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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あ

る公設民営の複合施設である。ケアセンターいぶき

の診療所は在宅支援診療所であり、在宅の看取りも

積極的に行っている。 

在宅で看取った後、看護師が御家族と一緒にエン

ゼルケアを行うことがある。 

エンゼルケアとは、従来行われてきた死後の処置

とは意味合いが違う。従来行われてきた死後の処置

は、死亡後に医療者が、遺体を清潔にして外観を整

える作業である。死後の排せつ物で遺体や周辺を汚

染させないような処置を行う。化粧を施し、本人や

家族の希望の衣類を着せる。エンゼルケアは従来の

死後の処置より広い意味を含む。グリーフケアの意
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味合いとして、家族を中心としたその場面やプロセ

スを重視したケアである。 

エンゼルケアの時間が故人との思い出や生と死を

考える時間となったこと、看護師との協働で想いを

分かち合うことを通して遺族の悲嘆に肯定的な影響

を与える可能性が示唆される。本研究では死後の処

置（エンゼルケア）に焦点をあて、エンゼルケアの

ありようと、看取り後の家族悲嘆、死の受容との関

係について考察する。また、看取り後の経過におい

て、どのような援助が必要であるかを考察する。そ

して家族を看取った後の悲嘆について、どのような

援助を必要としているかを検証する。 

 
エンゼルケアについて 

エンゼルケアとは、死亡後に遺体を葬儀にむけて清

める作業である。身体を拭き、衣服を着替え化粧を

施すことである。 

小林（2013）は、遺体の状態が、死後の世界での

死者の霊の安寧と深くかかわっているとする信仰が

日本人には根づよく残っており、安らかな死に顔に

よって遺族の心が慰められると述べている。また、

日本人は遺体を丁寧に扱い、その人らしい顔を残す

ことへのこだわりがあることも指摘されている。エ

ンゼルケアは喪の作業における最初の儀礼であり、

遺族に対するグリーフケアの一つとして位置づける

ことが出来ると意味づけた。死後エンゼルケアをお

こない、故人の生前を思わせる顔に整えていくこと

に加え、その人の生前の穏やかな表情に近づけるこ

とで、故人の尊厳が守られ、家族はその人の最後を

見送ることが出来、安らぎや安心感を得ることにも

つながっていくとしている。またエンゼルケアをお

こなう医療者も遺体には特別な感情を抱いており、

生前のその人に対する労いの感情や尊厳の念を抱き

ながらケアを行っている側面もあるとした。エンゼ

ルケアが単に遺族に対するグリーフケアという視点

だけではなく、医療者自身のケアが妥当であるかど

うかを内省するきっかけとなると述べている。医療

者はケアのプロセスを重要視しており、エンゼルケ

アを含む最後のケアまで行うことがアイデンティテ

ィとなっている点もあると述べている。 

山崎（2014）は、エンゼルケアは生から死に移行

した瞬間であり、死の受容へのよりどころを作る大

切な時間であるとしている。また、エンゼルケアの

時間が故人との思い出や生と死を考える時間となっ

たことを示唆しており、看護師と思いを分かち合う

体験ができたことなどでグリーフケアにつながって

いると述べている。死別に伴うグリーフケアは、悲

しみを抱いて生き続ける存在にさせる。その過程で、

人間の能力の一つであるレジリエンスを機能させる

ことが重要であると主張している。グリーフケアに

おいては、単に悲嘆を解決させることではなく、悲

しみを抱きながら生きる力を支援することであると

述べている。それにはまず、病気を生きる人とその

家族の悲嘆の始まりをキャッチすることである。そ

して、悲嘆が進行する過程で、感情の表出を促すこ

とが重要な仕事となる。残された家族のセルフケア

能力を見極め、必要な支援を調整し、寄り添うこと

であると述べている。山崎は、生活の中で死を学ぶ

ことが少なくなった現代において、生の延長である

死を学ぶ機会を意図的に作っていく必要があると主

張している。今後グリーフケア教育の充実を図るよ

う働きかけていく必要があると考える。 
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死別後の援助の中で、エンゼルケアが、グリーフ

ケアの一端を担っていると予測し、エンゼルケアが

看取り後の家族の悲嘆に、どの様に影響をしている

かを検証する。 

エンゼルケアに参加した家族と、参加しなかった

家族では、参加した家族の方が、死の受容が早期に

体験できていると推測され、悲嘆の程度が低いと予

測される。エンゼルケアを経験することにより、死

別後の人間的成長を助長することが考えられる。以

上のことから、本研究では、以下の仮説を立てた。 

１．エンゼルケアに参加した家族は、参加しなかっ

た家族より悲嘆の程度が低い 

２．エンゼルケアに参加した家族は、参加しなかっ

た家族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。 

・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。 

 
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。 
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とりわけ看取り後の時期を看取り直後～葬儀終

了まで、葬儀終了から 49 日まで、49 日から半年

くらいまで、半年から 5 年までに分け、それぞれ

の時期にどの様な援助を必要としていたかを質問

項目に加えた。エンゼルケアにおいては、経験の

有無などから心理的側面など詳細に質問した。 

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。 

 

    
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 

宮林悲嘆尺度、成長感尺度において、エンゼルケ

アの経験の有無の 2 群にわけ、2 群間の比較をｔ検

定にて分析をおこなった。また、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。 
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【結果】 

1）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。 

� 看取るために準備していた物は、「何もしていな

かった」が 9 名、「最後に着せる衣類、数珠」が 5

名、「位牌」が 2 名、「写真」が 9 名、「その他」

が 3 名であった。 

� 家族の死後、エンゼルケアはどうしたか、の問い

には「看護師に任せた」が 11 名、「葬送業者に任

せた」が 6 名、「その他」は 4 名だった。「その他」

は、「看護師と家族でおこなった」「施設の職員と

一緒におこなった」であった。 

� エンゼルケアを看護師に依頼した理由としては、

①「かかわりのあった看護師に最後までしてもら

いたかった」7 名②「故人が喜ぶと思った」6 名

③「全く知らない業者にしてほしくなかった」2

名④「わからなかったので言われるままにした」

1 名⑤「そうするのだと思った」1 名⑥「その他」

1 名であった。（図 1） 

図 1 エンゼルケアを希望した理由

 

� エンゼルケアの際に看護師になにか要望を伝え

たかの問いに回答した家族は 6 名であった。要望

の内容としては①「服の着せ方」5 名②「化粧の

0
1
2
3
4
5
6
7
8
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仕方」1 名③「手を組む」0 名④「口を閉じる」2

名⑤「顔に布をかぶせる」2 名⑥「親族がそろう

のを待ってもらう」3 名であった。 

� エンゼルケアへの遺族の参加の有無は、参加 11

名、不参加 10 名であった。 

� エンゼルケアに参加しなかった理由としては①

「葬儀の準備で忙しかった」3 名②「悲しくてで

きなかった」③「怖かった」④「その場に居合わ

せてなかった」1 名⑤「その他」3 名であった。 

� 参加した家族に、どのような形で参加したかの問

いには、①「身体を拭いた」11 名②「服を着替え

させた」3 名③「化粧をした」5 名④「遺体の移

動を手伝った」2 名であった。 

� エンゼルケアに参加した際の気持ちについての

問いに①「怖かった」0 名②「悲しかった」3 名

③「ありがたいと思った」5 名④「何も考えられ

なかった」6 名⑤「亡くなったと実感した」8 名

⑥「その他」2 名であった。 

� 「エンゼルケアに参加して良かったか？」の問い

には、参加した 11 名全員が「参加して良かった」

と回答している。その理由としては、①「最後に

きれいにしてあげられた」11 名②「感謝に気持ち

表すことが出来た」6 名③「亡くなったと実感で

きた」3 名④「いろいろな事が思い出された」7

名⑤「幸せな気持ちだった」2 名⑥「その他」4

名だった。 

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ため、

平均と標準偏差値が低くなったと考えられる。（表 1） 

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 

 
（2）悲嘆尺度得点においてのエンゼルケア参加群と

不参加群との比較 

宮林悲嘆尺度の尺度得点および 4 つの下位尺度得

点について、対象者をエンゼルケアへの参加、不参

加で 2 群にわけ、平均値の差を検討した。下位尺度

の「適応の努力」について、エンゼルケアに不参加

群のほうが参加群より高くなる傾向が見られた。 

（ｔ（19）＝1.819、ｐ＜0.1）エンゼルケア参加

群,不参加群の 2 群間において、全体の下位尺度得点

では有意な差は認められなかった。また、「思慕と空

虚」、「疎外感」、「鬱的な不調」の下位尺度において

は 2 群間で差は見られなかった（表 2） 

表2エンゼルケア参加群と不参加群の悲嘆尺度得点の平均値とｔ検定結果 
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（1）死別経験による成長感尺度得点およびその下位

尺度得点におけるエンゼルケア参加群と不参加群の

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、エンゼルケア参加群と不参加群

に分け、平均値の比較を検討した。 

その結果、2 群間で成長感尺度および下位尺度得

点に有意な差はみられなかった。（表 5） 
 
表5（エンゼルケア参加群と不参加群の死別による成長感尺度得点と

ｔ検定の結果） 

 
死別経験による成長感尺度では、総得点が 30 点以

上であればなんらかの成長感を獲得しているとした。

先行研究の平均総点数は 41.20 点であり、本研究の

平均総得点は 56.19 点と高得点であった。 

 

考察 

1）エンゼルケアへの参加について 

この研究では、エンゼルケアへの参加が看取り後

の家族の悲嘆について、どのような影響を及ぼすの

かを確認するものであった。しかし、仮説 1、「エン

ゼルケアに参加した家族は、参加しなかった家族よ

りも悲嘆の程度が低い」は全体的に支持されなかっ

た。しかし、下位尺度の「適応の努力」においては、

エンゼルケア参加の家族のほうが、不参加の家族よ

り、エンゼルケアを経験することによって家族の死

を受容し、家族が死亡するという出来事に適応でき

る傾向が見られた。これはエンゼルケアがグリーフ

ケアの一端となり、死亡直後に体験することにより

死を早期から受容できる可能性が考えられる。仮説 1

は部分的に支持された。 

次に仮説 2、「エンゼルケアに参加した家族は、し

なかった家族より死別後の人間的成長が大きい。」は

人間的成長感において参加群、不参加群の間に有意

な差がみられず支持されなかった。しかし、エンゼ

ルケアの参加者すべてが「満足した」と回答してい

ることより、エンゼルケアは看取り後の家族にとっ

て満足をもたらす経験であった。また、エンゼルケ

アの経験にかかわらず、本研究の協力者は成長感尺

度総得点が高得点であった。ケアセンターいぶきで

関わらせていただいた御家族について、成長感を得

られる看取りを援助できているのかと思う。 

 
まとめと今後の課題 

この研究では、エンゼルケアの経験がその後の看

取り後の悲嘆にどのように影響するのかを知る研究
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であった。エンゼルケアの経験は、悲嘆について特

に差はなかったが、適応の努力という観点からはグ

リーフケアの意味があると考えられる。また、エン

ゼルケアの経験の有無が死別による成長感に影響を

与えたとはいえなかったが、看取りの経験が人間的

成長を促しており、当施設でのケアが成長感を高め

るような援助をしていることであるとわかった。 

今後も在宅での介護、看取りについて寄り添うよ

うなケアをしていきたい。 
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