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もし、今、あなたの目の前に倒れている人がいたら、あなたは思わず駆け
寄って助け起こそうとするでしょう。また、人間に限らず、さまざまな生物が
我が子に対して示す愛情に、誰もが心温まる思いを抱いた経験があると思いま
す。このような、他者に対する援助や愛情の感情こそが、看護学におけるケア
の原点であると著者らは考えています。

近代科学の発展と共に医療が高度化・細分化することに伴い、看護者もスペ
シャリストとしての役割が追求されてきました。看護実践や看護学の進歩は、
関連分野の学問としての専門性の深化にも貢献しました。専門性を追求した結
果、残念ながら、現代の看護ケアは、看護の対象者の個性を考慮した「長期的
に、病や障がいをもつ人と向き合うケア」よりも、病気の特性に着目した「短
期的に、ある特定の病を治療するケア」に重きを置いて行われるようになりま
した。しかし、F. ナイチンゲールは、『看護覚え書』（1859）の中で、病気は
回復の過程に過ぎず、人間が有する自然治癒力とのバランスが崩れた時に、病
気という現象が発現すると述べています。つまり、看護ケアには、病気が発現
してから治療するケアだけでなく、未病の段階で行われる病気を発現させない
ケアや、レジリエンス（回復力）を高めるために生活環境を整えるケアが必要
であると捉えることができます。このような看護ケアは、日常生活と切っても
切れない関係にあるだけでなく、看護の対象者の個性や生活様式によって柔軟
に変化させる必要があります。すなわち、現代において求められている看護ケ
アは、短期的に病院の中で行われるケアだけではなく、ケアする側とケアされ
る側が地域で共に生活する過程で、語り合い、紡ぎ合う関係性の中で実践され
る物語であると著者らは考えています。

看護学や看護実践に関する著書は、多くの諸先輩方によってすでにさまざま
なテーマで出版されており、精神看護学の分野でも多くの著書があります。そ
のような中で、本書の出版を考えた経緯について、はじめに述べたいと思いま
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す。
著者の一人が心に秘めていた将来の夢は、考古学者になることでした。古代

の人々が何を考え、どのように暮らしていたのかということに強い関心を抱い
ていたからです。この気持ちは今も変わりません。今、思えば、現代に生きる
自分のルーツを探る道を求めていたのかもしれません。ところが、この夢は、
実現することはありませんでした。両親が医療関係者になることを望んでいた
からです。希望に反して入った看護の道でしたので、残念ながら学ぶ意欲が湧
かず、看護に興味を抱くことができませんでした。

しかし、それでも年月が過ぎていき、気がつくと卒業し、国家試験にも合格
して看護師として病院に就職することになりました。新人看護師として配属さ
れた病棟は、総合病院の成人混合病棟でした。そこには、終末期の看護ケアが
必要な方々が入院されていました。今から 40 年前のことです。悪性腫瘍の疼
痛に苦しむ方々を看護する日々は、看護技術の提供のみならず、人間観、看護
観という自らの生きる姿勢が問われる日々でもありました。その方々のこれま
での人生が凝集されている最期の瞬間に立ち会うことも多かったからです。こ
の時ほど、学生時代にもっと真剣に看護に向き合っておけばよかったと後悔し
たことはありませんでした。今でも、その頃に看護させていただいた方々を忘
れたことはありません。十分な看護ケアができなかったことを申し訳なく思い
ながらも、この方々の看護ケアから多くを学び、それらを通して、看護の奥深
さに初めて目覚めました。

そして、看護をゼロから学び直す覚悟を決め、3 年間の臨床経験後に大学に
入り直すことにしました。学部では、臨床経験が評価され、学生でありながら
教える側の経験をする機会も得ることができました。学部を卒業したのちは大
学院に進み、基礎看護学を専攻しました。日本文化を活かした看護理論構築に
関心があったからです。修士課程修了後は、母校でもある日本赤十字看護大学
の基礎看護学分野の助手として看護学の基礎教育に携わることになりました。
樋口康子先生のもとで看護の科学論（ケアサイエンス）の構築を目指して、眠
る間も惜しんで他の学問分野の文献を読み進め、研究活動を行った日々を懐か
しく思い出します。
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その後、子育てのために専業主婦となり、約 15 年間を子どもたちと過ごし
ました。しかし、その過程で、大きな危機に直面することになりました。いわ
ゆる健康住宅と称する新築住宅に転居したことをきっかけに、家族全員に化学
物質過敏症が発症したのです。化学物質過敏症は、建材などに含まれたごく微
量な有機溶剤などの化学物質が原因となり、アレルギー反応や抑うつ症状など
が発症し、次々と反応する化学物質が増えると共に、電磁波過敏症にも移行す
るという、まさに現代病ともいえる疾患です。今ではシックハウス症候群、あ
るいはシックビル症候群として知られるようにもなり、その頃と建築基準も変
わりました。しかし、現在でも、この疾患が抑うつ症状を発現することはあま
り知られていません。著者らも、その当時は、薬学や看護学といった医療に関
する知識を学んでいたはずでしたが、化学物質過敏症についてはまったく無知
でした。当時、小学生であった 2 人の子どもたちを含む家族全員に、抑うつ
状態、希死念慮、五感の感覚喪失、記憶の欠如等の症状が発現しました。新居
に転居して 3 年目のことです。家の床下から有機溶剤を取り除き、天然由来の
建材に変えるために何度も改修作業を行い、有機栽培・無農薬の食材や衣類に
変更する等、生活環境全般を変えるために奮闘しました。病から回復するため
に、新しい生活様式に変更せざるを得なかったのです。

その過程で、心身のつながりを痛感し、改めて精神科看護を学ぶ必要性から
約 15 年ぶりに精神科の臨床に飛び込みました。その当時は、うつ病をもつ人
への看護援助についての知見が少なかったからです。15 年ぶりの臨床現場は、
設立 50 年の歴史をもつ単科の精神科病院でした。その中で、精神障がいをも
つ人の呈する精神症状に影響する治療的環境、とりわけ人的環境である看護者
の関わり、それ自体が癒しにも治療にもつながることを経験しました。こうし
て、精神科看護においては、H. ペプロウが述べているように cure（治療的ケ
ア）と care（看護的ケア）が同時に行われていることに気づきました。また、
教育を担当する管理者として看護師の継続教育を実践する機会も得ました。さ
らに、理論と実践をつなぐ橋渡しを目指して、大学院博士課程で精神看護学を
専攻することにもチャレンジしました。

大学院では、うつ病をもつ人の看護モデルの構築を試みました。その過程
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で、①「自己」である人間と「非自己」である環境との循環（自己・非自己循
環過程）に滞りが生じることで病が発症すること、②人間には自然治癒力や回
復力（レジリエンス）があることを看護者が信じる必要があること、③問題解
決思考だけでは問題が強調されてしまうため、人生に光がみえるようにストレ
ングス視点を含む多視点の統合が大切であること、④小さな援助の積み重ね
が大きな援助につながること、⑤病や障がいはそれ自体が人生において意味
があること、看護の対象者との関わりの中から学ぶことになったのです。これ
らの学びを看護モデルとしてまとめ、2020 年にはマンダラ看護理論として提
唱しました。

ここで、前述の①は、生命理論である「自己・非自己循環理論」から看護へ
のアブダクションであると考えられます。②は、ストレス－レジリエンスのパ
ラドックスを前提とした寄り添い（プレゼンス）の必要性を示唆しています。
③は、パラドックスを前提として捉え方の枠組みを変えるリフレーミングによ
る新たな援助の方向性の出現への期待、④は部分と全体の関係性からの援助を
示唆するフラクタルを前提とした看護の積み重ねの必要性、そして⑤は、意味
論に基づく人生の再生・再構築と捉えられます。

7 年間の精神科病院での臨床経験の後、再び看護基礎教育を行う機会を得
て、精神科看護の基礎教育を担当することになり、今年で約 10 年目になりま
す。臨床経験後に看護学を学び直し、さらに基礎看護学から精神看護学へと専
門分野を変えた自らの経験が、看護を統合的観点から捉えることの重要性に気
づかせてくれました。このこともアブダクションです。そこで、前任校では、
身体・知的・精神の 3 障がいの看護を、障がい者看護として統一して教育を行
いました。ユニークな教育内容でしたので、ぜひ、これらの教育内容を整理し
て残しておきたいと考え、本書の出版を企画しました。その後、さまざまなこ
とが重なり、多忙な中で、なかなか思うように時間がとれない状況が続きまし
た。そして、志から 8 年目にして、ようやく、今、形になりつつあります。

現在は、精神看護学を担当してはいますが、大学院教育では看護理論や質
的研究方法も担当しています。「人間とは何か」「看護とは何か」「こころとは
何か」と問いながら、人間が環境から学習することでさまざまな健康障がいが
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生じることや、看護の対象者の生活環境を整えることの大切さを伝え、語り合
いたいと考え、日々の教育活動を行っています。このことは、まさに、ナイチ
ンゲールが提示した看護の原点です。健康も病気も静止した状態ではありませ
ん。人と環境との語り合いから生まれるダイナミックな物語です。なぜなら、
病気と健康は二極化したものではなく、健康の一形態が病気であり、病気と健
康は循環すると捉えることができるからです。

今から10年前の3月11日に東北関東を襲った大震災と原子力発電所の事故、
そして、2020 年 3 月 11 日に世界保健機構（WHO）が発出した新型コロナウ
イルス感染症（COVID–19）のパンデミック宣言等、私たち人類は、これまで
経験したことのない惨事に直面しました。私たちは今、地震、豪雨などの自然
災害や新たな感染症の世界的流行、国家間の紛争等に日々、翻弄されて生活し
ています。このような中で、メンタルヘルスの維持が困難となり、苦悩を抱え
る人々も増加しています。だからこそ、地域で生活していく人々と共に生き、
その人々の人生を支援することを目指して、未来から考える看護学が、今、求
められているのではないでしょうか。

本書は、以下のように構成しました。
【第 1 章　未来から描くケア共創看護学】は、リフレーミングによる援助と癒

しについて、絵を描くなどの実例を中心に記述しました。また、ストレング
スに着目した看護の対象者の捉え方の意味についても述べました。

【第 2 章　自然科学と人間科学の統合】は、物質の科学である自然科学と、生
命の科学である人間科学の相違を中心に、人間の認識の限界と特徴について
記述しました。また、本書の基盤となる「自己・非自己循環理論」提唱の経
緯についても触れました。

【第 3 章　人間と環境の共創による健康と病】は、人間が環境から学習するこ
とで発現する健康と病の関係について、化学物質過敏症などを例に記述し
ました。

【第 4 章　全体性を捉える直観の力】は、看護援助を行う上で大切な能力であ
る直観力について、人間の無意識と行動の関係などに触れながら記述しまし
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た。また、部分と全体の関係についても記述しました。
【第 5 章　回復力（レジリエンス）への信頼に基づく寄り添い（プレゼンス）】

は、意識の拡張としての健康の理論を提唱した M. ニューマン看護理論を中
心に、環境から学習すること、寄り添う看護の重要性を記述しました。　

【第 6 章　マンダラと構造主義】は、正解は一つとは限らないという観点に立
ち、主観主義と客観主義などの対立を超える学問における視点の転換の必要
性を論じました。そして、認識を統合するシンボルとしてのマンダラ、それ
に構造主義について述べました。

【第 7 章　マンダラ看護理論とメタ認識的学習】は、マンダラ看護理論の概念
を中心にメタ認識的学習の意義、失敗からの学び、共創的コミュニケーショ
ン、語り（ナラティブ）の力について記述しました。

【第 8 章　未来から描く‘実物定義’の活用 ─ 学習と脱学習の循環 ─】は、
パラドックス、フラクタル、アブダクションの特性と 5 段階 NECTE 過程
との関係性を中心に論じました。そして、脳や心身の健康危機を乗り越え、
社会的包摂を目指すための創造性リテラシーの育成について記述しました。
そして、【おわりに】では、一人ひとりの人生は人間と自然（環境）が共に

語り合う物語であるという観点から、医療や看護において、過去の生活史をた
どるだけでなく、未来から今を描くことの意義について記述しました。

各章は、つながりつつも、独立していますので、興味・関心のある章からお
読みいただければと思います。また、内容に広がりを持たせるためにコラム等
も多く取り入れました。病や障がいをもつ人への看護援助に関する教育におい
ても活用していただけると思います。

哲学的な観点にご興味がある方は、拙著『未来共創の哲学』（2020、言叢社）
をお読みいただければ幸甚です。

本書が、この混 とした世界に希望の光を灯す一助になればと思います。

令和 3 年 7 月吉日
村瀬　智子
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