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神経難病患者への
看護介入の
振り返りからの課題

岐阜県 国民健康保険関ケ原病院

障がい者施設等一般病棟

看護師 横山理子

はじめに

神経難病は、医学的に原因不明であり、治療法も未確立
な疾患であるため、難病ケアではＱＯＬ向上が目標とされ、
多専門職によるケアが推進されている

経過が慢性的に緩やかに進行するが、そこには常に死
の恐怖も隣り合わせであることもあり、患者や家族の身体
的ケア、精神的ケアを継続的に行っていくこと、またそのた
めの知識と技術を持ち合わせることが難病患者と関わる
医療者の責務である

今回、Ａ病院の障がい者施設等一般病棟（以下Ｂ病棟）
に入院した神経難病患者への看護介の振り返りと、病棟
看護師への質問紙調査の結果から、今後の課題を再考し
た

【はじめに】
　神経難病は、医学的に原因不明であり、治療法も
未確立な疾患であるため、難病ケアではQOL向上
が目標とされています。
　経過が慢性的に緩やかに進行しますが、そこには
常に死の恐怖も隣り合わせであることもあり、患者
や家族の身体的ケア、精神的ケアを、継続的に行っ
ていくこと、またそのための知識と技術を持ち合わ
せることが、難病患者と関わる医療者の責務であり
ます。
　今回、A病院の障がい者施設等一般病棟（以下Ｂ
病棟）に入院した神経難病患者への看護介入の振り
返りと病棟看護師への質問紙調査の結果から再考し
た今後の課題を報告します。

研究方法

症例対象患者：Ｂ病棟に入院した神経難病患者３名
平成２３年～２５年に入院した筋委縮性側索硬化症

（以後ＡＬＳ）の患者

質問紙調査方法
Ｂ病棟看護師１７名 准看護師３名を対象に、独

自に作成した看護介入に関する質問紙調査を実施

Ａ氏 ６０歳代 女性 在宅介護を経て入院

Ｂ氏 ６０歳代 男性 在宅介護中誤嚥性肺炎を発症し
入院

Ｃ氏 ７０歳代 男性 他院で確定診断後転院

　研究方法についてはスライドをご参照ください。

倫理的配慮

院内の倫理委員会の規定に従い、
対象者・家族への研究の目的・
方法・参加の自由・プライバシー
の厳守について説明し、同意書
にて承認を得た

　倫理的配慮についてはスライドをご参照くださ
い。

症例１ Ａ氏 女性 ６０歳代
～患者の要望に対する対応に

困難を感じた事例～

入院までの概要

昭和６３年に診断。その後症状が進行し、人工呼

吸器を装着。在宅介護をしていたが、病状悪化し

平成２３年にＣ総合医療センターに入院

その後介護をする夫も高齢であることから在宅介

護が困難となり、Ａ病院へ転院となる

【結果】
　症例１　A氏60歳代の症例です。在宅で介護をさ
れていましたが、症状進行にともない介護をする夫
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が高齢で身体的・精神的にも疲弊されてしまい、A
病院へ転院となりました。

症例１
煩雑な日常業務のなかでのジレンマ

過去の呼吸困難を感じた恐怖からか、ナースコールが
あり訪室すると「遅い」「死ぬかと思った」「ほかの患者よ
り私を優先して」などの発言が多く、対応に苦慮した

疲弊感が強くなる
わ。部屋に入ること
も憂鬱になって
しまいそう…

緊急な用事ではないのに…42名の患
者さんの優先順位
どうしたらいいの？

ゆっくり話を聴いて
あげたいけれど、
時間がとれないわ

　A氏は過去に呼吸困難を感じた経験からか、ナー
スコールを押したらすぐに来てほしいということを
要求されました。日々の煩雑な業務のなか、A氏の
訴えをどこまで尊重するべきか対応に苦慮した症例
でした。

症例１ 看護介入の実際

１．患者との信頼関係を築くための方策
１）定期的に時間を調整し、患者の部屋を訪室し患者
の思いを傾聴した
→NANDA領域６～８への看護介入

２）スタッフ間でもカンファレンスを繰り返し患者の
気持ちが安定する声かけや対応を模索し、情報共
有し対応した

２．難病拠点病院であるＥ大学病院の神経内科医・難病
支援専門員から介入のアドバイスを得た

　この症例に対しては患者との信頼関係をまず築く
ことが有効と考えました。看護チーム間で業務調整
を行い、ゆっくりと患者の思いを傾聴する時間を定
期的に設けたり、関係職種とのカンファレンスも繰
り返し、患者の気持ちが安定する声掛けや対応など
の情報を共有しました。
　また院内のソーシャルワーカーを通じて、難病拠
点病院の神経内科医、難病支援専門員から対応のア
ドバイスを得ることもできました。

症例２ Ｂ氏 男性 ６０歳代
～在宅⇔病院医療職の連携の在り方

を再考した事例～

入院までの概要：首の前屈と上肢の脱力感がありＥ大学病
院にて確定診断を受ける
その後訪問看護を受けながらＡ病院内科外来に通院して

いたが、診断から２年半後、呼吸困難感,嚥下障害など病状
進行を認め、今後の治療方針を決定する目的で入院
誤嚥性肺炎により呼吸状態が悪化し、入院から８日目に

患者・家族の意向により延命治療を選ばれることなく
永眠された

　症例２　Ｂ氏は告知をされてからは在宅で過ごさ
れていました。筋力低下、嚥下機能の衰えにより誤
嚥性肺炎でＢ病棟に入院されましたが、患者・家族
の意向により人工呼吸器を使用することなく永眠さ
れました

症例2 入院直後のＢ氏の言葉

家ではいつ息ができなくな
るか考えると本当は怖かっ
たわ…
入院したら久しぶりに
安心してよく寝られた

告知を受けてからの
計り知れない

不安や葛藤の存在
がうかがえた

人工呼吸器はつけな
い。もう身辺整理も
してあるよ

　病気を受け止めてから一切の延命処置はしないと
決めていたB氏でしたが、入院された時の率直な言
葉からは告知を受けてからの計り知れない不安や葛
藤の存在がうかがえました。

症例２
Ｂ氏逝去後に関係職種間でカンファレ
ンスを開催

患者

家族

訪問

看護師

病院看
護師

他職種

主治医

患者・家族の意思決定と日常生活を支えるための
医療連携のあるべき姿を検討できた

　Ｂ氏が亡くなった後に訪問看護師、ＳＷ、主治医、
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外来・病棟看護師が参加しデスカンファレンスを行
い、患者・家族の意思決定と日常生活を支えるため
の医療連携の在り方を検討することができました。

症例３ Ｃ氏 男性 ７０歳代
～患者の自尊感情の変化を捉え

自律を支えるための介入事例～

Ｅ大学病院にて診断を受けた後、Ａ病院へ転院

「口から食べたい」という思いが強く、食道分離術を
実施し、胃瘻栄養と経口摂取で栄養を維持している

人工呼吸器を装着しながらも家族との外出を続

けながら、入院生活を過ごされている。

　症例３　Ｃ氏は人工呼吸器を使用しながらも、「口
から食べること」「寝たきりにならないこと」にこ
だわり、家族の事情で退院はできませんが、妻や、
子供、孫と過ごす時間を楽しみに外出をしながら入
院生活を過ごされています。

症例３

神経難病→症状進行期と安定期を繰り返す

生きるに値する自分であるかなど
自分の価値について行う判断

【自尊感情】

自己概念と理想自己のズレが
大きくなると自尊感情は低下する

　Ｃ氏への看護介入では症状進行の兆候を察知した
時の対応方法に苦慮しました。自己概念と理想自己
のズレが大きくなると自尊感情は低下すると言われ
ています。

症例３ 看護介入の実際

１．症状進行の変化を早期に察知し、その都度
患者・家族・主治医・病棟スタッフ・ＳＷ・リハ
ビリスタッフが集まり意思決定への患者の思
いを共有した

２．SEIQOL-DWを用いた半構造化

面接を定期的に継続し、

患者の生きがい

その重みを知り

介入のヒントとした

　症状進行の兆候を察知した時には　できるだけ早
期に関係職種が集まりカンファレンス後、患者・家
族にも参加してもらいこれからの過ごし方について
患者の意向を確認しながら、方針を決定をしていく
機会を持ちました。また、SEIQOL-DWを用い患者
の生活の質を評価し看護介入のヒントとしました。

看護師への質問紙調査の結果 (n=20)

　Ｂ病棟看護師に実施した看護介入に関する質問紙
調査の結果です。

質問紙調査からの現状

スタッフ間の情報共有が十分行えて
いない

看護業務が煩雑であり業務寄りに
なりがちである

日々の看護にやりがいが感じられ
ない

　質問紙調査の結果からは、スライドの示す３点に
ついて半数以上のスタッフが「あまりできていない」
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「できていない」と評価していることが明らかとな
りました。

ALS患者への状況別支援

発病初期

病状進行期

安定期

病状進行期

終末期

意思決定への支援
日常生活への支援

緩和ケア
家族ケア

グリーフケア

各時期において
医療専門職の適切
な関わりが必須

【考察】
　ALSは発病初期から症状進行期安定期を繰り返
しやがて終末期を迎える疾患です。各病期において
意思決定支援、日常生活支援、緩和ケア、家族ケア、
グリーフケアなど医療専門職の適切な関わりが必須
であると言えます。
　患者の人生観、価値観、生活背景、家族状況によ
り異なる必要な介入を行えるような医療連携システ
ムの在り方、患者を身近で支える看護師の難病ケア
に関する教育システムを過去の症例を通して得た経
験も活かし、見直していかなくてはならないと考え
ます。

日々の看護のやりがい

内発的動機付け

仕事の中に喜びを感
じ自己肯定感や自
尊感情が高まる

自らの意思と情動で
行動を起こすことで
動機づけが強く安定

外発的動機付けに比べ
永続的にやる気を保つ

ことができる

目標管理を効果的に行う
『看護を語る会』等＝看護体験の共有

スタッフ承認の機会を持つ

　また、質問紙調査の結果から、現場で働く看護師
が慢性期の看護に携わる中で、達成感につなげるこ
とができるような内発的動機づけ支援も大きな課題
であります。そのためには、管理者として目標管理
を効果的に実践していくこと、看護体験を共有する
機会をもつこと、看護スタッフを承認する機会を設
けていくことも重要であると考えます。

結論

病期に応じた看護実践と評価が行え
るスタッフ教育システムの確立

継続的な看護介入ができる看護記
録システム、カンファレンスの在り方
などの見直し

管理者として、スタッフが内発的動機
付けを行えるような働きかけが必要
である

【結論】
１　病期に応じた看護実践と評価が行える看護師教
育システムの確立
２　継続的な看護介入ができる看護記録システム、
カンファレンスの在り方などの見直し
３　管理者として、スタッフが内発的動機付けを行
えるような働きかけが必要である

おわりに

難病支援専門員からのアドバイス

『患者さん・家族に可能な限り全力を尽く
して見守っているよという姿勢を伝えて
あげてください』

このことを忘れずに、患者・家族の思い

に寄り添い意思決定、自律を支えていけ

ればと考えます

【おわりに】
　難病支援専門員からのアドバイスに「患者さん・
家族に可能な限り全力を尽くして見守っているよと
いう姿勢を伝えてあげてください」という一文があ
りました。このことを忘れずに、患者さんの思いに
寄り添い、意思決定、自律を支えていけるよう今後
も取り組んでいきたいと考えます。
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