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Ａ病院は、瀬戸内海に浮かぶ島で、人口約 17800

人の過疎化が進む地域にある、病床数 114 床（地域

包括ケア病床 16 床含む）の公立病院である。地域の

高齢化率は平成 27 年現在 50.65％と全国平均より高

い。入院患者の多くは地域の方であり、老々介護で

家族が病院に来る手段が、病院の送迎バスに限られ

ている方が多い。キーパーソンである家族が遠方で、

面会に来る機会も少ない方もいる。また、入院期間

が 90 日を超えると家族の面会が少なくなる傾向が

ある。そのため、スタッフとの関わりが少ない。 

 

Ｂ病棟は 90 日を超える長期入院患者を受け入れ

る慢性期病棟であり、終末期の患者に対しても日常

生活援助が中心の看護が行なわれている。「桜が見た

い。」という終末期患者の言葉からその人らしい最後

を迎えるための援助を行いたいと強く感じた。デス

カンファレンスを行い、慢性期病棟における終末期

患者の関わりを考える機会を得たのでここに報告す

る。 

 

方法 

平成 27 年 12 月～平成 28 年 5 月に死亡退院とな

った患者 3 名を抽出。デスカンファレンス記録から、

以下のカテゴリーに分け、それぞれできた事・でき

なかった事に分類した。スタッフの発言、思いを抽

出し関わりを考える。 

 

・患者とのコミュニケーション 

・家族とのコミュニケーション 

・スタッフ間・他職種とのコミュニケーション 

・ADL・ケアに関すること 
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倫理的配慮 

当院の倫理委員会の承諾を得て、対象患者の個人

情報が特定されないように記載した。また、カンフ

ァレンスは自由参加とし、参加したスタッフの発言

についても、個人が特定されないよう配慮した。 

 

事例紹介とデスカンファレンス内容 

＜事例１＞ A 氏 70 歳代 男性 (死因)直腸癌 

＊告知スミ 

既往歴：直腸癌、胃癌、イレウス術後、尿道損傷、

人工肛門･膀胱瘻造設 

ADL：移動）ベッド上で過ごしていた。 

食事）ベッド上ギャッジアップで自力摂取を行って

いた。 

清潔）全介助で行っていた。 

排泄）膀胱瘻造設しているが、時折膀胱瘻より尿漏

れがみられた。 

膀胱瘻のカテーテル交換は4週間に1回行っていた。 

人工肛門にストーマパウチ装着中であったが、多量

のガス･便貯留に伴い漏れを生じることが多かった。

その都度、清拭・更衣を行っていた。 

面会：家族（娘・甥御夫婦）の面会はほぼ毎日あり。 

希望・思い：本人・家族共に「好きなものを食べた

い」いう思いが強かった。 

［デスカンファレンスの内容］ 事例１ 

 

・参加人数：15 名 

・意見数：18 件 

患者とのコミュニケーション：28％ 

家族とのコミュニケーション：16％ 

他職種とのコミュニケーション：39％ 

ADL･ケアに関する事：17％ 

患者本人は意識清明で、不満があると口に出して

おりスタッフは訪室を敬遠しがちになっていた。 

他職種とのコミュニケーションでは、本人･家族共

に食事に対する思いが強かったこともあり、言語聴

覚師や管理栄養士とカンファレンスを行なえばよか

ったなどの、意見が多かった。ＡＤＬ・ケアに関す

ることの内容は、膀胱瘻からの尿漏れやストーマパ

ウチからの便漏れにより、清拭・着替えが多く、患

者に負担がかかっていた等が挙げられた。 

 

＜事例 2＞ B 氏 70 歳代 男性 (死因)肺炎 

既往歴：食道癌術後、肺癌、水頭症、慢性呼吸不全、

ビタミン B12 欠乏性貧血、 

ADL：移動）ストレッチャー。上肢が動くのみで体

位変換や移乗は全介助。 

食事）注入食を行っていたが、発熱があるとその都
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度中止していた。 

清潔）全介助で行っていた。 

排泄）おむつ着用。便より CD 抗原(+)。  

面会：家族の面会は毎日あり。家族からの要望が多

い。 

希望・思い：少しでも長く生きてほしい。 

［デスカンファレンスの内容］ 事例２ 

 

・参加者数：13 名 

・意見数：18 件 

患者とのコミュニケーション：6％ 

家族とのコミュニケーション：47％ 

他職種とのコミュニケーション：12％ 

ADL･ケアに関すること：35％ 

 毎日決まった時間に家族の面会があり、とても献

身的であった。しかし、家族からの要望が多く、重

圧に耐えられず、訪室やケアが後回しになっていた

等の意見がった。その反面、最後は家族と積極的に

関わることができた、家族の面会時間に合わせて処

置を早めに終わらせ家族に話を聞くことができたと

いった意見も聞かれるなど、家族とのコミュニケー

ションに関する内容が約半数を占めている。本人は

発語することが少なく、入浴以外はベッドで過ごす

ことが多かった。発汗が多く、もっと清拭や入浴を

すれば良かった、車いすに移乗して散歩に行くなど

できたらよかったといった ADL･ケアに部分が高い

内容となっていた。 

この事例では、家族の希望で死後の処置を一緒に

行っている。 

 

＜事例 3＞ C 氏 90 歳代 女性 (死因)大腸癌 

既往歴：大腸癌(上部結腸部)、リンパ節・肝臓・肺転

移疑い、右大腿骨頚部骨折術後、 

心房細動、慢性心不全、脳梗塞後 

ADL：移動）リクライニング車椅子全介助。 

食事）ベッド上セッティングで自己摂取。後半は介

助を行っていた。 

清潔）全介助。特別入浴。 

排泄）オムツ着用。時々導尿していた。 

面会：家が近くにあり、積極的に面会にきていた。 

希望・思い：なるべくきれいにしてほしい。家族の

写真を見える所に置いてほしい。 

［デスカンファレンスの内容］ 事例３ 

 

・参加者数：11 名 

・意見数：10 件 

患者とのコミュニケーション：36％ 

家族とのコミュニケーション：21％ 

他職種とのコミュニケーション：14％ 

ADL･ケアに関すること：29％ 

 患者は、夜中や、さみしくなると大声が出ていた

ため、患者とのコミュニケーションが全体の 1/3 以

上を占める内容となった。自力で食べることができ
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る間は、本人の好きなものを食べることが出来てい

た。また、入浴が好きだったということもあり、1

週間に 2 回は入浴ができており ADL・ケアに関する

ことが 29％となっている。 

早めに 4 人部屋から個室に移動したことで、家族

との時間も作ることができ、スタッフも家族とのコ

ミュニケーションが取れるようになっていた。 

 本事例では、患者にもっと寄り添ってあげればよ

かった、患者の好きだったことは何か考えてあげる

ことができなかったといった、患者への思いが表出

できている。 

また、個室に移ることで家族との時間を作ること

ができた、車いすによく移乗できていた、食べたい

ものを食べさせてあげることができた等、肯定的な

発言が多かった。 

 

結果 

 

 
デスカンファレンスより、4 つのカテゴリーをで

きた事・できなかった事に分けると、患者・家族と

のコミュニケーションの内容が全体の半数をしめ、

中でもできなかった事が 76％を占めていた。“積極

的に関わることができなかった”“逃げ腰になってい

た”などの意見も出ており、終末期患者や家族と積

極的にコミュニケーションがとれていなかったこと

がわかった。反面できた事が 24％で、患者・家族の

要望に応えることができたケースでは、スタッフの

自信にも繋がっていることがわかった。 

 

他職種とのコミュニケーションの内容ではできた

事がなく、“リハビリと家族の話し合いの場を作れば

よかった”“医師にもっと家族の気持ちや状況を伝え

ればよかった”などできなかった事が多かった。 

 ADL･ケアに関することの内容では、週２回入浴で

きた、車いすによく移乗できた、食べたいものを食

べさせてあげられた、褥瘡が出来なかったといった

肯定的な意見もあるが、もっと清拭や入浴をすれば

良かった、食事の工夫ができたかもしれない、スト

ーマケア技術が未熟だったなどできなかった事が多

くあった。 

 

考察 

デスカンファレンスの内容は、できなかった事と

いう内容が大半を占め、日々多忙な業務の中で終末

期患者に“積極的に関われなかった”“逃げ腰になっ
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ていた”などの罪悪感や無力感を口にすることが多

かった。奥山は「ケアをしてあげられないという罪

悪感を、スタッフ同士で受け止め合うようにする。」

1)また、「みんな同じ気持ちなんだなあと分かると、

自分 1 人で抱えていた罪悪感が軽くなります。そし

て気持ちに余裕が生まれ、スタッフ同士の一体感が

強まるのです。」2)と述べている。 

 

今までは、亡くなった方に対してのカンファレン

スはなく、亡くなった日に立ち会ったスタッフは特

に強く罪悪感や無力感が残っていた。デスカンファ

レンスを実施することで、個々の患者への思いや、

行いたかったケアを口に出すことで、自身が患者と

の関わりを肯定的にとらえることができたと考える。 

また、思いを共有することで自身の看護観に自信

がついたと考える。 

 

しかし、終末期患者への関わり方が分からない、

知識不足、自信のなさ等から積極的に関わることが

出来ておらず、個々の看護観が生かされていないこ

とがわかった。眞嶋は「死にゆく患者のケアは、主

として看護が責任をもつものである。 

患者が疾病をもつ人から死にゆく人へと役割が移

行するなかで、日々の課題に対処し、疾患で生じる

心理的、社会的、身体的、霊的な問題に関して患者

と家族を支援する役割を担うのは、主として看護師

である。」3)と述べている。しかし、積極的に関わる

ことに躊躇していたことから、死にゆく人へと役割

が移行している事に気づかず、患者の受容過程に応

じたケアが行えていないと考える。 

 

慢性期病棟という、日々同じ業務の中で、患者と

家族の思いに関する情報が少なかったことから、患

者・家族に寄り添うことが出来ていないことがわか

った。 

生前から、カンファレンスを行い、患者や家族の

思いを確認し、その受容過程に応じた看護を提供で

きるようになる必要がある。 

まとめ 

デスカンファレンスで思いを表出することで、自

分の看護を肯定でき、自信に繋がった。その反面、

積極的に関わる事を躊躇していた面もあり、今後の

課題である。 
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積極的に患者・家族と関わりを持つため、業務の

調整や家族に合わせた援助が必要である。また、チ

ームで患者・家族の要望に応える為に他職種を含め

たカンファレンスを行って行きたい。 
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