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7ｐ健診ボランティア募集＆奨学生募集 

8ｐボランティア募集＆私のおススメ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

京都協立病院 病棟看護師 藤本 （2013 年卒） 

 

★国試対策では、過去問題を中心に勉強していました。 

★解らなかった問題と偶然できた問題、できた問題を○、△、×に分けて、 

×と△だった所を重点的に勉強していました。 

★おすすめの勉強法は、毎日学校へいって友達と勉強することです。モチベーションも高まります。 

★プライベートの過ごし方は、好きなことをして、リフレッシュする事です。 

★国試問題のアプリなどあるので遊んでいる時でもゲーム感覚でできるため、

私は活用していました。 

★体調管理に気をつけて頑張ってください。 

応援しています。 
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日時：12月 6日（土）9：30～15：30 

会場：京都民医連会議室（春日診療所 3Ｆ） 

講師：武田看護研究所 三井明美 先生 

内容：必修問題ならびに基礎医学分野の国試直前

出題予想講義、国試本番までの勉強方法 

（看護学生、低学年も可能） 

持ち物：参加費（500円）、筆記用具、お弁当 

申し込み,お問合わせは下記までよろしくお願いいたします。 

京都民医連：kangogakusei@kyoto-min-ien.org 件名に「国試対策講座」とお書きください。 

ＴＥＬ(075)314-5011 担当：日西まで 
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京都民医連中央病院 南４階病棟勤務 溝口ＮＳ 

 

 

私の働く病棟は内科（呼吸器・循環器）

病棟です。全 50 床の病棟で、ほとんどが高

齢の患者さんで、超高齢の方もおられます。

寝たきりや認知症の患者さんもたくさんお

られ、日々スタッフ同士で協力しながら看

護を行っています。 

 

 日々の患者・そのご家族とのかかわりの

中で、私が嬉しく思った事例を紹介します。 

Ａ氏は他院から当院へ転院してこられた患

者さんで、いくつかの病院に入院されてい

た経過のある患者さん。誤嚥性肺炎での入

院で、痰は多く、発熱も繰り返されていま

した。既往に脳梗塞もあり、寝たきりで全

てに介助が必要であり、発語も自力で動く

こともできない状態です。気管切開・胃ろ

うを造設する予定でしたが、度重なる発熱

など色々な要因があり、なかなかスムーズ

に行うことができませんでした。何度かの

延期を乗り越え、ようやく気管切開・胃ろ

うを造設することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 日々の業務に追われ、ゆっくりと毎回は

聞くことのできなかったＡ氏の妻や友人が

お見舞いに来られていた時のことです。妻

が「ここの看護師さんはとてもよくしてく

れて、家族も一番気に入っています。本人

の顔を見ていると穏やかそうで、嬉しそう。

ずっとここにいさせてほしいくらいです。」

と私に話されました。Ａ氏の表情も入院当

初より楽そうで、近づくと眼で追っている

ような動作も見られるようになったのでは

ないかと私は思いました。また、Ａ氏の妻

や友人の方に、Ａ氏の熱の状況や日々の様

子などを伝えると、とても喜んでくださり、

お礼を言われました。 

 普段患者さんに行っている自分の看護や

患者さんへの思いが、患者さん本人・その

ご家族の方々に伝わっているのだと思い、

とても嬉しく感じました。 

 これからも患者さんやそのご家族の方々

の思いに沿った看護が、楽しくできるよう

に努めていきたいと思います。 
 





4 
 

京都協立病院 

回復期リハビリテーション病棟の紹介 
                    

京都協立病院は、京都の北部、綾部市にあります。病床数は、４階の一般病棟・地域包括ケア病棟の

５２床、３階の回復期リハビリテーション病棟（以下回復期リハビリ病棟）４７床からなります。 

今回は、回復期リハビリ病棟について紹介させて頂きます。回復期リハビリ病棟は、脳卒中などの脳

血管疾患や、大腿骨などの骨折、外傷などによって脳や脊髄を損傷された患者さんが、救急病院などの

急性期病院で治療を受けた後に、なるべく早くリハビリ専門の医療施設で、よりスムーズに在宅復帰を

するために入院し 日常生活動作（ADL）の改善を目的としたリハビリテーションを集中的に行うとい

うものです。回復期リハビリ病棟では、入院時に患者さん、御家族さんに面接を行い、医師、看護師、

ケアワーカー、リハビリスタッフ、医療相談員（京都協立病院では“寄り添いさん”という力強い相談

員が２人います）栄養士などが患者さんごとのリハビリ計画を、共同でつくり、1 日最大 3 時間、90～

180 日間のリハビリを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たち病棟看護師、ケアワーカーは、日常生活において日々患者さんの生活の場面において、朝の更

衣、洗面から歩く・食べる・トイレ・入浴などの動作において、こちらで行えば終わってしまう行為も、

患者さんを見守ることを基本に声かけを行い、日常生活の中でも生活リハビリとして位置づけ援助を行

っています。また自宅訪問を行い実際の患者さんの家の状況を把握するようにしています。 

2014 年 6 月に医療療養病棟から、回復期リハビリ病棟となり患者層もぐっと若くなり、20 代の方、

働き盛りの 50 代の方など高次脳機能障害を持った方も多く、失語症などにより話したい言葉が思うよ

うに出てこない、自分では分かっているのに…等もどかしさを感じなが

ら生活をされておられる方も多くおられます。日々の病棟スタッフ間で

のミニカンファレンスや週二回のリハビリカンファレンスで意思の統

一を図り、また月一回のリハビリ学習会を行い、医師、リハビリスタッ

フと意見交換を行う中で患者さんの日常生活動作の改善、在宅復帰に向

けて頑張っているところです。また入院生活では、季節感が伝わるよう

に生花（いけばな）を行っています。今後も毎日の生活に変化がもてる

よう季節の行事等に取り組んでいきたいと思っています。 
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私の職場の先輩ナース紹介 
             京都協立病院 ４F病棟 平野 NS 

看護師を目指したきっかけ 

両親とも医療者で母親は看護師。小さい頃から看護師という職業が身近な存在でした。高
校生一日看護体験で患者さんと関わらせてもらい、初めて人に触れるケアを体験し、その時
の「ありがとう」の一言がとても嬉しく、私でも人の力になれることがあるかな、もっと人
と深く関わる仕事をしたいなと考えるようになりました。また、その後の震災の医療チーム
活動を知って「こんな時に人の役に立てる看護師になりたい」と看護師への道を決意しまし
た。 

今まででうれしかったこと 

 受け持ち患者だった Aさんとの出来事です。脳梗塞で入院され、不全麻痺があり Aさんは
懸命にリハビリに励んでいました。病気と今後の生活に多くの不安を抱えておられたため、
自分がその日の受け持ちではない時や、忙しく業務中に話が聞けない時は、終わってから少
し話をする時間を作るなどして、気持ちの整理を一緒にしていました。退院が近くなった頃
「退院日が決まりました。杖がついてきますけど歩けるようになって帰れるから嬉しい」と
言って渡された紙には、「平野さん、いつもいつも 心からご親切にお世話下さいまして 感
謝しております」の文字。担当のリハビリスタッフに「震える手で一生懸命書いとっちゃっ
たんやで。」と聞き、A さんの思いに思わず涙ぐんでしまいました。そして、退院されてし
ばらくした時、町で買い物している Aさんの姿を見て、自分の生活に戻れたんだなと嬉しく
思いました。 

患者さんとともに病気と向き合って、これからどう生きていくかを一緒に考えたり、昔話
や冗談を交わして笑いあったり。ケアを通してじっくりふれあいながら「人対人」の関わり
ができます。沢山の経験をさせてもらい、看護師になってよかったなと思います。 

京都協立病院のいいところ 

アットホームな環境で、また田園風景が広がる場所に病院があり、病棟の端には大きな窓
があります。閉塞感のない病院で患者さんは、その窓から住み慣れた風景に思いを馳せたり、
癒されたりしています。私も忙しくて自分を見失いそうなとき、そこからの景色を見て「も
うちょっと頑張ろう」と一息ついて気合をいれます。そんな落ち着く場所があります。もう
一つは、患者さんに「大丈夫？」って聞くと「だんないよ」と綾部の言葉が返ってきます。
入職当初は分からない方言もありましたが、今はそんなやり取りを微笑ましく感じています。 

看護学生さんへのメッセージ 

 看護師 6 年目になって看護学校の友人とは 9 年目の付き合いにな
ります。今でも同じ医療の現場で働く友人と休みの日にあったり、
相談したり。学生時代多くの課題に躓いたりしたけれど、楽しい時
間もつらい時間もともに乗り越えてきた友人は本当に大切な存在で
す。実習や記録、国家試験など大変ですが、仲間とともに目標に向
かって今できることを精いっぱい頑張ってほしいと思います。看護師になったら色んな分野
や道があって、もっと楽しいですよ！         

（インタビュアー：卒業１年目 NSの和出。平野 NSは私の援助担当者です） 
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「人間らしく、その人らしく生きる」を支える看護実践をすすめよう

～京都民医連看護部総会が開催されました～ 
 京都民医連看護部は 2～3年に 1回看護部総会を開催しております。先日 11月 8日（土）

にコープイン京都で第 12回総会が行われました。京都民医連には 800人弱の看護職員（保健

師、助産師、看護師、准看護師）が働いています。代議員制で行いますので、総会には卒後 1

年目から看護部長、師長まで様々な経験年数の看護職員約 140名が一堂に会します。 

午前中は平和や憲法、医療制度など世の中の動き（情勢）について学ぶ情勢講演、そして民医連の看護の理念と“民医連の看護

のものさし”（概念図参照）について学ぶ記念講演の 2つの講演がありました。 

 午後からは「2年間のまとめと方針」の基調報告を受け、10件の指定報告、6件のフロアー発言で看護実践の共有と交流が行わ

れました。 

 指定報告では、看護師受け入れ、教育、育成の課題、地域で療養・生活を支える病院・ステーション・地域包括支援センターの

とりくみ、急性期病棟・地域包括ケア病棟での看護実践内容と課題、認知症ケア、認定・専門看護師等リソースを生かした看護の

質向上の課題などが紹介されました。またフロアー発言では初期研修での新人看護師教育について、子どもの貧困問題、小児科診

療所と病院助産師の連携、幅広い健診活動のとりくみ、老健や回復期リハ病棟での看護実践、地域の方々（共同組織）との共同し

た運動の報告など、多彩な看護活動が紹介されました。京都民医連の医療・福祉活動の幅広さ、裾野の広さを実感するものとなり

ました。 

 2 年間の看護部の奮闘と成果に確信をもって、何よりも平和を希求し「人間らしく、その人らしく」を支える看護実践をすすめ

ようという閉会挨拶で終了しました。 

看護学生の皆さん 

ぜひ私たち京都民医連の看護実践に、実習やナーシングセミナーをとおして触れて下さい。「民医連の看護の 3つの視点、4つの

優点を基本に、『人間らしく、その人らしくを生きていくこと』を援助し、それを守り抜く無差別平等の看護をすすめます」という

看護理念の実践に一緒にとりくみましょう。 
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京都民医連中央病院 

南２階病棟 助産師 木本 

今回わたしがオススメしたいのは GRAND Caｌbee（グランドカルビー）の 

ポテトクリスプです。 

ご存じの方も多いのかもしれませんが、阪急うめだ本店にあるカルビーの直営店

『GRAND Calbee』でしか手に入らないポテトチップスの豪華版で何やら整理券を配

布するほど大人気のようです。 

先日、知り合いから頂き、初めてこのお店とポテトクリスプの存在を知ったので

すが、とにかく何もかもが凄い!! 

パッケージからゴージャス☆ 1袋 15gで 5枚ほどしか入っていませんが 1枚 1枚が

分厚く普通のポテトチップスとは食感も違う！元々おいしいポテトチップスですが

更に美味しい代物です。 

「しお味」「トマト味」「宇治抹茶味」「濃厚バター味」「チーズ味」「スウィ

ート苺味」の 6 種類ありますが、個人的には一番オーソドックスな「しお味」がお気に入りです☆ 

ちなみに 6種類が全部入った、その名も『幸せ BOX』は 1 日限定 100 個とのことで早いもの勝ちのようです。 

梅田に行かれた際はぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか♪ 

（とは言え、開店前から整理券を配布し、その整理券も早々に予定枚数に達するという噂もあったりなかったり

なので、買われる時は前日から予定を組んでおいた方が良いのかも知れませんが…） 

 

【連絡先】京都保健会（075-813-5901） 佐藤 ／ 信和会 第二中央病院 師長室（075-712-9082）岩田 
京都民医連（75-314-5011） 日西  まで 

ハンドベル練習日 

☆11 月 28 日（金）17：00～ 

近畿高看５Ｆ  ※軽食出します 

☆12 月 17 日（水）17：00～ 

保健会会議室  ※軽食出します 
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