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1年間の成長の足跡

2021年2月17日・24日

ポートフォリオ 発表アルバム
新人看護職員としての学びを終えた入職1年目の看護

職員一人一人が、自分のポートフォリオを広げ、積み

重ねてきた学びを振り返り、2年目の抱負を発表しま

した。その後、病棟スタッフからメッセージカードが

手渡され、看護部長からは修了証書が授与されました。

－1－

救急センターで行う処置や検査のスピード感、安全性、優先

順位を日々考えて行動することを目標にしてきました。最初

は「先輩の動き」に沿って行動し、次に「自分が動きやすい

タイムライン」を作りました。何度も作り直し、処置や検査

が抜けないように意識しています。救急センターにはさまざ

まな症状の患者さんが来ますので、勉強を重ねながら、安全

な処置や看護ができるよう頑張ります。

先輩からアドバイスを受け、自分でも考えながら、タイムラインを6回も手直ししまし

たね。どのようにしたら、患者さんに不利益が出ないように動けるかを追求しました。

コロナ禍も、今の自分にできることを学ぶという姿勢があり、前向きに取り組んでいた

様子が、私たちの励みにもなりました。ここまで成長してくれてうれしく感じています。

これからも一緒に頑張りましょう。
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－2－

「患者さんの願いに沿った看護」を目標にしていました。先

輩から指導を受けながら看護の実践を日々重ねる中で、自分

は「患者さんの現在の心身の状態」を見ずに、「疾患の一般

的な病態」を見ていることに気が付きました。「病態とケア

の関係図」を手書きし、病態観察への理解を深めることがで

きました。

最初は日々の業務に追われ、症状の観察だけになりがちでし

たが、患者さんの苦痛や不安をくみ取れるようになり、必要

なケアを提供できるまでになりました。部会で毎月選ぶベス

トナーシングに、私が取り組んだケアが取り上げられました。

退院間近の腰椎圧迫骨折の患者さんが自分でバストバンドが

着けられないことに着目し回復期リハビリテーションにつな

げたケアと、コロナ陽性患者さんと会話を深めることで羞恥

心を軽減しポータブルトイレに誘導することができた支援で

す。うれしくてファイリングしています。

自分の目標に向かって、多職種と連携しながら頑張れていました。

患者さんのことを考え、先輩のアドバイスに耳を傾けて看護に取り組み、悩みながらも

力を付けていました。「病態とケアの関連図」が素晴らしいです。これからの成長も期

待しています。

HCUは回転率が早く患者さん一人一人とじっくり関わることが難しいですが、病態を

よく捉え、先輩に相談しながら必要な援助や心に寄り添う看護ができていました。いつ

もすてきな笑顔で頑張っています。来年も私と一緒に働いてくださいね。

多くの先輩たちに支えられながら、「楽しそうにニコニコ」と働いていましたが、患者

さんのつらさに寄り添い悩み「困ったニコニコ」に変わったときに成長を実感しました。

常に周りに気を配り、考えながら動けています。病棟からクリスマスカードを親御さん

に送りましたが、「母が喜んでいました」と報告してくれてうれしかったです。
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－3－

先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

心不全の患者さんの病態や観察点、記録のコピーをファイリ

ングしています。患者さんの全体像を捉えるのが苦手でした

が、指導者からのアドバイスを受けて勉強の仕方を変え、観

察点から病態をつなげるように考えてみたら、全体像が見え

るようになりました。先輩からアドバイスを受け、患者さん

から引き出すべき情報や患者さんに合った退院指導も理解で

きるようになりました。

病棟の学習会資料をファイリングしています。1年間で多く

のことを学び、「患者さんの願いや一番大切なことは何か」

を考え、個別性のある看護計画を立てることが重要であると

知りました。これからも多くの病態を学び、個々人の症状や

状況、願いを理解しながらケアにつなげたいと思っています。

患者さんの全身状態を把握しながら看護につなげる視点が身に付いてきたと感じていま

す。2年目は自信を持って頑張ってください。

遠距離通勤で大変ですが、元気に通えているようでほっとしています。優しい雰囲気が

あり、しっかりと確認ができるところを評価しています。インシデントもなく、安心し

て任せられるよう成長しました。自分自身の良いところを大事にしながら、これからも

頑張ってください。

2東病棟　心臓血管センター
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－4－

先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

患者さんの個別性に合わせた看護技術と、根拠ある工夫や安

全が必要であると学びを深めました。先輩からのアドバイス

はノートに書き加えています。患者さんの記録は自宅で振り

返りを行い、あらためて気が付いた点をノートに追記してい

ます。

看護技術の不安な面は先輩に見てもらいながら勉強しまし

た。必要なケアは何かを考えられるようになりましたが、ま

だ足りない面があるので、自分で「患者シート」を作り、病

態や治療薬などを記入し、理解を深める工夫をしました。今

でも継続し、患者さんの精神面やADL、ご家族のことを書

き込みながら必要な看護を考えています。行動計画や優先順

位を考えるのが苦手でしたが、先輩が「私はこうしているよ」

と教えてくれました。先輩方のおかげで成長できました。

コロナ禍で先輩とのコミュニケーションも難しく、職場環境に慣れるまで大変だったと

思いますが、生き生きと働いてくれました。患者さんのことを知りたい、患者さんのた

めに何かしたいという強い思いが長所です。それを大切にしながら成長してほしいと

思っています。終末期の患者さんを受け持ったときは、いろいろな経験を重ねました。

来年も一緒に頑張りましょう。

入職したてのころ、採血の練習で手が震えるほど緊張していましたが、患者さんの苦痛

は何か、必要なケアは何かを考え、丁寧に接していました。丁寧な分、時間に追われて

しまい大変な時期もありましたが、自分の課題に向き合い、自分で解決できる力がある

ので大丈夫です。頑張り過ぎる傾向があるので、休憩も大切にしながら働きましょう。
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－5－

先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

病棟の同期4人と一緒に大腿骨頸部骨折を学び、手術前後に

出やすい症状や必要な看護などを大きな紙にまとめました。

自分一人でも勉強を重ねていますが、4人で学んだことが貴

重な経験として記憶に残っています。これを糧にこれからも

頑張ります。

病棟の同期4人と整形外科領域の症状や観察項目を一緒に学

びました。患者さんを受け持つようになったころは資料を見

ないと観察項目が思い出せませんでしたが、今は自然に出て

きます。整形疾患と内科疾患を併せ持つ患者さんも受け持つ

ようになり、観察項目が増えていますが、対応できるように

なりました。1年を振り返ってみると、少し成長できている

と思います。来年も頑張ります。

優しくおっとりとした性格とかわいい笑顔が患者さんに癒しを与えているようです。整

形外科の領域は多岐にわたる学びが必要ですが、同期4人で一緒に楽しく勉強できてい

るので、2年目も4人仲良く学び合いながら成長しくださいね。「じっくり考えて、理

解を深めてから進む」という長所を生かし、焦らず自分のペースで頑張ってください。

とても真面目な性格で、忙しくてもテキパキ動いてくれます。健康管理もしっかりでき

ているようで、いつも元気に出勤してくれます。分からないことがあると自ら学ぶ姿勢

があり、見習いたいです。2年目になると後輩ができ、チームの一員としての責任も増

えると思います。大変なときは私たち先輩を頼ってください。一緒に頑張りましょう。

3東病棟　運動器・リウマチセンター
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－6－

先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

指導者との振り返りで「考えていることが表に出にくいから

言葉にしてね」とアドバイスされ、チーム医療の大切さを教

えていただきました。報告の仕方や指示を受けるときの繰り

返しなどを意識するようにしました。アセスメントシートも

「上手に書けるようになったね」と言っていただけるように

なりました。レポートを書くのが苦手で、卒後研修は指導者

に何度も教えていただきました。とても時間がかかりました

が、なんとか書き上げました。この時の添削を忘れないよう

ファイリングしています。

最初は指導を受けながら整形疾患の患者さんを受け持ち、1

月からは内科疾患の患者さんも受け持つようになりました。

内科疾患は難しいですが、少しずつ成長できていると思いま

す。入職後1カ月目に初めて患者さんを受け持ちましたが、

肩の治療のために装具を着けている患者さんの安静度が分か

らずに、指導者と一緒に対応しました。記録も全然書けずに

直してもらいましたが、これをファイリングしています。今

は自分の記録をアセスメントできるようになってきました。

頭の中ではいろいろ考えていても表情や言葉に出さないので、お互いに悩みましたが、

「苦手なコミュニケーション」から逃げずに、自分の力にしたことが強みだと思います。

患者さんが「笑顔に癒される」と言っていました。患者さんのお話を最後まで聞ける看

護師になりたいと言っていましたが、近づいていますよ。これからもよろしくお願いい

たします。

最初は顔がこわばるほどに緊張していたので心配しましたが、最近は私の冗談に笑った

り、話し掛けてくれるようになり安心しています。つらい時期もあったと思いますが、

テキパキ動きながら患者さんのお話も聞けて、整形疾患の看護はもう独り立ちですね。

最近は内科の病状が重い患者さんも受け持てるようになり成長を感じています。
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－7－

先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

病棟のアセスメントシートをファイリングしています。シー

トは、患者さんの排泄・食事・移動・清潔・コミュニケーショ

ンの状況などを把握して必要な援助は何かをつかみ出すもの

です。また、受け持ち患者さんの状況や病態を人体図に書き

込んで理解を深めました。この時の学びが、患者さんの問題

点のアセスメントやケアに生かされていると思っています。

患者さんの退院後の姿や生活、退院先を考えた援助は十分に

できてはいませんが、先輩からアドバイスをもらったり、在

宅調整カンファレンスに出たり、医師のインフォームドコン

セントに同席し、退院後の生活を学びました。病棟独自の学

びの取り組みとして、患者さんごとに「ケアの全体図」を作

りました。入院前から退院後までの状況が1枚に書き込まれ

ています。最初に受け持った患者さんの全体図は書き込みが

不完全です。これを見ると「今は少し成長している」と自信

につながるので、ファイリングしています。

入職当初、アセスメントシートや人体図への書き込みを手伝いましたが、私たちの学び

にもなりました。今では一人でできる技術も増え、任されるケアも多くなりましたが、

分からないことがあったら、遠慮なく聞いてください。これからの成長も楽しみにして

います。

「緊張しています」と言っていましたが、患者さんとの会話や寄り添い方がとても上手

で、疾患への理解や必要な看護をどんどん習得してくれました。今では頼もしい存在で

す。2年目は病態の管理と在宅支援のスキルを高めてほしいと思っています。患者さん

の思いに寄り添いながら、チームの一員として一緒に支援を深めていきましょう。

コロナ禍で通常の研修が行えず、病棟体制も変更になる中、例年よりも早いペースで任

せる業務が増えていきました。2年目は患者さんの思いをチームで共有しながら、必要

な支援を一緒に考えましょう。

3西病棟　回復期リハビリテーション病棟
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4東病棟　消化器センター

－8－

先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

研修や病棟学習会の資料はファイリングし、重要な内容はポ

ケットに入る小さなメモ帳に書き込んで持ち歩いていまし

た。病棟には肝臓が悪い患者さんも多いので利尿剤を使うこ

とも多く、血圧低下や脱水にならないよう観察していました

が、他部署の同期が利尿剤のことを調べていたので、それを

参考に図解を書きました。利尿剤によって注目すべき観察点

が異なることなどをあらためて学びました。

最初は「作業の優先順位」が分からずに混乱することがあり

ましたが、先輩の指導を受け、優先順位を考えながらゴール

できるようになりました。受け持ちを始めたころに自分が書

いた記録を見ると、時系列がばらばらだったり、観察項目が

抜けるなどしていましたが、今では記録の修正が減りました。

目標になかなかたどり着けず、精神的につらくなることもあ

りましたが、入職後の心理テストの結果を参考に「焦らず自

分のペース」で頑張りました。

第一印象は「ハキハキとした強い子」でしたが、一緒に働いてみると「優しくて繊細で

頑張り屋さん」でした。悩みは自分で抱えてしまっているのかなと心配しましたが、い

つも丁寧に仕事をこなし、報告時には自分の考えも述べることができるようになり、成

長を感じています。これからも期待しています。

最初はとても緊張していて笑顔が見られず、声を掛けても「大丈夫です」と言うのでか

えって心配でした。つらいときは愚痴を言ってもいいよ。SOSは受け止めます。これ

からも無理せず、笑顔で働いてくれるとうれしいです。

土屋
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－9－

先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

消化器外科の術後間もない患者さんにはドレーンが付いてい

ることが多く、術式や手術部位によって装着位置も本数も異

なります。ドレーンが4本も付いていると、何のためにどこ

からつながっているのか最初は分かりませんでしたが、自分

で調べて「適用や目的」を理解しました。観察項目の不足は、

指導者からアドバイスを受けて補いました。「根拠のある看

護」を身に付けるため、これからも学びを深めたいと思って

います。

不安を抱える患者さんに対して安心できる時間を提供したい

と考え、「出勤日は病棟の患者さん全員に声を掛ける」と決

めて続けました。患者さんや医師から感謝の言葉をいただけ

てうれしかったです。2年目にはより多くの疾患を学び個別

性のある看護を見いだすことを目指します。学生時代の「術

後の観察学習の資料」に加筆し再学習しています。患者さん

の異常に早く気付くことができるよう、これからも学び続け

たいと思います。

4西病棟スタッフ唯一の男性看護師でしたので、大変だったと思いますが、分からない

ことは自ら勉強したり、先輩から学んだりして成長しましたね。身に付けたスキルをこ

れからもケアに生かしてほしいと思っています。

外科の患者さんが入院する病棟なので入退院が多くて忙しく、関わり方も難しかったと

思いますが、ポートフォリオを活用しながら勉強を進めることができたようで感心しま

した。

自宅が遠いので、車の運転免許を取得し車通勤になりました。弱音を吐かずに、1年間

頑張りましたね。来年もよろしくお願いいたします。

4西病棟　乳腺センター、消化器センター
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－10－

先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

受け持つ患者さんの病態の学習を前日に行い、看護師として

自分がやらなければならない業務のことばかりを考えていま

したが、少しずつ患者さんに合わせたケアができるようにな

りました。術後1日目の患者さんを初めて受け持ったときは、

勉強不足から患者さんに負担を掛けてしまったので、指導者

と一緒に振り返り多くの学びを得ました。その時の振り返り

シートをファイリングしています。今では患者さんの術後の

立ち上げもスムーズにできるようになりました。

患者さんと会話し病態観察を丁寧に行うことを目標にしてい

ましたが、時間的な余裕がなく、患者さんの心配事や退院後

の希望などを引き出すことができませんでした。術後の患者

さんのドレーンが抜けてしまったときは先輩から指導を受

け、適切に処置できなかった自分が悔しくて、自宅で泣きな

がらメモを作り直し、理解を深めることができました。その

日の振り返りシートをファイリングしています。

外科の看護師として真剣に臨む姿勢を持ち、病棟での独り立ちも果たしました。自宅で

も学習し、術後の立ち上げやその後の管理もできるようになり成長を感じています。

患者さんの立場に立つ看護が実践できていました。振り返りから学ぶことができている

ので、これからの成長も楽しみです。一緒に頑張りましょう。

慣れない環境の中、不安がいっぱいだったと思いますが、見る見るうちに成長し独り立

ちしました。患者さんに寄り添える看護師になってください。来年も一緒に頑張ってい

きましょう。

独り立ちが早かった分、不安もあったと思います。失敗しても振り返ることで成長でき

ましたね。患者さんの思いを聞く看護は、2年目の目標として頑張りましょう。

振り返りながら成長できるのは素晴らしいことです。退院後の患者さんの暮らしについ

ての学びは2年目に。また一緒に働きましょう。

長谷川
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－11－

先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

初めてプライマリーを担当したときの記録に先輩が添削をし

てくれた用紙をファイリングしています。患者さんには悪性

リンパ腫と骨折があり、食事や処置を拒否するなど、対応に

悩みましたが、先輩からアドバイスを受け関わり方を変えた

ところ、患者さんの反応も変わりました。患者さんに合わせ

た関わり方とその継続の大切さを学びました。

これまで担当した化学療法の資料を全てファイリングしてい

ます。大切なことは手書きで添え、安全にケアできるよう頑

張っています。看護の場面で印象に残っていることとして、

治療効果が得られなかった場合に今後どのようにしたいかを

患者さんに聞いたときのことを書きました。師長さん、主任

さん、プリセプターからすてきなコメントをもらい、うれし

くてポートフォリオの表紙にしました。分からないことは一

つ一つ教わり、患者さんの思いに寄り添いながら看護できる

ように頑張っていきます。

初めてプライマリーで受け持った患者さんが、医療者の処置を拒否する展開の難しい方

でした。関わりを重ねる中で私たちを受け入れ、車いすに乗ったり、笑顔を見せてくれ

るようになりました。チーム全員で関われた事例でした。難しい看護の経験は今後の看

護実践の中で生かされると思います。忘れないで頑張ってください。

初めてのプライマリーに戸惑いながらも一生懸命に取り組んでいました。状況認識と看

護実践が伴うようになり、患者さん自身が変わっていきました。そんな経験が力になっ

たのだと思います。その力を糧に来年も頑張ってください。

入職直後から、患者さんに接する態度がすてきで、笑顔で優しく声掛けができていまし

た。振り返りもいつも適切で、患者さんのことを考えてケアしていました。来年も頑張っ

てください。

最初のころはいつも緊張していましたが、一生懸命に真摯に患者さんと向き合いケアを

している姿はとてもすてきでした。自分に対して厳しく、できていないことがあると、

つらそうで心配になることもありましたが、本人が思っている以上に成長していると私

たちはとても評価しています。

5東病棟　血液病センター

田上
Ns

戸館
Ns



－12－

先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

「患者さんにとって必要な看護は何か」を常に考えてケアす

ることを目標にしていました。学生のころに「患者さんの生

活史を大切にしたい」と考えていたのに、いざ患者さんと接

してみるとうまくできませんでした。卒後研修をプリセプ

ターに見てもらったときに、患者さんにとって大切なケアや

私に足りない点を教えていただき、何度も振り返りを行い学

びを深めることができました。この振り返りをこれからのケ

アにも生かしたいと思います。

受け持ち患者さんが増えると、自立している患者さんとの関

わりが薄くなってしまいがちになりましたが、意識的に観察

し苦痛軽減を考えるようにしました。病棟には化学療法を受

ける患者さんが多く、4月に先輩から「副作用をまとめたプ

リント」をもらいましたが、それに線や付箋を加えながら繰

り返し学び、観察項目を身に付けることができたのでファイ

リングしています。

緊張しながらも、すてきな笑顔で患者さんに接していましたね。つらいことがあっても

前向きに切り替えて頑張れるのでスゴイと思っていました。患者さんも私たちも笑顔か

ら元気をもらっていました。来年も一緒に頑張りましょう。

患者さんに対して、真っすぐで丁寧。笑顔もすてきです。頑張って成長していく姿を先

輩たちはちゃんと見ていました。2年目も引き続き、その姿勢のままで。これからもよ

ろしくお願いいたします。

1年目とは思えないほどしっかりとしていて、仕事している様子を安心して見守れまし

た。患者さんの言葉を大切にしながら看護する姿が安心感を与えていると思います。1

年間学んで培ったすてきな看護感をこれからも育てていってくださいね。

いつも落ち着いていて、患者さんと丁寧に関われていました。患者さんの今の苦痛は何

なのか、何をすべきなのかを考えながらケアに取り組んでいる姿を見ながらスゴイと感

じていました。その力を2年目も伸ばしていきましょう。

村上
Ns

野呂
Ns



－13－

先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

病棟の学習会資料と自分で勉強したインスリン療法のメモを

ファイリングしています。インスリンの自己注射を開始する

患者さんの治療を先輩と一緒に担当したときに、分かりやす

く患者さんに説明することが退院後の治療継続に大切だと先

輩から指導を受けました。今後も患者さんに正しく伝わるよ

う、分かりやすく説明することを心掛けたいと思います。

私がファイリングした中で最も大切にしているのは、患者さ

んに病名を告げるときのインフォームドコンセントの記録で

す。患者さんから、病気に対する受け止めやご家族・仕事に

対しての不安などを聞き記録しましたが、その時のことが心

に残っています。その患者さんが転院するときに担当看護師

一人一人に手紙をくれました。その手紙もファイリングして

います。読み返すと元気が出て頑張ろうという気持ちになり

ます。これからも大切にしていきます。

いつも自信なさそうにしていましたが、1年目を終えて、とても成長したと感じていま

す。患者さんに合ったケアは何かを考え、先輩にも相談できるようになりました。これ

からは自信を持ってケアをしてください。頑張りましたね。お疲れさまでした。

入職直後から落ち着いて見えましたが、実はとても緊張しながら頑張っていましたね。

患者さんに向き合い、丁寧にお話を聞き、先輩からのアドバイスを受けながらケアして

いました。丁寧な対応と優しい声掛けや笑顔に患者さんは励まされていたと思います。

私もプリセプターの先輩も「頼りになる存在」と感じています。これからも一緒に頑張

りましょう。

5西病棟　糖尿病内分泌・腎臓病センター

中塚
Ns

原
Ns
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先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

分からない病態があれば、その都度調べて観察ポイントを確

認し、苦痛を捉えることができるようになりました。初めて

担当した患者さんは「血液透析導入目的の入院」だったので、

シャントの仕組みや透析時の観察点を調べ、学生時代のノー

トに書き加えて内容を充実させました。透析は医療費が高額

になると知り、適用になる社会制度を調べて書き加え、先輩

にも確認してもらいました。分からないときはノートを見る

ようにしています。

とっても頑張り屋さんです。分からないことはそのままにしない姿勢で納得するまでい

つも確認し、それが松浦さんの強みだと思っています。先輩の助けも借りながら成長し、

頼もしい存在になりました。これからも一緒に頑張りましょう。

痛み止めやステロイドの副作用を調べまとめたメモをファイ

リングしています。病棟では配薬が最初の業務でした。先輩

から「自分が分からない薬を患者さんに飲ませるわけにはい

かないのだから、薬についてしっかり学ぶように」との指導

を受け、腎機能が悪いときの注意事項やダブルチェックが必

要な薬があるなど学びました。今後も、分からない薬が出て

くるたびに学習を深めたいと思っています。

病棟で一人だけ勤医協札幌看護専門学校の卒業生ではない中で緊張もあったと思います

が、一つ一つの作業を丁寧に頑張っていました。苦手なこともあるけれど、それを克服

するために努力している姿を頼もしく感じていました。これからもよろしくお願いいた

します。

6西病棟　呼吸器センター

松浦
Ns

井上
Ns
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先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

肺がんで抗がん剤の治療を続けていた患者さんから「治療を

続けるのか、緩和ケアに切り替えるのか」など、ご本人の今

後の希望を聞いたときのメモをファイリングしています。こ

の経験から患者さんの捉え方が変わりました。患者さんはこ

れまでどんな治療を受け、どのように暮らしてきたのか、こ

れからどう生きたいのかを知ることが大切だと考えることが

できるようになりました。

病棟には抗がん剤投与を受ける患者さんも多いのですが、手

順が複雑で観察項目も多いことから、強い苦手意識がありま

した。手順が抜けないよう、「抗がん剤投与手順」を自分で

まとめ、先輩と一緒に手順を見直したり、忘れがちなところ

は赤で加筆し、時間を掛けて完成させ、苦手意識を克服でき

ました。知識や技術の習得には一つずつ積み重ねることが大

切だと思いました。

学生時代の実習に来ていたときから「患者さんに真剣に向かう姿勢」が素晴らしいと思っ

ていました。勉強もケアも一つ一つ丁寧に取り組み、それが身に付いてきていると感じ

ています。病棟には「がんの治療選択肢を変える」「治療をしないで最期を迎える」など、

異なる思いを持つ患者さんがいます。2年目からは患者さんと直接関わる場面も増える

と思いますが、頑張り過ぎず、患者さんとの関わりを大切にする視点で看護に取り組み

ましょう。

病棟には手術や抗がん剤投与、気管支鏡検査などを受ける患者さんが入院してきます。

苦手だった抗がん剤投与を先輩と一緒に振り返り、手順をまとめることで習得していっ

たことがスゴイです。もうじき独り立ち。これからも一緒に頑張りましょう！

小松
Ns

多田
Ns
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先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

個々の患者さんの病態や症状を捉え必要な看護を考えるとい

う目標を掲げましたが、まだ十分に達成できていません。努

力を続けたいと思います。最初はメモ帳に「入院ケアでやる

ことリスト」を書き込んでいましたが、抜けが多かったため、

主任さんや指導者に相談しながら改善し、A4ノートで作り

直しました。抜けはなくなりましたが、これからは新たな業

務も覚えなくてはならないので頑張ります。

先輩たちから教わりながら、看護技術を自分のものにする努力を続けていましたね。メ

モ帳からノートへ変え成長しました。1年間教わったことを振り返りながら、2年目も

頑張ってください。

私のポートフォリオには、透析看護に関する資料やマニュア

ルの大切なところをコピーしてファイリングし、先輩たちが

メッセージを書き込んでくれた色紙も入れています。とって

もうれしかったので大切にしています。

例年、新人に対して実施される学習会もコロナ禍で行うことができず、食事中も会話が

できないという厳しい状況下でしたが、真っすぐな眼差しで質問する姿に、私自身が気

を引き締め良い刺激をもらいました。

血液浄化センター

春木
Ns

菊池
Ns



－17－

先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

透析の仕組みが理解できていなかったので、回路や効率につ

いて臨床工学技士に質問し学びを深めました。患者さんへの

指導が難しいと感じていましたが、卒後研修レポートで先輩

からアドバイスを受け、補足を書き込むことで患者さんの状

況を理解できるようになりました。状況に寄り添った会話を

心掛けることで、患者さんが私の指導内容を実践してくれる

ようになりました。プリセプターからいただいたクリスマス

カードも私の宝物です。これからも頑張ります。

看護師になってから札幌に来て、慣れない環境の中で初めて透析に関わり大変だったと

思います。仕事を覚え、今ではスタッフに頼りにされる存在です。これまで食生活のコ

ントロールが難しかった患者さんが、岡崎さんの指導を受けてから少し変わりましたね。

お疲れさまでした。

血液浄化センターの患者さんは、長く治療を受けているベテランの方が少なくありませ

んが、看護師として何を伝えるべきなのかをしっかりと理解しているので、患者さんに

笑顔で真っすぐに伝えられるのだなあと感心していました。ご家族から「透析へ行く日

は身なりを整えるようになった」と聞いて、患者さんに良い透析看護が提供できている

と感じました。これからも良い仲間として一緒に頑張りましょう。

補助循環装置を付けている患者さんを受け持ったときの自分

の記録と指導者からもらったメッセージをファイリングして

います。これまで私が受け持った患者さんの中で一番病態が

重く、先輩から多くを教わり学びを深めました。

忙しい業務をこなしながらも勉強し成長しました。医師からニックネームで呼ばれるほ

ど、職場に馴染み頑張りました。これからも元気に働いてください。

重症患者さんのケアに頑張って取り組んでいる姿を先輩たちは見ていました。1年目に

吸収したスキルを継続し、その姿勢のまま頑張ってください。

ICU

岡崎
Ns

原口
Ns
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先輩からの
コメント

先輩からの
コメント

春から手術室で器械出しを担当しました。術式によって器械

出しの内容が異なるため、最初に「胃切除」の器械出しの順

番をカンペのように書いて覚えました。指導者からの補足も

振り返りながら、スムーズにできるようになりました。

消化器科のラパロ（腹腔鏡）手術の器械出しは任せられるようになりました。今は整形

外科の手術の器械出しを覚えている最中です。苦手分野を覚えるためにオリジナルノー

トを作る取り組みが素晴らしいです。これからは緊急手術でも実力を発揮できるよう、

頑張ってほしいと思っています。

中央手術室・放射線内視鏡室

小笠原
Ns

患者さんとのコミュニケーションの取り方に悩み、日々変化

する状態を観察し、どう伝えたらいいのかを常に考える必要

があることを学びました。卒後研修レポートを書くまでは、

自分のコミュニケーション不足に気が付きませんでしたが、

指導者に相談しながら進める中で「患者さんの苦痛や患者さ

んが何をしたいのかを知ることが大切」と学び、挿管中の苦

痛を調べ、ホワイトボードを活用する会話以外のコミュニ

ケーションを使って関われるようになりました。

患者さんと話ができなくても、日々話し掛けながら関係性を築けているところがスゴイ

と思いました。来年も一緒に頑張りましょう。

ICUの患者さんの多くが挿管されている状態で、会話でのコミュニケーションが難しい

のですが、卒後研修レポートで振り返り、学びを得たことが素晴らしいと思います。北

海道勤医協看護部発行の冊子「看護と介護」にも掲載が決まったので、レポートを見直

す際も学びへとつなげましょう。患者さんが話せるようになっても言葉が全てではあり

ません。言葉の背景にある本当の思いを引き出すコミュニケーションも必要になります。

これからもコミュニケーション力を磨き続けましょう。

瀬川
Ns
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先輩からの
コメント

看護部長 挨拶

　皆さんが入職したときはコロナ禍とあって、4月の入職式も歓迎会

もできない、12月の忘年会もなし……といった、例年あるものが何

もない状況が続きました。いつもとは違う不安や孤独があったのでは

ないかと心配していました。

　しかし、1年目を終えた看護職員の発表を聞いて安心しました。「患

者さんのことを第一に考えてケアしている」「安全で安心な医療を提

供したい」「退院後の生活にも目を向けてケアを提供したい」という

言葉が聞かれ、勤医協中央病院の看護師として立派に成長している姿

が見えました。

　2021年4月には看護部に39人の後輩が入職してきます。先輩と

して温かく迎えてあげてください。皆さん、1年間お疲れさまでした。

2年目も一緒に頑張りましょう。

何もない状況下での
スタートでしたが
看護職員として立派に
成長した姿に感動しています

折出 洋子

主に手術の器械出しを担当していますが、事前に自分で勉強

した病態や術式と器械出しの手順を重ねながら行っていま

す。患者さんの入室のときの様子も観察できるようになりた

いと思っています。今までに入った手術の流れをまとめたも

のをファイリングしています。新しい術式の手順も追加した

いと思っています。流れを予測しながらスムーズな器械出し

ができるよう努力を続けます。

コロナ禍で手術の中止が続き、しっかり教えることができませんでしたが、現場で学び

ながら成長してくれました。来年は新しい術式も手術も増えると思います。一緒に勉強

しながら頑張りましょう。

田中
Ns
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看護部長から

修了証書授与

自分以外のポートフォリオを見ながら

学びの工夫や経験を共有しました

感想やメッセージを付箋に書き
同期のポートフォリオに貼って回りました

一人一人、修了証書を受け取りました


