
◆学生さんと模擬店出店！～家族健康まつり～ 

◆新米！看護師日記＆全国ジャンボリー 

◆走って消して 防災訓練 

◆スポーツの秋！ 縄跳び大会 

◆ナースのきゅうじつ 

◆プチマナー講座    ：間違えやすい言葉 -バイト敬語- 

             文章で使ってしまいがちな「話し言葉」 

◆プチ国試勉強コーナー：ごろ合わせ「ニトログリセリンの特徴」 

            ごろ合わせ「日本における死因順位」 

◆クロスワード♪(プレゼントあり♪) 

◆お知らせ…健友ネット集会について 

 ★8～9月号クロスワード回答 

  並べ替えた単語…「ヒガンバナ(彼岸花)」 

  半田の彼岸花祭りが有名ですね♪ 
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2015年10月18日(日)、千秋病院の毎年

恒例一大イベント「家族健康まつり」が

開催されました！ 
 

今年は奨学生のみなさんも模擬店運営に

挑戦です♪ 

若手を中心とした看護師さんとチームに 

なって、「レジン※1」「プラバン※2」 

「フリーマーケット」の3つのお店を運営

しました(#^▽^#) 

※1「レジン」 

  「レジンキャスト」「レジンキャスティング」の略で、 

 日本語で「樹脂」のこと。細かな飾り等を並べた 

 ところに樹脂液をたらし紫外線で固めることで、 

 アクセサリーなどが作成できる。 

メイン会場の様子。 

毎年2,000名程参加する大きなお祭りです。 

模擬店だけでなく、ピエロや劇団も出演する 

舞台企画、病院ならではの健康チェック 

ブースなども開かれます。 
 

奨学生さんたちも、模擬店運営だけでなく、 

入院患者さんもお祭りに参加できるよう移動の 
お手伝いをしたり、健康チェックブースで 

体重や血圧を測ったりもしました。 
 

たくさんの人で賑わっています！ 

こちらはレジン・プラバンの模擬店の様子。 
 

オリジナルアクセサリー・キーホルダーが 

気軽にできると、子どもたちに人気の 

コーナーになりました。 

 レジンコーナーで、 

 地域の子どもたちと触れ合う 
 奨学生さん。 
 

 細かい作業ですが、見守り、 

 難しいところを手伝います。 

※2「プラバン」 

 「プラスティック板」の略。絵などを描くことで、 

 アクセサリーやキーホルダーなどが作成できる。 



プラバン作成コーナーの様子。 
 

奨学生さんが、看護師さんと協力しながら 

子どもたちに作り方を教えています。 

完成品です。 

こんなに素敵なものができました！ 
 

完成したアクセサリー・キーホルダーに

歓声を上げる子どもたちを見て、 

こちらも嬉しい気持ちになりました♪ 

フリーマーケットの様子です。 

たくさんの方が来てくれました♪ 
 

学生さんも、声を張り上げ呼び込む方、

看護師さんと一緒に接客をする方など

色々と取り組んでいました。 
 

一番手前車椅子の患者さんの移動お手伝

いをしているのも奨学生さんです。 
 

今回も奨学生さんたち、 

大活躍でした！ 

◆奨学生さんの感想より◆ 
 

・(子どもたちに)やり方を教え、デザインを 

 相談しながら作品を作って、嬉しそうな顔 

 を見て、自分も嬉しくなれました。 
 

・同じ模擬店をしていた看護師さんと、実習 

 の事や病棟の事など、先輩に聞きたい 

 ことを伺えて良い経験になりました。 
 

・患者さんの移送の際、 

 「外に来れてよかった、ありがとう」と 

 笑顔が見れて良かった。 

・地域の方々や病棟の患者さん、小さい子 

 からお年寄りまで、わきあいあいとして 

 いて、良い交流の場になっていること 

 を感じました。 
 

・スタッフや地域の方との関わりを見てい 

 ると、信頼関係が築かれていて、地域の 

 中にある病院として成り立っている 
 様子を強く感じました。 
 

・初めて参加しましたが、活気にあふれ、 

 とても楽しく過ごせました。 

 また来年も参加したいです。 



 

 

配属されてから数か月が経ちました。徐々に部屋 

持ち患者さんの検温や処置が増え、今後の夜勤導入

に向けて頑張っているところです。 

土日業務も始まりました。初めは普通のメンバー 

としてひたすらオムツ交換や清拭を行い、処置の時

は患者さんそれぞれの気切内筒交換や注射にまわり 

ました。 

 

困っているのは、時間内に終らないことです。

午後はひたすら患者さんの処置を行うのですが、

中々終えられず、夕方のスタッフに手伝ってもらっ

たりしています。最初は慣れなくても、回数をこな

し徐々にできるようになるまで、他スタッフの力も

かりて頑張ろうと思います。 
 

9月には病棟での歓迎会もありました。実際の 

ところ、まだ自分では馴染めていない部分があり、

今でも他スタッフと協力しての業務に不安を感じる

こともあります。 

また、受け持ち患者さんの人数が増え、焦って観察

することを忘れてしまったり、いっぱいいっぱい

だったりで、一人ひとりの患者さんをしっかり 

観れているのかも不安です。しかし周りのスタッ

フは、私が分からないと思っていることをその

都度聞き、教えてくださいます。「できない」で

はなく、分からないことは前もって聞くこと、 

1人で背負わず周りを頼ることも必要だと学びま

した。また聞くこと自体もコミュニケーション

となり、馴染むこと、協力することに繋がると感じて

います。 
 

休日は映画に行ったり、友達とショッピングや 

カラオケに行ったりしています。仕事で疲れた分 

リフレッシュです！ 

しっかり休まないと体力が持ちません。仕事は頑張

り、休日はしっかり休み、遊ぶことが大切なのか

なと思います。 

     新米！看護師日記＆全国ジャンボリー 

  

↓岡山を満喫する観光企画もあり 

職場での様子 
 

 
メイン学習企画としてフィールドワークを 

行いました。民医連職員として、ハンセン病

や朝日訴訟、バイオマスエネルギーについてな

ど社会的な問題について学習しました。 
 

どんな社会になることが望ましいのか、また 

それに向けてどのように取り組んでいくのか等

みんなで話し合い、学びを深めました。 

ひまわり病棟 

森 杏奈さん 

 

初めての参加なので、 

班で仲を深められるかとても不安でした。 

しかしあだ名をつけ合いながら、 

すぐに打ち解けることができました！ 

ＳＴＡＲＴ！ 



     新米！看護師日記＆全国ジャンボリー 

 

 

2015年9月27日～29日、2泊3日の 

「全国ジャンボリーin岡山」が開催されました！ 

 

「全国ジャンボリー」とは、千秋病院も加盟している 

「全日本民主医療機関連合会（民医連）」の 

若手職員中心で行う交流・学習会のことです。 

 
メイン学習企画としてフィールドワークを 

行いました。民医連職員として、ハンセン病

や朝日訴訟、バイオマスエネルギーについてな

ど社会的な問題について学習しました。 
 

どんな社会になることが望ましいのか、また 

それに向けてどのように取り組んでいくのか等

みんなで話し合い、学びを深めました。 

 

医療に携わる職員としてより成長するため、病院・

県を飛び出し、北海道から沖縄まで、全国の 

民医連の仲間と交流・学習等を行います。 

参加者1,000人規模の一大イベントで、今年は 

岡山県で開催！なんと森さんも参加しました★ 
 

今回その時の感想も教えてくれたので、 

一緒にお知らせします♪ 

「全国ジャンボリーＩＮ岡山」に参加！ 

 

人見知りの方も、そうでない方も色々いると思います。

どんな人も「ジャンボリー」のような、 

色々な出会いや交流の場を広げられる活動に、 

ぜひ参加してみてほしいと思います。 

 

初めての参加なので、 

班で仲を深められるかとても不安でした。 

しかしあだ名をつけ合いながら、 

すぐに打ち解けることができました！ 

 

参加者全員の大交流会もありました！クイズを 

解いたり、大玉ころがしのようなゲームをしたり、

全員で踊ったりしました！ 
 

クイズが正解し班のメンバーと喜びあったり、 

みんなで手をつないで踊ったりと楽しい気持ちを

共有することができました♪ 
 

とても良い交流会になったと思います！ 



 

 

2015年10月6日(火)、 

消防署の協力のもと、防災訓練を行いました！ 

新人看護師さんも参加し、 

一緒に練習し、学びました。 

 

 ホースを使用して実際に放水して 

 みたり、消化器を使用してみたり、 

 火事を想定した煙の中をくぐって 

 みたり…様々な経験をしました！ 

 

2015年10月16日(金)夜、 

病院敷地内で縄跳び大会を開催しました！ 

こちらも新人さんが参戦です♪ 

 

毎年多くの職員が参加するこの企画。 

病棟や事業所でチームを組んで参加しました。 

 

 大会後は食欲の秋ということで、 

 みんなで立食パーティを 

 行いました笑 

 

 わきあいあい、 

 とても盛り上がりました♪ 



 

休みの日は、部屋の掃除や料理、 

1人で買い物に行ったりなど 

ゆっくり過ごす時もあります。 
 

最近では同じ病棟の同期や先輩と 

ボルタリングへ行って一汗流すのも 

楽しいです！ 

看護師の仕事は大変なので、 

休みの日にしっかり休んだり、 

思いっきり遊んでストレス発散してます♪ 

「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！ 

若手＆ママさんナースの休日をご紹介します♪ 

Ａ2病棟 看護師 

3年目 森部 愛理 さん 

看護学校時代の友達と飲みに行ったり、

日帰りで大阪やディズニーなどの 

プチ旅行に行くこともあります！ 
 

もちろん希望をすれば連休を取ることが 

できます！ 

今年は北海道、沖縄、長野、和歌山など

色んな場所へ旅行することができました！ 
 

写真が趣味なので一眼レフを持って写真を

撮ることも旅行の楽しみの一つです！ 
 

平日に休みやすいので、 

旅行先が空いてることも特権です笑 



Ａ2病棟 看護師 

2年目 山内 渚さん 

ママさんナース！ 

 一泊温泉旅行から帰ると現実へ… 

 お母さんに課せられたこの仕事！ 

 給食当番エプロンのアイロンかけ 笑 
 

 ママさんナース、頑張ってま～す！ 

10月は運動会シーズンです！ 

まずは長男の運動会。 

中3の受験生です。 
 

リレーではクラスが1位で、 

テンション上がってました笑 

翌週は次男の運動会。 

おばあちゃん、 

いとこも応援に来てくれました。 

家族で恵那に、栗きんとんを食べに

行きました(^ω^)  
 

「川上屋」という栗きんとんで 

有名なお店は、長蛇の列でした！ 

でも、美味しかった！ 
 

栗おこわ御膳も堪能しました。 

秋ですね☆彡 
 

栗づくしの一泊温泉、 

楽しかったです！ 



【参考・引用】「【図解】これで仕事がうまくいく！ビジネスマナーの基本ルール」ＡＮＡラーニング 監修 

× お荷物のほう、お預かりします。 

○ お荷物をお預かりします。 

◆「～のほう」  

★方向を示さない「～のほう」には意味が無いので、つけない。 

× こちらが報告書になります。 

○ こちらが報告書です。 

◆「～になります」  

★意味の無い「なる」を使いがちだが、「～です」「～でございます」とする。 

× 提出物はこちらでよろしかったでしょうか？ 

○ 提出物はこちらでよろしいですか？ 

◆「～でよろしかったでしょうか」  

★「よろしいですか」を過去形にして使わない。 

× どう変化していくか観察します。 

○ どう変化するか観察します。 

◆「いく」  

× 機能が向上してきている。 

○ 機能が向上している。 

◆「くる」  

× 実態はわからない。なので、実際に調べた。 

○ 実態はわからない。だから（そのため）、実際に調べた。 

◆「なので」  

★記録やレポート等で「話し言葉」を使用しないよう、注意しよう。 



①ニート… ニトログリセリン ④した……………… 舌下投与 

②教師……… 狭心症治療薬 ⑤バイトは禁止！… バイアグラ等
の勃起不全 
治療薬禁忌 

③決定……… 血圧低下(副作用)  

ニート  教師になるの 

 

決定 したから  バイトは禁止！ 

① ② 

③ ④ ⑤ 

 ①狭心症発作時には、緊急対処としてニトログリセリンが用いられる。 
 

 ②ニトログリセリンは、内服すると肝臓で不活化されてしまうため、 

  舌下投与する。 
 

 ③ニトログリセリン服用時は、低血圧をきたしやすいため、 

  仰臥位または坐位で内服し、安静を促す。 
 

 ④ニトログリセリンは、クエン酸シデナフィル（バイアグラ○Ｒ）などの 

  勃起不全治療薬と併用すると、過度に血圧が低下することがあるため、 

  使用は禁忌である。 

①死んだ… 死因順位 ④は……………… 肺炎(3位) 

②あ……… 悪性新生物(1位) ⑤Ｎｏ…………… 脳血管疾患(4位) 

③し……… 心疾患(2位) ⑥事故…………… 不慮の事故(5位) 

死んだ けど あ し（足） は Ｎo 事故！ 

① ② ③ ④ ⑤ 

【引用】「かんごろ 第5版」メディックメディア 

⑥ 



 岡田 



 ◆ 第27回 健友ネット集会 ◆ 
 

 「学ぼう！憲法・本当の平和と安全について」  
 

    ２０１６年２月１１日(木・祝) 

        １０：００～１２：００ 
 

    会 場：アイプラザ一宮 大ホール   入場無料 

※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
ル 

 ★縦のヒント 

  a.「新人看護師日記」より。民医連の若手職員中心で行う交流・学習会を何と言う？ 

  b.狭心症発作時に用いられる、舌下投与にて服用する薬を何と言う？ 

  c.日本における死因順位、第3位は？ 
 

 ★横のヒント 

  1.日本における死因順位、第2位は？ 

  2.10月16日夜に病院敷地内で行われたイベント名を入れてください。 

  3.奨学生が模擬店を開催した、千秋病院一大イベントの名前を入れてください。 

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…11月30日(月)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 

10月といえば！ 

楽しいイベント♪ 

※全てカタカナで埋めてください 

a.

1.

b. c.

2.

3.

記念講演：木村 草太 氏 

 2006年から首都大学東京准教授。 

 テレビ朝日「報道ステーション」でのコメンテーター、 

 沖縄タイムスでの連載「憲法の新手」の他、ラジオ番組 

 等マスメディアでの活動も多い。 

わかば記事内にヒントあり！ 


