
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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