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１）参加者について 
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参加者は女性が多く、また親を介護する世代の方が多く参加されていました。 

参加者の居住地

四万十市, 39

宿毛市, 18

土佐清水市, 6

四万十町, 2

黒潮町, 7

大月町, 2

須崎市, 1

中土佐町, 3

その他高知県内, 17

その他, 1

 

居住地別では幡多地区の方が大半でした。 

 

 



２）シンポジウムをどのように知りましたか 

シンポジウムを知った方法（複数回答可）

テレビ, 12

新聞, 13

ポスター, 24

チラシ, 29

県の広報, 12

市町村の広報, 5

インターネット, 0

知人から聞いた,
18

その他, 14

 

その他；病院の受付、民生委員の地域会、研

修で 

県が作成したポスターやチラシで知った方が多かったようです。 

また、知人から聞いた方も多く、興味のある方同士の会話に上ることも大切だ

と思われます。 

県のホームページも作成していましたが、回答者の中には見た方はいませんで

した。 

 

 

３）在宅医療について知っていましたか 



在宅医療について知っていたか

知っていた, 75

聞いたことがある
程度, 17

まったく知らない,
2

未記入, 2

 

今回の来場者のほとんどは、やはり在宅医療に興味のある方でした。 

   

 

４）このシンポジウムに何を期待されましたか 
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実際に在宅医療を受けた人の話を聞きたい

高知県内の在宅医療の取り組みについて知りたい

他県の在宅医療の取り組みについて知りたい

在宅医療について知りたい

人数（人）

参加の目的（複数回答可）

一番知りたかったのは高知県内の取り組み状況であり、在宅医療の現状が知ら

れていないことが伺われます。 

 

 

５）シンポジウムの内容について 
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悪かったという答えはありませんでした。 

シンポジウムの途中から来た方は劇や基調講演が未回答となり、 

途中退席された方は講演や討論が未回答となっているようです。 

   

 

６）今回のシンポジウムを聞いて在宅医療について理解できましたか 

在宅医療について理解できましたか

できた, 47

まあまあできた,
32

少しできた, 5

分からなかった, 0

未回答, 12

 

多くの方が在宅医療について理解できたようです。 

 

 

７）あなたや家族が病気になったら在宅医療を受けてみたいですか 
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対象者が家族でもあってもご家族であっても、半数以上が受けてみたいと回答

しています。 

支障がなければ多くの方が在宅での療養を望んでいることが分かります。 

（理由） 

受けたい； 

住み慣れたところで過ごしたい。自宅にいたい。自宅（家）が一番

だから。 

    自分の生活の場で生活を続けたい。居心地がいいから。 

    病院はいや。病院で管理されたくない。 

    家族と離れたくない。家族に囲まれて過ごしたい。 

    住み慣れた自宅で死を迎えることが最高の幸せだと前から思ってい

ます。 

 自宅が一番良いと思うので（老老介護になるのでどうなるか？） 

大切な人のそばにいたい。できる限り一緒に過ごしたい。 

自分らしく死にたい、元気なうちに意思を表示したい。 

本人の希望もありますが、自宅が最良だと思います 

９６歳の一人暮らしの母も希望しておりますし、そうします。 

家族で見守りながら最後まで看取ってやりたいと思います。 

住み慣れた場所で、家族とともに過ごさせたい。 

本人が希望すれば。 

自宅のほうが本人も気を使わなくて楽かも。 

自宅はありのままの自分でいることができるから。 

病院などでは気を使う。生活が味気ない。 

同じに寝付いても自分の部屋で見慣れた景色を見ながら暮らしたい。 



無意味な延命は嬉しくない。食べられなくなったら寿命だと思う。 

 

受けたくない；一人であるから、世話をしてくれる人がいない。不安である。 

 

どちらともいえない； 

世話をしてくれる人が居ない。 

家族の負担を考えてしまう。子供の生活を犠牲にさせたくない。 

仕事もあり物理的に不可能。 

本人の望むようにしたあげたいと思うが、実際になった時は考える

ことがたくさんありうけられるかどうか不安。 

弱っていく姿を家族に見せたくない。 

どのように療養するか決められない。 

本人の意思を尊重したい。 

体制があるかどうか心配。 

現実的なサポートができるか心配。 

私は在宅医療を希望しますが現実の問題としまして在宅医療の医者

をお願いできるかが心配です。 

病気の程度による。家族の状態による。 

費用、家族の負担、サービス内容がまだ分からない。 

 

  

８）自由記載（一部抜粋） 

・ ありがとうございました。がんばってください。 

・ 在宅医療に力を入れてくださっていることが良く分かり老後の安心を得た

感じの一日でした。以前から自宅で死を迎えることの難しさを考えており自

宅で死を迎えられることがどれだけ幸せなことかとどれだけの人が自宅で

幸せな最後を迎えられるのか疑問に思っていましたが、今日のお話を聞き未

来が明るいものに思えてきました。ありがとうございました。 

・ 幡多弁の劇は何かあたたかく、とても難しい内容なのに笑ってしまうところ

もありました。高知県はまだまだ安心して自宅で療養することが難しい

県！！なのですね。どんな最後を迎えるかケースバイケースだと思いますが、

自分が望むような、希望するような場所で迎えたいと思います。 

・ 主人を病院にて、母は自宅にて看取りましたが自分のこととなるとどちらが

良いのか考えさせられます。色々勉強させていただき、ありがとうございま

した。 

・ 在宅で死にたいと思っても、家族の介護力不足や往診してくれる医師が見つ



かるか不安です。それを何とか実現してくれる様、県や市町村の方が具体的

な対策を早く進めてくださることを期待しています。 

・ 高知は東西に長い県であり、県内での地域格差は大きいと感じています。そ

れぞれの地域での連携が取れるようにしなければならないと感じました。中

央圏との違いも大きいと思いました。各地域でこういったシンポジウムの開

催を行政の方にはお願いしたいと思います。共通理解が必要と感じました。 

・ 参加者が少ない。偏りあり。福祉関係者や一般の方にももっと呼びかけを。 

・ 現在急性期から亜急性期を経て、在宅支援の方向性を経過する過程に関わっ

ていますが今はまだまだ家族の負担軽減を図り、安心して在宅で療養できる

体制が整っていない関係で、いざ退院するとなると施設入所などが多くなる

現状です。安心して在宅支援の充実の計れない原因として、24時間往診して

いる医師不足、訪問診療を引き受ける医師が少ないことが大きな問題である

と思う。このような状況では癌の連携医療も難しいと思うので、在宅支援医

師を増やす方法を考慮すべきではないかと思う。 

・ パスのことはもっと早く知りたかった。入院中でも様子をみられて時間がた

ちすぎることがあるようです。訪問看護も急にはいけないなど少し冷たく思

うことがあるよう。入院中、大きな病気になっても財政のことがあるのか他

の病院には診せないようなことがあるらしい。 

・ こんなシンポを知らない人が多すぎます。市民を巻き込んだ実行委員会等を

組織して大勢参加できるように今後も計画してください。 

・ 在宅医療大いに賛成。壷井医師のような在宅医が一人でも多く出てくること

を希望します。今回の会に参加できてほんとに幸せと思います。今回参加で

きなかった市民の方々にこの機会を与えてあげたいと思います。年に１～２

回はこのような会を持っていただきたいと希望するものです。本当に今日は

ありがとうございました。 

・ はじめの健康劇はとても分かりやすくイメージが付きやすかった。 

・ すばらしい劇であったにもかかわらず拍手のタイミングがなく残念でした。 

・ 実際に在宅を中心に活動されている先生方、色々な環境、視点からお話を聞

くことができてよかったです。 

・ また、患者さんの家族の実体験から穏やかな死の迎え方、ご本人にとっても

家族にとっても納得の行くあたたかい時間の過ごし方を考えさせられまし

た。 

・ 濱田さんの話を聞いて 8年前に亡くなった祖母を思い出しました。祖母は子、

孫、ひ孫に看取られ自宅で亡くなりました。その頃は私は１０代でしたが、

子供ながらに幸せな最後だと思ったことを覚えています。現在、医療職とな

りましたが、その時のことは時々思い出します。今後も在宅医療に関わる機



会があると思うので色々触れていきたいと考えています。 

・ 在宅医療が可能となる条件は、まず家族の存在があること。その家族の介護

力、家族が受け入れることがベースとなるが、核家族、老老介護、独居高齢

者等で在宅死より施設（医療機関等）での死が増えていく傾向になるのでは

ないだろうか。黒岩先生のところのように在宅医療を行う医師が多く勤めて

いるところは医師の負担も少なく 24 時間支援体制は継続的に推進できると

思うが、中山間僻地で地域医療・在宅医療を行いたいという医師の確保（育

成）がなければ在宅医療の推進は難しい。（黒岩先生のコメントにもあった。）

東京都の妊婦死亡も含め、日本の医療政策に大きな問題があると思う。医療

費を抑える方向へのシフトが現実性のない届出医療の施設共存への点数配

分など、これらが医療崩壊といわれる現状に至らしめているのではないかと

思われる。医師等の使命感だけでは在宅医療を含めすすめることはできない

と思う。在宅医療を推進することを医療費抑制の手段とすることは疑問。医

療費適正化のひとつにすすめていることが問題。在宅医療は医療サポートの

選択肢のひとつと考えるべき。 

・ 父が脳出血で現在回復期リハビリで高知市内に入院しています。私自身も抗

がん剤治療中で今日のお話を参考により良い治療をうけていきたいと思い

ます。 

・ 在宅医療の受け皿づくりが大事だと思います。 

・ 私は公立病院にかかっていますので今後医者選びでよく考えて見ます。私は

NPO 高知緩和ケア研究会の会員です。ホスピスボランティアの講習を受け

ましたが、当幡多地域でボランティア養成の講習会をお願いできないかと思

っております。けんみん病院では院内の関係者では勉強会を行っておるよう

ですが教養のレベルの問題もあると思いますが、一般の方が参加できる講座

をお願いしたい。昨年ですが高知県にも癌に関する条例ができましたの

で・・・。癌の終末は自宅で終末を迎えたい方がいるのではないかと思いま

す。 

・ 介護者がいるかどうか、経済的な問題はないか。これがネックではないかと

思います 

・ 良い道路を作っても病院も役所も郵便局も遠くなるのでは金の使い方がお

かしい。地域を大切にするお金の使い方に変えるべきではないでしょうか。

納税者は声を上げるべき。医療関係者も声を上げてほしい。多くの方が実体

験に基づいたお話が聞けてよかったです。 

・ 在宅医療は理想だと思いますが、現在の核家族が多い中、また老老介護の現

状で、介護サービスも限度額があり、実際は大変だと考えます。自分につい

て考えてみても親の介護で仕事をやめることはできないし、病院・施設を選



択せざるを得ないと思います。 

・ 幡多地域での現状が分かりやすかったです。地域で見るということは医療も

地域も家族も本人もつながって巻き込んでゆくことなのだと感じました。 

・ それぞれの講演の先生方の話はとても分かりやすく、良く理解することがで

きました。在宅の話を中心に少しずつ違う立場の方々で、在宅医療の全体を

知れました。 

・ 地域の医療や在宅ケアに関わる状況によりどういうことが可能か、と実際の

取り組めることが少し違ってくるのではと思いました。幡多地域の医療体制

や先生方の熱心な取り組みの実際がよく分かりました。行政の役割（地域の

人たちへの啓発も含めて）も大きいと思います。 

 

 


