
　以上を踏まえ、ケアマネジャー、訪問看護師との間で現

在の病状認識の統一を行った。当面の方針として廃用予

防、不安の軽減、自己対応方法の教育が重要と考えられ

た。また、医師の立場として診察時に病状の説明を十分

行うとともに、薬剤の整理を実施することにした。

　訪問看護師の果たした役割は２点挙げられる。１点目

は訪問時に愁訴が続いていた本人に対して、その訴えを

傾聴するとともに、以下の評価を行い本人・家族へのアド

バイスや医師への報告を行ったことである。　　　

a.食思不振：具体的な経口摂取内容の確認に加えて、意

識状態、バイタルサイン、腋窩の乾燥の有無、排尿回

数、体重の変化をみることで脱水・栄養不良を推測。食

事の工夫や総合栄養剤の利用を勧めた。

b.めまい：眼振、立位・歩行時の様子を観察。臥床の悪影響を

説明し、訪問看護時に端坐位や起立・歩行訓練も行った。

c.疼痛：痛みの性状、部位、動作との関連を確認。痛みが

少なくなる工夫や鎮痛剤の使い方を指導した。

　２点目は、妻の介護上の苦労を傾聴するとともに、病状の

説明や介護の工夫をアドバイスしたことである。

　これらのアドバイスで、本人は体調不良時でも、薬や点

滴に頼らず乗り切る経験ができ、自信がついてきたと思わ

れた。また妻も、以前よりも精神的に余裕が出てきたよう

に感じられた。

　妻の持病の関係で、本人は１ヵ月ほどショートステイ・

集中リハビリに入ったこともあり、ADLは著明に改善し現

在は外来通院できるまでになった。

　薬剤については、少量の抗うつ剤を併用するとともに

見直しを行い、８種類程度にまで減らした。癌に関しては

進行もなく安定している。

　現在でも2-4回/月の訪問看護が行われている。ただし

1-2ヵ月に一度の頻度で体調不良が強くなるため、都度、

臨時に訪問看護が入って対応をしている。ただし以前の

ような予約外での受診や点滴はほとんどなくなった。

　高齢者の疾患には独特の特徴があり（表１）、特有の配

慮が必要である（表２）。

　また、高齢者の病態を適切に判断し対応をすることは、

高齢者本人・家族のQOLを高めるだけでなく、早期に適

切な介入をすることによる救急受診頻度の減少や疾患の

重症化の予防が期待される。

　医療的な対応のみならず、在宅でのリハビリ、精神的な

支援やアドバイスを行う訪問看護師は、医療と介護・家族

をつなぐ上で不可欠であり高齢者在宅医療の要である。

　退院後まもなく自宅で転倒。それをきっかけに再び疼

痛、めまい、食思不振等の訴えが増えてほとんど寝たきり

となった。　　

　当初は医療スタッフも病状の十分な把握ができず、患

者の希望するまま寝かせきりで、在宅で点滴を行ってい

た。２月に入って在宅で改めて病状評価を行い、主な課

題として以下の点が浮かび上がった。

1. 打撲時の痛みはかなり改善している。また、もともとの疼

痛自体も癌自体が原因ではなく、術後の創痛が主。日常

生活動作に影響するほどではないことが大半であった。

2. 経口摂取についても、栄養状態の悪化、脱水とはなら

ない程度はとれている。

3. 症状毎に薬剤が処方されていた結果、常用の総合感冒

薬を含め、16 種類の薬剤が処方されていた。

4. 妻も本人が訴える症状の重症度がわからず対応に困

難を感じていた。

5. 訴えの原因は廃用や抑うつの影響が強いと思われた。

スタッフ間での認識の共有化

退院後の経過と課題
その後の経過

まとめ

86歳、男性。うつ状態、肺癌、慢性疼痛。要介護1
■経過
2009年9月に肺癌と診断されA総合病院にて胸腔鏡下右下葉切除術施行。その後転移を認めたため以降抗癌
治療は中止となり経過観察されていた。
2011年末頃よりめまい、食思不振の訴えが増強し臥床傾向となった。
2012年1月に肺化膿症にてA総合病院で入院治療。抗生剤治療で治癒。
肺癌自体は増大を認めなかった。ADLの低下により通院困難となったこと、および病状悪化時の対応のために訪
問診療依頼。1月下旬退院した。
■既往歴　抑うつ、メニエール病、白内障、頚椎症
■家庭環境　妻と二人暮らし、同一市内に娘在住
■退院時ADL
　＜移動＞ 病室内は杖、つかまり歩行、それ以外は車椅子。　
　＜食事＞ 自立で５割程度摂取。　＜排泄＞ 自立（トイレ利用）。　
　＜入浴＞ 一部介助（シャワー浴）。
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こんな時どうする？どう判断すればいい？

表1　高齢者の疾患の特徴

表2　高齢者に対する適切な医療提供の指針

あいち診療会
あいち診療所 野並

内科  野村 秀樹先生

訪問看護師の重要性　

－高齢者が自宅で安心して生活するために－

在宅医療、
訪問看護、

高齢者医
療の注意点

4 5

1. 多臓器にわたる疾患が認められる。
2. 症状が非定型的である。
3. 慢性化しやすい。
4. 機能障害につながりやすい。
5. 合併症を併発しやすい。
6. 社会的要因や環境により症状が変動しやすい。
7. 多剤投与または薬物動態の変化により薬物による
副作用が出やすい。
8. 水・電解質の異常を来しやすい。
9. 意識障害が起こりやすい。

井口昭久編：これからの老年学, 名古屋, 名古屋大学出版会, 2000

1. 高齢者の多病と多様性

2. QOL維持・向上を目指したケア

3. 生活の場に則した医療提供

4. 高齢者に対する薬物療法の理解

5. 患者の意志決定を支援

6. 家族など介護者もケアの対象に

7. 患者本人の視点に立ったチーム医療
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