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わが家で「看取り」を行うためにわが家でわが家でわが家でわが家で「看取り看取り看取り看取り」を行うためにを行うためにを行うためにを行うためにを行うためにを行うためにわが家で「看取り」を行うために
　人生の終末期を住み慣れた場所で迎えたい。でも、家族に負担をかけたくない、病状が急変
したらどうしよう、苦しむのではないか、など不安の声を聞きます。「人生の主役は自分です」
意思表示をしておきましょう。家族もその意向を尊重したいという気持ちが大切になります。

　訪問診療を受けていれば、自宅
「看取り」で医師の死亡診断書の交
付を受けることができるので、検視

（検死）扱いになる事はありません。

●治療の場なのでスケ
ジュールが優先され、
自由とは言い切れま
せん。

●容態が急変しても医師や看護師がい
るので安心感があります。

●大事な家族や友人、ペットと共に過
ごす事ができ、生活に合った治療法
や療養の方法を自分で決められま
す。

　在宅看取りは可能です。『自宅で最期を迎えたい』と願う多くの方を看取ってきています。医療スタッフ
としてケアマネジャー、訪問看護師、医師を選定する。臨終期に至る経過を医療スタッフと家族（できれば
全員）で共有する。病院は臨終期の患者は治療の対象にならないので通常は受け入れない。死亡診断書は経
過が分かっている医師が作成すべき。患者の状態は日によって色々で苦しそうな顔つきになる事があるが、

臨終期には意識も低下しているので本人はそれ程苦しみが無い。聴力は最後まで残っているので患者の耳元近くで患
者の都合の悪いことは決して言わない事。何か食べさせて元気を出してもらおうと、無理に食べ物を口の中に押し込
む事は窒息の原因を作ることになり危険。初めての経験だと色々分からない事が多いが、医療スタッフに遠慮なく聞
く事。突然呼吸が止まってもびっくりして救急車を呼んだり、警察に連絡をしない事。関わっているスタッフ連絡で
十分です。

在宅療養調整医師からのアドバイス

救急車を呼んでしまうと・・・

できれば自宅で最期まで！ と決めたけれど…心配

かかりつけ医
訪問看護師 等が

〝看取り〟も支えます

24時間・365日

病院と自宅、終末期のすごし
かたは、どう違うの ？

病院

自宅

慌てて、救急車を呼んでしまう
と、救急隊は亡くなっている方
は搬送しない・事件性の有無の
判断はできないので、警察が介
入することになります。

家族がいる場合、介護の負担
感が大きいので、介護保険
サービス等の積極的な活用で
軽減をはかる事が大事です。
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■次号は、2018 年 9 月頃発行予定です。

健康情報

地域の支え合い助け合いの活動紹介
市ノ坪住宅“きずなカフェ”

代表の宮坂さん・バリスタの前田さんからのメッセージ

認知症と睡眠の関係

　市ノ坪住宅（中原区）は 600 世帯の分譲住宅です。きずなカフェは平成
22 年に「本格的な珈琲を飲みながらの喋り場・人と人が繋がり合える場所」

「高齢者の孤独防止」を目的に地域包括支援センターの呼びかけでカフェ準
備委員会が発足。平成 23 年 5 月にボランティア 11 名でスタートしまし
た。当住宅組合提供の集会所で月 2 回活動。①本格的なコーヒーを淹れる
事、②対象者は住宅に居住の誰でも（高齢者と限らない）、③珈琲代は必ず
徴収（自立した活動継続）、④低コストで洒落たカフェを演出、⑤お客様と
してのおもてなしに留意しています。毎回 30 人弱の参加があり、参加者
からは「ここに来ることで元気になり皆さんと仲良くなった」「行きましょ
うと誘いに来てくれることが楽しみ」「コーヒーの香りと味が良い。コーヒー
が苦手な方もお茶持参で参加している」「安心していられる場所」との声が
寄せられています。平成 27 年には川崎市社会福祉協議会から「社会福祉
功労者」として表彰を受けました。

　生まれて初めてのボランティア。皆さんが帰る時に「またね」と握手していかれることが
励みとなっています。珈琲・お菓子代 100 円で運営することに苦労していますが、皆さ
んに支えられ 7 年目となりました。焙煎したての珈琲豆をその場で挽いて、ハンドドリッ
プでコーヒーショップの如く本格的なコーヒーを淹れ提供しています。コーヒーの淹れ方
を伝授しながら現在 6 つのきずなカフェに広がり「自分の成長、勉強になっています」。

前田さん・宮坂さん

メラトニン
【睡眠を促すホルモン】

体内時計に関与

日常生活での“睡眠のコツ”日常生活での“睡眠のコツ”朝太陽の日を浴びる

適度な運動 お昼寝は 30 分以内を目安に 入浴は寝る30分 以上前に

[川崎市医師会]

　最近、睡眠時間が短くなったり、朝早く目が覚めたり、途中で目が覚めるといった悩み
を抱えていらっしゃいませんでしょうか？「メラトニン」という睡眠を促すホルモン分泌
が「体内時計」に関与しているのですが、その機能は年齢とともに徐々に衰え、認知症になるとその影響はさ
らに大きく「アルツハイマー型認知症」以外にも、「レビー小体型認知症」の初期には悪夢を見て大声をあげたり、
暴れたりする「レム睡眠行動障害」を認めることが知られています。現在では研究が進み、「体内時計」に重要
な 7 種類の時計遺伝子 PER1、PER2、PER3、TIM、CLOCK、NPAS2、CRY2 の中で PER3 の遺伝子異常（遺
伝子多型 rs228697）と概日リズム睡眠障害発症との関連性が報告され、治療応用が期待されています。症状
が気になる方は「認知症学会専門医」「認知症サポート医」「認知症診療協力医療機関」へご相談ください。

　認知症学会専門医（神奈川） http://dementia.umin.jp/list/kngw.html
　認知症診療協力医療機関 http://www.kawasaki.kanagawa.med.or.jp/ninchishou

寝る前のコーヒー、お茶、
お酒を避ける



麻生区の在宅医療を推進！

川崎市内の在宅医療推進の取組や活動している人を紹介します！

障害のある方の相談窓口「川崎市障害者相談支援センター」の紹介

　麻生区では、在宅療養を支えるいろいろな職種間の
顔の見える関係をめざし会議を重ねてきました。情報
の共有のために、連携ノートの記載やメール、電話・
fax など適宜スピーディーに情報を交換し皆様の療養
を支えていきます。また、今年度の市民のための在宅
医療フォーラムのテーマは認知症です。認知症の初期
から最終的な段階に至るまでの具体的な対策につい
て、ケース紹介しながら皆で議論を深めたいと思いま
す。平成 30 年 3 月 3 日、麻生区役所：14 時～。是非
ご参加下さい。

川崎区
幸区

中原区
高津区

宮前区

多摩区

麻生区

〔麻生区在宅療養調整医師〕
佐野　順子　医師

　  

　

宮前区の在宅医療を推進！
　地域包括支援センターと三師（医師、歯科医師、薬
剤師）会を中心にケアマネジャー、訪問看護師、栄養
士等の多職種で Medical care station (ICT) を利用
した情報共有を開始しています。顔の見える水平関係
を構築するために全体ミーティング（みやまえの会）
を年 4 回開催して多職種で困難事例を解決しながら
連携を拡大しています。川崎市で地域包括ケアシステ
ムの先駆けとして大学病院や社会福祉協議会との連携
も模索しています。また行政の積極的な参加を働きか
けて行きたいと思います。

〔宮前区在宅療養調整医師〕
行形　毅　医師

  『あなたの街の障害のある方とそのご家族の身近な相談窓口』として、川崎市より委託を受け各区に 4 か所設
置されています。地域で安心して暮らしていくために、相談支援専門員（医療系相談員がいるセンターもあり
ます）がお手伝いさせていただきます。
　＊お気軽にお電話や来所されてください。もちろん訪問もいたします。
　＊相談料は無料です！ 個人情報は守ります !!  安心してご利用ください。

どなたでも相談できます ………………… 障害の種別や年齢、障害者手帳の有無にかかわらず、
どなたからのご相談でもお受けします！

身近な地域にあります …………………… 区内の 4 か所のどこに相談されても大丈夫です！
どんなことでもまずはお話ください …… 障害を持っているけれど仕事に就きたい、お金の管理

をしてほしい、健康や医療に関することなど・・・
 まずは、お話しください！

サポート内容

ホームページ

連 　 絡 　 先 川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室　電話：044－200－3945
「川崎市障害者相談支援センター」で検索

在宅医療を受けながら住み慣れた自宅で暮らし続けるには －看取りの事例を通して－

エンディングノートについて

【終末期の在宅療養生活を支えるサポート体制 ～専門スタッフとの相談を経て～】

【訪問看護師からのワンポイントアドバイス】

　80 歳代の勇さんは妻との 2 人暮らし。肺気腫を患い入院治療後、在宅酸素療法を受けながら自宅で
療養を継続していた。妻の手料理を味わい、愛犬と戯れながら、たまに訪ねてくる孫の成長を楽しみに
過ごしていた。デイサービスやリハビリも頑張っていたが、徐々に病状が進行し、肺炎も繰り返す様に
なりベッド上の生活になる。〝自宅で最期まで″と希望し、妻の和子さんも家族も同意していた。

①終末期になっても本人のＱＯＬを保ち、介護負担の軽減を図れるよう医療・介護サービス等の利用・
変更をケアマネジャーと共に検討していきます。

②かかりつけ医や看護師の訪問の時に、旅立ちが近づいた時の状態や看取りについて事前に確認して
おきましょう。連絡先や注意点についても聞いておくと不安の軽減につながります。

　勇さんは寝ている時間が多くなり、しだいに名前を呼んでも返事がない状態になる。訪問診療医（かかりつ
け医）から、死期が近いと説明を受け、遠方の子供家族や親せきに事前に連絡ができ、皆に看取られながら旅
立つことができた。その日は日曜日の夕方だったが呼吸がおかしくなった時に訪問看護師に連絡し、すぐ駆け
つけてくれた。その後医師に連絡がつき死亡診断後、死亡診断書の発行となった。

　自分の人生の記録、医療（延命処置の希望の有無を含む）や介護の希望など、自分の大切
な思いを伝える為の「エンディングノート」。法的拘束力はないが、自筆で日付や名前を書
いて知らせておくことで、もしもの時に思いを尊重してもらえる。

【訪問看護師からのワンポイントアドバイス】

訪問診療

ケアマネジャー
家族や友人、近隣の方との
時間を大切に、一日一日を
過ごす。

訪問看護：増やす
(本人・介護者の精神支援)

訪問入浴
お風呂好きの為 (2/週）

福祉用具
褥瘡予防マット追加

ヘルパー：毎日
早朝・夜間も検討

●ウトウト眠る時間が増える ●食べ物や水分を受け付けなくなる
●名前を呼んでも反応しない ●意味不明な事を言ったりする
●血圧が下がった状態が続く ●手足が冷たくなる
●おしっこの量が次第に減っていく
●呼吸が細く不規則になったり、10 ～ 30 秒ほど呼吸が止まる

エンディングノート

旅立ちが近づいた時の状態は…（実際の経過や症状はそれぞれです：参考）

　自分の人生の記録、医療（延命処置の希望の有無を含む）や介護の希望など、自分の大切

これからの「人生」を見つめ直す機会に！
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早朝・夜間も検討

●ウトウト眠る時間が増える ●食べ物や水分を受け付けなくなる
●名前を呼んでも反応しない ●意味不明な事を言ったりする
●血圧が下がった状態が続く ●手足が冷たくなる
●おしっこの量が次第に減っていく
●呼吸が細く不規則になったり、10 ～ 30 秒ほど呼吸が止まる

旅立ちが近づいた時の状態は…（実際の経過や症状はそれぞれです：参考）

これからの「人生」を見つめ直す機会に！
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わが家で「看取り」を行うためにわが家で「看取り」を行うために
　人生の終末期を住み慣れた場所で迎えたい。でも、家族に負担をかけたくない、病状が急変
したらどうしよう、苦しむのではないか、など不安の声を聞きます。「人生の主役は自分です」
意思表示をしておきましょう。家族もその意向を尊重したいという気持ちが大切になります。

　訪問診療を受けていれば、自宅
「看取り」で医師の死亡診断書の交
付を受けることができるので、検視

（検死）扱いになる事はありません。

●治療の場なのでスケ
ジュールが優先され、
自由とは言い切れま
せん。

●容態が急変しても医師や看護師がい
るので安心感があります。

●大事な家族や友人、ペットと共に過
ごす事ができ、生活に合った治療法
や療養の方法を自分で決められま
す。

　在宅看取りは可能です。『自宅で最期を迎えたい』と願う多くの方を看取ってきています。医療スタッフ
としてケアマネジャー、訪問看護師、医師を選定する。臨終期に至る経過を医療スタッフと家族（できれば
全員）で共有する。病院は臨終期の患者は治療の対象にならないので通常は受け入れない。死亡診断書は経
過が分かっている医師が作成すべき。患者の状態は日によって色々で苦しそうな顔つきになる事があるが、

臨終期には意識も低下しているので本人はそれ程苦しみが無い。聴力は最後まで残っているので患者の耳元近くで患
者の都合の悪いことは決して言わない事。何か食べさせて元気を出してもらおうと、無理に食べ物を口の中に押し込
む事は窒息の原因を作ることになり危険。初めての経験だと色々分からない事が多いが、医療スタッフに遠慮なく聞
く事。突然呼吸が止まってもびっくりして救急車を呼んだり、警察に連絡をしない事。関わっているスタッフ連絡で
十分です。

在宅療養調整医師からのアドバイス

救急車を呼んでしまうと・・・

できれば自宅で最期まで！ と決めたけれど…心配

かかりつけ医
訪問看護師 等が

〝看取り〟も支えます

24時間・365日

病院と自宅、終末期のすごし
かたは、どう違うの ？

病院

自宅

慌てて、救急車を呼んでしまう
と、救急隊は亡くなっている方
は搬送しない・事件性の有無の
判断はできないので、警察が介
入することになります。

家族がいる場合、介護の負担
感が大きいので、介護保険
サービス等の積極的な活用で
軽減をはかる事が大事です。

訪問看護
ステーション

居宅介護支援事業所

リハビリ専門職

調剤薬局

介護サービス事業所

歯科診療所

主治医

■次号は、2018 年 9 月頃発行予定です。

健康情報

地域の支え合い助け合いの活動紹介
市ノ坪住宅“きずなカフェ”

代表の宮坂さん・バリスタの前田さんからのメッセージ

認知症と睡眠の関係

　市ノ坪住宅（中原区）は 600 世帯の分譲住宅です。きずなカフェは平成
22 年に「本格的な珈琲を飲みながらの喋り場・人と人が繋がり合える場所」

「高齢者の孤独防止」を目的に地域包括支援センターの呼びかけでカフェ準
備委員会が発足。平成 23 年 5 月にボランティア 11 名でスタートしまし
た。当住宅組合提供の集会所で月 2 回活動。①本格的なコーヒーを淹れる
事、②対象者は住宅に居住の誰でも（高齢者と限らない）、③珈琲代は必ず
徴収（自立した活動継続）、④低コストで洒落たカフェを演出、⑤お客様と
してのおもてなしに留意しています。毎回 30 人弱の参加があり、参加者
からは「ここに来ることで元気になり皆さんと仲良くなった」「行きましょ
うと誘いに来てくれることが楽しみ」「コーヒーの香りと味が良い。コーヒー
が苦手な方もお茶持参で参加している」「安心していられる場所」との声が
寄せられています。平成 27 年には川崎市社会福祉協議会から「社会福祉
功労者」として表彰を受けました。

　生まれて初めてのボランティア。皆さんが帰る時に「またね」と握手していかれることが
励みとなっています。珈琲・お菓子代 100 円で運営することに苦労していますが、皆さ
んに支えられ 7 年目となりました。焙煎したての珈琲豆をその場で挽いて、ハンドドリッ
プでコーヒーショップの如く本格的なコーヒーを淹れ提供しています。コーヒーの淹れ方
を伝授しながら現在 6 つのきずなカフェに広がり「自分の成長、勉強になっています」。

前田さん・宮坂さん

メラトニン
【睡眠を促すホルモン】

体内時計に関与

日常生活での“睡眠のコツ”日常生活での“睡眠のコツ”朝太陽の日を浴びる

適度な運動 お昼寝は 30 分以内を目安に 入浴は寝る30分 以上前に

[川崎市医師会]

　最近、睡眠時間が短くなったり、朝早く目が覚めたり、途中で目が覚めるといった悩み
を抱えていらっしゃいませんでしょうか？「メラトニン」という睡眠を促すホルモン分泌
が「体内時計」に関与しているのですが、その機能は年齢とともに徐々に衰え、認知症になるとその影響はさ
らに大きく「アルツハイマー型認知症」以外にも、「レビー小体型認知症」の初期には悪夢を見て大声をあげたり、
暴れたりする「レム睡眠行動障害」を認めることが知られています。現在では研究が進み、「体内時計」に重要
な 7 種類の時計遺伝子 PER1、PER2、PER3、TIM、CLOCK、NPAS2、CRY2 の中で PER3 の遺伝子異常（遺
伝子多型 rs228697）と概日リズム睡眠障害発症との関連性が報告され、治療応用が期待されています。症状
が気になる方は「認知症学会専門医」「認知症サポート医」「認知症診療協力医療機関」へご相談ください。

　認知症学会専門医（神奈川） http://dementia.umin.jp/list/kngw.html
　認知症診療協力医療機関 http://www.kawasaki.kanagawa.med.or.jp/ninchishou

寝る前のコーヒー、お茶、
お酒を避ける


