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第２４ 研究発表

１ がん終末期医療に関する遺族への意識調査からの考察

２ 高齢者・障害者施設における感染症予防対策の現状と課題

※いずれも、平成 24 年２月９日開催 第 42 回滋賀県公衆衛生学会発表演題
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がん終末期医療に関する遺族への意識調査からの考察

○ 寺脇 桂子 、 梅山 光彦 、 嶋村 清志
（長浜保健所）

【目的】

湖北地域では、場所別死亡状況において、自宅死が

21.2%(H21)と、県 14.6%、国 12.4%より高く、悪性新生物に

おいても、自宅 11.3%（県 6.7% 国 7.4%）である。

一方で、終末期医療についての患者や家族の要望や

意見の把握は十分ではない。

そこで、湖北地域でがんにより亡くなられた方のご家族

への調査を行い、今後、希望する終末期医療が受けられ

るための課題を検討する。

【方法】

[調査対象]管内の医療機関、在宅においてがんで終末

期を迎えた方（未成年を除く）の家族

[調査期間]平成 22 年 11 月～平成 23 年 10 月

[調査内容]終末期医療に対する満足度、在宅医療の情

報提供の有無や満足度、在宅医療の利用状況、在宅

医療への希望や意見等

[調査方法]がんにより死亡された方のご家族に対し、主治

医等(病院･診療所等の医師等)から調査への協力と説

明を行い、手渡しする。調査票は無記名で、返信用封

筒を同封し、郵送で保健所に返送される。

【結果】１．調査票の回収状況 80 票 (12/5 回収分まで)

２．亡くなられた方の情報

[年齢] 平均年齢 76.1 歳 [性別] 男 63.7% 女 36.3%

[亡くなる迄の療養場所] 病院←→自宅 27.5%、

自宅→病院 31.3%、病院→自宅 11.3%、病院のみ 23.8%

[亡くなった場所] 病院 83.7% 自宅 16.3%

[終末期全体の満足度（満点 10）] (ｎ=80)

平均満足度 7.96

死亡の場所別では、自宅 8.54、病院 7.85

３．病院での療養期間がある方 (ｎ=76)

[病院の満足度] 平均 7.72 (有効回答 n=71)

[不満の理由] 満足度 5 以下では、主治医等スタッフとの

関係に対する不満(説明不足等)が多く、満足度 6 以上で

も、入院生活や治療内容への不安や迷いが挙げられた。

[在宅療養への説明] 受けた55.3%、受けなかった28.9%、

説明あったがよくわからなかった 2.8%

[説明を受け在宅に移行したか]

[移行しなかった理由]

一人では介護できない、医療処置ができない、

日々の変化に対応できない、看取りをするのは不安。

[移行した理由] 今が連れて帰る時期と思った、本人が家

に帰りたがった、病院の規則での生活は苦痛。

[説明を受けていたら

在宅を希望したか]

[希望しない理由]

痛みや緊急時対応の不安、介護･看護力不足

４．在宅での療養期間がある方 (n=59)

[主な介護者] 配偶者 54.2%、子 44.1%。(複数回答)

『介護者が一人のみ』は65.4% (内訳 ： 配偶者50%、子

29.4%、子の配偶者20.6%) 『介護者が二人』は19.2%。

[在宅の満足度] 平均 7.27 (有効回答ｎ=33）

[在宅療養中に利用した機関別満足度] 診療所8.3､訪問

看護8.7 と相対的に高く、病院は7.7、薬局7.8だった。

[不満の理由] 薬の待ち時間や訪問時間の制約等が挙

げられ、満足度の高低による差はみられなかった。

[満足の理由] 訪問看護師の相談対応、主治医の説明・

サポートによる安心感、病院と医療チームの連携。

[在宅療養の不安や負担] 病気の進行・予後への不安、

急変時の対応、家族だけでは不安

[充実してほしい在宅サービス] 柔軟、迅速な対応

５．終末期医療に対する要望・提案

医師・看護師等スタッフからの説明や、相談への対応・

連携状況に対する評価が高く、他方、医療やケアの柔軟

な対応や制度を望む意見があった。

【考察】

管内の年間がん死亡数は，過去6年間平均で456人。

20 歳以上且つ管内医療機関の治療者とした調査対象概

数は360～400人と見込み、調査を行った。今回の回答率

は、全体の 2 割強と予想される。死亡場所別の比率は、

H21 の場所別死亡率の割合と同様の傾向が得られた。

看取りの場所別満足度は、病院死より自宅死が高かっ

たが、終末期の療養中は自宅と病院を行き来しており、

各々の満足度はほぼ同じであった。満足できなかった理

由では、病状の見通しや緊急時の対応がわからないこと

から来る不安や、治療内容や介護サービスの情報不足へ

の不満が挙げられた。療養生活の見通しに対する説明や、

在宅療養資源のわかりやすい情報提供が求められる。

在宅療養中では、待ち時間の長さや制度利用の制約

等が挙げられ、支援者間での情報の共有と共に、迅速で

柔軟なチーム支援が求められる。また、配偶者一人の介

護が半数であったことや、病院治療を最後まで望むなど

の病院依存傾向、在宅療養継続への迷い等の意見もあり、

啓発の機会を通して、介護者支援の充実が求められる。

今後、この結果を踏まえて、療養資源情報の工夫や支

援者間での共有を検討するとともに、連携強化のための

研修や市民への啓発をさらに進めていく必要がある。

最後に、病院・医師会他関係の方々のご協力に深謝い

たします。

本調査は大同生命厚生事業の研究助成を受けている。



高齢者・障害者施設における感染症予防対策の現状と課題

～医療・保健・福祉の協働した感染症予防対策の取り組み～
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１ ．はじめに

長浜保健所管内では、管内 4 病院の感染管

理認定看護師、感染症担当看護師および保健

所の感染症担当で「湖北地域感染症予防検討

会」（以下「検討会」）を平成 22 年度に設置し、

地域の感染症予防対策の推進に取り組んでい

る。

今年度の検討会の取り組みとして、高齢者や

障害者の施設で活用できる標準予防策マニュ

アルを協働して作成している。その中で施設の

感染症予防対策の現状と課題について調査し、

今後の「検討会」の取り組みの方向性について

考察したので報告する。

２ ．調査方法

（1）対象施設 13 施設（特別養護老人ホー

ム 9 か所、老人ホーム 1 か所、障害者施設 3

か所）

（２ ）方法 面接による聞き取り調査

（３ ）対象者 施設長、感染症対策の責任者

（４ ）期間 平成 23 年 10 月

（５ ）調査項目

ア．感染管理体制

イ．平常時の対応

ウ．発生時の対応

３ ．結果と考察

感染症対策マニュアルは、全施設で作成さ

れているが、内容は施設によってさまざまであり、

十分活用されていない現状であった。現場で活

用しやすく、総論と感染症別の各論で構成する

マニュアルの整備が必要と感じられた。

従事者の研修については、全施設で看護職

が中心となり実施されているが、内容、回数は

施設によりさまざまであった。また、介護職は離

職率が高く、研修の効果が定着しにくい等の声

が聞かれた。生活支援を視点としている介護職

と、医療的な視点の看護職は、仕事の優先順

位が異なるため、日常から介護職には感染予

防についての意識を持ってもらう働きかけが必

要となる。平常時より、感染予防の基本や感染

症発生時の対応の演習を組み入れた研修を、

現場で繰り返し実施することが重要である。「検

討会」では、介護職向けのマニュアルの整備を

進めているが、マニュアルは、施設内の研修に

媒体として活用されることが望まれる。

また、各施設の感染症担当職員からは、予

防対策に関する最新の情報や地域の流行状況

等の情報を得る機会が少ないという声が聞か

れた。感染症担当職員の新しい知識の習得や

情報交換する場により、感染症リーダーを育成

し、感染症対応能力を強化することが課題であ

ると感じた。細野 １ ）は「感染症の発生予防、

迅速で適切な対応により感染拡大を防止する

ためには、感染症予防リーダーの育成、組織と

しての取り組みの推進、施設の感染症対応能

力の強化が大切である」と述べている。感染症

担当職員が集まる機会が入所施設長会議の下

部組織として設けられることで、感染症予防リ

ーダーの育成につながり、感染症対策が施設と

しての取り組みとなると考える。

４ ．結論

現在、地域の介護事業者サービス協議会の

入所施設部門では感染症担当職員の部会の

設置について検討中である。今後、「検討会」

がこの部会に参画し、各施設の自律した感染症

予防対策を、検討会として支援していきたい。

５ ．おわりに

入所施設の感染症の発生は、施設だけの問

題ではなく、施設ディサービス、ショートスティ

が休止することにより、在宅療養者とその家族

の生活全体に大きな影響を及ぼし、ひいては急

性期医療にまで及ぶ大きな問題であるというこ

とを改めて認識した。

平常時からの感染症の発生予防の対応と、

発生時には、早期に適切な対応がとれることが

重要である。そのためには、感染症予防リーダ

ーの資質の向上のための研修会や関係者のネ

ットワークを強め、有機的な活動により地域の

感染症予防対策が推進できるよう体制を構築

していきたい。
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