
【はじめに】超高齢化社会を迎え、今後、医療機関
や介護施設の受け入れに限界が生じることが予想さ
れる中、その受け皿として、看取りも含めた在宅医
療の重要性が増している。
　我々は、介護保険導入前、在宅患者の訪問診察中
断理由について報告したが、15年経過し、その後
の訪問診察中断理由について再検討し、当院におけ
る在宅医療の現状と問題点について検討したので報
告する。

【当院の在宅医療の歩み】当院における在宅医療の
歩みを示すが、昭和61年から訪問診察を開始し、
その後、歯科を含めた多科による診療体制、24時
間対応、ナイトケアなど在宅医療の質的、量的充実
を図った。そして、在宅 IVH や NPPV、人工呼吸
器など医療依存度が高いケースにも対応できる体制

を構築した。また、老人保健施設の併設や、緩和ケ
ア病棟の開設など施設の充実も図った。

【対象・方法】今回、介護保険制度が導入される前
の、平成6年4月1日～平成9年3月31日の3年間
に訪問診察を行った167名のうち、訪問診察中断と
なった140名（慢性疾患87名、悪性疾患53名）と、

  三豊総合病院 地域医療部 
中津守人 安原ひさ恵 山本博之  神野秀基 

木村年秀 上枝正幸  安東正晴  白川和豊  廣畑衛  

在宅患者の訪問診察中断理由の検討  

～15年前のデーターと比較して～ 

 超高齢化社会を迎え、今後、医療機関や介
護施設の受け入れに限界が生じることが予想
される中、その受け皿として、看取りも含めた
在宅医療の重要性が増している。 

 我々は、介護保険導入前、在宅患者の訪問
診察中断理由について報告したが、15年経過
し、その後の訪問診察中断理由について再検
討し、当院における在宅医療の現状と問題点
について検討したので報告する。 

【はじめに】 

老人保健施設
併設 

緩和ケア病棟
開設 

S61～内科訪問診察開始 当院の在宅医療の歩み 

NPPV
療法 

在宅人工
呼吸器 

在宅
ＩＶＨ 

（現在） 

 訪問診察医 6名 

 訪問歯科医  1名 

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

訪問歯科開始 

泌尿器科訪問開始 

形成外科訪問開始 
外科訪問開始 

ナイトケア開始 循環器科訪問開始 

携帯電話24時間対応 

訪問看護ステーション開設 
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平成21年4月1日～平成24年3月31日の3年間に
訪問診察を行った149名のうち、訪問診察が中断し
た110名（慢性疾患56名、悪性疾患54名）について、
カルテ記載から、疾患名、訪問診察中断理由、死因、
死亡場所などについて検討した。

【結果】

（慢性疾患患者の疾患別頻度）

慢性疾患患者は全体で87人から56人と減少してお
り、疾患別頻度では、15年前と比較し、神経難病
を含めた脳神経疾患が63% から23% と著明に減少
していた。呼吸器疾患、その他の占める割合が増し
ていた。その他の中では、心疾患患者や、認知症な
どが増加していた。

（慢性疾患の訪問診察中断理由）

15年前は、他疾患を併発して在宅で看取るケース
が17% あったが、今回の調査では2% へ減少して
いた。そして、基礎疾患の病状が悪化し、入院とな
るケースが8% から33% へ増えていた。これは、
以前は、脳神経疾患が多かったが、今回は、慢性呼
吸不全や心不全の在宅患者が増えた患者背景の違い
のためだと考える。介護困難による中断は変化なく、

1割弱であった。
（慢性疾患患者の死亡場所）

慢性疾患患者の死亡場所について、基礎疾患増悪、
肺炎併発、その他疾患併発に分けて検討した。
すべてにおいて、在宅死が減少していた。特に、肺
炎を含め、他疾患を併発すると在宅での看取りは少
数例であった。

（呼吸器感染症の月別発症頻度）

他疾患の併発で一番多かった肺炎について検討した。
入院、在宅を含め、肺炎の発症については、29.9%
から17.9% へ減少していた。月別発生件数では、
以前は寒い時期の発症が多いようであったが、今回
は、季節に関係なく発症していた。
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（悪性疾患患者の疾患別頻度）

15年前と比較し、悪性疾患の患者数は変化なかっ
た。疾患別頻度では、肺癌患者が減少し、消化器癌
患者が増加していた。

（悪性疾患の訪問診察中断理由）

悪性疾患については、全身状態の悪化とそれに伴う
家族の不安が訪問診察中断の主な原因であり、15
年前と変化はなかった。痛みについては、モルヒネ
などにより、まずまずコントロールできており、在
宅療養中断の原因とはなっていなかった。介護困難
例が4% から8% へ増加していた。

（悪性疾患患者の転帰）

悪性疾患患者の在宅死は47% から26% と減少して
いた。

（悪性疾患患者の疾患別死亡場所）

悪性疾患患者の死亡場所について疾患別でみると、
肺癌患者の在宅死が減少していた。呼吸苦のコント
ロールや排痰困難例への対応が在宅療養の阻害因子
となっているのではないかと考えた。

（介護困難となった主原因）

悪性疾患と慢性疾患両者の介護困難で在宅療養が中
断した原因について検討した。
認知症の増悪や ADL が低下など介護量が増して中
断するよりも、介護者の健康状態や、他に要介護者
が発生したりするなど、介護力の低下が原因となる
ケースが多かった。
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【まとめ】慢性疾患患者の在宅医療では、長期にわ
たる重度の介護が必要な、脳神経疾患や神経難病の
在宅患者が減少し、呼吸器疾患、心不全患者など、
比較的介護負担は少ないが、医療依存度が高い疾患
の在宅患者が増えていた。背景に在宅での介護力の
低下があるのではないかと考える。
悪性疾患患者の在宅医療では、患者数の変化はない
が、在宅での看取りは減少していた。症状の変化に
伴う、患者や家族の不安が主な在宅療養継続の阻害
因子であった。特に、肺癌患者の在宅での看取りが
減少していた。

【今後の課題】

1. 在宅医療を推進するためには、介護負担を軽減す
るためのさらなるサービスの充実が必要。

2. 医療依存度が高いケースが増えており、施設での
ショートステイやデイサービスなどが利用しや
すい環境の整備が必要。

3. 病状の変化に伴う家族の不安を軽減するために、
できるかぎりの症状コントロールと、頻回の訪
問、気軽に相談できる体制が必要。

・長期にわたる重度の介護が必要な、脳神経疾
患や神経難病の在宅患者が減少。 

・呼吸器疾患、心不全患者など、比較的介護負担
は少ないが、医療依存度が高い疾患の在宅患者
が増えている。 

慢性疾患患者の在宅医療の現状 

在宅での介護力の低下 

・悪性疾患については、患者数の変化はな
いが、在宅での看取りは減少している。 

悪性疾患患者の在宅医療の現状 

病状の変化に伴う本人や家族の不安が 

在宅療養継続の阻害因子 

１．在宅医療を推進するためには、介護負担を軽減す
るためのさらなるサービスの充実が必要。 
 

２．医療依存度が高いケースが増えており、施設での
ショートステイやデイサービスなどが利用しやすい環
境の整備が必要。 
 

３．病状の変化に伴う不安を軽減するために、できる
限りの症状コントロールと、頻回の訪問、気軽に相談
できる体制が必要。 
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