タイトル

がん診療連携拠点病院における認定看護師の気付きと今後の展望

別タイトル
作成者（著者）

Certified nurses 'awareness and future prospects at a designated cancer
care hospital
清水, あさみ

公開者

東邦看護学会

発行日

2017.3

ISSN

21855757

掲載情報

東邦看護学会誌. 14(2). p.27-33.

資料種別

学術雑誌論文

内容記述

実践報告

著者版フラグ

publisher

JaLCDOI

info:doi/10.14994/tohokango.14.2.27

メタデータのＵＲＬ

https://mylibrary.toho-u.ac.jp/webopac/TD40629578

東邦看護学会誌

第 14 巻 2 号：27 − 33

東邦看護学会誌

2017

第 14 巻 2 号

2017

27

【実践報告】

がん診療連携拠点病院における
認定看護師の気付きと今後の展望
Certified nurses’awareness and future prospects
at a designated cancer care hospital
清水 あさみ

1）

Asami SHIMIZU

要

1）

旨

【目的】緩和ケア認定看護師として行った活動を報告し、今後の課題を検討することを目的とし、平成 24 年 9 月
より当院にて行った活動内容をまとめ報告する。
【結果】がん患者や家族を中心に、がんの告知から終末期、死に至るまでのさまざまなステージの患者や家族に生
じる苦痛緩和とサポートを入院患者だけでなく、平成 28 年 3 月から開始した看護外来にて行っている。また、が
ん関係の専門看護師や認定看護師と共に、当院だけでなく、地域の病院看護師や訪問看護師のがん看護の質の向
上に努めている。
【考察】看護外来では患者が専門的看護を受けられ、入院せずとも在宅で過ごせ、その人らしい人生を送るサポー
トができることを実感しているが、まだ十分活用されていない。また、病院と在宅医療で連携を取り、切れ目の
ない緩和ケアを実施することの必要性も感じている。今後は看護外来の充実、拡大と在宅や地域連携による切れ
目のない緩和ケアの提供、また非がん患者も含めた緩和ケアの充実を検討している。
キーワード：緩和ケア認定看護師

看護外来

夜間電話相談

Ⅰ．はじめに
1981 年に日本人の死因のトップが悪性新生物にな
1）

おり、医療機関をはじめ在宅看護の分野に至るまで多
くの緩和ケア認定看護師が活動を行っている 3）。
緩和ケアとは、生命を脅かす疾患を持つ患者とその

り 、いまや 2 人に 1 人ががんに罹患する時代であ

家族に対して、疾患の早期から身体的・心理社会的問

る。がん患者は告知の段階からさまざまな苦痛を抱え

題、スピリチュアルな問題を評価し、障害にならない

2）

るといわれ 、早期から緩和ケアを提供していくこと

ように予防したり対処することにより QOL を改善す

が必要である。1998 年には、日本看護協会の認定看

るためのアプローチであると定義されている 4）。先に

護師制度に緩和ケア認定看護師が定められ、国内では

述べたように、死因のトップは 2014 年度の日本の死

2016 年 10 月現在で 2,039 名の緩和ケア認定看護師が

亡統計によると悪性新生物で 28.9％であるが、その他

1）
1）

東邦大学医療センター大森病院
Toho University Omori Medical Center
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図2．看護外来における活動

Ⅱ．実際の活動内容
図1．緩和ケアチームと病棟スタッフを含めた
定期カンファレンス

1. がん患者および家族への緩和ケアの実践、啓発活動
私は消化器病棟の看護師として、主に消化器がんを
有する患者・家族を対象に、その告知から治療、終末

の 70％はがん以外のさまざまな死因で亡くなってい
5）

期に至るまで、トータルペインの視点でアセスメント

ることがわかる 。近年の研究では、がん・非がん疾

を行いながら緩和ケアに取り組んでいる。それ以外に

患の終末期において、患者はさまざまな苦痛を経験し

も、以下のような実践・活動を行っている。

6）

ていることが明らかになっている一方で 、非がん患
者には約 1/5 にしか緩和ケアが提供されていないとい
7）
, 8）

1）チームカンファレンス
当院には緩和ケアチームがあり、緩和医療専門医や

。こうした現状から緩和ケア認

がん看護専門看護師、認定看護師、緩和医療薬学会緩

定看護師は、がんだけでなく、慢性疾患や難病などの

和薬物療法認定薬剤師、臨床心理士、栄養士などのメ

生命に関わる疾患を持つ患者およびその家族、また子

ンバーから構成されている。緩和ケアチームと週に

供から高齢者まで幅広い年齢層を対象に、対象者がそ

1 回、当病棟にて、スタッフや病棟担当薬剤師も交え

の人らしく生きることをサポートすることが求められ

て、患者や家族の全人的苦痛のケア方法や人生の最期

ていると考える。

も含めた療養場所の選定、意思決定についてなどのカ

う研究結果がある

東邦大学医療センター大森病院は、先進医療を提供
する大学病院、またがん診療連携拠点病院として、が

ンファレンスを行っている（図 1）。
2）看護外来

ん患者や難病、慢性疾患など多岐にわたる疾患の患者

平成 28 年 3 月から看護外来がスタートした。看護

を対象に最善の治療やケアを提供している。当院には

外来は、当院に在籍するさまざまな分野の専門看護師

緩和ケア認定看護師が 3 名おり、それぞれが病棟に所

や認定看護師が担当している。その中で、がん看護は

属しながら治療期、終末期の患者や家族に緩和ケアを

月に 14 枠あり、私は月に 1 回程度、がん患者やその

実践するとともに、看護師教育にも携わっている。こ

家族を対象として、緩和ケアの説明や実際に身体的・

こでは、私が平成 24 年より緩和ケア認定看護師とし

精神的苦痛のケアを行っている。また、対象者のがん

て実践した活動内容を報告し、今後の課題を検討する。

告知に立ち会い、その後の治療や療養場所の意思決定
に対する支援を行っている（図 2）。
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図3．都民、市民向けの公開講座
（資料の一部）

がん看護外来は、看護外来が開始してから月 7 件程

く、その家族や友人などからもかかってきており、全

度の相談や対応があり、平均相談時間は約１時間程度

国から相談が寄せられる。相談内容は、がんの症状や

である。基本は患者本人の相談であるが、家族の相談

検査方法、治療方法など基本的な質問から、不安なこ

も行うことがある。内容はがん告知の IC に同席し、

と、セカンドオピニオンについてなどさまざまであり、

治療方針の意思決定や精神面のサポート、治療期では

年間約 50 件相談を受けている。時間制限は設けてお

手術後や抗がん剤治療、放射線治療の副作用対策のケ

らず、内容によっては 1 時間程度話される方も多い。

アを生活の視点からアドバイスをしている。また、治

相談者からは、ゆっくりと外来では話ができず、医師

療継続による経済的問題や終末期での療養場所の選択

にも聞けないことが聞けて安心した、辛い気持ちをい

などを MSW につなぐ、など他職種との連携も行って

ままで誰にも話せなかったが、聞いてもらえて嬉し

いる。

かったなどの言葉が多い。予約制ではなく、思い立っ

3）夜間電話がん相談

たら電話して相談できるということも、相談者のハー

毎週水曜日の 17 時から 21 時まで、がんについての

ドルを下げ、リピーターもいることから、身近な相談

電話相談を受けている。電話は患者本人からだけでな

窓口として活用してもらえている。対面と違い、相談
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図4．平成27年公開講座 アンケート集計結果

者の表情など非言語的コミュニケーションの情報がな

る。平成 26 年度より、リンクナースががん看護係と

いため、相談を受ける側として高いコミュニケーショ

ともに自部署のがん看護の質の向上を目的とした勉強

ンスキルが必要とされるため、日々、高める努力をし

会の企画・実践を開始した。リンクナースの主体性を

ながら活動している。

尊重してサポートし、病院全体のがん看護の質の均衡

4）公開講座

を図っている。

がん関連の他分野の認定看護師とともに、一般の方

また、がん看護専門部会のメンバーは、日々の臨床

への公開講座を開催している。緩和ケアについては、

において患者だけでなく、看護師の相談、指導役割を

一般の方の認知度は低く、また、終末期のケアと間違っ

遂行し、ジェネラルナースの知識や技術の向上のため

た認識をされている方も多い。平成 26 年 10 月に、
「が

の活動を行っている。それらの活動を行う際にはコ

んとわかったときからはじまる緩和ケア」というテー

ミュニケーションスキルが必須であるため、相談の症

マで公開講座を行い、30 名の参加があった（図 3）。

例検討やコミュニケーション研修の参加をし、互いの

講座終了後のアンケート結果で、緩和ケアについては

リソースナースとしての質の担保を確保するための活

「大変よくわかった」
、
「まあ理解できた」が参加者の

動を行い、さらに組織化した活動になることを目指し

88％を占めていた。また自由記載の欄には、緩和ケア

ている。

について大変参考になった、当院の緩和ケアセンター

End-of-Life Nursing Education Consortium Japan

の認知もできたと一般の方の緩和ケアに対する理解が

（看護師に対する緩和ケア教育）や地域医療者向けの

得られた結果となった（図 4）
。緩和ケアの啓発とい

がん看護研修を企画し、当院や他病院の看護師、訪問

う点で、公開講座は効果的な方法であるという結果が

看護師に向け、緩和ケアについての勉強会を実施して

得られた。

いる（図 5）。

2. 看護職への指導・教育

3. コンサルテーション

当院では、がん関連の専門看護師・認定看護師から

私の所属する消化器病棟は、入院患者のほとんどが

なる「がん看護専門部会」を編成している。メンバー

消化器がんであり、そのステージはがんの精査から告

は 15 名おり、月に 1 回「がん看護専門部会」の会合

知、治療、再発や転移、終末期とさまざまである。病

を開き、当院のがん看護の質の向上を図るため、さま

棟スタッフは、患者の病期に関わらず、原疾患や治療

ざまな活動を行っている。当病院では、がん患者が多

から出現する身体的・精神的苦痛を緩和するケアの方

く入院する病棟や外来にリンクナースを設置してい

法や、治療方針・療養場所の意思決定のサポート方法
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図5．地域の病院の看護師や訪問看護師向けのがん看護研修
（資料の一部）

について悩むことが多く、共に考える姿勢でコンサル
テーションを受けている。
当院ではがん患者だけでなく、非がん患者の緩和ケ

Ⅲ．今後の展望と課題
1. 看護外来の拡大・充実

アも必要とされている。慢性疾患や難病は、がん患者

医療技術の進歩や在院日数の短縮化が進む中で、高

とは違う苦痛を抱えている。慢性疾患では長期に渡る

度な治療や侵襲性の高い検査などが外来で行われるよ

治療による疲弊、難病では治療法が特定されていない

うになった。それに伴い、外来での継続治療の指導、

中で徐々に進行していく不安や恐怖など、複雑な苦痛

患者・家族への精神的なサポートが必要となっている。

を抱えている。こうした患者や家族へのケアのコンサ

また、さまざまながんのステージ、小児、成人、高齢

ルテーションを受けている。特に意思決定や不安など

者と患者の病期や発達段階などを把握し、専門性の高

の精神的苦痛へのサポートについての相談が多い。

いケアを継続していくことが望まれる。そこで当院は、
多様なニーズを持つ患者に、専門性と質の高い看護を
提供することを目的に、平成 28 年 3 月より看護外来
を開始した。患者の QOL 向上や重症化予防、患者満
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足度の向上を目指し、看護師ならではの視点とケアを

ないかと期待している。

患者やその家族に提供している。
こうした専門的な看護のより細やかなアドバイスや

2. がん患者の退院支援と地域連携

ケアで、患者や家族は身体的・精神的負担を軽減する

平成 26 年度の診療報酬改定により、在宅医療の充

ことができ、退院後も継続して定期的にフォローアッ

実が重点課題に挙げられ、退院支援や地域連携が重要

プを受けられることで、質の高い社会復帰につながっ

視されている。大学病院では在院日数の短縮化と外来

ている。また、医療費問題を抱える現代日本の病院の

医療の充実が使命となっているが、患者はがんと診断

在り方として、今後は在宅医療、外来医療の充実が求

されてから治療や死を迎えるまで、在宅で過ごす時間

められているが、看護外来が充実することで、社会的

が増えてきている。緩和ケアを切れ目のないケアとす

なニ－ズにも応えられる。がん看護外来の現状は、月

るため、今後はさらに地域連携が必要となってくると

に約７件前後の外来者数があり、開始時に比べて患者

考える。

数は増加してきているが、医師や看護師、また患者に

患者が望む療養場所の意思決定においては、病状の

も認知度が低く、
十分に活用されているとは言い難い。

進行や予後を予測したタイムリーな介入、患者・家族

また相談内容が身体的苦痛への対処だけでなく、より

の精神的ケアを含めたコミュニケーション能力、多職

高度なコミュニケーションスキルが求められる複雑な

種との調整能力が必要である。また、在宅医療の現場

精神的苦痛への対応や意思決定のサポートなど、1 件

でどのように医療や看護が継続されるかといった在宅

の相談事例で１時間程度の時間を要するため件数も限

医療の情報や知識も必要であり、専門的な知識やケア

られてくる。しかし、看護外来を受診された患者、家

が求められている。こうした中で、緩和ケア認定看護

族は、従来の外来では聞けなかったことやその人の生

師の役割として、①患者・家族の認識を多職種と共有

活に合わせたケアのアドバイスをもらうことで看護外

し、病状進行の予測と患者・家族の意向を擦り合わせ

来を終えたあと、
「こんなに時間を取って、話を聴い

ること、②病院看護師が退院後の患者の情報を得たり、

てもらえて良かった」、「先生には聞けないことが聞け

療養のイメージを持つための場を設定すること、③医

て、不安が少なくなった」、「副作用の説明は先生や薬

療依存度の高い患者の症状緩和や医療的ケアの連携に

剤師から聞いていたが、実際どうやってやるかはわか

ついて病棟看護師をサポートし、訪問看護師との連携

らなかったから、良かった」といった言葉が聞かれて

の窓口となることが求められている 9）。緩和ケア認定

いる。そのため、今後はさらに、当院ならではの看護

看護師として、私は病棟看護師や退院支援看護師のサ

外来における経験と実績を積み重ね、看護外来の利点

ポートをしたり、在宅医療部門との連携を深めること

を医療者や患者に広めていくことが必要であると考え

で、患者や家族が求める療養場所をタイムリーに行い、

る。

切れ目のない緩和ケアを提供していきたいと考える。

看護外来の課題として、院内での周知が十分に進ん

当院には地域連携部門があるため、協力・連携しなが

でいないため、
まずは医師や看護師に看護外来の目的・

ら、緩和ケア認定看護師として地域の他病院や在宅医

利点を理解してもらうことが挙げられる。こうした課

療との交流を深め、連携を取っていけるよう検討も必

題に、専門看護師や認定看護師が協力・連携し取り組

要であろう。

んでいくことが必要である。現在、緩和ケア認定看護
の看護外来は、がん患者に対象を限定しているが、ゆ

3. 非がん患者を支えるための多職種連携

くゆくは非がん患者へも対象拡大していくことを検討

緩和ケアはがん以外の命に関わる疾患も対象として

している。看護外来における緩和ケア認定看護師とし

いる。慢性疾患や難病は長期にわたる療養や闘病生活

て、外来で告知や治療の選択といった重大な意思決定

を余儀なくされ、患者や家族の苦痛も大きい。また、

を迫られる患者や家族のサポートを展開し、入院後も

生命維持療法を継続することで、患者の QOL が低下

継続して緩和ケアを提供することが可能となるのでは

してしまう可能性もあり、倫理的問題があることも多

東邦看護学会誌

い。当院は、透析や慢性心不全、糖尿病などの認定看
護師が複数おり、難病についても家族会を医師や看護
師がサポートしているが、緩和ケア認定看護師として
他分野の医療者との連携は取っていないのが現状であ
る。理由としては、緩和ケア認定看護師ががん看護の
枠で活動していることが挙げられる。非がん患者は病
状の急変の可能性や、予後予測が困難であること、病
状悪化により患者の希望や意向が確認しにくくなるこ
となどの特徴があり、その人らしい人生をどのように
過ごしてもらうかということを患者・家族と医療者で
考えていかなければならない 8）。患者の苦痛をケアし、
意思決定を支えるためには、緩和ケア認定看護師とし
て全人的なサポートができるよう、他職種連携のあり
方についても検討していく必要がある。
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