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ＣＡＳＥ①

• 89歳女性、25年来医療機関受診なし
• 娘と2人暮らし ADL保たれていた

• 5日前に室内で転倒。
• その後疼痛にて寝たきりとなり往診依頼。
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• 来訪時、布団の上に側臥位で丸まって
おり、わずかな体動でも顔をゆがめる
ほどの疼痛

• ポータブルトイレ移乗も困難で、食欲も
低下していた
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• BP:160/84 SpO2:91 PR:80
• 叩打痛、圧痛は明らかでなく、体動で腰
部に激しい痛みあり、安静時痛なし

• 左大転子部に軽度の褥瘡あり
• 喘鳴あり、胸部でwheezeあり、今回より
発症されたとのこと
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【問題点】

①疼痛によるADL低下、褥瘡
②喘鳴＋下腿浮腫

③health maintenance
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【問題点】

①疼痛によるADL低下、褥瘡
①腰椎圧迫骨折、急性腰痛症疑い
⇒鎮痛＋介護保険導入
・ボルタレン座薬(50)2T2x、
ロキペイン3T3x、 ムコスタ3T3x処方
・当日直ちに介護保険申請をしていただき、
同日中にベッド、エアマット到着。
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【問題点】

②喘鳴＋下腿浮腫

③health maintenance

②喘息・心不全疑い

⇒まずは利尿剤、気管支拡張剤で対応

③採血実施
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【その後の経過】

X+1日
• まだ痛み残るが、疼痛の程度は改善。
• トイレ移乗し排尿できるようになった。
• 臥位で過ごしており、横になったままで
たくさん食事できないと。
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【その後の経過】

X+1日
• まだ痛み残るが、疼痛の程度は改善。
• トイレ移乗し排尿できるようになった。
• 臥位で過ごしており、横になったままで
たくさん食事できないと。

⇒オーバーテーブルレンタルを指示。

ベッド挙上して、座位になってからトイレに
移乗するよう指導。
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【その後の経過】

採血
WBC:6200 Hb:14.4 Hct:40.1% Plt:11.9(L) 
TP:6.3(L) Alb:3.3(L) BUN:25(H) Cre:0.63 UA:5.0 
T‐Chol:167 LDL:94 HDL:48 TG:89 T‐Bil:1.7(H)
AST:40 ALT:32 ALP:204 LDH:262(H) ChE:275
γGTP:36 Na:145 K:5.8(H) Cl:106 Ca:8.5(L) 
BS:107 HbA1c(JDS):4.9 BNP:41.0(H)

→軽度の心不全、高Kのみ。

９



【その後の経過】

X+3日
• SpO2:94 PR:66 BP:144/82、wheeze消失

• 食欲が戻らず
• ベッド上で疼痛なく座位可能

• 普段は居間で座ってテレビを見て過ご
していたとのこと

日中はできるだけ座位で、テーブルで食事
を取っていただくよう改めて指示。

車いすのレンタルを指示し、日中は居間で
過ごしていただくこととした。

⇒依然として日中は臥位
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ＣＡＳＥ①からの学び

• 速やかな除痛
⇒ADL改善の要

• 住環境の‘診断’
⇒何が必要か？普段の生活も見える

• 介護保険の即日導入
⇒費用は後日保険で賄える
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患者紹介状
患者：64歳 女性
傷病名 胃癌

癌性腹膜炎
難治性腹水
腹壁感染

退院直前の状態：36.7C、BP:96/60、O2Sat:97%(3L/)
IVHポート：ﾌﾙｶﾘｯｸ2号1003+ｶﾀﾎﾞﾝHi（120cc）混注：45cc/h

＜ﾌﾙｶﾘｯｸ40cc/h+ｶﾀﾎﾞﾝHi:5㏄/hペースです＞
MTパッチ：4.2mg
薬一覧

紹介目的

在宅診療依頼

重症で自宅での看取りも視野に入れた

退院で、先生の在宅医療をお願いします。

ＣＡＳＥ②
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＜紹介先病院受診後の経過＞

＜紹介先病院受診までの経過＞

H24. 7.13 ： 外来受診。外来通院実施。

9.3－数日 ： 37.8C

10.5― ： 摂食不能

10.9 ： 入院。IVHポート造設（資料同封）
内視鏡で、狭窄。嘔吐等もあり。

10.12 ： 十二指腸ステント

10.16 ： 腹満著明、腹水、ガス：サブイレウス、
腹腔ドレナージ：腹水（++）：臓器不明ですが、穿孔も
疑われ、二本挿入しましたが、まったく問題なく、腹
水除去、持続ドレナージ。
ドレナージ後の腹壁の感染症がみられています。

11.6 ： 退院。 宜しくお願い致します。

H24. 5.31 ： 左季肋部痛、近医受診。エコー：卵巣腫大。
婦人科：CT

6.19 ： 胃癌：Stage Ⅲ‐Ⅳ：A病院

6.22 ： B病院 科学療法：消化器内科/化学療法科
ハーセプチン
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胃癌あり、食欲不振にて受診し、ポート造設目的にて入
院する。入院日にポート造設し、点滴管理・指導行なった。
嘔気・嘔吐あり、10/12にGIF下で十二指腸ステント挿入施
行した。10/17～10/23に腹痛・腹満あり、両腹側より腹水
のドレナージを施行した。抜去時より、右よりアイテル＋
浸出液あり、ガーゼ＋パットにて保護していた。腹満著明
にて11/2に右腹水ドレナージ再施行するが、排液なし、
11/6に抜去する。左側胸～側腹にかけて、発赤・痛みあり、
11/4～11/6アクリノール湿布施行した。10/23～尿量減
少・血圧低下にて、カタボンHiを2→現在5ml/hにて施行し
た。腹痛に関しては、ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟﾊﾟｯﾁを4.2mg×1枚貼付し
コントロール良好。在宅療養希望にて、本日自宅退院の
運びとなる。※バルーンカテーテル16Fr:11/3に交換済み、
ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟﾊﾟｯﾁ：次回11/9に交換予定

看護サマリー
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①病院医療の拒否

②緩和ケア目的から外科的医療が
求められる

③予後予測の不透明

④真の緩和医療とは

２５



ＣＡＳＥ③

• 94歳女性、角膜移植後、HT,Af,CHF
• 介護熱心な娘2人と同居
• X‐6日にけいれん重積状態で救急搬送
入院後、心不全の増悪に対して治療

• X‐1日に家族より相談あり。寝たきりで経
口摂取も禁じられおり、弱っている気が
するため退院希望とのこと
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• ～入院中～
• 尿カテ挿入、酸素投与、点滴治療
• 入院時BNP:1740⇒3日で440に改善
• 入れ歯預かり、補聴器も
• 言語疎通できず、嚥下評価不能⇒絶食
• 嘔吐1回あり⇒経鼻胃管管理
• 酸素カヌラ、胃管抜去⇒上肢抑制

⇒連絡があった翌日、退院
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【退院時、自宅にて】

• お茶、ゼリーなど試すと嚥下は可能！
• SpO2:94、PR:68、呼吸苦なし、浮腫軽度

• 座位可能、ふらつくが介助で立位も可能
• 退院時処方：利尿薬、アレビアチンなど
退院時評価

ＡＤＬ能力、摂食嚥下評価、

適切な指導が必要
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• 【その後の経過】
• X+2日：お粥、スープなど摂取可能
• トイレも介助あれば行けるように
• 浮腫は消失⇒利尿剤一旦中止し、体重
を計測して水分管理を行うことに

• X+4日：小さな固形物も摂取可能
• 体重40.8⇒39.8⇒40.3と推移
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• 【その後の経過】
• X+14日：介助での歩行安定、浮腫出現
• X+25日：浮腫増強とのことで往診
• ⇒体重43‐44kgに増加、浮腫も増悪
• 食事よく食べるようになり、ラーメンの
スープまで飲んでいた！

• 1人でトイレに行って帰ってくることも

全身状態改善に伴った塩分・水分
摂取増加であった⇒利尿薬再開
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ＣＡＳＥ③からの学び

• 普段の環境が大事
⇒入れ歯、補聴器

• 介護力と熱意があれば、病院よりも家の
方がリハビリ進む！

⇒Caseごとに見極め
• 高齢者にとっての正常は？

⇒慢性の経過が大事！
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課題解決の方向性
～在宅療養を推進するために必要なこと～

（１） 地域におけるコーディネート機能の充実

（２） 協力病院との連携体制の構築

（３） 在宅療養における患者・家族の意思を尊重

した急変時の対応

（４） 在宅療養スタッフへの意識啓発

（５） 急性期医療機関スタッフへの意識啓発

（６） 都民への意識啓発

（７） 在宅療養を担う人材の育成
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地域における在宅療養支援体
制の確保
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地域における在宅療養支援体制の確保



（３） 在宅療養における患者・家族の
意思を尊重した急変時の対応
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在宅医療における質と安全のために
病状の変化と、急変の違い

急変とは予期しない病気の急激な変化により
生命に危険を伴う状態

病状の変化とは病気の変化が想定内の出来事
であり、時間的にも緩徐な変化である。
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（４） 在宅療養スタッフへの意識啓発
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従来の医療の考え方

1. 正常とは完成された個体を対象として数値化、画像化したもの
である

2. 正常とは部分(臓器・細胞・遺伝子等)の機能や構造をもって決
定したものである

3. 全体は部分の集積で説明が可能な体系である
4. 病気は部分の傷害(一臓器、一傷害)という形で発症する
5. 傷害の原因と部位の特定は可能である
6. 部位への技術の介入によって、治癒・回復を目指す
7. 部分への治療の結果は全身の生命予後、QOLに直結する
8. 特定病因論、古典力学、要素分解主義の因果律で説明が可能
である

国立長寿医療研究センター 総長 大島伸一様資料より ３９



これからの高齢者医療と在宅医療

1. 高齢者は完成された成人とは異なる
2. 老化という過程に疾病が加わる
3. 多臓器の傷害が一般的である
4. 正常とは、部分(臓器・細胞・遺伝子等)と全身との至適な平
衡・調和状態である

5. 部分と全身との平衡・調和状態は個によって大きく異なる
6. 部分の機能や構造の検査は補助的な価値をもつ
7. 治療は部分と全身との至適な平衡・調和状態を目指す
8. 至適な平衡・調和状態は生命予後やQOLを改善する
9. 部分の治療の結果は全身の改善に直結しない
10.復元力の強さは個体によって差が著しい

国立長寿医療研究センター 総長 大島伸一様資料改編 ４０



在宅高齢者の医療に求められる質

全身機能と部分(臓器)機能の平衡・調和
状態を知り、その状態に戻すことで、生命
予後を良くしQOLを改善する

在宅高齢者医療の質とは、QOLの改善と
生命予後を良くする事である安らかな死も
含まれる
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