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～住み慣れた地域で安心してすごすために～



ま え が き

　この冊子は、区民のみなさんが自宅での療

養や看取りについて考えるとき、考え方や相

談の仕方、地域での情報等必要なことをまと

めたものです。

　３年後の令和 7年には、団塊の世代が７５

歳以上になるとともに、高齢者のひとり暮ら

しや夫婦２人世帯、認知症高齢者が増加する

と見込まれています。

　江東区では、高齢者が住み慣れた地域で安

心して暮らし続けられるように、医療、介護、

介護予防、住まい、生活支援サービスを一体

的に提供できる地域包括ケアシステムの構築

を、区民の皆様と共に取り組んでいきます。
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　外出が難しくなったり、最期の時を自宅で過ごしたい時、住み慣

れた自宅に医師や看護師、ホームヘルパー等に来てもらい、医療と

介護や必要な生活支援サービスを受けながら療養生活を送ることで

す。自宅にいながら医療と介護を受け、自分らしく生活できる在宅

療養は、一つの選択肢です。

　私たちは元気でいるときは、病気や介護のことはあまり考えませ

ん。しかし、突然の病気やけが、老化等で医療や介護が必要になっ

てきます。治療やリハビリで、元の生活に戻ることができればよい

のですが、病状は安定しても日常生活に支援が必要な状況になるこ

ともあります。

　いつか訪れる医療や介護が必要になった時のことは、元気なうち

に考えておくことも大切です。同居のご家族や、離れて暮らす子ど

もたち等、いざという時にあなたのことを心配してくれる親族や親

しい人たちにもしっかりとあなたの意思を伝えておきましょう。

住み慣れた地域で
      　  暮らし続けるために

1　在宅療養とは在宅療養とは1　
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地域包括ケアシステム のイメージ

連　携

住まい

生きがい

●自宅
（持ち家・賃貸 ／ 集合・戸建）
サービス付高齢者向け住宅 等

通院
・
入院

通所
・
入所

高齢者

訪問介護
 等

訪問診療 
等

●見守り・
　配食・
　安否確認
●ふれあい・
　いきいきサロン 等

「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療・介護・介護予防・

住まい・生活支援が一体的に確保される体制のことです。

介護予防
生活支援

●健康診査・
　相談・指導
●介護予防 等　

生涯学習

●趣味活動
●文化・芸術・
　教養活動 等　

選択・参加・利用・提供

●居宅サービス
訪問介護　通所介護 等

●施設サービス
特別養護老人ホーム 等

●地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護
認知症高齢者グループ
ホーム 等

●病院
急性期・回復期・慢性期

●日常の医療
かかりつけ医・歯科医・
薬局 等

介 護医 療
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　医療や介護が必要になった時、不安な気持ちになるかもしれま
せん。住み慣れた地域で安心して過ごせるように、医療や介護の
専門職が連携して支えます。

1　在宅療養とは在宅での療養生活を支えてくれる人々2　

イメージ図

病気のことや
介護のこと誰に

相談したらよいの ?

家族に負担を
かけたくない
けれど・・

通院するのが大変に
なってきた・・・
動けなくなったら

どうしよう

自宅で暮ら
したいけど

できるのかしら

かかりつけ医
在宅医

リハビリ
専門職

介護スタッフ

ケアマネジャー

住み慣れた地域で医療や介護の専門職が
在宅での療養を支えます！！

退院の話が
進んでるけど、
何から準備して
よいかわからない

歯科医師
歯科衛生士

薬剤師

訪問看護師

保健師

病 院　
（医師・看護師・
退院支援看護師・

医療ソーシャルワーカー）

管理
栄養士
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　江東区では、在宅医療や療養の推進に取り組んでいます。平成 30年 1 月 28 日（日）に「退院した
らどうなるの？実は身近な在宅医療」のテーマでシンポジウムを開催しました。講演では、「身近な
医療制度と在宅医療」について、パネルディスカッションでは「退院したらどうなるの？みんなで支
える在宅療養」として、地域で在宅医療を支える専門職の皆さんにそれぞれのお話を頂きました。

江東区在宅医療連携推進事業の取り組みから
～平成 29 年度在宅療養シンポジウムの意見より～

●入院患者さんの退院支援計画を立て、退院後の療養生活について相談と
　支援をしています。
　＊例えば、自宅で必要な医療ケア（インスリン注射・吸引等）・介護　
　　ケア（オムツ交換等）の指導。

●病院内で、患者さん・家族・医師・ソーシャルワーカー・理学療法士な
　どの多職種と連携を図り、よりよい方向性を検討します。検討結果をも
　とに、患者さん・家族の意向にそった支援・調整をします。

●退院前には、地域医療や地域福祉などの地域関係者との話合い（カンファ
　レンス）をおこないます。

退院支援看護師って？
外来通院・入院中から自宅での生活のことを一緒に
考える、病院にいる看護師です。

●むし歯や歯周病の予防や治療、検診のことなど、自宅に身近なところ
　で相談、対応します。

●噛むこと、飲み込むことの相談を受けることも増えています。

●診療所での診療以外にも、歯科医院に通うことができない方に、住ま
　いの場所に訪問して、口腔ケアや治療などをします。

かかりつけ歯科医って？
治療や歯や口の健康のことを相談できる歯科医です。

●いつでも安心安全に医薬品の使用ができるように、処方せんに基づい
　て患者さんの薬を調剤し、飲み方、使い方の指導、残った薬のチェック、
　管理などの相談、対応をします。

●かかりつけ薬局では、いろいろな処方せんの飲み合わせや、購入した
　市販薬との飲み合わせの確認やアドバイスもできます。お薬手帳を活
　用するための相談対応もします。

●患者さんの自宅に訪問して服薬指導や保管状況、飲み残しのチェックが
　できる薬局も増えてきています。療養に必要な衛生材料の相談もできます。

かかりつけ薬局って？
様々な薬の作用や、飲み方、管理の仕方を生活の
中で相談できる薬剤師です。

●今の暮らし、今までの暮らしを続けたい希望があるときの不安や困り
　ごとがあるときに相談支援をしています。

●「こんな暮らし方をしたい」を一緒に考えて、実行するための計画書
　（ケアプラン）を立てます。

●病院から自宅、自宅から病院、施設などの生活の場所に合わせて、情
　報をつなぎながら、相談支援をします。

ケアマネジャーって？（介護支援専門員）
自宅での療養生活の相談にのり、具体的な計画を
立てるのがケアマネジャーです。

●主治医の指示書に基づいて、自宅での医療処置、病状や健康状態の
　管理、療養生活の相談支援をしています。

●予防活動も大事な視点ととらえて相談支援をしています。

●本人家族の意思やライフスタイルを尊重しながら、日常的なアドバイス
　や病気や状態の支援から看取りまで対応しています。

訪問看護師って？
自宅での医療や、療養生活の支援、健康管理に
ついて相談できる看護師です。

コラム

●日常の生活の中で、熱がある、からだがだるい、食欲がないなど、　
　体調が悪い時に相談、対応します。糖尿病や高血圧、脂質代謝異常な
　どの慢性疾患の管理もします。

●診療所での診療時間の合間に、在宅医療が必要な方に訪問診療や往診
　をする医師もいます。在宅医療を専門にしている医師もいます。

●歯科医師への診療情報の作成や看護師や薬剤師、菅理栄養士やリハビ
　リテーションの指示書の作成、専門の医療や入院が必要な場合には、
　これまでの診療情報の提供を行います。介護保険の申請に必要な主治
　医の意見書も書きます。

かかりつけ医って？
体調が悪いときにまず相談する自宅近くの医師。

患者さん「ご本人」や一緒に暮らす「ご家族」のために、特に医療
面で必要なことを明らかにして、在宅で心地よく過ごせるよう医療
と介護のいろいろな職種の方と連絡、連携をとります。

患者さんや家族の生活を中心とした在宅療養を送るために、医療や
療養に必要な支援や優先順位を判断し、患者さんや家族の思いも含
めて関係する職種の方と連絡、連携をしながら対応をしています。

暮らしを支えるために必要なことを、一緒に考えて、その人らしい
生活が実現できるように支援します。医療や療養に必要なことを、
介護、医療、福祉にかかわる職種と連携しながら対応をしています。

口腔ケアや栄養摂取など健やかな生活を送るために歯科は重要な役
割があります。患者さんや家族のサポートをし、また療養にかかわ
る様々な職種の方とも、口腔ケア、摂食・嚥下といったことを早め
に連携、相談ができるように対応しています。

・病院と自宅での療養生活の相談・支援の対応をしています。
・医師やソーシャルワーカー等の多職種との連携の窓口です。
・地域医療や地域福祉との連携の窓口にもなります。

安心して安全に患者さん、家族が納得して服薬できるようにサポー
トします。療養にかかわる様々な職種の方とも連携して、自宅での
薬の管理、対応ができます。
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●診療所での診療以外にも、歯科医院に通うことができない方に、住ま
　いの場所に訪問して、口腔ケアや治療などをします。

かかりつけ歯科医って？
治療や歯や口の健康のことを相談できる歯科医です。

●いつでも安心安全に医薬品の使用ができるように、処方せんに基づい
　て患者さんの薬を調剤し、飲み方、使い方の指導、残った薬のチェック、
　管理などの相談、対応をします。

●かかりつけ薬局では、いろいろな処方せんの飲み合わせや、購入した
　市販薬との飲み合わせの確認やアドバイスもできます。お薬手帳を活
　用するための相談対応もします。

●患者さんの自宅に訪問して服薬指導や保管状況、飲み残しのチェックが
　できる薬局も増えてきています。療養に必要な衛生材料の相談もできます。

かかりつけ薬局って？
様々な薬の作用や、飲み方、管理の仕方を生活の
中で相談できる薬剤師です。

●今の暮らし、今までの暮らしを続けたい希望があるときの不安や困り
　ごとがあるときに相談支援をしています。

●「こんな暮らし方をしたい」を一緒に考えて、実行するための計画書
　（ケアプラン）を立てます。

●病院から自宅、自宅から病院、施設などの生活の場所に合わせて、情
　報をつなぎながら、相談支援をします。

ケアマネジャーって？（介護支援専門員）
自宅での療養生活の相談にのり、具体的な計画を
立てるのがケアマネジャーです。

●主治医の指示書に基づいて、自宅での医療処置、病状や健康状態の
　管理、療養生活の相談支援をしています。

●予防活動も大事な視点ととらえて相談支援をしています。

●本人家族の意思やライフスタイルを尊重しながら、日常的なアドバイス
　や病気や状態の支援から看取りまで対応しています。

訪問看護師って？
自宅での医療や、療養生活の支援、健康管理に
ついて相談できる看護師です。

コラム

●日常の生活の中で、熱がある、からだがだるい、食欲がないなど、　
　体調が悪い時に相談、対応します。糖尿病や高血圧、脂質代謝異常な
　どの慢性疾患の管理もします。

●診療所での診療時間の合間に、在宅医療が必要な方に訪問診療や往診
　をする医師もいます。在宅医療を専門にしている医師もいます。

●歯科医師への診療情報の作成や看護師や薬剤師、菅理栄養士やリハビ
　リテーションの指示書の作成、専門の医療や入院が必要な場合には、
　これまでの診療情報の提供を行います。介護保険の申請に必要な主治
　医の意見書も書きます。

かかりつけ医って？
体調が悪いときにまず相談する自宅近くの医師です。

患者さん「ご本人」や一緒に暮らす「ご家族」のために、特に医療
面で必要なことを明らかにして、在宅で心地よく過ごせるよう医療
と介護のいろいろな職種の方と連絡、連携をとります。

患者さんや家族の生活を中心とした在宅療養を送るために、医療や
療養に必要な支援や優先順位を判断し、患者さんや家族の思いも含
めて関係する職種の方と連絡、連携をしながら対応をしています。

暮らしを支えるために必要なことを、一緒に考えて、その人らしい
生活が実現できるように支援します。医療や療養に必要なことを、
介護、医療、福祉にかかわる職種と連携しながら対応をしています。

口腔ケアや栄養摂取など健やかな生活を送るために歯科は重要な役
割があります。患者さんや家族のサポートをし、また療養にかかわ
る様々な職種の方とも、口腔ケア、摂食・嚥下といったことを早め
に連携、相談ができるように対応しています。

・病院と自宅での療養生活の相談・支援の対応をしています。
・医師やソーシャルワーカー等の多職種との連携の窓口です。
・地域医療や地域福祉との連携の窓口にもなります。

安心して安全に患者さん、家族が納得して服薬できるようにサポー
トします。療養にかかわる様々な職種の方とも連携して、自宅での
薬の管理、対応ができます。
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　在宅医療は病院の入院時の高度な検査や手術といった治療と同じ

というわけにはいきません。医師や看護師等が自宅を訪問して病気

を安定させたり、痛みや苦痛を和らげたり、ご本人とご家族が生活

しやすいように配慮する医療です。在宅医療には大きく二つに分け

て「訪問診療」と「往診」があります。

　訪問診療や往診は、江東区内のかかりつけ医などの医師や在宅医

によっておこなわれています。かかりつけ医とはあなたの健康や身

体のことを一番理解していて、何でも気軽に相談できる地域のお医

者さんのことです。

訪 問 診 療

通院が困難で継続的な診療
が必要な方に計画的に定期
で医師が訪問します。

往　診

体調不良時や本人、家族の
求めで臨時（不定期）に医師
が訪問します。

在宅医療

在宅療養を支える医療3　
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　年齢とともに足腰が弱り、外に出られなく

なり、かかりつけ医のところにも通えなく

なってしまいました。何をするのもおっくう

になり、家で寝ていることが多くなりました。

徐々に足腰が弱くなり、
外出ができなくなるケース　

★長寿サポートセンターにご相談ください。

介護保険や福祉サービスの利用も含めた総合的な相談窓口です。

★医療や介護サービスを利用し、安心して自宅での生活を

送ることができます。

★心身の機能を使わないことで起こる筋力や意欲の低下を

防ぐために、通所サービスやリハビリテーションサービ

スを利用することも効果的です。

実際の在宅療養4　

事例
①
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骨折で入院治療し
   自宅退院が決まったケース

★ 病院の退院支援の専門窓口でご相談下さい。専門のソー

　シャルワーカーや看護師が退院後の生活や手すりの取り

　付け等の福祉サービスについて相談に乗っています。

★病院以外でも、江東区の長寿サポートセンターでも相談に

　対応しています。介護保険や福祉サービスの利用も含め

　た総合的な相談窓口です。

事例
②

　骨折で入院し手術や治療が終わって退院

することになりましたが、入院前のように

歩けなくなってしまいました。自宅に退院

が決まりましたが、どう生活していったら

よいか不安でいっぱいです。
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　がんなどの重篤な病気で治療を続け

ていましたが、治るための治療がない

ことがわかりました。苦痛を緩和して

もらいながら、自宅で最期まで自分ら

しい生活をしようと決めました。

在宅での看取りのケース

★自宅で、なるべく最期まで、自分の思う通り自分らし　

　く過ごすことが可能です。

★緩和ケアとは、身体的・精神的な痛みを緩和して、生活

　の質を上げるケアのことです。

★在宅医療の医師や看護師が緩和ケアに精通するように　

　なってきています。

★訪問診療や訪問看護のほか、かかりつけ薬剤師による

　訪問服薬支援等もあります。

★まず、病院の主治医や看護師、ソーシャルワーカー等に　

　相談してみましょう。

事例
③
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　長寿サポートセンターは、区民の皆様の身近な相談窓口です。

福祉、介護、医療等様々な面から高齢者を支える総合相談窓口で、

社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師・看護師等の専門職を配

置しています。相談は無料です。お住まいの住所ごとに担当するセ

ンターが決まっています。

長寿サポートセンター　
　　　　　（地域包括支援センター）

1　在宅療養とは困ったときに相談できるところ5　

1

かかりつけ医・
かかりつけ歯科医

　かかりつけ医・かかりつけ歯科医とは、

身近な地域で、日常的な診療や健康管理

を行い、何でも気軽に相談できる医師・

歯科医師です。直接大きな病院を訪ねる

前にまず「かかりつけ医・かかりつけ歯科医師」と十分相談するこ

とが、より効果の高い治療へとつながります。

　元気なうちから、かかりつけ医・かかりつけ歯科医を持つことを

お勧めします。江東区医師会及び江東区歯科医師会では、かかりつ

け医・かかりつけ歯科医師を紹介しています。

2

18 ページの一覧表をご覧ください

問い合わせ先は 20 ページをご覧ください
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　必要に応じて、自宅を訪問し、薬の飲み

方・使い方の指導、残った薬のチェックな

ど薬の管理、副作用や他の薬との併用等薬

について相談に乗ってくれます。

訪問看護ステーション

かかりつけ薬局

　自宅で療養する方に対して看護師等

が訪問し、主治医の指示書に基づいて

看護を行うサービスです。介護保険制

度利用の場合は、要介護、要支援の認

定を受けた方、医療保険制度利用の場合は、病気またはけがのた

めに在宅での療養が必要な方が利用することができます。

　ご本人やご家族の意思、ライフスタイルを尊重して、病気や状

態の悪化を予防する支援から看取り、相談に応じての日常的なア

ドバイスなどを行います。ご本人だけでなく、そのご家族も支援

します。

訪問看護とは

4

3

16 ページの一覧表をご覧ください

問い合わせ先は 17 ページをご覧ください
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4

3

19・20 ページの一覧表をご覧ください

問い合わせ先は 20 ページをご覧ください
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かかりつけ医を持っておきましょう。いつでも相談でき、在宅医療が必要
になったときにも相談できる、かかりつけ医がいると安心です。具合が悪
くなくても健康診断などで定期的にかかっておきましょう。（歯科医院や
薬局も同様に、かかりつけをもっておくと安心です）

1　在宅療養とは在宅療養Q&A

将来の在宅療養に向けて、健康なうち
からできることはありますか。

6　

A1
Q1

一人暮らしの方でも、介護保険サービスを活用することで、在宅療養す
ることが可能です。同様に、高齢のご夫婦でも在宅療養できます。まず
はお住まいの地域の長寿サポートセンターへご相談ください。

高齢者の一人暮らしでも在宅療養が
できるのでしょうか。

A2
Q2

仕事をしながら、家族の在宅療養を
支えていくことができますか。
できます。介護保険サービスを活用し、お仕事をつづけながら介護する
ことは可能です。どんなサービスが使えるのか、ケアマネージャーと相
談しながら調整し、無理のない介護を目指しましょう。A3

Q3

自宅でも、様々な医療を受けることができます。酸素吸入器などの医療機
器を使って在宅療養している方や、がんの末期で痛み止めの麻薬を使って
いる方もいます。対応可能な訪問診療医や訪問看護ステーションのサポート
を受けて、在宅療養が可能です。

在宅療養では、どんな医療を受ける
ことができますか。

A4
Q4

退院にあたっては、入院している病院のソーシャルワーカーや退院支
援看護師に相談しましょう。病院ごとに担当部署の名前は違いますが、
「医療連携室」や「患者サポートセンター」といった部署にいることが
多いようです。また、介護保険の対象の方であれば、お住まいの地域
の長寿サポートセンターへも合わせて相談しましょう。

急な入院をし、程なくして退院することに
なりました。どうしたらよいか不安です。

A5
Q5
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「医療連携室」や「患者サポートセンター」といった部署にいることが
多いようです。また、介護保険の対象の方であれば、お住まいの地域
の長寿サポートセンターへも合わせて相談しましょう。

急な入院をし、程なくして退院することに
なりました。どうしたらよいか不安です。

A5
Q5

12



できます。訪問歯科診療を利用すると、自宅で歯科診療を受けることがで
きます。むし歯や歯周病の治療のほか、入れ歯の調整、お口の中を清潔に
保つ口腔ケア、食事を飲み込みにくくなったときの相談などをすることが
できます。かかりつけ歯科医か、江東区歯科医師会へご相談ください。

自宅で療養しながら歯科診療を受ける
ことはできますか。

A7
Q7

かかりつけ薬剤師を決め、処方された薬の相談をしましよう。薬剤師が
飲み合わせや服用の仕方をアドバイスします。自宅を訪問して薬を管理
したり、ガーゼなどの衛生材料を届けてくれる場合もあります。かかり
つけ薬剤師か、江東区薬剤師会へご相談ください。

たくさんの種類の薬を処方されていて、
自宅ではうまく管理できるか心配です。

A8
Q8

そのようなことはありません。自宅で療養するか、施設などで療養するかの
選択はご本人が決めることです。人生の最期をどこでどのように過ごしたい
のか、元気なうちから考えましょう。ご家族と話し合っておくことも大切です。

在宅医療とよく聞きますが、
これからの時代は必ず自宅で
療養しないといけないのでしょうか。

A9

Q9

自宅で看取ることになった場合、いつ
どこに連絡すればいいのでしょうか？
家族だけで看取った場合、法的に問題
になりませんか。
慌てずに、主治医と訪問看護ステーションに連絡しましょう。主治医が臨終
の場に間に合わなくても、これまでの病気の経過が明確で、その病気でなく
なったことが明らかであれば、主治医によって死亡診断書が発行されます。
法律的な問題はありません。

A 10

Q10

慌てずに、主治医と訪問看護ステーションに連絡しましょう。主治医や訪
問看護師が対応します。また、江東区では、入院が必要になった場合に短
期間受け入れる「後方支援病床」という仕組みがあります。江東区医師会
の協力のもと、協力病院が在宅療養中の患者さんを受け入れています。

在宅療養していて、急に病状が悪くなった
場合、どうしたらいいのでしょうか。

A6
Q6
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1　在宅療養とは人生会議 ～アドバンス・ケア・プランニング～7　

　最期まで自分らしく暮らすために、自分が希望
する医療や介護をどのように受けたいか、ご家族や、
医療や介護の担当者とあらかじめ話し合い、共有
する取り組みをアドバンス・ケア・プランニング
（ACP）といいます。愛称は「人生会議」です。
　体調や環境の変化により、希望する医療やケアも
変わります。ご本人、ご家族、関係者が、繰り返し
話し合うことが大切です。今後の人生をどのように
過ごし、どのような医療やケアを受けたいのか話し
合い、自分の意思をきちんと伝えておきましょう。

「将来、どのような最期を迎えたいか」を考えたことはありますか?

１. 大切にしていること
２. 自分の生き方
３. 病気になったときに望む医療やケア、望まない医療やケア
４. 自分で意思表示ができないときに望む治療
５. 自分の代わりに判断して欲しい人
６. これだけは嫌なこと
７. 最期まで暮らしていたい場所

例えばこんなことを話してみましょう。
気持ちが変わったら、また話しあって
変えていけばいいのです。

●高齢の両親と、今後のことを話し合ってみたいと思った。
●シンポジウムに参加して、一人で悩まず相談できるとわかり少し安心しました。
●このシンポジウムをきっかけに、人生の最後について夫婦で話し合いたいと思います。
●様々なサービスを利用すれば自宅で最期を迎えることができるということがわかった。

　講義「住み慣れた地域で安心して暮らすこと」の後、江東区内で最期まで在宅で過ごした
ご家族や地域のかかりつけ医、訪問看護や介護の関係者によるパネルディスカッションが
行われました。

令和元年度在宅医療シンポジウム（令和 2 年 1 月 26 日開催）

「最期まで自分らしく暮らすために～さあ始めよう人生会議～」に出席した方の声
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嫌だな

できるだけ
自宅で

過ごしていたい

最後まで
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意識もなく、回復が
期待できない状態になったら、
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したくないな



施設名（愛称） 住　　所 電　　話 担当地区

白河 3-4-3-201

海辺 12-13

住吉 1-17-11

平野 1-2-3

古石場 2-14-1-101

東陽 6-2-17

塩浜 2-7-２

豊洲 2-2-18

枝川 1-8-15-101

亀戸 6-28-１

亀戸 4-21-13

亀戸９-13-１

大島 6-14-4-103

大島 4-1-37

大島 9-6-16

北砂 3-31-19

北砂 6-20-30

北砂 7-7-１-101

東砂 4-16-12

南砂 2-3-5-102

新砂 3-3-37

5646-1541

3645-6761

3635-0646

5639-9121

3641-2801

5665-4547

5617-6213

5859-0566

5634-0158

5627-2525

5626-0671

5875-3451

5628-0541

3636-9857

5836-5301

3615-4860

5606-1744

6660-2050

5857-8243

3640-9851

5653-1735

3630-6598

3645-6781

3632-3617

3641-1522

5621-3545

5606-8863

5617-6050

5547-5400

5632-2036

5858-8919

5626-0133

5875-3452

3638-4515

5628-5125

3638-3585

6388-9331

5683-2440

6660-2070

5857-8240

3640-9920

5632-3212

FAX
常盤、新大橋、森下１・２、
三好 3・４、白河、高橋

1　在宅療養とは問い合わせ先一覧8　

森下３～５、猿江、住吉、毛利

清澄、平野、三好１・２、佐賀、福住、
深川、冬木、門前仲町、木場３

永代、富岡、牡丹、古石場、越中島、
木場２

木場４・５、東陽

塩浜、潮見、木場１・６

豊洲、東雲、有明、青海

枝川、辰巳

亀戸１・２・６

亀戸３～５

亀戸７～９

大島３・５・６

大島１・２・４

大島７～９

千石、石島、千田、海辺、扇橋

北砂１～３、５

北砂６、東砂１・２

北砂４・７、南砂４・５

東砂８、南砂３・６・７、新砂、
新木場、夢の島、若洲

東砂３～７

南砂１・２南砂長寿サポートセンター

北砂東長寿サポートセンター

北砂南長寿サポートセンター

東砂長寿サポートセンター

大島西長寿サポートセンター

大島長寿サポートセンター

亀戸東長寿サポートセンター

大島東長寿サポートセンター

北砂西長寿サポートセンター

枝川長寿サポートセンター

新砂長寿サポートセンター

白河長寿サポートセンター

海辺長寿サポートセンター

住吉長寿サポートセンター

平野長寿サポートセンター

古石場長寿サポートセンター

塩浜長寿サポートセンター

豊洲長寿サポートセンター

亀戸長寿サポートセンター

亀戸北長寿サポートセンター

※豊洲長寿サポートセンターの開設時間は以下のとおり

月曜日～金曜日 ( 水曜日除く )：午前８時 30 分～午後５時、　水曜日：午前８時 30 分～午後７時

月１回日曜開設日：午前９時～午後４時 ( 詳しくは豊洲長寿サポートセンターへ )、土曜日・日曜日 ( 月 1 回日曜開設日除く )・祝休日・年末年始：定休日

■開設時間
月曜日～金曜日：午前９時～午後６時、土曜日：午前９時～午後３時（日曜日・祝休日・年末年始は定休日）

令和 2年 4月現在

長寿サポートセンター（地域包括支援センター）  

東陽長寿サポートセンター
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延命治療はしたく
ないけど、なるべく
痛みやつらさを抑える
処置をしてほしいな

できるだけ
長く自宅で
暮らしたいな

さあ始めよう！人生会議❶

　人生会議という言葉を聞いたことがありますか？新聞やニュースなどで聞いたことがある方もいるかもしれま
せん。ちょっと耳慣れない言葉「人生会議」についてご紹介します。実はみなさんに身近なお話なのです。

　人生会議とは、「今後の人生をどのように過ごして、どんな医療やケアを受けて人生の最期を迎えたいか、家族
やかかりつけ医、介護の担当者等とあらかじめ話し合っておくこと」です。
　今回は、「自宅で最期まで過ごしたい」という希望をお持ちの場合、病気になっても自宅で暮らせるのかをお話
したいと思います。

人生会議とは
　人生会議って、ちょっと不思議な言葉ですね。
　「人生の何を会議するんだろう？」「会議ってどんなことを話し合うんだろう？」と疑問に思うかもしれません。
　人生会議とは、「今後の人生をどのように過ごして、どんな医療やケアをうけて人生の最期を迎えたいか、家族や
かかりつけ医、介護の担当者等とあらかじめ話しあっておくこと」です。
　元の言葉は、アドバンス・ケア・プランニングといいます。ちょっと長い馴染みのない言葉でしたので、厚生労働省
が公募して決まった愛称が「人生会議」です。

自分の希望を伝えよう
　たとえば「最後まで自宅で暮らしたい」と思っていても、いざという時に、
自分の意思を伝えられない状態になってしまうかもしれません。ご自分が希望
する医療やケアを受けるために、家族とともに、話し合いをしておきましょう。
　どんなふうに話し合いをしたらよいか困った時は、かかりつけ医や訪問看護師、
ケアマネジャーなどの日頃関わっている専門職の方に相談してみてください。
　状況や体調の変化で、希望は変わるものです。一度決めたらその通りにしな
ければならないと思わずに、気持ちが変わったらその都度話し合えばよいのです。
　繰り返し話し合いをしていくことが「人生会議」なのです。

在宅療養とは
　外出が難しくなったり、病院へ行くことが難しく
なった時、住み慣れた自宅へ医師や看護師、ホーム
ヘルパー等に来てもらい、医療や介護、必要な生活
支援サービスを受けながら療養生活を送ることで
す。自宅にいながら医療と介護を受け、自分らしく
生活できます。

在宅療養を支える医療
　医師や看護師が自宅を訪問し、病気を安定させた
り、痛みや苦痛を和らげたりする医療を行います。
酸素吸入器などの医療機器を使っている方や、がん
の末期で痛み止めの医療用麻薬を使っている方も
います。
　病院に入院しているときのような高度な検査や
手術といった治療はできませんが、安心してご自宅
で暮らせるように、医師や訪問看護師がサポート
します。

自宅で歯科診療も
　訪問歯科診療を利用すると、自宅で歯科診療を受ける
ことができます。
　むし歯や歯周病の治療のほか、入れ歯の調整、口腔ケア、
食事を飲み込みにくくなったときの相談もできます。
　訪問できる歯科をお探しの場合は、かかりつけ歯科医
や江東区歯科医師会へご相談ください。

お薬の管理やお届けも
　かかりつけ薬剤師が、自宅を訪問して薬を管理したり、
ガーゼなどの衛生材料を届けます。対応できる薬局を
お探しの場合は、江東区薬剤師会へご相談ください。
　実際にどんな医療を受けるか、どんなケアを受けるの
かは、必要になったときにケアマネジャーなどに相談
して決めていくことになります。
　いざという時のためにぜひ知っておいてください。

元気なうちから考える人生の最期の迎え方

さあ始めよう！人生会議❷ 病気になっても自宅で暮らせるの？

4月11日号

6月21日号

令和2年度 区報コラム「さあ始めよう！人生会議」抜粋



長く入院
したくないな
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ひとり暮らしでも自宅で療養できるの？

自宅で最期を迎えるということ

※利用できるサービス内容は個人の状況により異なります。

　50 年前までは、自宅で亡くなる方が約 6 割おり、多くの方が住み慣れた場所で最期を迎えていました。それ
以降は病院で亡くなる方が増え、現在では約 7 割の方が病院で亡くなっています。
　病院で亡くなることが当たり前になってしまった現在では、「住み慣れた自宅で最期まで暮らしたい」という
希望があっても、自宅で最期を迎えることに不安を感じる方もいるかと思います。
　今回は、自宅での看取りについて、よくあるご質問にお答えします。

[Q1] いざ看取りとなった場合、どこへ連絡すれ
　　　ばいいのでしょうか。医師が間に合わず、
　　　家族だけで看取っても法的に問題になり　 
　　　ませんか。

[Q3] 容態が悪化して救急車を呼んだら
　　　どうなりますか。

[Q2] 自宅で介護をしていて容態が悪化したら慌て
　　　てしまいそうです。

[A1] 慌てずにかかりつけ医と訪問看護ステーションへ連絡
　　　しましょう。かかりつけ医が臨終の場に間に合わなく
　　　ても、これまでの病気の経過が明確で、その病気で亡
　　　くなったことが明らかであれば、かかりつけ医から死
　　　亡診断書が発行されます。法律的な問題はありません。

[A3]  救急搬送された場合、本人の望まない医療
　　　処置（延命処置など）が行われてしまう
　　　場合があります。そのため、急変時の対
　　　応についてあらかじめ決めておくことが
　　　重要です。「どんな状態の時に救急車を呼
　　　ぶのか（呼ばないのか）」「どこの病院に
　　　搬送してもらうのか」「最期はどう過ごし
　　　たいのか」を、日ごろから話し合い、確認
　　　しておきましょう。

　このほかにもさまざまな疑問や心配ごと
が出てくるかもしれません。そんな時はか
かりつけ医や訪問看護師、ケアマネジャー
などに相談してみましょう。住み慣れた
自宅で安心して最期を迎えるために、医療・
介護の関係者がサポートします。

[A2]  高齢者の場合は、旅立ちにむかってゆっくりと進行す
　　　る場合が多く、一週間くらい前から徐々に兆候があら
　　　われます（疾病や個人によって異なります）。かかりつ
　　　け医や看護師と日ごろからよく相談し、心の準備をし
　　　ておきましょう。

介護保険サービスの活用
　介護保険では、ひとり暮らしの方や高齢者の
みの世帯を支えるサービスがあります。

[ 訪問介護 ]
　ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や
調理洗濯などの生活援助をします。

[ 訪問入浴 ]
　入浴車や簡易浴槽を使って入浴を介助します。

[ 訪問リハビリ ]
　理学療法士が自宅でリハビリを行います。

利用はケアマネジャーと相談
　どんなサービスを、どのくらい使うか調整しているのがケ
アマネジャーです。利用する方の状況を確認しながら、自分
らしい生活ができるようにサポートします。

長寿サポートセンターでも相談可
　長寿サポートセンターは、すべての高齢者の方々が住み
慣れた地域で安心して生活していただくための総合的な
相談機関です。専門の職員が相談に応じます。お住いの地域
を担当する長寿サポートセンターへご相談ください。

さあ始めよう！人生会議❸

さあ始めよう！人生会議❹

　　今回は、ひとり暮らしや、高齢者のみの世帯が自宅で療養するにはどうしたらよいか、というお話です。
　ひとり暮らしの方でも、高齢のご夫婦でも、介護サービスを活用しながら、在宅療養することができます。

私は夫と二人暮らし。週２回
の訪問看護、週１回の訪問介
護、週２回の訪問リハビリを
利用しています。家でもリハ
ビリができて助かります。

私はひとり暮らし。訪問看護に週３回、
訪問介護に毎日来てもらっています。
お風呂は訪問入浴のサービスを使って
います。通院できないので、訪問診療
を月に２回受けています。

10月21日号

8月11日号



長く入院
したくないな
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家族に希望を伝えようさあ始めよう！人生会議❺

　人生の終わりは、いつかは必ず訪れるものです。
穏やかに最期の時を迎えられるように、日ごろから
本人の希望や、家族がどのように支えることができ
るのかを話し合っておきましょう。話し合いをして
おくことで、本人が気持ちを話せない状態になった
時でも本人の希望を踏まえた対応をとることができ、
家族や周囲の人の心の負担は軽くなることでしょう。
　状況や体調によって考えや気持ちが変わることは
よくあることです。その都度、考えを整理したり、
話し合うとよいでしょう。

困ったときには相談しよう

長寿サポートセンター
　すべての高齢者の方々が住み慣れた地域で安心し
て生活していただくための総合的な相談機関です。
介護や医療の専門的知識を持った職員がご相談に応
じます。区内に 21か所のセンターがあり、お住まい
の住所ごとに担当するセンターが決まっています。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。

かかりつけ医
　身近な地域で日常的な診療や健康管理を行い、気
軽に相談できる医師です。元気なうちから、かかり
つけ医を持つことをお勧めします。そして、困った
ときにはかかりつけ医に相談しましょう。

ケアマネジャー
　介護サービスを利用している方は、ぜひ担当の
ケアマネジャーに相談してみましょう。どんな療養
生活を送りたいかを一緒に考え、実行していくお手
伝いをしてくれます。

江東区在宅療養ガイドブック配布中
　区では、在宅療養をご紹介する「江東区在宅療養
ガイドブック」を作成しました。ガイドブックは、保
健所や、長寿サポートセンターなどで配布していま
す。また、ガイドブックの内容は、区ホームページ
にも掲載しています。ぜひ参考にしてください。
　人生の終わりは誰にでも必ず訪れます。堅苦しく
考えたり、敬遠したりせずに、普段の会話の中で周囲
の人と話してみてはいかがでしょうか。
　状況や体調により気持ちや考えは変わります。また、
時間が経てばご家族の状況や、制度も変わるかもしれ
ません。その都度、話し合っておくとよいでしょう。

○これまでの暮らしで大切にしてきたこと
○これからどのように生きたいか
○病気になったときに望む医療やケア、望まない医療やケア
○自分で意思表示できないときに望む治療

○自分の代わりに判断してほしい人
○これだけは嫌なこと
○最期まで暮らしていたい場所

家族や周りに
迷惑かけたく
ないな

病気になっても
自宅でゆっくり
過ごしたい痛みや苦しみは

できるだけ取り
除いてほしいね

延命治療は
したくないな

できる限りの
治療を受けたい

　人生会議とは、「今後の人生をどのように過ごして、どんな医療やケアを受けて人生の最期を迎えたいか、
家族やかかりつけ医、介護の担当者等とあらかじめ話し合っておくこと」です。
　年末年始は家族で話をすることが多い時期です。この機会に、家族や身近な人と話し合い、ご希望や思いを
共有してみてはいかがでしょうか。

　人生会議は、人生の最後の日々を穏やかに、納得のいく形で送るために役立つものです。ぜひ、身近な人や
医療・介護の関係者とともに話し合っておきましょう。
　話し合うためには、どんな制度があるのか、どういった医療・介護サービスを使うことができるのか知ること
が大切です。今回は、困ったときに相談できるところなどをご紹介します。

さあ始めよう！人生会議❻ 2月11日号

12月11日号



1　在宅療養とは問い合わせ先一覧8　

※豊洲長寿サポートセンターの開設時間は次のとおりです。
月曜日～金曜日 ( 水曜日除く )：午前８時 30 分～午後５時、　水曜日：午前８時 30 分～午後７時
月１回日曜開設日：午前９時～午後４時 ( 詳しくは豊洲長寿サポートセンターへ ) / 定休日：土曜日・日曜日 ( 月 1回日曜開設日除く )・祝休日・年末年始

令和 4年 4月現在

長寿サポートセンター（地域包括支援センター）  

名　　称 所　在　地 電　　話

白河 3-4-3-201

海辺 12-13

平野 1-2-3

古石場 2-14-1-101

東陽 6-2-17

塩浜 2-7-２

豊洲 2-2-18

枝川 1-8-15-101

亀戸 1-30-8

亀戸 4-21-13

亀戸９-13-１

大島 6-14-4-103

大島 4-1-37

大島 9-6-16

北砂 3-31-19

北砂 6-20-30

北砂 7-7-１-101

東砂 4-16-12

南砂 2-3-5-102

新砂 3-3-37

5646-1541

3645-6761

3635-0646

5639-9121

3641-2801

5665-4547

5617-6213

5859-0566

5634-0158

5627-2525

5626-0671

5875-3451

5628-0541

3636-9857

5836-5301

3615-4860

5606-1744

6660-2050

5857-8243

3640-9851

5653-1735

3630-6598

3645-6781

3632-3617

3641-1522

5621-3545

5606-8863

5617-6050

5547-5400

5632-2036

5858-8919

5626-0133

5875-3452

3638-4515

5628-5125

3638-3585

6388-9331

5683-2440

6660-2070

5857-8240

3640-9920

5632-3212

FAX
常盤、新大橋、森下１・２、
三好 3・４、白河、高橋

森下３～５、猿江、住吉、毛利

清澄、平野、三好１・２、佐賀、福住、
深川、冬木、門前仲町、木場３

永代、富岡、牡丹、古石場、越中島、
木場２

木場４・５、東陽

塩浜、潮見、木場１・６

豊洲、東雲、有明、青海、海の森

枝川、辰巳

亀戸１・２・６

亀戸３～５

亀戸７～９

大島３・５・６

大島１・２・４

大島７～９

千石、石島、千田、海辺、扇橋

北砂１～３・５

北砂６、東砂１・２

北砂４・７、南砂４・５

東砂８、南砂３・６・７、新砂、
新木場、夢の島、若洲

東砂３～７

南砂１・２

白 河

海 辺

住 吉

平 野

古 石 場

東 陽

塩 浜

豊 洲

枝 川

亀 戸

亀 戸 北

亀 戸 東

大 島

大 島 西

大 島 東

北 砂 西

北 砂 東

北 砂 南

東 砂

南 砂

新 砂

担当地域
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開設時間
月曜日～金曜日：午前９時～午後６時、土曜日：午前９時～午後３時/ 定休日：日曜日・祝休日・年末年始

※

住吉1-17-11（～R4. 5月）
住吉1-9-5   （R4. 6月～）
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江東区内訪問看護ステーション

事 業 所 名 所　在　地 電話番号

オリーブ訪問看護リハビリステーション

ニチイケアセンター江東　訪問看護ステーション

ホウカンTOKYO江東

BPリハビリ訪問看護ステーション

訪問看護ステーションMydo

もんなか訪問看護&ケア

グッドライフケア訪問看護ステーション

マハロ豊洲訪問看護リハビリステーション

あそか訪問看護ステーション

訪問看護ステーションリンク

ざいたくサポート木場

訪問看護ステーションPIT

修世会　木場訪問看護ステーション

セコム深川訪問看護ステーション

訪問看護ステーション　コルディアーレ

ボンズシップ訪問看護リハビリステーション

訪問看護ステーション　デライト江東

PAL訪問看護ステーション

訪問看護ステーション　デューン江東

日本財団在宅看護センター　アィルビー訪問看護ステーション

江東区医師会訪問看護ステーション

訪問看護ステーション　はな　亀戸

訪問看護ステーション星松

清澄 2-11-7　API ビル 3階

森下 5-13-2　サンモールアサミ 101

高橋 14-13　清澄SOHO　2B

深川 1-11-4　吉川第二ビル 3階

門前仲町 2-11-8　野崎クリニックビル 403号室

富岡 1-25-5　メディカルビル門前仲町 9階

豊洲 4-2-2　豊南堂ビル 3階

豊洲 4-6-3　メゾン豊洲 201

住吉 1-18-1

猿江 1-12-1　住吉パークホームズ 1階

木場 2-7-22　小鳥居ビル 2階

木場 3-8-11　リフィオ木場公園 102号室

木場 5-8-8　2階

東陽 1-25-4　ブリリアンス丹羽 401号室

東陽 1-34-13　ディックビル 3階

東陽 3-10-5　丸半ビル別館 3階

東陽 3-28-9　山屋東陽ハイツ 406号室

東陽 4-6-14　トーカンマンション東陽町 202号室

東陽 4-8-5　宿本ビル 2階

東陽 5-29-47　サンフィールド 1階

東陽 5-31-18

亀戸 1-39-5　サンウエストビル II　1階

亀戸 2-3-13-802

6458-5103

3634-9600

6666-9117

6458-5397

5621-5026

6433-0102

6204-9681

3520-9730

5669-8641

6659-9303

6458-5900

5875-9104

5621-2700

6666-5801

5857-5260

5633-7290

6666-7282

6823-4574

6666-6171

5875-8626

3646-5500

4400-9916

5875-2705



20

医師会・歯科医師会・薬剤師会

江東区内訪問看護ステーション

令和4年 3月現在

名　称 電話番号

江東区医師会

江東区歯科医師会

江東区薬剤師会

3649-1411

3649-0780

6912-6110

事 業 所 名 所　在　地 電話番号

03-6458-5103

03-3634-9600

03-6666-9117

03-6458-5397

03-6204-9681

03-3520-9730

03-6666-4817

03-5669-8641

050-1744-8700

03-6458-5900

03-5621-2700

03-6666-5801

訪問看護ステーションOHANA

マークス亀戸訪問看護ステーション

ガイア訪問看護ステーション　江東

セコム江東訪問看護ステーション

訪問看護ステーションせりえ

訪問看護ステーション　デューン大島

健和会　大島訪問看護ステーション

あすなろ訪問看護ステーション西大島

あわーず東京江東訪問看護リハビリステーション

江東病院　訪問看護ステーション　たんぽぽ

訪問看護リハビリステーション　アオアクア

訪問看護サボテン砂町

寿康会　砂町訪問看護ステーション

訪問看護ステーション　すまいる

亀戸 2-44-12　亀戸ビル 2階

亀戸 5-1-6　マークス亀戸 302号

亀戸 6-8-3　眞姫ビル 205号室

亀戸 6-55-19　ルミエールビル 5階

亀戸 7-14-7

大島 1-30-4　L-TOWER 5 階

大島 1-36-5　江東ビル 4階

大島 4-5-11　藤和西大島コープ 1階

大島 4-6-23　田中ビル 1階

大島 5-10-10　セントラルプラザ大島 401

大島 8-5-1　N&Hビル 4階

北砂 3-17-19

北砂 4-6-31　コーポあずま 101

南砂 7-4-6-303

5858-8747

3681-3809

6666-8156

5627-5741

6802-9557

5875-0925

5626-7621

5875-4166

6869-0337

5627-5820

5628-6120

6666-0173

6666-8431

6666-5868

事 業 所 名 所　在　地 電話番号
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○ ○ ク リ ニ ッ ク

○ ○ 歯 科 医 院

○ ○ 病 院

長 寿 サ ポ ー ト セ ン タ ー

○○訪問看護ステーション

長 男   ○ 山 △ 男

記入見本

　主治医など日頃連絡をとっている関係機関や家族の連絡先を

記入した一覧表をつくりましょう。あなたの在宅療養に関わっ

ている人がすぐにわかり、関係者間の連携にも役立ちます。

途中から新たに依頼した関係機関は、その都度追加しましょう。

○ △×○－○○○○

○ △×○－△△△△ 木曜休診

平日昼間は
携帯へ

○ △×○－□□□□

○ △×○－○○△△

○ △×○－○△○○

○ ○

△　△

□□

○ ○

○ ○

携帯）○○○－△△△△－□□□□

自宅）○△×○－○○△□

連絡先一覧表をつくりましょう

裏表紙の「連絡先一覧表」をご活用下さい



関係機関名 担当者名  連絡先
（TEL・FAX・メール等）

備考

使い方や記入見本は、裏面をご覧ください。

（お 名 前）

さんの 連絡先一覧表


