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名  称 第２回 目黒区在宅療養推進協議会 

日  時 平成２６年１１月３０日（日）  

場  所 目黒区総合庁舎 大会議室 

出 席 者  

(委 員）櫻井会長、木村副会長、風間委員、中村委員、樋口委員、渡邊委員、徳永委員、 

岡島委員、古屋委員 

(講演者) 成子医師、武田医師、奈良橋医師 

(区  側) 森健康福祉部長、深澤健康推進部長(保健所長)、髙橋健康福祉計画課長、 

高雄介護保険課長、田邉高齢福祉課長、篠﨑障害福祉課長 

(事務局) 島田健康推進課長（保健所兼務）、酒井地域ケア推進課長、 

村上健康推進課健康づくり係長、土野地域ケア推進課在宅療養推進係長 

   (一般区民)在宅療養シンポジウム同時開催 一般区民来場者数７６名 

会議次第 １ 開会 

２ 議事 

  テーマ「住み慣れた地域の中で安心して療養するために 

～求められる医療と介護の連携」 

①目黒区における在宅療養の現状と課題について 

②在宅医療と介護の連携推進の課題について 

③終末期ケアの現状と課題について 

３ 区民との意見交換 

 

配付資料 [資料] 

シンポジウム次第 

目黒区在宅療養資源マップ 

主要な発言及び会議の結果 

１ 開会 

（１）健康推進課長（総合司会）から、在宅療養シンポジウム第二部開始の説明 

 

（２）会長（討論会司会）から、テーマ「住み慣れた地域の中で安心して療養するために～求められる医

療と介護の連携」について、討論導入の話 

    全人口に対する６５歳以上の高齢者の割合を高齢化率といい、これが７％を超えると高齢化社

会、１４％を超えると高齢社会、２１％を超えると超高齢社会という。日本はすでに超高齢社会を

迎えている。高齢化率は２５％で、４人に一人が６５歳以上である。       

そして、戦後のベビーブームから生まれた団塊の世代が７５歳の後期高齢者を迎えるのが、２０

２５年であり、６５歳以上は３人に一人、７５歳以上は５人に一人になると見込まれている。そう

した中で、２人に一人が悪性腫瘍疾患に罹患し、そのうち３人に一人が亡くなるといわれている。 

しかし、高齢者は、多くの病気を抱えながら住み慣れた地域で暮らすことを希望している。高齢

者には、医療と介護が表裏一体化して切り離すことができないため、地域の中で安心して暮らして

いくためには、医療と介護の連携を強化するしかない。 

それには、さまざまな人々が、お互いの立場を理解して、協力していくことが非常に重要だ。 

目黒区では、在宅療養推進協議会を平成２５年７月に設置し、在宅療養を進めるために、医療と 

介護の連携の強化に努めている。 

本日は、さまざまな多くの方からのご意見をいただき、これを参考にして、更に医療と介護の連

携を強化していきたいと思う。 

 

   



- 2 - 

２ 議事（質疑・意見交換を含めて会議録を編成） 

（１） 目黒区における在宅療養の現状と課題について 

 

会 長：団塊世代が７５歳になる２０２５年までの１０年間で、重度の要介護高齢者や医療ニーズが高い

高齢者であっても、在宅ケアが受けられる仕組みを地域の中につくっていくためには、解決しなけ

ればならない課題が多くある。そこで、歯科医師、薬剤師、介護事業者の３人の委員のそれぞれの

お立場から最初にご意見をいただきたい。 

委 員：歯科については、要介護高齢者の訪問歯科診療の現状と課題について話をさせていただく。 

第１に申込みは、虫歯や口腔内の痛み、入れ歯の破損や不具合で食べることができないといった 

治療の要請が多い。一方、誤嚥性肺炎を予防するための口腔ケア、また、痛みは無いが口腔の状況 

を診てほしいという口腔内診査の依頼は少ない状況である。 

 そのためには、ご本人やご家族に対して、口腔ケア予防に関する説明を、積極的に行っていく必 

要があると感じている。 

 第２に退院後のかかりつけ歯科医に関することだが、患者さんが退院される時のケアプラン作成 

を行う際、その患者さんにかかりつけ歯科医が居るのかどうか、また、今までかかっていた歯科医 

は訪問を行っているのか、それをケアプラン作成時に検討してもらっているのか、という点につい 

て不明である。 

そのため、かかりつけ歯科医を退院時のケアプラン作成時やサービス担当者会議の際に同席させ 

ていただくか、または、その時に話し合われた情報の共有が必要と考える。入院前にかかっていた 

歯科医が訪問可能であれば、継続することが望ましいが、訪問をしない場合には変更せざる負えな 

いため、退院支援の際に、歯科医の状況を確認して、訪問のかかりつけ歯科医を決めておくことが 

必要であると考える。 

 第３には、訪問歯科診療の申込みを受けた際、患者さんの基本情報が少ないという点が挙げられ 

る。独居の場合には、ご家族やケアマネジャーに同席をしてもらい、ご本人の情報を聞いてはいる 

が、訪問前に患者さんの日常的な情報、疾病や服薬等の必要な情報を多く知ることができれば、よ 

り良い診療サービスに繋げていくことができる。 

 そのため、申込依頼時には、できるだけ患者さんの情報を提供していただくよう周知していきた 

いと考える。 

 第４には、訪問を実施する歯科診療所を充実していく必要がある。今後、ますます訪問歯科診療 

の必要性が高くなると予想される。 

そのため、歯科医師会としても、実施できる歯科診療所が増えるよう啓発に努めていくとともに、 

区民の皆さんからもご協力をいただくことで、増えていくと考える。具体的には、現在通院してい 

る歯科医が訪問しているのかどうかを確認し、行っていない場合には、「今後、通院できなくなっ 

た場合には、先生に対応してほしい。」という希望を伝えていただくことで、訪問の対応をする歯 

科診療実施機関が広がっていくと思う。 

第５には、飲み込みの問題（摂食嚥下障害）を持っている患者さんに関することで、歯科医だけ 

では対応ができないことがある。それには、医師とのチームによる内視鏡による評価が必要となり、 

飲み込みのリハビリに関しては、歯科衛生士、介護職、ご家族とのチームでの対応も必要になる。 

そのため、これからも口腔ケアの予防に対する普及・啓発とともに、多職種との連携を積極的に 

   関わっていくことが必要と考えている。 

委 員：薬剤師からは、訪問薬剤管理指導についての現状と課題について話をさせていただく。 

第１に独居高齢者や高齢者のみの世帯では想像以上に服薬ができていないことが挙げられる。 

薬剤師が訪問して薬を渡す時には、飲み方や副作用の有無、飲み合わせについての説明している。 

そして、決められた通りに服薬ができているかどうかも伺っているが、多くは、「いつもの薬だか 

ら良く分かっている。」「きちんと飲んでいる。」ということを話す。 

しかし、確認してみると、残薬があり、ご自分では管理できなくなっていることやご家族もそう 

   した状況を把握していないように見受けられる。 

その原因としては、ご本人やご家族の認知的な問題もあるが、それ以外にも、薬が飲みづらいと 

か、薬シートからの取り出しができない、また、副作用（飲み合わせ）が怖いと思って患者自身の 

判断で中断してしまうということがある。 
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そのため、薬剤師としては、個々の飲み忘れや飲めない、飲まない等という原因を把握し、正し 

く薬を服薬するための工夫と他の職種との連携が求められる。 

そして、原因が単なる飲み忘れや薬の数の間違いについては、薬剤師が、いくつかの薬を一袋に 

まとめて、飲むタイミングを袋に記載したり、また、お薬カレンダー等を利用して、服薬の有無が 

確認しやすい方法があることをお伝えしたりして、訪問した際に、確認をしていくことが必要とな 

る。 

しかし、薬剤師が訪問するには限りがあり、服薬は日常的なことのため、介護職やご家族にご協 

   力いただけると、服薬状況がより向上すると考える。 

第２に、在宅では高度医療が可能となってきていることが挙げられる。 

がん治療では、麻薬による鎮痛剤の利用が進んでいる。ご本人やご家族の中には、鎮痛剤につい 

て、習慣性、依存性を考えて使用をためらう方もいるが、医師の指示、薬剤師のアドバイスを守っ 

て、がんの痛みをコントロールすれば、在宅での生活がしやすくなるものであるといことを理解 

していただきたい。 

また、在宅では、注射薬や栄養補助剤の使用もされているが、これには、無菌状態での調剤環境 

が必要となる。区内の薬局は狭い調剤室が多いため、設置するのは難しい。薬剤師会としては、住 

み慣れたご自宅等で療養しながらお過ごしになれるように、調剤機器の充実を図り、暮らしを支え 

ていく必要があると考える。そして、薬剤師自身の技能や技術も向上させながら、皆様にお役に立 

てればと考えている。 

委 員：区では介護サービス事業者が集まる連絡会があり、私は、その代表を務めている立場から現状と 

課題についての話をさせていただく。 

区内には介護事業所数は３００近くあり、地域のコンビニさんとも言われている。まず、困った 

ことがあれば、地域の包括支援センターに相談してもらい、生活の中で生じている支障を、いろい 

ろな介護サービスを使いながら、地域の中で自立した生活ができるように支えるのが介護事業者で 

ある。 

平成１２年４月に介護保険制度が発足し、１４年経った。これまで、サービスの質や接客対応な 

ど、ご利用者様から叱咤激励をもらいながら一歩一歩進んできた。今後、団塊の世代が７５歳を超 

える２０２５年からは、要介護者の増加が見込まれ、どう支えていくのかが大きな課題となってい 

る。 

今後若い世代の人口数が減少し、介護を支える人材不足も考えられる。介護事業者としては、よ

り質の高い学習をし、連携を強化していく取り組みをすることが大切だと考える。 

そして、在宅療養で暮らすには、医療と介護の二つの社会保障制度を上手く使っていかなければ 

できない。介護保険での介護サービスを受けるにも、前提として、主治医（かかりつけ医）をもつ 

ことが大切になる。今回のシンポジウムに参加していただいた皆様には、「電気、水道、ガス、か 

かりつけ医」といった、生活にかかせないという意味のキーワードを持っていただけたらと思う。 

会 長：これまで歯科医師、薬剤師、介護事業者の三人のお立場から、お聞かせいただいた。 

キーワードとして、かかりつけ医が出てきた。かかりつけ医と薬剤師の連携の面では、お薬手 

帳が成功していると言える。高齢者の多くが、複数の病気をかかえていることが多く、内科、整形

外科、眼科といった様々な科の診療を受け、多くの薬が処方されるが、お薬手帳により、必要な情

報が簡素化され、共有化することができる。 

一方、先ほど歯科口腔ケアについて委員からの発言もあったように、誤嚥性肺炎の予防は大切な 

ことであり、病院と歯科医師、訪問看護との連携はもっと進めていく必要があると考える。 

副会長：かかりつけ医について、私の所見を付け加えたい。 

例えば、脊柱管狭窄症という疾病にかかった時、多くの病院で治療を受けることができるが、患 

者さんが病院の選択に迷った時に、人気のある病院に紹介状を書くだけでは、慣れた医師に当らな 

いこともある。そうした対応は、本当の意味でのかかりつけ医とは言わないと思う。 

在宅での療養中、病院での入院治療が必要になった時には、必要な治療や検査を見極め、そのた 

め紹介すべき病院や医師はどこか、そして繋ぐことができる者をかかりつけ医という。 

そうしたかかりつけ医を持ってほしい。 
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（２） 在宅医療と介護の連携推進の課題について 

 

会 長：在宅医療と介護の連携を推進していくために、目黒区初の試みとして、先月、１０月２０日に第

１回多職種連携研修を実施した。今後、在宅医療と介護の連携を進めるに当たっての促進要因や阻

害となる要因について、病院ソーシャルワーカーと地域包括支援センターの委員のお立場からご発

言をいただきたい。 

委 員：病院で患者さんやご家族の相談を担当している医療ソーシャルワーカーの立場からお伝えした

い。 

    第１に、医療と介護連携の促進要因としては、区内には、在宅療養に関わる医療機関、医師会の 

先生、介護事業所などの資源が豊富で、相互の連携に対して意識が高く、情報を知ることにも積極 

的である。そのため、患者さんに関する情報の共有がスムーズに運びやすいと言える。患者さんが 

退院して在宅へ戻られるときの担当者会議の回数も増えており、医療職と介護職の顔の見える関係 

が取りやすくなってきている。 

その会議では、患者本人、ご家族、ケアマネジャー、ヘルパー、かかりつけ医、訪問看護師、病 

院スタッフが一堂に会して話し合うため、患者さんやご家族にとっては、在宅での療養生活を支え 

てくれるスタッフの多さを感じ、安心感にも繋がっている。 

    第２に、区の在宅療養を支える医療体制の充実が挙げられる。訪問してくれる医師も多くあり、 

訪問看護による２４時間サポートの体制も増えている。 

また、ご本人の病状が急変したり、ご家族の生活状況の変化などで介護ができず、療養が継続で 

きない場合には、緊急時の対応やレスパイト入院の相談ができる病院があるので、在宅療養がしや 

すい環境であると考える。 

    次に、医療と介護連携の阻害要因について、２つ程挙げたい。 

第１に、目黒区は在宅療養がしやすい環境があるとはいっても医療と介護の連携は難しいのが現 

状である。それは、医療は救命、治療という視点で動いており、介護は、生活を支えるという視点

で動いている。そうした違いが、同じ土俵で話し合う時や連携するときの難しさになっている。 

 在宅療養のポイントは、医療的な治療や処置をいかに在宅の生活に合わせていくのか、生活の中 

で行っていくにはどのような方法があるのかを考えていくことが大切になる。医療者側が、生活と 

いう視点を持つことが大切だが、病院では生活の視点がまだまだ薄い。 

今後は、医療者側が介護事業者へ目を向け、介護が出来る範囲や出来ない範囲を学ぶなど、介護 

側へ働きかけるという取り組みが必要になってくると考える。 

    第２に、在宅療養を支える制度は、医療保険、介護保険をはじめ、障がい者の制度など様々な制 

   度を使うので複雑になっている。この制度を上手に使っていくことが在宅療養のコツになる。 

    専門家であってもなかなか使いこなすことが難しい。今後、制度の使い方についても、専門家、 

行政側が一緒になって取り組んでいかなければならないと考える。 

委 員：中央包括支援センターは、在宅療養支援窓口を併設しており、日々の相談を受けている立場から 

話をさせていただく。 

 第１に、退院する際、病院側と患者さん・ご家族とでは、生活の視点において、意識の違いがあ 

ると感じている。 

それは、「突然、明日退院ですと言われた。」「歩くことが困難なのに、退院できますよと言われ 

た。」「口からご飯が食べることが出来ないのに帰って良いと言われた。」「管が付いているけど、家 

ではどうしたら良いのか。」といった内容の相談をご本人やご家族から多く受ける。退院できる状 

態とは、入院前の身体に回復している近いイメージであり、「状態が戻ってないのに、退院するこ 

とは出来ない」と思っていることが多いことが挙げられる。 

一方、病院側からは、「熱は下がっており、治療は終了したので帰れる。」「病状は安定している 

ので、家で過ごすほうが自由があって良いのではないか。」といったことを話している。 

 こうしたことから、患者さんやご家族と病院側とでは、退院時点での意識のギャップがあると考 

える。 

第２に退院後、ご自宅に戻る際は、在宅での医療をシンプルにすることが大切である。 

現在では、点滴やさまざまな処置をしながら在宅で過ごすことが出来る。しかし、先ほどの委員 

の発言にもあったが、ご本人やご家族の服薬管理の面では、一日１回ならできるが、３回は不安だ 

といったこともある。 
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そのためには、入院中からご自宅での医療について、どのような支援が受けられるのかをご本人、

ご家族にご理解いただき、選択できるように支援していくことが必要となる。支援する際には、多

職種が関わることで、いろいろな選択が可能となり、積み重ねをしていくことが、在宅医療と介護

の連携に必要と考える。 

区で行った多職種の連携の研修会では、「在宅療養へ向けた退院支援」をテーマにし、病院ソ

ーシャルワーカーが講師となって、退院の際、自宅へ帰って療養生活が過ごせるのかどうかとい

うことについて、講義と事例を基にグループ討議が行われた。 

こうした、多職種が共通の課題への理解を深めていくことは、非常に大事なことだと感じた。 

第３に、介護保険サービスを利用したことない人にとっては、申請方法を知らないこともある。 

そのため、地域包括支援センターが介護保険の認定申請の受付を行い、相談に応じていることな

どの周知にこれからも努めていきたい。 

委 員：在宅へ戻る時の、病院からかかりつ医への流れについて教えてほしい。 

委 員：多くの患者さんは、かかりつけ医の紹介状により入院してくる。受入れの病院では、かかりつけ 

医の治療経過を参考にして、入院治療に反映させている。退院後は、かかりつけ医に診療を依頼す 

ることが多い。そのため、退院前の担当者会議（カンファレンス）には、かかりつけ医にご参加い 

ただき、直接情報を伝えたり、または、診療情報提供書といった書面で情報をかかりつけ医に返し 

ている。 

しかし、通院することが難しくなる方も多くいるため、医療処置によっては、元のかかりつけ医 

に戻ることが難しい場合がある。その時には、病院のソーシャルワーカーが、訪問診療を担う新し 

いかかりつけ医を探して、ご紹介をしている。 

委 員：家の近くに、自分を診てくれるかかりつけ医を持っていない人も多い。介護保険申請時にお聞き 

すると、大きな病院での主治医はいるけれども、地元でのかかりつけ医はいないという方も多く、 

今後どのように進んでいくと考えるか。 

委 員：大きな病院では、外来は月１回や２か月１回という間隔で診療をすることが多い。特に高齢者は、 

細かい服薬調整が必要であったり、入院中には状態が安定していても、退院後には、食事の変化や 

環境の変化により、身体の変化が生じることが多い。 

そのため、月１回や２か月１回の外来診療では足りない。適宜、治療の細かい相談をしていくこ 

とが必要となる。がんの末期は、服薬調整が状況に応じて変わり、身近なかかりつけ医によって、 

訪問回数を増やして状態を診てもらう必要もある。在宅療養を続けるためには、かかりつけ医がい 

ることは大切なことだと考える。 

副会長：先程の委員の発言で、大きな病院での主治医はいるが、地域でのかかりつけ医がいないという方 

について、医師会の取り組みを情報提供したい。 

急に介護が必要となり、介護保険申請のため、審査をしなければならないという場合、今まで大 

きな病院（大学病院等）にかかっていたため、患者さんの情報が少ないといったことがあった。 

医師会では、申請時に必要な医師の意見書が作成できるよう、少ない面接で、必要な情報共有す 

るための記入書式を作成し、ご家族や介護者への対応をしている。 

会 長：在宅医療と介護の連携のキーワードとして、多職種連携がある。非常に大切なことだが、いろい 

ろな職種が連携していく難しさがあるために、何度も呼びかけていくことが必要。連携には、話し 

合いの回数を重ねるなどして、お互いの話がかみ合うようにしていかなければならない。 

もう 1つのキーワードには、かかりつけ医、家庭医、主治医という言葉がある。 

今は、医師の専門性が非常に高く、消化器内科、神経内科など診療の細分化が進んでいる。一方、 

総合診療科の必要性もいわれ、改革は早いスピードで進めなければならない。 

こうした、シンポジウム等を通じて、在宅の現状やこれからの状況を伝えるとともに、皆様と一

緒に議論を深めていくことが大切である。 

 

（３）終末期ケアの現状と課題について 

 

会 長：終末期ケアの現状と課題について、医師、ケアマネジャー、訪問看護師のお立場からご発言をお

願いしたい。 

副会長：１９５０年代は８０％以上が自宅で亡くなっていた。それが、２０１０年には１２％台まで激減 

し、ほとんどの人が、病院で亡くなるようになった。そして、今は自宅での看取りへとシフトしよ 
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うとしている。 

    日本医師会では、終末期医療については、現代医療において、可能な治療の効果が期待できず、 

   積極的治療がむしろ不適切と考えられる状態で、余命が６か月以内と考えられる状況を指してい 

る。 

これには、在宅での終末期には積極的な治療は行わず、患者さんの平穏な日々を多職種連携の 

   ケアによって支えていくことが大切となる。入院と在宅での一番の違いは患者さんの立場である。 

入院では、病院のお客という立場だが、在宅では家の主としての立場で過ごすため、精神的な面か 

ら、望みや要求への違いがある。そうしたことを、常に考えてケアをしていくことが必要になる。 

在宅では、患者さん、ご家族、その介護者が中心となり、その周りに医師、看護師、ケアマネジャ 

ーが組んで、患者さんにとって、何が必要かを考え、そして、いろいろな職種、宗教家までも取り 

巻くケアが必要となる。 

先程、会長からも話があったが、２人に一人は悪性腫瘍（がん）になり、３人に一人は悪性腫瘍 

で亡くなる。そのため、終末期ケアではがん対策が必須になる。 

 そこで、がん診療については、平成１９年６月１５日にがん対策基本法に基づく「がん対策推進 

基本計画」が閣議決定された。それにより、日本緩和医療学会における「がん緩和ケア研修会標準 

プログラム」により、疼痛緩和、メンタルケア、家族対応についての研修が行われるようになった。 

また、医師はターミナルという言葉について、数か月、数週間、数日、数時間の単位を使う。６ 

か月から数か月の間を「ターミナル前期」、数週間の単位になると「ターミナル中期」、数日で亡く 

なる可能性は「ターミナル後期」、数時間以内では「死亡直前期」という分類をしている。 

患者さんは、在宅で過ごすときに、ご自宅などで心や身体の苦痛を和らげたいという思いと、家 

族や他人の負担になりたくないという思いがあり、自分と家族等との関係において、在宅もしくは 

入院かの選択をする。在宅での終末期を過ごしたいと決めると、最期まで在宅で過ごさなければい 

けないと考えがちだが、そうではなく、在宅で患者さんが望んだ場所で安楽に過ごす期間をできる 

だけつくるということである。終末期には、落ち着いた症状とそうでない症状が交互に現れるので、 

そこをどう過ごすかが大切となり、入院が必要な時は、適切に対応する後方支援病院が求められる。 

 看取りが近づいてくると、痛み、呼吸困難、嘔吐、せん妄などの症状が出てくる。そのため、在 

宅ケアチームは、準備を怠りなくし、ご家族にも良く説明をしていくと、周りにいる家族の心配も 

少なくなり、患者さんの苦しみも少なくなる。安らかな終末を迎えるために、家族ができることは 

沢山あり、それには、足や手をさする、口腔内を清潔にする、足浴、手浴、唇を湿らせる、手を握 

る、昏睡状態になっても語りかけるなどの助言が大切となる。 

先ほどからかかりつけ医という言葉が出ているが、在宅の終末期においても、相談に応じること 

ができ、最新の医療情報に通じて、最適な病院や介護職とも連携する力のある、長けた医師が求め 

られる。目黒区医師会としても、患者さんからの声を励みに努力していきたいと思っている。 

委 員：介護事業者の中には、ケアマネジャ－が集まる分科会があり、その代表を務めている立場から、 

終末期に在宅ケアで行っている対応をいくつか順に話をさせていただく。 

私は、介護保険制度が始まった最初からケアプランを担当し、多数の方の看取りに関わってきた。 

今、ご発言いただいた委員の話を聞きながらも、関わった方のご様子が思い出された。 

まず第１に終末期を支えるには、チームを組むことが必要となる。医療と介護だけでなく、どの 

ような終末期を過ごしたいかで、インフォーマルなメンバーも入ることもあり、いろいろな方の力 

が必要になる。その時に、本人や家族がどのように最期を過ごしたいかという、意向を確認してお 

くことが大事であるが、家族間で話し合われていない場合には、お考えいただくようにご提案をし 

て、適切な時期に確認をしていく。 

第２に、チームを編成した後の情報の共有が大切であり、そのための体制を整えることが必要と

なる。 

第３に、終末期には、医療と介護のほかに精神的な支えが求められる。家族だけでなく、友人で 

あったり、ボランティアであったり、宗教家であったりする。また、ケアマネジャーとしても、出 

来る限りの支えになりたいので、是非、相談をしてほしいと思う。 

第４には、環境整備をしていくことである。痛みや不安に対する対応方法も大変良くなっており、 

   体位変換ができるマットレスなど便利になっている。できるだけ過ごしやすいよう、ご提案させて

いただくので、医療用具や福祉用具の相談をしていただきたい。 

第５に病院との連携である。在宅での療養を選択すると、病院に戻れないのではないかという不 
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安を抱く方も多い。その点、区では連携がつくられており、在宅療養支援病床確保事業や病院ショ 

ートステイなどもあるため、大きな支えになっている。病院と医師会や在宅ケアとの連携ができて 

いることは、素晴らしいことだと考える。 

第６には、最期の看取りだが、３つの場合の対応があると思う。一つ目は、終末期を在宅で過ご 

し、そのまま在宅で看取りとなる場合、二つ目は、終末期を在宅で過ごし、最期は病院に行きたい 

という場合、三つ目は、終末期を在宅で過ごし、最期は自宅での看取りを本人や家族も決心してい 

たけれども、いざという時になって病院で亡くなることを選択して、病院に行く場合である。 

 私の経験では、この三つ目の場合が多かったが、こういう時に、救急車をまず呼ぶのではなく、 

在宅チームのだれかに連絡をとってほしい。そうすれば、連絡網により主治医に繋がる。しかし、 

どのような場合であっても、ご本人が一度は在宅へ戻られて過ごすことができ、ご家族も満足され 

たのであれば、良いのだとも思っている。 

次に、在宅ケアにおける終末期のこれからの課題について３点ほどお伝えしたい。 

第１に、だれにでも死は訪れるが、終末期の過ごし方や看取りについて、あまり話し合うことを 

していない。考える機会を提供していくことが大切であり、区民の意識啓発が今後の課題と考える。 

家族みんなで話し合える時に話し合うという一つの方法として、正月の時などに自分の気持ちを 

メモにして家族に渡すということもあると思う。 

 第２に、在宅での療養を支えるために、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの新しいサービ 

スができているが、そうしたサービスの周知を行う必要がある。1人でも多くの方に知っていただ 

くことが、安心して地域で暮らすことに繋がると思う。 

第３に、在宅療養支援窓口ができたことで、在宅での終末期の不安に対応できるように相談しや 

すい環境が整えられてきている。こうした、環境をさらにつくるため、これからも病院や関係機関 

とのネットワークづくりに努める必要がある。そのためにも、在宅療養推進協議会では、連携体制 

のしくみづくりを推進していかなければならないと考える。 

委 員：訪問看護師の立場から、終末期の課題を４点挙げさせていただく。 

第１にマンパワーの不足。第２に終末期のイメージの不足、第３に医療者からの情報提供不足、 

第４に終末期の資源提供の不足である。 

まず第１のマンパワーの不足の要因としては、核家族化が進み、遠方に家族がいることや、キー 

パーソンの方も就労しているということもあり、介護力が不足している。また、患者さんがサービ 

スの利用を多く増やしたくても、介護保険制度の区分による支給限度額が決まっており、上限を超 

えると自費になるため、金銭的な面も要因として挙げられる。 

そのため、患者さんやご家族が困らないよう、支援が効率良くできるための医療と介護の連携づ 

くりが必要であると考える。 

第２に終末期のイメージ不足だが、病院では医師を中心として、患者さんやご家族も交えてのカ 

ンファレンスを熱心に行っている。 

一方、患者さんやご家族は、医療知識も少なく、慣れないカンファレンスで緊張しており、自宅 

に戻って改めて向き合ってみると、「これからどのように体調が変わっていくのだろう。」「あの話 

はどういうことなんだろう。」と疑問を持ち、不安になる方も多い。 

そうした在宅での療養をご心配されている方に、説明の補足を行い、医療と看護の橋渡しをする 

ことが、訪問看護師として大事な役割と考える。 

 第３に医療者からの情報提供不足という点で、終末期の患者さん宅へ訪問した際、告知されてな 

い場合の対応に苦慮することである。 

今ではインフォームドコンセントがいわれ、退院前の患者さんに病気に関する治療の方針など詳 

しい説明を病院ではしているものの、終末期の患者さんに対する告知については、はっきりされて 

いないと感じることが多い。 

私たち看護師は、患者さんやご家族から症状の説明を求められるが、医師の説明以上の踏込んだ 

対応ができない。 

そのため、「自分の病状はどうなのか。」と医師にしっかりと確認したいという風潮が強まると、 

医師も終末期の患者さんに対して伝えやすくなると思う。このようなシンポジウム等の会を通し

て、意識が広まってくれればと思う。 

第４に終末期の資源提供の不足という点であるが、医療と介護の連携をして、情報提供をもっと 

していくことが必要である。 
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また、終末期にはインフォーマルなサービスも必要になると先ほどの話に出ていたが、「認知症 

家族会たけのこ」のような、同じ経験を持つ家族同士の繋がりをつくることも大事だ。身近な地域 

に「終末期の家族会」などの自由な意見交換ができる場があり、家族同士や訪問看護師や他の関係 

専門職種も参加したりすることが、必要な情報を得るのに役に立つのではと考える。 

副会長：医療の情報不足は感じるところである。在宅での連携を円滑にするために、区で作成した在宅療 

養資源マップやケアマネタイムの活用を行ってほしい。ケアマネタイムには、主治医と連絡が取り 

やすいように、医師が希望する連絡手段を掲載している。 

委 員：ご家族が集まった時に、終末期の最期をどう迎えるのかということを話し合うだけでなく、告知 

   についても話し合っておくことはとても大事だと思う。ご家族には、「患者本人には絶対に話さな 

   いでほしい。」という方もあり、病院では告知できないことが多々ある。 

ご家族で、早い時期に「ご自身に置き換えた時、病状を知らないで生活していくということは、 

どういうことなのか」、「家族で告知をどうしていくのか」ということを話し合っていただくことで、 

いざそのような病気になった時に対応ができるのではないかと思う。 

会 長：どの調査からも、多くの人が、住みなれた自宅で、家族や仲間に見守られながら最期を迎えるこ 

とを希望している。しかし、現実には、病院で亡くなっている方がほとんどで、自宅で看取った経 

験がないということもその理由の一つである。 

 急性期の病院の現状については、診療ガイドライン、クリティカルパスに基づいて行われている。 

診療ガイドラインは、病状ごとの検査やその検査結果後の診断、治療について示されている。そ 

れにより、どの病院へかかっても画一化された診断と治療が受けられるシステムである。 

また、病院ではＤＰＣ制度に基づいた診療報酬の体制がある。例えば、心筋梗塞で入院すると、 

全国の心筋梗塞入院における平均値が示されており、その範囲に入っていないと報酬面で厳しくな 

る。 

そのために、クリティカルパスという診療計画表が示されている。心筋梗塞で入院した場合、入 

   院日から退院日までの検査内容があり、何日後には退院することが決められている。これにより、 

   均一化と合理化が行われている。 

 しかし、終末期というのは、その人の人生観、生き方が集約されるため、個々の対応が必要とな 

る。一方、病院は均一化、画一化が行われているため、非常に馴染まない。 

病院では、手術や化学療法が出来ない悪性腫瘍のご高齢の患者さんが増加しているため、医師、 

薬剤師、看護師、精神科医などが連携して治療に関わってきており、今後、地域の病院は、そうし 

た緩和チームをつくって、かかりつけ医を支えることが役割になる。 

終末期については、いろいろな課題があるため、このような公の場でも終末期について議論がな 

されるようになってきた。こうした取り組みがこれからも大事である。 

 

３ 区民との意見交換 

 

会 長：是非いろいろなご発言をお願いしたい。 

区 民：シンポジウムに参加し、区の活動が分かって良かった。３点ほど述べたい。 

1点目、かかりつけ医がキーワードだと思うが、私が家族を看取った際に、医師を探すのに苦労 

した。訪問診療で、在宅看取りができるかかりつけ医というのは、区でどれほどいるのか。それが、 

需要に応じられる数であるのか。また、その医師はどこまでの医療対応ができるのか。区民からは、 

そうしたことが分からないので、見える形であると有難い。 

    ２点目、在宅で介護をしている家族が疲労している時、一晩でも良いから睡眠をとることができ 

るように助けてほしいという思いがあった。これから、独居高齢者が多い中にあって、在宅で看取 

りをするには限界があると思う。また、介護者負担が多く、介護が出来なくなった時に、ヘルパー 

と訪問看護師による、訪問ホスピスという活動が全国で少しずつ広がりつつあるが、区ではどう考 

えるか。 

    ３点目、終末期の家族会についてだが、先程の訪問看護師の話にもあったように、私も必要だと 

思う。遺族の方を支えることがとても大切で、疲弊し、孤独死になることも多いと聞いている。家 

族を亡くした方を支える仕組みについては、どうか。 

委 員：まず１点目についてだが、訪問診療を行っている診療所が分かるように、区では、「在宅療養資 
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源マップ」を作成している。作成する時には、区内全診療所を対象に調査を行った。今後も、区民 

の方が望めば、訪問を行う診療所が増えていくと考える。また、需要への対応については、区内に 

はかなりの医療が整っていると認識している。 

２点目の介護者への負担の軽減という点では、レスパイトに対応するための短期療養病床確保事 

業がある。また、少し患者さんの熱があり診てもらいたい場合には、在宅療養支援病床確保事業が 

ある。家で介護を頑張りたいと思っていても、介護保険等の施設では対応出来ないときに、ご利用 

いただくものである。ご質問の在宅ホスピスについては、そうした情報はあまりないが、把握して 

いきたいとも思う。 

    ３点目の介護者の会については、「介護されている方同士で、いろいろな事を話しましょう」と 

いう会を各地域包括支援センターごとに立ち上げている。がんの終末期のご遺族に限ってはいない 

が、「認知症家族会たけのこ」の参加者からは、ご家族がお亡くなりになった後にようやく話がで 

きるということを聞くこともある。介護者の会のあり方については、より良い方向を目指していく 

必要があると考える。 

副会長：質問１点目の補足だが、区の在宅療養支援窓口では、各診療所や訪問看護師が対応可能な医療処 

置が分かるようになっているので、相談していただきたい。 

区 民：訪問診療を受ける場合の費用面はどうか。 

医 師：医療保険には、１割負担と３割負担の方がおられるが、１割負担の方について説明する。３割の 

方は、その３倍と考えてもらいたい。 

    月２回定期的に訪問診療をし、薬を処方箋で出すという場合、施設基準によって費用の違いがあ 

る。それは、病床を持つ連携強化型の医院、病床は持たず医師を一定人数確保しつつ、他の施設と 

連携している強化型の医院、また、何処とも連携していない医院のタイプがある。概ね、月２回診 

療をして、６千円強となる。その他に検査や点滴をした場合は追加となる。また、連絡の時間帯に 

よっても違いがある。また、介護保険から看護師、ケアマネジャー、ヘルパー等との情報共有の経 

費もかかる。 

そうした、様々な経費がかかるが、高額療養制度があり、医療費に関しては１か月１２，０００ 

円が上限である。それに介護保険からの情報提供料は別途生じるため、合計１２，５８０円となる。 

場合によっては、訪問のときの交通費がかかる。 

医 師：在宅医療に関しては、患者さんのかかる費用が低く抑えられている。月２回以上の訪問であって 

も、高額医療制度上限を超える場合には、自己負担がない。院外処方の薬代は別途生じる。国は、 

医療費の削減を目指しており、在宅医療は入院するよりも医療費削減になっている。     

委 員：在宅への薬剤に関しては、処方箋を受け取った後、調剤をして、患者さんにお渡しする。訪問で 

は、ご自宅にお伺いした際、残薬の状態を確認しながら指導させていただき、１割の患者さんから 

は１回につき５０３円の居宅療養管理指導の自己負担がある。しかし、在宅でなく、薬局で受け取 

る際にもかかり、ほぼ同額のため差異はあまり無いと考えられる。 

区 民：私は、普段から自分の最期をどうしてほしいのかを家族や主治医と良く話し合っている。書き残 

して渡しておきたいが、見本が無いので分からない。病院で記入用紙を見た記憶があるが、入手方 

法があれば教えてほしい。 

委 員：最近はいろいろな種類のエンディングノートが本屋さんで売られている。エンディングノートに 

は、必要な記載事項が載っている。しかし、記入したことを悪用されないように注意してほしい。 

副会長：医師としては、そうしたノートに記載があったとしても、信憑性に疑義がある場合などは、それ 

に則って治療は出来ないこともある。尊厳死協会というところもあり、延命治療をしないという意 

思表示はできるが、法的根拠はないと思うが、どうか。 

会 長：終末期に関するガイドラインはいくつかあるが、終末期の定義が一致していない。病院としては、 

そうした内容を参考にして、リビングウイルを作成し、ご自身の意識がはっきりしている場合には、 

意思を尊重するようにしている。そして、ご自身の表明が出来ず、ご家族が代弁できるときは、そ 

の意思を尊重している。それも出来ないときには、病院の医療チームが最善を尽くして対応する。 

    しかし、どのガイドラインにも一致していることは、１人で全てを決めるのではなく、チームで 

決めていく流れになっている。 

区 民：そのリビングウイルは、尊厳死協会にも提出はできるのか。また、細かい内容も記載できるのか。 

会 長：提出はできる。治療についての意思も記載できるようになっている。今後、こうした議論が進ん 

でいくと、より普及していくものと思う。 
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委 員：エンディングノートについてだが、葬儀屋さんやご葬儀無料センター窓口、老人ホーム紹介業者 

が無料で配布をしている場合がある。 

    また、終末期の最期の対応について、点滴や胃ろう処置などの治療内容の意思表示についても、 

ガイドラインに合わせて説明書を作成し、事前にチェックができるようになっている。大きい病院 

であれば、準備されていることが多い。 

区 民：３点お伺いしたい。まず１点目は、在宅医療と介護は違うと思うが、年齢別なものがあるのか。 

介護は病気ではないと思うが、その点の違いについてお聞きしたい。 

    ２点目は、民生委員をしている立場からお伺いする。一人で倒れていたような時、直ぐに救急車 

   を呼ぶ場合が非常に多い。その後、担当の民生委員に連絡が来る。また、倒れている場合には、そ 

の方の家へ行ってほしいとの依頼がある。そうした場合、医師が立ち会うことができるのか。 

    ３点目は、ひとり暮らしの方に緊急用のケース（「防災・救急医療情報キット」）をお配りしてい 

る。その中の情報に対して、医療者からアドバイスをしていただければ、ひとり暮らし高齢者の方 

の安心が増すことに繋がると思うがどうか。 

副会長：まず、１点目の在宅医療と在宅介護については、別のものであるが、表裏一体となっているのが 

現状である。そして、介護保険制度と医療保険制度は違うものであるが、一番のリスク因子は加齢 

のため、在宅で介護を利用し、通院が出来ない方であれば、医療も必要となっている。 

例えば、特別養護老人ホームの方の診察をすると、医療が不要な方は一人もなく、いろいろな余 

病を持っている。 

２点目の家で倒れている場合の立会いについてだが、死亡を除いては緊急を要する。救急車を呼 

び、緊急のレベルを判断してもらうことが必要となる。脳梗塞の場合では、発症してから４時間以 

内の場合は、回復できるようになってきている。かかりつけ医が来て、立ち会って、それから 

判断を仰ぐのは、手遅れになる。迷ったら、まず救急車を呼ぶべきと考える。 

３点目の「防災・救急医療情報キット」についてだが、ひとり暮らしの方がどのような治療を受 

けていたのかを知ることは大切なことだ。いずれは、その方の個人番号があり、その情報がセキュ 

リティの下に、全ての医療機関がネットワークで情報が入手できることが良い。しかし、今のとこ 

ろは、冷蔵庫の扉にマークを貼っておき、冷蔵庫の中にキットを保管しておくことが現実的な対応 

である。 

会 長：救急隊から以前聞いたことであるが、「終末期に倒れていた時に、病院に運んで救急対応して良 

いのかどうか意思表示があると良い」「冷蔵庫を開けた時に、伝えたい情報がきちんと分かり、正 

しい情報が知ることが大切」ということを話していたと思う。病院としても、そうした情報があっ 

た場合に、治療処置についても考えなくてはならないので、これからの課題であると考える。 

委 員：区と消防署が連携して、玄関の扉裏と冷蔵庫の扉にマークを貼っておくと、救急隊が来た時に「防 

災・救急医療情報キット」が冷蔵庫内にあることが分かるようになっている。また、民生委員の方 

のご協力により、配っていただいているため、大分普及していると感じている。 

記載情報には、終末期についての意思表示の欄はない。また、情報更新については、かかりつけ 

医や調剤の種類の変更や担当ケアマネジャーの変更などがあり、不十分な点があると感じている。 

そのため、ケアマネジャーにご協力をいただいて、「防災・救急医療情報キット」の中にお薬手帳の 

コピーを入れたり、変更した担当ケアマネジャーの名刺を入れたりするなど、更新しやすい工夫を 

して、正確な情報に努めてはいるが、一律にはいかないため、苦労していると聞いている。 

区 民：最初の質問について、私の経験から補足をさせていただきたい。 

    高齢者で特定健康診査で年１回の受診しかしない方も何人もいるので、病気を持っていない方は 

いると思う。些細な腰痛等はあるとは思うが、特定健康診査で異常という、血圧や心臓系の病では 

ないという方はいる。そうした健診を受ける方はまだ良いが、受けない方もいる。受診しない方へ 

積極的に働きかけることは、主治医を持つことに繋がる。こうしたことからも、孤独死への対策が 

できるのではないか。 

区 民：民生委員の役割として、ひとり暮らし高齢者の見守りが挙げられると思うが、その方の病状は全 

く知らない。前もって心配な方の情報があると対応が早いと感じている。 

会 長：情報の共有化は大事なことだ。 

区 民：今回、この会に参加し、区の取り組みが分かりとても良かった。しかし、こうした活動をもっと 

多くの区民に知らせる必要がある。今の７０代、８０代は介護を受ける側であり、その子供が支え

る側なので、そうした世代への参加の取り組みが必要と考える。 
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また、私が在宅で家族を看取った経験からの話だが、ケアマネジャーの方には常にお世話になっ

た。本当に有難いし、ご苦労頂いた。しかし、経験年数や資質にも差があると感じている。より資

質の向上をしていただき、介護が受けやすくなるように支援をしていってほしいと思う。 

また、口腔ケアは大切なことで、摂食嚥下機能低下予防のために、是非介護の重要なポイントと 

して、在宅チームを組んでいける体制にしてもらいたいと思う。 

会 長：いろいろな有難いご意見をいただいた。在宅療養を推進していくには、いくつもの問題があると 

感じている。社会情勢では、単身高齢者や老夫婦の世帯が増えたこと、ようやく父母の世話をしよ 

うと思ったら定年延長のために、できなくなったこと、また、女性の社会参加が多いことも挙げら 

れる。そして、６５歳以上で認知症予備軍を含む方は、４人に一人はいると推計されており、要介 

護２以上で認知症の方は約３００万人、１０年後には、その約１．７倍になるといわれている。 

そうした状況の中で、在宅が本当に可能なのかと皆さんが思われると思う。先日、東京都在宅療 

養シンポジウムが開催され、在宅に熱心に取り組んでいる八王子市の２４時間３６５日対応の強化 

型在宅療養支援診療所（１０か所）の話があった。そこでは、昨年自宅での死亡件数は約４００件 

あり、その約半数は看取りによる死亡、残りの約半数は検死扱いとのことだった。 

在宅を支えるには、区内にも２４時間診療体制の診療所がいくつかあるが、病院がそうした診療 

所を支えていくことが大事な役割の一つだと考える。 

もう一つは、ボランティアの役割が今後もっと必要と思われる。イギリスの終末期医療について 

だが、緩和ケアチームにボランティアも巻き込んで展開しており、非常に高い評価を受けている。 

病気を沢山抱えている高齢者であっても、高齢者の尊厳を大事にし、生活の質を保ちながら、この 

地域で暮らし続けることができるシステムづくりをしていかなければならない。 

その中には、市民の参加、ボランティア活動が必要となる。良いシステムづくりのためにも、皆 

さんのご意見を頂きながら、一緒につくっていく必要があると考える。是非、宜しくお願いしたい。 

本日は、長時間に渡り、皆様から貴重なご意見を頂いた。今後に役立てていきたいと思う。これ 

で第二部を終了する。 

 


