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自宅療養が患者の症状改善に有効だった２症例

発 表 者 川上 和徳 （香川県：綾川町国民健康保険陶病院）

共同研究者 大原 昌樹、中村 光次、十枝 健一、藤川 麻衣

ができました。
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１）自宅療養が患者の症状改善に有効だった２

症例
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２）目的

国は在宅医療の推進を試みていますが、十分普

及していません。

成功例を共有することで新たな取り組みが普及

することが知られており、地域でのカンファレ
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ンスの開催などが推奨されています。

在宅療養により医療者の予測を上回る症状の改

善をみた２例を体験したので報告いたします。
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３）症例１は８８歳 女性

既往歴は洞不全症候群（PM挿入後）です。

現病歴は H２３年１月に血痰を認め、胸部 CTに

て肺がんおよび肺内転移を認めました。４月呼

吸困難出現し、両側に大量の胸水を認め、胸水

ドレナージと胸膜癒着術を施行。PETにて多発

骨転移（頚椎、腰椎、腸骨）を認めました。癌

末期（余命３ヶ月）と診断され、５月緩和ケア

目的に当院転院となりました。

現症はごらんのとおりで、ADLはほぼ自立して

いました。
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４）画像所見です。

両側胸水貯留と両肺に多発する転移巣を認め

ました。
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５）臨床経過です。

日時は発症からのものです。

ADLはほぼ自立していたため、本人と息子（６０

代）夫婦に自宅療養を相談し、訪問診療訪問看

護開始となりました。息子夫婦は時々の訪問で

あったが、周囲に旧知の友人がたくさんおり、

退屈している様子はありませんでした。４月後、

胸水の減少をみとめ、腫瘍もさほど大きくなっ

ていませんでした。しばしば、動悸を訴え救急

車を呼ぶと言ったこともあったが、訪問看護が

対応したことで本人は安心をしたようでした。

それから５月後、上肢のしびれと脱力、疼痛を

訴え、頸椎転移が原因と考えられ、モルヒネ製

剤の投与を開始し、疼痛については軽快したが、

脱力は徐々に進行していきました。この頃まで、

自分でタクシーを呼んで外出したり、息子と昼

ご飯を近所に食べに行っていたりしていまし

た。また、息子が定年退職となり、夜は母親と

同じ部屋で寝泊まりするようになりました。そ

の後、徐々に ADLが低下して、息子一人では対

応できなくなり、入院となりました。入院して

から２月ほど、前回退院してから約１年半後に

他界されました。息子さんは母親が延命できた

のは、自宅で過ごしたからだと、母親と最期に

家で過ごせたことを喜んでいました。
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６）４月後の CTですが、胸水の減少を認めて

います。
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７）症例２は３７歳 男性です。

現病歴ですが、H２１年８月，原因不明の脳幹出

血で救急搬送され、一命を取り留めるも、閉じ

こめ症候群となり、意思疎通はできず、四肢は

完全麻痺でした。気管切開、胃瘻も作成されて

います。１年ほど療養病床で過ごしたが、元看

護師の母親が、自宅で療養希望あり、発症から

１年１０月後、当院に転院となりました。

現症はご覧のとおりです。
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８）臨床経過です。

自宅は改装され、食堂の隣に彼と母親の部屋が

新たに作られました。家族で食事をしていると、

彼がよだれをたらしているのを母親が見つけ、

牛乳や焼き肉の汁を口に含ませました。その後、

誤嚥性肺炎を起こして入院加療となっていま

す。退院し自宅に帰ってしばらくすると、視線

が合うようになり、そのうちスマップの歌（「さ

かさまの空」梅ちゃん先生主題歌）に会わせて、

口をぱくぱくするようになりました。

このころ、訪問看護師の同級生であり、意識が

戻った彼が母親に告白する可能性があったた

め、急遽看護師の方から母親に告白するという

エピソードもありました。今では、発語はない

が、イエス・ノーで会話が成立して、中学の時

の同級生が家に遊びに来て、レンタルビデオな

どを借りてくれたりしています。また、右腕も

おおざっぱな動きではあるができるようになっ

てきました。母親の喜びはひとしおです。
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あなたの物語を聴かせてください。
～在宅患者さんの人生の物語を綴って～

発 表 者 水上 幸子 （滋賀県：地域包括ケアセンターいぶき）

共同研究者 畑野 秀樹、臼井 恒仁、田中 豪人、福田 かおり

９）ビデオ供覧
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１０）結語

このように、自宅での生活によって、病気の進

行を抑えたり、傷害された脳を再度活性化させ

たりすることがあると考えます。
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はじめに

地域包括ケアセンターいぶきは滋賀県米原市に

位置する公設民営の複合施設である。

地域包括ケアセンターいぶきの診療所は在宅支

援診療所である。現在、医師２名と看護師で、

２０１２年度での往診訪問診療の件数は延べ人数

１，３３２件、実人数１５１人であり、在宅での看取り

も積極的に行っている。昨年の看取り件数は３７

件である。訪問看護ステーションや居宅介護事

業所など内外の他サービス事業所と連携して患

者さんのケアにあたっている。在宅でお看取り

をさせていただくと、亡くなられた御本人、ご

家族などが本当の親戚でもあるかのように親密

な関係を持たしていただく事がある。看取りの

経過で、患者さんご本人やそのご家族から、患

者さんのいままでの歴史や、ご家族の思い出な

どを聴かせていただくことがある。その方の生

きておられた証しを振り返るように、たしかめ

るように話される。患者さんがまったく話すこ

とが出来ない状態でも、ご家族とお話をして聴

かせていただくことで患者さんに身近に寄り添

うことが出来る。それはまるで一緒にその方の

人生を振り返るようである。

患者さんが亡くなられた後に、患者さんのお話
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