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調査研究実績 

の概要○○○ 

H27年度 独創的研究は、若干遅れ気味で実施中である。 

4月から6月にかけて先行研究を概観した。5月に岡山県立大学倫理委員会へ提出し、承認

を受けた。 

先行研究の概観については、その結果をアジアがん看護学会2015でポスター発表した。

その結果を以下に述べる 

Objectives:  

Since the condition of a cancer patient in the terminal phase changes every day, it is 

difficult for patients at home to maintain stability unless symptom management and a 

support system are available. 

The purposes of this study were to explore trends, contents and issues for future 

research in studies on the telephone consultation services for cancer patients in Japan 

Methods: 

Igaku Chuo Zasshi was searched using the keywords: telephone consultation service, 

cancer care and nursing for original articles which were published between 1981 and 

2014, and 16 articles which focused on cancer patients were selected. To see how 

studies changed, years of publication, study designs, types of diagnosed cancer were 

classified and analyzed. The contents of the studies found were qualitatively analyzed 

by collating the objectives and contents of each study and then grouping similar studies 

together. 

 

次頁に続く 



 

調査研究実績 

の概要○○○ 

 Results 

The first study a nurse made on 

telephone consultation services for 

cancer patients was published in 

2000, and such studies have been 

increasing in number. However, 12  
reviews, 32 proceedings, and 16 

original articles were found. Twelve 

out of 16 articles used a descriptive 

statistical design, one a qualitative 

study, another a case study and 2 

others. Nine of them analyzed 

consultation records, 5 used patients 

and 2 used nurses as subjects. The 

studies focused on the contents of 

consultations, and analysis revealed 

“diagnosis and treatment,” “medical 

examination,” “symptom” and 

“anxiety.” 

Conclusion: 

Although investigations were found into actual conditions regarding the authors own 

institutions and consultations with visitors, no evaluations by visitors of consultations 

were found. The findings suggest that it is necessary to evaluate how much telephone 

consultations meet patient needs. 
 

6月に実際に在宅介護の後に緩和ケア病棟で家族を看取った遺族1名にインタビューを実

施した。自宅が遠方のため、電話相談があることで安心して在宅介護ができ、できるだけ

自宅での療養ができたということであった。 

 

さらに、10月より緩和ケア病棟看護師、総合病院の化学療法認定看護師を対象に電話相

談に対してのインタビューを実施した。内容は、顔が見えない状況での電話対応について

気を付けていること、必ず確認する項目などである。現在3名の看護師のインタビューを

終了したところである。結果としては、声のトーンや身体状況、メンタル面の確認をする

とともに、話の内容から緊急性の判断を行い、必要があれば近隣の訪問看護師への橋渡し

を行っていることが明らかになった。これらの結果は、今後分析を継続し、成果発表に向

けてまとめていく予定にしている。（2016年がん看護学会発表予定） 
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