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c h e c k  p o i n t

●査定、減算の最善の対応策は、質を高め
ること。アウトカムに貪欲になること。

　疾患別リハビリテーションを例にとってみ
ましょう。若年層などの場合は別ですが、高齢
者など機能回復が見込めない患者に対し、上限
ギリギリまで算定することが質の高いリハビ
リと言えるのかどうか。そのサービスは、患者
の幸せにつながっていくものかどうか。保険
者はその点も見ているように思えます。もち
ろん、「医学的にみて必要だ」という場合は、
堂々となさっていて良いのです。大人数のセ
ラピストを抱え込み、点数稼ぎに見えるような
サービスを行っている病院もあるといいます
から、保険者も目を光らせるほかないのかもし
れません。

●働い方改革への準備

　昨今、世の中的には、『働き方改革』が叫ばれ、
従来の各種制度の見直しが迫られ、各事業所は、
その対応に追われておられます。
　勿論、医療機関も例外ではなく、その影響に
よる人員確保に悩まれていることでしょう。
　しかし、『医師』のみは、その業務の特殊性か
ら、例外的取り扱いとなり、2024年4月からの
適用になりますが、ご存じのように、『医師の
働き方改革の推進に関する検討会』で、その骨
格は、かなり、明らかになってきております。

　その中で、注目すべきは、医師法第19条の
『応召義務』の解釈ではないでしょうか？
　ついに、日の目を浴びてしまい、いわゆる
『断っていい患者』が具体的に明示されたこと
は、画期的ではないでしょうか？
　その内容の是非を、ここで論じることではあ
りませんが、経営に与える影響については、考
察しておく必要はあるでしょう。
　1医療機関1医師であれば、経営的には問題
はないのかもしれませんが、経営者ではない勤
務医の方々並びに非常勤医師がいる場合は、一
度、院内で、確認しておく必要があるでしょう。
まだ先の話と思わす、今から準備していきま
しょう！

（佐々木  直隆）
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断るべき患者を断るための信頼関係

　断って良い患者を断ったとしても、相
手が言いがかりをつけるような人だった
ら、SNSにネガティブ投稿されるかもし
れません。あるクリニックもたった一つ
のネガティブ投稿に悩まされていました
が、先生がそのお悩みを自己開示したこ
とで、信頼関係が強い患者さん数名が良
い書き込みをしてくださり、ネガティブ
投稿よりポジティブ投稿が上回って事な
きを得たという例があります。
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OTC医薬品② 
医薬品のことを言います。OTC医薬品は、有効成分のリスクに
よって「要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬
品」の4つに分けられます。この中で、要指導医薬品と第一類医薬
品は安全に服用するために購入者に対して副作用などのリスクを
説明する義務がある為、薬剤師のみが販売できる医薬品です。ス
イッチOTC医薬品のほとんどが第一類医薬品に該当しています。
※OTC＝Over The Counterの略。カウンター越しにアドバイスを
受けた上で購入できる薬。

（ことば354からの続き）

能見将志

たんぽぽ先生に聴く「質の高い在宅医療」
患者さんにとって、幸せな看取りとは？

イキ  イキ   現場リポート

〒791-8056  愛媛県松山市別府町444-1　TEL089-911-6333　FAX089-911-6334

医療法人 ゆうの森

今回の取材先は愛媛県松山市、「医療法人ゆうの森」です。ここは、あの「たんぽぽ先生」こと永井康徳
先生のいるところ。質の高い在宅医療とは何か？お話を伺いました。

たんぽぽ先生といえば、いまや日本で一番
有名な在宅のドクターですよね！お会いでき
て光栄です！

　そんなに有名ですか？私はやるべきことを
やっているだけなんですけど。

何もかも規格外ですよ。ちなみに先生のや
るべきことって？

　質の高い看取りを支援することです。その
ために患者さんの苦しみを緩和して一つでも
多く患者さんやご家族の喜ぶお顔を引き出す
ことです。

良質の看取りって概念的ですね。わかりや
すく教えてください。

　たとえば亡くなった後に、「ああ、いい最期
だったよね」と、ご家族等が振り返ることがで
きる看取りです。そのために必要なことを8つ
提案しています。

看取りの質を高めるために必要な8つのこと
1 不安を取り除く
2 死に向き合う
3 医療を最小限にする
4 患者のやりたいことを支援する
5 一緒に悩み納得できる意思決定の過程を踏む

6 信頼関係を作る
7 とことん楽にする
8 亡くなる最期まで食べる

医療法人ゆうの森
2000年に開業した訪問診療を主体とする有床診療所「たんぽぽクリ
ニック」、へき地医療に取り組む「たんぽぽ俵津診療所」（愛媛県西予
市）、「訪問看護ステーションコスモス」、「居宅介護支援事業所コスモ
ス」、「訪問介護事業所コスモス」、「はりきゅうマッサージ治療院ク
ローバ」を展開する在宅医療に特化した医療法人。

2019年4月現在における松山市本院
総宅患者数は610人。
1か月あたりの新規患者数は40人。
1か月あたりの看取り患者数は15人。
看取り段階の患者数は、常時40人程度。
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ACP（アドバンスケアプランニング）とは
万が一のときに備えて、患者の価値観や望み、どのような医療やケアを望んでいるかについて、患者が信頼する人たちととも
に考え話し合うこと。
2018年度改定では、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を踏まえた対応が報酬の
要件に組み込まれました。

お寿司を召し上がる患者さん。お寿司は、本物そっくりですがムース食です。

たんぽぽ先生こと永井康徳先生。クリニックの前で。

「たんぽぽ先生のQ＆Aで身につく在宅報酬の仕組み」より

在宅医療を提供する人たち
の強い味方「たんぽぽ本」。
こちらは「たんぽぽ先生の在
宅報酬算定マニアル」の公式
問題集。
2020年版も楽しみです。

実は私も祖母を見送ったとき、
告知ができませんでした。祖
母は最期まで弱音を吐かな
かったけれど、亡くなった後

「つらい」とか「くるしい」というメモが出てき
て…。祖母は、「弱音を吐かなかった」のでは
なくって、私たち家族が最期まで「治るよ」と
言い続けてしまったから、「弱音を吐けなかっ
たんだな」って思うことがありました。あの時
告知をしていれば、祖母は私たちにどんな言
葉を残してくれたかなって今でも思います。

そういう後悔をなさるご家
族は多いです。その時はご
家族も必死ですし、告知を
しないことが最良だと思っ
ていたと思いますけれど…。ただ家族が
「正解」と思っても、ご本人にとって「正
解」かどうかわかりません。重要なこと
は繰り返し話すことです。患者さんとご
家族だけでなく、医師や看護師、ケアチー
ムも一緒になって何度も話すことをして
いれば、後悔は少ないと思います。

人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（厚生労働省資料を基に編集部作成）

2018年度診療報酬・介護報酬改定において、ガイドラインなどを踏まえた対応が要件化された主な報酬項目

ターミナルケアに関する報酬（在宅患者訪問診療料の加算）

患者の意思を確認できる

報酬項目

項目

在宅ターミナルケア加算
　在宅患者訪問診療料（Ⅰ）1
　　有老ホーム等に入居する患者以外の患者
　　有老ホーム等に入居する患者
　在宅患者訪問診療科（Ⅱ）イ

看取り加算

死亡診断加算

在支診・在支病
以外

3500点

3500点

3200点

3000点

200点

4500点

4500点

4200点

3000点

200点

5500点

5500点

5200点

3000点

200点

6500点

6500点

6200点

3000点

200点

機能強化型在支診・在支病

病床なし
在支診・在支病

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定

患者と医療・介護従事者で構成される
医療・ケアチームが十分に話し合い、

患者が意思決定を行う

患者の意思を確認できない

家族等と十分に話し合
い、本人にとって
最善の方針を取る

患者の推定意思を尊重
し、本人にとって
最善の方針を取る

本人にとって
最善の方針を取る

・家族等がいない
・家族等が判断を医療・ケア
 チームに委ねる

家族等が本人の
意思を推定できる

家族等が本人の
意思を推定できない

●医療・ケアチームの中で患者の心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
●患者と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合
●家族等の中で意見がまとまらない場合
●家族等と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合

などについては、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて
方針等について検討・助言を行う

•（患者の意思を確認できる場合）時間の経過や心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて適切な情報提供・
　説明を行い、その都度患者が自らの意思を示し、伝えられるよう支援する。患者が自らの意思を伝えられない状態
　になる可能性があるため、家族等も含めた話し合いを繰り返し行う
•話し合った内容は都度文書にまとめておく

・在宅ターミナルケア加算
 （在宅患者訪問診療料（Ⅰ）（Ⅱ）の加算）
・在宅ターミナルケア加算（在宅患者訪問看護・指導料の加算）
・同一建物居住者ターミナルケア加算
 （同一建物居住者訪問看護・指導料の加算）
・訪問看護ターミナルケア療養費
・ターミナルケア加算（訪問看護費の加算）

・在宅患者支援病床初期加算
 （地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の加算）
・在宅患者支援療養病床初期加算
 （療養病棟入院料の加算）

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス
に関するガイドライン」などの内容を踏まえ、患者・
家族等と話し合い、本人の意思決定を基本に他の関
係者と連携の上対応すること

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセ
スに関するガイドライン」などの内容を踏まえ、入院
時に治療方針に関する患者・家族等の意思決定に対
する支援を行うこと

ポ
イ
ン
ト

ガイドラインに関する要件

病床あり

担当者が聞いて
みました！

（瓜生 千鶴）

8つのポイントの中で難しいのは？

　「死に向き合うこと」です。医師なら告知を
怖れないことです。死は、医師がもっとも目を
そむけたいことで、私も告知は数え切れないく
らいやっていますけど、いつもつらくて仕方が
ないです。「伝えないで」というご家族は多い
ですし、「知りたくない」という患者さんもい
ます。しかしそれではせっかく残された最期
の「いい時間」が過ごせないかもしれない。

人生の終わりに残された「いい時間」？

　自分らしく過ごせる穏やかな時間です。ご
家族に別れを告げたり、好きなところに行った
り、食べたいものを食べたり…本当にしたいこ
とをする時間です。

告知することによって「いい時間」を過ごせ
た例を教えてください。

　抗がん剤の治療を頑張っていた方がいまし
た。この方は現状を正しく知らされておらず、
「頑張れば望みはある」と言われていました。
けれど、当院に来られた時は悪化していてきわ
めて厳しい状況でした。治療は3クール目を終
えて4クール目を頑張るかどうかというとこ
ろ。私は、周りの方の了承を得て詳しい状況を
お話しし、今後の希望を伺いました。するとご
本人は、「治療はもうやめたい、家に帰りたい」
とおっしゃったのです。今までつらかったの
だろうと思います。

病状を知らされず、周りから「頑張って」と
励まされると、患者さんは頑張るしかありま
せんよね。頑張り屋さんだったり、まじめな
人ならなおさらそうかも…

　告知をしないで励ますことは残された日々を
「ただ耐えるしかない時間」にしてしまうかもし
れません。この方は病状を知ることで一時的に
は落ち込まれましたが、穏やかさを取り戻して
帰りたかった場所に戻っていかれました。

まさに、ACP（アドバンスケアプランニング）
ですね。前回の改定で、ターミナルケアの
加算の要件に組み込まれた…。

　そうですね。治す医療から支える医療への
パラダイムシフトの第一歩だと受け止めてい
ます。

ACPが大事なことはわかるのですが、現実
を伝えると、泣いたり取り乱したりなさるで
しょう。ご家族からなじられたりも…。先生
はどう接しておられるのですか。

　最初は何を言われてもとにかく受け入れて
お話を聴きます。ただ共感しながら聴きます。
その方たちのお気持ちや現実に寄り添いなが
ら聴きます。ご本人やご家族の背景や思い出、
それから葛藤に共感しながら聴きます。とき
に涙ぐむこともありますし、スタッフには「泣
いてもいいよ」と伝えています。私たちも人間
です。患者さんたちの気持ちに共感して、堪え
きれなくなれば泣いてもいいと思います。

つらくても苦しくても、死に向き合うことが
始まりなんですね。

　そうです。死に向き合わないと、最後の最後
まで治療をしなければならず、点滴を抜くこと
もできないし、患者さんの望みを叶えることも
できません。

望みを聴いてどうするのですか。

　全力で叶えにいきます。実はそのための部
隊も結成しているのです。「望み叶え隊」や「た
んぽぽ音楽隊」などです。

エピソードを一つシェアしてください。

　「寿司が食べたい」と言われた方の話をしま
しょう。誤嚥リスクのため経口摂取ができな
いと診断されていた患者さんです。それが当
院にきてしばらくすると、突然「サイダーが飲
みたい」と騒ぎだしたんです。それで飲んでい
ただいたんですけれど、誤嚥する様子はなし。

ムース食を食べても大丈夫でした。そのうえ
「お寿司が食べたい」と言われます。おそらく
当院にきて点滴を抜かれ、食欲が沸いてきたの
でしょう。ときどきある、過剰な医療介入が患
者さんの生きる力を邪魔しているケースでし
た。そこでムース食のお寿司をお出しするこ
とにしたのですが、せっかくなら徹底的に楽し
んでいただこうと、この方のためだけに、「た
んぽぽ寿司」を開店しました。食堂の壁に「ま
ぐろ」や「いか」などのメニューを張って、シェ
フは板前になりきって。自画自賛になります
が、どこからどう見ても本物のお寿司屋さんを
食堂に再現しました。

素晴らしいお話ですが、コストがかかりそう
だなとも思ってしまいます。

　経営は全体で考えています。私たち
は患者さんの幸せのために仕事をし
ているし、それが実感できれば喜びを
感じます。当院ではそれが基本です。
この患者さんとの時間も実に素敵で
したよ。ビールもお飲みになりまして、
「最高じゃー！最高じゃー！」って何
度も言ってくださって。そのお顔を見
る私たちも最高でした。

幸福って単純に命の長さじゃないの
かもしれませんね。

　人は必ず亡くなるわけですから、そ
こまでの間をどう生きるかだと思う
のです。そして幸せってなんだろう
ということを医療者はいつも考えな
ければならないと思います。たとえ
ば、点滴って一度入れてしまうとなか

なか抜けないけれど、それは患者さんの幸せに
つながっているのか…。誤嚥性肺炎などの場
合、急性期の治療を終えた後も、嚥下機能障害
により絶飲食となり、当たり前のように経管栄
養となるけれど、それは患者さんの幸せにつな
がっているのか…。認知症があって自己抜去
してしまう方には拘束もやむを得ないと思っ
ているけれど、それは幸せなのだろうか…など
など。私たちは、幸せを引き出すような手伝い
をしたい。そうしていれば経営はなんとかな
りますよ。

診療報酬のガイドブックを出版されている
先生ですものね。経営については精通して
いらっしゃいますよね。

　勉強はしています（笑）

次回も引き続きお伝えします。
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ていたと思いますけれど…。ただ家族が
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ムも一緒になって何度も話すことをして
いれば、後悔は少ないと思います。

人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（厚生労働省資料を基に編集部作成）

2018年度診療報酬・介護報酬改定において、ガイドラインなどを踏まえた対応が要件化された主な報酬項目

ターミナルケアに関する報酬（在宅患者訪問診療料の加算）

患者の意思を確認できる

報酬項目

項目

在宅ターミナルケア加算
　在宅患者訪問診療料（Ⅰ）1
　　有老ホーム等に入居する患者以外の患者
　　有老ホーム等に入居する患者
　在宅患者訪問診療科（Ⅱ）イ

看取り加算

死亡診断加算

在支診・在支病
以外

3500点

3500点

3200点

3000点

200点

4500点

4500点

4200点

3000点

200点

5500点

5500点

5200点

3000点

200点

6500点

6500点

6200点

3000点

200点

機能強化型在支診・在支病

病床なし
在支診・在支病

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定

患者と医療・介護従事者で構成される
医療・ケアチームが十分に話し合い、

患者が意思決定を行う

患者の意思を確認できない

家族等と十分に話し合
い、本人にとって
最善の方針を取る

患者の推定意思を尊重
し、本人にとって
最善の方針を取る

本人にとって
最善の方針を取る

・家族等がいない
・家族等が判断を医療・ケア
 チームに委ねる

家族等が本人の
意思を推定できる

家族等が本人の
意思を推定できない

●医療・ケアチームの中で患者の心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
●患者と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合
●家族等の中で意見がまとまらない場合
●家族等と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合

などについては、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて
方針等について検討・助言を行う

•（患者の意思を確認できる場合）時間の経過や心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて適切な情報提供・
　説明を行い、その都度患者が自らの意思を示し、伝えられるよう支援する。患者が自らの意思を伝えられない状態
　になる可能性があるため、家族等も含めた話し合いを繰り返し行う
•話し合った内容は都度文書にまとめておく

・在宅ターミナルケア加算
 （在宅患者訪問診療料（Ⅰ）（Ⅱ）の加算）
・在宅ターミナルケア加算（在宅患者訪問看護・指導料の加算）
・同一建物居住者ターミナルケア加算
 （同一建物居住者訪問看護・指導料の加算）
・訪問看護ターミナルケア療養費
・ターミナルケア加算（訪問看護費の加算）

・在宅患者支援病床初期加算
 （地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の加算）
・在宅患者支援療養病床初期加算
 （療養病棟入院料の加算）

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス
に関するガイドライン」などの内容を踏まえ、患者・
家族等と話し合い、本人の意思決定を基本に他の関
係者と連携の上対応すること

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセ
スに関するガイドライン」などの内容を踏まえ、入院
時に治療方針に関する患者・家族等の意思決定に対
する支援を行うこと

ポ
イ
ン
ト

ガイドラインに関する要件

病床あり

担当者が聞いて
みました！

（瓜生 千鶴）

8つのポイントの中で難しいのは？

　「死に向き合うこと」です。医師なら告知を
怖れないことです。死は、医師がもっとも目を
そむけたいことで、私も告知は数え切れないく
らいやっていますけど、いつもつらくて仕方が
ないです。「伝えないで」というご家族は多い
ですし、「知りたくない」という患者さんもい
ます。しかしそれではせっかく残された最期
の「いい時間」が過ごせないかもしれない。

人生の終わりに残された「いい時間」？

　自分らしく過ごせる穏やかな時間です。ご
家族に別れを告げたり、好きなところに行った
り、食べたいものを食べたり…本当にしたいこ
とをする時間です。

告知することによって「いい時間」を過ごせ
た例を教えてください。

　抗がん剤の治療を頑張っていた方がいまし
た。この方は現状を正しく知らされておらず、
「頑張れば望みはある」と言われていました。
けれど、当院に来られた時は悪化していてきわ
めて厳しい状況でした。治療は3クール目を終
えて4クール目を頑張るかどうかというとこ
ろ。私は、周りの方の了承を得て詳しい状況を
お話しし、今後の希望を伺いました。するとご
本人は、「治療はもうやめたい、家に帰りたい」
とおっしゃったのです。今までつらかったの
だろうと思います。

病状を知らされず、周りから「頑張って」と
励まされると、患者さんは頑張るしかありま
せんよね。頑張り屋さんだったり、まじめな
人ならなおさらそうかも…

　告知をしないで励ますことは残された日々を
「ただ耐えるしかない時間」にしてしまうかもし
れません。この方は病状を知ることで一時的に
は落ち込まれましたが、穏やかさを取り戻して
帰りたかった場所に戻っていかれました。

まさに、ACP（アドバンスケアプランニング）
ですね。前回の改定で、ターミナルケアの
加算の要件に組み込まれた…。

　そうですね。治す医療から支える医療への
パラダイムシフトの第一歩だと受け止めてい
ます。

ACPが大事なことはわかるのですが、現実
を伝えると、泣いたり取り乱したりなさるで
しょう。ご家族からなじられたりも…。先生
はどう接しておられるのですか。

　最初は何を言われてもとにかく受け入れて
お話を聴きます。ただ共感しながら聴きます。
その方たちのお気持ちや現実に寄り添いなが
ら聴きます。ご本人やご家族の背景や思い出、
それから葛藤に共感しながら聴きます。とき
に涙ぐむこともありますし、スタッフには「泣
いてもいいよ」と伝えています。私たちも人間
です。患者さんたちの気持ちに共感して、堪え
きれなくなれば泣いてもいいと思います。

つらくても苦しくても、死に向き合うことが
始まりなんですね。

　そうです。死に向き合わないと、最後の最後
まで治療をしなければならず、点滴を抜くこと
もできないし、患者さんの望みを叶えることも
できません。

望みを聴いてどうするのですか。

　全力で叶えにいきます。実はそのための部
隊も結成しているのです。「望み叶え隊」や「た
んぽぽ音楽隊」などです。

エピソードを一つシェアしてください。

　「寿司が食べたい」と言われた方の話をしま
しょう。誤嚥リスクのため経口摂取ができな
いと診断されていた患者さんです。それが当
院にきてしばらくすると、突然「サイダーが飲
みたい」と騒ぎだしたんです。それで飲んでい
ただいたんですけれど、誤嚥する様子はなし。

ムース食を食べても大丈夫でした。そのうえ
「お寿司が食べたい」と言われます。おそらく
当院にきて点滴を抜かれ、食欲が沸いてきたの
でしょう。ときどきある、過剰な医療介入が患
者さんの生きる力を邪魔しているケースでし
た。そこでムース食のお寿司をお出しするこ
とにしたのですが、せっかくなら徹底的に楽し
んでいただこうと、この方のためだけに、「た
んぽぽ寿司」を開店しました。食堂の壁に「ま
ぐろ」や「いか」などのメニューを張って、シェ
フは板前になりきって。自画自賛になります
が、どこからどう見ても本物のお寿司屋さんを
食堂に再現しました。

素晴らしいお話ですが、コストがかかりそう
だなとも思ってしまいます。

　経営は全体で考えています。私たち
は患者さんの幸せのために仕事をし
ているし、それが実感できれば喜びを
感じます。当院ではそれが基本です。
この患者さんとの時間も実に素敵で
したよ。ビールもお飲みになりまして、
「最高じゃー！最高じゃー！」って何
度も言ってくださって。そのお顔を見
る私たちも最高でした。

幸福って単純に命の長さじゃないの
かもしれませんね。

　人は必ず亡くなるわけですから、そ
こまでの間をどう生きるかだと思う
のです。そして幸せってなんだろう
ということを医療者はいつも考えな
ければならないと思います。たとえ
ば、点滴って一度入れてしまうとなか

なか抜けないけれど、それは患者さんの幸せに
つながっているのか…。誤嚥性肺炎などの場
合、急性期の治療を終えた後も、嚥下機能障害
により絶飲食となり、当たり前のように経管栄
養となるけれど、それは患者さんの幸せにつな
がっているのか…。認知症があって自己抜去
してしまう方には拘束もやむを得ないと思っ
ているけれど、それは幸せなのだろうか…など
など。私たちは、幸せを引き出すような手伝い
をしたい。そうしていれば経営はなんとかな
りますよ。

診療報酬のガイドブックを出版されている
先生ですものね。経営については精通して
いらっしゃいますよね。

　勉強はしています（笑）

次回も引き続きお伝えします。
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ACP（アドバンスケアプランニング）とは
万が一のときに備えて、患者の価値観や望み、どのような医療やケアを望んでいるかについて、患者が信頼する人たちととも
に考え話し合うこと。
2018年度改定では、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を踏まえた対応が報酬の
要件に組み込まれました。

お寿司を召し上がる患者さん。お寿司は、本物そっくりですがムース食です。

たんぽぽ先生こと永井康徳先生。クリニックの前で。

「たんぽぽ先生のQ＆Aで身につく在宅報酬の仕組み」より

在宅医療を提供する人たち
の強い味方「たんぽぽ本」。
こちらは「たんぽぽ先生の在
宅報酬算定マニアル」の公式
問題集。
2020年版も楽しみです。

実は私も祖母を見送ったとき、
告知ができませんでした。祖
母は最期まで弱音を吐かな
かったけれど、亡くなった後

「つらい」とか「くるしい」というメモが出てき
て…。祖母は、「弱音を吐かなかった」のでは
なくって、私たち家族が最期まで「治るよ」と
言い続けてしまったから、「弱音を吐けなかっ
たんだな」って思うことがありました。あの時
告知をしていれば、祖母は私たちにどんな言
葉を残してくれたかなって今でも思います。

そういう後悔をなさるご家
族は多いです。その時はご
家族も必死ですし、告知を
しないことが最良だと思っ
ていたと思いますけれど…。ただ家族が
「正解」と思っても、ご本人にとって「正
解」かどうかわかりません。重要なこと
は繰り返し話すことです。患者さんとご
家族だけでなく、医師や看護師、ケアチー
ムも一緒になって何度も話すことをして
いれば、後悔は少ないと思います。

人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（厚生労働省資料を基に編集部作成）

2018年度診療報酬・介護報酬改定において、ガイドラインなどを踏まえた対応が要件化された主な報酬項目

ターミナルケアに関する報酬（在宅患者訪問診療料の加算）

患者の意思を確認できる

報酬項目

項目

在宅ターミナルケア加算
　在宅患者訪問診療料（Ⅰ）1
　　有老ホーム等に入居する患者以外の患者
　　有老ホーム等に入居する患者
　在宅患者訪問診療科（Ⅱ）イ

看取り加算

死亡診断加算

在支診・在支病
以外

3500点

3500点

3200点

3000点

200点

4500点

4500点

4200点

3000点

200点

5500点

5500点

5200点

3000点

200点

6500点

6500点

6200点

3000点

200点

機能強化型在支診・在支病

病床なし
在支診・在支病

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定

患者と医療・介護従事者で構成される
医療・ケアチームが十分に話し合い、

患者が意思決定を行う

患者の意思を確認できない

家族等と十分に話し合
い、本人にとって
最善の方針を取る

患者の推定意思を尊重
し、本人にとって
最善の方針を取る

本人にとって
最善の方針を取る

・家族等がいない
・家族等が判断を医療・ケア
 チームに委ねる

家族等が本人の
意思を推定できる

家族等が本人の
意思を推定できない

●医療・ケアチームの中で患者の心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
●患者と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合
●家族等の中で意見がまとまらない場合
●家族等と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合

などについては、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて
方針等について検討・助言を行う

•（患者の意思を確認できる場合）時間の経過や心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて適切な情報提供・
　説明を行い、その都度患者が自らの意思を示し、伝えられるよう支援する。患者が自らの意思を伝えられない状態
　になる可能性があるため、家族等も含めた話し合いを繰り返し行う
•話し合った内容は都度文書にまとめておく

・在宅ターミナルケア加算
 （在宅患者訪問診療料（Ⅰ）（Ⅱ）の加算）
・在宅ターミナルケア加算（在宅患者訪問看護・指導料の加算）
・同一建物居住者ターミナルケア加算
 （同一建物居住者訪問看護・指導料の加算）
・訪問看護ターミナルケア療養費
・ターミナルケア加算（訪問看護費の加算）

・在宅患者支援病床初期加算
 （地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の加算）
・在宅患者支援療養病床初期加算
 （療養病棟入院料の加算）

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス
に関するガイドライン」などの内容を踏まえ、患者・
家族等と話し合い、本人の意思決定を基本に他の関
係者と連携の上対応すること

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセ
スに関するガイドライン」などの内容を踏まえ、入院
時に治療方針に関する患者・家族等の意思決定に対
する支援を行うこと

ポ
イ
ン
ト

ガイドラインに関する要件

病床あり

担当者が聞いて
みました！

（瓜生 千鶴）

8つのポイントの中で難しいのは？

　「死に向き合うこと」です。医師なら告知を
怖れないことです。死は、医師がもっとも目を
そむけたいことで、私も告知は数え切れないく
らいやっていますけど、いつもつらくて仕方が
ないです。「伝えないで」というご家族は多い
ですし、「知りたくない」という患者さんもい
ます。しかしそれではせっかく残された最期
の「いい時間」が過ごせないかもしれない。

人生の終わりに残された「いい時間」？

　自分らしく過ごせる穏やかな時間です。ご
家族に別れを告げたり、好きなところに行った
り、食べたいものを食べたり…本当にしたいこ
とをする時間です。

告知することによって「いい時間」を過ごせ
た例を教えてください。

　抗がん剤の治療を頑張っていた方がいまし
た。この方は現状を正しく知らされておらず、
「頑張れば望みはある」と言われていました。
けれど、当院に来られた時は悪化していてきわ
めて厳しい状況でした。治療は3クール目を終
えて4クール目を頑張るかどうかというとこ
ろ。私は、周りの方の了承を得て詳しい状況を
お話しし、今後の希望を伺いました。するとご
本人は、「治療はもうやめたい、家に帰りたい」
とおっしゃったのです。今までつらかったの
だろうと思います。

病状を知らされず、周りから「頑張って」と
励まされると、患者さんは頑張るしかありま
せんよね。頑張り屋さんだったり、まじめな
人ならなおさらそうかも…

　告知をしないで励ますことは残された日々を
「ただ耐えるしかない時間」にしてしまうかもし
れません。この方は病状を知ることで一時的に
は落ち込まれましたが、穏やかさを取り戻して
帰りたかった場所に戻っていかれました。

まさに、ACP（アドバンスケアプランニング）
ですね。前回の改定で、ターミナルケアの
加算の要件に組み込まれた…。

　そうですね。治す医療から支える医療への
パラダイムシフトの第一歩だと受け止めてい
ます。

ACPが大事なことはわかるのですが、現実
を伝えると、泣いたり取り乱したりなさるで
しょう。ご家族からなじられたりも…。先生
はどう接しておられるのですか。

　最初は何を言われてもとにかく受け入れて
お話を聴きます。ただ共感しながら聴きます。
その方たちのお気持ちや現実に寄り添いなが
ら聴きます。ご本人やご家族の背景や思い出、
それから葛藤に共感しながら聴きます。とき
に涙ぐむこともありますし、スタッフには「泣
いてもいいよ」と伝えています。私たちも人間
です。患者さんたちの気持ちに共感して、堪え
きれなくなれば泣いてもいいと思います。

つらくても苦しくても、死に向き合うことが
始まりなんですね。

　そうです。死に向き合わないと、最後の最後
まで治療をしなければならず、点滴を抜くこと
もできないし、患者さんの望みを叶えることも
できません。

望みを聴いてどうするのですか。

　全力で叶えにいきます。実はそのための部
隊も結成しているのです。「望み叶え隊」や「た
んぽぽ音楽隊」などです。

エピソードを一つシェアしてください。

　「寿司が食べたい」と言われた方の話をしま
しょう。誤嚥リスクのため経口摂取ができな
いと診断されていた患者さんです。それが当
院にきてしばらくすると、突然「サイダーが飲
みたい」と騒ぎだしたんです。それで飲んでい
ただいたんですけれど、誤嚥する様子はなし。

ムース食を食べても大丈夫でした。そのうえ
「お寿司が食べたい」と言われます。おそらく
当院にきて点滴を抜かれ、食欲が沸いてきたの
でしょう。ときどきある、過剰な医療介入が患
者さんの生きる力を邪魔しているケースでし
た。そこでムース食のお寿司をお出しするこ
とにしたのですが、せっかくなら徹底的に楽し
んでいただこうと、この方のためだけに、「た
んぽぽ寿司」を開店しました。食堂の壁に「ま
ぐろ」や「いか」などのメニューを張って、シェ
フは板前になりきって。自画自賛になります
が、どこからどう見ても本物のお寿司屋さんを
食堂に再現しました。

素晴らしいお話ですが、コストがかかりそう
だなとも思ってしまいます。

　経営は全体で考えています。私たち
は患者さんの幸せのために仕事をし
ているし、それが実感できれば喜びを
感じます。当院ではそれが基本です。
この患者さんとの時間も実に素敵で
したよ。ビールもお飲みになりまして、
「最高じゃー！最高じゃー！」って何
度も言ってくださって。そのお顔を見
る私たちも最高でした。

幸福って単純に命の長さじゃないの
かもしれませんね。

　人は必ず亡くなるわけですから、そ
こまでの間をどう生きるかだと思う
のです。そして幸せってなんだろう
ということを医療者はいつも考えな
ければならないと思います。たとえ
ば、点滴って一度入れてしまうとなか

なか抜けないけれど、それは患者さんの幸せに
つながっているのか…。誤嚥性肺炎などの場
合、急性期の治療を終えた後も、嚥下機能障害
により絶飲食となり、当たり前のように経管栄
養となるけれど、それは患者さんの幸せにつな
がっているのか…。認知症があって自己抜去
してしまう方には拘束もやむを得ないと思っ
ているけれど、それは幸せなのだろうか…など
など。私たちは、幸せを引き出すような手伝い
をしたい。そうしていれば経営はなんとかな
りますよ。

診療報酬のガイドブックを出版されている
先生ですものね。経営については精通して
いらっしゃいますよね。

　勉強はしています（笑）

次回も引き続きお伝えします。
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ACP（アドバンスケアプランニング）とは
万が一のときに備えて、患者の価値観や望み、どのような医療やケアを望んでいるかについて、患者が信頼する人たちととも
に考え話し合うこと。
2018年度改定では、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を踏まえた対応が報酬の
要件に組み込まれました。

お寿司を召し上がる患者さん。お寿司は、本物そっくりですがムース食です。

たんぽぽ先生こと永井康徳先生。クリニックの前で。

「たんぽぽ先生のQ＆Aで身につく在宅報酬の仕組み」より

在宅医療を提供する人たち
の強い味方「たんぽぽ本」。
こちらは「たんぽぽ先生の在
宅報酬算定マニアル」の公式
問題集。
2020年版も楽しみです。

実は私も祖母を見送ったとき、
告知ができませんでした。祖
母は最期まで弱音を吐かな
かったけれど、亡くなった後

「つらい」とか「くるしい」というメモが出てき
て…。祖母は、「弱音を吐かなかった」のでは
なくって、私たち家族が最期まで「治るよ」と
言い続けてしまったから、「弱音を吐けなかっ
たんだな」って思うことがありました。あの時
告知をしていれば、祖母は私たちにどんな言
葉を残してくれたかなって今でも思います。

そういう後悔をなさるご家
族は多いです。その時はご
家族も必死ですし、告知を
しないことが最良だと思っ
ていたと思いますけれど…。ただ家族が
「正解」と思っても、ご本人にとって「正
解」かどうかわかりません。重要なこと
は繰り返し話すことです。患者さんとご
家族だけでなく、医師や看護師、ケアチー
ムも一緒になって何度も話すことをして
いれば、後悔は少ないと思います。

人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（厚生労働省資料を基に編集部作成）

2018年度診療報酬・介護報酬改定において、ガイドラインなどを踏まえた対応が要件化された主な報酬項目

ターミナルケアに関する報酬（在宅患者訪問診療料の加算）

患者の意思を確認できる

報酬項目

項目

在宅ターミナルケア加算
　在宅患者訪問診療料（Ⅰ）1
　　有老ホーム等に入居する患者以外の患者
　　有老ホーム等に入居する患者
　在宅患者訪問診療科（Ⅱ）イ

看取り加算

死亡診断加算

在支診・在支病
以外

3500点

3500点

3200点

3000点

200点

4500点

4500点

4200点

3000点

200点

5500点

5500点

5200点

3000点

200点

6500点

6500点

6200点

3000点

200点

機能強化型在支診・在支病

病床なし
在支診・在支病

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定

患者と医療・介護従事者で構成される
医療・ケアチームが十分に話し合い、

患者が意思決定を行う

患者の意思を確認できない

家族等と十分に話し合
い、本人にとって
最善の方針を取る

患者の推定意思を尊重
し、本人にとって
最善の方針を取る

本人にとって
最善の方針を取る

・家族等がいない
・家族等が判断を医療・ケア
 チームに委ねる

家族等が本人の
意思を推定できる

家族等が本人の
意思を推定できない

●医療・ケアチームの中で患者の心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
●患者と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合
●家族等の中で意見がまとまらない場合
●家族等と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合

などについては、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて
方針等について検討・助言を行う

•（患者の意思を確認できる場合）時間の経過や心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて適切な情報提供・
　説明を行い、その都度患者が自らの意思を示し、伝えられるよう支援する。患者が自らの意思を伝えられない状態
　になる可能性があるため、家族等も含めた話し合いを繰り返し行う
•話し合った内容は都度文書にまとめておく

・在宅ターミナルケア加算
 （在宅患者訪問診療料（Ⅰ）（Ⅱ）の加算）
・在宅ターミナルケア加算（在宅患者訪問看護・指導料の加算）
・同一建物居住者ターミナルケア加算
 （同一建物居住者訪問看護・指導料の加算）
・訪問看護ターミナルケア療養費
・ターミナルケア加算（訪問看護費の加算）

・在宅患者支援病床初期加算
 （地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の加算）
・在宅患者支援療養病床初期加算
 （療養病棟入院料の加算）

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス
に関するガイドライン」などの内容を踏まえ、患者・
家族等と話し合い、本人の意思決定を基本に他の関
係者と連携の上対応すること

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセ
スに関するガイドライン」などの内容を踏まえ、入院
時に治療方針に関する患者・家族等の意思決定に対
する支援を行うこと

ポ
イ
ン
ト

ガイドラインに関する要件

病床あり

担当者が聞いて
みました！

（瓜生 千鶴）

8つのポイントの中で難しいのは？

　「死に向き合うこと」です。医師なら告知を
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　抗がん剤の治療を頑張っていた方がいまし
た。この方は現状を正しく知らされておらず、
「頑張れば望みはある」と言われていました。
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に涙ぐむこともありますし、スタッフには「泣
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きれなくなれば泣いてもいいと思います。

つらくても苦しくても、死に向き合うことが
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　そうです。死に向き合わないと、最後の最後
まで治療をしなければならず、点滴を抜くこと
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望みを聴いてどうするのですか。

　全力で叶えにいきます。実はそのための部
隊も結成しているのです。「望み叶え隊」や「た
んぽぽ音楽隊」などです。

エピソードを一つシェアしてください。

　「寿司が食べたい」と言われた方の話をしま
しょう。誤嚥リスクのため経口摂取ができな
いと診断されていた患者さんです。それが当
院にきてしばらくすると、突然「サイダーが飲
みたい」と騒ぎだしたんです。それで飲んでい
ただいたんですけれど、誤嚥する様子はなし。

ムース食を食べても大丈夫でした。そのうえ
「お寿司が食べたい」と言われます。おそらく
当院にきて点滴を抜かれ、食欲が沸いてきたの
でしょう。ときどきある、過剰な医療介入が患
者さんの生きる力を邪魔しているケースでし
た。そこでムース食のお寿司をお出しするこ
とにしたのですが、せっかくなら徹底的に楽し
んでいただこうと、この方のためだけに、「た
んぽぽ寿司」を開店しました。食堂の壁に「ま
ぐろ」や「いか」などのメニューを張って、シェ
フは板前になりきって。自画自賛になります
が、どこからどう見ても本物のお寿司屋さんを
食堂に再現しました。

素晴らしいお話ですが、コストがかかりそう
だなとも思ってしまいます。

　経営は全体で考えています。私たち
は患者さんの幸せのために仕事をし
ているし、それが実感できれば喜びを
感じます。当院ではそれが基本です。
この患者さんとの時間も実に素敵で
したよ。ビールもお飲みになりまして、
「最高じゃー！最高じゃー！」って何
度も言ってくださって。そのお顔を見
る私たちも最高でした。

幸福って単純に命の長さじゃないの
かもしれませんね。

　人は必ず亡くなるわけですから、そ
こまでの間をどう生きるかだと思う
のです。そして幸せってなんだろう
ということを医療者はいつも考えな
ければならないと思います。たとえ
ば、点滴って一度入れてしまうとなか

なか抜けないけれど、それは患者さんの幸せに
つながっているのか…。誤嚥性肺炎などの場
合、急性期の治療を終えた後も、嚥下機能障害
により絶飲食となり、当たり前のように経管栄
養となるけれど、それは患者さんの幸せにつな
がっているのか…。認知症があって自己抜去
してしまう方には拘束もやむを得ないと思っ
ているけれど、それは幸せなのだろうか…など
など。私たちは、幸せを引き出すような手伝い
をしたい。そうしていれば経営はなんとかな
りますよ。

診療報酬のガイドブックを出版されている
先生ですものね。経営については精通して
いらっしゃいますよね。

　勉強はしています（笑）

次回も引き続きお伝えします。
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