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会長挨拶

「信頼に基づく在宅医療の展開」

日本在宅医学会

会  長　前沢　政次

　地域医療は崩壊の危機に瀕している。新医師臨床研修制度に端を発し、地方病院からの医師の引
き揚げ、病院勤務医の疲弊、開業医へ参入があいまって、勤務医数が激減、廃院に追い込まれる病
院が増加した。
　一次・二次・三次の医療システムの中では二次医療機関が弱体化しつつある。二次医療機関がこ
れまでに担ってきた役割を三次および一次医療機関に振り分ける状況になっている。在院日数の短
縮、ベッド数削減の方針がそれに拍車をかけている。救急患者の多くが三次医療機関に集中し、受
け入れ困難が続出している。二次医療機関の入院患者は在宅へという流れが促進されている。
　在宅医療は誰が担うのか。医療システムの歪みから生まれた在宅医療に取り組もうという医師は
少ないだろう。政策誘導からの医療は、算術がらみの問題が生じやすい。施設入所患者の在宅医療
自己負担分を無料にし、保険部分のみを請求する医療法人もあらわれた。その背景に在宅患者の奪
い合いがあるというが、まだ在宅死率一桁台の北海道で起こっていることだけに、なぜとの疑問が
湧く。
　本来在宅医療は高齢者本人の切なる願いから開始される。「畳の上で死にたい」「自分の思い通り
の生活ができない病院はもうこりごりだ」患者の願いに沿うことは医の原点でもある。家族介護力
は低下していても地域の介護資源は枯渇していない。
　こうした中、都市部では在宅療養支援診療所や在宅専門医療機関の奮闘により、在宅医療は進展
している。一方、過疎地域では少数医師の献身的な働きによる在宅医療にとどまっている。日本全
体ではわずかに在宅看取りの率が回復したという状況であろう。
　今、医療は安全、安心を目標にしがちである。医療の不確実性に対する認識が乏しい。社会学者
山岸俊男氏は「信頼が必要とされるのは社会的不確実性が大きい状況下であり、信頼が育成されや
すい安定した関係では、信頼そのものが必要とされない」と述べている。
　医師が信頼されるのはその技術なのか人間性なのか。二分法で考えるのは愚かしいことであろ
う。在宅医療にこそ医療に対する国民の信頼回復の糸口がある。
　「多職種協働」というテーマで開催される本大会の成果を大いに期待したい。
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顧問挨拶

日本の在宅医学の新しい方向を目指して
　　－“在宅  at home”の意味を改めて問う－

日本在宅医学会

顧  問　佐藤　智

在宅医学会創設時の願いから今日まで
　この学会が創設されようとしていた10年ほど前は、日本の一般の医療の流れは、病院全盛時代
で、今では考えられないほど病人は病院の門を叩き、開業医をあまり訪れない時代でした。病院は
外来を充実し病院収入を上げることに努めました。当時、私は東京郊外の東京白十字病院院長をし
ておりましたので、そのことを実感していました。
　私はその姿の矛盾を少しずつ感じ始め、一方に真摯な「開業医師」が多くおられ、在宅でこそ真
の医療が行われていることを知りました。そして、在宅死の患者さんの病理解剖をさせて頂いてみ
ると、病院死の患者さんのように化学療法、輸液の影響が少なく「美しい死」でした。この病理解
剖の結果は本学会の第1回に発表し、本誌第1号に掲載いたしました。私は在宅医学が病院医学に匹
敵するものであることを病理解剖所見から知り、このことを学問的に示すことの必要性を感じ、こ
の学会を起すことことに努力した次第です。
　しかし、その後、日本の社会は急速に高齢化し、「老人問題」「死の問題」が真剣に論ぜられてき
ますと、「老後を過ごすのはどこがよいか」「生涯を閉じる場所はどこがよいのか」が、医学の問題
を超えて、各自の課題になり、社会問題として取り上げられて来ました。
　今日では、可能であれば自宅で家族に囲まれて生涯を閉じたいという方が多くなりましたが、こ
れは大きな「歴史の変遷」です。

今後に残された大きな課題に対してのこの学会の役割
　　－「在宅at home」の意味を改めて問う－
　少々大げさな言い方をすれば、日本在宅医学会の第一段階の役割は終ったと言えるかもしれませ
ん。現在は本人、家族が希望すれば在宅死が可能ですし、現実にも多くなってきています。健康保
険診療報酬も在宅医療・在宅死亡に手厚く配慮され、また、老人施設内でも在宅でのようなケアを
受けて亡くなる方も多くなりつつあります。
　古くから「自宅で家族に囲まれて死を迎えられることは最大の幸せである」と言われています
が、このことは、昔も今も変わりません。
　日本でも、本人が望むならば、その願いを叶えられるように、本学会は、「at home」この真意を
実践することのできる制度を構築してゆくための研鑽と勇気を、改めて持ちたいと思います。
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大会長挨拶

第11回日本在宅医学会大会 

大会長　中野  一司
医療法人ナカノ会  理事長 
ナカノ在宅医療クリニック  院長 
鹿児島大学医学部  臨床教授 

　この度当地鹿児島(かごしま県民交流センター )で、平成21年2月28日(土)、3月1日(日)の2日間に
渡り、第11回日本在宅医学会大会を開催します。
　日本在宅医学会は1994年6月設立された「在宅医療を推進する医師の会」から発展し、1999年2月
に正式に結成されました。
　本学会は医師が中心となって在宅医療を学問としてとらえ、科学的根拠に基づいた医療の実践を
目指し、研究教育活動を推進することを目的として活動してきました。
　そして、前回の第10回静岡大会では、10年間の集大成として、「在宅医学」というタイトルの教
科書が発行され、一つの節目を迎えました。本学会の生みの親である佐藤智先生の「在宅医学」の
文章には、「在宅医療は医師のみで完結するものではなく、看護師、リハビリ職員などと協働する
ことで成立することは重々承知しているが、混乱を避けるために医師だけの集団で本学会を始め
た」と、書かれています。
　そこで、10周年を終え、立派な教科書も完成し、新しい時代に突入する第11回大会では、医師だ
けの集まりから一転して、“多職種連携”を主テーマにしました。“多職種連携”で行う褥瘡治療や栄
養管理(NST)、口腔ケアなどをテーマに挙げます。また、“多職種連携”のメンバーや介護者の多く
は女性で、在宅ケアの分野では、ジェンダー問題(社会的性差別問題)は避けて通れない問題です。
そこで、在宅ケアとジェンダーの問題もテーマの一つとして取り上げました。現在の混乱した日本
社会を救うのは人口の半分を占める女性がキーワードと考えます。奇しくもNHK大河ドラマの“篤
姫”誕生の地鹿児島にふさわしいテーマかもしれません。
　昨年度末(2008年3月29日)には、佐藤智先生を会長とする、全国在宅療養支援診療所連絡会が誕
生し、今年度は在宅医療普及元年の年になると考えます。今年度末に行われる本大会が、在宅医療
普及元年の総括になるような会になれば、と願っております。明治維新発祥の地であります当地鹿
児島が、再び、医療、介護、教育、地域社会をキーワードとした日本国の平成維新の地となること
を切望して、本大会を開催したいと思います。
　多職種の皆様のご参加をお待ちしておりますので、お誘い合わせの上、是非鹿児島の地に多数お
いでいただければ、幸いです。また、直接顔を会わす懇親会(城山観光ホテル)も大きなイベントと
考え準備致しますので、懇親会への多数のご参加もお待ちしております。
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大会概要

1. 会議の名称 第11回日本在宅医学会大会
公式ホームページ：http://www.procomu.jp/zaitaku2009/

2. 開催時期  2009年2月28日(土) ～ 3月1日(日)

3. 開催場所 かごしま県民交流センター 
〒892-0816　鹿児島県鹿児島市山下町14-50 
Tel：099-221-6600 (代表)　　Fax：099-221-6640

4. 主　催 第11回日本在宅医学会大会 

5. 大会長 中野 一司
(医療法人ナカノ会  ナカノ在宅医療クリニック 院長  鹿児島大学医学部 臨床教授)

6. テーマ 多職種連携

7. 後　援 鹿児島県、鹿児島県医師会、社団法人鹿児島県栄養士会、鹿児島県看護協会、鹿児島
県歯科医師会、鹿児島県社会福祉協議会、鹿児島県社会福祉法人、社団法人鹿児島県
針灸マッサージ師会、社団法人鹿児島県薬剤師会、社団法人鹿児島県理学療法士会、
鹿児島市、鹿児島市医師会、厚生労働省、NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国
ネットワーク、全国在宅療養支援診療所連絡会、社団法人日本作業療法士協会、日本
医師会、日本プライマリ・ケア学会 

8. 協力会社 ＜運営協力＞
アイティーアイ株式会社、泉工医科工業株式会社、株式会社クリニコ
＜ランチョンセミナー協賛＞
イーエヌ大塚製薬株式会社、大塚製薬株式会社、フクダライフテック九州株式会社、
ヤンセン ファーマ株式会社、株式会社クリニコ、株式会社ソシオン ヘルスケア マネー
ジメント
＜広告協賛企業＞
テルモメディカルケア株式会社、武田薬品工業株式会社
＜併設展示会参加企業＞
株式会社ニホン・ミック、泉工医科工業株式会社、クリエートメディック株式会社
中央法規出版株式会社、富士フィルム株式会社、セコム医療システム株式会社、ティー
アンドケー株式会社、株式会社神陵文庫 鹿児島営業所、パラマウントベッド株式会
社、メディカルアイ株式会社、株式会社カクイックスウィング、株式会社日本アルト
マーク、株式会社フクダライフテック九州
＜寄付＞
エーザイ株式会社、アイティーアイ株式会社、塩野義製薬株式会社、協和発酵キリン
株式会社



会場への交通案内

かごしま県民交流センター
〒892-0816　鹿児島市山下町14-50

Tel：099-221-6600 (代表)　Fax：099-221-6640

■ 交通アクセス ■
鹿児島空港からお越しの場合：
　鹿児島市内行きのリムジンバスに乗り「金生町」下車 ..... 徒歩10分

鹿児島中央駅からお越しの場合：
　市電に乗り換え「水族館口電停」下車 ......... 徒歩4分

　市電「水族館口電停」下車............................. 徒歩4分
　JR「鹿児島駅」下車 .....................................徒歩10分
　バス「水族館口」下車 .................................... 徒歩5分
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会場案内

1F

2F
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参加者の皆様へ

【事前受付】1階ロビー　第1日目 8：15～17：00・第2日目 8：15～15：00
① 事前登録を済まされている方は、参加証をご着用の上、直接大会にご参加ください。

(開催10日前頃に郵送予定) 大会中はご着用ください。
② 当日のお申込の方は、「当日参加受付窓口」にて、参加費をお支払いの上、ネームカードとネームホル
ダーをお受け取りください。

【クローク】1階ロビー　第1日目 8：15～18：00・第2日目 8：15～15：30 
① 1階にクロークを設置いたしますので、ご利用ください。ただし、貴重品は身につけてお持ちください。
注) 2月28日(土)の懇親会は城山観光ホテル常設クロークを利用。

②「懇親会」に参加されます場合には、恐れ入りますが、お荷物のご移動をお願い申し上げます。

【昼食】 
開催両日、協賛企業によりランチョンセミナーが開催され、お弁当を配布予定です。是非ご参加ください。

【参加登録費】 

【懇親会のご案内】 
　日  時：2009年2月28日(土)　19：00 ～ 21：30
　会  場：城山観光ホテル  エメラルドホール
 　　　　 鹿児島県鹿児島市新照院町41番1号　Tel：(099) 224-2211
　会  費：5,000円
　※ 原則、事前参加登録とさせていただきます。
　※ 懇親会のみの申し込みはできません。

【日本在宅医学会教育研修委員会からのお知らせ】 
2月28日 9：30 ～ 11：45の時間帯(予定)に、教育講演Iと教育講演IIを3月1日 9：30 ～ 11：45の時間帯(予定)
に、教育講演IIIと教育講演IVが開催されます。これらの教育講演は教育研修プログラムとなっております。
この講演を聴講されますと受講証が発行されます。この受講証は認定専門医申請のための点数を認めるもの
です。点数は以下のようになっております。
＊ 各教育講演を聴講した場合、各4点となりますが、複数の教育講演を受講された場合の取得点数は計8点
までとなりますのでご了承ください。(例：3つの講演を受講されても取得点数は8点までとなります。)

＊ 受講証は教育講演開始30分前から各会場入口にて配付いたします。
＊ 講演終了後、受講証に必要事項を御記入の上、各会場出口にて複写の1枚を御提出ください。

(必ず本人控えは各自お持ち帰りください。)

＊ 受講証には、会員番号記入欄がございます。各自、会員番号を明記して、受講いただきますようお願い
致します。

カテゴリ 当日登録 (円) 事前登録 (円) 

正会員医師、歯科医師 11,000円 10,000円 

非会員医師、歯科医師 12,000円 11,000円 

コメディカル、一般 6,000円
(準会員  5,000円)

5,000円
(準会員  4,000円) 

学生 2,000円 2,000円 
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座長・演者の皆様へ

1. 座長・コーディネータの皆様へ
■ 指定演題プログラムの場合
発表の座長・コーディネータの方は座長・コーディネータ受付をすませてください。また担当セッション開
始10分前に会場内前方の次座長席に着席ください。ご担当セッションの進行に関しましては、時間内に終了
するように、ご協力をお願い致します。

■ 一般演題発表の場合
ポスターセッション受付に担当セッション開始15分前までにお越しください。

2. 指定演題演者の皆様へ 
すべての口演発表はPCと液晶プロジェクター使用(一面投影)のみの発表となります。 

(1) 発表方法 
1. 事務局で用意するPCでの発表、もしくは、お持込みのPCでの発表が可能です。
2. 事務局で用意するPCのOSは、Windows XPです。
3. プレゼンテーションソフトは、Microsoft PowerPoint 2003, 2007をご用意します。
4. 発表データは、CD-R、USBメモリー (ともにWindows限定)でお持ち込みください。それ以外のメディ
アは受付できませんのでご注意ください。 

5. Macintoshをご利用の場合、ご自身のPCをお持ち込みください。
6. 発表データ登録は、発表セッション開始30分前までにPCセンターにて済ませてください。また、セッ
ション開始10分前までに次演者席にご着席ください。

7. プログラムの円滑な進行のため、時間厳守をお願いします。
8. 会場では各演者ご自身で演台上の機材を用いてスライドの操作をしていただきます。

(2) 発表データ登録 (PCセンター ) 場所と開設時間 
1. 場　所：会場の総合受付PCセンターを設置予定です
2. 時　間：期間中 8：30よりセッション終了まで

(3) 演者の皆様へ 
■ パソコンを持ち込まれる方へ
1. OSは、Windows (Windows2000以降)またはMacintosh (Mac OS 9以降)の双方に対応します。 
2. PCセンターでケーブルの接続を確認してください。 
3. 事務局ではD-sub15ピン(ミニ)のケーブルを用意します。 
4. 一部のPCでは本体附属のコネクターが必要な場合がありますので、必ず持参してください。 
5. 事前に各自(自宅・学校)のPCから外部モニターに正しく出力できることを確認してください。修正が
無い状態でお持ち込み下さい。 

6. 画面の解像度はXGA (1024×768、60Hz)です。このサイズより大きい場合、スライドの周囲が切れた
り、映らない場合がありますのでこのサイズ以外の解像度の使用はお控え下さい。 

7. スクリーンセーバーと省電力設定は事前に解除しておいてください。 
8. 会場にて電源コンセントをご用意しておりますので、PC用ACアダプター等、電源コードを必ずお持ち
ください。 

9. 念のためバックアップデータとして、CD-RもしくはUSBデータを必ずお持ちください。データ形式等
は、以下の「データを持ち込まれる方へ」をご参照ください。  

10.発表後は、会場内PCデスク(発表演台の近くにオペレータがおります)またはPCセンターにて、PCを返
却いたします。 
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■ データを持ち込まれる方へ 
1. 事務局で用意するPCのOSは、Windows XPです。 
2. プレゼンテーションソフトは、Microsoft PowerPoint 2003, 2007をご用意します。フォントはOS標準の
もののみご用意します。画面のレイアウト・バランスを揃えるにはMS Pゴシック、MS P明朝、Times
New Roman、Centuryのフォントを推奨致します。 

3. お持ち込みいただくメディアは、CD-RもしくはUSBメモリーでお願いします。 
4. 発表データをCD-Rにコピーする時には、ファイナライズ(セッションのクローズ・使用したCDのセッ
ションを閉じる)作業を必ず行ってください。この作業が行われなかった場合、データを作成したPC以
外でデータを開くことができなくなり、発表が不可能になります。パケットライト方式のCD-Rは使用
できません。 

5. PCセンター、事務局ではデータの修正はできません。 
6. 必ず事前にご自身でウイルスチェックを行ってください。 
7. 持ち込まれるメディアには、当日発表のデータ(完成版)以外入れないようにしてください。 
8. お持ち込みのCD-Rには、氏名、機関、セッション名、演題番号をご記入ください。 
画面の解像度はXGA (1024×768、60Hz限定)です。このサイズより大きい場合スライドの周囲が切れ
たち、映らない場合がありますので、このサイズ以外の解像度の使用はお控えください。

3. 一般演題発表者皆様へのご案内 
(1) 一般演題ポスター掲示作業 

2月28日(土)  13：00 ～ 17：00
貼り付け場所につきましては、ポスター会場前受付にてご案内します。

(2) 一般演題ポスター発表(予定) 
3月1日(日)の発表時間は下記のようになっております。
• セッションA ～ Eの場合..................... 9：00 ～ 10：10
• セッションF ～ Jの場合 .................... 10：20 ～ 11：30
各発表持ち時間は発表持ち時間7分(発表時間5分、質疑応答2分)となっておりますので厳守ください。
(質疑応答が3分から2分に変更になりました。)
発表は各セッションの座長の先生方の指示に従ってください。

(3) 撤去 
3月1日(日)  12：00 ～ 14：00の間に片付けていただくよ
うお願いします。
撤去時間を過ぎても未撤去のポスターは事務局にて
処分させていただきますので、ご了承ください。

(4) ポスター掲示要項  
以下の物は事務局でご用意いたします。 
※ 演題番号(20cm×20cm) 
※ 貼付用具(プッシュピン)
※ 踏み台 
本文とは別に縦20cm×横70cmの大きさで、「演題名・
発表者名・所属」を記入したものをご準備ください。
本文は縦190cm×横90cmの大きさにまとめてください。 
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日程表 午前8時15分から受付開始となります

 2月28日(土)
A会場(口演)

県民ホール  1F中央
B会場(口演)
中ホール  西棟2F

C会場(口演)
大ホールA

D会場(示説)
大ホールB
西棟2F

展示
展示ロビー
西棟2F

9:00
9:00～9:20

開会の辞
9:00

9:10

併設展示

指導医大会

①ポートフォリオ基盤学習
について

②研修プログラムと
専門医制度について

③グループディスカッション
と全体化

司会：川越  正平

9:30 9:30
教育講演 I

真の医療制度改革と在宅医療

講師：土居  弘幸
座長：土居  弘幸

10:30

ワークショップ I

地域医療と医学教育
ー離島医療と在宅医療から

学べるものー

 トータルコーディネータ：
嶽崎  俊郎

10:00

10:45 教育講演 II
家族看護学の現状と課題：
在宅医療における実践に

向けて
講師：小林  奈美
座長：石垣  泰則11:45

11:00

11:45
11:50

12:00
12:00
ランチョンセミナー 1

講師：丸山  道生
座長：有本  之嗣

共催：イーエヌ大塚製薬
株式会社12:50

12:00
ランチョンセミナー 2
講師：鴨下  孝志・真野  俊樹

座長：北澤  彰浩
共催：大塚製薬株式会社

12:50

12:00
ランチョンセミナー 3

講師：前田  浩利
座長：和田  忠志

共催：フクダライフテック
九州株式会社12:50

13:00
13:00

総会
13:30

13:00

一般演題
ポスター
貼付

13:30 会長講演
前沢  政次

座長：石垣  泰則14:0014:00
14:00

大会長講演

中野   一司

座長：丸山  征郎15:00

15:30

15:45 15:45
16:00

特別シンポジウム

在宅ケアとジェンダー

座長：中野 一司

ワークショップ II

多職種連携で展開する
口腔ケアと摂食嚥下

コーディネータ：
村松  真澄・今村  昌幹

17:00 17:00
17:00

17:45 17:45

18:00

19:00～21:30 懇親会
於：城山観光ホテル  エメラルドホール
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午前8時15分から受付開始となります

 3月1日(日)
A会場(口演)

県民ホール  1F中央
B会場(口演)
中ホール  西棟2F

C会場(口演)
大ホールA

D会場(示説)
大ホールB
西棟2F

展示
展示ロビー
西棟2F

9:00
9:00

シンポジウム I
褥瘡治療と多職種連携

－創傷・褥瘡治療の進歩を
在宅へ！

座長：平原　佐斗司
　　中野　一司

(9:00～10:10)
第1部  基調講演

(10:10～10:55)
第2部  シンポジウム

(11:00～11:50)
第3部  総合討論

11:50

9:00 9:00

一般演題
(ポスター
セッション)

(9:00～10:10)
セッションA～E

(10:20～11:30)
セッションF～J

併設展示

9:30 教育講演 III
(在宅)医療における、

不確実性と
リスクマネジメント
講師：竹中  郁夫 
座長：前田  憲志10:30

10:00

10:45 教育講演 IV
痛みの捉え方、鎮痛薬を
どう使う？ ー在宅で痛みと
上手に付き合うためにー
演者：冨安  志郎
座長：太田  秀樹11:45

11:00

11:30

12:00
12:00
ランチョンセミナー 4

講師：白髪  豊
　　座長：五反田  満幸
共催：ヤンセン ファーマ

株式会社12:50

12:00
ランチョンセミナー 5
　講師：岡田  晋吾
座長：伊東  徹

共催：株式会社クリニコ
12:50

12:00
ランチョンセミナー 6

講師：松岡  徳浩
座長：中野  一司

共催：株式会社ソシオン
ヘルスケアマネージメント
12:50

12:00

一般演題
ポスター
撤去

13:00
13:00 13:00

ワークショップ III
多職種連携と

ケアマネジメント
～感じていますか？

ケアマネジメントの醍醐味
～ 目指せ  トータルヘルス
プランナー THP～

コーディネータ：
小笠原  文雄・橋本  真紀

14:50

シンポジウム II

4輪駆動で展開する
在宅医療

座長：太田  秀樹

14:00
14:00

15:00 15:00
15:00

15:00～15:15
閉会の辞

16:00

17:00

18:00
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第1日  2月28日(土)

A会場 (県民ホール  1F中央)

　会長挨拶 前沢  政次
北海道大学大学院医学研究科医療システム学分野  教授

大会長挨拶 中野  一司
医療法人ナカノ会  理事長・ナカノ在宅医療クリニック  院長・鹿児島大学医学部  臨床教授

W-I-1 卒前教育を行う立場から
嶽崎  俊郎
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科  国際島嶼医療学講座、離島へき地医療人育成センター  教授、
センター長

W-I-2 「離島(地域)医療と医学教育」卒後臨床研修を行う立場から
井上  徹英
浦添総合病院  院長

W-I-3 離島医療と医学教育  ～相互補完的役割分担～
瀬戸上  健二郎
薩摩川内市下甑手打診療所

W-I-4 在宅医療の場で教育する立場から
中野  一司
医療法人ナカノ会  理事長・ナカノ在宅医療クリニック  院長・鹿児島大学医学部  臨床教授

W-I-5 遠隔医療を活用した教育
○村永  文学1)、平野  宏文2)、竹山  栄作3)、小川  信3)、宇都  由美子4)、熊本  一朗4)、新村  英士5)、
嶽崎  俊郎5)

1)鹿児島大学医学部・歯学部附属病院  医療情報部
2)鹿児島大学大学院医歯学総合研究科  脳神経病態制御外科学
3)鹿児島大学医学部・歯学部附属病院  離島へき地医療教育支援室
4)鹿児島大学大学院医歯学総合研究科  医療システム情報学
5)鹿児島大学大学院医歯学総合研究科  国際島嶼医療学

W-I-6 ITカルテを用いた医療情報の開示と医療連携の紹介
平野  宏文
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院脳・神経センター  講師

開会の辞 9：00～9：20

ワークショップ I
地域医療と医学教育ー離島医療と在宅医療から学べるものー

9：30～11：45

トータルコーディネータ：嶽崎  俊郎 (鹿児島大学大学院医歯学総合研究科  国際島嶼医療学講座、
　　　　　　　　　　　    　　　　   離島へき地医療人育成センター  教授、センター長)
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LS-1 地域一体型NSTの一環としてのPEG
丸山  道生
財団法人東京都保健医療公社  大久保病院  外科部長

プライマリ・ケアにおける在宅医療
前沢  政次
日本在宅医学会  会長

多職種連携で展開する在宅医療  ～“時代の最先端医療”としての在宅医療
中野  一司
医療法人ナカノ会  理事長・ナカノ在宅医療クリニック  院長・鹿児島大学医学部  臨床教授

1 在宅ケアとジェンダー
上野  千鶴子
東京大学大学院  教授、社会学者

2 在宅ケアとジェンダー  ～政治・行政・ジャーナリズム～
大熊  由紀子
国際医療福祉大学大学院教授、志の縁結び係

3 在宅ケアとジェンダー
樋口  恵子
NPO法人高齢社会をよくする女性の会  理事長

ランチョンセミナー 1 12：00～12：50

座長：有本  之嗣 (医療法人  宗斉会  須波宗斉会病院  理事長)
共催：イーエヌ大塚製薬株式会社

総会 13：00～13：30

会長講演 13：30～14：00

座長：石垣  泰則 (城西神経内科クリニック 院長)

大会長講演 14：00～15：30

座長：丸山  征郎 (鹿児島大学医学部血管代謝病態解析学  教授)

特別シンポジウム
在宅ケアとジェンダー 15：45～17：45

座長：中野  一司 (医療法人ナカノ会  理事長・ナカノ在宅医療クリニック  院長・
　　　　　  　　  鹿児島大学医学部  臨床教授)
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B会場 (中ホール  西棟2F)

ES-1 真の医療制度改革と在宅医療
土居  弘幸
岡山大学医歯薬学総合研究科

ES-2 家族看護学の現状と課題：在宅医療における実践に向けて
小林  奈美
鹿児島大学医学部保健学科  地域看護・看護情報学講座  教授

LS-2-1 脳梗塞慢性期の管理  ～誤嚥性肺炎の対策を中心として～
鴨下  孝志
医療法人社団  寿恵会  深沢1丁目クリニック  院長

LS-2-2 日本の医療環境の現状と変化  地域医療と在宅医療
真野  俊樹
多摩大学統合リスクマネジメント研究所  教授

教育講演 I 9：30～10：30

座長：土居  弘幸 (岡山大学大学院  医歯薬学総合研究科・医学部疫学・衛生学分野  教授)

教育講演 II 10：45～11：45

座長：石垣  泰則 (城西神経内科クリニック  院長)

ランチョンセミナー 2 12：00～12：50

座長：北澤  彰浩 (JA長野厚生連  佐久総合病院  地域ケア科)
共催：大塚製薬株式会社
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W-II-1 認知症患者の摂食機能の維持法
根面ウ蝕予防することで摂食機能を維持させる取り組み
○太田  博見1)、武  千秋2)

1)太田歯科医院、2)グループホーム中山

W-II-2 当院における口腔ケアの取組み  ～急性期から在宅まで～
古川  由美子
熊本機能病院  口腔ケアセンター  口腔ケア部長

W-II-3 在宅訪問診療での摂食・嚥下リハビリテーションにVEが持つ可能性
戸原  玄
日本大学歯学部摂食機能療法学講座  准教授

W-II-4 地域支援医療部での活動をもとに『摂食・嚥下と口腔ケア』に関する看護教育の実践
村松  真澄
札幌市立大学看護学部

W-II-5 口腔ケア・地域福祉ネットワーク
～ソーシャルキャピタルとしての病院歯科の可能性～
○永長  周一郎1,6,7)、堀田  富士子2)、内藤  晋一3)、吉川  浩郎4,6,7)、宮田  勝5,7)

1)東京都リハビリテーション病院診療部歯科
2)東京都リハビリテーション病院医療福祉連携室地域リハビリテーション科
3)松江記念病院歯科口腔外科
4)吉川歯科クリニック
5)石川県立中央病院歯科口腔外科
6)WAC顎口腔の疾患と機能を考える会
7)日本病院歯科口腔外科協議会

W-II-6 在宅医療と地域の医療職の教育・連携
今村  昌幹
沖縄県立八重山病院  内科部長

ワークショップ II
多職種連携で展開する口腔ケアと摂食嚥下 15：45～17：45

コーディネータ：村松  真澄 (札幌市立大学  看護学部  講師)
　　　　　　　　今村  昌幹 (沖縄県立八重山病院  内科部長)
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C会場 (大ホールA)

1 在宅医療教育と評価法  ～最良作品型ポートフォリオ評価を中心に
藤沼  康樹
日本生協連医療部会家庭医療学開発センター

2 在宅医療研修プログラムと専門医制度
平原  佐斗司
東京ふれあい医療生活協同組合  梶原診療所  在宅サポートセンター、研修センター  センター長

3 グループディスカッションと全体化

LS-3 小児在宅医療の展望
前田  浩利
あおぞら診療所新松戸院長、東京医科歯科大学医学部臨床教授

城山観光ホテル (エメラルドホール)

指導医大会 9：10～11：50

司会：川越  正平 (あおぞら診療所  院長)

ランチョンセミナー 3 12：00～12：50

座長：和田 忠志 (医療法人財団千葉健愛会  理事長)
共催：フクダライフテック九州株式会社

懇親会 19：00～21：30
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第2日  3月1日(日)

A会場 (県民ホール  1F中央)

第1部：基調講演 (9：00～10：10)
1 創傷治療の基礎と臨床

夏井  睦
石岡第一病院  傷の治療センター  センター長

2 褥そうのラップ療法/OpWT  －過去・現在・未来―
鳥谷部  俊一
相澤病院褥創治療センター  統括医長

3 褥瘡治療の実際と問題点
切手  俊弘
日本褥瘡学会  評議員

第2部：シンポジウム (10：10～10：55)
S-I-1 褥瘡治療の実際  －在宅主治医の立場から

鈴木  央
鈴木内科医院  副院長

S-I-2 褥瘡管理のための地域連携システム
岡田  晋吾
北美原クリニック  理事長

S-I-3 褥創治療の実際と多職種連携  ～訪問看護師の立場から～
泊  奈津美
医療法人ナカノ会  ナカノ訪問看護ステーション  所長

第3部：総合討論 (11：00～11：50)

シンポジウム I
「褥瘡治療と多職種連携」ー創傷・褥瘡治療の進歩を在宅へ！

9：00～11：50

座長：平原  佐斗司 (東京ふれあい医療生活協同組合  梶原診療所  在宅サポートセンター、
　　　　　　　　    研修センター  センター長)
　　　中野  　一司 (医療法人ナカノ会  理事長・ナカノ在宅医療クリニック  院長・
　　　　　　　　    鹿児島大学医学部  臨床教授)
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LS-4 在宅緩和ケアネットワークの構築  ～長崎での取り組み(最新情報)～
白髭  豊
医療法人  白髭内科医院  院長

S-II-1 点と腺、個人の時代から面と普通の人が在宅医療をする時代へ
新田  國夫
医療法人社団つくし会  新田クリニック  院長

S-II-2 「生きる力を」地域医療連携・多職種連携支援する
坂東  達矢
坂東歯科クリニック  院長

S-II-3 4輪駆動で進める在宅医療における薬剤師の役割
大澤  光司
株式会社メディカルグリーン  代表取締役  社長

S-II-4 訪問看護の立場から
野崎  加世子
岐阜県看護協会  訪問看護ステーション  統括所長

指定発言1
和田  忠志
医療法人財団千葉健愛会  理事長

指定発言2 在宅療養者に『食と栄養』の支援を
手塚  波子
小川医院  管理栄養士

ランチョンセミナー 4 12：00～12：50

座長：五反田  満幸 (医療法人天翔会  五反田内科クリニック  理事長)
共催：ヤンセン ファーマ株式会社

シンポジウム II
4輪駆動で展開する在宅医療
(全国在宅療養支援診療所連絡会を、全国に知っていただくためのシンポジウム)

13：00～15：00

座長：太田  秀樹 (医療法人アスムス  理事長)

閉会式 15：00～15：15
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B会場 (中ホール  西棟2F)

ES-3 (在宅)医療における、不確実性とリスクマネジメント
竹中  郁夫
もなみ法律事務所  所長

ES-4 痛みの捉え方、鎮痛薬をどう使う？ －在宅で痛みと上手に付き合うために－
冨安  志郎
長崎市立市民病院  麻酔科・緩和ケアチーム  診療部長

LS-5 PEG・半固形化と在宅栄養管理
岡田  晋吾
北美原クリニック  理事長

教育講演 III 9：30～10：30

座長：前田  憲志 (大幸砂田橋クリニック  院長)

教育講演 IV 10：45～11：45

座長：太田  秀樹 (医療法人アスムス  理事長) 

ランチョンセミナー 5 12：00～12：50

座長：伊東  徹 (鹿児島市医師会病院  消化器内科、NPO法人PEGドクターズネットワーク理事)
共催：株式会社クリニコ
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W-III-1 在宅医療20年  ～たどり着いたら  THP～
小笠原  文雄
医療法人聖徳会  小笠原内科  院長

W-III-2 薬剤師・ケアマネージャーの立場から 
～くすりと安心を在宅へ届け在宅医療を支える～
萩田  均司
(有)メディフェニックスコーポレーション  薬局つばめファーマシー  薬剤師・介護支援専門員

W-III-3 トータルヘルスプランナーの理念から見た多職種連携とケアマネジメントのあり方
藤田  紀見
医療法人  生寿会  かわな訪問看護ステーション  訪問看護師

W-III-4 福祉職(ソーシャルワーカー )の行うケアマネジメント・その方の生き様を大切に
坂屋  澄子
(有)富永調剤薬局  アミューズ富永居宅介護支援事業所  管理者・介護支援専門員

W-III-5 相談援助職としての“つむぐ力”を育てる
橋本  眞紀
吉備国際大学保健科学部看護学科  准教授

C会場 (大ホールA)

LS-6 在宅医療の渉外戦略と連携スキームについて
松岡  徳浩
医療法人津樹会  理事長

ワークショップ III
多職種連携とケアマネジメント
～～感じていますか？　ケアマネジメントの醍醐味～～ 
～目指せ　トータルヘルスプランナー　THP～ 13：00～14：50

コーディネータ：小笠原  文雄 (医療法人聖徳会  小笠原内科  院長)
　　　　　　　　橋本  　真紀 (吉備国際大学保健科学部看護学科  准教授)

ランチョンセミナー 6 12：00～12：50

座長：中野  一司 (医療法人ナカノ会  理事長・ナカノ在宅医療クリニック  院長・
　　　　　  　　  鹿児島大学医学部  臨床教授)

共催：株式会社ソシオン  ヘルスケアマネージメント





一般演題（ポスターセッション）

プログラム





27

第2日  3月1日(日) D会場 (大ホールB 西棟2階)

A-1 癌で看取った独居老人の4症例
○小野  宏志、細田  修、小野  秀子
坂の上ファミリークリニック

A-2 診療所所長一年目　在宅末期10例の振り返り
○有馬  泰治、富山  恵子、山下  由紀絵
千鳥橋病院付属たちばな診療所

A-3 東花園クリニック6年間の在宅看取りと訪問診療の検討
○古賀  友之1)、杉琴  さやこ2)、木野田  茂1)

1)医療法人きのだ会、2)東大阪市立総合病院

A-4 他職種連携で効を奏した気管切開術後患者の症例
○奥平  かおり1)、長嶺  由利子1)、後藤  真恵1)、金城  成子1)、大嶺  淳子1)、下地  幸子1)、大浜  篤1)、
名嘉村  博1)、町田  尊2)、梶浦  耕一郎2)、喜瀬  貴則2)、肥谷  菊乃3)、玉那覇  牧子4)、下地  マリ子5)、
神谷  明5)、片平  賢一6)

1)名嘉村クリニック、2)浦添総合病院、3)ことぶき居宅介護支援事業所、4)つるかめ訪問看護ステーション、
5)株式会社  琉球光和、6)株式会社  東レ・メディカル沖縄総代理店MC沖縄販売株式会社

A-5 非侵襲的間歇陽圧人工呼吸器を在宅で導入し得た一症例
○永井  京子1,2)、大塚  篤子1,2)、山本  真利子1)、赤沼  まゆみ2)、後藤  由美子2)、今井  由香3)、
下崎  美雪3)、宮前  峯子3)、古川  寿子2)、石井  利明3)、石井  咲織1)

1)ねむのきクリニック、2)訪問看護ステーションなごみ、3)石井医院

A-6 在宅人工呼吸に移行した肺結核後遺症患者をとおして末期呼吸不全における
decision–makingを考える
○立石  彰男1)、白藤  雄五1)、坂田  勇司2)、松永  信2)

医療生活協同組合健文会・宇部協立病院  1)内科、2)外科
共同研究者：宇部協立病院2階病棟看護スタッフ、虹の訪問看護ステーション看護スタッフ

A-7 中心静脈施行中の独居胃がん症例の看取り
○大塚  篤子1,2)、永井  京子1,2)、山本  真利子2)、赤沼  まゆみ1)、後藤  由美子1)、今井  由香3)、
下崎  美雪3)、宮前  峯子3)、古川  寿子1)、石井  咲織2)、石井  利明3)

1)訪問看護ステーションなごみ、2)ねむのきクリニック、3)石井医院

A-8 在宅緩和ケアで実現する一人暮らしの看取り～パターン分類～
○小笠原  文雄1)、山田  由美子1)、佐々  寛己1)、木村  久美子2)、武仲  真知子2)、五島  早苗2)、
野田  裕子2)、真名井  初美2)、中村  美穂2)、竹中  美香2)、三鴨  悦子2)、二村  美紀2)

1)医療法人聖徳会小笠原内科、2)医療法人聖徳会小笠原訪問看護ステーション

A-9 在宅医療には漢方を(1)　消化器疾患編
○山口  竜司1)、山口  誓子1,2)

1)山口診療所、2)生長会府中病院

セッションA「ターミナルケア1」
9：00～10：10

座長：森　清 (特別医療法人大和会 在宅サポートセンター  センター長)
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B-1 在宅における皮下輸液の実態調査
○鈴木  央、森  清、石垣  泰則、藤田  亜紀
日本在宅医学会研究委員会

B-2 在宅における輸血の実態調査
○鈴木  央、森  清、石垣  泰則、藤田  亜紀
日本在宅医学会研究委員会

B-3 在宅ホスピスケアにおける持続的鎮静の現状と今後の課題
○塚口  哲次、竹澤  和枝、古田  睦美、宮原  一枝、中尾  勝子
クリニックこまつ在宅医療室

B-4 神経ブロック無効の癌性疼痛に対しモルヒネ及びケタミン静注にて疼痛コントロール
し在宅管理に移行した一例
石田  進
名古屋第二赤十字病院  麻酔科

B-5 疼痛管理におけるレスキュー使用の実際
○岡  豊香1)、前野  薫1)、市川  勇1)、泰川  恵吾2)、串田  一樹3)

1)タカノ薬局鎌倉店、2)鎌倉常盤クリニック、3)昭和薬大

B-6 メーリングリストを利用した各職種間・各施設間の連携
～法人内メールサーバーによる連絡網の構築～
○外薗  真由美1)、酒匂  カズエ1)、池添  ヨシ子1)、堂園  千恵1)、内村  瑞代1)、大平  典子1)、
瀬戸口  真由美1)、田原  やす子1)、枝元  尚子1)、川上  咲子2)、川上  秀一2)

1)医療法人  明輝会  内村川上内科  外来・在宅看護部、2)医療法人  明輝会  内村川上内科

B-7 在宅現場からのVPN (Virtual Private Network)接続を用いた情報共有
○泰川  恵吾1)、久島  和洋1)、曽我  幸弘1)、今井  一登2)、吉田  雅俊3)

1)ドクターゴン診療所、2)鎌倉常盤クリニック、3)パシフィックインフォーメションワールド

B-8 救急医が離島在宅医療を経験する意義
太田  凡
湘南鎌倉総合病院  救急総合診療科

B-9 在宅医療がもつ救急医療支援の可能性
○曽我  幸弘1)、久島  和洋1)、泰川  恵吾2)、今井  一登2)

1)ドクターゴン診療所、2)鎌倉常盤クリニック

セッションB「緩和ケア、救急医療、IT、皮下輸液、輸血」
9：00～10：10

座長：今村  昌幹 (沖縄県立八重山病院  内科部長)
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C-1 高齢者の慢性硬膜下血腫に対する五苓散の治療経験
○高野  尚治1)、高見  佳宏2)、橋本  康弘2)、西村  直久2)、高橋  聡3)、古田  博子3)

西部総合病院  1)脳神経外科、2)回復期リハビリテーション科、3)救急センター

C-2 脳梗塞後に全失語をきたしたが、少しずつ言葉を発するようになり、書字も可能になった
一例
○浅井  宏友1,2)、石橋  幸滋2)

1)自治医科大学附属病院総合診療部、2)石橋クリニック

C-3 認知症患者における病態変化時の診断について
○山中  崇1,2)、高杉  絵美子1,2)、入村  峰世2)、石澤  香野2)、堀田  典寛1,2)、山本  直宗1,2)、大塚  邦明2)

1)東京女子医科大学東医療センター  在宅医療部、2)東京女子医科大学東医療センター  内科

C-4 筋萎縮性側索硬化症(ALS)在宅看取りの実践と問題点
○荻野  美恵子1)、荻野  裕2)、濱田  潤一1)、坂井  文彦1)

1)北里大学医学部神経内科学、2)東芝林間神経内科

C-5 ALS在宅療養患者の療養方針と意思決定に関する考察
－多職種連携と症例からみる現状と課題－
○一戸  由美子1)、矢尾  知恵子2)、佐藤  志保子2)、平野  道代3)、大久保  仁美3)

1)医療法人財団 河北総合病院 東京・杉並家庭医療学センター 診療部門、2)河北・杉並訪問看護ステーション、
3)東京・杉並家庭医療学センター 相談部門

C-6 神経難病における大学との病診連携
(ALSの肺小細胞癌合併症例とパーキンソン病の喉頭全摘術症例)
○佐藤  裕子1)、牧野  美恵子2)、川野  初江2)、佐藤  博信3)、田口  享秀4)

1)森が丘医院  内科、2)森が丘医院  看護師、3)神奈川リハビリテーション病院  脳神経外科、
4)横浜市立大学附属病院  耳鼻咽喉科

C-7 2ヶ月後に迫った定年退職式典出席に向けてのチームアプローチ
－在宅介護を受けている寝たきりの多系統萎縮症患者の一例－
○木村  祐子1)、星野  将隆2)、奈村  文3)、武田  江里子1)、斎藤  真道1)

船橋総合病院  1)リハビリテーション科、2)内科、3)在宅医療支援室

C-8 在宅患者の肺炎は、どこまでみれるか？ PORTスコア A-DROPは有用か？
大川  義弘
城北クリニック  内科

C-9 在宅医療導入後の医療費負担について～終末期の医療費負担は？～ 956例の検討から
小野沢  滋
医療法人鉄蕉会  亀田クリニック  在宅医療部

セッションC「脳血管障害、認知症、神経難病など」
9：00～10：10

座長：山中  崇 (東京女子医科大学東医療センター  在宅医療部  准教授)
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D-1 グループホーム入居者を中心にした連携とは～訪問看護の実際を通して考える～
○上原  美香1)、木佐貫  敬1)、安田  美和1)、川村  真弓1)、横尾  智子1)、川上  咲子2)、川上  秀一2)

1)医療法人  明輝会  よしの訪問看護ステーション、2)医療法人  明輝会  内村川上内科

D-2 新しい「在宅」～高専賃における小規模多機能型居宅介護サービスと連携した在宅医療～
○川上  秀一1)、川上  咲子1)、久木田  聡美2)

1)医療法人  明輝会  内村川上内科、2)医療法人  明輝会  小規模多機能ホームひばり

D-3 小規模多機能型居宅介護施設の在宅療養支援への可能性
○土井  正樹1)、土井  輝子2)、前田  三千代2)、加藤  久美子1)、日下  晶子2)、山田  和美2)、松尾  友美2)、
古屋  さかえ1)

1)土井医院、2)小規模多機能型居宅介護施設「かいで」

D-4 協働性トレーニングの老年性うつ病予防効果
○岩尾  智1)、堀  心一2)、三宅  奏衣2)、岩尾  範人3)、岩尾  康子3)

1)愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科、2)名古屋大学医学部、3)株式会社IRI

D-5 協働性トレーニングの転倒予防効果
○岩尾  智1)、堀  心一2)、三宅  奏衣2)、岩尾  範人3)、岩尾  康子3)

1)愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科、2)名古屋大学医学部、3)株式会社IRI

D-6 協働性トレーニングと認知症予防
○岩尾  智1)、堀  心一2)、三宅  奏衣2)、岩尾  範人3)、岩尾  康子3)

1)愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科、2)名古屋大学医学部、3)株式会社IRI

D-7 介護予防としての知覚・脳・筋の協働性トレーニング機器
○岩尾  智1)、堀  心一2)、三宅  奏衣2)、岩尾  範人3)、岩尾  康子3)

1)愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科、2)名古屋大学医学部、3)株式会社IRI

D-8 協働性トレーニングのNIROによる効果測定
○岩尾  智1)、堀  心一2)、三宅  奏衣2)、岩尾  範人3)、岩尾  康子3)

1)愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科、2)名古屋大学医学部、3)株式会社IRI

D-9 介護予防事業における試案モニタリングシートの開発とその信頼性および妥当性の検討
○井上  高博1)、福間  和美2)、横尾  誠一3)、片岡  未央4)

1)神戸市看護大学看護学部、2)金沢医科大学看護学部、3)長崎大学大学院医歯薬総合研究科保健学専攻、
4)長崎原子爆弾被爆者対策協議会

セッションD「施設在宅、介護予防」
9：00～10：10

座長：永井  康徳 (たんぽぽクリニック  院長)
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E-1 在宅療養患者の救急搬送症例の検討
○島田  恵太、肥田  泰、小野  未来代
医療生協さいたま  浦和民主診療所

E-2 癌終末期  病院めぐりをした家族の不安
○下川  久美子1)、西  きよ美2)、保坂  幸男2)

1)訪問看護ステーション泉、2)北多摩クリニック

E-3 在宅患者の喀痰吸引が家族介護に与える影響
○藤田  拓司、居内  光子
(医)拓海会  神経内科クリニック

E-4 喀痰吸引が必要な在宅患者の呼吸器感染症の発生因子の検討
○藤田  拓司、居内  光子
(医)拓海会  神経内科クリニック

E-5 在宅診療における主介護者の疾病管理と健康管理に関する調査
○坂戸  慶一郎1)、佐藤  友克2)、風間  真規子3)

1)協立クリニック訪問診療担当医師、2)協立クリニック所長、3)協立クリニック訪問診療担当看護師

E-6 在宅療養中止症例の検討
○荒井  康之1)、太田  秀樹2)、冨山  宗徳2)、福地  将彦2)

1)常陸大宮済生会病院、2)医療法人アスムス

E-7 当院における定期訪問診療の概要と訪問診療中断・終了因子の検討
○川越  誠志、日高  四郎
医療法人いなほ会  日高医院

E-8 訪問診療希望を取り下げた例の検討
三井  いずみ
甲府共立病院  訪問診療相談役  内科

E-9 在宅療養患者の転帰に関する施設横断的検討
○児玉  有子1)、木村  幸博2)、太田  秀樹3)、和田  忠志4)、小野沢  滋5)、平原  佐斗司6)、鈴木  央7)、
中村  幸泰8)、中野  一司9)、川越  正平10)

1)東京大学医科学研究所、2)もりおか往診クリニック、3)おやま城北クリニック、4)あおぞら診療所新松戸、
5)亀田総合病院在宅医療部、6)東京ふれあい医療生協・梶原診療所、7)鈴木内科医院、8)ひのでクリニック、
9)ナカノ在宅医療クリニック、10)あおぞら診療所上本郷

セッションE「介護者支援、転帰」
9：00～10：10

座長：藤田  拓司 (医療法人拓海会  神経内科クリニック  理事長)
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F-1 与論島における在宅ターミナルケアの現状―1986年からの継続研究より―
近藤  功行
沖縄キリスト教学院大学人文学部・沖縄キリスト教学院大学大学院異文化コミュニケーション学研究科

F-2 在宅ホスピスケアにおける輸血の現状と今後の課題
○塚口  哲次、竹澤  和枝、古田  睦美、宮原  一枝、中尾  勝子
クリニックこまつ在宅医療室

F-3 目指す在宅死・施設死のための諸条件の検討
レシャード  カレッド
医療法人社団健祉会  レシャード医院

F-4 積雪地のへき地における在宅看取りについての検討
○小泉  健1)、古川  俊貴1)、吉嶺  文俊1)、庭山  正信1)、古川  香子1)、阿部  昌洋2)、小川  龍2)、
伊倉  真衣子3)、井口  清太郎3)、長谷川  隆志3)、鈴木  栄一3)

1)新潟県立津川病院、2)阿賀町診療所、3)新潟大学医歯学総合病院医科総合診療部

F-5 在宅緩和ケア1000人の看取りの分析
〇井尾  和雄1)、片桐  淳1)、石橋  了知1)、林  裕家2)

1)立川在宅ケアクリニック、2)桜町病院聖ヨハネホスピス

F-6 自宅での看取りを実現するための在宅緩和・家族ケア
○山田  由美子1)、小笠原  文雄1)、佐々  寛己1)、木村  久美子2)、武仲  真知子2)、五島  早苗2)、
野田  裕子2)、真名井  初美2)、中村  美穂2)、竹中  美香2)、三鴨  悦子2)、二村  美紀2)

1)医療法人聖徳会小笠原内科、2)医療法人聖徳会小笠原訪問看護ステーション

F-7 かかりつけ医をもつことで 癌終末期を安心して過ごせる
○須原  幸子1)、朝重  美代子1)、西  きよ美1)、森田  亜起1)、相河  明規2)、保坂  幸男1)

1)北多摩クリニック、2)桜町病院

F-8 在宅導入後確認された癌症例の検討
○大原  宏夫1)、岡部  宏美1)、天野  八重子1)、宮田  春加1)、今野  紗奈恵5)、久保  仁2)、高野  祥直3)、
渡邉  一夫4)

財) 脳疾患研究所附属総合南東北病院  1)在宅医療センター、2)同神経内科、3)同外科、4)同脳神経外科、
5)同医療相談室

F-9 「老衰」という病名がついた在宅死患者の要因に関する探索
○今永  光彦、木村  琢磨、菊地  涼子、清河  宏倫、斉藤  成、青木  誠
国立病院機構東埼玉病院総合診療科

セッションF「ターミナルケア2」
10：20～11：30

座長：辻  彼南雄 (ライフケアシステム  メディカルディレクター )
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G-1 重症で医療依存度が高い要介護透析患者の在宅ケア
○近森  正昭、光平  郁美、下元  小百合、後藤  玲子
近森グループ  近森病院透析外来

G-2 勉強会開催による地域連携の円滑化
○神山  一行1)、中村  哲生2)

1)港北ニュータウン診療所、2)湘南なぎさ診療所

G-3 当院訪問診療患者のご家族に対するアンケート調査からわかったこと
○星野  将隆1)、奈村  文2)、塚本  哲也1)

船橋総合病院  1)内科、2)在宅医療支援室

G-4 急性期病院から立ち上げる在宅医療推進システム
○桑原  直行1)、坂本  哲也1)、鎌田  順子2)

秋田組合総合病院  1)地域医療連携室、2)看護部

G-5 よりよい訪問診療と訪問看護の連携のために
○田中  久仁子1)、浦田  昌美1)、本村  澄子1)、藤重  ひとみ1)、古田  沢子1)、有馬  泰治2)

1)千代診療所在宅、2)千鳥橋病院付属たちばな診療所

G-6 より充実した在宅医療の場を目指して
○細田  修、小野  秀子、小野  宏志
坂の上ファミリークリニック

G-7 在宅療養支援診療所と介護支援専門員との連携を深めるために
～ “集中ケア担当者会議”の試み～
○川越  正平、松崎  麻都香、丹野  直子
あおぞら診療所

G-8 地域医療連携により摂食嚥下障害患者へのチームアプローチを行った1例 
━香川県摂食・嚥下障害研究会をベースとしての協創・協働的創造━
○坂東  達矢1)、後藤  理恵子2)

1)坂東歯科クリニック、2)香川大学医学部耳鼻咽喉科

G-9 他職種連携が効果的であった末期がん患者に施行した在宅腹膜透析の一例
○安中  正和1)、宮崎  正信2)、出口  雅浩3)、下屋敷  元子4)

1)安中外科・脳神経外科医院、1)宮崎内科医院、3)出口外科医院、4)長崎県看護協会訪問看護ステーションYOU

セッションG「地域連携」
10：20～11：30

座長：小野沢  滋 (医療法人鉄蕉会  亀田クリニック  在宅医療部  部長)
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H-1 在宅ALS患者の口腔内状況と発熱との関係
○山口  朱見1)、十時  久子1)、戸原  玄2)

1)歯科衛生士、2)日本大学歯学部摂食機能療法学講座

H-2 在宅症例における未対応の摂食・嚥下障害患者に関する調査
○尾島  麻希1)、野原  幹司1)、小谷  泰子1)、岸川  裕2)、阪井  丘芳1)

1)大阪大学歯学部  顎口腔機能治療部、2)医療法人  岸川歯科

H-3 在宅診療において摂食・嚥下障害に対応し経管栄養離脱した例
○服部  史子1)、戸原  玄2)

1)国立病院機構東京病院歯科、2)日本大学歯学部摂食機能療法学講座

H-4 訪問歯科医と訪問STの連携による遷延性意識障害に起因する摂食・嚥下障害患者への
アプローチ
○中川  量晴1,4)、石山  寿子2,3)、戸原  玄4)、植田  耕一郎4)

1)医療法人社団立靖会 ひまわり歯科、2)医療法人社団永生会 永生クリニック リハビリテーションセンター、
3)訪問看護ステーション とんぼ、4)日本大学歯学部摂食機能療法学講座

H-5 訪問歯科診療における嚥下専門部門の役割－訪問嚥下診療の実際
○小谷  泰子1)、野原  幹司1)、尾島  麻希1)、岸川  裕2)、阪井  丘芳1)

1)大阪大学歯学部附属病院  顎口腔機能治療部、2)医療法人  岸川歯科

H-6 ラップ療法で完治した足背部のIII度熱傷
○久島  和洋1)、泰川  恵吾1,2)、曽我  幸弘1,2)、今井  一登2)

1)医療法人鳥伝白川会  ドクターゴン診療所、2)医療法人鳥伝白川会  鎌倉常盤クリニック

H-7 在宅診療で可能なburied chip skin grafting (BCSG)による褥瘡治療
○佐藤  治明、小野  隆宏
優心会ハートクリニック

H-8 調剤薬局における在宅訪問薬剤管理指導
～患者背景の理解と服薬コンプライアンス把握への取り組み～
○古川  典之1)、蝦名  啓司1)、高橋  諭1)、金子  一成2)

1)ハロー薬局  薬剤師、2)札樽・すがた医院  医師

H-9 在宅医療における薬局・薬剤師の今後のあり方
～福祉国家デンマーク、スウェーデンを参考に～
○加藤  久幸1)、飯島  康典2)、岩月  進3)、寺脇  大4)、曲渕  直喜5)、寺脇  康文4)、坂巻  弘之6)

1)雙葉薬局、2)イイジマ薬局、3)ヨシケン岩月薬局、4)(株)文寿、5)あさひ薬局、6)名城大学薬学部

セッションH「口腔ケア、摂食嚥下、褥創ケア、服薬指導」
10：20～11：30

座長：原  龍馬 (医療法人社団同志会  原歯科医院  院長)
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I-1 急性期脳梗塞後の在宅復帰を目指して
○中嶋  浩二1)、糸川  博2)、岡坂  政人3)、山岸  水穂4)、平川  有延5)、美間  由紀6)、鈴木  龍太2)、藤本  司2)

1)東戸塚記念病院脳神経外科、2)昭和大学藤が丘病院脳神経外科、3)東戸塚記念病院リハビリテーション科、
4)東戸塚記念病院医療福祉相談室、5)東戸塚記念病院地域医療連携室、6)東戸塚記念病院診療情報管理室

I-2 「在宅医療支援室」と病院外の在宅関連各部署との連携について
―アンケート調査による考察―
○奈村  文1)、星野  将隆2)、石井  久美子1)

船橋総合病院  1)看護部  在宅医療支援室、2)内科

I-3 急性期医療と連携した在宅医療・療養支援のロールモデルの開発
○山本  五十年1)、猪口  貞樹1)、鈴木  紳一郎2)、加藤  洋隆3)、田尻  さくら子4)、山本  仙子5)、
岩本  智恵美6)、鈴木  優子3)、杉下  寿子6)、遠藤  眞紀7)、中丸  由紀子5)

1)東海大学医学部専門診療学系救命救急医学、2)財団法人同友会藤沢湘南台病院、
3)医療法人救友会湘南真田クリニック、4)東海大学医学部内科学系呼吸器内科、5)株式会社メディトピア湘南、
6)SMC訪問看護ステーションさなだ、7)SMCケアステーションさなだ

I-4 病棟看護師と訪問看護師間における情報提供に関する現状と課題
○松下  成美、井出  玲子、川口  素賀糸、金古  澄子、井出  美由紀
JA長野厚生連佐久総合病院訪問看護ステーションうすだ

I-5 病院退院後、在宅期間が7日以内であった看取り症例の検討
長尾  和宏
長尾クリニック

I-6 当院における在宅療養支援の取り組み
～ALS患者の退院支援を通じて病棟看護師の役割～
○川上  唯1)、瓜生  伸一2)

1)北里大学東病院神経内科病棟、2)北里大学東病院MEセンター部

I-7 介護療養型医療施設全廃に伴う在宅移行への試み
○平野  佳子1)、川野  友記子1)、仲田  公彦2)

1)医療法人社団  衿正会  生駒病院 医事管理部  医療相談室、2)医療法人社団  衿正会  生駒病院  医局

I-8 精神疾患に身体疾患を併発した症例の在宅生活を支える多職種連携のあり方について
○橋本  もも1)、塚本  哲也2)

船橋総合病院  1)医療福祉相談室、2)診療部内科

I-9 写真で広げる在宅ケアコミュニケーション
○福元  ゆかり、遠矢  純一郎、前村  志保子、東  美由紀、柴山  美保子、竹内  ゆみ子、泊  奈津美、
中野  一司
医療法人ナカノ会

セッションI「在宅復帰 (退院支援)」
10：20～11：30

座長：田城  孝雄 (順天堂大学医学部公衆衛生学講座  准教授)
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J-1 家庭医療後期研修フェローシップとしての在宅専門医研修
～日生協在宅医療フェロ―シップ東京～
○平原  佐斗司1)、藤沼  康樹2)

1)東京ふれあい医療生活協同組合  梶原診療所  在宅サポートセンター・研修センター、
2)生協浮間診療所、日生協家庭医療学開発センター

J-2 在宅療養支援診療所に開設した緩和ケア外来の意義について
平原  佐斗司
東京ふれあい医療生活協同組合梶原診療所  在宅サポートセンター

J-3 精神疾患をもつ介護者による看取り
～胃癌末期の統合失調症の姉を妄想性人格障害の妹が看取った一例～
平原  佐斗司
東京ふれあい医療生活協同組合  梶原診療所  在宅サポートセンター

J-4 振り返りフォーマットを利用した「お看取り後カンファレンス」の試み
斉藤  康洋
医療法人社団  青い鳥会  上田クリニック

J-5 在宅ケアにおける家族事例検討会の効果と課題
～ナカノ訪問看護ステーションと鹿児島大学の連携～
○冨貴田  景子1)、泊  奈津美2)、中野  一司3)、小林  奈美1)

1)鹿児島大学医学部保健学科、2)ナカノ訪問看護ステーション、3)ナカノ在宅医療クリニック

J-6 国立病院機構東埼玉病院の在宅診療研修で研修医が学んだ内容に関する探索
○木村  琢磨、今永  光彦、菊地  涼子、清河  宏倫、齋藤  成、青木  誠
国立病院機構東埼玉病院  総合診療科

J-7 多職種学生連携によるフィールドワークは学生の地域医療指向を強める
○井口  清太郎1)、太田  求磨1,3)、森山  雅人1,2)、藤澤  純一1,2)、長谷川  隆志1,2)、鈴木  栄一1,2)、
吉嶺  文俊4)、布施  克也5)

1)新潟大学  地域医療教育支援コアステーション、2)新潟大学医歯学総合病院  医師キャリア支援センター、
3)新潟県立中央病院、4)県立津川病院、5)県立小出病院

J-8 在宅医療における薬学教育6年制の課題
串田  一樹
昭和薬科大学

J-9 在宅医療と大学院教育
○土居  弘幸、小松  裕和
岡山大学医歯薬学総合研究科疫学・衛生学分野

セッションJ「医学教育」
10：20～11：30

座長：和田  忠志 (医療法人財団千葉健愛会  理事長)
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会長講演
プライマリ・ケアにおける在宅医療

前沢  政次
日本在宅医学会  会長

　わが国では診療所を拠点に展開する医療の呼称があいまいにされてきた。一次医療、地域医療、家庭医療、
総合診療、プライマリ・ケアなどいくつもの名称が交錯している。
　一昨年来、日本医師会生涯教育委員会とプライマリ・ケア関連3学会が総合診療医認定制度をめざしたカ
リキュラムの内容を検討してきた。カリキュラムに関しては一定の成果は生み出したものの、認定制度自体
は進展の兆しがない。
　プライマリ・ケアにはどのような意味が込められているか。①近接性、②包括性、③協調性、④継続性、
⑤責任性(文脈性)の定義がよく使われるが、最近のプライマリ・ケア学会では、「多職種協働による地域ケア
で住民生活を支える医療」という色彩が強くなっている。それ自体は望ましいことであるが、原義から学ぶ
べきことはそればかりではない。地域の保健ニーズを把握し、地域資源を有効活用する計画的な医療である
こと、住民の自立・自助を促していくことなども含まれる。
　この視点から在宅医療を見直してみると、現場での経験を積み上げ、高齢者・家族・生活環境に関するア
セスメントの創意工夫、ケアチームサービスの質的向上、医療福祉資源や人材の開発・活用、地域住民への
啓発活動・共育、チームスタッフの後継者育成などの課題に取り組むことの必要性に気づく。なかでも在宅
医療に従事する医師の育成は緊急の課題で、在宅専門医の養成ばかりでなく、病院医師にも在宅医療に関心
を持ってもらうこと、プライマリ・ケア担当医に在宅医療・看取り研修の機会を提供すること、家庭医(地域
総合医)をめざす研修医・学生に研修・実習してもらうことが求められる。
　総合診療医認定制度の実現は先行き不透明ではあるが、在宅医療の研修プログラムを整備し、教育技法を
学び合って次世代に備えることは日本の医療の改善につながるはずである。

略　歴
【まえざわ　まさじ】　北海道大学大学院医学研究科医療システム学分野教授

1971年　新潟大学医学部卒業
1984年　自治医科大学地域医療学助教授
1988年　涌谷町町民医療福祉センター所長
1996年　北海道大学病院総合診療部教授
2005年　現職。
専門は地域医療学。
主な役職として日本在宅医学会会長、日本プライマリ・ケア学会会長、日本ケアマネジメント学会副
理事長、全国国保診療施設協議会参与など。主な著書(編著・共著)としては『診療所で教えるプライマ
リ・ケア』プリメド社、『家庭医療学ハンドブック』中外医学社、『地域空洞化時代における行政とボ
ランティア』中央法規出版など。
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大会長講演
多職種連携で展開する在宅医療  
～“時代の最先端医療”としての在宅医療

中野  一司
医療法人ナカノ会  理事長
ナカノ在宅医療クリニック  院長
鹿児島大学医学部  臨床教授

　近年、医療崩壊という言葉を良く耳にする。その原因として、大学の独立法人化、臨床研修医義務化、病
院医療から在宅医療への政策誘導など、国が制度をいじるから、医局や地域医療が崩壊する(だから臨床研修
医義務化を中止せよ)という議論もある。おそらく、国が政策誘導するから医療システムが壊れるのではな
く、超高齢社会を迎え、疾患構造が急性期疾患から慢性期疾患へ変化して、現在の病院医療を重視した医療
システムでは現状(超高齢社会)に対応できなくなってしまった(現在の医療システム自体がシステム疲労を
起こした)ため、医療システム自体が崩壊しているのだ、と考える。
　超高齢社会を迎え、増えているのは病人ではなく障害者である。旧来の病院を中心とした医療システムは、
病人を対象としたもので、障害者への対応は想定していない。即ち、医療システム自体が全体的に制度疲労
を起こして、国民のニーズに対応できなくなってきてしまったため、現在の医療システムが崩壊しているの
だと考える。障害者に対応した医療システムは、在宅(地域)での療養生活を支える介護と在宅医療で、病院
医療から在宅医療へのパラダイムシフトが必要な理由である。このような時代の流れから、在宅医療は“時
代の最先端医療”である、と言える。また、これらの一連の医療崩壊、医療再生に伴うキーパーソンは、総
合的に人間を診ることのできる、かかりつけ医(総合医)、と考える。
　1999年9月、私達は、医師1人、保健師1人、事務1人の3名で、ナカノ在宅医療クリニック(個人)を開業し
た。当時私は、在宅医療がやりたくて(名前だけは日本初の)在宅医療クリニックを立ち上げたわけではない。
在宅医療の“システム”を作りたくて、ナカノ在宅医療クリニックを開業した。
　当時も、地域には、訪問看護やホームヘルパー、訪問入浴サービス、介護施設、病院などの社会資源は存
在したが、それらのサービスは、バラバラに提供されていた。介護保険施行6ヶ月前の時期である。今後、在
宅医療では、これら個々の社会資源が有機的につながり、機能する地域連携ネットワーク型在宅医療システ
ム(図)が必要と考え、これらのシステムを鹿児島市に構築するために、ナカノ在宅医療クリニックを開設した。
　表に、ナカノ在宅医療クリニックの開設理念と目標を示す。在宅医療は、地域社会資源と連携したチーム
医療である。チーム医療の質を上げるための要件は以下の2つと考える。
　①良質な連携システムの構築(情報通信技術，ICT：Information and Communication Technologyを利用して、
連携のコストを安くする)
　②各参加メンバー (参加施設)のクオリティを上げる(教育環境の整備)
　これまでICTをフルに活用して、良質な地域医療システムの構築と、教育環境の整備に努力してきた。基
本的に連携先の医療機関や介護福祉サービス事業所・施設はオープンだが、鹿児島市内の10数か所の訪問看
護ステーション、3ヶ所の薬局(服薬指導対応)、数ヶ所の歯科診療所、5～6か所の後方支援病院、10数か所の
居宅介護支援事業所、10数か所のヘルパーステーションと連携している。
　本講演では、医療法人ナカノ会(ナカノ在宅医療クリニック、ナカノ訪問看護ステーション)の9年半の歩み
を、多職種連携で展開する在宅医療という視点から、述べてみたい。
　また、“多職種連携”のメンバーや介護者の多くは女性で、在宅ケアの分野では、ジェンダー問題(社会的性
差別問題)は避けて通れない。医療、介護、福祉分野の職場の問題、家族関係の問題、介護の問題、介護のた
めに女性が仕事をやめる問題、などなど、である。これらの問題についても若干言及し、次の特別シンポジ
ウム「在宅ケアとジェンダー」につなげて行きたい。
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(表)ナカノ在宅医療クリニックの開設理念と目標(1999年9月、2003年8月一部改正。)

1)訪問診療を主な業務とする。

2)単なるクリニックではなく、本格的なケアマネジメント業務も起業する。

3)ツールとしてICT (電子カルテ・E-メール・インターネット、携帯電話等)をフル活用する。

4)地域では、競争ではなく共生を目指す。各機関と良好な関係を結ぶことで、お互いの利益向
上を図るとともに、医療全体の質を高め、地域医療の向上に貢献する。

5)病診連携・診診連携のほか、訪問看護ステーション・ヘルパーステーション等との連携とそ
の交通整理を推進し、これらの要となるべきシステムを構築する。単にペーパー (紹介状や
報告書)のみの情報交換ではなく、実際に現場や施設へ行き交渉する。

6)医師会活動(各種勉強会、医師会訪問看護ステーション、医師会検査センターなど)と連携し、
地域医療の向上を図る。

7)ケアカンファレンスの実施。

8)在宅医療の知的集団を形成し、企画・教育・広報などの業務ができる専門家を養成する。

9)クリニック内外の勉強会を励行する。

10)在宅医療の教育機関として機能する。
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シンポジウム





座  長

中野  一司 医療法人ナカノ会  理事長
ナカノ在宅医療クリニック  院長
鹿児島大学医学部  臨床教授

演  者

上野  千鶴子 東京大学大学院  教授、社会学者

1948年富山県生まれ。
京都大学大学院社会学博士課程修了、平安女学院短期大学助教授、シカゴ大学人類学部
客員研究員、京都精華大学助教授、国際日本文化研究センター客員助教授、ボン大学客
員教授、コロンビア大学客員教授、メキシコ大学院大学客員教授等を経る。1993年東京
大学文学部助教授(社会学)、1995年東京大学大学院人文社会系研究科教授。
専門は女性学、ジェンダー研究。この分野のパイオニアであり、指導的な理論家のひと
り。近年は高齢者の介護問題に関わっている。
1994年『近代家族の成立と終焉』(岩波書店)でサントリー学芸賞を受賞。
『上野千鶴子が文学を社会学する』(朝日新聞社)、『差異の政治学』『当事者主権』(中西正司
と共著) (岩波書店)、『家族を容れるハコ 家族を超えるハコ』(平凡社)、『老いる準備』(学
陽書房)、『おひとりさまの老後』(法研)など著書多数。新刊に『おひとりさまマガジン』
(文藝春秋)がある。

大熊  由紀子 国際医療福祉大学大学院教授、志の縁結び係

ある日、医師だらけの家に生まれ、幼いときはカンゴクチャンをめざす。取り違え事故
必至の粗忽さを自覚して生化学者志望に転向。現実の研究者に幻滅し、さらに転向。朝
日新聞科学部次長をへて1984年論説委員。医療・福祉の社説を17年間担当。日本の寝た
きり老人は「寝かせきり」にされた犠牲者と気づき北欧の社会システムを紹介。この学
会の第1回のシンポに呼んでいただく。阪大大学院教授(ソーシャルサービス論)をへて現
職。趣味は志ある方々の縁結び。「ゆきえにし」で検索すると先頭に出てくる「えにし」
のHPでお待ちしています。

樋口  恵子 NPO法人高齢社会をよくする女性の会  理事長

東京大学文学部美学美術史学科卒業・東京大学新聞研究所本科修了後、時事通信社・学
習研究社・キヤノン株式会社を経て、評論活動に入る。
「女性と仕事の未来館」初代館長、内閣府男女共同参画会議議員、厚生労働省社会保障審
議会委員、男女共同参画会議委員、社会保障国民会議委員、などを歴任。
現在、評論家・NPO法人「高齢社会をよくする女性の会」理事長・東京家政大学名誉教
授・「高齢社会NGO連携協議会」代表(複数代表制)。後期高齢者医療制度検討会メンバー。
著書『祖母力』(薪水社)、『私の老い構え』(文化出版局)など

特別シンポジウム

在宅ケアとジェンダー
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特別シンポジウム1

在宅ケアとジェンダー

上野  千鶴子
東京大学大学院  教授、社会学者

介護保険施行後8年間の経験と情報は、在宅介護の現場についても多くの蓄積をもたらした。長いあいだ、在
宅介護の担い手は女性であることが自明視されてきた。それは見えない、感謝されない、選べない労働だっ
た。ところで選べない介護を「強制労働」だと喝破したのはメアリ・デイリーである。強制労働は、強制収
容所にだけあるのではない。出て行けない場である家庭もまた、ケアする側にとってもケアされる側にとっ
ても「収容所」となる。日本では介護する側もされる側もその圧倒的に多くが女性であり、介護がジェン
ダー問題であるという認識がようやく共有されるようになってきた。日本の女性には、「介護を強制されな
い権利」としての人権は存在しない。介護される側にとっても、「ケアを受ける権利」としての人権は少し
も保証されていない。わたしの報告では、「ケアの人権」アプローチにもとづいて、在宅ケアの現場でケア
する側、ケアされる側にジェンダーがどのように作用しているかを、これまでの研究成果にもとづいて分析
してみたい。
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特別シンポジウム2

在宅ケアとジェンダー  ～政治・行政・ジャーナリズム～

大熊  由紀子
国際医療福祉大学大学院 (医療福祉ジャーナリズム)
福祉と医療・現場と政策をつなぐ「えにし」ネット・志の縁結び係&小間使い

I・男性たちがつくった「日本型福祉政策」(1979年)、その結果は・・・。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たとえば、日本の精神科病院のリーダーの病院で

II・女性が加わった介護対策検討会報告(1989年)と高齢者介護・自立支援システム研究会報告(1994年)
■ 多くの高齢者は、できる限り住み慣れた家庭や地域で生活を送ることを願っており、高齢者が無理な
く在宅ケアを選択できるようにすることが重要。 

■ ただし、家族介護に過度に依存し家族が過重な負担を負うようなことがあってはならない。
従って、次のような方向を目指すことが重要。 

•  高齢者が必要なサービスを、必要な日に、必要な時間帯に受けられる体制 
•  一人暮らしや高齢者のみの世帯も可能な限り在宅生活が続けられるように支援 
•  重度の障害を持つ高齢者や一人暮らしの要介護高齢者は24時間対応を基本

III・女性たちが各地でつくりあげたケアの現場

詳しくは『「寝たきり老人」のいる国いない国』『恋するようにボランティアを～優しき挑戦者たち』『福祉
が変わる医療が変わる』(ぶどう社)、『ケア～その思想と実践』(岩波書店)をどうぞ。
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特別シンポジウム3

在宅ケアとジェンダー

樋口  恵子
NPO法人高齢社会をよくする女性の会  理事長

1. 日本在宅介護名物「介護嫁」
　　　―無償労働プラス無視労働―

　日本の高度経済成長は、就業構造を雇用者化し、それに伴う「総移動状況」ともいうべき人口移動をもた
らし、地域の過疎過密を生んだ。男尊女卑を主軸とする大家族制度は解体し、性別役割分業をシステム化し
た核家族が普及した。両者のはざまで、どちらの家族においても最も長く残ったのは介護の女性役割であり
嫁役割である。伝統的男尊女卑家制度における嫁役割覧最もきびしい仕事を引き受ける。実家より婚家優先
があたりまえ覧に加えて、男は仕事・女は家庭という性別役割分業家庭においても、効率的な稼ぎ手が男女
のいずれかを考えれば女性が引き受けるのは当然であった。
　嫁介護はかくして先進諸国における日本名物となる。政府の親子同居を推奨する日本型福祉政策、介護嫁
表彰などがこの傾向に拍車をかけた。嫁が行う介護労働は、誇示してはならず、不平を言ってはならず、無
償労働であると同時に無視労働であった。介護保険制度はその流れを変えている。制度施行後、家族介護者
の続柄は急速に「嫁」から「娘」へシフトし、男性介護者の比率は1977年の9.0%から2004年には28.2%と3割
近くに達している。

2. 男性介護者の増加とジェンダー
　　　　―男介の世代に向けて―

　男性介護者の増加は新たなジェンダーにかかわる問題を明るみに出している。
「男性介護者白書」(津留正敏ほか編)によれば、男性が主たる介護者になった場合「男のくせにといったジェ
ンダー規範や、家計の大黒柱としての経済的課題、家事・介護スキルの未習熟と言った困難要因も多いが、
逆に、介護の社会化を促進し、家族介護の多様な進化・展開にも作用する有利な側面も多く備えている。」
　高齢者虐待の加害者の第1位は息子であり被害者は80歳以上の母親が多い。長年の性別役割分業の結果と
も言える事実を踏まえつつ、増加する男性介護者のさらなる増加が見込まれる団塊の世代＝男介の世代に向
けて、どのようなメッセージが必用かつ有効かを考えたい。
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第1部：基調講演

座　長

平原  佐斗司 東京ふれあい医療生活協同組合  梶原診療所  在宅サポートセンター、
研修センター  センター長

1987年島根医大卒。
在宅緩和ケアに興味をもち、92年より梶原診療所で在宅医療を開始。在宅医学会幹事(同
認定専門医制度委員会副委員長)在宅医療専門医、総合内科専門医、プライマリケア学会
指導医・評議員。東京医科歯科大学臨床教授、東京女子医大非常勤講師。気管支鏡、ア
レルギー学会各専門医。ミシガンネット理事。
<編集・執筆>
「在宅医療テキスト」(勇美財団)編集責任者、在宅医学会編「在宅医学」編集副委員長。
「明日の在宅医療」全7巻編集幹事。他在宅医療、認知症、緩和、教育等の論文多数。
研究領域は、認知症、非がん疾患の緩和ケア。

中野  一司 医療法人ナカノ会  理事長
ナカノ在宅医療クリニック  院長
鹿児島大学医学部  臨床教授

1956年 3 月生まれ、52歳
1981年 3 月：東京理科大学薬学部卒業(薬剤師免許取得)
1987年 3 月：鹿児島大学医学部卒業(医師免許取得)
1987年 4 月：鹿児島大学病院第3内科入局
1988年 1 月～1988年 3 月：鹿児島大学医学部付属病院救急部で研修
1995年 3 月：鹿児島大学医学部大学院内科系卒業。医学博士。
　　　　　　研究テーマ：血液凝固学の分子生物学。
1995年 4 月：鹿児島大学附属病院検査部
　　　　　　検査部内コンピュータネットワークの構築に従事
1999年 9 月：ナカノ在宅医療クリニック開設(院長)
2003年10月：医療法人ナカノ会理事長
2004年11月：ナカノ訪問看護ステーション、ナカノ居宅介護支援事業所を設立
2008年 3 月：鹿児島大学医学部臨床教授
<著書>
臨床診断のピットフォール(只野寿太郎監修、医歯薬出版)
感染症(一山智、丸山征郎偏、メディカルビュー社)
がんの在宅医療(坪井栄孝、田城孝雄編、中外医学社)
褥創の常識・非常識(鳥谷部俊一、三輪書店)
これでわかった！褥創のラップ療法(鳥谷部俊一、三輪書店)
<役職>
鹿児島大学医学部  臨床教授
全国在宅療養支援診療所連絡会  世話人
NPO 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク  理事
第11回日本在宅医学会大会長 (平成21年2月28日～3月1日開催)

シンポジウムI

褥瘡治療と多職種連携  －創傷・褥瘡治療の進歩を在宅へ!
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シンポジスト

夏井  睦 石岡第一病院  傷の治療センター  センター長

1957年，秋田県生まれ。1984年，東北大学医学部卒業。
その後，東北大学形成外科に入局。2007年より石岡第一病院傷の治療センターに赴任。

鳥谷部  俊一 相澤病院褥創治療センター  統括医長

1953年　青森県生まれ．
1979年　東北大学医学部医学科卒業．
1982年　東北大学医学部第二内科．
1991年　鹿島台町国民健康保険病院内科科長．
1996年　褥創のラップ療法を考案．
2004年　相澤病院総合診療部統括医長．
2005年　相澤病院褥創治療センター統括医長．

関心領域：高齢者医療，創傷ケア，エンドオブライフケア

切手  俊弘 日本褥瘡学会  評議員

平成9年大分医科大学医学部を卒業。
大分大学第1外科で研修を行い、飯塚病院、津久見市医師会立津久見中央病院などで消化
器外科医として研鑽を積む。高齢者を見る機会が多く、褥瘡ケア、胃瘻などに興味を抱
き、平成14年「ストーマ創傷ケア勉強会」を発足し、大分県内の創傷ケアの普及に努めた。
平成18年度大分大学に戻り、翌年第4回日本褥瘡学会九州地方会事務局を務めた。
平成19年より地域医療をさらに勉強するため現在の診療所に勤務し、在宅医療に取り組
んでいる。
日本褥瘡学会  評議員  機関紙編集委員
日本外科学会  専門医
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基調講演1 創傷治療の基礎と臨床

夏井  睦
石岡第一病院  傷の治療センター

　病気の治療の原則は，病気を悪化させる要因を除き，病状を改善させる方策をとることであり，これは皮
膚外傷の治療でも同様である。では皮膚損傷での悪化要因は何かといえば，創面の乾燥と創面の消毒の二つ
であり，一方，改善要因は創面を湿潤に保つことである。つまり，「傷は乾かさない，消毒しない」という
二つを守れば，薬剤を使わなくてもどんな皮膚損傷も非常に早くきれいに治癒するのである。
　創面の乾燥を防ぎ，湿潤を保つことがなぜ重要かというと，あらゆる人体細胞は乾燥させると死滅するか
らだ。創面では欠損した組織の修復が起こっているが，これは創面で細胞培養をしているのと同じである。
培養液がなくなれば培養細胞が死滅するように，創面を乾かせば創修復のために遊走してきた細胞も死滅す
ることになる。細胞が生きるためには湿潤環境が絶対に必要である。さらに，創面からは細胞の増殖に最適
のサイトカインを豊富に含んだ浸出液が分泌されている。このため，創面を何かで覆えば創傷治癒物質に富
んだ液で湿潤に保たれることになり，創は急速に上皮化する。この「創の閉鎖による湿潤環境の維持」のた
めに開発された治療材料が創傷被覆材である。
　一方，消毒薬は蛋白質変性作用によって細菌を殺すが，その作用は種特異的でなく，消毒薬にはその淡白
が人体のものか細菌のものかの区別がつかず，細菌と人体細胞を比べると消毒薬は人体細胞をより強力に傷
害する。このため，原液の消毒薬中でも増殖できる細菌がいるのに，希釈した消毒薬であっても人体細胞を
殺すことができ，消毒薬は創面を傷害するものである。従って，人体にとっては毒物として作用し，消毒す
ればするほど創は治らなくなるのである。
　さらに付け加えると，創面に細菌が存在するだけでは創が化膿したり創治癒が遅れることはなく，感染を
起こしていない創面の細菌は除去する必要がない。
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基調講演2 褥そうのラップ療法/OpWT  －過去・現在・未来―

鳥谷部  俊一
相澤病院褥創治療センター

1996年のことである．一年以上治らなかった褥瘡(直径15‐20cm)に食品用ラップを貼って治療したところ，
約3ヶ月で治癒した．この経験を発表したところ，多くの追試研究がなされ，ラップ療法として知られるよ
うになった．2005年，ラップ療法は進化した．食品用ラップのかわりに穴あきポリエチレンフィルム／紙オ
ムツを用いる処置法は，ウエットドレッシング療法の欠点の多くを解決した．演者は，「開放性ウエットド
レッシング療法Open Wet-dressing Therapy：OpWT」を，治療理論を明示する用語として提唱している)．
褥瘡のドレッシング療法は，体圧やズリ応力，骨突出，多量の浸出液やポケット形成のためしばしば困難に
直面する．褥瘡に適したドレッシングが入手困難な現状では，台所用穴あきポリエチレンフィルムと紙おむ
つを材料にした自家製のドレッシングが解決法の一つとなる．
OpWTによる褥瘡ケアは簡単である．創と創の周囲を温水で洗い，患部全体(臀部の場合は20x30cm)を包む十
分な大きさのドレッシングをあてるだけである．ラップ療法/OpWTは，廉価かつ簡便でありながら高い臨床
効果を有するため，急性期と慢性期医療および在宅医療の現場で普及している．
ラップ療法/OpWTが急速に普及する一方，日本褥瘡学会ガイドラインに掲載されていないことが臨床の現場
で困惑をもって受け止められている．ラップ療法/OpWTが新しい治療法であること，医療用ではない家庭用
品を用いた治療法であること，エビデンスの存在が褥瘡の専門家に周知されていないことなどがガイドライ
ンに掲載されない理由と推察する．ラップ療法については既にエビデンスが集積されている．OpWTのエビ
デンスとしては，藤広のOpWT導入前後の治療成績の比較報告がある．設立10年の節目を迎えた日本褥瘡学
会は，「ラップ療法検討委員会」を設置して正式に検討することになった．学会主導でOpWTの大規模比較試
験が行われ，ラップ療法/OpWTが学会ガイドラインで正当に位置づけられることを期待する．
2008年，開放性ウエットドッシングは医療機器として商品化された．モイスキンパッド® (白十字・東京)は，
褥瘡，一般創傷，皮膚疾患への応用が期待されている．

文献：褥創治療の常識非常識―ラップ療法から開放性ウエットドレッシングまで―．三輪書店,東京,340p，2005．
　　　これでわかった！褥創のラップ療法―部位別処置事例集．三輪書店，東京，240p，2007．
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基調講演3 褥瘡治療の実際と問題点

切手  俊弘
日本褥瘡学会  評議員

　褥瘡は「できてしまえば治らない」といわれていた時代は遠い昔の話ではない。ここ十年で褥瘡の発生メ
カニズムが研究され、治療するための薬剤や創傷被覆材が活用され褥瘡は「治る」ようになってきた。そし
て現在では褥瘡の発生の原因を探り、「予防する」時代へ突入している。
　このような褥瘡ケアの発展がある一方、まだまだその恩恵を十分に受けられていない分野が存在する。そ
こは在宅である。国は高齢者を在宅で療養できるように推進しているにもかかわらず、現場である在宅褥瘡
ケアは体制が十分に整備されていない。
　昨年度、日本褥瘡学会では在宅褥瘡の実態調査を全国規模で行い、調査と並行して各都道府県別に「在宅
褥瘡セミナー」を開催した。また、「在宅褥瘡予防・治療ガイドブック」を作成し、在宅に従事する方々が
褥瘡ケアを理解しやすくなるように対策を講じている。しかし国としても褥瘡学会としても在宅褥瘡への取
り組みは「始まったばかり」といっても過言ではない。
　一般病院でも療養型施設でも在宅でも、褥瘡をケアするための基本的な考え方は変わらない。それゆえ在
宅だけに限られた方法などなく、褥瘡の方は「どこで見ても、誰が見ても同じようにケア」されるべきであ
る。しかしながら在宅には以下のことが不足している。
　　• 褥瘡ケアを勉強する時間や機会
　　• 褥瘡処置に使用できる物品や費用
　　• 褥瘡を協働でケアする医師や連携の体制
　これら在宅褥瘡ケアに足りないところを補うこと、また不足を別な方法で対処する工夫が必要とされる。
　褥瘡を治そうとして、必死に働いている在宅現場の中から生まれてくるアイデアはすばらしい。まさに
「必要は発明の母」である。しかしその「苦肉の策」をしなければならない背景が理解されていない。国や
褥瘡学会が急いで行なわなければならないことは、「本当の在宅現場の声」を聞くこと、と演者は考える。何
が病院と違って、在宅では同じように出来ないのかを理解し、上記不足を打開する体制作りを強化していか
なければならない。
　現在、演者は定期往診による在宅地域医療を行なっている。在宅で褥瘡をみるということの利点と限界な
どについて、実体験を含めて述べさせていただきたい。
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第2部：シンポジウム

座　長

平原  佐斗司 東京ふれあい医療生活協同組合  梶原診療所  在宅サポートセンター、
研修センター  センター長

中野  一司 医療法人ナカノ会  理事長
ナカノ在宅医療クリニック  院長
鹿児島大学医学部  臨床教授

シンポジスト

鈴木  央 鈴木内科医院  副院長

1987年　昭和大学医学部卒
昭和大学第二内科学教室、高津中央病院内科医長、社会保険都南病院内科部長などを経
て消化器内科、消化器内視鏡、二次救急医療を中心とした臨床に携わる。
1999年より　鈴木内科医院  副院長
鈴木内科医院院長  鈴木荘一が日本に紹介したホスピス、ターミナル・ケアの概念を引き
継ぎプライマリ・ケア、特に在宅緩和ケアを専門としている。
東京医科歯科大学臨床教授
東邦大学員外講師
昭和大学医学部客員講師

岡田  晋吾 北美原クリニック  理事長

昭和61年3月　　　防衛医科大学校卒業
昭和61年6月　　　防衛医科大学校付属病院勤務
平成 4 年1月　　　公立昭和病院外科勤務
平成 8 年1月　　　函館五稜郭病院外科医長
平成15年1月　　　同外科科長
平成16年6月から　同客員診療部長
平成16年7月から　北美原クリニック開業
<所属学会>
日本クリニカルパス学会評議員、医療マネジメント学会評議員、日本静脈経腸栄養学会
評議員、日本褥瘡学会理事、NPO法人PEGドクターズネットワーク理事、日本臨床医療福
祉協議会評議員、HEQ研究会常任幹事、全国在宅療養支援診療所連絡会議世話人、函館
医師会理事

シンポジウム I

褥瘡治療と多職種連携  －創傷・褥瘡治療の進歩を在宅へ!
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泊  奈津美 医療法人ナカノ会  ナカノ訪問看護ステーション  所長

1987年　　　防衛医科大学校高等看護学院卒
　　　　　　同年より防衛医科大学校病院勤務
1988年より　鹿児島大学医学部付属病院勤務などを経て
1999年より　訪問看護師(非常勤)として従事し
2004年より　医療法人ナカノ会ナカノ在宅医療クリニック入職
2006年より　ナカノ訪問看護ステーション管理者となり現在に至る
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■S-I-1 褥瘡治療の実際  －在宅主治医の立場から

鈴木  央
鈴木内科医院  副院長

　在宅での褥瘡対策はまず予防に始まる。それでも発生してしまった褥瘡に対する治療を考えるときに最も
重要なのは、「なぜ褥瘡ができたのか」という点にあると思われる。褥瘡が発生したということは患者側の
病態と介護・ケアの状況のバランスが崩れていることを意味する。このバランスの崩れがなぜ生じたのかと
いうことを考えることが必要であると考える。
　ある症例では、がんが進行し、寝たきり状態となり、仙骨部に黒色の壊死部を伴う大きな褥瘡が出現した。
このケースでは残された時間は短いと考えられる。このため、褥瘡の治癒に必要な数ヶ月の時間をとること
ができない。したがって、治癒を目的にするよりも、褥瘡によって生じる不快な症状を緩和する方針で治療
を進めることになる。
　ある寝たきりの症例では、認知症のために嫉妬妄想が出現した。介護者である妻の姿が少しでも見えなく
なると、「今浮気をしてきたのだろう」となじる状態が続いた。その結果、体位交換が極端に少なくなった。
その結果、褥瘡が出現した。治療は局所療法のみならず、嫉妬妄想の治療が必要であった。
　また、認知症の末期、嚥下困難となり誤嚥性肺炎を繰り返していく過程で褥瘡が出現。胃瘻を設置し栄養
状態を改善すべきかどうか、本人・家族の意向を取り入れながら意思決定していくことが、褥瘡治療の前に
必要とされる。
　このように、患者の全体を見ていくことが在宅褥瘡治療には必要とされる。いわば、褥瘡という局所変化
に対して、患者の全身状態、今までの病状、患者の生活史、人生観を考えたうえでの治療が行なわれるのが
在宅褥瘡治療の特徴であるといえる。
　また当院における褥瘡局所療法の基本は以下の5項目である。
　　① 褥瘡原因の除去
　　② 湿潤環境の保持
　　③ 消毒は極力行なわない。感染時には抗生剤全身投与。
　　④ ガーゼは使用しない
　　⑤ 創の洗浄をこまめに行い、積極的に壊死物質や浸出物を除去する
　この基本方針を満たす局所療法の基本は褥瘡をドレッシングすることであり、これは基本的に材料を問わ
ない。医療用ドレッシング材として市販されているものに加え、ラップ療法も十分にその選択肢の中に入る。
ラップ療法は急性期褥瘡では非常に有用であると考える。しかし、OpWT療法(開放性ウェットドレッシング
療法)というラップ療法の一部では吸水力が強く、治癒期の褥瘡では創が乾燥傾向になる場合もある。
　改めて強調するが、在宅での褥瘡治療は局所療法のみでは完結しない。全身的、さらには家族を含めた全
人的な対応が必要とされるのである。
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■S-I-2 褥瘡管理のための地域連携システム

岡田  晋吾
北美原クリニック

　褥瘡管理は長期にわたることも多く、在院日数が短縮化された現在の医療環境のなかではひとつの病院だ
けで治癒にまで持っていくことは難しい。治療にあたっては地域の医療機関、施設、在宅がうまく連携して
患者や家族に負担をかけないように管理していくことが大切になる。病院の褥瘡管理では多くの病院で褥瘡
対策チームが作られ、また皮膚排泄認定ナースも増えて活動するようになっているため、院内褥瘡発生率の
低下や治癒日数の短縮などの効果が見られている。しかしいわゆる持ち込み褥瘡の減少までには至っていな
いところが多い。その原因のひとつとして施設や在宅での褥瘡予防、治療の体制が十分でないことが考えら
れている。施設や在宅の現場のスタッフは熱心にケアを行っているが、なかなか褥瘡についての教育を受け
ることが少なく、どこに相談すればいいのかわからないという悩みも多い。そこで函館を中心とする道南地
区では6年前に道南創傷治癒研究会を立ち上げ、地域の褥瘡、創傷管理に関わるすべてのスタッフが参加し
て勉強をする機会を持つようにした。定期的に認定ナースを中心とした勉強会や、訪問看護師の症例研究会
を行うことで病院スタッフと施設・在宅スタッフの垣根をなくし、いつでも相談できる雰囲気作りが可能に
なってきている。地域の連携においては継続的な教育が必要であり、医療だけでなく介護スタッフ、患者、
家族を含めた教育システムが重要であると考える。またいつでも相談できる窓口を地域に提示して、早い段
階で相談を受けることで早期治癒や褥瘡発生予防につなげることが可能になると考えている。
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■S-I-3 褥創治療の実際と多職種連携  ～訪問看護師の立場から～

泊  奈津美
医療法人ナカノ会  ナカノ訪問看護ステーション

　平成20年診療報酬改定において、重度の褥瘡(真皮を越える褥瘡の状態)のある者に対しては、特別訪問看
護指示書を1月につき2回まで交付可能となった。このことは、在宅における密な褥瘡ケアが必要とされてい
る現状が公に認められたと解釈できる。ナカノ訪問看護ステーションでは平成16年開設当初より、同法人の
ナカノ在宅医療クリニック医師よりラップ療法による褥創処置の訪問看護指示をうけ、多数の事例を経験し
ている。当ステーションにおいても前述した制度利用にて、訪問看護が集中的に関わり治癒、軽快した事例
もある。
　在宅では、多職種多数のサービス提供者が関わり療養者の生活を支えているという背景の中、情報の共有、
処置(ケア)の統一においては今なお苦慮している。それが褥創となれば短時間で一気に悪化するリスクをも
つ処置(ケア)だけに、早急な対応が必要であることは言うまでもない。私達はその現状を受け、多職種連携
という観点からいくつかの課題を見出し、褥創の早期改善への働きかけを行っている。褥創とその処置にお
いては当ステーション内でも基本的な知識、手技の実際を統一し、多職種間の連携においては中核たる役割
を担うべく、訪問看護師として定期的に創部や処置内容の評価検討が行える評価基準を作成した。また家族・
他のコメディカルとの連携方法の確立、介護力及び対象の個別性にあわせた指導方法の工夫といった内容に
ついて広く普及を図る為、直接連携先の事業所へ出向き勉強会を行い、アンケートを実施した。
　それらの取り組みを進めていく中で、職種によって褥創ケア経験に大きな差があることや、訪問看護指示
書を出す医師によっても褥創処置の指示内容に違いがある現状が見えてきた、と同時に、指示を受ける訪問
看護師の苦悩も理解できた。経験不足が生み出す処置(ケア)への不安、実施したい処置(ケア)を行えない現場
でのジレンマを解消する為にも、役割意識を持ち知識普及を進めていく必要性を実感している。
　在宅では多職種多数のサービス提供者の関わりなくしては、療養生活同様、褥創も改善、治癒できない。
訪問看護師として、家族及び各サービス提供者が正しく褥瘡処置(ケア)を理解し継続できるよう助言支援し
ていく立場を自覚し、在宅療養者の安全と安楽を確保するべく今後も一層の努力を図って行きたい。
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第3部：総合討論

座　長

平原  佐斗司 東京ふれあい医療生活協同組合  梶原診療所  宅サポートセンター、
研修センター  センター長

中野  一司 医療法人ナカノ会  理事長
ナカノ在宅医療クリニック  院長
鹿児島大学医学部  臨床教授

シンポジスト

夏井  睦 石岡第一病院  傷の治療センター  センター長

鳥谷部  俊一 相澤病院褥創治療センター  統括医長

切手  俊弘 日本褥瘡学会  評議員

鈴木  央 鈴木内科医院  副院長

岡田  晋吾 北美原クリニック  理事長

泊  奈津美 医療法人ナカノ会ナカノ訪問看護ステーション  所長

シンポジウム I

褥瘡治療と多職種連携  －創傷・褥瘡治療の進歩を在宅へ!
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座　長

太田  秀樹 医療法人アスムス  理事長

自治医大学大学院修了後、同大整形外科医局長、専任講師を経て、'92年在宅医療を旗印
に　おやま城北クリニック(小山市)開設。現在、老健施設、訪看ステーション、訪問介護
事業などの介護保険サービスおよび、生きいき診療所(結城市)、蔵の街診療所(栃木市)・
街かどクリニック(世田谷区)を運営する医療法人アスムス理事長
医学博士。日本整形外科学会認定専門医。麻酔科標榜医。介護支援専門員。明治大学法
学部非常勤講師、日本在宅医学会幹事、全国知事会頭脳センター委員など。
医療法人アスムス(http://www5.ocn.ne.jp/~kiboukai/)

シンポジスト

新田  國夫 医療法人つくし会  新田クリニック  院長

早稲田大学第一商学部卒業、帝京大学医学部卒業、同大学病院第一外科・救急救命セン
ター勤務、現在国立市医師会々長、北多摩医師会副会長、東京都医師会地域福祉委員、国
立市介護保険認定審査会々長、国立市介護保険運営協議会副委員長、国立市在宅医療推
進連絡協議会代表、NPO法人つくしの家理事長、NPO法人在宅ケアを支える診療所・市
民全国ネットワーク会長代行、東京の地域ケアを推進する会議専門部会B委員、明冶大学
法学部兼任講師、認知症総合施設やがわ並びにグループホームのがわ、特定有料老人ホー
ムのがわ開設

坂東  達矢 坂東歯科クリニック  院長

<経　歴>
昭和60年 北海道医療大学 (旧名：東日本学園大学)
昭和60年～63年 徳島大学歯学部第一口腔外科
昭和63年～平成 2 年 病院内歯科に勤務
平成 2 年 現在地にて歯科医院を開設。
平成12年～17年 高松市歯科医師会

地域保健III部(高齢者歯科)理事
<学会・研究会>
日本摂食嚥下リハビリテーション学会会員
日本老年歯科医学会会員
病院歯科介護研究会会員
日本口腔衛生学会会員
四国歯学会会員
香川県摂食嚥下障害研究会(世話人)
かがわ在宅ホスピス研究会(世話人)
<その他>
介護認定審査委員(平成14年～)
介護支援専門員

シンポジウム II

4輪駆動で展開する在宅医療
(全国在宅療養支援診療所連絡会を、全国に知っていただくためのシンポジウム)
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大澤  光司 株式会社メディカルグリーン  代表取締役  社長

昭和36年生まれ
薬剤師、介護保険専門員、生涯学習開発財団認定コーチ
昭和58年　東京薬科大学薬学部薬学科卒業
昭和61年　(株)大沢調剤薬局開局
平成元年　蔵の街コミュニティーケア研究会  代表世話人
平成16年　(社)栃木県薬剤師会  常務理事
平成16年　(株)メディカルグリーン代表取締役就任
平成18年　(社)日本薬剤師会  高齢者・介護保険等検討会  委員
平成20年　国際医療福祉大学  薬学部  非常勤講師
<著書・共著>
「ファーマシューティカルコーチング」(じほう)、明日の在宅医療他

野崎  加世子 岐阜県看護協会  訪問看護ステーション  統括所長

昭和54年3月　岐阜市立看護専門学校卒業
その後岐阜市民病院入職し、内科・小児科・未熟児センター・耳鼻科・精神科の病棟勤
務を経験、その後診療所からの訪問看護に5年間携わる。
平成 6 年　岐阜県看護協会での始めての訪問看護ステーションの立ち上げを手がける。
平成19年　日本看護協会訪問看護認定看護師の資格を取得  現在全国で65名取得
現在、岐阜県内にある5ヶ所の訪問看護ステーションと2ヶ所のサテライト事業所、6ヶ所
の居宅支援事業所の統括所長を務める。

指定発言

和田  忠志 医療法人財団千葉健愛会  理事長

高知県出身
1990　東京医科歯科大卒
1999　千葉県松戸市にあおぞら診療所設立
現在
医療法人財団千葉健愛会理事長
東京医科歯科大学臨床教授
日本在宅医学会幹事 
国立長寿医療センター「在宅医療推進会議」人材養成部会長
<著書>
共著書に「今日の在宅診療」(医学書院)、「君はどんな医師になりたいのか」(医学書院)、
「高齢者虐待防止対応マニュアル」(松戸市)、「在宅医療テキスト」、「明日の在宅医療」

(中央法規出版：執筆・編集幹事)など、著書に「ホームヘルパーと家族のための医療講
座」(医歯薬出版)など。

手塚  波子 小川医院  管理栄養士

1974年　石川県立金沢女子専門学校  栄養科卒業
2004年　県内病院勤務を経て小川医院に入職。在宅訪問を始める。
<主な資格>
管理栄養士。産業栄養指導者。介護支援専門員。糖尿病療養指導者。
<その他>
金沢・在宅NST研究会事務担当。全国在宅訪問栄養食事指導研究会石川県支部長。
金沢調理師専門学校講師。日本静脈経腸栄養学会会員。日本病態栄養学会会員。
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■S-II-1 点と腺、個人の時代から面と普通の人が在宅医療をする
時代へ

新田  國夫
医療法人社団つくし会  新田クリニック  院長

数年前より市民講演をしていますと、私以外の医師はどうしているの、私の後はどうなるのですかの質問が
多く、その答えに窮していました。確かに多摩高齢者ケア研究会　他職種の集まり(10数年続いています)、
多摩在宅医療研究会　医師の集まり(6年ほど)をつくり、多摩の各市に一人の有能な在宅医を作ることを目的
としました。しかしながら、在宅医は点と線の世界で動きをせざるを得ませんでした。勿論地方、あるいは
小地域では点と線の関係でも面の役割をしますが、都会では、面には成らなく、市民全体への信頼感には程
遠いものがあります。当初の、目的は達しましたが、時代の流れは速く、研究会が中味の充実とは別に時代
的、あるいは社会学的と言っていいかどうかわかりませんが、遅れを感じていました。最近では在宅支援診
療所もまた上記と同様に、時代から遅れているのではないかと思っています。
国立市在宅医療推進協議会(代表新田)を昨年、立ち上げました。メンバーは　老いを考える会の市民、国立
市の高齢者福祉部長、大学の先生、訪問看護ステーション、事業者連絡会の代表、医師会、歯科医師会、周
辺の病院の地域連携室長、病院医師、その他です。
この会は東京都のモデル事業の一つです。
さらに広域の医療圏の中で脳卒中連携協議会がありますが、その中に地域ケア部会(部会長新田)を作り、各
職種メンバーが入り、いかに早く在宅へ復帰させるかの地域整備事業を行います。高齢者救急連絡会(顧問新
田)も作りました。これは消防署の救急が中心ですが、地域の全施設が加盟しており、高齢者救急を基本から
考えるべく、発想転換ができればと思います。
摂食嚥下協議会(座長新田)も立ち上がり、現在在宅にて歯科医師と一緒にVEにての評価を行っています。在
宅VEは家族、ヘルパー、訪問看護、誰もがわかりやすく画面で理解できる良い方法です。
以上のことはすべて一連のこととご理解できるのではないかと思います。時代は熱意ある個人の時代から、
面(別の表現で言えば政策)の時代に突入していると感じています。
多職種ネットワークは誰がどのような目的で行うかであります。VE検査を通じてネットワークを組むために
は、落ちない入れ歯、はずさない入れ歯が基本となり、口腔期をしっかり整えることができる歯科医師との
連携が必要になります。誰と連携しても良いものではありません。
その上で嚥下評価を科学的に行い、食べることの意味と食べるための、方法、姿勢、内容等を理解した、介
護、看護、歯科衛生士、ST 、栄養士、家族との連携が必要です。連携が大切なのではなく、目的が重要で
あり、結果として連携が求められます。
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■S-II-2 「生きる力を」地域医療連携・多職種連携支援する

坂東  達矢
坂東歯科クリニック

　香川県は全国一面積の小さな県である。人口密度は高い。貯蓄率は全国2位。
　県民性は、ものの本によると、商売っ気があり抜け目がない。でも、温暖な気候もあって、人柄は温和で
新モン好きの見栄っ張り。結果、流りに弱い。
　新たな保険制度(介護保険)導入に伴う過剰な訪問ブームに沸いていた平成12年、歯科医師会からの紹介で、
市内総合病院の入院患者さんへ訪問歯科診療を行う協力歯科医関係を結んだ。在宅への訪問歯科診療は平成
2年より行っていたが、これを継起に、医療連携、多職種連携で訪問歯科診療を行う基盤が出来た。入院患
者さんのあまりに悲惨な口腔内、荒廃した口腔機能に驚かされ、「どげんかせんといかん」と院所での診療
より訪問歯科診療を優先させた。結果、年収は前年比1/3となった。
　それでも、素直に喜び、元気になっていく患者さんの笑顔やありがとうの言葉、それに伴い、向上する病
院関係者(医師、看護師、PT、ST等)からの信頼等、新たに構築されてゆく人間関係から得られる喜び・知識
には、変えがたいものがあり、現在も訪問を続けている。

　『歯科医療は、「食」や「会話」という人間の生活の根幹に関わる医療、すなわち「生きる力を支援する生
活の医療」として位置づけられる。(社会保障審議会：米山先生提出資料より抜粋)』

　入院患者さんへの訪問を続ける内に、「退院しても診て欲しい」との依頼を受けるようになり、在宅・介
護施設、転院先の病院へ伺う機会も多くなった。中でも強いて言えば在宅へ伺うと、上記、文面の内容を真
摯に受け止める場に直面する。ただ、地域医療連携・多職種連携なくして「生きる力を支援する」事は難し
い。一方、在宅患者さんの価値観、コスト、利便性、情報共受等、解決が必要な課題も存在している。それ
らに対し、日本歯科医師会の対応(歯の健康力推進歯科医師等養成講座)、香川県内で行われている対応(香川
県シームレス研究会)、一個人として参加し、行っている対応(香川県摂食嚥下障害研究会・かがわ在宅ホス
ピス研究会)等、当方の持ちうる情報を提示させて頂く事とした。
　より良き地域医療連携・多業種連携を促進させる礎に、このシンポジウムがなればと考える。
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■S-II-3 4輪駆動で進める在宅医療における薬剤師の役割

大澤  光司
株式会社メディカルグリーン

　我が国の医薬分業は、最近20数年間で急速に進み、現在では外来患者の約60%が処方せんに基づき保険薬
局で薬を受け取っている。医療費抑制やリスクマネージメントなど様々な要因をもとに、国の主導により進
み、日本における医療の仕組みとして定着してきたとも思える状況であるが、この様な状況にもかかわらず、
薬剤師による訪問薬剤管理指導(在宅業務)は遅々として進んでいないのは、なぜなのであろうか？また、や
やもすると、薬剤師は、在宅に関わる多職種の方々より、「引っ込み思案」「指示待ち」などとも、言われて
しまう事もある。
　今回のシンポジウムでは、私の地元、栃木県栃木市において、2000年4月の介護保険制度施行時から9年間
にわたり、地域の人々を巻き込んでの在宅療養を進めるたに活動している研究会である「蔵の街コミュニ
ティーケア研究会」の活動を紹介するとともに、その活動から私自身が得た成果、そして、在宅医療におけ
る薬剤師の役割に関して発表させていただきたいと思う。
　このシンポジウムを通して、4輪駆動、いや、多職種による全輪駆動で推進する在宅医療・介護・福祉に
おける薬剤師の存在意義をほんの少しでも示せたら、望外の幸せである。
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■S-II-4 訪問看護の立場から

野崎  加世子
岐阜県看護協会  訪問看護ステーション  統括所長

　在宅医療に関わる訪問看護師としての仕事を始めてから20年になる。
病院育ちの私に在宅医療の大切さと困難さを教えて下さったのは、診療所の先生であった。
往診カバンを抱え、山奥まで往診についていく中で、病院から退院された患者さんは地域で療養しながら暮
らしている事を改めて実感したのを、昨日のことのように覚えている。
それから私達を取り巻く保健・医療・福祉も変遷し、在宅医療の環境も大きく変わった。
　[施設から在宅へ] [長期入院から早期退院へ]のなかで医師の指示のもと、在宅での看護の専門家としての
訪問看護制度も創設され、また育ってきた。
　私も、その後岐阜県看護協会立の訪問看護師として様々な制度の変化の影響を受けてきた。
　その中で学んできたことは、在宅医療を充実させるには、患者さんと家族を支える医師を含めた在宅支援
の専門職がチームで支えていかなければならないということである。
また、お互いが、それぞれの役割を理解し顔の見える連携を重ねることで、連携がスムーズになり、患者さ
んにとってメリットが大きくなるということを何度も経験した。
　しかし、まだ連携の方法や役割を見直すことで、患者さんが安心して在宅療養を続けられるのではないか、
まだ課題も多く残されていると考える。
特に、私たちが関わっている患者さんに問題になる嚥下性肺炎による予防の為の口腔ケアや嚥下の問題、が
ん末期の在宅療養者を支える為の麻薬を含めた薬剤管理の問題、様々な疾患による栄養管理の問題、これは
歯科医師•薬剤師・栄養士の専門家の方々の指導、連携を頂くことで、もっと私たち、訪問看護師やケアマ
ネージャー、ヘルパーなど在宅チームが安心してケアに携われる。多職種と協働し訪問看護にそれを生かす
ことで看護の質をあげる事につながっていくと考えている。
その意味でも、今回の学会で皆さんからの刺激と御指導頂けるのを楽しみにいています。
65



指定発言1

和田  忠志
医療法人財団千葉健愛会  理事長

　平成19年度に、国立長寿医療センターに、在宅医療推進会議が、在宅医療にゆかりある学術団体や職能団
体の代表者、或いは有識者によって組織されました。この下部組織として5つの作業部会が構成され、アン
ケート等による調査・研究を踏まえ討議の結果、在宅医療推進方策の一つとして、「全国在宅療養支援診療
所連絡会」を設立することとなりました。作業部会にかかわった在宅医療を実践している医師らを中心に準
備を行い、平成20年度からは国立長寿医療センター内に事務局機能をおいて活動をしています。
　本連絡会は、在宅医療の普及および振興に努め、国民が在宅医療を享受し、望めば人生の最期まで安心し
て在宅で療養生活できるよう、これらを医療から支援できるシステムを構築し、質の高い在宅医療の実践の
ため、在宅療養支援診療所の機能を高めることに寄与します。そのために必要な在宅医療に関する調査研究、
在宅療養支援診療所を運営する医師の育成や在宅医療に関わる相談、在宅医療の普及推進のために必要な以
下の活動を行ないます。

(1)在宅療養支援診療所に関する調査及び研究(将来的はそれに対する助成)活動　
(2)在宅療養支援診療所に従事する医師の連携・交流活動　
(3)在宅療養支援診療所における在宅医療を多職種協働でおこなうため他の職能団体との連携及び交流活
動、および病院との円滑な連携システム構築に関する活動

(4)在宅療養支援診療所に関する情報提供活動
(5)在宅療養支援診療所における在宅医療を推進するために必要な相談活動
(6)在宅療養支援診療所における在宅医療を国民に紹介するための広報活動
(7)在宅療養支援診療所を運営するために必要な支援・援助・教育活動
(8)在宅療養支援診療所に関する学術集会・講演会の開催
(9)その他本会の目的を達成するために必要な活動

　在宅医療を実践している在宅療養支援診療所を全国規模で結ぶ連絡会として組織し、日本の在宅医療の普
及・発展を図るために、互いに切磋琢磨しながら在宅医療体制の充実を目指す活動を行いたいと願っていま
す。現在、社団法人化のための準備を進めており、来年度には、社団法人として、活動を開始する予定です。
これらの活動にご理解をいただき、在宅医療実践者のご参加とご支援を心からお願い申し上げます。
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指定発言2 在宅療養者に『食と栄養』の支援を

手塚  波子
小川医院  管理栄養士

　在宅医療は終末期医療ではありません。仮にそうだとしても、最後まで好きなもの、食べやすいもの、思
い出の一品を作って差し上げることは、人生の最期を輝かせ、「終末期」の意味を書き換えるかも知れませ
ん。まさに管理栄養士ならではの仕事だと思います。さらに、口から食べることをいたずらに美化するもの
ではありません。「あらゆる経口摂取レベルに対応する」―これは当院のポリシーですが、口から食べられ
ない方には食べられないなりの、管理栄養士としての支え方があります。
　在宅医療の現場には、それこそ「あらゆる経口摂取レベルの方々」「あらゆる栄養状態の方々」が待って
います。がんの末期であっても、神経難病であっても、自宅でお過ごしになる期間の長い短いに係わらず、
「食」や「栄養」は皆さんをハッピーにする力を持っていると思うのです。
　本来なら胃瘻の適応と担当医から言われながら経口摂取を継続しているNさん、近い将来に胃瘻の適応
を・・・と言われている筋萎縮性側索硬化症のOさんには、それぞれの嗜好と障害度に合った食べやすい食
形態と栄養管理を目的に介入しています。また、くも膜下出血後状態で完全胃瘻栄養のSさんには、リハビ
リの時間確保のため、経腸栄養剤の寒天固形化と注入の方法・管理の指導と体重管理を。Yさんには、胃瘻
栄養から完全経口摂取に向けた食事支援の継続を。その他体重管理の目的で他院から依頼を受け、認知症の
妻を老老介護する夫への調理指導等々・・・13症例(21年1月現在)の在宅訪問を担当しています。
　Uさんは、誤嚥性肺炎で入院した病院で胃瘻の造設をしないと2週間の命と言われながらこれを拒否し、在
宅に戻りました。以後介護者とともに、本人の嗜好を満たしながら調理形態を工夫し、最終的にカスタード
クリームの3食経口摂取と補液で2年3か月存命することができました。その間、Uさんにとってカスタードク
リームはまさに「おいしい食べ物」であり続け、命の糧となり得たのです。
　今のところ、私ども管理栄養士は在宅の分野では新参者で、まだまだ発展途上の職種ではあります。是非、
今回のシンポジウムに参加される多職種の皆さんのお仲間に、管理栄養士も入れていただき、一緒に「在宅
医療のお神輿」を担がせていただくことを提言いたします。
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ワークショップ





トータルコーディネータ

嶽崎  俊郎 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科  国際島嶼医療学講座、
離島へき地医療人育成センター  教授、センター長

パネリスト

嶽崎  俊郎 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科  国際島嶼医療学講座、
離島へき地医療人育成センター  教授、センター長

昭31年鹿児島県生まれ。昭57年長崎大学医学部卒、同年鹿大病院・研修医(小児科)、以
後、鹿大病院、地域病院等で小児科医として勤務し、平2年鹿大医学部助手、平3年にJICA
長期専門家として中国へ派遣、平5年より愛知県がんセンター・主任研究員(研究所・疫学
部)、平14年同室長、平15年より現職、平19年より離島へき地医療人育成センター長を兼
務。卒前教育では離島へき地における地域医療を担当。主な研究テーマは、あまみにお
ける生活習慣病予防と長寿に関する分子疫学研究、持続可能な離島医療に関する研究等。

井上  徹英 浦添総合病院  院長

昭和53年広島大学医学部卒
日赤医療センター、広島大学麻酔科、広島市立舟入病院、北九州総合病院を経て
平成15年より浦添総合病院に勤務、現在に至る。

瀬戸上  健二郎 薩摩川内市下甑手打診療所

1941年　鹿児島県生まれ
1966年　鹿児島大学卒
1967年　鹿児島大学第一外科入局
1972年　国立療養所南九州病院
1978年　下甑村立手打診療所
2004年　薩摩川内市下甑手打診療所(合併による名称変更)

中野  一司 医療法人ナカノ会  理事長
ナカノ在宅医療クリニック  院長
鹿児島大学医学部  臨床教授

1956年 3 月生まれ、52歳
1981年 3 月：東京理科大学薬学部卒業(薬剤師免許取得)
1987年 3 月：鹿児島大学医学部卒業(医師免許取得)
1987年 4 月：鹿児島大学病院第3内科入局
1988年 1 月～1988年 3 月：鹿児島大学医学部付属病院救急部で研修
1995年 3 月：鹿児島大学医学部大学院内科系卒業。医学博士。
　　　　　　研究テーマ：血液凝固学の分子生物学。
1995年 4 月：鹿児島大学附属病院検査部
　　　　　　検査部内コンピュータネットワークの構築に従事
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地域医療と医学教育
ー離島医療と在宅医療から学べるものー
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1999年 9 月：ナカノ在宅医療クリニック開設(院長)
2003年10月：医療法人ナカノ会理事長
2004年11月：ナカノ訪問看護ステーション、ナカノ居宅介護支援事業所を設立
2008年 3 月：鹿児島大学医学部臨床教授
<著書>
臨床診断のピットフォール(只野寿太郎監修、医歯薬出版)
感染症(一山智、丸山征郎偏、メディカルビュー社)
がんの在宅医療(坪井栄孝、田城孝雄編、中外医学社)
褥創の常識・非常識(鳥谷部俊一、三輪書店)
これでわかった！褥創のラップ療法(鳥谷部俊一、三輪書店)
<役職>
鹿児島大学医学部　臨床教授
全国在宅療養支援診療所連絡会  世話人
NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク　理事
第11回日本在宅医学会大会長 (平成21年2月28日～3月1日開催)

村永  文学 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院  医療情報部  准教授

平成 6 年 3 月　鹿児島大学医学部卒業
平成 6 年 5 月　鹿児島大学医学部附属病院  第三内科  勤務 (入局)
平成 6 年10月　鹿児島県薩摩郡下甑村手打診療所　勤務
平成 6 年11月　鹿児島県肝属郡大根占町  肝属郡医師会立病院  内科  勤務
平成 7 年 5 月　鹿児島大学医学部附属病院  第三内科  勤務
平成 8 年 1 月　鹿児島市立病院  内科  勤務
平成 8 年 4 月　鹿児島大学大学院医学研究科  入学 (医療情報学専攻)
平成12年 3 月　鹿児島大学大学院医学研究科  単位取得後退学
平成12年 4 月　鹿児島大学医学部附属病院医療情報部  助手 (現  助教)
現在に至る
<表彰歴>
平成20年度  発明協会鹿児島県支部長賞

平野  宏文 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院脳・神経センター  講師

現職　鹿児島大学医学部・歯学部附属病院脳・神経センター  講師
昭和62年　鹿児島大学医学部卒業，医師免許証取得
平成 3 年　鹿児島大学大学院医学研究科修了  医学博士
平成 5 年　日本脳神経外科学会専門医
<所属学会>
日本脳神経外科学会
日本間脳下垂体腫瘍学会
日本癌治療学会など
<職歴>
球磨郡公立多良木病院脳神経外科
南風病院脳神経外科を経て
平成 6 年2月　鹿児島大学医学部脳神経外科文部教官助手
平成 8 年5月　アメリカ合衆国バージニア大学脳神経外科留学
平成 9 年4月　鹿児島大学医学部脳神経外科文部教官助手
平成14年9月　鹿児島大学脳神経外科文部教官講師　現在に至る
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■W-I-1 卒前教育を行う立場から

嶽崎  俊郎
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際島嶼医療学講座

　離島へき地における持続可能な医師確保や医療体制の確保において、教育と研修の役割は大きいものがあ
ります。離島へき地医療における教育および研修において、プライマリ・ケアや救急医療に加え、在宅医療
が重要であることは言うまでもありません。一方で、医師の卒前教育を担う大学は高度先進医療を担う3次
医療機関であることより、地域医療に関する教育に関しては必ずしも十分な役割を果たせていませんでし
た。地域医療を取り巻く環境が厳しさを増して行く中で、平成19年度に改訂された卒前教育の指針となるモ
デル・コア・カリキュラムには、これまでに掲げられていた地域医療教育の他に、地域医療実習の実施が加
えられました。平成16年度から実施された新臨床研修制度は、様々な問題を抱えらながらも、プライマリ・
ケアにおける基本的な診療能力の修得を目指しています。さらに、地域医療における医師確保を目指して、
都道府県の修学資金貸与制度等と連動する地域枠入学制度も全国的に広がってきました。
　鹿児島県は、28の有人離島を有し、離島人口は191,386人(平成12年全国1位)と最も多い県です。鹿児島大
学は平成13年度に離島医療の担い手を育成する目的で、医学部に離島医療学講座を創設し、平成15年度には
大学院重点化に伴い大学院医歯学総合研究科の国際島嶼医療学講座となりました。当講座では学外の多くの
離島へき地および地域医療機関の協力を得て、医学科学生に対する離島へき地医療現場での実習を中心とす
る段階的な離島医療教育を実施しています。離島へき地医療の現場では、プライマリ・ケア、救急医療、在
宅医療、全人的医療、地域包括医療が実践されています。生きたロールモデルとして、離島へき地医療から
学べることは数多くあります。また、現地医療スタッフや患者さん、住民と比較的余裕を持って接すること
により、これからの医師としての在り方を改めて考える機会を提供できていると考えています。
　離島へき地医療教育における大学の役割として、地域医療崩壊の中での即効的な教育研修プログラムの開
発を図りつつ、良医を育てるための涵養的なプログラムの充実も求められています。
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■W-I-2 「離島(地域)医療と医学教育」卒後臨床研修を行う立場から

井上  徹英
浦添総合病院  院長

【背景】
平成16年に始まった新臨床研修制度においては地域保健・医療が必修科目となり、「特定の医療現場の経験」
として、(1)救急医療 (2)予防医療 (3)地域保健・医療 (4)周産・小児・成育医療 (5)精神保健・医療 (6)緩和・終
末期医療　と並んで位置づけられている。研修先としては、へき地・離島診療所、中小病院・診療所、保健
所、介護老人保健施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、各種検診・健診の実施施設等があげられて
いる。浦添総合病院の方針として、選択肢を多くする、二次医療圏にこだわらずよき指導医の下での研修を
行うこととし、地域のクリニックと中小病院に加え、研修管理委員長が懇意にしていた鹿児島県の離島診療
所、北九州市のリハビリテーション病院を研修先としてプログラムを設定した。

【結果】
第1期生から4期生までの46名のうち、複数の施設を選択した者を含めたのべ数で、離島診療所40名、地域の
クリニック9名、リハビリテーション病院8名であった。このうち、鹿児島県下甑島の手打診療所は総計36名
であった。

【考察】
研修医の離島医療への関心は高く、特に、瀬戸上健二郎医師の下での研修を希望したものが圧倒的に多い。
その理由として、テレビや漫画雑誌、新聞で話題になったこともさることながら、研修医間での相互情報交
換で研修についての評価が高かったことがあげられる。また、手内診療所での研修の前または後で一日の在
宅医療見学を組み込んだことも人気の理由と思われる。リハビリテーション病院は当院から移籍した指導医
が赴任しており、指導方法に習熟していることが評価されたと考えている。

【結語】
地域保健・医療では特に離島医療に関心が強く、また、その選択においてはロールモデルとなる医師の存在
が大きいと考えられた。
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■W-I-3 離島医療と医学教育  ～相互補完的役割分担～　

瀬戸上  健二郎
薩摩川内市下甑手打診療所

　「畑を耕し、種をまき、花を咲かせる」
　野球界で多くの選手を育ててきた某監督の好きな言葉だという。本来は農作業のことを言っているのだろ
うが、人を育てるという意味でも味わい深い言葉である。この言葉は、畑を地域(島)に置き換えると、地域
に必要な人材を育てるのにも通じるものがありそうである。まず地域(島)という畑を耕す必要がある。つま
り地域医療(離島医療)の魅力づくりである。面白くなければ人は集まらないし、人が集まらなければ種の蒔
きようもない。人さえ集まれば、地域に必要な人材は地域で育てることも出来よう。
だが、現実の離島医療は決して生やさしいものではない。それどころかいつ何が飛び込んでくるか解らない
離島医療は本物の総合診療と言っても過言ではない。しかも海を隔て孤立した中での医療は厳しく、苦しく、
時には情けない思いだってさせられることがある。
　しかし視点を変えると離島には都会や大病院にない利点があるし、その利点を生かした魅力づくりが可能
であると思っている。その一つが離島医療と医学教育である。もちろん、離島診療所は大学病院みたいな最
先端の医療とは程遠い世界で、先端医療を学ぶところではない。その代わり離島には大学や都市部の大病院
にはないものがあり、それを提供することで相互補完的役割分担が出来るものと思っている。
　手打診療所には、昭和50年代から多くの学生や研修医たちが見えているが、地域医療研修の第一歩は地域
を学ぶことから始まる。そのためには同じ地域文化の中で生活を共にしながら地域住民と語り、地域住民に
学ぶという姿勢も大事で、そうすることで離島医療の厳しい現実とともにやり甲斐や歓びも見えてくるはず
である。
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■W-I-4 在宅医療の場で教育する立場から

中野  一司
医療法人ナカノ会  理事長
ナカノ在宅医療クリニック  院長
鹿児島大学医学部  臨床教授

　1999年9月、私は、ナカノ在宅医療クリニック(個人)を開業した。表(41ページ→大会長講演)に、ナカノ在
宅医療クリニックの開設理念と目標を示す。在宅医療は、地域社会資源と連携したチーム医療である。チー
ム医療の質を上げるための要件は以下の2つと考える。
①良質な連携システムの構築(情報通信技術，ICT：Information and Communication Technologyを利用して、連
携のコストを安くする)
②各参加メンバー (参加施設)のクオリティを上げる(教育環境の整備)
　開業以来、ICTをフル活用して、教育環境の整備に力を入れてきた。
　非公式にではあるが、現在までに、医師(研修医、勤務医、開業医)、看護師、ケアマネジャー、医学生、
看護学生、教員などの研修を受け入れ、研修者は既に50 名を超えている。
　2007年12月からは、沖縄県の浦添総合病院の2年目の前期研修医を対象に、下甑島手打診療所(瀬戸上健二
郎所長)の一ヶ月間の地域研修の前後の1日に、ナカノ在宅医療クリニックでの研修枠を設けた。
　2008年3月から、演者は鹿児島大学医学部の臨床教授に就任、医療法人ナカノ会は鹿児島大学医学部6年生
の学生実習施設となり、週3日の学生実習(訪問診療2日、訪問看護1日)を実施している。また、鹿児島大学医
学部4年生を対象に、在宅医療の講義を2こま担当している。
　今後、さらに、教育環境を整備し、在宅主治医(かかりつけ医)、訪問看護師、ケアマネジャーの育成、研
修施設として、在宅医療関係の教育機関(研究研修施設)として進化、機能することを目指す。
　本ワークショップでは、浦添総合病院の研修、鹿児島大学の学生実習の感想文なども交えながら、その様
子を述べてみたい。
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■W-I-5 遠隔医療を活用した教育

○村永  文学1)、平野  宏文2)、竹山  栄作3)、小川  信3)、宇都  由美子4)、
熊本  一朗4)、新村  英士5)、嶽崎  俊郎5)

1)鹿児島大学医学部・歯学部附属病院  医療情報部
2)鹿児島大学大学院医歯学総合研究科  脳神経病態制御外科学
3)鹿児島大学医学部・歯学部附属病院  離島へき地医療教育支援室
4)鹿児島大学大学院医歯学総合研究科  医療システム情報学
5)鹿児島大学大学院医歯学総合研究科  国際島嶼医療学

　将来、離島へき地で勤務する医師にとって、専門外の患者が搬送された場合に対処するために、遠隔医療
システムを習熟することは必要であると思われる。また、近年はe-Leaningシステムも進化し、離島へき地に
いながらにして最新の医学知見を得ることも一般的になってきた。
　鹿児島大学では平成17年度文部科学省の地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム(医
療人GP)に、「離島へき地医療を志す医師教育支援」という事業名称で採択され、その中で3つのITシステム
による離島へき地医療教育支援を行った。1つめは、離島へき地の地理・交通・宿泊・医療環境に関する情
報提供と、実習の評価を登録するための専用ホームページである。2つめは、e-Learningシステムによる遠隔
講義である。オンデマンド映像と連動して精細な静止画像を表示し、テストによる評価も実現した。登録コ
ンテンツはプライマリケアに特化した内容とした。3つめは、遠隔診断及び遠隔医療相談を実施するための
医用データ管理システム(IT Karte)である。本システムは個々の医用データの単位でアクセス権管理を行な
い、診療に関係した医療従事者のみが情報共有可能とした。
　現在、離島へき地医療人育成センターが実施している研修においても、整備されたこれらのITシステムを
活用している。
　鹿児島大学で実施している離島実習について述べる。我々は離島へき地をプライマリ・ケアを実際に体感
する場と定義し、学生や研修医は現地指導医から、直接、実地指導を受けることを基本とした。彼らに離島
へき地医療への理解・動機付けを行うことにより、医師としての基本的臨床能力とともに、離島へき地で必
要とされる臨床能力を修得させることを狙っている。
　さらに、離島で経験した症例について、e-learningシステムで自学学習を行わせ、かつIT Karteで専門医に
遠隔医療相談を行わせた。この遠隔医療相談の実習は、実習中に適切な症例が発生した場合は、患者の同意
を得た上で実際の症例で相談を行い、適切な症例が無い場合は、事前に準備された症例集から1例選び、遠
隔医療相談の模擬訓練を行わせた。
　本システムの評価について述べる。平成19年度の6年次学生の選択実習(クリニカル・クラークシップ)で、
全員に1週間の離島臨床実習を必修として経験させ、実習終了後にアンケートを行った。本アンケートの結
果、ITシステムの活用については8割以上の学生が必要であると評価した。また多くの若い医師が望む離島
へき地勤務の要件として、「定期的な交代(凡そ3年程度)が確保されていること」「複数勤務の体制であるこ
と」「CT等の救急医療で必要な検査が可能であること」、「専門医と遠隔医療システムで医療相談ができるこ
と」が挙げられた。研修医および医学生が離島へき地の指導医の元で安心して研修及び実習に取り組むため
には、大学病院がITを駆使した医療連携・教育システムと支援体制を整備することが必須であると思われた。
　なお、IT Karteシステムは、医療従事者による遠隔医療のみならず、患者も参加し、医用データを生涯保
持し共有することも可能なPersonal Healthcare Record Systemとして、現在もサービスを継続している。
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■W-I-6 ITカルテを用いた医療情報の開示と医療連携の紹介

平野  宏文
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院脳・神経センター  講師

【はじめに】
診療における医療従事者と患者間の信頼醸成には情報開示が欠かせない．また，医療の効率化には医療従事
者間の情報の共有が必要である．必要な医療情報を必要とする関係者間で安全かつ効率的に共有するために
インターネット上に構築されたシステム(ITカルテ)を脳神経外科診療で利用した経験を提示する．

【システム概要】
ITカルテは，テキストデータ，検体検査データ，画像データをインターネットに接続されたサーバに保管し，
ウェブブラウザにより利用する仕組みである．データは記録一回分毎にアクセス権情報付きで管理される．
患者はID，パスワード(PW)，診察キーを持ち，IDとPWでログインし自分のデータにアクセスする．患者は
また診察キーを管理し，必要に応じて自分の主治医に診察キーを提示する．医師は自分のID，PWでログイ
ンし，患者の提示する診察キーを入力し主治医として患者データを扱う．診察キー入力＋データ操作が自動
的に恒久的アクセス権を発生させる．データに恒久的アクセス権が発生すると，診察キーを患者が変更して
も，医師の閲覧権が確保される．医師Aがアクセス権をもつデータを他の医師Bに紹介すると医師Bもアクセ
ス権を獲得する仕組みで，遠隔紹介も可能となる．

【結果および結論】
昨年12月現在までに会員として利用した51名の脳神経外科患者は，膠芽腫19名，その他グリオーマ19名，胚
細胞腫瘍3名，下垂体腺腫4名，その他6名であった． 患者の平均年齢は51.2歳であった．医療データを主とし
て本人が見ている場合の患者平均年齢は42.7歳，患者の子供が見ている場合の患者平均年齢は66.4歳であっ
た．ITカルテを用いて，他院とのデータ交換を行った患者は21名であり，再発時の定位放射線治療依頼と病
状悪化時の加療依頼が多かった．現在まで退会者が2名，死亡者5名である．SSL暗号化通信とデータ毎のア
クセス権管理手段によりセキュリティとプライバシーを確保しつつ，医療情報の開示と医療連携が実現され
ている．既存の地域連携システムに比べ極めて経済的で継続的なサービス提供が可能であると考えられた．
総務大臣及び厚生労働大臣の共同による“遠隔医療の推進方策に関する懇談会”の論点に上げられている1：医
療関係者間，2：医療関係者と患者間，3：医療関係者と患者間を看護師やケアマネージャー等が仲介，の3
点についても，実例を提示し報告する．問題点として，医療従事者にインセンティブを与え，利用を活性化
する組織と制度，報酬が必要であると思われる．
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コーディネータ

村松 真澄 札幌市立大学  看護学部  講師

今村 昌幹 沖縄県立八重山病院  内科部長

パネリスト

太田  博見 太田歯科医院  院長

1964年生まれ
平成元年　鹿児島大学歯学部卒業
平成 9 年　鹿児島市にて太田歯科医院開設
平成18年　訪問歯科診療開始
日本顎咬合学会所属
歯科医師臨床研修指導医

古川  由美子 熊本機能病院口腔ケアセンター  口腔ケア部長

<略歴>
1984年～　医療法人社団寿量会  熊本機能病院  歯科室勤務
1994年～　同病院  歯科衛生室主任
2007年～　同病院  口腔ケアセンター  口腔ケア部部長
<講師>
2001年～　熊本歯科技術専門学校非常勤講師
<資格>
健康咀嚼指導士

戸原  玄 日本大学歯学部摂食機能療法学講座  准教授

1997年　　　　東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業
1998～2002年　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科老化制御学系専攻
　　　　　　　高齢者歯科学分野大学院入学
1999～2000年　藤田保健衛生大学医学部リハビリテーション医学講座研究生
2001～2002年　ジョンズホプキンス大学医学部リハビリテーション科研究生
2003～2004年　東京医科歯科大学歯学部付属病院高齢者歯科  医員
2005～2007年　東京医科歯科大学歯学部付属病院高齢者歯科  助手  
　　　　　　　東京医科歯科大学歯学部付属病院摂食リハビリテーション外来 外来医長
2008年～　　　日本大学歯学部摂食機能療法学講座  准教授

ワークショップ II

多職種連携で展開する口腔ケアと摂食嚥下
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村松  真澄 札幌市立大学 看護学部  講師

<学歴>
1981年3月　　　北海道大学医学部附属看護学校卒業。
2008年3月25日　北海道大学大学院歯学研究科高齢者歯科学教室博士課程修了。
　　　　　　      博士(歯学)取得。
<職歴>
1981年4月　北海道大学医学部附属病院看護部就職。
1988年4月　専業主婦(1990.7.2まで)
1990年7月　医療法人愛全会愛全病院看護部就職。
1997年4月　北海道大学歯学部附属病院看護部就職。
1999年4月　地域支援医療部兼務。
2007年4月　札幌市立大学看護学部看護学科講師、現在に至る。

永長  周一郎 東京都リハビリテーション病院  診療部歯科

歯学博士、リハビリテーション修士、日本老年歯科医学会認定医・指導医、
日本障害者歯科学会認定医、介護支援専門員
1987年　日本大学松戸歯学部卒業
1987年　東京大学医学部附属病院分院歯科口腔外科研修医
1988年　同上医員、東京大学保健センター歯科
1989年　東芝中央病院歯科
1990年　東京大学医学部文部技官教務職員
1991年　大宮共立病院歯科
1995年　大宮共立病院歯科口腔外科科長
1997年　大生病院歯科口腔外科副医長
1999年　東京都リハビリテーション病院歯科、現在に至る
2008年　筑波大学大学院修士課程教育研究科リハコース修了
日本病院歯科口腔外科協議会理事、WAC顎口腔の疾患と機能を考える会代表、
日本有病者歯科医療学会広報委員
2005～06年度勇美記念財団研究助成・口腔ケア研修支援センター(http://www.oral-reha.org/)
管理人

今村  昌幹 沖縄県立八重山病院  内科部長

1981年　　　　旭川医科大学卒業
1981～1985年　沖縄県立中部病院ハワイ大学卒後研修プログラム
1985年～　　　沖縄県立八重山病院  内科
日本在宅医学会  認定医・幹事
日本内科学会  総合内科専門医
米国内科学会  上級会員
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■W-II-1 認知症患者の摂食機能の維持法
根面ウ蝕予防することで摂食機能を維持させる取り組み

○太田  博見1)、武  千秋2)

1)太田歯科医院
2)グループホーム中山

高齢者の場合、残存歯に根面ウ蝕が発生し、歯牙喪失に至り、摂食機能を低下させるケースが多く認められ
るが、特に認知症患者においては今まで義歯を装着していなかった患者が新たに義歯を装着するのは困難な
ことがある。
そこで新たに義歯を装着するリスクを減らすために根面ウ蝕を防ぐ取り組みをグループホームにおいて施
設と連携して取り組んだ。
摂食機能は残存している歯の状態に大きく影響される。最も高い機能を発揮できるのは歯が1本も欠損して
いない状態だが、欠損が進むと摂食機能は低下する。
欠損が進んだ場合でも適切な歯科治療を受けて義歯を装着することで、再び咀嚼能率を高めることは可能で
あるが、このときには口の中に異物を装着し、その感覚に慣れる必要があり、そして咀嚼、発語については
今までとは違うトレーニングが必要となる。また、安全に取り外しができるようになる必要もある。
最も患者が努力を要する時点が、初めて部分義歯を装着したときと、初めて総義歯を装着したときである。
部分義歯や総義歯を装着すれば咀嚼能率が回復できるケースであったとしても、患者にこの点を理解し、そ
れを乗り越える能力がない場合には新たな義歯装着は断念せざるをえない。
認知症患者の場合、患者の協力と理解が得られず新しく部分義歯や総義歯を装着するのをあきらめなければな
らなかったことが多々あった。そこで現在義歯を装着していない患者については極力義歯を入れなくてもいい
ように、そして現在総義歯を装着していない患者については極力総義歯にならないようにするため、高齢者
になって歯を喪失する重要なファクターである根面ウ蝕を防ぐ試みを行った。その際、認知症ゆえに本人に
よるブラッシングは困難なケースもあり、プラークコントロール(歯垢除去)だけに依存しないようにした。
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■W-II-2 当院における口腔ケアの取組み  ～急性期から在宅まで～

古川  由美子
熊本機能病院  口腔ケアセンター

口腔ケアは、誤嚥性肺炎などの感染予防や摂食嚥下機能障害に対し、経口摂取につなげる為の大切な役割を
担っています。食べる事が一番のリハビリテーションである事がクローズアップされてきた今、経口摂取が
可能となれば、全身状態の改善はもとより意欲の向上、ひいては自らの残存能力を引き出そうとする為、全
身機能や日常生活動作の改善に波及するような好結果を生み出す可能性もあります。患者の発症後(急性期)
から的確な方法で口腔衛生管理が行われ、全身状態の改善に努める事は重要であり、回復期・維持期・在宅
へと継続される事は患者、介護者にとって最も望ましい事です。急性期では、廃用症候群の予防を目的とし
早期離床とリハビリテーションに努めますが、経口摂取をしていない事が多い為、唾液分泌の減少・口腔内
の自浄作用の低下で不衛生となり、細菌性肺炎のリスクが非常に高くなる事も考えなければなりません。回
復期では、意識レベルを含む一般状態・全身状態が安定し、積極的かつ専門的リハビリテーションを進めて
いける時期です。口腔ケアは残存能力を積極的に使い、可能な限り自立できるよう援助する事が原則で歯ブ
ラシの改良や自助具の検討・利き手交換によるブラッシング指導などの環境面・機能面を整備し、社会復帰
支援を行う事で生活の場を広げ活動量を増やします。また、状況に応じた口腔リハビリテーションの方法を
指導し、習慣化する事はQOLの向上を目指す上で重要です。維持期では、寝たきり予防の為に閉じこもり防
止や介護保険サービスの利用などが挙げられますが、訪問歯科や口腔機能向上の取組もその中の一つです。
最後に口腔ケアは多職種が関わるチームアプローチであり、それぞれの患者の多種多様の口腔や疾患に合わ
せた専門的知識や技術が必要であり、様々な情報をチームで共有し連携しながら進めていく必要がありま
す。その為には、口腔ケアクリニカルパスの導入や口腔ケアプロトコールや定期的な口腔ケアカンファラン
スにより安全で良質なケアが提供され、どの病期からでもどの医療施設からでも共通の口腔ケアが提供で
き、地域連携に基づいてその継続性が確保される事は重要です。今回は当院における口腔ケアシステムにつ
いて症例を提示しながらお話したいと思います。
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■W-II-3 在宅訪問診療での摂食・嚥下リハビリテーションに
VEが持つ可能性

戸原  玄
日本大学歯学部摂食機能療法学講座

　摂食・嚥下障害は外部からの評価が困難であり、誤嚥や窒息などの問題があるために精査なく訓練的な対
応を進めるには困難を生じる場合が多い。しかし、我々が過去に在宅訪問診療にて対応した患者の摂食・嚥
下機能と栄養摂取方法との関連を調査したところ、それらに乖離がみられる場合が多かった。つまり、極端
な例では食べたら危険なのに食べている、嚥下にほとんど問題がないのに禁食のままとなっているという場
合が存在し、内部が観察できないために踏み込んだ対応ができないという現状があるのである。
　摂食・嚥下障害の精査には嚥下造影(VF)と嚥下内視鏡検査(VE)がある。VFは通院を要するために、移動が
困難な患者には敷居が高い検査である場合が多かった。それに対し、VEはportabilityという利点があり、在
宅や施設に持ち込むことでの精査が可能で、訪問診療にVEを導入することで、その結果を踏まえた専門的な
摂食・嚥下リハビリテーションが可能とする。更にVEという客観的な結果をもとに他職種が協議を行うこと
ができるようになるのも、利益が大きい。また、VFとVEの誤嚥検出能力はほぼ同等であるとの報告も多い
ことから、訪問診療で摂食・嚥下障害に対応するためには、VEは最大のツールとなりえる。
　今回は、VEの具体的方法と訪問歯科診療での実際の使用例や我々が行っている地域との協働の体系、考案
したよりポータブルな嚥下内視鏡のシステムなどを紹介し、在宅訪問診療に対し我々歯科がどのように貢献
できるかを具体的に考えてみたい。
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■W-II-4 地域支援医療部での活動をもとに『摂食・嚥下と口腔ケア』
に関する看護教育の実践

村松  真澄
札幌市立大学看護学部

　ナイチンゲールは、「看護がなすべきこと、それは自然が患者に働きかけるのに最もよい状態に患者をお
くことである」「看護とは、新鮮な空気、陽光、暖かさ、清潔さ、静けさを適切に整え、これらを活かして
用いること、また、食事内容を適切に選択し適切に与えること(生活にかかわる)こういったことのすべてを
患者の生命力の消耗を最小限に整えることを意味すべきである」と看護覚え書で述べている。
　口腔は、呼吸をする、食べる、味わう、意思表示、コミュニケーション、喜びの表出など、生活の重要な
部分を担っており、生きる意欲、ADL、QOLの向上には欠かせないものである。いつも患者の傍らにいる看
護師が患者の口腔アセスメントをして歯科治療のコーディネートを含めた口腔ケアをすることが必要である。
　高齢者の口腔ケアは、1994年菊地ら1)「不顕性誤嚥と老人性肺炎」を発表し、1999年米山ら2)「口腔ケアと
誤嚥性肺炎予防」を発表し、2006年阿部ら3)「口腔ケアとインフルエンザ予防」を発表し、高齢者の肺炎予
防の取り組みとなっている。最近では、急性期病院でも術前口腔ケアやがん看護においても口腔ケアが重視
されるようになってきた。
　北海道大学歯科診療センターにおける口腔ケア活動は、地域支援活動という形で地域開業歯科医師の訪問
歯科診療の後方支援で、大学病院としては全国で第一号である。1999年に内規が制定され、地域歯科医師会、
医師、訪問看護などと連携して始まった。通常の歯科治療が困難な要介護高齢者や障害者、難病の患者さん
が対象であり、たくさんの難症例を受け入れた。高齢者の食べることを支援したい、寝たきり患者の口の中
をきれいにしたい、障がい者の口をきれいにしたいなど、人間としての尊厳を守りたいと考え、試行錯誤し
ながら、専門的口腔ケアを実施してきた。地域支援医療部での看護師の活動は、開業歯科医師との連携で咬
合を保ち、医師や訪問看護師のほか、薬剤師、言語聴覚士、栄養士、家族、ヘルパー等が協力して口腔ケア
と患者においしいものを食べていただく支援をすることであった。
　2007年4月から、看護大学で看護教育をする機会を得て、大学教育や臨床看護師の教育、市民公開講座等で
看護教育の中に試行錯誤で摂食・嚥下障害の患者看護や高齢者、がん患者の口腔ケアの教育を実践している4)。
　日本は、口腔アセスメントの標準がなく、各施設間の口腔ケアの効果を比較することができない。また、
口腔ケアプロトコールを紹介しているものも少ない現状である。看護師が行う効果的な口腔アセスメントと
口腔ケアについてもご紹介する。4)

引用文献
1) Kikuchi Y, Watabe N, Konno T et al : High incidence of silent aspiration in elderly patients with community-acquired pneumonia. 

Am J Respir Crit Care Med 150 : 251-253, 1994.
2) Yoneyama, T., Yoshida, M., Matsui, T. Sasaki, H.:Oral care and pneumonia. Lancet. 354(9177) : 515. 1999.
3) Abe. S., Ishihara. S. , Adachi. M., Sasaki, H., Tanaka, K., Okuda, K. : Professional oral care reduces influenza infection in elderly. 

Arch. Gerontol.Geriatr. Vol.43 N0.2 P157-164  2006.
4) 村松真澄監修：特集1 基礎から学ぶさまざまな患者の口腔ケア,ナーシングトゥディ Vol.24 No.1,P18-51 2009.
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■W-II-5 口腔ケア・地域福祉ネットワーク
～ソーシャルキャピタルとしての病院歯科の可能性～

○永長  周一郎1,6,7)、堀田  富士子2)、内藤  晋一3)、吉川  浩郎4,6,7)、宮田  勝5,7)

1)東京都リハビリテーション病院診療部歯科
2)東京都リハビリテーション病院医療福祉連携室地域リハビリテーション科
3)松江記念病院歯科口腔外科
4)吉川歯科クリニック
5)石川県立中央病院歯科口腔外科
6)WAC顎口腔の疾患と機能を考える会
7)日本病院歯科口腔外科協議会

　常勤歯科医を有する病院歯科は全国で約900施設であり、ピーク時と比較し約3割減ともいわれている。一
口に病院歯科といっても、多種多様な診療が行われている。しかし、口腔外科主体であっても歯科主体で
あっても、医科歯科連携の場、看護部との連携・協働の場であり、当初から口腔ケアの実践の場であった。
また、NST、嚥下リハが追い風となっているものの、医療崩壊によりマイナー診療科である病院歯科の存在
意義が大きく問われている。一方病院から在宅へのパラダイムシフトのためには、病院歯科はネットワーク
の要である。食コミュニケーションを支える口腔ケアは、障害者福祉、高齢者福祉としての訪問歯科ばかり
でなく、地域福祉の視点からも展開されるべきであろう。在宅療養支援歯科診療所と相互補完するためには、
異文化コミュニティでの連携に慣れている病院歯科が、期待される役割を果たしていくべきである。東京、
島根、石川の事例から、医療福祉関連団体との連携・協働により開始された口腔ケア・地域福祉ネットワー
クを紹介する。当院歯科では、在宅へ移行した嚥下障害患者のフォローアップ外来を行ってきたが、リハ日
数制限や、回復期リハ病棟への集約化によりフォロー困難となり、地域の社会関係資本、ソーシャルキャピ
タル(以下SC)に頼る必要性が増している。当科と医療福祉連携室による口腔ケア研修会、当科を含む院内各
部門と区東部地域リハビリテーション連絡協議会との協働により嚥下リハ研修会を実施している。勿論、都
市部では顔の見える連携には程遠いが、だからこそシステム作りが急務となる。島根県松江市の事例は、市
歯科医師会口腔ケア事業として、地域包括支援センター (社会福祉協議会)との連携システムを構築するとと
もに、病院歯科が主導となり、スクール形式研修会(OFF JT)、病院を開放してのVF等の見学実習(OJT)によ
る嚥下リハ研修会を開催し、福祉専門職の参加も交えた顔の見える連携を図っている。石川県金沢市では、
口腔外科を主とする病院歯科がネットワーク機能を駆使して200名規模の研修会を開催した。SCとは「信頼」
「規範」「ネットワーク」であり、また「グループ内またはグループ間での協力を容易にする共通の規範や価
値観、理解を伴ったネットワーク」とされる。病院歯科自身がSCとなるような行動をとることにより、地域
での口腔ケアが普及するものと考える。
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■W-II-6 在宅医療と地域の医療職の教育・連携

今村  昌幹
沖縄県立八重山病院  内科

　九州と台湾の間にある琉球弧と呼ばれる列島の南西端に位置する八重山諸島は、11の有人島、1市2町、人
口約五万人で大多数が石垣島に住む。沖縄県立八重山病院(以下当院)は地域唯一の急性期総合病院である。
当院では急性期疾患とともに地域に開かれ慢性疾患も多く診療し、老人施設などからの受入も担っており、
在宅診療も実施している。高齢者・超高齢者の入院が増え、治療よりは介護が主体になり、エンドオブライ
フに入退院を繰り返す人も多い。口腔に問題を持っていたり、誤嚥を繰り返す患者さんも増えているが、当
院には専門職としての歯科医師、歯科衛生士も言語聴覚士も配置されていない。
　2000年ころより嚥下リハビリの経験がある看護師の当院赴任をきっかけに、当院の職員ほか数名の摂食嚥
下に興味を持ったものが、地域との共同が必須と考えて「先島摂食嚥下研究会」を結成し、講習会を主催す
るなど事あるごとに啓蒙をしてきた。メンバーの勤務する施設では研修の成果を実践して発熱での救急受診
患者が減少したが、その人の配置転換、転勤で元に戻ってしまい成果が見えない。当院でも病棟での看護師
による摂食嚥下・口腔ケアの質の向上がはかばかしくなくて、地域への手本を示すことも出来ずにいる。地
域の介護施設からは嚥下障害への対応についての研修よりは胃ろう造設を求めてくる。
　嚥下リハ・口腔ケアに関心が無いわけではなくて、意義を認める看護師が大半である。だが、当院で看護
師の業務を考えると、急性期短期入院の患者さんが増え、機器管理や監視業務が増えており、医師の指示で
実施される「疾病管理」をこなすだけで精一杯で、患者ケアが後に回されているように思われる。それでも、
清潔保持、入浴介助、排泄介助については、患者・家族の関心も強く欠かすことが出来ないが、意識や摂食
機能・唾液分泌機能の低下した患者さんの観察や、本質的口腔ケア・嚥下リハまで手が届かない状態である。
　口腔ケアを実施しているといっても、実はふき取りによる口腔清拭程度にとどまることが多く、食事介助
に関しても熱心な家族には及ばない状態である。看護スタッフは業務ミスについては指摘を受ける割りにう
まく出来たことに関しての評価も得られず、手技の習熟や個別化への意欲がもてない。
　院内でも、在宅でも、嚥下リハ・口腔ケアについての十分専門的な知識を深め、看護の気持ちを忘れるこ
となく、心とテクニックを備え持って個別対応が出来るような支援の継続とともに、スタッフの増員配置が
必要であろう。
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コーディネータ：

小笠原 文雄 医療法人聖徳会  小笠原内科  院長

橋本 真紀 吉備国際大学保健科学部看護学科  准教授

パネリスト：

小笠原  文雄 医療法人聖徳会 小笠原内科  院長

岐阜県羽島市出身
昭和48年　名古屋大学医学部卒業
　同48年　大垣市民病院  医員
昭和52年　名古屋大学第二内科(循環器グループ)  医員
昭和56年　一宮市立今伊勢病院  医長
平成元年　小笠原内科  院長　　　現在に至る
昭和57年　医学博士授与(名古屋大学)

日本内科学会  認定医
日本循環器学会  専門医
日本在宅医学会  専門医
名古屋大学医学部学友会岐阜支部  支部長
岐阜在宅ホスピス研究会  代表世話人

萩田  均司 (有)メディフェニックスコーポレーション  薬局つばめファーマシー  
薬剤師・介護支援専門員

<学歴>
1985年　東京薬科大学  製薬学科卒業
<職歴>
病院・薬局勤務を経て
1999年　(社)宮崎市郡東諸県郡薬剤師会  会営薬局清武地区研修センター所長
2003年　薬局つばめファーマシー開局
2008年　(株)ケアフェニックス設立(代表取締役)
<役職>
(社)日本薬剤師会高齢者・介護保険等検討会委員長
(社)宮崎県薬剤師会  地域連携委員会副委員長
宮崎東諸県地域介護認定審査会委員
宮崎保健福祉専門学校作業療法士学科非常勤講師
NPO法人宮崎健康福祉ネットワーク協議会(はにわネット)理事
禁煙  ピアサポートINみやざき  副会長
＜資格＞薬剤師、介護支援専門員、日本薬剤師研修センター認定薬剤師

ワークショップ III

多職種連携とケアマネジメント
～～感じていますか？  ケアマネジメントの醍醐味～～ 
～目指せ  トータルヘルスプランナー  THP～
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藤田  紀見 医療法人  生寿会 かわな訪問看護ステーション  訪問看護師

<学歴>
1992年3月　愛知県岡崎市立看護専門学校卒業
2008年3月　名古屋大学大学院医学系研究科看護学博士課程前期課程修了
<職歴>
1992年4月～1998年3月　愛知県立第一青い鳥学園(現・愛知県青い鳥医療福祉センター )
1998年4月～2001年3月　社会福祉法人聖霊会  聖霊病院
2001年4月～  同年12月　日本赤十字愛知短期大学(地域看護学実習指導・非常勤)
2002年2月～2008年3月　財団法人  名古屋市高齢者療養サービス事業団・訪問看護師
2003年3月～　　　　　  ケアマネジャー (居宅介護支援専門員)兼務
2008年4月～　　　　　  医療法人生寿会  かわな訪問看護ステーション・訪問看護師　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在に至る

坂屋  澄子 (有)富永調剤薬局  アミューズ富永居宅介護支援事業所  管理者・介護支援専門員

<学歴>
1997年　岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科卒業
<職歴>
1997年4月～2004年3月　医療法人社団 かとう内科並木通り診療所・
　　　　　　　　　　　医療ソーシャルワーカー兼在宅介護支援センター、相談員
2004年4月～　　　　　  (有)富永調剤薬局  アミューズ富永居宅介護支援事業所  
　　　　　　　　　　　管理者兼介護支援専門員

橋本  眞紀 吉備国際大学保健科学部看護学科  准教授

岡大衛生学教室で研修の傍ら、診療所保健師6年、町行政での公衆衛生看護実践16年を経
て、平成3年再び、地域診療所看護管理者に就任、訪問看護・在宅ケア・ホスピスケア等
の事業に携わった。平成14年から現職場にて看護教育に携わっている。専門は「地域看
護学・看護管理論・家族看護」。学外地域活動は「日本家族看護学会評議員」「日本看護
協会認定看護管理者制度委員」「岡山県在宅介護・地域包括支援センター協議会学識」等
の他、岡山家族看護研究会など臨床・在宅など、現場の人達と共に学習会活動を展開し
ている。
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■W-III-1 在宅医療20年  ～たどり着いたら  THP～

小笠原  文雄
医療法人聖徳会  小笠原内科

　私は20年間在宅医療をしてきたが、『独居』『老老』『認認』の場合、がん・神経難病・小児・特別指示期
間など訪問看護を医療保険で行う場合、一言で在宅医療と言ってもかなり趣を異にしている。その中で多職
種連携とケアマネジメントが在宅医療の根幹であり、そのKeyPersonとしてトータルヘルスプランナー (THP)
という存在が必要であると考え、実践してきた。小笠原内科版THPの活躍で昨年は38名の看取りができ、在
宅看取り率は9割となった。
　名古屋大学大学院で看護師、理学療法士を対象に文部科学省の大学院教育改革支援プログラムの一環で
『専攻横断型の包括的保健医療職の育成』として、THPの教育が始まり、今年第一期生が卒業する。①病院内
のチーム医療のKey Person　②退院調整　③在宅医療におけるKeyPerson　④行政に入り、立案・実行できる
幅広い人物育成事業である。
　ケアに携わる者は医療職・福祉職いずれの職種であっても、医療・看護・介護・福祉の分野をある程度理
解できるよう教育と実地訓練を受け、『我こそはTHPになろう』『THPの視点で仕事をしよう』という努力が
大切である。その上で『ケアの本質』を噛み締めながら、多職種が役割を分担し連携を果たせるようにケア
マネジメントすれば、患者・家族も『安らか』『大らか』『朗らか』に生きる事ができ、自ずからケアマネジ
メントの醍醐味を感じる事ができると思っている。

　在宅患者とスタッフの推移　在宅患者とスタッフの推移
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■W-III-2 薬剤師・ケアマネージャーの立場から
～くすりと安心を在宅へ届け在宅医療を支える～

萩田  均司
(有)メディフェニックスコーポレーション  薬局つばめファーマシー  
薬剤師・介護支援専門員

　思えば20数年前病院薬剤師からスタートして薬局窓口で医薬品・医療用具・衛生材料・介護用品の相談、
介護用品等を居宅まで配達、居宅で薬の整理、そして医薬分業の流れから薬の配達、介護保険制度の開始か
らは介護認定審査会での認定審査の業務、介護支援専門員としてのケアプランに関わる仕事、さらに平成15
年に現在の薬局を開設し手探りでIVH (中心静脈栄養)の供給やモルヒネなどの麻薬や医療材料・衛生材料の
供給を行ってきた。
　薬剤師が在宅へ行く事により医薬品や医療用具・衛生材料の供給と同時に患者の薬のコンプライアンス状
況をはじめ食事・睡眠・排泄・運動など患者の生活が直接見えるようになった。その結果医師へ処方の提案
や歯科医師へ口腔ケアの提案・訪問依頼、看護師へ薬の投与方法や管理方法の提案などを行ってきた。そし
てこれらの業務の中から薬剤が経管を閉塞するのを防ぐ『簡易懸濁法』や患者の情報を得て多職種に連携す
るための『薬剤師による食事・排泄・睡眠・運動を通した体調チェックフローチャート』は、薬剤師の在宅
医療を支える大きなツールとして誕生し日々の業務に役立っている。
　今や薬剤師も退院時カンファレンスやサービス担当者会議に参加するようになり、薬剤師一職種では限り
があってもそれぞれの多職種の専門職が手をつなぐことにより医療の枠を越え介護・福祉分野の大きな視点
から在宅患者の生活を支える事が出来るようになってきている。
　そこで在宅医療・介護で看取りを終えたとき、「良い医療・介護が行えた！」と家族も医療者・介護者も
思える医療・介護を目指して行くにはどうすればよいのか、多職種連携の中で薬剤師の行う在宅医療の意義
を考え、ケアマネジメントの醍醐味を通してトータルヘルスプランナーを目指すにはどうすれば良いのかを
このワークショップで考えていきたい。
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■W-III-3 トータルヘルスプランナーの理念から見た多職種連携と
ケアマネジメントのあり方

藤田  紀見
医療法人  生寿会  かわな訪問看護ステーション  訪問看護師

　私は、名古屋大学大学院医学系研究科において平成19年4月に開講されたトータルヘルスプランナー (以下
THP)養成コースで学んできた。このコースは、「地域社会の包括的な健康増進モデルの開発・推進を担う人
材育成」を目的とし、「対象の健康問題をライフサイクルの視点から総合的に捉え、ニーズに基づき、必要
な医療情報・福祉情報を正確かつ迅速に収集・分析し、専門性の発揮と関連職種との連携によって健康的な
生活を整えるプランを提供すること」を教育目標に掲げている。THPの人材像は、1)多職種協働型の在宅医
療・介護システム作りの推進者、2)個人・家族・社会の健康を包括的に支える学際的アプローチの企画者、
3)ライフサイクル対応型の健康増進を担う保健医療・行政職、4)保健医療の実践改革につながる臨床疫学研
究と健康増進モデル開発を担う研究者としている。
　さて、在宅サービス利用者のニーズを捉え、ケアを推進するためには、多職種の連携が重要であり、不断
の努力が欠かせない。つまり、“独居”、“老老”、“認認”などの介護力不足、医療的ニーズが高くリスク管理
を不可欠とする、家族関係が希薄、経済的困窮、公的サービス不足などが絡み、抱える問題が複合化するほ
ど対応が困難でサービスが適合しなくなるという現実の狭間におかれているからである。
　私は訪問看護師として6年間、ケアマネジャーとして5年間の経験を持つ。私のTHP職業観は1)多職種協働
型モデルに近いと考えている。居宅支援困難ケースに対しては職場の上司や区役所の介護福祉課に相談を
し、他事業者と調整を図り、保健福祉制度をフル活用するように努めている。保健師、民生委員、近隣住民
の協力を得ながら、人的サービスを導入し、介護保険サービスを結びつけ、連携システムが円滑に回るよう
に心がけている。

【ケース紹介】
生活力に乏しく、複数の課題を抱えた高齢者2人暮らし。夫は要支援2で認知症あり。妻は要介護3で結腸が
んによりイレオストミー保有、セルフケア不足。市営住宅立替により転居後の環境になじめず、両者にリロ
ケーションダメージが生じた。見守りシステムの変更を優先し、近所に住む娘の関わり方を調整し、主治医
を通院から在宅診療に変更し、訪問看護と訪問介護の回数を増やした。ストーマケアはWOC看護師に相談
し、簡便なケア法に変えた。娘は週末の装具交換を実施するようになり、夫婦の混乱は落ち着いた。
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■W-III-4 福祉職(ソーシャルワーカー )の行うケアマネジメント・
その方の生き様を大切に

坂屋  澄子
(有)富永調剤薬局  アミューズ富永居宅介護支援事業所  管理者・介護支援専門員

　私の相談援助職としての第一歩は、岡山県内で初めて緩和ケア病棟を持つことになった個人病院で始まっ
た。そのため入職後1か月以上は、緩和ケアに必要なペインコントロールからスピリチュアルケアまでの膨
大な量の知識の詰め込み作業それも座学から始まった。ただしその後の所属部署は「在宅介護支援センター」
及び「有床診療所」であり、「がん」以外のなんでもを担当するソーシャルワーカーとなり、高齢者と障害
者を主な援助対象とするようになった。
　私の、多職種連携を必要とするケースでのポジションは、本人や家族の隣にあるものであり、同時に援助
チームのコーディネーターである。それぞれの専門職がその専門性を十分に発揮できると同時に他の専門職
の領域を侵さないように采配すると同時に、本人や家族の感情をうまく支援者に伝えていく。その援助方法
が専門家にとってベストであっても、本人や家族に受け入れられないのであれば、時を待ったり、代替手段を
考えるように伝えていく。その役割をチームの中の誰かが持たなければ、それぞれが卓越した技術や知識を
もっていてもチームとして利用者のために機能しない。中心には常にクライエントの生き方を置いて欲しい。
　新人ソーシャルワーカーの頃、まず最初にあった壁は望まない退院に対して「怒り」の感情をぶつけてこ
られる家族や本人にどう対処するかであった。それに対して、どんな社会資源(制度やサービス・施設)の紹
介も無力であったことを覚えている。そんな中で、「相談援助技術」を再認識し、それを習得するために日々
取り組んできた。相談を通じてクライエントを理解し共感し、今後どう進むべきかをともに考えていく技能
として深く自分の援助の中核をなしている。
　現在、介護支援専門員として働いていて、いわゆる困難事例の困難さは病状の深刻さや介護の必要度に左
右されることはないというのが実感である。ケースをより困難にするのは、家族間の確執であったり、本人
の気質によることが多い。
　健康で長生きすることとは対極にある、「透析の拒否」「大量の飲酒・喫煙」「自殺企図や念慮」などノー
マティブニーズとは程遠いディマンドを持つ対象者の生きてきた道のりを理解し、現在を理解し共感し、一
緒に未来を考えることが、ソーシャルワーカーである私がケアマネジャーをしていることの意味である。
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■W-III-5 相談援助職としての“つむぐ力”を育てる

橋本  眞紀
吉備国際大学保健科学部看護学科

【はじめに】
　診療所保健師から出発して、町行政保健師16年を経て、地域医療機関の看護管理者として訪問看護・在宅
ホスピスケアなどの領域で11年活動してきた。また、居宅介護支援事業所管理者を兼務する傍ら、在宅介護
支援センター県協議会として相談援助職者の面接技術研修システム作りに取り組んできた。いわば保健・医
療・福祉の要素を併せ持った経験を通して、他職種連携とケアマネジメントという課題に迫ってみたい。

【課題1：ケアマネジメントは誰がするのが最適なのか？】
　ケアマネジメントはセルフケアの一部と考えれば、当事者にその力が十分であれば支援の必要はない。し
かし、何らかのアクシデントに見舞われたとき、心理的動揺のほかに制度の複雑化、医療の専門的細分化・
医療機関の機能分化など当事者のマネジメントには限界が生じる。では当事者に代わってケアをマネジメン
トするのはどの職種が最適なのか？様々な職種とクライアントとの位置関係はどのようにポジショニング
すればいいのか？

【課題2：“つむぐ力”とは】
① クライアントの人生を“つむぐ”：身に降りかかったアクシデントを自己の人生と折り合いをつけながらの
適応プロセスを支援する機能

② 家族を“つむぐ”：アクシデントで崩壊する家族システムの再構築を支援する機能
③ ケアサービスを“つむぐ”：当事者が必要なケアサービスを取り込むことを支援する機能
④ ケアスタッフを“つむぐ”：各専門職の相乗効果を創出する機能
⑤ コミュニティーを“つむぐ”：コミュニティーのケア力を育む機能

【課題3：疲弊するケアマネジャー】
① 介護保険の建前と本音：「高齢者の尊厳を支えるケア」と経済性(公費負担の削減)

18年度見直しで制度上(介護保険でのカバー範囲)の制約が増え、裁量幅が減少
② 多職種にケアマネジャーの資格を与えた悲劇：対象者の抱えている課題の複雑化・多様化
★精神障害や人格障害・アルコール依存症など心に歪を抱えた人★末期がんや難病など死に直面してい
る人★高齢者への虐待や介護者への暴力★障がい者の保護者高齢化による問題の噴出★認知症などの生
活障害と消費者被害の増加★配偶者の死に伴う対象喪失反応★多重課題を抱えた家族

③ 完全受け持ち制の孤独感
多様な課題を抱えた人の人生に関与していくことの怖さや、病の急変・生命に関わる怖さを抱きつつ、24
時間365日の拘束感を少なからず感じざるを得ない位置に置かれている

④ 責任と報酬のアンバランス：背負った重荷に比べて得られる報酬の低さ
⑤ 18年度改正の追い討ち：監査の強化はケアマネジャーを益々疲弊させる。

【課題4：相談援助職者を支える仕組みとスーパーバイザーを育てる重層的システムの構築】
　登録更新に伴う教育制度と主任ケアマネジャーは機能しているのか？人が人を支援するときに必要なこ
とは支援する人が支えられていることである。そのためにはスーパーバイザーの育成が必須であり、その育
成のための重層的システムの構築が重要と考えている。

【課題5：行政保健師の機能をどう捉えるのか】
　行政保健師を連携のどこにポジショニングするのか？平成の大合併は保健師の分散配置に拍車をかけ、現
場が求める連携の期待に添えない状況が益々強くなっていると言わざるを得ない。
本来、保健師はコミュニティーを“つむぐ”機能を含めて、地域全体のケアニーズとサービスの現状をアセス
メントして政策化するマネージャー (地域看護管理)としての機能が求められている。それを可能にする行政
組織構造をつくることを含めて、住民の側から捉えなおさなければ経済優先の行革の嵐は吹き止まない。
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教育講演





座  長

土居  弘幸 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科・医学部疫学・衛生学分野  教授

講  師

土居  弘幸 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科・医学部疫学・衛生学分野  教授

座  長

石垣  泰則 城西神経内科クリニック  院長

講  師

小林  奈美 鹿児島大学医学部保健学科  地域看護・看護情報学講座  教授

座  長

前田  憲志 大幸砂田橋クリニック  院長

講  師

竹中  郁夫 もなみ法律事務所  所長

座  長

太田  秀樹 医療法人アスムス  理事長

講  師

冨安  志郎 長崎市立市民病院  麻酔科・緩和ケアチーム  診療部長

教育講演 I

真の医療制度改革と在宅医療

教育講演 II

家族看護学の現状と課題：在宅医療における実践に向けて

教育講演 III

(在宅)医療における、不確実性とリスクマネジメント

教育講演 IV

痛みの捉え方、鎮痛薬をどう使う？ 
－在宅で痛みと上手に付き合うために－
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■ES-1 真の医療制度改革と在宅医療

土居  弘幸
岡山大学医歯薬学総合研究科

　地域医療や介護は、社会的共通資本と呼ばれるように、高齢化が進む地域社会にとって必要不可欠なイン
フラとなっている。しかし、地域の医療・介護資源(人・物・財源)は限られており、しかも地域間格差も大
きい。多少の社会保障費を増額し、地域の医療・介護資源に充てたとしても、これらの資源が有限であるこ
とに変わりはなく、地域間格差も大きくは是正されないであろう。そして、死亡者が今後30年で年間60万人
増加すると予想されるが、疾病や障害をもち医療や介護を必要とする高齢者はそれ以上に増加する。
　本講演では、地域の医療や介護の崩壊が叫ばれる中、疾病や障害を持っても安心して暮らせる地域社会を
実現するために、これからの地域医療・地域ケアはどうあるべきか、先進地域での成果、文献的考察、行政
での経験をもとに持論を述べる。
　地域医療や介護のマネジメントで重要なことは、「コーディネート・調整機能」を基本技術として、「顔の
見える多職種連携のネットワーク」を地域の中に創っていくことである。こうした基本技術・方法論は、在
宅ケア(医療を含む)や地域包括ケアを担う専門職団体や保険者、中核市や都道府県の担当者にも求められる
能力である。「顔の見えるネットワーク」が土台となって初めて、それぞれの専門知識が生きてくるのであ
る。逆に言いかえれば、在宅ケアを推進することは、地域における顔のみえるネットワークづくりや、多職
種連携を進めるために極めて有効な戦略であると言える。
　地域の医療や介護を充実するには、①地域包括ケアを担う医師の育成、②地域の保健医療福祉の専門職集
団によるpeer review (特に地域ケアマネジメント機能について)、③都道府県による地域ケアマネジメントの
視点からの地域医療計画。以上の3点が重要である。そして、これらを可能とする人材育成こそ、大学・大
学院が果たすべき役割であろう。特に地域包括ケアのモデル地域は(尾道市、哲西町など)、急性期医療のあ
り方にも具体的な改善策を示すとともに、医療崩壊の進行を食い止め、地域ニーズに応え住民に支えられた
医療再編の可能性をも提示している。

略　歴
1985年  3月　岡山大学医学部卒業
1985年  4月　岡山大学大学院医学研究科博士課程入学
1989年  9月　同大学院修了
1990年  4月　厚生省入省、保健医療局疾病対策課主査
1990年10月　保健医療局企画課課長補佐
1992年  7月　大臣官房国際課課長補佐
1994年  7月　世界保健機関(WHO本部)へ出向、Vaccine Supply & Quality課 シニア専門官
1997年  4月　厚生省健康政策局指導課課長補佐
2001年  1月　静岡県へ出向、静岡県健康福祉部技監
2003年  4月　静岡県理事
2007年  4月　岡山大学医歯薬学総合研究科教授
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■ES-2 家族看護学の現状と課題：在宅医療における実践に向けて

小林  奈美
鹿児島大学医学部保健学科  地域看護・看護情報学講座

1. 家族看護学とは？
① 歴史と現状
家族看護学としてその専門性が議論され、理論に基づく専門分野として広く認知され始めたのは1980年
代の北米からである。日本では、1992年に東京大学と千葉大学に家族看護学講座が初めて設置され、1994
年には日本家族看護学会が発足した。2008年には、初めて家族支援専門看護師が誕生したが、その真価
が問われるのはこれからである。

② カルガリー式家族看護モデルについて
このモデルは、カルガリー大学名誉教授のライト博士らによって1980年代から開発されており、家族療
法の影響を強く受けている。Calgary Family Assessment & Intervention Model (CFAM/CFIM), Illness Beliefs
Model, Trinity Modelの3つからなり、他の医療職の使用に際しても実践的で汎用性の高いモデルである。

2. 在宅医療における実践に役立つ考え方とツール
本セミナーでは、以下の3つについて概要を紹介する。

① ジェノグラム・エコマップの描き方と使い方
ジェノグラムはいわゆる家系図である。エコマップは中核となる家族とその拡大家族や職場・友人など
の関係を図示するもので、サポート源やストレス源を一目でわかるように表現するためのツールである。

② カルガリー式家族アセスメントモデルの構造
カルガリー大学医学部精神科教授のTomm博士らによって基盤が作られたものである。元来は、構造・発
達・機能の3側面から家族の情報を整理することにより、家族の問題を同定するものであったが、実践に
おいては医療職が同定した問題を家族に押しつけるのではなく、病を体験している患者・家族の関係性
と苦悩、その中で生きる強さといったものに医療職が気づくための枠組みとして用いる。医療職が家族
の語りを聞くこと、家族との会話を大切にすることを前提にするものである。

③ 医療職としての自分が楽になる患者・家族とのコミュニケーション
家族と医療者とのコミュニケーションにおいて、直線的な因果関係を想定するのではなく、常に円環的
関係であることを前提に考える。患者・家族との関係性における医療職自身の思い込みを振り返り、問
題探しに慣れた思考から、強みを探し伝える思考へ転換をはかることで、医療職自身が楽になる実践に
ついて紹介する。

略　歴
東京都出身。
東京大学医学部保健学科卒業。同大学院医学系研究科博士課程修了、博士(保健学)。
専門は家族看護学、老年看護学、地域看護学。国家公務員共済組合連合会虎の門病院、文京区保健衛
生部、小石川医師会訪問看護ステーションにて看護師の臨床経験をもつ。
東京都老人総合研究所研究員を経て、東京大学大学院医学系研究科助手として勤務中、カナダカルガ
リー大学家族看護ユニット初のポスドクとして研究留学。
帰国後、平成16年5月、鹿児島大学医学部助教授に就任。平成19年4月、教授に昇任。
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■ES-3 (在宅)医療における、不確実性とリスクマネジメント

竹中  郁夫
もなみ法律事務所  所長

　図のとおり医療にまつわるトラブルは、「医療事故」、「医療過誤」、「医療紛争」という形で発現し、それ
らはさまざまな形で重なりあいます。
　「医療事故」については、在宅医療においても、病院(施設)医療においても、客観的な有害事象という意味
では懸隔のないものでしょうが、医療行為が行われる場の違い、関与するスタッフや家族の関与態様の違い
などによって、起こりやすい事故の性質や確率が違ってくるものと思われます。
　「医療過誤」か否かは、賠償責任保険の適用といった保険関係や民事訴訟、刑事訴訟といった司法関連で
問題となるでしょうが、これも客観的に法的な有責無責が議論されるという意味では同じといえるにせよ、
医療行為の行われるバックグラウンドによって腐心すべきポイントは違ってくるところがあるでしょう。
　「医療紛争」については、在宅医療においては、患者に対してなされた医療行為だけでなく、家庭という
ハードとソフトが医療行為に大きく関係することから、病院医療とは色合いがかなり違ったものになるよう
に思われます。
　いずれにせよ、医療者側のリテラシー向上と患者家族への十分なインフォームド・コンセントが重要なと
ころと考えられます。

略　歴
1954年1月5日　和歌山県生
1976年　京都大学法学部卒業
1982年　信州大学医学部卒業
　同年　医籍登録
大阪市大医学部麻酔科入局
諏訪中央病院勤務
奈良県にて開業医生活を経て
1994年　司法試験合格、司法修習後
1997年　弁護士登録
札幌市にてもなみ法律事務所開設、現在に至る
信州大学医学部特任教授
北海道大学医学部非常勤講師
札幌医科大学非常勤講師

医療トラブルのベン図

医療事故

医療紛争医療過誤

⑦

⑥ ⑤

④ ②
①

③
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■ES-4 痛みの捉え方、鎮痛薬をどう使う？
－在宅で痛みと上手に付き合うために－

冨安  志郎
長崎市立市民病院  麻酔科・緩和ケアチーム  診療部長

　痛みの治療は、痛みを診断することから始まります。痛みの診断のエッセンスは、何が原因で痛みがお
こっているのか－疾患自体 or 疾患に関連して or 疾患とは別の原因 or これらの混合－、そしてその痛みの種
類は何なのか－、体性痛 or 内臓痛 or 神経障害性疼痛 or これらの混合－、を探ることです。ベッドサイドで
の病歴、痛みの特徴の聴取と簡単な診察で予測可能なものも多くありますから、痛みを診断した上で治療法
を選択していくことが重要です。このことには良性、悪性といった疾患による違いはありません。
　在宅においてもがんに伴う痛みと、がん以外の良性慢性疾患に伴う痛みの両方を経験されると思います。
がんに伴う痛みへの対処法には1986年に発表されたWHO方式がん疼痛治療法があります。軽度、中等度、中
等度以上の3段階に痛みを分け、痛みの程度に応じて非オピオイドとオピオイドを組み合わせて使用するこ
とで8割以上の患者さんにおいて痛みの改善が可能です。薬物療法の基本は、徐放製剤の定期投与による持
続痛の消失と、不定期に増強する突出痛に速やかに対処するためのレスキュードーズの併用です。そしてこ
れらの薬剤を上手に使っていただくコツを患者さん、ご家族と多職種で考えていくことが大事です。終末期
には約4割の患者さんで痛みが増強し、内服困難な状況も重なりますから、オピオイドローテーションや皮
下注を含めた投与経路の変更を念頭に置くことも必要です。
　良性、悪性を問わず治療に難渋するのは、体動時増強を伴う体性痛と神経障害性疼痛への対処です。骨転
移や圧迫骨折、変形脊椎症などの痛みには安静時痛を改善する薬剤と体動時の痛みを和らげる薬剤、神経ブ
ロック、コルセット、温庵などの併用が必要と考えられます。筋攣縮に対してはベンゾジアゼピン系抗不安
薬や抗けいれん薬を併用します。非オピオイドが効くが不十分な場合は、非がん性の痛みに対してもオピオ
イドの併用が有効な場合がしばしばあります。神経障害性疼痛に対してはメカニズムを考慮した鎮痛薬、鎮
痛補助薬の併用が推奨されます。痛みの問診と感覚・運動障害についての簡単な診察でおおまかにメカニズ
ムを把握することが可能です。
　良性疾患も悪性疾患も、時間の流れに違いはありますが、痛みの性質は変化します。その時点での痛みの
原因と種類、有効であった治療法を記録しておくことが、将来新たな痛みが出現した場合に後手にならない
治療法を適用していく上で重要と感じています。

略　歴
昭和62年03月　佐賀医科大学医学部(現佐賀大学医学部)卒業
昭和62年06月　長崎大学医学部麻酔学教室入局
平成04年04月　長崎大学医学部附属病院助手
平成13年02月　長崎大学医学部歯学部附属病院麻酔科講師
平成15年08月　長崎大学医学部付属病院歯学部附属病院緩和ケアチーム
平成17年04月　長崎市立市民病院麻酔科医長・緩和ケアチーム
平成19年04月　長崎市立市民病院麻酔科診療部長・緩和ケアチーム　　　現在に至る
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ランチョンセミナー





座  長

有本  之嗣 医療法人 宗斉会
しゅうさいかい

 須波宗斉会病院  理事長

S29.1.17生　鹿児島市出身
1980年3月　浜松医科大学 卒業(第一期生)。
1980年6月　鹿児島大学第一外科入局。
　　　　　  鹿児島大学医学部附属病院及び関連病院にて研修。
1982年4月　鹿児島大学第一外科関連病院にて勤務(鹿児島大学医学部附属病院・
　　　　　  国立療養所志布志病院・県立薩南病院・県立大島病院・共済会南風病院)。
1989年7月　曽於椰医師会病院外科部長。
1995年7月　昭南病院外科部長。
2004年2月より現職。
専門は消化器外科の診断・治療。栄養療法等。
所属学会は、日本外科学会(専門医)。日本消化器病学会(専門医)。日本静脈経腸栄養学会。
HEQ研究会(常任幹事)。日本神経疾患医療福祉従事者協議会(評議員)等。

講  師

丸山  道生 財団法人東京都保健医療公社  大久保病院  外科部長

1980年　東京医科歯科大学医学部卒業。同年第1外科入局。
1983年　東京都立駒込病院にて病理、外科医員として勤務。
1990年　カリフォルニア大学サンディエゴ校外科に勤務。
1993年　東京都立大久保病院外科医長。
2005年　東京都職員共済青山病院外科部長。
2006年より現職。
専門は消化器外科学、臨床腫瘍学、臨床栄養学。
日本外科学会指導医・専門医。日本消化器外科学会評議員・指導医・専門医。
日本静脈経腸栄養学会評議員・NSTタスクフォース。日本外科代謝栄養学会評議員。
米国癌学会アクティブメンバー。米国癌治療学会アクティブメンバー。

ランチョンセミナー 1

病院から地域(在宅)へ ～栄養管理がますます重要に～
共催：イーエヌ大塚製薬株式会社
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■LS-1 地域一体型NSTの一環としてのPEG

丸山  道生
財団法人東京都保健医療公社  大久保病院  外科部長

　病院のNSTが地域の医療関係者と連携・協力し、地域医療機関が一体となり患者の栄養改善、維持に貢献
する必要がある。これが地域一体型NSTの概念である。これにより入院・退院後を通じての“シームレス(継
ぎ目のない)な栄養管理”が可能となる。我々は地域一体型NSTの構築の一環として、約10年前から医療連携
PEGシステムを進めている。
　在宅患者でPEG施行の希望があった場合、在宅医から病院医事課医療連携係、またはNSTのPEG担当医師
に連絡が入り、患者家族の来院日を設定し、来院時に担当医師と面談、入院日を決定する。同時に在宅支援
NSTナースによりPEGのビデオなどによる詳しい説明をうけ、入院前からPEGを十分理解してもらう。造設
時には、在宅医の段階から、入院、退院在宅移行後も網羅された「医療連携PEGクリニカルパス」を用いている。
　新宿地区では在宅医を中心とした在宅療養計画研究会が年に2回行われており、各機関病院のスタッフも
参加する。研究会には「かけはし」というメーリングリストもあり、そこで医療連携、在宅などの問題点や
勉強会の情報などが掲載される。ホームページの連携手帳には、大久保病院の「医療連携PEGクリニカルパ
ス」が練っており、必要なときに印刷も可能である。
　定期的な胃瘻チューブ交換にも医療連携は重要となる。病院外来でのチューブ交換が基本であるが、大久
保病院ではこれに2つのオプションを設けている。一つは「在宅支援NST往診交換」である。病院へ寝たきり
患者を連れて行くことが大変な場合、在宅医と連携を図り、NSTの在宅支援チームの医師、看護師が往診し
てチューブ交換を行う。また、在宅医による在宅でのチューブ交換も支援する。もう一つは「交換短期入院」
である。「たまには病院で検査もしてもらいたい」、「家族も休ませてあげたい」という在宅医の要望に応え
たものである。病診連携の一環として、交換入院クリニカルパスに従い、1週間の入院中に血液検査、X線検
査、頭部CT検査などの検査と、NSTによる栄養アセスメントを行う。これらの情報は、NST診療録とHuman
Nutrition Reportにまとめられ、在宅医へ情報提供される。このような情報交換は地域一体型NSTの基礎とな
ると考える。
　以上のような医療連携PEGシステムの紹介を中心に、半固形化栄養剤のアンケート調査結果も報告する予
定である。
106



座  長

北澤  彰浩 JA長野厚生連  佐久総合病院  地域ケア科

1992年滋賀医科大学卒業。
92年6月より93年3月まで杏林大学付属病院救急医学教室医員として救急医療の現場を経
験した。その後1年間、スリランカを中心にインド・ネパール・パキスタンでボランティ
ア活動とフィールドワークを行なう。帰国後、94年9月佐久総合病院に地域医療部研修医
として就職。その後、病院や診療所勤務の経験を経て02年4月佐久総合病院地域ケア科医
長、08年4月佐久総合病院副診療部長就任、現在に至る。
<業績 (論文・総説) >
明日の在宅医療 第5巻 中央法規「第7章  佐久地域における在宅医療と地域連携の取り組
み」、在宅医療ガイドブック 中外医学社「地域病院における地域ケア活動の実践」、地方
の在宅医療レジデントノート5(12),54-58，羊土社,2004など。

講  師

① 鴨下  孝志 医療法人社団  寿恵会  深沢1丁目クリニック  院長

昭和56年  聖マリアンナ医科大学卒業。昭和63年  東京医科大学にて学位取得。
昭和56年  河野臨床医学研究所付属北品川総合病院内科入局。
内科副部長、副院長を経て、平成9年  同研究所付属健康医学センター副所長。
その後、医療法人緑成会老人保健施設横浜シルバープラザ施設長、平成13年 医) G&G理
事長就任。深沢1丁目クリニックを初めとして4箇所のクリニックを開設。
平成20年10月、医)寿恵会  深沢1丁目クリニック院長兼理事長に就任、現在に至る。
医学博士・内科学会認定内科医・日本医師会認定産業医・健康スポーツ医

② 真野  俊樹 多摩大学統合リスクマネジメント研究所  教授

1987年名古屋大学医学部卒業。医師、医学博士、経済学博士、MBA。
臨床医を経て、95年9月コーネル大学医学部研究員。外資系製薬企業、国内製薬企業のマ
ネジメントに携わる。同時英国レスター大学大学院でMBA取得。その後、国立医療・病
院管理研究所協力研究員、昭和大学医学部公衆衛生学(病院管理学担当)専任講師を経て、
2005年6月多摩大学医療リスクマネジメント研究所教授。藤田保健衛生大学客員教授、国
際医療福祉大学大学院客員教授、東京医療保健大学大学院客員教授。2004年、京都大学
にて博士(経済学)取得。
<現在の公職>
厚生労働省独立行政法人評価委員会(審議会)委員、日本小児科医会  国際委員、経済産業
省情報大航海プロジェクト  デジタル領収書研究会(ビジネスモデル活用分科会)座長、病
院管理学会評議員  医療バランストスコアカード研究学会評議員DPCマネジメント研究会
代表幹事  医療マネジメント学会評議員など。書籍「入門医療経済学」(中公新書)、「介護
マーケティング」(日本評論社)、「保険薬局経営読本」(薬事日報社：編著)、「医療経済学
で読み解く医療のモンダイ」(医学書院)など
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① 脳梗塞慢性期の管理  
　 ～誤嚥性肺炎の対策を中心として～
② 日本の医療環境の現状と変化  地域医療と在宅医療

共催：大塚製薬株式会社
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■LS-2-1 脳梗塞慢性期の管理  ～誤嚥性肺炎の対策を中心として～

鴨下  孝志
医療法人社団  寿恵会  深沢1丁目クリニック  院長

はじめに
　近年、急性期医療の進歩により脳卒中の救命率は飛躍的に向上したが、その分、慢性期の患者が増加して
いる。現在、厚生労働省では慢性疾患の管理を療養型病床から在宅や介護施設へとシフトする方針を打ち出
しており、医療難民を救済する意味でも在宅療養支援診療所の役割が重要となっている。今回は、在宅療養
支援診療所における脳梗塞慢性期の管理、特に誤嚥性肺炎の予防について紹介する。

誤嚥性肺炎の予防戦略
　我が国の死亡原因の第4位は肺炎であり、その死亡率は年齢と共に上昇している。死因第4位の肺炎の内訳
をみると、92%が65歳以上の高齢者である。高齢者の肺炎のリスクとして、感染防御機能低下、肺の換気機
能低下、嚥下機能低下による誤嚥が重要な問題で、特に高齢者の肺炎は脳血管障害と関連が深いと言われて
いる。脳梗塞慢性期患者が抱えている問題として、再発防止のみならず、付随する認知症、うつ症状等の他
に、20～30%に摂食嚥下障害の伸展があり、肺炎を発症抑制することが重要になってくる。高齢者の肺炎は
大脳基底核の血流が悪い方に多く発症するというデータがあり、その理由は大脳基底核で作られるドパミン
の減少によって生ずると考えられている。ドパミンの減少は迷走神経知覚枝から咽頭や気管に放出されるサ
ブスタンスPの量を減少させ、その結果、嚥下反射、咳反射が減弱して肺炎を発症しやすくなると考えられ
ている。そこで、この反射を改善する方法が肺炎の予防につながって来る訳である。

訪問診療における脳梗塞患者に対するシロスタゾールの選択
　脳梗塞患者では再発抑制の目的でシロスタゾールが処方されている場合がある。シロスタゾールは脳梗塞
(心原性脳塞栓症を除く)の再発抑制を検討する試験であるCSPS (Cilostazol Stroke Prevention Study)においてプ
ラセボに比して相対再発率を40.3%抑制することが示されており、またCSPSのサブグループ解析では肺炎の
発症率が有意に抑制されることが報告されている。嚥下機能を改善する薬剤としてはACE阻害薬、アマンタ
ジンなどが知られているが、脳梗塞慢性期の患者には再発を抑制し、肺炎も減少させるシロスタゾールの投
与が適していると考えている。
　高齢者の肺炎は脳が原因であることが多いということを念頭において日常の訪問診療を行っていくこと
が必要である。
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■LS-2-2 日本の医療環境の現状と変化  地域医療と在宅医療

真野  俊樹
多摩大学統合リスクマネジメント研究所  教授

　今回の講演は短時間であるので、下記の4つの点を資料やデータに基づいて解説する。
1. 地域医療計画の中で医療連携が求められていく
2. DPCという膨大なDBで地域での医療の様子が明らかになる
3. かかりつけ医の役割も変化していく：例：キュアからケア
4. その中心を担うのは在宅医療である；在宅医療も専門科目
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座  長

和田  忠志 医療法人財団千葉健愛会  理事長

高知県出身
1990　東京医科歯科大卒
1999　千葉県松戸市にあおぞら診療所設立
<現在>
医療法人財団千葉健愛会理事長　
東京医科歯科大学臨床教授　
日本在宅医学会幹事 
国立長寿医療センター「在宅医療推進会議」人材養成部会長
<著書>
共著書に「今日の在宅診療」(医学書院)、「君はどんな医師になりたいのか」(医学書院)、
「高齢者虐待防止対応マニュアル」(松戸市)、「在宅医療テキスト」、「明日の在宅医療」 (中
央法規出版：執筆・編集幹事)など、著書に「ホームヘルパーと家族のための医療講座」
(医歯薬出版)など。

講  師

前田  浩利 あおぞら診療所新松戸院長、東京医科歯科大学医学部臨床教授

1989年　東京医科歯科大学医学部を卒業、同小児科で臨床研修
1990年　武蔵野赤十字病院臨床研修医
1991年　東京医科歯科大学医学部小児科医員
1994年　土浦協同病院小児科医員
1999年　大学時代から友人だった和田忠志理事長、川越正平院長とともに
　　　　あおぞら診療所を開設
2004年　あおぞら診療所新松戸開設
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小児在宅医療の展望
共催：フクダライフテック九州株式会社
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■LS-3 小児在宅医療の展望

前田  浩利
あおぞら診療所新松戸

はじめに
　小児在宅医療の重要性が増している。日本小児科学会倫理委員会が2007年に宮城、千葉、神奈川、滋賀、
奈良、大阪、兵庫、鳥取で20歳未満の超重症児を調査した結果、超重症児は1246人で、67％が新生児期に発
症し、発生率は1000人中0.3であった。この0.3という数字は2000年の愛知県の重症障害児の発生率と同じで
あり、この7年間で超重症児は明らかに増加している。その大きな要因が、新生児医療の発達である。救命
率は向上したものの、それに伴い高度な医療ケアを必要とし退院の目処が立たない児が増加し、新生児集中
治療室(NICU)の稼働率が低下している。このような児の受け入れ先として在宅医療は有力な選択肢である。
又、治療が困難になった子どもを自宅でケアしたいという家族も現れ、小児の在宅終末期医療のニーズも
徐々に増加している。

あおぞら診療所の小児在宅患者
　当院では、1999年の開設以来、小児の在宅医療を積極的に行ってきた。その結果、2008年10月までに83例
の小児科領域の患者を診療し、現在、62例の生存患者に在宅診療を行っている。導入時年齢は、4ヶ月～27
歳で、その原疾患の内訳は、脳性麻痺25例、悪性腫瘍：11例、筋ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症などの先
天性筋神経疾患が10例、多発奇形症候群：9例、気道狭窄症：4例、先天性心疾患：4例、リー脳症などの先
天性神経難病：3例、ライソゾーム病などの先天性代謝異常症：2例、低酸素性脳症：2例、脳出血後遺症：2
例、脳症後遺症：2例、術後脳症：2例、その他7例となっている。その医療管理の内容は、人工呼吸管理20
例(24.1%)、気管切開31例(37.3%)、経管栄養53例(63.9%)、在宅酸素療法30例(36.1%)在宅中心静脈栄養5例(6%)
人工肛門1例、腹膜透析1例であった。医療依存度が高く、患者分布が広範であることが大きな特徴である。

小児在宅医療の展望
　小児在宅医療の目的、それは子供が家族と共に生活することを実現するということに尽きる。家族と生活
するとき、子供たちから、病院では見られない成長の力が引き出され、家族は安定する。今後、小児への訪
問診療、訪問看護を行う医療機関が増え、社会的なインフラが整備されることが必要である。又、そのこと
は、前述したNICUにおける長期入院患者の問題や、重症児の長期入院に伴う問題にも解決の道を示すと思
われる。
111



座  長

五反田  満幸 医療法人天翔会  五反田内科クリニック  理事長

昭和52年　鹿児島大学医学部卒
　　同年　鹿児島大学―内科入局
昭和56年　鹿児島赤十字病院  呼吸器科部長、社会医療事業部長兼任
昭和62年　五反田内科クリニック開設
平成04年　鹿児島中央訪問看護ステーション開設

昭和62年五反田内科クリニック開設時より在宅医療を積極的に進め、平成4年に鹿児島県
で最初の訪問看護ステーションを開設。
現在は、脳血管障害を主に難病、がん末期患者を含む160名あまりの在宅患者の診療にあ
たる。
平成20年11月に鹿児島市において多職種による地域連携のためのGネットを開設。

講  師

白髭  豊 医療法人  白髭内科医院  院長

昭和36年11月17日生れ
<学歴・職歴>
昭和63年3月　　　　　　　  東京医科大学医学部卒業
昭和63年6月　　　　　　　  長崎大学第一内科  入局
平成 2 年6月～平成 4 年4月　国立がんセンター中央病院内科(レジデント)
平成 4 年5月～平成 6 年4月　米国TULANE大学医学部実験医学部門留学
平成 6 年5月　　　　　　　  長崎大学第一内科
平成 7 年6月　　　　　　　  白髭内科医院開業
<現役職>
• 医療法人 白髭内科医院  院長
• 長崎市医師会  理事
• 長崎在宅Dr.ネット  事務局長
• 「緩和ケア普及のための地域プロジェクト」(厚労科研  がん対策のための戦略研究)
    研究班運営委員会  委員
• 日本緩和医療学会  理事
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在宅緩和ケアネットワークの構築
～長崎での取り組み(最新情報)～

共催：ヤンセン ファーマ株式会社
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■LS-4 在宅緩和ケアネットワークの構築
～長崎での取り組み(最新情報)～

白髭  豊
医療法人  白髭内科医院  院長

　2003年3月、「長崎在宅Dr.ネット」が発足した。在宅療養を希望する入院患者さんの主治医が見つからない
場合に、事務局が窓口となり病院側・患者さんにメンバーのなかから在宅主治医、副主治医を紹介する。
　2008年12月現在、長崎市全域と近郊から計142名の医師が参加している(主治医、副主治医として往診を行
う「連携医」69名、「協力医」37名、「病院・施設医師」36名)。メンバー外のケアマネジャー・ヘルパー・管
理栄養士・訪問看護師・歯科医師など多職種との連携も有機的に展開され、がんに限定せず地域全体に広が
りつつある。
　今後、病院から在宅へ移行する症例を更に増加させるためには、退院支援・調整の普及・整備が必要不可
欠であり、2007年春より、Dr.ネットメンバーの医師とその診療所勤務の看護師が長崎大学緩和ケアカンファ
ランスに定期的に参加するようになり、診療所医師は多くを学び取ることができた。大学スタッフも、診療
所医師からの発言で、在宅の視点を得ることが可能となり、在宅移行につながるケース出てきた。また、長
崎市は長崎市医師会を中心として、日本に合う緩和ケアの地域モデルを作ることを目的とした「緩和ケア普
及のための地域プロジェクト」(厚生労働科学研究　がん対策のための戦略研究)の全国4つのモデル地域の一
つに選ばれ、同プロジェクトに関与する看護師3名、中核となる診療所医師3名で分担を決めて、市内3つの
がん診療拠点病院(長崎大学、長崎市立市民病院、日赤長崎原爆病院)の緩和ケアカンファランスに定期的に
出席するようになった。在宅医側から受け入れ可能との意思表示をすることが、緩和ケアチーム・地域連携
室を通して、患者、家族、主治医科の医師・看護師を動かし、退院支援へとつながってきていると思われる。
　2008年9月、長崎大学地域医療連携センターは、がんに限らず、入院時に行われるリスク スクリーニング
で「ハイリスク」と判定された症例のうち在宅移行に課題のある症例を、病院・在宅スタッフ合同で検討す
る「ハイリスク・カンファランス」を開催するようになった。ハイリスク・カンファランスは、在宅スタッ
フが早期の退院支援・調整にも参画できるようになった点で特筆に価するであろう。
　長崎在宅Dr.ネットからの発信で、全国で(長崎県諫早市・大村市、熊本市、玉名郡・市、北九州市、京都
市等)医療連携ネットワークの構築が見られている。
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座  長

伊東  徹 鹿児島市医師会病院  消化器内科
NPO法人PEGドクターズネットワーク理事

平成 9 年　産業医科大学卒業
　　同年　鹿児島市医師会病院  麻酔科
平成12年　鹿児島市医師会病院  消化器内科

講  師

岡田  晋吾 北美原クリニック   理事長

昭和61年3月　　　防衛医科大学校卒業
昭和61年6月　　　防衛医科大学校付属病院勤務
平成 4 年1月　　　公立昭和病院外科勤務
平成 8 年1月　　　函館五稜郭病院外科医長
平成15年1月　　　同外科科長
平成16年6月から　同客員診療部長
平成16年7月から　北美原クリニック開業
<所属学会>
日本クリニカルパス学会評議員、医療マネジメント学会評議員、日本静脈経腸栄養学会
評議員、日本褥瘡学会理事、NPO法人PEGドクターズネットワーク理事、日本臨床医療福
祉協議会評議員、HEQ研究会常任幹事、全国在宅療養支援診療所連絡会議世話人、函館
医師会理事

ランチョンセミナー 5

PEG・半固形化と在宅栄養管理
共催：株式会社クリニコ
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■LS-5 PEG・半固形化と在宅栄養管理

岡田  晋吾
北美原クリニック

　社会の高齢化、慢性疾患の増加からPEG (内視鏡的胃瘻造設術)を受けられる患者が増えている。またがん
患者の緩和ケアの方法として選ばれたり、化学療法、放射線療法を受ける患者の栄養ルートとしても重要な
役割を担ってきている。栄養管理のルートとしては経腸栄養法が第一選択であり、そのなかでも造設時の侵
襲性が低く、管理も容易という理由からPEGが多く選択されている。しかし現実には二つの大きな問題があ
る。一つは造設するのは急性期病院で会って、管理するのは施設、在宅スタッフということである。造設医
は多くいるが、長期の管理を行う医師が少なく、施設や在宅の現場では看護師が苦労しながら見ているとい
う現状がある。退院した後にも栄養剤の漏れなどの合併症もあり、すばやい対応が必要になることも多い。
造設医にとっては造設してしまえばそれで終わりであるが、造設された患者やそれを支える家族、スタッフ
にとっては造設が始まりであるという認識がPEG管理にたずさわるすべてのスタッフに必要であると感じて
いる。きちんとした連携体制が必要であり、地域連携パスなどの作成が望まれている。もう一つの問題点と
してPEGはあくまでも栄養管理のルートであってきちんと栄養管理を行わないと単なるアクセサリーにしか
すぎないということである。低ナトリウム血症、体重減少などの栄養に伴う合併症も予防していくことが大
切であり、肺炎などの予防のためには口腔ケア、嚥下訓練なども十分に行うことが大切となる。そのために
は在宅歯科医をはじめとする多職種協働体制がとても大切である。最近広く普及され始めた栄養剤の半固形
化法は注入時間の短縮などの効果から、在宅での介護者の負担を減らすことができ、患者にとっても大きな
利益をもたらすものと考えている。当院で行っている在宅PEG管理、半固形化法の実際について紹介したい。
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座  長

中野  一司 医療法人ナカノ会  理事長
ナカノ在宅医療クリニック  院長
鹿児島大学医学部  臨床教授

講  師

松岡  徳浩 医療法人津樹会  理事長

昭和43年生まれ。
京都大学大学院修了。京都大学医学博士。日本総合診療医学会会員。
日本脳神経外科学会専門医・評議員。
京都大学医療経済学博士研究員、民間病院院長、公立病院経営顧問を経て
医療法人津樹会理事長。

ランチョンセミナー 6

在宅医療の渉外戦略と連携スキームについて
共催：株式会社ソシオン  ヘルスケアマネージメント
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■LS-6 在宅医療の渉外戦略と連携スキームについて

松岡  徳浩
医療法人津樹会  理事長

厚生労働省は2012年までに38万床の療養病床を15万床まで削減する方針を打ち出している。削減する23万床
は老人ホームや在宅医療に転化するように推進している。すなわち、医療のケア体制を段階的に進めるよう
に訴求されており在宅医療の普及が必要であることは歴然としている。
しかし、在宅医療を始める機会をうかがっている医療法人があっても、知識と経験に乏しいがゆえ初めの一
歩を踏み出せないでいるケースが少なくない。どのように患者を集めたらよいか分からない、労力がかかる、
コストパフォーマンスが悪い、などマイナスのイメージでとられる事が多々ある。ただ、それはある視点に
立って考えれば、難なく克服できるものだと断言できる。それは、渉外活動および関係各所との連携業務を
外部委託するというものに他ならない。
我々は赤字体質からの脱却が至上命題であった平成18年、外部の在宅医療コーディネイト機関ソシオンヘル
スケアマネージメント社のサポートを受け、劇的に収支が改善した。さらに在宅医療を持ち合わせることで
信用が増し、相加相乗効果的に外来患者が増え、高収益体質に変貌を遂げた。医師は医療のスペシャリスト
ではあるが、渉外活動のプロではない。患者、その家族、そしてケアチームとの人間関係の構築や情報収集
に時間を費やし在宅医療の現場に姿を見せることができなくなれば本末転倒といえる。在宅医療に専念でき
る環境(スタッフ教育やリクルーティングも含めた)の整備、また在宅医療を本当に欲する人々とのネット
ワークづくりは、そのノウハウを医療機関が一から学ぶものではなく、それに長けた組織と共同で構築して
いくものであると痛感している。
今回のセミナーでは、我々が在宅医療の導入時から現在に至るまでサポートを受けているソシオンヘルスケ
アマネージメント社との二人三脚による歩みと実績を交えながら、医療機関の中で「医療」と「渉外活動・
各所連携」を分業した成功事例を報告する。そして今後は、在宅医療のあらゆる場面で、外部の専門家との
連携を図ることが、医療機関にとっても、また患者や家族にとっても最善となる可能性を秘めていることを
信じてやまない。ソシオンヘルスケアマネージメント社とは、在宅療養支援診療所へのさらなる参入促進に
向け、新たな試みとして、夜間の医師の往診や電話対応を受託運営する施設(病院等)の設立やシステム構築
を目指して動き出している。
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指導医大会





司  会

川越  正平 あおぞら診療所  院長

1991年　東京医科歯科大学医学部卒
　同年　虎の門病院内科レジデント(前期2年、後期3年)
1996年　虎の門病院血液科医員
1999年　医師3名によるグループ診療の形態であおぞら診療所を開設

日本内科学会総合内科専門医、東京医科歯科大学臨床教授

<著書>
「レジデント臨床基本技能イラストレイテッド」(1998、医学書院、編集)
「在宅医療・介護基本手技マニュアル改訂第2版」(2005、永井書店、分担執筆)
「プライマリ・ケア救急」(2007、プリメド社、編集)
「明日の在宅医療  第2巻在宅医療の諸相と方法」(2008、中央法規、分担執筆)

演  者

藤沼  康樹 日本生協連医療部会家庭医療学開発センター  センター長

1983年　新潟大学医学部卒業
　同年　王子生協病院内科研修医
1993年　生協浮間診療所所長
2001年　Study Fellow, Centre for Medical Education, Univ. Dundee, UK
2006年　現職

平原  佐斗司 東京ふれあい医療生活協同組合  梶原診療所  在宅サポートセンター、
研修センター  センター長

1987年島根医大卒。
在宅緩和ケアに興味をもち、92年より梶原診療所で在宅医療を開始。在宅医学会幹事(同
認定専門医制度委員会副委員長)在宅医療専門医、総合内科専門医、プライマリケア学会
指導医・評議員。東京医科歯科大学臨床教授、東京女子医大非常勤講師。気管支鏡、ア
レルギー学会各専門医。ミシガンネット理事。
<編集・執筆>
「在宅医療テキスト」(勇美財団)編集責任者、在宅医学会編「在宅医学」編集副委員長。
「明日の在宅医療」全7巻編集幹事。他在宅医療、認知症、緩和、教育等の論文多数。
研究領域は、認知症、非がん疾患の緩和ケア。

指導医大会
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指導医大会1

在宅医療教育と評価法
～最良作品型ポートフォリオ評価を中心に

藤沼  康樹
日本生協連医療部会家庭医療学開発センター

　かつて医学部の成績評価は主として、筆記試験を中心とした知識レベルの評価にとどまっていたが、近年、
実技評価あるいはパフォーマンス評価としてOSCEやポートフォリオ評価が医学部卒前教育に導入され大き
な進展がみられている。しかし、初期研修、専門医研修のレベルの医師の評価法に関しては、世界的にみて
も手探りの状態が続いている。これは「医師の働きぶり」をどのように評価したらよいのかという難題に直
結する問題であり、このことに取り組むためには、「評価とはなにか」「だれのために、何のためにやるのか」
「本物の評価(真正評価authentic assessment)はどのような方法があるのか」などについて基本的に考えてみる
必要がある。
　在宅医療専門研修は、すでに初期研修及び家庭医療や内科の専門研修が修了した後の「高度専門職養成」
を目指しており、その達成を評価するための研修目標の設定や評価も、それに応じた構造を持つ必要がある。
今回のワークショップでは、近年欧米のプライマリ・ケア領域や精神科の専門研修で注目されている最良作
品型ポートフォリオ評価を中心として、在宅医療専門研修の評価法について、学び、考える機会を提供したい。
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指導医大会2

在宅医療研修プログラムと専門医制度

平原  佐斗司
東京ふれあい医療生活協同組合  梶原診療所  在宅サポートセンター、
研修センター  センター長

【はじめに】日本在宅医学会は2002年度に「認定専門医制度」発足し、2005年度から経過措置による専門医
制度を開始し、すでに数十名の在宅医療専門医(経過措置)が誕生している。今回私は、2009年4月から開始す
る在宅医療研修プログラムと2010年春に実施する在宅医療専門医(本認定)について解説する、
【制度創設の背景】在宅医学会は「在宅医学の確立」を掲げて発足した。この十数年の間地域で在宅医療を
実践するための方法(技術、知識など)はほぼ確立し、教育すべき内容が明確となってきた。在宅医療を一か
ら学ぶ場合、家庭医療学、(老年)内科学、緩和医療学などを学問的基盤として積み上げることが妥当であり、
既存の後期研修制度(家庭医療や内科後期研修等)と競合せず、整合性をもった制度とするためには、フェロー
シップとしての制度設計が望ましいと考えられた。また、年間20人以上看取りをしている在宅療養支援診療
所(約200)は高い教育機能をもっていることも明らかになり、このような在宅療養支援診療所が中心的な教育
機関として機能することが期待された。
【制度創設の方向性】一回の専門医試験だけで、在宅医のコンピテンシーを全て評価することは困難である。
各研修プログラムの内容こそが在宅専門医育成の質、内容を保証するものであり、そのためにはプログラム
を運営する指導医の育成に力を注ぐことが最も重要である。
【在宅医療研修プログラムの概要】《専門医受験資格》一年間以上の在宅研修プログラムを各在宅研修施設(施
設群)が申請する。専門医試験を受講できるものは医師として5年の経験があり、基本的に本プログラムを修
了した者とする(ただし、実績(5年以上の在宅医療の実践)に基づき専門医試験を受けることができる実践者
コースを残している。)また、基礎学会の研修プログラムの終了や認定医・専門医の取得は2020年までは、問
わないものとした(専門医試験の申請については学会ホームページを参照)。
《研修プログラム・研修施設》在宅研修プログラムに入るには半年以上の内科研修(総合内科、老年内科での
研修が望ましい)、3か月相当の緩和ケア研修が必要である。ただし、年間在宅看取りが10名以上の在宅研修
施設で研修する場合は緩和ケア研修を免除される。また、在宅医療研修プログラムの中にこれらの緩和ケア
研修を組み込むことも可能である。在宅研修プログラムを申請する施設は、毎年10月から3月までの間に研
修プログラム・研修施設申請書を提出する。在宅研修施設は、基本的には研修者を常勤(週4日以上)で雇用で
きる施設で、指導医が常勤(週4日以上勤務)している施設とする。(複数施設でプログラムを共有する場合は
別途の規定あり)。指導医は、日本在宅医学会認定「在宅医療専門医」とする。ただし、当面、5年以上の在
宅医療の経験をもち、医学教育の実績をもつ者は指導医の申請ができる。
【研修の方法】学会としてはポートフォリオ基盤型学習を推奨している。研修者は指導医とともに研修目標
を設定する。指導医は、定期的にフィードバックを行い、研修者が在宅医療に必要な領域を経験し、ポート
フォリオを作成できるように援助する。
【おわりに】この制度の目指すところは、若い医師が全国のどの地域でも在宅医療の専門的な研修を受けら
れるシステムを作り、在宅医を志す若い医師や医学生に在宅医になる道筋を示すことである。今後、質のよ
い在宅医を育成することを通じて、国民がどこにいても標準的な在宅医療を享受でき、安心できる社会をつ
くることに貢献できることを切望している。在宅医療研修プログラムは、当学会のみの所有物にするのでは
なく、在宅関連諸団体、あるいは国民の共有財産とし、より公共性の高い制度にしていく必要があると考え
ている。 
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■A-1 癌で看取った独居老人の4症例

○小野  宏志、細田  修、小野  秀子
坂の上ファミリークリニック

【はじめに】
　当院は開業後3年が経過し、その間に3名の自宅で看取った独居老人を経験したので報告する。

【症例1】
84歳　女性　看護師　子宮頸癌
生活環境：身よりは兄弟のみ、妹さんが生活も面倒をみていた
隣に妹さんの自宅
平成19年10月に上記診断され、放射線治療実施。肺転移判明し化学療法予定されるが、起立性低血圧等の
ためできず。再度、放射線治療実施されるが副作用が強く食欲も著しく低下し中止。在宅療養希望にて退院
退院後当院から往診と訪問看護
退院時のADLは何とかトイレまで行ける程度、トイレへは這うようにして行っていたが、ベッドまでなか
なか帰ってこれないこともあった
初は妹さんに頼り介護保険の利用を希望せず
自分でトイレに行けない状況となりやっとヘルパーの導入に同意
この症例は、近所の兄弟とヘルパー協力により自宅で生活できたところが大きい

【症例2】
82歳　男性　膵臓癌　黄疸進行にて当院に往診依頼
生活環境：奥さんを亡くしてから一人暮らし
平成17年から市役所の生活管理指導(福祉サービス・ヘルパー )利用
近所に住む娘さんとは折り合いが悪い、介護を依頼できない
民生委員も積極的に関わる
往診と訪問看護開始、本人にも病状・予後告知。自宅療養続行希望
自然の経過でよいとのこと、家で死にたいとの希望あり
当初は自分で入浴何とか出来ていたが、次第に出来なくなる
ヘルパーの介入回数増やしていただく
点滴は希望があり実施
この症例は民生委員とヘルパーの協力により自宅で生活できたところが大きい

【症例3】
81歳　女性　胃癌　食道浸潤　遠隔転移のために手術は出来ず
食道狭通過障害のために中心静脈栄養実施、自宅に帰りたいとのことで退院
生活環境：一人暮らし　病気になるまで塾の講師、自宅が塾
時々塾の生徒が遊びに来る　身よりは甥御さん
他の訪問看護ステーション、当院からの訪問看護、当院からの往診にて、毎日医療的介入、ヘルパーさん
の介入当初は1日1度
全身状態が悪化しADL低下、訪問介護の介入を1日3回に増やす
病状悪化の際、入院かどうか判断に迷ったこともあったが、周辺の協力体制を確立し自宅で看取ることと
なった。
この症例は、ヘルパー、親戚、知人の力により自宅で生活できたところが大きい考察

　これらの症例を経験して、訪問診療、訪問看護はもちろん必要であるが、さらに、ヘルパー等の介護から
のバックアップ、民生委員等による地域の力、さらに知人や親戚等の協力があれば独居の場合でも最期まで
自宅で生活することが可能であるとわかった。高齢化社会において独居老人を支えていくことは大変なこと
かもしれないが、様々な職種の協力体制を駆使して支えていかなければいけないと考える。
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■A-2 診療所所長一年目　在宅末期10例の振り返り

○有馬  泰治、富山  恵子、山下  由紀絵
千鳥橋病院付属たちばな診療所

【目的】
07年10月診療所に赴任し所長として初めての1年が経過した。病棟診療とは違いこの1年間で患者さんから多
くのことを学んだ。悩んだこと学んだことを振り返り今後の診療に役立てたい。

【方法】
対象は07年10月22日から08年10月16日までの10名の在宅末期患者。カルテを元に患者さんの傾向と往診の状
況をまとめ、学んだこと問題点として残ったことを取り上げた。また診療所看護師・訪問看護師との振り返
りの中でまとめをおこなった。

【結果】
患者年齢は58歳から91歳まで(平均75歳)であった。男性9名、女性1名であった。
紹介元としてはTリハビリ病院から5名、かかりつけの患者さん2名、T病院やH医療センターからの紹介が各
1名。患者さんからの紹介が1名であった。
疾患としては咽頭がん3名、大腸がん2名、肝がん2名、食道がん1名、肺がん1名、胃癌1名であった。
往診期間は1日から71日までで(平均18日)であった。3回以内の往診の方が5名であった。平均往診回数は5.2
回で臨時往診回数は平均1.6回であった。平日夜間や外来中の往診が多かった。臨時往診の理由としては看取
りまたは初回往診のことが多く、呼吸困難や意識レベル低下の際には緊急入院となることが3件あった。
主となる介助者が妻の場合が6名、娘の場合は3名であった。妻が主に介護している場合は5割の場合が娘の
協力を得られていたが、同居しておらず、子育てや仕事があるため十分な援助は得られなかった。
看取り件数は3名であった。看取りができた家庭では娘が主な介護者であり妻の協力も得られていた。もと
もと看取りを望んでいても病状が進行し安定していなかったり、介護負担が強くなったため入院を希望され
る方が多かった。
明らかな認知症があった方は5名で、自宅での看取りができた方はすべて認知症を合併していた。疼痛もそ
れほど強くなくやすらかに亡くなった。

【考察】
それぞれのケースの中で栄養管理、浮腫や褥創の管理、ステロイドの使用、オピオイドの管理、末梢点滴や
IVHの管理、自己導尿指導、吸引・吸入器の設置、在宅酸素の設置など在宅末期医療に必要な専門的知識や
技術ついて学んだ。急変時に必要な内服・点滴類の整備を行った。
訪問診療を開始するにあたって事前に家族とカンファレンスを開いた。今後の病状と提供できるサービスに
ついて説明を行い、家族の意向をうかがった。その際、その家庭の介護力を早めに把握しておくことが、今
後の在宅医療の参考になることが分かった。
往診の際は、患者さんのいる場での話と別れ際の玄関先での家族との話しあいをこころがけ、その都度、今
後の病状の変化と方針についての確認を行った。不十分だと感じる場合には診療所へ足を運んでもらい時間
をとって話し合いをした。
きちんと書面に残しておくこと、一般的な末期医療についてのパンフを作成しお渡ししておくこと、介護者
への支援、訪問看護へのタイムリーな情報提供が不十分であった。
比較的若く理解力がある方は病状の進行とともに家族への負担を配慮し自ら入院を希望される方が多かっ
た。認知症患者さんの場合はご本人の意思は分からないが、入院によりせん妄が悪化や、不自由な生活を余
儀なくされるため今後在宅での看取りが増えていくと考えられる。
病状が悪化し家族が入院を希望した際、医療者側はもう少し家で頑張れるのではと思い、また裏切られた気
持ちを抱くこともあるが、24時間よりそって介護する家族の気持ちにしっかり寄り添うことが大事である。
入院が良いと考えたら臨機応変な対応を行う必要がある。
また、在宅末期医療をのぞまれる患者さんは、なるべく早期に紹介していただき患者さんや家族と十分にコ
ミュニケーションをとっておく必要がある。

【結論】
よりよい在宅末期医療のためチームでの知識・技術の習得だけでなく、認知症患者さんの対応、家族への介
護への配慮、入院する場合の臨機応変な対応が必要である。
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■A-3 東花園クリニック6年間の在宅看取りと訪問診療の検討

○古賀  友之1)、杉琴  さやこ2)、木野田  茂1)

1)医療法人きのだ会、2)東大阪市立総合病院

【はじめに】
　当院は地域のかかりつけ医として小児から老人までプライマリ・ケアを提供するとともに地域の病院から
のターミナルケア症例を積極的に受け入れ、東大阪市において在宅看取りを進めている。筆者が管理医師と
なってから6年間、特に在宅療養支援診療所となってからの3年間に行ってきた在宅ターミナルケア症例につ
いてまとめた。今回は自宅にて訪問診療を受けられ、在宅あるいは病院で亡くなられた症例のご家族に対し
てアンケートをおこなった。

【結果】
　東花園クリニックは1ヶ月にのべ1200人外来診療を行ないながら、一般患家約50人、施設約100人の訪問診
療を行なう外来在宅ミックス型の在宅療養診療所である。
　平成20年12月13日現在、この6年間にターミナルケアを行ったあるいは現在継続している末期がん症例は
119例、このうち亡くなられた方は103例(施設5例)、在宅看取りが58例(施設2例)、病院での看取りが45例で
あった。非がん疾患でターミナルケアとして紹介された症例は8例(認知症2例、神経難病2例、呼吸不全3例、
脳梗塞1例)これらの症例を含め、非がん疾患で在宅診療を受けられて、かつ施設を含む在宅にて看取らせて
いただいた症例は14例(施設7例)であった。
　在宅看取り症例は年別に見ると2004年1例、2005年1例、2006年10例、2007年23例、2008年37例で、在宅療
養支援診療所となってから、69例の看取りを経験した。
　今回、施設以外の居宅にてターミナルケアを行い亡くなられた方(末期がん症例98例、非がん症例18例)の
うち、独居であったり家族と連絡のつかなかった症例を除く85例にアンケートを送付し、現在集計検討中し
ている。
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■A-4 他職種連携で効を奏した気管切開術後患者の症例

○奥平  かおり1)、長嶺  由利子1)、後藤  真恵1)、金城  成子1)、大嶺  淳子1)、下地  幸子1)、大浜  篤1)、名嘉村  博1)、
町田  尊2)、梶浦  耕一郎2)、喜瀬  貴則2)、肥谷  菊乃3)、玉那覇  牧子4)、下地  マリ子5)、神谷  明5)、片平  賢一6)

1)名嘉村クリニック、2)浦添総合病院、3)ことぶき居宅介護支援事業所、4)つるかめ訪問看護ステーション、
5)株式会社  琉球光和、6)株式会社  東レ・メディカル沖縄総代理店MC沖縄販売株式会社

【はじめに】
呼吸管理目的で気管切開術を決定した患者とその家族に術前に予想されなかった問題が生じ、その問題を抱
えたまま在宅療養を選択した事例を通して、在宅療養における負担軽減や解決へ向ける取り組みにおいて、医
療者の連携の重要性について考察を導き、今後のよりよいシステム構築への課題とするためここに報告する。

【背景】
進行性核上性麻痺、COPD (二型呼吸不全)を基礎疾患とするM氏は運動障害や嚥下機能低下、喀痰喀出困難
があり、HOT、NPPV導入され、胃瘻経腸栄養と喀痰吸引を行っていたが、誤嚥も多く、喀痰吸引が頻回で
NPPVでの換気困難となり、呼吸困難に陥ったため緊急入院となった。
ご家族はM氏の介護にあたり誤嚥と痰の頻回吸引により呼吸管理が困難な状況で、一時は在宅療養復帰を断
念し施設への入所も考えられたが、在宅担当医(呼吸器内科)と当院神経内科外来担当医(神経内科)との相談の
上で気管切開術を施行し、在宅療養へと調整されることとなった。しかし、M氏の気管は解剖学的に通常よ
りも皮膚表皮から気管までの距離が長いため、通常規格の気管カニューレでは長さが足りず、
① カニューレが気管まで届かずに誤挿管となる
② カニューレが届いたとしても気管壁にあたり器械的刺激により肉芽形成されてしまう
というリスクが生じる可能性がありカニューレの長さが調整できるタイプの気管カニューレを使用し通常
よりも2 cm延長し10 cmの長さで挿入されることとなった。
しかしこの気管カニューレは気管孔から皮膚上にある吸引口の長さが通常よりも2 cm長く4 cmの長さとな
り、カニューレが顎にひっかかってしまい、首を動かすたびにカニューレの動揺を来たし痛みを生じること
となり、痛みを回避するために身動きがとれなくなってしまった。
安定な呼吸を維持するために気管切開術を決定し施行したために、発声での自己表現が失われたこと、痰が
多く頻回の吸引手技と窒息の危険性などの不安と心理的負担感、ADLの制限を抱えての在宅療養で家族の介
護負担は大きく介護疲れは強くなる傾向がみられた。
その負担軽減の一手段としてケアマネージャーのプランにより定期的にショートステイの利用が行われた。
在宅医療部では、入院されていた病院の呼吸療法士から、気管カニューレの特別注文が可能な会社があると
いう情報が受け、担当者とカンファレスを設け、通常の規格製品(8 cm)から2 cm延長できるという情報提供
があり、その製品を提供してもらい患者に使用した。

【結果】
① 気管カニューレの気管孔から皮膚上にある吸引口の長さが2 cmへと短縮され、首を自由に動かせるように
なった。これまで、ベッドの頭側の高さを20度以上にあげることを拒否していたが、自ら「もっと頭側
を上げてくれ」と要求され本人の楽な姿勢へ体位を整えることができADLが拡大された。

② 提供された気管カニューレは側溝に吸引口がありカフ上部の吸引が可能となり、家族から「痰の量が減っ
てきているようです、本当にありがとうございます」と喜びの声が聞かれた。

【考察】
担当ケアマネージャーや他施設のスタッフと医療機器会社担当者の協力の中、気管カニューレを変更できた
ことで、問題解決の糸口へと繋がることができたと思われる。在宅療養を行うにあたり、患者とその家族は
処置技術の習得やADLの制限など様々な問題を受け入れて在宅療養を選択される。在宅が安心して過ごせる
場となるよう、問題を共有し、専門的な意見や情報を取り入れ、患者の思いに応える援助を提供するために
他職種連携の充実を図っていきたい。
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■A-5 非侵襲的間歇陽圧人工呼吸器を在宅で導入し得た一症例

○永井  京子1,2)、大塚  篤子1,2)、山本  真利子1)、赤沼  まゆみ2)、後藤  由美子2)、今井  由香3)、下崎  美雪3)、
宮前  峯子3)、古川  寿子2)、石井  利明3)、石井  咲織1)

1)ねむのきクリニック、2)訪問看護ステーションなごみ、3)石井医院

【はじめに】
我々は、病院では導入困難であった非侵襲的間歇陽圧人工呼吸器(NIPPV)を在宅で導入し得た1例を経験した。

【症例】
86歳、男性。

【既往歴】　
80歳、心筋梗塞。大腸がん手術。82歳、右大腿骨骨折。85歳、胃潰瘍。

【現症】
身長　160cm。体重　45Kg。血圧　138/60mmHg、脈拍　65回/分、SPO2　91%。
動脈血液ガス　pH　7.428　pCO2　58.9　pO2　63.2　HCO3　35.3　BE　3.2　

【退院後経過】
慢性呼吸不全が肺炎により急性増悪し入院中にNIPPV導入を指示された。しかし、機械を装着してまでも生
活することに抵抗が強く、拒否された。退院後、労作時の呼吸困難感が増悪してきたため、在宅酸素を0.251
より開始した。当初、患者の医療器械装着への抵抗は非常に強かった。しかし、退院2ヶ月目より、労作時
だけでなく、排便、睡眠中など日常生活に支障を来す息切れが出現するようになってきた。入院中に高炭酸
ガス血症で意識障害を起こしていたため、酸素を増量していくには限界があり、NIPPVの導入が適切な時期
となってきた。その頃までに、実際の機械をデモで家族や患者に試用していただき、生活に沿った導入につ
いて相談を重ねていった。また、導入時は連日看護師が訪問していくこと、24時間対応できること、経済的
に保険医療であり負担は少ないことなどを説明していった。その間、患者が戦時中、防毒マスクをつけてい
た経験があること、自分で機械を管理することができ、ある程度のADLがよくなるのであれば、治療に積極
的な考えももっていることを聞き出していった。

【NIPPV導入経過】
導入1週間目は、呼気圧、吸気圧ともに低値で、看護師が訪問中に症状観察ができる時間内より開始とした。
合併症などに留意し、ゆっくりと時間をかけて、徐々に適切な圧、時間へ設定していった。導入後、自覚症
状は著明に改善した。高炭酸ガス血症の改善、呼吸筋の筋疲労の休息、肺及び胸郭のコンプライアンスの増
加により効果が認められたからだと思われる。

【考察】
1) 担当看護師が連日訪問
機器の管理、家族への指導、合併症に対しての症状観察目的で導入前後、看護師が連日訪問とした。家
族、本人の不安軽減、生活リズムに適したNIPPVの検討及び、正確な病状把握、治療への理解を得ること
ができた。

2) 安全に、また患者にとっては安心して導入していける病院、往診医師、訪問看護師、理学療法士などと
の連携がとれていた。

上記2点が導入において重要な要素であったと考えられる。
病院、往診医師、訪問看護師、理学療法士などとの導入への経緯、症状、ADLの改善、データの推移につい
て若干の文献的考察を加えて報告とする。
今後は、症例の積み重ね及び、当症例においては長期的効果についての検討が必要と考えている。
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■A-6 在宅人工呼吸に移行した肺結核後遺症患者をとおして末期呼吸不全
におけるdecision–makingを考える

○立石  彰男1)、白藤  雄五1)、坂田  勇司2)、松永  信2)

医療生活協同組合健文会・宇部協立病院  1)内科、2)外科

共同研究者：宇部協立病院2階病棟看護スタッフ、虹の訪問看護ステーション看護スタッフ

【症例】
67才、女性。

【現症】
30才台で肺結核に罹患、入院治療にて治癒。07年8月下旬“夏ばて”で近医を受診した際、肺結核後遺症による
慢性呼吸不全の診断で在宅酸素療法(HOT)を勧められた。9/5自宅でHOT導入直後意識混濁に陥り、当院に救
急搬送された。

【入院経過】
救急外来でのドキサプラム持続静注開始で意識レベルは改善し入院後もこれを維持したが、PaCO2は80～
90mmHgで推移し次第に精神症状を来たした。胸部X線撮影、CTにて両中下肺野の著明な胸膜肥厚・石灰化
を認め、軽度の気道感染と低栄養状態があった。人工的気道確保と人工呼吸(当面の方法、離脱できない可能
性、その場合の気道確保・人工呼吸・発声の方法など)について会話と書面にて説明した後、患者・家族の同
意をえて、10/7気管挿管・人工呼吸(従量式SIMV+PSV、持続鎮静使用)を開始した。約1ヶ月の抗生剤投与・
栄養管理・人工呼吸の後、“鎮静薬を中止し人工呼吸離脱に向けたリハビリテーションを行う”目的で10/30経
皮的気管切開を実施した(患者・家族による同意)。ところが、その直後、胆石の胆嚢頚部嵌頓から敗血症を
合併した。敗血症は経皮経肝胆嚢ドレナージ(家族による同意で11/15に実施)で改善していったが、家族より、
患者の負担を軽くするため治療を制限したい旨の要望が出された。そこで、多施設・多職種からなる「倫理
コンサルテーション・チーム」に助言を仰ぎ、家族・スタッフカンファレンスを重ね、鎮静薬を中止し患者
の意向を再確認することとなった。

【在宅への移行】
幸い、胆道感染は消退し胆嚢も無機能化・萎縮した。鎮静薬中止後、患者は呼吸リハビリテーション・理学
療法・作業療法に積極的で、人工呼吸器に依存しながらも(SIMV8回/分:Vt300ml＋PSV8cmH2O、O2:0.5L/分)、
ADLはほぼ自立できた。08年5/27、患者は、在宅酸素・人工呼吸の状態で、定期往診・訪問看護・ヘルパー
支援を受けて自宅退院した。現在、1時間のT-ピースが可能で、人工呼吸中の発声は不十分ながらもコミュニ
ケーションはおおむね良好である(二重管気切カニューレ使用)。SpO2=92～98%、PaCO2=65～75mmHgを維
持している。入浴、食事準備に看護師・ヘルパーの支援を受けつつも夫との生活を営み、友人・看護師の同
行で紅葉狩りを楽しむまでになっている。なお、当院の事前指定書を取り寄せ、「呼吸状態が悪化して植物
状態や意思疎通困難となったら治療中止を希望する」旨の意思表示をしている。

【考察】
治療中止・差し控えには、1)患者自身の意向と判断能力、2)家族の代理・代行判断の有効性、3)社会通念か
ら許容されるか、などの検討が必要であるが、本症例の経過からも明らかなように、決定は固定的なもので
はなく流動的である。患者を中心とした状況変化の流れの中に、家族・スタッフなど関係者が入り込み、患
者への思いを持ち寄ることが重要である。
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■A-7 中心静脈施行中の独居胃がん症例の看取り

○大塚  篤子1,2)、永井  京子1,2)、山本  真利子2)、赤沼  まゆみ1)、後藤  由美子1)、今井  由香3)、下崎  美雪3)、
宮前  峯子3)、古川  寿子1)、石井  咲織2)、石井  利明3)

1)訪問看護ステーションなごみ、2)ねむのきクリニック、3)石井医院

【緒言】
我々は、独居かつ中心静脈(IVH)施行中の胃がん患者を本人の強い希望で在宅で看取った。当初、患者は、独
居でもあり、病状悪化時は入院を希望していた。しかし、訪問診療、訪問看護を開始後、家で最期を迎えた
いという思いが強くなってきた。時期を逸せず、緩和医療だけでなく介護スタッフとも緊密に連携し、サ
ポートすることで、在宅での看取りができたので報告する。

【症例】
82歳、女性。

【既往歴】
40歳、肋骨骨折。50歳、尿管結石。65歳、心筋症。81歳、右大腿骨頸部骨折。

【退院後経過】
平成19年7月にstage IVの胃がん、膵体尾部切除術後、化学療法を外来にて施行していた。しかし、全身衰弱
が進行し、大動脈リンパ節に再発、CEA上昇となってきた。患者本人が在宅ホスピスを希望し、訪問診療、
訪問看護が開始された。当初、TS-1継続していたが、食欲低下し、下痢が持続するため、病院主治医に中止
の許可を得て、在宅で点滴施行とした。オキシコンチン3錠分3が処方されていたが、痛みに応じ、レスキュー、
増量など開始し、最終的にはデュロテップパッチで疼痛はコントロールされた。在宅療養開始後1ヶ月目に
末梢での点滴ライン確保が困難となってきた。同時にステロイドなどの内服を定時にできない摂食量となっ
てきた。少量の補液にて、著明に体力が改善するため、本人と相談のうえ、皮下注射でなく中心静脈ライン
を在宅で確保した。点滴施行時、カフティポンプを使用した。その際、テルモより充電池を24時間毎に交換
しなければならないとの説明があった。しかし、独居であり、患者本人は交換できない状況下であった。実
際に実験してみると、90時間以上電池交換せずとも輸液滴下に問題なくポンプが稼動した。この結果により、
厳密な24時間でなくても、訪問時間を医療、介護スタッフで緊密に連絡しあい、電池を交換としていった。
また、永眠される10日前くらいより、24時間体制の家政婦に見守りを依頼とし、本人の不安を取り除くよう
に環境を整えていった。

【考察】
当症例では家族がいながらも、事情により、在宅での介護ができず、独居であった。在宅での看取りが可能
であったのは患者本人の在宅への強い意思が一番であったように思う。在宅介護スコアは8点であったが、在
宅主治医、訪問看護師、ケアマネージャー、訪問薬剤師、ヘルパー、ボランテイア、近隣住民、24時間家政
婦の導入と、地域介護スコアを14点までにできるよう病状に応じて見守り体制を整えていけたことも大きな
要素である。

【まとめ】
当訪問看護ステーションでは7割の方を在宅で看取っている。また、看取りの7割は癌である。医療需要度が
高い独居の症例を在宅で看取ることは難しいが、この経験を踏まえ、個々の患者の希望を最大限にかなえて
いける体制と、医療の質の確保に今後とも研鑽を重ねていきたい。
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■A-8 在宅緩和ケアで実現する一人暮らしの看取り～パターン分類～

○小笠原  文雄1)、山田  由美子1)、佐々  寛己1)、木村  久美子2)、武仲  真知子2)、五島  早苗2)、野田  裕子2)、
真名井  初美2)、中村  美穂2)、竹中  美香2)、三鴨  悦子2)、二村  美紀2)

1)医療法人聖徳会小笠原内科、2)医療法人聖徳会小笠原訪問看護ステーション

【目的】
当院では平成元年以来、在宅で約300名の看取りをしてきた。このうち一人暮らしの末期癌患者は極めて終
末期になると、急遽入院するケースが多かったが、最近は工夫をすれば自宅での看取りを実現できるケース
が多くなった。看取りが実現したケースを検討し、パターン分類化した。

【方法】
当院が経験した一人暮らしでの看取りを4つのパターンに分類した。

【結果】

 ＝  ＋ (Ns、薬剤師)

卵巣癌(78歳、女)　傾聴ボランティア、友人、キリスト教会の知人、牧師らが協力。心のケアや泊まり込
みをした。一人暮らしなのに、まさかこんなに幸せに旅立てるとはと、微笑まれ感謝された。

 ＝  ＋(Ns、ヘルパー、ケアマネ、薬剤師)

胆のう癌(70歳、女)　他人が入るのを嫌がっていたが、歩けなくなってから、夜間急激に不安になり、家
政婦が見つかるまでの数日間、主に当院有志のボランティアが泊まり込みをした。友人、隣人や僧侶らが
協力。

 ＝  ＋ (Ns、ケアマネ、薬剤師、管理栄養士)

総胆管癌(87歳、女)　ヘルパーを拒否し、家政婦が約1か月入る。夜間、別居している娘が時々泊まりに来た。
 ＝  ＋ (Ns、ヘルパー、ケアマネ、薬剤師)

下咽頭癌(57歳、男　生活保護)　当院で『在宅緩和ケアの実際』の話を聞き感銘した息子の意向で、息子
のマンションから約500m離れているアパートに急遽退院をした。当初、ヘルパーを拒否した為、息子が
半年間、体調の良い時はたまに外出させ、夜間も1時間程介護に来ていた。その後、息子が病気で介護で
きなくなったが、家政婦は本人が拒否。夜間全く一人で電話も出来ない為、本人の希望により夜間セデー
ションを強力にかけ、昼間は信念を持って、最期の1週間を生き抜いた。最期の日、息子が一晩付き添い、
あまりの安らかさに感無量であった。

【考察】
在宅緩和ケアを受けている一人暮らしの方は、気力が尽きるまで眼を見張るほど尊厳を持って生きておら
れ、たとえばトイレにも行けなくなると、3～10日間位で旅立たれる事が多いようである。この最期の時の
支え方が鍵と思われる。そこで4つのパターン分類をした。 、 のようにボランティアの協力があると、
家の中が穏やかな空気に包まれ望ましいが、今の日本の文化を考えるとそれ程容易ではない。 、 のよ
うに家政婦を利用する場合、通常自己資金が30万円もあれば充分である。アメニティーを高めようとすると
100万円位必要である。お金を残して死ぬよりも自分の為に使うことを考えた方がよいのではないかと話し
合う事も必要である。 のような場合、自分一人では何もできない状況にまでなると‘夜間何かあったら’と
いう不安感や、急変して苦しむのは嫌だという想いから、患者本人が夜間セデーションをかける事を希望さ
れ、翌朝目が覚める頃にヘルパー等によるモーニングケアを受ける事になる。もし、夜間深い眠りの中で死
んでもそれはそれで幸せだという死生観が確認されているので、孤独死ではなく、本人の希望死・満足死・
納得死と考える。しかし民生委員等がマスコミに騒がれることを嫌い、孤独死だけは避けたいと思っている
ケースもあるため、充分な配慮が必要であるとともに、日本の文化・死生観の中で受け入れられることが大
切である。意志の確認は複数のスタッフでする必要があり、当院では主治医とTHP(トータルヘルスプラン
ナー )が主に確認している。特に生老病死の中、PPK(ピンピンコロリ)という人生観を受け入れるべきかはさ
ておき、人は必ず死ぬものだという認識が必要である。在宅緩和ケアにより、『安らか』『大らか』は当たり
前、さらに『朗らか』に生かされ、最期は『清らか』に旅立てたら最高である。

【結論】
一人暮らしの場合、必要に応じ、4つのパターンを提示して本人の意志を最優先に考えた在宅緩和ケアをす
れば、看取りまで可能である。

I　 ボランティア

II　 ボランティア ＋ 家政婦

III　 家政婦

IV　 なし

I　 II　

II　 III　

IV　
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■A-9 在宅医療には漢方を(1)　消化器疾患編

○山口  竜司1)、山口  誓子1,2)

1)山口診療所、2)生長会府中病院

【目的】
高齢者の多くは何らかの疾患と生理的機能低下・異常を同時に持つことが一般的である。加齢により神経伝
達速度・運動時の心拍出量・肺活量・腎機能・免疫能などほとんどすべての生理機能は低下をきたしている。
在宅患者の場合は機能低下・障害の割合は高いと考えられ、漢方薬を西洋薬と併せて内服することにより機
能改善を行い、QOLの維持・改善を図った。今回はその内、消化器疾患を中心に報告する。

【対象及び漢方方剤】
1)対象：男子4人(平均年齢90.0歳)、女子25人(平均85.2歳)の合計29人(平均85.5歳)の高齢在宅患者を対象とす
る。平均7.2年間の西洋薬と漢方薬の併用療法を実施。内訳としては、循環器疾患(脳循環障害・.脳梗塞後遺
症などを含む)が最も多く29人、次いで消化器・肝胆膵疾患が19人、神経・運動器疾患が17人、代謝・栄養疾
患が　6人、呼吸器疾患が5人、その他(血液・造血器疾患及び腎・尿路疾患などを含む)9人。消化器関係で
は、症状として腹痛、腹部膨満、食欲不振、嚥下障害、嘔気・嘔吐、吐血、便秘、下痢、下血などがある。
消化器の悪性腫瘍を除き、疾患としては、慢性胃炎、消化性潰瘍、逆流性食道炎(食道裂孔ヘルニアを含む)、
急性・慢性下痢症、機能的消化不良などがある。2)使用漢方方剤：エキス剤として六君子湯、補中益気湯、
人参湯、帰脾湯、加味帰脾湯、人参養栄湯、大建中湯、大黄甘草湯、麻子仁丸、黄連解毒湯、真武湯、十全
大補湯、附子理中湯、胃苓湯、五苓散などを組み合わせて使用。煎じ薬として紅参を使用。

【結果】
漢方薬の併用により、西洋薬単独投与時に比較して、食事量の増加と食事が「おいしい」という自覚症状確
認による食欲不振の改善7例。オムツ交換時の便の目視による消化不良(軟便・未消化便)改善例3例、胃カメ
ラによる確認で萎縮性胃炎の改善例1例、トイレ介助及びオムツ交換時の便の目視による便秘症改善例5例を
認めた。

【考察】
高齢者は嚥下力の低下・誤嚥があり、経口的に十分な食事量が摂れたとしても、うまく消化吸収ができない
ため、栄養状態の改善が悪く体力も回復しにくい。また腸管の動きも悪く便秘症状をきたし易い。結果とし
て、他臓器の機能低下につながり、免疫力の低下により感染症に罹患しやすい。基本は西洋も東洋医学も同
じはずである。症状や疾患名から西洋医学的に体の中でどういう変化が起こっているのかを捉えて、もう一
方で東洋医学的な捉え方と付き合わせて、それが一致するモデルを考えて、漢方を使用する事が大事だと考
える。EBMを論じることも重要であるが、患者の状態改善・自覚症状改善が急務であるとするならば、使わ
ないという積極的な理由はないのではないかと考える。

【結語】
在宅医療に漢方薬を導入することは、西洋薬の効果を上げ、副作用を和らげることが可能である。日々待っ
たなしの状況に置かれている患者の状態改善に役立てるために、在宅医療への積極的な漢方併用療法が望ま
れる。
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■B-1 在宅における皮下輸液の実態調査

○鈴木  央、森  清、石垣  泰則、藤田  亜紀
日本在宅医学会研究委員会

　日本在宅医学会研究委員会は平成20年9月より11月30日まで、在宅における輸血の実態調査、および在宅
における皮下輸液の実態調査を目的に日本在宅医学会会員を対象にアンケート調査を施行した。
　11月中旬現在において(締め切り平成20年11月30日)、回答数/送付数は128/1081通、返信率11.8%であった。
在宅における皮下輸液の経験なしとした施設が97施設、皮下輸液の経験ありとした施設が31施設であった。
回答のあった施設の24.2%が在宅における皮下輸液の経験があった。
　皮下輸液を行なった理由(複数回答可)としては、皮下静脈が見当たらなかったこと：67.7%、輸液中に安静
が保たれないこと：51.6%、最小限の穿刺ですむこと：38.7%、心不全・腎不全例にも比較的安全と考えたこ
と：32.3%であった。
　皮下輸液に対する感想としては(複数回答可)、有益である：90.3%、無益である：0%、安全である：71.0%、
危険である：0%、輸液効果があった：54.8%、輸液効果がなかった：0%、なんともいえない：6.5%、適応症
例があればまた行なってみたい：71.0%、二度と行ないたくない：0%、その他3.22%であった。
　現在、報告された症例に対しての解析を行なっており、その解析結果を含め報告する。
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■B-2 在宅における輸血の実態調査 

○鈴木  央、森  清、石垣  泰則、藤田  亜紀
日本在宅医学会研究委員会

　日本在宅医学会研究委員会は平成20年9月より11月30日まで、在宅における輸血の実態調査、および在宅
における皮下輸液の実態調査を目的に日本在宅医学会会員を対象にアンケート調査を施行した。
　11月中旬現在において(締め切り平成20年11月30日)、回答数/送付数は130/1081通、返信率12.0%であった。
在宅における輸血の経験なしとした施設が111施設、輸血の経験ありとした施設が19施設であった。回答の
あった施設の14.6%が在宅における輸血の経験があった。
　経宇検のある輸血の種類(複数回答可)は、濃厚赤血球：12施設、濃厚血小板：3施設、全血輸血：2施設、
FFP：2施設、白血球除去濃厚赤血球4施設であった。
　輸血時の穿刺者については、医師：14施設、看護師：5施設であった。輸血中の見守り(複数回答可)は、医
師：4施設、看護師12施設、家族：7施設であった。抜針と輸血後の見守り(複数回答可)については、医師：3
施設、看護師15施設、家族3施設であった。
　放射線照射後の輸血を使用しているのは17施設、使用していない(7～8年前に施行)のは1施設のみであっ
た。放射線照射後輸血の使用頻度は84.2%であった。放射線照射を行なった場所は、日本赤十字社：17施設、
連携病院輸血部：3施設であった。
　保管場所は診療所冷蔵庫保管：9施設、連携病院輸血部1施設、保管せず当日使用する：8施設であった。
　クロスマッチを行なった場所は、日本赤十字社：1施設、連携病院輸血部：6施設、診療所：2施設、外注：
9施設であった。
　現在、報告された症例に対しての解析を行なっており、その解析結果を含め報告する。
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■B-3 在宅ホスピスケアにおける持続的鎮静の現状と今後の課題

○塚口  哲次、竹澤  和枝、古田  睦美、宮原  一枝、中尾  勝子
クリニックこまつ在宅医療室

【背景・目的】
終末期癌患者の在宅ホスピスケアにおいて、手を尽くしても意識を保ったままではコントロールが困難な苦
痛症状を経験する。このような場合、最終手段として持続的鎮静を施行せざるを得ないことが多い。持続的
鎮静は倫理的な課題を含む医療行為であり、その施行に際しては慎重な姿勢が求められる。今回、当クリ
ニックで施行した持続的鎮静の実態を調査し、今後の課題を明らかにすることを目的とした。

【方法】
平成18年1月から平成20年9月までの2年9ヶ月間に、当クリニックで在宅ホスピスケアを実施し在宅で看取っ
た癌患者74名(男性44名、女性30名　70.2±12.6歳　mean±SD)を対象に、カルテ記載から情報を収集して、①
鎮静施行率、②原疾患、③対象症状、④鎮静期間、⑤鎮静開始時推定予後、⑥使用薬剤§⑦意思決定過程に
ついて検討した。

【結果】
①持続的鎮静を施行したのは21名(男性11名、女性10名　28～87歳　中央値68歳)で、鎮静の深度別では、浅
い鎮静4名、浅い鎮静から深い鎮静への移行3名、深い鎮静14名であった。全鎮静施行率は28%で、浅い鎮静
からの移行例も含めると持続的深い鎮静の施行率は23%であった。②21名の原疾患は胃癌6名、大腸癌5名、
肺癌4名、膵癌2名、その他4名(前立腺癌、子宮頚癌、外陰癌、白血病各1名)で、疾患別の鎮静施行率は胃癌
(6/16　38%)、大腸癌(5/11　45%)、肺癌(4/14　29%)、膵癌(2/5　40%)であった。③鎮静の対象となった症状
は、呼吸困難8名、せん妄7名、疼痛3名、倦怠感3名で、症状別の鎮静施行率は呼吸困難(8/42　19%)、せん妄
(7/32　22%)、疼痛(3/57　5.8%)、倦怠感(3/39　7.7%)で、呼吸困難、せん妄が鎮静の主要な対象であった。④
鎮静期間は1日以内8名、2～3日6名、4～6日4名、7日以上3名で67%が3日以内であった。7日以上の3名はいず
れも浅い鎮静から深い鎮静への移行例であった。⑤鎮静開始時推定予後は3日以内17名(81%)、4～6日2名、7
日以上2名で、鎮静期間が3日以内の14名は全例予後も3日以内と推定されていた。⑥ミダゾラムが20名(95%)
で使用され、使用量は10～96mg／日と個人差が大きかった。ミダゾラム単独は4名で、ハロペリドールが13
名(65%)で併用されていた。その他7名でモルヒネ、2名でケタミンが併用され、ミダゾラムを使用しなかっ
た1名にはハロペリドールとヒドロキシジンによる浅い鎮静が施行された。⑦鎮静開始前に患者本人の意思
が確認できていたのは5名(24%)、家族による患者本人の意思推定は5名(24%)、11名(52%)で本人の意思確認
ができず家族と医療チームの話し合いで鎮静開始を決定した。全例で家族の同意は得られた。

【考察】
今回の検討では持続的鎮静の施行率、対象症状、鎮静期間等については諸家の報告と概ね同様の結果であっ
た。疼痛単独では鎮静の対象となることは少なく、在宅でもWHO方式に従い、疼痛コントロールを積極的に
行うことで鎮静対象としての疼痛の占める割合を減らせることが示唆された。鎮静による予後短縮は明らか
でなく、適応の判断を慎重に行えば在宅ホスピスケアにおいても鎮静を安全に施行できると考えられた。一
方患者の意思は52%で反映されておらず、改善の余地を残す。持続的鎮静を検討する段階では、大半の患者
は意思決定能力を欠いており、患者の意思を確認することは難しい。事前に患者の意思をいかに確認するか
が今後の課題である。画一的な文書による意思確認が患者、家族へ及ぼす心理的影響を懸念し、現時点では
日常診療における患者、家族との自然な語り合いの中で、患者本人の終末期の希望を意識的に確認しそれを
家族とも共有する形が望ましいと考えている。
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■B-4 神経ブロック無効の癌性疼痛に対しモルヒネ及びケタミン静注にて
疼痛コントロールし在宅管理に移行した一例

石田  進
名古屋第二赤十字病院  麻酔科

【症例】
50歳　男性　直腸癌(stage III b)に対し　平成15年5月に低位前方切除術施行
平成16年9月に局所再発しマイルズ手術施行
平成17年9月　骨盤内再発により両側水腎症を発症しWJカテ挿入し化学療法施行　10月から放射線療法も開
始　11月癌性疼痛出現　コンチン投与開始
平成18年6月　化学療法は嘔気のため断念　疼痛コントロールに専念することとなる。
平成18年7月　癌性疼痛が下肢に出現
局所再発のみで遠隔転移巣はなく予後は数年とのことで神経破壊薬使用によるクモ膜下永久ブロック施行
するも無効。
CVポート造設し　塩酸モルヒネ及びケタミン静脈内持続投与にて疼痛コントロール良好となり在宅医療に
移行する。
その後平成19年2月まで在宅にて疼痛コントロール　その後　疼痛コントロールが塩酸モルヒネ2000mg/日
要するようになり入院し5月に永眠される。

【考察】
末期がん患者の在宅医療での平均診療日数は60日程度である。しかし、化学療法、放射線療法も限界まで施
行し、末期状態であるが、遠隔転移巣がなく予後は年単位である患者の難治性疼痛と言う問題点があった。
神経ブロックも麻痺の合併症を避ける為、十分な効果が得られず、静脈投与による薬剤によるコントロール
を試みた。
神経障害性疼痛のためモルヒネ単体の疼痛管理ができなかったが、ケタミン静注をモルヒネ静注に併用しコ
ントロール良好となったため、在宅診療に移行可能となった。
家庭で残された大切な6ヶ月を過ごすことが可能であった。

【結語】
大量麻薬、神経ブロックでは疼痛コントロールできない症例に対し、ケタミン静脈内投与を併用することに
より在宅管理移行に成功した。
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■B-5 疼痛管理におけるレスキュー使用の実際

○岡  豊香1)、前野  薫1)、市川  勇1)、泰川  恵吾2)、串田  一樹3)

1)タカノ薬局鎌倉店、2)鎌倉常盤クリニック、3)昭和薬大

【はじめに】最近、がん治療は入院医療だけでなく在宅医療へと拡がりつつあり、栄養管理や疼痛管理を行
いながら在宅で療養するがん患者が増えてきた。がん患者の疼痛管理では、患者の痛みに対する訴えが、多
様な表現で行われ、その瞬間の痛みの変化も加わり、さらに患者の訴えを聞いた医療者側の認識にも差異が
あることから、患者の痛みを正確に把握するのが難しいケースが少なくない。特に、在宅医療では、痛みの
把握は訪問時の観察と患者および家族からの訴えが主になっているので、入院と比べると痛みの変化に対し
て継続的な把握は難しい。
　一方、薬局も医療提供施設に位置づけされ、このようながん患者に対しては、医薬品を調剤するだけでは
なく、薬剤師が患者を訪問して、痛みの状況を観察し、その経過を主治医や訪問看護師に情報提供する機会
やカンファレンスに参加する機会が増えてきた。疼痛管理では、痛みのコントロールには処方量の変更、追
加処方の提案や、副作用対策が必須であるので、薬剤師も臨床的な判断力が要求されるようになった。今回、
疼痛管理のレスキュー使用について、症例を基に報告する。

【症例】今回報告する症例は、次の通りである。
症例： Eさん　　男性　65歳　　肺がん末期　転移性骨腫瘍　胸膜転移あり

発症年不明　　肺がん発症
2006年　胸膜転移　放射線照射療法実施
2007年3月 TS-1　開始
2007年3月 退院　自宅療養

退院時処方　TS-1　　オキシコンチン5mg×5錠　　オプソ5mg/回
主訴　痛み、食事不可、吐き気あり

在宅2日目 右胸痛　オキシコンチン7錠/day 切り替え　オプソ10mg/回
4日目 プリンペラン処方追加
6日目 傾眠　幻覚　オキシコンチン5錠/dayに戻す
10日目 経口投与困難につきオキシコンチンからパッチ2.5mgへ切り替え

レスキュー：オプソ10mg　　食事不可
22日目 痛み無く、再開　歩行もできる　便通あり
40日目 デュロテップパッチのドーズアップを検討、5mgへ

断続的な痛みが再発、オプソ10mg2回までの服用。オプソの服用回数は、気にせず服用して
ほしいと伝えたが、オプソを3回服用すると便秘傾向強くなると、患者の拒否あり。

62日目 デュロテップパッチ7.5mgに増量。
　 125日目 デュロテップパッチ10mgに増量。

162日目 デュロテップパッチ12.5mgに増量。
171日目 逝去

【結果および考察】在宅療養する末期がん患者の多くは、すでに何らかの疼痛コントロールを経験しており、
さらに意識清明で自己決定能力の高い患者も多く見受けられる。この症例の患者は、今までに、疼痛コント
ロールで副作用を経験され、患者自身が調べた薬の知識とあわせてレスキュー使用を拒否され、さらに使用
量については明確な強い意見を持った患者であった。その結果、レスキュー製剤の使用量からベース量を決
定する通常の方法は適用できなかった。
　医療者の立場としては、レスキュ－としてモルヒネ換算20～30 mgでは個人差あるもののおおよそモルヒ
ネ60mgに相当するパッチ製剤1枚増量することは躊躇せざるをえなかった。しかし、オーバードーズによる
副作用は、意識障害、またフェンタニルの特性として呼吸困難もあり得るなどの情報があるが、パッチ製剤
の薬剤の吸収はゆっくりで、重篤な副作用が突然起きるということがすでに2.5 mgを使用している状況であ
りうるかどうか疑問でもあった。
　患者は、吸収が緩慢である事を体感していると言っていた。また、自分でこの薬が自分の体に合うかどう
かは判断できると言い、兆候が見られた時点で「パッチをはがす」こともまた可能であるということから増
量した。この後、12.5mgまで徐々に増量していったが、退院後171日目で逝去された。
　フェンタニルを初回使用のときではなく、増量時に副作用による不可逆的な症状がでるのか情報がない
が、吸収が穏やかであるという点がこの薬品の特徴であることを考慮して使用に当たりたいと考えた。また、
「患者自身に対する薬品の作用の仕方は、自分自身しか分からない」というEさんの言葉は薬物治療法の上で、
医療者と患者が十分話し合いながら決めていくスタイルを経験させていただいた。
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■B-6 メーリングリストを利用した各職種間・各施設間の連携
～法人内メールサーバーによる連絡網の構築～

○外薗  真由美1)、酒匂  カズエ1)、池添  ヨシ子1)、堂園  千恵1)、内村  瑞代1)、大平  典子1)、瀬戸口  真由美1)、
田原  やす子1)、枝元  尚子1)、川上  咲子2)、川上  秀一2)

1)医療法人  明輝会  内村川上内科  外来・在宅看護部、2)医療法人  明輝会  内村川上内科

【背景，目的】
　当法人は19床の有床診療所を中心として, 介護老人保健施設(70床), 3カ所7ユニットのグループホーム, 訪
問看護ステーション, ヘルパーステーション, 通所リハビリテーション, 小規模多機能ホーム, 居宅介護支援事
業所を有するミニ複合体であるが，職員の総数は200名を超え，職種間, 施設間の連携が重要となっている. 
　グループホーム開所後約10年経過し，入居者の高齢化にともないグループホームスタッフと診療所スタッ
フが医療情報を交換する機会が増えた．また，2007年から2008年にかけて癌患者を看取る事例が数件あり, 各
職種間で情報を共有・交換する重要さを痛感した. 質の高い医療と介護サービスを提供すること，業務の効
率化を図ること, 安全管理の充実のためには各職種間の情報共有と交換が不可欠であるため, 定期あるいは
臨時の合同カンファレンスをおこなったが, 緊急の問題を解決できなかったり，正確に情報を共有できな
かったりした．このような問題に対して，当法人では各職種間・各施設間における連絡の手段として，イン
ターネットを利用したメーリングリストの導入に解決策を求めた. 今回は，先行運用を開始した有床診療所，
3カ所7ユニットのグループホーム, 訪問看護ステーションを繋ぐメーリングリストの運用実態について考察
する．

【対象，方法】
　法人内に独自のメールサーバーを設置して該当部署ごとにメールアドレスを配布し，インターネット使用
可能なパソコンであればどこからでもメーリングリストの閲覧および情報発信ができるようにした．具体的
には，3カ所7ユニットのグループホーム入所者63人および高齢者専用賃貸住宅に入居している19人につい
て，メーリングリスト登録者全員が，問題発生時の介護スタッフからの報告とそれに対する医師・看護師か
らの指示，他医療機関受診結果等の情報, 病気に関する本人家族への説明，トラブル事例の情報を共有する
ことにより今後の対応策とする(リアルタイムなケーススタディ )，あるいは過去の事例についてディスカッ
ションするなど広く活用できるようにした．現在のメーリングリストメンバーは14名と小規模ではあるが，
今後の運用規模拡大を見込んでセキュリティには十分に配慮し，誤送信等による内容流出防止のため, 文中
に個人名は使用せず，事前に設定した記号と数字の組み合わせで表示することとした．

【結果】
　各種情報が迅速に正確に伝わり，聞き違いや誤解が少なくなった．また，一つの事項について複数の意見
が出ることがあり，知識の整理や立場による見方が理解でき勉強になった．
　しかし，医療・介護の現場においてパソコン使用に抵抗があり，電話や文書の方が簡単で有効と感じる職
員も多く，全職員に浸透した連絡手段とはいえない現状である．

【総括】
　メーリングリストの活用により，情報交換・共有が迅速かつ正確に行えるようになった．今後はその利便
性についてさらに理解を深め，目的に応じた複数のメーリングリストの運用や，携帯電話のメールアドレス
登録による出先や休日でも各個で連絡事項を受信・発信可能な体制構築など，運用ルールを明文化し，気軽
に意見交換を行える環境作りも併せて発展・拡大させる予定である．
　ただし，必ずしもメーリングリストが最上手段であると盲信することはせず，電話，文書，面談，ミー
ティング等の連絡手段も併用し，状況に応じて使いこなすことが重要である．
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■B-7 在宅現場からのVPN (Virtual Private Network)接続を用いた
情報共有

○泰川  恵吾1)、久島  和洋1)、曽我  幸弘1)、今井  一登2)、吉田  雅俊3)

1)ドクターゴン診療所、2)鎌倉常盤クリニック、3)パシフィックインフォーメションワールド 

【背景】
1：近年、電子カルテ普及によって医療情報の保存、伝達、共有のあり方が大きく変化している。
2：在宅医療の普及によって、医療情報の患者自宅への持ち出しと、離れた現場からの伝達、共有の必要性
が生まれてきた。

3：情報共有のツールとして、決められたフォーマットが必要となる事が多くなった。
4：現場である患者自宅にはFAXや電子メールに必要な機材や回線が必ずしも確保されていない。
5：携帯可能なFAX装置等を用意したとしても、誤送信などによるセキュリティーの問題がある。通常のイ
ンターネットを用いた電子メールも同様である。

6：今後、在宅現場で電子カルテなどに入力した診療情報を、より安全かつ効率的に共有するための情報網
を確保する必要があると考えられた。

7：VPNの技術は、ASPによるレセプト計算システムとしてはしばしば用いられているが、診療現場間の情
報共有に用いられているケースは少ない。

【在宅現場からのVPN (Virtual Private Network)を用いた通信網の構築】
VPNとは、電話回線などの公衆網上に仮想的に専用ネットワークを構築する技術である。我々は、携帯電話
およびPHSの回線を用いて現場に持ち出したモバイルコンピュータと診療所内のネットワークをVPNで接続
し、電子カルテの診療データを含めた様々な情報交換を行っている。

【VPNの利点】
1：特定の接続先を設定しておけば、簡便な操作で間違いの無い情報伝達ができる。
2：構築と設定の完了後は、操作が比較的簡便である。
3：メールやブラウザを用いた情報共有に比べて、セキュリティーが高い。
4： PHSを用いた場合には、災害などによる停電や回線断裂時にも通信できる可能性が大きい。
5：専用回線に比べて安価である。

(在宅医療において患者毎に専用回線を用意することは事実上不可能である)

【VPNの欠点】
1：システムの構築と設定が複雑である。
2：セキュリティーは完璧とは言えない。
3：電波を用いた回線の通信速度が遅い。
4：市販の電子カルテなど、伝達すべき情報ツールの機能を対応させることが困難。

【我々の用いている電子カルテとの連携】
我々は、独自に作成した在宅医療型電子カルテの情報交換システムにVPN接続を用いている。電子カルテに
入力した各診療データは、それぞれ小さなファイルのCSV (Comma Separated Values)形式に変換される。診療
終了毎に、携帯電話またはPHSのデータ通信カードを用いて、訪問診療に携帯したモバイルパソコンと診療
所のネットワーク間をVPN接続し、変換されたCSV形式の診療データを診療所の決められたホストPCに送信
する。送信後は、モバイルパソコンの蓋を閉じてスタンバイ状態にすることで、VPN接続は速やかに切断さ
れる。これら送信側の一連の操作に必要な時間は、電波状態などにもよるが、概ね2分程度である。診療所
では、受信したCSVデータをホストの電子カルテに取り込み、院内で情報を共有した上で、選別された必要
な情報のみを外部事業者等と共有することができる。この方法によって、我々は処方箋や診療情報提供書な
どの決められたフォーマットを含む診療情報を、リアルタイムかつ安全に連携事業やスタッフ間で共有する
ことが可能となっている。

【まとめ】
1：VPNは、FAXやインターネットに比べてセキュリティーの高い情報交換網である。
2：我々は、在宅現場からのVPN接続によって電子カルテなどの情報を迅速かつ安全に共有している。
3：VPN構築と設定、送信ファイル作成の困難さ、通信速度などの問題を克服できれば、VPNによる接続は、
在宅医療に使用される様々な情報ツールに応用が可能と思われる。
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■B-8 救急医が離島在宅医療を経験する意義

太田  凡
湘南鎌倉総合病院  救急総合診療科

　伊良部島は、沖縄本島から南西に300km、宮古島の北西5kmに位置する。この島には町立診療所があった
が累積赤字と医師確保に悩まされていた。珊瑚隆起の島で美しい海に囲まれているとはいえ、生活は単調で
離島独特の閉塞感にさいなまれる。一人の医師に任される診療範囲が広く責任が重い。2000年、伊良部町長
はとうとう医師を招聘できなくなり、この島の医療は私たちの病院グループに任されることになった。
29.7km2の伊良部島と隣接する9.5km2の下地島に人口は6150人。両島にあって徳州会伊良部島診療所は唯一の
医療機関(歯科を除く)で、19床の有床診療所だ。夜間は島で一人しかいない医師になることもある。CTは設
置されておらず、大型の台風が来れば一週間近くも隔離状態になる。
　私たちの病院グループに引き継がれた後も医師確保の困難は解消されなかった。何人かの医師が赴任して
辞め、辞めるたびに次の医師を募集していた。
　伊良部島の医師確保困難の実情を知り、私たちは救急総合診療科の後期研修医とスタッフで交代勤務を行
うことを申し入れた。都市部の救急外来で、軽症から重症、小児から高齢者、疾病も外傷もすべて受け入れ
る業務を担っている私たちの診療能力がこのような地域で役に立つのではないか、伊良部島での診療を担う
ことにより、私たちの医師としてのアイデンティティー確立に役立つのではないかと考えたことがその理由
にある。住民にとっては島に長く寄り添う医師が望ましいだろうが、交代勤務でも医師の派遣が確保される
体制は次善の策と考えた。私たちの申し出は歓迎され2007年9月より交代勤務が始まった。
　診療所での業務は全科対応で、一日100名前後の外来診療を宮古島からの応援医師と二人で行う。その他、
19床の入院患者の主治医(平均在院日数約2週間)を担い、保育園、幼稚園、小中学校、高等学校の健康診断、
予防接種、そして在宅訪問診療と多岐にわたる。
　在宅診療は島内の約30名が登録され、訪問看護のほか医師による訪問診療が連日数名行われている。その
対象には100歳を超えた独居の寝たきり高齢女性も含まれている。普段、救急外来で業務を行う私たちにとっ
て、離島での訪問診療は実に様々なことを考えさせる。在宅医療が、家族の他、近所の助け合い、地域のヘ
ルパーや訪問看護師など多職種の存在により支えられていること。患者本人にとって家族が近くにいること
が重要な意義を持っていること。寝たきりの独居でも在宅診療が可能であること。生命を維持することを第
一の目的とした診療が必ずしも幸福につながるとは限らないこと。恵まれているとは言えない環境でも、感
謝の気持が人生の最後の幸福につながること。そして、そのような在宅医療の環境から救急外来を受診する
ということは、それなりの決心と覚悟を持った選択であるということ。などなど。
　救急診療は全科にわたる対応を行うという点で在宅医療に共通している。しかし、救急室で患者を待って
いる限り、患者との接触は刹那的であり、その患者の人生を想像することは少ない。
　一期一会に終わるかもしれない救急医療においても、少しでも患者の人生をイメージして診療に当たる、
そのコミュニケーションの力こそが、救急診療に必要な技量のひとつであることに気付かされる。救急医が
在宅診療を経験する意義がここにある。救急医と在宅診療医のさらなる交流が望まれる。
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■B-9 在宅医療がもつ救急医療支援の可能性

○曽我  幸弘1)、久島  和洋1)、泰川  恵吾2)、今井  一登2)

1)ドクターゴン診療所、2)鎌倉常盤クリニック

【はじめに】
救急医療の崩壊が問題になっているが、いわゆる「たらい回し」は以前から存在した。その理由は医師不足
だけでなく、救急ベッドが常に満床だからである。院内後方ベッドへの移動はもちろん、市中病院へも傷病
者を移すことができず、それが“受け入れ不能”に繋がっているのが現状である。また厚労省は2011年度末に
介護療養病床の廃止を決定したことで、今後ますます救急医療から後方ベッドへの転送が難しくなることが
予想される。そこで救命救急センターのベッドを空けるために在宅医療を促進し、在宅ベッドを増床するこ
とがこの問題に対する有効手段になりうると考えた。筆者は20年間、救命救急センターに勤務していた立場
から、救急医療から一般病棟を介することなく直接、在宅ベッドへ戻れる可能性がある症例が多々あると感
じたため報告する。

【対象と方法】
都内大学病院救命救急センターに搬入された3次救急患者のデータをもとに、内因性疾患に絞って内訳、転
帰などから在宅ベッドへの移動の可能性について検討した。

【結果】
2006年1月1日～12月31日、全症例：1073例(男性：648、女性：425)、うち内因性疾患：615例(57%)。入院時
主病態：心血管系204例(33%)、脳神経系166例(27%)、呼吸器系122例(20%)、消化器系、精神科系、代謝内分
泌系など。合併症(並存疾患)：高血圧96例(16%)、糖尿病70例(12%)、慢性閉塞性肺疾患45例(7%)、肝不全37
例(6%)、腎不全32例(5%)など。転帰：転院193例(32%)、院内転科101例(16%)、入院後死亡124例(20%)、外来
死亡120例(20%)など。転院、転科に長期間(30日以上)を要した症例は65例で精神疾患合併例、気管切開・人
工呼吸器装着例、胃瘻・人工肛門造設例、脳神経系疾患、蘇生後脳症などであった。これらのうち直接在宅
へ移動が可能と考えられる症例は精神疾患合併を除く42例(7%)であった。ベッド移動に難渋した原因は 1)精
神疾患合併例、2)多数の診療科診察を要する症例、3)医療器具の取り扱いを含めた総合的なリハビリを要す
る症例、4)患者・家族が大学病院・総合病院に固執する症例、などであった。

【考察】
救急医療では内科・外科を問わず総合診療的に治療に携ってきたが、訪問診療でも全く同様の知識・技術が
必要で、一見、対局に見える診療科だが非常に近いものと感じている。以下は勤務していた救命センターに
おける研修医のトレーニング目標である。a)急性腹症を中心とした消化器系救急疾患の診断と治療(手術)、さ
らに合併症に対する人工呼吸器管理や急性血液浄化療法などの集学的治療、b) 3次救急疾患への対応(急性心
不全、脳血管障害、急性薬物中毒、内因性意識障害全般の診断と治療方針の決定、他科へのコンサルト方法
など)、c)救急医療における基本的な手技、CPCRの修得、d)多発外傷を中心とした外傷の診断と治療(手術、
IVR)、e)プライマリケアに必要な基礎的外科・内科の診断と処置(小外科を含む)、f)ホームドクター (かかり
つけ医、家庭医、在宅医療)の育成。
救急患者を在宅へ戻すには医療だけでなく介護分野の協力が不可欠である。また同居家族などと傷病者の今
後予想される病態の変化などを詳細に相談し理解を得ることが重要となる。これらをクリアし救急医療・在
宅医療の両者が互いに歩み寄り、傷病者の情報を詳細に伝え合いながら在宅ベッドの使用を拡大していけ
ば、救命センターの慢性的なベッド不足解消となり「患者たらい回し」の悲劇を減らせるのではないかと考
えられた。
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■C-1 高齢者の慢性硬膜下血腫に対する五苓散の治療経験

○高野  尚治1)、高見  佳宏2)、橋本  康弘2)、西村  直久2)、高橋  聡3)、古田  博子3)

西部総合病院  1)脳神経外科、2)回復期リハビリテーション科、3)救急センター

【はじめに】
高齢者の慢性硬膜下血腫(CSDH)症例に漢方薬の「五苓散」を中心に内服投与し外来経過観察治療した。その
有用性を認めたので報告する。

【目的】
高齢者の無症状や軽症のCSDH例では手術侵襲を心配して承諾できないことも多く、また入院自体が侵襲と
なり、不穏や認知症が進行することもよくある。外来で高齢者のCSDH例に漢方薬の「五苓散」を中心に処
方しその有用性を検討した。

【対象と方法】
症例は平成18年3月から平成20年9月までの2年6ヶ月間に経験したCSDH例で対象症例は75歳以上で平均年齢
は85歳、男性5例、女性4例の9例であった。症候性の症例には手術を原則勧め、無症候性や患者や家族が手
術を希望しない例では充分な説明と同意を得て外来観察治療とした。初回投与は1週間とし、外来受診時に
神経所見と頭部CT検査で血腫の増大がないことを確認して次回からは2週間毎の外来受診とした。観察途中
で神経所見の出現や血腫の明らかな増大を認めた場合は手術を行った。

【結果と考察】
観察症例の9例は3ヶ月以内に血腫は減少、消失を認めた。CSDHの吸収過程は最初の1週間ではCT上血腫の
低吸収域と高吸収域の2層化を認め、神経所見の改善を認めるが、血腫の減少は比較的緩やかで、次の2週間
で良好な血腫減少を認めている。この3週間を経過すると、手術に治療方針を変更することなく、外来で内
科的治療を継続できるようである。高齢者ではCSDHの内科的治療は脱水や高血糖、消化管出血など副作用
の発現で長期投与ができず、治療を中断することも多い。「五苓散」は利水剤と呼ばれ、利水剤は利尿剤と
は異なり、体内の水の流れ、バランスを整えるとされ、浮腫のある患者には利尿作用を示し、口渇脱水のあ
る患者では尿量は減少し抗利尿作用を示すと考えられている。今回併用薬剤の投与量も半分で済み、治療経
過中は脱水や高血糖、電解質悪化もなかった。

【結語】
1) 外来にて高齢者慢性硬膜下血腫の9例に、漢方薬の「五苓散」と経口の浸透圧利尿剤、副腎皮質ステロイ
ド剤を組み合わせ、脱水や高血糖、電解質悪化も無く継続投与できた。

2) 無症状や軽症の慢性硬膜下血腫例で、手術や入院を希望しない高齢者では外来での保存的治療を検討し
てもよいだろう。

3) 高齢化が進み、在宅介護や老人ホーム利用者が増え、入院が制限されたり希望しない症例も増えてきて
おり、治療選択のひとつになるだろう。
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■C-2 脳梗塞後に全失語をきたしたが、少しずつ言葉を発するようになり、
書字も可能になった一例

○浅井  宏友1,2)、石橋  幸滋2)

1)自治医科大学附属病院総合診療部、2)石橋クリニック

【症例】
　これまで特に既往のない74歳男性。平成18年夏ごろより左手の痺れを主訴に近医を受診し、脳梗塞の診断
でバファリン®の内服加療を行っていた。その後、平成19年8月に大腸癌が発見され手術を予定していたが、
平成19年9月5日に右中大脳動脈領域に広範囲の脳梗塞を発症し、同院に入院した。左上下肢の不全麻痺のみ
で全身状態は安定していたことから、9月20日に結腸切除術を施行された。しかし、術後に呼吸不全をきた
し意識障害が遷延し、一時はICU管理となった。その後、開眼するが発語は見られず、寝たきり状態となり、
肺炎も繰り返していたが、徐々に全身状態は安定したことから、平成20年4月末に当クリニックに訪問診療
の依頼があり、退院後の5月7日より訪問診療を開始した。

【介護状況】
　初回訪問時、障害高齢者の日常生活自立度C2、認知症高齢者の日常生活自立度III aで要介護5であった。
　現在月2回の訪問診療、週2回の訪問看護、週1回の訪問リハビリテーションと訪問入浴を行っている。胃
瘻による経管栄養を行っており、褥創予防のための定期的な体位変換が必要である。
　妻と娘の2人が主介護者で、熱心に介護を行っている。患者がこれまで好んでいたテレビ番組(ニュースと
野球)を毎日見せていると、熱心にテレビを見ている様子がみられている。家族の誰かが自宅にいることか
ら、日常的に患者への声かけや触れ合いは多くみられている。また、訪問リハビリテーションでは、関節可
動域訓練、ポジショニング、座位保持訓練を中心に行っている。

【症状経過】
　平成20年5月末に神経因性膀胱の悪化により排尿障害をきたし、腎盂腎炎を発症し、6月9日より6月25日ま
で近医にて入院加療を行い、以後尿道カテーテルを留置している。退院後、入院中に開始されたアマリール®

にての薬剤性肝障害をきたしたが、8月中旬までには改善した。
　全身状態が安定してきた8月末頃から、発語が多く見られるようになってきた。しかし、歯肉が痩せてし
まったために義歯が使えず、明瞭な発語ができず内容は聞き取れないことが多かった。時折、挨拶として
「こんにちは」、疼痛時に「痛い」ということ、家族に「おまえ、大丈夫か？」ということや、介護者に「ご
苦労さん」など、はっきりと聞き取れることもあった。
　10月中旬の訪問リハビリテーションで、非麻痺側である右手に物の受け渡しをする訓練をしていた時に、
理学療法士の持っていたボールペンを手渡したところ、本名を漢字で書くことができた。そのため、家族の
名前も書くことを頼んだところ、妻と娘の名前を漢字交じりで書くことができた。さらに様々なことを書く
ように頼んだところ、患者は「バカ」と書き記したという出来事があり、書字能力もあることがわかった。

【考察】
　右中大脳動脈領域の広範囲の脳梗塞であったが、その後の意識障害が遷延したイベントを考えると、両側
大脳皮質の広範な障害が存在したことを疑わせた。それに伴い、左上下肢の麻痺に加えて全身の筋緊張の亢
進と全失語を認めたものと考えられた。
　症状経過における発語や書字に関しては、内服薬であるプレタール®、サアミオン®によるものというより
は、全身状態の改善および安定に加え、家族による献身的な介護が刺激となり、改善したと考えている。
　現在、訪問歯科診療を依頼し、義歯の作成を依頼中である。さらなる能力の向上を目指し、患者家族を中
心にケアマネージャー、理学療法士、訪問看護師とのチームアプローチを進めていきたい。
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■C-3 認知症患者における病態変化時の診断について

○山中  崇1,2)、高杉  絵美子1,2)、入村  峰世2)、石澤  香野2)、堀田  典寛1,2)、山本  直宗1,2)、大塚  邦明2)

1)東京女子医科大学東医療センター  在宅医療部、2)東京女子医科大学東医療センター  内科

【背景】
認知症を認める在宅療養患者では、病態変化時に診断が困難な場合をしばしば経験する。脳血管性認知症患
者に発症した肝膿瘍の事例を通して、今後の対応方法について考察する。

【症例】
83歳、男性。診断：脳梗塞(右後頭葉～後部側頭葉の脳梗塞)、心房細動、中等度の僧帽弁閉鎖不全症・三尖
弁閉鎖不全症、高血圧、胃癌。1992年4月より高血圧などのため通院治療を行っていた。経過中、発作性心
房細動を認めるようになり、現在は心房細動の状態。2008年3月に脳梗塞を発症し、入院治療後、娘さん宅
で療養している。認知機能障害、ADL低下をきたし、定期的な通院が困難になったため、隔週で訪問診療を
開始した。2008年7月×日夕方に38.3℃の発熱を生じた。7月×＋1日訪問診療、採血検査を施行した。その結
果、WBC 12200,Hb 14.9,Plt 11.7万,CRP 14.59,AST 20,ALT 22,ALP 195であった。咽頭痛、咳漱、胃腸症状を認
めなかった。その後も39℃台の発熱を繰り返すため、7月×＋2日近くの病院を救急受診した。胸部レントゲ
ン写真に肺炎像を認めなかった。7月×＋5日訪問診療時にも胸腹部診察では異常所見を認めなかった。しか
し採血検査の結果、WBC 6100,Hb 14.4,Plt 7.1万,CRP 14.88,AST 142,ALT 124,γGTP 266,Amy 42,CK 17,BUN
15.6,Cr 0.75,Glc 143であった。肝酵素の急激な上昇を認めたため、外来受診し腹部超音波検査を行ったとこ
ろ、肝膿瘍を診断され、救急入院となった。入院後、抗生剤、γグロブリン製剤の投与により病態の改善が
得られた。入院中に行われた上部消化管内視鏡検査の結果、胃癌(T2stage)を診断されている。入院中に妻が
逝去したこともあり、退院して在宅療養しながら、手術治療を行うかどうか検討することになった。退院直
前の長谷川式認知症スケールのスコアは15点(30点満点)であった。現在は、食欲良好であり、腹部症状なく
在宅療養を継続している。

【考察】
脳血管性認知症を認める高齢者が肝膿瘍を発症した事例を経験した。繰り返す38～39℃台の発熱に対し、抗
生剤投与を行っていたが症状は改善せず、炎症反応に加え肝酵素の上昇をきたしたため、腹部超音波検査を
施行し、肝膿瘍を診断した。認知症患者では、病態が変化した際、的確に症状の変化を認識し、訴えること
が困難な場合がある。その結果、重篤になるまで診断が得られないこともある。在宅医療では画像検査の制
約があり、早期診断が困難な病態が存在する。認知症患者においては、QOLおよび予後を考慮し、家族の意
向を確認しつつ、わずかな症状の変化、検査所見を手がかりに検査を進めることにより診断を行う必要があ
る場合がある。

【結論】
認知症患者では、適切に症状の変化を認識し、訴えることが困難な場合が多く、必要な場合には積極的に検
査を行う必要がある。
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■C-4 筋萎縮性側索硬化症(ALS)在宅看取りの実践と問題点

○荻野  美恵子1)、荻野  裕2)、濱田  潤一1)、坂井  文彦1)

1)北里大学医学部神経内科学、2)東芝林間神経内科

【背景】
2006年人口動態統計によると本邦における在宅死は50年前と逆転し12%であり、80%が病院死となっている。
2005年終末期医療に関する意識調査では約65%が最後まで在宅で生活したいと望んでいるが、その約65%が
実際に終末期を在宅で過ごすのは不安で実現困難と捉えている。その理由としては、家族の負担、緊急時に
家族に迷惑をかける、十分に苦しみがとれるか不安、最後をみとってくれる医療者がいるか不安というもの
であった。これはALS患者にとっても同じであり、むしろ在宅のほうが快適な療養環境を得られているALS
ではできれば在宅で最後まで過ごしたいと望む方は多い。その際に不安に思う内容も一般の方が考える不安
と共通している。その多くは在宅医療体制に関するものであり、それさえ整えば実現可能と思われる。当院
では平成18年の在宅療養支援診療所の新設により地域における看取りが加速的に増加している現在なら、
ALSの看取りも実現可能と考え取り組んできている。その実践の現状を報告し、問題点を指摘したい。

【方法】
平成18年4月～20年11月の期間に北里大学東病院通院中のALS123例を対象とした。いずれの症例に対しても
病初期より可能な医療の選択肢について繰り返し説明しており、十分な理解を得た上でインフォームドコン
セントを得ている。

【結果】
123例の中で死亡は38例。6例は在宅死/病院死の方針確定前に自宅で急変。病院死は30例、うち2例は在宅看
取りを望みながら結果的に病院死、3例は長期気管切開人工呼吸管理(TV)の症例であった。在宅看取りを望
み在宅で亡くなられたのは3例であった。
生存例も含め、在宅死/病院死の方針決定の必要性があり、方針決定していた/いる34例中、本人、家族とも
在宅看取りを希望したのは6例(18%)であった。6例中前述の2例はタイミングを逸して病院死となり、3例は
在宅死、1例は在宅看取り体制で生存中である。病院死であっても6ヶ月以上の長期入院例は8例(TV2例を含
む)と少なく、死の直前まで在宅で過ごした症例がほとんどであった。「最後は病院で」と希望する主な理由
は死の場面を家族だけで支えることに対する心理的負担をあげる家族がほとんどであった。
在宅看取りを希望した6例全例に対して、在宅看取り体制を有する訪問看護ステーション、在宅療養支援診
療所の訪問医等にも依頼し、当院主治医、訪問看護師、ME技師等も往診する体制を構築した。複数の医療
従事者がかかることになったが、事前に連絡方法や指示の優先順位等の綿密な打ち合わせをし、メールや携
帯電話等で頻回に情報交換することにより、役割分担もでき混乱なく対応できた。在宅看取りを希望しなが
ら病院死となった2症例は、本人の人工呼吸器装着に対する気持ちが揺れ動いたり、感染症をきたして急激
に機能低下したことにより、在宅移行のタイミングを逸していた。在宅看取りとなった3例についてはいず
れもモルヒネ、メジャートランキナイザー、マイナートランキナイザー等を用いて、十分な苦痛緩和を行っ
ていた。2例は硫酸モルヒネを最高で120mgまで用いた。1例はPCA付バルーン式インフージョンポンプを用
いて塩酸モルヒネの持続皮下注射を行い、180mg/日を用いた。

【考案】
ALSの在宅看取りを行うには、専門医のかかわりと訪問医との密な連絡が必要である。特に、ALSにおける
モルヒネの使い方は末期がんとは異なる面があり、経験も少ないことから訪問医から敬遠されることも多
い。専門医が積極的に関わることにより訪問医の不安も解消され、在宅看取りが可能となる。また、現在保
険適応となっていない、ALSに対する硫酸モルヒネや塩酸モルヒネ持続注射を訪問医に依頼するには保険上
のリスクが大きく、専門医療機関からの処方を望まれることも多い。在宅分野においてもALSに対するモル
ヒネ保険適応の拡大が必須の状況である。

【結果】
ALS症例において、約20%の症例では本人家族ともに在宅看取りを希望した。ALSの在宅看取りのためには
十分に経験をつんだ在宅チームの構築が必須であり、専門医療機関のかかわりも大切である。このような患
者の希望をかなえるためには在宅での苦痛の緩和が必須であり、在宅ALSに対するモルヒネの保険適応拡大
が急務である。
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■C-5 ALS在宅療養患者の療養方針と意思決定に関する考察
－多職種連携と症例からみる現状と課題－

○一戸  由美子1)、矢尾  知恵子2)、佐藤  志保子2)、平野  道代3)、大久保  仁美3)

1)医療法人財団 河北総合病院 東京・杉並家庭医療学センター 診療部門、2)河北・杉並訪問看護ステーション、
3)東京・杉並家庭医療学センター 相談部門

【はじめに】
　筋萎縮性側索硬化症(ALS)は，原因不明の進行性の神経変性疾患であり、呼吸筋麻痺をもってしてターミ
ナル期と捉えられてきた。しかし、現在では、医療とケアの技術の発展により、呼吸筋麻痺後も生命の維持、
そして、ひとりの人間としての生活が可能になっている。
　しかしながら、ALS患者・家族を取り巻く医療の現状は厳しく、診療報酬や、医療費(とくに差額ベッド代
の負担)の問題、そして、レスパイトをはじめ、ALS患者が長期入院できる医療施設は非常に少ないのが実情
である。また、在宅療養に移行する場合でも、医療支援についての課題や、家族の介護負担、経済面での問
題などの多くの課題が存在する。
　このような状況のなかで、患者・家族は、治療や療養方針に関する意思決定(人工呼吸器装着の有無も含む)
を行わなければならないのが実情である。特に、患者・家族が人工呼吸器装着に対して迷いがあり、しかしそ
の決断を早急に迫られる状態にある場合、患者・家族は勿論のこと医療チームも苦悩することが少なくない。
【目的】
　これまでに経験してきたALS患者4症例の在宅療養期間中の、多職種での関わりを振り返り、多職種連携の
あり方を考察し今後の支援活動に生かす。同時に、ALS患者・家族の置かれている現状と課題を把握し、医
療者側そして患者側がより納得し、満足できる意思決定がなされるような医療連携・ネットワークのあり方
を考察する。
【方法】
　在宅療養を行ったALS患者、4症例に対し、①患者・家族の状況(病状、家族背景、経済的状況、社会的背
景)、②患者・家族の病気および今後の病状に対する理解度、③在宅ケアでの多職種連携の体制、④治療・療
養方針決定に関する支援内容(インフォームド・コンセントも含む)、⑤意思決定に関わった因子の5つに関し
て振り返りと分析をおこなう。
【対象】
○症例1) 60代，男性，ALS, 糖尿病，人工呼吸器装着は望まず、在宅療養を続け、肺炎から急性呼吸不全に

至り、救急搬送にて死亡
○症例2) 60代，女性，ALS, 統合失調症，人工呼吸器装着は望まず、6か月の在宅療養の後、療養型病院へ

転院
○症例3) 50代，男性，ALS, 人工呼吸器装着を望んでおり、現在、在宅療養中
○症例4) 70代，女性，ALS, 人工呼吸器装着を望んでおり、現在、在宅療養中
【結果と考察】
　ALS患者の在宅療養のあり方は多様である。療養方針に対して、意思決定が未だ確定せず、迷いながら在
宅療養生活を送っている方、あるいは、意思決定はしているものの、さまざまな理由から決断を変更せざる
を得ない方、または、思いどおりの支援を得られないまま在宅生活をしている方などが存在する。しかしな
がら、ALSの病状は日に日に進行していくため、在宅チームは、患者・家族の意思決定のプロセスに寄り添
いながら、適切かつ迅速で、正しい情報の提供や支援活動をすることが望まれる。
　厳しい状況のなかで有効な支援をするためには、いくつかのポイントがある。患者・家族背景、経済的背
景、社会的背景を充分に理解していること。丁寧かつ充分なインフォームド・コンセントを行うこと。患者・
家族の病気や将来に対する理解度を適切に把握していること。現在の病状・進行度を適切にアセスメントし
予測を行い、患者側と連携チームで情報共有をしながら、症状および生活の困り事に対して有効な対処法を
とること。患者・家族の療養方針に関する意思決定に必要な支援を、多職種と連携してタイミングよく行う
こと。すなわち、ALS患者が一般的に抱える身体的、心理的、社会的、経済的などの多面的な問題を理解し、
かつ、これらの現状に関して精通し、適切なアドバイスを提供できること。そして、難病をかかえる患者・
家族のこころの痛みを理解しながら支援にあたることなどがあげられる。
　尚、4症例に関しては、現在、多職種からのフィードバックと検討を重ねており、更なる分析を行って最
終的な考察をおこなう予定である。
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■C-6 神経難病における大学との病診連携
(ALSの肺小細胞癌合併症例とパーキンソン病の喉頭全摘術症例)

○佐藤  裕子1)、牧野  美恵子2)、川野  初江2)、佐藤  博信3)、田口  享秀4)

1)森が丘医院  内科、2)森が丘医院  看護師、3)神奈川リハビリテーション病院  脳神経外科、
4)横浜市立大学附属病院  耳鼻咽喉科

【目的】 神経難病における病診連携の重要性を考える
【方法】 2症例 1. ALSの肺小細胞癌合併例

2. パーキンソン病の喉頭全摘術例
【経過】
症例1：49歳女性
　平成7年6月、構語障害にて30歳で発症した。
　平成8年6月、近隣の大学病院にて筋萎縮性側索硬化症(ALS)と診断され、その後通院加療していた。徐々
に筋力低下が進行し、ADLが低下。平成9年4月、当院の訪問診療開始となった。病院主治医と密に連絡を
とりながら、平成11年1月胃瘻造設。平成13年9月人工呼吸器装着。まばたきで会話成立。足指の微妙な動
きを利用し、ボタン操作にてコンピュータ画面にて会話可能。インターネットを利用してショッピングも
していた。
　平成18年8月、左肩の痛みあり。11月整形にて精査するも原因分からず。
　平成19年6月カニューレよりの出血あり。
　平成19年10月大学耳鼻科にて気管ファイバーで診てもらう。同日施行の胸部XPにて左肺半分を占める
腫瘍発見。7×7cm
　平成19年12月、急性膵炎疑いにて入院。左肺小細胞癌の診断、高アミラーゼ血症も肺癌産生の可能性あり。
　平成20年1月大学病院にてALSで人工呼吸器装着の患者への化学療法の経験がないとのことだが、本人
の強い希望により施行決定。小細胞癌(T4N2M1  stage IV)に対し、平成19年12月first line 1コース(CBDCA＋
VP-16) 3日間投与。腫瘍縮小あり。骨髄抑制の為、5日間GCSF投与後退院。在宅にて白血球数の回復を待
ち、2コースのため平成20年1月病院へ入院。平成20年2月second line(アムルビシン)施行。4クール施行の為
入院。その後second line 4コース施行。著明な効果なく、平成20年6月在宅緩和ケア依頼となった。
　平成20年11月15日現在、モルペス、オプソにて疼痛コントロール良好である。

症例2：77歳女性
　平成5年、企図振戦にて62歳で発症。
　平成8年近隣の大学病院にてパーキンソン病の診断。
　平成12年誤嚥性肺炎を起こし入院。退院翌日食事を喉につまらせ呼吸停止。半年後再度肺炎にて気管挿
管入院。入院中、気管切開、胃瘻造設を施行。
平成15年10月気管カニューレ交換の訪問診療を依頼された。Yahr重症度分類V。気管カニューレは会話が
したいとの事でスピーチカニューレ使用。経口を強く希望された為、大学よりリスクを承知で少量摂取の
許可あり。
　平成19年11月カニューレ交換時に気管上部に食物塊の認められる事があり、唾液の垂れ込みの増加あり。
　平成20年8月喉頭全摘術を大学で施行。
　現在、誤嚥性肺炎のリスク低下。嚥下力が増強する一方で会話が出来なくなった事が本人にとっては思
いかけず不便を生じている。

【考察】
　神経難病は長い経過をたどり、その間に大学病院とかかりつけ医の様々な連携が必要となる。
　1例目はもともと当院がかかりつけ医であり人工呼吸器をつけるところのdecision makingも当院と病院で
連携して施行している。ALSに小細胞癌が合併することは偶発合併と考えるのが一般的である。一方、小細
胞癌は傍腫瘍性神経症候群との関連が強い疾患であり、今後もALSとの関連性が解明されていく可能性もあ
ると思われる。
　2症例目は大学病院よりの紹介にて気管カニューレ交換を施行していたが、唾液の垂れ込みが多く、喉頭
全摘術を施行した。現在、痰量も少なく、このような症例には積極的な手術が望まれる。一方で本人より会
話が不能となった事による生活レベルの低下の訴えが強くあった。
【結論】
　可能な限り大学病院とかかりつけ医との情報を共有する事により、患者さんにとって満足の行く生涯医療
を提供する事ができると考える。
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■C-7 2ヶ月後に迫った定年退職式典出席に向けてのチームアプローチ
－在宅介護を受けている寝たきりの多系統萎縮症患者の一例－

○木村  祐子1)、星野  将隆2)、奈村  文3)、武田  江里子1)、斎藤  真道1)

船橋総合病院  1)リハビリテーション科、2)内科、3)在宅医療支援室

【はじめに】
　神経難病の多くは慢性進行性の経過をとり、徐々に生活上の制限が出現する。疾病の進行によるADLの低
下は不可避であるが、生活の制限を少しでも軽減しQOLを向上させるためリハビリテーションは大きな役割
を担っている。一方、在宅介護を受けている神経難病患者は、社会から隔絶された家の中だけでの生活を余
儀なくされることが多く、ADLのみならずQOLをも維持することが難しい。今回、ADL全介助の身体機能で
はあるが、発病まで長年勤めた会社の定年退職式典を2ヵ月後に控え「最後にお世話になった会社へ行って
お礼の挨拶がしたい」という希望を叶えるため御家族、他職種と連携をとりアプローチした多系統萎縮症の
一症例を経験した。ADLの低下した在宅患者のQOLを考えるきっかけとなった当症例について報告し考察を
加えた。

【症例】
　現在60歳男性。53歳時、歩行のふらつきにて発症。54歳時、他院にて多系統萎縮症と診断される。58歳時、
右大腿骨頚部骨折にて人工骨頭置換術施行。以降、長年勤めた職場への復職困難となり現在まで休職扱いと
なる。その後、近医である当院神経内科転医、外来リハビリを行っていたが徐々に歩行困難となり、59歳時
より訪問リハビリ開始。介入時ADLはB.I.50点であった。平成19年10月、声帯痙攣による呼吸不全にて救急
搬送される。抜管困難となり気管切開術施行。また排尿困難も増悪した。スピーチカニューレ・尿道カテー
テル留置にて2ヶ月後、家族介護に加え訪問診察・看護・リハビリ導入し自宅退院する。退院直後は手すり
を使用し立ち上がり可能でB.I.20点であったが徐々に症状進行しB.I.0点となる。退院後は一度も外出できな
いまま、平成20年9月25日、定年退職式典を迎える事となった。

【主な問題点と他職種との関わり】
① 挨拶をしたいが声が出しづらい
胸郭圧迫により声量が増すことから、呼吸練習が重要と考え訪問看護へ連絡。ベッド上にて呼吸・発声練
習を積極的に行ってもらう。訪問リハビリは端座位や車椅子上など座位での呼吸・発声練習を行った。

② 段差があり車椅子で外へ出られない
玄関上がり框18cm・玄関―駐車スペース間に47cmの段差あり。47cmに対しては以前車椅子通院していた
時に使用したポータブルスロープを、18cmに対しては新たな短いスロープのレンタルを提案。また、移
動・車への積み込みの負担軽減のため軽量の車椅子を提案。福祉用具業者とともに福祉用具の使用・介助
方法の確認や指導を行った。

③ 車への移乗方法がわからない
娘の所有するリフトカーを用い移乗練習を行い、シートと車椅子の角度、介助方法を検討した。

【まとめ及び考察】
　平成20年7月末のリハビリ終了後、御家族より「9月の誕生日に定年を迎え、その式典があるのだがこの状
態で会社に行くことはできるか？」と相談を受けた。上述の3点が主な問題点であると考え、式典出席に向
けて調整を開始した。介護支援専門員に連絡、業者と協力し、翌週より福祉用具の調整を開始。8月半ばに
は環境整備完了し、スロープの昇降と車の移乗練習を行った。訪問看護に呼吸・発声練習の役割を依頼する
ことで、リハビリでは座位やスロープの昇降、車の移乗練習に時間を割くことが可能となった。当日は家族
介助にて無事式典に出席することができた。御本人・御家族から、会社へ行くことができてよかった、記念
になったと喜びの声を聞くことができた。短期間で式典参加に向けての取り組みが奏効したが、外出の実現
を優先する余り、御本人の精神的な部分のサポート等が不十分であったかも知れない。今後の支援において
は精神的な部分にも十分に考慮する必要があると考える。
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■C-8 在宅患者の肺炎は、どこまでみれるか？ PORTスコア A-DROPは
有用か？

大川  義弘
城北クリニック  内科

【目的】
PORTスコアで市中肺炎のリスクを判定し、外来治療か入院治療かを決定　することがあるが、在宅医療と
いう選択肢はない。外来治療か入院治療かという判断が、在宅医療という視点でみたときには、異なる判断
になり得るかどうかを検討する。

【対象】
当院から訪問診察に行っている方で，2006年4月から2007年3月までの1年間に入院した肺炎13回

【方法】
1. 性・年齢・主病名・寝たきり度・認知症度・入院時診断・発熱や食欲低下などの症状とその持続時間及
び治療への反応

2. 呼吸数・脈拍、血圧などの身体所見、CRP、ガス分析などの検査成績、ひとり暮らしや認知症などの社会
的状況、家族の希望、他職種の判断

3. 入院後の治療内容、持続点滴、抗生剤注射、酸素吸入、吸痰の有無
4. 肺炎の重症度であるPORTスコア ，A-DROP
5. 入院適応と考えたが在宅で治療を行った2例と比較

【結果】
1. 入院例の転帰　治癒　10例、死亡　2例(死亡率15.4%)
2. 入院例では，平均年齢75.9，PORT平均106.5，A-DROP　1.5，　治療期間　10.4日　酸素吸入100%、
持続点滴　85%、吸痰64%。家族の希望6／13，訪問看護ステーションの情報　3／13

3. 在宅で診た例は、平均年齢84.5、PORT　平均139.5，A-DROP 　3.5，治療期間5.5日、酸素吸入50%、
持続点滴100%、吸痰50%。

4. PORTスコアと治療日数は弱い相関(r=0.259)
5. PORTスコアとA-DROPは相関(r=0.5467)
7. 起炎菌は、ヘモフィールス・インフルエンザ 2例、肺炎球菌 1例、マイコプラスマ 1例、セラチア・MRSA

1例、エンテロバクター 1例(後2者は同一例で肺炎反復例)、
8. 入院適応と考えたが、在宅で治療を継続した例は、1例はグループホーム入居中で 1例は夜間の訪問看護
が入っていた例である。

【まとめ】
1. PORTスコアなどから、入院治療移行が適切と思われたが、在宅医療で治療可能な例がある。
2. 入院治療移行では、家族の希望や訪問看護師の意見などがあったのが13例中9例あり、入院治療への移行
か在宅治療継続かは、重症度のみの判断ではない。
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■C-9 在宅医療導入後の医療費負担について～終末期の医療費負担は？～ 
956例の検討から

小野沢  滋
医療法人鉄蕉会  亀田クリニック  在宅医療部

【はじめに】
当院では1992年から在宅診療が開始され、現在まで約1800名の在宅患者をフォローしてきた。これまで、自
費負担分も含め、それらの患者がどの程度の費用を負担しているのかは明らかではなかった。

【目的】
在宅患者の依頼から死亡までの医療費負担を明らかにする。

【方法】
1995年から2007年までに当院在宅医療部に対する支払いのある患者のうち、死亡した者956名について、そ
の支払金額について、疾患区分、転帰、性別、年齢(依頼時)ごとに分析したので報告する。

【方法】
当院の会計データシステムから、1995年から2007年までの間に当院在宅医療部に登録のあった患者について
すべての請求データを抽出した。この間の患者数1235名、総請求数160233件のうち、死亡患者946名の会計
データについて各種統計量を算出した。在宅死と病院死の合計支払金額について疾患ごとにWilcoxon符号順
位和検定を行った。

【結果】
各疾患の死亡までの合計請求医療費(在宅分、入院分
合計で自費分含む)は表に示したとおりであった。脳
血管障害、虚弱老人、悪性腫瘍、その他、の各疾患
では病院死の方が優位に支払金額が多かった。
月当たりの平均支払額は、在宅期間中の在宅医療機
関への支払い額は脳血管障害で在宅死9141円、平均
支払い月数31ヶ月、病院死7103円、平均支払い月数
32ヶ月、以下同様に悪性腫瘍では在宅死23054円、期
間3.5ヶ月、病院死16304円、5.2ヶ月、神経難病では
在宅死5827円、期間35ヶ月、病院死8069円、期間33.3ヶ
月、慢性呼吸不全では在宅死8654円、期間18ヶ月、
病院死 9557　期間21ヶ月であった。

【まとめ】
今回、在宅医療に依頼のあった患者の疾患毎に死亡
までの総支払金額には差があることが解った。もっ
とも経済負担が重い疾患は神経難病であり、また、
悪性腫瘍ではもっとも経済的負担が少なかった。病
院死は在宅しに比し、有意に負担が重かった。

*はP＜0.05で有意差有り(Wilcoxon Ranksum test)

在宅患者の支払い費合計(在宅分、入院分合計  単位円)

　 　 在宅死 病院死

脳血管障害*

平均 　509666 　720558

80パーセンタイル 　791999 　1164587

例数 　59 　65

虚弱老人*

平均 　234552 　515370

80パーセンタイル 　173481 　942196

例数 　21 　15

心不全

平均 　196212 　530230

80パーセンタイル 　344886 　1117206

例数 　16 　10

悪性腫瘍*

平均 　175635 　436650

80パーセンタイル 　242767 　618463

例数 282 　216

神経難病

平均 　641044 　1364835

80パーセンタイル 　1194620 　2621361

例数 　15 　15

その他*

平均 　347795 　1136631

80パーセンタイル 　447202 　2360210

例数 　24 　33

呼吸不全

平均 　519373 　579598

80パーセンタイル 　486329 　740738

例数 　23 　58
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■D-1 グループホーム入居者を中心にした連携とは
～訪問看護の実際を通して考える～

○上原  美香1)、木佐貫  敬1)、安田  美和1)、川村  真弓1)、横尾  智子1)、川上  咲子2)、川上  秀一2)

1)医療法人  明輝会  よしの訪問看護ステーション、2)医療法人  明輝会  内村川上内科

【はじめに】
　2008年の診療報酬改定で訪問看護の報酬に関して11項目にわたる加算の新設があり，自宅や居住系施設で
の在宅療養，退院支援，他機関との連携などが評価された．
　当法人内には，3か所7棟のグループホームがあり，そのうち1か所3棟は設立から10年近い年月が経過し，
高齢化に伴う医療依存度の高い入居者が増えている．そのため，看護師の配置が少ないグループホームでは
対応困難なケースが増加することを予想し，2006年より訪問看護ステーションとグループホーム間の医療連
携体制を構築，順次他のグループホームにも拡大して実践している．
　今回，定期的な医療連携と特別訪問看護指示書による一時的な訪問看護を通して，在宅療養支援診療所，グ
ループホーム，訪問看護ステーションの医療連携の実際，今後の問題点などを考察したのでここに報告する．

【経過と実際】
　当事業所とグループホームとの医療連携を，2006年4月に3棟を有する1つのグループホームから開始した．
当初は訪問看護ステーションの常勤看護師4人が交代で週に1回報告があった入居者の状態チェックするこ
とから始めた．しかし，従来の業務があり充分な時間を確保できず，ゆっくり体に触れて状態確認するどこ
ろか，コミュニケーションすらとれない慌しい訪問となることも少なくなかった．そのため，訪問の内容や
手順，看護記録の方法等を再検討して，非常勤看護師も含めて1棟ずつに担当看護師を配置し，入居者やス
タッフとのコミュニケーションを重視した「なじみの関係」を作るよう試みた．また，入居者のほとんどは
当法人の在宅療養支援診療所の医師が主治医であるため，急変時は訪問看護師が詳しい情報を提供し，より
密接な連携ができるようになった．
　約1年半の医療連携の成果と訪問に際しての問題点を踏まえ，2007年12月からさらに2か所4棟の医療連携
も開始した．1棟に1人ずつの担当看護師を配置し，訪問日を決めて定期的に訪問した．現在，63人のグルー
プホーム入居者に対応し，主治医との連携を密接にし，グループホーム職員や入居者に不安がないよう配慮
している．また，特別訪問看護指示書による短期間の連続訪問看護や終末期医療へ移行した入居者も増加し
ている．

【考察】
　訪問看護師がグループホームの訪問をする場合，職員や入居者と顔見知りの関係を構築し，情報交換や相
談しやすい雰囲気を作ることが医療連携を円滑にする上で最も重要であると考える．グループホーム職員が
伝えてくる情報の中には，私たち訪問看護師が知りえない言動や生活の中身などがあり，認知症等のため本
当の気持ちや自分の体の状態をうまく伝えられない入居者の大事な情報も含まれている．それは，共有して
いる時間が長いグループホーム職員の気付きであり，私たち訪問看護師が大切な判断材料として取り扱うべ
きである．その判断結果によっては主治医へ連絡し，病気の早期発見，早期治療につながることもある．一
方，医師の指示が的確に施行されているかどうか見極め，さらに医療的な問題点を改めて見直し，指導して
いくのも訪問看護師の大切な役割の1つと考えられる．

【おわりに】
　入居者の高齢化に伴って終末期医療に移行した入居者も増加し，ケア面や状態の変化に不安を抱いている
グループホームスタッフも少なくない．その人らしさを維持しつつ最期まで過ごせる場所として，住み慣れ
たグループホームがその役割を果たせるよう主治医，看護職員，介護職員が一体になり，支えていける関係
作りを目指していきたいと思う．
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■D-2 新しい「在宅」～高専賃における小規模多機能型居宅介護サービス
と連携した在宅医療～

○川上  秀一1)、川上  咲子1)、久木田  聡美2)

1)医療法人  明輝会  内村川上内科、2)医療法人  明輝会  小規模多機能ホームひばり

【背景，目的】
　当医療法人は昭和50年の開業以来，19床の在宅療養支援診療所を中核とし，介護老人保健施設(70床)，3カ
所7ユニットのグループホーム，訪問看護ステーション，ヘルパーステーション，通所リハビリテーション，
居宅介護支援事業所など，医療と介護の両面から地域に密着したサービスを提供してきた．また，団塊世代
の高齢化がピークとなる2025年に向けて，毎年のように改正される医療保険制度あるいは介護保険制度に
よって医療機関や介護施設からはじき出されそうな患者・利用者が低コストで安心して最期を迎えられる場
を提供できないか模索し続けている．その中で，生活の拠点となる「住まい」に関する法人としての取り組
み，つまり，医療と介護サービスを一つの法人で提供し，患者・利用者が安心して暮らせる一つの新しい
「在宅」について検討する．

【経緯】
　平成16年より在宅復帰困難な利用者に住居を提供するため，当法人で一戸建て住居を借り上げて間貸しす
る「安心ハウス」を立ち上げ，訪問診療による医学管理と通所リハビリテーション，訪問看護，訪問介護な
どの各種介護サービスによる支援を行ってきた．
　平成17年に国土交通省が高齢者専用賃貸住宅(高専賃)を制度化したことを受け，「安心ハウスの発展型」と
して平成19年1月，グループホームに併設した小規模多機能型居宅介護を, 同年9月には隣接した適合高齢者
専用賃貸住宅(適合高専賃)の運営を開始した．

【現状】
　当法人の適合高専賃は，家賃や管理料を食費・光熱費込みで10万円以下という低料金に抑え，医療・介護
のサービスを提供することにより高齢者の生活を支えている．19床の在宅療養支援診療所が在宅時医学総合
管理料(在医総管)による定期的な訪問診療と24時間365日いつでも往診できる体制を整え，入院ベッドの確保
や専門医との連携をおこない，介護面では，地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護のほか，訪
問看護，訪問介護，通所介護の各サービスを選択可能である．特に隣接する小規模多機能型居宅介護の利用
により特定施設に匹敵する「介護の24時間体制」が可能になっている．
　平成20年11月現在，高専賃入居者19人のうち58パーセントが小規模多機能型居宅介護サービスを利用し，
73.6パーセントが在医総管で訪問診療を行っている．両者の併用により全入居者の47.4パーセントが「医療
と介護の24時間体制」を実現している．

【入居者や家族の反応】
　高専賃は家賃が安く，介護サービスの利用負担も軽いと感じている．医療・介護のスタッフが常駐してい
ないのは不安ではあるが，独居に比べれば安心できると感じている．
　小規模多機能型居宅介護については1ヶ月の利用料が利用頻度に影響されないため利用しやすい，訪問で
も通所でも同じスタッフなのでなじみやすい，24時間対応してもらえることは心強いというものであった．
　在医総管については，少し割高感はあるが，定期的に診察に来てもらえることと，緊急時の往診体制や入
院先が確保できていることで安心できるようである．

【総括】
　在宅復帰困難な利用者に住居を提供するため始めた「安心ハウス」という場が，制度化された「高専賃」
を導入することでその試みを発展させ，新しい「在宅」として機能している．充実した医療・介護サービス
の提供が約束された新しい「在宅」は尊厳あるターミナルケアまでも担えるものであり，より健康で安全な
生活の1つとしてさらに充実させていく必要がある．また，今後，医療機関や介護老人保健施設から在宅復
帰の準備をするための受け皿としての活用も想定している．
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■D-3 小規模多機能型居宅介護施設の在宅療養支援への可能性

○土井  正樹1)、土井  輝子2)、前田  三千代2)、加藤  久美子1)、日下  晶子2)、山田  和美2)、松尾  友美2)、古屋  さかえ1)

1)土井医院、2)小規模多機能型居宅介護施設「かいで」

　当院は平成11年7月に通所リハビリ併設の在宅医療中心の診療所として開設し、平成19年4月、隣接地にグ
ループホーム、小規模多機能型居宅介護施設(以下小規模)「かいで」を併設した。現在、在宅患者数76名、
年間看取り数約10～20名の在宅療養支援診療所である。
　小規模は、限定された登録者に対してショートステイ、デイサービス、ホームヘルプを組み合わせて、馴
染みのスタッフが個別を重視したケアを行う地域密着型介護保険サービスのひとつであるが、在宅医療に大
きな力を発揮する事例を開設1年少しで数例経験したので報告する。
① 86歳、男性、慢性呼吸不全
　高炭酸ガス血症のため非侵襲的人口呼吸器(以下NIPPV) 24時間装着が必要であり、在宅を希望されてい
たが、日中は認知症の妻と二人になるため急性期病院から他病院への転院以外の選択がなかった。
　そこで、長男か長女が昼間、介護を出来る以外の日は小規模のショートを使いながら在宅で支えると
いう計画で退院した。患者とNIPPV機械・マスク共に自宅、ショートを行ききしながら、時には呼吸苦症
状の程度と血液ガス分析データに合わせて、マスクを離れ入浴も行った。入浴時、意識喪失することも
あったが、迅速な人工呼吸で乗り切った。4ヶ月の在宅生活の末、ショートでベッド臥床中に1時間の巡
視の間に静かに深呼吸停止しているのが発見された。

② 77歳、男性、残胃癌・多発性肝転移
　平成19年8月に近医にて内視鏡を受けたところ、直ちに病院の外科受診を勧められた。病院で胃癌の告
知を受け、手術をするように言われた。しかし、手術を拒否し治療を受けずに過ごしていたが、11月に
なって別の診療所を受診し同じ診断で、さらには多発性肝転移、腹水の貯留も指摘され入院を勧められ
た。この時も入院とならず、当院に相談された。そこで訪問診療を開始し緩和ケアをしながら様子を診
ることとなった。年末年始の間に急速に進行し、NSAIDs、燐酸コデインの使用量が増量していった。ADL
も低下し、妻と二人暮らしのため在宅での在宅看護が困難となり、介護援助目的に平成20年1月3日に小
規模に緊急ショート入所となった。翌日未明にはモルヒネ座剤を使用開始、看護師の看守る中、徐々に
意識レベルが低下、下顎呼吸、血圧低下に続き同日の5時17分に心呼吸した。

③ 85歳、男性、進行性核上性麻痺
　介助下で4点杖を使っての歩行が辛うじて可能な方で在宅訪問診療をしていたが、平成19年9月に肺炎
で入院、嚥下障害のため胃瘻造設術が行われた。しかし、喀痰排泄が困難であり頻回の吸引が必要な状
態となった。発語もみられなくなった。在宅希望であったが、気道閉塞の危険性が高いため、療養型病
院への転院の予定となった。しかし、小規模のショート利用での退院を勧めたところ、妻と長女は快諾
された。吸引処置の研修をスタッフに実施し、退院後小規模で受け入れた。自宅に近いため、ほぼ毎日、
妻が訪れて見守り、余裕のある時は自宅に帰るといった小規模アシストの在宅療養を続ける中で、間も
なく諦めでなく本人の自立心が芽生え、筆談、時に感謝やして欲しいことの言葉も聴かれ、自力で痰を
出せるようになってきた。理学療法士による座位保持訓練や排痰力増強訓練も行い、最近では車椅子を
利用して施設からの日帰り温泉旅行にも参加し、介助下にしっかり湯船に浸かり、行き帰りには紅葉の
風景をしっかり眺めて帰った。

　このように、病院や施設、全くの在宅でもない診療所の地域密着型サービスが、介護力を補い新たな在宅
療養の可能性を秘めているもの思われた。
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■D-4 協働性トレーニングの老年性うつ病予防効果

○岩尾  智1)、堀  心一2)、三宅  奏衣2)、岩尾  範人3)、岩尾  康子3)

1)愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科、2)名古屋大学医学部、3)株式会社IRI

【背景・目的】
　高齢者の老化やライフイベントに伴う身体的、心理的、社会的変化はうつ病の引き金になりやすい。身体
の衰え、病気への罹患、死を意識すること、退職や仕事の喪失、人に頼る部分が増えることに対する自己嫌
悪や罪悪感、身近な人との喪失体験などがそれである。うつ病は心身両面に影響を与える疾患であり、健康
管理や日常生活に消極的になることによる身体の健康状態(心筋梗塞などの虚血性心疾患、脳卒中などの脳血
管障害、糖尿病やがんなど)への悪影響や認知症の発症・進行にも関係すると考えられている。高齢者のうつ
対策は自殺予防や生活習慣病予防、認知症予防、ひいては要支援・要介護老人を少なくするために重要であ
る。筋力だけでなく同時に中枢にも働きかけ、ゲーム性を有した「協働性トレーニング」を我々は開発した。
このトレーニングを行うことによって、うつ病改善に効果があるのではないかと考えられる。そこで本研究
では協働性トレーニングを行うことによりどのような心理的影響がみられるか、またそれらと身体機能、認
知症との関係も検討する。
　なお、本研究は勇美記念財団の助成のもと行った。

【方法】
対象：被験者はケアハウスールンビニ大治の居住者である。名古屋市郊外にある社会福祉法人による典型的
なケアハウスである。特定疾患を持たず下肢のトレーニングを行うことのできる入居者28名(以下健常者)、
特定疾患を有する18名を対象とした。特定疾患の方うち9名にトレーニングを実施した。この9名はトレーニ
ングを実施する火曜日と土曜日の午後にトレーニングを行う集会室に誘導可能な入居者を対象とした。

トレーニング内容：9/9～12/2まで3か月間(12週間)、火曜日と土曜日の週2回、計24回の協働性トレーニング
を行う。健常者は椅子に座った状態で大腿を上方に押し上げるよう方向に力を調節し、特定疾患群は握力計
を用いて力を調整した。毎回最大筋力を測定し、その最大筋力に合わせて上限が40%最大筋力、下限が10%
最大筋力の鋸歯状波がモニターに表示される。その曲線に合わせて1分間、協働性トレーニングを行った。

評価方法：トレーニング前とトレーニング後に、老年性うつ病尺度GDSを用いてうつ度を評価する。MMSE
の認知症評価とも相関を調べる。解析はSPSSを用いて行う。
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■D-5 協働性トレーニングの転倒予防効果

○岩尾  智1)、堀  心一2)、三宅  奏衣2)、岩尾  範人3)、岩尾  康子3)

1)愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科、2)名古屋大学医学部、3)株式会社IRI

【背景・目的】
　現在在宅医療を受けている患者の多くが後期高齢者である。その中でも介護度の高い「寝たきり」に近い
状態の患者が約半数である。高齢者の「寝たきり」は、社会問題として浮き彫りにされ、最も深刻化した問
題の一つである。その主原因は脳血管障害と骨折である。特に転倒による骨折として問題となる大腿骨頚部
骨折の発生率は年々増加の一途をたどっている。このような転倒による外傷をきっかけに、基礎疾患である
高血圧、糖尿病、心臓病などの疾患が悪化することで、痴呆や寝たきりを来すことも考えられる。転倒予防
のための様々な方策が検討され、昨今の介護予防事業が日本各地至るところで普及しているが、今だかつて
協働性トレーニングに注目した予防運動は行われていない。高齢者の転倒理由としては「足を前に出したつ
もりが動かなくて・・・」というように、自分の体が思い通りに動かないことが重要な要素として考えられ
る。従って、高齢者の転倒予防には単純な筋力トレーニングだけでなく、自分の筋肉を思い通りに動かす能
力を鍛えることが必要である。つまり、目や耳で「認知」して脳から「指令」をだし、筋肉で「実行」する
という一連の動作を円滑に行える協働性能力を鍛える必要がある。そこで今回、協働性トレーニングを行い、
それによってどれだけ転倒予防の効果が得られるかを検討する。
本研究は愛知医療学院短期大学の倫理委員会の承諾を得て行った。
　なお、本研究は勇美記念財団の支援のもと行った。

【方法】
対象：被験者はケアハウスールンビニ大治の居住者である。名古屋市郊外にある社会福祉法人による典型的
なケアハウスである。そのうち下肢のトレーニングが可能で本研究の主旨に同意を得られた方28名を対象と
した。

トレーニング内容：期間は9/9から11/29までの3か月間(12週間)、頻度は火曜日と土曜日の週2回で、計24回の
協働性トレーニングを行う。トレーニング時は椅子に座った状態で大腿を上方に押し上げる様に力を入れ
る。毎回最大筋力を測定し、その最大筋力に合わせて上限が40%最大筋力、下限が10%最大筋力の鋸歯状波
がモニターに表示されるように設定した。その曲線に合わせて力を調節し、1分間の協働性トレーニングを
左右一回ずつ行った。

評価方法：トレーニング前とトレーニング後に、体力測定とアンケートを実施した。体力測定項目は10m障
害物歩行、開眼片足立ち、ファンクショナルリーチ、Time Up & Go、下肢反応速度、以上の5項目について
測定する。下肢反応速度は、モニター画面に左右の指示が表示されてから床に置いてある左右どちらかのス
イッチを踏むまでの時間を測定する。10回測定し、その平均を算出する。その他の体力測定は厚生労働省の
体力テストに則した方法で測定し、2回測定したうちの良い結果を記録する。アンケートは転倒恐怖感の主
観的評価としてFalls Efficacy Scale (FES)と、転倒リスクアセスメント15項目に答えてもらった。以上の結果
を、SPSSを用いて各項目の有意差や相関を調べる。

【途中経過報告】
　2週間以内に腰痛や関節痛などを訴えて辞退した人が9名、1か月～2か月の間に辞退した人が3名。2週間以
内に辞退した人のうち、4名はトレーニング期間終了後の体力測定に協力して頂く約束をとっており、体力
の変化等を測定する。1か月以上継続された方には辞退した時点で体力測定、アンケートを実施した。
　現在継続中の16名は意欲的に取り組んでいる。16名全員が協働性トレーニング得点が上がり、協働性能力
の向上が確認できた。この能力向上が転倒やそれに関わる他の機能にどう影響を及ぼすのか、大会当日に報
告する。
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■D-6 協働性トレーニングと認知症予防

○岩尾  智1)、堀  心一2)、三宅  奏衣2)、岩尾  範人3)、岩尾  康子3)

1)愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科、2)名古屋大学医学部、3)株式会社IRI

【背景・目的】
　わが国の高齢化率は20%を超え、認知症患者は170万(2005年厚生労働省推計)に達している。急速な高齢化
に伴い認知症患者数も急激に増加しており、介護の負担など大きな社会問題のひとつとなっている。現在で
は認知症の「早期発見・早期予防」や「維持・改善のための予防」に関する取り組みが重要視されるように
なったが、いまだ認知症予防のエビデンスは十分ではなく、予防方法は確立されていない。その中で前頭前
野の活性化が認知症予防になるというひとつの仮説がある。また、中枢と筋力を同時に鍛える「協働性ト
レーニング」において、前頭前野の脳血流の変化が見られたという報告がある。そこで協働性トレーニング
に認知症予防の効果があるのではないかということを検討することにした。なお、本研究は勇美記念財団の
支援のもと行った。

【方法】
対象：被験者はケアハウスールンビニ大治の居住者である。名古屋市郊外にある社会福祉法人による典型的
なケアハウスである。特定疾患を有する18名にトレーニング前後でMMSEを実施し、うち9名にトレーニン
グを実施した。この9名はトレーニングを実施する火曜日と土曜日の午後に誘導可能な入居者を対象とした。

トレーニング内容：9/13～12/2まで3か月間(12週間)、火曜日と土曜日の週2回、協働性トレーニングを行う。
トレーニングは握力計を用いて行う。毎回最大筋力を測定し、その最大筋力に合わせて上限が40%最大筋力、
下限が10%最大筋力の鋸歯状波がモニターに表示される。その曲線に合わせて1分間、握力の協働性トレーニ
ングを行う。以下はトレーニング中の写真である。

評価方法：トレーニング前とトレーニング後に、MMSEを実施する。結果を、SPSSを用いて分析する。

【途中経過報告】
　トレーニング中の9名のうち、疾病の悪化により入院された方が1名。残り8名の方はトレーニングを休む
ことなく継続されている。認知症のため、毎回説明を要するが、繰り返すうちに飲み込みが早くなってきた。
開始当初は難しさからか気の進まない人が多かったが、2か月を過ぎたあたりからそのような態度も見られ
なくなり、バラつきはあるもののトレーニング効果が見られるようになった。最終的にどのような結果がで
るか、大会当日に報告する。
　本研究は愛知医療学院短期大学の倫理委員会の承諾を得て行った。
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■D-7 介護予防としての知覚・脳・筋の協働性トレーニング機器

○岩尾  智1)、堀  心一2)、三宅  奏衣2)、岩尾  範人3)、岩尾  康子3)

1)愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科、2)名古屋大学医学部、3)株式会社IRI

　健康でQOLの高い老人を数多く養成するために、筆者等は8年ほど前から、全国に先駆けて、厚生労働省
のヘルスアップモデル事業に参画した。そのスクリーニングのテストの際、中枢神経系の衰えによる脆弱さ
に着目した実験手法を取り入れた。知覚・脳・筋の協働性トレーニングである。協働性とは知覚・脳・筋群
の連携能力のことで、どれだけ自分の体をうまく使えるかを表す能力である。協働性が低下すると敏捷かつ
正確な動作が出来なくなる。高齢者の事故や転倒は筋力の低下だけでなく、協働性の低下が大きな要因であ
ると言われている。
　この知覚・脳・筋の協働性をトレーニングするために、モニター上に目標波を表示し、目標波と一致する
ように筋力を調整し、目標波形と発揮筋力の差を確認し、修正する動作を要求する装置が本機器である。

協働性トレーニング機器は大別すると次の4機種である。
① 大型機器：コホートスタディーの中で開発した機器で、トレーニング・ジム用として活用可能。
② 中型機器：アイソ・メトリックであることを特徴とした機器で病院のリハビリ用で開発。
③ 小型機器：今後協働性トレーニングの中心になる機器として開発。一台で約16機能のトレーニングが可
能。床面積も畳0.5畳程度、重量も15kg×2程度、ワゴンで移動可能。従って、小会場(市町村の末端コミ
にティ・ホール等)があれば、近所の老人が徒歩で参画できる範囲で実施可能。6～9人1グループとすれ
ば、ワゴン車に載せて、トレーナー付きで巡回し、週6組のトレーニングが可能。本機器を通称小型ガル
ク・マシン(GALK.M：Good Ageing Life Keepinng Machine)と言っている。

④ 超小型機器：筋力トレーニングは (2～3気圧程度の圧力 )は大きく期待できないが、知覚・脳の協働性ト
レーニングには十分に有用な機器。本機器は　○血圧計用ポンプに○簡易圧力計を接続、○数個のICチッ
プ(プレアンプ、AD変換機、目標波作成の機能を搭載)を利用、○表示部は　家庭用TVを利用する方式で、
一台約5万円の機器となるよう計画中。また重量も1kg以下で、携帯可能。壁、机、椅子、ベッド等の容
易に準備できる家具と組み合わせ、任意のところで(Anywhere)任意の時間に(Anytime)誰とでも(with
Anyone)協働性のトレーニングが可能。本機器は前述の小型機器と組み合わせで、大いに効果を発揮出来
ると確信する。通称 3Aガルク・マシンと言う。

　これらの機器は、我々が所有する特許に基づいて製作された。
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■D-8 協働性トレーニングのNIROによる効果測定

○岩尾  智1)、堀  心一2)、三宅  奏衣2)、岩尾  範人3)、岩尾  康子3)

1)愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科、2)名古屋大学医学部、3)株式会社IRI

　協働性トレーニングは中枢神経系と筋力を同時に鍛えることができ、高齢者のQOL維持・改善や転倒予防
のために考えられたものである。中枢への影響を調べるために脳血流の測定をしたところ前頭前野に有意な
上昇が見られた。そこで認知症やその他アルツハイマー、パーキンソン病などの中枢性疾患に対して予防効
果や発症前診断の可能性があるのではないかと考えた。我々は、中枢機能にどれだけ影響があるのか調べる
ために、より詳細なデータ測定が必要であり、そのためにNIRO(浜松ホトニクス社製)を用いてトレーニング
による脳内への影響を検討することにした。
　NIRO (Near Infra Red Oxygenation monitor)は近赤外線分光法を用いた組織酸素モニタである。これによって
酸素化ヘモグロビン(O2Hb)、脱酸素化ヘモグロビン(HHb)、総ヘモグロビン(cHb)、組織酸素飽和度(TOI %)、
正規化ヘモグロビン指標(nTHI)、以上の5項目を測定できる。測定部位に約4cm幅のプローブを取り付け、深
度3cmまでの組織内濃度を測定する。心臓手術や頸動脈手術の術中、術後の脳保護モニタ、ICUやNICUにお
ける患者安全監視モニタ、リハビリやスポーツトレーニングの指標などで利用されている。
　脳への影響を調べる時に単純に脳血流の増減だけでは効果の測定はできない。そこで本研究では血中の
O2HbとHHbの濃度変化に着目した。
　運動中は運動部位のO2Hbの割合が減少しHHbの割合が増加する。運動後は徐々に回復し、O2Hbの割合が
増加し、HHbの割合が減少する。測定部位を鍛えているスポーツ選手はその回復時間が速い。同様に脳内の
O2HbとHHbの濃度変化を調べることによって脳内の活性化や中枢機能の向上度が定量的に測定できる。協働
性トレーニング中脳内の血中濃度はそれぞれどう変化するのか、協働性トレーニングとの関係を調べる。協
働性能力と測定結果の相関、認知症患者とそうでない人での回復期の違い、トレーニング後の回復期の短縮
度などを分析する。
　実験は2009年1月、2月に行い、大会当日結果を報告する。
　本研究は愛知医療学院短期大学の倫理委員会の承諾を得て行った。

図 ： 測定の様子写真 1 ： NIROのモニター
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■D-9 介護予防事業における試案モニタリングシートの開発とその信頼性
および妥当性の検討

○井上  高博1)、福間  和美2)、横尾  誠一3)、片岡  未央4)

1)神戸市看護大学看護学部、2)金沢医科大学看護学部、3)長崎大学大学院医歯薬総合研究科保健学専攻、
4)長崎原子爆弾被爆者対策協議会

【目的】
本研究の目的は、介護予防事業における試案モニタリングシート(以下、SMS)を開発し、その信頼性と妥当
性の検討である。

【研究方法】
　SMSは、1)満足度及び目標達成状況に関する14項目(以下、M14)の間隔尺度と2)利用者の活動能力22項目(以
下、K22)の順序尺度(16項目)と名義尺度(6項目)からなる、モニタリングシートである。その開発過程は、高
齢者のQOLと活動能力に関する先行研究を参照に、介護予防事業における包括的なアウトカム評価指標とし
て適切な項目を精選したのち、介護支援専門員3名による内的妥当性の検討とプレテストを実施した。調査
対象者は介護予防事業に従事している各地域包括支援センター職員及び介護支援専門員(以下、専門職者)48
名が選定した要支援高齢者65名である。調査期間は2006年5月～8月である。

【倫理的配慮】
　S大学の一般倫理審査委員会の承認を得て、以下の方法で行った。専門職者、調査対象者の氏名及び所属
先は無記名とした。専門職者、調査対象者においては、本研究に参加しないことでケアマネジメントへの影
響が全くないこと。また本研究はいつでも拒否できる旨を口頭と文書での説明を行い、文章にて同意を得た。

【分析方法】
　SMSの信頼性の検討は、再テスト法を用いた。また妥当性の検討は、1) M14中12項目と神奈川介護支援専
門員協会モニタリング実践記録表の8項目(以下、神奈川8)とのpearsonの相関係数を算出した。残りM14中2項
目は、介護予防ケアマネジメント独自の評価項目のため、統計処理から除外した。また2) K22と厚労省の基本
チェックリストの介護予防プログラム6領域との順位相関を算出した。統計ソフトはSPSS ver 14.0を使用した。

【結果】
　SMSの35項目の評価者内信頼性は、κ=0.43～1.00 (p<0.01)で安定性を認めた。しかしK22中1項目(体重の増
減)は、τ=0.038(p=0.75)であった。また基準関連妥当性は、M14中12項目に有意な正の相関(r=0.27～0.86，
p<0.05)を確認した。さらK22中13項目に有意な正と負の相関(rs=－0.47～0.43，p<0.05)を認めた。しかしK22
中9項目(うち5項目は名義尺度)の相関はなかった。

【考察】
　SMSの評価者内信頼性が高い理由は、専門職者が支援の軌道修正を図るうえで、1回目の評価結果を確認
していたことにあった。
　基準関連妥当性は、1) M14中12項目【サービス満足度5、生活の変化2、介護負担1、目標の支援のポイン
ト実践度及び達成度2、サービス・支援の適正度1、新たな生活上の課題1(数字は項目数)】及び2) K22中13項
目(階段の昇降，外出手段，1日の移動範囲，1ヶ月間の食欲，歯磨き回数，外出回数，家での過ごし方，家に
いる時間，他者との交流，短期記憶，薬管理，金銭管理，電話利用)において、相関係数の高低はあるもの
の、統計学的有意差を確認し、基準関連妥当性を示した。さらにK22中13項目は、順位相関により、段階的
かつ個別の生活機能の判定が明らかとなった。

【結論】
　今回開発したSMSは、介護予防対象者の満足度及び目標達成度と活動能力の具体的かつ個別の評価が可能
である。またSMSの評価者内信頼性及び基準関連妥当性も明らかになった。介護予防対象者のQOLや活動能
力の共通理解は、介護予防事業に携わる多職種が、自立支援を行う上で最も重要な認識となる。SMSは、そ
の認識を手助けする有用なツールと言える。
　しかし、本研究は調査対象者数も少なく、特定高齢者も含まれていない。またN県下に限られているため
一般化はできない。今後の課題は、1)評価者間信頼性の検討、2)表面妥当性の検討、3)調査対象者と地域の
拡大、4) K22中9項目の再検討、5)介護予防事業前後の調査が挙げられる。
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■E-1 在宅療養患者の救急搬送症例の検討

○島田  恵太、肥田  泰、小野  未来代
医療生協さいたま  浦和民主診療所

【目的】
診療所が行なう在宅医療において懸案事項の一つに、病状が悪化した際の病院医療への紹介がある。すべて
を病院に丸投げでは役割を果たしておらず、患者や家族、病院から信頼は得られない。一方限られたマンパ
ワーで急性期医療の多くを在宅で行なうのは困難である。病院医療という限られた医療資源を有効に活用す
るという観点からもより適切な病院医療への紹介を行なうため、実際の救急搬送症例を集計し分析すること
とした。

【方法】
2006年5月から2007年4月までの1年間に在宅管理中の患者が急性期症状のために病院へ搬送された症例を集
計した。それぞれ年齢、性別、発症月、発症時間帯、症状、診療所への連絡の有無、搬送形態、診断、入院
期間、予後に関し集計した。

【結果】
2007年1月現在、在宅管理者数は141名(男性　51名、女性　91名)で、平均年齢83.9歳(40歳－102歳)であった。
救急搬送の症例数は、47件、45名であった。3名がそれぞれ2回ずつ救急搬送された。救急患者の平均年齢は、
82.4歳(58歳から98歳まで)であった。男女比は男性　25名、女性　22名であった。月別の件数においては毎
月複数件あり、特定の季節に集中する傾向は認めなかった。診療所へ連絡があったのは、47件中35件、74%
であった。発症時間帯(患者や家族や施設職員が症状に対し医療機関に連絡をとった時間)は日中(8時から18
時)が35件　74%、早朝夜間(6時から8時、18時から22時)は　2件　4%、深夜(22時から6時)は　4件　9%、時
間帯不明　6件　13%であった。病院搬送へ至った経緯は、電話トリアージが最多で18件、臨時往診が8件、
当院外来受診が7件、家族の判断での病院搬送6件、夜間緊急用の看護師携帯電話への連絡が2件、入所中　2
件となった。症状別では腹痛、嘔吐下痢など消化器症状が9件、呼吸困難が7件、発熱が7件と続いた。以下
吐下血が5件、転倒や歩行障害　5件、血尿、尿閉など尿路系症状が4件、ADLの低下　4件、意識低下　3件
となった。病院での診断別に見ると肺炎が最多で10件、心不全4件、尿路感染症4件、骨折、脱臼、打撲3件、
胃腸炎3件、異常なし3件と続いた。入院治療が不要と判断されたのは、9例　19%であり、症状別では、血
尿、下血、転倒、呼吸困難がそれぞれ2例ずつ、腹痛が1例であった。転帰別に見ると、在宅に復帰したのは
37件　79%であった。入院が長期化、あるいはリハビリが必要となり施設入所となったものが4件　9%、死
亡が6件　13%であった。

【考察】
在宅管理総数で見ると女性の割合が高いが、救急搬送された事例においてはやや男性が上回る結果となっ
た。平均年齢はほぼ同等で、各年代にほぼ均等に救急症例が発生していた。診療所に連絡があったのは74%
であり、その多くが日中の時間帯であった。このことは在宅医療で発生する緊急事態の多くは日中の時間帯
で対応しうることを示唆していると考える。深夜の対応となった4例は、敗血症を伴う肺炎、気管支喘息発
作、急性膵炎と吐血(診断は総胆管結石)であり、いずれも迅速な対応を要するものであった。症状では、消
化器症状、呼吸困難、発熱で半数を占め、病院での診断においては肺炎が10例と圧倒的であった。今回の検
討で、発生する症状は多岐に渡るというより、発熱、呼吸困難、消化器症状が多く、疾患では肺炎が多くを
占め、速やかに病院へ搬送し緊急の処置が必要なことはほとんどないことが確認された。まずは往診したり
診療所へ来てもらって対応することを基本とし、在宅医療に関わる人員体制の充実を図りつつ急性期疾患の
治療にも少しずつ対応できるように努めていきたい。
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■E-2 癌終末期  病院めぐりをした家族の不安

○下川  久美子1)、西  きよ美2)、保坂  幸男2)

1)訪問看護ステーション泉、2)北多摩クリニック

【目的】
　癌発症時すでに、ケア対応が必要な状態で、方針が定まらないうちに症状が進行し、不安を抱える方も少
なくない。
　今回、私たちは、職員の家族が、癌を発症し、診断からの2週間、在宅療養を決断する経過の中での不安
と葛藤に接した。その不安を少しでも軽減するためのヒントを考察する。

【事例経過と方法】 
90歳女性。1993年夫婦で長男宅近所のマンションに引越し。次男宅(電車で1.5時間)、三男宅(同1.5時間)。1998
年夫の死後、独居生活。Sクリニックで高血圧治療。2006年から腰痛。2008年1月腰痛・下肢痛増強。認知機
能I程度。A整形外科からの紹介で、4月15日Y病院で卵巣癌、骨盤転移診断。4月17日自力座位不能。Sクリ
ニックからの紹介で、4月19日某大学F病院ペインクリニック科受診。緩和ケアは専門外として他院紹介。4
月20日介護付マンション入居の相談(入居金1000万円、家族は泊まれない狭い居室)。4月23日某大学K病院ペ
インクリニック科受診。神経ブロック注射。Sクリニックでは、緩和ケア対応できず、4月24日ITで探したK
医院の訪問診療開始(介護付マンション入居までの間の予定)。医療用麻薬開始。4月28日次男宅(1993年まで
住所のあった近所)での療養決定。5月4日次男宅へ。北多摩クリニックからの毎朝・夜訪問診療。月-土訪問
看護。在宅療養の安定した7月、息子とその妻に、それぞれの時期に想像したこと、その気持ちの変化、ま
た必要であった援助について記述式アンケートを行い、息子3人・妻2人からの回答を得た。9月3日次男宅で
永眠。

【回答】 
どの時期においても各人同様の回答であった。
(発症前)  楽観。定期通院中のSクリニックをあてにしていた。次男妻(看護師)のみが、出来れば「最後まで在
宅で」の気持ちをもち、方法論についても想像。ただ他の方は、一般に流れてくる情報が、話題性の高い
ケースばかりで、介護関連記事も紋切型か業界用語過多で理解しがたく、想像しづらかった。市民対象の講
演会を希望。
(診断から次男宅まで)  不安。急激な状態の悪化も勿論、療養の場の見通しが全くつかなかった点が一番不
安。「人生の最後」「死」について深く考えた事が無く、全経過を具体的に想像しづらく、安らかに、幸せに
亡くなっていった方々の事例の具体的な説明が欲しい。かかりつけ医からの適切な紹介や、予後経過につい
ての情報提供を希望。
(次男宅)  安堵。在宅療養、看取りの大変さを想像しつつ、開始するまで、具体的なイメージが持ちづらかっ
た。在宅介護についての易しい小冊子を希望。

【考察】 
　今回の事例では、家族が、予後も含め経過の想像ができず、またケアマネージャーと相談しつつも、医療・
生活全体を見渡せる機能する相談先が得られず、紹介されるがままに転々とし、焦燥と不安が大きくなって
いた。在宅医療の経験を持つ家族が、看取りも視野に入れ呼び寄せを提案していなければ、医療不在のまま
の不安が続いていた可能性もある。
　現在、日本では、村社会が崩壊し、家族形態が変化したことで、死と生についての教育の場も失われ、ま
た治す医療を目指し医学が発達したこともあり、死と死にゆく人を遠ざけ、「死を医療の中に閉じ込めてお
きたい」ようである。一方で、介護保険が始まり、介護もまた専門家のものになり始め、様々な不安を大き
くしている原因にもなっていると考えられる。その不安を解消するためには、定期通院しているかかりつけ
医療機関の、癌や老衰になる前からの、家族へも含めた、具体的に想像できるような働きかけや、紹介して
終了ではなく、終末期においても相談に乗れる意識が大切である。また、実際の介護現場をよく知る訪問看
護師が、外来・地域のなかで、かかりつけ看護師として、その役割を担える可能性もある。
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■E-3 在宅患者の喀痰吸引が家族介護に与える影響

○藤田  拓司、居内  光子
(医)拓海会  神経内科クリニック

【目的】
神経筋疾患、脳血管障害、加齢性変化等で球麻痺を呈し、喀痰吸引が必要となる患者でも自宅を療養場所と
して選択する場合が増加している。ほとんどの場合、家族が喀痰吸引を行っており、吸引手技は家族の介護
負担の増強因子であると考えられている。そのため当院では、家族の喀痰吸引の負担を減らすために吸引手
技の簡便化(手袋不使用、吸引チューブを乾燥法で保管、吸引後ティッシュペーパーで吸引チューブを拭う)
や唾液の気管内への脱落を予防するための気管カニューレ選択を行い、ヘルパーによる喀痰吸引導入を積極
的に行っている。このような取り組みを行っている中で喀痰吸引が家族に与えている介護負担を調査する。

【方法】
当院で、平成20年11月に診療を行っており自宅に吸引器を設置している48人(自ら吸引を行っている2人を除
く)を対象に、主介護者に対面での聞き取り調査を行っている。肺炎の調査期間は平成20年4月から10月まで
の7カ月としている。
調査項目は、年齢、性別、喀痰吸引が必要となった疾患、喀痰吸引の頻度(日中・夜間別)、気管切開の有無、
経管栄養(経鼻胃管・胃瘻)の有無、肺炎発生頻度、喀痰吸引方法(実施している手技・病院で指導された手技)、
吸引を行う介護者数、介護の負担感、介護において喀痰吸引が占める割合、最も負担となっている介護手技
としている。
在宅では肺炎の診断を確定することは困難であり、①入院し肺炎と診断が確定したもの、②発熱・喀痰量の
増加があり担当医が肺炎・気管支炎と診断したもの、③感染巣が明らかでないが、発熱などの理由で抗生剤
投与が行われたものを調査対象としている。

【結果】
28人(うち気管切開患者は18人)から聞き取り調査を行っている。肺炎ののべ観察期間は5270日であった。
吸引に関与する同居家族数 1人が17人(60.7%)、2人が8人(28.6%)で、平均1.5人であった。
主介護者が介護から離れることができる時間は14.2時間/週で、4人は全く離れることが出来ていない。主介
護者の平均睡眠時間は5.4時間で、介護のために1.5回起きている。
日中の吸引回数は、「数日に1回」が2人、「1日に1回」が1人、「1日に数回」が13人(うち気管切開患者 6人)、
「1日に10回以上」が6人(同 6人)、「1日に20回以上」が6人(同 6人)であった。
夜間の吸引回数は「0回(吸引のために起きることはない)」が20人(うち気管切開患者 11人)、「2～3時間に1回
程度(吸引のために起きる必要がある)」が8人(同 7人)、「1時間に1回以上(吸引のために眠ることができない)」
が0人であった。
介護に「全く負担がない」と回答した介護者は4人で、「ほとんど負担はない」は8人、「どちらとも言えない」
は3人、「ある程度、負担を感じている」は10人、「非常に負担を感じている」は3人であった。
介護の中で喀痰吸引を最も負担に感じている介護者は9人であり、体位交換)が8人、オムツ交換は7人であった。
肺炎は①が0人、②が11人(12回)、③が0人であった。呼吸器感染症のために入院加療が必要になった例はな
かった。呼吸器感染症の頻度は0.83回/年・患者であった。

【考察】
日中・夜間の吸引頻度、主介護者が介護(吸引)から離れられる時間によって、介護に対する負担感に差はな
かった。
夜間に吸引のために起きる必要はなくとも、体位交換やオムツ交換のために起きる必要があり、主介護者の
夜間の休息が保たれていないことが明らかになった。

【結論】
喀痰吸引の手技を簡便化しても、呼吸器感染症の頻度は0.83回/年・患者であった。吸引手技ごとのデータが
ないため比較は出来ていないが、リスクは高くないものと考えている。
吸引手技の更なる簡便化は困難であり、他の介護手技の簡便化も考慮し、介護負担の全体的な軽減を試みる
必要があると考える。
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■E-4 喀痰吸引が必要な在宅患者の呼吸器感染症の発生因子の検討

○藤田  拓司、居内  光子
(医)拓海会  神経内科クリニック

【目的】
神経筋疾患、脳血管障害、加齢性変化等で球麻痺を呈し、喀痰吸引が必要となる患者でも自宅を療養場所と
して選択する場合が増加しており、ほとんどの場合、非医療職である家族が喀痰吸引を行っている。また当
院では、家族の喀痰吸引の負担を減らすために簡便化した吸引手技を指導している。そのような環境下で、
気道感染症の発生頻度を調査し、発生群(A群)と非発生群(B群)を比較することで、呼吸器感染症のリスクファ
クターを検討する。

【方法】
当院で、平成20年11月に診療を行っており自宅に吸引器を設置している48人(自ら吸引を行っている2人を除
く)を対象に、主介護者に対面での聞き取り調査を行っている。肺炎の調査期間は平成20年4月から10月まで
の7カ月としている。
調査項目は、年齢、性別、喀痰吸引が必要となった疾患、喀痰吸引の頻度(日中・夜間別)、気管切開の有無、
経管栄養(経鼻胃管・胃瘻)の有無、肺炎発生頻度、喀痰吸引方法(実施している手技・病院で指導された手技)、
吸引を行う介護者数としている。
在宅では肺炎の診断を確定することは困難であり、①入院し肺炎と診断が確定したもの、②発熱・喀痰量の
増加があり担当医が肺炎・気管支炎と診断したもの、③感染巣が明らかでないが、発熱などの理由で抗生剤
投与が行われたものを調査対象としている。

【結果】
28人(うち気管切開患者は18人)から聞き取り調査を行っている。肺炎ののべ観察期間は5270日であった。
基礎疾患は神経難病 22人(筋委縮性即策硬化症 14人、多系統委縮症 3人、パーキンソン病関連疾患 2人、その
他 3人)、その他 6人であった。
呼吸器感染症は①が0人、②が11人(12回)、③が0人であった。呼吸器感染症のために入院加療が必要になっ
た例はなかった。呼吸器感染症の頻度は0.83回/年・患者であった。
A群とB群間に疾患・気管切開の有無、人工呼吸器使用の有無(NPPV含む)による差はなかった。また吸引頻
度による差も認めていない。
主介護者の人数など介護状況による差も認めていない。
吸引手技では、滅菌手袋を使用している主介護者は1人(A群 1人)であった。未滅菌手袋を使用している主介
護者は7人(A群 3人、B群 4人)であった。手袋を使用していな主介護者は20人(A群 7人、B群 13人)であった。
吸引チューブを1回使用(使い捨て)にしている主介護者は1人(B群 1人)であった。乾燥法は23人(A群 9人、B群
14人)であった。消毒液(水)内への保管は4人(A群2人、B群 1人)であった。
また吸引後吸引チューブをティッシュで拭く主介護者は14人(A群 5人、B群 9人)、アルコール綿で拭く主介
護者は14人(A群 6人、B群 8人)であった。

【考察】
今回の調査項目では発生群(A群)と非発生群(B群)を比較することで、呼吸器感染症のリスクファクターは明
らかにはならなかった。
吸引手技を簡便化しても、呼吸器感染症の頻度は増加しなかった。

【結論】
喀痰吸引の手技を簡便化しても、呼吸器感染症の頻度は0.83回/年・患者であった。吸引手技ごとのデータが
ないため比較は出来ていないが、リスクは高くないものと考えている。
疾患、気管切開の有無、人工呼吸器使用の有無など患者ファクター、吸引頻度や吸引を行う介護者数、介護
から離れることができる時間や吸引手技など介護者ファクターともに喀痰吸引を行っている患者の呼吸器
感染症のリスクファクターとして明らかにはならなかった。さらなる症例の蓄積や着目点の変更を行い調査
を継続する必要があると考える。
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■E-5 在宅診療における主介護者の疾病管理と健康管理に関する調査

○坂戸  慶一郎1)、佐藤  友克2)、風間  真規子3)

1)協立クリニック訪問診療担当医師、2)協立クリニック所長、3)協立クリニック訪問診療担当看護師

【目的】
　最近、在宅診療をしている中で、主介護者の健康状態が悪化してしまう事例や、それにより在宅診療を続
けることが困難となった事例を立て続けに経験した。
　それらの経験から、主介護者の疾病管理や健康管理の状況の把握が不十分であったことを認識させられた。
　今回、当院より訪問診療を行っている方の主介護者を対象に、主介護者自身の疾病・健康管理の状態につ
いて調査を行い、まとめたので報告する。

【方法】
　当院(協立クリニック)にて在宅で訪問診療を行っている方の主介護者を対象とし、2008年10月9日～10月31
日の期間に、訪問診療担当医師または担当看護師が聞き取り調査を行った。
　自宅で在宅診療をしている方65名。そのうち、介護者なし(ひとり暮らし・夫婦ともに患者など) 6名、調
査期間中に入院している方7名、調査期間中に主介護者と連絡が困難だった方4名を除く、合計48名を対象と
した。
　主介護者の内訳は、男性7名、女性41名、平均年齢64.7歳。
　疾病管理については、持病の有無と内容、持病があれば定期通院の有無を確認した。また、健康管理につ
いては、健康診断の受診状況を確認した。

【結果】
主介護者の疾病管理について：
　主介護者のうち、持病を持っている方33名(68.8%)。そのうち、医療機関に定期的に通院している方は30名
で、持病を持っているにも関わらず外来通院による精査・治療を中断している方が3名であった。精査・加
療の中断については「高脂血症と言われていて内服治療をしていたが、患者が以前入院したとき以来、治療
を中断している」「気管支喘息があるが、発作の時だけ受診している」「4年前に胃がんの手術を行い、その
後外来通院していたが、現在は中断している」という内容であった。

主介護者の健康管理について：
　主介護者のうち、健康診断を2年以内に受けている方は28名(そのうち1年以内に受けている方は23名)で、
健康診断を2年以上受けていない人は20名(41.7%)であった。健康診断を受けていない期間については、76歳
女性の「一生のうちで一回も受けたことがない(76年間受けていない)」が最長であった。

【考察】
　主介護者も何らかの持病を持っている割合が68.8%と高く、主介護者の疾病・健康管理の状況を意識的に
把握することが必要であると考えられた。外来通院による精査・加療を中断している方は3名であり、割合
としては高くは無かったが、癌の手術後のフォローを中断しているなど重大な内容であった。
　主介護者は、健康診断を2年以上受けることができていない方が41.7%と、少なくないことも明らかとなっ
た。今回、その理由については踏み込むことができていないが、健康診断を勧められることがあまりない、
時間が取れないなどの理由があるとすれば、訪問診療の主治医が、主介護者の健康診断に関しても何らかの
対策を検討する必要があると思われる。
　何よりも、主介護者に関して、持病があっても検査や治療を中断している方がいること、また健康診断を
長い間受けていない方がいることを、訪問診療の主治医がきちんと把握できていなかったということが大き
な反省点である。
　訪問診療の主治医は、患者の疾病・健康管理だけではなく、主介護者の持病の有無や疾病管理の状況の把
握、主介護者の健康診断の受診状況やその後のフォローの把握、在宅でも可能な主介護者の健康チェックの
方法の検討と整備などを意識的に行っていくことが必要であると思われる。
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■E-6 在宅療養中止症例の検討

○荒井  康之1)、太田  秀樹2)、冨山  宗徳2)、福地  将彦2)

1)常陸大宮済生会病院、2)医療法人アスムス

【背景と目的】
　在宅医療の依頼を受けると、まず、在宅療養が可能な症例であるか、病状や介護力などから総合して検討
する。そして可能と判断したものについて支援を行うのであるが、それでも在宅療養の継続が困難となる症
例を経験する。
　そこで、在宅療養の支援を中止するに至った症例を、疾患や年齢、性別ごとに、その理由や中止までの期
間を調査し、その特徴を明らかにしようとした。そして、その特徴から在宅療養を継続できるようにするた
めの方策を提言しようとした。

【対象】
　おやま城北クリニックが在宅療養を支援した患者のうち、平成18年1月1日から平成20年11月30日の2年
11ヶ月の間に、看取り以外の理由で支援を中止するに至った64症例(ただし、カルテや聞き取り調査などにて
在宅療養を中止するに至った理由が明らかにならなかったものを除いた)。症例の原疾患は、がん13人、認知
症15人、脳血管障害後遺症9人、慢性閉塞性肺疾患4人、パーキンソン病4人など。在宅療養開始時点の年齢
は、平均75.0歳で、65歳未満11人、65歳以上75歳未満24人、75歳以上29人。性別は、男性27人、女性37人。
＊なお、対象となった診療所は、平成4年4月の開設当初より、訪問看護との連携を取り、24時間の緊急対応
も含めて、在宅医療に力を注いできた医療機関である。

【方法】
　疾患、年齢、性別ごとに、在宅療養中止に至る理由およびそれまでの期間を分析した。

【結果】
　在宅療養を中止するに至った直接の理由は次の通りであった。新たな急性疾患の発生(在宅療養を支援して
いた原疾患と異なるもの)24例、家族の介護力の限界17例、病状の悪化あるいは不安定性7例、軽快(外来通院
となったもの)8例、独居の限界3例、本人の拒否3例などであった。さらに在宅療養を中止するに至った要因
を複数回答で集計したものを検討すると、新たな急性疾患の発生25例、家族の介護力の限界20例、病状の悪
化あるいは不安定性12例、軽快8例、本人の拒否5例、独居の限界3例などであった。
　特に、在宅療養を中止するに至った第一の理由が、家族の介護力の限界となった17例の疾患を検討すると、
6例ががんで、4例が認知症の合併であった。脳血管障害後遺症では、それが理由となった症例はなかった。
さらに、家族の介護力の限界となるまでの期間を疾患別に検討すると、がんは全てが3ヶ月以内であるが、
パーキンソン病や慢性閉塞性肺疾患、認知症などでは、主に6ヶ月以降であった。
　性別や年齢階層別では、在宅療養を中止するに至った理由に違いは見られなかった。

【考察】
　十余年に渡る在宅療養の支援の実績があり、症例が在宅療養を可能であるかの判断を、その開始時点に十
分行っていると考えられる診療所であっても、在宅療養の継続が困難となる症例がある。
　がんのような進行性の疾患では、在宅療養の支援開始当初に介護力があると見られても、病状の進行に
伴って、医療依存度や介護負担が増し、相対的に介護力が見合わなくなることがあると推測される。また、
認知症のような緩徐進行性の疾患では、長期に渡る心身の疲労から介護の限界を感じるものと考えられる。
　こうしたことから、在宅療養を継続させるためには、家族の介護力を、常に的確に判断し、介護者に配慮
した対応が随時必要であると言える。特に進行性の疾患であれば、社会資源を利用して身体的な負担を軽減
したり、医療者とのコミュニケーションを通じて介護の不安を軽減したりする必要があり、緩徐進行性の疾
患では、社会資源の利用とともに、介護者にねぎらいの言葉をかけて精神的な負担を軽減するなどして対応
することが重要と考えられた。
　家族の介護力には、病状とともに、家族環境(主たる介護者の性別・年齢、介護に協力できる人がどれだけ
いるかなど)や患者環境(ADLや意思疎通の可否など)が影響するものである。今後、こうした要因との関連に
ついても、研究が必要と考えられた。
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■E-7 当院における定期訪問診療の概要と訪問診療中断・終了因子の検討

○川越  誠志、日高  四郎
医療法人いなほ会  日高医院

【目的】
当院は外来診療と訪問診療を行っている。さまざまな理由で定期訪問診療が中断されたり、終了されたりす
る。当院の定期訪問診療の概要を示しながら、中断、終了の理由を分析する。

【対象と方法】
平成19年10月から平成20年10月の1年間に当院から定期訪問診療を行った患者を対象とする。療養場所とし
ては在宅および施設入所中の患者を対象とするが、当院が嘱託医として契約している特別養護老人ホームの
約30名は除いている。期間中、定期訪問診療が中断又は終了した患者を抽出し、分析検討した。

【結果】
対象期間内に定期訪問していた患者は129名。定期往診中断患者は、延べ46名で、理由は全て入院のためで
あった。入院の原因を、在宅患者と施設患者でそれぞれ検討した。在宅から入院は延べ31名で、その原因は
骨折などの外傷が8名、肺炎が5名、悪性疾患の増悪が5名、レスパイト目的が5名であった。施設からの入院
は延べ15名で、その原因は、肺炎で、8名と最も多かった。在宅患者では退院後19名が退院後在宅医療を継
続し、3名が新たに施設入所となっている。
定期往診終了患者は31名であった。その理由は、在宅での死亡が14名、施設での死亡が5名、転居が3名、入
院後死亡退院が9名であった。在宅死の原因は悪性疾患が9名、肺炎が3名であった。施設死亡の原因は肺炎
が最も多く4名であった。これらの非入院死亡者は、そのほとんどが家族も納得の上での「看取り」であっ
た。尚、7名が現在入院中である。

【結論・考察】
当院では在宅・施設における定期訪問診療を積極的に行っている。当院の在宅患者の入院の原因は、転倒な
どによる骨折が多かった。これは当院が、在宅で点滴静中等を行い積極的に肺炎の治療を行い、肺炎入院が、
相対的に減っていることが考えられる。いずれにしても、在宅療養においては転倒事故の予防が重要である
ことが示唆された。また、死亡者のほとんどが入院せず納得の上で、在宅や施設で最期を迎えており、訪問
診療希望患者やその家族の二ーズに当院が答えていることが考えられた。
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■E-8 訪問診療希望を取り下げた例の検討

三井  いずみ
甲府共立病院  訪問診療相談役  内科

【前文】
　当グループは288床の急性期病院と診療所からなる。計6名の医師が、病棟・外来、検査、手術と兼務で約
80名の訪問診療にあたっている。相談役医師である自分の役目は、訪問診療希望の第一窓口であり、スムー
ズな訪問開始ができるよう、情報を整理し、退院準備を助言することである。
　しかし、現実には訪問診療希望を出した症例の約3割が、訪問診療希望を取り下げている。そこで、訪問
診療希望取り下げ理由と、訪問診療が実現するための条件を考察するため、今回のまとめを行った。

【仮説】
　入院のまま本人が死亡した群(A群：本人死亡群)では、悪性疾患が多いのではないか。在宅医療の発案が遅
いのではないか。
　本人生存のまま訪問診療希望を取り下げた群(B群：方針変更群)については、在宅希望が本来存在しなかっ
たのではないか。

【方法】
　訪問診療申込例のうち、訪問診療希望を取り下げた症例のカルテから、疾患名、希望取り下げ理由、本人
家族の在宅希望の有無、訪問診療申込者、申込から死亡日までの期間等を抽出し検討した。

【結果】
　訪問診療の申込は、2005年8月から2008年10月の38ヶ月に155名で、紹介元の88%がグループ内である。
　このうち訪問診療に至ったのは110名で、訪問診療希望取り下げは45名。希望取り下げ理由は、A群:本人
死亡が20名44%、B群：方針変更が24名53%、この二つに大別される。
　A群：本人死亡群では、悪性疾患と、非悪性疾患はほぼ同数で、訪問診療申し込みから死亡までの期間が
判明している15名では、その期間は1日から4ヶ月と幅があるが、5名が7日以内に死亡している。
　B群：方針変更群の疾患は非悪性疾患の比率が高く、方針変更の内容は、施設利用4名、療養型病院に転院
5名、通院8名、入院延長5名(病状不安定3、医師変更嫌1、手技習得せず1)等である。この群では本人家族は
在宅希望でなかったのが14名で、在宅訪問診療を希望したが断念した10名より多い。在宅希望でないのに、
訪問診療を申し込んだ主体は、医師とケアマネが多数で、入所までの一時的な在宅を企図したケースが多い。
両群合計で在宅訪問診療を希望していたのに、それが実現しなかった24名の理由は、本人死亡が半数以上で、
そのほか、病状不安定で入院延長、予定介護者の病気など、やむを得ないものがある一方、医師変更が嫌、
という例もあった。

【考察】
　A群：本人死亡群では、病状不安定で生前退院できない例がある一方で、早期から死亡が予測される場合
でも在宅医療の発案が遅く、退院準備より先に死亡する例が目立つ。早目に体力に余裕がある時期から在宅
に移行する習慣の欠如が見受けられる。家族の発想に任せれば死亡間際になってはじめて在宅を希望し、退
院準備が間に合わない転帰となるため、医療者側が早期から在宅死亡の援助も可能とお伝えする必要があ
る。しかし、病棟職員に在宅で可能な医療内容・援助が浸透していず、在宅という選択肢を本人家族に案内
していない現状がある。今にも増して、病棟職員や入院中の患者に、在宅医療の存在をアピールし、訪問診
療チームと連携しやすくする必要がある。手段としては、在宅スタッフの病棟回診、院内学習会の機会を最
大限に利用する、等が考えられる。
　B群：方針変更群からは入所待ち期間を在宅で過ごさざるを得ない現状が浮き彫りとなった。退院後のケ
アプラン作りに苦慮している姿が見て取れる。訪問診療に至った中にも、施設の順番がきて終了した方が多
数あり、入所施設不足に影響されている。
　病棟で知った先生が訪問診療するためには、訪問医師の増員、グループ主治医制も有効と思われる。

【結語】
　急性期病院グループでの訪問診療希望の実態と訪問診療希望取り下げ例の検討を行った。急性期病院グルー
プでも、訪問診療のニーズは多数潜在すると思われる。有効に訪問診療が実現するための工夫を考察した。
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■E-9 在宅療養患者の転帰に関する施設横断的検討

○児玉  有子1)、木村  幸博2)、太田  秀樹3)、和田  忠志4)、小野沢  滋5)、平原  佐斗司6)、鈴木  央7)、中村  幸泰8)、
中野  一司9)、川越  正平10)

1)東京大学医科学研究所、2)もりおか往診クリニック、3)おやま城北クリニック、4)あおぞら診療所新松戸、
5)亀田総合病院在宅医療部、6)東京ふれあい医療生協・梶原診療所、7)鈴木内科医院、8)ひのでクリニック、
9)ナカノ在宅医療クリニック、10)あおぞら診療所上本郷

【背景】
　在宅医療を受けた患者の転帰や在宅医療の継続阻害因子についての施設横断的な報告はほとんど無く、対
象者の転帰は不明なことが多い。本研究に参加した全国10の在宅療養支援診療所において、2007年1月1日か
ら12月31日の期間に診療を終了した患者の疾患、受診期間等の患者プロファイルならびに社会的背景を含む
データベースを検証した。
【方法】
　該当の607例を対象に、概要および疾患と転帰、受診期間の関連、入院により終了した患者の死亡場所に
ついて検討した。また、在宅療養開始時の在宅死の希望と疾患、転帰について検討した。
【結果】
　607症例(男291、女316)の年齢中央値は81 (0-104)歳、70歳以上548 (90%)であった。主要疾患内訳は担がん
患者340、脳血管障害後遺症患者93、難病16である。認知症レベルII以上は288、ADL自立度B～Cは385であっ
た。在宅療養日数の中央値は88日(0-3973, n=603)、終了理由は死亡350 (58%)、入院216 (36%)、転院22、施設
入所7、外来移行3、その他9であった。転帰と在宅療養日数の比較では、76 (0-3973, n=349)日、95 (0-2978,
n=215)、57 (0-1274, n=21)、663 (217-1133, n=8)、137 (1-1180, n=3)、71 (4-147, n=9)であった。入院先は159が
急性期病院、ホスピス・緩和病床12，療養型病床3、有床診療所1、入院後の転帰は167が死亡(訪問終了日か
ら死亡までの期間は中央値12 (0-109)日)、転帰不明は49であった。死亡した患者(n=336)のうち、在宅医療開
始時に在宅死を希望207、そのうち在宅死170であった。在宅死の希望「有」だったが入院により終了(n=37)
のサブカテゴリー解析では、70歳未満(n=11)、担がん患者(n=24)、急変により入院(n=10)、独居者(n=5)、老々
世帯者(n=5)、開始時のADLがII以上(n=26)、認知症(n=10)であった。
　担がん患者と非担がん患者の在宅療養日数比較では、47日(0-2712, n=346)、251日(0-3973, n=261) (p=0.000)、
開始時の在宅死希望では、担がん患者144、非担がん患者63 (p=0.0013)、自宅での死亡は担がん患者は223、
非担がん患者127 (p=0.0001)だった。
【考察】
　入院で終了した多くの症例は急性期病院に入院、1ヶ月内に病院で死亡している。本来ならば有床診療所
や療養型病床等の医療機関が担う役割を急性期病院が代行している実態を表している。この事実は、医療供
給体制の再構築に在宅医療を支える医療機関拡充の必要性を示す。
　在宅死を希望していたが、入院等で終了した37人中24人は担がん患者であった。この結果には、担がん患
者と非担がん患者への予後告知の違いの影響が考えられる。しかしながら、この事実は、がん患者の在宅医
療継続については、さらなる改善の必要を示すものである。転帰に影響する因子についてはさらに詳細な検
討が必要である。
　本研究において、表出した新たな問題点として在宅から入院し、入院中に死亡したケースについての連携
がある。在宅医療導入前の連携については議論が積み重ねられ、地域連携共同加算などの処遇もなされてい
るが、入院事例の死亡などの終了についての連携の議論が少ない。患者の転帰の把握は在宅医療に関する整
備には欠かせない。現行では報酬にならない終了についての連携の充実は、今後の在宅医療を円滑にする上
で重要な役割を果たすと考える。
　本研究は限られた施設で実施しているため、認識しないバイアスが存在し、研究結果に影響した可能性が
否定できない。本研究は小規模の後ろ向き研究であり、今後、大規模の前向き研究による検討必要である。
また、今後さらに今データベースの詳細な解析を実施する。
【結論】
　本研究の対象患者の58%は在宅で死亡していた。対象患者の90%は70歳以上であった。がん患者も最期ま
で在宅療養が可能であるが、在宅死を望んだがん患者の17%は入院後死亡している。がん患者の在宅療養や
終了後の医療機関間のコミュニケーションについてさらに検討が必要である。
本研究は平成19年度厚生労働科学研究費「通院治療・在宅医療等、地域に根ざした医療システムの展開に関する研究」の一部である。
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■F-1 与論島における在宅ターミナルケアの現状
―1986年からの継続研究より―

近藤  功行
沖縄キリスト教学院大学人文学部・沖縄キリスト教学院大学大学院異文化コミュニケーション学研究科

　昭和61 (1986)年8月期から筆者は鹿児島県大島郡与論町(「平成の大合併」でも合併はなし)において、終末
期(医療)をめぐる諸側面・在宅死亡(率の算出)・死生観などをめぐる総合的な研究に着手している。そこで判
明してきた重大な結論の1つに現在までこの島(1島1町)が在宅死亡を継続してきている自治体であるがあげ
られる。与論島においては町立診療所(19床)が救急の場を担っていた時代から、平成8 (1996)年1月期の病院
(80床)オープン後もその変化は見られない(註：現在、81床(一般病床41床，療養病床40床))。島に総合病院が
開業したことにより、町立診療所の存続はなくなったが、特別養護老人ホーム(19床の有床診療所併設)もこ
のような医療機関においても、入院患者は末期と分かれば、終末期はそのほとんどが自宅で迎えることとな
る。その他の自宅以外での死亡事例は、救命を優先する状態だった内容や医療機関到着後の心停止(DOA症
例)、事故死、自殺などとなる。つまり、死が近づいている人がいた場合、島外であってもこういう場合、与
論島の場合は是が非でも自宅で死を迎えるための終末行動が家族を中心になされる現状がある。
　ただ、これまで町立診療所時代の [在宅介護＋在宅死亡] であったものが [病院介護＋在宅死亡] へと変化し
ている。この変化を見続けて診療活動を島内で実施しているのは、鹿児島大学臨床教授併任のパナウル診療
所長・古川誠二医師でもある。古川医師が与論診療所長であった頃、筆者は沖縄への低出生体重児搬送で救
急搬送に同行出来たことがある。搬送先は県立那覇病院(南部医療センターへ移行)であった。業務を終えた
古川医師はその日は島に戻れることはない。翌日の飛行機(あるいは毎日就航している鹿児島航路の定期船舶)
で島に戻ることとなる。与論町の死亡届・死亡診断書をもとに在宅死亡の現状を裏づけたこともある(琉球大
学医学部長を通して研究申請を法務省に提出し受理された後、鹿児島地方法務局名瀬支局にて筆記調査実施
の経緯あり)。また、与論病院オープン後、院長からカルテをもとに聞き取り調査も実施してきた。また、与
論島の人々にとって、誕生から成人、終末期そして死後の通過儀礼(社会・文化的背景)など一連の調査も実
施し、この島で重要なものは「家(ヤー )」であることを裏づけた。まず、遺体は医療機関ではなく家に存在
しないといけない。現在、日本人の死の場所は自宅(家)から外れた。自宅死亡率は約12%にまで落ち込んで
いる。厚生労働省はここ5年間位で25%にまで上げたい考えだが、いったん落ち込んだ数値を上げて行くこと
は相当な困難があると考えられる。日本人の死生観が問われている現代であるが、死を見つめ直すことは生
を考えていくことにつながる。我々が再考しなければいけない重要なことを与論島の人々は日常、これまで
当たり前に行なってきている。こういった近代化が流入する与論島において、在宅死という伝統を継承して
いる与論島の現状また姿を、これまでの筆者の調査研究をもとに再考するものとする。
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■F-2 在宅ホスピスケアにおける輸血の現状と今後の課題

○塚口  哲次、竹澤  和枝、古田  睦美、宮原  一枝、中尾  勝子
クリニックこまつ在宅医療室

【目的】
当クリニックの在宅ホスピスケアにおける輸血の現状について調査し、今後の課題を明らかにすることを目
的とした。

【方法】
平成18年1月から平成20年9月までの2年9ヶ月間に、当クリニックで在宅ホスピスケアを実施した全患者120
名(男性65名、女性55名　平均年齢70.0±12.6歳)を対象に、カルテ記載から情報を収集して、①輸血施行率、
②原疾患・施行の理由、③輸血内容、④効果、⑤合併症、⑥在宅期間等について検討した。

【結果】
①輸血を施行したのは14名(男性6名、女性8名)で、輸血施行率は11.7% (男性9.2%、女性14.5%)であった。②
14名の原疾患は胃がん3名、大腸がん3名、膵がん、胃間質腫瘍、胆嚢がん、肺がん、前立腺がん、子宮がん、
皮膚がん、白血病各1名であった。輸血を施行した理由は出血3名、播種性凝固症候群2名、凝固因子補充3名、
慢性貧血に伴う全身倦怠感、労作時の呼吸困難等の症状緩和10名、自覚症状はないが著明な貧血の進行3名
であった。(重複あり) ③赤血球濃厚液(以下RCC)が13名、濃厚血小板(以下PC)が2名、新鮮凍結血漿(以下FFP)
が3名に輸血された。3名で複数血液製剤を使用した。各症例の総輸血量はRCC 2～50単位、中央値4単位、PC
は20単位と60単位(20単位×3回)、FFPは2～6単位であった。輸血回数は1～18回、中央値2.5回、総数69回で
あった。3名で10回以上の輸血を施行した。④倦怠感や労作時の呼吸困難を訴えていた10名のうち9名で症状
の改善がみられた。4名は全身状態の不良やせん妄のため効果判定は困難であった。RCC輸血前のヘモグロ
ビン値は6.14±0.96 g／dlで、輸血後のヘモグロビン値は8.7±0.67 g／dlであった。PC輸血前の血小板値は1.1
～1.9万／µlで、輸血後の血小板値は2.3～5.1万／µlであった。⑤軽度の蕁麻疹を1名で認めたが、重篤な合併
症は認めなかった。⑥輸血開始後の在宅期間は6～290日、中央値48.5日で、最終輸血からの在宅期間は1～59
日、中央値21日であった。

【考察】
在宅ホスピスケアにおいて全身倦怠感や呼吸困難が貧血に関与していることがあり、症状緩和の手段として
輸血が考慮されるが、今回の検討では症状を訴えていた10名のうち9名で輸血により症状の緩和が得られて
おり、輸血の効果が認められた。69回の輸血機会において1回だけ軽度の蕁麻疹を認めたが、重篤な合併症
はみられず、在宅においても安全に輸血を施行できることが示唆された。しかし感染症やGVHDなどの重篤
な合併症が起こりうるため、不要な輸血は回避すべきで、その適応の判断は慎重でなければならない。貧血
の治療では数値の改善ではなく症状の緩和を目的としたが、通常はRCC 2～4単位で効果が得られた。全身状
態が比較的安定した症状を伴わない貧血では、鑑別診断を行い適応があれば鉄剤やエリスロポエチン等の使
用を検討すべきである。輸血施行時には医師や看護師が傍らで経過を観察する(当クリニックの場合は、この
時間に患者・家族とのコミュニケーションが進み、その後のホスピスケアに良い影響を及ぼしたと考えられ
る)ことが必要であるが、多忙な業務の中でその人員を確保するのは困難な場合が多いと推測され、在宅での
輸血を躊躇う大きな要因になっているのではないだろうか。しかし、可能な限り在宅で過ごしたいという患
者・家族の希望に応えることも在宅チームに課せられた任務であり、必要な輸血を施行することを躊躇って
はいられないのも現状である。医療者の負担を軽減し、なおかつ安全性を確保した輸血を施行するためには
地域での病院、診療所、訪問看護ステーション等の連携が鍵であり、在宅ホスピスケアを地域で支える体制
の構築が今後の課題である。
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■F-3 目指す在宅死・施設死のための諸条件の検討

レシャード  カレッド
医療法人社団健祉会  レシャード医院

【目的】
　高齢化社会が進む中、65歳以上の一人暮らしの人口が410万人と言われ、一生の最期の安息地の目標をど
こに置くか定まらない者が多く、また孤独死している者も少なくはない。このような層は住み慣れた環境で
医療・介護や社会資源を利用し、最期を全うできる支援が必要不可欠である。
　そこで、自宅および介護施設内で亡くなった患者の死亡場所を決定する因子として本人や家族の希望がど
こまで活かされて実行されたかを検討し、種々の条件の影響とともに考察して報告する。

【対象】
　対象となったのは過去5年間に在宅医療を受けて死亡された30例、介護老人保健施設に入所の利用者中29
例、介護福祉施設やグループホーム内で死亡された45例である。性別では在宅群では男性16に対して女性14
例であり、施設群のそれぞれの値は24対50名であった。一方原因疾患としては在宅群では脳梗塞10例、肺気
腫4例、高血圧症4例であり、施設群では老衰25例、認知症15例、脳梗塞12例であり、施設群において老衰が
多い以外は各群間には有意差はなかった。他方では年齢は在宅群の平均年齢は83.8歳(64-97歳)施設群のそれ
は88.9歳(62-102歳)で優位に高かった。

【結果】
　在宅医療においては訪問診療に加えて訪問看護や訪問介護などのチーム医療を中心に施行し、二十四時間
体制で対応していることは施設における対応に近い状況であった。
　何れの群においても最も重要な因子は本人や家族の死亡場所の選択であった。在宅死亡に同意をしていた
患者の12例中11例(91.7%)が希望通りに自宅で死亡された。一方、ターミナルケアを希望していた施設症例の
うち32例全員が入所中に永眠されていた。このことから判断すると最期を迎えるに当たり患者や家族の同意
と希望が最大の因子と考えられ、その実行に最大の努力が払われたことになる。
　一方では、在宅での加療期間は在宅死亡例においては15.4ヶ月で、医療機関での死亡例は8.6ヶ月であり、
施設入所例の入所期間は施設内死亡例では19.9ヶ月で、医療機関で死亡された症例のそれは(4ヶ月、7ヶ月、
21ヶ月、48ヶ月、51ヶ月)であり、在宅や施設死はともに期間が長かった。この闘病の期間の長さが患者や家
族と医療スタッフの間に信頼関係を築くとともに、自然な最期を迎える判断をするのに有意義であったよう
に思われた。
　一方、死因を検討したところ、自宅死亡例においては自然の経過をたどった老衰3例、慢性呼吸不全2例、
脳血管障害2例であり、自宅から医療施設への搬送例では、気管支肺炎(急性) 6例、心・呼吸不全3例、老衰2
例であった。施設内死亡例では老衰31例、心・呼吸不全11例、脳血管障害7例、気管支肺炎7例であり、施設
から医療機関へ搬送された例では急性脳血管障害4例、肺炎1例であった。このような予測の付かない急速に
変化する病体が家族やスタッフの対応と決断に変化を及ぼしたことが死亡場所の選定を左右したものと考
えられた。

【結論】
　住み慣れた在宅および施設内死亡は在宅医療の究極の目標であるが、家族の死に対する不安、予測し得な
い急な病態変化が、時にそれまでに希望していた自然死を余儀なく実行できない結果となりうるものと思わ
れた。それに加えて家族とスタッフの信頼関係が重要な要素である。今後はより自然な最期を迎えるために、
このような予見のつかない条件を如何に緩和し、双方の信頼関係の確立と有効な支援システムの構築に努力
が必要である。
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■F-4 積雪地のへき地における在宅看取りについての検討

○小泉  健1)、古川  俊貴1)、吉嶺  文俊1)、庭山  正信1)、古川  香子1)、阿部  昌洋2)、小川  龍2)、伊倉  真衣子3)、
井口  清太郎3)、長谷川  隆志3)、鈴木  栄一3)

1)新潟県立津川病院、2)阿賀町診療所、3)新潟大学医歯学総合病院医科総合診療部

【目的および背景】
　私たちは第10回本学会において中山間地域にお
ける出向く医療、すなわち訪問診療・訪問看護を
中心としたネットワークの構築が重要であること
を報告した(図1)。かつては雪に閉ざされた新潟県
のへき地においても交通網の発達や除雪技術の進
歩により高齢者においても慢性疾患管理や適切な
急性期医療がある程度確保されるようになった。
今回さらにへき地における要介護高齢者やがん末
期患者等の在宅看取りの状況について検討した。

【対象と方法】
　当院および阿賀町診療所(鹿瀬、上川、津川の3
地区：在宅支援診療所ではない)の診療地域におけ
る訪問および通院患者を対象とし、原疾患にかか
わらず在宅で看取った症例(在宅死)を検討した。
また病院で亡くなった場合(病院死)と在宅死も比
較検討した。

【結果】
　在宅看取りの数は阿賀町診療所と当院の連携が
開始された平成19年度以降におおよそ年間12例程
度まで上昇した(図2)。末期がん症例だけではなく
脳梗塞後遺症や腎不全などの疾患による看取り症
例も存在したが、いずれも高齢であり62歳以下の
在宅死症例は年間1例以下と少数であった。病院死
症例においても症状安定期における在宅療養期間
が次第に伸びており、本人や介護者が希望されれ
ば訪問看護や訪問診察のネットワークが非常に有
用なシステムとして稼動することがわかった。し
かし両者とも年間通しての完全な24時間体制は困
難であった。また家族構造の変化により老老介護
もしくは独居高齢者も急増し、認知症状も少なか
らず認められことから、今までできていた自己管
理や家族管理が困難となり再入院もしくは施設入
所となった症例も認められた。

【結論】
　満足度の高い在宅看取りを普及させるために
は、医療や介護システムの小手先の変化だけでな
く、それらを支える地域社会のあり方も含めた根
本的な改革が必要であると思われた(図3)。
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■F-5 在宅緩和ケア1000人の看取りの分析

〇井尾  和雄1)、片桐  淳1)、石橋  了知1)、林  裕家2)

1)立川在宅ケアクリニック、2)桜町病院聖ヨハネホスピス

2000年2月に東京都立川市に在宅緩和ケアを主に提供する在宅専門の診療所を開業した。24時間365日体制で
8年間に在宅で看取った患者さんが1000人を超えた。これを分析することで今後どのような対策が必要であ
るかを考えてみたい。
表1)は紹介病院のベストテンである。病院の在宅緩和ケアの認識が低いと考えられる。特定の病院、特定の
先生は在宅緩和ケアとの併診をうまく行い患者、家族に安心を早くから提供しているがまだまだ一部であ
る。病院医師への啓蒙活動が必要である。表2)は看取り患者の診療日数である。ぎりぎりまで入院、あるい
は通院させているので紹介が遅く診療日数が短くなっている。やはり病院医師への在宅緩和ケアの啓蒙活動
が必要である。表3)は我々の訪問診療地域別の看取り患者数である。病院からの紹介もないが、地域住民の
在宅での看取りに対する認識が低いと考えられる。国の方針は在宅での看取りの率を上げることであるが地
域の行政、住民に方針が届いていないと考えられる。表4)は看取り時間である。看取りは24時間365日いつで
も生じる。医師一人で外来を行う在宅療養支援診療所には支援を行うことが必要である。方法としては1)在
宅専門の診療所がバックアップ  2)診療所同士の連携  3)地域に在宅緩和ケア支援センターを設置しバック
アップ  4)訪問看護ステーションの強化などが考えられる。
当院の1000例からの分析でも1)病院で差があること  2)診療日数が短いこと  3)地域差があること  4)看取りは
24時間いつでも生じることがはっきりした。結論は1)地域(病院、住民、行政の長及び職員、地方議員)への
啓蒙活動  2) 24時間365日体制の構築に尽きると考える。

　　　　　　　　　　(表1) 紹介病院のベスト10　　　　　　　　　　　(表2) 在宅看取り患者診療日数
　　　　　　　　　　　(2000年2月～2008年10月)　　　　　　　　　　　　　(2000年2月～2008年10月)

　　　　　　　　　　　(表3) 地域別看取り患者数　　　　　　　　　　　　　　　(表4) 在宅看取り患者死亡時刻
　　　　　　　　　　　  (2000年2月～2008年10月)　　　　　　　　　　　　　　　　　(2000年2月～2008年10月)

順位 病院名 所在地 紹介人数 1週間未満 132人 　13.16%

1位 災害医療センター (病床数455床) 立川市 410人 1週間～1ヶ月未満 358人 　35.69%

2位 都立府中病院(病床数820床) 府中市 161人 1ヶ月～3ヶ月未満 290人 　28.91%

3位 東大和病院(病床数274床) 東大和市 151人 3ヶ月～6ヶ月未満 117人 　11.67%

4位 共済立川病院(病床数500床) 立川市 80人 6ヶ月以上 105人 　10.47%

5位 国立がんセンター (病床数600床) 中央区 22人 合　　　計 1002人 　100%

6位 国立村山医療センター (病床数380床) 武蔵村山市 20人

7位 立川相互病院(病床数345床) 立川市 16人

8位 癌研有明病院(病床数700床) 江東区 15人

9位 日野市立病院(病床数300床) 日野市 8人

10位 杏林大学付属病院(病床数1153床) 三鷹市 8人

1位 立川市 (17.7万人) 316人 9位 府中市 (24.6万人) 31人 午　　　前 午　　　後

2位 東大和市 (8.2万人) 144人 10位 八王子市 (53.7万人) 22人 00：00 45人 12：00 45人

3位 昭島市 (11.3万人) 126人 11位 福生市 (6.0万人) 12人 01：00 34人 13：00 51人

4位 日野市 (17.6万人) 81人 12位 東村山市 (15万人) 9人 02：00 49人 14：00 43人

5位 国分寺市 (11.7万人) 68人 13位 瑞穂町 (3.3万人) 8人 03：00 25人 15：00 39人

6位 武蔵村山市 (7.0万人) 67人 14位 羽村市 (5.7万人) 4人 04：00 42人 16：00 44人

7位 国立市 (7.4万人) 55人 その他 21人 05：00 36人 17：00 36人

8位 小平市 (17.9万人) 38人 合　　計 1002人 06：00 39人 18：00 38人

07：00 46人 19：00 35人

08：00 57人 20：00 50人

09：00 44人 21：00 39人

10：00 46人 22：00 40人

11：00 44人 23：00 35人
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■F-6 自宅での看取りを実現するための在宅緩和・家族ケア

○山田  由美子1)、小笠原  文雄1)、佐々  寛己1)、木村  久美子2)、武仲  真知子2)、五島  早苗2)、野田  裕子2)、
真名井  初美2)、中村  美穂2)、竹中  美香2)、三鴨  悦子2)、二村  美紀2)

1)医療法人聖徳会小笠原内科、2)医療法人聖徳会小笠原訪問看護ステーション

【目的】
在宅緩和ケアにおいて、時として、家族の存在が患者にとって負担となり、本人が在宅ケアを望んでも意に
反して入院しなくてはならないケースがある。今回、家族へのアプローチを試みる事により、穏やかな看取
りが成功した例を通し、家族ケアについて一考察をする。
【方法】
当院が経験したケースで、家族関係を調整し、介入する事でうまく看取りができたケースをあげ、検討する。
【結果】

 ＝ 　膵臓癌＋悪性リンパ腫(69歳、男) (Ns)

妻が仕事に専念し、介護を拒否し続けたので、Nsが中心となり、妻と何回も面談。夫をケアすることが自
分のケアにもなると妻が理解した。家族全員で大らかな空気のもと看取りができた。

 ＝ 　乳癌(65歳、女) (Ns)

以前は夫婦喧嘩をすると1年間一言も口を聞かず、家庭内別居をしていた頑固一徹な夫が、命がけで妻を
介護する為、妻の心理的負担になっていた。そこで、夫と妻を離す為、温泉に行かせた。帰ってきた時笑
顔になった妻を見て、夫は自分の介護の仕方の間違いに気づき、自ら身を引き介護放棄した。残り少ない
命の妻の為、夫に『大らかな気持ちでほどほどの介護』をするよう説得したが、夫は『介護をしないと決
めたので、自分の胸に楔を打ち込んだまま生きていく。妻を頼む』と懇願。夫の真意を妻に伝えると、『同
じ部屋で最期まで一緒に・・・』との思いを妻が話し、家族全員で涙した。家族一体となった所で、桜の
花を見ながら家族全員の笑顔の中で妻は息を引き取った。

 ＝ 　胃癌(68歳、男) (Ns、ヘルパー、ケアマネ)

妻が癌の告知を拒否し、死を受け入れることができない。苦悶状顔貌の患者に対し、医師が生老病死の話
等を1時間程すると、患者は笑顔になったが、妻は死について話す医師に対して怒っている。しかし、数
日後、夫が『こうしておれるのは妻のおかげ』と言い、妻は感極まり、涙した。それ以来、医師・Nsへの
感謝と共に死を受け止め、しっかりと夫を看取ることができた。

 ＝ 　肺癌(58歳、男) (Ns、ケアマネ)

痛みの為、とても辛い日々が続いていたが、在宅緩和ケアを始めると、嫁いだ娘と小雨の買い物をするな
ど夢のような日々が1か月以上続いた。しかし、ターミナルステージに入り、歩けなくなり喘鳴が二晩程
続くと、娘から『放浪癖のある内縁の妻の看病は嫌だから、父を入院させて』と電話があった。『99% 3日
以内に亡くなると思うし、救急車で行っても本人を苦しめるだけ。最期のお別れの時間を大切にしたら…』
と娘、息子にお話をした所、このまま在宅で看取る事を決意。家族に一晩付き添われ、翌日安らかに旅立
たれた。

【考察】
在宅緩和ケアにおいて、患者のケアにはそれ程苦労しないが、家族のケアには相当なエネルギーが必要であ
る。 のようなケースでは特に心優しいナーシングが大切である。  では医師は父親のように厳し
く、Nsが母親のように優しくケアする必要があった。 のケースでは、医師は妻の反感をかってまで、患者
の為に信念を持って行動した事、患者の笑顔がみられた後の妻に対し、医師・Nsで行ったチームケアが重要
であった。 では内縁の妻と娘の微妙な関係もあって、死亡直前に入院してしまう可能性があったが、きち
んと医師・Nsが真実を伝えた事で看取りができ、死後、家族からも大変喜ばれた。何かおかしいと思ったら、
頻回の訪問により、問題点に早く気づくことが大切であり、信頼関係を構築する事で、困難なケースも患者
だけでなく、グリーフケアを念頭に家族ケアができることになる。特に、多職種協働のKeyPersonとしてTHP
(トータルヘルスプランナー )が重要であると思っている。
【結論】
在宅緩和ケアでは家族の考え方に応じて医師は時には厳しく、Nsは優しく、ケアの本質とは何かを考えなが
ら、各職種の役割分担と連携が大切である。

I　 妻が介護拒否

II　 夫が介護熱中

III　 妻が死を受け入れない

IV　 家族が複雑

I　 II　 III　

III　

IV　
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■F-7 かかりつけ医をもつことで 癌終末期を安心して過ごせる

○須原  幸子1)、朝重  美代子1)、西  きよ美1)、森田  亜起1)、相河  明規2)、保坂  幸男1)

1)北多摩クリニック、2)桜町病院

【目的】 
　北多摩クリニックは、外来、在宅医療、ディケア、居宅支援事業を持ち、訪問看護ST、訪問介護STを併設
する地域密着型のかかりつけ診療所である。一人の医師(診療所)が、元気な頃から長い期間、利用者と、人
として正面から向かい合い、その人生の最後まで係わることも、「かかりつけ」としての診療所医療と考え、
「老衰や癌になる前からのターミナルケア」を展開している。その中で、専門医療を求めたものの、治療の
時期を過ぎ、癌終末期になってさまよう癌難民を経験することがある。当院での癌死亡例を分析する一方、
職員アンケートにより、癌難民を減らすヒントを考察する。

【方法】
　2003年2月-2008年11月に当院の訪問診療を利用した死亡例99例中、在宅癌死亡23例について、診療期間・
かかりつけ医の有無、当院相談時・終末期困り度等を比較。当院の所属する医療法人内で在宅医療も行って
いる5診療所、3訪問看護STの職員に癌になる前、或いは癌終末期の方に、自院所でできる援助について記述
式アンケートをした。

【結果】
　全死亡99例。在宅死亡75例(在宅死亡率75.8%)。癌の在宅死亡23例。65歳未満5例、65-74歳1例、75歳以上
17例。診療期間(外来+訪問)は、2日-63ヵ月(平均13.1ヵ月)。癌発症前からの当院外来・訪問診療利用8例(診療
期間平均44.4ヵ月)。他院へ定期通院8例(当院診療期間平均10.6ヵ月)、癌発症前の定期通院なし7例(診療期間
平均6.6ヵ月)。終末期(死亡3週間前)までに、かかりつけ医有り17例(73.9%、診療期間平均28.2ヵ月)、無し6例
(26.1%、診療期間平均12日)。紹介状無しでの相談は、終末期5/6例(83.3%)、それ以前1/9例(11.1%)。定期通院
していた医療機関からの紹介状無し5/8名(62.5%)。
当法人職員アンケート。詳細は当日供覧。

【考察】
　癌患者と専門医療は、治す治療を求めるものの、完治できずに治療の対象でなくなると、癌治療の専門医
にとっても、その対応は専門外になりうる。余命1-2か月と予後告知をしながら2か月分の処方をしたり、車
で一時間以上かかる病院へ尿管の交換に通院させたり、終末期なってから紹介状もなく相談に訪れるなど、
不思議な場面も目にする。ただ、治療の終了を宣言することは、死を直視せざるを得ないためか、或いは
「治療」とは異なる印象のある生活の場で支える医療機関に必ずしもありがたみを感じづらいためなのか、終
　末期になって初めて、不安なまま在宅医療機関を探し始める方もいる。
　一方、かかりつけ医としての役割りを果たせるはずの院所も、癌治療の専門家に紹介することで、責任を
終了するため、経過全体を見渡すことのできる相談先となりえないこともある。当法人内でのアンケートか
らも、医療は専門家がするものという意識が強く、かかりつけ医としてどのような援助ができるのかという
想像をしていない院所が少なからずあるのかもしれない。
　悪性疾患の場合、壮年層も多く、定期通院していない場合も想定されるが、抗がん剤の治療開始、或いは
緩和ケア科初診と同時に、治療目的の病院だけではない相談先を確保しておくことが大切と考える。現在、
専門病院と連携し抗がん剤治療中の4名(紹介後12-36ヶ月)の方が、当院外来を利用している。
　ただ、後期高齢者医療制度の中に位置づけられた制度としてのかかりつけ医も、世論には反対された経緯
もあり、ますます癌・医療難民は増えてしまう可能性もあるものの、アクティビティの高い在宅医療専門診
療所の大きな役割りだけではなく、外来診療も併せ持つ、地域に密着した医療機関が、終末期も含めた視点
を持つことで、癌難民の一部を減らしていける可能性もある。

【結語】 
　終末期を迎える前に、かかりつけ医を持つことで、不安感を軽減できる可能性がある。また、医療機関側
がかかりつけ医としての意識を持ち、終末期まで相談先として機能することで、癌難民を作り出さずにすむ
可能性がある。
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■F-8 在宅導入後確認された癌症例の検討

○大原  宏夫1)、岡部  宏美1)、天野  八重子1)、宮田  春加1)、今野  紗奈恵5)、久保  仁2)、高野  祥直3)、渡邉  一夫4)

財) 脳疾患研究所附属総合南東北病院  1)在宅医療センター、2)同神経内科、3)同外科、4)同脳神経外科、5)同医療相談室

【目的】 
在宅医療は病院治療が終了されてから導入されるので、導入時疾患の加療を継続しながら全身状態の維持管
理や疾患末期の疼痛管理や看取りを行なっていくことが通常である。また在宅医療での急変は合併症や関連
疾患の併発によるものである。しかし、在宅医療現場では導入時疾患とは関係ない新たな疾患が発生しその
確認に遅れをとったり、原疾患より新疾患が主疾患となり、その対応に苦慮することがあるので注意を要す
る。今回我々は在宅導入後確認された癌症例を10例経験したので報告すると共に注意すべき点を中心に検討
を行った。

【方法】 
2004年8月から2008年10月末までの在宅への登録患者数は312人であったが中新たに癌疾患の発生した症例
数は目的にも述べたように10例であった。それらの癌確認までの期間、症状、癌腫別、治療法の選択、治療
場所の選択、予後を調べそれらをもとに在宅医療現場で注意すべき点を検討した。

【結果】 
経験症例10例は男8例、女2例で、在宅導入時平均年令は76.8才であった。中9例は認知症や寝たきりで訴えが
なかった症例であった。また、癌の種類は胃癌が10例中3例、肺癌が2例、子宮肉腫、胆管癌、腎癌、大腸癌、
多発性骨髄腫が各1例でいずれも進行癌であった。胃癌1例、大腸癌1例に手術が行われたが、胃癌例は死亡、
大腸癌例は現在在宅加療中である。又1例は診断確定後他施設に転出した。残り7例はいずれも保存的治療で
死亡した。

【考察及び結論】 
在宅医療は病院治療が終了した患者さんが主なため、在宅導入時疾患の経過観察による加療、また導入時疾
患による看取りという形が通常であるが、今回の報告のように新たに癌疾患が発現、更には癌疾患が主病変
となることがある。しかし、多くの患者は在宅医療で要介助状態という状況から本人が症状を訴えることは
少なく、検査を行うにも困難でその対応に苦慮するところである。在宅医療導入後も患者の予防的見地から
の観察、診断、更には治療法の選択も重要で、病院との連携を保ち、癌疾患の診断、治療に当たるべきである。
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■F-9 「老衰」という病名がついた在宅死患者の要因に関する探索

○今永  光彦、木村  琢磨、菊地  涼子、清河  宏倫、斉藤  成、青木  誠
国立病院機構東埼玉病院総合診療科

【背景】
　診断技術の進歩に伴い、多くの疾患が診断可能となった。我が国では最期を迎える場が在宅から医療機関
へシフトし、そのため、昨今、医学的側面での「老衰」は死亡原因として著明に減少している。しかし、今
後在宅医療が推進されれば、高齢者の増加と相まって「老衰」の臨床的意義は増加するとも思われるが、「老
衰」または「老衰死」というものの定義は不明確なものであり、どのようなプロセスで病名としてつけられ
ているのかは明らかではない。今回、我々は、「老衰」という病名がついた在宅死患者の要因を探索するこ
とを目的とした。

【方法】
　当院で訪問診療を行っていた患者で、H20年4月1日～11月30日に在宅死した22例のうち、死亡診断書の直
接死因が「老衰」であった3例について、カルテレビューを行い、さらに看取りを行った担当医へのインタ
ビューで確認も行い、検討を行った。また、下記症例2と症例3に関しては死後に家族へのインタビューも行
い、検討も加えた。

【症例提示および結果】
　症例1：86歳女性。脳梗塞後遺症でADLはベッド上中心の方。褥創や尿路感染症などの合併症を経過中起
こしていたがいずれも治癒していた。状態安定していたが、ある朝、家族より、「本人が息をしていない」と
連絡あり、緊急往診行う。医学的には死亡しており、回復の可能性はないとアセスメントしたが、直接の死
因がはっきりしなかった。そこで医師側より「老衰」という病名を提示し、家族も承諾したため死因とした。
　症例2：99歳女性。認知症なく、ADLも室内レベルはほぼ自立していたが、食欲低下・ADL低下・微熱を
認めるようになり当院受診。入院精査にて右胸水認め、胸水穿刺などの精査行ったが原因疾患は特定できず。
胸膜生検もすすめるが、本人・家族とも希望されず自宅での療養を希望したため訪問診療でフォローするこ
ととなる。その後、徐々に全身状態の低下認め、ご自宅で永眠された。胸膜炎の原因が不明であったこと、
また胸膜炎が直接の死因であったかもはっきりしていなかったこと、担当医が家族から「年も年だから」と
いう思いを聞いていたことなどから、担当医は家族と相談し、「老衰」を直接死因とした。
　症例3：96歳女性。認知症にて当院で訪問診療を行っていた方。以前は徘徊などもあったが徐々にADLが
低下し、寝たきり状態となって、亡くなる約1か月前からは少量の経口摂取のみとなっていた。亡くなる前
日より発熱と喀痰の増加を認め、当日朝に家族より電話をもらい緊急往診を行ったところ、訪問時には、医
学的には死亡していた。臨床症状などから肺炎が直接の死因となった可能性があったが、亡くなる前に徐々
に衰弱してきていた経過を家族が重視しているのを、担当医は感じていたため、家族と相談し、「老衰」を
直接死因とした。

【考察】
　医学的側面からは、高齢者において死の原因となる疾患の同定が困難な状況の場合に「老衰」という診断
がつく可能性が考えられた。しかし、単に医学的側面のみならず、患者の経過や死に対する家族の捉え方を
医師が感じ取り、「老衰」という病名が提示されている可能性も示唆された。
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■G-1 重症で医療依存度が高い要介護透析患者の在宅ケア

○近森  正昭、光平  郁美、下元  小百合、後藤  玲子
近森グループ  近森病院透析外来

【はじめに】
07年末の日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況」では透析患者数が275,119名で透析を始める年齢は
66.78歳、糖尿病を原疾患とする患者比率が43.4%で、動脈硬化性病変が多いため要介護の患者は4割、入院は
1割を超える。
医療依存度が高い患者では要介護度が低くても介護量が多く、現在の医療、介護制度との齟齬が見られる。
急性期病院の専門外来でおこなっている重症で医療依存度が高い要介護透析患者の在宅ケアを報告する。

【対象と方法】
多重障害のある腎不全患者を持続携帯式腹膜透析(以下CAPDと略す)へ導入し、電話によるバイタルチェック
と訪問看護をおこない、更に医学的管理、介護支援が必要な患者に対し外来のデイケアをおこなった。
92年から昼間介護する家族がいない精神疾患患者8名、98年から心不全患者36名で身体介護、積極的理学療
法、医学的管理を看護師3名、助手1名の外来で連日おこなった。

【結果】
夜間だけ自宅に帰ることで認知症患者は廃用性萎縮の改善、在宅生活継続が可能となった。
94-97年のNYHA III、IVの心不全患者は10名で半数が1ヶ月以内に死亡したが、積極的な支援を開始した98年
から生命予後が改善した。

【考察】
ケア不足の認知症患者では臥床していることが多く、食思低下、尿失禁、感染症が多い。
精神症状があると専門的知識がない家族介護は困難である。
夜寝るだけであれば精神症状があっても、在宅ケアの継続が可能となる。
心不全患者ではCAPDへの導入が望ましい。
06年導入の83名で心事故による導入は60名、拘束性心不全を含め透析で除水し心不全症状が無くなった33名
では死亡5名と予後が良いが、導入後除水しても心機能が回復しなかった慢性心不全の27名のうち血液透析
に導入した18名で自宅退院し6ヶ月以上生存したのは6名、CAPD導入は9名、生存は6名だった。
NYHA III、IVの心不全患者1年生存率は30-40%と不良であり、血液透析への導入は予後不良要因である。
血液透析への導入は家族の介護拒否が理由で、除水不良、低栄養、感染症が死因となった。
CAPDへ導入した患者では外来で理学療法、入浴介助、食事提供、集団療法をおこなった。
心不全の透析患者は下肢の運動で右心房への静脈環流が増加して心不全症状が軽減するが、心不全で易疲労
感が強く、個人の努力では必要な運動量が得られない。
98年に積極的な理学療法をデイケアで開始、導入した6名は23日で死亡した1名を除き3年から6年生存、平均
余命55ヶ月、以後も成績は改善している。
CAPD患者では月3回以上の受診で78,000円の管理料が認められるため、デイケアが可能となっている。

【結語】
医療依存度の高い患者では要介護度が低くても介護量は多い。
電話によるバイタルチェックと訪問看護をおこない、更に医学的管理、介護支援が必要な患者に対し外来の
デイケアをおこなった。
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■G-2 勉強会開催による地域連携の円滑化

○神山  一行1)、中村  哲生2)

1)港北ニュータウン診療所、2)湘南なぎさ診療所

【はじめに】
　第9回本学会大会において、地域全体の医療レベル向上のためには地域の介護スタッフへの教育を行うこ
とが大切であることを発表した。
　当院では開院以来定期的に勉強会を開催している。勉強会を通じて地域の医療・介護レベル向上に加え地
域連携の円滑化にも成果を上げており、今回その実践内容を紹介しその効果について考察する。

【勉強会の実際】
　当院は、平成19年11月に在宅医療を中心とした診療所として横浜市都筑区に開院した。医師は常勤1名(リ
ハビリテーション科専門医)、非常勤2名である。
　勉強会は月に1回の頻度で開催している。時間は平日午後6時30分からで、講義と質疑応答含め1時間であ
る。対象者は、ケアマネージャー、訪問看護師、理学療法士、ヘルパー、ソーシャルワーカー、薬剤師、マッ
サージ師など医療・介護関係者のみで、一般市民は対象外としている。内容は以下のように多岐にわたる。
1)嚥下障害　2)インフルエンザ　3)膝関節の解剖・治療　4)高齢者体験(視力や関節の動きなど)　5)診療報酬
改定の最新情報　6)パーキンソン病　7)褥瘡　8)骨粗鬆症　9)アルツハイマー型認知症　10)脳梗塞のリハビ
リテーションなど。演者は当院の医師のほか、製薬・製造会社などにも依頼している。いずれの演者の場合
も質疑応答の際は多職種が自由に話せる環境を整え、医師もコメントするようにしている。会場は当院事務
室(最大収容人数20名)または都筑公会堂会議室(最大収容人数60名)を利用し、テーマによって会場を選択して
いる。先着申込としており最近は予約の時点で満員となる。介護機関への連絡は当院ホームページでの掲示
とFAXで行っている。

【勉強会による医療・介護レベル向上の実際】
1) 嚥下障害患者に対するポジショニング指導による誤嚥性肺炎のリスク軽減
2) 状況に応じたマットレスの選択による褥瘡発生の抑制やベッド上基本動作の改善
3) アルツハイマー型認知症の周辺症状への対応技術向上による周辺症状の軽減
4) 脳梗塞患者への関節可動域訓練による関節可動域維持

【勉強会による地域連携円滑化の実際】
1) 医師への質疑応答などを通じて当院の考え方などを伝えることができる
2) 他職種が集まりそれぞれの意見や考え方を相互に理解できる
3) 一人の患者を支えている医療・介護チームが一同に集まり、書面だけでなく直接お互い顔を合わせるこ
とができる

4) 必要の際には勉強会の後にカンファレンスができる

【考　察】
　医療関係者に対する勉強会は、医師会などを中心に積極的に行われているが、地域の介護関係者に対する
勉強会はそれに比べ少ない。介護スタッフが医療・介護の基礎知識や実践能力を習得することで、医療・介
護レベルの向上が計れる。これらによって疾患の発生を在宅介護レベルで抑制することができる。またリハ
ビリテーション関連の内容を学習し実践することで、日常生活動作の維持・改善や生活の質の改善にも繋が
る。これらが実践されれば医療側にとっても大きなメリットとなる。
　また、勉強会を繰り返し開催することにより、相互に意見交換ができたり、カンファレンスが行えたりす
る。それにより地域連携の円滑化が計れるようになる。また書面でなくお互いの顔を見ることは連携にとく
に有効と感じており、その後の連携が円滑に行く場合が多い。
　これらのことから、勉強会は地域の医療レベルの向上だけでなく、地域連携の円滑化にも役立っており、
継続的に行うことが必要であると考えられた。今後はより幅広いテーマでの勉強会の開催を計画しており、
それにより更なる医療・介護レベル向上と連携の円滑化が計れることを期待している。今後は理学療法士や
薬剤師などへも講義を依頼し勉強会を行っていく予定である。
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■G-3 当院訪問診療患者のご家族に対するアンケート調査からわかった
こと 

○星野  将隆1)、奈村  文2)、塚本  哲也1)

船橋総合病院  1)内科、2)在宅医療支援室

　当院は、千葉県船橋市の市街地にある246床の一般病院であり、数年前より内科の各医師がそれぞれ1～2
回 / 月の割合で訪問診療を行なっている。然るに、訪問診療の専任医師が在籍する訳ではなく、各々が外来
業務や入院患者の診療の空き時間に、細々と定期的な訪問診療を行なっているにすぎない。更には、患者の
容態が急変した場合の臨時往診や患者の最期の看取りについても殆ど実施できていない。一方で、当院には
併設の訪問看護ステーション「きゃろっと」があり、定期的に訪問診療部門会議を開催する等して、訪問看
護スタッフと連携をとりあって、できる限り細やかな対応をするように心掛けている。さらに、有床の病院
であるため、患者の容態や家族の希望に応じて、当院への入院加療や看取りを含めたターミナルケアのため
の入院等も可能である。
　このようなスタイルの訪問診療を行なう病院は多いと思われる。一方、24時間いつでも臨時往診に対応可
能な在宅療養支援診療所は無床であることが多いため、臨時の対応が可能である一方で、入院が必要になれ
ば提携病院への依頼が必要になることが多い等、当院の訪問診療とは根本的にスタイルが異なり、それぞれ
に長所・短所があると考えられる。しかし、訪問診療専任の医師がいて臨時往診も可能、かつ規模の大きい
病院で入院対応も可能であるというような恵まれた環境の病院は別として、我々のような中規模の病院で、
外来診療も入院患者診療も掛け持ちしている状況では、できる範囲で時代の要請に応えられる様に努力する
ことが必要である。
　今回、我々は当院の訪問診療のあり方を少しでも患者目線に立ったものに近づけるため、患者及びその家
族に現状がどのように受け取られているかをアンケートにより調査した。
　アンケートの項目は、勇美記念財団(http://www.zaitakuiryo-yuumizaidan.com/)の助成により実施されている
「市民講座」の参加者を対象としたものを改変して用いた。財団のアンケートは、人々が在宅医療に対して
どのような意識を持っているかについて「市民講座」に参加した一般市民に対するものであり、実際の患者
の家族のみを対象として今回我々が行なったものとはやや傾向が異なる。このあたりの比較検討もあわせて
アンケート調査からわかったことを報告する。
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■G-4 急性期病院から立ち上げる在宅医療推進システム

○桑原  直行1)、坂本  哲也1)、鎌田  順子2)

秋田組合総合病院  1)地域医療連携室、2)看護部

　我が国は先進国の中でも急速に高齢化しており、4人に1人が65歳以上という未だかつてない高齢化社会を
迎えると予想されている。この高齢化社会に備えるためには、住み慣れた地域において安心して暮らせる環
境づくりが大切なことであり、そのためには医療・社会福祉の充実が必要不可欠と思われる。医療において
は医療費削減の流れの中で、急性期病院のみならず回復期病院などでの医療の効率化と、診療所等での24時
間365日体制の在宅医療を進める必要性が高まっており、その実現のためには急性期医療から在宅医療まで
シームレスな地域医療連携システムを整備していかなければならない。
　しかし、一方で、かつて高齢者や障害者を支えてきた家庭や地域社会の相互扶助機能が核家族化や価値観
の多様化により低下してきている。特に、秋田県などの地方では、高齢化が急速に進む一方で、その高齢者
を支えるはずの家族が仕事などの理由で都市部へ移動することにより、老々介護や一人暮らしなどの問題が
激増している。そのため、秋田県では在宅医療が進まず、急性期病院から診療所の関係者内でも、在宅医療
の必要性はわかっていても積極的に推進できない悪循環に嵌っている。
　この厳しい医療・社会福祉情勢の中で、各々の医療機関だけでなく、訪問看護ステーションや居宅介護支
援事業所および社会福祉施設などが、お互いの立場や職種の垣根を超え、役割分担しながらネットワークを
構築し、多職種の関わるチーム医療・介護連携により、地域住民へ「病気になっても安心して過ごせる」そ
して「終末期にあっても最後まで有意義に過ごせる」ような環境を提供していく必要があると考え、多職種
によるにシームレスケアに関する研究会を20年3月に立ち上げ、徐々に病院間そして訪問看護ステーション
などとの連携への意識は高まりつつある。
　そこで開業医、勤務医、研修医そして看護師、ケアマネージャーさらに、入院患者、在宅療養患者とその
家族など様々な人たちにアンケートを行い、秋田市での在宅医療に対しての疑問や不安、期待することなど
を明確することで、秋田市で最適化された在宅医療を支援するネットワークシステムを急性期病院で構築で
きるように進めている。
　患者側も、核家族化や一人暮らしが進んでいる現代社会では、心の奥底では在宅療養を希望していても、
現実的には無理だと諦めていることが多く、それに対する医療者側の対応も消極的であり、訪問診療・訪問
看護やショートスティなどの社会福祉資本を有効利用しながら、1日でも多く自宅で過ごすため、在宅医療
を医療関係者および市民にも推進・啓蒙できる実践的なパンフレットの作成し、それを入院早期から利用す
ることで、在宅療養が困難と思われる患者でも、家族や社会福祉資本の手助けを借りて、1日でも多く、自
宅で過ごすことを目標とした活動を行っており、その成果を報告する。
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■G-5 よりよい訪問診療と訪問看護の連携のために

○田中  久仁子1)、浦田  昌美1)、本村  澄子1)、藤重  ひとみ1)、古田  沢子1)、有馬  泰治2)

1)千代診療所在宅、2)千鳥橋病院付属たちばな診療所

【はじめに】
　在宅医療はチーム医療により成り立っている。しかし実際の在宅の現場ではさまざまなスタッフが交互に
訪問をしてはいるが、同時にいるわけではなく相互の連携がうまくできていないことが多い。
　千代診療所在宅部門は博多区の千代診療所の中にある在宅支援診療所である。曜日ごとに担当医師が決
まっており総管理件数184名、実管理件数は約169名である。関係訪問看護ステーションとしては大きなもの
が3つ(Stわかば、Stたんぽぽ、Stたたら)ある。
　これまで訪問診療と訪問看護の間では、急変時の患者さん対応についてや、重篤な患者さんのフォローの
仕方などについてさまざまな意見の相違があった。
　意見の相違が次第に感情的な対立ともなり、業務に対するモチベーションを低下させる原因ともなっていた。
今回、この問題に真正面から取り組み解決の糸口をつかむことが大切であると考え調査・研究を行った。こ
れについて報告する。

【方法】
　千代診療所在宅と3つの訪問間看護ステーションのスタッフ全員に現在のチーム連携に関するアンケート
を行なった。

【結果】
　千代診療所在宅スタッフ10 (医師5、看護師5)名、訪問看護ステーションスタッフ28名の回答が得られた。
　各部署での仕事に対する満足度に関しては在宅医師、在宅看護師、訪問看護師の順で高かった。職場内で
の連携に関してはどの部署も高いが在宅看護師が非常に評価が高かった。
在宅医師は現在の連携のあり方に大きな問題点を感じてはおらず在宅看護師との連携についても満足を感
じていた。
　しかし在宅看護師としては訪問看護師との連携に困難さを感じており医師との間の認識の違いが見られ
た。訪問看護師からの看護師訪問の依頼などの現在の制度上は困難な要求や感情的な要求もされ対応に当た
らなければならないストレスを感じていた。
　訪問看護師は部署内での連携についてはきちんと申し送りが取れているが、在宅との連携に対しては特に
緊急時の対応や、緊急でない場合の薬剤の処方など医師の対応が必要とされる問題での連携の困難さを感じ
ていた。訪問診療の対応の遅さに対する不満が多く見られた。

【考察】
　緊急を要さない課題に関しては訪問診療と訪問看護の間ではきちんと定期的なカンファレンスが開催さ
れており必要な連携はとれているが、緊急時の対応や薬剤処方に関してなどはすみやかな連携がとれないた
め連携の困難さが認められた。

【結論】
　訪問診療と訪問看護の双方からアンケートを行った。日常的な問題に関しての連携は比較的取れているが
緊急の際の連携のあり方などの問題点が明らかになった。今後在宅患者さんへのサービスの向上、また末期
患者さんの管理を受け入れていく上でも緊急の際の対応についての役割分担を整理していかないといけな
い。また、交流が必要との意見も多くあり日常的に顔の見える連携を作っていく必要がある。
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■G-6 より充実した在宅医療の場を目指して

○細田  修、小野  秀子、小野  宏志
坂の上ファミリークリニック

当院は開業4年目で過去3年間に約230名の方の自宅での看取りを行い現在も約230名の方が当院での在宅療
養中であり、訪問診療、訪問看護を受けられている。在宅医療推進の流れは医療政策的に後押しをされてい
る。当院でも患者は年々増加の傾向をたどってはいる。しかし一方で在宅医療従事者は増加の傾向をたどっ
てはいないと感じる。そのような状況のなかで在宅医療が成り立っていくことを考えていかなければならな
い。そこで介護者(訪問介護)が在宅療養に深く関わることができないのだろうかと考えた。3年間の訪問診
療、訪問看護での関わりを通して訪問看護の対応ではなく訪問介護で介入できるのではないかというケース
に多く関わることがあった。訪問介護員が関わることによって患者にとっては経済的な負担の軽減にもつな
がり、在宅医療従事者への負担の軽減にもつながる。そこで今回訪問介護ステーションがどのような不安を
抱えているのか、どのような補助があれば不安を消失し、医療度が高くても介入をしていくことができるの
かアンケート調査を実施し、現状を把握することで当院にて訪問介護ステーションの設立を行ったことを報
告する

【方法】
訪問介護ステーションを無差別に選定し、アンケート、聞き取り調査を実施
訪問介護員5名～訪問介護員110名の事業所などあり　15施設を対象とした。

【結果】
アンケート上一番多くきかれたのが登録ヘルパーを多く抱えていると重度の方やターミナルの方にそこま
で関わることができない。関われる人が限られる。医療との連携がスムーズにとれない。医療者の24時間の
サポート体制があれば安心。サービス提供責任者に体験や知識が無い為、ケアマネージャーからの依頼が
あったとしても受けることができない。また知識や、技術の習得に思いがあったとしてもそれを提供してく
れる方がなかなかいない。等の結果が多数をしめた。また事業所によっては生活の介護がサービスの大部分
を占めているため、身体の介護はほとんど受けていないなどの結果も得られた。

【考察】
結果から得られた言葉を踏まえ当院にて2008年2月訪問介護ステーションの設立を行った。訪問介護員は3名
からのスタート。登録ヘルパーの雇用はなく、全員常勤雇用または非常勤雇用(パート)である。現在は2008
年11月現在、訪問介護員5名で活動中である。依頼内容の約8割が身体介護、6～7割がターミナルケアである。
当院の医師・看護師が積極的に関わり、情報提供や知識・技術の向上に努めていけるように関わりをもって
いる。訪問介護員の関わりが深くなったことで、当院の訪問看護師からは負担の軽減につながった。そのた
め以前より多くの患者に関わることができるようになったとの声があがるようになってきた。医療者が介護
を支えていくことでより充実した在宅療養の場が確立していけるようにこれからも活動を行っていきたい。
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■G-7 在宅療養支援診療所と介護支援専門員との連携を深めるために
～ “集中ケア担当者会議”の試み～

○川越  正平、松崎  麻都香、丹野  直子
あおぞら診療所

【目的】
　在宅での療養生活を支えていくためには医療・介護の関係者同士が適切に連携する必要がある。中でも、
要介護者の生活を支える上で介護保険サービスは重要な役割を占め、そのコーディネーター役である介護支
援専門員(ケアマネジャー )との連携を深めていくことは在宅療養支援診療所にとって重要な課題である。
　あおぞら診療所(本院)で訪問診療を行っている患者は2008年10月末現在238名であり、そのうち約9割にあ
たる216名が要介護認定を受け介護保険サービスを利用して在宅療養を送っている。連携している介護支援
専門員(居宅介護支援事業所)は104名(61事業所)にのぼる。
　しかし、ケアマネジャーが招集することとされているサービス担当者会議がすべての患者について適切な
タイミングで開催されているとは言い難い。医師が参加しない形で実施されていることも現実にある。そこ
で当院では、在宅療養支援診療所とケアマネジャー間の「顔の見える関係づくり」を構築するべく、“集中
ケア担当者会議(合同カンファレンス)”なる試みに取り組みはじめたため、今回報告する。

【方法】
開催方法を以下の通りである。
① 医師の体制：開催日には3～4名の医師を診療所内に待機させ、カンファレンスに参加する時間を3時間確
保した。

② 時間配分：患者1人当たり15分間と設定した(困難ケースについては30分間を確保)。
③ 対象患者の選定：看護師・ソーシャルワーカーが主治医ごとに6～8名の対象患者を選定し、それぞれの
担当ケアマネジャーに参加を呼びかけてスケジュール調整を行った。

④ 討議内容：ケアマネジャーからは把握している療養生活の実際やサービス提供上の問題点を中心に発表
してもらい、主治医からは病態や治療方針についての解説、介護サービス利用に関連して医学的見地か
らのアドバイス等を行った。必要に応じて、ホームヘルプやデイサービス、訪問入浴などの居宅介護サー
ビス事業所からの参加も得た。

【結果】
　2007年11月～2008年10月までの1年間に計6回開催し、通算56名のケアマネジャーと128名の患者について
討議した。これは該当患者216名の約59%に相当する。
　ケアマネジャーにはケアプランの持参や医師に確認したい問題点・疑問点等を事前にまとめた上で参加す
るよう依頼したため、患者が抱えるさまざまな問題点について短時間で効率よく話し合うことができた。特
に、独居患者や高齢者のみの世帯の患者について、訪問診療だけでは見えてこない日々の生活の実際や療養
上の問題点をケアマネジャーから知ることができた点は主治医にとっても大きなメリットであった。一方、
参加したケアマネジャーからは、普段話す機会の少ない主治医と直接カンファレンスを行うことで医療との
連携を深めるいい機会になったという感想を多く聞くことができた。

【考察】
　在宅生活を支える上で重要な役割を担っているケアマネジャーや各種サービス事業者が顔を合わせ、それ
ぞれが持っている生活面や本人・家族に関しての情報、治療方針、将来起こりうる病状変化などの重要な情
報の共有を行うことで、患者についての認識を統一して今後の治療・ケアに取り組む意義は計り知れない。

【結論】
　今後も当院では、かけ声だけに止まらない地域連携を目指して、「顔の見える関係づくり」のために在宅
療養支援診療所の側も時間を惜しむことなく確保する、この“集中ケア担当者会議”を継続的に開催していき
たいと考えている。一般の診療所においても、休診日にケアマネジャーとの合同カンファレンスを効率よく
計画することの意義は大きいと考えられる。



188

■G-8 地域医療連携により摂食嚥下障害患者へのチームアプローチを
行った1例 ━香川県摂食・嚥下障害研究会をベースとしての協創・
協働的創造━

○坂東  達矢1)、後藤  理恵子2)

1)坂東歯科クリニック、2)香川大学医学部耳鼻咽喉科

【はじめに】
　香川県摂食・嚥下障害研究会(以降、研究会)は、平成14年に「香川県内の摂食・嚥下障害のある方々の問
題を解決すること」と「嚥下ネットワークを整備すること」の二つを目的に、発足した。今回、摂食嚥下障
害を有する特養利用者に対し、研究会参加メンバーがベースとなった地域医療連携を行い、関係する他職種
も取り込んで、当障害に対するチームアプローチを実践したので報告する。

【方法及び対象】
　85歳　女性。脳梗塞、左片麻痺、PEG (絶食)、ADL全介助。平成20年9月1日特養に入所。本人、家族より
「口から食べたい」との希望があり、9月4日、施設より当院へ訪問歯科診療要請。同日、初診。その後、週3
回、口腔ケア・嚥下リハ(間接訓練)を開始。10月30日、口腔機能、嚥下機能、呼吸機能に改善を認めたこと
より、市内総合病院に嚥下内視鏡検査を依頼。検査前々日、同総合病院にて口腔ケアを担当する歯科衛生士
が特養にて事前調査。11月10日嚥下内視鏡検査施行。座位にて、トロミ水、ゼリー、おかゆの摂取が安全に
行えることを確認。(ここまで、香川県摂食・嚥下障害研究会会員間にて連携)以降、訪問リハ(PT)、訪問マッ
サージ(鍼灸師)にも、嚥下リハへの協力を依頼。現在、摂食・嚥下のグレードは4、摂食状況のレベルも4。
地域医療連携体制、及び施設内でのチームアプローチ体制も整い、更なるグレードアップを目指している。

【考察】
　「食欲」は本能である。亡くなる直前まで得ることの出来る「楽しみ」「喜び」である。
　香川県摂食・嚥下障害研究会には、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、PT、OT、ST、栄養
士、ケアマネ、介護福祉士、学生等、多くの職種が参加している。研究会に参加することにより、職種間の
相互理解、役割認識を顔が見える形で得ることが可能となっている。今回のケースも、研究会参加メンバー
が核となり、摂食嚥下障害への対応につき、タイムラグの無い、スムーズな診療・リハビリを行えた。結果、
施設利用者、ご家族、施設関係者、訪問リハ・マッサージ担当者も含めた、より大きなチームアプローチを行な
えることとなった。

【結語】
　他職種間であっても、顔の見える関係をベースとして地域医療連携を展開することにより、正確、安全、
そして迅速な診療やリハビリを行なえ、更に発展させることが出来ることが示唆された。
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■G-9 他職種連携が効果的であった末期がん患者に施行した在宅腹膜透析
の一例

○安中  正和1)、宮崎  正信2)、出口  雅浩3)、下屋敷  元子4)

1)安中外科・脳神経外科医院、1)宮崎内科医院、3)出口外科医院、4)長崎県看護協会訪問看護ステーションYOU

【目的】
58歳男性で、肝臓癌末期状態でかつ糖尿病による慢性腎不全の患者さんを在宅で受け持つことになった。こ
のような患者さんの在宅療養をどのように行うかを検討した。

【方法】
問題点は肝臓癌の予後は約3ヶ月ということであったが、腎不全の進行による尿毒症の発症も近い将来起
こってくることも予想された。
演者は肝臓癌末期患者さんの管理はできると思っていたが、透析になるような腎不全の患者さんの管理は自
信がなかった。患者さんはなるべく自由な生活を希望された。
長崎在宅Dr.ネットのシステムを利用して、主治医、副主治医を決めた上で、腎臓内科専門医にも協力医とし
て参加していただいた。退院時カンファランスに病院主治医、緩和ケアチーム、地域医療連携室、在宅主治
医、副主治医、協力医として腎臓内科専門医、訪問看護ステーション、ケアマネージャー、患者、家族が参
加した。患者、家族に透析になる可能性を説明した。現状では腹膜透析が妥当であると説明し、将来的に腹
膜カテーテルの挿入を行うことを納得してもらった。
在宅主治医は、肝臓癌の症状コントロール、糖尿病の血糖コントロール、輸液などを行った。
腎臓内科専門医と密に連携をとり、データのやり取りを行った。徐々に呼吸不全が進行、尿量も減少したた
め、実際に腹膜カテーテルを挿入し在宅腹膜透析を行った。
腹膜透析の導入後は、訪問看護ステーション、家族が機械の操作を行い、それを業者がそばで指導した。腎
臓内科専門医も実際に訪問診療を行い、透析のメニューを決定した。

【結果】
2月9日に退院、5月3日に在宅にて亡くなられた。在宅腹膜透析を行ったおかげで、好きな食べ物をたべなが
ら療養生活を送れた。少なくとも尿毒症死は防げた。
ご家族も、自由なことがやれたのではと喜んでいた。

【考察／結論】
末期がん患者の超短期の腹膜透析を導入することで有意義な療養生活が送れた。長崎在宅Dr.ネットのシステ
ムを有効利用して、主治医側も診療を分担することができたので、在宅主治医の負担が軽減できた。
訪問看護ステーション、透析の業者、薬剤師などとの連携があればハイテクケアも実現できることがわかった。
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■H-1 在宅ALS患者の口腔内状況と発熱との関係 

○山口  朱見1)、十時  久子1)、戸原  玄2)

1)歯科衛生士、2)日本大学歯学部摂食機能療法学講座

【目的】
　訪問歯科診療にて対応し，歯科衛生士による訪問口腔ケアを継続しているALS患者2症例について，口腔ケ
ア介入後に一度も発熱していない者と発熱を繰り返す者との口腔清掃状態・唾液の吸引状況および関係する
職種間の連携などを比較検討したので報告する．

【症例および経過】
症例A：61歳，女性．要介護度5.
　平成16年8月口腔ケアを開始し1週間に1回程度の歯科衛生士による口腔清掃を継続している．
　人工呼吸器装着．胃瘻から栄養摂取．過去2回の肺炎既往有．
　残存歯25本，1日2回，家族やヘルパーによる介助者磨きが行われていた．開口不十分で全顎に汚れの付
着があり口臭と歯肉の炎症を認めた。介助者に口腔清掃法を指導し実施してもらうことで口腔清掃状態，
歯肉状態の改善，口臭軽減がみられた．その後，口腔衛生に関わるスタッフ間の連携も良く行われており，
口腔内は良好な状態が持続している．平成20年11月現在まで発熱はみられず，体調も安定している．

症例B：69歳，女性，要介護度5．
　平成19年3月口腔ケアを開始し1週間に1回程度の歯科衛生士による口腔清掃を継続している．
　胃瘻から栄養摂取．肺炎既往なし．
　舌の動きが不良となり経口摂取は中止していたが，再開を望む本人の意思をうけ，歯科医師による嚥下
内視鏡検査を行ったところ，嚥下時の誤嚥はなく，ヨーグルト状の食物を経口摂取再開となった．嚥下の
状態を検査していく必要性があると診断されたが，本人が希望せず再検査は行われなかった．
　残存歯22本で1日1~2回，家族による介助者磨きが行われていた．全顎に汚れの付着があり歯肉炎，口臭
を認めた．家族に口腔清掃方法を指導し，歯肉状態の改善，口臭軽減がみられたが，スタッフ間で口腔清
掃に関する情報の伝達は行われていなかった。本人が吸引操作を嫌がるため唾液の吸引もほとんど行われ
ていなかった．同20年4月頃より頻繁に微熱が生じるようになり誤嚥が疑われたため経口摂取を中止した．
肺炎の診断はされていないが，同年7月より，再度微熱が頻発するようになった．

【考察】
　ALSの2症例において4年以上の長期において発熱をみない患者と，1年余りの間に頻回の発熱を繰り返す患
者を比較すると，
① 症例A，Bともに歯科衛生士が介入し口腔清掃，指導を行うことで口腔内の状態に改善がみられた．
② 日常的には介助者による口腔内の清掃状態に違いがみられた．症例Aでは口腔清掃に携わるスタッフの連
携が良く口腔清掃状態が良好であった．症例Bではスタッフ間の連携が十分にとれていなかった。

③ 唾液の吸引に関して，症例Aでは嚥下反射は起きないため唾液は全て吸引されていた．症例Bでは嚥下反
射は残っているものの唾液誤嚥によるむせが多くみられた．吸引はほとんどされていなかった．咳嗽反
射が弱く，嗄声がみられることからも咽頭部に唾液の停滞があると推察された．

【結論】
　2症例において口腔清掃が行われることにより口腔内の状態は歯肉炎症・口臭の軽減などの改善がみられ
た．口腔清掃に携わるスタッフ間の連携がとれており，口腔内状態が良好に保たれ唾液の吸引などの管理が
行われていた症例では4年以上にわたり，発熱もみられず体調面についても良い状態が保たれていた．一方，
スタッフ間の連携がとれておらず吸引もほとんど行われていない症例では発熱を繰り返していた．このこと
は，口腔ケアの実施と関与するスタッフ間の連携の良し悪しが発熱などの全身状態へも影響をあたえること
を示唆している．
　今回の検討から，歯科衛生士として患者をとりまく多職種との連携を密にし，口腔内のみならず全身状態
に関する情報を共有することでより良い在宅ケアの一端を担っていく必要があると考えられた．
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■H-2 在宅症例における未対応の摂食・嚥下障害患者に関する調査

○尾島  麻希1)、野原  幹司1)、小谷  泰子1)、岸川  裕2)、阪井  丘芳1)

1)大阪大学歯学部  顎口腔機能治療部、2)医療法人  岸川歯科

【緒言】 
病院では経口摂取の重要性が認識され、摂食・嚥下障害への対応が充実してきた。それに対し、居宅や施設
では、摂食・嚥下障害の訴えがありながらも容易に受診できず、診察対象になっていないことが多いと考え
られる。しかしながら、その詳細はこれまで不明であった。今回、いわゆる歯科疾患 (義歯破損、う蝕等) を
主訴に訪問診療の依頼があった症例を対象として、摂食・嚥下障害の診察が必要な症例を調査した。

【対象】 
いわゆる歯科疾患に関する訪問診療の依頼があり、平成20年1月～11月にかかりつけの訪問歯科医師 (筆頭演
者) が診察した在宅症例31名 (男性12名、女性19名)。年齢は、56～96歳 (平均年齢：80歳)。栄養摂取方法は、
全例が経口摂取。基礎疾患は、脳血管障害12名、筋力低下7名、整形外科疾患3名、心疾患3名、パーキンソ
ン病3名、認知症2名、呼吸器疾患1名。

【方法】 
調査には 「摂食・嚥下障害スクリーニングシート」 を用い、摂食・嚥下障害の診察が必要な症例を決定した。

【結果】 
摂食・嚥下障害の診察が必要な症例は15名、再チェックが望ましい症例は6名、不要な症例は10名であった。
他院にて摂食・嚥下障害の診察を受けた経験があるのは、今回診察が必要とされた15名の中の2名であった
が、いずれも現在は診察を受けていなかった。摂食・嚥下機能検査 [嚥下内視鏡(図1、2)、嚥下造影等] を施
行された症例はなかった。

【考察】
1) 訪問歯科診療を受けている症例には摂食・嚥下障害が多いこと、 2) それら摂食・嚥下障害がある症例のうち、
実際に摂食・嚥下障害の診察を受けている症例は少ないことが明らかとなった。歯科は、他科と比べると地
域医療に従事する者の数が多く、訪問診療が盛んである。したがって、歯科が在宅での摂食・嚥下障害患者
の受け皿となって潜在的な患者をスクリーニングし、診察する体制を整えることが望ましいと考えられた。

図1  嚥下内視鏡の検査場面 図2  嚥下内視鏡画像の一例
(飲むゼリー )
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■H-3 在宅診療において摂食・嚥下障害に対応し経管栄養離脱した例

○服部  史子1)、戸原  玄2)

1)国立病院機構東京病院歯科、2)日本大学歯学部摂食機能療法学講座

【目的】
　長期にわたり経管栄養で経過してきた嚥下障害患者に対する在宅診療で、継続した嚥下内視鏡検査(VE)を
行った結果、経管栄養を離脱し常食摂取可能となった症例を経験したので報告する。

【症例】
　68歳，女性。主訴は「経口摂取の可否を診てほしい」。
　平成14年12月3日くも膜下出血発症。当初、経鼻経管栄養にて栄養摂取していたが、経過中に誤嚥性肺炎
を2度発症し胃瘻造設。退院後は在宅療養となり、ゼリーやトロミ付きジュースなどを数口経口摂取してい
た。平成16年7月3日、在宅医療における嚥下評価初診。初診時の栄養摂取方法は胃瘻からの経験栄養が主体
で、お楽しみ程度にゼリー、トロミ付きジュース、ソフトクリームを経口摂取していた。

【経過】
　およそ1カ月ごとにVEにて嚥下機能を再評価した。毎回の検査には家族が立会った。VEでは食形態、摂食
姿勢、1口量、摂食ペースを評価し、レベルアップが可能と判断した項目については、患者と家族共に指導
した。また検査結果は主治医、担当ケアマネージャーにも書面にて報告した。
　その結果、約9ヶ月後には、食形態は「ゼリー、トロミ付きジュース、ソフトクリーム」から「常食、水
分トロミなし」へ、摂食姿勢は「リクライニング位30度」から「車いす座位」へ、1口量は「ティースプー
ン1杯」から「中スプーン1杯、液体はコップ飲み」へ、摂食ペースは「1口につき2回嚥下」から「自由な
ペース」へとアップした。また、初診から約6ヶ月後には胃瘻も閉鎖された。再評価の期間中に誤嚥性肺炎
の発症はなく、その他経口摂取を中止するエピソードはなかった。

【考察】
　経管栄養を離脱できた原因は2つ考えられる。
　1つは、嚥下機能が自然治癒的に回復してきていた可能性である。誤嚥性肺炎の発症を契機に胃瘻造設し
当初は、重篤な嚥下障害があったと予想されるが、嚥下機能が停滞したままとは限らず、原疾患の回復と共
に嚥下機能も自然回復する可能性が考えられる。さらに本症例では、患者・家族の自己判断ではあったがお
楽しみとしての経口摂取を継続していたことで、自然と直接訓練がなされていたと考えられる。
　2つめに、VEによる評価介入することで、その回復過程を見逃さず、適切な評価に基づいた対処法をたて
られたことである。介入前は、ゼリー、アイスなどを用いて独自にお楽しみとして経口摂取していたのみ
だったが、適切な検査による再評価と対処法の提案で、経口摂取の方向付けが明確になり、効率よく嚥下機
能の改善が図られ、最終的に常食摂取可能となったと考えられる。 

【結論】
　病院の外来受診が困難な在宅の摂食・嚥下障害者の中には、本症例のように改善の可能性がある嚥下機能
を持つ者もいる。在宅医療で、実際の嚥下機能を適切に評価し対処法を決定するには、携行性に優れたVEは
有用である。また、その継続評価は、安全な栄養摂取を保持することにも結びつくと考えられる。
　高齢者にとって「食」は生活の中で大きな楽しみであるとの報告があり、在宅で過ごす摂食・嚥下障害者
の多くは高齢者である。「食」を安全に提供することは、摂食・嚥下障害者にとってのQOL向上にも繋がり、
在宅でのVEによる継続評価はその一端を担える有用な方法と考えられる。
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■H-4 訪問歯科医と訪問STの連携による遷延性意識障害に起因する摂食・
嚥下障害患者へのアプローチ

○中川  量晴1,4)、石山  寿子2,3)、戸原  玄4)、植田  耕一郎4)

1)医療法人社団立靖会 ひまわり歯科、2)医療法人社団永生会 永生クリニック リハビリテーションセンター、
3)訪問看護ステーション とんぼ、4)日本大学歯学部摂食機能療法学講座

【はじめに】
　在宅もしくは施設へ入居している摂食・嚥下障害患者は多い．摂食・嚥下障害への対応にはチームアプ
ローチが重要であるとされているが，遷延性意識障害に起因する摂食・嚥下障害への対応は全く確立されて
いない．訪問診療において摂食・嚥下障害患者に対応するためには，嚥下内視鏡検査(VE)を在宅等へ持ち込
むことが有用であると報告され、我々も日常の訪問診療にて同様の精査を行っている．
　今回，在宅の遷延性意識障害患者に対して訪問歯科診療時にVEを実施し，さらに他の職種と連携をとるこ
とによって，重度の摂食・嚥下障害患者への対応の可能性を見出したので報告する．

【目的】
　在宅療養中の遷延性意識障害に起因する重度摂食・嚥下障害患者に対応し一定の成果を得たため，連携の
形およびその対応について考察する．

【対象】
　26歳，男性．21歳時交通事故にて頭部受傷し低酸素脳症，気管切開管理，胃痩造設となった．退院後，自
宅療養へ移行した．受傷3年半後のSTによる訪問リハビリ開始時は，遷延性意識障害，四肢麻痺，重度嚥下
障害，ADL全介助，気管切開で，顎関節の拘縮重度にて口唇閉鎖困難，咽頭を刺激しても嚥下反射は全く出
現せず，経口摂取の可能性は非常に低いと考えられた．依然家族の経口摂取に対する希望が強く嚥下リハビ
リを開始した．

【介入方法】
　STによる訪問リハビリの訓練内容は，呼吸筋および頭頚部ROM訓練，軟口蓋や咽頭周辺への寒冷刺激訓
練，喉頭の他動的挙上訓練などであった．
　1年10か月後，日本大学歯学部付属歯科病院の摂食機能療法科外来にてVF (嚥下造影)検査を実施した．嚥
下反射を確認したものの，重度の食道入口部開大不全を認め，バルーン拡張訓練が適応と考えられた．しか
し，咳反射の閾値が著しく高くVE下でバルーンカテーテルが気管内に挿入されても咳反射が起こらないこと
を認め，盲目的に訓練を行うのは危険であると判断された．よって歯科医とSTが時間を合わせて在宅訪問
し，気管への誤挿入がないことをVEで確認しながらSTがバルーン拡張訓練を行った．その後，STの技術が
向上し，また患者自身も声門にバルーンが触れた際に反射的な拒否反応を示すようになったことが確認さ
れ，週に1回STによるバルーン拡張術と2～3週の歯科医とSTによるバルーンとトロミ水分等による直接訓練
を行った．更に，舌骨上筋群の収縮力を向上するために，並行して低周波による舌骨上筋群への微小刺激訓
練を実施した．

【結果】
　意識状態が良好な時に，自発的に舌を動かそうとする反応が出てきた．また，寒冷刺激時，嚥下反射の前
段階として奥舌の挙上を認めるようになった．バルーンに関しては，当初食道の右側のみ通過可能であった
ものが，次第に食道中央部の通過を認めるようになり，バルーンの通過が容易になった．また，声門に触れ
た際の防御反応は強くなった．少量のトロミ水分を舌根部に入れると，ゆっくり咽頭内に流れ込み喉頭の挙
上とともに嚥下反射が惹起された．また，患者自身による飲み込もうとする動きが認められるようになった．
半年間の訓練により一部誤嚥は認められるものの，直接訓練をわずかながら開始できるようになった．

【考察】
　今回の報告では，嚥下機能を評価する訪問歯科医と，その評価に基づいた専門的な嚥下リハを実施する訪
問STが連携を密にしてリハビリにあたったことで，障害が重度であっても一定の機能改善をみたと考えられ
た．特に，精査と訓練を行う職種が同時に訪問を行うことで情報交換や訓練の方針決定が容易となった．
　また，遷延性意識障害による摂食・嚥下障害への対応も確実な評価に基づいて訓練的な対応を長期にわた
り行うことで，機能に変化が認められたため，今後の変化，改善の要因などについてさらに検討を深めたい．
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■H-5 訪問歯科診療における嚥下専門部門の役割－訪問嚥下診療の実際

○小谷  泰子1)、野原  幹司1)、尾島  麻希1)、岸川  裕2)、阪井  丘芳1)

1)大阪大学歯学部附属病院  顎口腔機能治療部、2)医療法人  岸川歯科

【目的】
経口摂取の重要性が認識されるようになり、病院では充実した嚥下リハを提供できるようになってきた．し
かしながら、居宅や施設においては嚥下機能を評価、管理する体制が不十分な場合が多い．そのため、不適
切な栄養摂取方法や食事内容の選択、介助者が不安を抱きながらの食事介助など嚥下に関わる問題が多く認
められる．我々はこの経験から、2005年に訪問歯科診療において一般歯科分野に加えて嚥下専門部門を立ち
上げ、居宅症例を中心に訪問嚥下診療を行なっている．今回、訪問歯科診療における嚥下部門の役割を検討
することを目的に、訪問嚥下診療を行なった症例について調査を行なったので報告する．

【方法】
2005年8月から2008年11月までに嚥下往診を行なった症例(92例、男：42例、女：50例)の診療録を参考資料と
し調査を行なった．初診時の年齢、性別、原因疾患、栄養摂取方法、主訴、嚥下往診までの経緯、嚥下内視
鏡検査(VE)の施行の有無を調査項目とした．

【結果】
初診時年齢は78.0±9.6歳であった．原因疾患は脳梗塞が最も多く、ついで認知症、脳出血、パーキンソン病
であった．ALS、SCDなどの疾患も認められた．主な栄養摂取方法は、経口摂取が66例、胃瘻が26例(17例が
絶食)であった．主訴は、「むせる」、「食事量が低下」、「誤嚥性肺炎の再発の予防」、「食事介助が不安」、「経
口摂取の可否についての評価依頼」など多岐にわたった．一般歯科部門から嚥下専門部門に依頼された症例
が33例、他施設やケアマネージャーから紹介された症例が59例であった．往診用のVEシステムを取り入れた
2006年1月以降に往診した77例のうちVEを施行した症例は42例であった．

【考察及び結論】
多くの居宅症例が「食べる」ということに障害を持ちながら、診療を受けることもなく経過していた．嚥下
検査のGold StandardとされているVEを行なうことで、さらに充実した診療が可能となった．本調査から訪問
診療において嚥下部門は重要な役割を担っていることが明らかとなった．
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■H-6 ラップ療法で完治した足背部のIII度熱傷

○久島  和洋1)、泰川  恵吾1,2)、曽我  幸弘1,2)、今井  一登2)

1)医療法人鳥伝白川会  ドクターゴン診療所、2)医療法人鳥伝白川会  鎌倉常盤クリニック

　保存的には治療困難と言われるIII度熱傷に対しラップ療法で治療可能であった症例を経験したのでこれ
を報告する。

【症例】
90歳女性

【既往歴】
認知症、骨粗鬆症、第2・3・4腰椎圧迫骨折

【現病歴】
重度の円背、変形性膝関節症、下肢の廃用性筋力低下により室内伝い歩きの日常生活動作レベルであった。
平成20年1月18日、石油ストーブによる低温熱傷を受傷した。深度は最大III度であった。

【経過】
壊死組織を切除(図1)し、保存的に治療を行った。受傷から約1ヶ月経過した頃に一度だけ創感染(緑膿菌、セ
ラチア)を発症したが、抗生剤内服と抗生剤含有軟膏塗付の処置のみでコントロール可能であった。赤色肉
芽、滲出液の減少を認めた3月末からトラフェルミンスプレーを開始したが上皮化進まず、4月16日、創の一
部に植皮術を行った。その後、徐々に辺縁から上皮化が進み、微温湯による洗浄とトラフェルミンスプレー
のみ継続し、受傷から7ヶ月経過した8月15日完治(図2)した。

【考察】
この症例は高齢、末梢循環不全と栄養不良が原因と思われる下腿の慢性浮腫の存在、介護力が非常に少ない
など悪条件が多かったが、局所処置のみで治療が可能であった。医療、介護の人的資源や金銭的な制約が多
い在宅医療の領域において、ラップ療法は様々な創傷治療の選択肢の一つになると思われる。

図 1 図 2
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■H-7 在宅診療で可能なburied chip skin grafting (BCSG)による褥瘡治療

○佐藤  治明、小野  隆宏
優心会ハートクリニック

【目的】
低侵襲な植皮術であるburied chip skin grafting (以下BCSGと略す)をベッドサイドで行い、褥瘡治療期間の短縮
を図る。

【方法】
創部の適切な管理・処置のもとwound bed preparationをすすめ、形成された肉芽にBCSGを1週間から2週間に
1回の頻度で繰り返し施行する。

【手技】
局所麻酔下に大腿部より切手大程度の極薄分層採皮を施行し、採皮片を2mm大程度に細片化する。褥瘡の肉
芽組織内に皮膚片をひとつずつ摂子にて約1cm間隔で挿入する。肉芽部分への局所麻酔は必要時に適宜行う
が、ほとんどの場合施行していない。ドレッシングは原則として、施術直後の1回目はアルギン酸塩を肉芽
面に貼付し、その上からガーゼを当てる。2回目以降は非固着性シリコンガーゼを貼付しガーゼを当てる。創
の状態により適宜ドレッシング剤を変更し、薬剤を使用する。処置は汚染の程度に応じて数日ごとに行う。
安静は不要である。

【症例】
症例1) 91歳女性　廃用症候群にて寝たきり状態、仙骨部と腰部に感染を伴った褥瘡を生じた。

wound bed preparationをすすめ、仙骨部褥瘡(10×6cm・深さIV度・ポケットなし)、腰部褥瘡(6×3cm・
深さIV度・ポケットあり)に対し、BCSGを仙骨部8回、腰部7回施行し73日間で上皮化完了した。

症例2) 77歳女性　心不全にて加療中、仙骨部に褥瘡を生じた。
仙骨部褥瘡(13×7cm・深さIV度・ポケットなし)に対し、BCSGを5回施行し約4ヶ月で上皮化完了した。

【考察】
創傷治癒の研究が発展し、新たな創傷被覆材、薬剤、体圧分散寝具などが開発され、褥瘡の保存的治療は飛
躍的に進んでいる。しかしながら在宅診療にあってそのケアを日々継続していくのは負担が大きい。そのた
め治療期間短縮の一つの方法として、我々はBCSGを積極的に施行している。利点、欠点は下記のとおりで
ある。

　　利点：低侵襲である　　　　　　　　　　　　　　　　　欠点：1回では治癒しない
　　　　　短時間で手技が容易である　　　　　　　　　　　　　　生着率が低い
　　　　　ベッドサイドで行える
　　　　　全身状態が不良の患者でも施行可能である
　　　　　安静は不要である
　　　　　創傷治癒の改善が期待できる
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■H-8 調剤薬局における在宅訪問薬剤管理指導
～患者背景の理解と服薬コンプライアンス把握への取り組み～

○古川  典之1)、蝦名  啓司1)、高橋  諭1)、金子  一成2)

1)ハロー薬局  薬剤師、2)札樽・すがた医院  医師

【目的】
薬局業務において「いかにしてコンプライアンスを高めるか」という命題は、最も大切でかつ困難なもので
ある。現実的に、本当に服薬が出来ているかどうか、1週・あるいは2週に1度程度の薬剤管理しかできない
外来患者に関しては、なかなか把握しきれない。一方で、在宅訪問薬剤管理業務を行っている患者に対して
は、患家の訪問、積極的な服薬管理が可能になる。私どもの薬局では、10年程前から訪問薬剤管理業務を
行っており、その中で現在特に力を入れている医療機関を筆頭とした職種連携、コンプライアンス向上へ向
けての取り組みを紹介する。

【対象】
現在　受けている調剤患者数:
　　　　平均　 1075名／月(H20.05.01～H20.10.31)
当薬局での在宅患者訪問薬剤管理指導料(居宅療養管理指導料)算定患者数：
　　　　平均　120名／月(H20.05.01～H20.10.31) 
その中で、一人暮らしあるいは御家族を含む第3者との接触が難しかった事例：
　　　　平均　 20名／月(H20.05.01～H20.10.31)

【方法】
訪問業務に携わる人達の間で、共通の認識を持って会話が出来るように、薬局で出来る投薬上の工夫や注意
点について、講習会はじめ、カンファレンスへの参加やステーション訪問などして機会を見つけ、他職種と
の情報交換を頻繁に行った。
また、もともと医療機関で設置していた申し送り用の連絡ノートを利用させてもらう形で、特に一人暮らし
の方、もしくは御家族からのヒアリングが難しい方で、コンプライアンス不良例には、従来なされていた医
師、看護師、訪問リハビリ従事者からの他に、訪問薬剤師、訪問看護師、ケアマネージャーやヘルパー等に
もコメントを積極的に記入してもらい、一元的に管理し、経時的な変化、実態、希望などを把握しやすいよ
うにした。

【結果】
他職種との意見交換の際にでた要望を検討し、投薬カレンダーの採用や一包化の印字内容を決定した。これ
により薬剤管理が容易になり、服薬状況の明確な把握が可能になった。
またノートの利用で、患者様からの直接的ヒアリングだけでは見えてこなかった副作用による体調変化や、
服薬コンプライアンスを低下させている原因、問題点の把握が出来た。

【結論・考察】
他職種間で連携を組むといっても、全員が集まってカンファレンスを開くという機会を得る事は、時間の折
り合いをつける必要もあり難しい。そこを補う為にノートを活用し、記入された内容と現実に遭遇している
状況の相違点を拾うことにより、今まで見えてこなかった問題点を明らかにできた。立場が異なれば見えて
いるものも異なるので、お互い顔の見える関係を築き上げ、相互連携を組みやすくし、情報共有を図ること
は大切である。その中で、薬剤師の訪問業務には、それぞれの職種を結ぶ橋渡しの役目を担う可能性もみえ
てきた。今後は積極的な交流の中で、把握できた問題点など、具体的で適切な対処方法を検討・模索してゆ
くことを課題とする。
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■H-9 在宅医療における薬局・薬剤師の今後のあり方
～福祉国家デンマーク、スウェーデンを参考に～

○加藤  久幸1)、飯島  康典2)、岩月  進3)、寺脇  大4)、曲渕  直喜5)、寺脇  康文4)、坂巻  弘之6)

1)雙葉薬局、2)イイジマ薬局、3)ヨシケン岩月薬局、4)(株)文寿、5)あさひ薬局、6)名城大学薬学部

【はじめに】
在宅医療を推進するために、多職種による連携が求められている。それと同時にコミュニティーによる介護
への関わりが、必要になってきていることも知られている。高齢者や在宅医療を必要としている方には、医
薬品使用が必要であることが多い。在宅支援専門診療所のような在宅医療に特化した医療機関に付随した薬
局が、在宅医療に専門的に行っている現状に我々は疑問を抱いていた。コミュニティーに存在する薬局が、
その任を果たすことが在宅で療養する患者や介護サービスを利用する利用者にとって、過去からの経緯、家
族構成、利用者の考え方などあらゆる生活環境を理解していて患者(利用者)のためになると考えているから
である。
そこで福祉国家と称されるデンマークやスウェーデンでは、医薬品の供給、管理、そして医療材料や衛生材
料の供給を薬局でどのように行っているのかを視察、調査研究することが、さらに患者(利用者)の満足度を
高め、在宅医療を良質に推進するためには必要だと考えた。

【方法】
デンマーク薬剤師会とPharmakon (ファルマコン、薬剤師研修施設)の協力により、デンマーク薬剤師会、
Pharmakonによる講義とコペンハーゲン市内の薬局の視察と聞き取り、スウェーデンにおいては、Apoteket
AB (アポテケットAB)において聞き取りを行った。

【結果】
いずれの国家においても、在宅医療や介護は地域で行うというスタンスが理解できた。薬局は在宅やナーシ
ングホームなどの施設の患者に対して直接服薬指導することはないが、それらの施設で働く介護職員や看護
師に対して医薬品に対する啓発活動を行っていた。このような活動を行うまでは、施設などにおいて20%程
度の服薬管理間違いがあることがわかった。このような活動が、介護職員や看護師らの医薬品知識を向上さ
せ、誤った医薬品管理を防ぐことも明らかとなった。さらに医療、衛生材料については、自治体から患者に
供給されている実態も明らかになった。服用時点毎に調剤されるワンドーズパッケージ(一包化)も行われて
いた。一包化のような作業は集中して一カ所の薬局が行い、患者などへコミュニケーションが必要な業務は、
地域内の薬局と連携しつつ多職種で実施されている。

【考察】
在宅医療は多職種による連携、共働が必要であることは否定の余地もないであろう。在宅医療の推進役とな
る医師が在宅支援専門診療所として特化する意味合いは、理解できる部分が多い。しかし、医薬品の供給を
担う薬局が類似したような在宅支援専門薬局になることは、今回の調査、研究からもその将来像は見いだせ
なかった。在宅支援専門薬局のような特化型薬局では、あたかも処方せん調剤しか請け負わない「調剤専門
薬局」を医療機関に併設しているようなものである。薬剤師の業務において院内と在宅の違いは、ケアマ
ネージャーのような介護・福祉系との連携が必須となるか否かである。この観点から、院内の薬剤師業務と
は異なる視点が、在宅医療を担う薬剤師には必要ではないか。
今後、さらに推進される在宅医療における薬局の役割は、まだ迷走状態ともいえる。患者のために医薬品の
供給をどのようにするのがよいのか、デンマーク、スウェーデンは将来の未来像を照らしたものともいえる。
今後、在宅特化型薬局ではなく、コミュニティーに存在する薬局が、在宅医療における医薬品を供給するだ
けでなく、介護職員、看護師職員への医薬品教育、情報の啓発活動に力を注ぐことが、つまりコミュニティー
ファーマシー求められると考えた。
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■I-1 急性期脳梗塞後の在宅復帰を目指して

○中嶋  浩二1)、糸川  博2)、岡坂  政人3)、山岸  水穂4)、平川  有延5)、美間  由紀6)、鈴木  龍太2)、藤本  司2)

1)東戸塚記念病院脳神経外科、2)昭和大学藤が丘病院脳神経外科、3)東戸塚記念病院リハビリテーション科、
4)東戸塚記念病院医療福祉相談室、5)東戸塚記念病院地域医療連携室、6)東戸塚記念病院診療情報管理室

【はじめに】
近年の医療施策において、社会的入院の減少を目的とした療養病床の削減が進められ、これらに後押しされ
る形で在宅医療の重要性がますます高まっている。特に、近年は急性期脳梗塞患者の高齢化が目立つように
なっている。われわれは、急性期脳梗塞患者の自宅退院を妨げる社会的要因について検討した。

【対象と方法】
急性期穿通枝脳梗塞で入院した患者のうち、発症前は
ADLが自立していた12例を対象とした。これらの患者
において、同居家族、キーパーソン、入院時modified
Rankin Score (以下mRS)、退院時mRS、退院時Barthel 
Index (以下BI)、在院日数、退院先について検討した。

【結果】
結果を表1に示す。退院先は自宅9/12例(75%)、他院へ
の転院3/12例(25%)であった。自宅退院群(以下A群とす
る)と他院へ転院した群(以下B群とする)を比較したと
ころ、年齢、入院時mRS、退院時mRS、在院日数にお
いて、有意な差は認めなかった。一方、退院時BIでは、
A群がB群に対して有意に良好な結果であった(図1)。

【考察】
今回の検討では、表1に示した通り、自宅退院できなかった3症例は、いずれもBIで階段昇降、入浴の両項目
が0点であった。これらの項目は自宅構造上の問題と大きな関わりがあり、さらにキーパーソンに対する負
担を増大させる要因となる。解決策として、自宅周辺の環境や自宅の間取りを入院時に情報として把握し、
ニーズにあった具体的なリハビリテーションを早期から開始することが有効と考えられた。一方、早期の自
宅退院が実現した社会的要因の1つとして患者本人とキーパーソンとの関係が重要であった。しかしながら
今後は脳梗塞患者の高齢化が一層進むことが予想され、自宅退院を支えるキーパーソンの精神的および金銭
的な負担増大や、高齢化に対する配慮も求められるものと思われる。

図 1　退院時 Barthel Indexの比較

No. 年齢 性別 同居家族 キーパーソン 入院時mRS 退院時mRS 退院時B.I. 在院日数 退院先

1 68 男 妻 妻 4 1 100 36 自宅

2 65 女 夫、二男 夫 4 3 70 46 自宅

3 44 男 妻、子供2人 妻 2 1 100 8 自宅

4 72 男 妻、長男 妻 4 2 70 50 自宅

5 64 女 夫 夫 4 4 70 33 転院

6 78 男 長女家族と長男 長女、長男 4 2 60 43 自宅

7 61 男 独居 市職員 4 2 95 32 自宅

8 78 男 妻、長女 妻 2 1 100 19 自宅

9 79 女 独居 長男 4 2 60 39 転院

10 85 女 長女夫婦 長女 3 0 100 17 自宅

11 61 男 独居 妹 2 1 100 16 自宅

12 48 男 父親 弟 3 2 50 34 転院

表1．患者背景と経過
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■I-2 「在宅医療支援室」と病院外の在宅関連各部署との連携について
―アンケート調査による考察―

○奈村  文1)、星野  将隆2)、石井  久美子1)

船橋総合病院  1)看護部  在宅医療支援室、2)内科

　当院は、内科・外科等各診療科を有する246床の急性期総合病院であり、地域に密着した医療・福祉を提
供いくことを目標に掲げている。当院には、訪問部門として、訪問診察・訪問リハビリ・訪問薬剤管理指導・
訪問栄養管理指導が設けられ、さらに訪問看護ステーションが併設されている。
　平成17年に新設された「在宅医療支援室」は、訪問診察の同行を主たる業務として、訪問患者さんが在宅
で安心・安定した生活が送れるようにするために、病態や社会背景を病院内の各部署のスタッフで共有する
ための連携のみならず、院外スタッフである訪問看護ステーションの担当看護師やケアマネージャーとの情
報交換(電話・FAXでの連絡や担当者会議出席)にも力を注いでいる。さらには、院内の入院患者さんに入院
当初より関わることで、在院日数の短縮・訪問診療への迅速な移行にも尽力している。入院患者さんが在宅
診療を受けるべく自宅退院されていく場合、在宅関連の院外各スタッフにも来院して頂いて、退院前カン
ファレンスを開催することもあるが、必ずしも「在宅医療支援室」として十分に主導的に機能しているわけ
ではなく、また、必要全症例に介入できているわけでもない。
　当院に「在宅医療支援室」が設置され、3年が経過しようとしている。今回、訪問看護師やケアマネー
ジャー等の院外在宅関連スタッフとの連携についてアンケートを用いて調査し、「在宅医療支援室」の院外
への役割について検討した。
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■I-3 急性期医療と連携した在宅医療・療養支援のロールモデルの開発

○山本  五十年1)、猪口  貞樹1)、鈴木  紳一郎2)、加藤  洋隆3)、田尻  さくら子4)、山本  仙子5)、岩本  智恵美6)、
鈴木  優子3)、杉下  寿子6)、遠藤  眞紀7)、中丸  由紀子5)

1)東海大学医学部専門診療学系救命救急医学、2)財団法人同友会藤沢湘南台病院、3)医療法人救友会湘南真田クリニック、
4)東海大学医学部内科学系呼吸器内科、5)株式会社メディトピア湘南、6)SMC訪問看護ステーションさなだ、
7)SMCケアステーションさなだ

【背景】
急速な人口の高齢化は、救急搬送における高齢者の割合を漸増させ、急性期医療の確保に大きな影響を与え
始めている。他方、急性期・亜急性期以降の受け皿となる在宅医療の整備が遅れており、亜急性期・慢性期
の医療が確保されなければ、急性期医療を将来にわたって確保することが困難になる。

【目的】
高齢者の入院動態、在院日数に与える影響を明らかにするとともに急性期医療と連携した在宅医療・療養支
援のロールモデルを開発した。

【方法1】
東海大学病院の入院患者を対象として、年齢別の患者数、平均在院日数および在院日数が30日を越える症例
数を調査した。また、高度救命救急センターに救急搬送された重症入院患者対象として、高齢者の割合、平
均在院日数および転帰を調査した。

【結果1】
1)総入院患者の年齢別の平均在院日数は80歳以降に延長した。在院日数が30日を越える症例の年齢別の割合
は、とくに80歳以降に高かった。2)重症救急患者のうち高齢者は45%を超え、平均在院日数は前期高齢者で
延長し、後期高齢者では死亡が影響した。3)高齢者の転帰は、非高齢者に比べ自宅退院が少なく、転院・転
所の症例が1/3を占めた。4)転院・転所の受け皿となる慢性期病床や諸施設との連携が、在院日数に関係する
ことが示唆された。

【方法2】
2006年に湘南メディケアプロジェクトを発足させ、毎月の定例会でモデルプランを作成し、地域の熱意と善
意を掘り起こした。

【結果2】
地権者の協力(土地供与・施設建設)、地域の善意による基金拠出型医療法人の設立、質の高い在宅医療を目
指す医師・看護師・介護福祉士等の熱意により、2009年1月、医療を基軸に介護と暮らしを包摂した湘南真
田メディケアセンター (医師3名、看護師8名、介護福祉士・介護士9名、ケアマネージャー・事務8名)を開設
した。本センターは、在宅療養支援診療所、通所介護、訪問看護ステーション、訪問介護ステーション、居
宅介護支援事業所、高齢者住宅(メディカルホーム)の6事業所から成り、地域医師会・大学病院・基幹病院、
行政・議会関係者、諸企業等の広範な関係者の協力を得て発足した。

【考察】
未曾有の高齢化社会の到来に対し小手先の需要対策では焼石に水である。急性期医療を持続的に確保するに
は在宅医療・療養支援の整備が不可欠である。今回、湘南メディケアグループを発足させ、在宅医療・療養
支援のロールモデル(湘南真田メディケアセンター)を開発した。今後、社会医学的研究の結果を随時報告する。
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■I-4 病棟看護師と訪問看護師間における情報提供に関する現状と課題

○松下  成美、井出  玲子、川口  素賀糸、金古  澄子、井出  美由紀
JA長野厚生連佐久総合病院訪問看護ステーションうすだ

【研究目的】
病棟看護師と訪問看護師間のよりよい連携のために，情報提供に関する現状と問題点を明らかにする。
【研究方法】
調査期間：H20年10月2～14日。調査対象：当院に所属する一般病棟看護師(以下病棟看護師)334名(回収率
67.9%)，訪問看護ステーション看護師(以下訪問看護師)32名(回収率73.3%)。調査方法：選択・記述式質問紙
調査、直接配布、留め置きで回収。調査内容：①属性②訪問看護師から病棟への情報提供について③病棟看
護師から訪問看護への情報提供について④病棟へのフィードバックについて⑤自由記載。分析方法：選択回
答は百分率で算出，自由記載は要約・引用した。倫理的配慮：無記名，プライバシー保護について質問紙上
で説明，同意を得た。
【用語の定義づけ】
フィードバック：訪問看護師から病棟に在宅での様子を返すこと
【結果】
1 ＜訪問看護から病棟への入院時情報提供＞
　至急必要と考える情報上位3項目：病棟は「疾患に関すること80.8%」「継続される処置78.2%」「入院前の
生活状態77.6%」，訪問看護は「入院に至る経過84.4%」「疾患に関すること68.8%」「入院前の生活状態62.5%」
「継続される処置62.5%」。
　不足と考える情報上位3項目：病棟は「家人に関すること25.9%」「入院前の生活状態19.5%」「疾患に関す
ること15.1%」，訪問看護は「家人に関すること25%」「入院前の生活状態18.7%」「受診状況18.7%」
2 ＜病棟看護から訪問看護への在宅療養に移行時情報提供＞
　必要と考える情報上位3項目：病棟は「継続される処置79.9%」「疾患に関すること69.2%」「在宅療養に関
する不安・希望67.4%」，訪問看護は「継続される処置96.9%」「医師からの病状説明内容と受け止め方96.9%」
「退院時指導に関すること96.9%」「在宅療養に関する不安・希望90.6%」。
　不足と考える情報上位3項目：病棟は「在宅療養に関する不安・希望37.2%」「医師からの病状説明内容と
受け止め方30.2%」「家人に関すること27.6%」，訪問看護は「在宅療養に関する不安・希望65.6%」「医師から
の病状説明内容と受け止め方62.5%」「退院時指導に関すること62.5%」。
3 ＜訪問看護師から病棟へのフィードバック＞
　必要かの質問に「はい」と回答した割合は病棟看護師64.2%，訪問看護師50.0%。フィードバックの実施に
「はい」と回答した訪問看護師は3.1%。
【考察】
1 ＜訪問看護師から病棟への情報提供＞
　入院時，病棟看護師は「疾患に関すること」，訪問看護師は「入院に至る経過」を至急必要と考えている
が，現状では，受け手の病棟看護師が必要とする「疾患に関する」情報が不足しており，今後，訪問看護師
が情報提供する際の課題となる。
2 ＜病棟看護師から訪問看護への情報提供＞
　在宅療養に移行する際，両看護師が「在宅療養に関する不安や希望」に関する情報を必要と考えているが
現状では不足と答えている。病状が不安定な場合，在宅生活が軌道にのる前に病状悪化が予測される。その
ため病棟看護師には，本人・家族に在宅での治療方針について，医師と協力しながら意思決定を促し，その
過程を在宅スタッフと共有する役割が求められる。
　訪問看護師は退院時指導に関する詳細な情報・在宅を想定した個別性のある指導の実施を必要と考えてい
る。病棟看護師には，介護者の立場に立った指導と評価および訪問看護師への詳細な情報提供が望まれる。
3 ＜訪問看護師から病棟へのフィードバック＞
　訪問看護師からのフィードバックはほとんど行われていなかった。病棟看護師は，退院後の患者の様子・
病棟での看護の評価を知りたいと望んでいた。有効な退院時指導や看護師間の連携のために，病棟看護師に
も在宅での問題を振り返り，良かった点を自信につなげられるような機会が必要である。訪問看護師から積
極的にフィードバックを行うことで，「病棟看護師の在宅への関心」「退院時指導の質」両方の向上が望める。
そして，お互いが困った時にいつでも気軽に相談できる関係をつくり，患者にとってもよりよい連携の促進
につながると考える。
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■I-5 病院退院後、在宅期間が7日以内であった看取り症例の検討

長尾  和宏
長尾クリニック

【目的】
「入院時から退院調整が始まる」と謳われてはいるが、現実にはかなり全身状態が悪くなってからの駆け込
み在宅医療依頼が後をたたない。今回、看取りまでの期間が7日以内であった短期間の在宅看取り症例につ
いて、その頻度、臨床経過、亡くなった後のご家族の気持ちについて検討し、今後の病診連携の在り方につ
いて考察した。

【対象と方法】
当院で過去13年間に在宅看取りを行った286例中、病院退院後、在宅期間が7日以内であった12例を今回の検
討対象とした。うち在宅期間3日以内の超短期症例が8例、4～7日間の症例は4例であった。9例が悪性腫瘍末
期、3例が良性疾患末期症例であった。

【結果】
12例中、疼痛コントロールに難渋した症例は3例、せん妄コントロールに難渋した症例は4例あった。看取り
後のご家族のインタビューが可能であった症例10例のうち、臨床経過に納得されないと判断される症例が3
例あった。3日以内の超短期間症例8例のうち、最短例は病院退院後6時間での死亡であり、本症例は主治医
の到着(これが初回訪問)までに亡くなったことに家族が納得せず、「訴訟」という言葉を一度口に出された。
この症例は日曜日の午後の退院であった。超短期間症例であっても家族の満足度が高い症例が5例あったが、
いずれも入院前に外来で1ケ月以上診ていた、または退院前カンファレンスなど事前の相談や説明が十分な
されていた。12例中、病院での説明で「予後1ケ月以上」とされていた症例が7例もあった。

【考察】
昨今の医療情勢により病院から「在宅看取り」目的の急な紹介が増加している。かなり悪い状態での退院も
少なくなく、病院医の推測する予後に比較して実際の予後が短い症例が多い。予後2～3日の可能性がある症
例では、疼痛の増悪、せん妄、高度の全身倦怠感などの頻度が高く、介護保険の準備、薬剤調節、インフォー
ムドコンセントなどが間に合わない事例も存在する。間際になっての在宅移行は、密度の高いケアが要求さ
れる上にトラブルリスクも包含しており出来れば回避すべきである。現代日本人の死生感、病院依存の高さ、
在宅医療の情報のなさ、など患者さん側の因子と、病院医療者側も在宅医療をイメージできていないことに
起因する紹介の遅れの因子、その両面へのアプローチが必要と考えられた。

【結論】
入院早期からの積極的な退院支援が望まれる。信頼関係が構築されれば、たとえ在宅期間が3日以内に終わっ
ても満足度が高い症例が存在する一方、訴訟リスクを包含する症例も存在する。また病院予後と実際予後の
相異も十分考慮すべきである。在宅医療の適応と判断されたら1日も早い在宅移行が望まれ、病院医療者に
粘り強く啓発する必要がある。また在宅側も退院後の経過などを病院側にフィードバックするなど、今後は
双方向的な病診連携が期待される。当院は基幹病院の研修施設になっているが、看護学生、医学生、研修医
の医学教育改革も急務である。
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■I-6 当院における在宅療養支援の取り組み
～ALS患者の退院支援を通じて病棟看護師の役割～

○川上  唯1)、瓜生  伸一2)

1)北里大学東病院神経内科病棟、2)北里大学東病院MEセンター部

【はじめに】
医療依存度の高い状態でも在宅療養を可能とするためには、患者・家族の指導、在宅調整のため、医師をは
じめ、多職種の介入が必要となる。今回、ALS患者の退院調整の事例を通して、病棟看護師がどのような役
割をとれば退院へ向けての調整をスムーズに行うことができるのかを明らかにしたため報告する。

【症例と経過】
50歳代の患者。キーパーソンは配偶者。主な介護者は配偶者と子供である。H18年7月頃にALSと確定診断さ
れた。H20年6月当院神経内科へ入院。胃瘻造設、気管切開術を施行した。また、呼吸筋障害に対しては夜間
のみ気管切開下でBilevelを導入。在宅療養へ向けて退院調整、指導を行い、入院から約3ヶ月後自宅退院の運
びとなった。

【結果と考察】
前医より病名の告知は受けていたが、疾患に対する受け止めが患者・家族ともに十分には出来ていなかった。
患者本人は、病状の進行が早いことから、病気を現実のこととして受け入れることが出来ていないことが考
えられた。入院前より数ヶ月で病状は急速に進行し、ADLは全介助レベルとなった。また、球麻痺による嚥
下障害、呼吸筋障害により生命の危機的状況にあった。そのため、医師が治療方針のプランニング・決定、
医学的全身管理を行い、患者・家族へインフォームドコンセントを行いながら治療計画が立てられた。しか
し、患者は不安が強く、全ての医療行為について否定的であり、胃瘻造設や気管切開術を受けることで、自
分自身の生活がどのように変化するのか「わからない」と話していた。そのため、病棟看護師は、患者・家
族が納得して医療処置が受けられるように、医師の説明に補足して、写真や実物を見せるなどしてイメージ
が出来るように関わった。その結果、患者自らが選択して胃瘻造設、気管切開術を受けることが出来た。そ
の後全身状態が安定し、自宅退院へ向けての指導を開始した。ソーシャルワーカーは地域医療機関との連絡
窓口、調整役割。リハビリスタッフはADLの維持や残存機能の把握、活用についての調整。また、臨床工学
技士は人工呼吸器、ME機器の保守点検、患者・家族の指導・教育役割。病棟看護師は身体的・精神的ケア、
患者・家族の意思決定支援などの役割をとっていた。しかし、それぞれの専門分野からのアプローチのみに
とどまり、退院調整が思うように進まなかった。そのため、病棟看護師はまず、患者へ介入しているスタッ
フの持つ、ぞれぞれの役割を明確化させ、何が退院指導をスムーズに進めることができないのかを考えた。
そこで明らかになったことは、何をどこまで各スタッフが進めているのか、それぞれの職種が現状を知らな
いままに患者・家族へ関わっていたことがわかった。そこで、病棟看護師が全ての情報を把握し、職種間の
「窓口」となって、情報を共有できるように調整役割を担った。その結果、医療スタッフが目標を統一して
退院指導を行うことが出来るようになり、退院調整をスムーズに進めることができた。また、病院から地域
へ患者が戻っていく際、退院前に地域スタッフと担当者会議を行い、情報を共有し、病院から地域へのバト
ンタッチを直接行うことで、退院後も継続して患者・家族を支援することが出来たと考える。

【結語】
①在宅療養を実現するためには、調整の窓口となる病棟看護師が、それぞれの職種がどのように患者・家族
へ関わっているのかを知り、進行状況を調整することが重要である。②多職種の調整をするためには、専門
的知識を持ち、患者の全体像をみることのできる病棟看護師の果たす役割は大きい。③担当者会議を通して
病院から地域へのバトンタッチを直接行い、継続して患者、家族を支援していくバックアップ体制が必要で
ある。
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■I-7 介護療養型医療施設全廃に伴う在宅移行への試み

○平野  佳子1)、川野  友記子1)、仲田  公彦2)

1)医療法人社団  衿正会  生駒病院 医事管理部  医療相談室、2)医療法人社団  衿正会  生駒病院  医局

　当院は、慢性期の患者対応の病院である。医療療養病棟に92
床、介護療養型医療施設に204床を持つ。これまで、特に入院
の継続に問題のない患者は、終身で療養して頂いていた。しか
し、2012年に介護療養型医療施設が全廃されることに伴い、当
院でも入院中の患者に退院を促す必要がでてきた。
　では、どんな患者なら在宅へ戻れる可能性が高いかが、医療
ソーシャルワーカーにとっての問題である。第一の候補は胃瘻
造設後の患者である。介護系施設で受け入れを断られたり、受
け入れ人数に制限を受けたりする患者である。胃瘻造設後の患
者の数は今後増え続けていくであろう。胃瘻への栄養注入に関
しては、退院の直前に家族に注入の指導をすれば、習得できる
と考える。胃瘻には、食事中に何度も介助することや、こぼし・
散らかりもなくなることも考えると介護の軽減という利点が
見込まれる。
　嚥下困難な患者は喀痰吸引が多くて大変なのではないかと
心配であった。しかし、看護師によると、手技を教わっておけ
ば家族でも施行できるということである。
　栄養注入にしても、喀痰吸引にしても、多くの家族にとって
高い障壁ではないと考えて良いのではないか。家族に介護をす
る意思さえあれば、介護保険サービスを組み合わせて、なんと
か在宅で過ごせるかもしれない。
　もう一つ医療ソーシャルワーカーとして必ずしなければな
らないのは、急性増悪時の支援体制を明確にしておくことであ
ろう。ワーカーが働きかけ、家族と介護支援専門員に、胃瘻造
設後の合併症を含め、全身状態の急性増悪時の連絡先を退院す
る前に確認しておくことがポイントであると考える。例えば、
在宅支援診療所や急性期病院の受け入れ確認をしておくこと
が必要であろう。
　私達の在宅への退院支援はまだスタートラインです。どうぞ
ご教授ください。
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■I-8 精神疾患に身体疾患を併発した症例の在宅生活を支える多職種連携
のあり方について

○橋本  もも1)、塚本  哲也2)

船橋総合病院  1)医療福祉相談室、2)診療部内科

　当院は千葉県にある246床の一般病院で、二次急性期医療と訪問診療はじめ各種在宅サービスを提供して
いる病院である。内科・外科・及び整形外科を中心とした総合病院であるが、精神科は有さない。しかし、
地域医療機関からの紹介の中には精神科(単科)病院からの患者様も数多い。その場合、患者様は統合失調症
やうつ病等の「精神疾患」を基礎疾患としてもち、その上に肺炎・心不全や、悪性腫瘍、骨折等の「身体疾
患」を併発しているということになる。そのような患者様の場合、「身体疾患」単独の患者様に比べて、患
者様ご本人との意思疎通が図りにくいとか、精神症状のために身体疾患の治療に困難さがあるなど様々な理
由で、入院・治療・退院の流れに支障を生じやすい。
　私はソーシャルワーカーとして退院支援のために、紹介元の精神科単科病院と当院の医師同士及びソー
シャルワーカー同士等、多職種含めての連携の向上に努めている。しかし、退院支援に関する考え方には
各々の医療制度上の事情や疾患の特性、診療科の考え方などから、温度差が見られることもある。更に在宅
サービス提供者等から、精神科もしくは内科のどちらの主治医の意見が優先するのか等の非常に回答困難な
問い合わせを受けることもしばしばであった。
　全ての診療科が揃った病院ばかりではない以上、内科と精神科の連携は医療機関を越えても必要である。
その為に大切なことは、多職種スタッフが各々の能力、特性を十分発揮し、円環型連携を行うことではない
か。さらに、その連携が円滑であればあるほど、スタッフ各々が特性を発揮することができ、支援体制の質
的向上が実現し、量的不足も緩和されるのではないかと考える。
　そこで、我々の過去の症例経験をもとに、当院と精神科単科病院各々のスタッフ、そして行政機関や自立
支援法における在宅サービス提供者が、在宅生活を目指すためにどのように連携を行ったかを報告し、さら
に、その問題点や解決法について考察する。
　また、介護保険サービス提供事業者よりも自立支援法サービス提供事業者は不足していると言われている
選択肢の乏しさが生む在宅生活の困難さ、不足するサービスの補完についても考察する。
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■I-9 写真で広げる在宅ケアコミュニケーション

○福元  ゆかり、遠矢  純一郎、前村  志保子、東  美由紀、柴山  美保子、竹内  ゆみ子、泊  奈津美、中野  一司
医療法人ナカノ会

【はじめに】
　我々医療法人ナカノ会では普段の訪問診療や訪問看護の中で、ご本人やご家族のスナップ写真を撮り、そ
れをお渡ししている。また療養者の部屋に飾られている写真から、当人の過去の話や家族のことなどコミュ
ニケーションが広がることをしばしば経験する。そういった経験を元に、今回我々は日常のケアの中でより
積極的に写真を用いることにより、写真の持つ客観性や記録性と言った特徴が、言葉を介したコミュニケー
ションとはまた異なる効果をもたらすことに注目し、写真を利用したケアのあり方について自験例をもとに
考察してみた。

【事例紹介】
事例1：Iさん　60歳　女性　脊髄小脳変性症
　寝たきり状態より徐々にADLがアップしていき、散歩やお誕生日の写真を撮ることで、客観的な自己評価
をする事になった。その後おしゃれをしたり、化粧をしたりして訪問を待たれるようになり、生きる意欲が
徐々にアップしていく過程がみられた。
事例2：Hさん　86歳　男性　脳出血後遺症
　脳血管障害後、通所リハビリ等を利用していたが、徐々に寝たきり状態となった方である。通所時代の写
真はお一人での写真が多かったが、訪問看護スタッフが撮影する事で、ご家族一緒の写真が多くなってきて
いる。
写真よりご本人だけでなく、ご家族と関わる人たちの変化も見えてくるように感じる。
ご本人の写真だけでなく、ひ孫達の写真も一緒に見える位置に飾られている。言語的コミュニケーションが
困難な場合でも、写真を一緒に撮影したり見たりする事で、ご家族との話題が広がり、時間を共有している
ことを再認識し、ご家族への癒し効果につながるのではないかと感じた。

【考察・まとめ】
　写真を使うことで、生まれるメリット
① 今ある自分の姿を客観的に見る機会となり、自己評価ができる
② 撮影時に緊張感が生まれ、普段と違った時間がもてる
③ 療養者及びご家族への外的刺激となる
④ ご家族や他事業所ともコミュニケーションが広がる
⑤ ご家族への癒し効果がある
　しかし、写真を撮られることを嫌がる人もいる。 撮られることが嫌な人へは、写真撮影を強要するのでは
なく、ご本人を取り巻く何気ない風景や、季節の写真を提供している。撮られたくないと思う部分にはその
人のスピリチュアルペインの存在を覗かせる鍵が隠れており、写真を撮る行為は悩みを引き出すきっかけに
なる可能性があるのではないか。ご本人が笑顔になれるような写真は何かを提供する側も考え、写真を用い
てコミュニケーションをとることで、言葉とは違った効果があり、ケアにつながるのではないかと感じた。
　相手を知りたいと思う心をもって普段からのコミュニケーションを大切にし、今後も写真を使ったコミュ
ニケーションにより、多くのデータを収集し、在宅ケアに写真を生かせるように検証していきたいと思う。
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■J-1 家庭医療後期研修フェローシップとしての在宅専門医研修
～日生協在宅医療フェロ―シップ東京～

○平原  佐斗司1)、藤沼  康樹2)

1)東京ふれあい医療生活協同組合  梶原診療所  在宅サポートセンター・研修センター、
2)生協浮間診療所、日生協家庭医療学開発センター

【はじめに】
「日生協在宅医療フェローシップ東京」(プログラムコーディネーター：梶原診療所、平原佐斗司)は、家庭医
療後期研修のフェローシップとして、家庭医療研修と一貫性 のあるプログラムとなっています。研修期間は
1年間で、定員は2名。梶原診療所および生協浮間診療所の二つの診療所でプログラムを共有しています。

【目標】
このプログラムの到達目標は、重度在宅医療への対応力を身につける(特に緩和医療、老年医学的諸課題への
対応力のレベルアップ)とともに、単に訪問診療学にとどまらず、ケアが必要な人を総合的に支援する広義の
在宅医療の力量(認知症など外来にくる高齢者へのアプローチなど)を身につけ、地域の中で継続的に患者と
家族の人生に寄り添うことのできる医師を育成することです。

【プログラムの特徴】
1. 末期がんの緩和ケアの対応力はもちろんのこと、重度の非がん疾患の在宅ケア、緩和ケアの対応力を強化
できること。2. 訪問診療対象者にとどまらず、認知外来や緩和ケア外来などの取り組みを通じてケアを必要
な人を早期から支援することを学ぶことができること。 3. ポートフォリオ基盤型学習を開発した日生協家庭
医療レジデンシー東京(プログラムコーディネーター：藤沼康樹)の教育的手法を駆使していることです。 

【研修リソース】
両施設とも豊富な在宅症例と外来症例を経験することができ、多職種多機関とのチームアプローチを経験で
きます。研修施設の詳細は日本在宅医学会ホームページ(http://www.jahcp.gr.jp/)の在宅医学会在宅医療研修プ
ログラムを参照してください。癌の緩和ケアについては、訪問診療での症状緩和を中心として、人生の最期
の時期を支えるためのスキルを身につけるとともに、「緩和ケア外来」の取り組みなどを通じて、Advanced
care planningなど意思決定を支援することを学ぶことができます。認知症の在宅ケアについては、「高齢者ケ
ア外来」と「訪問診療」の取り組みを通じて、診断から看取りまで認知症の方と家族を支援する地域医療モ
デル(梶原モデル)の中で、診断から終末期ケアまでを包括的に学ぶことができます。

【研修内容】
訪問診療4単位/週、認知症専門外来を1単位/週設置し、エレクティブで外部の緩和ケア研修等を計画してい
ます。1か月に1回以上の振り返りとクリニカルジャズを行うとともに、ポートフォリオの作成を計画的に支
援します。日生協家庭医療レジデンシー東京との共同プログラムで、ミニワークショップやレクチャー、テ
キスト「在宅医学」等を用いた定期的な学習会などを通じて、在宅で経験する様々な臨床課題を一つ一つ学
んでいき、専門医に必要な在宅医療の知識と技術を獲得していきます。往診同行プログラムでは全国の様々
な先進的医療機関と連携し、在宅医療の多様性を学びます。

【まとめ】
日生協在宅医療フェローシップ東京の在宅医療研修プログラムを紹介しました。本プログラムでは、20年近
く在宅医療に取り組んできた指導医陣が、学問としての在宅医療を体系的に丁寧に学べる環境を準備し、家
庭医療で培った先進的な教育的手法を用いて指導します。特に、重度在宅の対応力やがんの緩和ケアの力量
を強化することはもちろんのこと、内部障害や認知症、非がん疾患の緩和ケアなどを総合的に学べ、ケアを
必要とする患者と家族を支える総合的な力量を身につけることができます。
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■J-2 在宅療養支援診療所に開設した緩和ケア外来の意義について

平原  佐斗司
東京ふれあい医療生活協同組合梶原診療所  在宅サポートセンター

【はじめに】
末期がんはターミナル中期(最期の1ケ月)に急速に機能の低下をきたす。近年ターミナル中期直前まで抗がん
剤治療がなされ、全身症状が出現する時期に突然在宅医療に紹介される患者が増加している。がん患者と家
族は、ADLが保たれている時期(がん再発後あるいはターミナル前期)から何らかの緩和ケアを必要としてい
る。とりわけ、限られた時間をどこでどのように過ごすのかという生き方の問題について早期から相談でき、
支援を受けられる場が地域に必要である。このような理由から、我々は2008年3月より在宅療養支援診療所
内に「緩和ケア外来」を開設した。今回我々は地域に開設した緩和ケア外来の意義について考察した。

【緩和ケア外来が必要と考えた背景】
①患者の人生や生き方を中心に、いのちと生活の相談ができる場が地域に必要であり、それを行うのは在宅
医が適任であると考えられた。②高齢者のがん患者の増加に伴い、治療の対象とならない患者、入院を経ず
に在宅となる患者、専門病院に通院困難な患者が増加してきた。③早期退院や外来化学療法の普及によって、
入院期間が短縮しているにもかかわらず、がん患者に対しての病院の外来対応力が脆弱である。

【緩和ケア外来の方法】
週1回木曜日の午前の1時間を緩和ケア外来の枠とした。全予約制で、初診は1時間、再診は30分と設定した。

【緩和ケア外来受診者内訳】
2008年3月31日～同11月30日まで、5名(男性2名、女性3名)、のべ18回の緩和ケア外来での診察を行った。原
疾患は、①膵癌(癌性腹膜炎、腸閉塞、腹水、胃癌合併)、②肺扁平上皮癌、③甲状腺癌(肺転移)、④右肺線癌
(腸骨転移)、⑤乳癌(肺転移、癌性胸膜炎、鎖骨上リンパ節転移)であり、5名の転機は、1名は死亡、2名は在
宅療養中、2名は緩和ケア外来通院中である。緩和ケア外来で行った医療内容は、症例1の膵癌では「本人、
家族の意思決定(療養場所)の支援」「化学療法の適応の評価」「腸閉塞の症状緩和」「在宅移行準備」、症例2の
肺扁平上皮癌では、「在宅の導入外来」「在宅開始前の集中検査」、症例3の甲状腺癌では、「経過の長い癌の
フォローの場」「肺炎の治療」「右足胼胝等合併用治療」「装具相談」、症例4の右肺線癌例では、「骨転移の疼
痛の緩和」「腎不全、心不全評価・管理」「閉塞性肺炎の治療」「高K血症の治療」「化学療法の適応の評価」、
症例5の乳癌では、「症状改善のため訪問診療からの移行」であった。

【考察】
在宅療養支援診療所に緩和ケア外来を設置することで、在宅医の持つ症状緩和の技術、意志決定の支援力を
より早期から発揮することができる。緩和ケア外来は、病院でケアされない患者と家族の医療的な拠り所と
なり、きめ細かいがんの症状緩和はもちろんのこと、高齢のがん患者あるいは長い経過のがん患者に発生す
る様々な全身の合併症の治療を行うことができる。長期の連続的な支援が可能となることで、在宅移行の準
備ができるだけでなく、より本質的な意味として、療養場所を含めた生き方の相談、意思決定の支援の場と
して有効に機能すると考えられた。
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■J-3 精神疾患をもつ介護者による看取り
～胃癌末期の統合失調症の姉を妄想性人格障害の妹が看取った一例～

平原  佐斗司
東京ふれあい医療生活協同組合  梶原診療所  在宅サポートセンター

【はじめに】
看取りは本来残された家族がこれからの人生を生きていくためにある。今回統合失調症の姉を数十年介護し
てきた妹(後に妄想性人格障害と診断)が、胃癌末期の姉の看取りを行った一例を経験した。本例の看取りを
通じて、精神疾患をもつ介護者による看取りの問題について考察した。

【姉の胃癌の経過】
7×歳女性。統合失調症で通院中。平成12年胃癌を認め、がん専門病院に紹介。手術を勧められたが拒否。い
くつかの病院でトラブルを起こし、8つの病院を転々としていた。平成20年8月経口摂取困難、腹水貯留、腸
閉塞で入院、予後は1～2週間と告げられた。中心静脈栄養、酸素療法を施行され、本人の希望で退院。

【退院後の経過】
呼吸困難は在宅酸素療法とモルヒネにて、腹部膨満は利尿剤使用で緩和した。第8病日から精神症状、発熱、
呼吸困難を認め、抗菌薬、モルヒネ、セレネース,ドルミカム等によって患者の呼吸困難と不穏は消失した。

【妹の状況】
第14病日深夜IVHトラブルあり、当直医と看護師が対応。カテーテル閉塞が疑われた。翌朝、妹が形相を変
えて夜間対応したスタッフを非難し、直接関係ないポンプのレンタル会社に執拗にクレームの電話を入れ
た。社会的常識を大きく逸脱した反応をみて主治医は人格障害を疑い、①スタッフを巻き込まないため関わ
るスタッフを少なくした(ベテランのみ)、②妹になるべく介護のストレスをかけず、病状を悪化させないこ
と、③可能なかぎり関わる回数を制限することを指示した。その後、姉の病状の安定に伴い妹の精神症状も
一時安定していたが、36病日吐物を誤嚥、重症の誤嚥性肺炎を発症。吐物による窒息の可能性もあったが、
妹に介護逃避がみられた。誤嚥や窒息の発生を防止のため看護師、医師などが頻回に訪問せざるをえなかっ
た。第40病日往診時妹の形相が変わり、「うちは見世物じゃない」「皆姉が死ぬのを待っている」など激しく
まくしたて、死が目前の状態ですべてのケアを拒否し、医療関係者、介護関係者は全く立ち入れない状況と
あった。妹が連絡した病院の当直医を通じて主治医往診の打診をはかり、ようやく往診が受け入れられた。
妹は呼吸停止、体温低下を自ら確認しながら、姉がまだ生きていると判断しており、認知の障害が疑われた。
死亡後も介護用品レンタル会社とのトラブル、葬儀屋とのトラブルが続き、診療費の不払いなど多くの人を
巻き込んで、大きなストレスを与えた。後に行政から今までにも同様のことがあり、クレーマーとして知ら
れていると聞かされた。

【考察】
医療機関の受診歴から当初から精神疾患が疑われたが、姉妹が一体的に行動していたため、姉の統合失調に
隠れ妹個人の病理が明らかになっておらず、区などが把握していた情報も入ってこなかった。経過中に妹の
人格障害を疑い、迅速に対応したが、終末期の急な病状の変化への対応、看取りのストレスによって妹の症
状が悪化し、関係性を絶たれた。統合失調症を持つ末期がんの患者個人のケアよりも、家族のケアに最大限
の注意をはらったが、看取りによって妹の疾患を進行させないという目標は十分達成できたとはいえない。
看取りを通じて、スタッフを守ることは早期の適切な判断によって達成できたが、終了後に他事業所の関係
者が大きなストレスを抱えることは予測できなかった。

【まとめ】
今後人格障害など精神疾患をもつ介護者が増加する可能性がある。現在の医療、介護保険のシステムだけで
は、精神疾患をもつ介護者の在宅ケアの支援は困難な課題である。地域精神保健の取り組みも含めて行政の
取り組みと各企業の管理者の理解、精神疾患についての医療的支援が必要である。
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■J-4 振り返りフォーマットを利用した「お看取り後カンファレンス」の
試み

斉藤  康洋
医療法人社団  青い鳥会  上田クリニック

【目的】
在宅でお看取りを行った後に、医療者・介護者(ヘルパー )が自分たちのケアを振り返る目的で行っていた院
内カンファレンスを、より簡単に、前向きな形で行えるように、医学教育の場でしばしば用いられる振り返
りのフォーマットを用いてみたので、今回はその具体例を提示する。

【方法】
従来、青い鳥会のクリニック内全体で行われていた「デスカンファレンス」と称する、お看取り後のカン
ファレンスは、時間をかけて準備をし、討論も1時間程度に及ぶ中身の深いものであった。しかし、概して
反省的要素が強いことや、時にご遺族へのインタビューも含めるなど、カンファレンス実施の際の負担が大
きかったためか、当事者が開催に消極的になり、実施が滞る傾向があった。そのため、より簡便で次からの
診療に前向きに生かされるようなカンファレンスにしていく目的で、近年しばしば医学教育の場面で用いら
れるSignificant Event Analysis (SEA)のモデルを利用した振り返りのフォーマットを用いてカンファレンスを
行ってみた。フォーマットの構成は1. うまくいったこと　2. うまくいかなかったこと　3. 感情的には　4. 次
への課題の4分割表に事例の振り返りを個々に箇条書きにしていくというものとし、カンファレンスではこ
の表をもとにして、15分程度で参加者が相互に事例を振り返るようにした。

【結果】
現在試行段階ではあるが、これまでのところ短い準備時間でカンファレンスを開催でき、当事者間でも院内
全体でも手軽に実施できることから、カンファレンスの実施負担が少なくなった。また、結果も次への課題
で帰結するため、自己批判で終わってしまうのではなく、建設的なケアの改善につながる議論となっている。

【考察】
振り返りフォーマットを利用した「お看取り後カンファレンス」の試みは、カンファレンスを行う際の負担
を軽減するだけでなく、次からのケア改善に結びつく手段になりうると考える。今後はこのカンファレンス
の有用性を何らかの形で評価すると共に、ご遺族を含めたコミュニケーションやケア改善のツールとしても
利用できるよう検討していきたい。
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■J-5 在宅ケアにおける家族事例検討会の効果と課題
～ナカノ訪問看護ステーションと鹿児島大学の連携～

○冨貴田  景子1)、泊  奈津美2)、中野  一司3)、小林  奈美1)

1)鹿児島大学医学部保健学科、2)ナカノ訪問看護ステーション、3)ナカノ在宅医療クリニック

【目的】
本研究では、ナカノ訪問看護ステーションと鹿児島大学が協働して行う家族看護事例検討会の効果と課題に
ついて検討する。

【方法】
ナカノ訪問看護ステーションで行っている家族看護事例検討会は、家族看護学を専門とする大学教員がファ
シリテートする独自の方法をとっており、平成17年1月から平成19年9月までに5回開催した。データ収集は、
平成19年12月20日に家族事例検討会に参加している訪問看護師7名・医師1名に同意をとって、「家族事例検
討会前後での変化」「家族事例検討会のあり方」についてグループインタビューを行った。分析は、録音し
た媒体から逐語記録を作成し、内容分析を行った。

【結果】
家族事例検討会についてグループインタビューを行った結果を表1に示した。「事例検討会前後の変化」は、
家族の多様性や歴史に気づくという「認識の変化」や、困っているのは自分たちだと気づき困らなくなった
という「感情の変化」、情報活用や距離感を維持できるようになるという「実践力の向上」の3つの要素が
あった。「家族事例検討会のあり方」は、目的意識を持った他職種が参加し、タイムリーな事例の情報集約
が出来るという「家族事例検討会の良い点」と、自分たちの力で自主的な検討会を開催したいという「今後
の課題」の2つの要素があった。

【考察】
家族看護事例検討会は、認知・感情の変化を起こし、訪問看護師自身が困らなくなったことで利用者・家族
に対して質の高いケアを生み出していると考えられる。また、家族アセスメントのポイントを習得すること
が、訪問看護師自身の実践力を向上させ、単独事例のみならず他の利用者への波及効果も予測される。今後
の課題として自主開催を挙げており、大学側の役割としては家族看護事例検討会を日常的な業務の中で訪問
看護師自身が行えるような支援が求められている。

表１　家族事例検討会についてのグループインタビューの結果

見方が変えられるようになった

違う方向から考えられるようになった

客観的にみれるようになった

視野が広くなった

家族の歴史を気づくようになった

生活歴を考えられるようになった

困っているのは誰かを考えられるようになった

自分たちが困っているのを理解したうえで進めるようになった

視野が広がった分、困らなくなった

情報収集が出来るようになった

情報の活用が違ってきている

距離感の維持 自分と利用者の線引きができるようになった

タイムリーな事例 今、困っている事例を検討するのがよい

ジェノグラムを書くだけで情報が広がる

先生の聞き取りによって、情報がバンバン挙がってくる

他職種は自分の知らない情報を持っている

患者さんも職種によって言うことを変えている。色んな職種が集まって情
報を交換することで、お互いが楽になる。

参加者の問題解決しようという意識が必要

当事者であることが大切

なかなかみんなで話し合う時間がないので、症例を自分たちで話し合っ
ていきたい

今まで勉強してきたことを、更に自分たちの力で深めていきたい

実践力の向上

家族事例検討会のあり方

事例検討会の良い点

今後の課題 自主的な検討会の開催

家族事例検討会前後の変化

情報の集約

他職種の参加

多様性の受け入れ

認識の変化

感情の変化

情報活用・情報収集力の向上

困らなくなった

家族の歴史の気づき

参加者の目的意識
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■J-6 国立病院機構東埼玉病院の在宅診療研修で研修医が学んだ内容に
関する探索

○木村  琢磨、今永  光彦、菊地  涼子、清河  宏倫、齋藤  成、青木  誠
国立病院機構東埼玉病院  総合診療科

【背景】
　国立病院機構東埼玉病院では、臨床研修指定病院や大学病院から研修医を受け入れ、地域保健・医療研修
を行っている。研修プログラムは、期間が1週間あるいは3－4週間で、内容として在宅診療に力点を置いて
いる。

【目的】
　国立病院機構東埼玉病院の在宅診療研修で研修医が学んだ内容を探索する。

【方法】
　平成19年4月から平成20年10月末日までに、国立病院機構東埼玉病院で在宅診療研修を行った研修医53名
のうち、24名が記載した振り返りシート133枚を基に「研修医が在宅診療を通して学んだ内容」を探索した。
データ収集に用いた振り返りシートは、藤沼らが紹介した構造的振り返りフォーマットに準じたもので、毎
日研修後に記載してもらった。
　まず、分析のために、記述された振り返りシートの内容を文脈から切り離し一文づつに切片化して、分析
用テキストとした。そして、2名が独立して分析用テキストを読み込み、事象にラベル名をつけた(オープン
コード化)。
　つぎに、以下のプロセスを2名で議論しつつ分析を行った。はじめに、類似したラベルをグループにして、
より抽象度の高いカテゴリーにまとめた(カテゴリー化)。そして、カテゴリーとサブ・カテゴリー、あるい
はカテゴリー同士の関連や因果を矢印や曲線で結んで(意味ネットワーク)、データに潜在する意義をデータ
の背景や構造的な広がりから類型化していく帰納的な分析過程を用いて、概念の抽象度を高め、「研修医が
在宅診療を通して学んだ内容」に関する理論を構築した。
　最後に、参加者の2名に結果を確認してもらい、分析結果の妥当性を検証した。

【結果】
　「研修医が在宅診療を通して学んだ内容」として“医療機関ではなく患者宅で診療したことによる気付き”を
描出した。これらは、1、患者の日常生活からのアセスメント、2、病院とは異なった医師としてのアプロー
チ、3、患者をサポートする環境という3つのカテゴリーに分類された。

【結論】
　在宅診療研修を行った研修医には、医療機関ではなく患者宅で診療したことで、様々な気付きが認められた。
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■J-7 多職種学生連携によるフィールドワークは学生の地域医療指向を
強める

○井口  清太郎1)、太田  求磨1,3)、森山  雅人1,2)、藤澤  純一1,2)、長谷川  隆志1,2)、鈴木  栄一1,2)、吉嶺  文俊4)、
布施  克也5)

1)新潟大学  地域医療教育支援コアステーション、2)新潟大学医歯学総合病院  医師キャリア支援センター、
3)新潟県立中央病院、4)県立津川病院、5)県立小出病院

【目的及び背景】
地域医療の崩壊が叫ばれて久しい中、大学病院にあってもプライマリケアや地域医療教育を行うことが求め
られている。私たちは平成17年文部科学省が募集した「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援
プログラム」にタイトル「赤ひげチーム医療人の育成」プログラムで応募し採択された。地域医療を支える
ためには、使命感に燃えた一人の医師、すなわち「赤ひげ先生」に頼るのではなく、多職種よりなる医療
チーム、すなわち「赤ひげチーム」による医療支援こそが継続的に地域医療を支えるシステムとなりうる、
という理念のもと、これまで医学部医学科学生だけでなく、医学部保健学科、歯学部口腔生命福祉学科の学
生も加えた多職種の医療系学生よりなるワークショップとフィールドワークを企画し、開催してきた。この
多職種連携チームによるWS/FWの有効性について検証した。

【方法と対象】
対象は、私たちの企画に参加した合計104名の学生(医学部医学科47名、医学部保健学科41名、歯学部口腔生
命福祉学科18名、その他2名)である。まずWS/FWとして第1日目は他学部、他学科の学生を交えた小グループ
を作り、「地域医療」や「チーム医療」といったキーワードでディスカッションを行う。そして第2日目には
前日と同じグループで、新潟県内で在宅医療を行っている地域医療機関に実際の様子を見学実習にいく。第
3日目には再び会場を大学に移し、前日の体験を全員で話し合い、地域医療の問題点、魅力などについて話
し合う。これらのWS/FWを通じて、学生達は、自分たちの学科だけではなく、他職種の学生の意見も聞くこ
とで新たな視点を獲得するようになる。このWS/FWの前後をはさんで地域医療に関する意識の変化について
アンケート調査を行った。アンケートはVAS (Visual Analog Scale)でとり、同じ項目について前後で比較した。

【結果】
地域医療に関する項目で、前後で著しい変化があり、WS/FWの後では地域医療に対する意識が肯定的に変化
していた。特に変化の著しかったアンケート項目としては「地域で働く医療人は楽しそうである」「地域医
療にはやりがいがある」「地域医療を担うには他職種との連携が大切である」といった項目において有意に
WS/FW後に増加が見られた。他職種との連携を重視する項目においても増加が見られた。一方、「地域で働
く医療人は大変である」「地域で働く医療人は孤独である」「へき地医療によって医療人の能力は低下する」
の3項目ではWS/FW後に著しく低下していた。

【考察】
現在の医療系学生の多くは大学病院における医学教育の中において、地域医療の現場、特に在宅医療などに
接する機会が少ない。そのような中、多職種よりなる医療系学生の小グループによるWS/FWの実施は、医療
系学生の所属学部による感じ方の相違を当初浮き彫りにするが、その後それらを認識していく中でさらに
チーム医療というものを意識させる効果を持つと考えられる。それによって医療とは一人で行うものではな
く、チームとして対応することでさらに有効な活動ができることを理解することができると思われる。また
実習を通じて、地域医療に対する否定的な印象が薄れ、例えば医師は一人であっても、多くの医療関係者と
協働していく中で孤独感も減じ、地域で必要とされ、そして自らのスキルを維持していくことが理解された。
この企画を継続することでより多くの医療系学生に、地域医療のやりがい、多職種連携の重要性が理解され、
在宅医療を含めた地域医療のやりがいを多くの学生に伝えることが期待される。
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■J-8 在宅医療における薬学教育6年制の課題

串田  一樹
昭和薬科大学

【はじめに】
我が国の薬学は、明治に始まった高等教育の整備の中で、薬剤師養成と製薬産業の起業を担っていた。その
ため、薬剤師の養成を担う一方で、製薬から始まった薬学が今では医薬品の創製に代表されるように、「薬
をつくる」学問として発展してきた。このような薬学の発展の中で、「薬をつかう」学問の発展が著しく遅
れた。医薬品の適正使用が求められる時代になり、この20年間の医薬分業の進展が、薬剤師が「臨床」へ参
加する大きな機会となった。医薬分業によって、病院薬剤師は外来患者の調剤から開放され、入院患者の薬
剤管理指導業務を通してチーム医療の一員となった。また、薬局は医薬品の販売業から保険薬局へ変わった。
この結果、薬剤師は薬物治療を適正に推進するだけではなく、医薬品の提供体制の全般について責任を持つ
ことになった。この様な背景の中で、在宅医療と薬学教育の関わりについて次の視点から報告する。

【医療提供体制と薬局機能】
高齢社会の到来により、医療提供体制が見直され、医療の機能分化によって、在宅医療の位置づけが明らか
になり、さらに、最近では、施設完結型の医療から地域のかかりつけ医を中心とした医療連携が推進されて
いる。地域医療がこのような仕組みに変わる中で、1994年に厚生省(当時)から「かかりつけ薬局の成熟度」
が示され、保険調剤を通して在宅医療へのかかわりが示された。薬局薬剤師の患者訪問活動、さらに調剤で
は注射薬の供給が示され、今日の在宅医療の医薬品提供を担うことが求められた。

【薬学教育6年制】
医薬品提供に伴う薬剤師の業務が大きく変わってきたことから、薬学教育のあり方が問われるようになり、
平成18年4月から薬学教育6年制が始まった。その背景は、新しい医療技術、あるいは医薬品の創製・適応に
おける先端技術の進歩により、信頼される薬剤師の養成、良質な薬学研究者の養成が求められた点にある。
薬剤師の養成は国家的な取り組みで行われているので、教育も「薬学教育モデル・コアカリキュラム」に基
づいて行われている。ここでは、全大学共通のコアカリキュラムが示されているので、在宅医療に関する教
育は、大学固有のカリキュラムとして位置づけされている。薬学教育では、5年次に病院11週間、薬局11週
間の実務実習が行われるので、この実習経験を生かして、在宅医療に関する教育はこの後のアドバンス教育
として展開する必要がある。

【在宅医療】
制度面から在宅医療が推進されている今日、薬学教育においても臨床教育として在宅医療に関するカリキュ
ラムが必須である。平成20年4月に始まった後期高齢者医療保険制度によって明らかにされたが、その中で
「在宅の看取り」が指摘されている。特に、がん治療は、病院でしかできない治療が終われば、患者は在宅
医療へ移るようになり、栄養管理や疼痛管理を受けながら療養し、在宅での看取りが選択肢となっている。
地域医療が変わりつつあるので、薬剤師が医薬分業による外来患者の調剤だけをする時代は終わり、薬剤師
は在宅患者の疼痛管理や栄養管理に必要な医薬品を調剤するだけではなく、患者を訪問し、薬物治療の経過
をモニターし、さらに、薬局によっては、主治医のカンファレンスに参加する薬剤師も増えてきた。このよ
うな在宅医療にかかわる薬剤師業務に薬学生の臨床教育の機会を構築することは大変意義のあることである。

【まとめ】
5年次の実務実習終了後のカリキュラムとして企画するならば、選択コースとして企画できること、同行研
修の受け入れ施設を確保しやすいこと、そして臨床を実感できることなどから、ぜひ実現したいと希望して
いる。しかしながら、在宅医療に関わる薬学教育の課題は、大学の意思決定不足、学力崩壊時代にあって国
師対策優先カリキュラムや臨床指導ができる教員確保の難しさなど多々あるが、まずは到達目標の設定から
始まる。



216

■J-9 在宅医療と大学院教育

○土居  弘幸、小松  裕和
岡山大学医歯薬学総合研究科疫学・衛生学分野

　高齢社会となった今日、高齢者・在宅・緩和医療に対する期待やその果たす役割が益々重要となってきて
いる。また、高齢者・在宅・緩和医療の領域は介護保険制度だけではなく、様々な医療政策の影響を大きく
受け、貧困、格差など様々な問題が集積し、社会的弱者への対応としても重要な領域である。また、今後も
増加するがん患者への在宅医療も地域の大きな課題となっている。
　一方で、尾道市などの先進地での取り組みからは、多職種協働のもと「地域で高齢者が安心して生活でき
るように支える」、高齢者・在宅・緩和医療を担う“かかりつけ医”活動が大きな注目を集めている。しかしな
がら、地域医療の崩壊が進む中では、地域医療を担う医師の育成を地域で効果的に進めることは困難であり、
地域医療を担う専門職の人材育成と確保が急務となっている。大学院のもつリソースを生かし、単一医療機
関では構築できないシステムを築き上げ、地域医療を支える取り組みへと発展させることが我々大学院の社
会的責任であると考えている。
　岡山大学大学院医歯薬学研究科では、これからの地域医療を担う人材育成のため、岡山大学医学部同門会
諸先生、「尾道方式」で知られる尾道市医師会、岡山市御津医師会、岡山市内で在宅医療とターミナルケア
活動を展開している清輝橋グループなどの協力を得て、『高齢者・在宅・緩和医療プロフェッショナル育成
コース』を平成20年10月より開講する。
　本コースは、初期臨床研修後以降の臨床医を対象とし、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科に既に開設さ
れている臨床専門医コース(社会人大学院)の一つとして、これからの高齢者・在宅・緩和医療を担う人材育
成を行う4年間のコースである。そして、本コースの目指すところは、①高齢者・在宅・緩和医療の専門知
識を持った地域医療人を育成すること、②地域保健医療福祉システムの更なる充実に貢献すること、③現場
からのエビデンスに基づく政策提言を行うことである。



日本在宅医学会





日本在宅医学会会則

第 1 章　総則

第 1 条 (名称)　
本会は、日本在宅医学会The Japanese Academy of Home Care Physiciansと称する。 

第 2 条 (事務所)　
本会は事務所を東京都文京区本郷2-1-1順天堂大学医学部公衆衛生学教室内に置く。 

第 3 条 (目的)　
本会は、在宅医学の実践と学術研究を推進し、その発展と普及を図り、もって在宅患者の「生活の
質」の向上に寄与することを目的とする。

第 4 条 (事業)　
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
　(1) 学術集会、講演会等の開催
　(2) 学会誌、学術図書の発行
　(3) 研究及び調査の実施
　(4) 生涯学習活動の推進
　(5) 関連学術団体との連絡及び協力
　(6) 国際的な研究協力の推進
　(7) 専門医の育成
　(8) その他目的を達成するために必要な事業

第 2 章　会員 

第 5 条 (資格)　
本会の会員は、次のとおりとする。
　(1) 正会員　　　医師及び歯科医師にして、本会の趣旨に賛同する者
　(2) 準会員　　　在宅ケアに従事又は関心のある専門職及び学生で、本会の趣旨に賛同する者
　(3) 事業者会員　在宅ケアサービス事業者で、本会の趣旨に賛同する者 

　(4) 賛助会員　　在宅ケアに携わる又は関心のある企業で、本会の趣旨に賛同する者

第 6 条 (入会等)
会員になろうとする者は、所定事項を記入した入会申込書に、その年度分の会費を添えて会長に提出
し、幹事会の承認を得なければならない。

第 7 条 (会費)
会員は毎年4月末日までに、別に定めるその年度分の会費を納めなければならない。

第 8 条 (退会)
(1) 会員は会長に退会届を提出し、任意に退会することができる。
(2) 会員が会費を2年以上滞納したときは、退会したものとみなす。

第 9 条 (除名)
会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったときは、総会の議決を経て、会長
が除名することができる。
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第 3 章　役員 

第10条 (役員)　
本会は次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)幹事15名以上30名以内
(4)監事1名

第11条 (職務)
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故があるときは会長を代理する。
(3)幹事は会務の執行を決定し、会を運営する。
(4)監事は本会の業務および財産に関し、民法第59条の規定する職務を行う。

第12条 (選任) 
(1)役員は総会において正会員の中から選任する。
(2)幹事および監事は相互に兼ねることはできない。

第13条 (任期)
(1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2)役員に任期中欠員が生じた場合、残余の役員でその任務を行う。

第14条 (顧問) 
(1)本会に顧問を置くことができる。
(2)顧問は幹事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。

第 4 章 会議

第15条 (種類)
本会の会議は、総会及び幹事会とし、総会は定時総会及び臨時総会とする。

第16条 (総会)
総会は正会員をもって構成する。

第17条 (総会の招集)
(1)通常総会は、毎年1回会長が招集する。
(2)臨時総会は、会長又は幹事会が必要と認めたとき、正会員の5分の1以上もしくは監事から会議の
目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

(3)総会の招集は開会の日の7日前までに、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した文書
又は会報をもって通知する。

第18条 (総会の議長)
総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。 

第19条 (総会の議決事項)
総会はこの会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他本会の運営に関する重要な事項
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第20条 (総会の定足数、議決) 
(1)総会は正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(2)総会の議事はこの会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数をもって決し、可
否同数のときは議長の決するところによる。

(3)正会員はあらかじめ通知された事項につき、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として
表決を委任することが出来る。この場合、前1,2項の適用については会議に出席したものとみなす。

第21条 (幹事会)　
幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。

第22条 (幹事会の招集)
(1)幹事会は、会長が必要と認めたとき、又は幹事の過半数以上から会議の目的たる事項を示して請
求のあったとき、会長が招集する。

(2)招集の方法については前17条(3)項を準用する。

第23条 (幹事会の議長)　
幹事会の議長は、会長又は会長の指名した幹事がこれに当る。

第24条 (幹事会の議決事項)　
幹事会はこの会則の別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第25条 (幹事会の定足数、議決)
幹事会の定足数、議決については第20条を準用する。

第26条 (議事録)
会議の議事については、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印し、これを保存
する。
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第5章 資産および会計

第27条 (資産)
本会の資産は次のとおりとする。
(1)会費 

(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業にともなう収入
(5)その他の収入

第28条 (資産の管理)
資産は幹事会の議決により定める方法により会長が管理する。

第29条 (経費の支弁)
本会の経費は資産をもって支弁する。

第30条 (収支決算)
会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2ヶ月以内にその年度末財産目録
とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

第31条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年2月1日より始り、翌年1月31日に終る。

第 6 章　会則の変更及び解散

第32条 (会則の変更)
この会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ、変更することができない。

第33条 (解散)
(1)本会は総会において総会員の3分の2以上の同意を得て、解散することができる。
(2)解散にともなう残余資産は総会の議決を経て、類似目的をもつ他の団体に寄付するものとする。

第 7 章　会則の変更及び解散

第34条 (細則)
この会則の施行についての細則は、幹事会の議決を経て別に定める。
附　則　　この会則は平成11年2月1日から施行する。
付　表　　会則第7条の会費は下記のとおりとする。
　正会員年額　　　　 10,000円
　準会員年額　　　　   5,000円
　事業者会員年額　　 20,000円
　賛助会員年額　　   100,000円
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　顧　問
　日野原重明 聖路加国際病院  理事長・名誉院長 
　佐藤　　智 ライフケアシステム  代表理事 

　会　長
　前沢　政次 北海道大学大学院  医学研究科  医療システム学分野  教授

　副会長
　石垣　泰則 城西神経内科クリニック  院長

　幹　事
　井手　　宏 愛知国際病院
　今村　昌幹 沖縄県立八重山病院 
　大城　　一 遠江病院
　太田　秀樹 おやま城北クリニック
　奥山　　尚 河北サテライトクリニック
　小野沢　滋 亀田総合病院 
　川島孝一郎 仙台往診クリニック
　木下　朋雄 曙光会コンフォガーデンクリニック
　坂本　　仁 医療法人社団 坂本医院
　鈴木　　央 鈴木内科医院
　田城　孝雄 順天堂大学  公衆衛生学教室 
　田中　茂樹 順天堂浦安病院  脳神経内科 
　茅根　義和 日本赤十字社医療センター 
　辻　彼南雄 ライフケアシステム
　永井　康徳 たんぽぽクリニック
　原　　龍馬 医療法人社団同志会  原歯科医院
　平原佐斗司 梶原診療所
　藤田　拓司 医療法人拓海会  大阪北ホームケアクリニック
　舩木　良真 三つ葉在宅クリニック 
　前田　憲志 大幸砂田橋クリニック 
　森　　　清 特別医療法人大和会  在宅サポートセンター 
　山路　義生 医療法人社団  友志会  リハビリテーション  花の舎病院
　山中　　崇 東京女子医科大学附属第二病院
　吉崎　秀夫 札幌徳洲会病院
　和田　忠志 あおぞら診療所

　監　事
　増田　義重 東京都老人医療センター 

　事務局長
　丸井　英二 順天堂大学  公衆衛生学教室  教授
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あ
相河  明規 F-7

青木  誠 F-9, J-6

赤沼  まゆみ A-5, A-7

浅井  宏友 C-2

東美  由紀 I-9

阿部  昌洋 F-4

天野  八重子 F-8

荒井  康之 E-6

有馬  泰治 A-2, G-5

飯島  康典 H-9

居内  光子 E-3, E-4

井尾  和雄 F-5

井口  清太郎 F-4, J-7

伊倉  真衣子 F-4

池添  ヨシ子 B-6

石井  久美子 I-2

石井  咲織 A-5, A-7

石井  利明 A-5, A-7

石垣  泰則 B-1, B-2

石澤  香野 C-3

石田  進 B-4

石橋  幸滋 C-2

石橋  了知 F-5

石山  寿子 H-4

市川  勇 B-5

一戸  由美子 C-5

井出  美由紀 I-4

井出  玲子 I-4

糸川  博 I-1

井上  高博 D-9

井上  徹英 W-I-2

猪口  貞樹 I-3

今井  一登 B-7, B-9, H-6

今井  由香 A-5, A-7

今永  光彦 F-9, J-6

今村  昌幹 W-II-6

入村  峰世 C-3

岩尾  智 D-4, D-5, D-6, D-7, D-8

岩尾  範人 D-4, D-5, D-6, D-7, D-8

岩尾  康子 D-4, D-5, D-6, D-7, D-8

岩月  進 H-9

岩本  智恵美 I-3

植田  耕一郎 H-4

上野  千鶴子 特別シンポジウム1

上原  美香 D-1

内村  瑞代 B-6

宇都  由美子 W-I-5

浦田  昌美 G-5

瓜生  伸一 I-6

枝元  尚子 B-6

蝦名  啓司 H-8

遠藤  眞紀 I-3

大川  義弘 C-8

大久保  仁美 C-5

大熊  由紀子 特別シンポジウム2

大澤  光司 S-II-3

太田  求磨 J-7

太田  秀樹 E-6, E-9

太田  博見 W-II-1

太田  凡 B-8

大塚  篤子 A-5, A-7

大塚  邦明 C-3

大浜  篤 A-4

大原  宏夫 F-8

大平  典子 B-6

大嶺  淳子 A-4

岡坂  政人 I-1

小笠原  文雄 W-III-1, A-8, F-6

岡田  晋吾 S-I-2, LS-5

岡  豊香 B-5

岡部  宏美 F-8

小川  信 W-I-5

小川  龍 F-4

荻野  美恵子 C-4

荻野  裕 C-4

奥平  かおり A-4

尾島  麻希 H-2, H-5

小野沢  滋 C-9, E-9

小野  隆宏 H-7
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小野  秀子 A-1, G-6

小野  宏志 A-1, G-6

小野  未来代 E-1

か
風間  真規子 E-5

梶浦  耕一郎 A-4

片岡  未央 D-9

片桐  淳 F-5

片平  賢一 A-4

加藤  久美子 D-3

加藤  久幸 H-9

加藤  洋隆 I-3

金子  一成 H-8

金古  澄子 I-4

鎌田  順子 G-4

神谷  明 A-4

神山  一行 G-2

鴨下  孝志 LS-2-1

川上  咲子 B-6, D-1, D-2

川上  秀一 B-6, D-1, D-2

川上  唯 I-6

川口  素賀糸 I-4

川越  正平 E-9, G-7

川越  誠志 E-7

川野  初江 C-6

川野  友記子 I-7

川村  真弓 D-1

菊地  涼子 F-9, J-6

木佐貫  敬 D-1

岸川  裕 H-2, H-5

喜瀬  貴則 A-4

切手  俊弘 基調講演3

木野田  茂 A-3

木村  久美子 A-8, F-6

木村  琢磨 F-9, J-6

木村  祐子 C-7

木村  幸博 E-9

清河  宏倫 F-9, J-6

金城  成子 A-4

久木田  聡美 D-2

日下  晶子 D-3

串田  一樹 B-5, J-8

久保  仁 F-8

熊本  一朗 W-I-5

桑原  直行 G-4

小泉  健 F-4

古賀  友之 A-3

五島  早苗 A-8, F-6

小谷  泰子 H-2, H-5

児玉  有子 E-9

後藤  真恵 A-4

後藤  由美子 A-5, A-7

後藤  理恵子 G-8

後藤  玲子 G-1

小林  奈美 ES-2, J-5

小松  裕和 J-9

近藤  功行 F-1

今野  紗奈恵 F-8

さ
齋藤  成 F-9, J-6

斎藤  真道 C-7

斉藤  康洋 J-4

阪井  丘芳 H-2, H-5

坂井  文彦 C-4

坂田  勇司 A-6

坂戸  慶一郎 E-5

坂巻  弘之 H-9

坂本  哲也 G-4

坂屋  澄子 W-III-4

酒匂  カズエ B-6

佐々  寛己 A-8, F-6

佐藤  志保子 C-5

佐藤  友克 E-5

佐藤  治明 H-7

佐藤  裕子 C-6

佐藤  博信 C-6

柴山  美保子 I-9

島田  恵太 E-1

下川  久美子 E-2

下崎  美雪 A-5, A-7

下地  マリ子 A-4

下地  幸子 A-4

下元  小百合 G-1

下屋敷  元子 G-9

白髭  豊 LS-4

白藤  雄五 A-6
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杉琴  さやこ A-3

杉下  寿子 I-3

鈴木  栄一 F-4, J-7

鈴木  紳一郎 I-3

鈴木  央 S-I-1, B-1, B-2, E-9

鈴木  優子 I-3

鈴木  龍太 I-1

須原  幸子 F-7

瀬戸上  健二郎 W-I-3

瀬戸口  真由美 B-6

曽我  幸弘 B-7, B-9, H-6

た
高杉  絵美子 C-3

高野  尚治 C-1

高野  祥直 F-8

高橋  聡 C-1

高橋  諭 H-8

高見  佳宏 C-1

田口  享秀 C-6

竹内  ゆみ子 I-9

嶽崎  俊郎 W-I-1, W-I-5

竹澤  和枝 B-3, F-2

武田  江里子 C-7

武  千秋 W-II-1

竹中  郁夫 ES-3

武仲  真知子 A-8, F-6

竹中  美香 A-8, F-6

竹山  栄作 W-I-5

田尻  さくら子 I-3

立石  彰男 A-6

田中  久仁子 G-5

田原  やす子 B-6

玉那覇  牧子 A-4

丹野  直子 G-7

近森  正昭 G-1

塚口  哲次 B-3, F-2

塚本  哲也 G-3, I-8

出口  雅浩 G-9

寺脇  大 H-9

寺脇  康文 H-9

土井  輝子 D-3

土居  弘幸 ES-1, J-9

土井  正樹 D-3

堂園  千恵 B-6

遠矢  純一郎 I-9

十時  久子 H-1

戸原  玄 W-II-3, H-1, H-3, H-4

泊  奈津美 S-I-3, I-9, J-5

冨安  志郎 ES-4

富山  恵子 A-2

冨山  宗徳 E-6

朝重  美代子 F-7

鳥谷部  俊一 基調講演2

な
内藤  晋一 W-II-5

永井  京子 A-5, A-7

長尾  和宏 I-5

中尾  勝子 B-3, F-2

永長  周一郎 W-II-5

中川  量晴 H-4

中嶋  浩二 I-1

仲田  公彦 I-7

中野  一司 大会長講演, W-I-4, E-9, I-9, J-5

中丸  由紀子 I-3

長嶺  由利子 A-4

中村  哲生 G-2

名嘉村  博 A-4

中村  美穂 A-8, F-6

中村  幸泰 E-9

夏井  睦 基調講演1

奈村  文 C-7, G-3, I-2

新村  英士 W-I-5

西  きよ美 E-2, F-7

西村  直久 C-1

新田  國夫 S-II-1

二村  美紀 A-8, F-6

庭山  正信 F-4

野崎  加世子 S-II-4

野田  裕子 A-8, F-6

野原  幹司 H-2, H-5

は
萩田  均司 W-III-2

橋本  眞紀 W-III-5

橋本  もも I-8

橋本  康弘 C-1
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長谷川  隆志 F-4, J-7

服部  史子 H-3

濱田  潤一 C-4

林  裕家 F-5

坂東  達矢 S-II-2, G-8

樋口  恵子 特別シンポジウム3

久島  和洋 B-7, B-9, H-6

日高  四郎 E-7

肥田  泰 E-1

肥谷  菊乃 A-4

平川  有延 I-1

平野  佳子 I-7

平野  宏文 W-I-5, W-I-6

平野  道代 C-5

平原  佐斗司 指導医大会2, E-9, J-1, J-2, J-3

冨貴田  景子 J-5

福地  将彦 E-6

福間  和美 D-9

福元  ゆかり I-9

藤澤  純一 J-7

藤重  ひとみ G-5

藤田  亜紀 B-1, B-2

藤田  拓司 E-3, E-4

藤田  紀見 W-III-3

藤沼  康樹 指導医大会1, J-1

藤本  司 I-1

布施  克也 J-7

古川  香子 F-4

古川  俊貴 F-4

古川  寿子 A-5, A-7

古川  典之 H-8

古川  由美子 W-II-2

古田  沢子 G-5

古田  博子 C-1

古田  睦美 B-3, F-2

古屋  さかえ D-3

外薗  真由美 B-6

保坂  幸男 E-2, F-7

星野  将隆 C-7, G-3, I-2

細田  修 A-1, G-6

堀田  典寛 C-3

堀田  富士子 W-II-5

堀  心一 D-4, D-5, D-6, D-7, D-8

ま
前沢  政次 会長講演
前田  浩利 LS-3

前田  三千代 D-3

前野  薫 B-5

前村  志保子 I-9

曲渕  直喜 H-9

牧野  美恵子 C-6

町田  尊 A-4

松岡  徳浩 LS-6

松尾  友美 D-3

松崎  麻都香 G-7

松下  成美 I-4

松永  信 A-6

真名井  初美 A-8, F-6

真野  俊樹 LS-2-2

丸山  道生 LS-1

三鴨  悦子 A-8, F-6

三井  いずみ E-8

光平  郁美 G-1

美間  由紀 I-1

三宅  奏衣 D-4, D-5, D-6, D-7, D-8

宮崎  正信 G-9

宮田  春加 F-8

宮田  勝 W-II-5

宮原  一枝 B-3, F-2

宮前  峯子 A-5, A-7

村永  文学 W-I-5

村松  真澄 W-II-4

本村  澄子 G-5

森  清 B-1,B-2

森田  亜起 F-7

森山  雅人 J-7

や
矢尾  知恵子 C-5

泰川  恵吾 B-5, B-7, B-9, H-6

安田  美和 D-1

安中  正和 G-9

山岸  水穂 I-1

山口  朱見 H-1

山口  誓子 A-9

山口  竜司 A-9
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山下  由紀絵 A-2

山田  和美 D-3

山田  由美子 A-8, F-6

山中  崇 C-3

山本  五十年 I-3

山本  直宗 C-3

山本  仙子 I-3

山本  真利子 A-5, A-7

横尾  誠一 D-9

横尾  智子 D-1

吉川  浩郎 W-II-5

吉田  雅俊 B-7

吉嶺  文俊 F-4, J-7

ら
レシャード  カレッド F-3

わ
和田  忠志 指定発言1, E-9

渡邉  一夫 F-8
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