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宇都宮　地域包括ケアシステムの構築
が呼び掛けられ，今，病院は医療の在
り方を再考する時期にあります。地域
包括ケアシステムが目指す社会は，
「aging in place」（地域で暮らし続けら
れる）です。住民の一人ひとりが住み
慣れた地域で安心して過ごすことので
きる体制を整えるため，病院は地域の
一つの資源という認識を持つことが求
められています。
北澤　おっしゃるとおり，高齢化とい
う大きな波が押し寄せてきたことで，
実際に地域で果たすべき病院の役割は
大きく変わっています。当院は“地域
医療のメッカ”とも言われた病院です
が，「佐久総合病院で何でも診る」と
いう時代はすでに終わりました。現在

は当院も地域拠点の一つとなり，医療
と介護，その他の福祉サービスを含め
た生活支援サービスが一体となって，
地域の住民に提供できる体制を構築し
ようと動き出しています。
宇都宮　さらに，地域の ER機能を守
るという観点からも，病院は本腰を入
れて「病院完結型」から地域包括ケア
システムへ転換することが望まれます
よね。こうした中，退院支援・退院調
整，そして療養移行支援が，あらため
てその重要性を帯びてきたと思います
（MEMO）。患者・家族にとってより
よい生活を選び取れるように意思決定
を支え，それに基づいて生活支援サー
ビスを調整する。そして，安心して在
宅療養が再開できるように導いてい
く。この看護実践を適切に行うために，
病院で提供する看護は，“病院内”か
ら“病院外”にまで視野を広げる必要
があるのではないでしょうか。

看護師一人ひとりに，生活の場
を見据えた実践が求められる

角田　同感です。現在，急性期病院に
おいて，患者・家族が適切な意思決定
ができず，必要以上の医療が提供され，
回復期の病院に転院となり，結果的に
自宅には帰ることができない……とい
うことも起こっています。こうした状
況を見直すためには，自施設の看護だ

けではなく，地域全体を踏まえて自施
設の看護の在り方を考えていく必要が
あります。そして看護師一人ひとりが，
生活の場を見据えて看護を組み立てて
いくようにしていかねばなりません。
　私が現在の病院で看護局長の任を引
き受けたのは 6年前のことですが，実
は地域全体の看護を充実させたいとい
う思いがありました。県立病院唯一の
総合病院で実践しながら，自治体立な
ので政策的なことにもチャレンジでき
るかなと思っていたのです。
宇都宮　日本訪問看護振興財団（現・
日本訪問看護財団）で働いていらっし
ゃった角田さんが急性期病院の看護部
長に移るという話を聞いたときは驚き
ましたけど，そんな思いがあったので
すね。患者の生活までを意識した看護
の在り方を看護部全体に浸透させてい
ったのだと思いますが，なかなか大変
だったのではないですか。
角田　苦労という苦労はありませんで
したよ。ただ，「患者のためになるケ
アをしよう」「患者の生活の場は在宅
であり，病院は一時的な生活の場であ
る」ということを前提に，ケアの優先
順位を見直すよう，意識して声掛けを
行いましたね。
宇都宮　病棟の看護師長やスタッフに
どんな反応が見られたのかが気になり
ます。退院支援を進めるために病棟看
護師に「もっと患者や家族の話を聞こ

うよ」と呼び掛けると，よく聞くのは
「少ない人手の中，清拭の仕事だって
忙しいのに，ご家族や患者さんと丁寧
にお話しする余裕なんてない！」とい
った声ですよね。
角田　そうしたら，こう返します。「考
えてもみて。病院で看護師の清拭を受
けるより，ご自宅でお風呂やシャワー
を浴びるほうがどれほど気持ちがいい
ものか。清拭があることによって，患
者さんやご家族と，お家へ帰るための
相談の時間が本当に持てないのであれ
ば，アカが積もろうと清拭は諦めて結
構です」と。
北澤　すごいなあ（笑）。
角田　看護師一人ひとりの仕事が忙し
いのは確かですから，できない理由，
しない理由はいくらでも挙げられてし
まいます。ケアの優先順位を都度，考
えるよう促すことを通して，退院支援
を行う必要性が伝わっていったのでは
ないかなと感じていますね。
宇都宮　そうやって患者の暮らしの部
分に目が向いて，支援に取り組んでい
けるようになると，師長もスタッフも
やりがいを持って取り組んでくれるよ
うになりませんか。患者が生活へ移行
するときに抱く過ごしづらさを，少し
でも安楽になるよう工夫を凝らす。す
ると，患者はスムーズに自分の生活を
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　「地域住民の一人ひとりが住み慣れた地域で安心して過ごす
ことができる社会」。そんな地域を作るために病院看護師に求
められるのが，病院の中から病院の外までを見通し，地域のケ
アをつないでいく役割だろう。
　では，具体的には，看護の在り方をどのように見直して，ど
んなことに着手していくべきなのだろうか。本紙では，より良
い退院支援・退院調整，療養移行支援をめぐり，現場において
実践と検討を重ねてきた 3氏による“ブレインストーミング型”
座談会を開催。地域での暮らしまでを見据えた看護実践や，そ
の質を上げるための工夫の余地が見えてきた――。
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MEMO 　退院支援・退院調整の定義
宇都宮氏は「退院支援」および「退院調整」
を以下のように定義付ける。
● 退院支援
患者が自分の病気や障害を理解し，退院
後も継続が必要な医療や看護を受けなが
ら，どこで療養するのか，どのような生
活を送るのかを自己決定するための支援
（＝意思決定支援・自立支援）
● 退院調整
患者の思い，願いを実現するために，患
者・家族の意向を踏まえて，環境，人物，
経済的問題などを社会保障制度や社会資
源につなぐ調整の過程
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取り戻し，本来持っている力まで引き
出されていく。そこに手応えを得られ
るとともに，「看護の本質がある！」
と実感できるんだと思います。
角田　そうなんですよね。だから看護
部長は，現場の師長やスタッフに初め
の一歩を踏み出す働き掛けが大事なん
だろうと思います。その後は，スタッ
フがその意義に気付き，おのずと患者
さんの暮らしに目が向くようになって
いきますから。

地域の暮らしをイメージできる
ようにする取り組みが必要だ

宇都宮　患者が暮らしの場に帰ってい
くことを支えるには，退院調整を担当
する看護師だけで退院支援を頑張って
いても不十分です。退院支援のプロセ
スは，あらゆる医療職との「チーム」
で進めていかねばなりません。特に，
医学的な視点で事実を伝える医師と，
リハビリやケアを受けながら生活する
ことがいかなるものかを伝える看護師
とが，両輪となって患者・家族にかか
わっていくことが必須になると思うの
です。ただ，医療職間にも温度差があ
って，意識の統一は十分に図られてい
るのだろうかと疑問も感じています。
　このあたり，北澤先生はどう思われ
ますか？　例えば，退院時の状態像を
共有するためのカンファレンス等の話
し合いの場を入院時から持つことがで
きている施設は増えつつあるものの，
そこに医師が参加していないケースが
あったりする。あるいは，生命維持を
最優先する医師の鶴の一声により，「患
者の思い」に沿った退院支援そのもの
がスムーズにいかなくなってしまうと
いう声も聞きます。
北澤　医師は問題解決型で，「治療」
に比重を置いてしまうことが往々にし
てありますからね。病状だけでなく，
生活面からもサポートを考える看護師
にはストレスに感じやすいところなの
だと思います。
　そうした温度差って，医師同士であ
っても感じることがあるものですよ。
これは認識のズレが起こる理由が，「在
宅医療やケアの中で，何がどこまでで
きて，患者に対してはどんな影響を与
えるのか」に関する知識・経験が十分
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がん患者の看護を志す。
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了（がん看護専門看護師）。

98年管理者として訪問看護ステーションを
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日本訪問看護財団）事業部長として各都道府
県看護協会および全国の訪問看護ステーショ
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でないからだろうと思っています。
　例えば，終末期の高齢者が肺炎を起
こしたとする。この時，入院を続け，
積極的な加療が必要だと考える医師も
います。手段としてはそれも取り得ま
すが，在宅に移行して苦痛緩和目的に
抗菌薬を使用しつつ，自然な形で看取
りまでの生活を支えていくという方法
もありますよね。余生の限られた患者
であれば後者のほうが適切な場合も多
いと思うけれど，在宅医療とケアの可
能性を把握できていないと，後者の「自
然に任せる」という選択肢自体が抜け
落ちてしまうものです。
角田　あと，自然に任せる選択肢を提
示できるかどうかには，「積極的な治
療を提供しない選択をしても，患者の
QOLを落とすことなく看取ることが
できた」という成功体験があるかどう
かという面も大きいと思います。
　宇都宮さん，退院後の患者が在宅で
暮らすことのイメージが湧かないとい
う点は，特に急性期病院の看護師でも
同様の状況がありませんか。
宇都宮　確かにそのとおりです。そう
考えると，侵襲性の高い医療を受けな
かった場合の経過や，その医療提供を
選択するまでの患者の意思決定支援の
過程を集積して，地域全体の医療者間
で共有していくような取り組みも行っ
ていく必要があるのでしょうね。
角田　より理想を述べれば，地域で患
者の姿を見る機会を設けることだと思
います。看護師に関して言うと，病院
の機能分化が進んだ現在，急性期・慢
性期の双方で勤務した看護師でない限
り，どちらか一方の患者像しかイメー
ジできません。急性期病院の看護師で
あれば，安定した慢性疾患患者を見る

機会はそうはなく，むろん地域での暮
らしや在宅医療の様子を想定するのが
一層難しい状況にあるわけです。
　そこで当院では，長期型医療機関へ
当院看護師を派遣することを始めてい
ます。当院も慢性期看護について触れ
る機会が乏しいために，スタッフの退
院調整・生活指導の質を上げることに
不安がありました。それで地域の他施
設の看護管理者，事務担当者と協議し，
人事交流する仕組みを作ったんです
ね。現在では，療養病棟や 30床の小
規模公立病院へ当院の看護師を出向で
きるようになったので，慢性期看護を
肌感覚で学べるようになったのかなあ
と感じています 1）。
北澤　なるほど，いい取り組みですね。
個人としての視野が広がるという点も
そうですが，地域にどのような医療資
源があるのかも把握できます。
宇都宮　人事交流という点から言って
も，地域全体の看護の底上げにもつな
がるもので，地域包括ケアシステムの
構築という面から意義深い取り組みと
言えそうです。

“生活者”の姿を把握する，
ケアマネジャーの力を活かす

宇都宮　医療者間で知識・情報・意思
統一が十分ではない現状があるという
話になりました。だからこそ，看護師
が意識的に多職種を巻き込むようにし
て取り組んでいかねばならないのだと
言えます。
　そこで挙げたいのが，患者さんの普
段の暮らしをよく知るケアマネジャー
や訪問看護師の存在です。患者さんを
地域の暮らしにつなげていく上で大切

なのは，「退院時」という狭い視点で
はなく，入院前から退院後の生活まで
の長い時間軸でとらえることと言えま
す。しかし，先ほどの指摘でもあった
ように，在宅で暮らすイメージができ
ないままに退院支援を行なってきた面
が少なからずある。こうした状況を踏
まえ，ケアマネジャーや訪問看護師を
今以上に巻き込んでいく必要があると
思っているんです。
北澤　そう思いますね。介護保険を利
用している方の入院であれば，早期に
ケアマネジャーや地域包括支援セン
ター職員を交え，情報共有を図ると，
「病院を退院するときにどんな姿で出
ていくのか」という目標を皆で持つこ
とができます。当院の看護師もケアマ
ネジャーとの情報共有が進むにつれ，
患者一人ひとりにオーダーメイドの看
護ができるようになったと言います。
宇都宮　ケアマネジャーこそ地域で過
ごす患者さんの“生活者”としての姿
を知っているわけですから，退院支援
の入口である在宅療養の情報源として
必要不可欠です。彼／彼女らに入院前
の様子を尋ねたら「患者さんはこんな
生活を送っていたんだ」と気付いて，
何を大切に生きてきた人なのかがわか
り，支援の方向性が見えてきたという
のはよく経験されることですよね。
角田　ケアマネジャー側にも思い切っ
て病院に来てほしいなと思うのですよ
ね。それについては，ケアマネジャー
向けの研修会でもお話しするようにし
ているんです。でも，ケアマネジャー
側の「病院は敷居が高くて入りづらい」
という印象はまだ払拭できないみた
い。だから，看護師側が「引っ張ってく
る」ぐらいの気持ちでいてほしいです。

（1面よりつづく）
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 視線の先を“暮らしの場”へ 座談会

支援は，「外来」から始めるべき

宇都宮　退院支援・退院調整に携わっ
た看護師であれば皆感じるのが，「外
来で何らかの支援があれば入院を回避
することができた」ということではな
いでしょうか。これは，暮らしを継続
すための看護マネジメントとも言い換
えられると思います。
　例えば，外来で主治医や看護師が「あ
れ，ちょっとこの人，気になる」とい
う患者がいれば，退院調整や療養支援
を行う看護師につなぐような方法がよ
いかもしれません。地域で生活をして
いる人がなぜ外来に来たのかというと
ころから入り，その主訴から何が問題
になっているのかを判断し，時には地
域のリソースにつなぐなど，ケア体制
を整える。または，病態や老いの変化
と予測，治療の限界も踏まえ，患者が
どのような暮らしを送りたいのかを意
思決定するための支援を行う。このよ
うな医師の「定期的な疾患のレビュー」
と，看護師の「生活療養支援」によっ
て，適時の在宅医療への移行や，ケア
体制の調整・変更も可能で，結果的に
不要な入院の回避にもつながっていく
だろうと思うのです。
角田　私も外来での機能をいかに強化
していくかを考える必要があると思っ
ています。というのも過去，その必要
性を痛感した例があったんです。
　ある夜，私がたまたま院内の救急セ
ンターにいると，意識障害の超高齢者
が緊急搬送されるというしらせが入っ
たんですね。名前を確認してみると，
過去に当院への通院歴もある方。気に
なってその場で待つことにしたんで
す。到着した患者が初療室へ運ばれて
いくのを見届け，私は付き添って来院
された奥さまに，患者さんの生活状況
やご家族としての考えを聞いておこう
と声を掛けました。
　すると，彼女は「病院まで連れてき
たので，もういいんです」とお話しさ
れるんです。「それはどういうお気持
ちからですか」と尋ねると，訪問系の
サービスは患者本人が拒否されるため
に外来通院を続けていたこと，日常の
介助は奥さまが 10年間精一杯続けて
きたこと，寝たきりになったのは直近
の 1―2週間で，妻である自分も患者
自身も人生を全うした思いがあること

をお話しされました。そして，「病院
に運ばれるようなことがあっても，蘇
生まではしなくていい」という覚悟も
ある旨を語ってくださったんです。
北澤　夫婦共にどんな生き方をしたい
か，支えたいのかということが明確だ
ったのですね。
角田　ええ。蘇生に取り組んでいる医
師と情報共有したのですが，結果的に
は患者さんは蘇生し，ICUへ入室とな
りました。その後，あらためて設けた
医師と奥さまとの話し合いで「次に心
停止があれば積極的な蘇生はしない」
という方針に固まり，搬送から 4時間
後，自然な形でお看取りとなりました。
宇都宮　患者・家族側の「どう生きた
いか，支えたいか」という思いはあっ
たし，患者さんは外来の場にも訪れて
いた。でも，患者・家族の意向・思い
が，病院内の医療者には共有されてい
なかったというわけですね。
角田　そうです。在宅支援のフォロー
を拒否されていた点で特殊な事例かも
しれませんし，ご家族にとっては「一
度，搬送する」という点に意味を持た
れていたのかもしれません。でも，外来
通院はあったわけですから，最期のと
きに向けて日ごろからどんなことを思
っていたのかについて，患者・家族―
医療者間で共有できていれば，搬送時
の対応に生かすこともできたのかもし
れないなあと思ったんです。こうした
患者さんって，外来の場にもまだたく
さん潜在しているはずなので，外来の
師長にもフィードバックしましたね。
宇都宮　やはり，病院の医療スタッフ
は入院という機会だけでなく，外来通
院においても節目で患者にかかわって
いく必要があると感じますね。
角田　ええ。動けなくなるときや亡く
なるときを見据え，日ごろから価値観
を共有していくような支援の在り方に
も力を入れるべきなんだと思います。
　例えば，「外来介入加算」「外来サー
ビス調整加算」といった診療報酬項目
が設けられるといいのかもしれませ
ん。慢性疾患を持つ高齢患者への外来
診療時に，看護師による生活療養相談
や，ケアマネジャーに連絡してケア体
制を調整したことに対し，評価を受け
られる仕組みができれば，多くの病院
で取り組むようになるでしょうから。
質を担保する必要はありますが，患者
さんの生活を支える上でも有用だと思

うのです。

記録の工夫で，
専門職協働の意思決定支援を

宇都宮　地域包括ケア時代に向けて
は，病院の記録のスタイルを変革する
必要性もあると，私は感じています。
病院では日々，医師，看護師，事務職
が病棟・外来などのあらゆる場所・段
階で，診療録として患者に関する記録
を残しています。でも，現状，そうい
った情報を活かすことがあまりうまく
できていませんよね。意思決定支援に
かかわりそうな記録自体は膨大にあり
そうだけど，必要な情報を探し出すの
が難しい状態にあると思うのです。
角田　入退院を繰り返している患者で
あっても，違う病棟での入院だったた
めに，介護保険サービスの利用の有無
の情報さえ伝わっていない……なんて
こともありますからね。
北澤　あとは，いざ記録を聞いても，
医師から患者・家族に説明された説明
内容や，個々に発生したイベントに関
する情報は聞き取っているものの，そ
れらの間に底流する患者側のストー
リーが言語化されていないことが多い
です。カルテを追いながら，時間軸で
患者さんの思いがどのように変化して
きたのかがきちんと共有できていない
と，結果的に蓄積した情報を生かしき
れないんですよね。
宇都宮　そうそう。そこで，電子カル
テを有効活用できないか，というのが
私の考えです。電子カルテ上に「意思
決定」「インフォームド・コンセント」
などのタグをつけて検索しやすくする
方法や，患者のプロフィールのページ
に支援のプロセスが時間軸で一覧でき
るものをイメージしています。
　長い間，患者が生活してきた中で，
どのようなプロセスで受診し，病名告
知を受け，治療を選択したのか。また
は，転移や再発といった経緯を経て，
どのような状態で今を迎えているの
か。そして，患者自身はそうした病気
の変化をどう理解し，どのように受け
止めてきたのか。以上のような情報の
可視化・共有化が図れれば，専門職が
協働・連携して意思決定支援を行うこ
ともできると思うんです。先行例とし
ては，看護部が主体となって「ペイシ
ェント・フロー・マネジメント」を導

入した慈恵医大葛飾医療センターの取
り組みが挙げられます。「全体像モデ
ル」というツールを活用し，「こころ」
「社会関係」「からだ」の 3 側面を時間
軸で把握し，患者をまるごととらえる
工夫をしていると聞きます 2）。
角田　そうした病院側の情報を，在宅
側の医療者や福祉サービスのネット
ワークと部分的に共有できるようにな
ると，さらに使いやすいものになりそ
うです。病院と在宅，医療と介護の間
での継続性と質を担保できるのではな
いでしょうか。
宇都宮　退院後の病態変化として注意
したいポイントについて，医療とケア
の課題を整理して，ケアマネジャーと
も共有できるようにするといった工夫
もできそうですね。このあたりはソフ
トウェアメーカーにも期待したいとこ
ろです。……こうやって考え始めると，
意思決定支援をうまく進めるための仕
掛け・仕組みづくりという点はきちん
と検討してみる必要があるでしょうね。

＊
角田　患者さんは病院と地域をすでに
何度も往復している現状がある以上，
検討することはたくさんあります。い
ずれにしても，病院では今後，地域で
の暮らしを見据えた看護を充実させて
いくことが不可欠でしょう。
北澤　「外来・病棟で見掛ける○○病
の患者」でなく，「○○病を持って暮
らしている□□さん」と，疾患・障害
を抱えて地域で生きる一人の生活者と
してとらえる。まずは，そこから始め
るとよいと思います。どんな患者にも
地域での暮らしがあるわけですからね。
宇都宮　確かに，外来や入院中の病棟
など，患者さんとは一時期の“点”で
しかつながることができなかったの
が，これまでの看護でした。でも，一
人の患者を長い時間軸でとらえるよう
にする。そうすれば，個々の点が“線”
でつながり，患者さんの過ごしやすい
場所でその人らしく過ごすことを支え
る看護も実践できるはずです。予防か
ら最期のときまで，丁寧に看護を届け
られるようにしたいですね。 （了）
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　第 19回日本看護管理学会学術集会が 8月 28―29

日，佐藤エキ子会長（大原綜合病院）のもと，ビッ
グパレットふくしま（福島県郡山市）で開催された。
東日本大震災からの復興への思いを込め，テーマには
「乗り越える力・生み出す力――苦境の中で発揮する
看護管理」が掲げられた。本紙ではパネルディスカ
ッション「看護ケア提供システムをどうするか――
看護管理者の選択」（座長＝東大大学院・武村雪絵氏，
聖路加国際病院・柳橋礼子氏）の模様を報告する。
◆看護ケア提供システムを選ぶ上で，忘れてはならないポイントは？
　看護ケア提供システム（以下，看護方式）の現状を解説したのは叶谷由佳氏（横浜市
大）。1970年代以前は米国から導入されたシステムが用いられていたが，以降は，西
元勝子氏（固定チームナーシング研究所）が 1973年に開発した「固定チームナーシン
グ」，橘幸子氏（福井医療短大）を中心に 2009年福井大病院で開発された「パートナー
シップ・ナーシング・システム（Partnership Nursing System；PNS®）」と，日本の現状
に合ったものが開発・導入されるようになったと説明。各種看護方式の長所短所を解
説した上で氏は，数ある看護方式から自施設に合ったものを選択するには，目的を考
慮し，看護実践能力の向上に合致したものかを踏まえる必要があるとの見解を示した。
　続いて，固定チームナーシングの開発者である西元氏が登壇した。同システムは，
1チーム 10人以内の小集団を作り，リーダーとメンバーを 1年間固定する点が特徴だ。
リーダーナースと臨床看護師の育成，他職種との看護理念の共有が実現でき，対象者
中心の質の高いケアを提供できるという。氏は，看護方式選択には，「組織理念と選
択したい看護方式の目的の共通性」「やりたい看護の実現」が重要になると訴えた。
　3人目の発表者は，福井大病院でPNS®の開発に携った橘氏。2009年，当時所属してい
た病棟での，重大なオカレンス発生を契機に，2人の看護師がパートナーを組んで患者
を受け持つ新たな看護方式の開発に着手した。互いの特性を生かし，相互に補完・協力
し合う方式を作り上げたことで，それまで「冷たい，怖い，人気のない病棟」が一変，笑顔
があふれ，超勤時間も激減するという成果も表れたという。PNS®構築には，性格や年齢
などの違いを生かしたパートナーづくりと，看護師長の強いリーダーシップが求められ
るが，何より「現状を改善したい」という看護師の“マインド”が大切であると強調した。
　適切・効率・安全な看護ケアを提供するためには，病棟環境にも配慮が必要ではな
いか。筧淳夫氏（工学院大）は，建築学の立場から病棟のケア環境の在り方について
問題提起した。現在日本の一般病床に入院する患者は，75歳以上が半分近くを占める。
一方で平均在院日数は短縮化し，重症患者のケアに注力する傾向にある。氏は，「高齢
化」「重症化」した患者ケアに対し，「建物の構成，空間イメージが変わっていないので
は」と疑問を投げ掛けた。実際，1960年代以降，一般的な病院は 1看護単位当たり 50

床が“標準”として定着したまま設計されていると指摘。病棟規模が小さくなれば看護
師が把握する情報量が増えることを示した研究や，海外の一般急性期看護病棟の看護
単位規模が 30床前後というデータを提示し，日本は在院日数短縮化と重症患者をケア
する環境に移行しながらも，看護単位・規模の変更には手をつけていない状況があり，
医療安全の観点からも「大変危険」と警鐘を鳴らした。今後は，現状に則したケア空
間の構築が必要であり，病棟環境の運用は看護管理の大きなテーマになると語った。
　会場からは「患者側のニーズに触れず，効率ばかりを考え看護方式が選択されてい
る現状があるのでは」との声が挙がった。これに対し演者の橘氏から，開発の原点に
は，患者の希望をくみ取り，患者と密に接したいとの看護師の思いがあったことなど
が語られ，看護方式選択の際に欠かせない視点が共有された。
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の枠組みを“越
境”することに
つながると語り，
新たな知を創造
できる自立した
研究者の成長に
つながるとの見
解を示した。
　氏は，指導者
として心掛ける
ことについて自
身の考えも披露した。指導教員は「学
生に踏み越えられる覚悟」を持ちなが
らも，好奇心旺盛に，より高いレベル
で研究を続けるための自己研鑽が不可
欠と語った。
　老人看護専門看護師（老人看護
CNS）教育法の実践例から，看護師の
継続教育・高度実践専門看護師の教育
の取り組みについて報告したのは内田
陽子氏（群馬大大学院）。超高齢社会を
迎えた今，老人看護 CNSの役割は病
院・施設・在宅・地域とあらゆる場面
に及び，高度な実践能力が求められて
いる。そのため，育成にはさまざまな
支援が必要になるという。例えば臨床
指導者や実習場所の確保，シミュレー
ション教育のための備品や用具の整備
だ。また CNS実習で困難な事例に遭
遇するなど悩み落ち込む学生に対しフ
ォローアップしていく姿勢も欠かせな
いという。教員の負担も大きいため，
継続した教育と質の保証には，他大学
と協定を結んだ単位互換性の教育シス
テムなどの開発も必要になると訴えた。
　グローバル化の進展に伴い，国際社
会で活躍できる看護師の人材育成も重
要になっている。国立看護大学校の樋
口まち子氏は冒頭，国際看護師協会
（ICN）と日看協の倫理綱領を読み解
き，“Think globally, Act locally. Act 

globally, Think locally”の理念が込め
られていると解説した。同大では基礎
教育から大学院教育まで一貫して国際

　日本看護学教育学会第 25回学術集会（会長＝徳島大大学院・雄西智恵美氏）
が，8月 18―19日，「看護の本質と時代を見すえた看護学教育」をテーマに，
アスティとくしま（徳島県徳島市）にて開催された。近年の看護学教育の課題
には，看護系大学の急激な増加に伴う看護教員の不足と，看護教員の教育力の
向上が挙げられる。本紙では，看護学教育を担う人材育成の先進例が紹介され
たシンポジウム「看護学教育の将来を託す人材の育成」（座長＝徳島文理大大
学院・高橋照子氏，神戸市看護大・グレッグ美鈴氏）の模様を報告する。

将来の教育を担う人材育成を検討

　「教育は，専門的に人材をプロデュー
スするやりがいのある仕事」。こう述
べたのは，大学院修士課程で看護教育
者の育成に当たる平木民子氏（香川県
立保健医療大）。氏は，看護教育者の
教育実践活動には教育設計と技術指導
の 2つの側面があり，中でも教育設計
においては，臨床看護実践に向けた目
標の設定，演習教材・評価指標の開発
に難しさがあると指摘した。そこで，
看護教育者をめざす学生は，大学院在
学中に教育実習を経験し，成功・失敗
を積み重ねる機会が必要と主張。実習
での実践を通じて，既に備え持つスキ
ルや知識を，実践知の獲得・蓄積につ
なげる「リフレクション」の機能を理
解することが，教育者として熟練して
いく鍵になると説いた。
　さらに氏は，全米看護連盟（NLN）
が 2012年に大学教員の認定資格制度
を設けたことに触れ，日本も大学院修
士課程において「看護教育」の教育課
程と認定制度の創設を検討する必要が
あると提言した。

「後進に踏み越えられる覚悟」が
人材育成に寄与

　続いて登壇した西村ユミ氏（首都大
学東京大学院）は，学問への“入門と
越境”をキーワードに，同大の取り組
みから将来の研究者育成について発表
した。成人看護学を専門領域とする氏
の研究室では，大学院生は哲学も学ぶ。
その目的は看護の前提を問い直し，思
想の歴史と枠組みに看護学を位置付け
直すことにあるという。哲学という学
問への“入門”の試みとしてゼミ生主
体の「自主ゼミ」や「合宿ゼミ」の開
催をはじめ，他分野の講演会やセミ
ナーへの積極的な参加，研究会や学会
の企画・運営がある。こうした異分
野・異文化への“入門”の努力が，自
らの考えを明らかにし，看護学の既存

性を培うカリキュラムを構築している
のが特色だという。中でも，4年次の
必修科目「国際看護学実習」では，学
生 100人全員が 1週間ベトナムでの国
外実習に参加する。氏は，現地の病院
見学や看護学生との交流が，両国の文
化や価値観の違いを知るきっかけにな
り，学生が対象者への支援の在り方に
ついて理解を深めることにつながって

いると考察した。さらに学びを深める
大学院課程では，多彩な職歴を有し入
学する看護職にも応じ，看護実践と研
究の連続性を意識したカリキュラムを
組み立てている。教育機関での学びと，
実践の場での自己研鑽を連続させるこ
とが，看護職としての持続的成長を促
し，自己の看護哲学の確立につながる
と結んだ。

日本看護学教育学会第 25 回学術集会開催

● 雄西智恵美会長

● パネルディスカッションの模様
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　看護管理者のための現任教育である
認定看護管理者制度ファーストレベル
プログラムを，学生の夏休みの期間に
開講することが本学の教育センター事
業として定着している。その 3日目に，
私が担当する「記述力をつける――仕
事の文書作成の基本」というクラスが
ある。毎回新たな気付きをもたらして
くれる，楽しみな一コマである。

「仕事の文書作成」の 9原則

　このクラスはチーム基盤型学習
（Team-Based Learning；TBL）の考え
方を採用している。TBLでは学習者
個人が自分自身とグループに対して学
習の責任を強く意識することで，単な
る人の集合である「グループ」から，
同じ目標に向かって共に学ぶ「チーム」
へと変貌していくとされる。したがっ
て TBLでは，知識の獲得や概念構造
の認識ばかりではなく，問題解決スキ
ルやチームでのコミュニケーションス
キル，リーダーシップスキルを身につ
けることが期待される。
　このために教員は，学習者が教科へ
参加することを促すと同時に，チーム
へ参加できるように働き掛けて双方の
相乗効果が上がるように授業をデザイ
ンする必要がある。TBL学習活動の
プロセスは，①予習（個人活動），②
個人テスト（Individual Readiness As-
surance Test；IRAT），③グループテス
ト（Group Readiness Assurance Test；   

GRAT），④チームからのアピール，
⑤教員からのフィードバック，⑥応用
重視の学習活動で構成される。
　「記述力をつける――仕事の文書作
成の基本」のクラスは，授業前の予習
として「看護師のための文章ノート」
を読んでくることを課した。この資料
は以前に私が「医療の質・安全学会誌」
に連載（4巻 1号―5巻 3号，全 7回）
したものである。看護師が書くリポー
トは冗長であるとか，難解な言葉を使
うのでわかりにくいとかいう外部者の

批判に応えて執筆した経緯がある。「看
護師のための文章ノート」は，『理科
系の作文技術』（木下是雄著，中公新書，
1981年）を下敷きにしている。クラ
スでは，IRAT，GRATの作業を経て，
以下を文章の基本原則として採用した。
1）作文技術の基本は，「文は短く」と
いうことである。1文は平均 50字が
目標である。

2）トピック・センテンスは段落の最
初に書くのが原則である。

3）内容がどんなに優れていても，文
章がちゃんと書けていないと他人に
読んでもらえない。

4）一つの文だけから成る段落は，原
則として書くべきではない。

5）段落の標準的な長さは 200字ない
し 300字が目安である。

6）「事実」と「意見」の区別を明確に
して記述する必要がある。

7）文献の引用をそのまま記述する場
合は「事実」の記述である。

8）意見の記述は，「私は〇〇と考える」
という形で書くのが基本である。

9）発表の後の受け答えでは，判で押
したように「ご質問ありがとうござ
います」と言う必要はない。

「その段落で何について言おう
とするのか」を最初に書く

　そして，各人が受講申し込み時に書
いた A4・1枚のレポート「私がファー
ストレベル講習を受講する理由」をお
もむろに取り出し，以下の作業をして
もらった。
　①文の数，②1文の文字数，③段落
の数，④ひとつの段落に含まれる文の
数，⑤ひとつの段落に含まれる文字数
に関して，各人が自分の書いたレポー
トと向き合った産物をチームメンバー
に披露し，各チームの平均数を算出し
て発表する。その結果，A4・1枚に含
まれている文の数は平均 17文で，1

文は 59字であった。段落数は 4つで
あり，ひとつの段落には平均 4文が含

まれ，文字数は 355字であった。検証
結果は原則から大きく乖離していなか
った。めでたしめでたしである。
　次は，各人のレポートの段落ごとの
トピック・センテンスにマーカーをつ
けてもらった。段落とは，内容的に連
結したいくつかの文の集まりで，全体
として，あるひとつのトピック（小主
題）について，あるひとつのこと（考
え）を記述するものであり，「その段
落で何について言おうとするのかを概
論的に述べた文をトピック・センテン
スという」と木下は解説している。段
落のなかでトピック・センテンスの内
容について具体的な詳細を述べる部分
が展開部である。展開部では文を並べ
る順序やつなぎの言葉をよく考えて組
み立てなければならない。各人のレ
ポートを見ると，マーカーがつけられ
たトピック・センテンスの位置が段落
の最初にあるものは少なく，段落の最
後にきているものもあった。さらに，
そのトピック・センテンスをもとに当
該段落で言わんとしていることを命名

すること，事実と意見を識別するとい
う作業は受講生の頭を抱え込ませるこ
とになった。
　全体討議では，次のような価値ある
発言があった。「トピック・センテン
スが段落の中でみつからないときはど
うするのか」。反対に，「トピック・セ
ンテンスがひとつの段落に 2つある場
合はどうしたらよいか」という質問で
ある。私は，「前者の場合は段落とせ
ずに他の段落に吸収合併したらよい」
「後者の場合は新たに段落を設けたら
よい」と答えた。段落の書き出しは一
文字下げることも忘れないように，と。
「これまで“まとめ”は段落の最後に
書くものだと思っていた」という気付
きや，「初めて文章の書き方がふに落
ちた」という感想も聞かれた。にぎや
かで真剣な，ある日の午後であった。
　私は，トピック・センテンスを冒頭
に置くというカタチは，われわれの日
頃の発想の転換を促し，発言のカタチ
も変えるものと確信している。

第 41回日本看護研究学会開催
　日本看護研究学会第 41回学術集会が 2015年 8

月 22－23日，宮腰由紀子会長（広島大大学院）
のもと，「日本から世界へ　看護，発信！――い
のちと暮らしを支える　和と輪と環と話」をテー
マに開催された（会場＝広島市・広島国際会議
場）。本紙では，特別交流集会「トランスレーシ
ョナル・ヘルス・サイエンスとシステマティック
レビューの国際的動向」（講師＝関西国際大・今野理恵氏）の模様を報告する。
　まず，トランスレーショナル・ヘルス・サイエンス（THS）という新たなトレンド
の定義と現状について解説された。近年，看護領域では EBP （Evidence Based Prac-
tice）の創出がめざされるとともに，それをどう根付かせるかが課題となっている。
EBPは，特に英国をはじめとした欧州を中心に推進されてきた経緯があるが，近年は
米国でも積極的な取り組みがみられる。米国では 2011年，NIH（National Institutes 

of Health）の傘下に NCATS（National Center for Advancing Translational Sciences）
が設立された。NCATSは，EBPを根付かせる方略として THSを掲げ，研究の橋渡し
（トランスレーション）を加速させ，より多くの患者により迅速に医療を提供するこ
とを主な目的としている。今野氏は，THSが今後大きな流れを醸成していく可能性が
あると述べた。
　EBP，そして THSに不可欠なのが，システマティックレビュー（SR）である。
SRは医学領域を中心に，英国の NHS（National Health Service）によるコクラン共
同計画から発展してきた手法であり，RCT（Randomized Controlled Trial）のような
質の高い研究データをくまなく調査・分析し，EBMの創出をめざすものだ。看護に
おいては，豪州に拠点を置く JBI（Joanna Briggs Institute）が SRの中心的役割を担
っており，日本を含む世界各地に提携センターを持ち，幅広い活動を展開している。
介入の有効性や診断法，さらに最近では質的研究の SRもみられるなど，SRの種類の
多様化が進んでいる現状が紹介されるとともに，その手法や作成プロセスについて具
体的に解説された。SRは，その手法の厳密さや手順の複雑さから容易に取り組むこと
が難しい点，また臨床現場からの反発といった課題があるとしながらも，「SRなしに
EBPは不可能」との言葉とともに，THSと SRへの期待を述べて講演を締めくくった。

〈第129回〉

トピック・センテンス
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病を引き受けられない人々のケア
「聴く力」「続ける力」「待つ力」
石井 均●著

A5・頁252

定価：本体2,200円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02091-6

評 者  数間恵子
 前・東大大学院教授・成人看護学

　本書は，『糖尿病診療マスター』誌
に 2004―2013年にわたって掲載され
た石井均氏による各界泰斗との対談か
ら，特に氏の心に残る
ものが取り上げられ，
まとめられたもので
ある。対談は糖尿病と
その治療あるいは関連領域にとどまら
ず，他領域の先達とも行われ，河合隼
雄氏，養老孟司氏，北山修氏，中井久
夫氏，中村桂子氏，門脇孝氏，鷲田清
一氏，西村周三氏，皆藤章氏の面々が
登場する。
　対談では，各氏がどのようにしてそ
れぞれの領域を拓いてこられたかのラ
イフヒストリーが語られる中で，ヒト
や社会をどう見ているかが示され，そ
こから，共通する糖尿病の人々への支
援の核心に迫り，支援に求められる基
本的態勢が浮かび上がってくることに
気付く。糖尿病の人々，特に症状もな
く，いわゆる古典的な苦痛症状を体験
していない人々が糖尿病を自分のもの
として「引き受けて」生きていくこと
を支えるには，外的基準（検査結果の
数値）による糖尿病学ではなく，「糖
尿病医療学」が必要であり，その領域
を拓き，確立することが急務であると

説かれている。
　「糖尿病医療学」の基盤になるのは，
療養を要する人々がそれぞれ生きて創

ってきた心，すなわち
それぞれにとっての意
味を支えることにあ
り，その要諦は本書の

副題が示す通り，「聴く力，続ける力，
待つ力」であるとされている。話すあ
るいは語ることが保証され，他者とつ
ながり，その人の糖尿病と必要な療養
行動についてのオーダーメードの情報
が伝えられることによって，意味の変
化とともに必要な行動につながってゆ
くのだと納得される。糖尿病の人々に
限らず，難治性の慢性疾患と生きる
人々の心や行動を理解し，支援する上
での基本的態勢として身につけるべき
ものであることが示されている。本書
が最初と最後を心理臨床家との対談で
構成されていることは，実際の順序以
上に，その重要性を強調したものとも
読み取れる。
　石井氏がその穏やかで相手がほっと
する表情で各氏との対談に臨まれてい
る様子が彷彿としてくるとともに，糖
尿病の人々にも同様に接し，支えてお
られることが想像される一冊である。

慢性疾患と生きる人の
心と行動を理解し，支援する《シリーズ ケアをひらく》

漢方水先案内
医学の東へ
津田 篤太郎●著

A5・頁238

定価：本体2,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02124-1

評 者  山田 雅子
 聖路加国際大教授・在宅看護学

　津田先生の謙虚なところが良い。と
いうのは，今年に入って初めて津田先
生にお会いした際の私の第一印象で
す。何が，ということではないのです
が，その存在から醸し
出される雰囲気全体に
ついてそう感じたよう
に思います。
　縁あって，津田先生
と一緒に仕事をするこ
とになりました。と思
っていたら，さらなる
縁を頂戴し，この書評
を書いているわけで
す。人生は出会いだと
申しますが，行先が定
まらない人生の船をこ
いでいると，出会うも
のが不思議とその水先
案内をしてくれたりす
るものです。この本は
本当にそうした感じの出会いとなった
一冊です。
漢方は日本の伝統医学だった
　古く江戸時代の日本の医学は，古

こ

方
ほう

派と呼ばれる，今で言う基礎医学より
も臨床を重んじた一派によって発展し
たのだそうです。そして，その一派に
よって編まれた医学体系が「漢方医学」
であり，それは日本で発展したので「日
本漢方」とも呼ばれるのだそうです。
　私はこれまで，漢方医学は中国の医
学を学ぶのだと思っていましたが，そ
れは間違いで，漢方を学ぶとは，日本
の伝統的な医学を学ぶことだったのか
と気付かされました。そういう意味で，
この本は漢方医学の解説本であり，日
本医学の歴史書でもあるわけです。
東の「気のせい」には意味がある
　さて，西洋医学と対比する中で，私
が「なるほど！」と思ったことを二つ
挙げてみます。
　まずは，西洋医学的な「気のせい」
と東洋医学的な「気のせい」とは全く
異なる意味であることです。「西洋の
気」は実体のないものであり，「東洋
の気」は生きるためのエネルギーとい
う実体を持つといいます。ですから西

洋的には「気にするな」が治療になり，
東洋的には「気の巡りを良くする」こ
とが治療であって，そこから漢方薬と
かツボの話につながるのですね。

　もう一つは，目が痛
いと訴えてきた患者さ
んにもお腹に触れて診
察する「腹診」を行う
のが東洋的ということ
です。体全体が疲れて
いれば，目の具合も悪
くなるのはよくあるこ
とで，本人が目の痛み
だけを訴えたとして，
目薬だけを処方されて
も根本的な解決にはな
らないのですね。
人間を置き去りに
しない医学へ
　考えてみれば当たり
前かもしれませんが，

臓器別，疾患別，術式別に患者を区別
して，その一側面からしか看なくなっ
てしまった今の看護は，効率性は達成
したかもしれませんが，人間個々の体
や心は置き去りにされています。そう
感じている私にとってこの本は，もう
一度，日本医学の祖が築いたことに回
帰すべきだという道を示してくれたよ
うに思います。この本の副題は「医学
の
4

東へ」とありますが，「医学は
4

東へ」
としてもよいのではないかと極東日本
人の一人として思いました。
　人体を成す臓器はみな似通っていま
すが，それが統合されて，さまざまな
環境の影響を受けながら一人の人間と
して生きています。そう考えると，多
くの人に効果があったとか，繰り返し
同じ結果となったという「エビデンス」
という文脈では語り尽くせない神秘性
を否定することはできません。
　西洋医学では解決しきれない「かゆ
み」「冷え」「痛み」といった症状に根
気よく付き合い，あの手この手を模索
する漢方医学では，謙虚であることが
基本姿勢なのだということがよくわか
りました。

糖尿病に強くなる！
療養指導のエキスパートを目指して
桝田 出●編

B5・頁224

定価：本体2,600円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02102-9

評 者  鞍田 三貴
 武庫川女子大准教授・食物栄養学

　私が管理栄養士として病院に勤務
し，糖尿病教室や栄養食事指導を始め
たのは 1990年頃です。当時の糖尿病
教育入院は，40―50歳代の肥満を伴
う糖尿病患者さんが多
く，食品交換表の勉強
などが組み込まれてい
ました。糖尿病療養指
導は，多職種による
チームで行われておら
ず，栄養・食事指導は
食物栄養のみに着目し
た指導型教育であった
ように思います。
　しかし時が流れて
今，わが国は世界に類
を見ないスピードで高
齢化が進行し，超高齢
社会に突入しました。
その中で，医療におい
ては，単に長く生きる
のではなく，健康を維持・増進しつつ
寿命を延ばす取り組みがなされていま
す。これを実現するために，医療従事
者には，指導教育型から脱却し，セル

フエフィカシィ（自己効力感）を高め
る技術が求められます。本書は，そん
な社会のニーズに合わせて，糖尿病の
基本から，ライフステージごとの生活

指導にとどまらず，心
理面とそのケア，行動
変容を促すアプローチ
などについても述べら
れています。また，災
害時の対策と対応から
服薬アドヒアランス，
糖尿病とがんなど，教
科書にはみられないコ
ラム記事がとても新鮮
です。
　本書は，食事・運動
療法の実践，薬物療法
などの糖尿病自己管理
に必要な事柄に加え，
要所に挙げられた事例
では高齢者特有の問題

にも着目しています。私は今，地域医
療を担う開業医院と連携し，地域の糖
尿病患者さんへの栄養支援を行ってい
ますが，老老介護，独居高齢者の増↗

今こそ，東洋的価値で
看護したい！

糖尿病を取り巻く環境の変化に
素早く順応する力を養う

、
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がんエマージェンシー
化学療法の有害反応と緊急症への対応
中根 実●著

B5・頁320

定価：本体4,000円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01960-6

評 者  冨永 知恵子
 福井赤十字病院・がん化学療法認定看護師

　「がんエマージェンシー」「がん緊急
症」というと聞きなじみのない方もい
ると思いますが，これらを「血管外漏
出」や「過敏反応」「発熱性好中球減
少症」「上大静脈（SVC）
症候群」「播種性血管
内凝固症候群（DIC）」
などに言い換えると，
臨床でよく耳にする言
葉となるのではないで
しょうか。
　看護師はがん化学療
法の治療管理に直接か
かわります。がん治療
によって急性反応とし
て現れる緊急度の高い
有害事象に，迅速で適
切な対応を求められま
す。また，がんの進行
によって出現する
「SVC症候群」や「DIC」
などの理解も大切で
す。がん診療・がん化学療法に携わる
看護師にとって，がん緊急症の知識を
持って患者の病態をアセスメントでき
ることや，がん緊急症への対応を考え
ていくことは必要不可欠ですので，本
書はその理解を助けてくれる一冊とな
ります。
　本書はまず「がん緊急症」を「がん
の進行」と「がんの治療」に伴うもの
として分類，整理しながら論を進め，
さらにがん緊急症の重症度，緊急度を
評価するための CTCAEや JTASの説
明も行っています。有害事象を
CTCAEの Grade，治療時期と時間経
過の関係で表した「有害事象の経時的
変化」の図では，有害事象にはさまざ
まなパターンがあると視覚で理解でき
ます。続く各章では，病態，症候のメ
カニズムや治療，マネジメントなどを

丁寧に解説しています。この「病態生
理」が理解しやすく，がん治療にかか
わる看護師だけでなく，一般臨床に携
わる看護師の頭の整理や実践にも十分

に役立つ情報となって
います。
　著者は看護師向けの
雑誌や書籍の監修に携
わることが多く，看護
の視点も大切にまとめ
てくれています。何と
言っても，他にはない
オリジナルのカラーの
図表が多く用いられて
おり，視覚的な理解を
促してくれます。よく，
「図表の意味・解説を
もっと詳しく知りた
い！」と感じることが
あると思いますが，本
書は図表の解説が詳し
く，初心者でも理解で

きるように文章でも説明が加えられて
います。
　さらに，著者は認定看護師教育課程
の講義でもとても人気のあった講師
で，“なぜこうするのか”“なぜこう考
えられるのか”など最新の根拠を用い
て疑問を解決に導いてくれる記載が本
書でも随所にちりばめられています。
その一つとして，各章内には「Note」
や「MEMO」の記載があり，より専門
的な解説や実践につなげる内容も多く
含まれています。
　このように本書は，今からがん化学
療法やがん看護を深めようと思ってい
る方から，がん化学療法分野を専門と
してきたベテランの方まで幅広く活用
できる内容が満載となっています。ぜ
ひ，手にしていただきたい一冊です。

がん看護実践ガイド
がん患者のQOLを高めるための
骨転移の知識とケア
一般社団法人日本がん看護学会●監修
梅田 恵・樋口 比登実●編

B5・頁208

定価：本体3,400円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02083-1

評 者  別府 千恵
 北里大病院看護部長／副院長

　日常のがん看護の現場では，骨転移
に苦しんでいる患者は多い。
　患者は骨転移という病態が現れる
と，死への恐怖，耐え難い痛み，骨折
や可動域の制限による
QOLの低下など全人
的な苦痛にさらされ
る。また看護師も，骨
転移を起こした患者の
身の周りの世話や症状
緩和のために四苦八苦
しているのが現状であ
る。それでも，「でき
るだけ最後まで自分で
自立した生活を送りた
い」と考えていた骨転
移の患者が転倒して骨
折し，その後の痛みと
QOLの低下に苦しん
でいる姿を見ると，何
か手立てはなかったか
と罪悪感に駆られたことのある看護師
はたくさんいる。また，痛みが強い患
者の背中をさすりながら，この患者の
苦しみが少しでも癒やされる方法はな
いかと考えていた看護師も多いのでは
ないだろうか。
　このように，骨転移が発症した患者
のケアは困難な場合が多い。しかしな
がら，これまで骨転移は基本的な病態
生理や各原発がんの教科書に補足的に
触れられることはあったものの，骨転
移に集約して病態生理や症状マネジメ
ント，ケアに触れた教科書やガイドブ
ックは存在しなかった。本書はがん看
護の中でも最も対応に苦慮する骨転移
について，診断・治療・看護にわたり
詳細に記述してあり，臨床で骨転移の
患者のケアに悩む多くの看護師に役立
つ良書である。

　第 1章「骨転移を理解しよう」では，
正常な骨の代謝，骨転移の分類や症状，
骨転移が起こる仕組み，特に進行にか
かわるリモデリングとの関係，診断基

準などが詳しく書か
れ，これまで集約して
触れることのなかった
基本的な知識を得るこ
とができる。第 2章「骨
転移の治療法」では薬
物療法，進行を抑える
骨吸収抑制薬の作用機
序や段階的な鎮痛薬の
使い方，副作用への対
処，放射線療法，手術，
神経ブロックについて
書かれている。第 3章
「骨転移と QOLを高
めるケア」では，患者
の QOLの視点から身
体的，精神的，社会的，

さらにスピリチュアルな面から，ケア
のポイントを症状の進行に伴い解説し
ている。特に，骨格系であるために荷
重骨と非荷重骨に分けて考えるケアの
ポイントは，目からうろこであった。
第 4章「がん種からみる骨転移の経過
とケア」では，原発がんの種類によっ
て異なる治療とケアのポイントが事例
を用いて記述してあり，わかりやすい。
　骨転移そのもので患者が生命を落と
すことはない。しかし，骨転移により
QOLを大きく落とす可能性は高い。
骨転移に真摯に向き合い，患者の苦痛
を取り除き，QOLを高い状態で保つ
ことは看護師にとって大きな課題であ
り，使命でもある。臨床の現場で，骨
転移の患者に何かできることがないか
と模索する看護師にとって，価値のあ
る一冊である。加により，今までの食事指導では通

用しない難しさを感じています。糖尿
病のより良い治療のためには，患者自
身が自己管理を継続することが必要で
すが，高齢者にみられる認知機能障害
は糖尿病治療を妨げる最大の要因です。

　われわれ療養指導者は，糖尿病を取
り巻く環境の変化に素早く順応する力
を養うことと，「糖尿病に強くなる」
ことが必要です。本書はそれに大いに
役立つ参考書であると思います。

　本紙紹介の書籍に関するお問い合わせは，医学書院販売部まで
　☎（03）3817-5657

なお，ご注文は最寄りの医書取扱店（医学書院特約店）にて承っております。

●書籍のご注文・お問い合わせ
↘

理解を助ける図表が満載
この一冊でがん緊急症に

強くなれる
臨床で骨転移のケアに悩む
看護師にとって価値ある一冊
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