
トイレ誘導、午後のバイタルチェック等
15 時半からおむつ交換がありますが、自分でトイレ
まで行ける人はできるだけ自力で行ってもらうように
介助します。こうした日常生活に必要な動作を自分で
できるようになることは回復期リハビリの大事な目的
の一つ。退院後の自宅や施設での生活に少しでも役立
つように…と心がけながら介助しています。

終業

電子カルテ入力
電子カルテには、バイタルの値や日中の様子だけでなく、
リハビリの進捗状況や雑談の時の言葉など、体調やメンタ
ルに関わることも入力。ナースステーションで記入するこ
ともできますが、私はできるだけホールや通路などで作業
しながら、ここを通る患者さんたちと話をしたり病室の様
子を見守ったりしてコミュニケーションをとるように心が
けています。その他、水分を配ったり夜勤の人達に申し送
りをしたりしながら17時半に勤務終了。残業はありません。

昼休憩
昼食は休憩室で。売店もありますが、私は高校時代か
ら使っているお気に入りのお弁当箱で母手作りのお弁
当を持ってきています。甘い卵焼きはほぼ毎日入れて
もらう大好物で、寒い時期にはスープジャーに温かい
お味噌汁やスープがつくことも。食べ終わったらテレ
ビを見たりお喋りをしたりしながら、１時間、リラッ
クスして過ごします。

12:30

13:30

17:30

この病院に入って得たものは？ 働きやすいと感じるポイントは？

職員同士のコミュニケーションは？

各病棟で多くの患者さんを担当すること
が何よりの成長に繋がっています。回復
していく様子や元気に退院される姿を見
ると励みになりますし、私が患者さんに
教えてもらっていることもたくさんある
のだと実感します。自分ひとりではなく
先輩たちの経験や
技術、知識に学び
ながら“丁寧な医
療”を心掛けるよ
うになりました。

わからないことに直面した時、先輩方が優しく的確に
指導して下さいます。それから残業が少ないことや、
有給休暇を取る時も事前にちゃんと申請すれば休む理
由などについても報告しなくていい点も、働きやすい
ポイントだと思っています。

コロナ禍の真っただ中に働き始めたので仕事以外の
コミュニケーションの場はあまり多くありませんが、
院内感染対策を徹底しながら一年に一度は研修を兼
ねた交流会があります。仕事中とは違う雰囲気で気
軽にいろいろと話せるいい機会です。

015

県内の企業で働いているフレッシュな社員さんの 1日を密着取材！
１日の業務の流れから、働くことの意義や楽しみなども語ってもらいました。

フレッシュ
さんの タイムテーブル

出勤
毎朝、自家用車で通勤。出退勤の管理は顔認証システ
ムで行います。体温測定と手指の消毒をしてから病院
内へ入り、仕事着に着替えたら一日の始まりです。

申し送り・朝礼
前日の日勤のリーダーや夜勤担当者から、患者さんの
情報を受け取ります。自分の担当する患者さんの情報
は電子カルテで特に詳しくチェック。

血圧・体温・脈拍測定など
病室をまわりながら患者さんの体調をチェックしてい
きます。測定した数字だけでなく、顔色や気分など
ちょっとした変化も大切な情報。緊張させないように
にこやかに話しかけながら一人ひとりの様子をしっか
りと確認していきます。この時に気づいたことは日勤
のリーダーに報告。自分ひとりではなく多くの人の目
で患者さんの変化に気を配ります。

森本 鈴華さん

延岡市出身。子どもの頃、妹が入院した時に見た看護師さんの
仕事ぶりに憧れ、自分も看護師になろうと決意。聖心ウルスラ
学園看護専攻科を卒業後、2022年４月に平田東九州病院に入職。
新人としてコロナ禍の病院で仕事をする中で将来は緩和ケアの
仕事もやりたいという新しい目標を胸に、日々奮闘中。

医療法人 久康会 平田東九州病院
回復期リハビリテーション病棟 看護師
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現場での品質確認
現場に向かって流動中製品の品質確認を行います。 
外観に問題が無いか、膜厚に問題が無いか、いつもと
違う事象が起こっていないか等、実際に製品を手に
取って自分の眼で確かめます。そして、製造リーダー
やオペレーターの方と異常が発生していないか、困り
ごとが発生していないか等、聞き取り調査を行います。

品質解析
お客様や社内から依頼された異常事象品の解析を行
います。外観や膜厚はもちろんのこと、マイクロス
コープや電子顕微鏡を使って拡大観察を行って原因
を特定したり、原子吸光装置や滴定分析等で工程内
の処理液に不純物が入っていないか、変化点はない
か等、あらゆる角度で事実確認を行います。

終業
お客様からの依頼事項メールや製造部門からの依頼 
事項に対応漏れが無いかを再度確認します。確認が 
終わったら、明日の業務内容の整理や段取りを行って 
１日の業務を終了します。

この会社に入って得たものは？

働きやすいと感じるポイントは？ 社員同士のコミュニケーションは？

「達成感」、これにつきます。この会社に入って
から仕事を通じて知識を得る楽しさを知り、そ
の知識を持ってお客様と協議をして喜んでも
らったときの達成感は何物にも変えられません。
また、様々な調査解析をして、点と点が一つの
線になってつながった時、分からないものが分
かった時の達成感も同様です。

仕事に対する社内の「距離感が無い」こと。これ
は社員同士だけではありません。社長、専務、常務、
上司、他部門の距離感が無く、相談や意見が出し
やすい環境です。場合によっては社長や専務か
ら直接指導をいただくこともあるくらいです。

とにかく食べることが好き。休日には職場の仲
間と美味しいお店を探してランチに行くなど、
食を共有することでコミュニケーションを高め
ています。食べた分はおしゃべりで消化。もち
ろん、コロナ対策は欠かしません。

13:00

15:00

17:00

017

出勤・朝礼・情報収集
事務所からは桜やもみじ、ツツジといった四季折々の
花木が見えます。出社と同時に事務所の窓を開けるの
が日課で、気持ちを仕事モードに切り替える瞬間です。
朝礼では前日に出た課題や本日やるべきこと、来客等
の情報共有を行いベクトルを合わせます。その後自分
のデスクに戻り、お客様からのメール確認や品質確認
内容の整理を行って仕事開始です。

仕事開始
まずは、前日の外観検査記録照合や工程条件記録の照
合を行い、傾向的な異常が発生していないか、品質記
録に不備が無いかを確認します。もちろん、異常があ
ればすぐさま上長へ報告。その後、前日製造分の出荷
保証確認。蛍光X線装置で膜厚（めっきの厚み）を
測定し、合格となった製品の出荷検査成績書を作成し
て発行します。

昼休憩
大好物は白ごはんやパン等の炭水化物。新米で作っ
たおにぎりなんて最高です。ごはんのお供にお漬物、
佃煮、お味噌等を持ってきて、職場の仲間とシェア
するのが楽しみ。美味しい食パンが手に入った時な
どは、一本まるごと持ってきてシェアするなんてこ
ともあります。

フレッシュ
さんの タイムテーブル

山田 由貴子さん

宮崎市出身。入社と同時に品質保証部門に配属。表面処理
加工の１つである「めっき」は未知の部門で不安だったが、
「分からなくてもとにかく現場に行け」と言う上司からの言
葉を信じ、実行。これが成長につながり、仕事にやりがい
を感じている。

ミクロエース 株式会社
品質保証課
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品質解析
お客様や社内から依頼された異常事象品の解析を行
います。外観や膜厚はもちろんのこと、マイクロス
コープや電子顕微鏡を使って拡大観察を行って原因
を特定したり、原子吸光装置や滴定分析等で工程内
の処理液に不純物が入っていないか、変化点はない
か等、あらゆる角度で事実確認を行います。
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終わったら、明日の業務内容の整理や段取りを行って 
１日の業務を終了します。
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