
考察です。
　退院指導・退院支援からの継続であることを理解
することが重要です。家族看護学として家族を理解
することが必要です。
家族の持つ葛藤やグリーフの程度を理解する必要が
あります。
家族関係とともに家族一人ひとりが持つストレング
スを理解し、評価する必要があります。
遺族の会は悲しみを乗り越える力の糧になります。

【終わりに】　終末期家族看護学の難しさを痛感しました。
家族を理解する視点を常に持つこと、そして、強さだ
けでなく弱さも十分持ち合わせていることを理解し、
ストレングスを生かせるかかわりをすることで乗り
越える力、新たな生活の糧になることを信じています。
後悔することはそれだけ愛情が深い証拠です
私たちは、家族看護学の重要性を理解し、今後も事
例を通して学びを深めていきたいと思います。
ご静聴ありがとうございました。

退院指導・退院支援からの継続であることを理解
する 

家族看護として家族を理解することが必要である 

家族の葛藤、グリーフの程度を評価する 

家族関係とともに家族個人が持っているストレン
グスを理解、評価する 

遺族の会が乗り越える力の糧になる 

【はじめに】　A 病院の家庭医療センタ－では、訪問
診療を受け、終末期を在宅で過ごした患者家族に対
し、多職種による「グリーフケア訪問」を行っている。
訪問によって「悲嘆（GRIEF）」を支えると同時に、

訪問診療のふりかえりと終結を目的としている。訪問
時には調査票をもとに家族の思いを聴取し、訪問後に
ふりかえりのためのスタッフカンファレンスを行っ
ているが、終末期の在宅療養・看取りについて、患者

演  題
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「グリーフケア訪問」を通して在宅での看取りを考える
～家で死ぬためにやっておきたい10のこと～

発　表　者 大野　知代子 富山県　かみいち総合病院　家庭医療センター

共同研究者 萩原　美紀子、佐藤　幸浩、岸　美津子、村本　晃一、森口　せつ子

A病院の家庭医療センターでは、在

宅で終末期を過ごした患者の家族を
対象に、多職種を交えたグリーフケ
ア訪問を行っている。 
 

～家で死ぬためにやっておきたい10のこと～ 
 

                                      かみいち総合病院 
                                家庭医療センター            

      ○看護師 大野知代子  ＭＳＷ 萩原美紀子 
         医 師 佐藤 幸浩  看護師 岸 美津子 

         保健師 村本 晃一  看護師 森口せつ子 

 
 

終末期における家族看護学の難しさを痛感した。 
家族を理解する視点を持つことが重要である。 
家族一人ひとりの持つストレングスをどのように評価する
か、強さだけでなく、弱さも持っている。 
ストレングスを生かせる関わりをすることで、乗り越える力、
新たな生活の糧になることを信じたい。 
後悔することはそれだけ愛情が強いことでもある。 

癌終末期の看護は家族も重要な対象者
であることを理解することが必要である。 

事例を通して学びを深めていくよう努力したい 
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家族はさまざまな思いを抱えていることがわかる。
今回、「グリーフケア訪問」での質問調査票から見えてく
るものを抽出し、今後の看取りについて考え、在宅療養
を支援するための課題と方向性を検討したので報告する。

【Ⅰ．目的】「グリーフケア訪問」を通して在宅で
の看取りを考え、患者・家族が安心して終末期を過
ごす事ができるよう、在宅療養支援について考える。

【Ⅱ．用語の定義】

　グリーフケア訪問：A 病院からの訪問診療を受け、終末期を
在宅で過ごした患者の家族に対して行う遺族への訪問のこと。

【Ⅲ．方法】

1．期間：H21年4月1日～ H24年5月31日
2．対象：終末期を在宅で過ごした患者17名の家族
3．調査方法：A 病院で作成した質問調査票を用い

た面接調査
4．調査内容：①家族への質問調査項目

【在宅療養中の患者さんの様子】【在宅で終末期を
支えていた時の気持ち】

【現在の気持ち】の3項目について家族から積極的傾聴を行う。

②スタッフカンファレンスの内容
【在宅へ移行する時期は適切であったか】【医療上
の対処は適切であったか】

【各種症状による苦痛の緩和は適切であったか】
【告知・病状説明は適切であったか】【患者・家族
の精神的安定は保たれていたか】

【医療スタッフ・他職種とのチーム連携はとれていたか】
【臨終時の対処は適切であったか】【家族の満足度
はどうだったか】

【問題点・今後の課題など】の8項目についてふり
かえりを行う。

「グリーフケア訪問」を通して在宅で

の看取りを考え、患者・家族が安心し

て終末期を過ごす事ができるよう、 

在宅療養支援について考える。 

グリーフケア訪問とは： 
 
A病院からの訪問診療を受け、 
終末期を在宅で過ごした 
患者の家族に対して行う 
遺族への訪問のこと 

４．調査内容： 
①家族への質問調査項目 
【在宅療養中の患者さんの様子】 
【在宅で終末期を支えていた時の気持ち】 
【現在の気持ち】 
       の３項目について 
        家族から積極的傾聴を行う 

１．期間：H21年4月1日～H24年5月31日 

 
２．対象：終末期を在宅で過ごした  
              患者１７名の家族 
  
３．調査方法：A病院で作成した質問調査票 
         を用いた面接調査     

 

 ②スタッフカンファレンスの内容： 
 
【在宅へ移行する時期は適切であったか】 
【医療上の対処は適切であったか】 
【各種症状による苦痛の緩和は適切であったか】 
【告知・病状説明は適切であったか】 
【患者・家族の精神的安定は保たれていたか】 
【医療スタッフ・他職種とのチーム連携はとれてい
たか】 
【臨終時の対処は適切であったか】 
【家族の満足度はどうだったか】 
【問題点・今後の課題など】 
以上９項目についてふりかえりを行う。 
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5．訪問スタッフ：主治医・訪問診療に同行していた看
護師・退院支援に関わった MSW・ケアマネジャー・
リハビリ担当者・病棟での担当看護師・研修医

6．倫理的配慮：グリーフケア訪問時に質問票を用
いることを口頭で伝えるとともに、研究におけ
る主旨、個人が特定されることがないよう配慮
することを伝え、了解を得た。

個人情報の使用については訪問診療開始時に書面で
の同意を得ている。

【Ⅳ．結果】

1．対象者の属性
対象者の病名は、癌が11名、廃用症候群が6名で
あった。また、亡くなられた場所は自宅が14名、
病院が2名、施設（ショートステイ中）が1名であっ
た。主介護者は妻が6名、長男が2名、長女が5名、
長男の嫁が4名であった。

苦しそうだったが、病院に戻りたいとはいわなかった。家に居たいと言っていた。 

穏やかだった。 

家に帰ってきたことを喜んでいた。 

一時的に元気になった。 

大好きな庭を眺めて過ごしていた。 

孫が来ると嬉しそうだった。入院中は近くに寄らなかった孫だったが、家に帰って
からはベッドのそばまで行き、話しかけていた。 

退院して家のベッドに寝かせ、「帰ってきたね」と声をかけたら何も言わずにただ
涙をポロポロと流した。嬉しかったんだと思う。 

とても穏やかに過ごしていた。学校から帰ってくるひ孫の顔を見ると素晴らしい笑
顔になったのが印象的だった。 

元気になろうとする根性があったのだろう、入院中は寝たきりだったのに家に帰る
と歩いていた。 

訪問診療で先生に会えることを楽しみにしていた。先生が来てくれると一時だけで
も元気になったようにみえた。 

家に居たいという希望だった。訪問診療や訪問看護を心待ちにし、支えにしてい
た。 

以前にも姑を看取ったことがあったのでできると思っていた。 

家に帰りたいと言っていたので連れてきて良かったと思った。親戚からも「家に居
る方がいい顔になった」と言われ、嬉しかった。 

在宅療養の仕組みなどが良くわからなくて不安な時期もあったが、訪問看護さん
がよく話を聞いてくれたので助かった。 

夜は母の布団の中で眠った。少しでも傍にいてやりたいと思った。 

長い期間だったら見れない。 

最期は会いたい人には全て会えたと思う。みんなが声をかけたり、頭を撫でて
行ったりした。 
訪問診療で状態を伝えてくれた通りの経過をたどったと思う。だから不安は感じな
かった 

副主治医にも関わってもらったので、なにがあっても大丈夫。という気持になれた。 

夜間、呼ばれる声や動く音などが気になり、不眠になった。だんだん衰えていく親
を見ていると不安と嫌悪感が湧き、精神的に不安定になり、精神科を受診した方
がいいのではないかとまで思った。ストレスで頭と体がバラバラになったような気
がした。 

 ５．訪問スタッフ： 
 

   主治医 
   訪問診療に同行していた看護師 
   退院支援に関わったMSW 
   ケアマネジャー 
   リハビリ担当者 
   病棟での担当看護師 
   研修医 

 

６．倫理的配慮 
 
グリーフケア訪問時に質問票を用いることを
口頭で伝えるとともに、研究における主旨、
個人が特定されることがないよう配慮するこ
とを伝え、了解を得た。 
個人情報の使用については訪問診療開
始時に書面での同意を得ている。 
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2．家族への質問調査の結果は表1にまとめた。【在
宅療養中の患者の様子】については「退院し、
自宅のベッドに寝かせ、『帰ってきたね』と声
をかけると何も言わずにただ涙をポロポロと流
した。嬉しかったんだと思う」「穏やかに過ご
していた」という言葉が聞かれたように、自宅
に帰りたがっていた患者の希望に沿えたことが
家族の心の中には満足感として残っている発言
が多かった。【在宅で終末期を支えていた時の
気持ち】は、「以前にも姑を看取ったことがあっ
たので、できると思っていた」「副主治医がい
たから大丈夫と思った」という意見が聞かれ、
在宅で介護をすることへの責任感や不安感が
あったことが伺われた。

【現在の気持ち】では、「家に居たいと思う父の願
いを叶えてあげることができて良かった。自分とし
ては、やり遂げた、と思っている」「『今』がどの
くらいの段階なのかわからなかった。あとどのくら
いの命なのか、どのくらいまで生きていられるのか
教えてほしかった。」という意見が聞かれ、在宅で
看取ることができたことへの達成感が伺われると同
時に看取りの経験がないための不安感があったこと
がわかった。

本人が望んでいたことだったので、なんとか最期まで家で過ごさせてやりたいと
思った。先生が「今日あたり・・・」と言ってくれたので、会わせたい人すべてに顔を
みせることができたことは良かった。 

一生懸命だった。不安よりも、何とか看ていかないと・・・。という気持ちだった。 

亡くなる2－3日前には入院して病院で亡くなってほしいと思っていた。家で亡くな
ると警察が入って大変なことになると思っていた。 

亡くなった時に先生が来てくれて本当に嬉しかった。 

施設に行くたびに熱をだしていたので、自分が看てみようと思った。 

母の臨終をきっかけに、家族のつながり、夫婦のつながりを改めて考え、本当に
いいものだと思った。 

近所の人から「A病院」で大丈夫なのかと聞かれ、嫌な気持ちになった。 

退院してすぐのころは不安だった。熱が出たことで訪問看護にすぐ連絡してしまっ
た。 

死ぬまでの経過を教えてもらってからは、何度も読み返しては「ああ、本当に書い
てある通りになるんだな」と、ひとつひとつに納得した。不安がなくなった。 

「今」がどのくらいの段階なのかわからなかった。あとどのくらいの命なのか、どのく
らいまで生きていられるのか教えてほしかった。 

季節がよかった。寒かったり暑かったりしたら無理だったろうと思う 

以前、姑を看取った経験があったから、不安感が少なかったんだと思う。 

人が死ぬということを家族で見守ることができた。母を看取ることができたことは、自
分の人生の中で最も喜ばしい出来事の一つだった。本当に嬉しかった。 

終末医療とはどういうことなのか、初めて分かった。 

自分で精いっぱいやった、十分介護したと思う。満足。 

いつもと様子が違うと気付いた時、パニックになってしまった。訪問看護さんやケア
マネさんにしょっちゅう電話していたのにその時に限って何も思いつかなかった。 

訪問診療の予定の前日に亡くなった。亡くなる前に訪問診療に来
てもらえれば良かった。 

今回、父を家で看取ることができたが、タイミングがあわないと在宅
での看取りはなかなか難しいと思う。一人では介護できない。精神
的・身体的不安が大きい。家族全員の協力が不可欠。家族全員が
働いていたら看取りはできなかったと思う。 

家に連れ帰らずに父が亡くなっていたら後悔したと思う。 

最期まで点滴をしなかったが、本当に点滴をしなくてよかったのか
悩むことがある。 

家で人が亡くなるということが当たり前じゃなくなっているが、家で
看取るということは残されたものにとっても満足のいく出来事だった。
これからも一人でも多くの町民が家で亡くなることができるよう、体
制を整えていってほしい。 

【在宅へ移行する時期は適切であったか】 
【医療上の対処は適切であったか】 
【各種症状による苦痛の緩和は適切であったか】
【告知・病状説明は適切であったか】 
【患者・家族の精神的安定は保たれていたか】 
【医療スタッフ・他職種とのチーム連携はとれてい
たか】 
【臨終時の対処は適切であったか】 
【家族の満足度はどうだったか】 
【問題点・今後の課題など】    
     

 死亡までの期間があまりにも短く、訪問診療は１回
しか行けなかった。もう少し早く訪問診療を導入す
ればよかった。 

 本人の意志がしっかりしており、自宅へ帰りたいと
言った時に退院し、在宅へ移行することができた。 

 家族の思いが先走り、MSWと相談する暇もなく退

院してしまった。介護保険のサービスが整わない
ままの退院となってしまった。 

 適切な時期での在宅移行だった。 
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 訪問看護との連携は密にとられていたが、
ケアマネジャーとの連携は希薄だった。 

 
 退院前にカンファレンスの場を２回持つこと

ができ、状態の経過に沿った話し合いの場
を持つことができた。 

 
 看取り時の訪問看護への連絡不備 

 
 

 副主治医（開業医）が看取りを行った。
しかし、医師の居住地が町外であり、
休日は看取りの対応が大変だったので
はないか。 

 呼吸が停止してからの救急搬送だった。
日当直への急変時の対応についての
連絡が不十分だった。 
 

 家族に対して、死の準備教育・看取り
の教育ができていなかった。 

 家族の介護負担からくるストレスが大
きかった。 

 家族が在宅療養の継続に迷いが生じ
たとき、訪問看護師から適切な言葉か
けがあったら最期まで家にいることが
できたのではないか。 

 退院後の初回訪問は家族の不安を考えると、退
院後１週間以内に行うべきである。 

 在宅へ移行してからのSTの訪問を検討したい。 
 死亡診断書を渡すときは遺族の負担がないよう

に考慮したい。 
 余命の予測をいかに上手に家族に伝えるか 
 看取り体制のリーフレットを作成する。 
 急変時の対処について、患者家族にリーフレット

を渡し、慌てないで対処してもらうよう説明する。 
 

幻覚・せん妄状態が出た時にどう
対応すればよいか。 

終末期における点滴の有用性につ
いて医療者と家族の間に意識のズ
レがある。 

死期の予測ができていなかった。 

 在宅での疼痛コントロールについて検
討する必要がある。 
 

 下肢の浮腫に対する苦痛があったため、
PTが訪問し、リンパ浮腫に対する処置

を行った。劇的に浮腫が引き、本人も
家族もとても喜んでいた。 
 

告知は家族の希望に沿って行って
いる 

 
家族が患者の病状の受け入れを
することができず、混乱していた。
死期や経過説明について家族にわ
かりやすく説明していくことが必要。 
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3．スタッフカンファレンスの結果は表2にまとめた。
4．家族から聴取した、在宅に戻った患者の様子や

家族が看取りを支えていた時から現在までの気持
ちの結果、およびスタッフカンファレンスでの振
り返りをふまえて、在宅で看取りを希望する患
者・家族を支えるために、在宅で看取りを行うた
めの10項目のチェックリスト（表3）を作成した。

5．同時に家族への死の準備教育のためのリーフ
レット（図1・図2）や緊急時に慌てないための
連絡方法や看取りのための体制を整えてあるこ
とをわかりやすく図式化したものを（図3）作成
し患者家族へ渡すこととした。

在宅で看取りを行うための１０のチェック項目 
 
 

□ 本人または家族が希望している。 
 

□ 在宅で療養を行うための介護力を確認している。（介護保険の導入） 
 

□ ケアマネと連携がとれている。（事業所名・担当ケアマネ名                  ） 
 

□ 訪問看護と連携がとれている。（ステーション名                       ） 
 

□ 訪問診療または往診医は確保されている。（医師名                ） 
 

□ 病院の日当直に急変時の体制についての連絡がされている。 
 

□ 主治医から救急隊への連絡がされている。 
 

（在宅での看取りを前提にした患者だが、急変時病院搬送の可能性があること） 
 

□ 看取り体制を調整してある。（副主治医の有無・なければ家庭医療センターで調整） 
（副主治医名・                                                ） 
 

□ 家族に急変時の対応についてリーフレットを用いた説明がされている。 
 

□ DNARについて理解していただいている。（同意書を記載していただく） 

死が近づいているおおよそのサイン 

 トイレに行けなくなる 
 

 水分が飲めなくなる 
 

 尿量が減ってくる 
 

 発語が減ってくる 
 

 見かけが急激に弱ってくる 
 

 眼の勢いがなくなってくる 
 

 おかしなことを言ったり、 
  無意味な行動をとったりする 

 

 一日中反応が少なくなってくる 
 

 呼吸が不規則になってくる 
 

 ゼロゼロという呼吸になってくる 
 

 手足が冷たくなってくる 
 

 手足の皮膚の色が紫色になっ
てくる 
 

 冷や汗が出現する 
 

 顔の『相』が変わる 
 

 

 身の置きどころがないかように
手足をバタバタさせる。 

      【図１】 死の準備教育のためのリーフレット 

  死亡1週間前くらい    死亡前48時間以内 

気がかりなことがある・不安 

○○さま・ご家族の方へ 
ご家庭で療養中に容態が変わった場合の対応をご説明します。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１、 呼吸が止まった場合、時間を確認し、まずは訪問看護師に連絡しましょう。 

２、 訪問看護師からまずは主治医である××医師に連絡がはいります。 

３、 可能なかぎり、××医師が訪問し、○○さんの最期を確認をします。 

４、 ××医師が不在の場合、○○医師が訪問し、○○さんの最期を確認をします。 

５、 医師の訪問が不可能な場合、救急車で病院に搬送してもらい○○さんの最期を確認をすることになっています。 

６、 真夜中や明け方の場合は、訪問看護師に連絡し、呼吸が止まった時間を知らせてください。そのあとの対応は訪問看護に相談してください。 

７、 夜中で医師がすぐに訪問できない場合は、そのまま静かに付き添っていてあげてください。 朝、××医師に○○さんの最期を確認をしてもらいます。          

 ※病院への搬送を希望される場合は救急車を要請してください。 

呼吸をしていない・意識がない 

訪問看護に連絡 
○○○－×××－△△△△ 

 A 病院 

△△Dr 
 

○○Dr 

【図３】緊急時の連絡方法・ 
看取りの体制について 

亡くなっていることを示すサイン 

脈が触れない 
 

心臓の拍動がない 
 

 胸の動きがなくなり、息をする音が聞こえない 
 

 まぶたが半分開き、目を開けてみると瞳孔が大
きく開いている 
 

あごがゆるみ、口が半分開いている 
 

【図２ 死の準備教育のためのリーフレット】 
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【Ⅴ．考察】「グリーフケア訪問」で、患者家族に
面接調査を行い、積極的傾聴を行った結果、どの家
族も在宅で看取りを行ったことに対する満足度は高
いと思われた。秋山は「在宅で看取ることは、経験
した人の多くは『大変なこともあったけれど看取れ
てよかった』と思えるようになれるが、いざその渦
中にいる人にとっては、場合によってはかなりのス
トレスを抱えることになる」1）と述べている。

【在宅で終末期を支えていた時の気持ち】の中に「夜間、
呼ばれる声や動く音などが気になり、不眠になった。だ
んだん衰えていく親を見ていると不安と嫌悪感が湧き、
精神的に不安定になり、精神科を受診した方がいいので
はないかとまで思った。ストレスで頭と体がバラバラに
なったような気がした。」という言葉が聞かれたように、
患者のみではなく在宅療養を支えている家族へのサポー
ト体制も整えていく必要があることを痛感した。
また、自宅での看取りが少なくなっている昨今、身内の
死に対峙することは恐怖を伴うことでもあると考えられ
る。川越らは、「死の教育が十分なされないままに死を迎
えると、静かに死を見つめ、穏やかにお別れを告げるこ

とができなくなる。そのようなことがないように、私た
ちは『死の教育』を行うようにしている」2）と述べている。

そこで今回、死の準備教育としてリーフレットを作成
し、死の過程についての具体的な知識を伝えることに
した。患者家族からは「死ぬまでの経過を教えても
らってからは、何度も読み返しては「ああ、本当に
書いてある通りになるんだな」と、ひとつひとつに
納得した。不安がなくなった。」との声が聞かれたこ
とから、看取りの期間に寄り添う家族の不安や戸惑い
を和らげることができたのではないかと思われる。

「死の教育が十分なされないままに死を
迎えると、静かに死を見つめ、穏やかに
お別れを告げることができなくなる。 
そのようなことがないように、私たちは
『死の教育』を行うようにしている」 

川越厚 川越博美「家で看取るということ」講談社P176 より引用 

自宅での看取りが少なくなっている昨今、
身内の死に対峙することは恐怖を伴うこと
でもあると考えられる。 

「死の準備教育」を行った結果・・・ 

「死ぬまでの経過を教えてもらってからは、何度も読み返
しては『ああ、本当に書いてある通りになるんだな』と、ひ

とつひとつに納得した。不安がなくなった。」 

看取りの期間に寄り添う家族の不安や戸惑いを和
らげるために必要な事と認識した。 

緊急時の 
連絡方法 

・ 
看取りの体制につ

いて説明 

10項目のチェック
リストを 
作成 

看
取
り
体
制
の
情
報
を
共
有 

「在宅で看取ることは、経験した人の多くは 

『大変なこともあったけれど看取れてよかった』 

と思えるようになれるが、 

いざその渦中にいる人にとっては、 

場合によってはかなりのストレスを 

抱えることになる」 
 

秋山正子 「看取りまでに発生する諸問題とその対応」～ 新田國夫編著 「家で死ぬため

の医療とケアー在宅看取り学の実践」医歯薬出版株式会社P43より引用 

 

「夜間、呼ばれる声や動く音などが気になり、 
不眠になった。 
だんだん衰えていく親を見ていると 
不安と嫌悪感が湧き、精神的に不安定になり、 
精神科を受診したほうがいいのではないか 
とまで思った。 
ストレスで頭と体がバラバラになったような気がした」 

患者のみではなく在宅療養を
支えている家族へのサポート
体制も整えていく必要がある 
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また、スタッフカンファレンス時に問題として挙げ
られていた看取り体制の不備を改善するために、在
宅での看取りを行うための10項目のチェックリス
トと緊急時の連絡方法・看取りの体制についての説
明を作成したことで関係者間での看取り体制の情報
共有をはかることができたと考える。

【Ⅵ．結論】「グリーフケア訪問」では、残された
家族がどんな心の状態で過ごしているのかを知るこ
とができる。そして、患者が人生のまとめの場所と
して選んだ在宅での看取りを支援するにはどのよう

に療養体制を整えていけばいいのか、退院支援や訪
問診療における私たち自身のふりかえりの機会と
なった。
家族への質問調査の中で、多職種間の連携の不備や
在宅での看取りに対する近隣住民からの中傷に対す
る不安の声が聞かれた。
今後の課題としては、在宅療養を支援する多職種間
の連携作り、在宅での看取りに対する住民の意識を
高めるための啓蒙を行っていく必要がある。
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「グリーフケア訪問」では、 
残された家族がどんな心の状態で過ごしているのかを
知ることができる。 
そして、患者が人生のまとめの場所として選んだ在宅で
の看取りを支援するには 
どのように療養体制を整えていけばいいのか、 
退院支援や訪問診療における私たち自身のふりかえり
の機会となった。 
家族への質問調査の中で、 
多職種間の連携の不備や在宅での看取りに対する近
隣住民からの中傷への不安の声が聞かれた。 
今後の課題としては、在宅療養を支援する多職種間の
連携作り、在宅での看取りに対する住民の意識を高め
るための啓蒙を行っていく必要がある。 
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