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研究成果の概要（和文）： 

 本研究目的は、ALS 療養者・家族が診断から死亡にいたるまでにかかえるさまざまな苦痛や

苦悩を、地域全体で緩和ケアを提供するための看護職者間の連携方略（看看連携）および看護

職者の現任難病看護教育に関する提言を行うことである。結果、病状進行を特徴とする ALS 療

養者の支援にあたり、連携強化の必要な時期は、病状初期、進行が急速な時期、臨終期と考え

られた。家族指導や家族ケアについては、病院看護師と訪問看護師の連携強化が重要である。

全看護職種に必要な教育内容は、患者・家族への心のケアと考えられた。保健師には、病初期

の関わり方と呼吸関連の知識、訪問看護師には在宅終末期ケア、退院調整看護師は地域看護職

と医師との連携強化の支援、病院と地域をつなぐなどの役割が明らかとなった。 
研究成果の概要（英文）： 
The purpose of this research was to provide proposals for methods of collaboration among 

nurses (nurse-nurse collaboration) and for in-service education for intractable-disease 

nursing needed when providing palliative care for various pains and distresses experienced 

by ALS patients and their families from diagnosis to death in the whole community. As a 

result of this research, we found that the most important times at which the collaboration 

needs to be particularly strengthened for supporting ALS patients, characterized by 

progressive disease, are at the early stage of the disease, at the time of rapid progression 

of the disease, and in the terminal stage of the disease. For family members’ education 

and care, strengthening of collaboration between hospital nurses and home-visit nurses 

is important. As an important content of the education for all types of nurses, education 

focusing on care of the mental status of the patients and family members is considered 

important. It has also become apparent that public health nurses should know how to get 

involved in the early stage of the disease and have knowledge about its respiratory 

complications, home-visit nurses should be aware of the methods of at-home terminal care, 

and hospital discharge planning nurses have a role in strengthening the collaboration 

between community nurses and doctors and to connect hospitals and communities. 
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１．研究開始当初の背景 
 難病中の難病と呼ばれる筋萎縮性側索硬

化症（ALS）を患う療養者および家族は、複

雑多様な問題を抱えながら生活を送る。診断

から終末期までの全療養経過にわたり、トー

タルペインの考え方で、筋萎縮性側索硬化症

（ALS）療養者と家族に対し、地域全体で継

続して在宅緩和ケアの実践を行うためには、

有機的な多職種連携が必要である。看護職は

療養生活支援の専門家であり、地域関係者の

連携のかなめ的存在を担うことが期待され

る。 

 関わるさまざまな機関の看護職者がそれ

ぞれの立場を生かし、尊重し合い、ALS 療養

者一人ひとりの悪化進行する病状や心理状

態の変化を見込んだタイムリな緩和ケア的

支援を、診断初期からターミナル期、看取り

にいたるまで、地域全体で継続して提供でき

る看護職者同士の連携、すなわち「地域包括

型の看看連携」の体制を整備することは病状

の悪化進行の速い ALS 療養者支援だからこ   

そ、重要課題である。  
さらに、地域における看護職者同士の有機

的な連携は、在宅医療・ケア技術の進歩によ
り ALSの長期療養が可能になってきたことや、
神経内科学の診断技術の向上などの理由に
より、地域で療養する ALS 療養者は漸次増加
傾向であることから、今後ますます求められ
ることは必至である。               

 
２．研究の目的 
 本研究は、診断から死亡まで ALS 療養者・
家族がかかえるさまざまな苦痛や苦悩を緩
和するための地域看護職者間の連携方略お
よび、在宅緩和ケア提供のための看護職者の
現任難病看護教育に関する提言を行うこと
を目的とした。                 

 
３．研究の方法  
1)調査研究 
 以下の調査を実施した。 
(1)神経難病医療専門員が関わった ALS 療養

者および家族に関する看護支援者からの
相談内容に関する調査：神経難病医療専門
員の関わりが多かった ALS事例について相
談記録を情報源として、看護職者との連携
内容や頻度、連携状況について、分析・整
理した。 

(2)胃瘻造設における病院と地域看護職との

継続ケアに関する研究：胃瘻造設した ALS
療養者とその家族を対象に、造設前と退院
後に面接調査を行い、病院と地域との継続
看護に必要な内容を明らかにした。 

(3)難病相談支援センターに寄せられた難病
担当保健師からの相談内容調査：相談記録
を質的分析し、難病担当保健師の困難点を
明らかにした。 

(4)難病担当保健師を対象とした質問票調
査：A県内の難病担当保健師を対象にして、
難病支援に取り組むうえで必要な知識・技
術面、実践度、メンタルヘルス面について、
郵送法による質問票調査を実施した。 

(5)訪問看護ステーションへの質問票調査：
難病療養支援の実績や支援上の困難点や
うまく行った点を明らかにする質問票調
査を実施した。 

(6)ALS の診断確定を受けた患者への退院調
整看護師の支援課題に関する面接調査：診
断確定目的で入院した患者の退院までの
病状ならびに退院調整の経過について、退
院調整看護師に面接調査を実施し、在宅へ
の退院調整の支援課題を見出すことを目
的とした。 

(7)ALS 療養者の病院と地域看護職者間にお
けるデスカンファレンス実施による支援
の振り返り：関係支援者の多かった ALS 療
養者の診断から死亡までの支援について、
関係看護職者間で振り返りと意見交換を
行い、地域連携に必要な課題を見出した。 

2)エキスパートパネルによる討議：これまで
の研究結果、ならびに上記の調査研究による
成果をもとに、難病看護の研究者による会議
にて、地域看護職者間の連携方略ならびに現
任教育内容を明らかにした。 
  
４．研究成果 
1)各調査の結果の概要 
(1)神経難病医療専門員が関わった ALS 療養 
者・家族に関する看護支援者からの相談内容 
に関する調査結果：相談職種は、保健所保健 
師が最も多く、病状が進行してきた段階から 
は訪問看護師からの相談が多くみられた。相 
談内容は、在宅療養支援体制整備や意思決定 
支援などの＜個別支援＞や＜医師との連携 
＞に関すること、＜新規参入支援者からの情 
報入手依頼＞等であった。支援者からの＜訪 
問後の報告＞は、専門員との情報共有ととも 
に、支援者自身のメンタルヘルス維持の意味 
もあると考えられた。地域の看看連携を円滑 
にするためには、支援者の知識・技術面、お 
よびメンタル面のサポートを担い、かつ病院 



や訪問看護ステーション、保健所といった所 
属機関の異なる支援者の横のつながりを促 
進するための人材の存在が必要と考えられ 
た。               
(2)胃瘻造設における病院と地域看護職との 
継続ケアに関する研究結果：在宅療養中のト 
ラブルとしては、皮膚トラブル、栄養剤のもれ、 
物品不具合などを多く体験していたことが明 
らかになった。医療者の常駐しない在宅環境 
で、異常の早期発見を行い早期対応できるよう 
に、病状の悪化進行に応じて変化する支援体制 
の中で、もっとも患者・家族に身近な看護職（外 
来、訪問看護など）が、家族や他職種による情 
報を収集して支援に努める必要がある。        
また ALS においては、胃瘻造設直後からあ 

る一定の期間は不使用の場合がある。また病
勢の速さゆえ、療養者・家族の精神状態が不
安定のため教育が難しい場合がある。毎日行
う必要があるケア（こよりを用いたスキンケ
アなど）と 1週間に１度でもよいケア（白湯
をチューブ内に流すなど）を分け、毎日行う
必要があるケアは、本人・家族へのセルフケ
ア教育を試みたうえで、不足部分を補うため
には具体的内容を訪問看護や外来看護につ
なぐなどのケア体制整備を行い、継続性を視
野に入れた関わりが必要であることが示唆
された。 
(3)難病相談支援センターに寄せられた難病
担当保健師からの相談内容の調査結果：相談
内容は、≪個別支援の協働≫≪情報提供依頼
≫≪事業の情報発信≫の３つのコアカテゴ
リに整理された。保健師が難病相談支援セン
ターに求めている支援は、①実施した支援を
振り返る時間の共有、②支援方法についての
助言・支援、③難病に対する多様で専門的な
情報の提供であると考えられた。         
(4)難病担当保健師を対象とした質問票調査
の結果：保健師の難病担当経験や臨床経験、
管轄地域でかかえる難病患者数はさまざま
であった。知識・技術面では、呼吸に関する
侵襲的な医療処置に関してほとんどわから
ないとの回答が見受けられた。実践面では、
ほとんどの項目において大変であると感じ
ていることが明らかとなった。メンタルヘル
ス面では、保健師の５～７割が療養者や家族、
関係職種との関わりの中でつらい思いを経
験していた。保健師による難病支援の質向上
をめざすためには、①看護職間による知識・
技術面の相互サポートが必要、②保健師のメ
ンタルヘルス維持のためのケアが必要、③保
健師としての標準的実践内容とその教育の
あり方の検討、④専門看護師立場の人材育成
等が示唆された。 
(5)訪問看護ステーションへの質問票調査の 
結果：神経難病の訪問看護をするうえでの対 
応に苦慮した経験として、【患者の病気の受 
け入れに関すること】、【患者の医療処置・福

祉用具の受け入れ】、【療養者へのケアや関わ
りかた】、【医療処置に関する意思決定に関す
ること】、【家族との関わり】、【コミュニケー
ション支援】、【医師との連携】、【ケアマネジ
ャとの連携】、【難病相談支援センターとの連
携】、【レスパイト入院】、【介護力の不足を補
うための体制整備】、【訪問看護側の悩み】、
【その他】が抽出された。   
(6)ALS の診断確定を受けた患者への退院調 
整看護師の支援課題に関する面接調査結果： 
「病状が不安定であるため退院先の意思決 
定が困難」、「NPPV のマスクはずれに迅速に対 
応できる在宅介護対策」、「NPPV および緊急 
時・終末期に対応できる地域主治医の確保が 
困難」、「家族の患者理解を助けるための病棟 
看護と退院調整看護師との連携強化」が課題 
として抽出された。      
(7)ALS 療養者のデスカンファレンスにより 
抽出された地域連携課題：本症例の「危機的 
時期・場面」は、1.療養場所の変更時、2.病 
状悪化等に伴う夫への介護負担増強時、3.肺 
炎の繰り返しで顕在化した終末期と考えら 
れた。それらを統合し考えた結果、地域連携 
課題として、【家族介護負担の軽減】、家族関 
係の調整や終末期対応における【家族指導や 
家族ケア】、特に呼吸管理面での【病院と地 
域主治医間の連携】、【看取りのための体制整 
備】が見出された。各々にとっては些細と思 
っていた情報が実は大切な情報であったこ 
とへの気づきがあった。切れ目のない看護の 
実現には、療養経過における危機的時期・場 
面における情報共有と対処のための迅速か 
つこまめの連絡対応ができるよう、関係者の 
相互尊重の上での病院と地域との連携強化 
の必要性が示唆された。 
  
2)看護看護連携方略についての提言  
 療養者および家族への緩和ケア強化のた
めには、以下の時期における看護職者の連携
強化が重要である。 
(1)病状初期 
 診断告知時における病棟看護師の同席も
しくは地域連携室の看護師の同席を行う。地
域連携室看護師から該当地域の保健師に連
絡し、特定疾患申請時面接による顔合わせを
行ってもらう。また同病院外来にてフォロー
予定の患者については、初回外来受診時に、
外来看護師もしくは地域連携室看護師によ
る面談を行っていく。これをシステム化する
ために、本附属病院では、神経内科看護相談
事業を立ち上げて取り組みを行うようにし
た。 
 病状初期においては、身体的機能自立度が
高いため、サービスの導入などの直接的支援
は不要であるため、何をしたらいいかわから
ないと思う看護職者が少なくないが、支援が
必要になった際に有効的かつタイムリに関



われるよう、[声をかける]、[状況をきく]、
[支援者の存在を提示する]など、信頼関係構
築の努めることが重要である。 
(2)病状進行時 
 外来診察時に把握した情報のうち、必要が
ある場合は、保健師に連絡をし、必要なサー
ビスの導入等を検討していく。保健師は、病
院看護職よりも、患者住居地周辺の医療資源
や社会資源に関する情報や人脈があるため、
患者にあった資源の情報提供を行えるよう
にする。 
 この時期から、訪問看護ステーションが支
援者として参入する。本人・家族を含め、病
院看護師・訪問看護師・保健師らをメンバー
とするケア会議を開催し、顔合わせとともに、
本人・家族の気持ちや療養方針、支援者間の
役割分担（調整役は保健所かケアマネジャ
か）について共有する必要がある。 
 胃瘻や NPPV 導入目的で入院した際には、
退院時に医師を含めた上記ケア会議を開催
し、気管切開や人工呼吸器装着に関する当座
の本人・家族の意思を確認し、支援者間で把
握する。 
(3)病状安定期              
難病をかかえながら前向きに生きられる

ように支援するとともに、近づいている死に
ついて、患者・家族への死の教育が重要であ
る。訪問看護による療養者の主観的データや
家族の介護負担に関する情報、外来受診時に
おける医師の診察情報や検査データをつな
ぎあわせるための情報交換が必要である。 
(4)緊急時 
 ちょっとした異変であっても、気付いたこ
とは臨床関係者（病院や訪問看護師）に密な
連絡を心がける必要がある。 
(5)臨死期 
 患者・家族への死の教育については、その
実施のタイミングや内容、方法などについて、
病院側と訪問看護師の連携が重要である。看
取りの場として、本人・家族が「在宅」を希
望しているのであれば、病院外来・地域連携
室看護師側は病院医師に相談し「後方ベッド
確保」の体制を整備する必要がある。 
 
3)現任教育内容の提言について 
(1)保健師 
  保健師は、地域における難病療養者の全

体的把握と地域の医療・社会資源の把握を
行い、公平な難病支援が提供されるように
はからう。また災害時における安否確認も
行う必要がある。 

  保健師は、早期から関わることができる
職種である。支援のうち、「傾聴」や「見
守り」といった関わりが重要であることを
意識する必要がある。 

  特に呼吸に関する知識の習得が必要で
ある。保健師の多くは臨床経験が少ない。

ALS 患者と関わる上では、呼吸管理に関す
る医療機器（NPPV,カフマシン、人工呼吸
器、吸引器など）や気管切開処置などの研
修内容を強化する必要がある。 

  適切な吸引器の選定、意思伝達装置利用、
購入のための制度利用について、患者・家
族を支援する必要がある。 
また、ALS は個別性が高いため支援が難しい。 

難病担当の経験年数に応じて、役割を柔軟に 
担えるようなチーム内の役割分担が必要で 
あり、保健師の相談体制を整備する必要があ 
る。１例 1例、経験を積み上げていくための 
サポート体制が重要である。 
(2)訪問看護師 
 特に終末期のアセスメント、ケア、患者・ 
家族への死の教育、看取りの場と人工呼吸器 
に関する意思決定の再確認のための技術を 
習得することが重要である。   
(3)ケアマネジャ 
調整役やサービス導入については、保健 
師とよく相談し、役割分担あるいは協働が必
要である。病状把握については、訪問看護師
から情報入手したり、訪問看護同行などによ
り、訪問看護師と連携強化をすることで療養
者の状況が把握しやすくなる。難病の場合、
訪問看護は医療保険、その他は介護保険によ
るが、サービス担当者会議においては訪問看
護師を含めることを徹底するなどの教育が
必要である。 
(4)地域連携室看護師 
院内および地域看護職との潤滑油的な活 

動が求められる。こまめの連絡対応をこころ
がけることが重要である。特に地域看護職と
病院医師との連携が円滑化するよう、仲介役
や患者の代弁者の役割を担う必要がある。 
(5)病院看護師 
退院指導や家族への介護指導を行う際には、
地域看護職からの情報を得て、本人像や生活
状況を十分に把握したうえで実施すること
が必要である。また指導内容を地域看護職と
共有することが重要である。看取り時の後方
ベッド先になる場合もあるので、これまでの
療養経過を把握することが重要である。 
4)連携強化のための工夫の提言 
 連携強化のために、各職種がこまめの情報
提供や情報共有などにおける努力を行って
いくことに加え、以下の工夫等を採用するな
どのなんらかの工夫が必要と考えられた。 
①各看護職をつなぎ、かつ、専門的助言を供
与できる神経難病専門看護師といった人材
の育成が必要であること。 
②病院の外来看護の強化（神経内科看護相談
の設置等）：外来看護師を手厚くするか、連
携室の看護師が ALS 患者をフォローするか、
神経内科看護相談事業をたちあげ、専門的に
フォローするかなどの工夫が必要であるこ
と。 



③一斉メールなどの連絡の効率性をあげる
ための工夫：各職種の有機的な連携（必要時、
すみやかな情報共有を行えるよう）のために
は、病院看護職と連携しやすくする方法が必
要であること。 
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