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新入職員のご紹介

私にはたくさんの趣味があります。特にスポーツ
観戦や身体を動かすことが大好きなのですが、そ
の中でも特に力を入れているのが空手です。
最初に始めたのは21歳の時。元々、身体を鍛え

たいと思っていたうえに、本屋さんで偶然空手関
係の雑誌を手に取り、「カッコいい!!」と感銘を受け
たからです。空手は見た目だけではなく、“小よく大
を制す”という言葉に象徴されるように、体格に左
右されない武道です。私は身体がそんなに大きく
ないので、体の小さな選手が大きな選手に勝つ場
面を見ると、とても憧れるとともに、いつかは自分
も、と感じる機会が多いです。
今、私が取り組んでいる空手は直接打撃制で、試

合では実際に叩いたり蹴ったりして、とても痛い思
いもします。ただ、相手選手とともに力を出し尽く
して戦うので、試合が終わると晴れやかな気持ち
になり、仲良くなれるところにとても魅力を感じて
います。
これまで大会には県内外を含め、9回出場したこ

とがあります。残念ながら入賞したことはありませ
んが、いつかは富山県大会や他県の大会、そして
夢は大きく全国大会に出場することが目標です。
もう一つの目標が黒帯を取ることです。昨年取

れずにとても悔しい思いをしました。原因は、練習
量が足りなかったことと、途中であきらめてしまっ
たことだと自己分析しています。今年こそ、この目
標を達成するためにも、仕事の合間を見つけて
ミット打ちや組手練習に励み、ジムでの筋力トレー

ニングや走り込みで体力をつけていきます。また、
空手を通じて培った礼儀作法を活かし、患者さん
や職員に対して礼儀正しく接し、自己成長につなげ
ていきたいと思います。
空手は年齢を問わずに楽しめるスポーツです。

道場には大人になってから
始めたという初心者もいま
す。みなさんも一緒に始めて
みませんか?
最後に、私は「KUROBE

アクアフェアリーズ」のファン
クラブに入会し、試合は欠かさ
ずに応援に行っています。
会場で見かけたら声を
かけてくださいね。

看護師となり2カ月、現在は障がい者病棟でALS（筋萎縮

性側索硬化症）や腎不全の方の看護を行っています。入職

当初は患者さんの処置を行い、皮膚の状態から「なぜこの

薬を使うのか」、「どのような作用があるのか」といったこ

とが、わかりませんでしたが、勉強することで少しずつ理

解できるようになりました。看護技術についても、研修で

点滴や吸引、バイタルサイン測定などを学び、日を追うご

とに、できることが増えています。

「今日はこれをできるようにしよう」と目標を立てて実

現すると、仕事が終わった時に達成感がありますし、仕事

をひとつずつ覚えていくことで「夢だった看護師になった

んだ」と実感します。働いていて、患者さんからの「ありが

とう」はすごく支えになります。「もっと安心してもらえる

ような看護師を目指そう！」と、やる気がみなぎります。

以前、ALSの患者さんがパソコンの画面を通じて「丁寧

で嬉しかった、いつも完璧です」と言ってくださったこと

がありました。その時は、思わず心のなかでガッツポーズ

をしました。実際に看護師になって言われる「ありがとう」

は、学生の頃とはまた違って、何倍も心に響きます。些細な

ことかもしれませが、少しずつ自分の看護を見つけていく

ことができています。

今後も「自分だったらどうされたいか」を常に考え、“基

本＋一人ひとりにあった”看護が自然とできるようになる

ことを、ひとつの目標にしていきたいと思います。

入職してからこの間、私のなかで看護師のイメージが少

し変わりました。以前は「患者さんの要望を何でも聞き入

れ、どんな時でも笑顔で優しい。それが白衣の天使」――そ

う思っていました。しかし、実際に働いてみると、患者さん

の大切な命と日々向き合うには、訴えを聞き入れるだけで

なく、強さも必要と考えるようになりました。

入職して1カ月が過ぎた頃のこと。一人でトイレに行く

のが危険な患者さんがいました。私はトイレに行く際は

ナースコールを押すように伝えましたが、なかなか納得し

てもらえませんでした。そこで、ある時、私が真剣な表情で

「○○さんのことを私は守らなくちゃいけないの。だから

少し頼ってください」と言うと、言葉が届いたのか、患者さ

んは「わかった」と受け入れてくださいました。

また、救急対応で笑顔から一変し、目の前の命を救おう

と、病棟内を走る先輩看護師の姿に目を奪われたこともあ

りました。患者さんの安全のため、回復のために専門職と

して、やるべきことを毅然と伝えることも大切とわかり、

それが本当のやさしい看護だと思いました。

まだまだ自分の未熟さに歯がゆくなることもあります

が、そんな私にも「ありがとう」と言ってくださる患者さん

がいます。この悔しさと嬉しさを忘れることなく、これか

らも患者さん一人ひとりとの時間を大切に、看護と向き

合っていきたいです。
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「当たり前以上」だから喜ばれる
看護のやりがいを生きがいに

2 016年4月、徳洲会に1,226人の看護職（保
健師・助産師・看護師・准看護師）が入職

しました（うち新卒は733人）。「生命だけは平等だ」
の哲学に共感し、希望をもって仲間に加わってく
れたのです。
その新人看護職員の皆さんに各病院を通じて今号
の原稿を募ったところ、今までにないくらい多くの応
募をいただきました。どの原稿も入職から2カ月たっ
た皆さんの奮闘ぶりが目に浮かび、期待や不安、喜
びや悲しみ、悔しさ…さまざまな思いを抱いている様
子がわかりました。そこで、改めて「仕事に就くとは
どういうことか」をテーマに、メッセージを送りたいと
思います。
世界に誇る日本の自動車メーカー・ホンダの創業

者、故・本田宗一郎さんは絶えず自社の社員に「自
分が幸福になるために働きなさい」と言っていたそう
です。仕事をするうえで喜びを感じるのは幸せです。
そして喜びを感じながら仕事ができれば良い結果に
つながります。つまり「個の幸せの上に周囲（組織）
の幸せがある」との考えで、一人ひとりが個性を生か
し、喜びや感動を大切にしながら仕事をすることで、
周囲が幸せになるということです。
看護の仕事でいえば、喜びを感じる要因は主に2

つあります。ひとつは看護職の技術を徹底して行使す
ること。私たちにはプロとしての技術があります。その
技術を患者さんに惜しみなく提供します。もうひとつ
は、技術や経験を積み重ね、きちんと組み立ててい
くことです。学んだことや経験したことを生かしたり、
体系付けたりできなければ意味がありません。
そのためには努力が不可欠。もし仕事に喜びを感

じられないのなら、努力の量が足りないのか、努力
の質が悪いのか、それとも両方に原因があるのか。
自分で振り返ってみてほしいと思います。
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徳洲会の鈴木隆夫理事長は“no pain no gain”
と言います。労苦なくして得るものなし。どんな仕事
でも「就いて良かった」と思うには、それなりの苦労
が付きものです。苦労がなければ、たとえうまくいっ
たとしても、大きな充実感や喜び、自信は得られませ
ん。自分を鍛えることで“当たり前”や“ふつう”より
上のレベルに成長できるのです。
今回、「患者さんから“ありがとう”と言われて嬉し

かった」という原稿を多く見ました。なぜ患者さんは
「ありがとう」と言ってくださったのでしょうか。「あり
がとう」の意味を考えたことはありますか？　「ありが
とう」は漢字で書くと「有難う」。「有ることが難しい」
という意味になり、その反対は「当たり前」となります。
つまり、当たり前以上のことをしてもらったと感じるか
ら感謝されるのです。
新人の皆さんには、徳洲会の哲学“生命だけは平
等だ”を、そして患者さんのために私たちに何ができ
るか“For The Patient”をいつも考えつつ、当たり
前以上の看護を行い患者さんに喜んでいただきたい
と思います。患者さんの「ありがとう」は職員、病院も
ハッピーになった証しです。同時に、皆さん自身も当
たり前に過ごすのではなく、1日1日を大切にしてほ
しいと思います。看護のやりがいを自分の生きがいに
してください。未来に向かって歩き出した新人に、私
たち先輩職員はいつもエールを送っています。
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ずに応援に行っています。
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看護師として日本で働き始めて2カ月。今、障がい者病棟

で働いています。言葉での意思疎通が難しい患者さんが多

いこともあり、改めてコミュニケーションの重要性を実感

しています。

私は学生時代から人と話すのが苦手でした。しかし、患

者さんの状態や気持ちを知るには、コミュニケーション能

力が欠かせません。私は欠点を直そうと思い、先輩たちの

話し方や接し方を学びました。日本では「ありがとう」や

「おはよう」という言葉をよく使いますが、故郷の台湾では

あまり使いません。私は日本人の自分の気持ちを言葉で表

現するところを尊敬しているので、私も自分の気持ちを素

直に表現するように努めました。

すると次第に患者さんと話せるようになるなど、コミュ

ニケーション能力が上がったように思います。最近は表情

や目の動きからも少しずつ患者さんの気持ちがわかるよ

うになりました。

先日、状態が良くなり、話せるようになった患者さんが

「ありがとう」と言ってくださいました。私の看護が患者さん

に役立つことがわかった、その時の感動は言葉では表現で

きません。私は未来の自分に伝えたい。「たとえ仕事や環境

に慣れても、患者さんの気持ちを大事にして！　忙しくて

も、この気持ちを忘れないでほしい」と。もっと専門知識を学

び、一人前の看護師になれるように努力していきたいです。

新人看護師教育の一環で、現在、シャドーイング（観察）

研修を受けています。先輩看護師に密着して観察し、行動

や所作をとおして今後の看護に生かすという研修です。担

当した先輩看護師の患者さんを大切にする姿を見て、今、

自分もそうなりたいと考えています。

ある時、先輩が女性の高齢患者さんにナースコールで呼

ばれ、すぐに駆け付けるとポータブルトイレの片付けを依

頼されました。「今片付けますね」と先輩が話しかけると、

患者さんは申し訳なさそうに「ありがとね。トイレの片付

けなんてさせてごめんね」と言いました。すると、先輩はす

かさず「いいんですよ。呼んでくれてありがとうございま

す。また呼んでくださいね！」と返答したのです。

私なら「いいんですよ」とだけ返事すると思ったので、先

輩に、なぜお礼の言葉まで発したのかを尋ねました。先輩

は一言、「患者さんに申し訳ない気持ちを抱かせたくない

から」。

業務に追われ、ナースコールが鳴っても「今やることが

ある」と、つい後回しにしたくなる自分を恥ずかしく思い

ました。先輩のように、コールが鳴ったらすぐに駆け付け

る看護師でいたい。そのためには、計画や準備を万全にし

たり、優先順位を付けたりして、時間や心に余裕をつくり

たいと思います。患者さんの「ありがとう」に「呼んでくだ

さってありがとう」と返せる看護師になるのが目標です。

宇治徳洲会病院に入職して早いもので2カ月が経ちまし

た。ICUでの研修が終わり、現在は心臓センターで研修を受

けています。思い返すと、入職して初めて目にすることば

かりでした。複数台の輸液ポンプにシリンジポンプ、人工

呼吸器に動脈血ライン、人工心肺装置といった医療機器が

装着された患者さん……。超急性期ということもあり、戸

惑っている間も患者さんの状態が刻一刻と変化をしてい

きました。

そんな患者さんを前に、「自分が学生時代に学んできた

ことは何だったのか」と感じるくらい強い無力感に襲われ

ると同時に、危機感を覚えました。自分がとったすべての

行動が患者さんに影響する責任の重さも身に染みてわか

りました。

毎日、覚えなくてはいけないこと、知っておかなければ

ならないことばかりで、入職当初は多忙を極めましたが、

先輩方の的確なフォローと勉強会などでの勉強で、先輩看

護師や医師の指示内容の理由が少しずつ理解できるよう

になっています。日を追うごとに、仕事の楽しさを感じる

回数が増えています。

心臓センターでもICU同様、多くのことを学べると期待

しています。気を引き締め、先輩のように高いレベルの看

護を実践できる看護師になれるように日々精進します。

循環器病棟に配属され、病態生理を理解できていなかっ

たり、心電図が読めなかったりと勉強の毎日です。入職当

初は看護師になった実感がわかず、患者さんから「看護師

さん」と呼ばれることにも違和感がありました。大きな不

安を抱きながらも頑張ることができているのは、先輩や同

期の支えがあるからです。仕事でわからないことがある

と、先輩が丁寧に教えてくれます、採血の練習では、先輩自

ら腕を差し出してくれたこともありました。

八尾徳洲会総合病院の充実した教育制度にも感謝して

います。とくに入職して良かったと感じているのは、新入

職員が参加する合宿研修です。研修で同じグループになっ

た職員とは今も集まるほど仲が良く、仕事がうまくいかな

かった時や悩みがある時など同期だからこそ打ち明けら

れることがあり、とても励みになっています。

周囲の協力のおかげで、患者さんに自信をもってできる

ことが増えています。まだまだ知識も技術も未熟で、フォ

ローしてもらいながら仕事をしていますが、自分が今でき

ることを確実に行っていこうと思っています。

笑顔もそのひとつ。先日、患者さんに「親切にしてくれて

ありがとう」と声をかけていただきました。「どんなに忙し

くても笑顔で対応しよう」と心がけていた成果が出たのか

なと感じました。笑顔を忘れず、患者さんに信頼される看

護師を目指して頑張ります。

新入職員のご紹介

患者さんの気持ちを大切に 「ありがとう」と返せる看護師へ 日追うごとに仕事の楽しさ実感 先輩方や同期たちの支えに感謝
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新入職員のご紹介

私にはたくさんの趣味があります。特にスポーツ
観戦や身体を動かすことが大好きなのですが、そ
の中でも特に力を入れているのが空手です。
最初に始めたのは21歳の時。元々、身体を鍛え

たいと思っていたうえに、本屋さんで偶然空手関
係の雑誌を手に取り、「カッコいい!!」と感銘を受け
たからです。空手は見た目だけではなく、“小よく大
を制す”という言葉に象徴されるように、体格に左
右されない武道です。私は身体がそんなに大きく
ないので、体の小さな選手が大きな選手に勝つ場
面を見ると、とても憧れるとともに、いつかは自分
も、と感じる機会が多いです。
今、私が取り組んでいる空手は直接打撃制で、試

合では実際に叩いたり蹴ったりして、とても痛い思
いもします。ただ、相手選手とともに力を出し尽く
して戦うので、試合が終わると晴れやかな気持ち
になり、仲良くなれるところにとても魅力を感じて
います。
これまで大会には県内外を含め、9回出場したこ

とがあります。残念ながら入賞したことはありませ
んが、いつかは富山県大会や他県の大会、そして
夢は大きく全国大会に出場することが目標です。
もう一つの目標が黒帯を取ることです。昨年取

れずにとても悔しい思いをしました。原因は、練習
量が足りなかったことと、途中であきらめてしまっ
たことだと自己分析しています。今年こそ、この目
標を達成するためにも、仕事の合間を見つけて
ミット打ちや組手練習に励み、ジムでの筋力トレー

ニングや走り込みで体力をつけていきます。また、
空手を通じて培った礼儀作法を活かし、患者さん
や職員に対して礼儀正しく接し、自己成長につなげ
ていきたいと思います。
空手は年齢を問わずに楽しめるスポーツです。

道場には大人になってから
始めたという初心者もいま
す。みなさんも一緒に始めて
みませんか?
最後に、私は「KUROBE

アクアフェアリーズ」のファン
クラブに入会し、試合は欠かさ
ずに応援に行っています。
会場で見かけたら声を
かけてくださいね。

看護師として日本で働き始めて2カ月。今、障がい者病棟

で働いています。言葉での意思疎通が難しい患者さんが多
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ばれ、すぐに駆け付けるとポータブルトイレの片付けを依

頼されました。「今片付けますね」と先輩が話しかけると、

患者さんは申し訳なさそうに「ありがとね。トイレの片付

けなんてさせてごめんね」と言いました。すると、先輩はす

かさず「いいんですよ。呼んでくれてありがとうございま

す。また呼んでくださいね！」と返答したのです。

私なら「いいんですよ」とだけ返事すると思ったので、先

輩に、なぜお礼の言葉まで発したのかを尋ねました。先輩

は一言、「患者さんに申し訳ない気持ちを抱かせたくない

から」。

業務に追われ、ナースコールが鳴っても「今やることが

ある」と、つい後回しにしたくなる自分を恥ずかしく思い

ました。先輩のように、コールが鳴ったらすぐに駆け付け

る看護師でいたい。そのためには、計画や準備を万全にし

たり、優先順位を付けたりして、時間や心に余裕をつくり

たいと思います。患者さんの「ありがとう」に「呼んでくだ

さってありがとう」と返せる看護師になるのが目標です。

宇治徳洲会病院に入職して早いもので2カ月が経ちまし

た。ICUでの研修が終わり、現在は心臓センターで研修を受

けています。思い返すと、入職して初めて目にすることば

かりでした。複数台の輸液ポンプにシリンジポンプ、人工

呼吸器に動脈血ライン、人工心肺装置といった医療機器が

装着された患者さん……。超急性期ということもあり、戸

惑っている間も患者さんの状態が刻一刻と変化をしてい

きました。

そんな患者さんを前に、「自分が学生時代に学んできた

ことは何だったのか」と感じるくらい強い無力感に襲われ

ると同時に、危機感を覚えました。自分がとったすべての

行動が患者さんに影響する責任の重さも身に染みてわか

りました。

毎日、覚えなくてはいけないこと、知っておかなければ

ならないことばかりで、入職当初は多忙を極めましたが、

先輩方の的確なフォローと勉強会などでの勉強で、先輩看

護師や医師の指示内容の理由が少しずつ理解できるよう

になっています。日を追うごとに、仕事の楽しさを感じる

回数が増えています。

心臓センターでもICU同様、多くのことを学べると期待

しています。気を引き締め、先輩のように高いレベルの看

護を実践できる看護師になれるように日々精進します。

循環器病棟に配属され、病態生理を理解できていなかっ

たり、心電図が読めなかったりと勉強の毎日です。入職当

初は看護師になった実感がわかず、患者さんから「看護師

さん」と呼ばれることにも違和感がありました。大きな不

安を抱きながらも頑張ることができているのは、先輩や同

期の支えがあるからです。仕事でわからないことがある

と、先輩が丁寧に教えてくれます、採血の練習では、先輩自

ら腕を差し出してくれたこともありました。

八尾徳洲会総合病院の充実した教育制度にも感謝して

います。とくに入職して良かったと感じているのは、新入

職員が参加する合宿研修です。研修で同じグループになっ

た職員とは今も集まるほど仲が良く、仕事がうまくいかな

かった時や悩みがある時など同期だからこそ打ち明けら

れることがあり、とても励みになっています。

周囲の協力のおかげで、患者さんに自信をもってできる

ことが増えています。まだまだ知識も技術も未熟で、フォ

ローしてもらいながら仕事をしていますが、自分が今でき

ることを確実に行っていこうと思っています。

笑顔もそのひとつ。先日、患者さんに「親切にしてくれて

ありがとう」と声をかけていただきました。「どんなに忙し

くても笑顔で対応しよう」と心がけていた成果が出たのか

なと感じました。笑顔を忘れず、患者さんに信頼される看

護師を目指して頑張ります。
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新入職員のご紹介

私にはたくさんの趣味があります。特にスポーツ
観戦や身体を動かすことが大好きなのですが、そ
の中でも特に力を入れているのが空手です。
最初に始めたのは21歳の時。元々、身体を鍛え

たいと思っていたうえに、本屋さんで偶然空手関
係の雑誌を手に取り、「カッコいい!!」と感銘を受け
たからです。空手は見た目だけではなく、“小よく大
を制す”という言葉に象徴されるように、体格に左
右されない武道です。私は身体がそんなに大きく
ないので、体の小さな選手が大きな選手に勝つ場
面を見ると、とても憧れるとともに、いつかは自分
も、と感じる機会が多いです。
今、私が取り組んでいる空手は直接打撃制で、試

合では実際に叩いたり蹴ったりして、とても痛い思
いもします。ただ、相手選手とともに力を出し尽く
して戦うので、試合が終わると晴れやかな気持ち
になり、仲良くなれるところにとても魅力を感じて
います。
これまで大会には県内外を含め、9回出場したこ

とがあります。残念ながら入賞したことはありませ
んが、いつかは富山県大会や他県の大会、そして
夢は大きく全国大会に出場することが目標です。
もう一つの目標が黒帯を取ることです。昨年取

れずにとても悔しい思いをしました。原因は、練習
量が足りなかったことと、途中であきらめてしまっ
たことだと自己分析しています。今年こそ、この目
標を達成するためにも、仕事の合間を見つけて
ミット打ちや組手練習に励み、ジムでの筋力トレー

ニングや走り込みで体力をつけていきます。また、
空手を通じて培った礼儀作法を活かし、患者さん
や職員に対して礼儀正しく接し、自己成長につなげ
ていきたいと思います。
空手は年齢を問わずに楽しめるスポーツです。

道場には大人になってから
始めたという初心者もいま
す。みなさんも一緒に始めて
みませんか?
最後に、私は「KUROBE

アクアフェアリーズ」のファン
クラブに入会し、試合は欠かさ
ずに応援に行っています。
会場で見かけたら声を
かけてくださいね。

私は一度、社会に出てから看護師になりました。現在、3

カ月半にわたる研修の真っ只中です。採血は同期の仲間と

練習を繰り返したこともあり上達しましたが、ほかの看護

業務は、まだ研修中で経験も少ないため「できる」というレ

ベルには達していません。経験を積み、スキル向上に努め

たいと思っています。

理想は患者さんや家族に寄り添える看護師。知識や技術

を日々磨きつつ、社会人経験を生かして一歩でも近づける

ように努力し続けます。

出雲徳洲会病院に入職して良かったことのひとつに、子

育てに対する周囲の理解があります。今、3歳の息子と1歳

の娘がいて、妻と協力しながら子育てを行っています。夫

婦共働きのため、私が保育園に迎えに行く日もあります

が、先輩方が「今日はお迎えでしょ？　時間は大丈夫？」な

どと声をかけてくださいます。安心して働ける環境をつ

くってくださる仲間に本当に感謝しています。

看護師となって妻や子どもを養っていくことを嬉しく

思っています。先日、家族4人で食事に出かけました。妻や

子どもの笑顔にとても癒されました。患者さんのために働

くのはもちろんですが、今まで迷惑や心配をかけた分、周

囲にもこれから少しずつ恩を返していきたいと考えてい

ます。

大隅鹿屋病院に入職し、早いもので2カ月が経ちます。幼

い頃の夢がかない看護師として働ける嬉しさ・喜びに浸る

半面、未熟な自分に何ができるのかと大きな不安も抱えて

のスタートとなりました。

病棟に配属されてから毎日初めて経験することばかり

でしたが、先輩看護師の指導の下、今は患者さんを受けも

ち検温やケア、処置時の直接介助、ナースコール対応など

が行えるようになりました。“スモールステップアップ”と

称し、一つひとつ丁寧に目標を達成し、確実に業務が行え

るように育ててくれる教育環境のおかげです。また切磋琢

磨できる仲間であり、良きライバルでもある同期の存在も

心の支えになっています。

実際に働いてみて感じるのは、学生の頃より多くの患者

さんと深くかかわり信頼関係を築けること。最近は表情や

言動、ふだんとの違いを会話から感じとることができるよ

うになりました。改めてコミュニケーションの重要性を認

識していますが、その一方で治療などの質問を受ける機会

も多く、尋ねられるたびに勉強不足と責任の大きさを痛感

します。

患者さんの状態が回復し、元気になっていく姿を見る

と、医療・看護の力の素晴らしさを感じます。チームの一員

であることに自覚・誇りをもち、常に患者さんの立場に立

つことを忘れずに、働き続けたいと思います。

離島医療と徳洲会の「生命だけは平等だ」の哲学に心ひ

かれて入職しました。2年前から縁もゆかりもない奄美大

島へ行き、徳洲会で働くことを目標に学生生活を過ごして

きました。ところが、いざ名瀬徳洲会病院に入職してみる

と、知り合いがいない環境に、毎日不安ばかりが募ってい

きました。

そんななか、4月14日に熊本地震が発生。地元だけに家族・

友人のことが心配で眠れない日が続きましたが、そんな時に

いつも声をかけてくださったのが、病棟をはじめとする病院

スタッフの方々でした。毎日誰かが必ず声をかけてくださ

り、心から「この病院に入職して本当に良かった」と思いまし

た。熊本出身と話すだけで、地域の方や患者さんにも心配し

てもらい、奄美の人の温かさに感動しました。

看護師として働くようになり、一番嬉しかったのは患者

さんの笑顔です。自分にとって患者さんの笑顔を超える喜

びはありません。言葉を発せない患者さんでも、何かケア

を行った後の微笑は、自分のやる気とパワーを何十倍、何

百倍にもしてくれます。

これからたくさんの知識・技術を身に付け、患者さんに

喜んでもらえるような看護ができるように頑張ります。

「生命だけは平等だ」の哲学の下で大きく成長し、いつか地

元の力に、そして奄美で何かあった時には必ず力になれる

看護師になりたいと思います。

現在、産婦人科に所属していますが、小児科や口腔外科、

整形外科などとの混合病棟のため、助産だけでなく、さま

ざまな看護も学ぶことができます。仕事を覚えるのに必死

で、入職してからの2カ月はあっという間でした。

学生の時には、できなかった注射や与薬、電子カルテへ

の入力やナースコールへの対応などを、「本当に私が行っ

てもいいの？」と半分ドキドキしながらも、「病院で働いて

いるんだなぁ」と実感でき、心地良い緊張感とともにワク

ワクしたのを覚えています。

5月から夜勤にも入るようになりましたが、なんと初夜

勤で初めて赤ちゃんを取り上げました。「助産師になっ

た！」と実感でき、嬉しさがこみあげてきました。今後、分

娩件数も増えていくとのことで、楽しみな半面、責任を果

たすためにも、もっと知識を深めていきたいと思います。

一緒に働くスタッフや患者さんから学ぶことが多く、吸

収して少しずつできることが増えていく日々に自分の成

長を感じます。4月は失敗続きで患者さんに謝ってばかり

だった採血やライン確保も、最近は成功率が上昇。自ら腕

を差し出し練習台となってくれる優しい先輩や同期のお

かげです。充実した日々を送れていることに感謝の言葉し

かありません。

まだまだ未熟ですが、患者さんや産婦さん、その家族、周

りのスタッフから信頼され

るように、1日1日を大

切にしたいと思い

ます。

新入職員のご紹介

仲間や家族に少しずつ恩返しを 常に患者さんの立場で考える 患者さんの笑顔超える喜びなし 初夜勤で「助産師になった！」
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新入職員のご紹介
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