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研究要旨：小児がんの終末期の QOL を高めるためには、在宅で子どもや家族が豊かな時間を過ご

せる選択肢がもてることが望ましく、そのためには、小児がんの終末期における在宅療養を支援

する体制を整えることが必要である。しかし、成人期を中心に発展してきた在宅ケアは、いまだ

小児の在宅療養を支える十分なシステムができていないのが現状である。

今日の日本における小児領域の在宅終末期ケアは、特に実施例が少なく、患者や家族の立場か

ら終末期在宅ケアの実際や、支援への要望を十分示したものとはいえない。

そこで本研究では、2008 年～2009 年度は、当院で訪問看護を実施した小児がんの終末期在宅

ケアの事例中、15 組の家族に聞き取り調査を行い、在宅終末期を過ごした経験を家族の立場か

ら分析し、支援への要望を明らかにした。その結果.最期の場所にかかわらず、在宅で過ごせる

時間は子どもと家族の生活の質を上げおり、終末期の過ごし方の選択肢を提供することが必要で

あることが分かった。その実現には、医療の継続、強力なバックアップが確保されている安心感

を提供できる体制や家族への在宅ケアに関わる教育的支援、種々の人的資源からの支援の整備、

家族が在宅でケアをひきうける重圧への配慮が必要である。更には、終末期に対応できる看護師

の資質が求められていることが明らかになった。

その結果を踏まえて、2010 年度は、全国の訪問看護ステーションの小児の終末期在宅ケア体

制の現状を調査・分析し、課題を明らかにした。その結果、小児の終末期の訪問看護を実施して

いる事業者は現在の時点では少数であるが、体制や条件が整えば、実践したいと考えている事業

所も多く見られた。その条件や体制とは、主に、訪問看護師が小児の知識や技術を備えられるよ

うな研修や実習が行われること、小児の往診可能な医師の確保、24 時間対応可能な体制の整備、

病院との密な連携、緊急時の受け入れ態勢の整備、訪問看護の診療報酬の見直しなど、さまざま

な課題が明らかになった。
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Ａ．研究目的

訪問看護ステーションにおける小児がん患

者の終末期ケアの現状と課題を明らかにし、

在宅ケア体制のあり方を考察した。

Ｂ．研究方法

1.調査対象：社団法人全国訪問看護事業協会

の会員である訪問看護ステーション 3,288 箇

所の管理者。

2.調査方法：研究者らが作成した、小児がん



患者の終末期の訪問看護に関する質問紙によ

る調査を実施した（資料１）。

3.調査の手順：①調査の趣旨、方法、倫理的

配慮を記載した調査の依頼文書（資料 1）と

ともに調査用紙を郵送配布した。②調査に同

意の得られた管理者からの無記名、個別回収

とし、集計を依頼した業者に返送するように

した。③質問紙のデータ入力および記述統計

による分析については、業者に委託した。

4.調査期間は 2010 年 1 月～2月である。

5.分析方法：項目ごとに記述統計および自由

記載に関しては、質問項目に一つの内容ごと

にコード化し、さらに関連する内容によりカ

テゴリー化する内容分析を実施した。

6.倫理的配慮

依頼文書にて、自由意思による参加の保障、

匿名性の保持（無記名、個別回収）、個人情報

の保護、データの保管、公表の方法について

説明した。所属機関の研究倫理審査により承

認された方法を遵守した。

Ｃ.研究結果

回収票は 744通で回収率は 22.6%であった。

１．回答された事業所の背景

人口の多い都市を中心とした関東圏、およ

び関西圏からの回答が多かった(表１)。

事業所の開設年度は、無回答が 18.3％と多

いものの、老人保健法の改正が実施された

1992 年前が 9 か所（1.2％）、1992 年～2000

年で 412 か所（55.4％）、2001 年～2010 年が

187 か所（25.1％）であり、2000 年までに開

設されたステーションからの回答が多かった

（表２）。設置主体は、「医療法人」298 か所

（40％）が最も多く、次いで「民間会社」122

か所（16.4％）であった(表３)。医療機関の

併設は約半数で、併設している施設は診療所

よりも圧倒的に病院が多かった(表４、表５)。

加算届け出状況では、【介護保険】では、「緊

急時訪問看護加算」が 87.9％、「特別加算」

95.4%と届け出率は高かった。【医療保険】で

は、「24 時間対応体制加算」の届け出を行っ

ている事業所が 80.1%と多く、「重症患者管理

加算」も86.0%と届け出率は高かった(表６)。

看護職員数は 5 人以内の小規模の事業所が

最も多く 45.4％、5～10 人までが 41.8％であ

った。小児看護領域の経験者が「いない」と

回答した事業所は 356 か所 47.8%で、「いる」

と回答した事業所を上回っていた(表７)。

2009 年 11 月 1 ヶ月間の訪問件数は。「201

～300 件」が最も多く 21.1％、次いで「301

～400 件」18.6％であった。500 件以上の訪問

を実施している事業所は 17.3％あった。

2.小児の訪問看護の実施、医療処置の

小児に対する経験

小児の訪問看護を実施している事業所は、

259 か所 34.8％で半数に満たなかった(図 5)。

訪問時に実施されている医療処置について、

小児および成人への実施について回答を得た

(図２、図３)。27 項目の医療処置のうち、成

人に対しては 6 項目を除いて半数以上の事業

所が実施していた。「輸血の実施」（9.1％）、

「化学療法の実施」（13.9％）、「膀胱ろうカテ

ーテルの交換」（14.4％）などが実施が少ない

項目であった。一方小児に対する医療処置は、

全体に少なく、訪問看護を実施している事業

所が少ないのを反映しているが、「吸引の実



表 1 所在地内訳

都道府県 回答数

都道府

県 回答数

北海道 23 滋賀 5

青森 7 京都 16

岩手 8 大阪 43

宮城 4 兵庫 22

秋田 2 奈良 11

山形 6 和歌山 3

福島 12 鳥取 4

茨城 11 島根 7

栃木 7 岡山 7

群馬 9 広島 16

埼玉 24 山口 11

千葉 15 徳島 4

東京 67 香川 1

神奈川 42 愛媛 6

新潟 13 高知 2

富山 3 福岡 18

石川 14 佐賀 3

福井 10 長崎 7

山梨 4 熊本 15

長野 15 大分 5

岐阜 8 宮崎 3

静岡 16 鹿児島 13

愛知 12 沖縄 4

三重 13 無回答 173

合計 744

表 2 開設年内訳

開設年 回答数 率

1947 1 0.1%

1984 1 0.1%

1986 1 0.1%

1988 1 0.1%

1990 2 0.3%

1991 3 0.4%

1992 26 3.5%

1993 24 3.2%

1994 26 3.5%

1995 43 5.8%

1996 48 6.5%

1997 48 6.5%

1998 66 8.9%

1999 60 8.1%

2000 71 9.5%

2001 21 2.8%

2002 15 2.0%

2003 15 2.0%

2004 27 3.6%

2005 31 4.2%

2006 24 3.2%

2007 14 1.9%

2008 16 2.2%

2009 21 2.8%

2010 3 0.4%

無回答 136 18.3%

総合計 744 100.0%
表 3 設置主体

回答 回答数 率

医療法人 298 40%

社会福祉法人 74 9.9%

国・地方公共団体 21 2.8%

公的・社会保険関係団体 8 1.1%

医師会 69 9.3%

看護協会 31 4.2%

民間会社 122 16.4%

社団法人 25 3.4%

財団法人 22 3.0%

その他の法人 21 2.8%

その他 30 4.0%

無回答 23 3.1%

合計 744 100%

表 4 病院（診療所）への併設

回答 回答数 率

併設あり 353 47%

併設なし 381 51%

無回答 10 1%

合計 744 100%

表 5 併設種類（複数回答）

回答 回答数

① 病院 255

② 有床診療所 25

③ 無床診療所 79

④ 無回答 14

合計 373



表 6 加算届出の状況（2009 年 11 月現在）

内訳 回答 回答数 率

介護

保険

緊急時訪問介護加算

あり 654 87.9%

なし 84 11.3%

無回答 6 0.8%

特別管理加算

あり 710 95.4%

なし 28 3.8%

無回答 6 0.8%

医療

保険

24時間対応体制加算

あり 596 80.1%

なし 117 15.7%

無回答 31 4.2%

24時間連絡体制加算

あり 236 31.7%

なし 260 34.9%

無回答 248 33.3%

重症患者管理加算

あり 640 86.0%

なし 83 11.2%

無回答 21 2.8%

表７看護職員数

人数 回答
平均

職員数 うち常勤 うち非常勤 看護師 准看護士 保健師

～5.0 338 4.1 人 2.9 人 1.2 人 3.6 人 0.4 人 0.1 人

5.1～10.0 311 7.3 人 4.1 人 3.2 人 6.7 人 0.4 人 0.3 人

10.1～15.0 64 12.4 人 5.4 人 6.9 人 10.9 人 0.8 人 0.7 人

15.1 以上 24 19.1 人 8.7 人 10.4 人 17.0 人 1.6 人 0.6 人

無回答 10 - - - - - -

全体 6.70 人 3.9 人 2.8 人 6.0 人 0.5 人 0.2 人



表８ 小児看護領域経験の有無

回答 回答数 率

a. あり 348 46.8%

b. なし 356 47.8%

無回答 40 5.4%

合計 744 100.0%

施」（27.6%)、「人工呼吸法の管理」（18.0％）、

「気管切開の管理」（23.5％)、「胃瘻、経管栄

養の管理」（26.2％）「酸素療法の管理」

（21.1％）などが多く回答された項目だった。

しかし、成人では多く実施されている、「CV

－Port 管理」「IVH 管理」「静脈注射（点滴）

の管理」などの実施も少なく、小児がんの子

どもの終末期に必要とされる医療処置が行わ

れていない可能性を示唆していた。

表９経験者の人数

回答 回答数 率

1 人 218 62.6%

2 人 84 24.1%

3 人 20 5.7%

4 人 9 2.6%

5 人 1 0.3%

6 人 1 0.3%

無回答 15 4.3%

合計 348 100.0%



3.終末期ケアの実施

終末期ケアを実施している事業所は、全体で、

618 か所 83.1％であり、多くが終末期のケア

を実施していた(図４)。わが国の死因第 1 位

が悪性腫瘍であることや高齢社会であること

で、在宅での終末期ケアも、積極的に取り組

まれている現状が示されている。一方、小児

の経験のある事業所中、終末期のケアの経験

がある事業所は 66 か所と極端に少なくなっ

ており、小児の終末期在宅ケアは、経験に乏

しい現状にあることが示されている。



4.小児の訪問看護を行っていない事業所の実態

1)小児の訪問看護依頼、終末期ケアに相当する依頼の有無

「小児の訪問看護を実施していない」事業所

414 か所に回答を得た。小児に対する訪問看

護を行っていない理由として、「依頼を受けた

ことがなかった」は、283 箇所 64.9％で圧倒

的に多く、「依頼があったが断った」94 箇所

21.6%、「あったが訪問に至らなかった」事業

者は 49 か所であった(図７)。

依頼があったが断った理由としては『小児看

護の経験者がいない』、『過去の経験がない』、

『マンパワー不足』が圧倒的であり、『小児医

療が地域にない』、『余命が短く緊急時に対応

できない』『家庭への訪問ではなかった』『不

定期だから』などもあげられた。「訪問に至ら

なかった」理由としては、『利用料の問題』『医

療者の都合』『入院が継続になった』『打診の

みであった』『家族が訪問看護を拒否』など

様々な理由があげられた。小児の終末期に相

当する依頼は、「なかった」が 409 か所と 9 割

以上が回答していた。「あったが断った」事業

所は 9か所であった。

2)小児の訪問看護の予定と実施条件

小児の訪問看護の実施経験のない事業所

の、今後の小児の訪問看護の実施予定では、

「予定がある」は、16 か所、「条件が整えば

実施する」218 箇所 50.3％、「予定はない」

194 か所 44.8％で、小児の訪問は予定されて

いない事業所が多かった(図８)。予定がない

理由としては、『人員不足』『経験者がいない』

『成人でも断っている状況』『条件をクリア

するのが難しい』などがあげられた。小児の

訪問看護を実施する条件について選択肢を

あげたところ（図 9）、＜必ず必要＞な条件と

して、「病院や主治医との連携が十分とれる」

201 箇所、「緊急時の体制が整っている」190

箇所、「小児看護の技術を持つ」122 か所、「小

児疾患の知識を持つ」「小児に関する一般的

知識を持つ」などが多くあげられ、すぐに条

件が整って実施できるとは考えにくい条件

であるとも考えられた。



5.小児の訪問看護の実施事業所の実態

１）小児の訪問看護と終末期ケアの実際

小児の訪問看護を実施している事業所の

過去 5年間の小児の利用者数では、「1 名」が

最も多く、次いで「2名」「3 名」と、全体的

に経験数が少ないことが見て取れる(図 10)。

そのうち終末期の利用者数では、経験した事

業所の数は更に減少し、「1名」の回答が 53

か所で、小児の訪問を経験している事業所の

約 80%を占めていた（図 11）。終末期ケアの

依頼の多くは、病院の小児科または小児専門

病院であった（表 11）。さらにその最期を在

宅で看取った利用者数は、「1名」が 27 か所

（93.1%）で、在宅での看取りの少なさが明

らかになった。一方、病院での看取りを行っ

た理由としては、「最初からその予定だった」

が最も多く、次いで「家族の不安の増強」「症

状コントロール不足」があげられた。在宅で

の終末期を選択しても、最期まで在宅で過ご

すには、医療者や家族の意識改革や、更なる

対応の強化が示唆された。



２）在宅ケアの条件で家族が期待するもの

「家族が在宅ケアの条件として期待した

内容」で、最も多かったのが、「病院や主治

医との連携が充分にとれる」であった。次い

で「緊急時の対応体制が整っている」と、病

状変化時などの対応を、強く求めていること

が明らかになった。さらに「小児看護の技術

をもつ」「小児の疾患の知識を持つ」「小児に

関する一般的知識を持つ」が多く挙がり、訪

問間師の資質に対しての期待が大きいこと

が分かった(図 13)。

図13 これまで在宅ケアの条件として、家族が期待したもの（複数回答）
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表 10 最期を在宅で看取った人数内訳

人数 回答数 率

1 人 27 93.1%

2 人 1 3.4%

3 人以上 1 3.4%

合計 29 100.0%

表 11 終末期ケアの依頼元（複数回答）n=93

回答 回答数 率

小児専門病院 25 26.9%

大学病院の小児科 37 39.8%

一般病院の小児科 25 26.9%

診療所 6 6.5%

その他 23 24.7%



３）小児の終末期を在宅で支援する意義

小児の訪問看護を実施した経験のある訪

問看護ステーションに、終末期を在宅で支援

する意義について自由記載で回答を得た(表

12)。最も多い内容は、在宅が【家族と一緒

に過ごすことができる】自体に意義があると

いうもので 22 件あった。『一緒に過ごしたい

という願いやよろこび』という回答が多かっ

た。次は、在宅は【人生の中で貴重な時間】

を過ごすことができる内容で 21 件あった。

『最後まで家族とともにある有意義が時間』

が強調されていた。【家族のあり方に重要】

（21 件）は、特に家族間の関係性や家族のき

ずな、協力などが説明された。【精神的安定

を得て子どもらしく過ごせる】(18 件）では、

『子どもが精神的に安定する』『自由に過ご

せ、自由に表現できる』など、気持ちの安定

や自由をえられる意義を示した。【在宅支援

の重要な視点】（16 件）は、支援者側が重要

な視点としてとらえている内容として表現

されていた。『精神的支援・安心感の提供』、

『家族を踏まえた支援』、『ターミナルケアは

訪問看護の集大成』といった内容が示された。

【家族や子どもの権利・尊重】（15 件）は、

在宅で家族が生活できることにより、家族の

もとある権利を尊重できるといった内容を

示した。『在宅で家族が過ごすのは自然・権

利』『家族中心の時間で生活・療養できる』『子

どもの思いを尊重できる』などがあげられた。

また、在宅で過ごすことができることは【家

族の満足や子どもの死亡後の家族の在り方

に影響】（12 件）という記述も多かった。家

族が家庭で子どもと過ごせ、できることがし

てあげられたという経験は、『残された家族

のきずなをつくる』『家族が満足する』とい

った意義があることが説明されていた。

表 12 小児の終末期を在宅で支援する意義（自由記載・複数回答） n=122
カテゴリー 数 サブカテゴリー 数

家族と一緒に過ごすこ

とができる
22

一緒に過ごしたいという願いがある・よろこび 15

兄弟と一緒に過ごすことができる 3

家族ができるだけ自宅で生活する時間が大切 3

本人家族の生活の潤い 1

人生の中で貴重な時間 21

人生を圧縮した貴重な時間 2

最期まで家族とともにある有意義な時間を過ごす 10

喜び・幸せな時間をすごす 2

本人や家族中心の看取り 2

子どもが生きた証 1

いのちのリレーができる 1

死の受容に重要な時間を過ごせる 2

家族とともあることで生きる実感を得られる 1

家族のあり方に重要
21

子どもが家族の一員としてはぐくまれること 3

子どもと家族のきずな・互いを共有する 3

父性母性がはぐくまれる 1

少しの変化に気づけ喜んだり悲しんだりできる 1

親子の関係にとって大切 5

兄弟との関係にとって大切 3

兄弟にとって親が関われる 1

本人家族の QOL向上 1

家族が協力しあえる・力を発揮できる 3



（表 12 の続き）

カテゴリー 数 サブカテゴリー 数

精神的安定を得て子ど

もらしく生きる
18

子どもが精神的に安心・安定する 9

家族と一緒に過ごすのは成長発達を促すこと 2

自由に過ごせる・自由に感情を表現できる 4

リックス・楽しい・穏やかに生活できる 3

在宅支援の重要な視点 16

精神的支援・安心感の提供 7

親が自分を責めないように満足できるケアができるように 1

症状出現・処置の不安に対応できる 1

将来を踏まえた支援 1

家族を踏まえた支援 2

死後のグリーフケア 1

愛情と強さが必要 1

重症児のケアは終末期のケアでもある 1

ターミナルケアは訪問看護の集大成 1

子どもや家族の権利・

尊重
15

在宅で家族で一緒に過ごすのは自然な姿・権利 7

子どもの思いを尊重できる 3

家族中心の時間で生活・療養できる 2

家族が自分たちの意思表示ができる 1

自分の意思で家族がケアできる 1

家族が意思表示できる 1

家族の満足・死亡後の

家族のあり方に影響
12

亡くなった後家族が前向きなれる 4

親が次の子どもをはぐくむことへの影響 1

残された家族の思いで・絆をつくる 3

家族が満足する 3

悔いのない介護に満足感を得る 1

家族の負担軽減 3
通院の負担が軽減する 2

家族の介護疲れの軽減 1

家という環境の良さ 3

自然の採光や生活の音の中で過ごす 1

病院より暖かい雰囲気 1

痛いことをされずにすむ 1

4）小児終末期ケアの実施上の困難な内容

小児終末期ケアの実施で難しい点を選

択肢から回答してもらった。「小児看護に

不慣れ」「病状の判断が難しい」「親への関

わり方が難しい」など、訪問看護師の資質

の問題と、「往診する医師がいない」「相談

できる小児科医師がいない」という医師側

体制の問題が多くあげられた(図 14)。

5)小児の終末期ケアの実現上必要な支援

自由記載で回答を得た。

①事業所（訪問看護師）に必要な支援

小児在宅終末期ケアを実施するにあた

っての必要な支援として、【医師について】

【診療体制】【教育体制】【マンパワーの充

実】【精神的サポート】【診療報酬】【行政

の支援】の７つの内容が抽出された（表 13）。

【医師について】は、相談できる小児科医、

24 時間対応してくれる小児科、緩和ケアの

心得のある医師などの支援や、小児の往診

医師や緩和ケア医師の養成を希望してい

た。【診療体制】については、病院や医療

機関との連携、病院の主治医との連携によ



る支援を希望していた。また、相談窓口や

情報提供による支援を希望していた。

【教育体制】への支援としては、研修方

法として、小児看護の研修、小児科病棟で

の実習、専門病院での実習などを希望して

いた。研修内容としては、小児の特性、親・

家族の心理、身体的ケア・心のケアの希望

が一番多く、小児の看取り・終末期ケアに

ついてが次に多かった。そのほか、小児の

医療処置や家族のケアについての希望も

あった。【マンパワーの充実】では、マン

パワーの確保についての支援の希望が一

番多く、小児科医、往診医を確保するため

のシステム作りの希望も次に多かった。

【精神的サポート】としては、医療者の精

神的負担に対するサポートを希望が一番

多かった。【診療報酬】については、加算

の新設や診療報酬単価の見直し、診療報酬

の充実、の希望が述べられていた。特に、

複数名での訪問が報酬へ反映される体制

や訪問回数制限の廃止・複数回訪問に対す

る単価の設定などへの支援を希望してい

た。【行政の支援】については、家族への

経済的支援や介護負担軽減のための、福祉

サービスの利用を可能にすることを希望

されていた。

図14 小児の終末期ケアを実施するうえで難しいと考える事柄（複数回答）
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表 13 小児在宅終末期ケアを実施する事業所（看護師）が必要とする支援 （複数回答） n=164

種類 カテゴリー サブカテゴリー

医師について

医師の支援（１５）

相談できる小児科医（６）

２４時間対応してくれる小児科医（３）

２４時間対応してくれる往診医（２）

２４時間対応してくれる緩和ケアの心得のある医師の存在（１）

医師からのサポート（１）

日中は小児科医、夜間は在宅医師の情報共有(１)

在宅ケアに関心のある小児科医（１）

医師の養成・確保(14)

小児の往診医師を増やす（９）

小児の緩和ケア医師の養成（１）

主治医の確保（１）

往診医の確保（3）

診療体制 連携体制 （48）
緊急時のバックアップ体制（８）

医師を含めた連携体制の確立（4）

病院・医療機関との連携（22）

主治医との連携（11）

レスパイト施設の存在（１）

病院・病棟・ステーションナースの交流・連携（2）

相談窓口 （7） 相談窓口（4）

情報提供（２）

親への支援（1）

教育体制

研修方法 （39）

小児看護(訪問看護）の研修（19）

小児科病棟での実習（８）

勉強会・症例検討会・定期的カンファレンス（７）

小児の利用者の多いステーションへの研修（２）

専門病院への実習（2）

小児看護師による研修（１）

研修の内容 （23）

家族のケア（２）

連携の仕方・制度について（１）

小児の看取り・終末期ケア(5）

緊急対応のトレーニング（１）

小児の医療処置（１）

小児看護の体験できる場の提供（１）

フィジカルアセスメント能力（２)

小児の特性、親・家族の心理、身体的ケア・心のケア(８）

疾病の理解・病状判断（1）

小児がんについて（１）

支援 小児看護・研修に関する金銭の支援（２）

マンパワーの充実 マンパワーの充実（20）
マンパワーの確保(18)

小児科医。往診医を確保するためのシステム作り（２）

精神的サポート 精神的サポート（10）

精神的負担に対するサポート（７)

看護師自身をケアする仲間とチームワーク（１)

メンタルヘルス（２）



診療報酬

加算の新設 （４） 評価加算（２)

小児訪問加算の導入（１）

夜間・早期加算（１）

診療報酬

（続き）

診療報酬の単価の見

直し （2）

１回の訪問単価の増加（1）

医療処置ごとの算定(1）

診療報酬の充実 （17）

複数名での訪問が報酬へ反映される体制（４）

長時間訪問の報酬（２）

正当な報酬（２）

訪問回数制限の廃止・複数回訪問に対する単価の設定（２）

グリーフケアに対する料金設定（１）

時間単位の料金設定（１）

報酬の増加（５）

小児介護保険の導入（1）

行政の支援 行政の支援のサポート

（２）

家族への経済的支援（１）

介護負担軽減のための、福祉サービスの利用を可能にする（１）

②利用者に必要な支援

小児の終末期ケアを実現するための利

用者に必要とされる支援は、【医療のサポ

ート体制の充実】【行政・福祉サービスの

充実】【家族に対するケアの充実】【他職種

の導入】【在宅療養に関する情報提供】【医

療者への教育】の６つのカテゴリーが抽出

された。【医療のサポート体制の充実】で

は、「往診医の確保」「24 時間体制での医療」

「精神的サポート体制の整備」など、医療

機関のバックアップを求める内容が多く

挙げられた。【行政・福祉サービスの充実】

では、「社会資源の増加」や「医療費負担

の軽減」「利用制限の撤廃」などが多く挙

げられ、行政に対して家族の身体的・経済

的負担を軽減する要望が強いことが分か

った。また、「外出支援」、「遊びや教育」

など、子どもの QOL 向上のための支援の必

要性も示された。

【家族に対するケアの充実】では、「レス

パイト」、「精神面でのケア」、「相談者の相

談体制の整備」などが多く、家族の精神的

負担の軽減を図るための支援の要望が高

いことが分かった。また、「意思の尊重」

や「病状・予後の詳しい説明」など家族が

ケアの方向性を決定できるような支援の

必要性が示された。【他職種の導入】では

「ヘルパー」が最も多く、これは、訪問看

護師は時間的・制度的制約の中で行えない

が家族にとっては日常的に必要性の高い

家事などの代行を求める現状が反映され

たものと考える。【在宅療養に関する情報

提供】【医療者への教育】で共通していた

のは、利用者、医療者双方に対する在宅ケ

アの啓蒙であった。

６）連携が必要とされる他職種

小児の終末期ケアを行う上で医師以外

に連携が必要とされる職種を選択しても

らった。最も多いのは、「保健所保健師」

であり、終末期の在宅ケアにおいて、行政

の保健師との連携の必要性が大きいと認

識されていることが示され、実際に連携が

できているかはこの質問では明らかでは

ないが、連携システムの構築が課題である

ことが示された。次いで「保育士または教

師」「臨床心理士」「介護福祉士・ヘルパー」

の順であった(図 15）。



表 14 小児在宅ターミナルケアルを実施するにあたっての利用者に対する支援

（自由記載・複数回答） n=154

カテゴリー サブカテゴリー

医療のサポート体制の充実

（85）

往診医の確保(19)

24 時間体制の医療機関(16)

精神的サポート体制の整備(11)

小児科医の確保(8)

医療機関・職種同士の連携(8)

24 時間 or 長時間体制訪問看護(6)

緊急時の入院受け入れ機関の確保(5)

主治医との連携(5)

退院調整Ｎｓの配置(4)

行政・学校との連携(2)

往診医との連携(1)

行政・福祉サービスの充実

（73）

社会資源の増加(14)

医療費負担の軽減(12)

利用制限の撤廃(11)

リース物品の整備(6)

外出支援(6)

サービスの一元化(4)

遊び・教育(4)

医療物品の十分な支給(4)

行政のサポート(3)

病児のデイサービス(3)

２４時間の介護システム(3)

訪問入浴(2)

住居の整備(1)

家族に対するケアの充実

（61）

レスパイト(19)

精神面のケア(13)

療育者の相談体制の整備(8)

家族の意志を尊重(5)

家族同士の交流の機会（家族会）(4)

家族へ安心・信頼を与えるケア(4)

家族教育(4)

病状・予後の詳しい説明(3)

家族との時間を過ごせる環境作り(1)

他職種の導入 （20）

ヘルパー(8)

看護師以外の職種(4)

訪問保育士(3)

カウンセラー(3)

ボランティア(2)

在宅療養に関する情報提供

（8）

在宅ケアについて(3)

支援サービスについて(3)

訪問看護について(2)

医療者への教育 （７）

支援サービスについての理解(2)

調整能力(2)

接遇面(2)

ヘルパーの育成(1)



６．小児の在宅での終末期ケアを実施したケースのまとめ

小児の終末期支援を経験している事業所

の実施事例をまとめた。合計で 70 例の回答

があり、すべての事例に対して 24 時間体制

をとられていた。

1)事例の背景

終末期の訪問対象の子どもの年齢は、すべ

ての年齢層にみられた。1歳未満が 13 ケース

と最も多く、染色体異常による疾患が多いこ

とに関連すると考えられた。次いで、5歳～7

歳、14 歳～15 歳が多かった（図 16)。主たる

疾患は、「脳腫瘍」が最も多く、「脳腫瘍以外

の腫瘍」、「染色体異常」が続いて多かった(図

17)。小児がんで多い「白血病」は示された

事例では少数であった。終末期ケアの指示機

関は、「大学病院」が最も多く、次いで「小

児専門病院」、「それ以外の病院」であり、小

児の専門医の存在する病院からの依頼が 70

事例中 46 事例（約 65%）であった(表 15）。

訪問頻度については、「週２回」が最も多

く、次いで「週 3 回」「週 1 回」であった。

週に数回訪問している事例が大半を占めた

（図 18)。中には、「週 21 回」と 1 日 3 回と

いう頻回な訪問を行っている症例が 1症例見

られた。

往診頻度は、訪問看護に比べると頻度は

全体的に少なかった。「週 1 回」から「週 3

回」が約 70%であり、中には「月 2 回」の

症例も 6 症例見られた（図 19)。終末期の

在宅ケアにおいても、訪問看護師が医療チ

ームの要になって支援していることがうか

がわれた。

訪問期間に関しては、終末期であるため、

「3～6 カ月」が最も多く、次いで「1～2 ヶ

月」と短期間であり、1 年以内が大半を占め

た（図 20）。

終末期の在宅事例では、大半が何らかの医

療処置を必要としていた。その中で、最も多

い医療処置は「吸引」であり、次いで「酸素

管理」、「胃ろう・経鼻栄養の管理」であった

（図 21)。これらの医療処置は、家族が取得

しなければならない内容も多く、在宅ケアの

家族の負担が大きいことを示している。



社会資源を利用した事例は、70 例中 33 例

と、半数に満たなかった。利用した事例の回

答ので多い順では、「ベッドレンタル」、「入

浴サービス」、「ヘルパー」と続いた。 社会

資源の必要性は医療者も家族も強く感じて

いるにもかかわらず、利用率が少ないのは、

特に小児の社会資源が、充分に整備されてい

ないことが大きく影響していると考えられ

た。

最期の場所は病院が約半数を占めたが、

「在宅死」も 29 症例（41.4%）と多くみられ

た。支援を受け、最期のときまで自宅で過ご

すことが可能であることが示されていた。
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表 15 終末期在宅ケアの指示期間

指示機関 症例数

大学病院 21

小児専門病院 15

上記以外の病院 10

診療所 11

がん専門病院 2

未回答 11

図16 対象年齢
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無回答
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（人）



図23 最期の場所

病院
50.0%（35）

自宅
41.4%（29）

無回答
8.6%（6）

図 20 訪 問 期 間
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1週 間 以 内

1～ 2週 間

2～ 4週 間

1～ 2ヶ 月

2～ 3ヶ 月

3～ 6ヶ 月

6ヶ 月 ～ 1年

1年 ～ 1年 6ヶ 月

1年 6ヶ 月 ～ 2年

2年 以 上

無 回 答

（人 ）

図 22 利用した社会資源

福祉用具
8.7%（2）

保健師のサポート

13.0%（3）

ヘルパー
21.7%（5）

入浴サービス
21.7%（5）

エアーマットレンタル
4.3%（1

ベッドレンタル
30.4%（7）

図18 訪問頻度

週1回
16.3%
（７）

週2回
20.9%
（９）

週3回
16.3%
（7）

週4回
7.0%
（3）

週5回
9.3%
（4）

週6回
2.3%
（1）

週7回
16.3%
（7）

週14回
2.3%（1）

週20回
2.3%（1）

週21回
2.3%（1） 無回答

4.7%（2） 図19 往診頻度

週1回
31.0%（9）

週2回
20.7%（6）

週3回
17.2%（5）週6回

3.4%（1）

週7回
3.4%（１）

月1回
3.4%（1）

月2回
20.7%
（2）



図21 医療処置（複数回答）
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CV-Port穿刺

IVH（CV-Port含む）管理

静脈注射の（点滴）の実施

皮下・筋肉注射の実施

化学療法の実施

輸血の実施

麻薬（注射）の管理

疼痛コントロールの実施

人工呼吸療法の管理

管切開の管理

吸引の実施

カニューレ交換の実施

酸素療法の管理

胃瘻・経鼻栄養の管理

胃瘻チューブの交換

経鼻チューブの交換

尿道カテーテルの管理

導尿の実施

尿道カテーテルの交換（男性）

尿道カテーテルの交換（女性）

膀胱瘻の管理

膀胱瘻カテーテルの交換

人工肛門・膀胱の管理

褥創処置

浣腸・摘便の実施

採血の実施

服薬管理

（人）

2）事例の訪問看護上での困難

訪問看護上で困ったことは、7 つのカテゴ

リーに分類された(表 16)。最も困ったことの

【看護体制と対応】では、「24 時間体制の不

備」が最も多かった。これは、１事業所の看

護職員数が 5人以内と小規模であることが原

因と考えられた。次に多い「処置に多くの時

間がかかる」に関しては、子どもの協力や理

解を得るのに時間を要するといった、小児看

護の特性を表していると考えられる。【家族

との関係】は、終末期であるため、「家族と

のコミュニケーション・信頼関係」を確立す

るための配慮の難しさを表している。【患児

との関係】のカテゴリーでは、家族関係と同

じく「コミュニケーション困難」が挙げられ

ており、小児経験や小児の知識不足が影響し

ていると考えられる。

3）終末期を家で過ごせたことに対する事例の家族の評価（満足の内容等）

家族の評価は、在宅で良かったとおおむ

ねプラスの評価であった。その内容として、

「家族と一緒に過ごせた」「好きなことが

できた」「医療者への感謝」など、在宅な

らではの評価であり、本研究者らが先行研

究で分析した、家族へのインタビューの満

足度とほぼ一致していた 1)。

一方、子どもを亡くしたことに対する

「後悔」などの意見も、少数ながらみられ

た(表 17)。



表 16 事例の訪問看護の上での困難 （自由記載・複数回答）n=70
カテゴリー サブカテゴリー

家族の介護体制（３） 祖母の看取りへの反対（１）

母の介護負担の増強（１）

介護拒否（１）

患児との関係（９） ケア・処置に拒否的（2）

症状コントロール不良（１）

コミュニケーション困難（5）

不安への対応（1）

家族との関係（13） 家族の希望と看護の不一致（1）

家族とのコミュニケーション・信頼関係（8）

家族への精神的サポート（4）

医療体制

（10）

小児往診医の不在（7）

医師との連携不足（1）

病院との距離（患児・家族との負担）（2）

看護体制・対応（14） 看護師のストレス（2）

24 時間体制の不備（5）

処置に多く時間がかかる（報酬に見合わない）（4）

知識不足（１）

小児科経験者不足（2）

その他（2） 急な依頼 他（2）

特になし（2）

表 17 終末期を家で過ごした家族の評価 （自由記載・複数回答）n=70

カテゴリー サブカテゴリー

満足（77）
家族と一緒に過ごせた(14)

家族の成長(5)

好きな事ができた(8)

在宅での看取りの満足 (5)

医療者への感謝(6)

在宅で良かった(19)

不満足

（７）

不本意(2)

介護負担(1)

後悔(4)

７.支援対象の疾患が「小児がん」である特徴

小児の訪問経験の有無にかかわらず回答を得た。

１）他の疾患と異なる点

他の疾患と比較して異なる点は、【病状の

変化が早く、急変しやすいため対応が必要】

【予後不良】【家族の精神的負担が大きく、

ケアが必要】【子どもへの精神的ケアが必要】

【疾患の特異性により専門的知識や管理・ケ

アが必要】【成長発達過程における小児の特

殊性】【異なる点なし】の７つのカテゴリー

に分類された（表 18）。

【病状の変化が早く、急変しやすい】【予後

不良】【疾患の特異性により専門的な知識や

管理・ケアが必要】の３つのカテゴリーでは、

「病状の変化が早く、著しい」「余命が限ら

れている」「特殊な治療や管理が必要」「疼痛

コントロールが難しい」など、特殊な疾患に



より専門的な管理やケアを必要とするとい

うサブカテゴリーの回答数が多く、疾患の特

性を強く反映したものであった。また、【家

族の精神的負担が大きく、ケアが必要】【成

長発達過程における小児の特殊性】【子ども

への精神的ケアが必要】の３つのカテゴリー

では、「家族の不安や複雑な思いがある」「家

族への精神サポートが必要」「子どもへの説

明・理解度の把握が難しい」などの内容があ

げられ、疾患の特殊性よりも対象が子どもで

あることを強く反映したものであった。

また少数であったが、疾患ががんであって

も対応は同じだとする内容もあげられた。

2)他疾患に比較して配慮する点

他の疾患と比較して配慮する点は、【家

族へのケア】【子どもへのケア】【医療者の

姿勢・対応】の３つのカテゴリーがあげら

れた（表 19）。

【家族のケア】では、「両親への対応・

精神的ケア」、「家族の思いや希望の理解・

尊重」といった内容の回答数が多かった。

「両親への対応・精神的ケア」では、両親

の悲嘆や悲しみ、不安軽減、心の葛藤など

への配慮が挙げられ、とくに母親へのケア

が必要との記述が多くあげられた。「家族

の思いや希望の理解・尊重」では、家族の

想いを理解し寄り添う、在宅での看取りの

希望を確認するなどの意見があった。

【子どもへのケア】では、「不安の軽減」

「病気の受け入れ・理解」「症状・苦痛の

緩和」といった内容が多かった。これらは、

疼痛の出現といった、小児がんの特性や、

予後不良であることの理解といった疾患

の状態に合わせた精神面への配慮であっ

た。また、「子どもの気持ちやニーズの把

握」「成長段階に合わせたケア」など、子

どもという存在自体への配慮を示した内

容も記述された。家族へのケアの必要性が

多くあげられる一方、子ども自身のニーズ

を最優先にとらえる、個人として尊重する

など、子どもの気持ちをきちんと捉えるこ

との重要性が示された。さらに、「家族と

ともに過ごせる環境を整える」という在宅

ケアを行う上での配慮を示した内容もあ

った。

【医療者の姿勢・対応】では、「本人・

家族への言動に配慮」、「患児・家族との関

係性の構築」といった内容の記述が多かっ

た。「本人・家族への言動に配慮」は、心

情に配慮しながらも過剰にならないよう

な言葉かけや接し方への配慮が必要との

意見であった。また、「児・家族との関係

性の構築」は、十分なコミュニケーション

をとりながら、信頼を得られるような関わ

りが必要との記述が多かった。



表 18 在宅ケア支援の対象の疾患が「小児がん」であることで他疾患と異なる点

（自由記載・複数回答） n=445

カテゴリー サブカテゴリー

病状の変化が早く急変しやすい（46）

病状の変化が早く、著しい(27)

急変がおこりやすい(10)

状態に合わせた迅速な判断・対応が必要(9)

予後不良（53）

余命が限られている(19)

病状が悪化し、死につながる(16)

予後不良(10)

死を意識する(6)

希望が少ない(2)

疾患の特異性により専門的な知識や

管理・ケアが必要（79）

疾患が特殊で専門知識・技術が必要(16)

疼痛コントロールが難しい(16)

特殊な治療や管理が必要(14)

経過が異なり、病状に合わせたケアが必要(14)

薬剤管理が難しい（9）

医師との連携がより必要(4)

Ｎｓへの負担(4)

訪問頻度が高い(2)

家族の精神的負担が大きい（113）

家族への支援が必要(29)

家族の不安や複雑な思いがある(25)

家族への精神ｻﾎﾟｰﾄが必要(19)

家族の病気の受容が難しい（10）

家族の悲嘆が大きい(7)

家族の期待が大きい(6)

家族への対応が難しい(5)

兄弟へのﾌｫﾛｰ(5)

病状の悪化に伴う精神的負担(4)

家族の疲労が大きい(3)

成長発達過程における小児の特殊性

がある （122）

本人への説明・理解度の把握が難しい(23)

症状の訴えが少なく、分かりにくい(18)

家族との関係性が重要(16)

成長発達に応じた支援(16)

小児という存在自体(12)

医療体制の不足(8)

身体的特徴の違い(7)

病気の受けいれが困難(7)

親の考えの影響が強い(5)

判断が難しい(3)

社会資源サービスが受けられない(3)

学校に関すること(2)

意思の疎通が難しい(2)

児への精神的ケアが必要（22）

精神的ケアが重要(9)

不安が強い(7)

精神面でのケアが難しい(4)

子どもの思いを受けとめることが必要(2)

異なる点はなし(3)



表 19 在宅ケア支援の対象の疾患が「小児がん」である際、他の疾患と比較して配慮する点

（自由記載・複数回答） n=445

ｶﾃｺﾞﾘｰ ｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘｰ

家族へのケア（237）

家族へのケア（93）

両親への対応・精神的ケア（89）

家族の思いや希望の理解・尊重（58）

兄弟へのケア（16）

子どもがなくなることへの支援（15）

両親への病状や治療の説明（9）

家族関係の支援（9）

経済面や環境への配慮（8）

子どもへのケア（125）

不安の軽減（49）

子どもの病気の受け入れ・理解（18）

子どもの気持ちやニーズの把握（18）

成長段階に合わせたケア（15）

症状・苦痛の緩和（14）

家族とともに過ごせる環境を整える（10）

変化する姿への対応（1）

医療者の姿勢・対応（118）

本人・家族への言動に配慮（31）

児・家族との関係性の構築（23）

治療や状態観察（16）

緊急時の受け入れなどの医療体制（12）

医療者同士の連携（12）

児に関わる人との関係（8）

看護師へのケア・教育（7）

異なる点はなし（4）

家族への教育（3）

看護体制の配慮（2）

８．小児がんの終末期在宅ケアを支援する際の困難な点とその対応策

小児の訪問経験の有無にかかわらず記述

による回答を得た。（結果の表は、＜困難（問

題）＞と＜対応策＞が直接対応可能な場合に

は併記し、回答の内容により＜困難（問題）

＞と＜対応策＞は、別に示した方が理解しや

すい場合はそのようにしている）

1)症状緩和の困難（問題）とその対策

症状緩和についての＜困難（問題）＞につ

いては、【症状について】【子どもに関するこ

と】【医師に関すること】【看護師に関するこ

と】【薬剤に関すること】【家族について】【支

援体制】といった内容に分類された（表 20）。

【症状について】は 78 件の記載があり、

小児の特性から、『苦痛の訴えが伝わりにく

い』、『自覚症状がとらえにくい』といった「症

状の把握」と、『疼痛コントロール』などの

「症状への対応」が困難であるなどの内容が

示された。【薬剤に関すること】では、『薬

剤の適正量の判断』(8 件）や、『投与量の微

調整』（8 件）とともに、『在宅で使用でき

る薬剤に制限』、『医師からの指示に時間を

要する』などの問題があげられた。【子ども

に関すること】では、『理解して治療をうけ

る』や『子どもの意思がどこまで伝わるかな

ど』子どもの意思を尊重する上での、「子ど

もとの意思疎通」の問題や、「治療・処置の



拒否」、「精神面・心理面」が困難として示

された。【医師に関すること】では、『在宅

で症状緩和できる医師がいない』、『小児の

緩和ケアができる医師がいない』など「症状

緩和に対応できない」、また「在宅医の不足」、

「医師の不足」「不十分な連携」があげられ、

対策として症状緩和を理解し対応できる医

師を増加させる内容があげられていた。【看

護師に関すること】では、『小児の知識がな

い』（24 件)、『症状コントロールの技術不

足』（5件)など「小児の知識・技術の不足」

が最も多かった。この対策には、『小児病棟

での研修の実施』や『研修会・勉強会の企画』

などがあげられた。他の問題では、「不十分

な体制」、「信頼関係」、「精神的管理」な

どがあげられた。【家族に関すること】では、

症状ｺﾝﾄﾛｰﾙに関わる不安などの「本人家族の

精神面への対応」、「両親の終末期の理解」、

「看護者の家族へのケアの力量」などがあげ

られた。【支援体制】では、『24 時間体制で

ない』など症状ｺﾝﾄﾛｰﾙにあたるための「体制

未整備」、「連携体制」などがあったが、こ

の対策の中では、『小児専門ｽﾃｰｼｮﾝの設置』

などの専門化の案が示されていた。また「き

め細かい対応ができない」などの問題もあげ

られた。

表 20 症状緩和に関する困難と対応策 （自由記載・複数回答） n=359

種類 困難内容 困難な点 対応策

症状に

ついて

症状の

把握（49)

苦痛の訴えが、他者に伝わりにくい（21） 絵やフェイススケールの活用（２)

痛みの程度把握しにくい（11） 両親と共に子どもに合わせた対応(1)

自覚症状がとらえにくい(13) 声かけ(1）

症状の進行が早く、変化が著しい（3） 両親より詳細な変化を聞く(1)

コントロールラインが分かりにくい（１) 観察を密にしサインをみのがさない(1)

症状への対

応 （27)

小児の症状の早期発見や対応に不安（１) 研修会への参加(1)

疼痛コントロール（21) 医師、家族、ケアチームの協働(1).

意識がある状態での症状緩和（1) 入院したいときに入院できる体制(1)

治療に伴う副作用（２） 主治医との 24 時間連絡体制（１）

異常の早期発見・対応(1)

症状緩和するまでの検査処置・治療に伴う

苦痛・疼痛の出現について理解を得る（1)

点滴キープやカテーテル挿入(1)

子ども

に関す

ること

子ども

に関す

ること

子どもとの意

思疎通(9)

理解して治療を受けること（３） 早期からの介入を開始する(1).

意識が声明な子どものニーズを聞く（１) 症状について十分に家族と話し合い、

目に見える形にする（1)子どもの意思がどこまで伝わるか（４)

意思確認が難しい（1)

治療・処置の

拒否(13)

症状緩和の治療・薬や処置への拒否（3）

言語未発達の子どもと言葉以外の会話（１）

精神面・心理

面（６）

精神的ケア（２)

心理面への関わり（2）

成長発達と病態の変化との見分け(1)

体調不良時の対応（1)

医師に

関するこ

と

症状緩和に対

応できない

（12)

麻薬を使いたくないため処方ﾀｲﾐﾝｸﾞずれ(1) 在宅医師の意識改革(1).

ペインコントロールの専門医がいない（１) 医師の麻薬などの研修会の開催（1)

在宅で症状緩和ができる医師がいない(３) 24 時間受入可能医療機関の確保（1)

小児の緩和ケアができる医師が少ない（3) 疼痛コントロール出来る医師の増加(1)

症状緩和できる技量（3) 病棟主治医との連携体制(2)



経験がない(1) 小児専門医、地域医療機関連携(1) .

在宅医不足

（24)

往診医がおらず対応の遅れ（確保）(21） 顔の見える関係づくり、IT の活用(１)

往診医がおらず病院受診が必要になる(2) 小児に限らず往診医との連携(１)

在宅ケアに長けている医師選び（1) 小児科医の充足(1)

医師不足（15)

急変時対応可能な医師不足（４）

小児科医不足（6）

対応可能な医師の不足（１）

在宅で看とりができる開業医がいない（3）

身近な担当医師がいない（1)

不十分な連携

（22)

病院医師と在宅医師の連携（３） 主治医との密な連携(1)

主治医との連携（４) 専門医、総合病院の往診システム(1)

医師からのサポート（２） 受け入れ前からの在宅医との申し送り

を密に行う(1)２４時間対応の医師の確保(11）

主治医の協力がどこまで得られるか（１) 24 時間体制事業所体制にする(1)

忙しすぎて相談できない（1) かかりつけ医の確保（1)

看護師

に関す

ること

小児の知識・

技術の不足

（40)

小児看護の経験と知識がないこと（24) 病棟研修に実施（1)

小児がんについての知識不足（1) 小児病棟勤務経験者の導入（1)

緩和ケアに対する知識不足（3） 細かい指示書の活用(1）

フィジカルアセスメント能力、経験のなさ（１） スタッフの研修、勉強会(２）.

症状コントロールの技術不足（５）

症状緩和できる技量（３）

短い訪問時間で児の訴えを読み取る（１）

終末期ケアの経験がなく予測ができない（１）

痛みや症状の把握が可能か（１）

不十分な体制

(4)

ゆとりがない（１）

他職種との連携頻度の多さに、精神的、間

的負担が大きい（１）

じっくり関る体制に見合う看護師の確保（２）

信頼関係(5)
信頼感の獲得（１）

親と同じように悲しみ、喜びを感じること（１）

精神管理(3) 家人や患者に気丈に接していけるか（３）

薬剤に

関する

こと

薬剤使用上

の問題(21)

在宅で使用できる薬剤が限られている（３） 小児科医、緩和ケア医の協力（１）

医師から指示を受けるのに時間を要する(1) 小児用緩和マニュアルの整備（１）

薬剤の適正量の判断(８) 医師との密な連携、家族の教育（２）

投与量の微調整(8) 往診医との 24 時間連携体制づくり(１）

麻薬注射は家族はできない（1）

薬剤管理(１)

家族に

関する

こと

本人家族の

精神面への

対応（8)

症状ｺﾝﾄﾛｰﾙ不能時、家族の不安の増強(２）

家族が不安に耐えられない（２）

本人・家族への精神的ケア（２)

症状緩和を受け入れられないこと（1)

副作用に対する家族の受容度（1)

関係性・コミュ

ニケーション

の問題（3)

医療処置が多く、患者や家族とじっくり話し

ができない（１）

若い母親とのコミュニケーション（1）

親子関係にどこまでふみこんでよいのか（１）

家族の終末 両親の死の受容（５） 家族との信頼関係を深める(1）



期の理解(16) 家族が終末期であることが理解でき、子ども

に接することができるか（１）
家族のメンタル面のケア（1）

家族の理解（３)

急変時に家族がしっかりできるか(２）

両親の就業で介護の手がない（1）

在宅でケアを行う介護者の意思確認（１）

家族への対応（３)

看護者の家

族へのケアの

力量（11)

主介護者の疲労の考慮（１）

親への精神面での支援（７）

親の気持ちに沿えるか（２）

親子関係にどこまでふみこんでよいのか（１）

支援体

制

連携体制(13)

緊急時の対応についての不安（3) 病棟担当医、往診医、訪問看護ステー

ションとの連携（1）主病院と緩和ケアの統一ができない（２）

疼痛ｺﾝﾄﾛｰﾙの詳細な指示を得にくい（１)

大学病院との連携（5）

主病院と緩和ケアの統一ができない（２）

体制の未整

備（13)

在宅緩和ケアの支援体制の未整備（１） 専門の訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの設置（１）

事業所が 24 時間の対応でない(5) 内科医師もチームメンバーになる（１）

24 時間対応の開業医が少ない（２） 専門ステーションの確保(1.）

人員不足で対応できない（１） 人員増加による事業所規模の拡大(1）

受け入れ病院がない（３） 看護師の増員(１）.

医療相談をするところがない（１）

診療報酬上

の問題（2)

週３回以上、１時間以上の訪問は赤字(1）

訪問頻度よる経済的理由での訪問制限（１）

きめ細かい対

応ができない

（6)

細かな対応のための訪問診療の実施（１）

必要な時にすぐに対応できない（１）

病状変化に伴う連携（１）

急変時の対応（３）

教育体制(1) 両親、兄弟、医療ｽﾀｯﾌの包括的教育（１）

2）ケアや治療面の困難と対策

ケアや治療面での＜困難（問題）＞では、【家

族に対する困難】【患児に対すル困難】【医療

処置に対する困難】【小児の経験不足】【小児

看護の特性への理解不足】【医療者の対応】

【在宅医療体制・対応】【在宅移行体制】に

分類された。その対応策としては、【家族へ

のサポート】【家族・患児へのサポート】【患

児へのサポート】【医療処置】【小児の知識・

技術・経験の強化】【訪問看護の対応・体制】

【医師の対応・体制】【医療チームの対応・

体制】【地域医療サービスの充実】【在宅移行

時の対応】に分類された(表 21)。

＜困難＞では、【小児の経験不足】が最も

多く、他項目の質問にも示されているように、

在宅での小児の事例が少ないことだけでな

く、基本的な知識・技術といった小児の臨床

経験不足に困難や問題を認識していること

が明らかになった。また【小児看護の特性へ

の理解不足】は関連した内容として困難の内

容として示された。これらの＜対応策＞とし

ては、【小児の知識・技術・経験の強化】と

して、「勉強会や研究会への参加」や「小児



科での実習」が多くあげられた。

【家族に対しての困難】では、在宅である

がための「治療・ケアの限界の理解」や「治

療・ケアの必要性の理解」「治療・ケアに対

する親の理解」などの意見が多く出された。

このことで、病院と在宅での、治療やケアの

違いに対する家族の理解や協力を得ること

の難しさが明らかになった。【患児に対して

の困難】では、「治療・ケアの理解・協力」

が最も多くあげられた。この理由は、家族と

異なり、在宅では病院と同じような治療をし

たくないと思う患児の意思の表れもあると

考えられる。これらの対策としては、家族・

患児どちらに対しても、「十分な説明」や「積

極的なコミュニケーション」の必要性が多く

記述された。【在宅医療体制・対応】では、「小

児の往診医不足」「24 時間体制」の困難があ

がり、その対応策では、数は少ないが、「複

数のステーションとの協働」「小児専門のキ

ーステーションを開設」「レスパイト可能な

病院の確保」など、現実に即した内容が出さ

れた。また、【在宅移行体制】の困難では、「病

院との連携不足」があがり、その対応策とし

ては「退院共同指導・カンファランスの充実」

「医療機関からの十分な情報収集」など、移

行時期からの病院との連携の重要性が示さ

れた。近年、介護保険の充実により、高齢者

の在宅ケアにおいては、病院との連携が強化

されてきているものの、この点でも、小児領

域ではいまだ対応ができていない現状を示

しているといえた。

表 21 ケアや治療面の困難と対策 （自由記載・複数回答）n=293

困難(問題) 対策案

カテゴリー サブカテゴリー カテゴリー サブカテゴリー

家族に対

する困難

(55)

治療・ケアの必要性の理解<12>

家族への

サポート

(56)

家族からの情報収集と十分な説明<15>

治療・ケアに対する親の協力 <10> 親と十分な相談しながら、一緒の思いで

アプローチする <7>家族の悲しみ <1>

在宅での治療・ケアの限界の理解 <14> 密な連携（コミュニケーション） <9>

親との協働 <3> 共感・傾聴 <9>

家族の不安 <5> 両親の意向に沿う治療・ケアの選択<6>

サービス受け入れ拒否 <1> 看護師のケア・処置の協力依頼 <1>

両親の受容（受け入れ） <6> 早期から関わりを持つ<4>

介護負担の増強 <3> 在宅で希望する治療の確認<4>

患児に対

する困難

（56）

タイムリーな症状コントロール<9>

患児への

サポート

(19)

密なコミュニケーション<4>

病気や予後の理解（特に年少児） <9> 十分な説明<7>

病気の受容 <2> 早期からの関わり<4>

治療・ケアへの理解・協力（拒否） <25> 本人が希望する治療の確認<4>

不安定（精神的） <3>

家族と患児との意見の相違 <1>

予後に対する不安 <1>

適確に訴えられない <4>

訪問看護師を受け入れない <2>

医療処置

に対する

困難（23）

医療処置の家族管理 <4>
医療処置

(2)

家族指導 <1>

学校での医療継続の限界 <1> 管理方法の工夫 <1>

高度な医療処置の実施や管理 <16>



痛みのある処置の対応 <2>

小児看護

の経験

不足（57）

状態のアセスメント、予測や判断 <4>

小児の知

識・技術・

経験の強

化 （45）

小児科での実地研修(実習） <10>

最新の治療やケアの知識不足 <2> 小児経験者との同行訪問 <2>

小児看護の知識・技術・経験不足 <46> 小児経験者の雇用 <3>

小児看護に対する不安や負担 <5> 勉強会・研修会への参加 <23>

小児の特性に応じたケアの実践 <6> 経験を積んでいく <4>

安心・安全の確保 <3> チームで対応 <2>

親子へのかかわり<4> カンファランスの開催 <1>

成人に比べ訪問時間が多く必要 <7>

親の希望と看護の現実とのギャップ<3>

医療者の

対応（22）

状態変化時のスピーディーな対応（往診

医・訪問看護師） <21>
訪問看護

の対応・

体制（14）

家族の希望する時間に訪問 <1>

24 時間体制の確立 <2>

医療者の責任が重い <1> 担当訪問看護師の固定化 <1>

訪問看護師と病棟看護師との連携 <5>

複数看護師訪問・長時間訪問の実施と

診療報酬の充実 <3>

医師の

対応・体制

（18）

病診連携の確立 <10>

主治医による緊急対応 <2>

医療チー

ムの対応・

体制（17）

主治医と訪問間師 24 時間連絡<4>

医療チームの対応を意志統一<1>

主治医と訪問看護師の密な連携 <12>

在宅医療

体制・対

応 （32）

24 時間訪問体制（訪問看護） <2>

地域医療

サービスの

充実（21）

サービス体制の整備<3>

小児の往診医不足 <24> 経済的支援 <1>

24 時間体制の小児往診医不足 <10> レスパイト可能な病院の確保 <3>

主治医との連携不足 <3> 小児往診医の充足 <11>

病院からの距離の遠さ<2> 病院と在宅を行き来する <1>

緊急時の受け入れ体制<1> 小児専門のキーステーション開設<1>

経済的負担<2> 緊急の受け入れ病院の確保<1>

社会資源不足<2>

在宅移行

体制（18）

物品の準備 <8>
在宅移行

時の対応

（24）

家族とよく話し合って調整 <2>

病院との連携不足 <7> 多職種の連携、協働 <9>

終末期の判断(移行のタイミング） <3> 退院共同指導・カンファランス充実 <6>

医療機関からの十分な情報収集 <7>

3)家族への対応の困難（問題）と対応策

家族への対応での＜困難＞は、【家族への

支援】【家族の介護力】【延命への希望】【医

療体制】【看護師の質】に分類され、＜対応

策＞は【家族への支援方法の改善・充実】【医

療体制の充実】【看護師・医療者の対応力強

化】【連携強化】の４つに分類された（表 22）。

最も困難な点は、【家族への支援方法の改

善・充実】で、「両親への関わり・配慮」（42

件）、「両親の覚悟」（27 件）、「病状進行に対

する理解・受容」（22 件）の順に多く、終末

期を迎えなければならない家族の苦悩の大

きさが、対応の難しさに結びついていると考

えられる。それらの対応策として、「信頼関

係の構築」（21 件）、「十分な傾聴」（19 件）、



「精神面でのサポート」（14 件）、「家族に寄

り添う」（8件）などが挙げられた。

次に多く挙げられた問題点は、【看護師の

質】の問題であった。その内容は「小児看護

の経験不足」（19 件）が最も多く、これは他

の質問項目でも多くあげられる問題であっ

た。また、「看護師のストレス・不安の増強」

（7 件）は、終末期の子どもを看ることへの

重圧が大きな原因であると考えられる。これ

らの対応策としては、【医療者の対応力強化】

や【連携強化】の内容として示された。【看

護師の質】向上に直接関連する対策として、

「訪問看護師のスキルアップ・人材育成」（12

件）、「小児の専門的知識・技術の習得」（13

件）、「精神的ケア技術の習得」（9件）などが

あがり、その習得のために、研修や勉強会へ

の参加、小児看護の実習などの具体的な方法

が、他の質問と同様に数多く出されていた。

また、【連携強化】として、「チーム間での情

報共有」（5 件）、「チームカンファ」（7 件）

や、「入院中の情報収集」「関係機関との密な

連携」「病棟との連携」など、他施設との連

携強化の必要性も挙げられた。

【看護師の質】とほぼ同数で【医療体制】

の困難や問題があげられた。その内容は、「訪

問時間不足」(12 件)、「急変・緊急時の対応」

（6 件）など、医療者側の対応の充実に関す

る問題と、「経済的問題」（6 件）、「兄弟への

サポートシステム」（5件）、「レスパイト」（4

件）など、家族の支援に対する医療体制強化

の問題があげられた。これらには、小児の家

族環境の特性ともいえる問題が含まれてい

るといえる。これらの対応策としては、往診

する医師の充足などの「小児を支える体制整

備」（20 件）が最も多く、「長時間の訪問看護」

（5 件）、「訪問料金の見直し」（4 件）、など

があげられた。更に、「レスパイト入院」「兄

弟へのヘルパー派遣」をはじめとする家族の

介護負担増強対応策も挙げられていた。

表 22 家族への対応の困難と対応（自由記載・複数回答） n=315

困難な点 対応策

カテゴリー サブカテゴリー カテゴリー サブカテゴリー

家族への

支援の困

難（252）

不安の増強（19）

家族への支

援方法の改

善・充実

（93）

充分な傾聴（19）

病状進行（変化）に対する理解・受容（22） 信頼関係の構築 （21）

病院との違いの理解不足（3） 両親とケア方針等の十分な相談（7）

両親の覚悟（死の受容）（27） タイムリーな説明・指導（6）

迷いに対する対応（2） 表現や言葉の工夫（気遣い）（6）

子どもを亡くす悲嘆へのケア（16） 兄弟への配慮（3）

精神的サポート（70） グリーフケア（3）

ニーズの多様化（8） 精神面でのサポート（14）

家族内の調整（10） 家族に寄り添う（8）

両親への関わり・配慮（信頼関係）（42） 家族をひとつにできる関わり（3）

医療者のケア・処置に対する理解不足（5） 悲嘆のケア・喪失への準備教育（3）

兄弟への関わり（9）

思いの変化への対応（2）

思いや希望に沿う支援（15）

情報の多様化に対する対応 （2）



家族の介

護力（26）

病状変化への気づき（1）

医療処置の習得（2）

知識不足（1）

介護負担の増強・介護力不足（22）

延命への

希望（6）

長く生きて欲しい（3）

再入院の希望（3）

医療体制

（42）

レスパイト（4）

医療体制の

充実（56）

他職種（専門家）の訪問（5）

訪問時間不足（12） 長時間の訪問看護（5）

在宅以外（学校や旅行など）への対応（1） 小児を支える体制整備（20）

経済的問題（6） 入院の選択肢（2）

兄弟へのサポートシステム（5） レスパイト入院（5）

急変・緊急時の対応（6） デイサービス（病院での預かり）（5）

病院との連携不足（2） 訪問以外のオプション設定（1）

看取りを支援できる開業医不在（2） 兄弟へのヘルパー派遣（１）

グリーフケア（2） 訪問料金設定の見直し（4）

訪問期間が短い（２） 24 時間体制の確立

幅広い公費負担（１）

入院中の教育の充実（1）

ソーシャルな相談窓口の設定（2）

インフォーマルのサポート（3）

看護師の

質（44）

小児看護の経験・知識不足（19）

看護師・医

療者の対応

力強化（49）

早期からの関わり（4）

看護師のストレス・不安増強（7） 精神的ケア技術の習得(研修)（9）

医療処置の実施（4） 小児の専門的知識・技術の習得（13）

家族のスタッフ受け入れの不平等（3） 看護師のスキルアップ・人材育成（12）

看護師の人間性（１） 小児経験者の雇用（2）

家族への病状説明（6） 柔軟な対応（2）

対応への不満（3） 主治医の充分な説明（5）

医療チームの共通理解（１） 緊急時の対応の充実（１）

事業方針で行わないことの明確化（１）

連携強化

（37）

入院中の情報収集（4）

チーム内での情報の共有（5）

スタッフ間での対応の統一（2）

カンファレンスでの対応策検討（7）

関係機関の密な連携（14）

病棟との連携（5）

4)看護師の資質の問題と対応策

①看護師の資質の問題

小児がんの終末期の在宅支援を行う上で

の看護師の資質についての自由記載では、小

児の訪問看護を実施していく上での問題に

共通する内容が示されてきた。【知識・技術・

経験】の問題では、『経験不足』（40 件）『小

児の看護・医療の経験不足』（89 件）や、『小

児の特性を踏まえた知識・技術』（21 件）な

ど、小児の看護や医療、小児がんやターミナ

ルに対応する経験の不足から、知識や技術が

ないことを問題ととらえていた。【資質獲得



上の障害】（91 件）は、訪問看護師の資質そ

のものの問題というよりは、資質を獲得する

上での障害となる内容が記載されたもので

ある。『人員不足・賃金の問題』（30 件）、『ケ

ースが少ない』（15 件）、『知識・技術を身に

つける時間がない』（13 件）など、資質を確

保することが困難であるという内容の他、小

児の訪問看護に対しては、『小児看護自体へ

の不安が強い』（24 件）という内容が示され

た。【家族との対応】に関する資質（41 件）

の問題も多く、最も多かったのは、『親に向

き合う、関係をつくる』資質（19 件）であり、

小児がんの終末期の訪問看護を行う上では、

家族との関係性づくりの難しさを反映して

いる回答と考えられた。【責任感・自己決定・

看護の感性】（20 件）については、小児がん

の終末期の訪問看護に限らずでてきた内容

と考えられる内容で、在宅支援を責任をもっ

て行う訪問看護の資質に、対象が小児にあり、

終末期にある難しさに対応していける責任

感を持つ資質について記述していると考え

られた。【子どもの心理の理解や対応力】（19

件）は、子どもの特性や心理に対応できる資

質の難しさを記述していた。【看護師自身の

精神的安定】（18 件）は、子どもや家族、終

末期であることに対応できる安定した精神

力についての問題を記述していた。【臨床の

判断力・決定力】の問題では特に病状に応じ

たり、異常への対応ができる力について記述

されていた。

表 23 訪問看護師の資質の問題 （自由記載・複数回答） ｎ＝346

問題の種類 数 内容 数

知識・技術・経験 195

経験不足 40

在宅・重傷者看護経験不足 5

小児の看護・医療の経験不足 89

小児がんの経験・知識がない 9

専門的知識・技術 8

小児の特性を踏まえた知識・技術 21

知識・技術が乏しい、差がある 13

ターミナルケアの経験不足 4

子育て経験がない 6

資質獲得上の障害上

（小児や在宅ターミナルを実施するリスクや障

害）

91

人員不足・賃金 30

ケースが少ない 15

知識・技術を身につける機会・時間がない 13

ターミナルケアの対処は人手が必要 2

小児やターミナルは関わりにリスク高い 7

小児看護自体への不安が強い 24

家族との対応 41

家族から向けられる感情に対応できない 2

親の気持ちの理解が困難 6

コミュニケーション 6

親に向きあう、関係をつくる 19

親に配慮できる 5

家族に適切なケアやアドバイスができる 3

責任感・自己決定・看護の感性 20

自分で問題解決決定・責任を持つ 2

行動力がある 1

柔軟性 1

感性がある 1

死生観を持つ 1

IC 等が在宅看護としてできる 2



医療に偏らず全人的に・バランスをとれる 3

話がきける 2

挑戦や学びの意欲を持つ 3

あたたかさ・ユーモア・安心感 2

人間が好き 1

豊かな人間性 1

子どもの心理の理解や対応力 19

子どもの心理に対応できる 5

子どもが好きで関われる 7

子どもに向き合える 3

子どもを理解できる 1

子どもに対応できる 3

看護師自身の精神的安定 18

気持ちをコントロールして安定できる 2

「子ども」の終末・死に対応できる 4

抱え込み・介入のしすぎがない 4

過重なストレスに耐えること 6

まきこまれない 1

自信を持つ 1

臨床の判断力・決定力 8

病状の変化に対応できる 4

異常の早期発見 1

判断力がある 2

きめこまかな観察力 1

その他 14

ナースでの個人差がある 12

失言が心配(経験不足で） 1

訪問看護が好きかどうか 1

②看護師の資質の問題への対応策

上記の看護の資質への対応策として記述

されたものを問題ごとに整理した。どの問題

に対しても、学習や経験の機会を持つことが

共通して対策として示されていた。

≪知識・技術・経験≫に関する問題に対し

ては、【学習や経験の機会の確保】（101 件）

や、特に多いのは『研修会参加』（52 件）で

あり、『経験者活用や同行訪問、経験ステー

ションで経験を積む』（10 件）などもあげら

れた。【知識・技術・経験不足をカバーする

体制づくり】（21 件）では、『小児や小児がん

経験者の採用』（11 件）、『病院との連携構築』

（7 件）などが示された。≪資質獲得上の障

害≫の対策でも、【学習・経験の機会確保】（23

件）があがり、やはり『研修・学習の場の確

保や機会の公平性の確保』（19 件）が多かっ

たが、これは地域によって経験や研修の機会

が異なるなどの問題から、公平に学習できる

機会を獲得することを示していた。【連携・

バックアップ体制づくり】（10 件）では、『地

域の連携体制づくり』『チームでバックアッ

プ体制』などが示された。≪家族との対応≫

の資質の問題に対しては、ここでも、【学習

や経験の機会の確保】（12 件）が示された。

また、【家族のニーズに応えられる体制づく

り】（7 件）として、『家族の状況に会う看護

で対応』『子どもを経験した看護師で対応』

などが記述された。≪子どもの心理の理解や

対応力≫にも【学習機会確保】が出てきた。

≪臨床の判断力・決定力≫でも【学習の機会

確保】が示されたが、この問題については、

『カンファレンス・ケース検討会』などが有

用であるという内容が示された。≪看護師自

身の精神的安定≫については、『専門職とし

て取り組むための話し合い』『一人で抱え込

まない』など、看護師のフォロー体制につい

て考えられていた。その他、『小児専門ＳＴ

をつくる』などの提案がなされていた。



表 24 小児がん終末期の訪問看護を行う訪問看護師の資質の問題への対応策 （自由記載・複数回答） n=346

問題の種類 対応策 数 内容 数

知識・技術・

経験

学習や経験の機会を確

保する
101

研修参加 52

地域全体や小児在宅医との学習機会 4

小児病棟での実習 9

勉強会・カンファレンス・ケース検討 9

人材育成 3

知識・技術の獲得 5

学校での教育の充実 2

経験者活用や同行訪問・経験 ST で経験を積む 10

経験を重ねる 4

本人の努力 3

知識・技術・経験不足を

カバーする体制づくり
21

小児や小児がん経験者の採用 11

複数で担当する 2

病院との連携構築 7

小児の緩和ケア往診体制 1

その他 1 小児の在宅訪問看護のハードルあげる 1

資質獲得上

の障害

人員・賃金確保 9
保険請求・診療・看護報酬改定 4

スタッフの確保 5

学習・経験の機会確保 23

研修・学習の場の確保や機会の公平性の確保 19

個々のスキルアップの努力 2

ケースを受け入れ経験を積む 2

連携・バックアップ体制

づくり
10

チームでケースをバックアップ 5

地域の連携体制づくり 1

退院後訪問 1

病院ナースの訪問 2

小児ホスピス設立 1

家族との対

応

家族のニーズに応えら

れる体制づくり
7

家族の状況に合う看護師で対応 2

子どもを経験した看護師で対応 3

家族との密な交流 1

チームで関わる体制づくり 1

学習や経験の機会を確

保する
12

研修・学習の機会 5

小児病棟での研修 2

カンファレンス・事例検討会 3

経験積む・慣れる 1

接遇の訓練をうける 1

子どもの心

理の理解や

対応力

子どものニーズに対応 2
小児看護の経験者・子どものいる看護師 1

対応できるスタッフの確保 1

学習機会確保 3 学習の機会確保 3

スタッフに対応 2 スタッフの心理的安定を図る 2

臨床の判断

力・決定力

学習機会確保 4
カンファレンス・ケース検討会の開催 3

研修会の参加 1

医療機関情報確保 1 医療機関からの情報提供 1

責任感・自

己決定・看

護の感性・

学習の機会確保 5

ケースを重ね共有 1

教育 2

基礎教育で在宅実習を 1

カウンセリング研修 1

看護師自身

の精神的安

定

学習機会確保 1 研修参加 1

精神的フォロー体制 5

専門職として取り組むための話し合い 1

一人で抱え込まない・共有する 3

リフレッシュ 1

環境的整備 1 2 人での訪問算定評価 1

その他 学習の機会確保 5 事例検討・研修会・教育 5



体制づくり 7

カンファレンスで問題解決 4

小児専門 ST をつくる 1

入院中から関わる 1

特定の人が対応する 1

５）医療機関との連携上の困難と対応策

①困難点

医療機関との連携上の困難で最も多かっ

たのは、≪医療機関の受け入れや対応≫に関

することで 169 件あった。特に、【受け入れ

体制の不安】（127 件）が多く記述された。『24

時間や夜間対応してもらえない』（55 件）、『緊

急時の受け入れ体制』（26 件）、『往診しても

らえない』（36 件）などが記述された。また

＜サポート病院が少ない・ない＞（35 件）で

は、『サポートしてくれる病院がない』『バッ

クベッド・レスパイトの困難』などが多かっ

た。≪医師との連携の困難≫は 143 件あり、

【医師の確保の困難】（65 件）では、『小児科

医の不足』（24 件）、『在宅・往診を行う医師

の不足』（23 件）などがあげられた。【医師と

連絡がとれない】（59 件）では、『医師（主治

医）と連絡がとれない』（29 件）、『大きな病

院ほど連絡がとれない』（16 件）などがあげ

られた。また、【医師の在宅の知識や認識の

不足】（13 件）などもあった。≪在宅ケアを

実施する上で必要な情報交換≫に関しては、

【ケア・治療等の情報交換の不十分さ】（13

件）、【在宅ケアに十分な情報を得られない】

（8 件）などがあり、在宅ケアを行う上での

医療機関との情報交換が効果的に行われて

ない内容が示された。

≪その他≫の内容には、【最後の場の決定困

難】や【在宅での死亡確認】などの困難も挙

げられた。

表25 小児がんの終末期ケアを在宅で行う際の医療機関との連携上の困難 （自由記載・複数回答） n=321

問題の

種類
数 困難 数 内容 数

医療機関

の受け入

れや対応

169

サポート病院が

少ない・ない
35

サポートしてくれる病院ない 11

バックベッド・レスパイとの困難 10

病気に対応できる病院が近くにない 3

母体病院で対応してもらえない 1

近くの往診医とのつきあいがない 2

在宅小児がん終末期を受け入れる機関ない 1

受診しにくい・遠方・通院がたいへん 6

受け入れ先の限定 1

医療機関の

受け入れ対

応（続き）

受け入れ体制の

不安
127

緊急受け入れ態勢の不安 26

往診してもらえない 36

窓口がない・決まっていない 10

24 時間や夜間対応してもらえない 55

退院後のフォローしてもらえない 3

在宅に理解のあるスタッフ配置や体制がない 2

複数病院の連携

困難
5

転院すると以前の医療機関の情報とれない 1

複数病院との連携が難しい 2

地元と機関病院の連携の困難 2



その他 2
物品の購入 1

すぐに入院になる 1

医師と

の連携
143

医師の確保の困

難
65

専門医（主治医）の確保の困難 13

小児科医の不足。受入れる小児科医の不足 24

(小児の）在宅・往診を行う医師の不足 23

在宅小児がん終末期を受け入れ可能な医師 4

緩和ケアのできる医師 1

医師と連絡が

とれない
59

医師(主治医）と連絡とりにくい 29

大きな病院ほど医師と連絡とりにくい 16

多忙で対応してもらえない 7

直接医師と相談できない 6

医師との間に入る職種や部門がない 1

医師の在宅の知

識や認識不足
13

在宅の知識や意識が低い・在宅を知らない 10

かかりつけ医を受け入れてもらえない 1

在宅への考えに温度差がある 2

主治医と訪問看

護師の信頼関係

の難しさ

7

信頼関係・連携の困難 5

相談しにくさ 1

看護師があげる問題を医師が対応してくれる

か
1

在宅ケア

を実施す

る上で必

要な情報

交換の問

題

22

在宅ケアに十分

な情報を得られな

い

8

病院での状況を伝えてもらえない、得られにく

い
3

退院後に処置等の見学ができない 1

治療の適切・詳細な指示が困難 3

看護師からの情報が得られにくい 1

ケア治療等の情

報交換の不十分

さ

13

カンファレンスが開けない・出られない 4

病状の変化に応じた連携の困難 4

小児の場合の連絡のタイミング 1

細かい情報交換ができていない 4

在宅情報伝達の

困難
1 状態を情報として伝えることの困難 1

医師・家族情報伝

達
1 医師と家族間の情報伝達の問題が存在 1

その他 11

経験なく予測困難 2

小児がん知識不足 1

家族のサポート 2

最期の場決定の困難 1

在宅での死亡確認 1

在宅との連携困難 4

②医療機関との連携困難への対応策

医療機関との連携上の困難の対策として

あげられた内容には、≪情報交換体制づくり

≫で 46 件あり、【在宅移行前の情報交換】(21

件）が最も多かったが、『退院前の準備体制

づくり・カンファレンス』（11 件）、『関連機

関が集まって検討する』（5件）などが多か

った。【関係者の関係づくり】（9 件）、【多様

な情報交換手段の確保】（8 件）では、『ダイ

レクトコール』『メール・IT』の利用などが

示された。これらは、直接医師や医療機関と



の連絡方法を確保する方法とともに、関係性

づくりを事前から行い、情報交換体制をつく

ろうとするものであった。≪連絡体制の確立

≫（30 件）で最も多かったのが【病院との連

絡窓口】（20 件）であった。病院の主治医に

常に連絡できることが難しいことは理解し

ており、窓口になる場の設定を期待されてい

たといえる。≪体調変化・救急体制≫（33 件）

では、【24 時間体制】(11 件）、【事前準備体

制】（15 件）、【救急時の対応】などが求めら

れていると言えた。≪医師の確保≫（23 件）

では、【往診医の確保】【在宅の主治医の確保】

【地域の小児科医の確保】など、地域で連携

がとれる医師の確保ができることを強く希

望していた。≪地域の在宅療養連携の組織化

≫（12 件）では、【主幹病院と地域病院連携】

【地域での組織づくり】が示された。

表 26 医療機関との連携の問題に対する対策案 （自由記載・複数回答） ｎ＝321

対策の種類 対策 内容

情報交換体

制づくり
46

在宅移行前の情報交換 21

コストを確保して参加したい（とれない） 2

関連機関が集まって検討する（顔を合わせる） 5

退院前の十分な準備体制づくりカンファレンス 11

事前に予測されることに指示をうける 3

サマリーの充実 1 種々の職種のサマリー交換 1

積極的な情報収集 6

訪問看護師からの密な連絡 4

連絡のタイミングの知識をつける 1

受診に同行して情報を得る（コスト確保希望） 1

関係者との関係構築

・情報交換体制
9

在宅移行前からの関係者との関係構築や情報

交換
8

定期的なカンファレンスの開催 1

多様な情報交換手段確

保
8

FAX 等連絡方法を確立する 1

ダイレクトコール等直接会話ができる方法確保 4

携帯での連絡体制 1

メール・IT の利用 2

変更があった際の連絡 1
病院で在宅移行に変更がある際の情報伝達の

確保
1

連絡体制の

確立
30

病院との連絡窓口 20

近医・開業医の担当にとってもらう 2

担当者・担当部署を決定しておく 15

複数病院の連絡窓口の確保 1

担当医を複数にしてもらう 1

往診医に連絡をとってもらう 1

連携連絡体制の確立 9
連携体制の確保・連絡体制の準備 8

看看連携の充実 1

指示の統一 1 複数病院受診時の指示の統一 1

体調変化・救

急時体制

33

24 時間対応体制 11

24 時間往診に応じる小児医療機関の設置 4

主治医の 24 時間対応体制 4

在宅療養支援診療所の拡大 1

24 時間対応病院 2

事前準備体制

15

緊急時の連絡方法を特に確立する 9

体調変化・救急

時体制（続き）

事前準備体制（続き）
事前に対策をきめておく 5

緊急時のファーストコンタクトは病院にする 1

緊急時の対応先の確保 5
病院での受け入れ体制の確保 4

近医で対応できるよう準備 1

医師間の連携強化 1 医師間でバックアップ体制を強化 1



地域での緊急時体制づ

くり
1 地域連携で緊急時に対応する 1

医師の確保 23

医師を増加 2
医師、小児科医を増やす 1

医師でなくてもできる仕事を受ける職種を確保 1

地域の小児科医の確保 5
小児科医を増やす 4

郊外への小児医師の派遣 1

在宅の主治医の確保 5

在宅医の増加推進 2

小児在宅医療の医師を育成 1

地域で長期に診てくれる医療機関を多く確保 2

往診医の確保 11

通院から往診医に移行 2

小児往診の確立 4

開業小児科医の往診医を確保 1

近隣の往診医の開拓 3

往診専門医の配置 1

在宅の理解

促進
8

医師の理解促進 2 医師の勉強会・研修への参加促進 2

相互理解の促進 5
相互研修・学習の機会確保 4

在宅からの継続的な働きかけ 1

行政からの啓蒙 1 公的機関からの働きかけ 1

地域の在宅

療養連携の

組織化

12
地域での組織づくり 5

地域ぐるみで体制づくり/地域連携 3

地域でのグループ診療 2

主病院と地域病院連携 7 病院ー近医連携の促進 7

その他 8

行政への働きかけ・改革への希望 2

日頃の信頼関係があれば問題ない 2

退院後も心理相談等の充実を 1

頻繁に連絡をとりあう 1

病院・クリニックからの訪問が望ましい 1

子どもの状況や発達を考慮した一歩踏み込んだ

連携
1

6)小児がんの終末期在宅ケアにおける訪問看護のありかたー自由記述のまとめー

小児がんの子どもの在宅での終末期の訪

問看護のありかたについての自由記載につ

いては、さまざまな意見が述べられていた

(表 27)。

小児の終末期の在宅ケアを【小児がんの終

末期在宅ケア】について「実施したい」とい

う意見は少数で、『前向きに考える』という

記述は 8 件であった。『人員に余裕があれば』

や『体制が整えば』と条件が付随している記

述が多かった。【小児のターミナルケアにつ

いて】の記述では、表 12 と同様に、『終末期

を在宅で過ごすのは成人と同じ』、『残された

時間を家族とともに過ごすことは重要』など

があがり、それを実現させるための訪問看護

は重要な位置づけにあるという認識が記述

されていた。【支援体制】については、「病院

の連携の必要性」があがり、『いつでも入院

ができる体制を作る必要』があるなどが示さ

れた。理想的な体制として、「病院からの看

護師の訪問」が示され、事業所での対応の難

しさを示しているものと考えられた。また、

小児も成人も多方面にケアをすることは難

しく、成人、小児、緩和ケアなど「専門分化

の必要性」も示されていた。「今後つくるべ

き体制」の内容には、様々な意見が出され、

『家族が利用できる短期入所施設』なども挙

げられていた。先の専門分化とは反対に『成

人も小児も一般病院でみられないと垣根が

はずれない』などの記述もあった。【医師と

の連携について】は、前項までの各質問への



回答と同様、『小児を診察できる往診医の確

保』、『24 時間対応可能な小児科医師の確保』

が多く記述されており、小児がんの在宅終末

期のケアにおいては、小児に対応できる在宅

医との連携が必須であることがうかがえる。

【在宅ケアを成立させるシステム】について

は、現在診療報酬制度では対応できないこと

が多く、『保険を使用した訪問看護を受けら

れるようにする』、終末期になると訪問は頻

繁に必要になることがあるため、『同日に複

数回の訪問が可能な診療報酬上の算定』など

があげられた。また、「家族への経済的支援

の充実」もあげられていた。【家族へのケア】

については、「家族に必要とされるケアの在

り方」において家族を理解し、家族へのケア

を重要視していくことが様々に記述されて

おり、「家族との協働」、きょうだいへの支援

も含めた「亡くなった後のケア」の必要性も

あげられた。しかし同時に「家族へのアプロ

―チの困難さ」の記述も多くされていた。

【スタッフ教育のありかた】については、「ス

タッフに必要とされる知識・技術」の中に、

『両親のニーズにこたえられる知識・技術・

精神力を持つ』や、小児訪問看護の知識・技

術を身につける必要性が強調されており、具

体的な「教育方法」として、『小児看護の経

験者による学習会、研修会の開催』、『同行訪

問などによる指導』が必要とのことであった。

また「スタッフの精神的サポート」の必要性

も示された。【小児がん在宅終末期ケアの実

施の否定的感情】には多くの記述があり、「小

児の経験がない」中での実施への不安や、『で

きれば関わりたくない』など「否定的な感情」

を持つことが記述されていた。また、小児が

んの在宅終末期ケアへの「訪問看護の役割自

体を見いだせない」という内容もみられてい

た。

表 27 小児がんの在宅終末期患者への訪問看護のありかたについて （自由記載・複数回答） ｎ＝309

あり方の種類 内容

小児がん

在宅終末

期ケアの実

施について

実施したい

（15）

前向きに考えたい（8）

人員に余裕があれば対応したいと思う（2）

スタッフの人数・教育・体制が整い次第受け入れを開始したい（2）

在宅でのみ取りを家族が理解できればできる（１）

どのような体制が整えばできるか考えたい（1）

手助けしたい気持ちはあるが知識、技術がない(1）

小児の終

末期在宅

ケアについ

て

終末期在宅ケア

のありかた（11）

最期の時を在宅で過ごすことが選択できる環境でなければならない(4）

終末期は在宅ですごすことがよい（2）

十分な緩和ケア、症状緩和ができるかが一番重要（1）

終末期を在宅で過ごすのは成人と同じ（３）

看取りでなく、状態の良い時に家に帰れ、その時に訪問が手伝えればよい（1）

家族とともに過

ごすことの重要

性（5）

母親の手の中で最期を迎えられるような看護ができればよい（１)

家族の中で、生活できることの支援をする（2)

状態が安定しているときに家族がともに過ごす時間を提供することは大切(1)

できるだけ家族と過ごせる環境は必要で、訪問看護は重要な位置にある。(1）

支援体制
病院との連携(8)

専門病院と地方の病院と連携していく必要がある(３)

医療機関との連携を密にする必要がある（1）

緊急時に対応する病院があるとよい（1）



いつでも入院可能な体制作り、病院と在宅支援者の連携が必要(3）

病院看護師の訪

問（6）

病院からの訪問が望ましい（2）

顔見知りの病院の看護師が訪問できるのが理想（3）

小児病院に訪問があるとよい（1）

専門分化（8）

小児・成人・緩和ケアと専門化していく必要がある。運営が難しい（４)

小児訪問看護は専門性を持って特化すべき（3)

近くに小児専門のステーションがあり,紹介している。（１）

地域との連携

（４）

地域・社会での支えが必要（3）

地域の中での小児の訪問看護の需要を考える必要がある（１）

チーム医療（5）

チームでの関わりが重要（3)

家族、医療スタッフ、在宅保健師が一丸となって協力していく必要がある（１）

精神的にも技術的にも安定した看護師が携わるのが家族にとってもよい(１）

今後必要な体制

（11）

母親も見る短期入所施設できるようなシステムも必要（1）

コーディネーター役が必要（1）

今後増えていくともわれ、体制作りが必要（1）

家族の望む細心医療を在宅で行える体制づくりを充実させる必要がある。（1)

訪問看護ステーションの組織力が問われ、苦慮するのではと不安（１）

訪問在宅ターミナルができるというアピールが必要（５））

成人も小児も一般病院で対応できないと垣根が外れず、ﾁｬﾚﾝｼﾞできない(１）

医師との連

携

医師の確保

（12）

小児を診てくれる往診医がいない・小児科医が必要（１０）

24 時間対応可能な医師の確保が重要（２）

医師との連携

（４）

小児科医との連携の取り方、緊急時の対応が不安（１）

医師との連携が作れればできる（２）

医師からの説明とケアがうまくいけば在宅移行もスムーズになる（１)

在宅ケアを

成立させる

システム

保険診療の確立

（10）

保険を使用できる訪問看護、経済的に成り立つ制度があるとよい（４）

同日に複数の訪問看護ステーションが訪問できることが必要（１）

ターミナルケア 加算などに結びつかないと難しい（１)

採算がとれない（４）

家族の経済的支

援 （８）

小児在宅医療の社会資源がない（２)

経済的支援が必要（３)

家族の経済的負担がネックになることあり(３)

人員確保（４）
人員を含めた環境整備が必要（１)

人員不足が一番の問題（３）

ｼｽﾃﾑ作り（２） 潜在的な希望者は多い。利用できるシステム作りが必要（２）

家族への

ケア

家族との協働

（２）

他の家族を巻き込んでいく必要がある(1)

両親がケアの主体となるようにサポートする（１）

家族へ必要とな

るケアの内容

（12）

家族の気持ちを理解し、家族に達成感が得られるような看護をしたい（１）

家族の精神的支援とグリーフケアが必要（３）

家族への支援やアプロ―チが重要（6)

患者・家族・親を理解することが重要（2)

亡くなった後

のケア（４）

兄弟支援も重要（１）

訪問終了後のフォローも大切（２）

子どもが亡くなった後家族が前向きに生きていけるように支援できるとよい（１）

家族へのケ

ア(続き）

困難さ（２５）

最期まで前向きに頑張っていく姿を見守り、お手伝いできればお互いが強くな

り成長できると思う(１)

家族や本人の精神的ケアが難しい（６)

信頼関係を築くのが難しい（４)



精神的な支援、特に家族の思いにより困難を感じる（１）

家族の不安・支援が強く難しい（３）

家族の支援を含めたフォローが難しい（４）

最期まで治療が優先され家族の思いをくみ取るのが難しい（５)

家族の状況の理解をした上での退院が必要（１）

スタッフ

教育のあり

方

スタッフが必要と

する知識・技術

（11）

優しさや慈しみも心を持ち合わせる必要がある（1）

年齢に応じた変化、心理面について学ぶことが必要（1）

家族以上の知識・技術が必要（1）

小児訪問看護の知識・技術を身につけていかなければいけない（3）

両親のニーズにこたえられる知識・技術・精神力を持つことが必要（5）

教育方法（8）

小児訪問看護の勉強会を全国各地でできるようにしてもらえるとよい（１）

小児看護の経験者、学習会、研修会の開催が必要（4）

経験者からの話、研修会があれば受け入れは増える（１)

病院での研修が必要（1）

訪問看護へ具体的な指導、同行訪問などがあるとよい（1)

スタッフの精神

的サポート（11）

精神的負担が大きい（4）

スタッフのストレスが大きく、スタッフ管理が大変（5）

かなりの精神力が必要（2)

教育上の困難

（2）

人材育成が無理（１）

在宅に帰りスターションの看護師のできることは限られている、良心的にどこま

で向き合えるかは、教育で担えるものではない（1)

実施につい

ての否定

的感情

拒否感（6）

小児というだけで拒否感がある看護師がいる、勉強不足（1）

頭から無理と考える人が多い（１)

終末期ケアは困難（１）

関わりたくない・避けたい（1）

病状悪化に対応できない(11)

小児の経験が

ない（39）

考えたことない、経験がない（5）

小児看護の経験者がいない（6）

小児の訪問看護の経験がなく不安（4）

経験がない（23）

小児には積極的に取り組んでいるが、ターミナルの経験はない（1）

小児の終末期の

経験がない（3）
専門が異なるのでどのステーションでも同じように対応はできない（3)

訪問看護師の役

割が不明（3）

訪問看護師でなければならない役割が見えない（1)

在宅で何ができるか想像できない（1）

あえて入院を希望している（１）

その他（6）

小児医療のハードルは高い（1）

必要性は感じるがふみ出せない(1）

自分の地域での支援は無理(3）

自信がない（1）



Ｄ考察

1)小児がん終末期の在宅ケアの実態

回答された 744 か所のうち、小児の訪

問看護を実施している事業所は 259 ヵ所

37.8%で、過去 5 年間の実施経験は 1 名が

大半を占めていた。多くの事業所では小児

の訪問看護の経験が積み重ねられていな

い現状を示しているといえる。及川ら

（2000）が、重症心身障害児・者への訪問

を調査時から過去１年で実施していた事

業所を調査した際には、36.9％であったこ

とと同様の傾向を示している 2)。しかし一

方では5人以上の小児の訪問を実施した事

業所も 84 か所（32.4%)あり、小児の訪問

看護の経験を重ね、小児の訪問看護の方略

を持っている事業所も存在することがわ

かる。

今回のテーマである、「終末期ケア」に

ついては全体で 618 か所（83.1％）の事業

所が実施しており、高齢者あるいは成人期

での終末期ケアは多くが実施していた。し

かし小児の終末期ケアとなると 66 か所と

極端に少なく、その実施人数は「1 名」が

80%とほとんどを占めるものの、小児の訪

問看護を実施した経験のある事業所全体

からいえば1/4が小児の終末期の訪問看護

を実施していることがわかった。また、小

児の訪問看護で終末期ケアの事例を記載

したもらった70例の分析からは、「脳腫瘍」

や「他の悪性腫瘍」、「白血病」と、いわゆ

る「小児がん」の事例が 43 例（61%)と半

数以上あり、この分析からは、「小児がん」

は、現在の小児の終末期ケアの中では比較

的大きな割合を占めていることが分かっ

た。今回回答された事例では、小児がんの

中で多い「白血病」については回答が少な

かった。医療処理の実施の中でも小児も成

人とも、「輸血」や「化学療法」の実施が

少ないことから、血液疾患の終末期在宅ケ

アでの医療的な対応が難しいと考えられ

ていることが推測される。小児の訪問看護

で実施されている医療処置から検討する

と、呼吸器系や消化器系の処置が多く、成

人、高齢者では高い頻度で実施されている

「CV－Port の管理」、「IVH 管理」、「静脈注

射（点滴管理）」などの実施は小児の医療

処置の中では非常に少なく、小児の訪問看

護を行っていても、「小児がん」の子ども

に必要と考えられる医療処置は、小児に頻

繁に実施はしていないことが推測される。

2)在宅支援の対象疾患が「小児がん」で

ある特徴

他疾患と「小児がん」の違いについて

の質問では、特に【疾患の特異性により専

門的知識や管理・ケアが必要】という種類

の回答が、疾患の特性から認識された回答

といえた。「小児がん」は、成人の在宅ケ

アに至るがんとは疾病そのものの種類が

異なることから、成人にはない特徴を持っ

ており、経験することが少ない「疾患が特

殊で専門的知識や技術が必要」であったり、

「疼痛コントロールが困難」である、「特

殊な治療や管理が必要」だと認識されてい

た。また、症状緩和に関する困難と対策に

関する回答と合わせると、「症状の把握が

困難」「薬剤管理が難しい」「医師との連携

がより必要」「在宅で症状緩和に対応でき

る医師が不足」などの内容から、「小児が

ん」の子どもの在宅ケアを実現させていく



ためには、これらの特徴を踏まえたケアの

知識や技術を持つことができるような体

制や、きめ細かい医師との連絡調整が可能

な体制整備が必要とされていることが示

唆されている。特に、小児の緩和ケアの認

識や対応体制はいまだ十分に整っている

とはいえず、医師の技量に頼っているとこ

ろがあるが、在宅に対応する医師が非常に

少ない現状から、「在宅ケアの困難」につ

ながっているところがある。

「小児がん」の特徴に関する他の回答は、

【病状の変化が早くで急変しやすい】も含

め、【家族の精神的負担が大きい】【成長発

達過程における小児の特殊性がある】【子

どもへの精神的ケアが必要】など、「小児

がん」という疾患そのものの特性というよ

りも、「小児」である特性、「終末期」であ

る特徴から回答された内容だといえた。小

児の特徴から、本人の理解度の把握の困難、

症状の訴えがわかりにくい、拒否が強く必

要な治療や処置がうまく進まないなどの

懸念や、発達に応じたケアが必要だという

認識を持っていた。また家族については、

家族への対応の困難と対策に関する回答

からも、「病気の受容」を含め、身体的な

負担よりも「精神的負担」が大きいことが

特徴として示されていた。これは高齢者の

家族の受けとめとは異なる、「子どもと家

族」の関係性から生じている内容であり、

家族と十分相談しながらケアを行うこと、

強い信頼関係をつくること、精神面におい

ても他職種と協働してケアにあたること

等を踏まえた対応を考えておく必要があ

る。

3)小児の終末期を在宅で支援する意義

小児の訪問看護を経験した事業所から

の回答からは、【家族と一緒にすごすこと

ができる】こと自体に意義があり、終末期

という特徴から【人生の中で貴重な時間】

であり、【家族のあり方にとって重要】【精

神的に安定し子どもらしく生きる】【子ど

もや家族の権利・尊重】、また在宅で過ご

すことが【家族の満足・死亡後の家族のあ

り方に影響】といった内容が示されていて、

「小児がん」を含めた子どもが終末期を在

宅で過ごす意味を認識していた。また、ど

のような終末期ケアを行うべきかといっ

た【在宅支援の重要な視点】の内容も示さ

れていた。これらの内容からは、小児が終

末期を在宅で過ごす意義、それを支援する

意義は様々に認識されており、今回小児の

終末期在宅ケアを実施した事例の分析か

ら得た家族の満足の内容とも共通してい

るといえた。しかし、今回は質問の意図か

ら「意義」にあたる内容を記述から分類し

たものの、実際には『~のような意味をも

ち重要である。しかし・・・・』と、それ

を実現する上での条件や困難を示す記述

が付随している回答も非常に多いことか

ら、意義を認識することと、必ずしもそれ

を満たすための支援を実施していくこと

が保障できるかにはギャップがあること

がうかがえた。

4)小児がんの終末期の在宅ケアの問題

今回種々の質問の回答から、小児の訪

問看護、あるいは小児の終末期の看護、今

回のテーマである小児がんの終末期の訪

問看護の問題は、いくつかの共通した問題

が示されたといえる。

その主な問題として、【小児看護の知

識・技術・経験不足】が圧倒的に多くあげ

られた。これは、症状緩和・ケアや治療面・



家族への対応・訪問看護師の資質の問題な

どの全ての原因ともいえる問題としてあ

げられた。小児は年齢層が幅広く、年齢ご

とに成長発達が異なること、その成長発達

に合わせた対応が要求されること、先の疾

病の特徴もあり、成人ではみられない特殊

な知識を必要とすると考えられているこ

と、また成人のように自分自身で意思表示

が難しいこともあり、本人との意思疎通に

ついての関わりも不安を持っていること

が出された。これは、【子どもへの対応の

難しさ】の問題としてあらわされている内

容とも共通することでもあった。

また、【家族との対応の問題】として、

特に子どもと家族の関係性の中では、家族

が子どもの代弁者であり、家族へのケアが

大きなウェイトを占めることや、家族自身

の終末期の受け入れや、在宅ケアの意思決

定の問題、精神的な不安定さ、訪問看護師

に対する要求の強さに対応していけるか

の不安なども、そのような対応に慣れてい

ない訪問看護師にとっては、非常に困難な

内容として考えられていた。

【医療機関との連携】については、各種

の質問に対して回答された共通の問題点

として多くあげられた。この中では、「対

応できる医師の不在、不足」「連絡のとり

にくさ」が中心的な問題としてあげられ、

【医療機関との連携】については、小児科

医師の不足が叫ばれる中、在宅を中心に往

診も実施できる医師が地域にいない現状

が多く回答された。また、主治医との連絡

のとりにくさから、医療機関との連携窓口

の設置が要求されていた。さらに、情報交

換の場を現在よりもさらに多くとること

が求められた。また、「医師の在宅ケアへ

の認識や取り組みの姿勢」を求める意見も

少なからずみられた。終末期の在宅ケアを

連携して実施していく上で、まずは在宅ケ

アの意義や方法、連携の仕方について、同

じ方向を向いてそれぞれの役割を果たし

ていくことについて理解を求めるといっ

た内容である。医療機関との連携の問題は、

【緊急時の対応】の問題につながっており、

24 時間体制でのサポートが難しかったり、

緊急時の受け入れ体制が不十分であるな

どが、小児の訪問看護や終末期ケアへの問

題として多くあげられた。

【診療報酬など経済的問題】【人的不足】

として、小児の特性から、処置・ケアに多

くの時間を必要とすること、依頼数の問題

から、訪問距離も遠方になることなどがあ

っても、在宅ケアにおける小児の特殊性を

加味された診療報酬はわずかであり、小さ

な事業所では小児の訪問看護を実施して

いくには経済的に成り立たないという回

答も多かった。小児の訪問看護においての

成果と診療報酬との関連を見直すことが

求められていた。

【訪問看護師の精神的フォローの問題】

として、訪問看護の役割には、家族や患児

への「精神的サポート」が重要であるとい

う認識は強いが、小児の訪問看護、特に終

末期の訪問看護の実施は、医療者にとって

も精神的負担が大きいため、「医療者の精

神的サポート」の必要性が強調されている

のも特徴的であった。特に、「小児の訪問」

というだけで拒否感を示す看護師が多い

ことが問題としてあげられており、小児の

訪問看護や終末期の看護への看護師の負

担感を物理的にもだが、精神的にも軽減す

る体制も必要である。



5)今後必要とされるシステム

過去 5 年間で、小児の訪問看護を行った

ことがない事業所 414 か所の、実施しなか

った理由の 65%は「依頼を受けていない」

であったが、22%は「依頼があったが断っ

た」であった。この理由は、『小児看護の

経験者がいない』『過去の経験がない』『マ

ンパワー不足』や、『小児用医療が地域に

ない』『緊急時にできない』などであり、

前述の訪問看護の問題と一致している内

容であった。今後の小児の訪問看護の実施

予定については、50%は「条件が整えば行

う」であり、その条件を整えていくことが

小児の在宅ケア、訪問看護を推進する内容

だといえた。必須条件として示された内容

は、「病院や主治医との連携が十分とれる」

92%、「緊急時対応体制が整っている」87%、

「小児看護の技術を持っている」56%など、

今回の種々の質問に必ず対応策として示

される内容であり、これらの問題について

現実的な体制を検討していくことが必要

である。しかし、「小児の訪問看護の予定

はない」と回答している事業所が 45%と、

半数近くが今後も小児を訪問看護の対象

とはしないという意思を示していること

から、これらの条件は容易に解決するとは

認識されていないこともうかがえる。今回、

小児がんの終末期在宅ケアを実現させて

いくのに、必要なシステムは数多くあげら

れた。【医療機関との密なる連携】、【在宅、

終末期、緩和ケアが可能な小児を担当でき

る医師の増加】、【看護師の知識・技術の獲

得の機会の増加（研修会への参加、カンフ

ァレンスの増加）】、【経験者の増加など人

材対策】、【診療報酬の見直しと小児の訪問

に見合った増額】などである。これらのシ

ステムの充実は、10 年以上前の調査でも求

められているものであり 3)、小児の訪問看

護を推進していく上でいまだ解決されて

ない内容であるともいえる。しかし、現在

進められている研修や、実際に実施してい

る事業所を中心としてモデルづくりから

具体的な政策への提言からさらに拡大し

ていくことが必要である。

また、今回現実的な実現に向けた手がか

りとなる対策もでてきた。①「小児の訪問

看護の専門化」は、現在実施されている小

児の訪問看護の研修の機会を増加し、少し

でも小児の訪問看護を実施していく事業

所を増やすことも大切だが、むしろ小児を

多く実施する訪問看護ステーションを設

置し、そこを中心として実施するという案

である。ここが小児の訪問看護のキーステ

ーションとなり、他のステーションへの情

報発信や、サポートを実施する。これには、

一定の条件を備えた専門的な事業所への

診療報酬の在り方や医療機関との連携（地

域のネットワーク）の確立への検討も必要

である。②「事業所の協働、連携体制」は、

経験の少ない各事業所だけで問題解決す

ることは難しく、それにより経験の機会も

ますます少ないということになる。訪問看

護を実施している事業所との情報交換、複

数の事業所でのグループとしての連携、経

験している事業所での研修、実習の機会を

つくり、経験する機会を作ることが必要で

ある。1 例経験すると実施が始まる事業所

もあり、まずはサポートを得ながら実施す

ることが必要であると考えられる。また事

業所間で、具体的に事例検討や、医療機関

も含めたカンファレンスなどの機会を増

加していくことが考えられる。③「地域で



のネットワークをつくる」は、地域で医療

機関や、小児科に限らず、小児に対応でき

る医師、緩和ケアを実施できる医師の確保、

事業所との連携、行政とのさらなる連携な

ど、地域でのグループ診療や地域ぐるみで

のマンパワー充実への体制作りなど、地域

での小児の在宅ケアのシステムをさらに

大きなネットワークとして作っていくこ

とが必要である。地域で在宅を支援する

種々の職種が入ってモデルづくりから作

成していくことが必要である。またこれま

での連携上でも、情報交換の強化や、病院

に連携の窓口をおく、更には、在宅移行前

から病院との連携を積極的におこなうこ

とや、各地域単位（行政レベル）での、勉

強会や研修会の開催、地域の拠点病院での

実習受け入れ体制の整備などが効果的で

あることが示唆された。④「多職種連携」

は、子どもや家族を在宅でサポートするの

は医師や訪問看護師だけではない。これま

でも「ソーシャルワーカー」「臨床心理士」

「介護士、ヘルパー」との協力は求められ

てきたが、「保育士」「教師」や現在増加し

つつある「チャイルドライフスペシャリス

ト」「プレーセラピスト」など子どもに関

わる職種と連携していく手立てを具体的

に在宅ケアの方略の中に組み込むことが

必要である。⑤「レスパイトの確立」につ

いては、病状だけによらず、親のサポート

として子どもが病院に必要な時に帰るこ

とができるシステムも確立していくこと

が、安心して親が在宅を選択できる大きな

手立てになると考えられる。在宅でのケア

を決心したものの、家族には大きな負担が

かかる。病院でも在宅でも終末期のケアが

できる選択が状況に応じてできる体制が

在宅での意義を満たし、かつ継続した在宅

ケアを実現させる上で必要であると考え

られる。⑥「病院でのさらなる在宅ケアの

移行への検討」として、現状では、病院か

らの依頼がないために小児の訪問看護が

行われない現状もある。病院としても小児

の在宅ケアで何ができるのかは明確でな

い不安もあり、在宅ケアを選択肢に入れな

いこともあるだろう。病院も訪問看護ステ

ーションのバックアップを経験しながら、

在宅ケアのケースを経験していくことで、

よりよい体制をつくりあげていくことが

できる。モデルとなるシステムをつくる同

時に、病院としての試行錯誤も事業所や地

域と一緒に経験していくこともそのシス

テムを構築していく上で重要であろう。

E 結論

小児がんの終末期在宅ケアにおいては、多く

の事業所では小児の訪問看護の経験が積

み重ねられていない現状が明らかになっ

た。一方で、少数ながらも小児の訪問看護の

経験を重ね、小児の訪問看護の方略を持っ

ている事業所も存在することがわかった。

現在小児の訪問を行っていない事業所に

おいて、今後小児看護を条件が整えば行うと答

えた事業所が約半数あり、その条件は「病院や

主治医との連携が十分とれる」「緊急時対

応体制が整っている」「小児看護の技術を

持っている」などがあった。これらの実現

のために、現在進められている研修や、実

際に実施している事業所を中心としてモ

デルづくりから具体的な政策への提言を

行い、さらに拡大していくことが必要であ



る。同時に、今回のアンケートからみえた、

現実的な実現に向けた手がかりである「小

児の訪問看護の専門化」「事業所の協働、

連携体制」「地域でのネットワークをつく

る」「多職種連携」「レスパイトの確立」な

どの対策に着手していくことが、小児の終

末期在宅ケアの発展につながると思われ

る。
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