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３年目３
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けに
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負の
は抱
？負は？

﹁不安を軽減するにはどのような支

方を担当させていただいた時に︑

授乳に対して不安を抱えている

共有できる同期の存在は大きく︑

見るととても安心します︒悩みを

時期もありましたが︑同期の顔を

う緊張感と重い責任を感じ︑悩む

助産師の卵から立派に
成長していきたい︒

援が必要なのか﹂と考える機会が

大切にしていきたいです︒

患者様の命がかかっているとい

ありました︒先輩助産師にアドバ

４月からはプリセプター︵新人

変化します︒不安もありますが︑

イスをもらい︑悩みを抱える方の

また︑退院後に電話訪問を行う

一緒に悩みながら自分自身も成長

看護師の指導者︶となり︑相談す

など︑退院後の授乳・育児を見据

していけたらと思っています︒そ

思いに寄り添った授乳方法を検討

えて支援していくことが重要であ

して︑日々の学習を継続し︑知識

る側から相談される側へと役割が

ると学び︑今後もこの視点を大切

と技術の獲得・向上のためにより

しました︒

にして支援をしていきたいと思い

一層努力していきたいです︒

Ｑ

新卒者から指導者に
共に成長を目指して

西脇病院で働く職員を紹介する
﹁インタビュー企画﹂第１弾︒今回
は令和２年４月に入職した４人の
看護師に密着し︑現在︑抱えてい
る想いや︑今後の目標について聞
いてみました︒
西脇病院の看護局では︑
﹃看護専
門職としての総合的な能力を養い︑
﹁信頼され安心される看護﹂を提供
するために︑人間性豊かで自律し
た看護職員を育成する﹄を教育理
念に掲げ︑新卒者の教育にプリセ
プター制の教育システムを実施し
ています︒
このプリセプター制は新卒者が
リアリティショックを乗り越え︑
プリセプター︵指導者︶とプリセ
プティ︵新卒者︶が共に専門職業
人として成長できることを狙いと
しています︒プリセプティが１年
間の目標を達成し︑社会人として
成長するように教育的︑精神的に
支援しています︒

るよう日々勉強に励んでいき

たいです。
できることも増え、成長を感

患者様に寄り添う看護ができ

また、少しづつ自分で判断

Ｑ

一つ教えてくださり、安心し

ことができました。3 年目も
Morita
Arisa

個別性のある看護を追求し、

て看護ができています。

｜
りますが、先輩が優しく一つ

支える看護への実践に繋げる

森田

2
3

ました︒

02

有咲

でいます。異動で戸惑いもあ

看護を見直し、生きる希望を
異動となり、日々勉強に励ん

看護とは何かと悩み、自身の
目の後半から整形外科病棟へ

して患者様の希望に寄り添う
ら共に成長できました。２年

がん患者様との関わりを通
合い、知識を共有し合いなが

ましたか？

毎日「頑張ろうね」と励まし

成長につながった経験はあり

でも同期という存在が大きく、

Rina

Kishimoto

岸本

莉奈
01

｜
ています。

不安な日々でしたが、その中

知識が足りていないと実感し
入職時は覚えることも多く

で悩むことも多く、まだまだ
いますが、率直な感想は？

じることもありますが、一方
入職２年目が終わろうとして

入職２年目の看護師に
インタビューしてみました！

個別性のある看護を追求し、
患者様に寄り添う看護を目指したい。

初心を忘れず︑誠意ある
看護を続けていきたい︒

ることは多々ありますが︑日々振
り返りながら︑率先して行動でき
るよう成長していきたいです︒

の分︑知識面や技術面︑また︑対

対応などで多忙な日々でした︒そ
ります︒自分自身もわからないこ

人を育てるという大きな役割があ

３年目はプリセプターとして新

Ｑ 今後の目標は？

応力や忍耐力も養えたのではない
とが多くある中︑指導する立場に

入職２年目からは︑緊急入院の

かと思います︒
なるというのはとても不安です︒

ッフがどのように動いていたのか

とても悔しかったです︒他のスタ

かわからず動けないことがあり︑

ている中︑私は何をしたら良いの

先輩看護師が素早く対応し動い

族様に誠意をもって接していきた

レッシュな気持ちで患者様やご家

期だと思います︒初心を忘れずフ

も慣れ︑中だるみをしてしまう時

また︑病棟の雰囲気にも仕事に

輩と共に成長できたらと思います︒

自分自身も日々学習し︑同期や後

を振り返ることで︑次に生かす努
いと思います︒

Ｑ 悔しかった経験は？

力をしました︒まだまだ対応に困

のいいこと

お薬手帳

５つ
お薬手帳は︑あなたに処方された
お薬の名前や飲み方が記録された大
切な手帳です︒ご自身のお薬手帳を

Ｑ

お薬の相談ができる

﹁錠剤がのみにくい﹂﹁薬の数が
多くて飲むのが大変﹂など︑お薬
を飲むうえで困っていることがあ
れば︑お薬手帳に書いておくと︑
次回受診時に変更できることがあ
るかもしれません︒また︑お薬が
残っているとき︑残りのお薬の数
をお薬手帳に記載しておくと︑次

Ｑ

にも大切な情報源となります︒

る手助けになります︒また災害時

薬手帳はあなたのお薬の情報を知

万が一病院に搬送された時︑お

万が一の時にも
役立つ

と思います。
ます。安心してお薬を服用できるよう、

お持ちですか？お薬手帳を使うと﹁
い

情報を医療者に知らせるために役立ち

回処方の日数を調整することがで

急搬送された場合など、最新のお薬の

いこと﹂があることをご存知ですか？

に記録することが大切です。病院に緊

きます︒
ょう。また、飲んでいるすべての薬の情報を「１冊」

お薬手帳を持つメリット︑そして

市販薬やサプリメント
を買う時も役立つ
市販薬やサプリメントには︑病
院で処方されている薬と同じ成分
が含まれていたり︑病院で処方さ
れる薬との飲み合わせに影響する
場合があります︒市販薬やサプリ
メントを購入する際にもお薬手帳
を見せましょう︒また日頃から服
用している市販薬やサプリメント
がある場合︑お薬手帳に記載して

を見せ、最新のお薬の情報を記録してもらいまし

病院や薬局で︑お薬手帳がどのよう

副作用のリスクを
減らせる
薬で副作用やアレルギーが起こ
った場合︑お薬手帳に記録してお
くことも大切です︒医師や薬剤師
が確認でき︑副作用やアレルギー

毎回同じ薬をもらっている場合でも、お薬手帳

小さな気づきを大切に、
信頼される看護師を目指したい。
おきましょう︒

病院や薬局ではお薬手帳を見せましょう！

村井

が起こらないよう回避できます︒

看護師を目指して頑張りたい
職先に選んだ理由のひとつで

に後輩から信頼してもらえる
うことが、私が西脇病院を就

れます。私も将来、同じよう

Kosaka

Rion

小坂

教育に力を入れているとい

の看護師さんがたくさんおら

鈴音

西脇病院を選んだ理由は？

かれている方ばかりで、理想

日を送っています。

仕事に誇りや熱意を持って働

ばせていただき、毎日濃い毎

04

す。入職当初は技術や知識が
お薬手帳をうまく活用しましょう !

に活躍しているかをご紹介します︒

薬の飲み合わせを
確認できる

薬は飲み合わせによって︑作用
が強く出たり︑弱くなったりする
ことや︑好ましくない作用が出る
場合があります︒お薬手帳を持っ
ていれば︑医師や薬剤師が処方歴
をもとに飲み合わせを確認します︒
特に複数の医療機関にかかられて
いる場合は︑お薬手帳が役に立ち
ます︒

い いこと

さいます。西脇病院は自分の

輩方からたくさんのことを学

になるのかを一緒に考えて下

お会いし、患者様や病棟の先

ころはどうすればできるよう

でした。たくさんの患者様と

伝えてくださり、できないと

うで、あっという間の 2 年間

できているところをしっかり

とだらけだったのが昨日のよ

ことがありました。先輩方は

点滴や注射もはじめてのこ

ことが悔しくて泣いてしまう

いますが、率直な感想は？

未熟で、思うように動けない
入職２年目が終わろうとして

Murai

Mitsuki

美月
03
使え

い いこと
い いこと

！

4
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い いこと

得
ば納
い いこと

入職２年目看護師インタビュー

はなみずき の会
はなみずきの会は北播磨初の乳がん患者会として平成
年に発足し︑治療を受けている病院を限らないユニークな
会です︒現在は主に会費と寄付により︑昨年度に引き続き

日︵土︶︶

日に開催しました︒﹁がん検診に行
お話しました︒西脇市健幸プログラ

ーの小冊子﹁がんの予防﹂の内容を

日︵土︶午前

月

日︵土 ︶午後予定／茜が丘

師招聘を検討中です︒︶

師を招いての講演会︵今年は外部講

がんについて第一線で活躍中の講

複合施設みらいえ︶

︵

⑤﹁にしわき乳がん市民公開講座﹂

です︒目印は播州織幟です！

ですが ︑さらにがっつり歩く予定

新型コロナウイルス感染状況次第

令和３年度下期の活動紹介

月

②第９回﹁にしわき乳がん市民公開
講座︵
﹂
今年は﹁がん検診に行こう幟元年﹂
ですので︑直球で﹁がん検診に行こ

こう﹂幟︵のぼり︶デビューとなり

う﹂と題して︑国立がん研究センタ

ました︒幟のはなみずきの会﹁＋α﹂
を体現するかのように︑市の健康プ

︵変更の場合︑広報や病院ホーム

令和４年度行事予定

に参加の方も来て下さいま
ム Ni-Co
した︒

新型コロナウイルス感染予防を行いながら活動しています︒

乳がん患者さんとご家族
の不安軽減
○定例会︵奇数月の最終土曜日

／午後２時〜４ 時︶
に参加の方︑健康課
ログラム Ni-Co
の方︑病院の方︑そして︑幟チーム
ページでお知らせします︶
①定例会︵奇数月の最終土曜日／午
後２時〜４時／病院講堂︶
②﹁ がん検診に行こう﹂西脇病院フ
ェスタ︵７月予定︶が開催されれば︑
同時開催予定︒
③﹁がんを知る会﹂９月予定 ︒令和

月

元年に続いて２回目の開催を検討中︒
④﹁歩こう会﹂︵
／西脇市多可郡医師会・西脇市健康

26

した！（続き）

例年通り︑病院講堂で感染予防に
努めながら行っています︒前半は交
のみなさん︑と多彩な方々が参加し

2110̲nyusen̲topics.pdf
をご覧ください︒
(nishiwaki.lg.jp)

てくださいました︒詳しくは︑

流会︑後半は院内講師とともに食事︑
運動︑治療を学んでいます︒１月
日は３人参加され︑運動のことや３

日に交

回目のコロナワクチンの話などで交
流しました︒３月は︑３月
流会のみで開催予定です︒

乳がん検診の啓蒙
①﹁歩こう会﹂︵ 月 日 土
( ／
)西
脇市多可郡医師会・西脇市健康課・
多可町健康課協力︶

してください。

課・多可町健康課協力︶

11
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【問合せ】
☎ 0795-22-0111（西脇病院乳腺外科 三輪）
✉ nishiwakinyugan@yahoo.co.jp
※使用するさば缶の栄養価によって変わります。

好評です！

なる場合は、出来上がりに更にしょうがを足

市長選があるので︑変則的に土曜

体ごとのせ、しょうがをのせる。全体は混ぜ

② フライパンに白菜をしき、さば味噌煮缶を液

なさんに見て頂いています。

炭水化物：10.2g
食塩相当量：1.1g

エネルギー：224kcal
タンパク質：16.5g
脂質：13.3g
⑤ あれば刻みねぎをちらす。さばの臭みが気に

います。乳腺外来 に置いてみ

【1 人分の栄養価】

分を飛ばして完成。

産後 お祝い膳 リニューアル

① 白菜は 5ｃｍ程度に切る。

作下さいました！有難うござ
④ 白菜が柔らかくなれば、全体を混ぜながら水

産後のお祝い膳をこれまでの和食から︑ご要望が多かった洋

パン３種

幟のミニ版卓上サイズを製

あれば水を 50ｍｌほど足しておく。

食にリニューアルしました︒色鮮やかな野菜をたっぷり使用し︑

サラダ

さば味噌煮缶（しょうゆ味でも可）１缶（190g）
白菜 240g
しょうが（チューブでも可）２g

加熱する。この時、水分が少なく焦げそうで

雑穀パンや︑もち麦入りスープなど︑食物繊維やビタミンが豊

作り方

29

富なメニューです︒産後の早期回復を目指して︑栄養バランス

黒田庄和牛のステーキ グリル野菜添え

播州織で作っていただきま
て白菜がまだ固ければ再度フタをしてさらに

キをご用意しております︒

エビとサーモンのワイン蒸し

材料（2 食分）
③ 弱めの中火で 5 ～ 7 分加熱する。フタをあけ

ご出産された皆様へのお

体にやさしいジンジャースープ

「がん検診に行こう」幟を
ずに、そのままフタする。

21

▲「がん検診に行こう」幟を初披露

季節のデザート

祝いの気持ちを込めてご

紫キャベツのマリネ

提供いたします︒

フリッタータ・豆腐の生ハム包み・

29
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に配慮しました︒メインディッシュには地元の黒田庄牛ステー

MENU

10

さばの野菜蒸し煮

23

11

栄養士の簡単レシピ

10

