
みなさん，おはようございます。

かんたんに自己紹介するようにとのことですの

で，ごく手短かに述べさせていただきます。

私は岡山市の南部で診療所を経営しており，今

日のテーマである緩和ケアを始めたのは平成元

（1989）年でした。そのころの私は，主にターミ

ナルケア研究会に所属して勉強していました。そ

して，平成９（1997）年に中国地方で初めての独

立型ホスピス（緩和ケア施設）を開設しました。

しかし，その後考えるところがあって，平成13

（2001）年12月にこのホスピスを閉じました。

閉じるにあたっては，ずいぶんと多くの方にご

迷惑をかけ，また悲しい思いをさせてしまったの

ですが，いま改めて考えてみますに，私としては

やはり閉じてよかったのだと考えざるを得ませ

ん。また，ホスピスは閉じましたが，私自身およ

び当診療所ではその後も緩和ケアに力を入れて取

り組んでいます。

本日の私に与えられた演題は当初「がんの症状

コントロール」でしたが，その代わりに実は今述

べましたように，私はホスピスは閉じたけれども

緩和ケアにいっそう取り組んでいる，それはどう

いうことかについて，重要ですので少し詳しく論

じさせていただきます。毎年この講座で「症状コ

ントロール」や「痛みのコントロール」の基本に

ついてお話してきましたが，本日はもういちど緩

和ケアとは何かの原点に立ち返る，それも私自身

の考えだけで言うのではなく，歴史的な流れ，こ

れまでに世界で培われてきた緩和ケアの考え方

を，もういちど振り返ってみたいと思うのです。

症状コントロールを聞きたくて今日来られた方

にはご期待に添えないかもしれませんが，どうか

その点ご了承くださいますようお願いします。

Ⅰ　20世紀の医療の歩み

“ホスピス”や“緩和ケア”を理解するには，

それがどのような歴史的背景をもって生まれてき

たかを知る必要があります。まず，医学・医療の

20世紀の進歩をごくかんたんに振り返ってみまし

ょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20世紀の医学の発展：20世紀前半

◆科学と技術の進歩　⇒　感染症への勝利

◆生物学モデルとしての医療の完成

◆病院医療の変質　⇒　CareからCureへ

◆医療の場所の転換　⇒　患者の自宅から施設医療へ

◆死因の変化　⇒　感染症から，がんや慢性病へ
――――――――――――――――――――――
20世紀は科学と技術の進歩の世紀といわれま

す。科学技術の一領域である医学・医療がこの20

世紀に何を成したかというと，第一に感染症に勝

利したことだといわれます。とくに20世紀前半の

病死の主な原因は感染症でして，みなさん方の多

くもまだご記憶でしょうが，日本ではとくに結核

だとか赤痢・疫痢などがはやって，死亡原因の多

くを占めていました。

20世紀初頭までの医療はほとんどが家庭で行わ

れていました。日本では医師が家庭に出向くのが

ふつうだったのです。その一方で，明治政府は各

地に国立病院などの医療施設をつくり，そこで医

師や技師・看護婦などを育て，各地域に輩出して

いく医療政策がとられました。

20世紀前半の日本の医療はそういう政策や科学
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技術の進歩によって，人間を一個の生物として捉

えて“医療的介入”を行なうことに全力が注がれ

たのです。“医療的介入”とは具体的には，手術

などの病院医療のことで，そういう技術の進歩が

全面的にいいこととされたわけです。つまり20世

紀前半は，医療を行なう場所が家庭から病院施設

の中へ移っていったわけですが，この状況は今日

に至るまでほとんど変わっていません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20世紀の医学の発展：20世紀後半

◆Cureに向けた更なる努力

◆医療における個人や人間の尊厳の喪失は，Cureの

ための必要悪として受け入れられた

◆医学界内外からの反発

◆医学の限界の認識

◆疾病指向型の医療から全人的医療へ

◆ホスピス運動の出現と発展
――――――――――――――――――――――
20世紀後半になっての医療で重要なことは，治

療の対象である疾病
しっぺい

が，急性期の感染症から，が

んなどの慢性病へと移ったことです。がんにもも

ちろん急性期のものがありますが，医療の世界で

はがんは慢性病として捉えられています。このよ

うに，20世紀の後半を迎えたころからの病院医療

は，その力でもってしてもどうしようもない病気

があり，しかも，病院の中では多くの方々が苦し

んでいる事実があることが広く認識されて始めま

した。

その一方で，そういう病気で苦しんでいる気の

毒な方々のなす術もない状況に対して，地域の心

ある人たちが自分たちの心や時間を割いて，ある

いは自分たちの何かをさし上げる，お世話をする

というボランティアの動きが生じていました。社

会全体が，いわゆるCure〈キュア〉からCare

〈ケア〉へという，病院を中心とした医療モデル

を変えていく時代を迎え始めたといえましょう。

しかしながら20世紀後半の医療は，20世紀前半

の科学技術としての輝かしい成果を明示しなが

ら，医療における目的は疾病を治すことであり，

その目的のためには，ひとりの人間（患者さん）

あるいはそのご家族がその陰でさまざまに苦しま

なければならないのは仕方がないことである，つ

まり必要悪であるとされたまま進められていった

といえます。

たとえば私が少年のころ，テレビでアメリカの

医療ドラマ『ベン・ケーシー』というのが毎週放

映されました。高度な施設で行なわれる高度な手

術が，現代医療の象徴としてもてはやされたわけ

です。そのドラマの中では，手術をされる側の人，

患者さんの尊厳というのは，少しは考えられては

いたのでしょうが，しかし優先度は医師の下位に

置かれていたわけです。そういう『ベン・ケーシ

ー』における医療のとらえ方と，今みなさんもご

覧になっているかもしれませんが，『ＥＲ』（緊急

救命室）あるいは『ブラックジャックによろしく』

などの医療ドラマのつくり方，とくに人と人との

かかわり方の捉え方には大きな違いがあることに

うなづかれることと思います。これも，歴史の流

れの大きな転換の表われといえるでしょう。

さて20世紀後半には，いよいよ医学界の内部か

ら，しかも相応の立場や地位のある方から，「今

の医療の在り方は少し違うのではない」という声

が上がり始めました。それと同時に，医学界その

ものにおいても，「医療は疾病をすべて治癒でき

るものではない」と言われ始めました。医師から

だけではなく，多くの識者からも指摘され始めま

した。人間の疾病を，生物としての側面からだけ

で治療していくのではなく，その人の持っている

すべての次元，たとえば生まれ育ってきた経緯や

歴史，あるいは生きている社会性や信仰などの側

面も捉えながら治療をしていく“全人的医療”へ

と，少しずつ移り変わり始めました。こういう歴

史の流れの中で，1967年，英国で世界で初めての

近代ホスピス（セントクリストファーホスピス）

が開設されたのです。

以上が，20世紀の医学・医療をおおざっぱにふ

り返ったストーリーであり，また医療とホスピス

運動についてのごくかんたんな歩みです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21世紀の新しい医療モデルの探求

◆先進国での高齢化人口と慢性病患者の増加

◆20世紀とは異なる医療の枠組みの必要性
――――――――――――――――――――――
さて，私たち日本が20世紀の医学・医療におい
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て先進国なのか中進国なのか後進国だったのかは

ともかくとして，今後私たちが21世紀の医療先進

国をめざして取り組んでいかなければならないこ

とは，高齢化への対応であり，慢性疾患への対応

です。21世紀には，20世紀の人口構成や疾病構造

とはまったく異なった社会が現われてくるからで

あり，したがって21世紀に必要とされる医療や介

護の在り方は，20世紀のそれとは自ずと違ったも

のにあるのは言うまでもないでしょう。

しかしながら，そういう新しい枠組みを構築し

ようという日本の動きや模索は，はなはだ頼りな

いとしか言いようがありません。いや，かなり首

をかしげざるを得ないというのが，今のところの

私の実感です。

それについては後述するとして，次にホスピス

について，その歩み，歴史を，ヨーロッパの中で

もホスピスの先進国である英国に焦点をしぼっ

て，今少し詳しく見ていきましょう。ただ，私は

英国以外のホスピスにはあまり行っておらず，直

接はよく知らないことをお断りしておきます。

Ⅱ　20世紀のホスピス・緩和ケアの歩み

次に，ホスピスに絞ってその歴史をみておきま

しょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホスピスの歴史：英国の場合(1)

「死にゆく貧者の家」“Home for Dying Poor”

◆19世紀後半に宗教的使命で設立され，一部は20世

紀中葉まで存続

◆20世紀半ばまで，非営利病院でさえCureを目的と

した患者を優先し，死にゆく患者や，高齢者，慢

性病患者を邪魔者とした。 ―― I. Higginson

――――――――――――――――――――――
19世紀後半の英国には“Home for Dying Poors”

という，宗教的使命で設立された施設がありまし

た。これをどう日本語に訳すべきかは迷うところ

です。たとえば，たんに“貧者”としていいのか，

“哀れに死んでいく人”としていいのか，いろい

ろ考えられますが，いずれにせよそこには“憐憫

の情”があると思います。そういう宗教的使命感

が介入して，これらの施設は20世紀中葉まで存続

していました。この話は，ロンドン大学の世界的

に高名な疫学者であるエメリー・ヒギンズ博士か

らうかがった話です。

そして，20世紀前半までのヨーロッパでは非営

利病院が多かった，それはたとえばナイチンゲー

ルの活動などによる影響が大きかったということ

です。つまり，修道院があって，修道僧や看護婦

が，病に陥った貧しい人々を収容し，そこに医師

が行くという病院の在り方でした。医師のいる施

設があって，そこが看護婦を雇い，そして患者が

やってくるというのは，アメリカや日本でのパタ

ーンにすぎないのです

20世紀後半になって，ヨーロッパや英国のそう

いう非営利病院も，やがてキュア〈治癒〉をめざ

す医療もするようになりました。そのために，死

にゆく患者さんや，高齢の患者さん，あるいは慢

性疾患末期の患者さんたち，そういう方々は，医

学・医療の発展を阻害するものとして，除け者扱

いをされるようになるのは必然でした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホスピスの歴史：英国の場合(2)

1967年，St.Christopher Hospiceの開設（近代ホスピ

ス運動の始まり）

◆ホスピスのゴール――「痛みの克服が最終目的で

はない。それは，患者が自らの人生の旅路を，人

に寄り添われつつ，全人的苦悩を発露しつつ，死

を迎えるまで生き続けることができることである」

―― Dame Cicely Saunders
――――――――――――――――――――――

1967年，ロンドンにセントクリストファーホス

ピスが開設されました。これが近代ホスピス運動

の始まりです。創設者のDame Cicely Saundeers

（デーム・シシリー・ソンダースさん）が当時述

べた言葉を紹介します。ホスピスとは，「痛みな

どを克服することが最終目的ではなく，患者さん

が，己が人生の旅路を人に寄り添われつつ，全人

的苦悩を発露することができ，そして死を迎える

まで生き続けることができるところ」であるとし

ています。まさに言葉の一つ一つに近代ホスピス
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の要点がちりばめられ，ほんとうに味わい深い言

葉です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホスピスの歴史：英国の場合(3)

St.Christopher Hospiceと“Home for Dying Poor”の

相違

①調査研究に裏打ちされた情報の発信

②教育に基礎をおいたホスピス運動の促進

◆「Cicely Saundersの理念と努力の種は歴史的に最

適な土壌に播かれた」 ―― I. Higginson

――――――――――――――――――――――
近代ホスピスは，それまでのホスピスつまり

“Home for Dying Poor”とはどこがどう違うの

か……これは，20世紀の科学技術の発展，医学・

医療の発展と大いに関係があるのです。ソンダー

スさんは，たしかに温かい心を持って，優れた頭

脳を持って，そして優れた知識と技術を持って，

患者さんの側に寄り添ったわけですが，それ以上

に彼女が駆使したものがあります。それは“調査

研究”でした。科学技術の発展を支えた手法の一

つです。この手法によって，自分が使い始めたブ

ロンプトンカクテルというモルヒネが，現実にが

ん患者さんの痛みをとることに効果があること，

そして副作用はどうなのか，さらにはどんな患者

さんにはどの位が適量なのか……これらのこと

を，セントクリストファーホスピスの中で試し，

論文にまとめて，世界に向けて発信したのです。

そういう意味で近代ホスピスというのであり，そ

れ以前の“Home for Dying Poor”などとは一線

を画すのです。

もう一つ，ソンダースさんが重視したのは“教

育”です。“調査研究”の結果を，どのように医

師や看護師あるいは他の医療職に浸透させるか，

さらには広く国民に知ってもらうにはどうしたら

いいのか，そのために“教育”にも大きな力を注

いだのです。

こうした二つの特徴を備えていたからこそ，ソ

ンダースさんのセントクリストファーホスピス

は，近代ホスピスの世界の窓口となり得たわけで

す。その意味で，ソンダースさんの理念と努力の

種は「歴史的に最適な土壌に播かれた」と評され

ます。つまり科学技術の発展なくしては，またソ

ンダースさんのアイデアのみでは，あるいはその

温かい心のみでも，近代ホスピスは誕生しなかっ

たといえます。

みなさんがホスピスあるいは緩和ケアというも

のにこれまで求めてきたものは，暖かくて人間的

であって，みんなによって創られていく素晴らし

いものというイメージかもしれません。それはそ

れでいいのですが，それをより発展させていくに

は，科学技術の手法も必要なのだということを，

ここで改めて銘記していただきたいと思います。

Ⅲ　ホスピス・緩和ケアの用語と定義

次に用語，言葉づかいを整理しておきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホスピスケア・緩和ケアの用語の問題

“ホスピス”

英国：「巡礼者のための避難所」

⇒　英語圏：“ホスピスケア”を採用

フランス：「強制収容所」「救貧院」

⇒　フランス語圏：“緩和ケア”（Palliative

Care）を採用（1975年，Royal Victoria Hospital,

Montreal, Canadaが初）

“ターミナルケア”

「終末期」を意味し，患者の心証が良くないた

め，世界的にほとんど使われなくなった。

―― I. Higginson

――――――――――――――――――――――
まず“ホスピス”についてですが，英国の場合

は歴史的背景のとおり語源の意味が保たれ，巡礼

者のための「避難所」「休憩所」などといった意

味合いが強くこめられています。

ところがヨーロッパの大陸側のフランスです

と，歴史的にいろいろな民族が入れ混じった背景

があるため，人によっては“ホスピス”とは「危

険な人たちを強制収容するところ」「危険人物や

貧者を隔離するところ」と認識することがありま

す。英語圏での意味合いとはかなり異なります。

したがってフランス語圏では，“ホスピスケア”
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といわずに“Palliative Care”（パリアティブケア，

緩和ケア）といっています。ホスピスという音の

もつ意味合いを避けたわけで，その日本語訳が

“緩和ケア”です。

今日では世界でこの二つの言い方が同義として

通用するようになっています。フランス語圏にお

けるこの緩和ケアは，1975年，カナダのモントリ

オールにあるロイヤルヴィクトリア病院に緩和ケ

ア病棟が設けられたことに端を発します。私も平

成３（1991）年にここを訪問したことがあります。

私の自己紹介の中で，「私はターミナルケア研

究会に所属して勉強を始めた」と述べましたが，

実はこの“Terminal Care（ターミナルケア，終

末期のケア）”という言葉は今ではもう世界的に

使われなくなりつつあります。たしかに，死の迫

った数週間をそう呼んでいい期間はあります。そ

のためか，ホスピスケア＝緩和ケア＝ターミナル

ケアと，イコールで結びつけてしまいがちですが，

そうではなく，ターミナルケアは，ホスピスケア

あるいは緩和ケアのごく一部なのだということ

を，ここで改めて強調しておきます。

ターミナルケアとは，死を前提にしたケアとい

うことであり，患者さんの心証がわるいのは当然

のことで，そのために世界的に使われなくなりつ

つあるわけです。みなさんもどうかその点の認識

を新たにしてください。なお，ついでに申し上げ

れば，英国においても，ホスピスケアという言葉

は，緩和ケアに置き換えられつつあります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
緩和ケアの定義

「緩和ケアは治癒を望めなくなった人々に対する積極

的かつ全人的なケアである。つまり，痛みや他の症状

の緩和は勿論のこと，心理的，社会的，そして信念や

生きがいにかかわる問題への取り組みへの主な領域で

ある。緩和ケアの目標は，患者と家族にとって実現可

能な最良のQOLの達成である。緩和ケアは他の抗がん

療法とあわせて，がん治療の初期から利用可能な手法

である」

①生命を尊重すると同時に死を自然な過程と受け

止める。

②死を早めることも，遅らせることもしない。

③痛みや他の苦しい症状から開放する手だてを提

供する。

④心理的問題と，信念や生きがいにもとづく，問

題に総合的に取り組む。

⑤患者が死に至るまで可能な限り活動的に生きら

れるように援助体制を組む。

⑥患者の闘病期と離別期に家族が自らの問題解決

ができるよう援助の体制を組む。

── Cancer Pain Relief and Palliative Care, WHO 1990

――――――――――――――――――――――
緩和ケアの定義についてですが，この講座のシ

リーズで触れられてきたと思いますので，ここで

改めて説明することはやめにして，私としてはと

くに，「緩和ケアは，単に死を待つ医療・ケアで

はなく，もっと積極的な意味を持つ医療・ケアで

ある」という点を強調して，以下述べていきたい

と思います。

どういう意味で“積極的”か……その人の最高

の生活の質（QOL）が保てるように，医療職だ

けではないさまざまな職種の人がかかわって，そ

の人の人生がより輝かしいものとなるよう取り組

む。とくに医療の面においては，まだ可能性があ

ってご本人とご家族がご希望なら，輸血をしたり，

抗生物質を使ったり，時には放射線治療を行なう

など，さまざまな治療手段をとる。そのように，

最終目標であるその人の最高のQOLに向けて，

積極的にあらゆる手段を駆使していくことを，私

は“緩和ケア”だと言いたいわけです。

私は緩和ケアに約15年間取り組んできましたが，

緩和ケア施設を持ったときも，また在宅ケアを進

めている中においても，この“積極性”がなけれ

ば，緩和ケアといってもそれはただ単に死を待つ

ケアに過ぎないと考えてやっています。「積極的

で，そして適切で迅速な瞬時の判断を伴うチーム

ワークこそが，緩和ケアの活動のカギである」と

申し上げたいのです。

もう一つ，緩和ケアの定義で，みなさんにぜひ

理解しておいていただきたいことがあります。そ

れは，緩和ケアは最後のある時期を迎えてから突

然に提供されるものではなく，たとえば抗がん剤

を受けるときなどの治療の初期から併用可能なケ

アであるということです。



ギアチェンジという言葉があります。がん治療

において使われることも多く，それはたいてい，

抗がん剤治療をいつ止めて緩和ケアに移るか，と

いう形で使われます。私はこのことが残念でなり

ません。タクシーなら，そんな急なギアチェンジ

はお客さんに失礼です。私は同じギアチェンジで

も，もっと緩やかな，きめ細かなギアチェンジで

あるべきだと考えます。その意味で，患者さんは

がん治療の初期から，自分のご病気・病状を知り

ながら，また今うけている治療がどういうものか

を知りながら，そしてその効果とその先のことを

考えながら，少しずつ自分の人生の締めくくりの

準備をしていけるようにする，それが“緩和ケア”

の在り方だと考えます。

では，緩やかで滑らかなギアチェンジはどのよ

うにしたらできるのか……それは，私たち医療人

と，そして医療サービスを消費する立場にあるみ

なさん方とが一緒になってこそ，つまり共同作業

（コラボレーション）をしてこそ，初めて可能に

なります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
緩和ケアとは

Palliative Approach

＝患者さんにとっては，人間としての権利であり，

専門家にとっては，負うべき職務である。

Palliative Interventions

＝症状を緩和するために用いられる医療的対処

Specialist Palliative Care

＝認定されたトレーニングを受けたスペシャリス

トによって提供されるケア

―― Finlay IG, Jones RV. Br Med J 1995; 311: 754.

――――――――――――――――――――――
ここに紹介する用語は，日本ではまだあまり使

われていません。しかし，英国で定義され，今も

うすでに世界的に緩和ケアの中の項目として採用

され，使われ始めているものです。

Palliative Approach（パリアティブアプローチ）

は，日本語にするなら“緩和的対処法”とでもい

いましょうか，緩和ケアの知識を持って患者さん

に対して痛みや苦しみなどに対する適切な対処を

することですが，これは緩和ケアの専門家が行な

うものとしてあるのではありません。

私たちのような医師や看護師やソーシャルワー

カーなど一般医療職のことを“医療専門家”とい

うことがありますが，そういう意味合いでの医療

に関係する専門家であれば，この緩和的な対処法

（パリアティブアプローチ）は知っていなければ

ならない，そしてそれを行なうことは医療関連専

門家にとっての仕事である，ということです。

Palliative Intervention（パリアティブインター

ベンション）は，これも日本語にするなら“緩和

的介入”となるかと思います。インターベンショ

ンとは，第一に薬を使ったり注射をしたりの治療

のことで，症状を緩和するために用いる医療的対

処法のことです。ただ，そうした症状の緩和だけ

に限定したものではなく，輸血をしたり抗生剤を

使うなど，最終的に治癒は望めない（治らない）

としても，ある程度の延命を可能にする，そうし

たさまざまな医療的対処の全体を包括するもので

す。そういうことが緩和ケアの中には含まれてい

るのだということを，みなさんにはどうか承知し

ていただきたいと思います。

緩和ケアとは治療を何もしない，ということで

は決してありません。ホスピスや緩和ケア病棟に

入院したら，何もしてくれないというのはおかし

いし，間違っている。それぞれの施設にいろいろ

な考え方や方針があるのは当然としても，点滴を

することによって患者さんがある程度の安定・安

楽が得られるなら，あるいは抗生剤を使うことに

より短期間であれもういちど回復が見込めるな

ら，そうした治療を行なっていいのは当然のこと

です。ただ，実際にそれをするかどうかを決める

主体はご本人であり，そしてご家族です。医療者

側だけで決めることではありません。

Specialist Palliative Care（スペシャリストパ

リアティブケア）は文字通り，緩和ケアの専門家

が提供する緩和ケアのことです。緩和ケアという

ものは，世界ではもう各国で医療の専門領域とし

て認定されています。その認定を受けるためのト

レーニングコース（プログラム）が生まれており，

またその認定を受けた医師と一般医師とがどのよ

うに連携して，むずかしい症状の緩和のめざした

らいいかというプロセスや態勢が開発されつつあ

ります。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
緩和ケアアプローチ

◆目標：身体的に，そして社会・心理的に，少しで

も良好な状態を保つ

◆対象：あらゆる病気とあらゆる病期の患者とその

家族

◆方法：

緩和ケアの原理と実践の充分な情報を提供され，

専門的緩和ケアの技術と知識に支えられ，

地域で，病院内で，その他のすべての施設で，

すべての専門職によって提供されるケア，

すべての国民はそれを享受する権利がある。

◆緩和ケアアプローチの基本原理

①患者のQOLの改善に重点を置く（良好な症状のコ

ントロールはもちろんのこと）

②全人的アプローチ（個人の過去の生活経験と現

在の状況を考慮する）

③包括的ケア（生命を脅かす病気に悩まされる人々

と，その人を大切に思う人々の双方を含める）

④患者の自立と，自主的選択の尊重（療養の場所，

治療の選択肢，専門家への受診）

⑤率直で気配りの行き届いたコミュニケーション

（患者間，友人や家族間，専門職間の）

―― National Council for Hospice and Specialist Palliative

Care Services, 1995

――――――――――――――――――――――
以上の新しい用語のうち，みなさんにはとくに

“緩和ケアアプローチ”について，これは医療関

連職種のすべての各専門家が担うべき職務である

ということ，そして欧米の医療先進国ではすでに

そうなっていることを，頭に入れておいていただ

きたいと思います。とくに，今日ここにいらっし

ゃる医療関連専門職の方には，どうかこの点を肝

に銘じておいてください。

さらに，次の点がより重要なのですが，緩和ケ

アはあらゆる病気と病期が対象となるということ

です。たとえば，がんに対してだけではありませ

ん。あらゆる病気に対して適応範囲を広げつつあ

ります。そして，先ほども言いましたように，終

末期（ターミナル）の痛みに対してだけ対処する

のではなく，その疾病の全過程における苦しみに

対処するものである，そういう考え方になりつつ

あります

そうした緩和ケアアプローチの方法とは，「情

報を十分に提供し」「その技術と知識に支えられ」

「地域社会で，病院で，その他すべての施設で」

「すべての専門職によって提供されるものである」

というものです。

これらは1995年に英国のホスピス・専門的緩和

ケア協議会（National Council for Hospice and

Specialist Palliative Care Services）で検討され

提案されました。今から８年前に英国ではすでに

こういう方針が打ち出され，その後この線に沿っ

て着々と緩和ケアの浸透が図られつつあります。

それに比して日本では，いや，岡山の私たちの近

辺ではどうでしょうか。

・緩和ケアの情報は私たちに十分に伝えられてい

るでしょうか？

・緩和ケアの技術と知識を私たちは十分に持って

いるでしょうか？

・緩和ケアが地域社会のあらゆる施設で提供され

ているでしょうか？

＊

私は一昨年から岡山大学医学部の学生のため

の，緩和医療（緩和ケア）のカリキュラム（授業

内容）の骨格づくりにかかわってきました。とい

うことは，これまでの医学部では，緩和ケアの教

育がほとんどなされていなかったということで

す。医学部の中では，緩和ケアの教育計画もなく，

テキストもなく，また卒業してからどこでどう導

入研修を受ければいいのかのガイダンス（指導）

もなかった……しかし，岡山大学医学部の緩和ケ

アのカリキュラムは，今年（平成15年）１月によ

うやく完成しました。

みなさんがもし一般病院で緩和ケアを受けるこ

とになるなら，その緩和ケアの方法はまだ日本の

医学界全体で標準化されたものではない。緩和ケ

アに興味関心を抱いた担当の先生方が，なんらか

の勉強を通じて自分たち自身でつくり上げていっ

たものです。100人のそういう先生がいれば，100

通りの緩和ケアがあるかもしれません。それが日

本の現状ですが，岡山大学医学部の緩和ケアのカ

リキュラムは，そういう状況を打破して，なんと

か標準化していこうとするものです。緩和ケアの

― 7―



教育では最低限これこれのことは教えよう，それ

を医学部卒業の一つの条件にしよう，そして卒業

したら，研修期間中にはさらにこれこれの緩和ケ

アのことを教えよう，という努力をしているとこ

ろです。

日本には平成15年５月時点で114のホスピス

（健康保険が適用される緩和ケア病棟）がありま

す。しかしながら，そこで緩和ケアを行なってい

る医師たちやスタッフたちは，自分たちの精いっ

ぱいの努力で緩和ケアの知識と技術を身につけて

きた人たちであって，欧米のように，システム化

された緩和ケアの教育を受けてきた人たちではあ

りません。そういうことを，みなさん方にはよく

認識・理解していただいた上で，みなさん方がそ

れぞれなんらかの行動をとられることが，これか

らの日本の緩和ケアの在り方を大きく左右してい

くことになると私は思います。

＊

もう一つ，緩和ケアで重要なコミュニケーショ

ンについてお話しておきます。このことはこれま

での講座の中でもいろいろと話され耳にされてい

ると思いますし，実際，がんの悩み電話相談室の

研修プログラムにはコミュニケーションについて

多くの時間をかけています。こういう研修を受け

られる岡山のようなところは，日本でも他にあま

り例がありません。それはともかく，コミュニケ

ーションが円滑に進むためのチームケアとはどの

ようなものかを，私はお話しておきたいのです。

緩和ケアはチームで行うものです。そのうち医

師は患者さんの体調を見て，そこにどのような薬

や医療を施せばいいのかという役割を果たしま

す。看護師さんは，医師が判断した対処法，たと

えば薬の処方がよく効いているのかどうか，安静

のときはいいがトイレに立ったりすると痛みが出

ているとか，お風呂に入ると息切れしてしまうと

か，そういう評価をするという大事な役割を持っ

ています。

また，体調が良くなって自宅に戻れるようにな

ると，自宅に戻ったときの患者さんの経済的な問

題などが生じます。その他にどんな問題があるの

かどうか，これはすべての患者さんに個々の問題

として必ず付随するものであり，これらの解決の

任を負っているのがソーシャルワーカーです。た

とえば，直腸がんで人工肛門にした方が自宅に戻

ろうというとき，人工肛門の処理をするヘルパー

さんを月延べ何回ぐらい頼んだらいいのか，ある

いは，自宅のある地域で開業している医師にサポ

ートしてもらえるのかどうか，そういうことが十

分に調査され，そして準備されてから，患者さん

には自宅に戻ってもらうことができるというべき

です。

こういう態勢が組めれば，患者さんは，痛みが

出てたまらないとなればホスピスに入って対処し

てもらい，また自宅に戻るなど，ホスピス・病

院・自宅のあいだを行ったり来たりしながら，可

能なかぎり自分の過ごしたいところで過ごせるよ

うになります。ホスピスとは，そういう中での位

置づけであるべきだと，私は考えます。緩和ケア

とは，医師一人でできるものでもなく，看護師だ

けでできるものでもありません。チームワークな

のです。

＊

この３月のこと，大阪でアジア・太平洋ホスピ

ス大会（5th Asia Pacific Hospice Conference）

という大きな国際会議がありました。私は組織委

員メンバーなのですが，最終日に，海外からの招

待者を大阪近辺のホスピス見学にご案内する役割

を受け持ちました。バス１台に約20名ほどが乗っ

て訪問したのは，かなり大きな公立系病院に併設

されて最近できたばかりの院内独立型のホスピス

です。その施設建物は社会福祉建築賞を受賞した

ほどです。そういう立派な施設をお見せするよう

に，というのが主催者側の狙いでしょう。

バスの中で，またホスピスに到着してから，た

しかにみなさん感嘆の声をあげていらっしゃった

のですが，いくつか質問が出ました。「このホス

ピスにはソーシャルワーカーが何人いるのか」…

…450床あるその病院本体を含めて，２名です。

その数字を耳にしてからの招待客は，その後何も

言いませんでした。また，ホスピスを案内してく

れた医師に対して，招待客は次のような質問をし

ていました。「あなたはどこでどのようなトレー

ニングを受けたのか」「ナースたちは何年ぐらい

のトレーニングを受けて，どういう方法で選抜さ
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れたのか」……

日本のホスピスは今は発展途上ですから，そう

いう質問に答える必要はないのかもしれません。

しかし，私たちがこの先，整理しながら構築して

いかなければならない課題は，それくらいたくさ

んあるのです。それをだれがやっていくのかは，

何度も言うように，医師の力だけではなく看護師

や医療職だけでもない。それはとくに，ホスピス

ケアや緩和ケアの医療サービスを受けている側の

人からの声と発言が，大きな力になっていくもの

と思います。

＊

また，先に私は岡山大学医学部の緩和医療教育

のカリキュラムづくりにかかわったと申しました

が，その過程ではいろいろなことがありました。

私たちは1992年から緩和医療研究会という任意団

体を組織して活動しており，カリキュラムづくり

は最初その会に任されていました。しかし途中か

ら，これはやはり別の専門家の力を借りないとと

てもできない，と認めざるを得なくなりました。

私のように単なる開業医で緩和ケアをやっている

人間が，そのための医学教育のプログラム化も担

うというのは，現状では無理だとわかってきたの

です。医学教育の専門家がいないととてもできな

い，そう進言というか抗議をすると，非常に大き

な圧力を受けました。仕方がないので，私たちは

他の民間団体から研究助成金をもらって，その作

業に入りました。そうしたら，自分たちの研究の

ために外部から助成金をもらうのは何事だと，ま

た叱られるというわけです。

しかしながら，アジア・太平洋ホスピス大会の

ときに，私は私たちがつくった緩和医療教育のカ

リキュラムの概要を日本語から英語に翻訳して持

っていくことにしました。世界の目から見たこの

緩和医療教育に対する意見をもらいたい，そして

検討したうえでアジア・太平洋ホスピス会議の公

式見解にしたらどうかと提案したのです。この組

織の本部はシンガポールにあり，そこからは「ぜ

ひ見たいので送るように」との返答があり，さら

に，検討した結果その会議の公式ホームページに

掲載してもいいかと言ってきました。しかし今度

は私のほうが，まだ自分たちの組織と大学側の許

可をもらっていなかったので，それはまだ待って

ほしいと答えざるを得ませんでした。

緩和ケアを直接担っている私たち岡山の組織で

さえ，まだ教育については頭が固い。このままで

は，日本の緩和ケアの現状はなかなか変わってい

きません。これを打破していくには，私たちが受

けてきた医学教育のこと，日本の現状を，世界に

照らして見ながら，みなさん方にきちんと伝えて

いく必要がある，あるいは，こういう場で話して

訴えていく必要があると私は考えています。

その点で，私からみなさんには一つお願いした

いことがあります。こういう研修講演に出席して，

「今日の話はよかった」と言って帰ってくださる

こともいいのですが，一方で，私たち自身のため

に，自分たちが抱えている問題をえぐり出してい

くという作業も，これからの日本のためには必要

です。そうでなければ，これらからの日本の方向

性は見えてきません。

そういう意味で，私は今日ここで，日本の私た

ちがこれからめざしていかなければならない緩和

ケアとはどういうものか，あるいは，世界の緩和

ケアはどうなっているのかを，みなさまに提起さ

せていただいているわけです。堅い話で，もしか

したら消化不良をおこすような話かもしれません

が，あえて話させていただいています。

Ⅳ 世界の緩和ケアの現状

次に，緩和ケアの世界の現状についてお話して

いきます。

図表１は，すべての疾病による死亡者の死亡場

所の国際比較です。日本のデータは平成10（1998）

年，アメリカは1996年，英国は1990年で，年次に

ばらつきがありますが，いずれも政府機関の統計

数字です。

日本では，医療機関で亡くなった方が79％で，

自宅で亡くなった方は16％です。病院で亡くなる

人が圧倒的に多い。しかしアメリカでは，病院で

が52％，ホスピスでが21％。そして英国も，自宅
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でが54％で，アメリカとほとんど同じです。

図表２は，がんの患者さんに限って亡くなった

方の場所の割合がどうかという国際比較です。英

国では約48％が病院，13.3％がホスピス，約26％

が自宅で，私が英国で直接聞いた話では，自宅で

が30％以上の地域もあるとのことです。日本では，

1994（平成６）年に病院でが91.8％であり，自宅

で亡くなる方は非常に少ない。

なお，日本のホスピスというのは実は医療法で

病院と規定されており，1994年の91.8％にはホス

ピスで亡くなった方の割合も含まれています。日

本のベッド数19床以下の診療所では，緩和ケア・

緩和医療に取り組んでもホスピスとしては扱われ

ず，健康保険が適用されないのです。その一方で，

大病院併設のホスピスがどんどんつくられてき

て，そこには無条件に患者さん一人当たり一定額

の診療報酬が支払われます。日本ではほとんど大

病院中心にすでに114のホスピスがあり，しかも

まだ増えるだろうと言われる理由がわかります。

ホスピスと在宅ケアについて面白いデータがあ

ります。ホスピスができるとその周辺地域での在

宅死の割合が減るというのです。これは，英国で

はずっと以前から言われてきました。その英国に

おける緩和ケアについてのデータが図表３です。

英国では入院施設が1999年までは増え続けました

が，現在は減り始めています。その代わりに，

Hospital Support Teams（病院サポートチーム）

やHome Care Teams（ホームケアチーム）など

が続々と生まれています。これらについては後述

しますが，要するに緩和ケアの専門トレーニング

を受けた専門家集団です。病院サポートチームは

日本でも今年から動き出すとのことですが，その

チームにおける医師の資格は問われていません。

“病院サポートチーム”とは何かという，一般

病院の中でどうやったらホスピスケアができるか

を支援する専門家チームのことです。どの国でも，

がんの患者さんの半数は一般病院で亡くなってい

るのが現状で，これはがんという病気がもつ宿命

ですから，一般病院の中でどれだけホスピスケア

ができるかは，患者さんにとっても医療者側にと

っても必要な事柄です。たとえば，診療科がいく

つもある総合病院では，あちこちの科にがんの患

者さんが入院しており，そういう各科を緩和ケア

の病院サポートチームがいろいろとみに行ったり

呼ばれたりして，その科の医療者に入院患者さん

に応じた適切な緩和ケアのアドバイスを提供する

という役割を担います。

“ホームケアチーム”というのは，地域の開業

医に対して同様のアドバイスやサポートを提供す

る専門家チームのことです。

それから，“デイケアセンター”というのがあ

りますが，これについてもまた後述しますが，が

んの患者さんのうち，昼間に施設にやってくれば，

そこで緩和ケアの専門家が痛み止めや輸血など必

要な処置や治療を行なってくれる，そうすれば入

院することはないという患者さんはたくさんいる

のです。英国やアメリカでは今こうしたデイケア

センターが大量に設けられつつあり，入院から自

宅・在宅へという動きを支え，加速しています。

単に入院の施設が減り始めただけなのではない，

その代わりになるサポート組織がしっかりつくら

れているわけです。

以上の話で誤解しないでほしいのですが，私は，

がんによる死は自宅でが望ましいと言っているの
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ではありません。患者さんが望むところで死を迎

えられる仕組みができていること，それが望まし

い，大切なことだと言いたいのです。

次に図表４の，英国における介護施設での死亡

者数の割合に注目してください。介護施設とは，

日本でいえば老人保健施設だとか特別養護老人ホ

ームなどのことです。それから住居型施設（レジ

デンシャルホーム），これらの施設での数字を見

て，みなさんどう思われますか……欧米ではこれ

ら介護型施設での死の割合がずいぶんと大きい。

つまり，欧米では今や介護型施設でこそ真のター

ミナルケアが行なわれているわけです。

ところが日本では，介護施設にいる人がちょっ

とでも具合いが悪くなると，みな病院へ送ってし

まうのが実情です。ご自分の終
つい

の棲家として提供

されたはずの介護施設の中で死を迎えてはいけな

いのか……医療施設の中でしか死を迎えられない

のか……このことは，がんの患者さんだけの問題

ではなく，これからの超高齢化社会を迎える私た

ち自身，みなさん方ご自身の問題でもあるのです。

このことを言い出すと話が大きくそれますので，

またの機会にしますが，重要な問題です。

図表５は，アメリカのホスピスに関する資料で，

アメリカでは在宅ホスピスケアが1974年にスター

トしたものの，最初はほとんど無視されていまし

たが，今では在宅のほかに，病院附属のホスピス，

特殊なナーシングホームなどと，いろいろな選択

肢があります。アメリカも英国も，ホスピスの法

的な位置付けは最初は病院ではなく，ナーシング

ホームすなわち介護型施設です。

日本の中のホスピスに，これだけのバラエティ

ーがあるでしょうか。

また，図表６は1996年と97年のアメリカのホス

ピスのスタッフについてのデータですが，医師を

みても正規雇用者1405人に対してボランティア

953人という数字があります。このボランティア

とは専門職ボランティアです。

“専門職ボランティア”とはたとえば，医師の

私が今日ここで話してもお金はもらっていません

からボランティアですが，専門職ボランティアで

はありません。私がここで医療行為をすれば専門

職ボランティアになります。あるいは，今日ここ

にいる看護師さんががんの悩み電話相談室で電話
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相談をうけもっても，それは専門職ボランティア

ではない，看護師としての知識と技能を発揮して

患者さんをケアするボランティアをするとき，専

門職ボランティアといいます。そんなことが日本

では行われているでしょうか。

だから，アメリカや英国での専門職ボランティ

アの数は，すごいパワーを待っているのです。私

たちがここ数年，毎年招待している英国のセント

オズワルドホスピスは，ベッド数わずか15床のホ

スピスですが，デイケアなどいろいろな施設も併

設しており，その運営に携わっているボランティ

アの数は，専門職も含めて常時100名にも達する

ということです。

Ⅴ　日本の緩和ケアの現状

ここで日本のデータに目を転じます。

図表７は，日本の病死の死亡場所です。介護施

設での死亡者の割合はほんとにごくわずかです。

図表８のグラフは，がんの患者さんの施設内と

在宅での死亡者数の推移です。タテ棒グラフが施

設内での死亡者数，折れ線グラフが在宅での死亡

者数です。特徴が一目瞭然ですね。在宅死がどん

どん減っています。

日本の病院はいま，患者さんの入院日数を減ら

すように求められています。在院日数を減らさな

いと，健康保険診療報酬の入院費を減らされてし

まうのです。そのために，患者さんが入院してく

ると退院までの治療計画をたてて，ともかくもそ

の計画で治療したら，患者さんの状態がどうであ

ろうと予定日に退院してもらうというのが実情で

す。それも，在宅ケアの準備もないままに退院さ

せるというのがほとんどで，これでは，その後の

面倒見をさせられる地域の開業医はたまったもの

ではありません。それが，限られた医療資源の喰

いつぶしを減らそうということだけをやっている

日本の今の現場であり，結果なのです。

図表９は，厚生省調査による平成９年の「希望

する療養生活の場所」に関するデータです。自宅

でを望む人は９％と非常に少ないということにな

っています。しかし，平成６年の同じ調査では，

自宅でを望む人が実は46％もいたのです。わずか

数年でこの急激に減少した理由は，何なのでしょ

うか。

この調査を担当されたグループの先生方の中

に，国立がんセンター東病院緩和ケア病棟医長の

志真泰夫先生がおられ，先日この件について話す

機会がありました。調査グループの中でも，この

変化の解釈についてはずいぶんと意見が分かれた

そうですが可能性として，次のような個人的見解

を述べてくれました。

たとえば，今日ここにいらっしゃるみなさま方

の中で，もし自分ががんになったとして，終末期

を自宅で迎えることができるとお考えの方は，ど

のくらいいるでしょうか，手を挙げてみてくださ

い。ほんのわずかですね。では，できることなら

自宅で迎えたいという方は？　ほとんどの手が挙

がりましたね。

実は，この差の問題だというのです。終末期は

自宅で迎えたいが，現実にはそれはできないとい

う自分の環境を，みなさんの多くがもう認識して
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いるというわけです。そう知っているからこそ，

自分の最後は医療機関か施設に入るしかないとい

う結果になったのではないか，というのが志真先

生の個人的な理解です。

しかし，これは私に言わせれば，みなさん方が

自宅で終末期や死を迎えられることを知らないに

すぎないと考えます。私は，死を自宅で迎えるこ

とが大切なのだ，自宅のほうがいいのだとは言い

ません。「どうすれば可能な限り自宅にいられる

のか」ということを知ることが大切だと言いたい。

あるいは，自宅にいたいと思ってもいられない，

その選択肢がないことが問題だと私は言いたいの

です。

図表10は，同じ調査の「なぜ自宅療養が困難だ

と思うか」という項目についてのデータです。

「往診してくれる医師がいない」「訪問看護じゃで

きないだろう」あるいは「ヘルパーも来てくれな

いだろう」「相談にのってくれるところがない」，

そして「介護してくれる家族がいない」というの

は，現代の家族感の問題でもありますが，そうい

う方が多いのが現実です。

図表11は，「在宅ターミナルケアを阻害する要

因は何か」について，現に在宅ケアを担っている

医師がどう考えているかの調査結果です。「患者

さんの家族が大きな病院を期待する」「在宅を担

うの医師がいない」「介護者がいない」そして

「告知すなわち情報を知らせていない」などが指

摘されています。

この調査では，たとえば「訪問看護が頼めない」

などという回答はなく，あえて共通の内容をあげ

れば「医師がいない」ということになると思いま

す。医療者の側は，訪問看護ができないとか訪問

看護制度が整っていないなどとは，もう言い訳は

できません。問題があるとすれば，一般の方と医

療者側の意識のずれであり，それは往診や訪問を

する医師がいないの一点に尽きるわけです。

次に，日本のホスピス運動の歴史を見てみます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本のホスピス運動の歴史

1977（昭和52）年，（日本）死の臨床研究会の設立

1981（昭和56）年，聖隷三方原病院ホスピスの開設

1984（昭和59）年，淀川キリスト教病院ホスピスの開設

1990（平成２）年，緩和ケア病棟の診療報酬の位置づけ

1992（平成４）年，緩和医療研究会（岡山）の設立

1996（平成８）年，日本緩和医療学会の設立

2001（平成13）年１月，“緩和ケア岡山モデル”の発表

2003（平成15）年５月，全国に114カ所のホスピス（緩

和ケア病棟）
――――――――――――――――――――――
日本でのホスピス運動の始まりは1977年の“死

の臨床研究会（設立時の名称）”といってよく，

世界初の近代ホスピスとされる英国のセントクリ

ストファーホスピスが開設されてから10年後のこ
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とでした。それから４年後の1981年，日本で最初

のホスピスである聖隷三方原病院ホスピス（静岡

県）が開設され，以来22年がたったわけです。し

かし，ホスピスの在り方の点で，日本と世界とは

これまでにお話してきましたように，違いがどん

どん大きくなっているというのが現状です。

岡山ではどうかというと，1992年に私たちが緩

和医療研究会をつくりました。日本緩和医療学会

がつくられる４年前でした。そして私たちは一昨

年の2001年，岡山ではこういうやり方で在宅緩和

ケアをめざしたらどうかという“緩和ケア岡山モ

デル”を発表しました。

なお，日本全体のホスピスの数は今年2003年５

月現在114となり，まだ増え続けるものと予想さ

れます。

さて私は，平成12（2001）年に，日本と世界の

在宅緩和ケアの在り方の乖離の実態を，英国を例

にとって比較調査しました。日本財団から研究助

成を受けて行なったのですが，その結果の要旨は

以下のとおりです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
英国と日本の在宅緩和ケアの相違

◆英国：

①研究と教育に基づく緩和ケアの拡大策の適応

②専門チームとプライマリケアチームの連携

③非営利民間団体の主導

◆日本：

①研究と教育体制の不備

②一人でがんばる在宅ケア（連携の欠如）

③診療報酬制度の枠内での緩和ケア（営利性）

――加藤他「平成12年度日英緩和ケア実態調査報告」（日本財団補助）

――――――――――――――――――――――
まず英国は，教育と研究に基づく緩和ケアの拡

大策がとられた。これはどういうことかというと，

たとえば“がんの悩み電話相談室”が電話相談を

今年300件受けたとすると，その内容を分析して，

どんな方が，どこから，どのようにして知って電

話をかけてきて，相談内容はどうで，その結果ど

うしたのかというようなことを解析するのです。

解析を行なうのは，がんの悩み電話相談室の役割

ではなく，その地域にある大学です。英国の大学

は，その地域で起こっているさまざまな事柄につ

いて，調査研究し理論にしていくという役割を担

っています。ところが日本では，なかなかそれが

できない。緩和ケアの場合もそうなのだと私は言

わざるを得ません。英国ではそれが盛んに行なわ

れている。たとえば，セントクリストファーホス

ピスとキングズカレッジ（大学），あるいはセン

トオズワルドホスピスとニューカッスル大学など

がそうで，ホスピス運動と科学技術がうまくかみ

合っているのです。

その他，英国の第２の特徴として，「専門チー

ムとプライマリーケアチームの連携」，そして第

３として，先ほどボランティアのことを申し上げ

ましたが，「非営利民間団体が主導していて，行

政が音頭をとっているのではない」ということが

あげられます。

英国のこういう特徴に対して，日本はどうかと

いうと，まず「研究と教育体制の不備」。それに

「一人でがんばっている在宅ケア（連携の欠如）」，

これは現に各地で在宅緩和ケアをやっていらっし

ゃる開業医の先生方がそうです。それ自体をわる

くいうのではありませんが，広がりが見られませ

ん。あえてお名前をあげるなら，堂園晴彦先生の

“堂園ハウス”や，“宮城県方式”といわれる宮城

県での活動もそうです。活動が点にとどまってい

ます。

そして，これは日本の健康保険制度とのかかわ

りですか，医療者側は「診療報酬制度の枠内での

緩和ケア」しかできないのが現実です。英国のホ

スピスでは，ボランティアの人たちと一緒に寄付

金集めを一所懸命やって，個々のホスピスはかな

りの自己資金をもって活動しています。しかし日

本のホスピスでは現在，一日１ベッド当り39,000

円という緩和ケアの診療報酬の枠内でしか動けま

せん。そこに，積極性の差が生じるのは当然とい

えるでしょう。

このように今の日本の緩和ケアは，いや緩和ケ

アだけではなく，人の死を援助する枠組みという

ものは，おかしい，もっと広げていく必要がある

と思います。
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Ⅵ　緩和ケア岡山モデル

さて，話を“がん”に絞って，私たちが提唱し

た“緩和ケア岡山モデル”をご紹介します。

■モデルの概要

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
緩和ケア岡山モデル

《目的》

◆岡山のがん患者・家族に対するホスピス・緩和ケ

アプログラムを総合的に開発する。それは，在宅

ケアを重点課題とし施設ケアとの連携をめざす。

◆岡山の，医学，看護，および他の医療職のホスピ

ス・緩和ケアの教育体系を整備する。

《活動内容》

①緩和ケア専門チームの育成

②プライマリケアチームとの連携による在宅ケア

の促進

③病院との連携による緩和ケアの促進

④新しい在宅緩和ケアプログラムの開発

⑤医療関連職種への教育機会の提供

⑥医療関連学生への教育機会の提供

⑦ボランティアの育成

⑧実践の評価・研究
――――――――――――――――――――――
このモデルを提唱した目的は２つ，「在宅ケア

を重点課題として，施設ケアとの連携をめざす」

こと，そして「ホスピス・緩和ケアの教育体系を

整備する」ことです。教育体系を整備するという

のは，シシリー・ソンダースさんの真似をしよう

というのではなく，私たちの経験の中から教育が

いかに大切であるかを痛感してきたことによるも

のです。

以下，具体的な活動内容です。

①の緩和ケア専門チームの育成は具体的には，

私と私の診療所のパートナーである古口医師で，

古口医師は私のところで運営していたホスピスで

１年半，その後別のホスピスで約１年の経験を重

ねています。その他に，専門ナースとソーシャル

ワーカーがチームを構成します。

②のプライマリーケアチームとの連携による在

宅ケアの促進とは，開業医や訪問看護などプライ

マリーケアを担っている人たちと一緒になってや

っていくことです。

③の病院との連携による緩和ケアの促進とは，

たとえば肝臓がんや乳がんの患者さんは経過が10

年などと長いですから，病院の先生方ともなかな

か縁が切れないでしょうし，できればずっと続け

て同じ先生に診てもらいたいというのは，当然の

人情です。医療者側にしても，自分が手術した患

者さんをずっと診ていきたいと考えています。

④の新しい在宅緩和ケアプログラムの開発，こ

れはまさにいま模索中の事柄です。

それから，⑤⑥は教育の問題，⑦ボランティア

の育成，さらには⑧実践の評価研究などで，実は

私がいま最も注力しているのはこの⑧です。残念

ながら，岡山大学からは評価研究をやってやろう

という先生がまだ出ていません。それで私は今，

名古屋大学の旧知の先生にお願いしていますが，

そのためには資金が必要で，何らかの研究助成金

を得るべく努力中です。幸い少しずつ成果がまと

まりつつあり，早ければ今年中に一部が発表され

る予定です。

このうち，とくに“緩和ケア専門チーム”につ

いて説明しておきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
緩和ケア専門チームとは

◆役割：家庭医や在宅ケア担当者と協同で在宅緩和

ケアの遂行を援助する。

◆機能：

①原則として自らはケアしない

②協同で患者・家族を評価し

③ケア方針のアドバイスを必要に応じて行なう

④他の人材の投入を必要に応じて行なう（例：

MSW，OT，ボランティア）

◆構成：医師，看護師，MSW，OTの固定チーム

◆料金：医師の診療基本料金のみ
――――――――――――――――――――――
緩和ケア専門チームはきちんと専門トレーニン

グを受けたメンバーで構成し，その機能として，

原則として自らはケアはしません。現場でやって
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いる人たちへのアドバイスや，必要な人材の投入

を行なうという役割を担います。もちろん，いっ

さいの手出しをしないわけではありません。

④の，「必要な人材」としてのボランティアと

は，患者さんと一対一で向き合うことになります

ので，先にも触れましたように，かなり高度な専

門性が必要になります。患者さんの心に寄り添う

あまり，自分がそこから離れられなくなってしま

うことがあり，そういうことにならないトレーニ

ングを受けていることや，サポート体制が整えら

れていることが条件になります。

そして料金は，診療基本料金のみです。

私自身は，この専門チームとして動き出してみ

て，非常にやりがいを感じ，おもしろく動けてい

ます。

緩和ケア専門チームの具体的な活動形態は，図

表12のようになります。

大学病院に入院している患者さんが自宅に帰り

たいと希望しているなどと連絡があると，まず，

その患者さんのかかりつけ医がいるのであれば，

かかりつけ医と連絡をとり，その医師を中心にチ

ームづくりをします。ケアにかかわっている方な

らお分かりいただけると思いますが，このチーム

は通常はプライマリケアを兼ねますから，各地に

たくさんできることになります。そして，緩和ケ

ア専門チームはそうしたプライマリケアチームに

ニーズが生じたときに，呼ばれて駆けつけるわけ

です。また緩和ケア専門チームはときどき学生を

受け入れて，実践トレーニングを指導していくな

ど，教育機会を提供します。

■実践報告

私たち緩和ケア専門チームが動き出してからの

“緩和ケア岡山モデル”の実践の成果を一部報告

します。期間は平成13年１月から同14年10月まで

のデータです。

この期間，連携によるケアの対象となった患者

さんは，図表13のように，合計50名でした。

この50名の方々と私たち専門チームがかかわり

始めた時期のデータが，図表14です。病院で治療

中の時が４分の３を占めています。また，どのよ

うな経路で私たちに連絡が入ったのかというと，

半数がご本人から直接でした。ただ，病院の医師

からの紹介も20％あったというのは，意味のある

数字だと思います。

図表15のように，その50名の方々の85％は亡く

なりましたが，その死亡の場所について，私は平

成13年末まで緩和ケア施設（ホスピス）を運営し

ていましたので，平成13年と平成14年に分けて示

します。

なお，私がホスピスを運営していた４年半のあ

いだに看取った方は430人で，そのうち自宅で亡

くなられた方はたった５％でした。ホスピスがあ

ると，どうしてもケアの場をホスピスの中へもっ

てきてしまうのです。今から考えてみると，今の

チーム態勢でなら自宅で生をまっとうできた，さ

せてあげられたのではないかと考えられる患者さ

んが大勢います。

さて，平成13年に限っていうと，自宅で亡くな

られた方の割合は13％でしたが，平成14年では

32％でした。これには治癒の方も含めていますが，

英国に比べても遜色ない数字だと思います。やっ
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てやれないことはない，この成果をもっと確実な

ものにしていくために，教育にも力を入れて，ま

た，まだまだ実践方法のまずいところが多々あり

ますから，それらを克服していくなら，この緩和

ケア岡山モデルを広げていくことが可能だと思わ

れます。

ただ，お金がかかります。患者さんからじっく

り話を聞くことに始まり，多職種の方々に集まっ

てもらい会議を何度も開いたりしなければなりま

せん。ケアの実作業に入るまでにコミュニケーシ

ョンを十分に交わしていかねばなりませんから，

そのための時間ひいてはお金もかかるわけです。

たとえば，私は今年の正月休みのほとんどを，何

組もの患者さんの家族との話し合いに費やしまし

た。こういう休みのときでないと，私も十分に時

間がとれないという事情もあります。

こうしたコミュニケーション作業を通じて，初

めて在宅緩和ケアが可能になります。先にご紹介

したアンケート調査などでは，「自宅に介護する

人がいない」という報告があり，そのために在宅

緩和ケアができないとされていますが，実はよく

話し合って探すと，介護できる人はいるものなの

です。そして，そういう人を引っぱりだすこと，

それが在宅緩和ケアチームの個々のスタッフ，と

くにソーシャルワーカーや介護福祉士の専門能力

なのです。

一般病院の中の医師や看護師，ソーシャルワー

カーなどが，在宅に関する知識をもっていないと，

自分たちだけで「この患者さんには在宅ケアなん

か無理だ」と考えて，私たちに声もかけてこない

ことが多いわけで，それが実態です。実際，先日

私が加わっている勉強会の会場になったある地域
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の中堅病院で，ベテランの外科医の先生が，「訪

問看護はそんなことまでやってくれるのか，私は

知らなかった」とおっしゃった。「いったい，訪

問看護制度が始まってもう何年たつと思うのです

か」と私は言いました。

私たちが在宅緩和ケアをするようになってか

ら，療養のために連携した医療機関は，やはり病

院が半数以上でした。これは，在宅ケアといって

も，必要な抗がん治療はきちんとやるからであっ

て，在宅だからと治療を何もしないわけではない

からです。連携のデータについては，図表16・

17・18を見ておいてください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
緩和ケア岡山モデル

《結果》

１）在宅緩和ケア専門チームの役割は患者・家族に

とり，最適なケアのコーディネートである。

２）プライマリケアチームの支援を目的として結成

された専門チームは，病院とも多くの連携を行な

っている。

３）時間の経過とともに，その機能は実際のケアか

ら，医療チームおよび患者家族のコンサルテーシ

ョンへと移行している。
――――――――――――――――――――――
実践のまとめとして，あえてスマートな言い方

をすれば，緩和ケア専門チームの役割は“最適な

ケアのコーディネーター”であり，患者さんや医

療チームが困ったときの双方に，“コンサルテー

ションをする”ことだといえます。一般の医師や

訪問看護師にとって，緩和ケアのことをよく知ら

ないというのはご自身よく分かっていますから，

やはり不安なものなのです。医療にとっては失敗

をしないことが原則ですから，そんな時に相談で

きるところがあるというのは心強いはずです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新しい試みと解決すべき新たな問題(1)

◆日帰り緩和ケア

重症者の送迎・入浴・医療処置・人との交流など。

個人に合せたケアの流れの時間調整（多くの知識，

経験，技術と労働力が必要）。

◆在宅緩和ケア（訪問）ボランティア

知られていないその効用（特に介護保険が適応で

きない若年者への効用）。

ニーズの開発とボランティアのケアができる態勢

づくり。
――――――――――――――――――――――
私たちが緩和ケア専門サービスの活動をやって

みて，まだなかなかスムーズにいかないことが

多々あります。たとえば，比較的病状の重い患者

さんは，治療のためや入浴のためにときどき病院

にいかなければなりませんが，お迎えに行って連

れてきて処置などをしてまたお送りする，この一

連の流れは，本当にスムーズに流していかないと，

患者さんが非常に消耗してしまう，くたびれてし

まうのです。そんなデイケアサービスを，一日５

人も抱えるようになったら，どうしたらいいのか，

ここのところが私たちのチームの当面の大きな課

題になっています。しかし，これをクリアできる

と，病院に入院せずに住む患者さんがもっと多く

なるのです。

在宅緩和ケアのボランティアについては，先に

その注意すべき点について触れましたが，やはり

その効用は非常に大きいものがあり，とくに介護

保険が適用できない若年者の患者さんのニーズに

は，期待したいし期待できるものがあります。そ

このところを，チームとしていかにサポートする

態勢をつくってクリアするかです。ただ，現在ボ

ランティアをやっている方々がみな在宅へと足を

運べるかというと，そうはいかないでしょう。そ

の資質をもった方がいけばいいのです。また，そ

の資質を見出すことをしなければなりません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新しい試みと解決すべき新たな問題(2)

◆専門職緩和ケアボランティア（医師・看護師他）

知られていないそのニーズ（慢性疼痛対策，リン

パ浮腫対策他）。

活躍すべき場所の欠如。

忙しすぎる日本の医師。

◆緩和ケア教育ができる専門職の不足

専門職ボランティアの育成が必要。
――――――――――――――――――――――
専門職緩和ケアのボランティアとしては，まず

医師と看護師が必要です。私たちは，今年から医

師５人が勉強会に取り組んでいます。私と私のパ
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ートナーである古口医師のほかに，麻酔科の医師，

神経内科の医師，それに精神科の医師の計５人で

す。勉強会を通じて，医師として専門職ボランテ

ィアをするとは，どういうことが可能かを考えて

います。たとえば，だれかがここで倒れていたと

する。私たち医師がたまたまが来て，そこで医療

行為をした。しかし，その行為の処置がもし間違

っていたら責任を問われるのか，というような問

題を解決しておかないと，医師としての専門職ボ

ランティアはできません。看護師の方の場合も同

じです。こういう法的，専門的な整備をきちっと

しておかなければ，専門職ボランティアをやって

もらいたい，やろうとはなりません。

また，大切なのが，緩和ケア教育ができる専門

職の不足です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新しい試みと解決すべき新たな問題(3)

◆緩和ケアの概念をがん以外の慢性疾患に適応

高齢者の終末期ケア，神経難病，肝硬変，慢性心

不全，慢性腎不全，その他。

がんより難しい現場での治療の意思決定。

早い時期からの「死の教育」の必要。

リビングウィルの勧め。
――――――――――――――――――――――
そして最後になりますが，緩和ケアの概念を，

がん以外の慢性疾患に適用することも大きな課題

です。私は緩和ケアに15年間取り組んできました

が，今はその一部をパートナーに任せ，私はこれ

にかなりの力を注いでいます。一例をあげましょ

う。Ｃ型肝炎の47歳の婦人が今，くも膜下出血の

手術後で意識が戻らないままで，治癒は望めませ

ん。この方にはこれまでに何度も緩和ケアを行な

いました。この方の親御さんは，父親が脳卒中で

入院中，母親は痴呆があります。がん以外の疾病

でもこういう患者さんがいて，緩和ケアの対象に

なるのです。この方のこれからの医療の意思決定

は，だれがしていけばいいのか……がんよりも対

応が難しいといってもいい。

がんの場合は，ある意味で自分の終末を予測で

き見通すことができます。作家の柳田邦男氏は

「死ぬなら，がんで死にたい」とおっしゃってい

ましたし，私もこれまでの講演でたびたび同様の

ことを言ってきました。しかし，生き方のなかに

は死ぬよりもつらい生き方がある，これをどのよ

うに助け援助していったらいいのか，これからの

医療政策の大きな課題になっていくでしょう。そ

れには，がんの緩和ケアで培ってきた知識と技能

が大きく貢献できると私は思っています。

＊

私がシャツの下に今日着ているこのＴシャツ，

これは近藤真生
まさたか

さんがデザインしたものです。

1974年生まれの近藤さんは若くして筋ジストロフ

ィーを患っているのですが，パソコンを使って絵

も描けばデザインもする，また作曲もします。今

日この会場で私の講演が始まる前に流してもらっ

ていた音楽も，近藤さんの作曲した癒しの曲です。

近藤さんに今後どのようなケアや生きがいを提

供していけるかは，私たちの一つの試練だと考え

ています。なお，近藤真生さんのホームページに

ぜひお立ち寄りください。

http://www.interq.or.jp/world/going

以上お話してきましたように，私たちの目の前

には緩和ケアの新しい地平が開けようとしてお

り，それをめざしていくのが重要である一方で，

これまでどおり，がんの患者さんへのケアにはさ

らに取り組んでいかねばなりません。

今日は本当は，がんの症状コントロールについ

てお話をする予定でしたが，がんの痛みそのもの

については，これまでにお話した知識とチームで

一緒に取り組んでいけば，十分にとり除くことが

できます。問題は，がんの痛みとは，単に肉体的

な痛みだけではなくて，半分以上がその人の生き

てきた諸関係の中から出てくる心の中の痛みだと

いうことです。だから，がんの痛みがとれるとい

っても，それは単に薬だけでとれるのではありま

せん。その方の内面に入っていく必要がある，そ

こには，単なるボランティア意識では難しい面も

多々ありますが，岡山におけるボランティア運動

の中から，そうした新しい動きが生まれてくるこ

とを願っています。

今日はご静聴ありがとうございました。 ■
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