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はじめに

　本大学に着任し，早2年が過ぎようとしている．そ

して今，初学者である看護学生の「感じる心」を育て

ることは，看護教員としての重要な責務であると考え

る．なぜならば，学生が将来就く看護職は感情労働と

しての側面が強く，喜びや悲しみなどの感情が豊かで

なければ他人を思いやる心は育たないと考えられるか

らである．

　母性看護学実習では，分娩という女性のライフイベ

ントを通じ，母親が児を思う気持ち，夫が妻や児を思

う気持ちを見る場面に遭遇する．まさに他者を思いや

る心，つまり情意を育む上で絶好の機会なのである．

それ故，母性看護実習を通し，看護師として最も重要

な「他者を思いやる心」が育ち，学生には人間的にも

成長する事が期待される．具体的には，学生は分娩見

学を通じ，命の大切さや素晴らしさに感動する場面に

遭遇し，母性看護学の教員はそれを指導できる醍醐味

と喜びを味わう事ができる．さらに教員として，母性

看護学実習場面において学生との関わりから逆に学ぶ

ことも多々ある．以上のように日頃実習で考え，感じ

ている事を自分の学生時代に重ね合わせ記述したい．

1． 分娩を見学して

　出産場面を見ると，殆どの学生の表情は変わる．分

娩を見学し，一時，呆然と立ちすくむ学生もいる．ま

た，感動のあまり，眼は輝きそして，涙を流す学生も

いる．いづれにしても，教科書だけでは心に響くこと

が難しい出産・分娩などを，実際に見学することで学

生は多くのことを感じ取り，学生の心に変化が生じた

のであろう．

　学生には，「自分の母親は命がけで自分を産んでく

れた」という母親に感謝する気持ちが生まれる．ま

た，「分娩を見ていたら，自然に涙が出た」など，学

生の心は動いている．

　そして，学生は分娩を見て命の尊さや，大切さに覚

醒する．また，自分自身もこのようにこの世に誕生し

たと自分自身を大切にする心が育まれる．

　また，「自分を産んでくれてありがとうと，母親に

言ったら母親が涙した」や「親（母親）孝行しない

と」など，自分以外の他者，つまり母親を思いやる機

会にも繋がり，他者との関係が如何に重要かと気づ

く．他，「命がけで産んでくれた母親に今も心配をか

けている」や「そんな母親を今も苦しませている自分

が情けない」と自省し，自分の生活態度について考

え，今自分が行うことは将来，看護師になるための勉

強を一生懸命することだと，今の自分に課せられたこ

とを再認識していた．そして，陣痛で苦しむ妊婦に何

もケアしてあげられなかった自分の勉強不足を感じ，

今後，一生懸命勉強しなればと考え改める．また，十

分なケアができなかったのにも関わらず，『妊婦さん

から「ありがとう」と言われ嬉しかった』などと，妊

婦によって学生がケアされる，つまりケアリングされ

ることもある．その他，分娩で苦しんでいる妻の手を

握り締める夫の姿を見て，「愛のもつ素晴らしさ」を

感じ，妻に対する夫の労りなどをも垣間見たりするこ

とで，「自分は将来，あのようなやさしい男性と結婚

したい」など，夫婦愛の素晴らしさから自分のライフ

プランを描いたりもしていた．

　また，分娩・出産は女性にしかできず，あの辛い痛

みは女性だから耐えられると，女性のもつ力や，命を

生み落す母親の強さにも感動して涙する学生もいた．

2． 母子早期接触 （カンガルーケア） を 
見学して

　母子早期接触とは，出産直後，母親の胸に児を抱か
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生懸命吸っている」と，児の吸啜力に感動し，授乳介

助によって学生自身も癒されていた．

おわりに

　実習指導を通し，私が学生から多くの事を学ぶ．そ

れは，当たり前ではあるが，どのような学生であって

も，分娩や児との関わりから，学生の心は動き，看護

師として重要な「感じる心」が育まれることであっ

た．

　私は母性看護学の教員であり，母性は成熟期，つま

り妊娠・出産・産褥など周産期を中心として看護が展

開される．しかし，母性看護の対象は生まれてから亡

くなるまで女性の一生涯に関わることであり，不妊の

患者さんなど健康障害をもった女性にも関わり，病気

で弱い立場の患者さんに関わると言う点では，他領域

と重なる部分もある．それを考えると，看護師に重要

なのは，思いやりの心であり，それがなければ良い看

護はできない．そして，それが学生の中に育まれなけ

ればならないのである．

　そのように他者に思いやりの心をもって接するには

自分自身にも優しくできないのである．それは，私が

卒業した聖母大学助産学専攻科のシスターから教えて

頂いたことである．「看護師は人の命を預かるとても

大変な仕事ですよ．仕事が終わった後は，ゆっくり温

かなシャワーを浴び，フカフカのバスタオルで自分の

体を清めて自分に優しくしてあげて下さい．」という

ことであった．今まで，感情を抑えるよう教育された

私の新人時代の看護教育とはまるで違っていた．亡く

なった患者さんの前で涙して「患者さんの前で涙なん

て見せてはダメ」と先輩から注意されたものとはまる

で違っていたのである．「心が動くから涙も出るので

すよ．そういう感情があるから患者さんも苦しみもわ

かるのですよ」というシスターの言葉が今も私の中に

ある．

　 それを考えると，本大学の学生には他者，患者の

辛さや気持ちが分かる看護師になって欲しいと願う．

日々の生活に忙殺され，自分を見失いそうになったと

き，自分の職業人生について考えさえられる時，私は

以下の「詩」を読む．これを読むと，看護師とはどう

あらねばならないのか分かる様な気がする．

ひもじくても，わたしは，自分で食事をすることがで

きません．

あなたは，手のとどかぬ床頭台の上に，わたしのお盆

を置いたまま，去りました．

せることである．児は誰が教えたわけでもないのに，

産まれて直ぐにおっぱいを探し（探索反射），おっぱ

いを吸う．そして，おっぱいを吸う赤ちゃんのもつ才

能のすごさに驚き，学生は感動する．産まれたばかり

で，か弱いながらも，全力でおっぱいを吸う赤ちゃん

の姿から，一生懸命生きることとはどういうことなの

か，学生は自分自身に置き換え，今，自分があるこ

と，存在することの意味を深く考えたりもしていた．

3． 帝王切開を見学して

　不妊治療の末，妊娠したに産婦に対し，「今迄，諦

めないで頑張った甲斐があった」と妊婦を称賛する看

護師を見て，母性看護は不妊など健康障害を持った女

性へのケアも重要であることを学んでいた．そして，

今まで行ってきた治療の苦しみに対し，共感したり，

肯定し，それを称賛することも看護として重要である

と学んでいた．また，母性での看護師の役割について

も再確認する機会に繋がっていた．

　そして，手術室にて帝王切開で娩出した児と母の対

面場面を見て，涙する母親の姿から，母性愛の素晴ら

しさや，数分前までお腹の中にいた児が，母親を見る

かのように開眼する様子を見て，母子相互作用の素晴

らしさを発見し感動する学生もいた．他，ほぼ同時に

陣痛があった妊婦であっても，出産で喜ぶ妊婦もいれ

ば，児の心拍数が急激に低下し死産になってしまった

妊婦もおり，母性看護対象の母親の全てが幸福な結末

を迎えるばかりではないということをも学んでいた．

学生は涙し，「自分が死産の子どもを産んだとしたら

と考えると鳥肌が立つ」と訴えた学生もいた．そ

して母性看護は，常に生と死が裏表で行われることを

も痛感していた．

4． 沐浴実施において

　沐浴を実施し，「あの子の成長ぶりをこれからも見

ていきたい」などと親心を湧かせたり，「最初，児は

泣いていたけど，気持ちがいいことが分かるのです

ね．泣いていたのに，途中で泣き止んだ」や「最初は

自分も緊張して，焦ったけど，落ち着いて身体を洗っ

たら，赤ちゃんが笑った」などと，自分のケア・技術

が児に伝わったことによって，自己効力感を湧かせる

学生もいた．また，男子学生では父性に目覚める学生

もいた．

5． 授乳介助において

「赤ちゃんは自分で呼吸を休ませながら，哺乳瓶を一
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れたのは聖母大学助産学専攻科時代のことであった．

私の母校，聖母大学助産学専攻科は10名という少人数

であり，社会人経験を積んで入学した学生は私を含め

僅かであった．聖母大学は昭和26年，理事長で医師で

あり，また，修道女であった「エレナ・ハース」に

よって開学した．エレナハースは，らい病患者や貧し

く病んでいる人のケアにあたり，「どんなに医療が進

めども，看護に勝るケアはない」と看護について説か

れた．それが後世に引き継がれ，海外で助産師，また

は修道女として，活躍される先輩もいる．また，エチ

オピアで医療活動を行い，麻痺患者への指圧マッサー

ジを検証した先輩方やナイチンゲール賞を頂いた先生

方から受ける授業は看護の本質について私に問うもの

であり，正に私の人生の宝物となっている．そして，

いつも，教授はじめ，7名の先生方が10名を温かく指

導してくれた．

　また，カトリックの大学であったため，学長は神父

様であり，学生が実習でつまづていると「弱い自分

を認めなさい」と説教された．また，シスターから

も，「自分自身で自分を攻撃しないこと」と自分を大

切にすることについても学んだ．病院実習では，毎

朝，ナースステーションで「みははマリア」などの聖

歌を謳い，今日一日の自分を律するひとときの時間

が設けられていた．また，「日本カトリック看護協会

（JCNA）のナースの祈り」を皆で唱え業務にあたっ

た．

主よ　あなたの祝福のうちに今日の一日を始めます

わたしを待つ病む人々に　看護の奉仕を届けることが

できますように

病む人の声を聴き取る心と

見えるものの奥を見る力をお与えください

看護の技を磨く知識と

謙虚に看護する態度を

身につけることができますように

先入観を持って患者を見ることがなく

ひとりひとりに敬いをこめて

触れることができますように

いかなるおそれや苦しみにも

向き合うことができ

思いやりとやさしさを　ことばの

行いのうちに

のどがからからで，困っていました．

でも，あなたは忘れていました．

付添いさんに頼んで，水差しをみたしておくことを．

あとで，あなたは記録につけました．わたしが流動食

を拒んでいます，と．

　　（中略）

わたしは，死にそうだと思われていました．

わたしの耳がきこえないことを思って，あなたはしゃ

べりました．

今晩のデートの前に美容院を予約したので，勤務のあ

いだに，死んでほしくはない，と．

あなたは，教育があり，りっぱに話し，純白のぴんと

した白衣をまとって，ほんとうにきちんとしていま

す．

わたしが話すと，聞いてくださるようでしたが，耳を

傾けてはいないのです．

助けてください．

わたしにおきいていることを，心配してください．

わたしは，疲れきって，さびしくて，ほんとうにこわ

いのです．

話しかけてください．

手をさしのべて，わたしの手をとってください．

わたしにおきていることを，あなたにも，大事な問題

にしてください．

どうか，きいてください．看護婦さん．

　　Joyce travelbee　長谷川浩他訳：人間対人間の看

護，医学書院，pp5-6より抜粋

　この詩で私の心も動かされる．また，日々，教員と

して学生と関わり，私の心も動かされる．滅入ってい

るとき，ちょっとした学生の一言で，心が温まる．恥

ずかしながら，学生にケア，ケアリングされる．学生

は，いつも新鮮である．その学生に対し，私の心が動

かなければ，学生に対する思いやりの心も育たず，そ

れが学生にも伝わらない．そして，私自身も教員，助

産師・看護師として成長しないと私は思う．学生との

関わりや患者さんとの関わりで，これほど，心が動か

され，自分自身も成長させられる仕事はないと，念願

であった母性看護学を教授しながら，今強く感じてい

る．まさに，心が動いている．

　このように心が動くことが如何に大切か考えさせら
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合致し，「他者を思いやる」看護の心に合致するもの

であった．

　多感な学生をどのように教育していくか，環境，

我々の人的環境が学生にとっていかに重要か自分の学

生時代を振り返り，今さらながら考えさえられる．ど

うか，本学の学生も自分の大学を愛し，まず隣人に優

しくなれる，そんな立派な看護師になっていって欲し

いと微力ながら思う．

宿すことができますように　照らして

ください

新たに来るどの日にも　喜びと驚きを

見出すことができますように

主よ　わたしのこの両手を通して

あなたの癒しの光が　輝きますように

アーメン

　以上のように，聖母大学では祈ることや，一日のう

ち，僅かな時間でもいいから時間をとり，自分と向き

合うことが重要であることを学んだ．他，クリスマス

には，聖母大学の聖堂で助産学を講義して下さった女

医さんが私たちが歌う聖歌の伴奏を弾いて下さった

り，とてもアットホームな雰囲気の中，学生生活が送

れた．また，シスターからクリスマスプレゼントとし

てチョコレートを頂いたりと，とにかく温かかった．

今さらながら，恩師との出会いや教育環境は重要であ

ると考えさせられる．

　東野妙子（シスター東野）名誉教授の「いつも，あ

なたのことを祈っていますよ」という言葉や，和田サ

ヨ子（シスター和田）教授の「神様から頂いた命を

100%生き抜くかどうかはあなたに関わっていますよ」

という言葉に支えら，今の私がある．聖母時代の恩師

は私にとって偉大であった．聖母大学聖堂の鐘の音も

聞こえないくらい分娩介助実習は辛く，夜中の分娩に

いつ呼び出されるのか携帯電話の音に敏感になり，自

分自身，精神的に余裕がなくなった時のことであっ

た．「あの鐘の音が今，あなたに聞こえますか．あれ

は幸福を願うアンジェラスの鐘ですよ．今のあなたに

あの鐘の音が聞こえるかしら あなたは，どうあり

たいのですか」とシスターは私に投げかけ，それは聖

母を志した初志の私に戻させた．そして，今の，日々

の生活の中でも，自分を見失ったとき，シスターのそ

の言葉を思い出すようにしている．

「教員として，自分が今，学生にしてあげられること

は何か」と考えると，学生が自分の母校を愛し，「隣

人を愛すること」伝えたい．まず，隣にいる人に優し

くなれずして看護はできず，そうできることが看護の

基本であると考えるからである．

　昨年，聖母大学と上智大学が合併し，私は同窓会

（インマクラータ・マリア会）役員を担った．そし

て，上智大学学長より，「Men and Women for Others，
with Others ．他者のために，他者とともに」と看護の

真髄ともなるべく上智大学の教育理念が掲げられた．

この言葉は，聖母大学の理念「愛によりて真理へ」と


