
◆入職式・入職時研修  ◆新人看護部研修  ◆新人看護師日記 

◆国家試験対策学習会  ◆インターンシップ 

◆合格おめでとう会 

◆ナースの休日 

◆プチコミュニケーション講座 

 身につけよう！「怒りをコントロールしよう」 

◆プチ国試勉強コーナー：ごろ合わせ「ステロイド薬の副作用」 

◆お知らせ 

◆クロスワード♪(プレゼントあり♪) ◆奨学生募集中 

 ★2～3月号クロスワード回答 

  並べ替えた単語…「ソツギョウシキ(卒業式)」 

  ご応募してくださったみなさん、 

  ありがとうございましたヽ(*´∀｀)ノ♪ 
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2016年4月1日～、 

入職式＆入職時研修を行いました。 

4月1日入職者は48名。 

15名が看護師(内8名が新卒)です。 

左は入職式の様子。 

→ 

堂々と発表することが

できました 

(・ｖ・*) 

今年も新人看護師が入職者代表の言葉を

担当しました！元奨学生の三井さん。 

これから職員として活躍していく志とともに、

奨学生活動を通して成長したこと、思い出など

も話してくれました。 

3日間の入職時研修。全職種合同での勉強です。 

法人の成り立ち、社会人としての心構えなど学習。 

職員としての第一歩を踏み出します。 



夜は交流会を実施！ 

同期との仲を深めます。 

どこへ行っても、安心して手を

振り話しかけられる相手がいると

嬉しいですよね。 

食事をしながら、ゲームで交流。借り

物(人)競争が特に盛り上がりました(笑) 
 

新人さんみんなノリの良い人が多く、

笑顔いっぱいの時間となりました。 

研修の最後に、「3日間で学んだこと」

を各班模造紙にまとめ発表しました。 
 

挑戦することの大切さ、コミュ

ニケーションの大切さ、仲間の

大切さ、地域の方との関わりの

大切さなど… 

みんなで振り返りました。 

締めにこれからの決意を述べて発表を

終了。 
 

3日間お疲れさまでした！ 

→ 

「すごい頑張ったでしょ！ 

みんなで写真 

とってください！」 

みんなとても元気 ♪ 

よく頑張りました！ 

(*≧▽≦*) 

みなさん、 

これからよろしくお願いします！ 
 

次のページからは看護部研修の様子をご紹介→→ 

↑借り人競争お題 

「自分史上最高に可愛い

ポーズ」 

照れながらもちゃんとやっ

てくれました 



先日中央研修Ⅰを終えました。ベッドメーキン

グ、環境調整などから順に、基本的な日常生活援

助を再度1から学び直すことができました。 

学習後には、実際に患者さんに援助を行いまし

た。入職前は国家試験の勉強ばかりでしばらく実

技を行っていなかったため、患者さんに援助を

しっかりできるのか不安に思っていました。しか

しこの研修を行うことで、不安や緊張も和らいで

ベッドサイドに立つことができました。 

今後経験を重ねて、技術を磨いていきたいと思い

ます。 

中央研修では、これからの看護の中で必要となっ

てくる基礎知識や技術を学ぶことができました。

学校で学習した内容もありましたが、臨床でのポ

イントや細かなご指導をいただくことができ、 

実のある研修となりました。特に患者さんのポジ

ショニングを考える演習では、安楽のために体を

面で支えられるように、考えて体位や使用する物

品を考えなければならないことを実感しました。 

これまでは、学校の先生や現場の指導者さんに教

えていただきながら看護を実践してきました。 

しかし、看護師になり、これからは職員の一員と

して、自分で多くの事を考えながら看護を展開し

ていきたいと思います。 

ついに看護師としての日々がスタート。患者さんからすれば、新人、ベテランどちらも「看護師

さん」です。…でも正直、技術面では大きな不安があります。 

 

看護部研修は、とてもゆっくりとしたペースで進みます。座学からもう一度学び直し、新人同士

の演習→先輩に見守られながら実習、を繰り返します。4月は医療行為は行わず、資格が無くて

も取り組める行為のみ実施します。注射は5月、徐々にレベルアップし、夜勤は秋頃から。 

まずは環境に慣れるところから始めましょう。 
 

新人の丹羽健太さん、國井友香里さんの2人に研修の様子を教えてもらいました。 

丹羽さん(左)と指導者さん 

学びの振り返りテスト中 

國井さん(左)と新人さん 

洗髪実習中 

研修の様子は右ページにも掲載！ 



看護師として働くことに対して喜びや不安が混ざり合っ

た状態でしたが、無事入職することができました。 

同期の看護師は、学生時代に奨学生活動を通して既に交

流があった子たちです。看護師としての第1歩、「はじ

めまして」ではなく、「これから一緒にがんばろうね」

と踏み出すことができました。 

他職種の同期とは入職時研修で交流がありました。グ

ループワークでは各職種の様々な視点からの意見を聞

き、考えることができました。 

看護師という夢は始まったばかりですが、同期の仲間た

ちと切磋琢磨し、協力し合って、患者様によりそった看

護師になれるよう努力していきたいと思います。 

2016年度新人看護師日記。右も左も新しい事ばかり、緊張する場面ばかり

1年目です。今年担当してくれるのは、どちらも奨学生だった森聖華さん

と、磯貝友里さんです。 

2人はどのような事を学んで、成長していくのでしょうか。 

まず4月での様子をお聞きしました。 

はじめまして、今年度から看護師として働いている磯貝

です！去年までは「奨学生」としてお世話になっていま

した。現在は「新米看護師」として、病棟でローテー

ション研修を行っています。 

研修は、中央研修、病棟でのローテーション研修を通し

て日常生活援助を主に覚えていきます。学生の時には、

「患者さんの持つ能力を引き出して援助する」というこ

とがとても苦手でした。今も実は苦手意識があるのです

が、先輩看護師さんにアドバイスをいただいたり、質問

することで何とか頑張っています。 

今はたくさんの事を学び覚えていくことに必死ですが、

「こういう看護がしたい！」と自分から考えられるよう

になることを目指して成長していきたいと思います。 

これからよろしくお願いします！ 

↑磯貝さん(左)と森さん(右) 

↑左ページで國井さんが紹介していた 

ポジショニング研修の様子 

↑新人同士で食介の練習 

↑「トロミ茶」の実食！患者さんの気持ちを考える 



こちらはこれから国試に臨む方達のお話(笑) 

3月30日に実施しました。対象は2016年卒の

学生さん。講師は当院の看護師と、国試を終え

たばかりの卒業生さん達です。 

最初に模擬テストとして今年の国試から数問 

出題し、取り組みます。その後先輩から、実際

に国試を受けてみての感想、オススメの参考

書・問題集の紹介、1年間の勉強の仕方など

じっくり話をしてもらいました。 

最後は参加者それぞれ今後の学習スケジュール

を立て、それに対して先輩からアドバイス。 

残り一年、フルスロットルで頑張りましょう！ 

↑先輩達。来てくれてありがとう！ 

◆感想より：感想・参考になった勉強の仕方など◆ 
 

 

 ・参考書や問題を解く順など、具体的にどう勉強 

   すれば良いかイメージすることができた。 

・初めて国試に対する危機感を持った。今まで 

   勉強してこなかったことが浮き彫りになってし  

   まったと感じた。残り春休みで必修問題を30 

   問ずついていく。 

・まずアプリを使って、電車の中で行って、 

 家で参考書・教科書で確認していきたい。 

↑1～２人ずつの少人数でのアドバイス 

↑まずは模擬テストにチャレンジ。難しい？ 

3月28日に実施しました。 

6名の方が参加！事前に病院見学をし、 

その後２～3人ずつ病棟で体験しました。 

左の写真はお散歩の時の様子。 

見事なしだれ桜を患者さんと一緒に見てきました。 

見学・インターンシップは随時受付中！ 

5月14日(土)午後にも開催予定！ 

国試対策・他企画についても、 

裏面連絡先までお気軽にお問い合わせください♪ 



今度はさらに戻って看護学校合格したての方達のお話。 

3月24日、「合格おめでとう会」を開催しました。

対象は今年看護系学校を合格した高校生の方々です。 

合格のお祝いと学生生活への不安軽減を目的に、 

憧れのナースキャップを授けての戴帽式 

・先輩看護学生との交流会を実施しました。 
 

奨学生も「おもてなし側」として参加。 

準備段階から参加してくれました。 

戴帽式では、厳かな雰囲気の中「看護師への決意」を一

人ずつ宣言し、看護師への第一歩を踏み出したこと

をお祝いしました。交流会では一転、先輩と笑って 

はしゃいでのゲームを実施。お互いが打ち解けた 

頃、学生生活への不安や楽しみについて様々な話をしました。 
 

奨学生のみんなも一生懸命頑張りました！会場設営、 

司会、音響などの役割も担い、マイクを持って話したり、

参加者に積極的に話しかけたり場を盛り上げたり… 

大活躍でした！ 

参加者もとても満足してくれたようでした。 

 

～参加者の感想文より～ 
 

・看護について詳しく教えてもらい、ためになりました。 

・先輩方は優しくて、 

 学校のことも教えて貰えて良かったです。 

 大学の事や実習の事を知れてとても参考になりました。 

・本当に楽しかったです！！ 

憧れの看護師の夢に向かって 

一緒にがんばろう！ 

奨学生のみんなー!! 

新入生のためにがんばるぞー!!  

↑交流会の様子 

↑最後に先輩から参加者全員へ 

プレゼント♪ 

実習お役立ちグッズです！ 



 

ナースの休日第三段！ 

今回はひまわり病棟(特殊疾患療養病棟)の看護師、 

石川さんの休日をご紹介します。 

石川さんは、2015年度わかば「新人看護師日記」でご紹介した

森さん(右写真の右側)のプリセプターを担当しました！ 

仲良しな二人は、休日も時々一緒に過ごすようです。 

どんな休日を過ごしているのでしょうか？？ 

 

今日は後輩(森さん)と休みが

あったのでアンティークで 

ランチです 

その後はそのまま一緒に 

図書館でお勉強(*^ ^*) 

4年目看護師 

ひまわり病棟 

石川さん 

今日は病院の図書室で、「電解質について(ナース専科)」と

免疫、感染症、膠原病について勉強しました。 

病棟にＳＬＥの患者さんが転棟してみえたので、 

復習をしようと思ったからです。 
 

1人では他事に走ってしまい、中々勉強できません。 

これからは休みが合えば、勉強会を開くことになりました！ 

こんな後輩ができて嬉しいです 

この前はウィメンズマラソンへ参加 
しました！ 

去年より10分位早い時間で完走できました！ 

沿道で知らない人が応援してくれて、 

友達もできて楽しかったです♪ 

５年目も 

がんばります！ 



         株式会社ワンネス・イー/ワンネスサポート 寺田陽子 研修資料より 

イラッ！むかっ！ 
怒りは「おさまれ」と思っても中々無くなってくれません。 

時にはドカンと爆発することも！ 

「怒ってないよ」と言っても顔には出ていたり…やっかいですね。 

では、怒りをコントロールするにはどうすれば良いのでしょうか？ 

怒りを上手にコントロールして、 

コミュニケーション上級者になろう。 



ステレオの トーン こそ 迫 力 心は 快 感
  すてれおの      とーん    こそ   はく りょく   こころは   かい かん

 

【引用】「かんごろ 第5版」MEDIC MEDIA 

ステレオ ステロイド薬の副作用 ↓以下副作用の内容と 対応・注意点 など 

トーン 糖尿病 血糖値上昇 …血糖測定 

こそ 骨粗鬆症 骨形成抑制 …骨量測定による早期発見に努める 

迫 白内障 - 他、多毛もある 

力 緑内障 - 

心は 精神障害 
不眠、多幸、抑うつ、興奮 

ＣＮＳループすの可能性もある 

快 潰瘍形成 胃薬使用、胃カメラ検査による予防・早期発見に努める 

感 感染症 マスク着用、含嗽、手洗いの励行 

他にも… 

脂質異常症、中心性肥満、 

満月様顔貌 
ステロイド薬の減量により改善する 

高血圧 - 

筋萎縮 - 

補足： 
・ステロイド薬には、協力な抗炎症作用、 

 免疫抑制作用があります 

・ステロイド薬は急に与薬を中止すると、 

 ショックに陥ることがあります(ステロイド離脱症候群) 
 

ステロイド薬の副作用の問題は今年の国試でも出題！ 

頑張って覚えよう。 



  ５月 インターンシップ ・病院見学会   

  ５月１４日(土) 13：00～17：00 

  千秋病院 集合：12：50 病院受付 

   持ち物…ナース服・ナースシューズ・筆記用具 

  ６月 浴衣の着付け講座   

 ６月４日(土) 13：00～16：00 
 

  参加費：300円  

   持ち物：浴衣・帯 など、着付けに必要なもの   
 

    みなと医療生活協同組合 

    協立総合病院(地下鉄名城線「六番町駅」近く) 施設内(予定) 
 

   お祭りシーズンが始まるぞ！浴衣の着方を練習しよう！ 

    着付次第自由解散。そのまま熱田まつり(前夜祭…)へいこう。 

   主催：愛知民医連 看護学生のつどい 

  ７月 県連国家試験対策学習会 

   ７月２日(土) 13：00～17：30 

   労働会館 東館(「金山駅」近く) ２階  参加費：500円 

   講師：サトラサービス 代表取締役 内田 都良 先生 
 

   主催：愛知民医連 

お祭りを 

より楽しもう♪ 

お友達同士での参加も大歓迎♪ 

企画のお問い合わせ・お申込みは 

お気軽に裏面下記ご連絡先まで！ 



※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.ナースの休日の石川さんの病棟名は？ 

 b今年の国試でもこの薬の副作用の問題が出題されました。 

 

★横のヒント 

 1.入職時研修の夜に行ったことは？ 

 ２国試対策にて最初に行ったことは？ 

 ３血栓性○○○・アテローム血栓性○○○・心原性○○○、○○○に当てはまる言葉は？ 

 

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！解答をメールしてくれた方 

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…5月31日(火)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♪ 

※全てカタカナで埋めてください 

わかば記事内にヒントあり！ 

答えの単語について 

５月の祝日のひとつ。 

当院の理念に共感し、将来働くことを決意した看護学生さんを支援します。 
 

月額７万円 
 

無利子。就学期間貸与。 

資格取得後、貸与を受けた期間当法人に勤務した場合返済を免除。 

対象…保健師・看護師の養成学校に通学中あるいは通学予定の方 
 

★自己成長の一環として、奨学生活動に積極的に参加することが必要となります 
 

★詳細は下記ご連絡先まで 

ａ. b.

１.

3.

2.


