
急性期病院である当院は、近年の医療制度改革に伴
い訪問診療を縮小し、平成23年5月まで新規導入
をせず、継続している患者のみ病院主治医が訪問を
行っていた。
又、当県、圏域では夜間医師人口が少ない事から、
在宅療養支援診療体制が構築できず、医療依存度の
高い患者やがんターミナル期患者の対応が出来にく
い状態であった。
その為、療養場所を本人や家族の意向に添う事が出
来ず、転院や退院が出来ない事から、長期入院患者
が増加するという傾向にあった。

下記の表は、平成23年5月までの月別総訪問回数
である。
月平均6から7回程度の訪問診療を行っていた。

同年6月より在宅医療医を迎え、訪問診療を積極的
に取り組むように転換をした。
在宅医療推進への取り組みとしては、大きく4つに
ついて行った。
在宅医療部と関連部署との連携強化では、担当看護
師のみで行っていた業務を、関連部署が集まり会議
を持ち、業務分担と業務内容の明確化を行った。
そして誰でも対応できるようマニュアル作成を行った。
訪問診療対象患者の特定と主治医2人制の確立では、
訪問対象患者をかかりつけ医の受け入れが難しい、
①がんターミナル患者　②医療依存度が高い患者　
③専門的な医療が必要である患者を特定し、新規訪
問診療依頼時には病院主治医と連携する事を条件と
した。
そして、必要な書類や用紙の新規作成を行った。
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急性期病院における在宅医療の現況と今後の課題

発　表　者 宮本　寛子 滋賀県　公立甲賀病院

共同研究者 上野　と志子、寺村　幸子、沖野　章江、清水　和也
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  在宅医療推進への取り組み 
 
 １．在宅医療部と関連部署との連携強化 
   担当看護師のみでの対応 
   ⇒関連部署で会議を持ち業務分担と業務内容の明   
          確化と誰でも対応出来るマニュアル作成 を行った 
 ２．訪問診療対象患者の特定 
       訪問対象患者 
    ・がんターミナル患者  ・医療依存度が高い患者 
    ・専門的な医療が必要である患者 
 ３．主治医２人制の確立 
 ４．必要な書類や用紙の新規作成 
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当院及び当圏域内の現状と問題点 
  

1.訪問診療を縮小し、診療を継続している患者 
 のみ、病院主治医が訪問を行っている。 
2.当県、圏域では夜間医師人口が少なく、在宅 
 療養支援診療体制が構築できず、医療依存度 
 の高い患者や、がんターミナル期患者の対応 
 が出来にくい状況にある。 
3.療養や終末場所を本人や家族に意向に沿う 
 事が難しい。 
4.転院や退院が出来ない長期入院患者が増加 
 する傾向にある。 
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在宅医療医による訪問診療を開始した事を広報して
から、退院調整部門やがん支援センター、訪問看護
からの依頼が増え、訪問件数が急激に増加した。
平成23年6月から本年7月までは、訪問診療患者総
合計52名、訪問総回数419回となっている。

下記は年齢別・性別分布で、ほぼ50歳から90歳の
方に訪問診療をしている。
60歳～80歳代の男性が比較的多く、これは、主の
介護者が妻で、在宅医療をうける上で介護力が大き
い為だと思われる。

看取り場所も、退院時には病状が悪化したら入院を
して病院で看取りたいと希望される事が大半をしめ
ていたが、在宅で変化してくる病状について、本人
や家族の意向を尊重しながら関わる事で、在宅看取
りをされる件数が増加し、在宅看取り率40% となっ
た。

下記は、期間中に看取りを行った患者30名の訪問
回数と訪問日数のグラフである。
訪問回数や訪問期間が多く長いほど、在宅で看取り
をされている。
これは、他職種と連携をとり、得た情報をもとに訪
問診療を繰り返す事や、本人だけでなく、家族との
信頼を得る事で、在宅介護への自信と安心を得る事
でき、在宅看取りを受け入れられたと思われる。

【まとめ】昨年6月より、在宅医療医を迎え、病院
医師と在宅医療医の主冶医2人制をとり、がん患者
の薬剤使用による疼痛緩和や人工呼吸器使用などの
医療依存度の高い患者の訪問診療を行う事が出来た。
そして、訪問診療を行う事で在宅での生活を希望し
ても入院を余儀なくされていた患者が、療養や終末
場所を本人や家族の意向を尊重して決定する事がで
きた。
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  自宅看取り 病院看取り 

患者数 12 18 

平均訪問回数 12.42  7.50  

平均訪問期間（日） 70.67  25.24  
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【今後の課題】当院における在宅医療はようやく一歩
前進したが、まだまだ院内では関心や意識が少なく、
長期入院が問題になってから退院を意識して訪問診
療の依頼があったり、ADL が低下し通院が困難とな
り、対応に困られ患者家族や訪問看護から依頼があっ
たりとしているのが現状で、医療者の体制や在宅での
看取り体制も不十分である。しかし、四苦八苦しなが
らも、退院が難しいと思われた患者さんが自宅に戻ら
れ、病院では見られなかった生き生きとした表情や姿
をされたり、穏やかに笑いあって家族と共に最後の時
を迎えられた事などの多くの体験をする事が出来た。
その経験を生かし、ひとりひとりの意向を尊重した在

宅医療に努め、求められる病院、頼られる在宅医療部
になるよう取り組んでいきたいと思う。

過疎化の進む会津の農村で、私たちがここ5年間で
経験した在宅死の事例について報告します。

柳津町は福島県会津若松市から約25キロ、奥会津
の入口にある町です。
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在宅死の事例に学ぶ

発　表　者 平上　博資 福島県　柳津町国保診療所

共同研究者 新井田　理恵、杉原　和子、斉藤　幸子
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８月１日 
近江八幡市･伊崎のさお飛び 
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         まとめ 
 
病院主治医と在宅医療医（非常勤2日／週）と主 
治医二人制をとる事で、がん患者の薬剤使用に 
よる疼痛緩和や人工呼吸器使用などの医療依存 
度の高い患者の訪問診療が行え、療養や終末場 
所を本人や家族の意向を尊重して決定することが 
出来る。 
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       今後の課題 
 
１．急性期医療から在宅医療への移行支援に      
ついての関心・意識を高める。 

  

２．訪問診療患者数が激増する中、更なる訪問
診療体制の拡充が必要である。 

  

３．看取り希望をされる訪問診療患者数も激増
する中、更なる在宅看取り体制の組織化・拡
充が必要である。 

いで湯と信仰とスポーツの町 

 総人口（平成24年8月現在） 3,960人 
 高齢化率 37.4% 
 全世帯 1,340世帯 
 高齢者のみの世帯率 33％ 

柳津町 
在宅死の事例に学ぶ 

柳津町国保診療所 

第５２回全国国保地域医療学会（熊本市） 

新井田 理恵 ・ 杉原 和子 ・ 齋藤 幸子 ・ 平上 博資 
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