
肺線維症患者への看護ケアについて

南京都病院 西病棟5階 堀圭一朗

国立病院機構南京都病院
第4回在宅医療従事者向け研修

令和4年1月22日(土)



本日の内容

•肺線維症患者の特徴

•在宅に向けての支援



時間の経過

慢性疾患の軌跡

急性増悪
急性増悪

急性増悪

急性増悪

死



時間の経過

目標:急性増悪からの回復

病院で呼吸管理、治療、リハビリ
テーションを要する時期



時間の経過

目標:安定した時期を如何に長く過ごせるか

在宅療養が出来る時期
病状の進行により色々な
手助けが必要になる



時間の経過

どのようにして最期の時を過ごすのか

病院？在宅？
患者・家族の望む

最後は？



肺線維症患者の特徴

•歩行や入浴、食事といった労作でより多くの酸素
供給が必要となる。著明なSpO₂の低下

•呼吸機能低下が日常生活を著しく制限する

•不安、うつ、絶望感

•平均生存期間は3-5年の予後不良疾患である



肺線維症患者のケア

•身体面のみならず精神面でのケアも重要となる

身体的ケア 精神的ケア



在宅へ

病院での看護ケア

呼吸管理

日常生活援助

精神的支持

身体活動性の

向上

今後の療養

生活を考える

HOT導入援助



呼吸管理:

•様々なデバイスで行う酸素供給



酸素療法で使用するカヌラやマスク

•ネーザルカヌラ



酸素療法で使用するカヌラやマスク

•酸素マスク



酸素療法で使用するカヌラやマスク

•リザーバー式カニューレ(オキシマイザー)



酸素療法で使用するカヌラやマスク

•リザーバーマスク



酸素供給濃度
低 高
カヌラ オキシマイザー マスク リザーバーマスク

流量 FiO₂ 流量 FiO₂ 流量 FiO₂ 流量 FiO₂

1L 24

2L 28

3L 32 3L 39

4L 36 4L 42

5L 40 5L 45 5L 40

6L 44 6L 49 6L 50 6L 60

7L 52 7L 60 7L 70

8L 80

9L 90

10L 99

12L 99

15L 99



酸素療法は退院後も続きます

•在宅酸素療法:HOT(home oxygen therapy)



HOTの治療効果

•低酸素血症の改善

•生存率の改善

•運動耐容能の改善

•入院回数の軽減（急性増悪の減少）

•QOLの改善



HOT疾患別患者数



HOTの導入・継続における問題

物理的要因

•居住環境(スムーズに移動できない)

•日常生活(動作に邪魔になる、火災の心配)

心理的要因

•疾患に対する不安、葛藤、予後への悲観

•ボディイメージの変容



事例1

• HOT導入に対して強い拒否があったA氏の事例



症例:A氏、70代、男性

生活歴

•50歳まで仕事をして早期退職

•その後海外で数年間生活

•日本に帰国し投資で生計を立て、

スナックに3回/月行くのが楽しみ

•喫煙:10年前から禁煙

太く短く楽し
く生きるゾ！



酸素療法についての思い

•酸素は家に帰ってすることになったら嫌やなぁ

• (SpO₂)自分で測りながら動いているし大丈夫
家では60まで下がってたで

•友達に同じ病気の人がいるけど、家帰っても酸素
するの大変って言ってたわ

2度の入院を経てHOTを導入



HOT受容に対する支援

•身体的側面:
歩行時のSpO₂の推移を観察

•精神的側面:
HOTに対する思いの傾聴と情報提供



初回入院時

•歩行距離33m
歩行時間56秒でSpO₂:85％
(room air)

• 6MWT 222m SpO₂:88%

(O₂:2L/min)

• HOTの必要性を説明

•使用物品や在宅での使用例を説明

•患者のHOTに対する思いを聞く

酸素は持って
帰らない！



HOTが必要VS家に酸素は持って帰りたくない

•患者にとって何がベターか？
医療倫理の4分割表から多角的に考えてみる



初回入院時

医学的適応 患者の意向
‣安静時SpO₂:80％台
‣O₂:2L/minで90％台キープできる
‣家ではSpO₂が60％まで下がることが
あった
‣HOT適応

‣外出時の酸素は嫌
‣安静時は酸素は嫌
‣家では(酸素)吸わないと思う
‣してもしなくても一緒
‣長生きよりしたいことをしてコロッ
と死にたい
‣HOT導入の話に攻撃的になる
‣これからどうなっていくのか？

QOL 周囲の状況
‣呼吸困難の自覚は乏しい
‣スナックに行きたい
‣歩くのがしんどいから旅行はいけな
い
‣行動範囲が狭まるのが嫌

‣妻は気管支拡張症
‣友人にもHOTをしている人がいる

mild

Moderate

severe

very severe



初回入院時

理学療法士と一緒に

呼吸法練習、動作・歩行のペースコントロール

主治医に相談

HOTをしなければおこりうる予後の悪化
の可能性の説明

HOTは導入せずに退院となった



1 year later

•チアノーゼ、著明な呼吸困難、
SpO₂:60％で再入院となる



2度目の入院

O₂:5L/min • HOTの必要性

•患者にHOTに対する思いを聞く

•前回入院時との気持ちの変化に
ついて聞く
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2度目の入院

医学的適応 患者の意向

‣来院時SpO₂:60% 呼吸困難著明
‣安静時3L、労作時6Lでサチュレー
ションは保てる

‣しんどかった
‣酸素は要るみたいやな
‣酸素の量は自分で試したい
‣酸素をしな長く生きられない。自分
の身体は自分で労わらなあかんな

QOL 周囲の状況

‣酸素をして楽になった
‣2回/月は飲みに行く。

‣妻は気管支拡張症
‣友人にもHOT導入している人がいる

mild

moderate

severe

very severe



結果:

•自分の身体やから労わらないと
あきませんな

HOTを導入し退院



A氏の心理的変化

初回入院時 1年後(2度目入院時)
医学的適応 患者の意向
‣来院時SpO ₂ :60% 呼
吸困難著明
‣安静時3L、労作時6Lで
サチュレーションは保
てる

‣しんどかった
‣酸素は要るみたいや
な
‣酸素の量は自分で試
したい
‣酸素をしな長く生き
られない。自分の身体
は自分で労わらなあか
んな

QOL 周囲の状況
‣酸素をして楽になっ
た
‣2回/月は飲みに行く。

‣妻は気管支拡張症
‣友人にもHOT導入して
いる人がいる

医学的適応 患者の意向
‣安静時SpO₂:80％台
‣ O ₂ :2L/minで 90％台
キープできる
‣家ではSpO₂が60％ま
で下がることがあった
‣HOT適応

‣外出時の酸素は嫌
‣安静時は酸素は嫌
‣家では(酸素)吸わないと
思う
‣してもしなくても一緒
‣長生きよりしたいこと
をしてコロッと死にたい
‣HOT導入の話に攻撃的
になる
‣これからどうなってい
くのか？

QOL 周囲の状況
‣スナックに行きたい
‣歩くのがしんどいか
ら旅行はいけない
‣行動範囲が狭まるの
が嫌

‣妻は気管支拡張症
‣友人にもHOTをしてい
る人がいる

mild

moderate

severe

very severe



A氏の心理的変化

初回入院時 1年後(2度目入院時)
医学的適応 患者の意向
‣来院時SpO ₂ :60% 呼
吸困難著明
‣安静時3L、労作時6Lで
サチュレーションは保
てる

‣しんどかった
‣酸素は要るみたいや
な
‣酸素の量は自分で試
したい
‣酸素をしな長く生き
られない。自分の身体
は自分で労わらなあか
んな

QOL 周囲の状況
‣酸素をして楽になっ
た
‣2回/月は飲みに行く。

‣妻は気管支拡張症
‣友人にもHOT導入して
いる人がいる

医学的適応 患者の意向
‣安静時SpO₂:80％台
‣ O ₂ :2L/minで 90％台
キープできる
‣家ではSpO₂が60％ま
で下がることがあった
‣HOT適応

‣外出時の酸素は嫌
‣安静時は酸素は嫌
‣家では(酸素)吸わないと
思う
‣してもしなくても一緒
‣長生きよりしたいこと
をしてコロッと死にたい
‣HOT導入の話に攻撃的
になる
‣これからどうなってい
くのか？

QOL 周囲の状況
‣スナックに行きたい
‣歩くのがしんどいか
ら旅行はいけない
‣行動範囲が狭まるの
が嫌

‣妻は気管支拡張症
‣友人にもHOTをしてい
る人がいる

mild

moderate

severe

very severe

HOTの必要
度は増した

A氏はHOT
を受け容れ
だした

とにかく
HOTは嫌、
絶対に
嫌！

A氏とってHOTを受け容れるまでに1年必要であった

HOT適応



HOT導入は患者にとって危機か？

不安 否定、 現実に直面 受容

‣これからどうなっ
ていくのか？
‣HOTの話には攻撃
的

‣HOTは嫌、家でも
酸素は吸わない

‣酸素は要るみたい ‣自分の身体やから
労わないとあきま
せんな
‣HOTを導入し退院

傾聴 共感 時間

A氏の心情の変化



HOT導入は

•患者にとっては危機的な状況であり、患者の心情
を理解するところから始まる

•受容に至る時間は患者によって違うということを
理解し関わる必要がある

•医学的側面のみにこだわるのではなく、全人的に
捉える必要がある



本日の内容

•肺線維症患者の特徴

•在宅に向けての支援



在宅へ

病院での看護ケア

呼吸管理

日常生活援助

精神的支持

身体活動性の

向上

今後の療養

生活を考える

HOT導入援助



動くことの重要性

Cf.Waschki B, et al. Physical activity is the strongest predictor of all-cause mortality in patients with COPD



動くことの重要性

Cf.Waschki B, et al. Physical activity is the strongest predictor of all-cause mortality in patients with COPD



負のスパイラルを断ち切るには

息がしんどい

動きたくない

動かないお腹空かない

体力落ちる

酸素療法と
休憩

動くきっかけ、
動機補食、

栄養補助食



患者の精神的苦痛を和らげる方策

精神的苦痛の緩和に役立っていること ユニット数

病気以外のこともよく聞いてくれる 58

ほがらかで親切である 41

気持ちをわかって一緒に考えてくれる 36

患者の意思が一番尊重される 19

関心を持っていることが伝わる 17

森田達也、白土明美:患者と家族に届く緩和ケア、医学書院、105-106、2016．

自分が上手く傾聴できたかではなく、患者が「よく聞いて
もらえた」「わかってもらえた」と感じてもらうことが重要



事例2

•家族の援助のもとに症状コントロールと日常生活援助を行いB
氏の在宅療養に向けた支援を行った事例



•癌性疼痛による胸部痛と呼吸
困難の増強があり薬剤調整と
HOT導入目的で入院となる。

•酸素療法:安静時1L/min,労作時
2～5L/min

• ADL:活動制限なし

•介護度:要支援2

生活状況、患者・家族の意向

• 妻、長男夫婦と同居

• 症状が落ち着けば在宅療養を希望

B氏 70歳代男性、肺がん、COPD、間質性肺炎

長男

妻A氏

次男 嫁

孫 孫

同居世帯



在宅に向けての援助

•課題(意思決定支援)
患者:不安は有るが帰りたい

妻:在宅で可能な限り見ていきたい。しかし
どの状態まで自宅で看るかはまだ決めかね
ている

•対策
妻と息子へ呼吸介助の方法と酸素療法、鎮
痛薬の使用方法を指導

妻には病棟で、息子には動画を作成しそれ
ぞれ指導

•結果

•家族の自信に繋がり試験外泊
を実施

•内服と酸素管理、呼吸介助は
家族で行うことが出来た



退院後の援助

•課題(本人の希望)

在宅で疼痛と呼吸困難をコント
ロールをしながら療養が行えてい
るか

•対策

•退院後訪問

動作指導

HOTの確認

内服確認

意思決定の再確認

•結果

•妻の介助でトイレまでの歩行
が可能に

•健康チェック、内服管理は妻
が行えていることを確認



退院後の援助

•患者の意思を確認

B氏:可能な限り家で過ごしたい。し
かし不安はあるためしんどくなった
ら病院で診てもらいたい

妻:本人のしたい様にして欲しい。た
だ本人の不安が強く手がかかる度合
いが増えてきたので支え切れるか心
配

長男:出来れば家に居て欲しい

•対応

B氏・家族の想いを主治医に伝え、
希望時は病院で対応するように調整

↓

B氏・家族に伝え不安の緩和に繋げ
る

↓

在宅で安心して過ごすことが出来た



退院支援への介入として有効な要因

1介護を家族の発達課題として捉える

• 家族の受けている影響、対応能力、家族としての過去の対処経験、
対応状況、適応状況等のアセスメントを行い必要な援助を考える。

Cf鈴木和子・渡辺裕子:家族看護学—理論と実践第3版,日本看護協会出版会,2008

2不安の軽減:予期的心配は指導や説明で緩和される
• 日常生活援助の内容は援助者に具体的に分かりやすく
• 環境の整備：在宅と病院であまり変えない工夫が必要
• 使用物品、間取り、患者の生活の流れ
• 信頼できる指示：キーパーソン(医療従事者、家族)

Cf小島操子看護における危機理論・危機介入



患者の意思に寄り添うケアは患者・家族との
信頼関係を構築する一助と成り得る

意思
決定

不安

不安を軽減し
希望に沿った
生活の提供

自己効力感
の向上

言語的説得

信頼感の
アップ

寄り添い
導くことが
必要となる！

課題 必要となる
介入

結果上手くいけば



在宅支援に必要なこととして

•家族の協力は重要な要素である。そのため家族が前向きに患
者を看れるような協力体制が必要である

•患者・家族の想いは揺れることが少なくはない。患者の意思
決定は必要に応じて確認し柔軟に対応していく必要がある

•意思決定を通して患者・家族の望む療養生活を模索していく
ことは、患者・家族との信頼関係構築にも繋がる


