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もっと詳しく！ ナース　ワゴン αNo.38

　新人看護師たちと一緒に取り組んだポートフォリ

オの私の目標は3つでした。

◦コミュニケーションをとる

　……相手の話を聞き、違いを認める

◦自分の成果を言葉で表現する

　……次年度に発表する研究としてまとめる

◦つらい時こそ、楽しむ

　……好きなことを楽しむ、視野を広げる旅をする

　私が「人の話を聞いたかどうか」を評価するのは

難しかったのですが、セミナーや患者会で講師を務

めた時には、積極的にコミュニケーションをとるよ

うに心がけました。引き続き取り組む目標の一つと

して、これからも頑張りたいと思います。

　また、2016年1月のフットケアサークルで講師

を担当した時に、院内認定看護師のフットケアの活

動を発表したら、鈴木隆司先生から「その内容を学

会で発表したら？」と勧められ、5月の学会に応募

しました。自分たちの看護活動を伝えるためにも、

言葉や写真で表現することが大事であることを実感

しました。

　そして、自分の見方を広げる旅をしたいとアメリ

カのサンフランシスコへ。いつもはiPadや携帯電

話を常に見ていますが、旅先では一日1回のメール

連絡以外は使いませんでした。部屋に集まりUNO

やジェンガで遊んだり、ワイナリーへ行ったり。IT

につながれていないからこそ、人との会話が楽しく

良い刺激を受けました。

　ポートフォリオの発表も新人と一緒に行いまし

た。一言ずつコメントをもらうなど賑やかに進行し、

最後に各自がお気に入りのページを開いて記念写真

を撮りました。これからも楽しみながら継続したい

と思います。

教育委員メンバーが、ポートフォリオにチャレンジ！　
2015年度の活動を振り返って
勤医協中央病院 看護部教育委員会

2016年3月16日／セミナールーム3
発表者：10人

第20回教育委員会で、各自の成果を発表しました

新人さんと一緒に
楽しみながら

ポートフォリオに
取り組みました

新人担当
看護支援室

師長
高橋 夏絵
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　私の目標は「管理者として看護スタッフに関わる

ためのタイムマネジメント」です。時間をもっと有

効活用できれば、スタッフとの関わりもスムーズに

なり、看護の質向上につながると考えました。

　ところが、7月くらいより新人や既卒者の相次ぐ

退職や異動があり、看護体制が困難な状況で、一日

一日乗り切ることに精いっぱいの状況でした。

　このような中、年明けより「新人・既卒者指導プ

ロジェクト」を立ち上げ、3月末までの細かなスケ

ジュールを立てて取り組むことができました。

　これまでの新人・既卒者の指導に携わる中での困

り事や、自分達の強み、弱みなど事前にスタッフ全

員にアンケートをとり、全員が総括に参加できるよ

うに2回に渡り開催して、振り返りから、課題を明

確にしていくことができました。

　キツイ指導や何気ない一言が相手を傷つけてし

まっていたこと、年々変化している新人さんに自分

たちが十分に対応できていなかったことから、「90

年代の新人さんを知る」「新人さんとの関わり方を

知る」というテーマで学習会を開催しました。また

これまでの年間計画の大幅な見直しや新たな指導方

法の導入に向けての準備、指導者会議や振り返り

ノートの改定、そのほかさまざまな工夫を、短期間

でこれだけ多くの新しい取り組みをプロジェクトメ

ンバーが中心となり、スタッフ全員で受け入れ準備

をすることができました。

　結果はこれからとなりますが、来年の今頃は「あ

の時頑張ったかいがあったよね」とみんなで新人既

卒者の成長を喜び、看護体制が安定した職場になれ

るようにしていきたいです。

2016年度は
スタッフの協力を

得ながら
人育てができそうです

サポート面接で5西病棟のスタッフが、「先輩たちが夜遅くまで残っ

て新人指導のことをやってくれている。こんなに大切にしてくれて

いたんだということが、今ようやく分かってきた」「休憩室にいる

のが楽しくなった」「『厳しい先輩がいるんでしょ』と同期の子に言

われて、誤解されていることが悔しかった」と話していました。今

の発表にあったような先輩方の頑張りが、スタッフにちゃんと伝

わっているからだと思います。感動しました。

吉岡愛未臨床心理士からのコメント

2年目担当
5西病棟

師長
蛯名 百恵
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　私の目標は「教育委員会の委員長として、参加メ

ンバーが納得して活動に参加できるようにするこ

と」でした。そのために「参加メンバーから意見を

聞く」という計画を立てましたが、中間評価で師長

さんに集まってもらった時に多くの意見を聞くこと

ができました。

　最初は委員会の進め方が分からなかったので、関

連する本を読み込み学びました。みんなの意見を可

視化するためにホワイトボードを使ってみたり、聞

き取ったことを図式化してみたりなどの工夫を取り

入れました。ポートフォリオを学ぶための資料を

ネット検索したり図書室で探してみたり。「読むと

ころから始めてみよう」と資料のコピーを配り、グ

ループワークもしました。そして、「まず自分たち

がやってみよう」と動き始めました。鈴木敏恵先生

を待っているだけではダメだと思い、3年目研修の

1回目にポートフォリオの説明をしてみました。

　その後、臺野巧先生のポートフォリオの学習会で

確信を得て、その後、鈴木先生の学習会に参加して

「この方向で間違いない」と思いました。

　院内認定看護師の緩和ケアコースのスタッフは今

年ポートフォリオをやってきました。2年間の功績

を1冊にまとめ、凝縮ポートフォリオを作成するよ

うすすめています。

　3年目研修を終えた看護師25人は、2、3月にポー

トフォリオ発表会を行い、記念写真の撮影もしまし

た。ポートフォリオをもっともっと広げたいと思い

ます。

ポートフォリオを学んだら
まず、やってみることが大切です

3年目担当
看護支援室

師長
加藤 真由美
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　私の目標は「一人ひとりに合ったサポートを行う」

「新人さんに病欠を出さないよう、早めの介入を目

指す」の2点です。

　そのために立てた計画は次の2点です。

◦毎月、各部署の師長さん、主任さん、プリセプター

さんから新人看護師の状況を聞く

◦サポート面接で、その時の状況での思いをもう一

歩踏み込んで聞く

　……具体的なエピソードやその時の感情を

　　　引き出す

　相談対応をしている関係部署とは密接にやり取り

しましたが、それ以外の部署からの定期的な聞き取

りは難しく、引き続きの目標にします。部署からの

聞き取り状況をチェックしていなかったのが原因だ

と思うので、次年度はチェック表を作ります。

　サポート面接では「その時の状況での思いをもう

一歩踏み込んで聞く」「具体的なエピソードを聞く」

ことをいつも念頭に置いていたので、実行できたと

思います。

　1年を振り返ってみると「新卒看護師の育成を考

えるシンポジウム」（10月17日開催）でシンポジ

ストを務めたことが転換点でした。当院でのメンタ

ルヘルスサポートの取り組みをまとめていたら、「そ

の人がどのように生きていきたいのかを探り、サ

ポートしたい」という私自身の強い思いがありまし

た。そこを意識しながら新人看護師と関わっていっ

たら、復帰する人が現れるといった変化もあり、私

が目指す方向性には間違いがないことを確信してい

ます。

　ポートフォリオの学習会で講師の鈴木敏恵先生が

「メモでも何でも、そのまま挟んでもいい」と言っ

ていたので、ちょっとしたものを挟むようにして

いったら、どんどん楽しくなり、退職することになっ

た新人看護師さんからの手紙も、去年度の退職した

新人さんが休んでいる間にビーズで作ってくれたブ

ローチも挟んでいます。最後のページには、自分が

一番大切にしている「自分の家族の写真」を挟んで

みました。

プリセプター担当

何でもファイルに
挟んでいたら
どんどん
楽しくなりました

看護支援室

臨床心理士
吉岡 愛未
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　私の目標は「今年度から師長代理になったので、

セクションの師長として頑張りたい」「看護師教育

の指導者として、看護師教育の底上げをしたい」の

2つです。

　振り返ればあっという間でした。主任の病欠もあ

り、1年間汗かきながらやっていたなー……。思い

返せば涙が出るような感じになるほど、頑張りまし

た。

　そうした中、ポートフォリオに取り組むと、自分

の目標も整理できました。初めてなのでドキドキし

ながらのスタートでしたが、リアルタイムに理解で

き、スタッフに直接伝えられるメリットは大きいと

思いました。新人と2年目とプリセプター、院内認

定看護師、中堅といったスタッフたちもポートフォ

リオを始めました。途中、2年目のスタッフのポー

トフォリオのファイリングが少なかったので「あれ、

何も入ってないよ」と。慌ててレポートを追加して

もらいながら、「こういうことなんだよ」と言った

ら「あ、そうなんですね」とやりながらポートフォ

リオへの理解を深めていった感じです。

　私は「林家パー子みたい」と言われるほど、研修

でも患者さんの旅行会でも写真を撮りました。写真

はポートフォリオ化しやすく、自分の軌跡や活動を

振り返ることができます。思い出だけにならないよ

うに、うちのスタッフが写っている写真を配ったり

しました。

　第2外来のスタッフが頑張った記録は私のポート

フォリオにも入れ、「一緒に学びました。頑張ったね」

という感じで、1年分をまとめました。

　成田しず子師長のポートフォリオがとても素敵な

ものだったので、「やっぱりデコらないとダメだ」

とテンションが上がって楽しくなりました。誕生日

に自らカードを相手に渡しお祝いしたり、学会に出

たり、ピンクリボンに参加したこともポートフォリ

オしました。

　これまでの教育は座学中心の受け身的なところが

ありましたが、ポートフォリオを活用し取り組むこ

とでプリセプターの研修担当自身が自主的の振り返

りができたり、研修の内容を相談しながら進めるこ

とができたので力になったと思います。「研修会は

こうやって運営するものなんだ」とみんなと一緒に

教育担当者も理解できたことが楽しかったです。

プリセプター担当

林家パー子みたいと
言われるほど
写真を撮りました

第2外来

師長代理
岡本 麻子
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　私の1年間の目標は「外来からも病棟からも在宅

からも、いろいろな相談を受けることができるよう

になる」ということです。計画は「知識を得るために、

ケアマネ研修や学会に参加する」「在宅とのカンファ

レンスに年間10回以上呼んでもらう」ことでした。

　9月のケアマネ研修を終えました。いただいた資

格証を見ると頑張ったなーと思います。在宅の担当

者と交流ができたことがとてもありがたかったで

す。ポートフォリオの研修が始まった直後に作り始

めたポートフォリオを使って、「私たちは何をやっ

たのか」を時々振り返っています。

　プリセプターの研修担当者になってから、改めて

研修会の意味を考えて、「次の研修は何を目標にす

るのか」「今日の研修でやった内容を次にどう生か

すのか」ということを担当者が集まり常に話し合い

ながら1年間乗り切ってきました。

　そして、大きな病気もなく60歳の誕生日を迎え

ました。これからも頑張って学会参加したいと思っ

ています。岡山、釧路、東京、大阪の学会に参加し、

4月は福岡でのマネジメント学会です。知識を蓄積

するために頑張りたいと思います。

　私自身の自己評価は、ケアマネ再研修と学会参加

は目標達成し、カンファレンス参加回数は4回でし

たが、ケアマネとの情報共有は増加傾向にあると思

います。引き続きの目標は「常に気楽に相談ができ

る存在になる」ということ。どう具体化するかとい

うのを来年度の目標にして頑張っていきたいと思い

ます。

プリセプター担当

ポートフォリオを使って自らを振り返り
必要な学びを得ています

地域連携センター

師長
成田しず子
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　私が取り組んだのは、「4東病棟のグループの活

動を定着させたい」「グループメンバーがそれぞれ

活躍できるような場を作りたい」「患者さんのこと

仕事のことをみんなで相談できるような関係を作り

たい」ということです。

　そのための目標は、

◦グループ会議を毎月1回開催する

◦グループ会議後にはできるだけご飯に行く

◦みんなが発言しやすい雰囲気をつくる

◦年度末には各自頑張ったことを発表する交流の場

をつくる

◦プライマリー患者の管理ファイル作成をする

……としました。

　プライマリー患者さんのファイルは患者さんごと

にグループで作っています。担当が変わってもファ

イルがあるとケアを継続でき、グループ会議で情報

を共有できることから、ファイルの活用は定着して

きていると思います。

　振り返ると、目標に対する資料をポートフォリオ

に入れていなかったり、グループ会議が毎月ではな

く2カ月に1回だったりしましたが、今までよりも

グループのメンバーと話す機会が増えました。

　ポートフォリオは、自分たちの目標を確認できる

だけでなく、研修参加の記録や先輩に向けた新人か

らの言葉やプリセプター研修で交換したメッセージ

のコピーなども挟んでいるので楽しく振り返ること

ができます。臺野巧先生や鈴木敏恵先生の講義を受

け、「スタッフ管理は、スタッフの頑張りや目標を

知ることが大事」ということが分かったので、実践

しています。

　新年度からは、チームで頑張った事例、退院に向

けて頑張った事例などのカルテのコピーを挟んだ

り、自分の頑張りを示すものも忘れないように挟み

たいと思っています。また、新人やスタッフが頑張っ

ている様子を写真撮影しておくと視覚的に共有する

ことができ、ポートフォリオが引き立ちます。

　また、今度のグループ会議で、スタッフに「1年

頑張ったこと」を発表してもらいます。表彰状を作っ

てコメントを書いて渡し、「あなたの頑張りを私は

はこんなふうに見ていますよ」ってことを伝えられ

たらいいなと思います。そうすることで今後のス

タッフの頑張りにつながることを期待しています。

プリセプター担当

スタッフ管理は
スタッフの頑張りや

目標を知ることが
大事だと思いました

4東病棟

主任
松岡 香菜
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　病棟が疲弊していたので、私は「みんなで元気に

働くことができる」という目標にしました。師長に

なって2年目になることから、管理について学んで

業務に生かし、みんなの目標に生かせたらいいなと

思っています。

　2014年の5月に総括会議として、医師と一緒に

初めてグループワークを行い、今年1年頑張ったこ

と、来年頑張りたいことを書きました。ケーキを食

べながら楽しくできたので、ちょっとモチベーショ

ンも上がりました。健康まつりのことも、ポートフォ

リオしています。苦情も感謝の投書も挟んでいます。

　ある先生から「当番ベッドができないなんて、や

る気がないの？」と言われ、悔しくて勉強しました

が挫折しました。引き続きの目標です。今年はオペ

の件数が急増し、一月100件を超えた時もあった

ので振り返りをしたり、師長研修に参加したり、管

理について学びたいと看護協会の研修にも3回ほど

行かせてもらいました。

　忙しい中も、病棟のスタッフはバドミントン大会

やソフトボール大会にアクティブに参加し、計画年

休や誕生日年休をとって、リフレッシュしています。

中堅の看護師が「リハビリスタッフも誘って焼肉を

しよう」と企画し、夜間の駐車場を借りてやりまし

たが、交流親睦の場になりました。今年も企画する

予定です。

　職場診断を前年度と比べると平均値は上がったの

で、新年度はもっと上がるようにしたいです。ポー

トフォリオのファイルには頑張ったと思えることを

何でも気軽に入れておこうと思います。

中堅担当

モチベーションを上げ
リフレッシュしながら

取り組みました

3東病棟

師長
平瀬 雅湖



－9－

　私の目標は「脳卒中の患者さんの病態整理や看護

についてチームで考えていきたい」「スタッフの頑

張りたいところを支援していこう」ということでし

た。

　脳疾患を事例から学びたいという思いが強かった

ので、グループ会議では教科書を見ながら、症状と

原因をつなげて学びました。全員で事例をまとめる

ようにしました。

　研修会では「組織のファーストレベル」にカル

チャーショックを受けました。病院組織や運営につ

いて考え、私たちがやっていることを評価するのは

患者さんであることに改めて気が付いたので、ス

タッフ指導はそこからやりました。

　いろいろ問題があったとしても、患者さんがどう

したいのか、家族がどうしたいのかというところを、

カンファレンスで大事にしながら考えていくことを

みんなで頑張りました。

　1年目の卒研レポートを書けずにいたスタッフ

が、頑張って今年3月にまとめてくれました。そこ

には「患者さんと医療スタッフが同じチームの一員

として共に問題を解決していく医療が大切である」

と書かれていました。患者さんと一緒に問題解決し

ながら看護を実践していったことを1年目のスタッ

フに感じ取ってもらえたことが嬉しく、「私も頑張っ

た」と自己評価しています。

中堅担当

スタッフも私も
頑張ったので
どちらも
高い評価になりました

3西病棟

主任（4月より師長）
相馬 直美
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　私は「今いるスタッフが1年後も力を発揮してく

れること」「自分がグループ会議で計画したことは

必ず実行する」「仕事と育児・家事・楽しみの時間

のバランスをとれるようになる」ことを目標にやっ

てきました。

　ポートフォリオに最初に挟み込んだのはERの学

習会の資料です。私のスタートはERなんです。次

に入れたのは、主任研修会で見学した泊原発の資料。

生活の問題として考えるようになりました。

　そして、私なりに「救急の力」をもっとつけたい

と思っていたので、AMAT(全日本病院協会災害時

医療支援活動班)の隊員となるために2日間の研修

を受け、登録書をもらいました。DMAT(災害派遣

医療チーム)ではないので、召集されるのは災害が

発生してから4、5日後くらいですが、当院での登

録は医師と薬剤師と私の3人です。実は研修があっ

た日は娘の運動会。家族に後ろ指をさされながらで

すが行ってきました。

　当院の災害訓練ではトリアージの責任者に。

AMATでの研修が役立ちました。普段のER業務の

中では事例を振り返ることができないのですが、北

海道民医連の主任研修や北海道勤医協の主任研修会

で2回レポートを書くことになり、患者さんのこと

をゆっくりと振り返り、考えることができるチャン

スと頑張りました。

　私の主任としての原点は総合診療です。先日家を

片付けていたら総合診療病棟開設当時の新聞記事が

出てきて懐かしくなり、ポートフォリオに入れまし

た。脳卒中の立ち上げも大変でしたが、病院に貢献

できたと思います。

　グループ会議は毎月ほぼ1回開催していました。

救急の外傷や脳卒中の勉強など、学習会がとても多

く、毎回追われている感じがしますが、「しっかり

勉強している」ことを実感しています。

中堅担当

学ぶ意欲も上がり
しっかり勉強している
実感があります

ER・HCU

主任
谷間 百恵
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　皆さんと議論してきたことを形にしたいと思いながら活動していま

した。私のポートフォリオの目標は「一人ひとりの看護師さんが元気

に働き続けること」です。教育委員会から現場へ、また各委員会へ。

定期的なつながりが見えてきましたので、それを大切にしながら、委

員会活動が継続することを願っています。1年間お疲れ様でした。あ

りがとうございました。

教育担当になって本当に良かった！

看護部 副部長小林 幸子


