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患者にとって自宅での生活には

どのような環境が必要か
-病院医療と在宅医療の違い一

医療を提供するうえで,高度先進医療を含む専

門性の高い医療分野, 24時間看護体制,画像診

断など,病院での入院や外来通院に任せなければ

ならない領域(おもに急性期医療)があるのは論

を待たない.しかしひとたび,維持期や慢性期に

なれば,医療的にみても診療所の守備範囲でもあ

り,在宅への移行すなわち在宅医療が可能である

と判断されれば,本来の生活の場で医療が提供さ

れるべきである.

なぜなら,本来の生活の場に戻ることで,入院

中に減退していた食欲が戻り,普段の趣味を取り

戻すことなどで生活の質(QOL)が向上するか

らである.また,患者･家族も,自宅療養をする

ことで,洗濯や賄いをしながら,患者の様子をみ

ることが可能となる.

この際,元来生活している場で提供する医療で

あるから,医療提供側は,病院での入院･施設で

の療養よりも繊細な対応が必要となる.しかし,

洗面,衣類の脱ぎ着,排准,入浴,食事など日常

生活の全体を考えれば,どのような重症患者であ

っても1日の中で医療の比率はそれほど高くな

い.

すなわち,患者を支えるうえでは,医師よりも,

むしろヘルパー,ケアマネジャーが重要な役割を

負う.さらに,医療の中では,訪問着講師が重要

な役目を担っており,在宅医療では,関連職種と

の連携(多職種連携)はきわめて大切となってい

る(図1).

一方,麓和ケア医療のあるべき姿は,オースト

ラリアのホスピス三角形に示されるように,在宅

ケア,ホスピス･凄和ケア病棟,病院の三者が連

携を行い,患者が望む最適の場所でケアが受けら

れるなどのサービス間の移行がスムーズであるこ

とである(図2).厚生労働省｢終末期医療に関

する調査｣結果(2008年10月27日)によると,

自分が痛みを伴う末期状態(死期が6カ月程度よ
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図1在宅における多職種連携

り短い期間)の患者となった場合に,一般国民が

希望する療養の場所について, 6割の方は,なん

らかの形で自宅療養したいと考えていることが分

かった.しかし,実際の日本のがんの在宅死は,

2006年の統計ではわずか7.0%にすぎないことが

示され,実際の死亡場所が患者･家族の希望に沿

っていない可能性が浮かび上がった.

患者･家族の意思により在宅移行の希望があれ

ば,病院,ホスピス･緩和ケア病棟,在宅の中か

ら柔軟に最適な療養場所を選択することが肝要で

ある.また,在宅療養を選択した場合は,当然な

がら,多職種での患者支援が必要不可欠である.

2006年の診療報酬改訂では,在宅医療の中核

となる施設として｢在宅療養支援診療所｣を創設

し,在宅療養支援診療所の役割を中心に据えた点

数設定が行われた. 2008年の診療報酬改訂でも,

その流れを引き継ぐ内容になっている.

在宅療養支援診療所(病院)とは,居宅で療養

する患家からの連絡を24時間体制で受けること

ができ,いつでも往診･訪問看護を提供できる診

療所や病院のことである.患者の療養場所として
モt･

の在宅を支えるためには,在宅療養支援診療所は

重要な位置を占めると思われる.

図2　穏和ケアにおける地域医療連携

在宅における症状マネジメントの方法

一般的に,医師･看護師は患者の症状を過小評

価しやすいといわれており,症状を正確に,かつ

包括的に評価するためには,評価ツールを使用す

ることが推奨されている.在宅医療では,スタッ

フが少数であり,医師が単独で判断し治療を実践

する場面も多く,病院医療よりもいっそうの客観

性を担保するべきである.

このために,開かれた質問,日常生活への影響

と満足度, NRS (Numeric Rating Scale)を用い

て,症状についての治療が十分かどうかを患者自

身に評価してもらう.痛みの評価は,評価ツール

に従って行うとぬけがなく,便利である.さらに,

必要に応じて,症状を包括的に評価する患者や医

療者が記入するツールを用いる.

在宅医療の現場では,患者情報の交換のため,

さまざま工夫を実践している.すなわち,連絡ノ

ートを患者宅に設置し,訪問したスタッフがそれ

ぞれの立場で情報を記入し,共有している.急ぐ

必要があれば,電話,ファックス,電子メールな

どで情報交換を行う.
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急性期病院に求める地域連携の

ポイント

D]在宅ターミナルケアが成功するポイント

2004年8月に,長崎市の訪問看護ステーショ

ンに対して, ｢在宅での看取り｣の実態調査を行

った(協力:長崎県看護協会訪問看護ステーシ

ョンYOU,十善会訪問看護ステーション,訪問

看護ステーションひまわり,長崎市医師会訪問看

護事業所).この際に,訪問看護師が考える｢在

宅ターミナルケアが成功するポイント｣を尋ねた.

その回答は,以下の通りである.

①本人および家族の意思(在宅死の強い希望)

があること

②介護力の確保(家族の介護力や介護保険サー

ビスなど)がされていること

③24時間の医療体制の確保(主治医,看蔑師

の連携･バックベッドの確保)がされていること

(彰痔痛コントロールができること

⑤症状の変化に対する実際の対処法や,本人･

家族の不安への対処ができていること

⑥告知されている(インフォームド･コンセン

トができている)こと

⑦主治医･看護師･家族･ケアマネジャーなど

の連携がよく取れ,信頼関係ができていること

⑧退院前より十分な情報があり,受入れ準備の

時間があること

⑨必要なサービスを受けるにあたっての経済的

な理解があること

回在宅ターミナルケアがうまくいかない

場合
一方, ｢在宅ターミナルケアがうまくいかない

場合｣の理由も同様に挙げていただいた.

(彰在宅サービスの調整ができないままの退院

(急な在宅移行),病棟スタッフの在宅医療への理

解の不足(在宅療養という選択肢を病棟スタッフ

が持っていない,紹介のタイミングの遅さ,訪問

看護ステーションへの申し送り不足)

②介護力不足

110

③主治医と看護師,または主治医と家族の連携

がとりにくい場合,信頼関係が築けない場合
A..

④病状が急変し,入院治療が必要になった虜合

⑤介護疲れ

B]長崎在宅Dr.ネットの立ち上げと経緯

2003年3月,病診連携,診診連携を推進する

組織として｢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みつ

からない場合に,事務局が窓口となって病院側･

患者さんにメンバーの中から在宅主治医,副主治

医を紹介する.現在,地域医療連携の新しいシス

テムとして,広く認知されるようになった1～4)

一方,厚生労働省は, ｢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)の地域公募を2007年4月に

行い,長崎市は長崎市医師会を中心として全国4

つのモデル地域の1つに選ばれたト7'.同プロジ

ェクトで医師会に設置された｢長崎がん相談支援

センター｣の看護師スタッフやDr.ネット医師が,

がん診療連携拠点病院のカンフアランスへ定時出

席することで,在宅移行に結びつく患者が,確実

に増えてきた.

固在宅側からみた医療の現状

過去1年半にわたり複数のがん診療連携拠点病

院の凄和ケアカンフアランスに出席して,在宅ス

タッフ側から共通認識としてみえてきたがん患者

を取り巻く医療の現状は,次のようにまとめられ

る.

(丑退院時期や退院時の状態について,病院医師

のビジョンが明確でない.

(参延命化学療法の終了時期が不透明で,終末期

まで継続することも多い.ギアチェンジの概念そ

のものが不透明となっている.

⑨病棟看護師が,患者･家族と共に,退院後の

生活をイメージする時間や機会がもてない.その

ためには,看護師の意識の変容が求められる.

(彰病院スタッフ側に,在宅医療や在宅療養の現

場,システムなどが具体的にみえていない.
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(釘施設内の退院調整システムや,在宅医療側と

の連携のしくみや方法が整っていない.このため,

在宅へ向けた課題の特定が遅くなっている.

(釘介護力,住環境,経済力などのため,在宅療

養の選択そのものが厳しい状況が増えている.

⑦病院側にとって,在宅移行後の医療費につい

て具体的説明が難しい.

このような現状の中,大切なのは,患者･家族

がどこで,どのように過ごしたいと考えているの

かであり,それを,病院スタッフと在宅スタッフ

が共有することである.在宅療養を望む患者･家

族に対して,入院中より在宅スタッフがアプロー

チを行うことで,不安を抱える患者･家族の背中

を押すことも可能となるであろう.

病院側には,在宅スタッフに対して,広く門戸

を開いてほしいものである.たとえ,医療依存度

が高く重篤でも,在宅向けアレンジが可能である.

たとえば,人工呼吸器の使用, CAPD (持続携帯

式腹膜透析),毎週の定期的輸血など,医療依存

度の高さは克服できるハードルで,患者の療養場

所の希望の認識が第1である.

L　[司病院と地域との連携

筆者らは,早期退院支援･調整の重要性を認識

し,そこに在宅スタッフが関与できれば,在宅移

行へ大きな流れが生じるであろうことを年余にわ

たり,病院側へ伝えてきた.そして, 2008年9

月,ついに,長崎大学地域連携室が,入院時リス

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,在宅移行に関する問題のある症例を

病院スタッフ･在宅スタッフ合同で検討するカン

フアランスを開始した.

長崎大学側からは,地域連携室長1名,主任看

護師2名,医療ソーシャルワーカー(MSW) 1

名,在宅側からは,診療所医師2名,訪問看護師

2名,長崎がん相談支援センターの看護師2名の

稔勢10名が参加している.毎過l-1.5時間の定

-ttヽ

時カンフアランスで,連携室が退院調整困難例を

2-3例碇示し,在宅スタッフと討議し,在宅側

から直面する問題へ助言することを行っている.

これにより,毎週退院に結びつく症例が出るよう

になった.

おわりに

以上のように,病院スタッフに,患者の療養場

所に関する意向に耳を傾けていただき,在宅スタ

ッフへ門戸を広げるようにしていただければ,柄

診連携は確実に進むものと思われる.
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