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当院、終末期癌患者の在宅復帰
が可能となる要因

町立太良病院

作業療法士 米田 香

はじめに

• 太良町は第一次産業を中心とする人口約一万
人の小さな町。高齢化率は30%を超える。

• 入院患者の８割を65歳以上が占める。

【はじめに】
太良町は漁業や農業を生業とした第一次産業が盛

んで、総人口の３割が高齢者という人口１万人に満
たない小さな町である。癌や重篤な疾病に対応でき
る高度医療機関はなく、隣県や１時間程離れた総合
病院で入院治療を受けているのが現状である。

背 景

住み慣れた地域で過ごしたいと地元で
の緩和ケアを希望される患者、家族が
おり、そのニーズとして一時帰宅を挙げ
る方も多い。

最近は終末期の患者に対してもリハ
ビリテーション（以下、リハビリ）が提供さ
れている。

また、「切れ目のない緩和ケア」と標
語されるように終末期の在宅医療では
地域連携、ネットワーク作りが推奨され
ている。

疾病そのものへの治療が一段落すると住み慣れた
地域で最後を過ごしたいと地元での治療を希望され
る方がおられる。その患者、家族のニーズとして一
時帰宅を挙げる方が多い。当院もそのニーズに応じ
て各職種で必要な治療、支援を行っている。最近は
終末期リハビリテーションという言葉もきかれるよ
うに終末期の患者に対してもリハビリテーション
（以下、リハビリ）が提供されている。当リハビリ
科でもDr.の指示のもとリハビリを施行している。

目的

リハビリを実施した終末期の癌患者の
内で一時的でも在宅復帰が可能となった
患者と不可能だった患者の平均在院日
数、リハビリ開始時期、ADL、カンファレン

スの回数を比較し在宅復帰へ向けた要
因を検討する。

今回、入院中にリハビリを実施した終末期癌患者
の中で一時的でも在宅復帰が可能となった患者と不
可能だった患者について比較検討したくここに報告
する。

対象者

H24.10月～H26.10月の２年間で終末期
と診断された癌患者42名中リハビリを実
施した23名(57.1％：延べ人数）

在宅復帰可能群 12名(男性7名、女性5名)

平均年齢 77.25±5.8歳

在宅復帰不可能群 11名(男性5名、女性6名)

平均年齢 76.46±7.0歳

【対象者】
H24.10 ～ H26.10までの２年間で終末期と診断さ

れた癌患者42名中（延べ人数）でリハビリを施行し
た23名（57.1%）で在宅復帰可能群12名（男性７名、
女性５名）、平均年齢77.25±5.8歳、不可能群11名（男
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性５名、女性６名）、平均年齢76.46±7.0歳とした。

調査項目

①入院期間

②入院からリハビリ開始までの期間

③入院時のＡＤＬ（Barthel Index:BI）
④終了時のＡＤＬ（Barthel Index：BI）
⑤2群の入退院時ＡＤＬの差

⑥カンファレンスの回数

【方法】
在宅復帰可能群と不可能群の①入院期間（入院か

ら退院までの在院期間）②入院からのリハビリ開始
期間（入院からリハビリが開始となった日数）③
入院時のADL（入院時のBI[Barthel Index:BI BIは
基本的な日常生活自立度を100点満点で評価する指
標。]の得点）④終了時のADL（退院時のBIの得点）
⑤カンファレンス（カンファ）の回数（入院時から
退院までに開催されたカンファレンスの回数）⑥
２群の入退院時ADLの差（復帰群と不可能群それ
ぞれの入院時と退院時のBI得点の差）をカルテレ
ビューにより調査した。分析には対応のないt検定
を行い有意水準を５％とした。

結果
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調査項目の結果
復帰可能群 復帰不可能群

入院期間 31.33±11.5 42.81±23.6

リハビリ開始期間 6.18±5.1 10.36±8.6

ADL（入院時） 49.17±25.7 34.54±28.9

ADL（退院時）
**

59.58±22.0 26.81±27.4

カンファレンス回数
**

2.18±1.4 0.81±0.6

*p<0.05,**p<0.01,ns: not significant 

各群間の入退院時
ＡＤＬの変化

10.42 -7.73 
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【結果】
入院期間、復帰群31.3±11.5日、不可能群、42.3±

23.6日、復帰群の方が平均期間は短期間でしたが差
はみられなかった。リハビリ開始期間は復帰群6.18
±5.1日、不可能群10.36±8.6日、で復帰群が開始期
間は短期間だが、差はみられなかった。開始時BIは、
復帰群49.17±25.7点、不可能群BI,34.4±28.9点、復
帰群が高い得点だが差はみられなかった。各群間の
入退院時ADLの平均得点の差は復帰群10.42点、と
退院時得点がプラスになり、不可能群は-7.7点と得
点が－の傾向だった。終了時BIは復帰群、59.58±
22.0点、不可能群、26.81±27.4点、有意差がみられた。
カンファの回数は、復帰群は、2.18±1.4回不可能群、
0.81±0.6回、有意差がみられた。

①自宅復帰には多職種での支援が必要

考察

在宅復帰群は、入院当初から患者の要望
に沿ったカンファレンスが開催されており、目
的や方向性の共有できた。

数回のカンファレンスの開催により状態に
合わせた迅速な対応や治療方針の統一が
はかれた。

患者個人のケアチームの立ち上げ
定期的なカンファレンスの開催

【考察】
①自宅復帰にはカンファレンスが必要

在宅復帰群は、入院初期段階から患者のニーズに
沿った治療の目的や方向性を確認するカンファが開
催されていて、早期から目的や方向性を共有するこ
とで治療方針の統一がはかれ一時帰宅や在宅復帰が
可能だったと考えられた。

②ＡＤＬ状態の維持・改善に各職種の専門
性を生かした指導・援助が必要

本人の身体能力に応じた動作指導、
自助具や福祉機器の活用、介護サー
ビスの利用、環境調整を行うためには
現状の身体機能やADL、介護力の評価
と予後予測が必要。

定期的なチームでの回診
カンファレンスで目標再設定

②ＡＤＬ状態の維持・他職種との連携を行うことが
重要
復帰可能群は退院前に身体機能に合わせた自助具

や福祉機器の活用、環境調整によりＡＤＬの自立度
があがった患者がおり、ＡＤＬ状態の維持や改善の
ために各職種の専門性を生かした包括的支援が必要
と考えられた。

③本人・家族には、受け入れの準備や

支援その相談相手が必要

終末期癌患者が在宅復帰するには高
度な医学的管理と介護が必要。

セラピストは、具体的な介護法の指導
や本人・家族の精神的な支えとなり、本
人・家族と他職種との懸け橋になりうる。

③本人・家族にとっては、リハビリは相談相手・受
け入れ態勢の準備を手伝う上で、重要。
終末期患者が在宅復帰するには高度な医学的管理

と介護が必要。そのため家族や介護者の負担感や不
安を軽減し、患者自身が望む終末期を支援するため
にも地域をふくめた多職種で情報を共有し、包括的
な治療やサービスを提供することが終末期患者の在
宅復帰の支援へと繋がると考えられた。
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自宅復帰

以上のことから、終末期患者が自宅復帰するには
本人の意思、本人の心身状態、家族の受け入れ態勢、
環境整備、本人・家族を支援する多職種の連携が整
う事で可能になると考えられた。

結語
リハビリを提供した終末期癌患者で一時帰

宅が可能だった患者と不可能だった患者の
比較を行った。

在宅復帰可能群は不可能群と比べカン
ファレンス回数が多く退院時のＡＤＬの介助
量が少ないことが示唆された。

本研究の対象者は少なく、今回の結果が
他の病院に該当するとは限らない。今後も
対象者数を増やし、調査することが必要であ
る。

【結語】
リハビリを提供した終末期患者で一時帰宅が可能

だった患者と不可能だった患者の比較を行った。在
宅復帰可能群は不可能群と比べカンファレンス回数
が多く退院時のＡＤＬの介助量が少ないことが示唆
された。

しかし、本研究の対象者は少なく、今回の結果が
他の病院に該当するとは限らない。今後も対象者数
を増やし、調査することが必要だと考えた。

ご清聴ありがとうございました。




