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「ずっと家で暮らしたい」思いを支えるには
～入退院を繰り返し訪問開始後１年以上在宅療養生活継続者への
聞き取り調査から～

発 表 者 内田 百合子 （島根県：奥出雲町健康福祉課（奥出雲訪問看護ステーションにた））

共同研究者 高橋 晴美、萩原（小林）陽子、佐藤 兆

後、ケアマネージャーから「連携が密に図れる

ようになった」と評価され、情報共有ができる

ようになりました。診療所もケアマネージャー

からの情報連絡が迅速に得られる様になりまし

た。
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【考察】

誕生日プレゼントと記念撮影も好評でした

が、一部の患者、家族にとっては押しつけとなっ

てしまい、反省しました。

自己満足にならないように、意思の確認が必

要です。
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【まとめ】

今後も近江診療所は患者、家族に安心して在

宅で療養できる環境を提供していきたいと考え

ます。

診療所から発信する情報共有の和を大切に

し、より良い在宅支援を目指していきたいと思

います。

以上で発表を終わらせていただきます。御清

聴ありがとうございました。

【はじめに】

厚生労働省は平成２４年度在宅医療連携拠点事

業で在宅医療推進について、在宅医療に関する

国民のニーズとして、療養に関する希望では、

要介護状態になっても自宅や子供・親族の家で

介護を希望する人が４割を超え、また終末期の

療養場所に関する希望として６０％以上の国民が

「自宅で療養したい」との回答を踏まえ、施設中

心の医療・介護から、可能な限り、住み慣れた

生活の場において必要な医療・介護サービスが

受けられ、安心して自分らしい生活を実現でき

る社会を目指す（１）と唱っている。

訪問看護は、在宅医療を推進する一つの方法

として、在宅療養を行っている難病患者、重度

障害者、末期がん患者などの QOLを確保し、

患者の病状に応じた適切な看護を提供し、家庭

において、より安定した療養生活が送れるよう

支援することを目的として（２）、主治医の指示や

連携のもとに看護師などが居宅を訪問して行う

看護である。患者の心身の状態に応じて健康状

態の観察、疾病の予防悪化防止の支援や清潔、

排泄、栄養、食事摂取等の日常生活の看護、医

療的処置や管理、ターミナルケア、介護者の支

援、各種相談等のケアを行っている。
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当訪問看護ステーションは２００５年に開設され

た。開設当初、利用者は月平均１８名で脳血管障

害の方が多かったが、２０１３年３月現在の利用者

は３０名でがんのターミナル期、神経系、慢性呼

吸器疾患で在宅酸素導入、糖尿病、心不全等慢

性疾患、人工呼吸器装着小児と様々である。そ

のような状況の中で利用期間が１年以上の方が

１６名あり、１６名のうち９名が繰り返し入退院を

経験、今回病院を退院されるに当たり初めて訪

問看護を利用、その後約１年在宅療養生活が継

続できている。今回９名への聞き取り調査を行

い、この結果をもたらしたのかを検証し、今後

の訪問活動に役立てたいと考えた。

【目的】

繰り返し入退院を経験後、訪問看護を利用し

その後約１年以上在宅生活が継続できている理

由を検証する。

【方法】

１．調査期間

２０１３年３月～２０１４年４月

２．調査対象者

２０１３年３月時点で当訪問看護ステーション利

用されるまでに入退院を繰り返していた方９名

の利用者本人、家族とした。

３．調査方法

調査用紙を事前に配布、その時点で面接日時

を予約、後日予約日に訪問、聞き取り調査を行っ

た。聞き取り時間は１時間から１時間３０分とし

た。

４．聞き取り調査内容

�退院時の思い、�訪問看護利用することで
変化があったことは何か、�どのように変化し
たのか、�約１年以上体調が安定している理由、
�訪問看護を利用してよかったこととし、回答
は自由回答とした。

５．調査結果分析方法

得られた内容を類似項目別に分類、分析した。

６．倫理的配慮

あらかじめ電話にて調査目的、趣旨、調査方

法、本調査を奥出雲訪問看護ステーションにた

における個人情報の利用目的に基づいて行うこ

とを説明、プライバシーの配慮の説明を行い、

同意を得たのち、訪問日時を調整し、約束した

日時に訪問を行った。

７．聞き取り調査以外に当訪問看護ステーション

のデータから、�対象事例の背景、�訪問看
護の紹介先、�訪問看護導入理由の作成を行っ
た。

【調査結果】

（１）対象者の背景

本調査対象者の背景は表１のとおりである。

性別男性：５名 女性４名

年齢は７５～９３歳（平均年齢８３歳）

（２）訪問看護以外のサービス利用者：５名

（３）家族構成：１人暮らしは１名。同居家族

ありが８名（うち３名は夫婦二人暮らし）

（４）紹介先：入院先の病院から直接が５件、

地域包括支援センターから３件、居宅支

援事業所から１件であった。

（５）訪問看護導入理由

人工膀胱のパウチ交換、在宅中心静脈栄養の

管理、冬場の通院困難時の対応、膀胱洗浄、服

薬管理や病気の説明、療養上のアドバイス、精

神状態の観察、話し相手、緊急時の対応など

【聞き取り調査結果】

�退院時の思い
本人は、「家はよかった。今までのように家事

をしたり畑に出かけたい」「もう二度と入院はし

たくない」「自分で勝手にインスリンを中止した

ので高血糖になった。退院後には気をつけたい」

「一人では不安なので生活するうえでの問題の解

決の手助けをしてほしい」、また家族は「入院中

おかしなことばかり言っていたので早く退院さ

せたかった」「退院後食事に注意をしたり、薬が

確実に服用できるか心配」と退院後の生活に期

待と不安があることを挙げている。

�訪問看護を利用することで変化のあったこと
複数回答とし、身体の調子の変化（精神面の

変化も含む）が７件、病気のとらえ方の変化が

５件、本人、家族への接し方が変わったが３件、
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医療費が安くなったが２件あった。

�どのように変化したか
「食事療法や内服が確実に実施できることで心

不全が起こらないから精神的に安定ができてい

る」「定期的に栄養補給ができて誤嚥性肺炎がお

こらなくなった」と病状の安定とそれに伴って

精神面の安定も上げ、「病気について話を聞く

ことで病気のことがよくわかり、自分でも気を

つけらんといけんと思っている」と病気の理解

ができ、前向きな気持ちになったことや「薬代

が減った」と医療費の軽減を挙げていた。また

「看護師さんが来られる前は息子に父親の病気の

ことを相談しても「知らん、知らん」の繰り返

しだった。来られるようになってからは息子が

父親のことを理解してくれて協力的になって自

分（母親）も気持ちが楽になった」と家族関係

の改善ができたことを挙げている。

�１年以上体調が安定している理由
本人は「看護師からのアドバイス、定期的に

医療処置（膀胱洗浄、高カロリー輸液（在宅中

心静脈栄養法））をしてもらえるから、検査結果

が改善し体調が安定した」「薬が身体に合う。い

ろいろ話が聞ける、訪問が楽しみだから」とま

た介護者は「客観的に本人、家族のことを見て

くれるから」「話を聞いてもらい精神的に支えて

もらっているから」と。このことは看護師から

身体面と精神面の両方からの支援を受けた結果

と回答している。

�訪問看護を利用してよかったこと
１年以上体調が安定している項目と重なる回

答が多かった。

「本人が不安や身体症状を訴えられたとき、家

族は受診するほどでないと思うときに看護師に

相談ができ、本人の不安を聞いてもらえる」「カ

テーテル（膀胱ろうカテーテル）が閉塞したと

き、すぐ来てもらえるから（救急車による病院

受診には２時間以上要する地域）いろいろ相談

ができるし、安心して仕事に出かけられる」と

訪問看護を利用することで安心が得られること

を挙げている。

【考察】

今回の調査で明らかになったことから１年以

上体調が安定している理由について身体面と精

神面から検討する。

１．身体面

本調査対象者本人たちは慢性疾患で服薬や食

事療法、インスリン注射や癌の術後で、人工膀

胱のパウチ交換、在宅中心静脈栄養法、脊髄損

傷で膀胱ろうカテーテル留置による膀胱洗浄等

の医療処置が必要で、退院後もその処置を継続

していかなければ入院治療によって得た安定し

た身体の健康状態を維持できない方たちである。

入退院を繰り返すことは入院治療によって安

定した身体の健康状態を得ても、在宅療養生活

でそれを維持できないような問題があり、それ

が調査対象者本人、家族で解決できていないた

めと考えられる。

その問題とは本調査で「自分で勝手にインス

リンを中止していたので高血糖になった」「食事

療法や内服が確実に実施できることで心不全が

起こらないから精神的に安定ができる」「病気に

ついて話が聞けることで自分でも気をつけるこ

とがあるので身体の調子がよくなった」とある

ように病気の理解不足のため、主体性のある治

療態度が取れず、確実な服薬や療養指導、食事

療法が守れないため、再び身体の健康状態を悪

化させていたこと。

また脳出血後遺症で片麻痺があり患側のツッ

パリ感の増強のため、入退院を繰り返していた

方で、高齢の妻と二人暮らしのため、リハビリ

のための頻回な通院が困難な方、神経因性膀胱

炎のため膀胱瘻造設も再三カテーテル閉塞にて

入退院を繰り返し、在宅療養生活継続のために

はカテーテル閉塞予防のための定期的な膀胱洗

浄が必要であるが、医療機関が遠方のため通院

に困難をきたしていた方、本調査で「訪問前に

は誤嚥性肺炎をおこしていたが、訪問開始後定

期的に栄養補給ができて肺炎がおこらなくなっ

た」とあるように胃全摘後、食事摂取後に食物

の逆流による誤嚥性肺炎と低栄養の改善のため
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表１ 対象者の背景

年齢 性別 病名
訪問開始日
と訪問頻度

訪問看護利用前の経過 ケア内容 家族構成
訪問看護以外
のサービス

備考

８３歳 男

２型糖尿病、
高血圧、直腸
がん術後 ２００８．４．２８

１回／週

約３０年前より２型糖尿病治療中、血
糖コントロール不良にて入退院繰り
返し。
（脳腫瘍、直腸がん、心筋梗塞の既
往有）

健康チェック、本
人が服薬カレン
ダーに準備した薬
や服薬状況、日常
生活の確認、散歩

１人暮らし 通所介護１
回／週
配食サービ
ス２回／週

介護保険
要支援１

８０歳 女
迷妄性障害、
認知症、頸部
切傷後

２０１１．１２．１５
１回／週

２００９．５頃より物忘れ、幻覚、妄想自
傷行為にて入退院繰り返す

健康チェック、精
神状態の観察

夫と２人暮らし 介護保険
要支援１

７５歳 男

胃全摘後栄養
障害 ２０１０．１．５

１回／週

胃全摘後栄養障害、誤嚥性肺炎にて
数回入退院繰り返し。２０１０．１２中心
カテーテル静脈ポート植え込み栄養
管理

健康チェック、生
活指導輸液の実施
と抜去

妻と２人暮らし 医療保険
在宅ＴＰＮ

８７歳 女
慢性心不全、
慢性腎不全
２型糖尿病

２０１．３．２４
１回／週

２型糖尿病、完全房室ブロック、心
不全、腎不全にて２回入退院繰り返
す

健康チェック、血
糖測定値の確認、
話相手

息子夫婦、孫の
４人暮らし

医療保険
インスリン自
己注射

９３歳 女

２型糖尿病、
高血圧、心不
全、腰部脊椎
管狭窄

２０１２．４．８
１回／週

Ｓ５６年より高血圧、２型糖尿病にて
治療中、過去心疾患と高血糖のため
２回入退院を繰り返す

健康チェック、血
圧、血糖自己測定
値の確認評価、生
活指導、話相手

息子夫婦と３人
くらし

訪問入浴
１回／週

介護保険
要介護１
インスリン自
己注射

８０歳 男

膀胱がん術後
後腹膜腫瘍、
両尿管皮膚ろ
う造設

１９９６．１１．７
２回／週

膀胱全摘（膀胱がん）両尿管皮膚ろ
う造設、定期的にパウチ交換、感染
併発のため入退院の繰り返す

健康チェック、パ
ウチ交換、清潔ケ
ア、

妻、息子、孫の
４人暮らし

介護保険
要介護１

７８歳 男
脳 出 血 後 遺
症、痙 性 麻
痺、高血圧症

２００９．１１．２０
２回／週

脳出血にて入院。左上下肢不全麻
痺、患側のツッパリ感強く入退院繰
り返す

健康チェック、リ
ハビリ

妻と２人暮らし 通所リハビリ
２回／週

介護保険
要介護２

９２歳 女
うっ血性心不
全、慢性腎不
全、肥満

２０１０．２．１０
１回／週

２型糖尿病、うっ血心不全、慢性腎
不全にて入退院を繰り返す

健康チェック、生
活指導

夫と息子夫婦の
４人暮らし

通所介護
３回／週

介護保険
要介護２

８１歳 男

脊髄損傷
神経因性膀胱
炎

２００９．４．１７
１回／週

脊髄損傷、神経因性膀胱炎にて膀胱
ろう造設
カテーテル閉塞のため入退院繰り返
す

健康チェック、膀
胱洗浄

妻息子夫婦、孫
との４人暮らし

通所介護
１回／週

介護保険
要介護３

表２ 訪問看護導入理由

導
入
理
由

・２型糖尿病で治療中であるが、発達遅延があり、また一人暮らしのため内服管理が困難。内服管理方法の指導を

して欲しい

・家はよかった。間違ったことをしたけれどこれからは元気で今までのように家事をしたり畑へ出かけたいので、

体調や精神状態の観察をして欲しい

・胃全摘後の低栄養がある。栄養管理のため中心静脈栄養法を継続して行う必要があり、冬場で通院困難のため在

宅で中心静脈栄養法をして欲しい

・病状の観察と話し相手になって欲しい

・健康管理、入退院を繰り返さないように食べ物に注意してほしいが家族のことはあまり聞かないので訪問看護師

さんにきてもらって話して欲しい

・妻、息子とも病気があり定期受診をしている。介護を担っていくには負担がある。定期的なパウチ交換と清潔ケ

アと療養指導をして欲しい

・過去３回痙性麻痺によるツッパリ感強度のため入退院の繰り返し。退院後はひとり暮らしのため健康面生活状況

のチェック、精神面の支援、緊急時の対応をしてほしい

・病状の管理（うっ血性心不全が再燃しないように）と療養上のアドバイスして欲しい

・膀胱ろう造設、カテーテル閉塞を予防するために定期的に膀胱内洗浄をして欲しい
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表３ 退院時の思い

退
院
時
の
思
い

本人の思い

・家はよかった。間違ったことをしたけれどこれからは元気で今までのように家事をしたり畑へ出かけたい

・早く退院したかった

・自分で勝手にインスリンを中止していたので高血糖になったけど、帰ったら頑張る

・１人では不安なので生活するうえでの問題の解決の手助けをしてほしい

・続けて通院をしないといけない。冬場の通院が心配

・もう二度と入院はしたくない

家族の思い

・糖尿病で入院をしていた。発達遅延があり１人暮らし。人との関わりを好まない。きちんと食事を食べたり薬を

飲んだりするのか心配（妹）

・入院中帰りたいみたいで呆けておかしなことばかりいっていたので、早く退院させた（息子）

・自分（妻）も息子も病気で治療中、介護をしていくには不安がある

・入退院を繰り返さないように食べ物には注意をしてほしい

表４ 訪問看護を利用することで変化があったこと（複数回答可）

件数

１ 身体の調子の変化 ７

２ 病気に対する気持ちの変化 ３

３ 病気のことがよくわかった ２

４ 本人への思いが変わった １

５ 家族に対する思いが変わった １

６ 本人に対する関わり方が変わった １

７ 医療費が高くなった ０

８ 医療費が安くなった ２

表５ どのように変化したのか

身
体
・
精
神
面
の
変
化

身体面
・検査結果が安定（３）
・訪問前には時々誤嚥性肺炎を起こしていたが訪問開始後定期的に栄養補給ができて肺炎が起こらなくなった
・身体のツッパリ、痛みがあったが訪問してリハビリをしてもらい良くなった
・病気について話を聞くことで自分でも気を付けることがあるので身体の調子がよくなった
・食事療法や内服が確実に実施できることで心不全が起こらないから精神的に安定ができている
・定期的に来てもらうので身体の調子が楽になった。
・薬の種類が減った
精神面の変化
・気持ちが安定する、精神的な安定が得られた
・食事療法や内服が確実に実施できることで心不全が起こらないから精神的に安定ができている

病
識
の
変
化

病気の理解
・病気について話を聞くので病気のことがよくわかった
・気をつけらんといけんと思っている

関
わ
り
方
の
変
化

本人が家族に対して
・動けなくなり家族の世話になるようになって「ありがとう」という感謝の気持ちがでた
家族が本人に対して
・看護師来る前は息子に父親の病気のことに関して相談しても「知らん、知らん」の繰り返しで関わろうとしてく
れなかった
看護師が来るようになり少しずつ息子が本人の病気を理解してくれるようになり協力的になってくれた
それまで二人の間に入って気を使っていた自分（母親）も気持ちが楽になってきた
・今までは自分（妻）がいろいろ本人のことをしてあげていたが、自分も思うように動けなくなり、自分でできる
ことはしてももらっている

医
療
費
の
変
化

医療費が安くなった
・薬代が減った
・入院中は月に７～８万円かかっていた。今は月２万円くらい
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在宅中心静脈栄養法の実施にあたり、通院に不

安を持っていた方など、安定した身体の健康状

態維持のための定期的な医療処置の提供ができ

ないこと等が問題として考えられた。加藤は在

宅療養が中止となる要因の多くは要介護者の健

康状態の悪化である（３）と言っている。今回在宅

療養生活を開始するに当たり、本調査での調査

対象者本人、家族の希望は「健康チェック、内

服管理、食事指導等療養上のアドバイス」「在宅

中心静脈栄養法の実施、膀胱洗浄、人工膀胱パ

ウチ交換」「話し相手、精神面の支援、緊急時の

対応」等がある。訪問看護がこれらの希望の実

施に向けてアセスメントを行い訪問看護計画を

立て、定期的援助を行うことで、肺炎や膀胱瘻

留置カテーテルの閉塞を起こすことなく、また

病気の理解ができることで前向きに治療に取り

組む姿勢ができ、確実に服薬ができ、食事療法

などが守れるようになった。その結果安定した

身体の健康状態が維持でき、１年以上在宅療養

生活が維持できていると考えられる。

２．精神面

痛みや苦痛、急変があっても２４時間医者、看

護師が常駐している病院ではすぐ対応してもら

えるが、家では対応してもらえない。また病院

では治療や処置がスムーズに行なわれ、医療器

材や器具、薬剤などがすぐ手に入るが家には何

もない。このように病院と家との環境に違いが

あり、在宅療養生活を開始するときには不安が

伴う。本調査でも退院時の思いや訪問看護利用

理由の中で、調査対象者本人や家族の退院後、

表６ １年以上体調が落ち着いている理由

本
人

・話が聞けて、看護師さんからいろいろアドバイスがもらえること

・リハビリや訪問看護に来てもらいいろいろ見てもらえるから

・定期的に膀胱洗浄をしてもらっているから

・家人が食事に気を付けてくれるようになった。

・薬が合うから気持ちが落ちついてきたから（２）

・看護師が来るのが楽しみだから

・高カロリー注射を定期的に受けているから

家
族

・看護師が来て客観的に本人や家族のことを見てくれるから

・食事がかわってきた。いままで簡単なものしか作られなかったが今は手の込んだものを作られている

・いろいろ話を聞いてもらって精神的な支えになってもらっているから

・本人も不安なことや病気について質問した時に家人が言うよりも看護師が答えた方が安心している

・人が来られることで気持ちが元気になられた。人が来ることが支えになっている

・看護師さんからいろいろアドバイスがもらえること

表７ 訪問看護を利用してよかったこと

・看護師さんからいろいろアドバイスがもらえること
・本人が不安、身体症状を訴えられたとき、家族は受診するほどでもないと思うとき看護師に話や相談
・不安なことを聞いてもらってよかった（家族）
・本人や家族の精神的なフォローをしてもらっている
・訪問看護だといつでも詰まったときいつでも来てもらえるし時間もかからないから安心。
・来てもらえるので楽だ（出かけるのが不自由なので）
・話が聞けるし訪問が楽しみになり、訪問を待つようになった
・妹２人で世話をしているので苦しいところがある。来てもらうことでいろいろみてもらうからありがたい（妹）
・安心して仕事に出かけられる
・訪問看護を利用する前は老々介護をしていましたが、病気で入院をすると家族では何もできないと思い、今では利用
させてもらってよかった
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在宅療養生活への不安がうかがえる。

本調査で１年以上体調が安定している理由と

して、「いろいろ話を聞いてもらって精神的な支

えになってもらっている」との回答があるよう

に、私たち訪問看護師が定期的に訪問を行い、

体調の確認や本人、家族から療養生活をするう

えで困っていること等を聞き取り、アドバイス

を行い、必要があれば主治医その他関係機関に

連絡、調整や緊急時の対応を行っている。この

ような関わりが調査対象者本人、家族の不安を

解消することにつながり、その結果精神面に安

定をもたらしていると考えられる。安定した心

の健康状態が維持できれば、病気と前向きに取

り組むこともできるようになる。そのことが確

実な内服や食事療法、医療処置の実施につなが

り、安定した身体の健康状態の維持につながっ

ていく。

本調査で「食事療法や内服が確実に実施でき

ることで心不全が起こらないから精神的にも安

定ができている」との回答を得ているが、久住

が「心身相関の観点に立つとき、そこに意志を

働かせ、心身両者のバランスをとることで、よ

り賢く生きることができる」（４）と言っているよう

に、安定した身体の健康状態が維持されれば、

安定した心の健康状態の維持もできることがわ

かった。

【結論】

１年以上在宅療養生活が継続できている要因

は、調査対象者本人、家族が抱えている問題が

訪問看護が在宅へ定期的な訪問を行い、医療ケ

アの提供と落ち着いた環境で話を伺うことで解

決し、安定した心身の健康状態が維持できるよ

うになったからと考える。

【終わりに】

今回このような結果を得られたのは調査対象

者本人、家族が求められているニーズとそれを

解決するために提供したケアとバランスがうま

く取れた結果であると考える。「ずっと家で暮ら

したい」という思いを支えるために、本人、家

族に寄り添い、本人、家族の持っている力を引

出し、寝込まず心身が健康で住み慣れた地域で

自立した生活ができるよう支援していきたい。
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