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研究成果の概要（和文）：国内外の文献レビューと専門家パネルならびにデルファイ調査により、高齢者の終生期ケア
質指標（Quality Indicator）を開発した。前提と33項目からなる質指標は、意向の確認、看護倫理に基づく日常ケア
、治療・ケア選択への関与、症状・苦痛緩和、臨死期の日常ケア、家族ケア、施設・組織の体制づくりの７つの大項目
で構成された。開発した質指標はベストプラクティスを示すものと考えられ、高齢者ケアの質向上に役立つことが示唆
された。

研究成果の概要（英文）：This study aims to develop and to build consensus of quality indicators (QIs) for
End‑of‑Life Care (EOLC) in elders in Japan. The potential QIs written by Japanese were developed by
literature review and expert panel process, then were built consensus among Certified Gerontology Nurse
Specialist by the Delphi technique. The QIs were composed by 7 major field, that is, advance directive
and surrogate continuity, daily life care based on everyday ethics, care‑preference and decision about
life‑sustaining treatment, assessment and management of symptoms and pain, daily life care for dying,
family care, and establishment of system for EOLC. The QIs is thought to show the best practices, it has
been suggested to help improve the quality of elderly care.

研究分野： 看護学
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様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９、Ｚ−１９（共通）
１．研究開始当初の背景
高齢化率 23.1％を超えた我が国において、
認知症や慢性疾患を患う脆弱高齢者は急増
しており、多死時代にも直面している。我々
は、先行研究において、高齢者の健康をより
積極的・包括的に捉え、実践現場で実用可能
な老人看護専門技術の評価ツールの開発と
検証を行った。その研究の中で、高齢者は自
力本願の心の世界と他力本願の心の世界の
両面を有し、その中に死期の受容観を内在し
ていることが明らかになった。脆弱高齢者の
ための終生期ケアの質指標については、米国
の医師等により論文発表されている（K.A.
Lorenz, et al, 2007）が、高齢者にとって
の良い死とは、高齢者やその家族、またそれ
にかかわる医療者の持つ文化的要素が色濃
く反映されるため、我が国独自に開発される
必要があるといえる。一方、高齢者が晩年を
迎える場は、介護老人保健施設や老人福祉施
設などの高齢者ケア施設、急性期病院から療
養型病床など多岐にわたる医療施設、そして
在宅など、様々である。高齢者は身体状態や
介護状況の変化に応じてそれらの場を移動
することが多いことから、どのような場であ
ろうと、一定の質が担保された終生期ケアの
提供が望まれる。
これらのことから、高齢者の最晩年を創出
する終生期ケアを確立していくためには、
「真に高齢者やその家族が望む晩年とはど
のようなものか」、またそれにかかわる「ケ
アの質とは何か」
「それを測る（可視化する）
にはどうすればよいか」が焦点となると考え
る。
２．研究の目的
本研究は、高齢者の終生期ケア
（ End-of-Life Care ） の 質 指 標 （ Quality
Indicator）を看護学の視点から開発すること
である。開発する質指標は、高齢者の豊かな
最晩年を創出するケアの質を可視化し、ケア
の質の標準化に貢献する。本研究は、老人看
護専門看護師と研究者が協働で研究を遂行
し、以下の三点を明らかにする。
(1) 高齢者の豊かな最晩年の要素を、高齢者
と家族のナラティブから抽出する。
(2) 高齢者の豊かな最晩年を創出するケア
の要素を、看護師のナラティブ事例から抽出
する。
(3) 高齢者の豊かな最晩年を創出する終生
期ケア質指標を策定する。
３．研究の方法
(1)研究１：ナラティブ調査
高齢者の豊かな最晩年の要素を高齢者と
家族から、また高齢者の豊かな最晩年を創出
するケアの要素を看護師から抽出するため
に、終生期ケアの在り方を考える機会をそれ
ぞれ独自の方法で提供し、それを通して得ら
れるナラティブデータを分析する。
(2)研究２：システマティックレビュー

高齢者の終生期ケア・緩和ケアに関連する
国内外の研究論文やガイドライン推奨や既
存の指標を収集し、質指標候補を作成する。
(3)研究３：デルファイ法
研究１から抽出された高齢者の豊かな最
晩年の要素とそれらを創出するケアの要素
を研究２の質指標候補に統合する。修正した
質指標候補について、看護学の他、医学、文
化人類学、哲学、社会学等の学際的な専門家
を加えた質指標候補を評価するプロセス（個
別評価、専門家パネル検討会）を経た後、デ
ルファイ法を用いて質指標の妥当性の検討
と洗練、ならびに合意形成を図り、最終目的
とする高齢者の豊かな最晩年を創出する終
生期ケアの質指標を策定する。
(4)倫理的配慮
本研究の全過程において安全性、任意性、
プライバシー・個人情報保護を遵守し、研究
倫理審査委員会の承認を得て実施する。
４．研究成果
(1)研究１．ナラティブ調査
①平成 24 年度〜25 年度に兵庫県、新潟県、
千葉県の地域中核病院や地域市民センター
等で「いきいき健康教室」を開催した。参加
者の総数は 145 名で、総計 35 名（男性 8 名、
女性 27 名、平均年齢 72 歳±9.6 歳）から研
究協力が得られた。「いきいき健康教室」と
は、研究協力者の一人である老人看護専門看
護師が、住み慣れた地域でできるだけ長患い
せずに生活することを目的として、2004 年に
企画・開始したものである。本研究で開催し
たプログラムは、豊かな人生の最終章のため
に「口から食べられなくなったとき、どうし
ますか？」をテーマに、
1．世界一の長寿国になった日本
2．嚥下機能障害が引き起こす誤嚥性肺炎
3．自力摂取が困難になった場合（経腸栄
養法と静脈栄養法について）
4．それぞれの栄養法の良い点とあまり良
くない点（経鼻・胃瘻・末梢静脈・中心
静脈栄養法）
5．自然にゆだねるという選択
6．今の胃瘻にまつわる問題
7．自分の思いを伝えておくということ
の内容を含んだ。
講義後の高齢者と家族のナラティブデー
タから、「いきいき健康教室」の参加動機に
は、自分の最後の迎え方の準備、延命治療に
関する疑問・疑念、戸惑い等があり、参加後
は「胃瘻のイメージが変わった」「晩年をど
う生きるかについて考えるきっかけになっ
た」「自分の意志を遺したい」等の気持ちが
語られた。自分や家族が食べられなくなった
ときは、約半数が「延命治療を受けずに自然
に最期を迎えたい」と希望する一方で、「回
復するなら胃瘻を希望する」「食事が摂れな
いことが想像できない」等の意見もみられた。
また、高齢者・家族のありたい最期の迎え
方については、7 つに集約された（表１）
。高

齢者・家族がありたい最期の迎え方として表
現したのは、満足ゆく人生の延長上に死を受
容することや、人としての心を持ち続けたい
こと、意向を伝えるなど、自らの心の持ち方
や振舞い方、および、戦争を体験しその後の
人生を歩んだ高齢者が望む社会の姿であっ
た。老人看護専門看護師が提供した高齢者・
家族がありたい最期の迎え方を考える機会
は、情報の提供とともに、人生を振り返る高
齢者・家族の考えや思いを受けとめることで、
最期を迎えることへの心構えの形成を支援
することができると考えられた。
表１．高齢者家族のありたい最期の迎え方
1 【最期のあり方】
満足ゆく人生の延長上に死を受容する
2 【持ち続けたいこと 】
最期まで人としての心を持ち続けたい
3 【準備すること】
自分で最期の迎え方を考え意向を伝える
4 【未整理な思い】
最期を考えることと表出することの不安
5 【医療者への期待】
人として信頼できることと適切な治療
6 【不足している支援】
医療現場の現実の情報と遺族ケアの場と
専門家の育成
7 【望む社会の姿】
戦争が無いことと、ゆとりを持って看取
れる環境の整備
②平成 24 年度〜25 年度に島根県、東京都、
千葉県、新潟県で ELNEC−JG（高齢者のエン
ド・オブ・ライフ・ケアや緩和ケアにまつわ
る看護教育の指導者養成プログラム）研修会
を行い、参加者の総数は 202 名だった。
3 か月後に「高齢者の看取りについて語る
会」を開催し、総計 52 名（男性 1 名、女性
51 名、平均年齢 46.8±3.1 歳、平均看護経験
年数 19.3±7.8 年）が参加し、終生期ケアに
関する実践事例のフォーカスグループイン
タビューの語りを記録した。研修会修了後の
看取りや看護実践には多様な変化があり、
「臨死期のケアを学び身体への負担やその
意味を考えられるようになったことで自信
を持って医師と話し合えた」という医師との
関係性の変化、「とにかく吸引をしなければ
と思っているスタッフが多い。臨死期にある
高齢者への吸引のあり方について伝達し皆
で考えていかなければならない。」というケ
ア目標の共有化に対する意識の変化、「掻痒
感の強い患者の軟膏塗布を丁寧に行うこと
で、その人の好み、家族関係、希望を理解で
き皆で良い看取りになった。」という丁寧な
緩和ケア実践による対象の変化など、実践に
おける様々な変化が語られた。
ELNEC−JG 研修会プログラムは、概論、症
状マネジメント、倫理、文化、コミュニケー
ション、喪失・悲嘆・死別・臨死期、質向上、
といったモジュールで構成されている。高齢

者の終生期ケアに関する系統的学習は、看護
師の実践に多様な示唆を与えたものと考え
られた。
③平成 25 年度に高齢者の終末像を明らかす
るためにフォーカスグループインタビュー
を行った。老人看護専門看護師 15 名（平均
年齢 42.6±7.0 歳、平均看護経験年数 18.8
±5.9 年）のナラティブデータからは、高齢
者の終生期の軌跡として「回復と悪化を繰り
返しながら死に至る軌跡」と「老衰のように
長い時間をかけて死に至る軌跡」が示された。
また、看護師は「高齢者は突然何が起こるか
わからない」と意識しながら様々な変化から
高齢者の臨死期が近づいていることを捉え、
高齢者や家族の意向を反映、選択できるよう
に関わっていることが明らかになった。
(2)研究 2．システマティックレビュー
①国内文献のレビュー
医学中央雑誌 Web（Ver.5）をデータベース
として、高齢者、ターミナルケア、緩和、尺
度、質指標、ガイドラインをキーワードに検
索を行い、抽出された 215 件のうち、採択基
準をすべて満たした 34 件の文献を分析対象
とした。特にケア内容（アセスメント項目）
に特化し項目抽出した結果、
【がん疾患】
【認
知症疾患】【疾患を特定しない終生期ケア】
【スピリチュアルペイン】
【遺族】
【介護者】
の６つに分類できた（表２）
。
表２．対象者の疾患・状況分類それぞれから
抽出された要素案
がん疾患 疼痛や呼吸・循環症状、睡眠や
ADL や認知機能、本人や家族の思
い、自尊心や経済など 24 項目
認知症
疾患
疾患を特
定しない
終 生 期
ケア
スピリチ
ュアルペ
イン
遺族

介護者

視線や表情、しぐさ等の身なりや
それからくる印象や精神機能が
中心となる 12 項目
病状や認知，精神面や家族への
配慮等 17 項目

自己決定権や自尊心，病気受容や
生きがい等精神面を中心とした
9 項目
患者および家族の身体面や
グリーフケア、経済等に関する
15 項目
患者の ADL 加えて，介護の責任や
環境への配慮，介護負担や困惑等
17 項目

②海外文献のレビュー
CINAHL(11982‑2013) をデー タベー スと し
て 、 elderly 、 end‑of‑life 、 palliative 、
measurement、indicators、quality、で検索
した 252 件のうち、論説、要約、解説、疾病
の簡単な説明、研究ツール、学位論文を除い
た 149 件の文献を分析した結果、
【Physical

conditions 】【 Intentions & Preference 】
【Environments of care】の 3 つのカテゴリ
ーに分類された（表３）
。
表３．End‑of‑life care situations and care
elements for elderly
【Physical conditions】
situation
care elements
In End stage Comprehensive
physical
chronic
assessments
disease
Advanced care planning
Treatment cessation
Decision making
With Frailty
Comprehensive
physical
assessments
Predicting the trajectory
of conditions
Care for disuse syndrome
With
Caring for meals
Malnutrition
Consideration for AHN
Dying
Selection of place for
dying
Timing for transfer
Care for family
【Intentions & Preference】
situation
care elements
Elderly has not Making opportunity
expressed his/her for end‑of‑life
intentions
discussion ACP
The situation
Reconfirm ACP when
changing after
care place or
the elderly makes elderly's situation
decisions
changed
【Environments of care】
situation
care elements
Facilities or
Place specialized
wards do not focus staff
on end‑of‑life
Extend care
care
philosophy
Consultation
Staff's emotional (none)
difficulties when
involved in
end‑of‑life care
for the elderly
③質指標原案の作成
高齢者の終末期ケア・緩和ケアに関連する
国内外の文献レビュー（海外文献 149 件、国
内文献 34 件）や日本の医療関連ガイドライ
ンをもとに、米国で開発された脆弱高齢者の
ための緩和・エンドオブライフケアの質指標
（K.A. Lorenz, et al, 2007）の形式を参考に、
各項目を「IF（高齢者の状態や場合の設定）
」
「THEN（看護実践方法の提示）
」
「BECAUSE（根
拠・理由の明記）
」
「支持する文献」で明示す
る質指標原案を作成した。
(3)研究 3．デルファイ法
老人看護専門看護師 3 名を含む計 12 名か

ら成る看護学の専門家会議 3 回、学際的な専
門家 4 名（医学、生命倫理学、死生学）を加
えた専門家パネル 1 回を経て、質指標原案の
妥当性の確保と洗練を図った。
専門家パネルでは、本質指標の重要性と適
切性が確認されると共に、施設のケアの質を
問うものか、個々の看護師のケアの質を問う
ものかを明確にする必要性が指摘された。
文献レビュー等より導いた終生期ケア質
指標原案 61 項目は、
専門家パネルを経て、
［前
提］と［32 項目の質指標］になった。質指標
32 項目は、
【意向の確認】
【意思決定代理人の
選定】【治療・ケア選択】【症状・苦痛緩和】
【日常ケア】
【スピリチュアルケア】
【家族ケ
ア】【施設・組織の環境を整える】の大項目
で構成された。【意向の確認】には、終生期
教育、意向の把握、看取る場の選定、
【治療・
ケア選択】には、慢性疾患（がんを含む）治
療の選択、維持血液透析療法の選択、人工的
水分・栄養補給法の差し控え・中止の検討、
食へのケア、手術療法の検討、ICU での治療
中止の検討、認知機能に応じた説明や治療法
の選択、ケアの場の移行、臨死期の判断・ア
セスメント、看取りケア、
【症状・苦痛緩和】
には、症状アセスメント、疼痛管理、呼吸困
難時のケア、【施設・組織の環境を整える】
には、組織の改革、スタッフ教育、スタッフ
のケア体験共有、の項目が含まれた。
その後、老人看護専門看護師の資格を有し、
現在臨床（地域を含む）で勤務している看護
師 28 名(男性 3 名、女性 25 名、平均年齢 42.2
±5.6 歳、平均経験年数 18.9±6.0 年) を対
象にデルファイ調査により、妥当性の確保と
洗練を図った。
その結果、高齢者の終生期ケア質指標とし
て、
［前提］と［質指標 33 項目］の妥当性が
支持された。終生期ケア質指標とは、老いや
病いを人間の一生の厳粛な事実として捉え、
単なる健康上の問題解決に終わらず、高齢者
の豊かな最晩年を創出する看護職者の専門
技術的なケアの質を明文化したものと定義
した。質指標は、
【意向の確認】
【看護倫理に
基づく日常ケア】
【治療・ケア選択への関与】
【症状・苦痛緩和】
【臨死期の日常ケア】
【家
族ケア】【施設・組織の体制づくり】の大項
目で構成される 33 項目の質指標となった。
開発した質指標はベストプラクティスを
示すものと考えられ、実用化には、施設責任
者や看護管理者の理解が必要となることが
示唆された。開発した終生期ケア質指標は、
高齢者ケアの質向上に役立つと共に、高齢者
が安心して生を全うできる成熟社会へと導
くことに貢献すると考えられた。
＜引用文献＞
①K.A. Lorenz, et al, 2007
Quality Indicators for Palliative and
End‑of‑Life Care in Vulnerable Elders,
Journal of the American Geriatric Society,
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