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山間へき地において、
終末期の在宅療養を希望する患者

はどの程度いるのか？

浜松市国民健康保険 佐久間病院

内科

寺田 修三 乗松 祐佐 森下 杏早

森下 直樹 伊藤 和康 三枝 智宏

∗ 浜松市街から車で約1時間40分の山間部に位置.

∗ 主に旧佐久間町,旧水窪町(計人口約6400人)に
対して医療を提供している.

∗ 当院は病床数60(急性期40床＋療養20床),
2次救急医療,年間530件の訪問診療および
年間120件訪問看護を提供している.

当院の紹介

　当院の紹介です。当院は浜松市街から車で約１時
間40分の山間部に位置しており、主に旧佐久間町、
旧水窪町の計人口約6400人に対して医療を提供して
います。病床数60床（急性期40床＋療養20床）で、
２次救急医療を行うとともに、年間530件の訪問診
療および年間120件訪問看護を提供しています。

∗ 厚生労働省は在宅医療・介護あんしん2012を策定し,
終末期の在宅療養を促進している1).

∗ へき地においては介護・医療資源,家族の介護力が不足し,
濃厚なケアを必要とする終末期の在宅療養に対する
課題が多い.

∗ 当院の自宅死亡患者は9.1%(うち往診で死亡診断3.4%)と全
国平均12.6%,静岡県平均13.8%2)と比較して低い．

∗ 当院通院患者における在宅療養の希望を把握し,
今後の在宅医療体制の構築に向けた参考にする．

1)厚生労働省HP,在宅医療・介護2012 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/anshin2012.pdf

2)厚生労働省HP,平成22年人口動態統計 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii10/dl/s03.pdf

はじめに

　厚生労働省は、多くの日本人が在宅死を希望して
いることを背景として、在宅医療・介護あんしん
2012を策定して終末期の在宅療養を促進していま
す。しかし、へき地においては介護・医療資源、家
族の介護力が不足しており、濃厚なケアを必要とす
る終末期の在宅療養に対する課題が多いと感じてお
ります。実際に当院で平成24から25年度の２年間に
死亡確認した人のうち、自宅死亡患者は9.1%であ
り、そのうち検案ではなく死亡診断したのはわずか
に3.4%に留まっています。死亡場所が自宅は全国平
均12.6%、静岡県平均13.8%と比較して低い水準にあ
ります。そこで、当院通院患者における在宅療養の
希望を把握し、今後の在宅医療体制の構築に向けた
参考にすることを目的としてアンケート調査を施行
しました。

∗ 当院の内科予約外来を受診した65歳以上の高齢者
連続220名に対して訪問診療および終末期の在宅療養
に関するアンケートを実施した.

∗ アンケートに記名した患者166名はカルテ閲覧により
情報を補足した．

∗ 認知症および精神疾患を有する患者は除外した．

方法

　当院の内科予約外来を受診した65歳以上の高齢

演 題

216

山間へき地において、終末期の在宅療養を希望する患者はどの程度
いるのか？
発　表　者 寺田　修三（静岡県　浜松市国民健康保険佐久間病院）

共同研究者 三枝　智宏、乗松　佑佐



― 1067 ―

者、連続220名に対して訪問診療および終末期の在
宅療養に関するアンケートを実施しました。アン
ケートに記名した患者166名はカルテ閲覧により情
報を補足しました。認知症および精神疾患を有する
患者は除外しました。

∗ アンケート結果を厚生労働省による平成20年終末期医
療に関する意識調査と比較した1).

∗ 終末期に自宅療養を希望する群の背景因子について
検討した.

方法

１)終末期医療のあり方に関する懇談会「終末期医療に関する調査」結果について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisyu_iryou/dl/saisyu_iryou11.pdf

　アンケート結果を厚生労働省による平成20年終末
期医療に関する意識調査と比較しました。終末期に
自宅療養を希望する群の背景因子について検討しま
した。

∗ 回収率91.8%(202人)

∗ 平均年齢79.6歳(65～96歳)

∗ 男性97名(47.8%),女性105名(52.2%)

結果

当院外来患者 全国調査

同居家族の数 1.22人 1.42人1)

独居世帯 26.6% 23.3%2)

夫婦のみ世帯 33.2% 30.3%2)

実子の同居世帯 33.2% 42.3%2)

通院時間30分以上 25.9% -

終末期医療の話し合い 49.5% 48%3)

１）厚生労働省HP 人口動態統計 平成22年 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii10/dl/s03.pdf
2)平成26年版高齢社会白書 http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2014/zenbun/s1_2_1.html
3)終末期医療のあり方に関する懇談会「終末期医療に関する調査」結果について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisyu_iryou/dl/saisyu_iryou11.pdf

　回収率91.8%、202人から回答を得ました。平均年
齢79.6歳、男女比はほぼ１：１でした。当院外来患
者は全国調査と比較して同居家族の数が少ないこと
が分かりました。また、高齢者世帯についての全国
調査と比較して独居世帯、夫婦のみ世帯が多く、子
の同居世帯が少ない傾向があり、家庭の介護力が低
い事が伺われました。通院時間30分以上の方が25%
程度におり、終末期医療について何らかの話を家族
としている人は約半数でした。

最期まで
自宅
15.8%

自宅療養し,必要なら入院
50.5%

入院
18.8%

施設
5.0%

高度医療機関
1.5%

わからない
7.9% 

無回答
0.5% 

希望する終末期の療養場所.

（治る見込みのなく死期が迫っている場合に,どこで療養したいですか.）

当院アンケート

平成20年終末期医療に関する意識調査(60歳以上,一般成人)

最期まで
自宅

10.3%

自宅療養し,必要なら入院
41.6%

入院
39.4%

1.7% 2.1%

4.6%

　希望する終末期の療養場所についての結果です。
具体的には、治る見込みのなく死期が迫っている場
合に、どこで療養したいですか、という平成20年終
末期医療に関する意識調査と同じ文言で質問しまし
た。回答を平易することを目的として回答の選択肢
を変更しており、調査対象が異なるため単純な比較
はできませんが、当院外来患者で自宅療養を希望す
る人は終末期医療に関する意識調査より多く、入院
を希望する人が少ないという結果でした。

入院
18.8%

施設
5.0%

高度医療機関
1.5%

分からない
7.9%

無回答
0.5%

自宅群
134名 66.3％

非自宅群
51名 25.2％

希望する終末期の療養場所.

（治る見込みのなく死期が迫っている場合に,どこで療養したいですか.）

最期まで
自宅

15.8%

自宅療養し,必要なら入院
50.5%

　“最後まで自宅療養”および“自宅療養し、必要
なら入院”を自宅群、“早めに入院”“施設”“高度
医療機関”を非自宅群として設定しました。
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同居家族の数

1.37人

0.88人

＊

自宅療養を希望する群の背景因子についての検討

配偶者の
同居率

子の同居率

＊＊

58.2%

27.5%

（χ2検定）＊:p＜0.05
＊＊ :p＜0.01

35.1%

25.5%

独居率

15.7%

51.0%

＊＊

　両群の患者背景を比較したグラフです。自宅群を
青、非自宅群を緑で示しています。自宅群は同居家
族の数および配偶者の同居率が有意に高く、独居率
が低いという結果でした。子の同居率については有
意差ありませんでした。

＊

（χ2検定） ＊:p＜0.05

60.2%

41.2%

当院の訪問診療
看護を知っている

53.7%

47.1%

終末期医療について
話し合っている

3年以内の
入院歴あり※

37.7%
40.8%

※入院歴を調べ得た自宅群106人、非自宅群43人について検討.

通院時間
30分以上

26.9%
23.5%

自宅療養を希望する群の背景因子についての検討

　通院時間、終末期医療についての話し合っている、
３年以内の入院歴については両群で有意な差はあり
ませんでしたが、自宅群では当院の訪問診療、看護
の認知度が有意に高いという結果でした。

症状が悪化した時
の入院体制

訪問診療・看護の
充実

介護ヘルパーの
充実

24時間相談できる
体制の確保

家族の同居

住環境の整備

長く自宅療養するために改善を期待することは？
（複数回答）

（％）

　どのようなことが改善したら長く自宅療養できる

と思いますかという質問に対しては、症状が悪化し
た時にいつでも入院できる体制が60%程度と最も高
く、ついで訪問診療および看護の充実、介護ヘルパー
の充実が続きました。

∗ 当院外来患者は同居家族の数および子の同居率が
やや低いものの,終末期の療養場所として自宅を
希望する割合が高かった.

∗ 自宅群では,同居家族の数,特に配偶者の同居率が
有意に高く,独居率が低かった.訪問診療・看護の
認知度が有意に高かった.

∗ 在宅療養を支えるための在宅医療・介護体制の整
備とともに,緊急入院できる体制の維持が期待され
ている．

小括

　当院外来患者は同居家族の数および子の同居率が
やや低いものの、終末期の療養場所として自宅を希
望する割合が高い傾向を認めました。終末期に自宅
を希望する人は、同居家族の数、特に配偶者の同居
率が有意に高く、独居率が有意に低い結果でした。
また、訪問診療・看護の認知度が有意に高いことが
分かりました。在宅療養を支えるための在宅医療・
介護体制の整備とともに、緊急入院できる体制の維
持が期待されていることが分かりました。

∗ 希望する場所での死を達成することは,終末期ケアに
おいて重要とされている1).まず,終末期の在宅療養の
希望を確認することが大切である.

∗ 同居家族が多く,配偶者と同居する患者は在宅療養を
希望する可能性が高いと考えられるため,積極的に
確認すべきと考える.

∗ へき地は自宅死亡を増加させる要因とされており2),
日本の他のへき地においても終末期の自宅療養を
希望する患者が多い可能性がある.

考察

1) Yamagishi A, Morita T, Miyashita M et al: Preferred place of care and place of death of the general public and cancer patients in Japan.

Support Care Cancer. 2012 Oct;20(10):2575-82
2) Gomes B, Higginson IJ : Factors influencing death at home in terminally ill patients with cancer: systematic review.

BMJ. 2006 Mar 4;332(7540):515-21. Epub 2006 Feb 8. Review. Erratum in: BMJ. 2006 Apr 29;332(7548):1012. 

　希望する場所での死を達成することは、終末期ケ
アにおいて重要とされております。しかし死ぬ直前
には明確な意思表示をできない人が多いため、早め
に終末期の在宅療養の希望を確認することが希望す
る場所での死を達成するためには必要と考えられま
す。本研究にて、同居家族が多く、配偶者と同居す
る患者は在宅療養を希望する可能性が高いと考えら
れるため、積極的に在宅療養の希望について確認す
べきと考えます。また、欧米のシステマティックレ
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ビューにてへき地は自宅死亡を増加させる要因とさ
れており、日本の他のへき地においても終末期の自
宅療養を希望する患者が多い可能性があると考えま
す。

結語

∗ 当院外来患者において終末期の在宅療養のニーズは高い.

∗ 在宅医療体制の整備と訪問医療に対する広報を行いつつ,
緊急入院できる体制の維持が期待されている．

　当院外来患者において終末期の在宅療養のニーズ
は高いことがわかりました。在宅医療体制の整備と
訪問医療に対する広報を行いつつ、緊急入院できる
体制の維持が期待されています。




