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動画で学ぶ
支持的精神療法入門 ［DVD付］
原著　Winston A、Rosenthal RN、Pinsker H
監訳　大野　裕、堀越　勝、中野有美
A5　頁272　4,200円
［ISBN978-4-260-02081-7］

〈精神科臨床エキスパート〉
他科からの依頼患者の診方と対応
シリーズ編集　野村総一郎、中村　純、青木省三、朝田　隆、
　　　　　　　水野雅文
編集　中村　純
B5　頁264　5,800円
［ISBN978-4-260-02113-5］

DSM-5®を使いこなすための
臨床精神医学テキスト
原著　Donald W. Black、Nancy C. Andreasen
監訳　澤　　明
訳　阿部浩史
B5　頁464　6,000円
［ISBN978-4-260-02116-6］

DSM-5® 鑑別診断ハンドブック
原著　Michael B. First
監訳　髙橋三郎
訳　下田和孝、大曽根彰
B5　頁268　6,000円
［ISBN978-4-260-02101-2］

〈精神科臨床エキスパート〉
外来で診る　統合失調症
シリーズ編集　野村総一郎、中村　純、青木省三、朝田　隆、
　　　　　　　水野雅文
編集　水野雅文
B5　頁220　5,800円
［ISBN978-4-260-02170-8］

精神科初回面接
原著　James Morrison
監訳　高橋祥友
訳　高橋　晶、今村芳博、鈴木吏良
A5　頁544　4,500円
［ISBN978-4-260-02212-5］

〈がん看護実践ガイド〉
女性性を支えるがん看護
監修　一般社団法人日本がん看護学会
編集　鈴木久美
B5　頁224　3,400円
［ISBN978-4-260-02140-1］

〈精神科臨床エキスパート〉
精神科薬物治療
こんなときどうするべきか
シリーズ編集　野村総一郎、中村　純、青木省三、朝田　隆、
　　　　　　　水野雅文
編集　𠮷村玲児
B5　頁260　5,800円
［ISBN978-4-260-02114-2］

注射・採血ができる ［Web動画付］
監修　虎の門病院看護教育部
著　福家幸子、山岡　麗、千﨑陽子
B5　頁144　2,100円
［ISBN978-4-260-02211-8］

今日から使える
医療統計
新谷　歩
A5　頁176　2,800円
［ISBN978-4-260-01954-5］

専門看護師の思考と実践
監修　井部俊子、大生定義
編集　専門看護師の臨床推論研究会
B5　頁188　3,500円
［ISBN978-4-260-02400-6］

私だってできる看護研究
無理なく研究を行うヒントとテクニック
田久浩志
B5　頁104　2,000円
［ISBN978-4-260-02069-5］

糖尿病に強くなる！
療養指導のエキスパートを目指して
編集　桝田　出
B5　頁224　2,600円
［ISBN978-4-260-02102-9］

知っておきたい変更点　
NANDA-I 看護診断　定義と分類　
2015-2017
上鶴重美、T. ヘザー・ハードマン
A5変型　頁104　1,800円
［ISBN978-4-260-02180-7］
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■［インタビュー］誰もが自分の力を取り戻
す場を（秋山正子） 1 ─ 2 面
■［インタビュー］心不全患者の療養支援
（山部さおり） 3 面
■［取材］多職種病棟専従チームと看護の
役割 4 ─ 5 面
■［連載］看護のアジェンダ/第24回日本創
傷・オストミー・失禁管理学会 6 面
■MEDICAL LIBRARY 7 面

――「日本にもマギーズを」。秋山さん
が呼び掛けてこられたことが現実のも
のになろうとしています。
秋山　2014年 5月から，鈴木美穂さ
ん（日本テレビ記者）と共に共同代表
を務める「maggie’s tokyo project」で
の活動を開始して約 1年。現在，がん
研有明病院，国立がん研究センター中
央病院にほど近い湾岸地域（2面参照）
に建設予定地を構え，マギーズ東京は
今年度中の着工，開設をめざせる段階
に至ることができました。
　ただ，これも 2020年までのパイロ
ット事業で仮建築の計画です。事業の
終了後，きちんと本建築をして運営さ
れることまでを見据え，挑戦していき

たいと思っています。

「私が大金持ちだったら，
すぐにでもつくりたい」

――そもそも，秋山さんが「マギーズ」
のコンセプトに触れたのはいつ頃のこ
となのでしょうか。
秋山　私がマギーズと初めて出会った
のは，2008年のことです。その年に
開催された国際がん看護セミナーシン
ポジウムで，私と共に登壇したのがマ
ギーズエディンバラのセンター長のア
ンドリュー・アンダーソン看護師でし
た。彼の報告を通し，マギーズの存在
を，そしてそこで提供される相談支援

の在り方を知ったときは，大変感銘を
受けましたね。「私が大金持ちだった
ら，すぐにでも日本にマギーズをつく
りたい」。思わずシンポジウム中にそ
うコメントしてしまったほどです。
――どんな点が心に響いたのですか。
秋山　マギーズは，事前予約や相談料
はなしで，がんを専門とする経験豊か
なスタッフが，患者さんを中心に据え
た支援を行います。そのサポートによ
って，「相談者が自分自身の力で，も
のを考えられるようになる」というの
です。ここに私がかねてから抱えてい
た「どうしたものか」という思いに対
する，ひとつの解があるように感じら
れました。

病院でも，家でもない空間が
自己決定を支える

秋山　私自身，1992年から訪問看護
に取り組んできましたが，その間，が
ん医療のありようは大きく変わってい
ます。治療の進歩は喜ばしいことです
が，それにより外来での治療期間は長
くなった。つまり，日常生活を送りな
がら治療を続ける患者さんが増えてお
り，がんと共に生活する時間は長くな
ってきているわけです。
　そうした流れがある一方で，病院か
ら在宅医療にバトンタッチされ，私た
ち訪問看護師が初めて出向くときに
は，治療のすべがなく，残された時間
も短いという末期の患者さんばかり。
それでもわれわれがケアをしたり，日
常生活上の悩みや不安を聞いたりして
いくと，「もっと早くに在宅ケアを頼
めばよかった」と漏らす患者さんやご
家族と多く出会う。そのたびに，「ど
うしてもっと前の段階に，希望するケ
アと出会うことができなかったんだろ
う」と疑問に感じていたのです。
　訪問看護につながる前の，例えば「が

んかもしれない」と思った初期の不安
なとき。そのタイミングから誰かに思
いや悩みを相談し，情報提供を受けら
れる場があれば，患者さんやご家族は
多くの治療法や療養の場の選択肢と向
き合い，自分が希望する生き方を選び
取ることもできたのではないか。そし
て，生活の質を高めることにもつなが
ったのではないだろうか。そう思うこ
とが少なくありませんでした。
――マギーズは，そうした支援が行わ
れている場である，と。
秋山　そう感じました。それから 3か
月後，「まずはひと目見てみよう」と
仲間を募って英国へ渡り，エディンバ
ラ，ファイフ，ロンドンと 3か所のマ
ギーズを視察させてもらいました。
――わずか 3か月後という点に関心の

　告知を受けたとき，治療の前後，再発が明らかになったとき，あるいは残りの時間
が限られていると判明したとき――。がんという病気によって生じる心理的なストレ
スは計り知れず，あらゆる段階で患者に降りかかる。英国を発祥とするマギーズ・キ
ャンサー・ケアリングセンター（以下，マギーズ）では，こうしたがんに直面し悩む
患者の思いを受け止め，寄り添い，力を引き出す支援が行われているという。同セン
ターの支援に魅せられ，“日本版マギーズ”実現に向けて活動を続けてきたのが秋山
正子氏だ。現在，東京でマギーズの開設準備を進める氏に，マギーズの患者支援の在
り方を，そして患者にとってどのような場と成り得るのか，話を聞いた。

●あきやま・まさこ氏
1973年聖路加看護大卒。産婦人科病棟にて
臨床経験後，看護教育に従事。実姉の末期が
んでの看取りを経た後，92年より訪問看護
に携わる。2001年に（株）ケアーズを設立し，
09年より現職。英国のマギーズにヒントを
得て設立した「暮らしの保健室」で，医療の
質・安全学会「新しい医療のかたち」賞を受
賞（2012年）。現在，東京にマギーズを設立
する活動にも尽力している。著者に『在宅ケ
アのはぐくむ力』（医学書院）など。

 （2面につづく）

●マギーズ・キャンサー・ケアリングセンター
　英国の造園家マギー・ケズウィック・ジェンクス氏の発案によって創設されたがん患者支
援施設。完成を見届けずして乳がんのために他界したマギー氏の「がん患者が自分を取り戻
すための居場所をつくってほしい」という遺志を，夫で建築評論家のチャールズ・ジェンク
ス氏が受け継ぎ，1996年にエディンバラに開設された。マギーズは，がん看護のスペシャリ
ストナースが施設長を務め，看護師や臨床心理士のボランティアスタッフが常駐。がん患者・
その家族への相談支援を提供するほか，アクティビティやセラピープログラムも開催する。
　マギーズの支援の在り方は，がん患者，家族，医療者たちから広く共感を集め，他地域に
も展開している。2014年時点で英国国内に 15か所のセンターが運営され，7か所で設立準
備中。13年には英国外で初めて，香港に開設されている。

誰もが自分の力を取り戻す場を誰もが自分の力を取り戻す場を
がん患者支援施設“マギーズ”が東京に設立がん患者支援施設“マギーズ”が東京に設立

写真提供＝藤井浩司氏（ナカサ　アンド　パートナーズ）

interviewinterview 秋山 正子氏に聞く
（（株）ケアーズ白十字訪問看護ステーション統括所長／maggie’s tokyo project共同代表）



訪問看護師秋山正子が全国の仲間に届ける――地域、人、ケアをはぐくむための贈り物

在宅ケアのはぐくむ力
在宅ケアに携わる仲間たちに贈る「在宅ケ
アの力」シリーズ第3作。『訪問看護と介
護』誌で好評連載中の著者エッセイを全面
改稿。2012年に地域包括ケアシステム
の新時代を迎えたこの国で暮らし、死にゆ
くことをサポートする看護専門職のガイド
ブックとして再編した。地域を、患者を、
そしてケアの仲間たちとはぐくみ合える不
思議な力が在宅療養の現場にはある。著者
が立ち上げた「暮らしの保健室」の歩みも
この1冊で。

秋山正子

B6　頁196　2012年

ケアーズ白十字訪問看護ステーション統括所長

定価：本体1,400円＋税 [ISBN978-4-260-01710-7]
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 インタビュー　誰もが自分の力を取り戻す場を

（1面よりつづく）

高さが伺えます。実際に見て，何が印
象に残りましたか。
秋山　まずを目を引いたのが，著名な
建築家が設計した建築物の外観と，居
心地のいい雰囲気です。自然光の入る
オープンな空間が広がっていて，中庭
まである。それでいてプライバシーを
守る個別のスペースも設けられていま
した（註 1）。
　私が驚いたのは，あらゆる来訪者に
接するスタッフの距離感と振る舞いで
す。白衣を着ている人は誰一人おらず，
一見，誰が患者で誰がスタッフである
かがわかりません。看護師や臨床心理
士のスタッフは，まるで友人であるか
のように，フラットな関係で相談者の
思いや悩みに応えている。がん拠点病
院の敷地内にありながら，そこにはま
ったく異なる雰囲気の場が広がってい
ました。
　病院でも家でもない場所，居心地の
いい空間，リラックスできる仕掛け，
ふらっと立ち寄っても話を聞いてくれ
るスタッフの佇まい。これらを兼ねそ
ろえているからこそ，患者の張り詰め
た思いをほぐし，紆余曲折する思いを
受け止め，これからの生活を過ごすた
めの自己決定に至るまでを支える場に
なるのだと痛感しましたね。

暮らしの保健室，
相談の 3割は「がん」関連

――そうした体験が，東京都新宿区内
の大規模団地 1階に開設した，地域住
民の健康相談に応える「暮らしの保健
室」の活動へとつながるわけですね。
秋山　ひそかに“マギーズジャパン準
備室”という構想があって，開設に際
しても“本家”マギーズをお手本に環
境を整えました。居心地のいい空間を
つくるために内部改修を行い，相談の
スタイルもマギーズ流の「事前予約な
し」「家庭的な雰囲気で，相談無料」「よ
く話を聞いてもらい，自分で考えるた
めの力を取り戻すような支援」を導入
しています。ただ，開設場所が高齢化
の進んだ団地の一角であったことか
ら，がんに限らず，誰でも立ち寄れる
「よろず相談所」として運営するスタ
イルを選びました。
　しかし，そうは言っても，寄せられ

る相談の実に 3割は，がん患者さんと
そのご家族によるものです。いかにが
ん患者さんたちが苦悩や疑問を抱え込
んでいるのかを実感しました。
――どのような相談が寄せられますか。
秋山　例えば，「セカンドオピニオン
を頼んでもよいものか」や，「医師が
ぽつりとこぼした『○○の検査値が下
がってますね』というひと言の真意
は？」だとか。または，「私の将来は
どうなってしまうのか」「なぜ私がが
んにならなければいけないのか」とい
う漠然とした，しかし深い苦悩もある。
　これらの問いを「外来診療の場で打
ち明けられるか？」というとそれはな
かなか難しい。「多忙そうな医療者に
こんなことを聞けそうにない」「主治
医にこんなことを尋ねてしまっては関
係性が悪化するのでは」と，胸のうち
にしまい込んでしまっているのです。
「暮らしの保健室」での経験を通し，
病院の「外」に，不安や苦悩を拾い上
げることのできる別の場をつくる必要
があるという思いを強くしました。

志を同じくした2人の出会いで，
マギーズ設立が現実のものに

――温めてこられた思いは，共同代表
のお二人の出会いによって，現実化さ
れることになりました。
秋山　きっかけは昨年，鈴木さんが「暮
らしの保健室」に訪ねてきたことでし
た。彼女が「実は……」と，マギーズ
の実現化に向けて一緒にかかわりたい
と持ち掛けてくれました。
　聞くと，鈴木さんは乳がん体験者だ
というのです。治療中のつらい経験を
機に，彼女は患者支援団体の活動に取
り組んできた。そうした中で「がん患
者と，その方々を支える人たちの居場
所」の必要性を感じていたというので
すね。それでマギーズを知り，国内で
の動向を調べると，「その全てに秋山
正子という名前が出た」と。「それで
会いに来た」というのです。
――お 2人が出会ってからの展開が早
くて驚きます。
秋山　彼女の話を聞くと，具体的なレ
ベルで実現化を考えているとわかりま
した。ですから，「力を合わせたら新
たな展開が生まれるかも？」と期待を
持てたんです。互いの仲間に呼び掛け
ると，半年も経たないうちに志を同じ

くするメンバーが集
まった。それからは
プロジェクトとし
て，建設予定地の決
定，資金集めに建築
様式の検討などと，
駆け足に展開してい
くことができました。
――異なるバックグ
ラウンドの 2チーム
の強みが生きたのか
もしれません。
秋山　そうですね。

専門家との関係を持ち，業界の“お作
法”を知る私たちと，固定概念に縛ら
れず新たな手法で挑戦できる彼女たち
がタッグを組んだことは，実現にぐっ
と近づいた要因と言えそうです。
　かねてから実現に向けて動いてきた
私たちには，がん看護の専門家や建
築・環境の専門家といった仲間もいま
すし，マギーズとの付き合いもありま
す。一方で，鈴木さんと彼女をサポー
トする若いグループには，クリエイテ
ィブな方が多くて，SNSを利用した
情報拡散や会合の告知・開催を柔軟に
実施できる行動力がある。クラウドフ
ァンディングを用いて寄付を募るアイ
デアも彼女たちの中で生まれたもので
した（註 2）。今後もこのチームの特
色を生かし，まずは完成・開設を目標
にプロジェクトを進めたいと思います。

病院の内・外から
相補的に支援するのが理想

――完成後，マギーズ東京においても，
がん看護を専門とする看護師がスタッ
フとして相談支援にかかわることにな
るのだと思います。しかし，同様の支
援を病院内で展開するというのでは，
やはり不十分なのでしょうか。
秋山　そう思います。いかに完璧な相
談支援の仕組みが病院内にできたとし
ても，患者さんや家族が思いをさらけ
出すことは難しいと思うのです。どん
なに親身になって接したとしても，院
内という環境によって，患者さん側は
緊張してしまいますから。マギーズロ
ンドンのセンター長・バーニー氏が強
調されていたのもその点で，「医療者
という“鎧”を外すこと」が支援のス
タートになると言います。病院内で支
援は完結しないということでしょう。
　しかし，これをもって「病院内の相
談支援が不要」ということにはなりま
せん。むしろもっと充実させていく必
要があります。つまり，病院と地域の
マギーズが相補的な関係性を持ち，両
面から，患者さん，家族をサポートし
ていく体制をつくっていく。それが理
想的な支援の形なのだと考えています。
――マギーズという病院の“外”だか
らこそできる支援を充実させる。それ
によって患者さんにより手厚いサポー
トが可能になるわけですね。
秋山　そういう意味では，今後，“外”
からの支援を提供できる人の育成も必

要でしょう。バーニー氏がもう一つ，
強調していたのが，「サポーティブケ
ア」というものでした。これは，正し
い情報提供や個別の疑問に答えるだけ
ではない。主体である患者さん自身が
病気に相対し，どう生きていくかを自
己決定する力を引き出すためのケア。
それがサポーティブケアであって，マ
ギーズの相談支援の要諦だといいます。
　この「サポーティブケア」の真に意
味するところについては，実は私自身
も模索中です。病を持つ患者さんには
心理的・社会的な面も含めた全人的な
アプローチが必要で，ある意味では「ケ
アをする」ということの本質に迫って
いくことになるのではないかとも考え
ているんです。今回のマギーズでの活
動を通して，そうした真に患者主体と
なるケアの在り方を深めていけるので
はないかとも期待しています。 （了）

NPO法人設立記念
マギーズ東京チャリティパーティー

2015年 4月 1日に NPO法人化したこと
を記念したパーティー開催予定
【主催】特定非営利活動法人マギーズ東京
【日時】2015年 7月 13日（月）
【場所】八芳園 1階「ジュール」（東京都
港区白金台）
【会費】20,000円
【申込】件名に「チャリティパーティー申
込」，本文にはお名前とご参加人数を記載
の上，下記までお知らせ願います。
　⇒ info@maggiestokyo.org
【問い合わせ】03-3205-3114（暮らしの保
健室　阪口）

※詳細はウェブサイト「maggie’s tokyo 
project」をご参照ください。

●マギーズ東京の建設予定地
東京都江東区豊洲の一角に建設を予
定している。写真は予定地を臨む会
場で会議を行った際の一枚。

●『暮らしの保健室』玄関と室内
マギーズ視察から 3年後の 2011年
に開設。木をふんだんに使った内
装，室内中央に置かれたキッチン
テーブルや椅子は，「マギーズをイ
メージしたもの」と秋山氏。

註 1：マギーズでは建築とランドスケープが
患者の不安を軽減するという考えの下，建築
条件が厳しく設定されている（自然光が入り，
明るい／安全な中庭がある／空間はオープン
である／執務場から全てが見わたせる／オー
プンキッチンがある／セラピー用個室があ
る／暖炉・水槽がある／1人になれるトイレ
がある／280　m2程度の面積，等）
註 2：「maggie’s tokyo project」では，クラウ
ドファンディング READYFORを通じた呼び
掛けにより，総額2200万円の寄付金を集めた。

●参考文献・URL
1）中川和彦，他．英国・マギーズセンター
の活動から考える――病院と地域が相互に補
完するがん患者支援の理想形．看護管理．
2015；25（2）：156-64．
2）maggie’s tokyo projectウェブサイト．
http://maggiestokyo.org/
3）かんかん！ 看護師のためのwebマガジン．
http://igs-kankan.com/article/2014/12/000945/

豊洲駅

新豊洲駅
東京メトロ
有楽町線

東京五輪競技場
建設予定地市場前駅

東雲
JCT

東京臨海新交通臨海線
がん研有明病院

環状 2号線
豊洲大橋

富士見橋

豊洲
新市場

マギーズ
東京
建設予定地



●やまべ・さおり氏
1995年近畿高等看護
専門学校卒。同年，
三菱京都病院に入職。
ICU，外来，腫瘍内
科を経て，2006年よ
り循環器病棟所属。
12年より慢性心不全
看護認定看護師。

2015年6月22日（月曜日） 週刊　医学界新聞 第3130号　　（3）

interviewinterview 
　慢性心不全は，退院後 1年以内の再入院率が 3割前後ともいわれ，再入院を防ぐに
は入院早期からの退院支援・在宅療養支援がカギとなる。慢性心不全患者に，看護師
はどのような介入ができるのか。慢性心不全認定看護師の山部さおり氏に，三菱京都
病院における取り組みを聞いた。

――最初に，慢性心不全認定看護師と
して，どのような活動をしているのか
を教えてください。
山部　認定看護師としての活動に専念
しているのは週 2日です。その日は病
棟看護師としての日勤業務から外れ
て，外来で医師の診察の前後に患者さ
んとの看護面談をしたり，入院中の患
者さんの困難症例に対する面談を個別
に行ったりしています。面談は，セル
フケアが十分に確立しておらず再入院
率が高い退院早期の患者さんや，状態
が安定しない患者さんが中心です。
――外来での看護面談を診察の前に行
うか，後に行うかはどのように決めて
いるのですか。
山部　私が事前に患者さんについての
情報収集を行い，前回のカルテなども
見ながら判断しています。前回の外来
受診後の生活状況を確認し，その情報
をもとに医師と連携できるようにした
い場合には診察前に，診察結果を受け
て今後の方針を話したい場合には診察
後に面談します。いずれの場合も，情
報伝達が必要な点や面談で話す内容は
医師とあらかじめ打ち合わせをしてい
ます。

「担当がいないからできない」
では患者さんのためにならない

――外来での看護面談が必要な患者さ
んは，山部さんの認定看護師としての
活動日に受診してもらっているのです
か。
山部　できる限りそうしてもらってい
ますが，都合がつかない患者さんにつ
いては，外来看護師が面談しています。
　慢性心不全の認定看護師は，当院に
は私一人しかいないので，当院外来の
心臓リハビリテーション指導士とも密
に連携を取りつつ，一般の看護師でも
対応できるよう，教育を行っています。
私一人ががんばるというのではなく，
看護師全員が患者さんとかかわりなが
ら，一緒に支えていく体制を作りたい
と考えています。
――心臓リハビリテーション指導士以
外の他職種とはどのような連携をして
いますか。
山部　当院では，看護師・理学療法
士・薬剤師・栄養士が入った心臓リハ
ビリテーションチームをつくっていま
す。入院初期から，退院後を見据えて
自宅内の段差に合わせたリハビリの目

標を設定したり，自宅を意識した服薬
管理をしたり。看護師だけではフォロー
できない部分がたくさんあります。患
者さんの状態によって，どの職種が主
体的にかかわるべきかも異なりますの
で，多職種連携は非常に重要です。
――チームカンファレンスは週に何回
行っているのですか。
山部　循環器内科や心臓外科の医師を
交えた心不全カンファレンスを週 1
回，コメディカルと看護師による心臓
リハビリテーションカンファレンスは
週 2回，医師・コメディカル・看護師
によるモーニングカンファレンスは週
3回行って，サポートが必要な患者さ
んを絞り込み，治療プログラムを考え
ています 。私は，認定看護師として
全体の取りまとめをしています。

心不全の患者さんが苦しまずに
最期を迎えられるようにしたい

――山部さんが，認定看護師をめざし
たきっかけは何だったのでしょうか。
山部　最初から資格取得をめざしてい
たわけではなく，心不全の緩和ケア・
在宅療養支援に問題意識を持ったのが
きっかけです。
　私は以前，腫瘍内科に所属して，が
んの緩和ケア・在宅療養支援に取り組
んでいました。その後，循環器病棟に
異動してきてまず驚いたのが，それぞ
れの終末期患者さんの状態の違いで
す。循環器病棟には，点滴やチューブ
につながれた状態のまま，苦しみなが
ら亡くなっていく患者さんがたくさん
いました。「なぜ心不全患者さんは，
がん患者さんのように穏やかな最期を
迎えることができないのだろう？　本
人が住み慣れた場所でケアが受けられ
るシステムはないのだろうか？」と疑
問を持ちました。それが今から 9年前
のことです。当時はまだ心不全の緩和
ケア・在宅療養支援の必要性はあまり
認識されていなかったので，医師を説
得し，スタッフを巻き込んでいくには，
何年もかかりました。
――どのように周囲を説得していった
のでしょうか。
山部　「心不全の患者さんは苦しそう
だよねぇ。医療者もつらいよねぇ」と，
カンファレンスの前後や，雑談の合間
など，折を見ては医師やスタッフに話
し掛け続けました。そして，「困ってる」
という返事が引き出せたら，「じゃあ

一緒に何か方法を考えてみませんか」
と持ち掛けた（笑）。
――医師やスタッフの意識を徐々に変
えていったわけですね。
山部　そうやって取り組む中で，認定
看護師に慢性心不全分野ができるとい
う情報を得たのです。認定資格を取れ
ば，病棟だけでなく外来，さらには地
域まで，患者さんの人生に寄り添う看
護を実現できるかもしれない。そう思
い認定看護師になることを決めました。
――認定資格を得るための勉強をする
中で，山部さん自身が学んだことはあ
りますか。
山部　新しい知識を得るというより，
自分自身の患者さんへのかかわり方や
見方の変化がありました。患者さんに
はさまざまなバックグラウンドがあり
ます。中には，医療者に反発している
方もいるでしょう。そういった方々か
ら，いかに「思い」を引き出し，看護
につなげていくか。看護師は患者さん
の現状から問題のある部分を探しがち
ですが，患者さんは病気になってから
の長い経過の中で工夫した結果，今に
至っています。できない部分を良くし
ていくだけでなく，できているところ
をさらに伸ばしていくという考え方が
身についたように思います。

早期からの介入で
意思決定を支援する

――がんと比べて，心不全ならではの
緩和ケア・在宅療養支援の難しさを感
じることはありますか。
山部　心不全の患者さんは，症状が改
善すると，病気自体が完治したように
錯覚しがちです。がんであれば，治療
をしても完全に元の健康状態に戻るわ
けではないことを患者さんも認識して

いますが，心不全においてはそういっ
た認識がまだ乏しい。そこが一番の課
題だと感じています。だからこそ私は，
患者さんが病状をしっかり理解し，自
分で最期を決めるための患者教育，意
思決定支援が早い段階から必要だと考
えています。
――在宅療養支援は，まず意思決定支
援から，ということですか。
山部　私は心不全の看護は全て療養支
援につながっていると考えています。
　特に高齢患者さんの場合，退院後は
通院治療だけではなく，介護も必要に
なります。訪問看護，介護，ヘルパー，
デイサービスなど，退院後の生活を実
現するための課題を入院中から看護師
が検討し，ソーシャルワーカーにつな
ぐ必要があります。心不全は慢性期が
長いので，重症の方もなるべく在宅で
過ごせるよう，訪問看護などへの橋渡
しも必要です。
――今後の展望を教えてください。
山部　昨年，訪問看護ステーションや
地域包括支援センター，地域の医師な
どに声を掛けて，心不全の研究会を立
ち上げました。一つの施設だけでは実
現できない課題もたくさんありますの
で，将来的には地域で終末期を診られ
るシステムを作り上げたいです。
　また，慢性心不全看護認定看護師の
認定が開始されたのは 2012年からで，
現在まだ 184人しかいません。まだ手
探りで実践を積み重ねている状態なの
で，「こうしたい」といっても思うよ
うに活動できていない認定看護師も少
なくないと聞いています。「認定看護
師の活躍でこんなに助かっている」と
いう声を，他職種や他病院，患者さん
に広めていけるよう，エビデンスを発
信していきたいです。
――ありがとうございました。 （了）

山部さおり氏（三菱京都病院看護部　慢性心不全看護認定看護師）に聞く

多職種チーム・看護外来で支える多職種チーム・看護外来で支える

心不全患者の療養支援心不全患者の療養支援

●認定看護師の活躍で，患者に合わせたテーラーメイドのケアが実現
三木真司氏（三菱京都病院病院長）

　山部さんが心不全の緩和ケア・在宅療養支援の必要性を院内で広めはじめた 2008
年当時，私も管理者として，循環器内科医として，とりわけ高齢の心不全患者の増加
が，病院経営さらには医療経済全体に与える影響を問題視していました。さらには，
予後の改善が見込めないような高齢の患者にも最期まで積極的な治療を施すことの意
味に疑問を感じていました。
　現在では，山部さんを中心とした心臓リハビリテーションチームが入院時から患者
家族にかかわり，患者ごとに必要なサポート，退院後の生活面を含めたケアをテーラー
メイドで実践してくれることで，何度も入院を繰り返していた高齢心不全患者の再入
院が減り，再入院した場合の在院日数も短くなりました。また看護外来を並行して行
うことにより，私も内容の濃い外来診療ができますし，医師だけでは拾い上げられな
い小さな病状の変化にも気付いてもらえることが多々あります。
　ご家族とも関係をつくってきた認定看護師だからこそ，自宅での生活や，退院後の
希望を聞き出しやすいのでしょう。早期からの緩和ケア・在宅療養支援により QOL
も上がり，残念ながら患者さんが亡くなられたときにも，「本人が望む最期を実現し
てくれてよかったです」と感謝してくださるご家族が多くなりました。
　慢性心不全の認定看護師外来を行う意義は患者にとっても病院にとっても非常に大
きいと考えています。実践データを集積，発信していくことで慢性心不全看護認定看
護師のかかわりの重要性が一層認識され，診療報酬等でも評価されることを期待します。
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 取材　「生活の再建」と「自立支援」をめざして――長崎リハビリテーション病院

　病棟階の中央部にある「スタッフス
テーション」は，夜勤からの申し送り
が始まる 8時半にすし詰め状態とな
る。そこでは，夜勤に当たった看護師・
介護福祉士らが患者の夜間の状態を報
告し，日勤の看護師・介護福祉士，早
出のセラピスト（理学療法士・作業療
法士・言語聴覚士），歯科衛生士，管
理栄養士，医師らに引き継ぎを行う。
「多職種病棟専従チーム」による活動
の始まりだ。

多職種が病棟専従となり，
患者ごとに担当者チームを結成

　10時過ぎになると，新規の入院患
者が入ってきた。患者ごとに事前に割
り当てられた担当者チームのうち，ま
ずは看護師と介護福祉士が病院の入り
口で患者を出迎える。病棟に上がると，
看護師が現病歴や既往歴の聴取，バイ
タルサインの測定を，介護福祉士は患
者家族と面談し，家族歴や生活歴など
の背景情報の聴取を始めた。介護福祉
士は看護師と同じ色のユニフォームに
身を包み，ペアを組んで行動すること
が多い。
　1時間後の「入院時合同評価」では，
医師やセラピストを含む担当者チーム
全員（10人程度）がスタッフステー
ションに集合。歩行や嚥下の機能を実
際に評価した後，退院目標や介入方法
を話し合った。入院後 5日以内に「入
院時カンファレンス」が実施され，こ
のときに担当職種がそれぞれの評価・
ゴール設定案・プログラム案を提示。
チーム全体で統一した目標設定を行

い，それに基づき各専門職のゴール設
定・プログラムを確定するのだという。

縦割り組織の廃止，
全職種が「臨床部」に所属

　長崎リハビリテーション病院は，医
局・看護部・リハ部といった縦割り組
織を廃し，全職種が「臨床部」に所属
する病棟専従制となっている（図 1）。
看護師や理学療法士・作業療法士・言
語聴覚士はもちろんのこと，介護福祉
士，管理栄養士，歯科衛生士，社会福
祉士など，回復期リハビリテーション
病棟の配置基準では規定のない専門職
も病棟専従だ。
　看護師・介護福祉士が二交代制の
24時間勤務。セラピストらは夜勤こ
そないが，365日勤務となっている。
「ナースステーション」を「スタッフ
ステーション」，「ナースコール」を「ス
タッフコール」と呼び，全職種がスタ
ッフステーションを拠点にすると同時
に，患者からのコールにも対応する。
　「患者の日常生活に沿った支援が重
要であり，そのためには多職種が病棟
専従となる必要がある」と，院長の栗
原正紀氏はこうした施策の狙いを語
る。「入院生活そのものがリハビリテー
ション」という考え方なので，セラピ
ストも通常は病棟で活動し，リハビリ
テーション室（同院では「アクティブ
ホール」と呼ぶ）にいるのは必要時の
み。看護師だけが集まるカンファレン
スもない。
　チーム構築のための取り決めとし
て，言葉を大切にしているのも特徴的

においても看護師にかかる期待が大き
い。マネジメントを中心的に担う「マ
ネジャー」（看護師長に相当）を各病
棟に配置（図 2）。医師以外の全職種
の勤務表はマネジャーが作成する。

回復期における看護の役割とは

　「最初は何をやっていいかわからな
かった」。病院開設時から看護師とし
て勤務する洗川喜咲子氏（マネジャー）
は，当時をそう振り返る。それまで急
性期病院の経験しかなかった洗川氏に
とって，「回復期＝リハビリテーショ
ン」というイメージしかなかった。や
がて，回復期において大切なのは「自
立支援」であり，「看護を基盤とした
多職種協働」の構築こそが自身の役割
であると気付かされたという。
　自立支援を大事にすると，ケアの個
別性が高くなる。例えばトイレ誘導に
関しては，「Aさんは夜 11時と朝 4時」
「Bさんは頻尿なので 2時間おき。尿が
出なかったら 15分後にもう一度誘導」
など，排泄パターンに沿ったきめ細か
な申し送り事項がある。急性期は治療
が優先であり，ベッド上での排泄も許
されるかもしれない。しかし回復期は
「生活を再建する場」であり，トイレ歩行
可と評価された以上は，オムツは使わ
ない（オムツを使う場合にも，使う製品
から当て方まで申し送り事項がある）。
「急性期で疲れたから回復期で少しゆ
っくりしたい，という気持ちで転職し
てくる看護師は皆びっくりする。当院
ではやるべきことがとんでもなく多
い」。洗川氏は笑いながらそう話す。回
復期における看護の役割の奥深さを，
今はつくづく感じているのだという。

だ。「他職種に“指示”を出すのは医
師のみ」というルールがあり，セラピ
ストが看護師に指示を出すことは禁
止。代わりに，“問題提起”や“助言”
が推奨される。チームとチームが手を
組む「多職種“連携”」ではなく，1
つの目標に向かって専門職同士が「多
職種“協働”」に当たるのだという。

チームの基盤は看護師にあり

　多職種病棟専従チームの基盤を担っ
ているのが看護師だ。患者ケアにおい
ては，患者の 24時間の生活を介護福
祉士らと共に支え，セラピストらの助
言のもとに病棟内でのリハビリテーシ
ョンも実施する。逆に，病気の予防・
治療といった全身管理の基本や排泄な
どの日常のケアに関しては，介護福祉
士やセラピストらを教育し，全職種が
患者の自立支援にかかわる体制を整え
ていく。
　また，看護部長や師長，医長などの
役職がない同院においては，病棟運営

多職種病棟専従チームと看護の役割
「生活の再建」と「自立支援」をめざして――長崎リハビリテーション病院
取
材

　白衣も，ナースステーションも，看護部さえもない。多職種が病棟専従とな
り，患者ごとに 10人ほどの担当者チームを結成。「入院生活そのものがリハビ
リテーション」となる医療を提供する。回復期リハビリテーション専門病院で
ある長崎リハビリテーション病院（143床）は，2008年の開院以来，こうした
ユニークな取り組みを行っている。その狙いはどこにあるのか。多職種チーム
における看護の役割とは。同院の一日を取材した。

❶スタッフステーションでの夜勤からの申し送り。
白衣は着用せず，ユニフォームはピンク（看護
師・介護福祉士），イエロー（セラピスト），ブルー
（管理栄養士・歯科衛生士等），濃紺（役職者）
で色分けされている。❷定期カンファレンス。
入院後１か月ごとに担当者チームが集まり，プ
ログラムの修正，目標設定の確認を行う。❸病
棟内でのつま先立ち訓練。セラピストと相談の
上，看護師が実施。「退院時までにどれくらい歩
ける必要があるのかを全員で共有し，そこから
各職種がやるべきことを考える。患者さんの生
活がチーム医療の中心にある」（担当看護師の話）。

●図 2　病棟運営体制
看護師長クラスからマネジャー，看護主任クラスからアシスタン
トマネジャー，さらに看護師またはセラピストの中からチーフを
選抜し，病棟運営は医師を含めたこれらの役職者で担う。

マネジャー
（看護師）

アシスタントマネジャー
（看護師）

専従医師

各専門職リーダー

管理栄養士社会福祉士 看護師
介護福祉士

（ケアサポーター）

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

歯科衛生士

クラーク

チーフ
（看護師またはセラピスト）

❷

❸

●図 1　組織構成
従来の縦割り組織を廃し，専門職は臨床部に所属している。
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  多職種病棟専従チームと看護の役割　取材  

interviewinterview 栗原 正紀氏（長崎リハビリテーション病院　理事長・院長）に聞く 

――取材中，看護師がリハビリを行っ
たり，理学療法士がバイタルを測定し
たりする場面がありました。各職種の
役割分担がとてもフレキシブルである
がゆえに，患者のニーズに柔軟に対応
されていますね。
栗原　患者さんにとって職種は関係な
いですから，「自分の仕事じゃないか
ら看護師さんを呼ぶ」なんてことはあ
り得ません。基本的な日常生活支援は
全職種で当たるようにしています。
　とは言え，卒前教育で学ぶ内容では
ないですから，現任教育が必要です。
全身状態の把握やリスク管理は看護
師，リハビリはセラピスト，口腔ケア
は歯科衛生士といったように，各職種
が専門技術や知識を教える。身近に他
の専門職が存在するからこそ，こうし
た教育が可能となっています。
――介護福祉士が看護師のパートナー
として，患者の日中・深夜の生活を支
えているのも特徴的です。
栗原　介護福祉士は日常生活支援のほ
か，家族の介護指導の役割でも専門性
を発揮しています。私自身は，専門職
ではない「看護補助者」が診療報酬上
で位置付けられていることに違和感が
あります。チーム医療を推進する観点
からは，介護福祉士を医療人として育
てる必要があるでしょうし，当院では
できるだけ介護福祉士を採用するよう
にしています。
――1病棟 48床に対して 90人近くの
専門職という手厚い人員配置です
（表）。人件費が経営を圧迫することは
ないですか？
栗原　経営は大変ですよ。MRIなどの
高額医療機器や手術場の設置などを行
わないかわりに，ヒトに投資していま
す。私はもともと脳神経外科医なので，
本音ではMRIぐらい置きたい。でも病

療で定評のある近森リハビリテーショ
ン病院で院長を務められました。
栗原　この病院の土台が，近森リハビ
リテーション病院にあるのは確かで
す。ただ，既存の組織であるがゆえの
大きな壁もありました。それが，医局
や看護部，リハ部といった組織図です。
いくら「病棟中心に活動しよう」とルー
ルを定めても，職種ごとに部長や課長
といった役職がある限りは限界があっ
たのですね。当院はゼロからのスター
トなので，組織図を抜本的に見直し，
現場の専門職は全員が病棟所属となっ
た。この差が非常に大きいのです。
――チーム医療を構築するにはシステ
ム自体を見直すことが大事なのですね。
栗原　「システム＋意識付け」です。
組織は生き物なので，簡単に元に戻り
ます。当院だって，セラピストが病棟
を嫌がってリハ室にこもるようになれ
ば，やがてはリハ部のような組織がで
きあがります。ですから常に意識付け
する必要がある。まだ発展途上ですし，
永遠の課題でしょうね。
――チーム医療の理想像にたどり着く
のはまだ先ですか？
栗原　開院して 8年目の病院で，歴史が
ありません。教育が追い付かず専門職
としての成熟度はまだ低いですし，私
自身も経営者として手探り状態です。
　多職種が病棟専従となり，患者ごと
に担当者チームを結成することがどの
ような成果をもたらすのか。今後は世
に問うていく必要がある。当院の取り
組みは，チーム医療の在り方に対する
チャレンジなのです。

看護には「自立支援」の意識
を高めてほしい

――看護師には今後，どのような役割
を期待されますか。
栗原　保助看法においては，看護業務
は「診療の補助」と「療養上の世話」
に大別されます。「診療の補助」にお
いては，リスク管理と全身状態の把握
ですね。高齢化で併存疾患のある患者
さんが増えており，脳卒中だけみてい

ては生活の再建が難しくなってくると
感じています。
　一方で，「療養上の世話」を大切に
してほしいという思いが強くありま
す。高齢者の場合，病気は治っても生
活の場に戻れないことが多々ありま
す。高度な臓器別治療を安心した地域
生活につなげる医療が，いま求められ
ている。そうした教育を受けているの
は，ほかならぬ看護師であり，看護こ
そがリハビリテーションの本質ではな
いでしょうか。さらに言えば，「療養
所の世話」に当たって「自立支援」の
意識をさらに高めてほしいと願ってい
ます。
――「病院なのにお風呂で背中も洗っ
てくれない」と不満が出ることもある
そうですが，「病院でできないことは，
自宅に帰ってもできない。だから可能
な限り，自分のことは自分でやっても
らう」と，看護師さんから伺いました。
栗原　「療養上の世話」が「してあげる」
という意識だと，高齢者の場合は寝た
きりにつながってしまう。そこに「自
立支援」という視点さえあれば，患者
さんの生活を見据えた個別性の高いケ
アが成り立つはずです。
――ありがとうございました。 （了）

●くりはら・まさき氏
1978年長崎大医学部卒。同大脳神経外科講
師，十善会病院副院長，近森リハビリテーシ
ョン病院院長などを経て，2008年より現職。
日本リハビリテーション病院・施設協会会
長。厚労省医政局「チーム医療推進方策検討
ワーキンググループ（2010―14年）」の委員
として，「チーム医療推進のための基本的な
考え方と実践的事例集」の作成にも携わった。

チーム医療構築のための「システム＋意識付け」チーム医療構築のための「システム＋意識付け」

病床数 医師 看護師 介護
福祉士

ケアサポーター
（パート）

管理
栄養士

歯科
衛生士

社会
福祉士

理学
療法士

作業
療法士

言語
聴覚士 薬剤師 クラーク 計

4F 48 2 24 13 2 1 2 3 21 13 8 1 1 91
5F 48 2 24 12 2 1 1 2 19 14 8 1 1 87
6F 47 2 24 11 2 1 1 2 19 14 7 0 1 84
計 143 6 72 36 6 3 4 7 59 41 23 2 3 262

その他事務職：24人

●表　病棟における人員配置体制（2015年 6月 1日現在）

院の機能分化・連携を考えたら MRI
は不要だし，人手はいくらあっても足
りないぐらいです。
――回復期病棟がこれほど忙しいとは
驚きでした。
栗原　食前・食後の口腔ケアや，経管栄
養の患者さんに対する毎食時のチュー
ブ挿入など，質の高いケアをしようと
すると急性期よりも大変ですよ。しか
も，医療依存度の高いハイリスクの患
者さんも増えている。診療報酬上は
13対 1の看護配置で十分なところを，
当院は 10対 1です。回復期の看護が
どれほど大変で重要なものか，医療界
の中でも認識が乏しいのが現状です。

病棟専従を徹底するために
必要だった「組織図の見直し」

――チーム医療がうたわれて久しいで
すが，課題はどういった点でしょうか。
栗原　いま議論されているのは，急性
期におけるチーム医療の在り方が大半
です。しかし，回復期や生活期のステー
ジでは，チーム医療の在り方は異なる
はずです。
　急性期においては「疾病の治療」が
主目的となるので，臓器別・職種別の
縦割り組織にもある程度の合理性があ
り，その前提で NSTや褥瘡対策チー
ムなどの“特殊部隊”が結成されるこ
とになります。一方，回復期の主目的
は「生活の再建」であり，在宅・施設
への移行に向けた「自立支援」が専門
職の役割となります。そこでは，“特
殊部隊”をつくるのではなく，患者の
日常生活に沿ってチームづくりを行う
ことが大切なのです。
――それが多職種病棟専従体制やセラ
ピストの 365日勤務体制につながるわ
けですね。栗原先生は以前，チーム医
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　私が中西先生の訃報を知ったのは
2015年 5月 5日でした。ケータイの
留守電メッセージに，森山美知子さん
（広島大学大学院）が落ち着いた声で，
前夜自宅で亡くなられたことを告げて
いました。私は連休中で，真新しい北
陸新幹線で糸魚川の実家に帰っていま
した。初夏のような陽気でした。私は
近くの海岸を歩きながら，中西先生が
亡くなったことが現実であることを受
け入れようとしました。「巨星墜つ」
と思いました。
　中西先生の体調が良くないと聞いて
いましたので，覚悟はしていました。
私が先生に最後にお目にかかったの
は，日本看護管理学会の名誉会員とな
っていただくことをお願いするため，
理事長の鶴田惠子さん（日本赤十字看
護大学）と共に国際医療福祉大学大学
院の研究室を訪れたときでした。
　私は，1987年 4月から 3年間，まだ
出来たての日本赤十字看護大学で初め
て教員をしました。そのときの上司（教
授）が中西先生でした。「大学では助手
は人間扱いされないのよ」というセリ
フに驚かされました。私は講師でした
ので，内心，人間だと思ってほっとし
ました。中西先生と共に，私は看護教
育者としての経験を重ねることができ
たことを誇りに思っています。そのこ
ろ，中西先生のもとで議論し，中西先
生の毒舌を肥やしにした仲間は「中西
軍団」と自称していました。まるで松

下村塾のようでした。中西先生の主食
はビールでした。ヨレヨレの手帳には
無雑作に一万円札が挟まっていたのを
覚えています。気前のいい方でした。
　2014年 3月に，12年間にわたる国
際医療福祉大学の仕事を終えたという
はがきを受け取りました。「今後は，
ささやかながら充実していた来し方の
整理と心身の静養に努めつつ，皆さま
の今後のさらなるご活躍を期待する所
存でございます」とありました。私も
退任のあいさつ状に「ささやかながら
充実していた来し方」と書きたい，と
中西先生に返信しました。
　その後，その「ささやかながら充実し
ていた」という謙遜した偉大な業績が，
くしくも出版されようとしていたこと
を知りました。本のタイトルは『異端の
看護教育　中西睦子が語る』です。医
学書院の七尾清さんのご厚意で，昨日，
校正原稿を読ませていただきました。
全部，読みました。わくわくしました。
中西先生が立ち現われたようでした。
　このような目次です。「教養とはバ
ランス感覚である」「看護はいまだ自
画像を描けていない」「ナースをダメ
にしたのは看護教育である」「生意気
なナースを育てなさい」「臨床の現実
に合わせるような実習ではいけない」
「看護の大理論はやがていらなくなる」
「研究の結果そのものには期待してい
ない」「目覚めた人がものを言う態勢
をどうつくるか」「“敵は誰か”を見失っ
てはいけない」「看護部長にスニーカー
とボクシングのグローブを」「看護に
自由と遊びを」という11章の構成です。
　「だから，私がいう“生意気なナース”
というのは，言葉だけの“厚化粧”を
振り払って，本当の意味で患者の側に
身を置きながら，成熟した“怒り”と
共に働くことができるナースたち。そ
して，現実にある看護とその実践の姿
を，誇張なくリアリスティックに捉え
て，課題を見出し，自ら変えていこう
とするナースたちのことなのよ」と，
松澤和正さんのインタビューに答えて

います。これらのメッセージは，「自
分が亡きあと進むべき方向性を見失う
ことのないように」という中西先生の
思いやりのようにみえます。
　看護に注文の多かった先生ですが，
ご自分の最期は看護に委ねて，旅立た
れました。その生きざまと先生の残し
てくださった道しるべを頼りに，もう
少し生きていこうと思います。感謝を

込めてお別れの言葉といたします。
＊

　以上は，2015年 5月 8日，横浜聖
アンデレ教会での葬送式のあとに「お
別れの言葉」として述べたものです。
棺の前に立つとこみあげてくるものが
あり，何度も言葉が詰まりました。
● 『異端の看護教育　中西睦子が語る』は 7月
上旬に弊社より刊行予定です（本紙編集部）。

　第 24回日本創傷・オストミー・失禁管理学会（以下，WOC
学会）が 2015年 5月 30―31日，西村かおる会長（NPO法人日
本コンチネンス協会）のもと「排泄ケアの本質と革新――変わら
ぬケアと進化するケア」をテーマに開催された（会場＝千葉市美
浜区・幕張メッセ）。今学会では，2013年に行われた事前調査（本
紙第 3081号参照）に続き，2014年に実施されたスキンテア全国
実態調査の結果と，それを基に作成された予防・管理の指針案が
示された。本紙では，コンセンサスシンポジウム「テアの状態と
管理の実態」（座長＝東大大学院・真田弘美氏，前・宮城大大学
院・徳永惠子氏）の模様を報告する。
◆老人の脆弱な皮膚を守る
　テアは，「主として高齢者の四肢に発生する外傷性創傷であり，摩擦単独あるいは摩
擦・ずれによって，表皮が真皮から分離（部分層創傷），または表皮および真皮が下層
構造から分離（全層創傷）して生じる」（註 1）。テアが発生しやすい背景には，高齢
者の皮膚は，表皮の菲薄化と表皮突起の平坦化，真皮乳頭層の毛細血管係蹄の消失が
生じ，皮脂分泌や天然保湿因子が減少しバリア機能が低下していることが挙げられる。
安部正敏氏（札幌皮膚科クリニック）は，これまではテア発生メカニズムに基づくケ
ア指針がなかったため，医療従事者は予防や対応に難渋していたと現状を分析した。
　スキンテア全国実態調査の結果は，紺家千津子氏（金沢医大）から報告された。全
体の粗有病率は 0.77%，75歳以上では 1.65%と褥瘡有病率より低かった。しかし，
本調査はWOCナース所属施設で行ったため，通常施設の実態より有病率が低い可能
性もあると指摘。テアハイリスク患者（註 2）を中心に皮膚の観察を実施し，予防ケ
アに重点を置くように注意を促した。有病率が高い診療科・病棟には，皮膚科，アレ
ルギー・リウマチ科，ICU・救急と後期高齢者の割合が多い病棟が挙げられた。テアは，
テープ剝離時に発生しやすく，上肢に多発，1患者の保有数は 1―8部位，皮弁欠損
創傷が多いことなどが明らかになったという。
　間宮直子氏（大阪府済生会吹田病院）と大桑麻由美氏（金沢大）は，テア発生と再
発の予防ケアを紹介した。予防は大きく分けて，①栄養管理，②外力保護ケア，③ス
キンケア，④医療・介護メンバー教育，⑤患者・家族ケアの 5項目。②はさらに「安
全な環境の整備」「安全なケア技術」「安全な医療用品などの使用」に分けられ，柵に
カバーを装着するなどのベッド環境，車いす移乗時には四肢を守るレッグカバーや
アームカバーを装着，医療用リストバンド装着時は皮膚保護帯などを着用，四肢は下
から支えるように保持，医療テープや被膜剤の選択への留意など多くの提案がなされ
た。③では「皮膚の保湿」「皮膚の洗浄方法」「寝衣の選択」について，低刺激の保湿
剤を 1日 2回以上，摩擦が起こらないように塗布，高水圧のシャワーは避ける，ファ
スナーや縫いしろが皮膚に擦れない寝衣を選ぶなどの例が挙げられた。
　形成外科医の大浦紀彦氏（杏林大）は，テアの管理方法を紹介。①止血，②洗浄，
③皮弁を元の位置に戻す，④創傷被覆，⑤創傷部の疼痛確認という手順を示した。氏
は自身の実践例を基に，③で皮膚を可能な限り完全に元の位置に戻すことを推奨した。
　最後に座長の二氏が，①患者と家族の痛みからの解放と安心した療養生活の継続，
②看護師のスキンテア発生に伴う罪悪感の軽減，③企業によるスキンテア発生につな
がる用品の改善という，スキンテア回避のケア方法確立による効果に期待を寄せた。
註 1：日本創傷・オストミー・失禁管理学会　学術教育委員会．テアについて．2014．
http://www.jwocm.org/pdf/about-tea.pdf
註 2：テアハイリスク患者：テア既往患者のほか，13項目の「個体要因」（75歳以上の超高齢，
認知機能低下，皮膚の乾燥など）と 9項目の「外力発生要因」（不随意運動などの患者行動，
体位変換・移動介助，医療用テープ貼付などの管理状況）のうち 1項目でも当てはまる患者。

スキンテア予防・管理指針を作成

●西村かおる会長

●中西睦子氏（1997年 12月，第 17回日
本看護科学学会の会長講演にて）

〈第126回〉

ラストメッセージ　
――中西睦子先生の死を悼む
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看護コミュニケーション
基礎から学ぶスキルとトレーニング
篠崎 惠美子，藤井 徹也●著

B5・頁144
定価：本体1,800円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02063-3

評 者  佐々木 真紀子
 秋田大大学院教授・基礎看護学

　「あなたなら何と答えますか？」と
いう問いが，本書の最初のページを開
くと飛び込んできた。「死ぬために入
院してきた」という患者に対して，あ
なたならどう答える
か，というものである。
この問いは私を一挙に
数十年も昔の新卒時代
の1コマに引き戻した。
　準夜勤務の私がナー
スステーションで翌日
の予定を板書していた
ときのこと，1人の患
者がいつものように
「こんばんは」と声を
掛けてきた。新卒で仕
事に慣れない私をいつ
も励ましてくれる患者
であった。患者は働き
盛りの年代であった
が，がんに冒され，放
射線治療の後に手術を
予定していた。私が翌日の患者の予定
を板書しているのを見ながら，ふと「俺
ってがんなの？」と聞いてきた。その
時代，患者へのがんの告知は一般的で
はなく，問いかけはあまりに突然であ
った。唐突な問いに私は返事もできず
無言のまま，どう答えてよいか戸惑っ
ていた。おそらく顔も真っ赤になって
いただろう。そんな私を見て患者は，
「なんちゃってね」と言って部屋に戻
っていった。私の反応は何より真実を
物語り，患者ががんであることを肯定
したのだと思った。
　看護学生も看護師も，ひとたび臨床
に出ると，このような重い問いに向き
合わなければならないことがある。経
験を重ね，今でこそ，このときに自分
はどう患者と向き合えばよかったのか
を語ることができるようになったと思
うが，学生時代に本書のように実践で
きる知識と技術を学修できていれば，
対応はまた異なっていたであろう。

　本書では，医療におけるコミュニ
ケーションは，「人間の生命に直接か
かわる」「患者は感情的に負の状況に
ある」「人中心の現場であり，患者の

負の状況は感情に影響
する」という特徴があ
り，一般的なコミュニ
ケーションとは異なる
こと，患者へのよりよ
いケアには専門的コミ
ュニケーションが不可
欠であり，その上達に
はトレーニングが必要
であることを強調して
いる。著者らが冒頭で
述べている通り，看護
基礎教育において，コ
ミュニケーション技術
の何をどう学ぶべきか
は必ずしもコンセンサ
スが得られていない
が，本書は看護の初学

者に対して，どのような知識とスキル
が必要かを明確に示し，具体的な事例
が示され，実践できる技術として修得
できるよう構成されている。
　「看護面接のプロセス 13 STEP」で
は，患者の「解釈モデル」を聴くとい
う患者中心の面接，医療者中心の面接，
それらを統合して面接を終えるまでの
プロセスが丁寧に説明されている。こ
れらを読み通すだけでも，看護面接を
シミュレーションすることが可能であ
る。面接の準備の際に，「自分の感情の
準備をする」という一節は，自分の個
人的な問題や価値観，先入観を排除し
て患者と向き合うことの重要性をあら
ためて思い起こさせる。経験を積んで
も，はっとする言葉がある。後半の章
にはロールプレイの進め方やシナリオ
も掲載されている。本書は著者らの研
究や専門的知識に裏付けられ，看護コ
ミュニケーションの教育を行っている
教員にも大いに参考となる一冊である。

臨床で求められる
コミュニケーションの知識と
技術が修得できる一冊

ナラティブホームの物語
終末期医療をささえる地域包括ケアのしかけ
佐藤 伸彦●著

A5・頁272
定価：本体1,800円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02098-5

評 者  川嶋 みどり
 一般社団法人日本て・あーて，TE・ARTE，推進協会代表

　目の前に山積みされている他の新刊
書に気兼ねしながら，「ものがたられ
るいのち」について，まず読まなくて
はと思った。本書の刊行は，東日本大
震災からちょうど四
年，ようやく心の垣根
を壊して本当の物語を
してくださる方が，一
人二人と出てきたころ
であった。きざな言葉
ではなく「お互いの琴
線に触れた会話」が成
立するまでには，これ
だけの時間が必要だっ
たのである。そんな被
災の物語が語られる場
面に胸を打たれる最中
であったから，私は本
書を東北での情景と重
ねながら読んだ。
　「同じ想いでゆるく
結ばれた仲間は，一見とても弱そうな
関係に見えますが，実はとてつもなく
強く，何よりも一緒にいて楽しい」と
著者は言う。医師として患者の生死に
向き合い，「医学が科学として関与で
きるのは，そのほんの一部分」である
と認め，「命」は自分のものであるけ
れど「いのち」は自分一人のものでは
なく，関係性の中で生きているという。
そして，高齢者医療に携わるようにな
り，ただそこに“在る”だけの高齢者
のナラティブを通して見えてくる関係
性から，医療のあらゆる現場での主役
は「ものがたられるいのち」であると
して，ナラティブホーム（物語の家）
構想が始まった。だが，実現への道は
決して平坦ではなく着想からかなりの
年月を要している。

　創立以来五年間の歩みを通しての著
者の思いが，評者たちの被災地での活
動との共通点でもあり，一層の親しみ
を覚えた。そして，被災地でもタンポ

ポの綿毛が風に乗っ
て，少しずつ広がり新
しい芽になりつつある
ことの喜びを，著者の
エピローグの言葉を拾
って共有したのであっ
た。
　現代の医療現場は，
効率性重視が募って人
間性が軽視されかねな
い状態があり，看護や
介護現場でも，ケアが
作業化しつつある深刻
な様相がある。そのよ
うな折であるからこ
そ，人間と人間とのか
かわりに最高の価値を

求め続ける著者の活動には敬意を惜し
まず心から賛同する。「高齢者医療は，
人が，人として，人間の最期の生を援
助する高度専門医療である」との記述
に背筋を伸ばす一方，日本特有の高齢
者医療の本質について，元気であれば
老後の楽しみを味わえたであろう「本
人の無念な想い」と，会話することも
できなくなった人への「家族のやり場
のない想い」のあいだに成り立つ「物
語」の中にある，とは，まさに著者の
経験の結晶であると受け止め，一度は
訪れてみたいナラティブホームのあり
ようへの想像をかきたてられた。
　本書は，くじけない夢と着実な歩み
のプロセスにかかわった多くの人々の
「物語」でもあり，著者の哲学とそれ
を裏付ける現場発信の多彩な物語は，

医療人を魅了するケアの物語を，
東日本大震災の今に重ねて

病院，施設，在宅の別なく職種のいか
んを問わず多くの読者を魅了するだろ
う。どのページをめくっても，どこの
職場にも有用と思われる示唆を多く含

む言葉が豊富である。ぜひ，多くの医
療・看護・介護関係者に読んでいただ
くことをお勧めする。
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