
【Ⅰ　はじめに】当地は山間部であり、和歌山県第
3位の高齢化率40.8% の地域である。
患者の状態が退院可能であり、患者本人の家に帰り
たいという強い希望があるにも関わらず、患者には
介護者不足や介護者の高齢化、介護に対する不安な
どがあり、受入が困難なケースが大半である。
今回、早期退院、安心して自宅に帰れるように退院
に向けて多職種と連携してアプローチを行った結果
を報告する。

【Ⅱ　研究方法】

1．期間　平成23年5月1日～平成23年12月20日
2．対象　当院一般病棟入院中の患者4名とその家

族
3．倫理的配慮

聞き取り調査及び調査から得られたデータはプライ
バシー保護のため匿名とし、資料は厳重に保管する
こと、一旦同意した場合でもいつでも取り消すこと
が出来ることを口頭及び文書で説明し同意を得た。

4．①患者基本表を作成。
②基本表を用いて患者と家族から退院後の生活等の

希望を聴取。
③日常生活機能評価表を用いて、入院前と入院時、

入院後1週間毎の ADL の評価を行った。
④患者及び家族と医師、受け持ち看護師と必要に応

じて理学療法士も参加し面談を持った。
⑤退院に向けて他部署との連携、カンファレンス、

情報交換を行った。

演  題

075

高齢者・患者家族への退院に向けての取り組み
～よりよい在宅生活を維持するために～

発　表　者 加森　幸子 和歌山県　国保すさみ病院

共同研究者 崎口　久美子、南　静代、宮崎　真理、高垣　有作

国保すさみ病院 

看護師 加森幸子 

高齢者・患者家族への 
退院に向けての取り組み 

 
～よりよい在宅生活を維持するために～ 

 Ⅰ はじめに 

患者・家族が退院後の生活や介護に不安があり、 
受入困難なケースが大半。 

安心して自宅に帰れるようADLの改善を図りながら 
多職種連携によるアプローチを行った。 

当地は、和歌山県第３位の高齢化率(40.8％)の地域 
患者は帰りたい強い希望がある。 

そのため 

しかし・・・ 

 Ⅱ 研究方法 

期間 
 平成23年５月１日～平成23年12月２０日 
 
対象 
 一般病棟入院中の患者４名とその家族 
 
倫理的配慮 

聞き取り調査及び調査から得られたデータはプライバシー

保護のため匿名とし、資料は厳重に保管すること、一旦同

意した場合でもいつでも取り消すことが出来ることを口頭

及び文書で説明し同意を得た。 

 研究方法 

① 患者基本表を作成。 

② 基本表を用いて患者と家族から退院後の生活等の

希望を聴取。 

③ 日常生活機能評価表を用いて、入院前と入院時、

入院後1週間毎のＡＤＬの評価を行った。 

④ 患者及び家族と医師、受け持ち看護師と必要に応

じて理学療法士も参加し面談を持った。 

⑤ 退院に向けて他部署との連携、カンファレンス、

情報交換を行った。 
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【Ⅲ　実践事例とその結果】回復期リハビリテー
ション日常生活機能表を使用し点数が低いほど
ADL が自立していることを表している。

（事例1）A 氏　89歳　男性
病名：誤嚥性肺炎、脳梗塞後遺症
介護度：3
キーパーソン：長女
入院前の生活状況：自宅ではほとんど臥床して過ご
していた。
患者の希望：家に帰りたい。
家族の希望：在宅を希望するが介護できるか不安。

A 氏は誤嚥性肺炎で治療し、経口摂取にて自宅退
院に向けて看護をしたが、ムセがひどく痰も多く、
肺炎を再発し胃瘻造設となる。家族は自宅で介護し
たい気持ちはあるが、吸引や胃瘻の管理に不安が
あった。そのため、吸引の手技の指導や注入食の管
理指導を行い、訪問看護を取り入れることによって
在宅介護が可能になった。

（事例2）B 氏　86歳　女性
病名：腹腔内膿瘍、胆のう、総胆管結石、胆のう炎
介護度：1
キーパーソン：長女
入院前の生活状況：自宅では見守り程度で身の回り
の事は出来ていた。
患者の希望：家に帰りたい。
家族の希望：在宅を希望するが入院前の ADL まで
改善してほしい。

氏 名         年齢  性別 

病 名 

キーパーソン 

同 居 ・ 別 居 同居   別居   独居 

介 護 度 要支援 １ ２ 要介護 １ ２ ３ ４ ５ 

本人の退院後の生活に対しての希望 
 
 

家族の退院後の生活に対しての希望 
 
 

入院前の生活状態 

患者基本表 

日常生活機能評価表 
患者の状況 

得点 

０点 １点 ２点 

床上安静の指示 なし 
できない 

 

どちらかの手を胸元まで持
ち上げられる 

できる できない 

寝返り できる 何かにつかまればできる できない 

起き上がり できる できない 

座位保持 できる 支えがあればできる できない 

移乗 できる 
見守り・ 

一部介助が必要 
できない 

移動方法 介助を要しない移動 
介助を要する移動 
（搬送を含む） 

口腔清潔 できる できない 

食事摂取 介助なし 一部介助 全介助 

衣類の着脱 介助なし 一部介助 全介助 

他者への意思の伝達 できる 
できる時と 

できない時がある 
できない 

診療・療養上の指示が通じ
る 

はい いいえ 

危険行動 なし ある 

※ 得点 ： ０～１９点 
※ 得点が低いほど、生活自立度が高い。 

合計得点    点 

事例１ 患者A氏 
患者 A氏 

年齢・性別 ８９歳 男性 

病名 誤嚥性肺炎、 
脳梗塞後遺症 

介護認定 要介護３ 

キーパーソン 長女 

入院前の 
生活状況 

自宅ではほとんど臥床して過ごしてい
た 

患者の希望 家に帰りたい 

家族の希望 在宅を希望するが、 
介護できるか不安 

事例１ 患者A氏のADLの推移 

15 15 

18

16

14

12
入院前 入院時 1週 2週 3週 4週 5週 6週 7週 8週 9週 10週 

ADL値 
家族の不安を軽減 

肺炎再発 

家族に吸引と 
口腔ケアを指導 

胃ろう造設 

退院に向けた 
カンファレンス 

（主治医・看護師・家族・ 
訪問看護ＳＴ・ケアマネ） 

家族に吸引と 
注入食管理を 

指導 

退
院 
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B 氏は娘さんが退院時は入院前の ADL までの回復
を希望されており、術後2日目より離床を促すも高
齢であり意欲がない為、離床がすすまなかった。再
三入室し、コミュニケーションをはかり、また、リ
ハビリと連携して離床をすすめ、入院前の ADL ま
で回復した。家族の希望があり、訪問看護を取り入
れ自宅療養が可能になった。

（事例3）C 氏　80歳　男性
病名：低血糖発作、糖尿病、末期胃癌
介護度：介護申請していず
キーパーソン：妻
入院前の生活状況：自宅では自立していた。
患者の希望：家に帰りたい。
家族の希望：状態改善すれば在宅を希望。

C 氏は入院時、胸水・腹水が貯留しており低栄養で
あったが、経管栄養、高カロリー輸液をする事で症
状が改善され、全介助状態であるが経口摂取可能と
なり退院許可が出る。妻は自身の体調も悪くて介護
できないと話されていたが、本人は強く在宅療養を
希望されたため、ADL 回復に努める。寝たきり状
態であったが排泄パターンを把握し、介助すること
により尿意、便意の訴えが出るまでに回復した。リ
ハビリにて歩行器で自力歩行できるまでになったが、
ターミナルであり状態が急変し、自宅に帰ることな
く死亡されている。

（事例4）D 氏　78歳　男性
病名：肺気腫、低栄養
介護度：要支援1
キーパーソン：弟
入院前の生活状況：自宅では自立していた。
患者の希望：家に帰りたい。ヘルパー等を受け入れ
たくない。
家族の希望：別居のため本人の意思に任せる。

3 3 

13 13 

12 

8 

4 4 

18

16
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12
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8

6

4

2

0
入院前 入院時 1週 2週 3週 4週 5週 6週 

事例２ 患者B氏のADLの推移 

退
院 

退院に向けた 
カンファレンス 

（主治医・看護師・家族・ 

訪問看護ＳＴ・ケアマネ） 

歩行訓練、 
ポータブルWC移動見守り 
主治医から退院説明 

術後３日目にリハビリをオーダー 

胆のう摘出・ 
総胆管切開 
ドレナージ術 

ポータブルＷＣ 
介助開始 

ＰＴとの連携 ADL値 

事例３ 患者Ｃ氏 

患者 C氏 

年齢・性別 ８０歳 男性 

病名 低血糖発作、糖尿病 
末期胃がん 

介護認定 未申請 

キーパーソン 妻 

入院前の 
生活状況 

自宅では自立していた 
 

患者の希望 家に帰りたい 

家族の希望 状態改善すれば在宅を希望 
 

事例3 患者C氏のADLの推移 
0 

17 

8 8 

4 

3 
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2

0
入院前 入院時 1週 2週 3週 4週 5週 6週 7週 8週 9週 10週 

ADL値 

リハビリをオーダー 

尿意・便意あり。トイレ誘導 

ポータブルWC介助 
高齢食・きざみ食開始（食事見守り） 

車いす介助開始 
嚥下食・全粥開始 

ゼリー食開始（全介助） 

車いす・歩行器にて自力移動可 

病
状
急
変
に
よ
り
死
亡 

事例２ 患者B氏 

患者 B氏 

年齢・性別 ８６歳 女性 

病名 腹腔内膿瘍、胆のう、総胆管結石、胆
のう炎 

介護認定 要介護１ 

キーパーソン 長女 

入院前の 
生活状況 

自宅では見守り程度で、身の回りの事
は出来ていた 

患者の希望 家に帰りたい 

家族の希望 在宅を希望するが、入院前のADLま
で改善してほしい 
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D 氏は入院時、身体の清潔も保てておらず、低栄養
の状態であった。民生委員が訪問にて発見、入院と
なる。病状や栄養状態は改善していったが、意欲が
みられず、ほとんど寝たきりとなっていた。そのた
め身の回りの事をひとつずつ本人にしてもらうよう
にアプローチし、見守ることでセルフケアが改善し
自立する。
1ヶ月で退院となるが頑固で他人との関わりを好ま
ない性格であるため、今回の様な状態を繰り返さな
いよう介護及びヘルパーサービスの必要性を説明し、
納得して退院される。2ヶ月後、サービスを拒みだ
したために病状が悪化し、再入院となる。今回は
ADL の低下も少なく、社会福祉協議会と連携をと
ることで D 氏に合ったサービスを再検討、導入す
ることで早期に退院できることになった。

【Ⅳ　まとめ】

①患者基本表を用いて、個々の希望を把握し、リハ
ビリの到達目標を設定し、入院時より退院に向
け、早期に取り組みを行い、ADL の評価を実施。

②その評価を元にして、多職種（医師、看護師、理

学療法士、訪問看護、社会福祉協議会、ケアマ
ネージャー）の介入を行い、退院に向けての環境
を整えた。

③精神的、身体的負担を軽減することで、患者・家
族の不安を除き、今回は理想的な退院につながっ
たと考える。

【Ⅴ　課題】

患者と家族が安心して早期に退院できるように、
①退院に向けた入院初期からの取組を継続する。
②多職種との連携を密にする。
③患者・家族の希望にそえない場合に、適切な対応

をするためにも病院へのメディカルソーシャル
ワーカーの配置の必要性がある。

当町で行われている地域見守り支援システムを活用
し、高齢・独居者の生活状態を多職種により見守っ
ています。

① 患者基本表を用いて、希望を把握しリハビリの到

達目標を設定、早期退院に向けてADLの評価を実

施。 

② 評価を元に、多職種の介入を行い、退院に向けて

の環境を整えた。 

※ 多職種（医師、看護師、理学療法士、訪問看護、社会福祉協議会、
ケアマネージャー） 

③ 精神的、身体的負担を軽減し、患者・家族の不安

を除き、理想的な退院につながった。 

 Ⅳ まとめ 

事例４ 患者D氏 

患者 D氏 

年齢・性別 ７８歳 男性 

病名 肺気腫、 
低栄養 

介護認定 要支援１ 

キーパーソン 弟 

入院前の 
生活状況 

自宅では自立していた 
 

患者の希望 家に帰りたい 
ヘルパー等を受け入れたくない 

家族の希望 別居のため本人の意思に任せる 

患者と家族が安心して早期に退院できるように、 

 

① 退院に向けた入院初期からの取組を継続する。 

 

② 多職種との連携を密にする。 

 

③ 患者・家族の希望にそえない場合、適切な対応

をするために、病院へのメディカルソーシャル

ワーカーの配置の必要性がある。 

 

 Ⅴ 課題 

事例4 患者D氏のADLの推移 
0 

3 3 

0 0 

6

4

2

0
入院前 入院時 1週 2週 3週 

ADL値 リハビリをオーダー 
歩行訓練 

退院に向けた 
カンファレンス 

（主治医・看護師・ 
本人・ケアマネ） 

介護サービスの
見直し・導入 

保清指導・ 
声かけ 

ＰＴとの連携 

退
院 

2
か
月
後、 
病
状
悪
化
に
よ
り
再
入
院 
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※厚生省日常生活機能評価表を引用

【はじめに】全国的に高齢化の進む昨今、当院の位
置する周防大島町も人口約1万9千人の内、65歳以
上が47.7% と高齢化の波が押し寄せている。それ
に伴い、自宅や高齢者施設等での予期せぬ死が増え
ており、救急外来で死後の処置に携わる機会も多く
なっている。
死後の化粧はエンゼルメイクと呼ばれ看護師が主に
担当している。しかし、一般的には看護師はエンゼ
ルメイクに関する系統的な教育を受けておらず、先
輩看護師より慣例的に学ぶことが多いのが現状であ
る。
現在、当院の救急外来においては、死後の処置は
行っているが、その中でも、エンゼルメイクまでは
ほとんど出来ておらず、スタッフの間からケアが不
充分なのではないかとの声が聞かれるようになった。
そこで、エンゼルメイクの必要性を再認識し、高齢
化の進んだ地域性や、死後の変化に対応したエンゼ
ルケアを導入するに至った経緯を報告する。

【Ⅰ．研究方法】

1）目的

演  題

076

救急外来におけるエンゼルメイクの導入

発　表　者 岩崎　美和 山口県　周防大島町立大島病院

共同研究者 濱野　忍、林　義之、松井　美鈴、廣中　明美

で 

すさみ町役場 
保健師 

住民 
（患者） 

国保すさみ病院 すさみ町 
訪問看護ステーション 

訪問看護 

介護支援 

治療 

保健指導 

すさみ町 
社会福祉協議会 

地域見守り支援システム 

データ共有 

紀伊ジョウロホトトギス 

• すさみ町に自生する 
ユリ化の花 
 

• 絶滅危惧種に指定され
ている 
 

• 10月が見ごろ 

ご清聴ありがとうございました 

周防大島 
・周防大島は瀬戸内海の中で淡路島、小豆島に次いで3番目 

 に大きい島        

・人口19,050人（H24.8)  65歳以上が47.7％ 

 

 

 

 

 

周防大島町立大島病院 

 

 

・一般病棟 39床 （看護配置 13：1） 療養病棟60床 
・看護師数55人（非常勤11人） 
・外科・内科・皮膚科・泌尿器科・整形外科・脳神経外科・耳鼻科 
 眼科 
 

１．はじめに 
  現在、当院の救急外来において死後の
処置は行っているが、その中でも、エンゼ
ルメイクまではほとんど出来ておらず、ス
タッフの間からケアが不充分ではないか
との声が聞かれるようになった。 
 そこで、エンゼルメイクの必要性を再認
識するため、研修を受けた看護師が中心
となり救急外来にエンゼルメイクを導入し
た経緯を報告する。 
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