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　近年，看取りの場所の一つとして介護施設が注目され始めている．本研究では，その中でも

最期の時まで日常生活を支援する場であり，終の棲家ともいわれている特別養護老人ホーム(以

下，特養)に着目した．

　本論文の目的は，介護福祉士の悩みと施設体制の関連から，特養におけるターミナルケア体

制の在り方と介護福祉士の役割の方向性を示すことである．研究方法は，郵送による無記名自

記式質問紙調査とした．全国の特養に勤務するターミナルケア経験のある介護福祉士が対象で

ある．調査対象者数は，1,175名，587名の回答があり，有効回答を得られたのが573名である

(回収率50.0％)．

　分析結果として，施設体制との関連から，以下の3点が悩みの要因となっていると考えられ

た．ターミナルケアの場面において，① 介護職の役割がわからなくなっている，② 特別なケアを

提供しなければならないと過度に考えている，③ 死に対する理解不足がある．

　この結果から，特養におけるターミナルケアの課題をあげた．まず，日常生活のケアの延長

線上にある死を捉え，介護福祉士が中心的役割を担う福祉モデルのターミナルケアの構築が必

要である．そこで，介護福祉士はターミナルケアを特別なケアと捉えることなく，主体的に関

わることが求められる．また，人間の死についての理解を深めなくてはならない．そのために

は，研修制度の確立とスーパービジョンを受ける機会の必要性があげられる．研修体制と定期

的なスーパービジョンの機会は，介護福祉士が主体的にターミナルケアを展開していくために

必要な車の両輪であると捉えられる．
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1．はじめに

　人生の最期をどこで迎えるのか，いずれは死を迎えることになる私達全てにとり，大きな関

心事といえる．厚生労働省の人口動態統計，死亡の場所別にみた死亡数・構成割合の年次推移

によると，1952年には在宅での死は全体の80％以上を占めていた．しかし，医療の進歩，病院

の増加に伴い1977年には病院での死が在宅での死を上回り，現在では約80％の人が病院で死を

迎える時代となっている．

　そのような時代背景の中，近年，看取りの場所の一つとして介護施設が注目され始めている．

2009年度の人口動態統計によると，死亡場所が介護施設(特別養護老人ホームと介護老人保健

施設)であった人は，4万9千414名となる．介護施設の統計が開始された1995年には1万6千

336名であったが，調査の度ごとにその数は増え，年々増加の傾向にある．また，2006年の介

護保険法一部改正では，特別養護老人ホーム(以下，特養)の「看取り介護加算」「重度化対応加

算」が創設されている．この加算は，今後特養が看取りの場所の一つとして，重要な役割を担

うと期待されて創設されたと捉えることができる．

　このように看取りの場所の一つとして注目されている特養では，居住者の日常生活の支援を

展開している介護職が，ターミナルケアを展開する立場にあたることになる．特に，介護福祉

士は介護の専門職としてその主軸を担うことが重要である．これまでの特養でのターミナルケ

アに関する先行研究に関しては，小山・水野(2010)が文献検討を行っている．小山・水野によ

ると，特養における看取りに関する文献23編の内容検討を行った結果，おおむね「看取りの方

針」「職種間の連携」「知識や技術」「質の評価」「看護の内容」に言及されている．

　特養でのターミナルケアにおける介護福祉士の役割については，宮路・三宅・田中・内田・

藤原(2001)が文献検討から，「利用者の生活と生を支え，利用者の家族を支援し，介護福祉士の

看取り教育や研修の必要性」を述べている．間瀬(2010)も文献検討から，「利用者の心に寄り添

い，きめ細やかな日常生活の支援，看護職との連携・協働」について述べている．これらの先

行研究では，介護福祉士がターミナル期に居住者の日常生活を支援する必要性が述べられてい

る．また，特養で死の看取りを行う際に，ケアにあたる介護福祉士がターミナルケアに困難や

難しさ，不安や悩みを感じていることは，先行研究から明らかになっている(大友(2007)，小

楠・萩原(2007)，片山・坂本・日笠(2001)，清水・柳原(2007))．その原因としては，これまで

特養が看取りの場としての役割を十分に担っていなかったことや，前述の通り病院で迎える死

が増えたことが考えられる．死が日常と切り離され，いのちの尊さに触れる機会が少なかった

ことから，自分の勤務する施設が看取りの場である認識がなく働いてきた介護職が多数いる可

能性がある．

　特養が看取りの場所へと変化してきている今日，「日常生活が営まれている場が，看取りの場

となる」という特養での看取りの大きな特徴を活かしたケアが求められる．それは，残された

時を生涯の最終ステージとしてどれだけ心豊かに，穏やかに過ごせるかに重点をおいたケアで
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ある．そのケアを展開する専門職としての介護福祉士の役割を明確にすることは，大きな意義

があると考える．

　さらに，これまでの研究から，介護福祉士の養成教育内容と介護現場で望まれる教育内容は

必ずしもリンクしていないことも明らかとなっている(出村・本名(2008))．不安を持ち続けな

がら勤務を継続する介護福祉士が増えるほどに，特養での豊かな看取りを行うことは困難とな

る．不安を解消する一つの要因として，現状に即した教育内容の構築も求められる．

　このように介護福祉士にとっては経験の少なかったターミナルケアを，介護が主軸となる特

養で進めていくためには，施設側の教育体制やフォロー体制をしっかりと確立していく必要が

ある．しかし，実際には，それができていない現実があることが推測される．また，施設の現

状や働く職員の悩みについての先行研究はあるが，介護福祉士の悩みと施設体制の関連につい

て着目した研究は見つからなかった．

　施設のターミナルケアに関する体制が介護福祉士の悩みとどのように関わりがあるのかに着

目することで，特養におけるターミナルケアの課題が見えてくるのではないかと考えた．特養

でのケアの主軸である介護福祉士がその課題の中心となり取り組むことで，介護福祉士が役割

をもって特養のターミナルケアを展開することにつながる．

　以上のことから，本研究の目的は，ターミナルケアにおける特養での介護福祉士の悩みと施

設体制の関連を明らかにし，特養におけるターミナルケア体制の在り方と介護福祉士の役割の

方向性を示すこととした．

2．研究方法

　社団法人日本介護福祉士会の協力を得て，郵送による無記名自記式の質問紙調査を行った．

対象は，全国の特養で働くターミナルケア経験のある介護福祉士とした．調査期間は，2010年

1月から2月である．調査対象者数は，1,175名，587名の回答があり，回収率は50.0％であっ

た．分析は，573名の有効回答を対象とした．各都道府県における施設の選定については，日

本介護福祉士会の各支部に，「県内においてターミナルケアを積極的に実践していると思われる

施設(特養)」への調査票送付を依頼した．調査項目は，個人基本属性，施設基本属性，施設の

体制，現在悩んでいる内容，現在学びたいターミナルケア教育の内容等である．

　なお，本調査におけるターミナルケアの開始時期については，その居住者に関わる多くのス

タッフ(介護従事者，生活相談員，看護師，医師等)が，① これまでの生活と異なる心身の機能

低下を認め，② 状態を改善することが困難であると判断し，③ 死が近いのではないかと思われる

との見解がある時期，として広く捉えた．また，その時期に行われたケアをターミナルケアと

した．



回答者の個人属性及び施設属性

　回答者の個人属性は表1である．性別は，男性が170名(29.7％），女性が402名(70.2％）で、

約7割が女性であった．年齢は，最年少が19歳，最高齢が68歳，平均年齢は37歳であった．

年代ごとで分けた場合，30歳未満が180名（31.4％）と最も多い．次いで30歳代が177名

（30.9％）となり，40歳代以下で約6割を占めている．介護経験年数は，最短経験年数は1年，

最長経験年数は33年，平均介護経験年数は10年であった．年数別に5区分で分けた場合，5年

から9年が一番多く，221名（38.6%）であり，次いで10年から14年が151名（26.4％）で

あった．現在の役職は，一般介護職員が254名（44.3％）と最も多い．次いでユニットリー

ダー 113名（19.7％），主任84名（14.7％）であった．介護福祉士以外の所持資格は，ホーム

ヘルパー 2級が186名(33.0％)と最も多く，次いで介護支援専門員156名(27.7％)であった．介

護福祉士のみは150名(26.6％)となっている．
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3．研究結果

　特養においてターミナルケアに関わる介護福祉士の「悩み」として質問した15項目と実施体

制として質問した「完備されているもの」12項目及び「実施している内容」11項目をそれぞ

れクロス集計し，カイ二乗検定を行った．それぞれについての結果は以下の通りである．

（1）完備しているもの

　まず，「悩み」と「完備されているもの」の関連を見た結果，表2のような結果となった．統

計的な有意差及び傾向のあったものから，介護福祉士の悩みの傾向が5つみられた．

①　医療との連携について

　まず，医療との連携に関して「ターミナルケア指針」「ターミナルケア開始時の医師の指示書」

「医師の24時間オンコール体制」「ターミナルケアの医療と介護の協力体制」の4項目について有

意差または傾向があることが明らかになった．



　「ターミナルケア指針」があると回答している人は，「医療職者不在時の対応」に悩んでいる割

合が高いことがわかった．次に「ターミナルケア開始時の医師の指示書」があると回答してい

る人は，「他職種との連携」「介護職間での連携」等に悩んでいる傾向があることがわかった．「医

師の24時間オンコール体制」があると回答している人は，「他職種との連携」「介護職間での連

携」等に悩んでいると回答している人の割合が高いことがわかった．また，「医療職者不在時の

対応」「介護者の役割」等に悩んでいる傾向があることがわかった．「ターミナルケアの医療と介

護の協力体制」があると回答している人は，「他職種との連携」等に悩んでいる割合が高いこと

がわかった．

　以上の結果から，ターミナルケアにおいて医療と介護の協力体制ができていることが，必ず

しも介護職にとって良いわけではないことがわかる．本来，協力体制は必要である．しかし，

何の為に医療と連携体制をとっているのか介護職が理解できておらず，むしろ自分たちの役割

を医療の補助と捉えて，職種の役割を見失っている可能性があることが考えられる．

②　ターミナルケアのマニュアルに関して

　二つ目に「ターミナルケアマニュアル」があると回答している人は，「居住者の思いを受け止

める方法」に悩んでいる割合が高いことがわかった．この理由として，マニュアル通りに行動

することで，居住者の思いを十分に受け止められていないと感じていると考えられる．また，

ターミナル期の居住者に対して，特別な思いの受け止め方をしなければならないと介護職が思

い込んでしまっていることが考えられる．

③　臨終期について

　三つ目に「臨終期の家族への連絡」があると回答している人は，「介護者の役割」「具体的なケ

ア方法」「介護職間での連携」に悩んでいる割合が高いことがわかった．これは，居住者の臨終

期というこれまでなじみのなかった場面において，介護職として何かしなければならないとい

う焦りがあることが推測される．介護職の死に対する理解不足が考えられる．

④　個室対応について

　四つ目に「ターミナル期の個室体制」があると回答している人は，「具体的なケア方法」「介護

職間での連携」に悩んでいる傾向があることがわかった．個室体制があるということは，本来

ゆっくりと最期の時間を共に過ごすことができる体制であり，特養での通常の介護と同じよう

に日常生活のケアを行うべきである．死にゆく人と一対一の場面で，介護職は何かをしなくて

はいけないと過度に考えすぎている可能性があると考えられる．

⑤　研修体制について

　五つ目に「ターミナルケアに関する研修体制」があると回答している人は，「介護職間での連
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携」「自分自身のストレスへの対応」「スーパーバイズを受ける機会(がない)」に悩んでいると回

答している人の割合が高く，「家族の悩みへの対応」「他介護職員へのスーパーバイズ」に悩んで

いる傾向があることがわかった．これは，研修を受けることで，介護職の役割がわからなく

なっている可能性がある．研修内容がその迷いに応えるものでないため，スーパービジョンの

場を求めることにつながると考えられる．

（2）実施していること

　次に，「悩み」と「実施されていること」の関連を見た結果，表3のような結果となった．統

計的な有意差及び傾向のあったものから，介護福祉士の悩みの傾向が3つみられた．

①　居住者または家族との話し合いの場について

　まず，居住者又は家族との話し合いの場面である「ターミナルケア指針の説明」「ターミナル

ケア実施状況の説明」「定期的なターミナルケアの意向確認」の3項目について有意差または傾

向があることが明らかになった．

　「居住者または家族へのターミナルケア指針の説明」を行っていると回答している人は，「居住

者の思いを受け止める方法」「具体的なケア方法」「介護職間での連携」に悩んでいる傾向がある



ことがわかった．

　「居住者または家族へのターミナルケア実施状況の説明」を行っていると回答している人は，

「家族の悩みへの対応」「居住者の思いを受け止める方法」に悩んでいる割合が高く，「他職種との

連携」「具体的なケア方法」に悩んでいる傾向があることがわかった．

　「居住者または家族への定期的なターミナルケアの意向確認」を行っていると回答している人

は，「具体的なケア方法」に悩んでいる割合が高いことがわかった．

　以上の結果から，どの場面においても居住者や家族に説明できるような特別なケアを提供し

なければならないという思いから，悩みが生じていると捉えることができる．

②　直接的ケア場面について

　二つ目に直接的ケア場面である「基本的なケアによる身体的苦痛への対応」「ターミナル期

における医療的補助」「一日複数回のバイタルサインの確認」「通常より頻回な居室訪問」「居住者

の心配事・困りごとへの対応」の5項目について有意差または傾向があることが明らかになっ

た．

　「基本的なケアによる身体的苦痛への対応」を行っていると回答している人は，「他職種との連

携」「介護職の役割」「自分自身の不安への対応」「具体的なケア方法」「介護職間での連携」に悩ん

でいる割合が高く，「自分自身の悲しみへの対応」「自分自身のストレスへの対応」「スーパーバイ

ズを受ける機会」に悩んでいる傾向があることがわかった．

　「ターミナル期における医療的補助」を行っていると回答している人は，「他職種との連携」「自

分自身の悲しみへの対応」「自分自身の不安への対応」「具体的なケア方法」「介護職間での連携」

に悩んでいる割合が高く，「居住者の思いを受け止める方法」に悩んでいる傾向があることがわ

かった．

　「一日複数回のバイタルサインの確認」を行っていると回答している人は，「居住者の思いを受

け止める方法」「介護職間での連携」に悩んでいる傾向があることがわかった．

　「通常より頻回な居室訪問」を行っていると回答している人は，「自分自身の悲しみへの対応」

「自分自身の不安への対応」「自分自身のストレスへの対応」「スーパーバイズを受ける機会」に悩

んでいる割合が高く，「他職種との連携」「介護職間での連携」に悩んでいる傾向があることがわ

かった．

　「居住者の心配事・困りごとへの対応」を行っていると回答している人は，「他職種との連携」

「介護者の役割」「具体的なケア方法」「介護職間での連携」に悩んでいる割合が高いことがわかっ

た．

　以上の結果から，直接的ケア場面においては，連携と自分自身の内面のコントロールに関す

る悩みを感じていることがわかる．連携については，本来，通常の連携体制が整っており，介

護職も日常のケアができる体制にあれば良いはずである．しかし，それがうまく機能せずに，

目の前で何か変化があった時に医療職に頼らないといけないという意識があること，自分たち

特別養護老人ホームのターミナルケアにおける介護福祉士の役割（出村早苗・中村房代）

－ 226 －



文京学院大学人間学部研究紀要Vol.13

－ 227 －

の役割に迷いがあることと捉えることができる．自分自身の内面のコントロールについては，

死についての理解不足から，死への過程を辿っている居住者を目の当たりにすることに，不安

や過度の悲しみを感じてしまっていると考えられる．

③　居住者の死後について

　三つ目に居住者の死後に関しては「死後の処置(エンゼルケア)」「居住者死後のカンファレン

ス(ケアの振り返り)」の2つの項目について有意差または傾向が見られた．

　「死後の処置(エンゼルケア)」を行っていると回答している人は，「他職種との連携」「介護者の

役割」「具体的なケア方法」「介護職間での連携」に悩んでいる割合が高いことがわかった．

　「居住者死後のカンファレンス(ケアの振り返り)」を行っていると回答している人は，「居住者

の身体的苦痛への対応」「他職種との連携」「具体的なケア方法」「介護職間での連携」「他介護職員

へのスーパーバイズ」に悩んでいる割合が高く，「自分自身のストレスへの対応」に悩んでいる

傾向があることがわかった．

　以上の結果から「死後の処置（エンゼルケア）」については，看護師の役割であり，介護職は

補助的なケアを行うという認識が，介護職・看護師両者にあると考えられる．その為，介護福

祉士は何をするべきかわからないと感じていると捉えられる．また，死後のカンファレンスで

は，介護職は自分がケアを十分に行えたと思えていない場合，ケアを振り返り悩んでいる．カ

ンファレンスにおいてもそれを解決することができないため，今後も同じように悩み続けるこ

とが考えられる．

4．考察

　これまでの結果を踏まえて，特養でのターミナルケアにおける介護福祉士の悩みと施設体制

には，どのような関連があるのかに着目をして分析を行った．本研究結果を基に，今後の特養

でのターミナルケア体制の在り方，介護福祉士の役割について方向性を示す．

　特養は，介護施設の中でも最期の時まで日常生活を支援する場であり，終の棲家ともいわれ

ている．つまり，特養でのターミナルケアは，日常生活の延長線上にあると捉えられ，特別な

ケアではなく，生活の場での看取りを可能とするケアでなければならない．研究結果より，臨

終期や個室における居住者への対応，居住者家族との話し合いの場面で，介護福祉士は悩みを

感じていることが明らかとなった．その要因として，介護福祉士はターミナルケアの場面にお

いて何かをしなければならない，何か特別なケアを提供しなければならないという意識を持ち

すぎているとの見解を述べた．このようにケアに携わる人々がターミナルケアを日常生活と切

り離し，どこか特別な事象として捉えている限り，特養でのターミナルケアを確立していくこ

とは困難である．

　特養での死は，日常生活と切り離された病院での死とは異なり，より自宅に近い場所として，



最期を迎える場所の選択肢の一つとなるべきである．将来的には，一般社会において，特養は

「介護が必要な人が利用する施設」という認識ではなく，「生活をしてきた場所でケアを受けなが

ら，最期を迎えることができる施設」という認識へと変化を遂げていくことが望まれる．

　それを実現するには，特養でのターミナルケアのモデルが必要となる．研究結果から，介護

福祉士が医療との連携時に，自分たちの役割を医療の補助としているのではないかとの見解を

述べた．つまり，病院の体制と同じように医療中心のターミナルケアが，特養でのターミナル

ケアに持ち込まれている可能性があると捉えることができる．しかし，それでは日常生活を支

援する場でのターミナルケアとはならない．特養でのターミナルケアのモデルは，通常のケア

と同じく，介護職を中心とした福祉モデルであるべきである．その中心的な役割を担い，モデ

ルの構築を行うのが介護福祉士である．

　次に介護福祉士の役割について述べる．研究結果からは，介護福祉士はターミナルケアの場

面において「何をするのかわからない」，「特別なケアを行わなければならない」，「死に対する理

解不足がある」との見解を述べた．しかし，介護福祉士の役割は，ターミナル期にあっても他

の利用者と同じように，過ごしやすく安心できる環境を整えること，日常的な人との関わりを

持てるように，居室を訪問して傍にいること，たわいのない話をすること，同じ体勢でいるこ

とにつらさを感じないように，身体の向きを変えること等，特別なことではない日常のケアを

専門職として提供することである．特養でのターミナルケアの福祉モデルを構築するためには，

介護福祉士は，このように意識を変えていかなければならない．介護福祉士が特養でのターミ

ナルケアの中心的な役割を担うためには，死の意味や死との向き合い方，死の過程について等，

人間の死について理解を深めることや，ターミナル期であっても日常生活のケアは変わらず継

続されていくことを理解する必要がある．

　その一つの方法として研修がある．研修によって死に対する理解を深められれば，介護福祉

士が福祉の視点から，ターミナルケアをどのように展開していくのかを主体的に考えることが

できる．研修に関する研究結果で，介護福祉士が研修にスーパービジョン的な要素を求めてい

るとの見解を述べた．しかし，研修はスーパービジョンとは異なるものである。研修は理解を

深めるためにとても有効なものであるが，日々のケアの中で実践されたことをフォローするの

は，定期的なスーパービジョンである．定期的にスーパービジョンの機会をつくることで，

日々を振り返り，自分の悲しみ等の感情のコントロールをすることができると考えられる．つ

まり，研修体制と定期的なスーパービジョンの機会は，介護福祉士が主体的にターミナルケア

を展開していくために必要な車の両輪であると捉えられる．

5．おわりに

　特養での介護福祉士の役割は，いのちの最期を福祉サイドからどのように支えることが可能

となるのかを考えることで見えてくる．介護福祉士に必要なのは死の判定ではなく，死までの
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生を日常生活の中でどのように支援するのかという視点である．それらはどれも特別なケアで

はなく，日常生活のケアの一場面といえる．人生の最期に関わり，いのちの尊さを感じるには，

黙って時間を共にするという場面もあるかもしれない．その場面で，専門職としての介護福祉

士の存在の重要性を，介護福祉士自らが感じることのできるケアの展開が必要である．
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介護福祉現場でターミナルケアに関わる

介護福祉士の皆様へのアンケート協力のお願い

　本調査は，XX大学XXXXXXX学部XXXX学科XX研究室が社団法人日本介護福祉士会の

協力を得て実施するものです．

　日本では，癌以外の高齢者のターミナルケアの基準が急がれ，現在の大きな課題となって

おります．そこで，本調査は介護老人福祉施設のターミナルに関する支援実態を把握し，

ターミナルケア教育の内容として取り入れなければならない課題について探り，検討してい

く機会としたいと考えております．この調査内容を基礎に，介護福祉士養成校における高齢

者のターミナルケア教育を，臨床現場に即した内容で構築することを最終目的にしていま

す．是非ご協力いただければと存じます．

　尚，この調査はXX大学倫理委員会において承認され，実施いたします．調査は無記名で

行い，回答は全体として統計処理をいたします．個人が特定されることはありません．ま

た，このアンケート調査は強制ではありませんので，協力できないと感じられた方は，ご記

入いただかなくても皆様の不利になるようなことはありません．得られた結果を，目的以外

に使用することもありません．

　結果は，XX研究室を通して，後日アンケートにご協力いただいた施設に報告書としてお

送りさせていただきます．ご多忙なところ誠に恐縮ではありますが，趣旨をご理解いただ

き，ご協力をくださいますようにお願い申し上げます．　

＜記入上の注意＞ 

　・お一人一票のご記入をお願いします．

　・ご記入に際しては，記載事項をお読みになってから，ご記入ください．

　・施設ごとに5部お配りいたします．介護福祉士資格を所有し，ターミナルケア経験のある

　　介護職員5名がご記入ください．

＜不明な場合の連絡先＞ 

　・調査に対してご不明な点がございましたら，以下のメールアドレスにご連絡をお願いい

　　たします．

　　尚，電話での対応はできませんので，ご了承ください．

　　mail：XXXXXX@XXXXXXX.XXXX.XX.XX　　

  

＜本調査のターミナル時期とは＞

　本調査において，ターミナルケアの開始時期につきましては，その方に関わる多くのスタッ

フ（介護従事者，生活相談員，看護師，医師等）が， ①これまでの生活と異なる心身の機能低

下を認め，②状態を改善することが困難であると判断し，③死が近いのではないかと思われる，

との見解がある時期として広く捉えます．また，その時期に行われたケアをターミナルケアと

します．
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設問１．あなたの性別を教えてください．当てはまる番号を一つ選び，○をつけてください．

1．男性　　　　　　　　　2．女性

設問２．あなたの年齢を教えてください．（　）に年齢を数字でご記入ください．（基準日を平

成22年1月1日としてください）

（　　　　　　）歳

設問３．あなたの介護福祉現場での介護経験年数を教えてください．下線に数字でご記入くだ

さい．（基準日を平成22年1月1日とします．半年未満は切り捨て，半年以上は1年として計算

してください）

介護経験　　　　　　　　　年

設問４．あなたは現在の職場でどのような役職で働いていますか．当てはまる番号をすべて選

び，番号に○をつけてください．

　　1．一般介護職員　　　4．介護係長　　　　　　7．ユニットリーダー

　　2．フロア長　　　　　5．介護課長　　　　　　8．相談員

　　3．主任　　　　　　　6．介護支援専門員　　　9．その他（具体的に　　　　　　　　）

設問５．あなたが介護福祉士資格を取得した方法を教えてください．当てはまる番号を一つ選

び，番号に○をつけてください．1．の養成校の場合はその種別に当てはまる番号を一つ選んで

ください．

　　1．養成校

　　　　　1）専門学校２年課程 　　2）専門学校の専攻科１年課程 　3）専門学校３年課程

　　　　　4）短期大学２年課程　 　5）短期大学の専攻科１年課程　 6）大学４年課程

　　2．実務経験3年後、国家試験（実技試験免除者も含む）

　　3．福祉系高等学校において所定の科目を履修して卒業後、国家試験

　　4．通信制の専攻科を卒業後、国家試験

　　5．その他（　　　　　　　　　　）

設問６．あなたが今現在，所持している介護福祉士以外の資格を教えてください．当てはまる

番号をすべて選び，番号に○をつけてください．

　　1．ホームヘルパ―１級　　　　　　　　6．保育士　　　

　　2．ホームヘルパ―２級　　　　　　　　7．社会福祉主事

　　3．社会福祉士　　　　　　　　　　　　8．その他（　　　　　　　　　　）

　　4．看護師　　　　　　　　　　　　　　9．介護福祉士のみ

　　5．介護支援専門員
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設問 11 から順に

設問 16 から順に

｝

設問７．あなたは高齢者のターミナルケアに関心がありますか，ありませんか．当てはまる番

号を一つ選び，番号に○をつけてください．

　　1．非常にある　　　2．ややある　　　3．あまりない　　　4．まったくない　

設問８．あなたはこれまでにターミナルケア教育を受けた経験がありますか，ありませんか．

当てはまる番号を一つ選び，番号に○をつけてください．

　　1．経験がある　　　　　　　　　2．経験がない

設問９．「設問８で，教育を受けた経験があると回答した方に伺います」どのような教育機関・

研修機関で受講されましたか．また，その内容が仕事で役に立っているか，いないかも教えて

ください．以下の5項目で，当てはまる番号をすべて選び，番号に○をつけてください．

設問10．あなたが勤務する施設のターミナルケアに関する現状を教えてください．当てはまる

番号を一つ選び，番号に○をつけてください．

　　1．日常的に業務として実施している　

　　2．居住者及び，家族からの希望があれば実施している　　　

　　3．実施していない

設問11.「設問10で，1．2．と回答された方に伺います」あなたの勤務する施設で，ターミナ

ルケアが実施されるようになった時期を教えてください．当てはまる番号を一つ選び，番号に

○をつけてください．

　　1．開設当初から実施している　（　　　　　　　年開設）

　　2．開設当初ではないが，2006年以前より実施している

　　3．2006年度の重度化対応加算・看取り介護加算創設以来，実施している

　　4．その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　5．時期はわからない
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4．とても悩む　3．少し悩む　2．あまり悩まない　1．悩まない

設問12．「設問10で，1．2．と回答された方に伺います」あなたが勤務する施設には，以下の

ようなものが完備されていますか，教えてください．当てはまる番号をすべて選び，番号に○

をつけてください．

　　1．ターミナルケア指針　　　　　　　　　　　11. ターミナルケアに関する研修体制

　　2．ターミナルケアマニュアル　　　　　　　　12．どれもない

　　3．ターミナルケアについての同意書　　　　　13．その他（具体的に　

　　4．ターミナルケア開始時の医師の指示書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　5．ターミナル期の個室体制

　　6．看護師不在時の介護職員の対応手順

　　7．看護師の24時間オンコール体制

　　8．医師の24時間オンコール体制

　　9．ターミナルケアの医療と介護の協力体制

　 10．臨終期の家族への連絡体制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

設問13．「設問10で，1．2．と回答された方に伺います」あなたが働いている職場で実施して

いる内容について教えてください．当てはまる番号をすべて選び，番号に○をつけてください．

　　1．居住者または家族へのターミナルケア指針の説明

　　2．居住者または家族へのターミナルケア実施状況の説明

　　3．居住者または家族への定期的なターミナルケアの意向確認

　　4．基本的なケアによる身体的苦痛への対応

　　5．ターミナル期における医療的補助

　　6．一日複数回のバイタルサインの確認

　　7．通常より頻回な居室訪問

　　8．居住者の心配事・困り事への対応

　　9．家族の心配事・困り事への対応

　 10．死後の処置（エンゼルケア）

　 11．居住者死後のカンファレンス（ケアの振り返り）

　 12．その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

設問14．「設問10で，1．2．と回答された方に伺います」あなたがターミナルケアに携わり，

現在悩んでいる内容について教えてください．各項目で当てはまる番号を一つ選び，番号に○

をつけてください．　

　　1．居住者の精神的苦痛への対応･････････････････････　４　　３　　２　　１

　　2．居住者の身体的苦痛への対応･････････････････････　４　　３　　２　　１

　　3．医療職者不在時の対応･･･････････････････････････　４　　３　　２　　１

　　4．家族の悩みへの対応･････････････････････････････　４　　３　　２　　１

　　5．居住者の想いを受けとめる方法･･･････････････････　４　　３　　２　　１

　　6．ターミナルケアにおける観察方法･････････････････　４　　３　　２　　１
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4．とても悩む　3．少し悩む　2．あまり悩まない　1．悩まない

　　7．他職種との連携･･････････････････････････････････  ４　　３　　２　　１

　　8．死期が近づいた時の介護者の役割･･････････････････  ４　　３　　２　　１

　　9．死期に際して自分自身の悲しみへの対応････････････  ４　　３　　２　　１

　 10．死期の近づきに対する自分自身の不安への対応･･････  ４　　３　　２　　１

　 11．ターミナル期の具体的なケア方法･･････････････････  ４　　３　　２　　１

　 12．介護職間でのターミナル期の連携･･････････････････  ４　　３　　２　　１

　 13．死期が近づいた時の自分自身のストレスへの対応･････ ４　　３　　２　　１

　 14．他介護職員へのスーパーバイズ･････････････････････ ４　　３　　２　　１

　 15．自分自身のスーパーバイズ･････････････････････････ ４　　３　　２　　１

　 その他（具体的に悩んでいることが上記以外であれば教えてください

）

設問15．「設問10で，1．2．と回答された方に伺います」あなたの勤務する施設では，全職員

共通のターミナル時期の判断基準はありますか，ありませんか．当てはまる番号を一つ選び，

番号に○をつけてください．また，ある場合にはその判断基準を教えてください．

　　1．明確な規定はない

　　2．明確な規定がある（以下の中から当てはまるものをすべて選び○を付けて下さい）

　　　　1)医師が生命予後を6ヶ月以内と診断　

　　　　2)医師が回復の見込みがなく，医療機関での対応の必要性が薄いと判断

　　　　3)居住者の体重の減少（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　4)居住者の排泄量の減少（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　5)居住者の呼吸状態の変化（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　6)その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

設問16．あなたは死にゆく人を看取るケアを，どのように呼んでいますか．当てはまる番号を

一つ選び，番号に○をつけてください．

　　1．ターミナルケア　　　　　　　　　　  5．緩和ケア

　　2．終末期のケア　　　　　　　　　　　  6．ホスピスケア

　　3．エンド･オブ･ライフ･ケア　　　　　　7．特に決まりはない

　　4．看取りケア　　　　　　　　　　　　  8．その他（具体的に　　　　　　　　　　　）

設問17．あなたの勤務する施設では，介護福祉実習の実習学生にターミナル期にある居住者と

の関わりをさせますか，させませんか．当てはまる番号を一つ選び番号に○をつけてください．

　　1．積極的にさせる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　        　　　　　

　　2．特に意識はしないが、関わりがある場面もある

　　3．関わりをさせない

　　4．実習生を受け入れていない

　　5．その他（具体的に　　　　　　　　　　）
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設問 18. あなたが今，学びたいターミナルケアの内容について教えてください．以下の15項目

それぞれで，当てはまる番号を一つ選び，番号に○をつけてください．

【自由記入欄】 

介護福祉士養成校におけるターミナルケア教育について，ご意見やお考えがございましたら，

以下の枠内にご記入をお願いします．

お忙しいところ，調査にご協力いただきまして本当にありがとうございました．

（2011.10.5受稿，2011.11.9受理）
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