がん愚者への意思決定支援に焦点を当てた事例検討会の取り組み
Outcome ofthe case examination meeting which focused on decision support to a cancer patient
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〈要旨〉 当病棟では信州がんセンター開設に伴い,平成25年, 26年の2年計画で病棟目標に「がん患
者の看護の充実」を掲げた。 2年間で16事例の事例検討会及び, 1事例のデスカンファレンスを行い,
実施後に行ったアンケート調査では病棟看護師が意思決定支援として実際に行っている看護,及び事

例検討会を積み重ねることによる認識の変化が明らかとなった。病棟看護師は,入院受け入れの際や,
日々の勤務時など限られた時間の中で意思決定支援を行っていることが分かり,また意思決定支援に
は看護師だけでなく,他職種との連携が重要であると意識していることも分かった。 2年間の事例検

討会の積み重ねにより,根本的に重要なことは患者との信頼関係を築くことであり,その上で医療チー
ムの一員として,患者の意志を尊重した看護を提供していくことが重要であると共通認識することが
出来た。
キーワード:がん患者,意思決定支援,事例検討会

スを行った(表1)。事例検討会は独自に作成し

i.はじめに

平成25年度,信州がんセンターの開設に伴い,

た評価表(表2)を用いて評価し,最後に2年

当病棟には腫瘍内科のベッド8床が加わった。

間の活動のまとめとして,病棟看護師を対象に
アンケート調査を実施した。今回はアンケート
の結果を中心に,病棟看護師の実践内容や認識
の変化を明らかにしたので報告する。

平成25年度は腫瘍内科入院の実患者数は108名で

あり,平成26年度の腫瘍内科入院の実患者数は
88名であった。肺がん患者数が最も多く,次い
で悪性リンパ腫,食道がんとなっているが,が

んの種類は多岐に渡り,その病期や治療法も様々

ii.目的

である。当病棟で死亡された方は2年間で29名

病棟看護師が意思決定支援として実際に行っ
ている看護,及び事例検討会を積み重ねること
による認識の変化を明らかにする。

であった。

私達は信州がんセンター入院病棟のスムーズ
な運営を目指して, 2年計画の目標として「が

ん患者の看護の充実」を掲げた。そして平成25

ii上

年度の目標を「事例検討会を通して,がん患者
の看護プロセスにおける課題を明確にする」と

方法

平成26年度,西2階病棟所属の看護師33名を

して,年間8事例の検討会を開催し,その結果,

対象とし,アンケート調査を実施した。アンケー
ト内容は平成25年度明らかにした5つの課題毎

5つの課題が明確になった。 5つの課題は①入

に「意思決定支援として実践していること,困

院時に希望や思いを聴く, ②信頼関係を築く,
③日々のやりとりの中で継続的に思いを聴く,

難さを感じていること」とした。

④インフォームド・コンセント(IC)に参加し

iV.倫理的配慮

患者・家族の思いを確認する, ⑤チーム医療を

アンケートの回答は任意であり,無記名とし,

充実させるであった。 2年目にあたる平成26年
度はその5つの課題達成と,意思決定支援をテー
マに,病棟目標を「患者,家族の思いを聞いて

個人が特定できないように配慮した。アンケー
トの提出をもって,研究発表への同意とみなす
ことを口頭で説明し,同意を得た。

意思決定を支援できる」と掲げ,さらに5事例
の検討会と多職種参加によるデスカンフアレン
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表1事例検討会テーマ

平成25年度
第1回

終末期で在宅療養へ移行した患者(7〇歳代・女性)

第2回

倫理的に問題を感じた患者(7〇歳代・女性)

第3回

退院支援が必要な患者(6Q議代・女性)

第4回

短期入院で化学療法を繰り返す患者(7〇歳代・男性)

第5回

終末期で在宅療養へ移行した患者"退院支援が必要な患者(6〇歳代・男性)

第6回

退院支援が必要な患者(8〇歳代・女性)

第7回

デスカンファレンス(5〇歳代・男性)

第8回

デスカンファレンス(6〇歳代"女性) ※医師も参加

平成2箆年度(テーマ:意思決定支援)
第1国

富がん(5〇歳代・女性) /胃が鉦卵巣がん、腹膜播種(30議代・女性)

第2圃

肺がん、胸膜解離(6〇歳代"女性) /直腸肛門がん多発転移(5〇歳代・男性)

第3回

肺がん多発転移(7〇歳紺男性) /凝固不明がん(6〇歳代・男性)

第4国

土顎骨骨肉腫(1〇歳代・舅舶/胆嚢がん管轄移(7〇歳代・女性)

第5回

デスカンファレンス(1〇歳僅・男性・上顎がん) ※医師も参加

V.結果

何を楽しみに生活していたか,今後ど
う過ごしたいか)を傾聴につなげてい

アンケート回収数は28件であり,回収率は
85%であった。アンケートの自由記載の内容を,

る。

5つの課題ごとにまとめた。

課題④ ICに参加することで新しい情報を知
り,その後の信頼関係を深めている。

l.実践内容

課題①

患者・家族の思いを聴くための環境作

アナムネ聴取時,今辛いことや希望を

りを行い, IC中だけでなく, IC後に患

聴き,その場で話せなくても,入院後

者・家族の思いを傾聴する時間を作っ

いつでも希望や思いを話すことができ

ている。

ると伝えている。また,余裕をもって

課題②

課題⑤

チーム間で情報を共有するために,カ

話を聴くようにしている。

ンファレンスを開催したり,日々他職

信頼関係を築くための姿勢として,目
を合わせて時間をゆっくりとり,患者
との会話の中で間を持つ。無理そうな

種との連携を密にしたり,極力工Cに同
席している。また,参加出来なくても

記録に残すことで晴報共有している。
2.実践しきれていない内容

要望でもできる限り対応するという姿
勢で臨む。受け持ちでない目も気にか
け,声をかける。丁寧・迅速な対応を
心がける。特に受け持ち患者に対して
は希望を十分に聞く。
課題③ 思いの表出を促す方法として検温・保
清・搬送・散歩の際の何気ない会話(リ

課題①

初回入院時は関わりが薄いため,思い
を聴くことは難しい。また入院時終末
期であると,安易に希望や思いを聴く
ことは難しい。

課題③ 業務に追われ思いを聴く時間がなかっ
たり,続けて受け持つことが少ないた

ハビリの様子,世間話,入院前の生活,

め,継続して傾聴することが難しい。
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表2

事例検討会評価表

亭例検討会

評価表(平成26年度)

【目標】がん患者の看護を充実させる一患者・家族の思いを聴いて意思決定を支援できる鵜
※意思決定がんと共に生きる人生の過ごし方について迷ったり悩ん即しながらも,自分の価値観や人生観などと照らし合わせながら選び取っていく過程

検討会開催日:

年

月

日(

)

事例提供者(ペア受け持ち看護師)名:
検討患者疾患名:

担当医師名:

性別:男・女

検討テーマ:①化学療法を繰り返す患者

年齢:

②終末期の患者

評価内容
1章治療
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のいずれかを託入
※評徳は事械検討会にて行う

る。

Vi.考察

1.実践内容に関する考察
5つの課題にそれぞれに沿って考察する。

課題③日常的なケアにおいて何気ない患者の
言葉を拾い,患者が人生において何を大切にし
てきたのか,残された時間をどのように過ごし

課題①入院時のアナムネ聴取を重要視し,患

たいと思っているのかという重要事項の傾聴に
つなげている。この姿からは,時間のない中で

者・家族が幸いと感じていることや今後の希望
に着目して話を聴いている。この点はアナムネ

聴取が意思決定支援の入り口であり,その後の
入院生活において患者からの思いの表出を促す
ための重要な鍵を握ると看護師が認識できた結

も意思決定支援は可能であると看護師が認識

果であると考えられる。
課題②信頼関係を築くために,時間のない中
でも傾聴する努力をし,十分な語りを促すため

認識されているが,それが患者の意思を確認す
ること,その後の思いの傾聴において重要なきっ
かけとなることを当病棟の看護師も認識してい

に

間

や

沈黙

し,実際に日々行動していることが伺えた。

課題④ICへの同席の重要性は多くの医療者に

などの傾聴スキルを用いて

る。そのためICへ同席する努力がなされ, IC後

いる姿が明らかとなった。また「無理そうな要

のケアが実際に行えていることが明らかとなっ

望でもできる限り対応する」 「受け持ち以外の日
も気にかけ,声をかける」などの姿勢は,医療
者の「力になりたい,思いや希望に寄り添いた

た。

い」という信念が患者に伝わることに繋がり,

課題⑤多職種合同カンファレンスの開催や
日々の看護師間,他職種間の連携に努めている。
この姿から,意思決定支援には看護師が重要な

思いの表出を促すケアの根底をなすと考えられ

鍵を握る一方で,多職種連携なしでは成立しな
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いことを認識し実践できていることが伺える。

患者との信頼関係を築くことであり,そのため

2.実践しきれていない内容に関する考察

の看護実践やチーム連携が重要であることを共
通認識することが出来た。
2年計画の病棟目標達成に向けての活動によ

今後の課題として,受け持ち看護師が継続し
て関われることができるシステムの構築や傾聴
できる時間を作るための業務分担の工夫などを
考えていく必要がある。

り,がん患者へのケアや意思決定支援について

考え,他のスタッフの関わりや看護実践を共有
する機会を持ったこと,意思決定支援における
ポイントを盛り込んだ評価表を用いたことが,

VIi.結論

開設当時は,意思決定支援について十分な理

認識の変化や実践の深まりに繋がったと考えら
れる。

解が出来ない状態であったが, 2年間の事例検
討会の積み重ねにより,根本的に重要なことは
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