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地域包括ケア時代における「看取り」について考える  



独立行政法人 国立病院機構 
四国がんセンター 

本館 

新館 

暖だん 

向日葵 

明治22年  陸軍病院として創設 
昭和20年  厚生省に移管 「国立松山病院」として発足 
昭和54年  国立病院四国がんセンターに名称変更 
平成14年  地域がん診療連携拠点病院に指定 
平成16年  国立病院機構 四国がんセンターとして発足 
平成18年  新建物として現地点に移転 緩和ケア病棟を新設 
平成19年  都道府県がん診療連携拠点病院に指定 



緩和ケア病棟 

全室個室の25床 
（有料床12床、無料床13床） 

 

全室ベランダ付 
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緩和ケア病棟 平成29年度 

【新規登録患者】 入院：202名   

            外来：249名 

【1日平均患者数】 16.4名  

【平均在院日数】 20.8日 

【病床稼働率】 69.5％ 

【緩和外来患者のべ数】 1,671名 



患者の転帰 平成29年度 

死亡：246

名 

転院：24名 

退院：74名 

退院患者数：344名 

死亡 転院 自宅退院 



転棟・入院時、患者・家族の声 

症状が落ち着け
ば家に帰りたい。 

家に帰りたい。家族と
一緒にいたい。 

家で見てあげたい。 

家での介護は自信
がない。ずっと入院
していたい。 

家に帰りたいが、家族に
迷惑はかけたくない 

ずっと入院できると
思っていた。 

家で見てあげたい
けど、何かあったら

どうしよう。 

家に帰って、片付け
たいことがある。 



退院支援のプロセス 
 

入院                 退院 
スクリーニング 

アセスメント 

支援計画 

サービスの調整 

退院前カンファレンス 

在宅 



スクリーニング 

• 退院後も複雑で高度な医療処置が必要な患者 

• 急激にADLが低下している患者 

• 退院後の生活様式の再編が必要な患者 

• 必要な介護を十分に受けられる状況にない患者 

• 入院退院を繰り返す可能性のある患者 

 

 



アセスメント 

【入院・転棟時】カンファレンス 

入院・転棟カンファレンスシート 

  ・病状認識（患者、家族） 

  ・症状コントロールに対する目標（患者、家族） 

  ・家族構成・キーパーソン（介護力） 

  ・利用していた福祉サービス、住宅環境 

  ・患者にとってのQOLとは 

    日常生活におけるニーズ（習慣、日課）、大切にしたいこと 

  ・療養場所に対する希望（患者、家族） 



支援計画：医療に関する課題 

• 病状確認、症状コントロール状況、予後の予測 
• 本人・家族の理解、告知状況、受け入れ状況 
    ICの内容、どのように受け止めているか 
    どこで過ごしたいと考えているか 
• 退院後の医療管理のポイント、管理能力の有無 
    内服管理・療養指導 
    本人・家族の理解状況を評価 
• 在宅医療処置内容、セルフケア能力 
    本人・家族が自立して行えるか 
    どのような支援があれば可能か 
 
※現在提供しているケアを在宅用にアレンジしていく 

 



支援計画：生活、介護に関する課題 

• ＡＤＬ評価 
  食事：摂取状況、食事形態 
  入浴・洗髪：病棟でのケア内容と入院前の状況 
  洗面・歯磨き：病棟でのケア内容 
  更衣・整容：必要なケア 
  排泄：排尿；現状（日中・夜間）、退院後どうするか 
          尿意・排泄動作の自立度、オムツの形態 
      排便；病棟内でのケア内容、排便コントロールの有無 
  移動：起居動作、座位保持、起立、立位保持 
      必要な環境調整 
      人的ケアの必要な部分を分析する 

 



支援計画：生活、介護に関する課題 

• 家屋評価 
   浴室：洗い場の広さ、滑りやすさ、手すりの設置、浴槽の深さ、 
        浴槽への出入り方法 
   トイレ：洋式か、手すりはあるか、ウォシュレットの有無  
       段差はないか 
   室内移動：玄関段差、退院後の居室（電動ベッドの設置等の検討） 
       居室からのトイレ、浴室、食堂などへの移動距離や環境 
       ※住宅改修の検討の必要性、必要な福祉用具の検討 
 
• 介護力評価 
   入院前の介護、管理状況の評価 
   介護力の問題・・・身体的、理解力、物理的、社会的な問題 

 



サービスの調整 

【地域連携室】 
• 退院を可能とするための制度・社会資源の調整 
• 地域サービス・社会資源との連携・調整 

 
   退院調整：退院調整部署の役割 
   患者の自己決定された療養方針を可能にするために 
   人的・物的・経済的な環境を整える 
    自宅環境・自宅にかわる療養先の検討 
    人的・・・医療スタッフ・介護スタッフ 
    物的・・・医療管理上必要な物品 
         介護用品、食事に関連する物品等 
      ※経済的な負担は？継続性は？ 
 
地域（在宅医療・ケアマネ）との早期からの協働・連携 
 
 



退院前カンファレンス 

• 病院チームと在宅（施設）ケアチームが事前
に収集した情報の不足や変化した情報を確
認し合い、退院後の患者・家族が望む在宅
（施設）での生活、生き方への支援の在り方、
方法に焦点を当てた意見交換が重要 

   どのような急変が予測されるか 

    その時どのような対応が可能か 

    それは在宅でも可能か（かかりつけ医の対応は） 

    入院が必要な場合の連絡方法は 

 



症例：70代男性 膵臓癌・肝転移 

【主訴】腹痛 腹満感 

【現病歴】X年11月 膵臓癌と診断。11月からX＋2年6月まで化
学療法を行った。サブイレウスを繰り返すようになり7月のCTで

肝転移、腹膜播腫を認めた。緩和ケアを希望し登録後、緩和ケ
ア病棟に転棟した。 

【生活歴】妻と結婚し一男一女に恵まれる。妻、息子の３人暮ら
し。長女は県外に在住。 

【現状】絶食にて、イレウス改善し症状安定。PS２。リハビリ目的
で１日2000歩院内を散歩している。要支援２ 

【療養の希望】本人：１日も早く家に帰りたい。 

妻：予後は1～3ヶ月と聞いているが一日１日状態は変わってい
くと思っている。だから１日でも早く家に帰ってもらいたい。 



経過① 
• 転棟当日夕食から重湯開始、翌日から点滴中止しｴ
ﾈｰﾎﾞ2缶、ﾒｲﾊﾞﾗﾝｽ2本を１日かけて摂取する。 

• 転棟翌日に妻の同席し栄養指導を受ける。 

• 退院後は経口摂取困難になればかかりつけ医で点
滴を希望された。 

• サービスの導入希望は現時点ではなく。転棟後３日
目に退院となった。 

ここに来て良かった。 

緩和ケア病棟のイメージも
変わった。 

１日でも長く家で過ごせるよう
に食事のこと気をつけない

と。 
手間隙かけて食事作ります 



経過② 

• 退院後１７日目、摂取量低下・腹満感・嘔吐で緩和ケア
外来受診。検査の結果、イレウスにて入院となる。ADL
の低下はなく、身の回りの事はある程度できていた。 

• 絶食、点滴、少量のステロイド投与にて経過観察。 

• 徐々に症状改善するにつれ在宅への移行を希望される
が、症状に波はあり腹部症状・嘔気は断続的に続いて
いた。 

• 在宅医療用ポンプでの輸液投与、NGtube留置。 

• 妻に在宅医療用ポンプの使用方法指導。 

• 退院前日に合同カンファレンス実施。 

• 訪問看護・福祉用具（ベット）導入にて２６日目で退院。 

 帰れるのが嬉しい 
看護師さんに助けてもらい
ながら頑張ってみます 



経過③ 
• 退院１週間目に緩和外来受診。「家は最高」と。 

• 調子の良い時は畑に行ったり、外来受診時には病棟に
来られ、調子の良いことをアピールし帰られていた。 

• 在宅移行後３ヶ月が経過した頃から、腹満感、倦怠感、
下肢浮腫と身体的症状が急激に現れてきた。ADLの低
下、傾眠傾向、呼吸苦。「今入院すると家に帰れない。
まだ大丈夫。」在宅酸素の導入。 

• 在宅療養123日目、介護タクシーで外来受診。本人は痛
みは少し、日常生活の介助は必要であるが自宅療養を
希望。妻は今後の不安もあり入院を考えている。話し合
いの結果、本人の気持ちを尊重し、外来でのフォローと
なる。疼痛緩和のためアンペック坐薬を処方。 



経過④ 
• 在宅療養１２７日目、妻より相談の電話。せん妄のような症状や
腹満も強くなり家に居るのは難しくなってきた。今日は息子が休
みなので手伝ってくれている。最近はオムツを替えてくれたり、
食器を洗ってくれたりとよく手伝ってくれる。明日は娘が来てくれ
る。以前は、私一人が頑張っている感じがあったが、家族が協
力してくれるようになった。 

• 翌日、昼過ぎ訪看より連絡。意識レベルの低下、呼吸状態も変
化している。家族も入院を希望していると。 

• 介護タクシーにて15：30入院。意識ほぼ清明も辻褄のあわな

い、腹満著明、疼痛無し、倦怠感著明。「ここ数日、もう迷惑かけ
たくないけん入院しようか。最期はがんセンターで看取ってもら
いたい。」って言っていた。最期までここでお願いしますと妻。 



経過⑤ 

• 入院後、徐々に呼吸状態悪化し、3：53妻の見守るなか永
眠された。 

• 妻は患者の顔を撫でながら「死ぬ時は病院でって言うてた
もんね。昨日入院して荷物も出さずにいたの。私も勘が働
いたのかしら。」落ち着いた表情で話された。 

• 数日後、妻より連絡あり。 

 「まだばたばたしているため、悲しんでいる暇はないの。で  
も、主人がいることが生活の一部になっていたから、しないと
いけないことがなくなった。家で頑張ってよかった。本人が
思っていることを叶えてあげられた」と話された。 



在宅緩和ケアへ移行する終末期がん患者の 
意思決定を支える看護師の役割 

• がんの進行に伴う症状の緩和に努める 

• 先を見越して情報を提供する 

• ありのままの気持ちを支える 

• 今後の支援の方向性を捉える 

• 患者・家族の代弁者になる 

• 院内外のチームを調整する 

• 病状の悪化に備える 

看護師は、残された患者の時間を意識して意思決定
を支え、実現できるように援助することが求められ
る。 


