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岐阜県医師会雑誌 2010.4 
日本医師会生涯教育講座 
【かかりつけ医と在宅医療】 
① 一人医師でどこまでやれるか 
② 病診連携の問題点・退院調整 

            在宅医療実践のツボ  
～在宅緩和ケアを中心に～ 

 
医療法人 聖徳会 小笠原内科 小笠原文雄 

【要旨】  
かかりつけ医一人でも、訪問看護ステーションと連携して在宅緩和ケアをすれば在宅看取りが可能

である。コントロールが難しいケースや独居がん等の在宅看取りの難易度が高いケースは、在宅緩

和ケアが専門の診療所（Palliative Care Clinic）と連携すればよい。そうすることにより、患者・

家族が満足し、在宅看取りが増えるとともに医師のスキルがアップする。このことを考え、病診連

携・退院調整をすべきである。 
Keyword：在宅緩和ケア、在宅看取り、Palliative Care Clinic、トータルヘルスプランナー（THP) 
 

【はじめに】 
住み慣れた家で最期まで過ごし、家で死にたいと

いう気持ちは多くの人が持っている。現在の日本で

は患者の 81％が病院で最期を迎えている。一方、

デンマークでは、自宅が 31％、ケアつき施設・住

宅が 33％を占め、病院は 35％に過ぎない（医療経

済研究機構：要介護高齢者の終末期における医療に

関する研究）。今後日本でも安心して終末期を自宅

で迎えさせるためには、包括的な在宅緩和ケアが必

要である。 

 
 
病院では助かって退院する人も多いが、死ぬ人も

多い。苦しんで死ぬ人をそばで見ると死ぬのが恐ろ

しく不安になる。ところが、自宅では人は死なない。

生きている人達の生活の場である。喜怒哀楽の場で、

患者は笑顔になり、その笑顔を見た家族も笑顔にな

る。住み慣れたリラックスできる場所にいる安心感

なのだと思う。そこへ、医療・看護・介護がケアの

心を届けるのが在宅緩和ケアだ。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 著者は 16 年半の勤務医時代、自らが何回も手術

を受け、active な仕事が出来なくなった為、やむを

得ず内科・循環器科を開院。求めに応じ往診を始め

たが、訪問看護が保険請求可能なことも知らないま

ま、とにかく看護師に任せていた。平成 4 年穏やか

ながん在宅看取りを 3 例経験しカルチャーショッ

クを受けた。在宅患者が 30 人を超え在宅看取りの

件数が増えてくると、医師一人では疲れるので訪問

看護チームを作ると、その後、看護師自ら希望して

ステーションを立ち上げた。平成 18 年まで携帯電

話を持たずに 100 名の在宅患者を受け持ち、7～8
割の方の在宅看取りをしてきた。 

図 2 在宅患者とスタッフの推移

図 1 退院調整と在宅ケア 
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経験を積むに従い、往診・在宅医療・在宅緩和ケ

アの 3 者は『似て非なるもの』で 1)、患者が納得し

て生き抜いた結果、在宅看取りになる事がわかった。

平成 18 年からは在宅療養支援診療所として活動し

ているが、ケアマネ資格を持つ訪問看護部長が

THP（トータルヘルスプランナー）1)2)として活躍

する事のできるシステムが完成した平成 20 年 8 月

からの 17 ヶ月間、在宅看取りは 68 名、内がんの

看取りは 48 名（独居がん 6 名）、入院 1 名でがん

の在宅看取り率は 98.0％である。 
 
〔事例〕本稿の 10 事例記載については、現行のヘ

ルシンキ宣言に抵触せず、関係各人の承認を得た。 

 
 
忙しい病院の医師・看護師と心が通う事もなく、

生きる屍となり『孤独死』しそうになった。退院後、

がんになったお陰で心の通う訪問看護師、嫁いだ娘

に 1 日 1 回は会える為、嬉しくて歩けるまで回復。

『がんになってうれしい』と笑顔。 

 
図 3 似て非なるもの

図 5 わが人生、最高の笑顔  
がんになってもう死ぬと思った時、緩和ケアを受

け『わが人生、最高の笑顔』になったと喜ぶ。独居

の方は活き活きと生き、生かされている命を満喫し

た。家で一人で死ぬから『孤独死』ではなく、自ら

選択した『希望死・満足死・納得死』をした 3)。 

 
図 6 貴女が居なければ 

 
余命 1～2 ヶ月の命となり、がん性疼痛で苦しみ

帰宅願望。嫁いだ娘は父を退院させたいが、長年家

庭内別居状態の妻が断固反対。緩和ケア病棟の医師

に勧められ相談外来に来た妻に『貴女が居なければ、

夫の希望が叶う』と告げた。遠方なので患者宅近く

の在宅療養支援診療所、訪問看護ステーションと連

携した。当院と併設ステーションが中心となり、Ｔ

ＨＰが2つの診療所と2つのステーションを含めた

ケアマネジメントをして、妻は介護しなくてもよい

よう独居と仮定しての在宅緩和ケアとモルヒネの

持続皮下注を実践教育。突然妻が笑顔で夫の介護を

始め、笑わん殿下といわれた夫も満面の笑顔を見せ

て記念撮影。笑顔で『ビールがうまい』と喜ぶ夫を

図 4 がんになってうれしくて 
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看取り、妻も満面の笑み。妻と娘の溝もなくなり、

笑顔の家族に全員 change。告別式を終え、お礼に

来た妻が『先生から“貴方が居なければ…”と言わ

れ、腹がたったけど、看護師さん達が健気にお世話

をしてくださるのを見ていて私も何かひとつ位す

ることはないのかなと思っていたら、最も嫌だった

オムツ交換できちゃった。』と満面の笑顔。 
著者はよく家族を怒らせてしまう事があるが、ス

タッフは心のケアをしてくれる。患者が苦しんで死

んだら、家族に笑顔はなくグリーフケアが必要とな

る。残された時間に余裕があればゆっくり傾聴して

家族のエンパワーメントを期待したり、考え方が変

わるまで待てる。しかし、がん患者には時間がない。

特に、1 回の相談外来で、患者の思い、妻の気持ち、

娘の思い、死後の母娘の関係を全て満足させるには、

『在宅緩和ケアで笑顔の看取り』をするしかなく、

腹を据えて“貴女が居なければ…”と言わざるを得

なかった。『鬼手佛心』である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
鼻管だけでなくサンドスタチンやモルヒネの持

続皮下注を受けながら“今が一番幸せ”と喜ばれ、

“PCA は命綱”だと言われた。疼痛コントロール

が出来なければとても幸せな気分にはなれないと

いうことだ。病院では辛いスパゲッティ症候群も、

自宅では笑顔でいられるのだ。 

 
図 8 生きる希望、生きる力      

病院でリハビリを受けても全く効果なし。自宅で

のケアは嬉しく、生きる希望が湧き、生きる力が漲

ってリハビリ効果抜群。しかし嫁いだ娘が高齢の両

親を心配し、平成 21 年ケアハウスに入居させた。

環境に馴染めず脳出血再発、入院後帰らぬ人となっ

た。本人の癒しの空間と、家族の希望が異なること

は世の常か。 

 
図 9 友達の大切さ  

独居は making decision が大事である。最近は

NPPV も HOT もあまり使わない位元気になった。

長年住んでいた当院近くの三軒長屋が取り壊され、

市役所の計らいで５Km離れた所に嫌々引っ越した。

遊びに来る友達もなくなり、情緒不安定の為やむを

得ずグループホームに入居した。結局、支える負担

は毎月 10万円以上増加し、不満は続く。 

（日本在宅医学会雑誌に投稿中） 
図 7 “今が一番幸せ” 
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自宅だとスパゲッティ症候群でも笑顔、犬が癒し。

頑張る妻が介護疲れで入院。労災患者。 

 
     

独居の認知症は火事予防など安全を第一義とす

る。making decision の出来ない家族は本当に困る。 

95 歳でグループホームに入居した左手前の女性は

除夜の鐘を聴く前 105歳で穏やかな旅立ち。 

 

意思伝達装置には色々ある。リハビリ、デイケア、

ショートも大切。PEG、CVポート、気管切開、人工

呼吸器の making decision が大切。 

 

図 10 地域で支えてもらう覚悟 

図 13 小児の在宅医療 
 

障害を持ちながらも可愛くて自宅で活き活きと

生きている。喉頭気管分離術を受けたら人工呼吸器

を外せたので、学校にも通学中。 
  
【考察】 
在宅緩和ケアをする場合、生老病死の世の中人間

は必ず死ぬものだという事を理解しておく。がんな

ど終末期では“食べられない。歩けない。死前喘鳴”

の状態になった時、医師が『危険・悪化』という言

葉を発すると家族がオロオロしてしまう。『身体衰

弱は自然の摂理である』と腹を据えるべきである。 図 11 認知症の場合 

在宅看取りをするには、患者・家族が満足する在

宅緩和ケアを提供する必要がある。まず①身体的な

痛みなどの苦痛をとること②ムンテラによる精神

的な治療（心のケア）をすること③医療連携を中心

としたケアマネジメントをする事が肝心であり、患

者が生き抜いた結果として在宅看取りとなる。 

①身体的な痛みをとる為には、オピオイドを上手

に使う必要がある。特に嘔気が生じると、服薬拒否

や医療不信につながる。在宅医療をする場合、病院

という権威に守られていない為、オピオイドの初回

投与の時、副作用を出さない事が一番大切である。

嘔気・嘔吐の副作用で患者を苦しめない為には、○a

オピオイドの血中濃度曲線を考え、オピオイドの血

中濃度を急速に増加させ、嘔気・嘔吐タイムを極力
図 12 神経難病の場合 
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少なくすることと（図 3）、○b制吐剤が有効血中濃

度に達して、制吐効果がある時にオピオイドを服用

する事が肝心である。在宅はストレス空間でないの

で、それ程多くの薬を使わなくてもすむ。オピオイ

ドの中でも鎮痛効果に限れば、オキシコドンやフェ

ンタニルも強力である。特に神経障害性疼痛にはオ

キシコドンが有効で、内服できない時にはフェンタ

ニルパッチが大変便利であるが、朗らかという点に

関しては、エンドルフィン効果があり、呼吸苦にも

効くモルヒネの方が優れていると思う。また、人間

は暖かいと心がほんわりとして朗らかになりやす

いが、これは身体が暖まることにより臓器血流が良

くなる事や、筋肉が弛緩する事により、緊張が解け、

痛みが軽減する事が関係していると思われる。WHO

は鎮痛剤としてNSAIDを推奨しているが、NSAIDは鎮

痛作用の他に解熱作用も有している為、冷えに弱い

日本人は朗らかになりにくくなるのではないかと

感じている。体格も良く、体力のある欧米人に比べ、

比較的華奢で体力のない日本人は冷えに弱い。海に

囲まれた島国である日本では、水の影響を受け体が

むくみやすくなるので、より冷えには弱くなると考

えられる。またゲルマン民族とモンゴロイドの違い

かもしれないが、WHOの推奨が日本人に当てはまる

かどうかには疑問を感じているが、今後の研究が待

たれる。しかし、低コストのNSAIDで朗らかに暮ら

す事のできる人は問題ないと考える。また、ステロ

イドホルモンなどの薬物療法を加える事も大切で

ある。当院では、平成 18 年から注射器充填済塩酸

モルヒネ製剤の持続皮下注を行っているが、モルヒ

ネの持続皮下注を使用した患者は100％看取りまで

支える事ができた 4)。 

 

②ムンテラだが、mundtherapie（ムント・テラピ

ー）とは『口でお話しして、治療をする』ことであ

って、『説明と同意』のインフォームドコンセント

とは違う。お話をする時『目は口ほどに物を言う』

とも言うように、時には微笑みながら真正面から目

をそらさずに見つめあうことも大切である。そして、

心が通じあうまではスキンシップを兼ねて握手を

しながら、嘘をつかず真実を伝え mundtherapie す

ることを心掛ける。ムンテラという言葉を、患者を

上手にだます事だと理解している医師が全国にい

ることも事実だ。従って、最近教育現場ではコミュ

ニケーションという言葉を使うようになった。つま

り、『ケアの本質』を理解して、医学・医療の現状

を正しく認識し、時には bad news を伝え、インフ

ォームドコンセントをきちんとして生きる希望が

でてくるよう、相手の気持ちを感じ取りながら心の

ケアをすることが大切である。しかし、患者が『痛

い』『辛い』と苦しんだ時は家族も苦しむ為、一時

的に家族を怒らせてしまうことがままあるが、『鬼

手佛心』だと諦めている。 

③医療連携だが、在宅緩和ケアでは訪問看護ステ

ーションを中心とした多職種で連携・協働する必要

がある。前述した心のケアを含むムンテラに関して

も、医師がインフォームドコンセントが出来てもム

ンテラ が上手に出来ない場合は、心のケアの得意

な看護師に任せる事が重要だ。チームプレイが最も

大切な理由であり、多職種協働といわれる所以だ。

看護師の仕事には医師の診療補助行為（doing）と

心のケア（being）を含む本来の看護行為があり、

beingの点では医師よりも優れていると考えている。 

このような在宅緩和ケアでは、必ずしも 24時間

対応をしなくても 7～8割の患者・家族が笑顔で過

ごし、満足されると考える。緊急時に主治医と連絡

が取れず、病院に行き入院するケースもあるが、ま

たすぐ在宅に戻ってくればよい。事前説明し、患

者・家族の理解が大切だ。しかし、24時間対応を

すると更に 1割満足度がアップすると考える。つま

り 8～9割位の患者が『安らか、大らか、朗らか』

に暮らす事ができる。 

図 14 オピオイドの血中濃度曲線 
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最近では近隣の市町村へ出かけ、協働でコントロ

ールが難しいケースや独居がん等の在宅看取りの

難易度が高いケースを、モルヒネの持続皮下注をし

ながら在宅で看取っている。これまでこうした教育

的在宅緩和ケアとしての実践教育を医療機関（6 ヶ

所）や訪問看護ステーション（8 ヶ所）に対して行

っている。このような行動の後は、一緒に協働した

医師が困った時電話やメールで気軽に相談してく

れるようになり、アドバイスをして看取りを実践で

きている。開業医側もレベルアップをしなければな

らない。病院にも緩和ケアチーム・病棟があるごと

く、教育的在宅緩和ケアを推進する為にも地域全体

を先導する専門性の高い医療機関 Palliative Care 
Clinic（PCC）の存在が必要だ。 

図 15 教育的在宅緩和ケア 

b がん在宅看取りの難易度分類a 独居がんの看取り～パターン分類

d 緩和ケアの実態 c がんの在宅看取り率 

（日本在宅医学会雑誌に投稿中） 図 16 退院調整室が理解してほしいポイント 
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【退院調整について】 

 

退院調整をする上で、病院側がどの位の患者なら

在宅へ帰せるかと悩んでいる。すべての患者をかか

りつけ医に帰そうと思っているようだが、かかりつ

け医の状況も①絶対在宅医療はしない②難易度の

低いケースなら OK③難易度の高いケースでも OK
など全く異なる。つまり、病院側が連携パスをしよ

うと思っても、在宅側の事情が全く異なっている現

状では今ひとつ役に立たない。また、かかりつけ医

に相談しても他の開業医がどの位の在宅医療が可

能かは知らない事が多い。したがって、退院調整室

が知っておきたいポイントを著者が日本在宅医学

会雑誌へ投稿した 5)。（図 16） 
図 17 これからの医療（医学書院にて印刷中） 

 
在宅看取り率が 30％の医療機関なら在宅生活の

満足度はそれ以上なので、病院に入院しているより

在宅が良いと考えて退院させる。入院が必要な時は

在宅医師の判断で入院させることが大切だ。もし、

医師に連絡がつかない時は訪問看護師が入院させ

る事も必要である。尚、かかりつけ医として関わっ

ている患者の場合や在宅療養支援診療所の場合は

在宅看取り率は 10％up すると考える。経験豊富な

24 時間対応のステーションと連携すれば、未熟な

かかりつけ医でも難易度Ⅰで 55％、Ⅱで 35％とな

る。経験豊富なかかりつけ医ならば、難易度Ⅲの独

居の場合でも、パターン分類を理解すれば在宅看取

りは 40％となる 5)。 

【結語】 
 かかりつけ医が一人でも、訪問看護ステーション

と連携すれば在宅医療をすることは比較的容易で

ある。システムの確立により在宅看取りが増えれば、

患者・家族が喜び、病院は本来の救急・救命医療に

専念できる。さらに医療費が少なくて済み、少子高

齢化の日本を救う。 
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以上のことからこれからの医療を考える時、『画

竜点睛を欠く医療』をしない為には、院長の特命機

関と考えられる退院調整室のスタッフが独居の看

取りが可能になったことを知り、『難易度分類』『在

宅看取り率』と『緩和ケアの実態』を熟知して地域

全体を見渡すべきだ。そして、早い段階から病院信

仰に陥っている患者と家族に対し『真実』を話しな

がら退院調整にあたり、主治医や病棟看護師長に対

しても指導的立場をとれる退院調整の得意な THP
が活躍できるシステムが最も重要である 6)。 

4) 小 笠 原 文 雄 ： 在 宅 緩 和 ケ ア の 実 際 . 
Pharmacoanesthesiology 20：42-46，2008． 
5) 小笠原文雄：がん在宅看取りの難易度分類と在

宅看取り率．日本在宅医学会雑誌，（投稿中） 
6)小笠原文雄：もう一歩進んだ退院調整のために 

病院の意識はこう変える～文化の変移を呼び起こ

す実践～．訪問看護と介護 5:10-15,2010. 
 


