
発表ポートフォリオ
各自が1年にわたって取り組んできたポートフォリオを発表し、

ファイリングされた資料や手書きのメモ、先輩からの励ましの

メッセージなどを自ら紹介。大変だったこと、うれしかったこと

を振り返りながら、2年目への意欲を語りました。

先輩に透析用血液回路の図を書

いてもらったり、フットケアの

学習会に参加するなどして1年

目の学びを進めました。

山あり谷ありでしたが、1、2

カ月おきに師長さんや主任さん

と面談をして、その時その時の

目標を設定しながら取り組みま

した。

目標は、患者さんにとって必要

な看護を考えられるようになる

ことでした。短い時間で患者さ

んの状態を把握し、優先順位を

考えながら取り組みました。

患者さんの状態や言動などにつ

いて「なぜなのか」を考えるよ

う心掛けました。理由を知るこ

とで自分の視野が広がりまし

た。

学習会に参加したり、よく分か

らないところはノートを作っ

て、すぐに振り返りができるよ

うにしていました。

説明することが苦手でしたが、

分かりやすく説明できるように

なりました。いろいろな学習会

にも参加し、診療科を超えて幅

広く学びました。
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基本的な知識・技術を主体的に

習得することを目標に、院外で

は心電図やBLSの講義、院内

では感染対策の学習会などに参

加しました。

根拠を持ち安全な看護を提供す

ることが目標です。今は、時間

で動くだけではなくプライマ

リーで患者さん主体の看護がで

きるよう頑張っています。

プリセプターさんと毎月、振り

返りと目標設定を行い、7月の

目標「報・連・相」ができるよ

うになりました。今の目標は「病

態理解を深める」です。

患者さんの優先順位がすぐに判

断できなかったので、患者さん

の動きや排泄状況、疾患・症状

などを振り返り、まとめるよう

にしました。

検査や治療の種類が多い病棟な

ので、日々学んだことをメモし、

独り立ちできるように頑張りま

した。

プリセプターさんが書いてくれ

たコメントをファイルに挟み、

できているところは自信に変え

ながら、取り組みました。

学習会などでもらった資料を

ファイルに挟めたり、技術のポ

イントをメモに書いて、習得で

きるまで入れていました。

知識を養うことを目標に学習会

などに参加してきました。2年

目は看護協会の研究などにも参

加し、どんどん知識を構築して

いきたいです。

幅広い視野を持った看護を目標

に、薬剤師さんからもらった抗

がん剤の資料や手術のオリエン

テーションのレジュメなどを

ファイルし、理解を深めました。
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薬剤師さんなどからもらった資

料のほかに初めて書いたサマ

リーを記念にファイルに入れて

います。勉強する時はノートを

使い学んでいました。

思っていることをスムーズに伝

えられるように、落ち着いて確

認をすることと結論から述べる

ことを意識しました。

自己流で覚えず、疑問や不安は

すぐに先輩に聞いたりマニュア

ルで確認し、確かな知識が得ら

れるよう取り組みました。

病棟での基準をいつでも確認で

きるように挟めたり、同期の分

かりやすい勉強ノートや資料を

コピーさせてもらうなどして振

り返りをしていました。

ICU看護師の役割を自覚し、患

者さんのニーズに応えられるよ

う、学習会の資料に書き足しな

がら、分からないことは積極的

に聞いて学びました。

患者さんに合わせた看護展開が

できるよう、患者さんがどうな

りたいのかを意識して聞き、計

画に反映できるよう頑張りまし

た。

4東病棟で行った学習会資料や

先輩からもらった手紙、自分で

参加した学習会の資料などを

ファイルに入れています。

根拠を持って安全・安心な技術

を提供できるよう、検査前の

チェックリストなどをファイル

に挟み、業務に慣れていけるよ

う取り組みました。

業務が忙しくても振り返りがで

きるように、先輩から言われた

ことをすぐにメモし、自分がど

う思ったかを書き出すようにし

ていました。
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ファイルには、師長さんや主任

さんとの面談時にもらったレ

ジュメや一日の振り返りに対し

て先輩が書いてくれたコメント

などを入れています。

手術室の業務を理解することを

目標に、日々振り返りを行い、

不明点を明確にしました。優先

順位を考えた行動ができるよう

ノートやメモも作りました。

透析の知識がなかったので、業

者さんがくれた資料を入れた

り、業務後の30分レクチャー

や院外の学習会に参加するな

ど、日々学習を重ねました。

基礎を固め根拠のある実践を行

うというゴールに向け、先輩の

動きに対して「なぜなのか」を

考え、分からないことは積極的

に質問するよう心掛けました。

初めて自分で立てた看護計画や

関わりに困った患者さんのワー

クシートなどを入れる「思い入

れがあるファイル」と「学習の

ファイル」に分けて使いました。

正確なアセスメントのため、根

拠を明確にするように心掛けま

した。チームでの話し合いを大

切にし、患者さんの思いに寄り

添えるよう取り組みました。

胃、大腸などの分類ごとにイン

デックスを貼りました。異動し

た先輩の「私はいつまでもプリ

セプターだよ」という手紙がう

れしくてファイルしています。

確実に覚え、具体的なイメージ

を持って看護実践できるよう、

分からないことは周りの人に相

談し、具体的な改善策を考えら

れるよう取り組みました。

確認や振り返りを怠らずに、分

からないことは先輩に質問した

り、病棟にあるマニュアルやテ

キストをコピーしファイリング

しながら学びました。
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ポートフォリオには心臓カテー

テルの研修資料やオペ見学した

時のワークシート、院外学習会

の資料、受け持った入院患者さ

んの記録などを入れています。

情報をまとめ自分で理解し報告

できるように努めました。必要

な情報の整理や要約、焦らず伝

えることを意識して取り組みま

した。
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