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「看取りについての準備ノート」作成中。
〜在宅看取りをされたご家族にインタヴューをしてみえた事〜
発　表　者　水上　幸子（滋賀県　地域包括ケアセンターいぶき）

共同研究者　畑野　秀樹、中村　泰之、臼井　恒仁、福田　かおり、滝本　典子、竹本　真知子、

　　　　　　東野　美穂
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はじめに
　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。ケアセン
ターいぶきの診療所は在宅支援診療所であり、在宅
看取りも積極的に行っている。2013年度の訪問診
療、往診件数実人数149人、延べ人数1271人である。
在宅看取りは年間約30人程度、2013年度看取り31人
である。他施設と連携して患者さんのケアにあたっ
ている。看取りをさせていただいたく後、患者さん
や御家族には納得の行くお看取りができたのだろう
か、と考えることが多々ある。しかし、日々の業務
に追われて、振り返りができないのが現状である。

　（スライド 3 ）

　在宅での看取り、介護を検討されているご家族に、
他施設などで発行している冊子を渡して説明をして
いる。そのような冊子はたくさんある。物語風なも
の、体験談が記載されているものなど様々である。

　（スライド 4 ）

　今回この想いから、安心した看取りを送れるよう
に、看取りに関するケアセンターいぶき独自の冊子
を作成しようと計画した。冊子を作成するうえで、
実際に在宅看取りをされたご家族に、インタヴュー
を行い、冊子の作成に反映させたいと考えた。その
当時わからなかったことや、言えなかったことなど
あるかもしれない。困っていたことや、悔いが残っ
ていることもあるかもしれない。冊子作成にあた
り、記載しておきたいことなどあるかもしれない。
それとともに自分たちのケアの振り返りもできると
考えたからである。過去 3 年間ケアセンターいぶき
で、在宅看取りされた患者さんの御家族にアンケー
ト形式のインタヴューをし、検討する。2011年 7 月
〜2014年 6 月まで 3 年間で93名を対象とする。
　冊子の名前は「空のノート」とすることにした。
冊子作成までなかなかこぎつけず、冊子の立案、構
想にとどまっている。インタヴューも途中である。
インタヴューをおこなった結果を報告する。
　インタヴューの内容は47項目、以下のとおりであ
る。
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　（スライド 5 ）

1 ．あなたの年齢、性別をおしえてください。
2 ．あなたが介護されておられた方は、どのような
身内の方ですか？

3 ．あなたが介護されていた期間は、どのくらいで
すか？

4 ．あなたの家族構成などお聞かせください。
5 ．御家族がお亡くなりになられてから、どのくら
い経過しましたか？

6 ．介護される上で一番頼りになった方はどなたで
すか？

7 ．介護される上で一番頼りになった職種をおしえ
てください。

8 ．どうして在宅療養、看取りをしようと思われた
かお聞かせください。

9 ．御家族がご利用されていたサービスを教えてく
ださい。

　①ショートステイ
　②入所
　③訪問看護
　④訪問介護
　⑤デイサービス
　⑥その他
10．御家族が療養中に在宅で受けられた医療的処置

はありますか？
　①点滴
　②酸素
　③尿管カテーテル
　④胃ろう、鼻注チューブ
　⑤その他
11．ご家族の在宅での療養生活は満足のいくもので

したでしょうか？
　満足度を 1 〜 5 までで○をつけてください。
　不満足　　 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、　満足
12．11の問いで、 1 〜 5 に○をつけられた理由を伺

います。それはどのような理由でしょうか？何か
心に残っていることなどありましたらお答え下さ
い。

13．御自宅でお看取りをされて、よかったと思われ
ますか？満足度を教えてください。

　不満足　1，2，3，4，5　満足
14．13の問いで 1 〜 5 を選ばれた理由をお聞かせく

ださい。
15．介護されていた時に一番印象に残ったことは何

でしたか？
16．悔いの残ったことや、満足できなかったことな

どあれば教えてください。
17．御家族の様子、状態などについて、医師や看護

師から適宜説明がありましたか？
18．医師や看護師はいつでも適切に答えてくれまし

たか？
19．いつでも気軽に、不安やわからないことを聞い

てもらえるシステムになっていましたか？
20．具体的に、どのようなことが不安でしたか？
21．御自宅での介護は、困った、無理だと思うこと

はありましたか？
22．21の質問で、何について在宅での介護は無理だ

と思いましたか？
　①介護する方の人数不足、体力的な問題
　②介護する方の精神的な不安
　③支援してくれるサービスに不安
　④経済的不安
　⑤その他
23．体力的、精神的に困ったとき、どのようにして

対処していましたか？
24．関わっているスタッフに、こうしてほしかった、

と思うことはありませんでしたか？
25．痛みや苦しさについて伺います。御家族は療養

中に痛みを訴えられていましたか？
26．痛みや苦しさを訴えられたとき、どうしていま

したか？
27．痛みや苦しさに対して、鎮痛薬、睡眠薬、麻薬

など使用しておられましたか？
28．御家族は不安を訴え、混乱されたことはありま

すか？
29．28ではい、と答えられた方に伺います。どのよ

うに対処されていましたか？
30．薬以外で、痛みや不安を和らげるのに用いたも

のや、したことはありますか？（マッサージ等）
31．医療費や介護費、消耗品などで経済的に困った、

と思ったことはありますか？あれば、何について
困ったか、どうしてほしかったか教えてください。

32．在宅でお看取りをする心の準備などは、出きて
いましたか？
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33．出来ていたという方にお伺いします。どのよう
にして、お看取りをされる心の準備ができていま
したか？　（医師や看護師に聴いた。他の人から
情報を得た。自分で調べた。等）

34．在宅療養、看取りをされる上で、何か冊子や文
書などの説明書があればよいと思いましたか？

35．具体的に、このようなものがあれば良いと思わ
れた方は、お聞かせください。

36．お看取りをされる心以外の準備は出来ていまし
たか？（人、環境、金銭等）

37．御臨終に近いとき、こうしてほしかったなどと
思ったことはありましたか？

38．してほしくなかった、と思うことはありません
でしたか？

39．死後の処置（エンゼルケア）はどうなさいまし
たか？

40．死後の処置（エンゼルケア）をケアセンターい
ぶきでされた方に伺います。診療所で希望された
理由をお聞かせ下さい。

41．死後の処置（エンゼルケア）は御満足していた
だけましたか？当てはまる数字に○をつけてくだ
さい。

　不満足　　1，2，3，4，5　満足
42．41で 1 〜 5 に○をされた方に伺います。理由を

聞かせてください。
43．死後の処置（エンゼルケア）には参加されまし

たか？
　①はい…どのような形で、何をされましたか？
　②いいえ…理由をお聞かせ下さい
44．死後の処置（エンゼルケア）をされた時はどの

ようなお気持ちでしたか
45．死後の処置（エンゼルケア）について、もう少

しこうしてほしかった事などありましたらお聞か
せ下さい。

46．御自分もご自宅で看取られたいと思いますか？
47．最後に、御自宅での介護を終えられての御感想

などありましたらお聞かせ下さい。
ありがとうございました。

　（スライド 6 ）

結果
●どうして在宅看取りしようと思ったか
　故人の希望。
　病院を嫌がった、病院では寂しがったので家に連
れて帰った。
●在宅介護の満足度について
　ほぼ 4 〜 5 （十分満足、大体満足）
　理由）�本人の希望だった。皆のいる家でにぎやか

に過ごさせることが出来た。
　　　　�十分やりきった。本人が満足しているかど

うかわからないため 4 にした。
●介護での後悔や心残りは？

■最後看取れなかった。
■寝てしまい気が付かなかった。
■会わせたい人に最後会わせられなかった。
■難聴なので、言っていることが十分聞けなかっ

た。
■もっと話を聴いてあげればよかった。
■寄り添えていたかわからない。
■最後まで病気の事は伝えられなかった。
■もっとやさしくすればよかったが。その時は精

神的余裕がなくやさしく出来なかった。
●看取りの満足度
　すべて 5 （十分満足）
　理由）�本人の希望を叶えることができた。
　　　　息をひきとるまでみんなで見守った。
　　　　最後まで一緒にいることが出来た。
　　　　なにも心配することがなかった。
　　　　�好きなものをたくさん作って食べさせてあ

げることができた。
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●印象に残ったこと、感想
■特に困ることがなかった。病状のことは先生に、

生活面に対しては看護師さんにすべて教えても
らった。無理がなかった。

■何時でも連絡してよいと言われたので気が楽
だった。

■不安なときに相談できる人があるというだけで
うれしかった。

■困ったらいつでも病院に帰れると聞いて気楽に
出来た。

■知らないうちに亡くなっていても仕方がないと
いわれて気楽だった。

■先生や看護師さんに精神的な支えになっても
らった。だから乗り越えることができた。幸せ
だった。

■家に帰ったら、皆が会いに来てくれて、にぎや
かに過ごせた。ひと時だったが何年か分の幸せ
だった。

■苦しがっていて困っていたら、先生が現れた。
出勤前に看に来てくれたのだが、神様が来たみ
たいにうれしかった。

■老夫婦で一人になったらどうしようかと言った
ら、先生が「僕がちゃんと診ます。」と言って
くれた。うれしかった。

■この先生にすべてを任せられると思ったこと。
■食事が食べられなくなったとき、先生が大好き

な葛餅を持ってきてくれた。

　（スライド 8 ）

●介護していて困ったこと
■老々介護のため、体力的に不安。
■進行が早くて介護しているものが焦る。受け入

れられない。
■他の人に介護してもらうのを嫌がったため、ヘ

ルパーさんなど使えなかった。
■自由がなかった。代わってもらう人がなかった。

時々、せん妄で混乱していたので一緒に混乱し
てしまっていた。

■夜間、痰が出て苦しんだ。吸引機を借りていた
が、上手に吸引できなかった。

■夜中、便が多量に出て困った。
■便秘で苦しがった。
■ 5 月の連休中で、訪問看護等の予定がつきにく

かった。
■フルタイムで仕事をしていたので、遅く帰って

からのおむつ交換など辛かった。いつまで続く
かと不安になった。

●看取りについて準備ができていたか、どのように
してできたか。

　出来ていた。
　■�経験からわかった。
　■�先生の説明でわかった。
　■�先生からの手紙でわかった。
　■�先生や看護師さんの様子でわかった。
　■�闘病生活の中で、徐々にできていった。故人も

そのようだった。
　■�話が出来るときにリハーサルをしていた。
　　出来ていなかった。
　■�いつがその時かわからない。
　■�信じたくなかった。
　■�まだまだ良くなっていてくれるものと信じてい

た。
　■�病院での説明があやふやだった。
　■�まだ、いるように感じている。
●看取りについてなにか困ったことはなかったか

■初めての死を体験したので、わからなかった。
動転してしまった。

■まだまだ生きていてくれると思っていた。疲れ
て寝てしまった。

■親戚の人がたくさん集まって、悲しむ暇がな
かった。

■延命しない、と家族で決めたのに、点滴も延命
治療であることを他の人に理解してもらえな
かった。
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●看取りに関して、何か冊子など説明書があればよ
いと思うか
■説明さえしっかりできていれば必要ではない。
■困っているときに病状の目安になるので、あれ

ば読んだ。
■一人で悩むときがあったので、あればよかった。
■病状の進行が先生の説明より早かったので何か

冊子などあればよい。

　（スライド 9 ）

●エンゼルケアについて
■こんなことまでしてくれるのかと思い、感激し

た。
■ありがたいと言って、親戚の人が皆きれいにし

てくれた。
■亡くなったら終わりではなく、最後まで大切に

してくれてうれしかった。
■お世話になった人にきれいにしてもらって、家

族も一緒にきれいにできてよかった。
■親族皆できれいに出来た。息子が大きい身体で

お泣きながらしてくれて泣けた。
■一緒にお化粧もさせてもらってうれしかった。

ありがたかった。
■家族が、小さい子供たちも、おじいちゃんは亡

くなったのだと実感した。
■お気に入りの服を皆で相談して着せることがで

きた。
■小さい孫にも命を受け継ぐという意味を知って

ほしかった。いつか分かる時がくればよい。
●エンゼルケアについての要望

■エンゼルケア後に着せる服を家族でもめた。早
めに準備できると良い。

■背が高くて棺に入らなかった。死後硬直のこと
など注意することも書いてあったほうがよい。

　（スライド10）

●看取り準備ノートに対する要望
■介護をする家族にとっての癒し（音楽、アロマ、

写真など）についても書いてあると良い。
■個人の病状に応じた個別の状態などが書き込め

るような物でもよい。
■人によってはショックを受けてしまうかもしれ

ないので、説明しながらしてはどうか？
■ヘルパーの仕事をしているので、そのような説

明書があると、病状を知る手段にもなる。ヘル
パーや他の職種も読めるようなものであると良
い。

■自宅でも24時間先生や看護師さんがサポートし
てくれる、安心であるということを知ってもら
うようにすると良い。

■24時間体制であると言われても、やはり夜中は
躊躇する。その場合どうすればよいかなど記載
されていると良い。

■死後のことについても書いてあると良い。エン
ゼルケアをしてもらったが、そのことについて
書いてあるほうがよい。（着せる服の用意など）

■DVDなどで説明してくれても良い。

　（スライド11）

インタヴューを終えて
■インタヴュー項目が多くて、時間がかかった。
■インタヴューに答えていただいた方の想いが多

く、たくさん語っていただいた。グリーフケア
をすることが出来た。

■看取りをされてから時間が経過していると、美
化しているかも、という意見もあった。
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■介護者が高齢のため、忘れてしまったことも多
かった。

■インタヴューしていて、スタッフもその当時の
ことを思い出し、感無量になった。

■自分たちのケアを大変ほめていただいた。同時
に、知らなかったこと教えていただき大変貴重
なご意見もいただいた。

　（スライド12）

考察
1 ．在宅介護、看取りに関してはほぼ満足されている。
2 ．エンゼルケアに対しても満足されている。
3 ．介護していて困ったことの内容の多くは、体力
的不安、痰が多くて苦しがった、便秘、排便後の
おむつ交換、せん妄であった。親族の理解不足な
どもあった。

4 ．看取るこころの準備は、出来ていた方はほとん
ど60歳代以上である。出来ていなかった人は中年
層で30歳〜50歳代。親族の死の経験がない人で
あった。

5 ．ほとんどの方が、医師や看護師に話をきいても
らうことで救われた、無理なく介護が続けられた、
としている。患者さんの御家族は、こちらが思っ
ている以上に、傾聴してほしいと思っておられた。

6 ．説明書について加えることは、
　①家族の癒しについて、
　②エンゼルケアについて、
　③�ケアするチームのスタッフが読んでもわかるよ

うにする
　④�個人ごとに書き込みできるようにする、などで

ある。

　（スライド13）

まとめ
　今回、この冊子作成にとりかかるにあたり、いま
まで出来なかった振り返りができた。インタヴュー
に答えてくださった方ほとんどが、何年経っても
様々な思いをもっておられることを知った。聞いて
いるこちらも感無量になった。インタヴューしてい
て、こちらもグリーフケアされていた。何年かたっ
て、新たに聞いた情報などあり、貴重な御意見をい
ただいた。今後、この思いや御意見を反映させた冊
子作成に取り掛かりたい。安心した在宅介護が送れ
るよう援助していきたい。

　（スライド14）
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