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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 

 

 

・・・〔演者の３講演は別紙参照〕・・・ 

 

 

進行（森由紀子・長谷井由紀子） 赤瀬師長、ありがとうございました。 

それではこれより、質疑応答に移ります。 

 

 

 

────ディスカッション──── 

 

 

会場Ｓ（立命館大学大学院医師） 私、緩和ケア岡山モデルの研究評価の任にあっ

たＳでございます。本日は村松先生はじめ遠方からも多くの方が来られており、在宅

医療連携支援チームにも関わることになったものとして、感謝と御礼を申し上げます。 

また、加藤先生と赤瀬さんの講演中に私ども連名の研究成果を引用紹介してくださ

いましたが、会場におられる山口先生と、今日は来られていませんが齋藤信也先生の

お二人が主に執筆されたことを申し添えさせていただくと共に、その研究がようやく
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役に立つようになってきたのかなと、うれしく思っております。 

加藤先生あるいは赤瀬さんに２点お尋ねします。これまではがんを対象にしてきま

したが、これからは高齢者の良性疾患をも対象に、在宅での緩和ケアを広めていこう

とのことですが、がんの患者さんについても比較的長期の治療になっている方につい

ては、治療方針を変えることの意向を確認したり、ご家族を集めて話をしたりするチ

ャンスがあると思うのです。一方で高齢者医療では慢性疾患であっても、老衰死があ

ったり、いつどのように状態が変化するかわからないというリスクがあります。先ほ

ど述べたような、意向を確認したりするタイミングを、どのようにお考えなのかお聞

かせください。 

もう一点は、そういったこれからの在宅医療では、地域の既存の組織、町内会であ

るとか老人会、愛育委員などとの連携が重要になるとのことでした。たしかに、自治

会役員などは地域の一人ひとりに、とくに疾患をかかえた人などには目配りしている

と思いますが、そういう人や組織との連携の具体的なイメージをお聞かせください。 

 

「緩和ケア岡山モデル」の新展開について 

 

加藤 Ｓ先生、ご質問をありがとうございます、また、我われへのご協力に御礼申

し上げます。そして、私たちのこれまでの活動を、世の中のみなさま方の目に見える

ようにできたのは、Ｓ先生方の研究のお力があったからこそであり、感謝申し上げま

す。 

第一の点、ご高齢の方への在宅医療についてですが、一言で申し上げますと、がん

の方の終末期ケアよりも２倍も３倍も大変です。これは私だけの意見ではなく、英国

に何度も足を運んで、英国で在宅緩和ケアに関わっている諸団体の集まりに参加した

ときに、それらのほとんどの団体に「がんと高齢者とどっちが大変？」と尋ねた結果

です、異口同音に「それは高齢者」とのことでした。 

それはなぜかというと、がんの場合には大方、化学療法をされている方も、一部の

方を除いて、確実に「低下」していくのに対して、高齢者の方は適切な治療、適切な

サポートをしていくと、ある時期、上にあがります。しかし、それは元に戻りません。

しかも、がんの方がたには、現在の文化として、ご自分の「亡くなる」ことについて

話し合う文化ができています、ホスピスの文化です。 

しかしながら最近の日本では、自分の死を漠然といつか来るとは知っておられなが

ら、例えば心臓病が重くなっている方が、今すぐに自分の死について語ることを好む

かというと、決してそうではありません。あるいは、呼吸不全の方が自分の死を射程

に入れた話をすぐにすることができるかというと、そういう文化は、我われの日本に

はもちろん英国にもありませんし、もう一つ、我われ医療者のサイドにも患者さんの

サイドにもありません。 
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したがって我われが超えていかなければならない課題は、一つには、医療上の効果

の判定にあります。これは、診断の課題であり、治療の課題でもあります。そしても

う一つには、人はいずれ死ぬ、漠然とはわかっていても、これをいつ話題にするかと

いうことになります。これらは、医療者にとっても大きなストレスになりますし、介

護していく人にとってももちろん非常なストレスになると思います。しかしながら、

これを逃げては通れません。これを避けずに、どのように話し合っていくのかが、こ

れからの大きな課題になっていくと思われます。 

自分たちは必ず死ぬ、そのプロセスの中で、じゃあ自分は今どのあたりにいて、ど

のような選択をしていくのかということを、今後できるように考えていかないといけ

ないと思います。 

蛇足ながら言いますと、いまの英国では“Let's Talk Dying Matter”「死ぬことに

ついてみんなで話そう」という、社会的・政治的なキャンペーンがはられています。 

私たちも、死という問題を抜きにして生は語れない、という運動を考えていきたい

と考えています。 

それから２点目のご質問についてですが、町内会のような地域の社会資源といわれ

るものと、具体的にはどのようにつきあっていくのか、とのことでした。 

死が前面に迫っている時点でどのようにしていくかは、私たちにもまだ解答は用意

できていません。しかしながら、独居者が非常に増えてきており、そのときに、だれ

かがだれかを見守ってくれるというその役割は、だれにでもできることだと私たちは

考えています。 

ただ、そのためには、文化を変えていかねばなりません。昔のような、だれでもい

いから家にいれて私のものはあなたのもの、というような文化はもうありません。他

人が家の中に入ってくるというのは、非常に危険なことであるし、場合によっては、

疑われることさえあります。それを、どのように少しずつ変えていくのかというのは、

おそらく理屈では変えていけないでしょう。それは、一つひとつの事例を積み重ねて

いく中で、各事例に関わった町内の人たちとお互いに話し合っていく中で、一歩一歩

その地域が変わっていくことしかない、と思っています。 

よくありますような連携図だとか概念図を出されることもありますが、私たちから

すればそれは絵に描いたモチでしかなく、私たちにとって必要なのは、一歩一歩の例

の積み重ねでしかありません。その中で、私たちがやってきたことをまとめあげる力、

そして、それを普遍化する一つの力が必要になってきます。そのためには、実践をし

ていくものと、それをまとめて研究していくものとの、協力が必要になると思います。 

残念ながら岡山の地には、実践と研究を一緒に結びつける土壌がまだ乏しいかと思

います。これから、その土壌をつくっていかなければならないと思っています。これ

からさらに研究と評価の力が必要になりますので、Ｓ先生にはひとつよろしくお願い

いたします。 
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赤瀬 私から付け加えさせていただきます。病状説明のタイミングについては、が

んの方も慢性疾患の方もかわりないと思うのですが、なによりも、現場で関わってい

る看護師・介護士さんたちによる「あれっ、この人、何か悩んでいるのかな」「おかし

いかな」という気づきが一番だと思っています。そういうことに気づける感性を、現

場のスタッフが持っていることが重要で、「おかしい」というときには私たちに投げ

かけてもらう。その気づきがつながって、次に医療者からきちんと説明してもらえる

ように、看護師・介護士がつなげていくことが重要だと、日々の実践からは思ってい

ます。 

ですから、この疾患だからこういう説明のタイミング、というようなことは決めに

くいと思っています。加藤先生の言うことに沿っていえば、「おかしいと思ったら声

を出し合おうよ」という文化を育んでいくことが必要だろうと思っています。 

また、地域との連携というところについては、私のスライド８にも示しました当院

の取り組みの中で、みんなで話し合う場として連携カンファレンスをもっていますが、

その反省点として、そういったものの中に「参加しませんか」と地域の方々にお声か

けをしていなかったことがあります。今後は、もし地域の人が関わった事例について

の連携カンファレンスをもつときには、そういう方々も巻き込んで一緒に振り返りの

作業をしていきたいと考えています。 

 

会場Ｓ そういうことであれば、まずは関わられたご家族にカンファレンスに加わ

ってもらう、そして口コミなどで地域に広めてもらうと、よろしいのではないかと思

いますね。 

 

村松 私の考えを一言述べさせていただきますと、先ほどから何回も出ております

が、「必ず人間は死ぬ」、必ずそうなのですが、「今すぐそうなるとは思わない」の

が私たちだと思うのです。だからこそ、自分は手助けがないときにどう生きるのか、

どう生きたいのか、そういうことを一般の人たちにも考えていただかなければならな

い。要するに、人として社会を構成している意識をどう持っていくのか。百％すべて

人からやっていただくことはあり得ない。だからこそ、自分はどうするのか、という

ことを、それぞれが考える場というのを、これからもっともっと作っていかなければ

ならないんじゃないかと、そんなことを私は思っています。 

一人ひとり、みんな違うんですね、けれども、みんなでそうして話していくことに

よって、気づいたり、私はこうしようと思えたりすることがあるように思いますので、

それを一般の人たちとともに、医療者とだけでなく話していきたいし、話していかな

ければいけない、とそういう時期にきていると感じています。 
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医療モデルと介護モデルの違いを意識して 

 

会場Ｔ（名古屋大学大学院医師） 私は今は名古屋にいますが、家庭医療の研修で

は１年間、かとう内科並木通り診療所でお世話になりました。現在、非常勤で岐阜県

の山間部にある老人保健施設で働いておりますけれども、施設の介護士さんの、看取

りに対する抵抗感が非常に強いなという実感を持っています。後方病院がありますの

で、看取りが近づくと直前で病院へ、というように運用されており、それで成立して

いるのは確かに現実だと思います。加藤先生がお話の中で出されていたデータの一つ

に、医療職や介護職の看取りに対する負担感というのがありましたが、私はその中で

もうちょっと、介護士の「こわいです」「もう看れないです」という非常な負担感があ

るはずだと思うのです。そのあたり、かとう内科並木通り診療所という支援チームが

関わられた施設での看取りに際しては、私が感じているような非常な抵抗感があった

のか、なかったのか。もしあったのなら、どういった方法で解決の糸口を見出してい

ったのか、その結果、施設のスタッフ全体の雰囲気は変わったのか、変わらなかった

のか、などをお聞かせいただけませんか。 

 

加藤 ご質問ありがとうございます。今日はその施設の方もたくさん来ておられま

すので、施設の方からお話ししていただくのがいいのかなとも思いますが、まずは私

から簡単にお答えします。我われから見ますと最初は、施設には抵抗感が大いにあり

ました。ただ、大いにあったものを突き崩していくものは、何といっても、施設自身

の方針です。 

先に提示した研究とは別のもので、慶應義塾大学医療政策科の池上直己先生による、

全国の特別養護老人ホームを対象にした最近の研究成果があり、これはまだ印刷物に

はなっていないのですが、その中で、いちばん相関の高い影響因子として挙げられて

いるのが、「施設が看取りをする方針を出しているかどうか」と、そして「そこに関

わっている医師団がどんな方針を持っているか」の２つだとうことです。それによっ

て、その施設に勤務する介護士さんの在り方も変わってくる、つまり文化が変わって

くる、ということです。 

私たちが日常いるところには、看護師がいて医者がいてと、いろいろな医療職の人

たちがいる、医療モデルの世界です。しかし施設の場合は、介護職の人たちが中心の

介護モデルの世界です。ですから、医療モデルの世界でできることが、なぜ介護モデ

ルの世界でできなのだろうか、という発想自体がいけない、当然まちがっているのだ

と、私たちのチームではまず最初に自分たち自身を戒めました。介護モデルで動いて

いるところでは、何が不安なのだろうか、また逆に、何ができるのだろうか、そこの

ところをサポートしてことが、我われのいちばん大事なことなのではないか。 

ただ、以上は、我われと一緒にやっている介護施設の方も知らない、我われ内部で
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の話し合いです。介護モデルと医療モデルをいっしょくたにしないように、介護モデ

ルでものごとを前に進めていけるように考えていこう、ということで、この点につい

ては私たち自身も以前はそうではなかったところがあり、私たちも成長してきたのだ

と思っています。 

ですから、私たちは今そのような中で、介護の中で何が不安なのか、それをだれが、

どのように、いつの時点で取り除いていけるのか、ということに焦点を当てて動いて

いきます。そうするとなると、私たち医師の目ではなくて、介護士の目で不安なとこ

ろを、こんどは看護師が手伝ってあげればいい、そういうお互いの助け合いが生まれ

ていって、それが結果として終わってみると「やれてたね、よかったね！」「家族から

も喜ばれたね」「じゃあ、もう一回やってみようか」、そういう成功譚の一つ一つの積

み重ねをしていくことが重要なのです。失敗体験をしないよう、もししんどくなった

ら、いつでも我われが引き取りますよ、というスタンスです。こうしていくことによ

って、介護は看取りの力を、安心しながらつけていくことができる、というふうに思

います。 

 

赤瀬 私たちも介護施設での看取りをお手伝いするというところでは、初めは本当

に私たちにも戸惑いがありました。今日は施設の方も多く来場されているので、ちょ

っと失礼な言い方になるかもしれませんのでお許し願いたいのですが、医療モデルと

介護モデルの違いというところからくるのでしょう、施設で看取りをすると決断され

たことはすばらしいことだと思う一方で、初めの頃は本当に頻回にお電話で質問をい

ただいて、正直、こちらの現場スタッフには戸惑っていた者もいました。医療者がい

っぱいいる私たちの環境の中では、「こんなこと質問しないでよ」ということがあっ

たのも事実です。 

ただ、実際に連携をしていく中で、双方に、どういうときにどういう相談をすれば

いいのかということを、成功体験のもとに実績を重ねていくうちに、介護現場の方も

身につけていくようになったのを実感しました。もちろん今も、わからないことがあ

ったり不安になったときは、どんどん連絡をくださればいいのですが、現場の介護士

さんが判断して、それから電話してきているな、と施設の方が日々学ばれているのを

感じますし、また何といっても、患者さんご家族の「施設で看取りができて、ほんと

によかった」と喜ばれるお顔と声に、施設スタッフのみなさんが新たな力を得ている

なと感じられました。 

もう一つ、支援として、先ほどスライドでもお見せしましたが、私たちは学習会を

もっており、分かっているであろうと思っていたことがやはり分かっていなかったと

いうこともありますので、学習会のレベルを医療向けではなく、介護士さんに理解し

てもらえる内容に落とし込むように努めています。これからは、地域のみなさんに、

もっと参加していただいて、やっていきたいと思っています。 
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村松 私いつも思うのですが、自分が卒業したばかりのとき、一人だけで、亡くな

った他人を見るのは、こわかったんですね。こわいっていうのは、どなたにもあると

思うのです。とくに介護の場面では、ふつうなら自然に老いていくわけですから、そ

れが急に痰が多くなったり顔が変わったり、いつもと違うというところを見たとき、

こわいって思うのは当然なんですね。 

そのときに、足りないのは、例えば経験豊富な看護師がそこにいて、一緒に看取る

ということです。そういうことを、なぜしないのだろうか、できるような体制をなぜ

とらないのだろうか、国は……というのが私の考えです。 
そこで、もしそのように体験することによって、だんだん、やってよかったんだ、

家族の想いはこうだったんだ、それが悲しみに変わったり、一緒に看取るという姿勢

になったりしながら、自ら看取ろうという姿勢になる、というふうに私は思っていま

す。 

そこも、ですから研修は外でするのではなく、実際に一緒に体験する、そういう場

をもっとかたちとして作っていったらいいのではないか、ということを、私は自分の

卒業したばかりのころを思えば思うほど、すごく強く感じています。 

 

ターミナルまで取り組む施設の立場から 

 

進行（森由紀子・長谷井由紀子） 会場には施設の方も多くいらっしゃっています

ので、ご発言をいただけますでしょうか。 

 

会場Ｍ（ピアーズ・グループ代表） 私は施設の事業主です。介護保険制度が始ま

ると同時に施設をひらき運営しており、まがりなりにも最初から医療も入れまして、

ターミナルまでと、運営に差別化を図ってまいりました。現実には私は素人ですので、

今日はここにスタッフのＵも来ておりまして、いろいろと体験を重ねてきていますの

で、Ｕの発言を聞いていただければと思います。 

 

会場Ｕ（ピアーズ・グループ スタッフ） ピアーズ・グループで働いております。

最初はグループホームの「シルバーピアーズ愛」にいたときに初めての看取りを経験

させていただき、それから今は老人ホームの「シルバーピアーズ共生」で働いており

まして、ここでも経験させてもらいました。最初の看取りをするときは、私自身ほん

とうに不安でしたが、そのときから加藤先生にはお世話になりまして、いろいろなこ

とを教えていただきました。でも当時は、赤瀬さんが言われたように何でこんなこと

をと思われたでしょうが、まったく無知なところもありましたので、ご迷惑だったで

しょうが何でもお尋ねしました。 
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今だからこそ言えるのかもしれませんが、先生とご家族と私たちと施設の看護師と

介護士とが、やはり一体になって、話し合いですね。 

最初にご家族に、「施設での看取りを希望されますか？」とお尋ねすることから始

まりまして、「じゃあ、お願いします」となってから、それじゃあと加藤先生やかと

う内科並木通り診療所の大橋先生ならびに看護師さんに連絡をとります。それからで

あっても、症状によっては診療所に入院することもありますので、病棟の看護師さん、

介護士さんのみなさんには本当にお世話になってまた回復したら、それなら施設で最

期をお迎えさせてあげたいとのご家族の希望もありますので退院して、そのあとはも

う介護士と一体になって、ご家族への支援もごく些細なことからお話しさせていただ

いたりします。 

もちろん、できる限りご本人様の意思に沿うように、口から食べられるときはお口

から、食べられなくなったらせめて飲み物はお口からと、そういうケアを提供して、

ご本人様がなるべく苦痛に思われないように、心して関わっていきたいと思ってやっ

ております。それで、ご家族の方から「よかったですよ、ありがとうございました」

と言っていただけたときが、やはり本当によかったんだなと思えます。 

ただ、もちろん介護士の中にはまだ経験の少ないもの、まだまったく経験していな

いものもいますので、やはりわからない不安はあると思います。とくに夜勤のときは

そうです。それはあたりまえのことであって、ただ慣れるだけではいけないと私は思

います。死はやはり尊厳あるものですし、私たちがその死に関わることにどれだけ親

身にしてあげられるかというのは、もう、みんなに共通のことですから、みんなで一

緒にかかわってあげるのがいいと思います。 

なかなか言葉にしずらいのですが、できるだけ私たちは記録に残す、このときこう

いうことを言われた、このときはこういう支援をした、家族の方についてはどうした

など、できるだけそうした記録にとって、それをまた見直しをして、これからまたさ

らなるよい支援をしていけるようにしたいと思っております。 

まだまだ完全な看取りはないと思いますけれども、私は今は夜勤はしておりません

が、夜間にオンコールがあれば、すぐに駆けつける態勢にはしております。またそう

いうときは、加藤先生のところに連絡させていただくと、しっかりと連携をとってい

ただけるので、本当に心強いです。ちょっとまとまりがつきませんでしたが、以上で

す。 

 

看護師とメッセンジャーナースは違うのか 

 

会場Ｔ（名古屋大学病院看護師） 大学病院でしか働いたことのない私としまして

は、今回の在宅とか地域とのお話を聞いて、本当に新発見のことばかりで、今日参加

してよかったなと思っています。私は看護師ですので、村松先生と赤瀬さんにお尋ね
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したいことが２点あります、素朴な疑問ですがよろしくお願いします。 

まず赤瀬さんには、メッセンジャーナースとして勉強していま働いておられている

と思うのですが、日々の看護実践の中で、具体的にどういったスキルや工夫、看護実

践をするようになったか、どういう視点をもって意識して働いているのか、ありまし

たらお聞かせください。 

村松先生には、メッセンジャーナースということに関連して、看護師として日々働

いている私としては、患者さん・ご家族との架け橋になりたいという想いはつねにあ

るのですが、大学病院で明日から自分が架け橋になって働くには、まず何から意識し

て、何から具体的に行動にうつして始めていけばいいか、お聞かせいただけないでし

ょうか。 

 

赤瀬 メッセンジャーナースとして日々の看護実践にどういう意識をもって臨んで

いるかということですが、メッセンジャーナースの養成コースではまず最初に、自分

を見つめるとこことから始めます。私がその前はどんな看護師だったかというと、患

者さんのことをとても大切にするあまり、よく加藤先生にたてついてました（笑）。

「先生、なんでそんなことをおっしゃるんですかッ？」、きっと医師にとっては、う

っとうしい看護師だったはずです。自分の中で「これ、まちがってる」と思うと、人

を非難する傾向がある。それを、メッセンジャーナースの研修をうけている中で、自

分はこういう傾向にあるということをまず知って、そこを正すというところからのス

タートになりました。 

村松先生のお話にもありましたが、メッセンジャーナースは中立でなければならな

い、と言われたときに、私はいつもそうではなかった、患者さんに寄り添い過ぎてし

まう、どっぷりと一緒に入り込んでしまうんです。そういう傾向があったので、そこ

を修正するという意識をもって、今はまず、医師の先生たちを理解しよう、なんで先

生はこの患者さんにそういう話をしようとしているのだろうか、という意識を強く持

つようにしてやっています。 

私は、患者さんの話を聞くとだいたい、「そうだね、辛いよね。先生がおかしいよ

ね」っていうのが、研修にいく前の私の傾向としてあったのが、今でも患者さんの話

を聞くといったんはそうなるのですが、だけどそこで、ちょっと待てよ、となるのを、

研修に行って、自分を一度冷静にさせることを身につけられたと思っています。です

から、以前よりは先生にたてつくことは少なくなりました、かな（会場笑）。これが

本当にいちばん大きな変化かなと思っています。そのうえで、患者さんが本当に何を

望んでいるのかということを一緒に考えて、実現していくために、先生にも、「患者

さんはこんなふうに思われているようです」というように、やんわりと伝えられるよ

うになったかな、と思っています。 

ですから、いちばんのポイントは、自分がいまどういう位置にいるのか、どういう
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傾向にあるのか、振り返りができるようになったことだと思います。 

それ以外にも、村松先生の話にあったように、フットワークがいいとか、自律して

いるとか、研鑽していくこととか、交渉力が大切というところなどについては、どれ

も常に意識しています。このチェック項目、自分に今できていないなと思ったときに

は、何でできなかったのだろうかというところを、今もときどきセミナーに参加して

事例を先輩メッセンジャーナースに評価してもらう、そうやって自分を研鑽し続ける

ことが必要だと思って、定期的に参加しています。 

 

村松 Ｔさん、私も旧姓はＴなんです、関係ないですけれどね（会場笑）。Ｔさん

はもうなさっていると思うんです、ご発言を聞いて。それは、ふつうの挨拶がまずで

きる、「おはようございます」とご本人にもご家族にも、「よく眠れましたか」と、

たとえワンパターンでも心から言えるということが、あの人に話そうということにつ

ながってくると思うのです。それでいて、「あらっ、何か、いつもと違う」というこ

とを発見できるのが、ナースであり、それをどう活かすかということではないかと思

います。ご質問、ありがとうございます。 

＊ 

進行（森由紀子・長谷井由紀子） みなさま、ありがとうございました。それでは

予定時間がきましたので、以上をもちまして「在宅医療連携支援チーム創設講演会」

を終えさせていただきます。本日、ご講演いただいた村松先生、加藤院長、赤瀬師長

へ今一度大きな拍手をお願いします。閉会にあたり、かとう内科並木通り診療所院

長・加藤恒夫より御礼のご挨拶を申し上げます。 

 

加藤 みなさま、本日はこんなにたくさんお集まりいただきまして、本当にありが

とうございました。これからおそらく問題になるであろうと思われる課題について、

かなり話し合われたと感じております。ここに集まった方がたが、現場に持ち帰られ

て、一つひとつの事例を大切にしながら、問題解決に向けて、全部は解決しなくても

いい、少しでも解決して、それを記録に残し、そして、みんなで共有して、次に進め

ていきましょう。そしてもし必要があれば、ぜひ、赤瀬を使ってください。 

なお私にとりましても、たてつくものがいなければ（会場笑）、軌道修正はできま

せん。私のところでも医学生が実習をしておりますが、面接現場には必ず一緒に来席

させます。そのあと必ず、私の面接を批判させます。「あのとき、こういう目つきを

すべきだった」など、いろいろなことを言ってくれます。それがあって初めて、私た

ちの面接はより生きてきます。ですから、みなさま、ぜひ、たてつく勇気を持ってく

ださい。ただ、たてつき方が、大事だと思いますけれど（会場笑）。 

ありがとうございました。〔拍手〕■ 


