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コロナ禍で働く看護師たち

ます だ かつ み

　COVID-19（新型コロナウイルス感染症）の感染

拡大により、全国各地の医療従事者たちが様々な場

所で患者対応に奮闘しています。そして最も患者さ

んの近くでケアを実践するのが現場の看護師たちで

す。　　

　昨年以降、COVID-19の感染拡大の影響でかつて

ないほど、看護師の仕事、看護の現場が注目を集め

ました。そして現場で働く看護師の需要が急激に高

まり、厚生労働省は５月８日に出した「新型コロナ

ウイルス感染の拡大に対応する医療人材の確保の考

え方及び関係する支援メニューについて」で、現場で

働く医療従事者の負担軽減とニーズ増大に対応する

ために、「離職防止に関すること」や「潜在看護職＊

の復職の促進」など様々な内容について都道府県に

求めました。

＊「潜在看護職」
結婚、出産、子育て、介護などの理由で離職した後、
現在は看護師として働いていない有資格者

看護師という仕事

　看護師は主に医師の指示に基づいて、診察や治療

の補助、患者さんの看護や援助をするのが主な仕事

です。具体的には体温・血圧などの測定、採血、注

射、点滴、薬の管理、食事や排泄、入浴の介助、か

らだ拭き、口腔ケアなど多岐に渡って援助します。

　また、担当した患者さんの状態や行ったケアは全

てカルテに記録し、医師や同僚の看護師との情報交

換など多くの仕事があります。患者さんの家族への

対応も多くは看護師が行います。

　看護という仕事は24時間365日、夜勤・交代勤

務を行いながら患者の生命と健康を守る、社会的意

義の大きな、やりがいのある職業です。同時に、人

の生命を左右する判断や処置など、強いストレスや

緊張感を伴う職業でもあります。従って、看護とい

う仕事と子育てや介護等を両立できず離職をする人

達が多いことも事実であり、働き続けられる勤務環

境の整備が重要課題と言えます。

鶴見病院の看護師たち

　感染症指定病院である鶴見病院の看護師たちは、

昨年１月28日に新型コロナウイルス感染症が指定

感染症に定められて以降、多くの困難やストレス、

大きな環境変化に直面しました。　

　まず大きかったのは、別府で唯一である「緩和ケ

ア病棟」を休止し、感染症病棟へ転用するという選

択でした。結果、そこで勤務していた18名のス

タッフは全て勤務異動することとなり、まさに青天

の霹靂であったと思います。自分の居場所を急に

失った感覚に陥り、無力感を持つ者もいました。

　加えて、コロナウイルス感染症の患者さんを受け

入れるための緊急かつ最重要課題は、人員配置でし

た。これまで経験したことのない未知の感染症患者

に対応する看護師を24時間体制で配置する必要が

ありました。

　もちろん誰もが、専門職として患者対応をするこ

とは当然の業務であると頭では理解していました。

しかし、勤務者を選ぶ管理者、選ばれるスタッフ、

双方が大きなストレスを抱えました。

■当時の管理者の声
・業務とはいえ、未知の感染症に対応する勤務をする
よう話をするのが辛い

・部下を勤務させるより、自分で勤務に入った方が気
が楽だ

・スタッフへのメンタルケアを十分にしてあげたい
・説明してもスタッフの不安や疑問が多くどうして対
応すればいいか困難に感じる

■当時のスタッフ看護師の声
・家族に小さい子供や高齢者がいるので勤務後、家に
帰るのが不安

・勤務するなら自宅には帰れない
・感染症病床に勤務して自分が感染してしまったらど
うしよう

・家族に（勤務すること）反対されてしまい、困って
いる

・独身のスタッフしか選ばれないのだろうか
・感染症病棟だけに勤務する専属になってしまうのだ
ろうか

勤務への不安を
軽減するために実施したこと

・部署での病棟会に看護部長も参加（現場管理者の
説明をサポート、スタッフの質問や不安を直接聞く）

・多く寄せられた質問事項に関して、Q＆Aを発行

・看護部長、感染管理認定看護師と共同で、全看護
師向けの説明会を開催

・防護具の取り扱いのトレーニングを実施

・感染管理認定看護師が、初動で対応する可能性の
高い部署のスタッフに適宜、情報交換や説明会を
実施

・感染症病床勤務後に帰宅できないと申し出があっ

た場合の対応を決定（必要時ホテルを確保または職

員寮を数室確保）

・手当支給の交渉

・勤務する看護師のご家族へ向けて、勤務する職員

への理解とサポートをお願いする内容の手紙を看

護部長名で作成（職員を通じてお渡し。渡したくな

い人には強制せず）

・COVID-19対応者のためのストレスチェックリス

ト作成（参考：日赤　新型コロナウイルス感染症に

対応する職員のためのサポートガイド）

・１勤務帯の勤務者は複数制とし、慣れない勤務も

助け合いながら実践し、休息も取りやすい体制と

した

試される現場力

　昨年３月に最初の患者さんが入院して以来、49

名（１月末現在）の患者さんが入院されました。

　手探りの中、業務や対応手順を作り、感染対策、

スタッフに対する支援などに取り組みました。管理

者たちは柔軟かつスピード感を持って対応してくれ

ました。現場の看護師たちは、とにかく驚くほどの

頑張りを見せ、現場の底力を感じました。

　今年に入って入院される患者さんは高齢者が多く、

介護度や重症度が増しています。看護師は患者さん

の検温や症状の観察、身の回りの世話、採血や点滴

など病室に滞在する時間が長くなってきました。緊

張感を持ちながら、また防護具を着けての業務は大

変疲れます。適切な休憩時間、勤務後の休息日の確

保も必須です。

　一方、感染症病棟以外の病棟や救急部門、外来等

で働くスタッフも、鶴見病院の本来の役割である救

急車の受入れや各種専門診療科の患者対応に関して

手を抜くことはできません。

　ここでも徹底した感染予防対策を行いながら皆で

協力し合って対応しています。

　このような状況が長く続く中、病院からクラス

ター（集団感染）は絶対に出せないという感覚は、

かなりのプレッシャーとなっています。　

　同時にいつ出てもおかしくないとも思っています。

　これまで実践すべきことは全て行っているつもり

ではありますが「今の対策・やり方で良い。万全で

ある。」とは考えていません。「決めたことはきちん

とやれているか」「本当にこれで良いか」「もっとや

るべきことはないか」など、現場の意見も取り入れ

ながら常に検討を重ねています。

それでも看護を続けよう

　昨年から今年にかけて、たくさんの方々から感謝

の言葉や応援をいただきました。ただ、職業、職場

として見た時に看護の現場、鶴見病院は大変な職場

だと思われたことでしょう。

　これから看護師を目指す人、就職先を考える人た

ちはどういう気持ちでいるのかが気になるところで

す。できれば、将来の仲間が今後もたくさん増える

ことを心から願っています。

　少なくとも、この１年間でコロナに関連した理由

で当院を退職した看護師はいませんでした。もとも

と鶴見病院では、看護師が働き続けられる職場環境

作りを目指してきました。福利厚生も充実しており、

組織全体が看護部に協力的な職場です。

　「恕」おもいやりを病院の院是とし、「自分を思う

のと同じように相手“患者さん、ご家族、そして職

員同士”をおもいやりながら、実践し・協働する」

ことを看護部のモットーとしています。

　４月に新しい仲間（新入職看護師）を18名迎え

る予定です。新しい仲間と共に、新しい年度も前向

きに病院全体で協力体制をとりながら頑張っていき

たいと思っています。
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射、点滴、薬の管理、食事や排泄、入浴の介助、か

らだ拭き、口腔ケアなど多岐に渡って援助します。

　また、担当した患者さんの状態や行ったケアは全

てカルテに記録し、医師や同僚の看護師との情報交

換など多くの仕事があります。患者さんの家族への

対応も多くは看護師が行います。

　看護という仕事は24時間365日、夜勤・交代勤

務を行いながら患者の生命と健康を守る、社会的意

義の大きな、やりがいのある職業です。同時に、人

の生命を左右する判断や処置など、強いストレスや

緊張感を伴う職業でもあります。従って、看護とい

う仕事と子育てや介護等を両立できず離職をする人

達が多いことも事実であり、働き続けられる勤務環

境の整備が重要課題と言えます。

鶴見病院の看護師たち

　感染症指定病院である鶴見病院の看護師たちは、

昨年１月28日に新型コロナウイルス感染症が指定

感染症に定められて以降、多くの困難やストレス、

大きな環境変化に直面しました。　

　まず大きかったのは、別府で唯一である「緩和ケ

ア病棟」を休止し、感染症病棟へ転用するという選

択でした。結果、そこで勤務していた18名のス

タッフは全て勤務異動することとなり、まさに青天

の霹靂であったと思います。自分の居場所を急に

失った感覚に陥り、無力感を持つ者もいました。

　加えて、コロナウイルス感染症の患者さんを受け

入れるための緊急かつ最重要課題は、人員配置でし

た。これまで経験したことのない未知の感染症患者

に対応する看護師を24時間体制で配置する必要が

ありました。

　もちろん誰もが、専門職として患者対応をするこ

とは当然の業務であると頭では理解していました。

しかし、勤務者を選ぶ管理者、選ばれるスタッフ、

双方が大きなストレスを抱えました。

■当時の管理者の声
・業務とはいえ、未知の感染症に対応する勤務をする
よう話をするのが辛い

・部下を勤務させるより、自分で勤務に入った方が気
が楽だ

・スタッフへのメンタルケアを十分にしてあげたい
・説明してもスタッフの不安や疑問が多くどうして対
応すればいいか困難に感じる

■当時のスタッフ看護師の声
・家族に小さい子供や高齢者がいるので勤務後、家に
帰るのが不安

・勤務するなら自宅には帰れない
・感染症病床に勤務して自分が感染してしまったらど
うしよう

・家族に（勤務すること）反対されてしまい、困って
いる

・独身のスタッフしか選ばれないのだろうか
・感染症病棟だけに勤務する専属になってしまうのだ
ろうか

勤務への不安を
軽減するために実施したこと

・部署での病棟会に看護部長も参加（現場管理者の
説明をサポート、スタッフの質問や不安を直接聞く）

・多く寄せられた質問事項に関して、Q＆Aを発行

・看護部長、感染管理認定看護師と共同で、全看護
師向けの説明会を開催

・防護具の取り扱いのトレーニングを実施

・感染管理認定看護師が、初動で対応する可能性の
高い部署のスタッフに適宜、情報交換や説明会を
実施

・感染症病床勤務後に帰宅できないと申し出があっ

た場合の対応を決定（必要時ホテルを確保または職

員寮を数室確保）

・手当支給の交渉

・勤務する看護師のご家族へ向けて、勤務する職員

への理解とサポートをお願いする内容の手紙を看

護部長名で作成（職員を通じてお渡し。渡したくな

い人には強制せず）

・COVID-19対応者のためのストレスチェックリス

ト作成（参考：日赤　新型コロナウイルス感染症に

対応する職員のためのサポートガイド）

・１勤務帯の勤務者は複数制とし、慣れない勤務も

助け合いながら実践し、休息も取りやすい体制と

した

試される現場力

　昨年３月に最初の患者さんが入院して以来、49

名（１月末現在）の患者さんが入院されました。

　手探りの中、業務や対応手順を作り、感染対策、

スタッフに対する支援などに取り組みました。管理

者たちは柔軟かつスピード感を持って対応してくれ

ました。現場の看護師たちは、とにかく驚くほどの

頑張りを見せ、現場の底力を感じました。

　今年に入って入院される患者さんは高齢者が多く、

介護度や重症度が増しています。看護師は患者さん

の検温や症状の観察、身の回りの世話、採血や点滴

など病室に滞在する時間が長くなってきました。緊

張感を持ちながら、また防護具を着けての業務は大

変疲れます。適切な休憩時間、勤務後の休息日の確

保も必須です。

　一方、感染症病棟以外の病棟や救急部門、外来等

で働くスタッフも、鶴見病院の本来の役割である救

急車の受入れや各種専門診療科の患者対応に関して

手を抜くことはできません。

　ここでも徹底した感染予防対策を行いながら皆で

協力し合って対応しています。

　このような状況が長く続く中、病院からクラス

ター（集団感染）は絶対に出せないという感覚は、

かなりのプレッシャーとなっています。　

　同時にいつ出てもおかしくないとも思っています。

　これまで実践すべきことは全て行っているつもり

ではありますが「今の対策・やり方で良い。万全で

ある。」とは考えていません。「決めたことはきちん

とやれているか」「本当にこれで良いか」「もっとや

るべきことはないか」など、現場の意見も取り入れ

ながら常に検討を重ねています。

それでも看護を続けよう

　昨年から今年にかけて、たくさんの方々から感謝

の言葉や応援をいただきました。ただ、職業、職場

として見た時に看護の現場、鶴見病院は大変な職場

だと思われたことでしょう。

　これから看護師を目指す人、就職先を考える人た

ちはどういう気持ちでいるのかが気になるところで

す。できれば、将来の仲間が今後もたくさん増える

ことを心から願っています。

　少なくとも、この１年間でコロナに関連した理由

で当院を退職した看護師はいませんでした。もとも

と鶴見病院では、看護師が働き続けられる職場環境

作りを目指してきました。福利厚生も充実しており、

組織全体が看護部に協力的な職場です。

　「恕」おもいやりを病院の院是とし、「自分を思う

のと同じように相手“患者さん、ご家族、そして職

員同士”をおもいやりながら、実践し・協働する」

ことを看護部のモットーとしています。

　４月に新しい仲間（新入職看護師）を18名迎え

る予定です。新しい仲間と共に、新しい年度も前向

きに病院全体で協力体制をとりながら頑張っていき

たいと思っています。

第１回 見学会　　2021年 3月 26日（金） 10:00～12:00

第２回 見学会　　2021年 4月 24日（土） 10:00～12:00

第３回 見学会　　2021年 5月 8日（土） 10:00～12:00

第４回 見学会　　2021年 5月 22日（土） 10:00～12:00

大分県厚生連鶴見病院見学会のご案内

１回の見学会の参加人数は、10名までとさせて頂きます

＊上記以外にも相談頂ければ、随時受け入れ可能です。（日・祝日を除く）



厚生連だより 大分 ５

2021年宿泊人間ドック
記念キャンペーン
　平成２年にスタートした宿泊人間ドックは30周年、平成23年スタートの特別宿泊
人間ドックは10周年を迎えることができました。ご利用頂きました皆さま方へ心よ
り感謝とお礼を申し上げます。
　つきましては、日頃のご愛顧に感謝し、「宿泊人間ドック記念キャンペーン」を企画
いたしました。
　キャンペーンでは、宿泊者全員へ天然水をプレゼントいたします。また、対象者は
２日目の昼食をホテルで温泉と共にお愉しみください。

※対象となるコースをご希望された方に記念券（4,500円相当の御食事券）をお渡しします。
　ご希望の取扱店をお申し付けください。利用時は事前予約が必要です。

１．対　象　者
１）特別宿泊人間ドックコースを受診する方
２）宿泊人間ドックコース＋オプション検査16,500円（税込）以上追加された方

２．対象期間
令和３年１月５日（火）～令和４年３月末までの受診者

３．キャンペーン内容／対象者は以下のホテルから２日目の昼食が選択できます。
①　ＡＮＡインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ
②　潮騒の宿 晴海 及び アマネリゾート ガハマ
③　ホテル＆リゾーツ別府湾（旧：別府湾ロイヤルホテル）

４．予　約　先
☎０９７７－２３－７１１２（キャンペーンリーダー　塩田）

ＡＮＡインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ 潮騒の宿 晴海 及び アマネリゾート ガハマ ホテル＆リゾーツ別府湾



★介
護老人保

健施設

シェモア鶴見でのひととき★
節分会を開催しました

　入所フロアーでは２月４日に節分行事を行いました。

　職員が扮した鬼に向かって、入所者の皆様は、清々しいくらいに容赦なく、

豆（に見立てた玉入れの玉）をぶつけていました。

　本当に容赦なかったです。( ；∀；)

　普通の「鬼は外、福は内」の掛け声が聞かれる中、疫病退散の思いを込めて

か「コロナ外、福は内」の掛け声も多く聞かれました。

　「新型コロナウイルス感染症には早く退散して頂き、一日でも早く気兼ねな

く家族と面会したい」との願いに、鬼（職員）の目には涙が。

厚生連だより 大分６



株式会社 伊藤園 様 より
「国内で最初の感染から１年が

経過した今もなお拡大を続ける

新型コロナウイルス感染症の脅

威に、最前線で対峙されている

医療従事者の皆様に対する敬意

と感謝の気持ちを込めて」と

「お～いお茶」50箱を寄贈し

ていただきました。

ＫＯＳＥ/日本財団 様 より
「新型コロナウイルスと向き合う医療現場の

みなさまに、敬意をこめて。」

と化粧品500箱を寄贈していただきました。

株式会社コーケン 様 より
「ワクチン接種時などに活用

して欲しい」

とフェイスガード400枚を

寄贈していただきました。

こころより感謝申し上げます。
あたたかいご厚意に対しまして

厚生連だより 大分 ７
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ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校
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川
通
り

富
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見
　
通
り

JR日豊本線

九
州
横
断
　
道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園

マルショク

別府国際観光港

別　府　湾

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校

発行／大分県厚生農業協同組合連合会　〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地　TEL 0977-23-7465　FAX 0977-23-7493　http://www.oita-koseiren.com

※鶴見病院のホームページへの
　アクセスはこちら
　
http://www.ok-tsurumi.com/

※健診内容や料金などをご覧になりたい方は
　健康管理センターのホームページにアクセス
　
http://www.ok-kenkou.com/

　３月になり、例年であれば

桜の開花予定日が気になり、

花見の予定を立てる時期です

が今年は自粛ムード。

　来年こそは気兼ねなくと願

います。　　　　　 （K.Y）

編集
後記

健健 康康 のの ワンポイント

花粉症の対策について

健康管理センター

１月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
日 田
臼 杵
野 津
佐 伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計 2,529名
（うちJA 379名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
Ｊ Ａ 玖 珠 九 重
Ｊ Ａ 九 重 町 飯 田
大 分 大 山 町 農 協
下 郷 農 協

《１月健診》

東部事業部

中西部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部

58 
0 
47 
8 
35 
9 
1 
2 
3 
9 
26 
51 
12 
37 
14 
6 
48 
12 
1 
0 
0

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

★外出時の花粉症対策★
○花粉情報をこまめにチェック
　花粉が飛散しやすいのは、
①天気が晴れや曇りの時　
②気温が高い時　
③湿度が低い時　
④風が強い時　
⑤前日が雨の時

　となります。
　当日や週間天気予報をこまめに
確認し注意しましょう。

○外出時は完全防備を
　外出時は帽子・メガネ・マス
ク・マフラーを身につけましょう。
マスクは内側を少し湿らせておく
と湿度が保たれるのでオススメで
す。メガネも花粉対策用のものを
使用すれば、眼に入る花粉の量を
大きく減らすことができます。

○外出を控えめに
　花粉の飛散の多い日は特に注意
が必要です。１日のうち飛散の多
い時間帯（地域によって差があるが、
13時～15時頃）の外出もなるべく
控えましょう。

○帰宅後は玄関でシャットアウト
　衣服、ペットなどについた花粉
はきちんと外ではらい、なるべく
室内に持ち込まないようにしま
しょう。

★家の中での花粉症対策★
○ドア・窓をキチンと閉める
　花粉の飛散が多いときは、きち
んとドアや窓を閉めて、花粉の侵
入を防ぐことが大切です。

○掃除はこまめに
　防いでいるつもりでも、室内に
はかなり花粉が侵入しています。
床がフローリングであれば毎日拭
き掃除を行うと効果的です。

★就寝時の花粉症対策★
○枕元の花粉を拭き取る
　床の上はもちろん、ベッドにも
花粉はたまっています。寝ている
ときに花粉を吸い込まないように、
枕まわりを水で少し湿らせた
ティッシュやタオルで拭き取りま
しょう。

○空気清浄機を活用
　空気清浄機を使いながら寝るの
もぐっすり睡眠をとるためのポイ
ントです。また、風邪の予防にも
役立ちます。


