
引用文献、参考文献は御参照ください。 ご静聴ありがとうございました。

【Ⅰ．はじめに】家族員の健康問題の発生により別
の家族員が介護中心の生活への転換を迫られること
になると、他の家族員の日常生活や家族内役割など

も影響を受け、家族機能の低下や社会生活へ影響が
生じる1）。このように家族はひとつのシステムで
あり、一人の変化であっても家族全体に影響を与え
ることから、家族看護の重要性が指摘されている。
今回、糖尿病と心疾患を持ちながら在宅療養を続けてい
た老年期の男性患者が入院時より認知症を発症し、常時
安全管理が必要な状態となったために、内服薬管理やイ
ンスリン自己注射（以後自己注射とする）を家族が代行
しなければならなくなった事例を経験した。この事例に
ついて、家族をひとつのシステムとみなして家族の関係
性と生活に焦点をあてた家族看護アセスメント2）を適
用した。その結果、同居家族への関わりを持つことがで
き、退院に向けた支援を行うことができたので報告する。
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Ⅱ.研究目的 

 退院後も自己管理が必要な認知症患者家族
に対する、家族看護アセスメントを用いた退
院支援の有効性を明らかにする。 
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【Ⅱ．研究目的】　退院後も自己管理が必要な認知
症患者家族に対する、家族看護アセスメントを用い
た退院支援の有効性を明らかにする。

【Ⅲ．研究方法】

1．研究期間：平成22年8月～9月
2．研究対象：糖尿病、認知症を持つ79歳男性とその

同居家族（妻、長女、孫）。患者は糖尿病の血糖コ
ントロールのために入院した。キーパーソンは妻。
入院前は、自営業（タンス造り）をしていた。家事
は妻や長女が行っていた。長女は会社員で孫は高
校生であるため、日中は妻と二人で過ごしていた。

3．介入方法：
1）入院当初から同居する妻や長女との面談を行い、

家族の状況を把握した。アセスメントの枠組み
として、鈴木と渡辺による家族アセスメント2）
を用いた。これにより、患者の健康問題の全体像、
家族の対応能力、家族の発達課題、家族におけ
る過去の対処経験、家族の適応状況をアセスメ
ントし、①ストレッサーが家族に与える影響、
②ストレスに対応する家族の能力、③家族の健

康問題に関する対応状況を明らかにした。
2）家族の援助ニーズを明確化し、ケアプランを立

案、実施した。

4．倫理的配慮
妻と長女に研究の趣旨と、データは研究の目的以外
に用いることはないこと及び発表の際には個人が特
定できないようにすることを説明し承諾を得た。

【Ⅳ．結果】

1．患者の状態と看護問題
入院時よりベッドの上に立ったり、夜間に廊下を歩
いたりと常時安全管理が必要な状態で、HDS － R4
点であった。内服自己管理、自己注射について今後
は家族の協力が必要な状態であると判断された。入
院時の看護問題として、糖尿病のコントロール、認
知症に関連した安全管理及び患者の退院に伴う家族
の受け入れと介護能力の不足に関連した介護者の役
割緊張状態を挙げた。
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○キーパーソンは妻 
○入院前は、自営業（タンス造り） 
○家事は妻や長女 
○長女は会社員で孫は高校生であるため、 
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○介入方法 
１）入院当初から同居する妻や長女との面談 
  を行い、家族の状況を把握 
・鈴木と渡辺らによる家族アセスメントを使用 
  
 ①ストレッサーが家族に与える影響 
 ②ストレスに対応する家族の能力 
 ③家族の健康問題に関する対応状況 
              を明らかにした。 
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○倫理的配慮 
 妻と長女に研究の趣旨と、データは研究の
目的以外に用いることはないこと及び発表
の際には個人が特定できないようにするこ
とを説明し承諾を得た。 
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Ⅳ.結果 
１．患者の状態と看護問題 
○入院時よりベッドの上に立ったり、夜間に  
 廊下を歩いたりと常時安全管理が必要 
○ HDS-R４点 
○内服自己管理、自己注射について今後は家 
 族の協力が必要 
＜入院時の看護問題＞ 
①糖尿病のコントロール 
②認知症に関連した安全管理 
③患者の退院に伴う家族の受け入れと介護能 
 力不足に関連した介護者の役割緊張状態 
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2．家族アセスメント
1）ストレッサーが家族に与える影響の程度：退院後

は妻が自己注射や内服薬管理を行わなければなら
ない。妻が自己注射の方法を習得し、血糖値が安
定するまでの期間の入院が必要となる。また、入
院中及び退院後も安全管理のため付き添いが必要
な状態であることから、妻の負担が大きい。

2）ストレスに対応する家族の能力：妻には持病の
狭心症があり、疲労により悪化する可能性があ
る。妻の不在時等には、同居している長女が自
己注射や内服薬管理を行うことが可能である。

3）家族の健康問題に関する対応状況：入院当初は徘回が
みられ、妻が付き添っていたが、「疲れた」「夜、徘回
するのが困る」という言葉が聞かれた。疲労が蓄積し
ないよう、長女の協力や社会資源の活用が必要である。

3．家族看護診断
1）認知症の患者の見守りにより妻への負担が大き

くなり妻の体調が悪化する可能性がある。
2）妻が自己注射と内服薬管理を実施する必要があ

るが、長女による支援が必要である。

4．ケアプラン
1）妻の負担に関して
①妻の負担を軽減するために、ケースカンファレンス
を開き、家族と関係のある全てと情報を共有する。②
患者の徘徊については安定剤を夕食後に服用しコン
トロールする。③在宅サービスの情報提供を行い、妻
の時間を作る。④患者が生活しやすいように自宅改修
を行い、妻の見守りを減らす。⑤電動ベッド、ポータ
ブルトイレ、手すりの設置により、介護負担を減らす。

2）自己管理に関して
①妻に自己注射の方法、低血糖、高血糖症状とその
対応、内服薬について説明する。②妻が不在の時に
は長女の協力を得ることを提案し、家庭内役割の調
整を行う。③協力が可能であれば、長女へも妻と同
様の指導を行う。

 
３）家族の健康問題に関する対応状況 
○入院当初は徘徊に妻が付き添い  
 「疲れた」「夜、徘徊するのが困る」 
○疲労が蓄積しないよう、長女の協力や社会 
 資源の活用が必要 
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３．家族看護診断 
１）認知症の患者の見守りにより妻への負担 
 が大きくなり妻の体調が悪化する可能性が   
 ある。 
２）妻が自己注射と内服薬管理を実施する必 
 要があるが、長女による支援が必要である。 

４．ケアプラン 
１）妻の負担に関して 
①妻の負担を軽減するために、ケースカンファ 
 レンスを開き、家族と関係のある全てと情報 
 を共有 
 
②患者の徘徊については安定剤を夕食後に服用 
 しコントロール 
 
③患者が生活しやすいように自宅改修を行い、 
 妻の見守りを減らす 
 
④電動ベッド、ポータブルトイレ、手すりの設 
 置により、介護負担を減らす 
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２）自己管理に関して 
①妻に自己注射の方法、低血糖・高血糖症状  
 とその対応、内服薬について説明 
 
②妻が不在時には長女の協力を得ることを提 
 案し、家庭内役割を調整 
 
③協力が可能であれば、長女へも妻と同様の 
 指導を行う 
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２．家族アセスメント 
 
１）ストレッサーが家族に与える影響の程度 
○退院後は妻が自己注射や内服薬管理を実施 
○入院中及び退院後も安全管理のため付き添 
 いが必要な状態 
 
２）ストレスに対応する家族の能力 
○妻には持病の狭心症があり、疲労により悪 
 化する可能性 
○妻の不在時には、同居している長女が自己 
 注射や内服薬管理を行うことが可能 
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5．ケアプランの実施結果
1）妻の負担に関して
徘徊は、安定剤服用後は徐々に落ち着き、夜間眠るよ
うになった。在宅サービスについて情報提供したとこ
ろ、妻より、「病院受診時に患者を見られない」とい
う訴えがあり、妻以外が見守りする環境が必要である
ことがわかった。そこで、妻の病院受診に合わせたデ
イサービスの利用を提案し、週2回利用することに
なった。妻は、退院前のケースカンファレンスの際に

「寝室は2階にあったため1階を改修して寝室を作り、
電動ベッドも購入した。トイレなどの段差を改修して
バリアフリーにする予定で、それまではポータブルト
イレを近くに置いておくことにしました。」と、退院
後の生活についての取り組みを話した。

2）自己管理に関して
妻は積極的に自己注射の手技を練習し、短期間で取得
することができた。そこで、妻の手技や知識の確認及
び互いの協力関係を確立することを目的として、長女
への指導を妻が行うことにした。長女は緊張せずに練
習ができ、自己注射の手技を習得することができた。

【Ⅴ．考察】家族をひとつのシステムとして考えて家
族看護アセスメントを用いることにより、入院当初か
ら妻や長女と退院についてコミュニケーションを図
ることができた。これによりキーパーソンである妻だ
けではなく、長女への関わりを持つことができた。妻
と長女が患者の自己管理の役割を分担し、さらに家庭
内役割を調整、協力して実施して行くことで、長期的
な自己管理の実行が可能となるものと考える。

面談やケースカンファレンスの際には思いの表出を
促したことで、妻は思いを語ることができ、現在の
問題を認識して、家屋改修や自己注射の練習に主体
的、積極的に取り組むことができたと考える。また、
家族の生活パターンを理解することができ、様々な
在宅サービスがある中で、この家族に最も適した
サービスの情報を提供することができた。これによ
り、妻の負担を軽減することができたと考える。
患者が回復していく過程では、医療者だけではなく
家族が患者に与える影響も大きい。しかし、家族看
護の必要性を感じながらも実際には患者を中心とし
たケアが多く、患者家族との関わりは、それぞれの

５．ケアプランの実施結果 
１）妻の負担に関して 
○徘徊は、安定剤服用後は徐々に落ち着き、 
 夜間眠るようになった。 
 
○在宅サービスについて情報提供 
・妻の病院受診に合わせたデイサービスの 
 利用を提案。 
 
○妻は退院前のケースカンファレンスの際に、 
 退院後の生活についての取り組みを話した。 12 

Ⅴ.考察 
○家族をひとつのシステムとして考え家族  
 看護アセスメントを用いた 
・入院当初から妻や長女と退院についてコ 
 ミュニケーションを図ることができた 
・妻だけではなく、長女への関わりを持つ 
 ことができた 
○妻と長女が患者の自己管理の役割を分担 
 し、協力して実施していくことで、長期 
 的な自己管理の実行が可能となるものと 
 考える。 14 

○面談やケースカンファレンスで妻は思いを 
 語ることができ、問題を認識して、家屋改   
 修や自己注射の練習に主体的、積極的に取 
 り組むことができた。 
○家族の生活パターンを理解し、この家族に  
 最も適したサービスの情報を提供すること 
 ができた。 
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 家族の問題を把握するためには、入院当初
から家族との意見交換を密に行い、家族の意
思を尊重したサービスを取り入れ、良い看護
を提供していくことが重要である。 

２）自己管理に関して 
 
○妻は積極的に自己注射の手技を練習し、短 
 期間で習得することができた。 
 
○妻の手技や知識の確認及び互いの協力関係 
 を確立することを目的として、長女への指 
 導を妻が行った。 
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看護師の意識、経験に頼るところが大きい現状があ
る。家族の問題をしっかり把握するためには、入院
当初から家族との意見交換を密に行い、家族の意思
を尊重したサービスを取り入れ、良い看護を提供し
ていくことが重要である。
森山は「家族の思いや考え方を言葉にして表現す
ることで、家族自身が自分の気持ちを整理したり、
今までの家族の歴史を振り返るよい機会ともなる」
3）と述べている。今後は、患者だけではなく、家
族成員全員に関わるための家族インタビューや介入
技術の向上を図っていきたい。

【Ⅵ．結論】家族看護アセスメントを用いた退院支援は、
自己管理が必要な認知症患者の自宅退院に向けた家族
の問題を明らかにし解決に導くために有効であった。
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Ⅵ.結論 

 家族看護アセスメントを用いた退院支援は、
自己管理が必要な認知症患者の自宅退院に向
けた家族の問題を明らかにし解決に導くため
に有効であった。 
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