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B5　頁152　3,000円　［ISBN978-4-260-02427-3］
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心電図のリズムと波を見極める
日本医師会　編・発行
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　医学書院看護特別セミナー「パトリシア・ベナー博士来日講演会」が，横浜（座
長＝高知県立大・南裕子氏）と京都（座長＝兵庫県立大・片田範子氏）の 2会
場（各 2回）で行われた。
　看護師がスキルを獲得していく過程を 5段階のレベルで示すなど，著名な看
護理論家の一人であるベナー氏。『ベナー　看護実践における専門性――達人
になるための思考と行動』（医学書院）の発刊を記念して開催された本講演会
には，全 4回の講演で延べ 2222人の参加者が集まった。本紙では，2015年 10
月11日にパシフィコ横浜で行われた「看護実践における専門性――ケアリング，
臨床的論証，倫理」の講演会の模様をダイジェストでお届けする。

は世界のそれぞれの地域で，
知識や理論を実践に適用し，
スキルとして獲得していきま

す。西洋の文化においては，どちらか
と言うと理論を重視したがる傾向にあ
ります。確かに，複雑な対応を要求さ
れる看護などの領域においては，理論
を伴わなければ熟達した実践はできま
せん。しかしながら，実践の伴わない
理論は，理論以下の結果しか生み出せ
ないこともまた事実でしょう。つまり，
優れた看護実践を行う達人看護師にな
るためには，理論と実践の両方が必要
なのです。今日はこの点についてお話
ししたいと思います。

一般的な事例と比較しながら
個別的な事例を考える

　看護は複数の学問領域をよりどころ

としますが，個々の症例にかかわる実
践の場では，科学だけでは十分に説明
することのできない状況にも遭遇しま
す。関連性のある科学を有効に選択し
活用するために，実践者には説得力の
ある「臨床的論証（clinical reasoning；
註）」が求められることになります。
　一般的な科学は，スナップ写真のよ
うにその瞬間だけをとらえたもので
す。科学の中では変動性やばらつきを
排除した，形式的な基準を用いて論証
を行います。しかし実践の場において
は，そういった基準でとらえられる一
般的な事例とは異なる，個別的な事例
が必ず入ってきます。そのため，患者
さんとかかわる中でリアルタイムの変
化をとらえ，個別的かつ具体的な事例
について論証し，自分の理解をまとめ
ていく必要があるのです。
　ただ，患者の個別的な経過と傾向を

理解するには，一般的な事例も当然知
っておくべきです。教育という側面か
ら考えると，科学は典型的な事例をつ
くり上げることによって，「標準」に
ついての理解を深めていきます。実践
の場で特定の患者における病気の進展
を考えていく上では，個別的な事例を
一般的な事例と比較しながら考える視
点が必要になります。
　また一般的な事例に対する理解は，
全体像を把握し，症例の類似性や共通
性をとらえる助けにもなります。例え
ば複数の肺塞栓症の患者を経験すれ
ば，ある患者が肺塞栓症かそうでない
かを判断できるようになりますよね。
実例を経験していないと，判断は非常
に難しいわけです。この判断は曖昧な
類似性をとらえる認識の一種で，家族
の顔が何となく似ていることをとらえ
る認識に似ています。臨床的論証にお

いては，そうした曖昧な部分を類似性
や共通性，あるいは差異としてとらえ
ていくことが求められるのです。

変化をとらえるためには
“実践知”が必要

　アリストテレスの言葉を借りれば，
実践としての看護には「テクネー
（Techne）」と「フロネーシス（Phronesis）」
の両方が必要だと言えます。テクネー
とは何かを作ることや技術的なものを
指します。手続き的かつ科学的な知識
によって把握されるものであり，標準
化やアウトカムの予測が可能です。例
えば，バイタルサインの標準的な測定
の仕方というのは，テクネーと称する
ことができる臨床アセスメントの技術

人人

■［講演録］理論と実践が育まれたとき，専
門性は実現される（パトリシア・ベナー）
　　 1 ─ 2 面
■［寄稿］オープンエデュケーションの可能
性（重田勝介） 3 面
■［連載］看護のアジェンダ/第16回日本ク
リニカルパス学会 4 面
■第1回日本NP学会/［連載］私のキャリア
チャート（新）（角田直枝） 5 面
■MEDICAL LIBRARY/索引 6 ─ 7 面

理論と実践が育まれたとき，理論と実践が育まれたとき，
専門性は実現される専門性は実現される

「パトリシア・ベナー博士来日講演会」開催「パトリシア・ベナー博士来日講演会」開催

●Patricia Benner氏
カリフォルニア大サンフランシスコ校社会行動科学看護学研究科看護学名誉教授。米国看護アカ
デミー（the American Academy of Nursing）会員。英国王立看護協会（the Royal College of Nur-

sing）名誉会員。 パサディナ大で看護師になる教育を受け，カリフォルニア大バークレー校で博
士号を取得。カリフォルニア大サンフランシスコ校看護学部で研究に従事。社会科学者，人文学
研究者であり，経験豊かな看護師，専攻科長経験のある教授でもあった。 著書，編著書を多数
持ち，中でも著書『From Novice to Expert : Excellence and Power in Nuring Practice』（邦題『ベ
ナー看護論――初心者から達人へ』，医学書院）は 10か国語に翻訳され，世界中の看護師に親し
まれている。
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の一つで，簡単に教えることができま
す。ただその数値を解釈するには，経
験に基づくスキルや臨床判断が重要に
なります。
　テクネーに対し，優れた実践者が行
う臨床判断や実践知に当たるのがフロ
ネーシスです。必要なのは，経時的な
変化に合わせてその意味合いをとらえ
ていくことです。どのような変化が患
者によって提示されているか，その変
化は何を意味しているのか，そしてそ
の変化は経時的に見てどのような意味
合いを持つのか。フロネーシスは実践
の中に存在するものであり，手段と目
的を合理的に分けることはできません。
　看護学や医学のような複雑な場にお
ける臨床的論証は，患者の状態によっ
て状況が絶えず異なり，標準化できな
いものや予測不可能なものが必ず存在
します。そのときにはテクネーだけで
なく，フロネーシスが求められる。そ
れをきちんと理解すると，必要なとき
に介入をするためには，臨床判断，臨
床的論証が必要だとわかります。

特定の患者集団に対する学びが
臨床的把握の一助に

　臨床的論証を行うためには「臨床的
把握」，つまり臨床状況を知覚的に理
解することが欠かせません。数量にで
きない質的な相違を明確にし，状況を
把握していくということです。刑事や
探偵が犯罪の手口を解き明かそうとす
る手法は，私たちの臨床での思考過程
にも当てはまります。ある患者の肺塞
栓症の原因は動けないことによる血栓
の発生なのか，それとも血栓症そのも
のなのか。「なぜ現在の状況に至って
いるのか」について捜査的な手法を活
用しながら考えるわけです。同時に，
状況がいろいろと変化する中で，その
変化の臨床的妥当性も考えていきます。
　臨床的把握は，特定の患者集団につ
いて深く知ることで可能になります。
臨床看護師に必要なのは，特定の患者
集団を比較し，その集団の中で繰り返

し見られる特徴的なパターンを学ぶこ
とです。仮に担当する病棟が 2年で変
更になるとしたら，それは達人看護師
にとって非常に深刻な問題と言えるで
しょう。なぜならば患者集団が頻繁に
変わってしまうと，その集団に対する
深い知識を得ることができないからで
す。
　看護ケアは，非常に急速なペースで
進んでいきます。急激に変化する状況
に対応するためには，この先何が起こ
り得るかを常に予測し，あらかじめ準
備をしておくことを習慣にしなければ
なりません。それと同時に，経時的に
患者のケアを行い，どの時点において
介入が必要なのかを考え，早期の段階
で介入する。こうした臨床予測は，臨
床の現場における実践的論理を構成す
る要素であり，臨床的把握にも寄与し
ます。
　なお，これまで話したように，複雑
な実践である看護において私たちが直
面する状況というのは，いろいろな方
向性をたどり得るわけです。ですから，
優れた実践を行うためには臨床の場で
経験を積むと同時に，感受性やスキル
も磨かなければなりません。また，苦
しんでいたり，怒りを覚えていたりす
る患者にどのように寄り添うか，そう
した看護師としての人間性を高めるこ
とも必要になってくるのです。

臨床的想像力は，患者との
関係性の上に構築される

　患者は静止物ではなく，アウトカム
に影響を与える要素の一つです。臨床
の場ではその他にもあらゆる因子が絡
んでくるため，常に不確実性が存在し
ています。どのようなアウトカム，転
帰があり得るかを推測することはでき
ますが，その予測はそれほど信頼性が
高いものではないという点については
自覚しておくべきでしょう。特に予後
の予測は最も不確実であり，多くの変
動性が入ります。私たちは実践の事例
を通して，個別の症例において変化が
起こり得ることを十分に理解し，自身
の知識の活用や臨床的論証，臨床判断

を変容させてい
かなければなり
ません。
　状況というの
はその時々にお
いて個別的なも
のなので，多様
な臨床状況を把
握するために
は，「臨床的想
像力」も必要に
なります。この
臨床的想像力の
発展には，看護
師固有のかかわ
りのスキル――
気づかいと傾聴
が求められま

す。良いかかわりや患者への同調がで
きなければ，十分な情報を臨床状況か
ら得ることができず，達人になること
はできません。つまり看護師の臨床的
想像力は，患者との関係性の上に構築
されるのです。
　倫理的にどのように患者にかかわ
り，寄り添うかという点については，
「善の概念」が全ての臨床判断と結び
付いています。例えば疼痛緩和は，で
きるだけ実践の場で苦しみを和らげ
て，快適さを提供したいという善の概
念を内包しているわけです。臨床実践
の場における倫理的態度というもの
は，道徳的な主体的行動力とスキル，
個性が密接に関係しています。

理論だけでなく，
実践知のコーチングを

　最後に，学生に対してどのような教
育を施すべきかについて考えてみたい
と思います。米国では理論を重視する
傾向があり，いつどのようにその知識
を活用するかという部分までは十分に
示せていないように感じます。私たち
は授業の中で理論とともに，より臨床
的なノウハウを強調して示していく必
要があるでしょう。
　臨床の場の指導者に必要なのは，特
定の状況下での実践知をコーチングす
ることです。例えば，薬剤量の調節な
どは，全て何らかの患者の反応に基づ
いて行われています。一時的な論証で
はなく，経時的な変化を見て患者を理
解し，薬剤の調節をしているわけです。
これはつまり，実践的な論証と知識を
活用することで，複雑な状況であって
も，その状況が示す意味合いを理解し
て，優れた実践を提供することが可能
になっていると言えます。
　良い実践スキルを学び，高い専門性
を持った達人看護師になるためには，
こうした「状況下でのコーチング」が
欠かせません。指導者は学生に対して，
患者にとって今何が重要なのか，患者
に対する自分の臨床的な懸念がどのよ
うなものなのかという点を，きちんと
弁別するよう教えていく必要がありま
す。物事がどのように展開し推移する
のかを，個別の具体例の中で見極めよ
うとすること，それは臨床看護実践に
おける中核となるのですから。
　初心者に対する教育というのは，時
間がかかります。その理由がわかる一
つの例をお話ししましょう。
　ある初心者の学生が実習中に，尿路
感染のある患者さんに対するケアを行
っていました。その患者さんは敗血症
で ICUに入ることになり，人工呼吸
器もつながっている状態でしたが，彼
女は入院時の診察に基づいてケアを行
っていました。経験を積んだ看護師で
あれば，患者さんを取り巻く状況が変
化していることを把握し，適切な介入
を考えることができます。しかし臨床
的把握がまだ十分にできない彼女にと

っては，「入院時の診察に従わなけれ
ばいけない」という固定観念があった
わけです。
　このように，経験を積んだ私たちに
とって“わかっていて当たり前”なこ
とが，学生にとっては当たり前ではあ
りません。時にそれが学びの障害とな
るので，教育を行う際には，相手が何
をわかっていて何をわかっていないの
か，いろいろなことを想定する必要が
あります。
　また教育上の問題として注意したい
のは，狭義のスキルを，「コンピテン
シー（competency）」を基盤とした教
育として定義してしまうことです。広
い意味でのコンピテンシーは，本来，
実際の臨床症例において関連性の変化
を認識したり，最も急を要する優先度
の高い事柄を見極めたりと，文脈との
関連性や思考の要請を伴う実践の中に
位置付けられるものです。コンピテン
シーに関する概念を，パフォーマンス
全体に広げていく必要があります。そ
して学生に対する教育の在り方を，私
たちはもっと意識的に見直していかな
ければなりません。

＊
　皆さんに，二つの質問を投げ掛けて
終わりたいと思います。一つは自分の
教授法によって，学生がその実践を実
際に行うことのイメージをできている
だろうかということ。二つ目は，実践
の場での倫理的態度における問題や課
題を学生が認識できているかというこ
とです。この二つについて，実践・教
育の場を問わず，指導者は自問自答し
てほしいと思います。本日はありがと
うございました。 （了）

註：一般的に clinical reasoningは「臨床推論」
と訳されるが，単なる推論にとどまらない論
理構築の思考過程全てを表現する用語として
「臨床的論証」を用いている。

 講演録　理論と実践が育まれたとき，専門性は実現される

　「日本は文化的に，気づかいのスキルに長
けていると思います。看護実践を行うに当た
り，患者さんにどのように寄り添うかという
点については，日本で育った場合，自然と身
についている部分もあるのではないでしょう
か」と，日本の看護師に対する印象を語った。

● 写真　会場からの質問に答えるベナ―氏
講演終了後は座長の南氏も加わり，1時間にわたって質疑応答が行われた。



　今，教育の世界ではオープンエデュ
ケーションが注目を集めている。オー
プンエデュケーションとは，教育を
オープンにして学習機会を促進する活
動を指す。オープンエデュケーション
にかかわる活動には，教育に用いる
ツールやビデオ講義で使用する教材の
共有，開かれた学習グループの運営や
学習を評価するツールの共同利用など
が含まれる。対象とする教育分野や内
容は実に幅広い。学校や大学の正規授
業にとどまらず，例えば仕事や家庭生
活，余暇に関連した日常生活の結果と
しての学習，いわゆる「インフォーマ
ル学習」もその対象に含まれる。
　オープンエデュケーションのキー
ワードの一つとなるのが，「オープン
教材」を意味する OER（Open Educa-
tional Resources）だ。OERとは，ウェ
ブ上で公開されるあらゆる教育用素材
を含む概念で，文書や画像，動画，電
子教科書といったデジタル教材など，
さまざまな形態を含む。OERはウェ
ブ上に無料で公開される教材の代表例
であり，中でもウェブ上で公開・共有
される教科書を Open Textbook（オー
プン教科書）と呼ぶ。この他，オープ
ンエデュケーションの活動には「OER

の制作」「OERの公開」「OERで学ぶ
学習コミュニティ」などがある。

「オープン」の持つ 3つの意味

　OERの O，すなわち「オープン」
が指す意味として，「オープンアクセ
ス」「オープンライセンス」「オープン
シェアリング」の 3つがある。
　1つ目のオープンアクセスは，教材
は無償で自由に取得でき，誰もが教材
を作成できるという意味を含む。学校
や大学などの教育機関に限らず，何ら
かの専門性を持った個人や団体が，教
育学習のためにウェブ上に公開する教
材は全て OERと言える。
　2つ目のオープンライセンスは，教
材の再利用をしやすくするライセンス
形態を取ることである。OERの幅広
い利用を促すには，教材を用いる学習
者に対し，教育目的に応じた教材を一
から作るよりも，今ある教材を再編集
して作り替えるほうがはるかに効率的
である。そのため，多くの OERでは
編集や翻訳などの再利用が認められて
おり，クリエイティブ・コモンズ・ラ
イセンスのような二次利用条件を示す
ライセンス表示が付与されている。
　そして 3つ目のオープンシェアリン
グは，制作した OERをウェブ上で幅

広く共有することを指す。大学が正規
講義の教材や講義ビデオを OERとし
て公開するオープンコースウェア
（Open Course Ware；OCW）や，アイ
チューンズ・ユー（iTunes U），カーン・
アカデミー（Khan Academy）などの
ように，企業や非営利組織が OERを
公開する事例もある。

OERの活用で，
“学び合う”コミュニティを形成

　OERを使った学習を促進するため，
OERを使って学び，相互に教え合う
ような学習コミュニティがウェブ上に
設けられている（図）。この代表例が
「オープン・スタディ（Open Study）」
（http://openstudy.com/）である。これは，
ウェブ上に開設された学習用サイトで
あり，数学や物理，化学など科目ごと
に設けられたページ上で，相互に質問
を投稿して回答を募ることができる。
それによって質疑応答やディスカッシ
ョンまで行えるのだ。また最近では，
このようなコミュニティで学んだ学習
成果を認証する仕組みも提案されてい
る。代表的なものが「デジタルバッジ」
である。デジタルバッジとは，学習者
の能力を判定することができる教育機
関の運営者などが，ウェブ上の学習コ
ミュニティなどにおいて学習者がある
領域について十分な知識や技能を得た
と認めれば，その内容に応じて学習者
にバッジを与え，学習者の知識や技能
を認定する仕組みである。デジタルバ
ッジの代表例として，「モジラ・オープ
ンバッジ（Mozilla Open Badges）」（http://

openbadges.org/）がある。 

　また昨今，日本の医療教育でも話題
を集めている「ムーク（Massive Open 

Online Course；MOOC）」 は， ウェブ
上で開かれるオンライン講座のことで

あり，オンラインテストやレポートの
相互評価などによって受講者の能力認
定を行い，一定の基準に達した受講者
には認定証が与えられる。MOOCは，
登録すれば誰でも受講できる教育サー
ビスであることから，先に述べたオー
プンアクセスの要素を満たすほか，
MOOCに載せられる講義ビデオなど
のデジタル教材に OERが使われるこ
とがある。

医療機関を超えた OER共有が
普及の鍵に

　なぜオープンエデュケーションの活
動は，世界的な広がりを見せているの
だろうか。その背景には，オープンエ
デュケーションが教育機会の拡大や教
育格差の是正に寄与し得るという理念
的な側面と，教材や教育環境をオープ
ンにする活動が教育機関の広報にとっ
て有益であるという実利的な側面があ
るからだと考えられる。また OERを
デジタル教材として教育現場に取り入
れることで，教育の改善を図ることも
できるからだ。その代表例が OERを
用いた反転授業だろう。
　こうした利点を踏まえ，現在，看護
教育においても eラーニングが導入さ
れ始めるなど，オープンエデュケーシ
ョンに関心が寄せられている。eラー
ニングを導入する上では一つ課題があ
る。それは，デジタル教材を作り続け，
そして改良し続ける手法を確立するこ
とである。その際，教材の改変が認め
られないライセンス形態を取っている
と，せっかく作った教材を共有したり
更新したりすることが難しくなってし
まう。もしそれぞれの医療機関がデジ
タル教材を OERとして開発し，機関
をまたいでも共通に教える内容を
OERとして共有ができれば，それぞ

れの医療機関が個別に教材を制作する
ことなく，より迅速に eラーニングを
導入することができるだろう。
　医療技術の発達や法制度の改正によ
りデジタル教材を修正する必要が出て
きた場合も，OERであれば改変や再
編集が容易なため，機関を超えた素早
い対応が可能である。
　OERを開発する際，教材に載せる
図版や画像に，著作権を持つ第三者が
含まれることもある。そこで，著作物
の利用許諾を取るに当たっては，OER

として医療機関を超えて共有すること
をあらかじめ通知することが，OER

の共有を円滑にする上で重要になる。

看護は現場の実情に応じた
ブレンド型の志向を

　看護師の生涯学習やキャリア教育を
促すためには，OERを蓄積してキャ
リアに応じたパッケージを提供し，自
学自習の環境を整えることが有用にな
ると考える。看護師の場合，ジェネラ
リストとしてキャリアを築いたり，ジ
ェネラリストがスペシャリストをめざ
したり，また潜在看護師が再び職を得
たりと，看護という職種ならではのさ
まざまな教育のニーズがある。こうし
た多様なニーズに応じて，OERを組
み合わせた学習プログラムをMOOC

として開講し，能力を評価して認定証
を与えられれば，看護師それぞれのキ
ャリアを築くきっかけを作ることが可
能になるだろう。
　ただし，看護教育全ての教育内容に
ついて OERを制作することは一朝一
夕には叶わないかもしれない。だから
といって，ある機関の中だけで閉じた
eラーニングを構想するべきではな
い。まずは現場のニーズが高く，多く
の看護師に確実に教えるべき内容から
医療機関をまたいで OERを開発する
ことが，オープンエデュケーションの
普及促進の第一歩となるだろう。標準
化できる部分は OERを活用する。そ
の一方で，病院独自の方法や先進的に
教える内容，また実技などは対面教育
を充実させる。それぞれの医療機関や
教育機関が，教育現場の実情に応じた
ブレンド型の教育を展開していくこと
で，看護全体の質を向上させることが
可能になると考える。

●しげた・かつすけ氏
2002年阪大人間科学
部卒。07年同大大学院
後期課程修了（人間科
学博士）。東大大学総
合教育研究センター
助教，UCバークレー
客員研究員を経て，13

年より現職。専門は教
育工学，オープンエデ
ュケーション。14年に
MOOCプラットフォー

ム「gacco（ガッコ）」において，講座「オー
プンエデュケーションと未来の学び」を反転
授業も交えて開講した。著書に『ネットで学
ぶ世界の大学―MOOC入門』（実業之日本
社），『オープンエデュケーション』（東京電
機大学出版局）がある。

寄　稿

 　重田 勝介　北海道大学情報基盤センター准教授

オープンエデュケーションの可能性
ウェブ公開の教材を活用した，学習環境の新たな展開へ

OERを使った学習コミュニティ

学びたい人 学びたい人

学び合う
学習コミュニティ

MOOC

受講者 受講者

講師

数週間の
学習コースを
共に受講する

認定証

学習コミュニティ

●図　オープンエデュケーションの形態の違い
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病院に勤める氏は，
転院先の回復期・維
持期病院を退院した
患者が，その後骨頭
穿破などで近医から
紹介されてくるケー
スに触れ，同院が導
入する大腿骨頚部
骨折の連携パスの
裏側で見逃されている症例の存在に言
及。連携医療機関を対象に，手術を実
施した急性期病院から転院した患者の
再受診率を調査したところ，紹介元と
なる急性期病院への再受診率は 50％
程度であったという。術後合併症を見
逃さないためにも，再受診率を上げる
取り組みが求められると考察した。ま
た，連携パスを活用した症例の再受診
率に関する報告はほとんどされていな
いことから，在院日数や適用率以外の
側面からも評価を行い，連携パスの役
割を見直し，その質をさらに向上させ
ていくことが重要だと訴えた。
　この他，がん地域連携パスに関する
三つの発表が行われ，瀬戸山博氏（東
近江総合医療センター）は滋賀県にお
ける連携パス開発と普及活動の振り返
り，山口浩和氏（公立昭和病院）は提
供された連携パスを活用していく際の
工夫，三原美雪氏（山形県立こころの
医療センター）は患者・連携医療機関
を対象に行ったアンケート調査の結果
について報告した。

　枯れ葉が舞う初冬の11月22―23日，
第 10回医療の質・安全学会学術集会
（会長＝九州大学大学院・鮎澤純子氏）
が幕張メッセを会場として開催され
た。参加者は年々増加し，今年は約 2706
人（事務局集計）であった。その多く
は，医療機関の医療安全管理者である。
　私はこの学会で恒例となった教育セ
ミナー（ランチョンセミナー）の座長
を毎年引き受けている。演者は相馬孝
博先生（千葉大学医学部附属病院），
共催は第一三共株式会社で坂田博さん
がこのセミナーの担当であり，われわ
れは「一座」と呼んでいる。この一座
は年に 1回の企画に全精力をかけてい
る（?!）。

「流動的な」チームが
有効に機能するためには

　今年のテーマは，「Teaming――チー
ムが有効に機能するために」というこ
とにした。一座では“チーミング”を
“チャーミング”と早合点して参加す
る人もいるのではないかと懸念した
が，そんなことはなかった。第 2会場
は立ち見もあった（しかし，前方の席
は空いていた）。
　演者が PR用に作成した次の短い文
章に，本セミナーの概要が見事に示さ
れている。「チーム医療という言葉は
既に一般化し，多職種協働によるチー
ムはどの医療組織においてもそれなり
の活動を行っている。またWHO患者
安全カリキュラムガイド多職種版 2011
では，チームの一員として働くことに
ついて，トピック中の 1章を当てて解
説している。しかし，目的によって集
合し解散する流動的なチームが機能す
るためには，どのような組織運営が必
要なのかについての考察はまだ少な
い」（「目的によって集合し解散する流
動的なチーム」が現実のチームであり，
「チーム」という固定した集団で仕事
をしていないことに気付かされる）。
　セミナーの概要を示す文章には，さ
らに続けてこう記されている。「エド
モンドソン（2012）は，いかに組織と
して学んでいくか，成長していくかを
『Teaming』という用語を通して解説し
た。成功している Teamingでは，①率
直に意見を言う（個人間で誠実な会話
をする），②協働する，③試みる（不
確実性を受け入れる），④省察する（結
果についてデブリーフィングする）と
いう 4つの特別な行動があるという。

また Teamingを有効に機能させるため
には，チーム内の対立を緩和し協調的
な取り組みに向かわせるリーダーシッ
プが焦点となる。そのためには，①学
習するための骨組みをつくる，②心理
的に安全な場をつくる（失敗を受け入
れられる組織風土），③失敗から学ぶ，
④職業的・文化的な境界をつなぐ，と
いう 4つのリーダーシップ行動が非常
に重要となる（後略）」。

心理的に安全な場をつくる

　『チームが機能するとはどういうこ
とか』（エイミー・C・エドモンドソ
ン著，野津智子訳，英治出版，2014年）
の第 4章に「心理的に安全な場をつく
る」がある。冒頭には 2003年 2月の
スペースシャトル「コロンビア号」の
悲劇が語られる。エンジニアのロド
ニー・ローシャが「シャトルの外部燃

料タンクからはがれ落ちて左翼を直撃
したと思われる断熱材の破片の大きさ
と位置について」抱いた深い懸念を述
べる機会が失われてから 8日後，コロ
ンビア号は大気圏に再突入する際に燃
え上がり，7人の宇宙飛行士が命を落
とした。後日，なぜシャトルの安全性
について懸念を述べなかったのか尋ね
られたローシャは，次のように答えた。
「そんなことはできませんでした。私
がいるのはピラミッドのずっと下のほ
う……，そして彼女（ミッション・マ
ネジメント・チーム・リーダーのリン
ダ・ハム）ははるか上の人ですから」。
　著者は病院の例も挙げている。「あ
る看護師が，入院患者に投与する薬の
量が多いのではと一瞬思ったのに，す
ぐにその思いを追い払ってしまったと
する。医者に電話しようという考えが
脳裏をよぎるが，医者はすでに家でぐ
っすり眠っているころであり，看護師
は前回電話したときに医者に言われた
非難がましい言葉を思い出す。こうし
て，懸念を口に出す機会であるわずか
な時間の中で，看護師の脳は医者の非
難をことさら大げさにとらえ，患者に
害をもたらす可能性をひどく軽んじて
しまうことになる」のである。
　そして，職場で直面する 4つのイ
メージリスクによる不安が，積極的に
意見を言うかどうかを左右すると指摘

する。それらは，①無知だと思われる
不安，②無能だと思われる不安，③ネ
ガティブだと思われる不安，④邪魔を
する人だと思われる不安，である。
　さらに，組織における心理的安全を
高めるためのリーダーの行動が紹介さ
れる。①直接話のできる，親しみやす
い人になる，②現在持っている知識の
限界を認める，③自分もよく間違うこ
とを積極的に示す，④参加を促す，⑤
失敗は学習する機会であることを強調
する，⑥具体的な言葉を使う，⑦（望
ましいことについて）境界を設ける，
⑧境界を超えたことについてメンバー
に責任を負わせる。「心理的安全は生
ぬるい基準や自由放任によって生み出
されるものではなく，どんな職場にも
困難と制約があり，進歩のためにはそ
れらについて率直に話す必要があると
正しく認識することによって生み出さ
れる」という主張は重要である。つま
り，チーミングという活動は，「リス
クを負う，失敗と向き合う，境界を超
える活動であり，今日のような複雑で
絶えず変化する環境においては，かつ
てないほどリーダーシップが必要にな
っている」のである。
　「受容」と「共感」をモットーとす
る看護チーミングが，「発言」と「行動」
のチーミングに変容する必要があるこ
とを本書は伝えている。

● 小西敏郎会長

第16回 日本クリニカルパス学会開催第16回 日本クリニカルパス学会開催
　第 16回日本クリニカルパス学会学術集会（会長＝東京医療保健大・小西敏
郎氏）が 2015年 11月 13―14日，東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート（浦安市）
で開催された。「未来に向けたクリニカルパス――スマートプラチナ時代の活
用を探る」をテーマに掲げた今回，全国各地から約 3000人の医療者が参加。
本紙では，クリニカルパス（以下，パス）を活用した在宅医療体制の有効性が
議論されたシンポジウム「地域連携とクリニカルパス――優しい在宅医療体制
をつくる　ケアサイクルの理解」（座長＝石川県立中央病院・久保実氏，縁結実・
重田由美氏）の模様を報告する。

パスの活用で，人々に
優しい在宅医療体制の構築を

　まず基調講演として長谷川敏彦氏
（未来医療研究機構）が，今後日本の
医療が迎える転換点について解説し
た。施設間連携，地域―施設間連携と
変遷してきた日本の医療連携体制。し
かしながら，こうした連携は疾病を
ベースとして治癒をめざすものであ
り，認知症や脳梗塞の後遺症といった，
治癒が困難な疾病を抱えて生きる人が
増加する現代の実情にはそぐわないの
ではないかとの懸念を示した。氏は，
ケアの軸足が医療機関から地域へと移
りつつある今，必要になるのは連携で
はなく支援をつなぐことであり，ケア
を「統合」することの重要性を強調。
連携の在り方が変化していく中で，医
療の転換期をつなぐツールとして誕生
したパスの概念も変えていく必要があ
ると語った。そして未来に対する展望
を持って，新時代のパスや連携を作り
出してほしいと呼び掛けた。

　続いて登壇した五味一英氏（桜新町
アーバンクリニック）は，在宅医療に
携わる立場から，在宅版肺炎パスの開
発・導入経験を語った。同院では，医
師による治療の標準化や多職種との情
報共有の簡略化，患者・家族への指導
の統一を目的とし，肺炎の治療プロト
コールや家族向けの指導パンフレッ
ト，現場で必要となる物品セットなど
の作製を進めたという。在宅医療の現
場は多職種が同じ施設で働く病院の環
境とは異なり，患者さんのもとに多職
種が集まってそれぞれケアを行うた
め，お互いの顔が見えるネットワーク
を構築し，いかに連携を行っていくか
が重要になる。肺炎パスを導入した結
果，診断・治療の統一化や医療提供の
迅速化だけでなく，多職腫との連携が
より円滑になったと語る氏は，パスが
より良い在宅医療体制構築の一助とな
ることに期待を寄せた。
　「地域連携パスは，在院日数の短縮
や適用率の向上に主眼を置きがちだ
が，それでは不十分」。こう述べたのは，
神鋼記念病院の武富雅則氏だ。急性期
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た医療安全の向上
といった幅広い実
践力を発揮する看
護師を想定してい
るという。
　米国におけるNP

導入の社会背景に
は，日本の現在の
社会背景と似たも
のがあると氏は指
摘する。それは，「指示」から「協力」とい
う医師・看護師関係の変化や，高齢者と
慢性疾患の増加に伴う生活行動援助の
重要性が増したこと，それに伴う医療
人材の不足と保健医療政策の転換であ
る。米国における NP教育開始から定
着までの長い歴史を挙げながら，日本
においても「あきらめず」「あせらず」「あ
まえず」，看護師自らの力で NP制度実
現に取り組み続ける意欲を示した。
　NP制度実現に向けた課題は多い。
①現場における NPの役割の明確化，
②NPの活動に伴う公的な医療・介護
経費の抑制に関するエビデンスの構
築，さらには，看護師や組織のインセ
ンティブを高めるため，③研修を受け
た看護師の配置による診療報酬の加算
や行為実施に対する診療報酬・介護報
酬を得ること，④看護師への手当の付
与やキャリアアップなどの方策が喫緊
の課題であると氏は提示。まずは「特
定行為に係る看護師の研修制度」の実
績を積み重ね，国民や医療従事者に
NPが受け入れられる土台をつくるこ
と，その上で制度のさらなる充実・改
善に向けて働きかけることを訴えた。
NPとしての能力を発揮する際には，
医療安全の確保も重要である。養成教
育を標準化し，質を担保することを呼
びかけて講演は締めくくられた。
　なお，本学会では，修了生による活
動報告も行われた（各現場における活
動の現状は，『看護研究』誌 2015年 8月
号（48巻 5号）特集「NP教育の成果
を探る」でも紹介）。

　第 1回日本 NP学会学術集会が 2015年 11月 14日，草間朋子大会長（東京
医療保健大）のもと「診療看護師（NP）は社会を変える」をテーマに開催さ
れた（会場＝大分市・大分県立看護科学大）。本紙では，看護師の裁量権の拡
大に向けた期待と今後の課題を示した会長講演「なぜ診療看護師（NP）か――
初心に返って，そして過去に学び，自律した Health Care Provider（NP）をめ
ざして」の模様を報告する。

看護職の業務拡大への期待と課題

　2025年に向けた医療制度改革本格
化の中で「特定行為に係る看護師の研
修制度」が 2015年 10月に施行された。
「特定行為」は，人工呼吸器からの離
脱など厚労省が規定した診療の補助行
為 38項目を指す。研修を受けた看護
師であれば，医師の直接的指示がなく
とも，「手順書」を基に特定行為を実
施できるようになった。在宅でも医療
施設でも患者の身近にいる看護師が，
医師の到着を待たずとも患者の症状に
合わせて処置を行えるようになること
による患者へのメリットは大きい。

「特定行為」の先をめざす

　「重要なのは，『特定行為』を実施す
ることではなく，行為の実施を含めた
“高度な判断力”を持つこと」。本制度
は看護職の業務拡大への「第一歩」で
あると喜びを示した上で，草間氏はこ
のように述べた。これからの看護師に
求められるのは，チーム医療のキー
パーソンとしての役割を果たすことで
ある。そのような中で，本学会は看護
師の裁量権のさらなる拡大，「診療看
護師（Nurse Practitioner；NP）」の実
現をめざしている。
　米国には全米で 19万 2000人以上の
NPがおり，統一した教育カリキュラ
ムで養成され，国家資格として制定さ
れるとともに，NPが行う診療行為に
対して診療報酬が認められている。日
本では資格化や診療報酬獲得は実現で
きていないが，養成は 2008年から開
始されており，現在約 200人が大学院
修士課程の NP教育を修了している。
氏は日本版 NPを「法律に基づく『特
定行為』も実施しながら，全人的なケ
アに基づく医療サービスを提供できる
看護師」と定義する。具体的には，疾
病の早期発見，回復促進，症状の重症
化防止などによる患者の QOL向上，
医療の効率向上による医療従事者の負
担軽減，医療の標準化・組織化を通し

第 1回日本NP学会学術集会開催

● 草間朋子大会長
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　キャリアと言うと仕事における資格や経験を指すことが一般的だが，私の場合は
看護師としての経験以外にも，今の自分に活かされていることは多い。確かに私は，
自治体立病院の看護局長としてはかなり変わった経歴を持つ。どんな経歴であれ，
人生を振り返れば，過去の経験が今の自分に役立っていると考える人が多いだろう。
こうした振り返りが，後輩たちの自己洞察や進路選択の一助となればと思い，連載
の初回という大役を引き受けることとした。
　私は同世代に珍しく，中学校はキリスト教系の私立中学に入学した。そこでは毎
日礼拝し，週に 1時間の聖書の授業があった。現在，私は，がん看護専門看護師と
して緩和ケアや終末期ケアの実践や教育に携わるが，中学生のときに毎日のように
聖書に触れ，生と死を考える機会があったことは，今の私にとても影響を与えてい
ると思う。
　高校を卒業するときに，私は獣医師をめざした。理由があって 1年半でその大学
は退学したが，なんと 1年目の牧場実習は，その後に進学した看護の基礎実習のと
きに共通点を見いだす経験だった。ただ，当時は，黙々と豚の寝床の掃除をし，牛
をブラッシングしていた。併せて，大学生時代の飲食店や訪問販売でのバイトによ
って，初めて出会う人との関係構築のスキルを身に付けられたように思う。
　さて，牧場実習が後に看護と結び付くとはいえ，大学中退後にすぐに看護に進学
したのではなく，OL生活を 1年半経験した。営業事務の社員であったこのときに，
電話対応の技術や事務作業を訓練されたのだと思う。そして，この OL時代に 3週
間入院し，それが私と看護を結ぶこととなった。
　めでたく短大に合格し，看護師としての私が始まった。牧場実習が基礎実習の何
に通じたか。牛舎の掃除や皮膚のケアは，看護の環境整備や基本的ニーズの充足に
通じていると面白く感じた。看護の講義は興味深いことばかりだった。しかし，こ
こで私の生活が落ち着いたのではない。この後 2年生の 2月に 1人目の子供を出産
し，3か月遅れの卒業式の翌週には 2人目の子供を出産した。ということで，看護
師の資格を取得したときには 2人の子持ちであった。現在，変わった経歴の新卒看
護師が増えたが，当時，私は相当の異端者だった。こんな私に「非常勤なら」と働
くチャンスをくださった看護部長には感謝してもしきれない。
　新卒から 3年間，非常勤で日勤だけの病棟勤務をした。この経験は私が非常勤の
看護師と共に働くときに活かされている。「パートだって一生懸命」。この心意気は，
今も非常勤看護師の育成の根底にある。その後，常勤となり，臨床実習指導者研修
会に参加した。病院を越え，年齢を越えて共に学ぶことは楽しかった。このとき隣
席で受講した方とは，今では連携病院の看護トップ同士として，部下の多施設協働
育成に当たっている。
　その後，私は放送大学に編入し，大学院に進学した。この間子育てとの両立は結
構厳しかった。大学院修了後は希望していた訪問看護に従事することができ，さら
には病院に戻って退院支援の推進に取り組んだ。その次には認定看護師の育成にも
携わり，全国各地を訪ねる仕事を経験した。これらは地域包括ケアの時代にあって，
優れた看護は地域全体で共有するという発想につながっている。
　時間を止めて振り返ると，そのとき時点ではわからなかった「その経験の意味」
が見えてくる。これは，困難な場面にいる人に対して，「後できっと役に立つはず」
という励ましとなる。後輩たちが，困難さに向き合いつつ，その人のペースで成長
してほしいから，私もこんな振り返りをこれからもまだまだ続けていこうと思う。

角田直枝　茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター看護局長
Cha r t1

横軸に年齢，縦軸に充実度・幸福度を取った「キャリアチャート」とともに，
さまざまな領域で活躍する看護師が

仕事やライフイベントを振り返ります（不定期リレー連載）

私立中学合格

充実度・幸福度

大学（獣医学部）中退
訪問看護に異動

がん看護
専門看護師に

認定看護教員

県立中央
病院転職

現在

50代40代30代20代

OLに

看護短大合格 学生結婚・出産・育児
大学・大学院進学

新卒からパートで働いていた
病棟看護師時代（右が筆者）

役割発揮
への迷い
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実習生の不安を和らげる，
著者の愛情がこもった一冊

看護学生のための実習の前に読む本
田中 美穂，蜂ヶ崎 令子●著

A5・頁128

定価：本体1,500円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02076-3

評 者  善村 夏代
 NTT東日本関東病院看護部

　この本を読んで，お二人の先生方の
実習生に対する深い愛情を感じるとと
もに，こんな本がもっと早く出版され
るべきだったのではな
いかと思いました。机
上の学習が臨地に変わ
ることは，実習生にと
って地上から大海原に出るようなもの
です。穏やかな海もあれば荒れ狂う海
もあります。どのような実習になるの
か予期できず不安は募るばかりです。
この不安を解消することは簡単ではあ
りません。
　不安が強すぎると実習生は平常心を
維持できず，目標や目的を見失い，小
さなミスや不安を解決しようと自己学
習に励みすぎて混乱し，実習場所に来
られなくなることすらあります。しか
し，この本に記載されている情報を先
取りしていれば，実習生はいたずらに
不安を煽られることなく，不安を最小
限にとどめることができそうです。
　実習生の不安の要因の一つとして，
「何のために実習に行くのか」，実習生
自身がきちんと動機付けできていない
ことが挙げられます。本書にもある通
り，目的や目標がわからないと，実習
生は何をしたらよいのかわからず迷子
になってしまうのです。
　目標には「患者のゴール」と「実習
生がこの実習で何を得るのかという
ゴール」があります。この二つのゴー
ルを教員も臨地実習指導者も導き出せ
るように実習生を誘導できれば，充実
した実習ができるのではないでしょう
か。
　実習内容に応じた目的や目標の切り
替えも，難しい問題です。最近では，
クリニカルパスや DPC導入により入
院期間が短縮化され，実習生は情報を

分析しただけで看護展開が実践できず
に，実習終了となるケースが多々みら
れます。基礎看護学実習が終了し成人

看護学実習，特に急性
期看護への目的や目標
の頭の切り替えが難し
いのかなと感じること

があります。やっと分析したと思った
ら，患者さんの状態は刻々と変化し，
あっという間に退院です。そのスピー
ド感をどう克服したらよいのか，その
点についても記載があると，実習に対
するイメージを強化できるように思わ
れました。
　本書には人間関係を構築するための
コミュニケーション能力についても記
載されています。自分とは世代や立場
が違う人々とどのように会話すればよ
いのか，この能力は突然身につくこと
ではないので，現場でも苦慮します。
これは実習生のみならず，社会に出た
ばかりの新人スタッフにも通じるとこ
ろがあります。本書では，例えば「初
対面の患者さんとの距離の取り方」や
「同情と共感の違い」など机上では学
ぶことが難しい部分についても，具体
例を挙げてわかりやすく解説がされて
おり，「困難な場面」を乗り越えるた
めの貴重なヒントが得られます。
　そう，実習では「困難な場面」が必ず
あります。患者さんが入浴を拒否する，
薬を指示通りに飲んでくれない……
本書では，現場で起きている（または
起こりそうな）ことと，その対応策が，
著者の優しい言葉で語られています。
この言葉は，実習生の心にしっかりと
溶け込むのではないでしょうか。
　お二人の著者が本書に込めた熱い気
持ちが，実習生と，現場である臨地実
習場に届きますように。

専門看護師の思考と実践
井部 俊子，大生 定義●監修
専門看護師の臨床推論研究会●編集

B5・頁188

定価：本体3,500円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02400-6

評 者  村上 靖彦
 阪大大学院准教授・人間科学・現象学

　初めは見慣れない体裁に戸惑った
が，途中から電車を乗り過ごしそうに
なるほど没頭して一気に読み進めるこ
とができた。本書は「はじめに」と 14

人の専門看護師による
24の事例の報告と分
析と終章，2人の監修
者による序章と「おわ
りに」から成る。各章
では，多様な病棟で出
会った 1人の患者のケ
アをめぐって，専門看
護師が自らの実践を時
系列で記述するととも
に，そのとき「考えた
こと」を並行して書き
留めている。さらには
看護師の判断の根拠と
なる技術的・法的な説
明も項目が設けてある。
　このように，具体的
な状況とそれに応じた実践，その背景
にある専門看護師の思考（推論，判断），
その根拠が工夫されたレイアウトで提
示されることで，複雑な臨床場面で何
が起こってどのように専門看護師が実
践を組み立てたのか，複眼的に理解で
きるように工夫がされている。「見慣れ
ない体裁」はこの重層性を一冊の書物
で視覚化しようとした工夫に由来する。
　実際の現場では極めて多様な役割を
専門看護師が担っているであろう。患
者と家族の関係の調整，医療者と患者
の調整，難しい病状のアセスメント，
見通しが立ちにくい中での治療計画の
作成など，ミクロな視点からマクロな
視点までを持ち得る存在としての専門
看護師のスキルは本書からも十分にう
かがえる。そもそも専門看護師は日常
の業務では解決しきれない困難な事例
を任されるであろうから，当然それぞ
れの事例の個別性は高い。そして本書
はその個別性の高さがとても高い価値
をもっている。まとめて紹介しても良
さが伝わらないので，特に印象に残っ
た事例を一つ紹介したい。
　慢性疾患看護専門看護師の米田昭子
さんは，喘息，大動脈弁狭窄症，2型
糖尿病をもつ Oさんを担当すること

になる（以下の「　」内は p.　109-15

からの引用）。Oさんは 10年来の患者
だが予約日には受診せず，かと思うと
処方した薬がすぐになくなって来院す

る。しかも待ち時間が
長いと帰ってしまう。
「コンプライアンス不
良」と医師からみなさ
れて米田さんに紹介さ
れ，それ以後時々米田
さんのもとを訪れてく
るようになる。
　医療者の目には「病
識欠如」で言うことを
聞かない難しい患者な
のだが，米田さんは在
宅で独居している O

さんを「病人ではなく，
慢性疾患とともに生き
てきた生活者としてと
らえる」ことで，Oさ

んの視点から考えようとする。こうし
て（セルフケアができないはずなの
に！）アイロンのかかったポロシャツ
を着てくることや，天気の良い日に来
院する意味を探っていく。Oさんの「強
い側面」を見つけていく中で，病のコ
ントロールではなく「生活改善」に焦
点を当ててアドバイスも行っていく。
と同時に Oさんにかかわる医師や看
護師に対しては，「Oさんの心の内を
代弁」しながら連携を保ち，「現実的
なケア」を提供する体制を整えていく。
　「何年も病が身体に蓄積されてきた
という時間的視点」を米田さんは O

さんに対して導入している。患者を医
療に適応させるのではなく，患者の歴

4 4 4 4

史へと医療の側がフィットしていくた
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

めの潤滑油
4 4 4 4 4

の役割を，専門看護師が担
っている。患者の視点，生活の視点，
というのは看護の世界では頻繁に語ら
れることであろう。それでも極端に医
療との折り合いが悪い患者との間で
も，妥協することなく円滑に心地よい
サービスを提供するための調整を図る
看護師の経験・知恵と努力に率直に感
動した。一つひとつの気遣いはとても
繊細なものであるが故にこの短い書評
ではすごさが描けないし，実際の実↗

書 評 　 新 刊 案 内

専門看護師が複眼的視点で
重層的な流れを調整してゆく
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　このたび医学書院から『みるよむわ
かる生理学――ヒトの体はこんなにす
ごい』が発刊されました。著者の岡田
隆夫先生は長年にわたって生理学の教
育，研究をされていて
多くの書物を執筆され
ています。長年の経験
の中で培われた，わか
りやすい生理学の講義
がこの書に集約されて
います。
　医療職をめざす学生
が専門科目を習い始め
て最初の難関が，生理
学・解剖学ではないで
しょうか。私が看護学
を学んだころは解剖生
理学という名前で，教
師が人体の各部所の名
前や働きを述べていき
（時々は事例を入れな
がら），学生はそれを覚えていくとい
う授業内容であり，授業中にはそれを
覚える間もなく次々に新しいことが展
開していくので私自身は不得意科目の
一つでした。しかし本書を開いて最初
に感じるのは美しい色彩で生き生きと
した絵が描かれていることで，今まで
の生理学の本とは違った優しい印象を
受けます。
　本書は，まず人体の細胞の構造や血
液の構成要素，各内臓の働きなど，生
理学の基本的な内容について項目別に
解説しています。また理解を進めるた
めに，項目ごとにそれぞれの働きにま
つわる物語を作ってコラムにまとめて
います。
　最後の「感覚」と「睡眠」という項
目の中では，日頃体に関して起こる現
象について人々が持つ疑問や，知りた
いことについて取り上げています。こ
のように基礎となる生理学的な体の働
きを理解した上で，日常生活で起こる
体に関する疑問について説明するとい
う流れでまとめており，各項目がどの

ように関連して体の現象が発生するの
かを示しています。この最後の 2項目
は，医療職のみならず一般の人にもわ
かりやすく興味深い読みものになって

います。例えば，電車
の中で眠くなるのはな
ぜか？　なぜ肩こりが
起こるの？　なぜあく
びをすると涙が出る
の？　など，この部分
を読むと，なるほどそ
うなんだ！　と納得す
る理由を解説していま
す。
　最近は医学関係書も
カラフルに図解する傾
向にありますが，本書
の構成でユニークなの
はカラフルなだけでは
なく，生理学を面白く
感じさせる図が随所に

表されていることです。例えば全身骨
格の図は一般的には直立した骨格が描
かれていると思いますが，本書は骨格
が踊っているように描かれていて発想
の転換をさせられます。著者も序文で
述べていますが，挿絵も楽しく「みる」
本としても楽しめます。
　高齢社会が進んでいく中で特に関心
を持たれるのは，「成長と老化」の項
目で述べられる不死の細胞といわれる
HeLa細胞の話ではないでしょうか。
HeLa細胞は必要とされる限り，何百
年でも生き続けることから，生理学者
が人間の不死につながる新しい発見を
する可能性が期待されます。
　『みるよむわかる生理学』のタイト
ルどおり，本書の活用によって医療職
の初学者は生理学が理解しやすくなる
新しい形のサブテキストといえます。
また自分の健康に関心のある一般の人
でも見て読んで楽しめる内容になって
おり，読者層の拡大により生理学が身
近なものになることも期待できる書に
なっています。

践は本書の記述以上の細かいプロセ
スの積み重ねであることが想像でき
る。細かなシグナルを読み取り，複眼

的な視点をもって重層的な流れを調整
していく，そのような専門看護師の力
量を本書は垣間見させてくれる。

↘

誰が読んでも楽しめる，
生理学の新しいサブテキスト
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