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Ⅰ は じめに
末 期患 者 とその家族 に接する時､私達 は どの ように援 助 してい けば よい のか､常に考 え させ ら
れ､耳 ､ とか く敬遠 しが ちにな ります｡
胃癌末期で痔痛 が強 く､状態悪化 による再入院で あるこの患者 は疾病 に対 して､癌 ではないか
とい う大 きな疑問を もっていま した｡更に この恩 者は語学力 に昏i
T､多方面 f
こわ たって知 識 も豊
かであ り､又､看病す る立場 の奥 さんが忍者の容態 の変 化 によ り､ひ どく取 り乱 す こともたびた
びで した｡
私達 は､ このよ うな恩 者や奥 さんのよき理解 者 となる よう努 め､医師､看産婦､家族 が一体 と
なって､最後まで生 き る希望 を持 ち続 け られ るよう積極的に とりくんできま した｡ このケースを
通 じ､スタ ッフ一同学 び とる事 が多 くあ りま した｡
ここに､働 きか けの経過 とそれによる恩者及 び家族の反応 な どを中心 に発表 し､末 期恩者‑ の
援助について､再 受考 えてみ たい と思 います｡

D 虚者紹介
氏名

○井 ○達氏

病名

胃癌

入院期間

48才 男 性

2年 5月 8日〜 7月 7日
第一回 S5
第二回 S5
2年 7月 1
8日〜 8月 2
4日 死亡退 院

個人 背景

践業

会社経営

性格

神経質 であ る｡ユーモアが ある

趣味

ゴル フ､マー ジJ
L
･ン

家族

妻､娘 2
3才､息 子 2
0才

病識

胃潰癌 と肝 硬変

その他 ̲外 国 語に精通 している (英 ､仏､独 語 など )
親戚 に医師がお り､医学 的知識 もある程度持 ちあわせてい る｡
既応歴

2
4才虫垂炎手術

4
4才急性 アルコール肝炎 で一 ケ月間入院 治療

4
5才痛風 (時 々コ リスチ ンを使用 )
経

過

S5
2年 3月頃 よ り倦怠感､食欲不振､易疲労感､空腹時の上腹部痛 出現 し､ 4月 30
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日よ り､当院第 二円科入院中 は､強度な上腹部痛 に対 しての対症療法がなされていたが､
軽減せ ぬ痔痛の ため､愚 者が≠ 胃漬虜 の手術を ≠と希望 し､当科 へ転科 ､ 5月31日手術
手術 所 見

胃小管部の腫癌 は手挙大 で極 めて大 きく､肝､聯頭部､所 属 リンパ節転移､癒着

もあ り､腫疲摘出術 は不 可能 で､胃空腸吻合､空腸空腸吻合 を施行 した｡
術 後症状の緩快 み られたため､一 時退院す るが ､再箆症状悪化 し再入院する｡その後､全
身状態は徐 々に悪化､衰弱 して､ 8月 24日永眠 す る｡
手術 ム ンテ ラ
恩者 に対 して‑ ･
･
大 きな胃漬癌 があ り､胃が肝臓 に癒着 して いたため､切除は不 可能であ った
が通過 をよ くす るように手術 した｡胃漬癌 は食事療法 ､内服治療 にて徐々に治す｡肝臓 は以
前か らの肝 硬変が ひど くてはれていた ので これか らは こち らの方 を治療 したい｡
奥 さんに対 して･
･
･
･
･
･
癌 であ ることは以 前 より伝 えて あった｡手術 につい七のム ンテラは愚者 と
一緒 に聞いている｡
息子 さんに対 して‑･
･
･しっか りしているので､すべて本当の事を話 した｡
第二回入院時主訴
上腹 部痛 ､右肩甲部背部へ の放散痛 ､喝気 ､喝吐 ､食欲不振､体動時 呼吸困繋､倦怠感､便
秘

皿 問題 点
1
. 予後不良 であ る｡
2. 疾病 に対 して不安 が強 い

3
. 身体 的苦痛が大 きい (痔痛､喝気 ､畷 吐､食欲不振 ､腹痛 ､呼吸困難､不眠等 )
4. 奥 さんの感情の起伏が激 し く､患者へ の影響が大 きいO

Ⅳ 看蕃計画
〔看護 目標 〕
1
. 生へ の意欲､闘病意欲 を失なわせない

2
. 日常生活 をで きるだけ安楽 にす る｡
3. 現症状 をで きるだけ悪化 させない｡

/2
0 カンファレンス )
看護 目標 1･に対 して (7

a 病名 は肝硬変 と し､言動 の一致 をは かる
1
) 受持医 とカンフ7レンスを もち､予測 される症状 に対 す るムンテラの統一 をはか る(ただ
口を そろえるのではな く､肝硬変 を基盤 として個 々の能 力に応 じて答 える )
(
》捧痛 に対 して･
‑‑すべて肝硬変か らくる もの であ る｡
② 腹水 に対 して･
･
･
･
･
･
肝巌がわるいた めに おなか に水が たまる (A氏 やB氏 も皆肝臓 が悪 く
腹水が たまって､おなかがパ ンパ ンにはれ てい たが､皆治 って退院 してい く)
@ 呼吸困難 に対 して

)腹水が貯 るため

④体 重増加 に対 して
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(
9喝気 に対 して･
‑･
･
･
肝硬変のため
(
む食欲不振に対 して‑･
･
･
肝 硬変か らくるが､肝臓には､食事､安静が大切であ り､自分 で
努力 して食べることが必要

2) 肝硬変 としての説明
食事拒導 ､症状に対 する説明､内服薬､注射薬の説明
3) 全 てを知 らされてい る息子 さん とカンファレンスを もら､患者の精神面 での情報 を待て

共 に援助 してい く｡
4) 奥 さんの よき理解者 とな り､精神的慰安 につ とめ る｡

b 患者 を とりま く環境か ら､患者自身の存在価値 を認め させ､今生 きていることを大切に し
よ うとす る気持 ちを持たせる｡
1
) 家族f
ことって患者がいかに大切な存在であるか を認識できるように働 きかける.
2) 将来‑ の夢 を持たせ る (娘の結婚式､孫の誕生な ど )
3) 今の時期 を家族 とゆっ くり話す よい標会 だとい う気 持ちを もたせる｡

看書目療 2 ･に対 して (
7
/26 カンフ 7 レンス )
a 苦痛 の緩和に努める

1) 身体的苦痛の緩和
①痔痛 の部位､控壁､一般状態の観察 ､記録
@ 受持医 と相談 しなが ら､効果的に鎮 痛剤 を使用 し､その後は必ず訪重し､効果の有無 を
確認 する｡
⑨体位 の工夫
⑳ 笹気､喝吐､呼吸困難､腹帯等 の症状軽減に努 める｡

2) 精神的苦痛の緩和
① よ りよい人間関係をつ くり､誠意のある態度､思いや りのある態度で接 し､細かい心づ
かいをすることを忘れない｡
⑧頻回に訪重 し話 し相手にな る｡
③ 訴 えを十分に艶 く
店)
苦痛が軽減 し､精神的におちつ くまで､できるだけそばについているようにする｡
(
参スキ ンシップに よ り､精神的慰安に努める
b 環境 の整佑にっ とめる｡
l
) 室温の調節､換 気

2) 部屋の環境 を整 える
排狸物 はす ぐにか たづける
身 の回 りの整理整頓
夜間 フッ トライ トのまぶ しさをさえぎる
3) 面会人の制限
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C 身 体の清潔 を保 つ
1
) 気分 の よい時 は清拭､洗髪､足浴 な どを行 な う｡

2) 口隆内の清喪 に留意 す る (含轍 ､枕元 に冷水 を用意 してb･く )
3) 気持 ちよく療養 で きるようにす る (更衣 ､ シーツ交換等 )
d 気分転換 をはか る

1) 気分のよい ときは車椅子で散歩 に出 る

2) 家族 に本 を読 んで もらう (好きな本 の傾向 を知 り話 し相手 になる )
3) よい話 し相手 とな る
看護 目標 3･ に対 して (8
/2カ ン フ 7 レン ス )
a 現 在 の状態 を把接 し､異 常の早期発 見につ とめ る｡

1
) 常 に患者 の状態 を正 しく観察 し､正確 に記録 す る｡

o疹痛 (部位､程度 ) o呼吸状態
o腹満 ･毎 日腹囲測定 )無理 のない ようにす る
･隔 日体重測定
･腹部緊満状態 ･水分 出納 チェック

o喝気､唱吐

o浮腫

o尿量､比重､色

o全身の皮膚 (黄痘 )

o便の状態､色

oバイタルサイ ンのチェ ック

o出血傾向

o薬 の副作用の観察

2) 検査 デ ーターの把 握
b 合併症 の予防

1) 体力 の低 下を防 ぐ (輪血､ 輸液 etc)

2) 特 に肺合併症 ､碍創予防､二次感染予 防につ とめる
(
丑呼吸状態 の観察
② 口艦内 の清潔 (含敬 ､ネブライザ ー etC)
③適宜 に02
吸入を行 な う
(
彰風邪 をひかない よ うに注意す る｡ (合歓 ､環境整鰐に気 を配 る )
⑤胸塵 穿刺 ､旗膝 穿刺 (処置に よる苦痛 の軽減 に努 める )
⑥体位の工夫 (円坐､スポンジの利用 )
⑦ 清潔 に留意 する (清拭 ､更衣 ､マ ッサ ージ ete)
⑧ チ ューブ刺入 部位の異常 の有無 の観察
⑨検査､処置 の無菌操作 を厳重に行 な う｡
⑩ バイタルサインの チ ェック
⑪栄養 状態 の改善 につ とめる
C 治療方針 を無理 な く受け入 れ させる

1) 受持医 との連絡 を密 に して言動 を一致す る
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2) 一 つ一つの検査処 置及び治療内容 につ いて十分説明す るな ど不安の な い ようにする0
3)検査､処置後の観察
4)励 まし､ いたわ りの ことばをかける
d

で きるだけ多 く食事摂取 で きるよ うに援助する
1)食 べ られ る もので好 きな ものをとってい ただ く(家人 の協力 を得 る )
食事摂取量 のチェ ックをする
時 には､会話 しなが ら､食べ るよ うにすす める0

2)食事 前にで きるだけ よいコ ンディションにす る
処置 ､点滴時間 の配慮
できるだけ疹痛 を横和 させ る.
食事前に環境 を整 える

Y

実施及び評価考察
こ

こでは精神的援助 を中心 に発表 します｡

再入院 にあた り､患者 および家族は当病棟入院 を希望 してきた｡私達 は入院 前にカ ンファレン
スを もち､今後､重症化 す ることが予想 され る患 者 に対 し､闘病意欲 を失な わせず､又､奥 さん
に対 して も､ そのささえ となれ るよ う働 きかけてい こうと話 し合い､受け入 れにあたった｡慣 れ
た病棟へ再入院 とな った ことは､本人 ､家族 に とって一安心 とい うように見 受 け られた.
しか し､今 まで痔 痛が主症状 であったのが全身衰弱 し､ 呼吸困難､曝気な どの症状が出て きて
お り､盛 者はあ る程 壁の医学的知 識を もちあわせているため､経過 か ら予想 される問題点 に対 し
てあ らか じめ医師を まじえ､ カンファレスを もった｡予想 どお り｢自分 は癌 ではないだろ うか ｣
とい う疾病 に対す る不安 を訪 室するスタッフそれ ぞれ に投 げかけて きた｡私 達 は看護計画 にそ っ
て､病名 は肝硬変 とし､言動 の一致 をはか ると同時 に､ス タッフ個 々にそれ ぞれの ことば で､肝
硬変 を基盤 とした説明を行 な うj
:うに した｡ また､検 査結果 ､一 般状態などの中 で少 しで もよい
点 を強調 し､希望 を もたせ るよう働 きかけた｡恩 者 も私達 の言動 の一つ一つ に うなづいてい たが､
痔 ではないか とい う大 きな不安 が常 にあることはか くしきれなか った｡しか し､私達 が頻 回に訪
室 し､激励す ることに よ り､ その不安 に耐 え､頑張 って病気 を治 さなけれ まとい う気力 を失なわ
ずに い られ たの ではないか と思 う｡訪室 の際 ､ ことばに ゆきづま りを感 じる こと も多 々 あったが､
カン77レンスを持 ちなが ら看 護計画 にそって､全員一致 した方針 で看差にあた ってきた｡
また､カンファレンス とともに､看苦記録へ正確 で詳細な記載 をす ることによ り､スタッフ間の
情報交換 をす る ことを意義 づけて きた｡受持医 も必ず看謹記録 を見てか ら訪 室 す るよ うにな り､
看 護記録 は大 きな役割 をはた した｡
だが､ このよ うな患 者の闘病意欲 を も弱 めて しま うほど､疹痛 をは じめ とし たあ らゆる症状 は
患 者 を苦 しめ た｡で きるだけ苦痛 を緩和 させ る ように と､マ ッサ ージや体位 の工夫な ど､安楽 に
重点 をおいての援助 も効果 は少なか った｡そこで､特 に強 い捧痛 に対 して､少 しで も緩 和す るた

FB)インダシン坐薬､鋲痛剤 をそJ都度 受持医 と相談 しなが
めに､持続 政経神経 叢 ブロック (C
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ら､効果 的 に用 い た｡特にCPBの効果は大 き く､ それ に対す る愚者 の期待 も強かった｡
5日 2
1時
そんな中で､7月 2

CFBの注入効果 が失なわれて しまった｡指示の出 てい た坐薬

眠剤等 の 使用 と励 ましによ り､ど うや ら朝 まで耐 えた患者 を見て､来 院 した奥 さんは興奮 して ヒ
ステリック

に｢こんなに痛 が って いるのに どうして くれ るの､早 く先生 を呼んで ちょ うだい ｣と

か ｢効か ない坐薬 なんかや って も本人がかわいそ うよ､ ど うして くれ るの ｣な どと泣 き叫 びなが
ら看謹婦に しが みついて きて､こ ちらの言 うことに全 く耳 をか さない状態 であったo患者は興奮
してい る奥 さん に対 して ｢そんなに看護輸 さん をせめないで くれ､看護婦 さんだ って､‑生けん

‑｣となだめなが らも｢もう何 で もいいです よ
命や って くれ ているのだか ら･
･
･

｣｢せ っか くやっ

た ブロックなのに もうだめだ ｣な ど と涙 を流 しなが ら､絶望的 な ことば を口に してい た｡
この時は､受持医や麻 酔医に連絡 をと り､適切 な鎮痛剤の使用 と精神的援助 で､‑お ちつ きをと
りもどしたが､ この時点 でカンファレンスを もち､再確認 した ことは､ どんな事で も.誠意 を もっ
て接 し､納得 のできるよ うな説明 を行ない､又 ､処置 の劉 こは､必ず効果の有無を確認す る こと
と頻回に訪重す る ことによって､恩者 ､奥 さんと私達 の信頼関係 を更 に深 めてい くとい うことで
あ った｡ また痔 痛が強変 とな りす ぎない うちに早 目に処置す るように し､苦痛が軽減 し精神 的に
お ちつ くまで､ スキンシップを もちなが ら､できるだけそばについてい るよ う‡
こつ とめた.
その後 も奥 さんは､ どうしようもない不安 やい ら立 ちに よって取 り乱す こと もあったが､ その
都安､私 た ちは親身 にな って受けとめ､奥 さんの うっ積 した悩 みを発 散 させる場 を もち､良 き相
談相手､理解者 とな るよ うに努 めた｡
また､夜間は奥 さんにな るべ く休んで もらうj
:うに していたが､疲労 していることも考慮 し､
子供 さんに働 きかけ､交代 で付 き添 ってい ただくよ うに した｡ これ らの ことか ら､奥 さん もだん
だん冷 静を と りもど した｡ また患者に とって も家族か ら大 切に さかて いるん だ､頑張 らなければ
とい う気持 ちを もっ ことにつ なが ったよ うである｡
この頃 よ り､息 子 さんを通 じ､奥 さんが夫の死 を受け入 れ られ るように働 きかけた｡後 に奥 さ
ん より､次のような ことばが肝かれ るよ うにな った｡ ｢数 日前､息 子より夫 の現状態 について う
ちあけ られた｡息 子が今までひと りで胸 に しまって頑張 っていてくれてかわいそうだ った｡内科
に いた時､亡 くな っていた と思 えば､今看 てあげることができて幸 せだ｡思 い残 す ことな く看て
あげられます.主人 と一掛 こ私 は死にます｡ しか し､ その後は二人 の子供の母額 として､ そ して
‑.
^の女 として頑張 って生 きてい きます｡皆 さんに こんなに も心配 して もらって本 当に うれ しい｡
多 くの人 た ちに ささえ られなが ら私 は頑張 れ ます ｣この こ とばか らも私た らの働 きかけが少 しで
も役立 ったのではないか と患われ る｡
この よ うに家族 ､スタ ッフが一体 とな って見守 る中 で､愚者の全身 状態は 日増 しに悪化 し､呼
吸 困難 ､腹満感､曝気 ､喝吐等 の症状 は増強 してい った｡
肋穿､腹穿 も時々行 なわれたが､処置 の際は受持医 と協力 し､排 敵を患者に見せない よ うに し､
穿刺量 も少な く伝 える等 の配慮を して､患者が不安 をい だか ない よ うに した｡ それぞれの対症療
法 を行 な うにす ぎなか ったが患 者に ｢今 はたい‑んな時期 だが､悪い時 も良 い時 もあ り､ この時
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期がす ぎれ ば､だんだん とJ
:くな ります J
:｣な どと励 ましの ことばをか けるように心が けた｡
また､経過が長 くな ってい ることか ら､今 までは仕事で忙 しか ったため､今の時期 を家族 とゆ
っ くり話 す よい機会 だとい う気持 ちを もたせ るよ う働 きかけた｡ こうした中 で､患者か らは､将
来 の夢 や希望 などが きかれた｡状態 の よくない時に もいろい ろな処置や会話の あとに､患者か ら
必ず感謝 のこ とばが述 べ られ､点者の人 間性 をうかが うことがで きた｡
臆終 に際 して は､医師 は息 者 のベ ッ ドサイ ドにすわ り､常 に脈 を とりなが ら､冷静 に ｢脈 はよ
くな って きた｡次は呼吸 も楽に な ります よ｡一つ一つ よくな ってい くか ら頑張 ろ う｣と励 ま して
いた｡患者 は意 誠が明瞭であ ったため､医師 ､看 護婦 間の指示及 び情報交換 はすべて紙 に書 き､
お ちつい た部屋 の雰囲気 をつ くるよ う配慮 した｡その中 で患者 は家族 に見守 られなが ら､安 らか
に息をひき とってい った｡ このような臨終場 面での患者 や家族 の気持 ちを考 えた冷静な医師 の態
度 に多 く学 び とることが あった｡
以上の経過 の よ うに､患者 は意識 の あるか ぎり､ひたす ら頑張 ろ うとい う気力 を失なわず ､又､
夫 の死 を受 け入 れ られず､ ヒステ リックであった奥 さん も､思い残 す ことな く看病 することがで
き､また､死 を迎 えた頃には､今後 の自分の生 き方 を しっか り自覚 す るまでにな ったことな ど､
医師､看 護婦､家族 が一体 とな った ｢死へ の援助 ｣と一体 とな るまでの過程 のむずか しき､看欝
婦 としての重要 な役割を痛感 した｡

Ⅵ おわ りに
今 まで も死に逝 く患者 さんに対 して､できるだけ安 らかな死 を迎 え られるように と政助 にあた
って きま した｡ この よ うな末期の患者 さんの看護 にお いては､患者 の看護 と平行 して､家族へ の
働 きかけ を積極的 にす ることが大切 で あることを改 めて痛感 しました｡
死 をめ ぐっていろい ろと論 じられてい る中 で､死 を受け入れて､安 らかな死 を迎 え られ る よう
な援助のあ り方等 ､大変 むずか しい ことだ と患 います｡
今回の症例 をは じめ として､看護記録 を とお して､看護行為 に対 す る評価 が だんだん とできる
ようにな り､看 菱記録が他の医師の蘭 で も活用 されるようにな りました｡医師､看 苦婦が同 じレ
ベ}
t
,で患者 をみてい くためには､正 しい知 識の もとに､患者の状態 を適 確 に把握 すること､看護
記録への正確 な記載 と充分 な活用 が いかに大切 かを再認識 しま した｡
私達 は 日々看護 を槙み重ね て､今後 とも､患者 さんをみつめていきたい と思 います｡
参考文献 は略 させ ていただ きます｡
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