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■報 告■

Bulletin of Fukushima Medical University School of Nursing

看護師ががん患者の疼痛を理解するプロセス
－マッサージを用いたケアを通して－

The Process of Deepening Nurses' Understanding of Cancer Patients' Pain:
A Study of Patient Care Using Massage as a Nursing Practice
池見亜也子１＊

Ayako IKEMI1 ＊
キーワード：がん性疼痛，患者理解，マッサージ
Keywords：cancer pain, understanding of patients, massage

Abstract
The aim of this study was to clarify the process by which cancer care nurses deepen their understanding of patients' pain from a
partial to holistic one. We conducted semi-structured interviews with nurses and observed the interaction between the nurses
and patients during massage care. During the initial interviews, the nurses expressed their thoughts and feelings toward patients'
pain and toward cancer patients themselves. Before actual interaction with patients, the nurses“wanted to depend on medicine
for physical relaxation”and the nurses regarded patients' pain as“the pain suffered by their family”. They viewed themselves as
“nurses who are concerned only about their skills and techniques when facing patients in pain”and as“nurses who want to
improve their skills through experiencing relationships with patients in pain”. Through their experience in massage as a nursing
practice, the nurses became conscious of their inner feelings, such as“I am unable to accept and face my inner self that interacts
with cancer patients”or
“I am not trying to face cancer patients who are in pain”. Their state of mind also started to change into
a feeling such as“I am trying to face cancer patients who are in pain”. This study also indicates that the following are effective
for supporting nurses in deepening their understanding of their feelings and inner selves: using massage care as a technique for
interacting closely with patients; working closely with experienced nurses who have knowledge, understanding, and wisdom
regarding interaction with patients and who can share their experiences with others; and repeating the experience and process
of self-reflection.

抄

録

がん看護に携わっている看護師が，マッサージを患者に実践していくことで，がん患者がかかえている痛みへの
理解が全人的なものへと深まる過程を明らかにすることを目的に，看護師に半構成的な面接を行った．その結果面
接で看護師たちが語った内容は，がん患者が抱えている痛みに対する自分の在りようやがん患者その人に対する自
分の在りようであった．看護師は患者にかかわる前，【身体的な痛みの緩和を薬に頼ろうとする私】であり，がん
患者の痛みを【家族の痛み】と捉え，自分の在りようは【痛みを持つ患者との関係性の中で，関心が自分に向いて
いる私】，
【痛みを持つがん患者にかかわる上で自己の能力を高めたい私】であった．マッサージを用いた看護実践
を経て，看護師は【がん患者とかかわる自分に向き合えなかった私】，【痛みを持つがん患者に向き合っていなかっ
た私】である自分の在りように気付き受け止め，
【痛みを持つがん患者に向き合おうとする私】へと変化した．また，
患者とのかかわりの知に成熟した看護師と共に臨床実践の場でかかわり｛自己を振り返る経験｝を重ねることが，
自己知を高めるために必要なサポートとして有効であることが示唆された．
１

筑波大学附属病院（看護部）University of Tsukuba Hospital

＊著者は，福島県立医科大学看護学部紀要投稿規程に定める投稿資格第３項の要件を満たしている．
受付日：2014年９月11日

受理日：2015年１月６日
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Ⅰ．はじめに

Ⅱ．研究方法

がん性疼痛は全人的苦痛であるといわれている．看護

１．研究デザイン

師が質の高い緩和ケアを提供するためには，がん性疼痛

質的帰納的記述研究

に関する知識や技術の習得はもちろんのこと，患者が発
する苦痛の表現・反応を的確に受けとめ，症状体験と症

２．用語の定義

状の結果，どのような生活の変化が生じるかを深く洞察

疼痛の全人的な理解とは，がん性疼痛を身体・精神・

し，人間存在の意味を含めて全体として理解していく力

社会・スピリチュアルな面から表現し，それらを統合し

を培う必要があると考える．しかし，がん看護の臨床の

て理解することとした．患者のナラティブや表情，行動

場では，多くの若い看護師が技能・感情の面で苦慮して

などあらゆる反応に集中して，痛みは患者の内で完結す

1, 2)

いる状況があり

，看護師をサポートする方法を探求

する必要がある．
3)

佐藤 は一人前がエキスパートになるには時間ではな

るのではなく周囲の環境にも波及していくものであり，
過去から未来へと時間を超えて意味づけられるというこ
とを看護師が理解し，表現できることである．

く，質的な変化が必要だと指摘しており，看護師ががん

また，マッサージとは，看護師が意図的にがん患者の

患者の痛みを理解するためにも看護師の質的な変化が必

苦しみを癒すために行うタッチの一手法である．患者の

要だと考える．またべナー4) は一人前の看護師が成長す

状況に応じて，さする，揉む等の方法で注意深く行う．

るためにはエキスパートと共に仕事を行い実践知の獲得

必要に応じて薬剤のレスキュードーズ，心地よさを補う

をすることが重要だと述べている．すなわち実践の場で

ための温罨法・清拭・足浴等を併用する．時間は患者の

看護師が痛みの意味を理解する支援の一つの方法とし

状況で異なり，短い時間であっても患者に集中すること

て，エキスパートによるかかわりの可能性が示唆される．

で実践できるものである．リンパマッサージは除外する．

5)

久保 は痛みを持つがん患者に対するエキスパートの疼
痛緩和ケアの実践知には，患者との相互作用を通して自

３．研究対象者

らの在りように気付くという自己洞察のパターンがある

対象看護師は，がん性疼痛緩和に関する看護実践が３

ことを明らかにしている．がん患者との関わりに苦慮す

年以上あり，マッサージに関心がある者を選定した．対

る若い看護師も，がん患者の痛みを理解する質的変化の

象患者は，①手術適応がない20歳以上，②病名の告知を

ために自己の在りようを深く洞察する過程が重要である

受けている，③疼痛があり，WHO 方式がん疼痛ラダー

と考えられる．

13)

や日本緩和医療学会の推奨する疼痛緩和のための薬物

看護師が患者の痛みを全人的なものとして理解を深め

療法14) を受けている者を選定した．Weiger 他15) の文献

ていくための手段としては，嶺岸6) がマッサージを介し

を参考にして，出血傾向・抗凝固剤内服・皮膚組織損傷

たケアにより患者と看護師との関係が拡張していく過程

のある患者は，対象から除外した．

を明らかにしており，対話とマッサージに基づいた看護

研究対象施設は，関東圏内にある約800床の大学附属

実践が効果的と考えられる．マッサージは，患者・看護

病院で，地域がん診療連携拠点病院に指定されている．

師の相互作用のなかで関係を深めていく看護独自のケア
技術である．マッサージによる鎮痛効果7-10) や，患者が
自己を解放し看護師との関係が深まることで患者の能力

４．データ収集期間
2008年９月から2008年12月

をエンパワーメントするという報告11, 12) など，マッサー
ジが患者にもたらす効果に関する研究はあるが，マッ

５．データ収集方法

サージを通し患者とかかわることにより看護師が自己洞

以下の流れで，⑴初回面接，⑵参加観察，⑶最終面接

察をし，がん患者の痛みの理解を深めていくことに焦点

によりデータ収集を行った．面接は，初回・最終ともに，

を当てた研究は見当たらない．

業務終了後に，個室で最長60分を目安に，半構成的面接

そこで，本研究では，がん看護に携わる看護師がエキ

法で行った．対象看護師の了解を得た上で録音し，逐語

スパートと共にマッサージを実践し，自己の在りように

録に転記した．面接において研究者は積極的傾聴でその

向き合いながら患者の疼痛への理解が深まっていく過程

状況を共有し，患者と看護師との間に生じた現象を共に

を探究した．

解釈した．対象となる看護師が否定的な現象だけを語っ
た場合には，肯定的なフィードバックを心がけた．面接
に伴い対象となる看護師は個人的な辛い体験を想起する
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可能性があるため，そのような状況では研究者はデータ

解，がん患者の痛みに対する看護師の在りようの類型化：

収集を優先せず看護師の感情のサポートに集中するよう

各看護師から抽出されたカテゴリーをサブカテゴリーと

に配慮した．更に必要と判断された場合，適切な支援者

し，面接ごとに比較検討し類型化しコアカテゴリーとし

を紹介しサポートを依頼することを保証した．

た．全ての分析過程において，がん看護の専門家から定

⑴

期的な助言を受け，２名の研究者間で繰り返し分析内容

初回面接
患者との関わりを始める前に痛みをどのように理解し

の一致性を確認し，妥当性の確保に努めた．

ているかという視点で，対象看護師に初回面接を行っ
た．インタビューガイドに沿い，
「痛みに対してかかわっ
た経験の中からがんの痛みをどのように理解している

Ⅲ．倫理的配慮

か」「痛みに関してかかわった経験の中から良かったと

自由意思による研究参加，プライバシーの保護，研究

認識している経験」「なぜそのかかわりが良かったと思

参加同意の撤回への担保，研究対象者の心身への配慮に

うか」「痛みに関して関わった経験の中から不全感が残

ついて紙面と口頭で説明し同意を得た．特に，マッサー

る経験」「なぜ不全感が残ると思うか」「がん患者の痛み

ジを施行する際には，患者に苦痛症状が増強しないよう

を全人的に理解することについて今の自分の課題」など

に十分な観察及び対象看護師への指導を行った．オイル

について語ってもらった．

等を使用する際にはあらかじめパッチテストを行い，皮

⑵

膚トラブルのないように配慮した．対象看護師には，イ

参加観察
痛みを全人的に理解することに関して，看護師が患者

ンタビューや看護実践の過程で心身の負担が生じないよ

に看護を提供する前後に何度も話し合った．その際に患

う配慮し，看護師への支援が必要となった場合には研究

者にマッサージを実施する時は，全神経を集中して“そ

参加よりも看護師への支援を優先し，必要時はリエゾン

の人”に向かい，患者のあらゆる反応を受け止め，患者

看護師等の介入を依頼するような対応を考慮した．本研

の語りに積極的傾聴を行うことを強調した．

究は研究者所属施設及び，対象者所属機関の倫理委員会

また看護師がマッサージを実施しながら患者にかかわ

の承認を受けて行った．

る場面を観察した．観察内容は，患者の痛みの全反応，
看護師の患者からの反応の受け止め方，看護師の痛みへ
の対処の仕方，看護師のかかわりを通した患者の反応，
そこで生じている患者と看護師の相互作用であった．そ

Ⅳ．結

果

コアカテゴリー【

】，サブカテゴリー〈

〉，影響因

の場面に患者の家族がいる場合は家族にも同意の上家族

子｛

の反応も観察した．

の看護師は痛みの理解が全人的なものへと変化するまで

研究者は実践者の側面も持ち，特に初回のマッサージ
の実施は研究者が担当し，手技やかかわり方に関するモ

｝，生データ「 」で示す．なお，本研究の結果，個々

には至らず，自分の在りようを多く語った．その点に焦
点を当てて分析した．

デルとなるように試みた．対象となった看護師と患者と
のかかわりの場面や，研究者が看護師を支援したことは

１．研究参加者の概要

実践後，できるだけ早い時期にフィールドノートに記載

本研究の対象看護師と患者は表１に示すようにそれぞ

した．１～３週間を目安とし，がん患者の痛みの理解が

れ６名であった．対象者のうち１名（看護師Ｆ）に対し

全人的なものへと変化しなかった場合であっても３週間

ては，看護師自身への支持的な支援が必要と判断して，

で介入は終了とし，その期間の変化について語っても

最終インタビューにおいて介入したため分析から除外し

らった．

た．

⑶

最終面接

患者の年齢範囲は30歳代から70歳代であり，全員が女

痛みの理解が全人的なものへと変化したと研究者が判

性患者であった．病期としては，化学療法や放射線療法

断した時点，あるいは３週間の時点で最終面接を行った．

による治療期から緩和医療期にあった．データ収集期間
に６名中２名（患者Ｘ，Ｕ）が死亡の転帰をたどった．

６．データの分析方法
看護師個々の理解の過程：面接によるデータとフィー
ルドノートからのデータをそれぞれ別に分析し，痛みを

研究者は，がん看護経験歴18年であり，うち日本看護
協会がん性疼痛看護認定看護師としての経験が８年あ
る．

どのように理解したかを抽出し，文脈のまとまりごとに
カテゴリー化し，全体の変化を読みとった．看護師に影
響を与えた要因も抽出しカテゴリー化した．痛みの理

２．看護師個々の理解の過程の一例：
看護師Ａは，初回インタビューでは，がんの患者は〈身
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「頓用薬と
体的な痛みによる苦しみ〉を抱えている反面，

る．Ｚさん「うん，首はね，筋肉がもう落ちちゃってないか

かを使いたくないって言っている人がいて，私も説明はできる

ら・・・」と苦笑いして言う．Ａはふうんと聞いている．

んだけど，実際自分も考えると，（薬が増えて）その心配な気

このような場面を振り返り，Ａは「きっと何かに悩んで

持ちはすごいよくわかる」 と〈鎮痛薬の量が増える事への

いる…触れることでなんかこう，それで辛かったっていうのを

不安〉も強く持っていると考えていた．またそうした患

…ああって思って．でもそのことに関して，私が聞くのもどう

者をみている家族にも〈家族が感じる痛み〉があると捉

かなあって思って」 と内省し，自分の内の〈患者にかかわ

えていた．患者の〈身体的な痛みによる苦しみ〉に対し

ることに自信のない私〉に向き合い始め，〈看護師がか

て，看護師として〈身体的な痛みにきちんとかかわりた

かわることで和らぐ痛み〉があることに気付いた．

い私〉が存在すると共に，〈患者にかかわることに自信

さらに研究者との面接を通して｛患者の痛みの意味を

「私たちが言ってもどうす
のない私〉が混在していたが，

全体で理解しようとする看護師と話し合う経験｝と｛自

ることも出来ない，わかんないし，みたいな感じ」 と言い，
〈患

分自身を振り返る機会｝を得た．

者にかかわることに自信のない私〉にはＡ自身は向き

「さっき『マッサージを受けるまでは，後一年っていわれて，
死ぬときまでの事を考えて生きてきた．でもマッサージを受け

合っていなかった．
患者Ｚさんにマッサージを用いた看護を実践する過程

て，今生きているって事に目を向けられるようになったの』っ

の中で，ＡはＺさんが予後１年と告げられてからの苦

て言われたんです．・・・なんか，すごいなって．この短い時

悩，家族との関係，自己の存在の揺らぎなどを研究者に

間の中でそういう風に変わるって」穏やかだが何か感じている

ありのままに語る場面に居合わせた．このような｛患者

ような表情で語る．

に関心を寄せてかかわる看護師に対して，痛みを率直に

そのことで〈患者にかかわることに自信のない私〉で

表出する患者を目の当たりにした経験｝により，〈患者

あることが患者とのかかわりに影響していることを感

の痛みに向き合えない私〉がいることに気づいた．その

じ，〈患者から逃げない私〉に変化していった．
涙を流し，夫の話を続けていくＺさんに，Ａはそっと右手で

場面は以下のようなものである．
Ａは「首とかさすってて，辛くないですか？」と確認してい

肩から腕に手をやり，
「大丈夫ですか」とうなずきながら近づく．

参考資料
表１

対象看護師と患者の概要

看護師

年齢／性別

経験年数／部署

患者

年齢／性

病名・治療

身体的疼痛部位／疼痛コントロール法／ ADL 状況

Ａ

20才代後半／
女性

４年／
消化器・口腔
外科

Ｚ

50才代前半／
女性

膵臓がん
術後
化学療法後

背部，腹部／Ｂ：オキシコンチン ®，NSAIDs
オキノーム ® ／ほぼ自立

Ｂ

20才代後半／
女性

８年／
脳外・婦人・
腎泌尿器・乳
腺外科

Ｙ

40才代後半／
女性

子宮頸がん
臼蓋骨転移
化学療法

左腸骨・鼠径部・膝関節／Ｂ：デュロテップパッ
チ ®，NSAIDs Ｒ：オキノーム® 補：ガバペン ®
／ほぼ床上生活

Ｃ

30才代前半／
女性

准看護師３年，
看護師８年／
消化器・乳が
ん，ICU

Ｘ

60才代前半／
女性

腹腔内肉腫
術後再発
緩和医療

背部，腹部，下肢／Ｂ：デュロテップパッチ ®，
NSAIDs Ｒ：アンぺック座薬 ® ／床上で全介助を
要する

Ｄ

20才代前半／
女性

３年／
呼吸器内科・
耳鼻咽喉科・
皮膚科・形成
外科

Ｗ

70才代前半／
女性

喉頭がん
放射線・化
学療法

咽頭痛／Ｂ：オキシコンチン®，NSAIDs ／自立

Ｅ

30才代前半／
女性

10年／
婦人・腎泌尿
器・乳腺外科

Ｖ

30才代前半／
女性

子宮頸がん
多発骨転移
緩和医療

左臀部から大腿にかけての鈍痛，体動時大腿に激
痛，足裏にしびれ感／Ｂ／Ｒ：フェンタネスト ®
静注，NSAIDs ／ほぼ床上生活

Ｆ

20才代後半／
女性

５年／
婦人科・泌尿
器科・乳腺外
科

Ｕ

40才代前半／
女性

子宮頸がん
多発骨転移
緩和医療

両下肢／Ｂ／Ｒ：モルヒネ皮下注，NSAIDs ／床
上で半介助を要する

Ｂ：ベース処方

Ｒ：レスキュードーズ

補：鎮痛補助薬

NSAIDs：非ステロイド系消炎鎮痛剤

Ｒ：

看護師ががん患者の疼痛を理解するプロセス
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最終インタビューでは，こうした自分を見つめること

生じることを読み取っていた．〈薬剤で緩和できる身体

で，「今までは辛いお話がいった後に，どう思っているのかっ

的な痛みは我慢して欲しくない私〉，〈がんと治療との関

ていうことを私が知りたいっていうので，聞いていた」 と，
〈情

連を理解して鎮痛薬を飲んで欲しい私〉とは，患者の痛

報収集したいだけの私〉に向き合っていた．また次第に

みに直面して苦しい思いを抱く看護師が“患者には，痛

患者の前で〈患者から逃げない私〉でいられたことによ

みを我慢しないで薬剤で緩和して欲しい”という在りよ

り患者の話を集中して聴くことができ，その経験から患

うである．このカテゴリーの特徴は，身体的な痛みがも

者には〈看護師がかかわることで和らぐ痛み〉があるこ

たらす辛さを理解しながらも，その痛みの緩和を薬に頼

とを実感できていた．

ろうとする看護師のあり方が表れていることである．
【家族の痛み】とは，患者を目の前にした家族にもそ

３．がん患者の痛みに対する看護師の在りよう：かかわ

の辛さが波及しているという捉えである．〈家族という

り前

単位で生じる痛み〉とは痛みが家族というシステムの内

初回面接からは４つのコアカテゴリーが抽出された．

で影響していく様相であり，〈家族が感じる痛み〉は身
体的な痛みに直面する家族が感じる辛さの様相である．

（表２）
【身体的な痛みの緩和を薬に頼ろうとする私】とは，

【痛みを持つ患者との関係性の中で，関心が自分に向

がん患者が身体的な諸症状に伴って味わう苦しみや過酷

いている私】とは看護師が痛みを持つ患者との関係性の

な状況を目の当たりにし，身体的な痛みは鎮痛薬で取り

中で，相手への思いよりも自己の在りように関心が向い

除きたいと願う看護師の在りようである．また看護師た

ているため，患者に寄り添えずにいるさまである．〈痛

ちは，がん患者には〈鎮痛薬が増えることでの不安〉が

みのある患者のかかわりに自信のない私〉，〈患者にかか

表２

関わり前の看護師の痛みの理解

カテゴリー
身体的な痛
みの緩和を
薬に頼ろう
とする私

家族の痛み

痛みを持つ
患者との関
係性の中
で，関心が
自分に向い
ている私

痛みを持つ
がん患者に
関わる上で
自己の能力
を高めたい
私

サブカテゴリー

生データの一例

鎮痛薬が増えることでの不安

どんどんどんどん量が増えて，これ心配みたいなこと言われて．

薬剤で緩和できる身体的な痛
みは我慢して欲しくない私

どうして飲みたくないのかなって聞いて初めて，あんまり薬漬けでもって，嫌だと
薬の認識が正しくされていない・・・

がんと治療との関連を理解し
て鎮痛薬を飲んで欲しい私

病気を受け入れている人は，この病気だからこの痛みがあるって関連づけて，だか
ら麻薬も受け入れられると思う．

家族という単位で生じる痛み

旦那さんは変貌していく奥さんを受け止めていくのに精一杯だけども本当に頑張って．

家族が感じる痛み

家族とかも痛い痛いって言っているのをみるのは苦しい．

痛みのある患者のかかわりに
自信のない私

触れることが怖い．痛い部分は触れられないです．

患者にかかわることに自信の
ない私

私たちが行ってもどうすることもできない，わかんないしみたいな感じ．

自分のことを患者や家族に受
け入れて欲しい私

マッサージして気持ちがよくなったら素直にありがとうって患者さんって返ってき
ますよね，それも笑顔で．そうすると癒された．

ケアを提供することで患者に
認めてもらいたい私

自分が出来る範囲でやったことで，すっきりしたとか，気持ちよかったっていう事
を言われた．

鎮痛薬しかなすすべのない私
のもどかしさ

実際自分でなにをしたかっていうと，なんかそんな何もしていなかったような気が
するんで・・痛いって言えば痛み止めの量を増やしてとか・・・

変化していく患者を受け入れ
られない私

このひとはもともとこうじゃないんだろうなって思いながら，（自分を）納得させ
ている．

がん患者と痛みの共有ができ
ない私

以前，この痛みはなったことのない人にはわからないよって言われたことがあって．
本当にはわかってもらえないよって．だから介入することもどうやればいいのか悩
みます．

身体的な痛みにきちんと向き
合いたい私

痛いって言うから痛み止め（を与薬していたが），それが何の痛みなのかをちゃん
と考えようっていうカンファレンスをやって（自分が成長できた）．

がん看護に関する知識や技術
を高めたい私

自分が知らないことで，患者さんにより安楽な時間が提供できるかもしれないの
に，それができないのはやっぱり辛かった．

患者や家族が望む方向に看護
を提供したい私

私がとか，私たち医療者がこうなったらいいんじゃないかと思っても，患者さんが
それをいいと思っていなければ意味がないと思う．
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わることに自信のない私〉とは痛みをもつ患者をどのよ

４．がん患者の痛みに関する看護師の在りよう：マッサー

うに理解しているかを問うたときに，自信のない自分を

ジの実践後

語る看護師の在りようである．ある看護師はがん患者か

最終面接からは痛みの理解として３つのカテゴリーが

ら，痛みは体験していない者には理解できないといわれ

抽出された．
（表３）

「触れることが怖い．痛い部分は触れられない
た経験から，

【がん患者にかかわる自分に向き合えなかった私】と

です．」 と訴えていた．また，ある看護師は，新人の頃

は初回面接で抽出された【痛みを持つ患者との関係性の

に先輩看護師に認められなかった体験を語った後に，

中で，関心が自分に向いている私】に気づいた様相であ

「マッサージして気持ちがよくなったら素直にありがとうって

る．看護師たちには痛みを持つ患者から，強い情緒的反

患者さんって返ってきますよね，それも笑顔で．そうすると癒

応や拒絶にあうという辛い体験があった．それは看護師

された．」 という思いを吐露した．このような〈自分のこ

自身に，がん患者へのかかわりに揺らぎや怖れを引き起

とを患者や家族に受け入れて欲しい私〉，〈ケアを提供す

こす体験であり，そのような自分を防衛しようとしてい

ることで患者に認めてもらいたい私〉とは，痛みをもつ

た．今回の研究参加を経て看護師たちは，痛みをもつが

患者をケアする関係性の中で，自分を認めてほしいと希

ん患者にかかわる上で，関心が自分側にあったことに気

求する看護師の在りようである．また〈鎮痛薬しかなす

づいたと語った．〈思い込みで痛みに関わろうとしてい

すべのない私のもどかしさ〉とは，痛みのあるがん患者

た私〉，〈がん患者の背景を踏まえて痛みを理解したいと

と深く向き合わずに淡々と日常業務をこなし，鎮痛薬を

思うようになった私〉とは看護師の持つ思いこみや目に

与薬するしかない自分をもどかしく思うさまである．あ

見える表面的な現象だけで患者をみている自分に気づく

る看護師は，「実際自分でなにをしたかっていうと，なんかそ

という様相である．関心が自分にあったため患者に向き

んな何もしていなかったような気がするんで・・痛いって言え

合えていなかったことに気づいた様相でもある．過去に

ば痛み止めの量を増やしてとか・・・」 と語っていた．
〈変

意識の低下するがん患者と距離感を感じた看護師は，

化していく患者を受け入れられない私〉とはがんによっ

マッサージの実践後に「足が遠のいた結果は何だったんだ

て変化していく患者や家族の身体的・情緒的な変化に看

ろうって．自分が思っていることを基準に物事を考えていた．」

護師が向き合えずに揺れる様相である．〈がん患者と痛

と〈自分自身と向き合うことを逃げていた私〉を内省し

みの共有ができない私〉とはがんの痛みは体験している

た．〈自分の関わりで患者に喜んでほしかった私〉，〈自

人でなければ理解できないと思い込む様相である．この

分の変化に期待する私〉とは，がん患者を看護する不安

カテゴリーの特徴は，痛みをもつがん患者にかかわると

や自信のなさから保身する自己の在りように向き合い，

いう関係性のなかで，患者ではなく自分自身に関心を向

受け止めることである．自分に向き合えた看護師は，

けている看護師の在りようが表れていることである．
【痛みを持つがん患者にかかわる上で自己の能力を高
めたい私】とは，痛みのある患者と関わった経験から，看
護の能力において自分を高めたいと願う様相である．
〈身
体的な痛みにきちんと対応したい私〉とはそれまでは痛

「（この経験を）活かせるか活かせないかも自分にかかってい
る」 と患者の理解や看護への意欲を語り自分の成長を望

んでいた．
【痛みを持つがん患者に向き合っていなかった私】と
は，マッサージを用いた看護実践の過程あるいは結果で，

いと訴えられたら鎮痛薬というふうに考えていた自分が，

〈痛みをわかったつもりだった私〉，〈がん患者とその家

患者の身体的な痛みをきちんと理解したいと考え，アセ

族が持っている苦しみに気づかなかった私〉など自己の

スメントして適切な対応ができるようになったことで，

思い込みや患者への関心の低さから，患者その人全体を

もっと成長していきたいと願う自己の在りようである．

把握していなかったことに気づいた様相である．ある看

〈がん看護に関する知識や技術を高めたい私〉は身体的

「（緩和医療へ転換した方が良いという自分の考えは）
護師は，

な痛みのみにかかわっていた看護師が，患者とのかかわ

患者さんの今までの人生を，聞いたりとか，話をして共有した

りを通して，もっと患者や家族の望んでいることに看護

上での私の意見ではなかった」 と自己の在りように気づい

師としてかかわりたいと意識し始めた在りようである．

た．〈患者と向き合うことを避けていた私〉，〈業務に流

〈患者や家族が望む方向に看護を提供したい私〉は，看

されてがん患者とのかかわりが希薄だった私〉，〈忙しさ

護師をはじめとする医療者が患者や家族の方向性を決め

や業務に流されて，患者に寄り添っていなかった私〉は，

てしまうことを否定し，あくまでも患者や家族が望む方

これまでの痛みケアの実践の中で，ルティーンワークと

向性へと援助できるようにかかわりたいという看護師の

しての情報収集や与薬を行う自分がいるために，痛みを

在りようである．このカテゴリーの特徴は，痛みを持つ

もつ患者に向き合っていなかったことを内省する様相で

患者を目の前にして患者や家族のために自分の能力を高

あった．自分が身体的な痛みや表面的な現象を見ていた

めたいと願う看護師のあり方が表れていることである．

だけだったと気づいた看護師は〈身体的な痛みや症状だ
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けでない苦しみ〉へと現象の理解を深めていた．また，
研究者と患者とのかかわりに直面し，痛みを持つ患者に
向き合っていなかった自分に気づいた看護師は，〈看護
師がかかわることで和らぐ痛み〉があることを知った．
【痛みを持つがん患者に向き合おうとする私】とは，
患者に関心を注ぎ，その痛みを患者の生活・人生を含め

Ⅴ．考

察

１．がん患者の痛みを全人的に理解するプロセスにおい
て自己の在りようを受け入れることの重要性
看護師ががん患者の痛みを全人的に理解する過程を，

て全体として統合しようとした結果，自分自身の成長を

マッサージを用いた看護実践により明らかにする目的で

感じた様相である．看護師たちは〈気持ちを集中させて

本研究を行った．結果，痛みを持つ患者への理解を深め

患者の気持ちや思いに近づけた私〉，〈患者の希望を大切

ることではなく，自己の在りように気づくという看護師

にしたい私〉，〈Ｙさんを自立した個人として尊重してい

自身の内面に向かう過程が明らかになった．

る私〉へと変化した自分に気づいた．また｛自己を振り

久保5) はがん患者の痛みを知るためには看護師の感受

返る機会｝によって〈痛みのある患者に触れられるよう

性が重要であり，患者との相互作用によって気づく看護

になった私〉へと変化した看護師もいた．

師自身の在りようが深くかかわってくると指摘してい

表３

実践後の看護師の痛みの理解

コアカテゴリー

がん患者と
関わる自分
に向き合え
なかった私

痛みを持つ
がん患者に
向き合って
いなかった
私

痛みを持つ
がん患者に
向き合おう
とする私

サブカテゴリー

生データの一例

思い込みで痛みに関わろうと
していた私

自分の聞きたいことだけ聞いて帰って来ちゃうっていうことが多かった．

がん患者の背景を踏まえて痛
みを理解したいと思うように
なった私

いつも他の人のお世話をしていたのも入院中はできなくなってしまった，やっぱ，
そういうところもその患者さんにとっては痛みにつながる・・・

自分自身と向き合うことを逃
げていた私

足が遠のいた結果は何だったんだろうって．自分が思っていることを基準に物事を
考えていた．

自分の関わりで患者に喜んで
ほしかった私

マッサージが好きだといわれていたので，それをしてあげることに対しては，好き
だった事をしてあげる，そういう感情はありました．

自分の変化に期待する私

活かせるか活かせないかも自分にかかっている．

痛みをわかったつもりだった私

（緩和医療へ転換した方が良いという自分の考えは）Ｙさんの今までの人生を，聞
いたりとか，話をして共有した上での私の意見ではなかった．

がん患者とその家族が持ってい
る苦しみに気づかなかった私

今まで家族は，自分と同じ，対等のレベルでしか見ていなかった．何で受容できな
いんだろうっていうのではなく，患者さんと同じプロセスが家族にも来るっていう
ことを学んだ．

情報収集をしたいだけの私

自分が情報を得るためじゃなくて，患者さんが話をしたことで，聞いたことで良
かったと思えるようになりたいなって思う．

業務に流されてがん患者との
かかわりが希薄だった私

仕事をこなすのはできるようになったけど，どんどん流れ作業になって．

忙しさや業務に流されて，患
者に寄り添っていなかった私

そういうところ（もっと深いところの本人の思いや医療者に言えない思い）に寄り
添う気持ちと時間を作る努力っていうか，そういうのが足りなかったことに気がつ
きました．

身体的な痛みや症状だけでな
い苦しみ

いろんな事が複雑に絡み合って，痛みは増すんだなって感じました．

看護師がかかわることで和ら
ぐ痛み

死に対すること，家族に対する自分の気持ち，そして気持ちの面で解放された．自
分が死ぬよって一年前に言われて，いろいろと抱えていた思いを話して，人に伝え
て，共感しあえた…．

痛みのある患者に触れられる
ようになった私

患者さんに触れることが前よりは怖くなくなった．

気持ちを集中させて患者の気
持ちや思いに近づけた私

集中してその時の患者さんのありのままですよね，気持ちとか表情とかに，集中す
るっていうことがどういうことなのか身をもって体験できた．

患者の希望を大切にしたい私

希望は十人十色，だからこそ，そこが一番大事なわけで．そこを失わないようにど
うやって，やっていたらいいのかって．

Ｙさんを自立した個人として
尊重している私

決めるのは患者さん自身だし，どうやって看護師として私は関わればいいのかを考
えた．
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る．自分自身に関心が向いているという在りように気付

個々の看護師が“ありのままの自分に向き合い，受け入

き，相手への関心を深めていくという本研究の過程は，

れていく”過程を自分一人でたどっていくことは容易な

患者の痛みを理解するために欠かせない過程であったと

ことではない．本研究では，個々のがん患者に深く関心

考える．そのため看護師達は，｛自分を振り返る経験｝

をむけていける看護師とともにマッサージを用いた看護

のなかでがん患者とかかわる自分の在りように目を向け

実践を行う過程を通して，｛患者に関心を寄せてかかわ

ていったのである．

る看護師に対して，痛みを率直に表出する患者を目の当

16)

たりにした経験｝，｛自分を振り返る経験｝を看護師は得

Carper

は，看護師の知は経験知，倫理知，審美知，

自己知の４つからなり，看護実践の中でそれぞれが重な

ることができた．これらの経験が，看護師が“自分に向

り合いながら統合されていくと述べている．更に，看護

き合っていける”機会と力になったと考える．特に患者

師は自己を認識することで，他の人を一人の個人として

に関心をむけていくという言語や視覚では伝え難い看護

しっかり向き合うことが出来ると述べている．痛みの現

の技術は，それを実践している看護師とその場を共有す

象に自分がいかに向き合い，関わろうとしているか，そ

ることで，そこで展開される患者と看護師の相互作用を

の事実から目を背けないことが，痛みに寄り添うために

体験することで得られる学びであることが本研究で明ら

必要なことだと考える．

かになった．

がん患者が痛みを表出する場面において，看護師は自
身の創造性や感受性を活用して，その痛みを理解してい

３．がん患者の痛みを全人的に理解するための方法～実

く．本研究結果において看護師達は自己の在りようを振

践における寄り添う技の共有

り返り，「自分はどんな人間か」，「痛みにかかわる自分

本研究では看護師が，がん患者の痛みを全人的に理解

はどのような在りようか」を見つめ，受け入れて，初め

するために患者へかかわる手段としてマッサージを用い

て患者の痛みに向き合っていた．このことからも自己知

た．患者に集中したマッサージは患者にとっては心地よ

を向上させることはがん患者の痛みを全人的に理解する

い体験であり，看護師にとってはその心地よさを提供す

上で重要なプロセスであると考える．

るという関係性のもとに安心して患者に接することがで
きる技である．痛みをもつ患者に怖くて近づけなかった

２．看護師が自己の在りようを受け入れる上で必要な支援

看護師にとって，マッサージを用いた看護実践は物理的，

患者へのかかわり前の看護師達は〈痛みをわかったつ

精神的に近づいていく上でも有効な手段であった．また，

もりだった私〉，〈自分の思いこみで痛みに関わろうとし

理解していたつもりでも実際に触れることによって患者

ていた私〉，〈患者にこうあってほしいとらわれがあった

そのひとが体験しているものとして痛みを再認識する効

私〉であり，自分の視点から捉えた痛みの理解で満足し

果もあった．Kolcaba17) は，人間にとって“心地よさ”

ていた．すなわち，痛みを抱えている患者の存在よりも

とは根源的なもので，身体的のみならず心理社会的なも

“痛みを理解したい自分”が優先され，自分の理解しや

のであり，自己への気づき，自尊，人生における意味や

すい形で患者の痛みを捉えている状況にあった．本研究

より高い状態への相互作用でもあると述べている．患者

への参加を通して，すべての看護師がそうした自分の在

が触れられて“心地よい”と感じられるのは，マッサー

りようを見つめる機会を得ていた．自分の在りように気

ジを行っている看護師が，患者その人を尊重し，全神経

付いた看護師が患者に関心をきちんと向けたとき，【痛

をその人に集中させながら理解したいと希求している存

みを持つがん患者に向き合おうとする私】に変化した．

在であることに他ならない．すなわち，患者と看護師の

真の自分の関心がどこに向いているのかを見つめる過程

両者にとって，マッサージによる“心地よさ”を共有す

は，痛みを抱えている患者に，きちんと目を向けて，関

ることは，身体的な心地良さだけでなく，心理・社会的

心を寄せていく上で欠かせないプロセスであることが示

な安らぎが生じ，人は人とかかわり合いながら生きてい

唆された．

くという根元的な安堵感をもたらすと考える．すなわち，

臨床の現場は常に時間に追われ，短いスパンで結果を

患者その人に専心して，看護師が行うマッサージは，全

求められる状況にある．そのため，緊急に対応しなけれ

人的な痛みを抱えるがん患者にとって，“安らぎ”をも

ばならない状態の変化や目に見える患者のニーズに看護

たらすケアになり得ると考えられ，看護において患者に

師の関心は集中しやすい．個々の患者を，“全人的に理

寄り添う技として位置づけられる．

解する”ことや“その人らしさ”を大切にすること等が
声高に強調されてはいるものの，臨床現場において，こ
うしたことを実際に行うことは難しい．このような現状
のなかで，それぞれの看護師の努力や研鑽だけでは，

Ⅵ．本研究の限界と今後の課題
本研究では，がんの痛みの理解に苦慮する若い看護師

看護師ががん患者の疼痛を理解するプロセス
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を対象とした結果，20～30歳代の看護師からデータが抽

がん患者の病気・治療体験における変化－ M. Rogers の統一

出された．痛みの理解に苦慮する看護師の年齢層は新人

体としての人間の科学に基づいて－，日本がん看護学会誌，

から50～60歳代まで幅広い年齢層があり，今後は看護師

16（1），49-60，2002．

の経験年数や年齢をもっと限定することで，痛みの理解

７）Ferrel-Torry A. T, Glick, O. J: The Use of Therapeutic Massage

のプロセスが鮮明になると思われる．本研究では，自己

as a Nursing Intervention to Modify Anxiety and the perception of

洞察を深める過程を経た看護師が看護師自身から患者そ

Cancer Pain. Cancer Nursing. 16（2）, 93-101, 1993．

の人に関心を向けて痛みの理解を拡張させていくプロセ
スには至らなかった．これは痛みの全人的な理解という
目的に３週間で看護師の変化を促すという時間的な問題
で限界があった可能性があり，今後はもっと時間をかけ
たサポート下での調査が必要である．
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