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高齢者の終末期を病院で看取る家族の思い
－家族がケアに参加しての聞き取り調査からの分析－

発 表 者 馬場 レイ子 （岩手県：洋野町国民健康保険種市病院）

共同研究者 安藤 郁恵、古里 久美子、柏葉 英美
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はじめに

高齢者への家族の看取り時の介護行動に関す

る研究において、病院での看取りは画一的で医

療主導になりがちであり悔いが残ったことを明

らかにしています。家族が病院での看取りに満

足するためには、具体的な介護行動の指導も必

要であると述べています。患者、家族が一瞬で

もぬくもりを感じ、悔いがない穏やかな看取り

となるためのケア参加の支援を通して、病院で

の看取りに対する家族の思いを明らかにするこ

とは、今後の終末期看護の一助になると考えま

した。

本研究の目的は、ケア参加の支援を通して、

病院での看取りに対する家族の思いを明らかに

することです。
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研究方法

高齢者で終末期と告知された患者及び、承諾

を得た家族６名を対象とし、看護師２名と共に

清潔援助を行いました。
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死別後（３５日以降）、半構成的面接を実施した

内容から逐語録を作成。思いが表現された文脈

を抽出し、カテゴリー化して内容分析をしまし

た。倫理的配慮については、十分な説明をし同

意を得ました。
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結果および考察

対象者の続柄は息子３名、嫁３名で、年齢は

６０歳から７０歳でした。ケアに参加したことによ

る看取りに対する家族の思いを表す、１２１の素

データから、１６のサブカテゴリー、１０のカテゴ

リーが導出されました。導出されたカテゴリー

は、【不安】【スキンシップ】【絆】【満足】【心の準

備】【心残り】【意義】【安心感】【葛藤】【嫁の立場】

でした。
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【不安】とは『ケア参加への不安』を示し、病

院という特殊な環境において、家族は緊張や戸

惑いから生じる不安を感じていました。何かし

てあげたいという思いがあり看護師から声をか

けられたことで、ケア参加への動機となって肯

定的に受け止められていたと考えられます。感

情表出できる場を設定し、具体的なケアの指導

が必要と考えます。

【スキンシップ】とは、『気持ちよさそうな表

情』『心と心のつながり』『ふれあいの大切さ』の

サブカテゴリーで構成され、患者の表情の変化

を感じ取った家族は、スキンシップからも意思

の疎通が可能であることに気づき、ケアの大切

さを実感できていました。水谷は「接触を行う

ことで、高齢者の不安や恐怖を和らげる。また、

何かを支援できたことで、家族の気持ちを安心

させる。」と述べています。ケアは患者家族の精

神的安寧を促す援助であることから、ふれあい

の機会を多く持てるように支援していかなけれ

ばならないと考えます。
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【絆】とは『深まる家族の絆』を示し、患者の

裸を見て、全部預けてくれていると受け止める

ことで、嫁姑の心の溝が解消され、和解が図ら

れ、心の慰安につながったと考えます。

【満足】とは、『ケアへの満足感』『ケアへの気

持ちの変化』『肯定的な死の受容』『思い出』『理想

とする看取り』のサブカテゴリーで構成され、

家族は「心残りがない」と言っており、看取り

の満足につながったと考えられます。ケアを重

ねていくことで、触れることへの恐怖感もなく

なり、徐々に心のゆとりができ死を肯定的に受

け入れていました。ケアは心に深く刻まれ、遺

族の生きていく上での心の支えとなり、寄り添っ

て触れ合うことが理想の看取りでもあることが

示されました。ケア参加には、看護師の見守り

と指導の支援が必要であり、家族の心理状態に

合わせ、無理強いにならないように支援してい

く必要があると考えます。
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【心の準備】とは『死別への心の準備』を示し、

ケアを通して、体の変化を知ることで、死への

心の準備・覚悟が備わり冷静に受け止めること

ができていました。家族のその受容の段階に沿っ

てケアを進めていかなければならないと考えま

す。

【心残り】とは『ケアに対する心残り』を示し、

「もっとやってあげたかった」とケアに対して

心残りを感じていました。つまり、ケアは家族

の心の充実感につながる効果があり、家族主導

のケアとなるように、希望に沿う形で、支援し

ていかなければならないと考えます。
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【意義】とは『ケアに参加することの意義』を

示し、ケアの重要性と必要性を感じており、今

後も継続していくことに期待しているが、時間

を作ることの難しさも述べていたことから、家

族に合わせた時間を設定することが必要である

と考えます。

【安心感】とは『病院にいることの安心感』を

示し、家族は世間体を考えており、病院には、

何かあったらすぐに対処してくれる医師がいる

ことが、家族の安心感になっていると考えられ

ます。
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【葛藤】とは『患者に対する家族の葛藤』を示

し、患者と意思疎通が図れないことから、家族

本位の選択で病院で看取ったことの迷いを感じ

ていました。

【嫁の立場】とは『嫁の立場のつらさ』を示し、

家族の形態や関わり合いは、様々であることを

認識し、その立場の在りようを尊重して行くこ

とが重要であると考えます。
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結論

１．ケアに参加したことによる看取りに対する

家族の思いとして、【不安】【スキンシップ】

【絆】【満足】【心の準備】【心残り】【意義】【安心

感】【葛藤】【嫁の立場】が導出された

２．家族がケアに参加することは看取りの満足

につながった

御静聴有難うございました。
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緩和ケア病棟入院患者の在宅療養への支援
－薬剤師にできること－

発 表 者 小畠 地余子 （広島県：公立みつぎ総合病院）

共同研究者 松井 直美、谷満 茂子、田中 佳人
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【目的】

２００８年の厚労省の終末期医療に関する調査で

は、６３％の患者が自宅での療養を希望している。

当院では、平成１４年に、５床の緩和ケア病棟を

開設し、地域包括ケアシステムのもと、在宅緩

和ケアの提供を行ってきたが、当病棟でも、在

宅復帰率は約５割となっており、継続的な薬物

療法には薬剤師の専門性を活かした介入が必要

と考えられる。

そこで、在宅移行時の薬剤師の支援の現状を把

握し、支援向上に向けて検討したので報告する。
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【方法】

平成２３年４月からの２年間に、緩和ケア病棟

から在宅療養に移行したがん患者に対し、薬剤

師の介入内容と退院後の支援について電子カル

テを用いて調査を行った。
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