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相模原市緑区内郷地区における
地域包括ケアの取り組み

相模原市国民健康保険 内郷診療所

土肥 直樹 小川 薫 武内 恵子 山口 幸江
第55回 全国国保地域医療学会

平成27年10月3日 大宮ソニックシティビルB1F 第4展示場

神奈川県相模原市からまいりました土肥と申しま
す。

どうぞよろしくお願いいたします。

相模原市国保 内郷診療所（昭和27年開設）

・内・外・小・整・胃腸科（総合診療）

・院内調剤

・医師1 看護師2 事務2 
・予防接種

・特定検診 がん検診 乳幼児検診

・胃カメラ（NBI） 喉頭fiber  X線透視

US  Holter ECG  Bipolar 電気メス

・在宅療養支援診療所

・学校医（保育園・小学校・中学校）

・研修協力施設

国際親善総合・国立病院機構相模原

・医学部実習施設

横浜市大・自治・北里・聖マリアンナ

「森と湖のまち」少子高齢化と過疎が進んでいる

東京都八王子市

山梨県

旧 相模湖町

対象人口 3000人

私どもが勤務する内郷診療所は神奈川県の北西
端、東京都と山梨県との県境部に位置し、対象人口
は3000人、いわゆる中学校区に唯一の在宅療養支援
診療所です。医療機器はひと通り完備し、医学生と
研修医の実習施設になっています。
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内郷診療所 受診者年齢分布 （0歳から100歳まで）

診療所では文字通りゆりかごから墓場まで、０歳
から100歳まであらゆる年齢の患者さんをみており
ます。

厚生労働省資料

政府が進める医療と介護の改革では効率的で質の
高い医療供給体制と地域包括ケアシステムの構築が
大きな柱に位置づけられています。その方策として
医療機関の機能分化と在宅医療の推進、医療と介護
の連携が挙げられています。

演 題
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 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

■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

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■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

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入
所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、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、医療・介護・予防・住まい・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。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、
地域包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は
減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

厚生労働省資料

地域包括ケアシステムについては医療、介護、予
防、生活支援、住まいが一体的に提供されるケアシ
ステムの構築が重視されています。患者さんの住ま
いを中心にして、医療、介護、生活支援、予防の連
携が求められています。

・効率的で質の高い医療の提供
0歳から100歳まで何でもみるプライマリ・ケア
在宅医療と看取り
病診連携, 役割分担, 医師会活動⇔24時間体制の地域医療

・多職種連携とチーム医療
地域ケア会議
介護保険認定審査会
顔の見える連携⇔“つくいホームケアネットワーク（みどり北をつなぐ会）”

・予防活動と健康教育
検診事業の推進
市民公開講座, 研修会（社協・学校保健委員会・更生保護女性会など）

認知症, 在宅ケア, エンドオブライフ・ケア, エンディングノート,
こどもの睡眠, 熱中症, インフルエンザ, エピペン, 生命倫理 など

・権利擁護
成年後見人制度の活用⇔多職種連携

地域包括ケア：中学校区を単位とした5つの視点からの取り組み
医療・介護・予防・住まい・生活支援

30分以内でかけつけられる、いわゆる中学校区に
おいて、医療、介護、予防、住まい、生活支援の５
つの視点から、私ども国保直診に課せられた役割は、
０歳から100歳まで何でもみるプライマリケアの実
践と在宅医療、看取り、医師会と連携した24時間体
制の地域医療、顔の見える多職種連携の構築とチー
ム医療、各種検診事業と健康教育の推進、成年後見
人制度を活用した権利擁護と考え、これまで実践し
てまいりました。

よく目にするグラフですが、医療機関でも自宅で
も介護施設でもない「その他」に区分される方が
2030年には47万人に達すると試算されています。人
としての尊厳を守りつつ、看取りの場所をいかに確
保するかが問われています。

元気な時の希望

• 極楽往生

• 自宅で穏やかに最期を迎えたい

• 畳の上で死にたい

私たちは誰もが穏やかに家族に見守られて住み慣
れた我が家で最期を迎えたいと願います。

政府の世論調査によれば、死期が迫ると、希望す
る療養場所は自宅ではなく、施設や病院に大きくシ
フトすることが知られています。その理由のひとつ
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として、自宅での介護力が十分でないことが挙げら
れています。

介護力とは何か？

仮説：介護力とは、患者を在宅で支える要因
のベクトルの和

介護負担

介護者体力

患者意欲 訪問看護

家族の協力

親類、友人の協力

医療処置

介護力

（川崎市立井田病院・かわさき総合ケアセンター 宮森 正先生より）

川崎市立井田病院、かわさき総合ケアセンターの
宮森正先生は、患者を在宅で支える要因のベクトル
の和を介護力と定義されています。

介護力の構成
介護力は

家族介護力と地域介護力の和

介護力

地域介護力

家族介護力

公的介護保険

家族介護力

その他の地域介護
力

（川崎市立井田病院・かわさき総合ケアセンター 宮森 正先生より）

そして、介護力は、家族介護力と地域介護力の和
であると言いかえることができると思います。

在宅医療と介護力

• 在宅医療の導入と成立には介護力が必要

• 介護力 =家族による家族介護力

+地域介護力(介護保険+地域の協力)

• 在宅看取りには家族介護力が必要

在宅医療の導入と成立に必要な介護力は、家族介
護力と地域介護力を足した和と考えられ、在宅の看
取りには十分な家族介護力が必要と思われます。

在宅介護スコアVer1.6
家族機能 1 介護者は 病弱 0 健康 1
家族機能 2 介護者の専念 不可能 0 可能 1
家族機能 3 介護を代われる者は いない 0 いる 1
経済環境 4 公的年金以外の収入 なし 0 あり 1
住宅環境 5 患者の病室 なし 0 あり 1
住宅環境 6 住宅 借家 0 自宅 1
病状 7 食事 介助 0 自立 1
病状 8 排便 介助 0 自立 1
病状 9 着衣 介助 0 自立 1
病状 10 屋内移動 介助 0 自立 1
病状 11 入浴 介助 0 自立 1
病状 12 意志疎通障害 あり 0 なし 1
病状 13 異常行動 あり 0 なし 2
病状 14 医療処置 あり 0 なし 1
家族機能 15 介護者の介護意欲 不良 0 普通 2 良好 4
家族機能 16 患者の闘病意欲 不良 0 普通 1 良好 2

在宅介護スコア 合計 (           )

宮森・岡島:在宅介護スコアの開発
日本プライマリ・ケア学会誌Vol15,No4,1992,p58-64)

10点以下は家族介護だけでは困難

ご存知の方もおられると思いますが、在宅介護の
スコアリングシステムが考案されています。家族機
能、病状、経済環境、住宅環境をスコア化したもの
で、家族機能のウェイトが大きくなっています。こ
のスコアリングでは、10点以下か、11点以上かで在
宅医療の可否が判断できるとされています。

在宅介護スコアと看取りの場所
在宅看取りには介護力が必要

在宅介護
スコア

在宅看取り 病院看取り 計

10点以下 3 10 13

11点以上 17 16 33

計 20 26 46
在宅看取り群では、病院看取り群に比べて、
在宅介護スコア11点以上が多い。 P<0.05 )
川崎市立井田病院・かわさき総合ケアセンター 在宅ケア部門

2012年第17回 日本緩和医療学会

（川崎市立井田病院・かわさき総合ケアセンター 宮森 正先生より）

このデータは、在宅看取り群は病院看取り群に比
べて在宅介護スコア11点以上が有意に多かったとい
うものです。この傾向は、がん、非がんを問わない
とされています。

在宅医療の留意点

• 家族の介護力を評価する

• 介護者を身体的・精神的・経済的に支援して介護者を支える

• 地域介護力を強化する

⇔介護保険・福祉制度・非公式社会的支援など

• 孤立した家族での虐待や放置を防ぐ

• 在宅ケア破綻の予兆を早期に発見し、介護力の強化に努める
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地域包括ケアにおいて重視される在宅医療です
が、その実現には家族の介護力の評価が必要です。
そのうえで介護者を支援し、地域介護力の強化を進
めながら、家族の孤立や破綻を防ぐことが重要にな
ります。

病者と家族の全人的苦痛

身体的苦痛
通院への付き添い疲労
在宅介護の負担、疲労
不眠、夜間の介護
腰痛、肩こり・・

精神的苦痛
不安
焦燥感、
怒り、うつ
パニック障害

スピリチュアルな痛み
家族を失う痛み
なぜ自分たちが苦むのか
なぜ自分たちが苦痛を受け
なければならないのか

目の前で家族が亡くなる苦痛

社会的苦痛
医療費、生活費の心配
収入減
介護のために
仕事に出れない

患者さんとご家族に寄りそうためには、その全人
的苦痛を知ることも大切です。身体的、精神的、社
会的な痛みに加えて、いわゆるスピリチュアルな痛
みを抱えている病者と家族に対しては、

早期からの緩和ケアの必要性
診断/告知

手術・化学療法・放射線

病状進行

精神心理的ケア・身体的ケア・社会的支援・家族ケア
スピリチュアルケア

早期からの緩和ケア

より早い段階からのきめの細かい緩和ケアが必要
とされています。

病気が進行して末期状態になってからではなく、
がん、非がんを問わず、初期のうちから精神心理的
ケア、身体的ケア、社会的支援、家族ケア、スピリ
チュアルケアを十分に行うことが大切です。

早期からの緩和ケアは、QOLを改善するだけでなく、
生存期間も延長する可能性がある

2010年のNEJMに、早期からの緩和ケアはQOLを
改善するだけでなく、生存期間を延長させる可能性
がある、という論文が掲載されていました。

・2001年4月～2015年9月（72例）

男性 28例（平均年齢76）
女性 44例（平均年齢87)
悪性腫瘍 28例（胃4  肺2  膵2 乳6 肝4  胆管１ 前立腺2  直腸1  

腎1 頭頸2 多発骨髄腫1 神経線維腫1 卵巣1）
脳血管障害・認知症 22例 慢性心不全 12例
慢性呼吸不全 5例 筋萎縮性側索硬化症 5例

・在宅死を望んだもの 35例→33例（94%）在宅死、2例在院死

在宅ターミナルケア（内郷診療所）

19

私どもの取り組みをご紹介します。
この14年あまりで72例の在宅ターミナルケアのお

手伝いをいたしました。
このうち悪性腫瘍が28例と最も多く、ついで脳血

管障害と認知症が22例、慢性心不全が12例、慢性呼
吸不全が５例、ALSが５例でした。

半数の35例が在宅死を希望され、うち33例がご自
宅で亡くなられました。

33例の内訳は、がん、非がんが半々でした。

在宅ターミナルケア、お看取りは医師と看護師だ
けでできるものではなく、

冒頭でお話ししたように多職種連携と病診連携が
なければ成りたちません。

ご家族の介護力に加えて、多くの場合は地域の介
護力が必要不可欠です。

在宅医療の現場には、まさに地域包括ケアのノウ
ハウが詰まっていると思います。
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事例１ 94歳 女性

・93歳 黄疸出現、胆管癌末期の診断、ステントで減黄

・94歳 家族旅行

・X年5月1日 通院困難→訪問診療・看護・介護・入浴開始

食欲旺盛, 認知症なし

5月20日 呼吸苦・癌性疼痛出現→在宅緩和ケア（在宅酸素・モルヒネ）

5月22日 傾眠・経口摂取不可

5月23～24日 娘3人・孫・ひ孫と家族団らん

5月26日 深夜穏やかに息を引き取る

→角膜提供のため自宅で両眼摘出

この方は94歳のがん患者さんです。
ご自宅で酸素とモルヒネを用いながら、全人的な

緩和ケアを行いまして、
穏やかで、温かい、静かな最期をご家族で過ごさ

れました。ご遺志に基づいて、死後まもなく、ご自
宅で両眼を提供なさいました。

事例2 93歳 女性

・大腿骨頸部骨折、認知症、慢性心不全、寝たきり

・X年3月 誤嚥性肺炎で入院.
肺炎は治癒したが、経口摂取がまったく進まず.
嚥下障害のないことを確認して退院→在宅ケア開始.

4月 初回訪問時 終日閉眼、開口せず、義歯入らず.
家族が濃厚流動食やゲル化した食品、手作りの食事を

毎日根気強く与える. 皮下点滴を1週間併用.
訪問歯科による口腔ケアを励行.

5月 踵部に褥創出現するも、訪問入浴・訪問看護で治癒.
毎日朝夕おかゆが摂れるようになり、日中開眼.

7月 レスパイト入院、家族旅行.
8月 義歯が装着できるようになり、常食摂取.

車椅子に乗って相模湖花火大会を鑑賞.
10月 絵本を読んだり歌を歌えるようになる.

この方は93歳の認知症の患者さんです。入院先の
病院で拒食症のようになっている時に私に相談があ
り、ご自宅にお連れして、ご家族と多職種でケアを
しているうちに劇的に具合がよくなられたケースで
す。

医科と歯科の連携の大切さを再認識した症例でも
ありました。
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望ましい教育方略 ⇔古典的な教育方略

Student-centered：学習者中心 ⇔教育者中心

Problem-based：問題解決型 ⇔情報志向型

Integrated or inter-professional： ⇔学問分野基盤型
統合型、多職種型

Community-based：地域基盤型 ⇔病院基盤型

Elective-driven：選択的 ⇔必修型

Systematic：系統的 ⇔場当たり的

医学教育：SPICESモデル（Dundee大学 Harden教授 1984）

地域医療の現場で学習者が能動的に学ぶ場をつくる

横浜市大, 自治医大, 北里大, 聖マリアンナ医大の学生実習指導

初期研修医の地域医療実習指導（現在14年目）

近年の医学教育では、こういった地域包括ケアの
現場を医学生や研修医に経験させることの重要性が
指摘されています。いわゆるSPICESモデルですが、
私どもの診療所ではこの14年間、医学生と研修医に
地域基盤型学習の場を提供してまいりました。

まとめ

・ 地域包括ケアは一朝一夕にはできない

・長期にわたる信頼関係づくり

・常日頃から後方病院,医師会,歯科医師会,薬剤師会,ケアマネ, 

訪問看護,訪問介護,ME等と連携→電話１本で直ちにチーム形成

・ 地域包括ケアの現場を医学生や研修医と共有することが,

次世代の総合診療医の育成につながる

私どもの地域包括ケアの取り組みをご紹介させて
いただきました。

ご清聴ありがとうございました。




