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臨死期とは

＜ELNEC-Jにおける臨死期の定義＞

■予後１ヵ月（週単位）から亡くなるまでの時期

＜死、死ぬこと＞

■死は誰にでもいつかは訪れる。しかし、死に

対する受け止め方や死への向かい方は一人

ひとり異なる

■死への過程で、患者や家族は身体的・精神的・

社会的・スピリチュアルな苦痛を経験する



2020 4

看護師が考える良い看取り

■身体的症状がコントロールされた死までの
過程・穏やかな死に際

■死までの過程を
有意義に過ごした死

■臨終時に家族に
見守られた死

■家族が納得する死

(吉田, 1999)

ホスピスに勤務する看護師14名を対象に行ったインタビュー調査
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患者・家族の擁護者となる

■看護師はいつでも患者・家族の立場に立ち、
患者・家族の権利を守る責任がある

■患者・家族の現状認識を確認し、わかりやすく
説明したり、医師と話し合いが持てるように
調整する

■患者・家族が今後の過ごし方を話し合い、意思
決定できるように支援する

■患者・家族の意向を尊重し、擁護者となる
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オープンで誠実なコミュニケーションを心がける

■患者が死について表現できる機会をつくる

●最期まで患者から逃げないことを保証する
●自分の身体をどう感じているか表現してみる
よう勧める

■患者と共に人生の意味づけを行う
例) ライフレビュー、日記、手記 など

■家族がつらさや悲しみを表出できるように
関わる

■患者・家族が死にゆくことについて語り合える
ように支援し、環境を整える

(内布, 2005)

(内布, 2005)
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■積極的治療の中止の検討

■療養の場の検討

■患者の有意義な時間の過ごし方のサポート

■家族の心の準備のサポート

予後予測をケアに活用する

看護師は、予後予測を参考にしながら、
多職種チームで話し合い、それぞれの時期に

合った適切なケアを提供していくことが重要である

(井沢, 2015)
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患者・家族の死への不安が最小限になるよう配慮する

■患者・家族の看取りの経験や死にゆく過程に
対するイメージを確認する

■今後患者に起こり得る徴候や症状、日常生活
の変化について患者・家族の状況に配慮
しながら伝える

■今後どこでどのように過ごしたいかについて
患者・家族に確認し、患者・家族の希望を
尊重する

■患者・家族が安楽に過ごせるようにすることを
保証する
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死

生存期間（時間）

健
康
状
態

臨死期：死が近づいた時期（週～日単位）

4週 2週 1週 1日
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よく見られる身体症状の変化

(恒藤 他, 1996)

■主要な身体症状の出現からの生存期間
（%）
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身体症状に対するケア・1

■痛みに対するケア

●薬物の投与方法が適切かどうか検討する

例）嚥下困難が出現した場合、貼付剤、

坐薬、持続注射などに変更する

●副作用に注意する

腎機能・肝機能の低下により、代謝物の蓄積が

生じやすい

●痛みの閾値を上昇させるケアを提供する

例）安楽な体位の工夫、温庵法、マッサージ など
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身体症状に対するケア・2

■全身倦怠感に対するケア

●快の感覚を高めるケアを提供する

●安楽な体位を工夫する

●エネルギーの消耗を防ぐ

■食欲不振、経口摂取量の低下に対するケア

●患者の希望に合わせ、無理に勧めない

●食事の内容、形態、量を工夫する

●口腔ケアを積極的に行う
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治療抵抗性の苦痛

＜治療抵抗性の苦痛＞

患者が利用できる緩和ケアを十分に行っても

患者の満足する程度に緩和することができない

と考えられる苦痛

例) せん妄、呼吸困難、過剰な気道分泌、痛み、嘔気・
嘔吐、全身倦怠感、痙攣、不安、抑うつ、心理・
実存的苦痛（希望のなさ、生きる意味のなさ など）

(日本緩和医療学会ガイドライン総括委員会, 2018)
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■治療抵抗性の苦痛が生じた場合、苦痛緩和のた
めに、鎮静について考慮する必要がある

● 深い持続的鎮静
コミュニケーションをとることが難しくなることも
患者・家族に十分伝えておく必要がある

● 十分な評価、治療を行わずに治療抵抗性で
あると判断してはならない

患者の診療にあたっているチーム全体で、かつ、
経験のある専門家を含めて判断することが望ましい

治療抵抗性の苦痛への対応

(日本緩和医療学会ガイドライン総括委員会, 2018)
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■この時期の患者は、身体的な変化だけでなく、

精神的、社会的、スピリチュアルな側面に

おいて、多くの変化がある

精神的、スピリチュアルなニーズ

（Smith SA, 2006）

●死が近いことを認識する

●死への不安や未知のものに対する恐れを感じる

●コントロール感や機能の喪失に苦悩する

●より内観的になり、周囲への関心がうすれる

（河野, 1986）

（Smith SA, 2006）

（Smith SA, 2006）

（Smith SA, 2006）
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精神的、スピリチュアルなニーズに対するケア

■環境を整える

■患者と家族が気持ちを共有できる機会をつくる

■患者・家族の思いの表出を促す

■負担感を軽減するための支援を行う

■家族に対して精神的・身体的支援を行う

■患者・家族が準備を整えるための支援を行う

■新しい方法探索の支援を行う

■未完成の仕事をやり遂げるための支援を行う

（森田 他, 2004）より一部抜粋
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■安楽の保持
●体位の工夫、清潔ケア、定期的な口腔ケア など

■処置・ケアの見直し
●患者の苦痛を最小限にする

■日常生活の援助
●患者の尊厳を守る

■安全の確保
●転倒のリスク、誤嚥のリスクに配慮

■予測的な対応
●ADLの低下を踏まえた少し先を見越した対応が必要

死が近づいた時期の患者に対するケアの留意点

(小迫, 2015)
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死が近づいた時期の家族のニーズ

■終末期患者の配偶者の持つニーズ

●患者の状態を知りたい

●患者のそばにいたい

●患者の役に立ちたい

●感情を表出したい

●医療スタッフから受容と支持と慰めを得たい

●患者の安楽を保証してほしい

●家族メンバーより慰めと支持を得たい

●死期が近づいたことを知りたい

■患者の死が避けられないことに気づく
家族の予期悲嘆に対するケアの必要性

(Hampe SO, 1977)
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死が近づいた時期の家族に対するケア

■患者の状況を理解できるように情報提供
する

■家族がケアに参加できるように配慮する

■精神的苦痛を表出できるように支援する

■充実した時間が持てるように配慮する

■家族メンバーの力を合わせるように勧める

■死に対する準備を勧める
(鈴木, 2003)
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よく見られる身体的徴候と症状

●1日中反応が少なく
なってくる

●脈拍の緊張が弱くなる

●血圧の低下

●尿量の低下

●手足の冷感

●手足のチアノーゼ

死亡前48時間以内に見られる徴候

●冷汗の出現

●顔の相（顔色）
が変わる

●死前喘鳴

●身の置きどころがない
かのように、手足など
をバタバタさせる

（池永, 2002）を一部改変
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身体症状に対するケア

■これまでと同様に苦痛症状の緩和に対するケアを継続する

■死前喘鳴に対するケア

●輸液の適正化や口腔ケアを行なったうえでも喘鳴が遷延

し、家族の苦痛が強い場合には 、抗コリン薬の投与を検

討することは許容できる。
(日本緩和医療学会緩和医療ガイドライン作成委員会, 2016)

●患者は意識が低下しており、苦しくないこと、必要以上の
吸引は苦痛をもたらすことを説明し、理解を得る

●体位の工夫（側臥位や顔を横に向ける など）

■眼球乾燥に対するケア

●開眼している状態のときは、目の保湿のため点眼薬の

使用などを行う

（海津, 2015）
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死が差し迫った時期の患者に対するケアの留意点

■最期まで人格を持った1人の人として接する

■安心できるような穏やかな声かけを行う

■患者の苦痛が最小限になるように、必要なケアを精
選し、それらのケアを継続して行う

■患者自身が苦痛を正確に伝えることができない
場合、表情や姿勢などからアセスメントを行う

■使用中の薬剤量の調整や薬剤の変更を検討する

■確実に投与でき、投薬に伴う苦痛が少ない方法を選
択する
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死が差し迫った時期の家族に対するケア

■家族の意向を尊重する

■症状の変化や徴候に関して
家族に説明する

■家族の気がかりに対応する

■家族ができることを伝える

■患者の聴覚は最期まで残っていることを説明し、
話しかけるように伝える

■家族が適宜休息がとれるように配慮する
(Shinjo T et al., 2010a)
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看取り

■家族の状況

●家族は最期まで奇跡を願っていることが多く、取り乱す

ことや医師の言葉の意味を理解できないことがある

●臨終を告げられることにより、現実と向き合い、喪失の
悲しみを体感する

■家族への対応

●現実に起こっていることを落ち着いて伝える

●家族が患者の一番近くにいられるように、機器類の
配置や医療スタッフの立ち位置に配慮する

●患者・家族のこれまでの経過に敬意をはらい、ねぎらう

（佐藤, 2015）
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看取り後の対応

■文化への配慮

■家族が患者と過ごす時間の確保

■家族に死後のケアへの参加の声かけ

■家族や親類への連絡の支援

■臓器提供・献体の意思の再確認と関係機関
への連絡

■関係する医療スタッフへの連絡
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死後のケア（エンゼルケア）・1

■家族が最期のお別れをしてから、死後硬直が
始まる前に行う

■排泄物による汚染を予防し、外観を整える

■患者らしさを表現できるような衣類の着替えを
行う

■死後の儀礼

左前、たて結び、手を組む、末期の水、逆さ水

(佐藤, 2003)
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死後のケア（エンゼルケア）・2

■死化粧

●皮膚の乾燥を予防し、その人らしい表情や髪形
に整える

■家族への声かけ

● 頑張ってきたことを伝える など

■遺体の変化を予防する

●死後4時間以内に、下腹部、上腹部、胸部を
冷却する。腐敗の進行が激しいと予想される
場合は、前側頸部、鼠径部、腋窩部も冷却する

(小林, 2011)

(伊藤, 2009)



2020 31

結論

■臨死期にある患者・家族の身体的、精神的、
社会的、スピリチュアルなニーズを把握し、
全人的ケアを行う

■患者・家族が望んだ場所で安楽と平穏、
尊厳を保って過ごせるように配慮する

■臨死期にある患者・家族のケアは、多職種と
連携して取り組む
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看護師のみなさん
患者、家族、コミュニティのための
すべての働きに感謝しています！
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