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１．提言の背景 

団塊の世代が一斉に後期高齢者に突入する 2025 年には、医療と介護を必要とする人が

急増し、現在約 120 万人の年間死亡者数が、2025 年から 2030 年にかけて約 160 万人に

到達すると予測されている。 

また、それら急増する死亡者の約３割を「がんによる死亡」が占めるとも予測されて

いる。がんは加齢に伴う疾患であり、現在３人に１人のがんによる死亡者が、地域によ

っては２人に１人になるとも予測されている。多くの国民は、もしがんが治癒すること

がないなら、できるだけ苦痛を緩和して、長く住み慣れた自宅で過ごしたい、と願って

いることは各種世論調査で明らかである。そして、その対策として、全国各地域で「地

域包括ケアシステムの構築」が進められている。 

がんの場合、その疾患特性から非がん疾患とは異なった病気の経過をたどることが分

かってきている。図１に示すように死亡前１ヶ月程度から急速に病状が悪化し、短期間

で死に向かうことが多い。また、図２に示すように病状の悪化による様々な苦痛を伴う

症状が、やはり死亡前１～２か月前ぐらいから、急激に増加し、増悪するためそれらの

症状への迅速な対応を求められることが多い。 

さらに、緩和ケア診療所連絡協議会（PCC：Palliative Care Clinic）を構成する１３

施設の調査によれば、図３に示すように在宅でのがんによる死亡の療養期間の中央値は

３２日であり、非がんによる死亡の療養期間の中央値３３１日に比べると、およそ１０

分の１の期間である。 

このように短期間に、在宅で死に向かう患者の様々な心身の苦痛症状に対処し、同時

に、身近な人を亡くすという不安と予期悲嘆の中で戸惑い悩む家族を支えるためには、

緩和ケアに習熟した専門性の高い医師と看護師が中心になった、迅速かつ２４時間対応

の在宅緩和ケアチームによるケアの提供が必要である。 



２．在宅緩和ケア支援診療所の設立に向けて 

そこで、日本ホスピス緩和ケア協会は上記のような認識をもとに、国民の切実なニー

ズに応え、かつ地域包括ケアシステムを強化する対策の一環として「在宅緩和ケア支援

診療所の制度化」を提案する。 

この提案は、現在、健康保険の診療報酬に設けられている「在宅療養支援診療所」およ

び「機能強化型在宅療養支援診療所」の制度を前提として、在宅緩和ケアの機能を強化

することを提言するものである。 

なお、本提言で示す「在宅がん患者看取り数」および「看取り率」については、PCC を

構成する１３施設の「年間看取り数」および「看取り率」を参考とした（図 4）。 

３．在宅緩和ケア支援診療所の制度化概要について 

 １）一般在宅緩和ケア支援診療所の要件 

① 在宅療養支援診療所の要件を満たしていること 

② 在宅緩和ケアの基準＊に基づいたケアを提供していること 

③ 過去３年間の在宅緩和ケアの実績を有すること 

④ 過去２年間の在宅がん患者看取り数：平均２０名以上 

⑤ 過去２年間の在宅がん患者看取り率：平均４０％以上 

⑥ ２４時間対応訪問看護ステーション、もしくは２４時間対応診療所内訪問看護と一

体的にケアを提供し、定時、随時のチームカンファレンスを持ち、絶えずケアの質

の向上を図ること 

⑦ 非がん患者の在宅看取りにも取り組むこと 

⑧ 遺族ケアにも取り組むこと 

＊日本ホスピス緩和ケア協会および日本在宅ホスピス協会にて統一基準作りに向けて協議中 

 

 ２）機能強化型在宅緩和ケア支援診療所の要件 

① 機能強化型在宅療養支援診療所の要件を満たしていること 

② 在宅緩和ケアの基準＊に基づいたケアを提供していること 

③ 過去３年間の在宅緩和ケアの実績を有すること 

④ 過去２年間の年間在宅がん患者看取り数：平均４０名以上 

⑤ 過去２年間の年間在宅がん患者看取り率：平均５０％以上 

⑥ ２４時間対応訪問看護ステーション、もしくは２４時間対応診療所内訪問看護と

一体的にケアを提供し、定時、随時のチームカンファレンスを持ち、絶えずケア

の質の向上を図ること 

⑦ 非がん患者の在宅看取りにも取り組むこと 

⑧ 地域における在宅緩和ケアの拠点として、相談、研修機能を持つこと 

⑨ 遺族ケアにも取り組むこと 

＊日本ホスピス緩和ケア協会および日本在宅ホスピス協会にて統一基準作りに向けて協議中 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
恒藤 暁（1999）「最新緩和医療学」P19．最新医学社

川越正平（2014）「在宅医療バイブル」P69．⽇本医事新報社 

【図２】     ⾝体症状出現の時期と⽣存期間 

【図１】     終末期の３つの軌道 



 

 

  【図４】 

 

第 25 回がん対策推進協議会 川越厚委員提出資料Ⅰ-2-2)より

緩和ケア診療所連絡協議会（PCC：Palliative Care Clinic）メンバー13 施設の調査結果より

【図３】 
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1
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札幌医療生活協同組合

ホームケアクリニック札幌

003-0027

北海道札幌市白石区本通5丁目北1-1
011-867-6770
011-867-6771

〒 在宅療養支援診療所

緩和ケアクリニック・恵庭

061-1417

北海道恵庭市駒場町6丁目1-1
0123-35-3300
0123-35-3301

〒 機能強化型在宅療養
支援診療所

医療法人社団 爽秋会

ふくしま在宅緩和ケアクリニック

960-8161

福島県福島市郷野目宝来町21-3
024-544-6987
024-544-6988

〒 在宅療養支援診療所

医療法人社団 爽秋会

岡部医院

981-1226

宮城県名取市植松1丁目1番24号
022-381-1236
022-381-1256

〒 在宅療養支援診療所

医療法人社団 関逓会

仙台ペインクリニック

983-0039

宮城県仙台市宮城野区新田東3丁目14-1
022-236-1310
022-236-1315

〒

照井在宅緩和クリニック

983-0821

宮城県仙台市宮城野区岩切字羽黒前42-3
022-781-8024
022-781-8524

〒 在宅療養支援診療所

医療法人社団 鉄祐会

祐ホームクリニック石巻

986-0867

宮城県石巻市わかば2丁目13-5
050-3777-2177
050-3777-2178

〒 機能強化型在宅療養
支援診療所

穂波の郷クリニック

989-6134

宮城県大崎市古川米倉字中田170
0229-24-3880
0229-24-6886

〒 在宅療養支援診療所

医療法人 恒貴会

大和クリニック

309-1244

茨城県桜川市大国玉2513-12
0296-58-7788
0296-58-7997

〒

一般財団法人 とちぎメディカルセンタ

在宅ホスピス とちの木

328-0075

栃木県栃木市箱森町53-40
0282-20-1400
0282-20-1401

〒 在宅療養支援診療所

医療法人社団 修生会

さくさべ坂通り診療所

260-0042

千葉県千葉市中央区椿森6-8-11
043-284-5172
043-287-3270

〒 在宅療養支援診療所

花の谷クリニック

295-0003

千葉県安房郡千倉町白子2446
0470-44-5303
0470-44-5302

〒 有床診療所緩和ケア
診療加算

公益財団法人 日本訪問看護財団

あすか山訪問看護ステーション

114-0001

東京都北区東十条1-9-12溝口ビル1F
03-5959-3121
03-5959-3151

〒

東京ふれあい医療生活協同組合

梶原診療所

114-0004

東京都北区堀船3-31-15
03-3911-5171
03-3911-1969

〒 在宅療養支援診療所

わたクリニック

125-0052

東京都葛飾区柴又1-2-1 ARB1F
03-5648-7025
03-5648-7035

〒 機能強化型在宅療養
支援診療所

医療法人社団　パリアン

クリニック川越

130-0023

東京都墨田区立川2-1-9 KHハウス3階
03-5669-8301
03-5669-8310

〒

医療法人社団パリアン

訪問看護　パリアン

130-0023

東京都墨田区立川2-1-9 KHハウス2F
03-5669-8302
03-5669-8310

〒

医療法人社団 げんき会

久保田げんきクリニック

134-0015

東京都江戸川区西瑞江4丁目1番3号
03-5662-5850
03-5662-5864

〒

医療法人社団 プラタナス

松原アーバンクリニック

156-0043

東京都世田谷区松原5丁目34-6 1階
03-5355-3388
03-5300-5588

〒 有床診療所緩和ケア
診療加算

ケアタウン小平クリニック

187-0012

東京都小平市御幸町131-5
042-321-7575
042-321-7575

〒 在宅療養支援診療所

NPO法人 コミュニティケアリンク

ケアタウン小平訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

187-0012

東京都小平市御幸町131-5
042-321-5987
042-321-5998

〒

医療法人社団 在和会

立川在宅ケアクリニック

190-0002

東京都立川市幸町5-71-16 ｺﾝﾌｫｰﾄﾌﾗｯﾂⅢ1階
042-534-6964
042-534-6965

〒 在宅療養支援診療所

医療法人社団 楓の風

在宅療養支援クリニックかえでの風

194-0036　東京都町田市

木曽東4-26-15 東京町田メディカルビルディング1F
042-788-0755
042-788-1233

〒 機能強化型在宅療養
支援診療所
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医療法人社団ホスピティウム聖十字会

中島医院

204-0021

東京都清瀬市元町1-3-45
042-495-6727
042-495-6729

〒 在宅療養支援診療所

たむらクリニック

211-0066

神奈川県川崎市中原区今井西町166
044-738-3855〒 在宅療養支援診療所

川崎北部在宅診療所

215-0018

神奈川県川崎市麻生区王禅寺東3-31-15-108
044-819-4170
044-819-4171

〒 在宅療養支援診療所

医療法人 匠光会

深澤りつクリニック

224-0003

神奈川県横浜市都筑区中川中央1-28-20 CKビル3
045-914-6330
045-914-6332

〒

社会福祉法人日本医療伝道会

湘南国際村クリニック

240-0115

神奈川県三浦郡葉山町上山口字間門1560-49
046-857-7727
046-852-1549

〒 在宅療養支援診療所

めぐみ在宅クリニック

246-0031

神奈川県横浜市瀬谷区橋戸2-4-3
045-300-6630
045-300-6631

〒 在宅療養支援診療所

医療法人　愛和会

居町往診クリニック

380-0901

長野県長野市居町72-1グランシティ居町102号室
026-263-5227
026-223-7168

〒 在宅療養支援診療所

医療法人 どちペインクリニック

玉穂ふれあい診療所

409-3815

山梨県中巨摩郡玉穂町成島2439番1
055-278-5670
055-278-5671

〒 有床診療所緩和ケア
診療加算

医療法人

すぎもと在宅医療クリニック

464-0850　愛知県名古屋市

千種区今池二丁目1-16 八晃ﾋﾞﾙ206
052-731-5326
052-731-5327

〒 在宅療養支援診療所

マーガレットクリニック

468-0011

愛知県名古屋市天白区平針1-1907 ほっと平針2B
052-838-6688
050-3737-1916

〒 在宅療養支援診療所

医療法人　聖徳会

小笠原内科

500-8458

岐阜県岐阜市加納村松町3-3
058-273-5250
058-273-6063

〒 在宅療養支援診療所

医療法人 拓海会

大阪北ホームケアクリニック

532-0004　大阪府大阪市

淀川区西宮原1丁目8番24号 新大阪第3ﾄﾞｲﾋﾞﾙ3階
06-6350-0118
06-6350-0468

〒 機能強化型在宅療養
支援診療所

医療法人

出水クリニック

596-0046

大阪府岸和田市藤井町1-12-5
072-437-5811
072-437-5836

〒 在宅療養支援診療所

在宅支援いむらクリニック

639-1028

奈良県大和郡山市田中町728
0743-55-0207
0743-55-0209

〒 機能強化型在宅療養
支援診療所

森本医院

652-0898

兵庫県神戸市兵庫区駅前通2-1-29-133
078-577-2274
078-577-2275

〒 在宅療養支援診療所

林山クリニック

654-0121

兵庫県神戸市須磨区妙法寺字藪中1242
078-747-5335
078-747-5340

〒 機能強化型在宅療養
支援診療所

医療法人社団

関本クリニック

657-0051

兵庫県神戸市灘区八幡町3丁目4-5
078-846-0933
078-846-0938

〒 機能強化型在宅療養
支援診療所

医療法人社団

あおぞら会

669-1354

兵庫県三田市大畑字清水357-1
079-560-0325
079-560-0326

〒 有床診療所緩和ケア
診療加算

医療法人社団

かとう内科並木通り診療所

702-8058

岡山県岡山市並木町2-27-5
086-264-8855
086-264-8846

〒 有床診療所緩和ケア
診療加算

まるやまホームクリニック

721-0973

広島県福山市南蔵王町6丁目27番26号
084-943-7307
084-943-2277

〒 在宅療養支援診療所

医療法人 創黎会

阿部クリニック

744-0061

山口県下松市河内1048-1
0833-47-0001
0833-47-0053

〒 有床診療所緩和ケア
診療加算

すえなが内科在宅診療所

753-0044

山口県山口市鰐石町1-12
083-902-5300
083-902-5303

〒 在宅療養支援診療所

医療法人

徳島往診クリニック

770-8070

徳島県徳島市八万町新貝56番地の28
088-668-7318
088-668-7326

〒 在宅療養支援診療所

医療法人

にのさかクリニック

814-0171

福岡県福岡市早良区野芥4-19-34
092-872-1136
092-872-1137

〒 在宅療養支援診療所
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医療法人　楽生会

松口循環器科・内科医院

820-0074

福岡県飯塚市楽市131-1
0948-26-0800
0948-26-0801

〒 在宅療養支援診療所

医療法人

矢津内科消化器科クリニック

824-0001

福岡県行橋市行事7丁目19番6号
0930-22-2524
0930-22-2878

〒 機能強化型在宅療養
支援診療所

ひまわり在宅クリニック

860-0833

熊本県熊本市江越2丁目14-26
096-285-3251
096-285-3252

〒 在宅療養支援診療所

特定医療法人 萬生会

清水在宅療養支援診療所

861-8066

熊本県熊本市北区清水亀井町1-26
096-346-2511
096-346-2512

〒 在宅療養支援診療所

特定医療法人

萬生会在宅療養支援診療所

862-0920

熊本県熊本市東区月出2丁目4-23
096-282-8025
096-282-8325

〒 在宅療養支援診療所

熊本ホームケアクリニック

862-0954

熊本県熊本市中央区神水1-19-21-101
096-387-2918
096-387-2917

〒 在宅療養支援診療所

水前寺公園クリニック

862-0956

熊本県熊本市中央区水前寺公園4-2-1F
096-385-3335
096-385-3311

〒 在宅療養支援診療所

医療法人 坂梨ハート会

坂梨ハートクリニック

869-2307

熊本県阿蘇市小里249番地の2
0967-24-6262
0967-24-6266

〒 有床診療所緩和ケア
診療加算

堂園メディカル･ハウス

890-0052

鹿児島県鹿児島市上之園町3-1
099-254-1864
099-259-2469

〒 機能強化型／有床診
療所緩和ケア診療加
算

在宅支援クリニック

むげん

891-0175

鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘6-26-5
099-201-0188
099-275-3304

〒 在宅療養支援診療所

やまおか在宅クリニック

870-0852

大分県大分市東大通3丁目62-5
097-545-8008
097-545-8108

〒 在宅療養支援診療所

合計   ５８団体
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