PEDIATRIC CARDIOLOGY and CARDIAC SURGERY VOL. 25 NO. 4 (586–589)

説明する医師の意図とそれを聞く母親の思い
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いうように病気のことを具体的には理解できていな

はじめに

かった．そして，手術に関してはわからないし，手の

2008年夏のシンポジウムでは，中澤誠・第44回日本

届く世界ではないことから「医師に任せるしかない」と

小児循環器学会総会・学術集会会長をはじめとする医

いう思いに至っていた．説明の場では「後から考える

師，看護師，心理学者で構成される先天性心疾患の子

と，手術や検査に関係ないことばかり聞いていた」と

どものトータルケア研究会と題するグループでの研究

母親自身が思い返しているように，関心事は病気や治

結果をもとに発表させていただいた．研究では，先天

療よりもこの結果「この子」が助かるのか，この先どう

性心疾患で手術を受けた経験のある母親30名へのイン

やって大きくなるのかであり，医師からはリスクより

タビューと，先天性心疾患の治療に携わる外科と内科

も安心につながる言葉が欲しいと思っていた2）．

の医師10名へのインタビューを行った．その結果，医

このインタビューは，医師への質問と母親への質問

師たちは，親が複雑な病態や治療をすぐに理解するの

を対比して行ったものではないが，結果からみて，説

は難しいことを十分に認識したうえで，命にかかわる

明を理解してもらうために懸命に医師たちが努力して

疾患だからこそ，親には病状やリスクをわかってもら

いるにもかかわらず，母親が知りたいことや理解して

いたいと思っていた．説明がうまく伝わっているかど

いることとはすれ違っていると推測された．

うかは，説明時の質問内容や親とのやりとりの様子で

今回は，この研究で母親が語ったことや，シンポジ

判断することもあった．さらに，説明にあたってはさ

ウムでの学びを踏まえての考えを述べさせていただ

まざまな配慮や工夫を凝らし，信頼を築く努力をして

く．

いた1）．
一方，母親たちは，思いもよらない病気を告げられ
て衝撃を受け，混乱のうちに説明を聞いていた． イン

医師の思いと母親の思いのすれ違い
先天性心疾患の治療は時に命にかかわる．何かあっ

タビューの対象はほとんどが新生児期，乳児期に手術

たときに「そんなことは聞いていない」とならないため

を受けた子どもの母親で，その時のことを想起して

にも，治療の方法やその過程で起こりうるリスク，結

語ってくれた．
「心臓って重要な臓器．それが病気だ

果の危険度を患者と家族にはきちんとわかってもらわ

とイコール死刑を宣告されたみたいな…」と大変なこ

なくてはならない．心疾患はその後も持ち続ける疾患

とが起こってしまったことがわかったものの，
「今ま

であり，これから子どもを育てていく家族には病態や

でに聞いたことのない病名ばかりでぴんとこない」
「両

治療を理解してもらう必要がある．こうした重要な情

大血管って言われても，ちんぷんかんぷんでした」と

報を，医師は同時に治療をも始めなくてはならない時
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間のないなかで，きちんと情報提供したという証拠を

は，乳児に手術を受けたときの説明で「将来出産でき

残しながら家族に提供しなくてはならない．

る可能性はある．一緒にがんばりましょう」と言われ

前述したように私たちの研究での医師へのインタ

たこと，動揺している母親に「100人に 1 人は開いてい

ビュー結果からは，わかりやすい説明を心がけ，家族

る子がいるんだよとか，手術の後は，小さいけれど追

の気持ちに真摯に向き合おうとする医師の姿が浮かび

いつくよ」と励ましてくれたこと，「この病気で完治し

上がってきた．また，シンポジウムの前日に座長やシ

て，ある程度運動もできるようになっている子どもが

ンポジストの先生方とお話しさせていただいて，激務

何百人もいる」と成長した子どもの例を聞いたこと，

の中で時間を割いてよりよいインフォード・コンセン

こうした医師の言葉に励まされ，希望が持てたと語っ

ト（IC）を行おうとしていらっしゃる先生方の熱意に大

ていた．どういうふうに成長していくのかなど説明時

変感激した．

に手術や検査に関係ないことばかり聞いていたと母親

しかし，インタビュー結果からわかったことは，治

が思い返していたように，母親にとっては治療の経過

療を承諾し子どもを任せていた母親たちは必ずしも説

ではなく，治療の結果自分の子どもはどうなるのか，

明を十分に理解していたわけではなかったということ

どのように成長していくのかということが関心事であ

だ．大変な状況になってしまったことや，手術を受け

り，そこに触れた言葉が心に響いていたようだ．

なければ子どもは助からないことはわかったけれど

また，「リスクを並べ立てられるよりも，精いっぱ

も，病名を告げられ衝撃を受けた後での説明は
「何が

いやりますからお任せ下さいと言われることは安心感

何だかわからないで説明を受けている」状態だった母

があります」や「リスクがありますけどやりますか，と

親もいた．

言われるより，大丈夫ですよ，ちゃんとやりますよと

母親にとって，心疾患の説明に出てくる聞き慣れな

言われた方が安心でした」など，医師からの心強い言

い言葉の並ぶ説明内容を我が子の姿に重ねるのは困難

葉に子どもを任せる気持ちになったことが語られた．

「最初のころはあんなに
なことであっただろう．実際

このインタビューは，母親が当時を回想しての語りで

一生懸命説明していただいたのに申し訳ないのですけ

あり，この通りに医師が説明したのかは定かではな

ど，ほとんど理解できなかった」と振り返る母親もい

い．しかし，母親にはこのように聞こえ，それが大切

た．そのうえ，救命のためには手術という選択しかな

な子どもの命を託すことにつながったようであった．

く治療はすぐに開始されなくてはならない状況では，

医師任せにならざるを得ない状況

説明されたことを反芻している時間がない．内容はよ
く理解できないけれど，すぐに手術をしなければ助か

医師の説明を理解することは難しく，医師から質問

らないことはわかって
「わかりました」と答えた親もい

を促されても「そもそも何を質問してよいかわからな

た．このような状況の中では
「全身麻酔の怖さですと

い」
「説明を聞くだけで精いっぱいだった」とわからな

か，手術のあとの大変さというのは…そこまで気にし

いことや「一生懸命やってくださっているのに質問す

ていられなくて．とりあえずでも助かってほしいとい

るのは申し訳ない」との遠慮から質問はなかなかでき

う気持ちが先でした」
「カテーテル検査のことはあまり

なかった．そして「手術室に入ると，もうそこは親の

想像できなかったですね．無事に終わることだけ…そ

手の届かない世界なのでお任せするしかない」という

れだけでカテーテルがどうかとはあまり聞かなかっ

ように，治療は親に手出しのできない世界なので医師

た」というように，病気やリスクを理解できなくても

任せにするしかない事実があった．その分母親たち

助かればよいと考えていた母親が多かった．医師たち

は，治療のことは医師に任せるが，母親としてできる

が患者と家族に理解してもらいたいことは病状やリス

ことをやっていこうとしていた．それは手術までに子

クであるが2），実際の母親の思いは，子どもの命が助

どもが風邪をひかないように体調を整えることや，わ

かってほしいという願いであった．これは母として当

からない説明を必死に聞く態度で「先生のことを信頼

然の思いであろう．なかには
「危ない手術だったこと

しています，という気持ちをわかってもらうようにし

がわかったのが手術後でよかった．先にわかっていれ

た」と医師との信頼関係を築こうとすることでもあっ

ば受けなかった」と振り返る母親がいた．医師は手術

た．

前に必ずリスクを説明しているはずであるが，母親の
耳には入っていなかったのかもしれない．

理解の程度については，耳には残っていながら頭に
は入ってこなかった最初の説明が，子どもの様子を見

このような状況で，説明を受けた母親の心に残って

たり知識がついてきたとき「ああ，先生はこのことを

いたことは何であろうか．母親へのインタビューから

言われていたんだな．はじめから言われていたことだ
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な」とわかったと振り返る母親がいた．
「最初に聞いた

ていったそうだ．ご家族の中には，手術後まもなく亡

ときはゼロだった理解が手術後ICUで子どもとの面会

くなってしまった方が数名おられ，子どもに手術を受

を重ねていくうちにだんだんにわかってきた」と語っ

けさせたことを後悔し医療不信に陥っていた．だが時

た母親もいた．このように，十分な情報を医師からも

間の経過とともに，子どもが生まれてすぐに診断され

らっても理解には時間の経過が必要であり，先天性心

たときからこれまでには，いつも子どもが辛い思いを

疾患の場合は施設も医療者も治療も選択肢は少ない．

しないように検査や治療を選択してもらった，自分の

そのうえ，子どもの治療は本人ではなく，親が代理で

子どものことをとてもかわいがってもらった，いつも

選択するとなる．自分のことならまだしも命にかかわ

一生懸命に治療にあたってもらった，といった医師の

る選択を迫られる親の責任は重大で辛い．このような

日々の姿を思い出し「残念な結果になったが，最善の

状況では，医師の説明の中から希望を見いだす言葉を

治療を受けたのだ」と思い返すことで悲しみから立ち

頼りに子どもの命を医師に任せるしかなかったのだと

直ろうとされているようだった．このことから，結果

思う．そこまで母親は追いつめられた状況にあるのだ

がうまくいったかどうかにかかわらず，家族がその結

とも言えるだろう．
ICとは，十分な情報を与えることによって患者が主
体的に選択していく医療の概念に基づいたものである
が，このような事情にある先天性心疾患の治療の場で
は，医師任せにならざるを得ない状況が生じている．
うまくいかなかったとき

果を受け入れるためにはICの場の説明だけでなく，す
べての治療過程においての説明，そして言葉のみなら
ず態度，雰囲気すべてが重要なのだと思われる．
シンポジウムの後で，ある医師から「インタビュー
のご家族は医師の説明のなかでテラピーに通じるもの
を求めていらっしゃったのではないだろうか．ムンテ
ラの時代からICになって，ムンテラ（Mund Therapy）の

この研究に協力してくださった母親は，手術で救命

テラピー部分が抜け落ちてしまっているように思う」

されて成長し，現在も外来通院中の子どもの母親であ

といったご意見をいただいた．ICの理念は
「主体的に…」

る．母親には子どもの命は助かったという結果から導

であるが，親になったばかりの家族に生命にかかわる

かれる医師への信頼があるかもしれない．ICに限らず

ことを主体的に選択するというのは大変厳しい．子ど

入院中にたくさんの不満を抱えていたある母親は「子

もだけではなく母親も追い詰められた危機的な状況に

どもが良くなってきて退院近くになったときに，なん

ある先天性心疾患の説明の場において，この医師が話

でも感謝に変わってくるんです．これは多分Aの手術

されたようにテラピーの部分も必要なのかもしれない．

がうまくいって回復したからだと思うのですが，それ

これからのICのために

がすべて感謝に変わるんですね」と語っており，現在
も同じ医師のもとに通院している．結果が良ければ，

説明を理解することは困難だとしても，命にかかわ

いろいろな思いは帳消しになることがあるのだろう．

る疾患だからこそ家族にはきちんと理解していただく

しかし，万が一期待した結果にならなかった場合には

ようにしていかなくてはならない．しかし，膨大な量

全く逆になってしまうことが予想される．母親たちは

の仕事のうえに，さらにわかってもらうための工夫を

リスクよりも
「大丈夫」という言葉に安心を感じていた

凝らし時間を割いてICをしている医師だけにこれ以上

が，結果が思わしくなかったならば
「そんなことは聞

のことをやってもらうための提言をするつもりはな

いていなかった」
「先生は大丈夫だと言ったのに」とい

い．ICは医師だけが責務を負うのではなく，看護師や

うことになっていたのかもしれない．

心理的ケアの専門家などを含む医療チームで担ってい

シンポジウムでは
「もし，結果がうまくいかなかっ

くべきだと考える．家族が説明を理解するには時間が

た場合，どのようなICが良かったのか」という質問を

かかる．医師の説明を，子どもの様子とつなげて理解

いただいた．私は以前，先天性心疾患で子どもを亡く

を助けていくことは看護師が日常のケアの中で十分に

した数名の家族にお話を伺った．ある母親はそれまで

担っていける部分である．言葉のみならず，態度，雰

最後の治療について医師とよく話し合いを重ねていた

囲気を含めたICは医療チーム全体でやっていけること

が，死の直後は
「なぜ亡くなってしまったのか」という

であろう．

思いが強く，最期のときにどの薬をどの位使ったのか

心に響くICとは，情的なことだけでなく知的にも響

や，そのときの様子など毎日疑問を病院に電話したと

かなければ慢性疾患である先天性心疾患において持続

いう．その都度医師は根気強く丁寧に答えてくれ，子

的なICにならない．考えれば考えるほど難易度の高い

どもが亡くなったという状況を受け入れる準備ができ

先天性心疾患のICだが，医療チームが協働することで
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その場の説明のみではなく厚みのあるICとなり，それ
が心に響くICにつながっていくように感じている．
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