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かかりつけ医が経験すること

親身になって診療を行う「かかりつけ医」は、５年後、
１０年後には、次のような相談に、遭遇するであろう。

「先生、うちの母ですが、足腰が立たなくなり通院が困難
になりましたが、『ずっと先生に診てもらいたい、他の先
生はいやだ』と言います。お暇なときでいいですので、往
診で診ていただけないでしょうか」

のような例である。

真剣に診療を務めた「かかりつけ医」は、必然的に、在
宅医療に参入する機会を経験する。「かかりつけ医との
信頼関係」を基盤に、患者は、自宅で安心して最期まで
療養可能となる。

◆在宅医療総論
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在宅医療
外来診療からつながる継続診療として

様々な健康問題に対応し

地域の多職種及び医療・介護施設との
ネットワークを形成

かかりつけ医機能を発揮する大きな柱が．．．

◆在宅医療総論

図２



地域包括ケアシステムと在宅医療

1. 住まい・生活の支援

2. 要支援者・介護者へのサービス

3. 医療・介護の連携

• 地域の診療所が身近な健康問題に対応する
「かかりつけ医機能」を発揮して、外来医療・
在宅医療・救急医療を担い、日常生活圏域で
医療・介護・福祉がある程度完結することを
大前提とした制度設計

◆在宅医療総論 １．在宅医療に関連する諸制度について
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訪問診療と往診

現代の在宅医療は、技術構造として、

①定期的又は計画的な診療

②患家の求めによる診療（24時間対応）

の２つの基本骨格から構成される

計画的に患者に期日を告げて行う訪問行為が「訪問診療」（１日
あたりで算定）（いわゆる「定期往診」と称されてきたもの）

患家に求められて臨時に行う診療が「往診」（１回あたりで算定）

（いわゆる「臨時往診」と称されてきたもの）

◆在宅医療総論 １．在宅医療に関連する諸制度について
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◆在宅医療総論
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ケアマネジャー
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連携①：診療情報の共有とケア

• 各種指示書
– 訪問看護指示書

訪問リハビリテーションの指示、訪問薬剤管理指導

の指示など

– 指示は医療職の診療に必須！

• 診療情報の交換
– 訪問看護との緊密な連携が非常に重要

– 各職種の訪問後の相互報告

– 定期的なケアカンファレンス（診療所等で）
• 症例の議論を通じて他の職種の視点や思考法を理解する
ことが可能になる

◆在宅医療総論 2.多職種連携

図６



連携②：介護情報の共有とケア

• 主治医意見書
–要介護度の判断に際して重要な役割

–医療の必要性が変化した際には都度作成を！

• ケアマネジャーとの患者の介護情報共有

–ケアマネジャーから介護度と利用中の介護サー
ビスについて主治医に連絡

–サービス担当者会議（ケアプラン作成・変更時）

–患者の生活状況を把握するためには大変有用な
情報であり、積極的に把握を

◆在宅医療総論 2.多職種連携
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在宅ケアカンファレンス

• 開催すべきタイミング
– 在宅医療を開始したとき
– 患者の病状や介護状況が大きく変化したとき
– 在宅看取りが必要になったとき

• 目的
– 患者に関わる多職種が一堂に会して、現状評価と課
題解決に取り組み、多職種での在宅チームを構築す
る

• 実施
– 医療・介護施設あるいは患者宅で１時間程度
– 全メンバーの役割を明確化して会議を終了

◆在宅医療総論 2.多職種連携
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退院時（前）カンファレンス
退院を予定する患者に対する事例検討会議。通常、退院後に
在宅療養する患者に対して行われる。円滑な退院、円滑な在宅
療養始動を目指す。

病院スタッフと在宅スタッフが医療情報を交換したり、相互の
事情のすり合わせができる。

在宅スタッフの意見を含めて「退院直後のケアの内容」を決定
できる。

患者や家族が、退院前に在宅スタッフと対話できる。在宅ス
タッフとの対話で、患者や家族が「自宅での療養生活」のイ
メージを、明確に想定できる。

かかりつけ医は、自分の患者を「場所を問わず診る医師」とも
いえる。通える方は外来で、通えない方は訪問診療で、入院し
ている方には病棟へ赴くことで、真の継続診療が成し遂げら
れる。

◆在宅医療総論 3.病診連携
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急性期病院連携

病院での治療を全く望まない一部の在宅患者を除
き、在宅医療のみでは完結できない。病院連携は常
に不可欠である。

急性増悪のうち、中等症までは在宅医療で対応可
能なことが多い。（病院治療を望まない方を除き）重
症者や精査を要する患者は、入院が望ましい。

 「２４時間にわたり重症者を入院させてくれる連携
病院」を持つ必要性。

◆在宅医療総論 3.病診連携
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急性期病院連携

在宅医療でも頻回に遭遇する、肺炎などの感染症、骨折

などの外傷、脳血管障害などの発症では、特に急性期病

院連携が有益である。

日常的に、医師会などで病院の医師と「顔の見える関係」

を構築しておくと、入院依頼を円滑に行える。

ＩＴを活用した地域医療連携ネットワークがある場合、紙で

はなく、電子紹介状によるやり取りができることもある。

地域包括ケア病棟を持つ病院、在宅療養支援病院など、

在宅医療との円滑な連携を行う病院も増えている。連携

を（急性疾患患者発生前に）あらかじめ開始しておきたい。

◆在宅医療総論 3.病診連携
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介護負担軽減目的の短期入所・入院

家族介護負担軽減のための入所・入院は「レスパイト」と呼ばれ
る。

大部分のレスパイトは、短期入所生活介護（介護施設への
ショートステイ）として、ケアマネジャーを介して行われる。

医療の必要性が高い患者の場合、介護施設で受け入れ困難な
ため、病床を持つ医療提供施設への短期入院、介護老人保健
施設への短期入所療養介護（医療提供施設へのショートステ
イ）を行う必要がある。

在宅医療では、（血液検査や細菌培養検査など以外）機器を用
いる検査が困難なため、年１回程度、入院施設で検査を行うこ
とは意義が大きい。特に、結核の否定も兼ね、胸部X線検査は
有意義である。

家族介護軽減のための入所・入院は長期間は望ましくない。

◆在宅医療総論 3.病診連携

図12



外来と在宅の時間配分

かかりつけ医が「訪問診療」の時間を確保する方法に

①午前外来の後、午後に訪問診療の時間帯を設定

②午前と夕刻の診療の間の時間帯に訪問診療を設定

などの方法がある。

在宅患者が少数であれば、訪問診療を行う時間帯の

設定は週に１～２回程度でもよい。

◆在宅医療総論 ４．在宅診療実践のための取り組みの工夫

図13



24時間対応

24時間対応は

①医師が日中に外来や検査・処置をしているとき

②夜間・休日 への対応が問題となる

これらへの対応は

①看護師との連携（２４時間対応の訪問看護ステー

ション）

②医師同士の連携

（③急性期病院との連携） で対応する

◆在宅医療総論 ４．在宅診療実践のための取り組みの工夫

図14



日中の医学管理が重要
～夜間対応との密接な関係～

日中の診療で、夜間に起こりうることを予測し、「予測に
応じた治療」や、「起こりうることの説明」「使用するかも
しれない頓用薬の処方」などを行う

導入直後や、がん末期の場合には、（計画的に）頻回に
医師や看護師が訪問し、疑問や問題点を吸収していく

その上で、「夜間対応を積極的に行う」と、患者や家族に
伝えることで大きな安心感を与えることができる

夜間、電話相談を受ける場合にも、臨時往診をする場
合でも、それらの大部分は予想可能である

◆在宅医療総論 ４．在宅診療実践のための取り組みの工夫
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居住系施設等との連携の要点
施設職員と良好な関係をつくる

専門用語を避けて、わかりやすい言葉を使う、質問等には丁寧

に答える、怒らない。

家族とのコミュニケーション

介護施設では、自宅と異なり、利用者家族と面談の機会が少な

い。初診時などに面談の機会を持つようにすることが肝要であ

る。そのときに、急変時の希望なども聞いておくとよい。

機会を見つけて年に1度ぐらいは面談の機会を持つようにした

い。 入院時などの場合、電話で家族に意思確認するのもよい。

施設の医療・介護に対する方針などを確認

施設内での看取りをしないという方針の施設もある。
苛原実 平成27年度在宅医療関連講師人材養成事業研修会
総論３「居住系施設等との連携」スライド改変

◆在宅医療総論 ４．在宅診療実践のための取り組みの工夫

図16



施設の力量の見極め方
看取り経験や方針の確認

急変時等の対応について、書面にて利用者の意向を事前に
得ているかも確認したい。

看取りの経験のない施設では困難を伴うことが多い。

医療処置

痰の吸引を介護職ができる施設かどうか確認

施設によっては処々の医療処置ができないところもある

電話問い合わせの内容で施設の力量はわかる

バイタルサインが取れ、現病歴などの把握ができていれば、

一定の力量があるといえる
苛原実 平成27年度在宅医療関連講師人材養成事業研修会
総論３「居住系施設等との連携」スライド改変

◆在宅医療総論 ４．在宅診療実践のための取り組みの工夫

図17



介護施設での看取り
「回復不能かどうか」はあくまで医師が判断する。非が

ん患者の場合、特に、回復不能性は慎重に判断する。

施設管理者が看取りに理解を示すことが、看取りのケ

アに必要である。

看護師が存在しない施設での看取りは慎重に行う。看

取りへの道程は、医療職以外の施設職員にとっては不

安なものである。「どのようなことが起こりうるか」「どの

ように対処すればよいか」を、その都度、相談に応じる。

施設職員が、経験を積むうちに「最期のときは自分がそ

ばにいて差し上げたい」と考えるようになることが理想で

ある。医師による看取りの道程への支援が重要である。

◆在宅医療総論 ４．在宅診療実践のための取り組みの工夫
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医師の訪問に際して

医師の服装

白衣着用は医療処置などを行うときのみでもよい

チャイムを鳴らすとき

家族は不在だが玄関が開いている場合

居宅に入るときの作法、プライバシーへの配慮

最初数回の訪問で、患者・家族が「医師の訪問を

好きになり、楽しみに待っていてくれるようになる」

ことが理想である

◆急性期医療と慢性期のケア

図19



１．在宅医療で提供する身体診察と検査

在宅医療では、検査手段が乏しいだけに、身体
診察で多くのことを判断する。家族からの情報
聴取もキーポイントになる。

通常の診察用具は簡素で差し支えない。最小
限の用具は聴診器と血圧計、パルスオキシメー
ターといえる。その他、ライト、ディスポーザブル
舌圧子、ハンマー（打腱器）。必要に応じて、耳
鏡や眼底鏡を加える。

血液・尿・便・喀痰・膿採取、心電図などの検査
をうまく使用しながら診療を進める。

◆急性期医療と慢性期のケア

図20



２．在宅医療における治療技術
（１）気管切開の管理と在宅人工呼吸療法

◆急性期医療と慢性期のケア

訪問看護師、ケアマネジャーと連携して、療養
環境整備を行う。吸引処置などが常時できる体
制を、家族を含めて確保。同時に、24時間体制
及び連携病院を確保する。

気管カニューレは定期的に医師が交換する。
在宅医療現場で交換して差し支えない。人工呼
吸器は通常リースされ、提供業者と連携して24
時間対応を行う。

臨床工学技士に定期的に訪問してもらうことが
できれば、より良好な管理が可能となる。 図21



２．在宅医療における治療技術
（２）経管栄養、輸液・皮下輸液

◆急性期医療と慢性期のケア

経管栄養は、訪問看護師、薬剤師、

可能であれば、管理栄養士との連携のもとに行う。

胃瘻カテーテル交換は、内視鏡を用いる方法、色のつ

いた液体を事前に注入し、事後にそれが吸引できるか

確認する方法も用いられる。

輸液は、カーテンレールやハンガー等を用いて行う。

皮下輸液は、皮下脂肪に輸液する方法である。通常

の留置針を皮下脂肪に刺入して行う。静脈に注入する

場合と比較して、心臓に負担がない点で有利である。
図22



２．在宅医療における治療技術
（３）膀胱・腎カテーテル管理

◆急性期医療と慢性期のケア

膀胱留置カテーテルの管理が圧倒的に多く、腎
瘻は少数である。訪問看護師との密接な連携
のもとに行う。

膀胱留置カテーテル交換は在宅で安全に可能
である。腎瘻カテーテル交換は、泌尿器科医師
が行うことが望ましい。

比較的多い合併症は、尿路感染症、尿路の出
血である。

間歇的自己導尿の準備や介助は介護職も行う
ことが自己できる。 図23



３．急性期医療
（１）在宅医療の現場における医学的アセスメント

◆急性期医療と慢性期のケア

問診は、外来診療と比較して、直接介護にあた
る家族（介護施設職員）から情報が確実に得ら

れること、生活を直接視認できることなどから、
在宅医療が有利である。

設備を要する検査機器がない点が1つの特性
である。患者の臨床像に応じて在宅医療現場

でできる検査をうまく組み合わせて実施する。

また、連携病院を持ち、必要に応じて、在宅医
療と病院を使い分けながら検査を行う。

図24



３．急性期医療
（2）代表的疾患への対応 ①肺炎を含む感染症

在宅医療での急性増悪の最多のものは発熱で、血液
検査だけでも有力な情報が得られる。（痰・尿・血液な

ど）細菌培養検査、血液ガス検査、その他の検体検査、

心電図検査も比較的容易に可能である。

単純X 線検査を実施する在宅医もある。CR が発達し、

以前より容易になった。超音波検査機器も小型化され

ており技術を持つ医師は行うとよい。

経口または経静脈での抗生剤投与を行う。半減期の

長いセフトリアキソンがよく用いられる。

訪問看護師と密接な連携を用いて治療することが望ま
しい。

◆急性期医療と慢性期のケア

図25



３．急性期医療
（2）代表的疾患への対応 ②褥瘡

訪問看護師と密接な連携を用いて治療することが望ま
しい。日常的な皮膚の観察は訪問看護師に依頼すると

よい。必要に応じて、リハビリテーションスタッフ、管理栄

養士と連携する。

高性能体圧分散式マットレスを用いることで介護負担を

軽減できる。また、圧が身体の特定の部位に集中しな

いような「ポジショニング」を行う。

褥瘡の原因として、圧だけでなく、皮膚にかかるずれ力

が関与している。介護にあたり、ずれ力の解除を意識す

ること、患者移動時にスライドシートなどを用いることが
推奨される。

◆急性期医療と慢性期のケア

図26



３．急性期医療
（2）代表的疾患への対応 ③転倒と骨折

◆急性期医療と慢性期のケア

転倒や外傷は、発熱とともに在宅医療現場で多い合併
症である。日常的な対応として、筋肉量の維持、骨粗鬆

症に対する治療により、骨折の確率を低下させる。

訪問看護師、リハビリテーションスタッフと共に、転倒し
にくい動作、動線、屋内構造を考案する。

骨折が疑われる場合、通常は病院と連携して、診断、治

療を行う。

侵襲的治療実施の是非に関しては、患者の年齢、活動

性、認知症の有無、患者や家族の価値観などを総合的

に勘案して、かかりつけ医が判断することが望ましい。
図27



４．慢性期ケア

• 生活環境を認識

• 家族・介護者と関係性を構築

• ベースラインの身体所見を把握

• 生活を支える視点

図28

◆急性期医療と慢性期のケア



（１）家族介護力の評価とアプローチ

• 家族と同居か/独居か

• 複数の介護者がいるか

• 認知機能（認知症の場合はBPSDの有無）

• ADL:日常生活動作/IADL：手段的ADL

• 家族と介護者、介護者同士の関係性

• 介護負担・介護者の心理アセスメント

図29

◆急性期医療と慢性期のケア 4.慢性期ケア



（２）栄養アセスメントと栄養処方

• 適切な栄養介入のためには栄養アセスメントが必要

－ 基本は体重や経口摂取量の変化

－ 高齢者では生理的な“やせ”であることもある

－ 蛋白質・エネルギー低栄養状態（protein energy 

malnutrition）により体重減少が生ずることもある

• 総エネルギー必要量の検討

－ 高齢者では安静時基礎代謝が低下

－ 身体活動度、基礎疾患などをふまえる

図30

◆急性期医療と慢性期のケア 4.慢性期ケア



（３）高齢者総合的機能評価と
リハビリテーション

• 高齢者総合的機能評価

ー 認知機能

ー 基本的 ADL ：移動・排泄・摂食・更衣・整容・入浴

ー 手段的 ADL ：外出・買い物・電話・料理・

金銭管理・服薬管理

ー 情緒・気分

• リハビリテーション

ー 生活を支える摂食・嚥下・排泄・QOL

ー 介護負担軽減

ー 廃用・転倒の予防
図31

◆急性期医療と慢性期のケア 4.慢性期ケア



（４）代表的健康問題への対応
摂食嚥下障害、排尿・排便障害

• 反復唾液嚥下テスト
ー 30秒間に空嚥下が何回可能か
ー 3回未満であれば陽性
ー 感度0.98、特異度0.66（小口 和代：リハビリテーション医学Vol.37，2000 ）

• 食べることは楽しみ
ー どのようなものを、どのようにすれば食べられるか
ー 栄養士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士と連携

• 排尿・排便障害（失禁を含む）
ー 「患者本人の尊厳」「介護者の負担」
ー 訪問看護師との連携は鍵

図32

◆急性期医療と慢性期のケア 4.慢性期ケア



（４）代表的健康問題への対応

認知症、慢性呼吸不全、慢性心不全、神経難病
（筋萎縮性側索硬化症とパーキンソン病）

• 認知症

ー 原因疾患、ステージ、BPSDへ多職種と連携した対応

• 慢性呼吸不全

ー 在宅酸素、トイレ移動・食事、呼吸リハ

• 慢性心不全

ー 在宅酸素、トイレ移動・食事

• 神経難病

ー パーキンソン病：運動症状と非運動症状に大別

ー 多系統萎縮症やALS：神経内科専門医と連携

図33

◆急性期医療と慢性期のケア 4.慢性期ケア



◆在宅緩和ケア

• 対象：患者と共に家族も含めて

• 対象疾患

ー 悪性腫瘍（がん）

ー 認知症

ー 慢性疾患（呼吸不全、心不全、腎不全、

肝不全）

ー 神経難病

など

図34



１．在宅緩和ケア概論

• 様々な症状に対する緩和

• 疼痛は、total pain （身体的・社会的・精神的・
霊的な痛み）として捉える

• 本人や家族への意思決定支援

• 家族ケア（グリーフケアを含む）

• 在宅医療は、病院医療を持ち込むことではな
い点をふまえつつ、多職種と協働して、在宅
看取りも念頭においたケアを提供

図35

◆在宅緩和ケア



（１）関連する法律や診療報酬制度

• 在宅療養支援診療所（在支診）の届け出制度

ー 24時間連絡を受ける体制が必須

• 様々な医療保険による給付

ー 退院時共同指導料

ー 在宅患者訪問診療料、往診料

ー 在宅時医学総合管理料

ー 在宅がん医療総合診療料

図36

◆在宅緩和ケア 1.在宅緩和ケア概論



（２）看取りにあたっての多職種連携

• 医療職である訪問看護師との連携は非常に
重要

• 緊急時（24時間）の体制についても具体的に
取り決め、患者・家族と共有しておく

• ケアマネジャーとの連携などを通して在宅（介
護）スタッフの負担が少なくなる配慮

• 介護スタッフも含めて、患者・家族の看取り体
制を支えられるような、密接な連携

図37

◆在宅緩和ケア 1.在宅緩和ケア概論



（３）看取りにあたっての家族へのケア
（悲嘆に対するケアを含む）

• 患者の死後にも、在宅医が外来診療などを
通じて、家族に継続して関わっていくことに
大きな意味がある

• 家族をねぎらい、適切に支援することにより、
患者の死を悲しむ家族が、乗り越えることが
できる

• 治療適応となる“うつ”を念頭におく
図38

◆在宅緩和ケア 1.在宅緩和ケア概論



（４）事前指示（advance directive）への対処

• 本人に意思決定能力があるか否かを判断

• 患者や家族の状況に合わせて、説明を繰り返しなが
ら、意思決定を支援

• 「家族などに配慮して本心を語らないこと」「医師に本
音を言わないこと」がしばしばある

ー ケアマネジャーや訪問看護師などの意見をきく

• アドバンスケア・プランニング（患者の死生観や価値
観を、家族や医療チームが相互に理解・共有し、尊
重していくプロセス）の考え方は有用

• “終活”や、エンディングノートに気を配る

• 患者に意思決定能力があれば、事前指示を有してい
ても、現在意思を確認 図39

◆在宅緩和ケア 1.在宅緩和ケア概論



２．がん患者への緩和ケア

• 悪性腫瘍（がん）では、非がんに比べてある程度
の予後予測が可能

• 比較的短い療養期間

• 訪問看護師や訪問薬剤師との密接な連携が鍵

• 在宅死を在宅医療の開始当初から合意する必
要はない

図40

◆在宅緩和ケア



• 多職種と連携

• 患者・家族、在宅チーム全体の負担を最小限
にした在宅医療の提供

• 外来などで長期に継続的に関わってきた患
者への在宅医療の提供は、患者・家族にとっ
て満足が大きい

• 専門医療機関とも適宜連携すれば、在宅でも
緩和ケアは可能である

図41

◆在宅緩和ケア 2.がん患者への緩和ケア



内臓痛 局在は曖昧 腹部腫瘍（「ズーン」と響く）

体性痛 局在は明確 骨転移（「ズキッとする」）

神経受容性疼痛 知覚過敏、電撃痛 神経浸潤（「ピリピリ」「ジンジン」）

（１）がん疼痛の評価とオピオイドも含んだ治療法

図42

◆在宅緩和ケア 2.がん患者への緩和ケア



（２）がん疼痛以外の諸症状に対する評価と症状緩和
呼吸苦、悪心・嘔吐、せん妄、抑うつや不安

• 呼吸苦

ー オピオイド、酸素

ー 不安に起因することも多い

• 悪心・嘔吐

ー 原因をアセスメント（消化管運動低下、オピオ
イドの副作用、高カルシウム血症など）

ー 薬物療法を検討する

図43

◆在宅緩和ケア 2.がん患者への緩和ケア



• せん妄

ー 低活動型

ー 死前せん妄、高カルシウム血症、オピオイド

• 抑うつ・不安

ー 不眠、食欲低下などと表裏一体の症状

ー 多職種の関わりによる傾聴や支持的な関わり

が有効

図44

◆在宅緩和ケア 2.がん患者への緩和ケア

（２）がん疼痛以外の諸症状に対する評価と症状緩和
呼吸苦、悪心・嘔吐、せん妄、抑うつや不安



３．非がん患者への緩和ケア

• 慢性心不全、慢性呼吸不全などにおいては、
急性増悪が起こるたびに回復の度合いが減
り、増悪と緩解を繰り返しながら徐々に衰弱

• 訪問看護師と連携する

ー 生活の中の症状緩和

ー 排便ケア

図45

◆在宅緩和ケア



• 長期経過の中で、次第に衰弱していく本人と、
そのプロセスを看る家族を支援

• 家族の介護ストレスや疲労にも留意

• 適宜、休息させる視点を持ち、ケアマネジャー
などと連携

図46

◆在宅緩和ケア 3.非がん患者への緩和ケア



（１）末期非がん患者の症状と予後予測

• 脳血管障害の終末期
ー 繰り返す誤嚥性肺炎

• 肝不全の終末期

ー コントロール不良の腹水、意識障害（脳症）

• 腎不全の終末期

ー コントロール不良の高カリウム血症・体腔液（胸水・腹水）貯留

• 呼吸不全の終末期

ー 安静時の呼吸困難、寝たきり、繰り返す肺炎

• 心不全の終末期

ー コントロール不良の胸水、安静時の呼吸困難、胸痛（NYHA分類IV度）

• 認知症の終末期

ー 一人で移動できず、意味のある会話ができず意思疎通が困難
ー 経口摂取低下、低栄養

図47

◆在宅緩和ケア 3.非がん患者への緩和ケア



（２）各疾患に対するケア：末期認知症、末期呼吸不全、
末期心不全、末期腎不全、
筋萎縮性側索硬化症（ALS）

• 終末期の認知症
ー 人工栄養開始について意思決定支援

• 終末期の慢性呼吸不全
ー 栄養管理、在宅酸素、呼吸リハ、感染予防

• 終末期の慢性心不全
ー 在宅酸素とQOL向上

• 終末期の慢性腎不全
ー 貧血の管理、透析に関する意思決定支援、食事療法

• 筋萎縮性側索硬化症（ALS）
ー 長い療養期間、全介助、患者の意思決定能力は保たれている

図48

◆在宅緩和ケア 3.非がん患者への緩和ケア



おわりに
終末期における疾患の軌道

図49

◆在宅緩和ケア


