
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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