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要

旨

本研究の目的は、緩和ケア病棟の看護師が捉える終末期がん患者の非言語的なスピリチュアル
ペインのシグナルを明らかにすることである。そこで今回、
村田のスピリチュアルの考え方と城ヶ
端が述べるケアリング理論を参考に半構成的面接ガイドを作成し、緩和ケア病棟の看護師

名を

対象に半構成的面接を行い、データを質的・帰納的に分析した。その結果、【周囲に対する態度
から捉える】【普段と異なる顔の表情の変化から捉える】【視線から捉える】【普段と異なる動作
から捉える】【普段と異なる口調から捉える】の

個の大カテゴリーが抽出された。以上より、

緩和ケア病棟の看護師は、終末期がん患者がスピリチュアルペインを言語的に表出していなくて
も日頃の微妙な変化からスピリチュアルペインを捉えており、非言語的なスピリチュアルペイン
へのケアの示唆が得られた。
キーワード 終末期がん患者、非言語的、スピリチュアルペイン

受付日

年 月

日

受理日

年

月

日

高知大学看護学会誌

巻

号（

）

、
【緒

、

言】

りスピリチュアルの概念化が行われており、
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か年総合戦略 を打ち立て、
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や心理学者

れている。森田ら
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等の研究も進めら
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によると、終末期にな

ると死という究極なストレスフルな状況から
スピリチュアルペインが出現すると述べられ
ている。スピリチュアルペインとは、人生の

か年戦略
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意味、目的、希望のなさ、依存、自己価値観
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罪悪感、後悔、孤独、怒り、不公平感、死に

保ち続け、
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本法が施行された ）。今はがん治療の進歩に

対する恐れ、などの広範囲な苦悩をさす

伴い、がん患者は長期生存することも可能に

これらは言語的に、 何のために生きている
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これらのことから、がんは国民の生命およ
び健康にとって重大な問題となっていると言

までの行いが悪かったのか

本当に神は存

死んだ後はどうなるのか

在するのか

今
等
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える。また、がん患者は診断をされた時から

と表現される 。スピリチュアルペインにお

終末に至るまで様々な心身の苦痛を伴ってお

いて村田

り、早期からの緩和ケアが重要となり、特に

（重要なことが未完であること、心の準備や

終末期では治癒を目的とした治療ではなく緩

死の不安、希望のなさ）、
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する苦痛（寂しさ、家族の準備への心配、人
間関係における葛藤）、

自律性に由来す

によると、 多くの患者の

る苦痛（身体的コントロールの喪失、認知的

苦痛は身体的な問題に限られているわけでは

コントロールの喪失、将来に対するコント

なく、痛みの治療はいくつもの苦しい症状の

ロールの喪失、役割や自分らしさの喪失）を

一つに対する治療であり、身体面・心理面・

患者が言語的に表出した時のケアを明らかに

社会面・スピリチュアル面のトータルペイン

している。しかし、非言語的なスピリチュア

に対応する必要がある と述べられている。

ルペインのシグナルを医療者がどのように捉

そのため看護師は、患者への様々な苦悩にお

えているのかという報告は見当たらなかっ

いてトータルペインへの対応が求められてい

た。

門委員会報告書

るが、患者がスピリチュアルペインを表出す
ることは少ない
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とも言われている。
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目的、
癒されることのない孤独や虚無の不安、
身体が衰え、人に依存せざるを得ない自分の

（世界保健機

無価値、無意味などの苦痛を直接言葉で表現

関）において健康の定義にスピリチュアルと

することは難しいため実際には不安、いら立

いう語を盛り込むことが議論されてからであ

ち、孤独感、恐れ、うつ、怒りなどの精神症

る。また、日本でも適切にスピリチュアルケ

状としてその苦痛を表すこともある

のは、

（昭和

スピリチュアルペインは、生の無意味や無

）

）

アを実践していくために今村 、河 らによ
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とも

言われている。これらを踏まえ、緩和ケアを
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専門としている緩和ケア病棟の看護師が、終

深め、
対象者の表現を忠実にコード化した。

末期がん患者の非言語的なスピリチュアルペ

また、ケースごとの分析を行い、類似性共

インのシグナルをどのように捉えているのか

通性を明確にし全体分析を行った。

を明らかにしたいと考えた。そこで、村田

）

によるスピリチュアルの考え方と城ヶ端

）

倫理的配慮

本研究は、高知大学医学部

倫理委員会の承認を得て行った。対象者に

の述べるケアリング理論を参考に、緩和ケア

対して、研究の主旨、プライバシーの保護

病棟看護師が捉える非言語的なスピリチュア

を厳守し秘密が保護される権利、情報公開

ルペインのシグナルを明らかにし、非言語的

を受ける権利、自己決定の権利、研究に伴

なスピリチュアルペインのケアへの示唆を得

う対象者の利益・不利益、同意撤回につい

たのでここに報告する。

て文書及び口頭で説明し同意を得たうえで
実施した。また、面接内容は、無記名で取

【方

法】

り扱い研究者が厳重に管理を行った。
．用語の定義

研究デザイン

質的・帰納的因子探索型

研究デザインを用いた。
対象者

）終末期がん患者

原疾患そのものに対す

る治療の見込みがなく、余命

終末期がん患者に対してスピリ

ヶ月以内と

され、死を避けることができない状態にあ

チュアルペインを意識し、非言語的なスピ

るがん患者。

リチュアルペインのシグナルを捉えてケア

）スピリチュアルペイン

していると思われる緩和ケア病棟で勤務す

的、希望のなさ、依存、自己価値観の低下、

る看護師歴

年以上かつ緩和ケア病棟歴

人生の意味、目

コントロール感の喪失、不確実性、罪悪感、

年以上の熟練看護師で、管理職より推薦が

後悔、孤独、怒り、不公平感、死に対する

あり、同意の得られた者とした。

恐れ、等の広範囲な苦悩をさし、自己の存

データ収集方法・期間

データ収集方法

在と意味の消滅から生じる苦痛。

は文献検討の結果、村田のスピリチュアル

）非言語的なスピリチュアルペインのシグ

の考え方と城ヶ端の述べるケアリング理論

ナル

を参考に半構成的面接ガイドを作成し、こ

が、スピリチュアルペインを直接言語に表

れを用いて協力施設内で面接を行った。面

出していない言葉・表情・身ぶり・態度等

接内容は、 スピリチュアルペインがある

からスピリチュアルペインが潜んでいると

と感じた患者はどのような方であったか。

看護師が捉えたものであり、スピリチュア

どのようなことから非言語的なスピリチュ

ルペインの信号または兆候のことである。

認知・精神疾患や言語的障害がない

アルペインがあると感じたか。 等である。
【結

面接は 回、内容については対象者の同意

果】

を得て録音した。また、データ収集期間は、
年

月

月であった。

データ分析方法

面接内容を逐語録に起

こし、看護師が捉える終末期がん患者の非

．対象者の概要
対象者は

名で、平均年齢は

言語的なスピリチュアルペインのシグナル

年

に関する部分を抽出するとともに、各ケー

名、

スのケース像を明確にし、対象者の理解を

名で、性別は女性

年未満が
年以上が

名、男性

歳、看護師経験年数は、
名、

年

年未満が

名、看護師経験平均年数は

年であった。そして緩和ケア病棟看護師経
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年

年未満

になる》
《目付きが変化する》
《心が通じ合わ
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年以上が

ない表情がある》《症状の変化を受け入れた

名、緩和ケア病棟看護師経験平均年数は
年であった。

くない表情になる》の

個の中カテゴリーが

抽出された。例えば《いつもと違う表情にな

．緩和ケア病棟看護師が捉える終末期がん

る》は、微妙な顔の変化から奥底に秘めてい

患者の非言語的なスピリチュアルペインの

る気持ちがあるのではないかと看護師が直感

シグナル

的に感じる患者の顔の表情であり、対象者の

緩和ケア病棟の看護師が捉える終末期がん

何か普段と表情が変わって無表情になった
） や

自分

患者の非言語的なスピリチュアルペインのシ

と感じることがあった。（

グナルは、
【周囲に対する態度から捉える】
【普

のことはそれなりにできていて、煙草を吸い

段と異なる顔の表情から捉える】【視線から

に行ったり、 変わりない、大丈夫

捉える】【普段と異なる動作から捉える】【普

たりしていたがなぜか、暗い表情で何か誰に

と言っ

段と異なる口調から捉える】の

個の大カテ

も話せないでいるのではないかと思った。

ゴリーと 個の中カテゴリー、

個の小カテ

（

ゴリーが抽出された。（表 参照）
）【周囲に対する態度から捉える】

） 等の語りから抽出された。

）
【視線から捉える】
【視線から捉える】とは、目は顔の一部で

【周囲に対する態度から捉える】とは、患

あるが顔の中でも特に、目は心の鏡と言われ

者が怒りの感情を表出したり、他者を頼った

る程、感情や意思がありのままに表れる重要

りする一方で周囲との関係を閉ざしていると

な個所であると看護師が捉える患者の目の微

看護師が感じる患者の態度であり、《寄せ付

妙な変化であり、
《寄る辺ない視線になる》
《寄

けないような態度がある》《病室の中に閉じ

せ付けない視線になる》《視線が合わなくな

こもる》
《自分のことに関して無口になる》
《周

る》の

囲に無関心になる》《依存的態度が強くなる》

えば《寄せ付けない視線になる》は、他者を

《怒りを表す》の

個の中カテゴリーが抽出

個の中カテゴリーが抽出された。例

受け入れずに拒否的になっていると看護師が

された。例えば《病室の中に閉じこもる》は、

感じる患者の目の表情であり、対象者の

部

外部環境への関心が消失し希望が絶えてしま

屋に入っていって おはようございます

と

い何もしようとしないで病室という小さな空

挨拶をすると、声に反応して一瞬パッと目を

間である自分だけの世界に閉じこもってし

向けるが自分達を何か受け入れてない目付き

まっていると看護師が感じる患者の態度であ

で、
いつもの目付きと変わっていると感じた。

り、対象者の 普通なら挨拶をすれば挨拶が

（

） 等の語りから抽出された。

返ってきたり、カーテン開けて 外を見よう

）
【普段と異なる動作から捉える】

と声をかければ見るだろうが、部屋のカーテ

【普段と異なる動作から捉える】とは、今

ンを開けずに外を眺めることがなかった。

までになく頻回にナースコールを押したり、

） 等の語りから抽出された。

いつもとは違う動きが身体の表面に表れてい

（

）【普段と異なる顔の表情から捉える】
【普段と異なる顔の表情から捉える】とは、

ると看護師が捉える患者の動作であり、《頻
回にナースコールを押す》《いつもと違う動
個の中カテゴリーが抽出され

患者が自らの症状に対し受け入れられなかっ

作がある》の

たり、いつもと何か違っていると看護師が感

た。例えば《頻回にナースコールを押す》は、

じる患者の表情であり、《いつもと違う表情

差し迫る死の恐怖と孤独から誰かに依存して
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表

緩和ケア病棟看護師が捉える終末期がん患者の非言語的なスピリチュアルペインのシグナル

大カテゴリー

中カテゴリー
寄せ付けないような
態度がある
病室の中に閉じこも
る

周囲に対する
態度から捉え
る

自分のことに関して
無口になる
周囲に無関心になる
依存的態度が強くな
る
怒りを表す
いつもと違う表情に
なる

普段と異なる
顔の表情から
捉える

目付きが変化する
心が通じ合わない表
情がある
症状の変化を受け入
れたくない表情にな
る

寄る辺ない視線にな
る
視線から捉え
る
寄せ付けない視線に
なる
視線が合わなくなる
頻回にナースコール
を押す
普段と異なる
動作から捉え
る

普段と異なる
口調から捉え
る

いつもと違う動作が
ある

口調に変化が生じる

小カテゴリー
部屋中に感じる程の暗い雰囲気がある
自分の内面に閉じこもってしまう
他人から遠ざかろうとする
大丈夫だとガードを張って弱い自分を見せない
声をかけてもそっけない
病室の中でただじっとしている
病室のカーテンを閉めたままにしている
がんであることや死に関することを一切口にしない
以前に比べて話す量が減る
誰に対しても辛い気持ちをあまり出せない
生活観がなくなり何もしたくなくなる
質問をしても反応を示さない
希望を失いあきらめた感じになる
急にわがままになる
自分のできることも依存する
ちょっとしたことで怒る
当たりやすい人に怒りの感情をぶつける
はっきり断言できないがいつもとは何か違う表情がある
いつもと違ってむやみに明るい表情がある
いつもと目付きが変わったと感じる
特に目の変化が大きいと感じる
心を閉ざしている表情がある
話が通じてないようで表情がない
何をされるのかという硬い表情をしている
病状が悪化することに信じられない表情がある
食事を見ても食べることができずに辛そうな表情になる
どこかを見つめている
ぼんやり外を眺める
遠くを見ている感じがある
じっと天井を見ている
目の動きがなく活気を失っている
人の気配が目に入らない
一瞬目を向けるが受け入れられてない視線がある
刺されるような視線がある
急に視線が合わなくなる
入院当初はあまり視線が合わない
要件のわからないナースコールがある
頻回にナースコールを押す
体位を換えずにずっと同じ姿勢でいる
いつもと違う所で座っている
気持ちを趣味に没頭する
自分を傷つける
自分の大切な衣類の身辺整理をし始める
いつになく多弁になる
急に言葉数が減り寡黙になる
いつになくとげとげしい口調になる
いつになくよそよそしい口調になる
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いたい気持ちの表れから何度もナースコール

《依存的態度が強くなる》《周囲に無関心に

を押しているのではないかと看護師が感じる

なる》《怒りを表す》は、死が迫ってくる中

とにかく一人

で患者が時間・関係・自律存在を失うことで

で孤独に居ることが耐えられないのか、頻回

抑うつ的になり他人を寄せ付けないような態

のナースコールを押してきて、誰かがそばに

度であると考える。

一緒に居なければ、一人では居れない人がい

の要件として、相互作用を断る行為、何ら行

患者の動作であり、対象者の

） 等の語りから抽出された。

た。（

）

は、 難しい患者

為を起こそうとしない、道理にはずれた不誠

）【普段と異なる口調から捉える】

実な行動をとる、暴力的になったり怒りを表

【普段と異なる口調から捉える】とは、 死

現する等をあげている。これらのように緩和

とか

にたい

なぜ死んで行くのか

で頑張ってきたのに

今ま

ケア病棟看護師が捉えていた終末期がん患者

といったようなスピリ

の態度は、 難しい患者 と類似しており、 難

チュアルペインを直接に表した言葉ではな

しい患者

く、いつもと違って話す数が増えたり、減っ

態度にスピリチュアルペインが潜んでいると

たり、寄せ付けないような口ぶりになってい

考えることができる。

ると看護師が捉える患者の言葉であり、《口
調に変化が生じる》の

個の中カテゴリーが

だと看護師に感じるような患者の

）
【普段と異なる顔の表情から捉える】
坂口

）

は、相手の顔色をうかがうという

抽出された。例えば《口調に変化が生じる》

言葉通り、顔面表情は感情表出の主要な部分
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