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【資料】

“終末期医療を困難にする要因”からみた ICU の現状と看護師の困難感
Current situations in an ICU and nurses' perceptions
regarding factors making end-of-life care difficult in the ICU
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看護

終末期ケア

困難感
いやニーズをお互いに把握していなかった。

Ⅰ．はじめに

そのため本研究では、終末期医療を困難にする要因か

近年高度先進医療の充実に伴い、重症化した患者の救
命率が上がる一方、高齢社会により回復の見込みのない
症例も増加し、集中治療領域での終末期医療の対応が求
められている。このような時代背景から 2006 年に集中治
療における重症患者の終末期医療のあり方についての勧
告

1）

が出され、2011 年には集中治療領域における終末期
2）

患者家族のこころのケア指針 、2014 年には救急・集中
治療における終末期医療に関するガイドライン 3） が公表

らみた A 病院 ICU の現状と看護師の困難感を明らかにし、
終末期医療の質向上のための対策を考える一助とする。
Ⅱ．目的
終末期医療を困難にする要因からみた A 病院 ICU の現
状と看護師の困難感を明らかにする。
Ⅲ．研究方法

され、患者の尊厳および家族へ対応する際の考えの道筋

１．調査期間：2013 年 9 月の１ヶ月間。

が具体化されてきている。

２．調査方法：対象は A 病院 ICU に勤務する看護師 28

A 病院 ICU では、2012 年度の患者入室件数 497 件のう

名である。性別、看護師の実務経験年数、ICU 以外の他

ち、死亡件数は 25 件であった。研究者はその終末期医療

科の経験の有無、終末期医療に関する外部研修参加の有

に遭遇した際の行為を振り返り、生命の危機に瀕してい

無という４つの対象者の属性に関する問いを含む、質問

る意識のない患者と、積極的治療と終末期医療の狭間で

紙を用いた調査を行なった。

揺れ動く家族に対し、もっと提供することの出来た看護

質問紙には、まず終末期医療に対する困難感や満足感

ケアがあったのではないかと後悔した経験があった。こ

などの全体の傾向を把握するために、
「現在 ICU で行われ

の経験はどのようにすれば解消することができるのか文

ている終末期医療に満足しているか」「終末期にある患者

献検討を行なったところ、終末期医療における困難感の

を受け持った時に困難を感じているか」「終末期医療に対

解消方法として、デスカンファレンスや事例検討などの

する困難感を解消したいか」について、それぞれ４つの

4）5）

。しかし A

選択肢を準備した。更に、終末期にある患者を受け持っ

病院 ICU では、終末期医療に対する看護師の思いを表出

た時に困難を全く感じないと選択した場合、知識や技術

し共有する場はなく、スタッフは終末期医療に関する思

習得、関心、過去の振り返りに関する考えについて計４

ニーズに沿った取組みが提唱されていた

東邦大学医療センター佐倉病院
Toho University Sakura Medical Center
DOI:10.14994/tohokango.13.43

44

東邦看護学会誌

第 13 号

2016

つの質問を追加し、それぞれ４つの選択肢から回答を得た。
そして終末期医療における ICU の現状と看護師の困難

２）ICU における終末期医療
（１）期

間：DNAR、延命措置や積極的治療の中止と

感を把握するために、本研究では「ICU での終末期ケア
が一般病棟に比べて困難であると思う理由」

6）7）

判断された時点から患者が退院するまで

を参考に

（２）対

象：死を迎える患者とその家族

A 病院 ICU の現状に沿った項目となるよう一部修正を加

（３）行

為：インフォームド・コンセント（以下 IC

え、27 項目 9 カテゴリーの終末期医療を困難とする要因

とする）の場へ同席することやその後の

を作成した（表１）。そして、27 項目に対して異なる視点

精神フォロー、面会時の対応、エンゼル

から２つの質問を設定した。１つ目の「現在の ICU の現

ケア、お見送り等

状にどの程度当てはまるか」には「よく当てはまる」「や

（４）困難感：終末期医療を実施するに当たり看護師自

や当てはまる」「あまり当てはまらない」
「全く当てはま

身が感じた困ったこと、戸惑ったこと、

らない」の選択肢を、２つ目の「終末期医療を行うにあ

ジレンマ、疑問、不安な気持ち

たりどの程度困難だと感じるのか」には「とても感じる」
「やや感じる」「あまり感じない」
「全く感じない」の選択

４．分析方法
１）終末期医療を困難にする要因からみた A 病院 ICU の

肢を設けた。また 27 項目以外にも困難と思う要因があれ

現状（以下、終末期医療に対する ICU の現状とする）

ば把握したいと思い、自由記述欄を設けた。加えて、終

は、よく当てはまる３点、やや当てはまる２点、あま

末期医療に対する困難感を解消するための方法について

り当てはまらない１点、全く当てはまらない０点と点

の自由記述欄を設けた。

数化した。また終末期医療を困難にする要因に対する

３．用語の定義

A 病院で働く看護師の困難感（以下、終末期医療に対

１）終末期：疾患は問わず、様々な治療を行っても病気

する困難感とする）の程度に対して、とても感じる３点、

の回復が期待できない（治癒に導くことができない）

やや感じる２点、あまり感じない１点、全く感じない

状態で、今後積極的な治療を続けても死が免れられな

０点と点数化した。よってそれぞれの問いに対する各

い状態。

項目の総得点は、有効回答数 24 部のため 72 点となる。

表1

終末期医療を困難にする要因

東邦看護学会誌

２）自由記述はコード化し、類似する内容ごとにカテゴ
リーに分類した。
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３．終末期医療に対する認識
１）終末期医療に対する満足感では、とても満足である
０名（０%）
、やや満足である８名（33%）
、あまり満足

Ⅳ . 倫理的配慮

でない 15 名（63%）、全く満足でない１名（４%）だった。

A 病院の倫理委員会承認（承認番号：No.2013-26）後、

２）終末期医療に対する困難感では、とても感じる６名

本研究への参加協力は自由であり途中で棄権をすること

（25%）、やや感じる 12 名（50%）、あまり感じない５名

も可能であること、不参加、棄権の場合でも不利益は一

（21%）
、全く感じない０名（０%）
、無回答１名（４%）

切生じないことを質問紙の冒頭に明記した。また質問紙

であった。

の回収をもって同意を得られたこととした。質問紙は無

３）終末期医療に対する困難感を解消したいと思うかは、

記名とし、集計結果はデータ化し個人が特定できないよ

とても思う 10 名（42%）、やや思う 10 名（42%）
、あま

うにした。回収した質問紙は、データ化後にシュレッダー

り思わない３名（12%）
、全く思わない０名（０%）
、無

処理を行なった。得られたデータは、１つの USB に保管

回答１名（４%）だった。
４．終末期医療に対する ICU の現状と困難感の要因
（図１）

し１名の研究者にて管理をした。

１）終末期医療に対する ICU の現状と困難感が共に高かっ

Ⅴ．結果

た項目

１．質問紙の回収率および有効回答率

終末期医療に対する ICU の現状と困難感が共に高かっ

配布数 28 部に対し回収数 26 部で回収率は 92.9% であっ

た上位３項目は、25 番「患者の意思確認ができないこと

た。回収された回答には２部無効回答があったため、有

がある」
、４番「これまでの教育課程の中で、死の場面に

効回答率は 92.3% であった。

対応する教育や訓練が少ない」、21 番「自身の終末期に関

２．対象者の属性

する知識・経験が少ない」であった。

対象者の性別は男性６名
（24%）
、女性 16 名
（68%）
、
回答な

２）終末期医療に対する ICU の現状と困難感が共に低かっ

し２名
（８%）
であった。経験年数は、満０～４年 11 名（46%）
、

た項目

７～13年10名
（40%）
、
回答なし３名
（13%）
であった。他 科 経 験

終末期医療に対する ICU の現状と困難感が共に低かっ

は、
ある９名
（40%）
、
ない12名
（48%）
、
回答なし３名
（12%）
であっ

た２項目は、14 番「ICU は死を迎える場所ではないとい

た。
外部研修への参加は、
ある５名
（20%）
、
ない17名
（72%）
、
回

う概念がある」、20 番「積極的治療から終末期医療へ気持

答なし２名（８%）
であった。

ちの切り替えができないことがある」であった。

図1

終末期医療に対する ICU の現状と困難感の程度
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３）終末期医療に対する ICU の現状と困難感に差を認め

患者の意思をその場で確認している。しかし緊急で入室

た項目

した患者の状態によっては、既に意思確認が不可能な場

終末期医療に対する ICU の現状が一致していても困難

合が多く、人の命に係わる重大な事柄を限られた時間の

感はあまり高くなかった項目は、19 番「救命しなければ
いけないと思ってしまう」
、13 番「ICU は救命・回復・生

中、家族が決定することになる。
A 病院 ICU における終末期医療に対する ICU の現状と

命維持が目的の場所であるという概念がある」であった

困難感の程度に関する 27 項目では、25 番「患者の意思確

５．自由記述より得られた質的データ

認ができないことがある」の ICU の現状と困難感を示す

１）27 項目以外の終末期医療に対する困難感の要因

得点が最も高い点数を示していた。これは患者の意思確

７つのコードを抽出し、
【明確でない治療方針】【患
者家族間における異なる意思】
【患者家族への関わり方】
【面会者の制限】という４つのカテゴリーにまとめた（表
２）。

認がとれない現状が、看護師にとって終末期医療を最も
困難と感じる要因となっていたと考えられた。
２．患者にとって最善の医療であることの重要性
13 番「ICU は救命・回復・生命維持が目的の場所であ

２）終末期医療に対する困難感を解消するための方法

るという概念がある」と 19 番「救命しなければいけない

18 のコードを抽出し、
【終末期医療に関する知識や技

と思ってしまう」という項目では、終末期医療に対する

術を向上させ関心を持つ】
【他者と話すことで経験や情

ICU の現状が一致する一方で困難感が低く、14 番「ICU

報を共有する】【面会時の環境を整える】
【業務量を調

は死を迎える場所ではないという概念がある」と 20 番「積

整する】という４つのカテゴリーにまとめた（表３）。

極的治療から終末期医療へ気持ちの切り替えができない
ことがある」では、終末期医療に対する現状と困難感を

Ⅵ．考察

共に低いという興味深い結果が得られた。A 病院 ICU に

１．患者の意思確認がとれないことによる困難感
集中治療領域における終末期医療に関するガイドライ
ン

3）

には、終末期医療への対応として患者の意思確認（患

おいて年間の死亡件数は０件ではないことから、積極的
な治療を行なっても助けられない命があり、A 病院 ICU
も終末期医療の場になるということを看護師が実感して

者の決定能力有無・事前指示・推定意思）が第一であり、

い る と 考 え る。 こ の こ と か ら A 病 院 の ICU 看 護 師 は、

患者の意思確認が不可能な場合は家族と話し合い、患者

ICU が救命や生命維持を目的とした場所であっても、患

にとっての最善となる治療方針が決定されることと示さ

者や家族の意思が反映された医療（看護）を提供するこ

れている。このことから集中治療領域においても終末期

とができるのであれば、積極的治療から終末期医療へシ

医療を展開する上では、患者の意思確認が重要となるこ

フトチェンジすることができていると伺える。

とが伺える。A 病院 ICU には、予定された術後入室患者

しかし、15 番「最期まで治療や処置が優先されやすいが、

ばかりでなく、緊急で入室してくる患者の割合も多い。

治療の甲斐なく死を迎えることがある」が終末期医療に

そのため緊急で入室した際、治療方針を決めていく上で

対する現状と困難感が高くなっていたことから、医療従

表2

27 項目以外での終末期医療に対する困難感の要因
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終末期医療に対する困難感を解消するための方法

事者として救えなかった命に対する割り切れない思いが

うになるという応用の即時性を求め、問題を解決するこ

生じていることも伺える。また、この割り切れない思い

とに重点が置かれている。したがって A 病院 ICU にお

をそのまま抱き続けることによって、終末期医療に対す

いても、個々が経験して得た知識や技術を共有し、高め

る困難感を持続的かつ複雑にしているのではないかと考

合える方法が適していると考える。また木下氏 8） は「同

える。

僚同士で話し合うことは、死を迎える患者や家族のケア

３．終末期医療に対する効果的な教育

の向上だけでなく、看護師自身の悩みの解決や、心理的

A 病院 ICU 看護師の全体の 70％が現在 ICU で行われて

サポートになるなど、意義があることとして見出された」

いる終末期医療に対して満足感を得られておらず、75％

と述べていることから、推奨されている介入方法として

が終末期医療に対して困難感を抱き、困難感を抱いてい

デスカンファレンスや事例検討が A 病院 ICU にとっても

るうちの 88％が困難感を解消したいと考えていた。解消

有用と考える。

したいという思いがありながらも解消出来ていない理由

またこれらの推奨されている介入方法を行なうことに

が、自由記述から得られた解消方法の特徴にあると考え

より、教育不足を補うだけでなく、事例を通して他者と

た。終末期医療に対する困難感を解消するための方法に

振り返り、互いの経験内容を補い合うと共に、患者・家

関する自由記述の【終末期医療に関する知識や技術を向

族とのコミュニケーションの方法を新たに見直す手立て

上させ関心を持つ】というカテゴリー内のコードをみる

となることや、他者からポジティブフィードバックを受

と、解消するための方法に挙げられた内容が参考書等に

けることで終末期医療の看護に対する自信と質の向上に

よる個人学習ではなく、研修への参加やスタッフ間にお

繋がると考える。

ける事例検討や話し合いといった、他者と共有する方法

Ⅶ．結論

となっていた。マルコム・ノウルズの成人教育理論より、
アンドラゴジーの学習では、学習の見通しや学習への方

１．全体の 75% の看護師が、終末期医療に対して困難感

向づけとして、学習したことが現場ですぐに活かせるよ

を抱いていた。
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２．患者の意思確認ができない現状が、A 病院 ICU の看
護師にとって終末期医療を最も困難と感じる要因となっ
ていた。
３．A 病院 ICU の看護師は、ICU が救命や生命維持を目
的とした場所であっても、患者や家族の意思が反映され
た医療（看護）を提供することができるのであれば、積
極的治療から終末期医療へシフトチェンジすることがで
きていると考える。

こ ろ の ケ ア 指 針（http://www.jsicm.org/pdf/110606syumathu.pdf，
2013.5.20）
３）日本救急医学会，日本集中治療医学会，日本循環器学会：救急・集
中治療における終末期医療に関するガイドライン～３学会からの提
言～（http://www.jsicm.org/pdf/1guidelines1410.pdf，2015.6.15)
４）桑田典子：デスカンファレンスにおける看護師の体験．日本赤十字
看護大学紀要，27：24-32，2013．
５）篠倉まゆみ，米倉由美子，北野未貴：デスカンファレンス導入に
よる看護師のケアの変化．日本看護学会学術論文集総合看護，41：
395-398，2010．

４．本研究より明らかとなった困難感の要因に対する解
消方法は、個々が経験して得た知識や技術を共有し合う
ことの出来るデスカンファレンスや事例検討が有効では
ないかと考える。

６）高野里美：ICU（集中治療室）の終末期ケアを困難にする要因．死
の臨床，25（1）
：78-84，2002.
７）高野里美：集中治療室（ICU）での終末期における看護行為：一般
病棟との相違．臨床死生学，8：26-35，2003.
８）木下里美：ICU で の 終末 期 看 護 行為．ICU と CCU，318（3）：223-

Ⅷ．研究の限界と今後の展望
研究対象者の数が少なかったことから、偏りが生じた
ことは否めない。質問項目の不足により、経験年数によ
る終末期医療の経験知に差が生じているのか、どのよう
なきっかけで外部研修参加のプロセスへ至ったのかを明
らかにできなかった。
今後の取り組みとして、デスカンファレンスや事例検
討を導入することで、困難感がどの程度解消されるのか、
終末期医療に対する看護師の行動がどのように変容し終
末期医療の質が向上するのか、継続して調査していきた
いと考える。その際に、今回選定した 27 項目の妥当性が
あるのか再度検討していく必要がある。そして今回は終
末期医療における困難感という側面に焦点を当てたこと
によって、現在行われている終末期医療に対する満足感
について深めることが出来なかった。そのため今後、ど
のような経験や理由から満足感を得られているのかにつ
いても調査していきたいと考える。
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