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東京労災病院



東京労災病院は、働く人々の健康を守ることを使命とした

「勤労者医療」に取り組むと共に、地域医療支援病院として、

急性期医療・高度先進医療・救急医療を推進し、地域から選ばれる中核病院として

皆様方の健康の保持、増進に取り組みます。

この理念に則り、

看護部は を目指しています。

そのためには、看護職員一人ひとりの成長が大切です。

充実した教育システム、考え抜かれた支援体制、安心の福利厚生など、

ここには、一人ひとりが育ち、輝き、

花ひらくための環境が整えられています。

Grow UpGrow Up
ここで輝く。ここで花ひらく。

「命の輝きを共有できる病院」
「誰からも信頼され、心温まる看護」

看護部からのMessage

一人ひとりが輝ける職場で、一緒に働きましょう !!

成長のために、恵まれた環境を、あなたに。
東京労災病院の注目ポイントをご紹介します。

私たち東京労災病院の看護職は、人が健康であること、そして幸福であることを心から願い、
その人らしく「輝いた」人生が送れるよう、貢献していきたいと思っています。そして「命」
の輝きをすべての人と共有し、看護職一人ひとりが、看護実践を通して自己実現し、輝いてい
る人でありたいと願っています。
“私たちは、誰からも信頼され、心温まる看護を目指します。”この看護部理念には、「信頼」を
何よりも大切にし、心と心が通じあうことを目指して看護を行うという決意が込められています。
思いを共有する「あなた」を、私たちは求めます。

地域とのシームレスな連携を推進。入退院支
援センターはＰＦＭシステムにより入院前から
患者の状況を身体的、社会的、精神的背景から
把握し、退院後も継続した支援を行います。

地域の安心を支える
地域医療支援病院です。

ＰＦＭ（Ｐａｔｉｅｎｔ Fｌｏｗ Ｍａｎｅｇｅｍｅｎｔ）

病院の基本方針

1
質の高い
急性期医療の

実践 2
安全で心温かな
医療の提供

3
地域の発展に

貢献

4
勤労者医療の
推進と普及

5
職員の

福利・厚生の
向上

6
健全な
経営基盤の
確立

Point
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Point

2
看護助手、クラーク、メッセンジャーを配置。また、
多職種参加の専門医療チームによる組織横断的
活動を展開するなど、質の高いケアを追求してい
ます。

他職種参加の専門医療チームによる組織横断的
活動を展開するなど質の高いケアを追究。また、
看護補助者、クラーク、メッセンジャーを配置して
看護業務の効率化に努めています。

チーム医療の推進など、
働きやすい環境を整えています。

褥瘡回診

災害拠点病院として、DMAT（災害派遣医療
チーム）を設置し、災害時における急性期医療
の提供を担う病院として、平常時から個々の職
員の意識を高める活動を行っています。

災害拠点病院としての
使命を果たします。

DMAT

Point

3
Point

4
プリセプターシップによる新人支援にはじまり、
個人の希望とスキルに応じてキャリアアップで
きます。各種研修、進学支援、奨学金制度なども
充実しています。

プリセプターシップによる新人支援にはじまり、
個人の希望とスキルに応じてキャリアアップで
きます。各種研修、進学支援、奨学金制度なども
充実しています。

充実した教育システムで
キャリアアップを支援します。

専門看護師
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一人ひとり が自分のペースで着実にキャリアアップ。

e-ラーニン グから講義を受けることもできるため、

やる気次第 で、効率良く目標に近づくことができます。

新人看護師
の 1年

Career UpCareer Up
あなたが育ち、花ひらく環境があります。

ラダーⅣラダーⅢラダーⅡラダーⅠ新人

教育ラダープログラム

指導を受けながら
業務ができる段階

マニュアルに沿って
業務ができる段階

受け持ち看護師とし
て自立、日々のリー
ダーの業務ができる
段階

所属部署のリーダー
としてリーダーシッ
プが発揮できる段階

キャリアアップ支援制度が充実。
私は糖尿病看護認定看護師
としてフットケア外来、療養
指導を行っています。糖尿
病患者さんは疾患を抱えな
がら通常の仕事や家庭生活
を送っていますので、日々患
者さんといっしょに「どうす

れば療養行動を継続できるのか」を考え、実践できる
よう援助しています。専門・認定看護師の分野はたく
さんあります。当院では研修学校進学時の授業料の
一部負担と勤務扱いでの給与保証があり、安心して
キャリアアップを目指すことができます。

糖尿病看護認定看護師　岩塚　晶子

医療チームにおいて
看護の立場でリー
ダーシップが発揮で
きる段階

専門・認定看護師を目指したい方へ

看護学校卒業後すぐに助産師学校へ。
私は看護学校を卒業後すぐ
に助産師学校へ進学をした
ため、経済面や就職後の不
安がありました。しかし、
しっかりとした奨学金制度
やキャリアアップ支援があ
り、安心して助産学校へ進

学し就職することができました。当院は院内助産や
助産外来を開設しており、妊婦さんのニードに沿っ
て助産師が主体的に働ける場がありますので、日々
やりがいを感じながら仕事をしています。

助産師　岩切　弥由佳

入職当初は緊張と不安で
頭がいっぱいで、自問自
答しながら悩むこともあり
ましたが、プリセプターを
はじめとする先輩方の丁
寧な指導やサポートがあ
り、安心して仕事ができる
ようになりました。

入職時、不安がたくさん
あるのは誰でも同じです。
プリセプティのサポート
は、プリセプターはもちろ
ん、病棟スタッフ全員で
協力して行いますので、
共に悩み、成長できるよ
うがんばりましょう。

プリセプタープリセプティ

内海 遼祐 井関 竜也

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
着実に看護の基礎を身につけてもらうことが大切。無理のないスケジュールと効果的な研修、きめ細かなフォローで、成長をしっかりと見守り、支えます。

静脈注射の演習 ふりかえり研修 BLS研修 人工呼吸器研修 認定証授与式

3
か
月
の
振
返
り

6
か
月
の
振
返
り

1
年
の
振
返
り
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１年間育児休暇を取得した後、復職しました。現在は
育児短時間を活用し働いています。子供の体調不良
などで急なお休みをいただくこともありますが、協力
していただけるため、子育て中でも安心して働くこ
とができます。歴史の長い病院なので幅広い世代の
看護師が多く、看護師・母親としていろいろな知識や
経験を共有できるのもメリットだと思います。

VoiceVoice
「この病院の、ここがいい」
先輩たちの声をお届けします。

子育て中でも安心して働けます。

中途採用

二階堂 順子

私は当院に来て５年目、看護師９年目で補佐になりました。
当院のいいところは管理者がスタッフ一人ひとりの長所
と短所をよく理解してくれている所です。自分自身では気
付かなかった長所を見つけてくれてキャリアアップのアド
バイスをいただき、昇任試験にチャレンジして合格するこ
とができました。私がそうしていただいたように、現在は
師長補佐としてスタッフの長所を見つけて伝えることで、

皆が輝ける職場づくりに努めていき
たいと思います。

長所を見つけて皆が輝ける職場に。

看護師長補佐

渡部 仁美

地域に密着し、妊娠中から産後も関わりを持つこと
ができることから、当院に魅力を感じて中途採用者
として入職しました。当初は不安もありましたが、メ
ンターがついてくださり、毎月振り返りを行うこと
で業務を覚え、部署の特徴や雰囲気をつかんでい
くことができました。また、中途採用者の研修や、他
部署の中途採用者との交流もあり、様々なキャリア

を積んだ先輩・同僚から多くの学びや刺激を
受け、日々成長したいと思っています。

中途採用者のサポートも充実。

中途採用

高橋 真理愛

アクセス・周辺情報

地域の発展に貢献する病院

地域医療支援病院分布図

看護師宿舎

病院見学会

院内コンサート

地域に根ざした病院を目指し、その
一環として地域のセミナー講師や市民
公開講座、専門看護師・認定看護師の院
外活動を積極的に行っています。また、
地域のイベントへの参加や院内コン
サートの開催など、住民の方々とのつ
ながりをとても大切にしています。

福利厚生
年次休暇とは別に夏季休暇や産前
産後休暇などの特別休暇、更に
永年勤続者へのリフレッシュ休暇
などが充実しています。また、看護
宿舎は病院に隣接しており、ワン
ルームタイプでエアコン・バス・
キッチン等を完備しています。

品川地域

田園調布地域
大森地域

蒲田地域

川崎地域

椛谷・羽田地域

▶JR「大森駅」より東口バス乗り場2番から
京急バス「森ヶ崎」行き乗車約20分

▶JR「蒲田駅」より東口バス乗り場5番から
京急バス「森ヶ崎」行き乗車約30分

▶京浜急行「平和島駅」より「平和島駅」
バス停から、京急バス「森ヶ崎」行き乗車
約10分

▶東京モノレール「昭和島駅」より
　「昭和島駅」西口下車徒歩約20分

公共交通機関ご利用の場合

あなたが夢や目標に向かって、

のびのびと成長していくためには、

職場の雰囲気や環境がとても大切です。

先輩たちの声から感じ取ってください。

JR京浜東北線

第一京浜（国道15号線）

羽田空港

バス⑤番乗り口東口
バス②番
乗り口

森ヶ崎
バス停

大
森
東
避
難
橋

平和島バス停

東口

大森町梅屋敷京急蒲田駅

大森東大森警察署前

北椛谷

呑川

流通センター 大井競馬場前

南蒲田

大鳥居

椛谷

大鳥居

羽田ランプ

空港西ランプ

空港中央ランプ

平和島ランプ

天空橋

穴守稲荷

大森警察署●

京浜急行線

東京モノレール

昭和島
首都高速湾岸線

首都高速1号線

東急多摩川線・池上線

環
状
8
号
線

京
急
空
港
線

環
状
7
号
線

平和島駅

森ヶ崎公園

城南島

大井埠頭昭
和
島

多
摩
川

至川崎

至品川

東京労災病院

JR蒲田駅

産業
道路（

国道
131
号線
）

JR大森駅
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