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研究成果の概要（和文）：3734か所の訪問看護ステーションを対象に郵送調査を実施し、在宅で最期を迎えた「独り暮
らし」高齢者は、悪性腫瘍を有し介護度は高いが認知機能が比較的保たれている傾向にあることや、家族がサポートし
ている事例や重度の認知症であっても自宅で亡くなる事例もあることが明らかになった。
また面接調査および事例検討会を経て、「独り暮らし」高齢者の在宅死を可能にする看護師の援助は【本人が今のまま
で過ごせるよう工夫しながらケアする】、【生活状況から苦痛の程度を判断し緩和する】ことを柱として、【誰もが納
得した最期を迎えられるように専門職/非専門職を含めたチームケアを推進する】3つの中核カテゴリーに集約された。

研究成果の概要（英文）： A questionnaire was posted at 3734 visiting nurse stations. Elderlies living 
alone tend to be dying of malignant tumors, severe long-term care level, and not severe dementia. In 
addition to, family members take care of some elderly people in the last moment, and other people with 
severe dementia have died alone at home.
 After semi-structured interviews and group interviews, the care provided by visiting nurses to allow 
elderlies living alone a home death was summarized into three core categories. These core categories were 
“Providing and devising care to allow elderly individuals to continue living as they have been” and 
“Assessing in palliative care the degree of suffering based on the living situation,” which were the 
main contents, and “Promoting team care involving specialists and non-specialists to allow everyone to 
greet their final moments.”

研究分野： 高齢看護学
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１．研究開始当初の背景 

日本では、高齢者の増加に伴い、30 年後に
は年間死亡者数が現在の 1.5 倍に上ると予測
されている①。また、高齢者の単独世帯が増
加しており、在宅終末期看護への期待は一層
高まっている。しかし、「独り暮らし」高齢
者の在宅での看取りについては、支援体制も
支援方法も未だ確立されていないのが現状
である。在宅での看取りに関する従来の研究
②-④は、介護者のいる高齢者が中心で、「独り
暮らし」は属性のひとつとして扱われ、「独
り暮らし」高齢者の終末期看護に特化した研
究は少ない。このことから、「独り暮らし」
高齢者の在宅死を可能にするための終末期
訪問看護モデルを構築するために 3段階で研
究を実施した。 

 

２．研究の目的 

 本研究の目的は、「独り暮らし」高齢者の
在宅死を可能にする終末期訪問看護モデル
を構築することである。具体的な研究目的は、
下記の通りである。 

(1)「独り暮らし」高齢者の看取りの実態につ
いて明らかにする。 

(2)「独り暮らし」高齢者の在宅死を可能にす
るための訪問看護師の援助を明らかにする。 

(3)「独り暮らし」高齢者の在宅死を可能にす
るための終末期訪問看護モデルを構築する。 

 

３．研究の方法 

(1) 第一次調査 
目的：「独り暮らし」高齢者の看取りの実態
について明らかにする。 
平成 24 年度に全国訪問看護ステーションを
対象に郵送調査を実施し、訪問看護ステーシ
ョンの特性と、過去 1年間の終末期看護の概
要の把握を行い、「独り暮らし」高齢者の在
宅終末期看護の実態を明らかにした。 
 
(2) 第二次調査 
目的：「独り暮らし」高齢者の在宅死を可能
にするための訪問看護師の援助を明らかに
する。 
平成 25～26 年度にかけて、訪問看護ステー
ションの特性に応じて 20施設を選び、「独り
暮らし」高齢者への在宅終末期支援体制、支
援方法について面接調査を実施し、訪問看護
師の援助の特徴を記述した。 
 
(3) 第三次調査 

目的：「独り暮らし」高齢者の在宅死を可能
にするための終末期訪問看護モデルを構築
する。 
平成 26～27 年度にかけて、エキスパートに
よる事例検討会を実施し、「独り暮らし」高
齢者の在宅死を可能にする終末期訪問看護
モデルを構築した。 
 
４．研究成果 
(1) 第一次調査では、訪問看護ステーション

を利用している「独り暮らし」高齢者の最期
は、家族がサポートしていることや重度の認
知症であっても自宅で亡くなっている現状
が明らかになった。また、在宅で最期を迎え
た「独り暮らし」高齢者は悪性腫瘍を有し、
介護度は高いが、認知機能が比較的保たれて
いる傾向にあることが明らかとなった。がん
疾患を有している高齢者は年齢が若く、終末
期における意思表示が明確であることから、
「独り暮らし」高齢者における在宅死を可能
にする要因のひとつとして、終末期の意思表
示が重要になる可能性が示唆された。支援体
制においては、独り暮らしであっても、最期
は家族が付き添っている状況や、医療依存度
が高いほど、家族やボランティアが導入され、
安らかな最期を迎えられるような支援体制
を築いていることが示唆された。 
第二次調査では、「独り暮らし」高齢者へ

の在宅終末期支援体制、支援方法について訪
問看護師に面接調査を実施し、訪問看護師の
援助の特徴を記述した。第三次調査では、第
二次調査で得られた訪問看護師の援助から、
終末期訪問看護モデル試案を作成した。そし
て、エキスパートによる事例検討会を実施し、
内容の精選を行った。「独り暮らし」高齢者
の在宅死を可能にするために訪問看護師が
行っている援助は、生活を整える援助である
【本人が今のままで過ごせるよう工夫しな
がらケアする】、生活援助と並行して訪問看
護師が実践している症状コントロールの【生
活状況から苦痛の程度を判断し緩和する】こ
とを柱として、訪問看護師はこれらの援助を
行っていくうえで、【誰もが納得した最期を
迎えられるように専門職/非専門職を含めた
チームケアを推進する】ことを基盤として活
動していた。 

 
(2)「独り暮らし」高齢者の看取りの実態につ
いて 

本調査の結果、回答のあった 540 の事業所
のうち、在宅で最期を迎えた「独り暮らし」
高齢者の看取りを行っているは 136事業所あ
り、341 事例があったことを示すことができ
た。このことは、独り暮らしであっても在宅
で亡くなることが可能であることを示して
おり、貴重なデータを示すことができたと考
える。 

訪問看護事業所については、規模の大きい
訪問看護事業所が、「独り暮らし」高齢者の
在宅看取りに積極的であることが示唆され
た。「独り暮らし」高齢者の在宅看取りに関
連する要因について多重ロジスティック回
帰分析を行ったところ、「退院時共同指導加
算」「無理をお願いできる訪問介護事業所」、
「1 か月間の合計新規利用者数」の 3 項目が、
独居高齢者の在宅看取りに関連することが
示唆された。「退院時共同指導加算」や「1 か
月間の合計新規利用者数」が「独り暮らし」
高齢者の在宅看取りに関連していた理由と
して、がん患者は非がん患者に比べ、訪問期



間が短いことが示されていたことから、がん
患者が訪問開始後比較的短期間で亡くなる
ために新規の利用者が多くなったとも推測
される。また、退院時に訪問看護が開始され
ることが多いという報告もあることから、
「独り暮らし」高齢者では在宅関連のサービ
スを必要とするため、「退院時共同指導加算」
の関連が認められたと考える。「無理をお願
いできる訪問介護事業所」は、「独り暮らし」
の生活を主に支えるのは介護職であること
から介護職の機能の有り様によって「独り暮
らし」高齢者の在宅死が可能になるか否かが
大きく影響するためなどの理由によって、上
記 3 項目に関連が認められたと考える。事業
所の組織と体制が整備されることにより、
「独り暮らし」高齢者の在宅看取りケアに向
けた緊急時の対応や他機関との連携が円滑
に促進されると考える。 

利用者については、独り暮らしであっても、
最期は家族の 24 時間サポートが 4 割に認め
られた。この結果は、日本の文化的背景とサ
ポート体制の不備によって、最期は家族が支
援をせざるをえない状況に至っているとも
考えられる。しかしながら、注目すべきこと
は重度の認知症であっても家で亡くなるこ
とができていたことである。今後モデル作成
の際には、「独り暮らし」の認知症高齢者へ
の看護の特徴についても示していきたいと
考える。 

訪問看護師の看護への満足度は 6 項目から
構成されているが、6 項目中 5 項目で満足度
ありが 8 割を超えていた。「独り暮らし」に
限らないが、在宅での良い看取りができたと
評価する看護師は約 9 割認められた結果⑤と
類似している。入院患者が「穏やかな最期」
だったと評価した看護師が 4 割であった結果
⑥と比べ、独り暮らしであっても、介護者が
いる看取りと同様に満足する看取りが行え
ることを示すことができた。しかしながら、
看護師の評価と介護職の評価が異なる等も
報告されている④。 

疾患では、悪性腫瘍が約半数であった。こ
れらは独り暮らしに限らない在宅看取りに
おける利用者の疾患と同様の傾向を示して
いた④,⑤。悪性腫瘍の高齢者の看取りの満足度
はそれ以外の疾患の高齢者に比べ満足度が
高いという結果であった。悪性腫瘍の高齢者
は終末期における意思表示が明確であるた
め、最期まで話しができるために満足度が高
くなっていると考えられる。また家族や親類
の訪問がない場合において満足度が低い傾
向があることを示していた。このことは看護
師に対する質問調査であったことが影響し
ているとも考えられる。 

本来は高齢者自身による評価を示すこと
が必要であると考えるが、「独り暮らし」で
は本人はもとより、家族からの評価さえ得る
ことができない人たちである。それ故、今回
は看護師からの評価としたが、本調査の限界
と考える。今後は「独り暮らし」高齢者の在

宅終末期看護の評価指標を構築する必要性
が示唆される。 

 
(3) 終末期訪問看護モデルについて 

「独り暮らし」高齢者の在宅死を可能にす
るために訪問看護師が行っている援助は、
【本人が今のままで過ごせるよう工夫しな
がらケアする】、【生活状況から苦痛の程度を
判断し緩和する】ことを柱として、【誰もが
納得した最期を迎えられるように専門職/非
専門職を含めたチームケアを推進する】3 つ
の中核カテゴリーに集約された。3 つの中核
カテゴリーを基に、「独り暮らし」高齢者の
在宅における“Peaceful end of life”を目指
す看護実践をしていた。 

モデルは、高齢者の尊厳を保ち、本人を生
活の主体者ととらえ、本人の望む生活が継続
できるようにすることを基本に据えた看護
モデルである。“Good death”とは「死ぬ
時期が適切であり、死の過程をコントロール
でき、死の状況が基本的に道徳的な原理に基
づいていること、そして人の死として論理的
であること」⑦であり、“Peaceful end of life”
とは、看護者の立場からスタンダードケアの
基盤として Emanuel,E,G.＆Emanuel,L,L.⑧

が提言した「苦痛がないこと、安楽であるこ
と、尊重されていること、穏やかであること、
自分にとって大切な人が近くにいると感じ
られること」であると定義されていることか
ら、本モデルでは”Peaceful end of life”を目
指して援助することにした。以下に、「独り
暮らし」であるが故のモデルの特徴として強
調すべき看護について説明する。 

 

① 訪問看護開始期から維持期、悪化期まで
の看護の特徴 
長年独り暮らしをしてこられて、他人が家

の中に入ることを嫌う傾向が強いため、訪問
看護師は本人に受け入れてもらいやすい心
地よさを感じるケアを駆使して訪問看護を
開始する。また訪問する看護師や介護職は
2-3 人が常に同じ人が訪問する体制づくりを
行う。中には、ライフラインが整わない環境
の中で生活している人もおり、療養環境を整
える援助も重要であることや、独り暮らしが
継続できるように最後までセルフケアを目
指して物の置き場所や処置方を工夫するこ
とが特徴である。 
独り暮らしで強く自宅にいたいと思って

いる人、本人からの希望は語られなくても、
これまでの看護の中で、本人の意思を推測し
たり、苦痛がないので今まで通りが最も自然
と考えられるためと、必ずしも語られている
わけではないがチームで意思を汲みとりな
がら進める。一方本人が不安を感じながらも
自宅を希望される方もいたため、状態に変化
があるたびに本人の意思を確認することも
必要なことである。 
独りで好きなように暮らしてこられた方

であることを配慮して本人の今までの通り



の生活ができるように生活リズムを壊さな
いようにチームの訪問体制を組むことや、亡
くなった時には最後の準備ができていない
ことが多い中で、ステーションの衣服で身な
りを整えて旅立ちのお手伝いをすることも
特徴とする援助である。 
 
② 家族への支援 
離れている家族ではあるが、本人の意向を

伝え、揺らぐ家族の気持ちを後押しし、変化
が少しでもある時にはイメージできない家
族にその都度丁寧に伝えるなどして、家族の
覚悟をも促していた。本人の決めたことに反
対というよりは本人の意向を尊重したいが
不安との家族が多かったことから、このよう
に全身状態が低下していく過程に応じた説
明がより重要と考えられる。そして残された
家族が後悔しないように、臨死期になって介
護を希望されるときには、一つ一つ丁寧に介
護方法を伝え一緒に介護をしたり、家族間の
相談に応じるなど、独り暮らしであっても、
家族へ手厚い看護を行う。また看取りに家族
が間に合うようにタイミングを見計らい連
絡することも大きな支援である。タイミング
を見計らい家族に連絡することは施設にお
ける看護職の役割としても同様に大きなも
のであった⑨。介護への参加を望まない家族
には無理強いはしないが、後悔しないように
ご本人の変化をこまめに伝えるようにする
など、あまり訪問しない家族に対しても援助
する。また訪問が少ないだけに状態がわかり
難いため、独りで亡くなることがあるが、で
きるだけの援助をすることなどについて話
をすることも重要な援助である。 
 
③ 苦痛の緩和 
苦痛の緩和においては、訴えない本人に代

わって、変化に応じて適切な医療が受けられ
るように、介護職からの情報や、自分で状況
を把握するために往診の前に訪問して、医師
の治療変更をもたらしていた。介護者がいる
場合には医師が介護者から状態を聞き取る
ことが可能であるが、介護者がいない独り暮
らしの場合には、認知症もあり、本人も苦痛
を説明しないという状況から、看護師の積極
的な生活や身体の変化を察知する方法や力
量が本人の苦痛緩和にとって大きく影響す
る。そして苦痛緩和を図りながら訪問回数を
増やし、ADL の低下や栄養状態の低下から起
こる合併症を予防し、保清につとめ、口から
食べられるように支援することによって、本
人の望む最期を叶えることを実現できる。こ
のような最期の迎え方は、家族と同居してい
ても同じ目標となるが、介護職や訪問看護師
の訪問回数が頻回に必要となり、家族の肩代
わりをしながら望みを叶える部分もある。ま
た訪問回数を増やすために市の社会福祉部
から支援システムの間をぬって支援を作り
出す技量が生活保護を受けやすい独り暮ら
しの生活を支えるために求められている。 

 
④ チームでの終末期看護 
病状の進行に伴い、援助の必要性が増加す

る中で、看取りに慣れていないケアマネジャ
ーを動かし、独りで過ごす時間が少なくなる
ようにケアをつないでいる。訪問回数が多く
なるにつれ、多くの事業所が関わるようにな
るため、ケア会議や勉強会、同行訪問、写真
による情報交換など、多様な手段を用いて医
師、ケアマネジャー、介護職との情報交換の
機会を独り暮らしであるが故に綿密に持つ
必要がある。 
特に介護職については、介護職が欠かせな

い存在と考え、看取りに慣れない介護職が訪
問を継続できるように全面的に支える重要
性が強調されている。亡くなっていることを
一番に発見しやすい介護職が不安に感じな
いように、発見時の心の準備と対応について
具体的に説明することによって、介護職は発
見時に看護師に伝えることができるように
なり、体験から学び、今後のケアにもつなが
るようになり、信頼関係が醸成される。また
ケアの仕方など具体的に理解できるように
学習会を持つことや、不安に応じてわかりや
すい説明に努めることも重要である。そして
負担を感じているケアは共に行ったり、肩代
わりするなどを通して、積極的に介護職がケ
アに関わり続けられるようにする。看護師間
でも同様に、独り暮らしの臨終に立ち会う可
能性を考え看護師間で情報共有し、支え合う
必要性がある。介護職を主体として看護職は
黒子として介護職の間を埋めるようにケア
する施設ケアにおいても介護職を支える重
要性が示されていた⑨。 
 亡くなった後については、独り暮らしであ
るために、不審死として扱われる可能性もあ
り、そのような場合には検視から遺体が戻る
まで待ちその後に旅立ちの準備をして、尊厳
のあるお別れをすることや、市役所に埋葬等
について委譲するための連絡についてもマ
スターが必要である。 
以上述べてきたように、本研究により「独

り暮らし」高齢者が自宅で最期を迎えること
ができることが実証された。実際の「独り暮
らし」高齢者への援助を明らかにし、その結
果から「独り暮らし」高齢者の在宅死を可能
にする終末期訪問看護モデルを構築できた。
今後は本モデルの検証をしていく予定であ
る。 
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