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１．今年度の研究成果
平成 19 年度は 3 年計画の 3 年目であり、(1)在宅医療を受けたがん患者の転帰に関する研究、(2)患者家
族向け、医療者向けの円滑な通院治療から在宅医療への移行モデル普及啓発に関する研究、(3)円滑な通
院治療から在宅医療への移行モデル構築・検証、を施行した。

(1)在宅医療を受けたがん患者の転帰に関する研究では、施設横断的に在宅医療を受けた患者の転帰に
ついて検討した。全国 10 の診療所において、2007 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに診療を終了した患者を
対象に、疾患、受診期間等の患者プロファイルならびに社会的背景についてのデータベースを作成し、在宅
医療を受けた患者の転帰について分析した。対象期間中に死亡などにより在宅医療を終了した患者は 607
名（男 291、女 316）、年齢中央値 81（0-104）歳、70 歳以上の患者が 548 人（90％）であった。疾患の内訳は、
担がん患者 340、脳梗塞後遺症患者 93、難病 16 等であった。認知症レベルⅡ以上は 288 人、ADL 自立度 B
～C は 385 人であった。在宅療養日数の中央値は 88（0-3973）日（n=603）で、担がん患者 47（0-2712）日
（n=347）、非担がん患者 251（0-3973）（n=258）であった。終了理由は死亡 356 人、入院 210 人、転院 22 人、
施設入所 8 人、外来移行 3 人、その他 9 人であった。在宅療養日数はそれぞれ、80（0-3973）日、89
（0-2978）日、57（0-1274）日、656（58-1133）日、137（1-1180）日、71（4-147）日であった。入院後の転帰につ
いて判明しているのは 160 人、51 人（40％）は転帰不明であった。入院先は 159 人が急性期病院、ホスピス・
緩和病床 12，療養型病床 3、有床診療所 1、入院から死亡までの期間は平均 18 日（中央値 12（0―109））で
あった。在宅医療開始時の患者本人の在宅死についての希望の有無と終了理由の相関であるが、在宅死
の希望「有」は「無」にくらべ、在宅での死を迎えやすいことが示された。一方、36 人は在宅死の希望「有」で
も在宅死に至らなかった。サブカテゴリー解析では、36 人全員が入院での終了で、11 人は 70 歳未満が 11
人、24 人は担がん患者、10 人は急変による入院、5 人が独居者、5 人が老々世帯者、26 人は開始時の ADL
がⅡ以上のレベル、10 人が認知症であった。
入院で終了した患者多くは急性期病院に入院し、1 ヶ月内に病院で死亡している。本来ならば有床診療所
や療養型病床等の医療機関が担う役割を急性期病院が代行している実態を示している。医療供給体制の
再構築に在宅医療を支える医療機関の拡充が必要であることが示唆された。
在宅死を望んだが実現できなかった患者の約 6 割はがん患者であり、がん患者の在宅医療促進には、さ
らに工夫や改善が必要である。
在宅から入院し、入院中に死亡したケースについての在宅・入院診療の連携の充実は、今後の在宅医療
を円滑にする上で重要な役割を果たすと考えられた。

(2)患者家族向け、医療者向けの円滑な通院治療から在宅医療への移行モデル普及啓発に関する研究
では、患者家族向けに「７つのステップでわかる在宅医療ガイドブック」を配布し、さらに今年度は病院勤務
医師向けの在宅医療導入に関する手引き、「案ずるより任せるが吉 在宅医療」を作成し配布した。これは、
がん診療を行っている総合病院などの医師に、在宅緩和を行っている地域の医療、在宅医療についての情
報がないため、スムーズな患者紹介を妨げているという問題点が明らかになったためである。
さらに、患者家族向け及び勤務医向けの調査を行った。患者家族向けでは、外来患者・家族向けにアン
ケート調査を行い、1500 名より回答が得られた。また、病院勤務医師向け調査としては、冊子「案ずるより任
せるが吉 在宅医療」の配布時にアンケートを同封し、全国病院勤務医 99 施設より回答を得た。現在データ
集計中である。

２．前年度までの研究成果
研究１年目・２年目は、がん患者が希望する在宅医療・通院治療を可能とするための医療連携・患者支援
システム構築の基盤となるデータ収集を重点的に行った。がん患者が希望する在宅医療・通院治療の円滑
なモデルとして、悪性リンパ腫患者の在宅化学療法について検討した。また、悪性腫瘍患者に対する在宅医
療の実態調査や在宅医療を受けた患者の死亡に関する調査を実施し、患者年齢、家族の協力、医療機関
から患者宅までの距離、在宅医療実施機関との連携、緩和ケア病棟の拡充などが問題点として抽出され、
関連学会で発表した。またこれらをもとに、「７つのステップでわかる在宅医療ガイドブック」を作成し調査研
究を行った。

３．研究成果の意義および今後の発展
本研究は、患者の希望する在宅治療と通院治療を可能にするための医療連携システム及び患者支援シ
ステムの整備、とくに高齢者がん患者が生活の質を維持しつつ在宅・通院治療が可能となるような、円滑な
システムの追求を目的意義としており、がん対策基本法に謳われている「がん患者の療養生活の質の維持
向上のために必要な施策」の基盤データを提供するものである。
がん対策基本法でも、居宅におけるがん医療の提供のための連携協力体制の確保が挙げられているが、
本研究は、まさに患者のニーズに沿って、在宅医療・通院治療の両面を調査し問題点を抽出し、解決のため
に医療者の啓蒙、患者への情報提供を実施したものである。本研究の成果より必要な情報をパンフレットに
まとめたが、これは実際に幅広く活用された。
本研究は、がん患者が希望する在宅または通院治療の整備の一助となり、高齢がん患者の生活の質を
維持し、社会生活の継続が可能となり医療サービスの向上、医療サービスの均てん化を現実化するとともに、
がん患者の療養生活の質の維持向上に貢献すると考えられる。

４．倫理面への配慮
患者情報はプライバシー守秘に関して十分な配慮が必要である。個人情報を取り扱う場合、本研究では

東京大学医科学研究所をはじめ、研究分担者施設の倫理審査委員会の承認を得て実施し、個人情報保護
法に準拠して扱った。
本研究では、人体から採取された試料は用いていない。
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