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と　き　平成 年 月 日㈰　午後 時～午後 時 分
ところ　広島県医師会館　ホール　　　　　　　　　

在宅医療推進フォーラム

広島県医師会常任理事　大谷　博正
小笠原英敬
大本　　崇

～在宅医療をみんなでつくろう～

　平成 年 月 日㈰、広島県医師会館にて在宅医療推進フォーラムを開催した。
　本フォーラムは本県における在宅医療の推進ならびに地域包括ケアシステムの構築に資す
るため、広島県歯科医師会・広島県薬剤師会・広島県看護協会・広島県医師会の四者で構成
する「県民が安心して暮らせるための四師会協議会」が公益財団法人在宅医療助成勇美記念
財団の助成を得て開催し、在宅医療関係者 名に対して情報共有と知識啓発を図った。
　当日は、大谷常任理事の司会のもと四師会会長の挨拶後、特別講演・シンポジウムが行われた。
　以下、概要を報告する。

特別講演
これからの在宅医療と地域包括ケアシステム

　わが国は人口減少を伴う少子
高齢化に直面しており、今後の
問題として、死亡者数・認知症
高齢者数の増加と、高齢化に伴
う社会保障費の増加ならびに税
収の減少により財源不足が見込
まれる。

　国民の死亡場所を考えると、 年代は自宅
で亡くなる方が ％以上であったが、時代の変
化とともに病院で亡くなる方が増加し、近年で
は全死亡者の約 ％が病院で亡くなっている。
年頃には約 万人が死亡するが、今と同

じ割合の人が病院で死亡すれば、わが国は病床
不足と医療費の莫大な増加に直面する恐れがあ
り、在宅医療はわが国の医療システムを保持す
るために必須と考えられている。一方、多くの
アンケート調査で、高齢になった時や終末期が
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近くなった時、自宅で療養したい人は多いとい
う結果が出ており、在宅医療は単なる医療費抑
制政策に留まらず、国民のニーズに沿ったもの
であるといえる。
　ニーズの例として医師が在宅医療に参入する
きっかけを挙げると、地域住民に対し、親身に
なって診療を務めた「かかりつけ医」は、患者
が高齢となった時、「最期まで自分の選んだ主治
医に診てもらいたい」という希望を持つことが
多いため、しばしば在宅医療への参入を求めら
れる機会を経験する。在宅医療はかかりつけ医
の活動の延長線上にあるものだが、医師からは、
在宅医療が難しい理由として「 時間対応の困
難さ」が挙がることが多い。しかし、 時間対
応による負担は、平素の診療、説明、予測の中
で、ある程度抑えることが可能である。例えば、
在宅医療導入直後やがん末期の場合には、計画
的に医師や看護師が訪問し、疑問や問題点を吸
収した上で、「必要があれば夜間対応を行う」と
伝えることで患者・家族に安心を与え、さらに
は日中の患者状態を踏まえて夜間に起こりうる
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」「使用する可能性のある頓用薬
の処方」を行うことでコントロールが可能とな
る。多数の在宅患者を診るいらはら診療所の
データから推測すると、仮に在宅患者 人を診
る場合、年間電話数は 回程度で、うち 回は
電話対応のみで解決すると思われる。また、訪
問看護ステーションにファーストコールを受け
持ってもらう「看護師連携による 時間対応」
は、医師一人の場合には有力な方法である。そ
のためには、スキルの高い看護師を地域で養成
することが課題となる。
　在宅医療に携わる専門職はそれぞれの役割・
特性を持っている。看護師はケアマネジャーや
他職種と連携しての療養環境整備をはじめ、患
者の病状、体調に応じた看護師ならではのリハ
ビリの実施など、本人・家族の「自己決定」を
支援しながら、在宅生活全般を支え、最期まで
の支援を行う。看護師は在宅医療の根幹的な職
種であり、 時間対応を含めたケアが期待され
ているが、在宅医療現場は腰痛になりやすい、
針刺し事故に無防備であるなど、看護師にとっ
てリスクの高い現場である。千葉県松戸市では
「在宅医療における針刺し事故対応システム」と
して、在宅医療に携わる全看護師に 時間
日、迅速検査やHIV予防薬投与を含めた大規模
病院並みの針刺し事故対応を提供している。訪
問看護師を確保するためには、在宅医療現場に

おけるリスク低減方策を充実させるべきである。
　在宅歯科医療を行う歯科医師は、義歯の調整、
齲歯（うし）の治療、抜歯などを含めて、「口腔
ケア全般」に関わるほか、摂食や嚥下の評価、
肺炎の予防などを担う。薬剤師が行う訪問薬剤
管理指導は、かかりつけ薬局の延長線上にある
役割で、幅広い健康相談や医療相談に応じなが
ら、OTC薬を投与したり、適切な医療機関を勧
めたりすることで健康管理を担う。理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士などのリハビリテー
ション専門職は、自宅を訪問し、患者の体の動
きの適切な評価を通じて、より効率的な動きを
考案し、プログラム施行を通じて、生活空間を
拡大するほか、認知能力評価や、言語・摂食能
力の評価、それらの能力向上にも関わることで、
在宅生活を快適に維持し、生活の楽しみを回復
することができる。管理栄養士は、栄養状態評
価のほか、家族関係や食事を作る人の「ひとと
なり」を踏まえて無理なく提供できる食事の作
り方を考案すること、孤立やうつ状態などが食
事に与える影響を考慮し、本人の食意欲を引き
出す工夫を行うことなど、高度な栄養指導を行
う。介護支援専門員（ケアマネジャー）は、介
護と医療を結びつけ、ケアプランの作成や職種
相互の関係づくりを担う。
　多職種連携には連携会議の開催が効果的であ
る。介護支援専門員が主催し、患者の自宅や居
宅介護支援事業所、医療機関などで行われる
サービス担当者会議と在宅医療導入予定患者の
退院前に病院で行われる退院時（前）カンファ
レンスが連携会議の代表例であり、各専門職種
と話をすることで、患者の希望に添うことが難
しいと思われるケースでも対応できる道筋が見
えてくることが多い。在宅医療関係者は、サー
ビス担当者会議や退院時（前）カンファレンス
といった連携会議に可能な限り参加すべきであ
る。
　疾病や障害があっても引き続き社会参加でき
る機会が担保されることは重要であり、まさに
在宅医療で連携する相手は地域全体といえる。
また、地域に質の高い在宅医療体制があること
は、現時点で在宅医療を必要としない人にとっ
ても「いざという時に頼ることができる」とい
う安心につながる。すなわち、地域の多職種連
携が、在宅医療の質を高め、地域の質さえも高
めると言えるのである。

　質疑応答では、いざというときに家族が居な
いリスクや経済的な問題を抱える独居者の在宅
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医療対応をどのように進めるべきかの質問があ
り、支援体制が整備されている一部の地域を除
いて、現在のわが国では独居者の在宅医療は非
常に難しい現実があるものの、患者本人が最期
を自宅で迎えたいという希望を持っている場合
は、その意思を尊重することは「満足死」の観
点からも意義があるとの回答があった。

シンポジウム
さまざまな専門職種の在宅医療への取り組み

したい」という希望が多く寄せられたことを挙
げるとともに、患者から得られる情報量は薬局
の窓口と在宅訪問とで圧倒的な差が出てしまう
点、在宅患者の生活に薬がどのような影響を与
えるかという観点から服薬指導を行うことがで
きることを踏まえて、多職種連携にぜひ薬剤師
を含めてほしい旨を呼びかけた。
　広島県看護協会訪問看護事業局長の高村艶子
先生は、広島県の訪問看護の現状として、訪問
看護ステーションの数（ カ所）、訪問看護師
の人数（ ， 人）を紹介し、広島県看護協会の
在宅医療への取り組みとして、医療依存度の高
い療養者への支援や在宅看取りの推進、介護施
設などとの連携・支援、人材確保・育成といっ
た事業内容や、具体的な連携・活動として訪問
看護師と病院看護師の相互交流派遣研修事業や
地域の訪問看護ステーションとの連携、在宅医
療・介護連携推進事業への参加、地域住民への
広報活動を紹介した。
　広島県介護支援専門員協会理事・ケアマネマ
イスター広島の米澤一志先生は、自身の活動を
踏まえて、在宅医療の流れと関係者連携のあり
方、実際の取り組みについて述べるとともに、
安佐南区で作成・運用されている「在宅生活情
報提供書」（http://asaminami.ciao.jp/にて公開）
についても紹介し、退院後の在宅生活を在宅医
療従事者と病院が共有することができる点、再
入院などの際の引き継ぎに役立つことなどを紹
介した。また、ケアマネージャーは介護サービ
スを介護保険として認めることができる唯一の
資格であり、個人に対するサービスの提供を提
案する技術があることを踏まえて、連携してつ
ないでいく役割を担う職種であることを述べた。
　本会の大本崇常任理事は、広島県医師会の在
宅医療への取り組みとして、在宅医療推進医等
リーダー育成研修などの「人材育成」や在宅医
療推進拠点事業といった「拠点整備」を行った
ことを各地域の現状を交えながら紹介した。ま
た、今後の本会の取り組みとして、広島県行政
と協力し、在宅医療の現場に同行・見学などを
行う「同行研修」や、褥瘡や嚥下など具体的に
在宅医療に関わるトピックスについて、手技・
実践を交えて行う「実地研修」の実施について
展望を述べた。

　質疑応答では、座長から各シンポジストに、
「最期まで口から食べたい希望のある患者に対す
る多職種での支援や取り組み」「服薬管理」「病
院と在宅現場との意識のギャップ」などの質問

　座長の小笠原常任理事の進行に基づき、 名の
シンポジストから各職種の取り組み発表が行わ
れた後、質疑応答とディスカッション（症例検
討）が行われた。
　広島県歯科医師会理事の荒谷恭史先生は、在
宅医療における歯科の役割として、おいしく物
を食べる、楽しく会話ができるといった「生き
る力」を支援する生活の医療（QOL向上）を挙
げ、具体的取り組みとして、後方支援体制の整
備、各種研修会の開催などを報告するとともに、
新たな歯科医師会館に設置されている「広島口
腔保健センター歯科医療地域連携室」の各種役
割を紹介したほか、大きな目標として、在宅医
療に関わる歯科医師の増加、質の担保に向け 歯
科診療所が カ月に 件の歯科訪問診療を目指す
「 ・ ・ の目標」も紹介した。まとめとして、
歯科疾患は水面下で進行するが、患者・家族の
訴えがなければ歯科はケアプランに組み込まれ
ないため、在宅生活移行後はかかりつけ歯科医
か歯科医師会窓口に連絡してほしいと結んだ。
　広島県薬剤師会副会長の有村健二先生は、健
康サポート薬局や広島県における在宅支援薬剤
師の概要を解説するとともに、広島県薬剤師会
として、会員（保険薬局）を対象に実施した在
宅医療への対応状況、意識などの調査結果を報
告した。調査では、在宅訪問指導を行う上で多
職種に望むこととして「カンファレンスに参加
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が行われたほか、フロアからは、特に中山間部
や島しょ部など医療資源が少ない地域における
急性期対応体制の整備を求める声や、ケアプラ
ン作成に向けた連携のコツを問う発言があった。
　症例検討では、架空の患者に対しカンファレ
ンス形式で各職種がどのように関わるべきかを
議論し、特別講師の和田先生からは、患者の状
態を一通り把握している看護師が軸となってい
くことで、対応や連携の検討を行いやすくなる
のではないかと助言があった。

担当理事コメント
　われわれ医療を提供する団体の使命は、県民
の健康保持・増進、さらには予防の観点にも力
を注ぎ、県民が安心して暮らせる地域社会の構

築に努めることである。広島県では、県歯科医
師会、県薬剤師会、県看護協会、本会が協力し
て「県民が安心して暮らせるための四師会協議
会」を組織し、広島県民が県内のどこに住んで
いても安心できる医療・介護サービスを受ける
ことができるようさまざまな活動に取り組んで
おり、このたび、在宅医療に携わる関係者が互
いの役割をあらためて認識し、さらには新たな
連携の糸口となることを目指して、本フォーラ
ムを企画した。
　お忙しい中、ご講演をお引き受けくださった
講師・シンポジストの皆さま、さまざまな支援
をいただいた各組織の皆さま、そしてご出席い
ただいた皆さまにこの場をお借りして感謝申し
上げる。

ｅ-広報室に下記を追加いたしました。

　　　e-書庫
●吉益東洞顕彰記

　　　通達文書
●医療機器の保険適用等について
●「医療機器の保険適用について」の一部訂正について
●テリボン皮下注用 ．μg、ザーコリカプセル mg及び同 mgの効能・効
果等の変更に伴う留意事項の一部改正について
●「年金受給資格期間短縮に伴う対応について」の送付について
●厚生労働省「疑義解釈資料の送付について（その ）」の送付について

新着のお知ら新着のお知らせせ新着のお知ら新着のお知らせせ

税務相談室のご案内

　本会の福祉活動の一環として、顧問税理士による「税務相談室」を開設しています。
　平成 年度から、下記のとおり、会員の先生方からご連絡をいただいてから、顧問税理士
と日程調整する方法で開催致します。医業税務、医療法人移行、事業承継などご相談下さい。

記

と　き　午後 時～午後 時の間（ 時間程度）　※開催日は調整します。
ところ　広島県医師会館内　 階　会議室他（東区二葉の里）
担当者　税理士法人　元木会計
　　　　　税理士　元木英明・元木康人・滝口綾子
申込先　〒 ‐ 　広島市東区二葉の里‐‐
　　　　広島県医師会　経理課　TEL　 ‐ ‐
　　　　　　　　　　　　　　　E-MAIL　keiri@hiroshima.med.or.jp 


