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は じ め に

2006年の ｢がん対策基本法｣制定以来,がん患

者が療養 される場所は病院から在宅へと方向づけ

ちれた.私の勤務する訪問看護ステ-ションも,

年々がん愚者が増えている.(訪問看護利用者の

うち,2001-2005年は全体の 15.6%,2006-

2010年は28.7%を占めている)

がん患者を受け持つことに負担を感じてしまう

こともある.なぜなら,今までの訪問看護ステ-

ションは "難病や高齢者の在宅ケデ'が多くを占

めていたため,がん看護の経験が少ない.また,

緩和ケアは訪問看護師にとって∴や りがい" 杏

強く感じる半面∴ 高̀い看護技術"を求められ ス

トレスも多く抱えることになる.24時間体制で支

える緩和ケアは, "自宅で寂期まで暮らしたいと

いう本人や家族の思いに添いたい"という "訪問

看護師の熱意"によって成り立っている,という

のが現状である.

訪問看護ステーションの状況

新潟県内には現在,94ヶ所の訪問看護ステーシ

ョンがあるが,1事業所あたりの訪問看護師は平

均5.2人 (H21年 :チ-ズセンタ-訪問看護実態

669

調査)で,看護師不足や経営の難 しさから,閉鎖

するステ-ションはあっても,新設されるステ-

ションは殆んどない.訪問看護ステ-ションにい

がたには,現在 14名の訪問看護師がいて,県内で

また,24時間365日の支援を必要とする緩和ケア

の場合,非常勤の看護師では対応困難となること

もあり,常勤職員数の確保も必要である.

症状コントロ-ルを行ない,本人の話に傾聴 し,

家族の相談にもの り,本人や家族の不安に応え,

状態変化に対しても,その場で判断 し速やかに対

応できるよう,1回 30-90分の訪問時間内で,

手を使い,耳もLlもそして五感を使い,アセスメ

ントし,"密度の濃い看護"を行なう.そして,壁

に多くの時間を関係機関や多職種との連携,ケア

チーム侍りに費やしている.

主に活動する地域の特徴と関係機関

新潟市の中心部は高齢化率が高く,平均家族員

数は低く,家族の介護力は望めない.一方,医療

機関や介護サ-ビス事業所は多数存在 しており,

充足 している半面,各々関わる医療機関や介護事

業所は異なっている.当ステ-ションの "訪問看

護利用者115名に対 し主治医が82名"というよ
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うに,在宅ケアチ-ムの構成メンバーはそのつど

異なり,連携やチーム作 りには時間も労力も多く

かかってしまう.

:1さんの在宅ケアチーム

ここで i例を用いて,多職種との連携における

課題を考えてみたい.

Aさん (80代,女性,独罵):息切れと胸痛で

受診 し,肺癌と診断 きれた.呼吸不全と嘩下障害,

噂声があり,入院にて放射線治療を行なった結果,

症状は幾分緩和 された.身寄 りは親戚が-一入.A

さんは自宅療養を希望し,ホスピスの予約はしな

か-I)た.

① 相談-退院までの 6日間

当ステーションには,ケアマネジャーと入

院先の退院調整者講師の両者から相談,紹介

があった.

退院の 2目前に,(往診医の)在宅療養支

援診療所においてカンファレンスが行われ

た,医師より病状と今後予測 される変化,余

命は2カ月程度であること,そして独屈では

あるが,Aさんの希望でもあるので =在宅で

看取る"方向である旨の説明があった.また,

Aさんが楽 しみにしているデイサ-ビスは可

能な限 り利用継続のこと,急変時の連絡方法,

複数が取 り扱うことになるデュオテップパ ッ

チの管理についてなども確認 した

そして口々の連絡方法として,Aさんにも

同意 していただき,メ-リングリス トを立ち

上げて,メ-捗で情報を共有 していくことに

カンファレンスの後,Aさんの病室を訪ね

た.気丈な性格で,なるべ く人の世話になり

たくないと思っているAさんだが,訪問着諸

に伺うことは快 く了解してくださった.

② 初回訪問

退院 した日の夕方,以前からの残薬の処分

が必要になり,急速訪問することになった.

薬を整理 しつつ,ケアマネジャーと共に,A

さんとゆっくり話しをする機会が持てた.

③ 訪問頻度と内容

過 2回の訪問とし,ヘルパーの時間と少 し

重ねて訪問することで,食事や嘆下障害のこ

と,セットしてある薬のこと,状 態 変化に関

してなど,へjL,パ-と直接請をす る 機会を作

ているヘルパーは,医療関係者とは話 し難い

という.また,病状の変化に対 し,本人以上

に不安になるヘルパ-もいる.

限 られた時間で,また高齢 ･独居であれば,

家族からの情報 も得 られないので,痛みの程

度も把握 しづらい.デ ィサ-ビスの看言那帝と

スケ-ルで表 しながら,痛みの把握に努めた.

仙骨部に祷癖ができるなどの状態変化に伴

って,往診回数も不定期になり,訪問看護も

臨機応変に調整 した.ただし,他人に気遣い

される本人の性格や生活を考慮 して,訪問す

る回数をむやみに増やす ことはできなかっ

た.

④ 在宅の限界 (退院後 6週間目-)

｢もう入院はしたくない｣と言っていたA

さんも,状態変化によって気持ちは揺れ動 く.

オキ}-ムの使用頻度が増え,パッチの増量

を調整 したころから,便失禁や薬の飲み忘れ

などがあり, ｢未墾の丸に迷惑をかけてしま

う.申 し訳ない.｣と言っで悩み始めた.Aさ

んの思いを尊重 し∴巨治医は丁寧に病状の説

明や今後の ことを繰 り返 しAさんと相談 し

た.主治医から,Aさんへの説明内容とそれ

に対するAさんの反応,そしてチ-ムに引き

継 ぐことなどが毎Euj,チ…ム全体にメ-ル発

信 された.

Aさんが入院する決心をし,1週間後に入

院できることになったが,入院予定の 3目前

にご自宅で永眠 された.訪問看護を開始 して

から,2ケ月と5日目であった.

住み慣れた自宅での生活を支援 し∴ i緩和ケ7"

として,その人にとっての "プライマリケア"を

行っていくには,多職種との連携,各々の専門職が

力を発揮できるようなチーム作りが不可欠である.

Aさんの場合は,末期癌と診断 される以前から,
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介護保険制度を用いた高齢独居としての在宅ケア

チームの存在があった.Åさんが安心して "自宅

での生活"を送るには,緩和ケアならではの専門

性とチームワ-クが必要だ.主治医がチ-ムリー

ダ-となり,退院前のカンファレンスで情報を共

有し,方向性を示 され,緩和ケアとしてのお互い

の役割を認識できたので,チ-ムは "緩和ケアを

行う在宅ケアチーム''となれた.

今までは,連絡手段として電話やFAX,あるいは

連絡ノ- トなどを用いてきたが,緩和ケアでは,ど

ても細かい配慮や動きが求められる.各職種,多く

の事業所の日程調整が必要なカンファレンスは頻

回に開催できない.タイムリーに情報を共有し,ま

た方向性の統 一山を図ることもでき,Aさんの思い

に添って一方的な支援にならないようにしていく

ために,メーリングリストはとても有効であった.

ケアマネジャーの多くは介講や福祉の経験者で

あるが,医療知識は不足 しているので,ニ-ズの

把握が不十分であり,予後予測ができない.医療

に対 して苦手意識の強い人も多く,ターミナルケ

-スを受け持つことに尻込みをする人もいる.A

さんのケアマネジャバ ま基礎資格が介護職であっ

たが, "長年の経験と知識日を活かして,常に全

体を把握し,チームの動きを敏感にとらえていた.

今後の課題

退院前に行なわれるカンファレンスは,病院と

在宅,そして医療 ･看護 ･介諸の支援に一貫性や

継続性をもたらし,ケアチームの共通認識を図る

ためのものである,

カンファレンスや退院の時期,タイミングも検討

していただきたい.症状が安定期を過ぎて加速度的

に変わる頃に退院すると,本人や家族に不安と負

担が大きい."今なら帰れる"という言葉だけで,

退院が急速決定することもあり,せっかく家に帰

っても "不安で薙儀なことばかり"という辛い思

いはさせたくない.なかには∴ 病̀院に見捨てられ

た"という卑屈な思いを抱えて退院されてくる人
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もいる.緩和ケアは短期間の関わりになってしま

うからこそ,本人にとって落ち着ける,在宅なら

ではの,その人らしくいていただくためにも,荏

宅スター トの時期 ･タイミングを計ることは重要

だと考える,そのためには,｢訪問看護ステーシ

ョン｣｢緩和ケアに意欲的なケアマネジャーム そ

して ｢熱心な在宅療養支援診療所の医師｣,この3

つを早々に決めて相談を開始しておけば,本人や

家族にとってのペストタイミングに,スム-ズな

在宅への移行ができると思う.何より,支援が途

切れないという安心感が,全入的苦痛の緩和につ

ながる.

在宅療養支援診療所は新潟市内に30ヶ所以上

あるが,全ての診療所が率先してチ-ムに働きか

汁,方針を明確に示 し,病院との連携を密にとっ

てくださるとは限らない.(ちなみに,Aさんの主

治医のメールには,チ-ムメンバーへの労 りや癒

しの言葉が必ず添えられており,Aさんとともに

私達も支えられていたと思う.)

在宅では各職種の "サービス提供時間"は異な

り,すれ違いで顔を合わせることがほとんどない.

｢情報共有の有効的な手段を設けること｣は在宅

療養を開始するうえで重要な条件である.

緩和ケアのように医療的な介入が必要な場合,

医師あるいは訪問看護師がリーダ-シップをとる

ことが多く,介護保険制度の車に "末期癌…が位

置づけられているにもかかわらず,ケアマネジャ

-の存在や役割が明確でない場合もある.制度上

の問題もあるが,ケアマネジャ-が意欲的に取 り

組めるように,訪問看護とケアマネジャーの兼務

をしている立場としてサボ- トしていきたい.

お わ り に

Aさんのように,最期を独りで迎える人もいる.

たとえどのような状況で最期を迎えたとしても,

｢その人らしい逝きかただった｣と称賛できるよ

う,人生観を理解 し,共有 しあえるケアチ-ム作

りを目指 したいと思う.


