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令和3年度
在宅医療・介護連携推進事業における区民向け講演会

住み慣れた自宅でいつまでも
～在宅支援チームと創りあげる未来設計図～

東久留米白十字訪問看護ステーション

東久留米市在宅療養相談窓口

所長 中島 朋子

今日の内容

•在宅でできる医療や介護について
～訪問看護師の立場から～

•アドバンスケアプランニング（ACP）について
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在宅ケアの現状：これからの少子超高齢社会 （人生100年時代・多死時代）

２０２５年

団塊世代のすべてが７５歳以上になる

医療・介護を要する人が現在より300万人以上増加
年間死亡患者数の増加 2015年：131万人 → 2025年：153万人
人口減少 ➡ ２０１５年と比べて８％減少

２０３５年 団塊世代のすべてが８５歳以上になる

２０４０年
団塊の世代が９０歳代に達する時期
死亡者のピークが2040年 （167万人） 年間死亡者が現在の約1.3倍（36万人増）
人口減少 ➡ 2015年と比べて２５％減少する

今後は・・・
独居・高齢者夫婦のみ世帯の増加 「治し支える医療」の提供

（全世帯の1/4以上が独居・高齢夫婦世帯） 医療と介護の連携強化が更に必要
認知症高齢者の増加 （2025年700万人） 切れ目のない医療と介護の提供
生活課題の複雑化・複合化 看取りケアの推進と質向上
社会とのつながりの希薄さの増強
支援やサービスに繋がらずに

問題が複雑化・多重化するケースの増加
3

加齢や病気・障がいなどによって

医療や介護が必要になった時

また人生の幕引きが近くなった時・・・・

どこで

どのようにして

暮らしていきたいと考えますか？



2021/11/10

3

国民の声と現在の状況

•最期を迎えたい場所

自宅 63.3％ 病院 27.7％ その他9％

•最期の実際

病院 80％ 自宅 13．9％ 施設 4.8％

•日本人の主な死因

がん 心臓疾患 肺炎 脳血管疾患 老衰
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地域包括ケアシステム

•病気や障がいなどで介護が必要になったとしても
住み慣れた自宅や地域で自分らしい暮らしを

人生の最期まで続けていけるように・・・

↓

『地域包括ケアシステム』という仕組みを

各市区町村で整備しています

パンフレット
「荒川区 みんなのあんしん介護保険」などを参考にしてみましょう
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加齢や病気・障がいなどによって

医療や介護が必要になった時

また人生の幕引きが近くなった時・・・・

どこで、どのようにして

暮らしていきたいと考えますか？

多くの人が望むことは・・・

尊厳が守られ、穏やかに自分らしく暮らしたい

自分らしい暮らしとは？

•自分が希望する
生活の場での暮らしや、医療・介護の受け方

↓

•本人の希望や選択
•本人・家族の心構え

↓

•自分の希望を日ごろから考えておくこと
また、その希望を大事な人に伝えておくことが大事！
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自分らしく人生を送るためにはどうすればいい？

• どんな暮らしをしたいかな？
• どこで暮らしたいかな？
• 何を大事にしながら生きていきたいかな？
• 治癒しない病気になったり、

老衰などで人生の幕引きが近くなってきた時に・・・

どんな医療を受けたいか？

可能性がある限り、積極的に治療をしてほしい？

積極的な治療や延命処置は望まないが、苦しい・痛いことはとってほしい

どんなケア（介護）を受けたいか？

自宅で最期まで暮らしたい？ 施設に入りたい

• 一人暮らしの場合、何をどのように準備しておけばいいか？
• 自分が亡くなった後の、財産や持ち物などの整理はどうすればいい？

人生のしまい支度がテレビなどでも取り上げられるようになっていますね・・・

•数年前から聞くようになったキーワード
エンディングノート
終活ノート
５つの願い
もしもカレンダー

•遺言書
などがありますが・・・・。
これれは準備しておいても、
しまい込んでいたり、それを誰にも伝えていないと

自分の希望に沿ってもらうことが困難になってしまいます
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アドバンスケアプランニングって聞いたことありますか？

• アドバンスケアプランニング Advance Care Planning ：ACP

もしもの時のために、あなたが望む医療やケアについて、
前もって考え、 繰り返し話し合い共有する取り組みのことをいいます

＊厚生労働省が平成３０年１１月３０日に 「人生会議」という愛称をつけました

＊日本医師会が定めるACPの定義
将来の変化に備え将来の医療及びケアについて、

患者を主体にその家族や近しい人、医療・ケアチームが
繰り返し話し合いを行い、患者の意思決定を支援するプロセス。

患者の人生観や価値観、希望に沿った将来の医療及びケアを具体化すること

最期まで自分らしく暮らすための準備

• 「自分が、何を望むのか・・・？」 を日頃から考え、
かかりつけ医や看護師、家族や大事な人たちに伝えていくことが重要

•元気な時から、または病気と付き合いながら、
どこで、どのような医療や介護を受け、
どのような人生・生活を送りたいか… を随時考える習慣をつけましょう

•気持ちは絶えず揺れます
状況によって考えや希望も変わります
その揺れも併せて医療者や家族（友人など）に伝え、

一緒に考えることがとても大切

• それが “自分らしく暮らす” ための大きな一歩 とても大事なこと！



2021/11/10

8

医療や介護を受ける場所 （医療・介護サービスの一部抜粋）

病院

急性期

高度急性期病院 （特定機能病院）
急性期病院

回復期
回復期リハビリテーション病院
地域包括ケア病棟

慢性期 療養型病床

緩和ケア 緩和ケア病棟 ホスピス

居宅

自宅
有料老人ホーム
サービス付き高齢者住宅

施設

特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
サービス付高齢者住宅

自宅で生活する際の介護保険で利用できるサービス （一部抜粋）

サービスの種類 サービスの種類

居宅介護支援 訪問診療

訪問介護 訪問歯科診療

通所リハビリ （デイケア） 訪問看護

通所介護 （デイサービス） 訪問薬剤

訪問入浴 訪問リハビリ

短期入所生活介護 福祉用具貸与・購入

小規模多機能居宅介護 居宅介護住宅改修

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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本人の意思決定に沿った医療やケアを提供するには？

• 終末期においては約70％の患者で意思決定が不可能 （Silveira MJ, NEJM 2011）

↓
• よりよい人生の最終段階のケア（エンド・オブ・ライフケア）にするのは

どうすれば良いのか？

↓

• 事前に病状認識を確かめて、あらかじめ意思を聞いておけばよいのではないか？

↓

アドバンスケアプランニング(ACP）：人生会議
17
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ACP（人生会議）の進め方 日ごろ考えておくこと

• 自分が何を大事にして生きてきたか？
• これから先、何を大事にして生きていきたいか？
• どんな暮らしを続けていきたいか？
• どんな医療を受けたいか？
• 延命処置を受けたいか？
• どんな場所で医療や介護を受けながら生活したいか？
• 家族や大事な人に伝えたいことはあるか？
• 自分の病状について、しっかり説明を聞きたいか？
• その説明が自分にとって辛い内容だとしても聞きたいか？
辛い説明を聞いて、自分はどう考えるだろうか？ 受け止めるだろうか？

• 自分の意思を伝えられない状態の時、誰に代弁してもらいたいか？
自分の代わりに誰に決めてもらいたいか？（代理決定者）

ACP（人生会議）の進め方 考えたことを大事な人と共有する

•考えたことを大事な人と共有する
大事な人 → 家族 友人

かかりつけの医師・看護師・ケアマネジャーなど

成年後見人など

•考えや気持ちは常に変わります！
病状や状況によっても変わります！

変わって当たり前！ 変わるものです！

• だから、常に考えることが大事！
その時の気持ち、考えをその都度大事な人と共有することが大事！
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ACPの実際：意思決定の3本柱

以下の３つの視点で、情報を聞き、共有し、みんなで話し合う

21

患者の意向 軸になるのはご本人の意向や希望
意思表示できないとき
ACPでの確認事項 などを参考に
過去に本人が話していたこと 話し合う

医学・看護判断 今の病状
今後起こり得る症状
治療や症状緩和を図るための医療や方法、

選択肢などの説明を受ける

家族や周囲（友人な
ど）の意向

家族など、本人以外の意向や希望

終末期医療のイメージ

• 抽象的でイメージが持ちにくい
• 「何もしなくていい」とよく聞くけど・・・・
• 今の自分が考える延命とは？
入院時に確認されること

「急変した時に、呼吸器対応や

気管切開などの侵襲的積極的治療を希望するか？」

他にも点滴や昇圧剤などをどこまで希望するか？などなど・・・・

• 病名や病状の説明（告知）
＊病名や病名を知らないと、

その後の療養先やケアの選択に制限が生じることもある

＊緩和ケア病棟などの入院要件
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事例１
• ６０歳代 女性 肺がん 骨転移 脳転移

• 抗がん剤・放射線療法を経て、
自宅への退院を希望。 最期まで自宅での生活をしたいと強く望まれた

• ご主人と２人暮らし 日中独居 （愛犬２匹）

• 症状変化に伴いサービス量の増加・ご家族への介護方法の説明
• 家族に見守れる中、穏やかに幕引きをされた

診察 訪問診療 • 呼吸の苦しさ ➡ 在宅酸素
・痛み ➡ 鎮痛剤（医療系麻薬）
・発熱 ➡ 炎症反応があり抗生剤の注射・点滴
・ご家族への介護方法の説明

看護 訪問看護

日常生活上のケア

ケアマネジャー
訪問介護
訪問入浴

福祉用具貸与

・排泄や食事のケア
・入浴
・ベッドや車いすなどのレンタル
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在宅酸素 （HOT）

事例２
60歳代 男性 中咽頭がん 手術・抗がん剤治療・放射線治療などを受けた。
気管カニューレがのど元に入っており、会話が困難で筆談でお話をされる。
約2年間、積極的な治療を受けてきたが、

終末期の状態であることを医師から説明される
↓

在宅で医療やケアを受けながら、最期まで在宅で暮らすことを選択された

26

在宅医療
訪問診療
訪問看護
訪問薬剤

痛み→ 医療系麻薬 （点滴で・・・）
痰→ 吸引器
食事→ 胃ろう（経管栄養）
苦痛の緩和 介護方法の説明など

日常生活上のケア ケアマネジャー
訪問入浴
福祉用具貸与

入浴
ベッドや吸引器のレンタル
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27

妻の奏でる、大好きなライアーの音色
を聴きながら静かに永眠された

「最期まで幸せだったね。
私も思い残すことなくやり切ったわ」

(お看とり時の妻のことば)

28
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自分が過ごしたいと思う生活の場所で、自分のペースで、
自分のスタイルで、あたりまえの日常生活を送ること。

その中で、ほんの小さな些細なことでも、
療養者・家族の大きな喜びとなり、安寧の日々となる。

本人が希望し、意思決定した暮らしの場で
受けたいと希望した医療やケアのサポートのもと
最期の日まで、あたりまえの日常を重ねることが

「その人らしく生きる」ことに繋がるのではないだろうか・・・・

「氷水はうまいよ！！」

水分の飲み込みが困難になり、
小さな氷片を勧めた日に

筆談で書いてくださいました

事例３

• ８０歳代 女性 胃がん 肺・骨転移 骨転移に伴う両足の麻痺と排泄障害

• 家族➡ ９０歳代のアルツハイマー型認知症の夫

５０歳代の精神疾患治療中の息子さん

• 家族介護を担える状況ではなかったが、ご本人は自宅での生活と看取りを希望

• ７ヶ月間自宅で生活し、亡くなる２日前に緩和ケア病棟に入院し、家族が見守る中
で幕を引かれた。 入院できたのは、訪問看護と病院看護師の連携の結果

診察 訪問診療 ・痛み→ 鎮痛剤（医療系麻薬）
・呼吸困難→在宅酸素
・排泄障害 ➡尿管留置 排便に関しては訪問看護時に浣腸と摘便
・ご主人や息子さんの心身の状態観察と支援

看護 訪問看護

薬剤 訪問薬剤 ・薬剤のお届けと説明など

日常生活上
のケア

ケアマネジャー
訪問介護
訪問入浴

・排泄や入浴、食事のケア
・洗濯、掃除、買い物など生活の支援
・ベッド 車いす 床ずれ予防マットなどのレンタル
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事例４

• ８０歳代 男性 大腸がん 肝転移 寝たきり

• １人暮らし 親族等との連絡も数十年とっていない

• 入院はイヤ。 家がいい。 このまま最後まで家がいい

• 「こんな重病人を家に置いておくとはどうしたものか」と医療機関に連絡

➡ ご本人の意思に沿うために医療関係者が支援していることを説明し、

ご近所さんの心配事にも訪問看護師がしっかり支援することを保証

最期までご近所さんも見守り、協力してくださった

• 「家で最期まで暮らしたい。

死ぬときは一人だと思うけど、旅立った後まもなくあなたたちが

見届けてくれるでしょ。だから僕は一人じゃない。孤独じゃないんだよ」

• 訪問診療 訪問看護 ケアマネジャー 訪問介護 訪問入浴

• 永眠後の金銭・遺留品・住まいなどの手続き ➡死後事務処理依頼を事前に契約
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高齢夫婦世帯や1人暮らしだったら？
•様々な介護サービスを利用して生活することが可能

• 1人暮らしでも最期まで自宅で過ごすことも状況に応じて可能
意思決定 ・ 自己決定

症状のコントロール

在宅医療サービス ・ 介護サービスの調整

★おひとり暮らしや身寄りのない方

成年後見人制度などの利用 （社会福祉協議会などの利用）

★荒川区高齢者みまもりネットワークなどの活用

地域の中には在宅支援チームという応援団がいます！

サービスの種類 サービスの種類

居宅介護支援（ケアマネジャー） 訪問診療

訪問介護 訪問歯科診療

通所リハビリ （デイケア） 訪問看護

通所介護 （デイサービス） 訪問薬剤

訪問入浴 訪問リハビリ

短期入所生活介護 福祉用具貸与・購入

小規模多機能居宅介護 居宅介護住宅改修

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域包括支援センター 各窓口 認知症カフェなど、様々な応援団が地域にはあります！
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住み慣れた自宅・荒川で
いつまでも自分らしく暮らせるように・・・

•地域の中にある 「在宅支援チーム」と協働していきましょう

•元気なうちから、また日ごろから

自分の暮らし、自分の人生のしまい方についても考えておきましょう

•自分の希望を家族や大切な人、関わりのある医療福祉の専門職の人
たちに伝え、共有しておきましょう

これからの地域包括ケアに向けて・・・ 「我が事・丸ごと」地域共生社会

• 「他人事」になりがちな地域づくりを
地域住民が 「我が事」 として捉えられるような地域づくり

お互いさま精神・・・
↓

地域力（互助力）の強化

• 高齢者だけでなく、障がいのある方、子ども、引きこもりの方、難病
の方、若年性認知症の方、がんの方、生活困窮している方・・・など

すべての方が自分らしく住み慣れた地域で生活できるように・・・
すべての方を包括した「丸ごと」の総合相談支援体制の整備
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互助力・地域力

•地域の皆さんの力で豊かな生活に・・・

•地域住民の皆さんが役割を持ち、支え合いながら、
自分らしく活躍できる地域コミュニティを作っていけたら・・・・

• できる人が、出来る時に、出来ることを、無理のない範囲で行う

•地域で活動する医師や看護師などの医療職や、
福祉職などとも一緒に取り組めたらいいですね・・・

• 豊かな街づくりを目指していきたいですね！

ご清聴ありがとうございました

お互いに、今日を楽しみながら、

1日1日を大事にしながら
無理なくがんばりながら

暮らしていきましょう


