
看護部長さんとは，学生時代はもちろん，看護師として就職してからも，普段はなかなか話
す機会がないと思います．面接でいきなり話して緊張した！……そんな人も多いでしょう．
けれど，看護部長さんは日々働く看護師のみなさんや，実習に来ている学生さんを，看護師
の大先輩として，たくさんの思いをもって見つめています．そんな看護部長のみなさんに，
看護のこと，学生時代のこと……などなど，さまざまお話を聞いていきます！

聞き手：
小林 光恵 （こばやし みつえ）
元看護師・著述業．茨城県行方（な
めがた）市生まれ．著書に『おた
んこナース』『看護〈真実〉辞典
TRUTH』など

看護部長さんと話そう！

看護師に一筋に憧れていたわけではなくて，先生の一言で，

じゃあ進んでみようかな，というのがきっかけです．

❶はじめの１か月はとにかく
「実家に帰りたい」

高校卒業後，三重県の実家を出て，愛知県の全寮制の看護

学校に入りました．寮は門限が22時で，外部の友達はもち

ろん，家族でも寮の中には入れないといった厳しい規則があ

りました．部屋は4人部屋で，2，3年生の先輩も同じ部屋で

した．１年生は，朝早く起きて部屋の全員分の朝食を食堂ま

で取りに行くなど，役割がいろいろとあり大変でした．はじ

めて親元をはなれたということもあり，寮の生活に慣れるこ

とができなくて，ホームシックになりました．

学校へ行っても，解剖生理学とか薬理学など授業の内容も

さっぱりわからなくて．しかも，私は人見知りがあり，また

田舎から出てきて方言も気になっていたので，クラスメイト

にあまり話しかけることもできず，孤独でした．

そんなふうに，寮にも学校にもなじめなかったので，はじ

めの１か月はとにかく「実家に帰りたい」と思っていました．

けれど，なんとか夏休みまでがんばって，その後夏休みに

実家に帰ってリフレッシュしたあと，秋には学校祭などが

あって，少しずつ友達と話せるようにもなり，看護学校生活

になじんでいきました．

やがて実習が始まると，グループメンバーとの団結が深ま

りました．指導者さんにしかられることや，徹夜で立てた看

お世話をするのが好きだった
私は小中学生のころから，児童会や生徒会で活動するなど，

人のお世話をすることが大好きで，「将来はなにか人の役に

立つ仕事ができるといいな」と漠然と思っていました．

高校生になり，将来は学校の先生あるいは警察官，看護師

のどれかで迷っていたのですが，担任の先生に「君は看護師

に向いているんじゃないの」と言われました．その言葉がきっ

かけで「看護師ってどういうことをするんだろう？」と思っ

て，調べているうちに興味をもつようになり，私に向いてい

るかもしれないと思って，看護学校を受験しました．

三重県熊野市出身．小児科，精神
科老人病棟，老人保健施設，訪問
看護ステーションでの勤務を経
て，現在にいたる．
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第2回
偕行会リハビリテーション病院
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愛知県の看護学校に
入学．はじめて実家
を出て寮生活へ．

患者さんの退院後の生活に
興味をもち，訪問看護師に．
家からは少し離れた訪問看
護ステーションだったが，
保育園に子どもを預けなが
ら，訪問件数を増やしてい
く．やがて第3子も誕生．

家の近くに，偕行会リハ
ビリテーション病院が開
設されることを知り，転
職．オープニングスタッ
フとして勤務後，チーム
リーダー，主任，管理部
長を経て看護部長に．

卒業後，愛知県内の総
合病院に就職．学生生
活と臨床現場のギャッ
プにショックを受け，2
年で退職．実家に戻る．

結婚を期に再び愛知
県へ．老人保健施設
で働く．第1子，第
2子を出産．

護計画を「これではダメ」と返されることもありましたが，常

にグループのメンバーと支えあって，乗り越えることができ

ました．1人では，とっくに挫折していましたね．

❷実習で「寄り添うこと」を学んだ
3年生の実習で，脳梗塞の男性患者さんを受け持ちました．

その方は麻痺もあり，「なんで自分ばかりこんな思いをし

なきゃいけないんだ」とつらい思いを抱えていました．次第

に何をするのも嫌，とケアを拒否するようになり，私はお話

もしてもらえなくなりました．立案した看護計画も実施でき

ず，ただ黙って見守るだけでした．

そんな状態なので，実習がとてもつらく，受け持ち

をはずしてもらったほうがいいのでは，と先生に相談

しました．

すると先生は，「患者さんだってがんばっているん

だから，あなたが諦めてどうするの！」と言いました．

そうしたら私も「諦めてはいけない」という気持ちに

なって，学生の私でも何かできることがあるんじゃな

いかと考えているうちに，2週間が経ちました．

それでも患者さんの様子は変わらなかったので，指

導者さんが「もし学生さんがついているのが嫌でした

ら，学生担当を中止しましょうか」と患者さんに聞い

てくれました．すると患者さんは，「いや，隣にいて

くれるだけでも結構支えになっているからいいよ」と

三重県の精神科病院
に再就職．老人病棟
で認知症高齢者の看
護を担当し，看護の
面白さを再発見．

卒業して28年たっても大切な友人たちです．職
場では話せない悩みなどを聞いてもらったり，
アドバイスをもらったりと支えてくれています．

今の病院に来てから，自分の可能性が広がりま
した．恵まれた環境で，まわりの課長たちから
も支えられて，本当に楽しく働いています．

はじめは方言を気にして積極的にコミュニケーショ
ンをとることができませんでしたが，学校生活のな
かで少しずつ友達もでき，夏休みを過ぎたころには，
友達とオシャレをして街に出かけるように．遊びに
夢中になるあまり，寮の門限を破って「１週間お風
呂掃除」となることもたびたびでした．テストの前
日だけは，焦って誰よりも勉強していました．

入 学 時

はじめての実習では，洗髪ケアでケリーパッドが
上手く使えずに襟元をベタベタに濡らしてしま
い，患者さんに迷惑をかけ，指導者さんにもしか
られました．けれど患者さんのご主人が「大丈夫．
まだ学生なんだから．この失敗を次につなげれば
いいんだよ．笑顔，笑顔！」と励ましてくれました．
その後学校に帰って，何度も洗髪の練習をしまし
た．そのおかげか，看護師になってからは洗髪が
得意で，よく患者さんから褒めてもらいました．

載 帽 式

卒 業 式
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おっしゃったそうです．

私はお世話をするのが好きなので，それまで看護とは「何

かをしてあげること」だと考えていました．けれどこの患者

さんから，そばにいて見守ることも大切な看護なんだ，とい

うことを教えていただきました．

その後卒業して現場に出てからも，患者さんとのコミュニ

ケーションがうまくいかない場面などでは，「ここで私が諦

めてはダメだ」と，その患者さんを思い出して，心の支えに

しています．

自分の看護に影響を与えたことは？

❶「私にもできることがある」と
自信を取り戻した高齢者看護

看護学校卒業後は，小児看護に興味をもっていたため，総

合病院の小児科に就職しました．晴れて看護師となり現場に

出ましたが，そこでは私の看護技術はまったく通用せず，求

められる知識や技術に追いつかないまま，5月には準夜勤，

6月には深夜勤開始と慌ただしく変化する環境に，心も体も

ついていけなくなりました．

2年目になっても自信がもてず，私には小児看護は向いて

ないのかなぁ，そもそも看護師に向いてないのではと悩んだ

結果，退職して実家に戻ることにしました．

実家に帰ったあと，家から近いという理由で精神科病院の

面接を受けました．そして，看護部長さんに看護師として自

信をなくしてしまったことをお話ししました．すると，「今度

認知症の方を対象とした老人病棟ができるから，そこでがん

ばってみましょうか」と言ってもらえて，就職を決めました．

小児科では主な業務は検査介助，処置など診療の補助でし

たが，老人病棟では，療養上の世話がほとんどでした．食事，

排泄，入浴介助，レクリエーションなどを行い，コミュニケー

ションを深めていくと，患者さんの状態も落ち着いてくるん

です．

日々を重ねるうちに，検査介助や処置だけではなく，日常

生活の支援も看護なんだと気づき「私にもできることがある

んだ，患者さんの力になることができるんだ」と自信を取り

戻すことができました．

❷患者さんの目線に合わせた
先輩の看護

老人病棟で1日中徘徊をしている患者さんがいました．そ

の患者さんは，病院から抜け出すために，よく中庭のフェン

ス下に穴を掘っていました．その行動を「ダメ！」と止めると，

興奮して怒り出し，部屋に戻ってくれなくなり手を焼くこと

がしばしばありました．

ある日，中庭のフェンスの下で穴を掘っている患者さんを

見つけた先輩看護師は，「何をしているんですか？」と穏やか

に尋ねました．すると患者さんは，「トンネルを掘ってここ

から逃げるんだ」と答えました．先輩は，「あらー，それは大

変ですね．何日も何日もかかりますね」と言って，「ダメ！」

とは言わずに患者さんを見守ってました．やがて，「そうか，

そんなに大変か？」「それはもう，何年もかかりますよ」といっ

たやりとりのあと，患者さんは「なら諦めるか」と自らお部屋

に戻られました．無理に止められたのではなく，ご自分で納

得されたことで，落ち着かれたんですね．

この先輩の看護から，患者さんの目線に合わせた対応の大

切さを学びました．

私はもともと好奇心が強くて，学生時代もいろいろな
ことにチャレンジしたり，おやっと思ったらすぐに調べた
りしていました．現場に出てからもいろいろなことがして
みたくて，精神科病院に再就職したことも，大きな挑戦で
した．
とにかく学生のうちはチャレンジしてみる，“挑”む，

ということが大切だと思います．
そうすると，自分が変わってくると思うんです．だから，

変化の“変”．
そして，そんなふうに変化した自分を楽しんでほしい

です．ということで“楽”．
挑戦することをつらいと思わずに，ぜひ，チャレンジ

して，変わっていく（成長していく）自分を楽しんでほしい
なと思います．

挑・変・楽
学 生 の み な さ ん に 贈 る 言 葉
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看 護 部 長 さ ん に 聞 き た い ！

新卒で回復期病院に就職しても大丈夫？
就職説明会で，学生さんから「最初に回復期に就職すると，

その後急性期では通用しなくなりますか？」といった質問を受
けることがあります．
このような質問をされると，私は逆に学生さんに「行きたい

科はもう決まっていますか？」と質問します．すると，多くの
方は「まだ決まっていません」と答えます．
回復期リハビリテーション病棟には，脳梗塞，脳出血，大腿

骨頸部骨折，肺炎などさまざまな疾患の方がいらっしゃいます．
また，3歳の小児もいれば，100歳を超える方もいて，小児，
成人，老年と各期を経験することができます．
そのため，回復期過程にあるさまざまな疾患・年齢の患者さ

んを看護しているうちに，小児看護をやりたい，整形外科に興
味が出てきた……というふうに，自分のやりたい看護を見つけ
ることもできると思います．
なかには，新卒で回復期リハビリテーション病院に就職し，

2年くらいたったあとで，「私，急性期は無理かなと思っていま
したが，リハビリテーション病院で自信がもてました．今なら
できる気がするので，やっぱり急性期に挑戦してみます」とい
う方もいるんですよ．
スタートはどこからでもいいと思います．背伸びをすること

なく，まずは自分がどうなりたいのか，どういう人間なのかを
見つめるところからはじめてはいかがでしょうか．

私にとっての「看護」とは…

をついている患者さんや，車椅子の患者さんで，なじみ
のお店の入り口に段差があったり，ということもありま
す．そんなとき，どうすればまたモーニングに行けるか．
そのために，どんなリハビリテーションをしていくか
……．そうしたことを考えていくのも看護です．
「リハビリテーションを行い，身体機能の回復を支援
する」ということも大切ですが，この言葉上の意味だけ
では，十分ではないと思います．患者さんが住み慣れた
地域に戻って自分らしく生きることを支えていく，それ
も大切な看護ではないでしょうか．

学生のときは，病気を治すお手伝いをしたい，療養環
境を整えて治療がスムーズにいくようにしたい，などと，
看護をもう少し狭義にとらえていたように思います．
けれど，訪問看護や，リハビリテーション看護を経験
してきたなかで，病気のことだけに目を向けて看護をし
ていても，患者さんはこれまでの暮らしに戻れない，と
いうことを知りました．
たとえば，愛知県では喫茶店で朝食をとる「モーニン
グ」が有名ですが，患者さんにも，「毎朝モーニングに行
くのが楽しみだったから，退院後もモーニングに行きた
い」という方は多くいらっしゃいます．麻痺があって杖

今もし自分が看護学生なら，まずは回復期病院への就職を目指すかもしれない，
と思いました．「回復期病院で幅広い年代，疾患のさまざまなケースに接しながら，
自分の進路を見つける．ずっと先の進路まで描けなくてもいいし，一度描いた進
路を途中で修正してもいい．どんな歩みもむだにならないのだから，とにかくは
目の前の路

みち

を歩むことにベストを尽くす」と決めて．（小林光恵）
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