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訪問看護師が在宅ターミナルケアにおいて

体験している困難とその対処
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要 i:::. 
国

在宅ターミナルケアに携わる訪問看護師が体験した困

難とその対処について明らかにするため， A市内5か所

の訪問看護ステーションに勤務する訪問看護師5名に個

別面接を行い， 1か所の訪問看護ステーションの訪問看

護師9名にグルーフ。面接を行った．

訪問看護師が感じる困難として［療養者の望みをかな

えるような関わりが難しい｝｛ケアに対する迷いや後悔

が残る］［医師とケアの方針を共有できない］など， 10

のカテゴリーが抽出された対処では［療養者の望む生

活の実現を支える］［自分なりに納得する］｛医師との連

携を密にする｝等， 11のカテゴリーが抽出された．困難

と対処は，療養者・家族へのケア，訪問看護師自身に関

するもの，チームケアの 3つに分類され，それぞれの困

難に対応した対処を行っていることが明らかになった．

しかし他職種・関係機関との意思疎通と調整は十分で

ないことが示唆され，関係性をいかに構築するかが課題

であると考えられた．

キーワード：在宅ターミナルケア，訪問看護師，困難，対

処，チームケア

I はじめに

近年，多くの人が物質の豊かさより心の豊かさを求め

るようになってきており，生活の質を重視する傾向にあ

る1). こうしたなかで，死の時と場所を自らの意志で決

定し人生の最期を住み慣れた家で過ごしたいという人が

増えている．厚生労働省の調査では， 63.3%の国民が自
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分の住み慣れた家で療養したいと報告されており 2），在

宅ターミナルケアへのニーズは高い．

このような現状を受け，厚生労働省は在宅医療に関す

る診療報酬の見直しゃ「在宅療養支援診療所Jの創設な

どにより，在宅療養および在宅での終末期ケアの推進に

力を入れている．在宅医療は，医療提供体制の選択肢の

ーっとして，今後そのニーズが高まってくることが予想

されるとともに，より質の高いサービスの提供が望まれ

ている．

一方で，在宅ターミナルケアは訪問看護業務において

最も難易度が高く，訪問看護師として高度な専門的知識・

技術を要するといわれている 3）.加藤4）は，訪問看護師

が在宅ターミナルケアを実践する際に困難と感じる要因

について，「ケアを行う重圧J，「関わりの難しさJ，「感

情を受けとめる疲労」，「訪問看護師としてのゆらぎJを

挙げている．また，在宅ターミナルケアでは関係職種に

よるチームケアが求められるが， 3割の訪問看護ステー

ションでは関係職種との連携が十分に行われておらず，

特に医師との連携がうまくいかないことへのジレンマを

感じている 5).

益塚ら 6）は，一般病棟で終末期がん患者を看護する看

護師の困難について，「患者や家族への対応や医師との

関係J，さらに「患者にあった看取りの環境が提供でき

ないこと」を困難と感じていることを明らかにしている．

また，富貴田ら 7)は，患者や家族が表出する感情に対し

て訪問看護師が行う感情管理方法は，経験の中から習得

していると報告している．これまで，在宅ターミナルケ

アに携わる訪問看護師を対象とした研究では，困難を明

らかにするものはあるがその対処まで言及されているも

のは少ない．

そこで，本研究では，在宅ターミナルケアに携わる訪

問看護師が体験した困難とその対処について明らかにす

ることを目的とした．在宅ターミナルケアにおいて，訪

問看護師が抱えている困難とその対処を理解すること

で，今後の在宅ターミナルケアの推進につながる示唆を

得ることができるのではないかと考える

本研究では，訪問看護師が，療養者や家族を看護する
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場面で感じる悩みや難しいと感じる事柄を困難と定義

し困難に対してとる心理的な努力や行動を対処と定義

した．なお，ターミナル期は先行研究において「余命6ヶ

月以内」と定義されており 5,8, 9），本研究では「余命6ヶ

月以内もしくは回復の見込みがないと判断される状態J

とした．在宅ターミナルケアはターミナル期にある在宅

療養者とその家族を支えるケアとした．

Il 研究方法

1 .対象者

A市にある 5か所の訪問看護ステーションに勤務する

訪問看護師を対象とした在宅タ」ミナルケアを経験

し，自らの行為を振り返り，困難と対処について語るこ

とができる経験を考慮して， 3年以上の訪問看護の経験

があることを条件とした．対象者の選定は，各施設長に

依頼した．内諾の得られた対象者に研究者より文書を用

いて研究の趣旨を説明し研究参加の同意の得られた訪

問看護師5名に個別インタビューを行った．そのうち 1

か所の訪問看護ステーションでは，施設長の希望により

9名のグルーフ。面接を行った．グループ面接のデータは，

個別面接のデータを補強するのに有益であると判断し，

データに含めた．その際，経験年数が3年に満たない 1

名から得られたデータは，今回の研究では使用しないこ

ととした．

2. データ収集方法

調査期間は平成22年8月である．事前にインタビュー

ガイドを作成し半構成面接を実施した．質問内容は，

在宅ターミナルケアにおける看護実践や他職種との連携

などについて困難と感じていることと，それらの対処方

法について，対象者の体験を通して語ってもらった面

接場所は，プライパシーの確保できる訪問看護ステー

ションの一室を使用した．面接時間は 1人または 1グ

ループ 1回約60分であった．分析の過程で追加インタ

ビューが必要と判断した 1名については再度面接を行っ

た．内容は対象者の承諾を得て録音し逐語録を作成し

北海道公衆衛生学雑誌24(2) 2010 

た．

3. 分析方法

作成した逐語録より「困難」と「対処」について語っ

ている部分を抽出しその意味をコード化した．さらに，

コード化されたものの意味内容を類似性により分類し，

サブカテゴリー，カテゴリーを抽出した．さらに，カテ

ゴリー間の性質を検討した結果 3つの区分に分類され

た．

調査実施にあたり，臨床経験の豊富な看護師にプレ調

査を行い，インタビューガイドの修正，面接技術の確認

を行い，さらに質的研究の経験のある研究者を合め，共

同研究者間で検討を繰り返すことで，結果の真実性の確

保に努めた．

4. 倫理的配慮

各施設長には，研究代表者（指導教員）より事前に電

話と文書にて了解を得た．インタビュー対象者には，研

究の目的・内容，拒否しでも何ら不利益はないこと，得

られたデータは研究目的以外には使用しないこと，研究

終了後には適切に消去すること 個人が特定されないよ

うに配慮することを書面に明記し面接者より文書と口

頭にて説明した後に，書面にて同意を得た．

なお，本研究は，北海道大学大学院保健科学研究院倫

理委員会による承認を得ている．

E 結果

1 .対象者の概要

訪問看護ステーションの運営主体は医療法人が4か

所，株式会社が 1か所だった． 1年間のターミナル事

例数は 3～ 30件であった個別面接対象者は女性4名，

男性 1名であった．訪問看護師経験年数の平均は7.1年

で，これまでに在宅ターミナルケア事例に関わった経験

は4～ 100件以上とi隔があった（表1) . 

グループ面接の分析対象者は， E訪問看護ステーショ

ンに勤務する看護師で女性8名であった看護師経験年

表1 個別面接対象者の背景

対象者の概要 所属ステ｝ションの概要

経看験護年師数 訪経問験看年護数師 利（月用平者均数） 
ターミナルケア

年齢 性別 運営主体 開設年数 事例数
(H21年度）

A 50代 男性 8年 4.5年 医療法人 15年 59名 3件

B 50代 女性 29年 11年 医療法人 14年 70名 30件

c 30代 女性 17年 6年 医療法人 3年 50名 6件

D 40代 女性 18年 5年 株式会社 5年 22名 6件

E 50代 女性 30年 9年 医療法人 15年 138名 3件
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数は15～ 30年，訪問看護師経験年数は 5～ 18年で平均

は7.4年であった．

『療養者の症状が急激に変化しやすい』というターミ

ナル期の特性のために，『家で看取る体制を作ることが

難しい』と感じ，『ターミナルケアはいつ呼び出される

かわからないJといった常に緊張が強いられる状況に難

しさを感じていた．

2. 在宅ターミナルケアにおいて訪問看護師が困難と感

じること

在宅ターミナルケアにおいて訪問看護師が困難と感じ

ることとして， 10のカテゴリーと30のサブカテゴリーが

抽出された（表2）.さらに，これら10のカテゴリーは，

療養者・家族へのケアに関する困難，訪問看護師自身に

関する困難，チームケアに関する困難の 3つに分類され

た．以下，［ ｝はカテゴリー，『 Jはサブカテゴリー，

「 」はコードを示す．

(2) ［療養者の望みをかなえるような関わりが難しい］

『療養者の苦悩に向き合うことが難しい』『告知を受け

ていない療養者とのコミュニケーション』のように，死

期が迫っている療養者とどのように関わるのかというこ

とに難しさを感じていた．「入院が必要なことを伝える

ことが，死期が近いという宣告となりうるJと『療養者

が希望を失わないような関わり方が難しいJと感じてい

た．また，『療養者と関わる期間が短い』ことによる『療

養者の最期に対する考えを表出してもらえない』という

1 ）療養者・家族へのケアに関する困難

(1) ［療養者の急激な変化に対応するのが難しい］

表2 在宅ターミナルケアにおいて訪問看護師が困難と感じること

分類 カテゴリー サブカテゴリー

家で看取る体制を作ることが難しい

療養者の急激な変化に対応するのが難しい 療養者の症状が急激に変化しやすい

タ｝ミナルケアはいつ呼び出されるか分からない

療養者の苦悩に向き合うことが難しい

療養者の最期に対する考えを表出してもらえない
療養者の望みをかなえるような関わりが難し

療養者が希望を失わないような関わり方
しミ

療養者
告知を受けていない療養者とのコミュニケーション

療養者と関わる期間が短い

家族
家族の経済的負担に踏み込めない ケアに経済的な負担が伴う

家族に話を受け入れてもらえない
~ 

の 家族との信頼関係を築くのが難しい 家族のニーズを把握するのが難しい
ケ

家族が訪問看護に対して拒否的なことがあるア

療養者の変化に戸惑う家族への対応

死に直面し動揺する家族を支えるのが難しい 療養者の死に直面した家族への対応

死亡診断書を書いてもらう医師を調整できず家族が辛い思いをする

退院前に在宅療養の方針が決まっていない

在宅療養への意思決定を支えるのが難しい 療養者や家族の心の準備ができないまま在宅へ移行になる

療養者と家族両方の思いを尊重するのが難しい

療養者の死を受けとめる重荷 療養者の死を受け入れることの切なさ

告知されないことに対してジレンマを感じる

ケアに対する迷いや後悔が残る
判断や関わりに迷いが生じる

療養者・家族にとって満足のいくケアができていたのかと思い悩む

最良のケアを見出すことは難しい

医師によって緩和ケアの考え方に違いがある

医師とケアの方針を共有できない 医師と十分に話し合いができない

チ 看護師の思いが医師にうまく伝わらない

ム 病院との連携が十分に取れていない
ケ

施設と共通の理解が得られないア 他職種疎 ・関係機関との
意思通が難しい 訪問看護師の役割を他職種に理解してもらえない

関係機関との意思疎通がうまくいかない
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苦悩も語られた．

(3) ［家族の経済的負担に踏み込めない］

「家族は費用が安い方がいいと言う」「お金のことが絡

むから家族に強く言えない」など，療養者にとって最良

と思われるケアでも『ケアに経済的な負担が伴う』こと

で実現が難しいことのある状況にジレンマを感じてい

fこ．

(4) ［家族との信頼関係を築くのが難しい］

『家族に話を受け入れてもらえない』ことや『家族が

訪問看護に対して拒否的なことがある』ために家族との

関係構築に苦労しており，家族の思いをなかなか共有で

きないことがあり『家族のニーズを把握するのが難しい』

と感じていた．

(5) ［死に直面し動揺する家族を支えるのが難しい］

「看取りの場でどのように家族に配慮するのか判断す

るのが難しいJなど，『療養者の変化に戸惑う家族への

対応Jや『療養者の死に直面した家族への対応』に難し

さを感じている．療養者の死と直面し家族が悲しみに暮

れているなか「24時間以内に死亡確認が取れず，警察が

入ってしまうJため，家族に二重の苦しみを与えること

になってしまうという苦悩が『死亡診断書を書いてもら

う医師を調整できず家族が辛い思いをする』に表れてい

た．

(6) ［在宅療養の意思決定を支えるのが難しい］

退院前に十分な準備ができず『退院前に在宅療養の方

針が決まっていない』ことや『療養者や家族の心の準備

ができないまま在宅へ移行となる』ことがあり，揺れ動

く療養者と家族を支えることに難しさを感じていた．ま

た「療養者と家族の思いが異なるJこともあり，『療養

者と家族両方の思いを尊重するのが難しい』と感じてい

た．

2）訪問看護師自身に関する困難

(1) ［療養者の死を受けとめる重荷］

療養者の死と向き合うなかで「死を受け入れることは

切ない」「生きるか死ぬかは本当に大変なこと」と語っ

ており，訪問看護師自身も『療養者の死を受けとめるこ

との切なさJを感じていた．

(2) ［ケアに対する迷いや後悔が残る］

「療養者の希望とは関係なく，家族の意向で告知せず

に終わることがあるJと療養者の意向が十分に尊重され

ていないのではないかという葛藤が『告知されないこと

に対してジレンマを感じる』で表された．「判断したこ

とが間違っていることもあるかもしれないと思うJなど

『判断や関わりに迷いが生じる』ことがあり，また「こ

れで、良かったのかという思いがあるjなど『療養者・家

族にとって満足のいくケアができていたのかと思い悩
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むJ『最良のケアを見出すことは難しい』という苦悩も

語られていた．

3）チームケアに関する困難

(1) ［医師とケアの方針を共有できない｝

『医師によって緩和ケアの考え方に違いがある』こと

によって適切な指示を受けることができず，療養者の望

む緩和ケアが実施できない苦悩が語られたまた『医師

と十分に話し合いができない』『看護師の思いが医師に

うまく｛云わらないJのように，医師とのコミュニケーショ

ンに難しさを感じていた．

(2) ［他職種・関係機関との意思疎通が難しい］

『病院との連携が十分に取れていない』のように，退

院時や再入院時に病院と十分なやり取りができない状況

が困難として語られた．また，非医療従事者を含めた様々

な職種と関わるなかで『施設と共通の理解が得られないJ

『訪問看護師の役割を他職種に理解してもらえない』『関

係機関との意思疎通がうまくいかない』というもどかし

さを感じていた．

3. 訪問看護師が感じている困難への対処

在宅ターミナルケアにおいて訪問看護師が感じている

困難への対処として， 11のカテゴリーと36のサブカテゴ

リーが抽出された（表3）.これら11のカテゴリーにつ

いて，療養者・家族へのケアに関する困難への対処，訪

問看護師自身に関する困難への対処，チームケアに関す

る困難への対処の 3つに分類された．

1 ）療養者・家族へのケアに関する困難への対処

(1) ［療養者の望む生活の実現を支える｝

訪問看護師は『療養者・家族が安心して療養生活を送

れるように関わる』ことを重視するため『療養者の尊厳

を保つ努力をする』『療養者の思いを配慮する』 f療養者

と信頼関係を築けるように関わる』ことに焦点をあて『療

養者・家族と医療者との話し合いの場を設ける』という

療養者の残された生活を尊重した関わりを行っていた．

(2) ［家族が安心して介護できるよう支える］

『家族が悔いを残さないような関わりをする』ために，

日々の訪問のなかで『家族と信頼関係を築けるように関

わる』ことや『家族と話し合いの場を設ける』ことを意

識し『家族の負担を軽減する』ことができるよう家族支

援に関する困難に対処していた．

(3) ［療養者の変化を予測し準備する］

ターミナル期にある療養者の症状は急激に変化しやす

く『予測とアセスメントに基づいた痔痛管理を行う』こ

とが重要であり，『穏やかな死を迎える準備をするJた

め『状態に応じて病院と在宅を使い分ける』『療養者の

変化を予測し対処方法を考えておりという対処を行つ

訪問有
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表3 訪問看護師が感じている困難への対処

カテゴリー サブカテゴリー

療養者の尊厳を保つ努力をする

療養者の思いを配慮する

療養者の望む生活の実現を支える 療養者・家族が安心して療養生活を送れるように関わる

者療養

療養者と信頼関係を築けるように関わる

療養者・家族と医療者との話し合いの場を設ける

家族が悔いを残さないような関わりをする

族家
家族が安心して介護できるよう支える

家族の負担を軽減する
J、、、

家族と話し合いの場を設ける
の
ケ L家族と信頼関係を築けるように関わる
ア

状態に応じて病院と在宅を使い分ける

療養者の変化を予測し準備する
予測とアセスメントに基づいた痔痛管理を行う

療養者の変化を予測し対処方法を考えておく

穏やかな死を迎える準備をする

看護師としての自分を客観視する
感情に流されず適度な距離をもっ

訪問看護師の役割・使命を自覚する

やれることは精一杯やっていると思う

自分なりに納得する 死を自然なものとして受け入れる

気持ちを切り替える

終末期にある人を理解するための努力
自分の感性をみがく

療養者を理解するための材料を蓄積する

看取りの後にケアを振り返る
遺族訪問を通してケアの評価を行う

も グリーフケアを通してケアの評価を行う
の

緩和ケアの経験・知識を活かす
在宅ターミナルケアの経験を積み重ねて次に活かす

病棟の経験と知識を活用する

関係機関との相互理解を深める

関係者とチームとして動けるよう働きかける
他職種・関係機関に相談するタイミングを見計らう

他職種・関係機関へ働きかける

関係者と協力し合う

チ
医師とコミュニケーションを図る機会を作る

医師との連携を密にする 医師との連絡体制を整える
ム
ケ 十分な往診ができるように医師と交渉する
ア

スタッフ同士でサポートし合う

カンフアレンスの場を設ける

看護師同士で支え合う スタッフで情報共有する

受け持ち体制を工夫する

同業者に相談する

ていた．

2）訪問看護師自身に関する困難への対処

(1) ［看護師としての自分を客観視する］

流されず適度な距離をもっ』ことで看護師としての視点

で客観的に療養者を捉えケアに取り組んでいた．

訪問看護師は，「一生懸命生きている療養者を前に困っ

ていられない」と語り 『訪問看護師の役割・使命を自

覚する』ことを意識していた．また，「涙を流すことも

あるが今何をしなければならないのか 必要なことは何

かを考えて看護師としての職責を果たす」など『感情に

(2) ［自分なりに納得する］

訪問看護師は，『やれることは精一杯やっていると思

う』ことや『死を自然なものとして受け入れるJことで

心理的な困難と向き合い 『気持ちを切り替える』努力

をしていた．

(3) ［終末期にある人を理解するための努力］
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療養者を深く理解するために，「映画や小説を通して，

末期がん患者の人生を自分の中で体験しておくJなど『自

分の感性をみがく』努力をしていた．「緩和ケアの本を

読み考える」などケアを提供するうえで必要な知識を得

ることが『療養者を理解するための材料を蓄積する』こ

とに繋がり，療養者への理解を深めていた．

(4) ［看取りの後にケアを振り返る］

「遺族の話を聞くことで振り返りを行う」「家族が最期

とその後にどのように受けとめているかでアプローチを

評価する」など，『遺族訪問を通してケアの評価を行う』

ことや『グリーフケアを通してケアの評価を行う』こと

で自身が行ったケアを振り返り，心の支えとしていた．

(5) ［緩和ケアの経験・知識を活かす］

困難な状況に遭遇しても気落ちすることなく「困難を

ステップアップの糧だと思うようにする」など，『在宅

ターミナルケアの経験を積み重ねて次に活かす』ことを

意識していた．また，『病棟の経験と知識を活用する』

ことで直面している困難を乗り越えていた．

3）チームケアに関する困難への対処

(1) ［関係者とチームとして動けるよう働きかける］

訪問看護を行うなかで『関係者と協力し合う』ことは

必須であり，「良いチームを作れたら，みんなが助けて

くれる」と語り，『関係機関との相互理解を深める』こ

とでチームとしての力を高めていた．「看護師が直接対

応できない問題は他職種につなげる」必要があると考え

『他職種・関係機関へ働きかける』ことを可能にするた

めJ他職種・関係機関に相談するタイミングを見計らうj

という工夫を行っていた．

(2) ［医師との連携を密にする］

訪問看護師は，療養者の生活を支えるために「医師に

自分の思っていることをちゃんと伝えられることが大

切」だと考え『医師とコミュニケーションを図る機会を

作る』努力をしていた．「往診回数について医師と交渉

する」など『十分な往診ができるように医師と交渉する』

ことで，『医師との連絡体制を整える』という密接な連

携の実現に向けて対応していた．

(3) ［看護師同士で支え合う］

訪問看護を行ううえで同じステーシヨン内で働く看護

師同士の協力は重要であり，『カンフアレンスの場を設

ける』『受け持ち体制を工夫する』というサポート体制

を作っていた．訪問看護は一人で訪問することがほとん

どであるが『スタッフで情報共有する』『同業者に相談

する』という密な関係をつくり，経験や知識を共有して

『スタッフ同士でサポートし合う』という対処を行って

いた．

北海道公衆衛生学雑誌24(2) 2010 

N 考察

在宅ターミナルケアに携わる訪問看護師が体験した困

難とその対処は，療養者・家族へのケアに関するもの，

チームケアに関するもの，訪問看護師自身に関するもの

3つに分類された．それぞれの分類ごとに，困難と対処

について考察する．

1 .療養者・家族へのケアに関する困難と対処

在宅ターミナルケアにおける訪問看護師の感じる困難

のーっとして，「関わりの難しさJが挙げられている 4).

本研究では，「関わりの難しさ」を含めた療養者と家族

へのケアに関する困難が語られていた．

療養者への関わりでは，［療養者の望みをかなえるよ

うな関わりが難しい］と感じていた．『療養者と関わる

時間は短いJという状況で，あるいは療養者が告知を受

けていない場合など『療養者の最期に対する考えを表出

してもらえない』と，ターミナル期にある療養者の苦悩

や希望をいかにして汲み取り，その人らしい生活の実現

を支援する難しさが表れていたまた，「入院が必要な

ことを伝えることが，死期が近いという宣告となりうるJ

と，症状の変化によって住み慣れた場での療養生活の中

断が余儀なくされる場合の対応についても苦労してい

た療養者にとって家庭から病院へ行くことは，愛する

家族との生活もこれで終わりになると感じるため10），訪

問看護師は『療養者が希望を失わないような関わり方が

難しい』と感じていた．

家族との関わりでは，［家族との信頼関係を築くのが

難しい］と感じていた．角田川は，症状が安定するまで

病棟で過ごすことで，在宅療養への移行までに時間がか

かることがあると述べている．『療養者と関わる時間は

短い』場合，家族とも十分なコミュニケーションをとる

ことが難しいと考える．また，｛死に直面し動揺する家

族を支えるのが難しい］と感じていた．鈴木らωは，家

族が療養者の死の過程を感知することで心が切り裂かれ

る感じゃ，やり場のなさ，絶望感などの心理的反応を経

験すると述べており，そのような状況に置かれた家族に

寄り添い支えていくのは容易ではないと考えられる．ま

た，在宅療養への移行に向けて，療養者や家族の｛在宅

療養の意思決定を支えるのが難しい］と感じていた．在

宅療養の方針が決まらないままに退院となることや，『療

養者や家族の心の準備ができないまま在宅へ移行にな

る』こともあり，訪問看護師は揺れ動き変化する療養者

と家族の思いを受けとめながら意思決定を支えていくこ

とに難しさを感じていた．

このよ与な療養者や家族への関わりに関する困難に対

し訪問看護師は［療養者の望む生活の実現を支えるi
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ことを意識して対処を行っていた吉田らωは，限られ

た命をその人らしく最期まで尊厳ある生を全うできるよ

うに支援するためには，対象が生きてきたプロセスの中

から，その人らしさの形成に大きな影響を与えている事

柄，その人が充実して取り組んできたことを尊重して関

わることが重要であると述べている．本研究でも，訪問

看護師は，『療養者の尊厳を保つ努力をするJことや『療

養者の思いを配慮する』ことを通して，療養者の望む生

活の実現を支える努力をしていた．また，訪問看護師は

家族の介護力や負担にも配慮しながら［家族が安心して

介護できるよう支える］という対処を行っていた家族

の思いを受けとめ，『家族が悔いを残さないような関わ

りをするJことが家族との信頼関係を構築し家族との

関わりの難しさを乗り越えることに繋がっていると考え

る．

療養者へのケアに関しては，ターミナル期特有の症状

の変化に対する困難も語られていた．ターミナル期の療

養者は，状態が不安定で急激に変化することがあり，対

応、が遅れることで療養者や家族の負担が増えるため早急

な対応が必要となり，訪問看護師は常に緊張を要する．

そのため，［療養者の急激な変化に対応するのが難しい］

と語られたと考えられる．このような困難に対しては，

｛療養者の変化を予測し準備する］という対処がとられ

ていた訪問看護師らは，急激な変化を予測して事前に

準備することで，そのときどきの状態に合った対応がで

き，療養者がその人らしい生活を継続できるように支え

ていた．

［家族の経済的負担に踏み込めない｝という悩みは，

先行研究4）で挙げられていない困難である．在宅療養で

は，訪問診療や訪問看護などのサービスの利用や医療機

器の利用など，家族は実際に経済的負担を負うことにな

る．そのため，訪問看護師がこうしたサービスやケアが

必要だろうと考えていても，経済状況を踏まえると簡単

には提案できなかったり，提案しでも家族に受け入れら

れず，もどかしさを感じることがある．本研究では，こ

の［家族の経済的負担に踏み込めない］で表された困難

への対処は明確には語られておらず，看護師のみでは解

決が難しい課題であると考えられる．

2.訪問看護師自身に関する困難と対処

ターミナルケアでは，家族だけではなく，訪問看護師

自身も療養者の死と向き合わなければならず，［療養者

の死を受けとめる重荷］が語られていた．また， ターミ

ナルケアでは，療養者が残された時間を穏やかに悔いな

く過ごせるように支援することが求められるが，療養者

にとって満足のいくケアができたかどうかを療養者自身
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から聞くことは難しい．そのため，訪問看護師は自分が

行ったケアがこれで、良かったのかと思い悩み，｛ケアに

対する迷いや後悔が残る］と感じていた

瀧山ら14）は，ターミナル期に関わる看護師には，同情

や困難，憤りや憂いといった負の感情が強く現れ，その

感情をコントロールする方法として「涙をみせないよう

頑張ってくいしばるJ，「相手の立場となって考える」を

挙げている．本研究でも，訪問看護師の［療養者の死を

受けとめる重荷］に対して，『感情に流されず適度な距

離を保つ』など［看護師としての自分を客観視する］こ

とや｛終末期にある人を理解するための努力］を行って

いた．平賀川は，在宅ターミナルケアに関わる訪問看護

師にとっての遺族訪問の実践とその意味について，訪問

看護師自身の精神的健康を保ち，在宅ターミナルケア対

象者の生き方を尊重した支援技術を磨くことであると述

べている．遺族訪問やグリーフケアを通して｛看取りの

後にケアを振り返る］ことで自分自身のケアを評価し

その経験を積み重ねることで次の訪問に［緩和ケアの経

験・知識を活かす］ことが対処として語られていた．さ

らに，次の訪問へ進むために自分が行ったケアを肯定的

にとらえ，｛自分なりに納得するようにする］と語って

いる．訪問看護師は，死を重く受けとめながらも『やれ

ることは精一杯やっていると思う』と自分なりに納得し

て療養者に関わっていた．

3. チームケアに関する困難と対処

療養者・家族を中心とした在宅療養生活を支えるため

には訪問看護師だけでなく，関係職種がチームとして連

携し協働することが必要不可欠である．益塚ら 6）は，終

末期にある患者の場合，他職種と積極的に話し合う機会

を持つことが必要であると述べている．しかし本研究

では他職種や他機関と連携を図り協働する難しさが語ら

れていた『訪問看護師の役割を他職種に理解してもら

えない』ことで関係機関との意思疎通がうまくいかず，

［他職種・関係機関との意思疎通が難しい］と感じてい

た．また，『医師と十分に話し合いができないJことや『医

師によって緩和ケアの考え方に違いがある』ことで｛医

師とケアの方針を共有できない］という困難が語られた．

医師や他職種・関係機関の職員などとの連携について，

訪問看護師は『関係機関との相互理解を深めるJことや

『他職種・関係機関に働きかける』など，［関係者がチー

ムとして動けるように働きかける｝努力を行っていた．

また，『医師との連絡体制を整える』など｛医師との連

携を密にする］働きかけを行っていた．このように，訪

問看護師はチームで協働することを目指して積極的な努

力をしていた．しかし在宅ケアでは，地域の多くの医

でてl
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師や関係職種と関わる必要があるが，皆が一堂に会する

ことは難しく，関係者の意思疎通を図ることが難しい現

状が語られていた在宅ケアに関わる関係者の意思疎通

を図り，いかにチームケアを構築していくかが今後の課

題であると考えられる．

看護師同士においては，『スタッフで情報共有するJ
ことや『受け持ち体制を工夫する』など，［看護師同士

で支え合う］体制がつくられていた．

4.研究の限界

研究対象は，人口規模の大きいA市における訪問看護

ステーション 5施設であった．また，面接対象者の訪問

看護師経験年数や在宅ターミナル事例に関わった経験に

もばらつきが見られた訪問看護の経験に差があると抽

出される困難と対処にも違いがみられることが考えられ

るため，これらのことは本研究の限界である．研究結果

の普遍性を検証するためには，更なる研究の積み重ねが

必要である．
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