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　がん患者の療養生活において，意思決定への家
族の参加を望む患者は多く1），療養生活において
の意思決定では家族も重要な役割を果たす2,3）．特
に，終末期ケアにおいては，身体，精神状態の悪
化から患者自身が意思決定を主体的に行うことが
困難な状況が多く，その場合，意思決定の中心は
家族となる4）．台湾での先行研究では，がん患者

の家族は，さまざまな意思決定場面において困難
を感じていることが報告されている5）．
　そこで本研究では，わが国において，患者が治
癒困難な状況となってから死に至る間に家族がど
のような意思決定場面において困難を感じたか，
意思決定に関わる医療者の対応の改善の必要性，
意思決定の際の状況や医療者の対応の実態を明ら
かにすることを目的とする．
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　本研究では，わが国において，患者が
治癒困難な状況となってから死に至る間
に家族がどのような意思決定場面におい
て困難を感じたか，意思決定に関わる医
療者の対応の改善の必要性，意思決定の
際の状況や医療者の対応の実態を明らか
にすることを目的とした．
　「患者に真実を告げるかどうか」「他者
へ患者の病気について伝えるかどうか」
「抗がん治療の中止・継続」に関する意
思決定において，多くの遺族が困難を感
じていた．また，意思決定の際の医療者
の対応については，少しでも「改善が必

要」と回答した遺族は，39%であった．
一方，意思決定の際に，「医師からの支
援や家族への気遣いがあった」「疑問を
医師に尋ねる機会があった」と回答した
遺族は 80%以上であった．
　本研究では，意思決定における家族の
全体的な困難感は，患者や医師と家族の
意見や希望の相違と関連があることが示
唆された．意思決定の際の医療者の対応
や医師の支援や配慮と意思決定における
家族の困難感の関連は示唆されなかっ
た．
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結　果

1）療養生活についての意思決定における家族
の全体的な困難感（図 1）

　意思決定について全体として「難しかった」と
の回答の合計は，32％であった．

2）各意思決定場面における家族の困難感（図2）

　図 2 に，各意思決定場面について，その意思決
定が必要だったとの回答の割合をグラフで示し
た．そのうち，色付け部分は，その意思決定が少
しでも「難しかった」と回答した遺族の割合であ
る．「臨床試験に参加するかどうか」「民間療法を
試すかどうか」以外は 50％以上の遺族がその意
思決定が必要だったと回答した．意思決定が「難
しかった」との回答割合は，「予想される余命を
患者様へ告げるかどうか」「患者様の病状を友人
や知人に話すか」「患者様の病気が治る見込みが
ないことを患者様に告げるかどうか」で，40％以
上であった．特に，「予想される余命を患者様へ
告げるかどうか」「患者様の病気が治る見込みが
ないことを患者様に告げるかどうか」は，20％以
上の遺族が「非常に難しかった」と回答した．そ
の他，「病気を治すための治療をやめるかどうか」

「化学療法を続けるかどうか」「患者様が療養され
る場所はどこにするか」で，少しでも「難しかっ
た」と回答した遺族は，30％以上であった．

3）意思決定の際の医療者の対応の改善の必要
性（図 3）

　療養生活についての家族の意思決定の際の医
師・看護師の対応について，少しでも改善の必要
があると回答した遺族の割合合計は 39％であっ
た．

4）意思決定の際の状況（図 4）

　図 4a は，先行研究などから意思決定の際に障
害となると考えられている項目についての結果で
ある．「患者様の病状の変化が急激だった」と思
う遺族は 81％であった．一方，「ご家族の意見や
希望と患者様の意見や希望が違った」と思う遺族
は 18％であった．
　図 4b は，先行研究などから意思決定の際に助
けとなると考えられる項目の結果である．「医師
は，患者様やご家族が決めたことについて，賛成
したり応援してくれた」「わからないことや疑問
を医師に尋ねることができた」「医師は，ご家族
の気持ちを気遣ってくれた」は，80％以上がそう
思うと回答した．

5）意思決定における家族の全体的な困難感と
意思決定の際の医療者の対応の改善の必要
性の関連

　意思決定における家族の全体的な困難感と意思
決定の際の医療者の対応の改善の必要性につい
て，相関は，スピアマンの相関係数ρ=0.35 と弱
い相関であった．

図 1　 患者の療養生活についての意思決定の全体的な困難さ

11%

15%

22%

6%

22%

24%

非常に難しかった
難しかった
どちらかというと難しかった
どちらかというと難しくなかった
難しくなかった
全く難しくなかった



190

図 2　家族の経験した意思決定場面とその意思決定場面における家族の困難感
　　　（グラフの長さはその意思決定が「必要だった」と回答した家族の割合）
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患者様のご病気が治る見込みがないことを患者様に
告げるかどうかについて  

患者様の病状を知人や友人に話すかについて  

予想される余命を患者様に告げるかどうかについて

病気を治すための治療をやめるかどうかについて  

化学療法を続けるかどうかについて  

患者様が療養される場所をどこにするかについて
（病院，ホスピス，自宅など）  

患者様の病状を他の家族に話すかについて  

患者様の苦しみを和らげるために薬により深く眠
らせるかどうかについて  

延命治療（人工呼吸器や心臓マッサージ）をする
かどうかについて  

一時退院や外泊をさせるかどうかについて  

患者様の痛みを和らげるために麻薬を使用するか
どうかについて  

点滴や人工栄養をいつまで続けるかについて  

緩和ケア（患者様のつらい症状を和らげるため
の専門的な治療）を受けるかどうかについて  

民間療法（免疫療法など医療保険のきかない
治療）を試すかどうかについて  

患者様の看病をだれがどのくらい行うかについて  

臨床試験に参加するかどうかについて  

 

決めることは非常に難しかった 決めることはかなり難しかった
 

決めることは少し難しかった  決めることは難しくなかった
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6）意思決定における家族の全体的な困難感，
医療者の対応の改善の必要性と意思決定の
際の状況の関連（表 1）

　意思決定の際に障害となると考えられる項目に
ついて，全体的に意思決定が困難だったと感じる
こととの中等度以上の相関がみられたのは，「ご
家族の意見や希望と患者様の意見や希望が違っ
た」（ρ=0.40），「ご家族の意見や希望と医師の意
見が違った」（ρ=0.43）であった．また，意思決
定の際の医療者の対応の改善が必要だと感じる
こととの中等度以上の相関がみられたのは，「患
者様の意見や希望と医師の意見が違った」（ρ
=0.48），「ご家族の意見や希望と医師の意見が違っ
た」（ρ=0.52）であった．
　意思決定の助けとなると考えられる項目につい
て，全体的に意思決定が困難だったと感じること
と中等度以上の相関があった項目はなかった．一
方，意思決定の際の医療者の対応の改善の必要性
が低いとの回答と中等度以上に相関があったの
は，「医師は，患者様やご家族が決めたことにつ
いて，賛成したり応援してくれた」（ρ＝－0.41），

「わからないことや疑問を医師に尋ねることがで
きた」（ρ＝－0.44），「医師は，ご家族の気持ちを
気遣ってくれた」（ρ＝－0.48），「医師は，患者様
の信条や価値観を理解してくれた」（ρ＝－0.42），

「医師は，ご家族の迷いを理解してくれた」（ρ
＝－0.52），「医師は，ご家族の信条や価値観を理
解してくれた」（ρ＝－0.45），「医師は，患者様に
とって一番良いことは何かアドバイスをくれた」

（ρ＝－0.48），「治療やケアについて，医師と十分
に相談ができた」（ρ＝－0.48）であった．

考　察

　本研究では，家族が困難を感じる意思決定場
面，意思決定の際の状況や医療者の対応の実態に
ついて明らかとなった．おもな知見は以下であ
る．
　1）患者に真実を伝えるかどうか，他者へ患者
の病気について伝えるかどうか，抗がん治療の中
止・継続に関することについての意思決定におい
て，多くの家族が困難感を感じる．
　2）8 割以上の家族が意思決定の際に医師から
の支援や配慮を受けたと感じている．
　3）患者や医師と家族の意見が異なることと意
思決定において困難を感じることが関連する．
　がん医療において，患者に真実を伝えるかどう
かの意思決定は，最も困難を生じる場面だと考え
られる．この結果は，台湾の先行研究と類似して
いた5）．欧米では患者本人に真実を伝えることが
多く，わが国でも，患者への告知が推奨されてい
る．しかし，本研究の対象家族は，半数以上が患
者へ真実を伝えるかどうかの意思決定を経験し，
約 8 割が困難を感じていた．依然として，患者に
真実を告げることに対する大きなバリアが存在し
ていると考えられる．また，患者の病気を他者へ
知らせるかどうかについて戸惑う家族も多いこと
が示唆された．患者や家族の社会的立場や社会と
の関係性についても考慮して支援をする必要があ
ると考えられる．また，抗がん治療の中止・継続
に関することも家族にとって困難な意思決定場面
である．昨今では，臨床試験への参加など，さま
ざまな治療の選択肢も増加してきており，患者や
家族の意思決定も複雑で困難になってきていると
考えられる．
　意思決定を行う際の医療者の対応について，何
かしらの改善の必要性を感じている遺族は 4 割近
くいた．意思決定の際に医師からの支援や配慮が
あったことと意思決定の際の医療者の対応に対す
る評価の高さは中等度の関連があったことから，

図 3　 患者の療養生活についての意思決定の際の 
医師・看護師の対応の改善の必要性
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非常にそう思う  そう思う  どちらかといえばそう思う  

 

患者様の病状の変化が急激だった  

あなたに決断や選択をする十分な時間がなかった  

あなたに決断や選択をする精神的な余裕がなかった  

患者様の希望がわからなかった  

あなたの意見や希望と患者様の意見や希望が違った  

患者様の意見や希望と医師の意見が違った  

あなたの意見や希望と医師の意見が違った  

あなたとあなた以外の家族との意見や希望が違った  

医師は，患者様やご家族が決めたことについて，賛成し
たり応援してくれた   

わからないことや疑問を医師に尋ねることができた  

医師は，ご家族の気持ちを気遣ってくれた  

あなたは患者様の病状について十分に理解していた  

医師は，患者様の信条や価値観を理解してくれた  

医師は，ご家族の迷いを理解してくれた  

医師は，あなたの信条や価値観を理解してくれた 

医師は，患者様にとって一番良いことは何かアドバイスをくれた
  

患者様にとってよい決断や選択ができた  

あなた以外の家族と十分に相談できる場があった  

患者様の希望に沿った決断や選択ができた  

治療やケアについて，医師と十分に相談ができた 

患者様が自分の意思をはっきりと示していた 

患者様は自分の病状について十分に理解していた  

治療やケアについて，患者様と十分に相談ができた  

担当の医師以外に相談できる医療者がいた  

 非常にそう思う そう思う どちらかといえばそう思う

図 4a　意思決定の際の状況（意思決定の際に障害となると考えられる項目）

図 4b　意思決定の際の状況（意思決定の際に助けとなると考えられる項目）
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表 1　療養生活についての家族の意思決定の全体的な困難さ，家族の意思決定の際の 
医師・看護師の対応の改善の必要性と意思決定の際の状況との関連　　

患者の療養生活につい
ての意思決定の全体的
な困難さ

患者の療養生活につい
ての意思決定の際の医
師・看護師の対応の改
善の必要性

意思決定の時の状況 スピアマンの相関係数（ρ）スピアマンの相関係数（ρ）

意思決定の際に障害となると考えられる項目

患者様の病状の変化が急激だった －0.12 ―

あなたに決断や選択をする十分な時間がなかった 0.26 0.24

あなたに決断や選択をする精神的な余裕がなかった 0.10 0.16

患者様の希望がわからなかった 0.29 0.20

あなたの意見や希望と患者様の意見や希望が違った 0.40 0.18

患者様の意見や希望と医師の意見が違った 0.38 0.48

あなたの意見や希望と医師の意見が違った 0.43 0.52

あなたとあなた以外の家族との意見や希望が違った 0.33 0.15

意思決定の際に助けとなると考えられる項目

医師は，患者様やご家族が決めたことについて，賛成したり応援してくれた －0.16 －0.41

わからないことや疑問を医師に尋ねることができた －0.14 －0.44

医師は，ご家族の気持ちを気遣ってくれた －0.14 －0.48

あなたは患者様の病状について十分に理解していた －0.15 －0.15

医師は，患者様の信条や価値観を理解してくれた －0.21 －0.42

医師は，ご家族の迷いを理解してくれた －0.14 －0.52

医師は，あなたの信条や価値観を理解してくれた －0.23 －0.45

医師は，患者様にとって一番良いことは何かアドバイスをくれた －0.14 －0.48

患者様にとってよい決断や選択ができた －0.34 －0.32

あなた以外の家族と十分に相談できる場があった －0.24 －0.17

患者様の希望に沿った決断や選択ができた －0.30 －0.35

治療やケアについて，医師と十分に相談ができた －0.26 －0.48

患者様が自分の意思をはっきりと示していた 0.30 0.22

患者様は自分の病状について十分に理解していた －0.17 －0.13

治療やケアについて，患者様と十分に相談ができた －0.25 －0.25

担当の医師以外に相談できる医療者がいた ― －0.13

スピアマンの順位相関係数が中程度以上（± 0.4 以上）は太字
―は有意な相関ではなかった項目
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意思決定の際の医療者の対応への評価をさらに改
善するためには，医師の支援や配慮は重要である
と考えられる．今後は，医師以外の医療者の支援
や配慮についても，意思決定の際の医療者の対応
に対する評価の改善のために，検討していく必要
がある．
　本研究では，患者や医師と家族の意見が異なる
ことが家族の意思決定における困難感の要因の 1
つとなることが示唆された．一方，家族の意思決
定の際の困難感を直接軽減する援助は明らかには
できなかった．今後も，患者や家族の意思決定を
支えるための医療者の関わりを探究していく必要
がある．

文　献
 1） Sekimoto M, Asai A, Ohnishi M, et al. Patients’ 

preferences for involvement in treatment 
decision making in Japan. BMC Family Practice 

2004；5（1）：1.
 2） Pardon K, Deschepper R, Vander Stichele R, et 

al. Preferred and actual involvement of advanced 
lung cancer patients and their families in end-of-
life decision making：a multicenter study in 13 
hospitals in Flanders, Belgium. J Pain Symptom 
Manage 2012；43（3）：515‒526.

 3） Hubbard G, Illingworth N, Rowa-Dewar N, et al. 
Treatment decision-making in cancer care：the 
role of the carer. J Clin Nurs 2010；19（13‒14）：
2023‒2031.

 4） Edwards SB, Olson K, Koop PM, Northcott HC. 
Patient and family caregiver decision making in 
the context of advanced cancer. Cancer Nursing 
2012；35（3）：178‒186.

 5） Huang H-L, Chiu T-Y, Lee L-T, et al. Family 
experience with difficult decisions in end-of-life 
care. Psycho-Oncology 2012；21（7）：785‒791.

〔付帯研究担当者〕
柳原一広（関西電力病院 腫瘍内科）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027005B005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020002865E5672C0029005D00270020306B57FA3065304F005D002030B030E930D530A330C330AF30B330F330C630F330C4306E590963DB306B5BFE3059308B002000490053004F00206A196E96898F683C306E0020005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020306B6E9662E03057305F002000410064006F0062006500200050004400460020658766F830924F5C62103059308B305F3081306B4F7F75283057307E30593002005000440046002F0058002D0031006100206E9662E0306E00200050004400460020658766F84F5C6210306B306430443066306F3001004100630072006F006200610074002030E630FC30B630AC30A430C9309253C2716730573066304F30603055304430023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




