
【はじめに】訪問看護の目的は利用者、家族の意志、
ライフスタイルを尊重し、QOL（生活の質）が向上
できるよう予防的支援から看取りまでを支援する事
です。
今回、難病である筋萎縮性側索硬化症（以下、ALS
とする）の利用者と家族の希望に添った在宅療養生
活を多職種で支え、在宅での看取りができたのでこ
こに報告します。

研究期間、方法はご参照ください。

【事例紹介】S 氏53歳女性、病名 ALS、42歳で発
症、49歳より訪問看護導入、S 氏の状態は筋肉の萎
縮と筋力低下がみられ、人工呼吸器装着を拒否され
ていました。

H19年に訪問看護導入。H22年10月レスパイト入
院時の血液ガスの結果が悪く、主治医は今後の方針
を決定する時期と判断。ケアチームによるカンファ
レンスがおこなわれました。S 氏にカンファレンス
の内容を伝えられましたが、気管切開はしないと選
択され、NIPPV 装着・胃瘻造設を納得され、約2ヶ
月間の入院をされました。
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【はじめに】 
 訪問看護の目的は利用者、家族の意志、ライフスタイル 
を尊重し、QOL（生活の質）が向上できるよう予防的支援 
から看取りまでを支援する事である。 
訪問看護は医師の指示のもとに利用者・家族の在宅医療 
を支える為の在宅ケアチームの一員でもあり、多職種との 
連携を図りながら関わっていく必要がある。 
 今回、難病である筋萎縮性側索硬化症（以下、ALS) の 
利用者と、家族の希望に添った在宅療養生活を多職種で 
支え、在宅での看取りをおこなった。    
 
＊倫理的配慮 
 本事例に関してプライバシーの保護に配慮し、発表すること本事
例以外には使用しないことを家族に口頭で説明し了承を得た。 

   在宅ＡＬＳ利用者さんの看取りを通して 
                  （連携） 
               
 
         
 
                訪問看護ステーションふじ  
                       ○ 吉田恵美子 
                          牛島美保                                                  
                          糸山陽子 
                          髙島睦美 
                         
 
 
 

 【研究期間・方法】 
 平成23年4月～平成23年10月  事例研究 
 【事例紹介】 
 Ｓ氏：53歳女性  
 病名・・・ALS 
      42歳 発症 
      49歳9月より入浴介助目的で訪問看護導入 
 状態・・・筋肉の萎縮と筋力の低下 
      人工呼吸器装着拒否 
 家族構成・・・ 夫 義母 長女夫婦  
 主介護者・・・夫 長女 
 在宅ケアチーム・・・医師 保健師 ケアマネージャー  
             ヘルパー ＰＴ（訪問リハ）訪問看護師 
 
 
 

平成22年10月(52歳） 
    今後の方針を決定する時期 
     
※カンファレンス実施 
  （主治医 夫 ケアマネージャー ヘルパー 看護師） 
  夫⇒ 少しでも長く生きてもらいたい 
      長女の結婚式までは、頑張って欲しい 
  主治医⇒ NIPPV装着 胃瘻造設が望ましい 
         Ｓ氏の意志尊重と家族が後悔しないようにする 
       ケアにおいても利用者が望むようにする 
  ・夫より利用者へ説明 
   Ｓ氏⇒気管切開はしない  
         NIPPV装着・胃瘻造設 納得 
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平成22年12月退院時カンファレンスにて、長期目
標を長女の結婚式に参加する事と決めました。
S 氏が一人になる時間がないようにして欲しいとい
う要望に沿って、日中は間隔をあけずに訪問しまし
た。
12月から翌年3月までは病状安定していました。

【看護の取り組み】平成23年4月
短期目標を入浴による負担軽減と関節拘縮予防とし
ました。

【実践】

1．ケアマネージャーへ相談し入浴用のベッドを購
入してもらいました。

2．ヘルパーと入浴介助の役割分担をしました。
3．理学療法士に、マッサージ・リハビリの指導を

受けました。

平成23年5月
短期目標を結婚式に向けての体力維持としました。
大好きな入浴を清拭へ変更しました。

【実践】

　NIPPV 装着方法・胸郭マッサージ方法・文字盤
利用方法をヘルパー・家族に指導し協力してもらい
ました。胸郭マッサージについてはヘルパーが行う
には不安感が強く、主治医に相談し「胸郭マッサー
ジとは思わずに胸をさするという思いで行ってみて
はどうか」と助言あり不安が解消し実施できるよ
うになりました。

平成23年5月 
 
＜短期目標＞ 苦痛が軽減され結婚式にむけて体力 
          を維持する事ができる 
 
 
身体状況： 常時NIPPV装着 
        胸郭マッサージ回数増加 
          （家族、看護師、ヘルパー施行） 
        発語聞き取りづらくなり文字盤利用 
          

看護の取り組み 

平成23年4月  
＜短期目標＞ 楽しみである入浴を苦痛なく実施できる 
          関節拘縮予防に努める 
 
   身体状況 NIPPV装着は夜間のみ 
          口腔摂取可能も、嚥下機能低下傾向 
          倦怠感あるも毎日入浴希望 
           

平成22年12月 
 ＜長期目標＞ 
   
 Ｓ氏・家族の想いである、長女の結婚式に参加する 
  
※Ｓ氏・家族要望 
Ｓ氏が一人になる時間がないようにして欲しい 
⇒訪問看護・訪問介護・訪問リハビリで間隔をあけず訪問 
  訪問記録ノート準備（情報の共有） 
  
  
  
 
  

 

9：00～ 11：30～ 13：00～ 14：00～ 15：00～ 16：30～
18：00 

看護師 ヘルパー 看護師 ヘルパー 看護師 ヘルパー 

実践   

  1  NIPPV装着中も軽く胸郭マッサージ 

    NIPPV装着方法・胸郭マッサージ方法を主治医                                      

    の許可を得てヘルパーへ指導   

     

  2 文字盤導入 

 

   
           

         

               

実践   
  1 寝たままでも洗身できる入浴用具の準備 
    リクライニングバスチェアー 
 
  2 疲労感を最小限度にする為の工夫 
    ヘルパーとの役割分担 
 
  3 関節拘縮予防・気分転換 
    理学療法士によるマッサージ・リハビリ指導を受ける 
    ストレッチ運動・手足アロママッサージ 
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平成23年6月初旬主治医2人・ヘルパー2人・看護
師1人付添い結婚式に参加しました。
披露宴会場ロフトにソファーベット設置し雰囲気を
感じてもらいました。常時 NIPPV 装着し胸郭マッ
サージを実施しました。

平成23年6月結婚式後の短期目標を本人の意志を
尊重し、苦痛なく安楽な最後が迎えられるとしまし
た。麻薬開始、この時、親としての役割を果たし、
自分の人生の終わりを決断され満足そうな表情でし
た。

【実践】

1．腹満感・息苦しさ・去痰困難等の苦痛軽減を図
る方法を家族やヘルパーに指導しました。

2．家族に対し在宅での看取りの説明をしました。
7/2日家族に見守られ永眠されました。

【グリーフケア】通夜参列。手紙を送付し返事が届
きました。
母は寝たきりになっても看護師さんたちといろんな
世間話をする事がずいぶん楽しみになっていたよう
でした。私達家族を支えてもらって本当にありがと
うございました。母からの最後の贈り物として赤
ちゃんができました。という内容でした。

＜結婚式参加＞ 6月初旬 

    主治医2人・ヘルパー2人・看護師1人付添い  

     

     

     

     

      

     

     

    

 

※家族の承諾を得て掲載しています 

平成23年6月 
 
＜短期目標＞ 本人の意志を尊重し、苦痛なく安楽な 
           最後が迎えられるように支援する 
  

   

  結婚式翌日に親としての役割を果たし、人生の終わりを 
 決断され満足そうな表情で、楽になりたいと訴える 
  ⇒主治医より麻薬開始  
          

   ＊以前より麻薬の使用により呼吸が止まる可能性が 
    あるという主治医の説明があった為にすぐに楽に 
    なれると思われていた。 
 
         

         

     

          

 実践 

 

  1 苦痛の軽減（腹満感・息苦しさ・去痰困難） 

     排気・摘便・腹部温罨法・腹部マッサージ 

       胸郭マッサージ・タッピング・吸引（家族指導も  

    含む）実施 

     排気・摘便・吸引以外をヘルパーに指導 

   

   2 在宅での看取りへの不安軽減（家族）  

    ・ 終末期の身体変化を説明 

    ・ 死の受け入れ準備 

     ・ 緊急時の連絡方法確認 

 

   

 グリーフケア 

  ※通夜参列・手紙送付し返事が届きました 

     

   

 

 

 

 

         

 

 7月2日家族に見守られ永眠 
 

｜790｜



【結果・考察】在宅ケアチームが情報を共有し連携
を図る事で、利用者・家族の意志を尊重した支援が
できる事を学びました。木下は「医療的ケアは医
療職が不在の時にも続くなど看護職のかかわりだけ
で在宅療養を続けるには限界がある」と述べてい
ます。
S 氏の「在宅で最後を迎えたい」という希望を家族
と在宅ケアチームがカンファレンスを行う事で悩み
や考えをチームで共有し支援策へとつながったと考
えます。ヘルパーより胸郭マッサージに対する不安
が訴えられ即座にケアマネージャーが主治医に相談
し不安解消を図ることが出来ました。在宅では多職
種が同じケアを行う事が必要で、その関係をいかに
円滑に行っていくか、組織にとらわれず顔の見える
人間関係・信頼関係が大切であると考えます。

【終わりに】　この事例を通して在宅ケアチームに
はそれぞれの専門性と役割があり、その中で今回訪
問看護師は、チームをまとめる役割を担っていると
感じました。
宮島は『在宅療養を行うためには「医師による診
療」「看護職によるケア」「介護職員によるサービ
ス」が一体として十分に提供される事が必要です。
そして、このような一体的提供の役割を果たすのは
両方の視点を持つ看護職です。』と述べています。
　今後、私達は地域医療を支える一員として医師を
はじめとする在宅ケアチームとの信頼・協力関係が
得られるよう看護の質を高めていきたいと思います。
参考文献はご参照下さい。ご静聴ありがとうござい
ました。

【終わりに】 
  今回訪問看護師はチームをまとめる役割を担っているこ
とを痛感した。宮島は『在宅療養を行うためには「医師に
よる診療」 「看護職によるケア」 「介護職員によるサービ
ス」が一体として十分に提供される事が必要です。そして、
このような一体的提供の役割を果たすのは両方の視点を 

 持つ看護職です。』と述べている。 
  私達は地域医療を支える一員として医師をはじめとする 
 在宅ケアチームとの信頼･協力関係が得られるよう看護の 
 質を高めていきたいと思う。 
 【参考文献】 
       訪問看護研修テキスト 川越博美 総編集 日本看護協会出版会 2011 
       ナーシングカレッジ   医学芸術社       2011 
       COMMUNITY CARE 宮島俊彦        2012.1VoL.14 
       新版 在宅看護論  木下由美子編著   医歯薬出版株式会社 2009                              

    

【結果・考察】 
 
 
 在宅ケアチームが情報を共有し連携を図る事で、利用者 
と家族の意志を尊重した支援ができる事を学んだ。 
 
 1 カンファレンスにより家族･利用者相互の意思確認が   
   できた 
 2 問題点と不安な点の早期解決ができた 
 
 3 情報の共有により同じ目標にそって同じケア・支援が 
   できた 
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