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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、旧厚労省において 1990
年に制定されました。それ以来、「看護の心をみんなの心に」をメーンテーマ

に、毎年さまざまな事業が全国各地で開催されています。 
 
今年で 3 年目を迎えた「看護にまつわるエピソード」の募集には、県内 11

市町から 23 作品の応募がありました。厚くお礼申しあげます。 
 
受賞された作品のうち、最優秀賞 1 点、優秀賞 3 点、入選 2 点をここに紹

介させていただきます。エピソードに込められたそれぞれの“看護の心”が

皆さまを通して地域の方々に広がっていくことを願っております。 
 



「おかあ、ありがとう」 

 

松山市 木田
き だ

 寿輝斗

 

じ ゅ き と

 

僕の母親は看護師をしている。僕がサッカーで怪我をすると「水で流したら

大丈夫！」とか骨折すると「しっかり食べたら骨はひっつく」等、僕が描いて

いる優しい看護師とはかけ離れていた。また仕事が多忙で学校行事に参加出来

ない母親に寂しい想いもあり反抗した事もあった。そんな母親に命を救っても

らうとは思いもせず。 
10 月半ばから微熱と頭痛があり近くの病院を受診し様子を見ていたが 11 月

になっても同じ症状が続いた。脳外科外来で働いている母に「MRI とって安心

しておこう」と言われていたが僕はそんな大袈裟な検査が嫌だった。しかし強

引に MRI 検査をさせられた事を今でもはっきり覚えている。そして、いつもの

様に家でストレッチをしていると泣きながら母親が帰ってきた。「脳腫瘍かもし

れない・・・」と。僕はその診断を２４時間テレビで聞いた事があった。腫瘍

という言葉よりも母親の涙で病気の重さを知った。母親は何度も「おかあがあ

んたを助けるから！！」と言っていた。 
それから検査と治療で大きな病院に入院した。毎日、家族団らんで食べる美

味しい食事とは違い、１日の生活も寂しかった。あんなに学校行事にも参加し

た事のない母親が仕事を終え、毎日車で１時間もかけ僕に会いに来てくれた。

その顔はいつも笑顔で「熱は？」「ご飯しっかり食べんとサッカーできなくなる

よ！」といつもの強い母親であった。僕はそれがただただ嬉しかったし、前向

きに治療も頑張れた。 
髄液検査と治療の結果、脳腫瘍ではなく「急性散在性脳脊髄炎」という診断

であった。先生が「この病気はウィルスや細菌の病気で発見が手遅れだったら

危ない病気であった、お母さんに感謝しなくちゃ。」と退院の時に何度も僕に話

してくれた。母親は僕の描いている看護師ではなかったが何人もの患者を励ま

し看護しているんだなと思った。そんな母親を僕は誇りに思う「おかあ、あり

がとう。」 
 

 

 

最優秀賞 



「患者さんと心が通じた看護体験」 

 

今治市 烏
からす

谷
だに

 力

 

ちから

 

看護学校２年生の実習でのエピソードです。 
膀胱がんでターミナル期にある無口な高齢の男性を受け持ちました。 
人と会話することが下手な私が無口な患者さんを受け持ったものですから実習

中に会話がないことは容易に想像できるかと思います。 
痰が多く自己排痰できないものですから看護師が吸引をするため部屋を訪れま

す。 
看護師さんが病室に入ってくると患者さんは眉間にしわを寄せ、顔を横に振っ

て抵抗します。「吸引させてくれないんだよね」が看護師さんの口癖でした。 
ターミナル期で、積極的治療を拒否されていましたので、私の看護実習は奥さ

んから患者さんの昔話を聞くのが日課となり何気ない日々を過ごしていました。

ある日、患者さんは学校の先生だったということを知りました。 
「もしかして、先生という声掛けに何か反応してくれるかもしれない」そう思

い、名前を呼ぶ時は「○○先生」に変えてみました。 
効果はすぐ現れました。私の呼びかけに応じてくれるようになったのです。

うれしくなった私は、「何か喜ばれることをしてあげたい」と考えるようになり

ました。いろいろ考えた結果、足浴と足裏マッサージを毎日、時間を掛けて行

うことにしました。 
しばらくすると、無表情を貫いていた患者さんが私と奥さんにだけ笑顔を見

せてくれるようになりました。 
 しかし次第に状態は悪化。喀痰吸引の間隔は短くなり、苦痛な時間が増えて

いきました。このような状況の中、私が「吸引をしましょうね。」と声を掛けた

時だけ満面の笑顔で鼻を突き出して痰をとらせてくれました。１３年経った今

でも忘れられない笑顔です。 
残念ながらお亡くなりになられたのですが、先生が私に「心の通じる看護師に

なりなさい。」と指導していただいたものだと思っています。ご冥福をお祈りし

ております。 
 

 

 

優秀賞 



「私を育ててくれた介護職」 

 

今治市 羽藤
はとう

 忠子

 

ただこ

 

私は念願の「特別養護老人ホーム」の職員として働いていました。 
老人
おとしより

昭和 55 年頃のこと、厚生省から「痴呆性老人（現 認知症）」の人の受入れ

を要請され、一室を改装、カメラも設置、6～7 名の受入となりました。 

との生活の場としての思いが強くある中で縦、横の人間関係は涙あり、

笑いあり、学びの場でもあり、社会を一寸だけ知ることができました。 

そんな中、F さん 78 才（女性）は足が丈夫で明るく廻りの人達の関心を集め

ました。 
我子を前にする時「あんたどなた」と尋ねられ、いつもの十八番

お は こ

F さんは 38 才で夫と死別、女手で牛を使って農業をされ 2 児の養育をされて

います。 

を話すので

した。 

「お遍路さんが立ち止って、あろん女子
お な ご

さて私の夜勤のできごとです。F さんの部屋の前でドアー越しにそっとしば

らく見ていると座布団カバーを外し、部屋の物、ティシュ、コップ、衣類など

パンパンに詰め込んで背中に負おうとしているのです。私に気づくとにこっと

され「あれあんたで、おやの一番の汽車で息子のとこ行こう思うての」と「ま

だ夜中じゃけんもうちいと寝よや」と告げると「ほんならあんたも一緒に寝よ

や、泊って行き」と布団に誘い込むのです。私を壁側に寝かせ「風邪引かれん

よ」と枕まですけてくれる。自分は座布団を２つ折に当て私の背中をトントン

叩きつけてくれるのでした。向い合って 15 分経過し薄目で F さんを見るが目が

合って笑い合ってしまうのでした。「早よう寝んかい」と反対に言われます。 

が牛使いよるがん、めずらしそうに言

うてね。」・・・と一日何回となく話をし、反対に聞く側の姿勢には凄く敏感で

した。 

結局考へた挙句「F さん、私起きてみそ汁炊いてこうわい、そして一番列車

に乗ろうやね」と言うと笑顔で納得され、やっと解放されました。夜が明ける

といつもの F さんです。 
退職して 20 年、介護に携った想い出は私の宝です。「認知症」でいても魂は

永遠であることを実感しています。 
 
 

 

 

優秀賞 



「僕の母」 

 

宇和島市 兵頭
ひょうどう

 知
かず

成

 

なり

 

僕の母は看護師である。休みは週に一、二回あるかないかだ。来る日も来る

日も日勤か夜勤、または勉強会などもやっている。そんな母がいつも言うこと

は、「疲れた。仕事辞めようか。」だ。 
僕は十七年この母の息子をしているが、そんなことを言うわりには仕事を辞

める気配はない。実を言うと、母が働いてくれるから僕は毎日楽しく生活でき

るのであって僕からしたら、仕事を辞めて欲しくない。こんなこと言うと母は、

「お母さんのことお金くれるおばちゃんやと思っとるんやろ。」と冗談じゃない

と言わんばかりに責めてくる。 
僕は高校生になって母と一緒に帰る時間ができた。母はその日仕事場であっ

たことを楽しそうに話す。それを聞いていると本当は仕事を辞めたいというよ

うな気持ちは伝わって来ない。 
ある日、母の仕事場を覗く機会があった。そこには、患者さんに早く良くな

ってもらえるように丁寧にケアしている姿、ナースステーションでは、飛び交

う指示で求められた仕事を素早く対応する行動力、また、仕事が円滑に進むよ

う協力する看護師同士の団結力、そして一生懸命働く母の姿があった。この仕

事が毎日続くのだと思うとめが回りそうである。やっぱり母はすごいと感じた。 
その日の帰り道、母にそのことを話すと、母は自慢げに働くことの大変さや、

看護という仕事の大切さを語ってくれた。母はこの仕事をしていく中で生きが

いを感じるのだと言う。僕はその姿を見て、この先どんなことがあっても乗り

越えて行ける、そう思った。 
そうしてまた、母は帰宅して一言、「仕事辞めようか。」 

母の口癖になっているようだ。 
 
 
 
 
 

 

 

優秀賞 



「愛と心の看病」 

 

伊方町 中田
なかた

 真子

 

ま こ

 

毎日ベッドの上で寝たきりの生活だなんてどれほど辛いのだろう。私はいつ

もこう思います。私の大叔父は脳梗塞を患い、かつて余命五年の宣告を受けま

した。 
それから七年たった今、大叔父は奇跡的に生きています。その看病をするの

が大叔父の姉に当たる私の祖母です。祖母は足腰が悪いながらも、できる限り

病院に通い看病を続けています。私が幼かった頃よく遊んでくれていた大叔父

も今では、流動食の管を付け、会話をすることも、一人で寝返りをすることさ

えできません。そんな大叔父を見ていると胸が痛くなり、生きていて楽しいこ

とがあるのだろうかと思うこともあります。 
しかし、ある時そんな大叔父の幸せそうな顔を垣間見ることができました。

それは祖母が顔を近づけて話かけているときのことでした。声にはならないけ

れど、口を動かして何か伝えたそうにするのです。祖母は会話ができないと分

かっていながらも、優しい口調で話かけ続けます。その様子は、なんとも微笑

ましい光景でした。祖母は医療行為はできないけど、そこにはたくさんの愛と

心があり、立派な看護だと思いました。そして、大叔父の生きる楽しみはここ

にあった、自分を思い看病してくれる人の存在なのだと確信しました。 
その後、私は祖母になぜそんなに一生懸命看病を続けるのかと聞きました。

すると、祖母はこう答えました。「自分は若くして病気で旦那さんを亡くし、悔

しい思いをした。その時、自分ができる最大限のことをしてあげられなかった

から。」と。私は将来、医療の道に進みたいと思っています。祖母も私の夢を応

援してくれています。祖母のような優しい心で愛の詰まった看護をすることが

私の目標です。あの時に見た、大叔父の幸せそうな顔を患者さんにしてもらえ

る看護師になりたいです。 
 
 
 
 

 

 

入 選 



「たからもの」 

 

今治市 越智
お ち

 明子

 

あきこ

 

一昨年の寒い日でした。いつものように、夕方の教室を終え、夜の教室まで

に食を取ろうと急いでいました。沸騰しているお湯の入ったお鍋が、手から滑

り私の右足へ。スローモーションのようでした。夜の教室の時間が迫り、冷や

す間もなく家を出ました。 
 常備薬で処置したものの、翌々日には、右足の足首から先全部が火山の噴火

口のような、悲惨な無惨な状態になっていました。看護科の大学在学中で試験

勉強中の娘が、私の"心配要らない、今すべき事をしなさい"の説得にもかかわら

ず、徹夜明けの始発の電車で 4 時間かけて帰ってくれました。 
小さな体格の娘ですが、痛みで動けない私の体を、介護のように持ち上げ車に

乗せ病院へ。病院での治療後も、あっと言う間に包帯がベトベトになってる足

を、1 時間毎に薬を塗り、"大丈夫、大丈夫、治るからね。"と包帯を巻き直して

くれました。目を背けたい位の状態の足でしたが、真正面から見据え、励まし

の言葉をずっと言い続けてくれました。ギリギリまで介抱し、また電車で戻っ

ていきました。 
 出来事には必ず"意味"があると思っています。この痛みと有り様は、何を知ら

しめてくれる為のものか、一瞬たりとも弱る事ない激痛の中で自分に問いかけ

ていました。 
必死で再生しようとしてる人間の体の凄さをまざまざと見、何より、娘の成長

と気持ちを感じ、幸せを感じる事が出来た火傷になりました。痛みを嘆くより、

有り難いと思える自分がいました。激痛の中、看護してくれた優しさと気持ち

が、どれ程嬉しかった事か、忘れられない貴重な体験になりました。 
 今はその娘は、大学卒業して職に就いています。 
 
 
 
 
 

 

 

入 選 



【資料】 

第３回「看護にまつわるエピソード」応募者の状況 
 

 

１.性別 

男性 女性 総計 

4 19 23 

 

２.年齢 

10才代 30才代 40才代 50 才代 80才代 無記入 総計 

12 2 2 5 1 1 23 

 

３.住所 

西条市 今治市 松山市 砥部町 伊予市 
久万 

高原町 
伊方町 西予市 宇和島市 鬼北町 総計 

2 5 5 2 1 1 1 2 3 1 23 

(東予)7 (中予)9 (南予)7 23 

 

４.職業 

中学生 高校生 学生 介護職 
看護 

教員 
看護師 

診療放射

線技師 
無職 無記入 総計 

1 8 3 1 1 5 1 1 2 23 

(学生)12 (看護職)8 3 23 

 

 

 

  

 



 

平成２６年度「看護の日・看護週間」記念行事 
第３回「看護にまつわるエピソード」作品集  

平成２６年５月 
 
編 集：公益社団法人愛媛県看護協会、看護の日実行委員会 
住 所：松山市道後町２丁目１１－１４ 
T E L ：０８９－９２３－１２８７ 


