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頚椎損傷による四肢麻痺を抱えた患者の退院支援について

発 表 者 藤岡 小百合 （香川県：内海病院）

共同研究者 谷口 弘美、山田 好、川田 朝子、吉元 和子

【おわりに】

訪問診療、訪問看護と連携して在宅医療に関

わることにより、連続性のある薬物療法を提供

し、医療依存度が高いがん患者をサポートする

ことができるのではないかと考える。

今後とも、数十年来、公立みつぎ総合病院を

中心として展開している地域包括ケアシステム

におけるチームの一員として、専門性を活かし

た支援を行っていきたい。
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� はじめに

少子高齢化で高齢化率３７％を超える小豆島で

は、患者の生活環境は年々厳しい状況にあり、

平成２４年夏に実施した、院内の全職種別及び地

域ケアマネージャーに対する「退院調整と地域

連携に係るアンケート調査結果」によると、独

居老人・老夫婦世帯の老々介護等、また、介護

協力者不足・キーパーソン不在等により、退院

後の在宅療養困難者が増加していることが明ら

かとなった。
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それに加え、介護保険サービスの量及びマン

パワーの不足といった地域社会の問題、在院日

数の短縮化の影響で早期から行われる退院調整

に対する患者・家族と医療者側との乖離、また、

病院と地域との情報交換不足等、さまざまな問

題が浮き彫りになった。

これらの問題を抱えながらも、当初は誰もが

在宅生活は困難であろうと思われていた、医療
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依存度の高い介護力も必要とする患者の「自宅

に帰りたい」という希望とその想いに寄り添っ

た退院支援を経験した。

そこで、今回、患者が安心して在宅生活を送

ることができるように退院支援をしてきた病棟

スタッフ、地域連携室、地域ケアマネージャー、

訪問看護師等との関わりを報告する。
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� 患者紹介

８１歳 男性

病名：交通事故による脊椎損傷 四肢麻痺

ADL：C２ 寝たきり 全面介助

食事：PEGにて流動食注入（３回／日）、

気管カニューレ挿入中、痰量多く吸引コー

ル頻回。

意識清明で、スピーチカニューレ使用に

より発声可能。

自己主張がはっきりしておりコミュニ

ケーション良好。
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� 経過

＜受傷から当院一般病棟までの経過＞

H２３．４．２１ 交通事故で受傷。 当院より香川

県立中央病院にヘリ搬送。

４．２９ 気管切開

５．１１ 椎弓切除、後方固定術施行。

１０．５ 胃瘻造設

経口摂取、四肢機能の回復を強く

望んでおられたが、回復の見込み

低い。

１２．１４ 内海病院転院 ５階病棟（一般病

棟）病状固定。
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＜療養病棟から退院までの経過＞

H２４．１．２３ 医療型療養病棟転棟

H２４．４．２ 息子さんより、当初は施設入所を

目的とした退院調整依頼あり、

本人面談・意向調査実施。
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本人より、「施設には入りたくな

い、家に帰りたい。息子を口説い

てくれ。」と希望があり、話し合い

の結果、了解が得られ在宅療養移

行となる。

H２４．４．１２ １回目 自宅に外泊（１泊２日）

H２３．４．２６ ２回目 自宅に外泊（２泊３日）

H２３．５．１０ 第１回カンファレンス

H２３．５．２３ 第２回カンファレンス

H２３．６．２２ 第３回カンファレンス

H２３．７．２ 退院
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＜試験外泊について＞

息子さんの自信をつける目的で、何度か試験

外泊を繰り返した。その事により、在宅生活に

必要となるものが把握でき、徐々に息子さんの

不安が解消され、「これならやれる。」という自

信に繋がった。

外泊前には、病棟看護師より吸引、PEG注入、

おむつ交換等の指導が行われ、疑問な点は、そ

の都度相談に乗りながらの介護体験を実施した。

当初の息子さんの印象は、病棟看護師も「本

当にやれるのか？」と大きな不安を持っていた

が、「自宅では２４時間介護だから。」と夜間も付き

添っての介護体験を申し出るなどの息子さんの

行動変容の大きさに、「これならやれる。心配な

い。」と感じることができ、双方の信頼関係も深

まった。そこで、“自宅に帰る”という目標達成

に向けて、本人・家族をはじめ、関係する全員

の意思統一が可能となった。

ü���3I�´>+¹¹ý
�!$e3_�@ �¯3i�

^!#T
_�?^ZT

�~�L,JG^ ¬e
Ã����I���Ê�

!$ef_�MSW�ÃÄef_�
EÁ�Þ9:�9AÚ6

!$ef_�Ç��i�JO9�
����æ¢xµ�|¿`

そして、いよいよ待ちに待った初めての外泊

時、病院から出た瞬間、思い切り深呼吸をする

とともに、肌に感じた風に「わぁ！」と感激の

声をあげられたのを見て、心が温まる思いがし

た。また、満開の桜を見ながらの移動に「まさ

か家に帰れるなんて・・・」と目に涙を浮かべ

ておられた姿は、大変印象深いものであった。

外泊中には、病棟看護師による２４時間オンコー

ル体制がとられ、緊急時の対応と、夜間の状況

確認のための電話対応が実施され、特に問題な

く経過した。

また、日勤帯には、病棟看護師とMSWが同

行し、自宅の状況を確認した。

それと並行して、在宅生活で必要な吸引機や

医療物品の準備、段差解消のための住宅改修も

行った。１回目の外泊では、息子さんも緊張気

味であり、夜は全く眠れなかったようだが、２

回目になるとリラックスできたのか、眠れたと

の事であった。
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完全に在宅移行するにあたっては、外泊の経

験から、やはり、ずっと在宅介護をするには自

信がないと息子さんより話があり、施設利用等

の相談にも応じた。

しかし、�島外の障害者施設等は、６５歳以上
は介護保険が優先なので対象外。�リハビリ目
的での転院も受傷後６ヶ月以上経つので対象

外。�島内唯一対象となる施設も、満床で入所
不可。�島内の特養は、気管切開しているので
受け入れ不可。�MDRP感染症があり、サービ

ス利用に制限がある。等さまざまな理由から施

設利用が困難な状況を息子さんに伝えた。その

うえで、「不安はあるが家に連れて帰りたい」と

の強い思いを理解し、主治医、訪問看護師、ケ

アマネージャー、との情報交換を深めながら在

宅療養の方向で進めていくこととなる。
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＜在宅支援体制＞

３度のカンファレンスと、ケアマネージャー

や訪問看護師との連絡調整・相談で以下の在宅

サービスが整った。

・訪問診察 １／月

・訪問看護 ２／週 全身状態管理、入浴

介助、気管カニュー

レ交換、環境整備、

各チューブ管理、介

護支援相談、２４時間

オンコール体制

・訪問介護 ２／週 入浴介助

・訪問リハビリ １／週

・レンタル ベッド、車いす、簡易浴槽

・段差解消の住宅改修

＜退院が決まってからの様子＞

退院日が決まると、「家に帰れるなんて夢のよ

うや」と喜ぶ半面、「大丈夫やろうか。」「ずっと

病院でおりたい。」等と不安を口にすることが多

くなった。訴えがある度、看護師が寄り添い、

不安が軽減されるように気持ちに耳を傾け、時

に励ましていた。
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＜退院日当日＞

退院時は、介助の為、訪問看護師、ケアマネー

ジャー、病棟師長、MSWが同行した。本人の

居室はきちんと準備されており、TVも見やす

いところに設置され、呼び出しブザーも息子さ

んが作成したものが設置されていた。

本人からは、息子や関係スタッフに対し感謝の

言葉が掛けられた。

＜在宅へ移行して現在まで＞

・本人さんからのコメント

「やっぱり家がえぇわ。気をつかわんでいい

から。でも、また、あの療養病棟にも戻り

たい。世話になった。療養病棟はよかっ

た～。」
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・息子さんからのコメント

「最初はいける！と思っていたが、２４時間

ずっと見るのはやっぱりしんどい。毎日の

事なので…。せめてショートステイが使え

たら…。自分の通院や買い物もあるので、

家を空けることもあるが、痰が多い時には、

死んでしまわないか心配。２時間くらいで

帰ってこないといけないので、遠出もでき

ない。自分の遠方への通院はできなくなっ

たので、今は、島内の病院に通院し、薬を

もらっている。イライラすることもあるが、

父親に強く言ったりはしないようにしてい

る。父から文句を言われることも多いけど、

まだ言える元気があるからいいと思う。頑

張ります。」

・訪問看護師のコメント

「息子さんは、よく頑張っている。依頼した

ものは、次回までにきちんとそろえてくれ

る。表情も柔らかくなって、介護に向いて

いると思う。はじめは、電話にも出ない時

もあったが、台風の日に連絡が取れず、暴

風雨の中、家まで確認しに行き、電話に出

るよう伝えた。それからはちゃんと出てく

れるようになった。また、自分の病気の事

も話してくれるようになり、信頼関係が深

まっているように思う。」

＜その後の経過＞

H２４．７／２９～８／１４ 誤嚥性肺炎にて入院。

１０／１～１０／２ PEG交換にて入院。

H２５．１／４～ 肺炎、尿路感染症にて入院。

５／２４ 難治性肺炎にて永眠される
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� 本ケースの課題と解決策

課題

� 訪問系の医療、介護サービスは利用出来て

いるが、感染症（MDRP）があるため通所・

宿泊系サービスの利用ができない。

� 介護者は、１人息子のみで、他に頼れる身

内がいない。その為、精神的負担が大きく、

介護疲れが危惧される。

解決策

� 感染症の為、宿泊系の介護サービスが利用

できない事から、レスパイト入院が利用で

きるように調整する。

� 利用可能な施設入所を考慮して、長期的在

宅支援体制を調整していく。
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IT を用いた多職種連携情報共有システム
「すさみ町地域見守り支援システム」

発 表 者 高垣 有作 （和歌山県：国保すさみ病院）

共同研究者 國立 晃成、久保 真佑、山本 修司
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� まとめ

今回の症例より、在宅生活は困難だと思われ

ていた患者でも、本人の「帰りたい」という思

い、家族の「帰らせてあげたい」という思いが

あれば、患者を取り巻く関係者の支援次第で在

宅生活が実現できるということを体験した。

諸問題を解決しながらの退院調整は、なかな

か一筋縄にはいかないが、医療・介護サービス

提供者側と患者・家族間の連絡調整をタイミン

グよく行うことが、退院支援のカギになると痛

感した。

患者にとっては、住み慣れた家で生活するこ

とが一番の幸せであるが、思いとは裏腹に、さ

まざまな問題により自宅に帰れないケースが増

加しているのが現状である。そこで、あと少し

の後押しがあれば自宅に帰れるといったケース

を見逃さず、タイムリーな連携を大切にしなが

ら、患者・家族の望む生活が支援できるよう関

わっていきたい。そして、これからは、「退院」

がゴールではなく、退院後の在宅生活を見据え

た地域連携や、シームレスケア体制を駆使して

の地域循環型の退院支援、退院調整を展開させ

なければならないと考える。

まだまだ未熟であり、課題も多くあるが、今

回の事例を通して学んだことを今後の退院調整

につなげていきたいと思う。
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ITを用いた多職種連携情報共有システム「す

さみ町地域見守り支援システム」
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