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第1特 集
終末期の褥瘡ケア
終末期は、病気の進行や老衰などにより活動性・可動性が低下し、褥瘡の発
生リスクが高まります。また、この時期に生じる褥瘡の原因は、局所への圧迫・
体重減少による骨突出、あるいは関節拘縮や低栄養、失禁による皮膚の脆弱化
などであることから治癒が難しい場合があります。そこで訪問看護師は、「悪
化しやすく治りにくい」「防ぎきれない」褥瘡があることを認識した上で、治
癒をめざすだけではなく、症状緩和を優先したケアも選択肢の 1 つとしてアセ
スメントする視点が大切です。
本特集では、終末期における褥瘡の発生要因や褥瘡部位の観察方法のほか、
「積極的な治療」から「痛みを和らげる」「悪化させない」ケアへの方針転換を
はかる際の考え方・タイミングについて解説。併せて、支援の実際をとおして
終末期にある療養者への褥瘡ケアのポイントを示します。関連論考では、利用
者・家族の精神的苦痛へのケアのあり方について考えます。

〈総論〉

褥瘡ケアの方針転換をはかる
考え方・タイミング
終末期の療養者には予防しても防ぎきれない褥瘡があると言われます。本稿では、そのような褥瘡の
発生要因や好発部位の特徴、アセスメントに必要な視点とともに、「積極的な治療」から「痛みを和らげ

第

る」「悪化させない」ケアへのシフトチェンジについて解説していただきます。

特集 終末期の 褥瘡ケア

1

はじめに

終末期における褥瘡ケア

日本では現在、人々が住み慣れた地域や長年
暮らした家で人生の最終段階（終末期）を迎え

医療の発展により、「どこからが終末期」と

ることができる社会の仕組みづくりが推進され

線引きすることは難しいのですが、「終末期医

ています。

療に関するガイドライン よりよい終末期を迎

高齢者の終末期における過程は多様かつ複雑

えるために」（全日本病院協会）では、以下の

です。
終末期というと、
“末期がん患者への看護”

3 つの条件を満たす場合を「終末期」と定義し

というイメージがあるかもしれませんが、老衰

ています 。

や、慢性心不全・慢性呼吸器疾患などの臓器不

1．複数の医師が客観的な情報を基に、治療に

全、認知症・脳血管疾患などの末期状態で療養

より病気の回復が期待できないと判断する

する人々も看護を必要としています。終末期に

こと

ある療養者は複数の褥瘡発生要因を有しており、

1）

2．患 者が意識や判断力を失った場合を除き、

リスクの高い状態にあります。加えて、この時

患者・家族・医師・看護師等の関係者が納

期にできる褥瘡は難治性であることが多く、療

得すること

養者の QOL を低下させる一因となります。
本稿では、終末期における褥瘡の発生要因や
観察のポイントを踏まえ、終末期での褥瘡ケア
のあり方を考えます。
在宅創傷 スキンケアステーション 代表
皮膚・排泄ケア認定看護師

岡部 美保

（おかべ みほ）
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●終末期とは
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3．患者・家族・医師・看護師等の関係者が死
を予測し対応を考えること
さらに、このガイドラインでは終末期の定義
の注釈として、「救命救急の場では発症から数
1992 年前橋医師会立前橋高等看護学院卒業後、前
橋赤十字病院勤務を経て 1995 年群馬県看護協会
訪問看護ステーション入職。2015 年高崎健康福祉
大学訪問看護ステーション勤務、2016 年より管理
者。2021 年在宅創傷スキンケアステーションを開
設し、現在に至る。2000 年介護支援専門員資格取
得、2007 年皮膚・排泄ケア認定看護師資格取得、
2016 年高崎健康福祉大学大学院保健医療学研究
科看護学専攻修士課程修了。

日以内の短い期間で終末期と判断されることも
多いのですが、癌や難病の末期などでは、1 〜
2 ヶ月ということもあります。また、重い脳卒
中後遺症などでは、数年前からいずれ死が訪れ
ることが予測されることがあるものの、間近な
死を予測することが出来るのは容態が悪化して
からとなります。したがって終末期を期間で決

病いの軌跡（Illness Trajectory）

図

・人生の最終段階が、瞬間的なものから数日の経過となる
“突然死”
・月単位であることが多い“がん”
・年単位であることが多い“臓器不全”
・長い経過となり最終段階の見極めが難しい“フレイル”
〈出典〉Lunney J.R., Lynn J., Foley DJ., et al.:Patterns of Functional
Decline at the End of Life,   Journal of American Medical
Association, 289（18）, p. 2387-2392, 2003. より筆者翻訳・
改変

めることは必ずしも容易ではなく、また適当で
2）

性が低下し安楽な体位を長時間とることで局所

老年医学者のリンらは、人生の最終段階の過程

への圧迫が集中し、褥瘡が発生しやすくなりま

を 4 つ に 分 類 し、 病 い の 軌 跡（Illness

す。放射線治療や化学療法を行っている場合は、

3）

Trajectory）として示しています（図） 。こ

それらによる味覚・粘膜異常、下痢などが体重

れらを基にすると、終末期における看護は、人

減少・貧血・低栄養を引き起こし、その結果、

生最期の数カ月から数年を生きる人々に対する

骨突出・浮腫・皮膚組織の脆弱化により褥瘡が

支援と考えることができます。

発生しやすくなります。また、疼痛コントロー

この時期の療養者は「身体的苦痛」のみなら

ルを行っている場合は痛みを感じにくいため、

ず、不安やいら立ちなどの「精神的苦痛」、経

寝たきり状態でなくても安楽な姿勢をとり続け

済面や人間関係に関する問題などの「社会的苦

ることで褥瘡が発生するケースがあります。

痛」
、死に直面した苦悩や絶望感などの「スピ

褥瘡ケアの方針転換をはかる考え方・タイミング

はありません」とも記載されています 。また、

〈非がんの終末期の場合〉

リチュアルペイン」という魂の痛みも抱えがち

非がん（認知症、長期臥床状態となる脳血管

です。私たち看護師には、療養者が死に至るま

障害・神経難病など）の終末期では、認知機能

での期間、よりよく生ききることができるよう

低下・呼吸困難・嚥下障害・食欲不振・倦怠感・

に、また尊厳を持って死を迎えられるように支

疼痛・精神症状の変化が、褥瘡の発生要因であ

援をすることが求められます。

る活動性の低下や低栄養、関節拘縮、尿・便失

●終末期における褥瘡発生要因

禁などを引き起こします。

そもそも褥瘡は、外力（皮膚や皮下組織への
圧力・ずれ力）が要因となり発生します。ここ
では、終末期に褥瘡が発生する要因について、

褥瘡発生部位の
特徴・観察・ケアのポイント

がんの場合と非がんの場合に分けて述べます。
〈がん終末期の場合〉

●好発部位

がん終末期には、疾患の進行や治療に伴う痛

褥瘡は、終末期に限らず骨突出部が好発部位

み（がん性疼痛）が出現します。そのため活動

です。肺がんや慢性呼吸器疾患の療養者は、安
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訪問看護におけるヒヤリハット

第 1 特集

好評発売中！

9
行・発売

2021年8月5日発

訪問看護では、事故発生時にも基本的に 1 人で初期対応を行わなければなりません。初期対応を誤る
と、利用者・家族との関係性の悪化、ステーションへの信頼の低下などを招く可能性もあるため、それ
らのリスクに備えることが重要です。本特集では、訪問看護における事故等の特徴を踏まえて、訪問看
護ステーションに求められる安全対策や望ましい対応方法を解説。事故防止の取り組みも紹介します。

2021 年 6 月
臨時増刊号

クリニカルラダーを
活用しよう

第２特集

在宅療養の可能性を広げる

看護小規模多機能型居宅介護

コミュニテ

病院から在宅へと療養環境の移行が後押しされる中、
「通い」
「泊まり」
「訪問看護」
「訪問介護」のサー
ビスを一元的に提供する看護小規模多機能型居宅介護（看多機）が地域包括ケアの重要な拠点として注
目されています。本特集では看多機の特徴や利用者像を解説した上で、支援の実際を紹介します。

ィケア

2021年8

8

月 Vol.2
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後  記
編  集  
●コロナ対策で、地方に住む両親とは昨年の 2 月以来会っていません。先日、1 回目のワクチンを接
種した父から「2 回目を打ったら会いに行くぞ！」と威勢のよい声で電話がきました。もう少し待って
と説得したものの、
「
“もう少し”っていつまでだろう」と自問しました。判断が難しいです。（古川）
●日米の製薬会社が開発したアルツハイマー病の新薬「アデュカヌマブ」が米国で承認されました。
脳内の有害なタンパク質を除去する効果があったとして、特に初期段階での効果が期待されるとのこ
と。日本でも昨年 12 月に厚労省に承認申請が出されています。今後の動きに注目です！

（中島）

●生活保護制度を利用できる状況にあるものの、実際に利用している人は 2 割程度だと言われてい
ます。家族や親族がいたら、
また持ち家や自動車、
借金があったら利用できないと思っていませんか？
多くの人が誤解をしているそうです。ぜひ、第 2 特集をご覧ください。
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