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平成 2255（22001133）年 77月 1133日（土）1144::0000〜1166::3300 	 

於：岡山国際交流センター（国際会議場） 	 

 	 

在宅医療連携支援チーム「結」初年度の活動報告会 
 	 

在宅ケアの今後	 

──地域における連携を通して学んだこと── 
 	 

報告： 	 

赤瀬 	 佳代	 AAkkaassee,, 	 KKaayyoo 	 

かとう内科並木通り診療所 	 在宅医療連携支援チーム 	 結 	 管理者 	 

加藤 	 恒夫 	 KKaattoo,, 	 TTssuunneeoo 	 

かとう内科医並木通り診療所 	 院長 	 

 	 

≪主催≫ 	 かとう内科並木通り診療所 	 在宅医療連携支援チーム「結」 	 

＊在宅医療助成勇美記念財団の助成による開催＊ 	 

 	 

 	 

総合進行： 	 森本景子（当院） 	  	 

質疑・ディスカッション進行： 	 横山幸生（当院） 	 

 	 

 	 

進行（森本） 	 ただいまより「在宅医療連携支援チーム 	 結 	 活動報告会」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。本日の進行は、かとう内科並木通り診療所・森本景

子が務めさせていただきます。 	 

初めに、本日のプログラムについて説明させていただきます。初めに、当院看護師長・赤瀬佳代からチーム「結」１

年間の活動を振り返っての報告をし、そのあと３時頃から 1100分間の休憩をとる予定です。それから、当院院長・加藤恒

夫より在宅ケアの今後の展�望について報告いたします。 	 

また、みなさまにおかれましては講演内容へのご質問があるかと存じますが、報告すべてが終わったあとにディスカ

ッションの時間を設けておりますので、ご質問はその中でまとめて受け付けさせていただきます、ご了承ください。な

お、お手元に配布いたしました資料のなかにあるアンケートへのご協力をよろしくお願い申し上げます。 	 

それでは最初に、当院院長・加藤恒夫より開会のご挨拶を申し上げます。 	 
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《開会のご挨拶》 	 

加藤恒夫 	 

みなさま、こんにちは。今朝の天気予報では、大雨や雷雨になるというので心配していましたが、そういうこともな

く開催にこぎつけ、本日はこんなにも多くの方々にお集まりいただくことができました、心よりうれしく思っておりま

す。 	 

私たちはこの１年間、新しい支援チームをつくり活動してまいりました。ここにお集まりいただいたみなさまの中に

は、私たちをしっかり支えてくださった方、あるいは私たちの活動に興味をいだいていらっしゃる方がお越しくださっ

ているものと思いますが、これからもどうか私たちをさらにしっかりと支えてください。私たちの活動の理念が理解さ

れて、こうした活動が岡山の全地域に、さらには全国に、ひろがっていくことを、心より願うものであります。 	 

本日はこれから、まず赤瀬佳代から、これまでの活動の具体的な内容を紹介しながら、私たちが学んできたことをご

報告します。そして私からは、これまでの活動、そして今後の展�望について、少し理念的な話をまじえて述べていきた

いと考えています。 	 

どうか最後までしっかりお聞きいただき、ご質問ご意見を忌憚なくご発言いただければと存じます。よろしくお願い

いたします。 	 

 	 

進行 	 それでは、プログラムを進めさせていただきます。当院の在宅医療連携支援チーム「結」の管理者・赤瀬佳代

より、１年間の活動について報告します。 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

在宅医療連携支援チーム「結」活動報告 

～地域における連携を通して学んだこと～ 
 	 

赤瀬佳代 	 

 	 

〈赤瀬スライド１〉 	 みなさん、こんにちは。今日はお集まりい

ただいて、ありがとうございます。 	 

昨年６月に在宅医療連携支援チーム「結」を立ち上げましてちょ

うど１年が経過したところでこの活動報告会を企画したところ、こ

んなにも多くのみなさまがご参加くださったということ自体が、チ

ーム結の活動成果そのものではないかと思っております。そして、

チーム結を育ててくださったみなさんに、また興味を抱いてくださ
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っているみなさんに、この１年間を通してチーム結が学んだことをお伝えすることによって、在宅医療がさらに発展�し

ていく材料をみなさんにお届けできればと思っています。 	 

繰り返しますが、今日はこんなに大勢お集まりいただいて、本当にうれしく、ありがたいことと思っております。 	 

 	 

〈スライド２〉 	 本題に入る前に、私たちチーム

「結」のことをご存じでない方もいらっしゃるかも

しれませんので、あらためて少し説明させていただ

きます。 	 

在宅医療連携支援チーム「結」は昨年６月にたち

あがりましたが、「結」という言葉の意味には、ま

ず「お互いに助け合い協力し合う精神」の意味があ

ります。私たち「結」は、人と人を結んで、また医

療機関と地域とを結んで、医療と介護・福祉�とみな

さまの生活を結ぶことにより、住み慣れた地域での

療養生活を支えたいとの思いから、このチーム「結」

をたちあげました。 	 

現在のメンバーは、管理者の私、看護師の赤瀬と、事務局員の宮田、心理士の平木の３名で、活動を展�開しています。 	 

私について紹介させていただきますと、資格のひとつとして、がん性疼痛看護認定看護師の資格を有しておりますの

で、がんの症状管理にかかわる具体的な指導や、がんに関連する機関との調整などの際に、この資格にもとづく知識な

どを活かしながら、連携調整にあたっています。 	 

そして、ケアマネージャーの資格も有しております。患者さんの生活の部分を支えるにはケアマネージャーの視点が

欠かせませんので、その観点から他のケアマネさんや介護系の方との連携調整にあたります。 	 

それから、メッセンジャーナースについては、みなさん、聞き慣れない言葉かもしれません。患者さんと医療者との

あいだには往々にして認識のずれが生じたりします。医療者はこう思っていたが、実は患者さんの望みはこう思ってい

たなどという、そういうずれている認識を正すようなコミュニケーションを重視していく、そういう役割を担う看護師

の資格が現在はあります。実はこの会場にも今日、東京からメッセンジャーナースの仲間が何人も応援に駆けつけてく

ださっています。 	 

ただ、今日はメッセンジャーナースについて正面から取り上げることはしないで、私たちチーム結の活動事例のなか

で、調整という視点で具体的な活動のあり方の紹介をさせていただくことにしたいと思います。 	 

そして、患者さんの心の部分については認定心理士の平木に支えてもらいながら、私たち３人で在宅医療連携支援チ

ーム「結」の活動を展�開しています。 	 

 	 

〈スライド３〉 	 チーム結が実際にどんなことをさせていただいているのかというと、第１には、現場の支援、こと

ばを変えればケアの調整で、主に次の４つがあげられます。 	 

まずは、在宅現場の職員のみなさんが何かしらの困難に直面したときの相談にのることや、具体的な指導が必要であ
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ればそういった実技指導もさせていただいています。次に、患者さんや

ご家族が何かしらの困難に直面したときの相談にのったり、調整をさせ

ていただいています。また、病院から退院するにあたって、地域での受

け入れに困難が発生した場合の、調整をさせていただいています。そし

て、介護施設での高齢者の終末期ケアが困難だという場合に、介護施設

の職員を支援することをさせていただいています。 	 

以上の現場支援・ケア調整のほかに、第２の柱として専門職教育に力

を注いでいます。ケアの技術や知識の教育、また連携事例による定期的

なケースカンファレンスでの学習などで、これについては後ほど具体的にご紹介させていただきます。 	 

そして第３に、講演会などを通じて、地域医療を担うみなさんに、在宅ケアに必要な知識・技術を学ぶ場を提供させ

ていただいています。この地域教育については今日はあまり触れませんが、本日の報告会などを含めてこの１年間に５

回の講演会を主催しました。 	 

 	 

〈スライド４〉 	 チーム結がどんな形で具体的に活動しているか、

これについては加藤が詳しく触れますが、チーム結をたちあげる前に、

私たちは「緩和ケア岡山モデル」というかたちで活動していました。

緩和ケア岡山モデルにおける現場支援の対象はプライマリケアチーム

で、各地域で開業している医師や訪問看護師、それからケアマネージ

ャーなどをひとまとまりの現場としていました。そうしたプライマリ

ケアチームの人たちが患者さんを直接ケアして、その後方支援として

医師主導の緩和ケア専門チームが支えるという仕組みでした。 	 

チーム結がたちあがってからは、医師の代わりに看護師の私がはいり、在宅療養の患者さんを直接みるプライマリケ

アチームを後方支援する、というかたちで関わらせていただいています。 	 

 	 

〈スライド５〉 	 その緩和ケア岡山モデルの活動について、学術的

な研究をしてくださっている現・立命館大学教授の下妻先生がいらっ

しゃいますが、下妻先生が発表された論文のなかに、プライマリケア

チームと後方支援専門チームによる在宅緩和ケアの連携がスムーズに

行われるための要件というのがあり、スライド５にご紹介します。 	 

必要なこととして抽出されたものは大きく３つあり、まず「チーム

医療開始前の専門チームによる準備」というのがあり、それには「ル

ール作り」「事前の疼痛コントロール」「ネットワークの構築」が必要

だと、実際の活動のなかで分析してくれました。また、連携には双方のチームに「緩和ケア特有のケアや薬剤の理解」

が必要とされました。さらに、「専門チームとプライマリチームの役割分担」も欠かせないとし、具体的には「役割分担」

そのものと、「プライマリチームのとくに医師の裁量権とその範囲」を確認して調整することが必要、という分析をされ
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ていました。 	 

昨年６月にチーム結をたちあげたとき、こういった調整を私たちもしていこうと理念を明確に意識して、活動を開始

しました。 	 

 	 

■活動実績 
 	 

〈スライド６〉 	 そうやって１年間活動してきたなかで、

具体的な活動件数としては、電話を含めた相談件数は 7788

件ありました。これは、当院かとう内科並木通り診療所に

相談いただいた件数も含んでおり、また、電話相談だけで

終わったものも含んでいます。そして、なにかしらのかた

ちで私たちチーム結が連携調整にあたらせていただいたケ

ースは、約 4488件です。 	 

この 4488件について、以下に報告してまいります。 	 

 	 

〈スライド７〉 	 まずは、チーム結が連携調整にあたった

4488 件の、患者さんの背景についてです。年齢層では、6600 歳

代以上の高齢者がほとんどですが、3300 歳代、4400 歳代と若い

年齢層の方も少しいました。 	 

居住エリアについては、福祉�エリア分類を使わせていただ

いていますが、当院の立地（岡山市南区並木町。南区の南部）

からして、岡山市南区南が大半を占めていました。それは当

然であろうとしても、少し特徴的だと思われるのは、当院か

らは離れた瀬戸内市や備前市、玉野市からの相談があったこ

とです。これらの地域は、岡山市内に比べると、サービス資

源が少ないからということもあろうかと思われます。玉野市には在宅ケアに熱心な開業医の先生も昔からいらっしゃる

のですが、玉野市内でも場所によってはやはりサービス資源が少ないという事情があって、私たちに調整依頼があった

というのが特徴として挙げられるのではないかと思います。 	 

 	 

〈スライド８〉 	 ご家族の背景についてですが、まず同居

のあるなしでは、同居家族ありが 3388 件、なしが 1100 件でした。

主たる介護者は、配偶者が 2222 件でいちばん多く、次に同居

の子ども８件ということでした。それから、副介護者という

のは、介護者を支えている人のことで、この情報はご相談い

ただくときになかなか得られないことが多いのですが、実際
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に私たちが関わるときに副介護者の存在の意味はとても大きいものがあります。そして、副介護者なしが 1188件と多かっ

たのは、同居家族がいるといっても配偶者１人、あるいは子ども１人といった状況で、介護者１人がすべてを抱え込ん

でいるケースが多々見られました。 	 

 	 

〈スライド９〉 	 次に疾患区分ですが、まず、がんの方が

ほとんどです。これはやはり、当院かとう内科並木通り診療

所はがんの緩和ケアという面で発展�してきた経緯があること

や、みなさまに認知されているのもがんの緩和ケアという認

識のためか、また、緩和ケアはイコールがんのためのものと

認識されている方が多いようなので、連携調整にはいる前の

ご相談いただく段階で、がんの問題がほとんどでした。 	 

がん以外のケースは４件ありまして、統合失調症、脳梗塞、

Ｃ型肝炎、認知症の患者さんについてご相談があり、調整さ

せていただきました。 	 

 	 

〈スライド 10〉 	 そして併存疾患、これは主たる病気以外

に併せ持っている疾患のことですが、認知症が５件、呼吸器

疾患が４件、消化器疾患が 1111 件、循環器疾患が 1133 件のほか、

多いのが内分泌・代謝疾患が９件、精神疾患が６件などでし

た。これらの多様な併存疾患があることから、私たちが主に

緩和ケアをやっているから緩和ケアの知識・技術だけがあれ

ばいいというのではなく、患者さんの複合的な疾患に対応す

る必要がありました。また、複数の医療機関にかかっている

患者さんがいるため、それら複数の医療機関との調整をはか

ったケースが多々ありました。 	 

 	 

〈スライド 11〉 	 連携調整にあたった患者さんの、これま

でにうけたがん治療についてみますと、「無し」というのは、

病気ががんとわかった段階でもうすぐに、調整を依頼してき

たというケースで７件ありましたが、多くの方は化学療法を

うけたことがあった方でした。 	 

しかしながら、私たちに相談があった時点でどうだったか

というと、ほとんど方が「無し」つまり「もう治療法はあり

ません」と言われた方です。がん治療の撤退を契機に、在宅

医療連携支援チーム結に相談するというケースがほとんど、



2200113300771133在宅医療連携支援チーム「結」初年度の活動報告講演会 	 

 	 — 	 77 	 — 	 

ということになります。 	 

さきほど触れました緩和ケア岡山モデルを提案していた時から、化学療法をうけているときから支援させていただき

たいと謳ってきてはいるのですが、化学療法中からのチーム結による支援はやはり５件にとどまりました。化学療法か

らの撤退を契機に、患者さんからご相談をいただくのが実情であるといえます。 	 

 	 

〈スライド 12〉 	 次に、相談をうけたときに行なわれてい

たり、行なうべき必要な医療処置についてです。いちばん多

かったのが末梢点滴の 1111 件、そしてオピオイド類つまり医

療用麻薬の使用が 1100 件、CCVV ポート（皮下埋込式静脈ライン）

が 1100 件、中心静脈栄養が４件、酸素療法が４件、痰吸引が

３件などでした。件数の多い医療処置は保険点数のからみも

あってずいぶん対処がなされるようになっていますので、調

整はそれほど難しいと感じることはなくなっていますが、行

なわれているケースが少ない医療処置や薬剤がからんでいる

場合については、調整が難しいと感じさせられました。 	 

例えば、サンドスタチン注射をしているケースが２件あり、これは消化管閉塞をおこしたときのお腹の張り感に対処

する薬ですが、この調整ではかなり難渋しました。また、アルブミンでは保険適応外のアルブミン点滴という医療処置

があり、その調整にも難渋しました。ほかに、腹腔穿刺２件、PPTTCCDD（経皮経肝胆道ドレナージ）１件の難しい調整があ

りました。 	 

 	 

〈スライド 13〉 	 次に、依頼経路についてまとめました。

ご相談の多くは病院の相談室からくることが多く、1166 件あ

り、次いで、ご本人やご家族からの 1144 件で、全体の３分２

を占めていました。 	 

そして、活動を開始してまもないチーム結をどのように

して知ったかについては、在宅についてことなので、かと

う内科並木通り診療所に相談して初めて知ったというケー

スが 2222 件と半数近くありました。そういう方が多くいる一

方で、いろいろな連携をしていくなかで私たちチーム結の

ことを少しずつ知っていただいていたという「その他医療従事者より」が 1166件ありました。この医療従事者の多くは医

療ソーシャルワーカーの方で、医療相談員の立場としてご相談いただくケースが多かったです。 	 

なお、ごく少数ですが、新聞・雑誌・ホームページなどのメディアで知ったので電話で相談したいと思ったというケ

ースもありました。 	 

 	 

〈スライド 14〉 	 次に、どんな依頼目的での相談があったのかの内容を分析しました。多かったのは「身体症状の緩
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和」と「在宅療養の場の調整」の２つですが、相談内容が何

であれ、チーム結としては必要なところにつないで調整をさ

せていただく方針に変わりはありませんので、相談内容分類

の件数の多少にはあまり意味を見いだしてはいません。 	 

しかし、このデータ分析で私がいちばん気になったのは、

「在宅療養の場の調整」において、紹介者と患者さんとキー

パーソンそれぞれの希望を尋ねたときに、ズレがあるのに気

づいたことです。私たちが相談を受ける際は、まず紹介者で

あるケアマネージャーさんや医療ソーシャルワーカーから

「この方の在宅療養の調整をお願いします」とお聞きして、患者さん本人も在宅がご希望なのだなと思って調整させて

いただこうと考え、実際に患者さんやご家族にお話を聞いてみると、「まあ、病院が、出ろと言ったから、在宅しかない

んでしょ？」と、ご本人たちは在宅療養をしたいのではなく、よくよく聞いてみると、「今しんどいところをとにかく何

とかしてほしい」と、実は身体症状の緩和を望んでいたり、心の問題を抱えていることがわかったことが多々あります。 	 

もう一つのズレは、この「在宅療養の場の調整」のところで、患者さん本人は在宅療養をとくに望んでいるわけでは

ないのに、キーパーソンは在宅療養の場の調整を望んでいる、という違いです。紹介者とご家族などキーパーソンは在

宅療養の場の調整では合致しているのに、患者さん本人は「もう、どっちでもいいよ」「仕方がないから調整をお願いし

ているけれど、もういいんだ、どっちでも」と言われる方もいました。 	 

ですので、看護師をはじめ調整に絡む仕事をされている方は、まず調整の依頼があったときに、相談してきた人の意

向だけで調整に入るのではなく、まず患者さん本人がどう思っておられるのか、そしてその患者さんをささえるキーパ

ーソンはどう考えておられるのか、そういうことを確認しながら、紹介者にあらためて確認すること。紹介者も所属施

設のさまざまな事情もあるでしょうから、そういう実情を踏まえて調整していきましょうというコミュニケーションの

とり方が必要だろうと、このスライド 1144のデータから私は感じました。 	 

 	 

〈スライド 15〉 	 次に、相談を受けたときに患者さんはど

んな療養状況だったかというと、主には他院に入院中か、他

院の外来に通院中がほとんどでした。そうした療養状況を含

めて連携調整していった結果、私たちチーム結がかとう内科

並木通り診療所に所属していることもあって、療養状況は主

に、当院への入院、当院外来への通院、当院の訪問診療によ

る在宅療養のサポートに変わるという、 	 

当院へつながるケースが多くなっています。 	 

私たちもできるだけ早く動きたいと思っているのですが、

調整中にやはり急に状態がわるくなったりして入院をそのまま継続しなければならなくなったり、ご自分で自己解決さ

れたりして、調整中に調整が終了したケースもありました。 	 
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〈スライド 16〉 	 調整の前後で、在宅療養していた患者さ

んは 3377 名いましたが、この人たちにプライマリケアがどの

ように関与していたか、ことばを変えると、ご自宅の地域の

資源をどのように利用していたか、になりますがこれを一覧

にしてみました。 	 

チーム結への相談があったときにまったく「利用していな

い」というケースが 1144 件あったのに対し、調整後は、「当院

の訪問診療」が 1188 件、そして訪問看護のニーズがやはり大

きい証でしょうか「当院訪問看護」が 2233 件、「当院ケアマネ

ージャー」が 1111件となりました。 	 

当院がからまないケースでは、相談時に「他院の外来診療」にかかっていた方、つまり、かかりつけ診療所にかかっ

ていた方が５件、そして「訪問診療」をうけていた方が３件ありましたが、調整後は「他院訪問診療」1100 件になりまし

た。この 1100件のなかには、当院とその他院かかりつけ医が一緒に訪問させていただいたケースもあります。 	 

また、相談時に当院以外の地域資源を利用していた方については、調整の結果、「福祉�用具」の利用がぐんと多くなっ

たり、「訪問薬剤指導」といって調剤薬局から薬をお届けするサービスですがこのご利用も増えました。 	 

以上から、調整で利用した資源としては、当院訪問診療、他院訪問診療、当院訪問看護、ケアマネージャー、そして

福祉�用具、という結果でした。 	 

一方で、「インフォーマルサービス」や「訪問栄養指導」の利用が調整前後ともにナシに終わっている結果はどうして

かというと、残念ながらこれは私の課題になりますが、このスライド 1166の表をつくったのは事後のことですので、最初

から私たちチーム結が広い視野で調整にあたっていたわけではないということで、その必要性がなかったからではあり

ません。私の知識不足、調整における認識の甘さがあったということです。なお、「インフォーマルサービス」について

は後ほど事例のなかでご紹介します。 	 

 	 

〈スライド 17〉 	 次に、「療養の場のご希望」については、

ご本人と周囲の人とのあいだに認識のズレがあると先ほど触

れましたが、私たちに相談があったときのご本人とキーパー

ソンの療養の場のご希望は「自宅」でほぼ一致しています。

同時に、最期を迎える場のご希望を確認すると、自宅よりも

「病院」を希望される方が多いという事実が浮かび上がりま

した。 	 

ただ、これについては、当院が有床診療所でもありますの

で、ベッドを後方に抱えているから患者さんを紹介されるケ

ースが少なくない、ということもあります。そういう背景があっての結果ではないかと思われるのですが、そのなかで

も「不明」が突出して多いのは特徴的です。最期までご自宅で、と考えておられる方はもちろんおられるのですが、相

談をうけたときには、まだ最期のときのことまで考えていない、まだ考えられない、ということでしょう。また、私が



2200113300771133在宅医療連携支援チーム「結」初年度の活動報告講演会 	 

 	 — 	 1100 	 — 	 

それを確認できていない、確認できる雰囲気ではなかった、という実情もあります。 	 

いずれにしても、療養の場と最期を迎える場のご希望は、必ずしも一致しない、というところを踏まえた上での調整

をしていかなければならない、とこのデータから感じる次第です。 	 

 	 

〈スライド 18〉 	 連携調整にあたった 4488 件のうち、まだ

調整中が５件ありますので、転帰は 4433 件になります。その

うち、死亡終了の方が 3333 件で、やはり相談時にすでにター

ミナルだった方が、私たちに調整を依頼されてくるといえま

す。 	 

亡くなった方 3333 件を分析しますと、当院が 2211 件、ご自宅

が７件でした。 	 

以上が、在宅医療連携支援チーム結が１年間活動してきた

なかでの、データ上の分析です。ここからは、具体的な連携

調整を事例をまじえてご紹介していきます。 	 

 	 

■連携調整の事例から 
 	 

事例１ 
 	 

〈スライド 19〉 	 最初に、「専門的医療の提供

と地理的問題に対応した連携事例」と題しました

が、患者さんは 6600 歳代の男性で、胃がんから腹膜

播種とイレウス（腸閉塞）をお持ちの方でした。

妻と二人暮らしで、子どもは息子さんが２人です

でに独立しています。自宅から車で１時間半はか

かる遠方の病院で化学療法をうけていましたが、

その化学療法を止めて緩和医療を選択したいと相

談があり、当院での在宅医療を希望されました。 	 

しかし、当院からもちょっと距離があり、当院

が在宅ケアを全面的に引き受けるのは難しいだろうとの判断もあって、ご自宅の近くの医療機関がサポートする体制の

検討をするために、まずは当院に入院してもらいました。 	 

この方の調整にあたってネックになったのが、先ほども触れましたように、症状緩和のためにすでに治療病院で導入

されていたサンドスタチンという薬の問題です。この治療病院の相談員の方から、ご自宅近くの医療機関でサンドスタ

チンを扱ってもらえるところがないこと、患者さんのご自宅からの距離は治療病院よりは当院のほうが近いということ

などもあって、在宅療養を当院に担当してもらえないか、との相談があり、それならとまずは当院に転院していただい



2200113300771133在宅医療連携支援チーム「結」初年度の活動報告講演会 	 

 	 — 	 1111 	 — 	 

たのです。 	 

しかし、ターミナル期の方であり、そのときはまだご自分で動けていましたが、自宅療養したいと言われて先々のこ

とを考えますと、当院からご自宅までちょっと遠いので、なかなか最期まではサポートしきれないのではないか、と判

断しました。 	 

繰り返しますが具体的な障壁となったのは、サンドスタチンという薬と、それを扱う携帯型持続皮下注射の装置が必

要なことなどです。 	 

この方に言われたことがあります——「病院でできることが、なんで在宅ではできないの？」。 	 

 	 

〈スライド 20〉 	 サンドスタチンを扱うことは、技術的には可能で

すが、薬価が高いことと、使用頻度が少ないために不良在庫をかかえ

てしまいがちになることがあり、このことは地域の医療機関が在宅ケ

アをひきうける際に大きな問題となります。 	 

さらに別の問題もあります。サンドスタチンの投与にあたっては、

持続皮下注射でしか保険が適応とならないため、インフューザーポン

プかシリンジポンプが必要となること、しかも、インフューザーポン

プはオピオイド（医療用麻薬）を一緒に使用しないと保険が適応とな

らない、という問題もあります。こういった状況と制度上の決まりがあるために、医療資源が少ない地域においては、

受け入れてくれる開業医が自宅近くではなかなか見つからない、という事情があるわけです。 	 

うれしいことに、私たちの連携調整の結果、この方には自宅近くのプライマリケアチームを当院がサポートするとい

うことで在宅療養の体制を組むことができました。開業医の先生が往診を引き受けてくださり、ケアマネージャーを中

心に訪問看護、福祉�用具などが協力してくれることになり、在宅療養をスタートさせることができました。 	 

この方はぎりぎりのときまでご自宅でご家族と過ごされまして、最終的には当院に入院して看取りました。 	 

 	 

事例２ 
 	 

〈スライド 21〉 	 上記の事例のあと、サンドスタ

チンがからむ別の患者さんの相談があり、先の事例

の経験を活かしてスムースに調整できたと思います

ので、ご紹介します。 	 

事例２の方は 6600 歳代の女性で、事例１と同様に

胃がんから腹膜播種があり、サンドスタチンが必要

な状況でした。この方については、自宅で夫に教え

ないといけないことがあるからと在宅を希望され、

相談をうけたのですが、その時点ではまだサンドス

タチンを使っていませんでした。 	 
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治療中の専門病院の相談員は、サンドスタチンなどの薬剤は一般的に在宅療養の障壁になると知っていました。この

患者さんのご自宅のある地域でも、サンドスタチンを扱ってもらえるかどうかわからないし、幸い治療入院中はまだサ

ンドスタチンを使っていなかったので、体が動くうちに家に戻ろうといったんは在宅療養に移られ、ご主人にいろいろ

と伝えたのち、化学療法の治療は継続中だったのでその後また入院されました。 	 

しかし、病状の進行で化学療法の効果も望めなくなり、お腹の膨満感も強いということで、治療撤退後の在宅療養で

はサンドスタチンの投与が必要だろうと判断されました。そして、私たちチーム結に調整の相談があり、この方の在宅

療養をサポートするプライマリケアチームをつくらせていただきました。 	 

事例１のプライマリケアチームとはちょっと違う特徴があり、今回は調剤薬局に加わってもらったことです。当初私

たちが勉強不足だったのですが、調剤薬局がサンドスタチンを調合して宅配してくれることにより、薬に関するご家族

の負担が大きく減らせるのはもちろん、在庫の問題に関しても、調剤薬局なら複数の医療機関からのリクエストに応え

ることで不良在庫を解消できる可能性があるなど、さまざまなメリットがあるとわかりました。そういう調剤薬局さん

の協力があって、私たちも学べたことが、事例２の成果です。 	 

 	 

〈スライド 22〉 	 ここで思うのですが、在宅療養で症状緩和に用い

る薬品・機材の使用には、どのように対応できるのかという問題です。

症状緩和に用いられる薬品や機材がどんどん開発されており、そうい

うものについて、在宅側として学習していかなければならないのはも

ちろんとして、上述の事例２のように、自宅に戻ることを優先させた

い場合には、症状緩和用の薬品や機材が在宅で利用可能かどうかを、

在宅側の者を交えて検討することが重要ではないか、ということです。 	 

もちろん、その方の治療のため、あるいは辛さを緩和するためには

その薬とその機材しかない、という場合はしょうがないのですが、地域の実情を踏まえた情報を私たちがまずお伝えし

ていくことも、必要だと考えています。 	 

 	 

事例からの教訓——本音は？ 
 	 

〈スライド 23〉 	 以上２つの事例について、在宅

移行への障壁という視点からご紹介しましたが、私

たちはついついそういう医療や制度上の問題ばかり

に気を取られて、肝心の患者さんの本音はどうなの

かを忘れてしまいがちです。そのことも、私たちは

この事例２から学ばせていただきました。 	 

実は、私たちが薬の障壁で悩んでいたとき、患者

さんは、今後の療養をどうするかで悩んでおられま

した。この方は、在宅の訪問看護師には「夫のため
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に家でがんばりたい」と言っておられました。でも、治療のために病院に行くと、どんどん体もしんどくなってきて

「夫の期待に応えるにはしんどいな、迷惑をかけたくないな」と言ったり、「入院したい気持ちになっている」と言った

りしていたのです。これらの発言、まったく反対のことで、病院からは「そろそろ入院させてあげたら？」、訪問看護師

からは「いや、もうちょっとできる」などといろいろ議論もなされていました。 	 

しかしこれは、在宅にいるときは、夫もそばにいるし訪問看護のサポートもあるのでがんばってみたいと思うけれど、

病院に行っていろいろしてもらうと、これが楽だなと思ってしまうˇ…ˇ…患者さんの気持ちはつねに揺れ動いているからに

ほかならないわけです。 	 

ですから、ケアする側の私たちに言うことが患者さんの本心ではなく、患者さんにはそういう揺れ動く気持ちがある

ものだということを理解しておくことが大切だと思います。 	 

そういうなかでお手伝いさせていただいたのは、私自身も、治療に行かれているときに訪問させていただき、その患

者さんに「みんなそれぞれに心配しているけれど、どう思われますか？」と投げかけ、在宅にいる場合、病院に入院す

る場合、先々の人生を、この方が思うような療養のなかでどんなふうに過ごしたいかということを踏まえて、相談させ

ていただきました。ご本人はやはり、「病院に入院したい」と希望され、入院しました。このやりとりは、治療病院の看

護師さんとご主人にも見ていただき、そういうなかでみんな話し合って決めたことなので、「家にいてほしい」と思われ

ていたご主人も納得されたうえでの、病院入院となりました。 	 

私たちは、患者さんの気持ちは常に揺れ動くということを念頭において、そういった思いについても情報交換をした

うえでの、意思決定支援を行なうことが大切だと考えます。 	 

 	 

事例３	 一人暮らしの高齢者 
 	 

〈スライド 24〉 	 いま一人暮らしの高齢者が増え

ていますが、そういった方々への支援をどうするか

という点で、私たちも悩みを抱えています。事例３

の患者さんは 8800 歳代の男性で、肺がんを患ってお

られました。 	 

緩和ケアについて図示するとき、スライド 2244 に

示したうちの、診断から別れまで、あるいは最近は

離別後のケアまでを含めて図示するようになりまし

たが、私たちが忘れているのは診断以前の、地域の

中での普通の生活の時期、ここに対して、私たちの

意識が働かないことが多々あります。 	 

この患者さんの相談をうけたのは親族の姪御さんからで、「在宅療養がそろそろ難しくなっているようなので、生活面

を含めてサポートしてもらえないか」と当院に相談がありました。ご本人からどんなご希望があったかというと、「これ

までも一人で生きてきたし、できるだけ最期まで人に迷惑をかけたくない」とのことです。それで私たちは、治療病院

に働きかけてこれまでの経過を確認し、緊急時にも対応できる訪問看護が必要であろうと判断して、ご提示しました。
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しかしこの方は、「訪問看護は人に迷惑をかけるし、自分でまだ生活できる」とのことで、本意ではありませんでした。 	 

姪御さんも私たちも何もしないのは不安だという思いでしたが、よくよく確認してみると、この方を支えているのは

ご近所の人、民生委員の方、それに地域包括支援センターの方も絡んでおられました。ご近所の方は、夜電気がついて

いるかどうかなどを気にかけてくださっており、民生委員は一人暮らしの高齢者には１カ月に一度は訪問する決まりに

なっていますので、民生委員の方にお会いして話を聞いてみると、「ずうっと見守ってきたので、ご希望のことはしてあ

げたいとの思いを持っている」とのことでした。 	 

しかしながら、そうした地域資源ともいうべき方々には、医療者側からのこの方に関する情報が入っていっていませ

んでしたし、私たちもそうした地域資源の方々に気づいていなかったのです。ただ幸いながら、地域包括支援センター

が絡んでいましたので、この方をサポートするためには地域の方々のご協力を仰ぎたいとセンターに申し入れ、ご本人

とご親族の了解も得てこの方についての情報交換をさせてもらいながら、サポートをさせてもらいました。 	 

地域の方々は、医療者の視点からだけでは気づけない視点をたくさん持ってますので、さきほどインフォーマルサー

ビスという言い方でちょっと触れましたが、医療・介護・福祉�をもっと離れた視点で、その方をとりまく状況を見てい

かなければならないと考えます。 	 

 	 

事例４	 認知症患者 
 	 

〈スライド 25〉 	 次に、一人暮らしの方と同時

に最近サポートすることが増えているのが、認知

症の患者さんで、みなさんもサポートでお困りの

ことが多いと思います。ここに紹介する事例は、

9900 歳の女性、大腸がんと認知症を患っておられま

す。独居ではありますが、同じ敷地内に長男さん

の家族がお住まいで、娘さんもいるのですが遠方

に住んでいます。 	 

もともと、往診してくださる先生のサポートの

もと在宅療養されていましたが、大腸がんの悪化

で右上腹部に痛みが出て食事摂取量が低下し、ターミナルケア目的で入院することになりました。しかしこの方、とて

も徘徊が激�しく点滴も抜いてしまうなど、病院では対応できないとご家族に退院の依頼があったそうで、私たちに相談

に来られました。 	 

ご自宅に訪問してみると、そういう問題行動はあったと思われるのですが、そのとき家ではスヤスヤと気持ちよさそ

うに眠っておられました。ちょっと目を覚ましてもらい、「家に帰ってきて安心したんですか」ときくと、「そうじゃな

あ」と穏やかな顔で応じられました。そして、痛みや食事摂取量低下などの医療的ニーズには対応しなければならない

のですが、生命をおびやかすような状況はないと判断して、在宅療養ができる体制を組もうと考えました。 	 

ただそのとき、もともと診てくださっていた往診医の先生は、入院の段取りなどでとても疲弊しておられ、自分のと

ころではもうとてもサポートできないので、かとう内科並木通り診療所のほうでサポートしてくれないかとのことで、
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当院で医療的ニーズには対応することにしました。しかしそれまで関わっていたケアマネージャーさんやヘルパーさん

など介護資源はそのまま使わせていただき、新たなプライマリケアチームとしました。 	 

そういうなかでケアマネージャーさんがおっしゃっていたのは、やはり医療的な面で自分たちにはわからないことが

多いということでした。「認知症の方のサポートは、あとはよろしく、というかたちでケアマネージャーに全面的に依頼

されることが多いけれど、医療的な面はやはり医療者でケアしてもらわないと、自分たちではなかなかうまくできない」

ということです。 	 

この患者さんはその後、在宅療養にあたりご家族にも限界が見えてくるのですが、そのときに支えてくれたのが介護

施設です。いま、看取りまでを含めてめんどうをみてくれる介護施設は全国的にも数少ないはずですが、少しずつ増え

てきているのも事実です。この方も最終的にはある介護施設に入所され、施設内でもおだやかに療養生活をおくられて

そのまま看取りとなりました。 	 

認知症の患者さんのサポートには、こういった介護系サービスとの連携が重要だ、とあらためて感じています。 	 

 	 

事例５	 介護施設との連携 
 	 

〈スライド 26〉 	 その介護施設に絡む事例をも

う一つご紹介します。最近あたらしく連携させて

いただいている養護老人ホームに入所している 8800

歳代の男性、膵臓がんと認知症の患者さんについ

てです。そこは、虐待や家族から見放されたなど

社会的に問題のある方が多く入所しており、その

方についても施設から、できるだけ施設でみてあ

げたいけれど自分たちは緩和ケアの提供に自信が

ないし、十分にみてあげられないのではないかと

の思いから、いろいろなところに相談されたそう

です。ただ、がんの終末期を理由に、介護施設へ

の受け入れをしてもらえず、病院からも、予後がある程度わかっているなら受け入れるが先がわからないままでは受け

入れられないと、断られたそうです。そういう社会的に難しい状況のうえに、金銭的にゆとりもないというので介護施

設に入るのも難しいということで、私たちに相談がありました。 	 

養護老人ホームのスタッフの方たちは患者さんへのあつい思いを持っておられたので、私たちは、自信がない緩和ケ

アをサポートしてあげれば最期までみてあげられるのではないかと考えました。また、その地域の病院が、予後のめど

がつけば受け入れるとも応じてくれていたので、そういうところへも橋渡しをさせていただきました。 	 

具体的に私たちがしたのは、緩和ケアの助言と、対応困難時の橋渡しです。困難と障壁はあることはあるのですが、

ケアする側の自信のない部分を担ってあげれば、過去に経験がなくても、施設側のスタッフの気持ちも変わっていく、

やっていけるということです。 	 

 	 



2200113300771133在宅医療連携支援チーム「結」初年度の活動報告講演会 	 

 	 — 	 1166 	 — 	 

事例６	 精神科領域との連携 
 	 

〈スライド 27〉 	 もう一つ、私たちがこれまで

に何件かやってきてなかなか難しいなと感じてい

る連携の事例をご紹介します。それは、精神科領

域との連携についてで、今も悩んでいる連携を抱

えていますが、ご紹介する患者さんは 5500 歳代の女

性、膵臓がんとリウマチを患っておられました。

精神科領域の面では全般性不安障害と診断されて

おり、何もかもが不安でしょうがないということ

で、いろいろな受け入れが難しい方でした。家族

背景は夫と二人暮らし、同市内に２人の子どもさ

んが住んでおられます。 	 

この方はがんの治療病院への入院を希望されたのですが、緩和ケアへの移行をすでに告げられていて、入院はできな

いと言われ、当院を紹介されて入院しました。 	 

当院入院のときも、「もう何もかも不安で、どうしたらいいかわからない」と言って、不眠、不安障害、お腹の痛みで

ある胃痛を訴えました。そういうご本人に対してご主人は、「どうしたらいいかわからないけれど、自分がいちばん妻の

ことをわかっているので、支えていかなければいけない」と言われ、“お二人の世界”になっていて、なかなか周囲に心

を開いてはくれない状況でした。 	 

そういうなかで私たちは、患者さんとご主人の思いを聞きながら、不安に思うこと、どうしていきたいかを確認して

いくのですが、薬一つにもこだわりがあり、ご本人は夫のためにも生きなければならない、夫は妻になんとか生きてほ

しいと思っておられまして、お二人の感情に私たちがどう寄り添ったらいいかを迷いながら、ご本人たちのニーズ、ご

希望を把握していくのには、時間がかかりました。 	 

長い時間をかけてなんとか関係性を築けたのですが、次の段階として、やはり予後がはっきりしないこともあって長

期入院は難しいので、どうしたら在宅療養の体制を築けるだろうかを考えました。実は入院中、私たちに精神科にかん

する知識がありませんでしたので、精神科医師に支援してもらい、薬の調整の助言や心への寄り添い方のアドバイスを

してもらっていましたが、では在宅というとき、精神科領域をどのようにサポートしていけるのだろうかと悩んでしま

い、私たちにはそのイメージがなかなか出てきませんでした。プライマリケアチームでみてもらうには、精神科領域の

後方支援がどうしても必要だろうと考えられたのです。 	 

結果として、この治療病院から受けられる精神科の後方支援とは、情報提供やわかる範囲での助言などであり、実際

に現場に出向いていく支援は得られませんでした。そういうなかでも、私たちにとって本当に心強かったのは、精神科

訪問診療の先生に相談にうかがったときに、当初は、「精神科訪問診療といっても対象は主に統合失調症だから」と言っ

ていたのが、いろいろと情報提供して話し合っているうちに、「まあちょっと一緒にやってみましょうか」と相談にのっ

てくださるようになったことでした。 	 

こうして、精神科訪問診療を加えた、この方のための在宅療養の新しいかたちをめざして動き出せるところまでいっ
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たのですが、ちょうど病状が悪化して入院継続せざるを得なくなり、そのまま病院で約半年間療養されて亡くなられま

した。 	 

実現はできなかったのですが、これまでの私たちに欠けている部分を取り込んで新しい在宅療養のかたちをめざそう

とした私たちの働きかけに、応えてくださった方たちがいたというのは、本当にうれしいことで私たちの心の支えにな

りました。 	 

この事例を通じて私自身が思ったのは、相談されて自信がないときに、お断りするのではなく、一緒に考えて、何か

しら関連がある部分につないでいくことが必要だ、とこのケースからは学んだと強く感じています。 	 

 	 

〈スライド 28〉 	 以上ご紹介したように、いろいろなケースの調

整や相談をさせていただきましたが、ただ経験しましたというだけ

では学びにはなりませんので、最初に触れましたように、連携事例

カンファレンスを定期的に開催しています。難しかったなというケ

ースや、みんながしんどかったなというケースを取り上げて、振り

返るようにしています。 	 

毎回テーマを設定しており、事例に取り上げましたように、認知

症の方の終末期ケアをどうするか、また、一人暮らしで高齢のがん

の方の終末期を地域でどう支えていくか、そしてこれは事例には取り上げませんでしたが、高齢者のがん告知について

どう考えるか、というようなテーマで、この一年で６例のケースカンファレンスを開きました。テーマ事例に関連のあ

った方に声をかけているのはもちろんですが、関連のなかった人でもテーマに興味のある方は自由に参加して発言でき、

意見交換をするスタイルで行っています。 	 

またその他に、病院と診療所との連携についてのカンファレンスを行いました。極力振り返りをして、学んだことを

次に活かせるようにしていきたいと思っています。 	 

 	 

■電話相談から 
 	 

〈スライド 29〉 	 ここまでは実際に連携調整し

たケースについて述べてきましたが、それ以外に、

相談をうけて対応したことも多数ありました。実

際に連携調整したのは難しいケースと判断したも

のですが、実は電話相談などで終わったもののな

かにも、いろいろな問題をはらんだものがありま

した。 	 

もちろん、「どこに相談したらいいかわからない

から、相談した」「ちょっと聞いてみたいから、電

話してみた」、それに医療相談員からも「もし情報
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を持っているなら教えてほしい」というような相談をうけて、情報提供のみで終わるケースもあります。しかし、情報

提供にもポイントがあり、相談してきた人の思いをよくよく確認してみることが必要だと思います。 	 

なお、電話相談だけで終わったケースでは、やはりご本人・ご家族からが 1155件と一番多く、内容としては、在宅療養

の場についてがもっとも多いのですが、そのことは糸口であって、ウラに秘めた思いがいろいろあったケースが多かっ

たと感じています。 	 

 	 

〈スライド 30〉 	 電話などで相談のみをうけて私が感じた問題の

一つに、「緩和ケア」という言葉が与える印象が、医療者のなかには

普及してきたのに対して、一般の方々であるご本人やご家族には、

この言葉はまだ特別なものだなということです。 	 

ご家族などからよく相談されるのが、「医師や病院から、緩和ケア

への移行を、と言われた。かとう内科並木通り診療所は緩和ケアの

専門と聞いているので、在宅緩和ケアのサポートをお願いします」

という内容です。難しいケースについては、医療相談員があいだに

入って紹介してくることがあるのですが、ご家族から直接相談されるケースでは、緩和ケアという言葉を聞いただけで、

どちらかというとすごく軽い気持ちで私たちに相談に来られるのです。 	 

「実際にどんな状況ですか」「治療はもうできないと言われていますが、いま状態は落ち着いてます」。 	 

電話してきた方の家は当院からはけっして近い距離の方ではないので、「在宅なら家の近くの先生にお願いしたほうが

安心ではないですか」「専門の先生でなくても緩和ケアはしてもらえるんですか」 	 

こういう場合には、お近くの開業医の先生を紹介したり、もし複雑な状況が生じたときにはどう対応したらいいかの

情報を提供すると、「それじゃあ、これまで診てもらっていた先生や近くの先生に相談してみます」となることがとても

多いです。 	 

これから言えることは、患者さんのご家族がうけた医療上の説明、その言葉の意味を私たちがきちんと確認したうえ

で、その人の状態に照らし合わせた説明をすることが求められる、ということによくよく気をつけていかねばならない

ということです。 	 

 	 

〈スライド 31〉 	 また、相談のみの内容で多いものの一つが、医

療者との関係性に悩んでの相談です。患者さんとご家族は、私たちが

思っている以上に、医療者に相談しにくいのだなとあらためて思いま

した。 	 

「家族の家の近くだから転院をさせたい」という相談をうけること

がありました。しかしこのケースでは、ご家族が患者さんに穏やかに

過ごして欲しいと思っているのに、辛さをとるためにと医師から言わ

れて行なっている腹腔穿刺を、本人は辛がっている。だけど、それを

医療者に言える雰囲気ではないし、もっとゆっくりさせてあげたいから、家族の家の近くだからという理由で転院をさ
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せたい、というのが本音というかご希望でした。つまり相談者の一番の願いは、単に転院することではなく、患者本人

にゆっくり療養させてあげたいというのが目的です。 	 

このときの私たちの対応は、ご家族の思いをうけとめて、その人が穏やかに療養できることという目標�を再確認して、

医療者の視点からの情報を提供させていただきました。 	 

「辛さをとるための腹腔穿刺が辛いということを、医療者の先生はわかっているんですか、伝わっているのか、どう

ですか」「それは言ってないです、わかってないと思います」「そのことを先生に相談できそうですか」「先生にはできそ

うにないです」「看護師さんになら相談できそうですか」「うーん、日常的なケアをしてもらってるし、何かいやな思い

をさせるんじゃないか」「医療相談員という存在を知ってますか」「聞いたことはある、どこへ行けばいいんですか」 	 

こういうやりとりをしていくなかで、「じゃあ、医療相談員に相談してみます」ということで、結果として現場に、患

者さんは腹腔穿刺を辛がっていると伝わり、転院ではなく、その病院での療養を続けることを、ご本人ご家族は決めら

れました。 	 

相談をうけるなかで、表面上の言葉だけでの調整をするのではなく、言葉のウラにある思いをよくよく汲み取って調

整していかねばならない、とあらためて思っています。 	 

 	 

〈スライド 32〉 	 電話相談についてはさらにもう一つの重要性が

あると思います。ある方からの電話相談でしたが、その方が住んで

いる地域では在宅での医療・介護の資源が少ないとのことでしたが、

最後に次のように言ってくれました。 	 

「家で過ごさせたいと考えても、受けられる資源がない。それは

仕方がないことかもしれないが、そのことを誰も具体的には説明は

してくれないˇ…ˇ…だから仕方がないとあきらめているのかもしれない

が、私たち患者・家族にはそのことはわかりません。今の本人・家

族の状況から、情報がないなかでも、相談に乗ってくれ、適切なアドバイスをしてくれたことは、とても心強かった」 	 

実際この方とは電話で３回相談をうけて助言をさせていただきましたが、私たちにも、直接サポートしてあげられな

いもどかしさがありました。しかし電話相談をうけるなかで、患者さんとご家族にとっては、相談できるところがあっ

てよかったという安心感が得られること、そして、その人が次に行動できる力を、電話相談のなかでも引き出すことが

できるということを、このケースから感じました。 	 

なお電話相談の窓口は、私たち在宅医療連携支援チーム結だけではなく、県内いろいろな地域に設けられています。

でも、患者さん側から言われるのは、どこにどんな相談受付があるのか、どういう相談の仕方をしていいのかわからな

いという声を耳にします。やはり、電話相談の窓口をどのように患者さんご家族の目に触れるようにしていくかを考え

なければならないと思います。 	 

この方が私たちの電話相談番号を知ったのは新聞だったそうですが、こういう講演会などのほか、さまざまなメディ

アを活用していかなければならないと感じさせられました。 	 
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■まとめ 
 	 

〈スライド 33〉 	 予定時間をだいぶオーバーしていますが、地域

における連携を通じて学んだこと、としてまとめに入ります。 	 

これはとくに私自身が学んだことですが、困難と向き合ったとき

に、「みんなが頑張っているのにˇ…ˇ…なぜか歯車があわないなˇ…ˇ…制度や

地理的な問題などの障壁もあるˇ…ˇ…」とついつい問題や障壁に囚われ

てしまいがちですが、そういうときには、「その人の苦痛にどう寄り

添うかということを忘れてはいないだろうか」といったん立ち止ま

るようにしています。 	 

患者さんその人の苦痛がどうなのかを、考えることさえ忘れてしまうほど忙しいこともあるかと思います。でも、い

ったん立ち止まってそのことを考えることが大切ではないでしょうか。きっとみなさんも同様に思っておられることで

しょうが、この一年活動してきて思うのは、多くの人が、それぞれに一生懸命それぞれの問題に向き合っていることを

知ったことが、大きな収穫でした。 	 

しかし、それがなんだか上手く結びついていないˇ…ˇ…そして、それぞれが個々に抱えこみ過ぎてしまっているのではな

いか、ということも感じます。 	 

 	 

〈スライド 34〉 	 連携するうえで、あらためて大切だと思うのは

まず、「自分を知ること」だと思います。自分の役割をわかって、自

分ができることの強み、自分ができないことの弱み、自分の価値観

がどこにあるのか、これらのことをわかっていないと、現状を冷静

にみることはできないと思っています。 	 

そういう自分の役割をわかったうえで、相手がどんな役割を持っ

ているのか、どんな強みがあって、どんな弱みがあり、その人の価

値観はどうなのか、の「相手を知ること」が必要だと思います。この「相手」とは、患者さんやご家族はもちろんです

が、一緒に調整にかかわる医療者も対象です。 	 

そういった相手の状況を理解したうえで、相手に敬意をはらうこと。一緒にはたらく相手に敬意をはらわなければ、

協働はやっていけないと思います。 	 

そして、私というものができることには限りがありますが、その人には私にできないことができる、ときちんと受け

とめて、敬意をはらいつつ私自身から相手に近づこうと努力することが、つねに必要ではないかと思っています。 	 

以上をまとめますと、一番大切なことは、その人が望むことをみんなで考えて、その人の人生観・価値観に照らし合

わせて、問題や障壁に対して、どう向き合うことがよいのかを考えて行動すること、ではないかということです。 	 

 	 

〈スライド 35〉 	 在宅医療連携支援チーム結の役割として今後に求められていくのは何かといえば、患者さんをとり
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まく状況には在宅ケア、がん患者さんのケア、高齢者ケア、

認知症のケア、独居の人のケア、難病患者さんのケア、精神

科ケアなどいろいろあって、さまざまな医療職、介護職、福

祉�職の人たちが関わっています。そういう職種を支える個々

の資源はまたいろいろあると思います。難しいのは、スライ

ド 3355 の図でいえば円が重なっている部分、そういうところ

に難しさがあるのではないかと思うのです。 	 

そういう難しい状況にどう対応していけばいいのかといえ

ば、先ほども触れましたように、それぞれの機関の強み・弱

みをそれぞれに認識して、それぞれを補いあうことができるような調整が、在宅医療連携支援チーム結には望まれてい

るのではないか、と思っています。 	 

本日この会場には、この１年間に連携させていただいた方も多くご来場いただいております。みなさんが一緒に考え

てきてくださったからこそ、この１年間、結の活動を展�開できたと思っています。また、今日初めて来てきただいた

方々は、結の活動に関心をもってきていただいていたからであろうと思いますし、そういう方々がいればこそ、結はこ

れからも発展�してやっていけるだろうと思っています。 	 

患者さんの生活をよりよいものにしていける可能性が、今日のこの会を開催できたことで、さらに高まったと実感し

ております。これからもみなさまと一緒に、とくに岡山での活動をより大きく広げていければいいなと思っております。 	 

ご相談いただいたときには、できるだけ早く、そしてできるだけ現地に出向いて、みなさんと一緒に考えていって、

個々の患者さんが望む在宅療養の実現に尽力していきたいと考えています。どうかみなさま、今後ともお力添えをよろ

しくお願いいたします。 	 

私からの報告は以上です、ありがとうございました。〔拍手〕■ 	 

 	 

 	 

進行（森本） 	 赤瀬さん、ありがとうございました。ご質問したい方がおられるかと存じますが、講演後にまとめて

受け付けさせていただきますので、ご了承ください。それではここで休憩とし、1155時 2200分より再開いたします。 	 
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進行（森本） 	 プログラムを再開させていただきます。つづいては、当院院長・加藤恒夫より、在宅ケアの展�望をテ

ーマとする講演です、さっそくですがお願いします。 	 

 	 

 	 

 	 

緩和ケア普及のための「地域の財」Social Capital になることをめざして 

──在宅医療連携支援チーム「結」の展望── 
 	 

加藤恒夫 	 

 	 

〈加藤スライド１〉 	 〈みなさま、さきほどの赤瀬の話のなかから、

私たちがこの１年間いろいろとどのようなことをしてきたのかを、お

わかりいただけたことと思います。 	 

では、私たちはなぜ、そのようなことを始めたのか、そしてこれか

ら、私たちはどこへ向かっていこうとしているのかˇ…ˇ…こうしたことに

ついて、私からお話しさせていただきますが、そのキーワードは「地

域の財」です。英語で SSoocciiaall 	 CCaappiittaallといわれているものです。 	 

実はこの SSoocciiaall 	 CCaappiittaall という言葉は社会学の用語で、日本の学会

では「地域関係資本」とされていますが、みなさんはこれでおわかりでしょうかˇ…ˇ…私にはどうしても理解し難いので、

自分なりに意味をこなし、「地域の財」もしくは「地域の宝」という言葉におきかえました。 	 

したがって、在宅医療連携支援チーム結が「地域の財」となるにはどうしたらいいのか、それをこれから少し述べさ

せていただきます。 	 

●緩和ケア岡山モデルをふりかえる 	 

 	 

〈スライド２〉 	 今日ご来場いただいているみなさまには、「在宅

ケア支援チーム」あるいは「在宅緩和ケア支援チーム」という言葉を、

以前にも聞いたことがある方が、大勢いらっしゃるかもしれません。 	 

 	 

〈スライド３〉 	 実は在宅緩和ケア支援チーム（緩和ケア岡山モデル）は、先ほど赤瀬からの話にもありましたよう

に、私たちが緩和ケア病棟を運営していたときに立ち上げたもので、緩和ケア専門チームがプライマリケアチームを援

助して、在宅緩和ケアを連携して発展�させるという目標�のもとに運営してきました。 	 



2200113300771133在宅医療連携支援チーム「結」初年度の活動報告講演会 	 

 	 — 	 2233 	 — 	 

平成 1122 年（22000000 年）から平成 2244 年（22001122 年）までに

220000 例の連携調整をし、そのうちの 3333％、スライド３で濃い

青の部分の方々ですが、ご自宅で終末まで過ごすことができ

ました。これが、緩和ケア岡山モデルの成果であります。 	 

 	 

〈スライド４〉 	 緩和ケア岡山モデルについて、あらため

て簡単に説明します。プライマリケアチーム、つまり地元で

開業の先生方をはじめ訪問看護ステーションやホームヘルパ

ー、調剤薬局などを含めて、いろいろと新しい地域資源が入

ってきています。そういうプライマリケアにかかわる人たちが、在宅

ケアしている患者さんについてどうしたらいいかわからないという困

難に行き当たったとき、援助し連携して、在宅緩和ケアを推進する。

緩和ケアを、単に病院のなか、緩和ケア病棟のなかだけでのケアとす

るのではなく、地域におけるケアとして面として広げていこう、とい

う目的をもった活動です。 	 

 	 

〈スライド５〉 	 近年では、いろいろな専門職の方々や組織の支援

が増えており、また、サポート態勢そのものは看護主導の「結」に変

わりつつあるものの、私たちがつくってきた在宅サポートチームが中

心になりながら、各地にいる患者ＡさんＢさんＣさんたちを同時並行

的にご自宅での療養を支援する、というこの図式は現在も変わりませ

んし、もっと発展�しつつあります。 	 

この緩和ケア岡山モデルでは、さきほども述べましたように、この

1122 年間に 220000 例をサポートしてきましたが、在宅ケア連携支援チーム

結はこの１年間に 4488例をサポートしています。チーム結がもっともっとみなさん方に知られて、利用されていくように

なるにしたがって、サポート数はさらに膨らんでいくことでしょう。 	 

 	 

〈スライド６〉 	 緩和ケア岡山モデルを立ち上げた平成 1122 年当時

からしばらく、私たちはこのスライド６にあるように、多くの方々と

月１回の学習会を持つようにしていました。その内容は、患者さんが

持っている困難な問題や症状緩和をどうするかといったことよりも、

連携のあり方についてが中心であり、新しい連携のあり方を模索して

きました。 	 

 	 

〈スライド７〉 	 昨年 1111 月の第 3366 回「日本死の臨床研究会」年次大会（大分県別府市）の懇親会で、柏木哲夫先生
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から「加藤くん、ようやくきみのやってきたことが認められたね」と

声をかけられました。柏木先生はみなさんもご存じのとおり、日本に

おける終末期ケアの草分け的存在の方です。実は日本では、柏木先生

ら日本緩和医療学会が中心になって厚生労働省から補助金を得て、連

携モデルのあり方を研究していました。それはまさに、支援チームを

動かしながら地域の緩和ケアをどのように充実させていくか、という

プロジェクトです。 	 

しかし残念ながら、私たちのモデルと根本的に異なるのは、病院の

緩和ケアチームが地域まで出向いていく、という設定になっていることです。みなさんもご存じのように、地域におい

てがん治療の中心になる拠点病院には、緩和ケアチームをおかなければならない、というがん対策基本法での決まりが

あります。でも、考えてみてください。例えば 550000床の病院、あるいは 11000000床の病院のなかに緩和ケアチームがあり、

その中には専従の医師が１名か２名、そして認定看護師が１名か２名ˇ…ˇ…２名いるところはまだいいのです、そして加え

て緩和ケア病棟を設けているところも多々あります。そういう病院から、緩和ケアチームが地域に出向いていくという

ことは、どれほど困難なことかˇ…ˇ… 	 

さきほどの赤瀬の話からは、緩和ケアチームにはどれだけ煩瑣で多くの仕事が待っているか、がおわかりいただけて

いるかと思います。さらにこのプロジェクトのもう一つの課題は、その経済的裏付けがない、ということです。つまり、

診療報酬をあてにしているのですが、それは今のところめどがついていません。日本緩和医療学会のそのプロジェクト

は今後まだ当分、実現困難ではないかと私には思われます。 	 

●医師主導から看護師主導へ発展・進化したモデルとして 	 

 	 

〈スライド８〉 	 私たちは緩和ケア岡山モデルをはしらせて 1122 年

になりますが、そこに見えてきた課題は何か——つまり、患者さんご

本人と、実際にケアを担当している人たちとの両方の要望に、私たち

サポートチームは実際に応えることができたのかどうか、ということ

です。 	 

まず一つは、いかに現場でものごとを解決したいかを望まれている

か、です。現場というのは、病院であったり介護施設であったり自宅

であったりと、患者さんの状態によって移り変わっていきます。患者

さん、ご家族、実際にケアを提供している人の、それぞれの要望にきちんと応えることができるかどうか、つまりニー

ズを把握できているかどうか、です。その人やご家族の価値観、それまでうけてきた医療への評価など、その他いろい

ろなことを知らなければなりません。 	 

緩和ケア岡山モデルは、医師主導でありました。したがって、医師が上記のような課題を知ることはほぼ不可能です。

みなさんもご存じのように、今、医師の数は十分とはいえません。足りないというよりも偏っているというのが正確と

のことですが加えて、緩和ケアを提供できる医師はまだまだ少ないのです。ですから、現状の医師が現場のニーズを把
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握して動くというのは、まず不可能なのです。 	 

また、お互いに尊重し合いながら勉強し合うことができているか。病院の医師や看護師のスタッフと、プライマリケ

アを担うスタッフと、介護職のスタッフとが、相互学習しなければ、在宅緩和ケアの推進はうまくいきません。これが

できているのかどうかˇ…ˇ… 	 

さらに、緩和ケアの知識や技能を地域社会のなかで啓蒙し普及させていく、これはとても時間のかかることであり、

地道な活動です。 	 

加えて、上述のことを担っていくのに必要な目線というも

のが、保てているのかどうかˇ…ˇ…一つは患者さんの目線であり、

また一つは多職種の目線であり、いま一つは多職種を結びつ

ける力のある目線が、それぞれ必要なのです。 	 

こうした事柄を考えていくと、緩和ケア岡山モデルにおい

て、患者さんとケアを担う人との双方の要望に応えられるサ

ポートチームの最適職種は、医師ではなく、緩和ケアの訓練

をうけた専従看護師であろうと、私は結論づけたのです。 	 

 	 

〈スライド９〉 	 そのような経過をもって昨年、看護師主導の在宅

医療連携支援チーム「結」は、緩和ケア岡山モデルから発展�・進化し

た産物としてスタートした次第です。 	 

 	 

〈スライド 10〉 	 チーム「結」が稼働して１年、結果をここでは簡

単に言うにとどめますが、この１年間で 4488 例もの調整を担いました。

岡山モデルのケースの踏襲があるので、がんの患者さんが多いのはも

ちろんですが、その他の疾患もありますし、在宅ケアの調整事例の割合が岡山モデルより多くなっているのが特徴です。 	 

●在宅ケア推進施策について 	 

 	 

〈スライド 11〉 	 私たちのチーム「結」がこのような成果をあげつ

つある一方で、さて、在宅ケアを推進しようという政府行政や学会の

動きにはどのようなものがあるのでしょうか。 	 

 	 

〈スライド 12〉 	 それにはまず、時代的背景があるのですが、すで

に先に述べましたので、ここではかんたんに触れるだけにしておきま

す。 	 

単身世帯や認知症が増えていること、死亡数がもっと増えること、あるいは団塊の世代が高齢化して自己主張の強い

彼らのニーズが多様化していることなどが、時代的背景の特色といえます。そのなかで在宅ケアを推進していくために
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は、既存の概念や体制の枠組みでは容易には対処できないことが予測

されるわけです。 	  	 

私が緩和ケア病棟を運営していたとき、認知症の患者さんも多く受

け入れました。しかし、認知症の患者さんは徘徊するので他の患者さ

んをケアすることができないと、スタッフからはとてもいやがられま

した。でもこれからは、認知症でがんになる方も多くなっているわけ

ですが、いったいどうなるのでしょうˇ…ˇ…今の緩和ケア病棟はがんで認

知症の方を受け入れているのでしょうかˇ…ˇ… 	 

 	 

〈スライド 13〉 	 これは昨平成 2244 年（22001122 年）の日本経済新聞の

１月と８月からの、両方ともたしか第１面の記事です。「在宅医療促

進へ 22000000 拠点——病床不足に備え」そして「在宅医療に地域責任者

——病院依存脱却へ」ˇ…ˇ… 	 

ここで私が申し上げたいことは、日本の行政の取り組みは、ある一

つの枠組みをつくり、その枠組みのなかから次の施策を導く、という

のではなくて、ある一つの戦術を次々に打ち出す、つまり例えば、病

院から患者さんを出して自宅に帰すという自己目的があって政策が始まる、ということであります。 	 

私はわりと度々ヨーロッパ諸国や北米へ出かけていくほうですが、そうした地域の厚生行政の考え方と日本のそれと

は、大きく違ってきていると感じています。その違いとは、まず枠組みをつくって考えていくというやり方と、一方で、

目の前のことに対処しつつモグラタタキ的に考えていくやり方、といえると思っています。 	 

 	 

〈スライド 14〉 	 そうした考えからの違いがあることを前提にする

と、日本の厚生行政におけるケアの仕組みと制度化の遅れという課題

が浮かび上がります。 	 

まず、がん以外の疾患を緩和ケアの対象とは位置づけていません。

したがって、がん以外の患者さんの疾病進行の事実に基づいた緩和医

療の提供は難しいのが現状です。 	 

それと同時に、たしかに後見人制度はできましたが、現在の後見人

制度は財産が対象です。自分の医療、生命の後見人、つまり認知症の

病状進行などを前提した医療決定権の預託をだれにするのか、これらに対する法制度は日本にはまだありません。しか

しヨーロッパ諸国のとくに英国では、22000055年にそうした法律（MMeennttaall 	 CCaappaacciittyy 	 AAcctt「意思能力法」）ができ、22000088年に

施行されています。 	 

また日本では、上述に関連する情報提供と教育体制が未整備であります。例えば、がん以外の疾患に対する緩和ケア

を提供することについては、未だにメディアに対しても公衆に対しても言われません。そして、医療・介護の専門職に

対する緩和ケアの教育は不十分であります。医学部教育においても、緩和医療教育は全国で義務化されているわけでは
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ありません。 	 

看護教育においては終末期看護はなされていますが、リハビリテーションや介護職の人たちへの緩和ケアと終末期ケ

アの教育はまだ制度的に手つかずです。緩和ケアにおいてはリハビリテーションが重要な役割を担いつつあるのに、リ

ハの人は現場に直面して初めて大きくとまどってしまうと聞いています。あるいは、終末期ケアを提供しなければなら

ない看護職の人たちは、現場で自分たちにできるのだろうかというとまどいを感じるそうです。これらは教育体制の不

備からくる問題であります。 	 

そして、がん以外の疾患が長期化することに対するケアネットワークの未整備、これは先ほど赤瀬の報告にもありま

したように、がんに対しても十分とはいえないケアネットワークですから、がん以外の疾患の病状進行に応じた自宅・

病院・施設を結ぶ適切なケアサービス体制については、推して知るべし、ないといっても過言ではありません。 	 

 	 

〈スライド 15〉 	 一方で、緩和ケアの専門家に問われる課題もあり

ます。緩和ケアの対象をがん以外の疾患に広げようとはしていません。

私は過去 1100 年間、日本死の臨床研究会と日本緩和医療学会の評議員

として、この問題にかなり取り組んできました。しかしながら、緩和

ケアの専門家はなかなか動きません。なぜかˇ…ˇ…がん対策基本法の枠組

みのなかに自分たちが収まっていれば、そこから研究費や補助金がい

ろいろと出てきます。その枠組みからはみだすと、そうしたお金はも

らえず、ひいては出世もできません。だから、動き出そうとしないのです。 	 

したがって、いま日本の緩和ケアの専門家とされる人たちは、がん以外の疾患、例えば呼吸器疾患の終末期ケア、心

臓病の終末期ケアを知らないのです。これからはさらに、パーキンソン病、認知症も加わってきます。これらの疾患に

対してヨーロッパ諸国の緩和ケア専門家は、その他の専門家たちと手を携えながら緩和ケアを提供し、終末期ケアを提

供するのがあたりまえになっています。 	 

●当面の課題 	 

 	 

〈スライド 16〉 	 さて、緩和ケア岡山モデルから発展�・進化した

産物としての在宅医療連携支援チーム「結」の活動をとおして見えて

くることがあり、さきほど赤瀬からは具体的な課題をあげてくれまし

た。私からは、すこし概念的に包括的に話します。 	 

 	 

〈スライド 17〉 	 まず、在宅医療連携支援チーム「結」の使命と

して、サービスの隙間を埋める、ということをあげたいと思います。

このスライド 1177 に掲げたことばは、今年 22001133 年１月、私どもが英

国セントオズワルズホスピスからお招きしたジェームズ・エラム理事長による講演「地域社会とともに地域をケアする」

からの内容の一部です。 	 
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「医療・介護にはサービスの隙間がある。なぜなら、制度・行政や

事業者が見過ごしたり、対処不可能な部分が大量にあるから」 	 

疾病の多様さ、年代の多様さ、価値観の多様さˇ…ˇ…これらを対象とす

るサービスを提供するとなると、それにはさまざまな隙間が生じざる

を得ません。 	 

「この空白部分に対処することこそ求められている課題である」 	 

エラム理事長はこのようにおっしゃっていました。 	 

 	 

〈スライド 18〉 	 チーム「結」の使命の第２は、３つのヘルプを繋

ぎ合わせることです。 	 

まず「自助」、いわゆるセルフケアです、そして「互助」、お互いに

助け合うこと、最近では「共助」ともいわれています。そして「公

助」、文字どおり公の支援制度、これらをすべて含めて、つなぎ合わ

せていくことにあります。 	 

具体的なかたちとしては、支援・連携・共同学習・啓発・提案など

のさまざまな活動を通じながら、ということでなければ活動を継続し

発展�させていくことはできないだろう、と私は考えています。 	 

 	 

〈スライド 19〉 	 そうした２つの使命を果たしていくために、チー

ム「結」に要求される力は何かˇ…ˇ…さきほどの赤瀬の話から、みなさま

にはすでに感じ取っていただけたかと思いますが、いかに時間と労力

を費やし、そして在宅ケアへの熱意をもち、さまざまな知識と技能を

駆使していくこと、であります。 	 

 	 

〈スライド 20〉 	 チーム「結」に要求される力を発揮していくには、

スライド 2200 に記したように、さまざまな視点が欠かせません。すべ

てを読み上げるのはやめますが、やはり一番大事なのは、患者さんと

ご家族の視点です。そして、医療提供者の視点、これは連携にあたっ

て彼らがどのように現状を理解しているのかをつかむ必要があるから

です。さらには、介護者の視点、そして、社会はどう変化していって

いるのかの視点、あるいは地域の人と資源への理解などがあげられま

す。 	 

そうした視点をつなぎ合わせた結果としての解決には、理想的な視点ではなく、現実的な視点が欠かせません。あく

までも現実主義でなければ、ものごとは解決しません。 	 
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〈スライド 21〉 	 さて、チーム「結」の管理者である赤瀬は、まさ

にそうした理念を担っていくべきなのですが、その中核を培っている

のが、彼女の肩書きの一つである「メッセンジャーナース」としての

存在です。私なりに説明すると、「患者と医療者を中継ぎする」ある

いは「患者と医療者の隙間を埋める」存在の看護師、とでもいえばい

いでしょうか。 	 

メッセンジャーナース認定団体のホームページをみますと、次のよ

うに定義されています——「医療の受け手が自分らしい生を全うする

治療・生き方を選択する際に、心理的内面の葛藤を認め、認識のズレを正す対話を重視する懸け橋、がメッセンジャー

ナースである」。 	  	 

まさにそのとおりであると私は思います。 	 

●将来的な課題 	 

 	 

〈スライド 22〉 	 最後に、これからの課題を掲げておきます。それ

は、冒頭でも触れましたように、チーム「結」が「地域の財」SSoocciiaall 	 

CCaappiittaall 	 になれるかどうか、です。 	 

 	 

〈スライド 23〉 	 「地域の財」SSoocciiaall 	 CCaappiittaall 	 とは何か、あらた

めて紹介しておきます。社会学における一つの流行語とのことですが、

ハーバード大学公衆衛生大学院のイチロウ・カワチ教授が編著者とな

って出版した『ソーシャル・キャピタルと健康』（原著 22000077 年刊。日

本語版は日本評論社、22000088 年刊）が発端となって大きくブレイクした

ようです。 	 

このなかでカワチ教授は、「地域の財」SSoocciiaall 	 CCaappiittaall 	 としての団

体の要件を３つ挙げ、３つがともに備わっていることとしています。 	 

まず、地域社会の財産として見られていること——私たちチーム

「結」は、地域社会から財産と見られるようになれるでしょうか。 	 

第２に、人々が簡単に理解できる明確なニーズに取り組んでいるこ

と——何かわけのわからないことをやっている団体ではなく、私たち

はこういう目的をもってこのように動きます、というはっきりした目的と使命をもった団体でなければならない、とい

うことだと思います。 	 

そして第３に、影響力と助けになる人たちのネットワークを持っていること—— 	 

これらの３要件を兼ねそろえた団体はその地域における「地域の財」SSoocciiaall 	 CCaappiittaall 	 というべきである、と。 	 
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〈スライド 24〉 	 そして、その「地域の財」になっていく過程とし

て、まず先ほど申し上げましたように、明確なニーズに取り組むべき

であるという前提のもとに、セントオズワルズホスピスのエラム理事

長は次のように指摘しています。 	 

第１段階として、「サポートのネットワークを作り上げるのには長期

間かかる」というのです。緩和ケア岡山モデルが実際に世の中に認め

られるまでに 1100 年を要しました。「医療・保健・福祉�・介護のように、

複雑で関係者がたくさんいる領域では、非常に長い時間がかかる」と

もエラム氏は言っておられました。セントオズワルズホスピスもその理事会が発足するまでに 1144年かかったそうです。 	 

そして、この第１段階に続いて、「第２段階である募金活動を初めて開始することができる」といいます。しっかりし

たサポートネットワークができて初めて、その資金の提供を求めることができるわけです。「非営利活動を持続的・成功

裏に進めるには、地域社会との継続的なコミュニケーションが必須」とエラム氏は言っておられます。つまり、地域社

会に継続的に働きかけなければならない、ということです。 	 

 	 

〈スライド 25〉 	 イギリスの緩和ケア、これはほとんどが、非営利

団体の主導で行なわれています。また、アメリカでの在宅緩和ケアも、

非営利団体が取り組んでいます。 	 

これらは、行政の枠組みの外で始まり、成長・発展�して、近代ホス

ピス運動を生み出しました。シシリー・ソンダースさんが創ったセン

トクリストファーズホスピスも、意図的に行政（NNHHSS）の枠組みの外

で設立されました。それは、行政にはできることとできないことがあ

るからです。マックミランナースやマリーキュリーナースと呼ばれる

人たちの活動も、行政の外で、一般の方からの寄附で賄われています。行政にできないことを、行政と協力して、行な

うことにより、「地域の財」として存在しているのです。 	 

苦悩から解放されること、そして人々が最期を迎えていくこと、それを援助する集団は、地域の必須の資源であると

思います。そして、緩和ケア・終末期ケアは地域社会の共同作業であると思います。 	 

先だって６月にプラハで開かれたヨーロッパ緩和ケア学会において、次のような警告が語られました——「緩和ケア

の発展�はいいことである。病棟ができることもいいことである。しかしながら、地域社会のなかで生きて死んでいくと

いう、そのことに目を向けさせることを忘れないようにしなければいけない」。 	 

つまり、緩和ケアの対象者を選別し、緩和ケア病棟のなかに隔離することは、地域の人たちから、その人がどのよう

に生きてどのように死んでいくかという現実を考えることなくさせてしまう、そういう危険性をはらんでいるから十分

に注意するように、ということです。 	 

 	 

〈スライド 26〉 	 日本初の看護主導の地域緩和ケアチームである、在宅医療連携支援チーム「結」。しっかり使って

やってください。使っている鍬は錆びない、回転している石にはコケがつかないˇ…ˇ…チーム「結」にどんどん困難な問題
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をもちこんでください。 	 

そして、協力をしっかりお願いします。いまは赤瀬ひとり

が看護師として動いておりますが、ニーズはもっとあるはず

です。訓練をうけた看護師がもっと必要になってくるはずで

す。ボランティア大歓迎 	 

現在、赤瀬佳代看護師は私どもの職員であり、彼女の人件

費は私どもで賄っております。しかしながら、チーム「結」

の活動がもっと広がっていくためには、あるいは、地域のニ

ーズにしっかりと応えていくためには、私たち単独では支え

きれるものではありません。それは本来、その地域のなかからの寄附によって賄われなければならない、と私は思って

います。 	 

私たちと一緒に働いている相談員で認定心理士の平木、そして事務局員の宮田の２人の人件費は、並木基金からの援

助で補っております。将来、全員の人件費を、この基金から補われ、チーム「結」の組織が NNPPOO になり、地域社会のな

かで自由な活動をしていくことを、切に望むものであります。 	 

ご静聴ありがとうございました。〔拍手〕■ 	 

 	 

 	 

 	 

進行（森本） 	 加藤院長、ありがとうございました。 	 

それではこれより、質疑応答を含むディスカッションに移ります。ディスカッションの司会は、在宅介護支援センタ

ーなみき管理者の横山幸生が務めさせていただきます。 	 
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──質疑・ディスカッション── 	 

 	 

 	 

司会（横山） 	 みなさん、こんにちは。それではさっそく、今日の赤瀬と加藤の講演に対してのご質問やご意見・ご

感想などがあるかと思いますので、受け付けたいと思います。 	 

●ボランティア活動について 	 

 	 

会場（看護師） 	 私は和気町から参加した看護師です。医師１人、看護師が私１人、そして事務が１人の日笠診療所

で働いています。あるきっかけから、かとう内科並木通り診療の在宅ケア活動を知り、加藤先生や赤瀬さんの講演も何

回か聞かせていただきました。私たちのところが僻地ですので、今日のお話にあるような在宅ケアの新しい動向を知ら

ないできましたので、最初にすごく感銘しまして、その後機会があれば足を運ぶようにしています。 	 

一つ教えていただきたいのは、かとう内科並木通り診療所ではボランティアを募っていろいろな活動をされていると

のことですが、そういうボランティアの人たちと診療所との具体的な関わりについて、教えていただけないでしょうか。 	 

 	 

加藤 	 ご感想とご質問をありがとうございます。ボランティアさんのことについては、ちょうどいま司会を務めてお

ります横山がもともとボランティアコーディネーターでした、そしてこの７月中旬からもう一度復帰することになって

おりますので、横山からお答えするのが一番いいのではないかと思います。 	 

 	 

横山 	 この７月 1166日からまた当院ボランティアコーディネーターとして新しい活動を始めることになっている横山で

す。当院では現在、6644 名のボランティアの方々が活動していまして、患者さん・ご家族のみなさまと接して病気のこと

をちょっと忘れていただいたり、あるいは患者さんたちのご希望を一つひとつうかがって叶えたりといった、そういう

支援の活動をしてくださっています。 	 

ボランティアさんと当院との関係についていいますと、当院の研修を修了した方のうち希望者に登録していただいた

うえで、活動していただいています。私たちは毎年夏の期間にボランティア養成講座を開催しており、それを受講して

いただいてから活動を始めていただきます。ホスピス緩和ケア病棟があった時代には 115500 名ほど活動してくださったと

きもあったのですが、そのときからの理念を大切にしながら、いまはこれからの超高齢化社会において医療だけでは支

えきれないであろう高齢者や認知症の方を、生活の面からもサポートすることが必ず必要になっていると考えて、そう

いう面の活動に重点をおいていきたいと思っています。 	 

 	 

赤瀬 	 一つ補足しますと、在宅医療連携支援チーム結でも、ご相談いただいた方に当院が直接関わることになって、

もし何かしらの支援が必要だという場合には、患者さんにこういうボランティアさんがいることをお話しして、横山を
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介してボランティアの協力をしていただく可能性もあり得ると思っています。過去１年間のケースではボランティアさ

んに加わってもらうことはありませんでしたが、今後はその点も踏まえて、連携調整していけたらいいなと将来展�望を

描いています。 	 

●チームケアの意義について 	 

 	 

会場Ｍ（歯科衛生士） 	 岡山市南区三浜町のきむら歯科医院の歯科衛生士です。今日のテーマとはちょっとずれるか

もしれませんが、加藤先生も赤瀬先生も患者さんとご家族のふところに飛び込むお仕事をなさっていると思うので、お

気持ちがすごくはいるのではないかと思います。でも、入れ込みすぎて一線を越えることのないようにしなければいけ

ないはずで、そういうときのお気持ちのセーブはどのようになさっているのか、うかがえるでしょうか。 	 

 	 

赤瀬 	 おっしゃられるように、私も自分自身の傾向として、気持ちが入りすぎる傾向はかなりあります。今日の発表

のなかでも「自分自身を知る」ということに触れましたが、自分自身を知って「気持ちが入りすぎることがある」とい

うことを、私はいまでは認識できるようになりました。ですから、「いま私は入りすぎていないだろうか」そういう状況

になりそうなときには、まわりにサポートを求めるようにしています。もし入りすぎていたら、加藤をはじめ周囲のス

タッフはよく見てくれていますので、私をセーブしてくれます。ただ、自分で立ち止まって、自分からセーブをしてい

くこともこれからは必要だと思っています。 	 

そういう「自分自身を知る」ことの大切さを教えてもらったのは、すでに触れましたように、メッセンジャーナース

の資格を取るためにうけたセミナーでのことで、そのときに自分自身で気づくことができました。その過程がなければ、

私はきっと冷静に調整するということはできないで終わっただろう、患者さんに傾倒しすぎて、きっと周囲のスタッフ

からは「患者さんのことを思うのはいいけれど、もっと周囲の私たちのこともわかってよ」ということになっていただ

ろうと思います。 	 

ですから、少ししんどいとは思うのですが、どこかで立ち止まって、うまくいかなかったケースや、自分自身がうま

く関われなかった調整などについて、しっかり自分を見つめ直す、その時間をなんとか見つけて持つこと、そうすれば

自分は変わってくるかなぁ、といまは思っています。 	 

 	 

加藤 	 セーブするのはなかなか難しいですね。とくに、１人で担当しているときや関わっているときは、とても大変

だと思います。しかしながら幸い、私たちは多職種の人が一緒に関わってくれていますから、分担できるのです。これ

はあなた、これは医師、これはナースと、チームのメンバーから役割分担を要求されます。そういう意味で、自分１人

が抱え込んでしまわないことが、可能なのです。自分が抱え込むと、チーム全体が成長していきませんので、これがた

ぶん、チームリーダーの重要な役割だと思っています。 	 

それからもう一つ、自分の現実を見つめる、ということでしょう。具体的に言いますと、私は開業して 3300年になりま

すが、3300 年ずっと診ている患者さんがいます。開業当時に 5500 歳位だった方はもう 8800 歳で、そろそろ看取らなければな

らない頃がやってきていますし、すでにしょっちゅうあります。自宅で療養中の方には、訪問看護のサポートが得られ

ます。しかしながら院内の場合は、つまり入院されている方には、私たちが本当に責任をもたなければなりません。た



2200113300771133在宅医療連携支援チーム「結」初年度の活動報告講演会 	 

 	 — 	 3344 	 — 	 

とえ当直医がいたとしても、私がずっと 3300年診てきた患者さんですから、これは本来私が看取ってあげなければならな

いわけです。しかしながら、翌日の私は朝から外来、午後も外来担当というときには、どうすればいいのかˇ…ˇ… 	 

こういうときはやはり、自分の現実にかえらなければいけません。ご家族にまず、自分の状況をお話しして、そして

患者さんには、「明日は自分の外来担当なので、今晩は当直のＡ先生にお願いしていますから」とＡ先生とともに私が病

室に出向いてお話しし、一緒に診察して、あとはＡ先生にお願いします。 	 

そういうふうに、自分の現実をみていくことです。そうでなしに自分がぜんぶ引き受けてしまうと、身も心もつぶれ

てしまうことがあると、自分で気づかねばなりません。非常につらいことです、3300 年診てきた患者さんを他の医師に看

取ってもらうことはˇ…ˇ…ですが、１年間に 110000 人ぐらいを看取っている当院では、そうしないと自分たちがやっていけな

い現実がありますので、チームでやっていくのです。 	 

●未告知の患者さんにどう向き合うか 	 

 	 

会場（訪問看護師） 	 和気町で昨年４月からスタートした訪問看護ステーションの看護師です。私がいま現場担当し

ている患者さんのことについて、ご相談させていただきます。告知はされていないのですが、前立腺がん末期で骨転移

もあり、痛みをかなり訴えているその方を清拭ケアしたりするのに２人がかり３人がかりして、なんとか在宅療養され

ています。しかしその方は、最初のころにオピオイドなどを使われてせん妄とかいろいろな問題がかなり起こった方で、

今もオピオイドの正しい認識を得られていないことと、自分の病状をしっかりと認識していないようなこれまででした。 	 

私は訪問看護で週２〜３回行くのですが、最近ご本人との会話のなかで、涙をながして「もう時間がないんだ」など

と、ご自分の今後を分かってきておられる言動がでてくるようになっています。しかしその現状が、はたしてご自分の

ことを医師からはっきり聞きたいということなのかどうか、というのも、将来のことを希望的に明るく話すようなこと

もあるからです。 	 

また、訪問するたびに、足が浮腫んできたり血尿がでたりといろいろなことが起きているのですが、それが心のなか

に揺れを発生して、介護のヘルパーさんたちに怒りというかたちでぶつけているようです。 	 

残された時間をどういうふうに使っていきたいのか、医師とちゃんと向き合って今後の話をしたいのか、それとも聞

きたくないのか、私のなかでもなかなか判断がつきませんし、そのことを医師に伝えていいものかどうかもわからず、

悩んでいます。何かアドバイスしていただけるでしょうか。 	 

 	 

赤瀬 	 そうですね、まず、患者さん自身が今いろいろな葛藤のなかで揺れ動いていて、その思いを看護や介護の方に

表出しているという状況は、よくわかりました。それは、いま患者さん自身が抱えている苦悩を現場でケアにあたって

いる方々が受け止めている段階、受け止めなければならない段階なのではないか、と私は思います。医師との調整が必

要というよりは、現場でケアにあたっているみなさんが、患者さんの苦悩について現場で話し合うことが必要ではない

かと思うのですが、そこに先生はまだ登場していないわけで、それにお悩みなんですね。 	 

訪問診療のときに先生と患者さんとのコミュニケーションはどうなんでしょうか？ 	 

 	 

会場（訪問看護師） 	 これまでは、「だいじょうぶですか」「調子いいです」というような話しぶりだったのですが、
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最近では、お腹のしこりをつかんで「先生、これはがんですかね」などと、がんという言葉をすんなりと先生に投げか

けるようになってきました。私は、ご本人もそういうことに対して話をできる気持ちになってきておられるんだな、と

自分なりには思っているのですがˇ…ˇ… 	 

 	 

赤瀬 	 そうすると、的確なお答えにはならないかもしれませんが、その方の苦悩についてみなさんが話し合う場で、

これはやはり医師の支援が必要だと意見が一致すれば、先生がその土俵に上がってきてくれないというよりは、連携調

整のところで話しましたように、連携のときに大切なこととして、いかに自分たちのほうから先生に歩み寄っていくか

ということです。そのことを考えないといけないのではないかと思います。 	 

私も連携調整をしていくなかで、先生にわかってもらえない、難しいなとよく悩みますが、そういうときはたいてい、

先生にはその患者さんのことはわかっているものとしてサポートを求めていたり、私たちの目的が調整ですから先のこ

とが見えてしまったりすることが多くて、この患者さんにはこれが必要なんですということを明確に伝えるのが抜け落

ちてしまったりすることも多々あります。 	 

たしかに難しいことなのですが、「この患者さんのことについてみんなで話し合ったけれどちょっと困っていることが

あるので、先生、お力を貸していただけませんか」ということで、みなさんが先生のほうの土俵に上がっていくという

意識に変わると、かなり先生とうまくコミュニケーションがとれるようになり、先生をうまく巻き込んでいけるはずで

す。さらに、みんながチームとして取り組んでいこうという意識があれば、先生にもその思いは伝わってもっとうまく

いくようになるのではないでしょうか。 	 

 	 

加藤 	 なかなか最初が難しいと思うのですが、一言でいって、「一緒にカンファレンスしませんか」といえばすむ話で

す。この働きかけだと思います。実際に話し合ってみると物事は解決することが早かったりすることが多いものですが、

最初のカンファレンスを開くまでがちょっと大変かもしれません。カンファレンスが大げさであれば、通りがかりにち

ょっと、「患者さんのことで話し合いたいんですが」というのでもいいと思います。 	 

 	 

会場（訪問看護師） 	 来週にはケアマネさん中心にチームみんなで集まって、それには先生に来てくださることにな

っており、話し合う場を設けることになっているのですが、それに向けて、自分はどんな気持ちで臨んだらいいか悩ん

でいましたので、ご相談させていただきました、ありがとうございました。 	 

 	 

赤瀬 	 私は和気町の方々と一度、連携調整させていただいたことがあり、そのとき、地元には資源が少ないけれども

これからチームで在宅ケアに取り組んでいきたいと聞いたことがありました。その後、チームが発足して機能し始めた

様子を今日うかがうことができ、とてもうれしく思っております。問題に向き合おうとする気持ちがあれば力が出るし

やっていけるということで、私も力をもらえました、ありがとうございます。 	 

●どこの資源と連携調整するのがいいか 	 

 	 

会場（川崎医療福祉大） 	 昨年からいろいろと講演を聞かせていただいています。緩和ケア岡山モデルと「結」との
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関連でお尋ねします。「結」の役割は主に連携調整とのことでたしかにそれが一番の役割かと思いますが、今日のお話を

聞いていますと、後方支援としてプライマリケアチームを側面からサポートしていくだけでなく、例えば患者さんに、

それまでの入院先からかとう内科並木通り診療所に転院させてくるとか、あるいは在宅療養中の方でもかとう内科並木

通り診療所の訪問看護でみている方がとても多いように感じました。 	 

それはおそらくケースごとに検討してこれがベストと判断された結果かもしれませんが、今後めざされている方向と

して、例えば、それまでの入院先で看取ってもらうとか、在宅においてもその近くのチームで担ってもらうようにする

とか、また先ほど赤瀬さんがおっしゃっていたインフォーマルな地域資源を利用していくことで見えてくる、新たな具

体的な展�望のようなものは、お考えでしょうか。 	 

 	 

赤瀬 	 ご質問ありがとうございます。ご質問は２点かと思います、一つは、かとう内科並木通り診療所のなかの資源

を活用しているケースが多いが、今後は他の資源を使うことがあるのかどうか。もう一つは、インフォーマルな地域資

源をどう活用していくのか、だと存じます。 	 

実状としては、当院のなかの資源を使って調整しているケースが多いのはたしかで、ご相談をうける最初から「かと

う内科のなかでˇ…ˇ…」と言われることもあります。また、治療病院から転院相談と在宅療養の調整に関する相談をいただ

くケースでは、治療病院のほうで機能分化が進んでいますので、「治療がすめば看取りまではしません」という病院の方

針から「在宅分野のほうはそちらにお願いしたい」と単刀直入に言われ、そういうケースが増えているのも事実です。 	 

そうなると、これまで当院の資源を活用されていなかった方で岡山市南区の南地域在住であれば、どうしても当院の

資源を使わせていただくことが多くなります。南区の南地域なら現実的に緊急時も含めて当院の資源で対応できるエリ

アだからですが、当院以外の資源を活用できる岡山市内のその他の地域については、開業医の先生、訪問看護ステーシ

ョンなど、患者さんにより身近な資源でチームを組んでいくことを、私たちも意識して心がけていかなければならない

と思っています。 	 

しかしながら、それがなかなか出来ていない理由としては、やはり、開業医の先生が疲弊されていることがあるとき

に、先生から「あとはそちらでお願いします」と言われて、かとう内科の一員である私がついつい引き受けてしまうか

らで、これは私の力不足であり、これからの課題です。 	 

その点では、加藤も述べましたように、非営利団体としてかとう内科並木通り診療所から離れていき、それでも地域

資源として活用されるような団体、存在になっていかないと、他の先生方には活用していただきにくいだろうとは思っ

ています。ですので将来展�望としては、もっと活用してもらえるように、実践することで役に立っているという実感を

いろいろな方に味わっていただきながら、かとう内科から少しずつ離れていくように、私たちもがんばっていかなけれ

ばと考えています。 	 

次に、インフォーマルなサービス資源の活用についてですが、民生委員はフォーマルではありますが、ご近所とのつ

ながりや、ボランティアであったり、もしかしたら私たちが知らないインフォーマルな資源がいろいろあるかもしれま

せんので、みなさまから教えていただきながら、結びつけていければいいなと思っております。 	 

 	 

加藤 	 開業医側として補足します。私たちも、あまり遠方の方々については自分たちでみることができませんので、

できるだけお近くの先生方にもってほしいとお願いすることが多々あります。しかしながら、みなさんもご承知でしょ
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うが、最近の開業された先生方は、夜間はそこにいらっしゃいません。そういうこともあって、「夜間は自分はみること

ができないからˇ…ˇ…」とおっしゃる先生が多いのです。それに、訪問看護ステーションのなかにも「夜間は訪問できない」

というところが数多くあります。要するにネックは、時間外の対応ができるかできないか、です。 	 

ここのところが対応の分かれ目で、私たちのところが時間外対応をしているものですから、結局私どものところへ、

引き取ってしまうのか押しつけられるのかはわかりませんが、そうなってしまっているのです。少しずつは押し返そう

としているのですが、やはりそうなってしまうˇ…ˇ… 	 

今の開業医の先生方は、自分の理想を求める方もおられる一方で、勤務医のしんどさを逃れるかたちで開業される方

もいらっしゃいますので、「看取りまではとてもˇ…ˇ…」といわれます。これについては、医師のモラルの問題として、医師

団体が取り組んでいかなければならないことだと私は思っております。 	 

できるだけ、外へ出したいとは考えています！ 	  	 

 	 

司会（横山） 	 そろそろ時間もおしてきました。ご質問ご意見をうかがいたいところですが、最後に赤瀬から報告が

ありますので、それで締めくくりとさせていただきます。 	 

●メッセンジャーナースについて 	 

 	 

赤瀬 	 今日の講演やディスカッションのなかで、何度か「メッセンジャーナース」について触れましたが、私自身が

この「結」の活動をしていくうえで、精神的な基盤となっているものです。その認定講習会で、とても重要な学びを教

えてくださった先生が東京から本日ご参加くださっていますので、最後にご発言を賜りたいと存じますが、よろしいで

しょうかˇ…ˇ…在宅看護研究センターLLLLPP代表の村松静子先生です、どうかよろしくお願い申し上げます。 	 

 	 

村松 	 今日は１年間の活動報告を聞かせていただき、ありがとうございました、ほんとうに来てよかったと思ってい

ます。在宅看護研究センター、そしてメッセンジャーナース認定協会の村松と申します。 	 

ちょっとコメントをよろしいですか？ 	 さきほどご質問にあった、「自分が看護師としてどんなふうにˇ…ˇ…」とおっしゃ

っていましたね、それをうかがっていて、「もしメッセンジャーナースだったらˇ…ˇ…」とつい自分のなかで自問しておりま

した。 	 

一言いえるのは、「時間がないんだ」と言った患者さんのことばを聞いて、あなたは何かをしたいと思ったんですよね。

そしたら、例えばご本人が「もういやなんだよ」あるいは「もっとこういうことをしてほしいんだよ」とか「なんでこ

うなんだろう」などと言ったときに、ひとつ返す言葉として、その言葉をそのまま返してあげると、ご本人がとても楽

になることがあります。「やっぱりそうなんよ」という言葉をはきださせる、それに続いて、もっとご自分の気持ちが出

てくることがあります。 	 

いま向き合っている方から、私たちは正直いって、ときには逃げることもできるのですが、患者さんのご家族は、逃

げられないのです。そこを考えたとき、せめてできることをしていただけたら、いいんじゃないかなぁと思っておりま

した。 	 

答えとかそういうのではなくて、もし私がナースとして向き合っているなら、そんなふうにしてでも一言はきだして
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もらいたいなと思ったものですから、つい話させていただきました。 	 

本日はほんとうにありがとうございました。加藤先生、「岡山では 1100 年かかる」などとは言わないでください（会場

笑）。ぜひ、地域緩和ケアチームのなかに、長時間でも、そのそばに居られるチームを、みなさんのご寄附や国の援助で

——制度は私も使いたくないのですが——せめて加藤先生がずっと長くされてきたその力を出しきるようにしてほしい

と思います。 	 

私も残りわずかですが、やっていきたいと思っております。今日はここにいるこれだけのメンバーとともに東京から

やってきました。ほんとうにありがとうございました。（拍手） 	 

 	 

加藤 	 やはり、ナース主導の緩和ケアチームが定着するには、1100 年はかかると思います。弾みグルマは初めはゆっく

り回りだしていきますが、いまはようやく弾みグルマが１回転したところかな、というふうに思っています。ありがと

うございました。 	 

 	 

司会（横山） 	 村松先生、ありがとうございました。それでは、この質疑応答、ディスカッションを終わらせていた

だきます。会場のみなさま、貴重なご意見をありがとうございました。〔拍手〕 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

進行（森本） 	 それでは講演会閉会にあたり、当院の在宅医療連携支援チーム「結」の管理者、赤瀬佳代よりご挨拶

申し上げます。 	 

 	 

《閉会のご挨拶》 	 

赤瀬佳代	 

今日はみなさまにお集まりいただきまして、ありがとうございました。そして、この時間を一緒に過ごせたことを、

うれしく思っております。これからまだまだ、いろいろな問題・課題はあるとは思いますが、今日お集まりいただいた

みなさんと一緒にそういった困難は乗り越えていけると思っております。どうか私たちチーム「結」をどんどん使って

いただきますよう、お願い申し上げます。 	 

そこでちょっとチームメイトを一人ご紹介いたします。電話でのご相談や本日の講演会申し込みを電話でなさった方

は、聞き慣れない日本語での応対を耳にされたかもしれませんが、そのチームメイトです。 	 

 	 

宮田アンドリア 	 後ろのほうから出てきて失礼しました、宮田と申します、よろしくお願いします。赤瀬と一緒に

「結」でチームとして働かせていただいています、ですので、みなさんが電話してくれたときにときどき私につながる

ことがあります。英会話を練習したい方はどんどんお電話ください（会場笑）。また次の学習会、講演会でみなさまとお

会いできますよう、楽しみにしています。〔拍手〕 	 
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（赤瀬） 	 これで「結」がみなさんにとって、ちょっと気安い存在になったのではないかと思います（会場笑）。それ

ではみなさま、今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。〔拍手〕 	 

 	 

 	 

進行（森本） 	 以上をもちまして、在宅医療連携支援チーム「結」活動報告会を終了させていただきます。■ 	 


