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要

旨

本研究は，看護学生の終末期ケアに対する態度とそれに影響する要因を検討することを目的とした．
4年次看護学生133名を対象に質問紙調査を実施した．質問紙の構成は，Frommelt Attitudes Toward Care
of the Dying Scale Form B 日本語版（FATCOD-B-J）
，死生観尺度，終末期患者の受け持ち経験，終末期看
護に関する学習経験，身近な人の死の体験の有無を問う項目から構成した．
分析の結果，FATCOD-B-J：死にゆく患者へのケアの前向きさと死生観尺度：解放としての死，および，
死からの回避間に負の弱い相関が認められ，身近な人の死の体験無し群の FATCOD-B-J 得点が有意に高
かった．
死と向き合う姿勢が終末期ケアへの態度を前向きにさせている一方，死生観の発達途上である看護学
生の特徴が結果に影響していたことが示唆された．
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終末期ケアに対する看護学生の態度と影響する要因

Ⅰ．はじめに

者・家族と看護師との触れ合いを深める技術に

わが国の年間死亡数は100万人を超え，その

長けていると報告している．終末期ケアに対す

80％以上が一般病棟を中心とした医療施設で死

る前向きな取り組みは，ケアの受け手である患

亡している現状にある（厚生労働省，2011）
．

者や家族の QOL の向上につながることが期待

死因の第1位である悪性新生物に着目すると，

される（大西，2009； 中井ら，2006）
．このよ

その死亡数は年間30万人を大きく超え（厚生労

うに看護師が終末期の患者やその家族に対して

働統計協会，2011）
，終末期の患者やその家族

前向きな姿勢，態度を持って積極的に関わるた

のケアを専門領域とする緩和ケア病棟やホスピ

めの要因として西村（2009）は，看護基礎教育

スが普及しつつあるものの，これらの施設を使

の重要性を指摘している．しかし看護基礎教育

用できる患者は全がん患者の5％に満たない．

における終末期看護に関する先行研究では，終

従って，殆どの患者とその家族が最期の時を過

末期看護実習における学生の学びや死生観を調

ごす一般病棟においては，患者や家族の QOL

査した研究は多くみられるものの（石田，2008；

を高める質の高いケアを提供する必要がある．

木下ら，2011；小安ら，2009；園田ら，2007）
，

しかしながら一般病棟においては，心理社会

終末期ケアに対する看護学生の姿勢や態度を具

的なケアや家族への介入が十分に実施されてい

体的に調査し，死生観やその他の経験との関連

ないことが先行研究から示唆された（吉岡ら，

性を検討した研究は少ない．

2006； 吉岡ら，2009）
．その背景として一般病

そこで本研究は，1）看護学生の終末期ケア

棟では，急性期の患者をケアしながら終末期の

に対する態度を明らかにし，2）看護学生の死

患者を看取る現状にあり，看護師は日常の患者

生観と終末期ケアに対する態度との関連をみ

ケアに追われ，終末期の患者や家族と関わる十

る．そして，3）看護学生の終末期ケアに対す

分な時間がとれず，複雑な思いや葛藤を抱いて

る態度に関連する要因を検討するため，看護学

いることが報告されている（高橋ら，2008；山本

生の学習経験や体験による比較を行うことの3

ら，2006）
．また，看護師は患者の死の過程に

点を目的とした．

密接にかかわるにも関わらず，患者やその家族
との死をめぐるコミュニケーションの難しさ，

Ⅱ．研究方法

知識不足や技術の未熟さからケアに自信がもて

１．研究デザイン

ず，積極的に患者や家族に関わることができて

本研究の研究デザインは，量的記述研究およ

いないことが指摘されている（中井ら，2006；

び仮説検証型研究であり，自記式質問紙調査を

上山，2007）
．さらに，看護師の死生観が未熟

実施した．

な状態で患者の死に直面した場合，どう受け止
めてよいか分からず混乱したり，バーンアウト

２．用語の定義

に陥ったりする現状があることも報告されてい
る（糸島ら，2006；園田ら，2007）
．

本研究では終末期ケアを
「小児を除く余命6ヵ
月以内の終末期状態にある患者への看護，
ケア」

その一方で菅原（1993）は，積極的に終末期

と定義した．また，態度については，Flommelt

の患者や家族と関わることができる看護師は，

（1991）の定義に従い，
「個人が終末期ケアに対

積極的に関わることができない看護師と比較し

して持つ考えや感情のこと」とした．

て患者と家族に対するケアに個別性があり，患
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３．対象者

されている．妥当性については，因子分析によ

Ａ大学の看護学部4年次生のうち，臨床経験
のある編入生を除く133名を対象とした．

る因子的妥当性，既存の死生観尺度や精神健康
調査票との関連性の分析から基準関連妥当性，
構成概念妥当性が確認されている．
３）属性：年齢，性別

４．研究期間

４）看護学生の学習経験・体験：学習経験とし

2010年6月28日から10月30日とした．

て，
実習での終末期患者の受け持ち経験の有無，
５．質問紙の構成

選択科目である「緩和ケア」の受講の有無，死

１）終末期ケアに対する態度

生観を培うための授業を受けた経験の有無，身

終末期ケアに対する態度の測定には Frommelt

近な人の死の体験の有無を尋ねた．

Attitudes Toward Care of the Dying Scale Form B
日本語版（FATCOD-B-J）を使用した（中井ら，

６．データ収集方法

2006）
．本尺度は30項目3因子で構成されており
（半数は逆転項目）
，第Ⅰ因子から順に，死にゆ

ゼミ単位で質問紙を配布した．質問紙回収袋
を設置し，2週間後に袋を回収した．

く患者へのケアの前向きさ，患者・家族を中心
とするケアの認識，死の考え方で構成されてい

７．分析方法
統計分析においては，SPSS ver.17.0を使用し

る．第Ⅲ因子は1項目のみであるため使用は推
奨されていない．
「1．まったくそうは思わない」

た．全ての検定は，有意水準1％もしくは5％の

から「5．非常にそう思う」の5段階評定法で回

両 側 検 定 と し た． 記 述 統 計 を 行 っ た 後，

答を得るものである．尺度の信頼性は，尺度全

FATCOD-B-J と死生観尺度との関連は Spearman

体の Cronbach’s α＝0.85，各因子のα＝0.84，

の相関分析を用いた．看護学生の属性，経験に

0.65により，
内的整合性が概ね確認されている．

よる態度の比較には，Mann-Whitney’s U 検定を

妥当性については，因子分析により因子的妥当

用いた．

性が確認されている．
８．倫理的配慮

２）死生観
死生観の測定には平井ら（2000）が開発した

質問紙調査は無記名で行った．対象者に対し

死生観尺度を使用した．本尺度は27項目7因子

て研究目的，研究の意義，調査協力の任意性，

で構成されており，
各因子は第Ⅰ因子から順に，

プライバシー保護のための対策，データの取り

死後の世界観，死への恐怖・不安，解放として

扱いと廃棄，研究成果の学会等での報告，研究

の死，死からの回避，人生における目的意識，

者の連絡先などについて文書で説明し，質問紙

死への関心，寿命観である．
「1．当てはまらな

の回答をもって研究参加への同意とみなした．

い」から「7．当てはまる」までの7段階評定法

また，研究参加の任意性を確保するため，質問

で回答を得るものである．全項目の合計得点は算

紙の配布と回収は，学生である主研究者のみで

出せず，因子別に得点を合計して使用する．

実施した．

尺度の信頼性は，Cronbach’s α＝0.74～0.88
で内的整合性が，再検査法で r ＝0.61～0.87の

Ⅲ．結果

信頼性係数が得られたことにより安定性が確認
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調査の結果，回収数112名（回収率84.2％）

終末期ケアに対する看護学生の態度と影響する要因

であり，有効回答数100名（有効回答率75.2％）

３．記述統計

が得られた．

１）FATCOD-B-J
逆転項目の得点を処理した上で FATCOD-B-J

１．対象者の属性

を 得 点 化 し た．FATCOD-B-J 合 計 の 平 均 値 は

対象者の平均年齢は21.4歳（20～23歳）であ
り，男性15名，女性85名であった．

111.90±8.94点，第Ⅰ因子の平均値は55.64±
5.52点（1項目あたり3.47±0.35点）であった．
第Ⅱ因子の平均値は52.58±4.86点（1項目あた

２．対象者の学習経験と体験

り4.04±0.37点）であった．第Ⅰ因子と第Ⅱ因

終末期看護に関する学習経験は，看護学実習
における終末期の患者の受け持ち経験有が34

子の各項目の平均値を高いものから順に示した
のが表１である．

名，
「緩和ケア」の受講者37名，小学校から大

第Ⅰ因子は死にゆく患者へのケアの前向きさ

学までに死生観を培う授業の受講経験有76名で

を示しており，上位3項目には，死にゆく患者

あった．また，身近な人の死を体験したことの

へのケアに時間をかけたい，患者の死が近づく

ある対象者は78名であった．

につれて患者との関わりを多く持ちたい，患者
が亡くなる際には自分が側にいたいなど，死に
ゆく患者との関わりを密に持ちたいという前向

表１．FATCOD-B-J の記述統計
FATCOD-B-J

N ＝100
M±SD

第Ⅰ因子: 死にゆく患者へのケアの前向きさ
1. 私は死にゆく患者へのケアに時間をかけることはあまり好きではない ※
2. 患者の死が近づくにつれて，ケア提供者は患者とのかかわりを少なくするべきである ※
3. 私がケアをしてきた患者は，自分の不在の時に亡くなって欲しい ※
4. 死にゆく患者をケアすることは，私にとって価値のあることである
5. ケア提供者は，患者の死への準備を助けることができる
6. ケア提供者は死にゆく患者と死について話す存在であるべきではない ※
7. 死にゆく患者と親密な関係を築くことは難しい ※
8. 患者から「私は死ぬの？」と聞かれた場合，私は話題を何か明るいものに変えるのが最も良いと思う ※
9. 私は死にゆく患者のケアをしたいとは思わない ※
10. 死にゆく患者の近くにいる家族のために，しばしば専門職としての仕事が妨げられると思う ※
11. 死は人間にとっておこりうる最も悪いことではない
12. 私は死にゆく患者と親しくなることが怖い ※
13. 私は人が実際に亡くなった時，逃げ出したい気持ちになる ※
14. 私がケアをしている死にゆく患者が，きっと良くなるという希望を失ったら私は動揺するだろう ※
15. 終末期の患者の部屋に入って，その患者が泣いているのを見つけたら，私は気まずく感じる ※
16. 死にゆく患者と差し迫った死について話をすることを気まずく感じる ※

3.47±0.35
4.37±0.69
4.30±0.80
4.19±0.97
3.98±0.72
3.94±0.70
3.85±0.80
3.71±0.86
3.66±0.84
3.64±0.88
3.57±0.81
3.51±0.95
3.24±1.11
2.83±1.12
2.51±0.92
2.47±0.93
2.05±0.89

第Ⅱ因子: 患者・家族を中心とするケアの認識
1. 死にゆく患者のケアにおいては，家族もケアの対象にすべきである
2. 死にゆく患者の行動の変化を受け入れることができるよう，家族は心理的なサポートを必要としている
3. 家族は死にゆく患者が残された人生を最良に過ごせるように関わるべきである
4. 家族に対するケアは，死別や悲嘆の時期を通して継続されるべきである
5. 死にゆく患者の身体的ケアに関する患者自身の要求は，認めるべきではない ※
6. 死にゆく患者が自分の気持ちを言葉に表すことは，その患者にとって良いことである
7. 死にゆく患者とその家族は意思決定者としての役割を担うべきである
8. ケア提供者は死にゆく患者に融通の利く面会時間を許可するべきである
9. 家族は，死にゆく患者ができる限り普段どおりの環境で過ごせるようにするべきだ
10. 家族に死にゆくことについて教育をすることは，ケア提供者の責任ではない ※
11. 死にゆく患者の身体的ケアには家族にも関わってもらうべきだ
12. 死にゆく患者が自分の状態を尋ねた場合，正直な返答がなされるべきである
13. 死にゆく患者の場合，鎮痛剤への依存を問題にする必要はない

4.04±0.37
4.67±0.57
4.57±0.56
4.31±0.66
4.30±0.73
4.30±0.81
4.25±0.72
4.11±0.68
4.05±0.88
4.05±0.80
4.05±0.93
3.98±0.75
3.35±0.70
2.82±1.01

Note；5段階評定，※は逆転項目，因子得点は1項目あたりに換算した値
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きな態度を示す項目が含まれていた．また下位

は，尺度全体α＝0.76，第Ⅰ因子α＝0.60，第

3項目には，死にゆく患者が死に直面している

Ⅱ因子α＝0.73であり，尺度の信頼性が概ね確

場面に遭遇した場合の動揺，戸惑い，死について

認できた．

話すことの気まずさを示す項目が含まれていた．

２）死生観尺度
死生観尺度を得点化した（表２）
．第Ⅰ因子：

第Ⅱ因子は患者・家族を中心とするケアの認
識を示しており，殆どの項目の得点が3点以上

死後の世界観，第Ⅱ因子： 死への恐怖・関心，

と全体的に得点が高かった．上位3項目には，

第Ⅵ因子： 死への関心，第Ⅶ因子： 寿命観の4

死にゆく患者の家族もケアの対象と捉え，残さ

因子は，7段階評定中平均得点が4点以上と比較

れた時間を有意義に過ごす内容を示す項目が含

的高い傾向にあった．

まれていた．また2点台の項目は，
「死にゆく患

本研究における死生観尺度の Cronbach’s αは，

者の場合，鎮痛剤の依存を問題にする必要はな

第Ⅰ因子から順にα＝0.80，0.84，0.87，0.76，

い」の1項目のみであった．

0.72，0.73，0.85であり，尺度の信頼性が概ね

本研究における FATCOD-B-J の Cronbach’s α

確認できた．

表２．死生観尺度の記述統計
死生観尺度

N ＝100
M±SD

第Ⅰ因子: 死後の世界観
1. 人は死後，また生ま れ変わると思う
2. 世の中には「霊」や「たたり」があると思う
3. 死んでも魂は残ると思う
4. 死後の世界はあると思う

4.55±1.77
4.61±1.70
4.55±1.79
4.54±1.69
4.53±1.89

第Ⅱ因子: 死への恐怖・不安
1. 死ぬことが怖い
2. 死は恐ろしいものだと思う
3. 自分が死ぬこ とを考えると， 不安になる
4. 私は死を非常に恐れている

4.55±1.77
5.08±1.74
4.60±1.61
4.25±1.72
3.50±1.69

第Ⅲ因子: 解放としての死
1. 死は痛みと苦しみからの 解放である
2. 死は魂の解放をもたらしてくれる
3. 私は，死とはこの世の苦しみから解放されることだと思っている
4. 私は死をこの 人生の重荷からの 解放と思っている

4.55±1.77
3.60±1.48
3.39±1.36
3.13±1.48
3.00±1.50

第Ⅳ因子: 死からの回避
1. どんなことをしても死を考えることを避けたい
2. 私は死について考えることを避けている
3. 死は恐ろしいのであまり考えないようにしている
4. 私は死についての考えが思い浮かんでくると，いつもそれをはねよけようとする

4.55±1.77
3.48±1.72
3.25±1.50
3.22±1.54
3.09±1.42

第Ⅴ因子: 人生における目的意識
1. 未来は明るい
2. 私の人生について考えると，今ここにこうして生きている意味がはっきりとしている
3. 私は人生にはっきりとした使命と目的を見い出している
4. 私は人生に意義，目的，使命を見出す能力が十分にある

4.55±1.77
4.78±1.45
3.62±1.35
3.52±1.49
3.30±1.26

第Ⅵ因子: 死への関心
1. 身近な人の死を良く考える
2. 「死は何だろう」とよく考える
3. 自分の死について考えることがよくある
4. 家族や友人と死についてよく話す

4.55±1.77
4.79±1.69
4.66±1.64
4.17±1.86
2.65±1.42

第Ⅶ因子: 寿命観
1. 人の寿命はあらかじめ「決められている」と思う
2. 人の生死は見えない力 (運命・神など)によって決められている
3. 寿命は最初から決まっていると思う

4.01±1.73
4.10±1.75
4.01±1.71
4.00±1.73

Note；7段階評定，因子得点は1項目あたりに換算した値
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1. 死ぬことが怖い
2. 死は恐ろしいものだと思う
3. 自分が死ぬこ とを考えると， 不安になる
4. 私は死を非常に恐れている

5.08±1.74
4.60±1.61
4.25±1.72
3.50±1.69
4.55±1.77
3.60±1.48
3.39±1.36
3.13±1.48
3.00±1.50

第Ⅲ因子: 解放としての死
終末期ケアに対する看護学生の態度と影響する要因

1. 死は痛みと苦しみからの 解放である
2. 死は魂の解放をもたらしてくれる
3. 私は，死とはこの世の苦しみから解放されることだと思っている
4. 私は死をこの 人生の重荷からの 解放と思っている

第Ⅳ因子: 死からの回避
4.55±1.77
1. どんなことをしても死を考えることを避けたい
3.48±1.72
４．終末期ケアに対する態度と死生観との関連
Ⅳ．考察
2. 私は死について考えることを避けている
3.25±1.50
3. 死は恐ろしいのであまり考えないようにしている
3.22±1.54
終末期ケア態度と死生観の各因子との関連を
１．看護学生の終末期ケアに対する態度
4. 私は死についての考えが思い浮かんでくると，いつもそれをはねよけようとする
3.09±1.42
4.55±1.77
第Ⅰ因子である「死にゆく患者へのケアの前
1. 未来は明るい
4.78±1.45
2. 私の人生について考えると，今ここにこうして生きている意味がはっきりとしている
3.62±1.35
向きさ
｣ と「解放としての死」および「死から
向きさ」の上位3項目には，死にゆく患者への
3. 私は人生にはっきりとした使命と目的を見い出している
3.52±1.49
4. 私は人生に意義，目的，使命を見出す能力が十分にある
3.30±1.26
の回避」間に負の弱い有意な相関が認められた
ケアに時間をかけたい，患者の死が近づくにつ
第Ⅴ因子: 人生における目的意識
分析したところ，｢
死にゆく患者へのケアの前

4.55±1.77

第Ⅵ因子: 死への関心

（r＝－0.35，－0.39，p<0.01）
（表３）
．
1. 身近な人の死を良く考える

れて患者との関わりを多く持ちたい，患者が亡
4.79±1.69

2. 「死は何だろう」とよく考える
3. 自分の死について考えることがよくある
4. 家族や友人と死についてよく話す

4.66±1.64

くなる際には自分が側にいたいなど死にゆく患
4.17±1.86
2.65±1.42

５．看護学生の学習経験・体験による終末期ケ

者との関わりに対して前向きな項目が入ってい
4.01±1.73

第Ⅶ因子: 寿命観
1. 人の寿命はあらかじめ「決められている」と思う
アに対する態度の比較
2. 人の生死は見えない力 (運命・神など)によって決められている
3. 寿命は最初から決まっていると思う
看護学生の学習経験や個人的な体験により

4.10±1.75
た．このことから，看護学生は死にゆく患者に
4.01±1.71

4.00±1.73
対して患者の意向に沿ったケアを自ら行いた

FATCOD-B-J 得点を比較したところ，身近な人

い，患者が死を迎える最期の時まで患者との時

の死の体験無し群の「死にゆく患者へのケアの

間を大切にしていきたいと考えていることが窺

前向きさ」の得点が，体験有群の得点よりも有

えた．その一方で下位3項目には死にゆく患者

意に高かった（p<0.05）
（表４）
．実習における

が死に直面している場面に遭遇した際の自らの

終末期患者の受け持ち経験，
「緩和ケア」の受

動揺や戸惑いに関する項目が含まれていた．こ

講経験，死生観に関する授業の受講経験など，

のことより，看護学生は死にゆく患者へのケア

学習経験による比較では有意な差は認められな

や患者と過ごす時間を大切にしたいという気持

かった（表４）
．

ちが大きい一方で，死を不安や恐怖といった否
定的なものとして捉えている傾向にあることが
表３．終末期ケアに対する態度と死生観との関連

N ＝100

死生観尺度

FATCOD-B-J

死後の世界観

死への恐怖・不安

-0.03

-0.19

0.11

0.14

死にゆく患者への
ケアの前向きさ
患者・家族を中心とする
ケアの認識

解放としての死

-0.35**
-0.13

死からの回避

-0.39**
0.04

人生における
目的意識

死への関心

寿命観

0.03

-0.09

-0.11

0.15

-0.04

0.14
**p <0.01

Note；Spearman の相関係数

表４．対象者の学習経験・体験による終末期ケアに対する態度の比較
死にゆく患者への
ケアの前向きさ

学習経験・体験
実習における終末期患者の
受け持ち体験
緩和ケアの講義の受講経験

死生観を培う授業の受講経験

身近な人の死の体験

有り (n=37)

56.24±63.6

無し (n=63)

53.33±5.06

有り (n=34)

56.43±5.31

無し (n=66)

55.17±5.63

有り (n=76)

55.72±5.13

無し (n=24)

55.38±6.72

有り (n=78)

54.95±5.62

無し (n=22)

58.19±4.51

p
n.s.

n.s.

n.s.

*

患者・家族を中心とする
ケアの認識
52.82±4.41
52.45±5.11
52.49±3.89
52.63±5.38
52.43±4.56
53.04±5.81
52.19±4.83
54.10±4.91

N ＝100

p
n.s.

n.s.

n.s.

n.s.
*p <0.05

Note；Mann-Whitney’s Ｕ検定
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示唆されており，このことは死生観尺度におけ

の前向きさ」と「解放としての死」および「死

る「死への恐怖・不安」の因子得点が比較的高

からの回避」間に負の弱い相関が認められた．

かったことからも裏付けられる．また，このよ

死生観尺度を構成する7因子のうち，死に対す

うな状況では，死にゆく患者と実際に死につい

る負の考えを示す因子として，
「死への恐怖・

て対話する機会があった場合に，患者とコミュ

不安」
「解放としての死」
「死からの回避」の3

ニケーションをとることを避けてしまう可能性

因子が挙げられる．
「解放としての死」は死生

が推測され，一般病棟の看護師が死にゆく患者

観尺度の開発者である平井ら（2000）によると，

とのコミュニケーションに困難さを感じ，患者

丹下（1995）の死に対する態度尺度の構成因子

のニードが分からずケアに対する自信が持てな

の1つである「死の軽視尺度」に対応した因子

い実態を予測させる結果であるといえる（佐藤

であると述べられている．若者の多くが現実の

ら，2008）．従って，まず死を自分のこととし

死と向き合う機会をもつことなく成長し，生と

て真剣に見つめ，自己の死の自覚を持つことが

死について考え，悩み，自分なりの答えを求め

必要であり（玉川，2005）
，看護学生時代に終

ようとする姿がみられない状況を反映した因子

末期ケアに対する考えを深めていくことは非常

であるといえる（荒井，1999）
．しかし，今回

に重要であると考える．

の結果から負の相関が認められたことにより，

第Ⅱ因子である「患者・家族を中心とするケ

対象者である看護学生が死を意味あるものとし

アの認識」は全体的に得点が高く，FATCOD-

て捉えようとする姿勢が窺えた．
「死からの回

B-J の開発段階における一般病棟の看護師を対

避」との関連においても，死をタブー視するこ

象とした調査時の因子得点とほぼ同等の得点で

となく死と向き合うことが死にゆく患者へのケ

あった（中井ら，2006）
．特に上位の項目には，

アにおいて重要であると看護学生が考えている

死にゆく患者の家族もケアの対象であり，患者

ことが推察され，終末期ケアに対する前向きな

と家族両方に関わる必要があることを意味する

態度に向かわせていることが示唆された．

項目が入っていたことは，家族看護の観点から

看護学生の死生観は発展途上の段階ではある

意義ある結果であると考える．また，患者が重

が，終末期ケアに対する態度との関連から，死

症化している終末期には患者自身よりも家族か

と向き合う姿勢が死にゆく患者とその家族のケ

らの情報が把握しやすい場合があり，患者の意

アにおいて重要であると捉えていることが示唆

思がつかみづらい状況の中では患者の意思を代

された．大西（2009）は，死を辛く悲しいもの

弁できる家族の力が大きい（中澤ら，2006）
．

として捉えるだけでなく，患者や家族との関係

そのため，家族から患者の希望を聞いてできる

から自分自身もケアされ人間的にも成長できる

限り患者の意思に沿った最期を迎えられるよう

ものであると肯定的に死を捉えることの重要性

家族との信頼関係を築き，患者と家族の思いに

を指摘している．死を肯定的に捉えることがで

沿ったケアを提供したいという看護学生の考え

きるようになれば，死を患者の価値観や人生観

が示された結果であると考える．

が問われる人生最後の仕上げの時と捉え
（上田，
1998）
，患者を最期まで理解し続けようとする

２．終末期ケアに対する態度に影響する要因

前向きな姿勢の形成につながることが推察さ

１）終末期ケアに対する態度と死生観との関連性

れ，継続的に死について考える機会を持つこと

本研究の結果から，
「死にゆく患者へのケア

の重要性が示唆された．
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２）看護学生の学習経験・体験による終末期ケ
ア態度の比較

測される．講義や臨地実習で死生観や態度を確
立することが最終目標ではないが，経験したこ

本研究の結果から，対象者の個人的な体験に

とを十分に振り返り，経験に意味付けできるよ

おいて，身近な人の死の体験無し群の方が死に

うな学習内容とすることが重要であることが示

ゆく患者のケアに対して前向きであることが示

唆された．糸島ら（2006）は，経験を通した学

された．上田（1998）は，身近な人の死を経験

びを学生同士で共有することにより，多様な価

したことがある人は，患者の看取りの際に感情

値観に触れ，自己の死生観が育まれ，終末期ケ

的なものが加わり冷静にみられなくなると述べ

アへの関心が高まると述べており，この関心を

ている．また，身近な人の死を通してその人の

軸に学生は成長していくのだといえる．さらに

存在がなくなるということを実感し，死を現実

大西（2003）は，看護師が終末期ケアにおいて

的に捉えるようになる．これらのことから，身

喜びややりがいを感じるためには臨床経験が必

近な人の死を体験した後に死にゆく患者と関わ

要であると述べており，看護基礎教育での学び

ることで再び大切な人が亡くなるというショッ

を基盤に臨床経験を積みながらさらに成長して

クや悲しみ，辛さ，恐怖が想起され，死にゆく

いくことが期待される．

患者に対して距離を置く結果を招くことが推察

以上のことから，終末期看護に関する教育や

される．逆に身近な人の死を体験したことのな

終末期患者の受け持ち経験は終末期ケアに対す

い場合は，死を未だ非現実的に捉え冷静に見つ

る態度に直接的には結びついていなかったが，

めているため，ショックや悲しみといった感情

死を考えるきっかけとなり死生観の形成につな

に影響を受けずに終末期ケアへの態度に前向き

がっていることが示唆された．そのため，死の

に回答していたことが窺えた．その一方で，本

準備教育や終末期ケアに関する教育を看護学生

研究の対象者の78% が身近な人の死の体験有り

は積極的に受け，生と死について考えていくこ

群であったが，
「身近な人」の定義を対象者に

とが重要であるといえる．

提示していなかったことや，亡くした人との親
密さや続柄に関するデータを得ておらず，デー

３．本研究の限界と今後の課題

タとしての精度に問題があると解釈することも

本研究の対象者は，1教育施設の看護学生が

できる．今後は詳細な分析が必要であると考える．

対象であり，本研究の結果を一般化することは

今回，実習における終末期患者の受け持ち経

難しい．今後は対象施設を広げ，調査検討を重

験や「緩和ケア」の受講経験など，対象者の学

ねていくことが課題である．また，終末期の患

習経験に関しては，影響要因として統計学的に

者を受け持った経験を各学生がどのように振り

示されなかった．大西（2006）は，学生時代に

返り，どのように態度や考えに影響しているの

死にゆく患者に関わりその死を看取った経験が

か詳細に分析することも重要であると考える．

あったとしても，自己の経験やその時の感情な
どに十分に向き合っていない可能性があると述

Ⅴ．結論

べている．従って今回の調査においても，受け

１．
看護学生は死にゆく患者との関わりを前向

持ち患者を通じた学習経験に対する振り返りが

きに捉え，家族もケアの対象であると認識

様々な段階にある対象者が混在していたため

していた．

に，影響要因として抽出されなかったことが推

２．
死から逃げずに向き合う姿勢が，死にゆく
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患者へのケアへの前向きさに影響していた．
３．
看護学生の体験として，身近な人の死を体

小安照代，山田美枝子，斉藤みどり，太田俊
（2009）
．成人看護学実習Ⅰ（慢性・終末期）

験したことがない方が，終末期ケアに対す

における学生の達成感とその理由，帝京平成

る態度が前向きであった．

看護短期大学紀要，19，57-61.

４．
終末期看護に関する看護学生の学習経験は，

厚生労働省
（2011）
．
（死亡）死亡の場所別にみた

終末期ケアに対する態度との直接的な関連

死亡数・構成割合の年次推移，
2011年10月18日，

はみられなかった．

引用 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/
jinkou/suii09/deth5.html
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