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担懸ヽ手との認識のズレ途正す対話を重視し、医

療の受け手自ら選択・納得に至るまでの懸け橋」

になる看護鰤のことである。メッセンジャーナー

スのi舌 動の実際を紹介するとともに、メッセン

ジャー・ナースの活動の意義、必要性、今後の展

望など産、認定協会の方をは話つてむヽたたいた。

]勝攣レイ

一鑽一■

謄
簿

医療者と憲者・ 橋

く

寸

■

丁

―

イ

懸

が

の

ス

族

一　

翻

家

ナ

亀

一
Ｌ

メッセンジャー
メッセンジャーナース認定協会

医療法人社団かとう内科並木通

医療法人社団かとう内科並木通り診療所多目的室 (岡 山県岡山市)ιこ集まった、がんの患者と家族のためのクラフ「並木ひろば」(p7)*の 皆さんG

メッセンジャーナースの赤瀬佳代さん (右から2人目)は同クラフに約10年前から参加しているc「ここで初めて患者さんの本音を知ったJと いうその

経験が、赤瀬さんのメッセンジャーナースとしての活動に活かされているc左隣は、クラフの事務局を担う香川優子さん.赤瀬さんは、香川さんを

通して患者 。家族からの相談を受け、メッセンジャーナースとして活動することもある。テーブルの上のカサフランカは、参加者の庭で咲いたもの。

2◎ 10年 10月 に設立された、メッセンジャーナー

ス認定協会 (以 下、認定協会)。 メッセンジャー

ナースとは、認定協会が認定する民間の資格で、

「医療の受け手が自分らしい生産全うする,台療 。

生き方の選択巻迫られた時に、医療の受 tナ 手に

生じる心理的自画の葛藤をそのまま認め、医療の
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かとう内科並木通り診療所は19床の有床診療所。入院中の患者に、体調について尋ねる院長の加藤恒夫さん (写真中央)と 赤瀬さん。在宅療養

を続けていた患者は、痛みのコントロールのために入院した。赤瀬さんは、診療所の入院患者や訪問看護利用者を対象に、また「並木ひろば」か

らの紹介などを通じて、メッセンジャーナースとしての活動を展開している。

勒瘍

け止ける

新潟県長岡市で急性期病院に勤務しながら、メッセンジャ

ーナースとして活動している高橋雅美さん (写真中央)。 相

談者の男性 (写真左)は 、80歳代後半の母親と二人暮らし

で、在宅介護をしていた。母親は最近、糖尿病の悪化によ

り右足膝下を切断。半年前の左足膝下切断後からこれまで、

ケアマネジャーとの認識のズレもあり、訪間看護等を利用

しておらず、男性は母親の状態の悪化に気づいていなかっ

た。高橋さんはメッセンジャーナースとして関わり、退院に

向け、転院先の施設の選択や依頼について、患者・家族が

納得・安心できるよう、入院先のケースワーカーとの話し

合いや関係者会議に同席した (写真提供 :高橋雅美さん)。
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2012年 6月 2日 に開催されたかとう内科並木通り診療所主催の「在宅医療連携支援チーム倉1設講演会J。 初めに加藤院長より、医療・介護・福祉、

患者・家族を結ぶ在宅医療連携支援チーム「結 (ゆ い)」 の倉1設について、会場に集まった約80名 の医療 。介護 。福祉関係者、市民に向けて発表

があったの続いて、患者・家族と医療者の懸け橋となるメッセンジャーナースの活動について、発案者の村松静子さん (在宅看護研究センター

LLP[有 限責任事業組合]代表)が講演。最後に、結の責任者であり、メッセンジャーナースである赤瀬さんが、自身の取り組みから、多職種連携

や患者 。家族への支援の実際を語った。

上 加藤院長は、メッセンジャーナースとしての赤瀬さんに、「多く

の場合、医師と患者の思いはすれ違っているっそのすれ違いをいか

に少なくできるかに期待しているJと 言う。右 病棟看護師の西山美

和さん (写真左)は外来でも勤務しておウリ、オープンなスペースで患

者の揺れ動く心をどう捉えればよぃか、アドバイスをもらっている。
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かとう内科並木通り診療所外観.



看護コンサルタント株式会社 (東京都新宿区)で 開催されるメッセンジャ

共有しつつ、よりよい支援方法を学び合う。

一ナース研鑽セミナー3皆、お互いの事例について語り合い、1当 みなどを
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パッセンシャーナースと懲

メッセンジキーテース発案者の村

松さんは、開業ナースのパイオニア

として長く活躍してきた。必要な看

護を必要なだけ提供したいという思

いから在宅ケアの道をひたすら走り

続けてきたが、年齢を重ね、体力に

限界を感じるように。逆に、患者 。

家族の相談を受ける際には人生経

験がものを言い、本人も気づいてい

ない気持ちを引き出し、言葉にする

こともできるようになっていた。

一方、病院では医療の進歩が著

しく、患者の高齢化・重症化もあり、

ナースは対応に追われ、時間がなく、

十分に患者・家族の思いを受け止

めることができていない。「本当の

看護が見えなくなっている」と、村松

さんは危機感を覚えた。

患者や家族は自分たちの悩み、昔

しみを、医療者にどう伝えたらよい

かわからずにいる。医療者もまた、

「患者のため」と思い、行っている

ことの意図が相手に通じていない。

このすれ違いの解消のためには、患

者中心の医療という理念の下、患

者・家族を支援するナースが必要

だ。それには、ベテランナースの経

験が活かせるのでは……。こうして

オす松さんはメッセンジャーナースの

創設を思い立つ。「メッセンジャーJ

の語は、患者の「使者」という意味

と、生命体存続に欠かせないDNA
「メッセンジャーRNA」 に因んだ。

メッセンジャーナースには、10

年以上の臨床経験と心理学の知識、

カウンセリング能力などが求められ

る。また、客観的な見方ができること

が重要で、患者中心の医療の提供

を基本としながら、「患者側」「医療

者側」のどちらかに立つのではなく、

あくまでも中立的な立場でそれぞれ

の思いを受け上め、的確に伝えるこ

とが必要とされる。メッセンジャーナ

ースは、患者とlpl様 に医療者とも信

頼関係を築き Lιずなければならない。

村松さんは、「メッセンジャーナー

スの取り組みを通して、看護師同士

が手をつなぎ、患者中心の医療を提

供していければJと 、期待を込める。

メッセンジ誉―参―ス藩麒瘍猥麟

かとう内科並木通 り診療所の看

護師長・赤瀬佳代さんは、メッセン

ジャニナースの資格を持ち、思者 。

家族、医師・看護師などからの依頼

により、医療者と思者・家族の考え

の配齢を解消し、患者・家族が納

得し、安心して治療に臨めるように

支援している。

赤瀬さんは、9年 前に村松さんと

出会い、自分の看護の方向性が明

確になったことから、現場でのケア

や支援に悩むと村松さんが代表を

務める在宅看護研究センタT LLP

のホームページを覗くようになって

いた。そこで知ったのが、対話のズ

レを修正するスキルを身に着けるた

めのセ ミナーの存在だ。 日頃か ら、

治療に納得が得 られないままに地

域に戻る患者と医療者のズレを何と

かしたいと考えていた赤瀬さんは、

2010年 5月 か ら6カ 月間のセ ミナ

ーに参加し、10月 に設立された認

定協会による認定を受け、設立当初

からのメッセンジャーナースの二人

となった。

がん性疼痛看護認定看護師、ケ

アマネジヤーの資格に、新たにメッ

センジャーナースとしての役割が加

わり、赤瀬さんは少しずつ活動を広



村松さんは、「責任を伴う厳

しい仕事。ボランティアでは

長続きしない。ぜひ、活動に

金銭的な保証がほしいとこ

ろJと言う。

「病院のナースも皆、一所懸

命頑張っています。メッセン

ジャーナースとともに、看護

を高め合っていきましょう」

と吉田さん。

「将来的には、障害を持ちな

がら生活 している人の健康

が保てるように関わるメッセ

ンジャーナースとして活動し

たい」という甲州さん。

げている。これまで、院内の患者 3

名、院外 の患者 3名 の計 6名 に関

わった。全てがん患者で、そのうち

5名 が終末期だった。

「並本ひろばJの 事務局 。呑サllさ

んから相談された事 fllの Aさ んは、

母親の治療の選択について悩んで

いるという電話相談だった。「医師

も看護師も母親の生活について考

えてくれない。看護師が忙 しそうで

話 しかけられない」と訴えてきた。

赤瀬 さんはAさ んの言葉から、現

場の看護師と話し合うことが必要と

感じ、先方の病院にある相談室の看

護 1市 に連絡 した。確認 してみると、

先方の病棟看護師も実はどう支援

すればよいか、悩んでいたc「 `}亡 し

そうだから相談できない」という思

い込みから、患者・家族自身が′心を

閉ざしてしまうケースもあるのだ。

また、診療所の人院患者Bさ ん

の場合は、在宅に戻る際の治療の

選択の調整が難しく、加藤院長から

赤瀬さんにメッセンジャーナースと

して支援の依頼があった。Bさ んが

現在診療所で行っている治療法は、

地域の医師に経験がなく、す由の治療

法を選択するか、よりよい方法を検

討ヰ:である。このような状況に対し、

赤瀬さんは、文献検索、地域の医

師のこれまでの治療経験の確認、薬

斉1師 に薬剤の使 llfに ついての確認、

患者とのやり取 りなどを行っているっ

患者は、自分のために今何をしてく

れているのかを知ることで安心する。

また、加藤院長はこれまで取 り組

んできた地域での緩和ケアの対象

を広げ、新たな社会貢献事業として

の展開を決めていた。それが、5頁

で紹介した在宅医療連携支援チー

ム「饗iJだ 。赤瀬さんは、結の責任

者として、メッセンジャーナースと

して、大きな期待を背負っている。

議彗と蒙譲壽慧Ъ増辱翼レ,こ 鶴鍵篭警う

認定協会会長の吉田和子さんは、

「患者さんがよりよく生きるために、

その人を知って、寄り添い、苦しさ

を取 り除くのが私たちナースの事i事 .

七ミナーでは、過去の事例を振 り返

ることで、自分と対峙し、自分グ)考

え方の傾 lllを知 り、相手の立場を理

解するようになります」と言う。

占目さん自身もその育成に携わり

ながら、メッセンジャーナースとし

て活動している。患者と家族の思い

のズレにも向き合ってきた。「家族

は、患者に治ってほしいという思い

から、医療処置を承諾してしまいが

ち。患者の思いに立ち戻ることがで

きるようにするのもメッセンジャー

ナースの役書りです」。

そんな介護家族 としての悩みを

抱える看護師だったのが事務局の

甲州優 さんだ。「母の人院、在宅介

護を通して、メッセンジャーナース

の必要性を実感しました。家族とし

て、母に生きていてほしいという気

持ちが強い時期に、母が望まない医

療処置を選択してしまったという思

いがあります。患者の思いに添える

ようヽ一貫して家族を支援 してくれ

る存在が欲しいですねJと 語る。

医療、地域の介護・福祉施設など、

さまざまな場所にメッセンジャーナ

ースの活躍する場がある。今年度は、

47都 道府県に有資格者を広げる予

定だ。10月 には、メッセンジャー

ナースと市民交流会が東京都中野

区で開催される。メッセンジャーナ

ースを熱く議れるナース集まれ l●

撮影 坂元 永 文責 編集部・阿部 真里子


