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美祢市立美東病院療養病棟
○三上栄子 松田美穂子

宇野功治 篠原初江

老々介護

往診医不足

Ⅰ.はじめに（看取りに対する様々な思い）

不安感が強い

介護できない

家で死にたいけど
迷惑だと思う

家族
高齢世帯

患者

看護師

療養病棟の看取りに患者家族は満足しているのか？

気持ちよく過ごしてほしい
口から食べてほしい

高齢化率36.3％

Ⅰ．はじめに
　多くの人が自宅などの慣れ親しんだ環境で最期ま
で過ごしたいと願っています。ところが、地域の実
情は、高齢化率36.3%であり、高齢者同士の２人世
帯も４割を超えており、加えて往診医師の不足もあ
り、家族の負担感、不安感が強く、在宅で看取るこ
とは難しい現状があります。
　A病院の療養病棟は、急性期治療後の患者のリハ
ビリテーションの場として、また、看取りの場とし
て、口から食べること、清潔ケアを大切にして、患
者・家族に気持ちよく過ごしていただけるように看
護を行なっています。桑田らは「よき旅立ち人間ら
しい美しい死をコーディネートするのは看護師の役
割である」と述べています。
　私たちは、療養病棟での看取りに対し家族は満足
しておられるのか、という疑問を持ちました。そこ

で、今回、質問紙を配布し、A病院療養病棟での看
取りの満足度の調査を行ないました。その結果、自
分たちの看取りの方向性を示すことが出来、療養病
棟で看取ることの重要性を感じたので報告します。

Ⅱ.研究目的

看取りでの

家族の満足度を調査

看取りの中での

看護の何が重要か確認

療養病棟での

看取りのあり方を検討

Ⅱ．研究目的
　本研究の目的は、療養病棟における看取りでの満
足度を調査することで、看取りの看護の中で、家族
にとって何が重要だと思っているかを確認し、今後
の療養病棟での看取りの看護のあり方を考えていく
です。

Ⅲ.研究方法

・研究対象者：平成25年1月～平成26年5月までに

死亡した患者31名の家族60名

・質問内容：「終末期にある者とその家族支援に関する事業活動

報告書」を参考に看取りの満足度に関係した16項目

に決定

満足度が高いものを4、低いものを１とし４段階の選択

・研究手順：項目ごとに単純集計を行なう

看取りに関して思われたことを自由記載してもらい、

日々の看護を振り返りつつ考察を行なう

・倫理的配慮：ヘルシンキ宣言に基づき、美祢市立美東病院の倫

理委員会の許可を得た

Ⅲ．研究方法
　研究対象者は、平成25年１月から平成26年５月ま
でにA病院療養病棟で亡くなられた患者31名の家族
60名としました。
　質問内容は、「終末期にある者とその家族支援に
関する事業活動報告書」を参考に16項目決定しまし
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た。項目ごとに満足度の高いものを４とし、一番低
いものを１として、４段階の選択肢としました。
　研究手順として、調査した結果を項目ごとに単純
集計し、自由記載の内容と、日々の看護を振り返り
つつ考察を行ないました。
　倫理的配慮については、ヘルシンキ宣言に基づき、
美祢市立美東病院の倫理委員会の許可を得て実施し
ました。

Ⅳ.結果

質問紙は60部送付し36部回収した（回収率64%）

表１ 対象者の背景(ｎ=36）

性 別 男 性 13名(36%) 女 性 26名(64%)

年代別

20代2名
(5.6%)

30代1名
(2.8%)

40代2名
(5.6%)

50代5名
(13.9%)

60代17名
(47.2%)

70代5名
(13.9%)

80代3名
(8.3%)

90代1名
(2.8%)

関係性

配偶者5名 子供14名 兄弟1名 嫁8名

(13.9%) (38.9%) (2.8%) (22.2%)

孫2名 その他6名

(5.6%) (16.7%)

Ⅳ．結果
　質問紙は60名に送付し、36部回収し、回収率は
64%でした。対象者は64%が女性で、年令は60代が
最も多く47.2%を占めました。
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　A病院の看取りの満足度を見ると、満足の平均が
54.2%で、やや満足と合わせると87.2%でした。亡く
なられたあとの「家族の疲労感」についての質問に
対しては、年代に限らず、やや疲れたあるいは非常
に疲れたと答えた方が63.9％と全体の中では一番高
い値を示しています。「病室環境」「清潔への配慮」「声
かけ」「プライバシーへの配慮」については満足と
やや満足を合わせると95%を超えており、特に「清
潔への配慮」については、満足とやや満足を合わせ
ると100％と高い値を示しました。「医師の説明」「看

護師の説明」については満足とやや満足を合わせる
と88.9%と高いのですが、不満足の方もおられたと
いうことがわかります。

Ⅴ.考察（日々のケアにこそ価値があるー桑田美代子）

高齢者の二人世帯
では綺麗にしたくて
も出来ないという思
いがある

最期までお風呂に入
れてもらった口から
食べられたという満
足感

声かけしてもらい話
しやすかったが症状
説明がもう少しほし
かった

医療者側の説明が
理解されているか確
認していくことが大
切である

Ⅵ．考察
（1）日々のケアにこそ価値がある
　調査の結果を見てみると、看護ケアに関する満足
度が他と比べて高いことがわかります。療養病棟で
は、本人や家族の気持を大切にしながら、出来るだ
け最期まで口から食べられるように援助を行なって
います。清潔については週２回の特別入浴を行ない、
ご本人が希望されればできるだけ最期まで入浴を行
なっています。高齢者の２人世帯ではきれいにして
やりたいという思いはあってもなかなか出来ないと
いう現状が想像できます。そのことからも、大切に
してもらっている、きれいにしてもらっているとい
う思いが、看取りの満足度を上げた要因であると考
えられます。
　症状説明での不満足については、医療者側には、
説明をしているので、家族は理解しているだろうと
いう勝手な思い込みがあったと考えます。患者の今
の様子や今後の経過を、機会あるごとに説明し、理
解したかを確認していくことが重要であると今回の
調査で学びました。
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Ⅴ.考察（看取りでの家族の疲労感が示すもの）
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（2）看取りでの家族の疲労感が示すもの
　今回の調査で、看取りの時の「家族の疲労感」に
ついては年令に関係なく他の結果と比較して高い値
を示しました。家族は、患者に付き添ったことによ
る心身の疲れが時間と共に押し寄せ、入院中からの
不規則な食事や、睡眠不足などによって体調を崩す
ことがあります。心が回復する過程においては、ま
ず身体の健康を取り戻すことが望ましいといわれて
います。家族が疲労感を訴えられたということは、
心が回復する過程であったと考えられます。
　看護者側は、「家族の疲労感」が軽減できるように、
横になって休める場所の提供や、声かけを行なって
いくことが重要となってきます。

Ⅴ.考察（療養病棟で看取ることの意味）

「だれにでも等しく訪れる死という現実に向き合い

積極的に受け入れることで、良き死につなげられる」

（アルフォンス・ディーケン）

家族の変化する気持ちにより添い、

受け止め、対応を行なっていく

満足度を上げる

要因

地域の療養病棟

の役割

（3）療養病棟で看取ることの意味
　今後、多死社会を迎え、在宅や施設で最期を迎え
る方は少しずつ増えても、A市のような地域におい
ては病院で最期を迎える方が多いことは変わらない
と思われます。アルフォンス・ディーケンは「だれ
にでも等しく訪れる死という現実に向き合い、積極
的に受け入れることで、良き死につなげられる」と
述べています。
　多くの人が、自宅などの慣れ親しんだ場所で最期

までと願っておられる中で、療養病棟での看取りに
は満足度の上で限界があります。
　しかし、私たちは、変化する家族のお気持に寄り
添い、受け止め、対応を行なっていくことが重要で
あり、また、地域の療養病棟としての役割であると
考えています。

Ⅵ.結論

⑴日々のケアこそが重要であり、そのことが看取り
の満足度をあげる大きな要因である

⑵看取りの疲労感は、心が回復するための一過程
である 疲労感の軽減に努めていくことが大切である

⑶今後も患者家族の気持により添い、看取りを行な
っていくことが、地域の療養病棟としての役割である

Ⅶ．結論
（1）日々のケアが重要であり、そのことが看取りの

満足度を上げる大きな要因である。
（2）看取りでの疲労感は、心が回復する一過程であ

る。疲労感の軽減に努めていくことが大切であ
る。

（3）今後も患者・家族の気持に寄り添い、看取りを
行なっていくことが地域の療養病棟の役割であ
る。

参考文献
1）人口動態統計（平成25年）
2）美祢市ホームページ：http://www2.city.mine.lg.jp
3）国民生活基礎調査：2013年
4）平成26年3月 終末期にある者とその家族支援に関する事業活動報告書

公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会
5）桑田美代子 他：高齢者のEnd of Life Care

2013年全国看護セミナー
6）増島麻里子：日本のエンド･オブ･ライフの現状と課題

ナーシングトゥデイ 28(3) P16-21 2013年
7）橋本佐栄子：医療現場における最後の看護、遺族ケア

看護技術 57(1) P31-36 2011年
8）永池高子：終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインが語るもの

INR 31(2) P16-20 2008年
9）東めぐみ監修：さまざまな形のエンド･オブ･ライフ

ナーシングトゥデイ 26(5) P17-59 2011年
10）長江弘子：患者家族の生活文化に即したエンド･オブ･ライフケア

ナーシングトゥデイ 28(3) P8-15 2013年
11）近藤福次 他：患者死亡後の介護者のケアを経験して

第29巻 Supplement Ⅲ 2002年12月

　参考文献はスライドをご参照ください。



― 593 ―

　ご清聴ありがとうございました。




