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1.　はじめに
生命、人生、生活を脅かす疾患を抱えるということ

は、人の心に深刻な影響をもたらす。個人は「患者」とい
う立場に置かれ、生きる世界は一変する。がんの場合、
診断に始まり、がん治療、それに付随する身体的苦痛、
身体機能やボディイメージの変化、人間関係や就労の問
題、再発による病状進行など、患者はこれまでに経験し
たことのない危機的なストレスに次々とさらされる。そ
して、日々さまざまな不安を抱えながら生活していくこ
とになる。

患者がこれら危機的な状況の中で模索しながら前に
進んでいくプロセスにおいては、医療者の適切な援助が
必要である。中でも患者の揺れ動く感情や思いを受け止
め、健康の回復（あるいは平和な死）に資するような行動
を自立してできるやり方で援助することは、看護師の役
割だといえる。

本セミナーでは、がんにより何らかの苦悩を抱いてい
る患者が、自分らしく生活していくことができるよう支
援をするうえで、大切な基盤となるコミュニケーション
について、改めて考えていきたい。
2.　Making mountains manageable モデル

がん患者を支援していく上で、患者がおかれている状
況と、看護を俯瞰的に見ることは、支援の方向性を見極
めるうえで重要だと考える。Linda M. Rickelのモデルで
は、がん患者が直面する問題を山にたとえ、積み重なる
山を患者で扱えるようにしながらQOLを高めていく支
援方法を示している1）（図1）。モデルでは、山を低くす
るための道具として、“Support（支援）”、“Strengths（強
さ）”、“Coping mechanisms（対処装置）”があるとしてい
る。そして、山に登りやすくするためのはしご段には、

“Hope（希望）”、“Helpfulness（助け）”、“Harmony（患者
と看護師の良好な関係）”、“Humor（不安や緊張を和ら
げるユーモア）”が必要だと述べている。高く積みあがっ
た山を具体的に捉え、道具を使って患者が登れる大きさ
にし、頑丈なはしごで登れるよう支援するためには、良

好なコミュニケーションが役立つことは間違いない。

3.　コミュニケーションとは
コミュニケーションとは、一方通行の情報伝達ではな

く、双方向過程で互いにメッセージを送り受けることで
ある2）。患者 看護師間のコミュニケーションで置き換え
ると、①看護師は患者の話を聴く：患者から発せられる
言葉だけでなく、姿勢や表情、声のトーンなど非言語的
サインもありのままに受け止める→②話す内容を理解す
る：患者の発する言葉の内容を適切に理解する→③対応
する：患者の言っていることについて十分理解したこと
をもとに患者に言葉をかける、このプロセスのなかで自
分を示し相手を解釈するものである。簡単にいうと、コ
ミュニケーションは、言葉がキャッチボールされるプロ
セスである。

4.　 看護におけるコミュニケーションの位置づけ
看護実践の拠りどころとなる看護理論においても、コ

ミュニケーションが患者-看護師関係において重要な看
護の機能をもっており、看護師の役割であることが示さ
れている。

看護ケアの構成要素のもとになる患者の14の基本的
ニーズを明示したヴァージニア・ヘンダーソンは、その
項目の中で、『患者は他者とコミュニケーションをもち、
情動、ニード、恐怖、意見などを表出するニーズがある』
としている。また、看護師を患者の援助者、パートナー、
代理人という3つのレベルで位置づけ、患者のニーズを

図１　Making�mountains�manageable　モデル
文献1）をもとに作成
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知るために、患者の内面まで入っていくことが必要だと
述べている。

看護の専門的機能で援助可能な、21の看護問題を明示
したフェイ・グレン・アブデラは、『効果的な言語的・
非言語的コミュニケーションの維持を図ること』を項目
に含めている。また、患者がもつ情緒的・社会的ニード
は潜在的なものであり、潜在的ニードを捉えるには、コ
ミュニケーションスキルと、患者との相互作用を展開す
る能力が必要だと述べている。

他にも、ケアリングの哲学と科学に基づく理論を展開
するジーン・ワトソンは、看護師と患者の間の援助 信頼
関係の発展における効果的なコミュニケーションの重要
性を述べ、人間関係の看護論を展開したヒルデガード・
E・ペプロウは、コミュニケーションが可能な場におい
て、看護師が患者のニーズに応えるという方法で行われ
るカウンセリング機能は、看護師の重要な役割であると
述べている。

5.　コミュニケーションスキルトレーニングの効果
がん患者と接する看護師であっても、患者の不安や苦

悩、死に関する話しや実存的な問いに向き合う会話場面
で困惑することは珍しくない。コミュニケーションは、
個人の人間性や性格に影響される面を有しているが、能
動的な学習によって身につけられるスキルであることが
近年の介入研究で知られている。

Mooreらがコクランライブラリーに報告した、がん患
者に関わる医療従事者に対するコミュニケーショント
レーニングの有用性を検討した系統的レビューでは3）、10
件のメタ分析により、コミュニケーションスキルトレー
ニングによる介入群のほうが対照群と比較し、患者との
会話の中でオープンクエスチョンを用いることが多く

（95%CI ; 0.02 ～0.54，p=0.04）、共感の態度を示す割合が
高いことが明らかになった（95%CI ; 0.07～0.36，p=0.004）

Wilkinsonらの研究では、160名の看護師を、最大3日
間のコミュニケーションスキルトレーニングを実施する
介入群と対照群に割り付け、コミュニケーションスキル
とインタビューの内容の変化、患者の不安や精神状態、
満足感を比較した4）。その結果、患者の不安は変わらな
かったが、General emotional stateや（95% CI ; 0.1～5.6, 
p = 0.04）満足感（p=0.02）には改善傾向が見られた。

Banerjeeらの研究では、342人の看護師に対し、3つ
のモジュールで構成されるコミュニケーションスキル
トレーニングを1日実施し、看護師の自己効力感（自分が
ある状況において必要な 行動をうまく遂行できるかと
いう可能性の認知）と、実践行動におけるコミュニケー
ションスキルの変化を調査した5）。その結果、患者との
さまざまなコンテクストにおける会話能力の自己効力

感の向上と（p<0.001）、共感スキルの向上が認められた
（p<0.001）。

6.　基本的なコミュニケーションスキル
すべての看護師に求められる基本的なコミュニケー

ションスキルには、以下の5項目がある。
1）聴くための準備をする

できる限りの環境調整を心掛ける（プライバシーと体
調に合わせた場所や時間の配慮）。患者にとっては話した
い気分ではないこともある。患者の希望や気分に合わせ、
無理に関わることは避ける。また、患者との年齢差や親
しさ、話題の内容を考慮し、節度ある言葉遣いをする。

2）現状理解を把握しながら、問題を明らかにする
「先生からどう聞いていらっしゃいますか？」、「今、

どんなことが一番気がかりですか？」、「今まではどうさ
れていましたか（対処）？」などのオープンクエスチョン
を用い、患者がより多く語れる流れを作る。病状に関す
ることにとどまらず、家族や生活、仕事、経済的なこと
等、全人的に関心を向ける。

3）効果的に傾聴する
患者の言葉に含まれているニュアンスを感じ取り、言

葉の意味やその背景にある感情に関心をもちながら、注
意深く熱心に聴く（積極的傾聴）。沈黙が訪れるときがあ
るが、沈黙は必ずしもネガティブな意味を持つわけでは
ない。患者が沈黙している時は、看護師からの質問に答
えようとして考えていたり、心の整理をしたり、感情の
嵐のなかで何も言えなくなっていることも多い。話を聴
いている看護師が沈黙してしまうような時は、その時の
思いや感情をそのまま言葉にして返しても良い。

4）応答する
相槌を打ち、応答している姿勢をみせることにより、

患者は「わかってもらえている」という感覚を持つことが
できる。患者の思いや発言の意味がよくわからない時、
看護師は憶測をせず、率直に質問を投げかえすことが望
ましい。患者の言葉を言い換えたり、要約したりするこ
とは、「私はあなたの話をこのように聴きました」という
応答になる。的を得た応答は共感を導き、仮にそうでな
かったとしても、それがきっかけとなり患者の語りが促
されるため、さらに理解が深まる機会になる。

5）共感する
共感とは、相手の感情を、あたかもその個人であるか

のように正確に知覚して、それを伝えるプロセスのこと
である。共感は、相手の話を批判・解釈することなく正
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確に聴くこと、そしてその中に自分の身をおき、自分の
内側に湧き上がる感情や考えたことを伝えることで生ま
れるため、前述した傾聴、応答のプロセスなしには訪れ
ない。患者が抱く感情や価値観を探索しながら丁寧にコ
ミュニケーションを行うことが、共感に至るプロセスを
可能にする。

基本的コミュニケーションを用いて患者と接する時、
話し手が聞き手に与える印象の93％は、言葉以外の非言
語的な要素だということを忘れてはいけない6）。看護者は
自分の非言語的表現である姿勢や表情、目線、声のトー
ンや話すスピードなどが、いかにコミュニケーションを
活性化したり抑制したりするかを自覚する必要がある。

7.　コミュニケーションがもたらす治療的効果
コミュニケーションが治療的である時には、患者 看護

師間で信頼、受容、尊敬、誠実さ、保護、そして援助関
係が経験される。看護師は患者が抱える問題や懸念への
理解が深まり、患者は理解者を得られた安心感や孤独感
の和らぎを体験する。そして混沌とした考えや気持ちが
整理され、状況を現実的に受け止めたり、新しい視点か
ら問題を見直したりするきっかけとなり、元来有してい
る対処能力を取り戻していくこともある。

しかし中には、自分の気持ちや感情を表すことになれ
ていない患者、現実に由来する不安に直面することは相
当の苦痛を伴うため、言語化がかえって侵襲的になる患
者がいる。このような場合は、看護師だからこそ提供で
きる心地よいケアを優先的に検討する。心身のリラック
スをもたらすケアの時間の中で、患者が気持ちや思いを
安心して表現し始めることもある。

8.　 効果的なコミュニケーションを妨げるコミュニ
ケーションパターン

看護師が陥りがちなコミュニケーションパターンに
は、以下の8項目がある。

1）尚早なアドバイスや説明
患者が苦悩を訴えている段階でのアドバイスや説明

は、つらさを分かってほしい患者との交流を抑制し、感
情体験の共有を妨げる。

2）医師や他の職種への移譲
話す相手が看護師にだからこそ、胸の内を打ち明ける

患者も多い。患者が抱えている懸念や気持ちを聴かずし
て医師や他職種に訊くことを勧める発言は、患者を失望
させることがある。

3）判断するような表現
患者は、認識や感情が否定されたと感じることがある。

4）誘導的発言
実際に患者が体験していないことまで押しつけ、交流

を抑制する可能性がある。

5）質問の連発
看護師が「患者の問題を明確にしよう」「認知を変えて

いくように働きかけよう」「現実を受け入れるように援
助しよう」などの意図に動かされて、コミュニケーショ
ンをしているときに陥りやすい。患者のペースや語りた
いことは尊重されず、患者は何を答えるべきか戸惑った
り、尋問されているように感じる。

6）理由を問う質問の応酬
行動や選択には、深い理由がないこともある。より深

く探求しようとする看護師の思いが働き過ぎている可能
性がある。この問いが続くことで、患者は脅威を感じか
ねない。

7）オウム返し中心の応答
応答のスキルとして用いることで患者の発言を促す

こともあるが、言葉の繰り返しが続くことで機械的な印
象を与え、患者をイライラさせたり、理解してもらえて
いるのか不安になることがある。

8）ブロッキング
患者が心配や困りごとを発言した時、看護師自身が対

処できないような深い話しになることを回避しようとす
ぐに返答したり、患者の意図と違うことを質問したりす
ることでその場を切り抜けようとすることである。患者
の懸念の詳細を知る機会や、患者の語りを妨げる。

9.　専門家への相談が必要な状態
がん患者の中には、強いストレスに長期間さらされる

ことにより、不安障害や適応障害、抑うつに該当する状
態に陥ることがある。このような徴候が見られた時には、
専門家に相談し、適切な対応につなげることが重要であ
る（表1）。

❖  脅威の程度に対して、通常予測されるよりも著しく強
い不安症状（不眠、筋緊張、発汗、動悸、胸部圧迫感、
集中できない状態など）が出現している

❖  ストレス源となる出来事から 2 週間以上経っても不安
が軽減しない

❖ パニック発作など、強い症状が出現している
❖ 「すぐに死んでしまう」など、誤った信念を持っている
❖ 日常生活機能に支障をきたしている

表１
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10.　情報提供におけるコミュニケーション
情報提供は患者の自立に向けて、あるいは対処能力を

高めるために提供される。しかし、既存のパンフレット
を渡したり、利用できるリソースを教えたりするだけで
は不十分なこともある。患者の年齢、体調、状況理解の
程度、心理状態、希望など、個人個人異なる背景を持つ
患者により役立ち、活用できる情報になるよう、何をど
う伝えるかという点に常に配慮することが大切になる。

11.　看護師の感情への対応
ある患者と接した時に、看護師の気持ちの中に「イラ

イラする」、「腹立たしい」、「無力感にとらわれる」、「落
ち込む」、「できることなら受け持ちたくない」などの負
の感情が湧くことがある。職業意識の高い看護師の中に
は、患者に対して負の感情を抱いてはいけないと考えて
いる人も多いことだろう。しかし、苦手な患者を前にし
た看護師の感情は隠したり恥ずべきものではない。この
ような気持ちに気づいた時には、その気持ちに蓋をせず、

「なぜこのような気持ちにさせられるのだろう」、「患者
に何が起きているのだろう」、「このような場合どうした

ら良いのだろう」という問いを、安心して話せる先輩や
仲間と共有してほしい。患者との間でどのような相互作
用やずれが生じているのかを考えることは、対応が難し
いと感じる患者に情緒的に巻き込まれず、距離を置いた
ところから患者の苦悩に気づく手掛かりとなる。そして、
自己および他者に対する感受性を育む機会にもなる。

12.　難しい場面でも基本的コミュニケーション
「死ぬ瞬間」の著者であるＥ．キューブラーロスは、そ

の著書の中で『患者の心のドアは、不安や恐怖を持たずに
コミュニケートできる人間と出会う場合に開かれる』と述
べている。難しいと感じるコミュニケーションに遭遇し
た場合でも、真摯に聴き、応答すること（基本的コミュニ
ケーションの3と4 ）が基本である。看護師が逃げずに関
わることは、苦しみを理解してほしいと思っている患者
のニーズを満たし、孤独感を和らげることにつながる。

コミュニケーションスキルを磨くことは、看護の質を
向上させ、患者のQOLに寄与するスキルを高めることで
ある。
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