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はじめに
安中市医師会
神 保 裕

之

昨年、約 800 万人と言われる団塊の世代が 65 歳に到達しました。現在 1,500 万人といわれる 75 歳以上人口
は、10 年後の 2025 年には約 2,200 万人まで膨れ上がり、全人口の 4 人に 1 人が 75 歳以上という超高齢化社
会となります。
国は、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるための「地域包括ケアシステム」
（医療、介護、
予防、住まい、生活支援を連携して提供できるような体制）の整備を進めています。中でも在宅医療は地域包
括ケアシステムの要であり、安中市では安中市医師会が主導しています。
安中市医師会では、昨年「在宅医療研究会」を立ち上げ、行政とタッグを組んでの在宅医療推進会議、日常
生活圏域における地域包括ケア研修会、かかりつけ医認知症研修およびフォローアップ研修を施行しました。
また在宅医療シリーズ①「わたしのまちのお医者さん」を刊行し、全戸に配布してかかりつけ医のご紹介をさ
せていただきました。
安中市医師会所属の医師たちは日々の病気の治療だけでなく、学校医また産業医として市民の健康増進の
管理に努めています。また各種検診に携わりその指導を行っています。救急災害対策、感染症対策、休日夜間
当番医など安中市民の健康管理、危機管理に関しても力を注いでいます。安中市民の皆さまにはぜひ「わたし
のまちのお医者さん」をご覧になり「かかりつけ医」を持っていただきたいと思います。生活習慣病予防・メ
タボ予防や介護予防など、かかりつけ医は常に将来を見据えた医療を日々実践しております。
今回は、在宅医療シリーズ②「より良い老後を送るために」を刊行する運びとなりました。
この冊子では老後をネガティブにとらえるのではなく、介護予防を通して、いかに元気に住み慣れた地域
で過ごし、ぴんぴんころりで自分の自宅で亡くなることができるのか、万が一健康を損ねてしまった場合は
どうやって療養していったらよいのかを考えてみました。また家族や身寄りもなく一人暮らしでの健康不
安、生活不安ということもあるでしょう。こうした素朴ですが切実な疑問にもこたえてみました。
実は介護予防はたった 3 つのことを実践していけば予防できるといわれております。それは
こと

②よく食べること

①よく歩く

③閉じこもらないことです。

健康であること、将来にわたってその健康を保持することは、何もしないで待っていても成しとげること
はできません。多少の努力が必要となります。健康寿命（健康で介護を必要としない状態）を平均寿命に限り
なく近づける努力をいまからはじめましょう。
まずは次にあげる項目をチェックしてみてください。

1
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3
4

地域包括ケアシステム（とくに在宅医療および介護に関すること）をご存じですか？
介護全般に関しては安中市「介護保険 べんり帳」という冊子が刊行されています。手元にない方はぜひ市役所
で手に入れてください。在宅医療に関することは安中市医師会にお問い合わせください。また安中市医師会が
刊行する在宅医療シリーズをご覧ください。今後ともシリーズの継続を続ける予定です。

在宅療養支援診療所とは何でしょうか？
一生を託すことのできるかかりつけ医（主治医）を見つけ、相談にのってもらっていますか？ 在宅療養支援診療所
とは何でしょうか？ 病院や診療所に通えなくなっても訪問診療を通して在宅で医療の継続ができるのです。

介護申請とは何か、申請の仕方はどうやるのかをご存じですか？
足腰が弱くなったり麻痺や拘縮、立ち上がりや歩行動作が困難になったり、移動や食事、排尿・排便、整容行為、
認知面に支障をきたしてきたと感じたらまずは介護申請をすることが大切です。

老後の健康、そして最後の迎え方について考えていますか？
今からどうやって老後を健康（介護を要する状態にならずに）に生き抜き、どのような最期を迎えたいかをあ
らかじめ考えているでしょうか？

これらの問いに答え、より良い老後が送ることができたらと考えております。
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地域包括ケアシステム って何？

病院・施設から自宅へ

現在日本では急速に高齢化が進んでいます。65 歳以上の人口は、現在 3,000 万人を超えており（国民の約 4
人に 1 人）
、2042 年の約 3,900 万人でピークを迎え、その後も、75 歳以上の人口割合は増加し続けることが予
想されています。このような状況の中、団塊の世代（約 800 万人）が 75 歳以上となる 2025 年（平成 37 年）以
降は、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。時代は病院・施設から自宅へ
という流れに加速してきています。
このため、厚生労働省は、2025 年（平成 37 年）までに、高齢者の尊厳を保ち自立した生活を支援するため、
また重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる
よう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現して
いきたいといっております。

わかりやすく言えばこういうことです。

10 年後までに、在宅医療を通じて、
最後までその人らしい生活を自宅で送れるように
病気になったら･･･
するための サポートチーム を作る
医 療

● 自宅から 30 分圏内に後方支援病院と、
それを中心とする診療所・クリニックがあります。

・急性期病院
・亜急性期
・回復期リハビリ病院

● 診療所・クリニックの先生は
緊急時いつでも患者様の求めに応じて緊急往診ができます。

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院

● いつでも来てくれる訪問看護師がいて
健康上の問題を相談することができます。
● ケアマネジャーは生活支援を担当します。
食事や着替え、その他生活に必要な買い物もすることもでき、
ヘルパーが身の回りの介助をすることも可能です。

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

● 車いすやベッドが必要になれば、迅速に住宅を整備し
用意することができます。
訪問入浴で自宅にいてお風呂に入れてもらうこともできます。

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

● コミュニケーション不足の解消にはデイサービスやデイケア、
ショートステイが利用でき送り迎えをしてくれます。
地域包括システムとは、このように様々なひとたちの協力のもと
永続的なシステムを完備していきましょうということです。

地域包括支援センターについて

1

2

地域の高齢者の生活を総合的に

総合相談

権利擁護

支えていくための拠点として、

1

介護保険以外のサービスも

高齢者に対する虐待の防止

県内のすべての市町村に設置されています。

含め、高齢者や家族に対す

や、早期発見等の権利擁護

る総合的な相談や支援

主な業務内容は次の通りです。

5

を行います。

義務を行います。
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地域包括ケアシステムの捉え方
地域包括ケアシステムの 5 つの構成要

ても育たないのと同様に、地域包括ケア

素（住まい・医療・介護・予防・生活支援） システムでは、高齢者のプライバシーと
をより詳しく、またこれらの要素が互い

尊厳が十分に守られた「住まい」が提供さ

に連携しながら有機的な関係を担ってい

れ、その住まいにおいて安定した日常生

ることを図示したものです。

活を送るための「生活支援・福祉サービス」

地域における生活の基盤となる「住ま

があることが基本的な要素となります。

い」
「生活支援」をそれぞれ、植木鉢、土と

そのような養分を含んだ土があればこそ

捉え、専門的なサービスである「医療」
「介

初めて、専門職による「医療・看護」
「介護・

護」
「予防」を植物と捉えています。

リハビリテーション」
「保健・予防」が効

植木鉢・土のないところに植物を植え

地域包括ケアシステムの姿

果的な役目を果たすものと考えられます。

介護が必要になったら･･･

介 護
通院・入院

通所・入所

住まい

■ 在宅系サービス：
・訪問介護・訪問看護・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等
■ 介護予防サービス

■ 施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護
等

認知症の人

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

※地域包括ケアシステムは、おおむね
30分以内に必要なサービスが提供
される日常生活圏域（具体的には
中学校区）を単位として想定

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

老人 クラブ・自治会・ボランティア・NPO等

3

4

介護支援
専門員の支援

介護予防の
プラン作成等

支援が困難なケースへの対
応など、地域の介護支援専
門員（ケアマネ）への支援
をおこないます。

介護予防を必要とする高齢
者の把握や選定、予防給
付のプランの作成など
をおこないます。

安中市における
高齢者の相談、介護（予防）の相談窓口
地域包括支援センター

安中市

介護高齢課内

TEL. 027‑382‑1111
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医療と介護の連携

多職種協働での在宅医療のあり方

疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けられるためには、地域に
おける医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行うことが必要です。
安中市医師会では「病院暮らしはつらい、家に帰って家族と過ごしたい」
「歳で車を手放した、診療所まで
通えなくなった」
「最期は自宅で、自分らしく全うしたい」など様々な患者様の気持ちにこたえられるように
地域包括ケアでの在宅医療の整備を急ピッチに進めています。
在宅医療とは患者様が生活の場で受けられる医療です。医師はもちろん、幅の広い多職種の方々が関わり
ます。具体的には医師のほか、看護師、薬剤師、理学療法士、ケアマネジャー、歯科医師、ホームヘルパー、介
護事業者さらには安中市行政など様々なかたちで様々な方たちが関わって在宅医療を担っていきます。

現在までの安中市行政と安中市医師会の取り組み
安中市を 3 分割して安中市内地区、原市地区、松井田地区の 3 医療圏をつくりました。この医療圏内で発
生する医療・介護に関わる問題はこの地域内で原則解決していきます。
それぞれ中核となる病院を選定し
後方支援病院となっていただきました。
近所の○○医院、

実際在宅医療を最前線で担うのは圏域ごとの診療所、クリ

往診をお願い

ニックの先生方であります。在宅医療シリーズ①「わたしのま

できるのね。

ちのお医者さん」ではかかりつけ医を紹介いたしました。さら
に往診をしてくれるのかどうか、在宅療養支援診療所であるか
どうか、ということを聞き取りいたしました。その結果安中市
医師会ではほとんどすべての診療所、クリニックで往診が可能
であることがわかりました。
今後 24 時間 365 日体制で必要に応じて往診、入院先の手配
をおこなう在宅支援診療所の割合もますます増えていくことと
思います。

安中市医師会が目指す 地域包括ケアでの在宅医療
退院後は確実に
各診療所の先生が
引継ぎ、外来での
治療を継続します。

各診療所・クリニックからの紹介により、
入院治療が必要な患者様の受け入れは、
各圏域ごとの後方支援病院が
責任をもって行います。
入院治療が必要
退

院

かかりつけ医
診療所・クリニック

退院後に往診が必要になったら

かかりつけ医
診療所・クリニック
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情熱ラインと名づけられた地域包括ケアの実践部隊
現在安中市内医療圏

医療法人済恵会 須藤病院を後方支援病

院（在宅療養支援病院）として、右記の診療所・クリニックがそ
の情熱に賛同し、連携して、地域包括支援ケアでの在宅医療を実
践すべく昨年の 7 月より活動を開始しております。
さらに今年になって松井田医療圏でも松井田病院が後方支援
病院となって活動を開始しました。現在、地域包括ケアでの在宅
医療の輪はどんどん広がってきています。

安中市内医療圏「情熱ライン」
●
●
●
●
●
●
●

須藤病院
いわい中央クリニック
武井内科循環器科
さるや内科医院
永山医院
アミヤ医院
みやぐち医院

（お問い合わせは各病院、診療所へ）

生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加
今後、認知症高齢者や単身高齢世帯等の増加に伴い、医療や介護サービス以外にも、在宅生活を継続する
ための日常的な生活支援（配食・見守り等）を必要とする方の増加が見込まれます。すでに一部の事業者が活
動をおこなっています。

ケアマネジャー、訪問看護師、訪問ヘル
パー、居宅介護事業者が必要となる場合が
多いので、これを手配するべく月に一度、
後方支援病院に多職種が集まりケアカン
ファレンスをおこないます。

往診が必要になった患者
様 に は 紹 介 元 の 診 療 所・
クリニックの先生に確実
に引き継いで往診をして
いただきます。

往診している患者様で状態の思わしくな
い場合、急変があって病院への搬送を希
望される場合は後方支援病院が昼夜を問
わず 24 時間体制で患者様の受け入れを
おこないます。

後方支援病院

サービス付き高齢者住宅、老人ホーム等
の施設で医療の提供が必要な患者様お
よび主治医がいない利用者には積極的
に診療所の先生をご紹介して積極的に
す。
かかわっていただきます。

かかりつけ医
診療所・クリニック
診療所の先生が、学会その他やむをえない理由で
往診ができない場合は、その間だけ副主治医もし
くは後方支援病院の勤務医が往診をおこないます。

往診が必要な方

市民が安心して、
この安中に住み続けるための
体制を構築しているところです。
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在 宅 医 療 について
在宅医療は外来、入院に次ぐ「第三の医療」とよばれています。
急速な高齢化に伴い、通院困難な患者様の増加や QOL（生活の質）向上を重視した医療への期待の高まり
から在宅医療へのニーズは増大してきています。最期を迎える療養の場として 6 割以上の方が「できるだけ
自宅」と答えています。
また政府の方針として、平成 29 年度には「介護型療養病床」が社会保障費への圧迫を理由に廃止されるこ
とが決まっています。その受け皿として在宅医療が必要となってきています。

在宅医療と往診と訪問診療の違いについて
病院や診療所で受けた医療サービスを長年住まわれているところでも提供させて頂くものが「在宅医療」
といわれるものです。
在宅医療を大別すると「訪問診療」と「往診」とに分けられます。では、
「訪問診療」と「往診」とでは、何が
違うのでしょうか。

往

診

訪問診療

往診とは、緊急時、通院すること

訪問診療とは、具合が悪くなったときだけ医師が診察

ができなくなった患者さまの要請を

に伺う往診とは別に考えます。そのほとんどは在宅療養

受けて、医師がその都度、患者様の

支援診療所という施設基準を満たした診療所が行いま

自宅へ行き診療を行う事です。

す。自力で通院が困難な患者様のお宅に毎週○曜日の○
時にと約束して医師が訪問の上、診療します。1 週間ない
し 2 週間に 1 回の割合で定期的、計画的に訪問し、診療、

緊急の連絡で
患者様の
お宅へ

治療、薬の処方、療養上の相談、指導等を行います。
訪問診療の目的は病気の治療だけではありません。転
倒や寝たきりの予防、肺炎や褥瘡などの予防、栄養状態
の管理など、予測されるリスクを回避し、入院が必要な
状態を未然に防ぐことも重要な役割です。地域の病院や
介護事業者の方々と連携・協力しながら、患者さんが在

現行の往診では状態が悪化した時
の対応のみとなるためすぐに入院し

宅で安心して療養生活を続けられるよう、在宅患者さん
を総合的にサポートします。

てしまうケースが多いです。突発的

また定期的な訪問診療に加え、在宅療養支援診療所と

な病状の変化に対しては病院との橋

しては、緊急時には 365 日× 24 時間体制で対応し、必

渡し的な役割になってしまうことが

要に応じて緊急往診や入院先の手配などを行います。

多いように思います。

普段からお世話になっているお医
者さんにお願いして診察に来てもら
います。基本的には困ったときの臨
時の手段です。
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在宅療養支援診療所 とは
在宅療養支援診療所とは、在宅療養をされる方のために、その地域で主たる責任をもって診療にあたる診
療所のことです。

● 地方厚生（支）局長に届出て認可される病院・医院の施設基準のひとつです。
● 在宅療養支援診療所は、以下の項目を満たすこととなっております。

1

患者様を直接担当する医師または看護
師が、患者様およびそのご家族様と 24
時間連絡を取れる体制を維持すること。

2

患者様の求めに応じて 24 時間往診の可
能な体制を維持すること。

3

担当医師の指示のもと、24 時間訪問看
護のできる看護師あるいは訪問看護ス
テーションと連携する体制を維持する
こと。

4

緊急時においては連携する保険医療機関
において検査・入院時のベッドを確保し、
その際に円滑な情報提供がなされること。

5
6

在宅療養について適切な診療記録管理が
なされていること。

7

年に一回、在宅でお看 取した方の人数を
地方厚生（支）局長に報告すること。

地域の介護・福祉サービス事業所と連携
していること。

自宅で療養する方が医療サービスを受けるにあたり、医師や病院を探したり様々な事業者と連絡を取り
合ったりしなくてすむように、かかりつけ医として一元的に療養管理する責任を負うのが在宅療養支援診療
所の役割です。
在宅療養支援診療所は、ご利用者の目線から、向こう側（医療従事者の立場）に立つのではなく、こちら側
（利用者様の立場）に立って活動しております。

在宅医療でみている主な疾患
骨折などの整形外科的障害によって通院困難となった場合、脳血管障害およびその後遺症、加齢による身
体の障害や老衰、神経難病、認知症、脊髄損傷、肝硬変や腎不全など慢性疾患、呼吸不全や心不全など内科系
障害、悪性腫瘍などがあげられますが、基本的にはどのような疾病でも、または加齢・老衰により通院が困難
となった場合でも医療が受けられなくなった患者様は全員その対象となります。また、大人だけでなく様々
な病気をもつ小児の在宅医療もこれからは整備・検討していかなくてはならない課題です。
在宅医療では多くの病気の管理は医師のみで行うことはありません。訪問看護師を中心として、理学療法
士、歯科医師、薬剤師、ケアマネジャー、ホームヘルパー、デイサービスやショートステイなどの施設のスタッ
フ、訪問入浴などの介護事業者と協力して対応します。
まさにこの協力体制のことを地域包括ケアとよんでいます。

在宅医療の相談
在宅医療を受けるようになるきっかけとして多いのは、脳梗塞
脳出血、心筋梗塞、骨折などの整形外科的疾患、重症な感染症やが
んの治療などで入院治療を受けたときです。入院前と比べて身体の
動きが極端に悪くなったり、認知症が進んでしまったりすることが
あり、退院後から通院が困難になることがあります。このような場
合、患者さんやご家族を支援してくれるのが、病院の地域連携室や医
療相談室と呼ばれるところです。そこには担当の看護師や医療ソー
10
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シャルワーカーがいて、退院後の生活を支援するため介護保険をはじめいろいろな福祉制度などの紹介もし
てくれます。かかりつけ医やケアマネジャーや訪問看護とも連絡をとりながら退院までサポートもしてくれ
ます。
また自宅にいながら整形外科的疾患や老衰、認知症により通院が困難になってしまうことは多々あります。
その際に在宅医療が受けられないか相談をしたい場合にはまず主治医に連絡をとってください。
主治医がいない場合は地域包括支援センターへの相談が役立ちます。また先に述べた「在宅療養支援診療
所」へ直接ご相談していただくこともできます。在宅療養支援診療所は、地域における患者さんの在宅療養の
提供に責任をもち、後方支援病院、訪問看護ステーション、ケアマネジャーと連携して訪問診療と 24 時間体
制での往診、訪問看護を提供する医療機関のことです。なお、在宅療養支援診療所として届け出をおこなっ
ていなくても、往診をおこなっている医療機関も多いのでお近くのお医者さんにもお問い合わせください。

介護保険

について

● 介護保険制度
介護保険制度は、平成 12 年 4 月からスタートしました。
皆様がお住まいの市区町村（保険者といいます）が制度を運営しています。
私たちは 40 歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65 歳以上の方は、市区町村（保険者）が実施する要介護認定において介護
が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

実際にサービスを受けるには？

詳しくは安中市役所で配布した
「介護保険べんり帳」
をご覧ください。

実際にサービスを受けるにはどうしたらいいのでしょうか。
まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定（要支援認定を含む）の申請をしましょう。申請後は市区
町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査（認定調査）が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書（主治医意見書）
を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医
意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定され
た後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」
「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書（ケ
アプラン）を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

介護保険を受けられない年齢での在宅医療は？
介護保険のサービスは 65 歳以上にならないと認定が受けられませんが（脳血管障害等の特定疾病等では
40 歳以上で受けられます）、その年齢に達しない方でも、介護保険外で色々なサービスが利用できます。
まず、医療に関係したサービスは医療保険を使って利用ができます。これには医師による訪問診療や往診、
訪問看護、訪問リハビリに加え、薬剤師による訪問指導や、訪問栄養指導も含まれます。医療機関もしくは安
中市の保健福祉課へご相談ください。
また、障害者手帳をお持ちの方は自立支援法によるサービスの対象者になります。お住いの市町村より区
分認定をしていただくと、認定された区分によって受けられるサービスの範囲や頻度が決まります。自立支
援法で受けられるサービスには、訪問ヘルパーによる支援や入浴サービスなどの生活介護、行動援護、施設
通所や短期入所、ケアホームなどへの入所といった介護給付や、補装具に関する給付、訓練等の給付があり
ます。自立支援法によるサービスについては、安中市の保健福祉課へ相談をしましょう。
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介護保険でどんなサービスが受けられるのか？
居宅で利用するサービス
訪 問 介 護
（ホームヘルプサービス）

訪問介護員（ホームヘルパー）が、居宅を訪問し、入浴・排せつ・
食事などの「身体介護」や、調理 ・洗濯・掃除等の「生活援助」を
行います。

夜間対応型訪問介護

夜間を含め 24 時間安心して自宅で生活できるよう、巡回や通報
システムによる夜間専用の訪問介護を行います。

訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介助を行います。

訪 問 看 護

主治医の指示により、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世
話や診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション

自宅での訓練が必要な場合、主治医の指示により理学療法士（PT）
や作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）などが居宅を訪問し、心
身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを行います。

日帰りで通うサービス

通 所 介 護
（デイサービス）

日帰り介護施設（デイサービスセンター）などで、入浴・食事の
提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態の確認
等の日常生活の世話や機能訓練を提供します。がん末期などの要
介護者が医療ケア等を受ける療養通所介護サービスもあります。
認知症対応型通所介護
介護の必要な認知症高齢者を対象に、入浴や食事などの日常生活
上の世話や機能訓練を行います。

通所リハビリテーション
（デイケア）

主治医の指示により、理学療法士や作業療法士などがいる介護老
人保健施設や病院などに通ってもらい、そこで心身の機能の維持
回復を図るための機能訓練などを提供します。

施設での短期入所サービス
短期入所生活介護
（ショートステイ）

特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事など
の介護や日常生活上の世話及び機能訓練などを提供します。

短期入所療養介護

介護老人保健施設、病院等の施設に短期間入所し、看護、医学的
管理の下における介護・機能訓練等 の医療や日常生活の世話な
どを行います。

小規模多機能型居宅介護

利用登録をした事業所において「通い（日中ケア）」を中心に、利
用者の状態や希望、家族の事情などに応じて、
「訪問（訪問ケア）」
や「泊まり（夜間ケア）」を組み合わせた多機能なサービスの提供
を行います。
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福祉用具の貸与や購入・住宅改修

福祉用具貸与

心身機能の低下した要介護者の自宅で日常生活の自立を助ける
ために、車いす、特殊寝台（介護用ベット）
、床ずれ防止用具、体
位変換器、歩行器など福祉用具を貸し出します。
（特定福祉用具購入費の支給）
入浴や排せつ等に利用する福祉用具のうち日常生活の自立や介
護に役立つものの購入費が支給されます。 対象となる福祉用具
は、腰掛便座、特殊便器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフト
のつり具と定められています。
（購入費の 9 割が支給され、1 年間
（4 月から翌年の 3 月まで）に 10 万円（支給は 9 万円）まで。）

住宅改修費の支給

心身の機能が低下している要介護者の自宅での生活支援や、家庭
で介護する者の負担軽減のために、小規模な住宅改修（手すりの
取り付け等）をする場合に、その費用が支給されます。 対象と
なる住宅改修は、手すりの取り付け、床段差の解消、すべり防止、
移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への
扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え等と定められてい
ます。
（改修費の 9 割が支給され、原則として一軒当たり 20 万円
（支給は 18 万円）まで。）

施設などで生活しながら受けるサービス
介護老人福祉施設サービス
（特別養護老人ホーム）

身体又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、家
庭での生活が困難な高齢者が入所する施設サービスです。入浴・
排せつ・食事などの日常生活の介護や身の回りの世話を行います。

地域密着型介護老人福祉施設
サービス
（特別養護老人ホーム）

身体又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、家
庭での生活が困難な高齢者が入所する、小規模な特別養護老人
ホームです（定員 30 人未満）。入浴・排せつ・食事などの日常生
活の介護や身の回りの世話を行います。

介護老人保健施設サービス

病状安定期で入院治療する必要はないものの、寝たきり又はこれ
に準ずる状態にある高齢者や認知症高齢者を対象として、看護や
医学的管理のもとでの介護、機能訓練などの医療ケアを行うとと
もに日常生活サービスをあわせて提供し、高齢者の自立を支援
し、家庭への復帰を目指す施設サービスです。

介護療養型医療施設サービス

療養型病床等を持つ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する、
病状が安定期にある長期療養患者に対し、療養上の管理、看護、医学
的管理下の介護等の世話及び機能訓練等の必要な医療を行います。

認知症対応型共同生活介護
（認知症高齢者グループホーム）

比較的安定状態にある認知症の要介護者が、プライバシーに配慮
した住居に少人数（5 〜 9 人）で住み、24 時間の専門的な 援助体
制のもとで、それぞれの能力を生かし、例えば、料理、掃除、庭仕
事などをしながら、家庭的で 落ち着いた雰囲気のなかで、生活を
送るものです。

特定施設入居者生活介護

介護保険の事業者指定を受けた有料老人ホームやケアハウスな
どで、その入居者（要介護者）が、その施設で入浴・排せつ・食事
等の介護や機能訓練などを提供します。

13

より良い老後を送るために

ひとはどのようにして衰えていくのか
私たちはどのようにして衰えてくるのでしょうか？

つらいことですがこのことを理解しなければ介護予

防をすることができません。
ぴんぴんころりは 80 歳、90 歳まで自立して生活ができ要介護状態（介護が必要な状態）とならずにある日
突然急死するというパターンです。ある意味、理想的な死に方ですがこのようなひとは全体の 1 割程度です。
ほとんどのひとは徐々に衰えながら要介護状態となり最後のときを迎えることになります。

機能的健康度（自立度）の追跡調査
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出典）秋山弘子長寿時代の科学と社会の構想『科学』岩波書店 , 2010

生活習慣病、とくに糖尿病、高血圧症、脂質異常症を悪化させて重度の脳、心臓疾患を発症させた場合、60
歳あたりから急速に自立度が悪化して介護を要する状態に陥ります。脳梗塞、脳出血を発症して片麻痺をお
こしている状態を考えていただければお分かりになると思います。このような状態に陥るひとは全体の 2 割、
5 人に 1 人はいらっしゃいます。若いうちから毎年検診を受け生活習慣病予防を徹底的に克服することが何
より重要であることがお分かりいただけると思います。
7 割のかたが 75 歳ころから徐々に自立度が低下していきます。
一般的にたいていの人はまず歩けなくなります。足腰が弱くなってきます。膝関節、股関節、腰椎の変形と
炎症による痛みで歩くことをしなくなります。さらに歩かないことで足腰の筋力が衰えさらに歩けなくなる
のです。杖をついてなんとか歩けていたのが押し車となり、やがては車いすを使うようになります。このこ
ろから外出を避けるようになります。閉じこもりがちになります。閉じこもって誰ともしゃべらなくなりま
す。しゃべらなくなると急速に脳の機能が衰え認知症が発生してきます。
その次は食べられなくなります。歯が 1 本、1 本となくなっていきます。入れ歯となり食べるものが限定さ
れてきます。食べるものが限定されると痩せてきます。痩せてくると入れ歯が合わなくなりさらに食べられ
なくなります。唇やあごの力も衰えて同時に食事つまり、タンパク質や糖分、脂質を処理する能力が低下し
てきます。そうするとさらに食べられなくなり痩せが加速します。
75 歳を過ぎたら生活習慣病予防ではなく介護予防をしっかりとしなければならない段階となります。
介護予防とは大雑把に言ってよく歩くこと、よく食べること、閉じこもらないことと言えましょう。医療の
提供の仕方も変わり虚弱予防と在宅ケアを中心とする地域包括ケアシステムの導入が必要となってきます。
それでも最後は寝たきりになります。寝たきりになると胃腸の機能、肺の機能、心臓の機能、脳の機能が低
下してきます。血圧は低下して残り少ない身体機能を温存するために 24 時間のほとんどを眠ってすごすよ
うになります。やがて静かに息を引き取るようになります。この最後の段階をいかに少ない時間ですごせる
かということを我々は考えなければなりません。また家族のひとに考えてもらいたいことがあります。最後
の本当に貴重な時間に急変だと言って救急車を呼んでしまうことの是非を。

14

安中市医師会 在宅医療シリーズ②

介 護 予 防 のヒント

よく歩く
歩くことは有酸素運動なので、全身の血流が活発になり、心肺機能・筋力・
持久力を高めます。
ポイント
◎毎日の生活に取り入れて習慣づける
◎無理は禁物

正しい歩き方
「背筋を伸ばす」

（自分の体について理解し、安全に実施を） 「腕の振りを大きくする」
➡

心配な時は医師に相談を

◎自宅でのストレッチ体操も有効
➡
◎注意
➡

「歩幅を大きくする」
「足をしっかり上げる」

筋肉を伸ばし、関節を柔軟にします。
脱水症予防
こまめに水分摂取を行いましょう。

よく食べる
加齢に伴い運動量が減少すると、エネルギーの必要量・消費量が減り、結果
として食事量が減ってしまいがちになります。
ポイント
◎食事の全体量が減りがち
➡

肉・魚・大豆などの良質なたんぱく質を多く摂取

◎歯の欠損や入れ歯の不具合（噛む力、飲み込む力の低下）に注意
➡

食後の歯磨き、定期的な歯科検診

◎唾液が不足しがち
（唾液には、食べ物の消化を助け病気を防ぐ働きと酵素のはたらき）
➡

なるべく多く（一口 30 回以上を心がけて）噛むこと

閉じこもらない
閉じこもりは家の外に出られる状態であるにも関わらず、一日のほとんどを家の中、庭先などで過ごし、
週に一度も外出しない状態を言います。
閉じこもりの原因
閉じこもりが引き起こす身体的な機能低下
身体的要因： 骨折などで歩行が困難、体力が無い、 運動機能の低下： 筋力の低下、関節の動きにくさ
難聴で会話が楽しめない。
などからで活動しにくくなる
精神的要因： 転倒などへの恐怖心、親しい人との別 心臓や肺の機能低下： 立ちくらみ、息切れを起こしや
すくなる
れの喪失感、行動する事への自信のな
さなど。
消化機能の低下： 食欲が落ちて低栄養、便秘にな
りやすくなる。
社会的要因： 自宅周辺の交通量や環境。仲間や友人
が近くにいないなど。
知的機能の低下： 物忘れなどが多くなる
ポイント
◎積極的な毎日を送ること（サロンやデイサービスなどを利用する）
◎繰り返し記憶を使う（何かを思い出す、新聞を読む、計算をする、
他人とのコミュニケーションを図る、新しいことに挑戦する）
◎家族や社会においての役割を担い、人や社会とのかかわりを持つ生活を過ごす
（家族内での買い物、食事つくり、ボランティアの参加、趣味のサークル活動など）
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最後はどうやって締めくくりたいのか
自分の意思で決める最後の瞬間

リビング・ウィルという概念

大野隆三さんがリビング・ウィルに関してホームページ上で述べておりますのでご紹介させていただきた
いと思います。大野さんのホームページ（https://square.umin.ac.jp/liv-will/）と以下のプロフィールを掲載さ
せていただき、大野さんのリビング・ウィルに関する考え方をそのまま掲載させていただきました。

著者プロフィール 大野 竜三（おおの りゅうぞう）
1940 年岐阜県中津川市生まれ。1964 年名古屋大学医学部卒業。聖路加国際病院、MD アンダソンがんセンター、浜松医
療センター、名古屋大学医学部助教授（分院内科）、浜松医科大学教授（第三内科）、愛知県がんセンター病院長、同総長、愛
知淑徳大学医療福祉学部教授を経て、現在、愛知県がんセンター名誉総長。第 20 期日本学術会議会員。中日文化賞、東海テ
レビ文化賞、日本癌治療学会中山恒明賞、MD アンダソンがんセンター最優秀同窓生賞など受賞。医学博士。専門は白血病
などのがんの薬物療法。
【著書】
『自分で選ぶ終末期医療 リビング・ウィルのすすめ』
（朝日新聞社）、
『終末期医療とリビング・ウィル 安らかな最期
を迎えるために準備しておくこと』
（メディカルコミュニケェーションネットワーク）、
『EBM による白血病の診断と治療』
（中外医学社）、
『白血病治療マニュアル』
（南江堂）、
『医師のつとめ 21 世紀の医療を担うための手引き』
（先端医学社）、
『タ
バコとわたしたち』
（岩波書店）
、
『やすらかに死を迎えるためにしておくべきこと リビング・ウィルのすすめ』
（PHP 新書）
…ほか

▕▌リビング・ウィルとは
リビング・ウィルのもとは英語の living will です。リビングは「生きている」あるいは「現生し
ている」という意味であり、ウィルは「意思」あるいは「遺言」のことです。
そして、リビング・ウィルは、
● 重病になり自分自身では判断ができなくなる場合に、治療に関しての自分の希望を述べてお
く書類、特に、医師たちに治療を中止し死ぬにまかせてくれるよう依頼する書類
● 重病になり自分自身では判断ができなくなる場合に、どのような医学的ないしは法的判断を
して欲しいかを説明しておく書類
と書かれています。
「生前遺言状」や「生前発行遺言状」などと訳されていることもありますが、正しい訳語とは言え
ないのは、権威ある英語辞典の説明からも明らかです。
「終末期の医療やケアについての意思表明書」という訳語が適切であると思っていますが、このま
まリビング・ウィルという日本語が定着していくのではないかと予想しています。
リビング・ウィルは、終末期における延命治療に関して、必ずしも中止だけを希望するものでは
ありませんので、
「尊厳死の宣言書」とは、やや趣の違ったものといえます。
たとえば、全力を尽くし、できるかぎり長く延命治療を続けて欲しいと書き残しておくこともで
きるのです。

▕▌リビング・ウィルがなぜ必要か
老後を、家族にも誰にも迷惑をかけることなく、ピン・ピンと元気に長生きして、最期はコロリ
と死ぬのは、誰もが願うこと。
ピン・ピン・コロリとは、死ぬ直前までは元気で健康な生活を送っていることを意味します。し
かし、日本が世界一の長寿国であっても、現実はそうはうまくいきません。
多くの人は、自分は例外だ、必ずピン・ピン・コロリで天寿を全うしてみせると思っています。
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あるいは、そうなるだろうと淡い期待を抱いているようです。
老後をピン・ピン元気に生きるにはどうしたらよいかについては、本や雑誌にたくさん書かれ
ています。コロリと死ぬにはどうしたらよいかという本や雑誌を書店で見かけたことがあります
か？

まず、ないと思います。

実は、救急医療の発達した日本では、コロリと逝くのはたいへん難しいのです。
もし、皆さんのまわりで誰かが倒れたとしたらどうされますか？

直ちに 119 番して、救急車

を呼ぶと思います。総務省消防庁が報告している ｢救急・救助の現況｣ によれば、2009 年度におい
て、電話で通報してから救急車が現場に到着するまでに要した時間は平均で約 8 分。通報から医療
機関に収容するまでに要した時間は平均で約 36 分でした。僻地などで一時間以上を要した場合も
当然ありますが、それは全体のわずか 8％程度です。

▕▌無意味な延命治療の中止をもとめる意思表明書の書き方
無意味な延命治療の中止をもとめるリビング・ウィルを書く場合にもっとも重要なことは、そ
れを読んだ医療従事者や介護者が理解できるよう具体的に書くことです。このような状態になっ
たら、延命治療を中止して欲しいと書いてください。
ただし、延命治療の中止をもとめる根拠となる病状が、医療側にも十分納得されることが必要です。
わが国では法律によって決まっているわけではありませんが、私の著書『やすらかな死を迎える
ためにしておくべきこと リビング・ウィルのすすめ』
（PHP 新書）で詳しく説明しているように、
厚生労働省などから出ているガイドラインや指針にしたがい、医療従事者はリビング・ウィルを
尊重してくれるようになりました。
遺産相続のための遺書とは違いますので、わざわざ弁護士や公証人に書いてもらう必要は全く
ありません。
できるかぎり、ご自分の言葉で書いてください。パソコンで書き、印刷したものでかまいません。
ただし、日付と署名 ･ 捺印は自分でしてください。
リビング・ウィルを残そうとする人は、60 歳から 70 歳以上の人でしょう。
リビング・ウィルには、その意思表明書を意識もしっかりしているし理性的な判断もできる状
態で書いていることを述べてください。さらに、自分が 60 年ないしは 70 年という人生を精一杯
生きてきたこと、そして、もし自分の身に何かが起こっても、もう決して悔やむことはないほど十
分長い人生を経験してきたことも付け加えていただくとよいと思います。
リビング・ウィルがない場合、医療・介護側から、栄養補給を含む延命治療を続けるかどうかを
聞かれた家族はたいへん迷います。家族自身が無意味な延命治療は絶対嫌だと思っていても、中止
によりあなたの命を縮めることになる決断を下すのは、なかなかできず、ズルズルと延命治療が続
けられるのが普通です。ですから、リビング・ウィルは家族の迷いを救うことにもなるのです。
ここにある例文は、あくまでも私ならこう書く
例えば

急に倒れて、意識もなく、
回復の見込みも薄いなら…？

であろうといる例文にすぎません。この例文をご
自分のリビング・ウィルに修正し、日付と署名 ･
捺印をしていただければ、もう立派なリビング・

最後まで
治療？

体力に
任せる？

ウィルです。

その時は、こうしてほしい…と思うことを、
書いて残しておくのがリビング・ウィル
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終末期の医療・ケアについての意思表明書

（例文）

（リビング・ウィル）
私が、高齢となり意識を失うような状態におちいったり、あるいは、たとえ呼びかけには応じて
も意識は朦朧としている状態になったり、あるいは、意識はあっても自分の意思を伝えることがで
きない状態となり、自分で身の回りのことができなくなり、自分で飲むことも食べることもできな
くなったときには、以下のようにしてください。
私が自分の力では水も飲めず、食べ物も食べられなくなったら、無理に飲ませたり、食べさせた
り、点滴や栄養補給をしないでください。
ましてや、鼻管を入れたり、胃瘻を作ったりは、絶対しないでください。
私が自分の力で呼吸ができなくなっても、人工呼吸器をつけないでください。
万一、人工呼吸器がつけられている場合でも、一旦、電源を切っていただき、私の自発呼吸が戻
らなかったら、人工呼吸器を取り外してください。
少々意識があっても、場所や日時をはっきり言うことができなければ、同じように扱ってください。
そうなったら、昇圧薬も輸血も人工透析も血漿交換などもやめてください。
私の苦しくみえる状態を緩和していただける治療をしてくださるなら、喜んでお受けします。
ただし、昇圧薬や脳圧低下薬などの延命のための治療はやめてください。
私の命を長らえるために努力をしてくださっている、お医者さん、看護師さんや医療・介護ス
タッフの方達には、心から感謝しています。努力してくださっている方達には、たいへん申し訳あ
りませんが、どうか、私の意思を尊重してください。
私はこの終末期の医療・ケアについての私の意思表明書を、意識も清明で、書いている内容を十
分理解している状態で書いています。どうか、私の意思を尊重してください。

平成

年

月

日

住所
本人署名（自筆）

（

歳） ㊞

家族署名（自筆）

（

歳）

以上の意思表明書に変わりはないことを認めます。
平成

年

月

日

本人署名（自筆）

（

歳） ㊞

平成

年

月

日

本人署名（自筆）

（

歳） ㊞

平成

年

月

日

本人署名（自筆）

（

歳） ㊞

平成

年

月

日

本人署名（自筆）

（

歳） ㊞

平成

年

月

日

本人署名（自筆）

（

歳） ㊞
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おわりに
冊子『より良い老後を送るために』をご覧いただき、ありがとうございました。
さて、昨今、厚生労働省は、
『できる限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受け
つつ、安心して自分らしい生活を実現できる社会を目指す』として、地域包括ケアシステムの実
現を目指し、在宅医療・介護への取り組みを加速させ、また、各自治体や、医師会等にも取り組
みを求めています。
群馬県医師会においては、
「ぐんぐんサーチ」の構築がすすめられてきました。昨年、リニュー
アルされ、医療と介護に係わる多職種の連携に有用な情報を発信する場「ぐんぐんサーチポータ
ルサイト」が開設されています。
また、新しい「ぐんぐんサーチ」においては、特に在宅医療・介護の場面においての多職種の
間でのコミュニケーションを強化するため、いつでも、どこでも、人と人とをつなぐコミュニ
ケーションを目指し、
「メディカルケアステーション（MCS）」が導入されています。
医療機関の検索等の機能も備えておりますので、
「ぐんぐんサーチポータルサイト」にみなさ
まぜひ、アクセスしてください。また、
「メディカルケアステーション」について、詳しい情報を
お知りになりたい方は、右ページに記載されている URL にアクセスしてください。
私たち安中市医師会も、安中市における在宅医療・介護のさらなる充実のため力を注ぎ、ぐん
ぐんサーチ・メディカルケアステーションの活用をすすめてまいります。そして、市民のみなさ
ま、医療関係職種の方々、行政の方々とともに協力し、地域包括ケアシステムの実現にむけて歩
んでゆきます。
この冊子の制作にあたりましては、神保裕之先生をはじめとする安中市医師会の先生方の多
大なるご尽力がございました。また、制作会社、安中市医師会事務局、群馬県医師会のみなさま
には多大なご支援とご協力をいただきました。紙面を借りて、厚く御礼申し上げます。
最後となりましたが、この冊子をお手にされたみなさまの今後のご活躍とご健康をお祈り申
し上げます。

安中市医師会
会 長

髙

橋

「ぐんぐんサーチ」ポータルサイト
https://www.medical-care.net/gunma/

安中市医師会

ホームページ

http://annakashiishikai.gunma.med.or.jp/
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完全非公開型 医療介護連携SNS

メ デ ィカルケアステーション

立場を超えた
多職種間で
患者についての
情報をSNSで共有。

患者毎に連携する
「メンバー」を招待。
自由に設定。

医療・介護に
特化した情報共有
権限管理を実装。

患者や家族の参加
も可能。

持続性、オープン性、予算ゼロを実現した
新しい地域包括ケアソリューション！
！
◎多職種連携

◎資源データベース

◎医療セキュリティ

メディカルケアステーションに関 するお問 合 せ

E-mail : support@medical-care.net
メデ ィカ ル ケ ア ス テ ー ション ウェブ サ イト
https://www.medical-care.net

TEL : 03-6447-2061

www.ikairen.net
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