
緩和ケア
看護師だからできること

福島県立医科大学附属病院

緩和ケア認定看護師

大森あゆみ



皆さんの緩和ケアのイメージは？



緩和ケアの定義（WHO、2002）

緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面している
患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理・
社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なア
セスメントと対処（治療・処置）を行うことによって、苦しみ
を予防し、和らげることで、QOLを改善するアプローチであ
る。





診断時から治療と並行して生活する場で

治療



非薬物療法

・痛みの緩和の基本は鎮痛薬による薬物療法

・「全人的苦痛」に対応するためには、

痛みの閾値を高めるケア＝非薬物療法の併用が効果を高める

※痛みの閾値：痛い と認識される刺激の最低強度



痛みの閾値を上げる因子 痛みの閾値を下げる因子

痛みの感じ方に影響を与える因子

怒り 不安
抑うつ 不快感
深い悲しみ
不眠 孤独感

社会的地位の喪失
症状についての理解
不足

受容 睡眠
不安の減退
緊張感の緩和
創造的な活動
気分の高揚

他の症状の緩和
感情の発散
人とのふれあい

武田文和・的場元弘監訳：トワイクロス先生の緩和ケア
QOLを高める症状マネジメントとエンドオブライフ・ケア、P82、医学書院、2018



① 環境調整

・生活背景や価値観を知り、その人らしく過ごせるように整える

・普段から使い慣れたものの利用を促し、生活のしやすさを維持する

身の回りのものは手の届くところに配置できていますか？

・患者本人の症状に対する方略をたずね、その方略を取り入れた

マネジメントを行う

お家では、こういう時はどうしていましたか？



② 温もりを感じられるケア

・タッチング

患者さんの身体に触れること。非言語的コミュニケーション。

両者間に親和感がうまれ、悩みや不安を表出しやすくなる。

不安や悲しみを癒し、安心感が得られる。

・マッサージ：関節可動域の改善、筋緊張の緩和、

血行・リンパの流れ改善、リラクセーション効果

※触れられることを嫌がる患者さんやご家族もいるので確認を！



③ 温罨法・冷罨法

温罨法 : 皮膚の血行改善、血行改善に伴う発痛物質の排泄、

筋緊張や関節拘縮の軽減

冷罨法：血管収縮により代謝・酸素消費・腫脹・発痛物質・

乳酸の減少・炎症を抑える

＜乾性＞
•湯たんぽ、ホットパック、カイロ、電気あんか、電気毛布 など
＜湿性＞
•温湿布（湯で絞ったタオル）、温パップなど

湿性の温罨法は熱伝導率が高い



吸水シーツを使用した温罨法

ポリ袋
吸水
シーツ

テープ

②吸水した側を中に
して2つ折りする

③端の3か所をテープ
で止める

④ポリ袋に入れて電
子レンジで40秒～1分
加温する。

準備物品



タオルの温罨法

③ポリ袋に入れて電
子レンジで40秒～1分
加温する。

②タオルを濡らす
準備物品
タオル1本
ポリ袋



今日対応した患者さんを思い浮かべてみてください

患者さんは、どのような姿勢
で過ごしていましたか？

いつも同じ姿勢で過ごしていること
が多いですか？

その姿勢が安楽な姿勢であるか、尋ねたことはありますか？



④ ポジショニング

・身体を安定させその姿勢を保つ

・痛みの原因を作らない、予防的なケア
：褥瘡の予防、筋緊張の緩和と関節の拘縮予防、安楽とリラックス

・生活シーンに合わせ、リハビリスタッフへ相談しながら行う
：痛みを増強させない姿勢や移乗・移動方法、補助具の使用を検討



④ ポジショニング

ポイント
・患者さんの身体状態(浮腫、痩せ、骨突出、麻痺、ねじれ、
筋緊張の有無)を確認する

・適切なクッションやポジショニング枕(体圧分散用具)を使用する
ウレタンのような硬めの素材は土台に使用する。
体表面に接するところは形が変化しやすく身体にフィットするもの
を選択する

・なるべく広い面で身体を支え、局所に圧がかからないようにする



ポジショニングの工夫

四肢の浮腫 腹部膨満、腹水貯留
・浮腫のある患肢を10㎝程度挙上する。

・背部痛がある場合はリクライニングチェアの活用

・衣類の締め付け注意

・スキンケア（保湿）
も忘れずに！

・腹部の皮膚が伸展しているため、股関節を屈曲
した体位が安楽。

・身体とマットの隙間を作らず、隙間を埋めるよ
うに枕やクッションを使用する



ポジショニングの工夫

肛門や会陰部痛がある
座位や仰臥位臥床で圧迫により疼痛が増強する時
便座に座るのは苦痛でない
⇒円座やタオル類の活用

タオルを使って簡易の円座

準備物品
・タオルかバスタオルを2枚
・包帯か伸縮性のある紐 ①端を縛る

②縛った側から
2つ編みをする

③①のひもでもう１
つの端を縛る



⑤ 感覚を通して行うケア

芸術療法：ぬりえ、折り紙、粘土など
アロマセラピー：症状緩和、病院の環境改善、不安の軽減、

空気の清浄化、介護者の疲労やストレス軽減





おいくつの方が塗られたでしょうか？

事例①

まさか、これを
○○歳が塗ったとは
思わないだろう？



事例紹介①

A氏
• ７０歳代 男性

• 胃癌、肝転移、癌性腹膜炎

• 家族構成：娘家族と同居（２人暮らし）

娘はクリニックの医療事務

• １日の大半を前傾姿勢で過ごしている

• 趣味：野球



全人的苦痛

事例①

身体的苦痛

肩、腰部の疼痛
掻痒感
下肢浮腫
両足指のしびれ
倦怠感

精神的苦痛

不眠（昼夜逆転傾向）
抑うつ
孤独感

スピリチュアルペイン
家族のイベントに立ち会えないかもしれない
（ひ孫の誕生、孫の受験）

「何もすることがない」
「もう終わりだ」

社会的苦痛

自宅への外泊や退院が困難



本人・家族の希望により積極的治療中止

本人：家に帰りたい

娘：自宅は難しい

緩和ケア病棟への転院待機中、緩和ケアチームへ紹介

〈理由〉
①職場の連続する休暇取得が困難
②自宅へ他者が入ることへの抵抗感

家に居るっていう
のがいいんだ



全人的苦痛に対するケア

・身体的苦痛に対する治療

肩、腰部痛 ⇒ 筋膜リリース

不眠 ⇒ 眠剤の調整

倦怠感 ⇒ ステロイド剤

・気分転換・心地よいと感じられるケア

〇温罨法 〇マッサージ 〇アロマ芳香

・自己コントロール感を感じられるケア

①1人でできる
②色や図柄を選択できる
③達成感がある

塗り絵



塗り絵の効果 ～１人時間の充実～

「先生来るかな。
肩に注射して欲しいんだ」

「中途半端にできない性格。

明日までに仕上げる」

会話内容の変化

前傾姿勢

背筋が伸びる

肩、腰部痛
の軽減

生活リズム
が安定

テーブルの上に、塗り絵と色鉛筆を常備



塗り絵の効果 ～コミュニケーションの広がり～

「俺の塗り絵、欲しいって言われた」
「○○さんも大人の塗り絵やってるんだって」

塗り絵をきっかけとした

コミュニケーションの機会が増加

塗り絵の作業時間の増加

緩和ケア病棟転院後も塗り絵を継続



塗り絵の効果 ～個性の発揮～

独創的な作品を意識した色使いと工夫
作品を仕上げる達成感



塗り絵の効果 ～親子関係の改善～

A氏作

親子の会話の増加

外泊の実施

色鉛筆の購入
同じ図柄に挑戦

娘さん作



患者さんの作品



事例②

• B氏
• 30歳代 女性
• 子宮頸癌 左上腕骨転移、病的骨折 直腸膀胱膣瘻
家族構成：夫、子供2人（小学生、幼稚園生）

近隣に姉家族、実父が住んでいる
実母は本人が中学生のとき他界

• おしゃれが好き（お化粧・マニキュアなど）
• 友人が多い（入院中、がん友もできた）
• 本人の希望 ①食べたい ②家に帰りたい
• ネガティブな情報は知りたくない気持ちが強い



事例②

「知りたくない」への対応

• 主治医、病棟スタッフとのカンファレンス

⇒IC前にどのように話を進めるか多職種で相談

• 夫と姉に確認

⇒ 家族の総意：本人へ予後などネガティブな情報は伝えない

生命予後を知らなければ、今後の過ごし方を選択できないのでは？

体調には波があるんだよね？そうだよね？
悪いばっかりってわけじゃないよね？
普通に病気じゃない人だって具合が悪くなることはあるもんね？
大丈夫だよね？

本人



事例②

何ができるか？

• ⇒折り紙＋お手紙

• ⇒交換日記（書き込み絵本）

• ⇒陶土粘土で作業

ちょうど亡くなる1か月前…
⇒『家で留守番をしてくれている子供たちにプレゼントを作って渡そう』

時間が限られる中で彼女が希望を持ち、子供たちへ残せるものは？

このADLをいつまで保てるか？
子供たちの思う母親像は？



事例②

本人

子どもたちへのお土産は手紙でしょ…あと何にしようかなって思っていたから粘
土嬉しい。やろうやろう！！
息子は車が好きだから、ミニカーとかそういうのがいいかな。

（夫へ向けて）
箸置き2つ作ろうかと思って。1個作ってよ。
なんか初めての共同作業みたいじゃない？あっ、今「奥さん」って初めて言わ
れたー。いつも嫁だから、奥さんって方がいいよ。
私は想像して作るのが得意だけど、旦那は絵を描くのが得意なんだ。

箸置きを作るって決めたから、リハビリ強くしてもらったんだ。
何作ろうかってずっと考えていたんだけど、やっぱりカワウソがいいよね。



陶土粘土作業の様子 ～動画～

「作っている様子も動画に撮っておいたら、
お家に帰って旦那さんやお子さん達と

その時の話ができるかも知れないね」
⇒ 動画を撮影し、お渡し

※本日の発表については、ご遺族の許可を得ています。

子ども達の為に・・・
2.5時間の作業／日

×2人分



なんか、こういうの作れていい思い出になったなー。
入院も悪いことばっかりじゃなかったって思えるから。

ジープ スヌーピーカワウソ 【箸おき】 犬



最後に・・・

⇒「患者」としての生活ではなく、「自分らしく」過ごせる環境を

整える

⇒ 弱み（できないこと）ではなく、強みに目を向ける

『奪わない』看護

⇒ 自己コントロール感が保てるように配慮する

自分のことは自分で決められる・選択できるという場面を作る

⇒ 「一緒に考える」「聴く」姿勢 参加させてもらう



ご清聴ありがとうございました


