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初めに 

地域包括ケアセンターいぶきは滋賀県米原市に位

置する公設民営化の複合施設である。平成 18年 4

月に設立され、診療所、老人保健施設、居宅介護

事業所、通所リハビリを併設している。 
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ケアセンターいぶきの診療所は、在宅支援診療

所であり、訪問診療、訪問看護も積極的に行って

いる。2016年度の訪問診療、往診の数は延べ1551

件である。訪問看護は診療所からのみなし訪問看

護をしており、2016年度は延べ1364件である。 

 在宅看取りも積極的に行っており、年間約30件

程度、2016年度看取り数は26件（施設10件） 

合計36件である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ス ラ イ ド 3 説 明 】

 

訪問看護をしていると、在宅で看取られるご家

族の負担はとても大きく精神的なサポートの必要

性を常に感じている。しかし、なかなか看取られ

た後の遺族の援助までできないのが現状である。 

しかし、在宅で看取られたご家族からは、看取り

後に「満足した。」「よかった。」などの言葉を
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いただき、すっきりされたような様子が伺える。

看取りの場所により、家族の悲嘆の違いがあるの

か？という疑問をもった。また、看取りの場所に

より人間的な成長感の違いがあるのか？という疑

問を持った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究では、看取りの場所に注目し、在宅

で看取った場合と、在宅以外の施設、病院で

看取った場合では、悲嘆の程度や看取りがそ

の後の生活に及ぼす変化の違いを探る。在宅

で看取った家族の方が、在宅で密接な介護を

行ったという経験から、看取りを肯定的にと

らえ、悲嘆の程度が低く、より人間的成長を

遂げる傾向にあることを明らかにする。 

 

 

以上のことから、本研究では、以下の仮説

を立てた。 

1. 看取りの場所に関して、在宅看取りの経

験者のほうが、施設看取り経験者より悲

嘆反応が低い。 

2. 在宅看取りの経験者のほうが、施設看取

り経験者より死別後の人間的成長が大き

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【方法】 

研究協力者 

研究協力者は、家族の看取りを経験した 21名

である。男性 1名、女性 20名であり、年齢の

平均は 62.71 歳、SDは 14.9 である。介護期間

は平均 31.9 ヵ月、SDは 41.292 である。 

21 名とも家族を看取り後 5年未満であった。 

看取りの場所については、在宅 11名、施設 10

名であった。 

 

倫理的配慮 

本研究は看取り後の家族に対する支援のため

の研究であることを説明し、協力の了解を得

た。また、面接形式でのアンケートはいつで

も拒否できることを伝えた。面接後、精神的

苦痛を受けないかに配慮し、辛くなったとき

はいつでも連絡するように伝えた。 

 

手続き 

アンケートはほとんど面接方式で実施した。

面接が出来ない場合は電話での聴取となった。

平成 27年 3月から 27年 10月の期間に実施し

た。あらかじめアンケートの目的を電話にて

内容を説明し、了解を得てからの訪問面接と

なった。また、了解が得られたが、面接する
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ことが出来ない対象者にはあらかじめアンケ

ート用紙を配布し、電話での聞き取り調査と

なった。 

 

分析方法 

看取りの場所に注目し、看取りの場所が「自

宅」または、「自宅以外の病院、施設」で 2群

に分け、同様にｔ検定による比較をおこなっ

た。統計分析ソフトはＳＰＳＳStatistics19

を使用した。 

 

 

質問紙の構成 

1.フェースシート 

回答者の基本的属性に関する項目をフェース

シートとし、また介護に関することや、看取

り後の心情などについても質問項目として付

け加えた。 

2.宮林悲嘆尺度（宮林、2003） 

回答者の悲嘆を測定する尺度として、宮林悲

嘆尺度を採用した。 

宮林悲嘆尺度は、宮林（2003）によって作

成された尺度であり、日本人の死別悲嘆によ

る強度を測定する尺度である。「思慕と空虚」

「疎外感」「うつ的な不調」「適応の努力」と

いう 4つの下位尺度 26項目から構成されてい

る。各項目について 1-ない、2-たまに、3-時々、

4-頻繁に、5-いつでも、という 5 件法にて回

答を求めた。採点は 5件法の回答に 1.2.3.4.5

点を与え総得点、および下位尺度の得点にて

評価した。 

3.死別体験による成長感尺度（東村ら、2001） 

死別がその後の生活に与えた意味合いを測定

するため、死別による成長感尺度を使用した。 

死別による成長感尺度は、東村ら（2001）に

よって作成された尺度である。死別により得

られる変化を多面的にとらえる尺度である。

成長感尺度は「人間関係の再認識」「自己の成

長」「死への態度の変化」「ライフスタイルの

変化」「生への感謝」の 5 つの下位尺度、15

項目から構成されている。これまでの死別研

究からはネガティブな側面の者が多かったが、

この尺度ではポジティブ側面に関しても注目

されている。回答は 5件法の問いに 1.2.3.4.5

点をつけ、それぞれ 1-全く当てはまらない、

2-あまりあてはまらない、3-どちらともいえ

ない、4-やや当てはまる、5-とても当てはま

る、にそれぞれ 0 点から 4 点までの点数の振

り分けをした。合計得点(0～60 点)および下位

尺度得点（0～12点）を求めた。東村らの先行

研究においては、合計得点が 30点を超えてい

れば、何らかの成長感を獲得しているとした。 

 

結果 

フェースシートへの回答 

アンケート調査の結果、回答者の属性等を整

理した。 

 性別では男性 1名女性 20名と圧倒的に女

性が多かった。 

 年齢では平均年齢 62.71 歳であり、最少

年齢 44歳、最高年齢 89歳であった。 

 自分以外の家族の人数は平均 2.76人であ

り、自分以外は家族がいない人（独居）

から最高６人の家族を有する人までを含
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んでいた。 

 平均介護期間は 31.90ヵ月、最低 0月（1

月未満）最高 156 月であった。 

 看取り後の経過期間は平均 29.33月とな 

った。 

 看取った対象の内訳は、①夫５名②妻１

名③実父３名④実母３名⑤義父４名⑥義

母４名その他１名であった。 

 看取りの場所に関しては、在宅看取りが

11 名、施設が 10 名であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果 

2）宮林悲嘆尺度への回答結果 

（1）日本人の平均との比較 

宮林の研究により検討された一般健康尺

度で正常群であった対象の悲嘆尺度の平

均値と、本研究協力者 21 名の下位尺度ご

とに平均値との比較をした。宮林の研究

群との比較では各下位尺度とも平均値、

標準偏差値とも本研究協力者の方が低い

傾向にあった。宮林の研究では、研究対

象者平均年齢が 57.32 歳であり、死別者

の続柄が配偶者 53％、実父母 21％、子供

19％と 93％が密接な家族関係の死別者で

あった。しかし、本研究協力者は平均年

齢 62.71歳であり、死別対象者は実父母、

配偶者などは 57％、義父母など血縁以外

が 43％となっていた。本研究協力者の方

が、宮林研究群と比較して血縁が多かっ

ため、平均と標準偏差値が低くなったと

考えられる。（資料 1参照） 

 

（2）悲嘆尺度得点における在宅群と施設

群との比較 

次に、悲嘆尺度得点およびその４つの下

位尺度得点の平均値において、自宅で看

取った在宅群と病院や老人保健施設など

で看取った施設群との比較をおこなった。

その結果、在宅で看取った群が、施設で

看取った群よりも「思慕と空虚」の得点

が有意に高いことが分かった。（ｔ（19）

＝2.427、ｐ＜0.5）。全体の尺度得点、

「疎外感」「鬱的な不調」「適応の努力」

においては有意な差は見られなかった。 

（資料表 2参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悲嘆について、看取った対象が肉親や配偶者

と舅や姑では違うのではないか？という疑問が

おこった。そこで、密接な家族関係と思われる

配偶者、または実母実父という血縁群と、血縁

ではない家族群（義母、義父、配偶者の親族な

ど）の２群に分けて、２群間の悲嘆尺度による

平均値の差を検討した。その結果、２群間での

悲嘆尺度および下位尺度得点において有意な差

は見られなかった。看取った家族が義理の父母

や親せきであっても悲嘆には何ら関係なかった。 
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3）死別経験による成長感尺度への回答結果 

（1） 日本人の平均との比較 

東村らの研究により死別経験を「非常につら

かった」と回答した家族と、本研協力者 21名

との平均値との比較をした。また、成長感尺

度総合得点の比較をおこなった。 

本研究協力者は看取り経験者であるが、先行

研究群はすべてが看取り経験者とはいえない。

そのため、本研究先行研究と比較して平均値、

総合得点の差が生じていると考えられる。東

村らは総合得点合計点が30点以上なら成長感

が得られているとした。本研究協力者は先行

研究群と比較して得点が高かった。 

（資料表３参照） 

 

（2） 死別経験による成長感尺度得点およ

びその下位尺度得点における在宅看

取り群と施設看取り群の平均の比較 

 

死別経験による成長感尺度得点および 5 つ

の下位尺度得点について、在宅看取り群と施

設看取り群に分け、平均値の比較を検討した。 

その結果、成長感尺度全体では、在宅群、施

設群の２群間で有意な差が認められた。 

（ｔ（19）＝2.389、ｐ＜.05）。各下位尺度別

にみると、「人間関係の再認識」では在宅群の

方が施設群より有意に高くなる傾向が見られ

た。（ｔ（19）＝2.005、ｐ＜.10）各下位尺度

別にみると、「人間関係の再認識」では在宅群

の方が施設群より有意に高くなる傾向が見ら

れた。（ｔ（19）＝2.005、ｐ＜.10）。 

「自己の成長」では（ｔ（19）＝3.313、ｐ＜.01）

であり、1％水準で有意な差が認められた。

「生への感謝」でも（ｔ（19）＝3.133、ｐ＜

0.1）となり１％水準にて有意な差が認められ

た。「死への態度の変化」「ライフスタイルの

変化」においては有意な差は見られなかった。 

東村らは成長感尺度総得点が60点満点のう

ち半分にあたる 30点を超えていれば、何らか

の成長を獲得しているとしていることとして

いる。総得点の平均は 56.19 点（SD＝6.080）

であった。在宅看取りの総得点平均は 58.91 

点（SD=6.534）、施設看取りの総得点は 48.20

点（SD=3.967）であった。（資料表４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

２）看取りの場所について 

仮説 1、「看取りの場所に関して、在宅看取り

の経験者の方が、施設看取り経験者より悲嘆反

応が低い。」について、支持されなかった。在宅

看取りのほうが施設看取りより「思慕と空虚」

が高く仮説 3 の逆の結果となった。これは在宅

で看取った人のほうが施設で看取った人より故

人を想う気持ちが高かった故ではないかと考え

られる。これは、故人との密接な人間関係から、
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在宅での介護や看取りに踏み切ったのではない

かと考えられる。配偶者か、血縁か血縁でない

かなど、故人との関係においては、とくに差は

なかったことから、血縁以外の故人との関わり

方に関係があるのではないかと推測される。 

仮説 2、「在宅看取り経験者のほうが施設看取

り経験者より死別後の人間的成長が大きい。」死

別経験による成長感尺度において、在宅看取り

のほうが、施設看取りより有意に高い得点を示

したことから支持された。在宅看取りは人間的

成長を促しているといえる。とくに在宅看取り

群は「自己の成長」「生への感謝」の下位尺度得

点が高く、在宅で介護し看取ることで人間的成

長ができたと感じているといえる。在宅看取り

に至るまでの介護の期間や経過が大きく関与し

ていると考えられ、今後はこの点についても検

討する必要があるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめと今後の課題 

この研究では、看取りの場所が看取り後の悲

嘆にどのように影響するのかを知る研究であっ

た。また。看取り後の人間的成長が看取りの場

所によってどのような差があるのかを知る研究

でもあった。 

在宅看取りが施設看取りよりも成長感が高か

ったことより、自宅で身近に死を体験するとい

う意味が、人間的成長を促しているといえる。

今後さらに在宅介護や看取りが推進されていく

現状で、死別した家族に対して精神的サポート

を推進していく必要がある。 

今回の研究では、回答者が 21 名と少なかった

ことや、質問者が高齢であったため、充分なデ

ータであるとは言い難い。悲嘆に関しての仮説

が支持されなかった要因の一つであるといえる。

悲嘆に対しても、故人との親密さや介護の期間

などの要因が詳しく分析できなかった。悲嘆に

関しては様々な要因を分析していく必要があり、

今後の課題といえる。 

しかし、死別がどのように人間的成長に関与

するのかも知ることができた。特に、在宅看取

りのほうが、施設看取りより人間的成長感が高

かったことがわかったことは、今後の在宅介護

や看取りの推進に大きな点であるといえる。 
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資料 

 

 表１、宮林悲嘆尺度の先行研究群と本研究協力者との比較 

 

（表 1）本研究協力者と先行研究群の比較 

 

本研究協力者 先行研究群 

  M SD M SD 

ｆ1 思慕と空虚 1.983 0.714 2.43 0.96 

ｆ2 疎外感 1.214 0.366 1.65 0.76 

ｆ3 鬱的な不調 1.733 0.643 1.9 0.71 

ｆ4 適応の努力 3.048 0.797 3.75 0.93 

 

 表２、宮林悲嘆尺度、看取りの場所別の比較とｔ検定結果 

 

（表 2）看取りの場所別の悲嘆尺度得点の平均値とｔ検定結果 

 

在宅 施設 

    M SD M SD ｔ ｐ 

全体 2.1783 0.55049 1.861538 0.266593 1.65 n.s 

ｆ1 思慕と空虚 2.305785 0.764147 1.627272 0.464438 2.427  ｐ＜.05 

ｆ2 疎外感 1.287878 0.428763 1.13333 0.281091 0.966 n.s 

ｆ3 鬱的な不調 1.927 0.7604 1.52 0.4237 1.494  n.s 

ｆ4 適応の努力 2.7727 0.77826 3.35 0.73786 -1.74  n.s 

 

 表 3、死別による人間的成長感尺度、先行研究群と本研究協力者群との比較 

 

（表 3）本研究協力者と先行研究群の比較 

 

本研究協力者 先行研究群 

  Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ 

人間関係の再認識 10.76 2.082 8.90 2.14 

自己の成長 8.29 6.245 7.43 2.54    

死への態度の変化 8.90 6.658 8.14  2.45 

ライフスタイルの変化 7.33 14.47 7.55  2.42 

生への感謝 10.90 2.082 9.19  2.53 

成長感総合得点 56.19 6.080 41.20 9.54 
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 表 4、死別による人間的成長感尺度、在宅看取り群と施設看取り群との比較とｔ検定結

果 

 

（表 4）在宅看取り群と施設看取り群の死別による成長感尺度得点の平均とｔ検定結果 

 

在宅 施設     

  Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ ｔ ｐ 

成長感全体 4.2606 0.433559 3.88 0.26444 2.389 p<.05 

人間関係の再認識 4.7882 0.34251 4.367 0.59792 2.005  p<.10 

自己の成長 4.3027 0.96002 3.166 0.52705 3.313  p<.01 

死への態度の変化 4.039 0.50405 3.9 0.27398 0.728  n.s 

ライフスタイルの変化 3.2736 1.09264 3.635 0.86603 -0.834  n.s 

生への感謝 4.9091 0.21608 4.333 0.56743 3.133 p<.01 
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