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平成 24（2012）年 6月 2日（土）14:00~16:25 

於：岡山県立図書館 デジタル情報シアター 

 

 

在宅医療連携支援チーム創設講演会  

 

 

演者（発言順）： 

加藤恒夫医師 Kato Tsuneo かとう内科並木通り診療所院長 

村松静子氏 Muramatsu Seiko 在宅看護研究センターLLP 代表、看護コンサルタン

ト株式会社代表取締役、日本在宅看護システム有限会社取締役、日本赤十字九州

国際大学客員教授 

赤瀬佳代看護師 Akase Kayo かとう内科並木通り診療看護師長、がん性疼痛看護

認定看護師 

 

進行（森由紀子・長谷井由紀子） ただいまより「在宅医療連携支援チーム創設

講演会」を開催いたします。本日はみなさまお忙しいなか、本講演会にご参加いただ

きましてありがとうございます。 

かとう内科並木通り診療所では、新しい医療チーム「在宅医療連携支援チーム 結

（ゆい）」を結成し、平成 24 年（2012 年）７月１日から発足します。そこでは、地域

のみなさまが望まれる在宅ケアが提供できるよう、医療・福祉・介護に携わる方々へ

の支援を行ない、さらには在宅ケアの技術が向上するよう教育事業にも取り組みます。 

このたびはこういった私たちの活動を、広く地域のみなさま方にお知らせしたく、

講演会を開催させていただきます。 

本日のプログラムは初めに、かとう内科並木通り診療所院長・加藤恒夫、在宅看護

研究センターLLP 代表・村松静子先生、そして最後にかとう内科並木通り診療所看護師

長・赤瀬佳代の順にお三方にご講演いただきます。なお、講演すべてが終わったあと

に、質疑応答の時間を設けておりますので、先生方へのご質問をまとめて受け付けさ

せていただきます、ご了承ください。 

それでは最初に、「在宅医療連携支援チームと今後の在宅医療」と題して、かとう

内科並木通り診療所院長・加藤恒夫より講演していただきます。 
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在宅医療連携支援チームと今後の在宅医療 

──過ごしたい場所で過ごすことが可能となるために── 

 

加藤恒夫 

 

〈加藤スライド１〉 みなさん、こんにちは。本

日はようこそお越しくださいました。いつもお見か

けする方もいらっしゃれば、初めての方もおられる

ようですし、最も遠くからは新潟から、そして村松

先生には東京から、また私の元同僚は名古屋からと、

全国から足を運んでくださいました。ありがとうご

ざいます。 

今日の私の話は、在宅医療そしてチーム医療の連携について、私たちの過去の実績、

さらには現在の社会的背景、そして、これからたどっていくであろう方向性、これら

をみなさまにお示ししたいと思います。 

要は、在宅医療連携支援チームというのは、今回まったく新しく発足（ほっそく）

させたものではなくて、今日の話のなかで申し上げますように、実質的には 12 年前か

らスタートしていたものである、ということです。 

本題に入るまえに、これから述べる事柄について混乱を招かないよう、「終末期ケ

ア」と「緩和ケア」という言葉について、定義させていただきます。まず、私が以下

ここで使う終末期ケアとは、「看取りのケア」とほぼ同義です。異論はいろいろとあ

りますが、ここでは同じと理解していただいてかまいません。次に緩和ケアとは、

「終末にむかう痛み・苦しみをとるケア」であるとご理解ください。そのように聞い

ていただきますと、よりよくお分かりいただけるかもしれません。〔以下、スライド

番号のみ記す〕 

〈２〉 まず、私たちを取り巻いている環境、時

代的背景はどうなのかをお示ししますと、みなさま、

すでにご存知のように、超高齢化社会が到来してい

ます。さらには、単身者の世帯が増加しており、こ

の先は認知症の方が倍々ゲームのように増加してい

くと見込まれ、そして死亡の数も増えていきます。

がんの罹患数も高齢化とともに増え、がんによって

死亡する方も増えています。また、医療が高度化することによって、終末期ケアをう

ける期間が長期化していき、それゆえにお金もたくさんかかっていきますˇ…ˇ…私たちを
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取り巻く環境は、かいつまんで言えばこういう状況であるといえます。 

そのような中で、国の施策として、在宅ケアが推進されようとしています。 

しかし、私たち日本の社会を取り巻く環境のこれまでとこれからを考えますと、欧

米諸国とは違った早さで、世界でも未曾有の早さで進んでいることから、私たち日本

の社会の今までの概念や枠組みの中では対処できない事態が起こるのではないか、と

予測されます。  

〈３〉 次に、本日の話のタテ軸になると思うの

ですが、「緩和ケアの対象の拡大」ということにつ

いて触れておきます。 

終末期の患者さん、つまりけっしてがんの患者さ

んだけとは限らない、高齢の患者さんなどは、痛み

や呼吸困難を伴って苦しんでいるケースが多々あり

ます。これは、英国での有名な大規模調査で明らか

になっている事実です。またアメリカでの調査でも、すべての終末期患者の３分の２

は痛みを伴っており、４分の１は呼吸困難を伴っていましたし、心理的、感情的問題

を抱えていたことが明らかになっています。 

すなわち、緩和ケアの対象をがんの患者さんのみに限っているのは日本だけであり、

いまや欧米では高齢者をはじめとする治癒を期待できない全ての疾患の患者さんに緩

和ケアが提供されています。 

このことはすなわち、症状の緩和なくして良質の終末期ケアはあり得ない、という

ことであり、終末期ケアを良質なものとするためには、さまざまなケアの現場で、専

門家との連携が不可欠です。私たち緩和ケアに携わっているものも、例えば心臓病の

専門家、あるいは神経内科や精神科の専門家との連携が、今後ますます必要になって

くるということです。 

〈４〉 それでは、終末期ケアについて国民は何

を望んでいるのでしょうか。これについては近年、

厚生労働省により２つの大規模調査が行なわれてい

ますので、その一部を適宜ピックアップしながらご

紹介します。この他にもお示ししたい資料がいっぱ

いあるのですが、本日は次の２つのみに絞りました。 

一つは、平成 20 年 10 月に発表された「終末期に

関する調査」結果で、これは５年ごとに行なわれている最新の調査結果です。もう一

つは、平成 22 年 12 月に発表された「終末期医療のあり方に関する懇談会報告書」で

す。 

〈５〉 「終末期に関する調査」結果には、「死期が迫っている（がん）患者が希

望する療養の場所」についてのアンケート結果が載っています。このアンケート項目
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には実は「がん」が明記されていな

いのですが、内容からして明らかに

がんの患者さんが想定されています。 

このスライド５のグラフで特によ

く見ていただきたいのは、青色の

「自宅で最後まで療養したい」と望

む方の割合です。そして、その左隣

の茶色の「自宅で療養して、必要に

なれば緩和ケア病棟に入院したい」

と望む方の割合、さらに左隣の黄緑

の「自宅で療養して、必要になればそれまでの医療機関に入院したい」と望む方の割

合、この３つはいずれも「自宅で」と前置きがついた条件を望む人たちの割合です。

この３つを合わせた方たちの割合が、平成 10 年、15 年、20 年とじわり増えているの

がお分かりいただけるでしょう、約６割以上の方が、可能な限り自宅で過ごしたいと

の希望を持っていらっしゃいます。 

〈６〉 次に、「高齢になって脳血

管障害や認知症をおこした場合、どこ

で最期までの療養を希望しますか」と

いうアンケート結果が載っています。

同じ質問は平成 15 年発表のものでも

行なわれており、推移が分かります。 

「自宅」と答えた方がともに約

22％なのに対して、「病院」と希望し

た方がかなり増えています。この推移

を、みなさまはどのようにお考えにな

りますか？ 意外に思われるのではないでしょうか。約４割以上の方が、自分が高齢

になってこういう病気になった場合には「病院」に入りたいと答えており、「老人ホ

ーム」を希望する方は減っています。このような現状もあるのです。 

〈７〉 さらに、これも非常に興味深い回答が見られるアンケート項目ですが、

「自宅で最期まで療養できると思いますか？」という質問を、一般の方々、医師、看

護師、介護士それぞれに分けて答えてもらった結果です。 

このグラフからわかるのはまず、一般の方々は自宅で最期まで療養できるとは思っ

ていない、ということです。この赤色の「実現可能である」と答えた人の割合が１割

以下だからですね。それに対して医療・介護の側はというと、医師は約３割近くが

「実現可能である」と思ってますし、看護師は約３割以上４割近くがやはり「実現可

能である」と考えています。介護関連の方も約２割は「実現可能である」と答えてい
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ます。 

この調査結果における、一般の

方々と医療職・介護職の人との考え

方の違いは何を意味するのでしょう

か、この問題が本日の私の話のヨコ

軸になります。 

また、黄色の「実現困難である」

という答えの割合が圧倒的に多い。

一般の方々では７割近くが自宅での

最期までの療養は実現困難と答えて

いますし、もちろん医療職・介護職

の方々でもやはり一番多くなっています。 

〈８〉 「自宅で最期までの療養は実現困難であ

る」と答える方が圧倒的に多いのはなぜでしょうか

──その理由を調査したのがもう一つの資料「終末

期医療のあり方に関する懇談会報告書」に載ってい

ます。 

まず挙げられているのは「家族に負担がかかる」

で、実に 85.5％の方々が理由としていました。背景

にある因子はいろいろ考えられますが、今日ここではそこに触れる時間がありません。

また、「最期を看取ってくれる人がいない」ことを理由に挙げる方が 17.1％、２割近

くいました。 

〈９〉 では、日本の人びとの現在の死亡場所、

つまり最期の場所の構成比はどうなっているのか、

をみてみましょう。その資料は「平成 20 年厚生労

働省人口動態調査」に載っており、いま入手できる

最も新しいデータです。 

これによりますと、全体では自宅が 12.6％、そ

れから高齢者施設はまだ 4.8％です。がんだけに限った看取りの場所になると、自宅は

もっと少なくて 7.8％、高齢者施設はわずか 1.9％

です。これを、やはり少ないとみるか、思っていた

より多いとみるか、みなさんはいかがでしょうか。 

〈10〉 そうした日本の死亡場所構成比に対して、

欧米ではどうなっているのかˇ…ˇ…海外のはちょっと古

いデータになるのですが、一般の方々の高齢者施設

における死亡数の割合は、アメリカは 1998 年頃で
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22％でしたが、現在では約３割近くになっているといわれます。欧州のオランダでは

1998 年頃で 33％と３割を超えていました。なお、その頃の日本でのがんの死亡場所は

病院がほとんどです。 

この死亡場所の構成比の海外比較でみなさまに今日、とくに頭にいれておいていた

だきたいのは、高齢者施設での死亡すなわち看取りが日本ではまったく低いこと、そ

して自宅での割合の違いです。 

〈11〉 次に、私の診療をもとにつくったデータ

をご紹介します。平成 15 年から 20 年にかけていろ

いろな病院と連携しながら、がんの方々をみた「化

学療法と自宅死の相関」結果です。化学療法を中止

してから私どものところに来られた方々と、化学療

法を実施中から私どものところに来られた方々との、

看取りについてを調べたものです。注目していただ

きたいのは、化学療法を中止して私どものところに来られた方々の自宅での死亡数が

40％であったのに比して、化学療法を実施していた方々で自宅で亡くなられた割合は

24％と、おおよそ半分だったという事実です。 

同時に注目してほしいのが、自宅でめんどうをみてもらうのに必須のプライマリケ

アの方々と連携をとることができたのは、化学療法を止めた方々では 42 名もいたのに

対して、化学療法を実施中の方々ではたった４名しかいなかったことです。これはい

ったい何を意味するのか、どうしてなのでしょうか。あとでまた触れることにします。 

〈12〉 ここまででお分かりかと思いますが、国

民の希望と、実際におこっている現実と、そして国

の施策の展開とのあいだには、大きな隔たりがある

ということです。 

その原因は何なのか、どうしてなのかを考えます

と、これは私の仮説ですが、死へ向かって進む経過、

死はどういうプロセスをたどるかという説明と、終

末期はどのようになり、どのようなケアが提供されて、どのような看取りが可能なの

か、それらに関わる情報の中身、質と、それらをタイムリーに提供できるかどうか、

すなわち量によるのではないか、と私は考えています。適切な時期に、適切な情報が、

必要なだけ与えられれば、これまでにお示ししてきた日本のデータは変わるであろう、

と私は考えています。 

〈13〉 さてここからは、本日のテーマである地

域連携支援チームについて、「緩和ケア岡山モデ

ル」の一環としてお話ししてまいります。緩和ケア

岡山モデルは、プライマリケアを核として地域で在
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宅緩和ケアを支援するあり方を推進していこうという運動です。今この会場にも、緩

和ケア岡山モデルをこれまで協力して支援してきてくださった方々がたくさん来てお

られます、感謝申し上げます。 

以下、まずは緩和ケア岡山モデルの軌跡をお示ししますが、古いデータをそのまま

使いますのでご了承ください。 

〈14〉 私どもは平成９年（1997 年）に全国で

32 番目の独立型緩和ケア病棟をオープンしました。

それは、在宅医療の基地としてどのように運営する

かという目的をもって発足させたものでしたので、

プライマリケアの方々にこの病棟施設をどのように

利用していただくかを模索するために、岡山市内の

医師会の多くのメンバーに協力を得て調査を行ない

ました、そのデータの一部をお示しします。 

プライマリケア医のみなさん方は、在宅緩和ケアを担うにおいて、どんな技術的な

困難感を抱いているのだろうかというアンケートです。困難な課題として、呼吸困難

の症状管理、疼痛の症状管理、それから栄養の問題、介護上の問題、機能低下への対

処、不安への対処など、こういった課題については５割以上のプライマリケア医が自

分には技術的に難しいと感じていることがわかりました。 

〈15〉 そこで私たちが考え出したのは、その困

難なところでヘルプをだせば、対策をたてれば、き

っとその困難感を突破できるだろうということでし

た。そこに対応する在宅サポートチームを立ち上げ

たのです。今でいう、病院内の緩和ケアチームに相

当しますが、目的は、プライマリケア職を支援する

役割です。プライマリケア職とはもう言うまでもな

いでしょうが、開業医や診療所看護師など医療現場の第一線に従事する人のことで、

一般の方にはわかりにくいかもしれませんので、付け加えておきます。 

その在宅サポートチームは原則として、自らはケアしないで、アドバイスに徹しま

す。手は後ろに組んだまま、現場で従事する方々と協同で患者さんとご家族を評価し

ていき、ケアの次の一手として何の薬や手技をうてばいいのかなどをアドバイスしま

す。そのチーム員は多職種のメンバーです。こうした在宅サポートチームのあり方は、

英国に根付いている例があり、それを参考にしました。そして、私たちの相談料は無

料で、私たち医師が往診したときだけ診察料をいただく方式の、社会貢献事業と位置

づけて平成 12 年（2000 年）にスタートしました。 

〈16〉 在宅サポートチームの例として、患者のＡさんの診療連携モデルをお示し

します。患者Ａさんの周りにはまず病院があり、近くの開業医がいて訪問看護師もお
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り、ヘルパーさんがいて調剤薬局も

いるという、プライマリケアのさま

ざまな支援がなされています。 

その連携の音頭取り、調整は私

たちが担うのですが、問題なのは、

そうしたさまざまな職種による支援

の情報をどのようにつなぐかが、最

大の課題であるとだんだんわかって

きました。 

〈17〉 そうした在宅サポートチ

ームによって地域連携の促進を促す

ˇ…ˇ…これが緩和ケア岡山モデルであり、

全体のようすを示すとこのスライド

17 のようになります。 

私たちは今も複数の患者さんＡ

さんＢさんＣさんを抱えていますが、

その各現場には地域診療チームＡが

あり同Ｂが同Ｃがある。私たちサポ

ートチームの役割は、そうしたチー

ムと、病院あるいは高齢者施設など

とを、必要に応じてつないでいくところにあります。 

〈18〉 そして最大の課題である支援をどのよう

につなぐかの情報共有については、メーリングリス

トを活用することにしました。私どものところに専

用サーバを置いて、必要な人たちのメールアドレス

を設定して、一人が発信すれば各地域診療チームの

関係者全員に瞬時に伝わります。腫瘍センターで発

信された情報が訪問看護・訪問介護

にも伝わりますし、逆に訪問看護・

訪問介護から発信された情報も腫瘍

センター治療にあたっている医師の

もとにも瞬時に伝わります。このメ

ーリングリストは極めて重要な役割

を果たしています。 

〈19〉 そのように連携して在宅

ケアにあたらせていただいた患者さ
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んの事例は、平成 13 年１月から平成 24 年１月までの 10 年間で総数 196 例にのぼりま

すが、その方々が亡くなられた場所を調べますと、自宅での方が 33％、また私どもの

診療所ベッドで看取った方が 27％、そして他院 PCU つまりホスピスで亡くなった方が

５％でした。 

自宅で亡くなられた方の割合が 33％というのは、さきほどスライド 10 でお示しした

欧米のスタンダードに並ぶデータです。 

〈20〉 緩和ケア岡山モデルにも

とづく私たちのそうした実践を、外

部からながめてくださっていた研究

グループがありまして、私たちの活

動を図解してくれたものがこのスラ

イド 20 です。図解の目的は、プラ

イマリケア側から見て、こうした連

携を促進する因子は何であるかを示

すためとのことで、最も重要な因子

は「十分な情報提供」を「迅速に」

必要に応じて、というのを示しており、この図はどの現場、どの連携にもあてはまり

ます。逆にいえば、私たちサポートチームの側には、「十分な情報提供を迅速に的確

に行なうことが期待されている」ということになります。 

〈21〉 では、そのような連携に

よってケアされた患者さんたちのご

家族は、どの程度の満足感を得てい

たのか、スライド 21 の図はそのア

ンケート結果で、スライド 20 と同

じ研究グループの手になるものです。

質問項目 20 について大変不満足１

から大変満足５までの各５点満点の

満足度として、全体の平均 3.94、誤

差±0.19 ですから限りなく４に近い

「満足」との結果が得られました。私たちの活動にはまだ修正を加えていくべきとこ

ろがあるかもしれませんが、まあ及第点はいただけ

たのではないかと理解しています。 

 

〈22〉 本日の話のタテ軸として最初に「緩和ケ

アの対象の拡大」ということを申し上げましたが、

それに沿って最後に「高齢者施設での終末期ケア」
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について述べていきます。とくに私たち団塊の世代が高齢化していくと必ずお世話に

なるであろう高齢者施設では、看取りは可能なのかというテーマです。 

〈23〉 まず、重要なデータをお

示しします。「有料老人ホームで看

取ることができなかった理由」とい

う調査データで、国際医療福祉大学

の岡村世里奈先生が平成 21 年に発表

された「有料老人ホームにおける終

末期ケアの在り方に関する研究」報

告書から引用させていただきました。 

これらの理由の頻度をみなさまが

ご覧になって、どう思われますか？ 

一般には何事にも、職員数の不足が主だった理由として挙げられると思うのですが、

看取りができなかった理由としてはそうではなく、疼痛管理が困難、吸引が必要、呼

吸困難、意識が急になくなった、というようないわゆる症状管理に関することがほと

んどであります。一方、介護職や看護職がいなかった、夜間に対応できる数がいない、

などを理由に挙げている割合は、非常に少ないといえます。 

したがって、すでに述べてきましたように、十分に症状管理ができていて、死にい

たるプロセスも理解できており、適切なケアを迅速に提供することができていれば、

有料老人ホームにおける看取りは可能であった、ということになります。 

岡村先生の研究報告書の中の別の図では、「有料老人ホームで看取ってほしかった

のに看取ってもらえなかった」という人が７割もいるとの調査データが示されていま

す。 

〈24〉 そのような日本の現在の有料老人ホーム

における問題が平成 21 年（2009 年）に指摘されたわ

けですが、ここで、高齢者介護施設における緩和ケ

ア提供の課題としてご紹介したい資料があります。

それには下記のように記されています。 

「将来的には、多くの人たちが、ホスピスよりも、

病院か専門的援助のない施設で死ぬようになること

は間違いない。／最近の調査では、終末期の患者と家族が、悪性疾患でないという理

由で、死を迎える場所やケアの選択ができない状態にあることを報告している。／こ

のような人たちは、緩和ケアが、がん患者のみに提供されているために、その恩恵に

あずかれないのである」 

実はこれ、20 年以上前の 1991 年にイギリスで緩和ケアに関連して報告されたもので

す（私訳）。 
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〈25〉 その報告書から３年たった 1994 年、やは

りイギリスで報告された内容から引用私訳してご紹

介します。 

まず「①緩和ケア関連団体が推進する教育プログ

ラムの対象に、高齢者施設が入っていない」と指摘

しています。高齢者施設は本来、看取りまでを提供

するところではないのか、というのです。それなら

ば、 

「②高齢者に熟練した緩和ケアを提供できない理由は、職員が緩和ケアの教育を受

けていないことである」と理由を指摘し、さらに、 

「③高齢者施設は他のサービス提供機関との連携が貧弱である」と指摘しています

が、この点は今の日本ではいっそう難しい問題です。みなさまよくご存知のように、

今の日本では医療保険と介護保険の相互乗り入れが厳しく制限されていますから、指

摘された点が制度上断ち切られている現状があります。 

その上での結論として、「④緊急の課題は、施設ケアを受けている高齢者に緩和ケ

アを提供する資源を確保することである」と解決への道筋を示していました。 

あらためて述べますが、これらは 1994 年にイギリスで発せられた警告です。 

これから言えることは、日本でいま国が進めようとしている在宅での看取り、ある

いは私たちがこれから目指そうとしている高齢者施設での終末期ケアの提供は、制度

上の垣根を撤廃しない限り進むはずがない、ということになります。私たちはこのこ

とをよくよく心にとめて、挑んでいく覚悟が必要です。 

〈26〉 さて、20 年前にイギリスから発せられた

警告とは別に、これからの日本の高齢者医療には、

新たな問題が大きく持ち上がりつつあります。それ

は、独居高齢者の増加に対して、高齢者医療の一翼

を担う在宅サポートチームとしては、何をどうして

いけばいいのかという問題です。 

実は、イギリスからの最新のある報告書には、日

本のさまざまなモデルが紹介されています。小規模多機能モデルとか、あるいは日本

のボランティアモデルとかが紹介されているのですが、みなさんは「日本には本当の

ボランティア活動なんかないはずじゃなかったのか」とびっくりされるかもしれませ

ん。しかし、西欧にないものを日本はさまざまに持っています。その一つであり私が

注目しているのが、「互助」であります。 

私たちは今後、地域で独居高齢者が増えていく中で、高齢者医療を地域ケアとして

サポートしていけばいいのです。地域における日本的な非営利活動団体はさまざまに

あり、民生委員や愛育委員、町内会、老人クラブなどがそうです。彼らと手を結んで、
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地域の見守り役としての役割を担ってもらうことが重要になるのではないか、いや、

彼らとしっかり連携をとらない限り、独居高齢者のケアは進められないだろうと私は

考えています。 

〈27〉 まとめますと、これからの在宅ケアの課

題は、地域で活動する緩和ケアの専門家がぜひとも

必要になってきますので、なんとか育成しなければ

なりません。 

その緩和ケア専門家は、どこかの施設にじっとい

るのではなく、患者さん宅の現場に出向いていく必

要があります。 

そうであるためには、医師でなく看護師のほうがいいだろう、とこれは私の仮説で

あります。現在の看護師は、さまざまな認定制度のもとに資格を得ると、かなりの医

療行為ができるようになっているからです。それに看護師のほうが、患者さんの目線

に近いし、多職種の目線にも近い。さらには、いろいろな知識があるので、多職種を

結びつける力を持っているからです。 

また、先ほどスライド 20 で示しましたように、病院もプライマリケアも介護もお互

いにお互いを学習していくことが必要です。 

そして最後に、これらの実践データを集めて解析していくことが重要になります。

できればネットワーク上でデータベースの共有をして、必要に応じていつでも引き出

せるようにすべきです。まずは、どのような症状や行為が出たのならどのような結果

が出る、ということを、みなさん自身が患者さんから集めていかねばなりません。集

めたらデータベースに入れてもらい、一方で症状管理に悩んだらデータベースにアク

セスして検索し、必要な情報を自ら引き出せるようにしたいものです。 

こうした活動を実践していくにはさまざまな課題があるわけですが、最大の課題は

活動資金ということになりましょう。私たちはこの活動を今のところは、かとう内科

並木通り診療所の社会貢献事業と位置づけておりますが、将来的には、この活動が有

意義であると認められれば、ご賛同いただく方々からご寄附をいただいて活動資金に

あてるようになるでしょう。 

〈28〉 以上に述べてきました私たちの新たな活

動、在宅医療連携支援チームは「結（ゆい）」と呼ぶ

ことにしました。チームの主体は、赤瀬佳代・看護

師長です。赤瀬師長はがん性疼痛看護認定看護師で

ありメッセンジャーナースであり、またケアマネー

ジャーの資格も持っています。そして相談員として

平木香織がいます、彼女は認定心理士です。チーム

メートとしては、私ほか当院の医師団、リハ職、薬剤師、ケアマネージャー、保健師、
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管理栄養士がついております。また、外部協力には立命館大学生命科学部生命医科学

科の下妻晃二郎教授がおられ、データ整理にあたってくださることになっています。 

以上のように、緩和ケア岡山モデルの実践が 10 年を数えたところでの再スタートと

私たちは位置づけております。みなさま方のご期待に応えてまいりたいと心引き締め

ておりますとともに、忌憚のないご意見もお寄せいただいて、そして使っていただい

て、このチーム活動がしっかり根付いて伸びていきますように、見守っていただけれ

ばと存じます。 

ご静聴ありがとうございました。〔拍手〕■ 

 


