
はじめに 

 

5 月 12 日は看護の日です。 

近代看護を築いたナイチンゲールの誕生日にちなみ 1990 年に制定されまし

た。 

「看護の心をみんなの心に」をメインテーマに毎年様々な事業が全国各地で

行われています。 

 

昨年度に引き続き「看護にまつわるエピソード」を募集いたしました。 

今年度は川柳も募集形式に加えましたところ、107人の方から 281の作品

が全国 28都道府県から寄せられました。厚くお礼申し上げます。 

 

受賞された作品のうち、最優秀２点、優秀３点、入選５点、さらに愛媛県

看護協会長特別賞１点をここに紹介させていただき、エピソードに込められ

た“看護の心”が皆様を通して地域の人々に広がっていくことができれば、

幸いです。 

 

 

公益社団法人 愛媛県看護協会長 

                       看護の日実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

川柳の部 

 

最優秀賞 

 

体調も心の中も看るナース 

埼玉県久喜市  岡田 孝道 

 

優秀賞 

 

笑み残し いつも早足 看護師さん 

群馬県太田市  服部 千鶴子 

 

大丈夫 看護師さんの 笑みに見え 

大阪府大阪狭山市  上野 浩子 

 

入選 

 

何よりの 薬となるは 看護の手 

福岡県遠賀郡  柳本 昭子 

 

看護師が 女性に見える もう治る 

東京都多摩市  林 善隣
よしちか

 

 

真剣に 叱ってくれる 思いやり 

福井市大宮  中川 潔 

  



エピソードの部 最優秀賞 

 

神奈川県横浜市 

鈴田 浩二 

「心ざわめく七十歳」 

 

偶然に偶然が重なって大腸腫瘍が

見つかり、内視鏡的粘膜下層剥離術

という長い術名の治療を受けること

となった。医師からは事前に百分で

済むと言われていた。 

 場所が場所だけに入院当日から流

動食。なにもかも初体験。こんなに

不味い食物があるとは知らなんだ。

あの、おも湯六十年も昔、母乳代わ

りに妹や弟に、にいちゃん面して与

えたことを思い出した。 

 翌早朝四時からラキソベロン

10mlの下剤を 2リットルのニフレッ

クに混ぜ合わせ、二時間内の六時に

はなんとか飲み干した。時間、排便

状況も克明に記入することも義務づ

けられた。孫の年代の看護師が何度

も病室を訪れ、手取り足取り教えて

くれた。低頭する私に「いいのです

よ、これが仕事ですから。緊急栄養

失調気味なのですから、なにも遠慮

しないでね。」とアイドル顔負けの笑

顔で言ってくれる。爺さんの私は千

人の味方を得た思い。術室には九時

半に車椅子で招待された。病院側の

イベントだと聞かされていたが、放

映用のカメラも数台設置、室内は多

くの医療者がごった返していた。緊

張度マックスに陥る私に付き添い看

護師は、冗談やだじゃれを連発して

リラックスさせてくれた。 

 そうしながらも点滴内に麻酔薬注

入、体の向きを変え、術台のアップ

と休みなく動き回る看護師。やれや

れ大変な仕事だなぁと感心している

間に、眠りに落っこちた。 

 目覚めたのは病室だった。痛みも

ない。アイドルさんは甲斐甲斐しく

私の世話をしてくれていた。何時で

すか、と問うと、左腕にはめた可愛

い時計を示してくれた。「見えますよ

ね、読めますか。」まだ正午にはなっ

ていなかった。下腹部に手をやる私。

導尿管はなかった。「大丈夫ですよ、

トイレは行けますから。」 

 アイドルらしからぬ洞察力に恐れ

入ってしまった。まだ二十代前半、

自分の仕事に自信と誇りが満ち溢れ

ている。患者にすればこんなに力強

い味方はない。 

 孫の手を握り締めたかったが、か

ろうじて思いとどまった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



エピソードの部 優秀賞 

 

愛媛県今治市 

阿部 喬子 

「看護師の私、娘の私」 

 

父が入院したのは、梅雨が明け本

格的な夏を前に蝉の声が聞こえ始め

る、そんな頃だった。丁度その翌月

から、看護教員に転職することが決

まっていた私は、看護師として働い

ていた病院を退職し、束の間の休日

を過ごしている最中だった。 

 脳梗塞の診断を受け、いわゆる教

科書通りの様々な症状が出現してい

た。呂律難、嚥下障害、片麻痺。意

識も常に清明ではなく、時に興奮し

て薬を使用する場面もあった。それ

でも娘の私の前では、いつもの気丈

な「父」であることが多かったよう

に思う。 

 入院から数日後、病室を訪れた私

に、担当の看護師が近付き、少し小

さな声で言った。 

「お父さん、尿器で失敗することが

多いのでオムツを買ってきてもらえ

ませんか？」 

父の自尊心に配慮した声の大きさ、

口調だった。しかし病床で敏感にそ

れを感じ取った父は、呂律の回らな

い言葉としかめた表情で、そんな物

はいらないと必死に訴えた。少し時

間を置き、身体がしんどい時だけ使

おうと促すと、父は目を閉じたまま

小さく頷いた。 

 病院の中の小さな売店までさほど

距離は離れていないはずなのに、そ

の時間がやけに長く感じた。オムツ

を置く棚の前に立った。少しずつそ

の文字が、色がにじんでいく。父の

思い、そして娘としての私の思い。

看護師として働いていた頃、私も同

じように家族と関わってきた。あの

時の家族もこんな思いだったのか。

私は、誰かの思いに寄り添った看護

が本当にできていたのだろうか。「患

者の家族」になった私。涙が止まら

なかった。 

 それから数日後、真夏の暑さを待

たずに父は亡くなった。最期の清拭

を看護師と一緒にさせてもらった。

看護師の自分、娘の自分が心の中で

揺れ動いているようだった。 

 時は過ぎ、私の講義の中にはよく

父が登場する。講義の終わりを知ら

せるチャイムと同時に、父がいつか

言った「いい仕事を選んだな」とい

う声が耳の奥で聞こえた気がした。 

 

 

 

 



 

エピソードの部 入選  

 

愛媛県松山市 

永井 里子 

「私の母」 

 

 私の母は看護師です。大変な毎日

を送っています。朝から夕方まで勤

務することもあれば、病院に泊まる

勤務、夕方から仕事に行き夜中遅く

に帰宅する勤務もあります。しかし

そんな忙しい日々に負けず、朝には

必ず私のお弁当を作ってくれます。 

 母から仕事内容を聞いてみると、

テレビで見るかっこいい世界とは違

い、実際には、患者さんのオムツを

替えたり、ご飯を食べさせてあげた

り、ベッドからまたは他の部屋へ移

動するときに介助したりと、とても

体力や精神力を使う仕事であると感

じました。そういう話を聞き、後日、

母が疲れて帰宅した姿を見て、私は

今日も仕事が大変だったんだなと思

う日がありました。 

 ある日、予防接種をすることにな

り、母の勤務する病院に行きました。

そこで、仕事をしている母を見まし

た。家では普段見られない母親の姿

がそこにはあり、まるで別人のよう

になっていて、患者さんと笑顔でい

ろいろな話のやり取りをする姿をこ

の仕事に対する一生懸命さが輝いて

いるように私には見えました。家で

は、ささいなことで怒られることも

ありますがそれは今後、私が社会に

出たときに困らないように、あらか

じめ母が私に注意をしてくれている

とも感じられました。病院では、さ

さいな間違いが患者さんの命をも奪

うことになるかもしれないからです。 

 私も夢をもち、母みたいにやりが

いを感じる仕事をすることで輝く人

生を歩んでいきたいと思いました。

そして、そんな母を自慢に思い、感

謝し、これからもいろいろなことを

見習っていきたいです。母から頼ま

れごとをしたら、素直に聞いて、母

が家でのんびりする時間を少しでも

作ってあげたいです。    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



エピソードの部 入選 

 

奈良県御所市 

中村 宗一 

「介護の思い出」 

 

平成 23 年 3 月に 94 歳で亡くなっ

た叔母を介護し看取った思い出を書

きます。長野県で独り暮らしをして

おりました。 

15 年くらい前に遡ります。子供が

なく、私が後見人として遺言を預か

っておりました。前後して老人特有

の痴呆の症状がみられてきましたの

で、役場と民生のお世話で、組合立

の老人ホームにお世話になりました。

以来 9 年余りそれなりに過ごしてき

ました。私は 3 カ月に 1 回ぐらいの

割で面会に行っておりました。面会

の度に連れ帰ってくれ、の繰り返し

でした。文字が書けましたので面会

のたびに私あてのはがき50枚を預け

ておきました。その間、来たはがき

が何と千余通、大変な量になりまし

た。面会時間は 1 時間くらい、450

キロ、約 7 時間かかる距離です。平

成 23 年 2 月 23 日、突然腸捻転で入

院しましたとの連絡がきました。急

いで車で病院へ駆けつけました。幸

い医師の処置で 3月 19日まで延命す

ることができました。その間ずっと

病院で過ごすことになりました。東

北の大地震があり、長野県栄村の地

震を経験しました。病院もミシミシ

という揺れで大変でした。その夜は

一人で通夜を過ごすことになり、朝

を待ちました。子供がいないという

ことは、あとあと大変なことです。

主人亡きあと 40 年余りの暮らし、苦

労もあって寂しい想いがあったこと

でしょう。いろいろと浮かんでは消

えしておりました。いとこが奈良か

ら来てくれてやれやれ葬儀を済ませ

ました。私の家族は倒れないかと随

分心配をしてくれました。遺言を預

かっておりましたので、その後スム

ースにトラブルもなく、終わること

が出来ました。誰もが訪れる死です。

老いの支度、死の支度、遺言など、

こころしておくことばかり、いい人

生経験をしました。（私の母にもこれ

だけのことはしてこなかったです、

済まないことだと思っています。）早

2 年が来ようとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 愛媛県看護協会長特別賞  

 

愛媛県西予市 

横田 日出子 

「心に触れて通じ合う」 

 

「オーイ」「オーイ」と叫ぶ声が病棟

内に響く。87 歳の老女で脳梗塞にて

入院中であり、さらに認知症もある

ため、夜昼かまわず独語や叫びがあ

るのだった。内服薬での対応でもあ

まり効果がなく、付き添う家族も 

「すみません」と申し訳なさげに頭

を下げ、疲労の顔が伺えた。ある日

の準夜勤の時に、いつものように叫

び声があり、引き寄せられるように

ベッドサイドに行き腰を掛けると、

手を伸ばし何かを探している様であ

った。私は思わずその手を握ると、

ギューっと握り返し引き寄せるのだ

った。何かを感じているのだと私も

抵抗もなく彼女を抱きかかえるよう

に腕枕をする格好となった。思わず、

背中をトントンと叩き小声で子守唄

を歌う、まるで子供を寝かし付ける

かのように。30 分経過した。すると

驚いたことに静かになり彼女は眠り

についたのだった。看護師 20 年目に

して初めての体験である。それから

数日して老女は退院されたが、2 年 

後、脳梗塞の再発にて昇天された。 

 その後、老女の家族と出会うこと

が何度かあり、その度に「あの時、

お母さんを抱いて寝てくれたよなぁ。

ありがとう、忘れんよ。」 

と毎回言われるのだ。私にとっては、

気持ちのままとった行動だったのだ

が、家族にとっては忘れられないエ

ピソードだったのだと思う。 

 そして、私自身もその出来事を通

して看護師としての振り返りも出来

たのであった。若いころは、目に見

える看護技術がすぐれている事が認

められると思いがちだったが、彼女

と家族との関わりを通して、見えな

い看護技術・心のあり方について学

んだ出来事だった。あれから 12 年た

ち、今でも私にとっても大きなエピ

ソードとなって、いつまでも心に残

っている。現在は、介護施設で勤務

しており認知症の方も多く、さらに

人間性勝負で残りの人生にも生かせ

ていきたいと思う。 

 

 

 



 

（資料）平成 25 年度「看護」に関するエピソード応募状況 

  学生 看護関係 一般 総計 

エッセイ 8 4 9 21 

川柳 5 4 76 85 

短歌   1   1 

総計 13 9 85 107 

 

 

3. 選 者 ： 川柳、短歌部門  エピソード部門 

近藤勝重 愛媛県新居浜市出身 早稲田大学政治経済学部卒業後の1969年毎日新聞社

に入社。論説委員、「サンデー毎日」編集長などを歴任。毎日新聞（大阪）の人気企画「近

藤流健康川柳」の選者をつとめ、東西のラジオ番組に出演する人気コメンテーターでもあ

る。「なぜあの人は人望を集めるのか」その聞き方と話し方など著書多数。 

 

2 住所別
住所 エッセイ 川柳 短歌 総計
県内 14 11 0 25

大阪府 2 11 13
東京都 10 10
埼玉県 7 7
愛知県 5 1 6

神奈川県 1 4 5
奈良県 2 2 4
兵庫県 4 4
北海道 4 4
広島県 3 3
静岡県 3 3
三重県 1 1 2
山口県 2 2
千葉県 2 2
大分県 1 1 2
栃木県 2 2
福岡県 2 2
京都府 1 1
熊本県 1 1
群馬県 1 1
香川県 1 1
滋賀県 1 1
新潟県 1 1
石川県 1 1
長野県 1 1
島根県 1 1
徳島県 1 1
福井県 1 1
総計 21 85 1 107


