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介護施設を利用したがん患者
の地域での看取り
ー中山間地域（岡山県中西部）の取り組みー

高梁市川上診療所
菅原英次

　地域包括ケアシステムの構築が市町村に求められ
ていますが、その目標のひとつは「住み慣れた地域
で人生の最期まで、自分らしい生活を続けることの
できる仕組みづくり」です。岡山県高梁市川上町に
開設されている当診療所は20年前から積極的に在宅
緩和ケアに取り組んできましたが、在宅から入院に
なったケースの大部分は独居や高齢者世帯などの介
護力の問題で、住み慣れたまちで最期まで暮らした
いという希望がかなえられないケースもありまし
た。そこで、地域で最期まで過ごしていただくため
に、介護施設を利用してがん患者の看取りを行って
きたので、その現状を報告し課題を検討しました。

老人保健施設
ひだまり苑

高梁市川上診療所

　川上診療所と老人保健施設の航空写真です。高梁
市は平成の合併で旧高梁市と四つの町が合併してい
ますが、川上町には入院施設はありません。

高梁市川上診療所の在宅緩和ケアの実績

２００７年７月～２０１５年８月

がん患者７０名 （年齢：２２～９９歳）

病院で死亡 １８名、入院の理由の７割は介護力の不足

自宅か地域での看取り ５２名（７４％）

　川上診療所のがん患者に対する在宅緩和ケアの実
績です。８年間に70名のがん患者に対して在宅緩和
ケアを行っていますが、川上町を離れて病院で最期
を迎えた方は18名で、その理由の７割が介護力の問
題でした。
　そこで、住み慣れたまちで最期まで過ごしたいと
いう希望に応えるために、老人保健施設を利用して、
看取りを行いました。

老人保健施設での看取り（16名）

A群：在宅緩和ケアから看取りのため入所（７名）

B群：市外の病院に入院していたが、自宅のある川上町
での療養を希望して入所（３名）

C群：認知症などで入所後、がんの診断（６名）

　老健での看取り16名を３群に分けて検討しまし
た。
　A群は自宅での緩和ケアを行っていましたが介護
力の問題で、看取りのために入所したもの７名。B
群は、がん末期の診断で市外の病院に入院していま
したが、川上町での療養を希望して入所したもの３
名。C群は元々、認知症などで老健に入所していま
したが、その後がんの診断がついたもの６名です。
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A群：在宅緩和ケア⇒老健で看取り（１）

年齢 性別 家族構成 診断

１ ８０歳代 女性 独居 胃がん、肝硬変

２ ８０歳代 女性 高齢者世帯 膵がん

３ ８０歳代 女性 独居 胆嚢がん

４ ９０歳代 女性 独居 直腸がん

５ ９０歳代 女性 日中独居 肝内胆管がん

６ ８０歳代 女性 高齢者世帯 十二指腸がん

７ ８０歳代 女性 高齢者世帯 肛門管がん術後

　自宅での緩和ケアから老健へ入所したA群では、
認知症は無いかあっても軽度でした。独居が４名、
高齢者世帯が３名で、状態が悪化して自宅での療養
が困難になっています。

A群：在宅緩和ケア⇒老健で看取り（２）

在宅期間（日） 入所期間（日） 医療処置

１ １３７ ２４

２ ６８ １３

３ １０ ３７ 腹腔穿刺

４ １２９ １０６

５ ４８ １３

６ ９５ ２０

７ ４５ ６２ 胸腔穿刺、酸素吸入

　A群で、自宅に往診や訪問診療で伺った期間は10
－137日、入所後亡くなるまでの期間は13－106日で
した。

A群：在宅緩和ケア⇒老健で看取り（要介護度）

在宅ケア開始時 老健入所時 最終

１ 要介護１ 要介護３ 要介護３

２ 自立 要介護１ 要介護１

３ 要介護１ 要介護１ 要介護１

４ 要支援２ 要介護１ 要介護１

５ 要介護４ 要介護４ 要介護４

６ 自立 要介護２ 要介護２

７ 要介護２ 要介護２ 要介護４

　次に、要介護度の推移を示します。
　訪問診療開始時は自立２名、要介護１が２名で、
がん患者は亡くなる１－２か月前までADLが保た

れているので、このような状態でした。入所時は要
介護１が３名いますが、これらはいずれも少し以前
のケースで、がん末期であれば要介護２に相当しま
すから、適切な認定が出来ていなかったことになり
ます。また、最終の要介護度１が３名、２が１名いて、
これも状態にあった区分変更がなされるべきだった
と思われます。

老人保健施設ひだまり苑

　この中のお一人の写真です。左が亡くなる一か月
前で、昔からの友人に久しぶりに会って、とても良
い表情をしています。右は亡くなる一週間前の様子
でご主人、お孫さん、ひ孫さんに囲まれ穏やかに過
ごしています。

B群：市外の病院に入院後、川上町での療養を
希望

年齢 性別 家族構成 診断 入所期間 入所時介護度 最終介護度

８ ８０歳代 女性 独居 乳がん術後 １９０日 要介護４ 要介護５

９ ８０歳代 女性 独居 肝細胞がん １７２日 要介護２ 要介護４

１０ ８０歳代 女性 独居 肝細胞がん 約２年 要介護２ 要介護４

　県南や他県の病院に入院していましたが、川上町
で療養するために帰ってきたB群は３名で、やはり、
いずれも独居でした。
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C群：認知症などで入所後、がんの診断
年齢 性別 診断 入所時介護度 最終介護度

１１ ８０歳代 女性 胃がん
脳梗塞後遺症

要介護２ 要介護３

１２ ８０歳代 女性 残胃がん
認知症

要介護２ 要介護２

１３ ９０歳代 女性 皮膚がん
慢性心不全・認知症

要介護２ 要介護４

１４ ９０歳代 女性 膀胱がん
認知症

要介護３ 要介護４

１５ ９０歳代 女性 肺がん
慢性心不全・認知症

要介護２ 要介護５

１６ ８０歳代 女性 肝細胞がん
脳出血後遺症・認知症

要介護３ 要介護４

　認知症や脳出血、脳梗塞後遺症、慢性心不全のた
め老健に入所し、その後、進行がんの診断がついた
C群が６名でした。基礎疾患や全身状態が不良なた
め積極的な治療の適応はありませんでした。入所時
の要介護度は２が４名、３が２名でした。最終が要
介護２のケースが１名あり、迅速な区分変更が出来
ていませんでした。６名中、５名は中等度以上の認
知症でした。
　以上、16名老健で看取りをしていますが、
　全例が女性で、年齢は80－90歳代でした。
　自宅での緩和ケアの後、看取りのために入所した
A群においても、在宅緩和ケアに関わったスタッフ
が入所後も継続的にかかわることで、本人や家族に
満足していただける対応ができたと考えています。

結語

①入院施設のない山間のまちで、老健を利用してがん
患者の看取りを行った。

②入所後、急激に状態が変化するため、適切な要介
護認定が必要になる。

③介護施設を利用して継続的に関わることにより満足
のいく地域での看取りが可能であった。

結語
　入院施設のない山間のまちで、老健を利用してが
ん患者の看取りを行いました。
　入所後、急激に状態が変化するため、適切な要介
護認定が必要でした。
　介護施設を利用し、継続的に関わることで満足の
いく地域での看取りが可能でした。




