（2011．4月～6月））

ボランティア育成・
衛生環境の整備

ニュージーランド
地震
（2011．2月22日発生）

こころのケア班と
して活動

富山赤十字病院
からは・・・



教育研修支援制度

○赤十字国際救援要員養成研修制度

○赤十字健康生活支援講習・幼児安全法・

救急法の指導員資格

○看護大学・大学院進学や専門領域への進学
のための休職制度

○進学のための奨学金制度



病院見学及び職場体験

目的 赤十字病院の職場環境や病棟業務を知る。

見学のみをご希望
される方

午前９：３０～１１：３０
（平日のみ）

【持ち物】名札

見学と職場体験を
ご希望の方

午前９：３０～午後３：３０
（平日のみ）

【持ち物】
実習着、内履き、名札、昼食

ご希望の方は、病院HPにアクセスし職員募集の看護職欄をご覧
ください。規定の様式にてメール・FAXでの申し込みを受け付けて
おります。



中部ブロック赤十字病院
スポーツ大会

院内保育所キッズレッド
夏祭り

互助会旅行
東京・金沢・下呂温泉

等



ご静聴ありがとうございました


