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地域包括ケアシステムは、団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年に

向けて構築され、住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体的な提供

を目指すものである。中でも医療・介護は目前に迫った多死社会の到来

に対し最重要課題となっている。我が国の死亡数の将来推計では、最も

年間死亡数の多い 2040 年と 2015 年を比較すると約 36万人/年の差が推

計される 1)など(厚生労働省我が国の医療の現状)、今後は年間の死亡数

の増加が想定され終末期対応への準備が急がれている。 

我が国では 1970年代に、それまでの主流であった在宅死から病院・診

療所での死亡が増加し、2014年には病院死 75.2%に対し在宅死（自宅死）

は 12.8%となった(厚生労働省人口動態統計)。しかし「高齢者の健康に

関する意識調査」2)では、55%の国民が「自宅で最期を迎えたい」と希望

し、実際の死亡場所とは異なる様相を示している（内閣府平成 24（2012）

年調査）。 

厚生労働省は「在宅療養を必要とする者は 2025 年には 29 万人と推計

され、平成 20 年に比較し約 12 万人の増加が見込まれる。終末期ケアを

含む生活の質を重視した医療としての在宅医療のニーズは高まっている」

として平成 23(2011)・24(2012)年度には「在宅医療連携拠点事業」、平

成 25 (2013) 年度には「在宅医療推進事業」を展開した。さらにこれら

の成果から平成 27 (2015) 年の介護保険法改正においては、「住み慣れ

た環境でできるだけ長く過ごせるよう、また望む人は自宅での看取りも

選択肢になるよう、在宅医療を推進していく必要がある」3)として「在宅

医療・介護連携推進事業」が地域支援事業に組み込まれ、平成 30 (2018) 

年 4 月にはすべての市区町村で実施するなど、各自治体におけるとり組

みが進んでいるところである。 

在宅医療の推進は、地域包括ケアシステムの正否の鍵を握るものであ



るが、医療・介護体制の整備は国民に実感されるものとはなり得ていな

い。前述のように国民の半数以上が「自宅で最期を迎えたい」としなが

らも、「どこで最期を迎えたいかを考える際に重要だと思うこと」に対

する質問への回答は「家族等の負担にならないこと」が最多(73.3%)であ

り 4)在宅看取りは家族負担を伴うものと認識されていることがわかる。

しかし訪問診療を行う診療所は全体の 19.9%、病院は 32.1%であり、さら

に在宅での看取りを行う医療機関は、診療所 4.7%、病院は 6.9%といずれ

も少数にとどまっている（平成 29（2017）年）5)。国民が安心して在宅

療養、在宅看取りを選択するには 24 時間在宅医療提供体制の構築など

のサービスの供給量の拡充、また高齢者の多くが疾病と要介護状態を併

せ持つことから医療・介護の連携によるサービスの質の向上、日常生活

における家族支援の問題など、様々な課題が山積している現状にあると

いえる。 

地域包括ケアシステムの目指す地域完結型社会の実現には、サービス

提供体制の整備がまずは前提であるが、主体である地域住民の意識の醸

成もまた重要な構成要素となる。在宅療養をめぐる状況についてはこれ

まで医療・看護分野からの報告 (吉岡 2000、川上 2014など) は見られ

るが、介護家族や看取り対象者である本人がどのような条件下でそれを

選択するのかなど在宅看取りの当事者側の視点から語られるものは多く

はない。特に在宅の終末期高齢者のケアは医療と介護の文脈の中で捉え

るべきものであるが、先行する筆者らの専門職への聞き取り調査からは、

在宅主治医の価値観に看取りは左右されること、地域の医療・介護資源

との繋がりはケアマネージャー等による個人的なネットワーク枠内での

勘に依存した選択の結果であることが明確となっている (林・永田

2018:65)。つまり現状では誰もが開かれた医療資源、介護資源にアクセ

スできるわけではなく、偶発的で限定的な地域資源内での在宅療養・在

宅看取りを余儀なくされている状況にあるといえ、支える主体としての



家族に焦点を当てた在宅看取り環境の検討が求められている。 

 

在宅療養・在宅看取りは、それが必要となる初期の段階、環境が整い

在宅療養が遂行される継続の段階、そして終末期である看取りの段階に

分けられる。宮崎によると高齢者とその家族が納得する在宅死の条件の

うち必須となるものは①本人の意思、② 24 時間対応で往診する医師、

⑦（本人、家族、支援する専門職、地域住民の）覚悟とされるが(宮崎

2008:199-215)、意思決定にはそれを促す要因があるのではないだろう

か。住まい、家族構成などの個別環境要因に加え、在宅療養に関わるサ

ービス提供者への接続と確保が不可欠であり、在宅看取りに想定される

様々な状況変化とそれらへの対応方法に関し情報が取得できサービス利

用の見通しが得られた時に初めて家族は意思決定し覚悟が生まれるとい

えよう。家族にとっての在宅療養・在宅看取りスタートの第一段階のハ

ードルは意志決定であり、そこにある困難性を明らかにし必要な支援体

制を整備することが、今後の地域包括ケアシステムに地域住民を包摂す

る重要な方策であると思われる。 

在宅看取りの支援が掲載されたハンドブックや書籍の多くは、支援に

結び付いた後の、家族介護者の視点に立った専門職との連携の在り方に

は言及している6)が、そこに至るまでの開始期の困難性に関してはほと

んど触れられていない。そのため本稿では在宅療養・在宅看取りの開始

期において、家族はどのような状況下で在宅看取りを選択したのか、ど

のような支援を得られたのか、環境整備はどのように進められたかな

ど、開始期の困難性を分析し、今後の在宅看取りの展開に有益な示唆を

得ることを目的として調査を実施し報告するものである。 



なお本稿の調査対象者は在宅療養の後に自宅で看取りを行った（1 事

例のみ病院死亡）家族を対象としているため、以下は在宅療養状況を「在

宅看取り」と表記し、看取った家族を「看取り家族」、看取られた本人を

「本人」と表記する。 

 

（1）研究方法 

 

北海道 A市において、在宅看取りを経験した家族介護者（看取り家族）

16名を対象として、1人 1～数回、1時間から 1時間半程度の構成的イン

タビューを実施した後、音声データをテキスト化した。Text Mining 

Studio6.2(NTTデータ数理システム)を利用して最頻出単語を抽出し、そ

の単語に関係するテキストコードを整理した。類似性からカテゴリーを

作成した。さらに困難性に関するテキストデータを語りのまま短文化し

意味内容の類似性によりグループ化してテキストコードとし、類似性で

抽象化してカテゴリーを作成した。主なインタビュー項目は「在宅看取

り選択の経緯」、「医療、介護サービスの利用状況」、「在宅介護、看取り

の環境設定」、「家族、その他の支援」などである。 

本稿における在宅看取りを経験した看取り家族とは、入通院等を経て

在宅療養に移行し、終末期および死亡までを在宅で看取った家族のうち

の主介護者 14名と副介護者 2名の計 16名であり、2000 年以後に在宅看

取りを行った家族である。 

調査期間は 2014年 8月から 2019年 10月である。 

 

（2）倫理的配慮 

 本研究は日本医療大学研究倫理委員会の承認を得て実施した（研究番



号 日本医療大学倫理 2014-5，2017-2）。また調査対象者全員に対し、事

前に研究の目的や方法に関する説明を行い、研究協力の承諾書に署名を

もらった後に聞き取りを開始した。分析にあたり個人情報の保護に十分

留意して実施した。 

 

①調査対象者の属性（表 1） 

対象者は女性 15 名、男性 1 名である。在宅看取り当時の調査対象者の年

齢は 40 代 2 名、50 代 4 名、60 代 4 名、70 代 6 名である。看取り時の就業状

況では、正規雇用者は 2 名であり、2 名とも介護休暇を取得している。さらにう

ち 1 名は副介護者であり、同居家族が主介護者であった。非正規雇用者は 2

名であり、うち 1名は介護のため離職、他 1名は自身が副介護者であった。自

営業者は 3 名であり、うち 1 名は特定資格をもち自宅勤務、1 名は在宅介護

開始時には自営業を辞めており、他 1 名は自宅が自営施設となっている。そ

の他は無職あるいは主婦である。在宅介護あるいは在宅看取り期に就業しつ

つ主介護者であった者はいない。 

介護の代替者（副介護者）は「有り」と答えた者は 16 名中 12 名である。看

取り対象者（以下本人）は「実母」8 名、「実父」2 名、「夫」5 名、「妻」1 名であ

る。本人の年齢と死因では、「老衰」による死亡 3名は全員 90歳代、「がん」

による死亡 12 名は 60歳代から 90歳代まで幅広く、「脳梗塞」1名は 80

歳代である。在宅での介護期間は 6日間から 3年と多様である。 

介護保険サービスの利用では、15名が訪問看護を利用し 1名は利用を

検討中に死亡したため住宅改修のみの利用であった。その他には小規模

多機能型居宅介護事業所、通所介護サービスの利用が各 1名である。 

本調査の在宅看取り対象者である本人は、16 事例中 10 事例が、退院

から在宅療養への移行であった。また 4 事例は通院から在宅への移行、



1 事例は救急搬送から在宅への移行、また 1 事例はサービス付き高齢者

向け住宅に入居し、娘である看取り家族が通って介護していたが最終段

階では病院へ救急搬送され死亡している。すなわち在宅看取り開始の直

前まで病院との関わりがあり、病院が看取り家族の意思決定に大きな影

響を与えるものとなっている。なお在宅看取りに対する意向は、「本人意

思」が確認されたものは 13事例、「家族意志」が確認されたものは 14事

例である。「家族意志」が確認されない 2 事例のうち 1 事例は「本人意

思」に同意し希望に沿いたいとの家族意向であり、「本人意思」が明確で

あるが、家族にその認識がなかったとするものは 1事例であった。 

 

 

 

 

②在宅看取り開始前後の医療との関わりに関する困難性の分析 

語りの文字データ全 35000文字から単語頻度解析を行った結果「病院」

が在宅看取りの最頻出単語として抽出されたため、在宅看取り開始前後

の医療とのかかわりに関する困難性に関連する 42 のテキストコードを

整理し「治療に関する強い不満」、「患者や家族の希望と対応の齟齬」、「在

宅移行への理解や支援不足」、「医師や病院への不信や拒否感」の 4 つの

カテゴリーとして抽象化した (表 2)。 

 



なおカテゴリーは【】、テキストコードは「」で括る。 

 

【治療に関する強い不満】 

 病院への入院、搬送後の治療に対する家族の不満や納得していない様

子が語られている。患者に寄り添い患者の痛みや気持ちを推し量る家族

の思いであり、その思いを汲み取ってもらえないまま続く治療への不満

である。「処置を拒否し、モルヒネだけでいいといっていたが当時はそれ

を許容してもらえなかった」（ケース G）と患者や家族の希望は受け入れ

られず病院の方針に沿って治療が続けられている。表面的な判断のみで

評価され「看護師さんが言うには痛くて泣いていたと言ったが、夫は胃

婁になったことについて泣いていた」（ケース N）など患者の本心の理解



に至っていないこと、患者に目が行き届いていないことへの不満が語ら

れ、入院、搬送後の病院の対応が、家族が在宅看取りを選択する動機の

ひとつとなっていることがわかる。またそうした苦しい治療の効果がな

く「抗がん剤は無理と言われた。病院では何も治療はしなくなった」（ケ

ース F）と、病院での医療処置の限界から家族は在宅看取りを選択して

いる。 

 

【患者や家族の希望と対応の齟齬】 

 患者や家族の抱く希望が明確であるにも関わらず、病院からの対応は

それらに応えるものではない。「病院の都合ばかりが優先、何とでもなる

と言いながら結局は選択肢はない」（ケース B）と病院のルールが優先さ

れ、残された時間の限界からできるだけ早く在宅に移し患者本人の希望

に沿いたいと願う家族の思いを病院側は汲み取れないでいる。「1か月間

在宅の準備で入院するように言われた。その間で死んだら大変と、2 週

間で準備をしてもらい（略）」（ケース N）と、病院の対応と家族の考える

時間的余裕には乖離があることがわかる。また「家で看取りたいといっ

たらホスピスを紹介された」（ケース G）など病院側には在宅看取りの選

択肢への位置づけは強くはないことが現れている。しかし病院が在宅看

取りを願う家族の希望に沿い、今後在宅で必要となることを指導してく

れた場合、「退院するとき、病院の看護師が体の拭き方、お尻の拭き方、

体位交換のやり方を教えてくれた」（ケース F）と家族にとって在宅への

心構えを強める方向に作用している様子が見られた。 

 

【在宅移行への理解や支援不足】 

 家族の多くは在宅看取りの経験はなく大きな不安を抱えながら決断し

ている。専門的知識を持たない家族にとっては、病院からの指示や助言

がほぼ唯一の拠り所であり、病院は退院後の道しるべを示す役割を持つ



のではないだろうか。「突然情報を渡されるのは困るが、今後起こること

を知っていれば、こんなに悩まなかった、不安に思わなかったと思う」

（ケース B）と病院からの情報の提供など支援の欠如が以後の在宅介護

の困難に結びついていることが示された。「末期の肺がんで抗ガン治療を

嫌い、退院することになったが、在宅への何の支援もなかった」、「大学

病院では家に帰ることになっても何の情報も提供してくれなかった。凄

い不安で、誰に相談したらいいかわからなかった」（いずれもケース D）

と病院からの支援の欠如は家族に大きな不安を与えている。また病院か

らの説明は家族の理解を得られるものでなければならない。病院側の意

図したままに家族に伝わるとは限らず「プロの言い方で言葉を濁される

と、家族というのは何でも良い方にとるので、結局ちゃんと理解ができ

ない」（ケース K）、「家族は終末期をどう考えているのかと言われたが、

その時は意味が分からなかった」（ケース O）というように、本人も家族

も希望的解釈をしたり、専門用語に慣れていないため意味が通じなかっ

たことで適切な準備ができない状況に陥り、後日の後悔に結び付く。 

「システムがわかれば不合理だと思っても納得できる」（ケース K）ので

あり、家族は必ずしも自分達の希望通りに事が運ぶことを期待している

ものではなく、納得できる説明と誠意ある接し方を望んでいると思われ

る。 

 

【医師や病院への不信や拒否感】 

 「病院が嫌いでいなかなか行こうとしなかった。しかしやせてきて、

甘いものも食べなくなり、変だというので受診した」（ケース H）、「入院

中、夫は病院の食事は嫌っていたので、毎日、自分の家で作ったものを

持ち込んで食べてもらっていた」（ケース L）など、本人ははじめから病

院や入院することへの拒否感を持っていて、病院の対応とは無関係に在

宅を希望している場合もある。初期段階で病院は意向を確認し、それに



沿って対応することが求められている。にもかかわらず、「転院の繰り返

しで思うとおりにならない状態が続いた」（ケース N）、「最期の病院では

もうターミナルなのになかなか退院させてもらえなかった」、「相談室を

探して退院について相談し、メディカル・ソーシャル・ワーカーが中に

入ってくれてやっと出られた」(いずれもケース G）と、患者を病院管理

下におく力が働き在宅看取りに移行することが困難となっている。さら

に家族の意向が病院の方針と不整合の場合には「障碍者手帳を K 市で取

得していた。その申請をすると言ったら病院の医師はとても冷たかった。

すごい剣幕でおこられた」（ケース O）と、意向は尊重されず病院の優位

性の前に看取り家族と本人は非力な存在となっている。 

 

③在宅看取りの環境整備に関する困難性の分析 

 全体のテキストから在宅看取りの環境整備に関する困難性に関わる

52のテキストコードを抽出し、それらを類似性で整理して「過去のつら

い病院死体験」、「周りの無理解と非協力」、「環境整備へのあせり」、「在

宅看取りに関する情報の欠如」、「余命期告知の影響」、「看取り開始にお

ける不安や不満」の 6つのカテゴリーを抽出した(表 3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【過去のつらい病院死体験】  

 家族の過去の病院死に関わる辛い体験が、在宅看取りを選択する動機

となっている。「下血し吐いて、救急車で病院に行った。下血が止まらず

2 週間で死亡した。手術等で大変な目に合わせたくないと思ってはいた

が、病院は何もしてくれなかった。」、「病院での看取りの時看護師さんが

母の様子を調べるために母をつねって確かめ、兄がそのことを怒った」、

「喉が渇いたという父に何も飲ませてはいけないと言われたが、本人の

望むことをさせてあげたいと氷をガーゼに包んで吸わせた。すごい勢い

で飲んだ。それから一昼夜で亡くなった」（いずれもケース P）など、病

院死では本人の望む状態にしてあげることが叶わなかったいう後悔があ

り、次の家族の看取りは在宅で行うと決意するに至っている。「父を、私

と母で病院で看取ったことがある。その経験から母は自宅での看取りを

希望していた」（ケース I）など、看取りの対象者である本人自身の経験

から、自分の時には自宅でと望みそれを家族が実践しているケースもあ

る。家族は、これまで経験してきた病院死は幸福なものではなかったと

する経験的知識を有している。 



 

【周りの無理解と非協力】 

親族の反対が在宅看取りを始める障壁となっている様子も見られた。

「長男は最初医師の言うとおりにしたほうがいい、共倒れになると言っ

ていたが、最後は在宅に賛成してくれた」（ケース N）など開始前には負

担過多を心配しての反対が見られるが、最終的には介護者の思いを理解

し賛成している。「経験した友人に相談したが、一人ひとりが看取りは違

うので、相談のしようがなかった」（ケース O）など周囲に経験者が少な

く、アドバイスを得ても個々のケースはそれぞれ異なるために身近な人

への相談では効果を得られていない。また「転出・転入届がないと年金

が入らないので、早く早くとあらゆることを急いで、先々を進めようと

した。無我夢中だったので」（ケース O）と、在宅看取り開始期には熟考

する時間がないままに目前の介護とともに諸手続きにも奔走しなければ

ならない。さらに就業者は看取り終了後も復帰を促される環境にあり、

2007 年のケースでは「忌引きが終わると介護休暇は終了するので代わり

の先生がいなくなるため、職場の同僚からは早く戻るように言われて傷

ついた」（ケース G）と語るなど、一般的には在宅看取りは稀有のものと

捉えられ、周囲の理解が進んでいない様子が窺える。なおケース Oは 2018

年の看取りであるが、やはり周囲には経験者が少なく、情報の共有は進

んでいない状況にあった。 

 

【環境整備へのあせり】 

 退院から在宅看取りへの移行には準備時間がなく、予め想定して環境

を整えることが不可能な場合が多い。病院の支援がない場合にはまず訪

問診療を引き受けてくれるクリニックを探すことから始まり、介護保険

利用のための介護認定を受ける、介護保険サービス利用のための事業所

を探すなど、在宅看取りに向けて早急に進めなければならない事項があ



る。「自分でいろいろな人に相談し、嫁が電話で探した。直接近くの病院

に相談に行ったら―途中略―受け入れると言われた」（ケース N）など、

第一に訪問診療医を確保し、次に「訪問介護の施設はもうなんでもいい、

近所ならと考えて、泊まりもあるからとここにした。深く考えている時

間がなかった」（ケース A）など、介護保険サービス事業所を探すが比較

検討する余裕はない様子がみられる。またこれまでに介護認定を受けて

はいても、在宅看取りが始まるまでに間がありサービス利用がないと認

定が切れているため、再度認定を受けることから始めなければならない

ケースもある。「以前、介護認定 2を受けたときに、包括支援センターと

繋がっていたが、サービスは全く使わなかったため認定が切れていた」

（ケース I）。家族は看取りを行う本人の受け入れと同時に環境を整える

ための行動を、少ない支援体制の中で進めなければならない。しかし在

宅看取りを決めた家族がよりどころとする在宅支援診療所は少なく「在

宅支援のクリニックは遠かったが、自分が介護休暇をとることを伝え、

やっと引き受けてもらった」（ケース H）など、家族の体制が整っている

ことが前提とされているのである。 

 

【在宅看取りに関する情報の欠如】 

家族への情報提供は少なく「在宅療養に支援のシステムがあることも

誰も教えてくれなかった。もう少し詳しく説明してくれたら、心強かっ

たかもしれない」（ケース D）。退院時に在宅療養に関する情報提供のシ

ステムを整えている病院は多くはないようであり、在宅看取りとは医療

と介護が複合して必要になる場であるのにも関わらず、医療関係者は介

護に関しては充分な情報を掌握していないようである。医療関係職にあ

る家族ですら「自分も医療関係者であるが、医療と介護の情報の共有化

がほとんどなかったので、誰も介護に関しては職場の人たちも教えてく

れなかった」（ケース H）と語る。多くの病院では、治療の開始も終了も



その舞台は病院内に限定されるものであり、医療側の在宅看取りのニー

ズへの備えは不十分と思われる。2013年の看取りの事例では「看取りに

関するガイドブックのようなものはどこからももらわず、訪問看護師や

医師が情報を提供してくれた」（ケース I）と語り、本ケースでは病院の

支援があったものの自治体単位での支援はされてはいなかった。また家

族側も、「当事者になって初めて行政のおむつ代の補助や、近隣のお店が

介護用品を宅配してくれることを知った。普段目にしていたはずなのに、

当事者にならないと気づくことができなかった」（ケース G）と、提供さ

れていても必要に迫られないと気づくことができない様子を見せている。

さらにそのようにして始まった在宅看取り中も「包括ケアセンターに、

自宅での介護が「こわくなった」と、電話で相談をした」（ケース I）と

日々の不安を受け止めてくれる場を探しているのである。 

 

【余命期告知の影響】 

 看取り家族は本人の余命を宣告された直後から、環境整備に奔走しな

ければならない。「私は長くないでしょと聞かれ、そんなことはないと嘘

をつきとおした」（ケース B）、「医学的にはもう何もできないということ

で入院していた病院を出るとき、既に臨死期と言われた」（ケース G）。

予期悲嘆の中で家族は環境を整えなければならないのである。特に介護

代替者のいない家族にはこうした状況の中の環境設定は精神的にも負担

の大きいものと思われる。「介護でキャリアが落ちるかとも懸念した」（ケ

ース G）と、就業者の場合にはさらにそのあとに続く復職を視野に入れ

て行動することも求められている。 

 

【看取り開始期における不安や不満】 

 未経験の在宅看取りに挑み、相談できる環境にない家族は、周囲の様々

な言葉に不安を煽られる。「それはおかしい、と知り合いから指摘される



ことがあり、専門家の言っていることが信じられなくなる」（ケース B）。

周囲の誰もが確かな知識や情報を持ち得ているわけではなく、様々な意

見が提供される中で、家族は判断力を失う。また在宅看取りという限定

された場においては、関わる医療・介護職への依存が増大するが、頼み

の綱であるそれら専門職の言動が信頼に足るものではなかったり、家族

と本人の生活全体を視野に入れたサービス提供がなされない場合には一

層のストレス増大となるのである。「買い物や、仏事等の用事で家を空け、

帰ってくると訪問看護師が読書をしていて、何もしてくれていないこと

が重なった」、「在宅は生活丸ごと考え、目配りができない医師・看護師

が在宅をやるべきではない」、「看護計画も同じ事ばかり書いてあり、懐

疑心をもつようになった」。以上はいずれもケース Bであり、初期の環境

設定がうまくいかず医療・介護の専門職に不信感を抱くとともにこうし

た状況に耐えられず再度の環境設定に挑戦している。「主治医と私は考え

方が合わなかった」、「在宅主治医を別のクリニックの別の先生に変えた」、

とケース B では主治医を変更した後で、「あのままだったら介護殺人に

なっていたかもしれない」と語った。在宅看取りに携わる家族への配慮

は不可欠であり、極限の状態での家族支援の欠如は重大な事故につなが

ることが想定される。 

「毎週来てくれた主治医が死ぬ前日にいなかったので代わりの医師が来

た。主治医は診断の結果を廊下に出て伝えてくれたが、代わりの医師は

本人の前で胃婁の栄養はいらない、もうもたないといった」（ケース G）

の言葉は、主治医や看護師などの医療関係者が、生活全体への理解とと

もに家族と本人の精神的な痛みにまで配慮を行き届かせる必要があるこ

とを示している。「看護師はバイタル測り、摘便するだけ。介護家族のレ

スパイト・ケアやグリーフ・ケアの感覚はなかった」（ケース B）と語る

など、訪問診療や訪問看護が病院と同じ医療の提供に終わっている場合、

生活の場に医療を迎え入れている家族にとっては違和感を感じるものと



なっているのではないだろうか。 

 

在宅看取り開始前後の医療との関わりに関する困難性では、病院の治

療や対応に対する不満と終末期の考え方に対する家族と病院の齟齬が現

れている。その結果充分な準備期間や在宅看取りの見通しを持てないま

まの在宅移行により家族は苦境に立ち、在宅看取りの環境整備に関する

困難性に結び付いている。

これらのカテゴリー分析から、在宅看取りの開始期における困難性に

ついて、以下が明らかとなった。 

第１に、終末期の理想的な在り方に対する家族と病院の捉え方の大き

な齟齬が、在宅看取り開始期の困難性に関わっていることが挙げられる。

本人および家族の多くは入院前あるいは入院後に在宅療養の意思を有し

ている。病院側の意に沿わない処置や対応がそれを後押しする形で在宅

の選択に至っている。当初からの在宅看取りに向けての「本人意志」お

よび「家族意志」は語りから確認されているが、その段階では漠然とし

た希望であり、在宅看取りの見通しが持てていたわけではない。本人へ

の深い理解がないままになされる治療とその効果への不信と不満、本人

と家族の経験した過去の不幸な病院死からの回避、病院のシステム下で

の意向に沿わない処遇などを避けての消極的選択であり、入院を継続す

ることへの懐疑と本人意志の尊重、家族の思いが後押しをしての選択で

ある。家族の不信や不満があるにも関わらず、病院側の方針や意向は圧

倒的な優位性を持った力として家族に働きかけ、家族は展望を見出せな

いまま独自に在宅看取りの方法を探らなければならない。看取り家族は、

本人の本来的な居場所こそ終末期を過ごす理想の場と捉え、「生活の場=



生命活動の営まれた場」として「在宅」に深い意味を見出しているのに

対し、病院側は医療の目が行き届き苦痛が緩和される理想の場としてホ

スピスへの入院を誘導している。病院側が患者として捉えるのに対し家

族は生活をともにする家族と捉えるのである。生活者としての本人をど

のように在宅でケアできるのかその方法に関して、病院から適切な指示

や支援を得られないまま家族は在宅看取りを選択せざるを得ないのであ

る。 

第2の困難性は医療機関における課題といえるものであり、介護分野と

の連携および訪問診療医の不足により発生する在宅看取りの困難である。 

病院の生活者視点の欠如は、医療・介護の連携場面に影響を与えてい

る。「病院は急性期の治療の場、介護は生活支援の場なので、実は医療と

介護職は現実問題としてあまり接点はなく…」7)と、医療関係機関に所属

するケアマネージャーが答えているように(林・永田2018b)、医療と介護

のそれぞれの事業者間においても連携が円滑ではない状況が見られる。

地域包括ケアシステムでは、住み慣れた暮らしの場で、医療・介護サー

ビスが提供されることを目指しているが、医療と介護の分野間また多職

種間の相互の理解や情報共有の進捗状況は捗々しくない。そうした課題

を踏まえて「在宅医療・介護連携推進事業」は着手されたが、共通理解

はまだ進んでいるとは言えない。 

在宅看取りの現場に目を戻せば、看取り家族は次なる環境整備である

訪問診療・訪問看護サービスの利用を開始することになるが、その前に

接触するのはケアマネージャーである。訪問看護は介護保険制度におけ

るケアマネージャーの管理下にある。ケアマネージャーが困難に感じる

点において最も多い回答は「医師との連携がとりずらい」(平成21年度老

人保健健康増進等事業)であり8)、居宅介護支援事業所の利用者のうち、

病院(一般病床)から退院時に介護支援専門員への引継ぎがなく退院して

いた割合は43.6%である9)(平成26 (2014) 年度介護報酬改定検証調査)な



ど、医療機関から介護保険サービスへの橋わたしは円滑とはいえず、看

取り家族は先ずケアマネージャーを探すことからはじめなければならな

いこともある。さらにすべてのケアマネージャーが地域の医療資源に精

通し最適な看取り環境へ導けるものではなく、「看取りの環境整備の困難

性を和らげるには、身近な地域資源を熟知した看取り支援にたけたコー

ディネーターとの出会いがまずは必要」となる (林・永田2018b:98) 。

そうした出会いを看取り家族が引き寄せることは難しく、ケアマネージ

ャー側も退院時の本人情報を取得できないことはスムーズな在宅看取り

のスタートには障壁となる

医療側の課題である訪問診療医の絶対的不足は、在宅看取り開始期の

家族にも大きな課題となっている。多くの家族が、家族意志として在宅

看取りを望んでいても、実際の在宅への移行は十分な準備期間がないま

ま突然に選択を迫られる状況となっている。早い段階から終末期の過ご

し方に関する情報をそれぞれのメリット・デメリットを含めて示されて

いたなら安心して在宅看取りに向かうことが可能なのではないだろうか。

病院からの支援なしのケースでは、在宅看取りの選択とは自力で訪問診

療医を探すことであるが、終末期にある本人を抱えた家族にとっては大

きな負担である。病院の支援が見られるケースもあるが、自宅からは遠

く利用は現実的ではないことなど、病院側にも訪問診療医を探すことが

困難な状況が見られる。 

訪問診療の実施件数について、実施主体別の構成比をみると、89％を

診療所が、11％を病院が提供している。在宅看取りの実施件数は（実施

主体別の構成比）、91％を診療所が、９％を病院が提供し、訪問診療、

在宅看取りを担う医療機関の中心は訪問診療所となっている。しかし前

述のように訪問診療を行う診療所は全体の約 2 割、病院は約 3 割、在宅

での看取りを行う医療機関は、診療所 5%以下、病院は 7%以下であり、多

死社会の在宅看取り予測数からみると少ない。また退院調整支援担当者



を配置する病院は増加しつつあるものの未だ 42.3%(平成 26（2014）年)

と半数に満たない 10)。なお本調査を実施した北海道 A市は、人口 197万

人(2019年 10月 15日)、高齢化率 26.8%(2019年 1月 1日)であり、地域

医療支援病院 7 ヶ所、在宅療養支援病院 25 ヶ所、在宅療養支援診療所

140 ヶ所であるが、A 市在宅療養情報マップでは、在宅療養支援病院 15

ヶ所、在宅療養支援診療所 22 ヶ所、訪問主治医 124 件、24 時間対応可

能訪問主治医 67 件の掲載にとどまり積極的受け入れ体制とはいえない

11)。  

国は在宅医療の体制構築に係る指針(平成 24年 3 月 30日)を提示し、

退院、日常の療養支援、看取りなどの積極的役割を担う医療機関として

在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院を策定し、さらにより一層の推

進を目指し、在宅医療・介護連携推進事業を介護保険法の中で制度化し

地域支援事業に位置づけて平成 30（2018）年 4月には全ての市区町村で

実施とした 12)。具体的には切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制

の構築推進、コーディネーターの配置等による、在宅医療・介護連携に

関する相談窓口の設置・運営により、連携の取組を支援するなど、また

住民にする普及啓発では、パンフレット、HP等を活用した、在宅医療・

介護サービスに関する普及啓発などが目標にかかげられた。しかし本調

査では 2018年、2019年の対象者の状況からも、「ソーシャルワーカーに

病院を探してもらったが、在宅の支援をしていない所ばかりだった。自

分でいろいろな人に相談し、嫁が電話で探した。直接近くの病院に相談

に行ったら受け入れると言われた」（ケース N）「提示された病院は通う

ことが困難だったので、自分達で探した」(ケース O)など、医療側の受

け入れ体制が整備されていない状況がみられた。池上は「多くの急性期

病院では、入院を継続しても改善する見込みがないゆえ退院するように

医師から指示を受けた患者と家族が、急遽在宅で対応しなければいけな

い事態に直面している」ことを指摘している(池上 2017:219)。病院から



在宅への移行にはその受け皿である在宅療養支援診療所や 24 時間対応

可能訪問主治医の増加など在宅医療の提供体制整備とともに在宅移行期

にそうした医療機関へのアクセス可能となるような支援機関の整備が喫

緊の課題となっている。 

困難性の第 3 は在宅看取り家族への医療・介護サービス以外の支援体

制の遅れである。初期には他家族員（親族）の賛同を得られない状況が

見られること、また看取り家族の友人、知人の経験も個別的なものに留

まり参考にならない様子が見られた。賛同できない親族の不安は、どの

ような支援が得られるのかが明確ではなく在宅看取りの見通しが持てな

いことであり、在宅看取りの方法論とそれらの知見へのアクセスが未だ

明確ではないことに起因すると思われる。「現在の看取りは経験的知識の

ほとんどない家族によって担われ、看取りの満足度はどのような医療や

介護とつながったかによって大きく左右されている。初期段階での看取

り環境の整備に差しさわりがあると、家族介護者は孤独感や不安を抱き、

結局は看取りに後悔を残す」(林 2016:60-69)のである。家族は、予期悲

嘆の中で在宅看取りの物理的環境整備、新たな医療機関や介護サービス

へのアプローチなど多様な課題に立ち向かわなければならない。それら

は本人を看病・介護しつつこなさなければならないタスクであるが順調

に進むとは限らず、提供されるサービスが意に染まないものであれば再

度の探し直しを迫られる。在宅看取りの家族は「買い物に行ってくるか

ら家に居てね、動かないでねって、言っても、気丈な人なので自分でト

イレに行こうとする。必死に走って無我夢中で帰るようにした」（ケース

D、看取り 2015 年）というように、日々、時間的、精神的なゆとりのな

い状況におかれるのであり、レスパイトケアを含め家族のストレスが軽

減する支援が必要とされている。昨今では在宅介護、在宅看取りのガイ

ドブック・パンフレット等が提供されているが、「目にしていたはずなの

に当事者にならないと気づくことができなかった」（ケース G）など平常



時には目に付きにくい。在宅看取りが増加することが予想される今日、

さらにそれらの情報の普及啓発を図るとともに、看取り家族の日々の状

況とニーズに対応できる支援システムが必要である。在宅看取り選択の

意志決定に寄与する情報、様々な状況への相談対応可能な窓口や迅速な

アクセスのための医療・介護機関を網羅したガイドブックの作成などを

さらに充実させるとともに、いずれの病院・事業所においても誰もが同

じ情報と支援を得られる体制が望まれるものである。 

 

 

 

6. 研究の限界 

本研究は 5 年間の調査期間の中で実施したものであり、その間の制度

的変革や地域資源の充実、拡大は反映されていない。また調査は、在宅

看取りの開始期に焦点化して実施しているため、看取り期間が長期に及

んだケースでは期間内での家族関係、医療・介護サービス専門職との相

互関係の変化が、最終的な在宅看取りの満足感に影響を与えたことが想

定される。看取り家族の就業状況では正規雇用者が 2 名いるが、最終的

にはいずれも介護休暇を取得しているため、就労との関係は考察できて

いない。しかしながら、本調査での看取り家族が、看取り開始期には全

員が無職あるいは在宅就業が可能な状況であったことから鑑みれば、有

業者の在宅看取りは困難であることが推察される。在宅看取りの全体を

通しての評価には、就業との関連性も含めさらに看取り家族の属性、地

域資源状況、看取り導入、継続、終了の各プロセス等を詳細に検証する

ことが必要と思われる。 

 



7. 今後の展望 

 

 看取り家族支援には、訪問診療医や訪問看護などへのアクセス支援の

他に、看取り家族自身のエンパワーメント向上のための支援も必要と思

われる。家族は当初の意見の不一致から徐々に在宅看取りに向かう意志

を確認し協働し始める。そうした意思決定を促す機会や場の提供、また

それらの経験知を伝達、共有するための方策が必要である。現状では、

患者、家族は個別のニーズや思いにより在宅看取りを選択し、結果の評

価も各々の基準において個別になされている段階である。思いの共有化

とそれに続く地域包括ケアシステムにおける住民ニーズの具現化として

の価値の一般化には至っていない。一部には当事者による傾聴などのボ

ランティア組織はあるが、価値の共通認識として公開されていない現状

にありそのための支援策も脆弱な環境に置かれたままである。 

地域包括ケアシステムは、住民への適切な医療・介護サービスの提供

体制とともに、住民みずからもその提供者たることを求められている。

筒井は「これまでの利用者は、もっぱら医療や介護サービスの受け手と

してのみ認識され、彼ら自身がサービスを産み出す存在となることは想

定されてこなかった。だからこそ利用者がその能力を発揮することがで

きれば、これからの地域包括ケアシステムにおいて、もっとも伸びしろ

のある期待されるプレーヤーとなる。」とし、「サービス需要能力の向上

はサービス提供にあたっての調整コストを軽減させる」(筒井2018:312)

と、住民自身の地域包括ケアシステム構成員としての能力向上の必要性

を指摘している。看取り家族はその経験的知識を共有し真に有用な在宅

看取りシステムの構築に貢献することを期待される。しかしながら有能

なコーディネーターの存在抜きで本人および家族の犠牲のもとに有効な

プレーヤーとしてシステムに組み込まれることは避けなければならない

であろう。 



今後はさらなる少子化進展の状況から在宅看取りを担う家族不在の一

般化が想定される。家族に限定せず、医療・介護の範疇を超えて人生の

終末期に寄り添う人々の広がりとそのための取り組みも急務といえよう。 

本研究の一部は第 27回日本介護福祉学会大会(2019年 8月 31日・9月

1 日)において報告したものである。また本研究は、科学研究費基盤 C 

17K04234 「在宅看取り介護の初期段階における困難性とその原因の分

析」(研究代表者 林美枝子) (平成 29年度～平成 31年度)により実施し

したものである。 

 

 

1) 第１回 新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジ

ョン検討会（平成28年10月3日）資料4「我が国の医療の現状」厚生労

働省   

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-

Soumuka/0000138746.pdf 

(2019年 12月 25日閲覧) 

2)（高齢者の健康に関する意識調査 平成 24年度内閣府） 

https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h24/sougou/gaiyo/pdf/kekka_1

.pdf 

(2020年 1月 11日閲覧) 

3)（在宅医療の最近の動向 厚生労働省医政局指導課在宅医療推進室） 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/

zaitaku/dl/h24_0711_01.pdf 

(2020年 1月 26日閲覧) 

4) 厚生労働省人生の最終段階における医療に関する意識調査報告書 

平成 30年 3月 人生の最終段階における医療 の普及･啓発の在り方

に関する検討会 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/saisyuiryo_a_h29.pdf  

(2019年 12月 25日閲覧) 



5) 厚生労働省 平成 29年（2017）医療施設（静態・動態）調査・病

院報告の概況  

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/17/ 

(2020年 3月 20日閲覧) 

6) パンフレットは自治体公式の「在宅療養パンフレット おだやかな

在宅看取りのために」(例 宇都宮市)、医療法人によるもの「家で

看取るということ」(例 医療法人ゆうの森)、医師会によるもの「ご

自宅での看取りのために」(例 賀茂医師会)など様々な主体により

発行されている。また北海道 A 市では平成 28 年 3 月に「在宅医療

ガイドブック～最後まで自分らしく暮らすために～」を発行してい

る。 

7) A市における医療・介護専門職を対象とした在宅看取りに関する調 

査では、「病院は急性期の治療の場、介護は生活支援の場なので、実

は医療と介護職は現実問題としてあまり接点はなく… 看取りの場

で連携が薄い不都合が出てくる」と病院付属事業所のケアマネージ

ャーが語り、視点の違いが明らかとなっている。林美枝子 永田志

津子 2018b「在宅看取り介護者への視線」地域ケアリング Vol.20 

8) 在宅医療・介護連携推進事業について 厚生労働省老健局老人保健

課 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-

Kenkoukyoku-Soumuka/0000131928.pdf)(2020年 2月 3日閲覧) 

9) 同上 

10) 第１ 回全国在宅医療会議平成28 年7 月6 日参考資料2「在宅医療

の現状」 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-

Soumuka/0000129546.pdf  (2019年12月28日閲覧) 

11) 在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所数は北海道厚生局「施設基

準等届出受理医療機関名簿（2020年3月9日）、地域支援病院は北海

道保健福祉部（2019年9月1日）、その他はA市在宅療養情報マップ

（2020年3月23日）による。 

12) 在宅医療・介護連携推進事業について 厚生労働省老健局老人保健

課  

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-

Soumuka/0000131928.pdf) (2020年 2月 3日閲覧) 
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