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原著論文

化学療法を受けるがん患者・家族ヘケアを実践する看護師の困難と対処
一一定地域に位置づく S大学病院での調査一

漬田珠美

(北海道大学医学部保健学科看護学専攻)

Nurse's Difficulty and Coping in Caring for Cancer Patients and Their Families 

During Chemotherapy 

一-ASurvey at S University Hospital Located Within the Community Setting 

Tamami HAMADA 

(Division ofNursing， Department ofHealth Sciences， School ofMedicineヲ HokkaidoUniversity) 

【論文要旨】

本研究の目的は、 一定の地域に位置づき、がん医療を提供する病院で化学療法を受けるがん患者・家

族にケアを実践する看護師が、ケアする上でどのような困難を感じているか、またそれらに対しどのよ

うな対処をしているかを明らかにすることである。

研究方法は、 S大学病院(特定機能病院)の看護師31名に、半構成的質問紙を用いてデータを収集し、質

的に分析した。

結果として、看護師が困難と感じていた10項目を得た。その中で最も件数が多いのは、 [化学療法に

伴う症状への対応が不十分]であった。また、困難への対処では13項目を得た。最も件数が多いのは、

[副作用対策のための工夫の実施]で、あった。

看護師は患者・家族のQOL(生活の質)向上のため日々努力しているが、看護師の困難は今日の化学

療法に特有の不確かな状況や患者のセルフケア能力を高めることを難しくする条件などから生じると考

えられた。

キーワード:看護師、困難、対処、化学療法、 QOL(生活の質)

1.はじめに

近年、化学療法を含むがん医療システムは、

年々高度化 ・複雑化し、変化してきている。そ

の中で、わが国の第 3次対がん10ヵ年総合戦略

では、全人的な質の高い医療により、がん患者

のQOL(生活の質)を向上する地域社会作りが

目指されている1)。したがって、地域において

化学療法を受けるがん患者・家族をケアする看

護師には、豊かな経験を活かした高度の実践能
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力と、 QOL(生活の質)向上へ貢献することが求

められている。しかしながら、酒井ら 2)は、外

来・短期入院を中心とする場において、実践者

がQOL向上への援助の重要性を認識していな

がらも感じる 4項目の困難があったと報告した。

また、日本がん看護学会教育研究活動委員会が

実施した全国調査3)で、困難は化学療法特有の

状況や条件によってもたらされることが示唆さ

れた。したがって、一定地域に環境を特定し、
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高度化・複雑化するがん医療システムの中で、

化学療法を受けるがん患者・家族をケアする看

護師の困難の現状を把握し、化学療法に特有の

ケア状況やその条件を明確化する研究が必要と

考えられた。しかし、過去10年間、医学中央雑

誌にて検索した結果、これらに関連した実践者

の経験を明らかにする上で優れた質的研究4)に

よる報告はなかった。また、一定地域に環境を

特定し、実践者の困難を明らかにした報告はな

かった。

そこで本研究は、 化学療法を受けるがん患

者・家族にケアを実践する看護師 (以下「実践

者」とい う)が、①ケアをする上でどのような

困難を感じているか、②それらの困難に対して

どのような対処をしているのか、を質的研究に

より明らかにすることを目的とした。なお、実

践者が感じる困難は、地域や施設の特徴を含め

た環境の影響を受ける ことを考慮、し、一定地域

に位置づく、特定機能病院として高度がん医療

を提供するS大学病院(入院・外来)の実践者に焦

点をあてた。

用語の定義

LazarusとFolkman5
)は、 「対処とは、 『能力

や技能を使い果たして しまうと判断され自分の

力だけではどうすることもできないとみなされ

るような、特定の環境からの強制と自分自身の

内部からの強制の双方を、あるいはいずれか一

方を、適切に処理し統制していこうとなされる、

絶えず変化していく認知的努力と行動による努

力j]Jと述べている。

本研究では、ケアを実践する上で、能力や技

能ではどうすることもできないと実践者がみな

すことで、困る、難しいと意味づける認知的評

価により困難が生じる。そ して、実践者は援助

の重要性を認識しながらも、その困難を処理ま

たは解決しようと考えることが認知的努力、行

動することが行動的努力と考えた。ここでは、

以下のように定義した。

困難:実践者がケアを行う上で、困っている

と感じていること難しいと考えている
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こと。

対処:困難を処理し、解決するために、実践

者が行っている認知的努力と行動的努

力。

II. 研究方法

1 対象

都道府県単位とする ある一定地域(人口565

万;地域人口の100%)の大学病院(三箇所)の中

で、主要都市部(人口188万;地域人口の33.4%)

に位置づく二箇所のうちの一つで、あるS大学病

院(特定機能病院956床)において、主に化学療

法を受けるがん患者 ・家族の看護がケアの中心

となっている部署に所属し、化学療法を受ける

がん患者・家族のケアに直接関わっている看護

師を対象にした。

2. 調査方法

所属する部署の看護師長より対象者として推

薦を受けた看護師32名のうち、同意を得た31名

に、本研究者が作成した自記式半構成的質問紙

を配布した。回答は返信用封筒にて無記名で得

た。質問紙の回収は 2週間の留め置き法により

行った。

調査内容

質問紙の内容は、実践者の基本的属性の設問

として、年齢、性別、職位、最終学歴、臨床経

験年数とした。困難と対処については、 A4用

紙 1枚に均等なスペースで配置した設問 2つ、

すなわち、①化学療法を受けるがん患者・家族

へのケア実践上、どのような困難を感じていま

すか、②それらの困難に対してどのような対処

をされていますか、とした。

3 調査期間

2004年 8月"-'12月。

4 分析方法

データの分析は、内容分析6)に基づいて行っ

た。すなわち、1)実践者の困難と対処の内容

を明らかにするため、困難についての設問①と

対処についての設問②ごとに、回答された文章

の意味を変えないように短文で要約した。 2)
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要約した短文は類似したものをまとめ、そのま

とまりを代表する名称をつけ、項目名と して記

した。そして、得られた項目名をもとに、実践

者の困難と対処について、意味内容の対応性か

ら考察した。

5.信頼性の確保

本研究の信頼性を確保するには、研究者が対

象となる場と看護を十分に理解していることが

必要となる。本研究者は、化学療法を受けるが

ん患者と家族のケアに関し、 13年の経験を有し、

さらに本研究対象者のケア場面に参加する機会

を設け、その看護を十分に理解できるよう努め

た。

また、内容妥当性は、化学療法を受けるがん

患者・家族の看護に携わる看護師 9名により、

研究者が明らかにした困難と対処の各項目と内

容について、 4段階リカートスケール(I非常

に合致している」、「かなり合致しているん 「か

なり合致していなしリ、 「ほとんど合致してい

ないJ)を用い、その合致度で評価した。結果、

合致度は困難の各項目で56%"'100%、平均は

82.4%、対処の各項目で78%"'100%、平均は

93.6%と評価されたことから内容妥当性は確保

されたと考えた。

6. 倫理的配慮

対象者には研究目的を説明する文書を配布し、

理解を得たのち研究への参加・中断については、

自由意思とし署名により同意を得た。

質問紙は無記名とし同意書とは別に回収する

こと、回収後は研究者が厳重に管理することで

プライパシーの保護に努めた。

m.結果

1 対象者の概要

対象者は同意が得られた31名(全て女性)で、

平均年齢は36.1歳 (SD=8.9) であった。所属

は5診療科(内科系 2、外科系 3) が含まれ、

職位は31名 (100%)のうち、看護師20名 (64.5%)、

副看護師長11名(35.5%)で、最終学歴は看護専

門学校12名(38.7%)、短期大学8名 (25.8%)、

大学11名 (35.5%) で、あった。臨床経験の平均

年数は、13.2年 (SD=8.7) で、あった。

2.化学療法を受けるがん患者 ・家族へのケア

を実践する上での困難

実践者の困難の内容は64件で、まとめられた

項目は以下の10であった。

[化学療法に伴う症状(吐気・末梢神経障害

〔しびれ〕 ・っかえ感・食欲低下・気力低下・

口内炎・不安・活動性低下・易感染など)への対

応が不十分]、[インフォームドコンセント(以

下IC)が不十分]、 [心理・社会的苦痛の緩和や

精神的支援が不十分]、[自己決定を支援するこ

とが困難]、 [将来の不確かさにより患者・家

族とのコミュニケーションや理解が困難]、[患

者・家族へのケアが不十分]、 [看護職者とし

ての自分自身への倫理的なジレンマ]、[専門的

知識が不十分}、[高齢または認知力低下患者へ

の指導が困難L[安全な治療環境の不整備](表

1)。以下、 [ ]は項目名を、< >はその

内容を示す。

実践者が困難と感じた項目について、件数の

多い順に述べる。最多の項目は、 A [化学療法

に伴う症状(吐気・末梢神経障害〔しびれ〕

っかえ感・食欲低下・気力低下・口内炎・不安・

活動性低下・易感染など)への対応が不十分1
22件 (34.4%)で、その内容は<副作用症状(吐

気・幅吐、胸のつかえる感じ、易感染、心理的

苦痛症状など)の対策が不十分><治療回数に

比例し増悪する副作用症状の緩和が困難><口

内炎・吐気など消化器症状のコントロールと緩

和が困難><治療による活動性の低下><食欲

低下の遷延と気力低下時の看護>の 5つで、あっ

た。これらは、化学療法に伴い生じる副作用症

状を緩和するため実践者が対応するものの、繰

り返される治療によって、多様に出現し増強す

る症状を緩和することの難しさで、あった。

-19ー 看護総合科学研究会誌 Vo1.9，No.2， Oct. 2006 



演回珠美

表 1.化学療法を受けるがん患者・家族へのケアを実践する上での困難 n=31 

総件数
内容

件
項目

数(%) 

化学療法に伴う症状(吐気・末梢神 22(34.4) 副作用症状(吐気・幅吐、胸のつかえる感心易感染、心理的苦痛症状 14 

経障害(しびれ)・っかえ感・食欲低 など)の対策が不十分
山山川町“"一目‘山市甲山川町引い円山町村山村山山山山山日h山司市町山山山町村山"一山山山山山山4・町山“山町山山+町山田町H.... ‘“山町“山 ・4・・4・・

下・気力低下・口内炎・不安・活動性 治療回数に比例し増悪する副作用症状の緩和が困難 3 
A '‘咽咽酔唱咽 晶 目“ ‘酔 唱酔唱' ‘a 晶司+ ‘ + ‘ 咽+咽 ・4・ 町酔

低下・易感染など)への対応が不十 口内炎・吐気など消化器症状のコントロールと緩和が困難 2 
一山町山町山『回一一回一一一一一一山山田町山由........_........吋四日一...................H....町山田町山一山回目‘‘山 町...H_.......H町一山田一ー‘目‘， 目‘ '咽町酔町・・ーーー.

分 治療による活動性の低下 2 
町『戸山田H・H・....-.・・..-.....一一一一-一一ー目・H・一一・一一一一一・圃園町圃圃園田町園町町戸時町一一・『園田町園町一一一一・園田町一‘一町田山山山a町"......-一一一一一回目

a・‘
食欲低下の遷延と気力低下時の看護 1 

ICが不十分 10(15.6) 治療選択の際、メリッ卜・デメリットの説明や選択肢の提示が不十分 5 
町酔町酔咽町酔+酔+咽 町 目‘ 町酔目“咽町酔町町酔町酔 酔町酔町酔‘・+・・・‘・+・ ・・ ・4・4・4・・4・・・・+町酔町酔咽町酔町酔唱 酔+咽 酔+町酔唱 ・，可・・曹司・ ・+曹司 曹司・4・・4・

B 治療を優先する態度による医師と患者とのコミュニケーション不足 4 
““+‘“............H._...町内何時町.__....“...._....““““"“目・・圃司自由"“吋4・....“......_....._.....“・............_.骨....“可・・-・・・“-・4・・・・4・・圃

延命治療が無効になる時期の提示が不十分

心理・社会的苦痛の緩和や精神的 9(14.1) 前向きな気持ちへの精神的支援の方法 3 
“ 酔酔・4・町町酔町町酔町 ‘町晶目‘ 町酔 酔 ・・ ・4・・4・・4・酔 町酔・ 咽咽 咽 圃圃可 曹司.

支援が不十分 ストレスフルな状態にある患者への支援 2 

C 長期的に継続治療を受ける患者への精神的支援 2 
一一一一園町一一一一一一一一一一一・一一一一一一‘一一一一四一一一一一一一一・・ー……一一一一一一一一一...._.... 

QOLの低下が生じることがある
，町F唱'・・+ 町酔唱 ・.町酔唱 町酔咽 +町酔唱町 " ・4・咽町酔咽 +町酔咽 ・・4・・・・4・・4・・4・・4・・4・・・4・4・‘・4・圃曹司・圃圃曹司圃曹司・・・・・4・・4・+

患者の葛藤・辛さに対する関わり 1 

自己決定を支援することが困難 9(14.1) 将来を見通した選択や自己決定を支える個別性のある援助が困難 3 
叫 ““・・..._....町叫"‘叫“““"““"“........_....._....・._....._....・・“・"“・・ー目司自白圃 目・ u

治療無効後の選択への関わり 3 
D 回目白咽田崎圃圃園田山回目園日園田山回目圃園田山回目園日回目回目吋"“‘“仲町回目日回目圃.............................-・ 同“柿柿

終末期の治療の希望にズレがある患者と家族の期待への支援が困難 2 
圃曹司 圃司圃 圃曹司・ F 圃可・・ ・， 曹司 曹司・ ・ 圃圃圃 圃圃圃司晶圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園田‘・・・・a圃圃圃圃園田‘・・‘園田“晶園田‘晶晶晶 a圃圃晶 圃圃圃a晶圃圃園田“園田‘

決断を支える説明が難しい

将来の不確かさにより患者・家族と 4( 6.3) (再発を抑える)将来の効果が不確か
圃圃園田“ 圃圃圃圃園町 圃圃圃園田一園田山田“回目園田一・圃圃圃園田‘園町圃圃圃園町圃圃圃圃圃a圃圃圃圃圃圃圃圃 a圃圃園町圃圃・・・・・園田回目四日回目白‘“柿‘回目...-・園田‘

のコミュニケーションや理解が困難 患者-家族が治療の成果、病状を把握しているかわからない
E a目““・町酔町酔目‘ーー町酔町目‘町酔町酔町酔町目“‘園田“・・‘晶目“‘園田“‘‘園、 “ ‘目可・ ““ ・4・・・・・・

治療の変更時、患者・家族の医療者への意思伝達の問題
日目・.._....._....伺晶回目晶 a “ 咽...._....._.....回目"“司 崎町号唱町“..........-“町日咽 “““・"“・ 咽・・・

患者・家族の病識や告知内容の違いにより、評価がしにくい

患者・家族へのケアが不十分 3( 4.7) 家族の受容過程へのサポート不足
“町咽町酔町・町酔唱酔唱町咽 + 目“a 曙酔4 酔町酔唱 酔目‘4酔咽+・ 曙目‘ 晶司 町・町酔唱・・酔酔・・・酔4・・・+酔 ・

F 不安が強い時の精神的な援助が困難
一....._.......回一+山山川町山山村山山・目...・M 旧日山町山田‘咽“山一“可・・山町村山山山“..........._....“" 

医師、患者、家族の考えにズレがあるため関わりが国難

看護職者としての自分自身への倫 3( 4.7) 同意が行われでも、 本当に理解がされていないことがある
-・・・圃 圃園田‘ 回目園田‘ a回目晶 回目園田‘‘・圃圃圃 圃圃圃圃 戸晶 回目園田‘ 目圃圃園 町園町園町園町四四回目 回目a回目晶田崎 "ー・咽咽 晶園田山 田崎 目‘ 咽町酔咽 ， 

G 理的なジレンマ (医師に)患者が十分に理解されず副作用症状で亡くなる
可 ・回目晶 a晶園町田‘回目‘ 回目 圃園田‘ ・回目園町"圃園町ー‘回目白回目回目回目白血回目圃回目吋吋崎町 品目白““司・吋

医師が治療重視の姿勢にあり、デメリットの提示が不十分で悩む

専門的知識が不十分 2( 3.1) 多青IJ併用療法時、患者に対応する際の知識不足
H 一・p・-……"ー甲山町一一一一一一一一-一………町一昨一一一回一戸日時町内即時一山山ー._....一 .........."...H...... …............._.…..._-…一………目白川

奏効率など知識不足により支援が困難

高齢または認知力低下患者への 1( 1.5) 高齢患者や理解力低下患者への生活指導(易感染期)が困難

指導が困雛

J 安全な治療環境の不整備 1( 1.5) 化学療法を受ける患者の担当数が多く、業務が煩雑になりやすい 1 

計 10項目 64(100) 64 
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B [Icが不十分}は10件(15.6%)で、その

内容は<治療選択の際、メリット・デメリット

の説明や選択肢の提示が不十分><治療を優先

する態度による医師と患者とのコミュニケーシ

ョン不足><延命治療が無効になる時期の提示

が不十分>の 3つであった。これらは、結果の

不確かな治療がある中で、医師の伝える情報・

内容の公平性が保たれ葉齢、状況が生じ、患者が

情報を理解し同意することの不十分さを示すも

ので、あった。

C [，心理・社会的苦痛の緩和や精神的支援が

不十分]は 9件(14.1 %)で、その内容は<前

向きな気持ちへの精神的支援の方法><ストレ

スフルな状態にある患者への支援><長期的に

継続治療を受ける患者への精神的支援><

QOLの低下が生じることがある ><患者の葛

藤・辛さに対する関わり >の5つで、あった。こ

れらは、患者の心理・社会的ニードを現在から

将来に渡り見据えていながら、解放し難い負担

への支援の不十分さを示すものであった。

D [自己決定を支援することが困難]は 9件

(14.1%)で、その内容は<将来を見通した選

択や自己決定を支える個別性のある援助が困難

><治療無効後の選択への関わり><終末期の

治療の希望にズレがある患者と家族の期待への

支援が困難><決断を支える説明が難しい>の

4つであった。これらは、患者・家族の思い、

期待や将来の治療の効果は見えにくく、患者自

身の決定を支えるケア実践の難しさを示すもの

であった。

E [将来の不確かさにより患者・家族とのコ

ミュニケーションや理解が困難]は4件(6.3%)

で、その内容は< (再発を抑える)将来の効果

が不確か><患者・家族が治療の成果、病状を把

握しているかわからない><治療の変更時、患

者・家族の医療者への意思伝達の問題><患

者・家族の病識や告知内容の違いにより、評価

がしにくい>の 4つであった。これらは、化学

療法の将来的効果やその結果が不確かである場

合、意思伝達のためのコミュニケーションがう

まくいきにくく、医療者、患者、家族の三者間

で取り組む難しさを示すものであった。

F [患者・家族へのケアが不十分}は 3件

(4.7%)で、その内容は<家族の受容過程への

サポート不足><不安が強い時の精神的な援助

が困難><医師、患者、家族の考えにズレがあ

るため関わりが困難>の3つであった。これら

は、医療者、患者、家族の三者に認識のズレや、

患者の不安感情が影響することによるケアの不

十分さを示すものであった。

G [看護職者としての自分自身への倫理的な

ジレンマ]は 3件 (4.7%)で、その内容は<同

意が行われても、本当に理解がされていないこ

とがある><(医師に)患者が十分に理解されず

副作用症状で亡くなる ><医師が治療重視の姿

勢にあり、デメリットの提示が不十分で、悩む>

の3つで、あった。これらは、 ICの過程で、医師

と患者・家族との間で、患者・家族を支える実

践者の内面の葛藤を示すもので、あった。

H[専門的知識が不十分]は 2件 (3.1 %)で、

その内容はく多剤併用療法時、患者に対応する

際の知識不足><奏効率など知識不足により支

援が困難>の 2つであった。これらは、がん看

護において求められる知識の必要性を示すもの

で、あった。

1 [高齢または認知力低下患者への指導が困

難]は 1件(1.5%)で、その内容は<高齢患者

や理解力低下患者への生活指導(易感染期)が

困難>であった。これは、治療適応対象が高齢

者へと広がり 、認知力へ影響する化学療法の継

続が、治療に取り組む患者のセルフケア能力を

高めることを難しくするものであった。

J [安全な治療環境の不整備]は 1件(1.5%) 

で、その内容は実践者にとっての<化学療法を

受ける患者の担当数が多く、業務が煩雑になり

やすい>で、あった。これは、限られた環境・時

間的制約の中で、安全のニード充足が優先され

がちであり、ケア実践と業務との折り合いの難

しさを示すものであった。
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3. 化学療法を受けるがん患者・家族へのケア

を実践する上での困難への対処

困難に対して行われている対処の項目につい

て、件数の多い順に述べる。対処の内容は68件

で、まとめられた項目は以下の13であった。

[副作用対策のための工夫の実施]、 [科学

的・専門的知識を獲得する努力]、 [患者の精

神的問題の把握とサポート]、 [医師への情報

提供・相談・調整]、 [個々の患者にあった対

応の工夫]、 [家族への情報収集 ・相談・協力

依頼]、 [自己決定後のサポート]、 [薬剤師

への相談]、 [認定看護師への相談]、 [食種

の工夫など栄養士への相談]、 [十分なICの実

施}、 [家族へのケア]、 {オリエンテーショ

ンの工夫] (表 2)。

最多の項目は、ア[副作用対策のための工夫

の実施]13件(19.1%)で、その内容は<症状

緩和を効果的にする工夫>< r楽」と実感でき

るよう図る><常に支援者として寄り添う><

症状について看護師ができる ことを尋ねる><

効果を一緒に見ていく >くできることを一緒に

試す>の 6つであった。これらは、患者のセル

フケア能力を活かすよう工夫した取り組みを示

すものであった。

イ[科学的・専門的知識を獲得する努力]は

12件(17.6%)で、その内容は<チームスタッ

フとのカンファレンスを活用し、意見、助言を

求める ><専門誌を調査、学習し、ケアに組み

入れる ><今までのケースを検討(振り返り)

する>の 3つであった。これらは、ケアを効果

的にするため、実践者が自分で勉強する、チー

ムスタ ッフなどから情報を得るという、行って

いる努力を示すものであった。

ウ[患者の精神的問題の把握とサポート]は

9件(13.2%)で、 その内容は<対話の機会を

多く持つ努力><精神的問題の把握や精神的サ

ポートを行う><気持ちの整理と現実の受容を

促す><気持ちが解放できる工夫>の 4つであ

った。これらは、患者の精神的問題を理解し、

気持ちの解放をはかるといった患者を引き立て
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るような積極的な態度での取り組みを示すもの

であった。

エ{医師への情報提供・相談・調整]は 7件

(10.3%)で、その内容は<対策や対処方法を

医師と調整する><代弁者として症状や意思を

伝える>の 2つで、あった。これは、患者と医師

の間で積極的に関わり、症状緩和やコミュニ

ケーションを高めるための取り組みを示すもの

であった。

オ[個々の患者にあった対応の工夫]は4件

(5.9%)で、その内容は<対話により家族の思

いや意思を把握する><患者と一緒にケアプラ

ンを振り返り、実施策に組み入れ、評価する>

<患者 ・家族の望みを引き出す>の 3つで、あっ

た。これらは、医療者、患者、家族の三者でコ

ミュニケーションをはかり理解を深めることに

より、効果的なケアを実践しようとする取り組

みを示すもので、あった。

カ[家族への情報収集・相談・協力依頼]は

4件 (5.9%)で、その内容は<家族への協力依

頼><家族との情報交換・共有をまめに行う>

<患者への精神的支援のため、家族との相談や

情報収集をする><説明や共有が難しい時は、

家族と相談し進める>の 4つであった。これら

は、家族と情報交換しながら、共に患者へのケ

アを確認し合い進めるといった積極的態度での

取り組みを示すものであった。

キ{自己決定後のサポート]は4件 (5.9%)

で、その内容は<患者の決定を支持する><自

己決定後の思いを語ってもらい確認する><患

者自身にとっての意味を共に考える><主体的

に具体的な目標を持てるように工夫する>の 4

つであった。これらは、患者が自分自身のこと

として治療を引き受け、意味を見出す過程に寄

り添おうとすることへの取り組みを示すもので

あった。



化学療法を受けるがんJ患者・家族へケアを実践する看護師の困難と対処

表 2 化学療法を受けるがん患者・家族へのケアを実践する上での困難への対処 n=31 

総件数
項目 内容 件数

(%) 

副作用対策のための工夫の実施 13( 19.1) 症状緩和を効果的にする工夫 8 
晶 ・"咽 "咽 町仲町・司回目白晶目 ・・・・.H....._....._.... 可. 曹司・・・・

「楽」と実感できるよう図る
_....・p・一戸田・・日目一一一一一一四一一一一園町山山‘M・M・U山甲山山山山山山山山・ー曹司・F曹司自一四一一一'一

常に支援者として寄り添う 1 
ア '・・-・・・・・““吋"“自由可・・4・ 曹司・ ““目 ・......-・"‘戸田川田崎晶田川町吋柿・““"““"““同“...............- ““‘町酔町酔+目“‘

症状について看護師ができることを尋ねる

効果を一緒に見ていく......._......晶 a 回目 山町山咽町川町山町内町内咽一目園田山園田‘一一‘一一一一・-一一一一一一一_.・......H.......・・・・ー一 一一一 ・・・・. 

できることを一緒に試す

科学的・専門的知識を獲得する努力 12( 17.6) チームスタッフとのカンファレンスを活用し、 意見、 助言を求める 6 山村山 H刊山 町山 町町村山町村刊 H ー・ ーー町酔唱 町酔町酔+咽

イ 専門誌を調査、学習し、ケアに組み入れる 5 
-・・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園町圃圃圃園町・・・ “ 吋..............H.... “““"“伺 ““・4・ ・H ・H ・H

今までのケースを検討(振り返り)する

患者の精神的問題の把握とサポート 9( 13.2) 対話の機会を多く持つ努力
…町'一一日町山田一回目山田“…ー…………….........._.一一一一一一一ー目‘ ・・・-一一一一日 ・・・

精神的問題の把握や精神的サポートを行う 3 
ウ

一-一一一一目白一一四一ーー・・』・・ー“・・・・E・・一一園田町一一...........-山H柏村山町村山町村刊町村山町村山山由・山口町山山

気持ちの整理と現実の受容を促す吋咽 町刊 号制 "戸時句"“同"い町町町圃園山圃圃a・・ー圃園田‘ 日園田‘回目圃園田‘回目回目圃圃園田山圃圃圃園田山圃圃園町圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・ー・園田一 圃回目‘ ' 回目回一回目圃圃圃 園町圃圃

気持ちが解放できる工夫

医師への情報提供・相談・調整 7(10.3) 対策や対処方法を医師と調整する 5 
エ 圃圃 圃園 田“・・・・・・・・・・ 圃圃圃圃曹司圃可・・・4・4・・ ・・4・・・・4・4・・. H....‘“ H 

代弁者として症状や意思を伝える 2 

個々の患者にあった対応の工夫 4( 5.9) 対話により家族の思いや意思を把握する 2 ー.町酔曙 目‘町酔町酔咽+・町酔町酔+町酔町酔晶町酔町酔晶町酔+町酔+町酔+町酔町酔+町酔咽・・ ・ 晶園田“圃圃圃圃圃園田‘・・・・・a・・・・ 目‘ 町酔 町"‘ 町酔晶 園田‘・・ 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃a晶圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃a圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

オ 患者と一緒にケアプランを振り返り、実施策に組み入れ、評価する
園日a・・・圃園日'田 町_._.....・園田園圃圃圃圃・・ ・・ー......_.目白河・...-“““"““_.・ u“‘ ““ ・_.・ ・ 園田“"“+酔酔・・ 4・4・・・4・

患者・家族の望みを引き出す

家族への情報収集・相談・協力依頼 4( 5.9) 家族への協力依頼
一一一一一一一一一一・........H山“一“白H...._...一山・目可・ ・山山山“自山山.町山町村山川町村村山町村山町村山町村山町村山"“…山山山山..........._....目a・........._.... ・a‘ー.

家族との情報交換・共有をまめに行う
カ ‘"““"““・・H““・‘“““凶・......_.... 回目 回目 晶H.... 吋町吋....H勾吋a伊a・

患者への精神的支援のため、家族との相談や情報収集をする
町酔 目‘町 ，圃園田“・ ‘・ ， 晶園田‘ " ‘ 町酔 圃唱 ， 

説明や共有が難しい時は、家族と相談し進める

自己決定後のサポート 4( 5.9) 患者の決定を支持する
圃圃圃圃圃'・・・ ・・・曹司・・・圃圃司圃司圃圃曹司・・・圃圃司圃曹 司曹司 ・酔・・・酔+酔・・・ ー 咽 ・ 酔

自己決定後の思いを語ってもらい確認する
キ

暗 号制 "‘・ 叫 "咽 "・咽“仲町刊号町H日回目回目白回目回目圃圃園田 園町 田園圃園田山 圃圃 圃圃園田山回目圃園田山回目回目戸圃圃圃圃圃圃・・園田 園圃a 回目園田園園町田回目， 

患者自身にとっての意味を共に考える
回目一一一・一一一白..H.H..........圃園田一一一一一一-一一'一一'一一一一一・四回目4・山4・・ H.... 山一一一一一一一一一一一回_...司自

主体的に具体的な目標を持てるように工夫する

薬剤師への相談 3( 4.4) 薬効などを相談し、試みる 2 
ク ・“・“““‘"“

有効な助けを得る

認定看護師への相談 3( 4.4) 認定看護師に意見を求め対処方法を学ぶ
可可・ ・可・・ ・4・・咽 町酔4・a“ ‘+町酔町 ‘ 

‘町町酔圃 晶町酔“町酔晶

ケ 既存の知識で、困ったことは認定看護師に相談する
目‘咽 +咽 町酔+咽・町酔+町酔町酔町酔+町酔町・目‘町酔 圃園田“・'“・・a圃圃園田‘圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃a・，圃圃圃圃圃 圃司圃圃圃圃圃可・・・・・・・・司圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃'・・ 曹司曹司圃圃圃圃

チーム内で対処函難な場合は認定看護師に相談する

コ 食種の工夫など栄養士への相談 3( 4.4) 食種の工夫を調整する 3 

十分なlCの実施 3( 4.4) lC後に医師への仲介役となり、疑問を解決できるようにする 2 
サ 一………………………ー…ー…一山一山一一一一山一

IC時に患者の意思表出を促す 1 

家族へのケア 2( 3.0) 対話により家族の思いや意思を把握する 1 
シ “可.“““"“““"“"“"“““"“4“"““"“““咽 .H....“......H.....H.....H.

来院時、環境を整え家族の話を聴く

ス オリエンテーションの工夫 1( 1.5) 治療前、副作用の個人差を伝える

計13項目 68(100) 68 
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ク[薬剤師への相談]は3件 (4.4%)で、そ

の内容は<薬効などを相談し、試みる><有効

な助けを得る>の2つであった。これらは、必要

に応じて薬剤師と積極的に関わり、ケアの方策

を確認するといった取り組みを示すもので、あっ

た。

ケ{認定看護師への相談]は3件 (4.4%)で、

その内容は<認定看護師に意見を求め対処方法

を学ぶ><既存の知識で困ったことは認定看護

師に相談する><チーム内で対処困難な場合は

認定看護師に相談する>の 3つであった。これ

らは、困難の状況に応じて、専門的知識や経験

を持つ看護師へ積極的に関わり、知識を得なが

ら試行錯誤してケアの方向性を確認する取り組

みを示すもので、あった。

コ[食種の工夫など栄養士への相談]は 3件

(4.4%)で、その内容は<食種の工夫を調整す

る>が含まれた。これは、患者の希望に添う工

夫を栄養士に伝えるといった、 他職種・ 他部門

へ協力を求める取り組みを示すものであった。

サ[十分なICの実施]は 3件 (4.4%)で、そ

の内容は<IC後に医師への仲介役となり、疑問

を解決できるようにする ><IC時に患者の意思

表出を促す>の 2つが含まれた。これらは、IC

の過程で患者が情報を理解できるよう、表出を

促すといった患者と医師聞のコミュニケーショ

ンを促そうとする取り組みを示すものであった。

シ[家族へのケア]は 2件 (3.0%)で、その

内容は<対話により家族の思いや意思を把握す

る><来院時、環境を整え家族の話を聴く>の

2つの内容が含まれた。これらは、実践者が家

族との限られた環境的・時間的制約の中で、対

話など機会をうまく使いケアを行おうとする取

り組みを示すものであった。

ス[オリエンテーションの工夫]は 1件

( 1. 5%)で、その内容は<治療前、副作用の

個人差を伝える>が含まれた。これは、治療前

の教育により、患者のセルフケア能力を高めよ

うとする取り組みを示すものであった。
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lV.考察

実践者が困難と回答した割合の多い項目を中

心にとりあげ、それに対応する対処の項目を選

択し、また、意味内容の対応性から これらに影

響する状況や条件等を考察した。

1 .症状マネジメントに関して

実践者にとって困難で、最多の項目はA[化

学療法に伴う症状(吐気・末梢神経障害〔しび

れ〕・っかえ感・食欲低下・気力低下 ・口内炎 ・

不安・活動性低下・易感染など)への対応が不十

分]であり、また、困難への対処で最多の項目

は、ア[副作用対策のための工夫の実施]であ

った。本調査では困難とその対処の多さから、

ケア実践上で最も困難で、あり主に取り組んでい

る問題は、 化学療法に伴う多様な症状マネジメ

ントであると考えられた。

がん患者の治療期の症状には、がんそのもの

による症状、 化学療法などの副作用としての症

状があげられる。患者にとって、がんそのもの

による症状の体験に加えて、外的要因として、

身体を侵襲する治療の症状体験が重なる7)。症

状には、患者自身が感じて解釈した身体的・精

神的な不快の自己レポー トを含んでいる 8)。 最

近では、乳がん患者は化学療法も含めた集学的

治療を長期的展望で受けている。一方、肺がん、

大腸がんなどの進行がん患者は、延命 ・緩和と

いった目的で侵襲的な化学療法(臨床試験を含

む)を繰り返し受けている。このように長期的

に化学療法を継続する中で、患者は常にストレ

スフルな状態にあり、個々にさまざまに症状を

体験し、多様な症状を実践者に訴えると思われ

る。

今回のデータは、一定地域の大学病院一施設

に限られているが、先進の医療技術による化学

療法を継続して受けるがん患者の今 日的状況を

反映していると考えられた。対象者の背景から、

上記患者の割合や状態は症状マネジメン トが困

難となる条件のーっと考えられた。
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2. ICに関して

次に、実践者にとっての困難は、 B [Icが不

十分]とD[自 己決定を支援することが困難]

があった。また、困難への対処では、 サ {十分

なICの実施]とキ[自己決定後のサポート]が

あった。ケア実践上で、困難で、ありつつ、取り

組んでいる問題は医師による正確な病気の情報

提供を主とし、医師の裁量内にある診療に関す

るICとそれに含まれる自己決定の支援への取り

組みにくさがあると考えられた。

がん告知の考え方は、施設差や地域差がある 9)

と指摘されている。がん告知に始まるICでは、

病状や治療方法といった患者・家族の個々の状

態と反応に応じ、実践者には自己決定を支援す

る多様なケアが求められることが、困難で、ある

と受け止められていると推察された。したがっ

て、実践者の所属する部署、施設の告知率がケ

アを困難な状況とする条件の一つで、はなし、かと

考えられた。

3.心理・社会的苦痛に関して

さらに、実践者にとっての困難にはC [心理 ・

社会的苦痛の緩和や精神的支援が不十分]があ

った。また、困難への対処には、ウ L患者の精神

的問題の把握とサポート]があった。次にケア

実践上で、困難で、ありつつ、取り組んでいる問

題は、ストレスフルな状態にある患者の心理 ・

社会的苦痛の緩和と支援であると考えられた。

脅威であるがんの診断を受け、長期に及ぶ、

侵襲的な治療を継続し、多様な症状を体験する

がん患者がス トレスフルな状態にあることは想

像に易い。がん告知を受け、 化学療法に伴 うさ

まざまな症状をもっ患者の状態そのものが、個

別の精神的な問題を含む心理・社会的側面への

サポートを不十分ととらえ、その対処が難しい

と受け止められていると考えられた。

4.患者 ・家族へのケアに関して

実践者にとっての困難には、 E [将来の不確

かさにより患者・家族とのコミュニケーション

や理解が困難}があった。また、困難への対処

にはオ[個々の患者にあった対応の工夫]、カ

25 

[家族への情報収集・相談・協力依頼]があっ

た。ケア実践上で、困難でありつつ、取り組ん

でいる問題には、将来的な効果やその結果が不

確かで、ある化学療法を継続する 中で、認識のズ

レが生じやすい状況にある患者・家族と医療者

とのコミュニケーションや相互理解であると考

えられた。

Mishel川によると、がん患者・家族にとって

病気の体験は、さまざまな不確かさがあるとさ

れている。 肺がん、大腸がんなどの臨床試験な

どを含む延命・緩和目的で、あったり、 乳がんな

どの長期的な展望での化学療法を受ける場合は、

将来的見通しが立ちにくい。また、さまざまに

不確かさを体験する患者・家族が置かれている

状態は、医療者、患者、家族の三者が理解し合

うためのコミュニケーションをより困難にして

いるものと考えられた。

家族の理解と精神面、心理・社会面の支援は、

患者の立場に立ったがん医療という点から見て、

ますます重要になる 11) と指摘されており、

QOL(生活の質)向上の観点からは、この問題は

重要性が高いと思われた。

5目科学的・専門的知識に関して

加えて、実践者にとっての困難には、日 [専

門的知識が不十分]があった。また、 困難への

対処にはイ[科学的・専門的知識を獲得する努

力]があった。がん患者・家族を支援する上で

必要とされる専門的知識は不足しがちである。

また、多様化するがん医療の中で、実践者がが

ん患者個々に対応するために、より広範な知識

を継続的に求めることの難しさがあると考えら

れた。

実践者は新たな知識を獲得しなければならな

いが、実際には必要とする科学的知識や看護の

専門的知識の得にくさがあるために、不十分さ

を実感しているのではなし、かと思われた。

LazarusとFolkmanl2
)は、問題解決には適切な

情報収集が必要であり、情報の利用 しやすいこ

とが、問題への対処に効果的であるこ とを指摘

している。
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以上からは、医療者間や看護チームで、科学

的・専門的知識などの情報収集ができる環境や

学習機会の有無が、問題への対処に影響する条

件のーっとなっていると考えられた。

6 認知への影響に関して

実践者の困難には、 1[高齢または認知力低下

患者への指導が困難]があった。また、困難へ

の対処ではス{オリエンテーションの工夫]が

あった。ケア実践上、困難でありながら今のと

ころわずかに認識されるにすぎない問題は、ケ

ア対象者の広がりと認知力へ影響する化学療法

の継続における、患者のセルフケア能力を高め

る難しさであると考えられた。

StaatとSegatore13
)は、まだ、十分に理解され

ていない化学療法時に起こる情報処理と反応の

遅さなどの認知能力低下の現象を、ケモブレイ

ン (ChemoBrain) として報告した。また、化学

療法中、 50%以上の乳がん患者にこの現象が生

じていると報告している。さらに、年齢が危険

因子になると考えられるこの現象は捉え難いこ

とを指摘しながらも、このようながん患者と家

族のQOL向上のために患者教育を行うなど、看

護師が知識を持って注意を払うことが重要であ

ると述べている。

以上からは、このような捉え難い現象が、セ

ルフケア能力を高めることを難しくする化学療

法特有の条件のーっとなっていることが考えら

れた。また、 化学療法時に起こる特有の現象に

対する実践者の知識の有無、化学療法を受ける

がん患者の年代ゃがん腫別の割合が、困難の要

因のーっとなっていると考えられた。

v.まとめ

実践者の困難は10項目が抽出された。最多の

項目は、 A [化学療法に伴う症状(吐気・末梢

神経障害〔しびれ〕 ・っかえ感 ・食欲低下 ・気

力低下・口内炎・不安・活動性低下・易感染な

ど)への対応が不十分]であった。

困難への対処は13項目が抽出された。最多の

項目は、ア[副作用対策のための工夫の実施]
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であった。

以上の内容から、実践者が患者 ・家族のQOL

(生活の質)を向上するよう積極的に努力して

いる姿が浮かび上がった。一方、長期化・複雑

化する化学療法の中で、がん患者・家族をケア

する実践者には、化学療法特有の患者の副作用

症状の複雑さ、理解し難さがあることから、が

ん患者の年代ゃがん腫別の割合が困難の要因と

なっていることが推察された。また、それに対

応できる情報、学習機会の有無といった学習環

境が対処に影響する要因として見出された。こ

れらの要因は、家族の理解と精神面、心理・社

会面の支援の難しさなどの支援そのものを困難

にしていると考えられた。

したがって、 実践者はがん患者 ・家族のQOL

を向上するために、がん患者・家族を理解する

科学的・専門的知識をうまく 獲得できる学習方

法を修得し、患者教育を効果的にするなど、問

題解決できるよう学習環境を整え、対処をより

効果的にする必要性があると考えられた。

百.本研究の限界と今後の課題

本研究では、がん化学療法を受ける患者 ・家

族をケアする看護師を実践者ととらえ、一定地

域の実践者が感じる困難と対処を明らかにする

よう試みたが、 一施設(特定機能病院)のデー

タに限られており、施設や対象に偏りがあるこ

とが限界である。

今後は、本研究の結果をもとに、一定地域に

おける施設、対象について包括的データを把握

できるよう、調査方法を検討し、困難と対処、

その条件の明確化を行うことが課題である。
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Nurse's Difficulty and Coping in Caring for Cancer Patients and Their Families 

During Chemotherapy 
-A Survey at S University Hospital Located Within the Cornmunity Setting -

Tamami HAMADA 

(Division of Nursing， Department of Health Sciences， School of Medicine， Hokkaido University) 

Abstract 

The purpose ofthis study is to describe nurse's difficulty and coping in caring for cancer patients and their 

family during chemotherapy at a hospital (irトpatient，out-patients)located within the cornmunity setting. 

The participants were thirty one nurses who care for in-patients and their family during chemotherapy for cancer. 

The data were collected through for the semi-structured questionnaire and analyzed inductively for the theme. 

As a result， nurse's difficulty identified as ten themes such as“inadequate to care for patients with 

symptoms reacting to chemotherapy for cancer"，“di百icultyof patient education for patients with cognitive 

deficit " and coping for them identified as thirteen themes such as “implementing devices for caring for cancer 

patients"“implementing orientation before chemotherapy for cancer". 

With recent advances in technology of cancer treatment developing， it is difficult for nurse to care for 

cancer patients and their family during cun百 ltchemotherapy， and to deal with multiple problems for their 

situation or condition. 

Keyword : Nurse， Difficulty， Coping， Chemotherapy， QOL 
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