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研究報告

特別養護老人ホーム看護職を対象とした
看取りケア教育プログラムにより見出された課題と取り組み
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Abstract
This study aimed to clarify issues and management efforts for end-of-life care that
were identified by nurses of nursing homes providing end-of-life care, as the results of an
educational program involving them. Program participants extracted issues of end-of-life
care after having discussions at their workplace, and recorded the process of preparation,
implementation, and assessment of approach plans after group work during a seminar. The
data were classified according to word similarities, and approach plans and their results were
summarized. The issues were classified into the following three categories: [Increase the ability
to deal with end-of-life care in nurses and caregivers], [Provide support for patients receiving
end-of-life care and their families], and [Promote and strengthen multidisciplinary cooperation],
and approaches based on the situation of each facility were implemented, such as informationsharing in conferences with respect to each issue and holding case study meetings and
workshops. Sharing recognition of end-of-life care allowing a natural death in a familiar place
among staff members is considered a basis that can contribute to increasing the ability to deal
with the care, and promoting and strengthening multidisciplinary cooperation.

要

旨

目的：看取りを実践している特別養護老人ホームの看護職を対象とした教育プログラムを実施
し，参加者により見出された看取りケアの課題と取り組みを明らかにする。
方法：研修会と各自の職場での課題抽出，取り組み案の作成及び実施，評価から構成された教育
プログラムを実施し，参加者が各職場で記録した内容をデータとした。分析は記述内容を意味の
類似性に沿って課題を分類し，取り組み案と実施結果をまとめた。
結果：看取りケアの課題は【看護・介護職の看取り対応力の底上げ】，【入居者と家族への支援の
充実】，【多職種連携の促進・強化】の３カテゴリーに分類され，課題ごとにカンファレンスによ
る情報共有，事例検討会や勉強会の開催等，各施設の状況に応じた取り組みが行われていた。
考察：生活の場における自然な看取りに対する認識を職員間で共有することは，対応力の底上げ
と連携の促進・強化につながる基盤であると考えられた。
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はじめに
高齢化に伴い，我が国の死亡数は今後も増加
し，ピークを迎える2040年には160万人を超える
と推計されている（内閣府，2012）。現在は多く
の人が病院で亡くなっているが，近年，最期をそ
の人らしく迎える一つの形として，在宅や介護保
険施設等のいわゆる生活の場での看取りが注目さ
れている。特に，特別養護老人ホーム（以下，特
養とする）は終の住処としての役割が期待されて
おり，平成18年の介護報酬改定では看取り介護加
算が創設された。また，平成24年度の診療報酬改
定では，重点課題として「看取りに至るまでの医
療の充実及び医療と介護の円滑な連携」が掲げら
れ，特養への看取りにかかる在宅患者訪問診療料
加算の適用範囲が広がり，がん以外の疾病にも認
められるようになった（厚労省，2012a）。これら
の介護と医療の両面からの制度の後押しもあり，
今後もますます特養での看取りが広まると予想さ
れる。
しかしながら，特養は医療の限られた生活の場
であるがゆえに，以前は終末期には病院へ搬送さ
れて亡くなることが多かったという実情があり，
現在も看取りを行う施設と行わない施設が混在し
ている（小山ら，2010）。また，看取りを行って
いる施設であっても，取り組み始めた時期や年間
の看取り件数に幅がある（全国高齢者ケア協会，
2011）ことに加えて，看取り指針やガイドライン
はそれぞれの施設が独自に作成しているため，看
取りケアの内容は各施設に任されているのが実情
であり，その質は施設の方針や職員の考え方に左
右されると言われている（小山ら，2010）。
特養では介護職が中心となって日常生活の中で
のケアを提供し，看護職は共に日常生活ケアを
提供しつつ，医療的な視点でケアを調整する役
割を担っている（伊藤ら，2006）。また，介護職
以外にも医師，介護支援専門員，生活相談員，栄
養士，薬剤師，事務職員など様々な職種が日常的
に協働してケアを提供しており，それらの連携が
重要であるが（島田，2012），専門性や教育背景
が異なることから，相互理解は容易でないと考え
られる。生活の場であっても，看取りに際しては
医療的な視点が色濃くなるため，特養で唯一の常
勤医療職と言える看護職は，職員の中でもとり
わけ重要な役割を担っていると言える。加瀬田
ら（2005）は，看護職は入居者主体の看取りを目
指しながら，制度上の制約や他職種との連携等に
関する多くの悩みを抱えているとしている。ま

た，特養を含めた介護保険施設の看護職を対象と
した研修ニーズに関する調査では，今後修得が必
要な能力及び施設外研修受講を希望する内容とし
て「看取りケアへの対応」と答えた者が最も多く，
看取りに関する研修ニーズの高まりがうかがえる
（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング，2012）。
以上のような現状から，我々はそれぞれの現場
の実情に即した課題の解決をサポートすることで
よりよい看取りを実現することを目指し，特養の
看護職に向けた教育プログラムを実施した。教育
プログラムは，看取りを支える看護実践内容を体
系化したリストを用いて，参加者が各自の職場で
問題提起し取り組んでいく形式としたため，各職
場の実情に即した実践的な課題と取り組み案，及
び実際の取り組みとその結果が出された。
そこで，
特養での看取りケアのあり方を検討するため，本
プログラムで見出された課題とその取り組みを明
らかにする必要があると考えた。

Ⅰ．研究目的
本研究の目的は，看取りを実践している特養の
看護職を対象に，生活の場ならではの自然な看取
りを支え，よりよい看取りの実現に向けた看取り
ケア教育プログラム（以下，プログラムとする）
を実施し，そこから見出された課題とその取り組
みを明らかにすることである。

Ⅱ．用語の定義
看取りケア：特別な医療行為や延命治療を実施
せずに，最期までその人らしく住み慣れた特養で
すごせるように援助すること。

Ⅲ．研究方法
本研究は，特養の看護職にプログラムを実施
し，参加者が各職場で記録した提出物及びグルー
プワークの内容をデータとした。
1 ．プログラムの概要
プログラムは，特養において看取りケアを実践
している看護職が自施設でのよりよい看取りの実
現に向けて取り組みができることを目的として実
施した。その内容は，特養の看護職を対象とした
３回のグループワークを主体とした研修会と，参
加者が中心となって行う各施設における看取りケ
アの課題への取り組みとした。参加者はA都道府
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県内で看取り加算を算定している特養の看護職
リーダーに教育プログラムの案内文を郵送し推薦
された，看取りの経験がある看護職であった。
第一回研修会は「看取りケア振り返りシートを
活用する」と題し， 6 ～ 8 名のグループにわかれ
て各施設の看取りケアの現状を語ってもらった。
また，先行研究（長畑ら，2012）において明らか
にした看取りを支える看護実践の内容に基づいて
作成した「看取りケア振り返りシート」を配布し
た。参加者は「看取りケア振り返りシート」を参
考に自施設の看取りケアを振り返り，見出された
課題と取り組み案を「看取りケア取り組みシート
1 」（以下，「シート1」とする）に記入すること
を次回研修会までの作業とした。
二ヵ月後に実施した第二回研修会では「看取り
ケアの課題を見出す」と題し，各施設で見出した
課題及び取り組み案と職場へ投げかけたプロセス
についてグループワークを行った。第二回研修会
から第三回研修会までの間には，取り組んだ内容
とその評価を「看取りケア取り組みシート 2 」
（以
下，「シート 2 」とする）に記入することを作業
とした。
第二回から三ヶ月後に実施した第三回研修会は
「課題に向けた取り組みを振り返る」と題し，各
施設で課題に取り組んだプロセスとその結果及び
評価についてグループワークを行った。
2 ．データ収集の方法
全プログラム終了後，各施設で記入した「シー
ト 1 」及び「シート 2 」を提出してもらい，デー
タとした。参加者及び施設の概要は自記式アン
ケートを行った。グループワークでの発言はIC
レコーダーによる録音及びメモによって記録し，
分析の参考にした。
3 ．研究期間
2011年 8 月～2012年 2 月
4 ．分析方法
1 ）「シート1，2」に記入された生データを意味
内容に沿って，施設ごとに見出された課題，取り
組み案，取り組み内容，評価を対応させた表を作
成し整理した。対応させる際には，グループワー
クでの発言内容も加味した。
2 ）施設ごとの表をもとに，看取りケアにおける
課題を抽出してコード化した。
3 ）コードは意味内容に沿って他の施設と合わせ
てサブカテゴリーとして分類し，さらにカテゴ

リーに分類した。
4 ）施設ごとの表をもとに，コードに対応する取
り組み案を抽出し，サブカテゴリーごとに分類整
理した。さらに，取り組み案に対応する取り組み
内容及び結果を整理した。
尚，各項目は複数の研究者で検討し，妥当性を
確保した。

Ⅳ．倫理的配慮
参加者募集の際，特養の看護職リーダー及び施
設長に対し，プログラムは研究を兼ねたものであ
ることとともに，本研究の目的と概要，参加の任
意性や匿名の確約等を文書にて説明したものを郵
送した。参加者には第一回研修会の際に，同様の
内容とグループワークの録音及びメモによる記録
について文書とともに口頭で説明した上，同意書
を交わした。尚，本研究は所属大学の研究倫理委
員会の承認を得て行った。

Ⅴ．結果
1 ．プログラム参加者及び施設の概要
第一回の研修会には16施設から18名，第二回は
14施設から16名，第三回は10施設から11名が参加
した。
「シート 1 ， 2 」の提出があったのは14施
設であった。参加者は全員女性であり，年齢は20
～60歳代と幅広く，40歳代が 6 名と最も多かっ
た。施設における立場は，スタッフが 7 名，看護
職のリーダーが 6 名，その他が 3 名であった。施
設のケアの提供体制は，従来型が 8 ，ユニット型
が 5 ，併設型が 1 であった。
2 ．見出された課題とその取り組み
見出された課題は【看護・介護職の看取り対応
力の底上げ】
【入居者と家族への支援の充実】【多
職種連携の促進・強化】の３つのカテゴリーに分
類された。以下，カテゴリーは【 】
，サブカテ
ゴリーは〔 〕
，コードは｛ ｝であらわす。取
り組み案の項目は≪ ≫，内容は＜ ＞，取り組
んだ内容及び結果は“ ”で示す。
1）
【看護・介護職の看取り対応力の底上げ】
（表 1 ）
【看護・介護職の看取り対応力の底上げ】のサ
ブカテゴリーは，看護職に関する課題として〔看
護職間での自然な看取りに対する認識の共有〕と
〔看取り期にある入居者の身体状態の的確なアセ
スメント〕
，介護職に関する課題として〔介護職
の看取りに対する理解の促進〕
〔介護職の看取り
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サブカテゴリー
看護職間での自然な看取りに
対する認識の共有

看取り期にある入居者の身体
状態の的確なアセスメント

表１ 【看護・介護職の看取り対応力の底上げ】
コード
取り組み案
≪勉強会≫
看護職の間で特養で自然な形
・看護職を対象とした看取りの
で看取ることへの認識が不明
勉強会と意見交換会を行う
確で共有できていない
施設では医師が常時いるわけ
ではないので，看護職に高度
なアセスメント力が求められる
≪事例検討会≫
・看護職を対象とした看取り
医療処置をしなければという
ケアの事例検討会の開催
使命感から看取りに対して看
護職が精神的な負担を感じて
いる
介護職の力量によって，看取
りケアの内容に個人差がある

介護職の看取りに対する
理解の促進

生活の場である特養での看取
りに対する考え方に職員の間
で個人差があり，共有できて
いない
個人の死生観に相違があり，
看取りケアの対応にも影響し
ている
医療的ケアの必要度が高くな
ると，介護職のかかわりが薄
くなりがちである

看取りケアの段階になると介
護職がケアに消極的になる
介護職の看取りケアに対する
主体性の向上
介護職によって看取りに対す
る意欲，理解に個人差がある

看取りケアに入った後の介護
職同士の話し合いの場が少な
い
看取りケアが開始されると介
護職が不安に感じてケアする
ことに躊躇してしまう
看取り期になると日常的なケ
アや家族への対応に消極的に
なる

看取り経験の少ない介護職の
不安の軽減

介護職から夜間帯で看取るこ
とは不安であるとの訴えがあ
る
介護職が不安なく看取りがで
きるための看護職による支援
が必要である
介護職が安心して看取りケア
に臨めるような配慮が必要で
ある
個人の死生観に相違があり，
看取りケアの対応にも影響し
ている
介護職・看護職が入居者の死
を受容するための支援が必要
である

看取り実践の意味づけと評価

看取り後の家族からの意見収
集が実施できていない
看取り後の振り返りが確実に
実施できていない

取り組んだ内容及び結果
・看取り介護の指針，現状と
課題について確認し，共通
認識を持てた
・事例検討会で直近の事例を
振り返ることで，今後の課
題が明らかになった

≪指導≫
・介護職に対する個別指導
≪研修≫
・施設内での研修内容の充実
・施設外研修への参加を促す
≪振り返り≫
・カンファレンスで看取りケ
アを振り返る
≪連携≫
・多職種間の連携を強化する

・ともにケアしながら指導を
行うことで，介護職の看取
りに対する理解が深まった
・経口摂取を続けるために，
歯科衛生士と協力して口腔
ケアの研修を行った

≪研修≫
・介護職を対象とした看取り
の勉強会の開催
・将来は介護職が看取りケア
を説明できるようになるこ
とを目指し，介護職に研修
を実施する
≪カンファレンスの実施≫
・看取りカンファレンスの定
期的開催
≪対応の標準化≫
・看取りに入ってからの対応
を標準化する
≪介護職へのフォロー≫
・看護職が看取りの経験を介
護職に伝える
≪調整≫
・介護職同士で勤務時間内に
看取りミーティングができ
るよう調整する

・勉強会を開催することで，
介護職との看取りのとらえ
方の違いが明らかとなった
・アンケートを行い，課題が
明確となった
・聞き取り調査で介護職の研
修ニーズを把握し，研修を
行った結果，積極的に看取
りケアに関する質問が出る
ようになった
・勤務時間内に介護職同士の
ミーティングを実施すべ
く，調整中である

≪情報共有≫
・介護職の不安軽減のために
カンファレンスで情報を共
有する
・カンファレンスで看取りケ
アの具体的内容を確認する
≪介護職へのフォロー≫
・介護職に具体的なアドバイ
スをする（酸素の使用方法，
呼吸状態確認の観察ポイン
ト等）
・介護職に夜間も看護職が
フォローすると伝える
・自然な死のプロセスを伝え
る
≪協働≫
・介護職とともに日常的ケア
を行う
≪連携≫
・他のフロアにも状況を伝え
協力を得やすくする
≪研修≫
・介護職が中心となって行う
定期的な看取り研修
・死後の処置についての研修

・振り返りのカンファレンス
により，介護職の看取りに
対する不安が軽減し，自信
につながった
・具体的なアドバイスにより
介護職の不安が軽減し，看
取りの入居者を訪室する回
数が増えた
・看護職が些細なことでも連
絡してほしいと夜間オン
コールの際に介護職に伝え
ることで，夜間帯も安心し
てケアできるようになった
・看取り研修を実施すること
で，介護職が知識を得るこ
とができ，不安なくケアで
きるようになった

≪看取り後の関わり≫
・お見送り，通夜，葬儀に職
員が参加する
≪アンケート≫
・看取り後の家族へのアン
ケート実施

・看取り後のお見送りに多く
の職員が参加した
・家族の同意を得られた場
合，通夜，葬儀に職員が参
加した
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ケアに対する主体性の向上〕〔看取り経験の少な
い介護職の不安の軽減〕，入居者の看取り後の課
題として，〔看取り実践の意味づけと評価〕
があっ
た。
〔看護職間での自然な看取りに対する認識の共
有〕では，看護職を対象とした≪勉強会≫を行う
取り組み案が示され，その結果として，施設の
“看取り介護の指針や看取りの現状と課題につい
て確認し共通認識を持つ”ことができていた。
〔看
取り期にある入居者の身体状態の的確なアセスメ
ント〕では，医師が常時いるわけではないという
病院と異なる状況のなかで，高度なアセスメント
力を発揮するため，看護職を対象とした≪事例検
討会≫を行い，今後の課題を明らかにしていた。
〔介護職の看取りに対する理解の促進〕では，
｛介護職の力量によって，看取りケアの内容に個
人差がある｝｛個人の死生観に相違があり，看取
りケアの対応にも影響している｝といった，介護
職の経験，知識，死生観の差がケアの質に影響し
てくることが課題として挙げられていた。取り組
み案としては，≪指導≫≪研修≫で知識を補い，
≪振り返り≫≪連携≫で認識を共有していくこと
で，介護職の理解を促していくものが示されてい
た。取り組み内容は一方的な≪指導≫ではなく，
“ともにケアしながら指導を行う”ことで，介護
職の理解を促進したものや，歯科衛生士と協力し
て口腔ケアという具体的かつ重要性の高いケアに
ついて研修会を行ったという取り組みがあった。
〔介護職の看取りケアに対する主体性の向上〕
では，｛医療的ケアの必要度が高くなると介護職
のかかわりが薄くなりがちである｝というように，
入居者の体調が悪化し医療的な処置が多くなると
介護職がケアに消極的となり，関与が希薄になる
傾向に陥りやすいという課題が見出された。取り
組み案としては≪研修≫を行うことや，看取り事
例の定期的な≪カンファレンスの実施≫によっ
て，実際の事例を通して介護職の理解を深めると
ともに，＜看取りに入ってからの対応を標準化す
る＞ことで，介護職の主体性向上を図るものが挙
げられていた。また，日常的に＜看護職が看取り
の経験を介護職に伝える＞ことで，≪介護職への
フォロー≫をする案や，介護職同士で話し合うこ
とができるよう≪調整≫する案も挙げられてい
た。さらに，介護職に対して事前に聞き取り調査
やアンケートを行って研修ニーズを明らかにして
から，研修に臨んでいた施設もあった。その結果
として，介護職から“積極的に看取りケアに関す
る質問が出るようになった”というものがあった。

〔看取り経験の少ない介護職の不安の軽減〕で
は，
｛看取りケアが開始されると介護職が不安に
感じてケアすることに躊躇してしまう｝というよ
うに，看護職と比べて人が亡くなる場面に立ち
会った経験が少ない介護職の不安に対する支援を
課題として挙げていた。取り組み案としては，＜
介護職の不安軽減のためにカンファレンスで情報
を共有する＞＜カンファレンスで看取りケアの具
体的内容の確認をする＞といった≪情報共有≫が
挙げられていた。また，≪介護職へのフォロー≫
として，＜呼吸状態確認の観察ポイント等の具体
的なアドバイスをする＞といったケアの直接的助
言とともに，＜自然な死のプロセスを伝える＞と
いう知識の伝授，そして，看護職がオンコール体
制となる夜間に，介護職が連絡を躊躇しないよう
に，＜夜間も看護職がフォローすると伝える＞こ
とが挙げられていた。具体的なケア内容のアドバ
イスは≪研修≫の形でも実施する案が挙げられて
いた。また，＜介護職とともに日常的ケアを行う
＞といった≪協働≫だけでなく，＜状況を伝えて
協力を得やすくする＞といった他のフロアとの≪
連携≫も挙げられていた。これらに取り組んだ結
果として“具体的なアドバイスにより介護職の不
安が軽減し，訪室回数が増えた”という成果が現
れたものがあった。
〔看取り実践の意味づけと評価〕では，
｛看取り
後の振り返りが確実に実施できていない｝といっ
た，看取った後の課題が見出されていた。取り組
み案としては，＜お見送り，通夜，葬儀に職員が
参加する＞といった看取った直後のことだけでな
く，＜看取り後の家族へのアンケート実施＞とい
う少し時期をおいてから行うと思われるものも挙
げられていた。
2）
【入居者と家族への支援の充実】
（表 2 ）
【入居者と家族への支援の充実】のサブカテゴ
リーは，入居者への支援として〔入居者の意向を
反映させたケアの実践〕
〔看取り期にある入居者
に対する日常ケアの充実〕家族の支援として〔家
族への対応の充実〕があった。
〔入居者の意向を反映させたケアの実践〕では，
看取り期に入る前の比較的健康な状態の入居者に
対して，看取りを話題にすることがためらわれる
ことから，
｛看取りの意思確認を行うタイミング
が適切でなく，入居者本人の意思を反映すること
が困難である｝とともに，看取られる｛入居者の
心理に対する理解が不足している｝という課題が
見出されていた。前者に対しては＜入居者の意向
を確認する時期や方法を検討する＞という，入居

36
サブカテゴリー

入居者の意向を反映させた
ケアの実践

看取り期にある入居者に
対する日常ケアの充実

表２ 【入居者と家族への支援の充実】
コード
取り組み案
看取りの意思確認を行うタイ
≪検討≫
ミングが適切でなく，入居者
・入居者の意向を確認する時
本人の意思を反映することが
期や方法を検討する
困難である
≪研修≫
・死の受容の過程について研
修を行う
入居者の心理に対する理解が
・死生観に関する外部研修の
不足している
受講と伝達講習
その人らしい生活を継続する
ための関わりが不十分である
（整容まで気を配った日々の
ケアやその人らしい居室環境
の整備等）
看取りケアを開始してからも
生活の場であるという考えを
持ってケアに取り組む必要が
ある
入居時からの看護師による看
取りを意識した関わりが少な
い

家族への対応が看護職に集中
しがちになる

家族への対応が不十分なた
め，急変時の対応について確
認できていない
家族が入居者の状態や，施設
での看取りについて理解でき
ない場合がある
家族への対応の充実
看取りケアへの家族の理解と
協力を得るのが難しい

家族の間で入居者に対する思
いに違いがあるので調整が必
要である
家族が入居者の死を受容して
いくための関わりや家族の思
いを気遣ったケアが不十分で
ある
夜間も看護職の対応を希望さ
れることがある等，家族の不
安が大きい

者への対応に関する≪検討≫という取り組み案が
挙げられ，後者に対しては死生観等に関する≪研
修≫で理解を深める取り組み案が挙げられてい
た。
〔看取り期にある入居者に対する日常ケアの充
実〕では，｛その人らしい生活を継続するための
関わりが不十分である｝及び｛看取りケアを開始

取り組み内容と結果
・死の受容の過程について研
修を行うことはできなかっ
たが，申し送りや会議の場
に取り入れることで考え方
の浸透に役立った
・外部研修を受講し，今後伝
達講習を行う予定である

≪その人らしさの尊重≫
・その人らしい居室環境づく
りへの継続的働きかけを行
う
・最期まで入浴し，経口摂取
できるようケアを調整する
≪研修≫
・介護の基本となる事項を研
修に盛り込む

・植物やアロマテラピーの導
入とともに家族もくつろげ
る居室環境を整備した
・写真や音楽を用いて居室環
境を整備し，家族の協力も
得ながら好きなものを食べ
てもらった結果，その人ら
しく最期を迎えるための援
助につながった
・口腔ケアの研修を実施した

≪コミュニケーション≫
・家族と毎日コミュニケー
ションをとり，柔軟な対応
を考える
・家族の入居者に対する思い
を傾聴し，相談相手になる
・面会時にその日の様子と変
化を現場の職員が伝える
・コミュニケーションをとり
ながら看取りに対する理解
度をアセスメントする
≪対応の統一≫
・情報共有のための用紙を作
成して，職員で家族への対
応を統一する
・多職種でアセスメントし，
家族に看取りについて説明
と意向確認する
≪助言≫
・会わせたい人への連絡や亡
くなった後の対応等の具体
的な助言をする
・家族間の意見をまとめるよ
うに促す
≪調整≫
・医師から病状説明をしても
らうよう調整する
≪看取りを意識した対応≫
・時期を決めて看護職から看
取りについて家族に説明す
る
・入居者の体調変化時に看取
りの意向を確認し，今後に
ついて考える機会を提供す
る
・施設で行える医療処置を家
族に明確に示す
・自然な死の経過についての
小冊子を作成し，家族会で
話題提供する
・家族にケアへの参加を促す

・家族の面会時に意識して訪
室する回数を増やすこと
で，かかわる職員の数が増
え，思いを聞くことで安心
感を持ってもらえた
・家族にわかりやすく伝える
ように看護・介護職で考え
を統一することができた
・入居者が元気なときから看
取りを意識して関わること
で，家族の思いや看取りへ
の理解度を知ることができ
た
・多職種でアセスメントして
家族に看取りについて説明
することで，連携の一連の
流れができた
・説明内容の統一や医師との
面談を調整することで，家
族の不安軽減と信頼関係構
築につながった
・家族にケアへの参加を促す
ことで，穏やかな気持ちで
看取りが迎えられるよう図
れた

してからも生活の場であるという考えを持ってケ
アに取り組む必要がある｝といった，看取り期に
入ってもその人らしい生活を送ってもらうための
課題が見出されていた。取り組み案は≪研修≫で
介護の基本を確認するとともに，≪その人らしさ
の尊重≫のため，入居者の希望があれば体調を充
分アセスメントした上で＜最期まで入浴し，経口
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摂取できるようケアを調整する＞といったことが
挙げられていた。取り組み内容と結果では，家族
にも働き掛けながら“写真や音楽を用いて居室環
境を整備し，好みのものを食べてもらい，その人
らしく最期を迎えるための援助につながった”と
いうものや，入居者だけでなく“家族もくつろげ
る居室環境を整備した”というものがあった。
〔家族への対応の充実〕では，入居時の看取り
についての説明等は生活相談員が対応することが
多いために，｛入居時からの看護職による看取り
を意識した関わりが少ない｝ことが課題となって
いた。これに対し，看取り期に入り医療必要度が
高くなると，｛家族への対応が看護職に集中しが
ちになる｝ということがあった。また，家族への
説明や対応に関する課題として｛看取りケアへの
家族の理解と協力を得るのが難しい｝があった。
そして，家族の不安に関する課題として，最期が
近づいたときに｛夜間も看護職の対応を希望され
ることがある等，家族の不安が大きい｝があった。
これらに対してはまず，家族と充分に≪コミュニ
ケーション≫をとり，信頼関係の構築を図ること
に加え，＜時期を決めて看護職から看取りについ
て家族に説明する＞＜入居者の体調変化時に看取
りの意向を確認し，今後について考える機会を提
供する＞等，折に触れて家族へ≪看取りを意識し
た対応≫をすることを取り組み案に挙げていた。
また，家族をさらに不安にさせないように，職員
間で≪対応の統一≫を図ることや，家族が入居者
の死を受容できるよう＜家族にケアへの参加を促
す＞や＜会わせたい人への連絡や亡くなった後の
対応等の具体的な助言をする＞という取り組み案
を挙げていた。取り組み内容と結果では，
“入居
者が元気なときから看取りを意識して関わること
で，家族の思いや看取りへの理解度を知ることが
できた”等，家族と積極的にコミュニケーション
をとることで信頼関係構築につながったという成
果があった。
3 ）【多職種連携の促進・強化】（表 3 ）
【多職種連携の促進・強化】のサブカテゴリー
は，連携の強化に関連した〔多職種との足並みを
そろえたケア〕と，連携の促進に関する〔看取り
にふさわしい体制づくりへの働きかけ〕があった。
〔多職種との足並みをそろえたケア〕では｛看
取りケアを開始してから長期間経過するとケアの
方針に迷いが出てくる｝｛看取りケア開始の判断
をするために，他職種と情報共有及び協力をして
家族の意思を確認していく必要がある｝という課
題があった。取り組み案は，≪情報共有≫を図る

ために＜多職種でアセスメントして看取りケア開
始の判断をする＞＜随時のカンファレンスでケア
方針を確認する＞といったものがあった。≪コ
ミュニケーション≫に関する取り組み案として，
＜多職種とのコミュニケーションを積極的にとる＞
＜入居時に急変時の対応と看取りの希望を必ず確
認するよう，介護職・相談員に伝える＞が挙がっ
ていた。取り組み内容と結果では，看取り期の入
居者に大腿骨骨折や体調の悪化等の“新たな課題
が生じた際にカンファレンスを行ったことで情報
共有ができ，ケアの方法が明確となり，介護職の
不安軽減とその人らしさを尊重したケアにつな
がった”というものがあった。
〔看取りにふさわしい体制づくりへの働きかけ〕
では，
｛看取り事例のカンファレンスを実施する
体制ができていない｝
｛医療必要度が高くなると
フロアを移動するので，馴染みの関係のなかで看
取ることができない｝等，看取りケアの質向上の
ために体制から変えていく必要があるという課題
が見出されていた。取り組み案は＜施設長や他職
種に看取りカンファレンスの必要性を説明する＞
といった≪調整≫や，＜看取りのためにフロア移
動した入居者の情報は申し送りだけでなく会議で
共有する＞という≪情報共有≫，また，＜看取り
をしていないフロアの職員とともに話し合う＞と
いう≪認識の共有≫が挙げられていた。取り組み
内容と結果では，≪調整≫の甲斐があって“多職
種参加の看取りカンファレンスを開催した”とい
うものや，看取りへの共通認識を持つことで，施
設全体に看取りケアが広まったというものがあっ
た。

Ⅵ．考察
生活の場である特養では，ケアの主体は生活を
担う介護職であり，看護職は医療職として介護職
を支えるという特徴がある（坪井ら，2005，小野
ら，2008）
。そのため，今回見出された課題と取
り組みは看護職だけが前面に出るのではなく，介
護職や他の職種と協力しながらその人らしい看取
りの実践を目指すものになっていた。
特養の看取りは生活の延長上にある（全国高齢
者ケア協会，2011）ため，看護職は入居者の体調
が変化したときに，身体状況と苦痛を見極めなが
ら病院へ行くべきか慎重に判断しなければならな
い。しかし，治療を第一とする病院での医療の考
え方に縛られていると，かえって入居者の生活の
質を低下させる判断をしてしまうこともある（西
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表３ 【多職種連携の促進・強化】
コード
取り組み案
看取りケアを開始してから長期
間経過するとケアの方針に迷い
が出てくる

多職種との足並みを
そろえたケア

自然の経過のなかで看取りケア
を行ってきたため，看取りを特
に意識したカンファレンスを
行っていない
看取りケア開始の判断をするた
めに，他職種と情報共有および
協力をして家族の意思を確認し
ていく必要がある
他職種との情報共有が不足して
いるために，看取りケアに入る
ときになっても家族関係が把握
できていないことがある
看取り事例のカンファレンスを
実施する体制ができていない

看取りにふさわしい
体制づくりへの働きかけ

関連施設間で看取りに対する見
解に違いがあり，特養だけで看
取りについて判断することがで
きない
看取りをしていないフロアの職
員の理解を得るのが難しい
医療必要度が高くなるとフロア
を移動するので，馴染みの関係
のなかで看取ることができない

口，2001）。今回の結果において，〔看護職間での
自然な看取りに対する認識の共有〕という課題が
出された背景には，入居者の生活の質を第一優
先とする特養での看取りにおける医療の考え方
が，すべての看護職に浸透しているとは言いがた
い実情があると考えられた。さらに，看取りケア
の多くを介護スタッフに依存せざるを得ない（平
川ら，2008）ため，介護職にも入居者の状況をア
セスメントして看護職に伝えることができる医療
の知識が求められる（山田ら，2004）ことや，看
護職よりも人の死に慣れていない介護職には，看
取りやアセスメントに対する不安がある（深澤
ら，2011，柳原ら，2003）ことから，〔介護職の
看取りケアに対する主体性の向上〕などの介護職
への支援に関する課題が挙げられ，研修で知識を
伝えるとともに，看護職がともにケアをしながら
指導を行い，理解を促すという取り組みがされて
いた。これらの課題と取り組みには，将来は介護
職が中心となって看取りケアを担っていくことを
目指し，経験を積み重ねることで自信を持っても
らうことを意図していると思われる。看護職は

≪情報共有≫
・多職種での看取りカンファ
レンスの実施
・多職種でアセスメントして
看取りケア開始の判断をす
る
・随時のカンファレンスでケ
ア方針を確認する
≪コミュニケーション≫
・多職種とのコミュニケー
ションを積極的にとる
・入居時に急変時の対応と看
取りの希望を必ず確認する
よう，介護職・相談員に伝
える

取り組み内容と結果
・カンファレンスに医師が参
加できなかったため，今後
は診察日に合わせて設定し
ていく
・積極的に他職種とのコミュ
ニケーションをとることに
より，看取りを意識した対
応ができた
・相談員と連携して家族の希
望を確認した
・入居者に新たな課題が生じ
た際にカンファレンスを
行ったことで，情報共有が
でき，ケアの方法が明確と
なり，介護職の不安軽減と
その人らしさを尊重したケ
アにつながった

≪調整≫
・施設長や他職種に看取りカ
ンファレンスの必要性を説
明する
・関連施設の看護職と看取り ・ 多 職 種 参 加 の 看 取 り カ ン
ファレンスを開催した
について話し合う場を調整
・職員全体で看取りへの共通
する
認識を持つことで，これま
≪情報共有≫
で看取りを行っていなかっ
・看取りのためにフロア移動
たフロアでも看取りケアを
した入居者の情報は申し送
実施することになった
りだけなく会議で共有する
≪認識の共有≫
・看取りをしていないフロア
の職員とともに話し合い，
看取りへの共通認識を持つ

生活の場でのケアの主役はあくまで介護職であ
り，看取り期になって手を引いてしまった介護職
を再度，主役として舞台にあげようという思いが
あり，現在は看取りケアの中心は看護職であって
も，いずれは介護職に担ってほしいという期待を
持っていることが示唆された。
その人らしい看取りの実現には，入居者と家族
への支援の充実は不可欠である。そのため，特養
では終の住処として入居時から看取りを意識した
関わりが必要であるが，死を口にすることを「縁
起が悪い」と避ける文化を持つ我が国では，比較
的健康な入居者に対して看取りを話題にすること
はためらわれる。しかし，体調が悪化してからで
は入居者の意向を確認することができないという
事態に陥る。そのため，
〔入居者の意向を反映さ
せたケアの実践〕が課題として出され，取り組み
案として入居者の意向を確認する時期や方法の検
討が挙がっていた。看取り介護加算算定の施設基
準として，看取りに対する施設の方針を定め，入
居時に入居者・家族に説明をして同意を得ている
ことが条件とされている（厚労省，2012b）こと
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から，各施設では入居時に看取りについての説明
はしていても，具体的な意向の確認はデリケート
な問題であるために積極的に行われていないこと
が推測される。今後はリビングウィルや事前指示
書と呼ばれる書面等を活用し，希望する医療処置
も含めた自らの死に対する希望を入居者に確認し
ていく取り組みが必要であると考えられる。
入居者の最期が近づき身体状態が不安定となっ
てもこれまでの生活を続けてもらい，整容まで気
を配ったきめ細やかなケアや，その人らしい居室
空間の整備，希望があれば好きなものを食べ，入
浴もして過ごすことは大切なことである。しか
し，介護職は身体状態が不安定な入居者へのケア
に不安があり，消極的になる傾向があるため（柳
原ら，2003），これらのケアがおろそかになって
いる現状があると推測される。そのため，
〔看取
り期にある入居者に対する日常ケアの充実〕が課
題として挙げられ，看護職はケアの調整等の形で
介護職に働きかけることで，最期までケアの基本
を忘れず，生活の場としての役割を失わないため
の取り組みをしていた。これらの取り組みは，入
居者と家族だけでなく，介護職を支えることにも
つながっていると考えられた。
家族にとって入居者の死は受け入れ難く，ま
た，多くの人が病院で亡くなる現在では，生活の
場での看取りをイメージしにくい。さらに，家族
も入居者と同様に高齢であると考えられ，難聴等
の理由で看取りについての説明内容が充分伝わっ
ていないことが懸念される（全病協，2012）
。こ
ういった背景から，〔家族への対応の充実〕が課
題として挙がり，家族と積極的にコミュニケー
ションをとり理解の程度や思いを把握しながら，
多職種と協力して家族の看取りへの理解を促す取
り組みが出されたと考えられる。看護職は，家族
の複雑な思いに配慮しつつ，入居者の体調変化時
等に折を見て看取りについて話し合うよう促した
り，医師からの説明の機会を調整したり，ケアへ
の参加を促したり，会わせたい人への連絡や亡く
なった後に着せる服といった具体的な助言を行う
等，家族が看取りをイメージしやすいように工夫
していた。これらの取り組みは，家族が穏やかに
入居者を看取るためだけでなく，取り組むプロセ
スそのものが，情報共有等の多職種協働のあり方
を見直すことにつながっていると考えられた。
特養では多くの職種でケアを形作っていく（小
山ら，2010）ため，〔多職種との足並みをそろえ
たケア〕が課題として挙げられ，看取りケア開始
の判断から家族関係の把握，日常的ケアに至るま

で，それぞれの職種がアセスメントした内容や具
体的ケア方法を共有することで，統一した対応を
図り，ケアの質向上を目指す取り組みがなされて
いた。これらの取り組みは，プログラム参加を
きっかけに，看護職が中心となって多職種の目を
看取りケアに向けさせ話題にしていくことによっ
て，これまで行っていた看取りケアの意味づけと
認識の共有につながったと考えられる。先行研
究で，職種を越えてケアの方針を共有できる体
制づくりの重要性は指摘されてきたが（山田ら，
2004）
，今回の研究においては，プログラム参加
を通して看取りケアの課題を見出すことにより，
参加者が自らの組織を見直す契機となり，職種を
越えたケアの体制づくりの意義に気付き，取り組
んでいったものと考えられる。
今回の研究では，特養での看取りにおいて，生
活の場であるという基本を押さえながら，施設の
状況に応じた課題を職員間で共有しつつ，ケアを
実施していくことの重要性が示唆された。このこ
とは，対応力の底上げと連携の促進・強化につな
がる基盤となると考えられた。また，取り組み案
及び取り組み内容と結果は，対応している課題だ
けでなく，他の複数の課題解決にもつながってお
り，看取りケアの課題を見出して取り組んでいく
ことはケア全体に影響し，質の向上につながって
いくと考えられた。

Ⅴ．結論
看取りを実践している特養の看護職を対象に，
生活の場ならではの看取りを支え，よりよい看取
りの実現に向けたプログラムを実施し，そこから
見出された課題として，
【看護・介護職の看取り
対応力の底上げ】
【入居者と家族への支援の充実】
【多職種連携の促進・強化】の 3 つが抽出された。
参加者が各施設において見出した看取りケアの
課題と取り組みは，施設のケア理念や実情に即し
た多様なものであった。今後，増加することが見
込まれる特養での看取りケアの質向上を目指すた
めには，参加者が各職場の実情に応じて主体的に
取り組む本プログラムのような研修を推進してい
く必要があると言えよう。
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