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第 13 回（令和 4 年）

将棋で学んだ看護
老年看護学実習で訪れたデイケアにて、私は利用者の A 氏と将棋をすることになった。初めて利用者と接するため緊張したが、A 氏の昔
の生活や趣味のことなどを話して、将棋が楽しくなるよう努めた。A 氏は穏やかに、気さくに話してくれて、とても楽しそうだったため、
私も緊張がとけて心から楽しんで将棋をした。正午になり、A 氏の妻が施設に来られた。A 氏は妻から帰宅するよう促されたが、「決着をつ
けたい」と動かない。職員さんの「明日も来て、続きをしてはいかがですか？」という提案で納得し、帰宅された。
A 氏は認知症を患っていて、妻の介護負担を軽減するために通所していた。しかしデイケアに来るのは嫌で妻と一緒にいたいと思い、週
１回・半日のみの利用だった。また、職員さんのトイレ介助を嫌がり、帰宅までに失禁することもあった。介護負担を減らすには、通所の
回数や滞在時間を増やし、介助を受け入れてもらう必要があった。思い返すと、A 氏は妻が施設に来られた時に「今日はこれから、２人で
食事にいくんです」と満面の笑みで言っていたため、妻と一緒にいたい気持ちが強いことはよく分かった。そんな気持ちが、結果として妻
の介助負担につながることが残念でならなかった。A 氏が将棋の続きをしに明日も来たいと思ったことは一歩前進だが、もっと何か役に立
ちたいと思った。デイケアでの実習は２日間。あと１日でできることが思いつかず諦めかけた時、職員さんから「もし明日 A 氏が来たら、
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将棋の途中でトイレに行くよう促してみてほしい」と言われた。将棋を楽しんでいる間ならトイレ介助を受け入れ、それが今後のケアにつ
ながるかもしれないとのことだった。実習期間を理由に諦めかけた自分が恥ずかしかった。たとえ短い間でも A 氏に楽しんでもらい、トイ
レ介助までつなげようと決心した。
次の日、A 氏は将棋の続きをしに来られた。職員さんや他の実習生も集まり賑やかになって、A 氏はこの日も将棋をとても楽しんでいた。
始まって１時間ほどでトイレに行くことを促すと、トイレに立ち、職員さんの介助を受け入れた。私は心から嬉しくて、集まった皆ととも
に喜んだ。
将棋の決着はつかず、正午に終わりを迎えた。この日も A 氏は「今日はこれから、２人で食事にいくんです」と、やはり満面の笑みで言っ
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人と向き合うということ
私には看護師になって患者を支えたいと強く思った出来事がある。それは私が５年一貫の看護学校
の４年生になった時である。当時私にはお付き合いしている人がいた。彼はいつも元気がよく、私が
出会った中で１番ポジティブな思考を持っている人だった。しかし突然彼からの連絡が来なくなり、

た。A 氏が妻と一緒にいたい気持ちは、長年ともに過ごした歴史が作り上げたとても強固なものだと思う。だから２日間の将棋で問題の全

私は彼の友人に連絡したところ、彼が亡くなったことを聞いた。突然死だった。原因はストレスだと

てが解決するわけではない。それでも、私が真摯に向き合ったことで、A 氏は嫌がっていたデイケアに自ら２日続けて来て、トイレ介助ま

彼の家族から聞いた。初めは頭が追いつかず、現実を受け止めることができなかった。しかし、いつ

で受け入れられた。この経験から、自分に何ができるのか考えることを決して諦めず、自分のベストを尽くすべきだと学んだ。A 氏や職員
さんに将棋を通じて教わったこの教訓を忘れず、看護に励みたい。

彼は元々スポーツマンであったが、怪我をして大好きなスポーツをすることが出来ない体になって
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までも彼からの返信が来ないことが現実だった。
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そのことを気にし、「同期に負けたくない」と、労働時間外でも自分から進んで仕事をするようになっ
た。私はそんな彼を心配し、「倒れそうで怖い」とメッセージを送ると「俺は倒れんから大丈夫よ」と
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がいなくなって、自分が彼に本当の意味で寄り添うことができていなかったことに気づいた。手紙か
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ら悔しい思いをしていることは知っていたが、どのくらい悔しいのかまではわかっていなかった。私
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はプライドの高い彼がやっと手紙の中で吐き出せた本音、彼からの SOS に気づいていなかったのだ。
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人と向き合うということ

しまっていた。仕事場でも怪我の後遺症により、救急車で運ばれたことがあり、プライドの高い彼は

心の声

3年課程

出雲医療看護専門学校

全国の看護学生さんから 2,600 作品以上の応募がありました。たくさんの応募をいただきまして、
ありがとうございました。また、表彰された皆様、おめでとうございます。
なお、「NPO 法人国際看護支援センター」のホームページには、表彰された６作品と、
佳作 24 作品の氏名と学校名を掲載しております。
全国看護学生作文コンクール実行委員会事務局

の手紙には「いつもみんなの前では強がるけど本当は悔しさでいっぱい」と書かれてあった。私は彼

彼はいつも元気であり、彼なら大丈夫だと思う気持ちがあった。

学校名

看護学科

送られてきたのが彼と私の最後の会話だった。私は彼が亡くなる前、手紙をもらったことがある。そ

NPO 法人 国際看護支援センター

私はなぜ気づくことができなかったのかと沢山の後悔をした。しかしいくら後悔をしたところで彼
はかえってこない。その時に私は人と向き合うことの本当の意味を知った。私は人と人は向きってい
るようで本当の意味で向き合えている人は少ないと思う。看護は身体面のケアだけでなく、精神面の
ケアも含まれる。治療による、身体面の治癒は目で見ることができる。しかし、患者が抱えている不
安やストレスは、目で見ることができない。また、ストレスなどは周りに心配をかけないように１人
で抱え込んでしまう人が多い。どんな人でも、ストレスを抱えていない人はいないと思う。私は患者
が辛い時に辛いと吐き出しやすい看護師になりたい。言葉にするのは簡単で、実際に患者に精神面ま
で向き合うことは難しいと思う。しかし、私はこれ以上精神面の異常に気づけず、人を亡くし、後悔
するという経験はしたくない。そのため、まずは今周りにいる友人、家族を大切にし、１人１人と向
き合っていきたい。人はいつ死ぬかわからない、だからこそ今生きている目の前の人との出会いに感
謝し、その人に寄り添い、大切にしていきたいと思う。
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母との約束

小児看護実習にて、私は４歳の A ちゃんと出会った。コロナ禍のため、両親と会える時間は１日 30 分と限られていたが、両親も欠かさ

医療関係の道を選択したのは、看護師だった母がガンに罹患したからだ。それまで私はカフェでアルバイトするなど、人と接する仕事が

ず来院されていた。A ちゃんは、一日の大半を小さなベッドの中で過ごしていたが、両親に話したいことは山の様にあり、面会中、話の途

大好きで、そこにやりがいを感じて過ごしていた。特にお客さんと会話することは楽しく、しだいに本音で話をする方が増えてきた。皆さん、

切れることはなかった。そんな A ちゃんだが、面会終了時には、泣くこともなく、驚くほど聞き分けよく、両親の帰りを見送っていた。し

病気と向き合うことは「体力的にも、精神的にも辛い」と口を揃えて言う。しかし、当時の私にとって病気は、それほど痛切なものではなかっ

かし、いつも自身の支えとなる人が傍にいないことから、自発的に思いを伝えることが難しく、日中は涙が出るまでトイレを我慢してしまっ

た。ガンと打ち明けられても、大変な病を抱えて気の毒だ、とは思うものの全く未知の世界で、他人事のように感じていた。

たり、指しゃぶりをしながら、午睡する様子も見られた。自身が病院にいる理由も、知らない場所で１人過ごさなくてはならないことも、

そんなとき、体調が悪くても「少し休めばマシになる！」という元気な母が「胃が痛い。病院に行きたい」と弱音を吐いた。今、母の様

４歳なり理解してはいるが、大きな声で誰かを呼ぶのも、トイレを訴えることも恥ずかしく、漠然とした、形容できない寂しさ、孤独を感

子を思い出せば、腹部に手を当て、顔をしかめているときがあり、以前から痛みを我慢していたように思われる。近くの病院で胃カメラ検

じているのではと思った。私は、A ちゃんが発信し易いよう、こちらから働きかけていかなくてはならないと思い、援助の前後などにトイ

査をした結果、「紹介状を書くから大きな病院に行ってください」と母は医師から告げられた。

レの有無や、何をしたいかを尋ねるようにした。そして毎回、教えてくれて嬉しい、ありがとう、と伝えるようにした。A ちゃんはベッド

その後、母は精密検査を受け「播種性の胃ガン」と宣告された。私は突然の不安感に襲われ、母が辛い思いをするかも、という悲嘆で涙

まで戻る際スキップのように軽く跳ねながら歩いたり、ベッドの中でも想像力豊かに遊びを展開させて過ごしていた。また、A ちゃんは絵

が止まらなかった。その日、父と一緒に母の病状について話し合った。戸惑う私たちに母は「ガンやろ？自分の事やし、教えて」と、あっ

が上手で、色鉛筆で「オレンジはみかん、ピンクはもも」と話しながら絵を描いていた。赤はりんご、などの言葉が続くかと考えていたと

さりとした口調で訴えてきた。父が思い切って「これからの治療を考えよう」と伝えると、母は「頑張って向き合うわ。ガンの人の光にな

ころ「赤は血！」と話した。直前に、持続点滴を留置した手背から逆血があり、A ちゃんはそれを声もなく、全身を固く静止させ、じっと

らんと！」と明るく笑ってくれた。

見つめていたのである。日々検査の痛みや恐怖に耐え、こうして人知れず、入院生活での思いを心に刻んでいっているのかと考えた。あら

抗がん剤治療を受けながら、母はその後も看護師として働き続けた。私たちに悲しい顔や辛い顔を見せることはなく、職場の同僚にさえ、

ためて、A ちゃんが注射の際、泣きも動きもせずにすごかったということを伝えた。入院生活が、その後の成長において、心の傷となって

ガンだと気づかれないような、明るくて面白い、普段通りの母だった。そんな母が、闘病中に私に、こっそり自分の気持ちを打ち明けてく

はいけない、A ちゃんが頑張っていることを言葉にして共感し、今の経験が、A ちゃん自身の力となり、支えとなるようにしなくてはと考えた。

れたことがある。患者さんが「あなたがいると明るくなれる。だから、この病院に通うし、あなたがいないと寂しい、って言うねん。だか

２日間の実習はあっというまに終わってしまった。最後の挨拶の際「なんでもう来ないの？」という A ちゃんに、私は「家」に帰るから、

ら私は仕事を続けて、いろんな人の希望になりたいし、患者さんの言葉で、私も自分がガンだってことを忘れて、看護師をやれる」と。本

とは言えなかった。うつむいて絵をくれたのと同時に、言葉にならない思いを受け取ったような気がしたからだ。心身の回復を助け、妨げ

当は体も心も辛いはずなのに、患者さんのために、と仕事に向かう母はとても逞しく輝いて見えた。しだいに私は、自分の仕事に誇りを持

となるものを退け、少しでも早く、この子たちが大好きな家へ、日常生活へ、帰れるようにすることが、これからの私の役目なのだと思った。

つ母のような看護師になりたい、と強く思うようになった。やがて、私は接客業から転職し、看護助手として働き始めた。患者さんと関わ

日々多忙な業務に追われる現場であっても、この気持ちはいつも忘れずにいたい。子ども達と同じ目線に立ち、心に描く退院後の生活を
共に想像し続けること、笑って帰っていく姿を見届けることが、心に寄り添う看護であると考える。

る中で、もっと看護技術を身につけたい、もっと胃ガンについて勉強して母の支えになりたい、その一心で忙しい毎日が過ぎていった。
母の病状は小康を保ち、闘病３年目に入ろうとしていた。安堵しかけたそのとき、母の容態は急変し、帰らぬ人となってしまった。それ
でも母は「頼んだで、頑張って」と最後まで「看護師になる」という私を励ましてくれた。亡くなる直前まで、看護師としての人生を全う
した母との約束を、私は必ず叶えたいと思う。
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学校の授業で血液透析について学んだ。その時にはずっと続けていかなければならず、大変なものだなとしか思わなかったし自分とは縁
遠いものと思っていた。看護学校に入るまで病気や疾患を持った方と関わる機会も少なく、ある意味で特別なもののように感じていた。
ある日スーパーに行くと前腕に２箇所絆創膏をつけている女性が目に入った。「注射をしたのかな、でも前腕に２箇所もやるっけ」などと
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言葉のお薬
幼少期から夢見たバスケットボールのインターハイ２週間前の練習中、ジャンプ後の着地時に感じた猛烈な痛み。診断名は開放骨折、全
治３ヶ月。そのまま夢が叶うことはなかった。毎朝４時半起床、22 時帰宅の生活を支えてくれていた両親や顧問の先生方、チームの仲間へ
の申し訳なさや自分の不甲斐なさを感じ自暴自棄に陥っていた。当時は周りに言われるがまま総合病院に通院し、言われるがままリハビリ

考えていた。しかし、絆創膏の近くをよく見てみると腕が線状に盛り上がっており、血液透析のシャトンが入っているということに気がつ

をさせられていた状態で、車椅子でリハビリ室に運んでもらうたびに自然と涙が溢れ出た。そんな時、１人の男性患者が私に「どうしたんよ、

いた。その女性はなんでもないかのように野菜を選び、隣にいた旦那さんと何気ない会話をしていた。そのときに私は、患者のある方が自

そんな暗い顔してー！」と笑顔で話しかけてきた。これが私に「言葉のお薬」をくださり、私が看護師を夢見るきっかけとなった男性との

分の近くにいないのではなく、疾患のある方が近くにいることに自分が気づいていなかっただけだとハッとした。
どうしても女性のことが気になって家に帰ってから血液透析について振り返った。４時間の透析を週に２、３回。それに加えて、体重管理、
水分制限、塩分制限など多くの制約がある中で生活しているとわかった。また、透析の時に使用する針は 15 〜 18G ととても太く侵襲が大
きい治療であること、それを一生行っていかなければならないことがわかった。私が学校で授業を受けているとき、あの女性は腕に針を刺
して痛い思いをしながら何時間も透析をしているかもしれない。私が好きなものを食べているとき、塩分や水分のことを考えて食事をして
いるかもしれない。その女性と出会ったことで、自分が見えていないだけでどこかで病気と闘いながら過ごしている人がいること、自分が
看護をするときに病院にいる時の患者さんの姿しか見れていなかったということに気がついた。その後の生活では、周りの人をよく見るよ

出会いだった。通院する中でその男性と関わる機会が多く、徐々にお互いのことも話し、その男性が筋萎縮性側索硬化症（ALS）を患われ
ている患者であることを知った。しかし男性は ALS を患っているとは思えないほど明るい笑顔でいつも私に話しかけ、元気をくださってい
た。徐々に自分の体が思うように動かなくなる恐怖と戦っているにも関わらず、どうしてそんなに前向きでいられるのか不思議であり、骨
折ごときで落ち込んでいた自分が情けなく感じた。ある日男性に対して私は「どうしてそんなに毎日笑顔でいられるんですか。」と尋ねた。
すると男性は「そりゃあ、医者から診断された時は深く落ち込んだよ。でもね、人間生きとるだけで丸儲けやからね。世話してもろうとる
わしが暗い顔しとるんじゃ意味なかろうね。」と微笑みながら答えてくださった。そこから私は少しずつ前向きになることができ、リハビリ
に対しても積極的に取り組みようになった。男性と話すと自然と笑顔になることができ、元気になることができた。男性はいつも私に「言
葉のお薬」を届けてくださっていたのであった。

うになった。電車を待ってる男性がリュックサックにつけていた「耳がきこえにくいです」というキーホルダー、ばっちり化粧をした綺麗

通院生活最終日、男性から「将来は何になるん？」と聞かれ私は迷わず「看護師になります。」と答えた。すると男性は「そうかそうか、

な女性がつけていたヘルプマークなどがよく目に入るようになった。周りを見ながら生活してみると気にしていなかっただけで周りには疾

頑張ってね。わしのような病人にはちょっとした言葉とか仕草とかが薬よりも力になることがあるからね。今まで有難う。」と笑顔で言った。

患や障害を抱えながらもカメレオンのように健康な人に溶け込みながら生活をしている方が沢山いるということがわかった。

怪我をしたことで選手としての全国大会出場の夢は叶わなかったが、一人の男性と出会うことができ、「言葉のお薬」という魔法の力を感じ

みんななんでもないように生活をしているけれど、私たちから見えないどこかで治療や痛みに耐えているのかもしれない。病院で見える
姿だけを捉えるのではなく、患者さんの生活や人生、思いに目を向けて、日々の隠れた頑張りや努力に気づき、労いの言葉をかけたり思い
を傾聴するなど少しでも辛い気持ちを軽くして、一緒に頑張りたいと思ってもらえるように寄り添う看護をしていきたいと改めて思った。

ることができた。
看護師は医者のように手術をしたり、理学療法士のようにリハビリをしたりして患者の力になることはできない。しかしどのような医療
従事者よりも患者様やご家族にとって一番近い存在であると私は考える。
男性のように周りに元気を与えられるような大人になるために、そして一人でも多くの患者様に「言葉のお薬」を届けられる看護師にな
るために、患者様との時間を大切にし関わらせていただきたいと考えている。

