
特集２ 逆風に立ち向かう地域包括ケア病棟

病院名に込められた思い

　まず最初に，「おうちにかえろう。病院」

という病院名について紹介します。「おう

ちにかえろう。病院」という名称を聞いた

だけで，驚く方が多いです。この「おうち

にかえろう。」という言葉だけを見ると，

医療者が「おうちにかえろう。」と患者や

家族に問いかけ，おうちに帰ることを後押

ししているように見えてしまいます。しか

し，そうではなく，この「おうちにかえろ

う。」という言葉は，患者やその家族から

自然と発せられる言葉なのです。

　入院というものは，患者や家族にとって

は「非日常的」であり，それまでの生活か

ら断絶されてしまいます。そして，病気の

ことで頭がいっぱいになり，今までの生活
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や自分がしたいと思ったことに目が向かな

くなってしまいます。また，「こんな体に

なってしまってどうしよう」という不安が

勝ってしまいます。

　「おうちにかえろう。病院」（以下，当院）

では，そんな漠然とした不安を一つひとつ

軽減し，これからどのように生きていきた

いかという「自分らしく生きるための希望

の種」を見つけるお手伝いをします。その

希望が見つかると，患者と家族は自ら立ち

上がり，「あ，おうちにかえろう。かえっ

てあれをやろう」と言えるようになるので

はないかと思っています。

開設の経緯と病院―地域の
やりとりで生まれた違和感

　当院は，コロナ禍の真っ只中である2021

年４月に開院しました。「自宅で自分らし

く死ねる。そういう世の中をつくる。」を

病院名，空間デザイン，
ユニフォームにまで思い
が込められている。
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理念に持つやまと診療所がつくった病院で，

120床すべてが地域包括ケア病棟となる予

定です。やまと診療所は，東京都板橋区と

練馬区を中心に訪問診療を行っています。

現在でも1,000人以上の方々の，自宅での

生活にかかわらせていただいています。

　今まで多くの患者の自宅での生活を支え

てきましたが，毎月５％の方が肺炎や骨折

などの病状の変化により入院する状況があ

りました。また，そのうちの３～４割の患

者は，元の生活の場所に帰ってきませんで

した。もし，元の場所に帰ってこれなかっ

たその患者たちが「家に帰りたいけれど帰

れない」という状況だったとしたら，多く

の患者の希望が叶えられない世の中である

と言えます。少しでも多くの患者の希望を

叶え，「自宅で自分らしく生きる」を支え

るために当院はつくられました。

　私は，看護師として大学病院に８年勤め

たのち，「退院後の患者の生活や支援を知

りたい」と思い，2019年にやまと診療所に

入職しました。入職後は，相談員として訪

問診療を導入する患者の調整を行っていま

した。多くの急性期病院から相談を受け，

そのやりとりをする中で，１つの違和感が

生まれました。それは，病院側から言われ

る「多分～していると思います」や「自宅

では家族の誰がやるんだろう？　確認しま

す」などの言葉でした。今までは病院で送

り出す側の支援をしてきましたが，今度は

病院の中で何が行われているのか，どんな

調整が行われて今があるのかが一気に見え

なくなったのです。

　私は，「患者さんや家族の思いが途切れ

てしまうのではないか」という問題意識を

持つようになりました。そんな時に当院開

院の話があり，患者や家族の思いや希望が

つながるような仕組みをつくりたいと思

い，開院時から携わるようになりました。

患者や家族の思いや希望が
つながるための取り組み

　前述したとおり，私は患者と家族の思い

や希望がつながる仕組みをつくりたいと

思っています。そのためには，病院と地域

にある壁をなくし，シームレスにつながれ

ることが必要だと考えています。

　そのための取り組みとして，患者の意思

決定や家に帰るためのサービスの調整など

を病棟看護師が行うようにしています。つ

まり，看護師全員が退院支援看護師である

と言えます。もちろんソーシャルワーカー

もいるので，ケースによってはソーシャル

ワーカーと協力して動く時もあります。し

かし，患者の基本的な調整は病棟の看護師

が行うことで，直接地域の支援者とやりと

りができ，患者や家族の思いや希望を直接

伝えることができます。そうすることによっ

て，病院と地域がダイレクトにつながり，

患者や家族の思いや希望が途切れることな

くつながるのではないかと思っています。

　また，患者や家族の思いや希望を引き出

すために，当院では，患者が入院してくる

と，その人がそれまでどのように生きてき

たのかを聞きます。仕事のこと，趣味のこ

と，その人の性格，家族との関係性など，

１Fには，受付，カフェ，イベント開催も可能な
リハビリスペースがあり，病院と地域との断絶を
なくしたパブリックスペースとなっている。
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その人をとことん知るようにします。さら

に，それを毎日実施している多職種カン

ファレンスで，スタッフ全員と共有してい

きます。このカンファレンスには，医師や

病棟看護師はもちろん，リハビリテーショ

ンスタッフや薬剤師，看護補助者も参加

し，病棟全体で患者の情報を共有し，どう

アプローチしていくかを皆で考えます。そ

の上で，患者や家族の意思決定を行いま

す。誰が一番家族と関係性を築いているの

か，誰が話すのが適切かなど，職種を越え

てその患者に一番合った支援を皆で考え，

実行しています。

　そして，患者や家族の思いや希望を引き

出せたとしても，その後の生活を見据えた

支援ができなければ意味がありません。き

ちんと自宅での生活を想像した上で，生活

を見据えたリハビリテーションや手技指

導，サービスの調整を行っていきます。時

には，家での主介護者に泊まっていただ

き，１日の生活を疑似体験していただきま

す。このように，患者と家族が自宅での生

活を想像できるようにかかわり，自宅に

戻った後も安心して生活ができるように調

整をしていきます。在宅医療の目線を持つ

スタッフが運営しているからこそ，その患

者と家族の自宅での生活が想像でき，丁寧

な調整ができます。

自宅での暮らしを支えるための
地域包括ケア病棟の機能

　地域包括ケア病棟には，ポストアキュー

トやサブアキュート，レスパイトの機能が

求められています。当院の患者の割合とし

ては，アフターコロナも含めたポストア

キュートが５割前後，サブアキュートが１

割前後，レスパイトが３割となっていま

す。その中で，約１％が看取り目的で入院

します。

　当院でできる検査は限られていますが，

状態が変化した時のサブアキュートの受け

入れも行っています。また，在宅療養を長

い期間続けていく中では，介護者の休息が

必要不可欠となるため，レスパイトの受け

入れも積極的に行っています。

　当院が受け入れている中で，最も特徴的

なのはポストアキュートと看取り目的の入

院だと思います。そういったケースを紹介

したいと思います。

◆ポストアキュート：
「チャレンジしたい」と思ったことに
チャレンジできる

　急性期の治療が終了した後，在宅復帰ま

での間にリハビリテーションをして，サー

ビスの調整を行います。当院では，家族が

「最後のチャレンジをしてみたい」という

希望を持って入院することもあります。急

性期病院で「もう絶対に口から食べること

はできません」「自宅に帰るのは難しいと

思うので，療養病院に行きましょう」と言

われた家族が，「何かできないか，本当に

望みはないのか試してみたい」という気持

ちで当院に入院されるケースです。

　Ａさん（80代，男性）は，誤嚥性肺炎で

毎日のカンファレンスには，医師，看護師，
セラピスト，薬剤師，事務などが集まる。

74 地域連携　入退院と在宅支援  Vol.15 No.6



急性期病院に入院しました。少量のとろみ

水でも誤嚥してしまうことから，経鼻胃管

が入れられ，食事は止められていました。

もともとＡさんと家族は有料老人ホームに

入りたいと思っていましたが，入院してい

た病院では療養病院への転院を勧められま

した。家族が「リハビリテーションにかけ

たい，せめて経鼻胃管が抜ければ」という

ことで，当院を探して転院してきました。

　転院時から言語聴覚士による介入が開始

となり，リハビリテーションがスタートし

ました。家族にも実際にリハビリテーショ

ンをしている姿を見てもらいながら，リハ

ビリテーションは進んでいきました。しか

し，やはり食べることは難しく，結果につ

いて家族にお話ししました。すると，家族

から「家で看ていけたらと思っている」と

発言がありました。ただ，頻回な吸引や栄

養投与など，多くの処置がある中での退院

は家族も疲弊してしまうと考え，２週間の

お試し退院を提案しました。まずは２週間

お試しで退院してみて，自宅で過ごせそう

ならそのまま退院してもよいし，もし無理

となったら２週間後に再入院してもよいと

伝えました。家族も「やってみたい」とい

うことで，ケアマネジャーに協力を仰ぎ在

宅調整を実施すると共に，退院前カンファ

レンスも行い，２週間のお試し退院にこぎ

つけました。

　自宅にいる間は，ケアマネジャーと連絡

を取り合いました。そこで，Ａさんと家族

が胃瘻造設を考えているということを教え

てくれました。再入院までに結論を出すと

言っていたとのことで，家族から話がある

まで待つことにしました。

　そして，やはり頻回な痰吸引が大変で，

９日間で再び当院に入院しました。家族か

らは，「夜がやっぱり大変だった」という

発言がありました。その時に，家族から胃

瘻造設をしたい旨を聞きました。インター

ネットなどでも調べ，Ａさんがきちんと理

解をした上で「胃瘻をつくりたい」と選択

したのです。家族も，胃瘻を造設してもし

痰吸引の回数が落ち着けば，自宅で看てあ

げたいという思いがあることも教えてくれ

ました。

　Ａさんと家族の思いを聞き，すぐに動き

ました。そして，急性期病院に打診し，受

け入れてくれる病院が見つかりました。ま

た，いったんは有料老人ホームに入って，

状態が落ち着くまで待ちたいとのことだっ

たので，同時に施設探しも行いました。今

まで見てくれていたケアマネジャーには，

自宅で看たいという意思があることも伝

え，将来的に家族から相談があった時には

お願いしたいという旨を伝えました。

　当院から急性期病院に転院後，家族から

「胃内容物の貯留により，胃瘻がつくれな

かった」という報告をいただきました。１

週間後，CVポートを造設し，もともと決め

ていた施設に入所となりました。その後，

また家族から連絡をいただきました。「お

うちに帰ることを模索し続けます」と。

　Ａさんと家族にとって，残念な結果には

なってしまいましたが，経口摂取にチャレ

ンジできたことで，胃瘻造設や家で看てあ

げたいという希望を見いだしたのだと思い

ます。もちろん，医学的に考えて，危険が

ない範囲でのチャレンジになります。この

ケースのように，患者や家族の後悔がない

ように，そして次の希望が見いだせるよう

に，患者・家族とかかわり続けられればと

思っています。
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◆看取り：
残される家族が前に進める支援

　当院では，看取り目的の方の受け入れも

しています。ただ，当院をつくったやまと

診療所の患者の受け入れが多いのが現状で

す。「今まで一生懸命看てきた，後悔はな

い」「家族にこれ以上迷惑をかけたくない

から，最期は病院がいい」という思いから，

患者や家族は入院を決めます。そのような

患者には，「どういう最期であったらよい

のか」を考えて実行します。

　胃がんターミナルで入院したＢさん（50

代，男性）は，当院で最期を迎えると決め

ていました。その方には妻がいましたが，

妻には「病院には来るな」と言っていまし

た。なぜなのか，私たちスタッフも疑問で

したが，ある時Ｂさんからその思いを聞く

ことができました。「妻には俺がいなく

なった後も幸せになってほしい」と教えて

くれました。Ｂさんが妻に病院に来なくて

いいと言っていたのは，自分がいなくなっ

た後も強く生きていってほしいという願い

からくるものだと分かりました。

　それでも妻はＢさんに会いたくて，病院

の面会に来ていました。しかし，すぐに追

い返される日もあり，妻は涙を流されてい

る時もありました。妻は，「何かしてあげた

いの。愛してるって言っても何も言わない

人なんだ。甘えないの」と言っていました。

　その後，すぐにＢさんの状態が急変しま

した。朦朧とする意識の中で，Ｂさんは

「妻へは連絡しなくていい，こんな姿は見

せたくない」と言ました。しかし，妻の思

いを聞いていたスタッフは，「このままだ

と残される妻の悔いが残ってしまう」と考

え，妻に連絡しました。すると，妻は「本

人に怒られるかもしれないけれど会いたい」

と言って，病院に駆けつけてくれました。

最初はＢさんも「何で来たんだ！　帰っ

て！」と言っていましたが，それでも妻は

そばにい続けました。次第にＢさんも受け

入れ，妻に対して感謝の言葉を伝え，最期

の時間を夫婦で一緒に過ごしました。亡く

なった後も妻と一緒にエンゼルケアを行

い，思い出話を聞かせてくれ，「来てよかっ

た，ありがとう」と言ってくれました。

　本人の望みであったこととは相反する結

果になってしまったかもしれませんが，こ

の夫婦にとって最期の時間を一緒にいられ

たことはよかったのではないかと考えてい

ます。妻が後悔なくＢさんを見送ること

で，死の悲しみから早く抜け出し，前に進

んでいけるのではないかと思っています。

今後の展望

　ここまで，当院の取り組みや事例を紹介

してきました。

　現在は，当院と地域がどのようにつな

がったら，患者や家族の思いや希望をつな

いでいけるかということに注力しています。

しかし，これから先は，急性期病院とのつ

ながりもつくっていきたいと考えています。

　現在，同じ区内のある急性期病院とは，

治療の終わった患者の在宅調整のために当

院へ転院してもらったり，当院で状態悪化

した患者を急性期病院に搬送したりしてい

ます。そして，状態が落ち着いたらまた当

院に戻ってくるという一連の流れが出来上

がっています。これは，双方がそれぞれの

病院の機能を理解し，きちんと役割分担が

できている状態です。また，医師同士や病

院の連携室同士が顔の見える関係性を構築
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しており，患者や家族の状態について逐一

やり取りできる状態にあります。

　急性期病院から転院してくる患者や家族

の中には，「前の病院と言っていることが

違う」と混乱する方もいます。これは，医

療者同士の見解によって情報共有が行わ

れ，患者や家族の気持ちが置き去りにされ

た結果ではないかと思います。急性期病院

と地域包括ケア病院がシームレスにつなが

り，双方を理解して顔の見える関係性にな

ることで，患者や家族の思いや希望も置き

去りにならず，しっかりつながっていくの

ではないかと思っています。それによっ

て，患者や家族が地域で最期まで安心して

暮らせるという世の中が出来上がればと

思っています。
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