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間質性肺炎で最期まで「食べたい」と訴えた患者への援助

発 表 者 佐々木 優子 （宮城県：涌谷町町民医療福祉センター 第２病棟）
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�、はじめに
間質性肺炎での患者に対し、本人の「食べた

い」という強い欲求を満たすための援助を行い、

その結果、スタッフの協力を得ながら最期まで

食事を摂ることができました。この症例を通し、

欲求を満たす事の重要性を学んだので、ここに

報告します。
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�、患者紹介
W.Kさん。７９歳。女性。（以下 Kさんと略しま

す。）

診断名、ADL状況等はスライドを参照して下

さい。
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�、実施
H２４．３．２７～呼吸不全と肺炎で O病院に入院

し、酸素１３l リザーバーマスク、絶食で CV管

理の状態でした。４月２７日、当院に転院となり、

４月３０日の夜に食べたいという訴えがあり、患

者・家族の強い希望で５月１日より食事を開始

することになりました。
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看護目標

♯１として、食事摂取中、血液中の酸素飽和

度低下、呼吸・心停止する可能性があると考え、

窒息や誤嚥性肺炎を起こさず、食事を楽しむこ

とができる。と目標にあげました。以下２、３

についてはスライドを参照して下さい。
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看護の展開

食事は全粥食１，４００kcalから開始しました。自

力摂取困難なため、食事は看護師が全介助で行

いました。食事形態変更後は、ほぼ全量摂取で

きていました。
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食事中は酸素５l カヌラにきりかえ、看護師

は患者の酸素飽和度を測定しながら食事介助を

行いました。むせることはなく２０分程度で食事

は終了しましたが、１５分後には７０％台まで低下

し、口唇や手指にチアノーゼが出現することも

ありました。
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息子さんも「下がってんですか？やっぱり下

がるんですね。」と酸素飽和度の値を気にかけそ

れに対し患者さんは、「苦しぐないがら大丈夫。」

と全量摂取しました。食事を食べ終わると「食

べれで良がったね。おいしがったすか？」と母

に声をかけ「うん、美味しがったよ。」と共に喜

ばれていました。「素材の味がするよ。美味しい

よ。何を食べても美味しいね。いつも美味しい

食事を作ってくれる方にお礼を言いたい。」と希

望があり、この事を栄養士に伝え、病室に訪問

してもらい、感謝の気持ちを直接伝えることが

できました。日中傾眠していることが多い Kさ

んにとって、食事の時間は一番の楽しみでした。
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７月１１日朝食摂取後、突然 CO２ナルコーシス

による呼吸停止があり、NIPPVを持続装着し、

意識レベルは回復されました。家族へムンテラ

し誤嚥の可能性があると話され絶食としました

が、家族と Kさんの強い希望で７月１３日昼より

食事を再開、酸素は７～１０l で調整しましたが、

食事開始５分後には酸素飽和度は４０～５０％台ま
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で低下、酸素飽和度は上昇困難な状態でした。
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７月１８日再度家族へ病状説明。絶食勧めるも、

「細く長く本人の希望通りにして欲しい。」「生き

る希望がなくなるので、それでも食べさせて欲

しい。」と希望がありました。栄養士に相談し、

７月１９日～食事内容を変更し、Kさんは最期ま

で食べることへの欲求は続き、介助で摂取しま

した。
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徐々に状態が悪化したため７月２２日昼より絶

食。家族より「最期まで食べることができて良

かったです。有難うございました。」との言葉あ

り。翌日永眠されました。
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�、考察
小山氏は「私たち人間にとって、「食べる」

という行為は、身体的側面、心理・社会的側面

でも大きな意義があり、精神生活や社会生活を

豊かにし、幸福感・満足感などを得る上での生

産的かつ主体的な生活行為であるといえます。

また、何らかの疾病や障害により日常生活面で

の困難性をかかえている人にとっては、口から

食べるという行為の継続は、疾病からの回復だ

けでなく、ADL・QOLの向上へとつながるので

す。」と述べています。
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食事が開始になり Kさんは、「美味しい」と

言って毎回全量摂取しており、転院当初にはな

かった笑顔もみられ、スタッフとの会話も多く

なっていきました。食べたいという欲求を満た

すために、口から「食べる」という行為により、

Kさんは幸福感・満足感が得られ、そして闘病

意欲に繋がっていったと思われます。それは私

たちにとって、食事とは、とても大事なことで

あり、食べる行為がこんなにも人を変化させる
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ものだと、改めて感じることができました。
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しかし、Kさんの病状はどんどん悪化してい

き、私たちスタッフの中にはこのまま食事を続

けていって良いのだろうか、という不安な思い

がありました。
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何度も医師より病状説明を行い、Kさんと家

族の思い、意思を確認することで、急変の可能

性があっても、最期まで食べたいという欲求を

満たすことにしました。

間質性肺炎の終末期でありながらも「食事が

１番楽しみなんだあ。だから食事は続けたい。」

と訴えた Kさんに対し、医師、看護師だけでな

く栄養士とのチーム医療を図ることにより患者

に合った食事の提供をすることができ、家族と

共に最期まで食べることへの援助ができまし

た。

üý

ñ/���®0��
12�

��34
�56

��78��
���L9®Þ.Æ

今回の症例を通して、食べたいという欲求を

満たすことの重要性を学びました。医療技術が

進歩し、新しい栄養法の普及により早期健康回

復や生命維持ができるようになってきています

が、その反面、医療関係者の「食」に対する認

識が、どこかで変わってきてしまったように思

われます。終末期患者の食事開始にあたっては、

リスクを考え、食事を制限してしまう傾向にあ

りますが、そうではなく、口から食べることの

意義を理解した上で、どうすれば患者の欲求を

満たすことができるか、思いを尊重して関わっ

ていくことが大切であると学ぶことができまし

た。

ご静聴有難うございました。
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