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本研究は，看護学生の終末期患者の看護における教育方法の今後の課題を明らかにすることを目的に，本短期

大学生101名の 3年次における成人・老人看護実習の，慢性期・終末期看護実習終了後に提示した事例についてレ

ポートを分析したものである D その結果，学生は，患者・家族の不安や苦痛について理解でき，苦痛を軽減する

援助について学びが得られていた。今後の課題として，終末期看護について学習する場を意図的に設けること，

学習効果が得られるような教員の積極的な関りの必要性が示唆された。
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緒言

近年，死を身近な問題として考え，生と死の意義を

探求し，自覚をもって自己と他者の死に備える心構え

を習得することは可能かつ必要であるとして，死への

準備教育 (deatheducation)の必要性がいわれるよう

になった。終末期においても，病名告知も含めて，医

療者主導ではなく，患者自身が決定する医療が重要と

されるようになった1)。とはいうものの，現在の末期医

療では患者に対する全人的な配慮が欠けていることが

少なくない。末期医療の現場においても，個別の患者

の意思が十分に反映されているとはいえない関わりが

行われている状況も見受けられる。

終末期にある患者のQOLを高め，その人の生を全う

出来るように支えて行くことは，看護者の重要な役割

である。そのためには，看護基礎教育の時期から患者

が平和で穏やかな死を迎えられる看護援助が出来るよ

う，患者や家族の苦悩を理解し，苦痛緩和に関する基

本的技術の習得や，心理的アプローチの基本技術を習

得する必要がある。しかしながら，核家族化した現在

において，看護学生が日常生活の中で死を体験するこ

とは稀であり，死に近い状態にある人や死期が迫った

人に接することは少なくなっているo 臨床実習の場に

おいても，時間の制約のあるなかでは患者の死に出会

うことは少ない状況である。そのために，学生は終末

期にある患者をケアする時にためらいや戸惑いが生じ

たり，死に直面した患者からの逃避傾向も見られるよ

うである。学生が終末期にある患者を理解し，患者の

ニーズに応える看護を行うための基礎教育のあり方に

ついて，筆者等は暗中模索している状況である。

このような状況下，筆者等は成人・老人E看護実習

の実習目標に到達するために，事例を提示しての学習

方法を取り入れている。今回，看護学生の成人・老人

E看護実習における終末期患者の看護についての教育

方法の課題を知るために，学生に提示した事例につい

てのレポート内容の分析を行うことで，学生の終末期

患者の看護についての認識を明らかにすることを目的

とした。その結果，今後の方向性が示唆された。

本研究の概念枠組み

本研究の概念枠組みを「終末期にある患者のニーズ

に応える看護を行うためには，学生自身の考え方とし

て，生命の大切さを理解し，死について考えることが

出来ること，また，看護者として，患者や家族の多様

な生や死の考え方が理解でき，変化する患者の状況を

把握して対処できる技術を習得できることで可能とな

るJとした。これは，先行研究において在宅で死を迎

えた患者の延命を可能にした要件2)および，藤枝の死

への準備教育の場とそのあり方 3)を参考にしたことを

基盤にしたものである。

研究目的

看護学生の成人・老人E看護実習における終末期患

者の看護についての教育方法の課題を知るために，学

生に提示した事例についてのレポート内容を分析する

ことで，学生の終末期看護についての認識を明らかに

することを目的とした。

用語の定義

1.終末期:疾患の回復の見込みがなく 6ヶ月か

ら3ヶ月といった近い将来において死を迎えると診断

された時期をいう。

2.死への準備教育 (deatheducation) 学生が個

々の生や死に対する考え方を深め，終末期看護につい

て，幅広い考え方ができるようにするためのプログラ

ムをいう o

研究対象および研究方法

1.研究対象:本短期大学の 3年次生101名。

2.研究方法:成人・老人E看護実習が終了した 3

年次生に対して，提示した事例 4)についてグループワ

ークした後に，学生個人が提出したレポートの分析を

行う。レポートを分析する迄のプロセスは， r①臨床で

の3週間の成人・老人E看護実習終了日に，学生に事

例を提示する，②翌日の学内実習時に，提示された事

例について 7，8名で構成された各実習施設に分か

れてのグループワークを，約40分行う，③2施設問で

の意見交換(含実習担当教員 3名)を，約40分行う，

④各学生が終末期看護の学びをレポートに記述したも

のを翌日の17時迄に，実習担当教員に提出する」であ

るo 調査期間(事例提示，グループワーク，レポート

の提出まで)は，平成11年5月から12月までであった。

3.学生の履修状況

1 )学生の終末期患者の看護に関する学習は 2年

次後期に看護学概論n15時間の中で，r生命と医療をめ

ぐる諸問題として，脳死の問題や尊厳死，生命，患者

と医療従事者との関係について」を， r倫理・規範・道

徳の概念，看護の倫理，看護倫理事例検討」と共に履

修しているo 同じく 2年次後期に30時間で，ターミナ

ル期にある患者の看護として，rターミナルケア・生死

とは・苦痛の緩和・家族へのケア・死に行く場・事例

検討」について履修している口

2 )学生の成人・老人E看護実習は135時間であり，

2施設で 3週間の期間で行われているo 各学生の受け
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表 1 成人・老人E著護実習の巨釣・目標

的目

榎性患・終末期にある対象者の身体的・心理的・ j

社会的問題を理解し，継続看護に必要な基礎的能力 i

を習得する。

1)震性期・繋末期にある対象者の身体的・心理的・

社会的な特徴の理解ができる。

2)穫性期・終末期にある対象者の看護を，著護過程
民 を用いて実践できる。

3)慢性期・終末期にある対象者の状態に応じた遥切

標 な看護技能が実践できる。

4)慢性期・終末期にある対象者と家族の状況を理解

し継続看護の吾、要性，保健医療・福祉との連携の

あり方がわかる。

表 2 事例の概要

・61識の男性。職業は消化器内科の医蹄。

-内視鏡所見から胃癌ではないかと自己判断して手備を

希望し入院。

-治療方針は進行癌で転移もあり，化学療法と症状コン

トロールとなったが「藩胆させたくない」との家族の希

望で告知せず， r栄養状態不長で手術できない」と説明し

ていた。

-入読当初，可能だった食事は，通過障害によりイレウ

ス管の挿入と高カロワ一輪液となった。痛みの訴えはな

いが，悪心・堰吐，痩器膨満，咽頭不快，全身罷怠感な

どで，活動も事j限された。患者は「いつ手痛ができるの

か，それとも無理かjと疑陪を投げかけていた。

. 1著護婦は事実を告げることを主治医に語談するが，

「今さら何をどう選択するのか，誰がそれを望んでいるの

か，事実を伝えた後，責任が持てない」と答えた。入院

2ヶ月後，状態は悪化し，主治豆は家族に心蹄蘇生の判

医者を委ねた。家族の荻頼で呼吸器がつけられたが，看護

婦は処量におわれ，十分に介入できなかった。家族と交

代で付き添っていた，長年一絡に仕事をしていた看護婦

は， r先生はこれだけはして欲しくないと言っていた」

と，涙ながらに訴えた。家族は動揺し，主治医に呼吸器

を外して欲しいと訴えたが願いは聞き入れられず，後海

の日々を過ごすこととなった。 58後，患者は最期の持

を迩えた。妻は fやっと，楽になれるお。看護婦さん，

早く外してあげてjと，静かに言った。

持ち患者については，終末期，または終末期に近い状

態の患者を受け持つことを病棟に依頼し，看護計画発

表の場やカンファレンスなどで学びを共有できるよう

に配裏している D また，死後の処量用の物品一式を用

いて，死後の処置の説明が行bれている。表 1~こ本短

期大学における成人・老人盟看護実習のB的・自標を

示した。

3)学生に提示した事担jの概要を表 2に示した。事

例の選択理由は「①学生が襲末期医療への問題意識が

持てる，②患者・家族への援助が考えられる，③看護

をめざす者として今後のあり方について考えられるj

と筆者等が判断したことによった。

4.分析方法:分析は，学生が記述したレポート内

容について， KJ法および飽の研究論文5)を参考にし
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表 3 学生の学び

カテゴリー サプカテゴリー

患者・家族の -告知に伴う患者の苦痛

意思の尊重 -告知の是非

-看護の質への影響

-患者の意思決定への援助

-十分な説明と用意

-情報の伝達・共有

-患者・家族・医療者間の人間関係

死生観 -患者が自身の死を受容

-必要な援助の受容

-生命の尊厳

-死に対するイメージ

-死の普遍性・必熱性

-看護者が自身の死を受容

-過去の経験による死との産面

苦痛を軽減 -患者とのコミュニケーション

する援助 -症状のコントロール

-金のニードの充足

-安楽の工夫

-清潔への援助

-気分転換

-環境整億・調整

.ADLの誰持

-不安や孤独感の軽減

家族への援助 -家族の不安や苦痛の理解

-家族への労りの言葉かけ

-後揮しないための配慮

-悲嘆への援助

終末期看護へ -現時点、での襲末期看護の認、識

の抱負 -残された日々を積一杯生きられる援助!

-看護への抱負

-振り返りの必要性

-社会資源の活用

-チーム医療・他職者との協働

-今後の譲題

て，記述された文章または文節を，ひとまとまりの意

味のある内容ごとに抽出し，開一，あるいは類似した

内容であると判断できたものをまとめてカテゴリー化

し，内容を表す名称をつけたむ次に，基本統計による

単純集計で，各カテゴリーごとの構成比を出したc 尚，

学生一人が重複して記述した例があった。

5.研究期開:平成立年 5月1Bから平成立年 9月

30日号

結果

1 .学生の背景:学生は男性1名を含む21歳から22議

の平持年齢20.1(SD = 2.5)であり，レポートを記述し

た学生数は各施設51名および50名の計101000%)で

あった。 5名 (6%)が終末期患者を受け持った経験が

あり 4名 (4弘)が家族の死を経験していたa

2.分析の結果，全記述数は. 1.403であった。記述
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図 1 各カテゴリーの携成比 (N= 1.403) 

内容は表 3に示すように，く患者・家族の意思の尊

重>く死生観>く苦痛軽減への援助>く家族への援

助>く終末期看護のめざすもの>の 5つのカテゴリ

ーと34のサブカテゴリーに分類できたc 各方テゴワー

の講成比を図 1に示した。く患者・家族の意思の尊

重>が504(35.9%)，く苦痛軽減への援助>が446

(31.8%).く家族への援助〉が214(15.3%入く終末

期看護への抱負>が150(10.7%). <死生観>が89

(6.3%)の穎に率が高かったc 以下，各カテゴリーご

とに説明する。

く患者・家族の意思の尊重>:このカテゴリーは，

病名の告知や死を迎える場所，受けたい治療の選択，

延命処震の必要性に関する決定は，患者や家族の意思

を尊重する必要があるとの記述についてである。この

中iこは〈告知に伴う患者の苦痛)(告知の是非)(看護

の費への影響)(患者の意思決定への援助)(十分な説

明と同意)(情報の伝達・共存)(患者・家族・室療者

間の人間関係〉の 7つのサプカテゴリーが含まれた。

〈告知に伴う患者の苦痛) :これは，告知された場

合・きれない場合の患者の苦痛についてであり，記述

数は101(20%)であった。その内訳は， r告知を受け

る患者の苦痛を理解するjが87(17. 2%). r告知きれ

ない患者の不安や葛藤を理解するJが14(27.8%)で

あったo

〈告知の是非}:これは，患者の場合における告知の

是非についてであり，記述数は.97 (19.3%)であっ

た。その内訳は「医諦で毒る患者の場合は告知すべき

だったJカ宅9(17.7%)， r告知をしない方が，患者の

苦痛は少ないjが8(1.6%)であった。

〈看護の質への影響):これは，告知によって影響を

受ける，患者の看護の質についてであり，記述数は38

(7.5%)であった。その内訳は， r告知されない患者

は，死に向き合えなかった」担任.7%)，r告知した方

が質の高い看護が提供できるJr告知を受けることで，

援母ある日々を精一杯生きられるJが 14(2.8%)であ

ったc

〈患者の意思決定への援助}:これは，患者が告知を

受けるか否か，延命治療を受けたいかなど，患者が意

表4 患者・家族の意患の尊重 (N=504) 

サプカテゴリー 記述数 % 
告知に伴う患者の苦痛 101 20 
告知の是非 97 19.3 
看護の質への影響 38 7.5 
患者の意思決定への援助 78 15.5 
十分な説明と同意 98 19.5 
情報の伝達・共有 54 10.7 
患者・家族・医療者の人間関係 38 7.5 
計 504 1∞.0 

思決定できるための援助についてであ札記述数は78

(15.5%)であった。その内訳は， r患者・家族の意思

を確認するために普段からコミュニケーションをと

るjが5300.5%)，r患者・家族の意思の疎通が必要J
が7(1.4%)， r延命治療を受けるか否かについて，急

変時の治療・処置について，患者の意思を尊重する;そ

のためには通常より患者の意思を確認するjが18

(3.6%)であったc

〈十分な説明と同意):これは，告知や延命治療など

について必要な患者・家族への十分な説明と，患者の

用意の必要性についてで為札記述数は98(19.5%) 

であったG その内訳は，仁患者・家族への十分な説明を

行い，同意を得るjが78(15.5%)， r患者や家族が受

止める力があるか否かを確認する」が12(2.4%)， r告
知を受けた患者の支援体制が必要」が5 (1%)， rショ
ックを受ける家族の支えが必要」が3(0.6%)であっ

た。

〈情報の伝達・共有):これは，患者・家族が意思決

定を行うためには，信報の伝達・共有が必要なことに

ついてであり，記述数は54(10.7%)であった。その

内訳は.r患者・家族の意思を確認して，互いの患いを

伝えるJが23(4.5%)， r患者・家族・医療者関で慢報

を提供するjが16(3.2%)， r医療チームで検討するた

めに，知り得た槽報を共有する」が15(3.0%)であっ

たo

〈患者・家族・医療者の人間関係上これは，告知や

延命治寮などに関する患者の意思を尊重するためには，

患者・家族・医療者間の人関関係が影響することにつ

いてであち，記述数は38(7.5%)であった。その内訳

は， r患者の意思を確認するためには，患者・家族・医

療者間の人間関孫が重要」が21(4.1%)， r患者の意思

を尊重することで患者・家族・医療者間の信頼関係が

深まるJが17(3.4%)であった。以上，各サブカテゴ

リーごとに学生が記述した割合を表4に示した。

<死生観>:このカテゴワーは，生や死についての

考え方についてである。この中には〈患者が自身の死

を受容}{必要な援助の受容}{生命の尊厳}(死に対す

るイメージ)(死の普遍性・必熱性){看護者が自身の
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死を受容){過去の経験による死との直面〉の 7つの

サブカテゴリーが含まれた。

〈患者が自身の死を受容}:これは，患者が自身の死

を受容する必要性についてであり，記述数は 17

(19.1%)であった。その内訳は， I患者が死を受容す

る必要がある」が12(13.5%)， I患者の苦痛には，死

に対する考え方が影響する」が 5 (5.6%)であった。

〈必要な援助の受容}:これは，患者が死を受容する

ことで，必要な援助を受入れられることについてであ

り，記述数は 8 (9.0%)であった。その内訳は， I自

分自身の死を受入れることで必要な援助を受けられ

るJI看護婦の対応で死を受容できる」が 4 (4.5%) 

ずつであった。

〈生命の尊厳):これは，生命の尊重・尊厳について

であり，記述数は33(37.1%)であった。その内訳は，

「生命の尊厳を考えることが大切」が26(29.3%)， r尊
厳ある死を迎えられることが重要」が 6(6.7%)， r現
在の日本の状況では人が尊厳ある死を迎えているとは

いえないjが 1 (1.1%)であった。

〈死に対するイメージ):これは，学生自身の死に対

するイメージについてであり，記述数は10(11.2%) 

であった。その内訳は， r死は恐いJI死ぬことは恐い」

などが 7(7.8%)， r自分や周囲が死ぬことは考えられ

ないJが 3 (3.4%)であった。

〈死の普遍性・必然性}:これは，死に対する普遍性

や必然性についてであり，記述数は 6(6.7%)であっ

た。その内訳は， r死は誰にも訪れる」が 4 (4.5%に

「人は必ず死ぬJが2 (2.2%)であった。

〈看護者が自身の死を受容):これは，患者に看護を

行うためには，看護者が自身の死を受容する必要性に

ついてであり，記述数は11(12.4%)であった。その

内訳は，r死を受容することで恐怖心や逃避が避けられ

るJが 6(6.8%)， r看護婦が自分の死を受容する必要

がある」が 5 (5.6%)であった。

〈過去の経験による死との直面):これは，学生自身

が体験した，身近な人と死別した過去の経験について

であり，記述数は 4(4.5%)であった。その記述内容

の具体例は， r祖母が亡くなった時，家族が祖母に対す

る気持や感謝する言葉をかけていたことを思い出し

表5 死生観 (N=89) 

サプカテゴリー 記述数 % 

患者が自身の死を受容 17 19.1 

必要な援助の受容 8 9.0 

生命の尊厳 33 37.1 

死に対するイメージ 10 112 
死の普遍性・必然性 6 6.7 

看護婦が自身の死を受容 11 12.4 
過去の経験による死との直面 4 4.5 

計 89 1∞.0 
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たJr仲良く遊んでいた従兄弟が亡くなった時，叔父夫

婦が悲しんでいたことを思い出した」などであった。

以上，各サプカテゴリーごとに学生が記述した割合を

表5に示した。

く苦痛軽減への援助>:このカテゴリーは，患者の

苦痛を軽減するための必要な援助についてである。こ

の中には〈患者とのコミュニケーション)<症状のコン

トロール)(食のニードの充足)(安楽の工夫)(清潔の

援助)(気分転換)(環境整備・調整)(ADLの維持〉

〈不安や孤独感の軽減〉の 9つのサプカテゴリーが含

まれたD

〈患者とのコミュニケーション):これは，が患者の

心理を理解するために必要なコミュニケーションにつ

いてであり，記述数は72(16.1%)であった。その内

訳は，r患者が不安や苦痛などの感情を表出できること

が必要」が27(6.1%)， r患者の側にいて，話しを傾聴

する」が25(5.6%)， r椅子に座る，眼の高さを同じに

する，身体に軽く触るJr患者の側にいて，患者の不安

や苦痛を受入れて共有する必要がある」が10(2.2%) 

ずつであった。

〈症状のコントロール):これは，患者の苦痛を軽減

するためには，症状のコントロールが必要なことにつ

いてであり，記述数は101(22.7%)であった。その内

訳は， r患者の苦痛を軽減するためには，異常の早期発

見が必要J，I観察することで異常の早期発見が出来

る」が60(13.6%)， r患者の不安や苦痛を見逃さな

いJI患者の表情や身振りなどで変化を見極める」など

が35(7.8%)，r症状をコントロールするために，薬物

療法が必要Jr薬物療法の副作用にも注意するJが6

(1.3%)であった。

〈食へのニードの充足):これは，人間の基本的欲求

である食のニードの充足についてであり，記述数は49

(11%)であった。その内訳は 「食べたい物を食べて

もらうJが41(9.2%)， r氷水・氷片で満足感を味わっ

てもらうJが 8 (1.8%)であった。

〈安楽の工夫):これは，患者の苦痛の軽減に必要な

安楽の工夫についてであり，記述数は35(7.8%)であ

った。その内訳は， r体位の変換を行う，患者の好きな

体位とする」が 6(1.3%)， r捧痛部位のマッサージ・

タッピングを行うJr巷法をする」が9 (2.0%)ずつ，

「深呼吸で呼吸を整えるよう指導する」が 8 (1.8%)， 

「リラクゼーションを行う」が 7 (1.6%) ， I身体を圧

迫しないよう衣服を選択・調整する」が 5(1.1%)で

あった。

<1青潔の援助)これは，患者の不快症状を軽減し，

爽快感を得るために必要な清潔の援助についてであり，

記述数は71(15.9%)であった。その内訳は， ri青拭を

行う」が35(7.8%)，r口腔清拭を行う」が23(5.2%)， 
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表s苦霜軽減への援助 (N=446) 

サプカテゴリー 記述数 % 
患者とのコミュニケーション 72 16.1 
症状のコントロール 101 22.7 
食のニードの充足 49 11.0 
安楽の工夫 35 7.8 
清潔の援助 71 15.9 
気分転換 17 3.8 
環境整備・調整 52 11.7 
ADLの維持 3 0.7 
不安や弧独惑の軽減 46 10.3 
言十 446 l∞.0 

f手浴・足浴を仔う」が11(2.5%)， r髭第jりやJ1¥切り

を行うJr寝具を清潔にするJが 1(0.2%)ずつであ

った。

〈気分転換):これは，患者の気分転換についてであ

り，記述数は17(3.8%)であった。その内訳は， r車
祷子で散歩を行うjが13(2.9%)，r新聞で現在の話題

を共有するj ・「季節の物(桜の木やクリスマスツリ

ーなど)を病室に取り入れるJr点滴ボトルのラベル部

分にデッサンした絵を貼るjが 1(0.2%)ずつであっ

た。

〈環境整備・調整):これは，患者が最期の持を過ご

すに椙応しい環境整犠・謂節についてであり，記述数

は， 52 (11. 7%)で、島った。その内訳は， r患者が最期

を迎える;こ相応しい環境とするJが34(7.6%)， r吐物

を除去するjが9(2.0%)， rベット思囲の整理・整頓

をする」が5 (1.1%)， r療室を静かにするJr照明に

注意するJが2(0.4%)ずつであった。

(ADLの維持):これは， ADLを維持する必要性に

ついてであり，記述数は 3(0.7%)であった。記述内

容は，r7膏拭時など患者が出来る部分は行ってもらうこ

とでADLを誰持するjであったc

〈不安や孤独惑の軽減):これは，患者の不安や孤独

惑の軽減3こついてであり，記述数は46(10.3%)であ

った。その内訳は， r頻自に訪室して不安を軽減するJ
が38(8.5%)，r家族に傭にいてもらうjが4(0.9%)， 

f家族iこ労いの言葉をかけてもらう jが 2(0.4%入仁患

者に備にいることを伝えるJrいつも気にしていると伝

えるjが 1(0.2%)ずつであった。以上，各サプカテ

ゴリーごとに学生が記述した割合を表8に示した。

く家族への援助>:このカテゴリーは，患者の家族

に対する援助が必要であるとの認識についての記述で

ある。この中には， (家族の不安や苦痛の理解)(家族

への労りの言葉かけ)(後海しないための援助)(悲嘆

への援助〉の 4つのせプカテゴリーが含まれた号

〈家族の不安や苦痛の理解>:これは，家族の不安や

苦癌を理解することについてであり，記述数は47

表 7 家族への援助 (N=214) 

サプカァゴリー 記述数 % 
家族の不安や苦痛の理解 47 22.0 
家族への労りの言葉かけ 28 13.1 
後悔しないための援助 66 30.8 
悲嘆への援助 73 34.1 

計 214 100.0 

(22%)であった。その内訳は， r家族の話を傾聴するJ
が35(16.4%)， r家族の疲労感・経済的負担を理解す

る」が12(5.6%)であった。

〈家族への労りの言葉かけ):これは，患者の家族へ

の労りの言葉かけについてであり，記述数は28

(13.1%)であった。その内訳は， r疲労している家族

への労りの言葉かけを行うI家族へ休養や気分転換を

勧めるjが20(9.2%)，r家族に患者の家族への患いを

伝えるJr家族がいない関の患者の経過を伝えるjが4

(1. 9%)ずつがであった。

〈後悔しないための援助):これは，家族が後悔しな

いための援助lこついてであり，記述数は66(30.8%) 

であった。その内訳は， r清試の援劫などを共に行うこ

とで，患者に対する後需が軽減できる」が28(13.1%)，

「患者に，感謝の言葉をかけるように勧める」が25

(11.7%) ，仁患者の望みを叶えられるように説明するJ
が10(4.7%入「残された日々を大切に過ごすために，

患者への対応の仕方を説明する」が3(1.4%)で、あっ

た。

〈悲嘆への援助):これは，家族に対する悲嘆への援

助についてであり，記述数は73(34.1%)であった。

その内訳は，仁患者の死後，残された家族へフォローす

る」が32(15%)， r家族を支えるように他の家族や属

国へ働きかける」が19(8.9%)， r患者の死を受入れら

るように，患者の状況を説明する」が13(6.1%入「患

者の死が受容できるように，死後の処置を共に行うJ
が9(4.2%)であった。以上，各サプカテゴリーごと

に学生が記述した割合を表7に示した。

く終末期看護への指負>:このカテゴリーは，学生

が終末期患者の看護の現状や看護のあり方，看護をめ

ざす者としての今後の抱負についての記述であるo こ

の中には〈現時点での終末賠看護の認識)(残された日

々を精一杯生きられる援助)(看護への抱負)(振り返

りの必要性)(社会資源の活用)(チーム医療・組職者と

の協働)(今後の課題〉の 7つのサプカテゴリーが含

まれたむ

〈現時点での終末期看護の認識):これは，終末期看

護に対する現状における認識についてであり，記述数

は22(14.7%)であった。その内訳は， r対応の仕方が

わからない」が13(8.7%)， r終末期看護は難しいJが
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5 (3.3%)， i看護の限界を感じる」が 2(1.3%)， i看

護婦は何が出来るかと疑問JI日本では患者の意思の確

認がされていない」が 1 (0.7%)ずつであった。

〈残された日々を精一杯生きられる援助} :これは，

患者が悔いなく生きられる援助の必要性についてであ

り，記述数は55(36.6%)であった。その記述は， I残
された日々を精一杯生きられるような援助が必要JI満
足できる援助を提供するJiここで最期を迎えて良かっ

たと思える援助が必要」などであった。

〈看護への抱負}:これは，これからの看護への抱負

についてであり，記述数は24(1.6%)であったっその

内訳は， i患者の満足感を得られる看護をしたいJi患

者が生きていて良かったと思える看護をしたいJi患者

へ精一杯援助をしたいJIこの病棟で、良かったと思える

ような看護をしたい」などが20(1.3%)，i悔いなく最

期を迎えるための橋渡しをしたい」が4(2.7%)であ

った。

〈振り返りの必要性):これは，行った看護の振り返

りの必要性についてであり，記述数は 5(3.3%)であ

った。記述内容は， i患者にそった看護が提供できたか

振り返りたいJi死について慣れるのではないかと悩ん

でいた時に指導者から振り返ることの大切さの助言を

受けた。これからは行った看護について評価したいJ

などであった。

〈社会資源の活用}:これは，社会資源を活用する必

要性についてであり，記述数は， 3 (2%)であった。

記述内容は， r患者・家族に対して，社会資源を活用し

たり，同じ状況にある患者や家族との交流を持つ」で

あった。

〈チーム医療・他職者との協働)これは，終末期患

者に対して，チームで検討することの必要性や，他の

職種と協力し合うことの必要性についてであり，記述

数は， 16 (10.7%)であった。その内訳は， i患者に必

要な看護やその方法を，チームで検討する必要があ

るJi栄養士や PT.OTなど他職者との連携や協力が

必要」が 8 (5.3%)ずつであった。

〈今後の課題}これは，今後の課題についてであ

り，記述数は2506.7%)であった。その内訳は， Iこ
れからも死について考えたい」が 6 (4%)， i患者の

表8 終末期看護への抱負 (N= 150) 

サブカテゴリー 記述数 % 

現時点での終末期看護の認識 22 14.7 

残された日々を精一杯生きられる援助 55 36.6 

看護への抱負 24 16.0 

振り返りの必要性 5 3.3 

社会資源の活用 3 2.0 

チーム医療・他職者との協働 16 10.7 

今後の課題 25 16.7 

計 150 1C泊.0
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看護が出来るように学習したい」が14(9.4%)， r今回

のカンファレンスで学びが深まった，今後も努力した

い」が 5 (3.3%)であった。以上，各サプカテゴリー

ごとに学生が記述した割合を表8に示した。

考察

看護学生の成人・老人皿看護実習における終末期患

者の看護に対する教育方法について課題を知るために，

看護学生に提示した事例についてグループワークした

後に，自由記述したレポートの分析を行った。その結

果，く患者・家族の意思の尊重>く死生観>く苦痛を

軽減する技術>く家族への援助>く終末期看護への抱

負>の 5つのカテゴリーに分類できた。以下，各カ

テゴリーにそって考察するo

く患者・家族の意思の尊重>

どこで，どのような医療を選択するかは，その人の

意思の尊重が重要である 6)といわれるように，本調査

においても，全学生が病名の告知や受けたい治療，延

命措置を受けるか否かは，患者・家族の意思を尊重す

る必要性について記述していた。また，告知に伴う患

者の心理的な苦痛を理解する必要性や，少数ではあっ

たが，告知された方が質の高い看護が出来るとの記述

もみられた。学生は告知の持つ意味や，告知を望みな

がらも家族の判断のみで自分の意思が確認されなかっ

た患者の心残りや無念さなどの心理を理解しているこ

とがわかる D 一方，告知する場合は，十分な説明と同

意が必要である7)。本調査の学生も同様に，告知する場

合における患者・家族への十分な説明や，患者・家族

が説明を受止める能力の有無を確認すること，告知後

における患者や家族を支える体制づくりが必要なこと

について記述していた。また，知り得た情報を早めに

伝達することや，患者に不安を与えないために，家族

や医療者が一貫した態度を取る必要性について記述し

ていた。さらに，医師だけに告知の責任を負わせるの

でなく，看護者も患者の告知への責任を持つ必要があ

るとの記述もみられた。

学生は患者・家族の心理や能力を十分に考えたうえ

で告知の是非を考えていることがわかる D そして，一

方的に押しつけられるだけや，隠蔽されたなかでの医

療ではなく，患者自らが参画できる医療の大切さに気

づいている。しかし，この気づきは，終末期患者の看

護に携わる看護者の苦悩となりうることをも示し，看

護をめざす学生の無力感や失望感となって意欲を阻む

ことが考えられる。少数ではあったが，看護者として

の限界を感じる旨の記述や，我国の現状では患者の意

思を尊重するには至っていないなどの記述は，その一

例であろう D 学生の気づきを大切にしながら，諦らめ

るのではなく，一人ひとりの患者や家族の思いを聞き
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衣って心の通い合う看護が出来るよう，患者の抱える

問題を明確にして，その申で出来ることは何かについ

て考える機会を数多く持つ必要があると考える。

く死生観>

本調査の学生は，死に直面した患者が，自身を死に

行く存在であるとして死を受容することで必要な看護

の受入れが可能になることについてや，終末賠患者の

看護には，生命の尊厳の意識を持つことが重要であり，

患者の看護を行う看護者自身も死を受容する必要があ

ることについて記述していた。学生は患者・看護婦の

死生観によって，死と対時でき，患者が隈られた生を

全うできるための援助を受け，行うことが可能となる

と考えたのであろう c この学生の考え方は，谷の述べ

る，終末期にある患者や家族と共に苦悩を分かち合う

関わりと態度8)に類似するものといえるc また，苦痛

の軽減への援揚や看護者としての為り方に関する記述

も多い。学生は，死は鍵康な生の延長隷上にあると看

護の対象となる人のライフサイクルについて理解でき

ているといえる。それ故に，生きられる日々を充実し

て生きることが大切であるとして，患者にふさわしい

支援を考えるに至ったと考えられるc それは，河野が

示した，死の確かさと必然性は人間の根本的な事実で

あり，必要なことは私達の価値観の転換を意味するも

のであることが望ましいき)との考え方と共通してい

るG しかし，死生観に関する記述は，地のカテゴリー

に比較して極端に少ない。記述内容も死生観が必要で

あるとの表現やその理由としての必要な援助を受け，

行うことが出来るとの表現で止まっていたむ学生島身

の死に対する認識も，死への恐a障や，死は現実的では

ないなどの死のメージ，死の普遍性や必然性について

の記述がみられるのみである。この結果は，終末期に

ある患者を受け持つた経験のある学生や家族の死に出

会った欝合が約1観と少ないことで，患者の死について

考える機会が少ないことが影響しているのではないか

と考えられる。

今後も学生iこ対して，普遍的・必然的な売を受容す

ることは，ただ，不安と恐怖のをかで死を待つのでは

なく，より良い生を全うできるためにかけがえのない

百々を生きることなのだという死生観を持つことがで

きるよう，一人ひとりの心に投げかけるような働きか

けが重要で忘る。そのためには，林等が，死生観に関

わる意識変化の要国として講義での知識の伝達よりも，

事関提示やグループワークを取り入れることの方が，

学生自身の問題として考えさせる形式として効果的で

ある10)と述べるように，今回の事例提示や，グループ

ワークによる意見交換の場を設けたことは，学生が，

死や生についての意味を理解し，学びを深めることへ

の動機づけになったのではないかと考えるG

く苦痛を軽減する援助>

癌患者の痛みは患者にとって耐え難い苦痛である。

菱111等は，癌患者の痛みには，身体的，心理的，社会

的，そしてスピリチュアル (spIrituaI)の 4つの側面が

ある 11)と痛みの構或要素について述べているc 特に身

体的苦痛は，患者のQOLを著しく低下させ，その入ら

しさが失われることにもなりうる G そのために，患者

の痛みを軽減する援助が必要とされる。本調査では，

患者の話を傾聴することや感情の表出ができるように

側にいること，不安や苦痛を受入れ共有するなど，患

者の苦痛を軽減する援助について記述していた。また，

全学生が患者のQOLを維持するためには薬物療法に

よる症状のコントロールの必要性について記述してい

た。さらに，食へのニードの充足や安楽への工夫，清

潔への援助や学生の若い感性を生かしての気分転換，

最期を迎えるに相応しい環境整傭・調整などの記述も

みられた。事例では，看護援助に関する記述はみられ

なかったが，このように学生が記述していることは，

これ迄に至る学習や蔀床実習での経験が彰響している

と考えられる。また，グ1レープワークの場において，

教員の， r事例の場合に考えられる看護援助は荷かJと

疑問を投げかけたことが影響したのかも知れない。

しかし，患者の不安や孤独感を軽減するための具体

的な援助に関する記述は少なかった。この結果は，前

述したように，終末期にある患者に出会った経験が少

会いことで，死に行く患者の不安や孤独惑および患者

の多様な死について，イメージを持つことが出来なか

ったことが考えられる。より多くの学生が患者の不安

や菰独惑などの心理を理解して，患者を一入にしない

ために声をかけたり，家族や周屈に説明するなど，具

体的な方法を考える必要がある。また，医師である患

者が，それまで行って来た，患者の医療に対する反省

や後慢などの患者の思いを想定しての記述はなかった。

一方，家族の死に遭遇した学生や終末期の患者を受け

持った学生は，食べられる工夫や患者への労りの言葉

かけの必要性など記述していたことから，学生には過

去の経験が影響していると考えられる。そして，経験

した学生は，終末期患者に対して，日常生活の援助が

重要な意味を持つことに気づいているといえるc これ

らのことは，今後，学生に対して，終末期患者のおか

れた状況を理解することや，日常生活の援助が重要な

意味を持つことに気づけるように，積極的な働きかけ

が必要なことを示唆しているc

く家族への援助>

柊末期にある患者にとって家族の果たす役割は大き

い。しかし，死に室面した患者と対持することは，家

族にとって耐え難いことであり，患者・家族共に援助

する必要が忘る G 本調査では，家族の話しを頬聴する

ことや，疲労思想している家族への労りの言葉かけを

行うこと，休養，気分転換の勧め，家族が不在時にも
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安心できるように患者の経通を伝えるなど，具体的に

家族への援助について記述していたG また，家族が後

海しないための援助が必要であるとして， 1毒拭などの

援助を共に行うことや，患者・家族が相互に言葉をか

けることの勧め，患者の望みを貯えられるように家族

へ鵠きかけるなどの記述もみられた。さらに，患者の

死は免れない事実として予め認識することで，死後の

悲しみが和らぐのではないかという，予期的悲哀が得

られるように患者の状況を説明することや，患者の死

後の悲哀を軽減するために，家族のフォロ}を行うこ

となど記述していたc 本謂査の学生は，患者の家族の

苦痛にも注意を払い，家族への対応についても具捧的

に考えていたことから，彼らは患者・家族を共iこみる

との考え方が身についているといえる。

しかし，実習巨標である「患者・家族の身体的，心

理・社会的苦痛について理解するJことと照らしてみ

ると，患者・家族の身体的・心理的な側面の記述は多

いが，社会的な傭面に関する記述は少ない。これは，

生活経験が少ないことが影響し，社会や家庭の中で果

たしうる役割について迄，考えが及んでいないと考え

られるD そのために，グループワークにおいても議題

として取り上げられず，レポートにも記述されなかっ

たことが考えられるc 今後は，学生が患者・家族の抱

える問題について万遍まく考えられるように，学生に

学ばせたい内容を木自縮かに検討し，教員関で互いに

役割分担して，不足した内容を溝たす方法を検討する

必要がある。今回の事例提示によるグループワークは，

終末期患者の看護を理解するための初めての試みであ

ったが，今回の振り返りを基盤として，今後も，より

効果的な方法を検討したいと考えているG

く終末期看護への抱負>

学生は終末期患者に対する現時点の認識として，対

応に対する戸惑いや不安，看護の限界を感じたり，著

護婦は何が出来るかと疑問を抱いていると記述してい

たc 学生の多くが終末期看護に対する認識として，ネ

ガテイプな惑慢を抱いていると考えられた。しかし，

学生は，患者が残された日々を精一杯生きられるため

の援助を行いたいことや，患者の苦痛を軽減する援助

を宥いたいなど，終末期看護に対する今後の抱負につ

いて，具体的に記述していた。また，チーム医療の必

要性や，他識者との諮働，社会資源の活用など記述し

ていたことから，学生は現状では医難だと認識しなが

らも，終末期患者の看護のあり方について考えている

といえる。しかし，我国の終末期医察の現状では，終

末期医療の抱える開題はあまりに多い。種々の患者に

よっては，翁理の準拠梓では対応、できない状況も考え

られるD 十分にチームで検討し熱意と誠意で対応、し

ても， 8~こ自に消耗する患者に対して無力感を感じた

り， f可が出来たのかと思い悩むことも現実では少なく
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ない。このような状況に対して深津は，これが看護の

本質に触れることであり，その経験を通して看護の深

さを身につ吋て行くことにつながる山と述べている。

よって，一人でも多くの看護者が襲末期看護について

考えることが望ましい。そのためには，基礎教育の時

から終末期看護を考える機会を意図的に設けるなどの

取り組みが必要である。

また，前述したように本調査では患者や家族の死を

捧験したと記述した学生は約 1欝と少なかったが，学

生は今回の事例の提示により，過去の経験を踏まえて

記述していたむ学生は過去の出来事を今回の事例提示

により再認 (recognition) していることから，今後

も，このような試みを設けることによって思考の深ま

りが期待できる。 1名の学生はf死に嶺れるのではない

かと憐んでいた時に指導者から f患者さんは講足して

下さったか，十分な看護が出来たかと振り返りながら

看護していますiと経験を話された。それからは行っ

た看護を営に振り返ることが大切であると思うように

なったjと記述していたむ学生は自らの不安や疑問を

表出し，指導者の助言を揚言として受止めたことで考

え方に広がりが出ているo これは，北村の述べる，実

擦にがん告知以捧の看護を振り返ることの重要性13)や

学生への教育的な助言の必要性を示唆している。

さらに，少数ではあったが，仁患者が海いなく最期が

迎えられるための構渡しをしたいJという，看護者の

役割についてや，r今後の自分自身の課題として死につ

いて考えたいJr患者の看護が出来るように学習を深め

たい」などの記述は，学生は，終末期看護の菌難きや

看護の限界を感じながらも，看護をめざす者としての

態度が形或されていることを示している D このような

学生の考えを大切にし，今後も終末期患者の看護に関

する考えを深める必要がある。それは，前述したよう

に，より良い生を生きることへの髄笹観の転換として，

死に対する考え方を深めることが重要であるという点

である。また，患者や家族は必ずしも死を受容できて

いるとは誤らないので，多謙な死のあり方についても

理解する必要がある D そのためには，鈴木の報告にあ

るように，その時々における患者の心理過程を理解す

ることや，その時々に必要とされる援助は異なる14)こ

とも考えられるよう，学生の学びが深まるような積極

的な働きかけが必要となろう。

今回の事例の提示およびグループワークからレポー

ト提出に至る過程は，成人・老人E看護実習における

終末期患者の看護について理解するための初めての試

みであったc 学生は過去の学習や経験を生かして多く

の学びが得られていることがわかった。また，学生は，

今回の試みによって，自分達の感情や錨値観を克直す

ことができ，看護者としての態度を見直す機会問とな

ったのでiまないかと考えるc 学生に提示する事関や教

-47ー



広島県立保健福祉大学誌人間と科学 以前 39-49 2001 

材が異なっても時様の学びが得られる盛、要があり，今

後，事例の変更やピデオ学習を取り入れるなどを試み

たいと考えている。

結論

終末期患者の看護についての教育方法の課題を明ら

かにするために，学生に提示した事柄!に関するグルー

プワークをした後に提出したレポートを分粧した。そ

の結果，学生は，患者・家族の不安や苦痛について理

解でき，苦痛を軽減する援助について学びが得られて

いた。今後の課題として，終末期看護について考える

機会を意図的に設けること，襲末期看護についての学

習効果が得られるような，教員の穣極的な関りの必要

性が示唆された。
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Evaluation of terminal care education methods for student nurses (1) 
一-Report analysis after case presentation -
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Abstracま
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To c1arify future problems in terminal care education methods for student nurses， we ana1yzed reports， which were 

written by 101 students of our junior college w hen they were in出e3rd year， on a case presented after completion of 

chronic terminal stage practice in nursing practice with adultlelderly patients. 百leresults showed出atthe students were 

able to understand the anxiety and pain of patientlfamilies and adequately learned how to offer support to reduce pain. 

τhe future problems are the planned provision of occasions for learning terminal care and the active involvement of 

teachers to produce leaming e百ects.

Key words : student nurses， terminal care， educational methods， case， repo氏
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