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調査を行った背景



期間
年間死亡数推計

（人/年）

2015→2020年 310.8

2021→2025年 325.2

2026→2030年 332.8

2031→2035年 338.6

2036→2040年 337.6

2041→2045年 316.2

2021→2040年の平均 333.5

＊値は期間中の年平均値
＊国立社会保障・人口問題研究所
『日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）』より算出

石川県羽咋市の状況
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羽咋市における

年間死亡数は

ピークを迎えつつある

羽咋市Facebookより



6割近くが「最期まで自宅」を希望
するが・・

自分自身の看取りについて
（2019年・羽咋市アンケートから）
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 結果は厚労省のデータと類似している

 「自宅で過ごせるか」に「できる」と回
答したものは全国平均6.2％よりも高い

７割以上が「できない」と考えている

最期をどこで過ごしたいか

値 ％

自宅で最期まで過ごしたい 3886 59.1

病院などの医療機関 1544 23.5

老人ホームなどの施設 708 10.8

親族の家 48 0.7

その他 159 2.4

未回答 233 3.5

「最期を自宅で過ごせる」と思うか

値 ％

できる 1053 16.0

できない 5101 77.5

未回答 424 6.4

（アンケート回収率43.9％）
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コロナ禍の影響で自宅看取りが増えている



5

調査の目的

羽咋市では看取りの体制づくりが急務である

羽咋市に勤務する専門職を対象としてインタ
ビューを実施

在宅看取りにおけるケアの質を向上させる要因
を明らかにする
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訪問看護師10名、病棟看護師2名にインタビュー

在宅看取りを促進しケアの質を向上させる要因を調査

インタビューから逐語録作成、内容分析を行った

（倫理的配慮として）

調査の趣旨と回答が任意であることを文書と口頭で説明した。事前に金沢大
学医学倫理委員会で承認を得た。分析時には個人を特定できる情報を削除
した。

調査方法



調査結果
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調査からみえた課題の分類

看取りに対応・協力する在宅診療医の不足

訪問看護師の不足

看取りケアに関する病院の課題

住民の意識と情報発信に関する課題

その他、人材や地域資源に関する課題



１．看取りに対応・協力する在宅診療医の不足

人材育成の不足

在宅医の高齢化や廃業

若い医師がいない（後継者不足）

若い医師は勉強や経験を積みたいと過疎地域に来ない

若者の教育体制（大学）の未充足

若手医師が来ても看取りが可能か把握できていない

羽咋病院からの往診や看取りはない

開業医は多いが、往診を積極的に行っているところが少なく、断られるケースがある

医療者の在宅への
関心・認識の低さ

在宅診療に対する意識の欠如がある

在宅医に関心がない

勉強会には限られた人しか来ない

毎回同じ顔ぶれになる

24時間診療に協力的な医師がいない

医師が看取りは夜間も必要と思っているかもしれない。翌日に死亡確認をしてくれることを知らない

医師の業務負担が
大きい

山間地帯など、エリアが広範囲である

重度の人を見れる医師が羽咋市に少ない。受けてくれる医師が少ない、集中している

夜間勤務の負担が生じる

当番も限られた医師の中でやっていて、一人、二人、三人に集中している

医師に治療方針や内容を頼る患者・家族が多い

看取りに関するスキル

麻薬管理できる医師が少ない

医師も勉強していないと新しい情報を

先生の勉強会があればよい

医師の中でもできることとできないことがある

医師の業務が限られている

連携に関する問題
医師の業務範囲を訪問看護師が把握する必要がある

医師がいないため、訪問看護が十分にできない



２．訪問看護師の不足

人材獲得・育成の課題

中堅～ベテランが多いため、スキルアップに限界がある

家族の理解と協力があって仕事ができる。

公的病院のような安定性がないことから、訪問看護ステーションへの就職を周囲に反対される。

市の奨学資金の要件に訪問看護ステーションが含まれていないため、卒後の就職が難しい。

教育機関で在宅看護を十分に伝えられていない。

在宅看護に興味を持ってくれる学生の背中を押す人がいない。

業務・経営の負担

緊急時の対応があり時間外勤務を伴う。

何回も行っても、算定できない。

看取りは看護師がメインと思われがち

地域での看取りの底上げの必要性がある

医療的ケアが多いと在宅は困難と判断

訪問看護師を支える機会や
ツールの不足

コロナ禍により、対面で技術を学ぶ機会の減少

ウーゴ君のような遠隔での安否確認のためのツールがない。



３．病院に関する課題

対応や機能に関する課題

家族構成によって療養型を勧める、もしくは施設型との二択だけ

病棟看護師と患者が顔をみて話す時間が少ない

家族が病院の判断に頼っている

病院職員が在宅におけるターミナル期を十分に理解していない

往診がない

病院で治療が終了するとその時点でかかわりがなくなる

医師以外の職種からのフォローが不十分

連携に関する課題

病院、在宅、施設の横のつながりが不十分

看護師同士のつながりが必要である

もう少し早く依頼して欲しい。自宅に帰って数日で亡くなられる人もいます

落ち着いていない状態で帰ってくる人が多い。

連携シートの活用やターミナルの連携室が機能している。

大学病院と地域医療の連携がないため、支援が滞る。

退院後の様子や看取りを病院に伝えられない

病院と医師会の連携が不十分

行政と病院、医師会の連携の未充足



4．住民の意識と情報発信に関する課題（1）

住民の看取りに対する関心や
リテラシーの低さ

ACPが知られていない、救命と延命の違いもわからず、家族で話し合いがされていない

自身や家族が元気だと思えば積極的に情報収集をしない

入院してからがスタートとなり、本人の希望が聞けないまま最期を迎えてしまう

看取り経験がないと病院に頼る

大学病院での治療を希望する住民が多い。

地域にある病院が当たり前という意識がある

看取りに関する講演会への参加者は関心のある人に限られてしまう

自宅での看取りに対する
消極的な考え

最期は在宅より病院、という考えが根強い

働いていなくても見ている余裕がない、理由があって病院に依頼をする。

看取りがうまくいった事例が少ない

看取りの事例を知らないために想像できない

市民への意識の働きかけが必要

社会資源を知らない

最初から看取りをあきらめている

本人・家族が抱える不安

家族の介護が大変

本人の思いを汲み取れない

「なぜ病院が嫌なのか」と聞かれるのが嫌

疾患によっては手だてがない場合もある

家族の本音と建前の葛藤がある



4．住民の意識と情報発信に関する課題（2）

情報発信の課題

人生会議/ACPに関する情報発信ができていない

病院が積極的に話し合いに参加していない

延命しますか？しませんか？ということだけで、ACPはされていない。

説明されても聞けていない。数週間で亡くなられるようなことを認識されていない。かみ砕いて説明されて
いてもわからない。

大学病院の研修に参加しましたが、講師の方から大学病院では、ACPができていないと説明されていた。

一般市民の人も知識があるとうまく聞きたいポイントを聞けると、もう少し前から先生と話し合えるので
はないか。
市民が質問したいことがわからない

スタッフが自由に病院外に出られない

看取り希望者を見逃さない

自治体のSNS・YouTubeで情報発信が必要

医療者からの情報発信が必要

訪問看護の介入と利用者の
認識の相違

病院での説明を理解できていない

要介護認定を受けても元気であると訪問看護の必要性を利用者自身が感じない

利用者には身体的ケアが訪問看護という感覚がある

利用者が訪問看護を理解していない

周知不足

コミュニティー・地域資源の
課題

家族が在宅を拒否したときの選択が病院となる

表面上の付き合いで本当に心配している訳ではない

行政の協力が得られない。



5．その他、人材や地域資源に関する課題

スキルアップの場が不足

スキルアップになにをすればよいかわからない

介護士との連携・介護士のスキルアップの必要性がある

講習会・勉強会の機会が少なく、また活かせていない

事例の共有できる場所があると自己の気づきとなる

人材の不足
看取りにもリハビリ職が必要であるが、人員が少なく、認識も低い

口腔ケアを担う開業歯科医がいない。

信頼関係の構築

顔の見える関係をつくる

相談ができる場所でありたい

訪問看護の導入までがパターン化されている

住民の支援体制

認知症など、精神障害の方が病気になった時の意思決定支援体制。

医療圏から外れていると在宅希望をしていても叶えられない

支援者同士の連携が不十分

在宅医療になった人が、自分の病気を語る場所がない。

療養者の死により、訪問看護が終了後の家族支援がない。

医師の思いと家族の思いを調整することのジレンマがある。



結果から考えられること

 いずれのカテゴリーも、在宅看取りに関する情報の少なさ、理

解の不足に関連した課題である。

 在宅における看取りを促進させケアを充実させるためには、専

門職が在宅ケアを学ぶだけでなく、住民とともに共通理解をも

つ必要性がある。

 こうした活動を発信することで、新たな人材獲得につなげる必

要性がある。
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現在の活動状況と今後の課題
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現在の活動状況

2022年2月25日
介護職員に対する看取り研修会「みんなで考える看取り」
 羽咋市内で勤務する介護職員を対象に、看取り期における経過についての講話を実施
 同内容の動画を作成し動画サイトに公開

2022年5月18日
羽咋市訪問ナースのつどい「看取りに関するインタビュー調査報告会について」
 訪問看護師へのインタビュー調査の結果を報告
 今後の課題についてグループディスカッションを実施
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今後の課題

【具体的な取り組み】

 住民に対する看取りに関するリテラシー向上を狙い、公開講座

 専門職に対する研修会

 動画等での情報共有（看取りに関する寸劇動画を作成中）

 医師（特に病院）との対話

看取りに関して「専門職、病院、住民の情報共有」が鍵



ご清聴ありがとうございました


