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「小児がん患者の終末期在宅ケアの支援の在り方についての研究」
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研究要旨：小児がん終末期の 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

過ごせる選択肢をもてることが望ましい。そのためには、小児がん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。

そこで、平成 20 年度は、これまでに子どもが小児がんの終末期在宅ケアを受けた家族 30

例のうち、承諾の得られた 15例にインタビューを行った。その内容は、在宅ケアの経験と

感想、実際に受けた支援内容、支援への要望などであった。

平成 21 年度は、家族へのインタビューの内容を分析・検討し、家族が認識している終末

期在宅ケアの経験や支援の評価や要望について明らかにした。

その結果、家族は「在宅ケア」の情報を殆どもっておらず、医師からの勧めで知ること

になったため、支援の内容として情報提供、選択肢の提供を望んでいた。在宅移行は治療

の限界と子どもの希望、在宅療養の支援体制の整備という状況で意思決定されていた。家

族にはケアのための技術的な準備が必要であった。移行後は不安を感じながらも訪問看護

師を通じた医療者のバックアップを常に強く感じながら、あるいはさらに即時に対応して

くれる支援を要望しながら生活していた。最期の場が病院であれ在宅であれ、在宅で終末

期を過ごしたことをほとんどの家族は満足しており、好きなことができ、家族としての精

神的な安定感を経験していた。

一方、在宅での困難には死や急変に関する不安が大きかった。そのため、医師へのゆる

ぎない信頼感をもてることを前提に、訪問看護師には、判断力・技術力の確かさとともに、

終末期にある子どもや家族の気持ちにそったコミュニケーション能力や、適切な予測のも

とに先のことに関して情報提供できる専門性が求められていることが分かった。

平成 22 年度は、前年度のインタビューの結果を踏まえて、全国の訪問看護ステーション

にアンケート調査を行い、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

平成 21 年から 22 年度にかけては、家族から見た終末期在宅ケアの実際と支援への要望

を明らかにし今後の小児がん終末期の在宅ケアの支援の在り方を考察した。

平成 23 年度は、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

平成 21 年度~22 年度（インタビュー）

調査対象：小児がんの終末期と判断され、死亡までのいずれかの時期に当院の訪問看護を

受けた子どもの家族で、研究協力に同意を得られた 15 組。

調査方法：半構成的質問法による面接を実施した。

分析方法：遂語録から、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。

平成 23 年度（アンケート調査）

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。

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。

調査期間：2010 年 1 月～2 月。

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。

（倫理面への配慮）

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。インタビューに関しては、

自由参加の保証、個人情報保護、研究データ扱い、心理的配慮等を、調査の趣旨・方法と

あわせて文書と口頭で説明し同意書を得た。アンケートに関しては、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。



Ｃ．研究結果

＜家族へのインタビュー結果＞

１、面接協力者は母親のみが 11 組、両親が 3 組、両親と弟の同席が１組であった。

２、在宅ケアを受けた対象者の死亡場所は９名が自宅、６名が病院であった。

３、在宅移行への意思決定と準備

【訪問看護について知っていたか】については、11 家族が知らなかったという状況であっ

た。訪問看護について誰から聞いたかについては「訪問を勧めている医師」が１０家族、

それ以外は「子どもにかかわっていた医師」「がんの子どもを守る会のソーシャルワーカー」

などからであった。

【自宅で過ごしたいと思った時期】は 8 つのカテゴリーに分けられた。自宅で過ごしたい

と思った時期は、痛みのコントロールがつく、訪問看護という支援の存在を知ったなど「身

体的条件や在宅支援の条件が整ったとき」、病院にいたくない、入院での痛みがかわいそう

など「入院回避への希望」が最も多く語られた。

【自宅で過ごすことを誰が決定したか】は、15 家族中 11 家族は本人が決定したと答えてい

た。

【退院前の準備】では「処置・ケアの練習」が最も多く、ついで「特別な準備なし」「医療

機器やケア用品の準備」「調整」「引越し」であった。

【退院後の不安や心配】に関しては８つのカテゴリーに分けられた。「心配なし」と語った

理由は、医療者を信頼し任せていた、いつでも医療者と連絡が取れ、対応してもらえるか

らなどであった。

４．家族の対応の実際と困難

【子どもの様子と状態、何をしたか】は６つのカテゴリーに分けられた。「言いたい事が言え

精神的に安心した」では、明るくなった、穏やかでどっしりしていたなど、在宅に移行し

たことで精神的安定に繋がっていた。「やりたいことができた」では、ディズニーランドや

東京ドームなど、子どもの希望に添って外出できた事が語られていた。「生活の質の向上」

では、うれしい事もたくさんあって充実した時間ができた、希望に燃えて学校に行ったな

どの内容であった。「友達との交流」では、1 家族で友達と同じように動けない事へのスト

レスを感じていたことが話された。

【家族が思っていた通りにやりたいことができたか】に対して「期待通りだった」という 肯

定的な評価で、最も多かった＜在宅でよかった＞では、思い通りにやれた、家族皆感謝し

ているなど、家族の思いが満たされたことに対して評価していた。対象の家族全例が期待

通りであったと語った反面、「十分ではなかった」として、死ぬ順番が違う、兄弟に構って

いる余裕がなかったなどが、語られていた。

【在宅で困った事】で最も多く意見の出た「介護者への支援」では、買い物など外出する

時が困ったなど、人的資源の必要性を語っていた。「状態変化や悪化時の不安」や「医療処



置への不安」は、医療者が常時対応できる病院と異なり、家族が主体でみなければならな

いという、厳しい在宅の環境を反映した結果だと考える。「医療処置」では、15 家族のうち

必要であったのは、14

【期待通りに過ごすのに必要な援助】に関しては、全てのカテゴリーが、母親の手伝いや

兄弟のサポートなどの、人的資源や緊急時に兄弟を預かってくれる体制の必要性を語って

いた。

家族であった。

５．終末期における在宅ケアの位置づけ

最期の場所は、在宅９例、病院６例であった。

【在宅の選択理由】は、「子供にとって良い環境で過ごすため」「子どもの希望」によるも

のが多く、明確な意思表示をしていたのは１４歳以上であった。

【在宅の選択の経緯】は、子どもの状態が悪化した段階や外泊・退院を契機としていた。

【病院の選択理由】は、処置への不安や子どもが亡くなった後の準備のためなど、「家族の

希望」によるものが多くみられた。「結果として病院」は、在宅での看取りを考えなかった

と語られていた。

【病院の選択の経緯】は、子どもの状態や訪問看護師と相談することで、意向を決定して

いた。

【そんな最期だったか】は子どもにとっては「精神的に安定していた」という評価が多く

その殆どが在宅で看取ったケースであった。家族にとっては「心理的準備が整っていた」

では、在宅で看取った場合でもあわてずに対処できたことを評価していた。「日常の中での

看取り」では、家族が揃っており、日常の風景の中で静かに亡くなった最期は、家族にと

って理想的であり、それが、医療者から聞いていた通りだったことを評価していた。

【在宅ケアが子どもにとってどうであったか】では、「子どもが満足していた」が最も多く、

その内容は子どもにとって居心地が良かった、子どものペースで生活できたなど、在宅だ

からこそできたことを評価していた。

【在宅ケアが家族にとってどうであったか】の中で、「家だからこそできた」では、終末期

になると、他の兄弟に目を向けられなくなる親の葛藤があったが、それが在宅ケアによっ

て解消されたと評価していた。

訪問看護に関しては【訪問看護体制の評価】として、訪問看護の存在自体が、在宅を実現

させたこと、24 時間体制・即時の対応などが評価された。課題として、もっと近いところ

で訪問して欲しいという、訪問距離や頻度・相談時間に関する課題も挙げられた。

【訪問看護師の役割機能の評価】では、看護師の判断力・技術力に、信頼感を持ったこと、

大きな精神的支えになっていたことが評価された。課題としては、子どもに対して緊張し

ない態度や、先の予測を話せる、専門家としての役割を持つことであった。

【訪問看護以外の支援の評価】では、「医師」には往診の安心感や、家族の思いに、耳を傾



けてもらえことに満足し、信頼をおけたことを評価していた。課題は近くにみてもらえる

医師がいてほしい、医師に話す内容への遠慮などがあった。

「MSW・心理士、牧師」では、実際に支援を受けた家族からは、満足感を得ており、今後

これらの職種が、ターミナル期の在宅ケアにも、役割をとることが期待された。

「病院ー訪問システム全体」では、訪問看護を通じて、医療者全体に連絡が一貫してとれ

ていたこと、医療者とつながれた実感に対する評価が多あった。課題は、在宅への移行の

決断・体制づくりとタイミングの難しさ、病院ですぐにフォローしてもらえることへの、

要望が挙げられた。

【在宅ケア支援に対する今後の期待・要望】として、家族は在宅ですごせたことに、満足

感を得た経験から、在宅への移行が推進されることを、強く期待していた。少なくも在宅

が、家族に選択肢のひとつとして提供されること、希望していました。その上で、よりよ

い体制づくりへの要望が、複数あげられた。

＜ステーションアンケート調査結果＞

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

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。

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】でも、「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%、「重症患者管理加算」86.0%と届け出率は高かった。

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。

2009 年 11 月 1ヶ月間の訪問件数は。「201～300 件」が最も多かった。

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。訪問

時に実施されている医療処置について、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。「化学療法の実施」（13.9％）「膀胱ろうカテー

テルの交換」（14.4％）などの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「吸引の実施」

（27.6%)、「気管切開の管理」（23.5％)、「胃瘻、経管栄養の管理」（26.2％）などが多く回

答された項目だった。しかし、成人で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。



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。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 か所 64.9％で圧

倒的に多く、「依頼があったが断った」94か所 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。

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』が圧倒的であった。「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』『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」16か所、「条件が整えば実施する」218 か所 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。予定がない理由としては、『人員不

足』『経験者がいない』『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、＜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 か所、「緊急時の体制が整っている」190 か所、「小児看護の技術を持つ」122 か

所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た。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。さらに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。

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。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】（22 件）自体に意義があるというものであった。次は、在宅は【人生の中で

貴重な時間】（21件）を過ごすことができるであった。【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』『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。

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を得た。「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。

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。

【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、それらの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。【教育体制】

への支援としては、小児看護の研修、小児科病棟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・心のケアの希望が最も多かった。

【マンパワーの充実】では、マンパワーの確保への支援希望が一番多く、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の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。

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」「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。【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。【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の回答を得た。最も多

いのは、「保健所保健師」であり、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。

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 70 例の回答があり、

すべての事例に対して 24時間体制がとられていた。

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

歳が多かった。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。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。

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。往診

頻度は、訪問看護に比べると全体的に少なく「週 1 回」から「週 3 回」が約 70%であった。

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。

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、次いで「酸素管理」「胃ろう・経鼻栄養の管理」であった。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が多く、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。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、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例（41.4%）みられた。

2）事例の訪問看護上での困難

訪問看護上で困ったことの【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】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。

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。

【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】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」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。

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。

【家族へのケア】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、心の葛藤などへの配慮が挙げられた。

【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

あることの理解など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、子どもの気持ちを捉えることの重要性

が示された。

【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。

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。

1)症状緩和の困難（問題）とその対策

症状緩和の困難（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 7

つのカテゴリーに分類された。

【症状について】（78件）は、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）『投与量の微調整』（8件）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』『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」「在宅医

の不足」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』『研修会・勉強会の企画』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」「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。

2）ケアや治療面の困難と対策

ケアや治療面の困難（問題）では、【家族に対する困難】【患児に対する困難】【医療処置に

対する困難】【小児看護の経験不足】【医療者の対応】【在宅医療体制・対応】【在宅移行体

制】の 7 つのカテゴリーに分類された。その対応策として、【家族へのサポート】【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】の 9 つのカテゴリーに分類された。

困難では、【小児の経験不足】が最も多く、他項目でも示されているように、在宅での小

児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

を認識していることが明らかになった。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」「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」「治療・ケアの

必要性の理解」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」「積極的なコミュニ

ケーション」の必要性が多く出された。【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」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「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。

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】の 5つのカテゴリーに分類され、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。

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）などがあげられ

た。続いて多い問題点は、【看護師の質】であった。その内容は「小児看護の経験不足」（19

件）が最も多く挙げられた。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】【連携強化】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）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、他の回答と同様に数多く出されていた。また、【連携強化】と

して「関係機関との密な連携」((14 件)「チーム間での情報共有」（5件）「チームカンファ」

（7 件）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）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。

4)看護師の資質の問題と対応策

①看護師の資質の問題

看護師の資質についてでは、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）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）

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、在宅支援を責任もって行

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。

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た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）で

特に多いのは『研修会参加』（52件）であった。【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。≪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≪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。

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≫（169

件）で、特に【受け入れ体制の不安】（127 件）が多く記述された。その内容は『24時間や

夜間対応してもらえない』（55 件）『往診してもらえない』（36 件）などがあった。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≫（143 件）は、【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。

≪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。

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≫

（46件）で【在宅移行前の情報交換】(21 件）が最も多く、『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）などがあげられた。【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作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）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】【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。

Ｄ．考察

家族に対するインタビューでは、最期の場所にかかわらず、在宅で過ごせる時期を持つ

ことが子どもと家族の生活の質を上げているといえ、支援の価値は大きいと考えられた。

家族は医療との強いつながりと堅固なバックアップ体制を求めており、種々の人的資源か

らの支援を整えることも必要である。また、終末期であっても子どもの状態の見通しを家

族がもてることで、終末期の過ごし方の意思決定を家族自身が行えるように支援すること

が重要である。さらに家族が在宅ケアをひきうけていく上で重い責任意識をもっているこ

とへの配慮が必要と考えらる。それは単に精神的な支援だけでなく、医療との強力な結び

つきを実感できること、在宅で必要な技術の家族への教育的支援も含めて考えることが必

要である。また、これらを実現していくためには、在宅支援を実現しようとする医療者の

熱意が大きく関わっていると思われた。

今回の家族へのインタビューの結果をうけ、全国の訪問看護ステーションへの調査を実

施し、小児がんの終末期在宅ケアの支援体制の実現可能性を検討した。

1)小児がん終末期の在宅ケアの実態

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%と殆どを占め

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」「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「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。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、成人、高齢者では高い頻度で実施されて

いる「CV‐Port 管理」「IVH 管理」「静脈注射」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、「疾患が特殊で専門的知識や技術が必要」「疼痛コントロ

ールが困難」「特殊な治療や管理が必要」と認識されていた。また、症状緩和の困難と対策

の回答と合わせると、「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。

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】【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】、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。

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である。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、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、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。医療機関との連携の問題は、【緊急時の対

応】の問題にもつながっており、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。

5)今後必要とされるシステム

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。

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、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

い各事業所と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。③「地域でのネットワークをつくる」は、医療機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。④「多

職種連携」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

ステムを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。

Ｅ．結論

15 組の家族へのインタビューから、最期の場が病院であれ在宅であれ、在宅で終末期を

過ごしたことをほとんどの家族は満足しており、好きなことができ、家族としての精神的

な安定感を経験した。このことから、小児の在宅終末期ケア体制は必要である事が明らか

になった。

一方全国ステーションへのアンケートから、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。し

かし、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。

Ｆ．研究発表（学会発表）

１）吉川久美子、押川真喜子、山本光映、平林優子、真部淳、細谷亮太：家族からみたがんの

子どもの終末期在宅ケアの実際と支援への要望（１）－在宅ケア移行への意思決定と準備、退院

後の不安－、第７回日本小児がん看護学会 2009．11

２）押川真喜子、吉川久美子、山本光映、平林優子、真部淳、細谷亮太：家族からみたがんの

子どもの終末期在宅ケアの実際と支援への要望（２）－家族の対応の実際と困難－、第７回日本小

児がん看護学会 2009．11

３)山本光映、押川真喜子、吉川久美子、平林優子、真部淳、細谷亮太：小児がん患者の家

族からみた終末期在宅ケアの実際と支援への要望(3)―終末期における在宅ケアの位置づ

けー,第 8回日本小児がん看護学会.2010.11



４)平林優子、押川真喜子、吉川久美子、山本光映、真部淳、細谷亮太：小児がん患者の家

族からみた終末期在宅ケアの実際と支援への要望(4)―支援者への評価―,第 8 回日本小児

がん看護学会.2010.11




