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在宅医療・在宅看取りにおいて活用できるリアルタイムモニターシステムの
提案
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It is well-known that the aging society has been growing year by year. Many reports showed many of Japanese wished to
greet the end of life at their house. However, in the fact 80% or more of people have passed away in a medical institution
like a hospital or a nursing home. In order to improve this gap, we developed the remote real-time monitoring system, which
could be used by the usual home internet system. This system can display human body information, kind of heart rate,
stature, so on in real time. In this study we report the precious knowledge of remote real-time monitoring system in home
medical care.
As a result, the use of remote monitoring system attributed the further progress of telemedicine sharing the real time
medical information to the patient, family and all medical practitioners. Also this made the good recovery of mental and
physical status for the patients in home medical care. The remote real-time monitoring system was effective for various
cases in home medical care.
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1. 【背景】
少子高齢化社会が進行し、多くの国民が在宅死を
望むなか、現状では８割以上の方々が病院や施設で亡
くなっている 1 ) 。他方、2025年には現在の110万人を大
きく上回る総勢160万人の看取りが想定されている 2 ) 。
このため国は高齢者の看取り対策として在宅医療を
促進しており、在宅を病室とみなし、多職種連携によ
り、約50万人の終末期医療を担おうとしている 3 ) 。しか
し、多職種連携による在宅包括医療・介護システムに
おいては24時間連携を迫られており、ある意味在宅医
療グループの献身的な人海戦術に頼らざるを得ず、万
人が満足する在宅看取りは、やはり困難といわざるを
得ない。
また、在宅介護には少なからず家族の支援も必要で
あり、介護者側の負担の軽減にも努めることが重要で
ある。特に、寝たきりなどの要介護高齢者を介護する家
族にとって、介護から解放される時間を少しでも確保
することは、介護を続けていくうえで非常に重要であ
る。
今回、我々が開発したベッド上での心拍や呼吸数の
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観察が可能なインターネット対応型の遠隔見守りシス
テムを導入することが、介護負担の軽減に有用である
かを検討することを目的とした。

2. 【方法】
我々は、岡山市内在住の要介護高齢者（計18名）を
対象に、インターネット対応型のモニタリングシステム
“おだやかタイム 4 ) ”を自宅のベッドに設置し、介護状況
や介護負担感などに関する自記式調査票を実施する
とともに、おだやかタイム利用による介護状況の変化な
どを聞き取り調査した。
このモニタリングシステム“おだやかタイム”は、岡
山市の介護特区事業の最先端介護機器として認定さ
れており 5 ) 、利用料金の１割負担（介護保険と同等）で
レンタルが可能である。
さらに我々は、利用者の病状急変や、状態増悪の場
合にも対応できるよう、心電図などの医療用モニター
“CarPod 6 ) ” と 組 み 合 わ せ た 「 メ デ ィ カ ル お だ や か タ イ
ム」を提案し、在宅医療における主治医の協力を得て
岡山市を中心に実践した（計５名）。
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3. 【結果と考察】
安心見守りシステム「おだやかタイム」を利用した要
介 護 高 齢 者18 名 の 内 訳 は 男 性5 名 、 女 性13 名 、 平 均
年齢は83.8歳、要介護度は平均3.3（要介護4以上が9
名）であった。利用している介護サービスは、訪問介護
や訪問看護などが多くみられた。
主な介護者の平均年齢は59.2歳で、女性が多く、実
の娘、息子、息子の嫁、配偶者の順であった。介護期
間 は 平 均4.6年 、 介 護 負 担 感 尺 度Zaritは 平 均33.8点
（0～88点で高得点ほど負担が大きい）で、“おだやか
タイム”の利用によって、外出時間の延長や、外出時の
精神的安定、夜間の見回りの負担軽減、転倒による事
故などを放置する危険性の回避などの効果がきかれ
た。
特に、夜間の要介護者の生存状態（呼吸の有無等）
を確認する際に、ベッドサイドまで確認にいかなくても、
別室や別宅にいる家族がスマートフォンで確認できた
ことは、介護負担の軽減に大きな効果があったといえ
る。

においても、心拍や心電図などを24時間常に観察でき
る環境を整えることができ、見守る家族にとっても、医
療従事者や介護スタッフ等がいつもどこかで観察して
くれているという意識が芽生え、精神的安定感、安心
感がうまれることにつながった。実際に、家族がモニタ
リング画面を確認した際に心配な点があれば、すぐに
電話で主治医が対応するなど、医療・介護スタッフと
の連携はより密になり、迅速かつ適切なサービスの提
供が可能であった。終末期医療の看取りの場面におい
ても、家族は慌てることなく穏やかにその時をむかえる
ことができ、本人のみならず家族の精神的安定につな
がったという感想が聞かれた。
以上より、本システムのモニタリングを実施すること
によって、緊急時にもあわてることなく満足のいく在宅
医療を展開でき、家族の介護負担の軽減にも効果が
あった。本システムの導入により、在宅医療・介護にお
ける家族の介護負担の軽減に効果が認められ、医療・
介護者の連携にも貢献できたと考えられる。

4. 【結語】
今回、自宅のインターネットを利用した遠隔見守りシ
ス テ ム を導 入 す る こ とで 、 家 族の 精 神 的 安 定や 、 外 出
時間の延長など、介護から解放される時間の確保に貢
献できた。在宅医療・介護における様々な症例におい
て、我々が開発に取り組んだ遠隔リアルタイムモニタリ
ングの有用性が評価できた。
今後さらに、高齢者のみならず、心疾患患者など在
宅医療における様々な症例において、本モニタリングシ
ステムの有用性を評価していきたい。
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