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く，それとは異なる新たな関係性のなかで実践活動をする重要性を見いだそうとしたので

ある 6）。

2 差異性と「時間的流れ」

　そのようなときに求められたのが，「画一的」な援助ではなく，個々の状況に応じた「差

異性」のある援助であった。そして，この差異性が人々の生活の場や生き方の独自性であっ

た。看護学において「病衣を着た人」や「患者」と表現するとき，そこには画一的な対象

理解の姿勢がつきまとう。しかし「生活者」と表現するとき，そこには対象を「一人ひと

り」「それぞれ」と個別的にとらえようとする姿勢がある（表 1-2）。

　「自分の中にある過去や経験を突き詰め，自分にとってそれがもつ意味を問うことによ

り思想を形成していく」のが生活者であるとすれば，生活者はそれぞれが個々の過去と経

験をもっていることになり，それらは今の考え方や生き方につながり，そこから差異性と

独自性が生まれる。時間の流れのなかでとらえられる対象としての「生活者」は，看護に

おいて言われ続けてきた「個別性」や「その人なり」につながりながらも，しかしそれ以

上に自分の思想を経験のなかから見いだしていく一人ひとりの存在であるという認識が新

たに加わったのである。

表1-1 自明視された生き方とオルタナティブな生き方
自明視された生き方 オルタナティブな生き方「生活者」

・病衣を着た人としての生き方
・病態をもつ人としての生き方
・疾患をもつ人としての生き方

・ 家族があり，社会での地位があり，心配を抱え，生きがいを
もち，様々な思いをもつ人としての生き方
・病いに悩む不安をもつ 1人の人間としての生き方
・生活史をもつ人としての生き方
・強みや力，価値観や人生観をもつ人としての生き方
・自己管理していくうえでの問題を見つけ出す人としての生き方

出典／ 黒江ゆり子：病いのクロ二シティ（慢性性）と生きることについての看護学的省察，日本慢性看護学会誌，Ⅰ（1）：6，
2007，一部改変．

地域における生活者としての患者・家族
の基本的理解

■■ 1. 「生活者」としての患者・家族
　慢性期における看護を考えるとき，本人・家族を「生活者」としてとらえることが重要

となる。それは，慢性期におけるケアの焦点が「治癒（cure）」にあるのではなく，「病気

と共に生きること（living with illness）」にあるからであり，看護職は本人・家族が「病い

と共に生きる方策を発見すること」ができるように支援する役割を担っているためである。

慢性期におけるケアの中心は，日々生活している場（家庭や職場など）にあることから，そ

の場における生活がどのように営まれ，そのなかでどのように療養しているかをとらえる

こと，すなわち，本人・家族を「生活者」としてとらえることがケアの基盤となる。

　わが国の看護学において，看護の対象を「生活者」としてとらえようとする努力は
1990年代から行われてきた。たとえば，1994（平成 6）年に開催されたシンポジウム「自

立への支援を見直す―生活者の視点からセルフケアの過程を考える」では，21世紀の看

護のために，患者を「病衣を着た人」としてではなく「家族があり，社会での地域があり，

心配を抱え，生きがいをもった人」としてとらえることの重要性が指摘された 1）。これは

看護において生活者と表現することの意味について考えるものでもあった2），3）。

1 自明視されてきた生き方と「もう1つの」（オルタナティブな）生き方

　「生活者」とは，勤労者や消費者など行動の形態や属性ではなく，それを超えて特定の

行動原理に立つ人々，あるいは立つことを目指す人々を指すとされている 4）。その行動原

理は，1つには生産，消費，廃棄，環境など，生活が本来もっている全体性を自ら掌握す

ることを目指す生活の主体者，また 1つには自立した個人として，ほかの「個」との共同

により，それまで自明視されてきた生き方とは別の「もう 1つの」（オルタナティブな）生

き方を求める日常的な実践者のなかに現れるとされる。

　「生活者」が，それまで自明視されてきた生き方とは別の「オルタナティブな，もう 1

つの」生き方を包摂する言葉であるとすれば，看護学で用いられる「生活者」においても，

自明視されてきた生き方と，オルタナティブなもう 1つの生き方が考えられる 5）。

　「病気をもつ人」としての生き方が，看護学におけるこれまでの 1つの自明の生き方で

あるのに対して，「生活者」はそれに対置するものとして用いられる。「生活者」は，静的

な状態を示すのではなく，悩みながらも自ら問題を見つけたり，長い時間のなかで培われ

た自分の価値観に基づいて行動したりしようとする姿を指しており，生活の全体性を把握

する主体を示す用語として用いられている（表 1-1）。看護職である私たちは，医療を提供

する医療職と医療を受ける患者という一方的な関係性のなかで実践活動をするのではな

I

表1-2 「生活者」と対置語の特徴

用語 生活者＊

対置語
看護 他領域

病衣を着た人
病気をもった人

患者

民衆，大衆
労働者，消費者

特徴
差異性 画一的

「一人ひとり」 集合表象
「それぞれ」 「みんな一緒」

注） 生活者は，自分の中にある過去や経験を突き詰め，自分にとってそれがもつ意味を問うことによ
り思想を形成していく。それぞれが個々の過去と経験をもっており，それらは今の考え方や生き
方につながり，そこから差異性と独自性が生まれる。

出典／ 黒江ゆり子：病いのクロ二シティ（慢性性）と生きることについての看護学的省察，日本慢性看
護学会誌，Ⅰ（1）：7，2007．
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ていた。最も大きな喪失は「食の自由の喪失」であった。家庭内の出来事による影響では，

家庭内に出来事が生じるとケアニーズよりも，家庭内の出来事に注意を向けなければなら

ない事態となり，このような事態が多種多様に起こっていることが指摘されている。

　また，コーピング方略にかかわる問題では，過剰な防衛機制としての否認が見られ，精

神状態にかかわる問題では，自尊感情の低減や病気になったことについての罪の意識，お

よび価値がないという感情を抱いていることが指摘されている。

　慢性期と共にある生活のなかで人々がどのような経験をし，どのような感情が渦巻いて

いるのかについてはまだ知られていないことが多い。慢性期において長期にわたる療養生

活を続けている人々に，1人でも多く，自分の生活について語ってもらい，それらの語り

を踏まえて，その先の人生に向けたケアを創生することが重要となる。

慢性期にある人 の々理解

慢性期にある人の特徴

■■ 1. 慢性期における身体的側面の特徴
　慢性期における身体的側面の特徴は，疾患により多様であり，たとえば生活習慣病の一

つである糖尿病や脂質異常症などのように病状が自覚されにくく，検査値の異常のみが所

見として取り上げられるような場合は，治療開始の遅れや治療中断につながることが多い。

また，関節リウマチやパーキンソン病などのように神経筋系の症状を伴う場合は，疾患特

有の症状による身体機能障害が日常生活行動に様々な影響をもたらす。さらに，慢性白血

病などのように病期や重症度によって治療方法が異なり，薬物療法などの治療そのものが

からだへの負荷となるような場合は，からだの脆弱化や抵抗力の低下などにより，急性増

悪の高い危険性を有する。

1 症状の自覚されにくさによる治療開始の遅れと治療継続の困難さ

　症状が自覚されにくい場合は，いつ発病したかさえ明確に認識することができず，早期

の受診につながらないことがある。2型糖尿病では，高血糖の持続が大血管および細小血

　慢性状況の人々は自分の家族が自分のニーズをわかってくれないと愚痴をこぼすことがある。しか
しながら，病気でない家族は病気である本人の心を読むことはできない。そこで，健康教育に携わる
者は，本人が自分の特殊なニーズを家族に表現することができるように，コミュニケーションの方法
を指導する必要がある。そして，本人と家族は自分たちの「怒り」や「フラストレーション」などの
否定的な感情を表現する機会を許されるべきであろう 10），11）。

II

A

■■ 2. 生活者としての体験，そして感情

1 生活者の語りから　その1：病気を辞めたい

　慢性期にある人々は，それぞれの生活のなかでどのようなことに直面し，そこにはどの

ような感情が渦巻いているのだろうか。慢性性と共に長期にわたる生活を経験している A

さんは次のように語る。

　また，Bさんは次のように語る。

2 生活者の語りから　その2：家族からの孤立感

　Aさんと Bさんの語りからわかることは，慢性期を生きるということは，単に病状を

コントロールするということではなく，自分の周囲の人々との関係が崩壊・停滞したり，

また絆を構築し直したり，あるいは，病いと共に生きることについて自分の考えを納得の

いくものにするために，かなりのパワーを消費せざるを得ないということであろう。

　このような状況について，インタビューをとおして生活者へ先験的なアプローチを行っ

たドロテア・S・ハンドロン（Handron, D. S.）らは次のように指摘している 9）。糖尿病にお

いて人々が病気に関してどのような心理的問題を抱えているかについてインタビューを

行った結果，4領域の問題（個人の内的経験，家庭内の出来事による影響，コーピング方略にかかわ

る問題，精神状態にかかわる問題）が示された。

　個人の内的経験では，家族からの孤立感，喪失と悲嘆などが見られ，家族からの孤立感では，

食事制限や薬物療法が家族の通常のありようから本人を分離させ，この分離が本人のフラ

ストレーションや孤独感につながる。また，活力や視力の鋭敏さの喪失，あるいは記憶力

の低下など，多様な喪失とそれに伴う悲しみを抱いており，将来の解雇の不安ともつながっ

　20歳代で結婚し，長男が生まれた。子連れ通院は大変で，病気をやめたいと思った。その子ども
が思春期を迎えると，子どもの精神的問題で悩むようになった。私がかたわらにいないと不安を示す
ようになって，通院が難しくなった。自分の治療どころではなくなった。でも，病院に行ってもその
ことを話すことができなかった。事態が深刻であればあるほど，人には話せない，相談できないとい
うことを知ってほしい。両親の死を経験し，今は人を介して患者会とつながっている。今後はチャン
スがあれば若い人々の力になれればと思う 7）。

　生活自体が結構むちゃくちゃになってしまって。入り直した大学が夜間部で，授業が終わるのが
21時くらいでした。19時くらいにご飯を食べられたらいいけど，授業開始が 17時くらいで，休み
時間が 10～ 15分くらいしかない。1回生のときは働いていたので，仕事を 19時くらいまでやって，
それから学校に行っていたので，食べる時間がなくて。それで，生活が不規則だから 4回法（インス
リン製剤を 1日 4回注射する方法）のほうがいいと思って，受診したときに医師に「私は変えたいんです」
と相談したんです。でも，全然取り合ってもらえなくて，「今のままでいけているからこれでいい」と。
でもそれは，私にとってかなり無理をしていたのです。自分の生活は全部話しました。創作活動のこ
とも。でも，取り合ってもらえなくて，インスリンはそのままで，そのような状態が半年続きました 8）。
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慢性期にある人と家族の理解，支援
　慢性期においては，本人・家族のQOLが低下することなく，必要な治療を継続するこ

とが最重要課題となる。全身の機能に及ぼす影響と障害を最小限にし，今ある機能を可能

な限り維持することができるように，様々な方法が試みられる。看護は，それぞれの病気

の特性と必要な治療の目的と副作用，および対象の身体的・心理的・社会的状態を十分に

とらえて，ケアの方向を見きわめることが求められる。そこでは，慢性に経過する病気の

特性についての専門的知識と「人が人を支える」という人間援助職としての高い見識が必

要となる。

1 慢性期における家族を理解する

　慢性の病気を発症したとき，家族は「自分が悪かったのではないか」「自分が早く気づ

けばこうはならなかったのではないか」など，複雑な思いを抱く。自分の家族が発症した

病気がどのような病気なのかがわからない場合は，社会の風評に左右されたり，メディア

で紹介された治療法に安易に頼るなど，「自分は何をすればいいのか」「自分に何ができる

のか」あるいは「この先どうなるのか」など，様々な問いに苦しめられる。

　また，慢性期に必要な療養法が開始されると，その療養法のことで頭がいっぱいになり，

負担感として重くのしかかることがある。たとえば，食事療法が必要になったときには，

塩分制限，たんぱく質制限，糖質制限，カロリー制限など多様な制限の範囲内で食事を作っ

たり，一緒に食べたりしなければならないと感じる。このような制限を感じる療養生活が

長く続くと，自分たちがその病気によって「支配」されているように感じることもある。

そのような場合は，病気が家族の心のほとんどを占める支配的な存在ではなくなり，日常

生活における日課の一つになる日がくるまで，看護職は継続的支援を提供する。

　さらに，病気管理を継続するなかで，症状が増強したり，合併症が出現したりすると，

身体機能の低下が著しくなり，日常生活行動に介助が必要になる。「この先どうなるのか」

という不安がいっそう増強し，「自分たちの力では対処できない」と無力感を抱く。その

一方で，「だれに」「どこに」相談すればいいのかと迷うこともある。医療施設において看

護職は，退院後の療養生活を入院時から視野に入れてケアをすることが重要である。入院

初期からそれを行うことができれば，退院支援を含め，医療施設と地域の看護職などがつ

ながり，本人と家族が自分たちらしい生活が継続できることを目指し，チームとして支援

することが可能となる（第 2章参照）。

2 身体的な側面への援助

❶身体的苦痛の緩和と身体機能障害への支援
　慢性状況にある人々は，それぞれの症状が苦痛や機能障害を伴う場合とそうでない場合

III
❸将来についての不安：「仕事を失うことへの恐れ」
　慢性状況の多くは，長期の自己管理を必要とすることから，いつまでこの薬を飲み続け

るのか，病気は自分の将来にどのような影響を及ぼすのかなどの不安が生じる。

　青年期あるいは青年期以前に発症した場合は，進学や就職の障壁となるのではないか，

結婚や出産が困難になるのではないかなどの不安が生じ，また，成人期以降に発症した場

合は，長生きができないのではないか，子どもの成長を見届けられないのではないか，合

併症によって視力や下肢を失うのではないか，仕事を解雇されるのではないかなど，様々

な不安が生じる。さらに，現代社会においては，いまだに慢性に経過する病気の特性が十

分に理解されていない場合もあり，社会の偏見からスティグマを付与されたり，あるいは

学校・職場・家庭などで心理社会的外傷を負うことがある 24），25）。

　慢性期では，治療開始の時期においても，治療継続の時期においても，本人と家族の

QOLを低下させることなく，治療を継続することが極めて重要である。そのためには，

病気を発症したことで仕事・学業をやめることがないように，仕事などを続けることがい

かに重要かについて認識を深める必要がある。

　現代社会は，慢性期にある人々が，病気を発症する以前と同様に社会に期待され，社会

において活躍できる環境には，まだ至っていないかもしれない。しかしながら，看護にお

いて，対象を「生活者」ととらえるのであれば，「生活者」は生産にも消費にもかかわり

ながら生きる存在である。自分の仕事をとおして様々な生産にかかわり，経済的基盤を整

え，それによって多様な消費にかかわることができる。そしてそれは，家族においても同

様である。そのような存在として考えることができれば，仕事・学業を続けながら治療を

続けることのできる環境を十分に整えることの重要性がわかるであろう。
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て個々人の抱える心理的問題は多様である。

　病気のことで悩んでいるのは自分たちだけなのではないか，なぜ自分の家族がこのよう

な病気になったのかなどの思いを抱くこともある。まず，そのような思いを抱くのは，自

分たちだけではないということを気づけるように支援する。

　また，今後の治療について不安があれば，それについて話し合い，必要な説明を行う。

同時に自己管理を続けることで，将来どのようなことを予防できるかを理解できるように

説明する。

　自分たちなりに病気を受けとめ，ライフスタイルを変更し，病気と共に意義ある生活が

できるようになるのは，決して容易なプロセスではなく，多くの時間を必要とする。看護

職は病気と共に生活することの大変さを十分に理解し，人々が自分たちなりの毎日が過ご

せるようになるまで，時間をかけてサポートを続ける。

　看護職は，病気を診断されたときに抱きやすい心理的反応に関する知識をもち，他者の

語りを聴く姿勢と技（わざ）をもつことが重要である。そのうえで，話しやすい環境とは

どのような環境であるのかを考え，工夫し，本人・家族が病気についての思いを自由に語

ることができるように援助する 26）。病気を自分のこととして語ることができるようにな

れば，具体的にどのように自己管理をすればよいのかを一緒に考えることができる。自己

管理に関する情報提供ばかりを急ぐと，期待される効果は得られないことが多い。常に，

本人・家族の心理的状態を把握しながら，ケアを行う。

4 本人・家族への健康学習支援

　長期あるいは生涯にわたって，病気や生活を自己管理しなければならない場合は，本人

だけでなく家族や周囲の人々に対しても健康学習支援が必要となる。

❶臨床健康学習支援の視点
　臨床で行う健康学習支援においては，その対象となる本人・家族はそれぞれ自立した存

在であり，生活経験の豊かな人々であるということを基盤とし，望ましい健康行動を生活

の場で実行できるように，学習支援的にサポートすることが重要である。

　健康学習支援には，ヘルスプロモーションの支援，1次予防のための支援（発症予防），2

次予防のための支援（早期発見・早期治療），3次予防のための支援（悪化予防，合併症予防）が

含まれる。

　ヘルスプロモーションの支援は，食習慣や運動習慣，そのほかの生活習慣および環境を

改善することで，よりいっそうの健康的生活ができるようにするための学習支援である。

　1次予防のための支援は，病気の発症を予防するための学習支援であり，たとえば，糖

尿病や脂質異常症を予防するための食生活のあり方，運動生活のあり方，およびストレス

対応などについての学習支援が含まれる。

　また，2次予防のための支援は，病気の早期発見・早期治療のための学習支援であり，

定期的健康診断の必要性や，その結果の把握・受診が必要な場合の受診行動の重要性など

がある。継続的な注意深い観察を行うとともに，本人・家族の訴えに積極的に耳を傾ける。

日常生活における苦痛や機能障害の程度を把握するためには，本人と共に家族の語りが重

要となる。日常生活行動において「何がどのように困難なのか」「どのような介助が必要

なのか」を明確に把握する。たとえば，入浴において浴槽に入ることができるか，からだ

を洗うときに上肢はどこまで上がるか，そして，どのような介助が必要かなどである。

　注意深い観察と日常生活に関する本人・家族の語りから把握された苦痛や機能障害に対

しては，それぞれの状況に基づいて考え，今後の療養生活に地域支援が必要な場合は，可

能な社会資源を積極的に活用することができるように支援する。

❷急性増悪の予防・早期発見・早期対処
　慢性期においては，大きな外傷，妊娠，薬物の服用などが重大なストレス因子となって，

病状の悪化や急性増悪をきたすことがある。重大なストレス因子は回避できるように支援

する。

　外科的治療などの避けられないストレス因子には，個々の身体的状態に応じて，事前の

管理がなされるので，その必要性を本人・家族にわかりやすく説明する。また，緊急の外

科的治療などで家族が付き添っている場合は，その家族が強い不安を抱いていることがあ

る。症状のモニタリングを慎重に行いながら，家族に状況をわかりやすく説明し，不安へ

のケアを行う。さらに，妊娠・出産などについては，本人・家族の思いを把握し，その思

いを医師に伝えることができるように支援し，身体状態を適切に管理する。

　病気の慢性期においては，急性増悪を生じることがあるので，早期発見に努めるととも

に，緊急時の対応について本人・家族に説明を行い，わからないことは何か，難しいこと

は何かを必ず確認する。

❸治療継続に対する援助
　慢性期における各療法は，生涯にわたって行われることが多い。薬物療法では，服薬が

不規則になったり，中断したりすると急性増悪をきたし，生命の危険を伴うことがあるた

め，本人・家族への十分な説明が不可欠である。薬物療法の必要性や方法，薬物の作用・

副作用などについて，本人だけでなく家族にも説明して理解を促し，家族が自信をもって

サポートできるように援助する。また，困ったときの相談方法を伝える。

　さらに，各療法の効果を確認するために定期的な受診が重要であることを説明し，受診

行動を日常生活のなかに組み込むことができるように援助するとともに，定期検査の結果

を知ることの重要性について説明する。

3 心理的・社会的側面への援助

❶病気に伴う心理的反応へのケア
　本人・家族は，病気の発症に伴うボディイメージの変化や自尊感情の低減，自己管理の

継続の難しさ，あるいは社会的役割の修正などに関連する様々な心理的問題を抱えている。

また，その病気がどのような年齢で発症したのか，どのような状況で発症したのかによっ
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1995（平成 7）年に 14.5%，2007（平成 19）年には人口推計の結果 21.5%となった。そして，
2013（平成 25）年には 25.1%になり（国民の 4人に１人が高齢者），2016（平成 28）年 10月 1

日現在では 27.3%となっている 1）。

　2025年には，第１次ベビーブームの 1947（昭和 22）～ 1949（昭和 24）年までの 3年間

に出生した「団塊の世代」が 75歳以上の後期高齢者となる。要介護認定率や認知症の発

生率などが高い後期高齢者の増加に伴い，医療ニーズと介護ニーズを併せもつ高齢者の増

加が見込まれる。そのなかで増加している国民医療費を抑制しつつ，持続可能な社会保障

制度を構築するために，医療依存度が高くても在宅で療養できるよう，在宅医療・介護が

連携したサービス提供体制の構築が必要となる。このような社会構造の変化や高齢者の

ニーズに応えるためのケア体制として地域包括ケアシステムの構築が推進されている。地

域包括ケアシステムとは，高齢者が重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう，地域の事情に応じて医療，介護，

予防，住まい，生活支援が一体的に提供される，日常生活圏（具体的には中学校区）を単位

とした包括的なケア体制である 2）。

　地域包括ケアシステムの医療提供体制は，医療機関完結型から地域完結型へと移行して

おり，慢性期にある人々の療養の場も，医療機関での入院医療から，外来医療や地域にお

ける在宅医療へと移行している。地域包括ケアシステムにおける医療サービス利用者の

ニーズは，自身の意思決定に沿った療養生活が保障されることであり，医療機関から在宅

療養へと切れ目のない継続した支援が求められる。

　2016（平成 28）年度の診療報酬改定では，2025年に向けて，地域包括ケアシステムと

効果的・効率的で質の高い医療提供体制の構築を図ること，地域包括ケアシステムの推進

と医療機関の機能分化・強化，連携に関する充実などに取り組むことが示された。さらに

入院医療については，機能に応じた適切な評価の推進と手厚い医療に対する評価の充実を

目指し，急性期に密度の高い医療を必要とする状態を適切に評価するための「重症度，医

療・看護必要度」の見直しや，7対 1入院基本料の基準の見直し，チーム医療の推進など

が行われた。そして，個人が安心・納得して退院し，早期に住み慣れた地域で療養や生活

を継続できるよう，積極的な退院支援に対する評価の充実が図られた。具体的には，退院

支援の取り組みや医療機関間の連携を推進するために，従来の退院調整加算が整理され退

院支援加算が新設・改正された（表 2-1）。

　新設の「退院支援加算 1」は，病棟に専任の退院支援職員（看護師または社会福祉士）を配

置し，連携する医療機関などの職員との定期的な面会の実施や介護支援専門員との連携の

実績が算定要件に定められている。また，退院直後の在宅療養支援の評価が新たに設けら

れた。具体的には，医療ニーズが高い人が安心・安全に在宅に移行し，在宅療養を継続で

きるように，退院直後に入院医療機関の看護師などが個人の自宅などに訪問し，本人・家

＊  高齢化率：人口に占める 65歳以上の高齢者の割合を示す。高齢化率が 7～ 14%の社会を高齢化社会，14～
21%の社会を高齢社会，21%以上の社会を超高齢社会という。

慢性期看護の機能・役割
　慢性期にある人とは，慢性の病気をもち，病気による様々な制限のなかで折り合いをつ

けながら，長期にわたる療養生活を続けている生活者である。その療養生活のなかで慢性

疾患の急性増悪により新たな自己管理が必要となる人，また慢性疾患による入院生活の継

続のなかで廃用症候群を引き起こし ADL（activities of daily living：日常生活動作）低下や意

欲低下が起こっている人，そして脳神経疾患の突然の発症により障害をもち，その後の生

活の再構築を余儀なくされる人など，多様な局面をもつ個人・家族が看護の対象となる。

いずれの人も慢性疾患や障害によって身体的・心理社会的に多大な影響を受けることによ

り，その後の人生も大きく変わってしまう。また，少子高齢化が進み，医療提供体制が変

化していくなかで，医療サービス利用者である慢性期にある人が，療養の場が変わっても，

病気や障害をもちながら，生活者として自身の意思決定に基づいた安心で安定した療養生

活が送れるためには，看護職による入院時から退院後を視野に入れた計画的な支援が必要

となる。

　そこで，看護職は慢性期にある人を慢性の病気と共に生きてきた生活者としてとらえ，

入院前の生活状況を把握し，病態の理解，病状が入院生活・退院後の生活に与える影響な

ども含めた身体的状況や，急な受傷や病状悪化に対する思い，変化する療養生活に向けた

思いなどの心理状況をとらえる必要がある。さらに，家族の病気に対する受け入れ状況や

介護の可能性，社会資源の利用状況などの社会的状況などを的確にとらえて包括的にアセ

スメントし，生活者としての個人・家族のニーズを明確化する必要がある。そして明確と

なったニーズを基盤として，退院後の生活状況を視野に入れたケア計画を立案し，ケアを

実践する。具体的には，医療的管理に向けた療養指導，機能回復に向けたリハビリテーショ

ン，自己管理に向けた支援，生活の再構築に向けた支援などを行い，個人の意思決定に沿っ

た療養生活を継続的に支援する必要がある。

　慢性期にある人への支援は，その人のその後の人生のなかで長期にわたり継続されなけ

ればならない。したがって，地域包括ケアシステムの構築に伴い医療提供体制が変化する

なかで療養の場が変わっても，生活者としてのニーズを基盤とした的確な支援が得られる

ような体制が必要となる。そこで，医療提供体制の変化のなかでの退院支援に焦点を当て

ながら慢性期看護の機能・役割について考える。

医療提供体制の現状

■■ 1. 地域包括ケアシステムの現状
　わが国では少子高齢化が急速に進展してきた。高齢化率＊は，1970（昭和 45）年に 7.1%，

I
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提供される医療・介護サービスとの円滑な連携が強く望まれており，そこで重要となるの

が入院時から退院後の療養生活を視野に入れた退院支援である。ここでの退院支援とは，

個人およびその家族の意向に沿った退院後の療養生活の安定を保障するために，患者・家

族へのケア・教育的支援，必要な社会資源の活用への支援を行うことを意味する。

2 個人・家族の退院後の療養生活に向けた退院支援プログラムの確実な実施

　退院後の療養生活に向けた退院支援の具体的な取り組みとしては，入院前の生活を把握

し，退院後の生活状況を判断する入院時アセスメントを行い，そのアセスメントに基づき

退院後の療養生活に向けた計画的準備のための退院支援計画を立案する。そして退院後の

生活に向けて多職種で退院時目標を検討・共有するために，多職種参加の入院時カンファ

レンスを行い，看護職間で入院時カンファレンスの内容を共有し，退院支援計画実現のた

めに定期的な退院支援カンファレンスを行う。そして，退院後の生活を見通して個人・家

族への具体的なケアや自己管理に向けた教育支援を行う。看護師が，リハビリテーション

スタッフなどと共に退院前に自宅を訪問して療養環境を把握し評価する退院前訪問や，本

人が実際に自宅に試験外泊し，在宅で生活してみることで，在宅での生活における具体的

な課題が明確となり，課題解決に向けた具体的なケアにつながる。また，退院後の療養生

活の安心・安定に向け，本人・家族，院内および地域の専門職が参加する退院前カンファ

レンスにより，本人・家族の意向に沿った療養生活に向けた社会資源の活用なども検討す

る。そして，退院後の生活状況を把握し，必要時支援を行う退院後訪問や外来との連携，

地域の専門職との連携なども重要となる。それらの取り組みを含む，入院時から退院時ま

での流れを示した退院支援プログラムを図 2-1に示す。退院支援プログラムが共有され，

取り組みが確実に実践されれば，個人・家族の意向に沿った療養生活に移行することが可

能となる。

3 退院後の生活を視野に入れた入院時アセスメントの確実な実施

　入院時アセスメントを確実に実施するには，退院支援が必要な個人の把握と，本人が必

要とする支援を判断するアセスメントが必要となる。そして，その確実な実施のために，

多くの医療機関では退院支援スクリーニングシートなどのアセスメント用紙が活用されて

いる。スクリーニングシートには，入院時の主疾患名，入院形態（緊急入院，再入院など），

ADL，入院前の ADL，医療処置，家族構成，介護力，介護保険申請状況・要介護度，社

会資源の活用状況などの項目がある。その活用により入院時早期に情報収集が行われ，病

棟での退院支援の必要性，退院調整看護師との協働による退院支援の必要性が判断され，

地域の専門職とのサービス調整が予測される場合は，早期より退院調整看護師の支援が依

頼される。

　入院時アセスメントを確実に実施することにより，退院後の生活は個人・家族の入院前

の生活が基盤となることや，個人・家族を生活者としてとらえ，その意思決定に基づき支

族に対して在宅における療養上の指導を行った場合に「退院後訪問指導料」（退院後 1か月

以内，5回まで）が新設され，算定できるようになった。さらに，在宅療養を担う訪問看護

ステーションまたはほかの保険医療機関の看護師などと同行し，指導を行った場合には「訪

問看護同行加算」（退院後 1回に限る）も新設され，加算が可能になった。そのことは，慢

性期にある人が医療依存度の高いまま退院する場合にも，医療機関の看護職と在宅療養を

担う看護職が円滑に連携しながら慢性期にある療養者を支援できる体制が整備されてきた

といえる 3）。

慢性期にある人への退院支援の充実

■■ 1.  慢性期にある人の退院後の療養生活を視野に入れた 
退院支援の方法

　慢性期にある人の退院支援においては，まずは個人・家族を生活者としてとらえ，退院

支援におけるニーズを明確にする必要がある。在院日数が短縮化されたなかで，個人・家

族の退院後の療養生活の安心・安定を保障するためには，入院早期から入院前の生活状況

を把握し，退院後の生活を視野に入れて，個人・家族の意向を確認しながら計画的にケア・

教育支援に取り組むことが求められる。

1 退院支援とは

　医療機関完結型から地域完結型へと移行された医療提供体制のなかで，慢性期にある

人々は病気や障害をもちながらも，自身の望む場所で，望む生活が送りたいとの意向をも

つ。在院日数が短縮化され，限られた入院期間のなかで，入院中の療養生活から在宅療養

へと移行するには，入院時から退院後の生活を視野に入れた療養生活上の支援や，在宅で

B

表2-1 退院支援加算の算定条件と施設基準

退院支援加算 1
退院支援加算 2

（現在の退院調整加算と同要件）

退院困難な患者の早期抽出 3日以内に退院困難な患者を抽出 7日以内に退院困難な患者を抽出

入院早期の患者・家族との面談 7日以内に患者・家族と面談 できるだけ早期に患者・家族と
面談

多職種によるカンファレンスの実施 7日以内にカンファレンスを実施 カンファレンスを実施
退院調整部門の設置 専従 1名（看護師又は社会福祉士） 専従 1名（看護師又は社会福祉士）

病棟への退院支援職員の配置 退院支援業務等に専従する職員
を病棟に配置（2病棟に 1名以上）

医療機関間の顔の見える連携の構築
連携する医療機関等（20か所以上）

の職員と定期的な面会を実施（3

回／年以上）

介護保険サービスとの連携 介護支援専門員との連携実績
出典／厚生労働省：平成 28年度診療報酬改定の概要．
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表2-3 回復期リハビリテーション病棟入院の要件（疾患・発症からの期間・入院期間）

疾患 発症から入院
までの期間

病棟に入院
できる期間

1

脳血管疾患，脊髄損傷，頭部外傷，くも膜下出血のシャント手術後，
脳腫瘍，脳炎，急性脳症，脊髄炎，多発性神経炎，多発性硬化症，腕
神経叢損傷等の発症又は手術後，義肢装着訓練を要する状態 2ヶ月以内

150日

高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害，重度の頸髄損傷及び頭部外
傷を含む多部位外傷 180日

2
大腿骨，骨盤，脊椎，股関節もしくは膝関節の骨折又は二肢以上の多
発骨折の発症後，又は手術後の状態 2ヶ月以内 90日

3
外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており，
手術後または発症後の状態 2ヶ月以内 90日

4
大腿骨，骨盤，脊椎，股関節又は膝関節の神経，筋又は靱帯損傷後の
状態 1ヶ月以内 60日

5 股関節又は膝関節の置換術後の状態 1ヶ月以内 90日
出典／回復期リハビリテーション病棟協会ホームページ：http://www.rehabili.jp/visitor.html（最終アクセス日：2017/9/2）

2 回復期リハビリテーション病棟から在宅への移行に向けた支援

　個人・家族の意思決定に沿った退院後の生活を視野に入れた支援においては，まずは回

復期リハビリテーション病棟に転入（入院）する人やその家族の特徴を理解する必要があ

る。たとえば，脳神経疾患の人は，急激な発症によって運動障害や感覚障害をもつ場合や，

言語障害，構音障害，嚥下障害，記憶や注意などの障害である高次脳機能障害，自律神経

障害などをもつことになり，また，慢性疾患が急性増悪した人は，安静臥床によって廃用

症候群（筋萎縮，関節拘縮，心機能低下，起立性低血圧，誤嚥性肺炎，褥瘡，うつ状態など）が起こる。

これら機能障害や活動制限によって食事や排泄，移動，更衣，保清などの ADLの低下が

起こる。同時に，急激な発症や受傷による喪失感，抑うつ，意欲低下など，精神活動の低

下も起こる。また，本人の発症によって生活が一変した家族も，同様に現状が受け入れら

れない状況となる。

❶ 入院時アセスメント
　医療管理の視点として病状経過・治療，現在の病態，機能障害の状況，医療処置などを

表2-2 回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象

❶  脳血管疾患，脊髄損傷，頭部外傷，くも膜下出血のシャント手術後，脳腫瘍，脳炎，急性脳症，脊
髄炎，多発性神経炎，多発性硬化症， 腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後又は義肢装着訓練を
要する状態

❷  大腿骨，骨盤，脊椎，股関節若しくは膝関節の骨折又は膝関節の骨折又は 2肢以上の多発骨折の発
症後又は手術後の状態
❸ 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており，手術後又は発症後の状態 
❹ 大腿骨，骨盤，脊椎，股関節又は膝関節の神経，筋又は靱帯損傷後の状態
❺ 股関節又は膝関節の置換術後の状態

出典／ 厚生労働省ホームページ：www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryoyuka/0000105860.pdf
（最終アクセス日：2017/9/2）

関から地域に移行する場合に必要な退院支援としての看護に焦点を当てて説明する。

　慢性期にある人の病状が変化し，医療依存度が変化するなかで，療養の場が変わっても

必要な支援が継続される体制が必要となる。そこで，ここでは具体的に回復期リハビリテー

ション病棟から在宅療養への移行，地域包括ケア病棟から在宅療養への移行，在宅療養（外

来通院・訪問看護）から急性期病棟（急性増悪時）への移行に向けた看護について示す。

回復期リハビリテーション病棟から在宅療養への移行に向
けた支援

　脳血管疾患の発症により片麻痺や高次脳機能障害などの障害が残る場合や，慢性疾患の

急性増悪により床上の生活が長期化したことで廃用症候群を併発する場合などは，大幅な

生活の変化が余儀なくされる。そのなかでも早期から集中的なリハビリテーションを行う

ことで，身体機能の向上がみられ，ADLの低下も最小限に抑えられ，その人の望む生き

方の実現が可能となる。そのため，急性期症状が安定した早期の段階で，回復期リハビリ

テーション病棟に転入（または入院）し，本人・家族の意向に沿った退院後の生活に向けた

支援が行われることも多い。そこで，慢性期にある人の回復期リハビリテーション病棟か

ら在宅療養へ移行する場合の退院支援について次に述べる。

■■ 1. 回復期リハビリテーション病棟における退院支援

1 回復期リハビリテーション病棟の入院対象者

　2000（平成 12）年の診療報酬改定においては，医療保険制度の抜本改革の一環として医

療の質向上と効率化を図るため診療報酬体系が見直された。そのなかで，患者サービスの

向上として回復期リハビリテーションの充実のため，特症入院料として回復期リハビリ

テーション病棟入院料が新設された。回復期リハビリテーション病棟は，脳血管疾患や大

腿骨頸部骨折等の人を対象として，多くの医療専門職がチームを組んで集中的なリハビリ

テーションと医学的管理を行い，ADL の向上により寝たきりを防止し，自宅や社会に復

帰することを目的とした病棟である。回復期リハビリテーション病棟の入院対象者は，脳

血管疾患や脊髄損傷などの発症または手術後 2か月以内，大腿骨骨折，膝関節内骨折，脊

椎骨折または骨盤骨折，2肢以上の多発骨折の発症後または手術後 2か月以内，外科手術

または肺炎（など）の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており，発症後または

手術後 2か月以内，大腿，骨盤，脊椎などの神経，筋，靱帯の損傷後 1か月以内，人工

膝関節，人工股関節の置換術後 1か月以内などの人である。疾病，受傷部位，発症からの

時間経過により身体機能や ADLの改善が見込める期間が予測できるため，各疾患により

発症から入院までの期間や，回復期リハビリテーション病棟に入院できる期間もそれぞれ

定められている（表 2-2，3）。

A
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❹ 退院前訪問指導
　回復期リハビリテーション病棟における退院前訪問指導は，理学療法士や看護師などが

本人と共に居宅に出向き，在宅療養に合わせた具体的な支援や，手すりなどの福祉用具の

必要性の検討を行う。そして，たとえば，家に段差がある場合は，段差に対応できるよう，

その後のリハビリテーションに階段の昇降を取り入れるなど，退院に向けた具体的な支援

につなげる。

❺ 退院前カンファレンス
　退院前に本人・家族，院内の多職種（病棟看護師，退院調整看護師，医師，理学療法士，作業療

法士，言語聴覚士，薬剤師，MSW，栄養士など），地域の関連職種（在宅支援診療所医師，訪問看護師，

ケアマネジャー，通所介護の看護職など）が参加して，カンファレンスを行い，退院後の多職

種による具体的な支援体制について検討する。たとえば退院後の診療体制としてかかりつ

け医にも参加してもらい，医療の継続を図る。また退院後の療養生活に向けた準備状況を

共有し，社会資源の活用を含め，本人・家族の不安に対応できるように，具体的な検討を

行う。訪問看護を利用する場合には，訪問看護師と共に療養指導の内容を共有し，在宅療

養でのケアの継続を依頼する。

　そして，退院時には，本人・家族の退院に向けた準備を再度確認し，看護サマリーを記

載してケアの継続を依頼する。

　回復期リハビリテーション病棟における退院支援では，個人を生活者ととらえ，発症・

受傷後の病気や障害をもちながらの生活を再構築する支援が求められる。その全過程にお

いて，個人の尊厳を尊重し，本人の意思決定に従い，その人の可能性を信じ，寄り添いな

がら自立を目指す支援が重要となる。

地域包括ケア病棟から在宅療養（外来通院・訪問看護）への 
移行に向けた支援

■■ 1. 地域包括ケア病棟とは
　地域包括ケアシステムのなかで「医療」を担う医療機関としては，急性期から円滑な在

宅移行を図るための退院支援の充実が求められる。また，医療依存度の高い高齢者が地域

で生活が続けられるよう，急性増悪した場合に緊急入院を受け入れる機能が求められる。

そこで，2014（平成 26）年度の診療報酬改定では，急性期後の受け入れ，在宅復帰支援，

在宅からの入院受け入れの後方機能を担う「亜急性期等」の充実を図るために，地域包括

ケア病棟入院料（入院医療管理料）が新たに創設され，医療機関では地域包括ケア病棟とし

てその機能・役割を果たしている 9）。

B

急性期病棟療養時の情報も含めて情報収集し，今後の病状予測も含めてアセスメントする

必要がある。また，生活状況の把握としては，急性期病棟入院前の生活や社会活動の状況，

家族構成，社会資源の利用状況，急性期病棟入院後の ADLを情報収集し，入院時の ADL

を評価する。また，本人・家族と面談を行い，本人・家族の思いや退院後の生活に向けた

意向などを聴き，本人・家族の意向に沿った退院後の生活に向け包括的にアセスメントす

る必要がある。

❷ 入院時カンファレンス
　多職種チームの協働による支援として，入院時初期に本人・家族，多職種参加のカンファ

レンスを開催する。医師から，病状や今後の病状管理についての説明が行われた後，本人・

家族の意向を踏まえながら退院時までのリハビリテーションの目標を設定し，各職種の支

援目標についても検討する。その際，家族に居宅の写真などを持参してもらい，具体的な

構造も念頭に置き，住宅改修の必要性も含めて検討する必要がある。

❸ 退院後の生活を視野に入れた本人・家族への支援
　看護職は病状管理を行いながら，本人の退院後の ADL向上に向けた支援，医療的管理・

服薬管理などの自己管理に向けた療養指導，本人への心理的サポート，家族への療養指導・

不安への対応などを行う。

　脳血管疾患などの場合，急性期症状は治まり病状は安定していても再発のリスクは高い

状態であるため，異常の早期発見のためのバイタルサインの管理や観察は重要である。

ADLの支援では，入院中の生活支援からリハビリスタッフと協働しながら，退院後の生

活を見据えた支援が必要となる。たとえば，排泄自立に向けた支援では，自宅のトイレま

での距離を考慮に入れた移動動作や，排泄行動のズボンの上げ下げができるような動作の

確立など，具体的な支援が求められる。自立に向け支援するなかでも身体機能障害による

転倒のリスクがあるため，見守りも重要な支援となる。

　身体機能障害の部位や程度により，療養指導の内容は異なるが，本人自身の療養生活の

自己管理に向けた支援や，自己管理が難しい場合は家族への療養指導も計画的に進める必

要がある。また，退院後の生活環境の整備に向けて，退院調整看護師，MSW，ケアマネ

ジャーなどと情報交換しながら進める必要がある。

　また，本人は急激な発症・受傷による機能障害や，ボディイメージの変化などを受け入

れられていないとも考えられる。そこで，まずは本人の思いを十分に聴き，自分の言葉で

語ることによって，自らの今の病状やそれに対する自身の思いに気づけるように支援する。

そして今の療養生活上の不安や，先行きに対する不安の表出ができる機会を複数回もつこ

とが重要である。そうすることで，本人は心理的に揺れ動きながらも，少しずつ退院後の

生活に向け考えることができるようになる。看護職は，揺れ動く思いに寄り添いながら，

本人の意思決定を促す支援を行う必要がある。本人同様に，家族も本人の病状や今後の生

活についての不安を抱えているため，その家族の思いを聴き不安を表出する機会や，退院

後の生活に向けた意向の確認を行う必要がある。
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慢性期にある人の療養支援における 
多職種連携と看護の役割

慢性期にある人の療養生活にかかわる多職種

　慢性期にある人が，病気や障害をもちながら意思決定に沿った生活を送るためには，多

職種による支援を必要とする。機能障害の回復，慢性疾患の症状の安定に向け，院内の多

職種としては病棟看護師，退院調整看護師，外来看護師，医師，理学療法士（PT），作業

療法士（OT），言語聴覚士（ST），MSW，薬剤師，栄養士などがかかわり，退院後の療養

生活を視野に入れた支援を行う。また，地域での療養生活を支援する多職種として，訪問

看護師，保健師，訪問介護士（介護福祉士），介護支援相談員（ケアマネジャー），訪問リハビ

リテーション担当者（PT，OT，ST），在宅医，歯科医，歯科衛生士，薬剤師，通所施設看

護師，市町村福祉担当者などがかかわり支援している。

多職種連携の必要性

　慢性期にある人の退院支援においては，看護職の支援のみで完結されるものではなく，

本人・家族を中心に，多職種が連携・協働し，チームで支援する必要があり，医療機関内，

および地域の複数の専門職がお互いの専門性を発揮しながら力を合わせて目標に向かって

取り組むことが求められる。

　退院支援は，入院早期より多職種参加のカンファレンスが開催されることによって，本

人・家族を中心としたチームが組まれ，意思決定を支援しながら，退院時の目標や退院後

の望む生活に向けて，専門職が協働で専門性を生かして取り組むことが求められる。

　また，7対 1看護配置の急性期病棟での在宅復帰率が 75%以上となり，入院日数がま

すます短縮されている現状では，慢性期にある人の急性増悪による入院であっても急性期

症状の軽減と同時に地域包括ケア病棟，回復期リハビリテーション病棟へと治療・療養の

場を移す場合が多い。また，退院に向けて退院調整看護師の支援を得る場合や，当該医療

機関の外来で治療を継続する場合も多くあり，退院後の療養生活では訪問看護師などの支

援を受けることも多い。そこで重要となるのは看護職間の連携・協働である。生活者の視

点でとらえた看護サマリーなどの活用や，急性期病棟看護師，地域包括ケア病棟（もしく

は回復期リハビリテーション病棟）看護師，退院調整看護師，外来看護師，訪問看護師参加の

カンファレンスなどの機会をもち，情報共有のみでなく本人・家族の望む療養生活に向け

て検討することが重要であるといえる。

III

A

B

活を視野に入れた支援につながる。

　近年の外来部門においては，看護相談室などの充実が図られ，慢性期領域におけるこの

ような相談室では，慢性看護専門看護師，糖尿病看護認定看護師，慢性呼吸器疾患看護認

定看護師あるいは慢性心不全看護認定看護師等の資格を有する看護師が，対象の日常生活

の状況を踏まえて，継続的な支援を提供していることが多い。急性増悪などで外来を受診

し，急性期病棟に入院となるような場合は，これらのリソースナースが中核となって，個々

の身体的・心理社会的状況に関する情報を十分に統合しながら，外来看護と病棟看護等を

繫ぐことで，急性期における生命維持のための治療や症状緩和，および回復期における意

思決定と治療継続，さらには退院後の生活を視野に入れた長軸的支援が可能となる。特に，

急性増悪期においては，家族の不安が増強している場合が多いため，必要な説明を行うな

ど，十分にケアを提供する。

■■ 2. 訪問看護から急性期病棟へのケアの継続
　慢性疾患や障害をもちながら在宅で療養生活を送るうえで，訪問看護の果たす役割は大

きい。訪問看護では，慢性期にある人を患者ではなくサービス利用者ととらえ，利用者の

希望どおりの療養生活や家族の介護生活が支障なく送れるよう，利用者と家族それぞれの

生活の質の向上を目指して，看護サービスを提供している。

　また，地域包括ケアシステムのなかで在宅医療を推進するため，2014（平成 26）年度の

診療報酬改定において，常勤の看護職員を 5人以上または 7人以上配置する機能強化型訪

問看護ステーションが創設された。機能強化型訪問看護ステーションに求められる機能は，
① 24時間対応体制により安定的にサービスが提供されること，②在宅でのターミナルケ

アに対応できること，③重症度の高い利用者に対応できることなどがある。また，居宅介

護支援事業所をステーションと同じ敷地内に設置すること，医療ニーズの高い利用者のケ

アプランを策定していることが要件になっていることから，医療・介護ニーズを併せ持つ

利用者に対応できる 11）。

　医療依存度が高い状態で退院した人は，在宅療養のなかで人工呼吸器装着中の呼吸状態

の悪化，心不全の悪化，誤嚥性肺炎，褥瘡の悪化，糖尿病の合併症などの急性増悪により，

急性期病棟への緊急入院が必要となる。24時間対応の体制をとる訪問看護ステーション

であれば，本人・家族から訪問看護師に連絡が入り，訪問看護師・在宅医の判断により救

急搬送され入院となることもある。入院中に訪問看護師が急性期病棟に出向いて，病棟看

護師に在宅での療養生活の状況が情報提供され，退院後の療養生活を視野に入れたケアが

検討されると，退院後もケアが継続される。

　また，在宅からの入院では，要介護状態で医療依存度の高い利用者（要介護者）の家族

に対するレスパイトケアとして病院に入院する場合がある。レスパイトケアとは介護者が

介護から一時的に解放されることにより，家族の介護負担の軽減を目指すものであり，地

域包括ケア病棟はその入院受け入れの役割を担う。
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と協働しながらの療養生活の支援体制を構築する，④本人と共に療養生活を支える家族を

支援することなどが求められ，それらの利用者ニーズを基盤に，慢性期にある人の望む療

養生活を継続的に支援することが看護職の役割と考える。

慢性期看護で用いられる理論

危機理論（クライシス理論）

　慢性の病いと共に生きる人とその家族は，長い行路の過程で危機に直面することがある。

それは，生涯にわたる療養の必要性や進行性の病気の告知を受けること，安定していた病

状の悪化や長い療養生活の末に死と向き合うときなど，様々な状況が考えられる。危機理

論を学ぶことは，本人や家族が置かれている状況や問題を深く理解し，苦悩に直面してい

る本人や家族に対する支援の手がかりを得ることにつながる。

■■ 1. 危機状態とは
　ジェラルド・キャプラン（Caplan, G.）は，危機を「人生における重要な目的が達成され

るのを妨げられる事態に直面したとき，習慣的な課題解決方法をまず初めに用いてその事

態を回避しようとするが，それでも克服することができない結果発生する状態」13）と定

義している。そして，危機とは不安の強い状態で，喪失に対する脅威を感じるとき，ある

いは喪失という困難に直面してそれに対処するには自分のレパートリーが不十分で，その

ストレスへの対処としてすぐに使える方法をもっていないときに経験するものであると説

明している。つまり，人は大切な何かを失うかもしれない，または，すでに失うという困

難な出来事に直面したとき，これまで安定していた心の状態が大きく揺さぶられる。ただ，

この段階ですべての人が危機に陥るわけではなく，これまでの人生で培ってきた問題解決

方法を駆使して心のバランスを保とうとする。そして，これまでの方法で問題が解決され

るときは，危機を回避することができるが，その人が有している解決方法のレパートリー

が不十分な場合は，状況が改善されず，万策尽きて危機状態に陥るのである（図 2-2）14）。

　危機状態に陥ると，しばらくの間は混乱と動揺の時期が続く。危機状態に陥っている人

は，不安，恐れ，怒り，悲しみ，無気力，それに伴う抑うつなどの心理的反応や，食欲不

振，不眠，また動悸や過呼吸などの身体反応を示し，思考が混乱し判断することが困難と

なる。このような混乱と動揺のただなかで，人はこれまでに使ったことがない新しい対処

方法を用いながら状況の打開を試み，不安定な状況から脱却して心の平衡を取り戻そうと

する。これは，からだのホメオスタシス（恒常性）と同様に，人の心の状態においても恒

常性を保とうとする働きが備わっているからである。また，危機状況にある人は，これま

IV

A

社会資源の活用

　慢性期にある人とその家族が，病気や障害をもちながらも自身の意向に沿った療養生活

を送るためには，多方面から多様なサポートが必要となる。看護職は本人・家族の療養生

活の安心・安定に向けた適切な社会資源が利用できるよう支援する必要がある。

　社会資源とは，「生活上の諸要求の充足や問題解決を目的として利用できる各種の制度・

施設・機関・団体および人々の知識・技術などの物的人的諸要素の総称である」12）。社会

資源には，行政，社会福祉法人，医療法人，企業などの，公的機関や専門職による制度に

基づく支援であるフォーマルサービスと，家族，近隣，友人，民生委員，ボランティアな

どの，制度に基づかないインフォーマルサービスがある。中間的なものとして，非営利団

体（NPO）や地域団体などの組織も含まれる。慢性期にある人・家族の療養生活に関連す

る社会資源として，主に介護保険法に基づくサービス，障害者総合支援法に基づくサービ

スなどがある。

慢性期にある人の療養支援における看護の役割

　慢性期にある人の病気の慢性状況が，病みの軌跡で示された前軌跡期，軌跡発現期，ク

ライシス期，急性期，安定期，不安定期，下降期，立ち直り期，および臨死期とよばれる

それぞれの局面を移行していくなかで，慢性期看護の場やその役割も変化する。したがっ

て療養支援においてはその人がどの局面を移行しているのかを判断することが重要であ

る。そして個人を病気の悪化や障害をもつことによる急激な変化で揺れ動く思いをもち，

変化の可能性をもつ生活者としてとらえることが重要である。看護職は本人の病態を理解

し，入院前の生活状況も把握したうえで，生活上の変化を的確に判断し，現状に合わせた

生活の編みなおしへの支援を行う必要がある。その際には，退院後の生活に向けた本人・

家族の意思，退院後の環境整備の必要性などを把握し，家族背景や社会資源の活用なども

含めた包括的なアセスメントを行い，その後の生活に向けた意思決定を支援することが重

要である。それは，慢性期にある人を，過去の経験をもち，そこから今の考え方や生き方

につながり，今後の自分の生き方についても意思決定しながら生きていく一人ひとりの存

在ととらえることでもある。

　入院期間は，人生の一部分であるが，病気や障害により変化した生活に適応するための

支援は，その後の本人・家族の人生に大きく影響する。それゆえ，個々の看護職が入院時

から退院後の療養生活を視野に入れた退院支援の重要性を理解し，個人を生活者ととらえ，

常に思いを聴きながら寄り添い，病気をもちながらの生活の編み直しに向けて支援するこ

とが重要である。具体的には，①個人の尊厳を尊重し，意思決定への支援を行う，②自身

の意思決定に沿った安定した療養生活が送れるよう生活の編み直しを支援する，③多職種

C

D

第２章.indd   42-43 2017/11/02   11:44:23

sample

本PDFは2017年10制作中の内容となるため，一部内容が変更になることがございます。 
あらかじめ，ご了承ください。

1747
テキストボックス
第2章Ⅲ「慢性期にある人の療養支援における多職種連携と看護の役割」　終わり



第 3章　慢性期看護の展開076 077Ⅰ　健康学習支援を中心とした看護の一般的展開

慢
性
期
看
護
の

展
開

3

算の意味について理解し，計算のしかたを考え，用いることができるように，教師は教育

している。学習者である子どもたちは，そのような教育を段階的に，どちらかというと受

動的に受ける。

2 アンドラゴジー

　1920年代になると，成人への教育が組織化され始め，ペダゴジー的な教育方法だけで

は十分でないことがわかってきた。特に，社会の変化は速く，獲得した知識もすぐに使え

ないものとなってしまうことがある。知識の伝達だけが教育として重要なのではなく，子

どもでも成人でも，学習者が学び方を学習できることが求められるようになった。

　その後，成人教育の理論化に取り組んだマルカム・S・ノールズ（Knowles, M. S.）は，

アンドラゴジーについて「成人の学習を援助する技術と科学」と定義し，アンドラゴジー

が学習者の特性に関してペダゴジーとは異なる次の 4つの考え方から成り立つことを示し

た（表 3-1）。

　そして，4つの考え方は，人間が成熟するにつれて，次のように変化していくと考えら

れている2）。

　これらの考え方について，慢性期にある成人と家族を視野に入れて，もう少し説明しよ

う。

❶ 学習者の概念
　人は成熟するにつれて，自分で物事を把握・判断し，自己の行動を決定し，行動の結果

を理解できる自己をもつようになる。また，自身の生活について，自身で管理できると認

識するようになる。

　慢性期にある成人と家族について考えてみると，彼らは自身の疾病について知り，治療

や現在の生活の良し悪しについて判断し，「自分はこのように行動し生活を組み直そう」

と決め，その後，再編成した生活を評価することができる力をもつということである。

❷ 学習者の経験の役割
　人は成熟するにつれて，自分のこれまでの経験から自己を確立するとともに，自分のこ

れまでの経験が活用され，その価値が認められることを望む。成人の豊かな経験は，他者

の学習のために貢献できると考えられ，成人は学習への豊かな資源となる。

　慢性期にある成人と家族も，すでにこれまでの経験から自己を確立していると考えられ，

その価値を認められる学習支援を受けることを望むであろう。また，同じような疾病をも

❶ 自己概念は，依存的なパーソナリティのものから，自己決定的な人間のものになっていく。
❷ 人はますます経験を蓄積するようになるが，これが学習への極めて豊かな資源になっていく。
❸学習へのレディネス（準備状態）は，ますます社会的役割の発達課題に向けられていく。
❹ 時間的見通しは，知識のあとになってからの応用というものから応用の即時性へと変化していく。
そしてそれゆえ，学習への方向づけは，教科中心的なものから課題達成（performance）中心的なも
のへと変化していく。

健康学習支援を中心とした看護の 
一般的展開

健康学習支援とは

　慢性期にある人と家族は，自身の疾病や合併症の予防，セルフマネジメントの方法など，

健康について学習する機会を多くもつ。健康について学習することで，疾病や治療につい

て主体的に考えたり，必要な生活調整をしたり，自身が必要と考える様々な機関に相談を

求めたりすることができるようになり，自身の生活・人生を前向きに再編成していくこと

につながる。また，慢性期にある人は，慢性期であるがゆえに，病気が好転・悪化するた

びに生活を再編成し直さなければならないことも多く，そのつど学習が必要となる。

　慢性期にある人と家族の学習を支援する者は，看護師や保健師といった看護職のほか，

医師，薬剤師，管理栄養士など多くの専門職である。看護職は，ほかの専門職と協力・連

携しながら，慢性期にある人と家族が健康について学習するのを支援する。

■■ 1. アンドラゴジーとペダゴジー
　慢性期にある人と家族に対する健康学習支援のための重要な視点はいくつかある。アン

ドラゴジー（andragogy）とペダゴジー（pedagogy）はそのうちの一つとしてあげられる。

アンドラゴジーは，ギリシャ語の「成人」を意味する anerと「指導」を意味する agogus

に基づくものであり，ペダゴジーは「子ども」を意味する paidと「指導」を意味する

agogusに基づくものである。

　成人教育（成人教育学）とも訳されるアンドラゴジーは，1960年代頃から世界中の文献

に登場した成人である学習者の特性を重要な考え方とした教育であり，伝統的な教育であ

る，主に知識や技能の伝達を目的としたペダゴジー（子どもを対象とした教育［学］とも訳され

る）とは別のモデルであると考えられている。とはいえ，教育実践において，アンドラゴジー

は成人への教育，ペタゴジーは子どもへの教育に用いるというものではなく，学習者の年

齢に関係なく，その時々にふさわしいモデルを用いていくことが推奨される。慢性期にあ

る人と家族へ健康学習支援を行う際は，どちらも重要な視点となるであろう。

1 ペダゴジー

　ペダゴジーは「子どもを教える技術と科学」と定義1）される。私たちが小学校や中学校

で受けた教育を思い浮かべるとわかりやすいだろう。学校の教師には，子どもたちに対す

る教育への責任があり，「いつ」「何を」「どのように」教え，きちんと学ばせることがで

きたかを確認する。たとえば，学習指導要領に沿ってみると，小学 1年生は足し算，引き

I

A
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❹ 学習への方向づけ
　子どもは学習した内容をすぐに活用するというより，得た知識の多くを後に活用する。

しかし，成人は，現在の課題を達成させたい，現在困っている問題を解決したいという考

えで学習しているため，子どものように後に活用しようというものではない。そのため，

成人の学習者の学習への方向づけは，問題解決中心的な，あるいは課題達成中心的なもの

となる。

　慢性期にある成人と家族も，多くの場合，学習したいことは病いをもった現在の自分の

生活についてであることが多い。慢性期にある成人と家族の関心事に合わせた支援が求め

られる。

3 アンドラゴジーのプロセス

　前述した学習者の特性を前提とするアンドラゴジーは，ペダゴジーとは異なったプロセ

スとなる。ノールズは，アンドラゴジーのプロセスについて次のような段階を含んでいる

としている3）。

　アンドラゴジーにおける学習者の特性を踏まえると，成人には，子どもとは異なった学

習をするのにふさわしい環境や雰囲気が必要であることがわかる。自分がリラックスでき

る環境にいて，話しやすい雰囲気のなかでは，より自分の存在が認められていることを感

じ，学習しやすいであろう。

　同様に，成人にとっては，学習させられるという状況であることよりも，自分自身で学

習の必要性を自覚している関心事のほうが深く学習できるであろう。アンドラゴジーでは，

「自分は〇〇を学びたい」「〇〇を学ぶ必要がある」と学習者自身も学習ニーズの診断プロ

セスや学習の方向性を設定する段階，ニーズや方向性に基づいた学習計画の開発に参加す

ることが求められる。また，学習したことの評価についても，成人という学習者の特性を

踏まえると，他者に判断されるのではなく自己評価することが勧められている。

　慢性期にある人と家族の多くは，地域で生活を営んでいる「生活者」である。地域で自

分らしく生活するためには，生活者自身が自らの生活を見つめ直し，学習ニーズや健康問

題を導き出し，自ら決めた方向に向かっていくという，病気があっても自立・自律した生

活をすることを目指して学習する必要がある。

❶成人学習につながる雰囲気の創出
❷参加的学習計画のための組織構造の確立
❸学習のためのニーズの診断
❹学習（目標）の方向性の設定
❺学習活動計画の開発
❻学習活動の実施
❼学習ニーズの再診断（評価）

つ他者の経験から学ぶことは多いと考えられる。

❸ 学習へのレディネス
　レディネスとは，特定の学習に必要な知能，知識，技能などの準備状態の総称である。

子どもの発達課題とは異なり，成人期・高齢期の発達課題は労働者，配偶者，親としての

役割など，多様な社会的役割を担うことである。そのため，子どもから成人へと発達課題

が変化するにつれて，おのずと学習へのレディネスも社会的役割に向けたものへと変化し

ていく。

表3-1 ペダゴジーとアンドラゴジーの考え方の比較
項目 ペダゴジー アンドラゴジー

学習者の概念

学習者の役割は，はっきり依存的なもので
ある。教師は，何を，いつ，どのようにし
て学ぶか，あるいは学んだかどうかを決定
する強い責任をもつよう社会から期待され
ている。

人間が成長するにつれて，依存的状態から
自己決定性が増大していくのはしぜんなこ
とである。もちろん，個人差や生活状況に
よる差はみられるが。教師は，この変化を
促進し，高めるという責任をもつ。成人は，
特定の過渡的状況では，依存的であるかも
しれないが，一般的には，自己決定的であ
りたいという深い心理的ニーズをもってい
る。

学習者の経験
の役割

学習者が学習状況にもち込む経験は，あま
り価値をおかれない。それは，スタートポ
イントとして利用されるかもしれないが，
学習者が最も多く利用する経験は，教師や
教科書執筆者，視聴覚教材製作者，その他
専門家のそれである。それゆえ，教育にお
ける基本的技法は，伝達的手法である。講
義，割り当てられた読書，視聴覚教材の提
示など。

人間は，成長・発達するにつれて，経験の
貯えを蓄積するようになるが，これは，自
分自身および他者にとってのいっそう豊か
な学習資源となるのである。さらに，人び
とは，受動的に受け取った学習よりも，経
験から得た学習によりいっそうの意味を付
与する。それゆえ，教育における基本的技
法は，経験的手法である。実験室での実験，
討論，問題解決事例学習，シミュレーショ
ン法，フィールド経験など。

学習へのレデ
ィネス

社会からのプレッシャーが十分強ければ，
人びとは，社会（とくに学校）が学ぶべきだと
いうことをすべて学習しようとする。同年
齢の多くの人は，同じことを学ぶ準備があ
る。それゆえ，学習は，画一的で学習者に
段階ごとの進展がみられる，かなり標準化
されたカリキュラムのなかに組み込まれる
べきである。

現実生活の課題や問題によりうまく対処し
うる学習の必要性を実感したときに，人び
とは何かを学習しようとする。教育者は，
学習者が自らの「知への欲求」を発見する
ための条件をつくり，そのための道具や手
法を提供する責任をもつ。また，学習プロ
グラムは，生活への応用という点から組み
立てられ，学習者の学習へのレディネスに
そって，順序づけられるべきである。

学習への方向
づけ

学習者は，教育を教科内容を習得するプロ
セスとしてみる。彼らが理解することがら
の多くは，人生のもう少しあとになってか
ら有用となるものである。それゆえ，カリ
キュラムは，教科の論理にしたがった（古代
史から現代史へ，単純な数学・科学から複雑なものへ
など）教科の単元（コースなど）へと組織化さ
れるべきである。人びとは，学習への方向
づけにおいて，教科中心的である。

学習者は，教育を，自分の生活上の可能性
を十分開くような力を高めていくプロセス
としてみる。彼らは，今日得たあらゆる知
識や技能を，明日をより効果的に生きるた
めに応用できるよう望む。それゆえ，学習
経験は，能力開発の観点から組織化される
べきである。人びとは，学習への方向づけ
において，課題達成中心的である。

出典／ マルカム・ノールズ著，堀薫夫，三輪建二監訳：成人教育の現代的実践；ペダゴジーからアンドラゴジーへ，鳳書房，
2002，p.39．
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慢性閉塞性肺疾患（COPD）

疾患の概要

I

A

1．疾患概念

　慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary 

disease；COPD）は，たばこ煙を主とする有害物質
を長期に吸入曝露することで生じた，肺の炎症性
疾患である。呼吸機能検査で気流閉塞を示し，通
常は進行性である。気流閉塞は，末梢気道病変と
気腫性病変が様々な割合で複合的に作用すること
により起こる。COPDによる全身性の影響がみら
れる。つまり，COPD自体が肺以外にも全身性の
影響をもたらし，併存症を引き起こしている可能
性もある（全身併存症）。全身併存症には，全身性炎
症，栄養障害，骨格筋機能障害，心・血管疾患，
骨粗鬆症などがある。
　世界的に COPDの有病率や死亡率は高い。日
本では，2015（平成 27）年における死因の第 10
位である1）。

2．誘因・原因

•  危険因子には，外因性因子と内因性因子がある。
•  外因性因子：たばこ煙，大気汚染，受動喫煙，
職業上の粉塵や化学物質への曝露など

•  内因性因子：α1-アンチトリプシン欠損症など
•  病因：たばこ煙などの有害物質による気道や
肺の炎症反応が増強し，酸化ストレスおよび
過剰なプロテアーゼによって，炎症反応がさ
らに増強される。

3．病態生理

•  中枢気道，末梢気道，肺胞領域，肺血管に病変
がみられる。

•  中枢気道病変は喀痰症状，末梢気道および肺
胞領域病変は気流閉塞，肺血管病変は肺高血
圧症を引き起こす。

•  労作時呼吸困難の基本病態は，気流閉塞と動
的肺過膨張である。

4．症状・臨床所見

•  労作時呼吸困難（息切れ），慢性の咳や喀痰，喘
ぜん

鳴
めい

，体重減少，食欲不振など
•  身体所見：樽

たる

状胸郭，呼吸数増加，口すぼめ
呼吸＊，呼吸補助筋の肥厚，チアノーゼなど

•  触診：声音振
しん

盪
とう

の減弱，心尖拍動の触知困難
など

•  打診：過共鳴音（鼓音）
•  聴診：呼吸音の減弱，呼気延長など

5．検査・診断・分類

•  診断：気管支拡張薬吸入後のスパイロメトリー
で 1秒率（FEV1/FVC）が 70％未満で診断され
る。ただし，その他の気流閉塞をきたし得る
疾患を除外する。

•  気道可逆性の大きい COPD，可逆性の乏しい
難治性喘息，COPDと喘息が併存している症
例では，喘息との鑑別は困難である。

表4-1 COPDの病気分類
病期 定義

Ⅰ期 軽度の気流閉塞 ％FEV1≧ 80％
Ⅱ期 中等度の気流閉塞 50％≦％FEV1＜ 80％
Ⅲ期 高度の気流閉塞 30％≦％FEV1＜ 50％
Ⅳ期 きわめて高度の気流閉塞 ％FEV1＜ 30％

気管支拡張薬投与後の 1秒率（FEV1/FVC）70％未満が必須条件。
出典／ 日本呼吸器学会 COPDガイドライン第 4版作成委員会編：COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療のためのガイドラ

イン，第 4版，メディカルレビュー社，2013，p.30．

•  検査：①精密肺機能検査，②動脈血ガス分析，
③肺高分解能 CT検査，④肺換気・血流シン
チグラム，⑤運動負荷試験など

•  分類：病期分類には FEV1/FVCより予後因子
として有用である％ FEV1を用いる（表 4-1）。

6．治療

•  禁煙指導，薬物療法，呼吸リハビリテーショ
ン，酸素療法，換気補助療法，外科療法，併

存症に対する管理を加え，包括的に実施する。

7．予後

•  禁煙，インフルエンザワクチン，長期酸素療
法は生命予後を改善する。肺炎球菌ワクチン
接種は高齢者の肺炎の予防策であり，COPD
においても 65歳未満かつ%FEV140％未満
の人々に対しても肺炎発症予防になる2）。

Column 事例からCOPDイメージをとらえよう

　20～55歳まで 1日 20本の喫煙をしていた 60歳男性。ゴルフによく通っていた
が，プレー中や階段での息切れを感じたため，近医を受診し，スパイロメトリーを実
施し COPDと診断された。増悪のため 1週間ほど入院を経験し退院したものの，呼吸
困難があり，家に引きこもりがちの生活となる。1年前より労作時の在宅酸素療法が
開始されたが，入浴時や着衣時の息切れも出現してきた。本人は，「動くと苦しくなる
ので，どこにも行けないし，家族に頼らないと何もできない。情けない」と言い，抑
うつのような状態となっている。

COPDと共にある生活の理解とアセスメント

■■ 1. COPDと共にある生活の特性
　COPDの人々は，労作時呼吸困難から閉じこもりの生活のような身体非活動性に陥り

やすい。この身体非活動性は，身体機能の低下・失調を招き，社会的孤立，抑うつ，不安

などを伴いながら，さらに呼吸困難を起こす。このような悪循環のサイクルが，COPD

の生きづらさの大きな特徴といえる。また，COPD自体が肺以外にも全身性に影響を与

えていると考えられている。たとえば，全身性炎症，栄養障害，骨格筋機能障害，心・血

管疾患，骨粗鬆症，糖尿病，抑うつ，睡眠障害などである。これらを併発した場合，著し

く生活の質（quality of life；QOL）が低下することがあり，包括的な管理とそれに対する本

人および家族の対応が求められる。

B

＊  口すぼめ呼吸：口をすぼめてゆっくり息を吐くことによって，呼気では気道内圧が高まり気道が拡張し，気道閉塞
が緩和される。このため，COPDと診断されている人は無意識に口すぼめ呼吸を行っていることが多い。

第４章.indd   118-119 2017/11/07   9:26:13

sample

本PDFは2017年10制作中の内容となるため，一部内容が変更になることがございます。 
あらかじめ，ご了承ください。

1747
テキストボックス
第4章Ⅰ「慢性閉塞性肺疾患（COPD）」　始まり



第 4章　慢性期にある人・家族への看護120 121Ⅰ　慢性閉塞性肺疾患（COPD）

慢
性
期
に
あ
る
人
・

家
族
へ
の
看
護

4

■■ 2. 看護アセスメント

側
面

アセスメント項目
備考

中項目 小項目
○呼吸 •呼吸回数，深さ，リズム，パターン

•呼吸音
•呼吸困難（修正MRC ［mMRC；modified Medical 

Research Council］スケール（表 4-2），Borg CR-10

など），労作時呼吸困難
•口すぼめ呼吸
•咳嗽の有無と程度
•喀痰の有無と程度
•樽状胸郭
•呼吸補助筋の肥厚
•フーバー徴候（Hooverʼs sign）

•チアノーゼ
•ばち指
•右心不全の徴候（頸静脈怒張，肝腫大，下肢浮腫）
•肺性心＊の徴候（頸静脈怒張，足首の圧痕浮腫）
•肺の過膨張による心尖拍動の検出困難，肝臓
の下方移動と触知

•声音振盪の減弱
•打診での過共鳴音
•胸部単純 X線写真
•肺機能検査
•動脈血ガス分析
•心電図
•経皮的酸素飽和度
•フィールド歩行試験
•握力

•呼吸困難は予後を規定する因子で
あり，活動制限や健康関連QOLに
関与する最も重要な因子である3）。

身
体
的
側
面

○栄養 •食習慣，食事摂取量，食事摂取時の臨床症状
の有無

•体重（％標準体重，BMI）

•皮膚状態
•血清アルブミン
•安静時エネルギー消費量（REE）

•栄養障害を呈していることが多い。
•体重は COPDの生存期間に影響を
与える独立した因子とされ，適切
な栄養管理が行われれば，悪影響
はなくなると報告されている4）。

○排泄 •排泄回数・性状
•腹部膨満感
•腸蠕動音

•便秘に伴い横隔膜の可動性が抑制
されるため，呼吸困難が増強しや
すいと考えられる。また，排便時
の息こらえは息切れを自覚しやす
い動作の一つである5）。

○認知 •理解力
•記憶の程度
•聴力・視力

•認知障害の存在は見過ごされやす
いが，効果的患者教育の基本とな
るので長谷川式簡易知能評価スケ
ールなどでの評価が望ましい。

日
常
生
活
面

○  ADL（activities of 

daily living；日常生
活動作）

•現在の ADL
•本人および家族がどのような ADLを獲得し
たいのか

• ADLは呼吸困難などにより制限を
受ける。

側
面

アセスメント項目
備考

中項目 小項目

日
常
生
活
面

○健康関連QOL 疾患特異的な健康関連QOL尺度（CRQ ［Chronic 

Respiratory Disease Questionnaire］, SGRQ［St. 
Georgeʼs Respiratory Questionnaire］, CAT［COPD 
assessment test］）

• CATは簡便で，妥当性も評価され
ており，日常臨床も含めて広く使
用されている（図 4-1）6）。

○生活習慣 •起床時間，就寝時間，睡眠時間
•外出頻度
•趣味

•咳，痰，息切れの症状は起床から
2時間以内に多い。また，就寝中
も認められる7）。

○ 自己管理の実施
状況

•禁煙状況
•服薬管理
•手洗い
•ワクチン接種
•栄養摂取
•運動療法の実施

•インフルエンザワクチン接種は，
COPD増悪を減少させ，死亡率を
50％減少させるため，インフルエ
ンザワクチン接種が勧められる8）。

心
理
的
側
面

○心理 •不安の有無
•表情，言動，睡眠状態
•外出頻度，外出に対する思い

• COPDに罹患した人は高頻度に不
安や抑うつの精神症状を呈する9）。

• COPDの抑うつは，死亡率増加や
入院日数延長や喫煙の維持と関連
することが報告されている10）。

•息切れによる恐怖感で外出を控え
ていることが多い11）。

○ 疾患や治療に対
する思い

•本人や家族の疾患や治療における知識，希
望，受け止め

社
会
的
側
面

○住居形態 •トイレや浴室のタイプ，家の構造 •労作時呼吸困難を増強させる要因
がないかを把握する。

○地域環境 •居住地域の地域性や慣習 •訪問看護や在宅医療などのサービ
スの受け入れにかかわる。

○かかりつけ医 •かかりつけ医の有無
•病院や施設への通院環境

•増悪時の早期対応が重要であると
同時に，服薬アドヒアランスの維
持・向上に関連する。

○家族 •家族構成，家族の健康状態
•家庭内での役割
•家族のサポート体制

•呼吸困難を増悪させないために，
家族のサポートは必須である。

○職歴，職場環境 •就労状況
•受動喫煙，粉塵，化学物質などの外因性危険
因子の有無

•職場の協力体制

•病気になった後，仕事量は減少し，
在宅酸素・人工呼吸を実施してい
る場合は離職する割合が高く12），
構築したアイデンティティ喪失に
つながる可能性がある。

表4-2 修正MRCスケール
グレード
分類 あてはまるものにチェックしてください（1つだけ）

0 激しい運動をした時だけ息切れがある。 □
1 平坦な道を早足で歩く，あるいは緩やかな上り坂を歩く時に息切れがある。 □

2
息切れがあるので，同年代の人よりも平坦な道を歩くのが遅い，あるいは平坦な道を自
分のペースで歩いている時，息切れのために立ち止まることがある。 □

3 平坦な道を約 100m，あるいは数分歩くと息切れのために立ち止まる。 □
4 息切れがひどく家から出られない，あるいは衣服の着替えをする時にも息切れがある。 □

呼吸リハビリテーションの保険適用については，旧MRCのグレード 2以上，即ち上記mMRCのグレード 1以上となる。
出典／ 日本呼吸器学会 COPDガイドライン第 4版作成委員会編：COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療のためのガイドライ

ン，第 4版，メディカルレビュー社，2013，p.33．
＊  肺性心：COPDでは気流閉塞や低酸素血症の進行に伴って肺動脈圧が上昇し，肺高血圧症を合併する。持続的な肺
高血圧症は，右室の肥大・拡張を生じ肺性心となる。
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COPDと共に生きる人への看護介入

■■ 1. 看護の概要
　COPDの主要症状は呼吸困難，咳嗽，痰であり，日常生活に支障をきたし，身体非活

動性に陥り，身体機能の低下・失調を招き，社会的孤立，抑うつ，不安などを伴う。した

がって，看護介入は身体的・心理的・社会的側面からの全人的アプローチが求められる。

優先順位としては，身体非活動性に陥る原因となっている呼吸困難，咳嗽などの症状緩和

が最も優先度が高い。

■■ 2. 症状マネジメント

1 呼吸困難（息切れ）

❶ COPDの呼吸困難（息切れ）とは
　呼吸困難の原因には低酸素血症，気道抵抗増大，コンプライアンス低下など様々である

が，主観的な要素が含まれるため，疾患の重症度や動脈血ガス値などと必ずしも相関しな

い13）。肺機能障害による呼吸困難は活動性低下から身体機能の失調・低下を生み出し，呼

吸困難をさらに助長する。

❷ 呼吸困難軽減のための方法
　自己管理のための基本原則は，9つあげられている。ポイントは，息切れを起こす動作

を十分に認識して，呼吸困難を最小限にとどめる動作方法などを実施することにある（表

4-3）。呼吸困難軽減が期待できる方法として最も科学的根拠のある手技は，下肢を中心と

した運動療法である。この運動療法が効果を発揮する理由は，筋肉における乳酸産生の低

下によって換気需要が減少するためと考えられている14）。

　また，①呼吸の調整（口すぼめ呼吸，腹式呼吸，深呼吸，安楽な体位［ファウラー位かセミファウラー

C

■■ 3. 看護の目標
①疾患を抱えながら生活する際の障害となる問題点を明らかにする。
②自己効力感を高める。
③セルフモニタリングの重要性を伝え，気づきの能力を向上させる。
④達成できそうなプランを本人が立案できる。
⑤行動変容をサポートし，症状悪化の予防に必要な自己管理行動を維持する。

表4-3 呼吸困難の自己管理のための基本原則

❶息苦しくなる動作を理解する
❷息切れに慣れる
❸自ら呼吸を整えることを覚える
❹負担のかからない動作の工夫や要領を工夫する
❺ゆっくりと動作を行う
❻休息の取り方を工夫する
❼計画性を持った余裕のある生活リズムを確立する
❽低酸素血症が強い場合には適切な酸素吸入を行う
❾居住環境の整備，道具の利用

出典／ 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会呼吸リハビリテーション委員会，他編：呼吸リハビリテーションマニュアル；患
者教育の考え方と実践，照林社，2007，p.93．

出典／ CAT （COPD assessment test）
http://www.catestonline.org/images/pdfs/JapanCATest.pdf（最終アクセス日：2017/10/2）

図4-1 CAT  （COPD assessment test）
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