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要　約

　本研究の目的は、がん化学療法を受け、脱毛および爪の変化が予測される患者に対して実施している

情報提供の内容と方法の実態を明らかにすることであった。全国がん診療連携拠点病院397施設を対象に、

質問紙調査を実施し、162名（回収率40.1%）の看護師より回答を得た。情報提供の内容と方法について自

由記述を求め、その記載内容を質的に分析した。看護師の外見ケアに関する情報源は、専門書籍、業者な

どであることが示された。また、患者への情報提供の内容は10のカテゴリーが生成され、外見の変化を

体験する患者が十分に理解でき適切な方法を選択できるためには、多様な情報が必要であることが明ら

かとなった。また、患者への情報提供の方法は５つのカテゴリーが生成され、情報を効果的に提供するた

めの方法として、治療スケジュールを考慮したケアをおこなったり、情緒的なケアを平行しておこなった

りしていることが明らかになった。
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１．問題および目的

　がん化学療法における外見の変化には、脱毛、
色素沈着、手足症候群、発疹、爪の変形などが
ある。がん治療による外見の変化は、患者に苦
痛を与え、社会生活に悪影響を及ぼす（Nozawa, 
Shimizu, Kakimoto, Mizota, Yamamoto, Takahashi, 
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Ito, Izumi, & Fujiwara, 2013; Wallace, Harcourt, 
Rumsey, & Foot, 2007）。特に、脱毛体験のために
人目を気にしたり脱毛の処理を気にかけて生活した
りするなど、脱毛が日常生活に及ぼす影響は大きい
（濱田・大路・福井・丹野・笠松・蝦名，2007；森・
三原・宮下・寺岡・梅村・今井・雄西・板東・三木，
2013）。加えて、近年は、上皮成長因子受容体（human 
epidermal growth factor receptor: EGFR）に作用
する分子標的薬の使用が急増し、それに伴い強い皮
膚症状が報告され、がん化学療法における新たな課
題となってきている（Haas & Moore-Higgs, 2009）。
外見の変化は、がん治療を拒否する理由の一つと
もなっている（Choi, Kim, Chang, Kang, Nam, Lee, 
Lee, Im, Park, Yang, & Cho, 2014）ことから、この
問題を看過することはできないといえる。
　このようなこともあり、脱毛開始前や開始後にお
ける外見変化への対処についての検討もおこなわれ
ている。化学療法により脱毛が予測されるがん患者
は、外見の変化を辛いと感じながらも、予測される
状況へ対処できるように準備することでコントロー
ル感（sense of control）を得ようとしている（Frith, 
Harcourt, & Fussell，2007）。そのため、患者の対
処能力を高める支援を行うことが、患者の外見の変
化による辛さを緩和するために重要である。米国
Oncology Nursing Society（ONS）のがん化学療法
ガイドライン（Polovich, Olsen, & LeFebvre，2014）
では、外見の変化として脱毛を生じる患者には、まず、
脱毛に関して患者の認識を把握し、治療前に患者へ
適切な情報を提供し、外見変化に対するコントロー
ル感を高めるという、治療前教育の重要性を示して
いる。また、化学療法により脱毛をきたした乳がん
患者の対処行動は、医療職をはじめとする他者との
関係性により変化することが報告されており（野澤・
藤間・清水・飯野，2015）、外見変化時に接した医
療職、特に看護師の接し方の重要性が指摘されてい
る。一方で効果的なケアの方法論についての根拠の
乏しさも指摘されており（Polovich et al.，2014）、
今後、患者の対処能力を高めるための情報提供の内

容・方法について検討していく必要性も示唆されて
いる。日本においても、ようやく外見のケアに関す
る手引き（国立がん研究センターがん研究開発費「が
ん患者の外見支援に関するガイドライン構築に向け
た研究」班，2016）が作成されたばかりである。
　がん化学療法における有害事象は多様にあるが、
外見の変化に対するケアには日常整容の要素も含
み、医療以外の情報も不可欠である。しかし、全国
のがん診療連携拠点病院の院内理美容室に所属す
る理美容師に対して、がん患者への脱毛に関する対
応を調査した結果、患者から質問を受ける機会は多
いが、外見ケアに関する知識･技術の偏りがあるこ
と、医療との連携が不足していることが指摘されて
いる（藤間・野澤，2015）。これまでの医療チームの
枠組みを越え、多様な専門職によるケア構築が必要
といえる。
　外見の変化に対するケアは、患者の価値観や普
段の生活が尊重され、患者のニーズをふまえた選択
肢の幅が広がるような関わりが特に重要となる。そ
して、これまでの有害事象対策とは異なった専門職
の連携、患者の効果的な意思決定を支援するケアが
期待される。しかし現在、この分野はエビデンスレ
ベルの高い介入研究が少なく、明確な基準やガイド
ラインなどがないために、医療職は試行錯誤のなか
で患者に対応していると推察される。がん化学療法
を受ける患者の外見変化に対して、全国の看護師が
日々工夫して患者に情報提供している実態が整理･
統合されることで、今後、外見ケアに関する構造化
したプログラムを構築するための基礎資料となりう
ると考えられる。
　そこで、本研究は、がん化学療法を受け、脱毛（頭
髪、睫毛、眉毛）および爪の変化が予測される患者
に対して実施している情報提供の内容と方法を明ら
かにすることを目的とする。

２．方法

（１）対象
　全国がん診療連携拠点病院397施設の外来化学



東京未来大学研究紀要  Vol.10　2017.3

－ 89 －

療法室の看護師１名ずつを対象とした。
（２）調査内容
　まず、がん化学療法を受ける患者の外見ケアに関
する看護師の情報源について、「専門の書籍」、「職
場の意思」など、11の選択肢の中から、あてはまる
ものをすべて選択するように求めた。次に、がん化
学療法を受ける患者の外見変化に関する情報提供の
内容と方法について、ケアの実態を網羅的に把握す
るために、自由記述を求めた。なお、本研究では、
脱毛と爪の変化にかかわる記述について分析した。
また、対象属性（年齢、性別、専門看護師／認定看
護師資格取得の有無と種類）も尋ねた。
（３）調査方法
　2013年９月に郵送法による質問紙調査を実施し
た。
（４）倫理的配慮
　調査は無記名とし、対象属性を把握するために、
専門看護師・認定看護師の資格の有無、年齢の記
載を求めたが、記述内容とは連結できないようにし
て分析した。また回答は自由意思とし、調査票の記
入・返信をもって同意とみなすことおよび研究目的
や方法を説明文に記載し、同意を得た回答者からの
返信を得た。なお、共同研究者の施設の担当部門長
により実施に問題が無いことを確認したうえで調査
をおこなった。分析にあたっては、患者の個人情報
に関する内容も含んだケアの記述がある可能性を考

慮し、調査票のデータに患者の個人情報が含まれて
いないことを確認してから分析した。

３．結果

　調査票を返送した回答者は162名（回収率40.1%）
であり、自由記述欄が空白だった質問紙を除外した
ところ、分析対象者は158名（有効回答率97.5％）
となった。分析対象者の年齢の平均値は41.1
（SD=8.8、範囲25－56歳）であった。専門資格は、
がん看護専門看護師６名（3.8%）、認定看護師は110
名（69.6%）であった。認定看護師の分野はがん化
学療法看護90名（57.0%）、乳がん看護５名（3.1%）、
緩和ケア３名（1.9%）、がん性疼痛看護２名（1.3%）、
認定領域不明７名（4.4%）であり、認定看護師と専
門看護師両方の資格取得者はいなかった。
（１） がん化学療法を受ける患者の外見ケアに関する

看護師の情報源
　看護師のがん化学療法に伴う外見の変化に対す
る情報源をTable 1に示す。専門の書籍は108名
（68.4%）、かつらなどの補整用品・整容用品の取り
扱い業者は106名（67.1%）、職場の看護師は83名
（52.5%）、職場以外の医師や看護師など医療従事者
は76名（48.1%）、インターネットは74名（46.8%）、
患者は61名（38.6%）が選択していた。それ以外の
選択割合は２割以下であった。

Table 1　がん化学療法に伴う外見変化のケアに関する看護師の情報源
情報源 度数 ％
専門書籍 108 68.4
かつらなどの補整用品・整容用品の取り扱い業者 106 67.1
職場の看護師 83 52.5
職場以外の医師や看護師など医療従事者 76 48.1
インターネット 74 46.8
患者 61 38.6
職場の医師 31 19.6
一般の雑誌や新聞などのメディア 31 19.6
職場の医師や看護師以外の同僚 18 11.4
院内の理美容師 16 10.1
職場以外の知人 ６ 3.8
注）複数回答。n=158
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（２） がん化学療法を受ける患者の外見変化に関す
る情報提供の内容と方法

　がん化学療法を受ける患者の外見変化（脱毛・
爪の変化）に関する情報提供の内容と方法のそれぞ
れについて、以下の手続きで分類を進めた。１）自
由記述全体について先入観を持たずに精読し、文脈
全体の意味を把握した。２）がん治療を受ける患者
の外見変化（頭髪、眉毛、睫毛の脱毛と爪の変化）
に関して実施した情報提供に関する記述に着目して
意味を取り出し、コード化した。３）複数のコード
について共通して見出される類似性および相違性を
確認しながらサブカテゴリー、カテゴリーを生成し
た。これらを通し、情報提供の内容と方法を具体的
かつ、網羅的にまとめた。分析過程では、意味の解
釈が妥当であるか複数名で確認した。
　がん化学療法を受ける患者の外見変化に関する
情報提供の内容についてまとめたものをTable 2に
示す。情報提供の内容は「その人らしさを大切にし
た外見を整える方法」、「外見変化から生じてくる辛
さの予測を立てるための心構え」、「自分の変化を予
測するための治療の影響や成り行き」、「外見の変化
を予防する方法」、「脱毛時の髪の毛の飛散を防止す
る方法」、「頭髪の脱毛時の頭皮の保護」、「眉毛や睫
毛が脱毛する時の眼の保護」、「割れやすくなってい
る爪の保護」、「外見ケアに関して活用できる社会資
源」「経済性を考慮した情報」の10カテゴリーに分
類された。
　がん化学療法を受ける患者の外見変化に関する
情報提供の方法についてまとめたものをTable 3に
示す。情報提供の方法は「外見変化に関するリスク
を予測し患者の捉え方を把握する」、「患者の理解を
深めるための方法を工夫する」、「外見ケアに関する
対処を阻害する要因をふまえた情報提供の方法を工
夫する」、「外見の変化に対する気持ちに共感する」、
「外見変化の対処について患者の主体的な意思決定
を支援する」の５カテゴリーに分類された。

４．考察

　本研究は、患者の外見変化に対するコントロール
感が高まるために必要とされている情報提供に焦点
をあて、看護師の実施しているケアや情報提供の
実際について明らかにすることを目的とした。なお、
本研究の分析対象者は、全国のがん診療連携病院
に勤務する看護師158名であり、多様な地域の専門
病院に所属していた。また対象者の７割が専門看護
師および認定看護師であり、特にがん化学療法看護
師が過半数であった。これらから、本研究の結果は、
わが国におけるがん化学療法における外見変化に対
する専門的ケアの基礎的資料として意義があると考
えられた。
（１） がん化学療法を受ける患者の外見ケアに関する

看護師の情報源
　Table 1に示されたように、看護師の外見ケアの
情報源は、専門書籍とともに業者から提供される情
報が主となっていた。かつらは、医療関係者のみで
は十分な情報が入手できず、取り扱い業者から情報
を得ていることが示唆された。治療中の患者にとっ
て、整容用品の身体への影響などの安全性が守られ
た上で外見を整えるためには、多様な職種が連携す
ることが有用な情報提供になると考えられる。また、
専門書籍や医療従事者、業者と並んで、当事者で
ある患者が実際に行っている工夫などを情報源とし
ていた者も約４割いることが確認された。看護師は、
既に有している知識をもとに、当事者である患者の
実際の悩みと合わせて対処方法や工夫も引き出し、
その情報を他の患者の状況に合わせて活用している
ことが示唆された。
　現時点では、外見ケアは患者個別の価値観やニー
ズを反映し個別性が高く、ケアの有効性が示される
ような根拠は十分に立証されるには至っていない。
医療者が明確な情報を提供できないことが示されて
いる。そのため、看護師は、試行錯誤しながら多様
な情報を探している状況が示唆された。今後、専
門職としてより有効なケアの根拠を蓄積していくこ
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Table 2　がん化学療法を受ける患者の外見変化（脱毛と爪の変化）に関する情報提供の内容
カテゴリー サブカテゴリー コード

１． その人らしさを大切にした外
見を整える方法

その人本来の姿をイメージできるよう
画像で記録して備えること

治療前にヘアスタイルを写真に撮っておく
こと
治療前に眉の位置が分かるように写真に
撮っておくこと

その人らしい外見を保つために選択
肢の幅を広げること

脱毛時に用いるかつらの購入準備
脱毛時に用いる帽子やバンダナの準備
眉毛の変化時の眉毛の描き方
睫毛の変化に対するつけ睫毛、アイライン
の仕方

２． 外見変化から生じてくる辛さ
の予測を立てるための心構え

脱毛による変化を目の当たりにするこ
との負担を軽減するための心構え

髪の毛の処理の負担を減らすため事前に髪
を短くすること
まとまった脱毛は心理的負担が強いために
事前に髪を短くすること

外見変化に伴い予測される心理的負
担への心構え

予想していても脱毛により心理的ショック
を受ける可能性があること
脱毛の仕方に心理的負担が予測されること

３． 自分の変化を予測するための
治療の影響や成り行き

外見変化のリスクや機序

化学療法薬の種類に応じた脱毛のリスク
化学療法薬の種類に応じた爪の変化のリス
ク
化学療法に伴う脱毛や爪の変化の機序

外見変化の成り行き

脱毛・爪の変化する時期
脱毛は一時にまとめて生じること
爪が薄く割れやすくなること
再育毛・爪の再生の時期
再育毛の髪の毛の質の変化

経過の個別性 同じ治療でも髪の毛の抜け方は異なること
予想と異なる経過もあること

４．外見の変化を予防する方法 脱毛や爪の変化の促進要因を避ける
方法

頭部冷却法により脱毛が多少緩和する可能
性があること
爪の変化を予防するためのアイスグローブ
の使用（ドセタキセルのみ）について
脱毛を促進するパーマ、毛染めなどは避け
ること

５． 脱毛時の髪の毛の飛散を防止
する方法

頭髪の飛散防止 ヘアキャップ、バンダナなど使用した頭髪
の飛散防止法

脱毛した頭髪の処理方法
頭髪の処理に粘着テープを常備すること
洗髪時に排水溝キャッチネットを使用する
こと

６．頭髪の脱毛時の頭皮の保護
頭皮に刺激の少ない生活の仕方

頭皮に刺激の少ないシャンプーの種類
頭皮に刺激の少ない洗髪や整髪方法
通常使っているシャンプーの刺激が無けれ
ば使用可能であること
爪による頭皮の刺激を避けるために爪を短
くするすること

頭皮保護の用品
紫外線や暑さ･寒さ、物理的刺激から頭皮
を保護するために帽子、バンダナ、かつら
を使用すること

７． 眉毛や睫毛が脱毛する時の眼
の保護

眉毛が脱毛する時の眼の保護 眉毛の脱毛により汗が眼へ流れ込むことを
予防するためにバンダナを使用すること

睫毛が脱毛する時の眼の保護
ほこりの眼への侵入を防ぐためのメガネ、
サングラスを使用すること
点眼による眼の保護について

８． 割れやすくなっている爪の保
護

爪への刺激を避ける方法
爪の刺激を避けるための手袋の着用、保湿
方法
爪が割れないような爪きりの方法

爪の補強方法 爪を補強するためのマニキュア使用
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とが重要である。その際、少なくとも治療中の患者
に害がより少ない方法を提示できることが重要であ
ると考えられる。たとえば、普段使い慣れたシャン
プーを治療中にも刺激が強くなければ使い続けると
いう情報提供がみられたが、このような判断をする
際の根拠となるより詳細な情報が重要である。しか
し、その一方で、「肌にやさしい」、「刺激が少ない」
という表現に一定の基準が無いことも事実であるた
め、医療者自身もコマーシャリズムに振り回されな
い判断が求められる。
　ところで、ケアの内容により情報源が異なること
も考えられる。ケアの内容や目的ごとに異なる適切
な情報源について、明らかにする必要がある。その
際のケアの安全性や有効性を判断する根拠も含めて
検討することが重要であろう。
（２） がん化学療法を受ける患者の外見変化に関す

る情報提供の内容と方法
　Table 2で示された情報提供の内容についてのカ
テゴリーは、次のようにまとめなおすことができる。
がん化学療法を受ける患者の外見変化に関する情
報提供情報提供の内容として、看護師は治療前か
ら脱毛時に「その人らしさを大切にした外見を整え
る方法」、「外見変化から生じてくる辛さの予測を立
てるための心構え」について伝え、患者に手段的・
心理的な準備性を高める関わりを行っていた。外見
変化に対応した生活をするためには「自分の変化を
予測するための治療の影響や成り行き」を理解する
ことが不可欠であり、具体的な情報提供を行ってい
た。看護師は、可能な範囲で「外見の変化を予防す
る方法」や、「脱毛時の髪の毛の飛散を防止する方
法」に関する内容の情報を提供していた。体毛や爪

の障害は外見の変化のみではなく生理的な変化もも
たらす。そのような時期に患者の不快感を軽減する
ためのケアとして、「頭髪の脱毛時の頭皮の保護」、
「眉毛や睫毛が脱毛する時の眼の保護」、「割れやす
くなっている爪の保護」に関わる情報提供を行って
いた。また、「外見ケアに関して活用できる社会資源」
に関する情報提供や、高額な整容用品が多い現状を
ふまえて「経済性を考慮した情報」についても提供
していた。
　先述のように、外見変化は、患者の日常生活に
及ぼす影響が大きい（森他，2013）。治療前に自己
の体調などの変化に対する無力感を感じると、患
者の恐怖、不安、うつが増す危険がある。コント
ロール感の増加のためにも、症状を前もって予測し
それに対処し準備できるような支援が重要である
（Borsellino & Young，2011）。ONSがん化学療法ガ
イドライン（Polovich et al., 2014）は、脱毛が予測
される患者に対して治療前にコントロール感を高め
るために、患者の知識を増やし乗り越えるための自
信を高めることの重要性を示している。今回の結果
で示されたように、どのような時期に脱毛や爪の変
化が生じ、再育毛の時期はいつ頃かという成り行き
がわかる情報が、患者のコントロール感を高めるた
めに有用であると考えられる。さらに、脱毛や爪の
変化は患者による個別性が高い症状であることにつ
いて情報提供することで、不測の状況もあるという
準備性を高めることができると考えられる。
　また、脱毛は頭部のみではなく、全身に生じるが、
体毛としての機能という観点からも脱毛による影響
をとらえることが重要である。例えば、頭髪は頭部
を外傷から保護および保温し、紫外線や熱からのバ

９． 外見ケアに関して活用できる
社会資源

施設内の外見ケアに関するプログラム 院内の外見ケアに関するプログラムの紹介

外見ケアに関して業者の持っている
情報

外見ケアに関する業者のパンフレットの紹
介（かつら、アイラインの描き方など）
外見ケアに関する業者の紹介

家族からの支援 （男性への）妻や娘からの支援の提案

10．経済性を考慮した情報 経済的負担の少ない外見ケア方法
身の回りのもので外見を整える工夫の紹介
通常使用しているシャンプー等を活用した
指導
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Table 3　がん化学療法を受ける患者の外見変化（脱毛と爪の変化）に関する情報提供の方法
カテゴリー サブカテゴリー コード

１． 外見変化に関するリスクを予
測し患者の捉え方を把握する

外見変化に関するリスクのある患者を
予測する

用いる抗がん剤から脱毛の可能性のある患
者を予測する
分子標的治療薬により皮膚・爪変化を生じ
やすい患者を予測する

外見変化に関する患者の認識を確認
する

脱毛や爪変化を患者がどのように理解して
いるか確認する
脱毛や爪変化を患者がどのように受け止め
ているか確認する

外見変化に関する患者の価値観を把
握する

脱毛時や爪が変化した時期にどのような生
活をしたいか確認する
髪の毛や爪のケア等、普段の患者の嗜好
を確認する
かつらや帽子などを用いた対処方法につい
ての疑問点を確認する

２． 患者の理解を深めるための方
法を工夫する

納得できる根拠を患者に伝える 体毛や爪の正常な働きなどの根拠を伝える

患者にわかりやすい媒体を活用する
写真の掲載されているパンフレットを活用
する
看護部で患者に必要なパンフレットを作る

補整用品の具体的な使用方法を提示
する

補整用品（かつらやバンダナなど）の具体
的な使用方法を説明する

患者にとって効果的な情報提供の時
期を考慮する

外見変化の時期や、治療までの準備期間
をふまえて治療前に説明する
外見変化が生じて患者が気になり始めた
時期に説明する
再育毛時や爪の再生時などに説明する

３． 外見ケアに関する対処を阻害
する要因をふまえた情報提供
の方法を工夫する

普段の日常整容の状況から情報提供
方法を工夫する

男性は眉毛を描くことや日焼け止めの購入
などが比較的困難であることをふまえた情
報提供の方法を工夫する

患者が医療者との相談につながるよう
工夫する

外見変化に関して患者が医療者へ相談し
にくいことを認識し対応する
医療者に変化した皮膚を見せたくない状況
があることを認識して声かけする
これまで患者から相談されなければ対応し
ていなかったことに気づき対応する

外見ケアの根拠は立証されるには
至っていないことを認識する

外見ケアに関する情報には研究成果に基
づいた根拠に乏しいことを認識する

外見変化に関する患者の心理状態を
ふまえて関わる

外見変化について患者が話題にしたくない
心理状態があることを考慮する

ケア用品の経済性を考慮する必要性
を認識する

整容用品が高額で経済的に準備するのが
難しい状況を考慮する

外見の補整が難しい場合があること
を認識する

頭髪の量や高齢者等の年齢に合わせた補
整が難しい状況を考慮する

４． 外見の変化に対する気持ちに
共感する

外見の変化を体験した患者の辛さに
共感する

眉毛や睫毛が抜けて顔の印象が変わる辛
さを理解する
外見の変化は患者にとって予想以上に辛
いことであることを認識する

患者の外見変化による対人関係の中
での戸惑いを理解する

手指の色素沈着が気になり人前で手が出
せない、全身脱毛が気になり温泉に行けな
いなどの戸惑いを理解する
自分の外見を見てうつる病気と思われてい
ないか気になるなどの心理を理解する

外見の変化で患者の社会生活が制限
される状況を理解する

人目が気になり外に出られないなどの心理
を理解する

５． 外見変化の対処について患
者の主体的な意思決定を支
援する

患者が自分の価値観を大切にしなが
ら外見ケアの方法を選択できるように
関わる

かつらの使用を無理強いしない
多様な選択肢のあることを伝える
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リアーとなり、睫毛や鼻毛は埃の進入を防ぎ、腋毛、
陰毛は、皮膚が擦れることによる機械的刺激を和ら
げる（伊藤，2013）。これらの機能の低下により患者
の苦痛が生じるため、看護師は脱毛への対処のため
の情報提供のみではなく、体毛の脱毛に伴う患者の
苦痛についても説明していたのだと考えられる。
　外見ケアについては、かつらや帽子の使用など医
療保険対象外のケアも多く含まれる。本研究では、
看護師は、経済性を考慮し、身の回りのものを使っ
て外見を整えるような情報提供をおこなっていたこ
とが示された。看護師は患者の主体性を尊重し、患
者が多様な生活用品や既存の用具を活用できるよう
に準備する必要がある。しかし一方では、たとえば
整容用品などの市販品については、患者により価値
観やニーズが異なるとともに、その臨床的効果や経
済的効果に関する根拠が乏しい。そのため、高価な
物品が患者にとって必ずしも効果的であるとはいえ
ないことを念頭においたうえで選択し情報提供する
必要がある。
　Table 3で示された情報提供の方法についてのカ
テゴリーは、次のようにまとめなおすことができる。
がん化学療法を受ける患者の外見変化に関する情報
提供の方法として、看護師は治療スケジュールを確
認し「外見変化に関するリスクを予測し患者の捉え
方を把握する」ことや、「患者の理解を深めるための
方法を工夫する」ことを行いながら情報提供を行っ
ていた。しかし、効果的な情報提供や患者の生活背
景や心理状況から情報を理解し対処することが困難
な状況もあり、「外見ケアに関する対処を阻害する要
因をふまえた情報提供の方法を工夫する」とともに、
「外見の変化に対する気持ちに共感する」対応をと
りながら情報提供していた。外見変化への対応は個
別性が高く「外見変化の対処について患者の主体的
な意思決定を支援する」対応をとっていた。
　がん化学療法に伴う有害事象は、治療薬の種類
や治療スケジュールによっても異なる（Polovich et 
al., 2014）。そのため、看護師は治療前に起こりうる
有害事象を予測し、計画的に患者に対するケアを提

供することが重要である。今回の結果からも、看護
師が治療スケジュールを考慮していたことが示され
たといえる。
　また、患者に効果的に情報を伝えるために、看護
師が情緒的なケアも平行して実施していることが明
らかになった。先述のように、がん患者にとって治
療に伴う外見変化は苦痛であること（Nozawa et al., 
2013）を認識し、ケアをおこなうことが重要であろ
う。看護師が、外見変化の体験の辛さや他人の反応
への戸惑いやそのつらさといった患者の心理状況を
理解することが情報提供の際に大事であることが示
唆されたといえる。一方的に情報提供するのではな
く、外見の変化に対する感情に共感する姿勢を持ち
つつ、情報提供を行うことが重要であると考えられ
る。
　今回は、情報提供と治療のプロセスや時期との関
連は検討していない。今後、治療前、外見変化が生
じている時期、外見変化が改善している時期などの
治療の経過をふまえ、どのような情報提供が有用で
あるかも検討していく必要があると考える。とりわ
け、外見の変化による苦痛が対人関係の中でこそ強
く感じられるものであるという特性に鑑みれば、製
品やケアの方法などに関する情報のみでなく、周囲
への説明の仕方など、コミュニケーション場面を考
慮した情報提供も有用であろう。治療経過にともな
い必要となる、より具体的な情報提供とケア内容を
分析し、ケアの構造化を進めていくことが課題であ
る。

注
　本研究は、平成25年度国立がん研究センターがん研
究開発費（25B-10）の一部として実施した。
　本研究における利益相反は存在しない。
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