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Ⅰ．序 論 

 

1．研究の背景  

1）わが国の小児がんの現状  

わが国の小児がん発症数は，年間約 2,500 人と推定され（国立研究開発法人国立が

ん研究センターがん対策情報センター，2015），その治療は，近年の医療技術の進歩

によって目覚ましく改善され，現在では約 7～8 割の子どもたちの治癒が可能となっ

た．2012 年のがん対策推進基本計画においては，ようやく「小児がん」が新たな重要

項目として示され（厚生労働省，2012），小児がん拠点病院の整備や，晩期障害への

対策も含めた長期にわたるフォローアップへの取り組みが課題となっている（厚生労

働省，2011）．  

一方，成人では 2 人にひとりががんに罹患し，3 人にひとりが亡くなると言われ，

わが国の緩和医療や緩和ケアは成人のがん患者を中心として普及してきた．2015 年の

悪性新生物による死亡者数をみると，成人では約 37 万人であるのに比べ，20 歳未満

では 432 人と少数である  （厚生労働省，2016）．小児がんは治癒率が向上し，小児が

んによる死亡者数は少ないとはいえ，依然として幼児期以降の子どもの疾患による死

亡原因の第 1 位を占めている（厚生労働省，2014）．近年は小児緩和ケアの普及が進

められているが，世界の中でのわが国の小児緩和ケアの提供レベルは，小児ホスピス

が未整備であるなどの点で低い評価を受けている（Knapp,Woodworth,&Wright,et al.，

2011）．多田羅（2013）は，わが国の小児緩和ケアに対する認識不足や体制の未整備

を指摘しており，質の高い小児緩和ケアの実践が必要とされている．  

 

2）わが国の小児がん看護の現状  

小児がん看護は，幼い子どもたちに辛い治療を安全に実施することや，がんそのも

のによる苦痛と，治療に伴う苦痛や合併症を最小限にすることが求められる．同時に，

人間としての成長発達の只中にある子どもの正常な成長発達への配慮も欠かせない．

特に小児がんの場合は，入院治療と退院を繰り返しながら終末期に至るまでの長い関

わりの中で看護が継続されるため，子どもの看護に対する知識と技術に加え，子ども

の親との関係の構築が不可欠であり，大変高い看護の専門性が問われる（丸，2009）．

わが国で初めて「小児がん看護ケアガイドライン」が著されたのは 2008 年であり，

2012 年に改訂版が発刊された（日本小児がん看護学会，2012）．このガイドラインの

基本的な考え方の中には，子どもと家族の QOL の向上に関することのみならず，そ

のような専門性の高い看護遂行のためにも看護師への支援が必要であることが記され

ている．  
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小児がん看護の中でも，とりわけターミナルケアに携わる看護師のストレスは高い

とされ（川合，西村，本多他，2003；三澤，内田，竹内他，2007；山内，筒井，松尾

他，2009），特に子どもの死は，小児看護に携わる看護師の心的外傷経験のひとつと

しても挙げられている（新山，小濱，塚原他，2006）．一般的に，親しい人との死別

体験は精神的ショックの大きい出来事であるが，「患者の死」を体験した看護師は，絶

望感や社会的孤立感を抱き，身体症状を呈して病的悲嘆に陥ることもあると言われて

いる（Saunders,&Valente，1994；Feldstein,&Gemma，1995）．加えて，死別によ

る悲嘆反応は，故人との関係や愛着の度合いによって，その現れ方が異なるとも報告

されており（Parkes，1998/2002），入退院を繰り返す小児がんの子どもや家族との長

年にわたる関わりは，看護師の子どもへの愛着が強いがために悲しみも深いと推測さ

れる．保坂（2009）も，子どものターミナルケアに携わる看護師が，担当した子ども

や母親に「同一化」するという特異性を指摘しており，子どもの死によって看護師の

バーンアウトに繋がる可能性を示唆している．国際小児がん学会（SIOP；  Société 

Internationaled'Oncologie Pédiatrique）においても「がんの子どものケアに関わる

医療プロフェッショナルのバーンアウトの認識，防止と改善のためのガイドライン」

（Spinetta,Jankovic,& Ben Arush,et al.，2000）が記されており，小児がん看護に

携わる看護師のバーンアウトの防止について，労働環境の改善とともにバーンアウト

になりやすい看護師自身の行動修正の必要性を指摘している．  

 

3）子どもの死を経験した看護師の感情と態度  

近年は，わが国でも子どもの死を経験した看護師の感情に焦点を当てた研究がみら

れ（荒川，2010；荒川，2011；東，2012；渕田，2011：高橋 , 竹内 , 吉川他，2014），

子どもの死が看護師に与える影響への関心が高まっていると思われる．しかし，看護

師への精神的支援体制は十分でないとの報告もある（竹内，高橋，吉川他，2012）．

当然のことながら，子どもの死による看護師の不安定な精神状態は，死にゆく子ども

の看護にも，入院している他の子どもや家族への看護にも影響すると考えられる．他

方，大西（2006）は，患者の死が看護師に悲嘆やバーンアウトを引き起こすという負

の側面だけではなく，ターミナルケアを実践している看護師の人間的成長という正の

側面があることを明らかにしている．実際，小児がんの子どもの死を経験した看護師

が辛さや悲しみを抱きつつも，意欲的に子どもたちの看護に取り組む姿は臨床で観察

されることでもある．大西の述べるように，小児がんの子どもの死の経験もまた，深

い悲しみによる精神的枯渇を生じる一方で，看護師の人間的成長をもたらす側面もあ

ると言えるかもしれない．  

社会心理学において，態度は「感情，認知，行動の 3 つの要素から成り立つ」とさ
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れている（Rosenberg & Hovland，1960；原岡，1970）．多和（2009）は，患者に

対する誠実な態度を「患者の価値観を認め，あるがままの姿を捉え，患者を理解しよ

う，思いを読み取ろうと努力する姿勢」と定義し，それが「誠実性のある言葉・行為・

誠意となり信頼関係の構築に繋がる」旨を述べている．ノルディングズ (1984/1997）

は，ケアする人の態度は，ケアされる人を輝かせ，成長させると述べている．また，

死にゆく患者への看護師の関わりが不十分な場合は，患者が様々な苦痛を感じるとさ

れ（Wilkinson，1991），大西（2009）は，ターミナルケアに携わる看護師には，患

者や家族から逃げすに関わり続けられる態度が必要であると述べている．すなわち，

子どもの死を体験した看護師の感情や物事の捉え方，実施するケアそのものが，個々

の看護師の「態度」に示され，それは患者の看護の質に影響するということであろう．

このような看護師の「ケア態度」については，ターミナルケアに携わる看護師を対象

とした評価指標が開発されている（中井, 宮下, 笹原他，2006）．ただ，多くの研究

は成人のターミナルケアに関連した報告であり，現在のところ，小児領域におけるタ

ーミナルケアに携わる看護師の「ケア態度」についての先行研究は少ない． 

本研究では，看護師の感情や認識，ケア行動を看護師の「態度」と考えて，小児が

んの子どもの死を契機とした看護師のケアに対する態度の変容過程を辿ることを目的

とする．態度の変容という従来には見られない視点から探求することで，子どものタ

ーミナルケアに携わる看護師に，いつどのような支援が必要であるか，何が看護師の

成長に繋がっていくのかについて示唆を得ることができると考える．それは今後の小

児看護の質の向上にも寄与すると思われる．  

 

2．本研究の目的 

 本研究の目的は，小児がんの子どもの死を契機とした看護師の態度変容過程を明ら

かにすることである．すなわち，子どもの死という出来事を看護師がどのように体験

し，その後のケアに対する考え方や取り組みに繋がっていくのか，その過程を明らか

にする． 

 

3．本研究の意義 

本研究は，看護師が小児がんの子どもの死という喪失体験から回復し，ケアの技術

に結実していく過程を，看護師の感情や認識，行動の変化という態度変容の過程とし

て辿るものである．それは同時に，ストレスの高い子どものターミナルケアに携わる

看護師に，いつどのような支援が必要であるか，あるいは何が看護師の喪失からの回

復の助けとなって，看護師の成長に繋がっていくのかについても明らかにできると思

われる．そのことによって，看護師への精神的な支援やターミナルケアを行うための
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教育的な支援についての示唆を得ることができると考える．また，子どもの死という

好ましくない出来事ではあっても，看護師を続ける中で得られる意味についても検討

し，考察することができると考える．それは，小児がんで死が避けられない子どもや

その家族への看護の質の向上に寄与するとともに，小児がんの子どものターミナルケ

アのあり方の見直しへの提言にも繋ぐことができると考える．  

 

4．用語の定義 

 本研究で使用する言葉の定義を以下に記す． 

 

1）看護師の態度  

本研究では，看護師の態度を「看護師が小児がんの子どもの死を体験することによ

って生じた感情，および子どものターミナルケアに対する考え方やケア行動」と定義

する． 

なお, 態度の定義には「情況に対応して，自己の感情や意志を外形に表したもので，

表情，身ぶり，言葉つきなど．また，事に処するかまえ，考え方，行動傾向をも指す

（広辞苑；第六版）」や「経験を通じて体系化された精神的，神経的な準備状態であり，

個人が関わりを持つすべての対象に対するその個人の反応に指示的あるいは力動的な

影響を及ぼすものである（Allport，1935；原岡，1970）」などがある．また，社会心

理学においては,「態度の主成分は感情，認知，行動の 3 つである（Rosenberg&Hovland，

1960；原岡，1970）」とされている． 

 

2）子どものターミナルケア 

本研究では，治癒の見込みがなく，ごく近い将来に死が近づいており，緩和ケアに

頼らざるをえない時期にある子どもとその家族に寄り添うケアとする．  

なお，がんの診断時から入退院を繰り返し，終末期に至るまでの期間，症状緩和と

ともに，患者の生活の質を重視して，多職種チームで実施される医療と看護を「緩和

ケア」として用い，ターミナルケアと区別している．  
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Ⅱ．文献検討 

 

本章では，最初に小児がんの特徴と医療における課題を示し，次に小児領域におけ

る緩和ケアの特徴と小児がん看護に関する研究の動向と課題を記す．さらに，ターミ

ナルケアに携わる看護師の態度について，成人・老年領域と小児領域に関する国内文

献，および小児がん看護に携わる看護師に関する海外文献について検討し，本研究課

題の重要性と意義について述べる．  

 

1．小児がんの特徴と医療における課題  

 小児がんは，各臓器に由来する成人のがんとは異なり，白血病，脳腫瘍のほか，神

経芽腫をはじめとする種々の胎児性腫瘍や肉腫などの固形腫瘍から構成され，乳幼児

期から思春期，若年成人まで幅広い年齢に発症する悪性新生物の総称である．（厚生労

働省，2011）．年間発症数は 2,000～2,500 人と少なく，主に造血器腫瘍，脳腫瘍，神

経系腫瘍などの肉腫が大半を占め，希少で多種多様である（石田，2015）．  

2006 年にがん対策基本法が国会で可決し，2007 年に第 1 期がん対策推進基本計画

が閣議決定されたが，そこには小児がん対策については明記されておらず，2009 年に

「小児がん親の会」が厚生労働省へ要望書を提出したことを契機として，2011 年に小

児がん専門委員会が設立され，計 7 回の集中審議が行われた（井上，2013）．その報

告書によると，現在，日本では約 200 の施設で小児がん診療が行われているが，数年

間に新規症例が 1 例程度の施設もあり，小児がん患者への適切な治療の実施がなされ

ていない懸念から，小児がん患者と医療者との集約化に基づく医療の質の改善に向け

た小児がん拠点病院の整備方針が議論された旨が述べられている（厚生労働省，2011）．

その後，2012 年の第 2 期がん対策推進基本計画に小児がん拠点病院の整備が盛り込ま

れ，2013 年には全国 7 ブロック 15 施設が小児がん拠点病院として指定された．しか

し，指定された病院は，関東・関西・東海地方に集中しており，日本海側には 1 か所

も存在しないという偏りがある．一方，成人を対象としたがん診療連携拠点病院は， 平

成 28 年 4 月 1 日時点において全国に 399 か所，地域がん診療病院は全国 28 か所が指

定されている（厚生労働省，2016）．   

また， 小児がんは成人のがんと比べて化学療法や放射線治療の感受性が高いという

特徴を持ち，適切な治療の実施により 5 年生存率が 7 割を超えるようになった．しか

し，小児がんは成長発達の途上にある子どもに発症するため，強力な治療による影響

を受けやすく，特に成長ホルモン分泌障害による低身長や妊孕性障害，二次がんなど

の晩期合併症などが問題となっている（石田，前田，2009）．小児がん経験者は，治

療を終えた後も，自らの健康管理に気を配りながら，復学や就労，結婚や出産という
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ライフイベントを迎えなければならないが，それらに対する長期フォローアップ体制

の整備の遅れも課題となっている（厚生労働省，2011）．  

その一方で，小児がんは子ども 10,000 人に約 1 人の割合で発症し，小児がんの罹

患数は成人のがんと比べてはるかに少ないが，小児がんは依然として幼児期以降の子

どもの疾病による死亡原因の第 1 位を占めている（厚生労働省，2016）．本来，元気

であるはずの幼い子どもに死が訪れることは，子ども本人のみならず，両親やそのき

ょうだいに大きな悲嘆をもたらし，離婚やきょうだいの心理的後遺症なども社会的な

問題になりつつある（厚生労働省，2011）．  

成人対象のホスピスや緩和ケア病棟の遺族ケアに関する実態調査を行った坂口

（2016）は，すでに 2002 年の時点においても 9 割以上の施設が何らかの遺族ケアを

実施し，対象施設数が 3 倍に増加した 2012 年の追跡調査でも，遺族ケアの実施割合

はやはり 9 割以上であったと報告している．しかし，子どもを亡くした親へのケアは，  

少数の「親の会」の活動はみられるが，小児医療や小児看護の一環として行われてい

る遺族ケアについては，筆者の管見に入った研究では，ごくわずかしか報告されてい

ない（大久保，2011）．  

先行研究より，小児がんでは，特に造血器のがんが多くを占めており，成人のがん

と比べると化学療法や放射線治療の感受性が高く，治癒率も高いのが特徴である．た

だ，病院では成人期・老年期の患者が多くを占めており，子どもの場合は高い治癒率

の一方で，後遺症や晩期合併症など発達途上の子どもが抱える問題が大きいにもかか

わらず，治療後の子どもたちへの継続的なケアや， 死にゆく子どもとその親へのケア， 

子どもを亡くした遺族へのケアについては立ち遅れているのが現状と言えよう． 今後

は，小児医療や小児看護においても退院後の子どもたちの健康維持とともに，緩和ケ

アやターミナルケアの充実が図られ， 社会的な支援体制が整備されることが必要と思

われる．  

 

2．小児領域における緩和ケアの特徴  

WHO（World Health Organization）は，緩和ケアを「生命を脅かす病気に関連す

る問題に直面している患者およびその家族の生活の質を向上させるアプローチであり，

痛みおよびその他の身体的，心理社会的，スピリチュアルな問題の早期発見および正

確なアセスメントと治療による苦痛を予防し，軽減することである（筆者訳）」と定義

している（WHO，2002）．一方，小児緩和ケアの定義は，1997 年に英国小児緩和ケ

ア協会（Association of Children's Palliative Care；ACT）と英国小児科学会（Royal 

College of Paediatrics and Child Health；RCPCH）によって示されたものが国際的

に広く引用されている．これによると「生命を制限する病気とともに生きる子どもと
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若者のための緩和ケアとは，身体的，情緒的，社会的，スピリチュアルな要素を含む

全人的かつ積極的な取り組みである．そしてそれは子どもたちの QOL の向上と家族

のサポートに焦点を当て，苦痛を与える症状の緩和，レスパイトケア，看取りのケア，

死別後のケアの提供を含むものである」と定義されている（ACT/ RCPCH，2009；多

田羅，2010）．  

小児緩和ケアの進歩は勢いを増してきたが，適切に訓練された保健医療専門家の不

足，ケアの資金，科学的研究などが不足している（Moody, Siegel, & Scharbach,et al．，

2011）との報告がある．わが国では，緩和ケアは主に成人のがん医療を中心に取り組

みが進められ，小児領域においては「緩和ケアが必要である」という認識は乏しく，

ここ数年ようやく「小児緩和ケア」の必要性や重要性が認識され，関心が高まってき

た段階である（多田羅，2010；前田，2010）．とりわけ，世界の中でのわが国の小児

緩和ケアの提供レベルは，「子どもホスピス」が未整備であるなどの点で低い評価を受

けており（Knapp,Woodworth,&Wright,et al.，2011），質の高い小児緩和ケアの実践

が必要とされている．   

わが国で最初のホスピス・緩和ケア病棟は，1981 年に設立された聖隷ホスピスであ

る．1984 年には淀川キリスト教病院にホスピス病棟が開設された．その後，ホスピス

ケアの理念は保持されつつ，ホスピスケア・ターミナルケアは，症状緩和を優先して

行う「緩和ケア」という呼称に変わるとともに，緩和ケアに診療報酬が認められた後

は，緩和ケア病棟の開設が相次ぎ，2016 年には 377 施設，病床数は 7709 床となって

いる（日本ホスピス緩和ケア協会，2017）．ただ，これらの緩和ケア病棟は成人期・

老年期のがん患者を対象としている．   

世界で最初の「こどもホスピス」はイギリスの「ヘレンハウス」と言われており，  

1982 年に，修道女で看護師でもあったシスター・フランス・ドミニカによって開設さ

れた．2004 年には 20～40 歳の若年成人のためのホスピス「ダグラスハウス」も併設

され，現在は「ヘレン＆ダグラスハウス」となっている．2016 年，イギリスの「こど

もホスピス」は約 50 か所に増えている（Together for Short Lives，2016）．一方，

わが国では，2008 年に神奈川県立こども医療センター，そして 2009 年に静岡県立こ

ども病院に「小児の緩和ケアサポートチーム」が誕生し（天野，2010），2012 年には，

淀川キリスト教病院に日本最初の「医療型ホスピス」としての「こどもホスピス」12

床が開設された．その後，2013 年には神奈川の「海の見える森」，2016 年には大阪の

「TSURUMI こどもホスピス」が相次いで開設された．北海道にも子どもホスピス開

設の動きがあり，小児緩和ケアの体制整備がようやく創められつつある．   

小児緩和ケアが対象とする「生命を制限する病気」は，「治療が上手くいかなかった

場合に緩和ケアの対象となる小児がんや心疾患のグループ」，「早期の死は避けられな
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いが予後の延命が期待できる神経筋疾患などのグループ」，「進行性の病態で症状の緩

和に限られる代謝疾患などのグループ」，「不可逆的な重度の障害を伴う非進行性の病

態で，合併症などで死に至る危険がある重度脳性麻痺などのグループ」という 4 つに

分類され（ACT/ RCPCH，2009）， 疾患の種類が多く， しかも稀である（前田， 2010）． 

したがって，小児と成人の緩和ケアは，患者の生命予後が限られ，症状コントロール，

精神的ケア，家族ケア，多職種との連携が重要であるという点では同じであるが，成

人ではがんとエイズのみを対象としている一方，小児では対象とする疾患の幅が広い

のが特徴である（Goldman,Hain,& Liben，2013；前田，2010）．   

このように小児緩和ケアにおいては，小児がん以外の疾患の子どもも対象としてケ

アの環境を整えなければならないため， ケアへの取り組みに難しさがあるかもしれな

い．しかし，成人の緩和ケアが，がんを中心に発展してきたことからすれば，小児が

んは緩和ケアの対象として広く認識されていると思われる．したがって，小児がんの

緩和ケアの整備と研究成果は，がん以外の疾患をもつ子どもの緩和ケアにも繋がるに

違いない．本研究における子どもの死を体験した看護師の語りは，ケアに携わる看護

師の感情や認識，行動を知る手掛かりとなり，子どもの最も辛い時に傍らに居て看護

するために有効な示唆が得られると思われる．   

 

3．小児がん看護に関する研究の動向と課題  

小児がんの子どもや小児がん経験者を対象とした研究は 2000 年以降に増加してい

る．「児童の権利に関する条約」が 1994 年に批准されて以降，子どもの権利の尊重や

子どものニーズを適切に捉えた援助の必要性が認識されてきたことが影響していると

思われる．益子，高橋，二渡（2011）は，小児がんの子どもを対象とした研究は，小

児がん看護に関する論文の約 1 割程度しか行われていないが，長期フォローアップを

必要とする小児がん経験者や死を避けられない子どもを対象とした研究も不可欠であ

る旨を指摘している．また，小児がんの子どもは，入院中の院内学級への転校や，退

院前後には復学の調整，復学後には体力低下による学校生活での配慮やクラスメイト

への説明などの問題に直面するため，教員と医療者との連携も課題となっている（平

賀，古谷，2011）．  

小児がんの子どもへの看護介入研究では，化学療法を受ける子どもの口内炎に対す

るセルフケアを促す援助に関する研究（中村，2004）とともに，治療中の子どもの体

力及び筋力低下を予防するための身体活動が，関節可動域の拡大や筋力増強のみなら

ず，心理面にも効果を及ぼし，QOL の向上に繋がったことが報告されている（飯尾，

永田，廣瀬，2014）．   

小児がんの子どもの家族支援に関する研究では，下山，砂賀，二渡（2008）が，文
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献レビューを行い，がんの告知から闘病を経て，ターミナル期や死別後までの各期に

わたる家族の心理的変化とその援助に関する研究が中心であることを報告している，

また， 援助の対象は幼児・学童期の子どもをもつ家族が多いことから，今後は小児が

んを経験した思春期・青年期の子どもをもつ家族を対象とした研究の必要性も指摘し

ている．また，子どもに付き添う母親を対象とした研究も多くみられ，母親への関心

は高いが， 家族を経済的にも精神的にも支えている父親にも関心を向けることの必要

性が指摘されている（下山，砂賀，二渡，2008；納富，兒玉，藤丸，2011）．一方，

病児のきょうだいが，病児の入院やその病児に母親が付添うことによって様々な影響

を受けていることも報告されており，きょうだいへの支援が不可欠であることも述べ

られている（鳥居，杉下，1998；高梨，高橋，江角他 2002；新家，藤原，2007）．終

末期にある小児がんの子どものきょうだいは， 親の大変さを察して親に甘えられない

寂しさを感じており（斉藤，黒田，小林他，2015），特に造血細胞移植のドナーとな

ったきょうだいには，継続した支援の必要性が指摘されている（新家，2013）．海外

文献では，小児がんの子どものきょうだいに対して，小冊子を用いて病気を説明する

ことが，がん診断後の初期段階からきょうだいとの関係を調整したり，きょうだいの

心理的幸福を改善することも報告されている（Prchal,Graf,&Bergstraesser,et al，

2012）．  

一方，2008 年には，  わが国で初めての「小児がん看護ケアガイドライン」が発刊

され，2012 年に改訂されている．ガイドラインには，小児がん看護の課題として，子

どもの発達や理解に合わせて病気・病名を子どもに説明することが十分ではないこと，

治療終了後の小児がん経験者への晩期合併症や就労，結婚，出産などの長期支援に関

する看護方法が確立していないこと，化学療法の極限までの使用に伴う過酷な治療に

よる苦痛緩和のケアが十分に機能していないこと，ターミナル期の子どもや家族への

看護は困難を極め，子どもへの緩和ケアの充実が求められていること， 遺族のグリー

フケアが必要であること， 加えて医療者のメンタルヘルスの課題が大きく，看護師へ

の精神的な支援が必要であることが挙げられている（日本小児がん看護学会，2012）．

小児がん看護の中では，特にターミナルケアに関わる看護師のストレスは高いという

報告が多く（川合，西村，本多他，2003；三澤，内田，竹内他，2007；山内，筒井，

松尾他，2009），子どもの死が看護師の心的外傷経験のひとつとして挙げられている

（新山，小濱，塚原他，2006）．しかし，ターミナル期にある小児がんの子どものケ

ア体制も看護師へのメンタルヘルスサポート体制も十分ではなく， 今後の課題である

ことが指摘されている（竹内，高橋，吉川他，2012）．  

小児がん看護においては，子ども本人を対象として行われた研究は少なく，本人が

どのように自らの疾患を捉えているのか，発達途上でどのような困難に直面し，どの
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ように対処しているのか，必要な支援を受けられるのか等々，本人の語りから理解し

てケアに繋ぐことが必要と思われる．治療後に回復して退院する子どものみならず，  

死にゆく子どものターミナルケアや遺族へのケア， ターミナルケアに携わる看護師へ

の精神的支援についても， さらに臨床で支援するための具体的な方法から社会的に整

備されるべき政策・制度まで，研究課題は多く残されており，子どもの死をめぐる問

題への取り組みは， 一層関心をもって取り組まなければならない重要課題であると理

解される．   

 

4．成人・老年領域におけるターミナルケアに携わる看護師の態度に関する研究  

わが国では，1977（昭和 52）年に全国の死亡者のうち在宅死の割合が 49.4%，病

院死の割合が 50.6%と，初めて病院死が在宅死を上回り，看取りの場が家庭から病院

へと変化し，平成 28 年度は 75.8%の人が病院で死を迎えている（厚生労働省，2017）．

しかし，高齢化が進み，死亡者数が出生数を上回った今日では，再び，在宅ケアの見

直しがされており，在宅死もわずかではあるが増加している．一方，急性期病院にお

いては，入院日数の短縮化が進められおり，長期療養者やターミナル期の人々は，急

性期病院以外の場所で死を迎えることが増してくるのではないかと推測される．死は，

再び日常的なこととなりつつあり，病院でも，施設でも，在宅ケアの場でも，看護師

は人々の最期の看取りを行う機会が多くなると思われる．   

成人・老年領域におけるターミナルケアに携わる看護師の態度についての先行研究

では，看護師のターミナルの患者への関わり方には，看護師自身の死生観が影響する

と報告されている（田中，1997；吉岡，池内，山田他，2006），看護師の死生観に影

響を及ぼす要因には，看護師の年齢，看護経験年数，ホスピス・緩和ケア病棟経験の

有無，死別体験の有無，家族の死を意識するような病気や事故の経験の有無，死の話

をする機会の頻度が挙げられている（岡本，石井，2005）．また，死にゆく患者に対

する医療者のケア態度の測定尺度である FATCOD（Frommelt Attitude Toward care 

Of Dying scale）は，中井，宮下，笹原他（2006）により日本語版ターミナルケア態

度尺度（FATCOD-B-J）として翻訳されている．大町，横尾，水浦他（2009）は，一

般病院に勤務する看護師を対象に，態度尺度 FATCOD-B-J と死生観尺度との関連性

を検討し，ターミナルケアへの態度の積極性には，看護師自身の「看取った患者数」

「経験した専門領域」「身近な人との死別体験」「看取りケアに対する満足感」が影響

を及ぼし，死について考えることを避けないという死生観が関連していたと報告して

いる．  

一方，患者・家族との良好なコミュニケーションは，看護師がターミナルケアの負

担を感じることが少なく，患者・家族への積極的なケアに繋がる要因となることが報
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告されている（二渡，入澤，碓井他，2003）．他方，大西（2004）は，適度に患者や

家族の感情のゆれに巻き込まれることが個別性のあるケアの提供につながると述べて

いる．  

また，患者との死別を体験した看護師に，絶望感や社会的孤立感，身体症状などの

症状がみられる場合があり，看護師にも患者の遺族のような悲嘆を生じることが報告

されている（Saunders & Valente，1994；Feldstein & Gemma，1995）．忙しい臨床

の現場においては，悲嘆を生じても癒す間もなく蓄積され（Marino，1998 ；大西，

2006），そのような悲嘆の蓄積が看護師の燃え尽き（バーンアウト）に繋がることも

報告されている（Vachon，1995）．その反面，患者の死が看護師の悲嘆やバーンアウ

トという負の側面のみならず，死を体験することによって看護師が成長するという正

の側面があり（名越，掛橋，2005），看護師の成長のためには，ターミナルケアの辛

い体験ではなく肯定的な側面を意識化させ，意味づけする教育的働きかけが重要であ

ることも示唆されている（大西，2006；大西，2009）．  

ターミナルケアに携わる看護師の態度は， 看護師としての経験年数やターミナルケ  

アの経験， 身近な人の死の経験などが影響するというのが概ね了解されていることで

あり，また，それは看護師の死生観とも関連づけられている．「経験」と「死生観」が

看護師の態度にとっては重要と言えよう．また，死にゆく人を看護することで，悲嘆

の蓄積と燃え尽きという負の側面が生じる一方で， 看護師の成長という正の側面をも

たらすことも報告されており， 人々の最も辛い時に傍らで看護する者にとっては， 成

長という態度変容の過程を辿るための支援が重要と思われる．    

 本研究において，看護師が成長の過程を辿る，その辿り方の１つの枠組みを示すこ

とによって，有用な支援についての示唆が得られると考える．  

 

5．小児のターミナルケアに携わる看護師の態度に関する研究  

 大久保（2016）が，小児のターミナルケアに携わる看護師の考え方と感情について，  

国内の 23 文献を対象に，各論文の結果を整理してカテゴリー化した報告では，【ケア

への不安と戸惑い】【思い通りのケアができない葛藤】【子どもや家族と向き合う難し

さ】【子どもの死による悲嘆や無力感】【深い関わりの回避】【子どもの死の受容と気持

ちの切り替え】【ケアへの意気込み】という 7 カテゴリーに分類された．また，井上，

米田，田屋他（2003）は，94 名中の 8 割以上の看護師が子どものターミナルケアへ

の戸惑いや困難感を抱いていたと報告している．看護師の時間的余裕のなさや設備の

問題とともに，知識や技術不足を原因として，看護師が患者・家族の希望に応じられ

ない葛藤を抱えていることが報告されている（竹中，後藤，佐野他，2004，名古屋，

塩飽，鈴木他，2014）．さらに，子どもの経過が予測できないことや，bad news を子
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どもに伝えていない現状があること（名古屋，塩飽，鈴木他，2014；名古屋，塩飽，

鈴木，2013）とともに，小児医療においては，親が最期まで治療をあきらめられない

ことが多く，積極的な治療からターミナルケアに移行することそれ自体の難しさも指

摘されている（瀬戸口，塗本，2013；林原，2013）．このように，子どもの死を受け

入れられないのは両親のみならず，看護師自身も同じような状況に陥り，無力感とと

もに罪悪感まで抱く看護師がいると報告されている（渕田，2012；荒川，2010）．加

えて，看取り経験の少ない若手看護師では，技術の未熟さや自信のなさから母親に委

縮して，子どもとの深い関わりを避ける傾向にある（橋本，2010）ことが示されてお

り，子どもの気持ちを引き出し，子どもの両親と信頼関係を構築することは重要であ

る一方で，小児科の看護師にとっては難しさとして語られたことが示されている（名

古屋，塩飽，鈴木他，2014；瀬戸口，塗本，2013）．これら看護師の抱く感情は，渕

田（2012）によると，受持ちとしての責任，子どもの両親との関係，子どもの死の体

験に影響されるとしている．また，荒川（2011）は，看護師が子どもの死と向き合う

ことと，向き合うための力を持つことの必要性を指摘している．  

 子どものターミナルケアに携わる看護師の態度については，死にゆく子どもに関わ

ることへの戸惑いと，子どもの親との関係づくりの難しさ，親の期待に応えられない

ことへの葛藤，子どもの死による無力感や罪悪感という，ターミナルケアに携わる看

護師の感情の揺らぎという視点からの報告が多くみられ，各論文の結果からは，全体

として，「子どもの死」という現実から目をそらし，心にしまいこんで看護に臨む看護

師像が描写されていると思われた．そもそも，成人・老年期の人々のターミナルケア

に携わる看護師を対象とした研究と比較すると， 子どものターミナルケアに携わる看

護師の研究そのものが少ない現状であり，研究課題の範囲も広くはない．とりわけ子

どもの死を体験した看護師の態度については， 看護師への精神的な支援や教育的配慮

を考える上では不可欠と思われるが， 現在のところ態度の変容過程という視点から概

念枠組みを示した研究は見られず，今後の研究に託された重要テーマと考える．  

 

6．小児がん看護に携わる看護師に関する海外文献   

Linder（2009）によると，小児がん看護は一般の小児看護以上に知識と訓練が必要

とされるため，従来は，一般的な小児看護の経験に加え，成人のがん看護の経験が不

可欠とされてきた．しかし，小児がん専門ユニットの数の増加に伴って，多くのユニ

ットは新卒看護師の雇用人数が増えており，それらの新卒看護師は，感情的に厳しい

環境で働かなければならない状況に直面し，とりわけ子どもの死や死にゆく子どもや

その家族と関わることに困難を感じて離職に至ると述べている． Zander,Hutton, 

&King（2010）は，小児がん領域に固有のストレス要因として，複雑な治療計画のみ
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ならず，専門家としての範疇を超えて，悲しみ，喪失，死別，治療の決定に関する倫

理的ジレンマがあり，多くは，そのストレッサーの高さと，バーンアウト，共感疲労

などが相関関係にあると報告している．また，Ebru, Ebru,&Nebahat (2013)は，小児

がん看護に携わる看護師は，子どもやその家族から悪い予後や死に関する質問を受け，

それに対してどのように答えるかというコミュニケーションに，最も困難を感じてい

る．そして，それは，子どもや家族に病気や治療について知らされていない場合に生

じるとされ，そのようなコミュニケーションの困難さが，看護師の無能感や疲労感に

繋がったと述べている．加えて，こどもホスピスで終末期ケアを提供する看護師のス

トレスには，家族とのコミュニケーションや自分の悲しみのコントロールに加えて，

レスパイトケアの子どもと終末期の子どものケアを抱え，そのバランスをとることの

難しさがあることも報告されている（McConnell & Porter，2017)．  

また，看護師の悲嘆に影響する要因について，Conte（2014）は，小児がんの子ど

もやその家族との親密な近さによって，看護師は喪失感や悲しみ，罪悪感や無力感を

より強く感じていたと述べている．そして，その多くの看護師は，喪失感情を処理す

る時間を与えられず，常に専門的な職務を続けることを期待されていると語り，その

喪失感情が強すぎると感じたときには，自分自身を守る手段としてその感情に距離を

置くことでコントロールしていたと報告している．またその一方で，子どもの病気や

死によって，自分の生き方を反省し，愛する人との時間を大切にすることを学んだと

いうように病気や死に対する新たな見方への変化が生じていたとも述べている．  

そのような，看護師のサポートに関しては，Altounji, Morgan, Grover, et.al.(2013)

が，小児がん看護に携わる看護師が直面するストレスやトラウマを癒し，効果的な対

処戦略を提供するためのオフサイトセルフケアリトリートを構想し実施した．それは，

すべての参加者に治療的かつ支援的な環境を作り，リラクゼーション，リフレクショ

ン，および静穏の時間を確保すること，また，グループワークによるプレゼンテーシ

ョン，グループディスカッション，リラクゼーション活動などを行うものであり，参

加者の大部分からは非常に肯定的な評価を得たと述べている．また，Zadeh, Gamba & 

Hudson, et al. (2012)は，小児看護師のストレスを軽減し，ウェルネスを促進するた

めのウェルネスプログラムを開発し，その有効性を検証している．一方，看護師支援

として組織的なサポートが有効であるとの報告もあるが，正式なデブリーフィングセ

ッションを好まない場合もあり，オープンでカジュアルなピアサポートを促すことも

必要であるとの報告もある（McConnell & Porter，2017)．他方，カナダの小児専門

病院では，臨床サポート看護師（CSN：Clinical Support Nurse）が配置され，ベッ

ドサイドで実践的な教育を提供することで，小児がん看護師のストレス軽減に役立っ

ているとの報告もある（Chang, Kicis & Sangha，2007)．  
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海外文献においても小児がん看護は，看護師のストレスが高く，子どもの死や死に

ゆく子どもやその家族と関わることに困難を感じているとともに，それが，看護師の

バーンアウトや離職につながっている状況が明らかにされている．そのような看護師

へのサポートプログラムの開発や実践も見受けられるが，子どもの死が，自分の生き

方を反省し，命の大切さに気づくという看護師の認識の変化や，臨床サポート看護師

が，看護師のストレス軽減に有効であるという報告はあるものの，看護師が子どもの

死を通して，ケアに対する認識がどのように変わったかやその過程についての研究は

見受けられなかった．  

国内外の先行研究を検討して考えられる本研究の意義は，①子どもの死を契機とし

た看護師の態度の変容という従来には見られない視点からの探求であること，②子ど

ものターミナルケアに携わる看護師に必要な支援への示唆が得られること，③何が看

護師の成長に繋がっていくのかについての示唆が得られること，という 3 点に集約で

きる．  
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Ⅲ．研究方法 

 

1．研究デザイン 

本研究は，修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Modified Grounded 

Theory Approach；M-GTA）を参考とした質的記述的研究である．  

質的研究は，十分な文献や先行研究が存在していない未知の現象や観察された個別

事例の事象から物事の本質を捉えることを目的としており，社会的現実や臨床場面に

おける人間の抱える複雑さを扱う研究に適しているとされる（Flick，2001/2002）．   

本研究は，小児がんの子どもの死を体験した看護師の個別事例から，その時々の感

情や認識がその後のケア行動にどのように繋がったかという現象を捉えて，その現象

の本質の解釈に努め，概念間の関係性を明らかにして，看護師の態度変容に関係する

要素や要因も含め検討して，態度変容というひとつの現象の現れ方についての枠組み

を提示することを目的とする探索的研究である．したがって，本研究においては質的

記述的研究として研究設計することが適していると考えた．  

 

2．データ収集期間 

 2011 年 3 月から 2013 年 3 月の 2 年間  

 

3．研究参加者 

研究参加者は，小児看護経験 3 年以上で，小児がんの子どものターミナルケアおよ

びその子どもの死を体験した看護師 13 人である．  

経験年数が短い看護師は，業務を覚えることに精一杯で，ケアについての考えを言

語化することが困難な場合があることを考慮し，小児看護経験 3 年以上を条件とした． 

また，子どもとの死別やターミナルケアの体験，および子どもとの死別によりターミ

ナルケアへの考え方が変化したと思うような体験について，自由意思により話すこと

に同意した人を選定条件とした．  

参加者の選定手順は，小児がん治療を行っている小児専門病院，および大学病院や

総合病院の看護部長宛てに研究依頼書を送付し，承諾が得られた施設に参加者の条件

に該当する看護師の推薦を依頼し，推薦された看護師に研究目的，方法，倫理的配慮

を文書及び口頭で説明したうえで，同意を得て研究参加者とした．  

また上記の方法では，研究協力の同意が得られた参加者が少数であったため，上記

の方法に加えて，学会会場で小児がん看護や子どものターミナルケアに関心のある看

護師と交流し，その方の所属する病院の看護部を通じて，参加者の条件に該当する看

護師の紹介を受けた．また，研究参加者や小児看護に関わる知人から，参加者の条件
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に該当する看護師の紹介を受けることで研究参加者を確保した．なお，参加者の確保

が困難で，時間を要したことにより，データ収集期間が 2 年に及ぶことになった．  

 

4．データ収集方法 

インタビューガイドを用いた半構成的面接法に拠った．参加者の基本情報（年齢，

性別，所属，看護師経験年数，小児看護経験年数，小児がん看護経験年数，受持ちの

子どもとの死別回数，病棟での子どもとの死別体験）を聴取後，インタビューガイド

に基づき，小児がんの子どもの死の体験に関することについて自由に語ってもらった．

その話の流れに沿いながら，疑問や関心のある事項については質問をして，その詳細

を聴き取った．なお，インタビュー内容については，参加者の承諾を得て，IC レコー

ダーに録音した．  

面接回数は，1 人 1 回で，面接時間は 60 分程度とした．また，面接の日時と場所は

参加者の希望に沿い，業務に支障がないように配慮するとともに，静かで他者に会話

の内容が漏れないようなプライバシーを確保できる場所で行った．  

質問項目の内容を以下に記す．  

①  新人の頃，初めて小児がんの子どもの死を体験した時の状況とその時の思い  

②  印象に残っている小児がんの子どもの死やターミナルケアの体験とその思い  

③  小児がんの子どもが亡くなることやターミナルケアについての思いとその理由  

④  小児がんの子どもの死が自分にどのような影響があったと思うか  

⑤  小児がんの子どものケアで心掛けていることとその理由  

⑥  子どものターミナルケアに関わることの困難ややりがい  

 

5．分析方法  

1）分析方法とその選定理由  

木下（2003）が提唱する修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Modified 

Grounded Theory Approach；M-GTA，以下 M-GTA とする）を参考に，質的帰納的

分析を行った．  

 

（1）グラウンデッド・セオリーの理論的基盤  

グラウンデッド・セオリーは，1960 年代に Barney Glaser と Anselm Straus が「The 

Discovery of Grounded Theory（1969）」の中で初めて用いた手法とされており，シ

ンボリック相互作用論を土台とし，人間の行動を探求する人々と社会的役割の間の相

互作用のプロセスに焦点が置かれている（Holloway & Wheeler，1996/2000）．シン

ボリック相互作用論とは，「シンボル動物としての人間の特性を重視し，言葉を中心と
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するシンボルを媒介とする社会的相互作用に焦点を置き，そこにおける「解釈」過程

に着目して，そこから人間の積極性・主体性と社会の変化・変容を人文科学的方法で

明らかにしようとする立場」とされる．Blumer は，シンボリック相互作用論の 3 つ

の基本的な前提を示しており，第 1 に，「人間はものごとに対して付加する意味に基

づいて行為するものである」，第 2 に，「その意味は社会的相互作用過程において生み

出されるものである」，第 3 に，「意味は，人によって解釈されるものである」として

いる．したがって，「人間はその解釈に基づいて自己の行為を形成し，独自の行為を主

体的に展開し，そして，社会の本質は行為する人間の行為から形成される動的なもの」

とされる（船津，宝月，1995）．  

グラウンデッド・セオリーは，シンボリック相互作用論を基盤におく人間行動と人

間同士の交わりの研究手法と理解されており，複雑な状況下の人間の行動を概念とし

て示したり，未解決の社会問題の解明や，新しいイデオロギーの社会的影響の解明に

特に有効とされている（Chenitz & Swanson，1986/1992）．  

 

（2）M-GTA を用いる理由  

木下（2003）が提唱する M-GTA は，グラウンデッド・セオリーの継続的比較分析

により，人間と人間の社会的相互作用に関係した人間行動の説明を満たしながら，デ

ータに密着した分析をするためのコーディング方法として独自に開発されたものであ

る．その手法の特徴は，データを切片化するのではなく，文脈の理解を重視し，文脈

に反映されている人間の認識，行為，感情，それらに関係している要因や条件を検討

していくという方法であり，木下は，Glaser 的特性の厳密なコーディングと Straus

的深い解釈を同時に成立させるための手法であると述べている．具体的には，分析ワ

ークシートを用いて分析を進める．それは， 逐語録の意味のまとまりを解釈してコー

ド化し，コード間の関係性からデータを収束していく一般的コード化の手法とは異な

り，データを研究テーマと分析焦点者に照らして，関係のありそうな箇所に着目し，

分析ワークシートを作成しながらデータの解釈を行い，概念を定義するという手順を

踏む．また，M-GTA は，人と人との社会的相互作用のプロセスに焦点が置かれ，対

象となる現象がプロセス的性格をもつヒューマンサービス領域の研究に適用されてい

る．   

本研究で扱う現象は， 看護師が子どもとその親をはじめとして職場の人々との相互

関係の中で，子どもの死を体験して生じた感情，考え方，ケアへの取り組み方の変化

の過程である．それは臨床実践に示唆を与えると考えられ，分析手法として適すると

判断した．  
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2）分析手順  

（1）分析焦点者と分析テーマの設定  

逐語録を精読し，分析焦点者と分析テーマを設定した．分析焦点者は「小児がんの

子どもの死を体験した看護師」とし，分析テーマは「小児がんの子どもの死に対する

看護師の気持ちの揺らぎとターミナルケアへの向き合い方」とした．  

 

（2）分析手順  

面接の逐語録をデータとし，以下の手順で行った．  

①  全データを丁寧に読み，分析テーマと分析焦点者に照らして関連した具体例に着

目し，関連した箇所を具体例として分析ワークシートに記載した．その具体例が

分析焦点者にとってどのような意味をもつのかを解釈し，定義欄に記入した．定

義を明確に凝縮して表現し，現象の意味を掬いあげて命名し，概念欄に記入した．  

②  データを読みながら，生成した概念が他の類似例も説明できるかどうか，また対

極例がないかを比較検討しながら新たな概念を生成していった．各概念の定義を

複数の具体例に共通した意味として記入した．  

③  ワークシートには理論的メモ欄を作成し，疑問や比較例，アイディアなど，思考

のプロセスを記録した．  

④  11 人のインタビューが終了した時点で，2 人の参加者の追加インタビューを行い，

具体例の充実のみで新しい概念名が生成されないことを確認した．  

⑤  全例の分析終了後，個々の概念を関係づけながら意味内容が類似している概念を

集め，サブカテゴリー，カテゴリーを生成した．  

⑥  カテゴリーの関係性を表す図を作成し，その関係性を簡潔に文章化して，ストー

リーラインを記した．  

 

（3）概念生成の具体例  

分析テーマに関して注目したデータを抽出し，具体例を分析ワークシートに記入し

て，概念を生成した．  

例えば，「やっぱり子どもの死って，本当はあっちゃいけないよなって思うので．子

どもの死ってほんとにこんなことを言ったら大人の人に怒られるかもしれないし，語

弊があるかもしれないんですけど，（略）やっぱり子どもの死って，本当はあっちゃい

けないよなって思うので．（A さん）」というデータに着目し，1 枚の分析ワークシー

トに具体例として記入し，語りの意味を解釈して理論的メモに記述した．看護師は，

本来子どもは元気で未来がある存在であると捉えており，幼い子どもが亡くなること
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はあってはならないことで受け入れがたいと感じていると解釈し，定義を「本来，子

どもは元気で未来がある存在で子どもの死はあってはならないと思うこと」とし，概

念名を「あってはならない子どもの死」とした．他の対象者のデータに移り，「ん～，

そうですね，あの，やっぱり子どもは未来があるんだと思うんですよね．だからやっ

ぱり，なんだろうな，無念さっていうか，あ～今かっていう，なんだろう，なんか…

…しっくりこない別れっていうのは，気持ちはありますけど，まぁ，それはたぶん拭

えないとは思うんですけど，（C さん）」というデータに着目し，先の定義や解釈との

類似性を検討した．複数の具体例を熟読し，具体例を解釈した意味を「未来をうばわ

れた子どもの死は受け入れがたく，あってはならないと思うこと」と定義し，定義を

凝縮した表現を検討し，概念名を「あってはならないことと思う」とした．各概念の

具体例を熟読し，類似と対極を検討し，概念名，定義，具体例の妥当性を確認した．  

 

3）信頼性・妥当性の確保  

Grounded theory approach の分析方法については，戈木グレイグヒル滋子氏によ

る 2 日間の研修会に 2 回参加，西條剛央氏による SCQRM（Structure- Constructive 

Qualitative Research Method；構造構成的質的研究法）の研修会に 1 回参加すると

ともに，木下の書籍（2003；2005；2007）を熟読し，M-GTA の分析の進め方につい

て理解した．加えて，本手法を用いた研究論文や博士論文に学びながら，質的研究の

科学哲学的基盤についての理解と M-GTA の手法による自分自身の分析能力の向上を

目指した．なお，分析の過程においては質的研究および M-GTA の研究経験者から継

続的にスーパービジョンを受けたとともに，指導教員とは何度も分析内容の検討を繰

り返して，概念化の道程を踏んだ． さらに，複数の教員と大学院生による定期的な検

討会で発表し，分析結果の信頼性・妥当性の確保に努めた．  

 

6．倫理的配慮 

本研究は，新潟大学大学院保健学研究科研究倫理審査委員会の承認を得て実施した

（承認番号第 70 号）．  

 

1）参加者を依頼する際の倫理的配慮  

小児がん治療を行っている小児専門病院，および大学病院や総合病院の看護部長宛

てに，研究協力依頼書に基づいて，研究課題，研究目的，研究方法，依頼内容，研究

参加における自由意思の尊重，個人情報の保護と管理，研究による利益と不利益，研

究結果の報告及び発表に当たっての匿名性の確保などについて，研究者が文書および

口頭で説明し協力を依頼し，署名をもって承諾が得られた場合には，研究者と病院施
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設で１部ずつ保管した． 

承諾が得られた施設の看護部長または病棟看護師長から，研究参加者の条件に相応

しい看護師の推薦を受け，研究協力依頼書と参加協力の意思のある場合の連絡用紙を

送り，研究参加者に配布を依頼した．研究参加者には，自由意思に基づき，研究者宛

の切手が貼られた封筒に連絡用紙を入れて厳封し，ポストへ投函するよう依頼した．  

本人の自由意思に基づき，参加協力の連絡を受けた看護師には，文書および口頭で

研究協力依頼書に書かれた内容（研究課題，研究目的，研究方法，依頼内容，倫理的

配慮など）を確認し，同意書に署名を得た．  

 また，研究参加者や小児看護に関わる知人から，参加者の条件に該当する看護師

の紹介を受けて，その看護師に，研究協力依頼書と参加協力の意思のある場合の連

絡用紙を送り，研究参加者に配布を依頼した．本人の自由意思に基づき，研究参加

の連絡を受けた看護師には，文書および口頭で研究協力依頼書に書かれた内容（研

究課題，研究目的，研究方法，依頼内容，倫理的配慮など）を確認し，同意書に署

名を得た．  

 

2）研究参加における自由意思の尊重  

看護部長や看護師長など上司からの推薦である場合は，強制力が加わらないように，

本人の自由意思を尊重し，不利益なく自由に断ることができることを研究依頼書に明

記し，研究者が文書および口頭で説明した．参加協力意思のある場合の連絡用紙の返

信により，本人の自由意思で研究者に連絡が入るため，参加協力に同意を得られない

場合には，研究者が個人情報を得ることがない旨を文書および口頭で説明し，断るこ

とへの心理的負担を軽減できるように配慮した．  

 

3）研究参加者を確定することへの配慮  

参加協力への意思があり，連絡用紙の返信が得られた看護師と連絡を取り，面接の

日時と場所を設定した．  

研究参加候補者には，研究協力依頼書に基づいて，研究目的と意義，研究参加にお

ける自由意思の尊重，個人情報の保護と管理，研究による利益と不利益，研究結果の

報告及び発表に当たっての匿名性の確保などについて，研究者が文書および口頭で説

明し，研究協力の意思確認を行い，同意書への署名を得た後，研究参加者として確定

した．  

 

4）個人情報やプライバシーの保護とデータ管理  

（1）個人情報やプライバシーの保護  
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参加協力の意思のある看護師から研究者に連絡用紙が返信されるので，参加協力の

意思がない看護師の個人情報を研究者が得ることはないように配慮した．面接は，他

者に会話の内容が漏れないようにプライバシーを確保した場所で行い，第三者の出入

りがないように「面接中」であることを掲示した．さらに，面接の内容は，研究指導

者以外の第三者に他言しないことを厳守した．  

調査結果は，研究の目的以外で使用せず，博士論文や学会等での公表の際には，個

人名や施設名が特定されないように，匿名性を厳守した．  

 

（2）データ管理  

音声および文字データは，個人が特定されないように，記号や番号を用いて識別し

た．データはロック機能付きの USB に保存して管理し，メール等での送信は行わな

かった．また，印刷物は他者に見えないようファイルに綴じた．  

データの紛失や漏洩がないように鍵のかかるデータ保管用の書棚に個人が特定され

ることのないように，USB と印刷物などのデータ類は別々に厳重に管理した．得られ

たデータ類は，研究終了後も事実確認ができるように 10 年間は厳重に保管し，期限

経過後は指導教員の立会いのもとで破棄する予定である．  

 

（3）研究による利益と不利益  

研究に参加することによる利益は，小児がんの子どもの死の体験についての自らの

思いを他者に語ることで，自己理解，自己認識を深めることのできる機会になると考

える．また，子どものターミナルケアにおける看護師自身の成長に影響する要因や喪

失から回復するための支援に関する示唆が得られると思われ，それは，質の高い看護

を行うために必要な看護師への支援に繋がるものであり，小児がん看護の質の向上に

寄与することが期待できる．  

一方，悲しみを想起することで精神状態が不安定になる可能性もある．できるだけ

話したいという本人の意思を尊重した研究参加者の選定を行うこと，話したくないこ

とについては話さなくてもよいこと，いつでも面接を取りやめることができること，

思い出したくない話題であれば話題を避けてもよいことを説明することで対応した．

また，面接中に心理的影響があると思われた時には，休憩を取ることや，面接を中止

することを説明した．面接中は参加者の表情や反応に注意しながら行い，面接の最後

に心理的影響について確認した．  
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Ⅳ．結 果 

 

本章では，最初に研究参加者の概要を示し, 次に子どもの死を契機とした看護師の

態度の変容過程について記す．その際, まず, 結果図とストーリーラインを示してか

らカテゴリーの説明を行う . カテゴリーの説明の際には , カテゴリーの意味を付し

た後に , そのカテゴリーをストーリーラインとして説明し , さらにサブカテゴリー

とそれを構成する概念の定義を付して , 代表的な語りを例として示すことにする . 

そして, 態度変容過程における 6 局面が意味することについて述べる．  

 

1．研究参加者の概要  

参加者は，男性 1 人，女性 12 人の計 13 人であった．参加者の年齢は 20～40 歳代，

看護師経験年数は 4～23 年，小児看護経験年数は 4～19 年であり，小児がん看護の経

験年数は，4～11 年であった．受持ちの子どもの死別体験がない看護師が 3 人含まれ

ており，1～数回経験したものは 6 人，10 回以上経験したものは 4 人であった．参加

者の勤務先は 9 施設で，小児専門病院 7 人，大学病院 3 人，がん専門病院を含む総合

病院 3 人であった．面接時間  は，47～97 分（平均約 61 分）であった（表 1）．  

 

表 1 研究参加者の概要  

対象  年代・性別  
小児がんの  

看護経験年数  

受持ちの  
子どもとの
死別回数  

病棟での  
子どもとの  
死別体験  

所属  

A 20 歳代・女性  4 1 回  あり  総合病院  

B 40 歳代・女性  9 数回  あり  小児専門病院  

C 40 歳代・女性  9 約 10 回  あり  小児専門病院  

D 20 歳代・女性  6 なし  あり  小児専門病院  

E 40 歳代・女性  4 約 10 回  あり  小児専門病院  

F 40 歳代・男性  4 2 回  あり  がん専門病院  

G 30 歳代・女性  11 10 回以上  あり  小児専門病院  

H 20 歳代・女性  4 数回  あり  大学病院  

I 20 歳代・女性  5 なし  あり  総合病院  

J 40 歳代・女性  8 10 回以上  あり  小児専門病院  

K 20 歳代・女性  5 なし  あり  小児専門病院  

L 30 歳代・女性  7 数回  あり  大学病院  

M 30 歳代・女性  5 数回  あり  大学病院  
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2．子どもの死を契機とした看護師の態度の変容過程  

41 の概念と 15 のサブカテゴリーが生成され，さらに【喪失の悲しみを抱える】【関

わりの中での慰めを感じる】【揺らぎつつ変えていく】【生きられる時間を意識して技

を尽くす】【闘病支援とターミナルケアの板ばさみに悩む】【生の限界を了解する】と

いう 6 カテゴリーが導かれた（資料 1 表 2）．   

以下，カテゴリーは【 】，サブカテゴリーは《 》，概念は〈 〉，看護師の語りは

「 」で示す．  

 

1）結果図とストーリーライン  

分析結果を，ストーリーラインとして述べる．結果図は資料 2 図 1 のとおりである．  

小児がんの子どもを看護した看護師は，その子どもの死によって【喪失の悲しみを

抱える】．【喪失の悲しみを抱える】には《悲しみに沈む》《後悔する》とともに，初め

て遭遇した子どもの死に対する《よく分からない感覚をもつ》が含まれる．しかし，

今，闘病している《子どもの笑顔に救われる》《看護することで気持ちが落ち着く》《つ

ながっていると思う》という【関わりの中での慰めを感じる】ことで，《悲しんでばか

りいられない》から《気持ちを切りかえよう》と，【喪失の悲しみを抱える】に後戻り

しながらも，振り子のように【揺らぎつつ変えていく】．このような感情の揺らぎの一

方で，ケアにおいては《心の距離を縮めてケアにつなぐ》《場を整えて親子の時間を大

切に育む》《母親による手当てをケアに組み込む》《新人の辛さを気遣い共にケアする》

という【生きられる時間を意識して技を尽くす】態度へと変わっていく．反面，【闘病

支援とターミナルケアの板ばさみに悩む】ことも少なくない．そのような看護の末の

子どもの死に対して，【生の限界を了解する】という，いわば死さえも承認する看護師

の態度変容に至る．   

 すなわちこの態度変容の過程は，看護師としての成長の過程としても捉えられた.  

 

2）カテゴリーの説明   

【喪失の悲しみを抱える】  

《悲しみに沈む》《後悔する》《よく分からない感覚をもつ》というサブカテゴリー

で構成された．自らが看護した子どもを失う悲しみであり，悲しみと同時にケアに対

する後悔がある一方，新人の頃には死そのものが，よく分からない感覚として残るこ

とが含まれた体験を意味する．  

                                       

受持ちとして看護した子どもの死に，看護師は「ぼんやりして…情熱が持てない」

で〈空しくなる〉．〈あってはならないことと思う〉．病棟に行くと反射的に「A ちゃん
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のからだ拭きの時間」と思ったり，「空のベッドとぽっかり空いた時間」に，「確かに

そこに居た」子どもの〈喪失を実感する〉．しかし，「弱みは見せられない」と〈気持

ちをしまい込む〉ことや，自分の悲しみに重ねて〈親の悲しみを思う〉こともある．

一方，受持ちを外された新人の頃は，「自分のことで精一杯」で〈悲しむ余裕がない〉．

「ピンとこない，テレビに近い感じ」「本当に亡くなる子がいるんだ」という〈よく分

からない感覚をもつ〉．また，悲しみと同時に「何もできなかった」「もっと子どもの

気持ちに気づけていたら」と〈申し訳なく思う〉．そして，〈心を通じ合えなかったこ

とを悔いる〉〈足を向けられなかったことを悔いる〉〈思いに添えなかったことを悔い

る〉という後悔の念にかられる． 

                                      

《悲しみに沈む》 

〈喪失を実感する〉〈あってはならないことと思う〉〈空しくなる〉〈気持ちをしまい

込む〉〈親の悲しみを思う〉という概念で構成された．入退院を繰り返す子どもの死に

対する看護師の悲しみの反応である．   

 

〈喪失を実感する〉 

そこに居たはずの子どもの姿はなく，ベッドやケアの時間がぽっかり空いてしま  

ったことから，子どもが亡くなった事実を思い知ることである．  

 

「もうしばらくは，変な感じでしたね．そこの空間が空いていることが変だったし，

もうその子の，午後は必ずもう，スケジュールがもう決まっていて，この時間にはか

らだ拭きをするだとか，シャワーに行くとか，何曜日は何をする日だって決まってい

た時間がぽっかり空いちゃって，“いや，この時間なんだったっけね？”っていうふ

うな感じは，やっぱりありましたね．その部屋に行って，うん，『あ，やっぱりいな

いや』っていう…（B さん）」  

 

〈あってはならないことと思う〉  

子どもが大人よりも先に逝くことは道理に合わず，未来をうばわれた子どもの死  

は受け入れがたく，あってはならないと思うことである．  

 

 「やっぱり子どもは未来があるんだと思うんですよね．だからやっぱり，なんだろ

うな，無念さっていうか，あ～今かっていう，なんだろう，なんか……しっくりこな

い別れっていうのは，気持ちがあります，（C さん）」  

 「もちろんどんな人だって，“もうこれでいい”なんて人は絶対いっこないと思う
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んだけど，他の子が当たり前にできてることを，当たり前にできないまま何年も何年

も，我慢して我慢して過ごして，先に行かなきゃいけないのが，周りで見ててつらい

よなって．もっと他にいっぱいやれることがあるはずなのにって．（ J さん）」  

 

〈空しくなる〉 

仕事を終えて独りになったときなどに，亡くなった子どものことがふっと思い出  

され，空しくなることである．  

 

「やっぱり，なんだろう，病院にいる時には一生懸命関わっているんですけど，や

っぱり仕事が終わった後とかに，フッと自分の気持ちが落ちてるのを考えると，あ～，

（子どもが亡くなったことは）やっぱりすごく大変だったなと思うし，すごい，非日

常的な経験じゃないですけど，をしたんだなぁと思って，（A さん）」  

「あの……大抵はね，続けて亡くなるんですね，病棟って，不思議なことに．そう

すると気持ちがほんとに疲れ切ってしまって，どんなにやってもやっても，もう，な

んていうのかな，成果として自分たちの中に残らないみたいな感覚があるんですよね．

（E さん）」  

「彼を亡くしてからは，しばらく沈んでましたね．なにか，あんまり，全然やる気

なかったでしたね．ほんと，ぼんやりしてました．ぼんやりしてるっていうのも変で

すけど，仕事はしてましたけど，なんか，こう，情熱持てないでしたね．なんか……

プチ燃え尽きみたいな感じで．（F さん）」  

 

〈気持ちをしまい込む〉    

悲しみや罪悪感の気持ちを周囲に言わずに，自分の心の中に密かにもっているこ

とである．  

 

「できるだけ１人で解決しようっていうか，してしまうっていうか．逆に言えば抱

え込んじゃうっていうか，そういうところはあると思いますね．だから，それなのか，

自分のそういう特性なのかは別ですけど，どっぷり喪に服して，どっぷり浸かり込ん

でましたね．（F さん , 男性）」  

「その時（子どもが亡くなった時）に，勝手に孤独感を感じてはいたんですよ．な

んか，わかち合えないじゃないけど，誰にどう話していいのかもわからないし．（略）

亡くなってホッとしてるっていうのがね，本来ありえんやろうみたいな，そういう気

持ちでいたので，もう罪悪感も感じてたんで，なかなか人に言えないんですよね．（G

さん）」   
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〈親の悲しみを思う〉  

自分がこれだけ悲しいのだから，愛するわが子を亡くした親の悲しみはいかばか  

りかと胸中を察することである．   

 

「亡くなってから半年くらい経って，ご家族から手紙もらったの．『今こうなんで

す』っていう．で，あのぉ……家族の悲嘆とかっていうのは，わかってはいたんです

けどね．知識の上では家族の悲嘆．やっぱりその手紙をいただいて，今のお母さんの

気持ちみたいな．『まだ病院にも行けないしね』みたいな．（C さん）」  

「ご家族もきっと辛かっただろうなと思って．すごいその，病院の中で最期のお焼

香させてもらってる時に，お母さんがほんとに『なんで，なんで』って言って，もう

ほんとにこのまんまの状態で，火葬なんかしたくないって．このまま家のベッドに寝

かせておきたいって，すごく泣きながら言ってて，辛いなって思いましたね．（K さ

ん）」  

「親の立場っていうか，そっちを考えちゃって，その先『お母さん大丈夫かな』と

か．子どもを亡くすって，すごい大きいから．（M さん）」  

 

《後悔する》  

〈申し訳なく思う〉〈心を通じ合えなかったことを悔いる〉〈足を向けられなかった

ことを悔いる〉〈思いに沿えなかったことを悔いる〉という概念で構成された．   

自分が何もできなかったという思いにかられ, 申し訳なさや悔いを残していること

である． 

 

〈申し訳なく思う〉  

新人の頃は，力不足で重篤な子どもや親に対するケアを何もできなかったと申し

訳なく思うことである．  

 

「新人の頃はターミナルを日々の受け持ちもできないので，もうだから後半は全然

みてないんですよ．後半みてなくて，亡くなった時だけお焼香に行く感じなんですけ

ど，もう，そんな……だから，ほんとに無力感，なんにもできなかったなぁって（D

さん）」  

「新人だからなんにもできないし．すごく自分の中で葛藤というか，毎回“なんに

もしてあげられなかった，なんにもしてあげられなかった”っていう思いばっかりが，

こう，重なっていく感じですね．（J さん）」  
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〈心を通じ合えなかったことを悔いる〉   

子どもの本音がわからないままで，心を通じ合えなかったと悔いることである． 

 

「それ（苦しい思い）を院内学級の先生に言うんですよね．だから私よりも院内学

級の担任の先生のほうが距離感が近かったから，たぶん言えたんだろうなぁと．やっ

ぱりなんか本人の言葉を受け止めてきてなかったかなっていうところがあり，（C さ

ん）」  

「子どもに気を使わせてじゃないけれども，子どもがいろいろ察してるんだろうな

って思う時ありますし，その辺（死が近いこと，治らないかもしれないという思い）

を全部子どもに背負わせて一人で死なせるっていうか，（G さん）」  

 

〈足を向けられなかったことを悔いる〉   

苦しむ子どもやその親への対応に戸惑い，病室に足を向けられなくなったことを

後悔することである．  

 

「初めの子の時に，私は結局部屋に行けなかったんですよ．足が動かなかった．受

持ちじゃなくたって行けばよかったじゃないですか．部屋の担当外れてたので，顔見

に行けばよかったじゃないですか．それがもうほんとにできなかった．ドア重たいで

すね．開けられないんですよね．だからそれが後々すごい後悔が残って，行けなかっ

た，その，足を向けることもできなかったっていうことがすごい後悔だったんで，あ

ぁ，この子の部屋，行きにくいな，もうあれ（状態が悪い）なんで，部屋入ったらた

ぶん光景は想像できるじゃないですか．（G さん）」  

「なんかこう，緩和的というか，ちょっとターミナルケア的な時期に入ってきた時

に，無菌とかで，ご家族が少し，いない時間帯とかにお部屋に入らせてもらったりと

か，呼吸器を入れていたので，ちょっと勉強のためにご家族がいない時に入らせても

らったりとかした時に，やっぱり元気だった姿とは違って，もう弱っているし，呼吸

器なんかだと眠った状態だし，すごい体も痩せ細ったりだとか，逆にすごくむくんだ

りとかで，顔も，表情とかもすごく違くて，“えっ”って，なんだろうって……信じ

られない気持ちが．家族，家族にも，自分はなんて声かけたらいいのかもわからない

し．（病室に）行くのが怖いっていうのもあった．（K さん）」  

 

〈思いに沿えなかったことを悔いる〉   

子どもが我慢を強いられることの辛さや子どもの死の恐怖に気づけなかったこ

と，また，外泊が叶わなかったことなど，子どもの思いに沿った対応ができなかっ
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たことを悔いることである．  

 

「結構やっぱり，その，諦めたりとか，我慢することはたぶんすごく多かった子だ

と思うので，やっぱり辛かったんだろうなと思うし，やっぱり……そうですね，歩き

まわってお話できていなかったので，そこで待っていなきゃいけないっていう人の辛

さっていうか，“あ，辛かったんだなぁ”って思うところも結構ありますね．やっぱ

りちょっと，小さい子が泣いてたりすると，そちらのほうに行ったりとか，“ちょっ

と待っててね”言ったりすることもあって，やっぱりいつも“待っててね”って言わ

れるのが，やっぱり本人にとっては辛かったのかなと思うところもあって．（B さん）」  

 「もう早い段階で，先生からもう告知は受けてましたし，まぁ，病状については納

得していました．もともと感情を表に出さないタイプの子で，なので，やっぱり最期

の最期に，あのぉ……お父さんに『生きたい』って，『生きたい』って言ったのが，

看護者としてはやっぱりちょっと，ショックでしたね．うん，生きたい，やっぱり，

それが，まぁ，彼の本当の気持ちなんだなっていう．（F さん）」  

 「本人には，病名も再発であることも話しているけれど，あとどれくらいとかは言

えないので，何となく『やりたいことある？』って聞くんですけどあんまりこれって

いうことは言わなくて．（略）外泊に向けて準備を進めていたのですけど，結局外泊

できないまま亡くなってしまったので心残りです．（ I さん）」  

 

《よく分からない感覚をもつ》  

〈よく分からない感覚をもつ〉〈悲しむ余裕もない〉という概念で構成された．新人

の頃は担当を外され, ターミナルケアを行えないとことや, 目の前のことに精一杯で

ゆとりがないため, 子どもが亡くなったという実感がもてないことである．  

   

〈よく分からない感覚をもつ〉  

新人の頃は，子どもの病状が悪化すると担当を外されるため，子どもが亡くなっ

た事実に「ピンとこない」と，よく分からない感覚をもっていることである．  

 

「亡くなる瞬間とか，亡くなる何週間前の状態になったら，１年目にはやっぱり受

持ちができなかったので，病棟の中にいるってわかってても，実際の状況はわからず，

でも亡くなったって聞いて，最期みんなでお別れをしてっていう時に，なんか，やっ

ぱり寂しいなとか，かわいそうだなっていう気持ちがあったんですけど，それって素

人的なじゃないですけど，看護師として思ってたかっていうと，どこかまだピンとこ

ない，テレビに近いところがあって．（A さん）」  
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「一番初めに亡くなって退院された子を見たのが，就職をして 2 ヶ月目くらいの時

だったんです．もう自分の１日を無事に過ごすだけで精一杯な時期ですし，もちろん

担当する機会もなく，名前は知ってる，何号室の誰々ちゃんって知ってるけれども，

何も知らない，患者さんが亡くなって帰る時にお見送りしたのが一番初めなんですけ

ど，その時（お見送りの時）にすごくかわいらしい服装をして帰ったのがとても印象

的，もうその子がずっと持ってたであろうすごいかわいい服を着て帰ったって．それ

ぐらいしか覚えてないんですけども，一番初めがそれ．（G さん）」  

「私 1 年目か 2 年目ぐらいの頃だったので，（略）その移植する前に亡くなってし

まって．その子の時は，ちょっと初めてだったんですけど．あー，ほんとに亡くなる

子がいるんだと思いました．（H さん）」  

    

〈悲しむ余裕もない〉      

子どもの急変の対応や罪悪感など，自分の目の前のことに精一杯で，子どもが亡

くなっても，その死を悲しむ余裕がないことである．  

 

「亡くなった時は，その子がしんどくない，そのしんどさが終わったっていう安堵

があり，あとは自分のこの（重症な子を看護できなかった）罪悪感が終わったってい

う安堵もあり，それがまた新たな罪悪感を生み出してっていうような状況だったので，

その子どもが亡くなって，ほんとに自分の気持ちが中心で，自分の気持ちを面倒見る

だけで精一杯だった感じですね．（G さん）」  

「ご飯も食べて，お薬飲んだそのあとに突然に亡くなってしまったんです．その時

は，お母さんが付き添いをしていなくて，私と医師だけで，『お母さんになんて話そ

う』とか『お母さんが来るまでの間のことを覚えておかなくちゃ』という思いばかり

で，悲しいとか思う暇がなかった．（ I さん）」  

 

【関わりの中での慰めを感じる】  

《子どもの笑顔に救われる》《看護することで気持ちが落ち着く》《つながっている

と思う》というサブカテゴリーから構成された．子どもや同僚，遺族との関係性の中

で看護師自身が支えられていると気づき，次第に慰められていくことである．  

                                       

病棟に行くと《子どもの笑顔に救われる》．「子どもたちが元気をくれる」から《看

護することで気持ちが落ち着く》．「一緒にやってきた家族とは，亡くなってもお互い

に気にし合っている」ので〈死が終わりではないと感じる〉．また，「母親がきょうだ

いを一所懸命育てている姿を見ると自分も元気をもらえる」と〈親の姿に励まされる〉
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し，〈感謝の言葉を嬉しく思う〉．一方，「スタッフがこんないいことあったよねとかっ

て言ってくれて」と同僚からの〈気遣いを感じる〉．そのような【関わりの中での慰め

を感じる】ことで，子どもは亡くなったけれども《つながっていると思う》．  

                                      

《子どもの笑顔に救われる》  

 サブカテゴリーと同等の意味を持つ〈子どもの笑顔に救われる〉の概念で構成され

た．病棟ではいつものように子どもたちの笑顔があり，その笑顔に慰められることで

ある．  

 

「一番大きかったのは，それでもがんばって（これたのは）……私，夜亡くなった

とすると，朝が来て，みんな他の子たちが何事もなかった朝を迎えて，笑顔でご飯を

食べてる，それが本当に，もうなんだか不思議な感覚に捉われる時があって，自分も

もう見送った後で力尽きてはいるんですけど，でもその子たちの笑顔に救われるじゃ

ないけど，あぁ，この子たちも一所懸命がんばってるんだなぁって思うと救われる．

あぁ，がんばっていこうっていう気になってたのかなぁって思います．（A さん）」  

「その（子どもが亡くなった）時はちょっともう看るの嫌だなと思ったんですけど，

でももう仕事，次の日とか行って，ほかの子たちは元気で笑顔じゃないですか．それ

を見ると，あーっ落ち込んでいちゃいけないなと思って，その子どもたちに励まされ

る感じです．（H さん）」  

 

《看護することで気持ちが落ち着く》  

 サブカテゴリーと同等の意味を持つ〈看護することで気持ちが落ち着く〉の概念で

構成された．一人でいると気持ちが沈んでしまうが，むしろ看護師として子どもたち

の看護をしているほうが，心が慰められることである．  

 

「だからその，平静に仕事を続けるっていうことが守ってたんだろうなとは思うん

ですよ．ちゃんと毎日毎日やっていく，崩さないっていうことを，たぶんやってたん

だろうなって．なんかね．辞めたいとかやだとかって，あんまりそういうふうには思

わなかったんですよ．なんか……なにかな．辞めたいっていうふうには思わなかった

んですよね．なんでだろうなぁ．もともと仕事，私の考えとして仕事っていうのは軽々

しく辞めたり，変わったりするもんじゃないっていう気持ちがあったから，そういう

選択肢がなんとなく頭の中になかったのかもしれないですし，それで辞めて楽になる

かっていったら，たぶん楽にならないだろうなっていうのは，ちょっと思ってたんで

すよ．（G さん）」  
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「私はたぶん，辛いのを引きずりながらも，やっぱり仕事には行かなきゃいけない

し，行って業務をやってるうちに，なんとなくこう，他の子どもたちのこともあるし，

普通に仕事をしていく中で，徐々に徐々にこう気持ちが落ち着いて．（K さん）」  

 

《つながっていると思う》  

〈死が終わりではないと感じる〉〈親の姿に励まされる〉〈感謝の言葉を嬉しく思う〉

〈気遣いを感じる〉という概念で構成された．同僚や遺族との関係のなかで，亡くな

った子どもともつながっていると感じることである．   

 

〈死が終わりではないと感じる〉  

遺族と一緒に悲しみを分かち合うことで，子どもの死が終わりではないと感じる

ことである．  

 

「やっぱり，その家族と（子どものケアを）一緒にやっていたっていうふうな家族

は，亡くなってもお互いになんかこう，気にし合っているっていう感じです．（ I さん）」 

「たぶん，あそこ（遺族会）で，思い出，お母さんたちが忘れないでいてくれるっ

ていうのが嬉しいんだよって言ってくださるこの子はあれだけ一所懸命みんなで生

きたんだからさっていう．亡くなっても終わりじゃなくて，（遺族との関係が）まだ

続いてる感じ．（J さん）」  

 

〈親の姿に励まされる〉   

悲しみから立ち直ろうとしている遺族の姿に看護師が励まされたと感じること

である．  

 

「（家に）行ってお母さんたちとお話しできて，一緒に悲しいこと味わったり，お

母さんたちがそれでまた，まだなかなかそんなすぐには立ち直れないですけど，それ

でも生きていこうとしているとか，きょうだいをそれでも一所懸命育てていってる姿

を見ると，うん，自分の中でも元気をもらえる．（A さん）」  

 

〈感謝の言葉を嬉しく思う〉  

遺族からの感謝の言葉が嬉しく，悲しみが癒され，励まされることである．  

 

「その，最期の最期，下でお焼香あげる時に，『D さん，ありがとう』って言って

くれるんですよね．そうすると，なんか……できなかったけど，それでもよかったの
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かなって，こう……傍にいただけ，でも，それでもよかったのかなぁっていう．患者

さんのこと，ご家族の方で救われてはいますけどね．（D さん）」  

「そのご家族は，最期まで辛い治療を続けるか，緩和的なほうに行くかですごい悩

まれて，結論を出された後で，やっぱり後悔が，どっちを選んでも，たぶんきっと後

悔が残るというか，だと思うんですけど，その家族は”楽しい時間が過ごせてよかっ

たね“っていう言葉が聞かれたので，これでよかったのかなって，こういうケアが一

緒にできて良かったのかなっていうので，少し納得もできたというか．（K さん）」  

 

〈気遣いを感じる〉 

悲しみは自分一人が抱えているのではなく，同僚も先輩も同じように抱えており，

気遣いを受けていると感じることである．  

 

「本当に気が抜けてしまうことは多々ありましたけど．みんなおんなじだったので，

やっぱりスタッフも，スタッフが本当にお互い気を遣いあって，励まし合っていたか

ら続けられたかなぁって思います．（A さん）」  

「自分は看護師なのに何もできなくてっていう後悔がすごいあったんですけど，で

も『それでよかったんだよ』って先輩たちに言ってもらえた時に，“そっか”ってい

うふうに，ちょっとこう，すごい責める気持ちが少し和らいだ．（K さん）」  

 

【揺らぎつつ変えていく】  

《悲しんでばかりいられない》《気持ちを切りかえよう》というサブカテゴリーで構

成された．【喪失の悲しみを抱える】に後戻りしながらも ,【関わりの中での慰めを感

じる】ことで，沈んでいた気持ちが次第にほぐれ，子どもを守りたい心情が高まって，

一歩踏み出そうとひとつの区切りをつけることである．  

                                                                             

看護師は後悔を残しているがゆえに「命を張って教えてくれたことだから」「子ど

もの死を無駄にしちゃいけない」「子どもたちが宿題を残してくれた」「自分の知識や

技術の不足で辛い思いをさせたくない」と考え，〈経験を活かしたい〉〈遺されたメッ

セージに応えたい〉〈不完全さを埋めたい〉〈できるようになりたい〉と思う．ただ , 仕

事が終われば「フッと自分の気持ちが落ちている」時があり，悲しみに沈んでしまう．

しかし，「がんばっている子どもたちを見たら」，「子どもや家族がよかったと思える」

ように〈手助けしたい〉と，〈守りたい思いが沸き上がる〉．それゆえ《悲しんでばか

りいられない》から，《気持ちを切りかえよう》と，自らの気持ちを【揺らぎつつ変え

ていく】．     
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《悲しんでばかりいられない》  

〈悲しんでばかりいられない〉〈守りたい思いが湧き上がる〉〈手助けしたい〉〈遺さ

れたメッセージに応えたい〉〈経験を活かしたい〉〈不完全さを埋めたい〉〈できるよう

になりたい〉という概念で構成された．小さい身体で苦痛に耐えている子どもたちの

ために頑張ろうと踏み出すことである．  

 

〈守りたい思いが湧き上がる〉   

小さい身体で苦痛に耐えている子どもたちを見ると，守りたい思いが湧き上がっ

てくることである． 

 

「自分を頼ってくれるじゃないけど，だから私はこの子のことをやっていかなきゃ，

守っていかなきゃって思うのかなって思います．同じ病棟にいた子たちが，その子の

死を知ってショックを受けてるのを見てると，自分はこの子たちを守ってあげなきゃ

いけないじゃないですけど，そんな気持ちにもなるから，自分がショックを受けてる

場合じゃないって．（A さん）」  

「やっぱりその……う～んと，子どもっていう概念，子どもっていう……ただそれ

だけで違う，そう思うだけで．あの……まぁ，ちょっと言い方は変ですけど，生き物

として子どもを守るとか，子どもを育てるとか，そういうプログラムがあると思うん

ですよ．（略）うん，まぁ，変な話ですけど，子孫繁栄のプログラムからもきてるの

かなって，そういうもの（子どもや弱いもの）を慈しみ，大事にするっていう気持ち

を，こう……湧き上がるようになってるんじゃないかな．（F さん）」  

 

〈手助けしたい〉  

命が短いのであれば，子どもや家族がよかったと思える最期を迎えられるように

手助けをしたいという気持ちになることである．  

 

「本当に，こう，亡くなっていくっていうことは，逃げても避けても，ね，ほんと

に理不尽なことなんだけれども，子どもが亡くなるなんてことは．でもそれは起きて

きてしまうことでは，絶対誰も変えられない，そこはコントロールできないですよね．

だけど，私たちがいる意味っていうのはね，私たちの存在で，そこに，最悪の事態な

んだけれども，受け止めることができて，その子にとってほんとにちょっとでもいい

ことが，お母さんなりお父さんなりが，そのご自身が自分の人生に向き合っていく手

助けができるんだっていう，やりがいがたぶんそこにあって，かなって思いますね．
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（E さん）」  

「結果というか，結果としてそういうふうなの（子どもの死）はついてくるけど，

その子一人ひとりの大事な時間を少しでも，その子の満足，その子とか家族が満足な，

少しでも，100％の満足もないし，100 パー後悔がないことは絶対ないと思う．少し

でもそれに近づけるようなもの，手助けがしていけるといいなぁって思います．（J

さん）」 

 

〈遺されたメッセージに応えたい〉  

亡くなった子どもからいろいろなことを学び，その子どもから遺されたメッセー

ジに応えなければならないと思うことである．  

 

「乗り切れなかったかぁ…とか思いますけど．まぁねぇ，それはしょうがないので，

だから，それはたぶん私たち，自分に，それぞれ宿題残してってくれたんだろうなぁ

と思って．（C さん）」  

「小児科を選んだのが，できるだけ子どもは未来があるし，長生きしてほしいって

いう，病気治してほしいっていう気持ちが大きかったんですけど，でも亡くなってい

く子は亡くなっていくなりに，その何年かにすごい濃縮された意味があって，それが

遺された人によって繋がれていくというか．そういうふうな意味があったりするのか

なぁなんて思ったりしますね．（ I さん）」  

 

〈経験を活かしたい〉   

ターミナルケアの経験を振り返り，その経験を活かしたいと思うことである．  

 

「同じような，やっぱり，疾患の子が来た時に，前はこういうふうにしてあげて，

散歩とかそういうこともしてあげたけれども，今度の子はもっと早くからそういうこ

とをしてあげたほうが，きっと同じような経過をたどっていくかもしれないから，そ

ういうことを早くちょっとしてあげたほうがいいよねとかっていうこともあったり

もしたので，なるべくそういうふうにはできるようにはしたいと思ってはいるんです．

（B さん）」  

「えぇっと，古めかしい表現で言えば，戦友みたいな感じですかね．一緒にがんば

らせてもらえたって感じですかね．その子がいるから自分もがんばれた．だからたぶ

ん無駄にしちゃいけないんだろうなって思って続けてるんですかね．（C さん）」  

 

〈不完全さを埋めたい〉  
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ターミナルケアでできなかったことを振り返り，その不完全さを埋めたくて，一

つひとつできることを積み重ねていこうとすることである．  

 

「たぶん，あのぉ，患者さんからですね，みんな教えてもらったって気がしてます

かね．う～ん，その都度できなかったんですよ．みんななんか，いろいろ思い出すん

ですけど，“あ～，あそこをこうしたらちょっと違ったかな”とか，いろいろ思うと

ころは．だからできてない，不完全なまま，みんな残ってきていて，だからそれ（不

完全なこと）を，こう，埋めていかなきゃいけないわけじゃないですか．だからそれ

の積み重ねをしてきてるだけですかね．（C さん）」  

 「私の中ではまだ，10 年以上やってるけど，全然まだこういうのじゃない．全然ま

だ自分はできてると思えないから．だから，続けていける，続けている，すごい意思

があって続けてるというよりは，辞められないというか．辞めるとか異動するという

ことは，じゃあここでちゃんと学びきったのかって思うと，“あ，まだ全然です，す

みません”っていう感じなので，続いちゃってる．（G さん）」  

 

〈できるようになりたい〉     

自分の看護師としての未熟さを感じ，もっとできるようになりたいと自発的に勉

強をしたり，研修に参加するようになることである．  

 

「やっぱり，でも，もうちょっと力付けたいなって．まず，あの，ある程度は技術

的にできるじゃないでじゃないですか．うん，でもなんかこう，一所懸命考えるって

いう力が，だんだんなくなってきたっていうか．なんか，ゆっくり考えようと思って

も，その選択枝というか，少ないな自分っていうのもあったので．もうちょっといろ

んなワザを増やしたいなと思って．なんでしょうね．自分の無力さを感じるんですよ，

きっと．（D さん）」  

「自分で知識がなかったり，自分で技術がなかったり，自分のアンテナが低かった

りすることで，子どもたちとかご家族とかが辛い思いをするのはいやなんですね．例

えば，私がこれは，私だけじゃないんですけど，病棟としてこれを知っていればもっ

とこの子がラクになにかができたのにとか，これを知っていればもっとご家族が幸せ

な時間が過ごせたのにっていうのを，このことを知らなかったがために，このご家族

がちょっとでも辛い思いをしたって思うのが辛い．自分たちの知識のないことでのマ

イナスを，子どもたちと家族に渡したくないっていうのが，すごく強く感じますね．

（J さん）」  
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《気持ちを切りかえよう》  

サブカテゴリーと同等の意味を持つ〈気持ちを切りかえよう〉の概念で構成された．  

良かったことやできた事を考えるようにして，一歩踏み出そうとすることである．  

 

「ちょっとした“あ，よかった”って思えることを取っといて，必要な時に思い出

せる力だったり，だってしんどいことばっかりじゃないですか，仕事．だけどその中

で，あ，でも私こんなことできたって思う．そのいい方の面を見つめ続けるように．

ほんとに一瞬“あ，ちょっとできた”とか，“あ，これしてよかった”って思うこと

を，徐々に重なって，やりがいとかそういう大きなもんではなくても．ゆっくりは積

み重なって，そういう状態でも私はこの子をなんとかできるって思える時が時々ある

から，それで続いてる．（G さん）」  

「自分の中では，そうですね。やりきってきたかなっていうのはあるので．亡くな

る直前もちょうどタイミングよく日勤が重なってたので，昼間しっかり関わって，意

識がない中でも関わりはできたので．（略）やっぱり，ほんとに気持ちが繋がってる

っていうか，悲しいには悲しいんですけど．（M さん）」  

 

【生きられる時間を意識して技を尽くす】  

《心の距離を縮めてケアにつなぐ》《場を整えて親子の時間を大切に育む》《母親に

よる手当てをケアに組み込む》《新人の辛さを気遣い共にケアする》というサブカテゴ

リーで構成された．子どもの死を契機に，闘病中の他の子どもたちの生きられる時間

を今まで以上に意識して，辛い治療の中にも看護の技を使ってケアに心を尽くすこと

である． 

                                       

子どもの死を経験した看護師は，その後悔から「時期が厳しくなってからでは子ど

もとの距離は縮められない」「最期に一所懸命コミュニケーションとっても無理」と考

えて〈子どもとの心の距離を縮める〉，「本人がどうしたいかに沿って」〈子どもの思い

をケアにつなぐ〉．そのためにも〈親との信頼を築く〉．そのように《心の距離を縮め

てケアにつなぐ》努力をする．「あの子たちは何より家族と一緒にいることで幸せを感

じている」から〈親子が共に過ごせる場所をつくる〉．「寂しい思いをしている」〈きょ

うだいが抱く気持ちにも配慮する〉．「気持ちを大事に」「一緒に決める手伝い」をしな

がら〈最期の過ごし方を共に考える〉という《場を整えて親子の時間を育む》．母親か

ら「抱っこできる？」「お風呂に入れなくてかわいそうと言われた」ことがきっかけで，

母親が抱っこや添い寝，からだ拭きができるように《母親による手当てをケアに組み

込む》．先輩看護師としては子どものそばに行けない《新人の辛さを気遣い共にケアす
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る》．それは「気持ちの面で支えてあげることでケアがもっと向上したらいいなって思

う」からである． 

                                        

《心の距離を縮めてケアにつなぐ》  

〈子どもと心の距離を縮める〉〈子どもの思いをケアにつなぐ〉〈親との信頼を築く〉

という概念で構成された．子どもや親と心を通じ合って , その思いに沿ったケアをす

るということである． 

 

〈子どもと心の距離を縮める〉  

子どもと心の距離を縮めるために，時間を大切にする，メッセージを伝える，ひ

とりの人間として関わるケアを実践することである．  

 

「小児の現場に来て，成人だと言葉でいくらでも近づく努力はできるじゃないです

か．だけどそこが違うんだなと思ったんですね．日頃からの言葉だけじゃない，いろ

んな接触，いろんな場面での接触っていうことでじゃないと，たぶん近づけないんだ

なっていう，ま私はやっていく中で，限界と難しさっていうんですかね，なんか，感

じてきた感じ．やっとわかってきたって感じですね．（C さん）  

「あの……自然体．自分のままで接することを心がけました．もう普通に，普通の

話をしましたよね．彼の好きな，趣味の話とか，テレビや映画や，そういうような話

をしてましたね．どうしても聞きたくなるじゃないですか，仕事じゃないけども．『今

日の具合どう？』とか，『どっか痛いとこある？』とか，『どこ苦しい？』とか，そう

いうことをどうしても先に聞きたくなるんですよ．それを聞かないようにしたことが

工夫と言えば工夫ですかね．（F さん）  

「子どもと知り合いになれるかっていうね．どっかで仲良くしとくと，一番きつい

ことを言っても，やっぱり聞いてくれるっていうのが．すごい本気で怒っても，ちゃ

んと関わってきたスタッフにはちゃんと向き合う．見てるなぁと思って．その最期に，

一所懸命コミュニケーションとっても無理なんですよね．今まで数カ月一緒に過ごし

てきた中で，どれだけちゃんと関わってきたかで……．その子が『なになにさんはい

ないの？ 今日』っていうぐらい看護師を選んじゃうんです．（L さん）」  

 

〈子どもの思いをケアにつなぐ〉    

子ども本人の思いに耳を傾け，あるいは察しながらケアにつなげたいと思うこと

である． 
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「もう挿管されて，もうその子自体と話したり，痛いとも言えないような子だった

ら，その子がもしほんとに今喋れてたら，何言いたいかなと思いながらやってる感じ

ですね．（A さん）」  

「今はできるだけまず本人っていう感じで，まぁ，日ごろの中で，まぁ，親が希望

とすることとかっていろいろあるんですけど，じゃあまず本人はそれに対してどう思

ってるかってことも聞こうかなとっていうふうには考えてますけどね．（C さん）」  

「私はこうしたいっていうようなところでは，やっぱりその，本人がどうしたいか

だと思いますね．本人がどうしたいかっていうところを，本人が意思表示できれば，

それに沿って．例えば親御さんがそうでなくても，やっぱり本人がそうしたいのであ

れば，そういうふうな形で親御さんを説得するとか，そういう気持ちを伝えていって．

本人がどうしたいかっていうところを．まぁ，子どもでも結構わかるんですよね．そ

の時にどうしたいのかなっていうことが，意思表示があるならばそれに沿ってあげた

いなって．周りの気持ちもわかるんです，看る側の気持ちもわかりますけど，それ（子

どもの気持ち）が一番大事なのかなって思うんですよね．（F さん）」  

「やっぱりお母さんの中では，子どもなので結構権力が低いんですよね．決定権的

なものが．子どもには．でも自分たちは，最期子どもの決定権をうまいこと引き出し

たいなって思うんですけど．（L さん）」  

 

〈親との信頼を築く〉 

子どもの親からの信頼を得られるように努力することである． 

 

「やっぱり（家族と）信頼築けてないと，その苦しい思いなんて話してくれないじ

ゃないですか，大人は特に．そういうのを思うとやっぱり日々の関わりってすごい大

事だなって思って．とりあえず毎日世間話でもいいのでしゃべろうと思って，毎日い

ろんな，受け持ちの家族とは全員しゃべろうっていうのをやってますね．で，なんか，

（家族が）ぽろっと言った一言は絶対逃さないようにと思う．（D さん）」  

「ほんとに，みんなプライマリーの看護師は『病院のママ』って．本当のお母さん

たちも病院のママに『お願いします』みたいな感じで呼んでくれて，すごく密に，プ

ライマリーと家族との関わりはすごく大切にしてるので，結構たくさん話もするし，

近い関係になっていくのかなって思います．（K さん）」 

 

《場を整えて親子の時間を大切に育む》  

〈親子が共に過ごせる場をつくる〉〈最期の過ごし方を共に考える〉〈きょうだいが抱

く気持ちにも配慮する〉という概念で構成された．残された時間が少ないからこそ , 親
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子が共に過ごす時間を大切にしようとすることである .  

 

〈親子が共に過ごせる場をつくる〉  

個室の準備，外泊の段取り，面会制限の解除など，子どもと家族が一緒に過ごせ

る環境を整えることである．  

 

「もう家に帰るなんて考えられないっておっしゃっていたので．その中でもご家族

がどういうふうにその子と関われる時間をちょっと作ってあげたいなっていうふう

には思っていて．なるべくその子とお兄ちゃんと会う機会を作ってあげられるように，

まぁ，個室にいる時はちょっと面会をしてもらったりとか，あとちょっと，酸素，呼

吸器なんですけど，車椅子に積んで，下に降りることもできるような状況だったので，

ま，あの…部屋を借りれる場所があるので，まぁ，そういうところでちょっと家族だ

けで過ごすこともしました．（B さん）」  

「最期はそこ（ ICU）でしたね．おじいちゃんおばあちゃんの面会とかはちょっと制

限されているんですよね．クリーンルームだったら入れるんですけど，お父さんお母

さんしか入れなくて，でも，最期の方は，もうちょっと厳しいかもというときは，お

じいちゃんおばあちゃんにも入ってもらったんですけど．ほんとに最期具合悪い一週

間くらいは，もともと入っていた個室のクリーンルームにお母さんたちにいてもらっ

ていた．（H さん）  

「お父さんも最初は訪問看護というのはなんだかよくご存じない状態だったので ,

『いや～』とかっておっしゃったんですけど．お父さんとお母さんと 3 人で川の字で

寝るだけでも…子どもの思い出に残ると思うんだよねっていう話を．そしたらお父さ

んが『そういうんでいいんですかね』って言うから，『かあちゃんのご飯食べたいっ

て言ってましたよ、それでいいんじゃない？』っていって．お父さんもお母さんも『じ

ゃあ』って言って．その、彼女のお家の側にものすごく一所懸命在宅やってくださっ

てる診療所があって，『あそこの先生に頼みませんか？』っていって，連絡とっても

らって．最期まで家で…．（J さん）」  

 

〈最期の過ごし方を共に考える〉  

最期の過ごし方について，親が納得のいく決断ができるように，親と共に考えて

いこうとすることである．  

 

「その子にとって最期をどういうふうに過ごさせてあげたいのかっていうことも，

（家族と）一緒に決めてあげる手助けをするっていうのも，必要なんだなっていうふ
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うには思ったんです．（B さん）」  

「その子にとっていい時間を過ごさせたいっていうのがどうしても強くって，親と

してはもうどんなに辛い治療でもやりたいっていうのはあったと思うんですけど，で

も，その子が苦しいのはやだなっていうので，そういう医療者としての考えを伝える

ようにしたんです．で，最終的には，強い治療じゃなくて，痛みを取る治療をするっ

て言って，転院を希望したので，まぁ，よかったのかなぁって．（D さん）」  

「そのご家族の決断はその子のことを考えて，お父さんお母さんが決めた答えは，

どんな答えでも間違いではないし，それを一生懸命支えていきたいっていう気持ちだ

っていうことを伝えて，なるべくご家族が後悔せずに，どっちの治療に向かうにして

も，とにかく前向きに向かえるように関わりたいなとは思っているんです．（K さん）」 

 

〈きょうだいが抱く気持ちにも配慮する〉  

きょうだいへの病児の病状説明や面会制限の緩和，そしてドナーとなったきょう

だいへの心のケアなどのきょうだいに気遣いをすることである．  

 

「ごきょうだいに対しての支援っていうところで，やっぱりその……もしかして亡

くなってしまう，具合が悪くなってしまうかもしれないっていうことを知らせるって

いうところでの，どういうふうにそれをごきょうだいにも，やっぱり伝えていかなき

ゃいけないのかっていうところとか，やっぱりその子ばっかりになってしまうところ

もあったりとかするので，やっぱりその家族全体を見て関わらないと，やっぱりいけ

ないんだなっていう……ほんとに感じるところで．（B さん）」  

「お兄ちゃんがドナーだったんですね．なのでその後々のフォローっていうのもす

ごく大事っていうのもあって，自分がね，がんばって提供したけどダメだった．で，

きょうだいを亡くしたっていうところでも，まぁ，心理士さんも入ってくれてはいる

けど，やっぱり心理士さんって毎日いるわけではなくてね，すごくいいところで入っ

てもらっていて，私たちと全然違った面のサポートをしてくるんですけれど，毎日の

関わりの中でできることと，その心理士さんが専門的な立場からサポートしてもらえ

ることっていうのは，両方大事かなっていうふうには思いますね．（E さん）」  

 

《母親による手当てをケアに組み込む》  

サブカテゴリーと同等の意味を持つ〈母親による手当てをケアに組み込む〉の概念

で構成された．残された時間が少ないからこそ，母親らしいことができるように工夫

することである． 
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「今やってあげたいことありますか？っていうふうに聞いても，もう十分ですよっ

て，なにも出てこなかったんだけれど，ハグしてあげたりとか，抱っこしてあげたり

とかするとね，すごく嬉しいんじゃないかなって感じるから，お母さん，周りの目と

か全然気にしなくていいから，添い寝したりとか、抱っこしたりとかしてみますか？  

みたいな感じで伝えた．（E さん）」  

「初めは，そのお母さんが言ってくれたからだと思うんですよ．（お風呂に入れな

くて体が汚れて）悲しかったって言って泣いてくれたから．そうか，お母さんにとっ

てはこれは、悲しいことなんだっていうことを見せてくれた．体きれいにするって，

すごく基本的なことで，本来看護師さんがやる以前に，お母さんが山ほどやってきた

ことじゃないですか．だからそれをまたお母さんとかお父さんとか，親御さんの手に

一回返すっていうのは，いいことなのかなぁっていう．（G さん））  

「子どもたちはやっぱりマッサージ好きだったり，タッチング好きだった子たちが

多いので，お母さんにベビーオイル使って『一緒にやろう』って言って．清拭は私た

ちでやらせてもらうんですけど，手とか足とかそういうところはお母さんたちと一緒

にやると，お母さんたちも『まぁ、好きだったんだね～』って言いながら一緒にやっ

て．それでグリーフとかにもつながっていって．『最期一緒にマッサージさせてもら

ったからさぁ，よかったんだよ～』って言ってくれた．（J さん）」  

「呼吸器をつけてる子のお母さんとお父さん、感染のことを気にした時で，赤ちゃ

んだけど，『まだチューをしたことがないんです』とか，『抱っこをしたいな』ってい

う時に，でも（呼吸器）外すことはできないので，つけたまま『抱っこしましょう』

って，『チューしてください』って．（K さん）  

 

《新人の辛さを気遣い共にケアする》  

サブカテゴリーと同等の意味を持つ〈新人の辛さを気遣い共にケアする〉の概念で

構成された．先輩看護師が新人看護師の大変さや辛さに配慮し，後輩とともに部屋を

訪問し，共にケアをしようと心遣いをすることである．  

 

「４，５年経った時に，やっぱりなんかこう……入って，１年生，２年生，まぁ３

年生もそうですけど，やっぱり初めてなんだと思うんですよね，大体．それが子ども

の死かっていう感じで．彼女たちを，なんか救ってあげないといかんのだなっていう

のがあって．よければ話を聞くよっていって，話を聞いたりっていう時間を持ったり

したんですけど．あとはやっぱり，まぁ，振り返りみたいな感じで，マイナスな言葉

がいっぱい出ちゃうので，そこのところはできるだけやれたこととか，自分が接した

ことで『笑ったよ』とか，なんか，そういうことを残してあげたいなぁと思って，（C
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さん）」  

「そのプライマリーを支える人っていうのがいないのが現状で，そこがね，サポー

トできたら，気持ちの面でもサポートができて，支えてあげることでケアがもっと向

上したらいいなって思いがあるので．今回も周りのスタッフがみんなで支えていった

んだなっていうのがあって．（E さん）」 

「今なんかは，そういう〈ターミナルの〉子を受け持つことも多くなって，なんと

か，まぁ，部屋に滞在する口実をいろいろ身に着けたので．それをあえて，ちょっと，

2 年目ぐらいの子を呼んで一緒に（病室に）入れたりとか．その子も一緒に行って体

触らせて，その子にも滞在をさせる．そうすると，やっぱり１回それをやると，後か

らその子，勝手に行くようになってるんですよ．『今日も顔見て来ました』って．な

ので，私もあの時に感じた，その，行きづらさと滞在しづらさ，でも滞在しづらいと

感じてる自分の罪悪感っていうのは，やっぱりみんな持ちやすいものなのかなぁって

いうのはわかったんで．（G さん）」 

 

【闘病支援とターミナルケアの板ばさみに悩む】  

《闘病治療に葛藤する》《時を逃すことに悩む》というサブカテゴリーで構成された．

きつい治療に耐えて良い兆しがみえない中，それでも治療が継続され，ターミナルケ

アができない現状に葛藤することである．  

                                        

看護師は，両親と医師の方針である《闘病治療に葛藤する》．「ターミナル期は長く

てもターミナルケアは短い」「何もしてあげられなかった」と〈闘病治療に無力感を抱

く〉．「親御さんとこの子がもうお別れだと共有できるのは最期の数日で，最期の数日

に何とか間に合わせなければならない」が「意識がなくなった後にしかターミナルケ

アはできない」と〈希望を叶えられる時を逃す現実に悩む〉．子どもには「死にたくな

いと言われても，頑張ろう，大丈夫」と励ますしかなく，〈子どもの不安に応えられな

い葛藤がある〉．両親には「亡くなった後にもっとこうしてあげたかったと思ってほし

くない」が，「今しかできないことがあると伝えることで傷つけてしまう」こともある.

〈家族を傷つけない言葉選びに悩む〉結果,子どもの希望を叶える《時を逃すことに悩

む》ことになる. 

                                       

《闘病治療に葛藤する》  

 〈闘病治療に葛藤する〉〈闘病治療に無力感を抱く〉という概念で構成された．  

看護師は，最期まで治療が続けられ, ターミナルケアができないことに葛藤するこ

とである． 
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〈闘病治療に葛藤する〉    

ターミナルの時期に入ったのではないかと感じながらも，最期まで治療する方針

に従わなくてはならないことに葛藤することである．   

 

「あのぉ…（治療の効果がないことを）伝えてくれない先生なんかの場合，今そう

なんですけど，その時期に私たちが“あ，今ターミナルだな”っていうのを感じ始め

て，それを行動に変えて移していくっていうのが多いような気がしますけども．（略）

どっちが大事っていうのはいえないかなっていう時期がやっぱりあるので，ターミナ

ルと治療っていうのが同時進行するので，どちらもほんとに，誰にもわからないって

いうか，予後が．確かに具合悪いんだけれども，回復してくる見込みが全くゼロパー

セントのわけではないっていうことで，両方同時進行していた．（E さん）」  

「最期までがんばらせて，がんばってっていうのがありますし，また親御さんのほ

うもから，がんばらせないでほしいっていうような希望とかがあった場合は，それに，

その気持ちに沿ってっていう方向になったりもしますけど，まぁ，基本は諦めないっ

ていう方針のようです．小児科の先生方の考え方としては．で，やっぱりその辺は，

いつからがターミナルだよ，例えば，よくギアチェンジっていいますけどね．ってい

う，明確なものはないですね．だから，なんとなくっていうと変ですけど，受け持ち

なんかは覚悟をしたりとかしてね，そういう方向で準備もしながらも，治療も続ける

っていうことになって，なので，まぁ，一般的な成人の緩和に移行していくっていう

のとはちょっと違うと．（F さん）」  

 

〈闘病治療に無力感を抱く〉  

ターミナルケアができず，最期まで辛い治療に耐えて亡くなることに無力感を抱

くことである． 

 

「固形腫瘍とかだと，大体治療が効かなくなってきて，まぁ，じゃあ，生活面重視

にっていう，大人が普通に緩和ケア，ターミナルケアって考えるような流れに乗れる

ケースもあるんですけど，やっぱりこう，ギリギリまで頑張って治療して，治療し続

けて，その治療の合併症も辛い中で，それを乗り切って欲しいんだけど，乗り切れな

くって（死を）迎えたっていうケースが何件か続いた時に，結構，なんか不全感みた

いな，そういうのは残ったこともあります．（C さん）」  

「親御さんには，その，逐一っていうか，まぁ，子どもの状態をアナウンスはして

いくんです．アナウンスはしていくんだけど，なかなか親御さんは認めないし，望み
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を持ってるしっていうことで，そこで親御さんの気持ちが切り替われば，それに沿っ

た形で，今度ターミナルケアになっていくっていう形になります．だから，ターミナ

ル期っていうのは長くても，ターミナルケアっていうのは，そんなに長くはないって

感じますね．（F さん）」  

「展開が早くて，進行が早くて，で，もう親御さんはその経過についていけない，

気持ちは全然切り替わることができずに，ずっと泣き暮らしてっていうか，どうして，

どうしてみたいな感じのうちに亡くなってしまって．ほんとに何かしてあげられたか

なっていうと，何もしてあげられなかったなって，すごい……う～ん，無力感……っ

ていうか，後から考えて何がしてあげられたんだろうかっていうことは考えますね．

（F さん）」  

 

《時を逃すことに悩む》  

〈希望を叶えられる時を逃す現実に悩む〉〈子どもの不安に応えられない葛藤があ

る〉〈家族を傷つけない言葉選びに悩む〉という概念で構成された．子どもの希望を叶

えられるのが今しかないと思っても , それができない現実に悩むことである．  

 

〈希望を叶えられる時を逃す現実に悩む〉     

親が回復の見込みがないと認識したときには，既に子どもの状態が悪化している

ことが多く，子どもの希望を叶えられるタイミングを逃してしまうことである．  

  

「それ（死）はもう変えられないことだから，その中で，私たちがいることで最期

をほんとに，この子がこんなことがあったねっていう思い出を語る時間だったりとか，

あと，やりたいと思えることをやらせてあげる時間だったりとかっていうのに，使え

るか使えないかっていうのは，ちょっとボーッとしてると，ほんとに時間が流れて行

ってしまって．そこが伝えられないまま，スタッフの中のカンファレンスの中でも出

せないような，あれよあれよという間に，治療だけが優先して終わってしまうってい

うことがあったので．（E さん）」  

「なんか，ほんとに最期の最期まで戦って，最期もほんとに感染性のショックだと

か，ほんとに腎機能がボロボロでとか，もうほんとに意識なくなっちゃって数日経っ

て亡くなるみたいな，そんな感じなんですよ．意識なくなった後にしかターミナルケ

アはできないのかなっていうぐらいの．（G さん）」  

 

〈子どもの不安に応えられない葛藤がある〉  

ターミナル期で回復の兆候がなくても治療が続けられている子どもが抱く不安



45 

 

に応えられず，葛藤することである．  

 

「病気そのもののことは（子どもに）言ってるんです，治療も考えてもらわなきゃ

いけないから．だけどターミナルになった時には言えてないので．きっとなにか感じ

てると思うんですよね．自分の体だし，なんかいつもと違うなぁって．そういう時に，

言えないし．だからその子が，なんか言ってくるまで待つしかない．でも，それでぽ

ろっと言われたときに，どう返せばいいんだっていうのが，すごい悩みだった．『僕，

死ぬの？』とかっていうことを，やっぱり言う子が多いんですよ．そう言われたらど

うしようと思って．（D さん）」  

「亡くなる前日にちょうど私夜勤で，『おれ，死ぬんか』って言われて．それまで

一切そういうことを，一言も言わないお子さんだったので，『死にたくないんだよ，

どうしたらいい？』って言われて．その時は，『なんでそう思うん？』っていうと，『わ

かんないけどさ，おれ死ぬ気がするんだよ』って，『死にたくないんだよ．J さん，ど

うしたらいい？』って言って．もう“言わない”っていうご家族の意向だったので，

もうほんとに，手をつないで，『大丈夫だよ』って，〇〇くんがラクなようにみんな

するから，お母さんもお父さんも看護師さんたちもみんなそういうふうにするから，

辛いところあったら言って，それでがんばろうねって，大丈夫だよって言って．『う

ん，わかったよ，ありがとう』って言って寝て．（J さん）」  

「どうして？って言われる機会が多いので．どうしようって．『どうして帰れない

の？』とか．『なんで点滴はずれないの？』とか．『どうして良くならないの？』って

言われると，『今体が戦ってる時だよ』っていうぐらいしか言えない．ウソをついち

ゃいけない場面と，つくしかない場面というか．心の葛藤が苦しいですね．（L さん）  

 

〈家族を傷つけない言葉選びに悩む〉  

闘病の中，家族を傷つけないように言葉を選んで説明することが難しいと感じる

ことである．  

 

「家族はやっぱり，その，ターミナルだっていうのを受け入れるまでに時間がかか

る，なので，受け入れた時には，子どもがやりたいことをやれない状況になっている

っていう，その葛藤もあって，やっぱりきついことだなと思うんですけど受け入れて

もらって，どうやって一緒に援助をしてもらおうかなっていう言葉選びとかもすごい

難しいなと思いました．（D さん）」  

「お母さん，十分わかっていて，お父さんも十分，そういう時期だよっていうこと

は覚悟はできているんだけれども，例えば，この最期，ターミナルとか，終末期とか
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っていう言葉っていうものが，ん～，なんだろうな，ネガティブな感じのものに聞こ

えてしまって，“あぁ，やっぱり最期なんだ”とか，“終わりなんだ”っていうふうな

意図に伝わってしまう，それがあるかなぁって．ただ，本当のことを伝えるって，私

たちはやっぱり，今の時期をそうやって，ちょっと逃げるような形で目をそらせてき

ちゃうと，最期の最期に，亡くなった時に，あ，もっとほんとはこうしてあげればよ

かったっていうふうに思ってほしくないなっていう気持ちが，やっぱりすごくあって，

今この時期にお父さんやお母さん，本人の中には発想として湧いてこないんだけれど

も，でも，私たちが周りから見ていて，絶対今ターミナルだと思うし，今しかできな

いことって絶対あるんじゃないかなっていうふうにも思って，そういう目で，やっぱ

り言いにくいことをうまく伝えるっていう，ただそれを伝えることで逆に傷つけてし

まうようなことがないような伝え方っていうのは難しいですね，すごくね．（E さん）」 

 

【生の限界を了解する】  

カテゴリーと同格のサブカテゴリーで構成された．【生きられる時間を意識して技

を尽くす】ことに努めた末の死に対して，いわばこれで良いと了解する境地になるこ

とを意味する． 

                                           

「経過を追ってたくさん関われて，だんだん受け入れていく，しょうがないのかな

って」「ありのままを受け止めて」，〈もう助けられないと思う〉．「自分が本当に子ども

と向き合えた」から「私を選んでくれた」と感じて，その子を〈私が送り出してあげ

ると思う〉．「辛いのをみて，もうただただ，どうにもしてあげられないし，その子が

亡くなった時に，心の中で，あぁ，これでもう痛くないねって思った自分がいた時に，

すごいハッとしたのを今でも覚えてて」「これで看護師になれた」と自らの変化に驚き

つつ，〈苦しみからの解放に安堵する〉．  

                                       

〈もう助けられないと思う〉   

子どもの死は不本意であるが，治療や看護を尽くしても助けられない事実がある

ことを認めることである．  

 

「もうありのままを受け止めるというのが，自分のプライベートでもそうだし，看

護師としてのスタンスとしてもそうだし，が，できるようになってきたのかなって思

います．なんか，その子どもの死なんてあっちゃいけないことだけど，でも，絶対に

なくならないことで，その子がどうこうではなくて，起こってしまうものなんだって

いう考え方に変わってきて，（A さん）」  
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「それは死をコントロールしようとしてるっていうか，その，不本意なことなんだ

けれども，絶対に避けては通れないので，それを私たちが変えることはできないんで

すよね．（E さん）」  

「たくさん関われて，そういう（状態変化の）経過を追って，家族が受け入れてい

く過程とか，そういうのを見れると，だんだんこういうふうに……受け入れていく…

…なんていうんですかね，難しいんですけど．しょうがないんだなって．やっぱりこ

う，病気的にも治らない人たちもたくさんでてきて，しょうがないのかなという．あ

とは業務としても慣れていくっていうのもたぶんあって．（K さん）」  

 

〈苦しみからの解放に安堵する〉  

子どもの苦痛を共に感じながら，必死で看護してきた末の死に，「あー，これで

楽になったね」と苦痛からの解放に安堵することである．  

 

「辛いのをみて，もうただただ，どうにもしてあげられることできないし，聞いて

あげてる中で，その子が亡くなった時に，心の中で『あぁ，これでもう痛くないね』

って思った自分がいた時に，すごいハッとしたのを今でも覚えてて，『あぁ，私初め

て，なんか，そう思ったなぁ』と思って．（略）その，そう思ったのってきっと自分

が本当にその，亡くなる直前まで苦しんでるところを本当に見て聞いて，で，どうす

ればいいんだろうって本当に悩んで，先輩たちにもいろいろ助言を受けながら，自分

が本当に……向かい合えたからこそそういう気持ちになれたんじゃないかなって思

ってて，（A さん）」  

「もういっぱい頑張ってはいたと思うので，まぁ，苦しくなくね，なったのかなっ

て．痛くなく，そういうことから解放されたのかなっていうふうには思う．（B さん）」  

 

〈私が送り出してあげると思う〉       

死が避けられない子どもを受け入れ，私が送り出してあげたいと思えたことであ

る．  

 

「その前までは，その現実が自分も辛いし，この子もかわいそうとかぐらいは考え

てたけど，（略）本当に送り出してあげられる気分になったなって，自分でハッとし

た瞬間を，ほんとにその瞬間を覚えていて，で，『あぁ，私やっとこれで看護師にな

ったのかな』って（A さん） 」  

「私なんか，もう，“私，え？ 今日，私の受け持ちやで．ええんか？”って思いま

したもん，モニターみながら．ほんとに，“あ，この時だ”って思う時あるじゃない
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ですか．“あぁ，いまや”って思う時．“今日私やで，ええんか？  ええんか？”って．

“もう今日け，頑張るわ”ってそういう感じです．4 年ぐらいまでは，自分がインチ

ャージが夜勤だと何かが起こるっていう時が．その時に私は，“私を選んでくれたの

ねって”そういうふうに思うようにしました．“がんばるわ”って．（G さん）」  

 

3．態度変容過程における各局面が意味すること  

これら 6 カテゴリーで示された態度変容過程は , 直線的に進むのでもなく ,また , 階

段の踏み段を辿るように進むのでもなく，時には行きつ戻りつという状況を示しなが

ら進む「局面」として捉えられた．  

そして，これら 6 カテゴリーで示された各局面は，関係性の中に身を置くことで，

初期には悲嘆からの回復過程を辿りながら変わり，闘病支援に葛藤しながら技を駆使

して，最終的に死をも承認する局面へと変容する過程として理解された．それは看護

師の成長の過程として捉えることができるものであった．  
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Ⅴ．考  察  

 

 本章では, まず, 子どもの死を契機とした看護師の態度変容過程を , 分析から導か

れた 6 つの局面から考察する．次に，悲しみの体験を如何に看護に繋いでいったか，

その鍵となるものは何であったかについて【揺らぎつつ変えていく】という局面から

考察する．さらに，子どものターミナルケアの特徴とも考えられる「板ばさみ」とい

う現象を取りあげ, その意味することを考察する. そして, これら変容過程にみられ

た看護師の悲しみからの回復の道筋や，その回復を支えるもの，および看護師の成長

という知見から示唆されることについて述べ , 今後の研究課題を示し，小児看護の質

の向上に寄与する提言につなぎたい．  

 

1．子どもの死を契機とした看護師の態度変容過程  

子どもの死という出来事を看護師がどのように体験し，その後のケアに対する考え

方や取り組みに繋がっていくのかは，【喪失の悲しみを抱える】【関わりの中での慰め

を感じる】【揺らぎつつ変えていく】【生きられる時間を意識して技を尽くす】【生の限

界を了解する】という過程を辿ると考えられた．そしてその過程には，【闘病支援とタ

ーミナルケアの板ばさみに悩む】という看護師の葛藤が表出された．これら初期の過

程においては，【喪失の悲しみを抱える】【関わりの中での慰めを感じる】【揺らぎつつ

変えていく】に特徴づけられるように，悲しみを経験し，喪失の現実に対峙しながら，

それを受け入れていく悲嘆の作業と重なる過程としても捉えられた． 

態度変容の過程において，【喪失の悲しみを抱える】という局面は，子どもの死から

まだ日が浅く，個々の看護師の悲嘆感情が強い局面であり，とりわけ「空のベッドと

ぽっかり空いた時間」という言葉には，その悲しみがよく表現されている．すなわち，

昨日まで確かに居たはずのベッドに子どもが居らず，しかも死んだ子どもの“からだ

拭きの時間”を看護師の身体が憶えているという実感からくる悲しみである．荒川

（2011）は，看護師は受持ちの子どもをわが子のような特別な存在として捉え，母親

のように強い悲嘆感情や自責の念をもつと述べているが，本研究における《悲しみに

沈む》《後悔する》にも自責の念に近い一面がある．ただ，それはむしろ闘病治療のみ

でターミナルケアができなかったことを〈申し訳なく思う〉心残りであると考えられ

た．また，看護師と患者との関係が親密であるほど喪失感が強いと言われるように

（Rickerson,Somers,&Allen,et al．，2005；Conte，2014），入退院を繰り返す子ども

を看護してきた看護師からは，「糸が切れちゃって」「成果として残らない感覚」とい

う，懸命な看護にもかかわらず死に至ることへの〈空しくなる〉体験が語られた．子

どもとの心の距離が近いだけ，喪失感が強いのは当然のこととも思われる．さらに，
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“子ども”であることそれ自体が悲しみを深くし，看護師は子どもを守る使命を全う

できなかった悲しみを抱える（荒川，2010）と言われるように，〈空しくなる〉体験

は， 一方で子どもを守る使命を果たせなかったことへの後悔にも繋がっていると理解

される．  

他方，子どもの病状悪化で，受持ちを外されることの多い新人の頃の子どもの死は

《よく分からない感覚をもつ》に特徴づけられた．看護師とはいえ，子どもの死が人

生最初の人の死との出会いであることも少なくない中で，「ピンとこない，テレビに近

い感じ」という感覚は，第三人称の死という譬えとも異なり，メディアを媒介とした

不特定他者の死と同様の感覚にも似ている．しかし，それは「受持ちを外され，子ど

もの最期を看護できなかった」という条件のもとでの死である．  

【関わりの中での慰めを感じる】という局面は，Conte（2014）が，患者や他の看

護師とのつながりの感覚が喪失の悲しみを和らげると述べているように，【喪失の悲し

みを抱える】から【揺らぎつつ変えていく】過程における態度変容の要因としての意

味が強く，関係性の中に自らが置かれていることの重要性を示すものである．「仕事を

続けるってことが自分を守っていた」「辛いのを引きずりながら仕事をしているうちに，

なんとなく気持ちが落ち着いて」と《看護することで気持ちが落ち着く》ことは，悲

しみを抱えながらもとりあえず病棟に身を置き仕事を続けることが，一時的ではあっ

ても悲しみの感情を薄れさせ，悲しみから距離を置くことができるということであろ

う. それはまた, 自己の感情への関心から今病気に立ち向かっている子どもたちに関

心を移すことを可能にすると思われる. 同時に, 病棟に行くと「子どもたちが元気を

くれる」から《看護することで気持ちが落ち着く》し，《子どもの笑顔に救われる》の

であり，大西（2006；2009）が，患者や家族との相互関係から看護師自身も力や癒し

を与えられていることに気づくことで, ケアを続けていくことができると述べている

ように, むしろ日常の看護に戻り，子どもの笑顔に力を与えられていると感じること , 

そのこと自体が重要であり,【関わりの中での慰めを感じる】は, 要因としての意味の

一方で，態度変容の一過程としても理解されるものである . 

【揺らぎつつ変えていく】は，同僚や遺族とのつながりを感じられることが心の支

えとなり，亡くなった子どもに注がれていた力が , 少しずつ闘病している他の子ども

との新しい関係に注がれていく局面である．ただ，看護師は仕事が終われば「フッと

自分の気持ちが落ちている」ことに気づく. これは, Stroebe と Schut（1990）が悲

嘆の二重プロセスモデル（dual process model）で，悲嘆が“喪失志向”と“回復志

向”の二極間を振り子のように行き来しながら解決されていくことを述べているよう

に，看護師は【喪失の悲しみを抱える】に後戻りしながらも，悲しみの感情を【揺ら

ぎつつ変えていく】と理解されるものである．  
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 【生きられる時間を意識して技を尽くす】は，点滴のラインに繋がれ，医療機器に

囲まれていても，わが子を胸に抱いてやりたい母親の願いを叶えるために工夫をして

行われた看護実践であり，一瞬でも親子が親子であることの温もりと喜びを感じられ

たのなら，それはサイエンスを超えたアートとしての看護の技であり，親子で居られ

る時間が限られていることを承知しているからこその技の駆使とも理解される．一方，

上山（2007）が，緩和ケア病棟に携わる看護師の捉える「よい最期」は，患者の症状

がコントロールされ，患者が家族に囲まれて過ごすことであった旨を報告しているが，

小児看護においては，子どもが成長発達の過程にあるため，むしろ，親の意向を聞き

ながら, 親にとってのよい看取りの実現を志向していると言えよう．しかし，「もっと

子どもの気持ちに気づけていたら」と後悔が語られたように，子どもが病気をどのよ

うに捉え，何を望んでいるのかについて分からなければ，看護師が実際のケア行動に

移すことは難しい．《心の距離を縮めてケアにつなぐ》は，「時期が厳しくなってから

では子どもとの距離は縮められない」という看護師の経験知であり，《心の距離を縮め

てケアにつなぐ》ためには，その最初の出会いから, 短くても同じ時間を共有する努

力を継続することが重要であると示唆される．そのような関わり方をしながら子ども

の希望を知る手がかりをつかむことが, 看護の技に繋がっていく．また，Wengström

と Ekedahl（2006）は，アートとしての看護とは看護を提供するにあたり，看護師の

価値観を現実のものとし，個人的な意味を伝えることであると述べている．《新人の辛

さを気遣い共にケアする》は，辛くても親子の傍に行って，看護の技を駆使すること

の重要性とその意味を理解している先輩看護師による新人看護師への気遣いであり，

Wengström らが述べるアートに通じるものと思われる．このような先輩から後輩への

看護の心と技の伝授が，子どものターミナルケアの質を支えていると言える． 

【闘病支援とターミナルケアの板ばさみに悩む】は ,【生きられる時間を意識して

技を尽くす】に対立する概念として捉えられた．つまり【喪失の悲しみを抱える】時

点において「何もできなかった」と《後悔する》気持ちは，「子どもの死を無駄にして

はいけない」とその後のケアにつながる一方で，広瀬（2017）が述べるように, 悲し

みや後悔そのものは容易には消えず，各局面を辿りながら【生きられる時間を意識し

て技を尽くす】際に葛藤として表出されると思われた. 治癒が難しい状況の中で,なお

治療が継続されることに看護師が悩む局面であり , 子どものターミナルケアにおいて

は治療の中止が容易ではないことを示している . 

【生の限界を了解する】という局面は，子どもの死の瞬間もしくは死後であり，そ

こでは【喪失の悲しみを抱える】ことになる．しかし，子どもの看護に自らを投じ，

【生の限界を了解する】に至った看護師は，《悲しみに沈む》《後悔する》とともに〈苦

しみからの解放に安堵する〉という両価的な感情をもつと推測されるのである．この
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ような両価的な感情をもつことは，荒川（2011）が述べるように「やれることをやっ

た実感」として看護師の心の支えとなり，その後のケアに繋ぐための重要な要素にな

ると考える．一方，〈もう助けられないと思う〉は，子どもの変わりゆく姿を見て，自

らの無力を悲しみつつ死を受け入れる局面と言えるかもしれない．また，村上（2013）

が死に対して何もできない中での立ち会いを可能にするのは「ドライさ」である旨を

述べているが，〈私が送り出してあげると思う〉は，「ドライさ」と言うよりも，保坂

（2009）が看護師は子どもや母親に同一化すると指摘するように , 子どもを引き受け

護るという, 子どもの苦しみに添うなかでの母性的な感情の表れとも考えられる．そ

れだけ技を尽くすことに親身になっていたということであり ,【生の限界を了解する】

は，いわば子どもと一体になって子どもの苦しみをわが身の痛みとして感じ，死をも

承認するという看護の境地と言える. それは, 今, 子どもが実感している苦痛を看護

師が感じているように感じていること，すなわち共感であり,単に知的に理解すること

とは異なっている. 子どもとの間にこのような関係をもつことができるようになった

瞬間を, 看護師としての態度変容の最終局面であると考えた .つまり,これら態度変容

の過程は，子どもの死を契機とした看護師の成長の過程としても理解されるものであ

った．  

 

2．ターニングポイントとしての【揺らぎつつ変えていく】局面   

 看護師が，【喪失の悲しみを抱える】に後戻りしながらも，悲しみの感情を【揺らぎ

つつ変えていく】局面は，子どもの死を如何にその後の看護に繋いでいくかのターニ

ングポイントと考えられた．何故なら，この揺らぎの局面で，看護師の気持ちの切り

かえがうまく進まなければ，悲しみの只中への“折り返し点”となるに違いなく，反

対に気持ちの切りかえができれば【生きられる時間を意識して技を尽くす】局面への

“転換点”となると考えられるからである．看護師の態度変容過程においては重要な

局面である．大西（2004）が，辛い看取りを体験したとしても，ターミナルケアに対

する肯定的なイメージをもつことが，自らの思い描く理想の看取りに近づくために必

要な要素である旨を述べている．看護師が「ほんとに一瞬“あ，ちょっとできた”と

か，“あ，これしてよかった”って思うこと」は，辛い体験の中での何らかの喜びの発

見であり，そのことが《気持ちを切りかえよう》という前向きな気持ちへの支えとな

って，【生きられる時間を意識して技を尽くす】局面へと繋がっていったと理解されよ

う．また，〈遺されたメッセージに応えたい〉〈守りたい思いが湧きあがる〉という人

間としての本能的な感情も，《悲しんでばかりいられない》と自らを律する方向に導く

重要な要素として捉えられた．しかし，悲しみの感情が強すぎた場合には，自らの感

情のやり場のなさに戸惑って，【生きられる時間を意識して技を尽くす】ケア行動には
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至らず，その後の看護の継続も難しくなると思われる．   

したがって，振子のように【喪失の悲しみを抱える】に後戻りしながらも，【生きら

れる時間を意識して技を尽くす】局面への変化を遂げるためには，【揺らぎつつ変えて

いく】局面におけるターニングポイントとして理解が重要である．  

 

3．「板ばさみ」が意味すること  

子どもの状態を観察してターミナルであると感じ取った看護師は，限りある時間を

後悔のないように過ごさせたいと思う反面，最期まで治療を諦められない両親の思い

を尊重し，医師の治療方針に従って闘病支援せざるを得ず，それは“葛藤”として語

られた．このような看護師の葛藤は，子どもの死後にケアの後悔の念を強くし，ター

ミナルケアへの意欲を失わせてしまうかもしれない．  

成人の場合は , がんの積極的治療からターミナルケアへの転換として , 従来から

「ギアチェンジ」という言葉が用いられてきた（高宮，2001）. しかし, 子どもの場

合は「ギアチェンジ」が容易ではない. 加えて, 小児がんの治療には , それに伴う副

作用や合併症によって急な状態悪化を引き起こし，突然，死の転帰をとる子どももお

り（松岡，2013），「ギアチェンジ」の時期を逃すことも多いと思われる.  

成人を対象とした調査によると，医師の認知する予後に比べ，患者・家族の認識す

る予後は有意に長く，さらに医師の認識する予後は実際の予後よりも有意に長いこと

が報告されている（佐藤，目時，井川他，2013）．小児医療においては，親がわが子

の治癒を望む思いが強いがゆえに，親の認識する子どもの予後と医療者の認識する予

後の差はさらに大きくなることが推測される．有田（2010）は，家族が緩和ケアを考

えていくうえで必要な情報を医療者から与えられていない現状があると述べており，

医師や看護師など医療者は，子どもの病状悪化に伴う家族の不安や疲弊を気遣うあま

りに，子どもの予後について，親との話し合いを躊躇することが多いのではないかと

思われる．医療者と家族が子どもの状態についてできるだけ共通した認識を持つこと

が重要であるが，現実に向き合うことには困難を伴う．                           

近年，学童以上の子どもに対しては，患児本人にも小児がんであることが説明され

るようになってきた．しかし，治療効果がなく，治癒が難しい状況については伝えら

れないため，改善の兆しがない中で, 子どもから「死ぬの？」と問われた時，看護師

が「頑張ろう，大丈夫」と嘘をつかざるをえないことになる．このような状況は，子

どもとの間の溝を深め，子どもの思いに沿うことを難しくする．名古屋，塩飽，鈴木

他（2014）が,「bad news」を子どもに伝えることが難しい現状は，ターミナルケア

の障壁となる旨を述べている．一方，子ども自身は命の危うさを察知し，親にも言え

ない不安や恐怖を抱えており, その語りに耳を傾けることが子どもに安心感を与える
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ケアとなるという報告（杉山，佐鹿，2014）もある．このように, 子どもや親に如何

に治療の限界を伝えるかは，なお解決すべき重要課題と言える． 

名古屋，塩飽，鈴木（2013）は，看取りの時期における看護師の葛藤について 6 つ

の対立事象を抽出している．本結果における【闘病支援とターミナルケアの板ばさみ

に悩む】という看護師の葛藤は, たとえ短い人生でも，人間として等しく，子どもが

子どもらしく生きられるように看護したいという看護師の願いの表出であり，それが

できないがゆえの葛藤と考えられた.それは，名古屋らの示す「一個人や医療者として

の理想」と「親の擁護者・代弁者の役割」の対立事象における葛藤とも捉えることが

できる．子どもに真実を隠し，子どもが辛い治療を受けることと，治療を諦められな

い親の思いを尊重することとは，「子どもの擁護者・代弁者の役割」と「親の擁護者・

代弁者の役割」における対立事象である．それゆえ，医療者と子どもの親とが共に話

し合うことの難しさを超えて，今，子どもに何をするべきか，子どもが何を望んでい

るのかについて，生きられる時間を意識しながら話し合い，共に考えることができれ

ば，少なからず子どもの身体と心に添う判断と選択がなされるのではないかと考える． 

 

4．悲嘆からの回復と看護師としての成長への示唆   

坂井，古宮（2006）が，同じ看護場面を共有した同僚や医師に話を聞いてもらうこ

とは，自らの気持ちに向き合い，子どもの死を受け入れることに繋がる旨を述べてお

り, 中西，志自岐，勝野他（2012）もチームとしてターミナルケアに取り組むことで

看護師がターミナルケアに対して前向きな態度を示すようになると述べているように，

看護師が同僚や先輩からの《気遣いを感じる》ことは，悲嘆からの回復には不可欠な

要素と考えられる．また，遺族ケアは看護者の悲嘆や終末期ケアの不全感・無力感等

を緩和する治療的側面がある（大久保，2015）とされるように，子どもが亡くなった

後も遺族と《つながっている》という感覚は , 看護師の悲嘆や不全感を和らげたと考

えられ, このような遺族との関係性の継続は必要と示唆される．  

原（2017）は，「キャリア初期の看護師にとって患者の死を体験することは大きな

衝撃を伴うが，それによって看護師はその体験の意味を吟味しながら，真摯に患者に

向き合うようになる」として，専門職としての成長には，患者の死の体験が欠かせな

い旨を述べている．特に子どもの死を経験する機会は希少であり，子どもの死を通し

て看護師の態度の変容に繋がるという結果は，小児看護においても新人の頃から，タ

ーミナルケアを経験し，子どもが亡くなる時まで受持つことが重要であると示唆され

る．新人の頃は，技術が未熟で精神的動揺も大きいかもしれないが，先輩のもつ技を

後輩に伝授する貴重な機会になると考える．また，内藤，吉田，佐藤（2014）が，未

来を想起させる子どもの成長を間近で感じられることは小児看護の特権であると述べ
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ているように，子どもの死によって看護師自身が大きく揺さぶられても, 小児病棟に

は子どもの笑顔があり, 軽快して退院する子どもや退院後に成長した姿を見せてくれ

る子どもたちの存在がある．また,お別れ会への参加や遺族の訪問という亡くなった子

どもとのつながりを感じる機会もあり,それ自体が支えになる．小児病棟の空間性と関

係性は，看護師を支え，悲嘆からの回復の助けになると示唆される．そのような中で,

看護師は【生の限界の了解】に至る変容を遂げる .そこには，看護師として，子どもと

ともに苦しみ,【闘病支援とターミナルケアの板ばさみに悩む】という情緒的体験に巻

き込まれながらも, 技を尽くしてやり遂げた安堵がある．しかし, この情緒的体験が

勝れば，看護師としては不全感が強く残ると考えられ ,悲嘆からの回復および看護師と

しての成長のためには, ストレスが大きくても，「ターミナルケアができること」が重

要と思われる. すなわちそれは，新人看護師であっても，小児がんの子どものターミ

ナルケアを経験し，最期まで看護できるという環境であること，また，先輩に支えら

れながら，技を尽くしてやり遂げるという看護実践の能力を意味するものである．  

 

5．研究の限界と課題 

本研究では，小児看護に携わる看護師の語りから，子どもの死という出来事を看護

師がどのように体験し，その後のケアに対する考え方や取り組みに繋がって行くのか

を， 看護師の態度変容過程として捉え, その現象の見方の一つの枠組みを明示するこ

とができた．小児看護経験 3 年以上の看護師 13 人の参加を得られたが , 実際, 小児が

んの子どもの治癒率の向上によってターミナルケアを経験する看護師が少ない中で ,

研究参加者の確保は困難を極め，データ収集期間にも 2 年間を要した．その 13 人の

語りを分析焦点者と分析テーマに限定してデータ分析を行い，データの飽和化が得ら

れたと判断した．しかし , 参加者のデータの豊かさについては，小児看護経験年数や

ターミナルケアの経験，受持ちの子どもとの死別体験を考慮し，検討し，解釈して分

析に活かした一方で， インタビューの内容からキーになる言葉や内容を意識して次の

インタビューに活かす， もしくはそのようなインタビューが可能な参加者に依頼する

という「理論的サンプリング」の実施という点では十分とは言えないかもしれない．  

本研究から得られた知見から , 今後の研究課題としては , 子どもの死による悲嘆

からの回復のために必要な, 看護師への精神的支援の方法に関する研究，および【生

きられる時間を意識して技を尽くす】という先輩からの技の伝授を含めた，「ターミナ

ルケアができる」ための技術的・教育的支援の方法に関する研究への取り組みが求め

られていると考える．なお，【闘病支援とターミナルケアの板ばさみ】という状況は , 小

児のターミナルケアの難しさを表している. 治療の決定プロセスにおける子どもの参

加と，治療の限界についての医療者からの説明，子どものための緩和ケア，ターミナ
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ルケアの実践とその経験の蓄積は，社会的な要請にもなっており，今後の小児看護の

質の向上のためにも，さらに検討し，改善していかなければならない．   
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Ⅵ．結 論 

 

本研究は，小児がんの子どもの死を契機とした看護師の態度変容過程，すなわち，

子どもの死という出来事を看護師がどのように体験し，その後のケアに対する考え方

や取り組みに繋がっていくのか，その過程を明らかにすることを目的として実施され

たものである．  

その結果，以下の知見が得られた．  

 

1．  子どもの死を契機とした看護師の態度は，【喪失の悲しみを抱える】【関わりの中

での慰めを感じる】【揺らぎつつ変えていく】【生きられる時間を意識して技を尽

くす】【生の限界を了解する】という変容過程を辿り，その過程には，【闘病支援

とターミナルケアの板ばさみに悩む】という看護師の葛藤が表出された．  

2．  子どもの死を契機とした看護師の態度変容過程は，関係性の中に身を置くことで，

初期には悲嘆からの回復過程を辿りながら変わり，闘病支援に葛藤しながら技を

駆使して，最終的に死をも承認する局面へと変容する過程であり，それは看護師

の成長の過程としても捉えることができた．  

3．  看護師が，【喪失の悲しみを抱える】に後戻りしながらも，悲しみの感情を【揺ら

ぎつつ変えていく】局面は，子どもの死を契機として如何にその後の看護に繋い

でいくかのターニングポイントと考えられた．すなわち，この揺らぎの局面で，

看護師の気持ちの切りかえがうまく進まなければ，悲しみの只中への“折り返し

点”となるに違いなく，反対に気持ちの切りかえができれば【生きられる時間を

意識して技を尽くす】局面への“転換点”となると考えられ，看護師の態度変容

過程においては重要な局面として捉えられた．  

4．  板ばさみに葛藤する看護師のありようは，人間として等しく，子どもが子どもら

しく生きられるように看護したいという看護師の願いの表出であり，積極的な治

療からの「ギアチェンジ」が難しい子どものターミナルケアの特徴を表している

と考えられた．それゆえ，医療者と子どもの親とが，今，子どもに何をするべき

か，子どもが何を望んでいるのかについて，生きられる時間を意識しながら話し

合い，共に考えることが重要であると示唆された．  

5．  子どもの死を通して看護師の成長に繋がるという結果は，子どもの死を経験する

機会が希少であることからも，たとえ新人であってもターミナルケアに関わるこ

とが重要であると示唆された．  

6．  【生きられる時間を意識して技を尽くす】ためには，先輩から後輩への技の伝授

も含めた技術的・教育的支援と看護師が悲嘆からの回復過程を辿るための子ども
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や同僚，遺族との関係を重視した精神的支援が重要であると示唆された．また，

そのための研究への取り組みが課題であると考えられた．  

7．  治療の決定プロセスにおいて子どもが参加できること，治療の限界について医療

者から説明されること，子どものための緩和ケアとターミナルケアの実践とその

蓄積が，今後の社会的な要請として検討していかなければならない課題であると

考えられた．  
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資料１   表 2 カテゴリー・概念・定義一覧  

 

カテゴリー サブ 
カテゴリー 概念  定義  

喪失の悲しみ
を抱える  

 

悲しみに沈む  

喪失を実感する  
空のベッドや空いた時間に，改めて子どもが亡くな

った事実を思い知ること   

あってはならないこと  
と思う  

未来をうばわれた子どもの死は受け入れがたく，
あってはならないと思うこと  

空しくなる  
仕事を終えて独りになったときなどに，亡くなった
子どもがふっと思い出され，空しくなること  

気持ちをしまい込む        
悲しみや罪悪感の気持ちを周囲に言わずに，自

分の心の中に密かにもっていること  

親の悲しみを思う   
自分がこれだけ悲しいのだから，親の悲しみはい
かばかりかと胸中を察すること  

後悔する  

申し訳なく思う     
力不足で重篤な子どもや親に対するケアを何もで
きなかったと申し訳なく思うこと   

足を向けられなかった

ことを悔いる  

苦しむ子どもやその家族への対応に戸惑い，病

室に足を向けられなくなること  

心を通じ合えなかった
ことを悔いる   

子どもの本音がわからないままで，心を通じ合え
なかったと悔いること  

思いに沿えなかった  
ことを悔いる   

子どもの思いに沿った対応ができなかったことを
悔いること 

よく分からない  
感覚をもつ  

よく分からない感覚を  

もつ       

子どもが亡くなった事実に「ピンとこない」と，よく分

からない感覚をもっていること   

悲しむ余裕もない      
目の前のことに精一杯で，子どもが亡くなっても，
その死を悲しむ余裕がないこと  

関わりの中で

の慰めを感じる  
 

子どもの笑顔に救
われる  

子どもの笑顔に救われ
る  

病棟ではいつものように子どもたちの笑顔があり，
その笑顔に慰められること  

看護することで  
気持ちが落ち着く  

看護することで気持ち
が落ち着く  

一人でいると気持ちが沈んでしまうが，  むしろ看
護師として子どもたちの看護をしているほうが，  

心が慰められること．  

つながっていると  
思う  

死が終わりではないと

感じる   

遺族と一緒に悲しみを分かち合うことで，子どもの

死が終わりではないと感じること  

親の姿に励まされる   
悲しみから立ち直ろうとしている親の姿に看護師
が励まされたと感じること  

感謝の言葉を嬉しく  
思う  

親からの感謝の言葉が嬉しく，悲しみが癒され励
まされること 

気遣いを感じる  
悲しみは自分一人が抱えているのではなく，同僚

も先輩も同じように抱えており，気遣いを受けてい
ると感じること 

揺らぎつつ  
変えていく  

悲しんでばかり  
いられない  

悲 しんでばかりいられ
ない 

辛い治療に耐えている子どもの姿を見て，悲しん
でばかりいられないと思うこと  

守りたい思いが湧き上
がる   

小さい身体で苦痛に耐えている子どもたちを見る
と，守りたい思いが湧き上がってくること  

手助けしたい   
命が短いのであれば，子どもや家族がよかったと
思える最期を迎えられるように手助けをしたいとい

う気持ちになること  

遺されたメッセージに  
応えたい 

亡くなった子どもからいろいろなことを学び，その

子どもから残されたメッセージに応えなければなら
ないと思うこと  

経験を活かしたい   
ターミナルケアの経験を振り返り，その経験を活
かしたいと思うこと  

不完全さを埋めたい  
ターミナルケアで出来なかったことを振り返り，そ

の不完全さを埋めたくて，一つひとつできることを
積み重ねていこうとすること  

できるようになりたい       

自分の未熟さのためにもっとできるようになりたい

と自発的に勉強をしたり，研修に参加するように
なること 

気持ちを  
切りかえよう  

気持ちを切りかえよう  
良かったことや出来た事を考えるようにして，気持
ちを切りかえようとすること  



 

生きられる時

間を意識して
技を尽くす  

 

心の距離を縮めて
ケアにつなぐ  

子どもと心の距離を縮

める  

子どもと心の距離を縮めるために，時間を大切に
する，メッセージを伝える，一人の人間としてかか
わるケアを実践すること  

子どもの思いをケアに
つなぐ  

子ども本人の思いに耳を傾け，あるいは察しなが
らケアにつなげたいと思うこと  

親との信頼を築く  子どもの親から信頼を得られるように努力すること  

場を整えて親子の
時間を大切に育む  

親子が共に過ごせる場
をつくる  

個室の準備，外泊の段取り，面会制限の解除な
ど，子どもと家族が一緒に過ごせる環境を整える

こと 

最期の過ごし方を共に

考える  

最期の過ごし方について，親が納得のいく決断が

できるように，親と共に考えていこうとすること  

きょうだいが抱く気持ち
にも配慮する  

きょうだいへの病児の病状説明や面会制限の緩
和，そしてドナーとなったきょうだいへの心のケアな

どのきょうだいに気遣いをすること  

母親による手当て

をケアに組み込む  

母親による手当てをケ

アに組み込む  

重症で医療器械に囲まれた状態でも，抱っこや添
い寝，清潔ケアなど，母親らしいことが出来るよう
に工夫すること  

新人の辛さを気遣
い共にケアする  

新人の辛さを気遣い共
にケアする     

新人の看護師の大変さや辛さに配慮し，後輩とと
もに部屋を訪問し，共にケアをしようと心遣いをす

ること 

闘病支援と  

ターミナルケア
の板ばさみに

悩む  

 

闘病治療に葛藤  
する  

闘病治療に葛藤する  
ターミナルの時期に入ったのではないかと感じなが
らも，最期まで治療する方針に従わなくてはならな
いことに葛藤すること   

闘病治療に無力感を

抱く  

ターミナルケアができず，最期までつらい治療に耐

えて亡くなることに無力感を抱くこと  

時を逃すことに  
悩む  

希望を叶えられる時を

逃す現実に悩む      

親が回復の見込みがないと認識したときには，既
に子どもの状態が悪化していることが多く，子ども
の希望を叶えられるタイミングを逃してしまうこと  

子どもの不安に応えら

れない葛藤がある  

ターミナル期で回復の兆候がなくても治療が続け
られている子どもが抱く不安に応えられず，葛藤
すること 

家族を傷つけない言葉
選びに悩む  

闘病の中，家族を傷つけないように言葉を選んで
説明することが難しいと感じること  

生の限界を了

解する  

生の限界を了解  

する  

もう助けられないと思う  
子どもの死は不本意であるが，治療や看護を尽く

しても助けられない事実があることを認めること  

苦しみからの解放に安

堵する   

子どもの苦痛を共に感じながら，必死で看護して
きた末の死に，「あー，これで楽になったね」と苦痛
からの解放に安堵すること  

私が送り出してあげる
と思う       

死が避けられない子どもを受け入れ，私が送り出
してあげたいと思えたこと  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

資料３ 分析ワークシート例 

 

概念名  あってはならないことと思う  

定義  
未来をうばわれた子どもの死は受け入れがたく，あってはならないと

思うこと．  

ｳﾞｧﾘｴｰｼｮﾝ ・ やっぱり子どもの死って，本当はあっちゃいけないよなって思う．

ほんとにこんなことを言ったら大人の人に怒られるかもしれない

し，語弊があるかもしれないんですけど，やっぱり子どもの死って，

本当はあっちゃいけないよなって．  

・ あの，やっぱり子どもは未来があるんだと思うんですよね．だから

やっぱり，なんだろうな，無念さっていうか，あ～今かっていう，

なんだろう，なんか……しっくりこない別れっていうのは，気持ち

はあります．まぁ，それはたぶん拭えないとは思うんです．   

・ なんかこう……やっぱり，私より生きてないわけじゃないですか．

もうやっぱりそれは切ないですよね．まだ世の中にはこんなに楽し

いことあるんだよって言いたいんですけどね．   

・ 子どもを先に旅立たせるっていうのは……（大人とは）違いますね．

普通に考えたら，ここ（病院）にいなくって，普通に社会に出たら，

そんなに小学校の子が亡くなるなんて，普通は考えもしませんよ

ね．まだまだこれから先に，お友達と遊んだり，もっと大きくなっ

たら彼女ができたり，彼氏ができたり，それこそ結婚したりお勤め

したり．普通の子が当たり前にできることを……（涙）すいません，

できないまんま，しかも大好きなパパとママをおいて旅立たなきゃ

いけないっていうところが，たぶん（大人と違う）……．  

・ もちろんどんな人だって，「もうこれでいい」なんて人は絶対いな

いと思うけど，他の子が当たり前にできていることを，当たり前に

できないまま何年も何年も，我慢して我慢して過ごして，先に行か

なきゃいけないのが，周りで見ていてつらいよなって．もっと他に

いっぱいやれることがあるはずなのにって．  

・ なんか，申し訳ないなって気持ちが多かった気がします．なんか，

私はここまでこうして育ってこうして仕事もしているのに，この子

はここまでっていうか．なんで（命を）分けられないんだろうって．  

理論的メモ  ・ 看護師は，大人よりも子どもが先に逝くということは道理に合わ

ず，不条理なことだと思っている．それは，本来，子どもは元気で

未来がある存在であると考えているため，短い人生を終えなくては

ならないことが無念で切なく，しっくりこないと感じているからで

ある．  

・ 亡くなった子ども達は長期の闘病生活を送り，普通の子どもが当た

り前にできることができないままで，逝かなくてはならなかったこ

とに胸を痛めている．  

・ 子どもは成長発達する存在で死とは無縁であることということだ

けではなく，小児がんであったために，やりたいことができなかっ

た人生であったと思い，子どもの死を受け入れがたいと感じている

と思われる．  

 


