ナイチンゲール・
スピリットで行こう。
〜成熟社会をつくる看護力〜

看護の未来が詰め込まれた

「たかがい恵美子」
を読もう
たかがい恵美子日本看護協会常任理事が2月上旬に著書
「ナイチンゲール・スピリットで行こう。〜成熟社会をつくる看護力〜」を出されました。
この本には、看護の未来が詰めこまれています。
すでに読まれた方もいらっしゃるでしょうが、
「まだ」
「これから」
という方のために、ほんのサワリを。

看護のプロになりたい！」

十五歳の春に決断した少女は、

右の見出しは「ナイチンゲール・スピ

5

リットで行こう。
」のカバーにあるキャッ

チコピーです。第 章から第 章までは、

この本のパートⅠで、幼少のころから日

本看護協会の常任理事になるまでの、た

かがいさんが語られています。

1

熱い思いのまま、

太陽出版 定価1300円＋税
全国書店で発売中。品切れの場合は、
ご注文ください。

大人になった…

ナイチンゲール・スピリットで行こう。
〜成熟社会を創る看護力〜

「生きる力を守る
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〜三つの十字架〜

第 一 章 ● 看護の遺伝子が目覚めるまで

たかがいさんが看護と出会うまでの

家族や地域

「スペシャルな生育環境」とは？ 障
害児から健康優良児に
の人たちとの交流──たかがいさんの
看護の原点が、ここに。

第 二 章 ● 看護への思い
〜卵からプロへ〜

中学校を卒業したたがいさんは、古
川女子高校の衛生看護学科に進学しま

れるから」！ そし
て、短期大学へ進み、
つぎは大学へ編入と
いうところで、予想

族会活動の中から
「人生
（いのち）
」
とい

きます。地域の人たちと触れ合いや家

し、故郷宮城県で地域保健の仕事に就

現場へ。そして、保健師の資格を活か

了し保健師の資格を取得して、臨床の

たかがいさんは、短大の専攻科を修

〜臨床と地域保健〜

第 三 章 ● 看護の現場で育つ

急性期医療からスタート
（1983年）

う曲が生まれ、ＣＤがつくられました。

〜自分磨きの旅へ〜

第 四 章 ● 看護学を学び直す

地域保健でフィールドを経験したあ
と、たかがいさんは「仕事を続けてい
く上で必要なプロセスとして」東京医
科歯科大学へ進学します。大学で看護
学を深める一方、エイズコントロール・
ケア活動や研究プロジェクトにも参加
します。
「とにかく今の自分にできる
ことを考え、地道に取り組むという行
動が、次の自分の力となっていく」と、
たかがいさんは述べています。

中央アフリカ共和国でエイズコントロール・ケア活動を体験
（1994年）

政策作りの場へ
〜男社会を歩く〜

「挑戦」していこうとしていることが述

思いをもとに、これからたかがいさんが

境へ。PartⅡでは、これまでの経験、

団体＝日本看護協会というまた違った環

ら見てきたたかがいさんは、今度は職能

床、地域、教育、行政と、様々な立場か

ここまでがPartⅠ。看護を、臨

などの実現に携わります。

自治体保健師の増員、新しい看護配置

環境です。ここで、たかがいさんは、

のなかでも看護職は圧倒的少数という

違った世界。男社会で、しかも医療職

役所という、臨床とも、教育の場とも

省（現厚生労働省）へ出向になります。

教官になったたかがいさんは、厚生

大学院を経て、東京医科歯科大学の

第 五 章 ● いざ

ベルギーブリュッセルのEU本部で
（2005年）

べられます。また、それは看護が目指す

べき未来でもあります。
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定期健診
（1965年）

外の
（？）
不合格…

「人生
（いのち）
」
発表会
（1991年）

!?

す。その理由が
「一番早く看護師にな

戴帽式
（1979年）

看護が明るく照らす
「成熟社会」へ

を整えること。

に利用できる訪問診療と訪問看護など

・もっ
 と地域に開かれた柔軟な利用がで
きる老人保健施設、必要なときに確実

尊厳ある死を
迎えることのできる
多様な看取りの場を
整えていくこと

たかがい恵美子の挑戦とは

たかがいさんの看護・医療へ向けた提
案と「きらっと光る言葉」を、ほんの少
し…

日本の急性期医療を
見直すべき
・医療機関への収容に偏重してきた日本
の医療提供体制を真摯に見直し、そも
そもの入院加療とは何かを改めて整理

からの人口構成と国民ニーズにあう安

ルを決め、複数の職種が上手に役割分

らがつつがなく動くための所定のルー

・これ
 らのサービスを 時間しっかりと
つなぐ機能を置くこと。同時に、それ

全かつ確実な医療提供体制をしっかり

つながるようになる。

者と小さな在宅ケア機関とが顔と顔で

・看護
 師が責任を持って退院調整の機能
を担うことで、大きな病院のケア担当

看護師が
病院と地域を連携する

されないようにすること

・ご本
 人と家族がどんなサービスを利用
しても、自分たちらしい暮らしが分断

こと。

担しながらチームで動けるようにする

20

再編成することが今、急務

すること、 年後 年後の日本、これ

24

Ⅱ
10

日本看護協会常任理事に就任
（2008年）

社会保障制度を第一線で
支え、医療費増大を抑制
する原動力である看護職の
底力を知ってほしい
・しか
 し、看護職の育成の場は厳しい状
況にある。看護師不足によって、日本
の社会保障は地滑りを起こすことにも
なりかねない。その岐路に、
日本は立っ
ている。

「清く正しく美しく」
ではなく
「清く正しく逞しく！」

臨床能力を高める場の設立

・資格取得後、一定期間を設けて最低限

の臨床能力を身につけることを制度的

に整えることが、看護基礎教育改革と

併せて必要

もっと自由な
就業スタイルへ

・130万人を超える看護の労働力が協

力して、子育て世代の窪みを改善しよ

う。そうすれば結果的に男性の働き方

も変化し、社会参加の多様な道が開け

るだろう

と思い込んでさっさと退職を決める。

・診療報酬を知ろう！
・自分
 たちの技術が、社会サービスとし
てどのような名目で、どのように規定

同じ医療職である女性医師にはこのよ

・子育て世代で窪むのは、
「今が引き際」

され、どのように評価されているのか

うな現象は見られず、キャリアを生か

く、それを制度化するまでの役割を

・研究者は実践からの理論化だけでな

現場を科学せよ！

くっていこう

いう同僚の声で支えられる環境をつ

けましょう、お互い様なんだから」と

・
「しばらくは半分のパワーで仕事を続

子育てしている。もう一息！

・働く看護職の六割が既婚、八割以上が

せる働き方にシフトしていっている

を、少なくとも熟知しておくべき。
・ご奉仕ではなく、労働の対価としての
適正な報酬を

看護外来の拡大を
・継続的な看護ケアを必要とする人に対
しての取り組み
・看護師本来の持ち味を存分に発揮しな
がら効率よく療養を支えていくことが
できる
・地域に密着した新たな看護サービスの
充実につながる

担っている。
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たかがい

恵美子

を進めたい。この醍醐味と止めどなく深

日本看護協会常任理事

「ナイチンゲ ール・スピリットで 行こ う！」に込 めた 思い

歳のころに初めて自分の将来を問わ

仲間、そして次代を担う子供たちへ、こ

本書のなかでは、看護の先輩、看護の
な、と。そんなお役の立ち方も、大変う

てごらん、というメッセージを送れるか

まっていく人間への興味、あるいは信頼

それを実現するのが、看護の仕事です。
うして得た心の財産が、私にとって何よ

れしいです。

感、そうしたものを、自らの小さな歴史

当初は自分でも、いつ道を逸れることや
りの誇りなのだと伝えたかったのです。

れて以来、私は
「ああ自分は守られてい

らというぐらい弱腰でした。しかし、今

それは、一人ひとりの内なる声、思いや

る、大丈夫！」と思えるような社会づく

は、幼な心に思い描いた理想に対して、

を支えにして社会が成り立っているので

を振り返ることで、多くの方に感じてい

自分がどこまで挑戦し続けられるのか、

りの心に自信を持ってほしいからです。

すから、自分らしく生きることができる

りに貢献したい、という願いに突き動か

とことんやり遂げてみよう、という気持

また、これからの社会を支えるのは看護

よう努力することが大事。これからは、

ただきたいと思いました。

ちになっています。

の心なのだということを、看護職以外の

そうした信頼に裏打ちされた人間的なつ

されてきたように思います。

それは、看護の仕事をとおして
「いく

方々にもお伝えすべき時を迎えているか

ながりと一人ひとりの責任ある行動こそ

張っている！ 一人ではないのだ」とい

お子さんと将来のことを語るのは気恥ず

また、私と同年代の方々で、思春期の

だければ幸いです。

なところで語り合う材料として活用いた

が必要。そんな当たり前のことを、身近

どんな状況下であれ、お互いがお互い

つになっても成長できるのだ」というこ
らです。

ホームページ
「たかがい恵美子の めざせ、
看
護維新」
で活動報告と情報発信を行っている

とや
「みんなが、いろんなところで踏ん
うことを体験し、それを繰り返し実感す

かしいと思われている方。この本をさり

が増えていくことを期待しています。

そして一人でも多く、看護サポーター

ることができているからだと思います。

1984年埼玉県立衛生短期大学卒業、

げなく卓袱台にでも置くことで、こんな

日本看護協会常任理事

そしてこれからは、もっと上手に私たち

髙階 恵美子

生き方もあるよとか、自信を持って生き

（たかがい えみこ）

看護職の知恵と経験を使える社会づくり

1985年埼玉県立衛生短期大学専攻科
修了、1989年国立公衆衛生院専攻課
程修業、1993年東京医科歯科大学医
学部保健衛生学科卒業、1995年東京
医科歯科大学大学院医学系研究科博士
課程前期修了、1996年WHOエイズコ
ントロールケア研修修了、1997年東京
医科歯科大学大学院医学系研究科博士
課程後期中退。
社会保険埼玉中央病院、宮城県大崎保
健所岩出山支所、宮城県総合福祉セン
ター精神保健部勤務を経て、1997年4
月から東京医科歯科大学医学部で文部
教官
（地域看護学）
。2000年8月厚生労
働省
（旧厚生省）
へ出向し、厚生労働技
官となる。健康局をはじめ様々な部署
を歴任し、2005年保険局医療課課長
補佐。2008年3月に厚生労働省を退職。
2008年6月日本看護協会常任理事に就
任し、訪問看護・介護保険・医療保険
などを担当。
1963年宮城県生まれ。

看護師はオーナーであれ

・看護職は「看護技術という付加価値を

持つ一つのブランド集団」

・オーナーになるという感覚がないゆ

え、自分の仕事をお金に換算するとい

う発想も希薄

・看護職は社会保障の担い手であるとい

う自覚と、その責務をまっとうするた

めにはお金がかかるという事実を認識

すること

・自分
 の技術がどう評価され、評価を高
めるにはどう展開していかなければい

けないのかを、第一線の現場から日々

学び取り、実践すること

・より高い水準の看護技術を社会に還元

していく立場にあること

「前向き３Ｋ」
への発想転換

・看護師不足が深刻とされた頃に言われ

た「きつい、きたない、きびしい」か

ら「賢く、健康的で、確実に仕事する」

の「前向き３Ｋ」への転換

・楽に、美しく、簡単にできる仕事なん

て世の中にない。それが現実社会の姿。

プラス思考で物事を処理していこう。

まだまだ、きらきら輝くフレーズがあ

りますが、それは実際に本を手にとって、

ご自分で探してください。
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