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本日のお話

・当院・世田谷区の在宅医療

・非がんの緩和ケアの現状

・非がん疾患の基礎知識と症状緩和

・病診連携

・意思決定支援

・多職種連携
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平成27年3月開業

医師１名 事務２名



GPクリニック自由が丘
平成27年3月開業→29年6月1日移転



GPクリニック自由が丘
理念：ひとり・ひとりを大切に

常勤医2名 非常勤4名 事務5名 運転非4名
訪問約150軒 年間看取り40名程度



東京都世田谷区

2019年3月統計

人口 909.167人 山梨83万 和歌山96万

65歳以上 183.406人 20.17％（26.0％/国）

75歳以上 96.741人 10.64％（12.5％/国）

0-14歳 約101.000人 増加している



都市部：世田谷区の概要

人口
10万人あたり施設数
2015年

世田谷区 全国平均

訪問看護ステーション 5.4 7.0

在宅療養支援診療所 15.2 11.4

一般診療所 94.1 68.4

一般病院病床 627 1214

入院しづらい、でも訪問看護師は少ない



非がん疾患の緩和ケアの
世界的な動向

・1990年 英国 RSCD研究

非がん患者が死亡前1年間および1週間に
多くの苦痛を感じている

→末期心不全患者

気分の落ち込み59％

疼痛50％

呼吸困難43％



非がん疾患の緩和ケアの
世界的な動向

・1995年 米国 SUPPORT研究

がんのみならず非がんでも病院で苦痛の
中で最期を迎えている

→心不全の高齢者

死亡する前の3日間に

呼吸困難63％

高度の疼痛41％

米国のホスピスプログラムにおいて２００４年に非がんが
過半数を超え、現在は３分の２を占める



非がん疾患の緩和ケアの
日本の動向

・2007年 がん対策基本法施行

「緩和ケア＝がんの緩和ケア」

PEACEプロジェクト（がんの緩和ケア研修会）

・2010年「循環器疾患における末期医療に関する提言」

・2011年「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン」

「医療・介護関連肺炎ガイドライン」

・2012年「慢性血液透析の非導入と継続中止に関する提言」

・2013年「COPD診断と治療のためのガイドライン」



そもそも非がんとは？



主な死因別死亡数の割合（2018年）

悪性新生物, 27.4

心疾患, 15.3

老衰, 8脳血管疾患, 7.9

肺炎, 6.9

不慮の事故, 3

誤嚥性肺炎, 2.8

腎不全, 1.9

認知症, 1.5
自殺, 1.5

その他, 23.6

厚生労働省:平成30年人口動態統計月報年計の概況



疾患別予後予測モデル



非がんの基礎知識
（心不全・呼吸不全・認知症）



心不全とは

一般への定義

「心不全とは、心臓が悪いために、
息切れやむくみが起こり、だんだ
ん悪くなり、生命を縮める病気」



右心不全と左心不全

出典：看護roo



右心不全と左心不全

出典：看護roo



心不全の原因



心不全の臨床経過

厚生労働省健康局｢脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方について｣
（2017（平成 29）年７月）より引用



心不全に対する緩和ケア

・生活改善や自己管理の重要性

・塩分制限、水分制限

・服薬管理、体重管理

・急性増悪への対処

・症状コントロール

・在宅での他職種連携

・病診連携

・人生の最終段階のケア

・精神的ケア、社会的ケア

・ACP



肺気腫・慢性気管支炎

慢性閉塞性肺疾患
（COPD：Chronic Occlusive Pulmonary Disease)

共通の所見として呼気延長、1秒率の低下、喘鳴、残気量の増加
などが挙げられる



COPDの肺



COPDによる死亡数の増加

日本では、COPDは死

亡原因の第9位（男性

では8位）を占めており、

しかも死亡者数は年々

増加している。世界に

目を向けてみると、

COPDは現在、死亡原

因の第4位を占めてお

り、2020年には第3位

になると推定されてい

る。

日本におけるCOPD死亡者数（1996-2012

年）

厚生労働省：人口動態統計



COPDの肺の特徴

喫煙の影響で肺全体が黒く変色しており、気管支の狭窄
や肺胞の融合などの変化が見られる。



肺胞でのガス交換



呼吸困難

呼吸の際の不快な感覚ない
し苦痛を感じる自覚症状

呼吸困難と呼吸不全の違いは？



呼吸不全

原因のいかんを問わず、動脈血ガス（PaO2と
PaCO２）が異常な値を示し、そのために生体

が正常な機能を営めない状態をいう

Ⅰ型呼吸不全・・PaO2＜６０Torr PaCO２<45Torr

Ⅱ型呼吸不全・・PaO2＜６０Torr PaCO２≧45Torr

呼吸困難と呼吸不全の違いは？



呼吸不全はどうやって判断する？

拡散により血漿中に移動した酸素は
赤血球中のヘモグロビンと結合

↓
その割合＝酸素飽和度：９８％

酸素分圧 ９７ｍｍHg（Torr)

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.everest.co.jp/wec/sales/onyx/nonin.jpg&imgrefurl=http://www.everest.co.jp/wec/sales/onyx/onyx_sales.htm&h=572&w=640&sz=30&tbnid=7Ub0q2icPE1OPM:&tbnh=120&tbnw=135&hl=ja&start=11&prev=/images?q=%E3%83%91%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&svnum=10&hl=ja&lr=&sa=N
http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.bayermedical.co.jp/products/images/p_800s.jpg&imgrefurl=http://www.bayermedical.co.jp/products/800s.html&h=165&w=202&sz=9&hl=ja&start=25&tbnid=c92a8LxDDNNavM:&tbnh=80&tbnw=99&prev=/images?q=%E8%A1%80%E6%B6%B2%E3%82%AC%E3%82%B9%E3%80%80&start=20&ndsp=20&svnum=10&hl=ja&lr=&sa=N


酸素解離曲線

Spo2   Pao2      臨床的意味
９９％ ９７Torr 若年健常者
９５％ ８０Torr 老年健常者
９０％ ６０Torr HOTの適応
８５％ ５０Torr

７５％ ４０Torr チアノーゼ
６０％ ３０Torr 意識障害
３５％ ２０Torr 限界値



病状が安定しており、空気吸入下で

PaO2 55Torr以下の者および、

PaO2 60Torr以下で、睡眠時または

運動負荷時に著しい低酸素血症をきたす者で
あって、医師が在宅酸素療法が必要であると
認めた者

慢性呼吸不全のHOTの適応



呼吸苦へのHOT（在宅酸素療法）

<ポイント>
• 全ての終末期に使用する必要
はない

• 低酸素による呼吸苦には時に
有効（呼吸器疾患等）

• 意識が落ちている場合も必要
ないことが多い

<他の方法>
• 不安の軽減
• モルヒネ製剤
• ステロイド など



不適切な在宅酸素療法は呼吸困難を緩和しな
いばかりか日常生活を制限させる結果にもな
る

悪性腫瘍の緩和ケアに関しては不安感も強い
ので比較的早い段階でHOTを導入すると安心
感を与えることもあるが、必須ではない

したがって、酸素飽和度を参考にした呼吸不
全の診断と、全体のQOL等を考慮した広い視
点からHOTの適応を判断する必要がある。

苦しい≠酸素

ポイント



認知症



健 常 者

約380万人（注）

介護保険制度を利用
している認知症高齢者

（日常生活自立度Ⅱ以上）

日常生活自立度Ⅰ 又は
要介護認定を受けていない
人

MCIの人
（正常と認知症

の中間の
人）

（注）MCIの全ての者が認知症になるわけではないことに留意

出典：「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」（H25.5報告）及び
『「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について』（H24.8公表）を引用

65歳以上高齢者人口 2,874万人

認知症高齢者の現状
○認知症有病率推定値15％、認知症有病者数 約439万人 と推計（平成22年）

○MCIの有病率推定値13％、MCI有病者数 約380万人 と推計（平成22年）
（MCI：正常でもない、認知症でもない(正常と認知症の中間)状態の者）

約280万人

約160万人

約280万人
1/10

1/6.7

1/3.5

65歳を超えると3人に1人
は何らかの認知の問題を
抱えてきうる



認知症はなぜ難しい

・お薬で治る病気ではない

・ご本人に自覚がないことが多い

・周囲の御家族の負担が大きい

・体は元気

・病気と正常の境界がはっきりしない

・ゆっくり進行する



認知症のほとんどを占める三大認知症

アルツハイマー型

レビー小体型

血管性

その他



･ 抑うつ
･ 興奮
･ 徘徊
･ 睡眠障害
･ 妄想 ほか

思考･推理･判断･適応･問題解決

認知機能障害 行動・心理症状

･ 記憶障害
･ 判断力低下
･ 見当識障害
･ 言語障害（失語）
･ 失行
･ 失認 ほか

認知機能障害と行動･心理症状
(BPSD)



認知症を呈する主な疾患

代表的な認知症 可逆性の認知症

アルツハイマー型認知症 甲状腺機能低下症

血管性認知症 慢性硬膜下血腫

レビー小体型認知症 正常圧水頭症

前頭側頭型認知症 ビタミン欠乏症

［日本医師会インターネット生涯教育協力講座「認知症診療と新しい治療戦略」より］

他にもうつ病、せん妄などあり



せん妄と認知症の違い

せん妄 認知症

発 症 急激 緩徐

日内変動 夜間や夕刻に悪化 変化に乏しい

初発症状 錯覚、幻覚、妄想、興奮 記憶力低下

持 続 数時間 ～ 一週間 永続的

知的能力 動揺性 変化あり

身体疾患 あることが多い 時にあり

環境の関与 関与することが多い 関与ない



自立
した
暮らし

グレー
ゾーン

中核症状
出現期

BPSD
多出期

障害
複合期

ターミナル期

本人におこる暮らしの中での変化（主なもの）

・物の置き忘れ
・人や物の名前が
出ずらい

・本人が「おか
しい」と感じる
ことが増える
・不安･イライラ
・疲れやすい

・わからない
ことが増える
・パニックに
陥りやすい

・できないこと
が増える
・ふらつく、
転びやすい、
動けない

・食べられなく
なる
・体温調節が
乱れる

参考：永田久美子監修・著：認知症の人の地域包括ケア、日本看護協会出版会、P12-13、2006

本人の暮らし

認知症の人がたどる経過と入院

どの時期、段階（ステージ）での入院 なのか、認知症に
よっておきている本人の暮らしの変化や有する力に配慮･
留意した対応が必要となる

認知機能低下の進行



コリンエステラーゼ
阻害薬 コリンエステラーゼ阻害薬

服用の場合

服用を途中で
止めた場合

何も治療しない場合

時間の経過

症
状
の
経
過

軽度

重度

アルツハイマー型認知症の薬の効果



服薬に際して注意すべきこと

●薬の保管・管理と定期的な服薬ができること

（本人または介護者が行う）

●薬の効果と副作用の観察が行えること

（本人が独居の場合は訪問看護や訪問介護など

を利用して適宜支援と確認ができる）

●定期的な受診と服薬指導が受けられること



認知症の人の医療とケアの目標

1：生活機能の1日でも長い維持

2：行動・心理症状(BPSD)の緩和

3：家族の介護負担の軽減

日本老年医学会ニュースレター 第1回 認知症の医療と介護 総合的機能評価の観点から より抜粋



食べれなくなったときの意思決定

・胃ろうや経管栄養をどうするか

・繰り返す誤嚥性肺炎に対する

延命治療をどうするか

・最期の療養の場をどうするか



非がんの緩和ケアにおける問題点

①非がんの末期にどのような苦痛が有りどのよ
うに緩和するべきなのか確立していない

②終末期の診断（予後予測）が確立していない

③疾患の経過に関するコミュニケーション不足

④非がんの終末期の意思決定支援も十分でない



在宅非がん患者の疾患別症状

N
中等度以上
の苦痛 1 2 3

心不全 14 25％
呼吸困難

100％
喀痰

87.5％
便秘

87.5％

老衰 27 4.8％
食思不振

100％
便秘
81％

嚥下障害
77.3％

脳血管障害 55 12.9％
嚥下障害

80％
喀痰

73.3％
呼吸困難
68.8％

呼吸器疾患 26 50％
呼吸困難

100％
喀痰

88.2％
食思不振
87.5％

腎不全 14 30％
浮腫

81.8％
食思不振
81.8％

呼吸困難
だるさ
50％

認知症 47 6.9％
食思不振

75％
嚥下障害
70.9％

発熱
63.3％

神経難病 28 21.4％
嚥下障害

100％
呼吸困難
94.4％

喀痰
94.1％

全体 242 16％
食思不振
83.3％

嚥下障害
72.3％

呼吸困難
70.9％

最期の1週間の症状

非がん疾患の在宅ホスピスケアの方法の確立のための研究.2006 平原ら



日本における
非がんの緩和ケアにおける問題点

①緩和ケア病棟の対象疾患はがんとAIDSに限ら
れていた (緩和ケア＝がん）

②他国と比較しても高齢化のスピードが早く

非がんへの対応の環境が追いついていない

（病診連携・多職種連携・チーム医療）

③非がんの終末期の意思決定支援は未確立

（ACP・患者、家族、医療介護者への教育）



わが国における非がん疾患に対する緩和ケアの現状
Palliat Care Res 2018;13(1):31-37

日本緩和医療学会代議員111名／196名（57％）の回答



わが国における非がん疾患に対する緩和ケアの現状
Palliat Care Res 2018;13(1):31-37

日本緩和医療学会代議員111名／196名（57％）の回答



在宅での緩和ケア
痛みや呼吸困難のコントロール



医療用麻薬



在宅用 PCAポンプ



在宅における疼痛管理の特徴

・薬の管理を自分達でしなくてはならない

・処方が薬局の事情に左右される

・急なオピオイドローテーションに対応しにくい

・副作用への対処も迅速でない

・経済的な配慮

↓

いかに少ない剤型で患者さんに負担なく適切な量
をできるだけ副作用を少なくして使えるか。

誰がそれをやるのか。



原因 治療方法

低酸素血症・・・・・酸素吸入

気道の狭窄・・・・・気管支拡張薬

肺・胸膜病変・・・・原疾患の治療

呼吸筋力低下・・・・腹式呼吸・換気補助

循環器障害・・・・・循環動態の改善・利尿薬

精神的因子・・・・・適切な病状説明

抗うつ薬・抗不安薬

呼吸困難の原因と治療方法



したがって、酸素投与は低酸素血症
による呼吸困難＝呼吸不全しか改善
させないので、酸素療法にあたって
は呼吸困難と呼吸不全の違いを明確
にしなくてはならない

ポイント



在宅での緩和ケア
終末期の輸液



0 50 100

機械に頼りたくない

無意味な延命になる

脱水だと苦痛が増える

輸液をすると苦痛が増える

栄養が足りない

死期が早まる

患者 (n=62)

家族 (n=119)

Morita T.  Am J Hospice Palliat Care  16: 509-516, 1999

終末期の輸液についての患者・家族の心配

価値観によって
いろいろな心配をしている
（きかないとわからない）



患者が意思表示できない場合、家族が「食べられないので
点滴をしてほしい」と希望する時に、適切なケアは何か？

家族が「点滴をしてほしい」と強く希望するとき、

以下の「事情｣があることがある

ー「一緒にいたのに早く見つけてあげれなかった」

ー「もっと気をつけていればこんなことにならなかった」

ー「いままでなにもしてあげれなかった」

「点滴について理解させること｣が必要なのでなく、

「家族の思いへのケア」が必要

ポイント：
家族のつらさに焦点を当てる
家族の抱える無力感に対し、輸液以外の方法で家族が参加できるような、

患者の苦痛緩和につながるケアを一緒に実施する

点滴をしてください

日本緩和医療学会教育スライドより抜粋



患者が意思表示できない場合、家族が「食べられないので
点滴をしてほしい」と希望する時に、適切なケアは何か？

「○○さん、ご覧になっていて（そばについてらして）何か気に
なることや心配されていることはありませんか。」

「（食べれなくなったから点滴くらいしてあげたい、という家族
の表出に対して、）そうですよね。できる限りのことをして差
し上げたいですね。私たちもできる限りのことを○○さんにし
て差し上げたいと思います。」

「ご家族のみなさんにも声をかけていただいたり、マッサージをし
たりして差し上げると○○さんも安心されると思いますが、私た
ちといっしょにしてみませんか。ほかに○○さんがよろこばれる
ことはどんなことがありそうか教えていただけませんか？」

ポイント：
家族のつらさに焦点を当てる
家族の抱える無力感に対し、輸液以外の方法で家族が参加できるような、

患者の苦痛緩和につながるケアを一緒に実施する

日本緩和医療学会教育スライドより抜粋



在宅における輸液管理の特徴

・末梢からの維持輸液は必要最小限

・できる範囲での経口摂取

・ＰＳのいい消化管閉塞・・ＩＶＨ

・皮下輸液が有用（５００－１０００ｍｌ）

・家族の不安や期待に配慮

点滴の意味をきちんと説明するとともに、本

人・家族の気持ちを汲みつつ個別に対処



病診連携



在宅で対応する主な疾患

・脳卒中後遺症

・認知症

・老人性運動器疾患

（骨粗鬆症・骨折 関節リウマチ）

・神経難病

（ＡＬＳ・パーキンソン病

脊髄小脳変性症など）

・悪性腫瘍

・慢性呼吸不全

・慢性心不全

・合併症を伴った糖尿病

・高齢虚弱

・小児難病



在宅医療への主な紹介経路

患者さん・家族 病院 訪問看護ステーション

地域包括支援センター（あんすこ） 診療所 ケア・マネージャー



Q：病院医療と在宅医療の違いは？



入院医療と在宅医療の相違点

入院医療 在宅医療

目標 治療・延命 ＱＯＬ・自然な死

患者 依存的 自己判断による選択

療養期間 比較的短期 短期＜長期

判断 疾病中心 疾病・生活・家族

看取る場所 病院 在宅・施設・病院

方法 画一的

異常の発見

病気を治す

個別的

正常の維持

生活を支える



誰が

何を

どのように

・食事
・排泄
・入浴
・睡眠
・症状コントロール
・緊急時の対応
・家族の生活
・レスパイト
・経済的側面
・お看取り



私達が訪問診療開始時に確認すること

・本人あるいは御家族の病状理解

・誰がこの在宅療養の言いだしっぺか

・介護のキーパーソンは誰か

・今後の病院との連携は？

・最期はどのように迎えたいか

・家で今やりたいことは何か



医師がどう伝えたか ≠ 患者にどう伝わったか

病状理解



誰が言いだしっぺ？

家で最期を迎える
ために ≠ 最期まで家で生活

するために

医療者が勧めた在宅は注意



キーパーソン

いい時間を過ごしてほしい ≠ 少しでも長く頑張ってほしい

いろいろな立場の家族



家で今やりたいことはなにか



病診連携

・退院の見込みが事前にわかる

・介護環境を整える時間がある

・ある程度の病状と見通しがしっかり伝わっている

・本人の移行が病診で共有できている

・「困ったときはいつでも相談に乗るからね」

≠いつでも入院できる

・「あとは在宅の先生の話よく聞いてね」

訪問医にとってうれしい連携



非がん患者の緩和ケアの対応
（身体的ニーズ）

・症状やその原因の評価

・今の状態の説明

・疾患の推移に合わせた最適な治療

・薬剤、あるいは薬剤以外の症状管理

・症状・状況に患者や家族が対応でき

るように支援する

アプローチはがんと変わらない！



非がん患者をケアする人への対応

・長期、短期ケアの見通しを立てる

・意思決定のサポート

責任・不安・疲弊への配慮

・無力感への配慮

これからの予測、ケアの計画

・本人への状況説明

・レスパイト

不確定要素をいかに減らすか



意思決定支援



高齢患者の“延命治療”に対する
家族の意思決定プロセス
に関する探索調査

国立病院機構 東京医療センター 呼吸器科 斉藤康洋

国立病院機構本部 研究課 尾藤誠司



目的

自ら意思決定のできない高齢患者の延命治療
（人工呼吸器・人工栄養・補液・心肺蘇生など）
を行うかどうかの判断をする際に、家族は何を根
拠に、どのようなプロセスで、その意思決定に
至ったのかを明らかにし、医師が患者の治療方針
の決定においてどのような点に注意するべきかを
探る。



方法

 個別インタビューによる質的調査

 対象：「病院で5年以内に亡くなられた65歳以上の方で、本
人が自分の治療に意思決定のできない患者」の家族を調査会
社の関東圏のモニターから抽出

 調査方法：面接者が個別に半構造化面接を行い、逐語録とし
て残す

 分析方法：グラウンデッドセオリーにおける継続比較分析法



インタビューの内容

患者との関係

家族から見た体験の語り

患者が受けた医療の家族から見た記述

（延命治療の判断プロセス・根拠）

その中で行われた医療行為、医療者の対応

身内の臨死のあり方に対する願望



患者の背景

患者 82 女性 77 男性 65 男性 87 男性 69 女性 76 男性 85 男性

疾患 肺炎

認知症

肺気腫

膀胱癌

脳出血 肝臓癌 乳癌 脳出血

肺炎

肺癌

病悩期間 1年

肺炎3週
間

不明 3日 3ヶ月 6ヶ月

ホスピス3ヶ
月

3ヶ月

肺炎4日
間

7ヶ月

面接を受け
た家族

長男の妻
58歳

妻 74歳 妻 5７歳 娘 59歳 次男 37歳 長男の妻

40歳

長女 55歳

延命治療 肺炎の

治療

人工

呼吸器

なし 補液 病：抗癌剤

ホ：なし

気管切開

経管栄養

人工呼吸
器

心肺蘇生

本人の意向
（延命治療）

希望せず 希望せず 特になし 特になし 希望せず

（抗癌剤も）

特になし 特になし

家族の判断
（延命治療）

行う 行う→

行わない

行わない 行う 行う→

行わない

行う 行う



延命治療における家族の意思決定プロセスモデル

病状理解
延命治療の
判断

意思決定 振り返り

あらかじめ持つ
スタンス 説明 対応

家族の意向

本人の意向

葛藤 葛藤 葛藤

医療者側因子

プロセス

本人・家族側因子

本人の意向



結果：意思決定プロセスに影響する因子
（家族側の因子）

家族における立場

“正直言って私の母ではないという部分もあった”

看護経験の蓄積

“妹のことがあったので人工呼吸器はきっぱりとつけないで

くださいということができた”

意思決定の上でのキーパーソン

“治療をしたくないという母（患者）の意向を、父は聞いてい
たけれど、次男の意見で治療することになった”



“家族の判断の決め手”分類

延命治療を行う

長生きしてほしい

気持ち

延命治療を行わない

低い 決め手度高い

過去の

経験

苦痛を

とって

あげたい

気持ち

患者の

意向

医師の

説明の

内容

人としての

尊厳

立場



結果：振り返り

家族の意思決定≠患者の最善の利益



考察：現時点での示唆

患者本人が意思決定能力を欠く場合、家族の
意思が尊重される

しかし、家族の意思は必ずしも患者本人の意
向を代弁しているとはいえない

家族の意向同様、事前の本人の意向にも十分
配慮する必要がある



結語

医師は、自ら意思決定のできない高齢者の
延命治療の判断をする場合、家族のパーソ
ナリティや意向を十分に考慮しながら、
「病状理解」「延命治療の検討」「意思決
定」「振り返り」といったプロセスのなか
で、常に“患者本人の最善の利益”を意識す
る必要がある。



看取りの場の移行と倫理
ー在宅医療の経験を通してー



在宅の現場 個別性 密室性 環境特異性

在宅医 倫理の問題の対応に習熟していない

倫理の問題 宝庫（医療、尊厳死、虐待・・）

責任 正しい判断

24時間



透析中の高齢者

↓

認知症を合併

↓

認知症悪化

↓

通院困難

↓

家族疲弊

↓

看取り？？

透析どうする？

誰が決める？

家で看取る？

正しい選択？



症例 86歳男性

＃アルツハイマー型認知症

FAST6（やや高度のAD) HDS-R11/30

＃慢性腎不全（原疾患不明）により4年間維持透析中

＃未破裂胸部大動脈瘤



患者背景
都内に妻と二人暮らし

本人：会話 簡単な内容なら可

BPSD：帰宅願望 不安・焦燥感

尊厳死協会 尊厳死宣言書登録済

妻： 認知機能低下なく、ADLも自立している

長男、長女：

それぞれ仕事・家庭を持ち多忙だが、

週末に両親の様子を見にくる

意思決定は、長男が窓口となり、家族３人で

相談して行う

本人のADL：

屋内歩行はなんとか可

排泄：トイレ、ポータブル

食事、更衣、整容、入浴：一部介助

服薬管理：妻

本人86y

認知症・透析中

妻79y：同居・
主介護者

長男 会社経営
都内在住 KP

長女 主婦
横浜市在住



在宅導入までの経緯

201X-4年から透析導入し、週３回透析クリニックに通院していた

201X年５月 徐々に認知症状が進行しており、

通院負担軽減のため透析を週2回に減らしていた。

処方はレミッチのみだったがそれも内服が難しく

なっていた

201X年６月 通院も徐々に困難になってきており、今後介護

負担の増大や、看取りも視野に入れ透析クリニック

より紹介され訪問診療開始



訪問診療開始後の経過

201X年

６月17日 訪問診療開始

７月13日 協力医療機関での透析が可能な有料老人ホーム

を急遽手配し入所

長男：何を言っているのか分からないことも多くなり、１０分毎に
外出しようとしたり、痒い痒いと言ったり。母親の介護負担がもう
限界だと思う。自宅から透析に行かせるのも大変。なるべく早めに
透析可能な施設に入れたい。

長男：入所直後より本人が「帰りたい、帰りたい。」と悲痛な訴え。
どう対処したらいいのか？母や長女は帰したほうがいいのかもと。



在宅医の悩み

家族のほうから、透析を見合わせてそのまま看取りも考えたいと

希望し、施設を退所し自宅に帰ってくるという。

しかし、

認知症進行はあるが、完全透析継続不可能となる状況に至っていない。

尊厳死宣言書はあるが、定型表現にとどまり、透析中断などについて
は明記していない。

本人はまだそれなりになんとか動けるし、ご家族もかなり揺れている。

「このまま、死につながる透析見合わせを

安易に認めても良いのだろうか？」

皆様ならどう考えますか？



尊厳死宣言書（実際のものと同じ内容）

私は、私の傷病が不治であり、且つ死が迫っている場合に備えて、私の
家族、縁 者ならびに私の医療に携わっている方々に次の要望を宣言い
たします。この宣言書は、私の精神が健全な状態にある時に書いたもの
であります。 従って私の精神が健全な状態にある時に私自身が破棄す
るか、又は撤回する旨の文書を作成しない限り有効であります。

(1)私の傷病が、現在の医学では不治の状態であり、既に死期が迫って
いると診断された場合には徒に死期を引き延ばすための延命措置は一
切おことわりいたします。
(2)但しこの場合、私の苦痛を和らげる処置は最大限に実施して下さい。
そのため、 たとえば麻薬などの副作用で死ぬ時期が早まったとしても、
一向にかまいません。
(3)私が数カ月以上に渉って、いわゆる植物状態に陥った時は、一切の
生命維持措置 をとりやめて下さい。

以上、私の宣言による要望を忠実に果たしてくださった方々に深く感謝
申し上げる とともに、その方々が私の要望に従って下さった行為一切の
責任は私自身にあることを附記いたします。





元の透析クリニックと連絡を取り、通院すれば透析継続
可能という体制を整え、自宅退院を迎えた。

ご家族と、施設退所前、退所後も何度か方針の確認の話
し合いを行った。ただし、本人のその時点での意思は確
認できず、尊厳死の宣言書のみ。

家族はそのまま、透析クリニックには通院させない意思
決定をした。帰宅後は精神症状も和らぎ、徐々に衰弱し
ていった、帰宅５日後に自宅で永眠された。

本症例での対応



在宅医の悩み

ご家族は本当にこの選択でよかったのだろうか？

ご家族はその後、ご自身たちの選択をどのように受け止めてい
らっしゃるのだろうか？

在宅医側がとった対処は、本当にそれでよかったのだろうか？

皆様ならどう考えますか？



認知症を伴う透析患者
お看取り後の家族インタビュー

堤直也 池田岳司 斉藤康洋



1.目的

認知症のある高齢透析患者において、病状進行と介護
負担増大の中、家族は一旦施設入所を判断したが、最
終的に再び自宅に戻り、看取りとなった症例を経験し
た。

家族は迷いながらも入退所の意思決定、および透析の
見合わせの判断を行っていった。

家族がどのように判断していったか、そのプロセスと
心理について、在宅終了後、家族にインタビューを実
施し、分析したのでこれを報告する。



2.方法

［方法］死去３ヶ月後に家族インタビュー実施（約45分）
ICレコーダー録音源をもとに逐語録作成
インタビュイー：患者家族（妻、長男、長女）
インタビュア：主治医の副担当医（医師）１名
同席者：担当MSW1名

［主な質問項目］
患者の意向・QOL
Q 本人の希望に合致していただろうか
周囲の状況
Q 自宅療養で最も負担であると感じたことは何か
Q 療養の場を選択する上で何を最も重視したか
家族の気持ち
Q 振り返ってみて感じることは
Q 後悔・自責の念を感じることがあるか
Q 訪問医師、MSWの存在は意思決定に影響したか

［分析］家族の意思決定に着目し、質的データをSCATの
手法にて分析



3.分析 -SCAT-

Steps for Coding and Theorization (SCAT)
名古屋大学教育学部の大谷尚教授による

質的研究のためのデータの分析手法
〈1〉データの中の着目すべき語句
〈2〉それを言いかえるためのデータ外の語句
〈3〉それを説明するための語句
〈4〉そこから浮き上がるテーマ・構成概念

の順にコードを考えて付していく4ステップのコーディング

と，そのテーマ・構成概念を紡いでストーリー・ラインを
記述し，そこから理論記述する手続きとからなる



4.経過と家族の言葉

［経過］

家族の
言葉

「母を放っておく訳
にはいかない」

「母が倒れてしまう」
「どこでもいいから
引き受けてほしい」

「父が可哀想」
「父を帰して
あげたい」

「１日長く生きる
より穏やかに」

「最後一つ
になった」
「父が帰っ
て来れた
喜び」

自宅 施設入所 自宅

訪問開始 入所 退所 死去

徘徊／不安・焦燥感↑ 強い帰宅願望 穏やか

妻の介護負担 本人の療養の場

4週 1週2週



5.結果（療養の場の決定因子）

療養の場の決定

尊厳死宣言書

本人の言動
（家族との会話）

在宅医療スタッフとの
価値観・死生観の共有

妻の介護負担増大

透析の継続の是非

家族
在宅
医療

スタッフ

自宅 施設

葛藤

“伴走者”としての役割
図 理論記述をもとに視覚化した療養の場の決定因子



5.結果（療養の場と家族の気持ちの変遷）

図 理論記述をもとに視覚化した療養の場の決定因子

看取りまでの経過

在宅死の実現

本人の強い
帰宅希望

介護負担増大

（疲弊・混乱）

“自宅がいいんだ”ということを
確認するための必要なプロセス

在宅医療

施設入所

透析見合わせ透析実施

透析見合わせの検討

自宅 自宅

尊厳死宣言書
透析を諦めきれない気持ち

本人の希望に沿い
たい家族の気持ち

家族の負担を軽
減したい気持ち



6.考察

療養の場の決定に関して

・施設に入所したから終了ではなく、その後も在宅医療ス
タッフが継続してサポートし得たことが、家族の意思決定に
も寄与していたと考えられる。

・意思決定過程での施設入所は、ご家族の気持ちを再確認し、
あらためて在宅療養の意義を考え直す意味でも、最終的な意
思決定に必要なプロセスであったとも考えられる。

・家族は施設入所の判断に関し、当初後悔と考える場面も
あったが、インタビュー中、繰り返し言葉にしながらその妥
当性を確認し、結果的にポジティブに捉える様子を確認でき
た。看取り後のインタビュー自体もその作業の場となりうる
ことが示唆された。



まとめ

認知症→本人自身が意思決定できない
→予後の見通しが付きづらい

透析 →生命に関わるため勝手に中断できない
→自宅ではできない

家族の意思決定

在宅チームのサポート

患者本人の最善の利益



がん・非がんのACP

患者本人の最善の利益に配慮して、
本人・家族と医療・ケアに従事する
人々が、ともに本人の最期までの

生活を考えていくプロセス

ゆれてもいい、むしろ最期までゆれる



多職種連携



情報共有に関するケアマネの意識調査

対応困難症例の内訳

家族対応困難

介護依存度

療養環境不良

金銭

医学的対応困難例

その他

Ｈ２３．玉川医師会 多職種懇談会

n=55



情報共有に関するケアマネの意識調査

0

1

2

3

4

5

6

7

医学的対応困難事例の内訳

Ｈ２３．玉川医師会 多職種懇談会

n=55



0 20 40 60 80 100

往診医がいない

入院対応の不安

経済的な負担

急変時の不安

家族への負担

患者本人はなぜ「最後まで在宅療養」
が困難と考えるのか

（％）



なぜ、ご家族対応困難が多いか

家族が本人の病状について理解していない

今後を含め病気の経過について知らない

環境が老老介護、認認介護、独居など

家族は自身の家庭、仕事を抱えている

家族が近くに住んでいない

家族内の意識や意向の違い

在宅で看取っていく事のイメージがない



ICTを使っての連携



MCSを利用しての連携



MCSを利用しての連携



最期まで在宅療養を考えるとき

病状の理解

ご本人・ご家族の意向

介護環境・家族力

在宅で利用できる医療資源・介護資源

ご本人を中心とした連携体制・情報共有

逃げ場、制度、時に医師の判断

協働作業・最期まで支える覚悟・信頼関係



まとめ

・非がんの緩和ケアは疾患特異性はあるものの、

がんの緩和ケアと大きく変わるものではない

・地域の医療・介護・福祉資源を活用し、長期的に
伴走する作業である

・看取りへの過程でも丁寧に、本人の最善の利益を
意識して意思決定支援を行なっていく必要がある


