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終末期がん患者の外来受診 

－処置中の患者を待つ家族に寄り添って見えたもの－ 
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概要

A市 人口 5万人

高齢化率 3２．４％

A病院：210床（感染病床4床）

看護単位 １０対１

外来患者数 500人（平均）/日

17診療科

外来化学療法室 4床

二次救急

災害拠点

地域がん診療病院

A市

 

目的

�終末期がん患者の外来受診の際に、長

時間にわたり処置を受ける患者・家族の

待ち時間の過ごし方や、看護師のかか

わりを振り返り、外来看護師の役割につ

いて示唆を得る

倫理的配慮

A病院看護部倫理委員会にて承認を得た。

 

２０２５年には長高齢者社会を迎えようとする今

日、「平均在院日数の短縮」や、「医療依存度の高い

患者の在宅療養」、「高度で専門的な医療を必要とす

る患者の通院」など、外来をめぐる状況はめまぐる

しく変化しています。さらにがん医療においては、2

人に 1 人はがん患者であるという時代に突入しまし

た。 

A 病院は平成２７年に、地域がん診療病院の指定

を受け、地域で暮らす人々に、切れ目のないがん医

療を提供できるように努力しています。 

 今回、終末期のがん患者の外来通院に付き添そう、

4 名の患者の家族に焦点を当て、長時間にわたり処

置を受ける患者・家族の待ち時間の過ごし方や、看

護師の関わりを振り返り、外来看護師の役割につい

て示唆を得たので報告します。 

Ⅰ方法

１．期間：平成27年4月～12月

２．対象：3時間以上の処置 （輸血・腹水穿刺）を受けた

終末期がん患者4名

３．データー収集

１）対象患者のカルテから患者や家族の思いが記載さ

れている記録を抽出する。

２）担当した看護師より、患者に付き添った家族の“思

い”や過ごし方について聞き取る。

４．データー分析

１）で抽出した記録内容を基に、担当した看護師に 記

載当時の状況や付き添った家族に対するエピソードを聞

き取り、看護師が介入した内容を振り返る。

 

Ⅱ 結果：対象者の概要

�患者４名は市内在住者

�７０歳～９０歳代

�通院回数 １～４回／月

�通院方法 家族の送迎

�処置室の個室を使用

�滞在時間

輸血時、採血から輸血終了

まで

４～５時間

腹水穿刺時、処置室滞在

時間４時間

処置終了後はカンファレンス

を実施

少し時間を取っ

て奥さんのお気

持ちを聞いてみ

たわ

D氏の奥さん

が疲れている

ように見える

入浴サービ

スや訪問看

護も利用さ

れてるけど

訪問者の対

応につかれ

ている。

２４時

間大変

カンファレンスの実施

 

結果 

対象者の概要はスライドを参照してください。 

中央処置室の看護師は 4～6 名、採血室の業務を兼

ねています。 

処置の終了後には、その日に関わったスタッフで

カンファレンスを実施しました。 
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患者の思い

• 家が一番です。ここで（外来）で輸

血してもらえてよかった。

• 外来の日はこの子（娘）と一緒に

いられて安心してます。

家族の思い

• 一緒に住むことはできないのでせ

めてこれぐらいと思っています。

• あとどれぐらいかわかりませんが、

輸血をした後はとても顔色がいい

ので安心します

看護師の思

い

• 娘さんとの時間を楽しく過ごしてほ

しい

• できる限り在宅でという患者の思

いに寄り添いたい。

MDS（骨髄異形成

８０歳代・女性

夫と二人暮し

月２回の通院

市内在住の娘

が付き添う

輸血

A氏

安らぎ

ねぎらい

 

事例 

A 氏は高齢の夫と二人暮らし。通院には市内に住

む長女が休みを取って付き添っていました。「こんな

時でないとゆっくり話ができません」と言い、昼食

を持参していました。看護師は昼食がとれる環境を

整えていました。処置の終了時には「ありがとう。

楽しい時間でした」と帰って行かれました。 

患者の思い

• 遠いところから娘たちに世話になっ

ている。申し訳ない

• 娘は妻のところ（施設）に行ってくれ

てます。ありがたいと思っています。

家族の思い

• 施設に任せきりなので申し訳ない

• 前の日から来ないと通院に間に合わ

ない。年老いてきたので疲れる

看護師の思

い

• 遠方からの来院体力も経済的にも負

担

• 娘婿という関係性で、お互いに距離

をもって遠慮があると感じた

B氏 白血病

90歳代 男性

月１回の通院

施設入所中

遠方から娘夫

婦が前泊し娘

婿が付き添う

輸血

B氏

代弁

ねぎらい

 

B 氏は、高齢の夫婦ともに施設に入所中。通院に

付き添うために、遠方から前日に来てくれる娘夫婦

に、「感謝の気持ち」と「申し訳ないという気持ち」

を、担当する看護師に話していました。 

 通院には娘婿だけがつき添われるため、お互いに

距離を置いて過ごされていました。 

患者の思い

• 家が一番、畳の上で死なしてくれと

頼んでいる。

• 水を抜いてもらうと、飯がうまい。体

が軽くなるし動きやすい。

家族の思い

• 本人が望むようにしてやりたい

• 私が付き添っているときは、母が自

由に過ごせる時間なんです

看護師の思

い

• 自身の経歴を懐かしそうに語られた。

顔が生き生きしてくる様子がわかる

• 在宅看取りを決めているが、緊急

時の調整も伝えておく。

C氏肝臓がん

７０歳代 男性

妻と二人暮し

近所に在住の

娘が付き添う

腹水穿刺

C氏

安らぎ

ねぎらい

 

C 氏は、妻と二人暮らし。余命宣告後、「畳の上で

死にたい」と家族に強く希望され、在宅調整は整っ

ており、腹水穿刺のためだけに外来通院をされてい

ました。 

通院には、敷地内に住む娘が休みを取って付き添

っていました。「病院に来ている時間は、母が自由に

過ごせる時間なんです」通院時間は介護者の休息時

間となっていました。 

患者の思い

• 毎日畑を見に行く。柿の時期まで居ら

れるかなあ

• 痩せてきたらふらつくようになった。み

ずを抜いてもらうとちょっと食べられる。

家族の思い

• おじいさんの世話に毎日いろんな人

が来てくれる。ありがたいけど、疲れ

ます。

• 息子たちもよくしてくれるけど、おじい

さんいつまでやーるんやろ。私のほう

がまいってます

看護師の思い

• 通院を重ねるたびに妻の疲労が見え

てくる何とかしなければと思った。

• 息子夫婦も在宅介護に協力的で、妻

は愚痴や本音を言える場所がない

D氏 胃がん

７０歳代男性

敷地内の長男

夫婦と同居

嫁の送迎で院

内では妻が付

き添う

余命宣告あり

腹水穿刺

D氏

傾聴

ねぎらい

 

D 氏は妻と二人暮らし。敷地内に長男家族が住み、

通院の送迎は長男の嫁が行い、院内では妻が付き添

っていました。 

可能な限り自宅にいることを希望されていたため、

在宅調整は整っていました。 

しかし、妻から「おじいさんいつまでやーるんや

ろ。」という言葉を聞き、看護師は妻の疲労に気づき、

場所を変えて傾聴し、医師を交えてのカンファレン

スを実施しました。 
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• 介護のスト

レス・疲労

• 患者や家

族の思いを

伝える

• 遠方からの

付き添い

• 日々の介

護

• 安心できる

環境調整

• 意思決定

支援

安ら

ぎ

ねぎ

らい

傾聴代弁

看護介入

 

4 名の患者の処置を担当した看護師は 6 名でした。

処置を待つ患者の家族へ、日々の介護をねぎらい、

ゆっくりと思いを傾聴すること。また、患者や家族

の思いを代弁すること、そして、安らぎを与えるよ

うな環境調整を看護介入として行っていました。 

 また、どの事例においてもねぎらいの言葉がけを

していました。 

考察

�半日にも及ぶ処置の時間は、患者にとっては

苦痛を和らげる症状緩和の時間となり、付き添

う家族にとっては、患者から離れた休息の時間

であった。

�看護師にとっては、患者や家族の“思い”を引

き出せる時間となり、家族への介入ができる時

間となっていた。

�家族の二次的ストレスを予防する援助は、終末

期がん患者を抱える家族にとって、非常に重要

なものであると考える。

 

考察 

今回の 4 事例の関わりを振り返ることで、終末期

のがん患者が地域で暮らしながら療養するというこ

と、患者の希望に沿うための家族の努力、また、患

者や家族の思いを知った外来看護師の対応などを知

ることが出来ました。 

 廣川は、終末期がん患者と家族が通院する外来に

おいて、看護師の役割は、身体的苦痛の緩和を積極

的に行うこと、自宅での対処や努力を認め、予測さ

れる困難について一緒に考えること、家族に対して

安らぎを感じるような関わりや気づかいをすること。

と述べています。 

半日にも及ぶ処置の時間は、患者にとっては苦痛

を和らげる症状緩和の時間となり、付き添う家族に

とっては、患者から離れた休息の時間や家族で過ご

す安らぎの時間となっていました。 

また看護師にとっては、患者や家族の“思い”を

引き出せる時間となり、家族への介入ができる時間

となっていました。 

白川らは、家族の話し相手・相談相手になること、

声をかけることが家族にとってのストレス解消やこ

ころの支えになると述べています。 

 家族の二次的ストレスを予防する援助は、終末期

がん患者を抱える家族の援助としては非常に重要な

ものであると考えます。 

Ⅴ結論

�１．終末期における長時間の処置の待ち時間は、

家族にとって苦痛なものではなく、看護師の働き

かけによって、有意義な時間へと変化していた。

�２．外来看護師は、付き添う家族に対して、安ら

ぎを感じられるようなかかわりや、気遣いをする

ことが大切である。

 

結論 

１．終末期における長時間の処置の待ち時間は、家

族にとって苦痛なものではなく、看護師の働き

かけによって、有意義な時間へと変化していま

した。 

２．外来看護師は、付き添う家族に対して、安らぎ

を感じられるようなかかわりや、気遣いをする

ことが大切です。 

ご清聴ありがとうございました
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