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高齢終末期患者の在宅療養へ向けた支援
～家族が在宅療養を受け入れるまでの意思決定過程をふり返る～

発 表 者 大野 知代子 （富山県：かみいち総合病院 地域医療連携室）

共同研究者 泉 孝子、岸 美津子、森 真由美、小橋 親晃

研修による、看護補助員のポジショニング手技

の獲得は良好であり、褥瘡発生要因の「ズレ・

摩擦」に関しては、研修で得た背抜きや足抜き、

ギャッジアップの順番の工夫により改善を示し

ました。

また、看護補助員の介入方法が、褥瘡発生要

因に関与していることが示唆されました。

「リスクアセスメントの誤り」が１０％上昇した点

について、看護師のリスクアセスメントへの意

識向上に対して、どのように取り組んでいくか

が今後の課題と考えています。

以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうご

ざいました。
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【はじめに】

A病院の地域医療連携室では退院支援を行う

場合、本人や家族の希望を確認し、在宅での看

取りを見据えた退院支援を心がけている。

しかし、入院している高齢終末期の患者が「家

に帰りたい」と希望した時、その願いは叶えら

れているのだろうか。現在、日本では年間１１０万

人以上が亡くなっている。「最期の時を在宅で」

と希望する人は約６０％であるが、実際に在宅で

亡くなった人はその中の１０数％でしかないとい

われている２）。

今回、家族が在宅療養受け入れを拒否してい

た高齢終末期の男性患者の退院支援を行った。

在宅療養受け入れ困難の要因として、家族間で

何らかの問題が悪循環を起こしていると考え、

カルガリー家族アセスメント・介入モデルを用

いて退院支援を試みた。その結果、患者・家族

の意志に寄り添った支援ができたので報告する。

Mà[

3

�[Å��u��vk34�cbr
:J����12V}z�K<
��(
dkÃc�[Å��][`�Pr��`
ku��r��}12ÄØ�3Ï0¹
�Ä�k/�0�}.¿�Å����
K¤k5�a

【�目的】
自宅退院を拒否していた高齢終末期患者の家

族が、どのようなプロセスを経て自宅退院～在

宅での看取りまでを受容したのか、家族全体の
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意志決定の過程をふり返り、今後の退院支援の

方向性を探る。
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【�用語の定義】
カルガリー家族アセスメントモデル：１９８４年に

カナダ・カルガリー大学看護学部のライト（L.

M.Wright）とリーヘイ（M.Leahey）が臨床で

実践できるように開発した家族看護モデルで、

家族を多面的にとらえるための指針である。「家

族構造」「家族発達」「家族機能」の３つの大項目

で構成されている。カルガリー家族アセスメン

トモデルにより家族の悪循環を明らかにし、カ

ルガリー家族介入モデルを使い悪循環を断ち切

ることで家族の持つ自己調整能力を回復するよ

うに働きかける。
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【�．方法】
１．研究デザイン：事例研究

２．研究期間：H２４年５月３日～H２５年２月２５日

３．研究対象：A病院に肺炎で入院し、在宅療養

へ移行した８８才の男性患者とその家族

４．データ収集・分析方法：家族への面接、看護

記録、リハビリ記録、グリーフケア記録、家

族へのインタビューの逐語録よりカルガリー

家族アセスメント・介入モデルをもとにアセ

スメントし、介入が必要な領域にアプローチ

する。
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５．倫理的配慮：対象家族へ口頭と文書で研究目

的を説明した。質問に対し回答を拒否しても

いいこと、拒否したことで不利益を被ること

がないこと、個人が特定されないよう配慮す

ることを説明し、同意を得た。また、A病院

の看護倫理委員会からの承認を得ている。
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【�結果】
１．患者・対象者の特性

S氏：８８歳 男性 誤嚥性肺炎、廃用症候群

要介護３（変更申請中）
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２．家族構成

高齢の妻と二人暮らし
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３．経過

H２０年、胆のう炎の既往あり、近医通院中で

あった。H２２年に転倒してから ADLの低下や認

知症が進行してきていた。

H２４年４月から嚥下障害が出現し、訪問看護

サービスを利用。

H２４年５月デイサービス利用中に意識レベル

の低下がみられ、救急搬送、入院となった。精

査の結果、右肺炎、胸水貯留を認め、抗生剤＋

補液療法で肺炎は改善したが経口摂取時にムセ

が出現し、誤嚥を繰り返し経口摂取が困難となっ

た。

�oÅ����(d¹fg

• ���½¡J�E��Ù 

B_<}l�
�
qr�}1�ávc�v�û�

_<�s*û�

�q|��u�c_�û�
��ûa

ÏFr�U�U�b<�a

V*qcÅØ�W"Vßb_�aS�u�ª5¥¬
*qc}���1V/m*�Xv��D

11

４．退院支援アセスメント

１）意識混濁状態の S氏が入院した当日、重症

観察室に入室した途端、付き添ってきた妻は「も

う、こんなんなったら家に連れて帰れんわ。も

う無理だわ。ずっと入院させてもらわんならん

わ。食べたらゼロゼロいうし。私だって身体の

都合が悪いもん。S子さん（長女の名）だって

自分の家が大事だし頼れんし」との言葉が聞か

れた。
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２）【一次アセスメント】妻は、C型肝炎の既往

があり、２～３回／週の通院、点滴治療してお

り、自己の体調への不安が大きい。入院時から
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「私も健康じゃないんです。こんな歳だし、老々

介護で二人とも倒れてしまったら…。こんな状

況なのにケアマネさん、介護保険あまり使わせ

てくれないんですよ。私の体も休まらない。で

きれば施設か長期入院できる病院に入っても

らったら楽なんだけど」と話す。

長女は近隣市町村に嫁いでいる。病身の母を

思いやり、無理な介護を継続することはさせた

くないとの思いが強い。入院時点では施設か療

養型を希望していた。

東京の長男は仕事が忙しく、なかなか帰郷で

きないため、電話で相談し、今後のことについ

ては、長女と母の方針に任せると話す。

!a�(d¹fgP±

Õ S ¡1���rb

å�ôÓ¡J�F�QøV
ba

][4\�ùúa

�3M�:PQ��Ñk���

r�z<�a

13

本人は「早く家に帰りたい」と話す。

ケアマネからは、妻の易興奮性を指摘する情

報あり。「すぐパニックを起こしたみたいになっ

てしまうんですよ。家で看るのは無理じゃない

かしら。でも、もし家で看るんなら、医療面を

なんとかしないと。今回だって、こんな状態な

のに、入院させない方がいいって、訪問看護さ

んも、K先生も言っていたんですよ。おかしい

でしょう？この状態では、家では看れないで

しょ？」と、在宅療養の限界を口にする。

初期情報として、老夫婦二人暮らしである事、

デイサービスを利用しながら妻が一人で介護を

していたことがわかった。
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３）【二次アセスメント】入院初期の時点で在宅

療養を望む本人と、在宅療養は困難と考える家

族の思いが交錯しており、何らかの悪循環が生

じていると考え、カルガリー家族アセスメント

モデルを用いて家族の構造・発達・機能につい

てアセスメントを行った。（表１）

アセスメントから、このケースでは患者・家

族の意志決定を阻む要因に家族機能の役割に悪

循環が生じているのではないかと考えた。（図１）

Å������

• |ÉV8û�}T#��k12||_�Æ<
• J�FÕSVé7*qr_�k
º»�c_�<

• ���}½(niVt�ö}Ãû°r`�
b\�CF�n
Q~

19

1���rba
�����ÏF|Fub

４）退院支援への介入

（１）STが関わり、嚥下訓練を家族と共に時間

をかけて行った。妻には本人が好きだったもの

や食べたいと言ったものを持参してもらう。し

かし、ムセ込みが激しく、経口摂取での栄養確

保は困難な状態。

本人は経口摂取が困難な状況でも「家に帰り

たい。どろどろの食べものは嫌い。死んでもい

いからトンカツや手羽先を食べたい。お酒も飲

みたい。」と話す。
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（２）今後生じる可能性のある問題を予測し仮説

を立て、それに基づいて妻と長女にインタビュー

を行った。（表２・表３）

本人の在宅療養を希望する意志は強く、カルガ

リー家族看護介入モデルを用いた介入の結果、

妻と長男・長女から在宅療養受け入れの意志を

確認した。
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（３）在宅療養に向けたカンファレンス開催。

本人の「一日も早いほうがいい。」との言葉に

家族からは「病院で充分点滴をしてもらったか

ら、家に帰ってまで点滴をしなくていい。と本

人が言うので、なるべくなら点滴もしない方針

で」自宅での自然な看取りを希望し、在宅で最

期の時を迎えることも視野に入れた退院となっ

た。

そして退院１週間後 S氏は亡くなった。
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（４）死亡２週間後、グリーフケア訪問実施。

妻から「退院して家のベッドに寝かせ、『帰って

きたね』と声をかけたら、何も言わずただ涙を

ぽろぽろと流した。嬉しかったんだと思った。

入院中は家で看るなんて、絶対無理だと思って

いた。自分の体調も心配だったし。でも、家に

帰ると決めたら、不安よりも何とか看ていかな

いと・・・。という気持ちだけだった。日本酒

を飲ませてあげる余裕がなかったことが残念。」

と、在宅療養を決意したことに対して満足だっ

たと迷いのない、晴れやかな表情で語られてい

た。
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（５）死亡後６か月後、グリーフケア訪問

妻は「今振り返っても、病院で最期まで過ごさ

せなくて良かったと思っている。」と話し、自己

の意志決定に対し満足しているとふりかえっ

た。
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表１ 構造・発達・機能のアセスメント

カルガリー・アセスメントツール
アセスメントの設問
構造のアセスメント S氏８８才。前妻とは死別。長男６３才（東京在住）長女６０才（近隣在住）

妻 E子７７才。再婚同士。妻側には前夫との間に子あり、時々連絡をとっている。
家族関係は良好と思われる。
S氏は定年まで郵便局勤務。定年時は郵便局長の地位にあった。妻 E子とは郵
便局で働いているときに知り合った。
郵便局時代に懇意にしていた人の娘が現在の担当ケアマネ。

発達のアセスメント 夫婦が老いる時期 晩年の家族 互いに再婚であるが、仲良く暮らしていた。
S氏が要介護状態になってからも生活面の世話はずっと妻がしていた。

機能のアセスメント S氏は現在寝たきりの状態。生活全般に介護が必要。
認知症の診断があるが、自分の希望やしてほしくないことなどは、はっきりと
表出できる。
昔気質の頑固な性格。無口。認知機能の低下もありだまってしまう傾向。
だまってしまうと家族からは「何か考えがあるのでは」と思われている。
家族の中心に S氏の存在がある。
E子は C型肝炎の治療のため週に２回点滴治療が必要な状態。
また、メニエールの発作があり、寝込むことも。健康面の不安がある。
社交的な性格で良く喋る。S氏にはいつも言い聞かせるような言動。
E子と S氏の長男・長女とは協力体制にあり、家族関係は良好。
E子の言動の影響力は大きいが、再婚であるため、親子の間には血縁関係がな
いことから、お互いに遠慮している。お互いに思っていることが言いにくい。
家族は S氏が在宅療養を希望する気持ちを尊重したいと考えている。

表２

仮説１
（在宅で看れないと考える理由が今までの介護の中であるのだろうか）

看護師：ご夫婦お二人で生活しておられたんですね。ご主人、元のように元気になるといいですね。
妻 ：これまでも大変だったんです。

本人は頭がしっかりしているから、そりゃ、家に帰りたいって言いますよ。
でも、私も年だし・・・。老々介護で二人とも倒れてしまったら大変でしょ。

看護師：介護認定を受けていますよね？介護保険のサービスを利用したらどうですか？
妻 ：入院する前は、たまにショートステイ使って、あとはデイサービスとかヘルパーさんにきて

もらったり、訪問看護さんにみてもらったり。でも、ショートステイに行ってもらわないと
大変なんです。デイサービスなんてすぐに帰ってくるから、私の身体が休まらない。ケアマ
ネさん、なかなかショートを使わせてくれないから。

看護師：ショートステイやデイサービスを利用していたのですか。それでも大変だったんですね。
妻 ：はい。ケアマネさんには、私がこんなことを喋っていたとは言わないでくださいね。

もともとお父さんの知り合いの方の娘さんがケアマネさんだったものだから、都合悪いこと
があっても、なかなか言えなかったの。
そして、訪問看護さんとケアマネさん、仲が良いわけじゃなかったの。私、間に入ってどっ
ちの言うことをきけばいいかわからなくなって。

看護師：奥さんはお父さんの食事の世話やお下の世話が大変だったとは伝えていないのですか？
妻 ：そうそう！ケアマネさんには困っていることを言えなかったのよ。

それでこのままじゃ、私ひとりじゃ家で看ていくことができないと思ったの。
看護師：介護保険のサービスを必要に応じて利用できるようになるといいですね。
妻 ：はい。本当はお父さんの思うようにしてあげたい。

家に連れて行ってやりたいんです。ただ、私も身体が丈夫じゃないから・・・。
でも、毎日「家に帰りたい」って言葉を聞いていたら愛おしい。家に連れて行って看取って
やりたいとも思います。
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表３

仮説２
（近隣に住む娘とは良好な関係に見えるが、気を遣っている言動がみられる。息子に対しても遠慮が
感じられる。介護の協力を得られない理由やわだかまりがあるのかもしれない）
看護師：娘さん、いつもお母さんの体調を気遣ってくれますね。面会も毎日のように来てくれますね。
妻 ：ええ。二人とも私の身体を一番に気遣ってくれています S子さんは毎日のようにこうして私

を病院まで送ってくれる。S子さんは嫁ぎ先のお母さんの介護をしないといけないんです。
なのに良くしてくれている。ありがたいことです。

看護師：息子さんは東京に住んでいるんですね。遠いから淋しいでしょう？
妻 ：東京の息子は仕事をしていて、忙しいんですよ。でも、しょっちゅう電話がかかってきます

よ。入院する前は、こんなに電話がかかってくることはなかったんですが。
看護師：お二人ともお母さんに気遣ってくれているんですね。
妻 ：はい。私に気を遣っているんでしょう。

実は、私は後妻なんです。年とってから再婚したんです。
二人とも再婚には大賛成してくれました。仲良くやっていますよ。
お父さんが介護の状態になってからは、私に申し訳ないって、気遣ってくれています。
だからお父さんがこんなことになってしまっても、私に家で看てほしいなんて言いません。
お父さんの事を決めるのは子供たち・・・。長男だと思っています。後を継ぐのは長男なん
だから。子供たちにしてみたら、もし私が介護疲れで体を壊したら、大変だと思っているで
しょう。
私は倒れても、子供たちに世話をしてもらうわけにはいかないから。
ただ、以前から延命だとか、胃瘻にするのは嫌だと主人が言っていたので口から食べれなく
なったらできるだけ自然な方法を選んでいきたいと思います。

看護師：娘さんは、毎日のようにお父さんの面会に来てくれていますね。
長女 ：ええ。母は車の運転ができないから、乗せてあげないと。

母には入院前もずっと、父の世話をしてもらっていたから、これくらいはしないと。
兄は東京に居るからなかなか来れないでしょう？私にいつも「頼む」って連絡が入るんです。

看護師：お父さんは「家に帰りたい」と言っていますが・・・。
長女 ：私も嫁ぎ先の義母の介護をしなければならないので、家に帰ってからの父の介護は難しい。

病気を持っている母には申し訳ないと思うので、施設に入ってもらえればいいと思っていま
すが、父が家に帰りたいという気持も尊重してやりたい。胃瘻や鼻から管を入れても、父は
自分で抜いてしまうでしょう。認知もありますし、なおさらです。食事が口から食べれなく
なって衰えていくのは年齢の事を考えると仕方のないことだと思っています。兄も、「父が
苦しまない方法が一番いい」と言っています。
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表４ 入院から支援終了までの経過

経過 退院支援内容

救急搬送、入院となる
第１回目病状説明

担当看護師から地域医療連携室相談申し込みあり
退院支援開始する。
ケアマネ来院。情報提供受ける
（介護連携指導料１）
本人・妻と面談
退院計画書記載

第２回目病状説明

ST介入
第３回目病状説明

妻・長女と面談

ケアマネと在宅療養の可能性について相談

嚥下内視鏡施行
嚥下の評価

STの嚥下評価
第４回病状説明

長女と面談

第１回 退院前カンファレンス 長男と面談
妻の体調不安定 在宅療養は困難
老人保健施設へ入所申込み
併せて療養型病院へ転院希望
妻の体調がよければ在宅療養も検討。

老人保健施設入所の申し込み

療養型病院へ転院の申し込みに家族が行く
ケアマネの縁故関係は通用せず
空床なし。待機期間は半年以上と長期。

第５回病状説明 長女と面談 もう一か所の療養型病院を検討する。

点滴ルート確保困難
大量皮下注射で施行

老健相談員と相談。経口摂取量が少ないため、入所は困難。
家族と面談。在宅療養を希望される。

第２回退院前カンファレンス。介護連携指導料２
退院支援計画書記載

自宅へ退院 退院支援終了

自宅で呼吸停止
救急搬送されるが、病院で死
亡を確認

グリーフケア訪問１回目 お亡くなりになった後 ２週間

グリーフケア訪問２回目 お亡くなりになった後 ６か月
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表５ 家族の機能領域と退院支援の適合
認知領域 感情領域 行動領域 退院支援介入

入
院
時

本人：ここどこですか？ 妻：もうこんなんなったら家に
連れて帰れんわ。
もう、無理だわ。ずっと入院さ
せてもらわんなんわ。
私だって、身体の都合悪いもん。

第
１
回
病
状
説
明

肺炎だとわかった。
経口摂取が困難。
今後の栄養方法について

在宅療養は困難
施設入所を希望
経管栄養は無理だろ（自己抜去
するだろう）

長男・長女来院
母の体調を気遣う

第
２
回
目
病
状
説
明

本人：家に帰りたい。
家族：施設は可哀想だから、
長期療養できる病院を希望

在宅介護は大変
妻自身の体調に対し不安
これまでの介護保険サービスに
対し不満

食事が経口で可能なら在宅
療養可能と。

経管栄養は拒否

担当看護師から地域医療連携
室相談申込みあり
ケアマネからの情報提供
退院支援開始する
妻・長女と面談：本人の意向
は在宅療養であることを前提
に退院後の療養体制ついて相
談
施設と療養病床の違いについ
て説明
ケアマネと在宅療養の可能性
について相談。
ケアマネと家族の関係

嚥
下
評
価

咽頭に食物の残留多量
咳反射起こりにくいと説明

ミキサー食は嫌いこんなどろど
ろとしたもの、見ただけで胸が
うーなる。（苦しくなる）
「どろどろのモノは嫌」「お酒・
トンカツ食べたい」

嚥下機能に適した食形態で
は全く摂取意欲がないた
め、誤嚥のリスクを覚悟で
家からトンカツを持ってき
てもらう

好きなものは食べられた
在宅療養の可能性あるか
老健を経て在宅？・療養型？

第
３
回
病
状
説
明

経口摂取困難
胃瘻増設し、療養型病院への
転院を進められる

在宅療養は不可能 療養型病院を申し込みたい
と希望

転院希望の療養型病院へ照会
現在の介護度は要介護３区分
変更必要か

第
４
回
病
状
説
明

肺炎は改善
嚥下機能は不良だが全面的に
経口不可能ではない
高齢である事も嚥下機能低下
の要因と理解。

一回、家に連れて帰ろうか 東京の長男にも相談済み
長男も在宅療養に理解を示
す。

退院前カンファレンスの調整
妻の健康状態は？
食形態は？
訪問看護と連携、往診医は？

退
院

自宅退院 退院 支援終了

呼
吸
停
止

亡くなった 訪問看護に連絡 救急搬送

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
訪
問

家で最期まで過ごす事が出来
て良かった。

「退院して家のベッドに寝か
せ、『帰ってきたね』と声をか
けたら、何も言わずただ涙をぽ
ろぽろと流した。嬉しかったん
だと思った。入院中は家で看る
なんて、絶対無理だと思ってい
た。自分の体調も心配だった
し。でも、家に帰ると決めたら、
不安よりも何とか看ていかない
と・・・。という気持ちだけ
だった。日本酒を飲ませてあげ
る余裕がなかったことが残念。

家に連れて帰ったことを
満足している。

２
回
目
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
訪
問

妻：体調はまあまあ。 今ふりかえっても、病院で最期
まで過ごさせなくて良かった。

仏壇に向かってお父さんと
毎日話をしています。
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【�考察】
今回の事例では患者本人から在宅への思いが

はっきりと言葉で表現されており、患者の意向

に沿った退院支援を進めていく上での方向性は

定まっていた。入院時の妻の言動からは、在宅

介護の限界を表す訴えが聞かれていたため、退

院困難な要因としてのアセスメントの必要性を

感じ、カルガリー家族アセスメント・介入モデ

ルを用いた退院支援を試みることとした。

カルガリー家族介入モデルを用いたインタ

ビューでは、これまでの在宅療養における支援

の不足からくる介護負担感や、退院後に掛かっ

てくるであろう介護に対する不安やケアマネジ

ャーとの関係不和に対する不満があることがわ

かった。また、妻が再婚であり、長男・長女と

は血縁関係にない事から家族間でお互いに遠慮

する心理が働き、双方が在宅療養への提案を言

い出せない状況に陥っていた。高野２）は、「看護

は家族の欠点に焦点を当てるのではなく、内的

強さと資源に焦点を当てる」と述べている。イ

ンタビューの中でそれぞれの気持ちを表出する

ことができたことから、家族の強みを引き出す

ことになり、その結果として本人の意志を尊重

するという方向性が定まったのではないかと考

えられる。

三輪３）は、「患者と家族間で意向が異なること

も少なくない。家に帰りたい患者と『こんな状

態では看られない』という家族（中略）それぞ

れが互いの状況や思いを理解し、妥協を見出し

ていくプロセスを支援していかなければならな

い。」と述べている。

30

今回の退院支援の関わりの中で退院支援担当

者だけが中心となるのではなく、病棟看護師の

関わりや、主治医からの適切な時期に丁寧な病

状説明がされていたこと、家族と STの関わり

の中で本人の嚥下の状態が家族にもわかりやす

く把握できたことで、今が高齢終末期であるこ

とを受け入れることができたのではないかと考

える。
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カルガリー家族介入モデルにおける介入技術４）

（表６）の中の１つに、「問題を再枠組み化する

こと」とあるように、経口摂取が困難となった

患者に妻や長女・長男がどのような人生を望む

のか、その介護を担う時、何が大変なのか、ど

のような介護だったらできるのかを時間をかけ

て面談を繰り返した結果、家族から在宅で看取

りを視野に入れた療養への意欲が聞かれるよう

になり、それに沿った支援を行うことができた

と考える。

グリーフケア訪問における家族インタビュー

では、家族からは在宅療養を決意したことに対

してとても満足であったとの言葉が聞かれてい

たことは、患者家族の意志決定に沿った退院支

援であったと考える。

表６ カルガリー家族介入モデルにおける介入技術

領域別の介入技術

認知領域に働きかける介入技術

① 家族や個人の長所を称賛すること
② 情報や意見を賞賛すること
③ 問題を再枠組み化すること
④ 教育を提供すること
⑤ 問題を容体化すること
感情領域に働きかける介入技術
① 感情反応をありのままに認めること
② 病気による経験が語れるよう働きかけること
③ 家族のサポートを引き出す事
行動領域に働きかける介入技術
① 家族員がケアの提供者になれるように援助すること
② 家族に休息を勧めること
③ 新しい習慣を作り出すよう働きかけること
④ 思い出が共有できるよう働きかけること
⑤ 症状に対してコントロールできるよう働きかける
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【�結論】
１．介入を行う中で家族がお互いの気持ちを理解

しあえたことから患者本人の希望に沿った自

宅への退院を選択することができた。

２．カルガリー家族アセスメント・介入モデルを

基に時間をかけて多職種で関わることで患者

が終末期であることを家族が理解し、現状を

受け入れていくことができた。

３．家族の問題に視点を持っていくのではなく、

家族の意志決定を引き出す退院支援であった

ことが満足度の高い看取りにつながった。
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【緒言】

２０１１年日本人の死因順位は肺炎が第３位にな

り、当院でも高齢者の誤嚥性肺炎による入院が

多くなっている。しかし主治医による肺炎の治

療は実施されるが、経口摂取に向け多職種で介

入することが少なかった。そこで２０１２年１０月よ

り誤嚥性肺炎パスを導入し多職種による医療・

看護の質の向上を図っている。今回、誤嚥性肺

炎パスによる治療の効果について検証すること

を目的に本研究を実施したので、その結果を報

告する。
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なお、本研究は佐久市立国保浅間総合病院臨

床研究倫理審査委員会の承認（承認番号１３－１３）

を得て実施し、報告する。
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