
◆奨学生みんなでお泊り！松代大本営 

◆DANS 

◆第3回・第4回 国家試験対策学習会 

◆新米！看護師日記 

◆ナースの休日 

◆奨学金紹介 

◆クロスワード♪(プレゼントあり♪) 

◆お知らせ…千秋病院 健康まつりについて 

 ★６～７月号クロスワード回答 

  並べ替えた単語…「タナバタ(七夕)」 

  みなさんは夏を満喫しましたか？ 
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2015年8月17～18日、毎年恒例「奨学生夏合

宿」を行いました！今年は戦後70年ということ

で、行き先は長野県「松代大本営」※1です(^○^*) 

 

今年は合宿へ行く前から、 

チームに分かれて事前準備を行いました！ 

 

「そもそも松代大本営って何？？」を調べる 

チーム、目的地へ向かうまでのバス内で行う交流会の

企画・運営を担当するチーム、夜、宿で行う 

交流会の企画・運営を担当するチーム。 

 

それぞれが準備をし、さぁ出発です！ 

 

松代大本営へ到着！ 
ガイドの方に案内していただきながら見学です。 

 

写真右は象山地下豪※2内。 

真夏なのに冷蔵庫の中みたいに寒い…！ 

 

千秋病院から片道4時間程度…(-_-;) 

長い道のりでしたが、交流会チームが 

ゲームで盛り上げてくれ、楽しい時

間を過ごせました。 



※1「松代大本営」…「大本営」は、大元帥である天皇のもと、 

陸海軍の最高幹部が戦争の計画、作戦の指揮・命令をおこなう戦争指導の最高

機関のこと。太平洋戦争末期、東京から長野県松代市へ移転される 

予定だった。 

大本営は、戦争の敗色が濃くなると、戦争の実際を国民に知らせないよう、戦果

を誇大に報道したり、敗北を少なめに発表したりと偽った。 

そのため、戦後「大本営発表」は嘘を言うことの代名詞として使われた。 

 

※2象山地下壕…政府省庁の一部とNHK、中央電話局が入る予定だった豪。 

約1万人の軍や政府関係者が入る予定だった。 

他にも、「舞鶴山」（作戦室、事務室、天皇仮御座所、宮内庁など。 

約3,000人の将校クラスが入る予定だった）、「皆神山」（食糧庫）などの豪がつくられ

た。 

 

象山豪内だけでなく、天皇御座所 

宮内庁宿舎など、色々なところを見学 

しました。 
 

当時の状況、犠牲者のこと、 

様々なお話を伺いながら見学しました。 

ここには多くの朝鮮の方が働き手として強制的に 

連れてこられ、働かされました。 

朝も昼も分からない、また監視からの暴力も激しい、

危険で過酷な労働条件の下働かされ続けました。 

豪内にはトロッコの使用された跡、壁や地面に 

刺さったままの工事器具の部品たち、いくつもある 

ハングル文字の落書きなど、当時を表すものが多く

残され保存されています。 
 

ここ松代大本営一帯は、戦争の追体験ができる、 

また朝鮮人強制連行の実態をあますところなく 

示している場所となっています。 

 

【引用・参照】「ガイドブック 松代大本営】松代大本営の保存をすすめる会編 



 

見学を終え、宿についたら勉強会！ 

学生さんが先生になって勉強を 

教えます。 
 

今回のテーマは「血液」。 
 

作ってくれた資料を使いながら、 

みんなでお勉強♪ 

 

夜は交流会！ここも交流会チームの

学生さんが盛り上げます！ 
 

トランプをやったり、玉投げゲームを

やったり… 
 

最下位のチームは罰ゲームとして変顔笑 
 

大盛り上がりでした♪ 

 

2日目は善光寺周辺を班に分かれて

観光しました♪ 

 

観光した後は最後にみんなで 

「おやきづくり」に挑戦！ 

 

小麦粉こねて、餡を詰めて… 



＞＞＞学生さんの感想より＞＞＞ 
 

・大本営は、日本の敗北が決まってからも工事が進められ、 

 沖縄や朝鮮の方々が犠牲になったこと、また地下壕を作るため、 

   多くの朝鮮の方が連行され、過酷な労働を強いられ、人の命が失われたということを知った。 
 

・朝鮮の方たちが、足場も空気も悪い、今では想像できないような環境で、 

 また口答えするだけで体罰を受けるという中働いていたということが分かった。 
 

・戦時中、戦後の実際を知り、日本は被害者でもあり、加害者でもあると分かった。 

 人の生命について戦争と結び付けて今後考えるべき。もっと戦争を知るべきだと思った。 
 

・今、日本は過去の悲惨な戦争を繰り返しかねない状況にあるため、 

 私たちの世代で、少しでも平和とは何か、戦争とは何かを考え直し、周りに伝えていきたい。 
 

・班のみんなとお腹が痛くなるまで笑って、すごく楽しむことができた。 
 

・周りの方が話しかけてくれたり優しい対応をしてくれたので、良い2日間を送れた。 

 

お店の方が囲炉裏で焼いてくれました！ 

 

お持ちかえりして、みんなで食べました 

(#^▽^#)♪ 

アツアツでとっても美味しかったです 

(*≧▽≦*) 

★11Ｐに千秋病院奨学金について 

  紹介があります♪さらに詳細が知りたい 

  方は、裏表紙下部のご連絡先までお問合せ 

  ください(#^▽^#) 

 

来年はどこになるかな？？ 

お楽しみに～～＼(゜▽＼)(／▽゜)／♪ 



2015年8月8日～9日、DANSが、福井県で開催

されました！ 
 

今回のテーマは「START DASH！～希望ある

未来へ～」です。今年も地域の患者さん・利用

者さん宅訪問を行いました。テーマには、「地域

で暮らす高齢の方の生活背景を知って、自分たちの

未来へつなげて走り出そう！」という想いが込めら

れています。 

★ＤＡＮＳとは… 

   Dear Active Nursing Students の略。 

 東海北陸の様々な学校から看護学生が 

 集まり、学び、遊び、交流する。 

 企画・運営も学生中心で行う。 

病気だけについて考えるだけでなく、 

その人がどんなところで、どんな生活を 

しているか、どんな人生を過ごされて、 

どんな考えをされる方なのかを考えること

はとても大切です。 
 

ご訪問では、患者さん・利用者さんが 

日ごろ思ってみえること、不安に 

感じてみえることなどをじっくりと聞か

せていただきました。実習のような評価も

無く、純粋にただお話を聞ける貴重な 

機会です。学生さん達は、緊張しながらも

熱心にお話を伺っていました。 
 

訪問後のグループワークでは各々の感想や

学びを交流し、自分たちには何ができる

のかを考えました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

夕方からは宿泊ホテルへ移動です！ 
 

各県の紹介、交流会、おいしいごはん 

などなど… 

交流会では、千秋の奨学生さんも 

大活躍！ゲームの内容や司会・運営に 

携わり、頑張りました！ 

 

夜はお茶菓子を囲んで学校のこと、自分の 

ことなど、語り合いをする姿も見られま

した(^^♪ 



翌日は2つの講演を聴き学習しました。 
 

最後に、2日間のまとめのグループワークです！ 

模造紙にメンバーの想いをまとめ、考えを交流 

することで深め、みんなに発表しました。 

次は 

 石川！ 

右の写真は愛知県の 

メンバーでの集合写真♪ 
 

千秋病院メンバーでも撮りました～♪ 

 

とっても楽しい、 
学びの多い2日間となりました！ 

お楽しみに♪ 

＞＞＞学生さんの感想より＞＞＞ 
 

 

・事例紹介時には思わず涙が出ました。患者さん

の生活背景や人生を見て、聞いて、感じて、

「その人らしい」看護ができるようになりた

いです。 
 

・グループで協力して、楽しく、緊張していたの

を忘れました。とても楽しかったです！ 
 

・高齢の方の生活背景を知る事で、看護の視野を

広げることができたと自覚しています。DANS

は、普段できないような経験ができて、自分に

とってとても重要なイベントです。 



第3回・第4回 国家試験対策学習会 を開催しました 

 

8月5日(水)、14日(金)の2日間、 

を開催しました！ 

夏休みに入り、折り返し地点というところ。 

今回も模擬テストを実施 

 ⇒ 研修医・講師による解答・解説 

 ⇒ 交流会 

という流れで実施しました。

 

・初めは緊張もありましたが、先生が面白く 

 授業を進めてくれたので、楽しく受ける 

 ことができました。 

・設問以外の説明もあったので嬉しかった。 

・とても分かりやすく解説してくださった 

 ので、次回もぜひ参加したいです！！ 

 

今年度最後！お申し込みは冊子裏面下部 

ご連絡先までお問い合わせください

 

 

糖尿病の治療薬について正しいのはどれか 
 

1.インスリン療法では低血糖をきたす 

 おそれはない。 

2.インスリンは2型糖尿病の第一選択薬である。 

3.スルホニル尿素薬は注射により投与される。 

4.スルホニル尿素薬は膵臓からの 

 インスリン分泌を促進する。 

※正解はページ下部に記載 

①手織りなら… 上肢骨折による神経障害 ④加……… 下垂手 

②わ…………… 鷲手 ⑤藤に…… 橈骨神経麻痺 

③しゃ………… 尺骨神経麻痺 ⑥ま……… 正中神経麻痺 

  ⑦さる…… 猿手 

手織りなら  わ しゃ  加 藤に ま さる 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

上肢の骨折に合併する神経障害 

【引用】「かんごろ 第5版」メディックメディア 

【プチ問題の答え】4 



  
中央研修、ローテーション研修を終え、 
ひまわり病棟へ配属となりました。今は一日の 

業務の流れを覚え、ついていくことに精一杯です。 

本配属で同じスタッフとして働く中で、たくさん 

迷惑をかけてしまうのではないかと不安ですが、 

一つひとつ学んだことを大切にしていきたいと思っ

ています。 

 

実際に患者さんの前で看護を行い、自分がまだ 

知らない、勉強不十分だったことが分かったので、 

自己学習して知識や技術を蓄えています。 

 

「なぜこの点滴を行うのか」「座薬の効果時間は 

どうなのか」、患者さんに聞かれても答えられる 

よう、安全に実施することが大切なのだと学びまし

た。また、安全に看護を行うには、患者さんの状態

をみながら行わなければならないのだと学びました。 

 

また、初めて部屋を受け持ち、特にどのような 

ところに注意して検温を行うのか、低体温の方は 

室温の調節をしたり、尿路感染リスクがある方は 

ミルキングを行ったり、両指間に褥創ができやすい

方はタオルを挟むなど、それぞれの患者さんの 
状態に合わせて観察や処置を行っていくことが

大切だと学びました。 

 

入浴介助でスライディングボードを使用する時など

は特に転倒のリスクがあるため、声をかけあって行

わないといけません。 

自分からしっかり声をかけあい、協力して行う 

ことが大切だと知りました。 

 

今は初めての配属で、スタッフとして働くことに 

とても緊張しています。 

 

しかし、少しずつ積極的に取り組めるようにがんばって

いこうと思っています。注意や指摘をされたこ
とは、自分の成長となるように受け止め、 

少しでも患者さんの力になれるように頑張りたいと 

思います。 

新米！看護師日記 配属決定！ 

ファイト！ 

  

↑研修は定期的に行われています 

  

↑病棟スタッフと打ちあわせ中… 

ひまわり病棟 

森 杏奈さん 



 

夜勤明けや１日休みの時は、 

友人と映画やランチに出かけたり… 

一宮だとモーニングもあるので朝から 

楽しめますよ！ 

日々美味しいお店を探索しています 

最近は同期の子と一緒に岩盤浴に 

行ったりもしました！ 

汗かいてスッキリできてオススメです♪ 

時には日帰りでディズニー・USJなど

テーマパークに出かけたり…アトラクション

で叫んでストレス発散です！他にも好きな

バンドのライブに行ったり、買い物に出か

けたり…休みを満喫してます^^ 

看護師さんは忙しくて旅行なんていけ

ないんじゃない？って思っている方！ 

実際はそうではないですよ～ 

ちょっとまとまったお休みを頂いて、 

旅行に出かけたりもしています^^ 

冬には出雲旅行、この前は２泊３日で 

沖縄へ遊びに行きました！沖縄料理を 

食べたり海に入ったり…念願の美ら海水族館

にも行きました^///^ 

本島だけだったのですが、すごく楽し 

かったです 

「次回は離島だね！」と、 

 次回の旅行も計画中☆.。.:*・゜ 

色々とご紹介しましたが、基本的には家で

寝ることが多いです…。ゆっくり寝たり、

本をみたりゲームをしたり… 

家の中で過ごす休日もいいですよ^^(笑) 

「看護師さんって、お休みはどう過ごしてるの？？」 

と気になっているあなた！ 

私の休日をご紹介します♪ 

B3病棟 看護師 

2年目 瀧井 久実さん 



 岡田 



 

 ♪ 千秋病院 健康まつり ♪ 
 

    ２０１５年１０月１８日(日) 
 

   １０：００ ～ １４：００ 
 

毎年恒例の健康まつり♪病院敷地内で開催します！ 

なんと奨学生＆看護学生委員チームも模擬店を出店！ 

モノづくりの体験コーナーとフリーマーケットです♪ 

   ぜひお友達と来てみてくださいね～♪ 

※わかば不要の方は､お手数ですが､携帯メールアドレスにその旨をご一報ください 

ラ
イ
ン 

 医療法人尾張健友会 千秋病院 師長室 岡田・岩下 
 TEL：0586-77-0012 FAX：0586-76-8017 

 携帯：090-3443-6700 chiaki-kango@ezweb.ne.jp 

メ
ー
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★縦のヒント 

 a.わかば記事、「奨学生夏合宿」より。千秋病院から片道4時間程度… 

  長い道のりでしたが、●●●チームがゲームで盛り上げてくれました。 

 b.わかば記事、「奨学生夏合宿」より。目的地の色々なところを、 

  ●●●さんに案内してもらいました。 

 

★横のヒント 

 1.わかば記事、「ごろ合わせ」より。『藤に』の部分は何のこと？ 

 2.わかば記事より。看護師瀧井さんの休日を紹介した記事は何というタイトル？ 

 3.わかば記事、「ナースの休日」より。『同期の子と一緒に●●●に行ったりもしました！』 

 4.わかば記事、「奨学生夏合宿」より。記事のタイトル、「奨学生みんなでお泊り！●●●●●」。 

今月のわかばにヒントあり♪ 

塗りつぶされた部分の文字を並び替えると単

語になるよ！解答をメールしてれた方全員に

プレゼントをお送りします♪ご応募は下記連

絡先(メール)まで､お名前・ご住所・クイズの

答え(並び替えた単語)をご連絡ください♪ 

★応募締切…10月30日(金)17：00 

★前回のクロスワード解答は表紙下部に掲載 

プレゼントあり♪ 

答えの単語について 

愛知に名所がある、 

花の名前です！ 

※全てカタカナで埋めてください 

1. a.

2.

3.b.

4.


