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在宅で非がん後期高齢者を看取った主介護者の終末期における訪問看護師への思い
Families’Feelings Regarding Care by the Visiting Nurse of Their Elderly Relatives
without Cancer in the Last Month of Their Life
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本研究の目的は、在宅で非がん後期高齢者を看取った主介護者が終末期において訪問看護師にどのような思いをもって
いたかを明らかにすることである。主介護者 13 名に半構造化面接を行った結果、主介護者は訪問看護師の関わりが【最
期までいつも通りに生活できることへの安心感】
【最期まで利用者・主介護者を配慮したいつも通りのケアや対応に対す
る感謝】
【訪問時の関わり全てに対する満足】をもたらすと共に【人として身近に感じる存在】だと感じていた。その一方で、
【療養者の状況に応じた対応への期待】
【がんばる家族の状況に応じた助言への期待】
【死後の処置は、できる限り担当の
訪問看護師を希望する】という思いがあった。これらのことから、主介護者は訪問看護師に対し、人としてまた専門職と
して、その時、その場の主介護者の気持ちを十分くみとった上で言葉をかけたり、その気持ちを大切にしながら共にそば
にいる姿勢を望んでいることが明らかとなった。
キーワード：終末期、非がん、後期高齢者、主介護者の訪問看護師への思い
め、がん疾患と違い、予後の予測が難しいと言われてい

Ⅰ．はじめに

る非がん疾患の対象者にも同じような対応で良いのか、

在宅で療養生活を送る後期高齢者の数は多く、終末期

または他に望むことがあるのか明らかにする必要がある。

の在り方やサービス提供、医療費の問題などの現状や課

本研究の目的は、在宅で非がん疾患の後期高齢者を看

題が国レベルで議論されている

1）
～3）

。

取った主介護者が、終末期において訪問看護師にどのよ

在宅における高齢者の終末期ケアに関する研究では、
看取りの満足度やサービス評価に関する研究

うな思いをもっていたかを明らかにすることである。

4）
～6）

がある。

Ⅱ．研究方法

また、在宅で看取った家族の思いに関する文献では、訪
問看護師の関わりに対する感謝や満足、ニーズや期待に
関する研究

7）
～12）

もある。これらの文献の多くは、がん疾

1．研究デザイン：質的記述的研究
2．対象者の選定：研究対象者は、後期高齢者の看取り後、

患で亡くなった人を対象としている。高齢者の死に至る

現在情緒的に落ち着いており、コミュニケーションに

までのがん疾患と非がん疾患の違いを示したデータによる

支障がない主介護者とした。対象者の選択は、関東圏

と、がん疾患は急激に状態が変化するのに比べ、非がん疾

内にある 4 ヶ所の訪問看護ステーションの所長に依頼

患は徐々に状態が変化し、死に至るのが特徴である

13）

。終

した。

末期における訪問看護師の関わりは、高齢者とその家族

3．データ収集期間：2010 年 6 月から 7 月

の生活および生命の質に影響を与えると考える。そのた

4．データ収集方法：面接方法は、半構造的面接とした。
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面接内容は、研究対象者の同意を得て IC レコーダー

～ 70 歳台であった。看取り後、平均 13 か月、短い人で

に録音した。面接は、プライバシーに配慮しながら研

は 3 か月半、長い人では 2 年 17 日経過していた。研究対

究対象者の都合の良い日時と場所に合わせ、面接時間

象者のうち７人が、非がん疾患の後期高齢者の身体状況

は 1 時間前後とした。利用者および家族の概要は、研

を見て、死が近いことを感じていた。研究対象者は後期

究対象者の承諾を得て、訪問看護ステーションのカル

高齢者が亡くなった時に「来る時がきたなという気持ち

テより転記した。

だった」、「やすらかな眠りについたと思う」、「あれで良

5．データ分析方法：IC レコーダーに録音した内容から逐
語録を作成し、データとした。研究対象者の終末期にお

かったと思う」
、
「ごくろうさんという感じだった」等と
いう気持ちをもっていた。

ける訪問看護師への思いに焦点を当てて、文章または区

訪問看護師はそれぞれの状況に応じ、週に 1 回から毎

切りと考えられる内容で分類し、文脈ごとに検討しなが

日訪問しており、関わりの期間は 4 か月 7 日から 9 年 2

らコード化した。そのコードから類似したものを整理、

か月であった。また、死が近い時期の身体状況について

検討し、カテゴリー化した。データ分析の際には妥当性、

訪問看護師から説明を受けた研究対象者は 4 名であった。

信頼性を確保するために分析過程で在宅看護を専門とす

２．主介護者の訪問看護師への思い（表 1）

る研究者と話し合い、検討を繰り返した。
6．用語の定義

分析結果は文中において、カテゴリーを【
テゴリーを≪

≫、生データを「

】
、サブカ

」
、筆者が補足した言

訪問看護師への思い：主介護者が訪問看護師に対し感

葉を（

）で示した。なお、研究対象者は以後、主介

じたことや考えたこと、また期待する内容

護者とする。

終末期：一般的に、非がん疾患の終末期の定義は難し

1）【最期までいつも通りに生活できることへの安心感】

いと言われている。しかし、全身状態からの予後予測

終末期における訪問看護師の訪問回数は療養者の状態

として呼吸困難の有無と食思不振の有無が、予後 30

により、多くなることがある。主介護者は「A 訪問看護

日の指標となりうる

14）

。そこで、今回の研究では、看

取りの前の約１か月間を終末期とする。

ステーションのほうも来てくれるから、結局（訪問診療
医の訪問も合わせて一日）2 回来てもらえることになる

7．倫理的配慮：本調査を行うにあたり、研究対象者と訪

でしょ。すっごい安心だった」と≪定期的な訪問への安

問看護ステーションの管理者に対し、倫理的配慮につ

心≫があった。訪問看護師は、療養者や主介護者が医療

いて口頭と紙面にて説明し同意を得た。なお、東邦大

面や介護面において在宅での日常生活が安全に、安心し

学大学院医学研究科看護学専攻研究倫理審査委員会の

て送ることができるように援助している。
「だから、皆さ

審査により承認を得た。
（承認番号第 33−3 号）

んに助けられたから、のんきなこと言ってんだなぁって

Ⅲ．結

果

１．非がん疾患の後期高齢者および研究対象者
（主介護者）
の背景
3 ヶ所の訪問看護ステーションの所長から承諾が得ら
れ、紹介された 15 名のうち 12 名が選択条件に該当し、
研究対象者とした。面接時間は、平均 59 分であった。後

私、思うもの。ほんとにおんぶにだっこだったんじゃな
い。だから楽だったんじゃない」という言葉や、
「その時
は、その、死に対して恐怖ってのは、それはどうしようっ
ていう恐怖はなかったですね。ほんとに、やっぱりサポー
トがあったんですよね」と≪いつもの精神面での大きな
支え≫を感じていた。
そして、訪問時の関わりに対して「だけど、一番嬉し

期高齢者全数 12 名中、男性が 1 名、女性が 11 名であった。

いのは、そんなこと（爪切り、マッサージなど、いつも

年齢構成は 80 歳未満が 1 名、90 歳未満が 5 名、100 歳未

訪問看護師が行っていたこと）やってくれなくても、あ

満が 5 名、100 歳以上が 1 名であった。主な診断名は、脳

のぅ、母のことで一緒に話せるっていうかね、うん、私

血管疾患が 4 名、難病が 2 名、呼吸器疾患が 2 名、認知

の足りないところをちょっと指摘して言ってくれるのが、

症が 2 名、骨折が 2 名であった。

これが素晴らしかったと思う」と振り返ったり、「やっぱ

研究対象者は 13 名であり、娘が 8 名、息子の配偶者が

りお医者さんには聞けないんですよ、お医者さんはやっ

2 名、妻が 1 名、夫が 1 名、孫が 1 名であった。1 名の後

ぱり患者っていうかね、患者の見方っていったら変だけ

期高齢者については、常に娘と妻が協力し介護をしてい

ど。だから、お医者さんには聞けないんですよ、やっぱ

たため主介護者 2 名として研究対象者とした。年齢は 50

りその辺が上手にこっちも何ていうか、聞けないけど、
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看護師さんには聞ける」と訪問看護師が≪何でも話せる

また、終末期における訪問看護師の関わりに対し、「あ

安心できる存在≫であると感じていた。また、
「うち来る

んまりこうあったらっていうことは、考えなかったよう

と、こういうの（訪問看護師が、介護方法について具体

な気がする。あの現状に、あの看護師さんも良くやって

的にノートに）書いてくださったから、こういうことも

くださるし。満足してましたね」
、
「それ（訪問看護師に

あったし、これ見ながらできたんでしょ、私もさ。だか

対してもっとこんなことがあったら嬉しかったなど希望

らすごく楽だったの、みなさまのおかげーと思ってる」

すること）はなかったね、よくやってくださったし。まぁ、

という言葉には≪おこなっている介護への安心感≫をも

だから病院へいれておけば良かったってことは全然思わ

ち、最期まで介護を続けていたことが伺える。

ない」という言葉で≪よく看てくれたことへの満足≫を

2）【最期まで療養者・主介護者を配慮したいつも通りの

表していた。

ケアや対応に対する感謝】

4）【人として身近に感じる存在】

主介護者は、訪問看護師の一回一回の訪問時の療養者

訪問看護師は、療養者や主介護者が医療面や介護面に

に対する関わりを、そばでしっかり見ている。訪問看護

おいて在宅での日常生活が安全に、安心して送ることが

師は、訪問看護師がいない時に家族が困ることがないよ

できるように援助を行っている。その訪問看護師として

うに必要な援助を行っている。主介護者は
「うちの場合は、

の関わりと共に、「・・・訪問看護師の M さんという形

母のことをきちっと看ていただいて、だから、何もあれ

でもって良かったうんぬんじゃなくて、M という一人の

がないんですけど、みなさんがテキパキやってくださる

人間と N という病人との間の信頼関係ができあがって・・・

こと自体すごいなぁと思って。
・・・シーツ半分折ってシー

それは、あの、訪問看護師・M じゃなくて、人間・M だ、

ツ替えしてくださったり、パジャマ着替えるのも、そう

との関係、うん」と主介護者は≪人間対人間の関わり≫

いうのやっぱり皆さん、仕事としてきちっとしたことを

を感じていた。また、「ほらよく、合う合わないがあり

やってくださるから、ほんとそういうことに対して感謝

ますよね。私は、うちは良かったなと思って。みんなね、

のほうが多いですね、ほんと」と≪いつものしっかりし

看護師さんもいい人」という≪親しみやすい関係≫や、
「で

た関わりに対する感謝≫の気持ちを表していた。

もね、B 訪問看護ステーションさんも本当に親切にして

また、亡くなる数日前から療養者の身体状況の変化を

くれた。私は何も分かんないのに教えてもらって」とい

感じており、24 時間ずっとそばで介護していた主介護者

う≪親切な対応≫を感じていた。

は「看護師さんは、ほんとに最期に母が亡くなる時期が

5）【療養者の状況に応じた対応への期待】

分かっていたのかどうかは、今でも分からない。でも、

死が近い時期の予測は難しいことが多いが、時として

私わざと言わなかったのかとも思う。普段と同じように

その兆候が見られることがある。療養者は亡くなる約 1

して。うん、それが助かった、逆に。あれで、もうすぐ

カ月前から、徐々に状態が低下していた。そのような状

よとか言われてたら、すごいかたい時間だったかもしれ

況を振り返り、主介護者は「うーん、だからね、看護師

ないけど、あのぅ、看護師さんはほんとに、いつもと同

さん達にお願いしたいのは、要するにそういうような（状

じように」と≪最期までいつも通りの関わりだったこと

態が低下している）サインが出たお年寄りでね、出た時

への感謝≫の気持ちをもっていた。

には何だろ、がんばる必要ないんだから、何でもかんでも、

3）【訪問時の関わり全てに対する満足】

もうほんとに（療養者が）あの、言ったり、何かするこ

療養者は徐々に状態が低下していき、日常生活におい

とも出来ないでしょうけど、普通のことはもう、こちら

てほぼ全てに援助が必要となる。療養者には、胃ろう、

からもうどんどんやってあげる、そういう風にしてほし

尿道カテーテル、HOT（在宅酸素療法）などの医療機器

いなと思いましたね」と≪療養者の状況に応じた対応へ

などを使用したり、褥瘡の手当てなど必要な人がいた。

の期待≫をもっていた。また、
「それこそ悪ければ、口を

主介護者は「いや、何でもやってくださるからね。いや、

聞くんだって嫌なわけじゃないですか、ね。だから、そ

何でもね。ええ。それこそ、便がでないって言えば、浣

ういうことを分かってあげて。みんな、その看護師さん

腸もしてくださるしこういうところ（陰臀部）もちゃん

のほうからやってあげれば、その人にとってはもうベス

と拭いてね、あれして。すごいなぁと思いますね」と訪

トな状態になると思いますよ。そうしてあげて」と主介

問看護師の療養者に対する関わりを見て≪きめ細かな看

護者は≪療養者の気持ちをくみとってほしい≫という期

護の素晴らしさ≫を感じていた。

待をもっていた。
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1）
「いつも通りの最期の日々」を共に過ごした訪問看護
師の存在
在宅で非がん疾患の療養者を看取った家族が、
「長い経

いる。その主介護者の多くは、介護に対して満足していた。

過のなかで最期が近いことを認識し受け入れられるよう

その一方で、最期まで療養者に日常生活のなかで出来るこ

になっている場合が多い」15） と言われているように、本

とをそれまで通り続けるようサポートし、一生懸命介護し

研究で 7 名の主介護者は、療養者の死が近いことを感じ

てきたことを後悔している主介護者がいた。そして、主介

取っていた。また、療養者が亡くなった時に「来る時が

護者はもう一度その時に戻れるならば、今度は療養者をが

きたなという気持ちだった」「やすらかな眠りについたと

んばらせることなく介護できると話していた。そして、
「な

思う」等という気持ちを抱いた主介護者がいた。ある主

おかつ、家族の者、私みたいなのがいたら（元気な時と同

介護者は「それ（訪問看護師に対してもっとこんなこと

じように頑張ってほしいと思う家族）
、それはやめてって

があったら嬉しかったなど希望すること）はなかったね、

ストップをかけてあげたほうがいいと思う。もうそういう

よくやってくださったし。まぁ、だから病院へいれてお

風な（状態が低下している）ところまできたらば、もう何

けば良かったってことは全然思わない・・・」と振り返っ

でも、みんなでやってあげましょう、それが介護になるん

ている。さらに、他の主介護者は「看護師さんは、ほん

じゃないですかね、うん」と≪がんばる家族への関わり方

とに最期に母が亡くなる時期が分かっていたのかどうか

に助言をしてほしい≫気持ちを表していた。

は、今でも分からない。でも、私わざと言わなかったの

7）
【死後の処置は、できる限り担当の訪問看護師を希望

かとも思う。普段と同じようにして。うん、それが助かっ

する】

た、逆に。あれで、もうすぐよとか言われてたら、すご

終末期において、療養者の状況に応じて訪問看護の回

いかたい時間だったかもしれないけど、あのぅ、看護師

数は異なり、また訪問看護ステーションによって担当制

さんはほんとに、いつもと同じように」という言葉で、

または複数で担当するなど様々である。主介護者のなか

感謝の気持ちを表現していた。これらのことから、主介

には「今までお会いしたことのない看護師さんになるっ

護者が療養者の死が訪れることへの心の準備をしていく

ていう、要するにその日の、あの宿直のっていうか、なるっ

上で、死は特別なものではなく生命の延長線上にあると

て。それはちょっと抵抗があったかな」と≪初めて会う

いう認識や、病院と違うごく当たり前の生活のなかで生

訪問看護師が最期に関わることへの抵抗感≫があった。

を終えてほしいという気持ちを抱いていたことが推測さ

また、「私の場合は、ほら週 2 回だったから、あの、

れる。そのような主介護者に対し、訪問看護師は常日頃

2 人の方にずっと看ていただいていたけれども。これ

から、その時、その場の状況に合わせた関わりを継続し

が、週 3 回だったら、3 人の方になるわけだから、その

ていたことが伺える。

当たる確率はもっと高くなってくるかもしれないんだ

主にがん疾患を対象とする先行研究では、医療者が予

けれども。その最期の時っていう。たまたま週末って

後を予測し、それを家族に伝えることの大切さが述べら

いうのもあったし。だから、もっと、ね、平日だった

れている 5）9）16）17）。しかし、本研究では、訪問看護師から

ら、あの、ずっとお世話になってた方に来ていただけ

説明を受けていないことに対する思いを声に出す主介護

たかもしれないし」と、主介護者は≪主として担当し

者はいなかった。このことは、がんと違い、徐々に機能

てくれた訪問看護師に来てほしい≫気持ちをもってい

が低下していく経過をたどる非がん疾患の特徴であると

た。また、「多分ほら、看護師さんにしても、今まであ

考える。非がん疾患の場合、死が近い時期にそれを言葉

の看ていただいた患者さんのほうがやっぱりやりやす

に出して伝えるか、または伝えないかということだけが

いっていったら変だけど。全く知らない、ね、あまり

大切であると言いきることはできないと考える。本研究

事務的になりすぎるかもしれないと思いますけど」と

では、終末期において、主介護者は訪問看護師に対し、

≪初めて会う訪問看護師とざっくばらんに話はできな

その時、その場の自分たちの気持ちを十分くみとった上

い≫という思いをもっていた。

での言葉や、共にそばにいる姿勢を望んでいることが明

Ⅴ．考

察

１．主介護者の訪問看護師への思い

らかとなった。
2）専門職として向かい合う人間対人間の関係
死が近づいている時期において、利用者は自分の気持
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ちや考えを言葉で表現することが徐々に難しくなり、訪

言葉によらないコミュニケーションを敏感に感じ、また

問看護師は主介護者と会話することが多くなってくる。

患者が自分の感じていることをいろいろの方法で表現す

主介護者は、訪問看護師に対し「・・・訪問看護師Ｍじゃ

ることを励ましているにちがいない」20）と表現している。

なくて、人間Ｍだ、との関係」と、強い≪人間対人間の

この言葉は、療養者と家族が中心となる在宅では、療養

関わり≫を感じていた。主介護者が表した言葉の基にあ

者だけでなく主介護者との関わりにも当てはまると考え

るものは、訪問看護師のもつ知識、技術、態度への信頼

る。価値観や考えの違う相手の希望や考えを、全て分か

だと言える。その時々の利用者や家族の状況に応じたケ

り得ることは難しい。しかし、訪問看護師は必要な時、

ア、言葉、見守りは、在宅での生活を続ける力になるか

必要なことに対し、療養者や主介護者の体の細胞の一つ

らである。

一つにまで入り込むかのように手を差し伸べることが求

そして、それとともに訪問看護師からにじみ出る人と

められると考える。一回一回で完結するような点ではな

しての姿勢があったことが推測される。どれ程の素晴ら

く、死後まで続く線になるかのような関わりである。そ

しいケアや助言であっても、そこに人間としての思いや

れが、その時の療養者や主介護者が安心して限りある時

りのある態度が見えなければ、相手の心に伝わらない。

間を過ごせると共に、療養者の死後、主介護者が心残り

小野らが「訪問看護師が高齢者と家族の人生や生活をと

なく生活できることにつながると考える。

もにするという仕方でその人のもとにいることで、家族

２．訪問看護師への示唆
非がん疾患は、がん疾患と違い経過の予測が難しい。

にとって訪問看護師は近づきやすい人となり、家族は支
18）

えられているという感じを抱く」

と述べているように、

しかし、訪問看護師は限られた訪問回数や時間のなか、

主介護者は訪問看護師の人としての思いやりを感じ取り、

療養者や主介護者が最期までいつも通りの生活を続けら

強い信頼を築くことができたと考える。また、sandra は

れるために療養者や主介護者の状況および生活全体から

「家族は自分たちに一人の人間としての関わりをしてくれ

アセスメントし、予後予測が難しいからこそ、療養者や

19）

た医療者のことが心に深く残っていた」

と述べている。

主介護者の気持ちをくみとり、常日頃から必要なことを

非がん疾患、後期高齢者の場合、在宅での療養生活は長

必要なだけ伝えたり、見守ったりすることが大切である。

期間に及ぶことが多い。在宅という訪問回数や時間が限

また、特に死が近い時期において、訪問看護師の人間と

られている現場において、訪問看護師の人としての関わ

しての精神的な関わりが、主介護者に影響を与えていた。

りが大きな安心感をもたらし、主介護者が最期まで在宅

専門的な知識、技術をもった一人の人間として思いやり

で介護できる原動力の一つになっていたと考える。

をもった態度で療養者や家族と向かい合うことが求めら

3）主介護者の心に残る訪問看護師への期待

れる。

主介護者にとって、療養者が亡くなった時に介護に関

３．研究の課題と今後の課題

する事柄のすべてが終わりになるわけではない。療養者

本研究の限界は、訪問看護に対し肯定的な気持ちをもっ

が亡くなった後にも、介護していた日々の記憶は残るも

ている主介護者が協力してくださったと思われるため、

のである。主介護者の≪利用者の気持ちをくみとってほ

そのことが結果に反映している可能性が否めないことで

しい≫、≪がんばる家族への関わり方に助言をしてほし

ある。

い≫という思いには、主介護者が利用者と最期まで共に

今回は、主介護者および訪問看護師の背景について考

過ごした時間の中に後悔の気持ちがあったことが表れて

慮していない。そのため、今後はそれらを考慮し検討し

いる。また、≪主として担当してくれた訪問看護師に来

ていくことが課題である。

てほしい≫気持ちや、≪初めて会う訪問看護師が最期に
関わることへの抵抗感≫があるという思いには、主介護
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