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２つの家族を通して看取り
を考える

宮城県 涌谷町訪問看護ステーション

鈴木義子、日影幸子、新田仁美、笠原恵子

はじめに

・日本では、8割以上の方が病院で亡くなり、住み慣れた自宅や施設

で亡くなる方は1割程度。

・今後、高齢者が増加し病院での受け入れが難しくなり住み慣れた

自宅や施設で看取りを行っていく必要がある。

・２つの看取りがあり、経過や変化を受け入れるまで時間がかかった。

はじめに
日本では、８割以上の方が病院で亡くなり、住み

慣れた自宅や施設で亡くなる方は１割程度です。
今後、高齢者が増加し病院での受け入れが難しく

なり住み慣れた自宅や施設で看取りを行っていく必
要があります。

当ステーションでは、平成26年初めに２つの看取
りがあり、家族が看取るまでの経過や状態の変化を
受け入れるまで時間がかかることがわかりました。
事例を通して学んだこと、今後の課題を報告します。

目的

2つの家族を通して看取りを考える

方法

看取りを行った2つの家族への援助を振り返り、

学んだこと、課題を明確にする

目的
２つの家族を通して看取りを考える
方法

看取りを行った２つの家族の援助を振り返り、学
んだこと、課題を明確にする

事例紹介１
Ｓ様

年齢： ８４歳 女性 ２人家族（三女と同居）

日常生活自立度： 自立 認知症自立度： なし

介護者： 二女と二女の長男 （４月上旬から同居）

病名： 肺がん（末期）・多発性肺転移・がん性疼痛

本人・家族に告知、予後は家族のみ（１～２か月）

訪問期間： Ｈ２６．４．２５～６．１４ ※他院より紹介

医療処置： 在宅酸素療法

訪問診察： 1回／月

訪問看護： ３回／週

事例紹介１
S様　84歳　女性　２人家族（三女と同居）
介護者　二女・二女の長男（４月上旬～同居）
病名　肺がん（末期）・多発性肺転移・がん性疼痛

（本人・家族に告知、予後は家族のみ１～２
か月）

医療処置　在宅酸素療法
訪問期間　H26.4.25 ～ 6.14（医療保険）＊他院より

紹介

事例１・経過・看護の実際・結果
月日 ４月 ５月 ６月

状態 酸素２Ｌ 酸素飽和度８５％
ＡＤＬ 自立
食事量 半分量（3食/日）
飲水量 ジュース 氷
排泄 トイレ 歩行

酸素３Ｌ→６Ｌ 酸素飽和度８５～８８％
ＡＤＬ ベッド上 部分介助→全介助
食事量減少 数口（3回/日）
飲水量減少 主に氷
排泄 ポトイレ→オムツ 尿量減少、便秘

酸素４Ｌ→６Ｌ 酸素飽和度８７→７７％
ＡＤＬ ベッド上 全介助 傾眠、呻吟
食事量減少 数口（１～２回/日）
飲水量減少 氷のみ
排泄 オムツ 尿量減少、便秘

看護 訪問看護３回/週
状態観察
酸素機器の管理

他院 主治医へ緊急連絡
酸素量調節
家族に受診勧奨

訪問看護 ３～５日/週
状態観察
酸素機器の管理・調整
食事・排泄・清潔援助 口腔ケア
主治医、関係部署への連絡
介護指導、療養相談

訪問看護 ３～4日/週
状態観察
酸素機器の管理・調整
食事・飲水量の観察
排泄・清潔援助 口腔ケア
主治医、関係部署への連絡
介護指導、療養相談、看取りの説明

結果 酸素飽和度 ８５％→８８％
解熱剤の処方・酸素マスク
受け取り

病院受診
訪問診察 1回/月→1回/週

病院受診
訪問診察 1回/週
在宅看取り決定、在宅点滴開始
（家族希望で入院、死亡）

看護の実際
訪問当日、Ｓ様は発熱、酸素飽和度低下があり、

医師の指示で酸素量を調整しました。５月に家族が
Ｗ病院を受診、主治医より急変の可能性があり入院
を勧められました。二女は自宅で看たい希望があり、
訪問診察が開始になりました。

Ｓ様はADLは自立していましたが、徐々に低下
し、介助が必要な状態になりました。

家族は介護が初めてのため介護方法を説明し、S
様の状態が不安定のため、訪問診察と訪問看護の回
数を増やしました。しかし、家族は最期をどうする
か迷っていました。

６月初めに脱水になり、主治医から入院の指示が
ありました。家族が自宅での介護を希望し、主治医
と家族が面談を行い、在宅点滴、看取り、死亡確認
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は病院で行うことになりました。Ｓ様は眠っている
事が多くなり、家族に看取りの説明を行いました。
意識レベルが低下し、吸引が必要になり、家族の希
望で入院し、翌日亡くなりました。

事例紹介２
Ｏ様

年齢： 94歳 女性 7人家族

介護度： 要介護４

日常生活自立度： Ｃ２ 認知症自立度 Ⅱａ

介護者： 長男の妻 ・孫

病名： 変形性脊椎症・糖尿病・高血圧・廃用症候群

訪問期間： Ｈ２６．６．２～１０．１３

医療処置： 膀胱留置カテーテル挿入

訪問診察： 1回／月 訪問看護：1回／週 訪問介護：9回／週

訪問入浴介護： 1回／週

事例紹介２
O様　94歳　女性　７人家族　要介護４　寝たきり

度C ２　認知度Ⅱa　
介護者　長男の妻、孫
病名　変形性脊椎症・糖尿病・高血圧・廃用症候群　

膀胱留置カテーテル挿入
訪問期間　H26.6.2 ～ 10.13（介護保険）

事例２・経過・看護の実際・結果
月日 8月下旬 9月 10月

状態 傾眠
食事量減少（2食／日）
飲水量減少

顔面浮腫
食事量減少（1食／日）
飲水量減少・処置の拒否
血尿・尿量減少
カテーテルトラブル

傾眠
経口摂取困難
尿量減少

看護 状態観察・清潔援助
排泄・カテーテル管理
栄養補助食品の紹介
療養相談、主治医連絡

状態観察・清潔援助
排泄・カテーテル管理
受診勧奨・療養相談
栄養補助食品の紹介
緊急時訪問看護利用
主治医等関係部署への連絡

状態観察・清潔援助
排泄・カテーテル管理
緊急時訪問看護利用
受診勧奨・療養相談
主治医等関係部署への連絡
看取りカンファレンス
看取り説明

結果 病院受診 病院受診 病院受診
在宅看取り決定
特別訪問看護指示書
在宅にて点滴開始
在宅看取り

看護の実際　
O様は、訪問当初は食欲も旺盛で会話もでき元気

でした。
８月下旬に傾眠傾向となり徐々に食事量、飲水量

が低下してきました。９月に入り、食事や水分摂取、
訪問時の血圧測定、

カテーテル交換を嫌がるようになり、顔面浮腫や
血尿、尿量減少みられカテーテルトラブルが出現し
ました。食事、水分摂取困難となり、家族が心配し
何度か病院受診をしました。受診する毎、医師より
入院する状態ではないと説明があり、その都度点滴
を受け帰宅しました。家族は入院するほどではない
のになぜ食べないのだろう、点滴を自宅ですれば元
気になるのではないかと思いを持ち在宅介護を続け
ました。

体調不良時は臨時訪問を行い、対応困難時は病院
受診を勧めました。また家族の不安は、介護者の長

男の妻の立場を尊重し家族へ療養相談を実施しまし
た。

10月に眼も開けなくなり、病院を受診し、面談の
結果、家族が在宅での看取りと点滴を希望し、在宅
で実施、看取りとなりました。

結果 在宅看取りは迷い、不安

体調変化時にどうしたらいいの？

病院受診は大変（寝たきりの場合は介護タクシー利用）

入院するほどでないのに なぜ食べないの？

点滴すれば少し良くなるのでは？

介護者一人で決められない家族間の調整大変

結果
２つの家族とも在宅療養を希望しましたが、在宅

で看取ることに迷いや不安がありました。食事や水
分摂取ができなくなり、心配で看護師に相談、医師
の診察を受けました。家族は、点滴をすれば少し良
くなるのではないかと思い、現状を受け入れるまで
に時間がかかりました。

結果 在宅で看取るために

癌のターミナル期と老衰では経過が異なる

看取りの場所について確認すること

状態変化時の対応についてその都度説明が必要

関係部署との連携
医療保険 （主治医、外来、医事課、家族、訪問看護師）

介護保険（主治医、外来、医事課、家族、訪問看護師、ケアマネジャ）

（結果）
癌のターミナル期と老衰では経過も違います。

ターミナル期は、医師より余命が伝えられているの
で亡くなるまで予測がつきますが、老衰は、個々に
より亡くなるまでの経過が異なるため、家族が受け
入れる前に亡くなることもあります。医師が、治療
の適応ではないと判断した時に、本人、家族に看取
りの場所をどうするか確認する必要があると考えま
す。また、状態の変化時の対応についても、あらか
じめ説明を受けていると心の準備もできます。医師
の診察を受けると、本人と家族の不安も軽減し、看
護師の対応もスムーズにできると感じました。在宅
看取りの希望があった時は、医師より十分な説明を
行い、関係部署での連携を密にして関わることが大
切と思われます。

家族からは「孫も来て皆介護した。自分の生き様
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を、身を持って示した。」「大往生だった。何年も会っ
ていない弟に会わせられた。俺の時もお願いしたい」
などの言葉がありました。住み慣れた場所で看取る
ことは、本人、家族にとって、心に残る時間を過ご
すことができたと考えます。

おわりに
今回、２つの家族を通して学んだことを今後の在

宅看取りの際に生かしていきたいと思います。

ご静聴ありがとうございました




