
特 集 改めて考えたい，
緩和ケアにおける家族への支援

　終末期を過ごすがん患者の家族は，患者

の病状の進行や容態の変化から，近い将来

に患者の死が迫ってきていることを感じ，

これまでに経験したことがないような悲し

みを伴う喪失体験をする。喪失体験は予期

悲嘆の反応として表れ，食欲不振や睡眠障

害などの身体的な反応，悲しみ，抑うつ，

怒り，思慕，孤独感や罪悪感などの感情的

な反応，絶望感や非現実感，緊張や流涙な

どの認知行動的な反応がある。

　予期悲嘆の反応は，悲嘆反応と同様に，

①衝撃，②現実化，③統合と受容までの過

程を辿ると示されている１）。家族は，患者

の死を受容するまでにこの過程を行きつ戻

りつしながら過ごしている。そのため，医療

者は家族の抱えている苦悩を理解し，その

家族に必要な介入を行うことが必要である。

終末期における家族の 
予期悲嘆のケアについて 
心がけていること
　終末期を過ごす患者の家族が望む過ごし

方や抱える感情は，患者と家族の関係性や

価値観によってさまざまである。家族との

かかわりの中でこれまでの人生に寄り添

い，家族が現状をどのようにとらえている

のか，最期の時間をどのように過ごしたい

のかなどの思いを確認し，患者と家族の状

況・思いをアセスメントし必要な支援をす

ることが必要である。希望に沿えるような

時間を過ごすことで，家族は患者の死を受

け入れ，患者のいない生活に進むことがで

きると考える。

　家族の思いを理解し支援するには，まず

家族のニードを知る必要がある。鈴木２）

は終末期患者の配偶者の持つニードを表の

終末期における家族の予期悲嘆へのケア
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2009年京都橘大学看護学部を卒業後，静岡県立静岡がんセンターに入職し，消化器内科・内視鏡科で６年勤務。2015年
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①患者の状態を知りたい
②患者のそばにいたい
③患者の役に立ちたい
④感情を表出したい
⑤医療者からの受容や支持，慰めを得たい
⑥患者の安楽を保証してほしい
⑦家族メンバーより慰めと支持を得たい
⑧死期が近づいたことを知りたい
⑨夫婦間（患者―家族間）で対話の時間を持ちたい
⑩自分自身を保ちたい

鈴木志津枝：家族がたどる心理的プロセスとニーズ，家族看護，
Vol.１，No.２，P.35 ～ 42，2003.を基に筆者作成

表 ● 終末期患者の配偶者の持つニード
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ように述べている。ニードを満すことは，

看取りの満足度が得られ，死の受け入れや

悲嘆過程がスムーズとなることから，予期

悲嘆への効果的な支援につながると考える。

事例紹介
 事例  夫らしさが喪失していく姿に
悲嘆する妻が最期まで療養生活を 
支え続けられるよう介入したケース
◎事例概要
　Ａ氏，60代，男性，右上葉肺がん，胸

膜播種，脳転移の診断。

　20XX年Ｙ月，原発巣に対しては化学療

法と放射線療法を，脳転移に対しては開頭

腫瘍摘出術と放射線治療を実施した。その

後，外来化学療法を行い，自宅療養を続け

ていた。

　診断から１年４カ月後，化学療法目的で

入院したが，Performance Status（以下，

PS）やActivities of Daily Living（以下，ADL）

の低下，せん妄や認知機能の低下が見られ

た。積極的治療が困難となり，Best Sup

portive Care（以下，BSC）の方針で緩和

医療科へ転科が決まった。

◎家族背景
　妻，次女家族と同居。長女は他県，長男

は海外に在住。

　Ａ氏の療養支援は妻が中心となって担っ

ていた。長男はＡ氏の療養生活の支援は困

難であったが，長女・次女家族は協力した

いという思いを妻に伝えていた。しかし妻

は，「周りの人に迷惑をかけたくない」「他

人に弱い部分を見せられない」という思い

があり，Ａ氏の療養生活支援をほかの家族

に頼ったり，妻自身が抱えている気持ちを

表出したりすることはなかった。

◎家族以外のサポート態勢
　娘たちはＡ氏の病状を親族に伝えること

を勧めたが，Ａ氏の「弱っていく姿を見せ

たくない」という思いに沿って親族や知人

には病状を伝えないことになった。そのた

め，妻をサポートできる人は娘たちと医療

者のみで，医療者は妻の様子を見ながら適

宜声をかけていた。

緩和ケアに至るまでの家族の様子
　緩和ケア病棟への転棟は，「治療を頑

張ってきた分，これからは穏やかに過ごし

てほしい」と，家族全員が納得し希望して

いた。

　緩和ケア病棟への転棟前，妻は自宅に帰

りたいというＡ氏の希望を叶えるために，

Ａ氏の認知機能の低下やせん妄がある中で

自宅療養が可能か考えていた。妻は，Ａ氏

と体格の差があることから，移動や排泄動

作などの介護への不安や，協力したいとい

う娘たちの思いに対し，「娘たちに迷惑を

かけられない」という思いから実現できな

い自責の念を抱えていた。

緩和ケアでのかかわり
◎緩和ケア病棟へ転棟後の 

Ａ氏と妻の様子
　Ａ氏は，病状の進行による認知機能の低

下やせん妄から，ほとんど意思疎通が図れ

なかった。ADLの低下により，床上で過ご

していた。妻は，終日付き添い，献身的に

Ａ氏の身の回りの介助をしていた。

◎妻の苦痛（アセスメント）
〈身体的な苦痛〉

　妻は，自分の生活を二の次にしてＡ氏中

心の生活をしていた。疲れた顔をしている
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ことも多く「夜になると頭がくらくらす

る」と訴えた。Ａ氏の認知機能の低下やせ

ん妄により，意思疎通が図れない中でＡ氏

の言動に対応し続けることは，身体的にも

精神的にもつらい状況が続いていると考え

られた。

〈精神的な苦痛〉

　妻からは，「寝ている時間が増えて，こ

のまま話もできないんじゃないかと思うと

寂しい」という言葉が聞かれ，死への不安

や孤独感を感じていることが考えられた。

〈社会的な苦痛〉

　妻は「子どもたちには子どもたちの生活

があり，迷惑をかけたくない」「家族の前

では泣けない」と，娘たちを頼ることより

も迷惑をかけないようにすることを優先

し，気持ちを抱え込んでいたと考えられ

る。

〈スピリチュアルな苦痛〉

　妻の「できる限りＡ氏のそばにいたい」

「他人に迷惑をかけたくない」という発言

から，Ａ氏を亡くすことによる孤独感や他

家族員への負担感による，関係性のスピリ

チュアルペインが増強していると考えられ

た。

　また，「体がどんどん小さくなって，排

泄の処置をしてもらったりしているのを見

ると本当に切なくなって涙が出てきてしま

う」と，Ａ氏のボディイメージの変化やＡ

氏らしさの喪失を感じ，これまでのＡ氏と

現実との乖離により自律性のスピリチュア

ルペインが増強していることが考えられた。

＊　＊　＊

　以上より，妻は，Ａ氏の死が避けられな

い状況であることを認知し，Ａ氏らしさを

喪失していくことに対して予期悲嘆してい

る状況であると考えられた。

　「終末期患者の家族は，患者の死が避け

られないと気付く事により，逃れる事がで

きない苦しい現実と向き合い，状況に打ち

のめされないようにするために，多様な

ニーズを持つ」２）と言われている。妻は，

鈴木の示すニード２）（表）のうち，「患者

の傍にいたい」「患者の役に立ちたい」「自

分自身を保ちたい」というニードが強く表

れていたと考えられる。

　妻は，これらのニーズを持ちＡ氏を献身

的に支えてきたが，医療者が声をかけると

泣いてしまうほど苦悩していた。現状では

妻がＡ氏を最期まで支え続けることは困難

な状況であると考え，医療者は妻の抱える

苦悩とニーズを理解し，妻が最期までＡ氏

の療養生活を支え続けられるように，介入

が必要であると考えられた。

◎家族への介入
　妻のニーズに対して，次の看護計画で介

入を行った。

家族に対しての看護目標：妻の苦悩を軽減

し，看取りのニーズを満たすことができ

る。

［観察］

　妻の体調や悩んでいる様子がないかな

ど，妻の言動や表情を観察する

［介入］

①妻が医療者を頼ることができるような関

係性を築く

②保清や散歩など，妻がＡ氏のためにでき

ることや一緒に参加できるケアを調整す

る

③Ａ氏の表情の変化などの反応から，快刺
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激となる介入ができていることを妻と共

有する

④「弱っていく自分を他人に見せたくない」

というＡ氏の思いと，Ａ氏らしく過ごし

てほしいと思う妻の気持ちに寄り添う

⑤妻が抱えている感情の整理・理解ができ

るように，思いの表出を促し受け止める

⑥Ａ氏らしさが喪失していく中でも，Ａ氏

の存在はこれまでどおりに価値があり尊

重する存在であることに気づけるよう

に，これまでの人生を振り返りながら思

い出話をする

⑦妻自身で，Ａ氏のために十分なかかわり

ができていることに気づき，Ａ氏とどの

ように過ごしたいのかを考えられるよう

に，妻の今の状況を語ることを支援する

⑧妻も娘たちも，それぞれＡ氏のために苦

悩していることを共有できるように，医

療者がそれぞれの思いを代弁して妻と娘

たちの橋渡しをする

［指導］

①妻が疲れた様子の時は，病室での休息や

帰宅を促す

②Ａ氏の療養生活のすべてを妻だけで抱え

込まなくてもよいことを伝える

③Ａ氏にとって大切な人がそばにいるとい

うことが，十分な支えとなることを伝え

る

④Ａ氏に話しかけたり手を握ったりするこ

とも，Ａ氏の安心感につながることを伝

える

⑤大切な家族の死を目前に，感情が揺れ動

かない人はいないこと，悲しみや寂しさ

を抱くのは当然の反応であり，これらの

感情によって苦悩するのは弱さではない

ことを伝える

◎結果
　以上の介入から，妻は，自分の体調に合

わせて付き添いを一時中断して休息を確保

し，散歩に行くなどの自分の時間を持つこ

とができるようになった。

　医療者に対して，困ったことや気になる

ことを相談できたり，Ａ氏を見てつらくな

るという気持ちを吐露したりすることもで

きるようになり，長女や次女に対しても自

分の抱えている苦悩を表出することができ

るようになった。また，それまでは妻だけ

でＡ氏の療養生活を支えようとしていた

が，ほかの家族員に世話を頼ったり委ねた

りすることができるようになり，家族の凝

集性が高まり，Ａ氏との時間を穏やかに過

ごすことができた。

◎支援のまとめ
・妻の予期悲嘆を受け止め寄り添うこと

・妻の思いを家族員へ橋渡しし，家族員そ

れぞれの思いをつなぐこと

　これらのかかわりにより，妻の看取りへ

のニーズを満たすことができたと考える。

まとめ
　Ａ氏の事例では，夫の療養生活を支えた

い妻のニードを満たすこと，家族間の思い

を橋渡しすることで，妻の予期悲嘆のケア

につなげ，Ｂ氏の事例【編注：WEB掲載】

では，母親を喪失するという受け入れ難い

状況や不安などの思いを受け止め，母親の

ために献身的な長女の行動を支持するこ

と，互いの思いを橋渡しすることで，看取

りまでの過程を支援することにつながった。

　医療者は，大切な人との死別を目前に苦

しむ家族のさまざまな感情を理解し，その
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感情に寄り添っていくことが必要である。

家族の思いや価値観，これまでの人生を理

解し寄り添いながら，患者・家族のニード

に沿えるように支援することは，看取りの

満足度を高め，家族が患者の死を受け入れ

て，患者のいない環境に適応していくこと

へつながると考える。また，家族員同士の

絆を強めることは，患者の死を家族で乗り

越え，患者を喪失した後の生活に適応する

一助となると考える。
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特 集 改めて考えたい，
緩和ケアにおける家族への支援

かかわりを振り返り，精神疾患を抱えた家

族の支援について考えていきたい。

事例紹介
 事例  精神疾患を抱えた娘（姉妹）の
不仲により，直接介入に至るまでに 
時間を要した事例
◎事例概要
Ａ氏，70代，女性，肝臓がん肺転移，終

末期

職業：元教師

家族構成：50代の長女（統合失調症）と

は同居。50代の次女（妄想性障害）は

敷地内別棟に居住している。夫は他界。

長女・次女ともに無職。

治療の経過：200Ｘ年肝臓がんと診断。局

所穿刺療法を繰り返し，その後内服治療

を200Ｘ＋５年まで継続。200Ｘ＋５年，

食欲低下・下痢・腹部膨満のため，指示

どおり内服ができなくなり，徐々に全身

状態が悪化した。

家族の精神疾患の経過
【長女】

　統合失調症を有し，発症年齢は不明。

精神疾患を抱える家族への
対応の難しさ　
　がん患者自身が統合失調症などの精神疾

患を抱えている場合，がんの告知や治療に

伴うストレスが，不安や妄想などの精神症

状の動揺を激しくさせることが予測され

る。そのため，医療チームは担当の精神科

医師とも連携して治療ケアを進める。しか

し，対応方法の一般化は難しく，個々の症

例に応じてチームで検討しているのが現状

である。その上，がん患者の家族が精神疾

患を抱えている場合は，対応を検討した報

告も散見される程度である。

　家族は「第二の患者」であり，ケアを必

要としている存在である。しかし，患者家

族の精神疾患の病歴を確認することは難し

く，医療者が対応中に違和感を感じ，患者

や家族に問い合わせて初めて精神疾患を抱

えていることを知る場合もある。

　筆者は，がん診療連携拠点病院の要件で

ある相談支援センターの相談員として，が

ん患者の家族から相談を受ける機会が多

い。がん相談の中で経験した患者家族への

がん患者と精神疾患を抱える家族への支援

姫路赤十字病院　医療推進室がん診療連携課課長／緩和ケア認定看護師　井上豊子

1992年姫路赤十字看護専門学校卒業。姫路赤十字病院の外科・内科・泌尿器科病棟などでの勤務の中から，がん患者と
のたくさんの出会いがあり，2005年日本看護協会認定看護師教育課程を修了。2006年緩和ケア認定看護師の資格を取
得。2008年より看護師長として病棟管理をしながら，緩和ケアチームのメンバーとして緩和ケアラウンド・看護師教育など
に取り組んできた。現在は，医療推進室がん診療連携課課長としてがん関連の研修教育企画や緩和ケアチーム活動，がん
相談員としての役割を担っている。
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40歳ごろに現在通院している近隣の精神

科病院を受診。受診時は「水の中に銀が

入っている」と言って，入浴や掃除，洗濯

が一切できなかった。５年間の入院治療を

受け，その後は定期的に外来通院で投薬治

療を受けている。

　Ａ氏の付き添いとして通院してくる長女

は身なりも整っており，言葉遣いも上品

で，外来担当者は長女が精神疾患を抱えて

いることに気づかないほどであった。

【次女】

　妄想性障害を有し，発症年齢や治療経過

は不明。長女とは別の精神科クリニックに

通院中。話し方や内容，FAXの文字から幼

い印象を受けた。

　200Ｘ＋２年ごろから，Ａ氏の体調の変

化について相談支援センターに電話やFAX

を送ってくるようになった。相談内容は，

Ａ氏の身体症状の変化と，長女の精神症状

により自宅がごみ屋敷であること，長女が

クレジットカードで散財し経済的に不安な

ことであった。相談内容を長女に知られる

と「仕返しされる」と言い，Ａ氏への直接

介入は拒否しながらも，自宅の写真と共に

現状をつづった文章をＡ４用紙数枚にわた

り繰り返し送ってきていた。

介入の経過
◎がん治療継続期：妄想性障害のある

次女への支援
　次女の困り事が「Ａ氏の身体症状の変

化」の時は，不安な思いを傾聴し，身体症

状をアセスメントし，どのような変化があ

ればいつどこに連絡するのかを，平易な言

葉を使い指示した。

　一方，困り事が「長女の精神疾患に関連

すること」の時は，保健所や精神科への相

談を促した。しかし，次女が「訴えを聞い

てもらえない」と話すので，許可を得て保

健所に連絡を取り，自宅訪問を依頼した。

それを受けて保健師が訪問したものの，Ａ

氏と長女が拒否したため，実態を把握する

ことはできなかった。次女自身が長女に働

き掛けることも促したが，行動できないた

め，次女への心理的支援を継続した。

◎治療困難時期：Ａ氏と長女への 
支援開始時期
　200Ｘ＋５年ごろから，次女からの相談

内容で，Ａ氏の症状が徐々に悪化している

ことが読み取れた。外出も困難となり，ほ

ぼ寝たきりで，失禁し，布団の周辺に汚れ

た下着や排泄物がそのまま放置されている

とのことであった。急変の可能性も考えら

れたため，在宅サービスの導入を次女に提

案したが，次女から長女へのアプローチは

できなかった。

　Ａ氏の外来受診は長女が付き添っていた

ので，次女に直接介入の許可を得て，主治

医・外来看護師ともＡ氏家族の現状を共有

し，診察に同席した。自宅での困り事を解

決するために，Ａ氏と長女に在宅サービス

の導入を提案した。

　しかし，Ａ氏と長女は提案を強く拒否し

た。Ａ氏と長女が信頼している主治医も在

宅サービス導入の必要性を説明したが，笑

顔で「何も困っておりません」と拒否した。

長女はけげんな表情で「〇〇（次女）が

言ったのですね」と話し，Ａ氏も「バカ

〇〇（次女）…」と不快感を示した。

　外来でのＡ氏と長女の様子は，明らかに

次女の意見と食い違い，Ａ氏からは寝たき
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りで数日入浴してないような衣服の汚染や

臭気もなかった。

　同時期に，地域包括支援センターにも次

女からの相談が寄せられており，地域包括

支援センターの担当者から「Ａ氏の自宅を

訪問したが，Ａ氏と長女に強く拒否され

た。しかし，長女不在時に次女と共に自宅

に入ると，ごみが散乱し劣悪な環境だっ

た。どのように対応すればよいか困ってい

る」という連絡が筆者に入った。

　そこで当院が主催となり，多職種協働に

よる地域包括支援ネットワーク構築の一つ

の手法である地域ケア会議（図１）を開催

することとした。

　今回は次の２つの理由から「個別ケース

の検討」を選択した。

①劣悪な環境の自宅では，生命の危機的状

態に陥っても放置される危険性が高いと

推測できる。

②主な情報提供者の次女も精神疾患を抱え

ており，提供される情報が不確かで，病

院・保健所・地域包括支援センターなど

支援者がそれぞれ困難感を抱えている。

　個人情報の管理としては，本事例では患

者・家族の同意を得るのは困難であった

が，生命・財産の危機的状況にあり，個人

情報の共有が患者・家族の利益になると判

断した。また，参加者には守秘義務につい

て説明し同意を得た。

　会議には，当院から筆者，地域連携室管

理者，退院調整看護師，主治医，外来・病

棟師長が参加した。地域からは，地域包括

支援センター担当者，担当保健師，長女の

精神科病院精神保健福祉士，地域の民生委

員が参加した（図２）。

　会議では，主治医から医学的な情報とし

て，病状と今後の治療予定，予測される生

命予後と症状が伝えられた。参加者が持ち

寄った情報を整理すると，参加者には次女

から当院と同様のFAXが複数回送られてい

ること，次女の訴えは誇張される傾向には

あるが，自宅の劣悪な環境は事実であるこ

とが確認できた。そして参加者共通の困り

事は，次女から繰り返しSOSのFAXが来る

が，Ａ氏と長女の拒否が強く介入できない

ことであった。

　会議の結果，信頼されている主治医が再

度在宅サービス導入を提案すること，拒否

された場合は，担当の民生委員が地域の調

剤薬局薬剤師なので，主治医からの提案で

薬剤師による訪問サービスを導入し，そこ

から支援を広げていくこととした。そし

図１ ● 地域ケア会議とは

長寿社会開発センター：地域ケア会議運営マニュアル，P.25，2013.の図の一部を引用

・地域ケア会議は，地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため，地域包括支
援センターまたは市町村が主催し，設置・運営する「行政職員をはじめ，地域の関係者から構成さ
れる会議体」と定義される。

・地域ケア会議の目的は，「地域で，尊厳のある，その人らしい生活の継続」のための支援の充実と，
社会基盤の整備にある。

【地域ケア会議の５つの機能】
個別ケースの検討 地域課題の検討

個別課題
解決機能

ネットワーク
構築機能

地域課題
発見機能

地域づくり・
資源開発機能

政策・形成・
機能

事例の会議はこの部分
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て，各担当者同士で今後も継続して連携す

ることを約束した。

　しかし，Ａ氏と長女は主治医の提案もす

べて拒否したため，引き続き次女の心理的

支援と保健師・地域包括支援センター担当

者の定期的な訪問アプローチ，支援者同士

の連携を行うこととなった。

◎終末期：長女との関係確立 
（Death education）
　次女から筆者への相談で，Ａ氏の全身状

態が急激に悪化していることが推測された。

　次女と主治医で相談し，「信頼している

主治医がＡ氏と長女を心配して，連絡する

ように指示を受けた」という内容で，筆者

が長女に直接電話することとした。

　長女からは，「主治医から心配しても

らってうれしい。実は自分も困っていた」

という反応が返ってきた。Ａ氏の症状を確

認すると，病状が悪化していることが判明

したため，救急搬送を指示した。

　来院時のＡ氏は極度の脱水で，意識も朦

朧としていた。主治医から長女へは，病状

の回復は困難であること，急変時のDNAR

について説明された。説明には筆者が同席

し，動揺する長女に寄り添い動揺を受け止

めながらも，主治医の説明をかみ砕いて繰

り返し説明した。結果，長女はDNARを決

断した。

　その後，入院し病状が少し安定したとこ

ろで在宅サービスを導入した。数週間後に

退院し，数日訪問看護を受けて過ごした

が，状態が悪化し緩和ケア病棟に入院した

当日，永眠された。

事例のまとめとポイント
◎ケースカンファレンスの重要性
　次女からの一方的な情報を基に支援を継

続していたが，地域ケア会議を行ったこと

で，Ａ氏と家族が置かれている状況が整理

できた。また，主治医が参加したことで，

具体的にＡ氏の予後や出現する症状を予測

することができ，介入の時期を決定するこ

とができた。そして，援助者同士の顔の見

える関係性が構築されて，チームとして支

援する意識が芽生えた。

◎患者・家族の本当の困り事を理解する
　Ａ氏が亡くなった後ではあったが，「渡

辺式」家族看護研究会に参加し，【渡辺式

家族アセスメント／支援モデル】を活用し

て，Ａ氏と長女への支援開始時（在宅サー

ビス導入を拒否された時期）を振り返る機

・司会：筆者
・情報の可視化
　病院からの資料（会議のタイムテーブル，情報整理用紙）
　電子カルテとモニター（参加者が医学的情報を共有するため）
　ホワイトボード（参加者からの意見を可視化）

・年齢
・生活歴
・精神疾患の状況
・生活
・経済状況
・困っていること

・自宅の構造
・自宅の中の
様子

・周囲の状況

・体調悪化時も
SOSを出さな
い

・不衛生な環境
・介入拒否

・信頼されている
主治医からの在
宅ケアサービス
の提案

・民生委員である
調剤薬局薬剤師
の訪問

・年齢
・生活歴
・精神疾患の状況
・生活
・経済的状況
・希望

・年齢　　・職歴
・病状　　・治療
・症状
・今後予測される
症状
・余命
・Ａ氏の意向

Ａ氏 長女 次女 生活 困り事 解決策

図２ ● 地域ケア会議（個別ケースの検討）の実際
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【文脈（ストーリー）と相互関係】

突き放す

気づかう

図３ ● 渡辺式家族アセスメント／支援モデルとは

Ａ氏 次女

助けを求める

応える拒否

迫る
筆者

●困り事
•誰も家に来てほしくないのに在宅サー
ビスを迫られる

•次女が家庭のことを他者に話してしまう
●対処
•医療者の提案を拒む
●背景
•精神障害の娘を他人に知られたくない
•統合失調症の娘を守ってきた。長女の
症状を悪化させたくない。バランスを
崩したくない

●困り事
•提案する看護サービスにＡ氏が同意しない
●対処
•在宅サービスの導入の必要性を迫る
●背景
•次女からのSOSに応えたい　　•Ａ氏・家族に安心できる看取りの環境を整えたい
•検死は避けたい　　•協力してくれる地域の医療従事者の不安に対応したい
•介入を拒む理由が分からない

●困り事
•ごみだらけでＡ氏の体調悪化に対応できない
•介護負担　　•長女との不仲　　•金銭的な不安
●対処
•医療者に助けを求める
●背景
•Ａ氏の病状が悪化する不安
•長女との関係をどうしたらよいか分からない
•Ａ氏と長女の強い関係の中，自分も頑張っていると認め
られたい

•妄想性障害により過去の体験から現状を過剰にとらえる

　援助者が，対象者・家族成員とのかかわりに困った場面や時期に，いったい何が起こっていたのか，こ
との全容を明らかにし，援助の方策を導き出すための援助者の思考過程をモデル化したもの。

　以下は，Ａ氏に筆者がサービス導入を提案しても拒否された場面を明確化した「人間関係見える化シー
ト」の内容を示す。

人間関係見える化シートの内容
ステップ１：検討場面の明確化
　　　　　　検討場面・時期と分析対象を決める
ステップ２：対象者・家族成員・援助者の言い分（ストーリー）を検討する
ステップ３：対象者・家族成員・援助者の関係性を検討する
ステップ４：パワーバランスと心理的距離を検討する

方策・実施・評価シートの内容
ステップ５：これまでの分析をもとに，支援方法を考える

渡辺裕子「人間関係見える化シート」のご紹介，コミュニティケア，Vol.21，No.11，P.38～43，2019.
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連載　第19回

診療所・訪問看護が取り組む

在宅療養患者への
エンド・オブ・ライフケア

2006年東邦大学佐倉看護専門学校を卒業。同年東邦大学医療
センター大橋病院に入職。2006～2011年消化器内科病棟，
2011～2014年消化器・呼吸器外科病棟，2014～2015年外来化
学療法室，2016～2017年消化器内科病棟に勤務。2017年からコパン訪問看
護ステーションの管理者として勤務し，現在に至る。2014年東邦大学大学院
がん看護CNSコースに入学。2017年がん看護専門看護師資格を取得。

コパン訪問看護ステーション　管理者
がん看護専門看護師　田中雄大

ステーションの紹介
　当ステーションは，2017年，東京都渋谷

区に設立されました。渋谷区の総人口は約

23.5万人，人口密度の高い都市部です。当

ステーションではこの４年間で年間約20件

の在宅看取りを積み重ね，地域医療や福祉ス

タッフとの交流の中でいろいろなことを経験

してきました。

　私が訪問看護を始めたきっかけは，病棟で

働いていた時に「自宅に帰りたい」という思

いを持ちながら亡くなっていく人を見て，自

宅に帰る希望を叶えたいという思いを強く

持ったからです。また，外来化学療法室で働

く中で，通院しながら体調を管理する重要性

や本人の今後の治療や生き方に対する思いを

聞き，それらを整理しながらかかわることが

意思決定における外来看護師の重要な役割だ

と感じていました。しかし，病院の限られた

時間の中だけでは，患者の“生活”と“価値

観”の情報が拾い切れないと感じることも

あったからです。加えて，がん看護専門看護

師資格を取ったことで，これらの思いを実践

できるような活動をしたいという思いがさら

に強くなりました。そして，病院にいなくて

も，地域医療の視点からも解決策があると感

じ，同じ思いを持つ仲間と訪問看護ステー

ションを立ち上げたのです。

　この４年間の活動の中で感じている課題

は，地域と病院の間で生活情報の共有が少な

いことです。アドバンス・ケア・プランニン

グ（以下，ACP）という言葉は注目されてい

ますが，実際にはACP支援が行われず，迷い

ながら通院や在宅医療を受けている人も多い

と感じています。また，近年の看護研究でも，

ACPの概念の定義が明確化されておらず混乱

があることや，ACPの開発・導入を支援する

研究が必要である１）とも言われています。

　本稿では，このような課題に対して，在宅

と病院が連携により患者の希望をとらえた

ACP支援ができたＡ氏の事例を紹介します。

Ａ氏への介入期間は約６カ月間でした。その

中で，体調悪化による通院困難や化学療法の

中止，熱中症による緊急搬送，在宅看取りの

決断などを経て，最後は本人の希望した自宅

での看取りとなった事例です。

病院と地域の看々連携により 
ACP支援が効果的にできた事例
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事例紹介（図）
Ａ氏，70代後半，男性。

左腋窩の皮膚がん，リンパ節転移。

　15cmほどの腫瘍は自壊してソフトボール

大の穴となっていました。そこから血液混じ

りの滲出液が垂れており，パッドで保護して

いる状況でした。「１年以上前から腫れてき

ていたけど，何だか怖くってそのままにし

ちゃってた。破けて水が出てきたから病院に

行ったら，何だか大変みたいで。痛いとかは

そんなにないよ」と話してくれました。初め

て会った時は，照れながら誰とも目を合わせ

ずに「なんか生きてることで迷惑をかけちゃ

うのですいません。ぼくは馬鹿だからごめん

ね。皆さんの言うことを聞いて従いますの

で。でも，お金ないけど大丈夫？」と言って

いた姿が印象的でした。

　Ａ氏は幼少期から識字ができず，文字を書

くのが困難でした。契約書のサインも７歳年

上の姉が同席して対応しました。それでも，

会話で使用する言葉などはテレビを見て学習

していたため，日常会話には困りませんでし

た。Ａ氏は文字を使用しない肉体労働やビル

の清掃員の仕事をしていました。趣味はギャ

ンブルで，金銭に余裕のない生活をしていた

ため，皮膚が自壊する直前まで腋窩の腫脹を

抱えながら働き続けていました。

　姉は，「母からこの子の面倒をお願いと言

われているので」と，Ａ氏を何十年もサポー

トしていました。姉は80代で循環器疾患も

あり，体調が不安定な中１時間半をかけてＡ

氏の外来通院に付き添ったり自宅に食料を届

けたりしていました。

　Ａ氏が住む部屋は，手すりがない急な階段

を上るアパートの２階で，４畳一間に給湯器

や浴室もなく，共同の和式トイレが部屋の外

にありました。部屋には空調設備もなく，夏

場は室温が40℃近くになりました。寝床は

拾ってきたテーブルを２つ合わせた上に布団

を引いて寝ていました。部屋は拾ってきた粗

大ごみであふれていて，使えない炊飯器や扇

通院治療期 在宅看取りへの
決断・実行期体調悪化に伴う治療選択期

訪問看護師が実践したこと
•外来への生活情報の共有
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図　Ａ氏の経過と訪問看護師が実践したこと
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風機が２個ずつありました。

　収入は年金が月３万円程度で，通院費や治

療費も含めて姉が負担していました。私たち

が提供する在宅医療の費用も姉が負担するこ

とになっていました。

●訪問看護師から病院看護師へ 
生活情報を伝える

　Ａ氏は左腋窩の自壊部の治療のために３カ

月間入院して，化学・放射線療法を実施しま

した。自壊部の穴はソフトボール大からゴル

フボール大に縮小しました。しかし，滲出液

の染み出しは多く，連日ガーゼ交換と軟膏処

置を必要としていました。自宅に退院するに

当たり，病棟看護師と連携して“在宅でも可

能な処置”と“低コストでの処置”になるよ

う調整する必要がありました。

　私たちは地域連携室の担当看護師と連携し，

病棟にて，左腋窩の処置を見学させてもらう

ことになりました。その時に，病棟看護師と

担当医に実際の部屋の写真を見せながら，複

雑で衛生的な処置をするには限界があること

を伝えました。そして，在宅で最低限注意す

る衛生面と，緊急受診までの連絡順序も確認

しました。

　その結果，在宅で行う処置は石けん洗浄

と，未滅菌の不織布と軟膏を用いた簡易的な

処置に決まりました。緊急受診のタイミング

としては，悪臭の増加や創周囲の感染徴候が

見られた場合は外来に電話で報告後に緊急受

診という流れに決まりました。

　Ａ氏は治療中のため，私たちと病院医療ス

タッフとで異常のレベルを共有し，対応が遅

れないようにする態勢をつくりました。

　１週間後，Ａ氏は自宅に帰りました。実際

に自宅で処置を実施すると，放射線照射部の

皮膚が脆弱で，テープを固定した部位がすべ

て水疱になってしまったり，多量の滲出液で

周囲の皮膚が荒れてしまったりするなどの問

題が起こりました。その都度，地域連携室の

担当看護師に電話で状況を報告し，担当医に

情報を伝えてもらいました。この連携によ

り，状況に合わせたケアに迅速に変更するこ

とができました。

　病院は何となく連携しづらいと考えていま

したが，担当者同士が面識を持ち，Ａ氏が在

宅で抱えている苦痛を伝えることで，素早く

適切な対応ができることが分かりました。ま

た，Ａ氏の生活状況を週に２，３回電話で連

絡していたことで，連携室の看護師からも細

めに連絡が来るようになり，外来診察の前に

在宅と連携室の看護師が情報を共有して医師

に伝える習慣がついてきました。

●トータルペインでとらえたACP支援
　介入当初，病院の担当医は左腋窩の腫瘍を

コントロールする目的で外来化学療法を継続

していくという考えでした。Ａ氏は，治療に

よって腫瘍が縮小すると，自宅で食事の準備

をしたり，コインランドリーに行ったりする

など，活動範囲が広がっていました。私たち

も，治療を継続することが現在のＡ氏にとっ

てメリットがあると考えていました。

　しかし，退院してから１カ月がたったこ

ろ，嘔気や食欲低下，腰痛が出現してきまし

た。起き上がるのも困難な時もあり，急な階

段の上り下りや通院の負担が大きくなってい

ました。

　化学療法の副作用や腰痛により，生活に及

ぼす影響が強くなってきていることなど在宅

での生活状況を担当医に伝え，鎮痛薬を増量

してもらったり制吐剤を処方してもらったり
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しましたが，症状は徐々に強くなっていきま

した。また，化学療法を実施した後の嘔気や

食欲不振，倦怠感などの出現により，Ａ氏の

笑顔は消え，訪問時も臥床していることが多

くなりました。

　ある日，40℃近い室内で処置中にＡ氏と

話をしていると，「もう何もかも嫌になった…

完全に治るわけじゃないし，通院にお金もか

かるし，痛いのも良くならないし…。痛いし，

お金ないし，生きていることで迷惑かけるし

…もう死にたい…」と涙を流しながら思いを

訴えました。一方で，Ａ氏は「せっかく先生

も考えてやってくれているし，（化学療法を）

止めるなんて言えないよ…。僕は馬鹿だから

緊張して言えないよ…」と自身の思いを診察

中に医師に伝えたいけど伝えられないという

葛藤も持っていました。

　Ａ氏の希望は「治療はしたくない，自宅で

穏やかに過ごしたい」というものでしたが，

現実は「痛みとだるさで動けない中，通院し

て治療を続けている」でした。この希望と現

実の差にＡ氏の苦しみがありました。

　私たちは，Ａ氏の苦しみを緩和するために

は，身体・心理・社会・スピリチュアル面で

の苦しみが絡み合ったトータルペインに対応

しなくてはいけないと感じました。そして，

Ａ氏のこれまでの人生に思いを馳せ，金銭面

や他人に迷惑をかけるということに対する苦

しみをより強く感じているのではないかと考

えました。そこで，訪問看護師がアセスメン

トしたことを病院スタッフに伝え，一緒にＡ

氏の苦しみに対応してもらうよう連携をとる

ことにしました。

　身体面では，腰痛に対してＡ氏は内服のオ

ピオイドを飲まないこともあったため，鎮痛

薬の血中濃度を均一にするため，貼付剤のオ

ピオイドにするという提案を外来担当医に行

い，処方してもらいました。そして，通院の

負担を軽減するため訪問診療医の準備も同時

に提案し，許可を得て進めました。

　心理面では，地域連携室の看護師にＡ氏の

思いを伝え，外来担当医と外来看護師にも共

有してもらい，Ａ氏の苦痛を確認してもらう

場をつくってもらうようにしました。

　本人の苦痛が強いと感じた社会面では，生

活保護を申請するため区の担当課に状況を伝

え，Ａ氏の訴えから数日後にはＡ氏の部屋に

来てもらい，カンファレンスを開きました。

　スピリチュアル面では，Ａ氏の“他人に迷

惑かけている”という思いを傾聴した上で，

「私たちが来た時に笑顔で『ありがとう』と

必ず言ってくれるＡさんを，ぼくたちは迷惑

と思わない」ということを言葉にして伝えま

した。そして，ケア中に本人の思いを聞く時

間を意図的に設けました。

　このようなかかわりの結果，病院では腫瘍

内科外来の看護師との面談をセッティングし

てもらうことができ，Ａ氏の「（治療を）止

めたい」という思いを聞いてもらいました。

それが担当医にも伝わり，化学療法は中止と

なりました。さらに通院も終了となり，訪問

診療を導入することになりました。また，生

活保護の申請が済み，生活保護の受給も確定

しました。通院がなくなり，オピオイドの貼

付剤が効いてきたことで，腰痛に対する訴え

も減っていき，Ａ氏の表情は穏やかになり，

笑顔が増えていきました。「お金の心配がな

くなって，姉ちゃんにも迷惑かけないでよく

なった。皆には申し訳ないけど，最後まで頼

らせてね。何から何までありがとね」と話し
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