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「高松保健医療圏域のホスピス・緩和ケアを考える

－医療資源の整備と活用―」シンポジウム

日時：平成２１年１０月１０日（土）１３:３０～１５：５９

場所：社会福祉総合センター内 コミュニティホール（高松市番町1-10-35）

主催：ＮＰＯ法人日本ホスピス緩和ケア協会四国支部

概要：

13:30－13:46 開会の挨拶 吉川善人（高松平和病院ホスピス緩和ケア病棟開設準備室長）

・現地時刻の１９：３０に、同じ曲「ハレルヤ」を歌うことで、「ハレルヤ」が世界中を繋いで、ぐ

るりと回る。今日は１９：３０よりも早い合唱なので、この場所が世界のスタートとなる。

・世界ホスピス緩和ケアデーにちなんだ合唱「混声４部合唱：ハレルヤ」

・歌唱指導：高松ハレルヤ合唱団

・指揮：大山晃先生（高松第一高等学校

音楽家教諭）

・伴奏：佐々木千文先生（高松第一高等

学校音楽科講師）

13:46－13:48 ピンクリボン香川 より活動紹介

13:49－14:02 白川和豊（三豊総合病院院長、日本ホスピス緩和ケア協会四国支部香川県代表）

・医療資源「人（医師、看護師など）」、「物（病院、施設、在宅治療など）」、「金」について考えたい。

・がんの経過の中には、治療から、緩和ケア、ホスピスへとつながる必要のある場合がある。

・患者・家族の希望は変化する。痛みを伴う末期状態（余命が半年以下）の場合の2,481人（2003年）

の調査結果から、希望する療養場所から希望する死亡場所では、その希望場所が変化する。末期状

態の療養場所として５９％は自宅を希望している。

希望する療養場所 希望する死亡場所

緩和ケア病棟 ２３％ ５０％

自宅 ５９％ １１％

今まで通った病院 １０％ ３３％

・実際の香川県でのデータでは、がんによる死亡者の９０数％は、病院でなくなっている。希望と実

態に乖離がある。施設、スタッフなど、地域での連携が必要。

・緩和ケア病棟数 全国に １９４施設 ３，７００床

香川県内に １施設 １２床 だけ

・現状はどうなのか、何が必要で、何が足りないのかを、シンポジウムで確認いただきたい。
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14:02－14:22 吉澤潔（高松赤十字病院 胸部・乳腺外科部長）

○がん診療連携拠点病院とは：

・都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るとと

もに、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、

がん患者に対する相談支援及び情報提供を行うために、都道府県がん診療

連携拠点病院にあっては、都道府県に１カ所、地域がん診療連携拠点病院

にあっては、２次医療圏域に１カ所整備するものとする。

・香川県内には、がん診療連携拠点病院が５施設あるが、東部や小豆島には

ない。

○がん難民とは：

・適切な治療を受ける病院が見付からない患者のこと。特に、再発後や終末期にそうした状態になる

患者のことを指すことが多い。

・国立がんセンターなどでは高度の治療、多くの患者を診ている。が、ある程度治療が完了すると、

次の病院を紹介されるが、「そんな高度な治療は、うちでは出来ない」と、次の病院に断られる。

・高松赤十字病院での実績

年間新入院患者数 １０，６２２人

年間新入院がん患者数 １，５９８人（入院患者数の１５％）

年間院内死亡患者数 ３５８人

年間院内死亡がん患者数 ２２２人（死亡患者数の６２％）３人に２人はがんで死亡

・がん患者さんの５年相対生存率は４９．２％（男性４５．１％、女性５４．８％） → ５年たっ

たら半分のがん患者さんは死んでいる。

・上記の数字から試算すると、５９０人の死亡者の中に、がん難民が居はしないか。

１，５９８人 × ５０．８％ ＝ ８１２人 ８１２人 － ２２２人 ＝ ５９０人

・病院で亡くなる人以外の５９０人が、悔いのない人生、死に方が出来ているだろうか。

○2003年の罹患数（全国推計値）が多い部位は

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

男性 胃 肺 前立腺 結腸 肝臓

女性 乳房 胃 結腸 子宮 肺

男女計 胃 肺 結腸 乳房 肺臓

・乳がんと肝臓は、長く生きられるがん。

○がん治療の変遷

ギアチェンジとも呼ぶ さまざまな治療 → ダメだ → 何もしない、痛み止めだけ

がん治療から、次第に緩和ケアに（その内容も抗がん剤から痛み止めなど様々な組み合わせ）

死亡後も、遺族の精神的ケアを行う
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がん病変の治療 緩和ケア

がんと診断時 終末期 死亡

がん病変の治療

緩 和 ケ ア

がんと診断時 終末期 死亡

○がんの地域連携パス

・がん術後のフォローアップ連携チャートとして、途切れることなく診察や検査、結果を管理してい

き、がん難民とならないように。

○がん相談支援センター

入院時に病態、介護力などをアセスメント

退院支援の依頼（医師、看護師より）

支援担当者が患者・家族の希望確認

公的サービスの紹介

希望内容、移動先情報、病状などの検討

（主治医・支援担当者・看護士 等）

最終意志決定

先方への打診、調整 各種制度の申請

在宅サービス調整

転院 在宅

○がん患者の転院・退院先

１．医療施設

病院

有床診療所

２．介護保険施設（介護保険法）

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

３．老人福祉施設（老人福祉法）

特別養護老人ホーム

ケアハウス（経費老人ホーム）

有料老人ホーム
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４．その他

グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

高齢者専用賃貸住宅

５．自宅

訪問診療・往診

訪問看護

訪問リハビリテーション

訪問介護

訪問入浴介護

福祉用具貸与

○まとめ

・がん診療連携拠点病院は一人のがん難民もつくらないよう、努力しています。

・がんに対する専門的治療開始時から並行して緩和ケアを行います。

・かかりつけ医との連携をはじめ、退院後の快適な生活も担保したいと考えています。

・がん相談支援センターを活用して、社会資源を上手に利用したいものです。

14:23－14:38 石崎恵美（香川県立中央病院 緩和ケア認定看護師）

○香川県立中央病院の特徴

・病床数：５３０床（緩和ケア病棟なし）

・緩和ケアチームあり

・診療科：１５診療科

・2005年 地域がん診療連携拠点病院

・平均在院日数：１４．１日(2009年8月)

・地域の医療機関と連携した医療の提供を目指す

○香川県立中央病院の緩和ケア紹介

・2004年4月 緩和ケアチーム発足

・2007年3月 がんの痛み相談開設

・2007年7月 精神科医師の診療開始 精神面のケアも

・2008年7月 緩和ケア外来開設

○緩和ケアチーム

・緩和ケアを担当する医師や薬剤師、看護師を中心に様々な職種からなるメンバーで構成されており、

緩和ケアをすることを目的としたチーム

・緩和ケアチームへの依頼患者数の推移

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年9月まで

８３件 ５９件 ５５件 ５８件 ４４件 １９件

・がんに罹りやすい５０、６０、７０代の患者が多い
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・主治医師が疼痛緩和の知識を持ってきたため、依頼件数が減ってきている。

・痛み以外に、精神面、療養の場の情報提供と支援依頼、家族ケアがある。

・転院、退院される方もおり、地域連携チームで地元医へと引き継ぐ。

○転院・在宅療養へ移行をする上での問題点と課題

・十分な症状緩和が得られない

・医療用麻薬を使用しているので、病院によっては患者を受け入れてもらえない

・患者様とご家族の意向の違い 患者自身がもう少し治療を続けたい、家族が面倒をようみない

・在宅療養をサポートする体制が不十分 がんの末期の対応を在宅で行うには…

・ご家族のサポート体制が不十分 家族自身の生活を維持しながら看病するのは大変、家族へのサポ

ートが必要

・訪問介護ステーションの数が少ない マンパワー、経営が成り立たない

・在宅ホスピス医の数が少ない

・医師間のネットワーク

・緩和ケア病棟がない 県立病院は４年後に移転予定で、緩和病棟を設ける予定

○皆様と一緒に考え、そして看護士としてどのようなことができるのか、またしてく必要があるのかを

考えていけたらと思っている

14:39－14:53 三宅敬二郎（在宅診療敬二郎クリニック医院）

○緩和ケアにおける在宅診療の役割

・高松で、２年前に在宅診療クリニックを開設。外科医で、十数年前から在

宅診療をしていた。白衣も着ず、患者さんの自宅で診る。

○在宅医療の歩み

・在宅診療は、昔からあること。時代劇でもよく見かける。

・昔は医療機関が不足、道路・交通機関が未整備で、病院に通院や入院する

ことが困難で、在宅診療が普通だった。医療技術も未熟であり、在宅も病

院も治療に大差がなかった。

・明治から戦争前期では、医療機関が増加し、交通アクセスが改善し、医療技術の進歩、核家族が進

み、戦後は医療機関中心の診療体制となった。

・近年では、医療機器の進歩により、在宅でもかなり高度な治療が出来る様になってきた。

・病床数が減りつつあり、高齢化社会で患者数が増えている状況にあって、診療の中心は在宅になら

ざるを得ない。

・９割ほどが病院で亡くなっている時代だが、今後は病院が減り、どこで死ぬか。
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○現在の在宅

・疾病構造の変化（重傷化）

・在宅医療の高度化

・社会的需要 在院日数の短縮、医療費、病床削減 患者・家族のニーズ（終の住処）

・1992年 老人保健法改正：訪問介護ステーション

医療法改正：居宅が医療を提供する場に追加（病院・診療所・介護保険施設）

○往診と訪問診療の区別 ← 突発性か計画性

・往診：患者の求めに応じて患家に赴き診療を行う

・訪問診療：通院困難な在宅患者に対して、患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪

問して行う診療

○在宅療養支援診療所

１．24時間連絡を受ける医師または看護士を配置し、連絡先を文書で…

２．当該診療所または別の医療保険機関の保険医と連携をとり、24時間往診が可能な体制を確保する。

３．看護士との連携により24時間訪問看護の提供が可能な体制を…

４．緊急時に入院できる病床の確保

５．患者の同意を得て、病状、治療計画、直近の治療内容など緊急の対応に必要な治療情報を連携医

療機関などに文書により随時提供する

６．医療サービスと福祉サービスとの連携調節を担当する者と連携している

７．在宅看取り数などを社会保険事務局に報告する

○在宅診療

・検査、栄養、カテーテル、創傷、医療機器、疼痛管理など、病院と遜色ない内容

・他職種との情報交換・チームケア

・家族支援 グリーフケア 死後、47日にも伺い家族の精神面のケア

○ホスピスケアトライアングル

家族・地域

緩和ケアチーム
緩和ケア病棟

（ホスピス）

デイ・ホスピス
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○がん疼痛緩和ＷＨＯ方式５原則

１．By mouth 経口的に

２．By the ladder 疼痛ラダーに沿って

３．By the individual 患者ごとの個別的な量で

４．By the clock 時刻を決めて規則正しく

５．Attention to detail その上で細かい配慮を

○今後の在宅医療

１．在宅支援診療所の充実・連携

２．訪問看護ステーションなど在宅診療のパートナーの充実

３．在宅診療コーディネーターの整備（地域連携室、ＭＳＷ、ケアマネージャー）

４．財政支援

５．地域の協力（ボランティア）、啓発

・在宅療養支援診療所の地域での役割は地域完結医療の担い手であり、いわば町の灯りである →

いわば現在の携帯電話に匹敵する医療

14:55－15:12 郡順子（香川県看護協会訪問看護ステーション所長）

○訪問看護の現場から、お家でまっとう出来るか…

・訪問介護ステーションは、県内に３３カ所、高松圏域には１４カ所、東ほ

ど少ない。

・安心、安全で、普段の暮らしが出来る様お手伝いしている。

・高松訪問看護ステーションでの 2008 年がん末期利用者状況 利用者数14

名、亡くなられた場所は、自宅８名、病院６名。

・末期患者は、病院（地域連携病院）からの紹介が多い。ケアマネージャー

からの紹介もある。

・主治医が作成した「訪問看護指示書」に従って訪問看護する。

・訪問看護：病院とほぼ変わらない治療が在宅で出来る様になっている。家族による対応も出来るよ

う、指導、トレーニングもする。

・体の清潔さ、排泄の対応もご家族とともにする。床ずれ、お風呂のお手伝いなど

・確実に死が近づいているので、体の疲労はもとより、心の疲労にも相談にのれるようにしている。

「今、やっておきたいこと」があるなら、やらせてあげる支援をする。

・ご本人も、ご家族も、「生きられて、良かったね」といえる、在宅看護を目指している。

○訪問看護にうかがった日数

・半分は１ヶ月以内に、とっても良いところへ出発された。
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・実績として、最短２日から最長８３日間。「もう、近いですよ」と医者から言われてからは短い。

死ぬまで動けて、自分のことが出来る場合が多く、在宅の方が、自分らしい生き方が出来る。

○在宅療養者の事例から

・７０歳男性 １０月体調不良で受診、胆管がん、肝臓移転あり予後不良。

・抗がん剤治療試みるが効果なく１２月下旬退院。翌年１月１２日に亡くなられる。

・お正月、子供、孫たちに囲まれて過ごす

・ベッド、褥瘡予防マットレンタル、ポータブルトイレ購入

・主治医往診４日／週 訪問看護３日／週

・自分にとって、とても大切な友達が近所に５人おる。自分のことを言うた方がええやろうかと相談

を受け、「誰もが迎える「死」について、お話をして逝くことは、良い勉強になると思うよ」と。

・７４歳男性 肺がん、骨と脳に移転あり、一人暮らし。近所に長男夫婦が住んでいる。自分の家で

暮らしたい。７月下旬退院。８月２７日亡くなられる。

・主治医往診３回／週 訪問看護４回／週 ベッド、エアーマットレンタル 家政婦さん毎日

・家政婦さんから、患者さんが「イチゴ」と言われるとの報告があったが、「いいちこ」と言ってい

た。お酒のいいちこを一口飲ませてあげたら、とても嬉しそうな顔をした。

○在宅療養の条件

・本人と家族が在宅療養を強く希望していること

・介護が出来る家族があり、介護体制がとれること 家族が一人では大変なので複数の家族が

・本人が自分の予後を知っていること 自分の死が近いことを知っていないと、「どうしてこんなに

悪いんや、ちっともようならん」では、貴重な時間を無駄にしてしまう。

・在宅でも結構療養が出来、「良かったね」と末期を迎えられる。

15:12－15:20 岡内須美子（高松市副市長）

○医療の専門家と市民を結ぶのが今日の場。私は、行政と皆様を結ぶのが役割

・どんな医療を求めているか、何が必要か。それには負担（個人、行政）も合

わせて考えねばならない。

・高松市としてやるべきこと、やっていること。夜間診療所。

・緩和ケアについては、市民病院が平成２６年に新病院となり、昨年「基本方

針」を策定し、「緩和ケアをつくる」ことが記載された。次の段階となる「基

本計画」の策定に際して、本当に必要か？ 採算は？ → 「経営を圧迫す

るのでは」との意見がある 「だからこそ行政が行うべきではないか」との
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意見がある ← 市民から「必要」との声がないことには実現しない。

・患者の少ない病院で、多数決で決めたら実現しえない。

・「将来はこうあるべき」となれば実現する。議論をしていくことが必要。

・当事者であれば議論してもらえる

・当事者でない場合、将来どうだろうと、想像を働かして、どうあるべきか考えて。

・今日のような中で、どう生きるか、どこで、どんな最後を迎えたいのか。ハード、ソフト両面の議

論を。

・もう一つの問題。医者のかかり方。医者は疲れています。夜間診療所を開いていますが、市民の暴

言、態度で、医者は二重に疲れさせられている。

15:26－15:46 質疑応答

Ｑ：全医師が、疼痛緩和が出来る医師か？

吉澤：高松赤十字病院には１２０名の医師がいる。毎年２０名づつ研修を受けている。全員となるには

６年かかる。

Ｑ：24時間体制とはどういう体制か、担当者制か、チーム制か？

郡：訪問看護ステーションの営業時間は 24 時間ではない。が、営業時間外でも連絡してもらえれば、

状況に応じて出て行く。末期患者に対しては受け持ち制で、一人の患者に２から３人の体制で対応

している。「受け持ち制」と「チーム制」があり、チーム制のところが多い。

Ｑ：一人世帯でも在宅診療は可能か？

三宅：可能です。しかし、ケアの方や地域の方の協力の下で。

Ｑ：もっと長く病院においてもらえないか？

吉澤：十分な医者、看護士、病床があれば、患者さんが納得するまで居ていただいて良い。現実にはい

ずれも限られた資源なので…。医者が「退院してください」と言うのは、病院としては充分生活で

きる保障があると判断している。しかし、患者さん本人はまだ「不安」、家族もまだ「心配」という

こと。退院したいのに、「まだ、ダメ」と言われるのと違って良いこと。「もし、家に帰って調子が

悪くなったら、いつでも入院させてくれるか」と、医者にプレッシャーをかけて退院を…。

Ｑ：子供に対しても「死」の告知をするのか？
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白川：絵本を使いながら分かりやすく伝える。

Ｑ：市民の人達に緩和医療が必要だと伝えられるか？

岡内：ぜひ知恵を貸してください。こうしたら市民に伝わる、市民が納得するよ、と。ぜひ、緩和ケア

を実現させたいので。

Ｑ：具体の計画、方策は？

岡内：かかりつけ医や地域、市民の協力のもと、出来ることからやっていきたい。

Ｃ：無駄をとことん削っていけば、市民病院に緩和ケア病棟をつくることは出来ると思う。

岡内：元気な人には少し我慢してもらうしかなく、合意を得ながら、進めていかねばならない。

三宅：在宅診療では、限度額がある。入院なら現物支給が使える。在宅診療には財政面の支援が必要。

Ｑ：ガンになって７年。医療費がかかってしょうがない。どこに相談したらいいか？

白川：がん相談支援センターで情報提供できる。がんも長生きできるようになり、入院、治療が長くな

る。いろいろな補助の制度があり、相談されたらいい。情報を知ってもらいたい。みなさん、当事

者にならないと、市報や市のホームページなども見てもらえない。病院も、もっと情報を出さなけ

ればならない。そういう状況に置かれないと、自分の事として考えない。急に慌てることがないよ

うに、うまく情報を自分なりに使えることが重要。

白川：足りないことが多々ある。医療の立場だけが作っていくのではない。市民の人達が、「そんなこと

が要るんだ」という声を上げ、作っていくことでなければならない。

15:50－15:59 香川大学教育学部付属高松小学校合唱部による歌

○マイバラード

○ここから一番遠いところ

指揮：藤田篤志先生

－ 以上 －


