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府民と看護をつなぐ
大 阪 府 看 護 協 会 情 報 誌
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病院外来
通院する患者さんの
病状の判断や聴き取りを行い、
看護や診察補助をします。

病棟
入院患者さんの注射やガーゼ交換等の処置や、
清潔を保つ等の日常生活の援助を、
交替しながら24時間体制で行います。
病棟ごとに専門的な
看護を行います。

救命救急
救急搬送されてくる患者さんの対応、
処置の介助等をします。
手際よく進められるように
チームの連携役としても働きます。

訪問看護
自宅療養の利用者さんを訪問し、
その人らしい生活が送れるよう
看護するとともに、
利用者さんとご家族にアドバイスして
療養生活を支えます。

介護老人保健施設
リハビリテーションを中心とした
医療サービス提供を補助することで、
入所利用者さんの在宅復帰を助けたり、
通所利用者さんの自宅療養を支えたりします。

地域包括支援センター
いつまでも住み慣れた街で
その人らしい生活を送るのに必要となる、
介護サービスの調整や相談業務を担当します。

みんな の街 の 、看 護 職活躍 舞台
看護職は、専門的な知識と技術によって、人々がいつまでもその人らしく
生き生きと暮らせるように、医療面や生活面から支援しています。
今回のテアテでは、皆さんの周りで看護職がどのように活躍しているのかを紹介します。
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いろんなやりがいや
お仕事内容があるから

これから順番に
見てみましょう！

そうよ！
街のいろんな所で、
活躍してるのよ。

助産院
出産時の介助をはじめとして、
妊娠中から出産までの
長期にわたる健康管理や、
産後の育児を支援します。

保健センターでは、地域の健康づくりを目指し、
健康相談、保健指導、予防接種等を担当します。
保健所では、難病対策、感染症対策等の
地域の保健行政に携わります。

みんな の街 の 、看 護 職活躍 舞台

保健センター・保健所P12

看護学校・看護大学
未来の看護職を育成するとともに、
看護に関する研究を行っています。
看護師になった後のより専門的な
教育を行うこともあります。

P13

P12

学校などの保健室
企業などの健康管理室

学校などの保健室では、
養護教諭として、園児、児童や生徒の
体や心の問題の相談や指導、
救急処置等を行います。
企業などの健康管理室では、
生活習慣の指導、健康相談等を行います。

P13

手術室
円滑な進行と安全のために、
手術の準備や術中の介助や看護を行います。
手術前の訪問によって、患者さんや
ご家族の不安を軽減します。

P06

P07

診療所
通院する患者さんの病状の判断を行い、
診察補助や処置をします。
往診に同行する場合もあります。

すご～い！

【ぴよこ】
将来ニワトリになるか
看護職になろうか迷っている。

【ぴよこ】
将来ニワトリになるか
看護職になろうか迷っている。

P08

【アテンダント】
頼りになる看護師のお姉さん

ねぇ、お姉さん
看護師さんの働く場所は
病院だけじゃないの？
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病院で働く看護職

テアテ vol.7

舛山 夏菜 さん （病棟看護師）

患者さんと接していると、
人としても看護師としても
成長できるように思います。

心のこもった看護で、患者さんの回復力を引き出す
ケガや病気で通院や入院をした経験は誰でもあるので

はないでしょうか。病院では治療の他に、日常生活を送

るための支援が必要です。例えば、私が勤務する脳外科・

神経内科病棟の患者の多くは入院当初、脳障害等のた

めに「体を動かすこと」「話すこと」「覚えること」などがで

きません。私たちは、発症直後は生命維持に必要な人

工呼吸を含む全身管理を行い、そしてある程度回復した

ら、治療やリハビリに専念出来るよう支援します。リハ

ビリは、専門家である理学療法士等と共に看護師も参

加しています。衣服の着脱など、日常生活で患者ができ

ることを少しずつ増やしていきます。

病院には様々な症状の方がいて、人柄や家族構成等

もそれぞれで、また、求められる「看護」も同じとは限り

ません。家族も含めてコミュニケーションをしっかり取る

ことで、安心して入院生活を送り、笑顔で退院していた

だけるよう、心を込めてその人に適した看護を提供して

います。

新人の頃、患者さんに教えていただいた「看護の心」
現在担当している新人教育での指導が、自分の看護

を振り返る良い機会になっています。私が入職して半年

の頃、人工呼吸器を付けた患者とコミュニケーションが

うまく取れず悩みました。患者が何を伝えたいのか、先

輩はすぐに気づくことができたのに、私には分かりませ

んでした。それでも毎日ベッドサイドに足を運ぶうちに、

少しずつ信頼関係ができ、やっと「ありがとう。明日も

来てね。」と言われた時は、とても嬉しかったです。

患者と過ごす時間が、求められていることを敏感に

キャッチできる「看護の心」を育てます。日々の指導にお

いて、先輩や患者から教わったことを後輩に伝えられる

喜びと、これからもずっと看護師として成長できる喜び

を感じています。

病棟看護師の勤務体制：病棟は24時間・365日動いています。
病棟で働く看護師は、交替制で患者の観察やケア、入院の受け入れを行っています。
2交替制：昼（日勤帯）と夜（夜勤帯）とで交替します。
3交替制：日勤帯、準夜勤帯、深夜勤帯の3つに分かれて交替します。

column

外来 ・ 病 棟
i n t e r v i e w  0 1

病棟看護師病棟看護師ベッドサイドで培う、看護の心
―安全で心地よい入院生活を支える、病棟看護師の役割

▲点滴や内服薬は、安全のため必ず看護師 2名で確認します。

▲患者の状態を共有し、治療計画を医師と検討します。
自分のスタイルで
働けるのよ！
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病院で働く看護職

テアテ vol.7

痛みのない生活を送れるよう、

家族のような目線で支援
がんの痛みで睡眠や食事、入浴などの日常生活が思う

ように送れなくなり、治療を受ける患者がいます。「が

ん患者が持つ痛みや不安を、看護の力で少しでも軽くし

たい」という思いから、がん性疼痛看護認定看護師の

資格を取得し、現在は緩和ケアチーム専従看護師として

がん患者の診察介助を中心に活動しています。外来では、

がん患者に対し痛み止めの使い方を説明するだけではな

く、体の一部を冷やしたりあるいは温めたりすること、

体の向きを調節する等、ご自身でできる対処法を教えて

います。

痛みには体の痛みだけではなく、悩みごとや不安等か

ら生じる心の痛み等、様々な種類と原因があります。患

者がどのように生きてきたのかを捉えるところから始まり、

「もし自分の大切な人が苦しんでいたらどうするかな」と

いう気持ちで、一人ひとりの日常生活に合う痛みの和ら

げ方を患者と一緒に探します。

その結果、おいしく食事を摂れるようになったり、趣

味を再開できたりした時、大きな達成感が得られます。

病院から地域へ、看護をつなぐ「架け橋」に
患者が退院した後も途切れなく治療や看護が受けられ

るよう、地域のかかりつけ医や訪問看護師等と情報を共

有するため、ミーティングを開いています。退院前に病

院と地域の医療スタッフがしっかりと話し合うことで、患

者や家族が安心して自宅での生活を再開できます。

がん性疼痛看護認定看護師は、患者や家族からの個

別の相談だけではなく、「より良いケアを提供するために

は？」という共通の目的を持ち、各部門の専門家がスムー

ズにコミュニケーションを取れるよう、関係各所の調整

をします。最近では看護師だけではなく、医師や薬剤

師からも相談される機会も増え、活動の幅が広がると

共に、頼られる存在であり続けたいと思っています。

専門看護師と認定看護師 ：看護職は、医療の高度化や専
門化に伴い、資格取得後も知識と技術を高めることが求
められます。そこで、専門性の高い看護師を「専門看護師」
や「認定看護師」として認定する制度が作られました。両
方とも定められた教育を受け、審査に合格する必要があ
ります。

column

i n t e r v i e w  0 2

がん性疼痛看護認定看護師がん性疼痛看護認定看護師専門家チームの一員として、部門を越え活動する
がんの痛みを和らげる看護のエキスパート

▲医師・薬剤師・管理栄養士等各部門の専門家が集まったチームで、
　ディスカッションをします。

市原 しのぶ さん
（がん性疼痛看護認定看護師）

看護師は、人間的にも成長
でき、誇りを持てる職業だ
と思います。

専門看護師

倫理
調整

教育

研究
実践

相談

調整

がん看護、精神看護、
地域看護等11分野が
あります。

認定看護師

実践

指導 相談

救急看護、皮膚・排泄ケア、
感染管理等21分野があり
ます。



テアテ vol.7

　　　　

患者が安心して救命処置・治療を受けられるよう、

メディカルスタッフと協働で行う看護支援
救命初療室には、子どもから大人まで、事故等によ

る外傷、脳血管障害等の急な病気など、様々な患者が

搬送されて来ます。緊急度・重症度の高い場合は、少な

い情報からでも状態を判断・予測しながら、適切な看護

援助を行わなければなりません。ここではたくさんの知

識や技術が求められますが、救命処置や集中治療だけ

ではなく、家族の不安に寄り添い、共に回復を支えるこ

ともとても大切な仕事です。

そして救命初療室のスタッフは「目の前の患者さんを

絶対に救いたい！」という強い使命感でつながっていま

す。私もチームの一員として日々命と向き合っています。

術前からの関わりで、

患者の不安を軽減
私たちの仕事は手術

前から始まっています。

病室を訪問してより正確

な情報の収集をし、緊

張や不安を和らげられる

ように工夫しています。

安全かつスムーズな

手術の進行のためには、医師との信頼関係や、必要な

術式や器材などに関する知識、術中の患者の状態を把

握する力が求められます。

手術を受けるということは大変なことです。

手術台の上の患者を前に「ご本人は、

どんな看護を受けたいだろう、私に何

が出来るだろう」という気持ちを忘れ

ずに日々、看護に取り組んでいます。

中西 愛里 さん （手術室看護師）

先輩方から時間をかけて丁寧に指
導していただけたおかげで、今で
は各科の手術を担当できるように
なりました。

柴田 智子 さん 
（初療・手術室看護師）

看護師は、人のために何かを
したいという思いがかなう
職業だと思います。

▲ドクターカーでの治療の様子：状況によって、医師と看護師を乗せ、
病院に到着する前から治療を始めることもあります。

i n t e r v i e w  0 4

手術室看護師手術室看護師

▲術前の情報収集から看護計画を立てたり、
術中に起こりうる緊急事態の予測につなげ
たりするのも、手術室看護師の大きな役割
です。

初療・手術室
i n t e r v i e w  0 3

初療・手術室看護師初療・手術室看護師1人でも多くの患者さんを救いたい
―強い使命感とチームワークが支える、かけがえのない命

少ない体の負担で、質の良い治療が受けられるよう、
安全な手術の進行をサポート

病院で働く看護職
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妊娠中から育児まで、
お母さんと赤ちゃんに寄り添い支える

看護学生時代、初めてお産の現場に立ち会った時の

感動が忘れられず、助産師になることを決めました。

実習では、陣痛に耐えているお母さんの腰をさすった

り、うちわであおいだりすることしか出来ませんでし

たが、赤ちゃんが生まれる瞬間に立ち会えるだけで本

当に嬉しかった！ 担当教官にそのことを話すと、よ

り深く勉強できるように課題を工夫し、進路相談にも

乗っていただきました。様々なサポートで、私をこの

世界に導いてくれた教官には今でも感謝しています。

私は現在、お産の立ち会いだけでなく、助産師外来

を通じて多くの妊婦たちと関わっています。ずっと担

当してきた方のお産に立ち会った時、「山田さんが付き

添ってくれるから安心して産めるわ」と言っていただ

けたことが励みになり、「より一層お母さんが満足でき

るように支援したい！」という思いが強くなりました。

また、入院中だけではなく退院した後も、おっぱいに

関する悩みや育児に対する疑問や不安などについて相

談を受けるなど、妊娠から出産、育児までの長期にわ

たって支援できるのも助産師の大きな役割です。

　

お母さんと赤ちゃんの姿
を見るだけで、心の底か
ら幸せになれる

私の働く院内助産院は畳

の上にお布団を敷いた「自

然分娩室」で、家庭的な雰

囲気を大切にしながらリ

ラックスしてお産に臨める

ようになっています。院内助産院は医師が24時間対応

出来る病院内にあるため、お母さんやお腹の赤ちゃん

に「しんどいサイン」が出てきた場合、すぐに適切な処

置を受けられます。もちろん、緊急対応が必要となる

ケースもあるため、日々の勉強や訓練は欠かせません。

一日中忙しく動き回る仕事ですが、こうした厳しさも、

生まれてきた赤ちゃんと、お母さんや家族の笑顔を見

ると一瞬で吹き飛びます。助産師の仕事は、自分の知

識や技術が役に立てたという充実感を味わえる仕事だ

と思います。

▲助産師外来では食事指導やエコーによる赤ちゃんの位置確認などを
行っています。

山田 佑里江 さん （助産師）

お母さん自身に「自分の力で産む」
ことを意識するよう指導しています。

院内助産院とは：助産院の家庭的な雰囲気と、異常時
に医師がすぐに対応できる病院の安全性を合わせ持
ちます。診断・分娩時に異常を認めた時はすぐに医師
が対応できる体制を整えています。だから安心です。

column

助産師になるには、
看護師資格に加えて、
国家試験に合格する
必要があるんだよ！

助産師さんって、

どうしたらなれるの？

助産院
i n t e r v i e w  0 5

助産師助産師新しい命が生まれる瞬間に立ち会える喜び
―赤ちゃんを囲み、幸せそうなご家族の笑顔に支えられる

病院で働く看護職
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街で働く看護職

テアテ vol.7

いつもと違う通院患者の変化に気付けるように
私が働くクリニックでは、午前は一般外来、午後は在

宅診療という形で地域に根差した医療と看護を提供して

います。診察だけでなく、糖尿病教室や体操教室、レ

クリエーションを企画し、患者の健康な生活をサポート

しています。長い期間の通院が必要な生活習慣病の方

が多いため、日頃の何気ない会話から今の身体の状態

や病気の捉え方、生活習慣、家族の関わり方等を把握し、

食生活や習慣の改善に繋げられるよう確かな信頼関係

を築くことが重要となります。

日頃の様子をしっかりと観察することも大切です。「あ

れ？ いつもの受け答えとちょっと違うな」といった

気付きが適切な治療に結びつき、命を救うこともあります。

わずかな変化にいち早く気付けるよう、常日頃からの

コミュニケーションを大切にしています。

患者やご家族の気持ちに寄り添い、

医療と看護を提供
在宅診療に同行する際は、診療・処置の介助や観察

が中心です。また入院中に受けていた治療や看護を継

続できるよう、医師と共に病院での退院前カンファレン

スに参加することもあります。在宅医療では、元々の生

活スタイルや家族の関わり方も含めて、その人らしい暮ら

し方や最期をどう支えて行くかを考えることが大切です。

例えば、在宅での最期を望むがん患者には苦痛の軽

減を優先させる「緩和ケア」を行います。また、老衰とい

う形で最期を迎える患者には、点滴や酸素などの医療

行為も患者、家族の意向を優先します。 様々な場面で大

きな決断を迫られ、葛藤を抱える家族の気持ちにも寄り

添いながら、話し合いを重ね、最善の方法を導き出して

いく過程を、医師と共に支援しています。

様々な患者に対して、医療・看護を提供するとともに

多職種と連携し、患者の生活を支えています。地域のク

リニックだからこそ学べることは多く、患者やご家族か

ら看護師としての成長のきっかけをいただいていること

に深く感謝し、日々の看護に取り組んでいます。

診 療所
i n t e r v i e w  0 6

診療所看護師診療所看護師大好きなこの街に貢献したい
―「その人らしさ」に寄り添う看護を目指して

大井 愛美 さん （診療所看護師）

自分の住む街の患者さんの健康に
しっかりと関われることが、とて
もうれしく感じています。

診療所の
看護師さんは

なんでも
やるんだね！

忙しくても
楽しくって

やりがいたっぷり！
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街で働く看護職

テアテ vol.7

看護師と共に質の高い安全な療養生活をご家庭で
医療的ケアの必要な方や障害を持つ方が、住み慣れ

た自宅で過ごせるように、訪問看護師は、療養生活全

般にわたって支援しています。その時には、各家庭が持

つ価値観や生活に合わせた看護が必要です。また、病

棟と異なり医療用の設備が十分でないので、医療的ケア

の提供方法を各家庭ごとに創意工夫する力が求められま

す。既製品が合わなければ使いやすく調整したり、適し

た材質やサイズで手作りしたりといった試行錯誤の過程

にも、訪問看護の奥の深さや面白さがあります。

私の訪問看護師としての活動拠点は、「看護小規模多機

能型居宅介護※」と呼ばれる施設です。通所、宿泊、訪問

介護、訪問看護の4つのサービスを必要に応じて提供しま

す。医療処置が必要な方でも、これら4つのサービスを

臨機応変に利用していただき、在宅療養を支援しています。

訪問看護を通して、多くの利用者や家族と出会い、関

わらせていただく度に、人生という宝箱の中の宝物が増

えて行くような気持ちになり、自分自身の人生も心豊か

で充実していくことを感じています。

※：平成27年4月に「複合型サービス」から名称が変更されました。

男性と女性の両方の目線から生まれる、
きめ細やかな看護ケアの提供
訪問看護師は利用者さんだけではなく、ご家族の生活にも深く

関わって看護ケアを提供します。

現在、男性訪問看護師の数は少ないですが、

訪問看護には「女性の目線」だけではなく、

「男性の目線」も必要だと感じています。男性

訪問看護師が増えることで、よりきめ細やかな

看護ケアを提供出来ればよいと考えています。

column

医療的ケアからご家族への日常生活や精神面のサポートで
自宅療養を支援

片岡 桂子 さん （訪問看護師）

訪問看護ほど、生活に密着した仕事
はないと思っています。

原田 健一 さん （訪問看護師）

i n t e r v i e w  0 7

訪問看護師訪問看護師

▲看護小規模多機能型居宅介護施設の外観

▲利用者さん宅で看護ケアをする
　原田 健一 さん （訪問看護師）

利用者さんの声

医療的ケアが必要な家族の具合が良くない時、

自宅ではどうすれば良いかの判断が出来ないこ

とがあります。そんな時、日頃の状態をしっか

りと把握している訪問看護師さんにすぐ相談で

きるので、とても心強い存在です。

訪問看護
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街で働く看護職

看護師の観察力で、利用者のリハビリを支援する
介護老人保健施設（以下、老健と呼びます）は、入院

の必要はないけれど介護の必要な方が、自宅等へ戻る

ことを目指し、リハビリ中心の療養生活を送る施設です。

看護師は、観察や処置、お薬の管理の他、介護職員等

と協働して利用者の体調に応じた入浴介助や食事介助

等も行います。

老健には医師が常にいるわけではないので、異常の

早期発見が大切です。高齢の方は自覚症状があらわれ

にくい時があり、体調変化のサインを感じ取るのに看護

師の観察力はとても重要です。「ちょっと元気がないな」

「いつもと様子が違うな」と感じたら、体調変化の有無を

確かめ、診察・処置を受けられるように手配します。

多職種が協働して、認知症ケアを組み立て上げる
私が勤める老健では、特に認知症ケアに力を入れて

います。利用者の心に寄り添って信頼関係を築きながら、

ペースを合わせてゆっくりと関わっていくうち、入所時は

口数の少なかった方が少しずつ話すようになった時や、

環境が変わって落ち着かなかった方がリラックスできる

ようになった時、大きな手ごたえを感じます。

「自宅のように居心地が良く、安心して生活できる場

所づくり」を合言葉に、医師・看護師の他、介護職員や

理学療法士等の多くの職種が連携し、各職種が持つ専

門知識や技術を出し合って、利用者が自宅に復帰できる

よう、日々活動しています。回復して自宅に帰れると分

かった時の利用者の喜ぶ姿を見ると、私も嬉しくなります。

介護老人保健施設

i n t e r v i e w  0 8

介護老人保健施設看護師介護老人保健施設看護師

多職種によるケアで、利用者さんの自宅への復帰を助ける

小原 鶴美 さん
 （介護老人保健施設看護師）

看護師は、その人らしく生
きていくことを支援するこ
とで、多くの感謝と笑顔を
いただける素晴らしい職業
だと思います。

column

▲職員の皆さん：職員の笑顔が利用者の笑顔につながります。

その他の高齢者施設：多様な生活
状況あるいは身体の状態に対応で
きるように様々な施設があります。

介護老人保健施設（老健）

特別養護老人ホーム（特養）

認知症高齢者グループホーム

軽費老人ホーム

有料老人ホーム

サービス付き高齢者住宅

いろいろな施設が
あるけど

どう違うの？

住み慣れた地域や自宅で
必要なサービスを

受けて生活するには、
身体状態や

様々なニーズに応じて
選ぶことが大切なのよ。

▲認知症の進行により気持ちの波に起伏がある方でも、職員の対応により、
　表情・仕草・口調まで変化が見られます。

などがあります。

次のページの
【地域包括支援センター】でも

相談できるのよ
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街で働く看護職

「いつまでも自立した生活を送りたい」という思いが、

自然に高まるように
高齢者が住み慣れた地域でその人らしく安心して生活

できるよう、医療、介護、生活支援、住まい・介護予防等

を支える仕組み作りを国が推進しており、この仕組みを

「地域包括ケアシステム」といいます。調整役を担当する

のが、ここ地域包括支援センターです。私たち保健師の他、

社会福祉士・主任介護支援専門員（ケアマネジャー）等が

それぞれの専門性を発揮して対応しています。

地域の高齢者の「引きこもり」や「寝たきり状態」を予防

するため、体操教室や、脳を活性化するようなゲーム等、

大人数で集まってわいわい賑やかに楽しめる機会を提供

しています。高齢者同士が集まり、何気ない世間話をし

ながら、どうすれば最期まで自宅で過ごせるのかなど、

打ち解けた中で話し合うことが、良い刺激にもなってい

るようです。

「若い世代が一方的に高齢者を支える」イメージが強い

かもしれませんが、人口構造の大きな変化を機会に、

子どもから高齢者まで「すべての人にとって暮らしやすい

街を、みんなの手で作って行こう」という感覚を地域全

体で持つことが大切だと考えています。

住み慣れた地域で、
　　　いつまでも笑顔で暮らせる「基盤づくり」を目標に

i n t e r v i e w  0 9

保健師保健師

地域包括支援センター

小見山 綾 さん
 （地域包括支援センター保健師）

日比野 佳子 さん
 （地域包括支援センター保健師）

若い世代と高齢の方が触れ
合える場所をもっと作り
たいと思います。

新人保健師のことば：地域の高齢の方々に、生活上の困り
ごとを相談してもらえた時はとても嬉しいです。保健師の
私に心を開いて下さる方々と関わり、やりがいと同時に責
任の重さを実感する日々です。将来は、地域のあらゆる世
代の人たちが自然に交流できる場所を作りたいと考えてい
ます。 （保健師・小見山 綾さん）

column

地域包括ケアシステムの姿

●地域包括支援
  センター
●ケアマネジャー
相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

病気になったら…

＜日常の医療＞
かかりつけ医、地域の連携病院

医療
＜在宅系サービス＞

＜施設・居住系サービス＞
＜介護予防サービス＞

介護が必要になったら…

介護

いつまでも元気に暮らすために…

生活支援・介護予防
老人クラブ、自治会、
ボランティア、NPO 等

住まい

通院・入院 通所・入所

1つの
地域包括

ケアシステムの
範囲って

どのくらいなの？

だいたい30分以内で
サービスが受けられる

生活範囲で、

具体的には
中学校の校区くらいよ。
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テアテ vol.7

最も身近な立場で地域住民の健康づくりを
保健センター※は市町村によって設置されています。

健康な方も病気等で健康に不安のある方も含めて、幅

広い年齢層、全ての地域住民を対象として、病気予防や

妊婦健診、乳幼児健診、小児の予防接種、がん検診、

健康教室、訪問指導等、市民に身近な保健サービスを

提供しています。

保健センターの保健師は地域住民と密接に関わること

が多く、地域の方と一緒に個人や地域の健康問題を

解決するために何が必要かを考え、それを共に作り上げ

る楽しさを感じます。信頼関係を築くのに時間がかかる

こともありますが、「人と人をつなぐ」「個人と地域をつな

個別相談から地域ケアシステムづくりまで
保健所の保健師は、結核等の感染症・難病・精神疾

患の患者さんとその家族、身体に障がいを持つお子さん

とその家族等、専門的な支援が必要な方への家庭訪問

や交流会の開催等を行い、地域で安心して療養し心豊

な生活が送れることを目標に活動しています。

個人の努力では解決が難しく、地域全体に共通する

健康課題は、関係機関と協働して地域ケアシステムをつ

くることで解決していきます。

また、大規模災害や感染症発生等、住民の健康を脅

かす事態に備え、医療提供体制の調整や整備等も担当

しています。

保健センター・保健所

赤ちゃんからお年寄りまで
　　　　　　　　健康づくりに取り組む

広域的、専門的な保健活動を行い
　　　　　　　　　住民の健康を守る

i n t e r v i e w  1 0

保健センターの保健師保健センターの保健師

私たち、保健所の保健師は住民や関係機関と協働して、

地域全体の健康を守る仕事に誇りを持ち日々活動してい

ます。

（保健師：芝田 元子 さん、岡下 晶 さん、間島 亜希子 さん）

ぐ」という役割はとてもやりがいがあります。新生児か

ら高齢者までと関わり、自分の人生と重ねて学べるのも

魅力です。

（保健師：濱本 利美 さん、村山 靖子 さん）

※：市町村によって名称が異なることがあります。

i n t e r v i e w  1 1

保健所の保健師保健所の保健師

看護師から保健師へ：看護学校での病院実習で長期入院されている患者さんと出会い、患者さんの生きる意味や生活の場で
の看護ということに興味を覚え、大学に入学して勉強し、国家試験に合格して保健師の資格を取得しました。
地域で保健師として活動していると、生活している人それぞれの社会的・文化的・経済的に複雑な問題が、健康にも影響を与え
る要因になることが見受けられます。直接個別の支援を行ったり、地域全体の健康づくりに役立つ仕組みを作ったり、住民と
ともに地域のために活動するところに、手ごたえややりがいを感じます。（保健センター保健師・濱本 利美 さん）

column

▲「みんなの健康展」で住民の方に正しい知識を普及します。

▲「がん予防啓発ウォーク」を市民と協働で実施しています。
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看護学生の強い気持ちが、患者の傍であらわれる
看護師の養成機関は様々ありますが、講義と実習があ

る点は共通です。学内実習の他に、病院や施設で行う実

習があります。

実習では、日頃は大人しい学生が自然と患者の傍にい

て笑顔で接する姿や、熱心に患者の話を聴き理解に努め

る姿等、学内とは違う様子をよく見かけます。「看護師に

なりたい」「看護が好き」といった強い気持ちが、ベッドサ

イドであらわれるのだと思います。その懸命に学ぶ姿勢

に励まされると共に、学生が活き活きと学び、輝ける場

所を用意することが教員の使命だと感じています。

大学を、地域で働く看護職の学びの場に
私は現在、大学周辺にある訪問看護ステーションで働

く看護師と定期的に勉強会を開いています。学生実習の

受け入れ先を開拓する中で知り合った地域の看護師と話

すうちに、職場内だけでなく、看護職同士で集まって意

見を交換できる場所が必要だと感じたからです。

大学教員が持つノウハウを地域で働く看護職に伝える

ことで、地域全体の看護レベルの向上につなげると同時

に、そこで得た学びを自分自身の研究テーマとして掘り

下げて行くなど、互いにプラスに働くと考えています。

大学教員は学内で教鞭を執るのがメインというイメージ

が強いかもしれませんが、現場の看護職との交流から生

まれた新たな発想を、今度は学生に伝えていくなど、枠

にはまることなくダイナミックに活動しています。

看護学生が活き活きと学べる場所を用意し、
自らも学び続ける

看護学校・看護大学
i n t e r v i e w  1 2

看護大学教員看護大学教員

▲研究成果の発表も
　大切な活動の
　1つです。

小林 貴子 教授 （看護師）

看護職は、様々な方と出会えて、知識が得られ、
自分の成長につながる楽しい仕事だと思います。

学校などの保健室・企業などの健康管理室ーまだまだ広がる看護師の活躍舞台

【養護教諭】
学校の先生の中でも特別な存在の「保健室の先生」は、正しくは

養護教諭といい、教員免許状を持つ正規の教員です。小学校・

中学校・高等学校に常駐して、校内における児童や生徒のケガや

病気等の応急処置を担当するとともに、在校生の心身の健康を

守ります。学校によっては、保健の授業を受け持つこともあります。

看護職から養護教諭になるには、保健師免許と、法律で定めら

れた科目の単位の取得が必要です。

【企業等の健康管理室等の看護師】
企業の中には、従業員の健康管理を助けるために、健康管理室

等を設置している場合があります（健康相談室や医務室といった

名称もあります）。

健康管理室では、ケガや病気等の応急処置以外に、健康診断の

実施や、それに基づく生活指導等を行います。
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看護の力で患者さんの心にぬくもりを大阪府看護協会
　　　会長メッセージ

――新人時代はどのような看護師でしたか？

看護学生の時はクラスの中で一番不器用でした。実は

私、左利きなので右腕での採血は難しかったのですが、

当時「患者さんが不安になるので右で採血しなさい」と言

われ、下手なりに練習しました。ところが、入職1年目

の秋頃、病棟業務にも少し慣れてきた頃、ある患者に「私、

左利きなのですが、左腕で採血させてもらってもいいで

すか？」と声を掛けてみたら、快く受け入れてくださいま

した。これをきっかけに、無理に右で採血せず、一声

かけて左で採血するようになり上手くなりました。考えて

みれば、患者に不安がなければ問題ないですよね。それ

から、より積極的に看護に取り組めるようになったと思

います。

これまで多くの患者や師長、仲間と出会いました。も

ちろん時には厳しいこともありましたが、そこで得た学

びを自分の看護に取り入れることで、また新しい気づき

を得て成長するという、日々の積み重ねが大きな力を生

み出し、自分を支えてくれました。

「看護は明るく・楽しく・元気にやる」と、いつも前向

きな気持ちを忘れず、目の前の小さな事にも興味を持つ

チャレンジ精神が私の原動力になっています。

――看護職で良かったことは何ですか？

誰とでも話せるようになりますね。昔は人前で話すの

が苦手でしたが、外国の方と言葉が通じなくても、ジェ

スチャー等を使って、自然とコミュニケーションを取れる

ようになりました。人を相手にする職業なので当たり前

かもしれませんが。

一生仕事が出来ることも大きいと思います。資格を必

要とする仕事なので、生活力がつきます。仕事と家庭と

の兼ね合いの面では、本特集で紹介しているように、様々

な働き方があるので、その時々に応じた働き方を選べる

のが大きなメリットだと思います。

――未来の看護職に期待する役割とは？

少子・超高齢化が進む中、医療や看護を取り巻く環境

は大きく変化しています。住み慣れた地域でいつまでも

自分らしく生活したいという方々が増え、看護職が活躍

するフィールドは病院から、地域や在宅へと広がってい

ます。

これまで病院で行っていた治療や看取り等を地域や在

宅で行うには、専門看護師や認定看護師がリーダーシッ

プを発揮して、地域全体の看護の質を高めなくてはなり

ません。

近年、在宅医療の現場に、薬剤師や管理栄養士、理

学療法士等も積極的に参加し、それぞれの専門性を活

かした医療的ケアを行っています。その中で、「看護職は

チーム医療のキーパーソン」に位置づけられています。

患者を1人の人間として受け止める「看護の基本」を胸に

刻み、チーム医療において、患者やご家族の暮らしを支

えながら、より良い看護ケアを提案・実行していくことは、

今よりももっと未来の看護職に求められていきます。

――これから看護の道を目指す皆さんへ、

　　メッセージをお願いします。

看護の魅力は、自分が培った専門知識や技術を活か

して、社会に貢献出来ることです。大事な命を預かる仕

事なので、責任は大きいし、免許を取った後もずっと勉

強を続けていく必要があります。

しかし、どんなに医療が進歩しても、赤ちゃんからお

年寄りまで、人と人が信頼関係を築きながら支援をする

という、看護の本質は変わりません。「人が好きで、人

を大切にする心を持つこと」、「あいさつや身の回りのこ

と等、社会生活がきちんと出来ること」、「知らないこと

や分からないことを隠さずに、正直に言えること」。不

器用で話下手でも、この3つを守れる人は必ず成長出来

ます。そして、関わる患者やご家族からいただく感謝の

言葉や笑顔に支えられ今日も様々な場所で活躍していま

す。痛みや不安を優しく受け止め、患者の心に希望の灯

をともせるような看護職がますます活躍出来る世の中に

なるよう私も尽力していきます。

府民の皆さんによりよい看護を提供するために、看護の質の向上に努め、

府民の保健医療福祉の向上に貢献している大阪府看護協会。

大阪の看護職をリードする伊藤ヒロコ会長に、看護の道を目指す皆さんに向けて、看護師としての経験や、

「未来の看護」についてお伺いしました。

▲看護学生2年生の頃
どんな時にも人に心
を尽くし、愛のため
に働き続けたガン
ジーやマザーテレサ
に憧れて、看護師を
目指しました。

▲卒後3年目に初の海外旅行
シベリア鉄道に乗りたくて、
ロシアを訪れました。 
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略歴
1971年
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2002年
2012年 3月
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みれば、患者に不安がなければ問題ないですよね。それ

から、より積極的に看護に取り組めるようになったと思

います。

これまで多くの患者や師長、仲間と出会いました。も
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「看護は明るく・楽しく・元気にやる」と、いつも前向
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の兼ね合いの面では、本特集で紹介しているように、様々
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――未来の看護職に期待する役割とは？

少子・超高齢化が進む中、医療や看護を取り巻く環境
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自分らしく生活したいという方々が増え、看護職が活躍

するフィールドは病院から、地域や在宅へと広がってい

ます。

これまで病院で行っていた治療や看取り等を地域や在

宅で行うには、専門看護師や認定看護師がリーダーシッ

プを発揮して、地域全体の看護の質を高めなくてはなり

ません。

近年、在宅医療の現場に、薬剤師や管理栄養士、理

学療法士等も積極的に参加し、それぞれの専門性を活

かした医療的ケアを行っています。その中で、「看護職は

チーム医療のキーパーソン」に位置づけられています。

患者を1人の人間として受け止める「看護の基本」を胸に

刻み、チーム医療において、患者やご家族の暮らしを支

えながら、より良い看護ケアを提案・実行していくことは、

今よりももっと未来の看護職に求められていきます。

――これから看護の道を目指す皆さんへ、

　　メッセージをお願いします。

看護の魅力は、自分が培った専門知識や技術を活か

して、社会に貢献出来ることです。大事な命を預かる仕

事なので、責任は大きいし、免許を取った後もずっと勉

強を続けていく必要があります。

しかし、どんなに医療が進歩しても、赤ちゃんからお

年寄りまで、人と人が信頼関係を築きながら支援をする

という、看護の本質は変わりません。「人が好きで、人

を大切にする心を持つこと」、「あいさつや身の回りのこ

と等、社会生活がきちんと出来ること」、「知らないこと

や分からないことを隠さずに、正直に言えること」。不

器用で話下手でも、この3つを守れる人は必ず成長出来

ます。そして、関わる患者やご家族からいただく感謝の

言葉や笑顔に支えられ今日も様々な場所で活躍していま

す。痛みや不安を優しく受け止め、患者の心に希望の灯

をともせるような看護職がますます活躍出来る世の中に

なるよう私も尽力していきます。

▲講義風景　
話下手でも、不器用でも、大丈夫。看護学校の教員は、
学生を看護師に育てるプロであり、先輩でもあります。

▲阪神淡路大震災の際（平成7年）※向かって右、着帽しているのが伊藤会長
出動要請を受け、救援活動に向かう車中で、必要物品を点検中。中央は医師、
この後に救護服に更衣。医師・看護師・事務職員たちがチームを組み、出発。
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看護への道―看護師になるには？

ふ れ あ い 看 護 体 験
病院等の保健医療機関で看護師が働く姿を
間近で見学したり、洗髪や足浴等を体験出来ます。

体験最後の日に担当の師長さんから「看護師になるの
を目標にするのではなく、どんな看護師になりたい
かを目標にしてください」と言葉をいただきました。
私はこの師長さんみたいな看護師になりたいと思い
ました。

詳細は大阪府看護協会へお問い合わせください。 
（大阪府看護協会 総務部）TEL 06-6964-5000

看護を学べる学校には、大学、短期大学、看護専門学校等、様々な種類があり、
修業年限やカリキュラム等の特色も異なります。

看護師になるためには、国家試験に合格する必要があります。就職して現場経験を積んだ後、
専門看護師や認定看護師など、さらに専門性の高い資格の取得を目指せます。

※助産師・保健師になるためには、それぞれの国家試験の合格が必要となります

関西電力病院、地方独立行政法人 りんくう総合医療センター、社会医療法人愛仁会 千船病院、医療法人松尾クリニック、
訪問看護ステーションしほう、富田林市介護老人保健施設けあぱる、五領・上牧地域包括支援センター、
吹田市立保健センター、大阪府吹田保健所、大阪医科大学看護学部

協力施設

進学先を選ぶにあたって大切なのは、将来、どのような看護職になって、どのように活躍するかを想像すること。でも、
少しイメージがつきにくいかもしれません。
大阪府看護協会では、『看護の心をみんなのこころに』をテーマに、看護師を身近に感じられるようなイベントを開催して
います。既に看護への道に進もうと心に決めておられる方はもちろん、看護職に興味はあるけれど、まだはっきりと進路が
決まっていない方や、実際に現場で働いている先輩と少しお話してみたいという方も、是非ご参加ください。

大阪府内の中学校・高等学校を対象に、保健師・助産師・
看護師が学校に出かけ、出前授業を提供します。
「いのちの大切さ」「こころとからだの話」「看護職の仕事
について」等の他に、進路についてもお話しいたします。

体験者の声

実際に体験してみて、
気付くことがいっぱいあるよ！

みんなで話そう―看護の出前授業みんなで話そう―看護の出前授業

中
学
校
卒
業

看
護
師
（
国
家
資
格
）

高
等
学
校
卒
業

准
看
護
師

准看護学校2年
実務経験10年以上

実務経験3年以上

看護専修学校通信制2年

看護学校2年

看護短期大学2年（高卒・大検合格者）

高等学校専攻科2年
高等学校衛生看護科3年
（定時制4年）

看護専門学校3年

看護短期大学3年

看護専門学校 総合カリキュラム4年

看護大学4年

5年一貫　看護師養成課程校

たくさんの道の中から
看護師への道が
選べるんだね！

チャレンジして
考えてみるのもいいわね

実際に体験する事も
できるから

色々 聞いたり、

進路相談は大阪府ナースセンターまで TEL 06-6964-5550


