企画・制作
朝日新聞社広告局

広告特集
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看護を通して得た思い出を募集する
「忘れられない看護エピソード」。

「 看 護 の 日 」と は

第4回となる今年は全国から3,422もの作品が寄せられました。

毎年5月12日は
「看護の日」、
その日
を含む日曜日から土曜日までが「看護
週間」
です。看護の心、
ケアの心、助け
合いの心は今後の社会を支えていくた
めに大切です。
「看護の日」はこうした
心の認知・普及のため、近代看護を築
いたフローレンス・ナイチンゲールの誕
生日にちなんで制定されました。

5月10日の表彰式には特別審査員の内館牧子さんと、
ゲスト審査員で
「看護の日」PR大使の蛯原英里さんが登場。
エピソードが披露されると、会場はあたたかな空気に包まれました。

第4回「忘れられない看護エピソード」受賞作発表
5月10日・日本看護協会ビル JNAホール

主催：厚生労働省、
日本看護協会

共催：朝日新聞社
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【講評】

「舞い降りたご主人」

「背中をポンポン」
豊﨑幸子さん（愛媛県）

河上知子さん（広島県）

その日はＨさんにとって、人生3度目の手術の日だった。私は、手術の準備をす
るためにＨさんの部屋を訪ねた。
Ｈさんの表情は穏やかだったが、雰囲気から緊
いや
張が伝わってきた。
ふと私の口から
「Ｈさん、癒されグッズってありますか」
という言
葉が出た。
「癒されると言えば…」。天井を見たまま、
Ｈさんはつぶやいた。
そして、
静かに枕元に置いてあったバッグに手を伸ばし、
中から紺色の石のブレスレットを
取り出した。
「これ、主人がいつも腕に着けていたものなんです」
「まあ、
すてきですね。
じゃ、
こ
れを手首に着けて手術室に行きましょう」
「手術室の看護師さんからは、何も身に
着けないで来てください、
と言われています。
いいんですか？」
「手術台に横になった
ら外さないといけませんが、
それまでは大丈夫です。手術室の看護師には私から
話をしておきます」
Ｈさんは
「うわぁ、
ありがとうございます」
と、
うれしそうに左手首にそれを着けた。
Ｈ
こう そく
さんのご主人は先日、急性心筋梗塞で亡くなられた。
「携帯持った？」
「うん、持っ
た」。
出勤するご主人の後ろ姿に語り掛けたのが、最後に交わした言葉だったそう
だ。
ご主人はこれまでのＨさんの手術全てに付き添い、支えてくださっていた。
Ｈさ
んにとっては、度重なる手術、
それだけでも不安である。
それなのに今回は夫とし
て、
そばにいてあげることができない。
そんなご主人の思いも伝わってくるようだった。
手術室に入室した。横になり、体位を整えてから、
Ｈさんはブレスレットを外した。
「ありがとうございました」
Ｈさんの表情は、
とても落ち着いておられた。手術室の看
護師の配慮で、
ご主人のブレスレットは、
Ｈさんのファイルの上にそっと置かれた。
手術は予定通り終了した。後日、
Ｈさんは、
「麻酔からうっすら目が覚めて、気が
付くと、
すでに左手首にブレスレットを着けてくださっていました。
とても、
ほっとしまし
た」
と言われた。
今でも不思議に思う。
なぜあの時、突然「癒されグッズってありますか？」
と尋ね
たのか。
ただ、
これまでにない
「愛の力」
を感じたことは間違いない。私はご主人か
ら、思いを託されたのだと思った。感じたままを言葉にして伝える。私がいつもベッド
サイドで行っている、何気ないコミュニケーションだ。
あの時、何も飾らない自然なそ
の空間に、確かにご主人はいた。

夕食後、息子は
「お母さん、
しんどい」
と言ってきた。振り向くと、横になっ
た息子の体が、
ゆっくりと反っていった。次には全身がガクガクと動いた。
ひ
きつけを起こしたのだ。病院へ着くまで、
そして治療が終わるまで、7回もひき
つけた。処置室から出てきた息子は、穏やかな寝顔に戻っていたが、
その
まま入院することになった。
翌朝、
目覚めた息子は、一変した姿を見せた。
日焼けした顔や転んで

【看護職部門】
●内館牧子賞／安達千代美さん
（兵庫県）
●優秀賞／悉知園子さん
（東京都）
、三浦ひとみさん
（大阪府）
、西山禮子さん
（岡山県）
●入

看護週間
看護の日・看護週間、
「忘れられない看護エピソード」については、
日本看護協会ホームページをご覧ください。
日本看護協会
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選／吉田佑美子さん
（岩手県）
、土屋操さん
（長野県）
、久米淳子さん
（愛知県）
、
矢吹浩子さん
（広島県）
、古泉サト子さん
（徳島県）

内館牧子さん（脚本家）
6年前に心臓の疾患で倒れ、4カ月の入
院を経験しました。
その時に初めて看護師
が患者にどれほど大きなパワーを与える存在
なのかを実感しました。
それがご縁で、
このコ
ンクールの審査をしています。
どれも生死の
重みや、誇りを感じさせる作品ばかりです。
最優秀賞の2作品は特に、看護を通じて強
まった家族愛や仕事への責任、
やさしさとパ
ワーに満ちていました。
これからの社会でます
ます活躍いただけるように、
そしてこうした看
護の心が世に広まるように願っています。

「忘れられない看護エピソード」
朗読動画を公開中
第4回の受賞20作品の朗読動画を配信中です。
YouTubeでもご覧いただけます。

ひざ

擦りむいた膝の傷は、昨日の息子と変わらなかった。
しかし、私と目を合わ
すこともなく、言葉も失って、
ただベッドに横たわっていた。声を掛けても、頭

▼詳しくはこちら

http://www.nurse.or.jp/home/event/simin/rodoku/
感動が今年も小冊子に

かと、
目の前の状況を疑った。
医師は夫と話していたが
「大変だ」
とつぶやいて病室を去った。
その言
葉が、私の涙腺のふたを外した。
そこから何日泣き続けただろう。点滴を受
け続けている息子の頭をなで、手をさすり、食事の介助をし、泣き続けた。
泣いても泣いても心が軽くなることもなく、涙が枯れることもなかった。食べなく
ては駄目だと夫に言われて、買ってきてくれた巻きずしを泣きながら口に入
れた。
その時の私へ声を掛ける人はいなかった。声を掛けることができなかった
のだと思う。
ところが、私の背中をポンポンとたたく人がいた。40歳前後の
看護師だった。血圧の測定をして、
ポンポン。点滴液を交換して、
ポンポ

【朗読・
トークショー】
ゲスト審査員

や手足を動かすだけだ。私たちは異質な世界へ放り込まれたのではない

蛯原英里さん（「看護の日」PR大使）

無料で
差し上げます

作品を朗読させていただいて、情景が浮
かび、本当に胸が熱くなりました。
すてきな物
語がたくさんあり、
あらためて看護はすばらし
い仕事だと感じましたし、現場を経験した一
人の看護師としても誇らしく思います。看護
職は思いやりの心を持ち、患者さんをはじめ
とする人たちに対して表現していく仕事で
す。思いやりは、人に伝わります。今年、
「看
護の日」PR大使という大役を任されたという
ことで、一人でも多くの人に元気と看護のす
ばらしさをリレーしていきたいと思います。

第4回
「忘れられない看護エピソード」集
今年の受賞作品を集めた小冊子
（A5サイズ24ページ）を希望者に差し上げます。
■お申し込み方法
ハガキかFAX、またはメールに①郵便番号②住所
③所属（または職業）④氏名⑤電話番号⑥希望部数を
明記のうえ、下記事務局までお送りください。
【ハガキ】
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-15-7
東晃ビル6F（エクスプラウド内） エピソード冊子事務局
局
【FAX】03-5312-7993 【Mail】kangonohi@episode.jp.net
※お預かりした個人情報は小冊子の発送と関連する情報提供にのみ使用します。
※なくなり次第、終了となります。

ン。検温に来て、
ポンポン。
このポンポンが、
いつの間にか優しい励ましの言
しっ た

葉に聞こえていた。反対に、
「あなたは母親よ。
しっかりしなさい」
と叱咤の
言葉にも聞こえ、少しずつ心を落ち着かせることができた。
あれから32年。36歳になった息子は、元気に障害者施設へ通ってい

感動をいつでもあなたの手のひらに

「忘れられない看護エピソード」が書籍に
に

スマホアプリ
「忘れられない看護エピソード集」

る。振り返れば、今まであの看護師のポンポンを何度も背中に呼び戻して

これまでの受賞作品を、手軽にいつでも楽しめるスマートフォンアプリです。

生きてきたように思う。

■収録作品：第1〜4回の看護職部門・一般部門の最優秀賞、
、
内館牧子賞、優秀賞、入選の合計82作品
■価格：無料（iOS版／Android版）

作品朗読動画はこちら▶

5月11日（日）〜 5月17日（ 土 ）は

特別審査員

作品朗読動画はこちら▶

『いのち輝くいい話』
歴代の受賞作品の中から、えりすぐりの90の物語を
収録しました。
発売：河出書房新社
公益社団法人 日本看護協会［編］

ダウンロード▶http://www.nurse.or.jp/smt/

【一般部門】
●内館牧子賞／田中由美さん
（福岡県）
●優秀賞／楠本由香里さん
（東京都）
、槇 尚子さん
（東京都）
、関森小都歌さん
（京都府）
●入 選／斉藤五百子さん
（北海道）
、井上庸子さん
（京都府）
、小嶋美恵子さん
（大阪府）
、
澤野真寿美さん
（大阪府）
、花澤かおりさん
（兵庫県）

受 賞 作 品 を 掲 載 しま す

本日12日（月）の夕刊から5日間にわたって「忘れられない看護エピソード」受賞作品を
広告特集で掲載します。※掲載時期は変更になる場合があります。

