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はしがき

本報告書は 2007 年に東北在宅ホスピスケア研究会が、医療法人社団 爽秋会 のホスピ
スケア利用者ご遺族にご協力を願い、実施しましたご遺族調査の報告書です。
近年、在宅療養支援診療所が新たに制度化され、2007 年 4 月にはがん対策基本法も設け
られました。国および地方公共団体に対しても、緩和ケアの早期提供や在宅緩和ケアの充
実が義務付けられ、これによって地域への緩和ケアの普及が本格的に進められつつありま
す。しかし、在宅重視という政策的な方向転換がなされつつあるものの、在宅ホスピスケ
アの全国各地域への普及が一朝一夕には成らないことも明らかです。
普及の障壁をなす要因はいくつもありますが、その中でも現代日本社会における死生観
をめぐる問題が、大きな要因のひとつに数えられるように思われます。今日の日本は、が
んの病院死が 90％以上に達しております。がんに限らず、病院死亡率全体をみてもそれは
80％に上ります。現代日本におけるこの病院死亡率の高さは、諸外国と比較しても突出し
ています。この高い病院死亡率が現出する文化的背景には、現代日本社会における死生観
の変容といった事態があるように思われます。在宅緩和医療の充実に向けて、緩和医療の
技術の普及など医療面の質の向上や、介護をめぐる社会的支援の充実等は、いうまでもな
く急務です。しかし、これらの問題と同時に、死生観をめぐる、いわば文化的な問題に視
野を拡げていかなければ、地域社会への在宅ホスピスケアの普及はなされ難いものと考え
られます。
死生観は、緩和ケアの領域ではスピリチュアリティの根幹をなすものとされます。こう
いった問題にアプローチするにあたり、本研究ではご遺族が看取りをどのように経験され
たか、患者さんとご家族の間で何が語られたか、こうした経験や語りの根底にある宗教性
とは何かを把握することに重点を置きました。そのほか、質問項目には爽秋会の在宅ホス
ピスケアに対するご遺族からの評価なども含まれております。これらのケアへの評価は、
爽秋会のケアへの評価という点で個別性、特殊性のある対象に対する評価ではありますが、
在宅ホスピスケアにおいて患者さんと家族に共通して見出される要望、ニーズとは何かを
考える手がかりとなるかもしれません。
日本の在宅ホスピスケアの展開は始まったばかりです。本研究もまた、試行錯誤しなが
ら行われた発展途上のものであり、今も継続中です。本調査は至らぬところが数多く見出
されますが、にもかかわらず多くのご遺族から貴重な回答をいただくことができました。
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この貴重な回答をこのたび報告書としてまとめました。この報告書を、今後の日本の在宅
ホスピスケアを展望する方々に、基礎資料のひとつとして役立てていただければ幸いです。
最後になりましたが、本調査研究の実施に当たり、回答を寄せてくださいましたご遺族
の皆様方、協力してくださった爽秋会のスタッフの方々、研究を進めるにあたり助言いた
だいたタナトロジー研究会の参加者諸氏に、改めて心より御礼申し上げます。

東北在宅ホスピスケア研究会一同

※ 本研究は、在宅医療助成 勇美記念財団 2006（平成 18）年度一般公募助成を受けて行
われました。
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はじめに
このたびお届けいたしますのは、昨年皆様にご協力いただきましたアンケートの結果で
す。昨年は、本アンケートにご協力いただきましてありがとうございます。あらためて、
心よりお礼申し上げます。ようやく集計等が一段落いたしました。その報告をいたしたく、
本報告書をお届けする次第です。

本アンケートは、爽秋会 岡部医院の在宅ホスピスケアをご利用いただいた患者さまの
ご家族、主介護者の方にご協力いただきました。このアンケートにお答えいただくことで、
皆様からご教示していただいたことを、今後の日本の在宅ホスピスケアの発展に資するこ
とができるよう努めて参ります。日本の在宅ホスピスケアは、まだ歴史も浅く、試行錯誤
の繰り返しのなかにあります。この模索の途上にあって、常に立ち返るべき原点は、ケア
を利用された皆様の声です。このアンケートの回答には、そのような皆様の経験、声、感
想があふれております。これは岡部医院のみならず、これからの日本の在宅ホスピスケア
の発展にとって、さまざまなことを教え、示し続ける貴重な基礎資料です。

以下、簡略なものではありますが、アンケートの集計結果をまとめてございます。この
報告書等について何かご不明の点、ご質問等がありましたら、下記までご連絡下さい。

〒981-1226
宮城県名取市植松 1-1-24
医療法人社団 爽秋会 岡部医院内
東北在宅ホスピスケア研究会事務局
担当
℡
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相澤 出
022（381）1236

アンケートの概要、回収状況
今回のアンケートは、2003 年 1 月 1 日から 2007 年 1 月 31 日の間に、在宅（病院以外の
ご自宅および介護施設）で亡くなった患者さまのご遺族に郵送でお送りしました。682 件の
ご遺族にアンケートをお配りし、366 人の方からアンケートを返送して頂きました。アンケ
ートの回収率は 57.5 パーセントでした。
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回答者の属性
〔問１ 回答者年齢〕
回答していただいた方々に年齢をおたずねしました。アンケートへの回答は、患者さまの在宅
の療養生活の様子をよく知る方、特に介護のなかで中心的な役割を担った方にお願いしま
した。集計の結果、回答者の平均年齢は 61.0 歳でした（無回答 1 名）。年齢層別で最も多か
ったのは 50〜59 歳で、計 111 人でした。これに次いで 60〜69 歳の 103 人、70〜79 歳の 68
人が続きました。

〔問２ 回答者性別〕
回答者の方々の性別は「男性」96 人（26.1％）、「女性」267 人（72.6％）でした。無回答
は 2 人（0.6％）でした。あわせて下表「回答者属性／性別および患者に対する関係」もご
覧下さい。

〔問３ 回答者と患者の関係〕
回答者の方と患者さまの関係についておたずねしました。その結果は「配偶者」と答えた
方が 183 名と半数を占めました。続いて多かった回答は「子供」で 100 名（27.9％）、次い
で「婿・嫁」
（62 名、16.9％）となりました。下表「回答者属性／性別および患者に対する
関係」もご参照下さい。

回答者属性／性別および患者に対する関係
男性
配偶者
51
子供
37
婿・嫁
3
親
2
兄弟姉妹
1
その他
2
性別合計
96
（有効 ％） （26.4%）

女性
132
63
59
6
3
5
268
（73.6%）

無回答
0
2
0
0
0
0
2
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関係別合計（％）
183 (50.0%)
102 (27.9%)
62 (16.9%)
8 (2.2%)
4 (1.1%)
7 (1.9%)
366 (100.0%)

患者の属性
〔問４ 患者の年齢〕
問 4 以下では患者さまの属性についておたずねしました。まず患者さまが亡くなられた
時の年齢についておききしました。最も多かった回答は 70〜79 歳の 107 名でした。次いで
80〜89 歳の 92 名、さらに 60〜69 歳の 63 名となりました。下表「患者属性／性別および年
齢分布」をご覧下さい。

〔問５ 患者の性別〕
患者さまの性別をおたずねしました。その結果、下表「患者属性／性別および年齢分布」
のとおり、「男性」は 218 名（59.6％）、「女性」148 名（40.4％）でした。

患者属性／性別および年齢分布
男性
39歳以下
4
40〜49歳
4
50〜59歳
28
60〜69歳
44
70〜79歳
70
80〜89歳
52
90〜99歳
13
100歳以上
3
性別合計
218
（％）
(59.6%)

女性
3
2
18
19
37
40
29
0
148
(40.4%)
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年齢別合計（％）
7
(1.9%)
6
(1.6%)
46 (12.6%)
63 (17.2%)
107 (29.2%)
92 (25.1%)
42 (11.5%)
3
(0.8%)
366 (100.0%)

〔問６ 逝去からの期間〕
回答時において、患者さまのご逝去から経った期間を月単位でおたずねしました。6 ヶ月
以下が 28 名（7.7％）、半年以上 1 年以下（7〜12 ヶ月）が 54 名（14.8％）、2 年以下（13〜
24 ヶ月）が 102 名（27.9％）、3 年以下（25〜36 ヶ月）が 91 名（24.9％）、4 年以下（37〜
48 ヶ月）が 60 名（13.4％）、5 年以下（49〜60 ヶ月）が 24 名（6.6％）とのお答えでした。

〔問７ がん診断〕
問７では、患者さまががんと診断されていたかどうかを質問いたしました。この問いに
対しては 317 名の方から「はい」との回答がありました。これに対して「いいえ」という
方が 44 名、「よくわからない」との回答は 2 名、無回答は 3 名でした。
この問いに続いて、
「はい」と回答された方々に、患者さまはがんと診断されてから、ど
のくらいの期間の後亡くなられたかをおたずねしました。その結果、3 ヶ月未満との回答を
40 名（10.9％）の方から、3〜6 ヶ月との回答を 45 名（12.2％）の方から得ました。さらに
6 ヶ月〜1 年との回答が 63 名（17.1％）、1〜3 年との回答が 89 名（24.2％）、3 年以上との
回答が 78 名（21.2％）の方から寄せられました。

〔問８ 患者の学歴〕
問 8 では患者さまの学歴について質問しました。患者さまの学歴に関しては、最も多か
った回答は「高等学校（旧制中学校を含む）」の 142 名（38.6％）、次いで「中学校（尋常高
等小学校を含む）」の 97 名（26.1％）、
「大学（旧制高校・新制大学院を含む）」
の 64 名（17.5％）、
「短期大学（高等専門学校を含む）
」の 34 名（9.2％）、
「よくわからない」の 24 名（6.6％）、
「中学校（尋常高等小学校を含む）」の 5 名（1.4％）でした。

〔問９ 患者の職歴〕
問９は患者さまの職歴に関する質問でした。この問いに対しては「専業主婦（主夫）」が
最も多く 82 名（22.3％）でした。女性の患者さまのほとんどがこの選択肢に該当しました。
これ以外を見ますと「事務・保安的な職業」と答えられた方 35 名（9.5％）、
「管理的な職業」
の方 38 名（10.3％）といった回答が目に付きますが、いずれかの回答が飛びぬけて多いと
いうことはありませんでした。
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〔問 10 一次産業との関わり〕
問９に続いて職歴に関する質問でした。これは現場の医師などから、自然と向き合う仕
事に携わっていた患者さまに、穏やかに亡くなられる方々が多いとの経験談を聞いていた
ために設けた質問です。ところが、アンケートの設問に不備がありまして、多くの回答者
の方々を戸惑わせることになってしまいました。この点につきまして、深くお詫び申しあ
げます。
回答状況ですが、一次産業に「専業で従事していた」は 29 名（7.9％）、
「兼業で従事して
いた」は 17 名（4.6％）との数字が出ました。

〔問 11 患者の居住地〕
問 11・12 では、患者さまの居住地と居住歴についておたずねしました。戦後日本社会で
は高度経済成長期を経て、激しい人口の移動がありました。こうした状況の下、多くの方々
が転勤などのため、人生の中で何度も居住地を変える経験をされています。このような社
会的背景の中で、ご自宅を療養生活の場所として選ばれた方々にとって、ご自宅がどのよ
うな場所であるかを知るため、こうした設問を試みました。
まず問 11 ですが、出身地、あるいは最も居住歴が長いところがどこかをおたずねしまし
た。そうしたところ、
「宮城県内」との回答が 316 名（87.3％）と突出しておりました。次
いで「宮城県外」が 46 名（12.7％）となりました。詳しくは下表「患者の主な居住地」を
ご覧下さい。

患者の主な居住地
居住地
仙台市内
宮城県・仙台以外の市部
宮城県・町村部
宮城県内・場所無回答
（宮城県内合計）
東北地方（宮城県以外）
関東地方
その他の地方
（宮城県外合計）
合計
（実数）

有効％
54.4%
17.4%
7.7%
7.7%
(87.3%)
6.6%
4.1%
1.9%
(12.7%)
100.0%
(362)
*不明 3・無回答 1
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〔問 12 患者の居住歴〕
居住地の移動の有無については、「出身地の市町村とは別のところに転居して、住み続け
た」が 139 名（38.5％）、「出身地の市町村に住み続けた」が 131 名（36.3％）との結果が出
ました。このほか、
「出身の市町村から離れた時期もあったが、出身地に戻ってきた」が 72
名（19.9％）に上りました。なお、「不明」は 2 名、無回答は 5 名でした。

〔問 13 患者の逝去場所〕
問 13 では、患者さまが亡くなられた場所についてうかがいました。アンケートに回答され
た方々に関しては、患者さまの 9 割（332 名、90.2％）がご自宅で亡くなったとの回答をい
ただきました。それ以外の回答としては「福祉施設（特養・老健・グループホームなど）
」
19 名（5.2％）との回答をいただきました。また、
「ホスピス・緩和ケア病棟」が 2 名、ご
自宅以外の近親者のお宅など「その他」が 5 名との回答をいただきました。
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患者の宗教性

〔問 14 神棚・仏壇〕
この質問では、患者さまのご自宅にあったものをおたずねしました。神棚は 255 名
（69.7％）の方のお宅に、仏壇は 263 名（71.9％）の患者さまのお宅にあったとのことです。
さらに位牌については「ある」という答が 196 名（53.6％）でした。下のグラフもご参照く
ださい。

聖書教典

17.2%

2.5%

遺骨

53.6%

位牌

71.9%

仏壇

69.7%

神棚

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%
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40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

〔問 15 家の宗教〕
ここでは「患者さまの家の宗教は何でしたか」と、「家の宗教」についておたずねしまし
た（複数回答可）
。最も多かったのは「仏教系」で 301 名（82.2％）でした。
「神道系」との
回答は 8 名（2.2％）にとどまりました。問 14 では多くの患者さまの家に神棚と仏壇の両方
があったとお答えいただいておりましたが、「家の宗教」については「仏教」というお答え
だけが多数を占めるという興味深い結果が出ました。このほか「なし」
（37 名、10.1％）お
よび「不明」
（17 名、4.6％）との回答がありました。

〔問 16 患者の宗教〕
この質問では「家の宗教」とは別個に「患者さまの信仰していた宗教」についてうかが
いました（複数回答可）。最も多かったのが「なし」
（200 名、54.6％）でした。次いで「仏
教」が 89 名（24.3％）でした。下に掲げたグラフの方もご参照下さい。

家の宗教
24.3%

仏教系

82.2%

神道系

2.7%
2.2%

キリス ト教系

2.5%
2.5%

それ以外の宗教

3.3%
2.2%
54.6%

宗教なし
不明
0.0%

患者の宗教

10.1%
15.8%
4.6%
10.0%

20.0%

30.0%
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40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

〔問 17 患者の宗教行動〕
患者さまの宗教行動について質問しました。最も「行っていた」というお答えの割合が
高かったのは「年に 1、2 回程度は墓参りをしていた」（274 名、74.9％）でした。なお、こ
の回答をされた方々のなかには、欄外に「年数回」
「年 5〜6 回」と加筆された方もいまし
た。「毎年のように初詣に行っていた」については 122 名（33.3％）、「おりにふれ、お祈り
やお勤めをしていた」については 97 名（26.5％）が行っていたとのお答えでした。
「宗教と
か信仰とかに関係していると思われることがらは、何も行っていなかった」に該当したと
の回答は 50 名（13.7％）で、不明（9 名、2.5％）とあわせても少数でした。下のグラフの
方もご覧下さい。

15.0%

礼拝

26.5%

お祈り
墓参り

74.9%

初詣

33.3%

聖書教典

8.5%

宗教行動なし
不明
0.0%

13.7%
2.5%
10.0%

20.0%

30.0%
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40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

ケアの評価
〔問 18 在宅ケアへの評価〕
次に、爽秋会岡部医院の在宅ケアに関する評価をしていただきました。各質問に対して、
六段階評価（1、改善すべきところが大いにある
5、ほとんどない

2、かなりある

3、ある

4、少しある

6、全くない）で答えていただき、ケアに対する満足―不満足の評価を

うかがいました。その結果は、以下のようになりました。

① まず、将来の見通しに関する、医師から患者さまへの説明は満足なものであったかを、
評価して頂きました。これに関しては、改善すべきところが「ほとんどない」との回答が
最も多く 141 名（38.5％）、次いで「全くない」が 83 名（22.7％）、それに続いて「多少あ
る」が 55 名（15.0％）でした。

患 者 に 対 する 見 通 しの 説 明 に関 して 、 改 善 す べ き とこ ろ
無回答
14%
大いにある
1%

全くない
23%

かなりある
2%
ある
7%

多少ある
15%
ほとんどない
38%
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②患者さまの将来の見通しに関する、医師からご家族への説明は満足なものであったか、
との質問に対しては、改善すべきところが「ほとんどない」との回答が 132 名（36.1％）と
最多でした。以下、「まったくない」の 119 名（32.5％）、「多少ある」の 50 名（13.7％）と
いう結果が出ております。

家 族 に 対 す る 見 通 しの 説 明 に 関 して 、改 善 すべ き とこ ろ

無回答
8%
大いにある
1%
かなりある
2%
全くない
33%

ある
6%
多少ある
14%

ほとんどない
36%
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③患者さまのつらい症状に対して医師の対処は満足のいくものでしたか、とたずねました。
改善すべきところが「全くない」という回答が最も多く 135 名（36.6％）、次いで「ほとん
どない」（116 名、32.5％）、「多少ある」（37 名、10.7％）という評価がなされました。

症 状 へ の 速 や か な 対 処 に 関 して 、 改 善 す べ き とこ ろ
無回答
10%
大いにある
1%
かなりある
2%
ある
8%

全くな い
36%

多少ある
11%

ほとんどな い
32%
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④医師に対する評価に続いて、看護師の技量に関する評価をいただきました。最も多かっ
た評価は改善すべきところが「全くない」（144 名、39.3％）でした。次いで「ほとんどな
い」が多く 125 名（34.2％）の回答があり、これに「ある」の 27 名（7.4％）、「多少ある」
の 25 名（6.8％）が続いております。

看 護 師 の 知 識 や 技 術 に 関 して 、 改 善 すべ き とこ ろ
無回答
8%
大いにある
2%
かなりある
2%
ある
7%

全くない
40%

多少ある
7%

ほとんどない
34%
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⑤スタッフ全体が患者さまのご希望にかなうように努力していたか、という質問では、159
名（43.4％）の方が改善すべきところが「全くない」と評価しておられました。これを最多
として、以下「ほとんどない」
（114 名、31.1％）、
「多少ある」
（29 名、7.9％）との結果がで
ました。

患 者 の 希 望 へ の 対 応 に 関 して 、 改 善 す べ き とこ ろ
大いにある
1%

無回答
8%

かなりある
2%
ある
6%
多少ある
8%

全くない
44%

ほとんどない
31%
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⑥ご自宅の環境は療養生活をおくる上で快適であったか、という点の評価をしていただき
ました。その回答としては改善すべきところが「ほとんどない」（100 名、27.3％）が最も
多く、次いで「全くない」（80 名、21.9％）、「多少ある」（71 名、19.4％）となっていまし
た。

自 宅 の 環 境 に 関 して 、 改 善 すべ き とこ ろ
無回答
11%
大いにある
1%

全くない
22%

かなりある
6%
ある
13%

ほとんどない
28%

多少ある
19%
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⑦在宅での療養生活をおくられるにあたり、その費用について評価もいただいております。
評価の多い順からあげますと、改善すべきところが「全くない」（129 名、35.2％）、「ほと
んどない」（126 名、34.4％）、「多少ある」（36 名、9.8％）となりました。

費 用 の 妥 当 性 に 関 して 、 改 善 すべ き とこ ろ

無回答
11%

かなりある
2%
ある
7%

大いにある
1%

全くな い
35%

多少ある
10%

ほとんどない
34%
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⑧必要なときに入院ができたかどうかもうかがいました。この評価で最も多かったのは、
改善すべきところが「全くない」
（115 名、31.4％）、次いで「ほとんどない」
（85 名、23.2％）
でした。なお、この評価項目では無回答の方が 116 名（31.7％）に上りました。これらの数
字からは病院との連携のよさを評価していただけたこと、他方では在宅ホスピスケアを利
用した方々のなかで、病院への再入院が特になかったことがうかがわれます。

必 要 な とき の 入 院 ・ 利 用 に 関 して 、 改 善 す べ き とこ ろ

全くない
31%

無回答
33%
かなりある
1%
大いにある
1%
ある
5%

ほとんどない
23%

多少ある
6%
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⑨在宅での療養生活をお手伝いするさまざまな職種のスタッフの連携の良し悪しについて
おたずねしました。この質問に対しては、最も多かった評価が改善すべきところが「全く
ない」
（147 名、40.2％）で、次いで「ほとんどない」
（122 名、34.2％）、
「多少ある」
（34 名、
9.6％）でした。

ス タッ フ どう しの 連 携 に つ い て 、改 善 す べ き とこ ろ
大いにある
1%
かなりある
1%

無回答
9%

ある
5%

全くない
40%

多少ある
10%

ほとんどない
34%
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⑩ご家族の健康に対する配慮がなされていたかどうか、という点に関する評価では、改善
すべきところが「ほとんどない」（141 名、38.5％）が最多でした。以下、
「全くない」（108
名、29.5％）、「多少ある」（43 名、11.7％）となっておりました。

家 族 の 健 康 に 対 す る 配 慮 に 関 し、 改 善 す べ き とこ ろ
大いにある
1%

無回答
11%

かなりある
2%

全くない
30%

ある
6%
多少ある
12%

ほとんどない
38%
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⑪最後に、ケア全般に関する評価をうかがいました。この質問に対しては「非常に満足」
と答えられた方が最も多く 170 名（46.4％）でした。次いで「やや満足」
（109 名、29.8％）、
「どちらかといえば満足」（55 名、15.0％）との集計結果となりました。

在 宅 で の ケ ア全 般 に 対 す る 評 価

やや不満足
2%
どちらかといえば
不満足
2%

非常に不満足
1%

無回答
4%

どちらかといえば
満足
15%

非常に満足
46%

やや満足
30%
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患者さまが死期を悟った出来事
以上のケアに対する評価をうかがいました後、ご遺族の看取りの経験について伺いまし
た。まず問 19 では「あるとき、患者さま本人が、自分の最期が近いことを悟ったようだっ
た」かどうか、をおたずねしました。言いかえますと、患者さまご本人が、ご自分の余命
を自ら予測しつつ死を受容するという経験をされたかどうかをお聞きした質問です。
実はこの設問は、告知や医療者の判断などをきっかけとしたものではなく、患者さまが
医学的な診断とは別に、個人的に自らの死期が近いことを悟った、あるいは口にしたとい
う出来事があったかを調べるためのものでした。しかし、アンケートの質問文の意味が不
明瞭で、誤解を招く点がありましたため、告知の問題についてたずねたものと理解された
方が少なからず見受けられました。この点は大いに反省をし、さらにアンケートの質問文
の改良を進め、今後のよりよいアンケート作成のために役立てたいと思います。以下の集
計結果は、この点も含めてお読みいただければ幸いです。
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〔問 19

死期の気づきの有無〕

この問 19 に対しては、
「そういうことがあった」との回答が 221 名（60.4％）の方から寄
せられました。このほか、
「そういうことはなかった」との答えが 48 名（13.1％）の方から、
「よくわからない」は 93 名（25.4％）の方からありました。

〔問 19−Ａ 患者の気づきに気づいた人〕
この質問に続いて、
「そういうことがあった」と回答された 221 名の方々には、問 19−Ａ
の質問にこたえていただきました。ここでは、誰が患者さまのそうした様子に最初に気づ
いたか、をおたずねしました。すると、
「家族」とのお答えが 208 名（94.1％）から得られ
ました。

患 者 が 死 期 を悟 っ た で き ご と

無回答
1%
不明
25%

あり
61%

なし
13%

〔問 19−Ｂ 気づきの時期〕
続いては問 19−Ｂで、この気づきの経験がいつあったかをおたずねしました。その結果、
「亡くなる数日前」と答えた人が 100 名（45.2％）と最多でした。次に多かったのは「亡く
なる数ヶ月前」との回答で 91 名（41.2％）、「亡くなる直前」との回答は 22 名（10.0％）で
した。
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〔問 19−Ｃ 気づきの場所〕
問 19−Ｃでは、死期を悟った経験をされた場所に関する質問をいたしました。最も多か
った答えは「自宅」で、171 名（77.4％）を数えました。次いで「一般病院」が 43 名（19.5％）
でした。

〔問 19−Ｄ 死期の気づきに関する患者の反応〕
問 19−Ｄでは、患者さま自らがご自分の最後を悟られたとき、ご本人がどのようなご様
子であったかをおたずねしました。この質問は複数回答で、あてはまる項目を全て選んで
いただきました。その結果、以下のとおりになりました。
「不安そうだった」が 94 名（42.5％）、
「悲しそうだった」が 91 名（41.2％）で、共に 40％を超えていました。この回答には患者
さまの悩み・苦悩が反映されていると思われます。これと関連する「苦しそうだった」と
いう項目には、56 名（25.3％）の方からあてはまるとの回答が寄せられました。
その一方、苦悩・悩みの現れと対照的な選択肢を選ばれる方もありました。主に「普段
どおりだった」（75 名、33.9％）、「落ち着いたようだった」（42 名、19.0％）、「安心したよ
うだった」（25 名、11.3％）といった項目を選ばれています。
回答をみますと、50％を超した選択肢はありませんでした。つまり、予後を自ら悟られ
たとしても、その受けとめ方やお気持ちは苦悩一色といったものではなく、さまざまなご
様子があることが推察されます。

〔問 19−Ｅ 死期の気づきに関する回答者の反応〕
問 19−Ｅでは、その様子に接した回答者の方々のお気持ちをうかがいました。最も多か
った回答は「悲しかった」（150 名、67.9％）、これと並ぶのが「故人の死が近いと感じた」
（146 名、66.1％）でした。そのほかに目立った回答は「不安になった」
（84 名、38.0％）、
「おどろいた」
（60 名、27.1％）でした。この結果をみますと、患者さまを見守る側の方が、
いたたまれない悲しさを感じられることが多かったようです。これと対照的な回答「安心
した」（11 名、5.0％）、「気にしなかった」
（5 名、2.3％）は、少数にとどまりました。
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「お迎え」体験について
続いて問 20 以下は「患者さまが、他人には見えない人の存在や風景について語った。あ
るいは、見えている、聞こえている、感じているようだった」という、いわゆる「お迎え」
といわれる現象の有無についてお聞きした一連の質問です。

〔問 20

「お迎え」体験の有無〕

「患者さまが、他人にはみえない人の存在や風景について語った。あるいは、見えてい
る、聞こえている、感じているようだった」かをお聞きしたところ、「そういうことがあっ
た」とする回答は 155 名（42.3％）に上りました。
「そういうことはなかった」との回答は
128 名（35.0％）、「よくわからない」は 57 名（15.6％）でした。

患者が他人には見え な い人や風景について 語 った出来事

無回答
7%
不明
16%
あり
42%

なし
35%
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〔問 20−Ａ 「お迎え」体験の内容〕
続いて、「そういうことがあった」と回答した方々（154 名）に、以下の質問に答えてい
ただきました。
まず、患者さまが語られた内容として、当てはまるものを全て答えていただきました。
そこで最も多かったのが「すでに亡くなった家族や知り合い」でした。このように回答し
た方は 82 名（52.9％）に上りました。具体的にどのような人物が現れたかを書いていただ
いたところ、既に亡くなっている両親・兄弟・祖父母との記述が大半を占めました。次い
で「そのほかの人物」が多く、53 名（34.2％）の方から回答が寄せられました。どのよう
な人物が出てきたかを具体的に書いていただいたところ、「すでに亡くなった家族や知り合
い」と重なるような友人、知人、会社の同僚といったケースもあれば、歴史上の人物を挙
げる方もあり、その内容は多様でした。「その他」との回答も、48 名（31.0％）と多くの方
から寄せられました。その内容も多様で、明確な内容はよくわからなかった、という回答
から、動物（ネコ、ペット）
、虫といったものまでありました。概して人間以外のものが見
られた（聞かれた、あるいは感じられた）とする回答が、「その他」には多く見出されまし
た。

患者に見えた、聞こえた、感じたらしいもの
度数

％

すでに亡くなった家
族や知り合い

82

52.9%

そのほかの人物

53

34.2%

お花畑

12

7.7%

仏

8

5.2%

光

8

5.2%

川

6

3.9%

神

1

0.6%

トンネル

1

0.6%

その他

48

31.0%

患者に見えたらしい人物の内訳
（延べ）
父
母
夫・妻
兄弟姉妹
息子・娘
その他親戚
友人・知人
それ以外
無回答
合計

*複数回答可； ％の分母は155
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死者
21
28
13
19
5
14
16
2
10
128

生者
0
1
0
3
3
4
15
22
4
52

〔問 20−Ｂ 患者の体験に気づいた人〕
続いて問 20−Ｂでは、こうした患者さまのご様子や話に気づいたのはどなたかをたずね
ました。すると、「家族」（143 名、92.3％）が回答のほとんどを占めました。「医療福祉関
係者」は 3 名（1.9％）、「その他」は 4 名（2.6％）でした。

〔問 20−Ｃ 「お迎え」体験の時期〕
問 20−Ｃでは、こうした体験があったのはいつ頃かをおききしました。最も多かったの
が「亡くなる数日前」であり、74 名（47.7％）の方から回答がありました。次いで、「亡く
なる数ヶ月前」（55 名、35.5％）、「亡くなる直前」（6 名、3.9％）との結果が出ました。

〔問 20−Ｄ 「お迎え」体験の場所〕
次に、問 20−Ｄではこうした体験の場所について質問しました。そうしたところ、
「自宅」
と回答された方が 135 名（87.1％）と大半を占めました。その他の回答は、「一般病院」（8
名、5.2％）、「福祉施設」（6 名、3.9％）でした。問 20−Ｂの結果とあわせて、下表「患者
の体験に気づいた時期と場所」の方もご参照下さい。

患者の体験に気づいた時期と場所
体験の場所
自宅
福祉施設
一般病院
緩和ケア病棟
その他
無回答
時期別合計

亡くなる
直前
3.9%

亡くなる
数日前
43.9%
1.9%

体験の時期
亡くなる
その他
数ヶ月前
29.0%
9.0%
1.9%

0.6%

3.9%

3.2%
0.6%
0.0%
0.6%
35.5%

0.6%
0.6%
47.7%
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無回答
1.3%

1.3%

0.6%
11.0%

0.6%
1.9%

場所別
合計
87.1%
3.9%
5.2%
0.6%
0.6%
2.6%
100.0%

〔問 20−Ｅ 「お迎え」体験に関する患者の反応〕
こういった「お迎え」体験について語る患者さまのご様子について質問したのが、問 20
−Ｅです（複数回答可）。この問いに対して最も多かった回答は「普段どおりだった」（62
名、40.0％）でした。この回答は、患者さまのお気持ちが落ち着いている状態を示すものと
いえます。これと同種の回答に、「落ち着いたようだった」（23 名、14.8％）、「安心したよ
うだった」（16 名、10.3％）がありました。
これらのお気持ちが落ち着いている状態を示す回答とは対照的な、苦悩や悲しみの表れ
と思われる回答としては以下のものがありました。多い順から上げますと「不安そうだっ
た」
（45 名、29.0％）、
「悲しそうだった」
（24 名、15.5％）、
「苦しそうだった」
（14 名、9.0％）
となりました。さらに「怒っているようだった」（8 名、5.2％）という回答もありました。

この体験後の患者の様子
％
普段どおりだった

40.0%

不安そうだった

29.0%

悲しそうだった

15.5%

落ち着いたようだった

14.8%

安心したようだった

10.3%

苦しそうだった

9.0%

よくわからない

8.4%

怒っているようだった

5.2%

その他

14.8%
合計

147.1%
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〔問 20−Ｆ 「お迎え」体験に関する回答者の反応〕
次に、問 20−Ｆでは、
「お迎え」現象について語る患者さまに接し、見守る側の方々がど
のように受けとめたかをたずねました（複数回答可）。すると、最も多かったのが「故人の
死が近いと感じた」の 74 名（47.7％）、次いで「幻覚だと思った」の 62 名（40.0％）、「悲
しかった」47 名（30.3％）となりました。以下「おどろいた」「不安になった」が共に 44
名（28.4％）、「死後の世界に思いをはせた」が 22 名（14.2％）でした。

この体験に対する回答者の
感じ方
％
故人の死が近いと感じた

47.7%

幻覚だと思った

40.0%

悲しかった

30.3%

おどろいた

28.4%

不安になった

28.4%

死後の世界に思いをはせた

14.2%

気にしなかった

8.4%

治療が必要だと思った

5.2%

安心した

3.9%

その他

6.5%
合計

212.9%
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在宅ホスピスケア全体への感想
〔問 22

患者の最期について〕

最後に、回答者全員（366 名）に、在宅ホスピスケアを利用した後の感想をお聞きしまし
た。問 22「患者さまの最期は穏やかなものでしたか」に対しては、
「非常に穏やかなものだ
った」との回答が 129 名（35.1％）から示され、
次いで「穏やかなものだった」
が 113 名（30.7％）、
「どちらかといえば穏やかなものだった」（79 名、21.6％）となりました。

患 者 の 最期 の 穏 や かさ
まったく穏やかでな
かった
0.8%
あまり穏やかではな
かった
5.7%

無回答
1.6%

非常に穏やかだった
35.2%

どちらかといえば穏
やかではなかった
4.1%
どちらかといえば穏
やか
21.6%

穏やかだった
30.9%

※ 問 21 は、調査票作成時の手違いにより存在しません。
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〔問 23

在宅医療に対する感想〕

では、このような感想をもたれた回答者の方々は、ご自身は在宅ホスピスケアを利用し
たいとお考えなのでしょうか。これを質問したのが問 23 でした。回答として目立つのは、
「故人にとってよかったし、自分も利用したい」228 名（62.3％）と「故人にとってよかっ
たと思うが、自分は利用したくない」の 89 名（24.3％）との回答でした。

在 宅 医 療 へ の感 想

1.4%
1.4%

7.1%

3.6%

24.3%
62.3%

故人にとってよかったし、自分
も利用したい
故人にとってよかったと思うが、
自分は利用したくない
故人にとって問題があったと思
うが、自分は利用したい
故人にとって問題があったし、
自分も利用はしたくない
その他
無回答
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付録

自由記述一覧

今回のアンケートでは、一部に自由記述欄を設けて、回答者の皆さまに自由にご自分の
体験や感じたことなどを書いて頂きました。そこで以下では、付録として、こうした皆さ
まからの貴重なご意見・ご感想をそれぞれ項目ごとに整理して示すことで、今後の在宅ケ
アの参考にさせて頂きたいと思います。

なお、自由記述はそれぞれ以下の 3 項目についてのものです。

〔問 19−Ｄ 死期の気づきに関する自由記述〕
〔問 20−Ｇ 「お迎え」体験に関する自由記述〕
〔問 24

その他の印象深い出来事についての自由記述〕
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〔問19−Ｄ

死期の気づきに関する自由記述〕

年齢 続柄

死期の気づきに関する自由記述
（句読点の配置やプライバシーに関わる内容などを一部修正）

4 50代 妻

健康には自信があった人でしたので、「死」を自分のものとして受け入れられな
かった部分が多かったように感じましたが、少しずつことばや表情にもおだやかさを
感じられました。

6 60代 夫

患者本人が「もうだめかも」と言ってから、2、3日は家族からの問い掛けに始終無
言の状況が続き、このことが一番悲しかったです。本人も辛かったと思いますが…。

11 50代 妻

先生が「血液の結果が出たんだよ。一般的に厳しい結果だったんだよ。あくまで一
般的にだけどね」と言われた時、夫は死を意識したように思います。今までの食事療
法への不満や、私に怒ったような表情を見せました。その後、意識が混濁しました。
それからは死への恐怖はなくなったように思います。

13 70代 妻

私の場合は延命治療は中止してもらいたいと家族に話してます。生は機械で操作し
て招くのではなく訪れるモノであると言う事を良く知りました。終末期には先生が側
にいてほしい。熱が出た際、手当てもわからず、在宅で出来ない事もあります。人工
呼吸器だと、救急車も呼べない。

14 50代 嫁

亡くなる数日前、いつもはベッドに眠っている時間なのに、ひとりベッドに腰をお
ろしたまま、夜遅くまで、じっと一点を見つめている様子で、声をかけた時に、私の
目にうつりました顔の表情は、何か思いつめて考えているというものでした。この時
に私は、ハッとして何も言えませんでした。病名を知らせることに関しては、私共家
族は合意できませんでしたので、先生にも看護師さんにも、そのことでは少しいら
だっておりましたが、多分、結果的には本人が病名はともかく最後が近づいていると
気づいたのではないかと思われます。でも本人はそのことには何も触れませんでし
た。

16 50代 嫁

ある朝部屋に入ってみると、顔つきが変わっていた（死相とでもいうのでしょう
か）。どきっとした。少しろれつが回らなくなっていたが、少したつと元にもどっ
て、「こういう事もあるんだね」とつぶやいた。「こういう事」については問わな
かったけれど、まるであの世にちょっと行ってきたのかしら、と思わせる様な出来事
だった。

20 60代 娘

自分は医療に従事していたので、なんとか在宅介護できましたが、そうでないと医
者、看護師とのコミュニケーションができないので、在宅は難しいと思いました。
患者自身の性格もあると思います。

23 40代 妻

手術を受けた時、「このまま何もしなければ、あと6ヶ月」と言われました。術
後、回復してほしいため、本人には伏せました。いつかは話そうと思いながら、半年
後の元気な姿を見て、主人の姉と相談し、言葉にする事をやめました。このままの状
態が続いてほしいと心の中で思い、病気ととことん、向き合おうと決心しました。た
だ、担当の先生には「40代で仕事や家庭等、背負っているものが大きいので、ある程
度の時期が来たら本人に話して下さい」とお願いをしていたのですが、本人が自力で
動くことが難しくなってから、あと1ヶ月と言われました。なので、いろいろな事を
引き継ぐ時間もなく、これからどうしようという状態から、身動きがとれませんでし
た。

28 60代 夫

顔の血色は健康な時良い血色でしたが、亡くなる数ヶ月の血色は見るに見かねる灰
色に等しい色に変わって来ている事は充分、今となって反省の材料になっています。
体内の臓器が完全に機能していない証拠だと今となって気付きました。今後の参考に
したいと思います。

32 70代 妻

甥夫婦の手に私と主人の手を重ね、片方の手で私の頬を何度もなでる。一人になる
私を案じて宜しく云っているような動作に、涙をこらえるのが精一杯でした。

37 60代 妻

郷里の本人兄よりお電話をいただいた時、今まで多弁だった人が只、「ウン、ウ
ン」とだけうなずいて、会話は一方的に聞いているだけでございました。
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42 70代 娘

高齢であり左半身が麻痺した状態で口内炎がひどく、問いかけにも全くと良いほど
言葉を発しなかったのに、死の1ヶ月位前に遠方に暮らす妹が孫をつれて2回目の見舞
いに来て帰る際、「さよなら」と妹達が云うのを聞き、ショックといかりをおぼえ
て、なんてことを言うのと詰問しましたら、おばあちゃんが言ったから言ったとの事
でした。このことで母が死をはっきりと意識しているのだと思いました。私には言葉
を発することなく、ただジーッと姿を追っていた事が思い出されます。一人になる私
を心配し、思いやっていたことが今も忘れられません。

46 60代 娘

息子が最後を迎えようとした時、呼吸が荒くなり苦しそうな様子。なんにもしてあ
げられない私達家族は不安でいたたまれず、病院の方に電話をさせていただいたので
すが、病院からは亡くなってから又連絡してくれとの事。心細くて、今思い出しても
辛い辛い長い時でした。ちょっとの時間、先生か看護師さんが側にいてほしかったと
思いました。

48 60代 妻

「死ぬのは恐くないけど、痛いのだけはいやだな」と看護師さんに話したという事
でした。普段と変わらぬようにしていて、何かあるたびに「悲しいのはいっとき」と
か、「俺が死んだら楽しめ」などと言っていました。亡くなった当日か前日かははっ
きりしませんが「連絡先をリストアップしとけよ」と言われた時、死を前提にして調
べ書くのは出来ませんでした。そんな事を言わなければならなかった本人の気持ちを
思うと胸が痛みます。

53 40代 娘

・（葬式を家でするため）居間やリビングを片付けておきなさい、と本人に言われま
した。
・私達家族は励ます事も嘘くさくて出来ない。泣く事もできず、悲しむ事も出来ず、
本当にどうしていいかわからない状態でずっと側にいました。

57 50代 妻

本人は何月何日亡くなると、私と友人に話していました。そのとおりに亡くなりま
した。

59 50代 妻

今の自宅に住んで20年近くになります。生前元気だった時、私はよく主人に草取り
や、木を切ったりと大変だから私が一人になったらこの家を売り、マンションに住む
からねと時々言ってました。入院している時、マンションのチラシを持って来てと主
人がメールをよこしましたが、その日新聞にマンションのチラシは入っていませんで
した。その事を話したらそうかと言っただけでした。

60 60代 夫

数年前から最期等について話し合っていた。

63 60代 妻

普段何を聞いても喋らずにいた人が、ベットに座った時、言葉にはならない大きめ
な声で聞き取れない言い方で一寸長く話をした。ホッと安心した様にし、もう一度と
頼んでも言葉を発する事は無くニコニコとして穏やかにして居りました。亡くなる前
には大好きなビールを口に含ませてやると、ニコッと三回ほほえんでそのままスーと
召されて行きました。
毎日安心して過ごせたのも先生方のお力添えを戴いたからです。
本当にありがとうございました。

66 50代 息子

20XX年に認知症と診断され、20XX年2月に胃がんが見つかり、医師に相談して手
術よりも、自宅で平穏に生活する事を選択しました。家族が常にそばに居ても、足腰
が丈夫だったので、徘徊で困る事がありましたが、正常に戻っても、胃の事で痛いと
か苦しいとかはほとんど言いませんでした。

68 20代 娘

気丈な母がこれをきっかけに非常に涙もろくなった。

69 60代 息子

亡夫がなかなか迎えに来ないと、日頃から話しておりました。これに対し、むこう
も忙しいので簡単には来れないのだろうと話すと、笑っておりました。

72 50代 嫁

亡くなる二ヶ月前に、実家の墓参りをしたいと言い、車中横になったまま、お墓に
行き、弟妹に会い満足していました。誰かと話をしてもすぐ涙ぐみ、抱きついていま
した。

76 40代 妹

無口で自分の気持ちを表現しない性格だったのでかわいそうだった。
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77 50代 嫁
80 40代 娘

1回目大腸ガン手術後は良かったが、2回目転移後の手術以降はだいぶ弱くなって、
見ていても痛々しかったです。
身の回りの事、今後の事について、いろいろとお願い事を家族に話をした。

84 70代 妻

平成○年12月6日、緩和ケア病棟に入院。私は一応安心したものの、毎日心の置き
場所はなかった。12月21日まで元気だったのに急に様態が悪化したのにビックリ。そ
れは医師の言葉でした。
これで止めます。

89 70代 友人

病人は最後まではっきりしていて、自分のお葬式の夢を見たとか、私は10人きょう
だい全員元気なので、私のきょうだいが全員来てくれたとか、おだやかな表情で話し
てくれました。
又自分が死んで寝ている所を天井から見ていて、早く皆に知らせないと、とも云っ
てました。

92 70代 妻

65才頃より福祉関係の仕事。重症身心（児）障害者施設で働いていたので、夜中に
目覚めては勉強し、身心をするへらして頑張った。その頃より、ストレスで癌に負け
たと私は思ってます。
なかなか次に働く人がみつからず、80才まで毎日治療しながら通勤していました。
平成○年10月半ば頃より恥骨に再発し、歩行困難になり放射線治療のため10月26日よ
り入院し放射線を20回かけて終わった頃より、医師にもう治療はありませんと云わ
れ、すぐ自宅にと云う事で帰宅。

94 60代 娘

前日から全く寝ることなく、トイレ・洗面所と足を運んだ。水だけの生活のため
か、気力で動き回った。胸が気持ち悪いと言うので、看護師さんに治療して頂き、少
しおちついてた。全く寝ることなく苦しいのか、つらいのか目をあけていた。聞いて
も何にも無いということで午後になる。気分が悪いというので座薬を入れる。午後2
時頃から急に噴水のように吐いた。その後から父の様子が落ちつき「早く早く」とね
ている時に迎えにきたのであろう。そんな言葉を二回程。この後は静かにねむりに
入っていた。家族も安心し早目に床に入った。翌日の午前、息を引きとった。

98 50代 娘

いつもこんな状態になっていても、笑顔で力強い声を出して話す母が、目からかす
かに涙を流していました。涙の意味を聞くのが怖かったので、あえて母に聞きません
でした。今まで子どもに頼ったことのないしっかりものの母が、体調が悪くてふと
「私と妹にそばにいてほしい」ともらしたことを聞いて、とても切なくなりました。

106 50代 妻

最後まで、しっかりしていた。子供達から病状伝達したいと言われ覚悟したが、医
者から黙否を言われ本人に教えなかった。しかし、狭い家で、医師が来て会話をして
いることを知り、帰ってから何しに来たか問われ、「家族が呼んだか、医師から説明
に来たのか」と言った。

111 50代 妻

本人は、「自分が他界する」ということは宣告を受けた時点で悟り、自分の身辺の
整理を行った。病気が悪化するにしたがって死に不安を感じ、「いつまで生きられる
のか」と数回聞かれ、とまどいを感じました。

114 50代 嫁

娘たちの見分けはつかなかったようですが（認知症がすすむと同時にガンの進行も
あったので）。いつもいる声で私と息子、特養の介護士さんはわかっていたようで
す。

119 60代 姪

在宅介護をするようになり、2、3ヶ月ごとに体調が危ない状態がつづき、それが落
ち着くと、自分の身体が自由にならないのに、毎朝仏壇に手を合わせることを日課と
していた。だんだん朝と夜中の区別がつかなくなり、電気も付けず、シャッターを開
けたり、線香に火を点けようとしたり、目を放せない事がたびたびで、驚かされるこ
ともしばしばでした。

121 60代 妻

桜の花咲く頃、温泉にみんなで行きたいと云ったので 花咲く前に娘家族と一緒に
早めに温泉へ行きました。車いす、食事、いろいろ考えてもらって行く事が出き、満
足した様です。全部、服など着るのは私の手で着せてやりました。
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123 70代 妻

患者自身も死期が近いことは、もちろん知らないと思います。家族や見舞客に対し
て感謝の言葉を口にする様になった。これは、本当に、びっくりさせられた。それま
で、何十年つれそっても、感謝の言葉（ありがとう、ありがとね）を口にする人では
なかった。

129 20代 息子

亡くなる数日前、NHKでがん医療の特集があり､新薬やアメリカ等の医療について
の話や、がん患者やその家族のがんとの戦いという内容でした。
父はまんじりともせずその放送を見ていました。もし、違う治療が受けられていた
らまた違っていたのではないか（お金や時間、生活環境のため実際はむずかしいのは
重々承知だが）という、言わなくても伝わる父の思いとともに、逆にその放送を見て
どうにかあきらめがついたように見受けました。
何も語らず2時間以上父の隣で見続けた放送を、今でもときどき思いだすことがあ
ります。

136 70代 妻

最初病名を伺った時は、おどろきましたが、その後、医師、看護師さんの対応で安
心する事ができ、大変ありがたく思いました

138 50代 嫁

ショートステイに行く時はとても不安そうでした。熱を出したり、状態が不安定で
したが、自宅にもどってからは 以前のように落ち着きました。

139 50代 夫

かわいそうでつらかったです。
自分の無力さを感じました。助けてあげたかったです。

145 80代 夫

介護保険の利用が、病名病種によってもっとはやく許可を出してくれれば、主人も
安心して利用させていただいたと思います。主人は不満足の様でした。

147 70代 妻

息子の嫁に「死にたくない」と言ったそうです（死の5日前）。
遠くに住んでいる息子夫婦と孫が正月休暇中に介護に来ていましたが、帰る時に、
主人に「また来ますから頑張って下さいね」とあいさつをしたら、低い声で、「まだ
死にたくない」と言っているようにきこえたと伺って、とても気になった。4〜5日後
に死を迎えるとは思っていなかったので、とても悔やまれた。死がごく近いというこ
とに対する認識が少なくて、悲しんでいます。

152 60代 息子

故人は過去我々に行った行為に対して死期が近づくにつれて悔いを残こさず旅立と
うと思ったらしく、申し訳なかったという言葉を言い、涙を流して最後のお別れをし
ました。

153 50代 婿

私たち夫婦が共働きのため、もし母になにかあったら、自分の家に帰るように言っ
ていたため、亡くなる前に自分の家に帰ると言った。娘や家族の者に迷惑をかけるか
ら、との思いである。なんという事を言ったのかと、すごく反省している。

154 50代 妻

今思い出すと胸が張り裂けそうにつらく悲しい思いになります。夫も心配すると思
うので明るく前向きに生きていこうと思っています。

158 70代 夫

看護師の方に毎日来ていただいていたので、血圧が50程度になってきていると言わ
れ、終局面だと思った。
安らかに眠るように他界出来たことに感謝致しております。

159 50代 嫁

心を無にして一生懸命看病している自分に腹が立ったし、空しくもあったが、亡く
なった後にある種の満足感もあった。本人が「幸せだ」といったことと、私に「お世
話になりました」という言葉を残していったので。
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160 50代 嫁

主人が、お別れの挨拶に外に出る方法をお医師さんに聞いて、寝たままの車椅子で
しか方法が無いと知った時、自分の状態がそこまできていると悟ったようです。それ
から、死んだ後の手配、準備を始めました。預金通帳や家のこと（全部主人がしきっ
ていたので）を私に託し、お世話になった人々にお礼とこれから家族についてのお願
い、葬儀についてのお願いの遺書を口伝で、私が代筆で書きました。仕事であまり家
に居なくて、深い話をしてこなかった夫婦だったけれど、お互い手をとり泣きながら
も本音で話し合いが出来ました。子供達や息子の婚約者に自分の想いを語り、私のこ
とを託してくれて、私には20年は生きて、自分の分も子供達を見守ってくれ、自分は
向こうから見守るからと言ってくれました。遺影の写真もふたりで決め、仏間の畳替
えの様子も看護師さんに手伝ってもらい車椅子で隣りの部屋まで行って確かめ、最後
まできちんと自分の人生をまっとうしたような気がします。これもお医者さんはじ
め、看護師さん達の適時の処置と説明に本人は自分の病気について納得出来た結果と
心より感謝しております。家での看護の最後にビールも飲み、少ない食事も出来たこ
と、本人も家族も満足しています。

161 30代 息子

入院中、「自宅に帰りたい」と看護師に言った。ふだんからめったに自己主張しな
い人だったので、病気の進行具合から死期を悟ったのではないか、と家族は感じた。
すぐに自宅介護の体制を整えて帰宅の準備をし、帰宅後約1ヶ月でなくなった。

171 70代 夫

・喉の治療になってから、ケアマネージャーの訪問に、妻は不安でどうなるのか心配
で過ごしていると訴えた。
・左足の痛みでもがく。「何とかしてくれ」と叫ぶ。
・「あの人はだれ」とか「嫌な人がいる」とか、「どうしてアメリカにいるのか」と
か、「自分の家だよ」と言うとびっくりしている。幻覚の世界にいることが多くな
っている。
・姉と子供2人が夕方来る、妻は3人に会い、目を開いてうれしそうに思ったことが心
に残った。

172 60代 妻

心の中での葛藤は相当大きかったと思いますが、治療で「もしかして」という気持
もどこかで持っていたと思います。会社の今後を、いちどきに頭の中で回転させてい
たと思います。しかし、多くは私に語ることはありませんでした。

173 30代 息子

母の還暦祝いとして、姉たち家族を招き、孫も全員そろった。その後、やさしそう
な顔になり、看病するスタッフの方々や私達家族に対して、感謝することが多くなっ
た（以前は要求するばかりで、不満気味だったが）。

175 40代 嫁

頭の良い人だったので、死期を悟っていても、あまり口に出すことはなかった。
1、2度不安になって近しい人にも弱みを見せた。亡くなる数日前から一日中寝ている
状態だったが、看護師さんの呼びかけに「もう死なせて…」ともうろうしながら言っ
ていたのがつらかった。

176 70代 娘

眠ったらそのまま目覚めないと思うのか、なかなか眠ろうとしなかった。亡くなる
数日前、とても調子がよく、自分から起きると言い、テレビを見ながら、死にたくな
いと…。

177 60代 嫁

岡部医院の先生やスタッフのおかげで苦しまずに逝けたと思います。私は義姉の介
護もしておりましたので、岡部医院のスタッフの方々に助けていただき、○○園への
入園もできました。義母にとってはそれが「うばすて山」と思っておったようです
が、二人を私一人で看る事はとてもできる事ではなく、皆様に助けていただいたよう
なものです。義母も楽になりたくて先生の問いかけに答え、痛みと眠りたいとの事を
伝え 眠りながら逝けました。感謝です。

181 40代 息子

仕事先から電話した時、父が電話に出て「俺はもう駄目だ」と直接言われた。それ
以前より体調の変化に「体はどうなっているのか」と不安の声がありました。その後
は急に悪化していきました
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184 50代 夫

本人の悔しさと、「死にたくない」という気持は強かった。
しかし、家族へ心配かけまい、悲しむからと、気持をおさえながらも葬儀の準備を
してしまった。家族に何かを伝えよう、そして家族はそれに応えようと１つ１つの言
葉に耳を傾け、命のメッセージを必死で受け取ろうとした。家族が最期を安心した状
態で送れる事が大切であり、又、絆が強くなった。
家族へ最後のメッセージが詩として残してあった。今ではそれが宝となっている。

188 80代 妻

部屋の一点を見つめているので、「何か見えるの」と聞いた。「青い鳥が入って来
た」、「おふくろどうした」と。また「飛行機が来た」と言って手を上げたので、も
う一度戦地に行ったみたいだと思い「うふふ」と笑った。色々な事が見えて、自分の
今までの事を思い出したことでしょう。また「あら○○さん」と言いました。その人
のことは軍人の時の隊長さんの手紙を見てわかりました。
死が近づくと、生前の事を走馬灯のように見るそうです。

189 50代 嫁

自宅で過ごしていたが、家人全員が仕事を持っているため、自宅での最期は迷惑を
かけてしまう、との気づかいで、施設又は病院へ行きたいと云われた時には、どうし
たら良いのか内心不安であった。故人は家事一斉を責任もってこなしていた。自宅で
の最期が本当に故人にとって良かったのかと今でも心残り。自問自答。

190 40代 嫁

亡くなる数時間前に、家族全員を呼んでこいと言われた。みんなが集まると「もう
船が迎えにきているので・・・後の事は頼む」と言われまた眠りについた。

191 60代 娘

亡くなる数日前に家人の見た夢（山行の途中に美しい花が咲いていた）を話した
ら、それは実際に自分も経験して「本当のことだよ、夢ではないのだよ」と訂正し
た。「自分も何度もそんな夢をみたけど、それは正夢なのだ」と。

193 60代 妻

本人は病気イコール死を恐れもせず、覚悟というようりは当然の様に受けとめてい
た部分もありましたので、看護をする家族にとっては楽でした（心配させない様にと
の思いやりだったのでしょうね）。看護師さんが来訪された時は冗談も言ったり、死
ぬ前日まで好きな物を食べ、動けなかった事にも文句を言わず、本当に自然に死を迎
え旅立ったと思います

194 50代 妻

自分の死期が近づいているのを感じながら穏やかな主人を見て、最期の時は自分で
家族に看取られることができる在宅を選んで本当に良かったと思った。

199 50代 妻

患者本人が自分の最期が近いことを具体的に言葉で表したわけではありません。し
かし身の回りのことが徐々にできなくなることが増えていく度に感じているようでし
た。また、一人になることを不安がり、そして、誰かに触れてもらって穏やかな表情
になっていました。

201 60代 妻

病院の先生から「治療できることはなにもありません」と言われた。主人は「先生
はおれを見放した」と言っていたので、岡部医院にお願いしました。

205 40代 孫嫁

特に長男に対して思い入れが強かったのですが、学校に行く時必ず「おばあちゃ
ん、行って来ます」に対して、「あいよ」と言うのが常でしたが、亡くなるこの日の
朝に限って、ずっと手を握りっぱなしで、私が息子がなかなか学校行かないので不思
議に思ってベッドの所に行くと、「おばあちゃんが、手を離してくれないんだけど」
と、本当に悲しそうな、さびしそうな顔をしながら、手を握りしめていました。私が
「遅刻するから」と手を離させたので、何だか心に残ってしまいました。

208 50代 妻

亡くなる前日、居間で主人が寝ていて私が台所で夕食の仕度をしていると、私に
「自分が退院してきた（帰ってきた）ばかりにおまえに苦労させるな」と弱々しい声
で言ったこと。いつもあまりそういうことを言わない人だったから。私は主人に「病
院だとなかなか一緒にいられないからいいんだよ」と言って、主人の横で私も寝そ
べって話をしました。これが主人の最後の言葉でした。

210 60代 夫

・娘に料理を教えていた。
・自分が加入していた愛好会クラブを退会した。
・銀行、郵便局、証券会社の暗証番号を夫の番号に統一した。
・親友にメールで別れをつげた。
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211 50代 娘

父はハッキリと最期を感じ取った時期は分かりませんが、あの時だったかなと思い
つく事がある。濁った瞳で前方の一点を見つめ、介護をしている私の事を一度も見よ
うとはしなかった。その余裕・余力が無かったのかと思えば楽にもなるのだが、決し
てそうではない気配だった。娘なのに親身になって看取っていない心の内を見透かさ
れていた様で今でも悔まれる。後悔だらけです。

212 60代 嫁

平成○年よりちょっとボケ気味でしたが元気で…。1年間は寝たきりでしたが毎日
おだやかでしたし眠る様に亡くなり、私もこんな風にいけたらと思いました。

216 80代 夫

亡くなる数日前から引きつけを起す様になり、いかにも本人は苦しそうに見えた
が、看護師さんや医師の方から本人は苦しんでいないのだから心配する必要がないと
言われ、それを信じるようにした。

221 50代 嫁

亡くなる直前に近所のお友だちに「逢いたい」と言うので、連絡をとって自宅に来
てもらいました。とってもうれしそうな表情をして手を握り合っていました。その数
時間後に亡くなりました。「逢えて良かった」と家族は皆安堵しました。

226 40代 娘

4月に突然倒れ、緊急入院した際、治療の手立てが無く死期が夏までと知り、今ま
で「いつ死んでいい」と言っていた母が、退院する5日前頃、病院の浴室で体を洗い
ながら一言、「孫が20才になるまでは生きたかったな」とポツンとこぼした。あと
たった数年、生かしてあげたかったと今も辛い。死を怖くないと言ってた母がたった
一言こぼしたこの言葉が重い。娘として何も出来なかった事が本当に辛い。

227 70代 夫
230 60代 妻

231 60代 妻

234 50代 嫁

ただショックでした。
残される私を案じて、自分の生きている内に出来るだけのことをしてくれようとし
てくれました。老後を楽しむはずだったのにかなわない事を「すまない」と言ってく
れました。
肺の手術をした後に再度入院。危険な状態におちいり、その後立ち上がれなくな
り、7月に全快の見込みがないと言われた時から 覚悟してた様な気がします。翌年
の8月に亡くなるまで、がんの末期症状とかでなく、肺炎のくり返しで、最後は脳梗
塞のためか、身体の痛みも訴えなくなり、静かに息を引き取りました。本人も看病す
る者も、奇跡だけを信じてがんばった1年でした。助かる見込みのない病人を置いて
もらえない病院から、在宅で診て頂ける在宅ホスピスには本当に感謝いたしておりま
す。
全く言葉を発していなかったのに、この時だけ何かを言おうと、伝えようとしてい
た。衰弱していたのに、なぜか力強さを感じた。家族も何となく、その日は仕事を休
んで家にいるようにした。

236 70代 夫

二度目の入院のとき、妻が詠んだ俳句で妻が死を覚悟したことを悟った。これは実
に悲しかった。おしゃべりな妻が脳に転移し、しゃべれなくなった時、五十音表でお
話しましょうとすすめたが、妻は笑顔で首を振るだけだった。いまもって思い出すと
悲しく淋しい。

239 60代 嫁

言葉もなく寝たきりだったのですが、車椅子での移動は出来ましたので、幻覚なの
か徘徊なのか家の中移動出来る所すべて、寒い時期でも家の外に出て近所を一廻りし
て、薬で眠らせ、次の日はボーっとしておりましたことが何回かありました。

244 30代 娘

患者本人自ら、もう充分だから点滴を抜いてほしいと申し出た。家族に対して、ご
めんね、ごめんね、と繰り返した。間もなく自分の体が終わることが本人にはわかっ
たのだと思う。その7時間後に亡くなった。

248 60代 妻

夜中に私の名前を呼び、「俺はもうだめだよ。世話をかけたなあ。ありがとう！」
「何を言っているの。元気になって、お世話になった先生たちにお礼を言わなけれ
ばー」「そうだなあー」と。最期まではっきりしてました。このことがなかったら、
姉、妹との最期の別れは出来なかったと思います。自宅での看取りだったから出来た
ことです。人って、自分の命の終わりを伝えることが出来ることを主人の死で知るこ
とが出来ました。
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249 70代 妻

自分が生まれる5日前に父親が亡くなってるとの事でした。「自分が死んだら父親
に会えるかなー」とよく申してました。そんな時、私が「そんな事心配することない
でしょ。貴殿を可愛がってくれた大好きなお母さんが、ホレ、ホレ、お父さんだよ
と、会わせてくれるでしょ」とおどけて言いました時、「ああ、そうだな。心配する
こと無いなー」と、本気で言っていたものでした。

250 70代 妻

自宅での療養は思いのほか短く半月でしたが、亡くなる前日の朝、「今日はとても
気分がいい」と晴ればれした顔、声。ちょうどその時、娘より電話があり「○○から
心配のお電話ですよ」と受話器を渡すと、「その心配当ってると思うよ」と「○○元
気か○○元気か」と娘の名を呼んでいました。
私には「こんなに良くして貰って」との事でしたが、実際主人にプラスになるよう
なこと、出来ませんでしたので、きっと先生、皆様への感謝の言葉だったのでしょう
ネ。共に暮してたのに早く気がつかなくて…と自分を攻めてます。「おかあさんを頼
むよ」と息子に言ってるのを遠くから聞き、本当にほんとに悲しゅうございました。

261 60代 妻

お互いに「さようなら」「ありがとう」を言えなかった。口にすれば二人とも泣く
だろうと思って、あえて言わなかった。それでも通じていたと思う。

269 40代 娘

病院に検査入院した時、（本人の気持ちが弱いため）「がん」や「病状が悪い」な
ど本人の気持ちが沈んだり、不安になるような事は言わないで欲しいとお願いした。
だが、現在の医療機関では、告知することになっている、それによって今後の対応に
お互いの誤解がないようにすると言うようなことを言われ、直接本人にがんかもしれ
ないという事や沢山の検査を何度もしたが検査結果のたびにがんかどうかわからない
のでもう一度検査をと言われ、そのたびに父は、だんだん元気がなくなっていった。
結局、がんは初期のものだったが、肺の別の病気のため手術はできないという事と、
あまり父の落ち込みようが大きかったため、それを見た医師がその時になって改め
て、がんという事は言わない方がよいだろう、自宅に帰られた方が良いだろうと判断
した。そうなるのを見越して最初にお願いしたのだから…。その気持ちをきちんと理
解してもらえたら、もう少し長く元気でいてくれたと悔まれる。家に戻って、あまり
深く考えずに（がんではないと伝えていたので）肺の病気が治らないんだから悪くな
らないように、その病気とうまくつき合っていけるようにすればいいと言ったら、治
らないなんて言ってほしくないんだよっと悲しそうに言っていた。私も悲しかった。
もう何も言えなかった。

274 80代 妻

何がなにやらさっぱりわかりませんでした。頭の中からっぽとか、真白になったと
かお話聞きますが本当でしたネ。

276 80代 妻

夜、夜中でも電話しても色々指示していただき、本当にありがたかった。痛いとこ
ろ苦しいところを言うとすぐ手当をしていただき 自宅でこんな事が出来るなんては
じめて知りました。知り合いの方々から自分の家にも病人（ガン）がいるけどどう
だった、などの相談も受けました。みんな一番心配なのが費用の点で、支払えなかっ
たらどうしようと、それが心配のようです。私もどんなに費用がかかっても、１日で
も長く生きてもらいたいと思っていたが、あまりかからないので反対に驚きました。
１日１日と食べられなくなってゆく主人をみて、30の食品なんて考えないで食べられ
るもので出来るだけカロリーの高いものが必要でした。主人は弱音を吐かない人だっ
た。どんなにか痛かったのか、やせた体を飛び上らんばかりに苦しみました。痛いな
んて一言も言いませんでした。「痛いの？」と聞くと「うん」と言うだけ、見ていて
かわいそうだった

282 40代 嫁

定期預金を主人の名前に書きかえてきた。無気力になった。無口になった。数日間
微熱が続いた。

286 60代 夫

50代を過ぎたころから、子供のことで妻を責めるようになり、苦しめた。それで病
気を悪化させたと思う。「私は肺がんだ」とあれに知らされたときは、もう手遅れ
だった。悪かった、と思った。それから、なんとかあれのためにできる限りのことを
してやろうと思ったが、もう心を開いてもらえない関係だった。最後の10日間など、
やっと和解できたような感じで介護をうけてくれた。あれに深く謝りたい。ただ謝り
たいと思う。
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289 50代 嫁

常に、朝夕、仏壇に向って勤行（読経）をする人でしたので、動けなくなってから
は家族が、朝夕、読経のテープを枕元で聞かせていました。ほとんど目をつぶってい
る状況になり、脳にがんが転移しているとの事で、わからないかもしれないと思って
おりましたが、私が、勤行しようねと、テープをまわすと、閉じている目尻から涙が
スーと落ちました。この時に、ああ聞こえてるのだな、悟っているのだなと、感じま
した。

294 90代 妻

私の2つ下の弟は医師でした。福島県では有名で、テレビにも2、3度取材され、ビ
デオが私の所にもあります。3人の子供を全部医師にし、三男が○○で医院を開院し
て、平成○年に老人保健施設を併設しています。そこの所長をしてたのが4才年下の
弟、やはり医師でした。現在は患者になってデイケアで世話になってます。博士もか
たなしです。そんな身内が居るのに主人の時、介護のサービスにお世話になる事を考
えず、病院の方でも話してくれなかった事、悔やまれてなりません。

295 60代 娘

私の定年を見届け、最後の言葉は「がんばってよかったね」と笑顔で話してくれた
のが、まぶたから離れません。

298 50代 嫁

長男の手を引いて自分の大事なものを保管しているところへつれていきました。こ
こに入っていると言いたかったみたいです。

299 50代 妻

病名を聞いた時から「あと何ヶ月ですか」と医師に尋ね、6ヶ月から1年と言われ、
愕然とした時の様子が目に浮かび、「延命はしない」と先生にはっきり伝える主人の
姿が焼きついていて、涙しかこぼれず、それでも毎日死にたくないと泣き、主人にす
がって大声で二人で泣いていた。

302 60代 娘

盆の頃、孫達にお年玉を準備して全員に渡してました。孫達が帰ると教えたら早い
時期に準備を催促されて準備しておきましたので、母は枕の近くにおいて満足そうで
した。

303 40代 娘

亡くなる一週間ほど前、夜中に突然目を覚まし、「オレ、もうダメだ」と言った事
がありました。入院中も「自分はもう長くないから…」と自分が亡くなった後の事、
母の事、よろしく頼むと言っていました。また家に帰ってくることができたのは、家
族のおかげだと日々感謝していました。おむつを交替する際は、「申し訳ないな…あ
りがとう！」といつもいつも、どんなにつらい時も感謝していました。岡部医院の看
護師の方々もみなさん明るくいい方で どんなに父が励まされたか そして私達家族
にとっても心のケアを欠かす事なく、私も感謝の気持ちでいっぱいです。在宅は大変
だというイメージが強いので、もっともっと在宅の良さ、24時間ケアして下さる、こ
の医院のシステムを広めてほしいです。

305 50代 娘

死の2週間程度の朝、突然「もう、死ぬんだよね。わかるの」。「でも、今はお腹
が空いたから、ご飯を食べるから」。以後は口にした事がなかったし、普通と変わり
なく過ごした。

306 60代 娘

亡くなる数時間前、私と、主人の顔を見て、苦しい息づかいの中、ニッコリと、と
ても良い笑顔を見せてくれました。この笑顔は、私共に対しての感謝の、ありがとう
だったと思います。

313 50代 嫁

2ヵ月位前、普段電話をしないおじいさんが横浜の弟に電話して、心配した弟がか
けつけた。
数日前、「目の前に紫色の光の粒がだーっとおりてひろがっている、ありがとう
よ」といってくれた

318 70代 妻

そもそも自宅療養となったのは死の一ヶ月入院の先の病院の医師から、もう治療の
方法がないので転院（ホスピス）か自宅にての療養を本人に告示されたので、本人は
死を悟っていました。そこから岡部医院の医療を受けるようになったので、最後の時
まで気分よく本人も家族も一緒に過すことを心がけました。

319 30代 親

故人の入院していた病院は末期がん患者の方が多く、退院しても再発で再入院→死
去のパターンが多く見受けられました。故人はその様な状況を見て自分の死期を悟っ
たと思われます。死期を悟ったとはいえ、心は揺れ動いたようで「奇跡が起きて病状
が好転するかもしれない」⇔「やはりダメ」の間をさまよっていたと見えました。
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321 不明 嫁

人が亡くなっていく様子を傍で看取ったのは、義母が初めてでした。死の約１時間
位まで正常に意識があり、高齢に関係なく、本当に愛おしく まだ寝ていてもいいか
ら生きていて欲しいと思いました。先生に「死期の真近まで耳は聴えるので、話して
下さい」と言われましたが、いっぱい伝えたいことがあっても、今考えると、ただ見
守り続けた一瞬が悔まれます。義母は在宅ケア（岡部医院）で子供たちに見守られて
苦しむようすもなく静かに死期を迎えたような気がします。
また、亡くなる寸前、周りに居る子供たちに大きな眼をあらんかぎりに見開いて別
れをしたようすが印象に残りました。

330 50代 男孫

・本人はボケの症状もみられ、過去にこだわる面もありました。
・世話をする私たち夫婦や私たちの子どもの声かけには笑顔で応対してくれ、笑って
昔のことをおしえてくれることもありました。

331 50代 嫁

普段は早く死にたいと言っていたのが、その日を境に、死にたくないと言うように
なった

333 40代 娘

病室（個室）で検査の結果を急に説明された。肺がんであることを、本人、家族へ
告知された。その時から自分の死期が近づいていることがわかったようだが、言葉に
は不安など出さず、治療への前向きな姿勢だけを見せようとしていた。

334 40代 息子

普段から気丈な母でしたが、亡くなる1、2ヶ月ほど前から自宅での療養には不安が
あったようです。特に一人でいる時に具合が悪くなったらどうしようと、いつも気に
していました。そのような生活の中でも岡部先生と話をした日から数日間は気分が晴
れていたようです。

338 60代 夫

私が妻の命について病院の先生から平成○年7月に伝えられた時は、非常にショッ
クを受けました。その後、妻が自分の最期を知るまでの間は、いかに平常心でいられ
るかが大きな課題であり、つらい日々でした。

341 70代 妻

自分が最後の時、その後の事を私に、ことこまやかに色々な事を話してた。

342 50代 妻

亡くなる3カ月前 10ヶ所程の斎場に電話して、場所と料金等を聞いておりまし
た。「今すぐじゃなくて、2〜3ヶ月後に使う様になると思いますと…」ビデオテープ
等送っていただいたが、見ることはありませんでした。

344 60代 妻

亡くなる数日前、お見舞にきてくれた方に手を合せてお礼をしてました。看護師さ
んに握手をしてました。夜中に私を起して手をにぎってくれるように云われました。
朝までそのままでおりました。本人は安心していた様子でした。夫の死が近い事を感
じ悲しい気持ちになりました。

345 30代 娘

全く言葉を発していなかったのに、この時だけ何かを言おうと、伝えようとしてい
た。衰弱していたのに、なぜか力強さを感じた。家族も何となく、その日は仕事を休
んで家にいるようにした。

346 50代 娘

348 50代 妻

自分の死後残される家族のことを気づかっていた
「あと、2、3日で、どっちに転ぶんだろう。親父が夢の中に出て来た。あの世で親
父に会えると思うと楽しみだ。今までは死ぬのが、怖いと思っていたけど…」と亡く
なる3日位前に言いました。
「お母さん・娘に会いたくなった。弱い気持ちになってしまって…」と声を出して
泣いた。
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351 50代 妻

夜中吐血があった時、明日から旅行へ行く娘が行きたくないと大泣きした。そのと
き、娘を近くに寄せ、「自分の事は大丈夫だから、その事で迷惑かけるより、旅行へ
行って楽しかった話を聞かせて欲しい」と子供に話をしてくれた。
数日後、姉達が訪ねて来て何もなかった様子で過ごし、帰宅した子供と大勢で楽し
かった旅行の話に満足していた。
自分で気にしていることは、生きているうちにすべて解決したい人だったので、お
彼岸までにするつもりだったお墓の手直しや仕事の整理、はては戒名まで決めたかっ
たけど 住職より断られました。亡くなる一週間前、生への希望もたいへん大きかっ
たので、来てくれてるお風呂のスタッフと共に無理のないお風呂の入り方を考えた
り、注射の針が入らなくなってくるとがまんして、いろいろな所をためしてもらった
り、出来ることは何でもがんばっていました。

354 70代 妻

癌告知されてから3ヶ月位の命と言われていましたが、１ヶ月たった頃に幻覚とし
て「仏様が来ている、早く追い払ってくれ」という言葉でびっくりし、「お迎えが来
ているのかしら」と非常に不安になり、先生や看護師さんに話したら、「脈拍測定不
能になっているし、結滞も時々あるので覚悟してほしい」とのことでしたが、あまり
に早いし、そのような覚悟が出来ていなかったので、非常に不安とおどろきで、私自
身がパニックになりました。
死はその３週間後でしたので、悲しかったが、落着いて最後は受止めることが出来
たと思う。

358 40代 嫁

正直な気持ちですが、故人は元気な時期、家の中でかなりの権力をもっていたと同
時に、夫婦ゲンカも絶えずあったので、嫁の私としては その辛い現状から解放され
るのかといった気持ちもあり、また反対に、故人亡き後、私が同じように家の中を
しっかり守っていけるかどうかという大きな不安、葬儀の事など、一気に頭をかけめ
ぐり、一言では表現できなかったです。
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〔問20−Ｇ

「お迎え」体験に関する自由記述〕

年齢 続柄

「お迎え」体験に関する自由記述
（句読点の配置やプライバシーに関わる内容などを一部修正）

4 50代 妻

プーチン大統領と戦っているようだった。流産で亡くした子供の事を話だした。
夫にとって「癌」は戦うものであり、その大きさがプーチン大統領に匹敵するくらい
大きなことだったのだと思いました。ただ、この時自分でも疑問に思っているよう
で、「俺の言ってることおかしくないか」と何度も確認をしていました。
この件があった後、「人を愛するってどういうことだと思う」と聞かれ、一瞬、返
事にとまどったことが事がありました。「「その人をたいせつに思う」っていう事で
はないかなあ…」と何も考えず返答してしまいましたが、私にしては案外よいこたえ
だったように思います。

8 70代 夫

亡くなる数日前の夕方、ちょうど先生がお見えの時でしたが、私の事を非常に悪く
言っていた。私は思いちがいではないかと拒否していた。何となく体調がすぐれず、
矢継ぎ早に悪口を云ったのではないかと聞き流してた。今思うに体調がすぐれなかっ
ただけに、誰かにあたったのだろうと思います。

9 30代 男孫

スピリチュアルな世界があるんだと思いました。

13 70代 妻

入院していた病院での出来事。点滴が強かったのか、体に変調が来て点滴で痙れん
が始まった。先生は助からないので人工呼吸器を付ければよいとのこと。先生の説明
不足、また、声も出ない有様。私の認識不足で進められ、遂に付けられてしまいまし
た。本人と相談をしないまま呼吸器をつけた事が、いまさら悔やまれてなりません。
脳も目も耳も最後までしっかりしていたのに、あんなに苦しませ、手も足も筋肉も固
まって自由自在を失って声も出ない状態で、死の直前は地獄でした。2、3度かすかな
声で同じ言葉を出し、判ってあげられなくて、とても残念で涙がとまらなかった。夜
中20分毎に痰とりで、畳をはいながら目をこすり泣きながら介護した事が忘れられな
い。母の日にとてもやさしい顔で夢枕に立ってくれました。見守ってくれているので
しょうか。

21 40代 嫁

病院の方から急に自宅介護と言われた時はおどろきましたが、義母を介護できた事
が、私にはとても良い勉強になり、義母と一緒に過ごせたことがよかってです。亡く
なる二日前に、義母が私の顔をひきよせて「ありがとう」。この言葉が今でも忘れる
事ができません。とてもすてきな言葉に思えたのを思い出します。娘達は介護の手伝
いはしてくれず、あの頃私は自分でなにもかもしようと思ってやっていたようです
が、関係者の人達に（岡部医院）、精一杯たすけてもらいました。ありがとうござい
ました。
義父が入退院の繰りかえしの時、自宅介護を望みました。
「がんばらない介護」の意味がやっとわかったのです。

28 60代 夫

こんなに医学が進んでいる時代になんとか癌に対する治療方法を開発されますよう
お願い申し上げます。

29 70代 夫

結婚する以前から、妻は下半身麻痺で車椅子の生活でした。若い頃、ふつうの生活
ができたものですから、この下半身麻痺の生活になってからの悩みはたいへんなもの
だったと思われます。詩を書く時、自分には足がないという表現をすることがよくあ
りました。それと、自分ひとりでは、どこにも外出できない苦しさ。寝たきりの生活
になって、外に出られない苦しさはどれほどだったか。勤めに出ていく私は、やはり
辛かった。
ひとりで油絵を描いている楽しさが一番の幸せだったようです。先生に教えられた
訳でもなく、独学で美術展に2期入選しました。嬉しかったようです。私も嬉しかっ
た。あの頃が華だったと思われます。

30 70代 妻

病院で個室に入れられらた事が、本人にとってはとても不安な事だったようです。

32 70代 妻

33 70代 妻

・入院中個室で度々、「ここにも居るよ」と手で振り払う動作をする。
・朝起きてすぐ、「とても楽しかった」と云い亡くなった。兄二人義兄と甥と自分
5人で集まって歌をうたったが、甥がとても上手で驚いた。こんなにうまいとは思
わなかった、楽しかったな…とニコニコしていたのが強く印象的でした。
沢山ありますが涙があふれてごめんなさい。
ありがとう御座いました。
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34 60代 妻

43 70代 妻

亡くなる日の朝まで新聞のスポーツ欄を見たいと言い、新聞を読んでいた。何ごと
にも我慢強い主人でした。
岡部医院のスタッフの方々には大変お世話になりました。ありがとうございまし
た。
自分の車のことばかり気になっていた。

47 50代 息子

認知症の傾向が進行していたし、精神的にも以前からストレスが溜っていたよう
だったし、幻視・幻聴がおこっていたので、ストレートに会話を成立させる事が殆ん
どない状態だった。母に対して何をどのように対処する事が最善なのか判断がとても
難しかった。そんな状態でも、母の表情が看護や食事などでハッキリ変化するので、
何かすばらしい情景を視ている事は十分判断できた。とてもすばらしい人間の輝きの
ある表情だった。

52 50代 娘

延命措置はしなかったのですが、最後は苦しい場面で注射を希望したり、救急車を
呼んでほしいなど、苦しみながら言っていました。死が近づけば近づくほど、故人は
穏やかでした。自分で看取れた事は、大変よかったと思います。

54 60代 夫

・亡くなる1ケ月程前の出来事
・病院から自宅に戻って、8日目の事でした。自分一人ではベッドから起きることの
到底できない状態でありながら、夜中にベットから下に落ち、廻りの物を手当た
り次第乱雑にし、2階に寝ていた私がうなり声に気付き行って見ると、座った状態
だったので大変驚いた。その際本人はハッキリと「苦しいので（隣部屋）の人に助
けを求めたが無視された」との事。
・最後の目を閉じる15分位前に、急に右手を天井に上げて指で何かサインでも表して
いる仕草が見られた。
・（隣部屋）とは病院での隣部屋のこと。幻覚症状？

58 80代 妻

主人（故人）と2才違いなので看護が大変な様子を見まして、主人もそろそろ死に
近くなるのがわかった様です。お蔭様にて岡部医院のスタッフの方々には大変お世話
になりました。
私も主人と同様在宅をしていただけられそうなら、その時が来たらお願いしたいと
思って居ります。

65 60代 娘

少々頭の方がぼけて来ましたので余り気にはしませんでしたが、自分には世話して
くれる女の子がいて幸せだとか、何をしてあげても「どうも」と、何度も言っていま
した。亡くなる前日迄、手をひんぱんに、うるさいくらい動かしていたのですが、当
日は静かになり、なんとなく胸騒ぎを覚えて注意深く見ておりました。
間もなくだとわかっていましても、やはりああしてやればよかった、こうもしてや
るのだったと思わずにはいられませんでした。
自宅介護5ヶ月間でしたが、訪問専門の岡部医院さんにお世話になり、自宅で介護が
出来たことは母にとっても私達家族にとっても、とても良かったと心から思っており
ます。

68 20代 娘

病院ではよく幻覚を見ていたようだったが、自宅に戻って来てからは、とても穏や
かだった。痛みが急に強くなり、モルヒネの量が突然増えた時期の出来事だったの
で、病院に麻酔科の医師が不在だったこともあり、投薬量に疑問を持った。

94 60代 娘

その日の夕方、兄・母がベッドで父の様子を見ていたのですが、まばたきをしな
い。もしかしてと思いいたり、家族のものをじっと見つめたりしているうちに眠りに
はいったが、息づかいがいつもと違うため、病院に電話し、電話機で父の息遣いを聞
いて頂いたら、元気ですと言われ、患者と生活は合わせてと言われ、いつも夜中から
起こされるので一緒に父の眠りに合わせたら、その夜に亡くなっていたのです。です
から、家族の者が全員いたのですが、父に別れも言えず、父は一人で旅立っていった
事が残念ですが、今思うには静かな父でしたので、皆がいる場所で静かに旅にでたこ
とに感謝しています。当初は何故先生はわからなかったのかと思いましたが…。電話
で父の息遣いも聞かせたのにと思いましたが。

97 40代 妻

治療後の合併症がひどく、毎日とても辛い日々でした。朝方、白くフワフワしたも
のが顔のそばにあり、気持ち良くほおずりしていたが、ここにこんな物があるハズが
ないと思った途端に消えてしまった。そこで自分も急にこわくなった、とメールが来
ました。実はネコが亡くなったと返事をすると、納得していましたが、同時に悲しん
でいました。今までに味わったことのない不思議なことだったと本人は後に話してい
ました。
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98 50代 娘

私の妹に「亡くなった家族や親せきがみえる、お迎えがきている」と言ったという
ことを妹からききました。幻覚とは思えない、何か不思議な私が理解できないものが
「存在」するのではと思います。

99 60代 妻

夢中で看病することで精一杯でした。あの頃の自分の精神状態が想い出せないの
が、今も不思議でなりません。水をほしがり、くちびるをぬらしてあげ、熱のため
額、両手、両足を冷やすためタオルを冷凍室に14、5本程入れて冷やしましたが、そ
の忙しかった事だけを鮮明に覚えているだけです。今も。すみません、これにて勘弁
してくださいませ。

107 60代 妻

色々な死に直面しましたが、最愛なる主人の死は大変つらいものでした。いまだに
亡くなったような気がしません（長期出張でもしているようです）。
暫らくは悲しみの毎日でしたが、色んな人達からそれでは天国に行けないよ等と言
われました。私はどうしても忘れることが出来ず、楽しい思い出だけが頭に浮かびま
す。

110 50代 嫁

ベット上で上から引っぱられる仕草を何度もした。広島とか娘のマンションとか、
出かけて疲れたと言っていたし、相手も訪ねて来られたと証言。

112 70代 夫

数十年前に亡くなった弟が遊びに来て、楽しく会話した、と私に話した。

121 60代 妻

一週間前に入浴をしたけど、少し血圧が下がって来たので早めにすませたようで
す。この頃から、薬も食べたものと一緒に出す様になり、点滴でしようと思っても本
人が一さい嫌だと云って聞き入れませんでした。
背中はよく苦しいと云って、皆で代わる代わるさすってやりました。睡眠薬を飲ん
で眠っていたようです。

122 50代 娘

川の向こう側でお母さん（故人の母）が「戻れ」って言ったような気がする、とい
う夢を見たと故人が話していた。

123 70代 妻

つきそっている人がそばに居ても気がつかず、片手を宙に上げて、この世に居ない
人と話をしている様な姿を一日に何回か見る様になった。亡くなる数日か前、看護師
さんは知っていた。色々勉強させられた。

131 40代 妻

夢か現実かわからない時があった。
TVで見た事が現実だと理解出来なかった。（意識がある時）亡くなる３週間前
は、意識がなくなったのでまだ元気な時。

147 70代 妻

好物の刺身を食べながら「おいしい」と連発して、「お母さん（死亡している）に
持って行って、食べさせて下さい」とやさしい心づかいを見せる。こういうことを
時々繰り返してしました。母は二階の部屋にいるから、と言う。もう死んでここに居
ない、と説明しても理解しませんでした。
「友人が尋ねて来て、僕をベッドに押し付けて帰って行った。ひどい人だ」と、う
らみ事を言っていた。幻覚と思って聞いていました。

151 40代 娘

寝ているだけで元気がなかったのに、この時はいきいきとして会話も弾み、目も輝
いている様だった。だが、数分で元に戻り、ガッカリしている感じがした。

154 50代 妻
159 50代 嫁

あまり思い出したくありません。
「始まったか」と思ったが、ごく普通に「帰ったのは？」と聞いたら、本人は
「今、帰ったわ」というので終わりにした。

168 50代 嫁

夜にすごく不安になり恐怖がっていた。
眠らずに毎晩起きていた事。

176 70代 娘

良く故郷の事、幼友達の事を話し、帰りたいと。
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189 50代 嫁

・鴨居を指さし、何かが走っている。
・ねずみがいる。
・〇〇さん〇〇さんと呼びつづける（家人以外の名）。
・さき歩いていて疲れた。でも又歩きたいから手をかして…。
・もう食べない、食べたくないと食事の拒絶。
・眠っている中で大きな声を出したり、うなされている様子があった。
・１月に大雪の日が続いたため、故郷の人に会えなかった。出てこれる状態ではなか
ったため、思いが強かったかも知れない。故人も高齢、周りも高齢で、思う様にい
かないのも淋しさを増したのでは。

196 60代 嫁

耳鼻科に連れて行ったりしたのですが、先生に耳鼻科の領域ではないと言われあき
らめた様でした。
一人暮らしの不安からだったと思われます。

198 60代 妻

・亡なる前に「なさけない」と言い、とてもさびしそうだった。何か食べたものあっ
たらとカルピス、アイスクリーム、ビールを少し口にした。
・「友達が部屋のすみに来ている」と言うので、友達（医者）の家に電話したら奥さ
んが「主人が亡くなり、今日が四十九日」と言われびっくりした。その事を本人
には「仕事が忙しいので今電話に出られない」と言ったら納得した。
・私の兄（病気のため車椅子の生活）が主人と同じ年で、子供達が仙台に迎えに行
き、兄に会うのを待っていたように息を引き取った。

205 40代 孫嫁

夢の中で、亡くなった友達が、おいでと言っていると、何度か話しをしてました。
さっき、ここに来て話しした、という時もありました

208 50代 妻

この年に田舎に何十年ぶりかでお祭りを見に行く予定でした。でも体調が悪く、中
止としたため、夢の中というか寝ている時に「着いた、着いた」と。田舎に帰ったん
ですね。

209 50代 娘

アンケートで答えることで、再び鮮明に母のことが思い出されました。亡くなって
から、１日も忘れたことありませんし、１年に両親を一ぺんに亡くしたことは、日常
がいまだ非日常のような違和感があります。看護していた時は、毎日人が入れ替わり
出入りしていましたが、亡くなると同時に（当り前のことですが）潮が引くように静
かになり、夢を見ている様な現実離れした感覚でおりました。私は周りにたくさんの
サポートがあり、立ち直りつつありますが、残された人のケアというのも必要なのか
な、と思いました。引きこもりがちの気分を外に向けるのに大変時間が掛りました。
母は自宅介護を大変満足して受けていました。スタッフの皆様ありがとうございま
す。

212 60代 嫁

我家に居ても、家に帰る帰ると言って出かけるので、昔の家だったので（サッシ戸
でない）すべての戸にくぎをさしておいて（上の方に）開かないようにしておいた。
夜、台所で１人で手づかみでたべていた。

220 50代 息子

本人もお迎えが来たような事を言っていましたが、母が（本人の妻）迎えに来るま
では行かないように本人に言ったところ、本人もうなずいていました。ですので、亡
くなった時は母が迎えに来たものと思っています。

224 60代 娘

部屋の隅にだれかいるって言うので、「だれなの」って聞くと、「母ちゃんだ」。
迎えにきたのかって会話してました。
亡くなる１ヶ月ぐらい前です。

226 40代 娘

どこまでが夢でどこまでが現実に起きた事か、理解するのに悩んだ事があったが、
つじつまが合う事が多く、私も信じる事が多かった。母が亡くなる時に聞いたラップ
現象、光など私にも判りましたので。母の声も判ります。直接「頭」にテレパシーの
ように訴えてきます。「母ならどっちを選ぶだろうな？」と思うと指示されます。法
事や年中行事などで従兄弟などと集まり、写真を撮ると必ず白い光のような筋が写り
ます。いつも私の体を気遣っていたので、夜更しすると勝手にＴＶを消された事があ
ります。
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235 60代 息子

胃がんの内視鏡手術後2年にて再発、年齢と認知症のため主治医と経過を見ていた
所に大量の出血をした。主治医の紹介で岡部医院に在宅を依頼し、重度の認知症も
あったが約10日経過した後は意識も無くなって、5ヶ月後に亡くなるまでの、初めの
2ヶ月位にうわごとを言っていたので、その時は幻覚だと思っていた。

239 60代 嫁

死の恐怖との闘いだったと思います。何が見えるのかわかりませんが、元気だった
頃から思い込みがはげしかったので、影から何かを想像して恐がることが多かったで
す。

241 40代 妻

亡くなる10日位前から、昼間は落ち着いているけど、夜になると、起き上ったり、
ベッドからおりようとしたり、酸素マスクをはずしたり、急に大声あげたり、という
行動が見受けられました。

244 30代 娘

突然、それも朗らかな様子で「○○さん、隠れているのはわかってますよ、出て
らっしゃい」と言ったので、「どうしたの？」と聞くと、パッと覚醒する。日をおい
て今度は、「その隅に○○さんがいるでしょう〜？」と楽しげに言う。2〜3回あった
と思う。「○○（小説家）の書いた○○という小説、昔読んですごくよかったから読
んでみなさい」と自信たっぷりに繰り返すのに、調べてそんな小説は実在しなかった
り。最後の方、ベットから離れられなくなってからの出来事だった。

248 60代 妻

言葉をかけてもこちらの声は聞こえていないようでした。その後、先生の指示で薬
を与える頃には、現実に戻ってきたのか、私たちの問いかけには反応を示してくれま
した。往診に見えた先生が、いつでも電話をと伝えて下さり、その時の状況をお知ら
せし、判断を頂き処置することができ、本当に心強かったです。

249 70代 妻

風貌とは異なる温かな人でした。20歳になれば兵隊に、なれば死。それが弱い体
だったらしく、乙種だったことで最前線に行く事なく帰られたのが幸だったと話す人
でした。酒も煙草も口にせず、お陰で80歳も越えたと喜んでいたのです。沢山本も読
み、美しい景色も沢山見に行けたと、仕事上でも信頼された人と思います。誠実に生
きた自信があったので、死は恐れていない様子でした。

254 50代 妻

不可解な会話が現れても、意識がある間、他人への気遣いはしっかりと持っていま
した。

269 40代 娘

亡くなる直前に、母に親戚を呼ぶように伝えたらしい。家族の今後を気にしての事
らしく よろしく頼むと言いたかったようであるが、母がそれを察して、「言っても
どうにもならないよ」と言っても、「俺はもう死んだんだから早く呼べ」とはっきり
言ったらしい。その頃はもう何かをしゃべっても、何を言っているか聞きとれなかっ
たのでびっくりした。適当に相づちをうつしかなった。何にも興味を示さなくなって
いた。

270 50代 妻

「いっぱい人がいるでしょう、ほら、ねらっている」と言っていた。

273 80代 夫

若い頃から医者へ行くのが大嫌い。

274 80代 妻

279 90代 夫
282 40代 嫁

3日位でしたか目をぱちりあけて、「○○、おずんちゃん来た」。私は「何しに来
たんだい」。「おれにもわかんない。大きな箱持って、△△、たいがいにしての、こ
の箱に入っていいべわ」。「その箱はどこにあるの」と聞いたら、「そのへんにあ
る、見てれ」。「ないよ」。おじいさんが心配して迎えに来たのかと思いました。
私は「お父さん、おずんちゃんはあの世の人。お父さんはこの世の人。箱を持って
迎えに来たけど、あんまり元気なので、箱を持って帰ったんだァ」と言ったら、「そ
うだかも知れないな」と納得してからがおとなしくなったのですが、そのまま此の世
の別れとはどうしても思われませんでした。その箱があったら、お前も一緒に入って
くれとも云われました。
患者が見たと言う人々の事は、本人の夢の中の話として聞かされた
お客様が来るから掃除をしておくように言われた。うわ言のように話をしてから
は、目を開けている事が少なくなった。
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289 50代 嫁

本人が、何かが見えると語った事はありませんでしたが、当時16才だった本人の孫
娘が、最期の日に、背広姿の男性と着物姿のおばあさんが来ていると語りました。亡
くなった本人の母と息子だねと家族で語りました。枕経の時、この風景を少し前、夢
で見たとも言っていました。当時、この娘は霊感があるかの様な発言をしていまし
た。うそをつく様な子ではないので、そんな事もあるのかと…。

294 90代 妻

介護サービスを受けるまで2階のダブルベッドに1人で寝てました。入院してベット
が狭くていやだったと、セミダブルのベットをお借りしましたのに、真中に寝ず、左
側に手から足までベットから出したがり、何度ベットに入れてやってもすぐ出しまし
た。手がつめたーいので私の手であたためて一晩中ねなかったり、死の2、3日前から
真中に行儀よくしてる様になり、管を入れて貰ったのを抜きたくなって、出血する位
引っ張って困りました。意識が朦朧としてから、両手を上にあげて拝む様な手の組み
方で、それは私だけで付いていた時で、死亡の時も、皆夕食をしに家に帰し、毎日泊
まりがけ来てた娘が、来てない、私１人の時でした。

298 50代 嫁

意識がもうろうとしているはずなのに、皆が話していること、行動していることが
全て聞こえている、見えている…と思いました。

299 50代 妻

幻覚が始まったと思い、「わかりました、今お茶入れますよ」と言うと安心したよ
うだった。死が近いと感じ、不安で不安でならなかった。

300 60代 嫁

嫁の私の事だけはわかっていました。家に子供達が来ても（故人の子供達）、わか
らなかった様です。私の事は忘れないでくれたのでうれしく思いました。だから私も
やさしくする事が出来ました。

302 60代 娘

あちこち痛かったが、MSコンチンを内服すると眠りがちになることが不満だった
様子。内服しない時は、痛い痛いと連発することあった。その時ノートにメモ的に痛
くてつらいと書いていた…。

305 50代 娘

先生方から、このような事があると死は近いと聞いていたので、とうとう来たのだ
と思い、悲しかったが、1度ならず 3〜4度も同じ様な事があったので、その都度、
心が痛んだ。本人は、特に変わった様子がなかった事が救いだった。

313 50代 嫁

本人の実家の嫁さんが、おじいさんの死の前日に鐘の音がして、おじいさんが夢枕
にあらわれたと話してくれた。

321 不明 嫁

初めて幻覚のような症状が現れたのは、死期の約1ヶ月前頃だと思う。家族が「だ
れ」と聞くと「男の人とか女の人」とか、具体的な名前は言わず、ただ、一瞬にこに
こしているようだった。だから、家族が「おじちゃん（夫）が来たの」と聞くと、い
なくなったとかで、穏やかな幻覚が多少あったようだった。幻覚で苦しめられる様子
は感じられなかった。ある時などは、嫁である私は「おばあちゃん、おじいちゃん
だったら、いっしょにお茶を飲みましょうか」と声がけして、二人で笑ったことも
あった。私の中に何事も共有したいということがあったからだと思います。

327 40代 娘

「お久し振りと」いってみると、嬉しそうに感激した様子で、私に抱きついてき
た。やはり亡くなった妻、母親だと思っている様子だった。

333 40代 娘

麻薬を使用する前に幻覚がみえるようになった。息苦しいのにマスクをはずし、手
を上げてパソコンを操作しようとする動作や、仕事の指示などについて、ずっと話し
ていた。
冷汗を多量にかき、うなり声を上げたりしながら３日間このような状態が続いた。

339 50代 息子

自分の息子（赤ちゃん）が隣に寝ていることを話をしていた。

342 50代 妻

人の悪口を言ったり、人の悪口を聞いたりすることが大嫌いな人でした。亡なる
2、3日前に○○は田舎者で見栄っ張りだと…。驚きました。本人は常に思ってはいて
も、口に出すことのない人でした。亡夫の心の内がいっぱい見えました。

344 60代 妻

玄関から知らない若い女の人が入ってきたからドロボーかも知れないから見てこい
とか、自分のベッドのまわりにいろんな人が来てるとか云ってました。
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345 30代 娘

母の時はなかったが、４年前に亡くなった祖母（母の実母）は亡くなる数週間前
に、家族の中にはいない小さい女の子がいると話していた。家族の中では、その時妊
娠していた私の長女のことではないか、と話していた。

351 50代 妻

モルヒネを使用する事になってから、何が起きるかはわからなくとも、作用として
意味のつながらない事があっても受け止めようと思っていたし、以前読んだ本で知識
としてあったので悲しくなかった。普段でも霊感とかある人なので、見えない存在が
見えるのは、聞いてなれてたのでおどろかなかった。逆に不安そうな顔や態度をする
方が、本人が気にするので何でも明るい会話してました。

354 70代 妻

亡父の時も自宅で最後ということで、本人が強く望みましたので、こう云う幻覚は
ありましたので経験はしていました。別な世界に入っているようで、よく天井の隅々
を注視していましたし、亡くなった兄、姉、弟のことや友人など、しきりに話しまし
たので、亡父の時と同じだなと思いましたし、看護婦さんより、その時その時で話は
伺っておりました。私や娘も少しずつ主人の死の近いことを感じ、割合穏やかにその
事を受入れることが出来たと思っています。

358 40代 嫁

ベッド上にて、見えている人物の名を呼び見えている方向に手をさしのべて、「早
く〜早く〜」と呼ぶことが、亡くなる数日前何度かあった。
天井に虫がたくさんとんでいるから、なんとかしてと、訴える事もあった。

359 50代 息子

父の住い（私の実家）には母が亡くなってから仏壇を入れた。仏壇の隣には違い棚
があり、そこに母の遺影（大型の写真）を置いていた。
父は、母の葬儀から後の時期しばらくの間、「家の中に女の人がいる」と、人に話
していた。「その女の人は仏壇のある奥の部屋にいるのだ」と言っておりました。父
からこのことを言われたのは、ヘルパーさん、近所の人、父の友人、息子などです。
そして「帰れと言っても中々帰らないでずっといるのだ」とも言っていたような気が
します。
本人痴呆も進みつつあった頃であり、遺影から来る幻影ではないかというのが周囲
の者の見方でした。
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〔問24 その他の印象深い出来事についての自由記述〕
年齢 続柄

2 50代 嫁

6 60代 夫

その他の印象深い出来事についての自由記述
（句読点の配置やプライバシーに関わる内容などを一部修正）
医師の説明は十分受けていても、最後を1人で看取るのはつらことです。夜間は特
に、医師、看護師さんとの連携がとれずちょっと悲しい思いでした。在宅ホスピスケ
アを十分理解したつもりでしたが、今回はいろいろ問題が残ったようです。我が家的
にです。
あれ程病いで顔がむくんでいたのが、みるみるうちにむくみがとれて、若い時のき
れいな顔になっていったのがとても印象的だった。家族全員で看取ったことで悔いを
残さなかったと思います。在宅ケアで家族のきずなが固く結ばれたことを再認識しま
した。

8 70代 夫

岡部医院のお計らいで、岡部医院の大勢のスタッフとお花見が出来た事に、改めて
お礼申し上げます。死期が迫っていることを、故人本人もなんとなくわかっていた様
に思われ、よくベッドの上でお花見の時の話をしていた時の、楽しかったような笑顔
が非常に印象に残っています。本人も言葉としては出せなかったが、眼が涙ぐんでい
た事が忘れられません。

10 50代 娘

がんと告知された時は落ち着いていましたが、緩和ケア支援センターの書類にサイ
ンした次の日から1週間、痴呆のような状態になったので、サインさせたことを後悔
しました。受け入れているように見えていましたが、必ずしもそうではなかったし、
難しいと思いました。

11 50代 妻

13 70代 妻

私の希望は家族4人で自宅に最後までいたいというのでしたが、夫は最後は病院の
ほうが苦しまなくて安心できると考えていたようです。意識が混濁して言葉が思うよ
うに出なくなり、正直私も迷いました。呼吸も苦しそうで黄疸もあり、表情も厳し
く、でも最後まで、こちらの話しは理解していました。
呼吸が止まった瞬間、いつものやさしい夫の顔になっていたので驚きました。
末期の肺気腫でした。
日頃○○病院に通院していました。入退院の繰り返しで大事をとってました。
最後の入院は2年間付添で看護しました。
在宅介護では、スタッフの方々に色々と心の温まる介護をしてもらいました。
深く感謝致しております。看護師さん、スタッフの方、とてもやさしかった。
ナスパの山にも旅をさせてもらいまして、本人にとって一番嬉しいひと時だったと
思います。体調急変し感染症で熱がさがらず、私らの手におえなくなりました。
夜中の事でもあり、病院であったら死に至らなかったのではないかと思っていま
す。
人工呼吸器をつけた患者のための病院が、近い所にあればよいと思います。
爽秋会岡部医院さんの手厚い看病で生かされた様です。
ありがとうございました。

16 50代 嫁

本人にとってはよかったのかなと思いますが、もっと早く先生を呼べばよかったの
かなとか、前の晩痛いと言ったのに薬をあげなかったとか、今考えると後悔で泣きた
くなる時もあります。やはり素人なので、程度というかそういうものがわからず不安
でした。一日中何も言わず、目をとじていたのに急に大きな声を出していました。
「もう終わり」と言って目から涙を流して…。気丈な母らしく最期まで他人に迷惑は
かけたくないと、亡くなるその朝までトイレは自分でするとがんばりました。最後は
言葉にならず、急に息を止められたようになってしまって。死ぬ事がわかって何か伝
えようとしていたのだと思います。
短い期間でしたが、お世話になりました。看護師さんと話さなければ、毎日毎日
弱っていく母をみるのはつらいものがありました。本当にありがとうございました。

18 50代 嫁

前日までトイレも自分で行こうとする程だったので、いつもの様に寝てしまい、早
朝胸さわぎがして急いで部屋に行ったら…。本当に少しの時間、目をはなしたすきに
一人で旅立ってしまい、しばらくの間、自己嫌悪にさいなまれました。それでも最期
を自宅で迎えられた事は、皆様のおかげと感謝致しております。ありがとうございま
した。

20 60代 娘

穏やかな死でしたが、自分の死を悟ってからは口数も少なくなり、お風呂に入れる
と、必ず泣いていました。
最期はごめんなさい、と大きな声を出して亡くなりました。
痛みもなく、おだやかでしたが、とうとうこの日が来たという気持ちでした。とて
も悲しかったのをおぼえています。
2年たっても鮮明におぼえています。
一生懸命介護した分、つらい気持は続きます。

56

21 40代 嫁

私には娘二人がおります。義母を介護している間、娘達が義母が亡くなった後に、
お母さんがおばあちゃんみたくなったら、お母さんがおばあちゃんにやったように、
私達が見るからねと言われた時、ほっとしました。
主人も、常に感謝してくれて、私は家族みんなに支えてもらったので、義母を優し
く看取ることができたと思います。

23 40代 妻

家に戻って翌日の事だったので、あまりに急すぎて、おどろき、信じられませんで
した。診ていただいた初日に、先生から「1ヶ月と言ったけど、1週間か2週間か」と
言われ、でも「家で過ごす時間が1週間ある、2週間ある」と自分で繰り返し、「さ
あ、今後を含めていろいろな事を話していこう」と思った矢先でした。前夜はすごい
イビキが聞こえ、口を開けて眠っていました。口の中が乾くと思い、2度、3度、声を
かけました。水分を取り、アイスクリームもスプーンで5口程食べ、気持ち良さそう
に眠っていました。もっと早く在宅医療にすれば、と何度も思いました。もっと早く
紹介してほしかったと思いました。そうすれば、病院の先生ともギクシャクせずに済
んだかもしれないと思いました。病院での主人はさびしそうでかわいそうでした。翌
朝は「おはよう」と会話したのですが、いつ逝ったのか今でもわかりません。今にも
起きそうな寝顔で亡くなった事が納得できるような、半面、信じられないような自分
です。前日に「今夜はぐっすり眠れそう！」とOKマークを看護師さんに指で作って
見せました。
良くして頂きました。ありがとうございました。

24 60代 夫

同居の次男が小生以上に故人の介護に真摯で献身的であった。
最後の最後に、喉につまった痰を自ら口で吸い出そうとしたこと。
余人を交えず本当の近親者のみで静かに見送ったこと。今まで感情をあらわにする
ことのなかった故人の実兄が、泣きながら私たちに「ありがとう」と頭を下げてくれ
たこと。
春の雪暁待たず逝きにけり NHK学園 春秋俳壇 特選 広瀬正人
末期がんの治療の限界とホスピス入りを大学病院に告げられたときは、呆然とし、
憤りさえ感じ、自宅に連れ帰ると広言を吐いたものの、日増しに病状が悪化していく
ことに、家族だけでは対応しかねたと思う。岡部医院のスタッフの心強い支援があっ
てこそ、難局を乗り越えることができたと思う。
そうこうしているうち、今度は老母の自宅介護にまた、岡部医院にお世話になるこ
とになり感謝に絶えない。
薫風や忘却の母九十二 日経新聞 俳壇 6月3日は黒田杏子選
いっぱい食べると亡くなると聞いていたが、その通りだった。
先生との話しを大切な息子に聞かせて心配させたくない、との思いが最後まであっ

27 50代 嫁
た
28 60代 夫

29 70代 夫

30 70代 妻

31 60代 娘

先生から癌という宣告を受けても、最後の時5人という、めぐまれ見送られ、最高
の人生であった。
確信しています。
妻は6月に亡くなりました。5月に私はデイサービスに出かけており、家に帰ってき
た時、妻は話もしないで、私の帰ってきたことを知るとニッとほほえみを浮かべまし
た。「何か呑むか」といって私はポカリスウェットを口にふくんでやったのですが、
弱ってきて飲めなかった。これが私たち二人の最後の接しかたでした。それでも、ま
さかその夜に亡くなるとは、私は考えていませんでした。翌日、訪問看護の方から電
話があった時、「まだ寝てますよ」と答えたのですが、実はその時、妻はすでに永遠
の旅路に旅立った後だったのです。ヘルパーさんがすぐ走ってきて、「呼吸していま
せん」と驚きの声を上げたのでした。
このことを看護ステーションに電話して所長に来てもらい、妻の死を確認してもら
いました。私は、白い布をかけるに忍びず、そのままにしておりました。知らせに
よってすぐとんできた弟は「眠っているようにしかみえないな」といって、白い布を
かけることはしませんでした。
病院での最後の期間は、本人はとても機嫌が悪く、怒りっぽくなっていましたが、
自宅に戻ってからは、とても落着いていました。痛みもかなり強かったようですが、
介護のために来て下さったお医者様や看護師さん、ヘルパーさん等に常に感謝の気持
ちで一杯だったようです。3週間という短い期間でしたが、住み慣れた家に戻って来
られたという事は本当に嬉しい事だったようです。
死の直前というものは、あっという間の出来事のような、心の準備がないままに
やって来た感じがしました。本人は納得していたのだろうか、満足したのだろうか、
自分としては十分に介護出来たのだろうかという疑問が残りました。
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32 70代 妻

百才までの希望が叶わず、無念の涙だったように感じました。

37 60代 妻

治療中、自宅転居となり、本人は自分のいる所がどんなところか、あまり良くわ
かっていなかったのではないかと思っております。また、看護・介護にあたって下
さった方には、最初お礼も言えてたのが、何も言えなくなってまいりました事がつら
いなあと思いました。偶然にも最初のほうに来ていただいた看護師さんや、喘息をみ
て下さった先生が最後の診療となりました事がとても印象深く心に残っております。
夜中にもかかわらずすぐ飛んで来て下さり、ケアマネージャー様にも御礼申しあげま
す。本当に有難うございました。只、御礼申しあげるのみでございます。

39 50代 妻

最期の息を大きく吐き出し、その何秒後かにアーと二度目の吐き出す息に驚いた事
です。全員で手をにぎり顔をなで、見送りましたが、何か言いたかったのかと考えま
した。

42 70代 娘

母の死の日、早朝母の呼吸が今までにないみだれた状況になり、不安で医師に連絡
しました。状況は理解して下さったようですが、出かけてもどうする事も出来ないと
の言いようでした。私が呼吸が止った時に連絡すれば良いのかと確認すると、よいと
のことでした。なにも言えませんでしたが、救いのない悲しさをおぼえました。そし
てどうしようもない不安の時を過ごしました。自宅(在宅）医療の場合はこのような
ことも仕方のないことと思いますが（受け入れなければならないという意味で）、死
の瞬間についての介護者（家族）への説明、あらゆる状況について死を担う介護者の
援助については考えていただきたく思ってます。強く願います。

44 80代 嫁

もう少しおいしい物を食べさせてやりたかった。その節は本当にお世話になり、あ
りがとうございました。先生と皆さんに感謝しております。

45 60代 息子

人間の死の現場に立ち会うという経験は、貴重なものだと思う。自分も初めて立ち
会った。死を意識しない生というものは、如何にも生物学的である。

47 50代 息子

補助酸素の状態で、それも効果がなくなり、次第に呼吸が停止する事が多くなっ
た。その度に、直接口で空気を送ってやると、又、自発呼吸が始まる。この繰り返し
が数十分間続いた。そのうち、何かかえって大変そうに感じて、もう十分がんばって
よ、ありがとう、と言ったら、スッと逝ってしまったように感じた。ありがとう、と
いう言葉に十分満足した、きっと聞こえたに違いないと感じた。

48 60代 妻

「人工呼吸をしてみてな」と娘に言っていた事を、亡くなった後になって知った。
その時は娘も動転していて思い出せなかった。でもやはり何か腑に落ちない最期だっ
たような…。
注射を待って待って、やっと車のドアを閉める音が聞こえ、ホッとしただけではな
かったのか。あの時、人工呼吸をしてもらっていたら、酸素吸入をしてもらっていた
ら、変わっていたのではないかと思ってしまいます。
在宅ホスピスと分かっていても、遺族としては少しでも長く生きられたのではと
思ってしまいます。ごめんなさい。

50 50代 親

親として、最期まで一緒にいられた事は、とても良かったと思います。本人は、ま
だまだ生き続けるつもりでいました。今でも、「まだだ、まだだ」と叫ぶ声が耳に
残っています。ケアのスタッフの方々には、大変お世話になりました。ありがとうご
ざいました。

51 50代 娘

故人が他界したのが１月でした。
お正月中も先生や看護師さんに来て頂き、点滴、診療をして頂いたことに感謝する
メモ（詳しい治療内容が、書かれていました）が後日みつかりました。意識があった
ときに、メモ用紙に走り書きしていた様でした。
私と妹（娘達）が、父の息をひきとる時に、そばにいなかったのが悔やまれます。
もっと長く寝込むと思っていたので「命のはかなさ」をつくづく感じました

52 50代 娘

53 40代 娘

苦しかったせいか、大量の汗をかき、何度も着替えました。
看取れなかったので、とても心残りです。
モルヒネで眠ったと思って家事をしていたら、亡くなってました。
もしも先生が死期を知っていたなら、はっきりと教えて欲しかったと思います。そ
うすれば、遠くに住んでる姉や妹も呼ぶことが出来たし、自分も傍にいられたかもし
れません。1人で逝かせてしまった事がとても心残りです。
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54 60代 夫
60 60代 夫

自宅に戻ってその後１週間位は、病院ではなかなか見られなかった少し元気な感じ
と明るい感じが確かに見られ、やはり自宅が一番良い場所と思わせて貰った。
岡部医院の皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。

64 30代 嫁

看護師の方が、家族のメンタル的部分まで心遣いをしてくれたのが、一番ありがた
かった。
患者が夜中眠れず、暴れた時、看護師さんに電話を入れるとすぐに処置の仕方を教え
てくれ、また、不安が強いときはすぐに来てくれました。在宅での看護を選んだ時、
親戚からの非難の声もあったが（患者の希望だったにもかかわらず）、看取った時
（最期）には、皆が良かったと言ってくれ、私も報われた思いでした。
スタッフの方には感謝の気持ちでいっぱいです。

65 60代 娘

入院2ヶ月、自宅介護5ヶ月、点滴したまま退院しとても不安でしたが、母が点滴を
非常にいやがったことで、先生が言ってくれた言葉、「患者さんがそんなにいやがる
のでしたら、はずして様子みましょう」に、私達も救われた気がしました。
母はそれからとても元気になり、食べたり好きな歌をうたったり、家での5ヶ月間
は皆に世話して頂き、とても楽しかったのではないでしょうか。いつも一人ポツンと
留守番をしてましたので…。最後に、母が亡くなったとき、どなたか（代表の方と
か）御悔やみに来てもらえなかったこと、寂しく思いました。家族としては御礼をか
ねていろいろ思い出とか話したかったです。
大勢の方がいらっしゃるのでそれは無理というものですね。

67 70代 妻

死の前日頃から両目が開きっぱなしであった。目を閉じる力もなくなっていたので
しょうか。

68 20代 娘

出産を間近に控えた姉が、孫を見せたいと母に「頑張れ」と言い続けていたのが、
「もう頑張らなくていいよ」と言ったその日に亡くなったこと。

69 60代 息子

・亡母は、健在時は俳句、川柳をつくるのが好きで、また毎日日記もつけておりまし
た。
・亡くなって、少し落着いた後、亡母の部屋の整理をしておりましたら、引き出しか
ら私達長男夫婦に対する礼状と、子供達に対する詫び状､そして2編の詩が出て来て
感動。
コピーを姉弟達に送ったところです。
・未だ内容は確認しておりませんが、日記には多分心情がつづられていると思いま
す。
・最後になりましたが、岡部医院様には大変お世話様になりました。患者の最期まで
の対応の仕方に、県外在住の私の妹弟達も大変感謝申し上げております。

71 70代 妻

たくさんありまして文章にできません。色々とありがとうございました。

72 50代 嫁

最期の瞬間まで意識があり、苦しむこともなく、声にはならなかったですが、口の
動きで「ありがとう」と言って、穏やかな顔で旅立ちました。家族としては、仕事を
しながらの在宅療養でしたので、大変さと不安などがありました。先生、看護師さ
ん、ヘルパーさんの助けを借りて、本当に幸せな最期だったと感謝で一杯です。
最後に親孝行できたと思いました。

76 40代 妹

自分の最期が近いことを知っていても、その気持ちを言葉で表すことはありません
でした。最後に、親子で自宅で過ごせて、穏やかで落ち着いて生活ができたようでよ
かったです。

77 50代 嫁

私も仕事をしながらでしたので、最期を看取ってやれなかったことが心残りです。
朝、「仕事へ行って来ます」と言って出かけてしまい、その後、急変し、１人で旅
立った様です。

80 40代 娘

急変だったので最期まで意識がハッキリとしていて、その日の朝まで家族の手を借
りて起き上がるほどであった。
いろいろとお世話になり、ありがとうございました。
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81 50代 娘

入退院を繰り返していた時には、家族が非常に大変でした。今考えると、よく頑
張ったと思います。なので、岡部先生を利用した際には、私達で看取れるのかとても
心配でした。でもいつも看護師さんと連絡がとれ、介護も楽に出来ました。家族が健
康なために医療のことがあまりわかりませんでした。在宅医療は病院に行っての治療
より、家族にとっても楽に利用でき、近所に良い先生がいらっしゃることがわかり、
とても感謝しております。また、親類にも病気の方がいらっしゃる方にも、在宅医療
のことを話しております。先生、看護師さん、ケアマネージャーさん、他の方々に非
常に感謝しております。又、24時間の対応なので、皆様の健康を心よりお祈り致して
おります。ありがとうございました。

86 50代 嫁

・自宅で見、介護は病院に通うことなかったのでよかった。しかし最後まで見、寝室
の部屋も思い出されて眠ることはできない（患者の）部屋で寝ることできない現
実。
・最後になるとタンがつまっての時、注射器で薬をいれたり、消毒したりするのはダ
メ、できず、娘にしてもらった（歯科助手元してたので）。これってプロがやるべ
き。
・相続って、いくら一生懸命介護しても、嫁って相続権ない。主人も育ての母で相続
権ない。実の母でないため。何もしない実の子だけ、相続あり。これってあり、と
思った。３０年以上共に過ごし。
・でも患者の苦労や喜怒哀楽、一生を共にして私にとって人生の生き方を教えていた
だき感謝し、おばあさんありがとう。ここで言います。
・先生そして看護師さんお世話になりありがとうございました。又思い出しました。
つらいです。

88 60代 妻

10月に退院し、皆様に退院の報告をし快気祝を送りました。又年賀状を買って印刷
までさせました。自分では今年は年を越せると思っていた様です。
自分から弱みを見せない、我慢強く仕事に誇りを持ち、お酒の好きな夫でした。
人生もう少し長く生きたかったと思います。
岡部医院の皆々様には大変お世話になり感謝しております。家族で最期を看取って
本当によかったと思います。

89 70代 友人

故人と私達家族は血縁ではありませんが、ご近所で長い間のつき合いで、私が長男
を産んだ時から、本当に助けられたり、助けたりの関係でした。私は商売をしており
ましたし、娘は、仕事で日中は留守ですし、主に孫が面倒を看ていましたが、退院し
てからは私が、時間の許すかぎりは看ていました。とってもしっかりした人で、ろう
学校を退職した後に、自動車の免許を60歳でとりました。亡くなるまで、一回も失禁
もせず、前日の夜、私と娘と孫に手を合わせ、声にならないけど、「アリガトウ」と
云い、本当に苦しみもせず、私達家族の良き教訓となりました。
ひ孫達も病人の手を取り、本当に良き教育が出来たと思います。
家族全員良かったねと満足しました。乱筆で読みにくくてごめんなさい。

90 40代 妻

医師や看護師さんも付いていたのに、夫は最後の処置を妻の私にゆだね、私が座薬
を入れてあげた（夫が私の頭をたたき私に頼んだのです）。その後、彼は私の手をに
ぎりしめ旅立っていってしまったのです。このことは私には辛いことで、罪の重さを
感じ、うつ病になりまだ治療中です。彼が望んだこととはいえ、思い出すだけで涙が
こぼれます。息をひきとる寸前大きく深呼吸をして私の手を痛いほどにぎりしめ笑っ
た表情がなんとも言えません。

92 70代 妻

93 60代 親

最後に入院した時は、看護師さん達にあたったり、家族にあたったり、病院でも
困って一度自宅に帰ってみたらなんて。「治療が終わるまで」とお願いして昼食は
妻、夕食は娘と2人で看病しました。治療が終わる頃には自力で車椅子にも乗ること
も出来ず、81年暮らした家に帰ると毎日言っていました。病院から往診の先生に頼ん
でいただき、帰ってからも呼吸不規則、食事は一回もとれませんでした（私も看護師
です）。
尊厳死について、しっかと学び捉えられたこと。
息を引き取るまでの3日間、完全に死と向き合い、本当にお互い穏やかに見取れた
こと。
多くの学びをありがとうございました。在宅医療・看護に大きな期待と応援しま
す。
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94 60代 娘

在宅はすばらしいし、本人のつらさを和らげ、まず毎日訪問してくださることが安
心の様子でした。
几帳面な父で、人の手を借りることが嫌でしたので、気力で最後まで自分の足でト
イレ・洗面所に行かれましたのは、マネをしたいと思いますが…。トイレでそそうし
た時には、私を呼ばず自分でかたづけていたことに胸がいたみ、そのことを思い出す
と涙が出てしまいますが、その他は全くありません。もう一つ、座薬を入れることを
拒まれた時には大変苦労しましたし、上手く入れることが出来ず苦しめたことがあっ
たのでは、と反省しています。明治生まれの父ですので、私にしてもらうことが嫌
だったのだと思います。
在宅は家族の協力なしでは出来ません。我が子が小さかったら在宅でみることは出
来なかったと思います。

98 50代 娘

岡部医院様との契約、訪問看護師の方との契約、ヘルパーさんとの契約、そして他
に在宅医療用ベッドや酸素マスクの業者さんとの話し、薬の処方等、母が在宅でホス
ピスを望んだと同時に、色々な人との話し合いや手続きが煩雑で、ゆっくり話せる時
間がありませんでした。最期は母のそばにずっといてあげたかったと思うのですが
…。色々な煩雑な手続きをもっと簡便にすることはできないのでしょうか。危篤状態
の時、人工呼吸器をつけない方針とのこと、岡部医院様から言われましたが、せめて
人工呼吸器をつけて、私の思いを母に聞いてほしかったと思います。
以前、在宅ホスピスで亡くなられた家族の会の案内をいただきました。行って参加
したいと思いましたがなかなか忙しくて参加できません。他の方々は大切な人を失っ
た気持ちをどのようにしているのでしょうか。同じような人々と話すことはとても今
の私にとって必要なことと思いますが…。人生は思うようにいきませんね。そのよう
な方々の話しの記録とか本とかあったらいいなと思います。

99 60代 妻

グチひとつ言わず穏やかにベットに横になっていた主人。亡くなる数日前一言「生
きてるのが辛い」と申しました。衰弱しすっかり体力をなくし、その頃のどに痰がか
らみ吐き出せぬ主人…。自分に厳しく弱音を口にする人ではない人だけに…。主人の
心中を思いますと…。子供と2人で左右から手をにぎり声をかけながら看取ったあの
日、明方一瞬最後の力をふりしぼって私達の手をにぎり返して来ました…。子供
（男）はびっくり、母さんと言って涙を見せない子がボロボロこぼし絶句…。穏やか
な主人の寝顔は今も忘れられませんし、退職後の夢を持っていた主人…。無念です。
武士道の心意気を持って生きてきた主人を尊敬し、連れ添った10年間の私、生涯忘れ
られません。感謝の心で日々過ごしていますがもう少し時間がほしいです。
過去癒す時間（トキ）の刻（キザ）みに亡夫（ツマ）思う 静かな部屋でアルバム
を見ていた時の心境を投稿し、新聞にのりました句です。

100 80代 妻

私は夫のターミナルケアを通して、在宅ケアの有難さを実感致しました。名取市の
岡部医院の院長先生を始め、スタッフ一同様の医療連携の良さにも脱帽でした。おか
げ様で夫の最期はまさに家族が取り乱す事もなく、心を安んじて見送る事が出来たこ
とに感謝致しております。この医院とのめぐり合いは、私にとっては神様に逢った様
にありがたく思われました。家族は苦しむ姿に身を裂かれる想いのはずです。それが
安らかに眠る様に送れた事は、何にも変えがたい遺族の心のケアなのでした。最期に
自分もそうあることを願って止みません。ターミナルケアの益々のご研究を祈って止
みません。これこそ尊厳死です。

103 60代 夫

世間の、アクシデントや事故等で家族が悲惨な事態に陥っている方々に比すれば、
我女房は大切に送れましたが、それでも、「何とか、もっとできなかったのか」の念
が、３年にもなるのに、今だに後を引いてます。宝物であったが故に、より大きく心
に残ってるのかと毎日がつらいです。
男は女性に比べれば弱いのか、と思います。

105 60代 娘

モルヒネの操作を家族でやったが、知識がなく介護疲れがあって、説明されたのか
もしれませんが無我夢中でした。深夜11時から翌朝8時までのヘルパーを、亡くなる
までの一週間頼みましたが、患者にとって良くないヘルパーがいて、こちらで面接を
して頼むことができないところが残念でした（3人が交代できました）。
孫とひ孫が帰る日で、「バイバイ」をして帰った後で亡くなりました。死亡時刻が
本人の誕生月日、亡くなった日が9月7日で9人姉妹の7番目、49日は私の誕生日で数字
合わせは偶然でしょうか。
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106 50代 妻

自宅療養に入ってから、全く治療をあきらめ、痛みの緩和のみであった。本来テレ
ビ等では在宅→病院治療→在宅など、少しでも本人の希望で病院との連けいを図りな
がら治療できるところはして、最後はダメでも、人間らしい対応をしていた。後向き
対応だった。
夫もこの点がとても残念だったにちがいない。まだまだ努力不足ではないか？ も
うダメだから引きついだのだと自負してないか？

110 50代 嫁

家族や娘、孫達に四方から囲まれて、手をにぎられ、足をさすられても本人が望ん
だ最高の人生の最終章だったと思います。皆が泣くことなく荘厳な姿でした。担当し
て頂いたお医者様、看護師さん、岡部医院のスタッフの皆様、本当に心から感謝して
おります。有り難うございました。

114 50代 嫁

私も働いていたので、岡部先生に診ていただいて、娘たちにもよく病状を説明して
いただき、本当によかったと思います。自宅介護は難しかったので、グループホーム
の一室を利用できるようにしていただき（ケアマネジャーさんに）、安心して仕事も
付き添いもでき、最後まで主人と２人で看取ることができ本当にありがたかったで
す。
自宅で介護できる人たちばかりではないと思うので、我家でしていただいたような
方法もとれるということを、患者さん家族が知ることも大切だと思います。

119 60代 姪

意識がほとんどない状態だったのに、先生の声がけで１度だけ目を開けたのには驚
きでした。一両日中と言われ覚悟はしていましたが、2日くらい過ぎた頃、口を動か
し吸飲みを探す素振りを見せたので、水分を含ませ、また、スポーツドリンクを薄め
たり、野菜スープを含ませたりした結果、3週間生き延びてくれました。先生も明治
生れの女性は強いと言われていましたが、本当ですね。痛みがでなかった事がなによ
りでした。院長、先生、看護師の皆様に大変お世話になりました。感謝です。

120 80代 妹

福祉施設で亡くなりましたので、看取ってやることができませんでした。ここ2〜3
日が山だとか教えていただければよかったと思っております。こちらも無知であった
ことを反省しております。
福祉施設の皆様方、岡部医院の先生方に大変お世話様になりましたことを、厚く御
礼申し上げます。

121 60代 妻

1週間に1回、リハビリを受けていました。その先生に床屋をしたいと言ったそうで
す。家族には言いませんでした。お願いしておくからね、と介護の方に連絡してくれ
ました。それが1週間前でした。午後から床屋さんが来てくれて、その時も娘に坊主
にするかと聞かれて、坊主はいやだと言いました。夜10時半頃、「今、朝か夜か」と
言ったのが最後の言葉でした。最後まで正気でした。翌日午前中に亡くなりました。
最後に岡部医院の皆様へ本当にお世話になり、無事見送ることができました。本当
に有難うございました。

122 50代 娘

看取りに付き添って下さった看護師さんと先生が、いつもいらしてくれる方々でな
かったのが残念というか少々疑問でもありました。チームをせっかく組んでいらっ
しゃるのでのでしたら、最後まで見てほしかったと思います。
夜中の呼び出しで、当番の方がいらっしゃるまで、遠かったようでだいぶ時間がか
かりました。
できれば、地区ごとの範囲を持っていただき、なるべく早く駆けつけれる体制を
とってほしいと思いました。急変した時はやはり今まで看ていてくれた看護師さんや
先生に来ていただいた方が、家族も安心です。
「遺族のケア」の会合に一度お知らせをいただきました。出席したかったのです
が、できませんでした。その後お知らせはいただいておりませんが、良かったら、ま
たお誘い下さい。
家族によっては「いやだ」と思う方もいらっしゃるでしょうが、私は、そういう会
合があってもいいと思います。家族の「生」の声を聞くのに、とっても良い時間だと
思います（お互いの心の傷をなめあうだけではだめですけれど）。
担当なさって下さった先生方、看護師さん、またお薬を遠くから届けて下さった薬
局の方々、その節は大変お世話になりありがとうございました。これからも在宅の皆
様のために、どうぞがんばって下さいませ。遅ればせばがら、この紙上をお借りして
御礼申し上げます。
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123 70代 妻

人間の死に関することは、それぞれ立場によって違うと思いますが、私の場合は妻
だったので、もっと身近で、たえがたいとずっと思っていましたが、こんなに穏やか
で、静かで、何の苦しみもない様な荘厳な死に出会い、決して恐ろしいものでもな
く、送り出す者としてのわだかまりもなく、こんなにも安心な気持ちであったのか
と、今思います。
これも病気が病気だけに、死の直前は、手におえないくらいの戦いと覚悟していま
したので、ちょっと拍子抜けの気もありましたが、岡部医院を選択したおかげで、ス
タッフ（お医者様、看護師様）の全力協力で、支援していただいたおかげだと思って
います。もっと世間に、知っていただきたいと思います。未だ岡部医院の働きを知ら
ない人が、大勢いると思います。

129 20代 息子

亡くなる直前、呼吸が止まったので、人工呼吸を家族でほどこしたが、その方法が
正しかったのかと今でも思うことがある（もちろん正しくやったつもりだが）。ちゃ
んと行えていたら、もう数日は父は生きられていたのではないかと。下手な人工呼吸
をほどこされた父の態度は力なく笑いながら、「もう、いいから…」と言ってるよう
に思えた。
あれから2年がたち、この経験をふまえ、正確な人工呼吸を学ばなくてはいけな
い、という思いは常にあるが、あの時の父の表情を思い出してしまうので、なかなか
講習等へ足を踏み出せない今日この頃である。

130 70代 夫

本人が、よく生前から「寝ている中にあの世に行けたらいい」と何度も言っていま
したが、全くその通り、静かに眠りました。

131 40代 妻

家族と最期まで自宅で生活が出来て、生みの母も2週間泊まりこんでくれ、みんな
に囲まれて静かな最期をむかえられました。
24時間、3人で声がけを2週間続けた。息がとぎれてしまうため。いい思い出でし
た。
ただ亡くなった後、妻の私はまったく故人とお別れができなかった。それは母が故
人のそばから離れなかったため。

134 60代 妻

何度か入退院を繰り返して治療をうけておりましたので、最期を自宅で家族と過ご
せた事は、本人も私達もとても良かったと思っております。病状も経済的にも入院時
と変らないのに、生命保険（入院保険）が出ないことが納得できません。一瞬入院し
たら？と心に迷いがよぎりましたが、その事で在宅を選択しない人もいるのではと思
います。

136 70代 妻

病人がこんなに安心して過せたのは、医師や看護師さんのおかげだと感謝しており
ます。

138 50代 嫁
139 50代 夫
140 60代 妻

こんなにもあっけなく逝ってしまうものかと思いました
現状のがん治療の限界も感じました。つらかったですが、自分の人生の考えも変わ
り、死ぬ事への恐れは感じなくなり、素直な気持ちで過しています
家族全員と最期まで一緒にいられて、非常に幸せだったのではないかと感じた

143 60代 妻

5月７日に死亡、４月は結婚記念でしたが覚えていたようです。踊るような字で一
生懸命、妻と2人の息子（嫁・孫）、近所のお世話になった方、７ヶ月余お世話にな
りました看護師さんへお礼の言葉（メモ程ですが）を書きました。
口には出しませんでしたが、死が近いと感じたのでしょう。5月１日に、目も見え
なくなり、話すこともできなくなりましたが、耳は聞えたのではないでしょうか。
5月3日に意識がなくなり、5月７日の午後、家族・親族・友人・教え子の皆さんに
見守られ、最期は穏やかなものでした。これも在宅ホスピスであったからこそできた
のではないでしょうか。

144 70代 妻

介護する事は大変でしたが、先生はじめ皆様のご協力のもと、いつも傍にいて介護
することができたことに感謝しています。
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147 70代 妻

在宅介護は自信がなく、不安いっぱいでスタートしましたが、医師、看護師、薬局
の方、マッサージの方、皆様が連携がよく出来てまた明るく、よい話し相手になって
下さるので、患者も訪問して下さるのを心待ちにしていました。家族としては、心強
い日々でした。
共通の話題の出来る方がスタッフに居るということは、患者の楽しみだったと思い
ます（音楽・文芸他）。

152 60代 息子

故人は、何か気に入らない事があると、物に当たる性格のため、私達との生活も2
年位しましたが、私には当たり散らしたりしますが、孫は大変なお気に入りでした。
また、隣り近所の方々との諍いはなかったのですが、他人が故人の所に入り込んで、
息子の私たちよりも信頼したため、何度となく金が無くなると私を疑って警察沙汰に
までなりました。認知症でもあり、まともに扱ってもらえないため、家の玄関を破壊
したりの連絡でした。

153 50代 婿

看護師は、私達家族に最後のお別れだからと、母親の清拭をするように教えてくれ
ました。子供達もはじめての経験でしたが、本当に穏やかにお別れすることができま
した。そして、2週間後は叔母が病院で亡くなりました。
私達家族は廊下に出ているように云われてました。清拭もナースの方がやられまし
た。やっぱり私達は家で、そして在宅ホスピスを希望したいと本当に思いました。あ
りがとうございました。大変お世話になりました。患者を介護する立場の者にも、ス
トレスがたまらないように上手にケアして下さいました事、本当に感謝申しあげま
す。最後までやさしく介護する事ができました。

154 50代 妻

本人は私が24時間と言っていいくらい傍にいましたから、安心していたと思う。私
も先生や看護師さんが付いていてくださったのでやれたと思います。自分の時は、病
院でいいと思う。家族が大変だと思う。

159 50代 嫁

・同じ市内に故人の会いたい人がいたので、会わせることができてよかったと思う。
・「末期の水をくれ」と本人が言ったことと、死を受け入れていたことに驚いた。
・娘の当番の時に亡くなって欲しいと思っていたが、妻（姑）と私（嫁）に手を握ら
れながら、息を引きとったので、却ってよかったのかなと今は思う。

160 50代 嫁

岡部先生らが末期のがん難民の私達夫婦を（主人には最後痛みを取ってもらい、も
しかすると助けてもらえるかもと思うことで、生命の炎を燃やし続けられるエネル
ギーをもらい、私は何にすがって主人を天国まで送ろうか、どうにかして安らかな
日々を主人に過してもらいたい。それを見守る自分の精神的な弱さ、不安感を、病人
の病状を適確に教えてもらい、主人の精神の解説をしてもらいながら、取り去ってく
ださいました）救っていただいたことに、心より感謝します。岡部先生の「御主人
は、向こうの人が会いに来てくれると楽になるのだけれど」との言葉を聞き、「お父
さん、お母さんが、会いに来てくれたらいいね。もう私達のためにがんばらなくても
いいから、神さまに迎えに来てもらってもいいよ」と、亡くなる２日前から話しまし
た。本人は「殺してくれ、自分は死んだのか、葬式は終わったのか」と言ってたけれ
ど、「楽しいこと、二人で旅行したことなど思って」と言うと「ウン」と言ってまし
た。主人の最後の時間を見守ることが出来て、今も大切な想い出になっているのも、
在宅医療を引き受けていただいた岡部医院の皆様のおかげです。心より感謝しており
ます。

162 80代 妻

最期に呼吸が苦しくなり再三連絡したが来てもらえず、チアノーゼが表れたころ酸
素がやっと届き、静かに目を閉じた事が残念でした

164 40代 娘

家族では自分が一番大変なこと担当だったと思う（今思えばそんなに大変ではな
かったが）。そのためいつも怒ってました。母は穏やかな人だったので嫌だったと思
います。私がもっと穏やかだったらもう少し母は生きていたと思う。私が殺してし
まった気がする。この気持ちを自分が死ぬまで持っていくかと思うと気が重い。

166 50代 息子

故人は息子夫婦の家で4年近い年月を在宅医療、在宅介護を受け、最期は子供や孫
達、妹達に看取られて逝ったので、幸せだと思う。しかし、その一方私は仕事を持つ
身なので、十分に介護をしてあげられず済まないという気持ちで一杯であった。どう
してもう少し休みをとって、看てあげられなかったのかなという悔いが残った。しか
し、最期の瞬間は「本当にお別れだね。さようなら。9年前に亡くなったお父さんの
もとに逝って暮らしてね」と祈った。
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171 70代 夫

午前中に岡部先生が訪問、「今日一日中意識があるので、会わせる人に連絡して下
さい。明日には意識がなくなり、天国へ召されます」と言って帰った。早速長野に連
絡。夕方､姉と息子・娘が来る。妻は３人に会い、大きく目を開いてうなずいた。手
を握って励まされ、うれしそうに思ったに違いない。しばらくして、妻は○○ちゃん
を呼んでいるように見える、タンがからんで苦しいのに、「夕飯のしたくはできてい
るの」と心配している。最後の言葉であった。

173 30代 息子

ずっと手をにぎっていたが、夏なのに冷たい、むくんだ手だった。呼ばれてベット
サイドに行き、声をかけた時、一度だけぱっと目を開いたその後、ゆっくり目を閉
じ、そのまま逝った。

175 40代 嫁

夜中に急に呼吸が荒くなり、口から水分がわきでるように出てきた。病院に電話し
たら「本人は苦しくない、看取りの時も。亡くなられたら連絡下さい」との返事。
はっきりいって冷たいと感じました。介護はして来ましたが、医療的には全くのシロ
ウトの私なのに、あの状況はパニックでした。スタッフの方に駆けつけてほしかっ
た。

176 70代 娘

なかなか眠ろうとしなかったが、眠りに就くと、それが最期でした。

181 40代 息子

スタッフの連携は良かったです。必要な時に直ぐに対応して頂き、感謝してます。
父も入院中から帰りたがっていたので、自宅で最期を看取れて大変良かったと思って
います。
ただ、痛みが強いこともあり、苦痛の表情が消えなかったこと、体の変化に不安を
持っていたことに対しては、他に良い対処があったのではないかとの思いはありまし
た。

184 50代 夫

最悪の病状のなか、最善の看取り方ができた。泣いたり笑ったり、家族はずっと一
緒に過ごせた。自宅で次第に弱っていく姿を身近に子供達と見ていたから、覚悟する
時間もあった。最期も家族で看取れた。「これで良かったんだ」と在宅医療の有難さ
を痛感した。看護師の患者の家に入ってくる意識に、私達家族は救われた。患者の
「ふれあい」だけではない。その家族の「ケア」も忘れずに行っておりました。だん
だん弱って行く、最期の時が近いと落胆する家族を励ましてくれた。看護師で家族は
安心する。在宅医療のスタッフの皆様へありがとうと言いたい。生と死について家族
は学んだ

186 60代 嫁

急性白血病で入院中だった次女が主治医に外出の許可を取る時、他の病院でなく
「自宅にて最期の時」という事で許可がおりて会いに来ることが出来ました。
娘の声がけを聞いてから静かに呼吸が止まりました。
自宅にいたからこそ一番頼りにしていた娘に会えたこと、本当によかったと感謝し
ております。次女もすっかり全快して元気です。いろいろとありがとうございまし
た。

188 80代 妻

娘が国外に帰る日が近づき、そのことを話をしましたら、「来た者が帰るのは当
然」と言いました。何をさびしいことを言うのかと思いましたが、もう長くないと思
いました。
突然、「お前これからどうする」と言いました 私は「どうするって、今こうして一
緒にいるじゃないですか、そうすれば年金も入るから心配ないよ」と言いましたら、
「そうか」と言っていました。
どうしてもいなくても大丈夫とは言われませんでした。また、怒った事はありませ
んでした。

189 50代 嫁

最期の覚悟はしていた。本当は分かっているつもりで分っていなかった。分かった
ふりをしていたのかも知れなかった自分。薄れ行く意識の中で故人は何を思っていた
のだろうか。本当に在宅で良かったのだろうか。この時代に何も手助けすることなく
見送ってしまって良いのだろうか。故人は前夜、「何も食べたくない」と食事をとる
ことなく静かに普段通りにすごし、旅立って行きました。
この最期の瞬間に、傍に先生・看護師の立ち合いがあったら、故人も安心して旅立
ちことが出来たのだろうか…と。在宅医療を受け止めていなかった自分に気づかされ
た。
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193 60代 妻

死は患者本人、家族全員覚悟をしていた事だったので、自然に迎え入れる事が出来
たと思います。が、死体は重かったという事、生きていた証だったのですね、その重
さだけは今も忘れません。
印象で書き記すのは失礼と思いますが、看護師さん達の手厚い看護には、頭の下が
る思いが致しました。そういう所作を目のあたりにして、印象深く目に心に焼き付
き、心より感謝致しております。この紙面をお借りして、お礼を。その節はありがと
うございました。

194 50代 妻

主人が亡くなる間際に涙をこぼした時、悲しみの涙、つらい涙と思った時、傍にい
らした先生が「あの涙はほっとした涙です」と声をかけてくれた時、心が救われた気
がしました。
あの涙をずっと悲しみの涙だったと思ったままだったら、可哀相で仕方なかったと
思います。あの先生の一言で穏やかな気持になれました。感謝してます。ありがとう
ございました。

195 60代 娘

最後まで、生きることを目的としていた父でした。ただ見守っていただけに、皆様
のおかげで穏やかに、旅立てたことを願っています。ほんとうに、ありがとうござい
ました。皆々様のご健康をお祈り申し上げます。

196 60代 嫁

おばあさんが具合が悪くなり、私自身どうしたら良いかわからなくなった時、施設
の方に大変お世話になり本当に感謝しております。私一人では、あんなに親身になっ
て、やさしい気持ではお世話できなかったと思い、ただただ感謝のひとことです

198 60代 妻

あっというまの出来事だった。話したいことがたくさんあったのに、と後悔するこ
とがいっぱいあります。子どもたちにはどこかで区切りをつける事も必要では、と言
われます。

199 50代 妻

亡くなる数時間前から呼吸困難になりました。そのため、看護師さんから説明され
ていたその時より早く最期をむかえました。とても苦しそうだったので、その時をむ
かえた時、呼吸困難の苦しさからのがれることができたことにより、穏やかになれた
ような気がしました。

200 40代 嫁

・じっと我慢して何も自分からは訴えない。
・一人暮らしで夜は夫が泊まり、昼は嫁が行き、帰る時は必ず「ありがとう」という
言葉があった。人間ってやはり「ありがとう」が大切で、ぎくしゃくした関係も、
その言葉があったために救われた。おばあさんから「ありがとう」の大切さを教え
られた。

201 60代 妻

亡くなる朝、お風呂に入り、体・髪の毛などを自分で洗い「気持ちい良いな〜」と
いっていた。
岡部医院にお願いして本当に良かったと思っています。
アンケート書くのは辛かったです。

202 70代 妻

最初に肺に異常が見つかって病院に行った際、対応した医師が資料を一見して、
「これはがんです」と大声で呼び、夫が「お宅で未だ検査もしてないのに云えるので
すか」と非常に不快な思いをしたと言っていました。この点で医師との信頼関係は無
くなり、それが最も不幸な状態であったと思います。人と人との信頼、思いやりがあ
れば、例えば死に向い合った病でも笑える時間をもてると思います。岡部先生はじめ
看護師の皆様には病気のケアは勿論、そばにいる家族の不安や身体のことまで心配し
て頂き、夫も心おだやかな一月余を過して旅立ったと信じてます。その点では初めの
不幸を補って余りある在宅ホスピスケアを受けることができ、有難く思っておりま
す。

203 50代 妻

呼吸困難、出血、大変な時に、先生や看護師さんたちはいませんでした。夜中だっ
たので先生方が見たのは亡くなって1時間位たった時でした。最後の時は夫の手をに
ぎってあげたかったけど、座薬だ、先生に電話だと、あわてて、ばたばたでした娘と
2人でいっしょうけんめいにやりました。最後の時は話も、手をにぎることもでき
ず、今でも残念に思います。
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204 50代 娘

自分ががんであるということを最期まで気づかず、穏やかな気持で亡くなったの
は、本人にとっても家族にとっても幸いなことだったと思っている。しかし一瞬でも
「自分はもしかしてがん？」と疑った事が全くなかったのか、あるいは認めたくな
かったのか、それはわからない。

205 40代 孫嫁

朝、娘である若いばあちゃんは病院に行ってました。迎えに来るように電話が来た
ので、おばさん2人に後をお願して、出かけました。帰って来た時、息が荒くなって
おり、私が迎えに出掛けた直後、急変したという話でした。若いばあちゃんを待って
いたかのように、数分後、息を引き取りました。穏やかではありましたが、表情には
無念さが残っていたように思います。何度も私に、まだ死にたくないと、もう少し生
きたいと話ししてましたので。

207 70代 夫

亡くなる直前に目をつむり、もっぱら「ご免ね」「有難う」と繰り返し言った事。

208 50代 妻

亡くなる前日より息は荒く、目も白目になり反応もなく、声をかけてもただ荒い息
づかいでした。でも、最期まで私達の声は聞こえるから、と聞いていたので、田舎よ
り送ってもらった祭りのビデオを聞かせました（笛や太鼓の音、お神輿をかつぐ人の
声など）。また、4人の子供達が手をにぎり、足をさすり、おとうさんに話しかけ、
主人は最後の力をふりしぼり、子供達の手と私の手をにぎり返してくれ、子供達もお
とうさんがにぎり返してくれたとうれしがりました。最期は、普通の顔になり、4人
の子供と私を見て眠りました。家で主人を家族で看取ることが出来たこと、子供達の
今後のために父親の姿を目にやきつけることが出来てよかったと思っています。先生
より「苦しまなかったね、顔をみればわかる」といわれ、安らかに旅立ったこと、感
謝しています。

209 50代 娘

日常と死というものがすごく身近に感じました。家族で協力すること、家族で共有
すること、日常の延長線上に死があるということ、自宅で介護することで学びまし
た。父は夜中突然亡くなってしまって、看護もさせてもらえなかったので、母を看護
出来たことは、少し役に立てた気分になり、満足しています。きっと短い看護だった
せいもあるのですが…。スタッフの連携も良かったと思います。仕事しながらの介護
を支えて頂いて感謝しています。

210 60代 夫

・死亡時刻は午前7時55分ですが、午前3時頃、目が覚めて起きたら、彼女も起きてい
て、じっと自分を見ていた。
・トイレでもなかったので、そのまま寝かしつけたが、息が弱いと感じた。眠いから
かなと思った。
・午前5時半頃に目を覚ましたら、高熱だった。すぐに岡部医院に電話したが、来て
くれたのは午前7時前だった。

212 60代 嫁

最後、寝てるのか死んでいるのか分らない時、大声で名前を呼ぶと「はーい」と返
事してくれた。私にだけ（他の人が呼んでも返事はなかった）。

213 60代 娘

使用するメニューをもっと考えれば良かったと思っています。

215 80代 妻

主人は亡くなる朝、１人でお手洗に行き、帰って来て衣服はその日にかぎって全部
取替えました。
そうして床に横になり、朝飯用意している最中に「アア」と言ったきり亡くなりま
した。
人に迷惑をかけず、あっと言う間亡くなりましたので、亡くなったのがうそのよう
です。
がんでも痛む事なく苦しむ事なく、好きものを食べて人に迷惑をかけず、本当に幸
せでございました。

216 80代 夫

引きつける事が最後までありましたが、その時間的隔たりが長くなり、最後は非常
に穏やかな死を迎えた。

220 50代 息子

前日に具合が悪くなり、親戚に電話し翌日に来てもらった日に亡くなり、本人は満
足だったのではないでしょうか。
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221 50代 嫁

「胃がん」で亡くなったのですが、治療薬はモルヒネを使用することもなく、痛み
止め位で終わったので、とても驚きました。お婆さんがよほど我慢強かったのか、進
行がゆっくりだったのか。最後の2〜3時間くらいです、苦しんだのは。おどろきまし
た。私たち多少なりとも薬の方に携わっていた者ですから（薬局）。

224 60代 娘

グループホームでなくなりましたが、トラックで息子が迎えに来るから身支度をし
て、自分のいる所がわかるように手を上げて手招きをしていました。亡くなる数日前
です。自宅へ帰りたかったのだと思います。一緒に家へ帰ろうねと言うと返事をし
て、それから意識がなくなりました。

226 40代 娘

「残された時間」がどの位なのか、知りたかった。娘として「14日間」しか介護出
来なかった事が悔まれます。母として娘の精神状態がいっぱいいっぱいだった事を感
じ、早く亡くなったのだろうと思ってます。亡くなる一週間前位から目に鋭い光を感
じるようになり、死期が近いのではないか、と思うようになりました。今でも介護日
誌は読み返せませんし、母の部屋は手つかずそのままです。「早く片付けなさい」と
言われています。部屋の中に白い影がウロウロしているので探し物をしているのだと
思います。天界に逝ってもせっかちな人のようです。
その節は大変お世話になりました。緩和ケア相談室のハガキを頂いておりました
が、まだまだ癒えておりません故、伺うことが出来ません。もう少し時間を下さい。

229 50代 息子

医師の立合い必須と思料する。家族の生活維持、負担軽減のための全面サポート
要。

232 50代 夫

非常に驚いた。人の命は呆気ないと思った。

234 50代 嫁

意識がなくなり、看取りまで看護師さんの義母に対する優しさに頭が下がる思いで
した。特に言葉がけは本当にありがたく感じました。また、亡くなってから、一緒に
体を拭いていただき、着替えさせていただいたことは今も心に残っております。

235 60代 息子

出血時点で胃がんの再発と思い苦しむのが一番の心配であったが、認知症のため
か、あるいは今思えば脳こうそくでも起きていたのか、意識が無いまま苦しむ様子も
無く、亡くなったのがありがたかった。

236 70代 夫

在宅に移り、わずかに20日たらずの看護でしたが、妻は私に手を取られて安らかに
旅立ったと信じています。もしこれが病院であったら、私は（妻も多分同じと思う
が）悔いを残したろうと思います。
ただ残念なのは、症状の進行において、適切な終末の見通しを告げてもらえなかっ
たことです。もっと早く告げていただけたら妻ともっともっと話しが出来たであろう
と思うと、涙が流れて仕方ありません。

238 60代 娘

患者は脳幹梗塞で病院に2ヶ月入院しました。病院にいる間中、目をあけてくれま
せんでしたので、意識がはっきりしていないと思われていました。お見舞いに来てく
れた方々が帰りに声をかけて下さると泣きましたので、耳は聞こえていたと思われま
す。退院して自宅にもどった直後、目をあけてあたりを見ました。その後もたまに目
をあけました。亡くなる１ヶ月位前、左側の胸、背中、腕、手がヘルペスになりまし
た。訪問看護師さんの手厚い介護により無事治りました。
その後、鼻からの栄養剤が入らなくなり、腕に水だけ注射して2〜3日で亡くなりま
した。ベテランの看護師さんにお世話していただき、あれこれ治療の仕方も指導して
いただきましたので、最後まで安心して介護できました。ありがたかったです。

239 60代 嫁

死の直前、最後に主人が窓を開け外を見える様にしたら、景色をくい入るように見
つめ、自分の部屋の中を見渡し忘れないようにじぃーっと長いこと見ていて、静かに
目をとじ最期をむかえました。

240 60代 妻

病院の皆様には大変よくしていただき、ありがとうございました。

241 40代 妻

最期のとき、苦しまず、眠る様でした。それだけはよかったと思ってます。

243 60代 息子

在宅医療が身近なものになった。
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244 30代 娘

私も父も、本人の脇でうとうとしてしまい、気がついたら本人の呼吸が乱れてい
た。「苦しいの？」と聞くと、本人はうなずいた。その後すぐ、呼吸が止まった。
「息を引き取る」という表現があるが、本当に吸った息を吐かずに止まってしまっ
た。目を見開いたままだった。最後の会話が「苦しいの？」になってしまったこと、
呼吸を楽にしてあげることができなかったこと、ずっと悔いが残る。本人に対して申
し訳なかった、とずっと自分を責めている。でも一方で、その呵責を少し緩和してく
れるのが、在宅で過ごした日々の手応えであることも確かです。

247 40代 娘

小学校教員をしていた父は、子どもに対する愛情は大変深く、孫達の事も常にふと
ころに入れ、子どもの尊厳を大切にしながら、かわいがってくれていました。臨終の
時は早朝、眠ったまま、静かに時を止め、しかも孫の通う小学校の卒業式の日の朝で
した。孫は卒業生ではありませんでしたが、その後の事も、学校生活にほとんど支障
をきたす事無く、行なう事ができ、まるでその日を選んだかの如く逝ってしまった父
の思いを今でも追う事があります。
我家は環境に問題があり、必ずしも満足のいく看取りとはいえなかったと思いま
す。もう少し早く、在宅ホスピスの存在を知り、本人も含め家族みんなが受容期を迎
えた段階で、介護にあたる事ができたなら、と今思います。

248 60代 妻

・体の向きが少しずつ右側の方へ移していたこと（常に左をしてましたので）
・体重が減っているのに体を動かすのに「俺は重いんだよ」と。
・亡くなる6時間位前の先生の往診時に、「こういう仕事（在宅緩和ケア）は、とて
も良いことです」と伝えてました。在宅医療を受け、満足していたから出た言葉
と思います。
・夜中にもかかわらず、すぐにかけつけて来てくださり、最期の処置を家族とともに
手をさしのべて頂き、本当にありがとうございました。
・介護中、患者だけでなく、家族へのいたわりも示して頂き、どんなに心強く思った
ことか、感謝しております。

249 70代 妻

自宅看護、この言葉を私は全く知りませんでした。病人が快復できない、と感じた
ことも無く、その場、その時を如何に快く気の済む様にしてやるかを心にしていた様
に思います。最後に巡り会ってお世話になりました岡部先生に、主人は勿論家族一
同、心より感謝いたします。病む人に対して心と言葉が如何に薬になるかも、主人の
死によって知らされました。

250 70代 妻

昏睡状態で亡くなったようですが、ただ眠くて眠っていたのか、その境目がわから
ず、病院におりましたらわかったのでしょうね。起こして飲ませて下さいとのこと
で、無理に口に入れたお薬が口に残っていたことが、今も心に残っています。その
際、深夜にもかかわらず、先生と看護のお方が急ぎおいで下さいましたことも忘れる
ことは出来ません。有難うございました。

251 40代 夫

ホスピスで、故人が死の直前、家に帰りたいと言い、病院側は、動かす事は出来な
いと言われましたが、岡部先生を紹介していただき、先生から家に連れて帰っても良
いと言われ、意識不明のまま自宅に連れ帰りました。無理して連れ帰ったにもかかわ
らず、容体は安定し、自宅に2週間いる事が出来ました。亡くなる数日前には意識を
回復し、家族と会話をする事ができ、お風呂も一緒に入る事ができました。このまま
治るのではないかと妄想もいだきました。最期は、家族全員で看取る事ができ、非常
に感謝しております。特に担当してくださった、専門知識豊かで親身に対応してくだ
さった、看護師さんには本当に感謝しております。

252 50代 娘

母との別れはあっけないものでした。夕方薬を飲んだ後、息が荒くなり、「どうし
たの」と聞くと、「どうしたのかしら」と言った後、息を引き取りました。

253 60代 嫁

自宅で朝食後にベットを離れた数分後に息を引き取ったのですが、電話連絡したら
すぐに看護師さんが、続いて先生が駆けつけてくれました。その後の看護師さんの処
置は手際よく、丁寧に心を込めて扱ってくれました。
傍で見ていて家族として本当にありがたく、嬉しく思いました。一緒に手伝ってい
た義姉（元看護師）も感心しておりました。家族一同、感謝しております。

254 50代 妻

亡くなる当日の数時間の間でしたが、苦しむ様子もなく家族の語りかける言葉に答
えるかの様にまばたきをしておりました。
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255 50代 娘

父を看取ったのは、私一人で、今年の１月に母も看取ったのも私一人でした。何か
今思うと印象深い出来事でした。先生と看護師さんには大変お世話になりありがとう
ございました。

257 70代 妻

私は、主人の最期は先生や看護師さんと一諸に迎えるものと思っておりました。
でも娘達孫達と家族だけで、主人も穏やかに、本当に静かに看取ることができまし
たことに、とても驚きました。今思い返しても、本当に在宅介護ができて良かったと
思っております。
お世話になりました先生、看護師さん、ケアマネージャーさんに、感謝の気持ちで
いっぱいです。
本当にありがとうございました。

261 60代 妻

眠ったまま逝ったような気がする。
いびきをかいたまま、いびきが聞こえなくなったので、傍に寄ってみたら、息が
止った。
なんだか、あっけないような、苦しまないで、安心したような気がした。

262 60代 娘

私の思いを書きます。
父の思い、「最後まで家に居て過ごしたい」との希望に添う事が出来、とても良
かった。静かな最期で、私を育てるのに苦労した父に、心から感謝しました。「オム
ツ」一つひどく汚さず、本当に手をわずらわさずに最期を迎えました。訪問する医師
の方々、看護師の方々が、普段着でさりげなく来て下さった事に、家族一同好感をも
ちました。父の時は看護する人が何人かおりましたので、全員総がかりで行ないまし
た。自分も利用したいと思いますが、子供が少ない事、また、勤めを持っていると、
父の様な看護は受けられないのではと思っています。私は病院に入るのではないかな
と思っています。

264 70代 娘

病院で3ヵ月以上ですから、「別の病院を探して下さい。自宅で見るのが一番良
い」との事でしたが、大丈夫か心配でした。病院の先生の説明で家に連れて帰り、家
で看取り、本当に良かったと感謝しております。家に帰って、「家はいいね」と言わ
れたときは、うれしかったです。先生には御礼申し上げます。今は何一つ悔いる事は
ありません。母も安心して眠っていると思っています。

266 70代 夫

故人が自宅で家族と一緒に過ごせたのは、幸福であったと思います。病院より退院
後、体調が悪くなり、地元の医院に通院。先生が通院するに容易でないからと話さ
れ、○○病院の主治医に連絡し、岡部医院を紹介していただきました。本人の通院が
容易でなくなり、藁にも縋る気持の時に紹介され、本当に助かりました。お陰様で、
がんと告知されてから8年間延命しました。また、最期までお世話様になり、黄泉に
旅立つことができました。どうも有り難うございました。

268 40代 娘

故人は病院はもういやだと言って、在宅医療を「がんセンター」より紹介して頂
き、利用してとても良かったと思います。最期まで家族と一緒に過す事が出来て、穏
やかに息を引き取ったと思います。
家族に対しても、医師や看護師の方々も優しく接して下さり、少しでも気が楽にな
る様なお話をして下さいました。感謝しております。本当に有難うございました。
介護休暇を取る事ができたが、パート職員だったため休んでいる時の保証がなく、
仕事場に迷惑もかけるので、亡くなる直前に少ししか（2週間位）休めなかった。一
応1ヶ月前のつもりでいたが、そんなに早く逝ってしまうとは思っていなかったので
（その後立ち直れず1ヶ月近く休んでしまったが）、母が昼父をみて、夜は仕事をし
てと、大変だった。
私は少ししか側にいる事ができなかったが、お風呂とそのあとのマッサージだけは
すごく楽しみにしていてくれ、週に2回しか入れてあげられなかったし、足腰が弱っ
てしまって、お風呂場やトイレが段差などで危なかった。ベットを貸りて居間にいた
が、居間のつくりも古く、畳で床が心もとなかったので、介護保険でなおしてもらっ
た。差額は大家さんが支払ってくれた。風呂やトイレなどなおすことができなかった
し、床をなおしたのも、ほとんど寝たきりになってからだったので、本人にも不便で
申し訳なかった。
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269 40代

娘

最期の日、母と交替して一晩タンをとっていたが、うとうとねむってしまった時に
最期の時が訪れてしまって、助けられなかった。苦しんだと思う。呼吸がうまくでき
ず。朝、母と交替する時、ベットの落下防止のバーに足をはさんでいるような体勢
で、母がびっくりしてなおした。自分の部屋に戻ろうとした時、肩で息をしていて、
そのまま呼吸が小さくなり、2人で泣く事も追いすがる事もできず、ぼう然としてい
て、胃のあたりに手をおいて脈をとるほかなかった。それもだんだん小さくなり、止
まってしまった。すぐ看護師さんに電話もしたが、日曜日だった事もあり、ずい分時
間があいてしまった。先生は（知らない先生が）、午後から死亡診断書を書くために
来てくれたが、家族が死亡時間朝8時というのを見ていた。もし、そんな事も気にで
きなかったら、死亡時間はだいたいという事になるのかと、在宅介護が不足している
のだなあと思った。今後はもっと皆が利用できるように変わっていったらいいと思
う。
在宅介護は、とても必要だと思う。今まで生活していた所で過ごせる。かゆいとこ
ろに手がとどくように、ずっと側にいられればよいが、実際は、金銭的な心配や、苦
しんだ時に不安だったりする事、精神的体力的な問題もある。でも入院している人を
見たり、自分が入院してまわりを見わたすとわかるが、完全介護の病院でも人手が足
りず、食事がうまく取れない寝たきりの人は、無理しても急いで食べさせられるか
放っておくか（飲む栄養食だったり、点滴になってしまう）しかなく、不安や不満が
あって、寝たきりで身体が痛くても何度か体勢を変える位で、おむつが汚れてもすぐ
には替える時間がなかったり、いちいち聞いていられない位人手不足だったりして、
在宅介護ができる状況にはまだまだ難しいのだなと思う。誰でもいつかは死ぬという
のに、前が見えず生きる人は沢山いるのに、不安ばかり。よりよい未来になりますよ
う頑張って下さい。頑張ります。

270 50代 妻

271 70代 妻
273 80代 夫

私の方をじーっと見て涙を流していた顔、何かを言いたくて口を開いていたのに、
声にならず、聞きとれなかった事が、今でも悔まれます。
在宅治療が8ヶ月でしたが、起きられなくなったのは2ヶ月位です。波はありました
が毎日痛みがずーっと続いて、少しづつ悪くなって行くのがわかりました。最後ま
で、痛い苦しいの連続で、モルヒネもほんの短時間しか効かなくなり、故人（主人）
のがんは、ほんとうに酷だったと思いました。
悲しい限り。

274 80代 妻

あれが老人病というのか、ぼけというのか。自分であァ来た来た、此のちきしょ
「ホーホー」とぶくつても、だめだとか、おれはお前に感謝してる、ありがたいとも
思う。別の自分があとから出て来て、意地悪しろ、という。これには俺もこまる、と
か。息子に今日は母ちゃんも二階にねせろ。「何で」。俺が母ちゃんを殺すかも知れ
ない。また、お客様がいらっしゃるときも、何でもないような、何でも物知りのよう
な態度、自分ですべて分るのでしょうか。今だに私に分りません。

275 70代 妻

夫であり妻が生きているから在宅ホスピスが出来たので、妻は在宅で受けたいが子
供に介護されるは考えられない。病院でお世話になりたいです。

276 80代 妻

・娘2人と私とで主人につきっきりで看病できた。病院の方からも至れりつくせりの
手をかけていただいた。感謝しています。子ども達は勤めながらの看病で大変だ
ったので、私はさびしいだろうけど病院で最後は迎えたい。
・自宅介護になり10日程経ってからの事。主人が「こんなにして家にいてもよくなら
ない。死ぬのを待っているばかりだ。もう一回病院にもどる」と言った時、私は
「どこに行っても同じだよ。家であれば先生もすぐ来てくれるし、看護師さんだっ
て来てくれるし、病院よりいいんじゃない」と主人の言ったことを止めてしまっ
た。「どこに行っても同じ」。死が近づいていると思っている主人に、なんて心な
い言葉を言ったんだろう、申しわけなかったと悔やまれます。これが反対の立場だ
ったらどんなに悲しい事か。自分は死が近いんだナァと思うだろうに。そんな事を
言った愚かさに反省しています。毎日心の中で「おとうさん、あんな事言って、ご
めんね」と言って仏壇に手を合わせています。
・不思議だったこと。火葬も終え納骨ももうこれで終りと云う時、私の左の手に主人
の骨がとんできてティッシュをもっていたのでその中にカサッと音をたてて骨が入
った。まわりの人にも音がきこえた。きっと皆さん有難う、私にも有難うと云って
別れたのだろうと、勝手に思っています。
・私は在宅医療を利用したくない。というのは、娘達はそれぞれ仕事をもっている。
24時間私の看病なんて無理だし、迷惑をかけたくないので病院で最後を迎えたい。
できればパッと死にたい。
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277 60代 夫

死の3〜4日前まで自分の口で食事できたこと。

278 30代 親

亡くなる前夜（直前）、家族にむかって「手をひっぱれ、もっと強く」って言って
いた。

279 90代 夫

最後の夜、私も予感があったので一晩病床につきそって戻りましたが、未明に、こ
れで亡くなったらひげを剃る暇もないかと思い、隣宅の娘に「今の内にひげをそるか
ら」と断って洗面所に立った間の一瞬のまに昇天しました。亡くなる最後の場面を見
せて悲しがらせないようにと気づかってくれたのかな、などと後に考えたり致しま
す。

283 50代 嫁

具合いが悪いとわかった時の先生方の素早い対応には、大変感謝いたしておりま
す。息をひきとる30分ぐらい前に目覚め、たっぷりとお水を飲みました。朝早かった
ので、「もう少し寝たら」という私の言葉に、うなずくようにして、静かに目を閉じ
ました。本当に、おだやかな顔でしたので、悲しいというより、安心したような（変
な表現ですが）気持ちになりました。

285 70代 妹

死去に際しての施設職員の丁寧な扱いに感謝しております。

286 60代 夫

離れて暮らす娘が見舞いに来ることになっていた日に亡くなった。当日の未明、不
調になった。もち直して午前は穏やかにすごした。しかし疲れがひどい様子だった。
娘は午後の3時着の予定だった。2時ごろから、その時刻をひどく気にするようになっ
た。「まだか、お父さん、まだ来ないか」と待ち焦がれた。3時すぎ、娘は来た。意
外だったことに「彼」を連れてきたのだった。相手がいる、とは知らなかった。家内
はどうだったか。遠慮して家に入らない「彼」を家内は迎え入れるように娘に言い、
あいさつを受けると、手をとってうれしそうに話していた。しばらくそうして、彼が
辞去した後、家内はほっとした様子で「眠りたい。もう目覚めなくていい」と言っ
て、眠りに入り、そのまま逝ってしまった。娘に相手がいて、その人と話すことがで
きて、安心して逝けたのだと思う。ありがたいことだった、と思っている。

289 50代 嫁

病院で最期を迎えるのが、あたりまえの姿かと思ってきましたが、岡部医院その他
スタッフの皆様のおかげで、本人の望む最期を迎える事ができました。家族の団結も
深くなりました。姑は常に穏やかで家族をこまらせる様な事もありませんでした。素
直でかわいい幼女の様であり、家族の愛情につつまれた幸福な死を迎えられたと感謝
しております。最期の日、午後から仕事に出ていて姑には、舅と東京から来た姑の二
男がついていました。仕事から帰ると「もう逝ったわ」と聞き、姑の室に入ると、大
きくひと息ついて、それが最期でした。「あんたの帰るまで待ってたんだ」と舅に言
われ、姑の穏かな顔を見て、家で看取って良かったと思いました。常に心を穏やかに
この時を迎えられたのは、姑の信仰の力だなと思います。岡部医院の皆様その他ス
タッフの皆様に心より感謝申しあげます。
入浴サービスを受けましたが、介護事業所の皆様にも感謝しています。現場のス
タッフが良い条件で仕事を続けられます様に、そして介護の制度も大きく見直され
て、家族が介護疲れから病人を殺すなどという悲劇がなくなります様に願っておりま
す。

291 70代 嫁

老人を介護する事は大変な事です。やはり仕事には間違いないのですが、誠意を
持って尽くして頂ければ幸せと思います。身内か親と思って尽くして頑張って下さ
い。お願いします。

292 60代 妻

夫の亡くなる前夜、泊まりでヘルパーさんを、という手配はありがたかった。あの
時一人であったらパニックになり何も出来なかったと悔まれたことと思います。ケア
マネさんの配慮、今でも心から感謝しております。日常スタッフの方の連携の良さが
伝わり信頼出来ました。皆々様からの応援ありがとうございました。
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294 90代 妻

足がはれてきても、薬をもらって腫れがひいたら、まだ大丈夫と思っていました。
岡部医院の先生がいらして、もう2週間位しかもたないといわれ、びっくり。がんが
大きくなってて、痛いはずなのに、痛くないと云ってると、看護師さんも16日が何か
あぶないと思うと、毎日来て下さり、16日にも御自分の携帯の番号を教えて帰られま
した。朝お風呂に入ってる30分だけは、すぐ出られないけど、夜寝る時もこのままパ
ジャマになんか着がえないで、すぐとんで来られるからと、ほんとうにやさしい、良
い方で、感謝してます。死亡広告を新聞にたのむ時、岡部医院と看護師さんの名前を
入れて出してもらおうと思いました。個人名を出しての文はまずいよ、と息子に云わ
れ、平凡な死亡通知になってしまいました。
私も死ぬ時は自宅で岡部医院のお世話になって終りたいと思っております。

295 60代 娘

目の前で母の最後を自宅で看取ることができました事、本当にありがとうございま
した。岡部医院様のおかげです。自宅介護は本人も安心しているし、家族もいつもそ
ばで看病できる事、幸せに思いました。痛みもなく眠る様に、亡くなっていった母
…。幸せだったのではなかったかと思います。ありがとうございました。

298 50代 嫁

家族全員、ベットを囲んでそれぞれ声かけしている2〜3分後に息を引き取りまし
た。義父の生前の家族に対する有り方、及び生き様を全て物語っているようで涙が止
まりませんでした。

299 50代 妻

主人は1ヶ月未満の入院でもう治療はしないと決め、自宅に帰ることを強く希望。
抗癌剤も一回でやめ、私の説得も聞き入れず、自宅で死にたいと言い張った。毎日の
ように死にたくないと泣き、二人暮しの私達は二人で抱き合って毎日泣いていた。そ
れでも、家に居られることを、私にありがとうと感謝し、長くない自分の命を大切に
し、自分が亡くなってからの私の人生を想い、自分の分まで生きて、それから来いと
言い、私は主人が亡くなることが信じられず、不安で不安で声もほとんど出なくなっ
ていました。亡くなる4、5日前まで風呂に入れ、重くてあげられなくなり、ヘルパー
さんをお願いする。亡くなる前日、「夜寝て明日目が覚めるようにしましょう」と
言ってくださり、点滴を入れて数時間後に亡くなる。私はこのような亡くなり方をす
るとは夢にも思わず、朝には目覚めて逢えると信じていただけに すごく残念で悔し
くてたまりません。今でも深い傷になって残っています。

301 20代 不明

人間の最期を学んだ。

302 60代 娘

・元気であった頃（1年位前）、本人宅の両隣の人達に会いたかった様ですが、車に
乗せて行こうと誘っても、自宅へは行こうとしません。誰れもいない自宅を訪ねた
くない様子でした。両隣のおば達を迎えにゆき、楽しい時間送れたことを、本人が
とても満足したので良かったです。
・七夕祭頃、帰省の孫達、ひ孫達に、七夕祭の時に準備していたのを渡す時、早いけ
どあげると渡し、まだお年玉でないよと孫に言われて、今年はあげれないと思うと
はっきり言ってた事。結局、正月は迎えられない事になった。

303 40代 娘

父は親せき、家族が見守るなか、苦しむことなく、大きな深い息を2度ほどして眠
るように息をひきとりました。ほんとうに穏やかな最後でした。

305 50代 娘

私は熟睡していたのに、突然目が覚めた。それは母の最後の呼吸の瞬間であった。
たった一人でそれを見届けた。か細いヒューという声が聞こえ、静かに息が止った。
生まれて初めて、人の死の瞬間に立ち会い、このように自宅で、家族に囲まれて、最
後の生活をし死を迎えられる、母も、そして私も幸せだと思った。あの時、母は私に
お別れを言うために、起してくれたのだろうかと、今でも不思議に思う。

306 60代 娘

スタッフの方々、看護師さん、先生方には、大変良くしていただき、感謝しており
ます。ありがとうございました。

309 60代 妻

夫は、病院では私には良い顔を見せませんでしたが、家で介護をする事になった
ら、夫の顔が変わって、毎日、御飯も美味しいねとか、楽しいねとか言ってくれる様
になりました。その点、夫も私も最後まで良かったと思っています。夫は、最高の成
仏が出来たと思ってます。岡部医院に感謝でいっぱいです。ありがとう御座いまし
た。
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312 50代 嫁

家族、兄弟、友人、皆で最後を看取ったので良かったと思います。

313 50代 嫁

おじいさんは我慢強い人で、痛いから薬をくれとかはあまりいわなかった

314 50代 嫁

いつになく食事を全部食べ終え、穏やかにスッーと眠るように誰にも気ずかれず息
を引き取ったようでした。

316 60代 妻

以前より健康に関しましては、主人も私も自信があり、年令に似ず常にエネルギッ
シュな人でしたので、現実を受け入れ、心の準備が出来る前に逝ってしまいましたの
で、今だに信じられない状態です。
肺ガンということでしたので、近い将来の旅立ちは覚悟しなければということは頭
の中ではわかっていましたが。
主人はずっと以前より尊厳死協会にも入会しており、緩和治療への選択には賛成し
ました。しかしその間は、毎日毎日、その時々過ごすことに夢中で、果たしてましな
ことが出来たか、思い起こす度に後悔の連続です。
亡くなりまして早いもの、一年半過ぎてしまいました。79才になったばかりでし
た。大正最後の年に生れまして、昭和全部と平成と、想像をこえる世の中の変化を体
験し、精一杯生きて来ました。
混乱の戦後、貧しい時代に大学を出て、それ以来、学問、研究者として50年、その
後亡くなる少し前まで自分の仕事にかかわれた事は本当に幸せな一生だったと思いま
す。
思い残すこと、やりたいことは沢山あったと思いますが、仕事一筋、男らしい一生
だったと、その事は私も誇りに思っています。
そして、最期も迷惑をかけず、自分の好きな様に造った家で、好きな本や仕事で貯
めた資料にかこまれて旅立てたこと、本当に幸せだったと思います。これもお世話下
さった先生はじめ看護スタッフの皆様に心から感謝申し上げます。
その後もお茶の会を開いて下さり、どんなにこれからの私の生活に励まされること
でしょう。これからも元気なうちに何か御手伝い出来ればと思っております。本当に
ありがとうございます。

318 70代 妻

在宅療養になってから、ベッドの上で常に両手を上にあげた状態で、「疲れるので
は」と言うと、「ううん」とか、「苦しい？」ときくと、「ううん」と否定していた
ので、苦痛をそれほど感じていないのかと、案じながらも、ほっとして毎日を見守っ
ていましたが、最期の時、「ああ」と大きなうめき声に目を覚まし、「どうしたの、
苦しいの」とベッドの主人に声をかけたら、その時始めて「苦しい」と。「どこが」
ときくと、「全部苦しい」と初めて苦痛を訴えてくれました。それから医院に電話
し、看護師さんに来てもらいましたが、「ずっーとガマンしていたんだわ」と、がま
ん強い主人に感嘆しました。その後眠るように息を引取りました。

319 30代 親

故人の最期は意識のはっきりしない状態でした。在宅ホスピスに移行した時は一時
的にでも外出できる位の状態になれるかと、故人も家族も軽い希望を持っていまし
た。しかし、状態が良くなることはありませんでした。最初のうち、岡部先生に「外
出するなら動けるうちに早く行った方がよい。」と言われた意味が最期になってよう
やくわかりました。
故人は息を引き取る直前、目を開き周囲を見渡しました。それを見て、私は個人が
心残りなのかと感じ、外出等をさせてやることが出来なかった事を非常に後悔しまし
た。

320 60代 夫

321 不明 嫁

亡くなる前、息子の名前を呼んだ。息子はよく介護してくれました。
嫁いでから義母と40年近く共に暮らしました。義母は54歳にして、夫を亡くしてい
ます。家族で一番大切な存在でした。出会いがよかったのか、辛いこと、苦しいこと
があっても共に乗り越えて来たような気がします。私にとって義母が亡くなるという
ことは、大きな存在感を失うような寂しさでした。3年経った今でも 年齢に関係な
く時々想いを馳せます。ただ幸せに思うことは、病に床してから、自宅にて、いつも
側で共に暮せたことです。それは第一に最期の3ヶ月前から在宅ケアの岡部医院の先
生、看護師の方々の温かい治療に感謝の思いでいっぱいです。
いつどんな時でも病人、家族の思いに耳を傾けて下さったことは忘れられません。
昨今、高齢者の医療の問題が取りざたされています。命の尊厳を大事にして、安らか
な死を迎えられるような医療制度を、医療に従事している方だけでなく、国民全体で
考えるべきだと思う。
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322 60代 嫁

主人は最愛の母の苦しそうな姿を見るにたえられないと言う事で、ずっと側にいま
せんでした。母が最後に金魚の様に口をパクパクし静かに息を引き取りました。人間
の死を自分の目で見たのは何度もありますが、今までは病院ででした。
自宅で母は安心して死んだように思います。兄弟姉の協力が無かったので、自宅介
護は大変でした。協力者があってローテーションが組めれば、自宅介護は最良の方法
だと思います。
今回は病院スタッフの方々に本当に感謝申し上げます。最後まで義母と一緒にいら
れた事を幸せに思います。

323 50代 妻

故人によかったかはきいていません。自己満足だったかもしれません。ただ、人生
いろいろありすぎたけど、新築して一年で病気になり、自宅の方がよいかなーと思っ
た。きれいずきの人だったので。自宅介護は家族に迷惑がかかります。私は夫だった
から、愛があったから、1秒でも一緒にいたかったから自分はよかった。

324 70代 妻

先生や看護師さんのお顔をみると、とても安心した様子でした。スタッフの方々と
もっとお話が出来たらとも思いましたが短い期間だったもので残念でした。

327 40代 娘

亡くなるに日は、いつも家政婦さんや、誰か他人の人などがいるはずだが、その日
は７時間、父と娘の2人だけの時間をもつ事ができた。私にとっては、介護保険がス
タートしてから、ヘルパーさんなどの出入りが多かったので、そういう人がいない時
間がなかったので、しゃべらない（危篤）の父と心の会話ができて、とてもよかった
と思っている。

330 50代 男孫

・近くの病院に入院。厳しい状況のなかでしたが奇跡的に回復して、また自宅にもど
り、亡くなる。在宅で家族一丸となって世話をしました。その間、私の子たち
（中、小学生）が、一緒に食事や声かけなど、積極的にかかわってくれましたが、
がんばってほしいとの思いもむなしく逝去。遺体を前に大泣きしながらも、別れの
時を迎えることができました。
・家族にみとられて、息をひきとることができ、本人にとって、とても幸せだったの
ではないかと思います。
・在宅介護の4ヶ月は自宅のにぎやかなリビングにベッドを運び込み、お世話させて
いただき、人の死の荘厳さ、亡くなることの悲哀など、大事なことを学ばせていた
だきました。

331 50代 嫁

まったく歩くことができなくなっていたのに、死の前日の深夜にひとりで外に出て
いって歩きまわった様だ。

333 40代 娘

亡くなる2日前にすっきりと目覚め、大好きなビールを飲み、おにぎりを食べた。
短い時間であったが、普通の会話をすることができた。家族だけで静かに過せた時間
であった。この時間がとても貴重なものであったと思う。在宅で看取って良かった
と、一番心に残る出来事でした。

334 40代 息子

がんであと2、3ヶ月と診断されてからが、つらい日々でした。本人の希望で、がん
と戦わず、痛みだけはとってもらいたい、ということで、大学病院の緩和医療セン
ターで1年5ヶ月、そして在宅ホスピスで７ヶ月間をすごしました。
母は病院にいた時は、よく家に帰りたいと言っていましたが、いざ退院して家に
帰ってきてからは、不安だからまた病院に戻りたいと言った事もあります。ただ、家
で寝ながら聞こえてくる孫たちの声や、家でしか聞けない雑音が嬉しかったようで
す。体調の方はよくなったり、悪くなったりの日々でした。気がつけば、2、3ヶ月と
宣告されてから2年間頑張りました。今思えば母は、がんに負けたのではなく、勝っ
たのだと思っております。それもこれも精神的に支えていただいた、緩和医療セン
ター、そして岡部医院の皆様のおかげだと感謝しております。本当にありがとうござ
いました。

338 60代 夫

妻は抗がん剤による副作用で「全ての物が苦くなる」事象に苦しみましたが、緩和
医療で対処できず、苦しい思いをさせた事を今でも申し訳なかったと感じています。
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339 50代 息子

・自宅に戻ってきた時に安心した表情でした。
・入院していた時よりも顔色が良くなり食事も自分で出来るようになった。

341 70代 妻

非常におだやかな日々でした。常に息子、娘、私達の将来の幸福を考えていた。

342 50代 妻

目を落した時間を覚えておいて下さい、と言われた時は本当に驚きました。
じっと目を開けて家族の事をみておりました。額の上の方から、さあっと青くなっ
てきましたので、息をしてと言ったら 2回程大きく呼吸しました。最後まで目を閉
じることはありませんでした。

343 70代 妻

最後は家族で看取ることになりましたが、その後病院からはいっさい何の連絡もな
く、こんなものかと、なにかとても空しい思いをしたことが思い出されます。

344 60代 妻

あまりにも死が早かったので、その時は実感がわかず、涙も出ませんでした。
数日してから、ああいう事もしてやりかたった、こういう事もしてやりたかったと
思うと悲しみがわいてきました。看護師さんが最後まできちんとしてくれました。感
謝の気持ちでいっぱいでした。

345 30代 娘

夕方の水分補給の際、いつになくたくさん飲んでくれた。家族も少し満足感を持っ
た後、夕食をとるため患者のそばを離れたが、何となく気になり部屋に戻ったとこ
ろ、呼吸が不規則になっており、家族が揃った直後に亡くなった。

348 50代 妻

私の両手が今までにない不思議な感覚になり、後で次女に話すと、お父さんがお母
さんの両手を握ったからだよと嬉しいことを言ってくれました。

350 50代 娘

入院してから食欲がなくなった母でしたので、退院してからも 増々食が細くな
り、冷たい水とかを口に入れて喜んでいました。
孫達に洗面の手伝いをしてもらったり、出かけて行く時も、必らず祖母の部屋に
入って、声をかけてもらったり、最期の息を引き取る時も、父や子供達に囲まれなが
ら、眠るように召天して行きました。苦しまずに送れたのが何よりの喜び、感謝な事
でした。

351 50代 妻

前日より娘達も近くにいたのに、私の事を気にかけてくれていながら、何をするに
もよく名前を呼んでいて、眼をとじている姿を私達は見つめながら常に呼吸している
か確認しては、今日は大丈夫と心の中で言いきかせていたと思います。
夜になって足のムクみを気にしているので、全員でさすってみたり、足をあたため
たり、ベットで寝ている位置を直したり、みんなでずっとそばにいて夜中12時頃、岡
部さんへ電話して、体温が低いのでどうしたらいいかたずねた。大丈夫ですと言われ
た気がするけど、おかしいと思い、みんなで手を握ったり、いろいろ朝方まで起きて
いました。少しウトウトしてしまった時、息が止っていました。まだからだは温かく
静かな最後だったかな。
お世話になった担当の看護師さんに体中きれいにしていただき、当たり前の事だと
しても感謝し、家族全員で最後まで手をかけてあげられた自己満足的現実は、本人の
希望通りだったと思っています。

353 60代 妻

家族にとって愛する人の最期は、月日が過ぎても昨日のことのように鮮明に焼きつ
き、月命日近くになると心が乱れます。
後悔しても何の意味もありませんのに、今の治療方法があの時あったらと、情報を
見つけては、ため息のみの今現在の心境です。
印象深い出来事は、亡くなる数日前、自分が亡った、と目を大きくして話しており
ました。その時は主人に 「でも今日こうして私達と話しているのだから、もう大丈
夫だね」と色んな理由をみつけて納得してもらった事、本当につらく思いました。岡
部先生、スタッフの方々には大変良くしていただき感謝しております 本当に有難う
ございました。
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354 70代 妻

主人自身が宣言書として延命治療はしてほしくないこと、命は縮まっても痛みだけ
はとってほしいこと、自宅で最後は迎えたいことなどが書いてありましたので、先生
や看護師さんにも見せて、そのようにして頂き、私としましては3つの希望を入れて
最後を迎えられた事は、約束を守ったと云うことで、今はホッとして安らぎみたいな
ものを感じております。先生はじめ、看護師さん、ヘルパーさん、スタッフの皆様に
よくして頂きました事、感謝致しております。チームプレーがよく、よく対応して頂
きました。ありがとうございました。知人、友人にもお話ししております。
岡部先生はお忙しいとは存じますが、最初とその後2週間位後と2回だけでした。
もっと回数を多くしてほしいと思いました。

358 40代 嫁

故人にとって、よかったのかどうか、いまだにわからない。病院にいる最中はお見
舞の方には、「早く家に帰りたい」と話されてたが、家族には、一言も言う事なく在
宅を決めたのは、周囲の方から「こう言ってたよ」と教えられたのと、実際に、毎日
病院に泊りこむ私達にも限界があったので、家でだったら、常に目が行き届くのでは
と思い、最終的には、嫁の私に、負担が一番多くかかるとわかりながらも覚悟して決
めました。
自宅に来てからは、雑音や、しょっ中来る見舞客など、故人が思い描いていたもの
とは、かなりの差があったようで「病院に帰る」を連発し、看護師の方の到着も待ち
きれずに、大声をあげて騒ぐ事も多々ありました。嫁の私に対しても、「本当はめん
どうだと思っているんだろう」と問うときもあり、私の態度にも、そう思わせるよう
な対応があったのだろうと、反省もしましたが、毎日の事なので、特別扱いせず、普
通に接していました。今思うと、どれで正解だったのかは、いまだにわかりません。
ただ最期の故人の顔はとてもおだやかで、きれいでした。それだけが、私の心の救い
です。在宅で看ることが、嫁の私の務めという自己満足だけだったのかもしれない。

359 50代 息子

「在宅」との前提によるお問合せではありますが、当方の場合、父の最後は施設で
した。
冬の或る朝早く私の自宅に電話があり、施設より父の様子が最後に迫っているとの
連絡でした。
急いで私の妻と施設に向い、兄弟にも連絡しました。私が到着した時には、父は既
に臨終とのことでした。が、最期を看取って下さった医者と私とが話しをしていた傍
で、「お父さんが『フーッ』と息をついた」と脇にいた私の妻が言っておりました。
死後体内の空気が抜けて出て来たものと考えていますが、妻によれば あれが本当
の最期（息子の到来を待っての）だったのだと。

364 60代 嫁

父は死んだ日に知人と会う約束をしておりましたので、自分ではわからなかったの
ではないでしょうか。穏やかな最期でしたが、死に際にホー、ホーと二度声を出し、
私にはそれが、旅立つ合図だったのではないかと思っております。

365 50代 嫁

医師の方や看護師の方が最後の最後まできちんとお世話をいただき、ほんとうに感
謝しております
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在宅ホスピスご遺族アンケート

平成 19 年 6 月

調査企画・実施
東北在宅ホスピス研究会
研究代表者 相澤 出（爽秋会 岡部医院 研究員）

調査協力

爽秋会 岡部医院

〔 ご記入にあたってのお願い 〕

１.ご記入は、療養中の患者さまを主に介護され、ご本人を最もよくご存知の成人の方にお願いいたし
ます。
２.お答えは、指示にしたがってあてはまる番号に○をつけ、問いの番号と矢印（→）にそってお答え
ください。
３.この調査票は、６月３０日(土)までにご記入のうえ、同封の封筒に入れてご返送くださるよう
お願いいたします（切手は必要ありません。差出人名は無記名で結構です）。
４.ご不明な点などございましたら、別紙の連絡先までお問い合わせください。
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Ⅰ

はじめに、あなたご自身のことについて伺います。

問１ 年齢

（

問２ 性別

１．男

問３

問4

２．子供

亡くなられた時の年齢

（
１．男

４．親

５．兄弟姉妹

６．その他

）歳
２．女

患者さまがお亡くなりになってから、現在までの期間はどれくらいですか。
（

問７

３．婿・嫁

次に、故人となられた患者さまについて伺います。

問 5 性別

問６

２．女

あなたは、故人からみて、どのご関係にあたりますか。
１．配偶者

Ⅱ

）歳

）年（

）か月

患者さまは、がんと診断されていましたか。
１．はい

２．いいえ

３．よくわからない

【問７で 1 に○をつけた方のみお答えください。】
がんと診断されてから、お亡くなりになるまでの期間はどれくらいでしたか。
１．3ヶ月未満

問８

２．3〜6ヵ月

３．6ヵ月〜1年

４．1〜3年

５．3年以上

患者さまの最終学歴（中退や在学中も含みます）は以下のどれにあてはまりますか。
１．中学校（尋常高等小学校を含む）

２．高等学校（旧制中学校を含む

３．短期大学（高等専門学校を含む）

４．大学（旧制高校・新制大学院を含む）

５．よくわからない
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問９−１ 療養生活に入るまで、患者さまはどのようなお仕事をしておられたでしょうか。
複数ある場合は、主なものを１つ選んでください。
１．農林水産業

（第二種兼業や農水産物の加工は含みません）

２．土木・運搬・工場での職業 （道路工夫・倉庫夫・清掃員・運搬員・工場作業員など）
３．販売的な職業 （販売店員・小売店主・給仕係・不動産仲介人・保険外交員など）
４．事務・保安的な職業 （営業・経理・人事・庶務・守衛・警察官・消防員など）
５．技術的な職業 （クリーニング業・電車やバスの運転士・製材工・溶接工・食品製造工など）
６．職人的な職業 （料理人・大工・理容師・時計や自動車の修理や組み立て・伝統工芸の職人など）
７．管理的な職業 （議員・企業や官公庁で課長以上のもの・駅長・郵便局長など）
８．専門的な職業 （建築士・薬剤師・デザイナー・学校教諭・自動車設計技術者・マッサージ師など）
９．専業主婦（主夫）
10．無職・学生

問９−２

11．その他（具体的に：

）

問９−１で、「９．専業主婦（主夫）」「10．無職・学生」以外のいずれかを選ばれた方に
おうかがいします。そのお仕事における地位は、大きく分けてどれにあたりましたか。
１．臨時雇用、パート、アルバイト、内職

２．常時雇用されている一般従業員

３．自営業主または家族従業者

４．経営者・役員

５．その他（具体的に：

問 10

）

患者さまは第一次産業（農業・林業・水産業など）を職業としていたことがありますか。
１．専業で従事していた
３．その他（

問 11

２．兼業で従事していた
）

患者さまのご出身（一番長く住まわれていた場所）はどこでしたか。
１．宮城県内 （

）市・町・村

２．宮城県外 （

）都・道・府・県 （

）市・町・村

３．よくわからない

問 12

患者さまの居住歴についてお教え下さい。以下のどれにあてはまりますか。
１．出身の市町村に住みつづけた
２．出身の市町村から離れた時期もあったが、出身地に戻ってきた
３．出身との市町村とは別のところに転居して、住みつづけた
４．転居が多く、あまり一カ所に長くとどまったことはない
５．よくわからない
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問 13

患者さまが亡くなられた場所はどこでしたか。
１．自宅

２．福祉施設（特養・老健・グループホームなど）

３．一般病院

４．ホスピス・緩和ケア病棟

５．その他（

問 14

患者さまのご自宅にあったものに、いくつでも○をつけてください。
１．神棚

問 15

）

２．仏壇

３．位牌

４．遺骨

５．聖書や教典

患者さまの家の宗教は何でしたか（複数回答可）。
１．仏教系（宗派：

）

２．神道系（宗派：

）

３．キリスト教系（宗派：

）

４．それ以外の宗教（教団・宗派：

）

５．なし
６．よくわからない

問 16

家の宗教は別として、患者さまが信仰していた宗教がありましたら、いくつでも○をつけてください。
１．仏教系（宗派：

）

２．神道系（宗派：

）

３．キリスト教系（宗派：

）

４．それ以外の宗教（教団・宗派：

）

５．なし
６．よくわからない

問 17

宗教とか信仰とかに関係すると思われることがらで、患者さまが行っていたものがありますか。
ありましたら、いくつでも○をつけてください。
１．ふだんから、礼拝、お勤め、修行、布教など宗教的な行いをしていた
２．おりにふれ、お祈りやお勤めをしていた
３．年に１、２回程度は墓参りをしていた
４．毎年のように初詣に行っていた
５．聖書・教典など宗教関係の本を、おりにふれ読んでいた
６．宗教とか信仰とかに関係していると思われることがらは、何も行っていなかった
７．よくわからない
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Ⅲ
問18

爽秋会 岡部医院のケアについて伺います。
患者さまがご自宅で療養中に受けられた医療について、あなたの評価をおうかがいします。
以下に、患者さまとご家族の生活をよりよいものにするために、必要と思われる項目を列挙していま
す。今から振りかえってみて、それぞれについて、まだ改善すべきところがあったかどうかについて
お尋ねします。改善すべきところが「全くない」から「大いにある」までのうち、最も近いものを１
つだけ選び、○をおつけください。

不満足

満足

改善すべきところが
○ 医師は、患者さまに、将来の見通しについて
十分説明した
○ 医師は、ご家族に将来の見通しについて
十分説明した
○ 医師は患者さまのつらい症状に速やかに
対処していた
○ 看護師は必要な知識や技術に熟練していた
○ 患者さまの希望がかなえられるようにスタッフは
努力していた
○ ご自宅の環境は使い勝手がよく、快適だった
○ 支払った費用は妥当だった
○ 必要なときに待たずに入院（利用）できた
○ 医師や看護師などのスタッフどうしの連携は
よかった
○ ご家族が健康を維持できるような配慮があった

大いに

かなり

ある

ある

大いに

かなり

ある

ある

大いに

かなり

ある

ある

大いに

かなり

ある

ある

大いに

かなり

ある

ある

大いに

かなり

ある

ある

大いに

かなり

ある

ある

大いに

かなり

ある

ある

大いに

かなり

ある

ある

大いに

かなり

ある

ある

ある

ある

ある

ある

ある

ある

ある

ある

ある

ある

少し

ほとん

全く

ある

どない

ない

少し

ほとん

全く

ある

どない

ない

少し

ほとん

全く

ある

どない

ない

少し

ほとん

全く

ある

どない

ない

少し

ほとん

全く

ある

どない

ない

少し

ほとん

全く

ある

どない

ない

少し

ほとん

全く

ある

どない

ない

少し

ほとん

全く

ある

どない

ない

少し

ほとん

全く

ある

どない

ない

少し

ほとん

全く

ある

どない

ない

どちら

どちら

非常に

やや

かと

かと

やや

非常に

不満足

不満足

いえば

いえば

満足

満足

不満足

満足

３

４

５

６

○ 全般的にご自宅で療養中に受けられた医療は
１

いかがでしたか。
82

２

Ⅳ
問 19

患者さまを看取られたときの経験について伺います。
あるとき、患者さま本人が、自分の最期が近いことを悟ったようだった。
1．そういうことがあった

２．そういうことはなかった

３．よくわからない

【以下は、問 19 で 1 に○をつけた方のみお答えください。
２、３を選んだ方は次ページの問 20 へお進みください。】
Ａ．このことに最初に気づいたのはどなたでしたか。
1．家族

２．友人・知人

３．医療福祉関係者

４．その他（

）

Ｂ．それは、いつ頃のことですか。
１．亡くなる直前

２．亡くなる数日前

４．その他（

３．亡くなる数ヶ月前

）

Ｃ．そのとき、患者さまはどこにいらっしゃいましたか。
１．自宅

２．福祉施設（特養・老健・グループホームなど)

３．一般病院

４．ホスピス・緩和ケア病棟

５．その他（

）

Ｄ．この出来事のあと、患者さまはどんなご様子でしたか。いくつでも○をつけてください。
１．悲しそうだった

２．不安そうだった

３．安心したようだった

４．苦しそうだった

５．落ち着いたようだった

６．普段どおりだった

７．怒っているようだった

８．よくわからない

９．その他（

）

Ｅ．この出来事に対して、あなた自身はどのように感じましたか。いくつでも○をつけてください。
１．おどろいた

２．気にしなかった

３．安心した

４．不安になった

５．悲しかった

６．幻覚だと思った

７．故人の死が近いと感じた

８．治療が必要だと思った

９．死後の世界に思いをはせた

10．その他（

）
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Ｆ．そのほか、この出来事について、覚えていることを自由にお書きください。

問 20

患者さまが、他人にはみえない人の存在や風景について語った。
あるいは、見えている、聞こえている、感じているようだった。
１．そういうことがあった

２．そういうことはなかった

３．よくわからない

【以下は、問 20 で 1 に○をつけた方のみお答えください。
２、３を選んだ方は次ページの問 21 へお進みください。】
Ａ．患者さまが見えた（あるいは、聞こえた、感じた）と語ったものは何ですか。
あてはまるものすべてに○をおつけください。
１．すでに亡くなった家族や知りあい （どんな人ですか：

）

２．そのほかの人物 （どんな人ですか：

）

３．神
４．仏
５．お花畑
６．川
７．トンネル
８．光
９．その他（具体的に：

）

Ｂ．このことに最初に気づいたのはどなたでしたか。
1．家族

２．友人・知人

３．医療福祉関係者

４．その他（

Ｃ．それは、いつ頃のことですか。
１．亡くなる直前

２．亡くなる数日前

３．亡くなる数ヶ月前

４．その他（
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）

）

Ｄ．そのとき、患者さまはどこにいらっしゃいましたか。
１．自宅

２．福祉施設（特養・老健・グループホームなど）

３．一般病院

４．ホスピス・緩和ケア病棟

５．その他（

）

Ｅ．この出来事のあと、患者さまはどんな様子でしたか。いくつでも○をつけてください。
１．悲しそうだった

２．不安そうだった

３．安心したようだった

４．苦しそうだった

５．落ち着いたようだった

６．普段どおりだった

７．怒っているようだった

８．よくわからない

９．その他（

）

Ｆ．この出来事に対して、あなた自身はどのように感じましたか。いくつでも○をつけてください。

１．おどろいた

２．気にしなかった

３．安心した

４．不安になった

５．悲しかった

６．幻覚だと思った

７．故人の死が近いと感じた

８．治療が必要だと思った

９．死後の世界に思いをはせた

10．その他（

）

Ｇ．そのほか、この出来事について、覚えていることを自由にお書きください。

85

【ふたたび、すべての方にお聞きします。】

問 22

患者さまの最期は穏やかなものでしたか。
１．非常に穏やかなものだった
２．穏やかなものだった
３．どちらかといえば穏やかなものだった
４．どちらかといえば穏やかなものではなかった
５．あまり穏やかなものではなかった
６．まったく穏やかなものではなかった
※ 問 21 は、調査表作成時の手違いにより存在しません。

問 23

在宅での医療・介護を利用され、在宅医療についてどう思われましたか？
１．故人にとってよかったし、自分も利用したい。
２．故人にとってよかったと思うが、自分は利用したくない。
３．故人にとって問題があったと思うが、自分は利用したい。
４．故人にとって問題があったし、自分も利用はしたくない。
５．その他（

問 24

）

そのほかに、患者さまを看取ったさいに、印象深い出来事がありましたら、お書きください。

以上で質問は終わりです。
長時間にわたって調査にご協力いただき、まことにありがとうございました。
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なお、本アンケート調査の結果の送付をご希望の方、または関連するインタビュー調査にご協力いた
だける方がいらっしゃいましたら、下記の該当項目に○をつけ、お名前とご連絡のご記入をお願いい
たします。

アンケート結果の送付を希望する

１．はい

２．いいえ

インタビュー調査に協力できる

１．はい

２．いいえ

お名前

ご住所

お電話番号
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