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要 旨

終末期がん患者を在宅で看取る家族介護者のピリーフと苦悩の構造、及び訪問看護

師による捉え方を明らかにし、家族のビリーフに沿った関わり方を見出すことを目的

とした。

在宅で看取った家族と訪問看護師を対象とした面接法を行った。分析は質的帰納的

手法を用い家族と訪問看護師をマッチングさせた。対象者は家族11名と訪問看護師9

名であった。結果、家族には【命の終わりを背負っている】【理想の看取りに近づけた

い}【家族は生き続けていてほしい】のピリーフが存在し、ピリーフを貫こうとするこ

とで【背負い込んだものに押し潰される】【逝く人の思いを叶えられない力の無さ】【引

きずる後悔の念】【埋めようのない看取り後の空虚]の苦悩が生じていた。

訪問看護師は家族のピリーフと苦悩を全て捉えることはできていたが、【在宅での

看取りは理想の看取り}【看取りの時期は家族の紳を深める時期】という訪問看護師自

身のピリーフが存在し、そのビリーフを通して家族のピリーフと苦悩を捉えた見方を

していた。そのために自身のピリーフに合わないものは【家族は他者が入り込めない

看取りの拠り所がある】と捉え、家族への関わり方に影響を及ぼしていた。

家族のピリーフに沿った関わりをするために訪問看護師は、家族のピリーフをあり
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のままに捉え、家族のピリーフを保つ要となる【理想の看取りに近づけたい】に働き

かけることが家族の苦悩を緩和する効果的な支援方法になると示唆された。

KeヲWoγds: Belie!， E減。iflifecare， Fjα悦 ilycαre， Home cαre nurse， Fa:悦 :ilycαγegiveγ 

1.緒 Eヨ

住み慣れた自宅で療養したいと願うがん患

者は多く、 2007年に制定されたがん対策基本

法では、がん患者の生活の質を確保するため

に在宅や医療機関における適切な緩和ケア体

制の整備が進められている 1)。しかし、現状

においては家族の介護力に頼る部分が多く、

がん患者を支える家族にとっては不安や負担

が多いのが事実である。終末期がん患者を看

病する家族に関する調査では、患者死亡前か

ら死亡後1カ月の間で約3割にうつの症状が

認められ2)、在宅にて介護すること及び看取

ることに家族は揺らぎや不安を感じ 3，4)、患

者がたどる闘病プロセスを通してさまざまな

問題に直面し対処し続けることを余儀なくさ

れている 5)。よって、家族が現実に向き合い、

さまざまな問題に対処していくためには専門

家からの援助は必要不可欠であり 6)、家族の

精神的な苦悩を見過ごさず、“第二の患者"

とみなして治療及びケアの対象にしていく必

要がある 7)。

Wrightは、人の行動の根本であり情緒の

本質であるビリーフに着目し、それぞれの家

族員がどのようなビリーフをもっているかを

理解することが病をもっ家族の体験の十分な

アセスメントにつながり、質の高い看護サー

ビスが可能となる 8)と述べている。そして

Wrightはビリーフを2つの側面からみており、

ひとつには人が真実だと見なすものについて、

その前提へのこだわりが含まれること、二つ

目は、真実である「ベき」ものについて、感

情的な一連の主張が存在すること 9)と定義し、

また、家族の苦悩は家族が持つピリーフに密

接に関連するとも言っている。在宅でがん患

者を看取ろうとしている家族介護者は、介護

負担だけではなく、自の前で消えていく命

と向き合いながら死を受け入れていかなけれ

ばならず、患者と同様不安が強い状況にあ

る。この時期の家族には、それぞれ家族関係

や今まで築いてきた家族の生き方に違いがあ

り、家族としての何かしらのこだわりや、拠

り所にしているものがあるように見受けられ

る。それが家族介護者の状況の捉え方や抱く

思い、そして対応する行動に影響を与えてい

るものと考えられる。

しかし、我が国におけるこれまでの在宅ケ

アにおける終末期がん患者を介護する家族

介護者に焦点をあてた研究は在宅死を経験

した主介護者の満足度及びQOLとの関連10)、

在宅療養継続に関与する要因11)、施設から

在宅療養への移行12，13)、看取るまでの介護

経験14"'16)、遺族を対象とした死別期の悲嘆

反応17)、家族の移行プロセスと移行に影響

する要因18)、療養場所の選択における家族

問調整19)などに焦点をあてている報告が大

半であり、終末期がん患者を在宅で看取る家

族介護者の行動にまつわる何かしらのこだわ

り、拠り所としているもの、すなわちビリー

フに着目した研究は、我が国ではほとんど見

受けられない。また、家族のビリーフは、他

の家族問や専門職とお互いにどのように影響

し合っているのか知ることが重要で、あり、専

門職が捉える家族のピリーフが一致していな

い場合は、ストレスや苦悩を生じ、家族や専

門職聞との関係が難しくなると言われてい

る20)。しかし、終末期における家族のピリー

フと専門職のピリーフを探究している先行研

究21)は、文献検討のみであり、実際に調査

されたものはない。

よって本研究では、 Wrightらが提唱する

I1lness Belief Model'こ着目し、終末期にある

がん患者を看取る家族介護者が抱くビリーフ

と苦悩とは何かを明らかにしていくこととす

る。更に、家族と関わる看護職は、家族の意

向の背景となる“家族として大切にしている
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こと"や“家族の病気や障害についての捉え

方"などのピリーフを認識した上で、必要時に

は適切な変化を起こすような介入に結び付け

ることが必要である。そのためには家族がど

のようなピリーフと苦d悩を持っているのか、

当事者である家族介護者の一方向からの情報

だけではなく、ケアの本質を支える訪問看護

師は家族介護者のビリーフと苦悩をどのよう

に捉えているのか明らかにすることが必要で

あり、今後の終末期がん患者を介護する家族

介護者を支える上での重要な課題であるとい

える。

1 .研究目的

本研究では、終末期がん患者を在宅で介護

し看取った主たる家族介護者が持つピリーフ

と苦悩の構造と、支援した訪問看護師が家族

介護者をどのように捉えているかを明らかに

することを目的とする。そしてこれらから終

末期がん患者を介護する家族介護者が持つピ

リーフに沿った関わり方を見出すことである。

2.本研究におけるビリーフの定義

WrightらのIllnessbeHef Model tこ基づき、

ある命題や前提を真であると信じていること、

その人が状況に応じて抱く考え、認識、及び

行動の前提となる価値観や信念のことであり、

これら気持ち、思いの表れ等をピリーフとす

る。

日.研究方法

本研究は、看取りにおいて家族介護者が持

つピリーフと苦悩について探究するものであ

る。ビリーフのような考えや行動の前提とな

るものは、その人の体験の中から見出される

と考える。家族介護者が看取りの時期にどの

ような思い考えをして、その状況に対応した

行動をしたのか、その本質を取り出すことが

必要である。それには生きられた体験を質的

に、そして帰納的に分析する方法が適当であ

ると考える。よって、質的帰納的分析手法を

用いた。

お茶の水看護学雑誌6巻 1号 (2012)

1 .研究対象者

研究の同意が得られ、首都圏にある訪問看

護ステーションよりサービスを受けていた終

末期がん患者に中心的に関わりながら在宅で

看取った家族介護者と その利用者を担当し

ていた訪問看護師とした。

2.調査内容

データの収集は家族介護者、訪問看護師と

もにインタビュー法にて行った。家族介護者

に対する面接では、在宅療養を始めてから看

取り後の現在に至るまでに感じたことやd思っ

たこと、心の拠り所としてきたこと、これら

を含む看取りの体験を聞き、体験した内容に

関して自由な語りを促した。同様に訪問看護

師には、家族介護者が看取るまでの問、どの

ような思、いを持って家族は介護していたと思

うか訪問看護師の捉え方を語ってもらった。

インタビューはプライパシーの保てる場所、

研究参加者の希望する場所で実施し、面接調

査内容は許可を得て録音した。対象者の表情、

態度などはフィールドノートに記載し録音し

た内容を逐語録とした。

3.分析手順

i.家族介護者の分析

a. 家族介護者の個別分析

逐語録全体を繰り返し読み、終末期がん患

者を在宅で介護しはじめてから看取るまでの

家族介護者の気持ち、思い、態度、行ったこ

と等、ビリーフと苦悩に関する意味内容を抽

出して簡潔な言葉で記述した。

b.家族介護者の全体分析

個別分析より得られたピリーフの記述を分

類整理し一文で簡潔な言葉で表したものをサ

プカテゴリーとし、サブカテゴリー間の関係

性を検討しながら統合したものをカテゴリー

とした。カテゴリ一間の関係を検討して構造

を記述した。

ii.訪問看護師の分析

a.訪問看護師の個別分析

逐語録全体を繰り返し読み、対となる家族
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べての情報は秘密を厳守し研究中のデータに

記載する氏名及び記録類からのデータは個人

名が特定できないよう処理すること、またこ

れらの情報を本研究目的以外に使用しないこ

とを文書と口頭で説明し、協力の承諾を得た。

更に研究参加者となる訪問看護師には面接

内容は管理者には伝えない旨を加えて説明し

承諾を得た。

なお、本研究は家族ピリーフアセスメント

開発研究の一部であり研究全体として研究代

表所属機関の倫理審査委員会の承認を得てい

る。

介護者のピリーフと苦悩に着目して家族介護

者が経験している気持ち、思い、考えについ

て訪問看護師が捉えたピリーフに関する意味

内容を抽出し、簡潔な言葉で記述した。

b.訪問看護師の全体分析

個別分析より得られた訪問看護師が捉えた

家族介護者のビリーフの記述を分類整理し、

一文で簡潔な言葉で示したものをサプカテゴ

リーとした。サブカテゴリーの関係性を検討

しながら統合したものをカテゴリーとした。

カテゴリ一間の関係を検討して構造を記述し

た。

果

対象者は終末期がん患者を在宅で、看取った

家族介護者11名、その利用者と家族を担当

していた訪問看護師9名。対象者の概要は表

1に示す。(表1)

1 .終末期がん患者を看取る家族介護者のビ

リーフにまつわるカテゴリー

【}はカテゴリー、<}はサプカテゴリーを

示し、サプカテゴリーごとに語りの具体的な

内容を用いて説明する。(表2)

111.結
iii.分析の信頼性と妥当性

分析過程で終末期がん看護・在宅看護の質

的研究の経験がある研究者のスーパービジョ

ンを受けながら、終末期看護に経験のある実

践家数名、大学院生、大学教員と複数名で検

討を何度も繰り返し、分析の信頼性・妥当性

の確保に努めた。特に研究参加者の生きられ

た体験をできるだけ忠実に、あるがままに記

述することを研究者は試み、読み手にもその

視点・過程が伝わり、了解可能となるよう客

観化に努めた。

i.家族介護者のビリーフ

{命の終わりを背負っている】

家族は、医療処置をどこまでするべきなの

か苦渋し、孤独感を伴いながら最期の決断

をしなければならず、《重責感を伴いながら

4.倫理的毘慮

調査依頼書と同意書に基づいて口頭で研究

の主旨と倫理的配慮を説明した。研究への協

力は自由であり拒否や中断することがあって

も不利益を被らないこと 研究で得られたす

訪問看護師

年齢 訪問看護歴(年)

30代 8L 

1 

7
一5
一3
一回一

8

10 

30代

30代

30代

30代

60代
30代

3 

30代

30代

M 

N
一O
石
a

一Q
一R

S 

T 

患者の疾患名

肝臓がん

肝臓がん

中皮腫

肺がん

子宮がん

大腸がん

肝臓がん

子宮がん

肝臓がん

子宮がん

肺がん

概

一

柄

.

醐
一
向
一
一
一
妻
一
妻
一
妻
一
妻
一
夫
一
章
一
娘
一
娘
一
娘
一
娘

師
一
家
一
間
一

護一介一族一

齢
一
代
一
代
一
代
一
代
一
代
一
代
一
代
一
代
一
代
一
代
一
代

年一

ω一
印
一
初
一
向
一
均
一
的
一

ω一幼一紛一
ω一切

表1

A
一B
一C
一D
一E
一F
一G
一H
一TA
-
-
u

一K
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表2 家族介護者の看取りにまつわるビリーフと苦悩

カテゴリー

命の終わりを背負っている

ピリーフ
理想の看取りに近付けたい

サプカテゴリ一

重責感を伴いながら命の終わりを決断しなければならない

最期を見越して乗り切る覚悟をする

自分自身を奮い起こして全うする

本人の思い通りにさせてあげたい

心身ともに安楽で逝かせたい

苦しんでいる姿は見たくない

自分が死を受け入れた状態で看取りに臨みたい

まだ逝かない、まだ大丈夫
家族は生き続けていてほしい

近付いている気配に抗い、瀬戸際で引き留めたい

背負い込んだものに押し漬される 一人ですべてできない現実に直面し、助けを待ち焦がれる

うまくいかないもどかしさ
逝く人の思いを叶えられない力の無さ

力の無さは自分の落ち度と自らを責める
苦悩

引きずる後悔の念 何を思い出しても残る後悔

埋めようのない看取り後の空虚
途中で逝ってしまった虚しさ

取り遣された孤独感

命の終わりを決断しなければならなかった》。

そして、患者を守り支える役割を取り続けな

がら最期まで看取ろうと、〈最期を見越して

乗り切る覚倍〉をした。この人を介護し、看

取る役割は自分しかいないと役割責任を背負

い、自分が助けるしか方法がないと《自分自

身を奮い起こして全うした》。

《重責感を伴いながら命の終わりを決断しな

ければならない》

点滴をやめるっていうことは、主人の命

をもう放棄する。その決心をしなくちゃい

けないことだと思うと、もうこれであなた

死にますよって、宣言を主人にするような

気がして、涙がこぼれて仕方なかったです

ね。(中略)自分の手に 1人の命を預かっ

たようなね。それを自分が断ち切るような

気がして。点滴を断るっていうことの重さ

をね、感じて。

〈最期を見越して乗り切る覚悟をする》

引き取ってから2年弱だったけど、一人

娘の私がこの年寄り二人を最期まで看て

あげなければならないと思っていました。

(中略)血のつながった娘だからできるこ

とだ、ったんでしょうね。愛情の違いなのか

な。嫁という立場であったら出来ないこと

だと思いますよ。

最期の看取りのパンフレットを貰った時

に、「ああ、そうなんだな」って。毎回ノ号

ンフレットを見ながらというわけにはいか

ないので、読んで頭に入れて。どういう風

になっていくのか頭の中に入れ込んで、いま

した。

《自分自身を奮い起こして全うする》

人の命を預かっているので、一つ忘れて

も大変なことになるし、とにかく自分しか

いないのでしてあげなきゃならず、介護生

活は毎日が戦争だった ……医師は「お母

さんよく見てやったよ」と今でもほめてく

れるが、介護していた時はやらなきゃしょ

うがないと思っていた。

【理想、の看取りに近づけたい}

終末期を迎えるにあたって、家族は患者の

望むようにしてあげたい気持ちゃ、今までで

きなかったことをしてあげたいという〈本人

の思い通りにさせていあげたい》思い、そし

て苦痛からの解放を望む《心身ともに安楽で

逝かせたい》願いがあった。また、死を受け

止めようとしている患者の姿を見るのは辛く、

《苦しんで、いる姿は見たくない》心痛、人は

いずれ死んでしまうものだから死を受け入れ、

自分は生きていかねばならぬという《自分が

死を受け入れた状態で看取りに臨みたい〉と



いう看取りの様相を家族は思い描いていた。

〈本人の思い通りにさせてあげたい〉

もう、いよいよ本人が駄目だと思ったん

じゃないですか。だからもう、同じ死ぬん

だったら家で死にたいという……。帰って

からね、ベッドもここにあってこれ(仏壇)

見てほっとしていましたよ。ああ、良かっ

た言うて。仏壇も2階に置いてあったんだ

けど、「お父さん、仏壇下ろしといて下さ

い」、言うて。はい、わかりました言うて、

で、仏壇おろして。なんとなく、もう、すっ

きりした気持ちで、逝っちゃったね。逝っ

ちゃった言うたらおかしいけどね・・・。

全然、不安なんかないですよ。できるだけ

妻が良きょうに生きてくれるのが一番いい

のだという風に私と娘はd思っていましたか

らね。最大の努力をしていこうっていう。

まあ、最大の努力言うたって、素人がやる

ことだから、どうしようもないけども。

〈心身ともに安楽で逝かせたい〉

看取るときは、痛いとか痔いとかってい

うことから、もう解放してあげたいという

気持ちがあった。(中略)もっと早くおしつ

この管を入れていれば、(最期になって)結

果的に、管をグリグリと無理やり入れられ

たり、出血したりすることなく、本人が楽

になれたんじゃないかと。

《苦しんで、いる姿は見たくない》

体力の限界を悟りながら、自分自身の死

を確実に毎日受け止めている恐怖感を思う

ととてもたまらなかった。

苦しそうな本人を見ていても、自分たち

が痛みを止めることができない、助けるこ

とができないんで、医療者にお任せするし

かなかった。

《自分が死を受け入れた状態で看取りに臨み

たい〉

人はいずれ死ぬという死生観を持って

いたし。(中略)できるだけ安らかに死んで
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いってもらうようなベストを尽くしていこ

うという気持ちだけしかなかったですよ。

【家族は生き続けていてほしい}

終末期にある患者の生命はそう長いこと

ではないことを分かつていても、《まだ逝か

ない、まだ大丈夫》と思いたい希望を持って

いた。同時に〈近づいている死の気配に抗い、

瀬戸際で引き留めたい〉という目の前で衰え

ていく現実を直視し、このままでは死んでし

まうのではないか、命を引き留める手立てが

あるのではないかという焦りがあった。

〈まだ逝かない、まだ大丈夫》

点滴をしてもらいながら、その都度危な

いのかなって不安は走っていて。走りなが

ら、不安がありながら、それでもまだまだ

体力があるから大丈夫と d思っていました。

《近づいている死の気配に抗い、瀬戸際で引

き留めたい〉

最期に着る洋服とか、亡くなった時は、

体が硬直する前に何とかしなきゃいけな

いって言うけど、どういうことをすればい

いのか。全部私がしなきゃいけないんだろ

うかとか、洋服も準備しておかなきゃいけ

ないんだ、ろうか。でも、洋服を今から、亡

くなる前から準備するっていうおこがまし

さに、ちょっと恐れを感じたり、かえって、

準備すると、早く逝っちゃうことになった

らどうしようとかね。なんかそこのところ

でいつもせめぎ合いで……。

ii.家族介護者の苦悩

{背負い込んだものに押しつぶされる】

終末期にある患者に最期まで寄り添って看

ていきたい思いはあるけれど、一人で看取る

のは不安で、あり、また介護負担感も強く、〈一

人ですべてできない現実に直面し、助けを待

ち焦がれる》思いを抱えていた。悪循環に陥

る自分を軌道修正しながら自分では手に負え

ないこと、できないこと、足りないことを補

うように支えてくれる訪問看護師やへルパー
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は、ほっとできる存在であった。

《一人ですべてできない現実に直面し、助け

を待ち焦がれる》

もうパニックですよ。とにかくもう何に

も出来ないから、とにかく先生か看護師さ

んに来てもらう電話を一生懸命かけるしか

ない。ただみんなすぐに飛んできてくれる

わけではないので、その問、何をするわけ

でもなく、早く来てってことだけですよね。

(中略)何にもね、素人はわからないから、

ちょっとうーんって稔ったって心配じゃな

いですか。だから、その時にうーんって捻っ

てるんですけど大丈夫でしょうかつて連絡

できる存在があるかないかだけでは、全然、

違いますよね。

【逝く人の思いを叶えられない力の無さ】

家族は患者の思いに沿ってあげたいと思っ

ていても、自分らしくありたいと主張する患

者の意向に沿ってあげられず、《うまくいか

ないもどかしさ〉を感じていた。傍にいなけ

ればいけない時にいてあげられなかった罪悪

感や、自分は命をあきらめてしまっているの

ではないかと《力の無さは自分の落ち度と自

らを責める》ことをしていた。

〈うまくいかないもどかしさ〉

夫はわがままを言うので介護疲れがひ

どくて、夫が出しているsosにも答えてあ

げられなかった。「大丈夫。私がいるから、

あなたはできなくなっても絶対に私、支え

てあげてるよ」っていうその安心感を。私

の器がもうちょっと大きければ抱き留めら

れたんだけど、私もくたびれててね。(中

略)お互い戦争だった。

〈力の無さは自分の落ち度と自分を責める》

車椅子に乗せて散歩に連れて行きたくて

も、車椅子に何とか乗せて、散歩に行って

帰ってきた時に、私lご主人をこう抱きかか
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らくその後は誰か呼びに行かなきゃいけな

いだろうと思ったら、「お願いだ、から、きょ

うはもう散歩行くのやめよう」って主人に。

何ていうのかしら、断念させる、させなきゃ

いけないという…・・。

【引きずる後悔の念】

看取り後は、もっと早くにがんに気付いて

いればよかった、医療処置などやれることを

やっていたらもっと生きながらえることがで

きたかもしれない、もっと早くに家に帰して

いたら父の望むようにできたかもしれないと

自分の決断の遅さを悔んでいた。その時々で

いかなる最善の選択をしたとしても、最期に

は〈何を思いだしても残る後悔〉の念にから

れていた。

〈何を思い出しても残る後悔》

亡くなる間際にやるんじゃなくて、もう

ちょっと前から点滴だけはやっていれば、

水分は摂れているわけじゃないですか。あ

とは、軽い栄養も摂れるわけじゃないです

か。なので、そのほうがよかったなってい

う思いは強いですね……。家族というか、

自分も兄貴も、ちょっと決断が遅かったん

でしょうね。あの状況で、じゃあ点滴やり

ましょう、オシッコの管をつけましようと。

で、親父を説得すべきところをしなかった

からなんだとは思うんですよね。……全く

ないっていうのも、やり切ったんだ、ってい

う気持ちもないで、すしね。後悔もそこのと

ころだけですね。

【埋めようのない看取り後の空虚】

介護を続ける日々の中、介護の途中で、逝っ

てしまったような空虚感や虚無感、さびしさ

が残るという《途中で、逝ってしまった虚しさ》

を感じていた。また、看取った家族は亡くなっ

た家族員の思い出に浸りながらも、〈取り残

された孤独感〉があった。

えてベッドに戻す力があるかと言われると 《途中で、逝ってしまった虚しさ〉

・。もうその乗せるのがやっとで、おそ 私はね、(夫の死が)間近っていうよりは、



毎日の介護で、その続き、続きのところで、

ふっと主人が息を引き取ったなと。毎日の

続きがふっとこう終わってしまったという。

そういう感じでした。

〈取り遺された孤独感》

連れ合いというもんはね、やっぱり、僕

が早く死ぬのが一番理想的だったからね。

大体そうでしょ、世の中は男が先に行くん

だよね。でも、うちは逆になってしまった

からね。それだけはやっぱり辛いね。だか

らやっぱり男が先に行った方がいいですよ。

今もう、大変ですよ。自分がもう、掃除、

洗濯、三食の食事、やらなきゃいけないか

ら。嫁さんもたまには来てくれるけど、一

緒には生活してないからね。でも、それが

健康のためにもなるからとは思っているけ

どね。

iii.終末期がん患者を在宅で看取る家族介護

者のビリーフと苦悩の構造

家族の語りから得られた“ピリーフ"と、

それに関連して生じた“苦悩"について関連

性を重視して構造化した。加えて、終末期が

ん患者を看取る家族についてストーリーライ

ンを記述し、その全体的な様相を説明する(図

1の一部)。

患者の人生の終駕を見届ける際に家族は、

点滴をしてでも患者は生きながらえるべきな

のか悩み、自分が命の決断をしなければなら

ない責任の重さを感じ、この人を助けるのは

自分しかいないと自身を奮い立たせ、最期を

見越した看取る覚悟をし、【命の終わりを背

負っていた}。また、病院での治療に苦しむ

患者の姿を傍で看ていたからこそ、在宅で過

ごす際には苦しんでいる姿は見たくない、本

人の思い通りにさせてあげながら最期だけは

安楽な状態で逝ってほしい、そして患者の死

を受け入れた状態で看取りに臨んでいる自身

の姿を思い描いているという{理想の看取り

に近づけたい}思いが存在していた。一方で、

看取る心づもりはしていても、痩せ衰えてい
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く患者の姿に死の兆しを感じ、医療処置をし

てでも生きながらえていてほしいという望み、

まだ逝かない、まだ生きることができるかも

しれないと近づいている死の気配に抗いなが

らも、わずかな希望を含む【家族は生き続け

ていてほしい]というピリーフを家族はもっ

ていた。

家族は患者の命の終わりを背負い込み、患

者の意向に沿った方法や安楽な状態を最期ま

で全うしようとすることから介護負担が生じ、

一人ですべて出来ない現実に直面し、助けを

待ち焦がれ、【背負い込んだものに押し潰さ

れる】という苦悩が生じていた。同様に、看

取りの役割を全うし、患者の意向に沿い安楽

を望む思いを貫こうとするが、戦争のような

介護生活にうまくいかないもどかしさを感じ、

力の無さは自分の落ち度と自らを責め、【逝

く人の思いを叶えられない力の無さ】という

自責の感情を引き起こしていた。

そして看取り後には、自分の決断の遅さを

悔んだり、何を思い出しても悔いが残るとい

う【引きずる後悔の念】や、日々の介護生活

の途中で、患者が逝ってしまった虚無感、取り

遺された孤独感の【埋めようのない看取り後

の空虚】という苦悩が残っていた。

2.訪問看護師が捉えた家族のビリーフと苦悩

家族介護者に対応する訪問看護師の家族の

ピリーフ・苦悩に関連のある“捉え"を抽出

した。しかし、これ以外にも訪問看護師特有

のものと読み取れる内容があり、それは“訪

問看護師自身のピリーフ"として説明する。

(表3、表4)

i.訪問看護師が捉えた家族のビリーフ

【家族は自分で看取りたいと思っている】

介護者は、患者のがん発症をきっかけに

して生じた、〈家族役割の変化によって介護

に戸惑い〉を感じ、命の短さが見え隠れする

中、《看取りたい思いを揺るがせながら看取

る覚悟をしている》と訪問看護師は捉えてい

た。そして、訪問看護師は、家族介護者が介

護に戸惑いを感じたり、看取りの覚倍に揺ら
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表3 訪問看護師が捉えた家族のピリーフと苦悩

カテゴリー サプカテゴリー

捉えたピリーフ

捉えた苦悩

家族役割の変イじによって介護に戸惑いがある
家族は自分で看取りたいと
思っている 自分が介護しなければならないと役割を負っている

看取りたい思いを揺るがせながら看取る覚悟をしている

家族は安楽な理想の看取りを本人の意向に沿ってあげたい思いが強くある

願っている 苦痛を緩和してあげたい，思いがある

家族は死ぬと理解はしても
生き続けると，思っている

家族は他者が入り込めない
看取りの拠り所を持っている

家族は介護の不安・負担に
押し潰されている

死が近づいてきている現実を感じている

最期まで何かしら手立てがあるのではないかと望みをつないでいる

死が近いことがわかっていても受け入れられない気持ちの葛藤がある

死が近いことはわかっているが、まだ大丈夫と思っている

死への心づもりは出来ている

介護者自身の心の拠り所を他人に崩されたくないと思っている

介護者は安堵できる自分の居場所を求めている

自分のやり方を崩さず、貫きたいと J思っている

自信のなさが不安につながっている

介護疲労が見えている

想像のつかない看取りに不安を感じている

家族は思うように介護できず
介護者は否定的な思いを抱えている

自分を責めている

家族は看取りに悔いを残して
何かしらの悔いが残っている

いる

家族は看取り後悲嘆の中に
ある

悲嘆の渦中にいる

表4 訪問看護師自身のビリーフ

カテゴリー

在宅での看取りは理想の看取り

サプカテゴリー

皆、在宅での看取りに満足しているはず

良い在宅医療は良い看取りになるはず

自宅での看取りは後悔しないはず

良い看取りは家族関係がよい

看取りの時期は家族の幹を深める時期 家族は看取る方向を一つにすべき

時聞が少ないことが家族を集める

ぎを覚えたりしながらも《自分が介護しなけ

ればならないと役割を負っている》という看

取りへの強い役割意識を抱いていると捉えて

いた。

【家族は他者が入り込めない看取りの拠り所

を持っている】

介護者は《介護者自身の心の拠り所を他人

に崩されたくない》思いを持っており、その

心の拠り所は〈介護者は安堵できる自分の居

場所を求めている》部分でもあり、家族介護

者の深い信念でもある。そのために家族介護

者は〈自分のやり方を崩さず、貫きたい》と

いう思いがあると訪問看護師は捉えていた。

二人で支えあって、ある意味、子供に頼

ろうとかそういうことは全く考えなく、二

人で、頑張ってきたという風に。お子さんも

全く関わってないわけではないんですけ

ど。周りにあまり迷惑はかけたくないって

いうのがすごい強かったですね。だからヘ

ルパーさん、まあ自分のやり方を言われた

くないって言うのもあったと思うんですけ

ど、(中略)自分たちの中でなんとかしてい

こうっていう感じがありましたね。

姑さんの介護を経験した上で、精神的に

元気じゃないと出来ないってJ思っていたら

しく、仕事は持つてないけどボランティア

にいくことと、介護を両立すれば自分は上

手くいくって思っていたようだった。(中

略)介護者は自分が元気でいなくちゃ、い



なくちゃっていうような信念?そうしない

と成り立たないんだ、っていう信念があった

ようでしたね。その信念をもって自分を

守っているというか、それか、看取りとい

うか介護を成立する大事な要因というのを

経験から学んで、いたので、それがすごく大

きくて。自分のやり方があって、(他人の

意見も)聞き入れない部分もあったので。

【家族は安楽な理想、の看取りを願っている】

家族が患者を看取る際には《苦痛を緩和し

てあげたい思い》と、《本人の意向に沿ってあ

げたい思いが強くあり》、安楽な最期を迎え

てほしいと望んでいる思いがあることを訪問

看護師は捉えていた。

本人は「もう入院したくない」とか、「こ

のまんま何も、一切しないで、このままポッ

クリいきたい」って、認知症がありながら

もそういう意思はすごくはっきりされてた

し、毎朝それを娘さんにそれを話されてた

ので、娘さんもそれはよくわかって、苦し

いことはなるべく避けてあげたいって風に

思っていた。

【家族は死ぬと理解はしていても生き続ける

と思っている】

訪問看護師は、家族介護者が痩せた患者の

身体に触れたことで《死が近づいてきている

現実を感じ〉、衰弱していく姿を何もせずに

見て居れず、〈最期まで何かしら手立てがあ

るのではないかと望みをつないでいる》と捉

えていた。状態が悪化している様子を目の

当たりにすることで、《死への心づ、もりは出

来ている》と覚悟を決めている家族を捉える

場合もあれば、《死が近いことがわかってい

ても受け入れられない気持ちの葛藤がありふ

〈死が近いことはわかっているが、まだ大丈

夫と思っている〉という、いつまでも生き続

けていてほしいと望む家族の気持ちの揺らぎ

を訪問看護師は捉えていた。

もうそんなに先は長くないなって言う感
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じも受けていたんですけど、まずは奥さん

が「食べれないとか、このまま衰弱してい

くのは看ているのは辛い」みたいな反応は

あったので、点滴をするって言うところか

ら始まって、もう点滴をしないって決めて

いくことに、奥さんに葛藤があった。変に

長引かせるのも本人にとって辛いし、反対

に何もしないでこのまま看ていくのにも

ちょっと不安を感じているみたいなところ

で奥さんが葛藤している中で、やめる時

期っていうのをどこにするかっていうのを、

まあ色々話しながら。(中略)点滴をやめる

までが奥さん割と「今日は点滴してほしい」

とかそういうのでコールがあったりとかそ

ういう感じでしたね。

ii.訪問看護師が捉えた家族の苦悩

【家族は介護の不安・負担に押し潰されている】

介護者は経験したことのない介護や医療処

置を自ら担わなければならないことへの怖

さから、〈自信のなさが不安につながってい

る》思いを持ち、また先の見えない状態の変

イ七への不安から、《想像のつかない看取りに

不安を感じている》と訪問看護師は捉えてい

た。同時に介護者は、一人で介護を背負いす

ぎ、心身に影響が出るほどの《介護疲労が見

えている〉状況を訪問看護師は捉えていた。

奥さんが、だんだん疲れていって。それ

に対し奥さんが、むかつとして、こう言っ

ちゃうとか、「もう殺したくなる」みたいな

こととかも聞かれたり、本人に対して怒り

をぶつけることとかが出てきたりとかして。

本人が奥さんの言うことを聞いてくれなく

なったりとかすることで、やっぱりこれだ

け一生懸命やってるのに、ほんとにつらい

だろうなってところカまあって。

【家族は思うように介護できず自分を責めて

いる】

介護者は思うように介護が出来ていないと

いう否定的な思いを抱え、〈介護者は自分自

身を責めている》様相を訪問看護師は捉えて
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いた。

息子さんと奥さんと二人で交代で介護す

るようにしてくれてたけど、やっぱり(本

人のことが)凄く気になってしょうがな

かったり、一人ではどうしてもケアができ

なくて二人で一緒にやったりすると、かわ

りばんこで休もうねって言っても(結局二

人で動いてしまい)休めなかったりとかし

て、すごく疲労が募ってしまって。そうい

う意味で上手く介護出来ないみたいな、不

安というか葛藤というかそういうのがあっ

た。

【家族は看取りに悔いを残している】

どうしてもっと早くにがんに気付いてあげ

られなかったのか、もっと何かできたのでは

ないかという後悔、また夫の意向に沿ってあ

げられなかったという罪悪感など、〈何かし

らの悔いが残っている〉思いを訪問看護師は

看取り後も捉えていた。

自分が恥ずかしくても本人を開放的にし

てあげればよかった、という思いが奥さん

の中で、すごく罪悪感として、もうちょっ

とこういうふうに開放すればよかったな、

とかっていうところが残っていて。……一

生懸命やってない人はいないと思うんだけ

ど、一生懸命やってる人に限って、できて

なかったところがやっぱり頭の片隅には残

りながら介護生活っていうのを送られてる

から、まあ、そういうところがすごく残る

んだろうなと思って。

【家族は看取り後、悲嘆の中にいる】

介護者は看取った後、《悲嘆の渦中にいる〉

ことを訪問看護師は捉えていた。

亡くなってみて改めてすごく思うってい

う感じみたいですね。母ひとり子一人で住

んでいる中、ちょくちよく娘さんとこきて、

あなたちょっと帰りが遅いじゃないって

いってみたりだとか、今日は何してたの?

お茶の水看護学雑誌6巻 l号 (2012)

とかつて言ってくるのを、うっとおしい部

分もあり、でもちょっとそういう風に言わ

れないようにしようと頑張って仕事をしよ

うっていう風に思って色々やってきた部分

が、もう母がいなくなってしまって、すご

く寂しいとか。……あの家に一人で住むっ

ていうのがすごくさみしいって。

iii.訪問看護師自身のビリーフ

【在宅での看取りは理想の看取り】

介護負担はあったとしても最期まで在宅で

介護し看取れたことで、《皆、在宅での看取

りに満足しているはず〉、《自宅での看取りは

後悔しないはず》と訪問看護師自身は思って

いた。また、〈良い在宅医療は良い看取りに

なるはず》と医療者との良好な関係性が在宅

での看取りを迎えるにあたり重要な要因にな

ると考えていた。これらは家族の思いの捉え

方ではなく、訪問看護師が描いている理想の

看取りであり、訪問看護師自身の看取りに関

するビリーフと言えるだろう。

ほんとに奥さんには(在宅で看取りを)

頑張ってもらったし、患者さんも最期を奥

さんに看てもらって、何よりだったと思う。

娘さんに疲れが見えてきて、もう(介護

は)無理だなって。(中略)娘さん自身も身

体的にも。だけど、ここを通過しないと

・・(中略)まあ(最期まで)頑張ってくれ

たから。でもそれを乗り越えられたから、

多分、(在宅で看取ることができて)やり

きったっていうような満足感というものが

あったのかなっていう気はしてます。

【看取りの時期は家族の鮮を深める時期】

訪問看護師は、看取る時期に《家族は看取

る方向を一つにすべき〉という考えを持ち、

患者が生きていられる《時間が少ないことが

家族を集める〉ものであり、看取りに向かう

中で家族間の関係性は密接になるものだと捉

えていた。家族関係が密接になることで、家

族の粋が深まるものだと考え、〈良い看取り
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身

C くなってきたときに。

苦悩 磯鱗機訪問看護富市自身のピリーフ

~1 家族の署取りにまつわるピリーフ
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する際には、訪問看護師自身の中にも【在宅

での看取りは理想の看取り】【看取りの時期

は家族の幹を深める時期】という理想の看取

りの形や規範をイメージした自身のビリーフ

が存在し、家族のビリーフの中心となる【家

族は他者が入り込めない看取りの拠り所を

持っている}という捉えと相容れずに位置し

ていた。訪問看護師は、看取りに関する自ら

のビリーフを通して家族のピリーフを評価し

ており、家族のビリーフと自らのピリーフを

すり合わせながら、家族のピリーフを尊重し

た対応に努めていた。

IV.考察

1 .看取る家族には相反するビリーフが存在

する

本研究の結果より、家族には看取りにまつ

わる3つのピリーフが存在していることがわ

かった。家族は看取る心づ、もりはしていても、

痩せ衰えていく患者の姿に死を感じることで、

医療処置をしてでも生きながらえていてほし

い、まだ生きることができるかもしれないと

いう生命の維持を求める【家族は生き続けて

いてほしい}のビリーフ、家族が患者を看取

る際には、最期まで苦痛なく、本人の意向

に沿った死の迎え方をしてほしいと望む【理

想の看取りに近づけたい】のピリーフがあり、

これらを実現するために、自分が背負ってい

る看取りの役割を全うしなければならないと

覚悟を決め、重責感を伴いながら命の終わり

を決断する【命の終わりを背負っている】と

いうピリーフが存在していた。これらピリー

フは、実際の家族の語りからその人が大切に

しているもの、こだわっていることに注目し

て導き出されたものである。すなわち、価値

をおいているものであり、これは宮本22，23)

が説明している規範と欲求で構成される価値

観として捉えることができると考える。価値

観とは、自分の判断基準の基本となる考え方

のことであり、“どうすべきか"についての

判断基準である規範、“どうしたいか"につ

いての判断基準である欲求で構成される。こ

お茶の水看護学雑誌6巻 1号 (2012)

の規範と欲求は対立しあいながらその都度折

り合いがつけられ、“どうすることが望まし

いか"についての判断基準、すなわち価値判

断を下そうとする自身の判断基準のもとであ

ると説明している。

さらに、迫りくる死を想定し、本人の意向

を尊重した安楽な看取りを望む【理想の看取

りに近づけたい】ピリーフと、医療処置をし

てでも生きながらえていてほしいと望む{家

族は生き続けていてほしい】というピリーフ

は、死を意識することで生じる折り合いよう

のないピリーフとなりうると考える。それは、

このまま辛い医療処置はせずに、苦痛のない

状態で逝かせてほしいと望む本人の意向に家

族は沿ってあげたいと思っていても、徐々に

衰弱していく姿を目の当たりにし、死が見え

てきたことで、点滴をしてでも生きながらえ

る手助けをする行動をとってしまい、家族が

思い描いていた理想の看取りとは反したピ

リーフを貫いてしまっている姿から理解でき

る。つまり、終末期がん患者の家族のピリー

フは、看取りにまつわる相反する欲求を示す

ものであり、そのためピリーフ間でせめぎ合

いや葛藤が生じ、苦悩として自分自身および

周囲に捉えられると言えよう。

2.ビリーフを貫こうとすることで生じる家

族の苦悩

本研究の結果では、看取りに向かっている

家族は、患者にとって苦痛のない、より良い

死を迎えてあげたいというピリーフを貫こう

とするが、思い通りに役割が果たせなかった

時には自分自身を責め、また、介護に没頭す

るあまりに負担感との葛藤で苦悩が生じてい

た。苦痛なく安らかな理想、の看取りを貫き通

そうとする一方で、医療処置をしてでも生き

ながらえていてほしいと望む、相反するピ

リーフの中で後悔の念や看取り後の空虚感な

ど苦悩が生じていた。このことは、苦悩とピ

リーフはそれぞれが単体で存在しているので

はなく、ピリーフと苦悩には密接な関連性が

あると考えられる。また、苦悩は介護を継続

することのみで生じるものではなく、看取り



にまつわるビリーフの影響を受けて生じてい

るともいえる。

さらに、欲求を示す看取りにまつわる家

族介護者のピリーフである【理想の看取りに

近づけたい}と【家族は生き続けていてほし

い】は、本人の意向に沿いながら安楽な状態

で、逝ってほしいと理想の看取りを望みながら、

しかし、死がみえてくることで医療処置をし

てでも生きながらえていてほしいと望む相反

する欲求であり、家族介護者は矛盾した欲求

を同時に持ち合わせていることになる。その

ため、どちらかの欲求の強きが大きかったり、

両者の聞に激しい葛藤が生じていたりすると、

両者のビリーフはバランスを崩し、苦悩が生

じやすいと考えられる。例えば、安楽な看取

りを迎えようと理想の看取りを思い描いてい

ても、死が見えてきたことで点滴をしてでも

生きながらえていてほしいと望んでしまう家

族の姿があった。しかし思い描いていた理想

とは異なる看取りをしてしまったことで、な

ぜあのときに辛い医療処置をしてしまったん

だろうかと看取り後に後悔の念を残したり、

また逆に、安楽な看取りを優先したことで医

療処置をしなかったために、点滴をしていれ

ばもっと生きながらえることができたかもし

れないと、後悔の念が強く残っていた。つま

り、本研究の結果は、ビリーフと苦悩は密接

に関連しているということだけではなく、相

反する欲求に対応するピリーフが存在し、看

取りの時期にビリーフを全うできないことで

ピリーフ自体が揺さぶられ、苦悩として表面

に生じてきているのである。

終末期ではない介護役割に関連する先行研

究では、家族は介護者としての役割を果たす

ことで、喜びゃ生きがいを持てたり 24，25)、介

護の役割を持つことはポジティブな感情に関

連する 24)といわれている。しかし本研究の

結果では、これら先行研究で言われているも

のとは相違があり、介護の役割を果たしなが

ら看取りを達成したにも関わらず、後悔や虚

無感というネガティブな感情を伴う苦悩が存

在していた。また、 lllnessBeliefs Model9)で

は、ピリーフは体験をポジティプなものとネ
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ガティプなものに分けている。問題解決を助

け、苦悩を和らげ、気持ちを楽にさせるピリー

フを助成的ピリーフ、課題や問題の解決・

解明を見出せず、苦悩を強め、苦しみにつな

がるピリーフを拘束的ビリーフと呼び、家族

にはこの2種類のピリーフがあると述べてい

る。しかし、本研究の結果では、看取りにま

つわるピリーフの中に相反する欲求に相当す

るピリーフが存在し、さらにこの相反するピ

リーフを貫くことで苦悩が生じていた。つま

り、看取りにまつわるピリーフはWrightら

が言うところの苦悩を強める拘束的ピリーフ

であるといえる。よって家族が抱えるビリー

フには、 Wrightらが述べている助成的ピリー

フと拘束的ピリーフの2種類のピリーフが存

在することについては理解できるが、相反す

るピリーフが同時に存在することについては、

長期継続的な介護負担を負う家族の状況とは

異なり、死別を目の前にした看取りの時期に

おける家族介護者が抱えるピリーフの特徴で

あると言えよう。

3. 自身のビリーフを通して家族のビリーフ

をとらえている訪問看護師

訪問看護師は結果に示した通り、家族のピ

リーフと苦悩をそれぞれ対応するように捉え

ていた。(図1)しかし、家族のピリーフと苦

悩の捉えとは別に、【在宅での看取りは理想、

の看取り】、{看取りの時期は家族の粋を深め

る時期】という訪問看護師自身のピリーフも

存在していた。

訪問看護師の家族のビリーフの捉え方を構

造化すると、訪問看護師は家族の苦悩という

表面化している問題にまず焦点をあて、それ

を解決できるように介入していた。これは、

問題解決思考をする訪問看護師などの医療者

からすると、家族の介護不安や負担感、自責

の念など、顕在化している苦悩は捉えやすく

介入しやすい部分でもある。しかし、訪問看

護師は【家族は他者が入り込めない看取りの

拠り所を持っている】を家族のビリーフの中

核を成していると捉え、それが訪問看護師の

ピリーフと相容れずにいた。このことは、訪
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問看護師は自身のピリーフを通して、家族の

ビリーフをとらえているために、自身のピ

リーフに合うものは引き込めることができる

が、違った部分は【家族は他者が入り込めな

い看取りの拠り所を持っている】ために入り

込むことができない、立ち入つてはいけない

と突き放し、相容れないものとして解釈して

いる。この結果は、専門職と家族のピリーフ

が一致していなければ、ストレスや苦悩が増

強し、両者の関係は難しくなる 20，26)ことや、

専門職自身が持つビリーフが家族ケアに影響

する 27)という意見を支持することができる。

訪問看護師が自身のビリーフを通して家族

のピリーフを捉えようとする限り、それは表

面上の捉え方でしかなく、なぜ家族には苦悩

が生じているのかを十分に理解することはで

きない。そのために、苦悩への対処というだ

けの関わりになってしまったり、専門職とし

ての訪問看護師のピリーフを押し付けたり、

また自身のピリーフをもって家族のビリーフ

を捉えようとしている。そして、訪問看護師

が想像する理想の看取りからかけ離れた家族

の考え方が出現すると、なぜ家族はそのよう

なことにこだわるのか、なぜそのような行動

をとるのかと理解に苦しみ、家族の対応を支

援しきれないことに訪問看護師自身が苦悩し

ている。終末期に関わる看護師に葛藤やスト

レスが増強する 28，29)のは、このような訪問

看護師自身のビリーフとの関係に大きく影響

しているとも考えられる。

家族の苦悩を緩和するために、訪問看護師

には家族の看取りにまつわる行動や発言から、

家族がどのようなピリーフを拠り所としてい

るか推し量り、その時の状況に応じて家族の

ピリーフを変化させていく方向で、働き掛け

ていかなければならない。しかしながら、訪

問看護師自身のビリーフを通して家族のピ

リーフを捉えていることで結果的に訪問看護

師も苦t悩に陥ってしまう状況であり、このま

までは家族のピリーフに関わるような支援は

できない。

家族の物語を訪問看護師が理解する際には

訪問看護師の中で要約・統合し解釈される
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が、この時に影響を与えるのが訪問看護師の

ビリーフである。ピリーフは訪問看護師自身

の家族体験、家族観、そして看取りの経験の

中から熟練性を培い、形成されたものである。

こうした訪問看護師のピリーフによる影響を

最小限に抑え、看取りにまつわる家族のピ

リーフを適確に把握するためには、自分自身

を振り返り、家族に対する自分の見方、傾向

に気付く必要がある。さらに自身の振り返り

と気付きにより、なぜ家族の考えや思いに異

和感を覚えるのか、自分の理想とする看取り

にとらわれていないかなどを吟味することが

重要である。それは宮本が述べている異和感

の対自化23)であり、本研究の結果はその際

の視点、に活用でき、看護介入における手がか

りになる可能性がある。

また、[家族は他者が入り込めない看取り

の拠り所を持っている】ことは、他人は踏み

込んではならない 家族で解決するべき問題

と捉えるのではなく、訪問看護師は薦踏せず

に、家族はどのような看取りを考えているの

か、もう一度確認していくことが必要と考え

る。そして、相反するビリーフを持っている

ことを理解し、その中で家族自身が看取りに

向かうピリーフに重きを置き、死に逝く患者

との距離を持つようになり、ピリーフにまつ

わる揺れを治めるように介入していくことが

重要である。この家族介護者と訪問看護師聞

のすれ違い、行き違いをなくしていくことで、

更に深く家族のビリーフを理解することが可

能になると考えられる。

4.家族のビリーフを尊重した看取りの時期

の家族支援

家族の苦悩は、ピリーフを貫こうとするこ

とで生じているものであり、そしてそのピ

リーフは規範と2つの相反する欲求で構成さ

れていた。規範と欲求は連動して働く性質が

あり 30)、行動力の源泉は欲求にあるため、規

範が行動を導くには、それと対になる欲求が

高まる必要がある 31)。この図式を家族介護

者のビリーフに適応して考えると、欲求に対

応する【理想の看取りに近づけたい】と{家族



は生き続けていてほししづに直接働き掛ける

ことによって、規範に対応する【命の終わり

を背負っている】との折り合いをつけること

が容易になり、家族の苦悩は緩和することが

できると考えられる。

しかし、看取りにまつわる家族のピリーフ

には相反する欲求が存在しており、【理想の

看取りに近づけたい】と【家族は生き続けて

いてほしい】の両方を尊重した働きかけは難

しいと考える。特に【家族は生き続けていて

ほしい】に関しては、衰弱している患者を目

の前にして、家族は生き続けていてほしいと

願っても、それは叶えられるものではなく、

必ず死が近いうちにやってくるものであり、

死を止めることは誰にもできない。死ぬとわ

かっていてもまだ生きていてほしいと、まだ

大丈夫だと命への執着というブレーキをかけ

ている家族に対して訪問看護師は、家族の紳

を深めようとしたり、死に逝く人に関わりを

持ち続けるような支援を実際にしている。し

かし、看取る家族は医学的知識を基にしない

察し方によって、直観的に患者の死の接近を

実感している 18)時がある。この時に看取り

を迎える家族には、点滴などの医療処置を施

すのではなく、ブレーキをかけているものを

はずしてあげるような支援が必要であり、死

に逝く人にどのように関わっていくか共に考

え、傍で共に看ていくような援助が必要と考

える。

また一方で、家族が思い描いている理想の

看取りに近づけるような関わりは可能であり、

【理想の看取りに近づけたい】を基盤にした

形で働き掛けることで、{家族は生き続けて

いてほしい】のピリーフとのバランスはとり

やすくなると考える。なぜなら、家族が思い

描いている理想の看取りとはどのようなもの

なのか、訪問看護師は尊重し理解し、その理

想、の看取りに近づくためにはどのようにした

らよいのか関わることができる。例えば、安

楽な看取りを思い描いているのであれば、安

楽な死を迎えるためにはどうしたらよいか考

えることで、積極的な医療処置をしても限界

があり、生き続けることは不可能であること
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に家族は気付くかもしれない。また、家族が

介護負担になっていることで患者に苦痛を与

えているならば、患者の苦痛を取り除くため

にも、看取りや介護を家族だけで背負うこと

ではなく、他者の支援を求め、社会資源を活

用することも必要と受け止めることが重要で

ある。負担軽減の支援を受け入れたとしても、

看取る家族としての役割は全うしていると思

えるように、主介護者としての立場が尊重さ

れることで、介護負担や自責の念が和らぎ、

看取り後の悔いは多少でも緩和できると考え

る。

つまり、【理想の看取りに近づけたい】はピ

リーフを貫こうとする家族のピリーフの強さ

のバランスを良い方向に保つための契機とな

る。そして訪問看護師は、死を恐れ、命に執

着している家族のピリーフに関わり、考えを

及ぼすことができれば、家族の苦悩を軽減し

たり緩和したりすることにつながるといえる。

V.研究の限界と今後の課題

本研究は、都市部にある訪問看護ステー

ションを利用し遺族となる家族介護者と、そ

の訪問看護ステーション3ヶ所のスタッフを

研究参加者としているため、都市部の訪問看

護ステーションという特殊な地域の対象者の

みである。そのため、地域による差異がある

可能性がある。今後も対象者を拡大し、看取

りにまつわる家族のビリーフの詳細を更に明

示していき、看護介入プログラムへと発展さ

せていきたいと考える。

VI.結
曇ふ
日間

1.看取りにまつわる家族介護者のピリーフ

は、【命の終わりを背負っている}【理想の

看取りに近づけたい】【家族は生き続けて

いてほしい】であり、家族介護者はビリー

フを貫こうとすることで、【背負い込んだ

ものに押し潰される】{逝く人の思いを叶

えられない力の無さ】【引きずる後悔の念}

【埋めようのない看取り後の空虚】という
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苦悩が生じていることが明らかになった。

2.訪問看護師は家族介護者のビリーフと苦

悩をすべて捉えることはできていた。しか

し、訪問看護師自身に【在宅での看取りは

理想の看取り】【看取りの時期は家族の幹

を深める時期】という訪問看護師自身のピ

リーフが存在し、その自身のビリーフを還

して家族介護者のピリーフを捉えた見方を

しているために、自身のピリーフに合わな

いものは【家族は他者が入り込めない看取

りの拠り所を持っている】と、相容れない

ものと解釈し、訪問看護師自身が苦悩して

いた。訪問看護師には自身にピリーフが存

在し、家族のビリーフを捉える際には自身

のビリーフが介在していることに気付く姿

勢が求められる。

3.家族のピリーフである【理想、の看取りに

近づけたい】は、ピリーフを貫こうとする

家族のピリーフの強さのバランスを良い方

向に保つ要となるため、このピリーフに訪

問看護師が働きかけることが家族の苦悩を

緩和する効果的な支援方法になる。
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