
疼痛は、終末期がん患者の約70パーセントに出現
し、せん妄も死亡前では、約80パーセントの患者
に見られると言われています。
強い痛みとせん妄がある緩和目的の患者が永眠され
た時、何とも言えない気持ちになりその後も、何か
すっきりしない気持ちが、残っていました。
この気持ちは、後悔なのか、心残りなのか、その後
も他の患者様が亡くなられるたびに、思い出してい
ました。
なぜこのような気持ちが生じたのか、自分が行った
看護を振り返り、自分の心の分析を行ったことで、
今後の看護について考えることができたので、ここ
に報告します。

【事例紹介】

K 氏　80代　男性
疾患名　前立腺がん
家族構成は、妻と2人暮らし

入院までの経過　10年前に前立腺がん発症　当科
へ終末期緩和ケア目的にて入院となりました。

【看護診断】

＃1　慢性疼痛 RF 前立腺がんによる排尿時痛、全
身痛をあげ看護目標として、疼痛が緩和したことを
言葉にだして表現できるとしました。

終末期患者をケアする 
看護師の心の分析  

   

山鹿市民医療センター 
○辻崎 小百合 

足達 愛 
東 恵子 

強い痛みとせん妄がある患者が永眠された時、 
何とも言えない気持ちになり、その後も何かすっきりしな
い気持ちが残った              
              
                
            
 
 
        
        
         
 
        

         
 
              

             
        
        
        
               
 

           

 
        

 
        
 
        

  なぜこのような気持ちが生じたのか 
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 後悔？ 心残り？ 
他の患者様が永眠された時
も思い出してしまう 
        

自分がおこなった看護を振り返り
自分の心の分析を行う 

 

・K氏 ８０代 男性 
・疾患名 前立腺癌 
・家族構成 妻と二人暮らし 子供３人 
・キーパーソン 長男 
 
・入院までの経過～１０年前に前立腺癌発症 
             下腹部痛、血尿にて 
             A病院で入院治療後 
             終末期緩和ケア目的にて 
             当科へ入院 
 
 

事例紹介 

１．看護診断 
   
      
 
＃２．皮膚統合性の障害のリスク 
＃３．転倒リスク状態 
  （以下＃１について述べる） 
 
２．看護目標 
   
 

看護の展開 

＃１．慢性疼痛RF前立腺癌（多発骨・リンパ節転） 
による排尿時痛、全身痛 

１）疼痛が緩和したことを言葉にして表現できる 
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終末期患者をケアする看護師の心の分析
－せん妄と強い痛みがある患者とその家族へのケアを通して－
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【看護の実際】この表は、患者と家族の訴え、その
時の私の心の動きと疼痛コントロールと対応をしめ
したものです。
入院時は、デュロテップ MT パッチを貼付中で、
痛みについて尋ねると「痛くありません」と返答
されました。
しかし、排尿時は、苦痛な表情で、痛みを訴えられ、
せん妄が、みられるようになりました。

入院2日目から9日目
排尿時痛や全身痛に対して、オキノームの内服が開
始となりましたが、吐き出され、それを見た妻が、
どうにかしてほしいと訴えられました。
内服時は、カテーテルチップを使用し、デュロテッ
プ MT パッチの追加貼付、尿道留置カテーテル挿
入などで疼痛緩和に努めました。
尿道留置カテーテル挿入後は、痛みの訴えが減り、
家族も少し安心された様子でした。

入院10日目から19日目
わたしが、訪室するだけで、せん妄がみられるため、
清拭などのケアは、家族とともになるべく短時間で
行うようにしました。
妻も夫が苦しんでいる姿を見るのがつらく、面会に
も来られない状態であることを聞き主治医に報告し、
モルヒネ塩酸塩の持続皮下注が開始となりました。
入院19日目、意識レベルの低下あり、永眠されま
した。
妻は、涙をためて「色々、ご迷惑をかけてすいま
せんでしたね。本当にありがとうございました。長
い間、痛みがあって、やっと楽になれたと思いま
す。」と話されました。
私は、K 氏や家族に対して何が出来たのだろうか。
もっと、できることがあったのではないか。悲しい。
悔しい。という思いが、込み上げてきました。
K 氏の穏やかな顔を見るのは、入院以来初めてで、
妻の背中をさすりながら、言葉がでず、自然と涙が
出てきました。

 
家族も安
心した表
情を 

されていた。 
 

  患者と家族の訴え  看護師の心の動き 疼痛コントロール・対応 

疼痛コントロールはとれて
いる 
よかった 

デュロテップMTパッチ 
（２．１ｍｇ）貼付中 

排尿時痛が強いんだなあ 
 

排尿するのが恐怖だろう 

「大丈夫ですよ。ついて
いますからね。」 
背中をさすりながら声を
かけた。 

家族に協力を求めて、薬
の内服などは、一緒に行
うと本人も安心されるかも
しれない。 

オキノームの内服開始 
 

内服するときは、家族と
ともに行うようにした。 

看護の実際（入院当日） 

患者：「痛くありません」
家族：安心した表情を 
    されていた。 

「痛い。痛い。 
この痛みがずっと続く
と思うと」 

・臥床中も身をよじりな 
 がら痛みを訴える 
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・薬の内服も拒否 

 患者：「痛くありません」 
 家族：安心した表情をされていた 
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 この痛みがずっと続くと思うと」  

・臥床中も身をよじりながら痛み 
 を訴える 
 

・せん妄がみられるようになった。 
 

・薬の内服も拒否 

看護の実際（入院２日～９日目） 
  患者と家族の訴え   看護師の心の動き  疼痛コントロール・対応 

 
見守る家族も本人の苦痛な表
情やせん妄を見ていると、どう
にかしてほしい気持ちで一杯
になっている。どうにかしなくて
は。 
 

 
医師へ相談 
デュロテップMTパッチ（2.1ｍ
ｇ）追加貼付 
 

 
大声を出され、少量ずつ
血尿を排尿。 
ベットに戻られてからも、
「痛い、痛い」と泣かれた 
 
 
 
 

 
なかなか痛みのコントロール 
つかない。 
どうしたらいいのか。 
 
よかったなあ。少しでも痛みが
軽減できれば、せん妄の出現
も減るかもしれない 
家族も安心された様子 
よかった 

排尿時痛にて 
オキノームを内服され
たが、吐き出された。 
 

妻：「他の痛み止めは
ないの。どうにかして」 オキノームの内服時、 

カテールチップを使用 

医師へ相談 
泌尿器科の医師より、尿道
留置カテーテル挿入 
再度デュロテップMTパッチ
（２．１ｍｇ）追加貼付 

排尿痛の訴えは減
り、家族も「よかっ
た」と話された。 

 排尿時痛にて 
 オキノームを内服されたが、 
 吐き出された。 
 
 妻：「他の痛み止めはないの。 
   どうにかして」 

  オキノームの内服時、 
  カテールチップを使用 

 医師へ相談 
 泌尿器科の医師より、 
 尿道留置カテーテル挿入 
 再度デュロテップMTパッチ 
 （２．１ｍｇ）追加貼付 

 排尿痛の訴えは減り、 
 家族も「よかった」と話された。 

   患者と家族の訴え   看護師の心の動き  疼痛コントロール・対応 
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大声あり 
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血圧低下、意識レベル低下  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

看護の実際（入院１０日～１９日目） 

清拭などの援助は、 
家族へ協力を求め 
ゆっくり声をかけ 
なるべく短時間で行った 

息子さんの面会時大声！ 
「母も本人が痛みを訴えるの
がかわいそうで面会に来れ
ない」 

医師へ報告 
家族へ説明後、モルヒネ塩
酸塩の持続皮下注開始 

入院１９日目、永眠 
妻が、涙をためて「色々ご迷
惑かけてすみませんでした
ね。本当にありがとうござい
ました。長い間、痛みがあっ
て、やっと楽になれたと思い
ます」と話された 

私は、K氏や家族に対し
て何が出来たのだろうか 
もっと出来ることがあった
のではないか 
悲しい、悔しい 

K氏の穏やかな顔を見て、

妻の背中をさすりながら、
言葉がでず、自然と涙が出
てきた 

  清拭などの援助は、 
  家族へ協力を求め 
  ゆっくり声をかけ 
  なるべく短時間で行った 

息子さんの面会時大声！ 
「母も本人が痛みを訴えるのがかわ
いそうで面会に来れない」 

医師へ報告 
家族へ説明後、モルヒネ塩酸塩の持
続皮下注開始 

入院１９日目、永眠。 
 
妻が、涙をためて 
「長い間、痛みがあって、やっと楽に
なれたと思います」 
と話された。 

私は、K氏や家族に対して何が出来
たのだろうか 
もっと出来ることがあったのではない
か 
悲しい、悔しい 

K氏の穏やかな顔を見て、 
妻の背中をさすりながら、 
言葉がでず、自然と涙が出てきた 

           
考 察 

              
 

 

 なぜ永眠された時、何とも言えない気持ちになったのか  

私 
焦り 
迷い 

壁 
   

患者 
強い痛み 
せん妄 

   

家族 
どうにか 

してほしい 
強い願い 

看護師として責任（苦痛の緩和）が 
  果たせなかったという「ジレンマ」 

看護を振り返ると 

看護師として責任 
（苦痛の緩和）が 

  果たせなかったという 
「ジレンマ」 
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【考察】なぜ、永眠された時、何とも言えない気持
ちになったのか
私が行った看護を振り返ると、排尿時の痛みに関し
ては、痛いと訴えられていましたがせん妄で叫ばれ
ていることも多く、そばにいる家族もどうにかして
ほしいという、強い願いもありました。
その時の私の気持ちを分析してみると、どう対処し
ていいのか焦り、迷うことが多かったことに気づき
ました。
そのため、私と K 氏の間に壁を作ってしまい、薬
を使用する以外での疼痛の緩和が、はかりにくい結
果となってしまったと考えます。
城戸は、「痛みが軽減できず、苦しみながら、死亡
する患者も少なくない。このような場合看護師の基
本的責任（苦痛の緩和）が果たせなかったことでジ
レンマを起こしやすい」と述べています。
最後まで、痛みがゼロにならなかった K 氏と一緒
に苦しんでこられた家族へ、私が何とも言えない気
持ちになったのは、看護師としての責任が果たせな
かったという、ジレンマが生じたからだと、考えま
す。

また、奥野は、「私たち看護師は、『ジレンマを感
じる』と、そこにとどまるのではなくジレンマの
背景にあるものを、客観的に分析する努力をしてい
く必要がある」と述べています。
看護を振り返りその時の自分の気持ちを客観的に分
析してみると、それまで気づいていなかったことが
見えてきました。
K 氏の強い痛みの訴えやせん妄があると、私も気持
ちが焦ったり、迷ったり、後悔することが多かった

のですが、K 氏の痛みの軽減や家族のよかったと
いう言葉や安心した表情をみると、私も安心や喜び
を K 氏や家族と共に感じることが出来ていたこと
が分かり、後悔だけ残っていた気持ちが、少し解消
され、自分の行った看護を振り返ることの大切さを
あらためて、知りました。

【終わりに】今回、症例を振り返ることで、痛みは、
本人しかわからないものではありますが、そばにい
る家族の苦痛も含めた看護が必要であると感じまし
た。
今後は、患者・家族の意志が、痛みコントロールに
活かせるような関わりを持ちながら看護を行ってい
きたいと思います。
また、自分を客観的に分析し、日々の看護を振り返
りながら、今後も前進していきたいと思います。

御清聴、ありがとうございました。

考 察 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ジレンマを
感じる 

 
ジレンマの 

背景にあるもの 
客観的に分析 

 

   それまで、気づかなかったことが見えてくる 
 
 
 

そこに 
とどまるの
ではなく 

安心や喜びを患者や家族と
共に感じることが出来ていた 

＊痛みは、本人にしかわからないものではあるが、 
 そばにいる家族の苦痛も含めた看護が必要である 
 
＊患者・家族の意志が、痛みコントロールに活かせる 
 ような、関わりを持ちながら看護を行っていきたい 
 
＊自分自身を客観的に分析し、日々の看護を振り返 
 りながら、今後も前進していきたい 

おわりに 

御清聴ありがとうございました 

｜420｜



引用文献

1）菊池里子　せん妄　混乱　末期がん患者の緩和
ケア

　P.132 2011.3.20
2）3）岡崎寿美子　痛みコントロールにおける看護

師のジレンマ
　看護倫理
　2）P.71　3）P.69
　2010.11.20
4）奥野和美　終末期がん患者の家族ケア
　P.66　2009.9.20

参考文献

1）岩崎紀久子ほか　終末期患者の緩和ケア　第2
版

　2011.3.20
2）日総研出版　がん患者ケア
　2009.9.20

はじめに、当診療所では平成13年より血液透析を
開始し、平成24年10月までの11年間でのべ14名
の透析患者を受け入れてきました。透析管理は島民
に求められる技術である一方、限られた医療スタッ
フで継続しなければなりません。今回、過去を振り
返り、現状の反省点をまとめました。

姫島は大分県国東半島の北6km の瀬戸内海に位置
する一村一島の離島です。対岸の港までは片道20
分のフェリーが1日12往復就航しています。

離島で安定的な血液透析を行うには 
 

--姫島診療所での血液透析の現状-- 

姫島村国民健康保険診療所 

 

鹿野優子 匹田さやか 匹田貴雅 大海久美子 三浦源太 

はじめに 

 当診療所では平成13年より血液透析を開始し、平成24年10月
までの11年間で延べ14名の透析患者を受け入れてきた。 

 透析管理は、島民に求められる技術であるが、限られた医療
スタッフで継続しなければならず、透析スタッフの日々の努力が
不可欠である。  

 今後も安全な管理を継続するため、過去を振り返り、現状の反
省点をまとめた。 

  

姫島の立地 

後方病院までフェリーで20分（12回/日）＋車で１時間 
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