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地域包括ケアセンターいぶき

• 滋賀県米原市にある公設民営化の複合施設

• 老健（60床）、診療所、通所リハビリ、訪問看護ス
テーション、居宅介護支援事業所

• 職員約90名

（はじめに）
地域包括ケアセンターいぶきは平成18年度に設立

された、滋賀県米原市に位置する公設民営の複合施
設である。診療所、老人保健施設、訪問看護ステー
ション、通所リハビリ、居宅介護支援事業所などを
併設している。

ケアセンターいぶきの診療所

• 在宅支援診療所である。

• 現在医師2名、看護師4名
• 2014年度の往診、訪問診療数は

実人数 164人、 延べ人数 1506人
• 2015年～

月間、実人数80～90人
延べ人数120～140人

• 在宅看取り 年間 約30件
2014年度 28 件

地域包括ケアセンターいぶきの診療所は、在宅支
援診療所である。在宅での看取りも積極的に行って
いる。現在、医師２名体制である。2014年度の往診、
訪問診療数は、実人数164人、延べ人数1506人である。
現在も月間実人数約80件（延べ120 〜 150件）の往
診をしている。在宅での看取りも積極的に行ってお
り、2014年度では28件である

この研究を始める動機

• 在宅看取りを終え、1年～3年経過したご家族19名
に、当時の介護を振り返っていただくためアンケー
ト、インタヴューを実施。

• アンケートは、介護の満足度など5段階評価

• 非構造化面接でのインタヴューにおいて

「 」と語るご家族が数名。

なぜ？と疑問を感じた。

在宅で看取り後、グリーフワークの一環として介
護者への訪問もしている。訪問時期は、葬儀の後か
ら四十九日に至るまでの頃に訪問している。その時
期はまだ悲嘆にくれておられる頃で、自分たちのケ
アの評価までしていただく余裕がないのが現状であ
る。また、多忙により訪問できないことも多い。昨
年、自分たちのケアを再評価していただき、介護し
ていた当時語れなかった想いなどあるのではないか
という思いから、アンケートとインタヴューを実施
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した。その中から「幸せだった。」言われたご家族
が数名おられた。在宅介護、看取りについて「幸せ
だった」という思いはどのようなところから出てく
るのか、と疑問を感じ、今回この数名のインタヴュー
を分析してみることにした。

方法

• 「幸せだった」という3名に注目。

• インタヴュー内容など再度確認。

• インタヴュー内容を一文づつ切片に分ける。

• 切片に分けた一文の内容を考察し、名前（ラベル）を
付ける。

• ラベルを付けた一文を、内容が似たものを固めてカ
テゴリー名を付ける。

• カテゴリー同士の関連性を図にして表し、分析する。

（方法）
2011年から2014年までの期間に、在宅で看取りを

して６か月以上経過した家族19名に対して、自宅を
訪問してアンケートを行った。在宅介護の期間、対
象、利用したサービスなどを質問項目としてあげた。
また、在宅介護、在宅看取りを振り返っての満足度
を５段階評価で回答するよう設問項目に加えた。在
宅看取りを終えた気持ち、感想、などを非構造化形
式でインタヴューを実施した。インタヴューに際し
ては、自由に語っていただいたものを記録した。録
音での記録は実施しなかった。

記録したものをインタヴュー後に再度確認した。
インタヴュー記録の中から、「幸せだった。」という
言葉が何度も出てきた３名に注目し、その３名のイ
ンタヴュー記録を分析した。分析方法としては、イ
ンタヴューでの会話、語りを一内容ずつの小さな切
片にわける。小さく分けられた会話の内容を吟味し、
それぞれの語りに名前（ラベル）を付ける。そのラ
ベルを類似性によりさらに分類し、カテゴリーを抽
出した。抽出したカテゴリーどうしの関連性を、関
連図を作成し認識した。その関連性において、「幸
せであった」と言えるにはどのようなカテゴリーが
挙げられているのか分析した。

「幸せだった。」という3名

40代女性。前立腺がんターミナルの義父を在宅で看
取る。在宅介護期間2012年5月～8月

60代女性。肝臓がんターミナルの義母を在宅で看取
る。病院を退院して在宅緩和ケアに移行。在宅介護期
間2011年4月～6月

60代女性。認知症、廃用症候群で寝たきりに なっ
た義母を自宅で看取る。在宅介護期間2011年12月～
2012年1月

（インタヴュー結果を分析した３名）
◎Ａ氏、
40歳女性
義父を在宅で看取る。
義父は前立腺がんターミナルとして入退院を繰り返
していたが、通院困難とのことで、病院より紹介受
ける。
ケアセンターいぶきが関わったのは2012年５月〜８
月末
訪問診療、訪問看護利用

◎Ｂ氏、
60歳女性
義母を自宅で看取る
肝臓がんターミナルで近隣病院より紹介、病院を退
院して在宅緩和ケアに移行した。
在宅介護期間、2011年４月退院〜６月
訪問診療、訪問看護利用

◎Ｃ氏
65歳女性
義母を自宅で看取る。
認知症、廃用症候群
2005年頃から認知症にてデイサービスなど利用。
2011年12月から廃用進み寝たきりとなる。2012年１
月永眠
訪問診療、訪問看護、訪問入浴利用
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3名のインタヴューからカテゴリーを抽出

1. 「介護負担の量」

2. 「精神的サポート、支援」

3. 「達成感、満足感」

（結果）
３名の分析結果において、「介護負担の量」「精神

的サポート、支援」「満足度、達成感」などのカテ
ゴリーが挙げられた。

1・介護負担の量

• キーワード・・・

• 「何も困ることがなかった。」

• 「全てしてもらった。負担がなかった」

• 「知らないことはすべて教えてもらった。」

• 「一人ではない、と感じた。」

• 「家で普通の生活をしていて、それに介護が加わっ
た感じ」

• 負担を感じない介護が出来た。

2・精神的サポート、支援

• キーワード・・・

• 「精神的に辛くても、看護師さんが話を聞いてくれ
た。」

• 「家族の協力なくては出来なかった」

• 医師に「無理だと思ったら、いつでも病院に帰れる」
と言われ、気負うことがなかった。

• 「寝ている間に、息を引き取ってもかまわない」と言
われて楽になった。

• 病院通院中で訪問看護や往診をしていない時、精神
的不安でどうしてよいかわからず辛かった。

３名ともに「介護負担の量」「精神的サポート、
支援」に関しては訪問看護師の存在が大きかったと
挙げていた。幸せであったと語るまでに「困ったこ
とは何でも訪問看護師さんにしてもらった。なんで
も教えてもらった。困ることも少なく、負担もなかっ
た」と述べている。特にＡ氏においては、身内の死

というものを全く体験したことがなく、「訪問看護
師さんが居なければ、介護を出来なかった、続けら
れなかった。」と語っている。

往診医師の存在も大きく、Ｂ氏、Ｃ氏において「先
生が的確なアドバイスをくれた。」「年末年始でも往
診してくれた。往診以外でも出勤前にのぞいてくれ
た。」と安心できたと語っていた。また、「介護が無
理だと思ったら、いつでも病院に入院できる。」と
医師が言ってくれたので、気負うことがなかった、
と語った。「寝ている間に亡くなっていても仕方が
ない。」と言われて気が楽になった

3・達成感、満足感
•キーワード・・

•皆で息を引きとる最後まで見守ることが出来た。
ありがたい事だった。

•最後まで家族のそばに居させてあげられた。

•亡くなった後、家族みんなで、看護師さんと一緒
に身体を拭いたり、髭をそったりした。最後まで皆
できれいに出来た。

•最後に感謝の言葉を聞けた。（介護の肯定）

•アンケートでの満足度も5段階評価にて４～５

「満足感、達成感」に関しては、「家にいたい。
家族のそばにいたい」という故人の希望を叶えたと
いうことと、「家に居たから十分介護できた」と「十
分やりきった。」と述べていた。また、「亡くなった
後に、看護師さんと一緒に皆で身体を拭いたり、髭
をそったりした。最後まできれいにしてあげられ
た。」とエンゼルケアを経験することによって、そ
のときはショックで何も考えられなかったが、介護
の締めくくりが出来たと語っていた。

３名とも、在宅看取りの満足度に関しての５段階
評価においては４ないし５であり、ここにも満足度
が反映されていると言える。

また、看取りに関して、Ｃ氏においては「医師の
アドバイスにより、みんなで最後まで見守った。」
と語っており、想像していた看取りが達成されたと
いうことで「幸せだった」と述べている。ここにも
医師の「精神的サポート、支援」が大きく関与して
いると思われる。
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「幸せだった」しかし、楽な介護ではない！

• 気力、体力的に不安、困難を訴えていた。

• 「死と隣り合わせ」の不安

• 不安：急変時の対応

• 困難：夜間のおむつ交換、

披介護者が不安や苦痛を 訴えた時の対応

• 「ひとりでは出来ない。」

• 「何人も介護が重なったら無理かも・・。」

• 「もっと長引いたらどう思っただろう・・。

介護を振り返って、以上の問題点をあげられていた。

「幸せだった」としてしまうと、「楽な介護であっ
たのか？」などの疑問をいだくが、決してそうでは
ない。３名ともに介護体験に関しては、気力体力と
もに「大変であった」と述べており、介護の不安、
困難を語っていた。不安に関しては急変時の対応に
ついて、困難に関しては夜間のおむつ交換や、被介
護者が不安や苦痛を訴えた時の対応についてであっ
た。通常の生活に介護が加わり、いつも死と隣り合
わせのような感覚という不安が付きまとっていたと
語る。しかし、在宅での介護の期間が、死を迎える
気持ちの整理が出来たと語り、在宅看取りに固執す
るのではなく、場合によっては病院にすぐ入院でき
るようになっていたため気負うことがなかったと述
べていた。また、在宅看取りにおいて、もし、寝て
いる間に息を引き取っても仕方がないと思えばよい
との医師の説明にて、楽になったと述べていた。

在宅看取りを選択するまでには病院通院中に精神
的サポートが得られず、どうしてよいかわからな
かった、と思い出して涙ぐまれる場面もあった。ま
た、在宅介護での思い出を語っていただいた時に、
病院では恐らく聞けなかった、感謝の言葉をもらっ
たなどの思い出があり、故人と介護者との人間関係
において肯定的に意味づける思い出として残ってい
ることも聴くことが出来た。

この３名に限らずではあるが、インタヴューを実
施した対象が、家族の協力なくしては出来なかった、
と話していた。

一方で、家族だけではできなかった、サポートが
受けられない状況では無理だったと思うと疑問も投
げかけられた。また、介護がひとりでは何とか出来
たが、重なると出来ない、などの意見もいただいた。

考察
• 「在宅での看取りは幸せだった」というには・・

以上３つのカテゴリーが関与

という介護、看取りをするには・・。

• 介護負担の軽減を図る。

• ケアを提供する側も、家庭内にでもひとりだと感じさ
せないような精神的サポートが必要。

• 「満足感、達成感」を感じられるよう、介護者の要望
などについて話し合い理解しておく必要あり。

（考察）
３名の介護者の認識を分析した結果、在宅での看

取りを「幸せだった。」と言えるに至るには、在宅
での「介護負担の量」と「精神的サポート」、「満足
感、達成感」の要因が関与していることが分かった。
それらには医師、訪問看護師の存在が大きく関与し
ている。それらの不安、困難を補うように「介護負
担の量」を軽減し、介護が続けられるような「精神
的サポート」が必須であると推測される。また、「満
足感、達成感」を得られる看取りをするためには、
どのような要望があるのかを良く話し合って理解す
る必要がある。

３名とも家族の協力なくしては介護が出来なかっ
た、と語っているように、家庭内においても「精神
的サポート、支援」を得ることが出来、負担も軽減
できていたと考察できる。家庭内においても、「幸
せだった」と言えるカテゴリーが表れていると考え
る。

「幸せだった」と述べた３名に関して、フルタイ
ムで働く主婦ではなかった、在宅での介護期間が２
〜６か月と比較的短期間であった、血縁家族でな
かった、他の家族の協力も得られた、などあげられ、
３名の意見を在宅看取りされた家族の意見として一
般化することは出来ない。しかし、すべての介護者
にとって長期であっても「幸せであった」と思える
ようなケアを提供していく必要がある。
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まとめ

在宅での介護、看取りに関して、すべての人
が後悔や苦しい体験であったと思わず、

「幸せだった」と言えるようなケアを提供してい
きたい。

ご静聴ありがとうございました。

本研究にて今後も在宅看取りに関して、課題が少
し見えてきたように考える。これらの事を念頭に置
いて、さらによいケアにつなげていきたい。




