
はじめに、ご遺体に関する教育は、看護領域におい
て非常にわずかな部分として学校教育が行われてい
るのが現状です。実際私達も、遺体の変化や管理方
法など、重要性の認識がないまま先輩スタッフの手
技を見て覚えてきました。更に、病棟業務と並行す
るには、手際良く処置を進める必要があり、当たり
前の行為として実施してきました。その様な中、自
身の体験をきっかけにエンゼルケア研修会に参加し
たことで、慣例的処置が及ぼす悪影響や、メンタル
ケアにもおいても重要な意味を持つことを知りまし
た。これらを踏まえ「看取りの看護」が重要であ
ると考えたとき、処置の現状と個々の思いを知りた
いと感じ、今回の研究に取り組みました。

倫理的配慮とし、本研究は院内看護部倫理委員会に
申請し承認を受けた後に実施しました。調査期間は
10日間の留め置き調査とし、質問紙調査法を用い
ました。対象は、協力の得られた130人です。
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エンゼルケアの現状と意識調査

発　表　者 大吉　典子 茨城県　県西総合病院

共同研究者 稲生　容子

はじめに 

＊ご遺体に関する教育 

 ⇒非常にわずかな学校教育が現状 

＊先輩の手技を見て覚えてきた 

 ⇒意味や根拠を理解せず受け継がれてきた 

＊エンゼルケアの研修会に参加 

 ⇒慣例的処置が悪影響を及ぼしていた 

 ⇒適切なエンゼルケアは、 

  グリーフケア・医療者のメンタルに影響 

倫理的配慮 

本研究は、院内看護部倫理委員会に申請し
承認を受けた後に実施した。 

対象には、研究目的・任意参加・同意撤回
の自由・個人情報の保護について書面にて
説明し、アンケートが回収されたことで同意
が得られたものとした。 

研究目的 

エンゼルケアの現状と意識調査を行い 

問題点と今後の課題を明確にする 

研究方法 
1.調査期間 
  H23年10月26日～H23年11月4日 
 

2.対象 
  エンゼルケアに関わる看護部職員（休職中を除く） 
  138人中、協力の得られた130人 
 

3.データ収集法 
  質問紙調査法（留め置き法） 
 

4.調査内容 
  死生観、処置の現状、経験、疑問の有無など 
 

5.分析方法 
  単純集計、クロス分析 

エンゼルケアの現状と意識調査 

茨城県  

県西総合病院 重症病棟 

        ○大吉 典子 

          稲生 容子 
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対象者は50歳代が最も多く、67人が20年以上の経
験を持っていました。また、これまでに50人以上
のお看取りを経験している人が43人いました。

現在多くの施設に於いて「死後処置」から「エン
ゼルケア」へと見直され、エビデンスに基づく処
置の進め方が推奨されています。その中で、口腔内
や内臓臓器は菌の存在による腐敗や悪臭の原因にな
ると言われており、処置における口腔ケアやクーリ
ングは、それらの予防として重要な意味を持ってい
ます。しかし実際の処置内容をみると、口腔ケアは
全体の52.3%、クーリングは僅か6.9% という低い
結果でした。エンゼルメイクに於いても、クレンジ
ングや洗髪は保清の役割と顔のこわばりを解すマッ
サージ効果があり、穏やかな表情を造ることが出来
ると言われています。また、ファンデーションや
チークカラーの使用は保湿や血色を補う目的があり、
私達が普段している美を目的とした物ではありませ
ん。しかし現状は、化粧のみという結果でした。
顔を覆う布や手を組む行為では約90% 実施されて
いますが、その理由は風習や慣例的行為として行っ

ている事が分かりました。
これらの事は処置の学び方の結果にも表れているよ
うに、机上ではなく実践の学問として根拠の無いま
まに、代々受け継がれてきたことが理由として考え
られました。

今回109人が「処置からケアに変化してきているの
を知っている」と回答し、看取りの経験数が多い
割合の中であげられたエピソード数は僅か15% で
した。これは処置としてのルーチン化や、知識が無
かったが故に見直しの関心が無く、受け継がれてき
たことが理由として考えられました。

また、その半面で家族と共にケアを行い何らかのエ
ピソードを持つ人は、家族が満足すれば自分も満足
し、やってあげたくても出来なかった事に関しては、
自らが罪悪感へと繋がっている意見が上げられまし
た。つまり、良かった例も悪かった例も家族の反応
が、自身に跳ね返り繋がっています。
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＊「処置」から「ケア」への変化を知っている 
               ・・・109人(83.8％) 

＊経験年数20年以上  ・・・67人(51.5％) 

＊お看取り数50人以上 ・・・43人(33.0％) 

＊印象に残るエピソード ・・・20人(15.3％)      

処置としてのルーチン化 
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これは、伊藤氏らが述べている「エンゼルメイク
とは単にご遺体をきれいにするだけでなく、看護師
をはじめとした医療関係者のメンタルケアにも重要
なポイントとなっている」に、当てはまります。
エンゼルケアの今後については、「お世話の締めく
くりとして医療職として続けて行きたい」と約
57% が回答していますが、家族を交えた処置の関
わりについては「どちらとも言えない」との意見が、
どの項目に於いても約半数を占め、明確な理由は挙
げられませんでした。また、処置を行ううえで「家
族への労いや意志を尊重している」と約74% が回
答しましたが、自ら声を掛け、一緒に実施している
人は極わずかでした。

しかし、自身がケアを受ける立場に立った時は「身
内や友人などの親近者に行ってもらいたい」と半
数が回答しています。この、立場での意見の違いに
矛盾を生じる結果となりました。

エンゼルケアの物品では、院内での統一がなく十分
な品揃えではありません。内出血や黄疸など、皮膚
トラブルの対処が出来ず難しいと感じたという意見
があげられたのも物品の品揃えに関連するものと考
えられました。

最後に死生観は人それぞれに異なり強制され作るも
のではありません。しかし知識・技術・環境が整っ
ていないことは、家族を主体としたケアをすすめて
も、選択肢を狭め意向に添うケアは出来ません。更
に、明らかなマニュアルもない現状では、個人の判
断に委ねられた処置のまま継続していくことが考え
られました。

医療者自身の 
メンタルケアにも重要なポイント 

医療者 ご家族 ＊家族への労い、意思を尊重 
               ・・・96人(73.8％) 
  

＊自ら声掛けし、家族と一緒に処置 
               ・・・19人(14.6％) 
  

＊自身がメイクされる立場 
 「身内や友人など親近者に行ってほしい」 
               ・・・64人(49.2％) 

立場の違いでの矛盾 

ご家族を交えた処置の関わり 
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以上今回の研究を通し、患者が亡くなられた後の処
置は経験的に実践されており、「看護ケア」として
の意識が低いという事と、ケア用品不足が関連して
いる事がわかりました。
これらの要因としては院内のマニュアルがない事、
ご遺体に対する知識不足、物品や環境が整っていな
いことがあげられ、今後家族を含めた「看取りの
ケア」として、それらを見直す必要性が明らかと
なりました。

御清聴ありがとうございました。

死生観 
＊人それぞれ異なる 
＊強制され作るものではない 

知識・技術・環境 

家族主体のケアをすすめても 
 

選択肢を狭め、 
意向に沿うケアができない 

まとめ 

１.現状の問題点 
 ・経験的に実施している 
 ・「看取りのケア」としての意識が低い 
 ・ケア用品が不足している 
 

２.問題の要因 

 ・エンゼルケアとしてのマニュアルが無い 

 ・ご遺体の変化、管理方法の知識不足 

 ・化粧品がケア用品として認識されていない 

 ・現在の業務状況における環境 

【目的】　本院は病床数124床（内36床休床中）稼働
率86.2% 在院日数21.5日（2012年4月）の公立病院
である。勤務している看護師は、日々より良い看護
をめざし努力している。看護実践の中で心理的スト

レスをかかえながら業務を遂行している。今回、病
院勤務看護師が体験するジレンマの状態について実
態調査をおこない、ジレンマの解決法を模索する。

【用語の定義】「ジレンマ」とは、看護師の心のな
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看護師のジレンマに関する実態調査
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看護師のジレンマ 
 に関する実態調査   
          
 

         ーアンケート調査よりー 

阿蘇市健康保険阿蘇中央病院 

 

・岩下ユキ 石田きみよ 山崎ひとみ 

         弘妙子 湯本信也 

はじめに 
・阿蘇中央病院に勤務している看護師はジレンマを
体験しながら看護業務に従事しているように感じた．  
 今回，2011 年 9 月と 2012 年 2 月に行った病院勤務

看護師が体験するジレンマの状態について，アン
ケート用紙による実態調査を行い，その結果より，
ジレンマの解決，緩和を模索する． 
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