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【バ　ス】

仙台駅前のりば⑩・⑬・⑭・⑮-1・⑮- 2・60番から八幡町方面行き
のバスに乗車し、大学病院前下車。所要時間は約20分。

【地下鉄】

地下鉄南北線仙台駅から泉中央行きに乗車し、南北線北四番丁
駅下車後、 北2出口より八幡町方面へ徒歩約10分。
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看護部方針

1 . チーム医療を通し、安全で安心な看護を提供する

2 . 看護の質の向上を図る

3 . 大学病院の経営に貢献する

4 . 地域医療に貢献する

5 . 職場環境の整備に努める

■ 社会の要請に応える開かれた病院

■ 最先端の医療技術の開発・応用・評価

■ 着実かつ独創的な研究の推進

■ 人間性豊かな医療人の養成

■ 患者の人間性を尊重した全人的医療と高度に専門

化した先進的医療の調和

看護部理念

患者さんに優しい医療と先進医療との
調和をめざした病院

基本理念と将来構想

患者さんに優しい医療と先進医療との
調和をめざした看護

看護部では、看護部とその
活動の認知を高めるととも
に、イメージアップを図る
ことを目的として「シンボ
ルキャラクター」の「ミル
ちゃん」「マモルくん」を制
作しました。 名前は看護
部内の公募により看護の
「看る」と「護る」から付け
られました。男性看護師が
年々増えていることもあり、
男女ペアというのもポイン
トです！！
ミルちゃん、マモルくんの活
躍の場は日々広がっていま
すので、院内で探してみて
ください。

ミ マモ

ミルちゃん マモルくん

　ハートの形をべ一スにし、流動
性、先進性を表現しています。ハー
トの二つの変形楕円は、病院と患
者さんとの親密なかかわり、医療と
の密接な関係性を表現しています。
また、紺色の球体はエネルギーの
上昇とともに、冷静な頭脳を意味し
ます。
熱いハートと冷静な、誠実な頭脳

を併せ持つ東北大学病院の医療の場における存在感を的確
に表現したマークです。
メインカラーは、医療にとって最大のテーマである生命（患者
さん）そして血液を表現し、希望と情
熱をも意味します。
サブカラーは、誠実・勤勉を表現して
います。

看護部キャラクターについて 東北大学病院シンボルマーク
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看護部案内

病院長あいさつ

看護部長あいさつ 看護部長  鈴木  由美

　この度東北大学病院長を拝命した冨永悌二です。
よろしくお願いします。周知のように東北大学病院
において、看護部は最大人員を擁する組織です。看
護師さんには通常の看護業務と共に、病院の経営改
善や現場での医療安全推進、患者サービスの質向上
など、多面的な役割も担っていただいています。社
会情勢の変化と伴に、病院運営においてこれらの業
務は一層重要になってきており、看護部長さんには、
副病院長として大学病院の運営にも参画していただ
く予定です。今後の東北大学病院発展のために、一
丸となって頑張りたいと考えています。東北大学病
院で私たちと一緒に働いてみませんか。

　なりたい看護師になれる！ やりたい看護ができる！
　東北大学病院看護部には約1,200名の看護職が在籍しており、安全・安心な看護を提供するために日々努力しています。そのために
看護部では教育に力を入れています。毎年、多くの新人を迎え各部署では先輩看護師を中心としてスタッフ全員で新人を支えていく屋
根瓦方式による教育体制をとり、皆でサポートしています。充実した教育体制、さらに臨床の現場での教育が充実するよう、東北大学
クリニカル・スキルスラボでのシミュレーターによるスキルトレーニングやe-learningシステムを整備し“自ら学ぶ”環境を整えています。
　複雑な病態の患者さんに安全・安心な看護を提供するために、2名の看護師がパートナーとして看護実践を行うPNS（パートナーシッ
プ・ナーシング・システム®）を導入しています。相談相手がいつでもそばにいる、話し合って看護の方針を決められる、自分自身安心し
て看護できる、と現場の看護師から好評です。
　本院には50以上の診療科、集中治療部、高度救命救急センター等があり様々な経験ができます。それぞれが目指す看護師像を実現
できるような経験をこの東北大学病院で積んでいってもらいたいと思います。
　このような環境で私たちと一緒に看護してみませんか？

病院長・看護部長あいさつ

病院長  冨永 悌二



　平成30年5月に手術室が先進医療棟に移転しました。内視鏡やロボットの使用に適した
手術室や、レントゲン装置を使用し血管内からの治療を行うハイブリッド室など、計22室
が完成し、新しい環境で手術を行っています。
　手術室看護師は、外科医師、麻酔科医師、臨床工学技士等と協力し、患者さんが安心・安
全に手術を受けられるような看護を心がけています。手術前には患者さんの病室を訪れ、
手術がイメージできるように流れを説明し、不安や緊張の軽減に努めています。手術看護
は、器械出しと外回りの2つの役割に分かれており、器械出し看護師は手術が円滑に進む
よう器械出しを行っています。外回り看護師は患者さんに寄り添い、手術全体の流れを把
握しながら全身状態の観察・アセスメントを行っています。
　ぜひ私達と一緒に日本の最先端の手術を学びながら手術室で働きましょう。

　医療連携には地域医療連携センターで退院支援をおこなう退院調整看護師、入退院セン
ターで入院前から入退院支援をおこなう看護師、難病医療センターで難病コーディネーター
として働く看護師、臓器移植医療部で臓器移植コーディネーターとして働く看護師がいます。
　どの部門の看護師も病棟、外来の看護師、医師などの多職種と連携しながら患者さんと
ご家族をサポートしています。また、病院の中だけではなく地域の医療機関や行政、ケアマ
ネジャーなどとも連携をして患者さんが「住み慣れた地域で1日でも長く過ごされる」よう
に支援をしています。特別な資格は必要なく看護師免許があればどなたでもできます。１つ
１つの関わりを大切に患者さんに寄り添いながらおこなう、退院支援、コーディネーター業
務は看護師が持つ様々なスキルを活かせるやりがいのある業務です。

　東16階病棟には、呼吸器内科、糖尿病代 謝科の患者さんが入院されています。呼吸
器内科には、肺癌の患者さんが多く入院さ れ、化学療法・放射線療法・緩和療法が行
われています。その他にも、間質性肺炎・慢 性閉塞性肺疾患・気管支喘息・呼吸器感染
症など多岐にわたる疾患の患者さんが入院 されています。糖尿病代謝科には、糖尿病の
患者さんが入院されるため、糖尿病に関する 知識の提供やセルフケア方法の指導を行い、
退院後も継続できるよう個々の暮らし方に 合わせて支援しています。
　PNSにより看護実践能力を高めながら、 医師・薬剤師・ソーシャルワーカーなど他職
種一丸となって、患者さんが安全に治療を受 けられ、安心して入院生活、退院後の生活が
送られるよう支援しています。
　チーム医療を通し、スタッフ間のコミュニ ケーションが良く、明るく穏やかな病棟です。
みなさんと一緒に働けることを、心よりお待 ちしております。

　NICU（新生児集中治療室）には、集中ケア を必要とする赤ちゃんが入院しています。重
症度は高く、人工呼吸器を使用しながら全 身管理を必要とする赤ちゃんの治療・看護を
行っています。GCU（継続保育室）には、 NICUでの集中治療を乗り越え、退院に向け
たケアを必要とする赤ちゃんが入院していま す。ご家族の育児練習を支援し、退院後の
生活環境の調整も行っています。医師、看護 師のみならず、理学療法士など様々な職種
との連携を図りながら赤ちゃんとご家族の未 来もサポートしていけるよう頑張っています。
　急性期から慢性期、家族支援、在宅療養 支援までを幅広く一つの部署で学ぶことが
でき、さらには赤ちゃんの成長をご家族と一 緒に感じることが出来ます。退院後にも病
棟に赤ちゃんの成長の様子を見せに来てくれ るご家族も多く、スタッフも楽しみにしてい
ます。みなさんと一緒に赤ちゃんの成長を応 援できる日を楽しみにしています！

　集中治療部は、平成30年5月に最新設備の整った先進医療棟に移転しました。集中治療
部には手術後の患者さんの他、病棟での急変や病状悪化、さらには救急搬送された患者さ
んが入室されます。内科・外科にかかわらず、また新生児から超高齢者まで様々な患者さん
がおり、患者さんへの看護ケアを通して、多くの知識や技術を学ぶことができる部署です。
私たち集中治療部の看護師は、日々の看護の中で病状をアセスメントする能力と、小さな
変化も見逃さないために、日々観察力を養っています。集中治療部というと患者さんが重症
でケアが大変そうというイメージがあるかと思いますが、わからないことがあれば先輩やま
わりの同僚に気軽に相談できる和やかな環境です。初めはみんなが初心者で新人です。と
もに学んでいきましょう。

　高度救命救急センターには交通外傷や全身熱傷をはじめとする様々な救急患者が入室し
ます。平成28年度から、宮城ドクターヘリの運用が始まり、フライトナースが活躍していま
す。そして、救命センターは平成30年5月に先進医療棟に移転しました。新しい外来エリ
アには、CT･血管撮影、手術をひとつの部屋で行うことができる「ハイブリッドER」が完成
しました。病棟はPNSの導入により、1人では不安な重症患者さんの受け持ちでも、先輩と
一緒に患者さんの病態をアセスメントし、看護ケアを提供できます。ペアの先輩と共に考え
ながら行動しフォローを受けることは勉強にもなり、より多くの看護経験を積むことができ
ます。患者さんが1日でも早く社会復帰できるように、ぜひ一緒に頑張りましょう。お待ち
しています。

カンゴVoice
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あなたも『カンゴレンジャー』になってみませんか？

東北大学病院の看護師は、チーム医療を通し、患者さんやご家族に
安全で安心して頂ける看護を提供することはもちろん、地域医療にも

貢献するために愛の救命戦隊「カンゴレン
ジャー」として日々元気
に働いています！

（NICU・ GCU）
一般病棟

集中治療部
ICU/CCU

手術部
OR

医療連携 （内科）
一般病棟

高度救命救急センター
ER

整った教育体制で多くの学びを得られる高度救命救急センター 多職　種と連携し、患者さんの未来をサポート西6階病棟（NICU・ GCU）

患者さんが   安心して治療に臨めるようなケアを心掛ける東16階病棟（内科）

経験を一つ一つ積み自分自身のスキルアップにつなげる手術部

1つ1つの関わりを大切に患者さんに寄り添う医療連携 患者さんへの看護ケアを通して、多くの知識や技術を学ぶ集中治療部

カンゴvoice



東北大学病院看護師の使命

大学病院・特定機能病院での医療を必要とする患者および患者を取り巻
く人々を対象に、適切な看護を提供する。

Nurse支援室

スキルスラボ

基本的な看護技術や、急変時対応の練習等多彩なシミュレーターを
用意してあります。自信のない看護技術は、自信が持てるまで練習出
来るので安心です。

Nurse支援室は、看護職員の皆様がイキイキ働けるための支援や
スキルアップするための企画運営を行っております。
かわいい、ミルちゃん・マモルくんがお出迎えをいたします。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

スキルスラボ

ナースサポートファイルには、キャリアを
サポートするための、ガイドブック・TNADS・
教育のしおりが入っているよ

ナースサポートファイル

PNS（パートナーシップ・ナーシング・システム®）

当院では、PNS（パートナーシップ・ナーシング・システム®）で看護を提
供しています。PNSとは看護師2名がペアを組み、お互いに助け合い
ながら業務を進めていく体制のことです。

①患者・患者を取り巻く人々の人間性を尊重した質の高い看護を提供できる看護師
を育成する

②自律的に看護実践能力を高めることができる看護師を育成する

③自ら学ぶ姿勢を持ち、他者の学びを導き支えることができる看護師を育成する

④豊かな感性と高い倫理性で、看護を創造できる看護師を育成する

⑤組織に貢献できる看護師を育成する

⑥社会のニーズに柔軟に対応できる看護師を育成する

⑦理論と実践を統合し、看護学の発展に寄与できる看護師を育成する

教育目標

Nurse支援室

看護部の人材育成

「自分で考え」「自分で選択」「自分で実行」できるNurseを育成します。

現場教育（OJT)院内研修指導者
所属部署・看護部教育担当者 保健学科講義・演習担当者

AOBAナース（教育指導者）

学びの
リーダーとなる②

学びの
リーダーとなる①

他者と学ぶ

自ら学ぶ

AOBAナース・プログラム

全体像を把握して
予測行動する

クリティカル がん看護

  基礎を発展させ、
不測の事態に対応する

  基礎を身につけ、
ガイドラインや

助言に基づき実践する

実践力教育力

初級
コース

中級
コース

上級1
コース

上級2
コース

クリニカル

レベルⅣ

マネジメント

レベルⅣ

レベルⅢ

レベルⅡ

レベルⅠ

「看護実践の
組織化能力」の
5つの柱

「看護実践能力」の
4つの柱

TNADS

レベル0

レベルⅠ

レベルⅡ

レベルⅢ

　看護部では、TNADSのラダーレベルにあわせた
研修を行っております。AOBAナースプログラムは、
「教育力」と「実践力」を体系的に習得できる教育プ
ログラムです。杜の都仙台の“青葉”にちなんで名づ
けました。「実践力」は[クリティカルケア看護]分野
と[がん看護]分野が選択できます。

AOBAナース・プログラム
（教育指導者育成プログラム）

Tohoku  Un ivers i t y  Hosp i ta l
Nurs ing  ab i l i t y  Deve lopment  Sys tem

TNADS（ティナディス）
－東北大学病院看護実践能力開発システム－

看護実践

看護管理

教育・研究

人間形成

目標管理

人間関係能力

看護の質の評価・改善

教育・研究

人間形成

　看護職員の「看護実践能力（クリニカルラ
ダー）」と「看護実践の組織化能力(マネジメント
ラダー )」の２つの領域の開発を支援する独自
のキャリア開発システムを導入しています。看
護職員が自ら学び、的確な自己評価をし、経験
と知識・能力を積み重ね「あるべき姿」を達成
しています。
　「クリニカルラダー」では、ジェネラリストとし
ての看護実践能力を自ら高めることを支援しま
す。看護職員は、レベルⅢ以上を取得することを
目標としています。クリニカルラダーは看護実
践、看護管理、教育・研究、人間形成の４領域
と4段階の熟達レベルで構成しています。
　「マネジメントラダー」では、看護管理者が人
を育成しながら組織運営に関わる資質を自ら高
めることを支援します。マネジメントラダーは目
標管理、人間関係能力、看護の質評価・改善、
教育・研究、倫理の
５つの領域と4段階
の熟達レベルで構成
しています。
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新人

PNS

看護部の人材育成
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5月 6月

●新採用者
オリエンテーション
東北大学病院の一員
としての心構えをお伝
えします。

●WAKABAナース
はじめの一歩
学ぶ姿勢と仲間つくり

●学びを語ろう
先輩看護師との関わ
りを振り返る
「星陵の  若葉輝く 

 二年目の春」

●技術確認チェック

●We are
プロフェッショナル!
看護倫理の基礎

●緩和ケア
いつでも
どこでも

●自分も相手も大切にする
コミュニケーション
～初級編
自分をわかりやすく伝え、
相手を理解する
コミュニケーション

●フィジカル
アセスメントⅠ
情報収集と情報伝達

●現場はいつも
待ったなし
新人の為のスキル
トレーニング

●備えあれば
憂いなしⅠ
一次救命処置
（BLS/e-learning）

それぞれのレベルにあわせた研修を行なっています。
様々な講演会や研修会を通して多くの知識を身につけることができます。

総まとめまでもう

ひといき！！

もうちょっとで
夜勤デビュー

できることが
増えてきた！

もう少しで
先輩になるよ

日々 の看護実践を
ふり返ろう！

ナラティブによる
事例報告をするよ！

●自分も相手も大切にする
コミュニケーション～初級編

●We areプロフェッショナル

● フィジカルアセスメントⅠ

● スキルトレーニング

● 新採用者オリエンテーション

当院看護部のe-learningは、ナー
シング・スキル日本語版と東北大
学病院看護職が独自に制作したコ
ンテンツの2本立てとなっていま
す。職場に限らず、どこでも視聴す
ることができるため、自己学習
など幅広く活用されています。

先輩看護師を中心に病 棟スタッフ全員で支えていく屋根瓦方式の
指導で、一人一人を大 切に個人のやる気をひき出す教育をしてい
ます。医療チームの一員 として，患者さんの人間性を尊重し，専門職
として知識・判断・技 術を高め、自己研鑽が出来ることが目標で
す。看護部主催の講演 会や各職種が一同に会しての研修会など
多数の学ぶ機会があり ます。

タブレット
スマートフォン
でも見ることが

できるよ。

●技術確認チェック

●技術確認チェック
●技術確認チェック

●技術確認チェック

新人教育

学習カードは、
OJT（実 践教育）と
OFF-JT（集合教育）
をつなぐツールです。

何を学んだ？
学びを実践に
活用できた？

何でも相談して

みよう

1年間の
総まとめ
TNADS
レベルⅠに
チャレンジ
しよう! !

部署に配属！
ワクワク、
ドキドキ。

March

3月

研修の学びは
ここに
記入するよ！

e-learning

部署の勉強会

集 合 教 育

現 場 教 育

同期と一緒に！

先輩と一緒に！

自 己

啓 発

自ら学ぼう

2018 年度 新採用者研修プログラム（AOBAナース初級コース）

年間教育プログラム

年間教育プログラム

●師長さんと面談 ●師長さんと面談●師長さんと面談
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マモルミル

白衣に袖を通す喜びと責任感。
さあ、今日も1日がはじまります!

1． 看護師になった理由・当院を選んだ理由
　私は幼い頃、何度か入院した経験があります。その際に、看護師の接し
方によって患者さんの表情や治療に対する意欲が変化する様子をみて、
看護師が患者さんに与える影響の大きさを感じました。それから私は、人
と直接関わり影響を与えられる職業に魅力を感じ、看護師を志すように
なりました。
　当院には学生時代に看護実習でお世話になりました。その際に担当し
てくださった指導者さんの、学生に対する熱く優しい指導、患者さんに真
摯に向き合う姿に感銘を受けました。また、新人の教育体制が整っている
だけでなく、キャリア支援も充実しており、生涯に渡り学び続けられる環
境も当院の魅力の1つだと感じています。

2． 日々の看護で感じること
　入職して半年、たくさんの患者さんと接してきました。消化器内科病棟
には、検査や内視鏡治療を控えた急性期の方から、慢性疾患を抱えなが
ら自宅退院していく方まで、様々な患者さんが入院しています。だからこ
そ、常に個別性のある看護を検討し、先輩の助言を受けながら患者さんへ
のケアを試行錯誤する毎日を送っています。
　少しずつできることが増えていくことに対し喜びを感じつつも、同時に
生じてくる責任に対し不安を感じることもあります。しかし、成長を認め導
いてくださる先輩、切磋琢磨し成長の喜びをともに分かち合うことができ
る同期に支えられ、看護師としてのやりがいを日々感じながら働くことが
できています。
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ラウンド
am9:00

大事な引継ぎ作業である夜勤勤務者
から申し送り。聞き逃すことのないよう
に集中して申し送りを受けます。

1Day

6時 9時 15時 18時 21時 24時

2Day

3Day

4Day

5Day

6Day

7Day

8:00～16:45 日勤

休み
休み

8:00～16:45 日勤

～8:45
15:45～ 夜勤

8:00～16:45 日勤

勤務スタート・申し送り
am8:00

患者さんの点滴を準備。一緒に一つひ
とつ確認しながら慎重に素早く準備し
ます。

点滴準備
am8:30

カンファレンス

夜勤

pm1:00

他グループのことなど情報交換します。

昼食・同期と情報交換
pm12:00

受け持ちの患者さんに朝の挨拶をし
ながらペアで患者さんの状態と今日
の予定を確認します。

検査室へ送り出し
am9:30

チームで患者さんのケアについて共有
しています。

巡視のようす

夜間は交代で休憩をとります。
朝になったら、検温・モーニングケア
などを行い日勤に申し送って終了と
なります。

患者さんを検査室までお連れします。

午後は患者さんのところで検温と血圧
測定。

検温
pm2:00

１日の勤務が終了！一緒に１日を振り
返り、分からなかったことなどを相談
してナースステーションを後にします。
お疲れ様でした。

勤務終了
pm4:45

日勤

日勤から申し送り
を受け処置や検温・
イブニングケアを
おこないます。

ある看護師の
1週間の勤務表

消化器内科

（平成30年度採用） 東北大学卒業

消化器内科

先輩看護師

新人看護師

～新人看護師の日勤～

他職種との連携

新人看護師の一日、
どうだったかな？

先輩看護師としてどのように新人さんを支援しているか
　私達の働く西8階病棟は消化器内科病棟で、検査や治療・処置のとても多い
部署です。患者さんの入退院も多く、毎日がめまぐるしく過ぎています。
　当院の掲げるパートナーシップ・ナーシング・システム®(PNS)は、常に看護
師2名で状況を把握し、患者さんに安全な看護を提供できるよう配慮された取
り組みです。特に新人さんにとっては、不安なこと、わからないことがあれば、
ペアの先輩看護師にすぐに相談できる心強いシステムだと思います。慌ただし
い病棟だからこそ、スタッフが安心して仕事に臨むために、PNSという方式は
特に活かされていると実感しています。
　私達は、新人さんが必要な知識や技術を学ぶ機会を作ること、そして働きや
すい環境を作ることに努めています。新人さんの笑顔に元気をもらうことも多
く、日々成長が楽しみです。看護師1年目の皆さんの大切な時期が実りの大き
なものになるよう、今後も近くでサポートしていきたいと思います。

部署毎に3つのパターンの夜勤があるよ！

pm3:45 pm9:00 am0:00 am3:00 am8:45

薬剤師との連携

他職種の人と
連携がしっかり
取れるように !

新人看護師と年間パートナーを組む
2人の看護師をフレッシュパートナーといいます。
教育係や他のスタッフとともに新人看護師の

指導 ・支援・ 評価を行います。

ナースのお仕事

ナースのお仕事



Q.1 認定看護師になるにはどうすればいいのですか？

A.1
実務経験5年以上（そのうち3年は認定分野で実践）あり、6ヵ月の教育課程を受講した後、日本看護協会
の認定試験に合格することが必要です。受講するに当たり、院内の選考基準として、クリニカルレベルⅢ以
上、2つ以上の部署を経験していることが望ましく、師長の推薦があることとしています。

東北大学病院では現在、認定看護師が17分野37名・専門看護師が5分野10名活躍しております。詳しい
活動につきましては、東北大学病院のホームページへ掲載しておりますので、そちらもあわせてご覧ください。

　高度救命救急センターは、内科・外科系疾患をはじめ、外傷や熱傷・中毒、脳卒中など様々な病態の患者
さんが搬送されてきます。そのため看護師は、乳児から高齢者とあらゆるライフステージの危機的状況にあ
る患者さんに対して、数少ない情報から観察・判断・予測し、重症度・緊急度を見極め、全身状態の急激な
変化に即応できる知識と看護技術が必要とされます。生命の危機に直面した患者さんとご家族の身体的、
心理的反応に対して看護を行い、生活者として捉え社会復帰につなげる役割を担っています。日々、多職種
と連携をして、患者さん及びそのご家族を中心にその人らしい人生を歩んでいけるように、退院後を見据え
た看護を実践しています。

Q.2 就職後に大学院への進学を考えているのですが、
休職できる制度はありますか？

出産後も仕事を続けていくにあたり、受けられる
支援はありますか？

仕事以外で、他の看護職員と
交流を持てる場がありますか？

在職期間が2年以上の職員が大学等の就学に必要な場合に自己啓発休業が取得できます。期間は、大学等における就学の
期間となり、在籍する課程の正規の履修期間をこえて取得することはできません。この間は、給与は支給されません。

A.2

Q.4 看護部では、星陵会が出資しているサークル
があり、活発に活動しています。

（星陵会とは、東北大学病院に在職して
いる看護師・助産師・准看護師・看護
助手で構成されており、親睦をはかり
一般教養を深めることを目的とした
会です。）

A.4

育 児 休 業 制 度 ：出産後、3歳になるまで子育てに専念できる制度で男女を問わず
利用できます。給与は支給されません。

育児部分休業制度 ：小学校就学するまでの子を養育するため、小学校就学するまで
に1日2時間以内で休業できる制度で男女問わず利用できます。

育児短時間勤務制度 ：小学校就学するまでの子を養育するため、1週間あたりの勤務
時間が20時間から25時間までの範囲内で勤務（夜勤可）する
ことできる制度で男女を問わず利用できます。

当院には、近隣に24時間保育を行っている「星の子保育園」があります。病気になった場合でも、病後児保育室を利用する
ことができます。

A.3

Q.3

東北大学病院 H P アドレス　 h t t p : // w w w . h o s p . t o h o k u . a c . j p /

　学生の頃から精神科に興味を持っていました。色々な診療科を経験していく中で、疾患に関わらず精神面
のアセスメントやケアの必要性を感じ、精神看護専門看護師を目指しました。現在は精神科病棟看護師とし
て働きながら、医師や臨床心理士とともに精神科リエゾンチームでの回診を行っています。身体疾患をきっ
かけに、せん妄状態となったり、抑うつや適応障害に陥る患者さんがいます。また、精神疾患を有する患者
さんが身体的な疾患の治療のために入院することもあります。そのような時にどのようなケアが適切なのか
を病棟看護師と一緒に考えることが大切だと感じています。入院患者さんの治療が円滑に進み、よりよいケ
アが受けられるよう支援していきたいと思っています。精神看護専門看護師

救急看護認定看護師

　私は働きながら大学院へ進学し、現在は男性看護師に関わる研究をしています。大学院へは夜勤前、夜勤明け、
日勤後や休日に通っています。部署の協力により大学院に通うことができており、特に師長さんには勤務面での調
整をしてもらっています。カリキュラムに合わせて勤務を工夫することで、働きながらの通学も可能だと感じています。
　仕事と勉学のどちらも中途半端にできないため、肉体的・精神的に負担のかかる場面が多いのですが、休
む時はしっかり休み、充実した日々を送っています。大学院で学んだことを臨床に還元できるようにしていき
たいと思っています。
　私はこのように大学院に通っていますが、自己啓発休業制度を活用し進学する看護師もいます。当院には
自分に合った選択をしながら、キャリアップを図れるチャンスがあります。

　私は、育児部分休業を利用して通常8時から始業開始のところを9時から勤務しています。９時というと、
申し送りや朝のラウンドが終わり、いよいよ忙しくなる時間です。子どものためとはいえ、スタッフや患者さ
んへの影響を考えると不安でいっぱいでした。しかし実際は、PNSという看護体制のおかげもあり、私が勤
務するまではペアのスタッフが担当患者を見ていてくれ、ペアをリーダーが補助してくれるなど、部署のサポー
ト体制は万全でした。定時をすぎると、お迎えに間に合うようにと声をかけて頂き、上司や同僚の気遣いに
感謝の日々です。育休中のママ達は、安心して復帰してほしいなぁと思います。５階病棟

まず、看護実践を積み重ねることです。

いくつかの子育てに関する制度があります。

自己啓発休業という制度があります。

サークル活動があります。

博士前期課程

おしえて！ 
ミルちゃん、
マモルくん

キャリアQ&A

看護部に関する専門、認定看護師取得
や勤務に関するよくある質問をまと
めました。

キャリアQ&A
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アロマセラピー同好会 フットサルクラブ バスケットボール（籠人会）星陵RUNRUNクラブすずめ踊りサークル

認定・専門
看護師



北六番町通

仮外来診療棟
（旧管理棟）

外来診療棟A

正面玄関

臨床講義棟

ホスピタル
モール

PET検査棟

中央診療棟

西病棟

2F 生理検査センター　　 1F 放射線部　　 B1F 病院スキルスラボ

　本院は江戸後期の文化14年(1817年)仙台藩医学校の施薬所か

らはじまりました。その後幾多の変遷を経て本日の「東北大学病

院」に至っています。

　平成21年度には医科と歯科が統合し、57の診療科と多くの中央

診療施設等を有する総合病院としてさらに発展しました。今までも

これからも、長い歴史と伝統に裏付けされた高度な医療水準に基

づく診療や、教育及び研究により、地域のみならず、わが国の医療

の発展に大きく寄与し続けています。

　本院は東西17階建ての病棟を有し、さらに平成30年度に先進医

療棟が稼働しました。先端医療の実践の場となるべく、さらなる進

化を続けています。

※東北大学病院は特定機能病院承認・日本医療機能評価機構認定を更新し
(Ver.7)を取得しています。

【病床数】1,207床  【看護師数】1,147名
【看護提供体制】７対１入院基本料  【診療科数】52科

国道48号線

至北四番丁駅

外来診療棟C

先進医療棟

外来診療棟 B

艮陵会館

東病棟

病院内には郵便局、コーヒー
ショップ、ベーカリー、銀行ATM、
などもありとても便利です。

ホスピタルモールは天井が
高く、外光がそそぎ、とても
開放的な空間です。

郵便局

18F 機械室　電気室　EV機械室
17F リハビリテーション部
16F 呼吸器内科／糖尿病代謝科
15F 心療内科　皮膚科　消化器内科
14F 血液・免疫科
13F 泌尿器科　総合外科（胃腸）
12F リハビリテーション科　脳神経内科　てんかん科
11F 整形外科
10F 形成外科　歯科
 9F 循環器センター（循環器内科　心臓血管外科）
 8F 総合外科（肝・胆・膵外科　胃腸外科）
 7F 婦人科・総合外科（乳腺・内分泌）
 6F 周産母子センター（MFICU、産科）産科
 5F 小児医療センター／小児科／小児腫瘍科　形成外科

小児外科／小児腫瘍外科　院内学級
 4F 化学療法センター　腫瘍内科外来　医療安全推進室

感染管理室　看護管理室
Nurse 支援室

 3F 血液浄化療法部
 2F 薬剤部　栄養相談室
 1F 時間外窓口
B1F MRI
B2F SPD（リネン、洗濯）

東病棟診療科・付属施設・関連施設

 5F 保存修復科　咬合修復科
口腔機能回復科　高齢者歯科治療室
歯科療法科　歯周病科　咬合回復科
障害者歯科治療室
顎口腔再建治療室

 4F 歯科顎顔面外科
歯科麻酔疼痛管理科　口腔診断科
総合歯科診療室　歯科口腔外科
予防歯科　歯科インプラントセンター

 3F 小児歯科　咬合機能成育室
言語治療室　矯正歯科
顎口腔機能治療室

 3F 形成外科　小児科　遺伝科
小児外科　小児腫瘍外科
小児腫瘍科

 2F 感染症科　消化器内科
呼吸器内科　呼吸器外科

 1F 移植・再建・内視鏡外科
乳腺・内分泌科　泌尿器科
放射線治療科　放射線診断科
加齢核医学科　婦人科　産科

B1F カルテ室

外来診療棟C

 5F 臨床研究推進センター
 4F 緩和医療科　耳鼻咽喉・頭頸部外科　皮膚科　眼科
 3F 整形外科　精神科　肢体不自由リハ科　てんかん科　内部障害リハ科　高次脳機能障害科

臓器移植医療部
 2F 循環器内科　漢方内科　老年科　心療内科　肝・胆・膵外科　胃腸外科　WOCセンタ－

心臓血管外科　神経内科　脳神経外科　脳血管内治療科　腎・高血圧・内分泌科
血液・免疫科　糖尿病代謝科　麻酔科

 1F 総合診療部　輸血部　入院センター　医療相談室　がん診療相談室　地域医療連携センター
健康情報館　ご意見窓口

B1F メディカルITセンター

外来診療棟A

2F～4F　検査部

仮外来診療棟

職員寮

職員寮（女性専用）

大学病院まで徒歩5分の敷地内にあり、宿
舎費は低額。
鉄筋5階建て。全60室で各個室(1K6畳)。
冷暖房完備。ユニットバス、押入有り。

※ただし、希望者が多
い場合は入居でき
ないことがありま
す。（財）辛酉会で
お住まいのご紹介
もいたします。
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2F 食堂
1F 輸血・細胞治療部

緩和医療科
がんセンター
がん登録事務室

外来診療棟B6

 5F 設備室
 4F 集中治療部 (ICU/HCU)
 3F 手術部
 2F 材料部　病理部
 1F 高度救命救急センター

第一種感染症病床
B1F 放射線治療部　病理部

先進医療棟10

B1F・3F～5F
東北大学クリニカル・スキルスラボ

艮陵会館

中央診療棟

8

3

2

ホスピタル
モール

タリーズコ
ーヒー

ベーカリー ローソン

職員食堂

施設案内

施設案内

18F 機械室　電気室　EV 機械室
17F 緩和医療科
16F 呼吸器内科　呼吸器外科

総合感染症科
15F ミーティングルーム
14F 腎・高血圧・内分泌科　腫瘍内科
13F 精神科
12F 眼科
11F 脳神経外科　加齢・老年病科
10F 耳鼻咽喉・頭頸部外科　形成外科
 9F 循環器センター（循環器内科／CCU）
 8F 消化器内科
 7F 総合外科（移植・再建・内視鏡外科／

乳腺・内分泌外科）

 6F 周産母子センター
（NICU、GCU、MFICU、産科）

 5F 小児医療センター／
小児腫瘍センター／
小児科／小児腫瘍科／遺伝科

 4F 放射線治療科　放射線診断科
RI ／救急科

 2F SPD ( 中央倉庫）／MEセンター
 1F RI 検査　放射線部　中央監視室
B1F 栄養管理室　厨房
B2F 放射線治療

西病棟診療科・付属施設・関連施設1
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