
京都府における
地域包括ケアへの試み

京都府医師会

北川 靖
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要介護者

要介護認定率

高齢者全体

（６５歳以
上）

18.1％

前期高齢者

（６５歳以上

７５歳未満）
4.6％

後期高齢者

（７５歳以
上）

32.5％

要介護4,5に
占める75歳以
上の割合

83.5％

平成22年度 介護保険制度
の実施状況（京都府）
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京都市高齢者人口

168417 184959
213403

252963
292963

330047
385950

68115 81923 91486 108031 132882 156309
186066

0

100000

200000

300000

400000

500000

s60 h02 h07 h12 h17 h22 ｈ27

65歳以上人口 75歳以上人口

3



超高齢社会

疾病

治癒

後遺症
慢性化

死

生活機能低下

加齢

気懸かり･不安･孤独・苦しみ

どうやって
支えるか？
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生・老・病・死に対する備え

地域包括ケア
システム

出典：平成25年3月 地域包括ケア研究会報告
「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」
田中座長の図をもとに事務局作成

5



地域包括ケア

• 個人のQOLを維持・向上するための支援
– 介護、医療、予防、福祉、住まい、生活支援等

• 地域全体のQOLを維持・向上するために協働す
る仕組み

• 日本全体のQOLを高めるために必要な関係性や
価値観を再構築するための概念

少子超高齢社会を乗り切るために必要な

「絆と土台」の構築
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「地域包括ケア」への逆風

• 社会構造の変化：核家族化、都市化、個人主義、少子化
– 介護力・地域力の低下
– 「自宅限界力」の低下

• 経済成長の鈍化
– 社会保障制度への影響

• 医学、医療の進歩がもたらした価値観
– 国民の価値観

• 病院志向、病院死が当たり前
– 医療への期待
– みじかな死を経験する機会の減少

• ＰＰＫ志向、孤独死の忌避
– 医師の価値観

• 専門分化、治療優先
• 病院医療と在宅医療のギャップ
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医療の役割

• 内容
– 防ぐ医療
– 治す医療
– 戻す医療
– 支える医療
– 癒す医療
– 看取り

• 場所
– 医療機関（入院、外来）
– 在宅

• 自宅
• 多様な住まい、介護施設等

どこの場所でも
必要な役割！
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国、京都府の動き 京都府医師会の動き

平成１８年６
月

医療制度改革関連法成立
入院期間短縮（療養病床削減）
生活習慣病対策

平成２０年３
月

「京都府地域ケア確保推進指針」策
定

地域ケア委員会答申

平成２０年４
月

「府医在宅医療サポートセン
ター」開設

平成２０年１
０月

「高齢者ケア体制整備推進プラン」
策定

平成２２年３
月

「老後も安心して暮らせる地域包括
ケア推進プラン」策定
地域包括ケア推進センター（仮称）
在宅医療支援病院（仮称）

地域ケア委員会答申

平成２２年１
０月 京都府医師会館移転

平成２３年４
月

「京都府医療トレーニングセン
ター」開設

平成２３年６
月 「京都地域包括ケア推進機構」設立

平成２４年１
月

「在宅療養あんしん病院システム」
開始

平成２４年１
０月 「京都在宅医療塾」開始
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「京都地域包括ケア推進機構」の背景

• 在宅医療、認知症、看取り、介護予防、高齢
者向けの住まい、地域での高齢者生活支援
など地域包括ケアの各要素に関して、未だ方
法論が確立していない

• 国からの事業を地域に適合・浸透させること
が重要

行政と関連する多職種が知恵を出し合い、実
効的な施策、事業を計画立案し、共通理解のも
とで協働することが不可欠

11



京都地域包括ケア推進機構

設立の目的：高齢者の方が介護や療養が必要になって

も、地域で関わりを持ちながら、自分の意思で生活の場

を選択できるような環境整備を進め、個人の尊厳が尊重

される社会を実現し、住み慣れた地域で安心して暮らし

ていける社会を築くために、医療、介護、福祉のサービ

スを切れ目なく一体的に提供する、地域包括ケアシステ

ムの実現を目指す。そのために行政や医療、介護、福祉

関係のあらゆる機関・団体が集結し、オール京都体制で

進めることを目的とする。

設立：平成２３年６月１日
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京都地域包括ケア推進機構

•京都司法書士会
•社会福祉法人京都市社会福祉協議会
•社団法人京都社会福祉士会
•社団法人京都私立病院協会
•社団法人京都精神病院協会
•京都府地域包括･在宅介護支援センター協議会
•京都市地域包括支援センター・在宅介護支援センター連絡協議会
•京都府町村会
•京都府病院協会
•京都府立大学
•京都弁護士会
•京都府訪問看護ステーション協議会
•京都府民生児童委員協議会
•京都市民生児童委員連盟
•社団法人京都府薬剤師会
•一般社団法人京都府理学療法士会
•京都療養病床協会
•京都府リハビリテーション連絡協議会
•一般社団法人京都府老人福祉施設協議会
•一般社団法人京都市老人福祉施設協議会
•京都府老人保健施設協会

３９団体 （50音順）

•京都府立医科大学
•公益社団法人京都府栄養士会
•社団法人京都府介護支援専門員会
•一般社団法人京都府介護福祉士会
•社団法人京都府看護協会
•京都大学
•京都府行政書士会
•京都府言語聴覚士会
•京都府後期高齢者医療広域連合
•京都府国民健康保険団体連合会
•京都府作業療法士会
•社団法人京都府歯科医師会
•社団法人京都府歯科衛生士会
•京都府市長会

• 京都府
• 京都市
• 社会福祉法人京都府社会
福祉協議会

• 社団法人京都府医師会
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■総会

年1回（6月）

京都地域包括ケア推進機構 組織図

理 事 会

代表幹事

構 成 団 体

理事長:1名 京都府特別参与 井端泰彦

理事:13名

構成団体:39団体

代表幹事:4名

・京都府知事山田啓二

・京都市長門川大作

・社会福祉法人京都府社会福祉協議会会長増田正蔵

・一般社団法人京都府医師会会長森洋一

・京都府立医科大学学長

・社団法人京都府介護支援専門員会会長

・公益社団法人京都府看護協会

・一般社団法人京都府歯科医師会会長

・一般社団法人京都私立病院協会会長

・社会福祉法人京都市社会福祉協議会会長

・一般社団法人京都府老人福祉施設協議会会長

・一般社団法人京都市老人福祉施設協議会会長

・一般社団法人京都府薬剤師会会長

・京都府市長会会長

・京都府町村会長

・京都府健康福祉部長

・京都市保健福祉局長

事 務 局

■理事会

年4回通常会
年数回臨時会
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「京都地域包括ケア推進機構」の事業

（1）地域包括ケア総合交付金事業

市町村や関連団体が地域包括ケアの構成要素を整備する
ための事業、また連携・協働を推進するための事業を実施
することを支援する。

（2）事業推進プロジェクト

地域包括ケア関連の重要課題に対し、推進機構に参加す
る京都府、市町村、関連団体等がプロジェクトチームを組ん
で事業の計画立案、実施を協働する。
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地域包括ケア総合交付金 2.85億円

市町村

地域や団体の
特性を活かした
高齢者施策

（平成25年当初予算）

●暮らしのサポートコーディネーター
配置やいきいきサロンの設置等
●在宅医療・多職種協働の推進

＜主な事業＞

職能団体

地域包括ケアを独自に推進する
施策の提案を評価して採択
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京都式地域包括ケアの ７ プロジェクト

京
都
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
機
構

【認知症総合対策推進プロジェクト】

医療・ケア連携部会

初期対応・地域部会

【地域におけるリハビリ支援プロジェクト】
リハビリテーション部会

【看取り対策プロジェクト】

看取り部会

【在宅療養あんしんプロジェクト】

【介護予防プログラム構築プロジェクト】

【地域で支える生活支援プロジェクト】

【北部地域医療・介護連携プロジェクト】

● 認知症総合対策計画の策定
・認知症の早期発見や専門的な診断の充実
・初期認知症の方や家族への集中的な支援
・認知症疾患医療センター整備と地域連携

●地域リハビリテーションの推進
・リハビリテーション医等の養成
・先端的リハビリ治療の研究･普及促進

●京都式看取りﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの策定
・在宅看取り連携推進事業の実施
・在宅療養･看取りに関する府民啓発の推進

●在宅療養あんしん病院登録システムの推進
・多職種による在宅療養チームの拡大
・在宅療養に係る府民啓発の促進

● 府立医大附属北部医療センターの設置に伴う地域医療展開との協働

● 亀岡市、府立医大との連携した全国最大規模の介護予防の検証事業

● 企業が高齢者を見守る「京都高齢者あんしんサポート企業」の展開
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在宅療養あんしんプロジェクト
「在宅療養あんしん病院登録システム」
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在宅療養あんしんプロジェクト

• プロジェクト会議 （２０１１年 ２２回開催）

–京都府医師会
–京都私立病院協会
–京都府介護支援専門員会
–京都府看護協会
–京都府歯科医師会
–京都府薬剤師会
–京都市長会、町村会等 １１団体
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在宅医療を敬遠する理由

• 肉体的な負担
– 出かける医療
– ２４時間３６５日

• 不安、戸惑い
– 在宅医療の特殊性

• 診断・治療の制限
• 多様な知識、考え方
• 多職種協働
• 医療以外の条件 ：「医療だけ頑張っても無理」

– 病院を基準とした価値観
• 専門医志向
• 病院志向

– 受ける側の情報不足、理解不足
• イメージのギャップ
• 高いリスク？
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急性期医療
(病院）

在宅医療

医療内容 高度 限界あり

緊急時の対応 速い 時間がかかる（廊下
が長い）

情報の伝達 迅速 伝わりにくい

チーム医療 容易 努力を要する

医療処置 看護師等医療職
が実施

本人・家族への依存
が大きい

医療の提供場所 ホーム
提供者のペース
治療の場

アウェイ
患者・家族のペース
生活の場
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在宅で医師が感じる不安

• 在宅で行う診断や治療への不安がある
• 病状の変化をしっかり把握できるかの不安が
ある

• このまま在宅で診ていてもよいかの悩みがあ
る

• こんな状態で病院に紹介してもよいのかとの
ためらいがある

• こんなになってしまってからの病院への紹介
へのためらいがある
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在宅で患者・家族が感じる不安

• 往診してくれる医師はいるのか
• 在宅でどのような医療を受けられるのか

• 家族に負担がかかるのではないか

• 病状の悪化や死に直面した時に、受け止め
られるのか

• 状態が変化した時に受け入れてくれる病院が
あるのか

• 在宅が限界となった時に、入れる施設・病院
があるのか
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在宅医療における役割分担

難病
重症患者

高齢者のロングケア・
ターミナルケア

がんのターミナルケア
在宅医
療を支
援する
病院

訪
問
看
護

在宅医療を専門に
行う医療機関が担

当する

地域の医療機関が
連携して担当する
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１：ベッドが空

いていれば概

ね受け入れる
57%２：ベッドが空

いていれば疾

病の内容、患

者の状況を判

断して受け入

れる
28%

３：殆ど受け

入れられない
11%

４ ：未回答
4%

急性疾患発症時（認知症以外）

平成21年京都府医師会病院アンケート「中間報告」
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在宅療養中の高齢者が熱発
• 診断

– 原因診断の困難さ
XP撮影困難など在宅における検査の制約

– 重症度判断の困難さ
高齢者の症状は非定型的

• 経過観察
– 病状の変化などの情報が伝わりにくい （独居、高齢世帯）
– 急速に悪化する場合がある

• 発熱の影響
– 失禁、せんもう、脱水、起立困難など発熱に伴う症状、病態が、生活
機能低下、介護負担増加に直結する。在宅限界を超える

– 不安感の増強
• 判断

– 入院のタイミング判断の困難さ
– 末期状態と急性期の鑑別の困難さ
– 意志表明の不明確さ、倫理的な判断の困難さ
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在宅医療のすそ野を拡げるには

• 在宅で実施可能な医療の拡大、質の向上は重要だが、在宅医療
の目的、限界を踏まえて、必要な時には病院と連携して医療を展
開すべき

• 在宅で頑張りすぎる、在宅に固執することは、本人、家族の不安、
疲弊、不利益になることがある

• 医師は在宅医療に対して不安、戸惑いを感じている
• 過度の病院依存からの脱却は必要だが、そのプロセスとして在宅
医療を支援する病院機能を充実すべき

• 同時に、在宅復帰のための仕掛け（退院調整、在宅・病院協働、
多職種協働、かかりつけ医機能等）を充実すべき

「在宅療養あんしん病院登録システム」
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在宅療養あんしん病院登録システム

• 在宅できることは、在宅で対応することを前提として
• 在宅医療の特性により生じる困リごとについて、病院の理
解を得て

• 事前登録などにより病院にアクセスしやすい環境を整備し
• 高齢者にとって致命的でもあり、在宅復帰を困難にする、
重症化を可能な限り防ぐ、「在宅療養の継続」のための
システム
例）肺炎の重症化による、入院の長期化を防ぐ
脱水による合併症、心身機能の低下を防ぐ
在宅では診断できない病状への対応

• 在宅側と病院の協働による退院支援、退院後の受け皿の
確保などにより、入院しやすさだけでなく、退院しやすさに
も力点を置く
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在宅療養あんしん病院登録システムの全体像

 在宅療養中の京都府在住の65歳以上の高齢者がかかりつけ医を通じて
必要な情報を事前に登録

 体調を崩した際に、登録済みの病院でスムーズに受診・入院ができ、
入院後は在宅チームが早期退院に向け支援を行う

 退院後も安心して在宅療養ができるようサポートする在宅支援システム
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①本人情報
・氏名、住所、生年月日
・本人以外の連絡先

②登録希望病院

③④医療、介護関係機関
・居宅介護支援事業所
・地域包括支援センター
・訪問看護事業所
・かかりつけ歯科医院
・かかりつけ薬局

かかりつけ医（署名）
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急性心筋梗塞

脳梗塞・脳出血

骨折

原疾患の急性増悪

肺炎(？)
脱水(？)
原因不明の体調不良、機能低下

ショートステイ

介護者のレスパイト

救急医療

介護保険

あんしん病院
登録システム

33



本システムの現況

• 登録患者数：７，２９３人（平成２６年３月時点）
登録開始 平成２３年１２月１日

• 協力病院数：１３５病院
対象外病院：大学病院、救命センター、単科病院

（京都府病院総数 １６８病院）
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利用状況アンケート調査

入院利用実績
のある病院数

利用者数
（入院した人数）

平均入院日
数

在宅チー
ム参加の
退院時カン
ファレンス

備考

３５病院

（回答数
１２１病院）

３２４人 ２５．５日 有り
67.5％
なし
32.5％

がん、心
不全等の
入院も含
まれる

調査期間：平成２５年４月１日~５月３１日
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「在宅療養あんしん病院システム」の狙い

• 在宅医療の継続・在宅医療の推進
– 重症化の予防
– 負担軽減
– 安心感（事前登録、多職種による支援）

• 病診連携・役割分担の推進
– 病院機能（在宅療養支援機能、退院支援・調整機能）
– かかりつけ医機能（情報提供、退院支援、在宅医療）

• 病院と在宅チームの連携、多職種協働の推進
• 病床の有効利用

– 早期アクセスにより、入院の長期化を防ぐ
– 退院支援のための連携・退院後の受け皿の確保
– 高度救急病院の負担軽減
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本システムの課題
• 京都府独自の取り組みであり、入院を担保するには至っ
ておらず、十分な「あんしん」を提供できない

• 地域によっては、病院がすでに同様の機能を果たしてお
り、本システムの意義が少ない

• 本システムの対象となる病状と救急対応との区別が不明
確。高齢者救急との一体的なシステムの構築が望ましい

• 診療報酬の評価、病院機能分化の流れと必ずしも一致し
ておらず、病院の理解に依存している部分が大きい

• 看取り、認知症への対応は困難
• 早期入院の有効性についてのエビデンスは？
• 退院調整をいかに効率的に行うか？
• かかりつけ医が役割を果たせるか？
• 患者・家族に本システムをただしく理解してもらえるか

etc.
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京都式地域包括ケアの ７ プロジェクト

京
都
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
機
構

【認知症総合対策推進プロジェクト】

医療・ケア連携部会

初期対応・地域部会

【地域におけるリハビリ支援プロジェクト】
リハビリテーション部会

【看取り対策プロジェクト】

看取り部会

【在宅療養あんしんプロジェクト】

【介護予防プログラム構築プロジェクト】

【地域で支える生活支援プロジェクト】

【北部地域医療・介護連携プロジェクト】

● 認知症総合対策計画の策定
・認知症の早期発見や専門的な診断の充実
・初期認知症の方や家族への集中的な支援
・認知症疾患医療センター整備と地域連携

●地域リハビリテーションの推進
・リハビリテーション医等の養成
・先端的リハビリ治療の研究･普及促進

●京都式看取りﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの策定
・在宅看取り連携推進事業の実施
・在宅療養･看取りに関する府民啓発の推進

●在宅療養あんしん病院登録システムの推進
・多職種による在宅療養チームの拡大
・在宅療養に係る府民啓発の促進

● 府立医大附属北部医療センターの設置に伴う地域医療展開との協働

● 亀岡市、府立医大との連携した全国最大規模の介護予防の検証事業

● 企業が高齢者を見守る「京都高齢者あんしんサポート企業」の展開
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認知症総合対策推進プロジェクト

実施委員会委員長 井端理事長（京都地域包括ケア推進機構）

副委員長 関 理事（一般社団法人京都府医師会）

全体会委員 社会福祉法人京都府社会福祉協議会
京都府市長会
京都府町村会

医療・ケア連携部会

・一般社団法人京都府医師会
・一般社団法人京都私立病院協会
・一般社団法人京都精神病院協会
・一般社団法人 西京医師会
・一般社団法人福知山医師会
・認知症疾患医療センター（府立医科大学附属病院）
・認知症サポート医 （北山病院 澤田親男）
・一般社団法人京都市老人福祉施設協議会
・社団法人京都府介護支援専門員会
・一般社団法人京都府介護福祉士会

・一般社団法人京都府介護老人保健施設協会
・公益社団法人京都府看護協会
・一般社団法人京都府歯科医師会

・京都府地域包括･在宅介護支援センター協議会
・一般社団法人京都府理学療法士会
・一般社団法人京都府老人福祉施設協議会
・公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部

・かかりつけ医、看護師等対応力向上
・医療介護連携人材養成
・合併症、ＢＰＳＤの対応
・病病、病診、医療介護連携促進

初期対応・地域部会

・一般社団法人京都府医師会
・京都精神科医会
・一般社団法人乙訓医師会
・認知症疾患医療センター（府立洛南病院）
・認知症サポート医（京都大学医学部附属病院武地一）
・社団法人京都府介護支援専門員会
・京都府作業療法士会
・一般社団法人京都社会福祉士会
・京都市地域包括支援センター・在宅介護支援

センター連絡協議会
・京都地域密着型サービス事業所協議会
・京都府訪問看護ステーション協議会
・一般社団法人京都府薬剤師会
・公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部

・初期集中支援機能具体化
・若年性支援マニュアル作成
・認知症ケアパス
・権利擁護、在宅療養支援

各部会は、議論に必要と
なる団体にオブザーブ参
画を求めることができる。

医療ワーキングは必要に
応じて開催することができ
る。

連携

情報共有

《順不同》
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看取り対策プロジェクト経過等

概 要

今後、年間死亡者数の増加が見込まれる中で、住み慣れた地域で最後を迎えたいというニーズ等に応えられるよ
う、在宅・施設・病院における看取り支援の体制整備や機能充実に向けた検討を実施

●京都地域包括ケア推進機構に看取り対策プロジェクト
事前準備会を設置し議論 (医師会、介護支援専門員会、看護協会、

歯科医師会、私立病院協会、薬剤師会、老人福祉施設協議会）

●関係団体と協働で府内関係機関へ大規模実態調査実施

看取り対策プラ
ン策定

これまでの経過

看取り対策事前準備会

第１回 看取りを取り巻く現状
６月

第２回 看取りの実態調査案の検討

７月 看取りの実態調査案検討等第３回
第４回

８月
第５回 在宅における看取り事例研究

第６回 施設における看取り事例研究

９月
第７回 在宅・施設における看取り事例に係

る課題研究
第８回 多職種協働に係る課題研究

大規模実態調査、府民意識調査

大規模実態調査実施
（対象1,660機関）8/23～

９月末

回答集計中
回答数：669件
回収率：40.3%
看取りケース事例
の回収：９４６件

SKYフェス9月
ヒューマンフェス11月

リビングウィルに係る意識調
査実施

（５０９名）

今後のスケジュール(案)

◆事前準備会を拡大し、実態調査の分析結果等をもとに、『看取り対策プラン(仮称)』を検討

◎１２月 実態調査の集計・分析結果公表
◎ ３月 「看取り対策プラン」（仮称）策定

１０月 第９回 実態調査単純集計による課題研究
プランのスケルトン協議

ケース事例等のクロス集計・分析〈９月補正予算＞１１月 第10回 クロス集計からプラン案の検討
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主な介護者の介護力

家族の協力体制

経済力

在宅医療（訪問医療・往診）の提供

在宅医療処置・機器への対応

医師のリーダーシップ

身体的苦痛への緩和ケアの実施

医師と患者や家族との信頼関係

訪問看護サービスの提供

訪問看護師のコーディネート

医師と訪問看護師との連携

状態悪化時等における入院支援

必要な介護サービスの提供

ケアマネジャーのケアマネジメント

インフォーマルサービス

多職種間の情報共有や意思疎通、協働

意思決定に関わるキーパーソンの存在

本人の療養場所や終末期医療に関する意思表示の明確さ

家族の療養場所や終末期医療に関する意思表示の明確さ

看取りについての本人、家族、関係者間での方針の共有

本人や家族の意思決定への支援

本人や家族の意志が揺らいだときの支援

病院による退院支援・退院調整

本人や家族の心の痛みや不安に対するケアの実施

エンゼルケア・グリーフケア

その他

看取りの質 プラス要因全体 1～5位

京都地域包括ケア推進機構 「その人らしい看取り」を支援するための調査
在宅療養支援医療機関、訪問看護事業所向け調査
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主な介護者の介護力

家族の協力体制

経済力

在宅医療（訪問医療・往信）の提供

在宅医療処置・機器への対応

医師のリーダーシップ

身体的苦痛への緩和ケアの実施

医師と患者や家族との信頼関係

訪問看護サービスの提供

訪問看護師のコーディネート

医師と訪問看護師との連携

状態悪化時等における入院支援

必要な介護サービスの提供

ケアマネジャーのケアマネジメント

インフォーマルサービス

多職種間の情報共有や意思疎通、協働

意思決定に関わるキーパーソンの存在

本人の療養場所や終末期医療に関する意思表示の明確さ

家族の療養場所や終末期医療に関する意思表示の明確さ

看取りについての本人、家族、関係者間での方針の共有

本人や家族の意思決定への支援

本人や家族の意志が揺らいだときの支援

病院による退院支援・退院調整

本人や家族の心の痛みや不安に対するケアの実施

エンゼルケア・グリーフケア

その他

看取りの質 マイナス要因全体 1～5位

京都地域包括ケア推進機構 「その人らしい看取り」を支援するための調査
在宅療養支援医療機関、訪問看護事業所向け調査
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府民講座「みんなで在宅療養を考える」
府民講座「みんなで在宅療養を考える」

～どんなときでも輝く命に寄りそう～

第１回 11月4日（日） 午後１時～４時３０分

会場：京都府医師会館
【講 演】
「患者よし・機関よし・地域よし」 ～三方よしを目指した地域づくり～

東近江市永源寺診療所長 花戸貴司 氏
「いのちのバトンリレー」 ～写真家から見た在宅での看取り～

フォトジャーナリスト 國森康弘 氏
【写真展】

いのちつぐ「みとりびと」～永源寺地域での学び～ 國森康弘 氏

第２回 11月25日（日） 午後１時～３時３０分

会場：サンプラザ万助（福知山市)
【講 演】
「地域に“寄りそ医”２０年」

～地域住民と診療所医師の温かくて強い絆の物語

国民健康保険名田庄診療所長 中村伸一 氏

第３回 12月15日（土）午後２時～４時３０分

会場：京大宇治ｷｬﾝﾊﾟｽ宇治おうばくプラザ
【講 演】
在宅ケアのつながる力 ～どんなときでも命は輝く～

（株）ケアーズ白十字訪問看護ステーション統括所長

秋山正子 氏

第４回 1月19日（土） 午後２時～４時３０分

会場：アバンティ響都ホール
【講 演】

いのちと生活を支える在宅医療 ～人生の終盤をどう過ごすか～

あおぞら診療所 院長 川越正平 氏

47



48

48



「京都地域包括ケア推進機構」の利点

• 運営主体は京都府だが、行政や多数の関連団体が
参加したこと、また、事務所が府庁外（医師会館）に設
置されたことにより、各団体がプロジェクトへ主体的に
参加できる

• 機構が多職種協働の舞台の役割を担うことができた
• 行政を含めた多職種参加のプロジェクトにより、計画
立案において地域や実務の立場からの意見が反映さ
れやすく、また、関係者間の共通認識を得られ、事業
の円滑な実施ができる

• 国事業の地域浸透や、国の基金や補助金の有効活
用ができる
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地域包括ケア・在宅医療・多職種協働
研修について
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医療の役割

• 内容
– 防ぐ医療
– 治す医療
– 戻す医療
– 支える医療
– 癒す医療
– 看取り

• 場所
– 医療機関（入院、外来）
– 在宅（自宅、多様な住まい、介護施設等）

どの場所でも
必要な役割！
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急性期医療・専門医 在宅医療・かかりつけ医

目的
「その人らしい生き方を支える」
生命を救う、病気を治す、病気を防ぐ
障害を回復する、機能低下を防ぐ

主な機能 救命
疾病の治癒
機能回復

プライマリケア
ロングタームケア
エンドオブライフケア

提供する
医療

予防、診断・治療
医学的管理・指導
リハビリテーション、医療的ケア
緩和医療
死亡確認、グリーフケア

医師に
求められ
る役割

治療者
医療マネジメント
対人援助者

治療者

医療マネジメント
対人援助者

内容・
性格が
異なる
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在宅医療で医師が求められる役割
（かかりつけ医の役割）

• 医療の専門家としての役割
• 医療の責任者としての役割

–医療のマネジメント
–チーム医療、多職種協働

• 対人援助者としての役割
–痛みや苦しみを理解し、和らげる役割
–よく生きるための伴走者の役割

etc.
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必要な考え方、知識、技術
• 老年医学
• リハビリテーション医学
• 精神医学
• 生活支持医療
• 緩和医療
• ICF、CGA

EBM&NBM
• マネジメント、ケースワーク
• 対人援助のための知識・技術

– コミュニケーション
• 生命倫理学、臨床倫理学
• 死生学
• 医療哲学

etc.
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生活を支える医療「虎の巻」
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「京都在宅医療塾」

形 式：ミニ講演、症例検討、

ディスカッション

対 象：医師のみ（毎回30～50名程度）

内 容：
– 在宅医療を実践に必要な知識・技術、考え方を学
ぶ。（生活を支える医療、苦痛や不安を緩和する
医療）

– 情報交換、情報共有
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２０１２年度 京都在宅医療塾日程

57

開催日 内容

第1回 １０月１１日 患者が在宅で過ごすということ

第2回 １１月０８日 在宅緩和ケアでの薬剤の使い方

第3回 １２月１３日 認知症ケアの倫理－終末期の“看取り”を考える

第4回 ０１月１０日 緩和ケアに必要な精神科の知識

第5回 ０２月１４日 難病患者の在宅医療、災害対策

第6回 ０３月１４日 語りに基づく緩和医療

【講 師（敬称略）】
第1回：神野君夫 先生（神野医院院長）
第2回：土井正樹 先生（土井医院院長）
第3回：箕岡真子 先生（箕岡医院院長、

東大大学院医学系研究科医療倫理学分野客員研究員）
第4回：林 晶子 先生（京大大学院医学研究科集学的がん診療学特定准教授）
第5回：川島孝一郎 先生（仙台往診クリニック院長）
第6回：岸本 寛史先生（高槻赤十字病院緩和ケア診療科部長）
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２０１３年度 京都在宅医療塾日程
【緩和ケアコース】

日程 内容

7月 3日・12月19日 ①緩和ケアの定義と現状、近未来 ②緩和ケアにおける保険診療の実際

8月 7日・11月21日 ①がん疼痛の評価 ②がん疼痛の基本的薬剤治療

9月 4日・ 1月16日 精神症状に対する緩和ケア（不安、抑うつ、せん妄のケア）

10月 2日・ 2月20日 呼吸困難（感）と消化器症状に対する緩和ケア

【講 師（敬称略】

7月 3日・12月19日 京都府立医科大学疼痛緩和医療学講座 細川 豊史先生

8月 7日・11月21日 京都府立医科大学疼痛緩和医療学講座 深澤 圭太先生

9月19日・ 1月16日 京都府立医科大学精神科・心療内科 羽多野 裕先生

10月 2日・ 2月20日 京都府立医科大学疼痛緩和医療学講座 上野 博司先生
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【講 師（敬称略）】

7月18日・11月 6日 NPO法人 快適な排尿をめざす全国ネットの会

泌尿器科上田クリニック 上田 朋宏先生

8月 7日・11月21日 PDN、岡野医院 岡野 均先生

京都府立医科大学大学院医学研究科 消化器内科学教室

小西 英幸先生

9月19日・ 1月16日 京都皮膚科医会、しんや医院 新屋 明美先生

10月17日・ 2月 5日 京滋 摂食・嚥下を考える会

愛生会山科病院消化器外科 荒金 英樹先生

介護老人保健施設茶山の里 言語聴覚士 志藤 良子先生

京都府立医科大学附属病院摂食・嚥下障害認定看護師

安江 友世先生

【在宅医療に必要な医療処置・管理コース】

日程 内容

7月18日・11月 6日 在宅高齢者の排尿管理の実際

8月 7日・11月21日
胃ろうのすべてをお教えします
～最新の胃ろうモデルを用いて交換などの手技を体験して頂きます～

9月19日・ 1月 8日 在宅医療に必要な皮膚科の知識・処置について

10月17日・ 2月 5日 摂食嚥下について
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130703がんの緩和ケア
（細川豊史先生）
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130718排尿管理
（上田朋宏先生）
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130822胃ろう
（岡野 均先生／小西英幸先生）
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130919皮膚科
（新屋明美先生）
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131017摂食・嚥下
荒金先生・安江先生

71



72



73



・緩和ケアの概要
・現在やっている事と大方同じですが、今後の役に立つ事も多いと思います。
・緩和医療の歴史とこれからの展望が明らかになりました
・苦痛の理解・チーム医療と連携
・緩和ケア・・・「様々のつらさをやわらげる」・病院でのセンターの計画や在宅での保険制度などま
だまだ検討中の事柄があること
・緩和ケアの本質がよくわかった。細川先生はじめ大勢の先生方の献身的な御努力と愛情に頭
が下がります。
・緩和医療はがんの診断がついた時から始まる
・シームレスな緩和ケア・お忙しい仕事の間にうまいこと患者さん入りこまれるなあと思いました。
・切れ目のない緩和ケアの重要性・患者さんはまだまだ痛みを我慢していることが多い
・緩和ケアの高齢化社会における今後の重要性を再認識しました
・緩和ケアは最初から
・緩和ケアが癌の痛みだけでなく、心や生活のつらさを和らげることまでカバーするものである。
緩和ケアが末期のみならず、
・癌治療初期からも治療と並行して行うのもであること
・早期から緩和ケアをとり入れる方が余命がのびる・わかりやすいお話しをありがとうございました
・緩和ケアは最初から最初から必要
・メディカルスタッフとの連携が重要！！
・コメディカルとの連携・早期からの緩和マインド
・癌の告知に正解はありません。本日のお話しで概ね妥当と思われます。
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・呼吸困難に対する更なる理解 ・ステロイドの使用の方法
・がんに伴う様々な苦痛（症状）の発生のメカニズム、対応についてわかりやすく講義していただ
きました

呼吸困難も嘔気もつらいだろうなー

・呼吸困難に対する具体的な評価方法 ・嘔気に対する薬物の使いわけ
・ステロイド ・アカシジア
嘔気、嘔吐、便秘等）日常よくある症状でよかった
・death  rattle という言葉 ・横隔神経ブロック ・アカシジア ・サンドスタチン
嘔気嘔吐の生理と治療
・呼吸困難のケア ・嘔気・嘔吐の鑑別診断
ナウゼリンとプリンぺランの違い 他の制吐薬の使い方
死前喘鳴の処置
・フロセミドの吸入 ・リドカインの静注、吸入 アカシジア サンドスタチン ニューメリックスコ
ア Cancer duppnea Scale
緩和治療に興味があったので
呼吸困難の治療
死前喘鳴
・呼吸困難に薬物療法についてくわしい説明を聞かせて貰った ・嘔気、嘔吐の薬物療法が大
変参考になった
・ステロイド プロセミド吸入 横隔膜Ｎブロック
・嘔気・嘔吐の鑑別診断 ・症状病態と制吐薬の選択
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ＰＥＧの現物が見れたので有難かった
胃ろう交換の手技
ＰＥＧの適応について
耳鏡もしくは内視鏡にて確認が有効なこと
実際の交換手技が参考になった
ＰＥＧの実際
バンパーの開く感じが体験できた
ＰＥＧのついた患者さんでも在宅を引き受けられるかも
つくり方
ＰＥＧ感染時の対応 ＰＥＧ適応
すごく簡たんになているので勉強になりました
チューブ交換の実際
造設の交換について、科がちがうので、実際することはないと思いますが、何も知らなかったので
勉強になりました。
（在宅の患者さんで胃ろうの方が何人かおられるので）
愛護的、長期間留置（臨機応変に器具交換ＯＫ）出来て、よかったと思います。随分昔に外科で回
復時で胃瘻造設科をしたのに、隔壁の●●●。
いつも、内容のある実地指導であり充実しています
ＰＥＧの適応
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京都府医師会館
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京都府医療トレーニングセンター
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京都府医療トレーニングセンターについて

＊京都府医師会は医師会館の新築・移転に合わせ、平成23年4月、

「京都府医療トレーニングセンター」（以下府医トレセン）を同会館5階
フロアに開設

＊「開かれた医師会」を基本理念に

急変体験（および蘇生教育）と在宅医療などの様々なトレーニング

や啓発活動をおこなっている。卒前卒後の医師の生涯教育（開業医、

研修医、病院勤務医、医学部学生）だけでなく、多職種のメディカル

スタッフや医療系学生、患者家族などの医療介護福祉関係者を対

象に、地域に貢献する事を目指している。
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府医トレセン運営および在宅医療への取り組みについて

＊トレセン運営委員会、急変体験小委員会と在宅医療小
委員会があり、各種研修などを計画・立案・実施している。

＊在宅医療小委員会は、トレセン開設時から在宅医療の
実地研修を行っているが、在宅医療に従事する多職種か
ら特に要望が多い癌末期と神経筋・難病をテーマに研修を
実施している。平成23年と24年度は癌末期シリーズを計8
回おこなった。25年度は神経・筋難病シリーズを全5回行
い、26年度はさらに神経・筋難病シリーズの実技訓練を重
点的に行うコースを全5回予定している。
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府医トレセンでの在宅医療研修への多職種参加状況
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2011年度 2012年度 H25年度

人数

京都府医師会 京都府医療トレーニングセンター運営委員会
在宅医療小委員会委員長 渡辺康介先生
第16回日本在宅医学会大会発表スライドより

H24年度H23年度
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癌末期シリーズ(Ｈ23年～24年度 計8回)

がん末期の在宅での疼痛緩和や看取りをビデオにして

疼痛緩和のための
ポンプの使用方法皮下注の手技ＣＶポートの管理と刺入の手技

京都府医師会 京都府医療トレーニングセンター
在宅医療小委員会委員長 渡辺康介先生
第16回日本在宅医学会大会発表スライドより

終末期の在宅でのカンファレンス

82



在宅医療「神経・筋難病シリーズ」コース
～在宅で過ごしていただくために～②はじめてのALSと多職種連携

ALSについての講演、
ALSの患者を在宅で診ている
医師からの症例報告、
質疑応答

模擬退院カンファレンス
（ALS患者が退院する時を想定）
→グループディスカッション
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在宅医療「神経・筋難病シリーズ」コース
～在宅で過ごしていただくために～

③誤嚥性肺炎の予防「口から食べる楽しみを支える」

摂食・嚥下についての講演、
言語聴覚士によるリハ実技訓練

歯科衛生士による実技訓練
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在宅医療「神経・筋難病シリーズ」コース
～在宅で過ごしていただくために～④苦痛症状の緩和

訪問看護師による排痰・吸引実技訓練

理学療法士・作業療法士によるリハ実技訓練
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平成25年度家族介護者向け
医療的ケア・口腔ケア実践講習会

回数 日程 内容 講師

第1回 6月26日 腰痛予防の介護方法 京都整形外科医会

第2回 7月24日 床ずれ予防とケア 京都府看護協会

第3回 8月28日 お口のお手入れ 京都府歯科衛生士会

第4回 9月5日 胃ろうの管理 京都府看護協会

第5回 10月9日 お口のリハビリ 京都府歯科医師会

第6回 10月23日 効果的なたんの吸引 京都府看護協会

第7回 11月20日 お口のお手入れ 京都府歯科衛生士会

第8回 11月27日 あきらめていませんか？ 尿のトラブル 京都府医師会

第9回 12月4日 糖尿病とフットケア 京都糖尿病医会

第10回 1月22日 お口のリハビリ 京都府歯科医師会
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チーム医療コース研修 （TeamSTEPPSを取り入れた多職種トレーニング）

開業医向けT&A研修 （クリニック、診療所を想定した救急初療プライマリ・ケアコース）
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多職種向けBLS（一次救命救急）研修
新研修医総合オリエンテーション
ICLS（二次救命救急）研修

開業医向けICLS（二次救命救急）研修
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京都府医師会 トレセン または 府医トレセン

京都府医師会 京都府医療トレーニングセン
ターHP
http://www.kyoto.med.or.jp/tracen/

ご清聴ありがとうございました。

検索検索
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まとめ

• 地域包括ケアは少子超高齢社会への備えであ
るが、強い逆風が吹いている

• オール体制で臨むことが不可欠であり、「京都地
域包括ケア推進機構」はその一つの試みである

• 医療は地域包括ケアの重要な要素の一つであ
り、特に老・死への対応が問われている

• 求められる役割を医師が果たすために、京都府
では、「あんしん病院」「在宅医療塾」等を切り口
にして、前進を図っているが・・・・・
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