
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

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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（静岡県）

 もち づき ゆう ま

望月 優真さん
西4病棟看護師

宇治徳洲会病院
（京都府）

 やま ぐち とも ひろ

山口 智裕さん
5階病棟看護師

八尾徳洲会総合病院
（大阪府）

 なが よし あや か

永吉 彩香さん
5東病棟看護師

館山病院
（千葉県）

 きゅう ち きょう
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障がい者病棟看護師

リレー
エッセ

イ vol.9

4 徳看magazine● 2016.Summer



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

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

私

素顔

不安と期待を胸に歩き出す
未来に向かう新人看護師
不安と期待を胸に歩き出す
未来に向かう新人看護師

榛原総合病院
（静岡県）

 もち づき ゆう ま

望月 優真さん
西4病棟看護師

宇治徳洲会病院
（京都府）

 やま ぐち とも ひろ

山口 智裕さん
5階病棟看護師

八尾徳洲会総合病院
（大阪府）

 なが よし あや か

永吉 彩香さん
5東病棟看護師

館山病院
（千葉県）

 きゅう ち きょう

邱  緻卿さん
障がい者病棟看護師

リレー
エッセ

イ vol.9

 徳看magazine● 2016.Summer 5




