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原 著

要 約

通所型介護予防事業に通う高齢者の人生の最終段階における
希望に関する意識と関連要因

松井 咲樹１） 金盛 琢也２） 井上真智子３） 鈴木みずえ２）

目的：通所型介護予防事業に通う高齢者の人生の最終段階における意識と関連要因を明らかにする．方法：質問
紙調査により「人生の最終段階における希望」として経口摂取不能時の医療の希望，人生の最期を一緒に過ごし
たい人等，6項目について考えたことがあるかを尋ね，入院やみとりの経験，死生観等との関連を，多重ロジス
ティック回帰分析を用いて解析した．結果：95人を分析対象とした．「人生の最終段階における希望」に関する意
識は，項目により 14.7～71.6％と幅広く，人生の最期を過ごしたい場所について考えたことがある人が最も多かっ
た．経口摂取不能時の医療の希望は 41.1％が考えたことがあり，その関連要因は入院の経験，みとりの経験，死
への関心であった．人生の最期を一緒に過ごしたい人は 43.2％が考えたことがあり，性別，入院の経験，死から
の回避が関連していた．結論：高齢者の人生の最終段階における意識に，入院やみとりの経験，死生観が関連し
ていることが示された．

Key words アドバンス・ケア・プランニング，終末期ケア，意思決定，高齢者
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緒 言

わが国の高齢化率は 2020年に 28.7％１）となり，特に 75
歳以上の後期高齢者は 14.9％１）で増加の一途を辿ってい
る．後期高齢者の増加に伴い，第 2次ベビーブーム世代
が老年人口に入る 2040年には，死亡者数が 133.2万人
から 165.9万人２）まで増加すると推計されている．超高
齢社会を迎え，患者一人ひとりの希望に沿った生き方を
実現するために，その意思を十分に尊重し，患者にとっ
て最善となる医療及びケアをより一層充実させていくこ
とが望まれている３）．この課題に対応するために，人生
の最終段階に至るまで一人ひとりを尊重しつつ医療・ケ
アの意思決定を支援する具体的な方途として Advance

Care Planning（以下 ACPと略す）に注目が集まってい
る４）．ACPの発祥は米国であり５），1970年代の米国では，
国を挙げて Advance Directive（以下 ADと略す）が推
進されてきた６）．患者の意向を記した事前指示である AD
は 1980年代後半にはほぼすべての州で法制化された．
しかし，治療の転帰やリスクについての患者の意向と予
後を理解する研究である SUPPORT研究が行われ，AD
を作成することを主眼に置くのではなく，これからの治
療・ケアについての話し合いのプロセス自体，つまり
ACPの促進が重要であるという認識が広がった７）．
わが国では，ACPを，「もしものときのために，あな
たが望む医療やケアについて，前もって考え，繰り返し
話し合い，共有する取組」８）としており，「人生の最終段階
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における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ
ン」９）においても本人が自らの意思をその都度示し，伝え
られるような支援が医療・ケアチームにより行われ，本
人との話し合いが繰り返し行われることが重要であると
述べられている．そして ACPは患者の希望を知り，患
者の希望を尊重するケアに役立ち，残された遺族のスト
レス（うつ症状や不安）を軽減する可能性がある１０）との
報告がある．ACPを行うことで，人生の最終段階に，
本人の望む過ごし方ができる可能性がある．しかし「人
生の最終段階における医療に関する意識調査」１１）で，人
生の最終段階における医療・療養についてこれまでに考
えたことがあると回答した一般国民は，59.3%であった．
4割の人は，人生の最終段階における医療・療養につい
て考えたことがなく，話し合うまでに至っていない可能
性がある．そのため，人生の最終段階について考えるきっ
かけを知ることが第一に必要だと考える．また ACPに
おいて医療従事者が感じる障壁として，適切なタイミン
グを決めることの難しさ１２）が指摘されている．人生の最
終段階について考えるきっかけを知ることで，今後の
ACPのタイミングの把握へ繋げていくことができると
考える．特に，身体機能や認知機能が低下していくリス
クが高い要介護ハイリスク高齢者への介入が，今後重要
になってくると思われる．そこで，本研究では，要介護
ハイリスク高齢者である通所型介護予防事業の参加者を
対象に人生の最終段階における意識を把握し，関連要因
を明らかにすることを目的とした．

方 法

1．対象者
A県 B市の介護予防・生活支援サービス事業，通所
型サービスに通う要支援者（要支援 1・2）または基本
チェックリスト該当者でケアマネジメントによるサービ
スの利用が必要とされた者を対象とした．B市の高齢化
率は 2020年 10月 1日現在 27.8％であり，日本の高齢
化率 28.7％に近い地域である．B市の高齢福祉課と相
談の上，介護予防事業全 23教室のうち，協力が得られ
た 2教室で調査を行った．B市の通所型介護予防事業は
委託事業のため，上記 2教室の委託先である社会福祉協
議会へ研究協力を依頼した．

2．調査期間
2020年 6月～8月

3．調査方法
質問紙に基づく聞き取り調査を行った．調査の趣旨を
十分に説明し，研究参加に同意が得られた者を対象に，
プライバシーに配慮し，個室にて聞き取り調査を行った．
また，答えにくい，答えたくない設問があった場合は，
回答しなくても構わないことを事前に説明し調査を行っ
た．対象者へは終活についてのアンケートであること，
終活の実施や終活への関心の有無は問わないことを伝
え，終活に興味・関心がある層に偏らないように配慮し，
説明を行った．2カ所の介護予防事業の利用者は 225人
であり，うち 95人から回答を得た．

4．調査内容
対象者の属性（性別，年齢，家族構成，最終学歴，信
仰宗教，入院の経験，介護の経験，みとりの経験），健
康関連 QOL，死生観，人生の最終段階における意識に
ついて収集した．
入院の経験については，教育・検査入院を除くすべて
の入院の経験の有無を収集した．みとりの経験について
は，死期まで見守り，看病することとし，病院・施設を
含み，自宅でのみとりと限定しないこととした．
健康関連 QOL（HRQOL：Health Related Quality of

Life）については The MOS 8-item Short-Form Health
Survey（以下 SF-8）１３）を使用した．質問は 8項目 8因子
で構成される．8つの下位尺度をもとに身体的健康
「PCS」と精神的健康「MCS」の 2つのサマリースコア
を算出した．
死生観については，平井ら（2000）が作成した死生観
尺度１４）を使用した．日本人の死生観を測定する尺度で，
①死後の世界観，②死への恐怖・不安，③解放としての
死，④死からの回避，⑤人生における目的意識，⑥死へ
の関心，⑦寿命観の 27項目 7因子によって構成される．
因子毎で使用した場合の信頼性・妥当性の保証について
開発者より確認し，終末期医療に関する先行研究１５）１６）に
て関連が示された④⑤⑥の 3因子 12項目を本研究では
使用した．7件法にて回答するもので，得点は 4から 28
点であり，得点が高いほど，傾向が強いことを示す．
「人生の最終段階における希望」は，Code Allianceが
開発した「the Go Wish game」１７）を iACPが翻訳・制作・
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表 1　対象者の属性
全体（n＝95）

項目 n（%）

性別 男性 10（10.5）
女性 85（89.5）

家族構成 本人のみ 40（42.1）
二世代世帯 29（30.5）
三世代世帯 16（16.8）
本人と配偶者 8（8.4）
本人と兄弟姉妹 1（1.1）
本人と孫 1（1.1）

最終学歴 中学校 45（47.4）
高等学校 41（43.2）
短大・専門学校 8（8.4）
大学 1（1.1）

信仰宗教 仏教 63（66.3）
神道 8（8.4）
キリスト教 1（1.1）
天理教 5（5.3）
なし 18（18.9）

入院の経験 あり 72（75.8）
なし 23（24.2）

介護の経験 あり 52（54.7）
なし 43（45.3）

みとりの経験 あり 75（78.9）
なし 20（21.1）

項目 Mean±SD

年齢 86.3±4.6

SF-8 PCS 48.9±5.0
MCS 52.9±4.1

死生観尺度 死からの回避 11.7±4.5
人生における目的意識 12.1±2.9
死への関心 13.0±5.4

出版した「もしものための話し合い もしバナゲー
ム」１８），B市が作成した「人生会議手帳 人生の最終段階
に向けて医療・ケアに関する話し合い（アドバンス・ケ
ア・プランニング）」１９）を参考に，重複する内容を抜粋し
た．その後，B市の「人生会議手帳 人生の最終段階に
向けて医療・ケアに関する話し合い（アドバンス・ケ
ア・プランニング）」の作成に携わった専門職 2名より助
言を受け，内容を「疼痛や呼吸苦が生じた時の医療の希
望」「経口摂取不能時の医療の希望」「人生の最期を過ごし
たい場所」「人生の最期を一緒に過ごしたい人」「相談でき
る専門職」「代理意思決定者」の 6項目とした．6項目に
ついて，考えたことがあると回答した人へ，回答選択肢
より具体的内容を収集した．回答選択肢については「人
生会議手帳 人生の最終段階に向けて医療・ケアに関す
る話し合い（アドバンス・ケア・プランニング）」，「人生
の最終段階における医療に関する意識調査」１１）を参考に
作成した．

5．分析方法
「人生の最終段階における希望」6項目それぞれに関
連する要因を，尤度比による変数増加法による多重ロジ
スティック回帰分析を用いて分析した．説明変数には，
性別，年齢，家族構成，最終学歴，信仰宗教，入院の経
験，介護の経験，みとりの経験，健康関連 QOL尺度か
ら，身体的健康「PCS」，精神的健康「MCS」，死生観
尺度から「死からの回避」「人生の目的意識」「死への関心」
を関連要因として投入した．事前に強い相関関係にある
変数が存在しないことを確認した．また Hosmer-
Lemeshowの検定結果で，回帰式が適合していなかっ
たものは，結果から除いた．統計ソフトは IBM SPSS Sta-
tistics 26を用いて行った．有意水準は p＜.05とした．

6．倫理的配慮
本研究は浜松医科大学倫理審査委員会の承認を得て実
施した（研究番号 20-024）．調査対象者には，本研究の
参加は自由意志であり，非協力による不利益が一切生じ
ないこと，個人情報は保護されることを説明し，書面に
て参加同意を得た．

結 果

1．対象者の属性
対象者の属性を表 1に示した．対象者の平均年齢は
86.3（SD4.6）歳であった．性別は女性が 85人（89.5％）
と 9割を占めていた．家族構成は本人のみが 40人
（42.1％）と独居世帯が最も多かった．SF-8のスコアは
PCS：48.9（SD5.0），MCS：52.9（SD4.1）であり，入院
の経験がある人は 72人（75.8％）で，みとりの経験が
ある人は 75人（78.9％）であった．
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表 2　通所型介護予防事業に通う高齢者の「人
生の最終段階における希望」に関する意識（各
項目に対して考えたことがある頻度）

質問項目 n（%）

全体 91（95.8）
疼痛や呼吸苦が生じた時の医療の希望 26（27.4）
経口摂取不能時の医療の希望 39（41.1）
人生の最期を過ごしたい場所 68（71.6）
人生の最期を一緒に過ごしたい人 41（43.2）
相談できる専門職 14（14.7）
代理意思決定者 64（67.4）

表 3　通所型介護予防事業に通う高齢者の「人生の最終段階における希望」の具体的内容

質問項目 具体的内容 n（%）

疼痛や呼吸苦が生じた時の
医療の希望について考えたこ
とがある

意思疎通ができなくてもよいので，全ての痛みや苦しみをとってほしい 16（61.5）
全ての痛みや苦しみを取り除かなくてもよいので，意思疎通ができる状態でいたい 7（26.9）
自然のままでいたい 3（11.5）

経口摂取不能時の医療の希
望について考えたことがある

点滴をしてほしい 19（48.7）
胃瘻をつくったり，鼻チューブを入れたりして，口以外から食事を摂れるようにしてほしい 0（0.0）
何もしてほしくない 20（51.3）

人生の最期を過したい場所
について考えたことがある

自宅 32（47.1）
病院 18（26.5）
施設 18（26.5）

人生の最期を一緒に過したい
人について考えたことがある

家族，親族 40（97.6）
友人，知人 1（2.4）
近隣住民 0（0.0）

相談できる専門職について考
えたことがある

かかりつけの病院の医師 9（64.3）
かかりつけの病院の看護師 0（0.0）
ケアマネジャー 0（0.0）
地域包括支援センター 1（7.1）
介護予防事業の職員 3（21.4）
成年後見人 1（7.1）

代理意思決定者について考
えたことがある

家族のうち，自分のことを一番よく分かっている一人の方 41（64.1）
家族等が集まって話し合った結果 19（29.7）
医療，ケアチーム 0（0.0）
他の人に決めてほしいとは思わない 3（4.7）
成年後見人 1（1.6）

2．「人生の最終段階における希望」に関する意識
「人生の最終段階における希望」6項目の内容につい
て 1項目でも考えたことがあると回答した人は，91人
（95.8％）であった．項目別では，「人生の最期を過ごし
たい場所」について考えたことがある人が最も多く
（71.6％），次いで「代理意思決定者」について考えたこ
とがある人が多かった（67.4％）．「相談できる専門職」に

ついて考えたことがある人が最も少なかった（14.7％）
（表 2）．

3．「人生の最終段階における希望」の具体的内容
「疼痛や呼吸苦が生じた時の医療の希望」については，
26人（27.4％）が考えたことがあり，そのうち，意思疎
通ができなくてもよいので，全ての痛みや苦しみをとっ
てほしいと回答した人は 16人（61.5%）と最多であった．
「経口摂取不能時の医療の希望」については，39人
（41.1％）が考えたことがあり，そのうち，胃瘻や経管
栄養を希望する人はおらず，点滴をしてほしいと回答し
た人と何もしてほしくないと回答した人が，ほぼ半数ず
つだった．
「人生の最期を過ごしたい場所」については，68人

（71.6％）が考えたことがあり，そのうち，自宅と回答
した人が 32人（47.1％）と半数近く，病院，施設と回
答した人は共に 18人（26.5％）であった（表 3）．
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表 4　通所型介護予防事業に通う高齢者の「人生の最終段階における希望」に関連する要因

説明変数

多重ロジスティック回帰分析 1
（尤度比による変数増加法）

多重ロジスティック回帰分析 2
（年齢をコントロール）

95%信頼区間 95%信頼区間

オッズ比 下限 上限 p値 オッズ比 下限 上限 p値

model1　目的変数「疼痛や呼吸苦が生じた時の医療の希望」
SF-8 精神的健康「MCS」 0.839 0.747 0.942 0.003 0.812 0.701 0.941 0.006
入院の経験 a 0.166 0.035 0.787 0.024

model2　目的変数「経口摂取不能時の医療の希望」
入院の経験 3.423 1.054 11.111 0.041
みとりの経験 b 5.832 1.453 23.413 0.013 9.599 1.654 56.007 0.012
死生観尺度「死への関心」 1.138 1.039 1.247 0.006 1.137 1.011 1.278 0.032

model3　目的変数「人生の最期を一緒に過ごしたい人」
性別 c 7.134 1.011 50.336 0.049 13.052 1.153 14.771 0.038
入院の経験 0.254 0.083 0.771 0.016 0.111 0.024 0.524 0.005
死生観尺度「死からの回避」 1.266 1.109 1.445 0 1.457 1.199 1.772 0

多重ロジスティック回帰分析（尤度比による変数増加法；投入：0.05，除去：0.10）
目的変数：「疼痛や呼吸苦が生じた時の医療の希望」「経口摂取不能時の医療の希望」「人生の最期を過ごしたい場所」「人生の最期を
一緒に過ごしたい人」「相談できる専門職」「代理意思決定者」
注．「人生の最期を過ごしたい場所」「相談できる専門職」「代理意思決定者」は関連要因が選択されなかったため，表から除いた．
投入した説明変数：性別，年齢，家族構成，最終学歴，信仰宗教，入院の経験，介護の経験，みとりの経験，身体的健康「PCS」，精
神的健康「MCS」，死生観尺度より「死からの回避」「人生の目的意識」「死への関心」
a 1= 入院経験あり；0=入院経験なし．
b 1= みとり経験あり；0=みとり経験なし．
c 1= 女性；0=男性．

4．「人生の最終段階における希望」に関連する要因
「人生の最終段階における希望」6項目それぞれを目
的変数として，関連する要因を多重ロジスティック回帰
分析にて分析した（表 4）．「疼痛や呼吸苦が生じた時の
医療の希望」を目的変数として分析した結果，有意な関
連がみられたのは，MCS（オッズ比：0.839，p=.003）で
あった．Hosmer-Lemeshowの検定結果は p=0.449，判
別的中率は 73.7％であった．「経口摂取不能時の医療の
希望」を目的変数とした分析では，入院の経験（オッズ
比：3.423，p=.041），みとりの経験（オッズ比：5.832，
p=.013），死への関心（オッズ比 1.138，p=.006）が有意
に関連していた．Hosmer-Lemeshowの検定結果は p=
0.967，判別的中率は 72.6％であった．「人生の最期を一
緒に過ごしたい人」を目的変数として分析した結果，有
意な関連がみられたのは，女性（オッズ比：7.134，p
=.049），入院の経験（オッズ比：0.254，p=.016），死か
らの回避（オッズ比：1.266，p=0）であった．Hosmer-
Lemeshowの検定結果は p=0.348，判別的中率は 69.5％
であった．

年齢をコントロールして分析も行ったが，大きな違い
はみられなかった．「人生の最期を過ごしたい場所」「代理
意思決定者」「相談できる専門職」については関連要因が
選択されなかったこと，Hosmer-Lemeshowの検定結果
の回帰式が適合していなかったことにより，結果から除
いた．実測値に対して予測値が±3 SDを超えるような
外れ値は存在しなかった．

考 察

通所型介護予防事業に通う要介護ハイリスク高齢者を
対象に人生の最終段階における意識調査を行った．本研
究において，「人生の最終段階における希望」について考
えたことがあると回答した人の割合は 95.8％であり，
「人生の最終段階における医療に関する意識調査」１１）で一
般国民が人生の最終段階における医療・療養についてこ
れまでに考えたことがあると回答した割合の 59.3％よ
り多かった．一般国民を対象にした調査では，人生の最
終段階における医療・療養について考えたことがあるか
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を尋ねているが，本研究は「人生の最終段階における希
望」を具体的に質問しており，項目別の割合は 14.7～
71.6％と幅広い．具体的な質問にすることで，項目によっ
て割合が増える結果になったと考える．
「人生の最終段階における希望」6項目のうち，「疼痛
や呼吸苦が生じた時の医療の希望」を目的変数として多
重ロジスティック回帰分析をした結果，MCSが有意に
関連していた．本研究における対象者の PCSとMCS
は国民平均の PCS：48.92，MCS：49.26と同等であっ
た２０）．早川らは，判断能力低下への不安が要介護高齢者
の ACPの動機のひとつである２１）と述べており，本研究
における要介護ハイリスク高齢者においても，判断能力
低下への不安や精神的な健康状態の低下が，疼痛や呼吸
苦が生じた時の医療の希望に関して，考えるきっかけに
なる可能性が示唆された．
「経口摂取不能時の医療の希望」を目的変数として多
重ロジスティック回帰分析をした結果，入院の経験，み
とりの経験，死への関心が，有意に関連していた．中里
らは，高齢者が病気や他者のみとりや死別経験を通じて，
自分もいずれ死に逝く過程を辿る者として自覚すること
が，高齢者に子との終末期ケアや死に関する話し合いに
意識を向かわせる２２）と述べている．また，島田らは，家
族との終末期医療に関する話し合いの経験は，本人の死
に対する態度が関連しており，自らの死にゆくプロセス
と向き合うことのできる人で高まる１５）と述べている．入
院の経験やみとりの経験，死への関心が，要介護ハイリ
スク高齢者が「経口摂取不能時の医療の希望」を自身の
こととして具体的に考えるきっかけになっていると推察
される．
「人生の最期を一緒に過ごしたい人」を目的変数とし
て多重ロジスティック回帰分析をした結果，性別，入院
の経験，死からの回避が有意に関連していた．冨塚らは，
自身の病気など，死を意識した経験がない者ほど，死を
回避しようとする２３）と述べている．入院の経験がない人
ほど「人生の最期を一緒に過ごしたい人」について考え
たことがあるという結果に繋がったのは，入院の経験が
ない人ほど，死への回避傾向が強く，死への恐怖や不安
から「人生の最期を一緒に過ごしたい人」について考え
たのではないかと推察する．
「人生の最期を過ごしたい場所」「代理意思決定者」「相
談できる専門職」については，関連要因が選択されなかっ
た．本研究の対象者は年齢や家族構成など属性に幅がな

く，似通った集団だったため，同様の回答が重なった結
果であると考える．
ACPは適切なタイミングが課題となっており，健康
状態や生活の状況の変化にあわせて，繰り返し行う必要
がある２４）と同時に話し合う内容も健康状態に合わせる必
要があると考える．「人生の最終段階における希望」で，
考えたことがあるとの回答が多かったのは，「人生の最期
を過ごしたい場所」，次いで「代理意思決定者」であっ
た．健康な時や症状が安定している時期は生命維持治療
に関する選択が不確実になってしまう２５）という報告があ
り，ACPの実践モデルとして，対象者が健康もしくは
症状が安定している時期は，話し合いの結果が変化しに
くく，対象者への侵襲も低いと考えられる「代理意思決
定者の選定」や「もし自分の命が短いことを自覚したと
き，どのようなことが一番大切か」などについて，その
理由も含めて話し合っておくことがよいとされてい
る２６）．本研究の対象者も，要介護へのリスクはあるもの
の，介護予防事業に参加できている健康状態の安定した
高齢者であり，希望死亡場所について考えている人が多
い結果となった．終末期がん患者の希望死亡場所での死
亡の実現と訪問看護師が実施した ACPと関連するの
は，訪問全時期を通じて希望死亡場所の確認をするこ
と２７）との報告がある．療養場所の選択肢が多様化してい
る中，終末期に至る以前から，希望死亡場所について考
えるきっかけをつくることは，今後，病状が悪化した際
の本人の希望の実現に有用であると考える．また，
Hirayamaらは，終末期ケアの経験は，個人の現実的な
死の認識，死の受容，および事前指示に対する態度に大
きな影響を及ぼす２８）としており，本研究でも，みとりの
経験が人生の最終段階について考えるきっかけになる可
能性が示唆された．地域において，同世代の経験談から
学ぶ機会やみとりの経験について語る機会を設けるこ
と，デス・エデュケーションを実施することで，人生の
最終段階について考えるきっかけになりうると思われ
る．
「人生の最終段階における希望」で考えたことが少な
い傾向が示されたのは，「疼痛や呼吸苦が生じた時の医療
の希望」「経口摂取不能時の医療の希望」の医療行為関連
の項目や「相談できる専門職」であった．医療行為関連
での項目は，専門性が高く，一般の方に，正しく理解し
た上で選択していただくには，専門職の介入が必要であ
ると考える．本研究は通所型介護予防事業に通う高齢者
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を対象としており，介護予防事業や健康教室などで，専
門職が介入していくことで，一般の方が気軽に「相談で
きる専門職」が増加し，医療行為関連の項目を考えるきっ
かけにも繋がると考える．また，本研究において，精神
的な健康状態の低下が「人生の最終段階における希望」
について考えるきっかけになる可能性が示された．身体
機能や認知機能が低下していくリスクが高い要介護ハイ
リスク高齢者に，健康状態が変化したタイミングで専門
職が介入し，会話の中で，その人の人生を知り，理解す
ることは有用であると考える．また，大切なこと，価値
観は日常の中に埋め込まれており，生活のさまざまな折
に表現されるため，要支援や要介護状態にある場合は，
サービスを受けている場面の中で表出されることがあ
る２９）．ACPの一歩として，身体機能や認知機能が低下
し要介護になる以前の介護予防事業や健康教室での関わ
りから開始し，それぞれの段階での意思の変化を，専門
職で繋げていくことが大切であると考える．
本研究の限界として，1点目は，サンプル数が少ない
ことが挙げられる．また B市の介護予防事業のみを対
象にしている上，協力を得られた施設が少なかった．そ
のため，B市の介護予防事業全体を反映することや，要
介護ハイリスク高齢者すべてを反映することができず，
結果の一般化に限界がある．2点目は，介護予防事業は，
一般的に女性の割合が多く，本研究の対象である B市
の介護予防事業も女性が 9割近くを占めるため，性別の
バイアスがかかっている可能性が挙げられる．3点目は，
本研究は横断研究であり，因果関係を明らかにすること
ができていないことである．しかしながら，要介護ハイ
リスク高齢者の人生の最終段階における意識調査はな
く，本研究結果は ACPのタイミングを議論する上で有
用であると考える．
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Factors related to the awareness of hope at the end of life among older adults who
attend community-based preventive services for long-term care

Saki Matsui１）, Takuya Kanamori２）, Machiko Inoue３）and Mizue Suzuki２）

Abstract
Introduction: This study explored the factors related to awareness of hope at the end of life among older adults who attend
community-based preventive services for long-term care.
Methods: Hope at the end of life was determined using a six-item questionnaire inquiring about topics such as “Medical hope
when oral intake is not possible” and “Where they wanted to spend the end of their lives.” A multiple logistic regression analysis
was performed using the six items as dependent variables and hospitalization experience, end-of-life care experience, and one’s
view of life and death as independent variables.
Results: Data from 95 retrieved questionnaires were analyzed. The range of hope at the end of life was 14.7%-71.6% for each
item. “Where they wanted to spend the end of their lives” was the most frequently considered topic among the respondents.
“Medical hope when oral intake was not possible” was considered by 41.1% of respondents, and this topic was related to experi-
ence with hospitalization and end-of-life care as well as interest in death.
Conclusion: Hospitalization experience, end-of-life care, and personal views on life and death were shown to be related to aware-
ness of hope at the end of life among community-dwelling older adults.
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