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看護医療総合の初回授業で看護の質という文章
を読み、意見の共有を行いました。以下は実際
に授業で使った生徒の意見です。 

この本を読んで、高齢者の増加や、医師、看護
師の人員不足により、医師の業務が看護師へ、
看護師の業務がその他の業務に移っているとい
うことを知りました。また徹底したコスト管理
により、病室はどんなに寒くても暖房の温度は
20度と決まっていたり、利益を上げるために
病床を常に満床にしておかなければならないと
いうことなどすごい状態になっているというこ
とを知りました。丁寧に患者さんのケアをする
と業務に時間がかかるので仕事ができないと看
護師と評価されてしまい、ナースコールを取ら
ない看護師まででてきていて、効率だけを求め
た現場になっているんだと感じました。医療職
に就いている人は、このような状況に一度はお
かしいなと感じたことがあると思います。しか
し、上司の指示に従わないとクビにされた
り、もしかしたらいじめにあったりと、仕事
現場がおかしいと言いにくくなっているのでは
ないかと感じました。福田先生がおっしゃって
いた自分の思っている看護師とはかけ離れてい
るような仕事の現状の違和感などで「バーンア
ウト」してしまう前にやめるという選択を取る
ことも大事だと思いました。おかしいと思う
社会を変えるためにも、声を上げるというこ
とがとても大事なのではないかと感じまし
た。声を上げることは、とても勇気がいるこ
とだし、批判されることもあるかもしれませ
んが、誰かが動き出さないと、このような現
状は変わらないと思います。医療職の方が少
しでも、本来の仕事がやりやすい環境になる
ように社会全体が変わってほしいと思います。 

今回の文章を読み、将来看護師を目指してい
る私は少し不安になりました。どの看護師さ
んも忙しいながらに患者さんに寄り添って仕
事をしていると思っていましたが、中にはコ
ストや自分のことしか考えない医者や看護師
さんがいて自分もそのような考えに変わって
いくのではないかと少し思ってしまいまし
た。末期がんの患者さんにはコストのことを
考え何も治療を行わなかったり、病室はどん
なに寒くても一定の温度に保たれていたり、
自分の仕事を増やさないためにナースコール
を取らなかったりと文章を読むたびに想像以
上の現実に驚きがいっぱいでした。看護師さ
んを目指している私たちは忙しい現場でも患
者さんに真摯に対応したいという思いを持っ
ている人が多いと思います。しかし、実際に
は丁寧にケアをする看護師さんは「出来ない
看護師」として評価されると書かれてあり、
看護師の本来の仕事が変わりつつあることに
悲しくなりました。また、やる気を持って仕
事に励んでいても先輩看護師さんや医師から
の圧力でその思いをかき消されるのではない
かと思いました。看護師の仕事についている
人の中には、過去に優しく治療をしてくれた
ことから目指すようになったと言う人がいる
と思います。しかし、変わりつつある看護師
の仕事から今後そのような理由で目指そうと
思う人が減っていくのではないかと思いまし
た。 
コロナ禍で看護師さんの人手不足が問題に
なっているのにこのような現実があれば増や
そうにも増やせず、それ以前に減っていく一方
だと思いました。 
本来、看護師は「看護そのものに病気を癒す
力がある」と文にあるように、医師には出来
ないような心のケアをする事が1番大切な仕事

  Laughter is the best medicine 
~笑いは最善の薬～
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だと思います。しかし、看護師の人手不足、
医師の人手不足により、そのような心のケア
にまで手が回らず、逆に丁寧なケアをする事
が"業務を時間内に終わらせられないダメな看
護師"と言われるようであれば、医療の技術や
効率が上がっていることが本末転倒になってい
ると感じました。また、コロナ禍に関係なく
医療現場が激化しているということは知っては
いましたが、患者さんがたらい回しにされて
いたり、治療が終わっていないまま退院させ
られていたり、医師の業務を技術がままなら
ない看護師に任せたりしている現状は想像を
絶するもので驚きました。 
私は、患者さんの事をじっくり知って信頼関
係を築いて行くことが出来るような看護師に
なりたいと考えています。 
「診療の補助」として業務を沢山こなすのも
大事だと思いますが、看護師になったのであ
れば、看護師にしか出来ないような「療養上
の世話」である患者さんの心のケアなどをし
たいです。しかし、このような現状であれば
それは少し難しくなってしまうのではないか
と感じました。実際に「仕事を辞めたい」と
思っている看護師が八割もいるという事実が
あるのに、医療制度を見直さないままであれ
ば救える命も救えず、医者・看護師の人手不足
も解消される事はないと思います。コロナ禍
で医療現場の大変さが浮き彫りになった今だ
からこそ、政府には少しでもいいので医療制
度を見直して欲しいと思います。看護師が本
来の看護を今よりも少しでも多く行えるよう
な環境になればいいなと思いました。 

「看護の質」を読んで、自分の中で思っていた
看護師とは全く違うもので驚きました。ここ
に書かれていた病院は患者さんのためではな
く、病院の利益を上げることに必死になって
いることが読み取れました。利益も大切だと
思います。しかし、自分自身が患者さんの立
場になって考えてみると、痛い所があったりし
んどくてもケアすらしてくれないといった対
応だと、「本当に自分の病気は治るのだろう

か」などと不安が募っていくと思います。どん
なに忙しくても、辛くても、「患者さんに対
して、ケア・治療を行わない」「満床になれ
ば患者さんが必ずといっていいほど亡くなって
いく」という状態は絶対あってはならないこ
とだと思いました。病院や職場がこのような
状況になったら、「おかしい」と声を挙げる
ことができる人になりたいと思いました。 
「私はなぜ、看護師になったのだろうか」と
いう文章がありました。どんなに忙しくて
も、忙しいからこそ、なぜその職についたの
かという原点をけっして忘れてはいけないと
思いました。私は、救急救命士になったら、
搬送中意識の有無に関わらず、また痛みや苦
しみは感じることはできなくても、優しく声
掛けをし、女性だからこそできることを探
し、病院に命のバトンを繋ぎたいという思い
があります。この気持ちを忘れず頑張りたい
です。 

「看護の質」を読んで医師・看護師は病院で
働いていて環境が整っていても人が少なければ
命を助けることができないこと思いました。
病院を転々とし命が短い患者さんの相手でも
最期までケアをしなければならないと思いま
すが、実際のところ病院ではコストを考えた
りしなければなりません。そして、人手不足
があるためケアと言っても自分が担当している
患者さんや事務仕事を優先してしまっている間
に患者さんは最期を迎えているかもしれない
と考えると医療を変えなければならないと思
いました。それと同時に医療に関わっている
医師・看護師が精神的・身体的と負担が大き
くバーンアウトになってしまい、更に人手不足
が深刻となって行くと思いました。人手不足
が深刻となることで、医師が行う医療行為を
看護師に押し付けられてしまい患者さんの命
が守られているのか危うくなっています。その
ため医療行為の線引きをはっきりとし本来の
医療を取り戻すために仕事を見直すことが必
要だと思いました。見直すと言っても医療関
係者だけではなく政治も一緒になり、根本的



兵庫県立尼崎小田高等学校 
看護医療類型通信

 2021/4/ 23 No11 

に何が看護にとって必要か必要でないのか、そ
して、患者さんのために何ができるかに焦点を
当てて患者さんに寄り添える看護を提供するた
めに考えることが本来の看護を見つけだすこと
に繋がり、医療関係者の意識や仕事への質が高
まると思いました。このように、患者さんに対
する一つ一つの行動や言葉使いを意識して使う
ことで看護の本質が磨き上げられるのだと思い
ました。そして、人権を守ると共に安心・安全
な医療を提供できると思いました。 

私の中の看護師のイメージや、理想は、一人一
人の患者に向き合い時間をかけて、身体と心の
ケアをしていくというものでした。しかし、今
の現場では一人一人に時間をかけることで“で
きない看護師”と評価されてしまうということ
にとてもショックを受けました。元気になって
もらうために行う処置ではなく、死なないため
の処置が行われているような病院があることに
も驚きました。コストを抑えるために、病院が
必要最低限のことしかせず、点滴もうまくいか
ないと針もお金もかかるから中断するように言
われたということにも驚きました。自分が看護
師の立場でそのあと患者の容態が急変して亡く
なってしまったら、すごく自分を責めてバーン
アウトしてしまうだろうと思いました。また、
医師不足のため糖尿病患者が亡くなる寸前まで
認定看護師が診ていて処置を行ったところそれ
が原因で亡くなってしまったと書いてあり、自
分が患者の家族だったら不信感しかないし、納
得できないと思いました。反対に、看護師だっ
たら自分が診たことに後悔するし、今後患者を
診ることが怖くなるとも思いました。今後、医
療・介護を必要とする人が爆発的に増えていく
と言われているなかで、今でも人手不足による
問題が起こっているので少しでも早く医療従事
者の体制を変える制度ができ、その結果助かる
患者が増えればいいなと思いました。 

「看護の質」、「日本の医療崩壊をくい止める」
を読んで、私は看護師は患者の悪い部分を治す
ということだけに囚われすぎていると思いまし

た。話にもあったように、医療機器のデータ
だけを見て、大丈夫と感じている看護師は多
く、患者の表情や、状態を見るということは
減っています。しかし、患者の状態をしっか
り見て、体を拭くことなどの処置を適切に行
う看護師は、出来損ないの看護師だと、思わ
れてしまう風潮があるのも事実です。 
このことを知って、看護師は本来何をすべき
なのかを、たくさんの人が看護師に焦点を当
てて、考えることが必要だと思いました。今
病院の現場は、人手が足りないからと、医師
の仕事が看護師へ、看護師の仕事が看護助手
やヘルパーの方に流れており、本来自分がや
るべき仕事が、出来ていないという状況で
す。仕事の基準は各病院という単位で考え、
決めていくのではなく、国という単位で考え
ていかなければならないと思いました。 
この話を読んで、看護師が逼迫している状態
を、リアルに感じることが出来ました。この
ことから、私たち医療職に就きたいと感じて
いる人だけでなく、他のたくさんの人にもこ
の状態を知ってもらうと共に、一緒に国の将
来を考えていきたいと思いました。 

私は｢看護の質｣を読んで、現在の医療現場に
おける看護師の立場について知りました。80
～90代の患者がたどり着く病院では本来、す
ぐに命の危険がある患者は入院してこない病
院であるにも関わらず、末期ガンの患者まで
転院してくるという現状です。しかし病院側
は必要最低限の処置しかせず、利益を上げる
ために満床にするという現状があり、患者や
看護師のことよりも病院の利益を上げること
を大切にしているのではないかと思いまし
た。病院だけでなく、訪問看護の現場でも訪
問する場所が増えていくと移動だけでも時間
がかかり、必要最低限のことしかできず、ヘ
ルパーに頼りたくても医療行為と思われ本人
にやってもらわなければならないということ
もあります。医療行為なのかそうではないの
かということもはっきりしておかなければい
けないと思いました。 
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問題は病院側だけでなく、看護師にもあると
思います。現在看護師の仕事が専門的な処置
を行うこともあり、医師の行う行為も看護師
がおこなうようになっています。その事が当た
り前になってきてしまい、丁寧なケアが出来
ない看護師と評価されてしまい、本来行われ
るべきである看護が行われなくなっていってい
ます。7対1の厳格化が進んでいくなかで、夜
間の負担が増えていると思います。昼間だけ
でなく１日中その対応ができるようにしてお
かなければいけないと思います。また、認定
看護師や専門看護師の存在も良いことばかり
ではないと思いました。認定看護師だから、
専門看護師だからといって医師と同じ医療行
為ができるということは違うのではないかと
思います。専門看護師や認定看護師は一人一
人の症状に合った看護を行うためにある資格
だと思います。したがって、医師が行うような
医療行為をするのは看護師である意味がない
のではないかと思います。 
私は、｢看護の質｣を読み、現在の病院がどの
ような状況なのかを知りました。今まで看護
師の仕事は温かいタオルで体を拭いてたり、
患者の話を聴いたりして心と体のケアをする
ことだと思っていましたが、今は患者に寄り
添うことができなくなっているということを
知りました。これから看護師がもっと必要に
なってくるので、看護師のあり方についてもっ
と考えていきたいと思います。 

私が小さい頃から想像していた看護師は業務
をこなしながらも患者さんの一人一人と向き
合い、患者さんやそのご家族の方とお話をし
て不安を取り除いたり、少しでも癒せるよう
に努めるという印象でした。しかし「看護の
質」を読み、高齢化社会となる現代では「患
者さんとコミュニケーションをとる時間さえ
なくなっているのか」と怒りのような変な気
持ちになりました。効率を良くすることはも
ちろん大切なことで、効率を良くしないと今
の医療を保てないということも事実だと思い
ます。しかし、ここでも書いてあったように

効率を重視して患者さんと向き合う時間がな
くなれば、看護師の仕事とは何なのか分から
なくなると思いました。患者さんの不安を少
しでも取り除くことができるのは看護師だと
思います。看護師が忙しすぎて患者さんが話
しかけることさえできない状況で不安を取り
除くことは不可能だと思いました。私が将来
看護師になったとしたら効率を重視し、ただ
業務をこなすだけの流れ作業のような看護を
するのは嫌です。現在看護師として働いている
人も思っていることは同じだと思います。しか
し効率が悪ければ「仕事ができない看護師」
と言われてしまう以上、それに逆らうことは
できないと思いました。看護師の人数が増え
ればこの問題も多少解消するかもしれません
が、正直こんな状況で看護師になりたいと思
う人は少ないと思いました。まず何を変えて
いかなければならないのか、「日本の医療崩
壊をくい止める」で、文中の院長がおっしゃっ
ているように、まず政府が条件を整えること
が大事だと思います。今すぐ改善できる問題
ではないということは分かっていますが、看
護師がバーンアウトする前に今の医療が変わ
ることが大切だと思います。1日でも早く医療
従事者の声が政府に届いて医療が変わること
を願っています。 

私は、この話を読んだ時、心が沈んだ様な気
持ちになりました。そして、これが今の日本
の現実だということを突きつけられた気がし
ました。私が知っている看護師のあり方と、
今の日本の医療職のあり方が大きくズレてい
ました。看護師は患者に寄り添って身体的に
も看護をしなくてはならないのに、現状では
病院側だけの経済的利益しか考えていない病
院が数多くあるということが分かりました。
コスト削減のために「姨捨て山」のような病
院があるということも知り、とても衝撃を受
けました。また、この話の家族のように自分
たちの生活だけでも精一杯だから患者を引き
取らず、病院任せになっている人がいるのもお
かしいと思いました。それは国が現状を見よ
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うとしていないからだと思います。今のままで
はいけないということを私たちが主張し、知ら
せなければならないと思いました。経営者側か
らしたら病院を潰さないように、潰れないよう
にと思い、今のような結果に辿り着いてしまっ
たと思いますが、患者の病状ではなく、病院の
利益を優先するような場所で私は命を預けたく
はないと思いました。また、それぞれの看護師
の役割を理解せずにロボットのようなことして
いる看護師にはなりたくないとも思いました。
私は将来看護師になりたいと思っています。し
かし療養上での世話であるベットサイドのケア
を軽んじたり、診療の補助としての医療行為ば
かりを求められるような看護師にはなりたくな
いと思いました。かつての患者と触れ合い、信
頼関係を築いて回復に向かうという相手を思い
やる気持ちや看護師としてのプライドが今の医
療現場では欠けていると思います。文中の川嶋
さんは「熱いお湯と清潔なタオルと石鹸、それ
に看護師のハートさえあれば命だって救える」
と繰り返し教えてきました。私も経済を回すた
めではなく助けたいという気持ちを忘れずに本
来あるべき看護の姿でありたいと思いました。 

看護師はなんのために働いているのかと言うの
を考えさせられる話だと思いました。看護師が
今までやっていた業務が他の人に移り、看護師
がコスト管理を抱えることになると、病院の利
益を上げるために効率重視になることが患者に
とっていいものなのかと思いました。看護師は
患者と話したり触れたりすることで患者とのコ
ミュニケーションを持つと思っていたのに、事
務作業が多く効率ばかり求められると、患者と
の時間がなくなって誰がその人の心をケアする
のかわからなくなると思いました。そんな過酷
な労働状況が続くとミスも増えるし、なにより
人手不足が無くならないと思いました。やりが
いをなくしては元も子もないと思います。清潔
ケアや回復援助は看護師の仕事です。医師がや
るべき仕事まで看護師がやり、看護師がやるべ
き仕事が理学療法士や作業療法士、ヘルパーの
方に移ってしまうのは、とても良くないことだ

と思います。ケアを誰でもができる仕事だと
思ってはいけないと思いました。患者が本音
や不安をもらす場にして欲しいです。そのた
めには看護師がそこに費やす時間を作ること
が大事だと思いました。看護師がやりがいを
持って仕事をできる場を作ることがこれから
の医療現場にとって大切なことだと思いま
す。コスト管理などはそれらを専門とする人
達に任せるなど工夫をすることで、患者との
時間を作ることができるのではないかと思い
ました。 

医師の必要人数より看護師の必要人数の方が
足りない中、看護師に医師がしていた仕事を
振るべきではないと思います。医師よりも知
識がないのに切除などをしてしまうとそこか
ら炎症を起こしても対処できないので、少な
い知識だけで治療をするべきではないと思っ
たからです。治療をしたとしても必ず医師が
同伴のもと行い、看護師のプラスアルファと
なる資格にするべきだと思います。うやむや
にせず、資格にすることで安心して患者さん
が治療を受けれると思ったからです。 
何を目標にして働いているのかわからないま
ま働いている看護師が多いと知りました。看
護師になりたい人の志望理由は、「病院で看
護師さんに優しくしてもらったから」「母が
看護師で仕事の姿を見てかっこいいと思った
から」などの理由だと思います。優しくされ
たから自分もそのような看護師になりたいと
思い、いざ目指すと業務が多く患者さんと関
わる機会が減り、手厚い看護をすると「でき
ない看護師」だと言われ、人との信頼関係よ
りも効率性を求められる現状は良くないと思
います。効率を求めてしまう看護は、看護師
に必要な技量ではないと思います。機械的に
物事を進めるのではなく、一人一人に寄り
添った看護をするべきだと私は思います。高
齢者が多く、7人の患者さんを1人の看護師が
見ている中、難しいかもしれませんが業務だ
けの会話に終わらせるのではなく自分から関
わるべきだと思います。私が思う看護師と
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は、デスクワークが中心の仕事ではなく、患
者さんとのコミュニケーションを取りなが
ら、患者さんの状態を見て体調が良いのかど
うかを判断することができ、日々の生活に戻
れるようにサポートすることが看護師の仕事
だと思います。 

私は、2020年4月に突然コロナ専門病院に
なった大阪市の十三市民病院で委託会社勤務
をしているAさんのお話がとても気になりま
した。 
市長さんが言った一言で自分が働いている病
院がコロナ病院になり、驚きと不安でいっぱ
いになると同時に、それを働いている人たち
は知らされていなかったということが良くな
いと思いました。また、同じ現場で働いてい
るのに、医師や看護師と委託スタッフとで、
コロナの危険手当が付かなかったり配布され
るマスクの数に違いがあるというのは、差別
に当たると思いました。医療用のガウンが足
りないから、雨ガッパで補うという話も驚き
ました。医師や看護師の方がコロナ患者と接
する機会は多いため、ウイルスが付着する可
能性は高いかもしれないけれど、清掃やヘル
パーの方も多くの人が触る場所を掃除してい
たりするため、感染する可能性は十分にあ
り、同じ医療現場で働く人で対応が違うとい
うのはおかしいと思います。 
その問題を解決するために私たちができるこ
とは、コロナ終息のために努力することだと
思います。感染力が強く、若者もかかりやす
い変異株を少しでも早く終息させるために、
感染予防を徹底して、1回目の緊急事態宣言
が出た時よりも危機感が薄れていると思うの
で、もっと1人1人が危機感をもって行動する
ことが大切だと思います。  
まず、転院して一日で亡くなった人がいると
いうことに驚きを感じました。この北関東の
病院では救命措置ができないということを承
諾して入院しているとしても、あまりにも人
間らしくなく、残酷な現場であると思いまし
た。また、患者だけでなく看護師や介護士ま

でも暗い気持ちにさせたり、自分が殺してし
まったと思ってしまうのもとてもつらいことで
あると思います。しかし、まだ生きているのに
もかかわらず、処置が出来ないからあきらめた
り看取りの準備に取り掛かるのはおかしいこと
だと思いました。 
他にも、この病院だけではなく都市部でも利益
のために患者の気持ちを後回しにしたりしてい
ると知り、一番は患者の健康状態ではないのか
と疑問に思いました。利益が大事であるという
ことはわかるけれど、患者のことを考えた上で
利益について考えればよいのにと思いました。 
医療従事者については、人手不足ということは
私もわかっていたのですが、医師が処置すべき
医療行為を看護師に押し付けたりするほど足り
ていないとは思っていませんでした。もし、医
師が処置すれば治ったかもしれない患者が亡く
なってしまったら、それこそ看護師の精神的ダ
メージになり、看護師の数も減ってしまうので
はないかと思います。看護師の負担がどんどん
増えているという現状を知り、諦めてしまう人
もいるかもしれないと思いました。特に、訪問
看護師は病院で働いている看護師よりも大変な
イメージがあるので尚更なりたい気持ちが薄れ
てしまう方もいるのではないかと思いました。 
私は現段階は看護師になりたいと考えているの
ですが、そのような状況に面してもきっと私も
どうすることも出来ないのだろうと思います。
しかし、人が足りないのであればやはり看護師
として社会貢献したいと思いました。 

私にとって「看護師」とは、患者さんの不安や
恐怖心を和らげ、癒す役割を担っていて、ナイ
チンゲールの時代から現代までそれが続いてい
ると思っていました。しかし、高齢化やコロナ
の影響で、全く逆の状況が病棟で起こっている
ことを、この文章を読んで知りました。病院の
利益やコストにとらわれて、患者を満床にさせ
ておきながら、医療機器が充実していない、診
療報酬などで儲からないという病院の勝手な都
合でまだ治療を終えられていない患者さんを追
い出すように退院させるなど、患者さんが満足
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のいく治療ができず、看護師も納得のいくケ
アをできていない現状を知り、ある日、母が
口にしていた言葉を思い出しました。専門学
校か大学か、どちらに進学するかの相談をし
ていた時に、「看護師なんて医者の言うこと
に従ってケアしてればいいんだから、専門学
校で早く技術を身につけた方が早いやろ」と
投げやりに言われました。間違ってはいない
発言なのですが、私は少し腹が立ちました。
看護師は医者の指示を聞くことが全てではな
いと、心の中でそのように訴えていました。
しかし、この文章で医療現場の現実を知って
失望しました。患者さん一人一人と丁寧に向
き合っていく看護師になりたい私にとって、
この状況の現場で上手くやって行けるかとて
も不安になりました。丁寧にケアをすると
「できない看護師」と評価されてしまうこと
は、看護師にとってとても辛いと思いまし
た。これからどのような看護師になるかを考
えて進路を決めていく上で、改めて考え直さ
ないといけないなと思いました。私はスピー
ディーに行動することが苦手なので、今のま
までは看護師になれても、すぐにバーンアウ
トしてしまう気がします。そのために、まず
はテキパキと素早く行動する練習をしようと
思います。患者さんの負担を述べた文章で
は、「ナースコールをしても勤務時間や仕事
効率にとらわれ、応対してくれない看護師が
いる」と文中に書いていて、患者に緊急の事
が起きた場合、どう責任を取るつもりなのだ
と感じました。患者さんの心のケアではなく
効率が重視されるようになった現代で、看護
師として、どのように患者さんと向き合うべ
きか、政治家や、看護師だけではなく、看護
師の卵である私自身も考えなければならない
と感じました。 

私はこれを読んで本文の中にも出てきました
が、普通の看護師とはなにかと思いました。
私が小田高の特色選抜を受けたとき面接で、
「責任感と達成感、そして感謝されることを
とても感じられる職業の看護師になりたいで

す」と言いました。しかし、今は看護師志望で
はありません。この文章を読んで、あの時の自
分の意見に理解ができませんでした。私は軽率
に考えていました。 
今コロナ禍だからという理由だからかもしれな
いですが、私が中学生のとき考えていた普通の
職業が減ったと思います。この文章では、医療
職の人数が減ったから、今までの看護師の仕事
ではない仕事が増えたとありました。私が理想
としていた看護師とは全然違う仕事内容でし
た。 
コロナ禍で医療が逼迫しているとはいえ、その
人の人生が壊れることは許されないと思いま
す。文章には死後の処置は体力も精神力も使い
バーンアウトするとありました。治療は、お金
と物の交換だけではなく、お金と心の交換でも
あると思うから、仕方ないといったらそこで終
わりだと思います。しかし、看護師は患者さん
に対する心がなければそれは治療ではないと思
うから、今より医療人が増えて交代ができる環
境にならないとだめだと思います。 
医療従事者になるには、体力、精神力、そして
対応力が大切だと考えます。覚えることはたく
さんあるけど、それが全てではないからです。
AIには知能はあるけど対応力はないから、医
療従事者は絶対に身につけておくべきだと思い
ます。 

看護医療類型７期性のインスタグラムができまし
た！！フォローお待ちしています！！ 

h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /
amod_kango_official_7/

今年度も７期生の類型通信を担当させてい
ただきます。渡邊百笑です。看護医療総合
の初回授業では看護師の質という文章を読
みそれぞれの意見をスパイダー討論という
方法を使い話し合いました。それぞれの思
いを持ち、医療現場の現状について深く考
えることができたと思います。
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