■シンポジウム

国際医療福祉大学

当シンポジウムは、前半 3 人、後半 3 人の発

しまう看護師に対する示唆をも含むものであっ

言者に分け、前半と後半の発言の間に質議応答

た。氏に対するもう 1 つの質問は、専門看護師

を入れ、後半の発言が終了したのち、発言者へ

の存在はスタッフを依存させ、意思決定の力を

の質問等を含めながら全体討論へとすすんだ。

そぐことにならないかと心配している立場から

まず前半の第 1 発言者

勝原裕美子氏（聖隷浜

のものであり、この点、何かスタッフに教育さ

松病院）は、看護管理における倫理的課題を提

れているのか、というものだった。もとより氏

示し、看護実践現場に生ずる倫理的課題の概要

の応答は、専門看護師の役割の本質を的確に伝

を掌握できる枠組を紹介した。

えるものであったが、それに加えて、スタッフ

第 2 発言者の北村愛子氏（市立泉佐野病院）は、

の力量のアセスメントと、「悩み」をめぐって

おもに専門看護師の立場から、氏のいう「倫理

ディスカッションするというやや具対的な方策

調整」の役割を現場でどのように担っているか

が示された。さらにもう 1 つ専門看護師の介入

を語った。

の基準のたぐいはあるのかがただされ、いまは

第 3 発言者の石井トク氏は、看護倫理と法との
接点をチーム医療とインフォームド・コンセン
トを軸にして考察し、倫理と法に通底するもの
と両者の相異を明らかにした。
ここまでのシンポジストの発言に対して、フ
ロアからは現場にしっかり根をおろした、たい

まだ個人の感性がたよりである旨が報告され
た。
ここでは倫理の問題もさることながら、現場
における専門看護師の責務の把え方についての
思慮の迷いが垣間見えるやりとりが特微的だっ
た。

そう真摯な問いかけが相ついで出された。 勝原

続く後半では、小西恵美子氏（佐久大学）が

氏へは、氏の提示されたマップに看護者の権利

研究の視点に立ち、査読の功罪について述べ、

を守るという観点が入っているかどうかという

これを倫理に基づいて把えなおし、当学会のジ

質問があり、北村氏に対しては、医療者の倫理

ャーナルのあり方について 1 つの提言を行った。

観を反映させる過程の擁護という局面で言及さ

次の発言者高田早苗氏（神戸市看護大学）は、

れた「具体的で客観的な情報の提供」は、患者

倫理に関する研修参加者の提出事例を集約し、

に対して行うと考えてよいか、というものであ

看護現場で生じている深刻な倫理的問題を浮彫

った。おそらく、専門看護師として患者に直接

りにしてみせた。

介入する行動の範囲を問いたかったものだろ

最後の発言者長谷川美栄子氏は、実践者の立

う。これに対する北村氏の応答は、倫理的問題

場から、日常の臨床現場で倫理的配慮を必要と

状況をその意図はなくともときに自らつくって

する状況をいくつか取りあげ、倫理的感性を高
3

める組織文化の重要性に言及した。

まり社会に向けて発信する必要のあることが、

もはや紙数がないので、このあとの全体討論

壇上やフロアの人びと何人かによって熱く語ら

を要約すると、およそ 2 つに絞られる。1 つは、

れた。また看護現場に起こる倫理的問題は、医

取組む価値のある倫理的諸課題であり、それは

療全体の構造と密接不可分の関係にあり、その

患者の声なき声に「気づく」ことの重要性、そ

意味で確かな社会性をもつこと、それ故、この

れを導く感性をどう磨くかという問題や、それ

学会においてオープンに議論を重ねていく必要

を率直に語り、話しあうにはどうすればよいか

のあることも多くの参加者の認識するところと

といった問題、さらに看護管理者がスタッフを

なった。

どう守り、どう育てていくかという問題などで
ある。
これらの課題については、さらに後段に入っ
て、看護者の声は組織の中だけでなく、外部つ
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以上のように、この紙面では書きつくせない
ほど多くの参加者の意見が聞かれ、シンポジウ
ムは、本学会の今後の活動を示唆して余りある
ものとなった。

■シンポジウム

日本赤十字北海道看護大学

「安全、安心」は、国のあらゆる政策のキー

業務内容と、資格取得に必要な履修規定、国家

ワードである。医療場面に焦点をあてて考えて

試験受験資格の要件、国家試験合格、免許取得

みると、受益者の「安全」の保障と、検査・治

の要件（欠格事由）等をクリアして「資格」を

療など何かにつけて医師、看護職者の行為に対

得ることができる。又、法に違反すれば罰則規

して「安心」できない、つまり信頼ができない

定が定められているのが看護の法律である（准

状況が生じてきた。その背景には科学の進展と

看護師については割愛）。

医療の高度化、複雑化に伴うリスクの増大、受

2）看護水準と注意義務

益者の権利意識の変革がある。
私事ではあるが、看護学生の臨地実習で遭遇
したある出産場面の出来事から生命の「安全」
について考え、「安全」を支えるのは「倫理」

看護職者の看護行為は、その時代の看護水準
（助産師は産科医療水準）を維持することが基
本である。
看護計画の展開は看護過程のサイクルの連続

であることに漠然と気付くようになった。それ

であるが、法の視点から見ると危険予測行為

は長い時を経て確信となり、今は、看護は倫理

（観察、予測情報の収集）と危険回避行為（予

であると事あるごとに述べている。

防的看護）サイクルの連続である。看護行為の

そこで、今までの看護実践と教育でのこだわ

サイクルの鍵はアセスメント能力であることは

りを通して、看護の法と倫理の接点を述べるこ

共通している。注意義務違反（過失）は、 看

とにする。

護職者なら予測すべきこと

が出来ない、当然

するべき行動がとれない、そのことによって患
1．「法律」の意味

者にリスクを与えることになる。したがって、

1）資格は「安全」の保障

看護職者が自らの看護の知識、看護技術と共に

人々の健康を担う看護職者は、不特定多数の

判断能力を高めるための研鑚は、受益者の安全

人々と、受益者である個々の生命の安全を保障

の保障の確保である点で義務であり、自ら研鑚

する法的責務がある。それは、人の生命（心身）

する姿勢は倫理的なものである。

に多大な影響を及ぼす「医療（看護を含む）行
為」の提供者であるからである。看護に関する

2．「倫理」の意味

法律は人々の安全の保障であり、資格はその担

1）看護職者に期待される人格

保である。
看護職は保健師助産師看護師法（保助看法）
によって、保健師、助産師、看護師それぞれの

倫理は、法の社会的規制と異なり自らを律す
るものである。医療の受益者の多くは弱者、ま
たは容易に弱者に陥りやすく、看護職者は受益
5

者の擁護者としての行動がとれる人格を期待され

また、当事者が意思決定に至るまでには、時

ている。人格は個人倫理、社会倫理、職業倫理を

間をかけた説明と、疑問と質問の繰り返しがあ

あわせ持つことによって磨かれるものである。

り、さらに、治療後の日常生活の変化と、その

2）倫理的問題に対する専門家

対応の具体的説明があってこそ患者の理解が深

看護職者は、受益者の心身状態、家族の状

まり（図 2 参照）、相互の信頼関係が構築される。

況と受益者の関係を知る最も近い存在としての

医療に対する信頼がなければ、悔いのない意思

医療の専門職でもある。したがって、臨床医療

決定にはならない。さらに、決定後の当事者、

における倫理的諸問題を調整する役割がある。

家族に対する看護支援、つまり看護ケアの連続

又、臨床研究、疫学研究、機関内倫理委員会の

によって、「悔いのない意思決定」に影響を与

委員として参画し、受益者の擁護者として発言

え、さらに生活の質と密接に関連すると考える

する責務があるといえよう。

（図 3 参照）。

3．法と倫理の接点
1）療養環境
法と倫理は密接に関連している。その一つが、
療養環境である。療養環境は患者にとって生活
環境でもある。生活環境を整えることは人とし
ての尊厳と人権の擁護にあたる。療養環境を大
別すると、①人的環境、②病室環境、③情報環
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患者の心身の健康状態に多大な影響を与えるこ
とから看護師及び医師は品性を保つ必要があ
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図 1 看護師によるインフォームド・コンセント

る。さらに、看護師と医師はお互いに専門的業
務と役割を理解し、尊重することによって信頼
関係を築くことができる。信頼関係の築きは、
供できる。
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悔いのないインフォームド・コンセントを保
障するには、看護の基本的アプローチである患
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図 2 看護師による医師決定支援のプロセス

者の個別性（家族、社会的）の把握と共に、倫
理的態度である「尊重」を基本に次の 3 つの視
点が必要となる（図 1 参照）。①ライフステージ
は、今どの段階か（発達段階による心身の特徴、
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社会的課題）、②健康レベルは、どのレベルに
あるか、③どのような状況での場面か（通常の
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得ると考える 。
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図 3 看護師による医師決定支援の評価

■シンポジウム

聖隷浜松病院

副院長兼総看護部長

日本看護倫理学会が設立された。看護管理学

用いられている感がある。国内では、日本経営

の立場から倫理の研究を行い、その後現場で看

倫理学会が 1991 年から活動を開始している。他

護管理上の倫理問題に向き合う立場になった一

方、看護学では看護倫理、生命倫理、研究倫理

人として、看護管理の倫理課題が体系的に議論

などが大きなテーマとして探求されてきた。

される機会ができたことは喜ばしい。この機に、

看護管理上の倫理は、この両者が合わさった

看護管理学における倫理のとらえ方と今後の課

ものと考えられる。たとえば、平成 20 年 8 月 14

題を整理しておきたい。

日付けの朝日新聞朝刊では、「臨床研究指針法
規制検討を」という見出しのもと、臨床研究を

1．「看護管理上の倫理」の先行領域
看護管理学の視点から倫理課題をとらえると
きには、2 つの大きな枠組みが想定される。

めぐる不祥事が絶えないことをとりあげ、浸透
しない倫理観についての提言がなされている。
これは、臨床研究の中味の問題であると同時に、

図 1 に示すように、経営学の中で論じられて

組織的取組みの不十分さや、倫理観を浸透させ

いる倫理課題と看護学の中で論じられている倫

る学会の取組みや組織風土のなさが問題であ

理課題である。

り、医療倫理と経営倫理との両者にまたがる課

経営学の中では、企業倫理、ビジネス・エシ

題である。同様に、看護倫理の問題と一括りに

ックスなどに関する書物がたくさん出ており、

なされている現象の中には、組織の仕組み、歴

社会的存在である組織体が倫理的であるとはど

史、文化・風土などが原因になっているものが

ういうことかが論じられてきた。他に、組織倫

少なくない。それらの問題を看護の視点だけか

理、経営倫理、管理上の倫理などの呼称もあり、

ら論じるには限界がある。

扱うテーマやトピックスに応じて最適な用語が
＜経営学＞

＜看護学＞

¡Organizatioal ethics
組織倫理
¡Administrative ethics
経営倫理
¡Management ethics
管理上の倫理
¡Business ethics
ビジネス・エシックス
¡Corporate ethics
企業倫理

¡Nursing ethics
看護倫理
¡Bioethics
生命倫理
¡Research ethics
研究倫理
¡その他

＋

各看護系学会の中で、倫理に関する発表演題
を一つに集めセッションを形成しているのをみ
かけるが、今後は、本学会の中で、看護の領域
別ではなく本質的なテーマのつながりでの議論
がなされることが期待される。その際、組織倫
理や管理上の倫理が一つのテーマとなっていく
であろう。

図 1 「看護管理上の倫理」の先行領域
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2．企業倫理の歴史的背景

れの中で、各企業に自主的なコントロールが求

本学会は、これから新たな歴史を築いていく

められるようになったこと。最後に、地球環境

のだが、少し先に始まった経営倫理学の歴史的

問題に対する社会的責任が求められるようにな

背景を簡単に振り返っておきたい。

ったことである。

経営倫理学が学問領域として確立してきた背
1

このように歴史的変遷をたどってみると、経

景は、De George に詳しい。それよると、1970

営倫理学は、必ずしも体系的に発展してきたの

年代に起きたウォーターゲート事件や DC-10 ス

ではなく、その時代背景や事件等に具体的に結

キャンダル等の大きな社会事件が引き金となっ

びつきながら発展してきたことがわかる。言葉

ている。インパクトの強い社会的事象が起きた

を換えれば、経営倫理学は社会の現象に非常に

ことにより、哲学の中で実際的な問題にも関心

密接した学問領域であり、この種の研究が進む

が寄せられるようになったのである。1970 年代

ことで社会に還元し貢献できることが多いとい

の終わりには、経営責任に関する研究が進み、

うことだ。

管理者のみならず、労働者や株主等にも目が向

医療における経営倫理の問題は、国内におい

けられるようになった。内部告発や差別・逆差

てはまだそれほど大きく取り上げられていな

別などにも関心が寄せられ、研究の体系化が進

い。しかし、社会現象や事件を背景にその重要

んだ。経営倫理という用語が定着するようにな

性が認識され始めたという過程は、企業におけ

ったのはこの頃である。1976 年には、ハーバー

る経営倫理の発展過程と酷似する。これまで、

ド・ビジネス・スクールで経営倫理のコースも

医療における倫理といえば、遺伝子治療や臓器

開設されている。

移植の是非などに代表されるような生命倫理

1980 年代に入ると、経営倫理学は飛躍的に発

や、病名告知のあり方などに代表されるような

展する。その背景には、規制緩和が進み企業の

臨床現場で患者に向き合う時に生じる臨床倫理

自主規制が求められるようになったこと、

をさしていた。しかし、それらの知見だけでは

M&A 戦略により巨大化した企業に環境への配

解決をみない医療経営や医療・看護組織にまつ

慮が求められるようになったこと、企業の巨大

わる倫理課題が、医療の世界でも認識され始め

化・グローバル化によって文化、宗教、商慣習

ているのである。

の違いによる摩擦が生じたこと、ビジネス・ス
2

たとえば、看護師数の水増しによる保険請求

キャンダルが相次いだことがある 。1993 年の

問題、カルテ改ざんなどの法律違反の問題、患

時点で、すでに米国の大学には 500 の経営倫理

者のたらいまわしや産科・救急医療の崩壊など

のコースが存在し、25 の教科書や 3 つの学術雑

の社会的問題は、一個人の倫理観の是非や善悪

誌が刊行されており、16 の経営倫理センターが

を問うだけでは解決しない。組織内のルール、

3

運営されているという報告もある 。

暗黙の了解、組織資源の限界などが純然として

日本における経営倫理学の発展に対しても同

見え隠れしているからである。これらの原因に

様の見解がある 4。まず、政治不信や企業経営

対しては、組織文化・制度・システムの刷新や

への不信感が国民から問われるようになったこ

改革が不可欠であり、組織的対応を実践する管

と。2 つ目に、日本が成熟化社会を達成したが

理者の役割は大きい。

ゆえに、日本型雇用システムに代表される高度
成長期を支えてきた諸システムの見直しが必要
になったこと。3 つ目に、国際化が進展し、国

3．扱うべきテーマ例
今後、看護管理上の倫理として扱うべきテー

際ルールへの適応が求められるようになったこ

マは山積みである。一例を挙げよう。

と。4 つ目に、市場経済原理志向と政府による

1）看護管理上の倫理課題の体系化

規制緩和という「自由の増大」という大きな流
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看護管理上の倫理課題といっても多種多様

だ。看護管理者が抱える管理上の倫理課題は、

勝原 11 は、看護のトップマネジャーが倫理的意

医療倫理の研究が活発な米国においても、1980

思決定を下すときに、17 種類の道徳的要求の間

年代半ばまではほとんど議論されることがなか

に生じる葛藤を体験することを示しており、そ

った。医療保険システムがそれまでの出来高払

の意思決定プロセスにも踏み込んでいるが 12 、

い制度から包括払い制度へ移り、医療に経済原

その後に続く研究がなく、研究者間の課題共有

理が導入され始めてから、急速に注目を浴びる

やネットワークの整備が急がれる。

ようになったのである。経営問題と看護に求め

3）組織の取組み

られる道徳観とを両立させるのが困難であるこ

表 1 は、職場の中で倫理問題が生じたときに、

とは複数の文献でも述べられており 5,6,7、看護管

組織的に検討する場があるかどうかを看護師長

理者の最大の倫理課題といっても過言ではな

クラスの管理者にアンケートを行った結果であ

い。経営上の問題以外にも、情報システムの発

る 13。この調査では、ランダムに選択した全国

達に伴うプライバシーの保護に関する問題や 8、

の 500 病院のうち、調査協力の得られた 140 病

看護職のレベルとその組み合わせに関する問題 9

院の師長 1039 名に質問紙を配布している。回答

などが明らかになっている。

を得た 472 名（45.6%）のうち、医療ミスに関し

このように、看護管理者の倫理課題が多岐に

ては組織的な検討の場があると 90%以上が答え

渡ることが示唆されているのだが、未だその全

ているものの、情報開示や個人情報保護につい

貌は明らかになっておらず、今後これらをどう

ては、倫理問題が発生しても対応に困る管理者

整理し体系化していくのかが課題となろう。

が 4 分の 1 程度いることがわかる。パワーハラ

2）管理者の倫理的意思決定

スメントに至っては、組織としてほとんど取り
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バダラッコ は、管理者として個人の価値観
が問われるような問題に直面することについ
て、3 つの側面から論じている。
フロントライン（第一線）にいる管理者は、

上げられない実態がみえる。
このような実態調査から、看護管理者の倫理
課題に対する意思決定関与の度合いを描いてみ
た（表 2）。生命倫理に関しては、トップや専門

「私はだれか」「私は何のために生きるのか」と

委員会が方針を決めるべきことであろうが、臨

いった問題に向き合わなければならない。たと

床倫理に関しては、すべての管理者が関わるも

えば、絶対に行くと約束していた子どもの運動

のの特に現場の第一線にいる管理者がその場で

会の日に、上司から重大な会議があるのでどう

意思決定を求められることが多いと思われる。

しても出勤してほしいと言われた場合にこのよ

組織の倫理課題に関しては、トップになるほど

うな問いに向き合うことになる。ミドル（中間）

関与度は高くなるが、第一線や中間管理者たち

の管理者は、「我々はだれか」「我々はだれのた
めにあるのか」といった問題に出くわす。たと

表 1 倫理問題を検討する場の有無

えば、職場の中のだれかに本人の望まない異動

（N=472）
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このような重要な意思決定を担う管理者の意
思決定プロセスについて、研究がほとんどない。
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表 2 看護管理者の意志決定関与の度合（案）
＜管理者＞
＜倫理課題＞ 第一線

＜専門委員会＞

で組織の倫理問題が検討されている。しかし、
時代の流れに応じ、より望ましい教育プログラ

中間

トップ

生命倫理

△

△

○

◎

臨床倫理

◎

○

○

○

組織倫理

○

◎

◎

△

「看護管理における倫理課題」は、最近注目

研究倫理

△

△

△

◎

されるようになった考え方である。学会におい

△多少関与する、○関与する、◎かなり関与する

ムの開発に取り組んでいく必要があろう。
2）学会レベル

て、発表演題が増えてきたときに、演題カテゴ
リーを管理者倫理とするか、組織倫理とするか、
看護経営倫理とするかといった問題が早晩出て

も組織風土の変革や浸透の重要な役割を持つ。

くるだろう。いったんカテゴリー名を作ってし

研究倫理に関しては、ラインの管理者が目を通

まうと、それに縛られる可能性があるので慎重

すことはあるだろうが、意思決定の最終的は判

に行わなければならない。汎用性、普遍性など

断は専門委員会がすることになる。

を考慮した上で、ふさわしいカテゴリーを作る

表 2 はまだ案の段階であり、この表中では表
現しきれない倫理課題もあるだろう①。しかし、

ことが求められる。
また、深刻な問題として、研究者および研究

本会においてこのような具体的なモデル案や分

の少なさが挙げられる。看護倫理問題は現象と

析案を積極的に出していき、議論にもまれ、改

しても多様であり、多くの研究がなされてきて

めて検証したり洗練したりするような繰り返し

いる。しかし、文献レビューを行う限り、組織

をしていきたいと思う。

論的な視点から扱ったものがほとんどない。こ
の類の問題に興味を持つ現場の管理者は大勢い

4．今後の課題

るが、知として発展させるためには質の高い研

今後「看護管理における倫理課題」を議論し

究がたくさん出てくる必要がある。研究仲間を

ていくにあたり、既に述べたこと以外に検討し

募り、ネットワークを広げていくことがこの領

なければならないことや、すでに直面している

域の発展に不可欠であり、そのための布石をど

問題点について整理しておこう。

う打つかが大きな課題である。

1）教育レベル

3）臨床レベル

基礎教育においては、看護倫理の講義の中で、

看護職が直面したり感じたりしている組織上

日本看護協会の倫理綱領の解説や事例検討がな

の倫理課題は、看護職だけでは解決できない。

されていることと思う。しかし、誰もが直面す

医師をはじめとするすべての職種が同様の倫理

るにもかかわらず、組織倫理に関しては触れら

観を持ち、倫理風土を作っていかなくてはなら

れることがほとんどない。厳しいリアリティ・

ない。本会の名称は、日本看護倫理学会である

ショックを起す人たちや、現場の諸現象に背を

が、実際の倫理課題を検討するためには、どの

向けて去っていく人たちの中には、組織倫理問

ように多職を巻き込み、問題解決にあたり、倫

題の渦中にいることに耐えられないという人も

理風土を構築するかを全職種で検討しなければ

いるだろう。基礎教育においても組織倫理の視

ならない。そのためには、必要な委員会の立ち

点に多少なりとも触れる時間がほしい。

上げ、ルールづくり、制度の見直しなどが必要

継続教育においては、既に認定看護管理者教
育課程においてセカンドレベル、サードレベル

になる。
また、資源不足に起因する倫理課題（たとえ

① 日本看護倫理学会設立集会でのシンポジウムで、兵庫県看護協会の服部様から「看護者の権利擁護」という視点をこの中に盛り込
んだらどうかというご提案をいただいている。
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ば、看護師不足によってなすべきケアができな
いなど）に対しては、問題の所在が明らかであ
ったとしても、トップですら介入が困難なこと
がある。だからと言って放置しておくわけにも
いかない。このような社会的問題に対して学会
としてどう取り組むべきかを検討し、見解を出
していかなければならない。
紙面を前に思考するだけでは不十分なことは
承知の上で、現在考えられる課題を並べてみた。
これらの課題に対して学会として果敢に取組
み、看護倫理学の知の体系化を進めていきたい
ものである。
引用文献
1 De George, R. (1987). The Status of Business
Ethics: Past and Future. Journal of Business Ethics,
6: 201-211.
2 梅津光弘 (1994). 日米関係における経営倫理学の
意義と役割. 日本経営倫理学会誌, 1: 37-44.
3 Stark, A. (1993). What s the Matter with Business
Ethics? Harvard Business Review, May/July: 38-48.
4 水谷雅一 (1995). 『経営倫理学の実践と課題―経
営価値四原理システムの導入と展開』白桃書房．
5 Fry, S. (1986). Moral Values and Ethical Decisions
in a Constrained Economic Environment. Nursing

Economics, 4(4):160-164.
6 Sietsema, M., Spradley, B. (1987). Ethics and
Administrative Decision Making. Journal of Nursing
Administration, 17(4): 28-32.
7 Maddox, P. (1998). Administrative Ethics and the
Allocation of Scarce Resources. Online Journal of
Issues in Nursing. December.
8 Badzek, L., Mitchell, K., Marra, S., Bower, M.
(1998, December). Administrative Ethics and
Confidentiality: Privacy Issues. Online Journal of
Issues in Nursing.
9 前掲論文 6
10 Badaracco, Jr., J. L. (1997). Defining Moments,
When Managers Must Choose between Right and
Right, Boston, MA.: Harvard Business School
Press.（金井壽宏監訳、福嶋俊造訳『「決定的瞬
間」の思考法』東洋経済新報社, 2004）
11 勝原裕美子(2003), 看護部長の「倫理的ジレンマ」
をもたらす道徳的要求, 日本看護科学会誌, 23(3)110.
12 勝原裕美子(2003), 看護部長の倫理的意思決定プ
ロセスに関する研究, 神戸大学経営学研究科博
士論文
13 勝原裕美子(2006)看護管理者の倫理的意思決定プ
ロセス統合モデルの構築, 平成 16 年度・ 17 年度科
学研究費補助金基盤研究（c）（2）研究成果報告
書, p.25.
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■シンポジウム

りんくう総合医療センター市立泉佐野病院
急性・重症患者看護専門看護師

近年、保健・医療・福祉を取り巻く環境の大

1．専門看護師の倫理調整の役割

きな変化や先進医療の発達に伴い医療はさらに

専門看護師は、臨床看護実践の中で「倫理調

高度化し、倫理的側面を考慮する機会が増大し

整」の役割を担っており、専門看護分野におい

た。さらに、生命の質に関する人々の価値の複

て、個人、家族及び集団の権利を守るために、

雑さが影響し、倫理的な問題を生じやすくなっ

倫理的な問題や葛藤の解決をはかる役割を果た

ている。そのため、看護実践の場面においても、

すことを仕事にしている。その役割の展開方法

倫理的な思考で物事を決定し、看護のありよう

として、当施設の場合は、次のような職務内容

を問い、果たしてこれでよいのかと考えながら

を果たすことになっている。

実践することがしばしばある。

① 患者・家族の権利擁護と倫理的意思決定の支

日本看護協会が認定している専門看護師は、
臨床看護実践の中で「倫理調整」の役割を担っ
ており、専門看護分野において、個人、家族及

援を行う
② 看護実践における倫理的側面の研修を企画・
運営する

び集団の権利を守るために、倫理的な問題や葛

③ 看護実践における倫理的側面の相談を受ける

藤の解決をはかる役割を果たしている。多様化

④ 倫理的問題を含む困難なケースについての調

した医療と複雑な状況、価値の相違から生じる

整を行う

倫理的な悩みについて、臨床看護師、看護管理

このような方法で看護実践の倫理を解決、あ

者、医師、多職種のチームで解決に向かってい

るいは解消しながら看護の質の向上と看護師の

く過程を調整している。

ジレンマへの対応を行っている。

本シンポジウムにおいては、この倫理調整の
役割の中から確認できる、倫理的問題が生じる

2．倫理的な問題が生じるときの特徴

時のパターンと看護師のジレンマのパターンを

急性・重症患者看護領域では、患者の特徴と

理解し、調整の方向性を見定め、調整にむけて

して、意識がないあるいは、伝達する能力の不

行動する経過と、そのために用いる技術につい

足で、意思決定が自分でできないという特徴が

て述べる。また、倫理調整の手段として「倫理

ある。そのため、患者の価値信念が尊重されて

カンファレンス」「インフォームド・コンセン

いない、患者の QOL が考慮されないといった

ト」を行うこと、「組織文化やスピリチュアル

現象が生じやすく、医療者側の患者と家族理解

ペインに関心を注ぐこと」について述べ、倫理

や、治療効果を上回るリスク、救命効果が不確

調整の役割に対する考察により課題を明らかに

かな状況により、倫理的問題が生じやすくなる。

し、看護倫理の可能性への手がかりを探求する。

このような特徴に加え、家族の対処しきれない
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ストレス、自律性の低下、危機的な状況にいる

意見や、ケア・治療のありよう、バランス、関

ことが関与し、生じやすい倫理的問題としては、

係性で、アセスメントとしては、価値観や時間、

自己決定に関わる問題、知る権利に関わる問題、

タイミング、場所、人と人との関係性、行動の

ケアに関わる問題、このほか、全体的問題を含

様式（認識や方法、特徴）に留意している。そし

むものとして、脳死と臓器移植、医療経済から

て、調整の行動は、患者家族に向けて調整する

みた高度医療の限界などがある。

こととして「患者を擁護する（Patient Advocacy）
こと」を実行し、医療者にむけて調整すること

3．看護師のジレンマ発生のパターンと原因

として「医療者の倫理観を反映させる過程を擁

看護師のジレンマの発生は、多くの場合、看

護すること」を基軸にする。その結果、患者と

護師が看護に関する基本法を守ること、全人的

医療者の意見が一致する、患者への真実告知の

ケアを行うことが役割であると認識している

ありようが適切になる、QOL と症状管理のバラ

が、臨床での展開の速さや複雑さで十分なケア

ンスがとれる、生死と治療続続行に関する医療

ができないときに発生することがあった。また、

者間の考えが調和するというゴールとなる。

看護師自身の価値観と行動責任への問いがある

この過程は、同時に患者・家族にとって変化

とき、医療者間の人間関係の狭間で全人的に理

をもたらしている。倫理的な出来事への支援を

解し、支援する糸口がみつけにくいときに発生

受けることで、①個人のコーピングを促進する。

しやすくなっている。これらのケアの複雑性に

②意思決定の支援を受けることで、自分の価値

ついて、倫理調整の役割からわかったことは、

に気づき、倫理的な意思決定ができる。③人間

患者と医療者の意見の不一致、インフォーム

関係やケアに対する信頼を築き高める、④医療

ド・コンセントと真実告知のありようの不適切

を受ける時間やその経過、結果が患者のもので

さ、QOL と症状管理のバランスが困難、生死と

あることの事実を実感し、患者・家族が主体的

治療の続行に関する医療者の不調和などが要因

に意思決定でき、医療者とともに変化を来たす

となっていることであった。これらのことより、

という変化である。このように倫理調整により、

倫理調整として、患者とケアに関する人々との

ジレンマの対応とその解決の過程を辿ること

間に生じる不均衡やコミュニケーション不足、

と、同時に患者・家族とともに変化することが

時間不足、組織の制約パワーによる阻害に働き

できる組織文化を作り上げることが重要である

かける必要があると考えられた。

ことがわかった。

4．倫理調整の方向性と実践

5．倫理調整の予防的なかかわりと効果的な調

看護実践の場において、患者、家族及び集団

整に必要な技術

の権利を守るために、倫理的な問題や葛藤の解

予防的なかかわりについては、倫理的問題が

決をはかる役割を果たすときに、どのような働

生じる前に対応をする方法で、倫理的な問題が

きかけの方向性を持っているか、また、何をア

発生しそうな感覚や、倫理的な問題を知覚した

セスメントし、どういった調整の基軸をもつの

ときに、対応をするというものである。予防的

かを可能なかぎり明瞭にし、実践する際のガイ

な倫理対応としての活動は、関わるチームの価

ドとして確認しながら分析評価しようと考え、

値観の早期分析、継続的な意見交換、チームに

倫理調整の方向性の図を作成した。（図 1）

生じるパターンを分析し管理していくことなど

調整の方向性は、『人間関係を含む倫理的な

である。技術として用いているものは、行動の

価値の不均衡に働きかけ、阻害しているものを

モデルになることや、チームで会話する時にジ

取り除き、人権尊重にむけて協働を促進する』

レンマを肯定すること、価値の相違や様々な考

ことである。調整の焦点を当てるのは、人々の

えがあることを重視し、倫理的な側面の議論の
13

参加を促進して表現を助ける技術などである。
その結果、互いに表現しあうことで意欲が高ま
る、相手への理解が高まる、自己の考えを表現
できる、新たな視点の発見や、根本的な問題を
解決することができるようになる。その成果と
して、価値の対立が起こる前に、重要な価値観
を確認でき、倫理的問題の発生予測、予防がで
きる。注意点として配慮していることは、感情
的な不快感が発生する可能性があること、

非

効率的なコミュニケーションを助長しないよう
に、情報の不適切な伝達による意思決定の歪み
が生じないようにということである。
また、倫理的問題が生じたときに、倫理調整

してみる
（CNS への倫理相談は、個人の自由意思で、
状況に応じて守秘）
② それぞれの職業的価値観を表現し、考えてい
ることを理解する
③ 行動を選択するために、あらゆる側面から論
理的思考する
④ 参加者の考えの結果、各職種の役割と行動の
確認をする
⑤ 患者家族と話し合いを持つときのためにコン
センサスを得る
⑥ 真実のありようについて告知方法を決定する
⑦ アセスメント（患者家族の理解や意見、医療

に用いる技術は、対立状況や問題の性質、根底

者の意見）

にある要因を明らかにすることである。そのた

と評価をする。

真実告知の内容を検討し、実施

めに自己の価値観を確立する技術、信頼関係構

このようにカンファレンスをする以前にベッ

築の技術、患者の価値を探り尊重する技術を用

ドサイドケアにおいて、患者の権利に注目し、

いる。その技術を用い調整する時には、価値

いのちのありようについて問いを発せされる瞬

観・時間・タイミング・場所・人間関係と行動

間に、看護師は、感覚を揺さぶられることもあ

様式を見抜くことを重視する。その上で、倫理

る。この感覚は、患者・家族が侵しがたい厳か

的調整の行動として、①互いの主張を出来る限

なかけがえのない人間であることを痛感する瞬

り活かす「交渉」の技術②対立している双方向、

間である。その瞬間にあるスピリチュアルペイ

また全体に働きかけること、③建設的・批判的

ンに共感しながら、ともに存在し、倫理調整を

に考えることで両者が納得できる改善策を探す

図っている。関わったケースの方々より、許可

こと④選択した行動の意味づけと尊重すること

を頂き、筆者が倫理調整の際にそのいたみを感

を行う。そして、不均衡・不調和の解消と状況

じた言葉を紹介する。

（価値や感覚）の変化をもたらすものとして注
意深く、行動する必要があると考えている。

「本当にこんなことってあっていいのでしょ
うか。これからだったのに。こんなことならあ
の時、反対すればよかった。いや、決めたこと

6．主な倫理調整の手段（方法・場）

だから。」（手術選択後の死）

前述のような倫理的調整をする主な方法・場

「わたしね、昔は死ぬことが怖くなかった。

として、インフォームド・コンセントや倫理カ

でも今は違う、死ぬことがわからないの。どう

ンファレンスを有効に活用している。価値観や

したらいいの。」（慢性疾患の急性増悪）

時間、タイミング、場所や人と人の関係、行動

「とにかく、救ってください。生きる方法を

の様式に働きかける手段として、いくつかの点

決めるのも、死ぬことも、全て、こいつのもの

を留意している。改めて行うのではなく、日々

だから。」（蘇生中の家族）

のカンファレンスや、気がかりな事象に遭遇し

「生きてるから、言えることがありますまた、

た時に、場を設けることができれば実施すると

挑戦します。そして、もしも死が来たら、この

いった状況である。留意点としては以下の点を

体は医学のために．．．そうしたいと言い亡くな

こころがけている。

った父の思いを反対したのは僕だから。」（心肺

① 自由にいつでも看護について考えることを話

蘇生後に回復中、先端医療を選択した患者）
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「病院がこんなに尽くしてもらえるところだ
とは思っていなかった。もう、死ぬのですね。」
（長い間生死をさまよった患者の家族）
「あなたとあえて幸せだったのよ。」（挿管チ
ューブの口にキスをする妻）

践力を発揮し、注意深く有能で、協力的な

集

団をつくることにより展開されると考える。
さらに、CNS 調整で大切なことは、2）医療、
看護における【人生の質(QOL）の考察】を基
盤とし倫理的な配慮を、①個々の事例に対応し、

「私たちはどうやってこの悲しさを乗り越え

（患者を擁護する Patient Advocacy）②医療にか

ればいいのですか。おねがい、どうか助けてく

かわる人々が尊重されるような環境を育てるプ

ださい。」（結婚して間もない夫婦の死別）

ロセス（医療者の倫理観を反映させる過程を擁

「お願い、たったひとつの命、救うと思って
この子にこころ込めてやって、力をあげてほし
いの。」（白血病患者の母）

護する）を重視することだと考える。
メインテーマである、「看護倫理のタペスト
リー看護倫理の可能性をひらく」について、専

「いてくれるだけでいい、治療をとめないで。

門看護師の立場からは、1 つめに、患者を擁護

そんなことを考えるのはおかしいことですか。

する（Patient Advocacy）ことについて、看護

他の家族もみなさん、こんなこと、どうやってき

師によるインフォームド・コンセントを行うこ

めるのでしょう。」
（長期持続透析中の患者家族）

とを考えている。その際には、真実の伝え方の

「できれば、時々でいいから父のことを思い

吟味と、ケアリングプロセスを担うことの自覚

出してください。
」
（人工心臓装着した患者の家族）

により、知識の確実さと誠実なコミュニケーシ

「こんなに怖くて不安定な気持ちは初めてで

ョンを心がけ、真実を伝える方法を追究してい

す。何かしら毎日戦ってる気分で、何とどう戦

こうと考える。また 2 つめに、医療者の倫理観

っているのかもわからなくて、恐ろしさを感じ

を反映させる過程を擁護することを課題とし、

ます。何をしても落ち着かなくて、考えてもわ

信頼関係構築や価値尊重の技術向上のために、

からないのに考える感じで、いったいどうなっ

正しく事実を解釈すること、正しく理解するた

たのでしょう」（不安の強い家族）

めのコミュニケーションをとること、情報提供
を尊重することを心がける。そのために、今後

このように、生死に直面するとき、喪失する

は具体的で客観的な情報提供の方法を追究する

感覚から悲嘆や危機的な心理状態を示しなが

ことも重要な課題であると考える。さらに、3

ら、スピリチュアルペインを表現されることが

つめとして、看護ケアの真髄としてのスピリチ

ある。そのとき看護師は、ともに悩み、ケアの

ュアルな要素を含む全人的ケアを展開するため

ありようを考える。倫理調整の場面では、霊的

に、看護師の価値観確立について配慮した組織

な苦悩にも配慮したケアリングの対応を必要と

文化を創ることを心がけ、看護師の価値の発達

される。

を追究し明らかにすることが職業的な観点から
も重要な課題であると考える。

7．専門看護師の倫理調整の役割と実践につい
ての考察と課題
CNS が倫理調整で目指しているのは、1）多

おわりに
看護倫理の可能性を開くことについて、看護

職種コラボレーションと、患者・家族とのパー

職が熟考することは、看護の様相を明瞭にし、

トナーシップに基づいた【いのち（権利）と向

看護の質、医療の質向上につながるものと考え

き合う文化】をつくることである。それは、①

る。専門看護師として成長し続け、看護実践の

健康問題をもつ人々の人生の問いにつながる作

倫理を通じて専門職の責任を追究する姿勢をも

業を、患者・家族を含めたチームで解消してい

ちながら、課題を果たし、倫理調整の仕事を続

くこと、②チームの各員が洞察力と調整力と実

けていきたいと考えている。
15
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■シンポジウム

座長：前半の三人は、この後の三人の話に比べ

座長：今一つ視野を広げて下さるようなご発言

ますと、倫理のテーマに少し大きなところから

だったと思います。他にいかがでしょうか。

取り組もうとされているお話だったと思いま

会場 B ：臨床看護師です。北村先生に。倫理調

す。これら三人の方に、皆様からご発言頂けた

整の役割として、a.命と向き合う文化、b.患者

らと思います。

を擁護する、そして c.医療者の倫理観を反映さ

会場 A ：看護協会の者です。勝原先生が倫理の

せる過程を擁護するの 3 つをあげておられたと

マップをお出しになりましたが、そこで看護者

思うのですが、その中の c について、具体的で

の擁護、ナーシング・アドボカシーに関してお

客観的な情報提供の方法を提示されたかと思う

考えをお聞かせ下さい。

のですが、これは患者に対してそのような情報

勝原：ナーシング・アドボカシー、患者の権利

提供をすると理解してよろしいでしょうか？

擁護のことでしょうか？

北村：現場で問題を発生させてしまうような事

会場 A ：いえ、看護者の権利擁護という意味で

象自体を医療者が作ることもあります。自分の

す。

価値観をそのまま患者に説明したりとか、医師

勝原：特にそこを強調したマップではないで

の説明が分かりづらくて自分に突きつけられた

す。何か逆に、こういうことを盛り込んでほし

問題といったような状況であります。ですので

いというご提案がございましたら、むしろお聞

始めから正しく情報提供ができるようなスキル

きできたらと思います。

を身につけることは重要ではないかと考えてい

会場 A ：実は組織倫理のことですと、組織内だ

るので。例えば、「とても恐い検査なんですが

けで解決、というような傾向があるので、でき

痛みがあるんですけれども」といったような本

れば、看護がどのように社会から評価されてい

当は形容詞まではつけなくてもいいような内容

るかとか、看護が間違った形で評価をされてな

で情報提供するようなこともあるかと思いま

いだろうかといったことを、看護者の権利を擁

す。情報提供が本当に正しくあるというのは、

護するという意味では、何か違うもう一つ、ナ

過不足なく正しく身体に与えられる影響だとか

ーシング・アドボカシーが、看護者のための擁

を、私達は伝えなくてはならないなと、今感じ

護の倫理というように考えて頂くことができる

ておりますので、それが価値観を反映する時に、

のかなと思いまして。

異なった行動、間違った行動にならないように

勝原：多分、全部に関ってくるのでしょうね。

追求すべきであろうと思っています。

マップは特にそのことを意識して作ったわけで

会場 B ：分かりました。ありがとうございます。

はないです。看護者自身が守られていない状況

会場 C ：大学の教員です。北村先生に。先日、

は多々見られると思いますので、そのことを看

看護師の友人が、看護師がスペシャリストを目

護者自身が発言していく、自分で自分を守ると

指し、スペシャリストが増えてくるにあたり懸

いう術の部分とルール作りの部分と、様々なこ

念していることを私に話してくれまして、スペ

とを、おそらく今後検討していかなければなら

シャリストが居ることによってジェネラリスト

ないと思います。

のナースが、スペシャリストにおんぶしてしま

＊編集委員会より: 紙面の都合上、実際の発言を約 40 ％に圧縮し、「患者さま」等の敬語表現は「患者」とするなどの編集操作をした。
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うというような状況があるということでした。

か、状況としては入り込みたいけれども、どう

例えば、自分達が意思決定すべきものを、専門

入り込めば良いのかという提案の仕方、相談の

看護師にお願いをして意思決定してもらうみた

仕方をもらいますが、スタッフナースの場合は、

いな形が懸念されていると。北村先生は、専門

「悩んでいるんですけれど」、といった曖昧な表

看護師でない看護師に、意思決定に関しての教

現でもらう時もあります。その表現の中から、

育的な関わりとか、経験の中で何かあれば教え

どこまで明瞭に自分の価値に気づき、どこに医

て頂きたいと思います。

師や看護師、他のスタッフ、患者など皆の中で、

北村：私自身が全ての場に、全ての時間に存在

価値の相違を感じているのかということを、そ

するわけではありませんので、ジェネラリスト

の場で一緒に明らかにする、そして何処に向か

の皆さんが、経験した事象について一緒に考え

っていけばいいのかということをしていますの

ることが、後でも、あるいは最中でも、どこで

で、憶測という感じで、占いのような感じでは

も出来るということで、なおかつ私は、その専

見ることはできかねるので、ディスカッション

門領域に関してですので、ジェネラリストの

という形でやっております。

方々の意思決定を奪うことはきっとないかと思

会場 C ：よく分かりました。思いはあるけれど

うんです。専門職性そのものが、アイデンティ

も行動に移せないというところが、たくさんナ

ティが先に必要なことですので、ジェネラリス

ースはあると思うので、有難うございます。

トの自律性を奪うような行動は、決して一緒に

座長：気の短い人ならそんなことは私の給料の

物事をする上では、有効な手立てではありませ

中に入っていないとおしまいにしにしてしまう

んので。後で考える、あるいは最中に相談を受

問題も、たぶん北村さんは、とても優しく関っ

けて考えるということで、ご本人が考えられる

て下さるのだろうと思いました。

ようにファシリテートするといったようなスタ

会場 D ：病院の看護師です。今のお話をうかが

ンスでやってますので。専門看護師がジェネラ

いながら、当病院にも CNS がいるのですが、

リストの意思決定を全てカバーするものではな

CNS という役割をもったナースが病院にいる時

いと思います。そういった配慮をしています。

に、システムとして、どういう事例に対してコ

会場 C ：わかりました。色々なケースがあるか

ンサルテーションをしていくのか、倫理調整を

と思いますが、中には、北村先生が前にでるよ

していくのか、ある程度のクライテリアがある

うなことではなく、そこの病棟のナース達が意

のかなどを多分、管理者は知りたいのかなとい

思決定をして介入するといったことにもサポー

う気がしました。そういうシステムを、今構築

トする形もあるということなのですね。そこは

しているのかもしれないし、また、一般のナー

どうやって見分けているのですか？前へ出ると

スにとっては CNS って何をする人?といったこ

いったことと後ろにいようということとは。

とが、どんなふうに可視化しているかによって

北村：看護師自身も価値観があり、自分で取り

も変わってくるとは思うのですが、その 2 点に

組みたいし、プライマリーとして責任を持って

ついてお伺いしたいのですが。

いる受け持ち看護師が患者に接したいのに、う

北村：どういった点についてというのは、今日

まくその様に物事をアセスメントすることが出

は詳しくお話し出来なかったのですが、ケアの

来ないというような、ナースのアセスメントの

複雑性という言葉に今回は置き換えておりま

内容を共に拾い出しすることにします。そして、

す。その方が複雑だと感じた時が、能力によっ

ナースの力がどこまであるのかということをア

て様々だとは思うのですが、ケアの複雑性に直

セスメントします。看護管理者ですと、明らか

面した時、その時に相談をかけて頂き、そこに

にすでにアセスメントしきっていて、こういっ

倫理的な問題が隠れていないのかということを

た所にインターベンションを受けたいという

考えていきます。つまりは、相談、倫理的な調
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整はご自分の倫理的な感受性によって、そこが

のかも、それをキャッチしているのかもと思っ

問題だなと感じたり、私の考え方がおかしいの

た時に・・。

かしらと感じたり、そういった時に自由にアク

会場 D ：ありがとうございます。わりとそうい

セスしてよいというふうにしています。

う場面というのも、患者への説明は準夜帯が多

会場 D ：自由にアクセスして、例えば、今日患

いと思うのですが、私は、とても北村先生の健

者への説明があってすごく自分がジレンマを感

康とか労働条件を・・すごく素晴らしいことな

じ、その段階でアクセスして北村さんに SOS を

のですけれども、管理的には、大変だな、と痛

出したと。そして、そのコンサルテーションの

感しました。

結果を踏まえて、また彼女が患者への介入をす

座長：もう一つ考えるべきは、多分ジョブディ

ることを後押しするという、その一連の作業に、

スクリプションがどうなっているか、という事

何日ぐらいかかるのでしょうか。

ですよね。ですので、あくまでも倫理的にと、

北村：習慣といいますか、多分、そういった問

深みにどんどんはまっていくような生き方は、

題はその時に起きていると思います。翌日には

多分、あまり賢い生き方ではない。サポートと

患者の気持ちも変わっていたり、悩みは別のも

いう言葉がありますが、一方でその限界という

のに変わっていたりすると思うので、その時に、

のも、自分の中でしいてく事が、倫理を考える

電話を頂いたらその場で、あるいは少し時間が

時には大変大事な問題だろうと思ったりしま

経ってから、自分のやっていることに調整をつ

す。ありがとうございました。

けて、猶予をつけて倫理的な問題が発生してる
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■シンポジウム

佐久大学

1．はじめに

看護学部

ならない。この、よいか、よくないか、あるい

この学会が生まれるきっかけとなったある対

はなすべきか否かの判断を必要とするのが倫理

話を記しておきたい。2007 年秋、看護倫理検討

的な問題である。技術的・科学的なハウツーを

グループが最後の会合を終える時だった。解散

考える前に、そもそもそれでよいのかと考える

ぎわ、ひとりのメンバーが、最近の国内主要看

ことが不可欠であり、医療行為と倫理は表裏一

護系学会における看護倫理セッションの退潮傾

体である。

向を遠慮がちに口にした。奇しくも皆の思いは

2）倫理と道徳：共に、人のあり方・行為のよ

同じだったようである。席を立とうとしていた

い・よくないに関わる言葉であり、多くは同じ

全員が「なになに?」と再び着席し、「現象に潜

意味に使われている。しかし、この二つを区別

む倫理に気づいていないのかもしれない｣｢看護

する著者も少なくない。Purtilo は、道徳性

教育で教えられている倫理はナースが職業生活

(Morality)と倫理 (Ethics)の関係を次のように述

で体験する倫理的側面にどう向き合っているの

べている。「倫理は、道徳性についての熟考で

だろうか｣などと応じた。学会が必要だ、力を

あり体系的な学問である。体系的というのは、

結集しようと一致し、即刻、全員が学会設立発

道徳に関わる状況を吟味するために具体的な方

起人に名乗りをあげたのだった。対話がもたら

法とアプローチを用いる学問であるからだ(小

す力に私は感動した。

西訳)」1。道徳性 (Morality)は、人のあり方や行
為について、個人や社会がもっているよい・よ

2．倫理に関する主な言葉について

くないについての基準あるいは規範とされてい

言葉は時代によって変遷し、本学会の活動を

る。また、Pang の次の記述は、道徳と倫理との

過度に固定しないためにも、言葉の定義を厳密

違いと、倫理は体系的な検討であるということ

にしすぎることは控えるべきだろう。しかし、

を明確に伝えている:「人が道徳的に行動するか、

倫理に関する次の言葉については最低限の共通

または倫理的に行動するかを区別するさいに、

理解が必要と思われる。

Beauchamp と Childress は、正しい行いについ

1）医療における技術的な問題と倫理的な問題：

てのルールにしたがうことで人は『道徳的』に

医療では、ある腎不全患者にどうやって透析を

行動することができると主張する。しかし、

するかなどの、技術的・科学的な「ハウツー」

『倫理的』に行動するには、正式な推論をし、

の判断を要する問題がある。一方、同時に、そ

選択肢の中から 1 つの特定の行動を選ぶという

の患者に透析するのはよいことか、よいとすれ

過程を経なければならない。倫理原則に基づい

ば誰にとってよいのか、という問題も考えねば

て考える人にとって、この作業は、論理的、合
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理的、体系的、そしてあらゆる批判に耐えうる
2

1）あるエピソード：途上国で看護倫理の事例

最善かつ正しい判断に行きつくことである」 。

検討をしたことがある。看護はかつて医師に従

3）倫理のアプローチ：アプローチとは、「近づ

属していた歴史をもち、その国では当時なおそ

くこと」「決定に達する道筋」という意味で、

の状況が続いていた。事例検討では、看護師が

正しいこと、よいことを判断するとき、答えに

医師から、「患者に責任をもつのは医師である

行き着きやすいように案内してくれる案内役に

私であるので口出しするな」、と言われる事例

3

当たる 。そのアプローチには、徳の倫理、原

をとりあげた。現地のナースたちはその時、な

則の倫理、ケアの倫理などがある。看護は、

ぜそれが問題なのかわからなかったという。し

ICN の倫理綱領が「看護師と人々」｢看護師と

かしその後 2 年近くたち、「あの事例の意味がよ

協働者｣等としていることからもわかるとおり、

くわかる」と語った。その間、看護とは何かと

多様な関係性に重要な意味を認めている。した

いうことについて、日本側の根気強い働きかけ

がって、例えば原則の倫理だけというのではな

があり、それがあってはじめて、医師が専門職

く、原則の倫理と徳の倫理の両方を相補的に用

である看護師に対して「口出しするな」と言う

いるなどの複数のアプローチを用いることが大

ことに含まれる問題の意味がわかってもらえた

切である。

のであった。ナースがある状況に対して倫理的

4）看護倫理：看護倫理とは、倫理の考え方を

側面を感じるかどうかは、各人の道徳感に加え、

看護に応用し、また「看護は何をするのか」と

「看護とは何か」「看護師は何をするのか」とい

「看護とは何か」の両方をふまえた上で 4、看護

うことへの認識が大きく関係すると感じた例で

師としてのよいあり方や行動について体系的に

ある。

考え、判断し、実践する学問である。とくに、

2）あるフレーズ：いま翻訳中の書物に次のフ

「看護は何をするのか」と「看護とは何か」の

レーズがある。「倫理には、物語りを語ること、

両方をふまえることが重要であり、この 2 つを

それに耳を傾けること、そしてそれを語る人が

忘れれば、看護における倫理を考えることには

不可欠である。歴史、生きられた体験、そして

ならない。看護倫理の教育における重要な問い

超越的なものが組み合わさって、人は自身の物

のひとつに｢誰が教えるか?｣という問題がある。

語りを語れるようになる。倫理は、その語りを

看護倫理という名称の授業ではあっても、教え

どのように聞き、そしてそれに基づいてどう行

る人が上記 2 点を十分にふまえなければ、看護

為すべきかを考えるものなのだ」5。このフレー

実践とは直接関係のない内容が教えられ、看護

ズからは、感じたことを語ること、言葉にする

倫理の概念を混乱させている、ということが国

ことの大切さが伝わってくる。「状況を言葉に

内外を問わずある。

することができれば、問題は半分以上解決でき
ている」、というフレーズにも出会ったことが

3．感じること：倫理的行動への出発点

ある。我々ナースは、状況について思い込みを

ナースは専門職として倫理的な行動ができる

し、とっさに動くことは得意であるが、言葉に

人であることが求められる。その出発点が「感

するのが一般的に弱いようである。感じ、言葉

じること」である。個々のナースが、日常の業

にし、記述することに強い専門職者になってい

務で目にする状況に、「あれでよいのか」と感

く必要がある。

じるか否か、その感覚と問題意識が医療の質を
左右する。そのことに関係するのは、ひとつは

4．実証的研究からわかること

各ナースがもつ道徳感、もうひとつは、「看護

我々は、「よい看護師とはどのような看護師

は何をするのか」と「看護とは何か」への認識

か」という研究をしている 6。これは、患者や

のしかたである。

看護師の語りから看護師のよさを探求する研究
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である。その中で、ある患者は次のように語っ

ールによる多くの記述がある。それから時を経

ていた。

て、看護の役割は大きく変容している。現在の
よい看護師とは、知識技術は十分備え

た上に、思いやりとか人間性を備えた人。

ナースの、人として、プロとしてのありようを
探求する視点が求められている。

知識技術はいわば必修科目、不可欠な要
素ですね。その上にプラスα。このプラ
スαは人間性のようなもので、どこが際

5．学会誌について
次の 3 点を強調したい。

限なのかはわからない。だけど身につけ

1）迅速な査読：「査読が最高に機能すれば、

ようと思ったら、自分で意識的に深く大

論評は迅速、詳細、建設的で、また十分に根拠

きくすることができますよね。

があり、研究者と研究の利用者が受ける利益は

よい看護師の研究は学問的には徳の倫理の探

大変大きい。しかし、最悪な場合には、査読は

求である。この患者は、よい看護師について語

遅く、主観的で偏っており、さらに権限乱用の

りつつ看護そのものも語っている。このことは、

可能性がある。また、方法論上の重要な問題の

看護における倫理は「看護は何をするのか」と

指摘は不公正で、研究上の不正手段や不正行為

「看護とは何か」の両方をふまえるということ

の検出にはほとんど役立たない」8。査読プロセ

と一致する。看護倫理の研究者として、相手の

スは倫理的でなくてはならない。国内の看護系

語りの中に看護そのものの学びがあるというこ

学術誌の査読は大変時間がかかると感じている

とをいつも思わされている。

のは筆者だけではないだろう。博士論文の副論

ある若手看護師は、同僚看護師のよさを次の
7

ように語っていた 。

文に、査読のある学術誌への掲載を義務付けて
いる大学もある。博士論文はできても、戻って
こない査読を待って留年や休学をしている学生

先輩みてると、やっぱり患者さんを擁

も少なくない。

護できるというか、先生と闘える看護師

2）論文のカテゴリー：日本の学会誌は、いわ

はいいな、って。患者さんのためを思っ

ゆる「原著」と呼ばれる独創的な研究論文に高

て看護してるんだなって。先生の指示を

い価値をおいているようである。しかし、本学

非難する訳でなく、「こういう指示は受

会は看護における倫理を考える学会であり、研

け入れられません」という一方的な突っ

究だけが価値あるものとはいえないだろう。海

ぱねではなくて、ちゃんと看護師として

外の学術誌の多くは、論文のカテゴリー分けは

の立場も伝えながら、「こういうふうに

せず、単に「Papers」あるいは「Articles」とし

なりませんか」と感情的でなく穏やかに

て、研究、論説、総説、事例研究等あらゆる論

交渉しているのを見て、「ああ、ああい

文に同等の価値を与えている。

うふうに言えばいいのかなあ」って。

3）対話：学会誌は学会員の対話の場でもある。
その機能を果たすために、Letter to the editor

こう語る看護師は、先輩を観察し、その優れ

(編集者への手紙)のような欄を設けてはどうだ

た対話と交渉の姿勢から、自身もいずれその先

ろう。掲載論文に読者が率直・冷静に意見を述

輩のようになりたいと学んでいる。看護師の一

べ、あるいは現場からの記事を寄せるなどの場

挙手一投足が倫理であるといわれる。看護師の

として活用することが考えられる。学会と学会

一挙手一投足は患者にとっても、またそれをみ

誌の成長は、学会員すべてにかかっている。

ている同僚の看護師にとっても、倫理的なメッ
セージであることがわかる。
看護における徳の倫理についてはナイチンゲ
22
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6．終わりに：看護の心・中心としての倫理
「倫理は看護の心である。看護の心とは、倫

理は看護実践の中心にあり，我々が患者・家
族・同僚との関わりをとおしてよりよいナース
となっていくことを助けてくれる，という意味

3.

である。・・・倫理はどこにでもあり、これか
ら起こるかも知れない問題にも，また考えられ

4.

る解決策にも倫理がある。看護は保健医療の中
心であり，我々の価値観や倫理は看護の核をな
す心である 9」。これは、日本の看護倫理に多大
な貢献をしてこられた Davis 博士の言葉である。

5.

博士は本学会の設立を大変喜ばれた。博士のこ
の言葉を借りて、本学会設立に関わったひとり

6.

としての喜びを表して結びとする。
7.
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■シンポジウム

神戸市看護大学

1．はじめに

次に、多くの生命倫理や臨床倫理の書籍には、

本題に入る前に、医療倫理、看護倫理につい

医療現場におけるさまざまなケースを取り上

て触れておきたい。医療全般の倫理は、真善美

げ、倫理原理に照らして、あるいはいくつかの

と関連づけて考えることができる。真は真理、

観点を明確にして検討がなされている。看護師

すなわち科学であり、医療は医科学の患者への

にとっても日常的に遭遇する問題も多く含まれ

適応と考えることができる。医療には科学的な

ており、役立つところも多々ある。しかしなが

基盤が求められる。しかし、それだけで十分で

ら、残念なことに実際の医療現場では医師の判

あるとは言えない。必要ではあるが、十分では

断、医療行為が倫理的とは言い難い場面が生じ

ない。何が十分ではないかというと、その医療

うる。しかも医師は大変大きな権限をもってい

行為を行うことが患者にとって本当に善いこと

る。看護師が医師の判断・行為に倫理的な疑問

なのかという判断であり、それが必ず求められ

を感じて、質そうとしたり、自身の考えを述べ

る。これが、倫理的判断ということになる。さ

たりするとき、医師が応じてくれるとは限らず、

らに、患者の苦痛を最小にする、そういう技

医師の権限に阻まれることも少なくない。看護

（これが美アートである）をもってなされなけ

師が患者の権利擁護を自らの役割ととらえ、そ

ればならないと言える。

の役割を果たそう、倫理的な問題解決を図ろう

それでは看護倫理はどうか。医療倫理の考え

と動くとき、政治的な状況がはからずも生じて

方とそれほど違わないのではないか。異なると

しまう。話し合いのテーブルにどうついてもら

する必要があるか。学会設立の準備中に、ある

うか、そのもっていき方が重要になる。看護師

新聞社の取材を受けた際に、なぜ、医療倫理、

にとって、これは避けて通れないしかも非常に

生命倫理等々ではなくて看護倫理なのか、なぜ、

切実な問題である。現場では医療倫理あるいは

看護倫理の学会を、設立しなければいけないの

生命倫理の枠組みだけではどうにもならない問

かという質問を受けた。この質問を機に改めて

題が多いのである。

考えてみた。医療倫理はやはり医師の判断に焦

さらにその患者の身近にいる看護師だからこ

点があてられているものがほとんどであり、看

そ、さまざまなことに気づくことも多いし、悩

護師が参考にするにはかなり限界がある。例え

みも深い。解決の道筋を探ろうとするアプロー

ば、看護師が実施することの多い抑制・拘束、

チ、看護師という立場の強みを生かしたもので

あるいは高齢者の療養の場をめぐる問題など

ある可能性がある反面、それゆえの制約もある。

は、ほとんど取り上げられない。そういう意味

こういったことを考えると、その看護倫理を独

での限界が大きい。

自に探究する必要性があると考える。
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2．看護師が捉えた倫理問題

抑制・拘束を漫然としているのではないかとい

本題の事例検討に入ることにしたい。今日取

ったケア面での問題である。さらに、最近増え

り上げるのは、ある県協会の認定看護管理者フ

てきている患者・家族による暴言・暴力やトラ

ァーストレベル研修の参加者に、自分自身が遭

ブル、協力が得られないなどの問題があげられ

遇した倫理的な問題が含まれる場面もしくはケ

ている。

ースという課題で、事前に書いてもらったレポ
ートの一部である。参加者は 70 名強で、主任あ
るいは師長の職位に就いておられる方が多く、

3．高齢者の終末期医療への疑問
これらのなかで、ここでは、高齢者の終末期

小規模病院の看護部長も少数含まれる。持ち寄

医療への疑問に焦点を当てる。14 名が高齢者の

った事例について検討するワークショップをし

終末期のケースを取り上げており、全体として

てもらったが、ここではレポート内容自体を取

みるとこの領域のおおよその問題状況を窺い知

り上げて検討することとする。なお、受講者か

ることができる。書き手のトーンとしては、こ

ら、紹介してもよいという承諾を得ていること

れでよいのだろうかという問題意識、義憤、困

を付記する。

難感と苦悩である。

参加した看護師がとらえた倫理的な問題につ
いて、主要なテーマに沿って分類した（表）。

このうち、6 件は医師が行ったことに対する
疑問である。

このテーマ分類は相互排他的ではなく重なりが
あるが、書き手の問題意識や強調点、倫理的問

事例 1．80 代男性が他施設より胃瘻の造設の

題の性質などを考慮に入れて分類した結果であ

目的で入院した。入院時から全身状態があまり

る。上から 4 番目までは、医師の判断や治療方

よくない、もう少し良くなってからと様子を見

針の決定、患者・家族への説明の仕方への疑問

ているうちに呼吸停止がきた。看護師は「挿管

である。これらのなかには、インフォームドコ

は家族がくるまで待ってもらいたい」と医師に

ンセント(IC)というよりは医師が自分で決定し

言うが、医師は待たずに挿管し、人工呼吸器を

てただ伝えるといったケース、さらには、本人

装着する。そして家族が到着した後、家族はぼ

抜きで娘と医師だけで転院を決めるといったケ

そっと「ここまでせんでも」とつぶやく。

ースなどが含まれている。その他も含めて下の
3 つのテーマは、スタッフ、看護師や介護士の
対応における配慮が不足している、あるいは、

事例 2．家族から「人工呼吸器はつけない」
意向を聞いていたのでそのことを医師に伝える
が、医師は「ターミナルでもない限り、最後ま

表

でする」として挿管、人工呼吸器装着を行い、

看護師が捉えた倫理的問題

1 週間後に死亡した。この医師は、患者の状態
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厚生労働省の終末期医療のガイドラインは、

し、その後の数か月間をケアした療養病棟師長

「終末期」が定義されていないとして批判され

が本人の希望を叶えられなかったと悔やむ事

ている。高齢者や慢性疾患患者の場合、確かに

例＞、＜ 1 年で急速に進行した認知症の男性が

その判断は難しい。誤嚥性肺炎を繰り返すうち

食事摂取困難となり、妻と何度も話し合い悩む

に全身状態が悪化する、虚血性心疾患患者が心

認知症病棟師長の事例＞などである。そのなか

不全を起こす間隔が短くなってきた、透析治療

で、これまでとは違い、看護師が家族に医療を

の継続が困難になってきたなど、例には事欠か

勧めた事例を紹介する。

ない。初期には治療への反応がよく、小康を得
られていたのが、徐々に反応が悪くなっていき、

事例 4．介護老人施設に入所中の女性が徐々

重症化していく。後から振り返ると限界にきて

に衰弱し、食欲がなくなってきた。そこで看護

いたのだとわかるが、そのさなかに終末期を見

師は、唯一の肉親であり入所前後から女性の面

極めることは容易ではないことは理解できる。

倒を見てきた実弟に、経管栄養、末梢の補液等

ただこの見極めは、治療効果が期待できる、す

を勧める。しかし弟は、「姉はこれまでよく頑

なわち患者にとって有益と言えるか、それとも

張った。ここで十分にお世話にもなったし、仮

苦痛を伴う治療により死を遅らせるだけなの

に、今ここでそういう処置をしたとしても、単

か、という倫理的判断にも直結するものである。

に延命にすぎない、そのことは決して良いとは

困難だから「終末期」の概念を否定して「最後

思わない」と明確に意思を示す。「もう、これ

までする」となると、延命処置を受けずに静か

で十分である」と。看護師は「そばでずっとお

に生を全うする途は閉ざされてしまう。

世話をする身として衰弱される姿を見るのはと

次に、家族による代理意思決定への疑問が 4
例あり(表)、その中の 1 例を紹介する。

ても辛い、経管栄養か補液のどちらかだけでも」
と、再度勧めるが、弟は意思を変えることはな
かった。

事例 3．透析歴 10 年の 80 代の女性。認知症
が進行して自分で抜針してしまうので、抑制せ
ざるを得ない。家族に付き添いを依頼しても協
力は得られない。仕方なく抑制をしながらなん

4．これらの事例から見えてくるもの
これらの事例から、高齢者の終末期医療には
次のような問題状況があると考えられる。

とか透析を続けてきたが、徐々に状態が悪化し

先ず、延命治療の実施に関する決定が実質的

てきた。医師から家族に、「透析の続行により

に医師の一存でなされることが挙げられる。そ

多少の延命は可能ではあるが、本人には大きな

のようなケースで共通して見られるのは次のよ

負担になってしまう」と説明がなされた。これ

うな点である。

に対して家族は、一日でも長く生かしてもらい
たいとの意向を示し、結果的に家族の希望通り

・侵襲的な治療処置による患者の苦痛より
も、延命を優先する

に昇圧剤等を使用しながら透析を続け、全身浮

・本人の事前意思確認がなされていない

腫だけではなく容貌変化や苦痛表情も見られる

・家族への説明は十分とは言えない

なかで 2 週間後に亡くなった。ナースはその間

・治療による悪影響やその後の見通しについ

面会にもほとんど来ない家族の、
「一日でも長く」
という要望に大きな疑問を抱く。

ての説明はほとんどない
・看護師の意見や注意喚起は顧みられない
特に、胃ろうの造設や透析の開始などの心身

そのほかの 4 例は、＜一人暮らしの男性の連

の苦痛を伴う侵襲的な治療を実施する際に、不

絡先確認不足により、本人の事前意思が弟に示

可欠なはずの本人へのインフォームド・コンセ

されていたにもかかわらず、挿管・呼吸器装着

ント（IC）がなされていないことは問題である。
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認知症だから、家族の IC を得るだけでよい、と

かけを試みたが家族の理解が得られなかった

いうのが主たる理由なのだが、その程度が問わ

り、また一生懸命関わったとしても医師が聞く

れているようには見えないのである。

耳をもたないという場合もある。これは看護師

次に、家族の代理意思決定の問題である。看

が何もしていないということではなく、通常の

護師の記述した事例から、看護師が代理意思決

働きかけでは解決し得なかった困難な事例が提

定者としての家族への不信や家族の意思決定へ

出されていると見るのが妥当と思われる。そし

の疑問を抱いていることが明らかである。事例

てその看護師も揺れる。長期に患者にかかわっ

3 で挙げた患者を大切にしているとは思われな

ていくと、看護師という立場だけではなく家族

い家族、大切に思っているのだが自分たちが患

に近い心情、感情が生じてくる。その中でどう

者の死を受け入れられないでいる家族、前項で

考えていくのか、点滴や経管栄養など医療の手

述べた不十分な説明や方向付けによりほかの選

だてを用いることができる立場にある医療者が

択肢がないと思い込んでいる家族など、その状

何かをすることで自分自身が安心できる誘惑に

況は様々である。代理意思決定は、本人をよく

かられているのかもしれない。

知る人による、本人ならどうするかについての

これらの色々な場面を検討していくと、挙げ

推定に基づいてなされる。それが難しい場合に

られたこれらのケースの中では、高齢者の尊厳

は本人にとっての最善を考えた決定であること

や権利は十分に守られていない、むしろ損なわ

が重要となる。これらの事例では、その確認が

れているという結果に終わっている。80 歳、90

困難であったり、そこまでのかかわりがもてて

歳と長い人生を生き抜いてこられた高齢者がそ

いないと考えられる。

の最後の時間を静かに穏やかに過ごすこと、こ

第 3 に、全体として入院受け入れ時のアセス
メントが必ずしも十分ではないのではないか、

の当たり前のことが許されないのは、やはりど
こかおかしいと言わざるを得ない。

という懸念があることを指摘しておきたい。今
回の事例紹介ではそこまで示しきれていない

5．看護師としてできること、すべきこと

が、中にいくつか患者の状態が急変したという

では、このような現実に起きていることに対

記述が出てくる。しかし、急変というよりは、

し、何ができるだろうか、何をすべきだろうか。

もともといつそうなってもおかしくない状態に

実践と研究に分けていくつかの提案をしたい。

あったのではないかと読み取れるケースが少な

看護実践では、まず高齢者ケアの専門性を高

くない。さらに、ある程度の医療が行われてい

めることが重要である。専門性が低ければ、問

て、現在の患者の状態が維持されているケース

題解決を図るというより倫理的問題を生み出し

の場合、そこにもう一つ何か加えるだけでバラ

てしまうことになってしまう。専門性を高める

ンスが崩れることが起こりうる。例えば胃ろう

ことは倫理的な職業実践に不可欠な要素であ

を造設してその 3 日後に急変といった場合であ

り、すべての基本になる。急変の可能性や侵襲

る。もともとの造設の目的は何か、患者の状態

的な治療に耐えうるかといった評価を的確に行

はそれに見合うようなものであったか、そのア

うことが可能になり、これは次に述べる看護の

セスメントや判断が適切になされたのか、とい

見解の基盤の一つとなる。

った点に疑問が残る。

個々のケースにおける延命治療の是非につい

最後に、事例を書いた看護師はもちろん問題

て、看護の見解をもち、それを表明することで

意識をもち、倫理的感受性も十分備わっている。

ある。言い換えると、医師と家族の中で話し合

しかし残念ながら、その関わりや周囲への働き

いがなされ、あるいは実質的に医師が決定して

かけが効果的な例はそう多くはない。疑問を感

いることに対して、看護師として疑問がある場

じても関わりをもつことにためらったり、働き

合は声に出していくことである。その際には当
27

然自分たちの考えが問われるであろうし、その
ための準備が必要になる。その準備とは、高齢

はないだろうか。
最後に研究でできること、すべきことについ

者自身を知ることに他ならない。そのためには、

て述べる。一つは事例の収集と分析であり、必

次に述べる入院初期からの積極的、意図的なか

ずしも高齢者のことに限らず、色々なテーマに

かわりが重要となる。

関する事例の収集を図っていく必要がある。1

最後に、終末期ケアや最期の時の迎え方の決

例ごとに検討するだけでは見えないものが見え

定への支援は、入院受け入れ時から始まるとい

てくるはずである。実践家の協力を得て、幅広

う認識をもつことが重要と考える。もう少し落

く事例を収集する。その際には、問題事例だけ

ち着いてから、様子を見て、と思っている間に、

ではなく、成功事例、例えば看護師のアドボケ

事は起こっていることが多い。可能な限り、家

イトとしての働きにより患者の意向に沿った決

族と一緒に本人の意思を確認することに取り組

定がなされた例なども集めることが大切であろ

むことである。本人の意思確認が難しい場合は、

う。収集した事例について、相互の類似点と相

家族にこれまでの本人の生き方はどうだった

異点に着眼して分析を進めるなかで、倫理問題

か、どのようなことが好きだったかといったこ

の性質を明らかにする観点が明確にされる。先

とを尋ねる。その人となりを掴むことができる

程の高齢者の終末期医療のあり方の例で言う

ようなエピソードなどを話してもらえるとなお

と、倫理問題の背景もしくは要因として、大掴

よい。こういったかかわりを進めるなかで、家

みではあるが少なくとも本人の意思表示能力、

族がどのように考えているかについても自ずか

家族関係、そして医師の考え方が抽出され、こ

ら明らかになる。もし家族が本人にとって最善

れらが観点の候補ということになる。それに伴

とは思われない意向や非現実的な希望をもって

い、倫理問題の類型がいくつか確認されると考

いることが確認されたら、多くの高齢者を看取

える。次にそのパターンに応じた問題解決への

った経験の中から適切な例を示すなどして、看

道筋と根拠となるような原則、あるいは格率な

護師としての考えも述べ、粘り強くかかわって

どを見出していく。これが確認されていくと次

いく。これらの過程にできるだけ医師も巻き込

のステップに進むことが可能になる。例えば、

み、一緒に確認をしていくという場を設ける工

高齢者の尊厳ある終末期を支援する類型に応じ

夫も必要となる。そして記録に残す。これらの

た看護援助の介入プロトコールの開発である。

努力により、これまで見てきたような本人の意

さらにこのプロトコールの効果を確認するため

思とは関係なくことが進められ、結果的に尊厳

の多施設参加による実証的な研究を進めてい

が損なわれてしまうといった事態を防ぐことが

く。これらのプロセスを通して、その効果があ

可能になるのではないかと考える。このように

る程度証明されたら、政策提言につなげていけ

して看護はこの分野に大きな貢献ができるので

るのではないかと考える。
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東札幌病院

1．すべての看護活動には倫理的側面がある
看護活動における倫理について考える時、専
門職としての看護師のありようが問われている

副看護部長

を尊重した医療とチーム医療である。私達は、
理念そのものが極めて倫理的であると理解して
いる。

ように思う。日々の看護活動の現場では、この

ホスピス・緩和ケアの最終目標は、WHO に

場合はどうしたらよいか、どうすべきだったか

よると「患者とその家族にとってできる限り良

と選択を迫られる場面が多々生じている。それ

好なクオリティ・オブ・ライフ（QOL）を実現

は、知識や技術のみの問題ではなく、その行為

させることである」と示され、ホスピスケアは、

が患者や家族にとって人間として尊重されてい

倫理と人権に支えられていると言える。

るか、意思決定が尊重されているか、結果とし
て不利益になっていないかというようなことで
ある。日常のケアを行っていく中では、特に倫

3．倫理的配慮が必要な場面
当院での倫理的配慮が必要な場面をみると、

理ということを意識していなくても、患者や家

治療の選択や療養場所の選択、病名告知や予後

族にとって最善なことを選択しながら行ってい

などを告げる時、延命を望む気持ちと早く楽に

る。言い換えれば、すべての看護活動には倫理

なりたい気持ちの葛藤に揺れ動いている時、家

的な側面があると言える。

族が身体拘束を望む時、患者・家族と医療者の
意向の相違などがあげられる。

2．東札幌病院の特徴
東札幌病院は、243 床（うち緩和ケア病棟 28
床）の民間病院である。入院患者の 70 ％以上は

次に事例を通して考えてみたい。
1）症状が悪化する患者に対して、医療者と家
族の意向に相違が生じた事例

進行・再発・末期のがん患者であり、さらに、

患者： 50 歳代

入院患者の 65 ％以上は 65 歳以上である。平成

病名：膵臓癌術後

19 年度の死亡患者は 567 人であった。緩和ケア

家族構成： 7 人兄弟の 5 番目

病棟のみならず、全院的に緩和ケアを行ってい

キーパーソン：兄（60 歳代

るのが特徴である。

女性

公務員

独身

肺、肝臓転移

姉（50 歳代

両親は他界
遠方に在住）、
市内に在住）

東札幌病院の理念は、「医療の本質はやさし

2 年前に他院で診断を受けたが、対応に不信

さにある」と、平易な中にも奥深い意味をもつ

や不満を感じて当院を受診。本人も納得の上で

言葉で表現され、この実践が最もよく遂行され

1 年半に渡り外来化学療法を継続したが、肝転

る形態が緩和医療であり、ホスピスはその象徴

移の増大があり中止。腹痛を伴ったためオキシ

である、としている。基本方針は、患者の QOL

コンチンが処方されていたが、コントロール不
29

良で再入院した時に、兄や姉から「麻薬は意識

い状況だった。家族に対して、抑制をしないで安

を低下させるから飲まないほうがよい。
」と説得

全を守る方法として、カテーテル類はパジャマの

され服用していないことがわかった。兄姉は民

袖やズボンの裾を通し、できるだけ患者の目に触

間療法もすすめていた。患者は、これまで兄姉

れないようにして、ナースの訪室を多くすること

から愛情に満ちたサポートを受けながら頼って

を提案した。家族は心配して付き添っていたが、

生きてきた経緯があり、痛みを我慢しながら黙

抑制から解放された患者は両手の不随意な動き

って言うことを聞いていたようだ。患者は、痛

もなくなり、今までになく穏やかに療養生活を

みがとれずに身の置き所がなくなった時は「楽

送ることができるようになった。

になりたい。延命はしないで。
」とも話していた。

3）「もう眠りたい・・・眠らせて・・・。」

オキシコンチンの服用によって症状緩和をは

50 歳代の卵巣癌末期の女性は、数日前から

かり、良い時間を過ごせるようにと考える医療

「もう眠りたい・・・。眠らせて欲しい。」と何

者と、麻薬を拒否する兄姉、兄姉の言うことに

人かのナースに訴えた。スタッフはセデーショ

は従わざるを得ない患者との間に意向の相違が

ンをすべきかどうか戸惑いながら、情報共有を

明らかになりお互いに困惑した。

行った。合同カンファランスでは、痛みやその

カンファランスの結果、①症状緩和を最優先

他の身体的症状は緩和されていること、寂しさ

させること、②患者の思いを理解すること、③

や孤独感が強い状態にあること、家族の面会が

兄姉が患者を大切に思う気持ちを理解して家族

少ない（患者はもっと家族に会いたいと思って

のケアを行う、ことで合意した。コミュニケー

いる）こと、患者は眠ってしまって家族と話が

ション不足があることから、医療者と患者、兄

できないのは嫌だとはっきり言っていること、

姉でよく話し合い、治療についての誤解を解き、

等の情報が共有された。「眠りたい」という言

患者と兄姉の気持ちを充分汲み取る努力をし

葉の奥には、寂しさや、自分の気持ちをわかっ

た。民間療法についても、患者の身体に害のな

て欲しいというメッセージが込められているよ

いことはそのまま続けた。

うに思われた。その後、チャプレンやナースが

患者が亡くなった時、姉はナースに「本当に

患者の心理状態を配慮しながら対話を重ねるこ

よくしてもらった。」と何度も何度も頭を下げ、

とで、少しづつ穏やかさを取り戻し、亡くなる

それまでの厳しい表情が消えていた。妹を大切

までの間、よい時間が過ごせたように思われた。

に思う気持ちが非常に強かったのだと改めて感

当院では、このように倫理的ジレンマや課題

じさせられた。

と考えられることは、患者・家族と医療チーム

2）「両手にミトンをして縛って欲しい」と言う

による合意形成の話し合いを繰り返し行ってい

家族

る。その話し合いには、倫理的な課題の整理が

転院してきた 60 歳代の統合失調症を持つ肺癌

しやすく工夫された臨床倫理検討シート（研究

の女性の家族は、「患者は、今までもカテーテ

プロジェクト：医療システムと倫理、代表〜清

ル類を自己抜去したことがあり、カテーテルは

水哲郎

作成）などを活用している。

生命を守る大切なものなので、両手にミトンを
して紐で縛って欲しい。」と強く要望した。前
医でもそうしており、家族はそれが何より安全
なことだと思っていた。
家族の強い要望であっても、両手を抑制される
ことは人として尊重される行為ではなく、逆に抑

4．立ち止まって考えてみること
日常ケアの中では、このような「おかしい」
「これでいいのかな」「なぜ？」「この処置は本
当に患者さんのためになっているのかな？」
「この患者さんは治療方針に納得しているのか

制されることで自由が奪われるため、ミトンや紐

な？」「家族と本人の望んでいることが違う」

を解こうとする動きが活発になり安楽が保たれな

と感じる場面を見過ごさず、立ち止まってよく
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考えてみることから倫理的な関わりができてい

をすること、ガイドライン（インフォームド・コ

く。倫理的な関わりとは、個別の事情を個別に

ンセント、セデーション、情報開示）の周知徹

考え倫理的行動を起こすことである。相手に十

底と活用を促進することなどの役割がある。

分な関心をそそいでいると、相手の気持ちや意
向が理解でき、どうすることが最善なのだろう
と考えることができるものである。

7．臨床倫理委員会の役割〜東札幌病院の場合
東札幌病院では、1994 年に研究審査委員会
（Research Review Board:RRB）、臨床倫理委員

5．倫理的行動の 4 つの要素（Waithe,M.E.の文

会（Clinical Ethics Committee:CEC）からなる

献をもとに高田早苗作成）

倫理委員会が設置された。臨床倫理委員会は、

1）倫理的感受性（Moral Sensitivity）：

設置された当初は医師が委員長を務めていた

臨床倫理問題が生じていることに気づく力
2）倫理的推論（Moral Reasoning）：
倫理的に問題である理由を説明できる力
3）態度表明（Commitment）：

が、その後は看護部長が委員長を務めている。
当院における臨床倫理委員会の役割は、①臨
床現場で生じる臨床倫理問題に対し、現場のス
タッフが解決できるように支援すること。（合

様々な障害を乗り越えて、倫理的に行動しよう

同カンファランスで話し合われる事例など）②

とする力〜看護職として取るべき行動の決定

臨床倫理に関するスタッフや患者・家族に対す

4）実現（Implement）：
倫理的行為を遂行することのできる力

る教育・啓蒙を行う。③倫理的方針の表明を行
う。④倫理的コンサルテーションを行う、など
である。

6．組織文化(価値)の共有〜倫理的感性を高める
ために〜

今までに行った活動は、インフォームド・コ
ンセントのガイドライン作成、

最も重要なことは、思想や哲学にもとづいた

セデーションのガイドライン作成、患者の権利

理念があり、それが組織文化として定着してい

に関する規定の作成と定着、情報開示のガイド

ることだと考えている。理念を定着させるため

ライン作成、臨床倫理検討シートの普及と定着、

の仕組み作りはリーダーの重要な役割である。

医の倫理セミナーの開催、臨床倫理研究会の開

東札幌病院では、以下のことを理念の共有の
場として位置づけている。

催などである。
実践現場での倫理的活動について述べた。特

・ 合同カンファランス

に倫理的な組織文化の創造と定着の重要性につ

・ 医の倫理セミナー、緩和ケアセミナー

いて述べてきたが、定着したと思っていてもい

・ 新採用者オリエンテーション

つしかスタッフが入れ替わり、組織文化が揺れ

・ 看護部卒後研修、院内研修

動いていることに気づくことがある。実践現場

・ 申し送りやミーティング

の要となる看護管理者は、何が患者・家族にと

・ 朝礼・全体会

って最善かという視点で、勇気を持って倫理的

・ 病棟会議

行動を起こしていく必要があると考えている。

・ 看護課長・主任宿泊研修
・ 看護部長への毎日の報告
更に、リーダーには、日常ケアの中で「やさし
さ」を具現化した言動で示し、倫理的問題につい
てはタイミングよくチームで話し合うこと、倫理
的行動力を高めること、臨床倫理委員会を活用

参考文献
1）清水哲郎：看護に求められる倫理、月刊ナーシン
グ、19（3）、p.50 ― 55、1999．
2）日本看護協会：臨床倫理委員会の設置とその活用
に関する指針、2006．
3）日本看護協会公式ホームページ「看護倫理」

すること、会議等で倫理的判断に基づいた発言
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司会：では、後半の小西、高田、長谷川の 3 人

ーが気づけないというのは大変な問題なので、

の演者への質疑応答、ディスカッションを進め

そういう人はリーダーにはしてないと思いま

ていきたいと思います。

す。でも実際にそうなら、事例検討、カンファ

会場 E ：大学の E と申します。長谷川先生、患

ランス、色んな学習会に出して話し合いをすべ

者のご家族との話し合いで、もしカテーテルを

きです。口に出すことです。その日の勤務者の

抜去したらという点について、どのように合意

中で話し合ったり、現場で口に出す風土を作っ

形成が行われたのか教えていただけませんか。

て行くことだと思います。改めて学習会ではな

長谷川：もし抜いたらという話はしていませ

く、日々の中で。

ん。カテーテルを抜かないで御本人も楽なよう

小西：原子力などの安全性で、フェイルセーフ

に、色々工夫して努力しますので任せていただ

と言う言葉があります。そこでダメならば次の

けませんかという意味の話を何回もしました。

手はどうするかを必ず取っておかないと本当の

みんなで交代しながらも 2 日間ぐらいは御家族

安全性は確保できない、という意味です。それ

がいる間も、頻回に見に行ったりしました。カ

と同じように、病棟のリーダーがだめだったら、

テーテルを抜かないように腕の後ろの方からと

次の手、看護部長の所に行くとか、看護部長も

か、尿の留置カテーテルもズボンを通して足の

感度の非常に悪い人だったらば、看護協会とか。

先の方から出すとか、直接見えないよう工夫を

この学会への Letter to Editor もどうでしょう

いっぱいしました。私たちも頑張っていますと

ね。

いうメッセージをたくさん送りました。

会場 F ：ありがとうございました。立場上難し

会場 E ：では、まだ工夫の余地があるというこ

ところもありますが、努力していきたいと思い

とで、…。

ます。

長谷川：縛ったりミトンをはく必要はないとい

中西：上と下とでは背負っている責任の範囲が

うことです。手が自由に動きませんから邪魔だ

違うわけですから、アプローチも違い、サポー

と想像がつくわけです。ミトンを外したら患者

ティブであることが常に倫理的とは限らないと

も穏やかになっていきました。

思います。他にございますか？

会場 F ：大学に勤める者です。小西先生、長谷

会場 G ： 大学研究者です。勝原先生に、リーダ

川先生の御発言で、気づくとか感じ取ることが

ーとか看護師長という立場から、看護師達を守

非常に重要でも、気づかない、感じ取れないと

っていく、あるいは、看護師 1 人 1 人の倫理性

いう問題に関して、特に、長谷川先生にはリー

を育てていく介入についてアドバイスをお願い

ダーが気づけない場合に、何かアプローチなど

します。

御助言お願いします。

勝原：倫理について出していくしかないのです

長谷川：気づくことが増え、気づく仲間が増え、

けれども、倫理のことだけというよりは、普段

教育が日常的にされていって組織文化ができて

から色んな話をする風土でなければ、倫理のこ

いくのだと思います。ですから、折に触れて色

とも話せないと思います。ですので、リーダー

んな面でチャンスを沢山作っています。リーダ

になったから、急にと言ってもできない話で、

＊編集委員会より: 紙面の都合上、実際の発言を約 40 ％に圧縮し、「患者さま」等の敬語表現は「患者」とするなどの編集操作をした。
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1 年目に入ったときから、何でも言える人を育

ている人達のケアが大変多くなってきている。

てています。それは、倫理の問題に限らず、自

急性期の病院で呼吸器を付けられて、療養型の

分が懸念に思ったこと、嬉しいと思ったことを

所に送られてくる。元々療養型病床群はそうい

含めて、すべてです。もっと溯れば、基礎教育

うふうには作られていないので、ナース 1 人ヘ

の段階から、センシティビティを高めていかな

ルパー 1 人で夜勤となると、どう患者を看るの

ければならないとは思います。

か、となっている。これは急性期の所だけでは

会場 H ：大学の H です。倫理教育は非常に大事

なく、全部つなげて見ていかないと見えてこな

で、1 つの見方として、看護学生が非常に良い

いわけです。つまり、実践の問題を考えるとき

文化を醸しだしてくれるのではないかと、密か

には、その場でと、もう一つはその先を見られ

に思っています。年数重ねてベテランには臭み

るような視野を持つ必要がある。そのためにも、

が出てきて、看護学生の方がずっと一般の方に

学会で色々な立場の方々が参加して、色々な現

近い感覚を持っていて、臨床実習しながら疑問

状を報告し合うことも意味があると思っていま

を抱えている。それを、組織風土の中に加える

す。

ために看護学生が発言できる環境を作っていた

会場 I ：医師に対してものが言えないという、

だくのは如何でしょうか。

非常に低レベルが現状だと実感しております。

長谷川：はい、全くその通りだと思います。学

患者を擁護するためきっちりとものが言える、

生や研修生が見て感じた新鮮な考え方を、カン

何のために我々はそこに存在しているのかが、

ファランスや感想で言ってくれます。それを真

倫理の原点だと思っています。リーダーに倫理

摯な態度で受け止めなくてはいけないと思いま

的センスがない人を選ぶ体制に問題がありま

す。学生だからこそ、非常に新鮮に見ています

す。トップの方々は体制派イエスマンばかりで

ので。学生が言っていたことをみんなで共有し

はなく、ある程度批判的な判断ができる思考プ

て、オープンにすることで組織風土はできてく

ロセスを持ち、良い方向で考えているような人

のだと思いますね。学生の件は、本当に貴重で

達を採用しないと、病院を改善できないと感じ

す。

てます。

中西：ありがとうございました。ここから 6 人

会場 J ：代弁者としての役割に覚悟が持てない

の演者との全体討論に入りたいと思います。

ナースたち。持ちたいけれども、自分が危うい

管理の問題から、教育の問題も示されました。

と言うのか、守られている実感がないところで

倫理の問題について議論しようとすると、恐ら

たじろいで、医師にも向かっていきたい、患者

く日本の看護の歴史、あるいは、看護教育の歴

も守りたいけれども、グラグラするところがあ

史にも、深い根を探しだすことができるのでは

ると思います。そこのところで、管理者がそれ

ないかと思います。例えば爪剥がし事件は、明

で良いんだよとか、私が付いてるからとか、仲

らかに管理の倫理を激しく論ずべき、守られて

間とかがあって、初めて前に進んでいけると思

いないナースの姿がむき出しになった事件だと

います。業界の常識と社会の常識とは違ったり

私は認識しました。ですから、ナース自身をど

もします。その意味でも公開セッションを設け

う守るかという所までを含め、3 つ位に大きく

ると、市民感覚の健康的な部分も取り入れられ

分けて議論したいと思いますが、如何でしょう

ると思います。

か。

中西：是非、考えていくようにしたいと思いま

高田：実践現場の問題を考える時に、どのよう

す。

な場でそれが起こっているのかを考慮に入れる

会場 K ：大学の教員です。臨床の看護師が非常

べきだと思います。と言うのは、療養型病床群

に疲弊しておられて、それでも一生懸命ケアさ

の病院の方が患者が重症化して、呼吸器を付け

れるけれども上下の関係でケアされていない。
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この学会に期待する部分でもあるのですが、組

具の問題は、新聞報道だけで事実は分かってな

織を超えて横のつながりを持つことが非常に重

いですね。真実を知りたいのにそのつてが分か

要なのではないかと思っています。

らない。非常に大きな課題です。

会場 L ：大学の L です。葛藤が起こってきた時

中西：看護協会は捜査に直接入っています。調

に脊中を押せるような、現場でジレンマ等に出

査も学会の仕事か、皆さんも考えて下さい。

くわしたナースを後押しできるような、そうい

勝原：本日のテーマ「看護倫理の可能性を開く」

う倫理綱領みたいな体制を作っていくのがこの

に関して、会員資格のことについてお話ししま

学会の使命かと思った次第です。

す。発起人で会員を看護職に限るかべきか議論

高田：学会としてということに関してせっかく

した時、私は看護職に限るべきではないと主張

の御提案ですので、是非。倫理は自律ですので、

しました。勿論、医療倫理の括りでは、どうし

倫理綱領なり、現場で本当に困っているという

ても看護の発言が弱いので、この学会を立ち上

事への後押し、応援、アイデアを堅めたり、中

げる意味があります。しかし、看護の中だけで

身を検討したりという所に、是非、御参加をお

語っていても、社会に発信はできません。看護

願いしたいと思います。

が主導をとりながら、様々な方面から意見を頂

会場 M ：学会として倫理綱領のようなものを作

き、看護倫理がどんな可能性を開けるのか議論

っていく、あるいは、看護師の後押しになるよ

し、どんどん社会に情報発信していかれるよう

うなものを作っていくという考えには非常に賛

な、本当の意味で開かれた看護倫理学会にして

成しています。なぜかというと、法律は看護師

いきたいのです。

として守るべき必要最低限の所を示しています

中西：会場から拍手が起こっています。閉ざさ

が、倫理は看護師として求めていく理想像を提

れた社会の中で、何かが新しく生み出されてい

示していると考えているからです。一番最低限

くことはまずないと、出発点に明示しておく必

の所を示している法律が保助看法にあたると思

要がありますね。

うのですが、保助看法には、患者のためにとい

長谷川：チーム医療では様々なメンバーが絡ん

う言葉が含まれていない。ですので、看護師と

でいるので、話し合うことがとても大事です。

して働く身分としては患者の療養上のケアは考

他の職種の意見も聞き、看護としてこう考える

えてはいますが、その一方で医療の補助という

という形で展開できると思います。

制約があり、患者を優先すべきなのか、それと

座長：すべてつながってくると思います。議論

も医療を優先すべきなのかで、いつも板ばさみ

を続けましょう。

になっている。看護師として本当に何をすべき

小西：延命治療の中止の判断と処置について、

なのかを明らかにできる、看護師の後押しをで

私たちは刑事事件になるか否か、感覚で捉えて

きるような何かを作っていけたらと思います。

いるので、法的な根拠をおさえたガイドライン

中西：続々と前向きな大変情熱的な御意見が嬉

づくりが必要ではないでしょうか。

しいですね。

石井：延命治療の中止の問題は非常に難しいで

会場 N ：市民病院の者です。それに加え、採血

す。人工呼吸器の問題がきっかけで終末医療の

器具、爪外し事件の情報の格差について、国家

ガイドラインができましたが、未だはっきりし

資格を持つものとして考え直さないといけない

ていません。法律学者、倫理学者、哲学者の間

のではないかと。

でも見解の相違があります。更に、救命救急に

中西：情報格差の問題、学会の仕事なのかどう

ついてガイドラインも出ました。こういうこと

かは、議論をする必要があるかと思います。

を看護職で議論したいというのが、私の気持ち

石井：情報をなるべく早く皆さんに発信するこ

です。この看護倫理学会ができたことによって、

とはとても重要で、例えば、爪外しとか採血器

他職種へのアプローチと同時に、看護独自のも
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のもある程度確立していきたいです。現在の法

の職員が考えられると思っています。そういう

律ですっきりしないから、法では駄目だと言い

病院が一つでも二つでもあれば、多くの病院が

たいのです。看護としてどうあるべきか、看護

そこに近づくことができます。更にどうすれば

職に語ってもらいたい、解決策を当事者ととも

よいか考える術はあると思うので、非現実的な

に模索したいのです。

話ではありません。また、現実は難しいという

座長：そこに、石井意見の主張の根幹があるの

座長意見もその通りです。

でしょう。倫理の世界は法律で律する以上のも

座長：既に多くの病院で倫理委員会を常設委員

のであり、ガイドラインでしか方向付けはでき

会で持っていると想像します。そういう委員会

ないということです。どういう状況で、誰がど

の連携なしには、方向性は打ち出せないと思い

う有効に使うかということについては、当事者

ます。パワハラ、アカハラといった教育の場で

の判断によります。ガイドラインのノウハウは、

日頃起こっている問題が、臨床実習の場でも起

マニュアルではありません。

きています。病院で起きたセクハラは、キャン

高田：私の研究事例から類型を調べていくと、

パスで起きたセクハラと同じと主張するたくま

ガイドラインが見えてくると思います。互いに

しい学生達も出てきています。倫理の問題は、

本心ではないことをせざるをえない状況は、誰

キャンパスの外で起こるものとして、個人のフ

のためにもなりません。現場で今できることを

ォローだけしてきました。看護教育は学生を守

追及し、研究でデータに基づいたガイドライン

る教育ではありません。教育現場からも、是非

を提案することを同時にするしかないと思いま

発言して下さい。

す。

看護倫理学会が誕生しましたが、まだまだ倫

座長：倫理的な観点から、より良い道筋が見つ

理とは何か、臨床倫理や看護倫理の問題をすべ

かる見込みがあるのですね。

て含め、どう規定していくか合意は得られてい

高田：それがなかったら意味がありません。技

ません。今日はここに、看護を実践している

術的な問題とか、一般的な意味での合意形成と

我々自身が、そこで行われる倫理について考え

かではなく、医療や看護の目的に照らして進め

てみようと集まりました。問題解決そのものは、

ることははっきりしています。

決して自分たちの閉鎖集団の中で生まれてくる

座長：純粋に倫理的な方向付けができるという

ものではありません。会の組織としてはオープ

のが高田意見でした。しかし、力関係の中でど

ンに、しかし、問題には鋭敏にしっかりと掴み、

う動き得るか、それはそう簡単ではないという

できるだけ早急に対応していきたいと思いま

のが座長意見です。

す。在宅あるいは高齢者といった新たなニーズ

高田：補足します。現場の実践の方略や知恵と

が増えている現場で起こっている倫理的な問題

組み合わせていくことになると思います。それ

は他にもあるでしょう。シンポジストからの提

は、座長ご自身が先ほど言われたマニュアルで

示は、あくまでも際立った例です。このシンポ

はなく、現場でそれを用いる人の判断や考えが

ジウムをもとに、学会の活動を具体的にどう展

問われるということと同じです。

開していくか考えていきます。皆様からの建設

座長：考えていることが見えてきました。管理

的で前向き、かつ具体的なご提案はこれからの

者の立場から勝原さんどうぞ。

私たちの活動の方向付けに役に立ちます。

勝原：決して理想論ではなく、私たちには知恵

会場 O ：臨床で助産師をしております。周産期

や言葉もあります。実際に当院は、かなり理想

においても母体を守るか、胎児を守るかという

的な病院だと思いますが、倫理的問題やジレン

大きな問題に直面しています。現場の助産師や

マがないということではありません。あるけれ

看護師は、タイムプレッシャーの下で問題を解

ど、それにどう向き合ったらよいか、一人一人

決していくことに向き合っています。周産期も
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■シンポジウム
含めて分野別の議論も取り上げて頂くことを期

達点ではなく、自分がどういう行動を起こすか、

待しています。

自分の起こす行動が、どう倫理的に正当化され

座長：問題提起ですね。

るかということをしっかりと考えることが大事

会場 P ：大学で地域看護を担当しております。

だと思います。世の中の悪なんて、誰も一掃で

住民の中でも、特定の高齢者はサービスを受け

きないし、その経験を避けることもできないは

られるが、特定の高齢者は受けられないという

ずです。性善説でいこうと誰も言っていません

現状があります。健康政策と公平性の問題など、

から、どうぞ誤解のないように。

在宅の問題も含め、もっと多様なトピックスを

会場 S ：発起人の一人です。これだけそれぞれ

取り上げ、議論の機会を設けて頂きたいです。

の場で困っていることについて考えようとされ

小西：して頂きたいでは困るのです。皆でして

ているとわかり、この学会が立ち上がるのに良

いかなければなりません。「看護の心」では、

い時期だったと思います。教育と臨床を分けて

狭まってしまうかもしれませんね。倫理から看

話し合いましたが、大学の教員も、学部組織の

護を広げていかれるよう、来年のテーマを変え

中では現場の医師と看護職の関係と同じことを

る必要があるかもしれません。

感じています。立場やネットワークという言葉

座長：いずれにしても、一度に全部はできない

が、いくつか出てきましたが、自分の問題とし

ので、どこをポイントにするかは、大会長にお

て捉え、この場でコミュニケーションをとり、

決め頂き、今の発言は、引き出しの中を豊かに

学会がますます盛り上がると良いと、私自身、

して下さったと考えましょう。

大変勉強になりました。

会場 Q ：先端医療センターで、看護職の資格を

座長：熱く充実した議論を交わせたこと、皆さ

持ち、臨床研究、試験、治験というフィールド

んのご協力と熱意に、感謝申し上げます。シン

で、治験コーディネーターをしております。倫

ポジストの先生方、どうもありがとうございま

理的に守るべきものについて、現場の看護職の

した。

方々との乖離が少しずつ見えてきました。臨床

高田：最後までご参加頂き、ありがとうござい

検査技師や薬剤師も交えて同じことを目指せる

ました。様々な発言を頂き、学会のイメージが、

よう、患者のためを思ってコミュニケーション

具体的に像を結んできたように感じます。その

するために、治療方針の情報提供と検討をここ

イメージを実現していくには、まずは皆様に学

でさせて頂ければと思います。

会にお入り頂くことが必要です。特にここに集

座長：一緒に手を組んでいきましょう。

い、討議にご参加くださった方々には、是非学

会場 R ：大学の教員をしております。倫理とい

会にお入り頂き、お力をお貸しください。まず

うと善の理想として学生は育ちます。しかし、

は、学会への加入をお願申し上げます。最後に、

人間には、醜い部分や悪があることも、体験さ

次年度の宣伝をさせて頂きます。

せた方がよいのではないかと思います。例えば、

小西：第 2 回日本看護倫理学会は佐久大学で開

セクハラを患者から受けた時に、確かにそれは

催します。タイトルの「看護の心」ですが、心

いけないことで、声をあげることは大事です。

は広がるものでもあるので、要するに芯で、こ

その反面、その行為に及んだ患者の人間の性や

こにあるだけではなく、ずっと広がっていくも

環境などを理解する必要をどう伝えるか悩んで

の、すべての中心にあって、かつ広がるものと

います。議論が善や理想の方に向かいそうだっ

いう捉え方を今日の討議を伺いながら考えまし

たので、皆様どうお考えでしょうか。

た。可能性という意味で、広がりを感じる良い

座長：倫理を議論したら、世の中の悪が無くな

タイトルだったと思います。来年も是非、ご参

るなんて誰も信じていません。高田発言にあり

加下さいますよう宜しくお願い致します。

ましたが、人に何かを期待することが倫理の到
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