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2020年度再就業支援セミナーのお知らせ

インタビューでは、4 月にコロナの患者さんを担当された看護師の方にその胸の内を語っていただき
ました。前線に赴く看護師、送り出す管理者、そしてそれを支えるすべてのスタッフの方々の強い絆と、
過酷な状況下においても看護のあり方を追求し続けるその姿には、誰もが胸を打たれます。
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石川県 eナースセンターに登録中の
看護職が望む働き方 withコロナ時代では

新型コロナウイルス感染症の影響により
2020年1月～6月のイベント等の求人は

※令和元年度の
   データによる

今あなたに
できること
今あなたに
できること

看護師免許を持っているあなたは、期待されています！看護師免許を持っているあなたは、期待されています！

あなたが働き方を
迷っている間を
あなたが働き方を
迷っている間を
第 2波、第 3波は
待ってくれない！
第 2波、第 3波は
待ってくれない！

イベント救護の
求人があったとしても
イベント救護の

求人があったとしても
感染対応力は必須！感染対応力は必須！

今のうちに現場で働き始めること1 ブランクを埋めるセミナーを受けること2

短期の
イベント等救護

短期の
イベント等救護
（年間就業実績の

53％※）
（年間就業実績の

53％※）

常勤でも
日勤だけ
常勤でも
日勤だけ

（希望する勤務形態の
69％※）

（希望する勤務形態の
69％※）

急募
石川県看護協会

県内での新規感染者数の増加を受け、８月１１日（火）より宿泊療養施設（東横イン金沢兼六園香林坊）

での無症状・軽症者の受け入れが再開されました。石川県ナースセンターでは、当施設での対応に係る

潜在看護師の方を募集しています。詳細は協会ＨＰをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、予定が変更となる場合があります。最新情報は協会ＨＰにて、ご確認いただけます。

セミナーのお知らせは最終ページをご覧ください

withコロナ時代の看護職の就職に求められるもの
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開催場所

恵寿総合病院
（調整中）

公立つるぎ病院

小松市民病院

金沢医科大学病院

申込締切

11 月  5 日（木）

11 月 19 日（木）

10 月  8 日（木）

  9 月 17 日（木）

研修内容

救急蘇生
(心肺停止時の BLS・CPR・AED)

採血・注射・点滴
(正しい知識と看護のポイント )

心電図
(心電図の基礎知識 /心電図・モニターの装着 )

呼吸ケア
(基礎知識 /酸素療法、呼吸音アセスメント・喀痰吸引 )

開催日時

10 月  1 日（木）

10 月 22 日（木）

11 月 19 日（木）

12 月  3 日（木）

13：30 ～ 16：00

14：00 ～ 16：00

14：00 ～ 16：00

14：00 ～ 16：00

　   自分の所属する病棟がコロナの患者さんを受け入れることになったと聞き、「リスクは高いかもしれないけ
れど、看護師として嫌とは言っていられない」と気持ちはすぐに固まりました。いざ看護を始めると、これまで
とは根本から違うと感じました。ベッドサイドで熱をはかったり、会話をしたりと、いつもの看護ができません。
特殊な防護具やナースコールを使ったコミュニケーションなど、患者さんとの距離が何だか遠くなったような気
がしました。

　    看護師としてのキャリアはまだ数年ですが、先輩が「このようなことは一生に一回あるかどうか」と話して
いるのは理解できます。緊急事態を体験し、看護師として学ぶことと技術を向上することの大切さがよ
く分かりました。これからも日々の勤務で学ぶ姿勢は持ち続けたいと思います。コロナについては先
はまだ見えませんが、正確な対応を心がけて患者さんが退院できるように貢献したいですね。

　   当院は軽症患者さんを受け入れていたので、皆さんの状態は比較的安定していました。しかし、PCR 検査
で2回連続陰性が出ないと退院できないため、入院期間は延びてストレスが溜まる傾向にありました。そこで「ご
家族とは何を話されましたか」「何か必要なものはありますか」などと声をかけて、気持ちを和らげることを意
識しました。また、会話以外にも何かできればと、普段の生活で食後にコーヒーを飲む人にはコーヒーを提供
するなど、病院でもいつもの生活リズムで過ごしてもらうためにできることを取り入れました。

コロナの患者さんを担当することになったきっかけは？

働いている期間中はどうでしたか？

県内における最初のピークが過ぎた今、思うことは？
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力を磨く力を磨く

石川県看護協会のホームページにはインタビュー全文が掲載されています

INTERVIEW 03 公立能登総合病院 K.Hさん



不安はこうして
克服する

看護職と看護学生のための
WEB就職情報交換会2020

初のオンライン開催  県内38施設が魅力をPR! 

　　輝く日差しを受け、夏の花々が色とりどりに咲いています。
暑い季節、皆様もお元気にお過ごしのことと存じます。
石川県では COVID-19 陽性者ゼロが持続した時期を経て、
本格的な共生の道を探る日々かと思います。看護の受け手
への最善に向けた歩みを進めるにあたって、慎重に考えなが

ら手数を踏まえる努力を惜しまない各お立場でご活動、素晴ら
しい方向にあると思います。
　感染症流行下にあっても、人同士のあり方は双方に勇気や希望をもたらし明る
さに向かう力となります。
　今、多くの看護が必要です。看護職の資格を有する皆様には、一刻も早く、患者・
利用者が待つ場へ復帰し、経験・学習を得ていただきますように願います。With
コロナでの大切な一歩となります。ご心配なことがあれば、ご相談ください。一緒
に考えましょう。看護協会が支援いたします。仲間とともにひまわりのような笑顔
で暑い夏を乗り越えましょう。

コロナ対応に臨んだ看護師たち会長
ご挨拶
TOP MESSAGE

　    元々感染症の患者さんをケアする病棟に所属していたので、コロナ発生後は、そのまま担当チームの一員
となりました。大きな違いは感染対策ですね。専門の病棟で看護を終えた後は、特殊な防護服を脱いで顔と首
を念入りに消毒し、勤務終了後はシャワーを浴びて帰宅しました。感染のリスクに常にさらされている不安が幼
い子どもたちにも伝わったのか、一時は心苦しい思いをさせました。

　   忘れられない患者さんとの出会いがありました。人工呼吸器の挿管を嫌がる 60 代の男性で、ご家族は
強く勧めるものの、本人の意志は固く、その話し相手を何度か務めるうちに「（私の）気持ちを代弁
してほしい」と依頼されるまでに信頼関係を築くことができました。幸い快方に向かい、挿管する
ことはありませんでしたが、「コロナの患者さんだから」と一括りに対応せず、どのような時で
も個人の気持ちを尊重し、その上でベストを尽くすことに集中するようになりました。

　    4 月のある日、咳が止まらなくなりました。診察の結果は風邪でしたが、（私自身が）コロナに感染するこ
とよりも、患者となって誰かにうつしてしまうことが本当に怖かったです。そのような中、病棟の師長は常に余
裕のある態度を保ち、コロナに関わるスタッフ全員と個別面談を実施して気持ちを吐露する場を設けてくれるな
ど、そのリーダーシップには本当に助けられました。

コロナの患者さんを担当することになったきっかけは？

働いている期間中はどうでしたか？

今回の看護を振り返って、今思うことは？

　   「私で役に立てるのなら。この経験を活かす時がまたくるかもしれない」と思い立ち、コロナ病棟のスタッ
フになりました。平時の看護との大きな違いは、防護具をフル装備してのケアでしょうか。患者さんからも「そ
んな格好で大変やね」 と労いの言葉をかけていただきました。実際、発汗は著しく、緊張感と暑さで想像以上
に体力を消耗しました（着脱後のマスク痕にも悩まされました）。

　    私たちコロナ病棟のスタッフは、孤立無縁の状態で未知のウイルスと闘っていたわけではありません。
病院からは必要な医療物資の供給をはじめ、全面的なバックアップを受け、働きやすい環境を整えてもらい

ました。市民の皆様からは、心のこもった温かいメッセージをいただきました。個人的にはこの期間中、
国内外の友人との SNS を使ったコミュニケーションも力になりました。今回の看護から人とのつなが
りをより強く感じています。

　    普段にも増して体調を管理し、報道と現場がリンクしている事態に今までの医療現場とは異なる緊迫感があ
りました。感染リスクや限られた防護具の使用回数を考慮した結果、看護師は病棟に常駐できず、患者さんは
不安だったと思います。病棟に入る看護師は、目以外の表情は防護具に覆われた状態でしたが、ベッドサイド
を訪れたときは、その目をしっかりと合わせて話を聞くように心がけました。インターフォンでの会話の際は、
声かけの内容や声のトーンを意識して心を通わせることに努めました。チームのメンバーとは日頃から大切にし
ているチームワークを発揮すべく「乗りかかった船だから、最後まで頑張ろう」と励まし合い、前へと進みました。
結束力は高く、ユーモアを忘れずに懸命に従事することができました。

コロナの患者さんを担当することになったきっかけは？

働いている期間中はどうでしたか？

県内における最初のピークが過ぎた今、思うことは？

裏面にもインタビューが続きます

　看護職と看護学生のためのWEB 就職情報交換会 2020（主
催・石川県、石川県看護協会）は 8 月 12 日（水）、石川県
看護協会をメイン会場にライブ配信されました。
　参加施設はオリジナル動画やスライドを駆使し、施設の理
念、職場の雰囲気、教育体系、働き方改革への取り組みなど、
多様なテーマを視覚的に伝えました。今年は医療施設以外
に、県内の訪問看護ステーションと福祉施設も初参加しまし
た。会場は「密状態」になることもなく、タイムスケジュー
ルに沿ってスムーズに進行したほか、事前登録者に限って一
定期間、YouTube で各施設の PR 動画を視聴できるなど、
オンラインのメリットを活かしたイベントとなりました。交換
会の冒頭には小藤幹恵会長がリモートで挨拶し、中盤には
県看護協会担当者による能登北部地域の看護職確保に関し
ての現状の報告や独自の取り組みの発表もありました。

INTERVIEW

速報

ホームページに載っていない
現場の医療職の声も聞けたら
よかったです。

（公社）石川県看護協会
会長 小藤 幹恵

働いている雰囲気や病院の施設
の様子など動画や写真で知るこ
とができ、早く自分に合った職
場を見つけて働きたいと言う気
持ちが強くなりました。

昨年は人気の施設はブースに入れませ
んでしたが、今回は興味のある施設を
はじめ、さまざまな施設の話を聞くこ
とができ大変参考になりました。

参加施設：53 施設

   参加者   ：455 名
　（来場）

就職情報交換会のデータ

　参加した施設からは「他の施設の説明を見ることができ
て大変参考になりました」「コロナの影響で説明会の場を設
けることができない中、参加できてよかったです」などの感
想をいただきました。

昨年度 今年度

参加施設：38 施設

   参加者   ：延べ 3,141 名
（アクセス）  

若者は
こう考える
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INTERVIEW 01 小松市民病院 K.K さん

INTERVIEW 02 感染症入院受入病院 E.Hさん

インタビューは 7 月下旬に行われました



不安はこうして
克服する

看護職と看護学生のための
WEB就職情報交換会2020

初のオンライン開催  県内38施設が魅力をPR! 

　　輝く日差しを受け、夏の花々が色とりどりに咲いています。
暑い季節、皆様もお元気にお過ごしのことと存じます。
石川県では COVID-19 陽性者ゼロが持続した時期を経て、
本格的な共生の道を探る日々かと思います。看護の受け手
への最善に向けた歩みを進めるにあたって、慎重に考えなが

ら手数を踏まえる努力を惜しまない各お立場でご活動、素晴ら
しい方向にあると思います。
　感染症流行下にあっても、人同士のあり方は双方に勇気や希望をもたらし明る
さに向かう力となります。
　今、多くの看護が必要です。看護職の資格を有する皆様には、一刻も早く、患者・
利用者が待つ場へ復帰し、経験・学習を得ていただきますように願います。With
コロナでの大切な一歩となります。ご心配なことがあれば、ご相談ください。一緒
に考えましょう。看護協会が支援いたします。仲間とともにひまわりのような笑顔
で暑い夏を乗り越えましょう。

コロナ対応に臨んだ看護師たち会長
ご挨拶
TOP MESSAGE

　    元々感染症の患者さんをケアする病棟に所属していたので、コロナ発生後は、そのまま担当チームの一員
となりました。大きな違いは感染対策ですね。専門の病棟で看護を終えた後は、特殊な防護服を脱いで顔と首
を念入りに消毒し、勤務終了後はシャワーを浴びて帰宅しました。感染のリスクに常にさらされている不安が幼
い子どもたちにも伝わったのか、一時は心苦しい思いをさせました。

　   忘れられない患者さんとの出会いがありました。人工呼吸器の挿管を嫌がる 60 代の男性で、ご家族は
強く勧めるものの、本人の意志は固く、その話し相手を何度か務めるうちに「（私の）気持ちを代弁
してほしい」と依頼されるまでに信頼関係を築くことができました。幸い快方に向かい、挿管する
ことはありませんでしたが、「コロナの患者さんだから」と一括りに対応せず、どのような時で
も個人の気持ちを尊重し、その上でベストを尽くすことに集中するようになりました。

　    4 月のある日、咳が止まらなくなりました。診察の結果は風邪でしたが、（私自身が）コロナに感染するこ
とよりも、患者となって誰かにうつしてしまうことが本当に怖かったです。そのような中、病棟の師長は常に余
裕のある態度を保ち、コロナに関わるスタッフ全員と個別面談を実施して気持ちを吐露する場を設けてくれるな
ど、そのリーダーシップには本当に助けられました。

コロナの患者さんを担当することになったきっかけは？

働いている期間中はどうでしたか？

今回の看護を振り返って、今思うことは？

　   「私で役に立てるのなら。この経験を活かす時がまたくるかもしれない」と思い立ち、コロナ病棟のスタッ
フになりました。平時の看護との大きな違いは、防護具をフル装備してのケアでしょうか。患者さんからも「そ
んな格好で大変やね」 と労いの言葉をかけていただきました。実際、発汗は著しく、緊張感と暑さで想像以上
に体力を消耗しました（着脱後のマスク痕にも悩まされました）。

　    私たちコロナ病棟のスタッフは、孤立無縁の状態で未知のウイルスと闘っていたわけではありません。
病院からは必要な医療物資の供給をはじめ、全面的なバックアップを受け、働きやすい環境を整えてもらい

ました。市民の皆様からは、心のこもった温かいメッセージをいただきました。個人的にはこの期間中、
国内外の友人との SNS を使ったコミュニケーションも力になりました。今回の看護から人とのつなが
りをより強く感じています。

　    普段にも増して体調を管理し、報道と現場がリンクしている事態に今までの医療現場とは異なる緊迫感があ
りました。感染リスクや限られた防護具の使用回数を考慮した結果、看護師は病棟に常駐できず、患者さんは
不安だったと思います。病棟に入る看護師は、目以外の表情は防護具に覆われた状態でしたが、ベッドサイド
を訪れたときは、その目をしっかりと合わせて話を聞くように心がけました。インターフォンでの会話の際は、
声かけの内容や声のトーンを意識して心を通わせることに努めました。チームのメンバーとは日頃から大切にし
ているチームワークを発揮すべく「乗りかかった船だから、最後まで頑張ろう」と励まし合い、前へと進みました。
結束力は高く、ユーモアを忘れずに懸命に従事することができました。

コロナの患者さんを担当することになったきっかけは？

働いている期間中はどうでしたか？

県内における最初のピークが過ぎた今、思うことは？

裏面にもインタビューが続きます

　看護職と看護学生のためのWEB 就職情報交換会 2020（主
催・石川県、石川県看護協会）は 8 月 12 日（水）、石川県
看護協会をメイン会場にライブ配信されました。
　参加施設はオリジナル動画やスライドを駆使し、施設の理
念、職場の雰囲気、教育体系、働き方改革への取り組みなど、
多様なテーマを視覚的に伝えました。今年は医療施設以外
に、県内の訪問看護ステーションと福祉施設も初参加しまし
た。会場は「密状態」になることもなく、タイムスケジュー
ルに沿ってスムーズに進行したほか、事前登録者に限って一
定期間、YouTube で各施設の PR 動画を視聴できるなど、
オンラインのメリットを活かしたイベントとなりました。交換
会の冒頭には小藤幹恵会長がリモートで挨拶し、中盤には
県看護協会担当者による能登北部地域の看護職確保に関し
ての現状の報告や独自の取り組みの発表もありました。

INTERVIEW

速報

ホームページに載っていない
現場の医療職の声も聞けたら
よかったです。

（公社）石川県看護協会
会長 小藤 幹恵

働いている雰囲気や病院の施設
の様子など動画や写真で知るこ
とができ、早く自分に合った職
場を見つけて働きたいと言う気
持ちが強くなりました。

昨年は人気の施設はブースに入れませ
んでしたが、今回は興味のある施設を
はじめ、さまざまな施設の話を聞くこ
とができ大変参考になりました。

参加施設：53 施設

   参加者   ：455 名
　（来場）

就職情報交換会のデータ

　参加した施設からは「他の施設の説明を見ることができ
て大変参考になりました」「コロナの影響で説明会の場を設
けることができない中、参加できてよかったです」などの感
想をいただきました。

昨年度 今年度

参加施設：38 施設

   参加者   ：延べ 3,141 名
（アクセス）  

若者は
こう考える

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

INTERVIEW 01 小松市民病院 K.K さん

INTERVIEW 02 感染症入院受入病院 E.Hさん

インタビューは 7 月下旬に行われました
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2020年度再就業支援セミナーのお知らせ

インタビューでは、4 月にコロナの患者さんを担当された看護師の方にその胸の内を語っていただき
ました。前線に赴く看護師、送り出す管理者、そしてそれを支えるすべてのスタッフの方々の強い絆と、
過酷な状況下においても看護のあり方を追求し続けるその姿には、誰もが胸を打たれます。

ナースセンター事務担当：中川

編集後記

公益社団法人石川県看護協会 石川県ナースセンター 〒920-0931 金沢市兼六元町3番69号
076(225)7771 076(225)7788

髙城･山下･霜･中川
isikawa@nurse-center.net http://www.nr-kr.or.jp

た き しも

前年比
8割減

石川県 eナースセンターに登録中の
看護職が望む働き方 withコロナ時代では

新型コロナウイルス感染症の影響により
2020年1月～6月のイベント等の求人は

※令和元年度の
   データによる

今あなたに
できること
今あなたに
できること

看護師免許を持っているあなたは、期待されています！看護師免許を持っているあなたは、期待されています！

あなたが働き方を
迷っている間を
あなたが働き方を
迷っている間を
第 2波、第 3波は
待ってくれない！
第 2波、第 3波は
待ってくれない！

イベント救護の
求人があったとしても
イベント救護の

求人があったとしても
感染対応力は必須！感染対応力は必須！

今のうちに現場で働き始めること1 ブランクを埋めるセミナーを受けること2

短期の
イベント等救護

短期の
イベント等救護
（年間就業実績の

53％※）
（年間就業実績の

53％※）

常勤でも
日勤だけ
常勤でも
日勤だけ

（希望する勤務形態の
69％※）

（希望する勤務形態の
69％※）

急募
石川県看護協会

県内での新規感染者数の増加を受け、８月１１日（火）より宿泊療養施設（東横イン金沢兼六園香林坊）

での無症状・軽症者の受け入れが再開されました。石川県ナースセンターでは、当施設での対応に係る

潜在看護師の方を募集しています。詳細は協会ＨＰをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、予定が変更となる場合があります。最新情報は協会ＨＰにて、ご確認いただけます。

セミナーのお知らせは最終ページをご覧ください

withコロナ時代の看護職の就職に求められるもの
No

7

8

10

9

開催場所

恵寿総合病院
（調整中）

公立つるぎ病院

小松市民病院

金沢医科大学病院

申込締切

11 月  5 日（木）

11 月 19 日（木）

10 月  8 日（木）

  9 月 17 日（木）

研修内容

救急蘇生
(心肺停止時の BLS・CPR・AED)

採血・注射・点滴
(正しい知識と看護のポイント )

心電図
(心電図の基礎知識 /心電図・モニターの装着 )

呼吸ケア
(基礎知識 /酸素療法、呼吸音アセスメント・喀痰吸引 )

開催日時

10 月  1 日（木）

10 月 22 日（木）

11 月 19 日（木）

12 月  3 日（木）

13：30 ～ 16：00

14：00 ～ 16：00

14：00 ～ 16：00

14：00 ～ 16：00

　   自分の所属する病棟がコロナの患者さんを受け入れることになったと聞き、「リスクは高いかもしれないけ
れど、看護師として嫌とは言っていられない」と気持ちはすぐに固まりました。いざ看護を始めると、これまで
とは根本から違うと感じました。ベッドサイドで熱をはかったり、会話をしたりと、いつもの看護ができません。
特殊な防護具やナースコールを使ったコミュニケーションなど、患者さんとの距離が何だか遠くなったような気
がしました。

　    看護師としてのキャリアはまだ数年ですが、先輩が「このようなことは一生に一回あるかどうか」と話して
いるのは理解できます。緊急事態を体験し、看護師として学ぶことと技術を向上することの大切さがよ
く分かりました。これからも日々の勤務で学ぶ姿勢は持ち続けたいと思います。コロナについては先
はまだ見えませんが、正確な対応を心がけて患者さんが退院できるように貢献したいですね。

　   当院は軽症患者さんを受け入れていたので、皆さんの状態は比較的安定していました。しかし、PCR 検査
で2回連続陰性が出ないと退院できないため、入院期間は延びてストレスが溜まる傾向にありました。そこで「ご
家族とは何を話されましたか」「何か必要なものはありますか」などと声をかけて、気持ちを和らげることを意
識しました。また、会話以外にも何かできればと、普段の生活で食後にコーヒーを飲む人にはコーヒーを提供
するなど、病院でもいつもの生活リズムで過ごしてもらうためにできることを取り入れました。

コロナの患者さんを担当することになったきっかけは？

働いている期間中はどうでしたか？

県内における最初のピークが過ぎた今、思うことは？

Q

A

Q

A

Q

A

力を磨く力を磨く

石川県看護協会のホームページにはインタビュー全文が掲載されています

INTERVIEW 03 公立能登総合病院 K.Hさん


