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患者・家族も満足しながら
在宅で看取った一例

山形県 おぐに訪問看護ステーション

◎舟山 香 伊藤優子 伊藤和子

渡部玲子 米野早苗 今 千晴

木村亜沙美 色摩和子 阿部吉弘

はじめに

2015年3月31日現在

737㎢

8,195人

3,095世帯

35.8％

面 積

人 口

世 帯 数

高齢化率

一人暮らし高齢者数 417人
山形市

新潟市

• 97％が山林

• 県内有数の豪雪地帯

• 県庁所在地まで車で
1時間30分

• 基幹病院まで40分

山形県小国町は、山形県の西南端、新潟県境に
位置する県内有数の豪雪地帯である。人口8,195
人、高齢化率35.8％の山間過疎の町でもある。面積
737km ２と東京23区がすっぽりと入る広大な面積を
持ちながらもその97％を山林が占め、町内を縦断す
るには車で１時間近くかかる。町中心部から町外の
基幹病院まで車で40分を費やし、県庁所在地までは
１時間30分かかる。

近年の医療情勢の目まぐるしい変化により、入院
日数の短縮や病院の機能分化などで、患者の療養の
場は病院から在宅へと移行しつつある。医療依存度
の高い患者の在宅療養も増加している。医療の役割
も、“治す・救う”医療から“癒す・支える・看取る”
医療へと変化してきている現状にある。

当町では、近年病院や施設での看取りが増加し、
自宅での看取りは減少傾向にあるが、今回、終末期
の患者が、住み慣れた在宅で穏やかな最期を迎える
ことができた症例を通し、地域における在宅医療や
訪問看護の役割について考察したので報告する。

目 的

終末期の患者が、住み慣れた在宅で穏や

かな最期を迎える事が出来た症例を通し、

地域における在宅医療や訪問看護の役割

について考察する。

終末期の患者が、住み慣れた在宅で穏やかな最期
を迎える事が出来た症例を通し、地域における在宅
医療や訪問看護の役割について考察する。

研究方法

平成２６年１０月～１２月

事例検討にて在宅医療・訪問看護の役割を考察

＜倫理的配慮＞

本研究は、研究主旨・方法ならびにプライバシーの保護について同意を得ている。

期 間

方 法

期間：平成26年10月～ 12月
方法：終末期患者の事例を検討し、在宅医療、訪問

看護の役割を考察
倫理的配慮：本研究は、研究主旨・方法ならびにプ

ライバシーの保護について同意を得て
いる

事例紹介

I さん
63歳 男性

十二指腸乳頭部癌 肝転移(告知済)

妻・義母との3人暮らし

娘3人はそれぞれ遠方に在住

平成25年2月 上記診断され手術

再発あり外科的治療が困難な状況

町外の基幹病院に通院しながら化学療法
加療中

体力低下・病状進行見られ始め、
家人より訪問看護利用についての相談を受ける

診 断

家族背景

経 過

事例紹介：Ｉさん　63歳　男性　十二指腸乳頭部癌・
肝転移　（告知スミ）
妻、義母と三人暮らし　　娘３人はそれ
ぞれ遠方に在住

演 題

２２8
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発　表　者 舟山　香（山形県　おぐに訪問看護ステーション）

共同研究者 伊藤　優子、伊藤　和子、渡部　玲子、米野　早苗、今　千晴、木村　亜沙美、
色摩　和子、吉田　美由紀、阿部　吉弘



― 1108 ―

経過：平成25年　２月上記診断を受け手術。
その後再発あり外科的治療困難な状況であっ
た。町外の基幹病院を主治医に持ち片道40分
かけ化学療法に通院しながら在宅療養を行っ
ていたが、体力低下・病状進行見られはじめ、
家人より訪問看護利用についての相談を受け
た。通院日以外の病状観察と緊急時の相談対
応目的として訪問看護開始となる。

経過

それぞれの時期への医療・看護の関わりを分析

訪問看護利用開始

亡くなるまで

① 導入期

② 安定期

③ 移行期

④ 終末期

　訪問看護利用開始から亡くなられるまでの経過
を、①導入期・②安定期・③移行期④終末期の４期
に分けて、それぞれの時期への医療、看護の関わり
を分析した。

経過 ①導入期

I さん

63歳 男性

• 固形物摂取しにくい

• 腹部重苦感あり

• ADLは自立

• 毎週化学療法に通院

看護師

「家での生活の相談にのってもらえれば、心強いな。」

家族家族

連携室

Iさん 主治医

町外基幹病院

固形物摂取しにくく、腹部重苦感あるが、ADL
は自立され毎週化学療法に通院していた。

Ｉさんは「家での生活の相談に乗ってもらえれば
心強いな。」と。

訪問看護師は情報収集に努め、町外基幹病院の連
携室や主治医との連携を密に行った。受診日以外も
在宅で点滴を希望されたため、ポートからの点滴手
技を習得するため、基幹病院に研修をさせてもらっ
たりして技術の向上に努めた。

経過 ②安定期

I さん
63歳 男性

• 受診による化学療法と在宅での点滴開始

• 苦痛症状落ち着く

• 趣味に時間を費やす余裕も

「訪問看護師さんたちとは、長い付き合いしたいな。」

主治医

看護師

「お母さんも息抜きできるな。」

定期的訪問・ポート管理

Iさん

町外基幹病院

医療情報ネットワークによる
主治医への状況報告

受診による化学療法と在宅での点滴加療を継続し
ながら穏やかに過ごされた。症状が落ち着き、趣味
に時間を費やす余裕が持てた。Iさんは「訪問看護
師さん達とは長い付き合いにしたいな。」「看護師さ
んたちがこうやって来てくれればお母さんも息抜き
できるな。」と。

訪問看護師は定期的訪問・ポート管理・医療情報
ネットワーク利用による主治医への状態報告を継続
した。

経過 ③移行期 - その1

I さん
63歳 男性

• 発熱・腹満の増強

• 化学療法後の体調不良強い

• 倦怠感出現

「化学療法は限界なのかも。緩和ケアの時期かと思う。」

「地元の病院に主治医を移してもらおうかな」

緊急時の対応整備

入院を勧められる

不安の思いを受け止める・自己決定権の尊重

医療情報ネットワークによる
主治医への状況報告

主治医

看護師 Iさん

町外基幹病院

定期受診の際主治医から入院を勧められ、徐々に
病状は進行してきた。本人、妻から「化学療法は限
界なのかもしれない。緩和ケアの時期なのかと思う。
地元の病院に主治医を移してもらおうかな。」と相
談を受けた。訪問看護師は病状把握に努め、現在の
つらい病状と今後への不安の思いを受け止めた。本
人、家人が後悔しない選択をできるよう支援した。
主治医への情報提供と、緊急時の対応を整備した。

経過 ③移行期 - その2

I さん
63歳 男性

• 自らの決断で化学療法を終了

• 地元医療機関の主治医に変更

「病院に行かなくてもこうしていられるって、楽だな。」

「最後までこうしていたいなぁ。」

状況管理・不安の軽減

緩和ケアの選択

町内 主治医

看護師 Iさん

Ｉさんは自らの決断で化学療法を終了し、緩和ケ
アを受けることを決意した。早速、地元の医療機関



― 1109 ―

へ主治医を変更し、新しい主治医が訪問診療を開始
した。Iさんは「病院に行かなくてもこうしていら
れるって楽だなあ。最期までこうしていたいなあ。」
と。訪問看護師は情報提供・状態管理・不安の軽減
に努め、医師は看護師からの報告にタイムリーに指
示を出し、心身の苦痛を最小限に抑えることに努め
た。本人、家人へインフォームドコンセントを行っ
た。

経過 ④終末期

I さん
63歳 男性

• 腹満増強・ふらつきあり

• 傾眠がち、話し掛けても眠っていることが多い

「入院していてもする事が同じなんだったら、
こうして自宅にいたい。」

「億劫になった。疲れた。」

病状説明・不安の軽減・傾聴・家族のケア

「お母さんに迷惑かけるから、
病院に行こうかとも考えた。」

町内 主治医

看護師 Iさん

腹満やふらつきなどが目立つようになり傾眠がち
になった。Ｉさんは「入院してもすることは同じな
んだったら、こうして自宅にいたい。」と希望された。

しかし亡くなる５日前あたりから、「おっくうに
なった。疲れた。」と今まで聞かれなかった弱音を
吐くことが多くなった。「こんな体ではお母さんに
迷惑かけるから、病院に行こうかとも考えた。」と
精神的にかなり弱気になっている様子が伺えた。訪
問看護師は今後起こりうる状況と最期の時が近づい
ていることについて家人へ説明した。本人の訴えを
傾聴し家族のケアも行った。主治医は訪問診察の回
数を増やし、苦痛の緩和に努めた。本人と妻の思い
をもじっくりと聞いてくれた。妻は涙ぐみながらも、
「本人は最期まで家にいたいとずっと言っていた人
だから、その思いを尊重したい。」と在宅ターミナ
ルを迎えることに迷いはなかった。

看取りの時

• 眠っている時間が長くなった

• 耳元に受話器を当ててもらい、娘の声

を聴きながら穏やかな表情

家族

I さん
63歳 男性

点滴中止

12月1日夕方 妻が見守る中静かに息を引き取った

眠っているかのような安らかな表情だった

かねてから
「“最期は自然に”」

と言っていた

亡くなる２日前には、眠っている時間が多くなっ
た。耳元に受話器を当ててもらい、娘の声を聞きな
がら穏やかな表情で臥床していた。かねてから、「最
期は自然に」との希望があったと、妻からの希望で

点滴は中止した。
12月１日夕方、妻が見守る中、静かに息を引き取っ

た。眠っているかのような安らかな表情であった。

在宅ターミナルを可能にする条件

本人が在宅で過ごしたいと願っている

看取りに可能な介護力がある

苦痛のコントロールがされている

24時間対応可能な医療関係者がいる

在宅ターミナルを可能にする条件として
・本人が在宅で過ごしたいと望んでいる
・看取りに可能な介護力がある
・苦痛のコントロールがされている
・24時間可能な医療関係者がいる

今回の事例はこの条件のすべてをクリアでき、か
つ、受け皿となる医療機関の存在が大きなウエイト
を占めていたと考える。

考察

① どのように生きたいか、どんな最期を迎えたいか
の希望を尊重すること

② 患者・家族に寄り添い、信頼関係を構築すること

③ 多職種連携で、１つのチームとして本人・家族を
バックアップする体制を整備すること

訪問看護師に必要とされるもの

訪問看護師医療 生活

つなぐ

医療者である私達訪問看護師に必要とされる要素
として
①どのように生きたいか、どんな最期を迎えたいか

の希望を尊重する事
②患者、家族に寄り添い、信頼関係を構築する事
③他職種連携で、一つのチームとして本人、家族を

バックアップする体制を整備する事
があげられる。

終末期患者の生き方そのものを支援するために、
訪問看護が要となって”医療”と”生活”の場をつ
ないでいくことが重要である。
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おわりに

目 標

地域住民と共に考えていく

地域医療でなければならない

今後の課題

より高度で専門的なケアでなくても、バック

グラウンドも含めたその人の全体像を把握し、

生き方そのものを支えられる医療・介護

の提供

地域医療の役割は、多様化する地域住民のニーズ
を調整していくことにある。地域の限られた医療・
介護資源を有効に活用し、地域住民が住み慣れた環
境で切れ目のないサービスを総合的に受け、心身と
もに安心・安全・安楽に過ごすことが出来ることが
目標と考える。より高度で専門的なケアでなくても、
バックグランドも含めたその人の全体像を把握し、
生き方そのものを支えられる医療・介護を実践して
いきたい。地域包括医療・ケアをさらに発展させる
ためには専門職だけではなく、地域住民をも巻き込
んだ取り組みが今後の大きな課題であろう。




