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　終末期のみでなく，診断された早い時期からの緩和ケアの介入支援によって，日常生活の支障となる身
体的・精神的・社会的な苦痛・不安を軽減し，患者さん・ご家族の快適な日常生活を実現することを目指
すという「がん対策基本法」（2006 年成立）の理念を実現するため，都道府県がん対策推進計画（2008
年）が策定されました。患者さんが希望される療養場所の選択肢を増やすことや，がん緩和ケア利用度を
高めることは，患者さんの生活の質を重視する点で大切ですが，そのためには，地域におけるがん診療に
関する円滑な医療連携体制が前提となります。
　厚生労働科学研究費補助金第 3次対がん総合戦略研究事業，いわゆる「平成 18 年厚労省戦略研究課題
2」として開始された「緩和ケアプログラムによる地域介入研究」（OPTIM─study）は，特定の地域を対
象に，事前に策定した緩和ケア介入プログラムを実施して，がん緩和ケアに関する介入前後の比較研究を
行いました。厚生労働省の戦略研究は，国民のニーズに基づき行政による具体的な政策目標を定め，その
成果（アウトカム）指標と研究計画の骨子を定めるという新たな枠組みの公的研究であり，課題「がんの
緩和ケア」に関しては，厚生労働省健康局がん対策推進室が担当し，がん戦略研究に関する中央倫理委員
会，運営委員会，研究評価委員会を置き，さらに戦略研究進捗管理と支援のために財団法人日本対がん協
会に戦略研究推進室が設置されていました。本研究班の事前の研究計画から，公募で選ばれた 4地域の各
フィールドでの研究組織構築，介入実施，地域進捗モニタリング，そして年次報告および総括報告まで，
上記の戦略研究に関する各委員会において，定期的に進捗報告を行い，中間評価を受けて研究を進めまし
た。
　本研究は，早期からのがん緩和ケアの介入支援を行うことが，その対象とした地域におけるがん緩和ケ
アの質を向上させるのか，地域でがん診療に従事している医療者の負担軽減になるのか，地域の患者・家
族が安心して療養を受けられることになるのか，というような命題について，複数のエンドポイント（評
価指標）を設定し，介入の前後比較研究デザインによる調査研究から，科学的，合理的な検討を行って介
入方法の妥当性を検証するものです。同時に，本研究班の行った研究手法のプロセスをまとめて，地域に
おける緩和ケアの連携体制を構築するために直面する共通的な課題とそれらの解決方法について分析し，
重要な事項に関する提言を作成しました。地域連携の鍵となるのは，福祉や介護などの関係者も含め，地
域の中でがん患者・家族を支援する「多職種にわたる関係者の役割分担」を明確化し，「お互いの顔の見
える信頼関係」を構築することです。また，全国一律に設定する制度という視点ではなく，むしろ，その
地域のがん緩和ケアに関する連携に現状で必要なリソースは何かということから，各地域の特性に合わせ
た柔軟な発想や工夫を勘案した体制を構築することが重要なヒントになりました。
　本書は，上記の視点からまとめた本研究班の研究成果に関する総括的報告の第二部です。本戦略研究の
アウトカム評価とその解釈をプロセス研究結果と関連させながらまとめ，本研究成果から今後の医療内
容，行政施策，研究手法などに関する implications（示唆）を明らかにしました。すなわち，内容として
OPTIM研究の意義，地域緩和ケア向上のための多岐にわたる方策に関する提言，地域緩和ケア改善に関
する個別課題への提言，現場担当者へのアドバイスなどから構成され，一般の方々への理解を深める研究
要約も収載しました。戦略研究の特性として，研究期間中から研究班のサイトには介入ツールをアップし
てその内容を公開しています。すでに，部分的には行政施策に反映されたと思われる内容もあります。本
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研究自体は，医療経済学的な評価指標を設定した研究デザインではなかったのですが，参考資料として各
地域での介入経費概略についても収載しました。本研究班の活動範囲では解決されなかった諸課題に関し
ては，本研究の limitations（限界）として考察しています。このように十分とはいえませんが，第 II 部
に収載している内容は，各地でがん緩和ケアの地域連携を構築する上で，共通して直面する課題に対する
方策のヒントになると期待しています。
　「がん患者さん・ご家族が，いつでもどこでも安心して日常生活を過ごすこと」を実現するために，地
域連携に関わるさまざまな職種の方々が，本報告書をいろいろな形で参考としていただければ，本研究班
の研究者一同望外の喜びです。また，5年後には，全国各地で緩和ケアの地域連携体制が発展し，円滑に
運用されているのではないでしょうか。10 年前（2010 年頃）のわが国では，がん緩和について，まだそ
のような状況であったのかと，時代のギャップが感じられるくらいの大きな展開を期待したいと思いま
す。
　本研究にご協力いただいた多くのがん患者さんとそのご家族の方々，市民の方々に深く感謝を捧げると
ともに，5年間にわたる本戦略研究の企画・実行・解析に携わったすべての関係者の方々のご尽力に深謝
したいと思います。

　2013 年 3 月吉日

 江口 研二
 帝京大学医学部内科学講座（帝京がんセンター・腫瘍内科）
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　本章では，「1．OPTIM プロジェクトのまとめ」に
おいて，OPTIM プロジェクトの意義を総括し，今後，
地域緩和ケアを進めていくために必要な全体的な方策
と個々の課題への提言を導いた。
　「2．Clinical implications：地域緩和ケアに取り組む
臨床家へ」において，地域を対象とした緩和ケアプロ
グラムを実施するプロジェクトチームのための手引き
と，地域緩和ケアに関わる個々の臨床家が心がけるこ
とをまとめた。
　「3．Policy implications：地域緩和ケアに取り組む

行政担当者へ」において，得られた知見から，国，都
道府県，市町村に求められる制度・政策面への意義を
検討した。
　「4．Research implications：緩和ケアに関する地域
介入研究を行う研究者へ」において，今後この領域の
地域介入を行う研究者に対して得られた成果をまとめ
た。
　最後に，「5．Summary for lay persons：非専門家
向けの要約」で非専門家向けに本研究の要点を示した。
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　OPTIM プロジェクトの主要な価値は以下の 6 点で
ある。

 緩和ケア領域における大規模な 
地域介入研究の実施可能性を確認した

　第一に，OPTIM プロジェクト自体が終了したこと
自体が価値といえる。これまでに国際的に緩和ケアの

地域介入研究として行われたものは OPTIM プロジェ
クトを含めて 5 つある（表 1）。OPTIM プロジェクト
の価値のある点は，これまでの研究で取得されていた
自宅死亡率や専門緩和ケア利用数のみならず，大規模
な患者・遺族・医療者調査を行うことにより「現場の
生の声」を広く収集するとともに，プロセス研究によ
って「どうして変化が得られたのか」を検討すること
が可能な質的なデータを得たことである。これによっ

1．OPTIMプロジェクトのまとめ
（1）OPTIMプロジェクトの意義

1）聖隷三方原病院 緩和支持治療科，2）帝京大学医学部 内科学講座

森田 達也 1），江口 研二 2）

OPTIMプロジェクトの価値

 緩和ケア領域における大規模な地域介入研究の実施可能性を確認した

　国際的にも最も大規模な緩和ケアの地域介入研究が実施可能であった。今後，わが国において，さらに無作為

化比較試験を含む大規模な地域介入研究を行う第一歩を築くことができた。

 全国で適用可能な地域緩和ケアの包括的プログラムがアウトカムに与える影響を明らかにした

　緩和ケアの知識・技術の向上，専門家からの支援，連携の促進，患者・市民への情報提供からなる地域緩和ケ

アプログラムは，特に，「顔の見える関係」の構築（ネットワークの改善）を通じて既存の資源を最大利用

（optimize）することによって，地域全体のアウトカムを向上させる可能性が示唆された。このプログラムはどの

ような制度・体制下でも実施可能であるため全国で行う価値がある。その手引を「OPTIMize strategy の手引き」

としてまとめた。

 質的な分析により，地域で緩和ケアが進んでいく時のプロセスを明らかにした

　地域の介入の詳細な記述，地域緩和ケアを向上させるための概念的枠組み，プロジェクトマネジメントのモデ

ルを構築した。これらは，今後，それぞれの地域での緩和ケアを形成する活動を行ううえで直接役に立つ。

 地域の緩和ケアの課題と解決策を整理し，政策上の方策を整理した

　地域の緩和ケアの課題と解決策を整理し，政策上の方策をまとめた。今後，国，都道府県，市町村のすべての

レベルにおいて，政策の検討に生かされることを期待する。

 地域緩和ケアを進めるうえで必要なツールを網羅的に作成し，評価した

　地域緩和ケアを進めるうえで必要な 30 種類以上のツールを網羅的に作成し，評価した。今後，各ツールを修

正・改善し，さらに良いものにする基盤を築くことができた。

知見のなかった領域での実証研究を蓄積した

　これまでに知見がなかった多くの領域の知見を収集した。今後，わが国において進むべき緩和ケアの方向性が

個人の理念や経験ではなく，広く深い知見に基づいた議論を行うきっかけとなるとともに，さらに研究が進むこ

とを期待する。
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て，死亡場所や専門緩和ケア利用数といった数値のみ
ならず，患者，遺族，医療者からみてどうであったの
かの多角的な分析や，どのようにそれらの変化がもた
らされたのかの理解が可能となった。緩和ケア領域に
おける患者，遺族の調査は対象の脆弱性から困難な点
が数多く存在するが，OPTIM プロジェクトでは
1,000 名前後を超える対象を得ることができた。試験
デザインは前後比較研究であり，ランダム化比較試験
を行わなかったが，本研究が実施可能であったことを
受けて，今後，新規介入（novel intervention）のク
ラスター化ランダム化比較試験などに挑戦する第一歩
を築くことができたといえる。本研究によって得られ
た研究方法論における蓄積は「Research implication」

（p. 69）にまとめた。

 全国で適用可能な地域緩和ケアの
包括的プログラムがアウトカムに
与える影響を明らかにした

　第二の最も大きい成果は，もし，本研究で採用した
ものと類似した地域緩和ケアプログラムを全国で実施
した場合にどのような変化が生じるのかの予測を得た
ことである。介入研究では，「新規性の高い」プログ
ラムの有効性を評価する場合と，全国でも適用可能な
プログラムの効果を測定する場合とがある。本研究は，
今後研究の成果が全国に還元されることを前提として，
実施可能性の高いプログラムの効果が検証された。
　プログラムは，①緩和ケアの技術・知識の向上，②
患者・家族に対する情報提供，③地域緩和ケアのコー
ディネーション・連携の促進，④緩和ケア専門家によ
る診療・ケアの提供，から成り立っている。これらは，

プロジェクトを行う組織さえ構築できたならば，既存
の枠組みの中で制度や医療資源の大きな再構築をせず
に実施可能なものが多い。本研究が，各地域で「既存
の資源を最大利用（optimize）したらどうなるか」を
明らかにすることを目指したものだからである。これ
は，国際的な地域介入研究の多くで制度や医療資源の
再構築（緩和ケア病棟の設立，地域のすべての患者を
トリアージする緩和ケアセンターの導入，診療報酬の
変更など）が行われたことからみて際立った特徴であ
る。
　プログラムが地域にもたらした変化は量的・質的な
データから（付図 1）のように要約できる。アウトカ
ムの結果だけを要約すると（図 1）となる。
　地域全体に緩和ケアの技術・知識の向上，患者・家
族に対する情報提供，地域緩和ケアのコーディネーシ
ョン・連携の促進，緩和ケア専門家による診療・ケア
の提供からなるプログラムを行ったところ，緩和ケア
セミナーや多職種連携カンファレンスに地域の医師や
看護師の約半数が参加した。
　プログラム実施後には，医師・看護師からみて，

「緩和ケアの知識・技術，認識，実践が向上した」「つ
ながりができ，ネットワークが広がった」「在宅医療
が進んだ」と認識された。医師・看護師の困難感，中
でも，地域連携や専門家による支援についての困難感
が改善した。特に，「つながりができ，ネットワーク
が広がった」ことが臨床に影響を及ぼすプロセスとし
て，「コミュニケーションをとるようになり，選択肢
･ ケアの幅が広がった」「集まる機会が増え，ついで
に相談ややりとりができるようになった」「職種間の
垣根が低くなり，躊躇せずに相談ややり取りができる
ようになった」「責任をもった対応をする・無理がき

表 1　過去に行われた緩和ケアの地域介入研究で取得されたアウトカム

自宅
死亡率

緩和ケア
利用数

患者調査 遺族調査 医療者調査

Edmonton, Canada
（1999）

○ ○ × × ×

Catalonia, Spain
（2007）

○ ○ 258 × ×

Ontario, Canada
（2009）

○ × 102 75 ×

Trondheim, Norway
（2000；2001）

○ ○ 434 180 ×

OPTIM ○ ○ 1,716 2,247
　医師：1,617
看護師：4,614
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くようになった」「同じことを繰り返すことで効率が
よくなった」など医療福祉従事者間のネットワーキン
グの改善が患者のアウトカムに影響することが明らか
にされた。
　患者アウトカムとしては，自宅死亡率が増加し，こ
れは全国平均値と比較して有意な増加であった。しか
も，この自宅死亡の増加は，患者の希望に沿ったもの
であった（図 2）。また，家族の介護負担も，全体で
も自宅で最期を迎えた患者の家族でも増加せず，患者
の quality of life も自宅で死亡した患者では高かった
（図 3）。併せて，専門緩和ケアサービスの利用数が増
加した。外来患者による緩和ケアの質評価と，終末期
がん患者の遺族による緩和ケアの質評価はやや改善し
た。
　これらのアウトカムの変化は，自宅死亡率，専門緩
和ケアサービスの利用数で地域差がみられたものの 4
地域中 3 地域で増加した。さらに，自宅死亡率，専門
緩和ケアサービスの利用数以外のアウトカムはすべて
の地域で地域間の差がなく改善したことから，全国で
同様のプログラムを行った場合にも，同じような改善
がみられる地域が多いと推測された。
　すなわち，緩和ケアの知識・技術の向上，専門家か

らの支援，コミュニケーションと連携の改善からなる
地域緩和ケアプログラムは，既存の資源を最大利用

（optimize）することによって，地域全体の緩和ケア
のアウトカムを向上させる可能性が示唆された。この
プログラムはどのような制度・体制下でも利用可能で，
制度や医療資源の再構築を行わずに実施可能であるた
め全国の多くの地域で行う価値がある。その手引を

「OPTIMize strategy の手引き」としてまとめた。

 
プロセスの分析により，地域で緩和ケアが
進んでいく時のプロセスを明らかにした

　第三に，OPTIM プロジェクトでは，プロセスの分
析により，地域で緩和ケアを進めるための過程や課題
を明らかにした。OPTIM プロジェクトでプロセスの
分析を採用した理由は，近年，アウトカム研究で「何
かが変化した」ということが分かっても，研究が行わ
れた環境は一般化できない場合が少なくないためほか
の環境で一般化できない，有用な知見を得るためには
変化が「どうして」「どのようにして」生じたかにつ
いての洞察を得ることが重要である，ということが指
摘されるようになったことを反映している。

図 1　主要評価項目と医師・看護師の困難感

a. 自宅死亡率
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　Medical Research Council の complex intervention 
guidance に従って複数の分析を行った。
　1 つ目は，各地域で行われた介入過程の詳細なプロ
セスの記述であり，「OPTIM Report 2011」としてす
でに出版公開した（http://gankanwa.umin.jp/report.
html）。narrative な記述により，地域という個別性の
高い状況を加味した現象を理解することができ，多数
例研究では必ずしも明確にできない洞察を得ることが
できる。また，各地域の介入過程で作成されたワーク
ショップのファシリテーターマニュアル，地域緩和ケ
アの年間行動計画など多くのマテリアルを入手，アレ
ンジして利用することができる。
　2 つ目は，4 地域のプロジェクトに関わったリンク
スタッフ約 100 名を対象としたインタビュー調査であ

る（272 ページ）。これにより，変化が「どのように」
生じたのかの枠組みを理解することができ，アウトカ
ムを向上させるにはどのような概念枠組みにしたがっ
て介入を行うことが適切であるのかを検討することが
できる。特に，本研究で得られた「患者が自宅で過ご
せるようにするための概念的枠組み」「医師・看護師
の緩和ケアの知識・技術，認識，実践を向上するため
の概念的枠組み」「医療福祉従事者間のネットワーク
の向上を通じて患者の quality of life を向上する概念
的枠組み」の 3 つの概念的枠組みは貴重である。例え
ば，「患者が自宅で過ごせるようにするための概念的
枠組み」では，どのような介入を行うことにより自宅
で過ごす患者が増えるかを実証的に導かれた枠組みと
して提示しており（図 4），「医療福祉従事者間のネッ
トワークの向上を通じて患者の quality of life を向上
する概念的枠組み」では，どうして医療福祉従事者間
のネットワークができることが患者・家族に影響を及
ぼしうるかが説明されている（図 5）。このような概
念的枠組みを用いることで，「どの変化を目的として
どのような介入を行うか」を設定することができる。
複合的な介入を行う場合にはあらかじめ概念的枠組み
を設定することが重要であることが強調されており，
今後研究のみならず，各地域の臨床やプログラムの運
用，あるいは，制度設計などにも適用可能である。
　3 つ目は，インタビュー調査やフィールド調査を基
にしたプロジェクトマネジメントに関する研究である

（336 ページ）。地域連携では，個々の活動自体そのも
のよりも，「連携のための枠組みづくり」に苦慮する
ことが少なくない。本研究で実証知見から得られた枠
組みにより，実際に地域を対象とした緩和ケアを進め
ていくときに直面する組織構築，運営，プロジェクト
マネジメントについての洞察を得ることができる（図
6）。

 地域の緩和ケアの課題と解決策を整理し，
政策上の方策を整理した

　地域の緩和ケアには多くの課題があるが，系統立て
て全国の複数地域での実際の現象から課題と解決策を
整理したものはない。本研究では，介入過程で行われ
たカンファレンスや活動から，地域の緩和ケアの課題
と解決策を網羅的に整理し，その中から，政策上の方
策を国，知道府県，市町村のレベルで整理して

図 2　「望んだ場所で最期を迎えられた」割合
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図 3　介護負担と quality of life

介入前 介入後

5.0

4.0

3.0

どちらとも
いえない

どちらとも
いえない

あまり
そう

思わない

やや
そう思う

4.01
（1.47）

3.94
（1.54）

3.76
（1.57）

4.08
（1.48）
4.06

（1.51）
3.87

（1.54）

介入前 介入後

6.0

5.0

4.0

4.28
（0.95）

4.65
（0.93）

5.05
（0.94）

4.44
（1.00）

4.70
（0.86）

5.12
（0.75）

ES＝0.079
P＝0.55

ES＝0.058
P＝0.53

ES＝0.17
P＝0.0014

介護負担があるに対して，「全くそう
思わない」（1）～「とてもそう思う」
（7）の回答を尺度得点として示す。得
点が高いほうが介護負担が大きい。

そう思う

やや
そう思う

「全くそう思わない」（1）～
「とてもそう思う」（7）
得点が高い方が quality of life
が高い。

病院（n＝797, 668）
ホスピス・緩和ケア病棟（n＝236, 248）
自宅（n＝77, 221）

a. 介護負担 b. quality of life



1．OPTIMプロジェクトのまとめ

7

病院 在宅

図 4　患者が自宅で過ごせるようにするための概念的枠組み

きっかけとなる事象
・退院支援プログラム・教育プログラムの整備
・在宅で行われる実際の診療・ケアを具体的に知る＊1

認識の変化
・療養場所や最期の場所を意識し，患者・家族の希望を聞くようになる
・自宅で過ごすことができると思うようになる

自宅で過ごせる患者の増加
・いい時期にスムーズに在宅移行ができるようになる
・自宅で過ごせる患者が増える

「きっかけとなった事象」をもたらすこと
＊1　多職種カンファレンス，病院と地域の合同の振り返り，病院からのフォローアップ，地域からのフィードバック（在宅療養中
の写真など），実際に在宅に訪問する，個人的な情報交換など。

＊2　マニュアルやセミナー。
＊3　退院前カンファレンスなどのシステムの整備に加えて，いろいろな個人的なネットワークができてつながりが増えること。

病院の変化
・病院スタッフが自宅での生活を意識した診療やケアを
行うようになる

・地域の生きた情報を得て，受けられる医療やサービス
を具体的に説明できるようになる

・病院から退院する時の支援が充実する（退院前カンファ
レンス，緊急時の対応，必要な情報の共有など）

きっかけとなる事象
・基本的な緩和ケアの知識や技術の向上＊2

・専門家からの支援，入院リソースの容易な利用
・患者の状態を知るための情報交換が容易になる＊3

・在宅チーム内の多職種間の連携

在宅の変化
・終末期・医療依存度の高いがん患者を診療所や訪問看
護ステーションなどで受け入れやすくなる
・在宅チームが患者・家族の気持ちや希望，病状を共有し，
変化を予測して対応できるようになる
・訪問看護でできることが増える

図 5　医療福祉従事者間のネットワークの向上を通じて患者の quality of life を向上する概念的枠組み

きっかけとなる事象

・多職種カンファレンス
でのグループワーク

・多職種カンファレンス
など各ミーティングで
のちょっとした話し合
う機会

・患者を一緒にみる経験

【つながりができ，ネットワークが広がる】 
・名前と顔，人となりが分かるようになり，安心して相談ややりとりができるように
なる
・これまでやりとりのなかった人たちとコミュニケーションをとるようになり，選択肢・
ケアの幅が広がる
・互いの役割やその重要性が分かるようになり，チームを組むようになる
・互いの考え方や状況が分かるようになり，自分の対応を変えるようになる
・みんなで集まる機会が増え，ついでに相談ややりとりができるようになる
・職種や施設間の垣根が低くなり，躊躇せずに相談ややりとりができるようになる
・窓口や役割が分かるようになり，誰に相談すればよいかが分かるようになる
・生の声を聞き本音のやりとり，インフォーマルな相談ができるようになる
・責任をもった対応をするようになった・無理がきくようになる
・同じことを繰り返すことで効率がよくなる
・地域の他職種・他施設，他地域の状況を知り，地域全体を意識した緩和ケアの実践
を考えるようになる
・連帯感・信頼感が高まる

想定される患者への影響
・対応が迅速になる
・選択肢が多くなる
・多職種で対応するようになる
・工夫できたり無理がきくようになる

より広範な患者の
ニードを満たせる
ようになる
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「Policy implications：地域緩和ケアに取り組む行政担
当者へ」としてまとめた（60 ページ）。これは，地域
緩和ケアに関する課題を整理したものとしてはわが国
では最初となるものである。地域緩和ケアでの課題は，
緩和ケアにかかわらずわが国の医療提供体制，福祉制
度そのものに関わることが多いため，本研究のみでは
結論できないことが多いが，今後，制度・政策の検討
において重要な資料となることが期待される。

 地域緩和ケアを進めるうえで必要な
ツールを網羅的に作成し，評価した

　本研究では，地域緩和ケアを進めるうえで必要とさ
れるツールが合計 30 種類以上作成され，評価された。
研究期間を通じて，全国から年間 60 万件のダウンロ
ードがあったことから，これらのツールに関するニー
ズは大きかったと考えられる。緩和ケアの知識・技術
の向上のために作成された『ステップ緩和ケア』は，
PEACE プロジェクト（がん診療に携わる医師に対す
る緩和ケア研修会）の教材のひな型としても利用され

た。研究開始時点で，疼痛など複数のツールが存在す
る領域はあったが，緩和ケアに関するツールは網羅さ
れていなかった。本研究では，『これからの過ごし方
について』（看取りのパンフレット）のようなこれま
でに作成されていないツールの評価が高かった。今後，
特に利用頻度の高かった緩和ケアの診療場面や手技を
まとめたムービーは研究班が設定したホームページで
掲載を続ける予定である。今後，各ツールを評価の下
に修正，追加などを加えて，さらに改善していくこと
ができる。

 知見のなかった領域での
実証研究を蓄積した

　OPTIM プロジェクトでは，主たる研究のほか，50
以上の付随する研究が行われた。その中には，わが国
で，あるいは，国際的にも初めて得られた知見が多く
ある（表 2）。
　たとえば，わが国で初めて代理評価ではなく進行が
ん患者自身を対象とした調査で痛みなどの苦痛の程度

図 6　プロジェクトマネジメントのモデル

プロジェクトマネジメントの主体
　・ファシリテーター機能
　・事務局機能
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の実態を把握した。看取りの時期に使用する家族向け
のパンフレットの有用性を確認した。緩和ケアのニー
ドを簡便にスクリーニングするツールの有用性を確認
した。4,000 名のデータから緩和ケアセミナーの有用
性の要素を同定した。啓発用リーフレットの一斉配布
後の状況やどのような場所で最もリーフレットが必要
とされているのかを明らかにした。病院外と病院内に
おかれた相談支援センターの相談内容に違いがあるこ
とを明らかにした。退院支援プログラムが家族からみ
て有用であることを明らかにした。病院医師・病棟看
護師の「在宅の視点」を概念化し定量した。患者所持
型情報共有ツール『わたしのカルテ』を運用し課題を

明らかにした。地域連携を進めるための枠組みとして
の多職種カンファレンスやデスカンファレンスの有用
性と体験を明らかにした。地域で求められるリソース
データベースの条件を明らかにした。在宅支援のため
の緩和ケア病棟の役割を患者・家族の視点から評価し
た。がん緩和ケアにおける介護保険や介護支援専門員
の課題を明確にした。
　これらはすべてこれまで知見のなかった領域の新し
い知見であり，今後知見に基づいた議論を行う基盤と
なると共に，さらに全国でより発展させた研究が行わ
れることを期待したい。
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表 2　OPTIM─study で明らかになった重要な知見：主研究以外のもの

【患者の苦痛緩和に関するもの】
・ 外来通院している進行がん患者の約 20％に身体症状や精神的つらさがある
・ 外来化学療法を受けているがん患者にみられる苦痛は多様である。多いものは，疼痛（17％；95％信頼区間，14─21），気持
ちのつらさ（16％；13─19），倦怠感（16％；13─19）である。
・ 外来通院している進行がん患者の 13％に中程度の，7.4％に高度の痛みがある。痛みの治療を希望する患者の頻度は，16％
（95％信頼区間，13─18）である。
・ 疼痛のパンフレットなど既存のパンフレットやツールがあるものを地域全体で共通したものを運用する試みは実施可能性が低い
・ 「看取りのパンフレット」は家族の約 80％にとって役に立つ。特に，この先どのような変化があるのかの目安になる，いろい
ろな症状や変化がなぜ起きているのかが分かる，家族のできることやしてもよいことが分かる，他の家族に状況を伝えるために
利用できる。

・ 「せん妄のパンフレット」は，せん妄の原因として「痛みなど身体の苦痛のためになった」が減り，「病気の進行のためになっ
た」という家族の正しい知識を促進する。ただし，せん妄によるつらさの緩和には直接の効果はない

・ 「生活のしやすさに関する質問票」は外来化学療法を受ける患者の苦痛・ニードのスクリーニングに実施可能で有用である。症
状緩和のニードがある患者は約 20％（95％信頼区間，18─26）である

【医療者向けの緩和ケア教育に関するもの】
・ 緩和ケアに関して正しい知識をもつ医師は 60～70％であり，20～40％が困難感を感じている。特に，在宅療養支援診療所以
外の診療所の医師，臨床経験 20年以上の医師の困難感が高い

・ 緩和ケアに関して正しい知識をもつ看護師は約 50％である。困難感は全体に高く，特に，がん診療連携拠点病院以外の病院，
訪問看護ステーション看護師で 40％以上と高い

・ web サイトに掲載した緩和ケアマニュアルのニードは月 10万ページビューと高い。項目では，退院支援・調整，腹部膨満感，
疼痛のニードが高い。

・ 地域で統一した緩和ケアマニュアルは，コンパクトで持ち歩ける，網羅的で具体的である（薬剤の商品名や投与量が記載されて
いる），一目見れば分かる画像がある，直感的に利用可能である，医師のみならず看護師・薬剤師・福祉職の共通言語となるよ
うに作成されていることが有用と評価される条件である

・ 緩和ケアセミナーは，症状緩和に関したテーマであること，講師に看護師が含まれること，講義とグループワークを含むことが
有用性を規定する要因である

・ 緩和ケアセミナーで行われるグループワークは，知識の共有のみならず，地域の多職種の交流の場としての価値がある
・ 緩和ケアセミナーの前後では，緩和ケアに関する知識の向上がみられる
・ 患者や遺族調査の結果をまとめた冊子にもとづく緩和ケアセミナーは，参加者の「患者・家族の希望に沿ったケア」を実践しよ
うとする意思を強める

【患者・家族・市民の緩和ケアに関する認識と啓発に関するもの】
・ 「医療用麻薬は中毒になったり寿命を縮める」「緩和ケアは末期の患者のためのものである」「在宅療養は急な変化や夜間に対応
できない」と考える患者・家族・市民は，それぞれ，約 20％，約 40％，約 60％である。

・ 緩和ケアの準備性は，患者の 50％が「知らない」，30％が「知っており関心があるが今利用するつもりはない」；市民の 80％
が「知らない」，20％が「知っており関心があるが今利用するつもりはない」である。いずれも，「関心がない」は 10％以下で
ある。

・ 市民が最も信用する情報源は，医療者からの説明，医療機関からのパンフレットである
・ 患者 1名あたりが持ち帰る緩和ケアに関するリーフレット数が最も多い場所は，腫瘍センター，外来化学療法室など対象患者
の最も多い場所である

・ 一斉配布したポスターなどは約半数が設置されるが，設置場所に対象者がいない，設置するスペースがない場合がある
・ 緩和ケアに関する図書を設置した場合，絵本の利用が最も多い。病院に設置した場合は，医療関係の書籍の貸し出しが相対的に
多くなるが，絶対数は一般図書館に比較して非常に少ない

・ 市民公開講座の参加者では，講演会前後で緩和ケアや在宅医療に関する認識が短期的に改善するが，数カ月以上持続しない。高
齢者では認識は変化しにくい

・ 「寸劇」を利用した啓発活動は，市民からみて，分かりやすさや親しみを体験する
【専門緩和ケアサービスと相談支援に関するもの】
・ 緩和ケアチームによる診療所へのアウトリーチプログラムの相談内容は院内緩和ケアチームと同様であり，症状マネジメントを
知る・精神的ケアや家族ケアを知ることに役立つが，この他に，連携しやすくなる効果がある

・ 地域緩和ケアチームの利用については，必要な場合に相談できることを診療所と訪問看護ステーションの半数が，定期的な診療
を診療所の 24％と訪問看護ステーションの 40％が希望する

・ 施設単位で評価した場合に，緩和ケアチームや認定・専門看護師の存在と，患者・家族による緩和ケアの質の評価や quality of 
life との明確な関係はないようである。ただし，医師・看護師の緩和ケアに関する困難感は緩和ケアチームや認定・専門看護師
があるほうが低い

・ 病院外に置かれた相談窓口では，病院内の相談窓口に比較してがんの診断・治療など早期からの相談，より広域な地域からの相
談が多い。

【地域連携に関するもの】
多職種連携
・ 地域内，複数地域間の多職種によるフォーカスグループは，「お互いにより理解しあえる」「困っていることを共有・相談する」
「連携の課題を知る」ことを通じて，地域連携を促進する
・ 地域で行うデスカンファレンスは，「地域の多職種の考えや価値観を知る」「（自分の知らない多角的な視点から）患者・家族を
より理解できる」「次にどう関わったらいいかのヒントや気づきを得る」ことに有用である
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退院支援・調整プログラム
・ 退院前カンファレンスに関する遺族の評価によると，90％以上で「今後の療養の方針や目標が分かって安心した」「病院と在宅
で見てくれる人たちで連絡が取れていることが分かって安心した」など安心感を提供している

・ 病棟看護師による退院患者へのテレフォンフォローアップは，患者の約 70％にとって有用である。食事，排便，傷，痛みなど
の身体的問題が多い。

・ 「在宅の視点のある病院医師」（の尺度）は，退院後の生活をイメージする，医療をシンプルにする，今後の病状変化を予測した
対応をする，多職種と協働する，在宅医に役立つ情報を提供する，介護保険を活用する，として概念化，尺度化される。「在宅
の視点のある病棟看護」は，患者・家族との今後の療養に関する意向の確認，ケアの継続性の強化（自宅でできるケア），地域
の医療者との連携，退院後の療養環境に合わせた患者・家族指導の実施，退院後の生活に関するアセスメントとして概念化・尺
度化される

・ 病棟看護師は，在宅の視点のある病棟看護，退院支援・調整について自信がないと認識している。病院の自宅退院の多さと，医
師・看護師の「在宅の視点」とは相関する

・ 病棟看護師が訪問看護ステーションで実習を行うことで，患者・家族の意向を確認する，ケアのシンプル化をし自宅で可能なケ
アに速めに切り替える，入院早期から地域の多職種と相談するといった効果がある

情報共有
・ 患者所持型情報共有ツールを用いるためには，患者，医療者のいずれの視点からも，地域のすべての医療福祉従事者の積極的な
関与がなければ普及は難しい

・ 地域の既存のリソースデータベースは，情報の定義があいまい，必要な情報は公開できない，更新されない問題がある。「でき
る・できないではなく，相談が可能か」と「いつ誰に相談したらいいか」の最低限の情報がしっかりと更新されるデータベース
を周知することと，ヒューマンネットワークが必要とされる

診療所
・ 診療所医師の戸別訪問では，在宅緩和ケアを進めるためには，バックベッドと専門知識のサポート，診療所同士の連携，病院の
退院支援・調整の充実が必要であると述べられる

・ 地域で診療所に対して立場の違いによりさまざまな評価が見られた場合には，遺族調査を行い「遺族の目から評価」することで，
多職種間の意見をすり合わせることができる

・ 在宅特化型診療所をもつ地域でも，自宅死亡したがん患者に占める一般診療所の診察した患者は減少しない
・ 診療所要因のうち，遺族からみた緩和ケアの質評価に関係するのは，年間に診療するがん患者数である。個々の施設の在宅支援
診療所の届け出，常勤医師数，自宅死亡率とは相関しない

訪問看護ステーション・保険薬局
・ 訪問看護ステーションの対象患者は訪問対象患者のいる地域が重複していることがある
・ 保険薬局によるオピオイド処方患者への電話モニタリングでは患者の 70％に自宅で何らかの対応が必要である
・ 訪問服薬指導を行った保険薬局に対する遺族調査では，「診療所と連携がよかった」「薬について迅速に対応した」ことへの評価
が高く，「かかりつけ薬局のほうがよかった」との回答は少ない

・ 訪問服薬指導と医療用麻薬の取り扱いに関するDVD・リーフレットは薬剤師の 80％にとって有用である
緩和ケア病棟
・ 緩和ケア病棟への在宅療養患者のレスパイト入院では，患者自身が希望していないことがあるため動機づけが必要である，家族
の自責感に対するケアが必要である，退院できずに死亡の場合がある，ことを共有することが運用に必要である。地域全体の自
宅死亡するがん患者に占める割合は小さい

・ 緩和ケア病棟での地域医療者の研修は 80％で有用である。症状緩和の方法よりも，連携方法や緩和ケア病棟で行われているこ
とを知ることが重視される

介護支援専門員・介護保険
・ 介護支援専門員はがん患者のマネジメントの経験が少なく，医療に関する知識，医師との連携に困難を感じている
・ 遺族による介護支援専門員の評価は，「希望がかなうように配慮していた」「頼りがいがあった」「電話がつながって安心だった」
が 90％である。一方，診療所との連携，病気や治療のことが分からないようだった，土日に連絡がつかなかったが 20％程度
ある

・ がん患者の介護保険申請は状態の悪化が急な場合に迅速に対応する手順を設けることで「間に合わない」患者を減らすことがで
きる

自宅死亡
・ 遺族調査の結果から，自宅死亡を希望していると推定されるがん患者は，約 30％である
・ 政令指定都市のがん患者の自宅死亡率は高い地域（仙台市，浜松市）でも 15％程度である

OPTIM─study によって行われた付帯研究の結果のうち，主なものを示す。個々の研究については各論文を参照。調査地域や対象が
限られているために一般化できないものも含まれている
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緩和ケアの技術・知識の向上

〈緩和ケアの知識〉

使用した・
みたこと
がある

2008 2009
利用

医師 看護師

2010

がん患者・家族・住民への情報提供

知識･サポート･連携が良くなり ,  困難感が減った医療者調査　医師（ｎ＝706）看護師（ｎ＝2,236）

緩和ケアの裏づけとなる知識が増えた

患者の希望を聞き価値観を大切にするよ
うになった

家族の希望や気持ちも聞くようになった

緩和ケアチームに，早めに相談するよう
になった（病院医師・看護師）

顔が見える関係となり，連携がと
りやすくなってきた

希望すれば最期まで，在宅で過ご
せると思うようになった

在宅移行患者では，急変時の対応
や連絡方法を決めるようになった
退院後も実施できる服薬・ケアの
方法にするようになった（病院医
師・看護師）
緩和ケアの知識やサポートが増え，
がん患者も受け入れやすくなった
（診療所・訪問看護）

そう思う

医師 看護師

やや
そう思う

地域のリソースが分かり患者に説
明できるようになった

多職種・多施設で集まる機会が増
えてきた

緩和ケアについて，相談できる人
が増えてきた

緩和ケアの知識・技術・実践が向上した

緩和ケアが終末期だけのものではなく，どの時期にもすべて
の人に提供される普遍的なものと思うようになった

緩和ケア専門家からのサポートが増えた

全人的医療とチーム医療を意識するようになった

緩和ケアの経験が増えた

名前と顔，人となりが分かり，安心して相談ややりとりができた
コミュニケーションをとるようになり，選択肢･ケアの幅が広がった
互いの役割や重要性が分かり，チームを組むようになった
互いの考え方や状況が分かり，自分の対応を変えるようになった
集まる機会が増え，ついでに相談ややりとりができるようになった
職種間の垣根が低くなり，躊躇せずに相談ややりとりができた
窓口や役割が分かり，誰に相談すればよいかが分かるようになった
本音のやりとり，インフォーマルな相談ができるようになった
責任をもった対応をする・無理がきくようになった
同じことを繰り返すことで効率が良くなった
地域全体を意識した緩和ケアの実践を考えるようになった
連帯感・信頼感が高まった

自宅で過ごすことができると思うようになった
療養場所を意識し，希望を聞くようになった
病院から退院するときの支援が充実した
病院スタッフが在宅を意識した診療やケアを行うようになった
受けられる医療やサービスを具体的に説明できるようになった
在宅チームが終末期のがん患者を受け入れやすくなった
気持ちや病状を共有し，変化を予測して対応できるようになった
訪問看護でできることが増えた
いい時期にスムーズに在宅移行ができるようになった
自宅で過ごせる患者が増えた

（部）

150,000

100,000

50,000

100％

80％

60％
51％

60％

78％
72％

医師 ES=0.30

看護師

介入前 介入後

ES=0.46
40％

0

付図 1　OPTIM
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（部）
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0

介

市民 患者 遺族 市民 患者 遺族

25,000

2008 2009

1回
2～5回
6～10回
11回以上　

　みたことも
あり，場所も
覚えている

　みたことが
あるが，場所
は覚えていない

参加 閲覧 講演会への参加

医師 看護師

2010

（人）

20,000

15,000

10,000

5,000

0

12,000

2008 2009 2010

（人）

8,000

4,000

0

〈連携の困難感〉
4.0

3.0

2.0
2.4
2.3

3.0
3.0

ES=0.63

介入前たまに思う

よく思う

介入後

ES=0.60

1.0

緩和ケアの知識・技術，認識，実践が向上した

つながりができ，ネットワークが広がった

在宅医療が進んだ

質問紙調査 インタビュー調査

緩和ケアセミナー
参加者数

マニュアル・症状評価
ツールの配布数

リーフレット・冊子・
ポスター等の配布数

市民対象講演会
参加者数

200,000
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地域緩和ケアのコーディネーション・連携の促進

終末期患者の遺族（n＝2,247）

外来患者（n＝1,716）

専門緩和ケアサービスの利用数

死亡場所

緩和ケア専門家による診療・ケアの提供

プロジェクト結果のまとめ

8,000

2008 2009 2010

（件）

6,000

4,000

2,000

0

2,000

2008 2009 2010

（人）

1,500
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0
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0
2008 2009 2010

（件）

400

200

0

入

1～5人
6～10人
11人以上
　

相談センターの利用 退院前CFへの参加

遺族からみた緩和ケアに改善が必要な理由† 医師・看護師からみた不十分な
緩和ケアの理由

そう思う

遺族患者

ややそう思う
医師（n＝706）

医師（n＝199）

（n＝239）

看護師（n＝2,236）

医師が変わり，その場その場の対処だった

緩和ケアチームの利用

23／ 27 施設に導入

看護師 看護師医師

1～5回
6～10回
11回以上　

医師（n＝706）
看護師（n＝2,236）

1～5人
6～10人
11人以上
　医師

5.0
ほとんどない

少しある

4.31
（1.12）

介入前 介入後

4.56
（1.08）

改
善
す
べ
き
と
こ
ろ
が

4.0

5.0
ほとんどない

少しある

4.43
（1.08）

介入前 介入後

4.57
（0.97）

改
善
す
べ
き
と
こ
ろ
が

4.0

 医師は対処したが苦痛がとりきれなかった

患者が希望しなかった

診察に十分な時間がなかった

苦痛を伝えにくい雰囲気があった

質問されなかった

対処してもらえなかった

54％
66％

28％
41％

24％
36％

7.2％
9.8％

5.2％

2.0％

患者からみた緩和ケアに改善が必要な理由†

医師が変わり，その場その場の対処になる

 医師は対処したが苦痛が取りきれない

診察に十分な時間がない

苦痛を伝えにくい雰囲気がある

質問されない

対処してもらえない
4.8％

患者からみた自宅で過ごせなかった理由

医師・看護師からみた自宅で
過ごせなかった理由

苦痛緩和ができなかった

0.8

0.6

0.4

0.2

0.500.50

介入地域合計
全国推定値

0.340.31

2007 2008 2009 2010 （年）
0

P＜0.001

P＜0.001

P＜0.001

12
（％）

10

8

6

6.8

8.6

9.6
10.5

7.77.47.3
6.7

2007 2008 2009 2010（年）

4

患者・遺族からみた緩和ケアを利用しなかった理由‡

医師が緩和ケアチームを
利用しなかった理由

全般的に十分な診察･ケアの時間がとれなかった

苦痛が分かっても対応する時間がなかった

対応しても苦痛を和らげられなかった

†  「改善が必要である」とした患者 132名（15%）中 62名；家族 210名
　　(19%) 中 153 名から回答

‡ 「苦痛が少ない」に「そう思わない」とした患者 111名（13%）中 20名（18%），
家族 345名 (30%) 中 114 名 (33%)が緩和ケアを利用。

　　患者 57名（51%），家族 123名（36%）が利用していないと回答。

生活に支障を来すほどではない 困ることがなかった

受診を勧められていない

受診方法が分からない
0％ しばらくすると治まると説明された
0.8％ 受診に時間や労力がかかる

病気が進行しているように感じる

3.3％ 腰痛などもともとある症状だから

知らなかった

手続きが面倒だった
7.5％

敷居が高いと思った
7.0％

患者・家族が希望しなかった
3.0％

病状が予測より早く進んだ

急変時や夜間の対応が心配だった

介護が大変になった

よくなると信じていた

診療所・訪問看護がなかった
6.5％

医師から在宅の説明を聞かなかった
6.3％

患者・家族が在宅を希望しなかった

介護する人がいなかった

病状が予測より早く進んだ

苦痛緩和ができなかった

66％

29％

12％

9.8％

65％

29％

18％

8.1％

8.1％

40％
11％

33％
56％

33％
28％

25％

12％

12％
14％

11％

62％

15％

48％

45％

42％

20％

15％

38％
35％

37％
36％

31％
41％

17％
25％

13％
8.1％診療所・訪問看護がなかった

ES＝0.14
P＝0.0055

ES＝0.23
P＜0.001

相談件数 多職種連携カンファレンス
参加者数

アウトリーチ件数地域緩和ケアチームの
コンサルテーション件数

退院支援・調整
プログラムの導入

自宅死亡が増えた

緩和ケアの利用者が増えた

緩和ケアの質評価がやや改善した

緩和ケアの質評価がやや改善した
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　OPTIM プロジェクトは，検証型の研究ではないた
め，「こうすればこうなる」ことが断定的にいえるわ
けではない。しかし，OPTIM プロジェクトがわれわ
れにもたらした知識と洞察は大きい。これらから，わ
れわれは，わが国の地域緩和ケアを向上するために，
5 つの全体的な方策に関する提言を行う（図 7）。
　すなわち，①地域の今ある資源を最大限利用できる
ネットワークを作るために OPTIMize strategy を実
施する，②現場レベルと管理レベルの臨床家・研究
者・政策決定者がいろいろな組み合わせでリアルタイ
ムに課題と解決策を共有・最適化する枠組みを作る，
③ OPTIMize を行っても残ることが想定される課題
への対応を行う，④緩和医療に限らない課題への対応
を行う，⑤がん緩和ケアについての各対策が有効に機
能するために，施策，事業，研究，学会や関連団体の
活動が連動する枠組みを設定する。

 OPTIMizing：OPTIMize strategy により
地域の今ある資源を最大限利用できる 
ネットワークを作る

　OPTIM プロジェクトで行われた介入は，どのよう
な地域医療体制であっても，「顔の見える関係」（ネッ
トワーク）を通じて地域のリソースを最大化すること
が示された。研究班では，OPTIM プロジェクトの介
入の結果から，OPTIMize strategy の概念的枠組み
を作成した。
　OPTIMize strategy は，地域の緩和ケアに関わる
医療福祉従事者が「出会う」機会を提供することによ
って，地域のリソースを最大化する枠組みである。そ
れは，①組織を作る（organization），②ネットワー
クと可視化により専門家アクセスを改善する（pallia-
tive care specialists），③緩和ケアに関する基礎的な

Essential recommeadations:  OPTIM プロジェクトの結果からの地域緩和ケアを向上
させるための取り組みの提言

 地域の今ある資源を最大限利用できるネットワークを作るために，OPTIMize strategy を実施
する（OPTIMizing）
 現場レベルと管理レベルの臨床家・研究者・政策決定者がいろいろな組み合わせでリアルタイ
ムに課題と解決策を共有・最適化する枠組みを作る（clarification and networking）
 OPTIMize を行っても残ることが想定される課題への対応を行う

　a.  苦痛ごとの明確なアルゴリズムを作成して治療成績を公開・改良する。有効な治療法のない苦痛の
治療開発を行う（standardization and finding breakthrough）

　b.  意思決定，精神的支援など複雑な問題に対応できる包括的な支援モデルを実践・検証する
（integration）

　c.  職種ごとのボトムラインの教育を実施する（basic education）
緩和医療に限らない課題への対応を行う

　a.  臨床現場の物理的なリソースを効率的に充実させる
　b.  自宅で過ごせる仕組みを効率的に充実させる（急変・夜間対応，介護支援，在宅診療を行う医師の

確保，退院支援など）
 がん緩和ケアについての各対策が有効に機能するために，施策，事業，研究，学会や関連団体の活動

が連動する枠組みを設定する

1．OPTIMプロジェクトのまとめ
（2）地域緩和ケアを向上させるための

全体的な方策に関する提言
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知識と技術を（一方的にではなくお互いに）伝え合う
（teaching the essence of palliative care），④（広い
啓発ではなく，情報を必要とする）患者・医療福祉従
事者が情報を共有する（information to patients and 
health care professionals close to patients），⑤連携
の課題を解決するネットワークの枠組みを作る（modi-
fying resources in the community），からなる。各項
目はこれまでに取り組まれてきたことに比べて斬新さ
はないかもしれないが，それぞれ，OPTIM─study の
知見を生かして，必ずしも必要のない要素が省かれ必
須な要素のみが抽出されていることに注目してほしい。

　「組織を作る（organization）」とは，地域でのプロ
ジェクトを進めるための多職種・多レベル（実践家と
管理者）からなる組織を構築することを指す。

　「ネットワークと可視化により専門家アクセスを改
善する（palliative care specialists）」とは，地域の緩
和ケアの専門家へのアクセスをその地域で可能な方法
で改善することを指す。
　現状では，「地域緩和ケアチーム」という制度や組
織が必ずしも必要ではないし，実働可能でもない。2
つの方策を取る必要がある。
　1 つは，緩和ケアの専門家にいろいろなルートでア

クセスできる「機能」を最大化することである。たと
えば，地域の緩和ケアの専門家は，がん診療連携拠点
病院やそれ以外の病院の外来・緩和ケアチーム・緩和
ケア病棟，地域の在宅緩和ケアに特化した診療所，訪
問看護ステーションや保険薬局など多様な場所に存在
する。地域のあちこちにいる緩和ケアの専門家とつな
がっている人の数，必要があればつながることのでき
る人の数を増やすことが重要である。緩和ケアの専門
家をまとめた「ホットライン」や「リソースマップ」
を作ることもある程度有用だが，より重要なのは，個
人的なネットワーキングを増やすことや，「ついでに
会う」機会を増やすことで相談できる機能を地域の中
に構築していくことである。
　同時に，誰にもつながることができない場合に備え
て，地域で緩和ケアに関する専門的な診療が必要な場
合に「必ず対応できる」（自施設が対応しなくてもよ
いが，地域の問題に対応できる誰かをみつけることが
できる）施設を指定して開示することも必要である。
　これらの枠組み構築で重要なことは，緩和ケアに関
することを地域の 1 つの専門チームが対応することを
前提とするのではなく，個々の医療福祉従事者が相談
しやすい相手に「実際に」相談できるネットワーキン
グを増やすことと，ネットワークでも対応できなかっ
た場合には必ず対応できる機能がどこにあるかを地域

図 7　地域緩和ケアを向上する取り組みの提言

OPTIMizing：地域の今ある資源を最大限利用できるネットワークをつくる

Organization　組織を作る
Palliative care specialists　ネットワークと可視化により専門家アクセスを改善する
Teaching the essence of palliative care　
　緩和ケアに関する基礎的な知識と技術を（一方的にではなくお互いに）伝え合う
Information to patients and medical professionals close to patients　
　（広い啓発ではなく情報を必要とする）患者・医療福祉従事者が情報を共有する
Modifying resources in  the community　
　連携の課題を解決するネットワークの枠組みを作る

Clarification and networking：実態把握とリアルタイムの共有・最適化
　課題・実態を全国調査で明らかにしつつ，現場レベルと管理レベルの臨床家・研究者・
政策決定者などがリアルタイムで課題と解決策を共有し最適化できる枠組み

OPTIMize を行っても残る課題への対応

Standardization and Finding breakthrough 
苦痛ごとの明確な治療アルゴリズムを作成して治療成績を公開・改良
する。有効な治療法のない苦痛の治療開発を行う

Integration　 
意思決定，精神的支援など複雑な問題に早期から対応できる包括的な
支援モデルを実践・検証する

Basic education　職種ごとのボトムラインの教育を実施する

緩和医療に限らない課題
・自宅で過ごせる仕組みの充
実（急変・夜間対応，介護
支援，在宅診療を行う医師
の確保，退院支援など）
・臨床現場の物理的なリソー
スの改善

OPTIMize strategy ﹇
最
も
望
ま
し
い
地
域
緩
和
ケ
ア
提
供
体
制
」
の
確
立
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全体で分かるように可視化することの 2 つを構築する
ことである。

　「緩和ケアに関する基礎的な知識と技術を（一方的
にではなくお互いに）伝え合う（teaching the es-
sence of palliative care）」とは，緩和ケアについての
基礎的な知識と技術を「お互いに」伝え合うことを指
す。
　これは，「緩和ケアの専門家が知識を提供する」と
いう一方向性のものではなく，在宅で行う緩和ケアの
工夫や経験を地域医療者から病院勤務の経験しかない
緩和ケア専門家に伝えるという双方向性の知識・技術
の提供である。双方向性の知識・技術を共有すること
により，「今，地域で実施可能な方法や工夫」を共有
することができる。

　「（広い啓発ではなく，情報を必要とする）患者・医
療福祉従事者が情報を共有する（information to pa-
tients and medical professionals close to patients）」
とは，がん患者の多い病院など対象となる患者・家族
の多くいる場所でメッセージを明確にした情報提供を
行うことを指す。
　市民対象など薄く広い活動は（費用対効果の点から
は）必ずしも必須ではなく，まず，集中して患者のい
るところでの情報提供を行う。特に，①患者は進行や
再発の不安から緩和ケアや在宅医療についての情報を

「意図的に見ないように」していることがあること，
②患者の主たる情報源は患者に近い医療者であること
から，患者に対しては脅威にならないような（見たく
なければ見ないでいられるような）情報提供の方法が
重要であり，そのような患者でもいざ必要となったら
すぐに正しい情報が提供されるように患者にもっとも

よく接する医療福祉従事者への情報提供が重要である。

　「連携の課題を解決するネットワークの枠組みを作
る（modifying resources in the community）」とは，
地域での緩和ケア・在宅医療に関する課題を共有し解
決するために，多職種・多レベル（管理者と実践家）
でのグループワークで課題を抽出した後に，重点的に
解決する必要のある課題ごとにワーキングチームを構
築するプロセスを指す。
　地域でその時に必要な課題を可決する枠組みは地域
によっても継時的にも変わる。ある時期には，病院と
地域との退院支援が最も大きな課題かもしれないが，
次の時期には，地域内の連携や，在宅特化型診療所と
他の地域リソース（訪問看護ステーションや診療所な
ど）の連携が課題となっているかもしれない。固定し
た委員会や職種組織ではなく，設定された課題に応じ
て必要な人が，管理レベルの人と現場レベルの人が一
緒に参加できる多職種での枠組みが重要である。

　以上の概念的枠組みに沿った OPTIMize strategy
は，どのような制度であっても地域緩和ケアの基盤を
形成する機能として全国で実施することに価値がある。
本報告書作成時点で厚生労働省により検討されている

「地域緩和ケアセンター」の機能としても可能な部分
が多い。その場合，がん診療連携拠点病院のみではな
く他の地域連携の枠組みと協力して行うことが必須で
あり，実施規模は実際の連携が生じている市町村かそ
れ以下の単位が適切である。

　OPTIMize strategy をさらに理解するためには，
世界各国で行われた地域緩和ケアプログラムの評価を
みることも価値があるだろう（表 3）。たとえば，イ

表 3　各国での地域緩和ケアプログラムの評価 1─4）

UK オーストラリア オランダ カナダ

プログラムがきっかけとなり，
医療者間のコミュニケーショ
ンがよくなった

チームカンファレンスは，個々
の患者の意思決定よりも，「お
互いを知ること（linkage）」に
つながった

気軽に話せるようになった，
地域にどのようなリソースが
あるのか分かった，組織間の
問題の解決が早くなった

プログラムをきっかけに，「誰
もが気になっていたこと」を共
有するチームができた

枠組みなので現場に合うよう
に変更できることがよい

新しいツールや情報を長期間維
持するのは難しい

何をするかはネットワークに
ゆだねられている

そこにあるリソースを使用する

緩和ケアやチーム医療につい
ての認識の改善，専門家との
意思疎通の改善
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ギリスで行われている Gold Standards Framework で
は，緩和ケアの地域での主な担い手を general Practi-
tioner と し， 柔 軟 な 概 念 的 枠 組 み と し て Gold 
Standards Framework を導入した1）。これは，7 つの
C を順番に（一度ではなく）地域ごとに検討していく
枠組みである。7 つの C とは，コミュニケーション

（C1：communication：地域の医療者間で定期的に集
まりを持ち，地域の患者で緩和ケアが必要になると予
測される患者を同定して方針の話し合いを行う），コ
ーディネーション（C2：coordination：患者のケア全
般のコーディネーターを決める），症状コントロール

（C3：control of symptoms：患者の苦痛に対応する），
継続性（C4：continuity：診療時間外に生じた事態に
ついてどのようにするかの指示書を作成して関係者で
共有する），継続的な学習（C5：continued learn-
ing：デスカンファレンスを含む学習を実践の場で継
続する），家族・ケア提供者のサポート（C6：carer 
support：悲嘆のケアを含む家族・ケア提供者をサポ
ートする），死亡直前期のケア（C7：care of the dy-
ing：Liverpool Care Pathway などを用いて死亡直前
期のケアを向上する），である。
　Gold standard Framework を含む世界各国の複数
の地域緩和ケアプログラムの評価と OPTIM プロジェ
クトの知見とは主要な点で一致している1─4）。
　1 つは，どのようなプログラムを行ったとしても，
興味深いことに，地域内での医療福祉従事者間のコミ
ュニケーション・話し合う機会が多くなることが地域
緩和ケアプログラムの最も大きな成果として強調され
ていることである。このことは，今日，個々の診療技
術の向上は意識せずとも研究や改善が進められるのに
比して，改善した個々の診療技術をどのようにして地
域全体にもたらすかを検討する枠組みや研究が非常に
不足していることを示すものである。患者に最も質の
高い緩和ケアを提供するためには，個々の診療技術の
改善と少なくとも同じように，地域全体に改善された
診療技術が届けられるような「実効性のあるネットワ
ーク」を作る機能が非常に求められている。
　もう 1 つは，プログラムの柔軟性の重要性である。
地域には地域の事情やリソースの違いがあるため，画
一的なプログラムは継続不可能になるか，または，形
骸化した活動になりがちであることも指摘されている。

「何を何回行う」のように規定されるものでは実効性
のある効果を得ることは難しいことが示唆される。こ

のことは，実証研究で明らかになっている有効な介入
を制度・政策に当てはめるのは困難であることを示唆
する。地域緩和ケアプログラムを実施するためには，
個々の活動内容の規定ではなく，それぞれの機能の規
定と背景にある考え方を担当者が共有できるような事
業枠組みが必要であると考えられる。

　OPTIM─study が明らかにした強いメッセージは，
地域の緩和ケアに関わる医療福祉従事者が「出会う」
機会になる柔軟な枠組みを設定することで，個人個人
の，組織組織の，その地域のもっている知恵や能力を
最大化（OPTIMize）できることである。それを通じ
て，OPTIMize strategy は地域緩和ケアの基盤にな
ると考えられる。

 Clarification and networking：実態の
把握とリアルタイムの課題・解決策の
共有・最適化を行う

　OPTIM─study のプロセス研究から得られた，「多
職種・多レベル（管理者と実践家）でのさまざまな組
み合わせが問題点の明確化と課題の解決につながる」
という知見は，そのまま国全体でも当てはまるであろ
う。わが国の地域緩和ケアにおいては，すでに全国各
地で，さまざまな組織が活動し，さまざまな調査研究
が行われ，課題を有効に解決する方策も数々試みられ
ている。にもかかわらず，緩和ケアの課題と解決策は
全国的には十分には整理，対応されていない。この理
由の最も大きなものとして，組織内，組織間，地域間
での情報交換や意思疎通の乏しさが考えられる。
　OPTIMize strategy として行われる「連携の課題
を解決するネットワークの枠組みを作る（OPTIMize
の M）」の地域多職種カンファレンスは，単に
OPTIMize strategy の 1 つとしてではなく，全国レ
ベルで課題と解決策をリアルタイムに共有し，最適化
することにも重要な役割を有しうる（図 8）。この価
値は 2 つある。
　1 つは，政策担当者や各組織のキーパーソンが，現
場の医療福祉従事者・患者ら当事者の意見を直接聞く
ことによって自分の担当領域での課題を知ることがで
き，直接改善につなげることができることである。た
とえば，地域レベルの地域多職種カンファレンスに市
町村の行政担当者が参加することで直接的に介護保険
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など市町村に権限のある課題により迅速に対応できる
だろう。さらに，より大きな枠組みとして，都道府
県・国の行政担当者が全国各地の地域多職種カンファ
レンスに直接参加する，あるいは，都道府県・国の単
位で多職種・管理者と実践家での地域多職種カンファ
レンス繰り返して行うことで，県，国の施策に反映す
る経験を得ることができる。これらは，「審議会」や

「視察」では知ることのできない現場の体験である。
　もう 1 つは，全国で何百何千と開催される多職種カ
ンファレンスの内容をそのまま「リアルタイムな地域
緩和ケアの課題・解決策のデータ」として利用するこ
とである。データはデータマイニングなどの方法で分
析することが可能であるが，公開することで多くの研
究者が自由にアクセスし分析，提案を行うことも可能
になり，成功事例を収集することも可能になる。

　これらの仕組みが機能するためには，いくつかの工
夫が必要である。
　1 つは，プロジェクトマネジメントの研究でみられ
たように，意見が吸い上げやすい工夫を行うことが必
要であり，「公聴会」のように会議のように座って 1
人ひとりが意見を言うのではなく，少人数のグループ
ワークで意見の言いやすい環境を作ることが必要であ
る。
　2 つめは，「所属団体の意見」ではなく，個人の意
見，個人の立場として参加していることを保証するこ
とである。「○○団体の代表としては（思っていても）

言えない」「市（県，国）としてはその問題について，
いま取り組んでいるところです」といった事態になら
ないように，参加者のルール作りや一定の教育，ある
いは，市民としての成熟も求められる。
　3 つには，「意見を言いたがらない人」（普段自主的
に参加しないサイレントマジョリティ）の参加を促す
ことである。
　4 つめは，グループワークの意見は代表性を持たな
いため，代表性のある調査研究を並行して行い，「平
均的には……である」という結果と合わせて，質的デ
ータを解釈することである

　以上の枠組みを設定することで今日の「解決可能
な」課題は相当部分が解消され，一方，制度的に改善
な部分も明確化されるため根本的な対策にも資すると
考える。

 
OPTIMize を行っても残ることが 
想定される課題への対応

　OPTIMize を行っても残ることが想定される課題の
うち，がん緩和ケアの枠組みで取り組むことが有望と
思われるものを 3 つあげた。詳細は「地域緩和ケアを
向上させるための個々の課題への提言」（21 ページ）
に記載した。これらは，OPTIM─study の直接の研究
結果ではないため，解釈は他の知見も含めて慎重に行
うことが必要である。

図 8　課題・解決策のリアルタイムな共有・最適化のための枠組み

Stakeholder

国 県 市町村

医師会

ボトムアップ

病院医師 病院看護師 薬剤師

診療所医師

薬剤師会 看護協会

地域多職種カンファレンス

訪問看護師

MSW 患者・家族

定期的に定期的に
繰り返し開催繰り返し開催
定期的に
繰り返し開催

リアルタイムな
情報共有

制度設計

迅速な解決

「地域緩和ケアのリアルタイムな
課題」としてデータベースを公開
・データマイニング
・民間研究者による分析・提案

介護士

介護支援
専門員



1．OPTIMプロジェクトのまとめ

19

1． standardization and finding breakthrough：苦
痛ごとの明確なアルゴリズムの作成と治療開
発

　OPTIMize strategy を行っても苦痛が十分に緩和
されない理由として，患者の視点からも，医師・看護
師の視点からも，医師が（まったく）対処していない
ということではなく，医師は一般的な対処しているが
明確な対処指針がないために効果が得られていないこ
とと，専門緩和ケアサービスであっても有効な手段が
ない苦痛が少なくないことが推定された。
　したがって，さらに緩和ケアの向上をもたらす方策
としては，治療効果の明示された具体的で明確なアル
ゴリズム（専門家への紹介基準を含む）を作成し治療
成績を集積して改善していくこと，および，治療成績
の不十分な苦痛に対しては新規治療開発を進めること
が必要である。現在の緩和ケアの水準で十分に緩和で
きない症状としては，外来患者では，倦怠感，オピオ
イドによる眠気，食欲不振，神経障害性疼痛など，終
末期患者では，せん妄，呼吸困難，腹部膨満感などで
ある。

2． integration：意思決定，精神的支援など複雑
な問題に対応できる包括的な支援モデルの実
践・検証

　OPTIMize strategy を行っても苦痛が十分に緩和
されない理由のもう 1 つは，意思決定支援，気持ちの
つらさ，複雑な背景を持った心理社会的問題などに十
分な時間をかけた対応ができないことが推定された。
すなわち，複雑な問題に対処できる具体的な方策が必
要である。多職種協働によるケースマネジメントモデ
ルが最も有望である。わが国で開発されてきた個々の
患者支援プログラムを統合するとともに，プログラム
を実践する医療福祉従事者を養成することが有望であ
る。

3． basic education：職種ごとのボトムラインの
教育

　OPTIMize strategy は現在の緩和ケアリソースを
最大化する枠組みであるが，今後緩和ケアの考えや知
識・技術はがんに限らず求められていくことから，職
種ごとに卒前・卒後の緩和ケアのボトムラインを設定
して教育を継続することは重要である。

 緩和医療に限らない課題への対応

　がん緩和ケアに関する課題はがん領域，緩和ケア領
域にとどまるものばかりではない。①臨床現場の物理
的なリソースの深刻な不足，②（がんにかかわらず）
自宅で過ごせる仕組みの不備（急変・夜間対応，介護
支援，在宅診療を行う医師の確保，退院支援など），
が多く挙げられた。
　これらは，がん対策の枠を超えて取り組まれるべき
課題である。

 がん緩和ケアについての各対策を有効に
機能させるための枠組み

　本研究で明らかにされたように，地域緩和ケアを改
善するための方策は多岐にわたる。各対策を有効に機
能させるためには，施策，事業，研究，学会や関連団
体の活動が連動することが必要である。この枠組みに
ついての提案は本研究班の範囲を超えるが，たとえば，
本報告書に書いた方策の大部分を実施するための枠組
み案を（図 9）に示した。
　重要な点が 3 点ある。
　1 つ目は，目的ごとに，施策，事業，研究，学会や
関連団体の活動が連動することである（横の連携）。
施策で行うことを決めて，事業として実施し，そのプ
ログラムの作成や評価を研究班が行うという一連の組
み合わせの連動が必要である。これまでに行われてき
た緩和ケアに関する事業や研究の反省として，たとえ
ば，患者にとって有効であることが研究として明らか
にされても実際に全国で実施に移す枠組みがないもの
や，逆に，事業としては行われていても効果が評価さ
れていないものがあったことは，3 次がん戦略の研究
総括でも強調されている（第 3 次対がん総合戦略研究
事業指定研究「がん研究の今後のあり方について」研
究統括者 堀田知光）。次の対策の設定では，目的ごと
に施策，事業，研究が連動することが重要である。
　2 つ目は，個々の方策を個別に行うのではなく，が
ん緩和ケアに関するものは「緩和ケア推進コンソーシ
アム」のように一体となって優先順位を付け，方向性
を共有・修正・検討する機会が必要である（縦の連
携）。この試みはこれまでに何回か行われてきたもの
のうまく機能しなかった。限られた資金や人材を有効
に患者・家族に還元するという観点から複数の方策を
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一体化して議論する枠組みが必要である。
　3 つ目は，がん緩和ケアとは直接は関係しないが密
接に関係する関連団体や関連事業との協働である（が
ん対策，緩和ケア以外の他領域との連携）。特に地域
緩和ケアにおいては，在宅，高齢者，地域包括ケアな
どとの連携が必要である。

　本研究の推奨には含めなかったが，OPTIM─study
で検討することが不十分であった，組織の再構築を含
む複数の医療提供体制の長所・短所について検証する
ならば，異なる研究枠組みが必要である。効果が見込
まれる抜本的なモデルの新規介入（novel interven-
tion）について，比較試験・費用対効果の検討を含む
mixed─methods study が最も望ましいであろう。
　緩和ケアの介入は complex intervention であり，
complex intervention ではアウトカム研究だけではそ
の変化が「なぜ，どのように生じたのか」を考察し，
洞察を得ることは難しい。OPTIM─study で用いられ
たアウトカムの評価とプロセスの評価は，今後の本領
域の研究のひな形として利用可能である。今後実施さ
れる complex intervention の介入の開発，効果の評
価，プロセスの評価は，たとえば，Medical Research 
Council が提示しているガイダンスに沿うことが望ま
しい5）。これによって，OPTIMize strategy で整備さ

れた基盤のうえにどのような仕組みが最も望ましいか
のより明確な回答を得ることができる。
　検証の対象となりうるモデルは，地域での統一した
トリアージセンター制度，患者個人ごとのコーディネ
ーター制度，担当医（かかりつけ医師）制度，処方権
を持った緩和ケアを専門とする看護師専門在宅サービ
ス，医療・看護・介護を一体化させた在宅緩和ケア特
化施設への集約などが想定される。
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Integration　 
意思決定，精神的支援など複雑な問題に早期
から対応できる包括的な支援モデルを実践・
検証する

Basic education
職種ごとのボトムラインの教育を実施する

目　的 評価・デザイン 実　施

図 9　緩和ケアを包括的に推進するための枠組みの１つの案

○患者支援プログラム事業
　患者支援に携わる多職種
への教育研修

在宅・高齢者関係
・プログラム・事業の連携

PEACE，ELNEC, PEOPLE,
福祉職向け各実施主体

厚生科学研究班
・定期的な全国実態調査

厚生科学研究班
・アルゴリズム開発・治療成
績の公開，新規治療開発

厚生科学研究班
・支援プログラムを統合，
担当者への教育プログラム
を作成して評価

緩和ケア推進コンソーシアム

○Stake holderのネットワー
ク事業

厚生科学研究班
・教育プログラムの作成・評価

学会・協会
・専門医の量・質の確保
・ガイドラインの修正　

支援 研究支援組織
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　本稿では，地域緩和ケアを改善するための課題のう
ち重要と考えられるものに対して，本研究で得られた
知見と，系統的レビューなどで得られている主要な知
見から回答と推奨を試みた（付表 1）。
　研究班での議論に基づいて，重要性が高いと思われ
ること（essential）と，可能であれば実施するべき
こと（better），行わないほうがよいと思われること
（not recommend）を区別した。essential としたもの

は精選し，非常に重要性が高いものに限定した。
　課題としては， どのような組織で地域緩和ケアを
進めていけばよいか， 苦痛を緩和するにはどうした
らいいか， 苦痛が十分に緩和されない患者が必要な
時に専門緩和ケアサービスを受けられるためにはどう
したらいいか， 医師・看護師の緩和ケアの知識・技
術を向上するにはどうしたらいいか， 患者・家族・
住民に緩和ケアの必要な情報を届けるのはどうしたら

緩和ケアの推進のために行うべきEssentials

1）OPTIMize strategy を行う。以下の 5つの機能を各地域に構築する

O： 地域の課題をリアルタイムで多職種・多レベル（管理者と実践家）で共有し，解決する枠組みを設定
できる機能

P： 地域の緩和ケアの専門家へのアクセスを最大化するとともに，専門緩和ケアサービスを必要とする患
者が必ず地域のどこかで診療を受けられる機能

T： 基本的な緩和ケアの知識や技術を伝え合う機能
I ： 情報を必要としている対象と医療福祉従事者に不足している情報提供を行う機能
M： グループワークで課題を抽出した後に，重点的に解決する必要のある課題ごとにワーキングチームを

構築する機能。特に，
　　・ 効率的・効果的な退院支援・調整プログラムを整備する
　　・ 地域のリソースについて，がん患者の自宅看取りの相談が可能かと相談方法に情報を限定したデー

タベースを作り更新する
2） 苦痛ごとの明確なアルゴリズムを作成して治療成績を公開・改良する。有効な治療法のない苦痛の治

療開発を行う

3） 意思決定，精神的支援など複雑な問題に対応できる包括的な支援モデルを実践・検証する

4）職種ごとのボトムラインの教育を実施する

（がん緩和ケアに限らないもの）

1） 基本的な診察，心配への対応，病状の説明や治療方針の相談などにかける十分な時間を確保する

2） 自宅で過ごせる仕組みを効率的に充実させる

　特に，
　・ 医師同士の連携の強化・訪問看護師の質・量の拡充による急変・夜間対応の充実を図る仕組みを作る
　・ 短期滞在集中型の介護サービス・がん患者の利用できるレスパイト機能の確保などによって介護力を

補う仕組みを作る
　・ 在宅診療を行う診療所医師を増やす対策をとる

1．OPTIMプロジェクトのまとめ
（3）地域緩和ケアを向上させるための個々の課題への提言
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いいか， 希望する患者が自宅で過ごせるようにする
にはどうしたらいいのか， 地域連携を進めるにはど
うしたらいいか，の 7 点について扱った。
　推奨では，具体的な推奨を行うという観点から，実
施可能性を踏まえたうえで，2013 年度から数カ年に
限った検討を限られた文献的検討を踏まえて行った。
推奨のうち，特に地域連携に関する内容については，
がん緩和ケアに限らないことが多いため，地域医療，
在宅医療，プライマリケア制度などより大きな枠組み
での議論が必要である。文献的検討は系統的文献検索
が行われていないため，参照した根拠に偏りがある可
能性がある。

 どのような組織で地域緩和ケアを 
進めていけばよいか

　本研究は複数のプロジェクト組織のあり方を比較し
た研究ではなく類似の研究もほとんどないため1），結
論づけることはできないが，地域緩和ケアを進めるた
めの研究組織についてのいくつかの共通した洞察が得
られた。
　地域緩和ケアを進めるための組織構築として必要な
ものは，「地域の課題をリアルタイムで多職種・多レ
ベル（管理者と実践家）で共有し，解決する枠組みを
設定できる機能」（OPTIMize strategy の O）である。
　組織は，「多職種の実質的な主要組織・ステークホ
ルダーからなる」ことが重要である。実際に地域の緩
和ケアに関わっている主要組織・ステークホルダーが
すべて参加できるように組織すること，多職種である

（医療機関のみでなく，福祉機関も含む）ことが必要
である。職種母体としては，少なくとも，医師会，病
院，訪問看護ステーション，薬剤師会，居宅介護支援
事業所，行政が必須である。わが国の緩和ケアは，が
ん対策基本法・がん対策課ががん診療連携拠点病院を
手段として整備する枠組みであるが，地域連携に関し
ては，がん診療連携拠点病院（のみ）を中心とする構
造よりも地域連携を実際に担って（がんにかかわら
ず）地域連携を進めている医療機関（郡市医師会な
ど）を中心メンバーとするほうがよいことも多い。
　活動を「関連団体の認知した公的な活動とする」こ
とはプロジェクトへの参加が個人的なものではないこ
とを内外に示すことにより，参加者の活動のしやすさ
に直結するため重要である。

　ロジスティクスの膨大さから，専従の事務局が必須
である。
　組織構築の段階で，公平性や地域への貢献について
疑念が生じた場合には，「地域で信頼のあるキーパー
ソンが枠組みの設定に関与する」ことが非常に重要に
なる。
　実践家と管理者レベルがいずれも意思決定に参加す
ることが必要である。活動形態は，多くの地域で，課
題ごとのワーキングチームとワーキングチームのリー
ダーによる運営・企画委員会を作ることが有用だろう。
課題に優先順位を付け，年間のスケジュールを立てる
ことは活動内容を可視化するうえで有用である。さま
ざまな職種が加わるためにカンファレンスやミーティ
ングのロジスティクスが複雑となるため，もし，地域
のカンファレンスやセミナーを行う日時を固定するこ
と（たとえば，「毎月第 4 水曜日の午後が地域連携の
日」など）ができればロジスティクスの負担はかなり
軽減される。同時に，持続可能な活動とするためには，
業務時間内に可能な活動とすることも重要である。
　活動内容については，地域によっても，同じ地域で
も時期によっても異なるため，「地域での課題をグル
ープワークなど多職種の意見をくみ上げる工夫をして
抽出する」ことが必須である。組織の代表者の発言し
やすいものだけが発言する形態では課題は抽出されな
い。逆に，「病院が○○する，医師会が○○する，年
に○○回○○する」といった機能ではなく構造で活動
を規定することや，全国で均一の活動を規定すること
は，現実的に必要な活動よりも形式的になる可能性が
高く，行うべきではない。わが国においては，地域医
療はさまざまな形で提供されており，組織構築，活動
内容を全国で画一することは現実的に機能しない活動
になる可能性が高い。
　行政単位としては 1 つの行政単位が適切である。が
ん対策，緩和ケア，終末期医療に対応する 1 つの部署
が設置されることが望ましい。

 苦痛を緩和するにはどうしたらいいか？

　本研究で実施された地域プログラムで，外来患
者の緩和ケアの質評価，quality of life，痛みは平均値
では大きな変化が見られなかったが，これは，もとも
との絶対値が比較的よかったためと考えられる。しか
し，「緩和ケアに改善が必要である」とした患者の割
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合が有意に少なくなったことから，全体の緩和ケアを
「底上げ」する効果があることが示唆された。また，
終末期患者の緩和ケアの質評価と quality of life では
小さいが有意な意味のある変化を生じた。対照群がな
いために介入の効果であるかは結論できないが，終末
期患者の緩和ケアは改善する傾向にあるといえる。い
ずれも，変化に地域による差はなく，どの地域でも同
じような変化が期待されると考えられた。以上の知見
は，患者の苦痛緩和を改善するために，本研究で用い
られたプログラムのエッセンスである OPTIMize 
strate-gy が患者の苦痛緩和に有用であることを支持
するものである。
　さらに OPTIMize strategy を行っても十分に改善
されない患者の苦痛緩和の原因として以下のことが示
唆された。患者が「緩和ケアに改善が必要である」と
した理由として最も多く挙げたものは，「医師は対処
しているが苦痛が取りきれない」「診察時間が十分な
い」であった。「医師に対処してもらえない」は少な
かった。一方，医師・看護師の視点からも，「全般的
に十分な診察・ケアの時間がなかった」「対応する時
間がなかった」「（対応したが）苦痛を和らげられなか
った」が多かった。苦痛緩和が不十分である外来患者
の頻度は 20％，疼痛緩和を希望する外来患者の頻度
は 15％であった。苦痛は，疼痛のみではなく，倦怠
感・食欲不振などの身体症状，気持ちのつらさ，コミ
ュニケーションや意思決定，経済的負担など多岐に及
んでいた。
　すなわち，苦痛が十分に緩和されない理由は，患者
の視点からも，医師・看護師の視点からも，医師が

（まったく）対処していないということではなく，①
医師は一般的な対処しているが明確な指針（専門家へ
の紹介基準を含む治療効果の明示されたアルゴリズム
など）がないために効果が得られていないこと，②専
門緩和ケアサービスであっても有効な手段がない症状
が少なくないこと（倦怠感，呼吸困難，オピオイドに
よる眠気など），③意思決定支援，気持ちのつらさ，
複雑な背景をもった心理社会的問題などに十分な時間
をかけた対応ができないこと，④基本的な診察，心配
への対応，病状の説明や治療方針の相談に充てる時間
が十分にないこと，が推定される。
　以上の点から，苦痛緩和をさらに改善するには，
OPTIMize strategy に加えて，「苦痛ごとの明確なア
ルゴリズムを作成して治療成績を公開・改良する。有

効な治療法のない苦痛の治療開発を行う」こと，「意
思決定，精神的支援など複雑な問題に対応できる包括
的な支援モデルを実践・検証する」ことが必要である
と考えられる。それぞれに対応した以下の推奨を行う。
この他，「担当医師が対応して効果が不十分であった
時に確実に専門緩和ケアサービスが対応できる仕組み
を作る」ことも対策となるが，これについては，「苦
痛が十分に緩和されない患者が必要な時に専門緩和ケ
アサービスを受けられるためにはどうしたらいいか」

（24 ページ）に記述する。

1． 苦痛ごとの明確なアルゴリズムを作成して治
療成績を公開・改良する。有効な治療法のな
い苦痛の治療開発を行う（essential）

1） 苦痛ごとの明確なアルゴリズムを作成して治療成

績を公開・改良する

　本研究で作成された地域共通の緩和ケアマニュアル
は，緩和ケアで遭遇する臨床的問題を網羅し，対応が
商品名で具体的な投与量が明確に設定されている，医
師のみではなく多職種の行うことが具体的に記載され
ている，ムービーなど目で見て分かるツールがあるな
ど実践的なものとして評価が高かった。地域緩和ケア
の「共通言語」となったと評価され，ホームページで
の参照も最も多かった。したがって，「こういう時に
こういう薬剤を（方法を）具体的にこれくらいこの期
間使用する」と明確に明記された治療アルゴリズムを
作成することは有用であると考えられる。
　各治療のアルゴリズムの治療成績を継時的に全国で
蓄積し，結果に応じて改良することで，比較試験では
検証することのできない実際の臨床（real world）で
の治療成績を可視化することができる2，3）。すでにこ
のような取り組みはイギリス，オーストラリア，カナ
ダ，米国など多くの国で実施されており，わが国でも
明確なアルゴリズム，治療効果の検証，アルゴリズム
の改良を継続して行う取り組みが望ましい。
2） 有効な治療方法がない苦痛に対する新規治療開発

と国内の流通上の問題の解消を行う

　有効な治療方法がない苦痛として，本研究や多くの
研究であげられているものは，外来患者では，倦怠感，
オピオイドによる眠気，食欲不振，神経障害性疼痛な
ど，終末期患者では，せん妄，呼吸困難，腹部膨満感
などである。これらは，国際的にも有効な治療法がな
いことが示されており，新規治療開発が必要である。
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　加えて，有効であることが示されている薬剤であっ
てもそのほとんどに保険適応がないために，実際に臨
床現場で使用することの障害になっている（呼吸困難
に対するモルヒネ，せん妄に対する抗精神病薬，治療
抵抗性の苦痛に対する全身麻酔薬など）。さらに，保
険適応の問題のほかに，たとえば，オピオイドによる
眠気に対して国際的なガイドラインで使用することが

（低い推奨であるが）勧められているメチルフェニデ
ートがわが国では流通上の規制のために使用できない。
　これら難治性症状に対する新規治療開発と，併せて，
保険適応や流通の問題の解消が必要である。

2． 意思決定，精神的支援など複雑な問題に対応でき

る包括的な支援モデルを実践・検証する

（essential）

　本研究や多くの研究において，患者の苦痛は複雑で，
単純なものではないことが示されている。がん患者の
緩和ケアを疼痛の問題に限定し，「オピオイドを利用
すれば解消する」かのように考えるのは誤りである。
　たとえば，外来化学療法を受けているがん患者を対
象として行われた 2 回の大規模なスクリーニングの解
析では，多かった苦痛・ニードは，身体症状では，倦
怠感，食欲不振，眠気，痛み，しびれ，呼吸困難，吐
き気，精神的なことでは，意思決定支援，気持ちのつ
らさ，不眠であった4）。
　この症状・ニードのパターンは現在のところ最も大
規模にカナダで実施された外来患者の縦断調査でみら
れた苦痛や，「早期からの緩和ケア」が quality of life
の改善をもたらすことを示した比較試験において実際
に行われた緩和ケアの内容とおおむね一致してい
る5，6）。
　痛みについても，中程度以上の痛みのある患者は
20％，今以上の鎮痛治療を希望する患者は 16％であ
ったが，痛みの治療を受けていない理由として，「薬
はなるべく飲みたくない」「（がんに罹患する前から）
もともとある痛み」「（今の鎮痛薬で）眠気や集中力の
低下などの精神症状がある」など理由が多彩であった。
これらは，鎮痛が不十分な理由を明らかにした 2001
年の米国の研究でもすでに指摘されている7）。鎮痛治
療を改善するには，「オピオイドの使用を促せばいい」
という単純な方策ではなく，患者個別の事情にそって
時間をかけた支援が必要である8，9）。
　これらの複雑な問題に対処できる具体的な方策の柱

としては，多職種協働によるケースマネジメントモデ
ルがもっとも有望である10，11）。個々のプログラムは
すでに国内外において開発されているものも多く，た
とえば，化学療法や終末期の選択肢を比較検討して意
思決定を行う支援ツール，痛みや倦怠感のセルフマネ
ジメント，化学療法の副作用のマネジメント，問題解
決療法やライフレビューなどの精神支援などのプログ
ラムがそれぞれ開発されている12～17）。それらを患者
の直面する問題を支えるという点から統合して，ケー
スマネジメントを行う職種のスキルとして教育を行い
全国へ普及することは有望である。その場合に，患者
のセルフマネジメントを強めるという観点から，各プ
ログラムの視覚マテリアルなどを web 上に集約する
ことも価値がある。

3． 基本的な診察，心配への対応，病状の説明や
治療方針の相談などにかける十分な時間を確
保する（Essential）

　患者の視点からも，医師・看護師の視点からも，基
本的な診察，心配への対応，病状の説明や治療方針の
相談などにかける時間のなさが挙げられた。日本医師
会が行った緩和ケアに関する全国調査においても，約
半数の医師が「ほかの診療で手いっぱいで余裕がな
い」と回答していることから18），医師をはじめとする
医療職の総量での仕事量の緩和が前提となる（これは
緩和ケアに限らない課題であるため，本研究では詳細
の検討は行わなかった）。

 

苦痛が十分に緩和されない患者が必要な
時に専門緩和ケアサービスを受けられる
ためにはどうしたらいいか

　専門緩和ケアサービスの利用数は，地域プログラム
の前後で増加した。緩和ケアチームの診療患者のうち，
終末期患者も増加したため「早期からの緩和ケア」は
比率としては増加しなかったが，抗がん治療中の患者
の絶対数が増えた。対象となる苦痛が疼痛のみではな
く，さまざまな症状に広がっていた。医師・看護師の
視点からは 75％以上が「緩和ケアチームに早めに相
談するようになった」と回答した。患者数の増加は 4
地域中 3 地域，医師・看護師の態度の変化はすべての
地域で認められ，プログラムはある程度わが国の多く
の地域で再現可能と考えられた。
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　一方，改善はしたものの専門緩和ケアサービスが十
分には提供されていない状況も把握できた。身体的苦
痛が十分に緩和されていない対象数から推定した「専
門緩和ケアサービスの満たされていないニード」は外
来患者で 4％，終末期患者で 17％であった。これは身
体的苦痛を基にして算出したので，精神的苦痛を含め
ればさらに高くなると見積もられる。
　その理由を患者・遺族・医師の視点からみると，

「苦痛があるにもかかわらず，専門緩和ケアサービス
を受けていない」理由は，「受診を勧められていない」

「受診方法が分からない」であった。一方，専門緩和
ケアサービスを期間中に 1 度も利用したことがない医
師では，「困ることがなかった」「知らなかった」が主
な理由であった。さらに，「症状緩和について，相談
できる緩和ケアの専門家がいない」と回答した医師は，
介入後に 4 地域を通じて減少し，大規模病院ではほと
んどの施設で利用できる状況になっていたが，中小病
院や診療所では半数以上が相談できる緩和ケアの専門
家がいない状況であった。
　以上から，苦痛のある患者に専門緩和ケアサービス
が提供されていない理由は，①専門緩和ケアサービス
がないか利便性がよくない（中小病院，自宅，施設な
ど），②専門緩和ケアサービスは利用可能であるが医
師・看護師が苦痛に気づかないか気づいていても患者
に受診をはっきりと勧めていない，が考えられる。

　地域緩和ケアチームについては，当初の見込みとは
異なる知見が得られた。地域緩和ケアチームは，専門
緩和ケアサービスのない施設で苦痛緩和が十分でない
場合のサービスとして本研究の介入の中核の 1 つに位
置づけられた。地域緩和ケアチームに相談された内容
は 3 年間で 480 件であったが，「正式な依頼」として
なされたものは 20％にすぎず，80％の大部分の相談
は，電話，メーリングリスト，共有の電子カルテ，訪
問時など，「何かのついで」に合わせて行われた。依
頼内容は院内緩和ケアチームと大きな差はなかったが，
依頼者ががん患者を多く診ているわけではないことを
反映して比較的簡便な内容が多かった。これは，地域
においては，「緩和ケアの相談相手」は，必ずしも

「緩和ケアを専門とする医師・看護師」が必要なので
はなく，「自分よりも緩和ケアに詳しい気安く相談で
きる相手」が求められていることを示唆する。
　以上の知見から，苦痛が十分に緩和されない患者が

必要な時に専門緩和ケアサービスを受けられるために
は，「地域の緩和ケアの専門家へのアクセスを最大化
するとともに，専門緩和ケアサービスを必要とする患
者が必ず地域のどこかで診療を受けられる機能」が必
要であると考えられる。以下を推奨する。

1． ネットワークを改善することで地域の緩和ケ
アの専門家へのアクセスを最大化する
（essential）

　地域緩和ケアチームは，「地域で生じた緩和ケアの
問題を専門家が対応する機能」として必要であるが，
機能を担う形態は地域それぞれのものがあることが本
研究から示唆される。たとえば，①地域の緩和ケアの
専門家（院内緩和ケアチーム，緩和ケア病棟，在宅ホ
スピスなど）のそれぞれの連絡先が開示される，②地
域の緩和ケアの専門家がネットワーク化してホットラ
インを作る，などがある。しかし，本研究が示したこ
とは，「コンサルテーション」という行為が通常の医
療行為として普及しているとはいいがたいわが国の医
療現場において，少なくとも現状では，「地域緩和ケ
アチーム」という枠組みそのものが必要ではなく，

「地域で生じた緩和ケアの問題に（誰かが）対応でき
る機能」が必要であることである。そのためには，地
域でネットワークを強めることにより，誰かを経由し
て必要な場合には「自分より緩和ケアに詳しい誰か」

（「緩和ケア専門家」とは必ずしも限らない）につなが
ることのできる枠組みがまず必要であると考えられる。
すなわち，ついでの機会，患者情報を共有するメーリ
ングリスト，個人的なネットワークを作ることで，緩
和ケアに関して困ったことが生じた場合に連絡を取り
やすくする機能が地域に必要である。
　この観点から，ネットワーキングを行わずに形式だ
けの地域緩和ケアチームを設置することは，名目だけ
で機能しない可能性が高く，現状では勧められない。
また，緩和ケアの専門家は，地域のがん診療連携拠点
病院以外の施設（がん診療連携拠点病院ではない緩和
ケア病棟，在宅の緩和ケア施設など）にいる場合があ
るため，がん診療連携拠点病院にのみ専門緩和ケアを
提供する機能があることを前提とすることは勧められ
ない。
　さらに将来を見越しては，本研究において，自宅に
紹介される患者が増加したのに併せて，自宅で「痛み
が少なく過ごせた」の評価がやや低下した（痛みの強
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い患者でも自宅で過ごせるようになってきた）ことは
注目に値する。今後，これまで症状が強いために自宅
に紹介されていなかった患者を自宅でよりみられるよ
うになれば，難治性症状の患者の自宅や小規模病院で
のより積極的な緩和治療が求められることが予測され
る。したがって，近い将来，国際的に機能しているよ
うな，地域緩和ケアチームや，認定・専門看護師が訪
問看護師や診療所医師をサポートする仕組み（在宅ホ
スピス，McMillan nurse など）が必要になるだろ
う19，20）。

2． 地域緩和ケアチーム（群）を地域で指定する
（essential）

　ネットワークの改善は地域で生じる緩和ケアの問題
をある程度解決するが，「誰にもつながらない場合」
は想定される。そのため，必ず対応できる（自ら診療
する必要は必ずしもないが，患者・家族のニードを満
たす誰かが責任を持って対応する）地域緩和ケアチー
ム（群）を地域で指定・開示することは必要であると
考えられる。このような地域緩和ケアチームは，将来
的に自宅療養するがん患者が増加すれば単独で存在し
うるが，少なくとも今後数年間，専門家の質・量の充
足が十分でないことから考えて，1 つの専従チームが
担うことは現実的ではない。地域の院内緩和ケアチー
ム，緩和ケア病棟，在宅ホスピスなどの当番制による
体制が現実的な地域が多いと考えられる。また，地域
緩和ケアチームは，「フルチーム」である必要はなく，
単職種の電話やメールでの相談でも十分に機能するこ
とも少なくないことも制度設計上念頭に置く必要があ
る19，20）．
　また，地域緩和ケアチームが（症状緩和ではない一
般的な）入院機能をもつことについては，安易に運用
される危険がある。すなわち，患者の意向と関係なく
それまで治療を受けていた病院で診療を受けられなく
なることが予測されるため，一般的な入院機能は持つ
ことには慎重であるべきである。緩和ケア専門家を必
要とする難治性症状ではない一般的な入院機能は，そ
れまでに治療を行っていた施設が一義的に責任を負う
ほうが望ましい。
　以上の点については，本研究を含め知見が乏しく，
実施可能性や効果を一定期間評価することが必要であ
る。

3． 苦痛のスクリーニングと共に「どういう時に
どこに紹介するのか」を具体的に記載した用
紙の有用性を検証する（better）

　専門緩和ケアサービスは利用可能な施設や地域でも
医師・看護師が苦痛に気づかないか気づいていても患
者に受診を勧めないことはしばしば観察される。国内
外の多くの研究が，医師は患者のニードに十分気づく
ことは難しいことを示している21～23）。一方，国内外
で患者の症状やニードをスクリーニングするツールを
使用することは専門緩和ケアサービスの受診を増加す
ることが示されている24～26）。本研究でも『生活のし
やすさに関する質問票』がニードのスクリーニングと
して 2 地域で定期的に運用された。これまでに得られ
ている知見からは，「運用が可能であれば」，スクリー
ニングは一定の効果を得ることができる。しかし，実
際には，現実の医療環境では安定して運用することは
容易ではないことが示されている。すなわち，化学療
法室でも運用する人員がいない，外来で運用する場合
にはプライバシーや対象者の同定の問題で「がん患者
だけに運用する」ことが難しい，患者自身が記入を希
望しない場合も多い，などが挙げられる。これは，国
際的にも共通してみられる運用上の課題であり，解決
されていない24）。また，より大きな問題として，スク
リーニングによって医師とニードが共有されるとそれ
についてのコミュニケーションは増えるが，患者アウ
トカムが実際に大きく改善するかは分かっていない24）。
　緩和ケア以外の領域では，専門家への紹介を行うた
めには，紹介基準の配布やフィードバックのみでは効
果が乏しいが，紹介基準を構造的・具体的にすること
が有効であると示唆されている27）。したがって，「（鎮
痛薬）が○ mg／日以上かつ NRS が△以上の場合，□
□に連絡する」などの具体的な紹介基準を盛り込んだ
苦痛のスクリーニングを定期的に行えるようにするこ
とは有用かもしれない。
　これは，有用性が実証されていない方法であり，実
施可能性や費用対効果の検討も不十分であるため，実
行する前に検証する試験を行うべきである。現状では，
実施可能性は多くの施設では低く，効果もまだ明確で
ないことから，この方策は必須なものとは考えにくい。
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 医師・看護師の緩和ケアの知識・技術を
向上するにはどうしたらいいか

　本研究で実施された地域緩和ケアプログラムの前後
で，医師，看護師の知識と困難感が改善した。医師，
看護師ともにプログラムに参加した回数が多いほど改
善が大きく，経験年数や専門，勤務場所など，どのよ
うな背景の医師・看護師にも改善がみられた。このこ
とは，今回使用されたプログラムの一般的な有効性を
支持するものである。プロセス研究では，変化をもた
らした大きな 3 つの原因は，地域共通マニュアル，緩
和ケアセミナー，ネットワーキングであった。基本的
な緩和ケアの知識や技術の習得とネットワークにより
サポートを得られることは，がん患者が在宅緩和ケア
を受けられることにつながったことも示された。
　以上の結果は，本研究で用いられたプログラムは，
医師・看護師の緩和ケアの知識・技術を向上させ，困
難感を改善することを示している。医師・看護師の緩
和ケアの知識・技術を向上するために必要なものは，

「基本的な緩和ケアの知識や技術を伝え合う機能」「職
種ごとのボトムラインの教育を実施する」ことである。
具体的に，以下の点が推奨される。

1． 講義とグループワークからなる多職種緩和ケ
アセミナーを地域単位で年間 2～4回行う
（essential）

　多職種緩和ケアセミナーは，OPTIMize strategy
の基盤の 1 つであり，基本的な緩和ケアの知識や技術
の習得のみならず，ネットワーキングを通じて地域全
体に大きな影響を及ぼす28，29）。重要なのは，講義の
みならず，多職種からなるグループワークなどのネッ
トワーキングの機会を設定することである。
　講義の内容は，たとえば，今回の研究地域では，理
念，疼痛に比較して，呼吸困難，せん妄に関する知識
が不十分であることが示されているなど，地域や時期
によって不十分な・必要とされる領域が異なると考え
られるため，定期的な調査を行い実際に知識の不足し
ている領域を含めるほうがよいと考えられる。地域全
体では，がんに限らず多くの研修会が行われているこ
とから，参加者の負担にならないように，地域全体の
研修会の頻度をあらかじめ確認し，がんに関するもの
としては年間 2～4 回が現実的である（地域全体で行
われているさまざまな研修会のロジスティクスを調整

する機能が望ましい）。多職種カンファレンスには医
師の参加が少ないことが予測されるため，インセンテ
ィブとして，多職種カンファレンスに参加した場合は

「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」を
受講したものとみなすなどのインセンティブを設ける
ことが有用かもしれない。

2． 職種ごとのボトムラインの教育を実施する
（essential）

　多職種対象の教育は，各専門職としての教育として
は設定が難しく，また，医師は参加しにくいことが分
かっている。したがって，職種ごとのボトムラインを
示した教育プログラムを実施することは重要である。
現在，医師に対しては「がん診療に携わる医師に対す
る緩和ケア研修会」のプログラムがあるが，対象ごと
の細かい設定は行われていない。医師，看護師，薬剤
師など各職種のボトムラインを示した教育プログラム
を設定し，各施設・協会で行っている教育に取り込め
るようにする。

3． 緩和ケアの提供機会の少ない診療所・小規模
病院をサポートする緩和ケアコンサルテーシ
ョンチームを制度上位置づける（better）

　本研究では，経験年数が高い一般内科の診療所の医
師の緩和ケアに関する困難感が最も高く，症状緩和で
困難な場合に相談する相手のいない医師は診療所と

（緩和ケアチームのない）小規模病院に多かった。こ
れらの医師に対する何らかのサポートが必要なのかも
しれない。現在行われている「がん診療に携わる医師
に対する緩和ケア研修会」も 1 つの手段であるが，年
間数名の緩和ケアの対象患者を診察する医師に対して
全般的な教育は効果的な方策とはいえない。より有効
な方策としては，医師と一緒に患者を診る看護師・薬
剤師など他の職種の緩和ケアの知識・技術を向上させ
つつ，診療所・小規模病院など緩和ケアチームのない
施設をサポートする，「実働可能な」緩和ケアコンサ
ルテーションチームを指定することである（A 病院
に対しては，B 病院の緩和ケアチームが対応するなど
と明文化し，両病院の組織図に含めて，相談があった
場合には実働が可能な状況にする）。コンサルテーシ
ョンを受けるチームは，緩和ケア専門医・医師である
必要はなく，相談する医師・看護師・薬剤師よりも緩
和ケアの臨床経験のあるもので（精神的にも物理的に
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も）相談しやすいものであればよい。この方策につい
ては実施可能性や有用性は十分に検討されていないた
め，必須といえるものではない。

　また，患者・家族用パンフレットなどのツールも教
育に利用される。本研究からは，ツールについては，
アセスメントツールや疼痛のパンフレットを地域全体
で統一するという需要はそれほど大きくなく，すでに
利用されているツールがあるものを変更することは容
易ではなかった。一方，看取りのパンフレット，せん
妄のパンフレットなど既存のものがないものは医師・
看護師，および，患者・家族の評価も高かった。した
がって，ツールについては，地域で利用可能なものが
ないものを作成することに重点を置くべきであり，す
でに複数の施設で利用しているものがあるものを統一
することは相当な労力を要することを十分に検討する
必要がある。

 患者・家族・住民に緩和ケアの 
必要な情報を届けるのはどうしたらいいか

　本研究では，市民・患者・遺族の 20％が「医療用
麻薬は麻薬中毒になったり，命を縮める」，40～50％
が「緩和ケアは末期の患者のためのものである」「在
宅医療は急な変化があった時や夜間に対応できない」
という認識をもっていた。
　リーフレット・冊子・ポスターの配布，図書の設置，
講演会を主とした年間 500 万円程度の啓発介入を行っ
たところ，市民の 23％，患者の 33％，遺族の 42％が
リーフレットやポスターによる曝露を受けた。講演会
に参加したものは全人口の 5％以下であった。曝露を
受けた場所は病院などの医療機関が多く，「信用でき
る情報元」とされたものは医療者からの情報や病院な
ど医療機関に設置された冊子やポスターであった。1
患者あたりのリーフレットの利用数は，化学療法室や
腫瘍センターなど情報を必要とする患者が多くいると
想定される場所での利用が多かった。一方，ポスター
などの一斉配布は約半数で設置されていたが，設置場
所に啓発対象となる患者がいない場合も多かった。当
初予定されていた transtheoretical model（対象の関
心に合わせた啓発介入：緩和ケアに関心のない対象に
は簡単なリーフレット，緩和ケアに関心のある対象に
は詳細な冊子など）は現実的には実施困難であり，全

体で同じ方策が行われた。
　地域全体では，市民・遺族の認識は改善したものが
多かったが，患者では（平均として市民よりも大きな
曝露を受けたにもかかわらず）認識は変わらなかった。
曝露を受けた対象ではいずれも認識は変化した。個々
の講演会の評価では講演会前後で緩和ケアの認識は変
化したが，高齢者では変化しにくく，また，変化は長
期間維持しなかった。認識の変わらなかった対象では，

「具体的に聞いたわけではないが，一般的にそう思う」
が最も多かった。
　緩和ケアの準備性については，市民と患者では改善
前後で大きな変化はなく，遺族では準備性は高かった。
患者の約 50％が「緩和ケアを知らない」，約 30％が

「知っており関心があるが，利用していない」であっ
た。「知っているが関心がない」は 10％以下であった。
　以上の結果は，地域全体に薄い啓発介入を行っても
費用対効果からは得られる効果は限られていることを
示唆するものであった。したがって，患者・家族・住
民に緩和ケアの必要な情報を届けるには，「情報を必
要としている対象と医療福祉従事者に不足している情
報提供を行う機能」が必要である。本研究では，以下
の推奨を行う。

1． 情報を必要としている対象が多くいる場所に
集中して安価な方法による啓発を行う
（essential）

　本研究では，地域全体にうすい啓発介入を行っても
費用対効果からは得られる効果は限られていることが
示された。曝露に応じて認識に変化がみられたことか
ら啓発介入そのものに意味はあるが，年間 500 万円の
介入に見合う効果ではないと考えられた。個別訪問な
どより費用をかけた方法はより有効であると考えられ
るが，現時点では，その効果の見込みや啓発介入を行
うことで得られる患者の利益が十分に明らかになって
いない。したがって，緩和ケアを必要とする患者が多
く利用する場所，すなわち，病院（外来化学療法室，
腫瘍センターなど），診療所，保険薬局などの医療機
関において，ポスターを設置するなど安価な方法によ
る啓発を行うことが勧められる。
　費用対効果の点から，このほか，地元メディアへの
情報提供，地域の既存の講演会に緩和ケアに関する内
容を盛り込む，すでに行われている戸別訪問などに緩
和ケアに関する内容を盛り込むといった方法が有用と
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考えられる。全国規模では，新しく動画などのマテリ
アルを作成するよりは，既存の動画などマテリアルを
専門家が見て信用できるものを選択して一括して掲示
するシステムは検討する価値がある。
　一方，市民など広範囲の対象に目的を限定しない啓
発介入を薄く広く行うことは少なくとも費用が限られ
ている状況では勧められない。

2． 情報を今は必要としない患者への配慮を行う
（essential）

　本研究で，市民と同じかそれ以上の曝露を受けてい
るにもかかわらず，患者で認識の変化がみられなかっ
たことは注目に値する。同じ時期に行われた Orange 
Balloon Project の患者調査では，患者は，緩和ケア
の情報について「意識的に避けている」可能性が示唆
されている30）．すなわち，頭の中では「緩和ケアは末
期の患者のためのものではない」と思っていても，精
神的な不安から緩和ケアや在宅療養の話題を意識的，
無意識的に避ける患者が少なくない。この心理的機序
は合目的であり，これらの患者に対して一律な啓発介
入を行うことは，患者に害を与えることも想定される。
患者が「見たくなければ見なくてよい」配慮（ポスタ
ーなど）を行いながら，患者が必要になった時にすぐ
に適切な情報が提供されるように患者に接する医療福
祉従事者への啓発が重要である。

3． 患者に接する医療福祉従事者へその地域での
緩和ケアと在宅医療についての具体的な情報
提供を行う（essential）

　本研究で一貫して患者が最も信用する情報源は医療
福祉従事者であった。したがって，多職種緩和ケアセ
ミナーの一環として，緩和ケア・在宅医療に関する適
した情報が伝えられることが重要である。医師・看護
師対象とした調査で「理念」についての正解は高かっ
たことから，緩和ケアの全般的な情報ではなく，「そ
の地域での緩和ケアと在宅医療についての具体的な情
報提供」（実際に誰が，どのような状態に対して，何
をできるのか）を共有することが必要である。
　具体的な方策としては，多職種緩和ケアセミナーの
一環として地域での緩和ケア・在宅医療についての現
状を共有する，簡単な冊子にしたものを配布するなど
がある。

4． どのような対象にどのようなメッセージを伝
えることが必要かを定期的に調査する
（better）

　本研究において，transtheoretical model に沿った
介入は実施できなかったが，地域全体での患者の緩和
ケアに関する準備性と認識が明らかになったことは価
値がある。すなわち，「緩和ケアを知らない」「知って
おり関心があるが，利用していない」患者がほとんど
であったことから，今後数年間は，なお，啓発の中心
は，「緩和ケアは何か」「どういう時になったらどうや
って緩和ケアを利用したらいいのか」であると考えら
れる。具体的な内容としては，「緩和ケアは末期の患
者のためのものである」，在宅医療についての心配

（「在宅医療は急な変化があった時や夜間に対応できな
い」）などが対象となる。一方，医療用麻薬に関する
誤解は改善する傾向にあるため，他の内容に比べて優
先度は高くないと考えられる。このように，定期的に，
緩和ケアの準備性と認識を調査することで対象のうち
最も多い状態に対して伝えることが有用な情報を選択
することができる。
　併せて，本研究では詳細な検討ができなかったため，

「どのがん患者が，どのような情報の不足・誤解を体
験しており，情報の不足・誤解がどのような健康上の
障害を来しているのか（情報を提供することでどのよ
うな利益が見込まれるのか）」を詳細に明らかにする
研究が今後必要である。

 希望する患者が自宅で過ごせるように
するにはどうしたらいいのか？

　本研究で実施された地域プログラム前後で患者の自
宅死亡率は，全国平均に比較して有意に増加し，自宅
にいられた期間も長くなった。家族の介護負担は変化
せず，「望んだ場所で過ごせた」「望んだ場所で最期を
迎えられた」と回答したものは自宅で死亡した患者で
90％以上であった。4 地域中 3 地域で増加が認められ，
プログラムはある程度わが国の多くの地域でも再現可
能であると考えられた。いずれも，変化に地域による
差はなく，どの地域でも同じような変化が期待される
と考えられた。以上の知見は，希望する患者が自宅で
過ごせるためには，本研究で用いられたプログラムの
エッセンスである OPTIMize strategy が全体として
有用であることを支持するものである。



Ⅰ．総　　括

30

　さらに OPTIMize strategy を行っても残る在宅療
養の継続を阻害する原因として以下のことが示唆され
た。
　遺族からみた患者が自宅で過ごせなかった理由は，

「苦痛緩和ができなかった」「病状が予測より早く進ん
だ」「急変や夜間の対応が心配だった」であった。医
師・看護師から見た患者が自宅で過ごせなかった理由
は，「患者・家族が在宅を希望しなかった」を除くと，

「介護する人がいなかった」「病状が予測より早く進ん
だ」「苦痛緩和ができなかった」であった。全国的に
は，「在宅診療を行う医師がいない」こともしばしば
理由として挙げられている。
　患者が自宅で過ごせるようにするには，OPTIMize 
strategy に加えて，「急変や夜間の対応が心配」「病
状が予測より早く進む」「介護する人がいない」「在宅
診療を行う医師がいない」に対応する機能が求められ
ていると考えられる。以下の推奨を行う。これらはが
ん緩和ケアに限らず，在宅医療全般に関する課題であ
るため，本項ではこれ以上の検討を行わなかった。

1． 医師同士の連携の強化・訪問看護師の質・量
の拡充による急変・夜間の対応の充実を図る
（essential）

　急変や夜間の対応については，医師 1 名で対応する
ことは無理があると考えられるため，医師同士の連携
の強化・訪問看護師の質・量の拡充による急変・夜間
の対応の充実を図ることが対処となる。国際的に行わ
れているモデルでは，家庭医同士の連携（GP cooper-
ative），夜間・休日の対応を専門とするチーム，看護
師を中心とした専門サービスなどがある31～33）。
　わが国で当面実施可能な具体案としては，①在宅診
療医同士の連携，②少数の患者の在宅診療を行う医師
を在宅診療を専門とする診療所や在宅療養支援病院が
バックアップする連携，③予測した対応を行い患者・
家族への説明と訪問看護師への包括指示を予め行うこ
とにより医師でなければならないこと以外での対応を
減らす，などが挙げられる。
　さらに長期的に制度の枠組みを変えることを含んで
検討すれば，①死亡確認・処方など医師が行うことと
定められている診療行為の緩和（夜間・休日の負担の
低下），②入院病床の減少とともに看護師を行政職と
して地域へ計画的に配置，③ GP 制度の導入，などが
ありうるのかもしれない。

2． 患者の予後を信頼性のある方法で予測し，患
者・家族の心情に配慮したうえで予めの相談
をする仕組みを作る（essential）

　「病状が予測より早く進んだ」に関して，早めの相
談は大きなカギである。これまでに，医師はがん患者
の予後を比較的楽観視することが明らかにされており，
終末期に備えた話し合いはなされていても遅くなる傾
向があることが分かっている34，35）。しかし，予後を
ある程度信頼性をもって予測する指標はわが国でも利
用可能であり，希望を持ちながらも将来に備えるため
のコミュニケーションについての指針も得られてい
る36～39）。したがって，患者の予後を信頼性のある方
法で予測し，患者・家族の心情に配慮したうえであら
かじめの相談をする仕組みを作ることは，「病状が予
測より早く進んだ」ために自宅に帰ることのできなか
った患者を減らすことにつながると考えられる。
　論点は誰がどのように行うかであるが，これは，非
がん患者での課題とされつつあるアドバンスケアプラ
ンニングと併せての議論が必要である。現状では，患
者を主に見ている医師が患者の自発的な意思をきっか
けとすることになるが，患者の意思を確認することは
できても，実際には患者の希望する終末期医療はそれ
だけでは実施されないことも示唆されている40）。
　がんという枠組みからの方策としては，「意思決定，
精神的支援など複雑な問題に対応できる包括的な支援
モデルを実践・検証する」（24 ページ）で検討したよ
うに，ケースマネジメントの一環として行うのが最も
有望だろう41，42）。他に，保健師などによる戸別訪問，
入院時やプライマリケアにおける医師による確認

（Physi-cian Orders for Life─Sustaining Treatment 
Form など）も考慮しうる方策の 1 つになりうるかも
しれない。

3． 短期集中滞在型の看護・介護サービス・がん
患者の利用できるレスパイト機能の確保など
によって介護力を補う仕組みを作る（essen-
tial）

　介護力の確保については，短期滞在集中型のサービ
ス（hospital at home）や，がん患者の利用できるレ
スパイト機能の確保などによって介護力を補う仕組み
を作ることが挙げられる。特に，「がんだから」「医療
用麻薬を利用しているから」という理由で，がん患者
が介護を利用できないような場合の対策が必要である。
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4． 在宅診療を行う診療所医師を増やす対策を
とる（essential）

　本研究は確かにがん患者の自宅死亡率を増加させた
が，一方で，リソースの最大利用だけでは，患者・家
族の希望のすべてを満たすことのできない可能性も示
唆された。本研究で試算された自宅死亡を希望する患
者は死亡数の約 30％であった。本研究によるプログ
ラムが終了後の時点でも「望んだ場所で最期を迎えら
れた」に対して「あまりそう思わない～まったくそう
思わない」と回答したものは 28％であり，その 76％
は自宅を希望していた。調査対象となった遺族の報告
では，患者の 40％は死亡前 1 カ月間に 1 度も自宅に
戻ることができなかった。すなわち，地域緩和ケアプ
ログラムによる増加分の 2～3 倍の自宅で過ごしたい
という「需要」がなお存在すると考えられる。
　自宅死亡を規定する主な要因は，患者の意思，家族
の意思，介護力，在宅医療リソースの量，退院支援プ
ログラムであることが明らかにされている43，44）。本
研究では，自宅死亡率が増加しなかった地域では，診
療所の数が少なく，診療所医師の地域連携・専門家の
支援についての困難感が高かった。逆に，自宅死亡率
が増加した 3 地域では，診療所の数がある程度あり，
診療所医師の地域連携・専門家の支援についての困難
感はプログラム前後で大きく低下した。このことは，
求められる自宅死亡を達成するためには，地域でのネ
ットワーク化に加えて，在宅診療を行う（診療所）医
師への支援が必須であることを示す。
　2 地域で行われた診療所医師に対する調査や本研究
でのプロセス評価からは，具体的に，診療所医師の参
加を促すには，基礎的な知識の習得機会のみならず，
地域のネットワーキング（病院からも地域の多職種か
らもサポートが得られると感じられること。具体的に
は，入院リソースの利用，専門家の助言，診療所の互
助システム，訪問看護ステーションや保険薬局との協
働）が必要である。一方，生活や他の診療とのバラン
スから医師の在宅診療についての動機が必ずしも高く
ないことや，地域で「人気」の医師はすでに外来診療
で手いっぱいで在宅診療の余裕がないといった需給の
問題もみられた。これらについては国際的にも共通の
課題が多く，さらに大きく在宅医療を進めるのである
ならば，制度設計の根本的な検討が必要であるのかも
しれない18，45）。

 地域連携を進めるにはどうしたらいいか

　本研究で認められた地域緩和ケアプログラムの最も
大きな変化のきっかけは，地域での緩和ケア・在宅医
療に関する課題を共有し解決するための多職種・多レ
ベル（管理者と実践家）でのグループワークと課題ご
とに設定されたワーキングチームであった。これによ
って，地域の医療福祉従事者の困難感，特に，連携，
コミュニケーション，専門家の支援に関する困難感は
はっきりと低下した。この改善は 4 地域とも同じよう
に得られたため，このプログラムの普遍性は高いと考
えられる。すなわち，地域連携を進めるためには，

「グループワークで課題を抽出した後に，重点的に解
決する必要のある課題ごとにワーキングチームを構築
する機能」が必要である。形態としては，地域内での
フォーカスグループのほかに，他の地域とのフォーカ
スグループ，事例に沿った参加者を限定した地域での
デスカンファレンス，地域連携に関わる者のミーティ
ングのいずれもが「相互理解をもたらす」ことに有用
であることが示唆された。
　本項では，主な課題として挙げられた事項に対して
検討し以下を推奨する。これらのうちの多くはがん緩
和ケアに限らず，在宅医療全般に関する課題であるた
め，本項ではこれ以上の詳細の検討を行わなかった。

1． 効率的・効果的な退院支援・調整プログラム
を整備する（essential）

　病院から自宅に戻る時の退院支援・調整はいずれの
地域でも最も大きい課題とされた。プロセス研究では，
①病院の退院支援・調整プログラムの導入と質の向上，
②病院医師・看護師の「在宅の視点」（在宅で行われ
ていることを知ることで，患者に具体的な説明ができ，
在宅の視点のある治療・ケアを入院中から導入するこ
とができること）の 2 点が大きなテーマとして述べら
れた。
　退院支援・調整プログラムとしては，まず，退院支
援・調整を行う部署やプログラムの導入の価値が大き
かった。プログラムの内容としては，入院時スクリー
ニングの実施，退院前カンファレンスの実施，緊急時
の対応の取り決め，必要な情報を共有する機会が主な
機能であった。これらを効率よく行うためのさまざま
なノウハウ，たとえば，開催前に情報を入手し課題を
抽出する，職種ごとに時間を分担するなどが挙げられ



Ⅰ．総　　括

32

た。プログラムを向上させるための方策としては，病
棟看護師と訪問看護師など病院と地域とでの合同研修
やフィードバックの機会，退院支援専門看護師の集ま
りなどが挙げられた。退院前カンファレンスは，家族
からも在宅療養を続けるうえでの安心感につながった
ことが評価された。一方，現在の業務量から考えて，
病院医師，診療所医師のいずれにとっても，参加時間
をもちにくいことが課題とされた。
　以上より，効率的・効果的な退院支援・調整プログ
ラムを整備することが勧められる。すなわち，①すべ
ての病院に退院支援・調整プログラムの教育と実践を
担当する専従の看護職を置き，地域での情報交換・共
有機会の仕組みを作る，②効率的な退院支援・調整プ
ログラムを開発，評価，実践，教育する仕組みを作る
こと，が挙げられる。
　具体的な方策として，退院支援・調整プログラムに
関する病棟看護師・病棟師長・看護部長・退院支援部
署・医療ソーシャルワーカーなど職種別のボトムライ
ンとなる教育の明確化，それに準じた全国トレーニン
グ，認定制度，効率的な退院前カンファレンスのモデ
ルのビデオなど視覚教材の作製，移動せずカンファレ
ンスに参加し結果を簡便に要約できる IT システム，
スクリーニング・アセスメントシートなどの有効性の
検証試験，病院医師・看護師の在宅での研修の必修化，
看護師長・部長への研修の必修化などがありうる。

　退院支援・調整プログラムに含まれる 1 つの鍵概念
として「在宅の視点」が挙げられた。本研究では，医
師，看護師の「在宅の視点」を定量する尺度がそれぞ
れ開発された。構成要素は，患者・家族の意向の確認，
シンプルな（在宅で可能な）治療・ケア，早期からの
地域を含めた多職種協働，予測的対応と患者・家族へ
の教育，介護保険や退院後の生活状況のアセスメント，
地域医療者に必要な情報を提供することなどであった。

「在宅の視点」は，病院からの自宅退院に影響する要
因であるが，多くの医師・看護師が十分なトレーニン
グを受けておらず，意識化されていないことが明らか
となった。介入前後において，「在宅の視点」は改善
する傾向にあったが，同時に，病棟看護師の負担感も
増加していた。在宅の視点を得るためには，在宅診療
を行っている医師との合同カンファレンス，実際に在
宅診療に同行すること，訪問看護ステーションでの短
期研修，病棟看護師が退院後に自宅に電話を行うテレ

フォンフォローアップ，多職種カンファレンスやデス
カンファレンス，地域から患者の自宅での生活の様子
を写真でフィードバックされるといった「実際の交
流」が有効であった。退院支援・調整プログラムでは，
概念化された「在宅の視点」を取り入れることが有用
であると考えられる。

2． 地域のリソースの概要を把握する
① 地域のリソースについて，がん患者の自宅看取りの

相談が可能かと相談方法に情報を限定したデータベ

ースを更新する・地域のリソースについて情報交換

できるネットワーキングを増やす（essential）

　本研究では，「地域にどのようなリソースがあるの
か分からない」ことが 4 地域に共通して連携の課題と
して挙げられたため，初期に「地域のリソースデータ
ベース」を作成した。最初に，IT システムを利用し
て，網羅的なデータベースを作成しようとしたが，す
でに各地域には類似のデータベースがあることや，ま
た，求められるデータベースとは異なっている可能性
があるため中止された場合が多かった。
　「求められるリソースデータベース」とは，網羅的
なデータベースではなく，最低限の項目（「可能かど
うか」ではなく「相談が可能かどうか」と，電話・
FAX・時間帯といった相談方法が記載されているこ
と）が含まれているデータベースであった。さらに，
データベースそのものよりむしろ重要なのが，「情報
を共有できる機会」であった。理由として，①データ
ベースの内容自体があいまいである（「終末期の対応
が可能」とあっても，「モルヒネの注射が可能」とい
う意味なのか「苦痛がない方の看取りが可能」という
意味なのかバリエーションが多く定式化できない），
②できるかできないかではなく，相談できるかどうか
が重要である，③本当に必要な情報は得意（不得意
な）なことや価値観などの公開できない・定量しにく
い情報である，などであった。
　結果として 4 地域とも，ある程度のデータベースは
作成したが，むしろ，データベースそのもののために
連携が促進されたというよりも，いろいろな機会が増
えることにより，地域の役割を担う人が誰でどのよう
な価値観や考え方をもっているのか，誰に聞けばどの
領域のことが分かるのかが分かったことが重要であっ
た。
　以上のことから，地域のリソースについて，がん患
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者の自宅看取りの相談が可能かと相談方法に情報を限
定したデータベースを更新すること，地域のリソース
について情報交換できるネットワーキングを増やすこ
とを同時に行うことが勧められる。
　一方，少なくとも現在のところ，「地域のあらゆる
情報を含んだリソースデータベース」は作成にかかる
労力が大きい割に，データそのものの信頼性が低く，
更新も容易ではないことから，勧められない。特に，
地域には何らかのデータベースがある場合が多く，重
複して新しくがん診療連携拠点病院がデータベースを
作ることは勧められず，既存のデータベースを利用す
ることを優先するべきである。また，ネットワーキン
グの枠組みを作らずに，リソースデータベースのみを
作成することは情報の有効な利用につながらないため
勧められない。
② 「患者の知りたい情報」を開示するための利益誘

導・利益相反に関するガイドラインを定める

（better）

　しかし，将来的には，これらの網羅的なデータを扱
うことが技術的には可能になるかもしれない。リソー
スデータベースを作成する最終的な目的は「患者の希
望する診療の受けられる施設を開示する」ことにより
患者自身が選択できることにあると考えられる。しか
し，本研究でもみられたように，「特定の施設を開示
することは利益誘導になるためできない」との懸念が
ある。「患者の知りたい情報」を開示するための利益
誘導・利益相反に関するガイドラインを定めることが
必要である。

3． 介護支援専門員に対するがんについての研
修・サポート体制を整備し，がん患者が介護
保険を申請した場合に迅速に対応できる手段
をとる（essential）

　本研究では，介護支援専門員は，年間 1 人あたり扱
うがん患者数が少なくがん患者の関わりに困難を感じ
ていること，医療に関する知識・医師との連携に困難
を感じていること，がん患者では急速に ADL が低下
することから介護保険の申請時にベッドの貸与が可能
になることが望ましいと考えていることなどが示され
た。
　介護支援専門員に対するがんについての研修・サポ
ート体制を整備すること，および，がん患者が介護保
険を申請した場合に迅速に対応できる手段をとること

（翌日に訪問調査をする，申請時からベッドのレンタ
ルを可能にするなど）が推奨される。

4． 診療所間，訪問看護ステーション間，診療所
─訪問看護ステーションの連携のあり方に関
する研究を行う（better）

　診療所間，訪問看護ステーション間，診療所─訪問
看護ステーションの連携については，本研究は地域連
携の複数のモデルの比較試験ではないので知見は限ら
れている。
　本研究から得られた知見は，がん患者の自宅死亡率
を指標とした場合には在宅特化型診療所のある地域に
おいて増加が多かった，（1 地域において）在宅特化
型診療所と一般の診療所は排他的に機能するものでは
なく一般の診療所の診療するがん患者も減少しなかっ
た，遺族の緩和ケアの評価と関連していた診療所の要
因は診療している年間がん患者数のみであった（在宅
支援診療所の届け出，医師数，自宅死亡率，24 時間
体制による差はなかった），診療所と診療所との連携
の形態は複数の形態に類型化された，訪問看護ステー
ションの訪問患者の分布は重複があるがそれまでの経
緯があるために完全に重複をなくすことは難しかった，
訪問看護ステーションが少ない地域ではより重症度の
高い患者を訪問看護ステーションが看ることで地域の
がん患者の自宅死亡が増加した，在宅特化型診療所と
協働した訪問看護ステーションの評価は精神的なケア
や医療ではないことの相談・支援の有用性が高かった，
ことである。
　これらは，緩和医療，在宅医療における診療所間，
訪問看護ステーション間，診療所─訪問看護ステーシ
ョンの連携に関するいくらかの知見を示唆するが，本
研究から何らかの結論を得ることはできない。また，
これらはがん緩和ケアに限られた話題ではなく，わが
国のプライマリケア，地域医療そのものに関する課題
である。本研究としては，診療体制・連携体制のあり
方を明らかにするためには，診療所間，訪問看護ステ
ーション間，診療所─訪問看護ステーションの連携の
在り方に関する研究を行うことを推奨する。
　具体的には，たとえば，診療所の形態によるアウト
カムの差を推定するためには，専門緩和ケア在宅施設
による一体型の提供（米国の在宅ホスピスに近い） vs. 
診療所の連携を専門看護師チームがサポートする

（GP 制度のある国での一般的な緩和ケア提供体制）



Ⅰ．総　　括

34

のクラスター化ランダム化比較試験を行うことは研究
上の解決にはなりうる。制度上実施が不可能であるな
らば，類似の活動が行われているそれぞれ複数の地域
を抽出し，医療福祉従事者，患者・遺族を対象とした
質的研究や質問紙調査を行うことで，それぞれの利点
と弱点を推定することが可能である。

5． 保険薬局ががん緩和ケアにおいて果たす役割
を検証・整理する（better）

　いずれの地域でも緩和ケアと保険薬局との連携は他
の職種間連携に比べて最も緩徐であった。
　多職種連携カンファレンスでは，医師・看護師から

「どの薬局がどういう働きをしてもらえるのか分から
ない」，保険薬局からは「どのようなことが求められ
ているのか分からない」との意見がしばしば出された。
2 地域において，保険薬局同士の連携ネットワークが
でき，「訪問服薬指導をできる薬局を探す」ためのシ
ステムが導入された。自宅で死亡した患者の遺族を対
象として薬局に対する評価を得たところ，薬剤につい
ての説明，迅速な対応，整理で評価が高く，必ずしも
かかりつけ薬局を求めているのではなかった。
　1 地域では，1 薬局において，病院に通院している
がん患者の症状緩和について患者情報を共有して電話
モニタリングと診察前服薬指導を行うことで，患者の
疼痛緩和に有用なことが示唆された。しかし，病院か
ら薬局を指定することができない，すべての薬局薬剤
師が同じ服薬指導を行うことはできないため，地域全
体には普及しなかった。
　がん緩和ケアや地域連携における保険薬局の役割に
ついては，本研究では十分に明らかにすることはでき
ず，全国的にも明確な知見がない。現時点で，保険薬
局の在宅緩和ケアにおける役割を実証研究なしに指定
することは勧められない。保険薬局ががん緩和ケアに
おいて果たす役割を検証・整理することが推奨される。

6． 緩和ケア病棟の地域緩和ケアにおける役割を
検証・整理する（better）

　緩和ケア病棟の地域緩和ケアにおける役割について，
本研究で得られた知見は以下のとおりである。4 地域
全体として緩和ケア病棟の利用患者数は研究期間を通
して横ばいであった，4 地域のうち 2 地域で在宅支援
のための入院を行い退院患者の割合が 20％以上に増
加したが地域全体の自宅で死亡したがん患者に占める

割合は 10％以下であった，患者・家族の調査ではレ
スパイト入院は患者の入院動機がない場合が多く家族
が自責感を持つことや緩和ケア病棟スタッフが役割を
見出しにくいため運用に関する継続的なカンファレン
スが必要であった，地域医療者の緩和ケア病棟での研
修は症状緩和よりも実際に緩和ケア病棟に紹介すると
きに有益な情報を得るという目的も多いため緩和ケア
認定看護師に対するプログラムとは別のプログラムが
必要である。
　地域緩和ケアにおける緩和ケア病棟の役割について
は，本研究では不十分であったため，推奨できるほど
の知見がない。今後検討される必要がある。

7． 患者情報の共有のために，利用者の教育・規
定を行ったうえで，診療記録と二重記録にな
らない電子情報の共有システムを全国的に整
備する（better）

　本研究では，患者情報の共有ツールとして，患者所
持型情報共有ツールを利用したが，地域単位での普及
は容易ではないことが明らかとなった。最も大きな理
由は，①すべての関係者が意義を知っていないと患者
にとっても意義を感じられないこと（医師に見せたが
関心を示さなかったなど），②治療については医師に
任せているので自分は記録を持たなくてもいいという
患者の考え，であった。これらは欧米での患者所持型
情報共有ツールの系統的レビューなどでも明らかにさ
れている知見であり46），母子手帳のように，「関係す
る医療福祉従事者がみな重要性を認識して患者に見せ
るようにいう」「患者自身が自分の記録をもち，治療
に参加する意欲をもつ」ことの両方がそろわなければ，
患者所持型情報ツールの完全な普及は難しいと考えら
れる。そのうえ，患者所持型情報ツールでは，「患者
が見ることが適切でない・希望していない情報（患者
が予後についての情報を希望していないが，見込まれ
る予後を関係者で共有したい場合など）」は共有する
ことができない。したがって，患者所持型情報共有ツ
ールはその意義と運用が共有しうる限定された医療福
祉機関（病院と特定の診療所，病院と特定の保険薬局
など）でのみ運用するべきであり，地域全体で（不特
定多数の関係者間で）患者情報を共有するための手段
として導入することはするべきではない。
　一方，すべての患者の診療情報をリアルタイムで共
有することも地域内連携を進めるうえで非常に重要で
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あった。そのために，患者ごとのメーリングリスト，
地域の電子カルテ，電話や FAX などさまざまな方策
が用いられたが完全な対応は困難であった。理由とし
ては，IT に対する不慣れ，診療記録との二重記録と
なる労力，個人情報の取り扱いに関する懸念，費用で
あった。病院内であれば電子カルテを通じて容易に可
能な患者情報の多職種でのリアルタイムの共有に関し
て，在宅診療で相当な労力を費やしていることから考
えて，何らかの技術的革新が導入されることは意義が
大きい。技術的には，利用者の個人情報に関する教育，
規定を行ったうえで，診療記録と二重記録にならない
電子情報の共有が手段であると思われる。この点につ
いては本研究では具体的に検討できなかった。

　本研究では，4 地域のうちがん専門病院が中心とな
った柏地域をのぞくすべて 3 地域で，研究期間の後半
ではがん患者の連携の話題から，非がん患者，高齢者，
認知症患者の看取り，施設看取り，がん患者の施設で
の看取りの話題が地域での中心の話題となった。施設
の看取りのためには，医療との連携（夜間の医師の確
保，医療機関への相談），状態変化に関する医療福祉
従事者への報告のしかたや看取りに関する施設職員へ
の研修，施設の責任者の方針が必要であることが示さ
れた。本研究ではこれらを詳細に検討しなかったが，
がん緩和ケアの切り口から地域連携のプログラムを実
施した場合にも，数年すると話題の中心が非がん患者
となることは注目に値する。
　「地域緩和ケア」といった場合には，がんは特別で
はなく一疾患に過ぎない。がん患者の抱える課題も，
がんに特化したことはむしろ少なくなる。したがって，
がんを中心に考えるモデルではなく，すべての疾患を
前提とした整備が必要である。すなわち，地域連携を
考える場合に，がん診療連携拠点病院を中心とするな
どがんに限定した連携体制を構築しようとすることは
推奨されない。
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付表 1　地域緩和ケアを改善するための課題についての考察と推奨

essential
（重要性が高い）

better
（可能であれば実施するべき）

not recommend
（行わないほうがよい）

どのような組織で
地域緩和ケアを進
めていけばよいか
（P22）

【必要な機能】
地域の課題をリアルタイムで多職種・多レベル（管理者と実践家）で共有し，解決する枠組みを設定できる機能
（OPTIMize strategy の O）

1． 地域全体の多職種の（医療職だけではなく
福祉職も含む）実質的な主要組織・ステー
クホルダーからなるチームを組織する

2． 関連団体の認知した公的な活動とする
3． 専従の事務局を設置する
4． 地域で信頼のあるキーパーソンが枠組みの
設定に関与する

5． 実践家と管理者レベルがいずれも意思決定
に参加する

6． 地域での課題をグループワークなど多職種
の意見をくみ上げる工夫をして抽出する

7． 1 つの行政単位を対象とする。対応する部
署があることが望ましい

1． 課題ごとのワーキングチー
ムとワーキングチームのリ
ーダーによる運営・企画委
員会を作る

2． 課題に優先順位を付け，年
間のスケジュールを立てる

3． 地域のカンファレンスやセ
ミナーを行う日時を固定す
る（第 3水曜日は地域のカ
ンファレンスなど）

4． 業務時間内に可能な活動と
する

1． 「病院が……する」「医師会が
……する」「年に……回……
する」のように機能ではなく
構造で活動を規定する

2． 全国で均一の活動を規定する
3． 地域連携を進める組織として
がん診療連携拠点病院など病
院のみを中心とし，地域医療
福祉機関を中心に置かない

4． 限られた団体の代表者だけが
発言する運営形態をとる

苦痛を緩和するに
はどうしたらいい
か（P22）

【必要な機能】
OPTIMize strategy に加えて，実際に緩和されていない苦痛に対する新しい治療・複雑な問題に対応する包括的な支
援モデルの実践・検証

1． 苦痛ごとの明確なアルゴリズムを作成して
治療成績を公開・改良する。有効な治療法
のない苦痛の治療開発を行う

2． 意思決定，精神的支援など複雑な問題に対
応できる包括的な支援モデルを実践・検証
する

3． 基本的な診察，心配への対応，病状の説明
や治療方針の相談などにかける十分な時間
を確保する＊

1． がん患者の緩和ケアを痛みの
問題だけに限定する

苦痛が十分に緩和
されない患者が必
要な時に専門緩和
ケアサービスを受
けられるためには
どうしたらいいか
（P24）

【必要な機能】
地域の緩和ケアの専門家へのアクセスを最大化するとともに，専門緩和ケアサービスを必要とする患者が必ず地域
のどこかで診療を受けられる機能（OPTIMize strategy の P）

1． ネットワークを改善することで地域の緩和
ケアの専門家へのアクセスを最大化する

2． 地域緩和ケアチーム（群）を地域で指定す
る

1． 苦痛のスクリーニングとと
もに「どういう時にどこに
紹介するのか」を具体的に
記載した用紙の有用性を検
証する

1． ネットワーキングを行わずに
「形式だけの」地域緩和ケア
チームを設置する

2． 地域緩和ケアチーム（群）に
症状緩和目的ではない入院機
能をもたせる

3． がん診療連携拠点病院にのみ
専門緩和ケアを提供する機能
があることを前提とする

医師・看護師の緩
和ケアの知識・技
術を向上するには
どうしたらいいか
（P27）

【必要な機能】
基本的な緩和ケアの知識や技術を伝え合う機能（OPTIMize strategy の T）

1． 講義とグループワークからなる多職種緩和
ケアセミナーを地域単位で年間 2～4回行
う（参加するインセンティブを保証する）

2． 医師，看護師，薬剤師など各職種のボトム
ラインを示した教育プログラムを設定する

1． 緩和ケアの提供機会の少な
い診療所・小規模病院をサ
ポートする緩和ケアコンサ
ルテーションチームを制度
上位置づける

1． 安易に全国で統一したツール
を導入する

2． 地域で重複するセミナーを行
う

患者・家族・住民
に緩和ケアの必要
な情報を届けるの
はどうしたらいい
か（P28）

【必要な機能】
情報を必要としている対象と医療福祉従事者に不足している情報提供を行う機能（OPTIMize strategy の I）

1． 情報を必要としている対象が多くいる場所
に集中して安価な方法による啓発を行う

2． 情報を今は必要としない患者への配慮を行
う

3． 患者に接する医療福祉従事者へその地域で
の緩和ケアと在宅医療についての具体的な
情報提供を行う

1． どのような対象にどのよう
なメッセージを伝えること
が必要かを定期的に調査す
る

1． 市民など広範囲の対象に目的
を限定しない「啓発介入」を
うすく行う
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希望する患者が自
宅で過ごせるよう
にするにはどうし
た ら い い の か
（P29）

【必要な機能】
OPTIMize strategy に加えて，「急変や夜間の対応が心配」「病状が予測より早く進む」「介護する人がいない」「在宅
診療を行う医師がいない」に対応する機能

1． 医師同士の連携の強化・訪問看護師の質・
量の拡充による急変・夜間の対応の充実を
図る＊

2． 患者の予後を信頼性のある方法で予測し，
患者・家族の心情に配慮したうえで予めの
相談をする仕組みを作る

3． 短期滞在集中型の介護サービス・がん患者
の利用できるレスパイト機能の確保などに
よって介護力を補う仕組みを作る＊

4． 在宅診療を行う診療所医師を増やす対策を
とる＊

地域連携をすすめ
るにはどうしたら
いいか（P31）

【必要な機能】
グループワークで課題を抽出した後に，重点的に解決する必要のある課題ごとにワーキングチームを構築する機能
（OPTIMize の M）

1． 効率的・効果的な退院支援・調整プログラ
ムを整備する

2． 地域のリソースについて，がん患者の自宅
看取りの相談が可能かと相談方法に情報を
限定したデータベースを作り更新する・地
域のリソースについて情報交換できるネッ
トワーキングを増やす

3． 介護支援専門員に対するがんについての研
修・サポート体制を整備し，がん患者が介
護保険を申請した場合に迅速に対応できる
手段をとる

1． 診療所間，訪問看護ステー
ション間，診療所―訪問看
護ステーションの連携のあ
り方に関する研究を行う

2． 保険薬局ががん緩和ケアに
おいて果たす役割を検証・
整理する

3． 緩和ケア病棟の地域緩和ケ
アにおける役割を検証・整
理する

4． 患者情報の共有のために，
利用者の教育・規定を行っ
たうえで，診療記録と二重
記録にならない電子情報の
共有システムを全国的に整
備する

5． 「患者の知りたい情報」を
開示するための利益誘導・
利益相反に関するガイドラ
インを定める

1． ネットワーキングの整備を行
わずに，「地域のあらゆる情
報を含んだリソースデータベ
ース」を新しく作成する

2． がん診療連携拠点病院を中心
とするがんに限定した緩和ケ
アの連携体制を構築しようと
する

3． 診療所，訪問看護，保険薬局
の緩和ケアにおける役割を実
証研究なしに規定する

4． 患者所持型情報共有ツールを
地域全体での患者情報の共有
のために導入する

＊　がん緩和ケアに限られた課題ではないので詳細の検討はしていない。
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　この章では，「地域緩和ケアを進めていこう」と思
った医療福祉従事者がどのように「OPTIMize 
strategy」を進めていくかの手順をプロジェクトマネ
ジメントの研究で見出されたプロジェクトマネジメン
トのモデルに沿ってまとめる。「地域緩和ケア」とい
った場合にはがんに限らないことも多いが，がんに限
ったことについて記載を行う。
　OPTIMize strategy は，地域の緩和ケアに関わる
医療福祉従事者が「出会う」機会と基盤となる知識を
提供することによって，地域のリソースを最大化する
枠組みである。それは，①組織を作る（organiza-
tion），②ネットワークと可視化により専門家アクセ
スを改善する（palliative care specialists），③緩和ケ
アに関する基礎的な知識と技術を（一方的にではなく
お互いに）伝え合う（teaching the essence of pallia-
tive care），④（広い啓発ではなく情報を必要とする）
患者・医療福祉従事者が情報を共有する（informa-
tion to patients and healthcare professionals close to 
patients），⑤連携の課題を解決するネットワークの
枠組みを作る（modifying resources in the communi-
ty），からなる。
　プロジェクトマネジメントのモデルについては別項
「地域緩和ケアプログラムのプロジェクトマネジメン
トに関する研究」（336 ページ）を，個々のプログラ
ムで利用可能な各地域で行われたことの詳細の記述や
作成されたマニュアルや案内文などは OPTIM 
Repeart 2011（http://gankanwa.unin.jp/report.html）
を参照してほしい。

手　順

1．organization（組織を作る）
　地域緩和ケアのプロジェクトマネジメントのモデル
に従って組織作りを行う。Phase 1 は「大枠の組織の
構築」である。
　Phase 1：大枠の組織の構築

　まず，「地域全体で取り組めるまず可能な組織」を
構築しなければならない。この際の要点は，①実践家
だけでなく方針の決定が可能な管理者レベルの人材も
メンバーとする，②市町村行政，医師会等関係団体を
巻き込む，ことである。
　また，多様な価値観を包容する文化はプロジェクト
を進めるための前提条件である。個人の価値観が絶対
ではなく，多様な価値観を含められることを前提とし
て心がける。
1）公的なものか有志のものかを決める

　プロジェクトを最初から公的なものとして運用する
か，まず有志のものとして運用するかは地域によって
事情が異なる。組織の参加が得られるかどうかはその
後の活動しやすさを大きく左右する。1施設ではなく
多施設で行うこと，個人の参加ではなく組織の活動と
して参加を得られることが可能となるためである。
　公的にプロジェクトチームを作ることのメリットは
集団・組織としての成果や議論がしやすくなること，
各参加者が「組織の仕事として行っている」ことで組
織内外で動きやすくなること，プロジェクトを永続さ
せられることである。デメリットとして地域の事情に
よっては組織構築そのものが進まなくなってしまうこ
とが挙げられる。
　有志のものとしてプロジェクトチームを作ることの
メリットは，一般的には臨機応変に機敏に動けること

2．Clinical implications：
地域緩和ケアに取り組む臨床家へ

（1）地域緩和ケアプロジェクトに関わる人たちへ：
OPTIMize strategy の手引き

聖隷三方原病院 緩和支持治療科

森田 達也
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であるが，デメリットとして，地域全体に関わる課題
についての取り組みの効率がよいとはいえないこと，
各参加者が「好きで行っていること」こととみられる
ために組織内外で動きにくくなること，がある。
　可能であれば公的なものがよいが，ほとんどの地域
においては公的であっても有志のものであっても構築
可能な範囲から行い，無理のない範囲で発展させてい
くことが現実的である。
2）地域の事情を把握する

　地域緩和ケアについての歴史的経緯，影響力のある
人物や組織（ステイクホルダー）を把握することが重
要である。その地域で長い期間活動している場合には
地域にどのような組織があり，誰がどのような役割を
果たしているかはおのずと分かるが，地域での活動期
間が短い場合には，その地域で長く活動している構成
員が必要不可欠である。
　プロジェクトを始める時点で「誰が何をしているの
かが全体像が分からない」からプロジェクトを始める
という場合も少なくない。がん緩和ケアに関係するプ
ロジェクトへの参加施設としては，最低限，がん患者
の診療数の多い病院（がん治療を担当する診療部，緩
和ケア部門，地域連携），がん患者や在宅診療の経験
の多い診療所，訪問看護ステーション，保険薬局，居
宅介護支援事業所が必要である。
　地域の緩和ケアの向上するためのプロジェクトを行
う趣旨を説明するために，がん診療連携拠点病院，が
ん診療連携拠点病院以外のがん患者をよく診る病院，
医師会，訪問看護ステーション協議会，薬剤師会，居
宅介護支援事業所協議会などを訪問し，プロジェクト
チームに加わるのに適切な人を推薦してもらい，プロ
ジェクトチームへの参加を依頼する。「組織上マネジ
メントに関わる役割にいる人と現場にいる人の両方を
含める」（管理者と実践家の両方が含まれる）ように
配慮することが重要である。この時点で，「知り合い
の知り合い」などにより集団ができることが通常であ
る。
　もし地域に，在宅医療に特化した診療所（在宅ホス
ピス）やがん診療に特化した診療所（オンコロジーク
リニック），がん患者を多く看ている訪問看護ステー
ションや居宅介護支援事業所，在宅医療に力を入れて
いる保険薬局がある場合は，個別に声をかけたほうが
よい。これらの施設では，既存の地域の団体（都道府
県・郡市医師会，薬剤師会など）と緊張状態にあるこ

ともあるため，人選には地域の事情をよく知っている
人からの情報を得るようにする。
　さらに，可能であれば，地域包括支援センター，行
政，保健所，歯科診療所，リハビリテーション施設，
ヘルパー事業所など関連職種にも参加を求めてもよい
が，最初から組織を大きくすると運営方法を決めるだ
けで時間と労力を必要とすることもあるので，地域の
連携の程度に合わせてバランスで検討する必要がある。
　この時点で，それまでにあった「施設と施設との事
情」や「個人と個人の事情」（競合関係にある，協力
関係を構築してこなかったなど）のために，「全員の
参加」は難しくなることがある。その場合，それでも
なおプロジェクトの趣旨に賛同の得られる施設や個人
で進めるか，プロジェクトをいったん中止するかの判
断が必要になる。
3）プロジェクトチームを作る

　次に，プロジェクトチームの名簿と連絡手段を作成
する（表 4）。連絡手段としては，face to face の会議
に加えて，メーリングリストを作成することが便利で
ある。地域の大きさにもよるが，人数が 10～20 名程
度が効率的に議論のできる最大人数であり，プロジェ
クトチームは多くても 30 名以下にするほうが意思決
定が円滑になる。
　責任者となるものと，事務局を決める。プロジェク
トチームのリーダーは業務量が多いため，できれば専
従になるほうがよい。少なくとも，プロジェクトに相
当の時間を割ける事務局を置くことは必須である。時
間の調整，場所の調整，意見の調整，資料の作成，メ
ーリングリストや名簿の管理など，事務局がいかに機
能するかはプロジェクトの進捗状況に影響する。事務
局の担当者は，プロジェクトの内容を理解し，人と人
との調整を丁寧に行える人がよい。事務局を設置する
場所は，地域の実情に合わせて医師会，病院，行政，
教育機関など複数の場所がありうるが，既存の組織と
円滑に意思疎通が取れる場所がよい。
4）プロジェクト参加施設を募る

　比較的大きな地域を対象としたプロジェクトの場合
は，「身内だけでやっている」ように閉鎖的にならな
いように心がける。プロジェクトの立ち上げの段階で，
がん患者の診療数の多い病院，診療所，訪問看護ステ
ーション，保険薬局，居宅介護支援事業所の全数に郵
送などでプロジェクトの案内を行い，説明会を行うの
は 1つの方法である。説明会でプロジェクトに参加す
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るかどうかを確認し，参加を希望した施設では参加者
の氏名，施設名を記入してもらい，「プロジェクト参
加者」の名簿とメーリングリストを作成する。比較的
小さな地域では，このプロセスはすでに「プロジェク
トチーム」を作る段階でなされていることがある。
　組織的な活動が可能な地域では，リンクスタッフを
施設からの推薦や指名で決めて活動を依頼する。リン
クスタッフを組織することで，プロジェクトのみなら
ずやりとりが日常的になることで，臨床，教育面での
連携も促進される。リンクスタッフが活動しやすいよ
うに，職場長，施設長の了解を得ることと，可能な限
り，プロジェクトの業務は施設の業務として行えるよ
うな体制を作れるのが最もよい。個人で参加する場合
には，施設内外で，「組織として行っているのか，個
人の活動として行っているのか」が分かりにくく，参
加者への負担は大きくなる。

　Phase 2：目的・人間関係・課題の共有

　プロジェクトチームができたら，さらに顔を合わせ
る機会を設けて，①プロジェクトの目的・目標を共有
し，②人間関係を作り，③課題を共有・明確化する。
　プロジェクトチームは，今後数年間（あるいは永続
的に），「地域の緩和ケアの課題に取り組むための企画
を行う」ことを目的として活動することの合意を得る。
必ずしもすべての企画を自分たちが行わなくてもいい
ことや，ほかの団体との関係も明確にしておく。
　ある程度，活動内容が決まる場合には，Phase 3 

（課題の明確化と組織構築）に移り，「活動内容ごと」
にワーキングチームを決めることができる。しかし，
立ち上げの年度では，「何をやっていいか分からない」
状態であることも多いので，その場合は，「今後課題
を明らかにして企画を立案する」ことを初年度の合意
とする。
　地域の課題は地域に特徴的なものも多い，または，
テーマそのものは全国に共通であっても「地域の文
脈」で解釈して対応策を考えなければ具体的な方策は
見出されないものが多い。そのため，プロジェクトで
扱う課題の概要を把握するために，プロジェクトの初
回から数回は，参加者またはプロジェクトチームでフ
ォーカスグループによる「地域緩和ケアの課題の整
理」を行うとよい。
　フォーカスグループでは，初めて会うメンバーが多
い時はみんなの前で意見を言いにくかったり，医療職
でない参加者は発言しにくかったりするので，平等に
意見が出せる工夫が必要である。「どんな意見を言っ
てもいいんだ」と思えるように，「ちょっと的外れか
しら」と思えるような意見でも肯定的に扱う雰囲気作
りに努める。具体的な方法としては，最初の 10 分間
ほどで各自「地域のがん緩和ケアに関する課題は何
か？」を黄色い付箋に，「課題を解決する方策は何
か？」をピンクの付箋に書き込み，模造紙に張り付け
ながら 5～6人の小グループ単位でKJ 法などを用い
て話し合いを 40 分ほど行い，その後グループごとに
発表する，という段取りを踏むことで，地域の課題を

表 4　がん緩和ケアのためのプロジェクトチームの構成例

がん診療連携拠点病院A 緩和ケア担当医師（緩和医療科医師）
緩和ケアチーム看護師
地域連携担当者（退院支援看護師）

がん診療連携拠点病院B 腫瘍センター長（外科部長）
緩和ケア病棟担当医師
地域連携担当者（医療ソーシャルワーカー）

病院A 看護部長
地域連携担当者（医療ソーシャルワーカー）

診療所 診療所医師（医師会の在宅委員会の担当理事）
診療所（在宅ホスピス） 診療所医師
訪問看護ステーションA 訪問看護師（協議会理事）
訪問看護ステーションB 訪問看護師（副所長）
居宅介護支援事業所A 介護支援専門員（協議会理事）
居宅介護支援事業所B 介護支援専門員
保険薬局A 薬局薬剤師（薬剤師会理事）
保険薬局B（在宅中心の薬局） 薬局薬剤師
地域包括支援センター 社会福祉士

　多職種，管理者と実践家の両方が含まれる構造になっていることに注意。
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網羅的に共有することができる。医学用語や略語をな
るべく使用しない，制度上の問題はすぐには解決しな
いために取り上げないなどのルール作りが有効なこと
がある。

　Phase 3：課題の明確化と組織構築

　グループワークを行うなどの方法により具体的な課
題が見つかり，地域での人間関係が分かるようになっ
てくれば，「問題を明確にして，課題に応じた組織構
築を行う」ことを目的とする。
　課題を明確にするためには，抽出した問題をそのま
ま扱うのではなく，比較的少人数で，実際に何に誰が
どう取り組めば「この地域で」効果が上がるだろうか，
を十分に検討する必要がある。検討するメンバーは，
ファシリテーター機能のメンバーになるが，地域の大
きさに応じて 10～20 名で何回か話し合う必要がある。
　課題は，実際に抽出された「その地域の，今の」具
体的なものとする。概念的な枠組みとしては，
OPTIMize strategy の概念的枠組みの，ネットワー
クと可視化により専門家アクセスを改善する（pallia-
tive care specialists），緩和ケアに関する基礎的な知
識と技術を（一方的にではなくお互いに）伝え合う
（teaching the essence of palliative care），（広い啓発
ではなく情報を必要とする）患者・医療福祉従事者が
情報を共有する（information to patients and helth-
care professionals close to patients），連携の課題を
解決するネットワークの枠組みを作る（modifying 
resources in the community）が課題を整理する際の
柱になる。しかし，このすべてを初年度から実施する
必要はない。「地域で生じている課題は地域が最もよ
く知っている」という認識が重要であり，概念的枠組
みも参考にしながら，地域で抽出された課題を優先し
て計画を立てる。
　取り組む課題が明確にされれば，抽出された課題を
より詳細に話し合えるようにワーキンググループを組
織する（地域の既存の委員会などに役割を分担しても
らう）。ワーキンググループの各リーダーは地域での
信頼があり，中核組織の管理レベルのものが望ましい。
ワーキンググループ内で話し合えるとともに，全体で
の意思疎通ができるように，全体でのミーティングを
もつか，少なくともチームリーダーは定期的にミーテ
ィングをもつほうがよい。全体での話し合いをもつた
めに，課題設定の話し合いを行ったメンバーとワーキ

ンググループのチームリーダーを「運営・企画委員
会」とする。

　Phase 4： 目的・目標の明確化と計画的かつ柔軟な

遂行

　ワーキンググループが構築されれば，「実施する」
ことが目的になる。計画的に，しかし，臨機応変に実
行することが求められる。
ここでの要点は，①年間のスケジュールをあらかじめ
立てる，②初年度はあまり手を広げずに限定したこと
をしっかりと行うことによってプロジェクト意義を共
有する，③目的別の大きな柱に沿って計画を立てる，
④状況に応じて相談しながら進める，⑤トライアンド
エラーをよしとする，ことである。
　目的に合わせて行う行動を具体的にして「年間スケ
ジュール」に落とし込むことが重要であり，「ただ集
まって話し合っているだけ」では実際の改善は生じに
くい。年間スケジュールを立てて参加者全員で共有す
ることで，目的や行動を可視化することができる。
　参加者が，プロジェクトの目的を把握しやすくする
ように，初年度は限定したことをしっかりと行う，目
的別の大きな柱に沿って計画を立てる，各プログラム
の前に全体の位置づけと会の目的を説明する。
　計画されたことを順次実行していくが，地域の課題
は状況に応じたことも多いため，行き詰まりがみられ
た場合には状況に応じて臨機応変に相談し，課題から
の撤収も含めて検討する。この時期には，ワーキング
グループによるアプローチのほかに，ファシリテータ
ーによる個別のアプローチ（特定の施設への対応）を
行う必要がある場合がある。

　Phase 5：見直し

　1年間継続して活動を行った後に，「成果を見直し
て来年度の年間スケジュールを立てる」ことを目的と
して，再度，運営・企画委員会での話し合いを行う。
ここでも，意見を言いにくい人が言える仕掛け作りが
重要であり，「継続して参加しているメンバー以外の
意見」を十分に組み上げられる仕組みがあるほうが多
様な取り組みのきっかけとなることができる。期間中
に行ったアンケート調査や聞き取り調査の結果を参考
とするが，プロジェクトチームでのフォーカスグルー
プを行うとよい。
　今年度達成されたので終了するもの，継続するもの，
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新しい課題として取り組むものを設定する。特に連携
に関する話題は，年度によって優先する課題が異なる
ことが多いため，年度によって対応する人や内容を変
える必要がある。「がん」を対象として地域連携を進
めた場合，内容が徐々にがん以外のことになることが
多い。たとえば，施設での看取り，神経難病や小児，
貧困者の生活の問題などである。地域にとって重要な
課題を設定し，その課題に取り組むことのできる組織
を臨機応変に構築していく。
　参加者の負担の軽減にも気を配るとともに，プロジ
ェクトは，対象地域の大きさ，医療介護リソースの量
などプロジェクトの活動そのものではいかんともしが
たい要因の影響も受けることも知り，「高すぎない目
標」のために燃え尽きに陥らないようにするほうがよ
い。

2． palliative care specialists（ネットワークと可
視化により専門家アクセスを改善する，図 10）

　「在宅や地域からの緩和ケアの専門家へのアクセス
ができない」ことも課題としてしばしば挙げられる。
現在，わが国では，緩和ケア専門家は，緩和ケア病棟，
または，病院の緩和ケアチームとして機能しているこ
とがほとんどである。地域を対象として緩和ケアのコ
ンサルテーションを受ける「地域緩和ケアチーム」は
機能として必要であるが，現状では質・量ともニード
を満たすことはできないと考えられる。

　緩和ケアに関する多くのことは地域の「1つの専門
チーム」が対応することを前提とするのではなく，①
個々の医療福祉従事者が相談しやすい緩和ケアの専門
家に相談できるネットワーキングを増やすことと，②
最後のとりでになる体制を構築すること，の両方を構
築する必要がある。
1）緩和ケアの専門家にアクセスできる機能

　緩和ケアの専門家にいろいろなルートでアクセスで
きる「機能」を最大化することが重要である。わが国
の現状から，地域によって緩和ケア専門家の形態は異
なる。緩和ケア専門家ががん診療連携拠点病院ではな
く，在宅ホスピス，緩和ケア病棟，がん診療連携拠点
病院ではない病院などにいる場合もあるので，地域に
ある緩和ケア専門家を最も有効に利用するにはどのよ
うにしたらいいかと考える視点が重要である。
　緩和ケア専門家とのアクセスは，具体的には，①あ
る 1つの病院の緩和ケアチームが地域緩和ケアチーム
として機能する，②複数の緩和ケアチームや在宅診療
所に緩和ケアの専門家が存在する場合にはそれらの緩
和ケア専門家にまとめてアクセスできるメールなどを
窓口とする，③病院の緩和ケアチームや在宅診療所に
個別に連絡する，④地域の在宅特化型診療所が他の診
療所の緩和ケアに関するサポートを行う，⑤共通の電
子カルテや患者ごとのメーリングリストを用いること
で常に患者情報を主治医チームと緩和ケア専門家が一
緒に診れるようにする，などが考えられる。

■よくみられる問題点・バリア
-地域で生じる緩和ケアに関する問題についてコンサルテーションを受ける専門家がいな
い
-痛みのコントロールが難しい場合，患者が在宅を望んでも病院に送るしかない
-困った時に相談する窓口がない。どこに相談したらいいか分からない

■解決策
-緩和ケア専門家と地域の医療福祉従事者が気
軽に話せる，ついでの機会に話せるネットワー
クを多くする
-最後のとりでとして緩和ケア専門家にアクセ
スできる体制を構築する
-病院の相談機能を充実する，院外に相談機能
を置く

OPTIM介入 4地域で構築されたシステム
・地域緩和ケアチーム
・相談窓口

・電子カルテ上での相談
・庄内プロジェクト地域緩和ケア症例
検討会（緩和チームと地域とのCF）
・院外の相談窓口

・アウトリーチの時のついでの相談
・ホスピスの利用について考える会
・緩和ケア病棟の在宅支援ベッド
・地域の緩和ケア専門家からなる緩和
ケアホットライン

・メーリングリスト上での相談
・院外の相談窓口

鶴岡

共通

柏

浜松

長崎

地域独自のもの

図 10　ネットワークとネットワークと可視化により専門家アクセスを改善する
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　いずれも，「まったく分からない相手に相談する」
ということはないので，リソースが「どこに何がある
のか」の情報を共有するとともに，個人的なネットワ
ーキングを増やしたり「ついでに会う」機会を増やし
たりすることで相談できる機会を増やすことが重要で
ある。すなわち，「地域緩和ケアチーム」が形として
あるかどうかが重要なのではなく，地域で緩和ケアに
関して困ったことが生じた場合には，誰かがそれに対
応できる状態になっているかどうかのほうが重要であ
る。
　鶴岡地域，長崎地域では電子カルテや，患者ごとに
設置したメーリングリストをベースにした相談が最も
多く用いられた。浜松地域では，緩和ケアチームが行
うアウトリーチプログラムの時に「ついで」に相談を
もつことが多かった。
2）地域で必ず緩和ケア専門家にアクセスできる体制

　ネットワーキングを増やすことと合わせて，セーフ
ティネットとして（たらい回しにならないように），
地域の中でここは緩和ケアに関する専門的な診療が必
要な場合に「必ず対応できる」施設を指定することが
必要である。
　OPTIMプロジェクトでは，すべての地域に地域緩
和ケアチームが設置され，まったくの新規の患者のコ
ンサルテーション数は少なかったが一定数の相談がみ
られた。浜松地域では，地域の緩和ケア専門家全員か
らなる「緩和ケアホットライン」が作られ，地域緩和
ケアチームの 1つの形態になると考えられる。
3）緩和ケア病棟

　緩和ケア病棟については，（利用者側からは）「緩和
ケア病棟に申し込んでも入院までに時間がかかる」，
（緩和ケア病棟側からは）「待機患者の自宅に連絡を取
ったところ患者が亡くなっていたが連絡がなく家族が
驚いていた」，（両者から）「どういうタイミングで入
院の相談をしたらいいか」といった課題が出されるこ
とが多い。これも実際に体験することによって相互の
状況が分かるので，緩和ケア病棟のスタッフが在宅に
行ったり，逆に，在宅や他病院のスタッフが緩和ケア
病棟で 1日研修を受けたりすることが有効である。
　浜松地域では，ホスピスの利用に関する情報共有を
行うために，「ホスピスの利用について考える会」が
開催された。また，柏地域では緩和ケア病棟全体を，
浜松地域では緩和ケア病棟の病床のいくつかを在宅支
援ベッドとして待ち期間を短くして運用することによ

り，自宅での症状緩和・介護負担に対する支援を行っ
た。
4）相談機能

　相談機能についても，「困った時に相談する窓口が
ない」ことが課題としてしばしば挙げられる。現在，
がん診療連携拠点病院の相談室は地域からの相談を受
けることが機能とされているが，地域についての情報
を十分にもっていない，人員が少ない，地域からは相
談に行きにくい（敷居が高い），在宅に関する対応は
遅くなるなどの問題で機能していない場合もある。こ
れを解決するための方法は，①地域の中核となる病院
の相談機能を充実させていくことと，②院外に相談機
能を置く方法，とがある。
　病院の相談機能を充実させるためには人員の充足と
ともに，相談員が「顔の見える関係」を積極的に構築
し自分の持っている情報の質と量を増やすとともに，
「分からないことはだれに聞いたら分かりそうか」を
知るためのネットワークを構築する機会を増やすこと
が必要である。院外に相談機能を置いた場合には，院
内での相談とは異なり「他の施設に受診している患者
の相談」を受けることが多くなるため，各施設の相談
員との連携と，認知度を上げるために相談機能がある
ことの情報提供が重要である。柏地域，長崎地域では
院外に相談支援センターが置かれ，相談内容が治療に
関することや他の医療機関でのことが多い特徴があっ
た。

3． teaching the essence of palliative care（緩和
ケアに関する基礎的な知識と技術を〈一方的
にではなくお互いに〉伝え合う，図 11）

　一般的に，診療所や訪問看護ステーションでは年間
に担当するがん患者の総数が少ないため，緩和ケアの
技術や知識に自信をもちにくい。一般的な緩和ケアの
知識は書籍などで豊富にあるが，実際の症例に対して，
具体的・実践的な技術と知識のサポートを同じ地域の
専門家から得られる機会が重要である。
　一方，現在のわが国の緩和ケアの専門家は病院勤務
の経験しかない場合が多く，在宅で利用可能なオプシ
ョンや工夫を十分には知らないことも少なくない（鎮
痛補助薬を持続注射で併用しようとする，レスキュー
薬を組み合わせて使用する複雑な指示を出すなど）。
　すなわち，がん診療経験の少ない地域の医療者にと
っては緩和ケアの新しい知識を得ることが有用である
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が，緩和ケアの専門家にとっても在宅で可能な治療オ
プションの工夫を知ることは非常に有用である。「緩
和ケアの技術や知識の向上」といった場合には，専門
家が非専門家に一方向性に教えるというイメージを持
ちがちであるが，緩和ケアの技術や知識は双方向性に
「学び合う」という認識が重要である。
　緩和ケアの技術や知識の向上に結び付くような具体
的な方法としては，①地域多職種向け・同職種向けに
緩和ケアセミナーを行うこと，②施設ごとに行われて
いるセミナーを地域で公開・アナウンスして行うこと，
がある。可能な場合，③地域のほかの施設に専門家が
出向いてセミナーを行うこと（出張緩和ケア研修），
④往診やカンファレンスなど臨床活動に緩和ケアチー
ムが参加するアウトリーチプログラム，⑤地域の緩和
ケア病棟での実習，⑥地域外の専門家のアウトリーチ
プログラム，⑦地域に既存のものがない場合には緩和
ケアに関する地域共通のマニュアルを作る，などがあ
る。
　緩和ケアセミナーの行い方としては多職種向けにす
るか，職種を限定するかの選択がある。一般的に，多
職種にした場合は，事例検討などで幅広い意見を得る
ことができるものの，医師の参加は少なくなり，職種
ごとのニードを満たすことはやや難しくなる。医師に
とっては内容が平易すぎる，薬物療法のところの情報
が少ない，分かりにくいところがあっても多職種の前
で質問できない；看護師にとっては薬物の選択よりも

投与後のモニタリングを知りたい，看護ケアの工夫を
知りたい；薬剤師にとっては薬剤師にとってできるこ
とを知りたい；施設職員など福祉職にとっては医学用
語が難しくて分かりにくい，自分たちにできることが
知りたい，などの意見が出ることが多い。可能であれ
ば，多職種向けのものと，医師向けなど職種別のもの
の 2つがあることが望ましい。
　地域の多職種を対象とした緩和ケアセミナーでは，
講師に看護師を含め，グループワークなど体験型の講
習会が有用である。医師が講師を務めると薬物療法や
病態の内容になりがちであるが，地域対象のセミナー
では参加者の多くが看護師となることから，「看護師
としてできること」を伝えることのできる看護師を講
師に含むことが重要である。前半で医師や薬剤師が病
態や薬物治療の話を行って，後半で看護師がケアの話
を行うのもよい。また，学会や製薬メーカー主催など
で開催される一方向性の講演会と異なり，グループワ
ークや，「エンゼルメイクのしかた」「リンパマッサー
ジのしかた」など実際の討論や手技を少人数で行うこ
とでより具体的な事例に即した技術と知識を得ること
ができる。グループワークでは，相互の経験を伝えあ
うことにより，地域全体に「知識や技術が伝播してい
く」ことが期待される。浜松地域で行われた 2008 年
の緩和ケアセミナーの構造やプログラムは，比較的緩
和ケア専門家の豊富な地域での参考になるだろう。
　医師の参加が少ない場合には，緩和ケアのみならず，

■よくみられる問題点・バリア
-個々の医師・看護師によって，疼痛，看取りの対応など緩和ケアの技術や知識に差がある
-在宅では，がん患者と接する機会が少ない。一般的な勉強はしていても，実際の経験が少ない
ために不安があり，自信が持てない
-教科書に書いてあることは知っているが，実際の患者に何がいいか自信がない
-小規模な訪問看護ステーションや病院などは，研修に人を出す余裕がない

■解決策
-多職種向けの緩和ケアセミナーを行う
-同職種向けの緩和ケアセミナーを行う
-既存のセミナーを公開して行う
-既存の仕組み（医師会の生涯教育，がん診
療を行う医師のカンファレンス，薬剤師会
の教育研修など）を利用して行う
-地域の施設に出向いてセミナーを行う（出
張緩和ケア研修）
-緩和ケアチームのアウトリーチプログラム
-緩和ケア病棟で実習をする
-地域外からのアウトリーチを受ける
-地域に既存のものがないマニュアルを作る

OPTIM介入 4地域で構築されたシステム

共通

鶴岡

地域独自のもの

・緩和ケアセミナー 
・地域共通マニュアル・パンフレット

・がん専門病院のセミナーの公開
・リンクスタッフ主催のセミナー

・対象を医師に限定した医師会の勉強会
・施設職員を対象とした講習会

・キャンサーボード鶴岡（地域がん症例
検討会）での緩和ケアミニ講習
・施設への出張緩和ケア研修
・他地域からのアウトリーチ
・調査を臨床に生かす冊子の作成

・病院の院内セミナーの公開
・緩和ケアチームによるアウトリーチ
・他地域からのアウトリーチ
・緩和ケア病棟での研修
・調査を臨床に生かす冊子の作成

柏

浜松

長崎

図 11　緩和ケアに関する基礎的な知識と技術を（一方的ではなくお互いに）伝え合う
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「がん診療による集まり」「在宅医療の集まり」のよう
な医師が多く参加する，すでにある機会を利用し，集
まりの時に一緒に緩和ケアに関する短時間の情報提供
を行うことでより多くの医師を対象とすることができ
る。あるいは，医師会の生涯教育講座に組み込むなど
既存の対象を医師に限定した機会を利用するとよい。
多くの医師は自分の専門領域に加えて緩和ケアを実施
しているため，医師の「ついでの機会」を上手に利用
することが重要である。鶴岡地域では「キャンサーボ
ード鶴岡」というがん治療全般に関する病院医師と診
療所医師のカンファレンスを設定し，その中で緩和ケ
アや介護保険など患者へのサポートについての話題提
供を短時間で行った。長崎地域では，医師会の継続し
た勉強会として「OPTIM事例検討会」を行った。
　緩和ケアセミナーの実施主体が限られている場合に
負担を軽減するいくつかの方法がある。1つは，各施
設でそれぞれ緩和ケアセミナーを行えるように，プロ
ジェクト参加者のうち各施設の緩和ケア担当者にロジ
スティクスなども含めてノウハウを共有することであ
る。この方法は柏地域で行われた。
　別の方法として，各施設や各職能団体で行われてい
るセミナーや講習会を地域の医療福祉従事者に公開し
てアナウンスを徹底して行うことにより，セミナーを
新しく主催しなくても，地域全体の緩和ケアの技術や
知識を向上することに貢献することができる。どの地
域でも，各施設，あるいは，職能団体ごとに教育研修
プログラムが行われているが，地域の医療福祉従事者
に公開・アナウンスされていることが少ない，または，
地域に公開されてはいるが徹底してアナウンスされて
いないため知られていないことがある。この場合，プ
ロジェクトで構築したメーリングリストのほか，地域
にすでにある看護協会や薬剤師会，地域医療連携室の
連絡方法を使用する。プロジェクトが作成する年間計
画の中に，地域で 1年間を通して行われる講習会の概
要と問い合わせ先を記載しておくとよい。柏地域で
2008 年からがん専門病院内で行っていた教育プログ
ラムを公開したことや，浜松地域で 2010 年から各施
設が行っている緩和ケアの院内向け看護師教育プログ
ラムを公開する方法は「新しい労力を使わずに」地域
全体に貢献する方法として参考になるだろう。
　緩和ケア専門家が比較的豊富な地域では，緩和ケア
専門家による出張緩和ケア研修や緩和ケアチームのア
ウトリーチプログラムが有用である可能性がある。地

域医療者にとっては緩和ケアの技術と知識を「実際の
事例を通して」体験しながら身につける機会となり，
知識そのものでは伝わりにくい患者からのニードの聞
き方やちょっとした質問への答え方などを経験知とし
て蓄積することができる。緩和ケアチームにとっても
緩和ケアに在宅の視点を取り入れることを学ぶ機会に
なる。講演会ではなく，各施設に出向いて行う出張緩
和ケア研修やアウトリーチプログラムは，「顔の見え
る関係」の構築や，今後の相談の閾値を下げることに
も役立つ。OPTIMプロジェクトでのアウトリーチは，
鶴岡地域では看取りを行う福祉施設に対して，浜松地
域では地域の在宅特化型診療所に対して行われた。ア
ウトリーチプログラムは，相互の認識が一致している
ことが重要である。鶴岡地域では，施設での看取りが
グループワークでの話題になったためニードがあると
して行われた。浜松地域では，在宅特化型診療所から
緩和ケアについての専門的な知識と技術の向上の希望
があり行われた。いずれも，「無理やりに押しかけて
いく」のではなく，「ニードのあるところに対応する」
という姿勢が求められる。
　また，緩和ケア病棟で地域の医療福祉従事者の研修
を行うことも知識や技術の提供に貢献できる。しかし，
地域からの参加者の場合，緩和ケア病棟で行われてい
る難治性の症状緩和の知識や技術そのものよりも，
「どのようなことが行われているか」を知り，今後の
連携に生かすという目的も多いことに注意してプログ
ラムを組む必要がある。緩和ケア病棟でオピオイドの
注射薬や鎮痛補助薬を頻用している場合には，症状マ
ネジメントそのものよりも，アセスメント，多職種協
働とコミュニケーション，看取りのケア，精神的ケア
にウエイトをおいた研修プログラムが望ましい。浜松
地域では緩和ケア認定看護師の研修の枠を少なくして，
地域の医療福祉従事者に短期間の見学を兼ねた研修を
行った。長崎地域では，「ホスピス講習会」という名
称でホスピスの役割を地域に知ってもらう取り組みを
行った。
　地域によっては，他の地域の専門家からのアウトリ
ーチ（講演だけでなく，実際に臨床活動に参加するこ
と）により，講演だけでは分からない実践を学ぶ機会
となる。鶴岡地域では，緩和医療の専門家が臨床現場
に定期的に参加した。鶴岡地域と長崎地域では，在宅
診療にかかわる医師・看護師が相互に臨床現場に参加
した。浜松地域では首都圏で在宅診療を中心として活
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動している医師が在宅特化型診療所の往診に同行した。
　地域で統一したマニュアルやパンフレットの配布も
有効な方法の 1つである。OPTIMプロジェクトでは，
『ステップ緩和ケア』『これからの過ごし方について』
（看取りのパンフレット）の評価が高かったが，これ
は，既存の類似のものがなかったためと考えられる。
前者は地域の共通言語となったという効果があり，地
域ごとに実践的で臨床に即したマニュアルがあること
は有用である。一方，すでに地域の各施設で運用され
ている既存のものがある場合には，それらを置き換え
ることに労力がかかることや，使用する医療者が新し
いツールの内容をよく理解しなければならないことか
ら，地域で統一したツールの運用は想定される以上に
困難が生じる場合が多い。統一したツールに置き換え
るには，労力に見合う「効果」が得られるかを十分に
検討することが重要である。特に，疼痛の評価ツー
ル・パンフレットや退院支援シートなどはすでに各施
設でアレンジされて使用しているものがあることが多
く地域で統一したものを作ることは目標にしにくい。
OPTIMプロジェクトで作成された「地域になかった
もの」としては，地域で患者・遺族を対象とした調査
を行った結果，「臨床で何に注意することが重要か」
をまとめた冊子がある。鶴岡地域と浜松地域とで作成
された。

4． information to patients and healthcare 
professionals close to patients（〈広い啓発で
はなく情報を必要とする〉患者・医療福祉従
事者が情報を共有する，図 12）

　患者・家族が緩和ケアや在宅医療について適切では
ない認識をもっていることもしばしば課題として挙が
る。たとえば，「緩和ケアを受けると末期だ」「がんで
は家では生活できない」「麻薬を使うと依存症にな
る・身体に良くない」などである。
　患者・家族への情報提供・啓発活動としては，対象
をしぼって短期的な効果を目的として行う活動と，対
象をしぼらずに長期的な効果を期待して行う活動とを
区別する必要がある。短期的な効果を期待する場合に
は，「関心をもっている対象」に情報提供を行うこと
が重要であり，「関心がない」対象に情報提供しても
短期間に認識や行動は変わりにくい。
1）対象をしぼって行う短期的な活動

　対象をしぼって行う短期的な活動には，がん患者を
対象として「緩和ケアを受けたからといって終末期で
はないこと」「在宅でも生活できること」「緩和ケアチ
ームや相談窓口があること」を情報提供することが含
まれる。ただし，患者の中には，進行・再発に関する
不安から「意図的に緩和ケアに関することは聞かない
ようにしている」場合もあるので，無理に情報提供を
行うのではなく，見たくない患者は見なくていいよう
な環境が重要である。患者が最も信頼している情報源

■よくみられる問題点・バリア
-患者・家族が「緩和ケアを受けると末期だ」と思っている
-患者・家族が「がんでは家では生活できない」と思っている
-患者・家族が「麻薬を使うと中毒になる・身体に良くない」と思っている

■解決策
（対象をしぼって行う活動）
-該当する患者・家族の多いところで情報提供の
ためのリーフレットなどを設置する
-患者・家族に接する医療福祉従事者に情報提
供・教育を行う

（広い対象に行う活動）
-もともと地域にある方法（市民講座など），地
域のコミュニティ単位の出張講演会

OPTIM介入 4地域で構築されたシステム

共通

地域独自のもの

鶴岡

柏

浜松

長崎

・リーフレットなどの設置
・市民講演会
・図書の設置
・患者会・家族会

・市民の健康イベントへの参加
・緩和ケアコンサート
・寸劇を用いた出張講演会
・地元のメディアへの記事の依頼
・市民の健康イベントへの参加
・相談センターを活動場所として提供

・がん患者を対象とした「啓発ボード」
・市民の健康イベントへの参加

・市民の健康イベントへの参加
・医師会の市民健康講座と共催
・自治体連合会への出張説明会

図 12　（広い啓発ではなく情報を必要とする）患者・医療福祉従事者が情報を共有する



2．Clinical implications：地域緩和ケアに取り組む臨床家へ

49

は医療福祉従事者であることから，患者の最も近くに
いる医療福祉従事者に対する情報提供が最も効率的で
ある。
　情報提供の手段は，費用対効果の点からは，がん患
者が多く存在する場所，すなわち，病院を中心とする
ほうがよい。がん患者が情報に曝露される場所は，病
院，保険薬局，診療所である。病院の中でも，一見し
て通行量の多い廊下や待合よりも，実際にがん診療が
行われる場所（外来化学療法室，腫瘍センター・外
科・腫瘍科の病棟・待合など）のほうが関心のある対
象の割合が多い。また，緩和ケアだけの情報よりも，
がん治療の情報と併せて行ったほうがよい。具体的な
方法としては，①病院のがん診療を行う病棟や外来に
リーフレットやポスターを置く，②情報を集約した情
報提供のためのコーナーを作成する，③患者・家族に
接する医療福祉従事者に情報提供・教育を行う，④患
者会にアナウンスするなどが，費用対効果も考えれば
よい選択になる。
2） 対象をしぼらずに長期的な効果を期待して行う 

活動

　対象をしぼらずに長期的に行う活動には，市民全体
を対象として，「在宅で過ごす文化があること」「死に
ついて考えることでよりよく生きることができるこ
と」について話し合うことが含まれる。
　市民を対象とする場合は，新しく講演会や資料を作
成することは告知を行う手段を含めると費用対効果が
よいとはいえないので，すでに地域にある方法（行政
や医師会が行っている講演会，市民対象の健康イベン
トなど）を利用するほうがよい。多くの地域で，地域
のコミュニティや自治体ごとに集会や健康についての
集まり，大学が行う市民講座などが定期的に行われて
いる。市民を対象とした活動はプロジェクトのみで実
施するのではなく，ほかの団体と相談して，実施場所
を提供する，合同で開催する，後援を対象の多い団体
に依頼する，地元で知られている人から情報提供して
もらうなどの工夫が重要である。
　OPTIMプロジェクトで行われたユニークな方法と
しては，鶴岡地域で行われた地元の医療福祉従事者が
行った「寸劇」がある。地元の実際にどこの誰と分か
るものが担当することで親しみやすさや分かりやすさ，
熱意を届けることができた可能性があり，寸劇を行う
文化のある地域では価値のある選択肢と考えられる。

5． modifying resources in the community（連携
の課題を解決するネットワークの枠組みを作
る）

　連携に関する課題としては，「顔の見える関係」「病
院と地域との連携（退院時の連携）」「地域内の連携
（診療所，訪問看護ステーション，居宅介護支援事業
所などの連携）」「地域内のリソース（在宅診療をする
医師，レスパイト入院のできる施設）」などがよく挙
げられる。
1）基盤となる「顔の見える関係」の構築（図 13）

　たいていの地域では，「病院の医師・看護師・薬剤
師だけ」「医師だけ」「看護師だけ」「薬剤師だけ」「介
護支援専門員だけ」「現場だけ」「理事だけ」のように
職種や水準を限定した集まりはあっても，多職種・多
レベル（現場のものとマネジメントに参加するものと
の両方が参加している）で顔を合わせて話す機会はあ
まりない。
　この解決のためには，①マネジメントに参加するも
のと現場のもののうち地域で重要な役割を担っている
ものが参加する 10～30 名以下のカンファレンスと，
②現場レベルの多職種がなるべく多く集まる 100～
200 名程度のカンファレンス，の両方が必要である。
　前者は，プロジェクトチームのミーティングが相当
することになる場合が多い。すでに多職種・管理者と
実践家の地域でのコアメンバーが集まるカンファレン
スがある場合には，既存のカンファレンスをプロジェ
クトチームのミーティングとして利用することもでき
るだろう。
　後者は，地域のがん患者に関わる，なるべく多くの
医療福祉従事者にプロジェクトから呼び掛ける。地域
での交流があまりない時期で話題の設定が難しい場合
には，地域内外で講師を依頼して講演を 40 分ほど行
い，そのあと，小グループに分かれてグループワーク
や症例検討会を行うとよい。講演だけだと「聞いて帰
る」ことが中心になり，「人となりが分かる」顔の見
える関係にはつながりにくいので，小グループでお互
いを知り合うことのできる仕掛けが必要である。会の
目的は「顔の見える関係」作りにあるので，講演やグ
ループワークの内容自体はどのような職種でも話し合
えるものであれば何でもよい。複数回行う場合は，同
じテーマであると話し合いに変化がなくなってくるの
で，参加者の希望をアンケート用紙で「話し合いたい
内容は何ですか」のような質問で聞きながら，随時内
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容を変えて設定する。少人数ずつ話し合い，情報交換
できる場を設けることが重要である。徐々に「顔の見
える関係」ができてくると，施設，ヘルパー事業所，
ボランティアなどさらに連携をとっている対象を広げ
ていくようにする。
　地域の大きさによっては，複数のカンファレンスが
並行して構築されてもよい。柏地域では，「リンクス
タッフがそれぞれの施設で緩和ケアセミナーや多職種
連携カンファレンスが行える」ことを目的としたため，
各リンクスタッフの所属する施設でもそれぞれ，多職
種連携カンファレンスが行われた。緩和ケア，がん医
療，在宅医療，地域連携など複数の切り口がある。い
ずれも，可能な限り多職種，管理者と実践家になるよ
うに配慮する。
　OPTIM─study の期間中では，前者はプロジェクト
の運営委員会がその役割を担っており，各地域ともプ
ロジェクト後にも継続できるかたちで終了した。たと
えば，鶴岡地域では，医師会，市立病院，薬剤師会な
どからなるプロジェクトの運営委員会に，地域の他の
病院，訪問看護ステーション協議会，居宅介護支援事
業所などを加えた「南庄内緩和ケア推進協議会」を立
ち上げた。浜松地域では，OPTIMプロジェクトの企
画チーム（自主的に参加しているメンバーだが各団体
の理事など主要組織のマネジメントに関わるものが加
わっている）を継続させた。
2）病院と地域との連携の促進（図 14）

　病院と地域とのやり取りがあまりない地域では，
「病院から在宅に戻る準備が十分ではない」ことが大

きな課題の 1つとして特に地域の医療福祉従事者から
挙げられるだろう。病院の医師や看護師には「在宅の
視点」が乏しいことが指摘されている。たとえば，骨
転移で「病棟で生活している分には痛みはないから疼
痛コントロールができている」患者であっても，自宅
に戻れば入浴，排泄，食事など活動量が増えるので病
院にいる間に自宅での生活を評価しなければならない。
入院中にベッドで横になっている患者でも，自宅でベ
ッドが準備されていなければ布団からの起き上がりに
なる。生活の様子に合わせて，ベッド，杖，介護支援
などを入院中から準備しておく必要があり，介護保険
も必要なことが多い（介護保険の申請から審査までは，
厚生労働省の通達もあり早くなっている地域が多いが，
数週間以上かかる市町村もある）。あるいは，入院中
は朝昼夕に加えて 12 時間ごとの内服があっても薬剤
師が服薬を管理すれば問題はない。しかし，自宅に戻
ると時間ごとの管理は容易ではないのでなるべくシン
プルに朝・昼・夜だけにして患者が自分で管理できる
ことを確かめておく必要がある。このような「在宅の
視点のある緩和ケア」が求められている。
　これを解決するためには，①各病院への退院支援・
調整プログラムの導入と質の向上，②「患者を紹介す
る側」（地域の各病院の連携担当者など）と，「患者の
紹介を受ける側」（診療所・訪問看護ステーション・
保険薬局・居宅介護支援事業所など）の実務者レベル
で連携上の問題を共有する機会，が必要である。在宅
スタッフが比較的豊富な地域では，在宅スタッフの病
院へのアウトリーチプログラムも有用である。また，

■よくみられる問題点・バリア
-問題に対して具体的にどうするかを施設，職種を超えて話し合う場がない
-地域の情報が施設，職種を超えて伝わってこない
-病院スタッフ，在宅医療スタッフが一堂に会す機会がない
-現場の人だけだと「ぐちの言い合い」になってしまう，管理レベルの人だけだと現場の
ことが伝わらない
-お互いを知らないので，問い合わせしにくい
-実は解決している問題でも解決する方法の情報が伝わらない

■解決策
2 つのコミュニケーションの場を設ける

1．管理レベルと現場レベルが会する
　  10～30人のカンファレンス
　-プロジェクトチームの会議

2．現場レベルの多職種が一堂に会する
100～200 人のカンファレンス

　-多職種でのグループワークや症例検討会

OPTIM介入 4地域で構築されたシステム

共通

地域独自のもの

1　プロジェクトの運営委員会
2　多職種地域カンファレンス

南庄内緩和ケア推進協議会

リンクスタッフが主催の地域カンファレンス

OPTIM企画チーム

まちなかラウンジ

鶴岡

柏

浜松

長崎

図 13　基盤となる「顔の見える関係」の構築
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在宅での患者の経過を病院・関係者が共有できる機会
を作ることも役立つ場合がある。
①退院支援・調整プログラム

　退院支援・調整プログラムとしては，退院前カンフ
ァレンスを確実に実行していくことと，各病院で退院
支援プログラムを導入し，病棟看護師に教育を行うこ
とが重要である。退院支援プログラムは，個々の病院
の教育課程に組み込まれることが多いが，①入院中か
ら「自宅で実施可能な医療・看護ケア」にする（夜の
体位交換は計画しないなど），②早期から在宅スタッ
フに声をかける，③自宅での生活のアセスメントと介
護サービスの導入，④患者・家族の在宅意思の確認，
⑤患者・家族への入院中に行っていた処置の指導，な
どが柱となる。柏地域では，病棟看護師が訪問看護ス
テーションでの実習を行った。長崎地域では，地域全
体での施設を超えた病院看護師と訪問看護師での合同
研修会が行われた。鶴岡地域ではがん患者への退院支
援プログラムがなかったため，退院支援プログラムを
導入して定着させた。
　退院支援看護師は病院に少数名しかいない場合も多
く，抱えている課題を共有できる同じ立場のものがい
ないときもある。そのような場合は，地域の退院支援
看護師の「退院支援看護師の会」を定期的に行い，そ
れぞれのプログラムを持ち寄って学び合ったり，課題
の共有や情緒的な支援を得ることができる。浜松地域
では，退院支援看護師同士で情報交換する「退院支援

看護師の会」が設定された。
② 患者を紹介する側と患者の紹介を受ける側の実務者レベ

ルで連携上の問題を共有する機会

　患者を紹介する側と患者の紹介を受ける側の連携上
の問題の共有機会としては，病院の退院支援看護師・
病棟看護師・医療ソーシャルワーカー・薬剤師と，地
域の診療所医師・訪問看護師・介護支援専門員・保険
薬局薬剤師らで定期的に実務レベルの集まりをもつこ
とで課題と解決をしていくことができる。特に，看護
師間のネットワークの構築のために看看連携のネット
ワークで退院支援の質の向上を議論することも有効で
ある。
　OPTIMプロジェクトでは，いずれの地域でも看護
看護，看護介護のネットワーキングが図られた。たと
えば，長崎地域ではコアリンクナースを設置して，退
院支援についての病院看護師と訪問看護師の合同研修
会を企画するなど退院支援・調整プログラムの改善を
図った。浜松地域では，「連携ノウハウ会」で各病院
の退院支援プログラムを持ち寄って共有，改善点を訪
問看護師や介護支援専門員を含めて継続的に話し合っ
た。
③在宅スタッフの病院へのアウトリーチプログラム

　地域スタッフが比較的豊富な地域では，地域スタッ
フが病院の連携室のカンファレンスに参加したり，緩
和ケアチームや外科の回診に同行することで，「この
状態では帰ることはできない」という病院スタッフの

■よくみられる問題点・バリア
-病院から急に在宅に戻ってくる・打ち合わせがない
-診療情報提供書や看護サマリーに在宅スタッフの欲しい情報がない
-自宅で患者・家族にはできないことを退院時に指導されてくる
-病院に問い合わせたいことがある時，誰に連絡していいのか分からない
-病状や介護力を理由に医療者が在宅は無理と判断してしまっている
-在宅スタッフが病院と連絡がとりにくい・窓口が分からない・部署関係が分からない
-在宅への連携がうまくいったか評価の場所がない

■解決策
-病院に退院支援部署を作り，退院支援・調整プログラム
を導入する
＊退院前カンファレンス
＊入院中から自宅で可能な医療・看護ケアにする
＊早期から在宅スタッフに声をかける
＊自宅での生活のアセスメントとサービスの導入
＊患者・家族の在宅意思の確認
＊患者・家族への入院中に行っていた処置の指導
-退院支援の向上のための実務者の会を定期的にもつ
-在宅スタッフの病院へのアウトリーチプログラム
-在宅での経過を病院・関係者が共有できる機会を作る

共通

地域独自のこと

・退院支援プログラム導入

・地域連携促進シート

・地域看看連携検討会，医療
と介護の連携研修会

・連携ノウハウ共有会
・退院支援看護師の会

・退院支援についての病院看護
師と訪問看護師の合同研修会
・在宅スタッフが緩和チームと連
携室のカンファレンスに参加

鶴岡

柏

浜松

長崎

OPTIM介入 4地域で構築されたシステム

図 14　病院と地域との連携の促進
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意識を変えることができる。たとえば，単身者でも自
宅看取りは可能であるし，注射薬のオピオイドは在宅
でも使用できるようにアレンジが可能であることを実
際の事例を通して病院スタッフが知ることができるよ
うになる。また，在宅で可能な医療手技，在宅の医療
資源情報，在宅医の情報などが共有され，在宅に向け
た調整が効率的に行えるようになる。長崎地域では，
3年間を通じて定期的に在宅スタッフががん診療連携
拠点病院の緩和ケアチームのカンファレンスに参加し
たり，地域連携室のハイリスクカンファレンスに参加
したりした。
④在宅での患者の経過を病院・関係者が共有できる機会

　在宅での患者の経過を病院・関係者で共有する機会
を作ることも有用である。たとえば，患者が自宅に帰
った後の様子を写真や文字で伝えるシートを作成して
病棟や主治医に届くようにしたり，患者の死亡後に多
施設・多職種で振り返りを行う地域デスカンファレン
スを行ったりすることにより，病院スタッフは「帰せ
てよかった」「今度はこういうことに気をつけよう」
という在宅の視点についての学びを得る機会になる。
柏地域では「地域連携促進シート」が作られた。鶴岡
地域は共有の電子カルテで，長崎地域は患者ごとに設
定したメーリングリストで随時自宅に帰った患者の
「生々しい」状態が病院スタッフに伝えられた。この
他，個人的なネットワークを通じて，あるいは，地域
内に設定されたさまざまなミーティングなどの機会の
ついでに会うことを通じて患者の経過を共有すること
ができる。
3）地域内の連携の促進（図 15）

　連携が十分でないのは病院─地域間だけではなく，
地域内の連携も課題として挙げられる。地域内の連携
としては，「同職種内の連携」と「多職種間の連携」
がある。同職種内の連携とは，診療所同士のネットワ
ーク，保険薬局のネットワーク，訪問看護ステーショ
ン同士の役割の分担などが挙げられる。多職種間の連
携とは，在宅主治医・訪問看護ステーション・介護支
援専門員・保険薬局薬剤師間での患者の情報の共有，
介護支援専門員の感じる敷居の高さなどがしばしば挙
げられる。
　これを解決するためには，①同職種ごとのネットワ
ークを強めることと，②患者情報を多職種で共有する
機会を増やすこと，③がんに慣れていない介護支援専
門員への支援と配慮，が重要である。

①同職種ごとのネットワークを強めること

　同職種ごとのネットワークとしては，診療所同士の
ネットワークであるドクターネット，保険薬局のネッ
トワーク・麻薬や機材などの管理・破棄システム，病
院医師と診療所医師とのカンファレンスなどが挙げら
れる。
　鶴岡地域では，医師間の連携として，診療所医師が
病院医師からメール，電話，カンファレンスなどで臨
機応変にいつでもサポートを受けられることで，終末
期がん患者を受け入れがしやすくなった。長崎地域で
はOPTIMプロジェクト以前からドクターネットと呼
ばれる診療所同士の支援体制が構築されていた。浜松
地域でもOPTIMプロジェクトを契機としてドクター
ネットが構築され，在宅特化型診療所が他の診療所の
不在時のサポートを行ったり，近隣の診療所同士で患
者情報を共有してネットワークを組んだりすることが
行われた。保険薬局のネットワークは，長崎地域で始
まり，浜松地域でも構築され，在宅患者の保険薬局の
依頼があった時に薬剤師会のコーディネーターが調整
を行い薬局を探す体制が作られた。長崎地域では，保
険薬局のネットワークで，訪問服薬指導のビデオや麻
薬の管理・破棄システムの構築がなされた。
　しばしば，診療所，保険薬局の連携による対応と集
約による対応とが 2者択一の問題として扱われること
がある。これらの「優劣」を評価することは本研究の
目的ではなく，方法論的にも容易ではないが，本研究
で観察された限りでは，多くの地域で連携と集約は同
時に認められ，互いに排他的ではなかった。在宅特化
型診療所の患者数が増加しても，それ以外の診療所の
患者数が減少することはなかった。ドクターネットの
有無にかかわらず，診療所同士は独自に連携し，自主
的なネットワーキングが行われた。その理由として，
患者との相性や重視することの違い，患者や家族との
診療関係（家族自身が「ずっとみてもらっていて相談
しやすいのでみてほしい」など）などが挙げられた。
　同職種ごとの連携のあり方は地域によって異なるた
め，さまざまな連携のあり方を探ることになる。
②患者情報を多職種で共有する機会を増やすこと

　患者情報を地域で患者に関わる多職種で共有する機
会としては，「顔の見える関係」を基盤とし，サービ
ス調整会議，電話・メールなどさまざまな手段で臨機
応変に情報を共有することが重要である。チームで情
報を共有することの価値を医師が実感していること，
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医師の事務作業を軽減するロジスティクスが整えられ
ることが必要である。具体的な方法としては，診療情
報提供書や病院からの看護サマリーを患者の同意を得
てから介護支援専門員や保険薬局などに共有する，
「メーリングリスト」を患者ごとに作成し関係してい
る施設に情報を一斉に共有する，地域の電子カルテを
利用する，などがある。IT を使った情報共有は，鶴
岡地域で地域の電子カルテであるNet 4U が非常に有
効に機能し，長崎地域では患者ごとに関係者が入るメ
ーリングリストを用いることで，患者の状況を共有で
きるのみならず，実際には関わる頻度の少ない者にと
っても「バーチャルな経験を積む」機会としての教育
効果を果たした。浜松地域では，在宅特化型診療所で
アウトリーチプログラムに合わせて，地域の訪問看護
ステーション，介護支援専門員をはじめとして関係者
が集まり患者についてのディスカッションを行う地域
緩和ケアカンファレンスで情報共有が行われた。
　一方，『わたしのカルテ』のような紙媒体での情報
共有は，患者自身が意義を感じにくいため地域の関係
者全員の積極的な関与がなければ（地域のいずれの機
関に行っても医師や看護師が意義を理解して患者に声
をかけるなど）普及しないことが 4地域の共通した経
験として示された。
　いずれの地域においても，「自分の病気のことを知
って自分でコントロールしたい」患者には比較的受け
入れられたが，多くの患者では，スムースな運用はで

きなかった。理由として最も大きく影響していたこと
は，①治療に関係する関係者すべてが『わたしのカル
テ』の意義を知っていないと患者が持ち歩く意義を感
じられないこと（ある医師に見せたが関心を示さなか
ったなど），②治療については医師に任せている・面
倒であるという患者の考え，であった。これらは欧米
での患者所持型情報ツールの系統的レビューでも明ら
かにされている知見であり，母子手帳のように「関係
する医療福祉従事者がみな重要性を認識して患者に見
せるようにいう」「患者自身が自分の記録をもち，治
療に参加する意欲をもつ」ことの両方がそろわなけれ
ば，患者所持型情報ツールの完全な普及は難しいと考
えられる。また，これらの患者所持型情報ツールでは，
「患者が見ることが適切でない情報（患者が予後につ
いての情報を希望していないが，見込まれる予後を関
係者で共有したい場合など）」は共有することができ
ない。
　いまのところ，患者情報を多職種で共有する機会を
増やすための「確実な」方策ははっきりとはしない。
ITの利用が可能な地域，利用に親和性のある機関で
あれば最も効率的なように思われる。一方で，「何か
あった時に気軽に連絡が取れる」「知りたいことがす
ぐに聞ける」ということも定期的な情報共有と同じ程
度がそれ以上に重要であるため，相互に連絡する閾値
を下げるためのネットワーキングはやはり重要である。

■よくみられる問題点・バリア
同職種間の連携
-在宅主治医，1人だけで，24時間 365日のフォローは難しい
-在宅担当薬局が必要な場合にだれが担当できるのか分からない
-訪問看護ステーションの人員が足りない

多職種間の連携
-在宅主治医，訪問看護ステーション，介護支援専門員，保険薬局薬剤師間で患者の情報の共
有をする機会が少ない
-介護支援専門員は医療の予測が難しく，がんに対する敷居が高い

■解決策
-在宅医師・保険薬局・訪問看護ステーション
のネットワークをつくる
-サービス調整会議・診療情報提供書・電話・
　メールなどで臨機応変に情報を共有する
- IT での情報共有を行う（患者ごとのメーリ
ングリスト、電子カルテ）
-患者所持型情報共有ツールの普及は難しい
-介護支援専門員への支援と配慮

OPTIM介入 4地域で構築されたシステム

共通
・サービス調整会議・カンファレンス、診
療情報提供書・電話・メールなどで 臨機
応変に情報共有

・病院医師と診療所医師の関係構築
・訪問看護ステーションのマッピング
・Net４U（電子カルテ）での情報共有
・浜松ドクターネット（医師），P浜ねっと（薬剤師）
・在宅特化型診療所で行うカンファレンス

・ドクターネット（医師），P- ネット（薬剤師）
・訪問服薬指導のビデオ
・メーリングリストでの情報共有

鶴岡

地域独自のこと

浜松

長崎

図 15　地域内の連携の促進
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③がんに慣れていない介護支援専門員への支援と配慮

　介護支援専門員 1名あたりが対応するがん患者は年
間数名であることが多い。介護支援専門員には福祉職
も多く，医師や看護師が日常的に使用する用語や患者
の状態の共通理解が難しい場合も少なくないことを知
っておくことが重要である。
　DNR，IC（informed consent），ケモ（化学療法），
オピオイド，レスキュー，PD（progressive disease）
をはじめ，ほとんどの薬剤，化学療法のレジュメン名
が多職種カンファレンスで話されているのを聞くと
「外国語を聞いているようだ」と思う福祉職も多い。
専門用語や略語のために「情報の共有が実はできてい
ない」ことに止まらず，「医療に対する敷居の高さを
感じて患者ケアについても連絡しにくいと感じる」こ
とにつながる。また，1人あたりが対応するがん患者
数が少なく経験が少ない場合には，経過を予測するこ
とが難しいことも多い。「呼吸困難が出始めているの
で厳しそうです」というのはがんの経過を知っている
者では，「呼吸困難が生じているので予後が週の単位
かもしれない」という意味であることが分かるが，経
験の少ない者はそうとは限らない。したがって，多職
種カンファレンスなど福祉職が加わるカンファレンス
では，医療職は，患者や家族に話す平易な言葉を使っ
て，予測的な対応ができるように見通しを具体的に伝
えることが必要になる。システム的には，介護支援専
門員に対する医療用語の教育機会を地域でもつことを
行いながら，医療者に対して介護支援専門員など福祉
職との情報共有で心がけることを教育課程に入れてい
くことが対応として挙げられる。
④多職種での評価が異なる場合の方策

　このほか，地域の集まりでは，異なる立場の人が異
なる経験からの評価になることがある。1地域の経験
では，地域で生じた「うわさか真実か分からないこ
と」を遺族自身に質問紙調査を行って確かめる，とい
う方策をとった。その結果，地域で懸念されていたこ
とは，少なくとも，多数の遺族の評価ではなかったこ
とが分かった。関係者から出された懸念についてお互
いに会って共有しても事実に関する意見が分かれた場
合には，実際に患者や遺族の評価に戻るというのも連
携を進める方策になると考えられる。
4）地域内のリソースの最大利用（図 16）

　「地域内にどのようなリソースがあるのか分からな
い」こともしばしば挙げられる。「往診してくれる医

師が分からない」「訪問服薬指導する薬局が分からな
い」などである。これは一見，「往診する医師の一覧
表」などのデータベースを作成すれば解決すると考え
られがちだが問題はより複雑である。地域での問題を
明確化するためには，多職種の 10 名ほどのグループ
で，「どのような情報が，いつ，ないので困っている
のか」についてのフォーカスグループを行うと明確に
なるだろう。
　おそらくは，データベースでは解決できない問題が
本質的であることが共有される。たとえば，「公開さ
れる前提では実際の内容を（悪意ではなく）記載でき
ない」（往診することを公開することで患者が多くな
ると今行っている診療を責任をもってできなくなるの
で，公開するものには「往診はしない」としている。
ただ，地域の患者さんやずっとかかっている患者さん
の往診は責任をもってしたい：診療所医師），「がん患
者さんが多くなると対応できなくなるかもしれないの
で一定人数にとどめたい（介護支援専門員）」「データ
ベースに表現できない情報が紹介ややりとりをするに
は重要である」（痛みが強いなど症状の強い患者さん
や点滴などすぐに対応してくれる患者さんは得意。じ
っくり気持ちを聞いてほしい方は得意，などの情報を
知りたい），情報そのものが担当者の移動などで月の
単位で変わってしまう（「○○さんが△△に異動にな
ったから今はやっていない」）などが挙げられる。
　この問題を解決するためには，地域のリソースの情
報を扱う場合に目に見えるデータベースだけではなく，
データベースと人のネットワークの両方を構築するこ
とが重要である。すなわち，オープンにできない，目
まぐるしく変わる情報を共有できるような地域の集ま
りの機会を可能な限り増やす，ことが必要である。
　「取りかかりの 1つ」としてのデータベースはあっ
たほうがよいが，項目網羅的なデータベースは，結局，
項目が多すぎて更新されないことが多い。かつ，医師
会や薬剤師会など複数のデータベースがあちこちにあ
るために個々の医療福祉従事者にどこに何があるのか
を周知することは容易ではない。また，データベース
では「できる・できない」が情報として取得されるこ
とが多いが，「相談できるかどうか」がより重要であ
る。たとえば，「胃ろうの交換」は不可であっても，
そもそもがんの終末期では胃ろうの交換を行う機会は
ないので情報としては必要ではない。尿路管理は不可
であっても，ある訪問看護ステーションが行うなら問
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題ないかもしれない。○○地域への往診は不可であっ
ても，たまたま今行っている人がいるので今は可能か
もしれない。このような情報は結局のところ直接個別
の事情で相談することになるため，「だいたい相談可
能なのかどうか，絶対に不可であるのか」程度のデー
タベースが着実に更新されることのほうが重要である。
相談をするときには，「いつ，誰に」相談したらいい
かを相談する側は迷うことが多いため，「いつ，誰に」
（午後に電話で医師に直接，FAXで看護師○○さん
に）相談したらいいかの情報も必要とされている度合
いは高い。
　本研究では，「地域にどのようなリソースがあるの
か分からない」ことが 4地域に共通して連携の課題と
して挙げられたため，「地域のリソースデータベース」
が作成された。最初に，大規模な ITシステムを利用
して，網羅的なデータベースを作成しようとしたが，
すでに各地域には類似のデータベースがあることや，
また，求められるデータベースとは異なっている可能
性があるため中止された。「求められるリソースデー
タベース」とは網羅的なデータベースではなく，最低
限の項目（相談先，相談が可能かどうか）が含まれて
いるデータベースであり，データベースよりもむしろ
重要なのが，「情報を共有できる機会」であった。そ
の理由として，①本当に必要な情報は公開できない情
報である，②できるかできないかではなく，相談でき
るかどうかが重要である，③データベースの内容自体
があいまいである（「終末期の対応が可能」とあって
も，「モルヒネの注射が可能」という意味なのか「苦

痛がない方の看取りが可能」という意味なのか，緩和
ケアではバリエーションが多すぎて定式化できない），
などであった。結果として 4地域とも，ある程度のデ
ータベースは作成したが，むしろ，データベースその
もののために連携が促進されたというよりも，いろい
ろな機会が増えることにより，地域の役割を担う人が
誰でどのような価値観や考え方をもっているのか，誰
に聞けばどの領域のことが分かるのかが分かった。2
地域では対象者を限定した口コミ情報のリソース情報
を作成した。
5）介護保険の手続き

　がん患者に対する介護保険は，がん患者の病状が急
速に進行することからして，訪問調査などが「間に合
わない」ことがある。浜松地域ではプロジェクト前に
はがん患者とそれ以外の患者とで同じ方法での訪問調
査が行われていたので「間に合わない」患者が多く認
められていた。地域での課題として抽出されたことと
してプロジェクトチーム，行政，医師会，病院の連携
室などで取り組んだ結果，①がん患者であることを窓
口で言ってもらうことで迅速審査を行う，②病院での
意見書の場合には書類の記載例をつけて「○日以内に
お願いします」との付箋をつけて書類を担当する部署
でモニタリングを行う，などの取り組みを行った結果，
「間に合わない」患者を減少することができた。

6．リソースがないこと
　在宅診療をしてくれる診療所がない，訪問看護ステ
ーションがない，がん患者のレスパイト入院を引き受

■よくみられる問題点・バリア
-「地域で利用できるリソース（診療所，保険薬局など）がわからない」
-データベースはあるが周知されておらず，情報が古い
-本当に必要な情報はオープンにできない，目まぐるしく変わる情報である
-データベースは，「できる」「できない」ではなく，「相談可能か」「窓口はだれでいつ連絡
すればいいか」を記載してほしい

■解決策
-「公にできる」定型のリソース情報の内容は限
定し，更新・周知する。相談先を明記する
-「公にできない」情報をヒューマンネットワー
クで得られるシステムをつくる

OPTIM介入 4地域で構築されたシステム

共通 ・リソースデータベースと複数のカン
ファレンスでの情報交換

・オープンな情報と公にできない情報
の 2段階のリソースデータベース

・データベースをNet 4U に公開

・「口コミ情報」のリソースマップ

鶴岡

柏

浜松

地域独自のこと

図 16　地域内のリソースの最大利用
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ける施設がない，急な変化の時に救急に受診しても断
られる，などの「リソースのなさ」もしばしば挙げら
れることが多い。これらは，当事者の努力ではいかん
ともしがたいことも多いが，以下のような工夫が行わ
れた。
　訪問看護ステーションでは，鶴岡地域は人口当たり
の訪問看護ステーション数が非常に少ない地域であっ
たため，より重症な患者（医療が必要な患者）を訪問
看護ステーションが引き受け，介護が中心の患者は介
護職中心で対応する方針とした。その結果，地域のが
ん患者の自宅死亡数は 60％増加したが，訪問看護件
数は大きく変わらず，がん患者，終末期患者の訪問看
護件数が増えた。2地域では訪問看護ステーションの
看ている患者の重複を見るためのマップを作成して訪
問看護ステーション管理者で共有した。結局，各訪問
看護ステーションの理念やそれまでの患者との経緯か
ら訪問看護ステーション同士の分担は必ずしも進まな
かったが，地域によっては，訪問看護ステーションの
エリアの重複を少なくすることで効率的に患者を支援
することができることに役に立つかもしれない。
　がん患者の在宅支援については，柏地域と浜松地域

で緩和ケア病棟が利用された。柏地域では，緩和ケア
病棟全体を在宅療養支援病棟として急性期病棟として
運用したため，緩和ケア病棟からの退院率が 30％で
あった。利用にあたっては，特に介護困難のための在
宅支援目的の患者では，より重症な患者と比較して緩
和ケア病棟のスタッフが「なぜこの患者を」という困
惑を感じることがあるため，関係者での意義を確認す
ることが重要である。

7．地域連携パス
　地域連携の枠組みとして示されることの多い「地域
連携パス」については，1地域で各職種の役割を可視
化するための概念図として作成されたが実際には利用
されなかった。がん患者では患者・家族の状態も希望
も経過によって変化することが常であるため，連携パ
スそのものよりも，①重要な局面（退院時，看取りが
前提とされる場合）に関係者が使用するチェックシー
トと，②臨機応変に対応できる顔の見える関係を進め
るための機会を増やすこと，が重要であると考えられ
る。
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　本章では，OPTIM─study の研究を通じて明らかと
なった課題と解決策のうち，特に緩和ケアの地域連携
を進めるうえで「個々の臨床家の心がけ」に関するも
のを整理した。OPTIMプロジェクト期間中 4地域で
行われた数多くのカンファレンスにおいて，構造や制
度も重要であるが，「患者に関わる 1人ひとりの心が
け」が数多く提示された。本章では，臨床家のできる
ことを整理した。
　使用したデータソースは，各地域で行われた多職種
カンファレンスの参加者の発言とコアリクスタッフに
対するインタビュー調査である。分析の詳細は「地域
緩和ケアの課題に関する系統的整理」（250 ページ），
「OPTIMプロジェクトによって生じた変化とその理
由」（272 ページ），学術論文に示した。本項では，こ
れらの内容を平易に改めた。
　「緩和ケアの地域連携を進めるために 1人ひとりが
できること」として語られたことを図 17にまとめた。
特に，在宅での緩和ケアについての発言が主であった
ため，在宅での緩和ケアの内容についてまとめた。
　枠組みとして，「基盤となる考え」と「日常臨床が
できること」の 2つがある。
　「基盤となる考え」として，連携や関係が大事だと
思い「ネットワーキング（顔の見える関係）への意思

を持つ」，いろいろな職種や立場の人と協働するため
に「多様な価値観を認める」「がんばりつつ，がんば
りすぎない」ことが挙げられる（表 5）。意思がもと
になり，多職種の出会う機会が作られ，つながりがで
きてネットワークが広がる。自分自身の困難感も減る
とともに，患者の広範なニードを満たせる効果がある。
　「日常臨床ができること」は，病院の在宅の視点と
退院支援，退院前カンファレンス，在宅チーム内の連
携，病院と在宅チームとのネットワーキングの 4つの
領域がある。病院では，日常臨床の中で在宅の視点を
持ちながら診療・ケアを行うことと，退院支援の重要
性を認識することが柱である。在宅チームでは，チー
ム内の連携を取るために，リアルタイムでの患者情報
の共有に心がけることと，多職種で患者を支えるうえ
で他職種に配慮することが柱である。退院前カンファ
レンスは病院と在宅チームの接点として重要な機能で
あり，多くの工夫をすることができる。病院と在宅チ
ームのネットワーキングでは，病院から在宅にフォロ
ーアップをすること，在宅から病院にフィードバック
をすること，両者で協力してデスカンファレンスなど
振り返りの機会を持つことがある。
　この枠組みは，地域緩和ケアを進めるうえで行うこ
との位置づけを明確にすることに役立つ。

表 5　地域緩和ケアをすすめるうえでの基盤となる考え

ネットワーキング（顔の見える関係）への意思を持つ
・交流会や勉強会に参加してみると得るものがたくさんあるので，まず参加してみる
・みな患者のことを考えていることが分かるので，勇気をもって連絡をとってみる
・会って話すのとメールや電話とでは，その後のやりとりが違うので，顔を見て話す
多様な価値観を認める
・自分の意見を言うだけでなくて，相手の立場を理解しようとする
・自分だけでかかえるのではなく，みんなで支え合うという意識を持つ
がんばりつつ，がんばりすぎない
・できないと決めてかからないで，可能性を探す
・がんばりすぎず，できることから少しづつする

2．Clinical implications：
地域緩和ケアに取り組む臨床家へ

（2）緩和ケアに関わる臨床家 1人ひとりへ

聖隷三方原病院 緩和支持治療科

森田 達也
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図 17　緩和ケアの地域連携（特に自宅での緩和ケア）を良くす

①　在宅の視点を持った医療・ケアを行う
●患者・家族の意向を確認する
　・早めに患者・家族に「どこでどんなふうに過ごしたいか」の意向を確認する
　・自宅に戻りたい人を見逃さない
●シンプルな自宅での実施可能な方法を用いる
　・薬は内服・坐薬・貼付剤にする（注射を安易に用いない）
　・薬剤数と内服回数を減らし，一包化する
　・カテーテル管理の手順など，自宅でもできるように入院中からシンプルにする
　・入院中行っている処置や看護ケアが退院後も可能か見直す（頻回の体位交
換，疼痛時の深夜の内服など）／福祉従事　

●早めに退院支援部署・地域医療福祉従事者と相談を始める
　・在宅の選択肢があれば，家に帰るかどうか分からなくても，早めに退院支
援部署，　または，診療所・訪問看護ステーション・介護支援専門員に声
をかける　

●退院後の療養環境に合わせた患者・家族指導を行う
　・入院中から医療処置・ケアが自分でできるように患者・家族に説明・指導する
　・実際に家族がおむつ交換をできるか入院中に確認する
　・退院後も衛生材料が調達できるか確認する
　・今後起こりうる病態と対処法，再入院が必要な場合の対応方法を確認する
●自宅での介護力をアセスメントし，介護保険を申請する
　・トイレ・風呂・ベッド・手すり・玄関の段差等，環境や移動についてアセ
スメントする

　・掃除・洗濯・食事など生活についてアセスメントする
　・経済的支援の必要性をアセスメントする
●在宅医・訪問看護師に役立つ情報を申し送る
　・患者・家族への病状の説明内容とその反応・理解の程度を伝える
　・経験した薬剤の副作用と薬剤を変更した理由を伝える
　・今後起こりうる病態と対処方法，再入院が必要な場合の対応方法を伝える

②　退院支援・調整を担当する部署・プロジェクトを設置する
　・同一地域の病院の退院支援・調整担当部署間での情報共有の場を設置する
　・退院支援・調整担当部署と地域医療福祉従事者間での情報共有の場を設置
する　　

・医師の参加可能な時間に設定する
・病院医師が参加できない場合は，代わり
に緩和ケア医師や緩和ケアチーム看護
師，病棟看護師などが事前に情報を得て
参加する

・かかりつけ薬局を確認して，参加の確認
をする

・患者・家族の聞きたいことや希望，望む
看取りの場所を事前に聞いておく

・ポイントのみを説明し，資料を利用する
・職種ごとに時間を分担し，専門性を生か
した情報提供をする＊

・退院日を週末にしない
　（往診や訪問看護などが利用できる曜日で

　あることを確認する）

・緊急時の対応，連絡先，予測可能な変
・病院と地域が互いに欲しい情報を出し
・カンファレンスの時に医学用語や略語の
支援専門員も話しやすい環境を意識する

・ 診療情報提供書，看護サマリー（カンファ
レンスシートなどでもよい）は患者・家族の
了解を得たうえで，必要な施設に提供する
・病院で使った患者・家族への指導用パンフ
レットやチェックリストを退院時に渡す

きっかけとなる事象
・多職種カンファレンスでのグループワーク
・多職種カンファレンスなど，各ミーティングでのちょっとした話し合う機会
・患者を一緒にみる経験

①　病院からのフォローアップ，在宅の様子を知る
　①在宅診療や訪問看護に同行する
　②退院後，病棟看護師が患者宅へ電話でフォローアップ
する

＊医師は治療方針や今後の見通し，看護師
る範囲，薬剤師はコンプライアンス情報
は生活状況や患者・家族の意向・介入，

②　体験を共有する機会を持つ
　①デスカンファレンス（振り返
方のかかわったスタッフで行

　②事例検討のグループワークや

①　ネットワーキング（顔の見える関
係）への意思をもつ

　・交流会・勉強会に参加してみると得るもの
　　がたくさんあるので，まず参加してみる
　・みな患者のことを考えていることが分かるの
　　で，勇気を持って連絡をとってみる
　・会って話すのとメールや電話とでは，その後
　　のやりとりが違うので，顔を見て話す｠

②　多様な価値観を認める
　・自分の意見を言うだけでなくて，相手の
　 立場を理解しようとする
　・自分だけで抱えるのではなく，みんなで支
　　え合うという意識を持つ

③　がんばりつつ，がんばりすぎない
　・できないと決めてかからない
　・がんばりすぎず，できることから少しづつ
　　する

「まず連絡を取ってみる。1 人で悩んで，1 人で解決しないといけないと思って
る人が多いけど，どこかに相談に乗ってくれる人がいる。連絡したら迷惑と思っ

てる人が多いけど，みんな全然，迷惑がってはない」
「知り合いになるとその人の性格をある程度受け止められるので，話が早い。どこまで話せば
いいのかは，お互いにいろいろ話したうえでないと分からない。会って話をするのが何より大
事」
「どうにかしてくださいっていうのは誰でも言えるんだけど，相手のつらさを一緒に分かち合
えるかが決め手。相手を知れば，それまで「なんで？」と腹を立てていたことも，状況が分か
るからサポートしたりされたりできる」
「人の話はしっかり聞く。自分の思いばかりに走らないで，いろいろな考え方があることを理
解したうえで話を聞く。相手がどう困っていて，何が大変だと思っているのかを知ることがす
べてのスタート」 
「限界を自分たちが作らない。こちらがあきらめて無理って言わないで，これだったらできるっ
て，かかわっていく。どうやっていくかの工夫をみんなでしていく」
「できることには限りがある。みんな背負わないほうがいい。それぞれ長けたところとできな
いところがあるので，できる範囲のことをやればよい。とりあえず続けていけることを目指し
たほうがいい」

１．病院：在宅の視点と退院支援 ２．退院前カ

４．病院と在宅チーム

準

実

フォロー

参加者の声
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るために 1人ひとりができること

①　リアルタイムな患者情報の共有をする
　・在宅チーム内でカンファレンスやサービス担当者会
議，日々の情報交換を行う

　・情報共有は，ノート，地域の電子カルテの利用，IT
システム，患者ごとのメーリングリストなど，有効
な連絡手段を工夫する

　・多職種が集まるカンファレンスでは，医療用語は利用
せず，今後の見通しは具体的に伝える

②　多職種協働と他職種への配慮をする
　・診療所医師は，訪問看護師や介護支援専門員に病状や
治療方針などの情報提供を十分に行う・　　　

　・訪問看護師は，本来やるべき業務を見直し，他職種に
依頼できるものは依頼する（服薬指導・薬剤管理→薬
剤師，食事介助・入浴→介護職）

　・保険薬局薬剤師は，訪問服薬管理指導などできること
を伝える

　・介護支援専門員は，コーディネーションの専門性を高
めるために，在宅医・訪問看護師・保険薬局薬剤師の
役割を知る

　・在宅チームで医療やケアの評価に相違が見られる場合
は，当事者の患者・家族の評価に立ちかえる

・診療所医師が参加できない場合
は，代わりに診療所看護師や訪
問看護師などが事前に情報を得
て参加する

・開催前に情報を入手し，課題を
抽出しておく

・患者・家族への説明内容と理解
度を確認する

化と対処方法を決めておく
合い，共有する
利用を控える，福祉職出身の介護

・連絡する窓口・悪化時の対応方
法，看取りの場所の確認をする

③　在宅からのフィードバックを行う
　①退院後の患者の様子を病院スタッフにフィード

バックする（写真，医師，病棟・外来看護師，連携室）
　②在宅チームが病院のカンファレンスや回診に参加

し，在宅での工夫や経験を伝える

想定される患者への影響

・対応が迅速になる
・選択肢が多くなる
・多職種で対応するようになる
・工夫，無理がきく
　　　　　↓

より広範な患者の
ニードを満たせる

①　主治医意見書
　・医学的見地から「介護の必要性」を記載する
　・症状「不安定」へのチェックや，「がん終末期で急速
に病状が悪化する可能性がある」とコメントする

②　迅速に
　・手続きを「至急」で進めてほしいことを「主治医意見書」
を取り扱う部署や市の窓口に伝える

りの会）を病院・ 在宅両
う
勉強会を行う

は退院指導の習得状況や介護のでき
や副作用，併用薬，介護支援専門員
サービス全体の調整など

・退院指導を病棟看護師と一緒に
行う

◆介護保険

【つながりができネットワークが広がる】 →連携の困難感が減る

・名前と顔，人となりが分かるようになり，安心して相談ややりとりができ
るようになる
・これまでやりとりのなかった人たちとコミュニケーションをとるようにな
り，選択肢・ケアの幅が広がる
・互いの役割やその重要性が分かるようになり，チームを組むようになる
・互いの考え方や状況が分かるようになり，自分の対応を変えるようになる
・みんなで集まる機会が増え，ついでに相談ややりとりができるようになる
・職種や施設間の垣根が低くなり躊躇せずに相談ややりとりができるように
なる
・窓口や役割が分かるようになり，誰に相談すればよいかが分かるようになる
・生の声を聞き，本音のやり取り，インフォーマルな相談ができるようになる
・責任を持った対応をするようになる・無理がきくようになる
・同じことを繰り返すことで効率がよくなる
・地域の他職種・他施設，他地域の状況を知り，地域全体を意識した緩和ケ
アの実践を考えるようになる

・連帯感・信頼感が高まる

とのネットワーキング

施

備

アップ

ンファレンス ３．在宅チーム内の連携
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はじめに

　「integration care」という概念がある。医療体制の
低いパフォーマンスの改善を目的に導入された地域連
携を推進するヘルスケアシステムのデザインであり，
WHO1）や OECD2～3）は，integration care を先進国に
おけるヘルスケア政策の主要な課題としている。つま
り，integration care は，地域の医療・介護機関の協
働と費用対効果の高い地域連携ネットワークとして期
待されている。イギリス，カナダ，オーストラリア，
オランダでは，一般の慢性疾患を対象とする地域連携
ネットワークに緩和ケアを統合した形態での提供体制
の構築が政策的に取り組まれ4～7），たとえばカナダで
は，救急受診率が減少，急性期病床での死亡率と在院
日数が減少したなどの効果が報告されている7）。
　OPTIM─study では，地域連携ネットワークをベー
スとする緩和ケア推進の体制構築により，医療者アウ
トカム，患者アウトカムが改善されることを明らかに
した。つまり，integration care の 1 つの形態として
のあり方を実証したわが国で初めての研究であるとい
える。
　本稿では，OPTIM─study から得られた知見を基に，
平成 24 年度までのOPTIM─Study の知見が政策に反
映された事項を整理した。次に，OPTIMize strategy
を行うために必要な政策的枠組みの概要を提案した。
最後に，OPTIMize strategy を実施してもなお残る
課題のうち，essential としたことの内のいくつかに
ついての政策的枠組みについての推奨を行った。本案
は研究班の検討による試案であり，実施が検討される
場合には，別途，他の研究の知見やこれまでの厚生行
政の一貫性も踏まえて再度審議を行うことが必要であ
る。

1 ． 平成 24 年度までの OPTIM─study の知見が
政策に反映されたおもな事項

　平成 24 年度までのOPTIM─study の知見や提案が
政策に反映されたおもな事項の概要を提示する（表 6）。
1） 厚生労働省 医政局予算事業 在宅医療連携拠点事

業（平成 23 年度～）

　在宅医療連携拠点事業の目的は，地域の多職種連携
の基盤を整備すると同時に，効率的かつ質の高い在宅
医療・介護提供体制を構築することであり，そのため
に市町村，医師会など団体，地域包括支援センターと
協力しながら，地域横断的な活動を展開する事業であ
る。本事業の主体である在宅医療連携拠点の機能とし
て「地域の医療・介護資源の把握」および「地域の多
職種（病院関係者・介護従事者なども含む）による連
携上の課題の把握」を位置づけるなど，OPTIM─
study の知見が盛り込まれている。
2）第 6次医療計画

　第 6次医療計画では，5疾病 5事業と並んで，在宅
医療提供体制構築のための指針が提示された。この指
針は，「退院支援」「日常の療養支援」「急変時の対応」
「看取り」の 4つのフェイズによる構成とし，「日常の
療養支援」の中に緩和ケアの提供が盛り込まれたこと
は，地域単位での緩和ケアの拡充の重要性を提言した
OPTIM─study の貢献が大きい。また，現場レベルだ
けでなく行政レベルでの医療と介護の連携の第一歩と
して，介護保険事業計画にも医療との連携について地
域の実情を踏まえて記載するよう明記し，医療計画の
指針の中でも介護との連携をコンセプトに介護機関と
の連携の必要性が記載された。
3）平成 24 年度診療報酬改定

　がん患者が，より質の高い療養生活を地域で送るこ
とができるよう，外来における緩和ケア診療の評価や
緩和ケア専門家の同行訪問の評価が新設された。また，
がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与してい

3．Policy implications：地域緩和ケア
に取り組む行政担当者へ
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る患者に対し療養上必要な指導を行った場合の評価の
見直しなど，緩和ケアの拡充に向けて，経済的にも評
価された。

2 ． OPTIMize strategy を行うために必要な政策
的枠組み

　地域緩和ケアを推進するための仕組みとは，がん緩
和に特化したシステムではなく，慢性疾患患者，かつ
終末期に至るまでの長きにわたって提供される治療と
ケアの効率的提供が可能な地域医療の連携システムで

あることが OPTIM─study から示唆された。独居，高
齢者世帯も急増している昨今，この地域医療の連携シ
ステムは，primary care setting を中心に構築し，ま
た介護との包括的提供を視野に入れたものにすること
が求められていると考える。そして，この体制を基盤
として，地域の医療福祉従事者の緩和ケアの知識や技
術の向上や専門緩和ケアへのアクセスを保証する仕組
みが付随する形態が地域緩和ケアの体制として望まし
い。つまり，緩和ケアを地域に根付かせ，介護も含め
た地域の機関間の連携を強化していくには，地域包括

表 6　平成 24 年度までのOPTIM─Study の知見が政策に反映された事項

反映事項

予算事業 厚生労働省 医政局予算事業
　在宅医療連携拠点事業（平成 23年度
～）
・全国 10カ所で feasibility をみるモデル
事業を展開，平成 24年度は全国 105カ
所で実施
・事業の目的は，地域の多職種連携の基盤
を整備すると同時に，効率的かつ質の高い
在宅医療・介護提供体制を構築することで
あり，そのために市町村，医師会など団体，
地域包括支援センターと協力しながら，地
域横断的な活動を展開するもの

・ 拠点実施主体は固定するのではなく，担うべき機能が定義された
・ 連携拠点が担うべき機能は主として，「地域の医療・介護資源の把握」
および「地域の多職種（病院関係者・介護従事者なども含む）による連
携上の課題の把握」とされた
・ 後者は「多職種との出会い」が生じ，地域で起きている問題を共有しな
がら「気づきが得られ，理解し合う」機会となるよう各事業者に工夫が
求められた
・ 事業の展開には，行政および医師会など関係団体の関与が必須とされた
・ 対象地域が市町村単位とされた

制度 第 6次医療計画
在宅医療提供体制構築のための指針

・ 医療資源の整備状況や介護との連携のあり方が地域によって大きく異な
ることを勘案し，従来の二次医療圏にこだわらず，できる限り急変時の
対応体制（重症例を除く）や医療と介護の連携体制の構築が図られるよ
う，市町村単位や保健所圏域などの地域の医療および介護資源などの実
情に応じて，弾力的に設定するということを指針に明記した
・ 在宅医療の指針は，「退院支援」「日常の療養支援」「急変時の対応」「看
取り」の 4つのフェイズによる構成とし，「日常の療養支援」の中に緩
和ケアの提供も盛り込まれた
・ 現場レベルだけでなく行政レベルでの医療と介護の連携の第一歩として，
介護保険事業計画にも医療との連携について地域の実情を踏まえて記載
するよう明記し，医療計画の指針の中でも介護との連携をコンセプトに
介護機関との連携の必要性が記載された

診療報酬 平成 24年度診療報酬改定 ・ 緩和ケア外来，緩和ケアチームの外来での診療の評価
　 がん患者がより質の高い療養生活を送ることができるよう，外来におけ
る緩和ケア診療の評価が新設された
・ がん性疼痛緩和指導管理料の引き上げ
　 緩和ケアの経験を有する医師が，がん性疼痛の症状緩和を目的として麻
薬を投与しているがん患者に対して，療養上必要な指導を行った場合の
評価が見直された

・ 緩和ケア専門家の同行訪問の評価（医師）
　 がん患者について，在宅医療を担う医療機関の医師と，緩和ケア病棟な
どの専門の医師とが連携して，同一日に診療を行った場合に限り，両方
の医療機関が同一の在宅療養指導管理料を算定することが可能となった

・ 緩和ケア専門家の同行訪問の評価（看護師）

・ 在宅がん医療総合診療料
　 鎮痛療法または化学療法を行っている入院中以外の緩和ケアニーズを持
つ悪性腫瘍の患者について，医療機関などの専門性の高い看護師と訪問
看護ステーションの看護師が同一日に訪問することについて評価された
　 機能を強化した在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の評価とあわせ
て，在宅がん医療総合診療料の引き上げを行うとともに名称の変更が行
われた
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ケアの実現に責任をもち，また中立的な立場で調整機
能を果たすことができる市町村行政の参画が不可欠で
あることが示唆される。現状として，都道府県は医療，
市町村は介護といった役割分担をする自治体が多いが，
地域包括ケアの実現に向けて，国，都道府県，市町村
が緊密な連携のもと，実働できる枠組みを再考すべき
である。本項では，OPTIMize strategy を実施する
ための政策的枠組みについて提案する（表 7）。

1） organization：組織の構築（地域の課題をリアル

タイムで多職種・管理者と実践家で共有し，解決

する枠組みを設定できる機能）

　市町村は，OPTIMize strategy の運営に関わるメ
ンバーとなることで共有された課題や解決策，緩和ケ
アの実態や活動内容について，地域包括ケアのあり方
を検討する際に活用し，介護保険事業計画に反映させ
ることが求められる。また，運営に関わるメンバーが，
公的に業務に従事できるように，行政または組織の長
から委嘱状を出すことを促したり，運営上の組織間の
依頼や調整を支援することが望まれる。さらに，地域
の医療・介護資源の把握にあたって，都道府県にも情
報提供を求めながら，主体的に関与すると同時に，取
りまとめた地域の課題や解決策については都道府県に
情報提供し，「がん対策推進基本計画」および「がん
医療に係る医療計画」「在宅医療に係る医療計画」の
策定にあたる都道府県に協力する。
　都道府県は，市町村から提供された情報を参考にし
ながら，「都道府県がん対策計画」および「がん医療
に係る医療計画」「在宅医療に係る医療計画」に，
OPTIMize strategy を担う組織の構築を位置づける
ことが求められる。また，定期的に市町村の行政担当
者および OPTIMize strategy を担う組織とディスカ
ッションやヒアリングを行い，市町村から情報提供さ
れることにより得られる地域の課題や解決策を，「都
道府県がん対策計画」および「がん医療に係る医療計
画」「在宅医療に係る医療計画」に反映する。その際
に，緩和ケアについて，「都道府県がん対策計画」お
よび「がん医療に係る医療計画」「在宅医療に係る医
療計画」の整合を図ることも重要である。さらに，求
めに応じて，保健所などを通じた市町村への技術支援

（地域の医療機関に関するデータ提供など）を行い，
また取りまとめた地域の課題や解決策については国へ
情報提供する。

　国は，「がん対策推進基本計画」および「がん医療
に係る医療計画」「在宅医療に係る医療計画」の策定
指針に，OPTIMize strategy を担う組織の構築を位
置づけると同時に，OPTIMize strategy を担う組織
が安定して運営できるよう恒久的な財源を確保，また
は使用可能な予算枠を提示する。また，グループワー
クを通じて得られる地域の課題と解決策の系統的整理
および各地域のグッドプラクティスの収集を定期的に
実施し，収集されたデータを分析する組織を構築し，
情報公開，発信を行う。
　さらに，局や課ごとにバラバラに対策を講じるので
はなく，有機的に連携できる恒久的なプロジェクトを
設けて，地域単位の医療提供についての 10 カ年戦略
を立てる。都道府県，市町村で地域連携の役割を担う
行政担当者同士のネットワークや，教育を行う枠組み
を設定することも有用であると考える。
2） palliative care specialists：緩和ケア専門家への

アクセスの構築（地域の緩和ケアの専門家へのア

クセスを最大化するとともに，専門緩和ケアサー

ビスを必要とする患者が必ず地域のどこかで診療

を受けられる機能）

　市町村は，緩和ケア専門家のアクセスを最大化する
ために，どのような形態をとるべきかを運営メンバー
として共に検討し，体制構築のための機関間および関
係団体の調整をするとともに，専門緩和ケアサービス
を必要とする患者のセーフティネットを担う機関を設
定するときの調整を行うことが求められる。
　都道府県は，市町村から提供された専門緩和ケア提
供に関する取り組みに関する情報を「がん対策基本計
画」および「在宅医療に係る医療計画」に反映するこ
とが求められる。また，保健所などを通じた市町村へ
の技術支援（緩和ケア提供機関のデータ提供など）や
取りまとめた専門緩和ケア提供に関する取り組みにつ
いて，国へ情報提供する。
　国は，地域で生じた緩和ケアの問題に地域の多様な
専門家が対応した場合の問題点を整理し，障害となる
制度上の課題を改善する。また，専門緩和ケアサービ
スを必要とする患者のセーフティネットを担う機関を
地域に設定することに対する評価を行う。
3） teaching the essence of palliative care：緩和ケア

に関する基礎的な知識と技術を伝え合う（基本的

な緩和ケアの知識や技術を伝え合う機能）

　市町村は，多職種緩和ケアセミナーなどの開催にあ
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表 7　OPTIMize strategy を行うために必要な政策的枠組みの 1案

市町村（地域包括ケア，国保担当者
など）

都道府県（がん医療担当者，地域
／在宅医療担当者）

国（がん対策・在宅医療・
地域包括ケア担当）

organization
組織の構築
地域の課題をリアルタイ
ムで多職種・管理者と実
践家で共有し，解決する
枠組みを設定できる機能

・ OPTIMize strategy の運営に関わ
るメンバーとなることで共有され
た課題や解決策，緩和ケアの実態
や活動内容について，地域包括ケ
アのあり方を検討する際に活用し，
介護保険事業計画に反映させる

・ 運営に関わるメンバーが，公的に
業務に従事できるように，行政ま
たは組織の長から委嘱状を出すよ
うに促す

・ 運営上の組織間の依頼や調整を支
援する

・ 地域の医療・介護資源の把握にあ
たって，都道府県にも情報提供を
求めながら，主体的に関与する

・ 市町村・介護保険の広域連合域に
地域のがん治療を担う病院が所在
しない場合は，その域を越えて当
該病院の管理者・退院支援の担当
者を運営に関わるメンバーに加え
るよう働きかける

・ 解決すべき課題の優先順位をつけ
る際に（求めに応じて）行政デー
タを提供する

・ 取りまとめた地域の課題や解決策
については都道府県に情報提供し，
「がん対策推進基本計画」および
「がん医療に係る医療計画」「在宅
医療に係る医療計画」の策定にあ
たる都道府県に協力する

・ 「都道府県がん対策計画」およ
び「がん医療に係る医療計画」
「在宅医療に係る医療計画」に，
OPTIMize strategy を担う組織
の構築を位置づける
・ 市 町 村 の 行 政 担 当 者・
OPTIMize strategy を担う組織
とディスカッションやヒアリン
グを行い，市町村から情報提供
されることにより得られる地域
の課題や解決策を，「都道府県
がん対策計画」および「がん医
療に係る医療計画」「在宅医療
に係る医療計画」に反映する。
その際，緩和ケアについて，
「都道府県がん対策計画」およ
び「がん医療に係る医療計画」
「在宅医療に係る医療計画」の
整合を図る
・ 所轄の市町村で課題となってい
ることの解決策を実証するモデ
ル事業を実施する（予算事業な
ど）
・ （求めに応じて）保健所などを
通じた市町村への技術支援（地
域の医療機関に関するデータ提
供など）をする
・ 取りまとめた地域の課題や解決
策については国へ情報提供する

・ 「がん対策推進基本計画」
および「がん医療に係る医
療計画」「在宅医療に係る
医療計画」の策定指針に，
OPTIMize strategy を担う
組織の構築を位置づける
・ OPTIMize strategy を担う
組織が安定して運営できる
ように恒久的な財源を確保
する，または使用可能な予
算枠を提示する
・ グループワークを通じて得
られる地域の課題と解決策
の系統的整理および各地域
のグッドプラクティスの収
集を定期的に実施する。収
集されたデータを分析する
組織を構築，公開，情報発
信を行う
・ 局や課ごとにバラバラに対
策を講じるのではなく，有
機的に連携できる恒久的な
プロジェクトを設けて，地
域単位の医療提供について
の 10カ年戦略を立てる
・ 都道府県，市町村で地域連
携の役割を担う行政担当者
同士のネットワークや，教
育を行う枠組みを設定する

palliative care special-
ists
緩和ケア専門家へのアク
セスの構築
地域の緩和ケアの専門家
へのアクセスを最大化す
ると共に，専門緩和ケア
サービスを必要とする患
者が必ず地域のどこかで
診療を受けられる機能

・ 緩和ケア専門家のアクセスを最大
化するために，どのような形態を
とるべきかを運営メンバーとして
共に検討し，体制構築のための機
関間および関係団体の調整をする

・ 専門緩和ケアサービスを必要とす
る患者のセーフティネットを担う
機関を設定するときの調整を行う

・ 専門緩和ケア提供に関する地域の
取り組みついて，都道府県に情報
提供する

・ 市町村から提供された専門緩和
ケア提供に関する取り組みに関
する情報を「がん対策基本計
画」および「在宅医療に係る医
療計画」に反映する
・ 取りまとめた専門緩和ケア提供
に関する取り組みについては，
国へ情報提供する
・ 保健所などを通じた市町村への
技術支援（緩和ケア提供機関の
データ提供など）をする

・ 地域で生じた緩和ケアの問
題に地域の多様な専門家が
対応した場合の問題点を整
理し，障害となる制度上の
問題を改善する
・ 専門緩和ケアサービスを必
要とする患者のセーフティ
ネットを担う機関を地域に
設定することに対する評価
を行う

teaching the essence of 
palliative care
緩和ケアに関する基礎的
な知識と技術を伝え合う
基本的な緩和ケアの知識
や技術を伝え合う機能

・ 多職種緩和ケアセミナーなどの開
催にあたって，広報や会場の確保
などの支援を行う

・ 地域で開催される各種研修会の種
類と頻度をあらかじめ確認して，
調整を図る

・ 地域全体でセミナーやカンファレ
ンスを行う日時を統一できるかの
調整を行う

・ 医師参加促進のインセンティブと
して，医師会の生涯学習の 1つ
に多職種緩和ケアセミナーを位置
づけるなどの工夫ができないか，
郡市医師会など関係者と検討する

・ 医師参加促進のインセンティブ
として，医師会の生涯学習の 1
つに多職種緩和ケアセミナーを
位置づけるなどの工夫ができな
いか都道府県医師会など関係者
と検討する
・ （他の調査が行われる際にあわ
せて）地域の緩和ケアに関する
教育ニーズや実際に知識の不足
している領域に関する定期的な
調査を行う（または支援する）

・ 多職種緩和ケアセミナーを
継続的に支援（新たな知見
やツール，グッドプラクテ
ィスの紹介，マテリアル類
の更新，各地域の教育ニー
ズの把握など）する組織を
構築する
・ 多職種緩和ケアセミナーに
参加した場合は「がん診療
に携わる医師に対する緩和
ケア研修会」を受講したも
のとみなすことを可能とす
るか検討する
・ 緩和ケア教育を受けること
に対する評価を行う
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たって，広報や会場の確保などの支援を行うと同時に，
地域で開催される各種研修会の種類と頻度をあらかじ
め確認して，調整を図ることが求められる。
　国は，多職種緩和ケアセミナーに参加した場合，

「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」を
受講したものとみなすことを可能とするか検討すると
同時に，緩和ケアに関する教育を受けることに対する
評価を行う。また，市町村，都道府県でも，医師参加
促進のインセンティブとして，医師会の生涯学習の 1
つに多職種緩和ケアセミナーを位置づけるなどの工夫
ができないか，地域医師会など関係者と検討すること
が望ましい。さらに，他の調査が行われる際にあわせ
て，地域の緩和ケアに関する教育ニーズや実際に知識
の不足している領域に関する定期的な調査を行う，ま
たは支援する。
4） i n f o rma t i on t o pa t i e n t s and hea l t hca r e 

professional, close to patients：希望する患者・

患者に近い医療福祉従事者への情報提供（情報を

必要としている対象と医療福祉従事者に不足して

いる情報提供を行う機能）

　市町村は，緩和ケアに関する講演会やシンポジウム
に関する情報を市町村の広報紙などに掲載するなど，
広報や会場の確保などの支援を行うと共に，既存の講
演会に緩和ケアに関する内容を盛り込むなどの調整が
可能なように，開催・把握している講演会の内容を運
営委員会のメンバーとして情報提供することが求めら

れる。都道府県は，他の調査が行われる際にあわせて，
住民の緩和ケアに関する認識や知識を定期的に調査，
または支援することが望ましい。国は，緩和ケアに関
する情報提供についての新たな知見やツール，グッド
プラクティスの紹介，マテリアル類の更新，各地域の
啓発ニーズを把握する組織を構築すると同時に緩和ケ
アに関する啓発活動に対する評価（がん診療連携拠点
病院の要件とするなど）を行う。
5） modifying resources in the community：連携の課

題を解決する枠組みの構築（地域の課題をリアル

タイムで多職種・管理者と実践家で共有し，解決

する枠組みを設定できる機能）

　市町村は，地域の課題を多職種・管理者と実践家で
共有する機会（＝多職種連携会議など）を主催または
共催するとともに，優先順位が高いと判断した解決す
べき課題ごとのワーキングチームの活動を支援するこ
とが求められる。特に，介護保険，地域包括支援セン
ターの関連する課題について積極的に参加することが
望ましい。国は，地域連携のための活動に対する評価
を行う。

3 ． OPTIMize strategy を実施しても，なお残る
課題に対する政策的枠組みについての推奨

　本項では，OPTIMize strategy を実施しても，な
お残る課題のうち，essential とした主な課題につい
ての政策的枠組みについて推奨する（表 8）。

information to patients and 
healthcare professional, 
colse to patients
希望する患者・患者に近
い医療福祉従事者への情
報提供
情報を必要としている対
象と医療福祉従事者に不
足している情報提供を行
う機能

・ 緩和ケアに関する講演会やシンポ
ジウムに関する情報を市町村の広
報紙などに掲載するなど，広報や
会場の確保などの支援を行う

・ 既存の講演会に緩和ケアに関する
内容を盛り込むなどの調整が可能
なように，市町村が開催・把握し
ている講演会の内容を運営員会の
メンバーとして情報提供する

・ （他の調査が行われる際にあわ
せて）住民の緩和ケアに関する
認識や知識を定期的に調査する
（または支援する）

・ 緩和ケアに関する情報提供
についての新たな知見やツ
ール，グッドプラクティス
の紹介，マテリアル類の更
新，各地域の啓発ニーズの
把握などをする組織を構築
すること
・ 地域単位の緩和ケアの啓発
活動に対する評価を行う

modifying resources in 
the community
連携の課題を解決する枠
組みの構築
地域の課題をリアルタイ
ムで多職種・管理者と実
践家で共有し，解決する
枠組みを設定できる機能

・ 地域の課題を多職種・管理者と実
践家で共有する機会（＝多職種連
携会議など）を主催または共催す
る

・ 優先順位が高いと判断した解決す
べき課題ごとのワーキングチーム
の活動を支援する。特に，介護保
険，地域包括支援センターの関連
する話題について積極的に参加す
る

・ 多職種連携会議で抽出された課題
や解決策，ワーキングチームの活
動やその効果について，都道府県
に情報提供すること

・ 市町村から報告された多職種連
携会議で抽出された課題や解決
策，ワーキングチームの活動お
よびその効果については，「が
ん対策基本計画」および「がん
医療に係る医療計画」「在宅医
療に係る医療計画」に反映させ
ると同時に，国へ情報提供する
こと

・ 都道府県から報告された多
職種連携会議で抽出された
課題や解決策，ワーキング
チームの活動およびその効
果については，「がん対策
推進基本計画」および「が
ん医療に係る医療計画」
「在宅医療に係る医療計画」
の策定指針を策定する際に
十分に活用すること
・ 地域連携のための活動を行
うことに対する評価を行う
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表 8　OPTIMize strategy を実施したとしても残る課題に対する政策的枠組みの 1案

課題 方策 政策的対応

現場の課題・解
決策が全国の臨
床家・研究者・
政策決定者と共
有されない

・ 課題・実態を明らかに
する全国調査を行いつ
つ，現場レベルと管理
レベルの臨床家・研究
者・政策決定者などが
リアルタイムで状況を
共有し最適化できる枠
組みをつくる

●国
・ 現場レベルと管理レベルの臨床家・研究者・政策決定者などがリアルタイムで状況
を共有し最適化できる枠組みをつくる。たとえば，各地でOPTIMize strategy とし
て行われるグループワークを市町村単位，都道府県単位，全国単位で重層的に行い，
内容をデータベース化して公開し自由に分析可能とする

・ 国，都道府県，市町村の施策担当者がグループワークに出席する枠組みを設定する
・ 緩和ケアの課題・実態を明らかにするために定期的に調査を行うための予算を確保
し，研究班を組織する

・ あらかじめ，施策の決定に必要な結果，すでに取得されている行政データなどにつ
いて定期的に研究班と協議を行い，必要な情報が効率よく定期的に取得できる枠組
みを設定する

・ 調査結果はデータベース化して公開し自由に分析可能とする

患者の苦痛緩和
が十分でない

・ 苦痛ごとの明確なアル
ゴリズムを作成して治
療成績を公開する

・ 有効な治療法のない苦
痛の治療開発を行う

●国
・ 苦痛ごとの明確なアルゴリズムを作成して治療成績を公開するシステム構築や，有
効な治療法のない苦痛の治療開発を行うための必要な予算を確保し，研究班や事業
を組織する

・ あらかじめ，扱う課題は現場のニードの高いものとし，研究者・事業責任者個人の
関心に偏らない枠組みを設定する

・ 健康局総務課生活習慣病対策室，医薬食品局審査管理課・安全対策課・監視指導・
麻薬対策課，医政局総務課・指導課，保健局医療課の担当者が連携し，緩和ケアで
使用される薬剤と課題について現場にヒアリングを行い，適応症や管理規制の見直
しを行う

・ 意思決定，精神的支援
など複雑な問題に対応
できる包括的な支援モ
デルを実践・検証する

●国
・ 意思決定，精神的支援など複雑な問題に対応できる包括的な支援モデルを実践・検
証するための予算を確保し，研究班と事業を連動して組織する（プログラムを開発
するのみならず，現場へ普及するための医療福祉従事者への教育などの事業と連動
する）

・ あらかじめ実施可能な枠組みを関係者で相談して設定する
・ たとえば，診断や治療におけるメインの場になる外来に適切な緩和ケアを提供でき
る人員配置を行うことが可能な制度設計をするのか，または，病院の外来の限られ
た人員配置を前提として実施可能なケアモデルを開発するのかなどプログラムの開
発段階から実施可能性の高い方策を協議する

医師・看護師の
緩和ケアの知
識・技術が十分
ではない

・ 職種ごとのボトムライ
ンの教育を実施する

●国
・ 緩和ケアに関する教育を検討する審議会を設置し，医師，看護師，薬剤師，福祉職
などそれぞれの職種ごとの教育に関するボトムラインを策定し，文部科学省などと
も連携したうえで各団体に教育の実施を課す

在宅療養のため
の体制が不十分
である

・ 医師同士の連携を強化
する

・ 訪問看護師の質・量の
拡充による急変・夜間
の対応の充実を図る

●国
【診療体制】
・ 現行制度下で実施可能な解決策として，①複数の診療所医師同士の連携の強化，②
複数医師のいる在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院のバックアップ，③患者・
家族への予測的な説明と訪問看護師への包括指示，などを検討する

・ さらに制度の枠組みの改変を含んで長期的視野で対応策として，①プライマリケア
の導入，②死亡確認・処方など医師の裁量の一部の他職種への委譲，なども検討す
る

【訪問看護】
・ 訪問看護の効率化や質の向上策として，①訪問看護ステーションの大規模化，②病
院・診療所からの訪問看護，③訪問看護師が複数のステーションと協働して 2交
代制または 3交代制を組むことへの経済的インセンティブ，④介護職に裁量の一
部を委譲，などを検討する

・ がん領域の認定看護師やがん専門看護師が訪問看護師と協働することへの経済的イ
ンセンティブを検討する

●市町村
・ 郡市医師会など関係団体と共に連携による 24時間体制構築のための調整を行う

・ 患者の予後を信頼性の
ある方法で予測し，患
者・家族の心情に配慮
したうえであらかじめ
の相談をする仕組みを
つくる

●国
・ リビングウィルやアドバンスケアプラニングについての国民的議論の場を設け，今
後の方向性を検討する
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1） 現場の課題・解決策が全国の臨床家・研究者・政

策決定者と共有されない

　本課題に対しては，課題・実態を明らかにする全国
調査を行いつつ，現場レベルと管理レベルの臨床家・
研究者・政策決定者などがリアルタイムで状況を共有
し最適化できる枠組みをつくることが求められる。具
体的には，現場レベルと管理レベルの臨床家・研究
者・政策決定者などがリアルタイムで状況を共有し最
適化できる枠組み構築のために，たとえば，各地で
OPTIMize strategy として行われるグループワーク
を市町村単位，都道府県単位，全国単位で重層的に行
い，内容をデータベース化して公開し自由に分析可能
とする。また，国は緩和ケアの課題・実態を明らかに
するために定期的に調査を行うための予算を確保し，
研究班を組織する。あらかじめ，施策の決定に必要な
結果，すでに取得されている行政データなどについて
定期的に研究班と協議を行い，必要な情報が効率よく
定期的に取得できる枠組みを設定するとともに，調査
結果はデータベース化して公開し自由に分析可能とす
る。
2）患者の苦痛緩和が十分でない

　本課題に対しては，苦痛ごとの明確なアルゴリズム
を作成して治療成績を公開するとともに，有効な治療
法のない苦痛の治療開発を行うことが求められる。具
体的には，国は苦痛ごとの明確なアルゴリズムを作成
して治療成績を公開するシステムの構築や有効な治療
法のない苦痛の治療開発を行うために必要な予算を確
保し，研究班や事業を連動して組織する。あらかじめ，
扱う課題は現場のニードの高いものとし，研究者・事

業責任者個人の関心に偏らない枠組みを設定する。さ
らに，健康局総務課生活習慣病対策室，医薬食品局審
査管理課・安全対策課・監視指導・麻薬対策課，医政
局総務課・指導課，保健局医療課の担当者が連携し，
緩和ケアで使用される薬剤と課題について現場にヒア
リングを行い，適応症や管理規制の見直しを行う。
　また，意思決定，精神的支援など複雑な問題に対応
できる包括的な支援モデルを実践・検証することも求
められる。具体的には，国は意思決定，精神的支援な
ど複雑な問題に対応できる包括的な支援モデルを実
践・検証するための予算を確保し，研究班と事業を連
動して組織する（プログラムを開発するのみならず，
現場へ普及するための医療福祉従事者への教育などの
事業と連動させる）。その際，あらかじめ実施可能な
枠組みを関係者で相談して設定する。たとえば，診断
や治療におけるメインの場になる外来に適切な緩和ケ
アを提供できる人員配置を行うことが可能な制度設計
をするのか，または，病院の外来の限られた人員配置
を前提として実施可能なケアモデルを開発するのかな
ど，プログラムの開発段階から実施可能性の高い方策
を協議する。
3） 医師・看護師の緩和ケアの知識・技術が十分では

ない

　本課題に対しては，職種ごとのボトムラインの教育
を実施することが求められる。具体的には，緩和ケア
に関する教育を検討する審議会を設置し，医師，看護
師，薬剤師，福祉職などそれぞれの職種での緩和ケア
教育に関するボトムラインを策定し，文部科学省など
とも連携したうえで各団体に教育の実施を課す。

・ 短期滞在集中型の介護
サービス・がん患者の
利用できるレスパイト
機能の確保などによっ
て介護力を補う仕組み
をつくる

・ がん患者が利用しやす
い介護保険の制度の見
直しを行う

●国
・ がん患者が速やかにサービスを活用できるよう配慮した制度設計にする。具体的に
は，①がん終末期患者の場合は最低でも介護度 2以上と下限を設ける，②がん患
者の介護保険サービスの利用状況などを調査し分析したうえで，がん末期の場合の
支給上限額を設ける

・ 介護保険 3施設についても，少なくとも特別養護老人ホームは居宅と同様，終末
期がん患者が住み慣れた施設で必要な緩和医療を受けられるように，医療は外部か
ら供給されることを基本としていくことを検討する

●市町村
・ 地域の介護力（ボランティア組織を含む）のネットワーキングを促すなどの方策で
地域全体での介護力を改善する

・ 効率的・効果的な退院
支援・調整プログラム
を整備する

●国
・ 効率的な退院支援・調整プログラムを開発すると同時に，退院支援に関するノウハ
ウやツールを集約し，現場からアクセス可能とする仕組みをつくる，または，これ
を担う組織を構築する

・ 退院支援業務を包括的に行う退院支援専門部署および退院支援・調整の実践，評価，
教育を担当する専従の退院支援担当者の設置・配置を医療機関に課すことを検討す
る
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4） 在宅療養のための体制が不十分である

　本課題に対しては，まず医師同士の連携の強化，訪
問看護師の質・量の拡充による急変・夜間の対応の充
実が求められる。前者に対して現行制度下で実施可能
な解決策として，①複数の診療所医師同士の連携の強
化，②複数医師のいる在宅療養支援診療所や在宅療養
支援病院のバックアップ，③患者・家族への予測的な
説明と訪問看護師への包括指示，などを検討する。さ
らに制度の枠組みの改変を含む長期的視野の対応策と
して，①プライマリケアの導入，②死亡確認・処方な
ど医師の裁量の一部の他職種への委譲，なども検討す
る。また市町村は，郡市医師会等関係団体と共に連携
による 24 時間体制構築のための調整を行う。後者に
対する策として，①訪問看護ステーションの大規模化，
②病院・診療所からの訪問看護，③訪問看護師が複数
のステーションと協働して 2 交代制または 3 交代制を
組むことへの経済的インセンティブ，④介護職への裁
量の一部の委譲，などを検討する。
　次に，患者の予後を信頼性のある方法で予測し，患
者・家族の心情に配慮したうえであらかじめの相談を
する仕組みを構築するために，リビングウィルやアド
バンスケアプラニングについての国民的議論の場を設
け，今後の方向性を検討することが求められる。
　また，短期滞在集中型の介護サービス・がん患者の
利用できるレスパイト機能の確保などによって介護力
を補う仕組みを作ることが求められる。具体的には，
がん患者が速やかにサービスを活用できるよう配慮し
た制度設計にするために，①がん終末期患者の場合は
最低でも介護度 2 以上と下限を設ける，②がん終末期
患者の介護保険サービスの利用状況などを調査し分析
したうえで，がん終末期の場合の支給上限額を設ける，
③介護保険 3 施設，少なくとも特別養護老人ホームは
居宅と同様，終末期がん患者が住み慣れた施設で必要
な緩和ケアを受けられるように，医療は外部から供給
されることを基本としていくこと，を検討する。また，
市町村は，地域の介護力（ボランティア組織を含む）
のネットワーキングを促すなどの方策で地域全体での
介護力を改善する。
　さらに，効率的・効果的な退院支援・調整プログラ
ムを整備することが求められる。具体的には，国は効
率的な退院支援・調整プログラムを開発すると同時に，
退院支援に関するノウハウやツールを集約し，現場か
らアクセス可能とする仕組み，または，これを担う組

織を構築する。また，退院支援業務を包括的に行う退
院支援専門部署および退院支援・調整の実践，評価，
教育を担当する専従の退院支援担当者の設置・配置を
医療機関に課すことを検討する。

まとめ

　OPTIM─study の重要な成果の 1 つは，地域緩和ケ
アを進めるうえでの政策上の課題と各行政に求められ
る役割が明確になったことである。最後に，政策立案
者と研究者，そして実践家が協働する重要性に言及し
て結語とする。
　evidence─based policy の重要性が謳われているが，
政策や実践におけるエビデンスの活用についての議論
が深まるにつれ，エビデンスはより幅広いものである
とされ，質的研究もエビデンスを構成するものとして
考えられるようになってきている8）。つまり，ある介
入が科学的に有効あるいは有効であることが強く仮定
されていたとしても，それをどのように臨床現場に普
及させるかを研究することなしに患者アウトカムの改
善はみられないという立場から，近年，イギリスを中
心にプロセス研究が行われている。イギリスでは，政
策立案者が，このプロセス研究に「観察者である参加
者」の立場で参画し，地域緩和ケアのプログラム設定
や評価のすべてのプロセスを通じ，地域の医療福祉従
事者とチームとしてプロジェクトを進めていることも
少なくない。
　しかし，政策立案者と研究者の協働については，国
際的にもうまくいっているとはいえない。その原因は，
両者に起因している。研究者サイドの課題としては，
医療を含むヘルスサービスに関する研究は，生物医学
モデルに基づいているために十分に問題に言及できて
いないこと，研究者は長期間にわたって仕事をするが，
政策担当者が答えを必要としている問いには言及して
おらず，また彼らの理解しうる形で研究結果を提示し
ていないことが指摘されている。また政策立案者サイ
ドの課題としては，早急に結果を出すことを求め，疫
学リテラシーが低く，あまりに個人的関心の影響を受
けやすいなどが指摘されている。これらの研究者と政
策立案者の協働の障壁を克服する手段として，OECD
は「伝える仲介機関の活用」を推奨している。仲介機
関は，エビデンスを利用可能な形で提供するため，課
題に沿って網羅的に研究を収集し，批判的に吟味し，
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メタ ･ アナリシスなどの方法で統合したうえで，結果
を解釈，編集，更新を行う。医療の分野の仲介機関と
しては，1992 年にイギリスの国民医療サービスが，
系統的レビューを行うコクランセンターを設置し，国
際プロジェクトであるコクラン共同計画（Cochrane 
Collaboration）の母体となった。
　一方で，近年，専門家のみに理解されるプロセスよ
りも，透明な手続きによる明示的なエビデンスに基づ
いて政策が立案されることや，研究成果にどの研究者
もアクセスおよび利用できること，政策立案者がリサ
ーチリテラシーを身に付けること，研究課題やレビュ
ー課題の設定の場に関係者一同が参加する方が，民主
的なプロセスとして必要であることが指摘されている。
たとえば，アメリカでは，各省の施策を行政官が調整
し提案しているが，この施策立案の検討過程で研究者
が作成した膨大な資料が引用されている。そして，そ
れらの多くは，各地域自らが企画したワークショップ
や検討会の報告書，提言書などである9）。また，EU
政策部門では，80 名以上の研究者と政策立案者が一
堂に会し，研究者は最新の研究結果を示し，そして政
策立案者は，この結果に対して彼らの見解を提供する
という取り組みが行われている。
　わが国では，現在のところ，同様の取り組みは行わ
れていないが，地域緩和ケアを進めるプロセスにおい
て研究者と協働することにより，疫学，社会学的手法
などを駆使しつつ，地域の現象や声をデータとし，
evidence─based の政策立案が可能となり，一方，政
策立案者，行政担当者がプロセスに加わることは，政
策が「絵に描いた餅にならない」ことに大きく貢献す
るであろう。したがって，その意義は大きい。今後，

実践家と研究者と政策立案者との意見交換の「場」が
定期的に設けられ，協働しながら各地で OPTIMize 
strategy が展開されることを期待したい。
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　OPTIMプロジェクト（以下，本研究）に限らず，
大規模研究は研究を遂行することそのものにより今後
の研究を計画することに役立つ経験を得ることができ
る。本項では，OPTIMプロジェクトで得られた研究
方法論上の知見のいくつかを提示し，今後，緩和ケア
についての介入研究を行う研究者への資料としたい。

研究計画設定の経緯

　本研究は，2005 年から毎年 2領域ずつ行われてい
る「戦略研究」の一部である。「戦略研究」は，わが
国では大規模な臨床研究がなかなか成功しない経緯か
ら，「国民的ニーズが高く，確実に解決を図ることが
求められている研究課題」について，大規模な研究を
完遂して国民に迅速に還元することを目的として設定
された。従来の一般公募による厚生労働科学研究費補
助金とは別に，厚生科学審議会科学技術部会の意見を
ふまえながら行われるものである。
　戦略研究が他の研究と異なる点は，主要な目的や介
入が枠組みを決定する委員会で設定され，その後に研
究班に提示されることである。緩和ケアの戦略研究で
は，当初，緩和ケアの利用数と在宅死亡率を主要評価
項目とする無作為化クラスターランダム化比較試験を
行うこととして設定された。無作為化クラスターラン
ダム化比較試験とは，緩和ケアプログラムを行う市町
村と，行わない市町村を無作為に割りつけて，地域単
位でのアウトカムを比較するものである。ノルウェー
で行われた類似の研究がプログラム策定の参考とされ
たと考えられる1）。その後，研究班では，提示された
プロトコールの実施可能性やわが国に還元するべき内
容の検討を行い，前後比較研究と質的研究を合わせた
mixed─methods 研究としてプロトコールを修正した。

研究方法論上の進歩と課題

1．デザイン
1）介入群と非介入群の区別

　本研究は当初「包括的な緩和ケアプログラムのクラ
スターランダム化比較試験」として提示された。しか
し，「包括的な緩和ケアプログラム」として，医療者
に対する教育，患者・家族への情報提供，地域連携の
促進など，当時において今後全国で進められるはずの
介入が含まれていたために，非介入群を定義・設定す
ることが困難であった。この時点で研究デザインの選
択としては，①地域緩和ケアチームの設置といった全
国で行われない介入のみの効果をみる比較試験とする
か，あるいは，②包括的な介入のまま非介入群を設定
しない前後比較研究（とプロセス研究を組み合わせて
行う）とするか，があった。前者では，研究デザイン
としては明確になるが，研究班に求められていた全国
に還元する「地域緩和ケアを進めることに資する介入
過程や成果物（どのようにして地域緩和ケアを進めて
いくのか）」を得ることは難しくなる。後者は，研究
デザインとしては効果の検証という点では劣るが，わ
が国の地域緩和ケアの現状，介入過程，変化を知るこ
とができるため，より有益であると考えた。また，予
定されていた介入でどのような変化が得られるのか実
施可能性試験や前後比較試験を含めた実証研究がまっ
たくない状態でランダム化比較試験を行うことは適切
ではないとも考えられた。
　振り返ってみて，この判断は研究方法論的にも正し
かったと考える。なぜなら，「包括的な緩和ケアプロ
グラム」に含まれていた介入内容は研究期間中に系統
的ではないにしろ各地で行われたものであり，非介入
群と介入群の区別があいまいになったと思われるから
である。
　複雑介入の評価に関するMedical Research Council
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のガイダンスでは，ランダム化比較試験を行うことが
不適切ないくつかの場合として，介入がすべての対象
に必要であると考えられている場合や，すでに全国的
な普及が進められている場合が挙げられている2，3）。
緩和ケアに関する状況はこれらに当てはまると考えら
れる。
　計画段階で外部委員会からの助言を受け，鶴岡地域
と地理的・人口規模的に隣接する参考比較対象地域を
設定した。しかし，介入は少なくとも部分的に両地域
において行われ，対象も重複したため比較は困難であ
った。ノルウェーのクラスターランダム化比較試験に
おいても，秘匿化（concealment）が不十分にならざ
るをえなかったことが限界として挙げられたことと同
様であった。
　本研究の経験から，緩和ケアの比較試験を行う場合，
これまでもたびたび指摘されているように，「何が新
規の介入なのか」，すなわち，介入群では何が行われ，
非介入群では何が行われるのかを明確に定義・記述す
ることが重要であることが確認された。介入群と非介
入群とで明確な区別ができない場合には，比較試験を
計画するべきではない。今後，緩和ケア領域において
比較試験を目指す場合には，対照群では行われない新
規の（novel は）介入を明確に規定することが必要で
ある4）。
2）プロセスの研究

　本研究では，アウトカム研究としての前後比較のみ
ならず，地域の介入の記述，地域の医療福祉従事者を
対象としたインタビュー調査などから，質的研究を組
み合わせて解釈を行おうとした2，3）。同様に，解釈を
多義的に行うためという意味で，アウトカムの設定も
複数のアウトカムを設定した。ガイダンスでも，通常
の検証試験では 1つの主要評価項目といくつかの副次
的評価項目が用いられるのが常であるが，これはデー
タを最適に使用することにはならず，介入が成功した
かどうか，あるいは，介入が地域全体にどのような影
響を与えたのかを包括的に理解することに役立たない
可能性を述べている2，3）。
　これは，複雑な介入（complex intervention）の研
究では，単に「アウトカムがどう変化したか」だけで
なく，それが「なぜ生じたのか」「どのような介入過
程を経てアウトカムが生じたのか」を解釈できるよう
な研究が重要であることが強調されていることと同じ
意図をもっている2，3）。たとえば，近年，専門緩和ケ

アチームが進行肺がんと診断された患者全員の診療に
加わることで，患者の身体・精神症状や quality of 
life を向上させることが無作為化比較試験によって示
された5）。しかし，それが「なぜ」もたらされたのか
についての情報は少なく，すべての患者に専門緩和ケ
アサービスが対応することが困難な状況において，何
をこの知見から学ぶことができるのかについては評価
が分かれている。
　本研究では，自宅死亡率，専門緩和ケアサービス利
用数の増加，患者・遺族のアウトカムの改善，医師・
看護師の知識・困難感・実践の改善が確認された。
「それはなぜか」に応えるために，複数のアウトカム
の量的評価により介入が地域全体にどのような影響を
与えたのかを包括的に推測することができ，プロセス
研究においてアウトカムの変化をもたらした過程が明
らかにされた。
　したがって，今後も，complex intervention の介入
研究においては，アウトカムの変化を評価することに
加えて，それがなぜ生じたのかの解釈を最大限できる
ような質的・量的研究を並行して行うことが重要であ
ると考える。研究手法として今回は thematic analysis
に止まったが（研究全体としてはアクションリサーチ
の研究枠組みをもっているといってもよいかもしれな
い），グランデッドセオリー，エスノグラフィーなど
の研究手法も積極的に取り入れるべきである。わが国
では，量的研究を行う研究者と質的研究や社会学的研
究を行う研究者との共同研究は限られているが，緩和
ケアのような複雑な事象を扱う研究領域においては，
異なる研究方法により相互補完的に研究を計画するこ
と，1人の研究者が量的研究・質的研究の両方の基礎
的知識を有することが求められている6）。
　今後の研究の枠組み設定でも，Medical Research 
Council が提示しているガイドラインが参考になるだ
ろう2）。
3）比較対象としての全国平均値

　本研究では，解釈のための比較対象として，自宅死
亡率は全国平均値を使用した。自宅死亡率は取得でき
たが，専門緩和ケアサービス利用数や患者・遺族評価
は設定時点で全国平均値がなかった。全国平均値が取
得されていれば，ある程度の bench marking となる。
　今後，専門緩和ケアサービス利用数や患者・遺族評
価として全国平均値を national data として定期的に
取得することが課題と考えられる。
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2．評価尺度
　本研究では，国際的にも大規模な遺族調査が行われ
てきたわが国の経験の蓄積が生かされ，Care Eval-
uation Scale，Good Death Inventory などをはじめと
して，わが国で開発された評価尺度が用いられた7）。
緩和ケアで大切にしたいことは文化差があることが想
定されるため，日本人が大切とする quality of life を
評価することができた点は重要であると思われる。
Good Death Inventory は東アジアの韓国や台湾で母
国語版が作成され，試みられているなど，アジア圏の
患者の終末期の quality of life を測定する主要な 1つ
の方法となっている8）。
　一方，これらの評価尺度の改善点や，これまでに開
発されていなかった領域での評価方法が課題として明
らかにされた。
1）Care Evaluation Scale の「つけ間違い」

　Care Evaluation Scale は，歴史的には，日本ホス
ピス・緩和ケア協会が行っていたホスピス・緩和ケア
病棟の遺族調査で遺族からみた緩和ケアの質を評価す
るために開発されたものである。満足度のような天井
効果が少なく，利用者の期待の影響も受けにくい尺度
として作成された。「医師は苦痛に迅速に対応してい
る」のような緩和ケアのプロセスに対して，「改善が
必要でない」～「改善が必要である」を選択する。こ
の回答の選択肢は，満足度ではなく改善の必要性その
ものを質問することにより天井効果を減らすことを目
的とした。しかし，開発当初より懸念されていたこと
だが，回答が難しく，一部の回答者では回答を逆につ
けるため，すべてのデータを丹念に見直し，同時にと
った満足度から，回答を逆につけていることが推定さ
れる場合には逆転させるという逆転処理を行っていた。
結果として約 10％の対象につけ間違いと推定される
回答が認められた。しかし，この方法では明らかなつ
け間違いは修正できるが，たとえば満足度が中程度の
場合などはつけ間違いかの判断が難しくすべての「つ
け間違い」を修正することはできない。
　サーベイランスのような大まかな数値を比較する研
究であれば「一定数のつけ間違い」は全体の解釈には
影響しないかもしれないが，介入研究，特に，効果が
それほど大きくない介入研究ではつけ間違いの比率が
全体への影響を及ぼす。このような処理過程での変化
が生じることは，評価尺度としては望ましいとはいえ
ない。今後，「そう思わない」～「そう思う」などのよ

り簡便な選択肢に変更しても評価尺度としての性質が
変わらないか検証する価値がある。
2）Care Evaluation Scale の測定概念

　Care Evaluation Scale は上述のとおり「緩和ケア
の質評価」として概念化された。ドメインとして，苦
痛緩和に対する医師の対応，看護師の対応，精神的ケ
アのほかに，意思決定（医師からの患者への説明，家
族への説明），家族のケア，継続性と連携，費用など
が含まれている。すなわち，測定項目の中に，苦痛緩
和など狭い意味での緩和ケアに特異的（specific）な
ものとは限らないものが含まれている。これは尺度開
発が行われた状況が「緩和ケア病棟で受けた医療・ケ
アの評価」であったため，「受ける医療」とはすべて
が緩和ケアであったが，より広い患者・遺族を対象と
した場合には「受ける医療」には緩和ケアのみならず，
一般診療やがん治療が含まれ，その影響を受ける可能
性がある。
　一方，近年，緩和ケアの意味が広義に解釈されるこ
とから考えると，苦痛緩和以外のドメインも緩和ケア
の質評価としてまちがっていないとも考えられる。研
究目的に応じて，Care Evaluation Scale の測定概念
と，「がん診療」「一般診療」の質評価との関連をあら
かじめ明確にして使用することが重要である。
3）「地域連携」についての評価尺度

　本研究で大きな研究課題となったのが，「地域連携」
であった。質的研究で明らかにされたように多くの介
入地域の医療福祉従事者が「地域連携が良くなった」
ことに言及し，「連携についての困難感」もすべての
地域において測定可能な有意な改善をきたした。本研
究で作成した「医療者の緩和ケアに対する知識，実践，
困難感尺度」は，地域連携に特化したものではないが，
地域連携に関する困難感を定量することができ，臨床
的に意味のある有意な変化を示したことは，本尺度が
十分な感度を有することが確認できたという点で意義
があると考えられる。
　一方，「地域連携」を量的・質的に評価する方法は
本研究の策定時点で国際的にもなかったため，詳細の
分析を行うことができなかった9）。今後，地域の緩和
ケアに取り組む研究者は，「地域連携」を量的・質的
に評価する方法や，「連携が良い」とはどういうこと
かを概念化して共通言語を得る作業を行うことは非常
に重要である。本研究と並行して行われた「顔の見え
る関係」や「医療福祉従事者間のコミュニケーション



Ⅰ．総　　括

72

の変化がどのように日常臨床に影響するのか」につい
ての質的研究，これらをもとに作成された「緩和ケア
に関する地域連携評価尺度」は今後の研究の基盤とな
るだろう10）。すでに本研究の結果を受けて，地域医療
福祉従事者の緩和ケア領域における地域連携を評価す
る尺度の開発，その緩和ケア領域以外での信頼性・妥
当性の検証が行われており，今後の研究の発展に期待
したい。
　この他，地域連携に関係して，「在宅の視点」とい
う概念について，「在宅の視点のある病院医師尺度」
「在宅の視点のある病棟看護師尺度」などを作成した。
これらも今後の研究の発展に期待したい。
4）安心感の評価

　「安心感」が患者にとってのアウトカムであること
もしばしばいわれるが，安心感の評価尺度はこれまで
なかった。本研究では，「がん医療に対する安心感尺
度」を作成し，介入による感度を定量することができ
た。がん対策推進基本計画で全体目標とされている
「がんになっても安心して暮らせる社会」の実現につ
いての評価項目の基盤として検討できると思われる。
5）専門緩和ケアサービスの利用数

　専門緩和ケアサービスの利用数については，国際的
にも緩和ケアの評価指標となることが多い。本研究で
は，専門緩和ケアサービスの重複の問題を明らかにす
ることができた。主要評価項目が専門緩和ケアサービ
スの利用数だけであるならば，倫理的な配慮について
の検討が確保されれば，重複を除く集計方法が望まし
い。
　また，共通した定義がないために，本研究では，専
門緩和ケアサービスの定義を施設ごとに行わざるをえ
なかったが，専門緩和ケアサービスの全国共通の定義，
特に在宅での専門緩和ケアサービスの基準が必要であ
る。

3．対象のサンプリング
　本研究では患者，遺族を主要評価項目に含んだ地域
介入研究として対象者数は国際的にも最も大規模なも
のとなった。しかし，患者の適格基準や，地域からの
サンプリングという点での課題が明確になった。
1）患者の適格基準

　緩和ケアの介入研究を行う場合に患者の適格基準を
いかに設定するかは国際的に解決していない。通常緩
和ケアの介入研究では，対象として「より緩和ケアの

ニードがある患者」を選択したい。そのためにいろい
ろな基準が用いられるが，その定義や基準は必ずしも
明確ではない11）。
　本研究では，「再発・遠隔転移のある外来がん患者」
を適格条件の 1つとして設定とした。しかし，これに
は以下のような問題が生じた。①これらの患者には，
「手術後に経過観察中の患者」も相当数含まれ，少な
くとも苦痛という点で積極的な緩和ケアが必要な患者
が母数として多数含まれたわけではないようであった。
②外来患者のうち送付されない患者と送付される患者
が生じるため，「どうして私が」という疑問や，「緩和
ケアのアンケートが来るということは私は末期だとい
うことか」という精神的負担が問題であった。後調査
では「これが送付されたことは病状に関係ありませ
ん」などと趣旨書で強調して説明した。③患者の状態
を確認するために医師による評価が不可欠であり患者
の登録に相当の時間と労力を必要とした（一部の患者
では主治医の異動のために患者を同定できなかった）。
④手続き中に入院になったり死亡してしまう患者も少
なくなかった。⑤対象患者のスクリーニング方法に各
施設で共通したものがない（対象患者を抽出するデー
タベースなどがある施設とない施設とがあった）。
　今後，症状緩和を目的とした緩和ケアの介入研究を
行う場合には，今回設定したよりも狭く，患者自身に
とって分かりやすい（特定の症状があるなど）基準を
設定するほうがよいのかもしれない。また，各施設で
共通のスクリーニング方法も課題である。別の手段と
しては，がん患者全数を対象として調査研究を行うほ
うが，患者への負担，対象患者の抽出の双方を減らす
ことができる可能性がある。
2）地域からのサンプリング

　患者の適格条件とは別に，地域の施設から，地域か
らどうやって代表性のある対象の候補者を得るかの問
題は困難であった。
　本研究では，患者，遺族ともに，「がん患者を診療
していると考えられる医療機関」を抽出し，「なるべ
く多くを依頼する」ことで対処した。患者調査では地
域のがん診療をしている病院 34 病院のうち 23 病院
（ベッド数で 81％）をカバーすることができたが，そ
れでも，地域のがん患者の代表性のあるサンプルがで
きているのかどうかを検証する方法自体がない。遺族
調査でも，診療圏が比較的閉じている鶴岡地域で死亡
患者の約 70％を捕捉することができたが，浜松地域，
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長崎地域では 40～50％であり，他の診療圏への患者
の移動の多い首都圏である柏地域では 30％以下の捕
捉に止まった。特に，小規模病院，診療所が対象から
除外されやすい傾向があった。
　以上の課題の解決は容易ではない。
　遺族調査については欧米でも行われている死亡小票
を利用したmortality follow─back 調査がおそらく唯
一の代表性のある調査母集団を得る方法である12，13）。
住所地と治療を受けた病院の住所が違うという問題は
残るものの，これまで不可能であった法的・制度的な
問題が対応できるようになったため，わが国でも試み
てみる価値がある。
　患者調査については，理論的に可能な方法が限られ
ているが，地域のすべての外来に受診した患者全員を
対象とする調査方法で，研究班単独ではなく，受療行
動調査など政府統計に準じた方法を用いて行うことが
1つの選択になりうるかもしれない。

4．介入の設定
　地域介入の場合，介入内容についてどの程度プロト
コールで規定するかはしばしば問題となる。プロトコ
ールで規定されている以外の介入や，規定されている
介入が工夫されて地域で実施されることも少なくない
からである。
　本研究では，あらかじめ地域で介入を担当する担当
者と打ち合わせた時点で，厳密に同じ介入を行うこと
は実施可能性が低いため，必須な介入について介入手
順書を作成したうえで，回数や方法は地域ごとにアレ
ンジすることとした。そして，地域で実際に行われた
ことが把握できるように地域でのモニタリングを行っ
た。
　地域介入での効果を評価する場合には「予定された
介入がどのように実施されているかどうかをモニタリ
ングすること」「すべての介入を標準化するのではな
く現場に合った方法に変更できるようにすること」が
重要であると指摘されている2）。
　本研究において，すべての地域で，同じ目的をもっ
た介入を現場の状況に応じて少しずつ工夫して実施し
たことが観察された。たとえば，啓発介入のために作
成したリーフレット・ポスター類は，各地域の状況に
合わせてそのつど作成されたことも多かった。症状ご
とに作成した患者用のパンフレットのツールは，「こ
れまでになかった」ものは比較的よく利用された一方，

疼痛などこれまでに各地域で使用されているものがあ
ったものはあまり使用されなかった。地域連携のため
のカンファレンスも，共通して設定された多職種カン
ファレンスはすべての地域で行われたが，地域や年度
に応じて，その時に必要なカンファレンスがさまざま
な形態で設定された。
　今後行われるであろう地域介入研究においても，介
入内容そのものを標準化して実施するのではなく，介
入のプロセスを標準化することが重要であると考えら
れる。たとえば，ある疾患に対する教育介入を行う場
合には，中央で「統一した資料」を作成することによ
って（by form）介入を標準化するのではなく，目的
を明確にしたうえで地域の状況に合わせて進めるプロ
セスによって（by function）介入を標準化すること
が重要である。
　また，複雑介入では介入の概念的枠組みを設定する
ことが重要であると強調されているが，本研究の策定
時点では地域緩和ケアに対する介入の概念的枠組みは
なかった。本研究の結果，地域医療福祉従事者間の連
携と緩和ケアの知識や実践の向上，自宅死亡をアウト
カムとした介入の概念的枠組みが実証的に設定された
ことも意義は大きい。今後の介入を策定するうえでの
重要な概念枠組みとなりうる。

まとめ

　OPTIMプロジェクトはわが国で行われた最初の大
規模な緩和ケアの地域介入研究であった。研究の方法
論としても国際的にも解決されていない方法論上の問
題と取り組まざるをえないことが多かったが，デザイ
ン，評価尺度，対象のサンプリング，介入の設定など
多くの面において方法論上の経験を蓄積した。
　本研究の開始時点で研究チームは，mixed─meth-
ods approach について十分な知識と経験を有してい
なかったが，研究を遂行する過程で多くのものを学ぶ
ことができた。結果として，今後，緩和ケア領域にお
いて，大規模な地域介入の比較試験を行うための知見
を整えることができたと考えられる。わが国でも地域
を単位とした質の高い介入試験は実施可能である。今
後，地域緩和ケアの介入研究を行うにあたって，研究
者はぜひ本研究の経験を生かしていただければと思う。
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研究成果の要約

　OPTIMプロジェクトは，「新しく何かを作る」こ
とではなく，「地域に今あるものを最大限利用する枠
組みを作ればどのようになるか」をみたプロジェクト
です。研究として行われましたので，「実施した」だ
けではなく，実際の患者さんやご家族の声を含めた
「実証可能なデータ」を取得しました。これは，国際
的にも最も大規模な緩和ケアの研究となりました。
　結果として，患者さんの希望に応じて自宅で過ごせ
た方の数が増え（しかも家族の介護負担に大きな変化
はなく），患者さんやご家族からみた緩和ケアの質
（満足度）やクオリティオブライフ（精神的にも身体
的にも良い状態であると感じられること）も改善しま
した。
　どうしてこのような変化が生じたのかを分析したと
ころ，プログラムのうち最も意義があると評価された
のは，「各地域で働いている医療福祉従事者の顔の見
えるネットワーク作りの機会」でした。多くの参加者
が，「これまでやりとりのなかった人たちとコミュニ
ケーションをとるようになり，選択肢・ケアの幅が広
がる」「みんなで集まる機会が増え，ついでに相談や
やりとりができる」「職種や施設間の垣根が低くなり，
躊躇せずに相談ややりとりができる」「責任をもった
対応をするようになった・無理がきくようになる」こ
とをプロジェクトを通じて体験しました。これは，患
者さんの視点からは，対応が迅速になる，選択肢が多
くなる，多職種で対応するようになる，工夫・無理が
きくことを通じて，より広範な希望に対応できること
を意味していました。

研究の意義と発展性

　地域プロジェクトの結果，「地域の中の人と人との
ネットワークができること」が最も重要な成果として
体験されることは，あまりに当たり前のことのように

感じるかもしれません。しかし，これは，逆にいえば，
現代社会では，1つひとつの医療技術，医療知識の向
上や習得には熱心だけれど，ネットワーキングへの労
力はあまりに注がれていない，そのため，せっかくの
知識や技術が地域の中で最大限生かされていない
（「オプティマイズされていない」）ことを示している
ともいえます。
　OPTIMプロジェクトが示した明らかなメッセージ
は，「必要なもの（のうち少なくとも一部）はすでに
ここにある，高い技術をもった人たち・意欲をもった
人たちを活用するネットワークがない，人と人が直接
出会って作っていくネットワークによって初めて地域
の力が最大になる」，ことでした。OPTIMプロジェ
クトでは，実証したこの考えを実現するための現場の
工夫や施策の提案を行いました。

　地域緩和ケアはわが国に限らず国際的にも最も必要
とされながらも，複雑な事象であるがために研究の遅
れている領域でした。
　OPTIMプロジェクトによってようやく初めて明ら
かになった事柄は非常に多くあります。
　地域緩和ケアを向上する，ということは，「○○病
に対する手術成績を向上する」のように個人や施設の
努力ではいかんともしがたいテーマです。個人，施設
を超えて，立場の異なるさまざまな団体，施策担当者
が協力し合って「最も良い方法」を探し，検証し，改
め，実施しつつ実施しなくてはなりません。かつて医
学の領域で患者さんにとって「効果のない（あるいは，
害がある）」治療が漫然と行われている時代がありま
した。その反省から，現在では，個々の治療の効果を
検証して治療を行うようになってきました。OPTIM
プロジェクトは，緩和ケア領域においてわが国で「実
証に基づいた施策（evidence─based policy）」を実施
するための最初の一歩と考えています。今後，十分な
実証的根拠に基づいて十分な検討がなされた対策が行
われるきっかけになると考えています。

5．Summary for lay persons：非専門家向けの要約
聖隷三方原病院 緩和支持治療科

森田 達也
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わが国のがん対策と「戦略研究」

　がんは，1981 年からわが国の死亡原因の第 1 位と
なり現在に至っており，国民の生命および健康にとっ
て重大な問題となっている。政府は，昭和 59 年度の

「対がん 10 カ年総合戦略」に始まり，平成 6 年度の
「がん克服新 10 か年戦略」，平成 16 年度の「第 3 次対
がん 10 か年総合戦略」を策定し，がんについての研
究を進めてきた。
　その一方で，厚生労働省は，政策に関連するエビデ
ンスを生み出すために実施される大型の臨床介入研究
として，平成 17 年度より「戦略研究」という新たな
枠組みでの研究を開始した。「戦略研究」は，「厚生労
働省が，あらかじめ国民のニーズに基づいて策定され
た行政の方針に従って具体的な政策目標を定めたうえ
で，成果（アウトカム）指標と研究計画の骨子を定め
る」として，従来の厚生労働科学研究と一線を画すも
のであった。平成 18 年度から始まる戦略研究のテー
マの 1 つとして「がん」が選択され，「第 3 次対がん
10 か年総合戦略」の一環として「がん対策のための
戦略研究」が位置づけられた。
　厚生労働省は，がん対策の戦略研究の課題の 1 つと
して緩和ケアの推進を定め，わが国での緩和ケアの利
用割合が低いこと，在宅死亡割合が低い状況に対して，
地域に介入する「緩和ケアプログラム」を作成し実施
することにより，緩和ケアの利用率と在宅死亡割合の
増加をアウトカムとする研究計画の骨子案を示した。
　また，2006 年 6 月に「がん対策基本法」が成立し，
2007 年 6 月に本法律に基づいて「第 1 期がん対策推
進基本計画」が策定された。本基本計画において，緩
和ケアは重点的に取り組むべき課題の 1 つに定められ
た。それに伴い，緩和ケアを推進するための新たな施
策が政府により講じられていく中で，本研究班も「ま
だ解決されていない緩和ケアに関する課題を解決する
ための取り組み」として位置づけられ，わが国の緩和
ケアを進めていくための新たなエビデンスをつくりだ

していくことを，より一層強く期待されることとなっ
た。

わが国におけるがん患者の
quality of life の現状

　quality of life の向上は，がん治療において重要な
目的の 1 つである（WHO, 2002）。しかし，わが国に
おけるがん患者の quality of life の達成について，不
十分であることが示唆されている。

1．十分な緩和ケアが提供されていない
　全国規模の遺族調査により，がん診療連携拠点病院
で死亡したがん患者の家族のうち，「身体の苦痛が少
なく過ごせた」「医師はつらい症状にすみやかに対処
していた」と回答したものは約半数に過ぎなかった
（図 1）1）。患者背景，治療目的，サンプリングの違い
などのため単純に比較はできないが，同時期に行われ
た緩和ケア病棟，在宅ホスピスケアを受けた遺族では，

「身体の苦痛が少なく過ごせた」「医師はつらい症状に
すみやかに対処していた」と回答したものはいずれも
70～80％であった。
　わが国のがん死亡の多くが一般病棟で生じているこ
とを踏まえると，多くの患者に対する緩和ケアが不十
分な可能性が示唆される。

2． 希望する療養場所・死亡場所と実際の死亡場
所が乖離している

　わが国において，希望する療養場所・死亡場所と実
際の死亡場所が乖離している現状がある（図 2）。わ
が国の地域住民を対象とした調査によると，進行がん
となった場合，希望する療養場所や死亡場所は自宅が
約 10～40％，緩和ケア病棟が約 30％であるが2～4），実
際の死亡場所は，それぞれ，5.7％（自宅），5.5％（緩
和ケア病棟・ホスピス）である（本研究策定時）。イ
ギリスでは希望する死亡場所が自宅 64％・ホスピス

1．背景と目的
国立がん研究センター がん対策情報センター

加藤 雅志
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がん診療連携拠点病院における遺族による緩和ケアの質の
評価に関する研究班

図 1　がん患者の遺族の全国調査1）

a．「身体の苦痛が少なく過ごせた」 b．「医師はつらい症状にすみやかに対処していた」
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図 2　希望する・実際の死亡場所の比較
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16％であるのに対し，実際の死亡場所は 22％（自
宅）・16％（ホスピス），米国では希望する死亡場所が
自宅 87％であるのに対し，実際の死亡場所は自宅
39％である5）。
　医療制度や文化が異なるため，単純に比較すること
はできないが，患者の quality of life の重要な要素で
ある患者の療養場所についての希望は達成されていな
いことが示唆される。

3．緩和ケアサービスの利用が少ない
　わが国において制度化されている緩和ケアサービス
は緩和ケア病棟と院内緩和ケアチームであるが，がん
死亡患者のうちこれらのサービスを受けた患者は，そ
れぞれ，6.6％（緩和ケア病棟），2.2％（院内緩和ケア
チーム）であった（本研究策定時）。一方，イギリス
では院内緩和ケアチーム 75％，地域緩和ケアチーム
66％，ホスピス 25％であり，米国では在宅ホスピス
ケアプログラム 90％，カナダエドモントン州では地
域緩和ケアチーム 65％，緩和ケア病棟 39％である
（図 3）6）。
　医療制度が違うため単純に比較できないが，患者の
quality of life を向上させることが示されている緩和
ケアサービスの利用率が低いことは，患者の quality 
of life が不十分であることが示唆される7～9）。

4．オピオイドの消費量が少ない
　わが国のオピオイドの消費量は，米国，カナダ，ド
イツ，オーストラリア，フランス，イギリスと比較し
て少なく，最も消費量の多い米国と比較すると 1/60，
2 番目に消費量の少ないイギリスと比較しても 1/7 で
ある（研究策定当時）。
　保険適応や人種差があるため結論づけられないが，
quality of life にとって重要な疼痛の緩和が不十分で
あることが示唆される。

わが国で quality of life の達成が
できていない理由

　わが国において，がん患者の quality of life の達成
が不十分である理由として，以下の点が挙げられてい
る10～12）。

1．地域の緩和ケアツールが標準化されていない
　WHO 方式がん性疼痛治療法はがん性疼痛の国際的
な治療ガイドラインであり，オピオイドを適切に使用
することで多くの患者において疼痛緩和を行うことが
できる13）。また，疼痛以外の症状，地域での連携につ
いても，欧米では標準化されたフレームワーク，ガイ
ドライン，クリニカルパスがある。また，カナダエド
モントン州では，地域単位で共通した症状評価方法と
して患者自記式の 1 枚のシート Edmonton Symptom 
Assessment Schedule を用いており，その普及率は
90％を超えている6）。
　一方，わが国では，2003 年の全国調査において，
WHO 方式がん性疼痛治療法の「内容をよく知ってい
る」「ある程度知っている」と回答した医師は約 40％
に留まっており，26％の医師は「知らない」と回答し
ている。また，「緩和医療に関して十分な教育を受け
た」と回答した医師は 20％，「症状緩和に関する知
識・技術が十分だ」と回答した医師は 30％であり，
ヨーロッパや米国における大規模調査の 50％，70％
と比較して低い14）。
　したがって，地域に標準化された診療ツールが存在
しないか，あるいは，普及していないために，緩和ケ
アの質と継続性が不十分であり，quality of life の達
成されない要因となっていることが考えられる。

2． 患者・家族・地域住民が緩和ケアに関する適
切な知識をもっていない

　医学的知見では，がん患者に医療用麻薬を使用した
場合，中毒になることはまれであり，寿命が縮まると
いう根拠はない。フランスでは，啓発事業を通じて医
療用麻薬に対する誤解についての知識を提供するなど
複数の対応策がとられ，モルヒネは中毒になると考え
る国民は 50％から 15％に減少したと報告されている。
わが国では，30％の国民がモルヒネをがん性疼痛の治
療に使うと麻薬中毒になり，寿命が縮まると考えてい
る。がん患者・家族の医療用麻薬に対する誤解は，医
療用麻薬を使用する障害となり，十分な疼痛緩和が達
成されない要因であることが示されており，医療用麻
薬への誤解は，quality of life の達成が不十分である
ことの 1 つの要因であると考えられる。
　また，わが国もおいて緩和ケア病棟を「知ってい
る」国民は 34％にすぎず，イギリスにおける「ホス
ピスを知っている」70％に比して低い3）。また，わが
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国の一般国民の 32％が「死を待つだけのところ」と
認識しているが，実際に，緩和ケア病棟を利用した遺
族を対象とした調査では，「痛みを和らげる」「尊厳あ
る生活を送ることができる」という肯定的な認識が増
加し，「死を待つだけの場所だ」「寿命が短くなる」と
いう否定的な認識は減少している。緩和ケア病棟に関
する否定的な認識は「緩和ケア病棟に初めて受診した
時期が遅すぎた」ことと有意に関連することから，緩
和ケアに関する事実と異なる誤った認識は適切な時期
に緩和ケアを受ける障害となり，quality of life の達
成が不十分な要因になると考えられる。
　したがって，がん患者・家族・地域住民が緩和ケア
に関する適切な知識をもっていないことは，患者の
quality of life の達成が不十分である 1 つの要因であ
ると考えられる。

3． 地域全体の緩和ケアに関する情報を集約し，
問題点を検討する組織がない

　がんの症状緩和技術の進歩，患者・家族の希望，あ
るいは，医療制度の変化に伴い，がん患者が利用でき
る地域リソースは複雑化している。国際的に存在して
いる機能としては，ホスピス・緩和ケア病棟といった
入院サービス（2 次と 3 次の緩和ケアサービスを区別
する場合がある），院内緩和ケアチームと，電話・往
診による地域緩和ケアチームによるコンサルテーショ
ン機能，緩和ケアの専門外来（主治医への通院に加え
て，多職種による評価を受ける），デイケア・ナイト
ケア，hospice at home（症状緩和が不安定な短期間
に自宅に看護師が 24 時間体制をとり，看護すること），
在宅専門の医師・看護師からなるサポートシステムな
どがある。患者の状態に合わせてこれらの必要なリソ
ースを使えるようなコーディネーションを行うことが
必要であるため，欧米においては，地域の緩和ケアを
包括的に支援する組織が機能している15）。
　わが国においても，ホスピス・緩和ケア病棟，院内
緩和ケアチーム，緩和ケア外来，デイケア・通所療養
介護，在宅療養支援診療所などが制度化されているが，
これらを包括的にコーディネーションする機能を有す
る組織が地域には存在していない。
　地域全体の緩和ケアに関する情報を集約し，問題点
を検討する組織がないことは患者の quality of life の
達成が不十分である 1 つの要因であると考えられる。

4．専門緩和ケアサービスが利用できない
　緩和ケア専門家による診療は患者の quality of life
を向上させる方法の 1 つである7～9）。欧米では，地域
で生じる緩和ケアに関する問題についてコンサルテー
ションを受ける地域緩和ケアチームが機能しており，
患者の quality of life の向上に貢献することが示唆さ
れている。
　一方，わが国の制度化している緩和ケアサービスと
しては，緩和ケア病棟，院内緩和ケアチームがある。
しかし，これらは在宅療養支援のための症状緩和やレ
スパイト機能など地域における在宅療養を支援したり，
院外の患者のコンサルテーションを受ける機能として
位置づけられていないため，地域の患者に対する緩和
ケアサービスとしては十分には機能していない。
　つまり，地域の患者が常に専門緩和ケアサービスを
受けられる体制がないことは，がん患者・家族の
quality of life の達成が不十分である 1 つの要因であ
ると考えられる。
　したがって，がん患者の quality of life を向上させ
るには，緩和ケアの標準化と継続性の向上，患者・家
族に対する適切な緩和ケアの知識の提供，地域の緩和
ケアの包括的なコーディネーション，緩和ケア専門家
による診療およびケアの提供が必要である。

地域介入プログラム

　緩和ケアを普及させるには，前述のような複合的な
課題を克服する必要があり，カナダ，スペインなどに
おいては地域を単位とした前後比較研究が，北欧にお
いて居住区を単位としたクラスターランダム化比較試
験が行われた（表 1）15～23）。
　最も構造的に行われたと評価されているカナダのエ
ドモントンでは，18 カ月にわたって地域の医療シス
テムの再構築をシミュレーションしたのち，1995 年
から地域緩和ケアプログラムを稼動させた。
　この地域緩和ケアプログラムは，標準化した診療ツ
ールの地域全体への普及，地域の緩和ケアを包括的に
支援する地域緩和ケアセンターの設置，緩和ケアの専
門家からの支援として「1 つの 3 次緩和ケア病棟」

「複数の院内緩和ケアチーム」「地域緩和ケアチームの
設置」，診療報酬の誘導によるリソースの再構築（療
養型施設を療養可能な緩和ケア病棟に改築，時間単位
の支払いによる家庭医のカンファレンスや緩和ケア診
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療への誘導）を含んでいた。
　この結果，1992 年には急性期病院が 86％を占めて
いた死亡場所が，1997 年には急性期病院 49％，緩和
ケア病棟 30％，在宅 18％に変化した。緩和ケアを受
ける患者の割合は，プログラム前には，死亡時で
45％，1 カ月前で 30％に過ぎなかったが，1998 年に
はそれぞれ 80％，50％に増加した15）。
　北欧で行われたクラスターランダム化比較試験では，
基幹大学病院に緩和ケア病棟が設置され入院サービス，
ケアコーディネーションを中心とした介入が行われた。
一般的な QOL 尺度（EORTC─C30）で測定した患者
の quality of life に有意な差がみられなかったが，自
宅死亡が 15％から 25％に増加し，家族の満足度は有
意に高かった19～23）。しかし，この研究では，①状態
が悪い患者が最も緩和ケアサービスから利益を得られ
る可能性があるにもかかわらず，これらの患者から情
報を得ることができない，②一般的な QOL 尺度では
緩和ケアのアウトカムとして重要な患者の個別的な
QOL を測定できなかった，③秘匿化が十分でなくラ
ンダム化が成功しなかった可能性がある，④介入プロ
グラムの内容があいまいで再現できない，など緩和ケ
ア研究における方法論的に解決されていない課題のた
め，臨床現場にすぐに寄与できるものとは必ずしもな
っていない。
　以上より，地域への緩和ケアプログラムの有用性は
示されているものの，大規模に患者アウトカムを包括
的に評価した地域緩和ケアプログラムによる介入研究
はこれまでにない。また，医療制度の異なる諸外国の
知見が，わが国に当てはまるとも考えられない。した
がって，わが国で quality of life の達成ができていな

い理由を踏まえて策定された地域緩和ケアプログラム
の効果を，わが国において検証することが，今後のわ
が国の緩和ケアの推進していくために強く求められて
いる。

目　的

　本研究の目的は，地域の包括的な緩和ケアプログラ
ムにより，地域のがん患者の quality of life が向上す
るかどうかを評価することである。quality of life の
指標として，死亡場所，専門緩和ケアサービスの利用
数，患者による苦痛緩和の質評価，遺族による苦痛緩
和の質評価を用いた。
　合わせて，全国で緩和ケアを推進していく際に活用
される成果物を作成し，今後の医療制度の設計に役立
てることができるよう介入過程を質的研究など複数の
方法を用いて収集することを目的とした。
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概　要

　本研究は，4地域を対象とした地域介入の前後比較
研究である（図 4）。2007 年に研究計画を策定し，
2008 年前半に介入前調査を行い，その後 2年間介入
を行った後に，2010 年後半から介入後調査を行った。
　介入地域として，医療環境が異なる地域として，
「緩和ケアの提供体制が十分整備されていないと考え
られる地域」「一定水準の緩和ケアを提供できる体制
があると考えられる地域（実施主体ががん専門病院で

ある地域）」「一定水準の緩和ケアを提供できる体制が
あると考えられる地域（実施主体が総合病院である地
域）」「一定水準の緩和ケアを提供できる体制があると
考えられる地域（実施主体が医師会である地域）」の
4地域を選択した。
　介入地域の患者・家族・市民を対象として，緩和ケ
アの技術・知識の向上，がん患者・家族・住民への情
報提供，地域緩和ケアのコーディネーション・連携の
促進，緩和ケア専門家による診療・ケアの提供を含む
包括的な地域緩和ケアプログラムを行った。

2．対象と方法
聖隷三方原病院 緩和支持治療科
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表 2　主要・副次評価項目

主要評価項目
　1．自宅死亡率
　2．専門緩和ケアサービスの利用数
　3．外来がん患者による苦痛緩和の質評価＊

　4．遺族による終末期がん患者の苦痛緩和の質評価＊

副次評価項目
　1．死亡場所，自宅療養期間
　2．外来患者の quality of life，疼痛，満足度
　3．遺族の評価による終末期がん患者の quality of life，満足度，遺族の負担感
　4．医師の緩和ケアの知識・困難感・実践
　5．看護師の緩和ケアの知識・困難感・実践
　6．患者の緩和ケアの知識・認識・安心感，緩和ケアの準備性
　7．遺族の緩和ケアの知識・認識・安心感，緩和ケアの準備性
　8．住民の緩和ケアの知識・認識・安心感，緩和ケアの準備性
　9．地域の緩和ケアの質指標

　＊　 Care Evaluation Scale の身体的・精神的ケアドメイン（「つらい症状にすみやかに対処してい
る」など）。
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　介入前後で介入効果を測定した（表 2）。主要評価
項目を，①自宅死亡率，②専門緩和ケアサービスの利
用数，③外来がん患者による苦痛緩和の質評価，④遺
族による終末期がん患者の苦痛緩和の質評価，とした。
苦痛緩和の質評価の指標としては，Care Evaluation 
Scale の身体的・精神的ケアドメインを利用した。
　副次的評価項目として，①死亡場所，自宅療養期間，
②外来患者の quality of life，疼痛，満足度，③遺族
の評価による終末期がん患者の quality of life，満足
度，遺族の負担感，④医師の緩和ケアの知識・困難
感・実践，⑤看護師の緩和ケアの知識・困難感・実践，
⑥患者の緩和ケアの知識・認識・安心感，緩和ケアの
準備性，⑦遺族の緩和ケアの知識・認識・安心感，緩
和ケアの準備性，⑧住民の緩和ケアの知識・認識・安
心感，緩和ケアの準備性，⑨地域の緩和ケアの質指標，
を設定した。
　あわせて，地域介入のプロセスを明らかにするため
に，①地域で行われたことの詳細な記述，②各地域で
同定された地域緩和ケアの課題と解決策の系統的な収
集と分析，および③各地域で介入を担当したリンクス
タッフを対象としたインタビュー調査，を行った（表
3）。

主要評価項目

　主要評価項目として，自宅死亡率，専門緩和ケアサ
ービスの利用数，外来がん患者による苦痛緩和の質評
価，遺族による終末期がん患者の苦痛緩和の質評価を
取得した。介入後調査の患者対象の調査票，遺族対象
の調査票をそれぞれ資料 1，資料 2とする。

1．自宅死亡率
　人口動態調査の目的以外使用を申請し，地域におけ
る死亡者の死亡場所の情報を得た。自宅死亡率は，地

域内のがん死亡患者のうちの自宅死亡患者の割合を計
算した。

2．専門緩和ケアサービスの利用数
　「専門緩和ケアサービス」についての国際的に承認
された基準はないため，本研究では，専門緩和ケアサ
ービスを「緩和ケアに関する専門的な教育を受けた医
療者によって提供される専門的な緩和ケア」と定義し，
①緩和ケアを提供する医師が専門的な教育を受けてい
る，②がん患者の身体的・心理的・社会的・霊的な苦
痛を包括的に評価し，苦痛緩和を専門家と協力して実
施する体制がある，③患者・家族，および，医療者に
緩和ケアサービスであることが分かるように表記・開
示されている，の 3つを満たすことを共通の条件とし
た（表 4）。
　緩和ケア病棟，院内緩和ケアチーム，地域緩和ケア
チーム，在宅緩和ケア施設，緩和ケア外来を設定し，
それぞれ，本研究で定めた定義に従って研究班にて各
施設に条件を満たしていることを示す書類をもとに審
査・認定した。審査では，①に関しては，医師が専門
的な緩和ケアの教育を受けていることを示す書類を求
めた。②に関しては，包括的な評価やケアが可能な体
制として，病棟・病院内に紹介可能な専門診療科や専
門職があること，または，近隣の専門診療科との契約
があることの書類を求めた。③に関しては，緩和ケア，
緩和医療という名称で患者・家族に示されている文書
やホームページの複写を求めた。
　専門緩和ケアサービスの利用数の算出は，まず，基
準を満たす緩和ケア病棟，院内緩和ケアチーム，地域
緩和ケアチーム，在宅緩和ケア施設，緩和ケア外来を
同定し，各診療機関が診療患者の一覧表を作成した。
地域の専門緩和ケアサービスで診療を受けた患者のう
ち，居住地が調査対象地域の患者の延べ数を年間がん
死亡者数で割った比を，年間がん死亡者数で補正した

表 3　プロセス研究

1．記述
 　各地域で実施された介入の詳細を記述する

2．課題と解決策の系統的整理
 　 各地域で行われた多職種連携カンファレンスの内容・フィールドノートなどから，地域の
がん緩和ケアに関する課題と解決策を収集し，質的に分類する

3．インタビュー調査
 　 各地域のリンクスタッフ 100名を対象としたインタビュー調査により，「なぜ，どのよう
な変化が生じたのか」を質的に分析する
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専門緩和ケアサービスの利用数の比として計算した。
　患者の背景として，性別，年齢，原発部位，ECOG
（Eastern Cooperative Oncology Group）の perfor
-mance status，依頼理由（疼痛，疼痛以外の身体症
状，不穏・せん妄，不穏・せん妄以外の精神症状・精
神的支援，家族の支援，療養場所の調整，その他），
初診時の治療状況（精査・診断・抗がん治療が予定さ
れ経過観察中，抗がん治療中，抗がん治療を今後行わ
ない予定）を取得した。

3． 外来がん患者による苦痛緩和の質評価
（表 5）

　1）調査対象

　対象施設を把握するために日本病院協会や地域の医
療情報から各地域の病院 54 病院を同定した。そのう
ち精神疾患，リハビリテーション，療養型病院など
20 病院を除外したがん患者を診療している病院であ
ると考えられる 34 病院（11,033 床）を対象施設とし
た。そのうち，介入前調査では 23 病院（8,964 床，病
床の 81％，鶴岡地域 3病院，柏地域 7病院，浜松地
域 8病院，長崎地域 5病院）で調査の参加が得られた。
介入後調査では，鶴岡地域で診療所が病院となったた
めに 1施設増加し，浜松地域では 1病院が閉鎖，1病
院でがん診療科が閉鎖されたために調査対象ではなく

なったため，22 病院（鶴岡地域 4病院，柏地域 7病
院，浜松地域 6病院，長崎地域 5病院）を対象とした。
　調査対象施設に通院しているがん患者を対象として
郵送法，または，手渡しによる質問紙調査を行った。
　患者の適格基準は，①成人のがん患者，②原発が肺，
胃・食道，肝臓・胆嚢・膵臓，大腸・直腸，乳腺，腎
臓，前立腺，膀胱，子宮，卵巣のいずれか，③再発・
遠隔転移がある，④外来患者（介入前調査：2007 年
12 月 1 日～2008 年 3 月 31 日，介入後調査：2010 年 9
月 1 日～2010 年 12 月 31 日），⑤居住地が調査対象地
域，⑥告知されているもの，である。除外基準は，①
認知症，視覚障害，意識障害などのために調査票に記
入できないと考えられるもの，②患者の精神的苦痛が
大きいと担当医が判断したもの，③患者の身体的負担
が大きいと担当医が判断したもの，④対象者抽出過程
で死亡・入院・転院に至ったもの，⑤主治医が異動・
不在のため調査可否の判断ができないもの，とした。
　2）調査項目

　ケアの質の評価尺度（Care Evaluation Scale）の身
体的・精神的ケアドメインを 1尺度として用いた1）。
この尺度は，利用者からみて，身体的・精神的苦痛に
対する医師や看護師の対応にどの程度改善する必要性
があったかを定量する。
　質問項目は，医師による苦痛緩和 3項目（「医師は，

表 4　専門緩和ケアサービスの定義

1．専門緩和ケアサービスの定義
　・ 緩和ケアに関する専門的な教育を受けた医療者によって提供される専門的な緩和ケア

2．専門緩和ケアサービスの条件
　共通の条件
　　1） 緩和ケアを提供する医師が専門的な教育を受けている
　　2） がん患者の身体的・心理的・社会的・霊的な苦痛を包括的に評価し，身体的・心理的・社会的・霊的な苦痛の緩和を実施

する体制がある
　　3） 患者・家族に緩和ケアサービスであることが分かるように開示されている

3．サービスごとの基準
　緩和ケア病棟
　　・ 認可を受けている緩和ケア病棟である
　　・ 認可のない場合，共通の条件に加えて，①緩和ケアを担当する常勤の医師が 1名以上配置されている（必ずしも専従であ

る必要はない），② 1日の看護師数が当該病棟の入院患者 7に対して 1以上，夜間の看護師数が 2以上である
　院内緩和ケアチーム
　　・ がん診療連携拠点病院に設置された緩和ケアチームである
　　・ がん診療連携拠点病院でない場合，共通の条件に加えて，常勤の医師が１名以上配置されている（必ずしも専従である必

要はない）
　地域緩和ケアチーム・在宅緩和ケア施設
　　・ 共通の条件
　　・常勤の医師が 1名以上配置されている（必ずしも専従である必要はない）
　緩和ケア外来
　　・ 共通の条件
　　・ ただし，麻酔科・ペインクリニック・精神腫瘍科など疼痛や精神症状などに限定したサービスを行う診療科は原則として

除外。包括的な評価，包括的な緩和ケアが実際に提供されている場合には個別に含める
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あなたのからだの苦痛をやわらげるように努めてい
る」「医師は，あなたのつらい症状にすみやかに対処
している」「医師は，苦痛をやわらげるのに必要な知
識や技術に熟練している」），看護師による苦痛緩和 3
項目（「看護師は，あなたのつらい症状への対応の希
望にすみやかに対応している」「看護師は，苦痛をや
わらげるのに必要な知識や技術に熟練している」「看
護師は，あなたの毎日の生活がなるべく快適になるよ
うに努めている」），精神的ケア 3項目（「あなたの不
安や心配をやわらげるように，医師や看護師は努めて
いる」「あなたの気分が落ち込んだときに，医師や看
護師は適切に対応している」「あなたの希望がかなえ
られるように，医師や看護師は努力している」）の 9
項目からなり，「改善すべきところが大いにある（1）」
～「全くない（6）」の 6件法で答える。
　得点は 1点から 6点に分布し，得点が高い方が「改
善の必要性がない」すなわち，利用者からみて苦痛緩
和の質の評価が良いことを示す。
　内的一貫性，再試験信頼性，併存的妥当性（満足度，
quality of life との中程度の相関），判別的妥当性（抑
うつ，期待の有意な影響を受けない）が確認されてい
る。

4． 遺族による終末期がん患者の苦痛緩和の
質評価（表 6）

　1）調査対象

　患者調査と同じ方法により，調査施設となる病院を
同定した。柏地域の 1病院が患者調査には参加したが，

遺族調査には参加しなかった。死亡小票などを用いて
地域のがん死亡患者の全数を把握することが法律上の
問題から不可能であったため，がん患者の在宅診療を
行っていると考えられる診療所を地域の医療情報から
同定し，参加を依頼した。病院・診療所合わせて，介
入前調査では 39 施設，介入後調査では 52 施設が対象
となった（表 7）。自宅死亡した患者からのサンプリ
ング率は介入前調査で 36％，介入後調査で 57％と介
入前後でサンプリング率が異なった。がん患者の死亡
数総数に占める対象患者の割合は，介入前調査で
39％（2,016/5,147），介入後調査で 40％（2,212/5,546）
であった。
　調査対象施設で死亡したがん患者の遺族を対象とし
て郵送法による質問紙調査を行った。
　遺族の適格基準は，①成人のがん患者の成人の遺族，
②原発が肺，胃・食道，肝臓・胆嚢・膵臓，大腸・直
腸，乳腺，腎臓，前立腺，膀胱，子宮，卵巣のいずれ
か，③調査時期に患者が死亡したもの（介入前調査：
2007 年 4 月 1 日～2008 年 3 月 31 日，介入後調査：
2010 年 4 月 1 日～2011 年 3 月 31 日），④居住地が調
査対象地域，⑤遺族に告知されているもの，⑥入院・
訪問診療の開始から死亡までの期間が 3日以上，であ
る。除外基準は，①遺族が同定できない・いないもの，
②認知症，視覚障害などのために調査票に記入できな
いと考えられるもの，③遺族の精神的苦痛が大きいと
担当医が判断したもの，④死亡原因が治療関連死，ま
たは，がんと関連しない合併症による死亡であるもの，
⑤死亡場所が集中治療室であるもの，⑥主治医が異

表 5　外来がん患者による評価

【方法】
　患者を対象とした質問紙調査

【適格基準】
　・外来を受診
　・居住地が調査対象地域
　・がん原発部位が肺，胃・食道，肝臓・胆嚢・膵臓，大腸・直腸，乳腺，泌尿器，子宮・卵巣
　・再発・遠隔転移がある
　・20歳以上
　・告知されている

【除外基準】
　・認知症，視覚障害，意識障害などのために調査票に記入できない
　・精神的負担が大きいと担当医が判断
　・身体的負担が大きいと担当医が判断
　・抽出過程で死亡・入院・転院
　・担当医が異動・不在のため確認できない

【調査項目】
　 Care Evaluation Scale, Good Death Inventory, Brief Pain Inventory Satisfaction, Knowledge, 
beliefs, and concerns about palliative care
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動・不在のため調査可否の判断ができないもの，とし
た。
　2）調査項目

　患者調査と同様に，ケアの質の評価尺度（Care 
Evaluation Scale）の身体的・精神的ケアドメインを
1尺度として用いた2）。

副次的評価項目

　副次的評価項目として，①死亡場所，自宅療養期間，
②外来患者の quality of life，疼痛，満足度，③遺族
の評価による終末期がん患者の quality of life，満足
度，遺族の負担感，④医師の緩和ケアの知識・困難

感・実践，⑤看護師の緩和ケアの知識・困難感・実践，
⑥患者の緩和ケアの知識・認識・安心感，緩和ケアの
準備性，⑦遺族の緩和ケアの知識・認識・安心感，緩
和ケアの準備性，⑧住民の緩和ケアの知識・認識・安
心感，緩和ケアの準備性，⑨地域の緩和ケアの質指標，
を取得した。
　医師対象調査の調査票を資料 3，看護師対象調査の
調査票を資料 4に示す。

1．死亡場所，自宅療養期間
　死亡場所は，人口動態調査の目的以外使用を申請し，
地域における死亡者の死亡場所の情報（自宅，病院・
診療所，施設）を得た。あわせて，緩和ケア病棟の死

表 6　遺族による評価

【方法】
　がん患者の遺族を対象とした質問紙調査

【適格基準】
　・死亡したがん患者の遺族
　・居住地が調査対象地域
　・がん原発部位が肺，胃・食道，肝臓・胆嚢・膵臓，大腸・直腸，乳腺，泌尿器，子宮・卵巣
　・20歳以上
　・告知されている
　・調査施設で 3日以上の診療を受けている

【除外基準】
　・認知症，視覚障害などのために調査票に記入できない
　・精神的負担が大きいと担当医が判断
　・死因が治療関連死・合併症による死亡
　・死亡場所が集中治療室
　・担当医が異動・不在のため確認できない

【調査項目】
　 Care Evaluation Scale, Good Death Inventory, Caregiving Consequence Inventory, 
Satisfaction, Knowledge, beliefs, and concerns about palliative care

表 7　遺族調査の対象施設数と自宅死亡患者の対象となった割合

施設
自宅死亡患者の
調査対象者の割合

死亡患者に占める
調査対象者の割合

前調査 後調査 前調査 後調査 前調査 後調査

合計
39
（27, 12）

52
（30, 22）

36％
（127/348）

57％
（332/581）

39％
2,016/5,147

40％
2,212/5,546

鶴岡地域
5
（3, 2）

8
（2, 6）

10％
（3/29）

43％
（20/46）

52％
265/510

69％
356/516

柏地域
7
（6, 1＊）

9
（7, 2）

33％
（33/100）

40％
（51/129）

28％
416/1,471

24％
388/1,596

浜松地域
11
（7, 4）

15
（6, 9）

52％
（65/124）

70％
（179/255）

43％
774/1,784

40％
783/1,965

長崎地域
16
（11, 5）

20
（15, 5）

27％
（26/95）

54％
（82/151）

41％
561/1,382

47％
685/1,469

　 施設数は（病院数，診療所数）を示す。調査対象者の割合は，地域内の総死亡に占める遺族調査の対象となった患者の
割合を示す。
　 ＊柏地域は１施設で付属診療所を有する病院１施設を含む。
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亡患者数を地域に存在する各緩和ケア病棟から取得し
た。以上より，自宅，緩和ケア病棟，緩和ケア病棟以
外の病院，施設の死亡者数を計算した。
　自宅療養期間は，遺族調査において，患者が死亡前
1カ月，3カ月に療養していた期間を自宅，緩和ケア
病棟，緩和ケア病棟以外の病院，施設，そのほかの場
所それぞれについて，「なし」「1週間未満」「1週間～
2週間」「2週間～3週間」「3週間以上」で質問した。

2．外来患者の quality of life，疼痛，満足度
　患者の quality of life は，Good Death Inventory
（患者版）を使用した3）。項目は，「痛みが少なく過ご
せている」「からだの苦痛が少なく過ごせている」「お
だやかな気持ちで過ごせている」「望んだ場所で過ご
せている」「楽しみになるようなことがある」「医師を
信頼している」「人に迷惑をかけてつらいと感じるこ
とがある（逆転）」「ご家族やご友人と十分に時間を過
ごせている」「身の回りのことはたいてい自分ででき
る」「落ち着いた環境で過ごせている」「ひととして大
切にされていると感じる」「充実した人生だと感じて
いる」の 12 項目について，「全くそう思わない（1）」
～「とてもそう思う（7）」の 7件法で尋ねる。点数が
高いことが患者のQOL が高いことを示す。「人に迷
惑をかけてつらいと感じることがある」の項目につい
ては点数が低いことが患者のQOLが高いことを示す。
　疼痛は，Brief Pain Inventory を用いた4）。24 時間
以内の最も強い痛み，最も弱い痛み，平均的な痛みに
ついてそれぞれNumeric Rating Scale を用いて 11 段
階（0～10）で聞いた。
　満足度は，「全般的に受けられている医療は満足で
すか」に対して，「非常に不満足（1）」～「非常に満足
（6）」の 6段階で聞いた。
　緩和ケアの質の評価について，Care Evaluation 
Scale の身体的・精神的ケアドメイン以外の 2ドメイ
ン，医師からの説明 3項目（「医師はあなたに現在の
病状や治療内容について十分説明している」「医師は
あなたに将来の見通しについて十分説明している」
「医師は治療の選択にあなたの希望が取り入れられる
ように配慮している」），連携と継続性 3項目（「医師
や看護師など医療者同士の連携はよい」「診療にあた
る医師や看護師は固定している」「治療の場所がかわ
っても治療の方針や予定は今までの病気の経過に十分
配慮して立てられている」）を聞いた。

3． 遺族の評価による終末期がん患者の
quality of life，満足度，遺族の負担感

　遺族の評価による患者の quality of life は，Good 
Death Inventory を使用した5）。項目は，「痛みが少な
く過ごせた」「からだの苦痛が少なく過ごせた」「おだ
やかな気持ちで過ごせた」「望んだ場所で過ごせた」
「望んだ場所で最期を迎えられた」「療養した場所は患
者さまの意向に沿っていた」「楽しみになるようなこ
とがあった」「医師を信頼していた」「人に迷惑をかけ
てつらいと感じていた（逆転）」「ご家族やご友人と十
分に時間を過ごせた」「身の回りのことはたいてい自
分でできた」「落ち着いた環境で過ごせた」「ひととし
て大切にされていた」「充実した人生だと感じていた」
の 14 項目について，「全くそう思わない（1）」～「と
てもそう思う（7）」の 7件法で尋ねる。点数が高いこ
とが患者のQOLが高いことを示す。
　満足度は，「全般的に受けられた医療は満足でした
か」に対して，「非常に不満足（1）」～「非常に満足
（6）」の 6段階で聞いた。
　緩和ケアの質の評価について，Care Evaluation 
Scale の身体的・精神的ケアドメイン以外の 4ドメイ
ン，医師からの患者への説明 3項目（「医師は患者に
現在の病状や治療内容について十分説明した」「医師
は患者さまに将来の見通しについて十分説明した」
「医師は治療の選択に患者さまの希望が取り入れられ
るように配慮していた」），医師からの家族への説明 3
項目（「医師はご家族に現在の病状や治療内容につい
て十分説明した」「医師はご家族に将来の見通しにつ
いて十分説明した」「医師は治療の選択にご家族の希
望が取り入れられるように配慮していた」），家族への
配慮 2項目（「ご家族が健康を維持できるような配慮
があった」「ご家族が自分の時間をもったり仕事を続
けられるような配慮があった」），連携と継続性 3項目
（「医師や看護師など医療者同士の連携はよかった」
「診療にあたる医師や看護師は固定していた」「治療の
場所が変わっても治療の方針や予定は今までの病気の
経過に十分配慮して立てられていた」）を聞いた。
　遺族の負担感として，Caregiver Consequence 
Inventory を使用した6）。介護を振り返り，「身体的な
負担が大きかった」「精神的な負担が大きかった」「経
済的な負担が大きかった」「自分の時間や予定が犠牲
になった」の 4項目について，「全くそう思わない
（1）」～「とてもそう思う（7）」の 7段階で聞き，合計



Ⅱ．主 研 究

90

点を計算した。

4． 医師の緩和ケアの知識・困難感・実践
（表 8）

　1）調査対象

　介入地域の医師を対象として，郵送法による質問紙
調査を行った。病院は患者調査と同じように同定した
（表 9）。介入前調査では 26 病院，介入後調査で 23 病
院で調査に参加が得られた。柏地域の 1病院は介入後
調査に参加せず，浜松地域では 1病院が閉鎖，1病院
ががん診療科がなくなったため参加しなかった。診療
所は地域の診療所のうち標ぼう科からがん患者を診療
すると考えられる診療所すべてに配布した。介入前調
査で 1,055 診療所，介入後調査で 1,004 診療所が対象
となった。
　医師の適格基準は，病院医師は，①がん診療に携わ

るすべての常勤医師（内科，外科，呼吸器科，消化器
科，呼吸器外科，泌尿器科，乳腺科，耳鼻科，婦人科，
血液内科，放射線治療科，臨床腫瘍科，化学療法科，
緩和ケア科など各調査施設におけるがん診療に携わる
診療科），②臨床経験年数が 3年以上のもの，③調査
施設に 1年以上勤務しているもの，とした。診療所医
師は 1診療所の医師 1名に対して調査票を送付した。
　2）調査項目

　知識は Palliative Care Knowledge Test を使用し
た7）。理念（2項目，「緩和ケアの対象は根治的治療法
のない患者のみである（誤）」など），疼痛・オピオイ
ド（6項目，「医療用麻薬の使用は患者の生命予後に
影響しない（正）」など），消化器症状（4項目，「が
んの終末期では腫瘍によるカロリーの消費が増えるた
め，早期がんより多いカロリーを必要とする（誤）」
など）の 3領域についての知識 12 項目の正答率を得

表 8　医師・看護師の知識・困難感・実践の評価

【方法】
　医師・看護師を対象とした質問紙調査

【適格基準】
　・ がん診療に携わるすべての常勤の病院医師・看護師
　　 （内科，外科，呼吸器科，消化器科，呼吸器外科，泌尿器科，乳腺科，耳鼻科，婦人科，
血液内科，放射線治療科，臨床腫瘍科，化学療法科，緩和ケア科など各調査施設における
がん診療に携わる診療科・病棟）

　・診療所医師（内科，外科など）
　・訪問看護ステーション看護師
　・臨床経験が３年以上
　・調査施設で１年以上勤務

【除外基準】
　・がん患者の診療経験がない

【調査項目】
　Palliative Care Knowledge Test, Palliative Care Difficulties Scale
　Palliative Care Self-reported Practice Scale

表 9　医師調査・看護師調査の対象施設

医師調査 看護師調査

前調査 後調査 前調査 後調査

合計
1,081
（26, 1,055）

1,027
（23, 1,004）

100
（26, 74）

96
（23, 73）

鶴岡地域
56
（4, 52）

58
（4, 54）

6
（4, 2）

6
（4, 2）

柏地域
246
（9, 237）

203
（8, 195）

27
（9, 18）

28
（8, 20）

浜松地域
283
（8, 275）

282
（6, 276）

41
（8, 33）

36
（6, 30）

長崎地域
496
（5, 491）

484
（5, 479）

26
（5, 21）

26
（5, 21）

　施設数は（病院数，診療所または訪問看護ステーション数）を示す。
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た。
　困難感では，Palliative Care Difficulties Scale を使
用した8）。症状緩和，専門家の支援，医療者間のコミ
ュニケーション，患者・家族とのコミュニケーション，
地域連携の 5ドメインに関する困難感をそれぞれ 3項
目の計 15 項目について「思わない（1）」～「非常によ
く思う（5）」の 5件法で尋ねた。それぞれの下位尺度
ごとに得点を合計して分析し，それぞれ得点が高いこ
とが緩和ケアに対する困難感が高いことを示す。
　実践については，Palliative Care Self-reported 
Practice Scale を使用した8）。疼痛とコミュニケーシ
ョンについての実践それぞれ 3項目の合計 6項目につ
いて，「行っていない（1）」～「常に行っている（5）」
の 5件法で尋ねた。それぞれの下位尺度ごとに得点を
合計して分析し，それぞれ得点が高いことが緩和ケア
に対する実践が望ましいことを示す。

5．看護師の緩和ケアの知識・困難感・実践
　1）調査対象

　介入地域の看護師を対象として郵送法による質問紙
調査を行った。病院は医師調査と同じ病院が参加した
（表 8）。訪問看護ステーションは，地域にあるすべて
の訪問看護ステーションを同定し，常勤看護師数を聴
取したうえですべての常勤看護師を対象とした。介入
前調査で 74 の訪問看護ステーション，介入後調査で
73 の訪問看護ステーションが対象となった。
　看護師の適格基準は，病院看護師は，①がん診療に
携わるすべての常勤看護師（内科，外科，呼吸器科，
消化器科，呼吸器外科，泌尿器科，乳腺科，耳鼻科，
婦人科，血液内科，放射線治療科，臨床腫瘍科，化学
療法科，緩和ケア科など各調査施設におけるがん診療
に携わる診療科），②臨床経験年数が 3年以上のもの，
③調査施設に 1年以上勤務しているもの，とした。訪
問看護ステーション看護師は，すべての常勤看護師と
した。
　2）調査項目

　知識は Palliative Care Knowledge Test を使用し
た7）。理念（2項目，「緩和ケアの対象は根治的治療法
のない患者のみである（誤）」など），疼痛・オピオイ
ド（6項目，「医療用麻薬の使用は患者の生命予後に
影響しない（正）」など），消化器症状（4項目，「が
んの終末期では腫瘍によるカロリーの消費が増えるた
め，早期がんより多いカロリーを必要とする（誤）」

など），呼吸困難（4項目，「がん患者の呼吸困難はモ
ルヒネでやわらげることができる（正）」など），せん
妄（4項目「終末期がん患者のせん妄はモルヒネが単
独の原因となっていることが多い（誤）など」）の 5
領域についての知識 20 項目の正答率を得た。
　困難感では，Palliative Care Difficulties Scale を使
用した8）。症状緩和，専門家の支援，医療者間のコミ
ュニケーション，患者・家族とのコミュニケーション，
地域連携の 5ドメインに関する困難感をそれぞれ 3項
目の計 15 項目について「思わない（1）」～「非常によ
く思う（5）」の 5件法で尋ねた。それぞれの下位尺度
ごとに得点を合計して分析し，それぞれ得点が高いこ
とが緩和ケアに対する困難感が高いことを示す。
　実践については，Palliative Care Self-reported 
Practice Scale を使用した8）。疼痛，コミュニケーシ
ョン，呼吸困難，せん妄，看取りのケア，患者・家族
中心のケア，口腔ケアについての実践それぞれ 3項目
の合計 19 項目について，「行っていない（1）」～「常
に行っている（5）」の 5件法で尋ねた。それぞれの下
位尺度ごとに得点を合計して分析し，それぞれ得点が
高いことが緩和ケアに対する実践が望ましいことを示
す。

6． 患者の緩和ケアの知識・認識・安心感・
緩和ケアの準備性

　緩和ケアの認識については，緩和ケアについての認
識 3項目（「化学療法や放射線治療などがんに対する
治療と一緒に行う」「末期の患者さんのためのもので
ある」「痛みや苦痛をやわらげる」），医療用麻薬につ
いての知識 2項目（「たいていの痛みをやわらげるこ
とができる」「麻薬中毒になったり，命を縮める」），
在宅医療についての認識 5項目（「自宅で安心して過
ごせる」「病院と同じように苦痛をやわらげることが
できる」「急な変化があったときや夜間に対応できな
い」「往診してくれる医師がいない」「家族への負担が
大きい」）の合計 10 項目について，「そう思わない
（1）」～「とてもそう思う（5）」の 5件法で尋ねた。
　緩和ケアの安心感については，Sense of Security 
Scale を使用した9）。これは地域でがん診療を受ける
安心感について，「安心して病気の治療を受けられる」
「あまり苦しくなく過ごせると思う」「苦痛や心配には
十分に対処してもらえると思う」「いろいろなサービ
スがあるので安心だ」「安心して自宅で療養できる」
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の 5項目について「全くそう思わない（1）」～「とて
もそう思う（7）」の 7件法で回答し，合計得点を得る
ものである。
　緩和ケアを利用する準備性について，緩和ケアを知
らない，緩和ケアは知っているが今住んでいる地域で
緩和ケアが利用可能とは知らない，今住んでいる地域
で緩和ケアを利用可能だと知っているが関心がない，
関心はあるが現在利用するつもりはない，利用につい
て検討している，利用している，の 6つのうちどれに
あてはまるかをフローチャートを用いて聞いた10）。

7． 遺族の緩和ケアの知識・認識・安心感，
緩和ケアの準備性

　患者調査と同様に，緩和ケアの認識合計 10 項目，
安心感合計 5項目を尋ねた。

8． 住民の緩和ケアの知識・認識・安心感，
緩和ケアの準備性

　1）調査対象

　介入地域の住民を対象として 2007 年，2010 年の 2
回，2重層化無作為抽出法により抽出した市民各地域
2000 名を対象に質問紙調査を行った。適格基準は，
介入地域の住民，40 歳以上 79 歳以下のものである。
　2）調査項目

　患者調査と同じように，緩和ケアの知識・認識・安
心感，緩和ケアの準備性などについて質問した。介入
後調査では，介入への曝露について質問した。

9．地域の緩和ケアの質指標
　地域の緩和ケアの質指標（quality indicator）とし
て，多職種の専門家のデルファイ法で作成した質指標
について取得した。項目は，地域のオピオイド処方量，
麻薬免許を取得している診療所の医師数，麻薬を扱え
る保険薬局の数，在宅療養支援診療所の数，24 時間
対応できる訪問看護ステーションの数，退院調整看護
師のいる病院数，日本緩和医療学会に所属している医
師数，緩和ケアチームの数，地域に対して開示されて
いる症状緩和に関するコンサルテーションが可能な窓
口数，緩和ケア病棟の病床数などである。

解　析

　主要評価項目の介入前後での比較のため，自宅死亡

率と専門緩和ケアサービス利用率ではロジスティック
回帰分析を行い，外来がん患者による苦痛緩和の質評
価と遺族による終末期がん患者の苦痛緩和の質評価で
は t検定と介入前後での変化の大きさを表す効果量の
算出を行った。効果量は以下の式により算出した：効
果量 ＝ （介入前後での平均値の差） / （母集団の標準
偏差）。また，介入地域と全国での自宅死亡率の変化
の比較のため，介入と時点の交互作用を検定した。
　すべての分析は対象者背景を調整しない分析（単変
量解析）と調整した分析（多変量解析）を行った。遺
族調査の対象となったがん患者の死亡場所を人口動態
調査による介入地域内の全がん患者の死亡場所に対し
て標準化するため，遺族による終末期がん患者の苦痛
緩和の質評価の分析は死亡場所で重みをつけて行った。
また，介入 4地域それぞれでのサブグループ解析や副
次的評価項目の分析を同様の方法により行った。
　主要評価項目の介入前後比較は，統計学的検定にお
いてはボンフェローニ法による多重性の調整を行い，
有意水準を全体として 5％とした両側検定を行った
（それぞれについて有意水準を 1.25％として有意性を
判断した）。その他の分析では有意水準を 5％とした
両側検定を行った。統計解析は SAS, version 9.3 
（SAS Institute, Cary, North Carolina）を用いた。
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資料 1　患者対象の調査票（介入後調査のもの）
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資料 1　（つづき）
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資料 1　（つづき）
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資料 2　遺族対象の調査票（介入後調査のもの）
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資料 2　（つづき）
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資料 2　（つづき）



Ⅱ．主 研 究

100

資料 3　医師対象の調査票（介入後調査のもの）
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資料 3　（つづき）
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資料 4　看護師対象の調査票（介入後調査のもの）
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資料 4　（つづき）
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資料 4　（つづき）
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概　要

　地域緩和ケアプログラムは，①緩和ケアの技術が浸
透していない，②緩和ケアに関する患者の認識が十分
ではない，③自宅・地域での連携体制が確立していな
い，④緩和ケアの専門家がいない・利用可能ではない，
という 4つの課題それぞれについて，1）緩和ケアの
技術・知識の向上，2）がん患者・家族・住民への情
報提供，3）地域緩和ケアのコーディネーション・連
携の促進，4）緩和ケア専門家による診療・ケアの提
供を含む包括的なプログラムを設定した（図 5）。プ
ログラムは，系統的な文献レビュー，地域に対する予
備調査を基に，地域の医療福祉従事者と議論して決定
した。介入を地域の状況に応じて行えるように，必須
の介入を明確にした介入手順書を作成したうえで，
個々の介入の実施頻度は地域の状態に応じて行った。
　介入を実施するために，各地域は 3～5名程度の医
療福祉従事者からなる「地域がん緩和ケアサポートセ
ンター」（呼称は各地域で決定した）を設置し，研究
班の行う 2日間のワークショップを受講した。その後，
地域ごとに介入を行うためにリンクスタッフを設置し

た。また，介入 4地域のリンクスタッフの意見交換を
介入期間中に合計 3回（延べ 300 名），介入実施者
（地域がん緩和ケアサポートセンターのメンバー）の
意見交換を合計 20 回行った。

　1．緩和ケアの技術・知識の向上
　緩和ケアの技術・知識の向上のために，ポケットサ
イズの緩和ケアに関するマニュアルとDVD（『ステ
ップ緩和ケア』『ステップ緩和ケアムービー』），症状
ごとの患者・家族用パンフレット 12 種類と評価ツー
ル（『これからの過ごし方について』『生活のしやすさ
に関する質問票』など）を作成し配布，Web で公開
した。
　地域ごとに緩和ケアの技術・知識の向上を目的とし
たセミナーを行った。

　2．がん患者・家族・住民への情報提供
　緩和ケアについての情報を記載した，A6版 3つ折
り 1枚のリーフレット（『つらい時期を上手に過ご
す』），A5版 21 ページの冊子（『あなたの地域の緩和
ケア』），ポスター，および映像メディア DVD（『我

3．介入：プロジェクトで行われたこと
1）聖隷三方原病院 緩和支持治療科，2）前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室

森田 達也 1），山岸 暁美 2）

図 5　包括的地域緩和ケアプログラムの介入内容

課題

●緩和ケアの技術が浸透していない

●緩和ケアに関する患者の認識が十
　分ではない

●自宅・地域での連携体制が確立して
　いない

●緩和ケアの専門家がいない・利用可
　能ではない

介入
1）緩和ケアの技術・知識の向上
　　・マニュアルなどの配布
　　・緩和ケアセミナー

2）がん患者・家族・住民への情報提供
　　・リーフレットなどの配布
　　・市民対象講演会

3）地域緩和ケアのコーディネーション・連携の
　　促進
　　・相談窓口
　　・退院支援・調整プログラムの導入
　　・多職種連携カンファレンス

4）緩和ケア専門家による診療・ケアの提供
　　・地域緩和ケアチーム
　　・アウトリーチプログラム
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が家へ帰ろう』）を作成して，地域の医療福祉機関・
公共機関に配布した。
　緩和ケアに関する書籍（『緩和ケアを知る 100 冊』）
とそのリスト（『緩和ケアを知る 100 冊リスト』）を各
地域の病院図書館・公立図書館に設置した。市民を対
象とした緩和ケアに関する講演会を行った。

　3． 地域緩和ケアのコーディネーション・連携
の促進

　地域の緩和ケアに関する相談を受ける窓口を設置し，
地域で退院支援・調整プログラムが地域の病院に導入
されているかを確認し，導入していない病院に導入し
た。
　患者の病状の情報共有を促進するために患者所持型
の情報共有ツールである『わたしのカルテ』を作成し
配布した。
　地域の医療福祉従事者が地域での連携の課題と解決
策を共有できるような多職種連携カンファレンスを開
催した。

　4．緩和ケア専門家による診療・ケアの提供
　地域からの緩和ケアのコンサルテーションに応じら
れる地域緩和ケアチームを設置した。
　緩和ケアチームが地域の医療福祉機関に出張して臨
床活動に参加しながら緩和ケアの教育を行うアウトリ
ーチを行えるような体制を整備した。

介入のモニタリング（資料）

　1．概　要
　介入内容について，①質問紙による各地域責任者に
対する中央モニタリング，②介入地域への訪問・滞在
によるモニタリング，③マテリアルの発送数のモニタ
リング，を実施し，規定した介入内容が行われている
ことを確認し，記述した。訪問・滞在によるモニタリ
ングは，介入の 2年間に 1名の研究者が延べ年間 180
日を介入地域に滞在して行った。
　質問紙では，研究期間内に各地域で行われた，①緩
和ケアに関するセミナーの開催数，参加人数，職種
（OPTIMプロジェクトで主催したもの，がん対策推
進基本計画にもとづく医師対象の緩和ケア研修会「が
ん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」，それ
以外のもの），②市民対象講演会の開催数，参加人数

（OPTIMプロジェクトで主催したもの，それ以外の
もの），③リーフレットなどの設置場所数，④相談窓
口への相談件数，⑤ 200 床以上の病院のうち退院支
援・調整プログラムが導入されている病院数，⑥多職
種連携カンファレンスの開催数，参加人数，職種，⑦
多職種連携カンファレンス以外の地域連携に関するカ
ンファレンスの開催数，参加人数，⑧地域緩和ケアチ
ームのコンサルテーション件数（電話・メール，出
張），⑨地域緩和ケアチームが行ったアウトリーチプ
ログラム件数，および⑩リンクスタッフ配置施設・人
数，を調査した。
　マテリアルの発送数のモニタリングでは，配布物を
管理している事務局に対して，『ステップ緩和ケア』
『ステップ緩和ケアムービー』，患者・家族用パンフレ
ットそれぞれ，『生活のしやすさに関する質問票』，リ
ーフレット『つらい時期を上手に過ごす』，冊子『あ
なたの地域の緩和ケア』，ポスター，映像メディア
『我が家へ帰ろう』『緩和ケアを知る 100 冊リスト』
『わたしのカルテ』について，各地域への配布数を取
得した。

　2．モニタリングにおける定義
1）緩和ケアセミナー

　医療福祉従事者を対象として，がん患者についての
緩和ケア全般，症状緩和，精神的サポートとコミュニ
ケーション，倫理，遺族ケア，あるいは，在宅でのタ
ーミナルケア（palliative care as a whole, symptom 
management, emotional support, communication, 
ethics, grief,  or dying at home）を扱ったものとした。
形態は，講演会，インタラクティブワークショップ，
症例検討会のいずれかとした。
　症状緩和に関するものと在宅でのターミナルケア
（dying at home）に関するものは区別できずに開催し
ていることが多かったため，区別せずにカウントする
こととした。①がん・緩和ケアに特定しない一般的な
内容のみに限定したもの，②抗がん治療のみに限定し
たもの（手術療法，化学療法，放射線療法，副作用対
策），③代替療法に関するもの，は除いた。
2）市民対象講演会

　一般市民を対象として，がんにおける緩和ケア全般，
がん疼痛，在宅でのターミナルケア，あるいは，地域
で利用可能な緩和ケアのリソース（palliative care as 
a whole, cancer pain, dying at home, or resources 
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available in the community）を扱ったものとした。
形態は，一般対象に公開された講演会のみとし，ブー
スの展示，患者会での説明は除いた。
　緩和ケア，在宅医療における患者の認識を改善する
ことが期待される内容が含まれるものを抽出するため，
個々の特定の話題に限定したもの（栄養，代替療法，
リンパ浮腫，経済制度，がん治療中の心のケア，悲嘆
のケア，患者会，抗がん治療，介護など）は除いた。
「相談支援センター」に関するものは「地域で利用可
能な緩和ケアのリソース」に含めた。

実施された介入内容の概要

　実施されたおもな介入内容を表 10に示す。4地域
を合計して，3年間に，約 2万部のマニュアル・ムー
ビーと約 17 万部の患者・家族用パンフレットと評価
ツールが配布され，約 2万人が緩和ケアセミナーに参
加した。約 20 万部の患者・家族・市民向けのリーフ
レットなどが配布され，約 1万人が市民対象講演会に
参加した。約 7,000 件の相談があり，約 1,600 名が多
職種連携カンファレンスに参加，地域緩和ケアチーム
への相談は約 400 件であった。4地域合わせて約

1,000 名がリンクスタッフとして介入に参加した。
　鶴岡地域では，他の地域に比べて，介入全体を通し
て人口あたり 2～3倍の介入が行われた。

地域ごとの介入内容の年次推移

　緩和ケアの知識・技術の向上として配布された『ス
テップ緩和ケア』『ステップ緩和ケアムービー』は，
浜松地域で約 1万部，その他の地域で約 5,000 部が配
布された（図 6）。患者・家族用パンフレットは浜松
地域で約 5万部，その他の地域で約 3～4万部が配布
された。評価ツールは，鶴岡地域，浜松地域で 5,000
部以上配布された。患者・家族用パンフレットで最も
よく使用されたのは，いずれの地域においても，『こ
れからの過ごし方について』であった（図 7）。
　緩和ケアセミナーはOPTIMプロジェクトで主催し
たもの，がん対策推進基本計画に基づく医師対象の緩
和ケア研修会，それ以外のもの合わせて，すべての地
域で約 100 回実施され，参加者は 4,000～7,000 名であ
った（図 8）。鶴岡地域では緩和ケアセミナーのほと
んどがOPTIMプロジェクトで主催したものであった
が，柏地域，浜松地域，長崎地域ではOPTIMプロジ

表 10　実施されたおもな介入

合計
（人口）

鶴岡地域
（170,000）

柏地域
（670,000）

浜松地域
（820,000）

長崎地域
（450,000）

緩和ケアの技術・知識の向上

マニュアル・ムービー配布数（部） 24,353（12） 4,643（27） 5,634（8.4） 10,019（15） 4,057（9.0）

患者・家族用パンフレット配布数（部） 148,570（70） 24,931（147） 41,673（62） 52,284（78） 29,682（66）

評価ツール配布数（部） 26,321（12） 5,720（34） 1,660（2.5） 17,401（21） 1,540（3.4）

緩和ケアセミナー
回数（回） 414 91 128 112 83

参加者数（人） 22,189（11） 5,243（31） 5,491（8.2） 7,197（11） 4,258（9.5）

がん患者・家族・住民への情報提供

リーフレットなど配布数（部） 202,340（96） 42,836（252） 23,258（35） 121,204（148） 15,042（33）

市民対象講演会
回数（回） 71 21 28 14 8

参加者数（人） 10,226（4.8） 2,531（15） 1,803（2.7） 2,049（2.5） 3,843（8.5）

地域緩和ケアのコーディネーション・連携の促進

相談窓口への相談件数（件） 6,775（3.2） 352（2.1） 1,724（2.6） 4,538（5.5） 161（0.36）

多職種連携カンファレンス
回数（回） 17 5 3 5 4

参加者数（人） 1,635（0.77） 294（1.7） 436（0.65） 556（0.68） 349（0.78）

多職種連携カンファレンス以外の地域連携に関
するカンファレンス参加者数（人）

4,267（2.0） 1,359（8.0） 1,034（1.5） 1,336（1.6） 538（1.2）

地域緩和ケアチーム相談件数（件） 429（0.20） 231（1.4） 23（0.034） 136（0.17） 39（0.087）

リンクスタッフ（人） 1,019（0.48） 92（0.54） 137（0.20） 469（0.57） 321（0.71）

　（ ）は人口 1,000 人あたりで補正した数値（部数，人数，件数）を示す。
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図 7　患者・家族用パンフレット，評価ツール配布数

図 8　緩和ケアに関するセミナーの開催回数と参加人数
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ェクト以外の主催のものも多かった。
　がん患者・家族・住民への情報提供として配布され
たリーフレット・冊子・ポスター・映像メディア・
『緩和ケアを知る 100 冊リスト』は，柏地域，長崎地
域で約 2万部，鶴岡地域で約 4万部，浜松地域で約
12 万部であった（図 9）。リーフレットなどの設置場
所は，医療機関，福祉・介護機関，公的機関など数百
カ所であった（表 11）。市民対象の講演会は 8～28 回

開催され，参加人数は長崎地域で約 4,000 名，それ以
外の地域で約 2,000 名であった（図 10）。鶴岡地域で
は市民対象講演会のほとんどがOPTIMプロジェクト
で主催したものであったが，柏地域，浜松地域，長崎
地域ではOPTIMプロジェクト以外の主催のものも多
かった。
　地域緩和ケアのコーディネーション・連携の促進と
してが，実施された相談件数は地域によって大きな差
があり，院外型相談センターの長崎地域では 161 件，
がん診療連携拠点病院内の相談センターの浜松地域で

表 11　リーフレット・冊子・ポスターなどの設置施設数

鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

医療機関 9 101 141 168

福祉・介護機関 43 44 62 20

公的機関 95 88 126 2

その他 8 13 5 1

合計 155 246 334 191

表 12　退院支援・調整プログラムの導入施設数

鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

200床以上の病院数 2 7 8 10

退院支援プログラムを
導入した施設数（％）

2（100） 4（57） 8（100） 9（90）
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図 10　市民対象講演会の開催回数と参加人数
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図 13　多職種連携カンファレンスの開催回数と参加人数
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は 4,538 件であった（図 11）。退院支援・調整プログ
ラムを導入した病院は，柏地域では 7病院中 4病院
（57％）であったが，他の 3地域ではほとんどの病院
に導入された（表 12）。『わたしのカルテ』の配布数
は，浜松地域で合計約 6000 部，その他の地域で約
1000～3000 部であった（図 12）。多職種連携カンファ
レンスは，各地域とも 3～5回実施され，参加者は
300～500 名であった（図 13）。
　緩和ケア専門家による診療・ケアの提供として行わ
れた地域緩和ケアチームの相談件数は，鶴岡地域で
231 件，浜松地域が 136 件，柏地域・長崎地域で約 30
件であった（図 14）。鶴岡地域では，地域の電子カル
テを利用したメールによるものがほとんどであり，そ
の他の 3地域では電話・メールによるものと，出張に
よるものが約半数であった。アウトリーチプログラム
は浜松地域でのみ実施された。

介入への曝露

　1．概　要
　本研究で行われた介入の曝露の概要を表 13に示す。
　医師・看護師では，4地域を合計して，医師の 50％，
看護師の 44％が緩和ケアセミナーまたは多職種連携
カンファレンスに参加したと回答した。緩和ケアのマ
ニュアル，ムービー，パンフレット，評価ツールのい
ずれかを使用したことがあると回答したものは医師の
47％，看護師の 41％であった。「緩和ケア普及のため
の地域プロジェクト」（OPTIM プロジェクト）を
「知っている」「聞いたことがある」と回答した患者，

家族は，それぞれ，40％，35％であった。医師，看護
師，患者，家族とも，鶴岡地域での曝露の程度が最も
高く，医師の 78％，看護師の 68％が 1回以上緩和ケ
アセミナー・多職種連携カンファレンスに参加し，患
者の 60％，家族の 51％が「緩和ケア普及のための地
域プロジェクト」を「知っている」「聞いたことがあ
る」と回答した。一方，柏地域では，緩和ケアセミナ
ー・多職種連携カンファレンスに参加した医師，看護
師の割合が 38％，30％と，浜松地域（それぞれ，
50％，47％），長崎地域（それぞれ，55％，46％）に
比べても低かった。

　2．医師・看護師の曝露
　医師・看護師のプロジェクトへの参加の程度を表
14に示す。緩和ケアチーム・緩和ケア外来を利用し
た経験のない医師はいずれの地域でも約 30％であり，
相談支援センターを利用した経験のない看護師はいず
れの地域でも約 70％であった。退院前カンファレン
スに参加した経験のない医師は，柏地域で約 60％，
それ以外の 3地域で約 40％であり，参加した経験の
ない看護師は 50～60％であった。

　3． 医師・看護師のプロジェクトに参加する機
会がいなかった理由

　緩和ケアセミナー・多職種連携カンファレンスに参
加しなかった理由は，医師，看護師ともに，「関心は
あったが時間がなかった」。「知らなかった」が多かっ
た（表 15）。緩和ケアチーム・緩和ケア外来を利用し
た経験のない医師の理由は，「緩和ケアについて困る
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図 14　地域緩和ケアチームへの相談件数・アウトリーチ件数
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表 13　介入への曝露

合計 鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

医師
看護師

706
2,236

51
261

202
623

195
699

258
653

緩和ケアセミナー・多職種連
携カンファレンスへの参加＊1

　医師
　看護師

50％（n＝355）
44％（n＝994）

78％（n＝40）
68％（n＝178）

38％（n＝77）
30％（n＝186）

50％（n＝97）
47％（n＝327）

55％（n＝141）
46％（n＝303）

マニュアルなどの利用＊2

　医師
　看護師

47％（n＝330）
41％（n＝925）

61％（n＝31）
45％（n＝117）

40％（n＝81）
45％（n＝278）

56％（n＝109）
48％（n＝337）

42％（n＝109）
30％（n＝193）

患者
家族

857
1,137

166
204

192
162

255
458

244
313

プロジェクトの認知率＊3

　患者
　家族

40％（n＝340）
35％（n＝396）

60％（n＝99）
51％ （n＝104）

32％（n＝61）
29％（n＝46）

38％（n＝96）
32％（n＝148）

34％（n＝84）
31％（n＝98）

　＊1 緩和ケアセミナー・多職種連携カンファレンスに 3年間で 1回以上参加した医師・看護師の割合
　＊2 緩和ケアのマニュアル，ムービー，パンフレット，評価ツールのいずれかを使用したことがある医師・看護師の割合
　＊3「緩和ケア普及のための地域プロジェクト」（OPTIMプロジェクト）を知っている，聞いたことがあると回答した割合

表 14　医師・看護師のプロジェクトへの参加の程度（％）

医師 看護師

合計
（n＝706）

地域
合計

（n＝2,236）

地域

鶴岡
（n＝51）

柏
（n＝202）

浜松
（n＝195）

長崎
（n＝258）

鶴岡
（n＝261）

柏
（n＝623）

浜松
（n＝699）

長崎
（n＝653）

プロジェクトの認知

知っている 52（n＝365） 92 34 59 52 43（n＝957） 78 30 51 32

聞いたことがある 33（n＝235） 3.9 43 31 33 34（n＝751） 19 40 28 39

知らない 13（n＝91） 0 22 9.2 11 23（n＝506） 1.9 29 20 27

プロジェクトへの参加

企画や運営の一部に参加した 9.5（n＝67） 22 7.9 8.7 8.9 4.0（n＝89） 8.8 2.2 4.6 3.1

プログラムに参加した 46（n＝325） 65 31 56 47 45（n＝1,010） 74 33 51 38

参加していない 42（n＝296） 9.8 59 35 40 49（n＝1,101） 15 64 43 56

緩和ケアセミナー・多職種連携カンファレンスへの参加

なし 47（n＝335） 18 61 49 41 54（n＝1,215） 30 69 52 52

1 回 16（n＝110） 14 17 18 13 14（n＝315） 13 10 18 14

2～5回 23（n＝163） 33 16 23 27 22（n＝481） 36 14 21 24

6～10回 6.7（n＝47） 16 2.5 4.1 10 5.5（n＝123） 11 3.4 5.2 5.7

11 回以上 5.0（n＝35） 16 2.5 5.1 4.7 3.4（n＝75） 8.0 2.7 2.7 2.8

緩和ケアチーム・緩和ケア外来（医師）・相談支援センター（看護師）の利用

なし 28（n＝199） 29 31 26 27 68（n＝1,514） 71 66 67 68

1～5人 36（n＝257） 51 29 34 41 21（n＝460） 21 19 20 22

6～10人 14（n＝96） 7.8 13 15 14 3.9（n＝87） 3.1 3.7 4.6 3.7

11 人以上 19（n＝137） 7.8 25 24 14 5.9（n＝131） 2.3 9.5 6.6 3.1

退院前カンファレンスへの参加

なし 45（n＝317） 35 61 44 35 53（n＝1,181） 55 60 52 46

1～5回 40（n＝282） 49 28 43 46 38（n＝839） 37 32 37 43

6～10回 8.1（n＝57） 5.9 6.4 8.7 9.3 5.0（n＝112） 5.4 3.7 5.7 5.4

11 回以上 4.7（n＝33） 5.9 3.5 4.1 5.8 3.2（n＝71） 1.1 2.7 4.0 3.5
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ことがなかった」（62％），「困ることがあったが，知
らなかった」（15％）が多く，相談支援センターを利
用したことのない看護師の理由は「緩和ケアについて
困ることがなかった」（42％），「困ることがあったが，
知らなかった」（36％）が多かった。退院前カンファ
レンスに参加した経験のない医師・看護師の理由は，
いずれも，「患者を担当しなかった」が最も多く，次
に，「参加を依頼されなかった」であった。

　4．医師・看護師のマテリアルの使用機会
　配布したツールとしては，『ステップ緩和ケア』を
使用したことがある医師，看護師が，それぞれ，45％，
37％と多かった（表 16）。患者・家族用パンフレッ

ト・評価ツール（『生活のしやすさに関する質問票』）
は，医師の 19％，看護師の 26％が使用したことがあ
ると回答した。『ステップ緩和ケアムービー』，ホーム
ページ，『わたしのカルテ』を使用したことがある医
師・看護師は少なかった。

　5．患者・家族のプロジェクトの認知
　患者，家族の約 40％が「緩和ケア普及のための地
域プロジェクト」（OPTIMプロジェクト）を「知っ
ている」「聞いたことがある」と回答した（表 17）。
リーフレット・冊子・図書・ポスターを「見たことが
ある」と回答したものも約 30～40％であった。リー
フレットなどをもらって見たものは患者・家族とも約

表 15　医師・看護師のプロジェクトへの不参加の理由（％）

医師 看護師

緩和ケアセミナー・多職種連携カンファレンス n＝335 n＝1,182

　関心はあったが時間がなかった 47 （n＝158） 38（n＝454）

　知らなかった 32 （n＝106） 52（n＝609）

　知っていたが関心がなかった 16 （n＝52） 8.6（n＝102）

　相談できる人がいるので必要なかった 4.8 （n＝16） 1.4（n＝17）

緩和ケアチーム・緩和ケア外来（医師）・相談
支援センター（看護師）の利用

n＝199 n＝1,374

　緩和ケアについて困ることがなかった 62 （n＝124） 42（n＝574）

　困ることがあったが，知らなかった 15 （n＝29） 36（n＝497）

　知っていたが，手続きが面倒だった 7.5 （n＝15） 9.8（n＝135）

　手続きは知っていたが，敷居が高かった 7.0 （n＝14） 5.5（n＝75）

　紹介したが患者・家族が希望しなかった 3.0 （n＝6） 6.8（n＝93）

退院前カンファレンス n＝317 n＝1,119

　患者を担当しなかった 63 （n＝201） 74（n＝827）

　参加を依頼されなかった 26 （n＝81） 21（n＝233）

　依頼されたが時間がなかった 5.7 （n＝18） 4.9（n＝55

　依頼されたが必要ないと思った 1.6 （n＝5） 0.4（n＝4）

表 16　マテリアルの使用機会（％）

ステップ緩和ケア パンフレット・
評価ツール＊

ステップ緩和ケア
ムービー

OPTIMプロジェクト
のホームページ

わたしのカルテ

医師
（n＝706）

使用した 45 （n＝312） 19 （n＝132） 8 （n＝57） 12 （n＝81） 14 （n＝96）

見たことがある 30 （n＝205） 38 （n＝259） 24 （n＝163） 26 （n＝176） 37 （n＝255）

見たことがない 25 （n＝170） 43 （n＝296） 68 （n＝467） 63 （n＝430） 49 （n＝336）

看護師
（n＝2,236）

使用した 37 （n＝811） 26 （n＝563） 6 （n＝127） 6 （n＝137） 16 （n＝345）

見たことがある 32 （n＝701） 27 （n＝596） 18 （n＝391） 17 （n＝362） 33 （n＝728）

見たことがない 31 （n＝680） 47 （n＝1,032） 76 （n＝1,670） 77 （n＝1,691） 51 （n＝1,119）

　＊ 患者・家族用パンフレット『生活のしやすさに関する質問票』。



Ⅱ．主 研 究

114

10％であった。経路は医療者から渡された，または，
医療福祉機関に設置してあるものの入手であり，公共
施設や知人を経由したものはほとんどなかった。市民

対象講演会に参加したものは，患者，家族とも 10％
以下であった。

表 17　患者・家族のプロジェクトの認知（％）

患者 家族

合計
（n＝857）

地域
合計

（n＝1,137）

地域

鶴岡
（n＝166）

柏
（n＝192）

浜松
（n＝255）

長崎
（n＝244）

鶴岡
（n＝204）

柏
（n＝162）

浜松
（n＝458）

長崎
（n＝313）

プロジェクトの認知

知っている 11（n＝94） 24 7.3 9.0 7.4 10（n＝118） 24 10 5.9 8.3

聞いたことがある 29（n＝246） 36 25 29 27 25（n＝278） 27 19 26 23

知らない 56（n＝477） 34 66 56 62 60（n＝678） 46 69 61 62

ポスターなどの認知

見たことがある（場所を
覚えている）

13
（n＝114）

19 11 17 7.4
21

（n＝242）
27 20 25 13

見たことがある（場所は
覚えていない）

18
（n＝155）

17 22 20 14
17

（n＝196）
18 14 17 19

見たことがない 63（n＝537） 56 65 56 73 54（n＝615） 50 63 49 60

リーフレットなどの認知

（医療者から）

もらって見た 5.8（n＝50） 9.6 3.1 7.8 3.3 11（n＝119） 16 8.6 11 7.3

もらったが
見ていない

1.9
（n＝16）

2.4 1.6 1.6 2.0
2.6

（n＝29）
2.9 2.5 3.1 1.6

もらっていない 74（n＝633） 58 84 71 80 65（n＝743） 57 74 64 68

（医療福祉機
関に設置して
あるものを）

もらって見
た

7.5
（n＝64）

11 4.7 9.4 5.3
10

（n＝117）
9.8 8.0 15 5.1

もらったが
見ていない

2.3
（n＝20）

1.2 2.1 2.4 3.3
1.8

（n＝21）
2.5 1.9 2.0 1.3

もらってい
ない

68
（n＝612）

54 79 66 70
64

（n＝730）
59 73 60 69

（公共施設に
設置してあ
るものを）

もらって見
た

1.1
（n＝9）

1.2 1.0 1.6 0.4
1.1

（n＝13）
2.9 1.2 1.1 0.0

もらったが
見ていない

1.2
（n＝10）

0.6 2.1 0.4 1.6
0.9

（n＝10）
1.5 0.6 0.7 1.0

もらってい
ない

71
（n＝612）

58 81 72 73
70

（n＝797）
63 79 69 72

（知人から）　　

もらって見
た

0.8
（n＝7）

1.8 0.5 0.4 0.8
0.5

（n＝6）
1.5 1.2 0.0 0.3

もらったが
見ていない

0.7
（n＝6）

0.6 1.0 0.4 0.8
0.4

（n＝4）
0.5 0.0 0.4 0.3

もらってい
ない

72
（n＝621）

58 82 73 75
71

（n＝807）
65 80 70 72

市民対象講演会への参加

参加したことはない 91（n＝780） 83 96 91 93 91（n＝1,038） 88 94 91 92

1 回 3.4（n＝29） 6.0 1.6 3.1 3.3 2.3（n＝26） 5.9 2.5 1.3 1.3

2 回 0.8（n＝7） 1.2 0.5 0.8 0.8 1.1（n＝12） 1.5 1.9 0.7 1.0

3 回以上 0.5（n＝4） 1.2 0.0 0.4 0.4 0.2（n＝2） 0.5 0.0 0.0 0.3
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資料 5　モニタリング集計結果

（1）緩和ケアの技術・知識の向上

　 年度 4地域合計 鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

『ステップ緩和ケア』の配布数 2008
2009
2010
合計

8,395
3,481
8,213
20,089

1,080
200
2,460
3,740

2,577
932
1,590
5,099

3,208
1,639
2,933
7,780

1,530
710
1,230
3,470

『ステップ緩和ケアムービー』（DVD）配布数
　
　
　

2008
2009
2010
合計

677
2,028
1,559
4,264

148
285
470
903

166
246
123
535

256
1,257
726
2,239

107
240
240
587

◆『ステップ緩和ケア』『ステップ緩和ケアムービー』配布
数小計

2008
2009
2010
合計

9,072
5,509
9,772
24,353

1,228
485
2,930
4,643

2,743
1,178
1,713
5,634

3,464
2,896
3,659
10,019

1,637
950
1,470
4,057

患者・家族用パンフレット配布数
1：がんの痛みが心配なとき

2008
2009
2010
合計

6,822
2,034
3,532
12,388

1,405
109
270
1,784

1,689
851
1,157
3,697

2,282
744
1,315
4,341

1,446
330
790
2,566

2：医療用麻薬（モルヒネなど）をはじめて使用するとき 2008
2009
2010
合計

7,324
2,764
5,952
16,040

1,405
89

2,280
3,774

2,089
1,101
1,267
4,457

2,384
1,194
1,615
5,193

1,446
380
790
2,616

3：定期使用の鎮痛薬を使っても痛みがあるとき 2008
2009
2010
合計

7,287
2,574
3,631
13,492

1,380
79
270
1,729

2,089
1,021
1,107
4,217

2,382
1,144
1,464
4,990

1,436
330
790
2,556

4：息切れ，息苦しさに困ったとき 2008
2009
2010
合計

6,072
1,405
2,541
10,018

1,170
16
270
1,456

1,773
851
694
3,318

1,823
368
1,057
3,248

1,306
170
520
1,996

5：吐き気・嘔吐があるとき 2008
2009
2010
合計

5,851
1,280
2,554
9,685

1,150
46
280
1,476

1,573
681
694
2,948

1,822
383
1,060
3,265

1,306
170
520
1,996

6：便が出にくいとき 2008
2009
2010
合計

6,376
1,125
2,624
10,125

1,175
56
280
1,511

2,073
581
714
3,368

1,822
318
1,110
3,250

1,306
170
520
1,996

7：お腹が膨れる，張るとき 2008
2009
2010
合計

6,051
1,355
2,604
10,010

1,150
36
290
1,476

1,773
781
784
3,338

1,822
368
1,010
3,200

1,306
170
520
1,996

8：食欲がないとき 2008
2009
2010
合計

6,096
1,480
2,634
10,210

1,175
46
280
1,501

1,793
881
804
3,478

1,822
383
1,030
3,235

1,306
170
520
1,996

9：からだのだるさに困ったとき 2008
2009
2010
合計

5,552
1,565
2,504
9,621

1,150
46
290
1,486

1,273
1,031
684
2,988

1,823
318
1,010
3,151

1,306
170
520
1,996

10：意識が混乱したとき 2008
2009
2010
合計

5,821
1,575
2,902
10,298

1,150
36
280
1,466

1,243
901
794
2,938

2,122
468
1,308
3,898

1,306
170
520
1,996
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　 年度 4地域合計 鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

11：ぐっすり眠れないとき 2008
2009
2010
合計

5,552
1,305
2,602
9,459

1,150
36
270
1,456

1,273
781
804
2,858

1,823
318
1,008
3,149

1,306
170
520
1,996

12：これからの過ごし方について 2008
2009
2010
合計

6,911
5,375
14,938
27,224

1,260
76

4,480
5,816

1,093
1,361
1,614
4,068

3,252
3,468
4,644
11,364

1,306
470
4,200
5,976

◆患者・家族用パンフレット配布数合計（枚数） 2008
2009
2010
合計

75,715
23,837
49,018
148,570

14,720
671
9,540
24,931

19,734
10,822
11,117
41,673

25,179
9,474
17,631
52,284

16,082
2,870
10,730
29,682

評価ツール：『生活のしやすさに関する質問票』配布数
　
　
　

2008
2009
2010
合計

9,342
9,761
7,218
26,321

1,780
1,830
2,110
5,720

1,170
250
240
1,660

5,672
7,381
4,348
17,401

720
300
520
1,540

◆患者・家族用パンフレット・評価ツール配布数小計 2008
2009
2010
合計

85,057
33,598
56,236
174,891

16,500
2,501
11,650
30,651

20,904
11,072
11,357
43,333

30,851
16,855
21,979
69,685

16,802
3,170
11,250
31,222

OPTIM が開催した緩和ケアに関するセミナー＊1 の回数 2008
2009
2010
合計

50
74
69
193

13
19
45
77

13
20
9
42

10
7
5
22

14
28
10
52

OPTIM が開催した緩和ケアに関するセミナー＊1 の参加人
数
※職種別集計：付表 1

2008
2009
2010
合計

4,439
4,764
4,016
13,219

1,360
1,245
2,081
4,686

1,073
1,074
795
2,942

1,273
1,083
411
2,767

733
1,362
729
2,824

OPTIM 以外が開催した緩和ケアに関するセミナー＊1 の回
数

2008
2009
2010
合計

50
67
72
189

2
9
1
12

21
20
39
80

23
28
23
74

4
10
9
23

OPTIM 以外が開催した緩和ケアに関するセミナー＊1 の参
加人数

2008
2009
2010
合計

2,736
2,456
2,995
8,187

37
412
70
519

836
204
1,361
2,401

1,634
1,372
1,039
4,045

229
468
525
1,222

PEACEプログラムの開催回数 2008
2009
2010
合計

2
12
18
32

0
0
2
2

0
2
4
6

0
8
8
16

2
2
4
8

PEACEプログラムの参加人数 2008
2009
2010
合計

52
241
490
783

0
0
38
38

0
26
122
148

0
185
200
385

52
30
130
212

◆緩和ケアセミナーの回数小計
※OPTIM，OPTIM 以外，PEACEプログラムが開催したセ
ミナーの合計

2008
2009
2010
合計

102
153
159
414

15
28
48
91

34
42
52
128

33
43
36
112

20
40
23
83

◆緩和ケアセミナーの参加人数小計
※OPTIM，OPTIM 以外，PEACEプログラムが開催したセ
ミナーの合計

2008
2009
2010
合計

7,227
7,461
7,501
22,189

1,397
1,657
2,189
5,243

1,909
1,304
2,278
5,491

2,907
2,640
1,650
7,197

1,014
1,860
1,384
4,258
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（2）がん患者・家族・住民への情報提供

　 年度 4地域合計 鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

リーフレット『つらい時期を上手に過ごす』配布数 2008
2009
2010
合計

36,264
25,418
35,380
97,062

12,100
6,565
2,300
20,965

4,730
1,860
100
6,690

17,564
13,293
32,280
63,137

1,870
3,700
700
6,270

冊子『あなたの地域の緩和ケア』配布数 2008
2009
2010
合計

22,494
27,939
26,411
76,844

7,400
4,175
3,200
14,775

6,460
3,310
1,300
11,070

7,564
16,754
21,450
45,768

1,070
3,700
461
5,231

ポスター配布数 2008
2009
2010
合計

5,681
5,794
5,412
16,887

1,528
1,471
2,700
5,699

1,220
1,224
460
2,904

2,018
1,479
1,652
5,149

915
1,620
600
3,135

映像メディア『我が家へ帰ろう』配布数 2008
2009
2010
合計

1,757
276
630
2,663

742
80
400
1,222

211
162
73
446

677
19
34
730

127
15
123
265

『緩和ケアを知る 100冊リスト』配布数
　
　
　

2008
2009
2010
合計

1,114
4,405
3,365
8,884

165
10
0

175

517
1,331
300
2,148

301
3,054
3,065
6,420

131
10
0

141

◆患者・家族への情報ツール配布数小計
※リーフレット，冊子，ポスター，映像メディア，100冊
リストの合計数

2008
2009
2010
合計

67,310
63,832
71,198
202,340

21,935
12,301
8,600
42,836

13,138
7,887
2,233
23,258

28,124
34,599
58,481
121,204

4,113
9,045
1,884
15,042

リーフレットなど設置施設数（2011 年 3月現在）
医療機関
福祉・介護機関
公的機関
その他
　

　
　
　
　
　
合計

　
419
169
311
27
926

　
9
43
95
8

155

　
101
44
88
13
246

　
141
62
126
5

334

　
168
20
2
1

191

図書『緩和ケアを知る 100冊』設置施設数（2011 年 3月
現在）

　 51 5 13 26 7

OPTIM が開催した市民講演会＊2 の回数 2008
2009
2010
合計

11
19
10
40

7
8
6
21

1
7
2
10

1
1
1
3

2
3
1
6

OPTIM が開催した市民講演会＊2 の参加人数 2008
2009
2010
合計

1,764
3,575
1,406
6,745

947
817
767
2,531

130
432
269
831

72
600
209
881

615
1,726
161
2,502

OPTIM 以外が開催した市民講演会＊2 の回数 2008
2009
2010
合計

13
13
5
31

0
0
0
0

10
6
2
18

2
7
2
11

1
0
1
2

OPTIM 以外が開催した市民講演会＊2 の参加人数 2008
2009
2010
合計

2,034
561
886
3,481

0
0
0
0

727
168
77
972

100
393
675
1,168

1,207
0

134
1,341

◆市民講演会の回数小計
※OPTIM，OPTIM以外が開催した市民講演会の合計

2008
2009
2010
合計

24
32
15
71

7
8
6
21

11
13
4
28

3
8
3
14

3
3
2
8

◆市民講演会の参加人数小計
※OPTIM，OPTIM以外が開催した市民講演会の合計

2008
2009
2010
合計

3,798
4,136
2,292
10,226

947
817
767
2,531

857
600
346
1,803

172
993
884
2,049

1,822
1,726
295
3,843
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（3）地域緩和ケアのコーディネーション，連携の促進

　 年度 4地域合計 鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

相談窓口＊3 への相談件数 2008
2009
2010
合計

2,312
2,367
2,096
6,775

119
133
100
352

531
764
429
1,724

1,603
1,420
1,515
4,538

59
50
52
161

何らかの退院支援・調整プログラムが導入されている病院
数（2011 年 3月現在）
※地域の 200床以上の病院を母数する

　 23/27 2/2 4/7 8/8 9/10

『わたしのカルテ』配布数 2008
2009
2010
合計

4,748
3,318
5,508
13,574

340
760
1,250
2,350

1,049
1,880
410
3,339

2,338
548
3,748
6,634

1,021
130
100
1,251

多職種連携カンファレンスの回数 2008
2009
2010
合計

6
7
4
17

2
2
1
5

1
1
1
3

2
2
1
5

1
2
1
4

多職種連携カンファレンスの参加人数
※職種別，勤務場所別集計：付表 2, 4

2008
2009
2010
合計

628
624
383
1,635

97
104
93
294

175
141
120
436

239
204
113
556

117
175
57
349

上記以外の連携に関するカンファレンスや会合の回数　 2008
2009
2010
合計

19
56
76
151

5
22
18
45

4
8
20
32

4
23
36
63

6
3
2
11

上記以外の連携に関するカンファレンスや会合の参加人数　
※職種別，勤務場所別集計：付表 3, 5

2008
2009
2010
合計

791
1,531
1,945
4,267

176
533
650
1,359

122
421
491
1,034

97
491
748
1,336

396
86
56
538

（4）緩和ケア専門家による診療・ケアの提供

　 年度 4地域合計 鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

地域緩和ケアチームへの地域からの相談件数（電話，メー
ル）

2008
2009
2010
合計

54
105
176
335

27
74
129
230

13
3
1
17

2
21
43
66

12
7
3
22

地域緩和ケアチームへの地域からの相談件数（出張して診
察したもの）

2008
2009
2010
合計

45
26
23
94

1
0
0
1

5
1
0
6

28
22
20
70

11
3
3
17

◆地域緩和ケアチームへの相談件数小計
※電話，メール，出張して診察したもの

2008
2009
2010
合計

99
131
199
429

28
74
129
231

18
4
1
23

30
43
63
136

23
10
6
39

地域緩和ケアチームが行ったアウトリーチ件数 2008
2009
2010
合計

15
11
12
38

0
0
0
0

0
0
0
0

15
11
12
38

0
0
0
0
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（5）リンクスタッフ

　 4 地域合計 鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

リンクスタッフ配置施設数（2011 年 3月現在） 　
　
　
　
　

病院 39
診療所 155
訪看 36
薬局 115
他 157

病院 4
診療所 5
訪看 2
薬局 3
他 48

病院 8
診療所 4
訪看 9
薬局 9
他 10

病院 12
診療所 63
訪看 17
薬局 49
他 76

病院 15
診療所 83
訪看 8
薬局 54
他 23

施設数

合計

502施設

1,019 人

62施設

92人

40施設

137人

217 施設

469 人

183 施設

321 人

　＊1　医療福祉従事者を対象として，がん患者についての緩和ケア全般，症状緩和，精神的サポートとコミュニケーション，倫理，遺族ケア，あ
るいは，在宅でのターミナルケア（palliative care as a whole, symptom management, emotional support, communication, ethics, grief 
care,  or dying at home）を扱ったものとする。形態は，講演会，インタラクティブワークショップ，症例検討会のいずれかとする。症状
緩和に関するものと在宅でのターミナルケア（dying at home）に関するものは区別できずに開催していることが多いため，あわせてカウ
ントした。ただし，1）がん，緩和ケアに特定しない一般的な内容，2）抗がん治療に関するもの（手術療法，化学療法，放射線療法，副
作用対策），代替療法に関するものは除いた。

　＊2　一般市民を対象として，がんにおける緩和ケア全般，がん性疼痛，在宅でのターミナルケア，あるいは，地域で利用可能な緩和ケアのリソ
ース（palliative care as a whole, cancer pain, dying at home, or resources available in the community）をあつかったものとする。形態
は，一般対象に公開された講演会のみとし，ブースの展示，患者会での説明は除いた。緩和ケア，在宅医療における患者の誤解（バリア）
を軽減することが期待される内容が含まれるもので，特定の話題に限定した個々の内容のもの（栄養，代替療法，リンパ浮腫，経済制度，
がん治療中のこころのケア，悲嘆のケア，患者会，抗がん治療，介護など）は除いた。「相談支援センター」に関するものは「地域で利用
可能な緩和ケアのリソース」に含めた。

　＊3　柏地域，長崎地域は，OPTIMが相談窓口を病院外に新しく設置した。鶴岡地域，浜松地域は病院内の既存の相談室に，OPTIMの相談窓口
を兼務で設置した。浜松は地域にひとつの緩和ケア病棟のあるがん診療連携拠点病院の相談室である。

付表 1　緩和ケアセミナーの参加者詳細

　 年度 4地域合計 鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

医師
看護師
薬剤師
介護支援専門員
医療ソーシャルワーカー
その他

2008
　
　
　
　
　

702
1,918
685
285
131
439

164
604
135
107
9

232

118
346
195
66
69
109

159
708
245
60
29
72

261
260
110
52
24
26

　 小計 4,160 1,251 903 1,273 733

医師
看護師
薬剤師
介護支援専門員
医療ソーシャルワーカー
その他

2009
　
　
　
　
　

716
1,968
506
421
116
577

195
443
113
123
6

237

98
366
114
114
61
114

82
743
75
75
33
75

341
416
204
109
16
151

　 小計 4,304 1,117 867 1,083 1,237

医師
看護師
薬剤師
介護支援専門員
医療ソーシャルワーカー
その他

2010
　
　
　
　
　

570
1,260
325
483
74

1,175

318
440
168
243
10
773

93
364
68
73
42
155

47
241
41
30
5
47

112
215
48
137
17
200

　 小計 3,887 1,952 795 411 729

　 合計 12,351 4,320 2,565 2,767 2,699

　注： 職種不明で合計参加者数のみ集計している場合があるため，モニタリング集計結果の合計数と付表 1の
合計数は一致しない。
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付表 2　多職種連携カンファレンスの参加者詳細

　 年度 4地域合計 鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

医師
看護師
薬剤師
介護支援専門員
医療ソーシャルワーカー
その他

2008
　
　
　
　
　

117
238
107
86
27
53

37
41
8
1
0
10

21
58
25
28
16
27

40
102
54
32
6
5

19
37
20
25
5
11

　 小計 628 97 175 239 117

医師
看護師
薬剤師
介護支援専門員
医療ソーシャルワーカー
その他

2009
　
　
　
　
　

67
250
62
91
32
51

4
8
1
13
2
5

17
60
25
10
9
20

23
102
19
36
11
13

23
80
17
32
10
13

　 小計 553 33 141 204 175

医師
看護師
薬剤師
介護支援専門員
医療ソーシャルワーカー
その他

2010
　
　
　
　
　

36
130
19
51
27
27

不明
　
　
　
　
　

11
53
2
20
20
14

16
54
6
23
4
10

9
23
11
8
3
3

　 小計 290 不明 120 113 57

　 合計 1,471 130 436 556 349

　注： 職種不明で合計参加者数のみ集計している場合があるため，モニタリング集計結果の合計数と付表 2の
合計数は一致しない。

付表 3　地域の連携に関するカンファレンスの参加者詳細

　 年度 4 地域合計 鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

医師
看護師
薬剤師
介護支援専門員
医療ソーシャルワーカー
その他

2008
　
　
　
　
　

77
279
59
108
23
69

不明
　
　
　
　
　

19
37
28
23
2
13

29
31
5
11
10
11

29
211
26
74
11
45

　 小計 615 不明 122 97 396

医師
看護師
薬剤師
介護支援専門員
医療ソーシャルワーカー
その他

2009
　
　
　
　
　

162
430
69
208
58
83

22
21
21
27
6
28

39
56
24
155
8
26

95
273
24
26
44
29

6
80
0
0
0
0

　 小計 1,010 125 308 491 86

医師
看護師
薬剤師
介護支援専門員
医療ソーシャルワーカー
その他

2010
　
　
　
　
　

325
749
128
348
96
283

114
227
37
142
11
119

62
106
31
144
28
104

145
364
60
62
57
60

4
52
0
0
0
0

　 小計 1,929 650 475 748 56

合計 3,554 775 905 1,336 538

　注： 職種不明で合計参加者数のみ合計している場合があるため，モニタリング集計結果の合
計数と付表 3の合計数は一致しない。
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付表 4　多職種連携カンファレンスの参加施設詳細

　 年度 4地域合計 鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

病院
診療所
訪問看護ステーション
薬局
その他
　

2008
　
　
　
　

40
38
27
43
66

8
10
4
6
1

14
4
6
3
29

18
24
17
34
36

不明
　
　
　
　

小計 214 29 56 129 不明

病院
診療所
訪問看護ステーション
薬局
その他

2009
　
　
　
　

34
23
19
29
87

2
2
1
1
13

不明
　
　
　
　

17
8
12
12
47

15
13
6
16
27

　 小計 192 19 不明 96 77

病院
診療所
訪問看護ステーション
薬局
その他

2010
　
　
　
　

37
34
19
15
98

3
18
2
4
31

15
3
7
2
27

10
7
7
4
34

9
6
3
5
6

　 小計 203 58 54 62 29

合計 333 106 110 287 106

付表 5　地域の連携に関するカンファレンスの参加施設詳細

　 年度 4地域合計 鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

病院
診療所
訪問看護ステーション
薬局
その他
　

2008
　
　
　
　

63
27
36
15
17

不明
　
　
　
　

20
7
12
10
4

16
8
5
5
13

27
12
19
0
0

小計 158 不明 53 47 58

病院
診療所
訪問看護ステーション
薬局
その他
　

2009
　
　
　
　

149
61
80
43
76

5
20
3
13
11

38
8
20
14
23

88
25
39
16
35

18
8
18
0
7

小計 409 52 103 203 51

病院
診療所
訪問看護ステーション
薬局
その他

2010
　
　
　
　

279
113
105
54
248

34
17
21
16
13

67
30
42
20
162

165
62
33
18
71

13
4
9
0
2

　 小計 799 101 321 349 28

合計 1,366 153 477 599 137
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　本章では，主要評価項目と，副次的評価項目のうち
おもな結果を述べる。

対象の背景

1．対象者
　患者調査では，介入前調査では 859 名，介入後調査
では 857 名が解析の対象となった（図 15）。遺族調査
では，介入前調査では 1,110 名，介入後調査では
1,137 名が解析の対象となった。医師・看護師調査で

は，それぞれ，介入前調査では 911 名・2,378 名，介
入後調査では 706 名・2,236 名が解析の対象となった。

2．対象者の背景
　患者調査の対象となった患者の背景では，原発部位
は肺が最も多く，次に乳腺，大腸・直腸，前立腺・腎
臓・膀胱であった（表 18）。前後で地域，性別に有意
な差があった。
　遺族調査の対象となった患者の背景では，原発部位
は肺が最も多かった。前後で地域，患者の年齢，遺族

4．結果（1）OPTIMプロジェクトは地域緩和ケアの
何を変えたか？　アウトカム研究

A．主要な結果

聖隷三方原病院 緩和支持治療科

森田 達也

図 15　調査対象

【患者調査】 

適格基準
n＝1,880， 2,123

発送数
n＝1,493，79%；1,508，71% 

有効発送数
n＝1,488，79%；1,501，71%

解析対象
n＝859，58%；857，57%

＊  認知症，認知障害，精神疾患，高齢，意識障害など

宛先不明（n＝5，7）

除外（387，21%；615，29%）
　・質問紙を理解できない＊ （92，130）
　・死亡または入院，転院（75，40）
　・精神的苦痛が大きい（48，273）
　・主治医が異動・不在（30，0）
　・身体的負担が大きい（28，96）
　・発送拒否（100，76）
　・その他（14，0）

【遺族調査】 

適格基準
n＝2,016， 2,212

発送数
n＝1,658，82%，1,776，80 % 

有効発送数
n＝1,612，80%；1,728，78%

解析対象
n＝1,110，69 %；1,137，66%

宛先不明　（n＝46，48）

除外 （358，18%；436，20%）
　・遺族がいない・同定できない （129，142）
　・精神的苦痛が大きい　（82，125）
　・治療関連死亡・非がん死（57，46）
　・主治医が異動・不在（33，49）
　・質問紙を理解できない＊ （19，42）
　・ICUで死亡（1，7）
　・発送拒否（33，23）
　・その他（4，2）

除外（220，19%；137，16%）
　・がん診療なし （220，134）
　・白紙回答（0，1）
　・臨床経験 2年以下（0，2）

除外（306，11%；360，14%）
　・がん診療なし （306，360）

【医師調査】

対象者数
n＝1,870，1,763

回収数
n＝1,131，60%；843，48%

解析対象
n＝911，49%；706，40%

【看護師調査】

対象者数
n＝3,008，3,156

回収数
n＝2,684，89%；2,596，82%

解析対象
n＝2,378，79%；2,236，71%

回答拒否　（n＝32，82）
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の年齢，介護中の健康状態に有意な差があった（表
19）。
　医師は，臨床経験が平均 20 年で，前後で，年齢，
勤務場所，臨床経験年数，がん患者の診療経験，麻薬
処方を行った患者数，終末期がん患者を看取った診療
経験に有意な差があった（表 20）。
　看護師は，研究地域での臨床経験年数が平均 12 年
で，前後で，年齢，勤務場所，緩和ケア病棟の勤務経
験，訪問看護の勤務経験，緩和ケアに関して教育を受
けた期間で有意な差がみられた（表 21）。

表 18　患者の背景

介入前
（n＝859）

介入後
（n＝857）

P

地域＊

　鶴岡地域
　柏地域
　浜松地域
　長崎地域

9.9％（85）
17％（149）
39％（337）
34％（288）

19％（166）
22％（192）
30％（255）
28％（244）　

＜0.001

性別＊

　男性
　女性

55％（476）
45％（383）

60％（516）
40％（341）

0.044

平均年齢＊ 67±11 68±11 0.17

原発＊　
　肺
　乳腺
　大腸・直腸
　前立腺・腎臓・膀胱
　胃・食道
　肝臓・胆道・膵臓
　子宮・卵巣

26％（221）
17％（148）
15％（133）
14％（122）
11％（92）
9.5％（82）
5.2％（45）

26％（223）
15％（125）
14％（124）
15％（132）
9.2％（79）
11％（95）
7.8％（67）

0.18

performance status
　　0
　　1
　　2
　　3
　　4
　平均（標準偏差）

28％（243）
43％（371）
21％（181）
4.3％（37）
1.6％（14）
1.1±0.9

32％（271）
40％（340）
19％（166）
5.0％（43）
1.5％（13）
1.0±0.9

0.38

　

化学療法・放射線治療
　受けている
　受けていない

58％（498）
40％（343）

56％（484）
40％（340）

0.84

同居・別居
　同居
　独居

91％（784）
7.7％（66）

89％（767）
8.3％（71）

0.59

婚姻状態
　既婚
　未婚
　死別

81％（695）
5.7％（49）
12％（100）

78％（672）
6.5％（56）
11％（95）

0.70

就労状態
　フルタイム
　パートタイム
　就労していない

14％（120）
7.6％（65）
76％（657）

14％（119）
7.5％（64）
76％（651）

1.00

　＊　補正に使用した項目

表 19　遺族の背景（％）

介入前
（n＝1,110）

介入後
（n＝1,137）

P

地域＊

　鶴岡地域
　柏地域
　浜松地域
　長崎地域

17（184）
19（211）
39（432）
25（283）

18（204）
14（162）
40（458）
28（313）

0.024

患者

性別＊

　男性
　女性

62（689）
36（402）

61（688）
38（428）

0.47

年齢＊

　20～29歳
　30～39歳
　40～49歳
　50～59歳
　60～69歳
　70～79歳
　80～89歳
　90歳以上

0.2（2）
0.5（5）
2.1（23）
11（122）
23（251）
36（403）
23（259）
3.9（43）

0.0（0）
0.7（8）
1.8（21）
7.1（81）
21（238）
33（380）
29（326）
6.2（71）

＜0.0001

原発＊　
　肺
　肝臓・胆道・膵臓
　胃・食道
　大腸・直腸　
　前立腺・腎臓・膀胱
　乳腺
　子宮・卵巣
　その他†

27（298）
25（273）
20（218）
10（111）
6.4（71）
4.0（44）
3.7（41）
4.4（49）

26（294）
26（299）
18（205）
11（120）
6.9（78）
4.2（48）
3.3（37）
3.7（42）

0.88

遺族

性別＊

　男性
　女性

31（341）
68（753）

28（313）
71（802）

0.11

年齢＊

　20～29歳
　30～39歳
　40～49歳
　50～59歳 
　60～69歳
　70～79歳
　80～89歳
　90歳以上

0.8（9）
3.4（38）
13（141）
28（306）
29（317）
21（231）
4.9（54）
0.3（3）

0.5（6）
3.0（34）
11（127）
24（273）
31（354）
23（256）
6.4（73）
0.4（4）

0.0062

患者との関係＊

　配偶者
　その他
　　患者の子
　　婿・嫁
　　患者の親
　　兄弟姉妹
　　その他

53（583）
47（518）
30（338）
8.4（93）
1.4（15）
4.1（45）
2.4（27）

52（594）
47（529）
30（338）
9.8（111）
1.7（19）
3.3（37）
2.1（24）

0.98

介護中の健康状態
　良かった
　まあまあだった
　良くなかった
　非常によくなかった

23（254）
55（611）
18（204）
2.6（29）

27（307）
56（632）
14（158）
2.2（25）

0.0013

死亡前 1週間の付き添い
期間
　毎日
　4～6日
　1～3日
　なかった

72（795）
11（123）
9.7（108）
6.4（71）

73（833）
12（134）
7.9（90）
5.1（58）

0.15

　＊　 補正に使用した項目（患者との関係は，配偶者 vs. その他を使
用）。

　†　 対象患者は診療記録で原疾患を確認しているが調査票と照合さ
せないデザインであるため，原疾患は遺族の記入による。
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表 20　医師の背景

介入前
（n＝911）

介入後
（n＝706）

P

性別＊

　男性
　女性

89％（809）
9.3％（85）

88％（621）
10％（73）

0.50

平均年齢＊ 49±13 47±12 0.025

勤務場所＊

　がん診療連携拠点病院
　それ以外の病院
　在宅療養支援診療所
　それ以外の診療所

44％（405）
15％（139）
13％（117）
27％（250）

53％（371）
16％（115）
9.8％（69）
21％（151）

0.0020

専門
　内科
　外科
　呼吸器内科
　呼吸器外科
　消化器内科
　消化器外科
　婦人科
　乳腺科
　泌尿器科
　血液内科
　耳鼻科
　放射線治療科
　臨床腫瘍科
　化学療法科
　緩和ケア科
　その他

33％（297）
15％（137）
4.6％（42）
2.7％（25）
9.4％（86）
5.7％（52）
5.6％（51）
1.0％（9）
5.3％（48）
2.1％（19）
4.6％（42）
0.8％（7）
0.1％（1）
0.2％（2）
1.4％（13）
8.5％（77）

26％（184）
16％（116）
5.8％（41）
3.1％（22）
10％（69）
5.7％（40）
7.1％（50）
1.1％（8）
4.4％（31）
2.3％（16）
4.2％（30）
1.4％（10）
0.7％（5）
0.4％（3）
1.4％（10）
10％（71）

0.32

臨床経験年数 22±12 21±11 0.007

調査地域での臨床経験年数 14±11 13±10 0.12

がん患者の診療経験
　なし
　1～9人 /年
　10～49人 /年
　50人以上 /年

0.5％（5）
39％（353）
30％（274）
30％（273）

0.3％（2）
31％（222）
33％（230）
35％（249）

0.0017

麻薬処方を行った患者数
　なし
　1～9人 /年
　10～49人 /年
　50人以上 /年

15％（138）
42％（381）
23％（212）
6.9％（63）

11％（79）
39％（278）
27％（191）
11％（81）

＜0.001

終末期がん患者を看取った
診療経験＊

　なし
　1～9人 /年
　10～49人 /年
　50人以上 /年

27％（248）
54％（489）
16％（147）
2.5％（23）

24％（166）
55％（385）
19％（135）
2.5％（18）

0.049

麻薬取扱者免許
　なし
　あり

13％（116）
87％（795）

11％（76）
89％（630）

0.22

がん診療に携わる医師に対
する緩和ケア研修会の受講

N.A. 28％（198）
―

　N.A.：データなし , ＊　補正に使用した項目

表 21　看護師の背景

介入前
（n＝2,378）

介入後
（n＝2,236）

P

性別＊

　男性
　女性

2.1％（50）
96％（2,292）

2.5％（55）
96％（2,151）

0.42

年齢＊

　29歳以下
　30～39歳
　40～49歳
　50～59歳
　60歳以上

32％（751）
34％（819）
21％（497）
12％（282）
0.4％（9）

30％（669）
33％（743）
22％（501）
13％（286）
1.1％（24）

0.033

勤務場所＊

　 がん診療連携拠点病
院
　それ以外の病院
　 訪問看護ステーショ
ン

57％（1,345）
36％（856）
7.4％（177）

58％（1,304）
32％（716）
9.7％（216）

0.0053

教育歴＊

　大学・大学院
　専門学校・短大

10％（232）
90％（2137）

12％（277）
87％（1953）

0.0045

臨床経験
　4年以下
　5～9年
　10～14年
　15～19年
　20年以上

16％（370）
30％（704）
18％（434）
13％（301）
24％（562）

15％（326）
28％（618）
19％（419）
14％（321）
24％（547）

0.075

緩和ケア病棟の勤務経
験＊

　なし
　あり

91％（2,162）
8.5％（203）

87％（1,951）
12％（270）

＜0.001

訪問看護の勤務経験
　なし
　あり

89％（2,123）
10％（247）

86％（1,921）
14％（307）

0.032

調査地域での臨床経験
年数

12±8 12±9 0.52

これまでにケアをした
がん患者数
　なし
　9人以下
　10～49人
　50～99人
　100人以上

0.0％（0）
9.5％（225）
27％（641）
21％（502）
42％（996）

0.2％（4）
10％（233）
26％（575）
21％（461）
42％（948）

0.97

これまでにケアをした
終末期がん患者数＊

　なし
　9人以下
　10～49人
　50～99人
　100人以上

0.9％（22）
14％（330）
43％（1,031）
21％（488）
21％（491）

1.0％（22）
14％（322）
41％（911）
22％（495）
21％（466）

0.55

緩和ケアに関して教育
を受けた時間
　なし
　1時間以下
　2～4時間
　5時間以上

28％（662）
8.7％（207）
23％（556）
39％（935）

17％（371）
7.7％（172）
23％（512）
52％（1,164）

＜0.001

　＊　補正に使用した項目
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介入地域全体での評価

　介入地域全体での主な評価項目の推移を表 22に示す。
　介入地域全体では，介入前に比して，自宅死亡率，
専門緩和ケアサービスの利用数，外来患者による苦痛
緩和の質評価，遺族による終末期患者の苦痛緩和の質
評価，医師・看護師の困難感のいずれも有意に改善し
た（図 16）。

1．自宅死亡率
　自宅死亡率は，介入前 6.8％から，介入後では

10.5％に増加した（P<0.001）。全国平均の自宅死亡率
の増加率と比較して，介入期間中の増加率は 3倍であ
り（67％ vs. 21％），増加の程度は全国平均より有意
に大きかった（P<0.001）。
　「患者が望んだ場所で過ごせた」（図 17），「望んだ
場所で最期を迎えられた」（図 18）と回答した遺族は，
病院，ホスピス・緩和ケア病棟で死亡した患者の遺族
に比較して，自宅で死亡した患者の遺族で非常に多か
った。「望んだ場所で最期を迎えられた」に対して
「そう思う・とてもそう思う」と回答した遺族は，病
院，ホスピス・緩和ケア病棟で死亡した患者の遺族で

表 22　おもな評価項目（介入地域全体）

2007 年 2008 年 2009 年 2010 年

がん死亡者数 5,147 5,394 5,302 5,546

自宅死亡率（数） 6.8％（348） 8.6％（463） 9.6％（507） 10.5％（581）

専門緩和ケアサービスの利用数＊1 0.31（1,606） 0.34（1,838） 0.50（2,654） 0.50（2,783）

患者による苦痛緩和の質評価＊2 4.43±1.08 ― ― 4.57±0.97

遺族による苦痛緩和の質評価＊2 4.31±1.12 ― ― 4.56±1.08

患者の quality of life 5.45±0.98 ― ― 5.52±0.92

遺族の代理評価による患者の quality of life 4.37±0.97 ― ― 4.54±0.99

医師の困難感＊3 2.69±0.80 ― ― 2.28±0.75

看護師の困難感＊3 3.15±0.75 ― ― 2.72±0.73

　＊1　 死亡患者に対する比を示す。
　＊2　 Care Evaluation Scale の身体的・精神的ケアドメインの得点。1点から 6点の範囲で，6点が「改善するべきところ

が全くない」，1点が「改善するべきところが非常にある」を示す。
　＊3　 Palliative Care Difficulties Scale の得点。1点から5点の範囲で，高い方が緩和ケアに関する困難感が高いことを示す。

図 16　主な評価項目

（％）

a．自宅死亡率
介入地域合計

c．苦痛緩和の質評価：Care Evaluation Scale

平均（標準偏差）と 95%信頼区間を示す。
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は，それぞれ，約 25％，約 45％であったが，自宅で
死亡した患者の遺族では約 90％であった。すなわち，
本研究で認められた自宅死亡率の増加は，患者の希望
に沿わない自宅死亡の増加ではなく，患者の希望に沿
った増加であると考えられた。
　また，遺族の報告に基づく死亡前 1カ月間に自宅に

いた期間は増加し，死亡前 1カ月間・3カ月間に病院
にいた期間は減少した（図 19）。
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2．専門緩和ケアサービスの利用数
　専門緩和ケアサービス利用数の死亡がん患者に対す
る比は，介入前 0.31 から，介入後では 0.50 に増加し
た（P<0.001，73％の増加）。一方，全国の専門緩和ケ
アサービスの利用数の平均推定値は 0.20 であった。
　重複カウントの影響をみるために，性別，年齢，原
疾患のすべてが一致する患者を同一の患者として同定
し，重複を削除したものを「重複を除いた専門緩和ケ
アサービス利用数」として計算した。重複を除いた場
合では，専門緩和ケアサービス利用数の死亡がん患者
に対する比は，介入前 0.20 から，介入後では 0.27 で
あった。この方法による重複の除外は，性別，年齢，
原疾患の一致する患者が一括して除外され，実患者数
を過小評価すると考えられるため，専門緩和ケアサー
ビスの利用数実数の死亡がん患者に対する比は，0.20
→ 0.27 と，0.31 → 0.50 の間の増加であったと見積も
られる。サービス別では，緩和ケアチーム，緩和ケア
外来の利用が増加した（図 20）。

3．緩和ケアの質評価，quality of life
　外来患者の苦痛緩和の質評価の指標である Care 
Evaluation Scale の身体的・精神的ケアドメインの平
均得点は，介入前は 4.43±1.08，介入後は 4.57±0.97
であった（P＝0.0055, effect size＝0.14）。遺族の代理
評価による終末期患者の Care Evaluation Scale の平
均得点は，介入前は 4.31±1.12，介入後は 4.56±1.08
であった（P<0.001, effect size＝0.23）。介入後の平均
得点は，4点「改善するところが少しある」，5点「改
善するところがほとんどない」の中間であった。
頻度では，「医師は，つらい症状にすみやかに対処し
ている」「希望がかなえられるように，医師や看護師
は努力している」に対して，改善するところが「大い
にある」「かなりある」と回答したものは，外来患者
では介入前後とも 10％，遺族で介入前に約 10％であ
ったものが介入後には約 5％に減少した（図 21）。逆
に，改善するところが「ほとんどない」「全くない」
と回答したものは，外来患者で介入前後とも約 60％
であったが，終末期がん患者の遺族では介入前に
55％であったものが介入後には 65～70％に増加した。
　Good Death Inventory で測定した患者の quality of 
life では，外来患者では有意な変化がみられなかった
が，終末期がん患者（遺族による代理評価）では合計
点で Effect size が 0.22 の有意な変化が認められた

（表 23）。代表的な項目でみると，「からだの苦痛が少
なく過ごせている」「おだやかな気持ちで過ごせてい
る」「望んだ場所で過ごせている」「望んだ場所で最期
を迎えられた」「療養した場所は患者の意向に沿って
いた」「家族や友人と十分に時間を過ごせている」「落
ち着いた環境で過ごせている」といった，苦痛緩和と
場所に関係する項目で効果量が比較的大きかった。
　また，遺族の介護負担については前後で有意な変化
を示さず，平均得点で 4（「どちらともいえない」）で
あった（図 22）。病院，ホスピス・緩和ケア病棟，自
宅のいずれでも負担感，負担感の変化の両方とも有意
な変化がなかった。
　死亡場所ごとの緩和ケアの質評価，quality of life
をみると，緩和ケアの質評価は病院，緩和ケア病棟で
有意に改善し，quality of life は病院で有意に改善し
た（図 23）。後調査で，緩和ケアの質評価は病院で緩
和ケア病棟・自宅に比較して有意に低かったが，緩和
ケア病棟と自宅では有意差はなかった。quality of life
は，病院では，緩和ケア病棟・自宅に比較して有意に
低く，自宅は緩和ケア病棟に比較して有意に高かった。
quality of life の項目別にみると，全体的に，自宅で
最も高く，次に緩和ケア病棟であり，病院が最も低か
った（図 24）。「痛みが少なく過ごせた」は介入後に
は自宅で有意に低下した。

図 20　サービス種別の利用数
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図 21　緩和ケアの質評価，Quality of life の項目の変化
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表 23　quality of life の変化：Good Death Inventory 　

外来患者 終末期患者（遺族の代理評価）

介入前
（n＝859）

介入後
（n＝857）

Effect
size

P
介入前

（n＝1,110）
介入後

（n＝1,137）
Effect
size

P

痛みが少なく過ごせている 5.6±1.4 5.6±1.5 0.02 0.76 4.2±1.7 4.4±1.7 0.11 0.013

からだの苦痛が少なく過ごせている 5.4±1.5 5.4±1.5 0.04 0.37 3.9±1.7 4.1±1.7 0.13 0.0019

おだやかな気持ちで過ごせている 5.2±1.5 5.4±1.5 0.08 0.085 4.0±1.6 4.3±1.6 0.17 ＜0.001

望んだ場所で過ごせている 5.9±1.2 6.0±1.2 0.10 0.042 4.3±1.8 4.5±1.8 0.13 0.0017

望んだ場所で最期を迎えられた ─ ─ ─ ─ 4.0±1.9 4.3±1.9 0.12 0.0056

療養した場所は患者の意向に沿っていた ─ ─ ─ ─ 4.9±1.6 5.0±1.5 0.079 0.063

楽しみになるようなことがある 5.2±1.6 5.4±1.4 0.10 0.038 3.6±1.7 3.8±1.7 0.10 0.017

医師を信頼している 6.0±1.2 6.0±1.1 0.01 0.88 5.4±1.4 5.5±1.4 0.06 0.15

人に迷惑をかけてつらいと感じることがある 4.3±1.9 4.2±1.9 0.07 0.18 2.9±1.5 3.0±1.5 0.062 0.14

家族や友人と十分に時間を過ごせている 5.7±1.4 5.7±1.4 0.02 0.72 4.7±1.6 4.9±1.5 0.15 ＜0.001

身の回りのことはたいてい自分でできる 6.0±1.3 6.1±1.2 0.07 0.13 3.6±2.0 3.7±2.1 0.03 0.46

落ち着いた環境で過ごせている 5.8±1.3 5.9±1.2 0.09 0.055 4.8±1.5 5.0±1.4 0.13 0.0021

ひととして大切にされていると感じる 5.9±1.2 5.9±1.2 0.05 0.34 5.7±1.2 5.7±1.2 0.061 0.15

充実した人生だと感じている 5.3±1.5 5.4±1.4 0.09 0.063 4.6±1.5 4.8±1.5 0.15 ＜0.001

合計点 5.4±1.0 5.5±0.9 0.08 0.10 4.4±1.0 4.5±1.0 0.18 ＜0.001
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図 23　死亡場所別の緩和ケアの質評価・quality of life
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図 24　死亡場所別の quality of life の変化
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4．医師・看護師の困難感，知識，実践
　医師・看護師の困難感の指標である Palliative Care 
Difficulties Scale の合計得点は，医師で介入前の 2.69
±0.80 から 2.28±0.75 に，看護師で 3.15±0.75 から
2.72±0.73 に有意に減少し，効果量も比較的大きかっ
た（P<0.001, ES＝－0.52；P<0.001, ES＝－0.59）。平
均値は，2点「（困難なことがあると）たまに思う」，
3点「時々思う」の間であった。
　困難感の領域別にみると，症状緩和や患者・家族と
のコミュニケーションに対する困難感の改善よりも，
地域連携，専門家の支援，医療者間のコミュニケーシ
ョンに関する困難感の改善がより大きかった（図 25）。
これらの変化は，医師，看護師ともに認められた。
　知識についても，医師，看護師のいずれも改善が認
められた。一方，実践の自己評価は有意な変化であっ
たが効果量は小さかった。
　「症状緩和に関して，相談できる緩和ケアの専門家
がいない」にたいして「よく思う」「非常によく思う」
と回答した医師の施設ごとの割合を図示した（図 26）。
4地域全体を通して，「相談できる緩和ケアの専門家
がいない」と回答した医師は減少したが，小規模の病
院，診療所医師で「相談できる緩和ケアの専門家がい

ない」回答が比較的多かった。
　介入の医師の困難感，知識，実践に与えた影響を知
るために，プロジェクトで行った緩和ケアセミナーや
多職種連携カンファレンスに参加した医師と，参加し
なかった医師とで困難感，知識，実践を比較したとこ
ろ，参加した医師では，参加しなかった医師に比較し
て，困難感，知識，実践とも有意に改善していた（図
27）。医師の背景（病院医師 vs. 診療所医師，専門，
がん患者の診療数）に差はなかった。さらに，参加し
た回数でも比較を行ったところ，参加回数が増えるほ
ど困難感，知識，実践が改善する有意な傾向が認めら
れた（図 28）。これらは，介入─効果関係をある程度
支持するものであると考えられた。
　「医師・看護師の体験した変化」としては，「緩和ケ
アの裏づけとなる知識が増えた」などの緩和ケアの知
識・技術が増えたこと，「緩和ケアについて相談でき
る人が増えてきた」「緩和ケアチーム・退院支援部署
に，早めに相談するようになった」「緩和ケアの知識
やサポートが増え，がん患者も受け入れやすくなっ
た」などの緩和ケアのサポートが増えたことが多く述
べられた（表 24）。また，「顔が見える関係となり，
連携がとりやすくなってきた」「地域のリソースが分

図 25　医師・看護師の困難感・知識・実践　
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かり，患者に説明できるようになった」「多職種・多
施設で集まる機会が増えてきた」こともしばしば述べ
られた。「希望すれば最期まで，在宅で過ごせると思
うようになった」「在宅移行患者では，急変時の対応

や連絡方法を決めるようになった」「退院後も実施で
きる服薬・ケアの方法にするようになった」などの在
宅の視点が増えたこともしばしば述べられた。
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　との割合。
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図 26　緩和ケアの専門家の利用可能性の変化
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図 27　医師のプロジェクトへの参加の有無による比較
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表 24　医師・看護師の体験した変化

医師 看護師

合計 病院医師 診療所医師 合計 病院看護師 訪問看護師 P

（n＝706） （n＝486） （n＝220） （n＝2,236） （n＝2,026） （n＝210）

［緩和ケアの知識・技術が増えた］

緩和ケアの裏づけとなる知識が増えた 59％ 64％, 312 49％, 107 52％ 51％, 1,041 63％, 132 ＜.001; f, g, h

患者の希望を聞き，価値観を大切にする
ようになった

76％ 79％, 386 69％, 152 82％ 82％, 1,658 88％, 184 ＜.001; e

家族の希望や気持ちも聞くようになった 73％ 75％, 366 69％, 151 81％ 81％, 1,638 88％, 184 ＜.001; e

［緩和ケアのサポートが増えた］

緩和ケアについて，相談できる人が増え
てきた

67％ 77％, 373 45％, 98 67％ 68％, 1,383 56％, 117 ＜.001; b, c

緩和ケアチーム・退院支援部署に，早め
に相談するようになった

─ 81％, 395 N.A. ─ 74％, 1,496 N.A. ＜.001

緩和ケアの知識やサポートが増え，がん
患者も受け入れやすくなった

─ N.A. 40％, 89 ─ N.A. 65％, 137 ＜.001

［コミュニケーションと連携が良くなった］

顔が見える関係となり，連携がとりやす
くなってきた

44％ 47％, 229 36％, 79 32％ 30％, 609 47％, 99 ＜.001; g, h

地域のリソースが分かり，患者に説明で
きるようになった

48％ 50％, 245 41％, 91 31％ 29％, 587 46％, 96 ＜.001; d

多職種・多施設で集まる機会が増えてきた 37％ 39％, 189 32％, 70 35％ 33％, 667 50％, 105 ＜.001; g, i

退院後の様子のフィードバックや情報共
有が増えた

N.A. N.A. N.A. ─ N.A. 57％, 119 N.C.

 ［在宅の視点が増えた］

希望すれば最期まで，在宅で過ごせると
思うようになった

58％ 65％, 315 45％, 98 68％ 66％, 1,337 84％, 176 ＜.001; c, e

在宅移行患者では，急変時の対応や連絡
方法を決めるようになった

48％ 52％, 253 39％, 86 46％ 43％, 874 77％, 161 ＜.001; e, h

退院後も実施できる服薬・ケアの方法に
するようになった

─ 66％, 320 N.A. ─ 62％, 1,265 N.A. 0.19

自宅で過ごすことについて，患者の思い
を聞くようになった

N.A. N.A. N.A. ─ 69％, 1,399 N.A. N.C.

退院後に必要な医療処置を十分に説明す
るようになった

N.A. N.A. N.A. ─ 65％, 1,319 N.A. N.C.

自宅の生活環境のアセスメントするよう
になった

N.A. N.A. N.A. ─ 64％, 1,287 N.A. N.C.

退院支援・調整が整っていない時は，自
分から整えていくようになった

N.A. N.A. N.A. ─ N.A. 52％, 110 N.C.

急な退院の依頼でも，準備していこうと
思うようになった

N.A. N.A. N.A. ─ N.A. 70％, 148 N.C.

［緩和ケア・在宅医療・チーム医療の意識］

緩和ケア・在宅を意識して診療すること
が増えた

68％ 75％, 364 53％, 117 69％ 68％, 1,377 82％, 173 ＜.001; a

多職種のチームで対応していこうと思う
ようになった

77％ 84％, 406 61％, 135 84％ 84％, 1,693 88％, 184 ＜.001; c

 ［患者・家族への効果］

緩和ケアや在宅医療について聞かれるこ
とが増えた

37％ 39％, 191 30％, 67 35％ 34％, 680 46％, 96 ＜.001; g, i

　 a： すべての職種間， b： 病院医師 vs. 他すべて， c： 診療所医師 vs. 他すべて， d： 病院看護師 vs. 他すべて， e： 訪問看護師 vs. 他すべて， f： 
病院医師 vs. 診療所医師， g： 病院看護師 vs. 訪問看護師， h： 病院医師 vs. 病院看護師， i： 診療所医師 vs. 訪問看護師 ; N.A.：質問していない，
N.C.： 計算なし
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5． 患者・遺族・住民の緩和ケアの認識，医
療用麻薬の知識，在宅医療の認識

　緩和ケアは，「末期の患者のためのものである」と
いう認識については，患者・遺族・住民とも介入前後
で平均して 3（「どちらともいえない」）前後で大きな
変化はなかった（図 29）。患者・遺族・住民とも約半
数が緩和ケアは，「末期の患者のためのものである」
という認識をもっていた。
　医療用麻薬をがん疼痛に対して使用した場合に，
「麻薬中毒になったり，命を縮める」という誤った知
識については，住民，遺族で介入前後で有意に改善し
たが（ES＝－0.20,－0.27，図 30）。患者・遺族・住民
の約 20％が医療用麻薬は「麻薬中毒になったり，命
を縮める」という認識をもっていた。

　在宅医療について「往診してくれる医師がいない」
という認識については，住民・遺族で介入前後で有意
に改善したが（ES＝－0.17, －0.46），患者では変化が
なかった（図 31）。患者・遺族・住民の約 40～50％が
「往診してくれる医師がいない」という認識をもって
いた。また，「急な変化や夜間に対応できない」とい
う認識についても，住民・遺族で介入前後で有意に改
善したが（ES＝－0.19, －0.23），患者ではむしろ悪化
した（図 32）。患者・遺族・住民の約 60％が「急な変
化や夜間に対応できない」という認識をもっていた。
　曝露と認識・知識との関連をみるために，①市民講
演会に「1回以上参加したことがある」と回答した者，
②リーフレットを「もらって見た」と回答した者，③
ホームページを「見たことがある」と回答した者，④

図 29　緩和ケアについての認識「末期の患者のためのものである」
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図 30　医療用麻薬についての知識「麻薬中毒になったり、命を縮める」
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ポスターを「見たことがある（場所を覚えている）」
と回答した者，を「濃い曝露があったもの」としてそ
れ以外のものと比較したところ，全体として，緩和ケ
アの認識，医療用麻薬の知識，在宅医療の認識のいず
れも，濃い曝露を受けたものの方が有意に改善してい
た（図 33）。
　曝露の程度については，ポスターを見た者は，住民
23％，患者 33％，遺族 42％ ; リーフレットをもらっ
た者は住民 6％，患者 19％，遺族 27％ ; 講演会に参加
した者は住民 3％，患者 5％，遺族 4％であった（表
25）。人口あたりの啓発介入の量は，鶴岡地域で他の
3地域に比べて多く，曝露も多かった。曝露を受けた
場所は，住民・患者・遺族とも，病院が最も多く，次
に，診療所，保険薬局が多かった（表 26）。市役所・
区役所・公民館など公共施設は 10％程度かそれ以下で

あった。緩和ケア・在宅医療の認識や医療用麻薬の知
識の理由は，患者・遺族とも「具体的に聞いたわけで
はないが，一般的にそう思う」が最も多かった（図 34）。
　まとめると，緩和ケアの認識については，患者・遺
族・住民とも大きな変化がみられなかった。医療用麻
薬の知識や在宅医療の認識については，実際に経験や
情報提供を受けたと考えられる遺族では改善が認めら
れ，住民でも小さい変化が認められたが，一方，患者
では変わりなかった。介入は遺族，患者，住民の順に
多く，実際に曝露を受けた対象では，知識や認識に改
善が認められた。しかし，住民よりも大きい曝露を受
けた患者全体として知識や認識の多くで変化がなかっ
たことは，患者の心理的防衛などのために掲示されて
いる情報を，意識的または無意識的に見ないようにし
ている可能性が示唆された。

図 31　在宅医療についての認識「往診してくれる医師がいない」
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図 32　在宅医療についての認識「急な変化や夜間に対応できない」
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図 33　濃い曝露と認識・知識との関連

4

3

そう思う

どちらとも
いえない

あまりそう
思わない

介入前 介入後

3.56

c．往診してくれる医師がいない

3.45
ES＝－0.41
P＜0.001

3.04

2

4

3

介入前 介入後

3.52
3.61 ES＝－0.12

P＝0.213.49

2

4

3

介入前 介入後

3.53

3.21 ES＝－0.12
P＜0.0012.91

2

4

3

そう思う

どちらとも
いえない

あまりそう
思わない

介入前 介入後

3.83

d．急な変化があった時や夜間に対応できない

3.69
ES＝－0.39
P＜0.0013.30

2

4

3

介入前 介入後

3.55

3.73 ES＝－0.15
P＝0.0513.58

2

4

3

介入前 介入後

3.74
3.60 ES＝－0.18

P＝0.0163.42

2

4

3

そう思う

どちらとも
いえない

あまりそう
思わない

介入前 介入後

3.20

住民

a．緩和ケアは末期の患者のためのものである

3.21 ES＝－0.07
P＝0.543.14

2

4

3

介入前 介入後

＊ 住民調査では「死期が差し迫っている患者のためのものである」とした。

3.36

患者

3.41 ES＝－0.36
P＜0.001

3.05

2

4

3

介入前 介入後

3.10

遺族

濃い曝露なし 濃い曝露あり

3.19 ES＝－0.38
P＜0.001

2.81

2

4

3

そう思う

どちらとも
いえない

あまりそう
思わない

介入前 介入後

2.88

b．麻薬は中毒になったり、命を縮める

2.62
2.49

2

4

3

介入前 介入後

2.95 2.86 ES＝－0.29
P＝0.0063ES＝－0.13

P＝0.22
2.57

2

4

3

介入前 介入後

2.81
2.69 ES＝－0.25

P＝0.00252.44

2



Ⅱ．主 研 究

136

表 25　曝露の程度

全体
（n＝1435）

鶴岡地域
（n＝370）

柏地域
（n＝384）

浜松地域
（n＝392）

長崎地域
（n＝289） P 群間の差

リーフレット配布数 202,340 42,836 23,258 121,204 15,042

配布数 /人口（/100 人） 11 31 5.8 15 3.4

講演会参加人数 10,226 2,531 1,803 2,049 3,843

参加人数 /人口（/100 人） 0.57 1.9 0.45 0.26 0.87

住民の曝露

　ポスター： 場所を覚えている

　　　　　　 見たことがある

8.1％ 111 13％ 45 4.6％ 17 8.2％ 31 6.6％ 18 ＜0.001 鶴岡 vs 柏（＜0.001）， 
 浜松（0.034）， 
 長崎（0.014）15％ 210 19％ 65 13％ 48 15％ 57 15％ 40

　リーフレット： もらって見た 
　　　　　　　　 もらったが 

見ていない

4.8％ 58 8.3％ 25 4.0％ 14 3.9％ 13 2.7％ 6 0.025 鶴岡 vs 柏（0.019）， 
 長崎（0.024）

1.3％ 15 2.0％ 6 0.6％ 2 1.5％ 5 0.9％ 2

　ホームページを見た 1.5％ 21 1.9％ 7 0.8％ 3 1.6％ 6 1.7％ 5 0.60

　講演会に参加した 3.4％ 47 8.3％ 29 0.5％ 2 1.3％ 5 4.0％ 11 ＜0.001

鶴岡 vs 柏（＜0.001）， 
 浜松（＜0.001）， 
 長崎（0.012）;

　柏 vs 長崎（0.013）

患者の曝露

　ポスター： 場所を覚えている

　　　　　　 見たことがある

14％ 114 20％ 31 12％ 22 18％ 43 7.9％ 18
＜0.001

長崎 vs 鶴岡（＜0.001）， 
 柏（＜0.037）， 
 浜松（＜0.001）19％ 155 18％ 28 22％ 42 22％ 51 15％ 34

　リーフレット： もらって見た
　　　　　　　　 もらったが 

見ていない

16％ 110 27％ 31 10％ 16 20％ 41 12％ 22
＜0.001

鶴岡 vs 柏（＜0.001）， 
 長崎（0.0021）;

　柏 vs 浜松（0.012）3.1％ 21 2.6％ 3 4.8％ 8 2.5％ 5 2.6％ 5

講演会に参加した 4.8％ 40 9.2％ 14 2.1％ 4 4.5％ 11 4.7％ 11 0.15

遺族の曝露

　ポスター： 場所を覚えている

　　　　　　 見たことがある

23％ 242 28％ 55 20％ 32 28％ 116 14％ 39
＜0.001

長崎 vs 鶴岡（＜0.001）， 
 浜松（＜0.001）

　柏 vs 浜松（0.049）19％ 196 19％ 37 15％ 23 19％ 77 21％ 59

　リーフレット： もらって見た
　　　　　　　　 もらったが 

見ていない

24％ 220 32％ 50 19％ 27 28％ 104 16％ 39

3.4％ 31 4.5％ 7 3.6％ 5 4.1％ 15 1.6％ 4

　講演会に参加した 3.7％ 40 8.1％ 16 4.4％ 7 2.1％ 9 2.8％ 8 0.0081 鶴岡 vs 浜松（0.0015）， 
 長崎（0.011）

表 26　場所ごとの曝露の程度（％）

冊子，図書，ポスターなどを 3年間に平均して

目にしてない 目にしたが詳し
く見てない 詳しく見た 行ってない 年に数回 月に数回 週数回以上

住民全体 病院
診療所
保険薬局
市役所・区役所
公民館など公共施設
公立の図書館
病院内の図書館
訪問看護・介護事務所＊

76
83
87
90
93
93
96
96

21
15
12
9
7
7
3
4

3
2
1
1
0
1
0
1

27
35
26
33
41
65
95
92

53
46
50
58
50
22
4
4

16
17
23
6
8
12
1
2

4
2
1
2
1
1
0
2

患者全体 病院
診療所
保険薬局
市役所・区役所
公民館など公共施設
公立の図書館
病院内の図書館
訪問看護・介護事務所＊

49
85
83
90
93
90
87
94

43
14
16
9
7
9
11
6

8
1
1
1
1
1
2
1

34
67
45
62
69
77
88
96

19
20
23
33
25
15
7
2

44
13
31
4
5
8
4
1

4
1
1
1
1
1
0
1

遺族全体 病院
診療所
保険薬局
市役所・区役所
公民館など公共施設
公立の図書館
病院内の図書館
訪問看護・介護事務所＊

47
80
84
91
94
96
92
93

36
17
13
8
6
3
5
5

18
4
3
1
1
1
2
2

─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─

＊「訪問介護または介護に関する事業所」と質問した。
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図 34　認識や知識の理由　
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理由は複数回答。母数は患者は「とてもそう思う」「そう思う」と回答したもの全員。遺族はいずれかの回答のあったもの（未記入が多かったため）
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地域別の分析

　地域差についてまとめると，自宅死亡率，専門緩和
ケアサービスの利用数について地域差が認められたが，
いずれも，4地域中 3地域で改善が認められた（図
35）。一方，外来患者の緩和ケアの質評価と quality of 
life，遺族による終末期患者の緩和ケアの質評価と
quality of life，医師・看護師の困難感は地域間差がな
かった。

1．自宅死亡率
　自宅死亡率の増減比を 2007 年を 100 とした場合，
浜松地域 206，長崎地域 159，鶴岡地域 159，柏地域
129 であり，全国平均は 121 であった。すなわち，介
入地域のうち，柏地域はほぼ全国平均の，浜松地域，
長崎地域，鶴岡地域は全国平均の 3～5倍の自宅死亡
率の増加がみられた。
　地域ごとの前後比較では，鶴岡地域，浜松地域，長
崎地域で介入前後で自宅死亡率の有意な上昇が認めら
れた（P＝0.049, <0.001, 0.0013）が，柏地域では有意
ではなかった（P＝0.18）。全国平均との比較では，浜
松地域，長崎地域で有意な増加が認められ（P＝0.001, 

0.036），鶴岡地域，柏地域では有意ではなかった（P
＝0.18, 0.80）。
　以上の結果と，鶴岡地域の人口規模が小さいことと
変化の絶対量をふまえて，以下の考察では，鶴岡地域，
浜松地域，長崎地域で自宅死亡率が増加し，柏地域で
は増加しなかったとした。

2．専門緩和ケアサービスの利用数
　専門緩和ケアサービスの利用数の増減比を 2007 年
を 100 とした場合，重複を含めた利用数では，鶴岡地
域 1,850（8 → 148），浜松地域 242，柏地域 128，長崎
地域 109 であり，重複を除いた利用数では，鶴岡
1,488（8 → 119），浜松地域 156，柏地域 137，長崎地
域 103 であった（図 36）。
　地域ごとの前後比較では，鶴岡地域，柏地域，浜松
地域で介入前後で専門緩和ケアサービスの利用数の有
意な上昇が認められた（P<0.001, 0.0030, <0.001）が，
長崎地域では変化量は有意ではなかった（P＝0.46）。
地域間の比較では，鶴岡地域で他の 3地域に比較して
有意に増加率が高く（P<0.001），長崎地域で他の 3地
域に比較して有意に増加率が小さかった（P<0.001）。
浜松地域では柏地域に比較して有意に増加率が高かっ

図 35　地域差の評価　
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た。
　以上より，以下の考察では，鶴岡地域，柏地域，浜
松地域で専門緩和ケアサービスの利用数が増加し，長
崎地域では増加しなかったとした。

3． 外来患者の緩和ケアの質評価と quality of 
life

　Care Evaluation Scale 得点，Good Death Invento-
ry 得点について，地域間の変化に有意差はなかった
（P＝0.58, 0.94）。

4． 遺族による終末期患者の緩和ケアの質評
価と quality of life

　Care Evaluation Scale 得点，Good Death Invento-

ry 得点について，地域間の変化に有意差はなかった
（P＝0.28, 0.67）。

5．医師・看護師の困難感
　医師の困難感に関して，地域間の変化に有意差が認
められ（P<0.001），鶴岡地域の変化がその他の 3地域
に比較して有意に大きかった。看護師の困難感に関し
て，地域間の変化に有意差はなかった（P＝0.49）。
　以上の結果から，医師・看護師の困難感に関しては，
いずれの地域でも中程度改善したとした（鶴岡地域で
は大きく改善した）。

図 36　地域ごとのがん死亡患者数に対する専門緩和ケアサービス利用数の比の違い

a．重複を含めた利用数
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アウトカムが変化しなかった理由について
の分析

1．緩和ケアの質評価
　「医師は苦痛を和らげるように努めている」に「改
善すべきところがある」「かなりある」「大いにある」
と回答した外来患者は 857 名中 132 名（15％），終末
期患者の遺族は 1,137 名中 210 名（19％）であった
（図 37）。そう思う理由として多かったものは，患
者・遺族とも，「医師は対処しているが苦痛がとりき
れない」（65％，66％），「診察回数が少ない・診察に
十分な時間がない」（29％，29％）であった。「質問さ
れなかったので伝える機会がない」「苦痛を伝えても
対処してもらえない」という回答はいずれも 10％以
下であった。一方，医師・看護師も，「全般的に十分
な診察 /ケアの時間がとれなかった」（54％，66％），
「患者の苦痛や心配は分かっても対応する時間がなか
った」（28％，41％），「苦痛や心配に対処したが，実
際に苦痛を和らげることができなかった」（24％，
36％）を挙げた。「患者が希望しなかった」は 10％以
下であった。
　以上のことから，緩和ケアの質評価は，外来患者・
終末期患者の遺族とも 15～20％程度が改善が必要で
あると評価していると考えられる。そのおもな理由に

ついて，患者・遺族・医師・看護師の見解はおおむね
一致しており，「苦痛や心配に対する医師や看護師の
配慮がない」「患者が希望しない」ことではなく，①
対応しても苦痛が緩和しないこと，②診察や相談に十
分な時間がないこと，が挙げられた。
　緩和ケアの質評価をさらに向上するためには，①に
対しては，専門緩和ケアサービスへの紹介の増加（次
項），倦怠感や労作時呼吸困難・難治性疼痛など緩和
困難な苦痛に対する新規治療の開発，②に対しては臨
床現場の物理的なリソースの充実，が対策となる。

2．専門緩和ケアサービスの利用
　専門緩和ケアサービスの利用について，身体的苦痛
に関する実態とニードを調査した。
　「からだの苦痛が少なく過ごせている」に「あまり
そう思わない」「そう思わない」「全くそう思わない」
と回答した外来患者は 111 名（13％）であり，そのう
ち「緩和ケアの専門家の診療を受けている」ものが
20 名（18％），「受けていない」ものが 57 名（51％），
「無回答」34 名であった（図 38）。終末期患者の遺族
では，「からだの苦痛が少なく過ごせている」に「あ
まりそう思わない」「そう思わない」「全くそう思わな
い」と回答したのは 345 名（30％）であり，そのうち
「緩和ケアの専門家の診療を受けている」ものが 114

図 37　緩和ケアの質に改善が必要であるとした理由
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医師は対処しているが苦痛が
取りきれない

診察に十分な時間がない

苦痛を伝えにくい雰囲気がある

質問されない

対処してもらえない

医師が変わり，その場その場の
対処になる

0 20 40 60（％）

外来患者 終末期患者
（遺族の代理評価）

3.7％
（n＝32）

3.3％
（n＝37）

2.9％
（n＝33）

12.3％
（n＝140）

14.9％
（n＝169）

44.2％
（n＝502）

18％
（n＝206）

（n＝857） （n＝1,137）

改善すべきところが
大いにある　　
かなりある　　
ある　　
少しある　　
ほとんどない　　
全くない
欠損

10％
（n＝86）

22.3％
（n＝191）

39.4％
（n＝337）

18％
（n＝154）

全般的に十分な診察
・ケアの時間が
とれなかった

対応しても苦痛を
和らげられなかった

苦痛が分かっても対応
する時間がなかった

患者が希望しなかった

そう思う　　　　　ややそう思う
（理由を挙げた患者・遺族を母数とした）

0 20 40 60（％）

54
66

28
41

24

7.2％7.2

65％

29％

18％

65
66

29
29

18
12

8.1
9.8

8.1
5.2

4.8
2.0

36

9.8

医師（n＝706）　
看護師（n＝2236）



4．結果（1）OPTIMプロジェクトは地域緩和ケアの何を変えたか？　アウトカム研究

141

名（33％），「受けていない」ものが 123 名（36％），
「無回答」・「分からない」が 108 名であった。
　緩和ケア専門家の診療を受けていない理由として最
も多かったのは，外来患者では，「生活に支障をきた
すほどではない」（40％）であり，他に，「受診をすす
められていない」（33％），「受診方法が分からない」
（33％），「しばらくするとおさまると説明された」
（25％）であった。終末期患者の遺族では，「受診をす
すめられていない」（56％），「受診方法が分からない」
（28％）であった。一方，緩和ケアの専門家に紹介し
た経験のない医師が紹介しなかった理由としては「困
ることがなかった」（62％），「知らなかった」（15％）
が最も多かった。
　本研究対象において，身体的苦痛を対象とした場合
の専門緩和ケアサービスの満たされていないニードは，
外来患者で 3.7％（95％ 信頼区間 3～5），終末期患者
で 17％（15～20）であり，専門緩和ケアサービスの
ニードは，外来患者で 6.1％（95％ 信頼区間 5～8），
終末期患者で 27％（25～30）であった（図 39）。
　以上のことから，今回の調査対象となった外来患者
で身体的苦痛を指標とした場合，専門緩和ケアサービ
スのニードはある程度満たされているが，終末期患者
では苦痛緩和が不十分であった患者の約半数で専門緩
和ケアサービスの関与により，さらに苦痛緩和が得ら

れた可能性があると見積もられる。
　いずれの場合も，「主治医から受診をすすめられる」
ことが患者・家族からみれば最も重要な受診動機であ
る一方，緩和ケアチームを利用していない医師では
「困ることがなかった」「緩和ケアチームがあることを
知らなかった」ことが理由であった。
必要な患者にさらに専門緩和ケアサービスを提供でき
る体制を目的とするには，①担当医師に患者の苦痛が

図 38　専門緩和ケアサービスを利用しない理由
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図 39　専門緩和ケアサービスのニード
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専門緩和ケアサービスの満たされていないニード
「からだの苦痛が少なく過ごせている」に「あまりそう思わない」
「そう思わない」「全くそう思わない」と回答したもののうち，
専門緩和ケアサービスを受けておらず，かつ，「生活に支障を
きたすほどではない」「しばらくするとおさまると説明された」
ことを緩和ケアサービスを受けていない理由の割合に相当する
ものを除いたもの。

専門緩和ケアサービスのニード
すでに専門緩和ケアサービスを受けているもの＋専門緩和ケア
サービスの満たされていないニード
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具体的に簡便に伝わるシステム（目で見える問診票な
ど），②医師に緩和ケアチームに紹介すれば対応が可
能な項目や紹介方法が明確に伝わるアナウンス，の両
方が必要であることが理論的には示唆される。たとえ
ば，目で見える質問票などに患者・家族のニードとあ
わせて，専門サービスへの具体的な紹介基準
（referral criteria）を記載したツールの運用は有用な
可能性がある。

3．自宅死亡
　「（患者が）望んだ場所で最期を迎えられた」に対し
て，「あまりそう思わない」「そう思わない」「全くそ
う思わない」と回答した遺族は 315 名（28％）であっ
た（図 40）。望む死亡場所でなかったと回答した 315
名の実際の死亡場所は病院（241 名，77％），ホスピ
ス・緩和ケア病棟（70 名，22％）であった。「希望し
ていた死亡場所」を質問したところ，76％が自宅を挙
げ，これはすべての患者の約 20％を占めた。
　患者が自宅で過ごせなかった理由として挙げられた
ものは，遺族・医師・看護師で解釈可能な差がみられ
たものの比較的共通していた。
　「病状が予測より早く進んだ」は，遺族・医師・看
護師に共通して多く認められた理由であった。
　「苦痛緩和ができなかった」は，医師・看護師では

17％，25％と比較的少なかったが，遺族では 48％と
最も多い原因であった。
　「介護する人がいなかった」「介護が大変になった」
は医師・看護師では最も多い理由の 1つであった。遺
族では比較的少なかったが，これは，遺族調査では，
もともと独居である患者や介護者が非常に高齢で質問
紙調査に回答できないと考えられる患者は除外されて
いることが反映していると考えられる。したがって，
介護力のなさは共通してみられる自宅療養を阻害する
要因であると考えられる。
　「患者・家族が在宅を希望しなかった」が，医師・
看護師調査で多い理由として挙げられた。医師や看護
師が在宅をすすめた時に，患者・家族が希望しないこ
とをよく体験することを反映していると考えられる。
詳細は明らかではないが，患者・家族のもともとの価
値観や希望によるもののほかに，介護力・急変時や夜
間の対応の心配など対応が可能であった場合など他の
設問に該当する回答を含んでいると考えられる。
　一方，「医師から在宅の説明を聞かなかった」「診療
所・訪問看護がなかった」は理由として挙げられたの
は 10％以下であり，医師からの情報を得ることと，
受け入れが可能な診療所をみつけることは自宅療養が
達成できなかったことの大きな要因ではなかったと考
えられる。しかし，後者については，「急変時や夜間

38
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図 40　自宅死亡が達成できなかった理由
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の対応が心配だった」が遺族で理由として挙げられた
ことから，夜間や日中の急な変化に迅速に対応できな
かった場合はあると考えられる。
　以上より，希望していたにもかかわらず自宅死亡が
達成できなかった理由としては，医師からの情報の不
足よりも，①予想より早く進む病状，②不十分な苦痛
緩和，③介護力の不足，④急変時・夜間の対応，であ
ると考えられる。
　自宅死亡を望む患者の達成をさらに実現するには，
①に対して終末期ケアの対象となる患者の早い時期か
らの同定・相談を始める新しいシステム，②に対して
自宅で苦痛緩和が確実に得られる体制の整備，③に対
して社会的資源の介護力の確保，④に対して 24 時間
体制の地域ごとの一層の整備，が理論的な選択肢とな
る。

4．疼　痛
　外来患者全体の疼痛の治療については，前後で疼痛

の強さに変わりはなかったが，もともと痛みの強い患
者の絶対数が少なかった。
　介入後調査では，37％［33.40］が軽度の，13％
［11.15］が中程度の，7.4％［6.9］が高度の疼痛をも
っていた（図 41）。痛みの治療を希望する患者の頻度
は，全体では 16％［95％信頼区間；13,18］であった。
軽度の疼痛では 22％［18.27］，中程度の疼痛では
30％［22.39］，高度の疼痛では 49％［37.61］であっ
た。治療を希望しない理由は，疼痛の程度によって傾
向が異なっており，軽度の疼痛では「仕事や睡眠など
生活に支障をきたすほどではない」が多かったが，高
度の疼痛では「依存症になることが心配」，すでにあ
る眠気などの「精神症状」のためであった。疼痛の治
療では，疼痛の強さによって異なる患者の心配への対
応が必要だと考えられる。

図 41　外来がん患者の痛みの治療
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地域間差がみられた項目についての違いを
もたらしたと推定される要因の分析

1．自宅死亡率
1）自宅死亡率を規定する要因の検討

　自宅死亡率を規定する要因として概念化されている
要因として，患者の意思，家族の意思，患者・家族の
在宅療養に関する認識，介護力，地域リソース（診療
所，訪問看護ステーション），退院支援，患者の状態
（performance status が低い）ことが系統的レビュー
で明らかにされている。このうち，患者の意思，家族
の意思については，がん患者，がん患者の家族を含む
市民対象の調査で地域間に自宅で過ごしたい割合に差
がないことを介入前に明らかにした。残る要因のうち，
取得が困難である患者の状態以外の要因について，①
患者・家族の在宅療養に関する認識，②家族の介護負
担感，③地域リソースの量④診療所医師・訪問看護師
の認識・知識・実践・困難感，⑤病院医師・看護師の
認識・知識・実践・困難感，⑥家族・医師・看護師か
らみた自宅療養できなかった理由，について地域間の
比較を行った。
①患者・遺族の在宅療養に関する認識（付図 1）

　患者の在宅療養に関する認識は，前後，地域間のい
ずれとも大きな差がなかった。
　遺族の在宅療養に関する認識は，前後でおおむねす
べての地域で改善が認められた。地域間の差はみられ
なかった。
②遺族の介護負担

　遺族の介護負担は，前後ですべての地域で改善が認
められた。地域間の差はみられなかった。
③地域リソースの量（付図 2）

　在宅療養支援診療所の数は柏地域で 1.8（がん死亡
数 100 名あたり）と最も少なく，鶴岡地域 3.1，浜松
地域 3.4，長崎地域 9.3，と長崎地域で他地域の 3倍の
リソースがあった。このほかに，在宅特化型診療所が
浜松地域，長崎地域に 1～2カ月存在した。
　24 時間対応可能な訪問看護ステーションの数は，
鶴岡地域で 0.39（がん死亡数 100 名あたり）と最も少
なく，柏地域 1.2，浜松地域 1.5，長崎地域 1.7 と他地
域の 3分の 1であった。
　麻薬を扱える薬局数に地域間の明らかな差はなかっ
た。
　緩和ケア病棟のがん死亡数 100 名あたりベッド数は，

柏地域 1.6，浜松地域 1.4，長崎地域 3.0 と，長崎地域
で他地域に比べて 2倍のベッド数があった。緩和ケア
病棟から在宅に退院した患者の割合は，柏地域で他地
域の 2倍以上であった。
　以上をまとめると，鶴岡地域は平均的な診療所数だ
が訪問看護ステーションが少ない，柏地域は緩和ケア
病棟からの在宅退院割合が多いが地域の診療所数が非
常に少ない，浜松地域は平均的な診療所数で在宅特化
型診療所がある，長崎地域は診療所数が非常に多く在
宅特化型診療所もある，と要約できる。
④ 診療所医師・訪問看護師の認識・知識・実践・困難

感（付図 3，4）

　診療所医師では，鶴岡地域の診療所医師の変化の認
識や，実践・困難感の改善が顕著であった。地域連
携・専門家の支援に対する診療所医師の困難感は介入
前は鶴岡地域で最も高かったが，介入後には最も低く
なった。対照的に，柏地域では，変化の認識が他の 3
地域と比較して最も小さく，介入後も知識は低く困難
感は最も高かった。多くの指標で，鶴岡地域，長崎地
域，浜松地域，柏地域の順に改善する傾向が認められ
た。
　訪問看護師では，診療所医師にみられたほどの顕著
な地域差は見られず，各地域とも平均して類似した認
識・知識・実践・困難感の変化を示した。
　以上をまとめると，診療所医師では鶴岡地域，長崎
地域，浜松地域，柏地域の順に改善が認められ，訪問
看護師では地域間の差は顕著ではなかった。
⑤ 病院医師・看護師の認識・知識・実践・困難感（付

図 5，6）

　病院医師では，地域連携，専門家の支援の項目で鶴
岡地域と浜松地域の改善が顕著であった。長崎地域は
もともと困難感が低く，柏地域での改善が少なかった
ため，介入後は，柏地域において他の 3地域と比較し
て地域連携，専門家の支援での困難が最も大きかった。
「地域のリソースが分かり，説明できるようになった」
「最期まで自宅で過ごせると思えるようになった」の
変化は浜松地域，長崎地域で柏地域に比較して多く認
められた。知識には大きな地域間差はなかった。一方，
鶴岡地域では，「退院後も自宅でできる方法にする」
といった在宅の視点に関する項目の変化は他地域と比
較して低かった。
　病院看護師では，改善の幅に地域の差は顕著ではな
く，介入前に鶴岡地域，柏地域で困難感が高く，浜松
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地域，長崎地域で困難感が比較的低かったのが同じ程
度に改善した。「最期まで自宅で過ごせると思えるよ
うになった」「早めに相談しようと思うようになった」
の変化は浜松地域，長崎地域で他地域に比較して多く
認められた。知識では浜松地域で改善が大きかった。
一方，鶴岡地域では，「退院後も自宅でできる方法に
する」「自宅で過ごすことについて聞く」といった在
宅の視点に関する項目の変化は他地域と比較して低か
った。
　以上をまとめると，病院医師では長崎地域はもとも
と困難感が低かったがさらに改善がみられ，浜松地域
では総じて改善がみられた。鶴岡地域では連携，専門
家の支援について改善が認められたが，在宅の視点の
変化は小さかった。柏地域では総じて改善の程度が小
さかった。病院看護師では，おおむね各地域とも同じ
程度の改善の大きさであったが，介入前の地域間差に
準じて，鶴岡地域，柏地域で困難感が比較的強く，浜
松地域，長崎地域で低かった。
⑥遺族・医師・看護師から見た自宅で過ごせなかった

理由（付図 7）

　遺族からみた自宅で過ごせなかった理由は，地域の
差はなく，「苦痛緩和ができなかった」「病状が予想よ
り早く進んだ」「急変時や夜間の対応が心配だった」
「介護が大変になった」であった。
　医師・看護師とも，柏地域では，「診療所・訪問看
護ステーションがなかった」としたものが他地域と比

べて多かった。
　以上をまとめると，自宅で過ごせなかった理由とし
て，遺族が挙げた理由には地域差はなかったが，「医
師・看護師からは柏地域で診療所・訪問看護がなかっ
た」が多かった
2）自宅死亡率に地域差が生じた原因の考察

 本研究では，地域間で自宅死亡率に差がみられた原
因を表 27，図 42に要約した。この結果から自宅死亡
率に地域差が生じた原因について検討する。
　増加率が高かった順に，まず，浜松地域では，すで
に存在していた在室特化型診療所に加えて，従来の診
療所や訪問看護ステーションなど地域内の連携が増え
て受け皿が大きくなり，そこへ，病院医師・看護師の
在宅の視点が増加することによって病院から自宅に戻
る患者数が増えたと考えられる。
　長崎地域では，豊富な従来型の診療所を中心として
地域内の連携がもともと進んでいたが，さらに連携が
強くなることと在室特化型診療所ができることによっ
て受け皿が大きくなり，そこへ，病院医師・看護師の
在宅の視点が増加することによって病院から自宅に戻
る患者数が増えたと考えられる。一方，在室特化型診
療所の診療する患者数がそれほど増加しなかったこと
が，自宅に戻る患者数の増加を一定にとどめたのかも
しれない。
　鶴岡地域では，診療所医師の地域連携，専門家の支
援，緩和ケアの知識などに顕著な変化がみられたこと

表 27　自宅死亡率の地域間差に影響したと推定される要因の要約

鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

患者・家族の在宅療養に関する認識 地域間の差はない

家族の介護負担 地域間の差はない

地域リソースの量
　在宅支援診療所
　在宅特化型診療所
　訪問看護ステーション
　緩和ケア病棟ベッド数
　在宅退院患者割合

3.1
0
0.39（少ない）
0
―

1.8
0
1.2
1.6
23％（高い）

3.4
2（ある）
1.5
1.4
5.8％

9.3（多い）
1（ある）
1.7
3.0（多い）
8.7％

診療所医師の認識・知識・困難感 顕著な改善 改善小さい 改善 改善

訪問看護師の認識・知識・困難感 地域間の顕著な差はない

病院医師の認識・知識・困難感 改善
（在宅の視点小さい）

改善小さい 改善 さらに改善

病院看護師の認識・知識・困難感 改善小さい
（在宅の視点小さい）

改善小さい 改善 改善

退院支援・調整プログラム すべて導入 導入は半数 すべて導入 ほとんど導入

在宅移行できない理由 遺族が挙げたものに地域間の差はなかったが，医師・看護師が挙げた理由では柏地
域で「診療所がなかった」が多い
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から，診療所に大きな変化が起きて自宅の受け皿とな
り，病院医師との連携が増加することによって病院か
ら自宅に戻る患者数が増えたことが自宅死亡率の増加
につながったと考えられる。一方，訪問看護ステーシ
ョンの量の不足，病院医師・看護師の在宅の視点が少
なかったこと，病院看護師の改善が少なかったことは
自宅に戻る患者数を一定数にとどめたのかもしれない。
　柏地域では，プログラムによって地域内の連携はあ
る程度進み，がん専門病院の緩和ケア病棟では在宅支
援のための活動を強めたものの，地域全体への効果は
限定的であり，結局，受け皿となる診療所数の増加が
進まなかったことに加えて，病院ごとの退院支援・調
整プログラムの導入も進まなかったことが自宅死亡率
の増加しなかったおもな理由として推測される。その
理由としては，本研究では調査していないが，先行研
究からは，診療所医師の他の仕事とのバランス（イン
センティブの乏しさ），他の人生上の課題とのバラン
ス，年齢や体力，過去のがん患者を在宅で診療した時
の困難な経験などが想定される。
　一方，いずれの地域でも患者・家族の認識に大きな

変化，地域間の差がなかったため，患者・家族の認識
が及ぼした影響は少ないと考えられる。
3）意　義

 以上より，終末期がん患者が自宅で過ごせる体制を
整備するためには，まず，①主治医機能としての診療
所の量を確保して受け皿とすることが必要であり，次
に，②病院の退院支援・調整プログラムを地域の主要
な病院に導入するとともに，③地域全体のネットワー
キングを行うことで地域連携・専門家の支援を受けや
すくすること，が必要である。逆にいえば，受け皿と
しての診療所の整備，病院の退院支援，地域全体のネ
ットワーキングの 3つのいずれかが欠けても自宅で過
ごす体制を効率的に構築することは困難である。3つ
の充足状況を地域ごとに査定して不足部分を充実させ
る仕組みをつくることが必要である。
　自主的に施設参加が行われた本研究で各地域におけ
る差が生じたことから，自宅死亡が可能な体制の整備
には自主的な取り組みだけでは解決できないことが含
まれていると考えられる。特に，診療所の参加を自主
的に求めることは現実的に容易ではない地域がある。

a．在宅療養支援診療所の数
　　　（がん死亡者 100人あたり）

（施設）

（施設）

よく思う
地域連携 専門家の支援

b．診療所医師の困難感 c．病院医師の困難感

思わない
（後）P＜0.001 

＊

＊
（前）P＝0.007 10

1

5

0
鶴岡 柏 浜松

鶴岡：n＝39,22　柏：n＝67,42　
浜松 n＝105,64　長崎：n＝156,92

長崎鶴岡 柏 浜松 長崎

（前）P＝0.014

鶴岡 柏 浜松 長崎

よく思う
地域連携 専門家の支援

e．診療所医師の困難感

思わない

鶴岡 柏 浜松

介入前 介入後 ↓：前後の変化がP＜0.01

鶴岡：n＝14,18　柏：n＝45,62
浜松 n＝72,78　長崎：n＝46,52

長崎 鶴岡 柏 浜松 長崎

よく思う
地域連携

d．24時間対応可能な訪問看護ステー
　　ションの数（がん死亡者 100人あたり）

思わない

＊
（前）P＜0.001 

鶴岡 柏 浜松

鶴岡：n＝32,29　　柏：n＝176,160　
浜松：n＝170,131　長崎：n＝166,166

長崎

f．病院看護師の困難感

よく思う
地域連携

思わない

＊ （前）P＜0.001 

鶴岡 柏 浜松

鶴岡：n=251,243　柏：n=545,561　
浜松：n=819,621　長崎：n=586,601

長崎鶴岡 柏 浜松 長崎

＊4
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（後）P＝0.005 ＊
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（後）P＜0.001 
＊
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（後）P＜0.001 
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0

図 42　自宅死亡率に関係した地域の要因
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より普遍的な具体的な方策として，地域ごとに 3つの
機能（主治医機能，退院支援・調整プログラム，地域
のネットワーキング）の充足状況を査定し修正する行
政枠組みやインセンティブの設置が考えられる。

2．専門緩和ケアサービスの利用数
1） 専門緩和ケアサービスの利用数を規定する要因の

比較

　専門緩和ケアサービスの利用数を規定する要因とし
て，①緩和ケアに関するリソースの量，②患者・家族
の緩和ケアに関する認識，③医師・看護師の専門家の
支援についての困難感，④医師の認識の変化，⑤看護
師の認識の変化，⑥患者・家族・医師からみた専門緩
和ケアサービスを利用しなかった理由，について地域
間の比較を行った。
①緩和ケアに関するリソースの量（付図 8）

　がん死亡患者あたりの専門緩和ケアサービスの合計
数は，長崎地域で介入前後を通じて高く，鶴岡地域，
浜松地域で介入期間で増加した。緩和ケア病棟のベッ
ド数，緩和ケア外来の数など緩和ケアリソースについ
ても，長崎地域で他の地域と比較して多い傾向があっ
た。緩和ケア病棟の申し込みから入院までが 14 日以
上かかった患者の割合は浜松地域，長崎地域で少なく
なった。
②患者・家族の緩和ケアに関する認識（付図 9）

　患者・家族の緩和ケアに関する認識は，医療用麻薬
の誤解が改善したこと以外には，どの地域でも前後の
有意な変化はなかった。介入後には，柏地域，長崎地
域で「緩和ケアは末期の患者のためのものである」と
いう認識が鶴岡地域，浜松地域に比較して高かった。
③ 医師・看護師の専門家の支援についての困難感（付

図 10）

　病院医師の緩和ケアの専門家の支援が得られること
に関する困難感は鶴岡地域，浜松地域で介入前後で有
意に改善した。長崎地域では介入前から困難感が低か
ったため，介入後には柏地域で専門家の支援を得る困
難感が他地域と比較して高くなった。病院看護師では
いずれの地域でも専門家の支援を得られる困難感は低
下したが，鶴岡地域，柏地域で，浜松地域，長崎地域
に比較して高かった。
④医師の認識の変化（付図 11）

　浜松地域で「緩和ケアについて意識して診療するこ
とが増えた」「早めに相談しようと思うようになった」

病院医師が多く，柏地域で「リソースが分かり，説明
できるようになった」と回答した病院医師・診療所医
師が少なかった。
⑤看護師の認識の変化（付図 12）

　浜松地域で「緩和ケアについて意識してケアするこ
とが増えた」「苦痛について自分から尋ねるようにし
ていた」，浜松地域と長崎地域で「早めに相談しよう
と思うようになった」病院看護師が多かった。
⑥ 患者・遺族・医師からみた専門緩和ケアサービスを

利用しなかった理由（付図 13）

　患者・遺族から見た専門緩和ケアサービスを利用し
なかった理由は，患者では「生活に支障をきたすほど
ではない」「受診をすすめられていない」「受診方法が
分からない」「しばらくするとおさまると説明された」
が，遺族では「受診をすすめられていない」「受診方
法が分からない」が多く，明らかな地域間差はなかっ
た。医師から見た専門緩和ケアサービスを利用しなか
った理由も「困ることがなかった」がいずれの地域を
通じても多かった。柏地域では，「緩和ケアチームが
あることを知らなかった」医師が多い傾向であった。
2） 専門緩和ケアサービスの利用数を説明できる可能

性のある患者背景の比較

　専門緩和ケアサービスの利用数の地域間差を説明で
きる患者背景として取得している，年齢，per form-
ance status，抗がん治療中の患者の比率を比較した。
緩和ケアチーム，緩和ケア外来については，依頼内容
（疼痛，疼痛以外の身体症状，精神的サポート・家族
ケア，せん妄，療養場所の調整）も比較した。
①緩和ケアチーム（付図 14）

　患者の performance status は鶴岡地域，長崎地域
で介入前後で悪化し，抗がん治療中の患者の割合は柏
地域で増加したが鶴岡地域，長崎地域では低下した。
依頼内容はいずれの地域もさまざまな依頼内容が増え
て多様になっていた。
②緩和ケア外来（付図 15）

　患者の performance status は前後で変化がなく，
抗がん治療中の患者の割合は鶴岡地域で増加したが浜
松地域では低下した。
③緩和ケア病棟・在宅緩和ケア施設（付図 16）

　緩和ケア病棟・在宅緩和ケア施設は，緩和ケアチー
ム・緩和ケア外来に比べて比較的高齢な患者が診療を
受けていたが，介入前後，地域間で大きな差はみられ
なかった。



Ⅱ．主 研 究

148

3） 専門緩和ケアサービスの利用数に地域差が生じた

原因の考察

　本研究で認められた専門緩和ケアサービスの利用数
の増加率の地域差（鶴岡・浜松地域 >柏地域 >長崎
地域）を説明しうる原因としては，①専門緩和ケアサ
ービスの施設数の増加，②病院医師の専門家の支援に
ついての困難感の低下，③病院医師・看護師の「緩和
ケアを意識して診療するようになった」「早めに相談
しようと思うようになった」との認識，が関係してい
る可能性があると考えられた。
　一方，緩和ケア病棟の待ち日数の短縮，専門医や専

門・認定看護師・薬剤師の数，患者・家族の緩和ケア
に関する認識，看護師の専門家の支援についての困難
感は地域差を説明する要因ではなかった。また，専門
緩和ケアサービスの利用数の増加は，早期からの緩和
ケアが行われたことを示す知見はなく，時期よりも対
象患者が広くいろいろなニードに広げられたことが原
因であると示唆された。
4）意　義

　専門緩和ケアサービスの利用数を増加することを目
的とした場合，リソースの確保，病院医師へのアナウ
ンス，が重要である。
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調整・層別の解析結果

　調整を行った主要評価項目の解析結果を表 28に示
す。

1．自宅死亡率
　全国平均との比較において性別，年齢，婚姻状態，
原発部位での補正を行ったが，P値は変わらなかった
（P<0.001）。以上より，自宅死亡率は，全国平均に比
較して有意に増加したと結論した。

2．患者の緩和ケアの質評価
　年齢，性別，原発部位（肺，胃・食道，結腸・直腸，
肝臓・胆道・膵臓，乳腺，腎・膀胱・前立腺，子宮・
卵巣），地域での補正を行ったが，有意水準と効果量
において，Care Evaluation Scale 合計得点，Good 
Death Inventory 合計得点ともに大きな変化はなかっ
た。
　また，サンプリングによる影響を検討するために，
介入前後調査のいずれもで適格患者数が 100 名以上か
つ調査対象患者が 80％であった 4病院（各地域で 1
病院の合計 4病院）の患者を対象とした分析を行った
ところ，Care Evaluation Scale 合計得点は，介入
前：4.40±1.07（n＝381），介入後：4.59±0.97（n＝
486）であり，P値は 0.007（ES, 0.18）であった。
　以上より，患者の緩和ケアの質評価は介入前後で有
意に小さく改善し，quality of life は変化しなかった
と結論した。

3．遺族の緩和ケアの質評価
　死亡場所別のサンプリング率が異なったことから，
年齢，性別，原発部位（肺，胃・食道，結腸・直腸，
肝臓・胆道・膵臓，乳腺，腎・膀胱・前立腺，子宮・
卵巣，その他），遺族年齢，遺族性別，遺族続柄（配
偶者，その他），地域，死亡場所で重みづけをした調

整を行った。有意水準と効果量において，Care 
Evaluation Scale 合計得点，Good Death Inventory 合
計得点ともに大きな変化はなかった。
　さらに，層別の分析として，死亡場所ごとに分析を
行ったところ，Care Evaluation Scale 合計得点，
Good Death Inventory 合計得点ともに病院だけの群
でも改善が認められた。
　以上より，遺族の緩和ケアの質評価と遺族の代理評
価による終末期患者の quality of life は，介入前後で
有意に小さく改善したと結論した。

4．医師・看護師の困難感
　医師，看護師の困難感合計得点について，医師は，
医師：性別，年齢，勤務場所（がん診療連携拠点病院，
それ以外の病院，在宅療養支援診療所，それ以外の診
療所），過去 1年間に看取ったがん患者数，地域で，
看護師は，性別，年齢，勤務場所（がん診療連携拠点
病院，それ以外の病院，訪問看護ステーション），教
育歴，緩和ケア病棟の勤務経験，これまでにケアをし
た終末期がん患者数で補正を行った。困難感合計得点
の効果量，有意水準に大きな変化はみられなかった。
　以上より，医師・看護師の困難感は，介入前後での
中程度の改善がみられると結論した。

表 28　調整を行った主要評価項目の解析結果

調整なし 調整あり

ES P ES P

苦痛緩和の質評価
　外来患者
　終末期患者

0.14
0.23

0.0055
＜0.001

0.15
0.18

0.0027
＜0.001

quality of life
　外来患者
　終末期患者

0.015
0.22

0.76
＜0.001

0.067
0.18

0.17
＜0.001

困難感
　医師
　看護師

─0.52
─0.59

＜0.001
＜0.001

─0.50
─0.59

＜0.001
＜0.001
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苦痛を和らげることができる

そう思う
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付図 3　診療所医師・訪問看護師の緩和ケア・在宅医療についての認識
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付図 4 　診療所医師・訪問看護師の緩和医療についての知識・実践・困難感
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付図 5　病院医師・看護師の緩和ケア・在宅医療についての認識
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b．病院看護師 （鶴岡：n＝243，柏：n＝561，浜松：n＝621，長崎：n＝601）
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付図 6　病院医師・看護師の緩和医療についての知識・実践・困難感
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付図 10　医師・看護師の専門家の支援についての困難感
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付図 11　医師の認識の変化
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付図 13　患者・遺族・医師から見た緩和ケアを利用しなかった理由
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付図 14　緩和ケアチームに紹介された患者の背景
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付図 15　緩和ケア外来に紹介された患者の背景
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付図 16　緩和ケア病棟・在宅緩和ケア施設に紹介された患者の背景
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目　的

　本研究の目的は，介入地域における介入前後のがん
患者の死亡場所の変化を明らかにすることである。

調査項目

　調査項目は人口動態統計の目的外使用にて取得した
がん患者の死亡場所である。調査期間は 2007～2010
年とした。対象となったがん患者は日本における日本
人の死亡であり，死亡の原因が悪性新生物（コード
C00─C97）であるものとした。住所データは「死亡し
た人の住所」を用いた。人口動態統計死亡から病院，
診療所，自宅，施設（老人ホーム，介護老人保健施
設），その他の死亡場所のデータを得た。また，背景
要因として死亡したがん患者の性，年齢，配偶者の有
無，がんの原発部位のデータを得た。緩和ケア病棟に
おける死亡者数は介入地域の緩和ケア病棟入院料を算
定している緩和ケア病棟に，各年次ごとの死亡者のう
ち住所が介入地域である者の数を尋ねた。

解　析

　自宅死亡割合に焦点をあてて解析を行った。自宅死
亡割合は年間がん死亡者のうち死亡した人の住所が対
象地域の者の中で，死亡場所が自宅だった人の割合と
した。介入地域における介入前後の比較（2007 年と
2010 年の比較）はロジスティック回帰分析にて行っ
た。介入地域における自宅死亡率の変化を全国の変化
をロジスティック回帰分析によって比較した。それぞ
れ性，年齢，配偶者の有無，がんの原発部位によって
調整した解析も行った。
　本解析において死亡場所の分類は人口動態統計の分
類を自宅，病院・診療所（緩和ケア病棟以外），緩和
ケア病棟，施設（介護老人保健施設，老人ホーム），
その他（助産所，その他）と再分類した。

結　果

1．介入地域のがん死亡者数と背景
　介入地域のがん死亡者数を表 29に示す。がん死亡

B．死亡場所の変化
東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学分野

宮下 光令

表 29　介入地域におけるがん死亡者数

総数 病院・診療所（緩和ケア病棟以外） 緩和ケア病棟

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

介入地域 5,147 5,394 5,302 5,546 4,266 4,414 4,237 4,357   441   417   465   471

鶴岡   510   571   536   516   470   513   486   453     0     0     0     0

柏 1,471 1,514 1,557 1,596 1,253 1,267 1,318 1,352   105   126   103 93

浜松 1,784 1,861 1,812 1,965 1,451 1,517 1,394 1,494   159   131   180   154

長崎 1,382 1,448 1,397 1,469 1,092 1,117 1039 1,058   177   160   182   224

自宅 施設（老人ホーム・老健） その他

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

介入地域   348   463   507   581    65    64    66    84    27    36    27    53

鶴岡    29    37    38    46     5     4     3     5     6    17     9    12

柏   100   105   120   129     9    14    13    15     4     2     3     7

浜松   124   169   199   255    41    30    33    48     9    14     6    14

長崎    95   152   150   151    10    16    17    16     8     3     9    20
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者数の総数は介入地域全体で 5,147～5,546 人であった。
鶴岡地域では期間を通して 500 人前後であり，他の地
域では 1,400～2,000 人程度であった。そのうち自宅死
亡者は介入地域全体では 348 人～581 人であり，鶴岡
地域で 29～46 人，他の地域では 100 人～250 人程度
であった。介入前における各地域の自宅死亡割合は鶴
岡地域で若干低かったものの他の地域では全国とほぼ
同等であり，介入地域全体でも全国とほぼ同等であっ
た。
　対象者の背景を表 30に示す。性別は男性が 60％前

後であり，年齢は 75 歳以上が 50％程度であった。配
偶者は 60％程度がありで，死別が 25％程度であった。
がんの原発部位は呼吸器，肝胆膵が 20％程度，胃食
道，直腸結腸が 10～20％程度であった。これらの背
景要因の分布は全国（介入地域を除く）と大きな違い
はなかった。

2．自宅死亡割合の変化
　介入前後の自宅死亡割合の変化を図 43に示す。介
入地域における自宅死亡割合は 6.8％から 10.5％に有

介入地域内前後比較
P＜0.001（調整後　P＜0.001）
介入地域VS全国（介入地域外）
P＜0.001（調整後　P＜0.001）

図43　介入前後の自宅死亡割合の変化
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調整変数：性，年齢，配偶者，原発部位
※（　）内は調整後の値　　　　　　　　

表 30　対象者背景（％）

介入地域 全国（介入地域以外）

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

性別
男性 60.6 60.2 60.0 58.7 60.3 60.2 60.0 59.8

女性 39.4 39.8 40.0 41.3 39.7 39.8 40.0 40.2

年齢

50歳未満  3.3  3.5  3.1  3.0  3.4  3.3  3.2  3.1

50～64歳 18.7 18.0 17.0 16.1 18.2 17.5 16.8 16.5

65～74歳 26.0 26.0 25.2 24.4 26.3 25.8 25.4 24.8

75 歳以上 52.0 52.5 54.7 56.5 52.1 53.3 54.6 55.5

配偶者

あり 63.0 62.0 61.6 61.4 61.3 60.9 60.3 59.9

未婚  6.1  5.7  6.0  5.8  6.0  6.2  6.4  6.4

死別 25.3 26.5 26.3 26.6 26.4 26.4 26.7 26.8

離別  5.6  5.8  6.1  6.1  6.2  6.4  6.5  6.8

がん部位

呼吸器 19.8 19.2 17.9 20.8 19.5 19.5 19.7 19.7

食道・胃 16.9 17.2 16.7 16.4 18.5 18.1 18.0 17.6

結腸・直腸 12.8 11.2 12.1 11.6 12.4 12.6 12.3 12.5

肝・胆・膵 21.7 23.5 23.7 22.5 22.3 22.4 22.4 22.2

乳房  3.0  3.7  3.6  3.2  3.4  3.5  3.5  3.6

子宮・卵巣  3.4  3.4  3.0  3.4  3.0  3.0  2.9  3.0

泌尿器  4.8  5.1  5.1  5.5  4.7  4.8  4.8  4.9

頭頚部  2.6  2.0  2.4  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2

血液  4.8  5.1  5.3  4.7  4.4  4.4  4.6  4.6

その他 10.1  9.6 10.3  9.9  9.5  9.6  9.6  9.7
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意に変化した（P＜0.001）。全国の自宅死亡割合も若
干の上昇がみられたが，介入地域の自宅死亡割合の変
化は全国と比較しても有意であった（P＜0.001）。こ
れらは背景要因で調整した解析でも同様の結果であっ
た。
　地域別の自宅死亡割合の変化を図 44に示す。浜松
地域（7.0％→ 13.0％，P＜0.001），長崎地域（6.9％→
10.3％，P＝0.001），鶴岡地域（5.7％→ 8.9％，P＝
0.049）ではそれぞれ有意に上昇した。柏地域（6.8％
→ 8.1％，P＝0.18）は有意ではなかった。これらは背
景要因で調整した解析でも同様の結果であった。
　地域別の死亡割合の全国との比較を図 45に示す。
全国と比較して浜松地域（P＜0.001），長崎地域（P＝
0.036）は有意な上昇がみられた。鶴岡地域（P＝0.38），

柏地域（P＝0.80）は有意ではなかった。これらは背
景要因で調整した解析でも同様の結果であった。
　自宅死亡割合の地域間の比較を図 46に示す。地域
間で有意な差がみられた（P＝0.047）。それぞれの地
域の比較では浜松地域と柏地域に有意な差がみられた
が（P＝0.005），他の地域間では有意な差はみられな
かった。これらは背景要因で調整した解析でも同様の
結果であった。

考　察

　本研究では，介入地域における自宅死亡割合に有意
な上昇がみられた。全国的に自宅死亡割合は上昇傾向
にあるが，介入地域では全国を有意に上回る上昇がみ

図44　地域別の自宅死亡割合の変化

浜松　P＜0.001（調整後　P＜0.001）
長崎　P＝0.001（調整後　P＝0.001）
鶴岡　P＝0.049（調整後　P＝0.038）
柏　　P＝0.18   （調整後　P＝0.17）

鶴岡地域 柏地域
浜松地域 長崎地域

調整変数：性，年齢，配偶者，原発部位
※（　）内は調整後の値　　　　　　　　

20

15

10

5

0

（％）

2007 2010

7.0
6.9

5.7
6.8

13.0
10.3
8.9

8.1

図45　地域別の自宅死亡割合の変化の全国との比較

浜松　P＜0.001（調整後　P＜0.001）
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鶴岡　P＝0.18　（調整後　P＝0.17）
柏　　P＝0.80   （調整後　P＝0.90）
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図46　自宅死亡割合の地域間の比較

浜松地域 長崎地域

調整前 調整後

介入 4地域の地域間差の有無
P＝0.047（調整後 P＝0.045）20

15

10

5

0
2007 2010

7.0
6.9

5.7
6.8

13.0
10.3
8.9
8.1

調整変数：性，年齢，配偶者，原発部位
※（　）内は調整後の値　　　　　　　　

（％）



4．結果（1）OPTIMプロジェクトは地域緩和ケアの何を変えたか？　アウトカム研究

161

られた。この結果は背景要因で調整しても有意であっ
た。これらの結果から本研究の複合的介入によって自
宅死亡割合は上昇したと考えられる。
　本研究は複合的介入が実施されたため，どの介入が
自宅死亡割合の上昇に寄与したかを定量的に明らかに
することは難しい。地域連携，退院支援などの促進の
ほかに在宅医療サービスの提供形態などの地域ごとの
特徴の寄与が考えられる。また，介入地域全体の自宅
死亡割合は 3.7％変化したが，この割合は絶対値で考
えるとあまり大きくはない。これは本研究のような比
較的広範な規模の市町村における介入の効果の限界を
示していると考えられる。自宅死亡率は地域の病院や
施設の病床数や在宅療養を担う診療所，訪問看護ステ
ーションなどのリソースの整備状況に依存する面があ
り，また，在宅療養を支える家族の有無や介護負担に
も関連する。これらの要因が変化しないかぎり，地域
連携のみで自宅死亡割合を急激に上昇させることは難
しい。しかし，今後の超高齢化社会の進展にしたがい，
総死亡数，がん死亡数が上昇することを考えると，病
院による死亡数の増加には限界があり，自宅死亡数を

上昇させるための施策が必要であることはほぼ間違い
ない。そのためには，本研究のような地域連携を主体
とした複合的介入が有益である可能性がある。
　地域別では浜松，長崎，鶴岡地域で有意な変化がみ
られたものの柏地域では有意な変化はみられなかった。
浜松地域ではがん患者の在宅診療を積極的に取り組ん
でいる診療所で自宅での死亡が増えただけでなく，診
療所全体での自宅死亡が増加した。長崎地域では医師
会が中心となり診療所による自宅死亡が増加した。鶴
岡地域は介入前の自宅死亡割合が低く，そこで積極的
な介入を行ったことにより自宅死亡が増加した。柏地
域では自宅死亡が可能な診療所の数が少なく，介入期
間中の増加がみられなかったこと，診療所への積極的
な介入を実施することが難しかったことなどが有意な
増加がみられなかった理由として考えられる。
　各地域と全国の比較では鶴岡地域で有意な差がみら
れなかったが，これは鶴岡地域の地域規模が小さく，
総死亡者数，自宅死亡数がそれぞれ少なかったことに
よると考えられる。
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目　的

　緩和ケアを必要とするがん患者に適切なタイミング
で提供するためには，すべての医療者が行う緩和ケア
に加え，専門家による緩和ケアの提供が不可欠である。
わが国の専門的緩和ケアとしては，ホスピス・緩和ケ
ア病棟と，緩和ケアチームの制度が確立している。
　一般病棟入院中の患者が利用できる専門緩和ケアサ
ービスは緩和ケアチームである。緩和ケアチームを利
用することでさまざまな症状をもつがん患者のQOL
を包括的に向上できるため，より早期から緩和ケアチ
ームが介入することが推奨されている。しかし，現在
のところ，がん患者に緩和ケアチームが早期から包括
的な介入を行えているとはいえない。この背景には患
者，担当医療従事者，緩和ケアチームそれぞれにさま
ざまなバリア（患者；緩和ケアへの抵抗感，緩和ケア
チームの存在を知らない，担当医療従事者；症状の見
落とし，緩和ケアに関する知識不足，緩和ケアチーム
との連携不足，緩和ケアチーム；人員不足，緩和ケア
技術や主治医チームとのコミュニケーション不足な
ど）がある。緩和ケアチームがより早期から，包括的
な症状緩和に利用されるには，患者，担当医療従事者，
緩和ケアチームに対する多面的な介入が必要だと考え
られる。
　そのため，OPTIM研究では，緩和ケアチームへの
活動支援，医療者向けの緩和ケア教育，患者向けの緩
和ケア教育，一般市民向けの啓発活動など多面的な介
入が行われた。
　本研究の目的は，OPTIM研究による多面的な地域
介入が緩和ケアチーム活動にどのような影響（より早
期から，より包括的に介入できるようになったか）を
与えるかの洞察を得ることである。

対象・方法

1．調査①
　OPTIM研究介入 4地域（鶴岡地域，柏地域，浜松
地域，長崎地域）の，専門緩和ケア利用データベース
から，介入前（2007 年度），介入後（2010 年度）の院
内緩和ケアチーム利用症例を抽出し，単純記述と，後
述の比較をχ2 二乗検定で行った。
　より早期から緩和ケアチームを利用するようになっ
たかを明らかにするため，すべての依頼を「今後抗が
ん治療を行わない」時期と「精査・診断・経過観察
中」「抗がん治療中」「その他」の時期に分け，介入前
後で依頼時期の割合を比較した。また，より包括的な
介入が行われるようになったかを明らかにするため，
身体症状に関する依頼を「疼痛」のみの依頼と「疼
痛」以外を含む依頼に分けて，介入前後でより包括的
な身体症状緩和の依頼がなされるようになったか，精
神症状に関する依頼を「せん妄」のみの依頼と「せん
妄」以外を含む依頼に分けて，介入前後でより包括的
な精神症状緩和の依頼がなされるようになったかを検
討した。

2．調査②
　介入後に 4地域の医師（n＝1,740，うち 1,039 名は
がん診療連携拠点病院か 200 床以上の病院に勤務），
看護師（n＝5,199）を対象として行われたアンケート
調査から，緩和ケアチーム依頼に関する項目（医師対
象；「3年間に延べ何人緩和ケアチームに患者の相談
や診察の依頼をしましたか？」「依頼しなかった理由
は？」「3年間を振り返って，苦痛のある患者なら緩
和ケアチームに，在宅療養を考えるなら退院支援部署
に，早めに，相談しようと思うようになってきた」，
病院の病棟勤務看護師対象；「3年間を振り返って苦
痛のある患者なら緩和ケアチームに，在宅療養を考え
るなら退院支援部署に，早めに，相談しようと思うよ
うになってきた」）を抽出し，結果を記述した。

C．専門緩和ケアサービス利用数の変化

千葉県がんセンター 精神腫瘍科

秋月 伸哉
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図 47　緩和ケアチーム登録シート
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結　果

1．研究期間内の緩和ケアチーム活動状況
　鶴岡地域の 1施設（総合病院），柏地域の 2施設
（がん専門病院と総合病院），浜松地域の 5施設（総合
病院），長崎地域の 3施設（総合病院）で緩和ケアチ
ームが活動した。鶴岡地域の緩和ケアチームは，
OPTIM介入と同時期に活動が始まっている。期間中
に緩和ケアチームの数の増減はなかったが，鶴岡地域
のチームは 20008 年に専従医師が着任，浜松地域の 1
施設で 2009 年に専従医師が増員とスタッフの増加が
あった。
　本研究では解析対象とされなかったが，一部のチー
ムではOPTIM研究で作成された緩和ケアチーム活動
登録シートを利用して活動内容を記録した（図 47）。

2．調査①
　4地域の緩和ケアチームは，2007 年度に 896 件，
2010 年度に 1,399 件の依頼を受け，全数は増加してい
た（表 31）。「今後抗がん治療を行わない予定」以外

の，より早期・治療期のがん患者のチーム依頼は，
2007 年 508 件（57％），2010 年 731 件（52％）と件数
が増加したが，依頼全体に占める割合は減少した（P
＝0.037）（図 48）。地域別依頼件数では，長崎地域以
外で総依頼件数が増加し，鶴岡地域，浜松地域，長崎
地域で「今後抗がん治療を行わない」時期の依頼件数

表 31　4地域の院内緩和ケアチーム依頼の背景

2007 年
（n＝896） 

2010 年
（n＝1,399）

件数 鶴岡（1施設） 8 83 

柏（2施設） 148 224 

浜松（5施設） 426 792 

長崎（3施設） 314 300 

年齢 平均 63.8 66.3 

性別 男性 517（58） 734（53） 

PS 0─1 242（27） 339（24） 

2─3 488（55） 673（48） 

4 163（18） 387（28） 

治療状況 精査・診断・経過観察中 75（　8） 190（14） 

抗がん治療中 370（41） 503（36） 

今後抗がん治療を行わない予定 388（43） 668（48） 

その他 60（　7） 38（　3） 

依頼理由 疼痛 600（67） 897（64） 

重複回答 疼痛以外の身体症状 266（30） 557（40） 

せん妄 80（　9） 205（15） 

せん妄以外の精神症状 174（19） 450（32） 

家族支援 42（　5） 160（11） 

療養場所 39（　4） 207（15） 

　（　）内は％

図　48　介入前後での緩和ケアチーム依頼症例のがん治療
時期の比較
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が大きく増加，柏地域，浜松地域でそれ以外の早期・
治療期の依頼件数が増加，長崎地域では減少した。地
域別の依頼割合は，鶴岡地域，長崎地域で「今後抗が
ん治療を行わない」時期の依頼割合が増加，柏地域で
はそれ以外の早期・治療期の割合が増加，浜松地域で
は不変と，いずれも一貫した傾向はみられなかった
（表 32）。
　緩和ケアチーム依頼の目的について，疼痛以外の症
状を含む包括的な身体症状緩和を目的とした依頼は
2007 年に 266 件（35％），2010 年に 557 件（49％）と
件数，割合共に増加していた（P＜ 0.001）（図 49）。
地域別でもおおむね一貫して包括的な身体症状緩和の
件数，割合が増加した。せん妄以外の症状を含む包括
的な精神症状緩和を目的とした依頼は 2007 年に 174
件（77％），2010 年に 450 件（75％）と件数が増加し，
割合に差は認められなかった（P＝0.510）（図 50）。地

域別では一貫した傾向はみられなかった（表 33）。

3．調査②
　OPTIM介入後の医師対象のうち，緩和ケアチーム
依頼に関わりうる，がん診療連携拠点病院か 200 床以
上の病院に勤務する医師（n＝1,039）に対する 3年間
の緩和ケアチーム依頼件数を問うアンケートは，有効
回答 494 名（回収率 48％）であった。
　緩和ケアチームに依頼したことがない医師は 69 名
（14％）であった（表 34）。依頼しなかった 69 名のう
ち 62 名が依頼しなかった理由に回答し，「困ることが
なかった」が 40 件（65％）と最も多く，チームの認
識や手続きの煩雑さなどは大きな理由として挙がらな
かった（表 35）。3年間を振り返って緩和ケアチーム
を利用するようになったかという医師の認識を問う質
問には（有効回答 487 名，47％），414 名（85％）が

表 32　4地域のがん治療期からの依頼数と割合

地域 2007
n（％）

2010
n（％）

鶴岡 今後抗がん治療を行わない 0（0） 73（88）

それ以外 8（100） 10（12） P＜0.001

柏 今後抗がん治療を行わない 88（60） 67（30）

それ以外 60（40） 157（70） P＜0.001

浜松 今後抗がん治療を行わない 207（49） 391（49）

それ以外 219（51） 401（51） P＝0.796

長崎 今後抗がん治療を行わない 8（26） 127（42）

それ以外 233（74） 173（58） P＜0.001

図　49　介入前後での身体症状緩和目的での緩和ケアチー
ム依頼症例の比較
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図　50　介入前後での精神症状緩和目的での緩和ケアチー
ム依頼症例の比較
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「ややそう思う」～「そう思う」と回答した（表 36）。
　看護師を対象とした調査では，3年間を振り返って
緩和ケアチームを利用するようになったかという認識
を問う質問に（有効回答 2,093 名，40％），1,630 名
（78％）が「ややそう思う」～「そう思う」と回答した
（表 36）。

研究の限界

　調査①の最初の目的は，専門家による介入がより早
期から行われるようになったかを検討することである
が，OPTIM の緩和ケアチーム依頼調査項目からは
「今後がん治療を行う予定のない」終末期の依頼かど
うかしか検討することができない。ただし，症状を有
する早期からの依頼の件数と，終末期以外の依頼の件
数には関連があると考えられるため，今回の検討であ
る程度の推測は行えると考えた。もう 1つの，より包
括的な症状緩和依頼が行われるようになったかについ
て，「疼痛のみ」と「疼痛以外を含む身体症状」の依
頼，「せん妄のみ」と「せん妄以外を含む精神症状」
の依頼を比較については，緩和ケアチーム依頼目的は

依頼者ではなく緩和ケアチームが評価し記載している，
依頼理由の評価方法が定義されておらず緩和ケアチー
ムの主観に基づいているという限界，疼痛とせん妄の
みの依頼が包括的でない依頼であるとする妥当性がは
っきりしないという限界がある。特に，精神症状緩和

表 34　 医師がのべ何人緩和ケアチームに患者の
相談や診察の依頼をしたか（n＝494）

3年間の緩和ケアチーム依頼数 n（％）

　0人 69（14）

　1─5 人 191（39）

　6─10 人 98（20）

　11人以上 136（28）

表 35　 医師が緩和ケアチームを利用しなかった
理由（n＝62）

緩和ケアチームに依頼しなかった理由 n（％）

　困ることはなかった 40（65）

　チームがあることを知らなかった 13（21）

　手続きが面倒だった 6（10）

　敷居が高いと思った 2（3）

　患者・家族が希望しなかった 1（2）

表 33　4地域の包括的な症状緩和依頼の件数と割合

地域 2007
n（％）

2010
n（％）

身体症状緩和の依頼

鶴岡 疼痛以外を含頼 6（75） 37（60）

疼痛のみ 2（25） 25（40） P＝0.402

柏 疼痛以外を含む 74（59） 119（74）

疼痛のみ 51（41） 42（26） P＝0.008

浜松 疼痛以外を含む 121（36） 268（43）

疼痛のみ 211（64） 357（57） P＝0.054

長崎 疼痛以外を含む 65（22） 133（46）

疼痛のみ 226（78） 154（54） P＜0.001

精神症状緩和の依頼

鶴岡 せん妄以外を含む 0（0） 16（89）

せん妄のみ 0（0） 2（11） ─

柏 せん妄以外を含む 84（82） 161（89）

せん妄のみ 19（18） 21（11） P＝0.107

浜松 せん妄以外を含む 60（70） 252（87）

せん妄のみ 26（30） 37（13） P＜0.001

長崎 せん妄以外を含む 30（83） 21（19）

せん妄のみ 6（17） 89（81） P＜0.001
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は介入前からせん妄以外を含む依頼の割合が高い水準
であり，比較する方法として妥当でなかった可能性が
ある。
　調査②は，調査対象の医師の約半数の結果が欠損で
あるため，依頼したかどうかの経験，依頼しなかった
理由の結果を十分評価できていない可能性がある。看
護師調査については，緩和ケアチームに関わりうる病
棟勤務者の母数が調査上分からないため，正確な有効
回答数が分からないことも限界の 1つである。

まとめと意義

　OPTIMで行われた緩和ケアチーム，一般医療従事
者，市民に対する地域全体への介入の前後で，緩和ケ
アチーム依頼件数が増加した。これらの活動による増
加は，より早期からの依頼のみならず終末期の依頼も
増加させたため，終末期ではない患者の症状緩和の割
合は軽度減少した。精神症状緩和の依頼内容に変化は
なかったが，疼痛以外の包括的な身体症状緩和を緩和
ケアチームに依頼されるようになり，より包括的な身
体症状緩和が行われるようになったといえる。医療従
事者対象の調査から，医師，看護師は以前より緩和ケ
アチームを利用するようになったと認識しており，背
景に医療従事者の緩和ケアチーム利用に関する認識の
変化があることが推察できる。
　緩和ケアチーム依頼数は長崎地域を除く 3地域で増
加した。地域別にみると，鶴岡地域の緩和ケアチーム

は介入前にほとんど活動していなかったが，介入後に
抗がん治療終了後の患者対応を中心とした活動が行わ
れるようになった。外部の緩和ケア専門家を呼んだチ
ーム活動のレビューや，院内講演会の開催に加え，専
従医師の配置や院内で緩和ケアチームが正式に認めら
れたことなどが依頼件数の増加に影響したかもしれな
い。柏地域は，がん専門病院で活動規模の大きい緩和
ケアチームと，総合病院で比較的活動規模の小さいチ
ームであったが，いずれのチームでもがん治療終了前
の依頼件数と割合が増加していた。介入期間中チーム
の構造に大きな変化がないため，OPTIM介入が主た
る変化の原因だった可能性がある。浜松地域は活動規
模の大きい 3チーム，比較的規模の小さい 1チーム，
活動開始直後の 1チームがあったが，いずれの施設で
も依頼件数は増加か横ばいで依頼時期に変化がないと，
4地域全体の結果と同様であった。専従医師が増えた
施設の件数は増加しているが，その他の施設でも同様
のため，緩和ケアチームのマンパワー以外にOPTIM
による連携強化や医療従事者の認識の変化などが依頼
数の増加に影響していると考えられる。長崎地域は活
動規模の大きい 1チームと，比較的規模の小さい 2チ
ームであったが，規模の大きいチームで依頼件数が減
少したことが長崎地域の結果に影響している。このチ
ームの活動内容の変化の背景ははっきりしない。
　緩和ケアチームに依頼しなかった医師が回答した理
由から，患者・家族の認識やチーム依頼の手続きや敷
居の高さはあまり問題とされておらず，症状緩和で困

表 36　緩和ケアチームに対する 3年間の変化の認識

3年間を振り返って，苦痛のある患者なら緩和ケアチームに，在
宅療養を考えるなら退院支援部署に，早めに，相談しようと思う
ようになってきた 

n（％）

1．医師（n＝487）

　思わない 5（　1）

　あまり思わない 15（　3）

　どちらともいえない 53（11）

　ややそう思う 183（38）

　そう思う 231（47）

2．看護師（n＝2,093）

　思わない 46（2）

　あまり思わない 73（4）

　どちらともいえない 344（16）

　ややそう思う 833（40）

　そう思う 797（38）



Ⅱ．主 研 究

168

らなかったことが主たる理由であった。また 2割程度
緩和ケアチームの存在を知らないと回答した医師がい
た。OPTIM介入では医療従事者に対する啓発と連携
強化活動はある程度構造化されていたものの，緩和ケ
ア技術教育について十分な構造化が行われていないた
め，特に担当医療従事者の専門的な緩和ケアを必要と
する症状を発見する技術が不足している問題について
十分対応できていなかったのかもしれない。有効回答
数が半数程度であるという限界はあるが，緩和ケアチ
ームに依頼しなかった理由の結果から，緩和ケアチー
ムがより利用されるためには，患者の症状に気づき介

入・評価できる緩和ケア技術を担当医療者に教育する
こと，症状を発見するためのスクリーニングを臨床シ
ステムに導入すること，医療従事者に対する緩和ケア
チームのさらなる啓発活動などが役に立つ可能性が示
唆された。

文　献
1）秋月伸哉，森田達也，鈴木　聡，他：OPTIM 介入前
後での緩和ケアチーム活動の変化　第 17 回日本緩和医療
学会学術大会プログラム抄録集．p. 323, 2012
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目　的

　本研究の主目的は，介入地域の外来患者の，①緩和
ケアの質評価の各ドメイン（医師による苦痛緩和，看
護師による苦痛緩和，精神的ケア，医師からの患者へ
の説明，連携と継続性）の介入前後での変化を明らか
にすること，②患者の quality of life の変化を明らか
にすること，③満足度の変化を明らかにすること，④
痛みの変化を明らかにすること，である。
　副次的目的として，①患者が緩和ケアの質に改善が
必要であるとした理由，②苦痛があるにもかかわらず
専門緩和ケアサービスを利用していない理由，③痛み
に対する治療の希望と治療を受けていない理由，およ
び④緩和ケアの質評価，quality of life，満足度，痛み
の程度の相関，を明らかにすることである。

調査項目

　おもな調査項目は対象・方法に記載した。
　患者が緩和ケアの質に改善が必要であるとした理由
については，「医師は体の苦痛を和らげるのに努めて
いる」に対して，改善の必要が「ある」「かなりある」
「おおいにある」と回答した患者に対して，「苦痛を医
師に伝えてもほとんど対処してもらえない」「医師は
ある程度対処しているが，十分に苦痛がとれない」
「医師は丁寧に対処してくれているが，苦痛がとりき
れない」「医師から苦痛について質問されないので，
伝える機会がない」「医師に話しにくい雰囲気がある
ので，苦痛を伝えられない」「診察回数が少ない，ま
たは，毎回の診察に十分な時間がない」「主治医が決
まっていない・担当医が変わるため，その場その場の
対処になる」の選択肢から理由としてあてはまるもの
の回答を求めた。
　苦痛があるにもかかわらず専門緩和ケアサービスを
利用していない理由については，「身体の苦痛が少な
く過ごせている」に「あまりそう思わない」「そう思

わない」「まったくそう思わない」と回答した患者に
対して，「身体の苦痛を和らげる専門家の診療（緩和
ケアチーム，緩和ケア外来など）を受けていますか」
と質問し，「受けていない」と回答した患者に対して
受けていない理由として，「仕事や睡眠など生活に大
きく支障をきたすほどではないから」「病気になる前
からもともとある症状（腰痛など）だから」「しばら
くすると治まる（と説明されている）症状だから（食
欲不振など）」「主治医や看護師から相談・受診を勧め
られていないから」「どうやって相談・受診すればい
いかが分からないから（通院している病院に緩和ケア
チームがない場合を含む）」「受診するのに時間や労力
がかかるから」「緩和ケアチームに相談・受診すると
病気が進行しているように感じるから」から選択を求
めた。
　痛みに対する治療の希望と治療を受けていない理由
については，最大の痛みが 1以上ある患者を対象とし
て，「痛みを和らげるための治療を今以上にもっと希
望していますか」を聞き，希望しない場合にはその理
由を「仕事や睡眠など生活に大きく支障をきたすほど
ではないから」「病気になる前からもともとある痛み
（腰痛など）だから」「もともと，薬はなるべく飲みた
くないから」「今の薬で不都合な消化器症状（吐き気，
便秘，食欲不振など）があるから」「今の薬で不都合
な精神症状（眠気，集中力の低下など）があるから」
「薬が先々効かなくなったり，『依存症』になることが
心配だから」「痛みの治療を受けると病気が進行して
いるように感じるから」から回答を求めた。

解　析

　介入前後での比較では，各尺度得点，または，各項
目得点について，Student t検定を行った。有意水準
は 0.01 とした。また，探索的に，緩和ケアの質評価
に関して，改善の必要性が「おおいにある」「かなり
ある」「ある」 vs. 「少しある」「ほとんどない」「まっ

D．患者からみた緩和ケアの質評価・quality of life・満足度・疼痛の変化

前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶応義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室

山岸 暁美



Ⅱ．主 研 究

170

たくない」で 2群に分けてそれぞれの項目でχ2 検定
を行った。quality of life の項目は頻度が少なかった
ので 2区分での解析は行わなかった。
　理由ではそれぞれの度数分布を求めた。「医師はあ
る程度対処しているが，十分に苦痛がとれない」「医
師は丁寧に対処してくれているが，苦痛がとりきれな
い」は合わせて集計した。専門緩和ケアサービスのニ
ード，満たされていないニードを以下の方法で算出し
た。すなわち，満たされていないニードを計算するた
めに，まず「身体の苦痛が少なく過ごせている」に
「あまりそう思わない」「そう思わない」「まったくそ
う思わない」と回答した患者からすでに専門緩和ケア
サービスを受けているという患者を除いた。次に，残
る患者のうち「生活に支障をきたすほどではない」
「しばらくすると治まると説明された」ことを緩和ケ
アサービスを受けていない理由の割合に相当する患者
を除いて，残る患者を「専門緩和ケアサービスの満た
されていないニード」とした。これに，すでに専門緩
和ケアサービスを受けている患者を加えたものを「専
門緩和ケアサービスのニード」とした。それぞれ，
95％信頼区間を計算した。

　痛みの治療を希望しない理由は，痛みの程度を軽度
（0～3），中程度（4～6），高度（7以上）に分けて解
析した。緩和ケアの質評価，quality of life，満足度，
痛みの程度の相関は Spearman のρを求めた。

結　果

1．緩和ケアの質評価（図 51～55）
　Care Evaluation Scale のドメインごとの分析では，
平均値でみると，看護師による苦痛緩和，精神的なケ
ア，連携と継続性で緩和ケアの質評価が改善する傾向
が認められたが，有意ではなく効果量も 0.1 前後であ
った（P＝0.027, ES＝0.11；P＝0.034, ES＝0.10；P＝
0.019, ES＝0.11）。医師による苦痛緩和，医師からの
患者への説明は前後で変化がなかった。
　頻度で見ると，絶対値は，いずれの項目でも，改善
の必要性が「かなりある」「おおいにある」としたも
のは介入前調査でも 10％以下であった。頻度の変化
で見ると，改善の必要性が「ある」「かなりある」「お
おいにある」とした患者は介入前調査では約 20％の
項目が多かったが，介入後調査では「医師は，将来の
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図 51　緩和ケアの質評価（1）─医師による苦痛緩和
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図 53　緩和ケアの質評価（3）─精神的なケア 
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図 54　緩和ケアの質評価（4）─医師からの患者への説明
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図 55　緩和ケアの質評価（5）─連携と継続性
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見通しについて十分説明している」を除くすべての項
目で有意に減少した（表 37）。たとえば，「医師はつ
らい症状に速やかに対処している」に対して，改善の
必要性が「ある」「かなりある」「おおいにある」とし
たものは介入前調査では 23％であったが介入後調査
では 14％であった。「希望がかなえられるように医師
や看護師は努力している」に対して，改善の必要性が
「ある」「かなりある」「おおいにある」としたものは
介入前調査では 20％であったが介入後調査では 12％
であった。「医師は治療の選択に希望が取り入れられ
るように配慮している」に対して，改善の必要性が
「ある」「かなりある」「おおいにある」としたものは
介入前調査では 20％であったが介入後調査では 14％
であった。

2．quality of Life（図 56～59）
　Good Death Inventory で評価した患者の quality of 
life については，平均値でみると，望んだ場所で過ご
せている，楽しみになるようなことがあるの 2項目で
改善する傾向が認められたが有意ではなく，効果量は
0.10 程度であった（P＝0.037, ES＝0.098；P＝0.042, 
ES＝0.098）。この他の項目，痛みがなく過ごせている，
身体の苦痛がなく過ごせている，穏やかな気持ちで過
ごせている，医師を信頼している，人に迷惑をかけて

つらいと感じることがある，家族や友人と十分に時間
を過ごせている，身の回りのことはたいてい自分でで
きる，落ちついた環境で過ごせている，人として大切
にされていると感じる，充実した人生だと感じている
では前後で変化はなかった。
　頻度でみると，「人に迷惑をかけてつらいと感じる
ことがある」に対して「そう思う」「とてもそう思う」
と回答した患者は，介入前では 30％，介入後では
28％であった。それ以外の項目（痛みが少なく過ごせ
ている，穏やかな気持ちで過ごせているなど）に「ま
ったくそう思わない」「そう思わない」と回答した患
者の頻度は 10％以下であった。

3．満足度
　満足度の平均得点は介入前後で有意な変化を認めな
かったが，平均値は 4.53（4：やや満足，5：満足）と
比較的高かった（図 60）。頻度でみると，「非常に満
足」「満足」の患者が約 60％，「やや満足」を含める
と 87％であった。

4．痛み
　痛みについては，最も強い痛み，平均的な痛み，最
も弱い痛みの平均値はいずれも，介入前後で変化を認
めなかった（図 61）。最も強い痛みの平均値は 11 段

表 37　改善の必要が「おおいにある」「かなりある」「ある」と回答した患者の介入前後での推移

介入前
（n＝859）

介入後
（n＝857）

P

医師は身体の苦痛を和らげるように努めている 23％（198） 15％（132） ＜0.001

医師はつらい症状にすみやかに対処している 23％（199） 14％（123） ＜0.001

医師は苦痛を和らげるのに必要な知識や技術に熟練している 23％（200） 15％（128） ＜0.001

看護師はつらい症状への対応の希望にすみやかに対応している 20％（171） 14％（119） 0.001

看護師は苦痛を和らげるのに必要な知識や技術に熟練している 20％（171） 14％（117） ＜0.001

看護師は毎日の生活がなるべく快適になるように努めている 20％（171） 14％（120） 0.001

不安や心配を和らげるように，医師や看護師は努めている 20％（171） 14％（121） 0.001

気分が落ち込んだ時に，医師や看護師は適切に対応している 20％（169） 15％（125） 0.004

希望がかなえられるように，医師や看護師は努力している 20％（172） 12％（106） ＜0.001

医師は，現在の病状や治療内容について十分説明している 23％（198） 18％（151） 0.004

医師は，将来の見通しについて十分説明している 22％（186） 21％（181） 0.62

医師は，治療の選択に希望が取り入れられるように配慮している 20％（168） 14％（124） 0.002

医師や看護師など医療者同士の連携は良い 21％（179） 14％（124） ＜0.001

診療に当たる医師や看護師は固定している 22％（186） 14％（122） ＜0.001

治療の場所が変わっても，治療方針や予定は今までの経過に十分
配慮して立てられている

18％（157） 13％（112） 0.001
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階で 1.92 と低かった。頻度では，約 60％の患者に
「最も強い痛み」で 1以上の痛みが認められた。介入
後で，最も強い痛み，平均的な痛み，最も弱い痛みと
も，約 40％が軽度の痛み，5.3～13％が中程度の痛み，
1.0～7.4％が高度の痛みであった。

5． 緩和ケアの質に改善が必要であるとした理由
（図 62）

　「医師は身体の苦痛を和らげるのに努めている」に
対して，改善の必要が「ある」「かなりある」「おおい
にある」と回答した患者は 132 名（全患者の 15％）
であった。そのうち 62 名が 1つ以上の理由を挙げた
（理由が無回答の患者が多かったのは回答用紙が複雑
であったためと考えられる）。理由を挙げた患者のう
ち多かった理由は，「医師は対処しているが，苦痛が
とれない」65％，「診察回数が少ない，毎回の診察に
十分な時間がない」29％であった。「医師から苦痛に
ついて質問されないので，伝える機会がない」「苦痛
を医師に伝えてもほとんど対処してもらえない」など
医師が対応していないことを理由として挙げた患者は

10％以下であった。

6． 専門緩和ケアサービスを利用しない理由 
（図 63）

　「身体の苦痛が少なく過ごせている」に「あまりそ
う思わない」「そう思わない」「まったくそう思わな
い」と回答した患者は 111 名（全患者の 11％）であ
った。そのうち 20 名（18％）がすでに専門緩和ケア
サービスを受けており，57 名（51％）は受けていな
いと回答した。残る 34 名（31％）は「分からない」
と回答した。専門緩和ケアサービスを利用していない
患者の理由として，「仕事や睡眠など生活に大きく支
障をきたすほどではないから」が最も多く（40％），
次に，「主治医や看護師から相談・受診を勧められて
いないから」「どうやって相談・受診すればいいかが
分からないから」がいずれも 33％であった。また，
「しばらくすると治まると説明されている症状だから
（食欲不振など）」が 25％であった。
　専門緩和ケアサービスのニードは 6.1％（95％信頼
区間，5, 8；52/857），専門緩和ケアサービスの満た
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されていないニードは 3.7％（95％信頼区間，3, 5；
32/857）であった。

7． 痛みの治療の希望と治療を受けていない理由
（図 64）

　痛みの治療を今より希望する患者の頻度は，軽度の
痛みでは 22％であったが，中程度の痛みでは 30％，
高度の痛みでは 49％であった。すべての患者に占め
る「今より痛みの治療を希望する患者」は 15.6％
（95％信頼区間，13, 18％；134/857）であった。
　痛みの治療を希望しない理由は，痛みが軽度な患者
では，「仕事や睡眠など生活に大きく支障をきたすほ
どではないから」が最も多く（77％），（鎮痛剤にかか
わらず）「もともと薬はなるべく飲みたくないから」
が 32％であった。「病気になる前からもともとある痛
みだから」「今の薬で不都合な消化器症状があるから」
がそれぞれ 15％前後であった。
　一方，痛みが高度な患者では，理由は多様であった。
「『依存症』になることが心配だから」が最も多く
（64％），次に，「今の薬で不都合な精神症状があるか

ら」（29％），「もともと薬はなるべく飲みたくないか
ら」（29％）「仕事や睡眠など生活に大きく支障をきた
すほどではないから」（29％）であった。「病気になる
前からもともとある痛みだから」「今の薬で不都合な
消化器症状があるから」「病気が進行しているように
感じるから」も 14～21％で認められた。

8． 緩和ケアの質評価，quality of life，満足度，
痛みの程度の相関

　アウトカム間の相関をみたところ，緩和ケアの質評
価と満足度で比較的高い相関が認められたが（ρ＝
0.66），それ以外の評価項目では絶対値で 0.23～0.47
の中程度の相関であった（図 65）。
　痛みとアウトカムの相関では，最も強い痛み，平均
的な痛み，最も弱い痛みのいずれも同じ傾向を示した。
痛みの強さとの相関係数は，絶対値で，緩和ケアの質
評価とは 0.23～0.25，quality of life は 0.41～0.47，満
足度は 0.20～0.25 であった（表 38）。
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考　察

　介入前後での患者の緩和ケアの質評価，quality of 
life，満足度，痛みでは，大きな変化はみられなかっ
たが，これは，今回の調査対象となった外来患者では
もともと緩和ケアの質評価，quality of life，満足度と
も高く，痛みは低かったことも原因として考えられる。
一方，平均得点では前後で大きな変化を認めなかった
ものの，緩和ケアの質評価のほとんどの項目で改善の
必要性が「大いにある」「かなりある」「ある」とした
患者の頻度は減少していた。以上の知見は，緩和ケア
の質の評価に「ある程度満足していた患者がより一層
満足するようになる」変化は生じなかったが，「不満
足であった患者はある程度満足するようになった」
（平たく言えば，「底上げされた」）可能性を示唆して
いるのかもしれない。対照群がないのでこれらの変化
を全国的な変化の傾向であるのか介入の効果であるの
かを結論することはできないが，対象地域において，
外来患者の緩和ケアに関するアウトカムは，比較的良
好で改善傾向にあると考えられた。

　患者からみた緩和ケアの質に改善が必要であるとし
た理由は，「医師は対処しているが苦痛がとりきれな
い」「診察に十分な時間がない」が主であった。すな
わち，医師は患者の苦痛に心掛けて対応しているが，
実際に苦痛が緩和されないか，または，診察に十分な
時間がないことが示唆された。対応としては，十分な
診察時間の確保，担当医師が苦痛緩和できなかった場
合の専門緩和ケアサービスへのアクセスの保証，外来
患者で頻度が高いにもかかわらず現在の手段では十分
に緩和されないことが分かっている苦痛（倦怠感，食
思不振，神経障害性疼痛など）に対する新しい緩和治
療の開発がある。
　専門緩和ケアサービスを利用しない理由は，「生活
に支障をきたすほどではない」「受診を勧められてい
ない・受診方法が分からない」「しばらくすると治ま
ると説明された」であった。「生活に支障をきたすほ
どではない」ことは対象となった患者が比較的全身状
態がよく症状の少ない患者であったことを反映してい
ると考えられる。「しばらくすると治まると説明され
た」についても，対象の半数が抗がん治療を受けてい
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図 60　満足度
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図 64　外来がん患者の痛みの治療
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る患者から考えて，抗がん治療に伴う一過性の食思不
振，嘔気嘔吐，倦怠感などをみていると考えられる。
「受診を勧められていない・受診方法が分からない」
については，患者からどの症状にどのように何が有効
であるかを判断するのは難しいと考えられるため，具
体的な専門緩和ケアサービスの紹介基準を記載したス
クリーニング用紙の利用が選択肢にはなるだろう。専
門家への紹介については，あいまいな基準ではなく，
具体的で明確な基準が紹介率を高めることが示されて
いる。したがって，たとえば，国内ですでに数施設で
運用され実施可能性と有用性が示唆されている『生活
のしやすさに関する質問票』や『心とつらさの寒暖計
（Distress Impact Thermometer：DIT）』に，「具体
的にどのようになったらどこに相談したらいいのか」
を明記した簡便な質問紙を利用することは，「専門緩
和ケアサービスに紹介されれば苦痛が軽減する患者」
を減らすことに貢献すると考えられる。一方，本研究
から試算した外来患者の専門緩和ケアサービスのニー
ドは 6.1％，満たされていないニードは 3.7％と高くな
かった。これは，本研究の対象地域において，「緩和
ケアの専門家からの支援が難しい」と回答した病院医
師が介入前の 14％から 7.0％まで低下したことから，

介入地域ではネットワーキングや意識の向上が進んだ
結果としてスクリーニングを行わなくても，ある程度
の専門緩和ケアサービスは提供されたことを反映して
いるのかもしれない。
　痛みの治療を希望する患者は外来患者の約 15％と
見積もられ，さらなる痛みの治療が求められていると
考えられた。痛みの治療を受けていない理由は，痛み
の強さによって異なっていた。痛みが軽度の患者で
「仕事や睡眠など生活に支障をきたすほどではない」
が多かったのは理解しうる結果であり，痛みの強さそ
のもの（pain intensity）ではなく，痛みの患者の影
響（interfere with daily life）を評価することの重要
性を示唆するものである。痛みが高度の患者では，
「『依存症』になることが心配」，すでにある「精神症
状（眠気，集中力の低下など）」が主たる理由として
挙げられたが，理由は多岐にわたっていた。痛みが強
いにもかかわらず痛みに対する治療を（より効果が見
込めるにもかかわらず）希望していない患者に対して
は，精神依存に対する不安，すでに存在する精神症状
の最小化を含む個別的な専門的なアプローチが必要で
あることが確認された。また，痛みの強さにかかわら
ず，「薬はなるべく飲みたくない」が約 30％の患者で

上段に介入前調査，下段に介入後調査の相関関係（Spearman のρ）を示す

図 65　アウトカム間の相関
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最も強い痛み
－0.25 －0.44 －0.25
－0.23 －0.47 －0.24

平均的な痛み
－0.25 －0.44 －0.23
－0.24 －0.47 －0.25

最も弱い痛み
－0.24 －0.41 －0.20
－0.23 －0.44 －0.21

　上段に介入前調査，下段に介入後調査の相関係数（Spearman の r）を示す。

表 38　痛みとアウトカムの相関



4．結果（1）OPTIMプロジェクトは地域緩和ケアの何を変えたか？　アウトカム研究

181

理由として挙げられ，鎮痛薬に限らず「薬以外の方法
で対応したい」という患者の全般的な嗜好もあると考
えられるため，非薬物的鎮痛手段（精神療法，リラク
ゼーション，理学療法的な生活支援，神経ブロックな
ど）も外来患者の痛みの治療では選択肢として含めら
れることが望ましいことが示唆された。
　以上より，介入前後で外来患者の緩和ケアの質評価，
quality of life，満足度，痛みは平均値では大きな変化
がみられなかったが，絶対値が比較的良く，緩和ケア
に改善が必要であるとした患者の割合が有意に減った
ことから改善傾向にあると考えられた。
　研究の結果から得られる全国的な施策への示唆とし
て，OPTIMプロジェクトと同様なネットワーキング
と基礎的教育を継続して「底上げ」を行いながら，同
時に，一般的な対応では苦痛緩和が得られない課題に
対して取り組む体制を整備することが必要である。そ
のためには，緩和ケア専門家がすべての緩和ケアの対
象患者に対応するのではなく，まず主治医が一般的な
緩和ケアを提供し，より複雑な問題や緩和困難な苦痛
をかかえた患者に専門緩和ケアサービスが時間をかけ

て対応する役割分担を行うべきであろう。

まとめ

　OPTIMプロジェクトは，外来患者の緩和ケアの質
の「底上げ」による改善に貢献した可能性がある。ネ
ットワーキングと基礎的教育からなるプログラムを行
うことに意義がある。
　一般的な診療での緩和ケアの改善には，①十分な診
察時間の確保，②担当医師が苦痛緩和できなかった場
合の専門緩和ケアサービスへのアクセスの保証，が必
要である。
　より複雑な緩和ケアの問題の改善には，①頻度が高
いが十分に緩和されない苦痛に対する新しい緩和治療
の開発，②（費用対効果が許容されるならば）生活の
しやすさに関する質問票などに具体的な紹介基準を明
記した質問紙の利用，③患者個々の状況に応じたコー
チング・心理的サポート・非薬物療法を含む鎮痛治療
を行える専門緩和ケアサービスの量的・質的確保，が
必要である。
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目　的

　本研究の主目的は，介入地域の死亡患者の遺族によ
る代理評価をもとに，①緩和ケアの質評価の各ドメイ
ン（医師による苦痛緩和，看護師による苦痛緩和，精
神的ケア，医師からの患者への説明，医師からの家族
への説明，家族ケア，連携と継続性）の介入前後での
変化を明らかにすること，②患者の quality of life の
変化を明らかにすること，③全般満足度の変化を明ら
かにすること，④介護負担の変化を明らかにすること，
⑤自宅療養期間の変化を明らかにすること，である。
副次的目的として，⑥遺族が緩和ケアの質に改善が必
要だったとした理由，⑦苦痛があるにもかかわらず専
門緩和ケアサービスを利用しなかった理由，⑧患者が
希望した場所で死亡することができなかった理由，お
よび，⑨緩和ケアの質評価，quality of life，満足度，
介護負担の相関を明らかにすること，である。

調査項目

　主な調査項目は対象・方法に記載した。遺族が緩和
ケアの質に改善が必要であるとした理由，苦痛がある
にもかかわらず専門緩和ケアサービスを利用していな
い理由については，患者調査と同じ質問を用いた。
　患者が希望した場所で死亡することができなかった
理由については，「望んだ場所で最期を迎えられた」
に対して「あまりそう思わない」「そう思わない」「ま
ったくそう思わない」と回答した遺族に対して，患者
が希望していた場所を「ホスピス・緩和ケア病棟」
「自宅」「病院」「その他」から選択を求めた。次に，
「自宅」を希望していたと回答した遺族に対して，そ
の理由を，「医師から自宅で過ごせることの説明を聞
かなかった」「こんなに早く悪くなると思っていなか
ったので相談や準備をしていなかった」「よくなると
信じていた・精神的につらかったので相談や準備をし

ていなかった」「痛みや呼吸困難などの身体の苦痛が
取れなかった」「在宅でみてくれる診療所の医師や看
護師がみつからなかった」「症状は落ち着いていたが，
自宅で介護（生活）をすることが大変になった」「急
な変化があった時や夜間の対応が心配だった」から選
択を求めた。

解　析

　介入前後での比較では，前後で死亡場所による回収
数が異なっていたため，各尺度得点については人口動
態統計による介入地域の死亡場所ごとの死亡者数を重
みとして介入前後の重み付き平均を算出して対応がな
い t検定で比較した。各項目得点の分布については度
数分布を求めた。理由ではそれぞれの度数分布を求め
た。緩和ケアの質評価，quality of life，満足度，介護
負担の相関は Spearman の相関係数を求めた。
　死亡場所ごとに，病院，ホスピス・緩和ケア病棟
（以下，緩和ケア病棟），自宅で死亡した患者の遺族の
回答の前後での変化をそれぞれ対応がない検定で比較
した。さらに，介入前調査，介入後調査それぞれで病
院，緩和ケア病棟，自宅間での得点を一元配置分散分
析およびTukey─Kramer 法による多重比較で検定し
た。図示は，年度の比較を主としたもの（横軸が年度
であるもの）と，場所の比較を主としたもの（横軸が
場所であるもの）の 2通りを作成した。
　専門緩和ケアサービスのニード，満たされていない
ニードを以下の方法で算出した。すなわち，満たされ
ていないニードを計算するために，まず，「身体の苦
痛が少なく過ごせている」に「あまりそう思わない」
「そう思わない」「まったくそう思わない」と回答した
遺族からすでに専門緩和ケアサービスを受けていると
回答した遺族を除いた。次に，残る遺族のうち「生活
に支障をきたすほどではない」「しばらくすると治ま
ると説明された」ことを緩和ケアサービスを受けてい

Ｅ．遺族からみた緩和ケアの質評価・quality of life
・満足度・介護負担・自宅療養期間の変化

東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学分野

宮下 光令



4．結果（1）OPTIMプロジェクトは地域緩和ケアの何を変えたか？　アウトカム研究

183

ない理由の割合に相当するものを除いて，残るものを
「専門緩和ケアサービスの満たされていないニード」
とした。これに，すでに専門緩和ケアサービスを受け
ている遺族を加えたものを「専門緩和ケアサービスの

ニード」とした。それぞれ，95％信頼区間を計算した。
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左のグラフ：改善すべきところが「大いにある」（1）～「まったくない」（6）

　　大いにある　　　　かなりある　　　　　ある　　
　　少しある　　　　　ほとんどない　　　　まったくない
　　欠損

右のグラフ：改善すべきところが

図 66　緩和ケアの質評価



Ⅱ．主 研 究

184

結　果

1．全体での前後の比較
1）緩和ケアの質評価（図 66）

　Care Evaluation Scale のドメインごとの分析では，
すべてのドメインで緩和ケアの質評価が有意に改善し，
効果量は 0.2 前後のものが多かった。
　頻度でみると，たとえば，「医師はつらい症状に速
やかに対処していた」に対して，改善の必要性が「ほ

とんどない」「まったくない」としたものは介入前調
査の 53％から介入後調査では 61％に増加し，一方，
改善の必要性が「ある」「かなりある」「大いにある」
としたものは介入前調査の 23％から介入後調査では
18％に減少した。
　「希望がかなえられるように医師や看護師は努力し
ていた」に対して，改善の必要性が「ほとんどない」
「まったくない」としたものは介入前調査の 51％から
介入後調査では 64％に増加し，一方，改善の必要性

左のグラフ：「まったくそう思わない」（1）～「とてもそう思う」（7）

　　全くそう思わない　　　そう思わない　　あまりそう思わない　　
　　どちらともいえない　　ややそう思う　　そう思う
　　とてもそう思う　　　　欠損

右のグラフ：

図 67　quality of life
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が「ある」「かなりある」「大いにある」としたものは
介入前調査の 22％から介入後調査では 17％に減少し
た。
　他の項目についても変化は同様であった。
2）quality of life（図 67）

　Good Death Inventory で評価した患者の quality of 
life の遺族による代理評価については，ADL に関す
る 2項目（「他人に迷惑をかけてつらいと感じていた」
「身の回りのことはたいてい自分でできた」）では前後
で変化がなかった。それ以外のすべての項目で有意な
改善が認められ，効果量は 0.2 程度のものが多かった。
　頻度では，それぞれ「ややそう思う」「そう思う」
「とてもそう思う」と回答した遺族は，「痛みが少なく
過ごせた」（53％→ 58％；前→後），「身体の苦痛が少
なく過ごせた」（46％→ 51％），「おだやかな気持ちで
過ごせた」（43％→ 53％），「望んだ場所で過ごせた」
（48％→ 57％），「充実した人生だと感じていた」

（53％→ 58％），「家族や友人と十分に時間を過ごせ
た」（60％→ 65％），「楽しみになるようなことがあっ
た」（32％→ 36％），「人として大事にされていた」
（85％→ 87％），「医師を信頼していた」（77％→ 80％），
「落ち着いた環境で過ごせた」（63％→ 72％）であっ
た。
3）全般満足度

　全般満足度の平均得点は介入前後で平均 4.34 から
4.56（4：やや満足，5満足）に有意に改善した（図
68；ES, 0.18）。頻度でみると，「非常に満足」「満足」
の遺族が前調査の 54％から後調査では 61％，「やや満
足」を含めると前調査の 76％から後調査では 83％に
増加した。
4）介護負担

　介護負担は，介入前後で有意な変化を認めなかった
（図 69）。
　頻度では，「身体的な負担が大きかった」（44％→

図 68　満足度
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図 69　介護負担
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44％），「精神的な負担が大きかった」（61％→ 63％），
「経済的な負担が大きかった」（29％→ 26％），「自分
の時間や予定が犠牲になった」（36％→ 36％）であっ
た。
5）自宅療養期間

　回答者全体で，死亡前 1カ月間に自宅にいた期間が
有意に長くなり，死亡前 1カ月間・3カ月間で病院に
いた期間が有意に短くなった（図 70）。しかし，なお，
15％の遺族が患者は死亡前 3カ月間自宅で過ごしたこ
とがなく，37％の遺族が患者は死亡前 1カ月間自宅で
過ごしたことがなかったと回答した。

6） 緩和ケアの質に改善が必要であるとした理由（図

71）

　「医師は身体の苦痛を和らげるのに努めていた」に
対して，改善の必要が「ある」「かなりある」「大いに
ある」と回答した遺族は 210 名（全体の 18％）であ
った。そのうち 153 名が 1つ以上の理由を挙げた（理
由を挙げた患者が少なかったのは回答用紙が複雑であ
った可能性がある）。理由を挙げた患者のうち，多か
った理由は，「医師は対処しているが，苦痛が取れな
い」66％，「診察回数が少ない，毎回の診察に十分な
時間がない」29％であった。「医師から苦痛について
質問されないので，伝える機会がない」「苦痛を医師
に伝えてもほとんど対処してもらえない」など医師が

図 70　自宅療養期間
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図 71　緩和ケアの質に改善が必要であるとした理由

a．「医師は身体の苦痛を和らげるのに努めていた」

b．族からみた緩和ケアに改善が必要な理由
（n＝153，理由を挙げた遺族を母数とした）
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対応していないことを理由として挙げた患者は 10％
以下であった。
7）専門緩和ケアサービスを利用しない理由（図 72）

　「身体の苦痛が少なく過ごせている」に「あまりそ
う思わない」「そう思わない」「まったくそう思わな
い」と回答した遺族は 345 名（全患者の 30％）であ
った。そのうち 114 名（33％）がすでに専門緩和ケア
サービスを受けており，123 名（36％）は受けていな
いと回答した。残る 108 名（31％）は分からないと回
答した。専門緩和ケアサービスを利用していない理由
として，「主治医や看護師から相談・受診を勧められ
ていなかったから」が 56％と最も多く，次いで，「ど
うやって相談・受診すればいいかが分からなかったか
ら」28％，「病気が進行しているように感じるので希

望しなかった」14％であった。
　専門緩和ケアサービスのニードは 27％（95％信頼
区間，25, 30；311/1,137），専門緩和ケアサービスの
満たされていないニードは 17％（95％信頼区間，15, 
20；197/1,137）であった。
8） 患者が希望した場所で死亡することができなかっ

た理由（図 73）

　「望んだ場所で最期を迎えられた」に「あまりそう
思わない」「そう思わない」「まったくそう思わない」
と回答した遺族は 315 名（全患者の 28％）であった。
そのうち 241 名が病院で死亡した患者の遺族，70 名
が緩和ケア病棟で死亡した患者の遺族であった。「希
望していた場所」は，76％が自宅であった。
　自宅で過ごせなかった理由として，「痛みや呼吸困

図 72　専門緩和ケアサービスを利用しない理由
b．遺族からみた緩和ケアを利用しなかった理由（n＝123）
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図 73　自宅死亡が達成できなかった理由
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難などの身体の苦痛が取れなかった」48％，「こんな
に早く悪くなると思っていなかったので相談や準備を
していなかった」45％，「急な変化があった時や夜間
の対応が心配だった」42％が多かった。「症状は落ち
着いていたが，自宅で介護（生活）をすることが大変
になった」が 20％，「よくなると信じていた・精神的
につらかったので相談や準備をしていなかった」が
15％であった。「在宅でみてくれる診療所の医師や看
護師が見つからなかった」「主治医や看護師から相
談・受診を勧められていなかったから」は 10％以下
であった。
9） 緩和ケアの質評価，quality of life，満足度，介護

負担の相関（図 74）

　アウトカム間の相関を見たところ，緩和ケアの質評
価と満足度で高い相関が（ρ＝0.70～72），quality of 
life と緩和ケアの質評価・全般満足度とで中程度の相
関が認められた（ρ＝0.40～0.55）。介護負担はいずれ
のアウトカムとも相関を示さなかった（ρ＜0.30）。

2．死亡場所ごとの解析
1）要　約

　病院，緩和ケア病棟，自宅の死亡場所ごとにアウト
カムの変化を介入前後で比較し，併せて，介入前・介
入後で，病院，緩和ケア病棟，自宅間でアウトカムに
差があるかを比較した結果の要約を図 75に示す。介
入前後で，病院と緩和ケア病棟の緩和ケアの質評価，

図 74　アウトカム間の相関
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上段に介入前調査，下段に介入後調査の相関係数（Spearman の
Ρ）を示す。

図 75　死亡場所別の緩和ケアの質評価，quality of life，満足度，介護負担の変化
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病院の quality of life と満足度が有意に改善した。自
宅は介入前後での変化がなかったが，介入前からいず
れも高水準であった。場所間の比較では，緩和ケアの
質評価，quality of life，満足度とも，病院に比べて緩
和ケア病棟と自宅が有意に高かった。緩和ケア病棟と
自宅では，緩和ケアの質評価と満足度に有意差はなか
ったが，quality of life は自宅のほうが高かった。介
護負担は，介入前後での変化もなく，病院，緩和ケア
病棟，自宅間での有意差もなかった。
2） 緩和ケアの質評価・quality of life・満足度・介護

負担の合計得点（図 76）

　緩和ケアの質評価は，病院，緩和ケア病棟で介入前
後で有意な変化がみられ，効果量は 0.2 程度であった。
quality of life は，病院で介入前後で有意な変化がみ
られ，効果量は 0.15 であった。満足度は緩和ケア病
棟で介入前後の有意な変化がみられ，効果量は 0.2 程
度であった。介護負担は，病院，緩和ケア病棟，自宅
のいずれでも有意な変化はみられなかった。

3） 緩和ケアの質評価のドメインごとの分析（付図 17，

18）

　病院では，介入前後で，緩和ケアの質評価のすべて
のドメインの得点が有意に改善した。緩和ケア病棟で
は，7ドメインのうち 5ドメインで有意に改善し，2
ドメインでも改善する傾向であった。自宅ではいずれ
もドメイン得点に有意な変化はなかったが，介入前か
ら高い水準であった。
4） quality of life のドメインごとの分析（付図 19，20，

21）

　病院では，「痛みが少なく過ごせた」「身体の苦痛が
少なく過ごせた」「穏やかな気持ちで過ごせた」「落ち
着いた環境で過ごせた」「家族や友人と十分に時間を
過ごせた」「充実した人生だと感じていた」について
前後で有意な改善が認められた。緩和ケア病棟では，
「身体の苦痛が少なく過ごせた」について介入前後で
有意な改善が認められた。自宅では，「望んだ場所で
最期を迎えられた」で介入前後で有意な改善が認めら
れた一方，「痛みが少なく過ごせた」は有意に低下し

図 76　緩和ケアの質評価・quality of life・満足度・介護負担の合計得点
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た。
　病院，緩和ケア病棟，自宅間での比較では，苦痛緩
和に関する「痛みが少なく過ごせた」「身体の苦痛が
少なく過ごせた」「穏やかな気持ちで過ごせた」項目
や「人として大切にされていた」は，病院で，緩和ケ
ア病棟・自宅に比較して有意に低く，緩和ケア病棟，
自宅では有意差がなかった。場所に関する「望んだ場
所で過ごせた」「望んだ場所で最期を迎えられた」「落
ち着いた場所で過ごせた」「家族や友人と十分に時間
を過ごせた」は，病院で緩和ケア病棟・自宅に比較し
て有意に低く，緩和ケア病棟に比較して自宅は有意に
高かった。「楽しみになるようなことがあった」は自
宅で，病院・緩和ケア病棟に比較して有意に高く，
「充実した人生だと感じていた」は自宅で，病院に比
較して有意に高かった。「人に迷惑をかけてつらいと
感じていた」は場所による差がなかった。
　頻度でみると，「身体の苦痛が少なく過ごせた」に
「ややそう思う」「そう思う」「とてもそう思う」と回
答した遺族は，病院 42％，緩和ケア病棟 66％，自宅
58％；「穏やかな気持ちで過ごせた」と回答した遺族
は病院 43％，緩和ケア病棟 62％，自宅 65％であった。
「望んだ場所で過ごせた」と回答した遺族は，病院
46％，緩和ケア病棟 58％，自宅 93％；「望んだ場所で
最期を迎えられた」と回答した遺族は病院 37％，緩
和ケア病棟 51％，自宅 92％であった。「家族や友人と
十分に時間を過ごせた」と回答した遺族は，病院
50％，緩和ケア病棟 70％，自宅 79％；「充実した人生
だと感じていた」と回答した遺族は病院 45％，緩和
ケア病棟 64％，自宅 63％であった。

考　察

　介入前後での遺族の緩和ケアの質評価，満足度，遺
族の代理評価による患者の quality of life は，効果量
が 0.2 前後の有意な変化がみられた。変化は，緩和ケ
アの質評価のほとんどのドメイン，ADLに関連する
項目を除く quality of life のほとんどのドメインで一
貫して認められた。場所ごとでは，総じて，病院，緩
和ケア病棟で介入前後の改善がみられ，自宅では介入
前から高水準で推移した。対照群がないので介入の効
果を結論することはできないが，少なくとも，対象地
域において，終末期がん患者の緩和ケアに関するアウ
トカムは，①病院，緩和ケア病棟でのアウトカムが改

善すること，②介入前から高水準であった自宅に移行
する患者の頻度が増えたこと，の 2つを通して，改善
傾向にあると考えられた。
　また，介護負担が全体，死亡場所ごと（病院，緩和
ケア病棟，自宅）のいずれであっても介入前後での有
意な変化がなかったこと，「望んだ場所で最期を迎え
られた」と回答した遺族が自宅ではほとんどであった
こと（自宅 92％ vs. 病院 37％，緩和ケア病棟 51％）
は，本研究でみられた自宅死亡の増加が介入により患
者，家族の希望に逆らった在宅移行がもたらされた結
果ではなく，患者，家族の希望に沿って在宅意向が促
進されたものであることを支持するものである。
　遺族からみた緩和ケアの質に改善が必要であるとし
た理由は，「医師は対処しているが苦痛が取りきれな
い」「診察に十分な時間がない」が主であった。すな
わち，医師は苦痛に心がけて対応しているが，実際に
苦痛が緩和されないかと考えている遺族が多く，また
は，診察に十分な時間がないこと考えている遺族が若
干いることが示唆された。対応としては，十分な診察
時間の確保，担当医師が苦痛緩和できなかった場合の
専門緩和ケアサービスへのアクセスの保証，終末期患
者で頻度が高いにもかかわらず現在の手段では十分に
緩和されないことが示されている苦痛（せん妄，呼吸
困難，倦怠感など）に対する新しい緩和治療の開発な
どが考えられる。
　専門緩和ケアサービスを利用しない理由は，「受診
を勧められていない・受診方法が分からない」であっ
た。患者・家族が専門的緩和ケアサービスの適応を判
断することは難しく，また，患者・家族の希望により
受診するより主治医等の紹介による受診が主流である
こと，地域内の施設によっては専門緩和ケアサービス
を利用できない環境（中小病院，自宅など）があるこ
とが理由であると考えられる。主治医などによる専門
緩和ケアサービスの紹介基準の明確化，電話・メール
などを含む地域緩和ケアサービスの普及が有効である
可能性がある。
　患者が希望していた自宅で過ごせなかった理由は，
「苦痛緩和ができなかった」「病状が予測より早く進ん
だ」「急変時や夜間の対応が心配だった」が主であり，
「医師から在宅の説明を聞かなかった」「診療所・訪問
看護がなかった」は少なかった。自宅での症状緩和，
時間外の対応の向上，予後の適切な見通しと先を見通
した丁寧な相談がさらに自宅で過ごせる患者数を増や
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すためには必要であると考えられる。これらは概念と
してはすでに抽出されている要因であるので，今後は，
どのような苦痛がどのような治療をしても緩和できな
かったのか，なぜ病状の予測より早く進行したのか
（医師は予測していたが家族の気持ちがついていけな
かったのか，医師が予測していなかったのか），急変
時や夜間の対応として何がどう心配だったのか（実際
に体制を組んで対応しても心配だったのか，体制が組
めなかったのか）などを詳細に検討することで具体的
な対策を提案することができると思われる。
　絶対値でみると，緩和ケアの質評価は比較的評価は
良く，「医師はつらい症状に速やかに対処している」
に対して，改善の必要性が「ほとんどない」「まった
くない」としたものは 64％，改善の必要性が「ある」
「かなりある」「大いにある」としたものは 17％であ
った。「希望がかなえられるように医師や看護師は努
力している」に対して，改善の必要性が「ほとんどな
い」「まったくない」としたものは 61％，改善の必要
性が「ある」「かなりある」「大いにある」としたもの
は 18％であった。一方，quality of life については，
「身体の苦痛が少なく過ごせた」に対して，「とてもそ
う思う」「そう思う」「ややそう思う」としたものは
51％であったが，「まったくそう思わない」「そう思わ
ない」「ややそう思う」としたものも 31％であった。

「穏やかな気持ちで過ごせた」に対して，「とてもそう
思う」「そう思う」「ややそう思う」としたものは
52％であったが，「まったくそう思わない」「そう思わ
ない」「ややそう思う」としたものも 26％であった。
緩和ケアの質に改善が必要であるとした理由が，「医
師や看護師は対応しているが緩和が不十分であった」
が多かったことと合わせて，個々の医師・看護師は努
力しているにもかからず，苦痛の緩和は不十分である
ことが推測される。
　以上より，介入前後で遺族の緩和ケアの質評価，満
足度，終末期患者の quality of life は効果量としては
小さいが統計学的に有意な改善が認められた。全体と
しての改善は，病院，緩和ケア病棟による緩和ケアの
質の改善と，自宅で過ごす患者の増加によると考えら
れた。しかし，絶対値でみると，自宅療養期間を含む
quality of life には改善の余地がみられ，専門緩和ケ
アサービスの満たされていないニードも約 20％ある
と推計された。これ以上の改善には，十分な診察時間
の確保，担当医師が苦痛緩和できなかった場合の専門
緩和ケアサービスへのアクセスの保証，現在の手段で
は十分に緩和されない苦痛に対する新しい緩和治療の
開発，自宅での症状緩和と時間外の対応の向上，予後
の適切な見通しとそれを考慮に入れた丁寧な相談が必
要である。
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付図 17　死亡場所別の緩和ケアの質評価の変化（1）

e．患者への説明
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付図 18　死亡場所別の緩和ケアの質評価の変化（2）
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付図 19　死亡場所別の quality of life の変化（1）
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a．楽しみになるようなことがあった
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b．家族や友人と十分に時間を過ごせた
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付図 20　死亡場所別の quality of life の変化（2）
e．他人に迷惑をかけてつらいと感じていた
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目　的

　本研究の目的は，①介入前後での医師の知識，困難
感，実践の変化を明らかにすること，②プロジェクト
への参加の有無・程度と知識，困難感，実践の変化と
の関係を探索すること，③医師の属性（経験年数，専
門，勤務場所，地域）による変化の違いを探索するこ
と，④プロジェクト・緩和ケアチーム・退院前カンフ
ァレンスへの参加の程度と不参加の理由を明らかにす
ること，⑤全国で取得された医師の緩和ケアに関する
知識との比較を行うこと，⑥医師の体験した変化と，
属性（地域，OPTIMプロジェクトへの参加の有無）
による変化の違いを探索すること，⑦医師の体験した
緩和ケア・在宅医療の阻害要因を記述し地域間の比較
を行うこと，である。

解　析

　介入前後での知識，困難感，実践の尺度合計得点を
対応のない Student t検定で比較した。次に，それぞ
れの下位尺度得点を対応のない Student t検定で比較
した。各尺度の代表的な項目について，度数分布の前
後での変化を算出した。
　プロジェクトへの参加の有無・程度と知識，困難感，
実践の変化との関係を探索するために，①プロジェク
トへの参加の有無（参加したもの：「講習会に参加し
たり，配布された資料を読んだりした」と「企画，運
営の一部に参加した」と回答したもの vs. 参加しなか
ったもの：「まったく関わったことがない」「参加した
ことはない」「知らない」 と回答したもの），および，
②参加の程度（緩和ケアセミナー・多職種連携カンフ
ァレンスの参加回数がなし，1回，2～5回，6～10 回，
11 回以上，と回答したもの）それぞれで，知識，困
難感，実践の尺度合計得点を算出した。介入後調査の
数値を用いて，Student t検定または一元配置分散分

析（post-hoc test としてTukey test）で比較した。
　医師の属性（経験年数，専門，勤務場所，地域）に
よる変化の違いをみるために，経験年数は 10 年未満，
10 年以上 20 年未満，20 年以上の 3群；専門は一般内
科，外科（外科，呼吸器外科，消化器外科），呼吸器
内科・消化器内科，婦人科，泌尿器科，耳鼻科，血液
内科・腫瘍科（血液内科，臨床腫瘍科，化学療法科，
放射線治療科，乳腺科）の 7群；勤務場所はがん診療
連携拠点病院，がん診療連携拠点病院以外の病院，在
宅療養支援診療所，在宅療養支援診療所以外の診療所
の 4群に分けて，知識，困難感，実践の尺度合計得点
を前後で Student t検定を行い，図示した。有意水準
は P＝0.01 とした。
　OPTIMプロジェクト・緩和ケアチーム・退院前カ
ンファレンスへの参加の程度と不参加の理由は，度数
分布を算出した。
　全国で取得された医師の緩和ケアに関する知識との
比較については，疼痛・オピオイドの知識について，
2008 年に日本医師会により実施された「がん医療に
おける緩和ケアに関する医師の意識調査」の数値，
WHO方式がん疼痛治療法の認知について 2008 年に
厚生労働省によって実施された「終末期医療に関する
調査」の数値と比較したが，背景の違いなどはあるた
め検定は行わなかった。
　医師の体験した変化，医師の体験した緩和ケア・在
宅医療の阻害要因については度数分布を算出し，地域
間の比較検定を行った。各項目の「思わない（1）」～
「そう思う（5）」の回答の平均得点として一元配置の
分散分析を行った後 post-hoc test としてTukey test，
または，2区分変数に対してはχ2 検定を行った。

F．医師の緩和ケアに関する
知識・困難感・実践の変化

1）筑波大学 医学医療系 臨床医学域，2）聖隷三方原病院 緩和支持治療科

木澤義之 1），森田達也 2）
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結　果

1． 介入前後での医師の知識，困難感，実践の 
変化

　医師の知識，困難感，実践の変化を表 39に示す。
1）尺度全体での変化

　4地域合計で，医師の知識，困難感，実践の尺度得
点は介入前と比較して介入後では有意に改善した（図
77）。変化量（effect size）は実践では 0.17 と小さか
ったが，知識では 0.30，困難感では 0.52 であった。
2）下位尺度ごとの変化

　知識では，理念は介入前から約 90％の医師が正し
い知識を持っていた（図 78）。疼痛・オピオイドに関
する知識の正解率は約 70％から約 80％に，消化器症
状については約 60％から約 70％に改善した。困難感

では，すべての下位尺度で改善が認められたが，症状
緩和，患者・家族とのコミュニケーションの変化量は
比較的小さく，地域連携，専門家の支援の改善が大き
かった（ES, 0.63, 0.49）。
3）項目ごとの変化

　各尺度の代表的な項目の度数分布の変化を図 79に
示す。「症状緩和に関して，相談できる緩和ケアの専
門家がいない」（専門家の支援），「がん患者が在宅療
養に移行するための病院，診療所，訪問看護ステーシ
ョン，ケアマネジャーなどとの間でのカンファレンス
がない」（地域連携）の項目では，「よく思う」「非常
によく思う」と回答した医師が，それぞれ 24％から
10％，37％から 16％に減少した。

表 39　介入前後での医師の知識，困難感，実践の変化

介入前（n＝911） 介入後（n＝706） effect size P

知識
　理念
　疼痛・オピオイド
　消化器症状

　72 ± 23％
　89 ± 28％
　71 ± 28％
　64 ± 29％

　78± 20％
　92± 25％
　78± 25％
　71± 27％

0.30
0.11
0.28
0.26

＜0.001
0.025
＜0.001
＜0.001

困難感
　症状緩和
　専門家の支援
　医療者間のコミュニケーション
　患者・家族とのコミュニケーション
　地域連携

2.7 ± 0.80
2.9 ± 0.98
2.4 ± 1.2　
2.5 ± 1.0　
2.7 ± 0.94
3.0 ± 1.1　

　2.3 ± 0.75
　2.8 ± 0.98
1.8 ± 1.1
　2.1 ± 0.97
　2.5 ± 0.92
2.3 ± 1.1

0.52
0.18
0.49
0.37
0.22
0.63

＜0.001
＜0.001
＜0.001
＜0.001
＜0.001
＜0.001

実践
　疼痛
　コミュニケーション

3.6 ± 0.79
3.4 ± 1.0　
3.8 ± 0.80

　3.7 ± 0.77
3.6 ± 1.0
　3.9 ± 0.80

0.17
0.20
0.08

0.001
＜0.001
0.095

　 知識は Palliative care Knowledge Test の理念（2項目），疼痛・オピオイド（6項目），消化器症状（3項目）の 3下位尺度の正解率（0～
100％）。困難感は Palliative care Difficulties Scal の症状緩和，専門家の支援，医療者間のコミュニケーション，患者・家族とのコミュニ
ケーション，地域連携の下位尺度（1～5点で得点が高い方が困難感が高いことを示す）。実践は Palliative care Self-reported Practice 
Scale の疼痛，コミュニケーションの下位尺度（1～5点で得点が高い方が緩和ケアに対する実践が望ましいことを示す）。

図　77　医師の知識・困難感・実践の変化
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図　78　下位尺度ごとの変化
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2． OPTIM プロジェクトへの参加の有無・程度と
知識，困難感，実践の変化との関係

　706 名中 296 名（42％）が OPTIMプロジェクトに
参加しなかったと回答したが，325 名（46％），67 名
（9.5％）がそれぞれ，「講習会に参加したり，配布さ
れた資料を読んだりした」「企画，運営の一部に参加
した」と回答した。OPTIMプロジェクトに参加した
医師としなかった医師の背景を表 40に示す。OPTIM
プロジェクトに参加した医師は臨床経験年数とがん患
者の看取り数が有意に多かったが，勤務場所，専門科，

がん患者の診療経験数に有意差はなかった。
1）OPTIMプロジェクトへの参加の有無による比較

　OPTIMプロジェクトが設定した講習会に 1回以上
参加したものでは，参加しなかったものに比較して，
知識，困難感，実践のいずれも有意に改善していた
（図 80）。知識と実践は参加しなかった医師では介入
前と変わらなかったが，参加した医師では改善がみら
れた。困難感は参加していない医師でも改善がみられ
たが，参加した医師ではより改善が認められた。

表 40　プロジェクトに参加した医師の背景（％）

参加した
（n＝392）

参加しなかった
（n＝296）

P

勤務場所
　病院医師
　診療所医師

67（n＝261）
33（n＝131）

  72（n＝214）
28（n＝82）

0.11

臨床経験年数 22±10 18±12 ＜0.001

専門
　一般内科
　外科
　呼吸器科・消化器科
　婦人科
　泌尿器科
　耳鼻科
　血液内科・腫瘍科

30（n＝117）
27（n＝104）
15（n＝58）　
6.1（n＝24）　
4.3（n＝17）　
3.3（n＝13）　
5.9（n＝23）　

22（n＝64）
24（n＝70）
16（n＝48）
8.1（n＝24）　
4.7（n＝14）　
5.7（n＝17）　
6.1（n＝18）　

0.23

年間に診療したがん患者数
　～9人
　10～49人
　50人～

30（n＝119）
31（n＝123）
38（n＝147）

  34（n＝100）
33（n＝98）
33（n＝98）

0.43

年間に看取ったがん患者数
　なし
　1～9人
　10～49人
　50人～

19（n＝74）　
56（n＝220）
21（n＝84）　
3.3（n＝13）　

29（n＝85）
  53（n＝158）
16（n＝47）
1.7（n＝5）　

0.008

図　80　プロジェクトへの参加の有無による比較
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2）OPTIMプロジェクトへの参加の程度による比較

　緩和ケアセミナー・多職種連携カンファレンスへの
参加回数による比較では，参加回数が多くなるほど，
知識，困難感，実践のいずれも改善した（図 81）。

3．医師の属性による変化の違い
1）経験年数による比較

　経験年数では，経験年数が 10 年未満の医師では知
識，困難感，実践のいずれとも変化は有意ではなかっ
たが，困難感が低く，知識，実践の得点は高かった
（図 82）。一方，臨床経験が 20 年以上の医師では困難
感が高く，知識，実践の得点が低かったが，前後の改
善は有意であった。
2）専門科による比較

　専門科では，知識で一般内科，外科，耳鼻科での変
化が有意であった（図 83）。腫瘍科，呼吸器科・消化

器科，婦人科の医師の変化は有意ではなかったが，も
ともとの尺度得点が高かった。困難感では，すべての
群で同じ傾向の改善が認められ，耳鼻科の医師を除く
すべての専門で有意な改善が認められた。実践ではす
べての専門家で変化は有意ではなかった。
3）勤務場所による比較

　勤務場所ごとの比較では，知識で病院医師の変化が
有意であったが，診療所医師の変化も改善する傾向が
認められた（図 84）。困難感はすべての勤務場所の医
師で前後で有意に改善した。在宅療養支援診療所では
ない診療所医師では，前後での改善が認められたが，
困難感が高く，知識，実践の得点が低かった。
4）地域による比較

　地域別では，知識の変化は柏地域，浜松地域で，実
践の変化は鶴岡地域，長崎地域で有意であった（図
85）。困難感はいずれの地域でも前後で有意に改善し

図　81　プロジェクトへの参加の程度による比較
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た。知識，困難感，実践のいずれも全ての地域でほぼ
同じ傾向が認められた。

4． OPTIM プロジェクト・緩和ケアチーム・退院
前カンファレンスへの参加の程度と不参加の
理由

　介入 4地域全体としては，OPTIMプロジェクトは
約半数の医師に認知されており，約半数が緩和ケアセ
ミナーや多職種連携カンファレンスなどOPTIMプロ
ジェクトの介入に参加した（表 41）。緩和ケアチーム
を利用したことがあるものはいずれの地域でも約
70％であり，退院前カンファレンスに参加したことが
ある医師は約半数であった。

　地域別では，鶴岡地域の医師のOPTIMプロジェク
トの認知，参加率が高く，柏地域で低い傾向があった。
　緩和ケアセミナーや多職種連携カンファレンスなど
OPTIMプロジェクトの介入に参加しなかった理由は
「関心はあったが時間がなかった」が最も多く（47％），
次に，「知らなかった」（32％）であった（表 42）。緩
和ケアチームを利用しなかった理由は，「緩和ケアに
ついて困ることがなかった」が最も多く（62％），次
に，「困ることがあったが，知らなかった」（15％）で
あった。退院前カンファレンスに参加しなかった理由
は，「患者を担当しなかった」が最も多く（63％），次
に，「参加を依頼されなかった」（26％）であった。

図　83　医師の専門による比較
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図　85　地域による比較
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表 41　医師のプロジェクトへの参加の程度（％）

合計
（n＝706）

地域

鶴岡
（n＝51）

柏
（n＝202）

浜松
（n＝195）

長崎
（n＝258）

プロジェクトの認知

　知っている 52（n＝365） 92 34 59 52

　聞いたことがある 33（n＝235） 3.9 43 31 33

　知らない 13（n＝91） 0 22 9.2 11

プロジェクトへの参加

　企画や運営の一部に参加した 9.5（n＝67） 22 7.9 8.7 8.9

　プログラムに参加した 46（n＝325） 65 31 56 47

　参加していない 42（n＝296） 9.8 59 35 40

緩和ケアセミナー・多職種連携カンファレンスへの参加

　なし 47（n＝335） 18 61 49 41

　1回 16（n＝110） 14 17 18 13

　2～5回 23（n＝163） 33 16 23 27

　6回以上 6.7（n＝47） 16 2.5 4.1 10

　11回以上 5.0（n＝35） 16 2.5 5.1 4.7

緩和ケアチーム・緩和ケア外来の利用

　なし 28（n＝199） 29 31 26 27

　1～5人 36（n＝257） 51 29 34 41

　6～10人 14（n＝96） 7.8 13 15 14

　11人以上 19（n＝137） 7.8 25 24 14

退院前カンファレンスへの参加

　なし 45（n＝317） 35 61 44 35

　1～5回 40（n＝282） 49 28 43 46

　6～10回 8.1 （n＝57） 5.9 6.4 8.7 9.3

　11 回以上 4.7 （n＝33） 5.9 3.5 4.1 5.8
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表 42　医師のプロジェクトへの不参加の理由（％）

緩和ケアセミナー・多職種連携カンファレンス（n＝335）

　関心はあったが時間がなかった 47％（n＝158）

　知らなかった 32％（n＝106）

　知っていたが関心がなかった 16％（n＝52）

　相談できる人がいるので必要なかった 4.8％（n＝16）

緩和ケアチーム・緩和ケア外来の利用（n＝199）

　緩和ケアについて困ることがなかった 62％（n＝124）

　困ることがあったが，知らなかった 15％（n＝29）

　知っていたが，手続きが面倒だった 7.5％（n＝15）

　手続きは知っていたが，敷居が高かった 7.0％（n＝14）

　紹介したが患者・家族が希望しなかった 3.0％（n＝6）

退院前カンファレンス（n＝317）

　患者を担当しなかった 63％（n＝201）

　参加を依頼されなかった 26％（n＝81）

　依頼されたが時間がなかった 5.7％（n＝18）

　依頼されたが必要ないと思った 1.6％（n＝5）

表 43　緩和ケアに関する知識の比較：「がん医療における緩和ケアに関する医師の意識調査（2008 年）」との比較（％）

病院医師 診療所医師

全国（2008 年，
n＝45,012）

介入前（2008
年，n＝544）

介入後（2010
年，n＝486）

全国（2008 年，
n＝52,949）

介入前（2008
年，n＝367）

介入後（2010
年，n＝220）

理念

緩和ケアの対象は，根治的治療法の
ない患者のみである（誤）

87 91 94 71 79 83

緩和ケアは，がんに対する治療と一
緒には行わない（誤）

87 94 95 71 82 83

疼痛・オピオイド

疼痛治療の目標の 1つは，夜ぐっ
すりと眠れるようになることである
（正）

80 86 89 73 82 82

がん性疼痛が軽度の場合，医療用麻
薬よりもペンタゾシンを積極的に使
用すべきである（誤）

60 75 84 36 56 65

医療用麻薬を使用するようになると，
非ステロイド性消炎鎮痛薬は同時に
使用しない（誤）

73 91 96 48 69 73

医療用麻薬投与中にペンタゾシンや
ブプレノルフィンを投与すると，医
療用麻薬の効果を減弱することがあ
る（正）

49 78 81 23 44 47

医療用麻薬を長期間使用すると，薬
物中毒がしばしば生じる（誤）

61 77 84 36 55 66

医療用麻薬の使用は，患者の生命予
後に影響しない（正）

45 56 69 32 58 56

　 2008 年の日本医師会によって行われた全国調査との比較。病院医師はすべてのがん診療連携拠点病院，臨床研修病院と，病床群に応じて均等
に割りつけた 7,807 病院の 173299 名を対象とし，診療所医師は日本医師会の診療所医師の会員全員 94,224 名を対象とした。合計 267,523
名を対象として，97,961 名（36％）から回収を得た。
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5． 全国で取得された医師の緩和ケアに関する知
識との比較

　2008 年の「がん医療における緩和ケアに関する医
師の意識調査」と比較して，介入 4地域ではもともと
緩和ケアに関する正しい知識を持っている医師が多か
ったが，介入後にはさらに多くなった（表 43）。たと
えば，「医療用麻薬を長期間使用すると麻薬中毒が生
じる（誤）」について正しい回答をした医師は，2008
年の全国調査では病院医師の 61％，診療所医師の
36％であったが，介入後ではそれぞれ，84％，66％で
あった。
　2008 年の「終末期医療に関する調査」と比較して，
WHO方式がん疼痛治療法の認知は，全国調査，介入
前調査とも「よく知っている」と回答したものが
20％であったが，介入後は 30％に増加した（表 44）。
「ある程度知っている」「よく知っている」を合わせる
と，全国調査で 48％，介入前調査で 64％であったが，
介入後調査で 74％に増加した。

6．医師の体験した変化
　すべての地域を通じて，約 70％以上の医師が，「苦
痛のある患者なら緩和ケアチームに，在宅療養を考え
るなら退院支援部署に，早めに，相談しようと思うよ
うになってきた」（病院医師）「1人でなく，多職種の
チームで対応していこうと思うようになった」「患者
の希望や気持ちを聞き，価値観を大切にしようと思う

ようになった」「緩和ケアや在宅療養について意識し
て診療することが増えた」「患者だけでなく，家族の
希望や気持ちも聞くようになった」「緩和ケアについ
て相談できる人が増えてきた」「在宅移行する患者で
は，投薬など，患者・家族が自宅でもできるように，
入院中からできるだけシンプルにするようになった」
（病院医師）と回答した（表 45）。これらの変化は，
OPTIMプロジェクトに参加した医師では，参加しな
かった医師よりもすべての項目で有意に多く体験した
と回答した。
　地域別の比較で，そう思うと回答した医師の頻度に
有意差が見られた項目は，柏地域で「緩和ケアについ
て相談できる人が増えてきた」「経験的にあいまいに
行ってきた緩和ケアの裏づけとなる知識が増えた」
「地域の緩和ケアや在宅医療のリソースが分かってき
たので，具体的に患者・家族に説明できるようになっ
てきた」「がんでも希望すれば最期まで在宅で過ごせ
ると思うようになった」が少なかった。鶴岡地域では，
病院医師が「苦痛のある患者なら緩和ケアチームに，
在宅療養を考えるなら退院支援部署に，早めに，相談
しようと思うようになってきた」「在宅移行する患者
では，投薬など，患者・家族が自宅でもできるように，
入院中からできるだけシンプルにするようになった」
と回答した割合が少なかったが，診療所医師が「緩和
ケアの知識や技術，経験，サポートが増え，以前なら
受けるのにためらいのあったがん患者も受け入れやす

表 44　緩和ケアに関する知識の比較：「終末期医療に関する調査（2008 年）」との比較（％）

全国（2008 年，
n＝1,121）

介入前（2008
年，n＝911）

介入後（2010
年，n＝706）

WHO方式がん疼痛治療法について

　よく知っている 20 20 30

　ある程度知っている 28 44 44

　あることを知っている 24 23 23

　知らない 28 14 14

モルヒネの有効性や副作用を

　説明できる 36 32 40

　多少は説明できる 49 59 53

　説明できない 12 7.2 6.2

所属

　病院医師（緩和ケア病棟含む） 64 60 69

　診療所医師 33 40 31

　 2008 年の厚生労働省によって行われた全国調査との比較。病院医師は全国の病院から無作為に抽出された
病院 1,000 施設から医師 2名に依頼，診療所は都道府県ごとに 23施設合計 1,081 施設に依頼，緩和ケア病
棟は120全数の医師1名を対象とした。合計 3,201名が対象となり，1,121名（43％）から回収が得られた。
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表 45　医師の体験した変化

合計
（n＝706）

地域 プロジェクト参加の有無

鶴岡
（n＝51）

柏
（n＝202）

浜松
（n＝195）

長崎
（n＝238）

P
参加した
（n＝392）

参加しな
かった

（n＝296）
P

緩和ケアや在宅療養について意識
して診療することが増えた

68 69 61 73 76 0.055 78 55 ＜0.001

患者の希望や気持ちを聞き，価値
観を大切にしようと思うようにな
った

76 69 71 78 87 0.23 81 70 ＜0.001

患者だけでなく，家族の希望や気
持ちもきくようになった

73 61 69 76 83 0.10 78 67 ＜0.001

1 人でなく，多職種のチームで対
応していこうと思うようになった

77 76 75 77 84 0.75 83 69 ＜0.001

緩和ケアについて相談できる人が
増えてきた

67 75 58 70 75 0.004 75 56 ＜0.001

臨床経験や，マニュアル・講習会
などを通じて，経験的にあいまい
に行ってきた緩和ケアの裏づけと
なる知識が増えた

59 59 44 66 72 ＜0.001 75 39 ＜0.001

患者や家族から緩和ケアや在宅医
療について聞かれることが増えた

37 31 33 35 45 ＜0.001 44 27 ＜0.001

地域で緩和ケアに関わっている人
たちのうち，名前と顔，考え方が
分かる人が増え，連携がとりやす
くなってきた

44 55 33 44 53 ＜0.001 57 27 ＜0.001

地域の緩和ケアや在宅医療のリソ
ースが分かってきたので，具体的
に患者・家族に説明できるように
なってきた

48 55 34 52 58 ＜0.001 63 29 ＜0.001

普段は交流のない多職種や，多施
設の関係者で集まる機会が増えて
きた

37 47 24 39 47 0.17 49 22 ＜0.001

在宅移行する患者では，容態が変
わった時の対応や連絡方法を予め
決めるようになった

48 45 42 50 56 0.14 58 35 ＜0.001

実際に経験したり情報を得たりす
ることで，がんでも希望すれば最
期まで在宅で過ごせると思うよう
になった

58 55 49 66 66 0.009 68 46 ＜0.001

（病院医師のみ）苦痛のある患者
なら緩和ケアチームに，在宅療養
を考えるなら退院支援部署に，早
めに，相談しようと思うようにな
ってきた

81 68 80 88 88 0.003 88 80 ＜0.001

在宅移行する患者では，投薬など，
患者・家族が自宅でもできるよう
に，入院中からできるだけシンプ
ルにするようになった

66 39 66 79 68 0.001 76 60 ＜0.001

（診療所医師のみ）緩和ケアの知
識や技術，経験，サポートが増え，
以前なら受けるのにためらいのあ
ったがん患者も受け入れやすくな
った

40 68 26 44 44 0.020 57 19 ＜0.001

　「そう思う」「ややそう思う」と回答した医師の％を示す。
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くなった」と回答した割合が多かった。

7． 医師の体験した緩和ケア・在宅医療の阻害 
要因

　医師の 70％以上が，「患者が訴えた苦痛や心配にで
きるかぎり対応した」「患者に苦痛や心配があるか，
自分から尋ねるようにしていた」「患者だけでなく，
家族の心配や不安も聞くようにしていた」「患者・家
族が自宅で過ごしたいといった場合，できるだけ対応
した」「自宅で過ごしたいか，自分から尋ねるように
していた」，と回答した（表 46）。
　阻害要因として挙げられたものは，緩和ケアでは，
「患者の苦痛や心配は分かっても，対応する時間がな
かった」（28％），「苦痛や心配に対処したが，実際に

苦痛を和らげることはできなかった」（24％）が多く，
「苦痛の治療・緩和ケアを勧めても，患者が希望しな
かった」は少なかった。在宅医療では，「自宅で過ご
すことを勧めても，患者・家族が希望しなかった」
（38％）「希望があり苦痛は落ち着いていたが，介護す
る人がいなかった」（37％）「自宅で過ごす希望のあっ
た患者の病状が予測より早く進んだ」（31％）が多か
った。「自宅で過ごす希望のあった患者の苦痛緩和が
できなかった」は少なかった。
　地域別では，柏地域では，「自宅で過ごす希望があ
っても，診療所や訪問看護ステーションがなかった」
と回答した医師が多かった。柏地域，浜松地域では，
「がん緩和ケアにかかわらず，全般的に十分な診察時
間がとれなかった」と回答した医師が多かった。

表 46　医師の体験した緩和ケア・在宅医療の阻害要因

合計
（n＝706）

地域

鶴岡
（n＝51）

柏
（n＝202）

浜松
（n＝195）

長崎
（n＝238）

P

がん緩和ケアにかかわらず，全般的に十分な診察
時間がとれなかった

54 45 59 56 51 0.043

緩和ケアについて

患者が訴えた苦痛や心配にできるかぎり対応した 75 71 73 78 75 0.52

患者に苦痛や心配があるか，自分から尋ねるよう
にしていた

75 69 74 79 75 0.096

患者の苦痛や心配は分かっても，対応する時間が
なかった

28 29 28 29 27 0.99

苦痛や心配に対処したが，実際に苦痛を和らげる
ことはできなかった

24 24 25 23 25 0.90

苦痛の治療・緩和ケアを勧めても，患者が希望し
なかった

7.2 7.8 7.4 4.6 8.9 0.54

患者だけでなく，家族の心配や不安も聞くように
していた

70 73 62 76 71 0.080

在宅医療について

患者・家族が自宅で過ごしたいといった場合，で
きるだけ対応した

78 75 72 84 78 0.028

自宅で過ごしたいか，自分から尋ねるようにして
いた

71 61 68 74 72 0.18

自宅で過ごす希望のあった患者の病状が予測より
早く進んだ

31 25 29 33 33 0.052

自宅で過ごす希望のあった患者の苦痛緩和ができ
なかった

16 16 18 14 17 0.89

自宅で過ごす希望があっても，診療所や訪問看護
ステーションがなかった

13 7.8 20 8.7 12 0.013

希望があり苦痛は落ち着いていたが，介護する人
がいなかった

37 35 39 38 34 0.60

自宅で過ごすことを勧めても，患者・家族が希望
しなかった

38 39 41 36 37 0.87

　「そう思う」「ややそう思う」と回答した医師の％を示す。P＜0.05 かつ 10％以上の絶対値の差があるものを太字として示した。
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考　察

　本研究では，緩和ケアの地域介入プロジェクトが医
師に及ぼす影響について重要ないくつかの知見を得た。
　最も重要な知見は，地域全体に対して教育，ネット
ワーキング，専門家からの支援を含むプロジェクトの
介入により，地域全体でみた医師の知識，困難感，実
践が改善することが示されたことである。知識はもと
もと比較的高い水準であったものがさらに改善した。
困難感は介入前後での変化量が最も大きく，プロジェ
クトの一環として行われたプログラムが知識を得るた
めの教育として機能したばかりではなく，ネットワー
キングや専門家からの支援を含めて行われたことで，
個々の医師の困難感を改善したと考えられる。実践の
変化は小さかったが，もともとの水準が高かったため
変化が検出できなかった可能性がある。
　2つ目に重要な点は，プロジェクトへの参加の有無
や程度と，知識，困難感，実践の改善との関係が示さ
れたことである。プロジェクトへの参加の有無に加え
て，企画されたプログラムに参加した回数にほぼ比例
して，医師の知識，困難感，実践は改善していた。ま
た，医師自体が自覚した変化（「経験的にあいまいに
行ってきた緩和ケアの裏づけとなる知識が増えた」
「地域で緩和ケアに関わっている人たちのうち名前と
顔，考え方が分かる人が増え，連携がとりやすくなっ
てきた」など）もプロジェクトに参加した医師で変化
を多く体験していた。プロジェクトに参加する医師の
背景は参加しなかった医師に比較して経験年数が 4年
長く（18 年 vs. 22 年），看取った年間がん患者数が多
かったものの，大きな差はなかった。にもかかわらず，
参加の程度と改善の程度に強い相関が認められたこと
から，教育プログラムは複数回継続して行うことによ
ってより効果をもたらすことができることが示唆され
る。企画されたプログラムに参加しなかった理由を医
師の多くが，「時間がなかった」「知らなかった」とし
ていることから，複数回にわたって医師が継続的に参
加できるような時間的・物理的な保証とアナウンスが
重要であると考えられる。
　3つ目に重要な点はどのような領域での変化が大き
かったかが明らかになったことによって，プロジェク
トがもたらす効果に関する洞察を得ることができるこ
とである。領域別では，特に，地域連携，専門家の支
援，医療者間のコミュニケーションといったネットワ

ーキングに関する困難感の改善が大きく，次に，知識，
疼痛など症状緩和，患者・家族とのコミュニケーショ
ンに関するものであった。一方，「緩和ケアは終末期
に限ったものではない」といった理念についての知識
はもともとほとんどの医師が正しい認識をもっていた。
これらの知見から考えて，地域緩和ケアプロジェクト
が医師に及ぼす影響として最も大きいことは，ネット
ワーキングの改善により，地域連携，専門家からの支
援，医療者間のコミュニケーションが改善することで
あり，次に，基盤となる知識やスキルの習得であるこ
とが示唆される。逆にいえば，地域全体をみた場合に，
必ずしも，個々の医師の緩和ケアに関する知識や技術
を「完全なもの」にしておく必要はなく，基本的な知
識と技術を身につけることを目的として，やや専門的
な内容は専門家や多職種と協働することによって解決
可能となるようなネットワークの構築を求めることが
現実的であると考えられる。
　4つ目は，知識，困難感，実践，特に困難感の改善
は，医師の経験年数，専門，勤務場所，地域によって
ほぼ同じ傾向であったことから，プログラムの普遍性
が示唆されたことである。群別の前後での比較検定で
有意な変化でなくなる群は，対象数が少ないか，もと
もと得点が高いことが原因であると考えられる。
OPTIMプロジェクトで実施された介入は，医師の経
験年数，専門，勤務場所，緩和ケアに関する地域差に
かかわらず，一定の効果をもたらすことが予測される。
　5つ目は，介入前後のいずれとも，緩和ケアの知識
が少なく困難感が高いと考えられる医師の背景が明ら
かになったことである。すなわち，経験年数が 20 年
以上，一般内科を専門としている，在宅支援診療所で
はない診療所勤務である医師は緩和ケアに関する困難
感が高く，知識が少なかった。これらの医師のほとん
どは，主たる業務が一般内科の診療であると考えられ
るため，がん患者，緩和ケアを必要とする患者の診察
機会が少ないことが原因として考えられる。地域の単
位で考えた場合に，地域のすべての医師が一定以上の
緩和ケアの知識を有することを目的とすることは現実
的ではなく，医師がより相談しやすい看護師や薬剤師
を含むより大きなチームでサポートできる仕組みがあ
ればよいと考えられる。
　6つ目は，医師の知識について，ちょうど同じ時期
に行われた全国調査との比較が可能であったことであ
る。医師の抽出条件や背景に違いがあるので，単純な
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比較を行うべきではないが，いずれも，数年前に比べ
て医師の緩和ケア・がん疼痛についての知識や認識が
改善していることが示された。がん疼痛の緩和の障害
となっていることがしばしば挙げられている，「がん
疼痛に用いられた医療用麻薬が薬物中毒（精神依存）
を生じる」という誤解については，診療所医師の約
70％，病院医師の約 80％が正しい認識をもっている
ことが分かった。WHO方式がん疼痛治療法について
も「知らない」と答えた医師は 28％から 14％に半減
した。これはOPTIMプロジェクトの効果か，並行し
て行われている PEACEプロジェクトなど全国での取
り組みの効果かを区別することはできないが，いずれ
にしろ，わが国の医師の多くが緩和ケア・がん疼痛に
ついて正しい知識をもつ傾向にあることを強く示唆す
るものである。
　7つ目は，医師からみた緩和ケア・在宅療養の阻害
要因が明らかになったことである。医師の認識では，
緩和ケア，在宅療養のいずれもできる限り最大限取り
組んでいたと回答した。緩和ケアの阻害要因は，「患
者の苦痛や心配は分かっても，対応する時間がなかっ
た」「苦痛や心配に対処したが，実際に苦痛を和らげ
ることはできなかった」であり，在宅医療の阻害要因
は，「自宅で過ごすことを勧めても，患者・家族が希

望しなかった」「希望があり苦痛は落ち着いていたが，
介護する人がいなかった」「自宅で過ごす希望のあっ
た患者の病状が予測より早く進んだ」および「自宅で
過ごす希望があっても，診療所や訪問看護ステーショ
ンがなかった」（柏地域），であった。これらは，患
者・遺族・看護師など他の調査結果と照合することに
より，なぜ緩和ケア・在宅療養が希望に沿って提供さ
れなかったのかを解釈することに役立つと考えられる。

まとめ

　地域緩和ケアプロジェクトの介入前後で，介入 4地
域とも，医師の緩和ケアに関する知識，困難感，実践
は改善した。特に改善が大きかったのは，地域連携，
専門家の支援，医療者間のコミュニケーションなどネ
ットワークに関するものであった。改善は，教育プロ
グラムへの参加の程度と強く相関していた。
　地域緩和ケアプロジェクトの一環として行われるプ
ログラムに複数回医師が参加できる機会を保証するこ
とにより，ネットワーキングと基盤となる知識が整備
され，医師の知識，困難感，実践が改善すると考えら
れる。
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目　的

　OPTIMプロジェクトで行った介入である包括的地
域緩和ケアプログラムでは，緩和ケアの技術・知識の
向上や地域緩和ケアのコーディネーション・連携の促
進，緩和ケア専門家による診療・ケアの提供などが提
供された。
　本項では，介入地域内でがん患者のケアにあたる看
護師による緩和ケアに関する知識・困難感・実践の自
己評価の介入前後での変化を明らかにする。

対象・方法

　介入地域内のがん患者をケアする看護師を対象に，
自記式質問紙調査を行った。

1 ．調査対象
　対象施設は，地域責任者ががん患者を多く診療して
いると考える医療機関（病院，訪問看護ステーショ
ン）とし，できるかぎり多くの医療機関に調査参加を
依頼した。
　対象者は，調査対象施設に 1年以上継続して勤務し，
がん診療に携わる病棟・外来に配属されている常勤看
護師とした。

2 ．調査手順
　調査手順は，調査対象となった看護師に対し，調査
依頼状・趣意書（調査目的や方法などを説明）・自記
式の調査票を配布し，留め置き法により回収した。未
回答者への督促として，1カ月後に全対象者に対して
同様の調査依頼を行った。研究の同意は，調査票の回
収をもって参加同意とみなした。本研究は，がん対策
のための戦略研究倫理委員会の承認を得て実施した。
また，施設長が必要と判断した場合は各施設の施設内
倫理委員会の承認も得た。
　介入前調査は 2008 年 2～3 月に，介入後調査は

2011 年 1～3 月に実施した。

3 ．調査項目
　調査項目は，アウトカム変数（緩和ケアに関する知
識，困難感，実践のそれぞれの評価尺度），介入の曝
露，対象者背景であった。
　緩和ケアに関する知識の自己評価として，
Palliative Care Knowledge Test1） を 尋 ね た。
Palliative Care Knowledge Test は 5 ドメイン（理念，
疼痛・オピオイド，呼吸困難，せん妄，消化器症状）
20 項目から成り，各項目に対して「正しい」「間違っ
ている」「分からない」の 3件法で尋ねた。ドメイン
ごとの平均正答率と各項目の正答率を算出した。
　緩和ケアに関する困難感の自己評価として，
Palliative Care Difficulties Scale2） を 尋 ね た。
Palliative Care Difficulties Scale は 5 ドメイン（症状
緩和，専門家の支援，医療者間のコミュニケーション，
患者・家族とのコミュニケーション，地域連携）15
項目から成り，各項目に対して「1．思わない」～「5．
非常によく思う」の 5件法で尋ねた。ドメインごとの
平均得点と各項目の「4．よく思う」「5．非常によく
思う」の合算した割合を算出した。
　緩和ケアに関する実践の自己評価として，
Palliative Care Self-Reported Practices Scale2）を尋ね
た。Palliative Care Self-Reported Practices Scale は 7
ドメイン（疼痛，呼吸困難，せん妄，看取りのケア，
コミュニケーション，患者・家族中心のケア，口腔ケ
ア）19 項目から成り，各項目に対して「1．行ってい
ない」～「5．常に行っている」の 5件法で尋ねた。ド
メインごとの平均得点と各項目の「4．たいてい行っ
ている」「5．常に行っている」の合算した割合を算出
した。
　介入の曝露として，OPTIMプロジェクトの認知，
緩和ケアや在宅医療の講習会や連携の多職種集まりの
参加，OPTIMプロジェクトのホームページ・緩和ケ
アマニュアル・患者・家族用パンフレットや症状評価

G．看護師の緩和ケアに関する知識・困難感・実践の変化

1）東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学分野，2）㈱緩和ケアパートナーズ

佐藤 一樹 1），梅田 恵 2）
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ツール・情報共有ツールの利用を介入後調査の際に尋
ねた。
対象者背景として，性別，年齢，学歴（看護教育），
医療機関種別，緩和ケア病棟勤務経験，訪問看護勤務
経験，終末期がん患者ケア経験（今までの総計），が
ん患者ケア経験（今までの総計），緩和ケアに関する
卒後教育時間を尋ねた。

4 ．分　析
　緩和ケアに関する知識・困難感・実践の自己評価は，
全項目とドメイン別の平均得点について介入前後で比
較した。また，介入後の緩和ケアに関する知識・困難
感・実践の自己評価と介入の曝露との関連をDunnett
法による多重比較により分析した。これらの分析は，
地域・年齢・学歴・医療機関種別・緩和ケア病棟勤務
経験・終末期がん患者ケア経験で調整して行った。
　介入前後や曝露による変化の大きさの指標として，
効果量（Effect Size：ES＝平均値の差 / 標準偏差）
を算出した。効果量は，0.2 以上 0.5 未満を小さな効
果量，0.5 以上 0.8 未満を中程度の効果量，0.8 以上を
大きな効果量とする基準 3）が提案されている。本研
究は対象者数が多く解析結果が有意となりやすいため，
アウトカム変数に関する図表では P値ではなく効果
量を示す。

結　果

　調査施設は，介入前調査・介入後調査でそれぞれ，
病院 26 施設・22 施設，訪問看護ステーション 74 施
設・73 施設であった。調査施設の看護師 3,008 名・
3.156 名に対して調査票を配布し，2,684 名・2,596 名
から回答を得た。そのうち，がん患者のケア経験のな
かったものを除外し，2,378 名・2,236 名から有効回答
を得た。地域別の有効回答は，鶴岡地域 265 名・261
名，柏地域 590 名・623 名，浜松地域 891 名・699 名，
長崎地域 632 名・653 名であった。
　対象者背景を表 47に示す。介入前調査・介入後調
査でそれぞれ，女性が 96％・96％（P＝0.42），年齢
は 30 歳未満が 32％・30％，30 歳代が 34％・33％（P
＝0.03），学歴は専門学校・短期大学が 90％・87％，
医療機関種別はがん診療連携拠点病院が 57％・58％，
訪問看護ステーションが 7％・10％（P＝0.005），緩
和ケア病棟勤務経験が 9％・12％（P<0.001），今まで

の終末期がん患者ケア経験は 10 人未満が 15％・15％，
10～49 人が 43％・41％（P＝0.55）であった。

1 ． 緩和ケアに関する知識・困難感・実践の自己
評価の介入前後での変化

　緩和ケアに関する知識・困難感・実践の自己評価の
介入前後での変化を表 48に示す。
　緩和ケアに関する知識の正答率は，理念，疼痛・オ
ピオイド，呼吸困難，せん妄，消化器症状のすべての
ドメインと全項目の平均正答率で有意に改善していた
（P<0.001）。緩和ケアに関する困難感の自己評価は，
症状緩和，専門家の支援，医療者間のコミュニケーシ
ョン，患者・家族とのコミュニケーション，地域連携
のすべてのドメインと全項目の平均得点で有意に改善
していた（P<0.001）。緩和ケアに関する実践の自己評
価は，患者・家族中心のケア（P＝0.54）と口腔ケア
（P＝0.97）を除いた疼痛，呼吸困難，せん妄，看取り
のケア，コミュニケーションのドメインと全項目の平
均得点で有意に改善していた（P<0.001）。
　緩和ケアに関する知識・困難感・実践の自己評価の
介入前後での変化の大きさは，緩和ケアに関する知識
の全項目の平均正答率では ES＝0.46，緩和ケアに関
する困難感の自己評価の全項目の平均得点では ES＝
0.59，緩和ケアに関する実践の自己評価の全項目の平
均得点ではES＝0.13 であった。
　緩和ケアに関する知識・困難感・実践の自己評価の
介入前後での変化の地域間差は，緩和ケアに関する知
識の正答率（P<0.001）では有意な地域間での変化の
違いがみられた一方，緩和ケアに関する困難感（P＝
0.44）と実践（P＝0.58）の自己評価では有意な地域間
での変化の違いはみられなかった。緩和ケアに関する
知識の正答率の改善は，柏地域や長崎地域に対して鶴
岡地域や浜松地域の改善が有意に大きかった（いずれ
も P<0.001）。

2 ． 緩和ケアに関する知識の正答率の介入前後で
の変化の詳細

　緩和ケアに関する知識のドメイン別の介入前後での
変化の大きさは，理念 ES＝0.15，疼痛・オピオイド
ES＝0.39，呼吸困難 ES＝0.41，せん妄 ES＝0.28，消
化器症状 ES＝0.36 であった。項目別の介入前後での
変化を図 86に示す。
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3 ． 緩和ケアに関する困難感の自己評価の介入前
後での変化の詳細

　緩和ケアに関する実践の自己評価のドメイン別の介
入前後での変化の大きさは，症状緩和 ES＝0.24，専
門家の支援 ES＝0.58，医療者間のコミュニケーショ
ン ES＝0.42，患者・家族とのコミュニケーション ES
＝0.19，地域連携 ES＝0.60 であった。項目別の介入

前後での変化を図 87に示す。

4 ． 緩和ケアに関する実践の自己評価の介入前後
での変化の詳細

　緩和ケアに関する実践の自己評価のドメイン別の介
入前後での変化の大きさは，疼痛 ES＝0.13，呼吸困
難 ES＝0.10，せん妄 ES＝0.14，看取りのケア ES＝

表 47　対象者背景

介入前 介入後
P

n ％ n ％

地域

鶴岡 265 11 261 12 ＜0.001

柏 590 25 623 28

浜松 891 37 699 31

長崎 632 27 653 29

性別
男性 50 2 55 2 0.42

女性 2,292 96 2,151 96

年齢

30歳未満 751 32 669 30 0.03 

30～39歳 819 34 743 33

40～49歳 497 21 501 22

50 歳以上 291 12 310 14

学歴（看護教育）
専門学校・短大 2,137 90 1,953 87 0.005 

大学・大学院 232 10 277 12

医療機関種別

がん診療連携拠点病院 1,345 57 1,304 58 0.005 

拠点以外の病院 856 36 716 32

訪問看護ステーション 177 7 216 10

緩和ケア病棟勤務経験
なし 2,162 91 1,951 87 ＜0.001

あり 203 9 270 12

訪問看護勤務経験
なし 2,123 89 1,921 86 ＜0.001

あり 247 10 307 14

終末期がん患者ケア経験
（今までの総計）

なし 22 1 22 1 0.55

1～9人 330 14 322 14

10～49人 1,031 43 911 41

50 人～99人 488 21 495 22

100 人～ 491 21 466 21

がん患者ケア経験
（今までの総計）

1～9人 225 10 233 10 0.97

10～49人 641 27 575 26

50 人～99人 502 21 461 21

100 人～ 996 42 948 42

緩和ケアの卒後教育時間

なし 662 28 371 17 ＜0.001

1 時間以内 207 9 172 8

2～4時間 556 23 512 23

5 時間以上 935 39 1,164 52

　Wilcoxon 検定または c2 検定
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0.11，コミュニケーションES＝0.11，患者・家族中心
のケア ES＝0.04，口腔ケア ES＝－0.01 であった。項
目別の介入前後での変化を図 88に示す。

5 ． 介入後の緩和ケアに関する知識・困難感・実
践の自己評価と介入の曝露との関連

　介入後の緩和ケアに関する知識・困難感・実践の自
己評価と介入の曝露との関連を表 49に示す。緩和ケ
アに関する知識・困難感・実践の自己評価のいずれも，

表 48　緩和ケアに関する知識・困難感・実践の自己評価の介入前後での変化

介入地域全体 鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

平均
標準
偏差

効果量＊ 平均
標準
偏差

効果量＊ 平均
標準
偏差

効果量＊ 平均
標準
偏差

効果量＊ 平均
標準
偏差

効果量＊

緩和ケアに関する知識

【理念】
介入前 88％ 26％ 0.15 84％ 30％ 0.27 88％ 27％ 0.03 89％ 25％ 0.23 89％ 26％ 0.14 

介入後 92％ 23％ 92％ 23％ 89％ 27％ 94％ 19％ 93％ 23％

【疼痛・オピオイド】
介入前 52％ 28％ 0.39 46％ 28％ 0.62 50％ 30％ 0.26 51％ 28％ 0.55 59％ 27％ 0.25 

介入後 63％ 28％ 63％ 27％ 57％ 29％ 67％ 28％ 66％ 28％

【呼吸困難】
介入前 42％ 26％ 0.41 35％ 26％ 0.52 44％ 26％ 0.25 43％ 25％ 0.66 43％ 27％ 0.28 

介入後 53％ 29％ 49％ 30％ 50％ 28％ 60％ 28％ 50％ 28％

【せん妄】
介入前 37％ 29％ 0.28 31％ 27％ 0.40 37％ 30％ 0.26 38％ 28％ 0.44 39％ 29％ 0.01 

介入後 46％ 32％ 42％ 32％ 44％ 31％ 52％ 32％ 42％ 30％

【消化器症状】
介入前 52％ 29％ 0.36 49％ 30％ 0.46 54％ 30％ 0.23 52％ 29％ 0.51 52％ 29％ 0.29 

介入後 63％ 30％ 62％ 30％ 61％ 29％ 67％ 30％ 60％ 29％

全項目の平均正答率
介入前 51％ 20％ 0.46 45％ 20％ 0.66 50％ 22％ 0.31 51％ 19％ 0.69 53％ 20％ 0.31 

介入後 60％ 22％ 59％ 22％ 57％ 22％ 65％ 22％ 59％ 20％

緩和ケアに関する困難感

【症状緩和】
介入前 3.5 0.8 0.24 3.4 0.9 0.18 3.6 0.9 0.30 3.5 0.8 0.26 3.4 0.8 0.18 

介入後 3.3 0.9 3.3 0.9 3.3 0.9 3.3 0.9 3.2 0.9 

【専門家の支援】
介入前 2.9 1.3 0.58 3.6 1.1 0.87 3.3 1.3 0.62 2.7 1.3 0.63 2.5 1.2 0.52 

介入後 2.2 1.1 2.6 1.1 2.6 1.2 2.0 1.0 1.9 1.0 

【医療者間のコミュニケー
ション】

介入前 3.1 1.0 0.42 3.1 1.1 0.40 3.3 1.0 0.43 3.0 1.0 0.38 3.1 1.0 0.50 

介入後 2.7 1.1 2.7 1.0 2.8 1.0 2.6 1.1 2.6 1.0 

【患者・家族とのコミュニ
ケーション】

介入前 3.2 0.9 0.19 3.3 0.9 0.11 3.2 0.9 0.24 3.2 0.9 0.14 3.3 0.9 0.22 

介入後 3.1 1.0 3.2 0.9 3.0 1.0 3.1 1.0 3.1 0.9 

【地域連携】
介入前 3.0 1.2 0.60 3.2 1.2 0.71 3.3 1.1 0.64 3.0 1.1 0.58 2.8 1.1 0.61 

介入後 2.4 1.1 2.4 1.0 2.7 1.1 2.3 1.1 2.1 1.0 

全項目の平均得点
介入前 3.2 0.7 0.59 3.3 0.7 0.68 3.4 0.7 0.65 3.1 0.7 0.58 3.0 0.7 0.57 

介入後 2.7 0.7 2.8 0.7 2.9 0.7 2.7 0.7 2.6 0.7 

緩和ケアに関する実践

【疼痛】
介入前 4.0 0.8 0.13 3.8 0.8 0.14 4.0 0.7 0.08 4.1 0.7 0.17 3.9 0.8 0.17 

介入後 4.1 0.7 3.9 0.7 4.1 0.7 4.2 0.7 4.0 0.7 

【呼吸困難】
介入前 3.7 0.8 0.10 3.4 0.8 0.04 3.8 0.8 0.13 3.7 0.8 0.19 3.8 0.8 0.01 

介入後 3.8 0.8 3.5 0.9 3.9 0.8 3.9 0.8 3.8 0.8 

【せん妄】
介入前 3.1 0.9 0.14 2.7 0.8 0.27 3.4 0.9 0.11 3.1 0.9 0.18 3.2 0.9 0.05 

介入後 3.3 0.9 2.9 0.8 3.5 0.9 3.3 1.0 3.2 0.9 

【看取りのケア】
介入前 3.5 0.9 0.11 3.3 0.9 0.05 3.7 0.9 0.13 3.5 0.9 0.17 3.5 0.9 0.02 

介入後 3.6 0.9 3.3 0.9 3.8 0.9 3.7 0.9 3.6 0.9 

【コミュニケーション】
介入前 3.7 0.8 0.11 3.4 0.7 －0.00 3.8 0.7 0.16 3.8 0.8 0.19 3.6 0.7 0.05 

介入後 3.8 0.8 3.4 0.8 3.9 0.7 3.9 0.7 3.7 0.8 

【患者・家族中心のケア】
介入前 3.9 0.8 0.04 3.7 0.7 0.00 4.0 0.7 －0.00 3.9 0.8 0.17 3.9 0.8 －0.06 

介入後 3.9 0.8 3.7 0.8 4.0 0.7 4.1 0.8 3.8 0.8 

【口腔ケア】
介入前 3.9 0.9 －0.01 3.8 0.9 －0.08 4.0 0.9 －0.07 3.9 0.9 0.06 3.9 0.9 －0.00 

介入後 3.9 0.9 3.7 0.9 3.9 0.9 3.9 1.0 3.9 0.9 

全項目の平均得点
介入前 3.7 0.6 0.13 3.4 0.6 0.09 3.8 0.6 0.12 3.7 0.6 0.22 3.7 0.6 0.04 

介入後 3.8 0.6 3.5 0.6 3.9 0.6 3.8 0.6 3.7 0.7 

　＊　 効果量は介入前後での変化の大きさを表し，数値は以下のように解釈する。 
小さな効果量 :0.2 以上 0.5 未満，中程度の効果量：0.5 以上 0.8 未満，大きな効果量：0.8 以上
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図 86　緩和ケアに関する知識 20項目の正答率の介入前後での変化

【理念】

【疼痛・オピオイド】

【呼吸困難】

【せん妄】

【消化器症状】 

0 20 40 60 80 100 （％）

緩和ケアの対象は，根治的治療法のない患者のみである

緩和ケアは，がんに対する治療と一緒には行わない

疼痛治療の目標の 1つは，夜ぐっすりと眠れるようになることである

がん性疼痛が軽度の場合，医療用麻薬よりもペンタゾシンを積極的に
使用すべきである

医療用麻薬を使用するようになると，非ステロイド性消炎鎮痛薬
（NSAID s）は同時に使用しない

医療用麻薬投与中にペンタゾシンやブプレノルフィンを投与すると，
医療用麻薬の効果を減弱することがある

医療用麻薬を長期間使用すると，薬物中毒がしばしば生じる

医療用麻薬の使用は，患者の生命予後に影響しない

がん患者の呼吸困難はモルヒネで和らげることができる

疼痛に対して医療用麻薬を定期的に使用している場合，呼吸困難を緩和する
ために医療用麻薬を追加すると呼吸抑制が起こりやすい

患者の息苦しさと酸素飽和度は比例する

死亡直前に痰が喉元でゴロゴロいう時，抗コリン薬（臭化水素酸
スコポラミンや臭化ブチルスコポラミン）が有効である

死亡直前では，電解質異常や脱水を補正しない方が
苦痛が少なくなることがある

がん患者のせん妄の改善には，抗精神病薬が有効なことが多い

死亡直前に苦痛をやわらげることができる方法が，鎮静
（持続的な鎮静薬の投与）以外にはない患者がいる

終末期がん患者のせん妄はモルヒネが単独の原因
となっていることが多い

がんの終末期では，腫瘍によるカロリーの消費が増えるため
早期がんより多いカロリーを必要とする

末梢静脈が確保できなくなった場合，選択できる輸液経路は
中心静脈だけである

ステロイドはがん患者の食欲不振を緩和する

死亡が近い時期にある患者の口渇は，輸液で和らげることができない
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介入前と比較して介入の曝露が多いほど改善が大きか
った。緩和ケアに関する知識や実践では曝露がない群
では介入前との変化の効果量が「ごくわずか」～「小
さかった」のに対して，緩和ケアに関する困難感では
曝露がない群でも小さい～中程度の効果量が認められ
た。

考　察

　がん患者のケアに当たる看護師による緩和ケアに関
する知識・困難感・実践の自己評価は，介入地域全体
では介入前後でいずれも有意に改善した。緩和ケアに
関する知識では小さな改善，困難感では中程度の改善
であったのに対し，実践ではごくわずかな改善にとど
まった。OPTIMプロジェクトで行った包括的地域緩

図 87　緩和ケアに関する困難感 15項目の自己評価の介入前後での変化

【症状緩和】

0 20 40 60 80 100 （％）

がん性疼痛を緩和する方法の知識が不足している

呼吸困難や消化器症状を緩和する方法の知識が不足している

症状緩和について，必要なトレーニングを受けていない

症状緩和に関して，緩和ケアの専門家から支援を得ることが難しい

症状緩和に関して，相談できる緩和ケアの専門家がいない

在宅療養中に症状緩和をしたい時，相談できるところがない

医師・看護師間で，症状に対する評価方法が一致していない

医師・看護師間で，症状緩和のための一貫した目標を設定することが難しい

医師・看護師間で，症状緩和に関するコミュニケーションを
とることが難しい

患者から不安を表出された時，対応が難しい

家族から不安を表出された時，対応が難しい

患者が悪い知らせ（告知など）を受けた後，声のかけ方が難しい

がん患者が在宅療養に移行するための，病院，診療所，訪問看護
ステーション，ケアマネジャー等との間でのカンファレンスがない

がん患者の在宅療養に関する情報を得ることが難しい

病院，診療所，訪問看護ステーション，ケアマネジャー等との間で，
情報共有が難しい
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図 88　緩和ケアに関する実践 19項目の自己評価の介入前後での変化

【疼痛】

0 20 40 60 80 100 （％）

患者の疼痛を評価するため，患者に直接痛みの強さを聞く，もしくは
患者が答えられない場合には共通した評価手段を用いている

どんな時に疼痛が出現したのか，状況を把握している

鎮痛薬を臨時（レスキュー）で使用した場合，その効果を把握している

息苦しさを評価するため，患者に直接息苦しさの強さを聞く，もしくは
患者が答えられない場合には共通した評価手段を用いている

どんな時に息苦しくなるのか，状況を把握している

息苦しさを訴える患者に対して，体位の工夫・室温調整・換気など
環境を快適に保つようにしている

時計・カレンダーを置くなど，せん妄の予防・改善のケアをしている

せん妄症状を悪化させる不快な症状（尿意･便意･疼痛･不安など）
がないか，評価している

患者がせん妄になった時，家族がどう思っているか，聞いている

死が近づいてきた時，患者の身体的な苦痛の程度を
定期的に評価している

死が近づいてきた時，それまで行われてきた処置・対応について必要性を
評価している（体交，吸引，抑制，血液検査，尿測，点滴など）

死が近づいてきた時，家族がどんな心配を抱いているか，
定期的に聞いている

患者・家族と重要な話をする時，静かでプライバシーが
保てる場所で話をしている

患者に質問をする時，「何かご心配はありますか」
のような自由に回答できる質問にしている

患者・家族に質問を促すなどして，病状の理解度について確認している

患者・家族にとって大切なことは何か，知ろうとしている

患者・家族が何を希望しているか，知ろうとしている

患者・家族のつらさについて，少しでも分かろうとしている

口腔内の様子を定期的に観察し，清潔にしている
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和ケアプログラムは，がん患者をケアする看護師の緩
和ケアに関する知識や困難感に対して介入効果を示し
たと結論できる。
　緩和ケアに関する知識では，理念の効果量が 0.2 未
満で前後での変化がみられなかったが，理念以外のす
べてのドメインで小さな効果量を認めた。理念の正答
率は介入前調査で高かったため，効果量が小さかった
と考えられる。介入前調査では呼吸困難とせん妄に関
する知識の正答率が相対的に低かったが，介入後調査
で小さな改善にとどまった。OPTIMプロジェクトを
知っていることや講習会への参加，緩和ケアのマニュ
アル・患者・家族用パンフレット・症状評価ツールを
実際に使用するなど曝露が大きかった群では知識が大
きく改善しており，看護師の緩和ケアに関する知識を
改善できる介入であったと評価できる。しかし，地域

により知識の改善の程度に差があり，地域間での介入
のアドヒアランスの違いなど地域間差の生じた要因の
検討が必要である。
　緩和ケアに関する困難感では，専門家の支援と地域
連携に関する困難感が中程度改善し，症状緩和や医療
者間のコミュニケーションに関する困難感は小さく改
善した。介入の曝露が大きいほど介入効果が大きいこ
とは知識や実践での変化と同様であるが，緩和ケアに
関する困難感では介入の曝露がない場合にも小さく～
中程度改善したことが特徴的であった。包括的地域緩
和ケアプログラムにより地域内の緩和ケアの提供体制
が整備され，専門家の支援や地域連携の質が向上する
ことにより，直接介入の曝露を受けない場合でもがん
患者をケアする看護師の緩和ケアに関する困難感が改
善したと考えられる。

表 49　介入後の緩和ケアに関する知識・困難感・実践の自己評価と介入の曝露との関連

n ％

緩和ケアに関する
知識

緩和ケアに関する
困難感

緩和ケアに関する
実践

平均
標準
偏差

効果量
＊1 平均

標準
偏差

効果量
＊1 平均

標準
偏差

効果量
＊1

OPTIM プロジェクトの認
知

聞いたことがない 506 23％ 48 19 －0.12 2.9 0.7 0.30 3.6 0.6 －0.06 

聞いたことはある 751 34％ 56 21 0.27 2.8 0.7 0.50 3.7 0.6 0.01 

知っている 957 43％ 70 20 0.97 2.6 0.7 0.81 3.9 0.7 0.32 

緩和ケアや在宅医療の講習
会や連携の多職種集まりの
参加

0回 /3年間 1,215 54％ 54 21 0.14 2.8 0.7 0.43 3.7 0.6 0.00 

1 回 /3 年間 315 14％ 63 20 0.62 2.7 0.7 0.61 3.8 0.6 0.15 

2～5回 /3 年間 481 22％ 69 19 0.89 2.6 0.7 0.80 3.8 0.6 0.21 

6 回以上 /3年間 198 9％ 79 16 1.44 2.4 0.7 0.97 4.1 0.6 0.68 

OPTIM プロジェクトのホ
ームページの利用

見たことがない 1,691 76％ 57 21 0.30 2.8 0.7 0.52 3.7 0.6 0.02 

見たことはある 362 16％ 69 20 0.91 2.6 0.7 0.77 3.9 0.6 0.42 

実際に使用した 137 6％ 81 17 1.52 2.4 0.7 1.00 4.2 0.6 0.83 

緩和ケアマニュアルの利用
＊2

見たことがない 680 30％ 50 21 －0.04 2.9 0.7 0.32 3.6 0.7 －0.07 

見たことはある 701 31％ 57 20 0.30 2.7 0.7 0.60 3.6 0.6 －0.08 

実際に使用した 811 36％ 72 19 1.10 2.6 0.7 0.81 4.0 0.6 0.50 

患者用パンフレットや症状
評価ツールの利用＊3

見たことがない 1,032 46％ 52 21 0.08 2.8 0.7 0.44 3.6 0.6 －0.06 

見たことはある 596 27％ 62 21 0.58 2.7 0.7 0.59 3.7 0.6 0.08 

実際に使用した 563 25％ 73 19 1.12 2.5 0.7 0.86 4.0 0.6 0.55 

情報共有ツールの利用＊4 見たことがない 1,119 50％ 54 21 0.17 3.6 0.7 0.46 3.6 0.6 －0.04 

見たことはある 728 33％ 65 21 0.70 3.8 0.7 0.66 3.8 0.7 0.25 

実際に使用した 345 15％ 71 20 1.01 3.9 0.7 0.86 3.9 0.6 0.44 

　＊1 効果量は介入前と比較した変化の大きさを表し，数値は以下のように解釈する小さな効果量：0.2 以上 0.5 未満，中程度の効果量：0.5 以上         
0.8 未満，大きな効果量：0.8 以上

　＊2 緩和ケアマニュアル：「ステップ緩和ケア」
　＊3 患者用パンフレットや症状評価ツール：「医療用麻薬を初めて使用するとき」「これからの過ごし方について」「生活のしやすさに関する質問

票」など
　＊4 情報共有ツール：「わたしのカルテ」



Ⅱ．主 研 究

218

　緩和ケアに関する実践では，全体として介入により
改善をあまり得られなかった。ドメイン別や項目別で
も介入前後での実践の変化に大きな相違はなかった。
緩和ケアに関する知識と同様にせん妄に関する実践の
自己評価が相対的に低かったが，ほとんど改善しなか
った。また，講習会への参加，緩和ケアのマニュア
ル・患者・家族用パンフレット・症状評価ツールを実
際に使用するなど曝露が大きかった群では実践が少し
～中程度改善していた。曝露の大きかった看護師はも
ともと緩和ケアへの関心の高かった看護師である可能
性が高いものの，看護師の緩和ケアに関する実践を弱
く改善できる介入といえる。しかし，看護師の緩和ケ
アに関する実践を大きく改善するためには，OPTIM
プロジェクトで行ったマニュアルの配布や講習会の開
催，地域緩和ケアのコーディネーション・連携の促進
では不十分で，より強い介入が必要であることが示唆
された。

研究の限界

　本研究にはいくつか限界がある。第 1に，緩和ケア
に関する困難感や実践が看護師による自己評価であっ
たことである。自己評価と客観的に評価された緩和ケ
アの質は異なる可能性がある。第 2に，緩和ケアに関

する知識・困難感・実践の自己評価が高いことが
QOLなどの患者アウトカムを高めることは保証され
ていないことである。第 3に，調査手順の簡便化のた
めに介入前調査と介入後調査で同一の対象者を同定で
きない調査方法としたことである。そのため，統計解
析の検出力は低下し，また変化の関連要因の検討など
詳細な分析を行うことができなかった。しかし，簡便
な調査方法としたことで高い代表性をもつ大規模な調
査が実施できた。
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目　的

　地域のがん患者と患者の遺族の，緩和ケアについて
の知識，認識および地域で受けたがん治療に対する安
心感が，介入前後でどのように変化したのかを明らか
にすることである。

対　象

　介入 4地域において実施された患者調査，遺族調査
に参加し，調査票に回答した者を対象とした。各地域
の責任者が，がん患者を多く診療していると考える病
院・診療所に依頼し，各施設を通して調査への参加を
依頼した。
　患者調査は，4地域の外来進行がん患者を対象に実
施した質問紙調査（無記名，郵送法）として行い，介
入前調査（2008 年 4～7 月）859 名，介入後調査
（2011 年 4～7 月）857 名から回答を得た。質問票送付
数に対する返答率は，それぞれ，58％，57％であった。
　遺族調査は，当該地域において，介入前調査（2008
年 10～12 月）の前年度（2007 年 4 月～2008 年 3 月），
介入後調査（2011 年 10～12 月）の前年度（2010 年 4
月～2011 年 3 月）に死亡したがん患者の遺族を対象
とし，それぞれ，介入前調査時 1,110 名，介入後調査
1,137 名から回答を得た。返答率は，介入前調査 69％，
介入後調査 63％であった。

調査項目

　緩和ケアの認識については，緩和ケアについての認
識 3項目（「化学療法や放射線治療などのがんに対す
る治療と一緒に行う」「死期が迫っている患者のため
のものである」「痛みや苦痛を和らげる」），医療用麻
薬についての知識 2項目（「たいていの痛みを和らげ
ることができる」「麻薬中毒になったり，命を縮め
る」），在宅医療についての認識 5項目（「安心して過

ごせる」「病院と同じように苦痛を和らげることがで
きる」「急な変化があった時や夜間に対応できない」
「往診してくれる医師がいない」「家族への負担が大き
い」）について，「そう思わない（1）」から「とてもそ
う思う（5）」の 5件法で訊ねた。
　ケアの安心感については，Sense of Security Scale
を使用した。これは地域におけるがん診療についての
安心感について，「安心して病気の治療を受けられる」
「あまり苦しくなく過ごせると思う」「苦痛や心配には
十分に対処してもらえると思う」「いろいろなサービ
スがあるので安心だ」「安心して自宅で療養できる」
「希望すれば，自宅で最期まで過ごすことも可能だ」
の 6項目について「まったくそう思わない（1）」から
「とてもそう思う（7）」の 7段階で回答し，合計得点
（満点 42 点）を得るものである。

解　析

　4地域合計のデータをもとに，緩和ケアの認識，医
療用麻薬についての知識，在宅医療についての認識の
それぞれの項目得点，安心感尺度得点について前後で
比較を Student t-test を用いて行った。また，「とて
もそう思う」または「そう思う」と回答した者の割合
を求めた。地域間差については介入後の各項目得点，
尺度得点について，分散分析（post-hoc test, Scheffe 
test）を用いた。
　介入に対する暴露の程度については，認識や知識の
変化がどの程度異なるかを明らかにするため，ad-hoc
に啓発介入の程度をいくつかの群に分けて比較した。
まず，「市民対象の講演会に参加した」「ポスターなど
を見た（見た場所を覚えている）」「リーフレットをも
らって見た」のいずれかに該当する者を，介入への暴
露ありとした。さらに，A：市民講演会に 1回以上参
加したことがある，B：Aに該当せず，リーフレット
をもらって見た，C：A，Bに該当せず，ポスターを
見たことがある（場所を覚えている）または見たこと

H．患者・遺族の緩和ケアの知識・認識・安心感の変化

慶應義塾大学 環境情報学部

秋山 美紀
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がある（場所は覚えていない），D：いずれにも該当
しない，の 4群に分けた比較も行った。Student 
t-test，分散分析（post-hoc test, Scheffe test）を用い
た。有意水準は 0.05 とした。

結　果

1． 緩和ケアの認識，医療用麻薬についての知識，
在宅医療についての認識の介入前後での変化

　緩和ケアの認識のうち，「痛みや苦痛を和らげる」
について，患者調査では有意な変化が認められなかっ
た（平均スコア 3.87 → 3.86，効果量－0.01）のに対し，
遺族調査では，平均スコアが有意に増加（3.80 → 4.00，
効果量 0.21）し，「そう思う」「とてもそう思う」と回
答した者の割合が，後者では 67％から 76％へ増加し
た。「化学療法や放射線治療などのがんに対する治療
と一緒に行う」「末期が迫っている患者のためのもの
である」には，いずれの調査でも有意な変化は認めら
れなかった（図 89）。

　医療用麻薬についての知識については，「たいてい
の痛みを和らげることができる」には，患者，遺族と
も，有意な変化はなかったが，「麻薬中毒になったり，
命を縮める」は，遺族で平均スコアが有意に減少し
（2.81 → 2.61，効果量 0.20），「そう思う」「とてもそう
思う」と回答した者の割合が，24％から 19％に減少
した（図 90）。
　在宅医療についての認識については，「急な変化が
あった時や夜間に対応できない」が，患者調査では，
効果量は小さいものの有意に増加（3.55 → 3.68，効果
量 0.14）し，「そう思う」「とてもそう思う」と回答し
た者の割合が 51％から 55％へ増えたのに対し，遺族
調査では，平均スコア（3.74 → 3.51，効果量－0.23）
が有意に減少し，「そう思う」「とてもそう思う」と回
答した者の割合（65％→ 54％）も減少した。「往診し
てくれる医師がいない」については，患者調査では有
意な変化はなく，遺族調査で有意に減少した（平均ス
コア 3.53 → 3.06，効果量－0.46。「そう思う」「とても
そう思う」と回答した者の割合 54％→ 38％）（図 91）。
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図 89　緩和ケアについての認識の変化
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また，「家族への負担が大きい」「安心して過ごせる」
「病院と同じように苦痛を和らげることができる」に
ついては，患者調査では，いずれも有意な変化は認め
なかった（「家族への負担が大きい」：平均スコア 3.92
→ 3.95，「安心して過ごせる」： 3.44 → 3.53，「病院と
同じように苦痛を和らげることができる」：3.19 →
3.23）。一方，遺族調査では，「家族への負担が大き
い」は，平均スコアが 4.00 から 3.69 へ有意に減少
（効果量 0.31）し，「そう思う」「とてもそう思う」と
回答した者の割合（71％→ 55％）も減少した。「安心
して過ごせる」「病院と同じように苦痛を和らげるこ
とができる」については，平均スコア（2.96 → 3.34，
2.81 → 3.05），「そう思う」「とてもそう思う」と回答
した者の割合（30％→ 41％，24％→ 30％）ともに増
加した（図 91）。

2． 地域で受けたがん治療に対する安心感の介入
前後の変化

　安心感尺度得点の平均スコアは，患者調査（5.43 →
5.54），遺族調査（4.25 → 4.49）といずれも，介入前
後で有意に増加した。項目別には，「安心して病気の
治療を受けられる」に対して，「ややそう思う」「そう
思う」「とてもそう思う」と回答した者の割合が，患
者調査で 82％から 85％，遺族調査で 54％から 58％に
増加した。同様に，「あまり苦しくなく過ごせる」は，
患者調査 78％→ 83％，遺族調査 47％→ 47％，「苦痛

や心配には十分に対処してもらえると思う」は，患者
調査 78％→ 84％，遺族調査 51％→ 57％，「いろいろ
なサービスがあるので安心だ」は，患者調査 60％→
67％，遺族調査 43％→ 47％，「安心して自宅で療養で
きる」は，患者調査 74％→ 79％，遺族調査 20％→
23％であった。遺族調査のみの項目である「希望すれ
ば，自宅で最後まで過ごすことも可能だ」は，23％か
ら 30％へ増加した（図 92）。

3． 介入に対する曝露の程度と認識・知識との 
関連

　介入期間中，4地域平均で人口 100 人あたり，リー
フレットなどは 11 枚が配布され，市民対象の講演会
に参加したのは 0.57 人であった。また，患者調査で
は，ポスターなどを見た（見た場所を覚えている）者
の割合が 14％，リーフレットをもらって見た者の割
合が 16％であった。同様に，遺族調査では，ポスタ
ーなどを見た（見た場所を覚えている）者の割合は
23％，リーフレットをもらって見た者の割合は 24％
であった。
　介入への曝露と認識や知識の変化との関連について
は，介入に対する曝露がある方が，緩和ケアの認識の
うちの「末期の患者のためのものである」，医療用麻
薬に関する知識のうちの「麻薬中毒になったり，命を
縮める」が，患者調査でも遺族調査でも，有意に改善
していた（図 93，94）。この傾向は，曝露の程度を 4
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図 90　医療用麻薬についての知識
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図 91　在宅医療についての認識

そう思わない　　　　　　　あまりそう思わない　　　　どちらともいえない　　　　そう思う
とてもそう思う　　　　　　無回答

（％）0 20
③家族への負担が大きい

40 60 80 100

2007

（年）

（年）

2010

④安心して過ごせる

4 7 31 34 10 14

4 7 26 40 11 13

2007

（年）

2010

⑤病院と同じように苦痛を和らげることができる
a．患者調査

5 12 35 28 5 15

5 12 33 32 5 13

2007

2010

③家族への負担が大きい

52 14 41 30

8 20 38 19 11

2007

（年）

（年）

2010

④安心して過ごせる

11 18 33 23 7 8

6 11 30 29 12 11

2007

2010

（年）

⑤病院と同じように苦痛を和らげることができる
b．遺族調査

11 24 34 19 5 8

7 18 32 24 6 12

2007

2010

3

7

（％）0 20 40 60 80 100

（％）0 20 40 60 80 100

（％）0 20 40 60 80 100

（％）0 20 40 60 80 100

（％）0 20 40 60 80 100

33 16 40 24

42 15 40 25 14

15



4．結果（1）OPTIMプロジェクトは地域緩和ケアの何を変えたか？　アウトカム研究

223

図 92　安心感（分布）
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Ａ…市民講演会に「１回以上参加したことがある」と回答したもの（n＝40）
Ｂ…Ａに該当せず，リーフレットを「もらって見た」と回答したもの（n＝88）

Ｃ…Ａ，Ｂに該当せず，ポスターを「見たことがある（場所を覚えている）」
　　「見たことがある（場所は覚えていない）」と回答したもの（n＝127）
Ｄ…いずれにも該当しないもの（n＝416）

図 95　患者における介入への曝露の程度による比較（患者調査）
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図 96　遺族における介入への曝露の程度による比較（遺族調査）
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グループに分けた解析でも同様であった（図 95，96）。
また，在宅医療についての認識のうちの「急な変化が
あった時や夜間に対応できない」「往診してくれる医
師がいない」については，遺族調査において，介入へ
の曝露に応じて改善していた。

4． 各地域における介入前後での認識・知識， 
安心感の変化

　認識や知識の変化を地域ごとに評価した場合，患者
調査では，有意な変化はほとんど検出されたかったの
に対し，遺族調査では，「痛みや苦痛を和らげる」が
4地域すべてで改善していた。また，「末期の患者さ
んのためのものである」は，地域によって，異なる変
化が認められた。在宅医療についての認識においても，
患者調査では有意な変化はいずれの地域でも検出され
なかったが，遺族調査では，ほとんどすべての項目で，
有意な改善が認められた。安心感は，患者調査ではい
ずれの地域も有意な変化は認められず，遺族調査では，
いずれも改善傾向で，2地域で有意な変化であった。

考　察

　本研究の結果は，以下のように要約できる。
・緩和ケアの認識については，患者では介入前後で意
味のある変化はなかったのに対し，遺族では，「痛み

や苦痛を和らげる」が前後で改善した。
・医療用麻薬の知識についても，患者では介入前後で
意味のある変化はなかったのに対し，遺族では，「麻
薬中毒になったり，命を縮める」が有意に減少した。
・介入後において，依然，「麻薬中毒になったり，命
を縮める」に対して，「そう思う」または「とてもそ
う思う」と回答した者の割合は，患者 23％，遺族
19％であった。
・在宅医療についての認識も，患者では介入前後で意
味のある変化はなかったのに対し，遺族では，「急な
変化があった時や夜間に対応できない」「往診してく
れる医師がいない」「家族への負担が大きい」「安心し
て過ごせる」「病院と同じように苦痛を和らげること
はできない」が介入前後で改善した。
・安心感は，患者，遺族いずれでも，介入前後で有意
に改善した。ただし，患者では，介入前の平均値が
5.43 と，遺族の 4.25 より高く，変化量は小さかった。
介入後の安心感スコアの平均値は，患者 5.54，遺族
4.49 であった。
・介入により，患者の 10～20％程度，遺族の 20～
30％程度が何らかの曝露を受け，曝露を受けた群では，
認識・知識の改善が認められた。
・患者，遺族の認識や知識に関して，説明できる地域
間差はなかった。
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目　的

　本研究の主目的は，介入地域の患者・遺族・住民の
緩和ケアの準備性の度数分布の推移を知ることである。

対象・方法・調査項目

 患者・遺族・住民を対象とした質問紙調査を行い，
緩和ケアの準備性に関して質問した。
　緩和ケアへの準備性とは，The transtheoretical 
model の概念的枠組みに従って緩和ケアを利用するま
での患者の意思決定や関心に関する準備の段階を指す。
The transtheoretical model では，①まったく関心が
ない（前熟考期），②関心はあるが実行については考
えていない（熟考期），③なんらかの準備的取り組み
を始めている（準備期），④実際に移行した・利用し
ている（実行期），に分類することにより，段階に応
じた必要な情報内容や提供方法，情報提供が可能にな
ると考える。
　本研究では，緩和ケアへの準備性について「緩和ケ
アについて知らない」「地域で利用可能か知らない」
「知っているが関心がない」「関心はあるが現在は利用
するつもりはない」「現在利用について検討している」
「既に利用している」の 6つの選択肢から 1つの選択
を求める形態で尋ねた。

解　析

　「緩和ケアについて知らない」「地域で利用可能か知
らない」を「知らない」群，「知っているが関心がな
い」を「知っているが関心がない」群，「関心はある
が現在は利用するつもりはない」（遺族では「関心は
あったが利用するつもりはなかった」）を「関心はあ
るが利用していない」群，「現在利用について検討し
ている」（遺族では「申し込んだが利用できなかっ
た」）「既に利用している」を「利用した」群の 4群に

分けて集計した。度数分布を比較した。4地域合計の
データで分析を行った後，各地域ごとの分析を行った。
比較検定は行わなかった。

結　果

1．4地域全体での結果
　患者では，介入前後とも，「知らない」群が約 55％，
「関心はあるが利用していない」群が約 30％，「利用
した」群が約 10％，「知っているが関心がない」群が
約 5％であった（図 97）。
　遺族では，介入前後で，「知らない」群が 51％から
43％に減少し，「利用した」群が 29％から 38％，「関
心はあるが利用していない」群が 12％から 13％，「知
っているが関心がない」群が 6％から 8％に増加した
（図 98）。すなわち，「知らない」群が減少し，その減
少分がおおむね「利用した」群の増加につながった。
「関心はあるが利用していない」群，「知っているが関
心がない」群には変化がみられなかった。
　住民では，介入前後とも，「知らない」群が約 80％，
「関心はあるが利用していない」群が約 20％，「利用
した」群，「知っているが関心がない」群がそれぞれ
約 1～2％であった（図 99）。

2 ．地域ごとの分析（図 100）
　地域ごとの分析では，鶴岡地域の変化が大きかった。
遺族で「知らない」群が 73％から 51％に減少し，「利
用した」群が 13％から 22％に，「関心はあるが利用し
ていない」群が 8.3％から 20％に増加した。住民でも，
「知らない」群が 89％から 74％に減少し，「関心はあ
るが利用していない」群が 9.4％から 23％に増加した。
すなわち，緩和ケアに関して知らない患者・遺族・住
民が減少し，実際に利用したか，あるいは，利用はし
なかったが関心をもつ者が増加した。
　次に，浜松地域でも，遺族で「知らない」群が
51％から 43％に減少し，「利用した」群が 29％から

I．患者・遺族・住民の緩和ケアに関する準備性の変化

大阪大学 大型教育研究プロジェクト支援室

平井 啓
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41％に増加した。
　患者では，緩和ケアの準備性が高まった傾向が認め
られる地域もあったが，変化は小さかった。住民では，
鶴岡地域を除いて前後で大きな変化は見られなかった。
各地域ごとの分布の詳細は資料に示す。

考　察

　The transtheoretical model を概念的枠組みとした
啓発介入を行ううえでは，対象がどの準備状態にある
のかを把握することが重要である。なぜなら，「知ら
ない」群に対しては認知を促す比較的単純な介入が，
「関心はあるが利用していない」群に対しては「どの
ような段取りで利用したらいいか（いつどういう状況

図 97　緩和ケアの準備性の変化：患者（4地域全体）
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図 98　緩和ケアの準備性の変化：遺族（4地域全体）
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になったらどこに申し込みに行くかなどの具体的な手
順を整理するなど）」の介入が有効であると想定され
る。一方，「知っているが関心がない」群は，「どうし
て関心がないのか」に応じた患者個別の対応が必要で
あるが，緩和ケアではこの群は死に対する否認や防衛
が該当する可能性が高く，単なる「啓発」的介入では

かえって患者に有害な影響を及ぼす可能性がある。
　本研究において，実際に，緩和ケア利用数が特に増
加した鶴岡地域，浜松地域において，緩和ケアの準備
性の変化が認められたことや，実際に緩和ケアを必要
とする集団の方が必要としない集団よりも準備性が高
かった（住民より患者が，患者より遺族が高かった）

図 99　緩和ケアの準備性の変化：住民（4地域全体）
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ことは，緩和ケアの実際の利用を促すうえで，緩和ケ
アの準備性の概念は有用な概念的枠組みであることを
示唆する。
　本研究では，「知らない」群，「知っているが関心が
ない」群，「関心はあるが利用していない」群，「利用
した」群の患者，遺族，住民での度数分布と，介入前
後での分布の推移が得られたことは啓発介入に対する
示唆を与えるものである。患者では，「知らない」群
が 55％，「関心はあるが利用していない」群が 30％で
あることから，「（苦痛・つらさのある時には）緩和ケ
アが利用可能であることを伝えること」（すべてのが
ん患者に関係しうることである），「緩和ケアは具体的
にどのようなときにどうやって利用することができる
かを伝えること」が依然として主要な啓発介入である
ことを示す。
　一方，「知っているが関心がない」群は，患者調査
で 5％と少なかったことや，「知らない」群が減少し
た（鶴岡地域や浜松地域の）遺族調査や（鶴岡地域
の）住民調査の後調査において数％以下と大きな増加
がなかったことから，集団を対象とした啓発介入の対
象としては適切ではない。臨床的に「本来緩和ケアの
対象であるが，緩和ケアを希望されない患者」として
認識されうるこれらの患者に対しては，個々の理由が
複雑であることが予測されることと，絶対数が多くな
いことから考えて，画一的な啓発介入ではなく，患者

個々に対する個別の対応が必要である。
　本研究において研究計画としてThe transtheoretical 
model に基づいた啓発介入を予定していたが，実際に
は施設，環境，患者ごとに対象の準備状態を把握する
ことが困難であることと，複数のマテリアルを現場で
使い分けることが困難であったことから，結果的には
同じマテリアルを利用した一斉配布の介入となった。
今後も，啓発介入を行う場合に，患者個別の準備状態
を定量して介入を行うことは現実的ではないと考えら
れるが，病院の外来，住民など「対象を集団としてみ
た場合に，どの準備性に属する対象がどの程度いるの
か」を把握することを定期的に繰り返すことで，個々
の準備性には対応していないが，集団の中で最も多い
準備性に対した啓発マテリアルを作成することは可能
であり，重要であると考えられる。現在は，いずれの
集団でも，「知らない」群，「関心はあるが利用してい
ない」群が多いことから，緩和ケアの認知を促すとと
もに「いつどういう状況になったらどこに申し込みに
行くかなどの具体的な手順を整理する介入が有効であ
ると想定される。「知っているが関心がない」群は比
較的少数であるため，集団に対する介入ではなく，患
者個々への対応が必要である。今後，もしも「知って
いるが関心がない」群の増加がみられる場合には，理
由に応じた啓発介入が必要になるかもしれない。
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目　的

　本研究の主目的は，介入地域の住民の，緩和ケアの
認識，医療用麻薬についての知識，在宅医療について
の認識の介入前後での変化を明らかにすることである。
副次的目的として，介入地域の住民の，①介入に対す
る曝露の程度と曝露の程度と認識・知識との関連を探
索すること，②介入前後での変化の地域間差があるか
を探索すること，③安心感の変化を明らかにすること，
④ 3年間の変化の体験を明らかにすること，⑤国のが
ん対策やがん関連プロジェクトの浸透度を明らかにす
ること，⑥住民の希望する緩和ケアを表す言葉を探索
すること，である。

対象・方法

　介入 4地域の住民を対象として 2007 年，2010 年の
2回，2重層化無作為抽出法により抽出した市民各地
域 2,000 名（2007 年），1,000 名（2010 年）を対象に
質問紙調査を行った。2007 年の調査は，必要な介入
を決定するための予備調査と一部として行った。適格
基準は，介入地域の住民，40 歳以上 79 歳以下のもの
である。

調査項目

　緩和ケアの認識については，緩和ケアについての認
識 3項目（「化学療法や放射線治療などのがんに対す
る治療と一緒に行う」「死期が迫っている患者のため
のものである」「痛みや苦痛を和らげる」），医療用麻
薬についての知識 3項目（「たいていの痛みを和らげ
ることができる」「麻薬中毒になったり，禁断症状が
出る」「寿命を縮める」），在宅医療についての認識 6
項目（「急な変化があった時や夜間に対応できない」
「往診してくれる医師がいない」「病院と同じように苦
痛を和らげることはできない」「家族への負担が大き

い」「お金がかかる」「自分らしく自由に過ごせる」）
について，「当てはまらない（1）」から「とても当て
はまる（5）」で聞いた。
　緩和ケアの安心感については，Sense of security 
scale を使用した。これは地域でがん診療を受ける安
心感について，「安心して病気の治療を受けられる」
「あまり苦しくなく過ごせると思う」「苦痛や心配には
十分に対処してもらえると思う」「いろいろなサービ
スがあるので安心だ」「安心して自宅で療養できる」
の 5項目について「まったくそう思わない（1）」から
「とてもそう思う（7）」の 7段階で回答し，合計得点
を得るものである。

解　析

　介入 4地域合計のデータを基に，緩和ケアの認識，
医療用麻薬についての知識，在宅医療についての認識
のそれぞれの項目得点，安心感尺度得点について前後
での Student t─test を行った。介入に対する曝露の程
度については，ad─hoc に啓発介入の程度をいくつか
の群に分け，緩和ケアの認識，医療用麻薬についての
知識，在宅医療についての認識の程度を Student t─
test，c2 検定，または，分散分析（post─hoc test, 
Scheffe test）で比較した。この他は度数分布を求め
た。
　有意水準は 0.01 とし，effect size が 0.15 以上を意
味のある変化とした。

結　果

　2007 年 は 8,000 名 中 3,984 名（50 ％），2010 年 は
4,000 人中 1,435 名（36％）から回答を得た。対象者
の背景を表 50に示す。年齢，性別，居住期間に両群
に有意な差がみられなかった。

Ｊ．住民の緩和ケアに関する認識・知識・安心感の変化

大阪大学 大型教育研究プロジェクト支援室

平井 啓



4．結果（1）OPTIMプロジェクトは地域緩和ケアの何を変えたか？　アウトカム研究

235

主要評価項目

1． 緩和ケアの認識，医療用麻薬についての知識，
在宅医療についての認識の介入前後での変化

　緩和ケアの認識については，「化学療法や放射線治
療などのがんに対する治療と一緒に行う」が有意に減
少していたが効果量は小さかった（ES, －0.11, 図 101）。
「死期が迫っている患者のためのものである」「痛みや
苦痛を和らげる」には有意な変化がみられなかった。
　医療用麻薬についての知識については，「たいてい
の痛みを和らげることができる」に有意な変化はなか
ったが，「麻薬中毒になったり，禁断症状が出る」「寿
命を縮める」は有意に減少しており，効果量はいずれ
も－0.27 であった（図 102）。絶対数では，「麻薬中毒
になったり，禁断症状が出る」「寿命を縮める」に対
して「あてはまる」「とてもあてはまる」と回答した

住民が約 30％から約 20％に減少した。
　在宅医療についての認識については，「急な変化が
あった時や夜間に対応できない」（ES, 0.19），「往診し
てくれる医師がいない」（ES, 0.17），「病院と同じよう
に苦痛を和らげることはできない」（ES, 0.11）の 3項
目で有意に減少した（図 103）。「急な変化があった時
や夜間に対応できない」に「あてはまる」「とてもあ
てはまる」と回答した住民は 70％から 60％に減少し
た。「往診してくれる医師がいない」「病院と同じよう
に苦痛を和らげることはできない」と回答した住民は，
それぞれ，55％から 49％，38％から 32％に減少した。
　一方，「家族への負担が大きい」「お金がかかる」
「自分らしく自由に過ごせる」については，有意な変
化はみられなかった（図 104）。「家族への負担が大き
い」「お金がかかる」と回答した住民は，2010 年で，
それぞれ，79％，51％であった。

表 50　介入地域の回答者の背景

全体 鶴岡地域 柏地域 浜松地域 長崎地域

2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010

（n＝3,984）（n＝1,435）
P

（n＝994） （n＝370）
P

（n＝1,106） （n＝384）
P

（n＝947） （n＝392）
P

（n＝937） （n＝289）
P

％ n ％ n ％ n ％ n ％ n ％ n ％ n ％ n ％ n ％ n

平均年齢 59.8（10.5）60.2（10.7） 0.27 60.7（10.7）60.1（10.5） 0.30 59.8（10.3）60.2（10.6）0.41 58.7（10.5）59.5（11.1） 0.31 59.9（10.5）61.2（10.4）0.26

性別
男性
女性
欠損値

44
54
2.0

1,758
2,145
81

43
56
1.5

610
804
21

0.22
44
52
3.7

442
515
37

41
56
2.2

153
209
8

0.20
46
53
1.1

507
587
12

43
56
0.8

165
216
3

0.31
46
53
1.0

439
499
9

6
52
2.0

180
204
8

0.98
39
58
2.5

370
544
23

39
61
0.7

112
175
2

0.66

居住期間
1 年未満
1～5年
5年以上
欠損値

1.1
3.9
92
2.7

42
154
3,681
107

0.6
2.6
95
2.2

8
38

1,358
31

0.021
1.1
3.2
90
5.5

11
32
896
55

0.0
1.6
94
4.6

0
6

347
17

0.032
0.7
2.9
95
1.1

8
32

1,054
12

0.8
3.6
95
0.8

3
14
364
3

0.76
1.5
4.6
93
1.4

14
44
876
13

0.5
2.3
95
2.0

2
9

373
8

0.044
1.0
4.9
91
2.9

9
46
855
27

1.0
3.1
95
1.0

3
9

274
3

0.40
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図 101　緩和ケアについての認識
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図 103　在宅医療についての認識
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副次評価項目

1． 介入に対する曝露の程度と曝露の程度と 
認識・知識との関連

　4地域平均で人口 100 人あたり，リーフレットなど
は 11 枚が配布され，市民対象の講演会に参加したの
は 0.57 人であった（表 51）。ポスターを見た住民は
23％，リーフレットを見た住民は 4.8％，ホームペー
ジを見た住民は 1.5％，講演会に参加した住民は 3.4％
であった。地域別では，いずれの媒体においても，鶴
岡地域が他の地域に比較して曝露の程度が高かった
（ポスターを見た，32％；リーフレットを見た，
8.3％；ホームページを見た，1.9％；講演会に参加し
た，8.3％）。リーフレットの人口 100 人あたりの配布
枚数は，鶴岡地域 31 枚，浜松地域 15 枚，柏地域 6枚，
長崎地域 3枚であった。
　リーフレットやポスターを見た場所としては，病院，
診療所，保険薬局が多く，市役所・区役所，公民館な
ど公共施設，図書館，訪問看護ステーション・居宅介
護支援事業所は少なかった（付表 6）。曝露を受けた場
所として地域別に明らかな傾向差はなかった。リーフ

レットを取得した経路ごとの分析は，リーフレットを
取得した住民の絶対数が少なかったため比較できなか
った（付表 7）。
　曝露との関連については，介入に対する曝露がある
方が，緩和ケアの認識のうち「痛みや苦痛を和らげ
る」，在宅医療についての認識のうち「急な変化があ
った時や夜間に対応できない」「往診してくれる医師
がいない」が改善していた（付表 8）。たとえば，濃い
曝露を受けたものでは，受けなかったものに比較して，
「急な変化があった時や夜間に対応できない」「往診し
てくれる医師がいない」という認識が有意に改善して
いた（ES, 0.39, 0.41；図 105）。曝露の程度を何段階か
に探索的に分類したものでも，曝露の程度が強いほど，
「急な変化があった時や夜間に対応できない」「往診し
てくれる医師がいない」との認識が改善する傾向がみ
られた（図 106）。

2 ．介入前後での変化の地域間差
　ほとんどの項目で緩和ケアの認識の変化の地域間差
に解釈可能な差はみられなかった（data not shown）。

表 51　曝露の程度

全体
（n＝1,435）

鶴岡地域
（n＝370）

柏地域
（n＝384）

浜松地域
（n＝392）

長崎地域
（n＝289） P 群間の差

％ n ％ n ％ n ％ n ％ n

リーフレット
配布数 202,340 42,836 23,258 121,204 15,042
配布数 /人口
（枚 /100 人）

11 31 5.8 15 3.4

ポスターを見たか ＜0.001 鶴岡 vs 柏（＜0.001）， 
浜松（0.034）， 
長崎（0.014）

　場所を覚えている 8.1 111 13 45 4.6 17 8.2 31 6.6 18
　見たことがある 15 210 19 65 13 48 15 57 15 40
　見たことがない 77 1053 68 239 82 306 77 292 79 216

リーフレットを 0.025 鶴岡 vs 柏（0.019）， 
長崎（0.024）　もらって見た 4.8 58 8.3 25 4.0 14 3.9 13 2.7 6

　もらったが見ていない 1.3 15 2.0 6 0.6 2 1.5 5 0.9 2
　もらっていない 94 1126 90 269 95 331 95 314 96 212

ホームページを 0.60
　見た 1.5 21 1.9 7 0.8 3 1.6 6 1.7 5
　見ていない 99 1396 98 357 99 377 98 380 98 282

講演会
　参加人数 10,226 2,531 1,803 2,049 3,843
　参加人数 / 人口
　（人 /100 人） 0.57 1.9 0.45 0.26 0.87

緩和ケアに関する講演会 
に参加したか

＜0.001 鶴岡 vs 柏（＜0.001）， 
浜松（＜0.001），

　　　  長崎（0.012）；
   柏 vs 長崎（0.013）

　0回 97 1338 92 318 99 375 99 378 96 267
　1回 2.4 33 6.6 23 0.5 2 0.8 3 1.8 5
　2回以上 1.0 14 1.7 6 0.0 0 0.5 2 2.2 6
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3 ．安心感の変化
　安心感尺度得点は介入前後で有意な変化はみられな
かった（図 107）。「安心して治療を受けられる」「苦
痛や心配には十分に対処してもらえると思う」「安心
して自宅で療養できる」と回答した住民は，それぞれ，
57％から 61％，42％から 47％，21％から 26％に増加
する傾向であった。

4 ．3年間の変化の体験
　3年間の変化の体験としては，「緩和ケアという言
葉をよく聞くようになった」ものが 28％，そう思わ
ないものが 42％であった（図 108）。「がんでも自宅で
過ごしている（過ごせた）という話をよく聞くように

なった」者は 24％，そう思わない者が 40％であった。

5 ． わが国のがん対策やがん関連プロジェクトの
浸透度

　がん対策基本法，がん診療連携拠点病院，相談支援
センターの浸透度について，相談支援センターを知っ
ている住民は前後で有意に増加したものの，介入後で
も「よく知っている」ものは 10％以下であった（表
52）。同様に，がん診療連携拠点病院を「知っている」
としたものは 14％から 11％に低下した。
　OPTIMプロジェクト，オレンジバルーンプロジェ
クトも同じように 10％以下であったが，ピンクリボ
ンは 29％が知っていると回答した（図 109）。

4

図 105　濃い曝露と認識・知識との関連
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6　住民の希望する緩和ケアを表す言葉
　緩和ケアを表現する言葉に対して，「もし自分がが
んになったとしたらそれぞれのメッセージをかかげて
いる医療機関などに受診したいか」を聞いたところ，
希望する頻度が多かったものは，「この病院にはがん
と向き合うあなたを支えるチームがいます」「がんの
痛みは止められます」「苦痛を軽減して，前向きにが
ん治療に取り組む」「つらい時期を上手に過ごす　あ
なたとご家族を支えます」「痛みの治療は，がんの治
療と同じように大切です」であった（表 53）。
　一方，「あなたの身の回りにも緩和ケアを必要とし
ている人がいませんか？」「緩和ケアに関する疑問や
お悩みはありませんか？地域の相談支援センターを活
用しましょう」「この地域は『がん緩和ケア』の普及
に努めています」「緩和ケアを◯◯市で受けられるよ
うに取り組んでいます」は希望する頻度が低かった。
オレンジバルーンプロジェクトで使用されている「が
んになったら緩和ケア」も希望する頻度としては下位
であった。

考　察

　本研究の結果は，以下のように要約できる。① 1地
域あたり 4,600 千円 / 年を利用した一般的な啓発活動
を行うと住民 100 名あたり 11 枚のリーフレットの配
布と 0.57 名の参加する講演会を行うことができる，

②住民の曝露の程度はポスターを見たことがある住民
は 20～30％，リーフレットを見たことがある住民は 3
～8％，ホームページを見たことがある住民は 2％以
下，講演会に参加したことがある住民は 1～8％であ
る，③人口の少ない地域ほど大きな曝露を受ける，④
緩和ケアの認識には変化がなかったが，医療用麻薬の
知識（「麻薬中毒になったり，禁断症状が出る」「寿命
を縮める」），在宅医療についての認識のいくつかの項
目（「急な変化があった時や夜間に対応できない」「往
診してくれる医師がいない」）は改善が見られた，⑤
曝露を受けた住民では認識・知識の改善がより認めら
れた，⑥住民全体では緩和ケアの変化を体験した住民
は多くなく，緩和ケアに関するプロジェクトの認知度
も低かった，⑦媒体ではリーフレットやホームページ
よりもポスターの曝露が多かった，⑧場所では病院・
診療所・保険薬局など医療機関が多かった。
　研究の限界として，①対照群がないために観察され
た変化が全国平均と比較してどうかの検討ができない
こと，②各地域によって行われた啓発内容に差がある
こと，が挙げられる。
　以上より，住民を対象とした啓発介入は，曝露を受
けることによって知識や認識が変わる可能性があるも
のの，地域全体で幅広い啓発活動を行っても情報が届
く住民は少なく，地域全体への影響は大きくないとい
える。本研究からは，住民を対象とした広く薄い啓発
介入では費用対効果を十分に検討する必要があると考

表 52　国のがん対策の浸透度

2007 年（n＝3.984） 2010 年（n＝1,435）
P

％ n ％ n

がん対策基本法
　よく知っている
　聞いたことがある
　聞いたことがない

4.3
48
48

168
1,874
1,881

5.0
49
47

70
684
656

0.44

がん診療連携拠点病院
　拠点病院を知っている
　詳しく知らない
　聞いたことがない

14
30
56

533
1,173
2,209

11
35
54

153
493
761

＜0.001

相談支援センター
　よく知っている
　聞いたことがある
　聞いたことがない

6.5
37
56

254
1,464
2,196

8.3
40
52

117
565
726

0.0044

相談支援センター
　ぜひ利用したい
　利用したい
　あまり利用したくない
　利用したくない

─ ─

30
58
10
2.3

30
58
10
2.3

─



4．結果（1）OPTIMプロジェクトは地域緩和ケアの何を変えたか？　アウトカム研究

241

えられる。手段としては，①情報を必要とする住民
（がん患者や家族）が多くいる病院など医療機関にし
ぼったポスターなど安価な啓発活動，②地元メディア
や在宅医療提供者など費用を必要としない広報による
啓発活動，③もともと地域で行われている講演会や住
民の集まりを利用した啓発活動，④広く住民ではなく，

緩和ケアに関する情報が必要な住民に接する可能性の
あるもの（病院の相談員，地域包括支援センター職員，
民生委員など）にしぼった啓発活動，などを継続する
ことが費用対効果の点からも有用な方法であることが
示唆される。

表 53　住民の希望する緩和ケアを表す言葉（％）

相談したく
ない

どちらかと
いうとあま
り相談した
くない

どちらとも
いえない

相談したい ぜひ相談し
たい

「この病院にはがんと向き合うあなたを支えるチームがいます」 1 2 21 49 28

「がんの痛みは止められます」 2 3 24 44 27

「苦痛を軽減して，前向きにがん治療に取り組む」 1 3 20 49 26

「つらい時期を上手に過ごす　あなたとご家族を支えます」 1 3 21 50 25

「痛みの治療は，がんの治療と同じように大切です」 1 4 23 48 24

「苦痛を軽減しながらのがん治療が全国で始まっています」 1 3 30 45 20

「私たちは緩和ケアを地域でサポートします」 2 4 27 46 20

「 がんでつらい思いをしている人に知ってほしい身体と心の痛
みを和げる緩和ケアがあることを」

1 3 27 49 19

「誰でもどこでも安心できるがん緩和医療を目指して」 2 5 32 43 19

「緩和ケアは必要なときにいつでも受けることができます」 1 3 26 53 18

「がんになっても安心して暮らせるまちづくり」 3 6 33 41 17

「わが家に帰ろう！　あなたらしいがんの療養」 3 7 36 37 17

「緩和ケアをご自宅でも受けられるように取り組んでいます」 2 3 31 46 17

「がんになったら緩和ケア」 4 9 33 38 16

「緩和ケアについてご相談ください」 2 4 29 49 16

「緩和ケアを◯◯市で受けられるように取り組んでいます」 2 5 35 43 15

「この地域は『がん緩和ケア』の普及に努めています」 2 6 42 35 14

「 緩和ケアに関する疑問やお悩みはありませんか ?　地域の相
談支援センターを活用しましょう」

2 6 35 43 14

「 あなたの身の回りにも緩和ケアを必要としている人がいませ
んか ?」

6 10 53 24 7
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付表 6　場所ごとの曝露の程度（％）

冊子，図書，ポスターなどを 3年間に平均して

目にしてない 目にしたが詳
しく見てない

詳しく見た 行ってない 年に数回 月に数回 週数回以上

全体 病院
診療所
保険薬局

市役所・区役所
公民館など公共施設

公立の図書館
病院内の図書館

訪問看護・介護事務所＊

76
83
87
90
93
93
96
96

21
15
12
9
7
7
3
4

3
2
1
1
0
1
0
1

27
35
26
33
41
65
95
92

53
46
50
58
50
22
4
4

16
17
23
6
8
12
1
2

4
2
1
2
1
1
0
2

鶴岡地域 病院
診療所
保険薬局

市役所・区役所
公民館など公共施設

公立の図書館
病院内の図書館

訪問看護・介護事務所

69
73
84
87
90
92
94
95

27
24
14
13
8
6
5
4

4
3
2
0
2
2
1
1

36
30
26
36
49
79
94
91

48
51
50
58
40
14
4
5

12
17
22
4
10
6
1
0

4
2
1
2
1
0
0
3

柏地域 病院
診療所
保険薬局

市役所・区役所
公民館など公共施設

公立の図書館
病院内の図書館

訪問看護・介護事務所

83
92
91
93
94
93
98
98

15
8
9
7
6
6
2
2

1
0
0
1
0
1
0
0

26
38
24
38
40
56
97
95

57
46
55
57
48
25
3
3

16
15
20
3
11
16
0
1

2
1
0
1
1
3
0
2

浜松地域 病院
診療所
保険薬局

市役所・区役所
公民館など公共施設

公立の図書館
病院内の図書館

訪問看護・介護事務所

75
84
88
90
93
92
97
96

22
16
12
9
7
8
3
4

3
0
0
0
0
0
0
0

22
28
24
46
61
63
93
87

58
49
51
47
30
26
5
7

17
22
23
5
8
11
1
4

3
0
2
2
1
0
0
3

長崎地域 病院
診療所
保険薬局

市役所・区役所
公民館など公共施設

公立の図書館
病院内の図書館

訪問看護・介護事務所

76
83
85
91
94
94
96
92

22
13
13
8
6
6
3
5

3
4
2
1
0
0
1
3

27
50
30
38
47
64
93
94

44
31
40
56
43
20
4
1

22
15
27
5
9
13
2
4

7
4
3
2
1
3
0
1

　＊「訪問介護または介護に関する事業所」と質問した。
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付表 7　リーフレットの経路ごとの曝露の程度（％）

リーフレットを

もらっていない もらったが見ていない もらって見た

全体 医師や看護師などの医療者から
医療福祉機関に設置されたものを 
公共施設に設置されたものを 
知人や近所の方から 

98
96
98
99

0
2
1
0

2
3
1
1

鶴岡地域 医師や看護師などの医療者から
医療福祉機関に設置されたものを 
公共施設に設置されたものを 
知人や近所の方から 

95
92
97
98

0
3
1
0

5
5
2
1

柏地域 医師や看護師などの医療者から
医療福祉機関に設置されたものを 
公共施設に設置されたものを 
知人や近所の方から 

99
98
98
99

0
0
1
1

1
2
1
0

浜松地域 医師や看護師などの医療者から
医療福祉機関に設置されたものを
公共施設に設置されたものを 
知人や近所の方から 

98
95
98
99

1
2
1
0

1
3
2
1

長崎地域 医師や看護師などの医療者から
医療福祉機関に設置されたものを
公共施設に設置されたものを 
知人や近所の方から

99
97
99
100

0
2
0
0

0
1
1
0

付表 8　曝露と認識・知識との関連　

介入前
（n＝3,984）

介入後

薄い曝露＊あり
（n＝352）

なし
（n＝873） P 濃い曝露＊＊あり

（n＝161）
なし

（n＝1,028） P

緩和ケアを知っているか
　よく知っている
　聞いたことがある
　聞いたことがない

─
─
─

15％
32％
53％

0.57％
8.5％
91％

＜0.001
29％
29％
41％

0.88％
12％
87％

＜0.001

緩和ケアを知っているか
　よく知っている
　聞いたことがある
　聞いたことがない

15％
52％
34％

31％
61％
7.7％

13％
53％
34％

＜0.001
43％
51％
5.8％

14％
55％
30％

＜0.001

緩和ケアについての認識（1～5）
　痛みや苦痛を和らげる 3.84（0.83） 3.95（0.76） 3.79（0.86） 0.0020 4.03（0.76） 3.81（0.85） 0.0021
　化 学療法や放射線治療などがん

に対する治療と一緒に行う 3.52（0.94） 3.51（1.07） 3.35（1.04） 0.017 3.60（1.11） 3.36（1.04） 0.014

　死 期が迫っている患者のための
ものである 3.20（1.26） 3.19（1.24） 3.21（1.24） 0.80 3.14（1.33） 3.21（1.23） 0.54

医療用麻薬についての知識（1～5）
　た いていの痛みを和らげること

ができる 3.71（0.78） 3.80（0.75） 3.70（0.75） 0.036 3.79（0.78） 3.72（0.75） 0.31

　麻 薬中毒になったり，禁断症状
が出る 2.88（1.06） 2.59（1.11） 2.61（1.06） 0.79 2.49（1.14） 2.62（1.07） 0.22

　寿命を縮める 2.95（1.04） 2.67（1.12） 2.68（1.08） 0.82 2.61（1.13） 2.68（1.09） 0.47

在宅医療についての認識（1～5）
　急 な変化があった時や夜間に 

対応できない 3.83（0.90） 3.50（1.11） 3.69（0.95） 0.0036 3.30（1.23） 3.69（0.95） ＜0.001

　往診してくれる医師が少ない 3.56（1.04） 3.25（1.18） 3.46（1.05） 0.0031 3.04（1.29） 3.45（1.06） ＜0.001
　苦 痛を十分に和げられることは

できない 3.29（0.83） 3.12（0.88） 3.19（0.86） 0.18 3.08（0.96） 3.19（0.85） 0.15

　家族への負担が大きい 4.17（0.82） 4.09（0.89） 4.16（0.82） 0.25 3.93（0.99） 4.18（0.81） ＜0.001
　お金がかかる 3.68（0.99） 3.56（1.03） 3.65（0.97） 0.14 3.41（1.09） 3.65（0.97） 0.013
　自分らしく自由に過ごせる 3.65（0.87） 3.70（0.88） 3.67（0.81） 0.66 3.81（0.84） 3.66（0.82） 0.044

安心感（1～7）
　安心感の平均得点 4.02（1.26） 4.27（1.26） 4.01（1.20） 0.0014 4.31（1.34） 4.04（1.20） 0.012

　＊　薄い曝露：①ポスターを「見たことがある（場所を覚えている）」「見たことがある（場所は覚えていない）」と回答した者
　　　　　　　　②リーフレットを「もらって見た」「もらったが見ていない」と回答した者
　　　　　　　　③ホームページを「見たことがある」と回答した者，④市民講演会に「1回以上参加したことがある」と回答した者
　＊＊　濃い曝露：①ポスターを「見たことがある（場所を覚えている）」と回答した者，②リーフレットを「もらって見た」と回答した者
　　　　　　　　　③ホームページを「見たことがある」と回答した者，④市民講演会に「1回以上参加したことがある」と回答した者
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目　的

　本研究の目的は，介入地域における介入前後の地域
の緩和ケアの質指標の変化を明らかにすることである。

調査項目

　調査項目は地域の緩和ケアの質指標として設定した
20 項目である。項目の一覧を表 54に示す。
　調査方法は，オピオイドの利用性に関しては県の薬
務課に尋ねた。在宅療養支援診療所の数などは，県の
厚生局または社会保険事務局に尋ねた。緩和ケアの講
習会の開催数などの情報は，研究班によって運用して
いる地域の緩和ケアサポートセンターに尋ねた。その
他，各種学会や日本ホスピス・緩和ケア協会，それぞ
れの緩和ケア病棟や緩和ケアチームなどから情報を得
た。

解　析

　それぞれの指標は表 54に示した分子を分母で除し
た数を算出し，介入地域全体および地域ごとに 2007
年～2010 年の変化を図に示した。

結　果

1．オピオイドの利用性
　図 110に「QI─1．オピオイドの消費量（総消費
量）」の変化を示す。介入地域全体では，がん死亡者
100 人 あ た り 1,244g か ら 1,867g に 増 加 し た。
図 111に「QI─2．主要オピオイド消費量（経口モル
ヒネ +経直腸モルヒネ +経口オキシコドン +経皮フ
ェンタニル）」を示す。介入地域全体では，がん死亡
者 100 人あたり 852g から 1,235g に増加した。
　図 112に「QI─3．麻薬免許を取得している診療所
の医師数」，図 113に「QI─4．麻薬を扱える保険薬局

の数」を示す。これらは介入期間中に大きな変化はな
かった。

2．地域医療者の支援・教育
　図 114に「QI─5．緩和ケアに関する講習会の回数」
の変化を示す。がん死亡者 100 人あたりの講習会の数
は，0.8 回から 2.4 回に増加した。図 115に「QI─6．
緩和ケアに関するネットワーク数」の変化を示す。が
ん死亡者 100 人あたりのネットワーク数は 0.1 から
0.4 に増加した。図 116に「QI─17．地域に対して開
示されている，医療者が症状緩和に関してコンサルテ
ーションができる窓口の数（外来のように患者が来院
しなくても医療者から電話やメールで相談できるこ
と）」の変化を示す。窓口の数はがん死亡者 100 人あ
たり 0.02 から 0.2 に増加した。

3．在宅支援機関の利用性
　図 117に「QI─7．在宅療養支援診療所の数」，図
118に「QI─8．24 時間対応できる訪問看護ステーシ
ョンの数」の変化を示す。がん死亡者 100 人あたりの
在宅療養支援診療所数は微増したが，訪問看護ステー
ションの数は大きな変化はなかった。図 119に「QI─
9．在宅療養支援診療所による在宅看取り数（がん以
外も含む）」の変化を示す。がん死亡者 100 人あたり
の在宅療養支援診療所による在宅看取り数は 7.3 から
12 に増加した（この指標はがん以外の死亡も含むが，
地域規模を比較する，他の指標と統一するという意図
から分母はがん死亡者数を用いた）。図 120に「QI─
10．地域の緩和ケア病棟に入院した患者のうち，在宅
へ退院した患者の割合」の変化を示す。2007 年に
11％であったものが 2008 年に 18％に上昇したが，
2010 年は 14％であった。

4．専門的なトレーニングを受けた医療者の存在
　図 121に「QI─11．日本緩和医療学会に所属してい
る医師の数」の変化を示す。がん死亡者 100 人あたり

K．地域の緩和ケアの質指標

東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学分野

宮下 光令
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1.7 人から 2.0 人と微増であった。図 122に「QI─12． 
緩和ケアの専門的資格を持った看護師数」の変化を示
す。がん死亡者 100 人あたり 0.33 人から 0.54 人と増
加した。図 123に「QI─13．専門的資格を持った薬剤
師数」の変化を示す。がん死亡者 100 人あたり 0.12
人から 0.41 人と増加した。

5．専門的緩和ケアを行うリソースの利用性
　図 124に「QI─14．緩和ケア病棟のベッド数」，図
125に「QI─15．院内緩和ケアチームの数」，図 126に
「QI─16. 緩和ケアの外来の回数」を示す。これらは介
入期間中に大きな変化はなかった。図 127に「QI─19．
緩和ケア病棟に入院を申し込んでからの待ち日数が

表 54　地域の緩和ケアの質指標一覧

地域の緩和ケアの質指標　項目 分子 分母

1．オピオイドの利用性

QI─1． オピオイドの消費量（総消費量）
オピオイド消費量の合計
（g／年）

がん死亡者数

QI─2．
主要オピオイド消費量（経口モルヒネ +経直腸モルヒネ +経口オキシ
コドン +経皮フェンタニル）

オピオイド消費量の合計
（g／年）

がん死亡者数

QI─3． 麻薬免許を取得している診療所の医師数 医師数 がん死亡者数

QI─4． 麻薬を扱える保険薬局の数 薬局数 がん死亡者数

2．地域医療者の支援・教育

QI─5． 緩和ケアに関する講習会の回数 講習会の回数 がん死亡者数

QI─6． 緩和ケアに関するネットワーク数 ネットワーク数 がん死亡者数

QI─17．
地域に対して開示されている，医療者が症状緩和に関してコンサルテー
ションができる窓口の数（外来のように患者が来院しなくても医療者か
ら電話やメールで相談できること）

窓口数 がん死亡者数

3．在宅支援機関の利用性

QI─7． 在宅療養支援診療所の数 在宅支援診療所数 がん死亡者数

QI─8． 24時間対応できる訪問看護ステーションの数 訪問看護ステーション数 がん死亡者数

QI─9． 在宅療養支援診療所による在宅看取り数（がん以外も含む） 患者数 がん死亡者数

QI─10． 地域の緩和ケア病棟に入院した患者のうち，在宅へ退院した患者の割合 患者数
緩和ケア病棟の
年間入院患者数

4．専門的なトレーニングを受けた医療者の存在

QI─11． 日本緩和医療学会に所属している医師の数 医師数 がん死亡者数

QI─12．
緩和ケアの専門的資格をもった看護師数〔がん看護専門看護師，精神看
護専門看護師（精神病院勤務をのぞく），緩和ケア認定看護師，がん性
疼痛緩和認定看護師の数〕

看護師数 がん死亡者数

QI─13． 専門的資格をもった薬剤師の数 薬剤師数 がん死亡者数

5．専門的緩和ケアを行うリソースの利用性

QI─14． 緩和ケア病棟のベッド数 病床数 がん死亡者数

QI─15． 院内緩和ケアチームの数 院内緩和ケアチーム数 がん死亡者数

QI─16． 緩和ケアの外来の回数 外来数（回／週） がん死亡者数

QI─18． 専門緩和ケアサービスを受けた患者の数
緩和ケア病棟・院内緩和
ケアチームで診療を受け
た患者数

がん死亡者数

QI─19．
緩和ケア病棟に入院を申し込んでからの待ち日数が 14日以上だった患
者の割合

患者数
緩和ケア病棟の
年間入院患者数

QI─20．
院内緩和ケアチームに診察を申し込んでから診察までに 48時間以上か
かる人の割合

患者数
院内緩和ケアチ
ームの年間診療
患者数

　地域の緩和ケアの質の指標は，「（分子）／（分母）」として算出する。
　分母で本研究でがん死亡者数としたものはデータの取得可能性によっては人口を使用してもよい。
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図 113　麻薬を扱える薬局数（がん死亡者 100 人あたり）
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図114　緩和ケア講習会の回数（がん死亡者100人あたり）
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図　115　緩和ケアに関するネットワーク（がん死亡者　100
人あたり）
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図　116　医療者のための緩和ケアに関するコンサルテーショ
ン窓口数（がん死亡者 100 人あたり）
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図117　在宅療養支援診療所の数（がん死亡者100人あたり）
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図　118　24 時間対応可能な訪問看護ステ ーション
（がん死亡者 100 人あたり）
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図　121　日本緩和医療学会所属医師数
（がん死亡者　100 人あたり）
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図　122　緩和ケアの専門的資格を持った看護師数
（がん死亡者 100 人あたり）
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図　123　専門的資格を持った薬剤師数
（がん死亡者　100 人あたり）
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図124　緩和ケア病棟ベッド数（がん死亡者100人あたり）
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図 119　在宅療養支援診療所による在宅看取り数
（がん死亡者　100 人あたり）
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図　120　緩和ケア病棟から在宅への退院患者数
（入院患者に対する割合）
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14 日以上だった患者の割合」を示す。入院患者 40 名
に対する割合は 16％から 5％に減少した。図 128に
「QI─20．院内緩和ケアチームに診察を申し込んでか
ら診察までに 48 時間以上かかる人の割合」を示す。
診察患者 40 名に対する割合は介入前で 0.7％と非常に
低く，2010 年では 0.3％であった。
　「QI─18．専門緩和ケアサービスを受けた患者の数」
は本研究の主要評価項目であるため，本稿では省略し
た。

考　察

　全体的な傾向として処方や地域での講習会，コンサ
ルテーション窓口数などのソフト的な側面で増加がみ
られた半面，在宅療養支援診療所の数や緩和ケア病棟
のベッド数などのハード的側面では変化がみられなか
った。これは本研究が医療者への教育，地域でのネッ
トワークや地域連携の体制整備などのソフト面での複
合的介入であったことによるものである。
　「オピオイドの消費量（総消費量）」「主要オピオイ
ド消費量（経口モルヒネ +経直腸モルヒネ +経口オ
キシコドン +経皮フェンタニル）」の増加は医師に対

する教育による処方の変化を示している可能性がある。
「緩和ケアに関する講習会の回数」「緩和ケアに関する
ネットワーク数」「地域に対して開示されている，医
療者が症状緩和に関してコンサルテーションができる
窓口数」などは本研究により講習会やネットワーク，
窓口などが整備されたと考えられる。講習会の数の増
加には，厚生労働省による緩和ケア研修会のがん診療
連携拠点病院による開催の必須化の影響もある。「在
宅療養支援診療所による在宅看取り数（がん以外も含
む）」「地域の緩和ケア病棟に入院した患者のうち，在
宅へ退院した患者の割合」の増加などは自宅死亡割合
の増加と関連する傾向である。しかし，後者について
は緩和ケア病棟の運用状況の変化の可能性もあり，本
研究の結果と結論することは難しい。
　「日本緩和医療学会に所属している医師の数」「緩和
ケアの専門的資格をもった看護師数」「専門的資格を
もった薬剤師数の変化」などは増加しているが，全国
的に増加していることと，本研究の介入とはあまり関
係がないため，本研究の結果ではない可能性が高い。
　「麻薬免許を取得している診療所の医師数」「麻薬を
扱える保険薬局の数」「在宅療養支援診療所の数」「24
時間対応できる訪問看護ステーションの数」「緩和ケ
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図　125　院内緩和ケアチームの数（がん死亡者　100　人あ
たり）
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図126　緩和ケア外来の回数（がん死亡者100人あたり）
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図　127　緩和ケア病棟入院待ち日数が　14　日以上の割合
（入院患者　40 名に対する割合）
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図　128　院内緩和ケアチーム診察待ち時間が　48　時間以上
の割合（診療患者　40　名に対する割合）
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ア病棟のベッド数」「院内緩和ケアチームの数」「緩和
ケアの外来の回数」は，介入期間中にほとんど変化が
みられなかった。これは本研究の介入がこれらのハー
ド的側面に対する介入ではなかったことと，本研究の
対象地域は鶴岡地域を除けば緩和ケアの体制がある程
度整備されていることを条件に決定したため，このよ
うなハード面でのリソースが介入前から十分であった
可能性がある。
　「緩和ケア病棟に入院を申し込んでからの待ち日数

が 14 日以上だった患者の割合」は減少したが，これ
に関しても本研究の介入によるものであったかは分か
らない。「院内緩和ケアチームに診察を申し込んでか
ら診察までに 48 時間以上かかる人の割合」は介入前
から非常に低く，介入前から本研究の介入地域ではそ
れほど問題ではなかった。
　上記のいずれにも，今回の解析では全国値の変化を
把握していないため，全国と比較することができない
ことが本研究の限界である。
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背景・目的

　地域緩和ケアの課題に関する個々の臨床経験や活動
場面に基づく報告は見受けられるが，国内の複数の地
域において，系統的に地域緩和ケアの課題を収集した
うえで，今後の取り組みを検討した報告はこれまでに
ない。
　本研究の主目的は，①地域緩和ケアを普及させるた
めの課題を網羅的に収集・整理すること，②課題を分
析し，課題間の関係や概念的枠組みを構築すること，
である。さらに本研究の最終的な目的は，明らかにな
った課題概念的枠組みに従って，組織・行政・制度面
での取り組みのグランドデザイン案を提示することで
ある。

対象・方法

　本研究は，地域緩和ケアの課題を含む 3つのデータ
ソースの内容分析である。
　データソースの最も主要なものは，OPTIMプロジ
ェクトの介入として設定された多職種地域連携カンフ
ァレンスのデータである。多職種地域連携カンファレ
ンスとは，多職種のグループワークにより，その地域
での地域緩和ケアの課題と解決策を抽出する介入のこ
とである。毎回 100 名ほどの多職種の参加者を 5～10
名のグループに分けて，「地域緩和ケアの課題」につ
いてのフォーカスグループを行い，課題と解決策につ
いて話し合われた。
　話し合うテーマは，「地域緩和ケアの課題」と規定
したが，地域の事情に合わせて，さらに細かいテーマ
として「病院と地域の連携」「地域内での情報共有の
方法」「（地域の）北部での連携の課題と解決策」など
が設定された。グループワークは，ファシリテーター

を置く，付箋を使用するなど，なるべく多くの職種が
意見を出しやすいように設定された。
　合計 17 回（鶴岡地域 5回，柏地域 3回，浜松地域
5回，長崎地域 4回）のフォーカスグループが分析の
対象となった。またフォーカスグループの参加者は，
合計 1,635 名であり，その背景は医師 220 名，看護師
618 名，薬剤師 188 名，介護支援専門員 228 名，医療
ソーシャルワーカー86 名，その他 131 名，不明 164
名あった（表 55）。
　2つ目のデータソースは，各地域で介入を円滑に進
めることを目的として行われた訪問モニタリングから
取得されたフィールドノート，資料（documents），
会話やメーリングリストからの情報，遭遇した場面
（フィールドノートに統合した）である。訪問モニタ

5．結果（2）OPTIMプロジェクトは地域緩和ケア
の何を明らかにしたか？　プロセス研究

A．地域緩和ケア推進のための課題に関する系統的整理

1）前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶応義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室，2）聖隷三方原病院 緩和支持治療科

山岸 暁美 1），森田 達也 2）

表 55　フォーカスグループの背景

開催回数　合計 17回

地域別の回数
　鶴岡 5回
　柏 3回
　浜松 5回
　長崎 4回

参加人数　合計 1,635 名

職種別の参加人数
　医師 220名
　看護師 618名
　薬剤師 188名
　介護支援専門員 228名
　医療ソーシャルワーカー 86名
　その他 131名
　不明 164名

参加施設数　合計 609施設

勤務場所別の施設数
　病院 111施設
　診療所 95施設
　訪問看護ステーション 65施設
　保険薬局 87施設
　その他 251施設
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リングは，地域看護専門看護師である看護研究者 1名
によって 2008 年から 2009 年にかけて 4地域において
合計 180 日行われた。訪問時には，介入として行われ
たセミナーやカンファレンス，運営のミーティングな
どに参加し，地域での介入がうまく進むような助言を
行いながら観察を行った。すなわち，研究者は「観察
者である参加者」の立場で訪問モニタリングを行った。
　3つ目のデータソースは，研究期間中毎年，各地域
のプロジェクトチームが報告書として作成した「期間
中に生じた課題」「課題の意味」「課題の解決策」をま
とめたものである。3年間を通して延べ 14 ページ
（85,000 語）の課題と解決策が収集された。

解　析

　内容分析を行った。フォーカスグループの録音デー
タから作成した逐語録と付箋から，「地域緩和ケアの
課題」が記載されている意味単位をそれぞれ抽出し 1
単位とした。課題として合計 3,213 単位が抽出された。
　抽出された課題について，単位を内容の類似性に従
い，帰納的に分類・抽象化し，サブカテゴリーとカテ
ゴリーを作成した。3,213 単位のうち約 1,000 単位を
行ったところで，新しいカテゴリーを生じなくなった。
ここまでの過程は，2名の研究者（AYと地域看護学
で修士を取得している看護師）が内容分析を行った後，
緩和ケア領域における研究経験を豊富に有する緩和ケ
ア専門家（TM）のスーパービジョンを基に，合意が
得られるまで議論を行った。次に，フォーカスグルー
プから取得された 3,213 単位のうち残る 2,000 単位と，
訪問モニタリングから取得されたフィールドノートと
資料，地域のプロジェクトチームが作成した報告書の
データを読み，新しいサブカテゴリー・カテゴリーを
追加した。この過程は，1名の研究者（AY）が緩和
ケア専門家（TM）のスーパービジョンを基に行った。
　解決策については，臨床現場での取り組みや地域緩
和ケア推進のためのマネジメントおよび事務局機能を
担う機関の取り組みと重複していたため，別稿でまと
めた（「Clinical implications : p 40」，「地域対象の緩
和ケアプログラムのプロジェクトマネジメントに関す
る研究：p. 336」）。
　本研究の一義的な目的は課題を系統的に整理するこ
とであり，また設定されたフォーカスグループの課題
によってデータの量が異なると考えられたため，単位

数は数えなかった。また，地域間の比較については，
最初の 1,000 単位を解析する際に地域ごとに分析した
が，地域間での相違は比較的少なく，類似したものが
多かったため，4地域をまとめて記述することとした。

結　果

　合計 244 項目が抽出され，13 領域 77 の課題に分類
された（表 56）。

1 ． 医療福祉従事者の緩和ケア・在宅療養に関す
る知識・認識の不足

　医療福祉従事者の緩和ケア・在宅療養に関する適切
な認識・知識が不足していることを意味する。【在宅
医療福祉従事者の緩和ケアに関する経験・知識・自信
の不足】【病院医療者の療養場所の選択の重要性に関
する認識の不足】【病院医療者の在宅ケアに関する知
識・認識・情報の不足】が課題として挙げられると同
時に，医療福祉従事者個人や機関間によって【緩和ケ
アへの取り組みに関する格差】があることも抽出され
た。また，緩和ケアの標準化を目的とする緩和ケアセ
ミナーやツールの運用に関しても，「臨床業務が忙し
く参加できない」「設定日時が地域内の他の勉強会と
重複する」など【緩和ケア研修への参加への障害】，
「既存のツールがある場合，新たなツールの導入は困
難である」といった【標準化ツールの地域全体での運
用の困難】が課題として挙げられた。

2 ．緩和ケア提供のための体制の不備
　緩和ケア提供のための物理的な人的リソースの不足
や医療の量的不足を意味する。「日常業務が忙しく，
十分に対応する時間が取れない」といった【臨床現場
の忙しさによる緩和ケア提供の時間確保の困難さ】や
「現行制度では，回数制限などがあり，本当に必要な
量の緩和ケアが提供できない」といった【在宅での緩
和ケアに投入できる医療の量的不足】が課題として挙
げられた。また，基本的な緩和ケアを提供しても診療
報酬で適切な評価がされないといった【緩和ケア提供
を充実させる経済的インセンティブの欠如】が体制の
充実を阻む課題として挙げられた。
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表 56　地域緩和ケア推進のための課題
課題の領域 課題 具体例

医療福祉従事者の
緩和ケア・在宅療
養に関する知識・
認識の不足

緩和ケアへの取り組みに関する格差

医療福祉従事者個人レベルにおいて，緩和ケアの知識やスキルに差がある

機関によって，緩和ケアの取り組みに差がある

緩和ケアの重要性を認識していない人も少なくない

緩和ケアは「治療が終わった人が受けるもの」「緩和ケア＝末期」と思っている人も多い

1つの病院の中でも緩和ケアの重要性に関する認識に大きなばらつきがあり，連携がとりにくい科・病棟がある

在宅医療福祉従事者の緩和ケア提供に関
する経験・知識・自信の不足

患者の苦痛緩和が難しい

がん患者やがんのターミナル患者を診たことがない（経験がない）

緩和ケアに関する知識やスキルに自信がない

緩和ケアやターミナルケアに対する医師のモチベーションが低い

緩和ケア研修への参加への障害

臨床業務が忙しく参加できない（平日の夕方は業務を終えるのが困難，土日は休日を使うには負担がある）

設定日時が地域内の他の勉強会と重複する

開催のアナウンスが届かない，または，遅い

参加する対象が「関心のある人」に限られており，本当に参加してほしい人は参加しない

医師の参加が少ない（多職種の集まりに参加しにくい，関心が限られる）

標準化ツールの地域全体での運用の困難

パンフレットやアセスメントツールは，すでに施設や個人で長年使っているものがある

新しいものに切り替える労力や施設内および地域全体の医療福祉従事者の理解が必要である

緩和ケアのツールについては，既に自施設のツールがある場合も多く，地域全体の運用にするのは難しい

病院医療者の療養場所の選択の重要性に
関する認識の不足

患者や家族の意向確認をせず，療養場所を医療者の判断で決定している

病院スタッフが患者や家族の療養場所の希望を十分に聞けていない

今後の方針を患者・家族に相談するのは医師 1人で行っており，看護師が療養場所の希望を家族から聞いていても
それが反映できない

病院医療者の在宅療養に関する知識・認
識・情報の不足

患者や家族が在宅療養を希望しても病院スタッフが無理だと判断してしまう

病院医療者の「在宅の視点」を持った関わりが少ない

病院の医師や看護師はどのような治療や看護が在宅で可能なのかを知らない，イメージしにくい

退院時に自宅で症状が悪化した時のことを考えずにレスキューなどが処方されていないことがある

緩和ケア提供のた
めの体制の不備

臨床現場の忙しさによる緩和ケア提供の
時間確保の困難さ

日常業務が忙しく，患者や家族の話を聴くなど，十分に対応する時間がとれない

患者や家族の希望も反映した今後の方針に関して，多職種で検討する時間がとれない

緩和ケア提供を充実させる経済的インセ
ンティブの欠如 緩和ケアを提供しても診療報酬で適切な評価がされていない

在宅での緩和ケアに投入できる医療の量
的不足

現行制度では，回数制限などがあり，本当に必要な量の緩和ケアが提供できない

緩和ケアを担える人材が在宅領域に少ない

緩和ケア・在宅医
療の質を保証する
仕組みの未整備

緩和ケアの質を保証する仕組みの未整備 緩和ケアの評価方法が確立していない

在宅医療の質を保証する仕組みの未整備 限られた人材が“密室”で医療やケアを提供するため，peer─review（第三者評価）がしにくい

専門緩和ケア利便
性と質の不備

専
門
緩
和
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上

外来患者への緩和ケア専門家の支援
体制の未整備

外来患者の緩和ケアニーズを拾うシステムがない

化学療法やその副作用，対処法に関するコンサルテーションの仕組みがない

時間をかけて対応することができない（精神的つらさなど）

麻薬の初回処方，経口抗がん剤治療を受ける外来患者のモニタリングやサポートのシステムがない

中小病院に入院中の患者および在宅
療養患者への緩和ケア専門家の支援
体制の未整備

在宅療養者が緩和ケア専門家の支援を受けられる仕組みがない

病院の緩和ケアチームに相談したくても，どのように連絡したらいいか分からない

地域から見ると，病院は敷居が高く，気軽に相談できない

ホスピス・緩和ケア病棟への受け入
れの限界

抗がん治療を続けたい人はホスピス・緩和ケア病棟が使えない

ホスピス・緩和ケア病棟のスタッフは，入院待機中の患者の病状変化が分からず，フォローが難しい

ホスピス・緩和ケア病棟を利用したい時に使えず，また利用を待っている期間の療養場所がない

入院待ちの期間が長い

緩和ケア専門家の量的不足と質のば
らつき

緩和ケアの専門家がいない

緩和ケアチームの専門性のレベルがさまざまである

緩
和
ケ
ア
の
専
門
性
の
確
立

専門緩和ケアサービスに紹介する時
期と方法の未確立

患者に緩和ケアに関する話をするタイミングが難しい

専門緩和ケアサービスに紹介する方法が確立していない

専門緩和ケアの診療モデル・ケアモ
デルの未確立

緩和ケアチームの関与の仕方が難しい

主治医診療制，コンサルテーションなど，緩和ケアチームの診療形態は施設や担当医によってばらつきがある

緩和ケア病棟はどのような患者を診療するかの基準がない

緩和ケアチーム（特に地域緩和ケア
チーム）活用が不十分

緩和ケアチームに相談しなくても，周囲のネットワークで対応できることが多い

看護上の相談を緩和ケアチームにしたくても，主治医が納得しないことがある

相談しなくても特に困らない

社会心理的な問題に対応する専門家
の不在

心理的な問題を相談できる専門家は病院にしかおらず，また病院の心理士は地域医療福祉従事者からの相談を受け付
けていない

年金や障害手帳，高額療養費などについて，在宅療養者や家族の相談窓口がない
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患者・家族・市民
の緩和ケア・在宅
療養に関する心理
的ハードル

緩和ケアに関する誤った認識 患者・家族の「緩和ケア＝末期」という認識が強い

医療用麻薬への誤解
医療用麻薬は最後の手段だと思っている患者も多い

麻薬中毒になる，飲み続けると効かなくなるなど，誤った認識をもっている患者も多い

医療福祉従事者への遠慮 医療福祉従事者に痛みや自分の希望を話せない患者や家族が多い

在宅療養に関する否定的な認識

苦痛の緩和や適切な処置ができない

夜間や急変時の対応ができない

介護する家族の負担が大きい

在宅では最新の治療を受けられない

病院にかからないことは悪いことだという文化がある

病院で死ぬことがステータスであるという地域もある

他人が家に入ることへの抵抗がある人も多い

在宅療養のよさを知らない

啓発の方法論の
未確立

啓発の対象や方法が不明瞭

場所によっては，ポスター・リーフレットなどの資料を置いても人々の目に留まらない

タイトルが「緩和ケア」「がん」とあると，それに関心のある人しか目を留めない

かかる労力に比較すると，人口あたりの曝露が少ない

役所に置いても窓口待ち時間の短縮化に力を入れており，ゆっくり資料を見る時間がない

画像は見る手段を確保しにくい（放映する場所・機会がない，設定に時間がかかる，毎回同じ内容になり飽きてしまう）

実際にサービスを提供している医療機関
などを紹介することによる利益相反の可
能性

ポスターに連絡先や相談先を入れたいが，利益誘導につながる可能性があるため具体的な施設名を入れることができ
ない

公立機関の場合，特定の機関のみの紹介をすることができない

がん緩和ケアに関
する地域連携基盤
の不備

多職種・多機関の相互理解の不足とネッ
トワークの未構築

各職種の役割や機能が分からない

地域の多職種が集まる機会がない

機関間の相互理解の不足により，業務上の摩擦が生じる

機関，法人，職種を越えた交流がない

知らない人には相談しづらい

地域緩和ケアに関する情報を集約する
システムおよびリソースデータベース
の不備

地域を俯瞰し，医療・介護資源の情報を把握する機関がない

地域で緩和ケアに対応可能な機関に関する情報がない

がん患者の一時預かりが可能な療養病床，介護機関の情報がない

既存のリソースデータベースは最新の情報ではない

麻薬・在宅訪問できる薬局やがん患者のリハビリテーション専門職の情報がない

地域における課題の抽出やその解決策を
探るシステムの不備

地域で問題になっていても相談するところがない

職種や機関を越えた問題の場合の問題解決方法が分からない

課題があっても誰が中心になって解決に向けて活動するかがはっきりしていない

各機関が組織として関与する地域全体の
仕組みをつくる際の利害関係者の調整の
困難さ

病院の参加の協力が得られない・アプローチできない

それまでの人間関係や政治的・利害関係のために協力が得られない機関がある

大学・がん専門病院では施設全体での了解が難しい（診療科単位の協力は得られる）

誰がリーダーシップをとるかが決まらない，またはある施設・ある人がリーダーシップをとることへの懸念がある

医師の関与の低さ

地域の勉強会意見交換の場に医師の参加が少ない

サービス提供者会議に医師が参加してくれない

医師会に加入していない医師にどう情報や依頼をしたらいいのかが分からない

行政の関与の低さ

現場の多職種でカンファレンスを行っても行政・施策担当者がいないので解決に結びつかない

地域の勉強会や意見交換の場に行政がなかなか参加しない

行政の対応が現場と即していない

医療福祉従事者間
の患者情報に関す
るインフラの未整
備

患者の基礎情報を共有する方法の未確立

施設を越えた患者情報の共有ができないため，患者や家族は関わる医療福祉従事者すべてに同じ話を何度もしなくて
はならない

情報を書式で提出するのは時間がかかる

機関ごとに複数の書式があって非効率である

患者についてのリアルタイムな情報を共
有する方法の未確立

Information and Communication Technology（ICT）を使用した情報共有は，手書き診療記録とあわせて二重の手間
を要する

FAX，電話を利用した情報共有は「全員での共有」が難しい

厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守するようなインフラを整備するにはコス
トがかかりすぎる

患者の状況変化や治療の方針または処方の変更などを関連職種がタイムリーに情報共有できない

患者情報を共有する際の個人情報保護の
範囲や適応が不明瞭

患者情報の共有の効率性と個人情報保護の狭間で対応に困る

患者によっては一部の職種への情報提供を希望しない場合がある

保険薬局の薬剤師は，患者の病名も情報提供されない

診療所医師にも看護サマリーをみせてほしい

「退院時服薬指導報告書」を書く薬剤師が少なく，また書いても患者がそれを薬局に持参しないことが多いため，院
内薬剤師と保険薬局薬剤師との情報連携がない

薬局では患者の病名や受けている治療が分からない

セキュリティと使い勝手は相反する

MLで情報共有しているが，セキュリティという点で不安である

患者所持型情報共有ツール運用の困難

患者を取りまく医療福祉従事者全体に運用方法や意義が浸透していないと機能しない

患者自身が複数の医療福祉機関で情報共有をすることの意義を感じにくい

プライバシーの点から「もっていること」でがんと分かる手帳をもちたがらない

患者所持型情報共有ツールでは患者のみえるところに置いておけない内容が多い

すべての職種（特に医師）が書き込むとは限らない

自分で書いたものを医師や看護師にみせるのは失礼・気が進まない患者も少なくない

医療福祉従事者のみで共有する情報については記載できない
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療養場所や治療方
針の変更に伴う連
携の未熟さ

退
院
支
援
・
調
整
の
充
実
・
質
の
向
上

病院から地域へ・病棟から退院支援
部署への紹介の遅さ

地域医療福祉従事者への紹介・準備の時期が遅い

退院日について，チームで議論することがない

入院期間が明確ではない患者も多い

患者の病状により，退院が急に決まることも多い

退院支援・調整の内容が不十分

在院日数が短くなり，退院支援・調整を十分に行うことができない

投薬やカテーテル管理の手順など，自宅でも継続可能なシンプルなケアへの変更ができていない

入院中行っている処置や看護ケアが，患者の目標から考えて，退院後も必要かが見直されていない

退院後，予測される事態とその対応について患者・家族に説明されていない

退院後も必要な衛生材料（ガーゼ・消毒・カテーテルなど）が調達できるかを入院中に確認されていない

自宅のトイレ・風呂・ベッドなどの環境についてアセスメントされていない

退院後の経済的支援の必要性をアセスメントされていない

退院前に訪問看護師が退院支援・調整に関わることの有用性が明らかになっているが，報酬がつかないため負担が大
きい

有効な退院前カンファレンスの方法
の未確立

多職種による退院前カンファレンスの開催の目的や内容があいまいである

退院前カンファレンスの開催基準やメンバーの選定の仕方が分からない

退院前カンファレンスに呼んでもらいたくても声がかからない（介護支援専門員・薬剤師）

カンファレンスの開催時間が長すぎる

病院医師の業務量が多く，カンファレンスに参加できない（もっと優先順位の高いことがある）

遠方の病院で退院カンファレンスが開催される場合，在宅関係者は移動時間がかかり，負担が大きい

退院前カンファレンスの日程調整に時間がかかる

退院支援・調整・調整の質を保証す
るシステムの不在 退院支援・調整の振り返りを継続的に行うシステムがない

病
院
・
地
域
の
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
未
確
立

病院における地域からの問い合わせ
窓口と経路が不明瞭

地域医療福祉従事者から情報を入れたくても，どこに連絡したらいいか分からない

病棟スタッフ・退院調整部門の役割分担が不明瞭である

処方された薬剤に関する疑義照会をしたくても，まず誰に照会したらいいか分からない

地域医療福祉従事者が病院に求める
情報提供内容と実際に提供される情
報内容の不一致

予測される事態と対応の取り決めが患者・家族と共有されていない

患者や家族の意向に関する情報がない

病院によっては，入院中の看護診断だけが記載された退院サマリーもあり，役に立たない

直近の血液データも添付してほしい

保険薬局では院内化療のレジメを完全に把握できず，病院薬剤部に疑義照会しても教えてもらえない

保険薬局薬剤師は，予後の状態が分からず，化学療法中の患者に対するサービスがちぐはぐになってしまう

退院後に必要なケアに関する指導の内容を知りたい

病状の進行などを鑑みた予測的な医療情報がほしい

受
け
皿
の
未
整
備

かかりつけ医制度の不備

かかりつけ医をもっていない患者が多く，特に終末期の患者の場合，訪問診療の依頼に困ることがある

かかりつけ医がいない場合，すぐに相談できる医療福祉従事者がおらず，結局，患者・家族が一番困っている

かかりつけ医がなく自宅で亡くなった場合，死亡確認のために救急車で搬送することになる場合もあり，甦生術を受
ける

特に終末期の場合，これまで関係性がない患者の訪問診療を依頼しても断られてしまう

訪問診療特化型と従来型診療所（午後から在宅型）との関係がよくない

自分がかかりつけ医だったら，がんでも終末期でも診てあげたいという気持ちがあるが，最期の数週間だけという依
頼が来ても，なかなか関係性を築くのも難しいと尻込みしてしまう

訪問診療を実施することへの障害

外来で患者も診ていることから，急変時に対応できるかが不安である

外来診療との両立が体力的に負担である

在宅患者を診療しなくても現在の診療で十分である

どういう患者の場合，どのくらいの訪問が必要など，ゴールドスタンダードがないから，手を付けづらい

在宅医療に関心のある医師がほとんどいない

診療報酬が複雑で，どう算定したらいいのかもよく分からない

訪問看護師のマンパワー不足

新規の患者も断らざるを得ないほど，マンパワーが足りない状況である

僻地の場合，移動時間に時間がかかり，訪問回数を増やせない

訪問看護の機能ももっている診療所の看護師がどの程度訪問してもらえるのかステーションに分からず連携がとりにくい

訪問看護の受け皿が少なく，在宅療養移行できない患者がいる

訪問看護師の高齢化が進んでいる

募集をしても人材が集まらない

訪問看護師になることへの障害

一人で判断することに不安がある

急性期が花形で，訪問看護や介護施設で働くことは「都落ち」という認識がある

病院と比較すると，福利厚生が充実していない

がん患者に対応可能な介護支援専門
員の不足

特に福祉バックグラウンドの居宅介護支援専門員の場合，医療に関する苦手意識，難しさがある

がん患者がどのような経過をたどるのかがまったく分からない

がん終末期の患者に自分が何をできるのか想像できない

がん患者は，他の疾患の患者と比較し，報酬が労力に見合わない

緩和ケアに対応できる保険薬局の不
足

麻薬を取り扱っている保険薬局は限られている

苦痛の緩和に関する服薬指導をできる薬剤師が少ない

外
来
サ
ポ
ー
ト
の
不
備

外来通院から在宅医療への変更時の
サポート不足

外来からの在宅医療・介護サービスへの紹介が難しい（担当する人材・地域の資源情報の不足）

外来の医師や看護師が十分に今後の療養に関する希望などについて話を聞く時間がない

外来医師や看護師は在宅療養に関する知識やネットワークがない

外来患者は地域連携室で対応可能なことを知らない人が多い

在宅療養移行や抗がん剤治療中止時
の患者・家族の「見放された感」に
対するサポートの不足

診断時から診てくれている病院医師や看護師とのつながりを大事にしたい患者も多い

病院と繋がっていることで安心感がある

抗がん治療中止による患者・家族の見放された感をどうサポートしたらいいか分からない

抗がん治療の中止を受け入れることが患者や家族にとってはつらい
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在宅療養継続のた
めの連携の未熟さ

24時間対応体制の未整備

24時間体制をとっていない診療所や訪問看護も多い

1人開業医だけでは無理なので，訪問看護と共に 24時間体制をとりたいが，どの事業所に声をかけたらいいかもよ
く分からない

診診連携をとるとして，どことそういう形で連携をとればいいのか（情報共有の仕方，輪番制の組み方）などが分からない

24時間 365日対応をとることは，一人開業医では物理的に難しい

訪問薬剤指導や 24時間対応をする薬局は少ない

在宅療養者の急変に対応する適切な施設
機能分化の不備

急性期の病院には，なかなか入院できない

療養病床は，がん患者をとりたがらない

救急搬送されてきた在宅療養患者の中には，訪問診療や訪問看護で対応できたのではないかというレベルの患者も多い

かかりつけ医がなく自宅で亡くなった場合，死亡確認のために救急車で搬送することになる場合もあり，甦生術を受
ける

尿路感染で 3次救急に搬送されたり，急性期病床に入院する在宅療養者も増えてきている

医
療
と
介
護
の
一
体
的
提
供
の
不
備

医療と介護のコミュニケーションの
障害

医療と介護の共通言語がない

訪問診療の医師と訪問看護師と，介護支援専門員やヘルパーなど介護・福祉職が意見を交わす場がない

医師や看護師は，職能法に守秘義務があるが，福祉職の人たちはどこまでそれを遵守してくれるのかが分からず，情
報共有や方針に関するディスカッションをすることに不安である

介護職の医療知識の不足

介護職にその患者の医療的ニーズが理解されない

特に福祉バックグラウンドの介護支援専門員の場合，がん患者や医療処置の必要な患者については尻込みしてしまう

介護支援専門員の理解不足で訪問看護を入れるべきところで入れてなかったケースも多い

介護支援専門員や介護職の大半が，がんの知識やがん患者を担当した経験がなく，医療者にいろいろと聞きたいが，
何を聞いたらいいかも分からない

医療側から介護側へのアプローチの
不足

地域の医療系の講演会，研修会や意見交換会には，介護職は声をかけてもらえない

医師以外の参加者から意見が出ないのが当たり前で，介護職には意見も求められない

医薬品・衛生材料の物流インフラの
未整備

医療用麻薬の薬局間譲渡が困難なため，デッドストックのリスクが高く，医療用麻薬の調達が困難である

麻薬を扱える保険薬局や在庫のある麻薬の種類に関する情報の公開が難しい

衛生材料が必要十分な量が患者に渡されていない

医療機器の利用の困難
診療所単位では，利用頻度が低いので，購入してもペイできない

病院から診療所に貸し出す仕組みがない

フォーマルサービ
スとインフォーマ
ルサービスとの連
携の未熟さ

介
護
者
サ
ポ
ー
ト
の

拡
充 介護力の不足

高齢単身者や老齢夫婦のみ世帯が増え，家族の介護が期待できない

近所の助け合いなども今ではほとんどない

介護者サポートの欠如

がんや在宅医療に関する相談窓口や介護者支援のための策がない

介護者が仕事を休めない（休むと解雇される）

がん患者家族の心身のフォロー，特に亡くなられてからの精神的ケアのシステムがない

インフォーマルなサービスの不足

介護保険のサービスだけでは生活を支えられない

買い物や通院支援，見守り支援など，近隣のサポートを得ることで地域生活を継続できる患者もいる

傾聴ボランティアなど，患者のスピリチュアルペインに対応できるサービスがない

ボランティアコーディネーターの不在
ボランティアをコーディネートしたり，ボランティアと介護保険のサービスとの調整をする機関がない

医療的なことに対応できるボランティアを育成する仕組みがない

患者会やサバイバーの支援活動などを
支える仕組みの未整備 患者会やサバイバーの活動を支える仕組みや組織がない

がん患者の特性も
加味した介護保険
サービスの運用の
不備

介
護
保
険
制
度
と
が
ん
の
進
行
と
の

不
整
合

介護度認定期間の長さ

認定前に患者が亡くなることもある（急激に状態が悪化する）

医師の意見書の提出が遅く，認定までの期間に影響する

書類作業が煩雑で，申請までにもかなり時間がかかる

がん患者の場合，死亡前数週間で要介護と認定されることも多く，ケアプラン担当者が変更になった場合に関係性が
つくりにくい

ADL重視の認定度

がん患者は比較的最後までADLが維持されるため，介護度が低く認定されてしまい，十分なサービスが使えない

多くのがん患者が必要とする電動ベッドの貸与は，介護度 2以上のみとなっている

要支援と要介護でケアプラン担当者が代わるが，がん患者の場合，死亡前数週間に要介護になることも多く，関係性
がつくりにくい

が
ん
患
者
の
療
養
場
所
の
拡
充

がん患者が活用可能な介護資源の
不足

がん患者ということで受け入れを断る介護機関が多い

介護施設などで，がん患者を受け入れるためには，医療機関のサポートが必要である

「麻薬管理の必要な人は受け入れない」と機械的に断られてしまうデイサービスやショートステイが多い

地域の医療福祉従事者に，がん患者の行き場がないという問題が認識されていないため，受け入れにも積極的ではない

介護保険施設の機能未分化や在宅
復帰体制の未整備

介護施設も満床の状況で，在宅療養は難しい人の行き場がない

老人保健施設は，病院と在宅の中間施設として機能していない（長期滞在者が多い，また予約でいっぱいである）

1人暮らしで認知症など，在宅生活が困難である患者の場合でも，受け入れてもらえる施設が少なく，入所の受け入
れ先が困る

在宅での療養を支えるという視点での体制づくりが全くない

介護保険施設では医療が受けられない

介護施設の嘱託医の役割が不透明
がん患者に対する嘱託医の抵抗がある

介護施設の緩和ケアに関し，嘱託医をどこまで巻き込めるか，嘱託医にどこまで求められるかが，よく分からない

がん患者の経済的
問題に関する支援
の不備

若年層の過大な経済的負担

若年層は，医療保険では 3割負担となり，経済的負担が大きい

無利子の貸し付けなどもあるが，「ホントは自宅で療養したいが借金をしてまでは…」とあきらめる患者も少なくない

病院と違って償還払いとなるため，数カ月は負担をしなくてはならない

ニーズがあっても支払いが厳しいので適切なケアが十分提供できない

民間保険の対象外 民間保険の給付が在宅療養は対象外となることが多い

高額療養費制度の使いにくさ 複数の施設の支払いを取りまとめるなど，病院医療費よりも手続きが煩雑である

地域の地理的な
条件

積雪による訪問サービス提供の困難 積雪により，夏と同様にはサービス提供できない

訪問サービスの効率の悪さ 提供資源は限られており，かつ患者の自宅は散在している

過疎地へのサポート体制の不備 北部の医療過疎，人口過疎地域をどのようにカバーしていくかも重要な課題である

坂による外出や訪問サービスの限界 坂が多く，外出するのが困難な高齢者も多いため，外出サービスの充実も重要である
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3 ． 緩和ケア・在宅医療の質を保証する仕組みの
未整備

　緩和ケア・在宅医療の質を保証する仕組みやツール
がないことを意味する。具体的には，「緩和ケアの評
価方法が確立していない」といった【緩和ケアの質を
保証する仕組みの未整備】や，「限られた人材が“密
室”で医療やケアを提供するため，peer─review（第
三者評価）がしにくい」といった【在宅医療の質を保
証する仕組みの未整備】が課題として挙げられた。

4 ．専門緩和ケア利便性と質の不備
　緩和ケアチームなど専門緩和ケアが容易に利用可能
であり，質の高い支援が受けられる体制が不備である
ことを意味する。この領域では，緩和ケアサービスへ
のアクセスに関する 4課題および緩和ケアの専門性の
確立に関する 7課題が抽出された。
　前者は，「外来患者の緩和ケアニーズを拾うシステ
ムがない」「化学療法やその副作用，対処法に関する
コンサルテーションをする仕組みがない」といった
【外来患者への緩和ケア専門家の支援体制の未整備】
や，「在宅医療福祉従事者から，病院の緩和ケアチー
ムに相談する術がない」「病院の緩和ケアチームに相
談したくても，どのように連絡したらいいか分からな
い」といった【中小病院に入院中の患者および在宅療
養患者への緩和ケア専門家の支援体制の未整備】，「抗
がん治療を続けたい人は緩和ケア病棟が使えない」と
いった【ホスピス・緩和ケア病棟への受け入れの限
界】が挙げられた。さらに，「緩和ケアの専門家がい
ない」「緩和ケアチームの専門性のレベルがさまざま
である」といった【緩和ケア専門家の量的不足と質の
ばらつき】が抽出された。
　また，後者については「患者に緩和ケアに関する話
をするタイミングが難しい」「専門緩和ケアサービス
に紹介する方法が確立していない」といった【専門緩
和ケアに紹介する時期と方法の未確立】や，「主治医
診療制，コンサルテーションなど，緩和ケアチームの
診療形態は施設や担当医によってばらつきがある」
「緩和ケア病棟はどのような患者を診療するかの基準
がない」といった【専門緩和ケアの診療モデル・ケア
モデルの未確立】，「緩和ケアチームに相談しなくても，
周囲のネットワークで対応できることが多い」など
【緩和ケアチーム（特に地域緩和ケアチーム）活用が
不十分】，「心理的な問題を相談できる専門家は病院に

しかおらず，また病院の心理士は地域医療福祉従事者
からの相談を受け付けていない」といった【社会心理
的な問題に対応する専門家の不在】が挙げられた。

5 ． 患者・家族・市民の緩和ケア・在宅療養に 
関する心理的ハードル

　患者・市民の緩和・在宅ケアについての認識の不足
を意味する。特に，「苦痛の緩和や適切な処置ができ
ない」「夜間や急変時の対応ができない」「介護する家
族の負担が大きい」「病院にかからないことは悪いこ
とだという文化がある」といった【在宅療養に関する
否定的な認識】が課題として挙げられた。その他，
「緩和ケア＝末期」といった【緩和ケアに関する誤っ
た認識】，「麻薬中毒になる，飲み続けると効かなくな
る」といった【医療用麻薬への誤解】，「医療者に痛み
や自分の希望を話せない患者や家族が多い」といった
【医療者への遠慮】が課題として挙げられた。

6 ． 患者・家族・市民に対する地域緩和ケアの 
啓発の方法論の未確立

　地域緩和ケアに関する患者・家族・市民に対する啓
発の方法論が未確立であることを意味する。「場所に
よっては，ポスター・リーフレットなどの資料を置い
ても人々の目に留まらない」「かかる労力に比較する
と，人口当たりの曝露が少ない」など，【啓発の対象
や方法が不明瞭】であることや【実際にサービスを提
供している医療機関などを紹介することによる利益相
反の可能性】が課題として挙げられた。

7 ．がん緩和ケアに関する地域連携基盤の不備
　多職種が連携するうえでのシステムや調整機能を含
めた基盤構築の不備を意味する。「理念や方針に関す
る機関間の相互理解の不足により，業務上の摩擦が生
じる」「機関，法人，職種を越えた交流がない」とい
った【多職種・多機関の相互理解の不足とネットワー
クの未構築】，「地域を俯瞰し，医療・介護資源の情報
を把握する機関がない」「地域で緩和ケアに対応可能
な機関に関する情報がない」といった【地域緩和ケア
に関する情報を集約するシステムおよびリソースデー
タベースの不備】が挙げられた。また，「職種や機関
を越えた問題の場合の問題解決方法が分からない」と
いった【地域における課題の抽出やその解決策を探る
システムの不備】，「それまでの人間関係や政治的・利
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害関係のために協力が得られない機関がある」といっ
た【各機関が組織として関与する地域全体の仕組みを
つくる際の利害関係者の調整の困難さ】，さらに【医
師の関与の低さ】【行政の関与の低さ】が課題として
挙げられた。

8 ． 医療福祉従事者間の患者情報に関するインフ
ラの未整備

　多職種が連携して協働するうえで必要な情報共有の
ためのインフラが整備されていないことを意味する。
具体的には，「施設を越えた患者情報の共有ができな
い」「機関ごとに複数の書式があって非効率である」
といった【患者の基礎情報を共有する方法の未確立】，
「患者の状況変化や治療の方針または処方の変更など
を関連職種がタイムリーに情報共有できない」といっ
た【患者についてのリアルタイムな情報を共有する方
法の未確立】が抽出された。その他，【患者情報を共
有する際の個人情報保護の範囲や適応が不明瞭】【患
者所持型情報共有ツール運用の困難】が課題として挙
げられた。

9 ． 療養場所や治療方針の変更に伴う連携の 
未熟さ

　主として大規模病院から，地域の病院，介護保険施
設，自宅などへの療養場所の変更や，積極的治療の中
止など，治療方針の変更に伴う連携の重要性と未熟さ
を意味する。この領域では，退院支援・調整の充実・
質の向上に関する 4課題，病院・地域の情報共有シス
テムの未確立に関する 2課題，受け皿の未整備に関す
る 6課題，外来サポートの不備に関する 2課題が抽出
された。
　まず，退院支援・調整の充実・質の向上に関する課
題については，【病院から地域へ・病棟から退院支援
部署への紹介の遅さ】や「投薬やカテーテル管理の手
順など，自宅でも継続可能なシンプルなケアへの変更
ができていない」など【退院支援・調整の内容が不十
分】であること，「多職種による退院前カンファレン
スの開催の目的や内容があいまいである」など【有効
な退院前カンファレンスの方法の未確立】であること，
さらに【退院支援・調整・調整の質を保証するシステ
ムの不在】が挙げられた。
　また，病院・地域の情報共有システムの未確立に関
する課題としては，「地域医療福祉従事者から情報を

入れたくても，どこに連絡したらいいか分からない」
「処方された薬剤に関する疑義照会をしたくても，ま
ず誰に照会したらいいか分からない」など，【病院に
おける地域からの問い合わせ窓口と経路が不明瞭】で
あること，「病状の進行などを鑑みた予測的な医療情
報がほしい」「患者や家族の意向に関する情報がない」
など，【地域医療福祉従事者が病院に求める情報提供
内容と実際に提供される情報内容の不一致】が挙げら
れた。
　受け皿の未整備に関する課題としては，かかりつけ
医をもっていない患者が多く，特に末期の患者の場合，
訪問診療の依頼に困ることがあるといった【かかりつ
け医制度の不備】，「外来で患者も診ていることから，
急変時に対応できるかが不安である」といった【訪問
診療を実施することへの障害】，「訪問看護の受け皿が
少なく，在宅療養移行できない患者がいる」「募集を
しても人材が集まらない」といった【訪問看護師のマ
ンパワー不足】，「一人で判断することに不安がある」
「病院と比較すると，福利厚生が充実していない」と
いった【訪問看護師になることへの障害】，その他
【がん患者に対応可能な居宅介護支援専門員の不足】
【緩和ケアに対応できる保険薬局の不足】が挙げられ
た。
　さらに，外来サポートの不備については，「外来医
師や看護師は在宅療養に関する知識やネットワークが
ない」「外来の医師や看護師が十分に今後の療養に関
する希望などについて話を聞く時間がない」といった
【外来通院から在宅医療への変更時のサポート不足】，
「診断時から診てくれている病院医師や看護師とのつ
ながりを大事にしたい患者も多い」「抗がん治療中止
による患者・家族の見放された感をどうサポートした
らいいか分からない」といった【在宅療養移行や抗が
ん治療中止時の患者・家族の「見放された感」に対す
るサポートの不足】が挙げられた。

10．在宅療養継続のための連携の未熟さ
　患者の在宅医療継続のための体制を構築するための
連携を意味し，医療・介護連携や急変時の有床機関と
の連携も含んだ体制構築の重要性と未熟さを意味する。
　「24 時間 365 日対応をとることは，一人開業医では
物理的に難しい」「診診連携の方法（情報共有のしか
た，輪番制の組み方）などが分からない」といった
【24 時間対応体制の未整備】，「療養病床は，がん患者
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をとりたがらない」「尿路感染で 3次救急に搬送され
たり，急性期病床に入院する在宅療養者も増えてきて
いる」といった，【在宅療養者の急変に対応する適切
な施設機能分化の不備】が挙げられた。また，【医療
と介護のコミュニケーションの障害】【介護職の医療
知識の不足】【医療側から介護側へのアプローチの不
足】など，医療と介護の一体的提供の不備に関する 3
課題が抽出された。
　さらに，医療用麻薬の薬局間譲渡が困難なため，デ
ッドストックのリスクが高く，医療用麻薬の調達が困
難であることを含め【医薬品・衛生材料の物流インフ
ラの未整備】であること，シリンジポンプなど，診療
所単位では利用頻度が低く減価償却しにくい【医療機
器の利用の困難】が挙げられた。

11． フォーマルサービスとインフォーマルサービ
スとの連携の未熟さ

　現存のフォーマルな制度ではカバーしきれない領域
については，自助，互助，共助などのインフォーマル
サービスとの連携により，患者や家族のQOLを支え
ていくことの重要性とその体制構築の未熟さを意味す
る。
　「高齢単身者や老齢夫婦のみ世帯が増え，家族の介
護が期待できない」「近所の助け合いなども今ではほ
とんどない」などの【介護力の不足】，「がんや在宅医
療に関する相談窓口や介護者支援のための方策がな
い」などの【介護者サポートの欠如】といった介護者
サポートの拡充に関する課題が抽出された。その他，
【インフォーマルなサービスの不足】【ボランティアコ
ーディネーターの不在】【患者会やサバイバーの支援
活動などを支える仕組みの未整備】が課題として挙げ
られた。

12． がん患者の特性も加味した介護保険サービス
運用の不備

　介護保険制度は，要介護者を対象とする制度設計と
なっていることから，比較的ADLの保たれるがんの
疾患特性との不整合があることを意味する。
　介護度の認定期間が 1カ月ほどかかるため，認定前
に患者が再入院または死亡するケースも少なくないこ
とから【介護度認定期間の長さ】が課題として挙げら
れた。また「がん患者は比較的最後までADLが維持
されるため，介護度が低く認定されてしまい，十分な

サービスが使えない」ことから【ADL重視の認定度】
が挙げられた。
　さらに，がん患者の療養場所の拡充に関する課題と
して，【がん患者が活用可能な介護資源の不足】や，
「在宅での療養を支えるという視点での体制づくりが
全くない」「介護保険施設では医療のサポートが受け
にくい」といった【介護保険施設の機能未分化や在宅
復帰体制の未整備】，「がん患者に対する嘱託医の抵抗
がある」といった【介護施設の嘱託医の役割が不透
明】などが抽出された。

13．がん患者の経済的問題に関する支援の不備
　患者の経済的な負担の大きさに対応する支援の重要
性を意味する。医療保険下では 3割負担になる【若年
層の過大な経済的負担】，また入院では適応されても
在宅療養になると【民間保険の対象外】になるものが
多いこと，また「複数の施設の支払いを取りまとめる
など，病院医療費よりも手続きが煩雑である」など，
【高額療養費制度の使いにくさ】の 3つの課題が挙げ
られた。

考　察

　本研究の重要な知見は，複数地域における地域緩和
ケアの課題を系統的に整理し，共通の 13 領域 77 の課
題が抽出されたことである。
　本研究のデータソースの最も主要なものは，
OPTIMプロジェクトの介入として設定された多職種
地域連携カンファレンスのデータである。つまり，①
緩和ケアの提供体制が十分整備されていないと考えら
れる地域（山形県鶴岡市・三川町），②一定水準の緩
和ケアを提供できる体制があると考えられる地域とし
て，実施主体が a）がん専門病院である地域（千葉県
柏市・流山市・我孫子市），b）総合病院である地域
（静岡県浜松市），c）医師会である地域（長崎県長崎
市），の医療福祉従事者による地域の実情を踏まえた
課題が抽出されたと考える。しかし，医療提供体制や
地理的条件が異なる 4地域において，地域の事情に特
化した課題は少なかったこと，また単地域および複数
地域の地域緩和ケアの課題に関する先行研究と抽出さ
れた課題は類似していることから1～3），わが国におい
て，地域で緩和ケアを推進するために取り組むべき課
題は共通性が高いことが示唆される。
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地域緩和ケア推進に関する課題の概念的
枠組み

　抽出された 13 の課題は，実践家により認識されて
いる問題（reported─problems）を系統的に整理した
ものであるが，考察を深めるにあたり､ まずカテゴリ
ーの要素やカテゴリー間の関連を吟味し，地域緩和ケ
アに関する課題の基本的な概念枠組み（conceptual 
framework）を設定した（図 129）。地域緩和ケアの
現状には，どのような要因，変数，過程などが関わっ
ているのか，そして，それらによって当該現象がどの
ように構成されるのかを検討することは，現状認識を
方向づける前提となり，対応策を考慮する一助となる
と考える。

1．地域緩和ケアの提供に関する課題
　「緩和ケアに関する教育システム，身近なロールモ
デル・標準化ツールの不備」「経済的なインセンティ
ブの欠如」から「緩和ケア提供のためのリソース（人
材・技術・時間・ネットワーク）が不足」し，【主治
医チームが提供する一次緩和ケアにおける患者の苦痛
や心配への基本的な対応が不十分である】という課題
を生じている。また，「緩和ケア専門家の量の不足・
質のばらつき・診療形態の不明確さ」「有効な治療方
法が確立していない苦痛の多さ」から，「緩和ケア提
供のためのリソース（人材・技術・時間・ネットワー
ク）が不足」し，【専門家による二次緩和ケア（基本
的な対応を行っても解決されない複雑な問題への対
応）が不十分である】という課題が挙がってくる。ま
た，これら 2つの課題には，緩和ケア＝末期という認
識や医療者への遠慮を含む「患者・家族の緩和ケアに
対する心理的ハードル」も影響している。
　これら，【主治医チームが提供する一次緩和ケアに
おける患者の苦痛や心配への基本的な対応が不十分で
ある】【専門家による二次緩和ケア（基本的な対応を
行っても解決されない複雑な問題への対応）が不十分
である】という 2つの課題が解決しないため，〈緩和
ケアが十分提供されていない（格差が大きい）〉状況
を生じる。

2． 地域緩和ケア提供のための連携体制に関する 
課題

　「地域の緩和ケアに関する情報を集約するシステム

やリソースデータベースの不備」「ネットワークを構
築する機会の欠如」「地域連携の中心となる人材・機
関の不在」から，【地域のリソースが分からない】，
【多職種・多機関が相互理解を深め，各々の役割や人
となりが分かる関係性がない】【地域連携の中心とな
る機能が存在しない】という課題が挙がってくる。こ
れら 3課題が解決しないため，〈地域における緩和ケ
アの連携体制が構築できない〉という状況が生じてい
る。

3．がん患者の在宅療養支援に関する課題
　「在宅に関わる職種の量的・質的不足」「在宅チーム
内の連携・協働の不足」，病院スタッフの「療養場所
の重要性に関する認識の欠如」「在宅の視点と退院支
援の不足」および「在宅療養の実際を学習する機会・
体制の欠如」や「外来患者の在宅療養支援の不足」か
ら【ケアの継続性の保証や在宅医療の推進に関する医
療福祉従事者の認識，技術，仕組みが不十分である】
という課題が挙がってくる。また，「在宅医療の質担
保の仕組みの不備」「訪問回数の制限」「医薬品・衛生
材料の物流インフラの未整備」「介護に関する支援の
不足」「経済的支援の不足」「情報公開に関する指針の
不備」により【在宅医療の推進による変化に制度がつ
いていけていない】という課題が挙げられ，さらにこ
れらは，【患者・家族の在宅療養に関する否定的な認
識】につながり【在宅療養に関する適切な情報が患者
や家族に届いていない】という課題につながっている。
上記 3課題が解決しなければ，〈がん患者が在宅療養
を選択できない〉という状況を生じる。

概念枠組みに沿った地域緩和ケア推進の
ためのグランドデザイン案

　前項で設定した概念枠組みに沿って，地域緩和ケア
の制度・政策面のグランドデザイン案を提示する。な
お，ここでは実施主体や具体的な活動内容を定義せず，
機能を提示する。なぜなら，わが国の地域医療はさま
ざまな形態で提供されており，実施主体やその活動内
容を全国で画一化することは，現実的には機能しない
可能性が高いからである。
　提示するグランドデザイン案はOPTIMプロジェク
トの知見から導かれたものを主として他の知見を総合
的に判断したが，得られる情報を系統的に取得したも
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緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
教
育
シ
ス
テ
ム
・
身
近
な
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
・
標
準
化
ツ
ー
ル
の
不
備

経
済
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
欠
如

専
門
家
の
量
の
不
足
・
質
の
ば
ら
つ
き
・
診
療
形
態
の
不
明
確
さ

有
効
な
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
苦
痛
の
多
さ

患
者
・
家
族
の
緩
和
ケ
ア
に
対
す
る
心
理
的
ハ
ー
ド
ル

地
域
の
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
情
報
を
集
約
す
る
シ
ス
テ
ム
や
リ
ソ
ー
ス
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
な
い

地
域
の
リ
ソ
ー
ス
が
分
か
ら
な
い

多
職
種
・
多
機
関
が
相
互
理
解
を
深
め
，
各
々
の
役
割
や
人
と
な
り
が
分
か
る
関
係
性
が
な
い

地
域
連
携
の
中
心
と
な
る
機
能
が
存
在
し
な
い

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
機
会
が
な
い

地
域
連
携
の
中
心
と
な
る
人
材
・
機
関
が
な
い

緩
和
ケ
ア
提
供
の
た
め
の
リ
ソ
ー
ス
（
人
材
・
技
術
・
時
間
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
の
不
足

専
門
家
に
よ
る
二
次
緩
和
ケ
ア
（
基
本
的
な
対
応
を
行
っ
て
も
解
決
さ
れ
な
い
複
雑
な
問
題
へ
の
対
応
）
が
不
十
分
で
あ
る

　
主
治
医
チ
ー
ム
が
提
供
す
る
一
次
緩
和
ケ
ア
（
患
者
の
苦
痛
や
心
配
へ
の
基
本
的
な
対
応
）
が
不
十
分
で
あ
る

・
多
職
種
チ
ー
ム
に
よ
る
緩
和
ケ
ア
は
（
が
ん
終
末
期
に
関
わ
ら
ず
），
す
べ
て
の
医
療
で
必
要
で
あ
る
こ
と

が
各
種
職
能
教
育
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い

・
緩
和
ケ
ア
に
必
要
な
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン
の
知
識
や
技
術
が
未
設
定
で
あ
り
，
実
際
の
教
育
も
ば
ら
つ
き
が
あ
る

・
緩
和
ケ
ア
を
よ
く
行
っ
た
こ
と
で
患
者
・
家
族
が
満
足
し
た
体
験
や
身
近
な
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
が
な
い

・
緩
和
治
療
の
具
体
的
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
エ
ビ
デ
ン
ス
が
な
い

・
専
門
家
が
不
足
し
て
い
る

・
専
門
家
と
し
て
の
基
準
が
不
明
確
で
，
質
が
担
保
さ
れ
て
い
な
い

・
診
療
・
ケ
ア
モ
デ
ル
が
不
明
確
で
あ
る

　
e.
g.
, 緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
の
診
療
形
態
は
主
治
医
診
療
か
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
か

緩
和
ケ
ア
病
棟
は
ど
の
よ
う
な
患
者
を
診
療
す
る
か

・
緩
和
ケ
ア
＝
末
期
と
い
う
認
識
が
あ
る
（
緩
和
ケ
ア
を
受
け
る
患
者
に
進
行
が
ん
の
患
者
が
多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
）

・
治
療
以
外
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る
こ
と
へ
の
医
療
者
へ
の
遠
慮
が
あ
る

・
 専
門
緩
和
ケ
ア
を
受
け
る
と
，
経
済
的
負
担
が
さ
ら
に
か
か
る

・
地
域
を
俯
瞰
し
，
緩
和
ケ
ア
を
担
う
機
関
な
ど
の
情
報
を
集
約
し
，
発
信
す
る
シ
ス
テ
ム
が
な
い

・
リ
ソ
ー
ス
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
そ
の
も
の
が
な
い
，
あ
っ
て
も
ど
こ
に
あ
る
か
周
知
さ
れ
て
な
い
，
情
報
が
最
新
で
は
な
い

・
情
報
項
目
の
定
義
が
あ
い
ま
い
で
，
解
釈
し
に
く
い

・
地
域
の
ど
の
機
関
で
ど
の
よ
う
な
緩
和
ケ
ア
が
提
供
さ
れ
て
い
る
か
が
分
か
ら
な
い

・
各
医
療
・
介
護
機
関
で
，
ど
の
よ
う
な
患
者
に
対
応
可
能
な
の
か
が
分
か
ら
な
い

・
地
域
の
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
情
報
を
ど
こ
に
聞
け
ば
い
い
の
か
分
か
ら
な
い

・
地
域
連
携
を
促
進
す
る
た
め
に
，
誰
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る
の
か
が
決
ま
ら
な
い
，
ま
た

は
特
定
の
機
関
の
人
材
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
あ
る

・
地
域
連
携
を
促
進
す
る
た
め
に
何
を
し
た
ら
い
い
の
か
が
分
か
ら
な
い

・
職
種
や
機
関
を
越
え
た
地
域
の
問
題
に
つ
い
て
，
相
談
・
解
決
す
る
機
能
・
枠
組
み
が
な
い

・
医
師
会
及
び
行
政
の
関
与
が
な
い
た
め
，
効
果
が
限
定
的
で
あ
る

・
各
職
種
の
役
割
（
誰
が
何
を
し
て
い
る
の
か
）
が
分
か
ら
な
い

・
相
談
や
協
働
を
し
や
す
く
す
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
「
人
と
な
り
の
分
か
る
関
係
」
が
な
い

・
多
施
設
・
多
職
種
で
集
ま
る
機
会
が
な
い

・
集
ま
る
機
会
は
あ
っ
て
も
，
医
療
福
祉
従
事
者
が
相
互
理
解
を
深
め
る
仕
掛
け
が
な
い

　
e.
g.
, 講
演
会
に
来
て
帰
る
だ
け
，
機
関
や
職
能
の
代
表
者
の
み
の
発
言
で
現
場
の
意
見
が
出
な
い

・
 (
物
理
的
な
負
担
も
大
き
く
），
地
域
連
携
の
た
め
に
動
く
人
材
や
機
関
が
な
い

・
中
心
と
な
る
べ
き
人
材
・
機
関
や
地
域
連
携
促
進
の
た
め
に
何
を
す
る
べ
き
な
の
か
が
不
明
瞭
で
あ
る

・
 も
と
も
と
の
利
害
関
係
や
人
間
関
係
が
あ
り
，
地
域
の
ま
と
ま
っ
た
組
織
を
つ
く
る
こ
と
に
困
難
が
あ
る

　
　
e.
g.
, 大
学
は
講
座
単
位
で
あ
る
こ
と
，
大
学
医
局
間
，
診
療
所
間
に
は
競
合
が
あ
る
こ
と
，
理
念
や
方
針
の
違
い

・
医
師
（
医
師
会
）
や
行
政
の
関
与
が
ほ
と
ん
ど
な
い

　
　
 e
.g
., 
地
域
の
勉
強
会
や
意
見
交
換
会
へ
の
参
加
が
な
い
，
前
例
が
な
い
と
言
っ
て
断
る

・
病
院
・
診
療
所
経
営
の
点
か
ら
，
緩
和
ケ
ア
の
優
先
度
は
低
い
（
利
益
に
な
り
に
く
い
）

・
倦
怠
感
，
体
動
時
疼
痛
，
呼
吸
困
難
，
せ
ん
妄
な
ど
有
効
な
治
療
の
な
い
苦
痛
が
多
い

・
難
治
性
の
症
状
や
，
時
間
を
か
け
る
こ
と
の
必
要
な
複
雑
な
問
題
へ
の
対
応
が
不
十
分
で
あ
る

・
患
者
の
苦
痛
や
心
配
へ
の
対
応
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
が
な
い

・
緩
和
ケ
ア
の
重
要
性
に
関
す
る
認
識
は
あ
っ
て
も
，
実
際
に
提
供
す
る
人
材
と
時
間
が
な
い

・
多
職
種
チ
ー
ム
で
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
や
意
思
共
有
，
意
思
決
定
が
で
き
な
い

・
知
識
や
技
術
を
習
得
す
る
研
修
な
ど
に
参
加
す
る
時
間
が
な
い

・
推
奨
さ
れ
る
診
療
・
ケ
ア
行
動
を
示
す
（
こ
う
い
う
時
に
は
，
こ
れ
を
行
う
と
い
う
具
体
的
な
）
ツ
ー
ル
が
な
い

・
緩
和
ケ
ア
を
提
供
す
る
人
材
や
時
間
が
不
足
し
て
い
る

　
　
e.
g.
, 検
査
や
治
療
を
こ
な
す
の
に
精
一
杯
で
時
間
の
か
か
る
精
神
的
ケ
ア
な
ど
が
で
き
な
い

訪
問
回
数
の
上
限
が
あ
る
（
在
宅
）

・
患
者
や
家
族
が
抱
え
る
複
雑
な
問
題
に
対
応
で
き
る
多
職
種
チ
ー
ム
が
雇
用
さ
れ
な
い

・
地
域
の
緩
和
ケ
ア
専
門
家
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
て
い
な
い

緩 和 ケ ア が 十 分 提 供 さ れ て い な い

（ 格 差 が 大 き い ）

地 域 に お け る 緩 和 ケ ア の 連 携 体 制 が 構 築 で き な い
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図
 1
29
　
地
域
緩
和
ケ
ア
推
進
の
た
め
の
課
題
に
関
す
る
概
念
枠
組
み

在
宅
チ
ー
ム

在
宅
チ
ー
ム
内
の
連
携
・
協
働
の
不
足

在
宅
の
視
点
と
退
院
支
援
の
不
足

在
宅
療
養
の
実
際
を
学
習
す
る
機
会
・
体
制
の
欠
如

意
思
決
定
・
療
養
場
所
の
重
要

性
に
関
す
る
認
識
の
欠
如

在
宅
に
関
わ
る
職
種
の
量
的
・
質
的
不
足

在
宅
医
療
の
質
担
保
の
仕
組
み
の
不
備

訪
問
回
数
の
制
限

医
薬
品
・
衛
生
材
料
の
物
流
イ
ン
フ
ラ
の
未
整
備

患
者
・
家
族
の
在
宅
療
養
に
関
す
る
否
定
的
な
認
識

施
設
看
取
り
体
制
の
不
備

介
護
に
関
す
る
支
援
の
不
足

経
済
的
支
援
の
不
足

情
報
公
開
に
関
す
る
指
針
の
不
備

外
来
で
の
在
宅
療
養
移
行
支
援
の
不
足病
院
ス
タ
ッ
フ

・
抗
が
ん
治
療
の
選
択
・

療
養
場
所
を
含
む
意
思
決

定
支
援
の
体
制
や
重
要
性

の
認
識
が
な
い

・
が
ん
患
者
は
「
家
で
過

ご
せ
な
い
」
と
考
え
る
ス

タ
ッ
フ
が
多
い

・「
在
宅
の
視
点
」
が
な
い

　
e.
g.
, シ
ン
プ
ル
な
治
療
・
ケ
ア
，
退
院
後
の
生
活
・

介
護
の
準
備
。
予
測
さ
れ
る
事
態
へ
の
対
応

・
退
院
支
援
・
調
整
が
不
十
分

　
 -
退
院
支
援
部
署
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
な
い

　
 -
希
望
に
合
う
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
ベ
ッ
ド
の
不
足

　
　
診
療
圏
の
移
動
，
治
療
病
院
の
入
院
希
望

　
 -
退
院
前
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
方
法
が
不
明
確
   

   
   
e.
g.
, 効
率
的
な
方
法
，
情
報
共
有
の
方
法

・
地
域
と
病
院
と
で
退
院
支
援
の
振
り
返
り
を
継
続
的

に
行
い
改
善
を
行
う
枠
組
み
が
な
い

○
訪
問
診
療

・
在
宅
診
療
を
担
う
医
師
が
少
な
い

　
 e
.g
., （
在
宅
診
療
に
か
か
わ
ら
ず
）
医
師
が
い
な
い
，
す
で
に

外
来
診
療
で
手
い
っ
ぱ
い
で
あ
る

・
か
か
り
つ
け
医
の
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
て
い
な
い

　
 e
.g
.,
か
か
り
つ
け
医
で
な
い
と
，
い
き
な
り
終
末
期
だ
け
診
療

す
る
の
は
信
頼
関
係
が
な
く
難
し
い

・
が
ん
患
者
を
診
た
こ
と
が
な
い

・
一
般
診
療
所
と
在
宅
特
化
型
診
療
所
の
役
割
分
担
が
不
明
瞭

○
訪
問
看
護

・
訪
問
看
護
の
担
い
手
が
少
な
い

　
 e
.g
.,
責
任
が
重
い
，
ス
キ
ル
が
必
要
，
病
院
と
比
較
し
，
福
利

厚
生
が
充
実
し
て
い
な
い
，「
花
形
で
は
な
い
」
と
の
認

識
・
診
療
所
看
護
師
と
の
役
割
分
担
が
不
明
確
で
あ
る

・
地
方
は
移
動
時
間
が
長
く
採
算
が
と
れ
な
い

○
介
護
支
援
専
門
員

・
が
ん
の
知
識
が
少
な
く
，
不
安
が
大
き
い

・
報
酬
が
見
合
わ
な
い

○
保
険
薬
局

・
対
象
患
者
が
少
な
く
技
術
が
蓄
積
し
な
い

・
 訪
問
は
在
局
指
導
よ
り
報
酬
面
の
評
価
が
低
い

・
介
護
保
険
が
が
ん
患
者
の
現
状
に
合
っ
て
な
い

　
 e
.g
.,
が
ん
で
は
死
亡
直
前
に
急
速
に
AD
L
が
低
下
す
る
た
め
，
訪

問
調
査
が
遅
れ
る
と
間
に
合
わ
な
い
，
変
更
申
請
が
多
く
手
続

き
が
煩
雑
，
要
支
援
と
要
介
護
の
区
分
は
短
期
間
に
移
行
す
る

た
め
必
要
な
い

・
介
護
力
が
な
い

　
 e
.g
.,
独
居
・
高
齢
世
帯
の
増
加
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
不
足
，
地
域
に

あ
る
介
護
力
を
調
整
す
る
仕
組
み
が
な
い
，
地
域
の
生
活
支
援

が
不
足
し
て
い
る
，
介
護
者
に
対
す
る
支
援
が
な
い
（
相
談
支

援
，
介
護
休
暇
，
介
護
者
同
士
の
支
え
合
い
）

・
が
ん
患
者
が
利
用
で
き
る
レ
ス
パ
イ
ト
施
設
が
な
い

　
 e
.g
.,
が
ん
だ
か
ら
，
麻
薬
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
断
ら
れ

る
，
医
療
機
関
と
連
携
を
と
っ
て
い
な
い
介
護
施
設
も
多
い

・
入
院
費
用
よ
り
高
額
で
あ
る

・
窓
口
負
担
が
大
き
い
（
償
還
払
い
，
無

利
子
貸
出
し
も
「
借
金
し
て
ま
で
」
と

思
う
患
者
が
多
い
）

・
高
額
療
養
費
制
度
の
使
い
に
く
さ

・
民
間
保
険
は
在
宅
は
対
象
外
と
な
る

・
患
者
・
家
族
の
求
め
て
い
る
情
報
を
公

開
す
る
た
め
の
，
利
益
誘
導
・
利
益
相

反
に
関
す
る
取
り
決
め
が
な
い

・
 2
4
時
間
36
5
日
対
応
の
負
担

　
-一
人
開
業
医
は
物
理
的
に
困
難
で
あ
る

　
-効
果
的
に
連
携
す
る
方
法
が
定
ま
っ
て
い
な
い
　

　
e.
g.
, 診
・
診
，
病
・
診
，
訪
問
看
護
S
t・
薬
局
な
ど

・
情
報
共
有
の
イ
ン
フ
ラ
の
未
整
備

　
-リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
情
報
共
有
が
難
し
い

　
 e
.g
.,
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
，
患
者
が
希
望
し
な
い
場
合
が

あ
る
，
情
報
共
有
に
関
し
て
の
現
状
に
合
っ
た
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
が
未
整
備

　
-
患
者
所
持
型
情
報
共
有
ツ
ー
ル
は
，
患
者
・
医
療
福
祉
従
事
者

双
方
の
相
当
の
努
力
が
必
要

・
医
療
と
介
護
の
連
携
の
難
し
さ

　
-コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
い
か
な
い

　
 e
.g
.,
共
通
言
語
が
な
い
，
相
互
理
解
の
た
め
の
機
会
が
な
い

　
-
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
医
療
と
介
護
を
つ
な
ぐ
機
能
を
担

い
き
れ
な
い

・
訪
問
，
相
互
の
や
り
と
り
〈
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
，
病
院
か
ら
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
，
在
宅
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
；
公
式
な
も
の
と
私
的
な
も
の
〉

・
卒
前
・
卒
後
教
育
の
機
会
が
な
い

・
身
近
に
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
が
な
い

・
外
来
通
院
か
ら
在
宅
医
療
へ
の
変
更
時
の
サ
ポ
ー
ト
が
不
足
し
て
い
る

・
外
来
の
医
師
や
看
護
師
が
十
分
に
今
後
の
療
養
に
関
す
る
希
望
な
ど
に
つ
い
て
話
を
聞
く
時
間
が
な
い

・
外
来
ス
タ
ッ
フ
は
在
宅
療
養
に
関
す
る
知
識
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
な
い

・
在
宅
療
養
移
行
や
抗
が
ん
剤
治
療
中
止
時
の
患
者
・
家
族
の
「
見
放
さ
れ
た
感
」
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト
が
不
足
し
て
い
る

・
在
宅
医
療
の
質
を
評
価
す
る
方
法
・
基
準
が

な
い

・
実
態
が
不
明
で
あ
る

・
麻
薬
が
デ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
に
な
る

　
 e
.g
.,
卸
に
返
せ
な
い
，
他
薬
局
へ
の
譲
渡
の
制
限
，
入
退
院
を
繰
り
返
す
患
者
も
多
く
，
定
期

的
な
需
要
が
な
い

・
ポ
ン
プ
や
ル
ー
ト
類
の
調
達
が
困
難
こ
と
が
多
い
　

　
 e
.g
.,
機
器
の
貸
し
出
し
を
行
う
業
者
が
な
い
，
残
品
の
売
買
や
個
装
販
売
が
で
き
な
い
　

・
急
な
対
応
が
で
き
な
い
こ
と
へ
の
不
安
が
あ
る

・
苦
痛
の
緩
和
が
十
分
に
で
き
な
い
と
思
う

・
他
人
が
家
に
入
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る

・
病
院
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
感
が
あ
る

・
介
護
者
の
負
担
が
大
き
い

・
病
院
に
か
か
る
こ
と
が
よ
い
と
い
う
考
え
が
あ
る

・
在
宅
療
養
に
関
す
る
情
報
が
な
い

・
訪
問
回
数
の
制
限
に
よ
り
（
診
療
・
看
護
・
薬
剤
指
導
），
必
要
な
回
数
行
け
な
い

・
介
護
者
へ
の
教
育
と
支
援
の
不
足

・
看
護
師
・
医
師
の
量
的
・
質
的
不
足

・
医
療
を
外
部
か
ら
提
供
す
る
こ
と
の
困
難

 医
療
福
祉
 

従
事
者 在 宅 医 療 の 推 進 に よ る 変 化

に 制 度 が つ い て い け て い な い

ケ ア の 継 続 性 の 保 証 や 在 宅 医 療 の 推

進 に 関 す る 医 療 福 祉 事 者 の 認 識 ， 技

術 ， 仕 組 み が 不 十 分 で あ る
が ん 患 者 が 在 宅 療 養 を 選 択 で き な い

在 宅 療 養 に 関 す る 適 切

な 情 報 が 患 者 や 家 族 に

届 い て い な い制
度

患
者
／家
族

課
題
の
原
因

課
題

現
象



Ⅱ．主 研 究

262

のではない（系統的レビューを行ったものではない）。
また，議論は研究班内で行ったため，患者・家族の意
見を十分に反映したものではない。したがって，これ
らのグランドデザイン案を実際に採用する場合には，
がん医療・緩和医療にかかわらず医療福祉制度に関わ
る広範な組織を改めて構築し，議論を行う必要がある。
　本研究において地域緩和ケアの 77 課題が抽出され
たが，このうちがん緩和ケアに特化した課題は，わず
か 15 課題に過ぎなかった。それ以外の課題について
は，緩和ケアを必要とする患者や家族のみならず，あ
らゆる疾患や障害を抱える患者や家族を地域で支えて
いくための課題といえるものであった。つまり，地域
緩和ケアを推進するための仕組みとは，がん緩和に特
化したシステムではなく，慢性疾患患者，かつ終末期
に至るまでの長きにわたって提供される治療とケアの
効率的提供が可能な地域医療の連携システムであると
いうことが示唆された。独居，高齢者世帯も急増して
いる昨今，この地域医療の連携システムは，プライマ
リケア（住民のあらゆる健康上の問題に対して，総合
的・継続的・全人的に対応する地域の保健医療福祉機
能）を中心に構築し，また介護との包括的提供を視野
に入れたものにすることが求められていると考える。
そしてこの体制を基盤として，地域の医療福祉従事者
の緩和ケアの知識や技術の向上や専門緩和ケアへのア
クセスを保証する仕組みが付随する形態が地域緩和ケ
アの体制として望ましいとことが本研究から示唆され
た。こうした体制構築の方法は，がんのみならず，難
病や障害など，既に独自の制度があり，また専門家へ
のアクセスが必要な他の領域においても汎用性がある。

1．緩和ケア提供のための地域の体制構築
　地域における緩和ケアの連携体制を構築するための
概念枠組みは，地域のリソースを把握すること，多職
種多機関で人となりの分かる関係を構築すること，地
域連携の中心となる機能を位置づけることである（図
129）。これを達成するために，地域単位のネットワー
キングを行うファシリテーション機能の位置づけとメ
ンバーの観点からグランドビジョン案としてまとめる。

1） 地域単位のネットワーキングを行うファシリテー

ション機能の位置づけ

　地域緩和ケアプログラムの参加者が体験した「最も
大きかったこと」として，ネットワーク・連携に関わ

ることを挙げている4）。また，地域での緩和ケア・在
宅療養に関する課題を共有し解決するための多職種・
多レベルでのグループワークと課題ごとに設定された
ワーキングチームによって地域の医療福祉従事者の困
難感，特に，連携，コミュニケーション，専門家の支
援に関する困難感は有意に低下したことが報告されて
いる5）。これは，イギリスの Gold Standard Frame-
work の概念的枠組みで最も基盤となるものとして，
地域の医療福祉従事者間のネットワークの確保
（C1：communication）が挙げられていることに共通
する6）。つまり，地域緩和ケアを推進する際に重要な
ことは，地域単位でのネットワーキングであり，地域
の緩和ケアに関わる医療福祉従事者が「出会う」機会，
および地域の課題を共有し解決に向けて協働する機会
を設定することである。
　しかし，地域のネットワークによる医療提供体制に
ついては，異なる多くの職種，組織，ケアのアプロー
チ法により，分断されがちであることが指摘されてい
る7, 8）。したがって，この解決のためには，地域単位
のネットワーキングを行うファシリテーション機能を
地域に位置づける必要がある。
　ネットワーキングを行うファシリテーション機能の
内容は以下の通りである。

a．地域の課題の把握

　緩和ケアを含む地域の医療・介護資源を把握するこ
とが大前提となる。その地域のどこに，どのような機
能をもつ資源があるかが把握されないと，地域の課題
の抽出は難しく，また課題解決のための方策やプレイ
ヤーもみえてこないからである。つまり，人口や高齢
化率などの現状や将来動向なども含め，地域が直面す
る課題を地域の実情から正確に把握すること（地域診
断）は，地域の課題解決の展開を促すための必須のス
テップである。

b． 地域緩和ケアの課題をリアルタイムで多職種・多レベ

ルで共有し解決する枠組みの設定（医療福祉従事者の

ネットワーキング）

　地域の課題をリアルタイムで把握し，その解決を図
るためのネットワーキングをファシリテートすること
が求められる。この際，多職種での少人数ずつのグル
ープワークや事例検討を用いることが有用であること
が示唆されている。地域の課題は変遷していくもので
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あり，また解決の進捗に関するモニタリングも兼ねて，
年に複数回，このような場を設けることが望ましい。
　課題が抽出された後，課題ごとのワーキングチーム
の設置と同時に各ワーキングチームのリーダーによる
運営・企画委員会を組織する。解決すべき課題に優先
順位を付け，年間のスケジュールを立てることは，活
動内容を可視化し，地域の医療福祉従事者の共通理解
と協力を得るために有用である。
　また，ワーキングチームの活動を地域の医療福祉機
関・団体が認知した公的な活動とすることは，メンバ
ーの活動のしやすさに直結する。ステアリング機能を
担う人材や組織も同様である。また，持続可能な活動
とするためには，業務時間内に可能な活動とすること
も有用である。

2）機能を担うメンバー

　機能を担うメンバーは，実際に地域の緩和ケアに関
わっている地域の主要組織・ステークホルダーの多職
種からなることが重要である9）。またこの際，実践家
と管理者レベルがいずれも意思決定に参加することも
不可欠である。さらに，本研究で「行政および医師の
関与の低さ」が課題として挙げられたが，課題を具体
的に解決していく過程において，市町村行政および医
師会など職能団体の関与は不可欠である。市町村行政
は，医療・介護資源を中立的な立場で調整する機能を
果たすことが可能であり，また地域包括ケアの枠組み
の中で地域住民の生活を支える基盤構築の責任を有す
ることから，また後者は個々の実践家や機関の良い取
り組みを地域全体の面的展開に拡充していくには，職
能団体の貢献が期待されるからである。したがって，
ネットワーキングを行うファシリテーション機能を担
うメンバーには，市町村行政および医師会をはじめと
する職能団体が入ることが求められる。
　また，この機能を果たすにあたっては，ロジスティ
クスに関わる作業が膨大であることから，専従の事務
局を設けることが必要である。この事務局を担う専従
の人材の雇用費や組織の活動費については，恒久的な
予算を確保する必要があるが，財源としては医療保険
者の共同出資，または介護保険下の地域支援事業費

（地域包括ケアの実現としての活用）などが考えられ
る。

2．地域緩和ケア提供のあり方
　本研究により，主治医チームが患者の苦痛や心配へ
の基本的対応を主とする一次緩和ケアおよび難治性の
症状緩和や時間をかけることの必要な複雑な問題への
対応を行う専門家による二次緩和ケアの双方を充実さ
せることが，地域で緩和ケアが十分に提供されること
につながることが示唆された。これらを充実させる機
能について以下に述べる。

1） 主治医チームが提供する一次緩和ケアにおける患

者の苦痛や心配への基本的な対応の充実

　主治医チームが提供する一次緩和ケアを向上する概
念枠組みとしては，緩和ケアに関する教育システム・
身近なロールモデル・標準化ツールを整備すること，
経済的インセンティブと緩和ケア提供のためのリソー
スの確保が挙げられる（図 1）。これらを達成するた
めの取り組みについて総合的なグランドビジョン案と
して示す。

a． 基本的な緩和ケアの知識や技術を伝え合う機会の設定

　本研究において，在宅医療従事者にとっては緩和ケ
ア提供の経験不足からの知識や技術への不安が，病院
医療従事者にとっては在宅療養に関する知識の不足が
示唆された。これに対応する解決策として多職種緩和
ケアセミナーの開催などにより，地域が基本的な緩和
ケアの知識や技術を伝え合う機会を設定することが推
奨される。
①講義とグループワークからなるプログラム
　医療者の知識を向上させる手段として，講習会，ア
ウトリーチプログラム，実習などがある。講習会は，
しばしば行われる方法であるが，一方向性の講義によ
る講習会による効果は限定的であり，グループワーク
などの相互交流的な方法が推奨されている10, 11）。わが
国においても，講義とグループディスカッションを組
み合わせた地域の医療福祉従事者対象の緩和ケア講習
会の有用性が報告されており12, 13），病院・在宅の双方
の多職種を対象とし，各々が必要としている学習内容
を含む相互交流的な講習会や参加型の教育機会を設定
することが必要である。こうした多職種緩和ケアセミ
ナーは，基本的な緩和ケアの知識や技術の習得のみな
らず，ネットワーキングを通じて地域全体に大きな影
響を及ぼすことが報告されている。特に，グループデ
ィスカッションは，地域の医療福祉従事者の相互理解
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を深める「関係づくりの場」として機能し，机上では
ない実践の場として現在のケースについて相談したり
知識を実践のものとして身近な人と共有する機会とな
る。
②多職種緩和ケアセミナーの内容
　病院・在宅の双方の多職種を対象とする相互交流的
な緩和ケアセミナーは，地域の医療福祉従事者を対象
として緩和ケアの内容に触れる機会，病院の医療者を
対象として在宅医療の内容に触れる機会を提供するこ
とが重要である。また，本研究で緩和・在宅ケアの重
要性を低く認識している医療福祉従事者が少なくない
ことが示唆されたため，知識の提供のみならず，苦痛
の緩和，患者の望む療養場所の選択が患者にとって重
要であることをセミナーの内容に含める必要がある。
　OPTIM─study の介入地域では，理念，疼痛に比較
して，呼吸困難，せん妄に関する知識が不十分である
ことが示された。また，実際に行われた多職種緩和ケ
アセミナーでは，疼痛，呼吸器症状，消化器症状，せ
ん妄，精神的ケア・家族ケア，看取りのケアなどをテ
ーマとした場合，参加者による有用性の評価が高いこ
とが報告されている12, 13）。多職種緩和ケアセミナーを
企画する際には，地域の緩和ケアに関する教育ニーズ
や実際に知識の不足している領域に関する定期的な調
査を行い，地域の教育ニーズを把握し，年間スケジュ
ールおよび多職種緩和ケアセミナーの内容を決めるこ
とが望ましい。
③地域の他の研修会との調整
　本研究において，「設定日時が地域内の他の勉強会
と重複する」「参加する対象が“関心のある人”に限
られており，本当に参加してほしい人は参加しない」

「医師の参加が少ない（多職種の集まりに参加しにく
い，関心のある人が限られる）」など，【緩和ケアセミ
ナーへの参加への障害】が課題として挙げられた。
　地域全体では，がんに限らず多くの医療福祉従事者
対象の研修会が行われている。他の研修と重複するこ
とを避けるためには，多職種緩和ケアを企画する際に，
地域で開催される各種研修会の種類と頻度をあらかじ
め確認して，調整を図ることが望ましい。つまり，が
ん領域の研修会がすでに予定されている場合には，多
職種緩和ケアセミナーの要素を盛り込むなど，地域で
実施されているさまざまな研修会のロジスティクスを
調整することが求められる。がんに関するものとして
は年間 2～4 回が現実的であると考えられるが，緩和

ケアに関する知識や技術は，年々変わることから，1
度の研修会で習得するものではない。緩和ケアの提供
機会の多い医師では，緩和ケアの全般的な知識はより
適切であり，特に（緩和ケアチームのある）大規模病
院では困難感も低いことが報告されている。「がん診
療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」の評価に関
する研究では，医師の診療技術よりもむしろネットワ
ーキングに価値がみられることも示されている14, 15）。
このことは，知識レベルでの研修会は短期間で十分な
可能性を示唆している。「がん診療に携わる医師に対
する緩和ケア研修会」の 2 日間の日程を確保し参加す
ることが困難であることも指摘されており，知識レベ
ルの研修はより簡便な方法（たとえば，講習会日程の
短縮化，e─learning など）で行い，緩和ケアセミナー
は得られた知識を実践のものとして身近な人と共有す
る機会として活用することが望ましい。
④医師の参加促進のためのインセンティブ
　地域で開催する多職種緩和ケアセミナーには，医師
の参加が少ないことが本研究でも指摘された。参加促
進のインセンティブとして，医師会の生涯学習の 1 つ
に多職種緩和ケアセミナーを位置づける，または，多
職種緩和ケアセミナーに参加した場合は「がん診療に
携わる医師に対する緩和ケア研修会」を受講したもの
とみなすなどの工夫を行っていくことが重要である。

b． 職種・レベルごとの緩和ケア教育プログラムの設定

（ボトムラインの設定）

　現在，医師に対しては「がん診療に携わる医師に対
する緩和ケア研修会」のプログラムがあるが，対象ご
とのスキルレベルの設定は行われていない。また，通
常の診療所医師が 1 年間に体験するがん患者の頻度は
少ないと考えられるため，診療所医師よりもむしろ，
訪問看護師や保険薬局薬剤師の緩和ケアの知識を向上
することで，チーム全体としての緩和ケアの知識・技
術の向上を行うことが重要であることも指摘されてい
る16）。しかし，現在，訪問看護師，保険薬局薬剤師に
対する緩和ケアの教育プログラムはない。したがって，
一次緩和ケアの担い手としての医師，看護師，薬剤師
の到達目標を示した教育プログラムを設定し，各機
関・協会で行っている研修に取り込めるようにするこ
とが求められる。また，がん診療を多く行う機関の院
内研修を地域に公開することも有用である。
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c． 医学部教育および卒後臨床研修への緩和ケアカリキュ

ラムの導入

　地域医療を支える医師は，primary care の中で緩
和ケアを担っていく必要がある。
　on─the─job─training と同様に学部での緩和ケア教
育の重要性も指摘されている17, 18）。欧米では，緩和ケ
アを学ぶためのカリキュラムが導入されており，わが
国でも，医学部教育と卒後臨床研修のカリキュラムの
中に医療の基本的問題解決の一部として緩和医療を必
須項目として取り入れ，症状の緩和方法や看取りの技
術を医師が修得できることが推奨される。

d． 地域共通の緩和ケアマニュアルの基本設計と治療成績

の公開

　地域共通の緩和ケアマニュアルを web 上に構築し
て地域全体からアクセス可能にすることは，有用であ
ることが OPTIM─study により明らかになった。しか
し，実際に全国の各地域で「地域共通の緩和ケアマニ
ュアル」を作成することは実施可能性の点から課題が
あるため，まず，地域共通の緩和ケアマニュアルの基
本設計を全国で 1 つ web 上に構築し，それを地域単
位で変更できるような web 構築を行うことが推奨さ
れる。各治療のアルゴリズムの治療成績を継時的に蓄
積，改良することで，比較試験では検証することので
きない実際の臨床での治療成績を可視化することがで
きる19, 20）。

2） 専門家による二次緩和ケア（基本的な対応を行っ

ても解決されない複雑な問題への対応）

　専門家による二次緩和ケアを向上させる概念枠組み
としては，専門家の量の不足・質のばらつき・診療形
態の不明確さを解消すること，有効な治療法のない苦
痛に対する新しい治療を見出すための研究を行うこと，
経済的インセンティブと緩和ケア提供のためのリソー
ス（人材・時間・ネットワーク）の確保，患者・家族
の緩和ケアに対する心理的ハードルが挙げられる（図
1）。これらを達成するための取り組みについて総合的
なグランドデザイン案として示す。

a．地域で生じた緩和ケアの問題に対応する機能

　本研究では，【中小病院に入院中の患者および在宅
療養患者への緩和ケア専門家の支援体制の未整備】と
いう課題が抽出された一方で，「緩和ケアチームに相

談しなくても，周囲のネットワークで対応できること
が多い」といった【緩和ケアチーム（特に地域緩和ケ
アチーム）活用が不十分】という課題も挙げられた。
つまり，現状では，緩和ケアチームという枠組みその
ものが必要なのではなく，「地域で生じた緩和ケアの
問題に対応できる機能」が必要であることが示唆され
る。少なくとも今後数年の間は，緩和ケア専門家の
質・量の充足が十分でないことから考えても，1 つの
専従チームが地域全体の専門緩和ケアを担うことは現
実的ではない。したがって，「地域で生じた緩和ケア
の問題に対応する機能」は，地域の緩和ケアへのアク
セスを最大化することによって発揮されると考える。
この機能を担う形態は地域によって異なることが想定
され，具体的には，①地域の緩和ケアの専門家（院内
緩和ケアチーム，緩和ケア病棟，在宅ホスピスなど）
の連絡先を開示する，②地域の緩和ケアの専門家をネ
ットワーク化してホットラインを作る，③緩和ケアの
専門家とのついでの機会を活用する，④患者情報を共
有する information and communication technology の
活用，⑤個人的なネットワークの構築，などである。
また同時に，緩和ケアの専門家の支援を必要とする患
者のセイフティネットを担う機関を設定し，関係者に
周知しておくことも併せて重要であると考える。

b．スクリーニングツールなどの開発と検証

　緩和ケアニーズを拾い上げるシステムの不備や医師
や家族は患者の緩和ケアニーズに十分気づくことが困
難であることが報告されている21～23）。一方，患者の
症状やニーズをスクリーニングするツールを使用する
ことで専門緩和ケアサービスを受診するきっかけとな
ることが示されている24～26）。しかし，化学療法室で
ツールを運用する人員がいない，患者自身が記入を希
望しない場合や記載できない場合があるなどが国内外
にも共通してみられる知見であり，またスクリーニン
グによるニーズの把握と共有によりコミュニケーショ
ンは増えるものの，患者アウトカムへの影響について
は明らかになっていない24）。スクリーニングツールの
運用に関しては，現時点では実施可能性，有効性とも
不明確であり，実証研究の蓄積がさらに必要である。

c．緩和ケアの診療モデルの確立

　欧米では，個としての専門性が確立した状態でチー
ムを形成することが前提となり，チームの機能性が最
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も重視されるが，わが国の緩和ケアチームはチームの
機能性よりも，まずメンバーありきの凝集性が優先さ
れる傾向がある。臨床現場のマンパワー不足が大きな
課題となっている現状を踏まえると，がん診療連携拠
点病院やその地域緩和ケアセンター構想の条件である
重層的な複数の専門家の配置は実質困難な場合が多い
であろう。現状でさえ，診療報酬上の人員的な要件を
満たせず，活動はしているものの報酬算定はできない
緩和ケアチームは 7 割以上である27）。構成員によって
規定されるチームではなく，目的によってチームが形
成され，目的の完遂または状況の変化により，チーム
を構成する構成員が入れ替わりうる形態が現実的で効
果的であると考える。
　緩和ケアチームの運営においては，「丸投げ」（主治
医が緩和ケアチームに診療をすべて依頼して自らの診
療を行わない），逆に，「抱え込み」（主治医が緩和ケ
アチームに依頼をしない）など，主治医との関係性構
築に関する課題が抽出された。これに対する即効性の
ある解決策はないが，主治医チームが担う一次緩和ケ
アと緩和ケア専門家による二次緩和ケアの役割分担，
緩和ケアチームの診療形態（診療を中心とするのか，
コンサルテーションを中心とするのか）についての実
証研究に基づいたコンセンサスづくりが必要があると
考えられる。

d．外来緩和ケアの充実

　外来における緩和ケアの充実は，「緩和ケアは終末
期患者のためのものである」「積極的治療の手段がな
くなった患者のための医療である」といった緩和ケア
のネガティブなバイアスを克服する 1 つの方策である
とされている28, 29）。米国では，多くのがんセンターは
緩和ケアサービスを有するが，外来患者を対象とする
ものは半数以下であるため，外来患者への緩和ケアサ
ービスの不足により，緩和ケアへの紹介，ケアのコー
ディネーション，多職種のコミュニケーションが減り，
患者にとって不利益をもたらす可能性が指摘されてい
る30）。外来における早期からの緩和ケアチームと治療
チームの協働は，「抗がん治療がなくなってから」の
紹介を最小限にし，危機的状況に陥る前に，そして患
者の心身の状態がまだ良いうちに信頼関係の構築を始
めることができる点でもメリットは大きい31）。
　わが国でも，がん治療は外来化し，多くのがん患者
が外来で治療を受けており，外来緩和ケアの拡充は，

喫緊の課題である。しかし，現行制度下における外来
では，その人員配置が薄いことから，十分な患者の支
援ができないことが本研究でも指摘されており，外来
で適切な緩和ケアの提供が可能な人員配置が可能にな
るような制度の改変が求められる。
　外来での緩和ケアの充実の一歩として，平成 24 年
の診療報酬改定で，緩和ケアチームの外来での活動が
評価されたが，その対象は疼痛を有する患者に限られ
ている。しかし，外来患者の苦痛は，疼痛のみならず，
多様であることが明らかになっていることから32～35），
実効性に乏しい。緩和ケアチームと緩和ケア外来の対
象患者や機能の違いも明確にするべきである。外来で
の緩和ケアの提供体制については，がん医療のみなら
ず，わが国での外来診療のあり方を含めた見直しや体
制構築の議論が集中的に必要である。

e． 情報を必要とする対象および医療福祉従事者に不足し

ている緩和ケアに関する情報提供を行う機能

　緩和ケアに対する患者・家族の否定的な認識や誤解
が，緩和ケアの十分な提供に影響していることが示唆
された。
①情報提供の対象
　OPTIM─study では，地域住民を対象とする講演会
などの広く薄い啓発介入は，費用対効果は限られてい
ること，また，がん患者は市民と同じかそれ以上の曝
露を受けているにもかかわらず，認識の変化がみられ
なかったことが明らかになっている。さらに，患者を
対象とする調査では，患者は，緩和ケアの情報につい
て「意識的に避けている」可能性が示唆されている36）。
すなわち，「緩和ケアは末期の患者のためのものでは
ない」ことは理解していても，緩和ケアや在宅療養の
話題を意識的に，または無意識に避ける患者や家族が
少なくないということであろう。この心理的機序は合
目的であり，これらの患者を対象に一律な啓発介入を
行うことは，患者や家族に有害である場合もあること
も想定される。したがって，情報提供の対象として情
報を必要としている患者・家族や，医療福祉従事者に
不足している緩和ケアに関する情報提供を行う機能が
求められていると考える。これは，曝露を受けた場所
は病院などの医療機関が多く，「信用できる情報元」
とされたものは医療者からの情報や病院など医療機関
に設置された冊子やポスターであることが報告されて
いることからも支持される。
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②情報提供の方法
　医療福祉従事者は，患者からみて最も「信用できる
情報元」であるため，緩和ケア・在宅療養に関する適
切な情報を持つ必要がある。
　OPTIM─study における医師・看護師対象とした調
査では「緩和ケアの理念」についての正解は高かった
ことから，概念的なことではなく，地域における緩和
ケアと在宅療養についての具体的な情報（実際にどの
医療機関が，どのような状態の患者に対して，何がで
きるのか）が共有されることが重要である。具体的な
方策としては，多職種緩和ケアセミナーの一環として
地域での緩和ケア・在宅療養についての情報を共有す
る，地域の医療・介護リソースに関する情報の冊子を
配布するなどが考えられる。
　また，緩和ケアを必要とする患者が多く利用する場
所，病院の外来化学療法室，腫瘍センター，診療所，
保険薬局などの医療機関において，ポスターを設置す
ることや，地元メディアの活用，地域の既存の講演会
に緩和ケアに関する内容を盛り込む，といった方法は，
安価ですぐにでも実施可能な介入方法としては有用で
あると考える。
③啓発の内容
　本研究において，患者・家族・住民の啓発に関する
課題として，【緩和ケアに関する誤った認識】【在宅療
養に関する否定的な認識】などが挙げられた。前者の
中には，医療用麻薬に関する誤解も含まれているが，
OPTIM─study では介入期間中に医療用麻薬に関する
誤解は改善する傾向がみられた。したがって，定期的
に，啓発対象とするべき認識や知識は時期によって異
なるため，住民の認識や知識を定期的に調査すること
で，「何を啓発するべきか」に関する有用な情報を選
択することができると考える。

3．在宅療養支援の体制構築のあり方
　がん患者の在宅療養を改善するための概念枠組みは，
ケアの継続性の保証や在宅医療の推進に関する医療福
祉従事者の認識・技術・仕組みを改善すること，がん
の病状の変化と制度のミスマッチを改善すること，患
者・家族に在宅療養に関する情報を伝えることが挙げ
られる（図 129）。この課題については，特にがん患
者のみならず，在宅医療全般に関する内容が多いが，
在宅医療のグランドデザイン全体に関する検討は行わ
なかった。ここでは，在宅の視点と退院支援の充実，

24 時間対応や患者情報の共有など，医療福祉従事者
間の連携・協働の促進，医療と介護の連携について述
べる。

1） ケアの継続性の保証や在宅医療の推進に関する医

療福祉事者の認識，技術，仕組み

a．ケアの継続性の保証（退院支援・調整の充実）

　ケアの継続性は，緩和ケアの質の構成要素の 1つで
あり，緩和ケアは医療・福祉提供体制に位置づけられ
るすべての機関でのアクセスを保証されるべきであ
る28, 29）。
　本研究では，療養場所や治療方針の変更に伴う連携
の課題の 1つとして，退院支援・調整の充実・質の向
上に関する 4課題が抽出された。先行研究においても，
病院の退院支援・連携部署が機能することは，在宅療
養移行の重要な影響因子であることが報告されてい
る37, 38）。「自宅でも継続可能な医療・ケアへの変更」
「地域の医療福祉従事者への早めの紹介・準備」「多職
種による退院前カンファレンスの開催」「予測される
事態と対応の取り決め」「地域からの問い合わせ窓口
と経路」を確立するために，退院支援業務を包括的に
行う退院支援専門部署を院内に設置することが望まし
い。退院支援や医療連携に関する診療報酬上のインセ
ンティブもあり，地域医療連携室を設置している病院
の割合は増えてきているものの，200 床以上の病院に
おいても依然 50％程度である39）。病床の機能分化と
在院日数の短縮化の流れの中，すべての病院に退院支
援・調整プログラムの教育と実践を担当する専従の退
院支援担当者を配置することが求められる。
　さらに退院支援とは，病院内のシステムだけで解決
することではなく，また本研究でも【地域医療福祉従
事者が病院に求める情報提供内容と実際に提供される
情報内容の不一致】という課題が抽出されたことから
も，病院と地域の医療福祉従事者が相互にコミュニケ
ーションをとり，より良い支援体制を継続し質を保証
するための「退院支援の振り返りを継続的に行うシス
テム」を構築することが重要である。具体的には，病
院の退院支援担当者と在宅療養を支える診療所医師，
訪問看護師，介護支援専門員との症例検討会の開催，
多職種カンファレンスでの議論などが考えられる。
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b．在宅医療の推進

①24 時間対応
　わが国の診療所の約 8 割が 1 人医師体制である。急
変や夜間の対応については，医師 1 名で対応すること
は物理的に困難であり，医師同士の連携の強化・訪問
看護師の質・量の拡充による急変・夜間の対応の充実
を図ることが対処法となる。国際的にも，24 時間対
応については大きな課題の 1 つであり，家庭医同士の
連携，夜間・休日の対応を専門とするチーム，看護師
を中心とした専門サービス，医師の裁量の一部の他職
種への委譲（死亡確認，特定薬物の処方など）が取り
組まれている40～42）。わが国の現行制度下で実施可能
な解決策としては，①複数の診療所医師同士の連携の
強化，②複数医師のいる在宅療養支援診療所や在宅療
養支援病院のバックアップ，③患者・家族への予測的
な説明と訪問看護師への包括指示が挙げられる。①②
については，平成 24 年の診療報酬改定で，経済的な
インセンティブがついたところであるが，さらに制度
の枠組みの改変を含んで長期的視野で対応策を検討す
れば，④プライマリケアの導入，⑤死亡確認・特定薬
物の処方など医師の裁量の一部の他職種への委譲，が
対策として挙げられる。
　訪問看護師の人材不足は深刻であり，また 5 名以下
の小規模事業所が 6 割を超える43）。小規模事業所にと
って，24 時間体制はスタッフの負担が大きいことが
全国的な問題になっている。したがって，①訪問看護
ステーションの大規模化を図る，②病院・診療所から
の訪問看護を奨励する，③ 2 交代制または 3 交代制を
組むことへの経済的インセンティブをつける，④介護
職に裁量の一部を委譲する（坐薬，点眼薬などの投薬
など）が対策として挙げられる。また，その大半が病
院で勤務している 1,000 名を超えるがん領域の認定看
護師や 100 名を超えるがん専門看護師が，訪問看護師
と協働できる仕組みを構築することで，効率化や質の
向上が期待される。

c．プライマリケア

　OPTIM─study の結果から，地域緩和ケアはプライ
マリケアを中心とした地域ネットワークの中で推進さ
れることを推奨する主な理由として，以下の 2 点が挙
げられる。まず，適切な医療は患者─医師間の関係性
のうえに成り立つことを前提とし，特に緩和ケアは，
医師と患者の個別の信頼関係に基づく全人的理解の上

に成り立つものであるということである。転院や主治
医の交代は，このような関係性を切断することになる。
医療・ケアの継続性は，緩和ケアの質の重要な因子で
ある28, 29）。OPTIM─study でも，積極的治療を終えた
患者や在宅療養に切り替える患者の「見放された感」
のサポートが課題として抽出されたが，信頼していた
医療者と離れ，新たな医療者と関係を結ぶことは，患
者や家族にとって非常に負担が大きい。患者や家族の
事情を熟知しているプライマリケア医が関係性のベー
スとなり，専門医のいる医療機関とつなぎ，補完する
役割を担うことが解決策になると考える。
　2 点目として，特に高齢者は複数の疾患を抱えるこ
とに起因する。高齢者の受療行動を見ると，疾患ごと
の専門医を決め，受診している場合が多い。こうした
受療行動は，総合的な疾病の管理が行われないために
患者にとって最善の医療を行っていることにもならず，
かつ，効率の良い医療を提供することの妨げにもなっ
ている。OPTIM─study では，苦痛が十分に緩和され
てない理由として，患者の視点からも，医師・看護師
の視点からも，「基本的な診察，心配への対応，病状
の説明や治療方針の相談などにかける時間のなさ」が
挙げられた。つまり，患者の苦痛の緩和は，医師や看
護師の仕事の総量の緩和が前提となる。よく訓練され
た家庭医が，総合診療機能を担い，また緩和ケアの提
供を行うことで，患者の受ける診療の満足度と医療の
効率性の両方が上がると考えられる。
　また，わが国では，希望する療養場所として自宅を
挙げる国民は 6 割を超えるため44），自宅での療養を支
え，希望する患者は自宅で看取りが可能な体制を構築
する必要がある。したがって，①地域で在宅医療を担
う人材を増やす，②早めに療養場所や過ごし方につい
て相談できる体制を構築すること，が推奨される。双
方を実現するには，プライマリケア制度の導入が解決
策として有力である。国民が，かかりつけ医をもち，
状態が悪くなれば通院から訪問診療に診療形態を変え
るという，わが国の元来の医療提供体制はプライマリ
ケアの原型であり，有望なわが国の医療提供体制の 1
つと思われる。

d．患者情報の共有システム

　本研究において，地域内の連携促進についての課題
は，病名，病状などの「患者についての基礎的な情報
の共有」と，患者の病状が時間単位で変わるようなと
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きの「患者についてリアルタイムな情報の共有」とに
整理された。
　前者は申し送り項目の共有などで解決可能であるが，
後者は，時間の単位で変わる情報を異なる事業所の複
数の医療福祉従事者が 1 度に共有する必要性を考える
と，電話，FAX など従来の手段での情報共有には技
術的な限界があると考えられる。すでに患者情報を電
子化し，多機関の医療福祉従事者がタイムリーに共有
できるシステムの有用性に関する報告が散見されるが，
システム運営に要する高コスト，同一法人内のみの運
用などの問題があり普遍性には欠けるため，全国での
普及には至っていない。地域の多機関でリアルタイム
に患者情報を共有するための地域全体で安価に運用で
きる手段を民間を含めて開発し，実証していく必要が
ある。
　その際に重要になる【患者情報を共有する際の個人
情報保護の範囲や適応が不明瞭】という課題に関して
は，現在，医療情報（診療記録）の共有に関してはガ
イドラインがあり，医療介護の連携に当たっての情報
共有に関してこのガイドラインを遵守することになっ
ている。しかし，この医療情報共有のためのガイドラ
インの個人情報保護に関する扱いは現実的な運用を行
ううえでは厳しく，多職種多機関がタイムリーに情報
共有をする場に適応するには利便性や効率性に欠ける。
今後，実情に応じた指針に見直されるべきである。

e．介護との連携

　2010 年時点で約 1,400 万人である 75 歳以上人口が，
2025 年に向けて 1.5 倍の 2,100 万人まで急増する45）。
今後需要が伸びるのは，75 歳以上が主に使用する

「機能レベルの低下した虚弱や要介護の高齢者生活を
支える医療や介護の高齢者生活を支える医療や介護」
である。現在，申請から介護認定までの期間は平均
30 日であるが，対象が 1.5 倍増する中，現状の仕組み
で調査や介護度認定会議を実施していては，認定期間
はさらに長期化するであろう。抜本的な介護度認定の
仕組みの見直しが必要である。
　その際，がん患者が速やかにサービスを活用できる
よう配慮した制度設計にするべきである。その疾患特
性からも，①がんの終末期患者の場合は，最低でも介
護度 2 以上というように介護度の下限を設ける（介護
度 2 以上であれば，電動ベッドの貸与が可能である），
②がんの終末期患者の介護保険サービスの利用状況な

どを調査し分析したうえで，支給額やサービス内容の
見直し（がん末期患者の場合，上限額を一律とする，
サービス内容の再検討する），などが考えられる。
　また，介護施設については，現状のように各々の役
割を自ら設定し，それに合わせた入所者を選択する

（「がん患者は対象としない」「医療用麻薬を使用して
いる患者は対象としない」など）という供給者の視点
からの体制を改め，入所者の状態の変化に応じて医療
や介護サービスを柔軟に選択できる制度を公的に構築
する必要がある。サービス付き高齢者住宅や特定施設
の拡充が政策的にも進められているが，介護保険 3 施
設についても，少なくとも特別養護老人ホームは居宅
と同様，終末期がん患者が住み慣れた施設で必要な緩
和医療を受けられるように，医療は外部から供給され
ることを基本としていくことが望ましい。つまり，自
宅か入所かの 2 択ではなく，さまざまな形態の住まい
が用意されるとともに，ニーズに合わせた医療や介護
が選択可能な制度とするべきである。

結　論

　本研究により地域緩和ケアの課題は，①医療者の緩
和ケア・在宅療養に関する知識・認識の向上，②緩和
ケア提供のための体制の不備，③緩和ケア・在宅医療
の質を保証する仕組みの未整備，④専門緩和ケア利便
性と質の向上，⑤患者・家族・市民の緩和・在宅ケア
に関する心理的ハードル，⑥患者・家族・市民に対す
る地域緩和ケアの啓発の方法論の確立，⑦がん緩和ケ
アに関する地域連携基盤の不備，⑧医療福祉従事者間
の情報インフラの未整備，⑨療養場所や治療方針の変
更に伴う連携の促進，⑩在宅療養継続のための連携促
進，⑪フォーマルサービスとインフォーマルサービス
との連携，⑫がん患者の特性も加味した介護保険サー
ビスの運用，⑬経済的問題に関する支援の不備，の
13 領域 66 課題に分類された。これらの課題は，緩和
ケアの普及レベルや医療システム，人口，地域特性も
異なる複数の地域の多職種からなる医療福祉従事者の
視点から得られたものであり，わが国において共通性
の高い課題であると考えられる。また，「地域緩和ケ
ア」の枠組みにおいて，がんは一疾患に過ぎず，抽出
された課題も，がんに特化したことはむしろ少なかっ
たことから，地域緩和ケアを推進するための仕組みと
は，がん緩和に特化したシステムではなく，慢性疾患
患者，かつ終末期に至るまでの長きにわたって提供さ
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れる治療とケアの効率的提供が可能な地域医療のシス
テムであり，すべての疾患を前提としたネットワーク
に，がん緩和ケアの仕組みを統合する形態が望ましい
と考えられる。
　さらに本研究では，整理された課題から，地域緩和
ケア推進のための課題に関する概念枠組みを提示し，
それをもとに組織・行政・制度面での取り組みのグラ
ンドデザインの案を提示した。この概念的枠組みは予
備的な知見であるが，地域緩和ケアの質を向上するた
めの方策を整理するうえで十分な洞察を可能とするも
のである。
　本研究の限界として，データソースが地域の医療福
祉の実践家たちによって抽出された課題がほとんどで
あることであり，サービスの受け手である患者・家
族・住民を直接の調査対象としたものはない。本研究
で示したグランドデザイン案がさらに検討される段階
で，患者・家族・住民の意見を取り入れながら優先順
位をつけるなどの方策が望ましい。
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目　的

　本研究の目的は，OPTIMプロジェクト（以下，プ
ロジェクト）によってどのような変化がどのようにな
ぜ生じたのかに関する洞察を得ることである。

対象・方法

　各地域で介入を担当したリンクスタッフを対象とし
たインタビュー調査を行った。インタビュー調査は，
研究者が事前に作成したインタビューガイドを用いて，
半構成的に各 1回行った。インタビュー内容は，参加
者の同意を得て録音を行った。
　質問項目は，系統的文献レビュー，研究者の議論，
数名の予備的なインタビュー調査をもとに作成した。
①プロジェクトに参加した目的，②体験した変化とそ
の理由，③プロジェクトで行われた各プログラムやツ
ールの有用性とその理由，④プロジェクトに参加して
得た最も大きかったこと，⑤プロジェクトに参加した
体験からの推奨，⑥組織構築の評価と改善点，などに
ついて質問した。
　「③プロジェクトで行われた各プログラムやツール
の有用性とその理由」の結果は，それぞれのプログラ
ムやツールごとにまとめた。「④プロジェクトに参加
して得た最も大きかったこと」「⑤プロジェクトに参
加した体験からの推奨」については，別に解析し，本
論文の後半に記載した。「⑥組織構築の評価と改善点」
については，各地域の組織構築の記述と合わせて解析
したため，別にまとめた。本論文では，インタビュー
調査の主要な目的である「②体験した変化とその理
由」の分析を記述する。
　質問はインタビューガイドに沿って行われ，「プロ
ジェクトに参加して，あなたやあなたの施設で変化し
たこと（変化しなかったこと）は何ですか。それはな
ぜだと思いますか」の質問を用いた。

　対象者は，theoretical sampling の概念枠組みに従
って，地域での変化と理由が最も体験できるものとし
てコアリンクスタッフを想定した。コアリンクスタッ
フは地域の主要な医療福祉従事者であり，臨床と管理
の両方に関わっているものが多い。したがって，毎日
の臨床を通じて直接の臨床の変化を体験することがで
き，また，管理的な立場にいることから地域全体での
情報も入手しやすいと考えたためである。サンプリン
グの妥当性をみるために初期にコアリンクスタッフで
はない対象者（一般の医師や看護師）5名にもインタ
ビューを行ったが，変化の体験はごく狭い範囲に限ら
れ，かつ，変化や理由についてプロジェクトによるも
のなのか，病院や施設の方針の変化によるものなのか
も洞察を得ることが難しかった。したがって，「各地
域において介入の運営，立案や実施に関わった」コア
リンクスタッフ全員を対象とすることは適切であると
考えた。対象は，地域の責任者が同定した。
　面接は，研究に関わっていない看護師 2名が緩和ケ
ア領域の研究経験の豊富な医師（TM）と緩和ケア認
定看護師（CI）のスーパービジョンを受けて行った。
時期は介入最終年度後半（2010 年 10 月～2011 年 3
月）に行った。合計 103 名が対象となり，全員が調査
を承諾したが 2名で予定が合わないなど実際上の理由
で実施できなかったため，101 名で調査が終了した。
平均時間は 135 ± 39 分であった。対象者の背景を表
57に示す。

分　析

　最初に，thematic analysis の技法に従って，逐語
録化したテキストから，「対象者が体験した変化」と
「理由」を表現している部分を意味単位としてコード
をつけ，意味内容の類似性・相違性からカテゴリーを
形成した。分析は，最初に 40 のデータについて 2名
の看護師が独立して分析を行ったものを緩和ケアの臨

B．OPTIMプロジェクトによって生じた変化とその理由
1）4地域 100 名のコアリンクスタッフの経験

1）聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター，2）同 緩和支持治療科

井村 千鶴 1），森田 達也 2）
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床・研究経験の豊富な緩和ケア専門医師（TM）のス
ーパーバイズのもとに議論して一致させた。次に，作
成したカテゴリーを参考にして，残る 61 のデータに
ついて，1名の看護師と 1名の緩和ケア専門医師が独
立して分析を行った。この段階では，新しいカテゴリ
ーがあるかに注目して分析しほとんど新しいカテゴリ
ーはみられなかったが，すべてのデータについて分析
を行い，議論していくつかのカテゴリーを追加，修正
した。
　地域ごとの分析を最初に行ったが，各地域でみられ
た内容に大きな差が少なかったので，4地域まとめて
結果を示した。
　サブカテゴリーを［ ］，カテゴリーを【 】，データ
を「 」で示した。

結　果

　合計 2,924 の意味単位が抽出された。変化の理由と
して抽出されたものを資料に示す（資料 9）。
　合計 7つのカテゴリーが抽出された（表 58）。カテ
ゴリーは，【つながりができ，ネットワークが広がっ
た】【在宅医療が進んだ】【緩和ケアの知識・技術，認
識，実践が向上した】【自信や成長，専門職としての
価値の認識につながった】【患者・家族の認識の変化
はさまざまであった】【地域全体へのプログラムの波
及はさまざまであった】【さらに改善が必要な点と今
後の課題が見出された】であった。
　ほとんどの対象者が，【つながりができ，ネットワ
ークが広がった】ことを最も大きな変化として語った。
【在宅医療が進んだ】【緩和ケアの知識・技術，認識，
実践が向上した】ことも，多くの対象者が非常に肯定
的に語った。
　ある対象者は，プロジェクトが【自信や成長，専門
職としての価値の認識につながった】ことを述べた。
　一方，患者・家族の認識，地域全体への波及につい
ての評価はさまざまであった（【患者・家族の認識の
変化はさまざまであった】【地域全体へのプログラム
の波及はさまざまであった】）。プロジェクトで十分に
対応されなかった【さらに改善が必要な点と今後の課
題が見出された】。

【つながりができ，ネットワークが広がった】
　【つながりができ，ネットワークが広がった】とは，
これまでやりとりのなかった多職種が同じ目的をもつ
プロジェクトに参加し，他者と出会い，互いに理解し
合い，生きたネットワークを得たことを指す。
　ほとんどの参加者は，プロジェクト以前にやりとり
がなかった多職種とのつながりができ，ネットワーク
が広がったことを，今回のプロジェクトの最も重要な
体験として表現した。
　【つながりができ，ネットワークが広がった】とし
て，［名前と顔，人となりが分かるようになり，安心
して相談ややりとりができるようになった］［これま
でやりとりのなかった人たちとコミュニケーションを
とるようになり，選択肢・ケアの幅が広がった］［互
いの役割やその重要性が分かるようになり，チームを
組むようになった］［互いの考え方や状況が分かるよ
うになり，自分の対応を変えるようになった］［みん

表 57　インタビュー対象者背景（n＝ 101）

地域
　鶴岡
　柏
　浜松
　長崎

15
31
44
11

性別
　男性
　女性

33
68

職種
　医師
　看護師
　薬剤師
　介護支援専門員
　医療ソーシャルワーカー
　栄養士
　行政保健師
　作業療法士
　病院事務職

23
46
13
9
5
2
1
1
1

勤務場所
　病院
　診療所
　訪問看護ステーション
　保険薬局
　居宅介護支援事業所
　施設
　保健所
　地域包括支援センター

56
13
14
7
8
1
1
1

臨床経験（年） 19.3（8.9）

年間にみるがん患者数
　なし
　1～9
　10～49
　50～99
　100 人以上

2
13
33
10
40
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なで集まる機会が増え，ついでに相談ややりとりがで
きるようになった］［職種や施設間の垣根が低くなり，
躊躇せずに相談ややりとりができるようになった］
［窓口や役割が分かるようになり，誰に相談すれば良
いかが分かるようになった］［生の声を聞き本音のや
りとり，インフォーマルな相談ができるようになっ
た］［責任をもった対応をするようになった・無理が
きくようになった］［同じことを繰り返すことで効率
が良くなった］［地域の他職種・他施設，他地域の状

況を知り，地域全体を意識した緩和ケアの実践を考え
るようになった］［連帯感・信頼感が高まった］のサ
ブカテゴリーが述べられた。
　【つながりができ，ネットワークが広がった】こと
は，患者・家族へのケアにつながりうる変化としてど
のように医療福祉従事者の日常臨床で実際に生じたか
がさまざまなかたちで語られた。【つながりができ，
ネットワークが広がった】ことにより，①安心できる
から相談してみようと思うようになる，②選択肢の相

表 58　地域緩和ケアプログラムのプロセスに生じた変化：カテゴリーとサブカテゴリーのまとめ

【つながりができ，ネットワークが広がった】
　 ［名前と顔，人となりが分かるようになり，安心して相談ややりとりができるようになった］
　  ［これまでやりとりのなかった人たちとコミュニケーションをとるようになり，選択肢・ケアの幅が広がっ
た］

　 ［互いの役割やその重要性が分かるようになり，チームを組むようになった］
　 ［互いの考え方や状況が分かるようになり，自分の対応を変えるようになった］
　 ［みんなで集まる機会が増え，ついでに相談ややりとりができるようになった］
　 ［職種や施設間の垣根が低くなり，躊躇せずに相談ややりとりができるようになった］
　 ［窓口や役割が分かるようになり，誰に相談すればよいかが分かるようになった］
　 ［生の声を聞き，本音のやりとり，インフォーマルな相談ができるようになった］
　 ［責任をもった対応をするようになった・無理がきくようになった］
　 ［同じことを繰り返すことで効率が良くなった］
　  ［地域の他職種・他施設，他地域の状況を知り，地域全体を意識した緩和ケアの実践を考えるようになっ
た］

　 ［連帯感・信頼感が高まった］

【在宅医療が進んだ】
　 ［療養場所や最期の場所を意識し，患者・家族の希望を聞くようになった］
　 ［自宅で過ごすことができると思うようになった］
　 ［病院スタッフが自宅での生活を意識した診療やケアを行うようになった］
　 ［地域の生きた情報を得て，受けられる医療やサービスを具体的に説明できるようになった］
　 ［病院から退院する時の支援が充実した］
　 ［終末期・医療依存度の高いがん患者を診療所や訪問看護ステーションで受け入れやすくなった］
　 ［在宅チームが患者・家族の気持ちや希望，病状を共有し，変化を予測して対応できるようになった］
　 ［訪問看護でできることが増えた］
　 ［いい時期にスムーズに在宅移行ができるようになった］
　 ［自宅で過ごせる患者が増えた］

【緩和ケアの知識・技術，認識，実践が向上した】
　 ［緩和ケアの知識・技術・実践が向上した］
　  ［緩和ケアが終末期だけのものではなく，どの時期にもすべての人に提供される普遍的なものと思うように
なった］

　 ［緩和ケア専門家からのサポートが増えた］
　 ［全人的医療とチーム医療を意識するようになった］
　 ［緩和ケアの経験が増えた］

【自信や成長，専門職としての価値の認識につながった】

【患者・家族の認識の変化はさまざまであった】
　 ［患者・家族の認識が変化してきた］
　 ［患者・家族の安心感を感じる］
　 ［患者・家族の認識はまだ変化していない］

【地域全体へのプログラムの波及はさまざまであった】
　 ［プロジェクトは地域緩和ケアの基盤ができるきっかけとなった］
　 ［活動の広がりが限られた］

【さらに改善が必要な点と今後の課題が見出された】
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談先が増え患者・家族へ提示する選択肢やケアの幅が
広がる，③多職種と連携することの価値を感じること
により個ではなくチームを組むようになる，④相手に
応じて自分の対応を変えることで問題を患者・家族に
とって有効に解決する，⑤集まる機会を使ってついで
に情報交換や相談することで今の治療やケアに反映す
る，⑥職種間の垣根が低くなることによって躊躇なく
迅速な対応ができるようになる，⑦生の情報や本音の
相談ができて治療やケアに反映することができる，⑧
責任を共有することで患者のためにちょっとした無理
がきくようになる，⑨同じ人と同じことを繰り返すこ
とで仕事の効率が良くなる，⑩自施設だけではなく地
域全体から患者に良いものを探すようになる，といっ
た変化を通して，患者・家族のアウトカムに影響した
ことが示唆された。
　変化のきっかけとなったものは，大きく 3つが挙げ
られた。第 1に，プロジェクトによる多職種連携会議
やセミナーなどで行われたグループワークであった。
第 2に，グループワークやいろいろなミーティングの
ような課題が設定されたミーティングの前，途中，後
でついでに行われたちょっとした意見交換や話し合い，
気楽な交流であった。第 3に，事例を通じた出会いで
あり，患者を一緒のチームとしてみた体験，退院前カ
ンファレンス，デスカンファレンスなどが含まれた。
　特に，多職種・多施設での集まりの機会はプロジェ
クト以前にはいずれの地域でもなく，変化をもたらし
た非常に重要な要因として述べられた。少人数でのグ
ループディスカッションは，大人数での講義やかしこ
まった会議ではなく，率直にやりとりができ，互いの
人となりや考え方を知ることのできる機会となってい
た。多くの参加者が，話題の設定と共に，どのような
話題でもそこでのやりとりを通じて，考え方や人とな
りを知ることができることが有用であったと述べた。
電話やメール，手紙ではなく，直接会ってコミュニケ
ーションをとる機会が，信頼関係を構築し，連携を進
めていくことに貢献したと述べられた。
　ある参加者は，お互いの施設や在宅に実際に訪問し
たことにより「行かなければ分からなかったこと」を
共有することができたことがきっかけになったと述べ
た。「同じ目的をもっているプロジェクトに参加した
こと」や，地域の調査結果を見たことが，連携を進め
ていくうえで重要な要素であったと述べた。

［名前と顔，人となりが分かるようになり，安心して

相談ややりとりができるようになった］

　参加者は，多職種・多施設で集まる機会が増えたこ
と，患者を一緒にみたことにより，［名前と顔，人と
なりが分かるようになり，安心して相談ややりとりが
できるようになった］と述べた。直接会ってコミュニ
ケーションをとることで，書面では分からない，相手
の人となりや考え方，性格が分かるようになったので，
安心して相談ややりとりができる。こわくない，びく
びくしなくてよい，相談しやすい，すぐに連絡しやす
いと述べられた。

　「会って，名前と顔が一致して，話してどんな感じの人

かっていうのも分かったので，面識があれば非常に話しや

すいし，電話で対応をしたとしても，相手の顔が浮かんで，

こんな感じなんだなっていうのをイメージしやすい。見ず

知らずの人にいろいろお話したりとか，話を聞いたりって

いうことに比べれば，やっぱり会って話をしたことがある

人だったら，より分かりやすいし，ちょっとした，こんな

くだらないことって思うことでも聞ける」（浜松地域，診

療所医師 1）

［これまでやりとりのなかった人たちとコミュニケー

ションをとるようになり，選択肢・ケアの幅が広がっ

た］

　参加者は，プロジェクト以前にはやりとりのなかっ
た人たちとコミュニケーションをとるようになったこ
とにより，選択肢，ケアの幅が広がったと述べた。参
加者は，「持ち札が増えた」「いろんなリソースを持て
た」「選べる選択肢が広がった」，「（自分の知らないこ
とを）教えてくれる存在が増えた」，などと表現した。

　「持ち札をいっぱいもってたほうが，患者さんにもいろ

んなことを提供しやすいですよね。たとえば，子どもさん

がちょっと遠いとこにいるからそっちに行きたいんだけど

って言ったら，近くの先生を紹介できるし。いろんな施設

とかも紹介できるからですね。自分が患者さんに提示でき

るいろんなリソースをもてたっていう，そこが一番ですか

ね」（長崎地域，診療所医師 1）

　「多職種の人たちと知り合うことによって，緩和医療と

いうのは，チームワークによって成り立っているのがよく

理解できて，その全体像が把握できて，自分のこれからの

対応に自信ができた，選べる選択肢が広がった。いいもの

を選べると，そういう，若干ですけど，自信ができたとい
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う，そういう変化があったと思うんですね。なんかあった

ら訪問看護の人をすぐ頼むとかですね。今までは，誰にど

う頼んだらいいのか分からなかったけれども，なんかあっ

たらケアマネジャーさんに相談してとか，こちらが対応し

なくても，その人に任せたらいいというように，割り振り

をできるようになって，自分でうじうじ悩まなくてもすむ

ようになったなと。そういう点がよかったと思ってます

ね」（浜松地域，診療所医師 2）

　「退院調整をしている時に，離島の訪問看護へ行ってく

れるところがなくて，困っていたんですけど，コアリンク

ナースのメーリングリストで，うちが行ってもいいですよ

みたいなメールが返ってきたり，ほかの事業所と合わさっ

てだったら行けますよって言ってくださったりして。心強

いなと思ったのと励まされたのと，そういう同じ職種の人

が背中を押してくれる，教えてくれる存在っていうのが増

えたっていうことが，今までなかったことだと思うんで

す」（長崎地域，連携・退院支援担当看護師 1）

［互いの役割やその重要性が分かるようになり，チー

ムを組むようになった］

　参加者は，互いの役割やその重要性が分かるように
なり，多職種でチームを組むようになった変化に言及
した。特に，それまでには役割があいまいであった介
護支援専門員，保険薬局薬剤師の役割が分かるように
なった変化が述べられた。この変化は病院のみならず，
在宅スタッフからも語られた。きっかけとして，多職
種・多施設で集まる機会ができたこと，患者を一緒に
みた体験，プロジェクトで共に活動した体験が挙げら
れた。互いの役割を理解することによって，患者・家
族へのケアが充実してきた変化に言及したものもあっ
た。

　「介護保険ってなんなのって。意見書は書いたことはあ

りますよ。確かに，面倒くさいなって思いながら。でも，

それを書くとケアマネジャーっていう人がその人のケアプ

ランを立てるんだって知らなかったんですよね。医療職で

はまかなえないところを果たしてるっていうことを知った。

ケアプランっていうのを見せてもらって，はーっと」（鶴

岡地域，緩和ケアチーム医師 1）

　「薬剤師さん（について）は，ターミナルの緩和のとこ

ろでの役割の大きさを改めて知りましたね。今までは訪問

看護と医師の関わりがあれば，医療のある程度の対応はで

きるかと思っていたけど，麻薬を使ったりとかした時に，

薬剤師さんが関わってくれる心強さというのは，あります。

今まで看護師が担っていた部分の，痛みが強くなって薬ど

うするかとか，亡くなったら運んでもらわなきゃいけない

ねとか，そういうところを，薬剤師さんが代わりにやって

くれる。今まで担ってたこの薬の管理というところを取れ

たことで，看護の領域が広がったかなと」（浜松地域，介

護支援専門員 3）

［互いの考え方や状況が分かるようになり，自分の対

応を変えるようになった］

　参加者は，医療福祉従事者が互いに理解し合うこと
により，これまでも同じ「問題」「状況」であるにも
かかわらず，相手の事情や考え方が分かることによっ
て，「何が求められているのかが分かるようになった」
「自分の対応を変えるようになった」ために，患者に
とって問題を工夫して解決するようになった実践に生
じた変化を述べた。

　「ノウハウ共有会に行くようになってから，まだまだ病

院のほうも退院支援の形ができていなかったんだなってい

うところが分かるようになって，まだまだこれからなんだ

っていうのはすごく思った。前は，いきなり退院って言っ

てきたのに，何でまだこんなことも説明してないのと思っ

たことが，正直いっぱいあったんです。環境を整えるとか

ね，そんな準備もないのに退院だけ言ってきてみたいなこ

とをすごく思った時期があったんですけど，病院自体がま

だまだ，その体制がきっちりできてるわけじゃなかったん

だっていうことが分かってからは，こういうことは大丈夫

ですかって，自分が確認すればいいことなんだっていうふ

うに思えるようになった」（浜松地域，訪問看護師 2）

　「交流をもつことによって，職種間での理解を深めるこ

とができたっていうのが変化した点ですよね。具体的な詳

細であったり，抱えている問題点の共有を図ることによっ

て，よりお互いが理解し合えますので，患者への関わりも

もちろん，その職種に対する関わり方，理解の仕方ってい

うのは変化があると思います。理解した上で，その職種と

お話をすると，立場をお互いに分かった状態から話をすす

めることができるので，変な誤解であったり，行き違いで

はなく，お互いの専門性を話した上で，患者さんというも

のを，より深く追求することができるんじゃないかなと。

プラスアルファの関係から，患者さんの医療とか環境とか

気持ちとか，患者さんのいろんな要素に働きかけることが

できると思いますし，よりよい全人的なケアというんです

かね。そういうところにつなげることができるというのは

変化であろうとは思います」（柏地域，栄養士 1）
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　「顔がよく分かるようになったっていうところだと思い

ます。もう 1つは，特に症例検討会では必ず 6～8人の小

グループでのディスカッションが入るんです。この地域の

すべての医療福祉従事者の方と，まんべんなく顔見知りに

なれたわけではないんですけども，少なくとも約 3年間，

それこそ隔月で 1年間に 6回やってみて，そうすると大体

その方の大事にしようとしていることだとか，人となりだ

とか仕事に対するスタンスだとかってみえてくるじゃない

ですか。それが 1つのお願いのしやすさにつながっている

と思います。誰にでもなんでも同じことをお願いするって

いう意味でのお願いのしやすさではなくて，（自分のやり

方を工夫して）その地域にいらっしゃる医療者の方で，な

おかつその患者さんの思いを大切にしてくれそうな人だっ

たから，ちょっとその人に相談してみようとか（するよう

になってきた）」（柏地域，医療ソーシャルワーカー1）

　「コネクションが強くなった人たちからは，電話とかメ

ールでのやりとりがすごい増えたと思います。『なんとか

さん行くんですけど，明日みといてください』みたいなフ

ァクスがきて，『みました』っていうふうなお返事をして，

システムとしては，連携室にファクスがきて，それでみて，

それにお答えして返すっていう，それだけなんだけど，知

り合いになってるせいで何を自分がすればいいのか，何を

求められているのかが分かるんだと思うんですよ」（浜松

地域，緩和ケアチーム医師 1）

［みんなで集まる機会が増え，ついでに相談ややりと

りができるようになった］

　多くの参加者は，多職種セミナーや連携のための集
まりの際に，ついでに相談ややりとりができることを
価値ある体験として語った。3年間の介入期間を通じ
ての，定期的な集まりの機会が，そこに行けば関係し
ている人がだいたいは集まっていることから，地域内
でのコミニュケーションを容易にする 1つの重要な要
素となっていたことが述べられた。

　「電話や文章のやりとりだけだと，なかなか信頼関係っ

て築けないと思うんですよ。こういう会議に参加すると，

顔を見て直接お話しできる。会議自体も有意義なんですけ

ど，その後の時間帯に，直接状況報告ができたりするんで

すよね。そうすると密にお話しさせていただけて，すごく

スムーズにことが運ぶという。意外とその場で，1人の患

者さんに関わりのある方々何人かといっぺんにお会いでき

たりする時もあるんですね。訪問看護師さんだとか，お医

者さんだったりとか包括だったりとか，いっぱい集まって

きてるんで，その場でちょっとした担当者会議まではいか

ないですけど，報告会ができたりとか，そんな使い方もし

ちゃってます」（柏地域，介護支援専門員 2）

　「顔が見える連携っていうか，つながってきたので，た

とえば，何かの研修会に一緒に参加した時に，この患者さ

んはこれこれこうでこうでと，ケースの相談とかですね。

訪問看護師さんが薬剤師さんに相談とかですね。OPTIM

全体に関わる人たちが顔見知りになって，お互いに患者さ

んのことを聞き合えたり，専門的知識を共有したり，研修

会が終わった後に雑談とかしてる風景もよく見るので，そ

ういったことで連携のネットワークっていうのは確実に広

がってると思います。田舎なので，都会と違ってあんまり

人口の変動もないですし，われわれ医療福祉従事者も，ほ

とんど同じメンバーの場合が多いので，限られたわれわれ

の人的資源をうまく活用するには，やっぱりお互い顔が見

える関係で聞きやすくて，何かあった時にお互いに助け合

うっていう関係性で，この大変なところを乗り切るしかな

いと思うので，そういう面でこのOPTIMの力って非常に

大きかったと思いますね」（鶴岡地域，医療ソーシャルワ

ーカー1）

［職種や施設間の垣根が低くなり，躊躇せずに相談や

やりとりができるようになった］

　参加者は，［職種や施設間の垣根が低くなり，躊躇
せずに相談ややりとりができるようになった］と語り，
「同じ気持ちであること」を知り，心理的な障壁が
徐々に取り除かれた体験を述べた。垣根はすべての職
種・施設間で見られたが，特に，地域と病院，福祉と
医療間での体験が述べられた。きっかけとして，多職
種・多施設で集まる機会が増えたこと，患者を一緒に
みたこと，プロジェクトで共に活動したことが挙げら
れた。ある参加者は，介護職が緩和ケアの知識を得た
ことが，心理的な距離を縮めたと語り，その重要性に
言及した。

　「いろんな研修とかカンファレンスの準備をする段階で，

コミュニケーションをする回数が増えて，思いが同じなん

だっていうのが共感できたっていうところですかね。コミ

ュニケーションをとる回数が増えた。深くなったってこと

ですかね。今まで特にドクターなんかには，意見をお伺い

して指示を請うみたいなスタンスが多かったように思うん

ですが，意見を聞いて，こちらも意見を投げかけるという

ようなキャッチボールができるようになったと思います。

チームの一員としてお互いに意見の交流はできる，連携が

図れたという実感はありますね。先生には言ってはいけな
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いんじゃないかとか，看護師さんに言ってはいけないんじ

ゃないかっていうような，自然と弱者感みたいなのができ

てる環境で，治療以外の部分で代弁的に患者さんの意見を

伝えたり，ケアマネジャーとしての意見を伝えたりという

のはスムーズにできるようになったと思いますね，以前よ

り」（長崎地域，介護支援専門員 1）

　「緩和の先生方にどういう人がいて，緩和に携わってい

るセラピストがどういう人がいてなんて，病院の中は本当

に分からなかった人たちばっかり（だったの）が，研修に

きたらすごくいるじゃないですか。意外とみんな先生方が

気さくでフレンドリーで，雲の上の人じゃなかったってい

う感覚があるんですよね。私も○○先生は知ってましたけ

ど，こんなに砕けた先生だと思わなかったですね。そうい

うことが大きかった。困ったらちょっと先生に聞きたいな

って。もし困った時は，このOPTIMの研修に出て，先生

に聞いてみようなんて発想が起きるようになったのって，

やっぱり顔をつきあわせて，いろいろその先生の人となり

を知った関係作りができたせいだと思うんですよね。地域

に出ると，病院の中のことを先生と直にやれないもんです

から，そういう壁が取り払われたことがうれしくて。所長

がやらなければいけなかったことが，スタッフのレベルで，

いろんな先生，いろんな部署，いろんな薬剤師さんとでき

るようになったことが，とても大きくてありがたかったか

なって思います」（浜松地域，訪問看護師 5）

　「医療職の方たちが少し手が届くとこに降りてきてくだ

さったような気がするっていうのと合わせて，私たちのよ

うな介護に関わる者たちも，少し医療的な専門の，たとえ

ばお薬のこととか，いろんな治療に関することの知識がで

きたことで，少しスキルアップできて，距離が近くなった

んじゃないかなって思います。縦の関係だとうまくいかな

いことってよくありますよね。言葉の中ではチームケアと

言いながら，実際には二重の輪になってたような気がする

んですよ。近い医療の人たちの輪と，それから介護の人た

ちの輪と，それが本当に一つの輪に近づいてきて，本当の

理想とするチームケアに近づいてきたんじゃないかなと思

います」（長崎地域，介護支援専門員 2）

［窓口や役割が分かるようになり，誰に相談すればよ

いかが分かるようになった］

　多くの参加者は，実際の相談や連絡窓口，役割が分
かるようになり，相談先が明確になったと述べた。問
題解決のためのキーパーソンを知ったことにより，対
応が迅速，かつ的確になり，行き詰まることが少なく
なり，患者・家族へのケアが充実してきたと述べられ

た。きっかけとして，プロジェクトにより多職種・多
施設で集まる機会がつくられたことが挙げられた。さ
らに，新たな出会いが，次の出会いの契機となり，ネ
ットワークが広がっていった変化も語られた。参加者
の中には，病院外に置いた相談センターや，緩和ケア
ホットラインが相談の窓口になって分かるようになっ
たことを述べたものもあった。

　「困った時はだれに連絡すればいいのかが分かるように

なったのが，このプロジェクトのおかげと思います。それ

ぞれの施設の主要な方も必ず参加してくださっていたので，

少なくともそこのだれかに連絡をすれば，実際にどう動い

たらいいのか教えてもらえるので，そうするとやり方が分

からなくて困って計画が止まっちゃうってことはなくなり

ました」（柏地域，栄養士 2）

　「地域の開業医さんとか多職種とのお話し合いだとかっ

ていう場があんまりなかったと思うんですよ，今までは。

このプロジェクトをきっかけに顔の見える関係作りをやっ

たことで，調整能力も結構発揮できるようになったのでは

ないかなとは思うんですけどね。このことは，あそこで顔

見知りになったあの人に聞けば，いいアドバイスがいただ

けるなっていう選別ではないんですけども，話せるきっか

け，スムーズに調整できるきっかけになったのではないか

な」（鶴岡地域，訪問看護師 2）

　「病院の窓口の看護師とは，結構話ができるので，なん

かあったらそこに電話をして，先生につなげてもらって相

談したり。だから，その場で解決できるようになりました。

相談しやすくなる。早くなる」（浜松地域，訪問看護師 1）

　「多職種カンファレンスは，ネットワーク作り，顔の見

える関係を作るっていうところでは，とてもよかったです

ね。その方たちがどんなことをしてくださるのかっていう

ことも知ることができましたし，こういうことは，こうい

う人にお願いができるんだって思えたし，そういうことを

ご相談することで，また違う方を紹介していただけたりも

して，問題を解決していく時にも，とてもよかったですね。

たとえば，介護保険のことで，これはどうなっているんだ

ろっていう時にも，専門の方に聞けたりもしました」（浜

松地域，連携・退院支援担当看護師 1）

　「自信がない医者にとっては，誰かに聞きたいっていう

のがあって。これしかないんだろうなって教科書的に思っ

ても，『本当にこれしかないのかな』とかね。ということ

はあるので，どこか相談できる相手がいる（緩和ケアホッ
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トライン）っていうのは，すごくありがたいことですね」

（浜松地域，診療所医師 3）

［生の声を聞き本音のやりとり，インフォーマルな相

談ができるようになった］

　参加者は，医療従事者間のコミュニケーションが進
み，生の声を聞けるようになった，本音のやりとりが
できるようになった変化について述べた。特に，緩和
ケア専門家や退院支援看護師など 1施設に少数名しか
いない職種では，他の施設の専門家の生の意見を聞け
る機会の重要性が述べられた。

　「○○病院だと，これに対してこれでやるんだって新し

い方法を知ることができる。それは全国のネットワークで

も確かに知ることはできるんだけど，ごく身近で使ってる

人たちがいると，ダイレクトな感触が聞けるのでいい。全

国ネットの研究会とかメーリングリストだと，いや，これ

使ってますけど，正直効きませんよとかね，ちょっと今一

だと思うんだけどって，なかなかそうは書けない。言えな

いでしょう。でも，これは 10 人ぐらいの会なので，『実際

のとこどうですかね』みたいな話ができるので，それはそ

れですごいありがたかった」（浜松地域，緩和ケアチーム

医師 1）

　「（緩和ケアチーム）合同カンファレンスが一番でした。

自分の病院が企画した場合，実際みてきた症例で意見をい

ただいたりするので，そういう方法もあったのねっていう

ところでも勉強になりますし，ほかの病院のカンファレン

スに参加したときには，すごく難易度の高い事例をいっぱ

い出してきてくれるので，経験がない事例なんかもお話を

聞けると，もし自分の病院でこういうことがあったら，こ

ういうのに使えるなとか，疑似体験ができる。そういうと

ころで非常に勉強になっています」（浜松地域，緩和ケア

チーム看護師 3）

　公の経路ではなく，人と人のネットワークを通じて，
インフォーマルな相談ができることは，患者の相談を
するうえでの「とりあえずの打診」として有用である
ことが述べられた。定期的に会う機会がコミュニケー
ションを促進したことが語れた。

　「顔を知っていて，何回かお話をした先生であれば，前

段階として，いま在宅のほうでっていうお考えも出てるん

だけど，もし在宅にいった場合には，先生のところはって

いうふうに，もしも利用するなら，どういうふうにってい

う話を聞ける関係っていうのは，結構微妙なところなんで。

正式なルートではなく，ちょっと聞いてみて，もしかした

らっていうお話をして，もし来るんならいいですよとか，

この時間の対応なら僕はできるよとかって言ってもらえる

と，こういうふうに言ってるけどどうですかって，もう 1

回お話が返せる。1回ですべて決められる人はなかなかな

いから，何回かそのやりとりをする時に，非常に不確定な

要素で，それでも相談にのってもらいやすくなるっていう

ところは，すごく顔が見えてるので。会ったこともない，

どんな先生か知らないっていうような人に，いきなりそれ

を頼むっていうのは，こっちもやっぱり気が引けちゃって

難しいので，そういう点で助かりましたね」（浜松地域，

介護支援専門員 1）

　「サポートセンターっていうところが相談窓口というふ

うにはあるんですけど，実際に相談窓口を通しての相談っ

ていうのはなかなかなくて，いろんな会議がある中で，ち

ょっとこのことを聞いてみたいっていうようなところで聞

いてはいるので，困って援助やアドバイスっていうような

かしこまった形ではなく相談はできるようになった」（鶴

岡地域，訪問看護師 1）

［責任をもった対応をするようになった・無理がきく

ようになった］

　参加者は，連携が進むことによって，患者・家族の
希望を達成するために，「無理が言えるようになった」，
そのかわりに「何かあったら責任をもつ」ようになっ
た変化に言及した。少し無理をしても患者・家族がよ
ければそれが医療福祉従事者の意欲につながることが
述べられた。一方，ネットワークが進み依頼を受ける
立場となった時に，責任を感じ，「断れなくなる」と
いう心情に言及したものもあった。

　「多職種との連携の大切さは，いろんなところで言われ

てはいたんですけど，OPTIMに参加して，多職種の方と

お話をする機会があって，いろんな事業所さんと知り合い

になれて，こういう時にこういうふうに対応してもらえま

せんかみたいな，他人行儀ではなくて，もう一歩前に進ん

だ，もう一歩近づいた上で，お願いができるようになった。

病院内のちっちゃな世界から，院外のほかの事業所さんだ

ったり，ヘルパーさんとかと少し顔がつながったからお願

いができるようになった。お願いをするかわりに，なんか

あった時には，もちろんこちらですぐ対応しますよってい

うことをちゃんと約束した上で，受けてもらえませんかみ

たいな，無理が言えるようになった。顔が見えてなければ，
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絶対できないと思うんですけど，この人ならお任せできる

と思ってこちらも紹介しお願いもする」（長崎地域，診療

所看護師 1）

　「無理をお願いすることだって，会ったことあれば，言

いやすい，あの人はちょっと言いにくいなとかがあるんで

すよね。知らない人に言うよりも，知った人に言ったり言

われたりっていうのはあるんですよね。あの人のためなら

何とかやってやりたいなとか，あの人にはお願いしやすい

から言いたいなって。相手の方もきっとそう思うんですよ

ね。『○○さんだったら何とかしてあげようかな』っていう

ふうに言われたこともありますんでね」（浜松地域，医療

ソーシャルワーカー2）

　「ミーティングなどに参加することによって顔見知りに

なった，あるいは，看護師の 1人がホスピス研修を受けさ

せていただいたこともあって，そこで顔見知りになって顔

が見えるということで，なかなか名前を覚えられない中で

も何度もお会いしていると名前を覚えて，名指しで電話を

したりするのが非常にやりやすくなったなっていうところ

は大きいですかね。また逆に，その方から頼まれると，断

りにくくなったっていうところも正直ありますね」（浜松

地域，診療所医師 3）

［同じことを繰り返すことで効率が良くなった］

　参加者は，同じメンバーでチームを組むことを繰り
返すことで，効率が良くなった変化に言及した。互い
に理解し合うことによって，共有している知識の部分
（自己紹介や手順など）を省略することができ，相手
の考え方や行動が予測できる。結果，チームとして迅
速に，的確に対応できるようになる，より重要なこと
に時間をかけることができるのでケアの質が向上する
と述べられた。

　「顔と多少の人となりが分かってると，正直な話，たと

えば退院調整カンファレンスで，自己紹介で 0の状態から

話を進めていくよりも，この人はこういうへんが得意分野

だというのを何となく分かって話すので，本当に帰るまで

の時間が全然違うのかな。たとえば，相手の人となりが分

かるまで話が 10 分間とすると，その 10 分を省いて入れて，

45 分話し合いをしても，患者さんについての具体的な話

し合いに割ける時間がはるかに多いと思うんですね。明ら

かに話せる深さや広さが違ってきて，結果としての質の違

いも全然いいんじゃないかと思いますけどね」（長崎地域，

緩和ケアチーム医師 1）

　「顔が見える，相手が分かるからできることっていうの

もありますよね。まったく知らない人からいきなり言われ

て，どういうつもりで言われたんだろう，どういうふうに

すればいいんだろうっていうことが分からない。あうんの

呼吸とまではいかなくても，ある程度先生たちがどういう

感じで動いてる，看護師さんがどういう状況で動いてると

かいうのもわかるっていうのはありますよね。というのは

まったく違うと思いますよ。問い合わせする時でも，全然

知らないところに，『すみません，こういうことなんです

が』って問い合わせをするよりも，『だれだれさんお願いで

きますでしょうか』って言って連絡を取れるっていうのと，

『どうもお疲れ様』って，『この前の患者さん，こうこうこ

うでこうなんですけど，どうしたらいいでしょうか』って，

パンパンパンパンとやりとりが続いて，『じゃあ，分かり

ました。先生のほうにはこっちから連絡をしましょう』と

か，看護師さんのほうから，『今度先生に会うから私のほ

うから言ってみるから，後で聞いといてね』みたいな話で，

パッともう終わってしまうっていう。それが連携かなって

いうふうに思えるので，それはOPTIMで，いろんなとこ

ろの方がいろんな形でいらっしゃってるので，それはもう

すごく大きかったと思ってます」（長崎地域，保険薬局薬

剤師 1）

　「何ケースもやっているうちに，チームのパターン，チ

ームのやり方みたいなものが出てくるみたいですね。あの

人の時はこの先生でこうしたけれども，またあの先生から

同じようなケースだからこうするのかねみたいな。だんだ

ん読めてきて，連絡を先生にしてみると，やっぱりそうだ

ったと。経験を積み重ねていくことでやりやすさが出てき

て，そうするとスタッフが自信をもって先生にもアプロー

チできて，本人の変化していく病状と落ちていく生活の大

変さなんかに対応ができるようになった」（浜松地域，訪

問看護師 5）

［地域の他職種・他施設，他地域の状況を知り，地域

全体を意識した緩和ケアの実践を考えるようになっ

た］

　参加者は，他職種・他施設との交流から，新たな視
点や知識を得たことを述べた。所属施設のみならず地
域全体を意識した緩和ケアの実践に視点が向けられた
体験が語られた。ある参加者は，所属施設のあり方を
振り返るきっかとなったと述べた。また，ある参加者
は，地域全体に視点が向いたことにより，「患者にと
ってのより良い緩和ケアとは何か」を問い直す機会と
なったことに言及した。
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　変化のきっかけとしては，多職種・多施設で集まる
機会や，患者を一緒にみた体験が挙げられた。

　「結局病院の中っていうのは，患者さんにとってみると，

ごく一部にすぎないなって。入院中にやっていたことって

いうのは，ごく一部のことだなっていうことが，すごいよ

く認識できたので，それは大きな収穫であったと思いま

す」（浜松地域，緩和ケアチーム医師 1）

　「いろんな人がいて，いろんなことができるんだってい

うのが（分かった）。自分たちが病院の中でやっているこ

とが，最大限いいことだったり，最大限できることなのか

なって思ってたけど，もっともっといろいろあった」（浜

松地域，病院看護師 1）

　「緩和ケアチームの合同カンファレンスなどをすること

で，治療方針そのものはいいんですけども，実際のたとえ

ば，各病院のいろいろなやり方，細かい部分のやり方とか

体制とか，そういう部分の違いっていいますか，たとえば

学会だとか，そういう従来型の交流ではみえない，知りえ

ない部分がわかった。ほかとの違いが分かることで，自分

に，あるいは自分の施設に何があり，ないか，というよう

な部分と，逆にこういうところは優れているとか，そうい

う違いですね。そういうのが分かることで，良い部分につ

いては自信がもてるし，足りない部分については改善の具

体的な目標ができる」（浜松地域，緩和ケアチーム医師 2）

　参加者は，臨床実践においても，課題に対する解決
策を所属施設のみならず，地域全体に探すようになっ
た変化に言及した。

　「うちの病院だけで考えて，完結させるっていうことじ

ゃなくて，在宅とか，ホスピスとか，全体として考えて取

り組んで，全体として役割分担をしながら作っていくのが

いいんじゃないかっていうような，自分の中での印象がで

きたと思います。地域としてこういうのがあるといいなと

か，そういう思考の仕方ができるようになったかなってい

うのはありました。いろんな取り組みをしようと思ってい

るところがあるんだなっていうのと，それこそうちではで

きないようなことをやってることも聞いたんで，うちの病

院だけで何でも解決できないのは分かってはいたんですけ

ど，そういうのを実感として感じられた」（浜松地域，医

療ソーシャルワーカー1）

　「この先生とこの先生とで組んでやっていらっしゃると

か，こういう症状で一喜一憂してるとか，たとえば，皮膚

にできた病変，これはほっとっていいの，それとも大学に

みせたほうがいいのっていうことを書かれて，そしたら皮

膚科の先生が，『ちょっと私がみに行ってみましょうか。

今度いつがいい』なんていうのを，みんなが見てるわけで

すよね，メーリングリストの上で。そうやって自分で分か

らんことは自分で引っ張ったり悩んだりせずに，声をかけ

れば，誰か必ず知恵者がいて手伝ってくれるっていう，こ

れも在宅Dr. ネットのオープンのメーリングリストの中で，

一応匿名化した患者さんの情報ではあるけども，困ったと

きにはみんなが相互に知恵を出し合って診療する」（長崎

地域，緩和ケアチーム医師 1）

　「病院の中だと，だれが何をやっているかって大体知っ

てるじゃないですか。だから，たとえば内科の先生が診て，

『うわ，なんか痛そうだ』と思ったら，多分うちの病院だ

ったら，この人にちょっと頼もうって頭に浮かぶわけです

よね。地域の中って，そういう浮かび方をしながら診療し

てる人は，あまりいないけど，たとえば，この人はここに

住んでるから，あの人とあの人に頼めば何とかなるかもみ

たいなことを見ながら自分の患者さんを診ていると，自分

が全部やらなくても，そこに合わせて調整する，地域全体

を一つの病院にって，チームみたいにしてやると，幅が広

がるなと，すごい思ったんです」（浜松地域，緩和ケアチ

ーム医師 1）

［連帯感・信頼感が高まった］

　参加者は，コミュニケーションが進んだ結果として，
［連帯感・信頼感が高まった］と述べた。特に，困難
な事例を一緒にみた経験，プロジェクトで共に活動し
た体験が連帯感を強めたと語られた。さらに，信頼感
が高まったことにより，「ゆだねられるようになった」
変化が語られた。

　「仲間が増えましたね，僕は，確実に。どうしても医者

って同級生とか同じ医局とかとは仲がいいけど，ほかの医

局の人とかと仲良くなる機会がないですよね。OPTIMを

動かして，今ドクターが何人ぐらいいますかね。20 人ぐ

らいプロジェクトに入ってる先生は，非常に気さくに仲良

く，何でも頼めるようになったっていうのは 1つですね。

それと，多職種の参加が多くて，いろんな介護の事業所と

か施設とか，施設の代表とかと会うことになって，だんだ

ん，『こんにちは』とか，そういう顔が見え始めた。私と

してはOPTIMの中で一番良かったことですね。グループ

ワークとかでドンドン話したっていうのもあるし，その後

の打ち上げでアルコールが入りながら，みんなで夢を語っ

たりすることで，次に，今度は患者さんを介して実際の職
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務の中でつきあっていって，それで，よかったねとか駄目

だったねとかいうことで」（長崎地域，緩和ケアチーム医

師 1）

　「緩和ケアチームメンバー間のコミュニケーションが，

すごく広がったなって感じます。チームの先生たちや看護

師たちが，OPTIMの企画とか勉強会とかに参加して，緩

和ケアっていう大きなくくりで，いろいろ知識も得たり，

情報を得たりすることで，あの時のあれは，こう使えるよ

ねとか，ケアのことで困ると，みんなでいろいろ情報を集

めて，こうしようっていう，みんなで考えて，その患者さ

んのケアをやろうっていう，そういう体制というか姿勢が，

はじめのころよりはすごく変わった，良くなってきている

なっていうのは実感します。メールが送られてきますよね。

それで，今度はこれがあるねとか。うちの病院でも困った

ことがあると，すぐ相談させてもらえるっていう安心感が

（ある）。いろんな会で会ってあいさつしたり，知り合いに

なっていって，自分も緩和の一員だみたいな感じに思えて

きた」（浜松地域，緩和ケアチーム看護師 3）

　「どういう人たちが在宅医療を担当してるかというよう

な具体像と言いますか，それと信頼感。今までは何も知ら

ないから，信頼するも何も，否定するも何も材料がなくて，

あまり考えにくかったのが，もちろん皆さん悪いことはな

いので，それが具体的に，人柄でも何でもいいんですよね。

人柄とか情熱とかどんな気持ちでやっているとかね，だい

ぶいろんなことを聞いたので，特別なことじゃないですけ

ど，皆さん一生懸命患者さんのためを思ってやっているっ

ていうことを実感できたので，そうすると，そういう方の

協力を仰いだらいいんじゃないかとか，そういうふうには

考えやすいですね」（浜松地域，緩和ケアチーム医師 2）

　「お互いに意見の交流を日ごろからすることによって信

頼関係ができてきて，実際連携を取って業務を行う時に，

1から 10 まで説明しなくてもいいような部分は出てきま

すよね」（長崎地域，介護支援専門員 1）

　ある参加者は，同じ目的をもち，悩み，経験，考え
方や価値観，気持ちを共有できる「仲間」であったこ
とが，連携をとっていくうえで重要であったと述べた。
情報のやりとりのみならず，感情面でのコミュニケー
ションが連携を進めるための重要な要素であることが
述べられた。また，医療福祉従事者にとっても自分た
ちのサポートになることが述べられた。

　「地域との連携っていうところでいろいろな会に参加し

ています。在宅のほうにいると，福祉の方とかと会う機会

があったんですが，それとはまた違う密度の濃い関わりっ

ていうところや顔の見える関係っていうところができたよ

うに思います。1つの目標，この地域での今回の目的とし

ては，緩和ケアの中でどう連携して取り組んでいくかって

いうところがあったので，その目的に向かってそれぞれの

職種の人がそれぞれの立場，役割で関わっていくっていう

意志，目的があったっていうところがあると思います」

（鶴岡地域，訪問看護師 1）

　「ベクトルが 1つの方向を向いているというのは大きな

ことだと思います。少なくともこのプロジェクトに参加し

ている方々は，同じような悩みであったり，同じようなケ

ースの方をもっていらっしゃるということ，患者さまの希

望することをして差し上げようと（考えている），そうい

うふうなことに関しては楽に話せる仲間だと思いました」

（柏地域，病院薬剤師 4）

　「要は仲間ですよね。結構へこむこともあるしっていう

ようなのを，お互いに共有し合えるみたいなところがね。

そういう人たちといっぱい知り合える場所でしたね，

OPTIMっていうのはね」（長崎地域，保険薬局薬剤師 1）

　「基本的に，現場で今までやってた人は，こういうのが

なくても頑張ってたんですよ，1人で，それぞれ。それぞ

れの組織，機関，人。それぞれやっぱり自分の向き合う人

に対していい支援をしたい。よくなってほしい。ただ，1

人でやっても限界も感じてるし疲れ果ててたし，どうにも

ならないことが多いって，やっぱりいろんな壁にぶち当た

ってたと思うんですね。最悪は自分も孤立しちゃう。そう

いう中でめいっぱいきっとやってたんだと思うんです，以

前は。それがこういったところでオープンになってきて，

みんなやってた。で，みんなも大変。でも今度は相談でき

る。一緒にできる。それがこういった取り組みで分かった

から，じゃぁ，本当に連携してやっていけば自分も楽にな

る。患者さんのためとか市民のためとは言ってはいるけど，

結局はこの取り組みにのったことで自分自身が本当に癒や

されてっていうのが手応えね。

　今までは孤立，みんな頑張ってたのかなとかね。本当に

目の前の人と向き合って苦しんじゃってどうにもできない

もどかしさとかね。やっぱりまじめな人が多いんで，それ

がこういう取り組みでそういうのがオープンになってきて，

みんなで相談できたり連携がとれたら，患者さんや市民の

ためといえども，まずは救われたのは自分自身だったんじ

ゃないですか。だからやっぱり連携。連携っていうのは家

族の皆さんとか市民のためにもあるけど，支援者同士の，
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自分たちの連携っていうのがありますよね」（柏地域，行

政保健師 1）

【在宅医療が進んだ】
　【在宅医療が進んだ】とは，自宅で過ごすことを希
望する患者のサポートが充実したことを指す。
　具体的には，［療養場所や最期の場所を意識し，患
者・家族の希望を聞くようになった］［自宅で過ごす
ことができると思うようになった］［病院スタッフが
自宅での生活を意識した診療やケアを行うようになっ
た］［地域の生きた情報を得て，受けられる医療やサ
ービスを具体的に説明できるようになった］［病院か
ら退院する時の支援が充実した］［終末期・医療依存
度の高いがん患者を診療所や訪問看護ステーションで
受け入れやすくなった］［在宅チームが患者・家族の
気持ちや希望，病状を共有し，変化を予測して対応で
きるようになった］［訪問看護でできることが増えた］
［いい時期にスムーズに在宅移行ができるようになっ
た］［自宅で過ごせる患者が増えた］と述べられた。
　病院と在宅チーム双方に共通した認識に関する変化
は，［療養場所や最期の場所を意識し，患者・家族の
希望を聞くようになった］［自宅で過ごすことができ
ると思うようになった］であった。
　病院にみられた変化は，［病院スタッフが自宅での
生活を意識した診療やケアを行うようになった］［地
域の生きた情報を得て，受けられる医療やサービスを
具体的に説明できるようになった］ ［病院から退院す
るときの支援が充実した］であった。一方，在宅では，
［終末期・医療依存度の高いがん患者を診療所や訪問
看護ステーションなどで受け入れやすくなった］［在
宅チームが患者・家族の気持ちや希望，病状を共有し，
変化を予測して対応できるようになった］［訪問看護
でできることが増えた］が述べられた。
　この変化の結果として，［いい時期にスムーズに在
宅移行ができるようになった］［自宅で過ごせる患者
が増えた］が生じたと述べられた。

　きっかけとして挙げられたものは，病院側の要素と
しては，①退院支援プログラム・教育プログラムが整
備された，②（多職種カンファレンス，病院と地域の
合同の振り返り，病院からのフォローアップ，地域か
らのフィードバック［在宅療養中の写真など］，実際
に在宅に訪問する，個人的な情報交換などにより）在

宅で行われる実際の診療・ケアを具体的に知ったこと，
であった。
　地域側の要素としては，①（マニュアルやセミナー
を通じて）基本的な緩和ケアの知識や技術が向上した，
②緩和ケアの専門家や入院リソースの容易な利用（緩
和ケアチーム・必ずしも緩和ケアの専門家ではなくて
も基幹病院の外科医などがん診療に関わる専門家への
相談や，入院が必要な場合のバックベッドの確保，緩
和ケア病棟・レスパイトが利用しやすくなった），③
（退院前カンファレンスなどのシステムの整備に加え
て，いろいろなネットワークができて個人的なつなが
りが増えたから）患者の状態を知るための情報交換が
容易になった，④在宅チーム内の多職種間での連携が
増えた（訪問看護ステーションと保険薬局との連携，
包括指示の運用など），であった。
　【つながりができ，ネットワークが広がった】こと
でみられた多職種の出会いやネットワークは，全体と
して，これらの変化の基盤として挙げられた。

認識の変化
 ［療養場所や最期の場所を意識し，患者・家族の希望

を聞くようになった］

　参加者は，「最期の場所」や「死」について話し合
う難しさに言及しつつも，療養場所や最期の場所の重
要性を意識するようになり，患者・家族の希望を聞く
ようになったと述べた。きっかけとなったものは，①
緩和ケアについて学ぶ機会が増えたこと，②患者・家
族の生の声を聞いたこと，③実践での肯定的・否定的
な看取りの経験を通じての気づき，などであった。

　「最期をどこで迎えるかっていう希望の確認とかいった

ものも，OPTIM介入前より，医療福祉サイドもそうです

けども，患者さん側も，意識して考える機会が大幅に増え

たと思うんですけどもね。その人らしく，どこで迎えるか

っていうのは，非常に重要なことだという認識がみんなに

広がっていると思います。ただ，なかなか聞けないんです

よね，聞きたくても。患者さん，家族が腹を決めたときし

か聞けないので，早いタイミングで聞くっていうのはなか

なか難しくもあるんですが，最期をどこで迎えるかとか，

最期をどこで過ごすかっていうのを，患者さん，家族に言

おうっていう意識づけはできてるのかなと思いますね」

（鶴岡地域，医療ソーシャルワーカー1）

　「こっちが聞けるようになった。何となく死ってタブー
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なような。最期をどこで迎えたいかっていうのは，聞けな

かった部分ではあるんです。変化をするっていうのも学ん

だんだけど，変わってもいいから，今はどう思うっていう

確認は取れるようになった。家族にも，（本人は）こう思

ってるみたいだけど，家族はどこまで頑張れるっていう確

認をしながらやれるようになってきた。聞かないで遠慮し

ていたり，こうだろうと思って動くと余計悪化したり，す

れ違いになったりっていう経験を積んだので。症例検討会

でも，最終的にはどこで（最期を）迎えたいっていうご希

望がありますっていうところまで聞くと，そこも聞き取っ

ていうように，自分自身の意識が変わったかなと思います。

どうやっていきたいかって聞くことでお互いの遠慮がなく

なった，お互いの思いを伝え合うようになったのかなって。

私の視点になっちゃうかもしれないですけど，最終的に終

末期をどこで迎えて，どうしたいかっていうのを周りから

も聞かれることで，言えなかった部分が言いやすくなった

のかな」（柏地域，介護支援専門員 1）

　「どうしたいですかとか，どう過ごされたいですかって

いうことが言えるようになってきてるかなと，3年前に比

べたら今のほうが。自分たちの中の知識が増えたのと，

（自宅で過ごす患者の）様子が見えたのと。患者さんにい

ろいろ聞かれたときに，答えられなくて困っちゃうなとい

う思いが前にはあったんだろうなと思うんです。今は私た

ちが答えるんじゃなくて，患者さんに選んでもらうんだ，

選択のところで言えればいいんだっていうところで，構え

方が柔らかくなったのかもしれないです。知識の部分もそ

うだし，こういったいろんなビデオで勉強できたり，コミ

ュニケーションの取り方を学んできたというところなんだ

ろうなと」（柏地域，連携・退院支援担当看護師 1）

　「どこでどういうふうに過ごしていきたいかっていうの

は，必ず確認をするようにしていて。確認をしても，サポ

ートするものがないと，こちらもなかなかそれを言い出し

づらい部分もあったとは思うんですけど，サポートしてく

ださるところがあるっていうところで，意思確認はしやす

くなったのかなと。多分OPTIM（の集まり）とかに行っ

て，そういう情報とかがなければ，なかなかできなかった

ことだとは思うので，詳しいこととか，どこまで何をして

くれるのかっていうのは，直接聞かないと分からない部分

があって，そこに行けば，なんらかを聞けるっていうのは

大きいかなって思いますね」（浜松地域，緩和ケアチーム

看護師 2）

　療養場所や最期の場所の重要性を意識するようにな
ったきっかけとして，特に，患者を看取る体験を通じ

て重要性を意識するようになった過程に言及したもの
が多かった。

　「『家に帰りたいんですけど』って相談されたことはあっ

て，その患者さんの希望に添うようにはやったんですね。

その方は抗がん剤の副作用がすごい強くて，もうとても抗

がん剤の治療ができないって段階になったときに，本人と

家族から，『民間療法を受けたい』って言われて，かなえて

あげようと思って，そこに行ってもらって，結局，全然そ

の民間療法は効くことなく，最期を迎えちゃったんですけ

ど，本当にこれでよかったのかなっていうのをずーっと思

ってたんですね。家族からも『ありがとうございました』

って手紙をいただいたんですけど，本当にあれが正しい選

択だったのか。最後まで自分が主治医として，苦しいとか

いう思いはさせないように関わってあげたほうがよかった

のかな，その方が幸せだったのかなっていう葛藤みたいな

のがあったんですね。こういう会に参加して，在宅で診る

ことっていう面を見て，在宅でもそういう苦しい思いをし

ないように関わることは十分できますし，家族と本人がど

う最期を迎えたいかっていうのが一番大事なんだろうって

いうのは，より深く思うことができた」（浜松地域，診療

所医師 1）

　「『病院で死んでいいから，1回家に帰してほしい』って

言った方がいらっしゃって，1人暮らしの方だったんです

けど。10 日間だけおうちに帰られたんですけどね。とて

も私も心配だったんですけど，おうちに帰ってよかったっ

ていう満足された経験も何例かあったので，笑顔で送りだ

そうと思った。帰りたいっていう気持ちを尊重してあげた

いっていうのと，自分があきらめたら先生とかも退院に同

意してくれないんだろうなと思うと，ここは頑張らねばっ

ていう意識が強くなった」（長崎地域，連携・退院支援担

当看護師 1）

　ある参加者は，調査によって得られた患者・家族の
生の声を聞いたことで，療養場所や最期の場所の重要
性を意識するようになった変化を述べた。

　「家に帰す環境調整をする時，客観的な情報以上に，患

者さんがいま何に問題を感じているか，家に帰ることに

（ついて）どういう点に困難感を感じているか，本当に死

に場所として家がいいと思っているのか，それとも気持ち

が揺らいでいるのかとか，家族は覚悟はできてそうかとか，

主観的なところのやりとりを面談では重点的にやっていき

たい。最期の時期をどこで過ごしたいかとか，どういうふ

うに過ごしたいかとかを決定するのってそんなに易しい簡
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単なことではないので，どんなに頑張っても，どうしても

亡くなっていくことは変わりない中でつらい選択ではある

んですけど。でも，悔いがないように，たくさん病院の人

たちとも話し合って決めたんだって。患者さんが亡くなっ

た後に家族が振り返って，慌ただしくバタバタと帰された

って思われないような関わり方をしたいなと思うからかな。

事務的だったとか，そういうふうには絶対感じてほしくな

いからですかね。多分そこから発生して全部のプログラム

ってあるんだと思うんですよね。もっと早めに緩和ケアの

ことを伝えてあげたいとか，もっと早めに話し合いを開始

していれば，いろんな感情の吐露もできて（とか），実は

妻としては迎え入れたくなかったのに，結局なんとなく流

れで帰ることになってしまって，今はちょっとつらい思い

出ですとか，患者さん（やご家族）から発せられた調査結

果とかを読んだりすると，家に帰ったから全員が成功だと

か，よかったって思ってるわけではないので」（柏地域，

医療ソーシャルワーカー1）

［自宅で過ごすことができると思うようになった］ 

　多くの病院スタッフは在宅緩和ケアについて学ぶ機
会を得たり，経験したりする中で，自宅で過ごす患者
の様子を知り，自宅で過ごすことができると思うよう
になったと述べた。特に，病院で行っている医療処置
などの多くは自宅でできるようにアレンジが可能であ
ることや，介護力がない患者であっても工夫をするこ
とで自宅療養が可能であると思うようになったと述べ
られた。在宅チームへの信頼感が述べられた。

　「緩和ケアの症例検討会をオープンにして，そこにがん

相談支援センターの看護師さんだったり，開業で頑張って

くださってる先生だったり，栄養士さん，薬剤師さん，ソ

ーシャルワーカーの方，そういう方々が多いときで十数名，

少なくても数名必ず，僕らがやっている月 1のカンファレ

ンスには毎回来てくださって，在宅の視点から話をしても

らうと，特に病院の看護スタッフやら主治医グループの先

生方は，在宅でみられるケア力っていうか介護力，看護力

っていうのが，実はかなりフレキシブルで応用力があるの

で，病院じゃできないだろうと思う治療を結構平気でおう

ちでできるということがわかった。じゃあ早く帰っていた

だこうかなっていう形で，ポジティブに手放すことができ

るようになったということが一点，まず一番大きかった。

それとソーシャルワーカーが自信をもって，ああいう先生

たち，ああいう看護師さんたちがいて，ケアマネさんがい

るから帰せますよねっていうように，自分たちの活動に自

信をもってポンって肩を押すことができるのがものすごく

大きいだろうと思います。地域のネットワーク，それがあ

るからこそ患者さんを家に安心して帰せる」（長崎地域，

緩和ケアチーム医師 1）

　「社会資源の情報は，すごい増えましたね。自分が持っ

てる情報が増えたっていうのは，こういう多職種セミナー

だったり，多職種カンファレンスとかが大きかったなって

いうふうに思いますね。実際に，こういう困難事例が，こ

んなふうなサービスを入れて，こうやってみんなでつない

でケアしましたよなんていう話が出てくると，あぁ，なる

ほど。つながりを，うまくつないでいけば，そういうふう

に，この人たちが帰れるんだなと思った」（浜松地域，病

院看護師 1）

　一方，在宅チームは，緩和ケアの知識・技術が向上
したことにより，最期まで自宅で過ごすことができる
と思うようになったと述べた。医療福祉従事者の認識
の変化が，患者・家族へのケアの変化へとつながって
いった過程が述べられた。

　「何例もみていて，知識がないっていうことは感じてい

たのが，知識がまったくないわけじゃなくて，整理されて

なかったんだっていうことが分かったのと，より深い知識

がもてたのと，看護が何をすればいいか，医療が何をすれ

ばいいか，区分けができましたね。そうすると，看護がで

きる部分が広がったと思いますし，どうしたらいいのか分

からなかったところが，ここは先生がこうすればいいんだ

っていう具体的な医療のことも分かりました。いわゆる緩

和ケア，最期まで家で看取るにはどうしたらいいかが，私

たちが分かっていくんですよ，研修に出ると。家族ケアだ

ったり，がんの経過だとか，それから痛み止めのコントロ

ールですよね。コントロールがつかなくなった場合の対処

方法だとか，利用者さんの痛みの見方，変化。そういう具

体的なところが分かってきて，そうすると，私たちの中で，

病院に帰らなくてもコントロールができるんじゃないかっ

ていう思いに変わってきたのと，今までちょっと怖いなっ

て，私たちに手段がなかった，緩和ケアの知識が不足して

いることで，どうすればいいかの手立てがなかったのが，

具体的に手立てを考えられるようになってきました」（浜

松地域，訪問看護師 5）

病院側の変化
　多くの病院スタッフは，［自宅での生活を意識した
診療やケアを行うようになった］［地域の生きた情報
を得て，受けられる医療やサービスを具体的に説明で
きるようになった］［病院から退院するときの支援が
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充実した］と述べた。これらはしばしば「在宅の視
点」と表現された。
　重要な要因として語られたものは，退院支援プログ
ラム・教育プログラムの整備と共に，多職種カンファ
レンス，病院と地域の合同の振り返り，病院からのフ
ォローアップ，地域からのフィードバック（在宅療養
中の写真など），実際に在宅に訪問する，個人的な情
報交換など，在宅チームと直接コミュニケーションを
とりお互いを知ることのできる機会であった。

［病院スタッフが自宅での生活を意識した診療や
ケアを行うようになった］
　病院側の変化の具体的な内容としては，第一に，自
宅での生活を意識した診療やケアを行うようになった
（自宅での生活をアセスメントするようになった，な
るべくシンプルな自宅でできる治療・ケアを意識する
ようになった，家族の介護負担の軽減を意識するよう
になったなど）と語られた。自宅での生活についての
アセスメントやケアが充実してきた，在宅の視点のあ
る症状マネジメントを考えるようになった，などと述
べられた。

　「日常生活をリアルにイメージする力がないので，たと

えばベッドがあれば何とかなるかなとか，そういうおおざ

っぱなイメージしかできなかったのが，地域の方から，

『じゃぁ，お風呂はどうする』とか，細かく聞いて返して

もらえて，ここも聞かなきゃいけないっていうところを教

えてもらうことで，退院までに患者さん，家族も困らない

ように，より濃密に準備ができるきっかけになりました。

おうちで過ごすことが自分の中でも，少し詳しくイメージ

できるように，以前に比べればなったんじゃないかなと思

います。排泄もですし，日常をどこで過ごして，誰がみて，

ご家族の買い物とかもどうするとか，その間誰がいるのか

とか，ご家族を支える人がいるかとか。普段どう過ごすか

まで考えてなかったんですけど，普段どの場所で（過ごし

ているか），1日ベッドにいるかとか，通院や往診をどう

するかも考えるようになりました。最期をどうしたいかも，

最期はまた病院に戻りたいかとか，ホスピスに行きたいか

とか，このまま家がいいかとか，そういった看取りに関す

るようなところまでも，もちろん聞ければ聞いたほうがい

いですし，地域の方からも，『どうなってますか』っていう

のもよく聞いてくださっていたので，ここまではお話がさ

れてますけど，ここからはまだなのでお願いします，そう

いったところも継続することができていたと思います」

（浜松地域，病院看護師 3）

　「『家族，オムツ交換したことあるの』って，リーダーが

そんなことを言うようになったって，すごいなと思ってる

んですね。リーダーたちはだいぶ変わったと思います。た

とえば退院シートなんかを作りますよね，38 度以上熱が

出たとき，坐薬 1個，お尻から入れてください。2時間た

っても熱が下がらない時は，次に，内服薬を 1錠内服して

もらうと書いたのを作った時に，リーダーたちがそれを見

て，『家族は，坐薬は当然入れたことあるんだよね』とい

う質問が出てくるようになった。そんなことは地域の方か

らは当たり前なんだけれど，今までは多分普通に坐薬だけ

持たせて帰したと思うんですよ。『オムツ交換したことあ

るの』なんて言葉はなく，サマリーにオムツ交換してます

って書いて，家族を放り投げてたと思うんです。実際に退

院前カンファレンスをやったりして，そのへんのことはい

つも突っ込まれますよね。そこはどうですか，ここはどう

ですかっていうところで，視点がついていったりしたのか

なと。研修に行って帰ってきてから，『今までは医療処置

のことばっかり考えてた。だけど，意外と家に帰って困っ

てるのは生活でした。身体をふくとか，ご飯を食べると

か』って言うわけです。訪問看護の研修に行った時に，在

宅に一緒についてったりして見てきたら，『みんな着替え

たりすることとかをもっとちゃんと教えてなきゃいけなか

ったんですよ』って言って，それを職場でみんなで共有し

たりしたんですね。だから，みんな家族の方とケアをして

みることもすごいするようになったり，リハビリの人とす

ごいコンビを組むようになった」（浜松地域，病院看護師

5）

　「在宅療養に移行する場合のバリアがいくつかあります

よね。たとえば土地のアクセス，どこに車が止められるか

も含めてですね。家族で，人見知りで，どうしても外から

のスタッフを受け入れるときに心を開けなくて，かたくな

な人はいないかとか，具体的に在宅医療のときに何と何が

必要でっていうイメージがかなり鮮明にできるようになっ

てきたんですね。カンファレンスで何度も一緒に話してる

うちに。具体的にこの人が在宅医療に向いてるか，もしく

は在宅医療を受けてもらえるかっていうときに，在宅の医

師や看護スタッフがふだん質問してる内容が僕らの頭の中

へポンと箇条書きで出てきて，だから患者さんに早めにお

うちに帰れるかもよっていう言葉がかけられるようになっ

た。在宅だと何がいって，どういうことを満たさんといか

んっていうのは，何となく熱心な看護スタッフには頭の中

へ入ってきて，それを元に早めに患者さんに提案をしてみ

るっていうことが，変わったことの大きなものの一つじゃ

ないかと思いますね」（長崎地域，緩和ケアチーム医師 1）

　「骨転移の人っていうのは，動くと割と痛みが比例する
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ので，優しく動かしてもらえれば痛くない。介護力があれ

ば痛くないけど，介護力がないと，はってトイレに行かな

いといけないから，痛いとか，そういう人がいるわけで。

退院する前に，今と同じような環境がうちで作れるのかを

把握してから退院させないと，ベッドで寝ていて痛くなか

った人が，畳に（布団を）しいて，1階までトイレに行っ

てたっていったら，それはまあ痛くなりますわねっていう

ような話で，介護状況を退院前にアセスメントするように

なりました。そういうお宅を直接見たこと，生活をみてる

ケアマネさんとかヘルパーさんから，より生々しい情報が

増えたからかもしれないね。夜中に痛くなった時に，薬を

飲ませる人っていうのも，割とよく話題になりますね，緩

和チームでね。ちょっと認知症があるような人とかね。自

分で薬を飲めない。今は看護師さんが持っていってるって

言ったときに，うちへ帰ったらこの薬はだれが持っていっ

てくれるんだ，夜は娘さん息子さんも一斉にみんなご自宅

で寝てるので。この人，夜どうやって痛み止めを届ける。

だれが飲ませるみたいな話になることは，これを始める前

はなかったです」（浜松地域，緩和ケアチーム医師 1）

　「地域の先生や薬剤師や看護師や介護職の人たちがどう

いう役割を果たすかとか，その患者をみるに当たってあま

り負担なく，そして患者さんと家族が不安なくっていうと

ころをイメージするっていうところは，多分今までまった

くなかったと思いますね，病院の中で働いていると。通院

がいくら大変だって言われても，『あぁ，そうか。うーん。

大変だね』って終わってたような気がするんですよ。トイ

レへ行くのが大変でとか起き上がるのが大変でとか言われ

ても，多分それは病気が進んでるんだからねって頭の中で

思いながら何もしなかった。どこに相談すればいいよとか

っていう一言も私はなかった。病院でしか働いたことはな

いんで，そういう視点が生まれたっていうのが大きい」

（鶴岡地域，緩和ケアチーム医師 1）

［地域の生きた情報を得て，受けられる医療やサ
ービスを具体的に説明できるようになった］
　参加者は，在宅を支える地域のリソースについての
生きた情報が得られるようになったこと，連携が進ん
だことにより，自宅で受けられる医療やサービスを具
体的に説明できるようになったと述べた。医療福祉従
事者が互いの状況や環境を実際に話したり，訪問し合
ったり，実感を持って理解することで，初めて，患
者・家族に具体的な選択肢を自信をもって提案できる
ようになった変化が語られた。病院スタッフで多かっ
たが，在宅チームにおいても述べられた。

　「この人がうちに帰ったら，あの先生に診てもらうから，

多分最後まで，うちにいるに違いないとか，いうことも考

えながら，患者さんに説明もできる。何とか先生って何十

歳ぐらいの先生で，こんな感じでされていて，性格が合う

と思いますよとか，ちょっと性格が合わないかもしれませ

んよとか。患者さんからみても多分そうだと思うんですが，

『うちに帰りましょう』とかだけ言われても，これを始め

る前の僕と一緒で，うちに帰るより先は，もうまったくの

ブラックボックスですよね。イメージも何もわかないです

よ。ただ，今はそれが具体的に，誰と誰と誰が関わったら，

多分こんな感じにみるんだろうっていうのが分かるので，

説明が生々しくできる」（浜松地域，緩和ケアチーム医師

1）

　「任せてみればきっとうまくいくとか，そういう話は，

今まではできなかった。以前は，訪問看護ステーションの

介入もどうかって言われても，ご自由にどうぞっていう感

じで，それ以上わかんないから。具体的に分からないと，

何となくぐらいだと，それ以上勧められない，何も言えな

かった。今は具体的に，積極的に，ある程度自信をもって，

こういう選択肢もいい選択肢だっていうような話はできる

ので。在宅医の場合もそうですよね。ちゃんと診てくれる

ところがあって，ちゃんとやっていて，皆さん心配される

けども，評価はいいんですよって話ができると，全然話の

流れは変わっていくので」（浜松地域，緩和ケアチーム医

師 2）

　「地域でもすごい頑張ってる先生たちがたくさんいるし，

そういう地域の先生方とも，このOPTIMを通して顔なじ

みにもなって，その先生たちがどういうことができるのか

っていうのも，こっちが少し分かるようにもなってきたの

で，こういう先生たちもいるので，こういう医療も在宅で

できるのでっていうことも，自信を持って言えるようにな

ったので，勧めやすくなった」（浜松地域，訪問看護師 1）

　「われわれって生活の場に携わる仕事なので，在宅療養

支援診療所がありますよとかってことが分かっただけでは

どうしても駄目で，どこの先生がどういう病気が得意で，

実際に相談するとこの先生はこういうふうな説明をしなが

ら，こうやって患者さんに関わるんだよっていうことが分

かってないと，ここの病院がやってますよっていう紹介は

単純にできますけども，受けるほうからすると，お医者さ

んが往診にくるんだなってことは分かるんですけども，実

際どういうことを往診ってしてくれるんですかっていうこ

とがわからない。こういうふうに仕事をしてくれるんです

よっていう大まかなイメージを伝えるようになった。この
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先生はこういう時間に往診をしてくれて，呼べばこういう

ふうにきてくれて，こういう治療が得意でということを聞

けるってことは，選択をする利用者さんとか家族も，自分

たちの生活のイメージがしやすくなったんじゃないかとは

思うんです」（柏地域，地域包括支援センター 介護支援専

門員 1）

［病院から退院する時の支援が充実した］ 
　病院側の変化の具体的な内容として，第三に，［病
院から退院する時の支援が充実した］ （退院前カンフ
ァレンスが充実してきた，緊急時の対応・バックベッ
ド・連絡先を決めておくことを意識するようになった，
ケアの継続性を意識し，地域が必要とする情報を申し
送るようになったなど）と語られた。患者の入院中か
ら退院後のフォローアップまで，病院スタッフと在宅
チームが協働してケアを行うようになった変化につい
ても述べられた。

　「連携がすごくしやすくなって，みんなが顔を合わせて，

電話だけだとどういう方だろうかだとか，こんな話をして

も大丈夫だろうかとか，患者さんを中心にネットワークを

作らなきゃいけないのに，お互いに腹の探り合いみたいな

ところで時間を費やしてしまって，肝心の支援につながら

ないところがあったのが，患者さんや家族を中心にそうい

う（退院前カンファレンスの）時間をもつことは，私たち

関係者もですけど，ご家族にとってもとても安心につなが

ったっていうのは事実ですね。ご遺族から言われるのが，

とっても不安だったと，退院をするのがですね。病院から

見捨てられたような，もう手の施しようがないので，どう

ぞもう帰ってくださいって言われたような，見捨てられ感

っていうのをもっていらっしゃったんですね。ところが，

そうじゃなくて退院する前に在宅の先生も副主治医も，そ

れから看護師さんもケアマネジャーもヘルパーさんも，か

かわる人がみんな来て，最初はみんなびっくりされるんで

すよね。すごい緊張されて，初めてのカンファレンスの時

に，あーって，今日は何事だろうみたいな感じで入ってこ

られるんです。でも，亡くなられた後に伺うと，そのとき

はすごい怖かったけど，これだけの人がおうちで支援して

くれるんだと思ったら，どうにかなるかなっていう気持ち

になったんですと。家族に安心してもらう，本人さんに安

心してもらうっていうところのとっかかりになると思うの

で。折々に多職種連携で研修会とかがあったのが役に立っ

てるんだと思います」（長崎地域，介護支援専門員 2）

　「退院前カンファレンスの中に，患者，家族と私たちと

医師と，全部が同席するようになったのは，分かりやすく

なったと思います。説明も，患者さんとか家族に説明をす

るのを私たちも聞いてるわけなんで，こんなふうに説明し

ましたっていうのを聞くんじゃなくて，一緒に聞けるので，

その時に患者さんってどういう表情でこれを聞いてたかな

とかいうのは確認できる。ちょっとまだなんか不安を持っ

てるなとかいうのが見えるじゃないですか，患者さんとか

家族を見てると。先生がしゃべる言葉も患者さんに対して

しゃべるので分かりやすいし，それを聞いている患者さん

と同じ場で共有して聞いていられる。その時の雰囲気とか

受け止め方を，直接理解できるっていうのは大きいんじゃ

ないかなと思います。書面は役に立たない部分もあるんで

す。その場にいられるかどうかっていうのは大きいんだと

思う」（浜松地域，介護支援専門員 3）

　「退院のときにかなりきちっと詰めて帰るので，すごく，

混乱は減ったと思いますね。緊急時にはどうする。ファー

ストコールは誰，どこっていうことを，きちっとそこで，

シートとして今は出てきているので，緩和のところでは。

患者さんもご家族もすごく安心されているんじゃないです

か。すごく細かく書いてくれてあるんです。こうなったと

きには，まずここに連絡，電話番号もきちんと全部書いて

あって，そういうシートが渡されるので，それはすごく大

きな変化なのかな」（浜松地域，介護支援専門員 2）

　「今までうちで使ってたサマリーというのは，どんな手

術をしたとかどんな治療をしたとか，ここに転移があって

こんなことをしたとか，そういう治療的なことばっかりが

中心となっているサマリーだったんですね。だけど，訪問

看護師さんたちとこのOPTIMの機会を通して話すように

なって，うちで使っていたサマリーがあまりにも役に立た

ないものだっていうのが分かったんですね。訪問看護師さ

んたちが知りたいのはそんなことではなくて，ある程度大

きな流れでどんな治療をしたかっていうのは知りたいけど，

それよりもおうちに帰って何がしたいかとか，キーパーソ

ンはだれかとか，どういうことを訪問看護師のほうにして

ほしいかとか，そういうことが分かるサマリーのほうが訪

問看護としては実践的にすぐ患者さんを理解する上でのツ

ールになるっていうことが分かったので，そのへんを変え

るようにした」（柏地域，病院看護師 4）

　「サマリーが今までは簡単に経過が書いてあって，ADL

の部分とかでも介助，一部介助とかっていうような書き方

だったんですけど，実際にどういう部分に介助が必要なの

かとか，どういうものを使ってなのかとかをより細かく書

くようになった。あとは，予測的にっていうのをすごく細
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かく言っているので，問題点として今ある問題点プラス，

今後，先を見通したときに何が起こってくるかっていうこ

とまで病棟のスタッフも考えながらサマリーに書くように

なったっていうのがまず大きい。

　頭頸部の処置，カニューレの処置であったりとか，装具

の処置とか，ストーマでもかなり複雑な処置になっている

方は，おうちに帰ったときに継続できなくて緊急入院して

きていたりっていうこともあるので，そうしないためには

どうしたらいいんだろうっていうところでは，見てもらう

ことが一番だねっていう話になって。実際に見てもらった

ことで，入院中の状況と退院後の状況の変化に気づいて，

早期に受診につながったケースもあるので，病棟スタッフ

が直接会って話すことでのメリットをすごく実感して，そ

れで提案ができるようになってきた」（柏地域，連携・退

院支援担当看護師 2）

　「1つ勉強させてもらったのが，『病院へはいつでも来て

もいいんですよ』って言ったことで，『じゃあ帰ります』っ

て。だから，病院から離れちゃうと，病院には何もしても

らえないっていうところが，不安材料だったんだって，自

宅へ帰るのに。でも，いつでも受け入れはできるからって，

やれるところまで自宅でやってみたらどうだろうかってい

うところで帰したら，すんなりといったケースがあって，

そうやって一言付け加えてあげることで，うちへ帰ろうっ

て思えるんだって思った時に，いつでもそういう言葉をか

けるようにしたりだとか，すごく不安が強いかなと思うと

きには，定期的に受診を 1か月に 1回しましょうかってい

うことで相談をして，来ることによって在宅（療養）がや

れているっていうところもある。病院と住む地域との連携

って，そういうとこにもあるんだって，すごく思えて，そ

れが在宅へ帰る安心材料にもなるんだなっていうふうに思

えた」（浜松地域，連携・退院支援担当看護師 1）

　多くの参加者は，患者の退院後に在宅チームから病
院へのフィードバックあることの価値や，病院と在宅
チームで振り返りの機会をもつことの意義に言及した。
参加者は，フィードバックや振り返りにより，在宅で
過ごす患者・家族の様子を知り，「自信がもてる」「癒
しや励み，心の整理につながる」「次にどうすればよ
いかの気づきにつながる」などと述べた。さらにデス
カンファレスを体験した参加者は，医療福祉従事者が
「互いに理解し合える」「つながりの場となる」ことを
述べた。きっかけとして，プロジェクト以前にはなか
ったフィードバックや振り返りの構造がつくられたこ
と，実践の中で重要性を認識したことが挙げられた。

　「退院後のおうちでの療養生活っていうのを返してくれ

る先生がいらして。訪問看護ステーションでも，サマリー

形式で退院して 2週間ぐらいに送ってくださったりとか，

先生によっては連携室のメールに，患者さんはこんなふう

に過ごしてますよとか，写真付きで返ってきたりして。そ

れを病棟に見せたりすると，こんな表情を病院では見たこ

となかったとか，こんなおうちだったら帰りたかったんだ

ろうねとか。おうちに帰って，どんなふうにしてるんです

かって，尋ねられると，病院と同じように IVH（中心静

脈栄養法）もしてるし，ちゃんと簡素化してしてるんだよ

って言って。『じゃぁ，安心ですね』っていう話が出たりし

ます」（長崎地域，連携・退院支援担当看護師 1）

　「机上の空論ではなくて，実際のところで，たとえば在

宅をみてる先生たちだったり訪問看護の人たちだったりが

関わってこんなふうになってるっていうところを聞いて，

そうなんだっていうふうなところで合点ができたっていう

ところだと思うんです。亡くなった後に患者さんの家族の

方から連絡をもらったり，訪問看護の方からこうだったん

ですよっていうふうな連絡をもらった中で，いい最期を迎

えられたんだなっていうのを直接聞くことができてきたの

で，そこが変化なんだろうなって。今まではそういうとこ

ろは全然見えてなかったのが，やってたことがよかったか

ら反応として返ってくるんだなっていうところでの手応え

は感じられるようになりましたね」（柏地域，連携・退院

支援担当看護師 1）

　「ケアマネジャーの立場からすると，最後の最後のとこ

ろを知る機会って本当にないんですよね。もちろん後でお

悔やみに行ったりとか，訪問看護師さんから評価を聞きま

すけれども。よかったよとか，こういうところが（改善

点）ねっていうのは聞くんだけれど，カンファレンスをし

ていく中で，それぞれがどういうふうに関わったのかって

いうことが分かったことと，こういうふうにして最期逝け

たっていう，今まで聞いたことないような先生からの反応

が話していく中で出てきて，よかったです。今まで看護師

さんからは，こういう形で亡くなった，最期はこんなだっ

たっていうことは聞いたけど，先生からは，こういうふう

に最期を看取ったよとか，こういうふうに，こんな思いを

抱いて，亡くなったんじゃないかなって思ったよとかって

いうことを聞くことはなかったですから，あぁ，よかった

なって思ったりとか，自分が関わったことで反省したり，

よかったと思えたり，励みになったり，なんかいろいろで

すかね。いろいろあって，よかったとは思います」（浜松

地域，介護支援専門員 2）
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　「デスカンファレンスをしたんですね。医療職って遠い

存在だと思っていた職員が，先生とのつながりの場だった

とか，アンケートに書いてくれてたんです。専門的な緩和

ケアの知識をもらえたとか，モルヒネの誤解が解けました

とか，そういうサポートチームをもっと宣伝したほうがい

いんじゃないかとか，お互いの役割っていうところをもう

1回見直したり，職種が違うと視点とか考えとか思いが違

うっていうところに，みんな気づけたようだったんですね。

そこの施設で初めての看取りだったんですね。すばらしか

ったところもたくさんあったんですよ，その施設の職員の

人がやってくれたこと。知識が足りなかったことももちろ

んあったけれども，でも，一生懸命やってくれてたことも

あったので，そこはすごく大事なところ，家族への説明と

か家族の不安を聞いてあげるとか，そういうことをちゃん

としてあげられてたんですよね。大事なところをやってく

れているってお伝えしたことで安心できたみたいですね。

自分たちがやったことがよかったのかっていう戸惑いがあ

ったようだったんですね。初めて目の前で患者さんの呼吸

が止まってしまったのを見た時，家族に自分は責められる

んじゃないかと思ったとかね。そういう思いを教えてくれ

たりっていうのは，よかったかなと。促進となったかはわ

からないんですけど，お互いが少し役割を知って，もっと

こうすればよかったっていうところの気づきはあったよう

でした」（鶴岡地域，緩和ケアチーム医師 1）

在宅の変化
　在宅の変化として，［終末期・医療依存度の高いが
ん患者を診療所や訪問看護ステーションなどで受け入
れやすくなった］［在宅チームが患者・家族の気持ち
や希望，病状を共有し，変化を予測して対応できるよ
うになった］［訪問看護でできることが増えた］と語
られた。

［終末期・医療依存度の高いがん患者を診療所や
訪問看護ステーションなどで受け入れやすくなっ
た］
　在宅の変化としては，第一に［終末期・医療依存度
の高いがん患者を診療所や訪問看護ステーションなど
で受け入れやすくなった］ことが述べられた。例えば，
OPTIM以前には受けていなかったがん患者を受け入
れるようになった変化が述べられた。変化の理由とし
ては，基本的な緩和ケアの知識・技術が向上した，専
門家からの支援や入院リソースの利用が容易になった，
在宅チーム内の連携が進むことで，1人のみではなく
サポートが多く得られるようになったことが述べられ

た。

　「OPTIM で学んだことを生かしていくということで，

今までだったら絶対にお断りしていたような症例を，

OPTIMの後ろ盾というか，OPTIMに参加しながら，そ

こで勉強させていただいたり，あるいは，そこで出会った

方々に手伝っていただいたり教えていただいたりしながら

なら，患者さんを診ていくことができるかなっていう気持

ちになったことが，一番大きいことでしょうかね。

OPTIM以降まったく今まで知らなかった患者さん，まっ

たくの初診のがんの患者さんを受けるようになりました。

それが一番大きなことです」（浜松地域，診療所医師 3）

　「ステーション全体にしても，よく話を聞くのは，以前

はちょっと医療依存度の高い患者さんは，自信もなかった

ので受けなかったよねって。自分たちにも自信がないので，

不安がありつつみてたのが，こういう患者さんでも自信を

持ってみれるようになったよねっていうのは，職場の中で

も話をすることですね。今までも受け入れはしていたんで

すけど，その見方がみんな変わったし，知識も深まったし，

ツールもいっぱい使うようになったし，ちゃんと知識的な

ベースがあってみれるようになった。緩和ケアセミナーに，

ほとんどのスタッフが参加してたんです。パートさんとか，

半分ぐらいは参加できないんですけど，あと半分の人たち

が参加してたので，みんなの知識が増えた。モチベーショ

ンも上がった。一番大きいのは，多分利用者さんと，ちゃ

んとしっかり向き合って話ができるようになったんじゃな

いかなと思うんです。今までは，最期をどう過ごしたいで

すか，いま何をしたいですか，何かできることをお手伝い

しますよみたいなことも，はっきりと自信をもって言えな

かったのが，話をできるようになったし，しなきゃいけな

いと思うようになった。利用者さんや家族の意向を，こち

らからあえて聞く対応ができるようになりましたね。本当

はどう考えているのかって。大体は，最後は悪くなると，

病院っていうのが常だと思うんですけど。でも，実は家で

もこういうことができるし，こういう最期の迎え方ができ

ます，病院とそんなに変わりがないことができますってい

うことも，ちゃんと情報提供できるようになった。だった

ら本当は家がいいって，そこでやっと本音が出てくるので。

そういうところまでちゃんと情報提供をして，意向を聞い

てっていう流れを意識できるようになったと思うんです

よ」（浜松地域，訪問看護師 1）

　「在宅チームの中に病院さんも関わっていただいてる，

それがすごく大きいのかなっていうふうには思ってます。

それが実はすごく患者さんにとっても安心にもなってる。
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患者さんだけでなくて，スタッフの安心にもなってる。在

宅主治医はいますけれども，在宅主治医の先生も相談でき

る先生がいる，在宅のチームの中に病院さんが関わってく

ださってるっていうところでは，地域として得たものはす

ごく大きい」（鶴岡地域，訪問看護師 2）

　参加者は，在宅療養を支えるための入院リソースや
レスパイトが利用しやすくなった変化に言及した。参
加者は，必要時の再入院やレスパイトについて退院時
に保証されるようになり，患者・家族，さらに医療福
祉従事者の安心感につながった，在宅療養を決定する
後押しになった，在宅療養を継続するうえで役立った，
などと述べた。きっかけとして，多職種カンファレン
スで課題を共有し，その重要性が認識されるようにな
ったことなどが挙げられた。ある地域では，緩和ケア
病棟のレスパイトが利用しやすくなったことが述べら
れた。きっかけとして，緩和ケア病棟の利用について
話し合う機会ができたこと，利用の仕方が分かったこ
と，医療者の緩和ケア病棟のイメージ（最期の場所）
が変化したことが挙げられた。また，レスパイトを行
う施設との連携があることが，利用を促進する要因と
なったことが述べられた。

　「家族が疲れた時にちょっと，1週間だけでも入院させ

てもらえないかっていうのは，元々の病院が取ってくれる

ようになりました。以前は病院に戻すっていうのは，在宅

は白旗挙げてギブ（アップ）で，後は病院でお願いってい

うことが多かったんですけど，レスパイトで 1週間したら

また受けますからお願いっていう感じで約束することで病

院も受けやすくなった。病院スタッフと在宅スタッフが顔

が見え始めたからでしょうね。また一時期いったら，また

みてもらえるだろうし，その一時期入院の間に，気になっ

てた患者さんがどんなに変わったかっていうのもピックア

ップできるからですね」（長崎地域，診療所医師 1）

　「すごい家族の方が困っていたり，症状コントロールが

つかない場合もあったんで，その時のタイミングで，それ

もこういう機会で顔を合わせてお知り合いになって，気軽

にお願いさせてもらうような関係になれたから，すごく依

頼しやすかったんですね。患者さんもすぐ受け入れていた

だいて，自分たち医療者の評価もすごくよかったんですけ

ど，患者さん側からの評価も，『ありがとうございました』

っていう言葉をいただく機会が多かったですね。レスパイ

ト入院っていうのは，本当によかったんじゃないかなと思

います。レスパイト入院されて，帰ってこられた方々で，

あそこはいやだったって言われた方はいらっしゃらないん

で。在宅でみていくっていうことは，家族が本当に大変だ

と思いますんで，その中で休息が取れた。そして，ホスピ

スで専門の方々にみていただくことによって，（症状の）

コントロールがついたとか，いい効果のほうが多かったん

じゃないかなと思うんですね。もともと入院をいやがる

方々は，家族の意思で行った時とかもありますんで，そう

いった方々が，果たしてよかったかっていうと，『もう行

かない』と言う人もいました。ただ家族からは，100％よ

かったって言葉をもらっていると思います」（浜松地域，

診療所看護師 1）

　「レスパイトのベッドを用意できたっていうところも，

非常に感謝していて，デイサービスやショートステイを使

えばいいと言われて，そういうところが利用ができない，

あるけど利用はできてない，受け入れてくれる施設がない

んだっていうところを，多職種のカンファレンスで知って

もらって，レスパイトのベッドをホスピスが用意をしてく

れるとか，各総合病院もバックベッドの確保をしてくれる

とかっていうことになった。それがあるから大丈夫よ，お

うちでもっていうふうに，私たちも利用者さんや家族に言

ってあげる 1つの，すごく大きな武器で，退院しちゃった

ら 2度と入れてくれないような病院じゃぁ，おうちに帰っ

ても，もう見捨てられたっていう気持ちしかなくて。気持

ち的にも不安が強いままだと，在宅って結構きついんです

けど，そういうときは大丈夫よ，ちゃんと受けるから，そ

こで診てくれるからっていうのもあって，それがあるから

行かなくても大丈夫，おうちで頑張れるっていうところも

ある。ほんの半年なら，集中力でみんなで頑張れるのが，

1年になったり 1年過ぎちゃったりすると，気持ちがバラ

バラになって疲れも出てきちゃうみたいなときに，ホスピ

スのベッド，レスパイト使えるよっていう話もきっかけと

して出せるっていうのが，あるとないとじゃ全然（ちが

う），ちょっと長引いてきて，みんなが疲れてきてる時に

も，救われるものがある」（浜松地域，介護支援専門員 1）

　「ホスピスでレスパイトを受けるっていうのを知って，

その紹介ができるようになった。ホスピスのイメージが変

わりましたね。申し訳ないですが，一般的に最期の場所と

いうふうに，私は思っていたので。ホスピスの研修も行っ

たんですけども，実際に中を見せてもらって。レスパイト

の枠があるのかな。1週間ぐらい来て，泊まっていく人も

いて。まだ一般的にホスピスは，最期の場所っていうイメ

ージをもってる人が多いですけど，そうじゃないよってい

うのは，ちゃんと伝えられるようになりましたね。ホスピ

スの研修が大きかったですね。きれいだし，料金のことも

わかったし。何日か行ったことで，実際のその部屋が広く
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てきれいだとか，料金も一般病棟の個室より安く入院でき

ることとか（がわかった）」（浜松地域，訪問看護師 3）

　一方，レスパイトのための入院を患者自身は希望し
ていない場合が多く，患者自身にも入院の目的や目標
をもてるようにするなどの工夫が重要であると述べら
れた。また，家族が患者を入院させることに対する自
責感を感じる場合があり，利用の障壁となることも語
られた。

　「1回目はすごくいやがってですね，『おれをここに入れ

て，ここで終わらせる気か』みたいなことで怒られるんで

す。でも，ホスピスのレスパイトは非常に利用者の評価が

よくてですね，『また行ってもいいよ』って言ってくれるん

ですね。無理を聞いてもらって普通のショートステイに行

っても，すごく満足度が低くてですね，2度と行きたくな

いみたいなことを言われることが多いんですが，ホスピス

に関しては，『また行ってみてもいいよ』っていうふうに言

ってくれるので，レスパイトとしては非常に有効で。家族

も，こんながんで末期の人なのに預けるのっていう，すご

く負い目もあるんですよね。だけど，本当にもう負担でい

っぱいで，血圧が 200 ぐらいになっちゃってみたいな，毎

日寝てなくてみたいになっちゃっても，『お母さんじゃな

きゃダメ』とか言われちゃうと，もう倒れそうになっちゃ

うわけで。そうは言っても，本人はなかなか不本意ってこ

とが多くて。たとえば，足の装具を使っていた方は，装具

の調整をリハビリ科でしてくれるとか言うと，1つメリッ

トがあって，だったら行ってもいいとかね。痛みのコント

ロールをし直すとかですね，ポイントは何かね，その人に

もいいことがあるという（こと）。ただただ家族のため，

みんなが疲れてんだから，あんた行きなさいって言うと，

自分にメリットはないわけなので，利用者としては，なん

で，今このときに，おれがこんなとこへ行かなきゃいけな

いんだっていう話で，非常に不満なわけですね」（浜松地

域，介護支援専門員 1）

［在宅チームが患者・家族の気持ちや希望，病状
を共有し，変化を予測して対応できるようになっ
た］
　参加者は，［在宅チームが患者・家族の気持ちや希
望，病状を共有し，変化を予測して対応できるように
なった］変化を述べた。変化のきっかけとしては，基
本的な緩和ケアの知識や技術の向上に加えて，カンフ
ァレンスやサマリーなど患者の状態を知るための情報
交換が容易になったこと，在宅チーム内の多職種間の

連携が進んだことが挙げられた。

　「痛み止めが効かなくなったら病院に戻るという短絡的

なところが，退院前に主治医に，『痛みが強くなる可能性

がありますか』と。『もしあるようでしたら，それは病院

に戻ってこなければコントロールができないですか。それ

とも，そのときのために，指示を今，退院前にいただけま

すか』みたいな，医師への働きかけがちょっとずつできる

ようになったんですね。それは一面ですけれども。そうす

ることで退院の時に許されるだけの包括的な痛み止めのコ

ントロールの量の指示をいただけるようになって，そうす

ると在宅にいる時間って広がりますよね。今まで（病院

に）帰らなければ麻薬の調整ができなかったのが，私たち

の判断で医師に報告しながら指示を変更することができて，

より長く在宅に利用者さんがいれるようになった。それが

まず私たちの知識を帯びて変わったことだと思ってます」

（浜松地域，訪問看護師 5）

　「病状は何となく分かっていても，何が起こりうるのか，

どれぐらいの期間で変化が起こりうるのかっていうところ

までは，情報はなかなか取れずに，何となくその場の経験

で対応していたんですね。なので，対応が後手後手にまわ

ってみたり，時間外にどこにかけたらいいのかっていうの

が，ちゃんと確かめられていなかったりして，追いつかな

かったりっていうところも，かなりたくさんあった記憶が

あるんです。最近は，どういう病状で，何が起こり得るの

か，どう対応したらいいのかっていうところまで，ちゃん

と先生に聞こうというようになった。退院してくる時には，

病院の窓口をちゃんと聞こうという意識づけもできたんで，

スムーズだと思うんです。中には，緊急時にはこういうこ

とが起こり得るけど，連絡をくれればいいよ，病院にきて

くれればいいよっていう形になったりするんですけど，な

るべく在宅で対応できるような方法を，こういう状態にな

ったら，病院に行くしかないですけど，それまで私たちに

できることはありますかと。たとえば，ちょっと酸素をさ

げといてくれとか，この薬を使っといてくれとか，そうい

う方法を聞いておけば，私たちも不安にならなくてすむし。

病院に電話をしても，先生が直接対応してくれて，利用者

さんの家の中で，先生と病院にいる時のように話をして，

その場でちゃんと解決できたりするんですよね。だから緊

急時の対応っていうのはかなり変わったと思います」（浜

松地域，訪問看護師 1）

　在宅チームでは，患者・家族の気持ちや希望，病状
を共有するためのやりとりや集まりがもてるようにな
ったことが語られた。
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　「つながってない時は，みんなが 1人で考え込んでるっ

ていうところがあったけど，相談しながらできるっていう

ところがいいなと思いますね。それまで，訪問の看護師さ

んも悩んでるだろうし，ケアマネはケアマネでどうしよう

かなと思うし，みんなバラバラでやっていたのが，それと

なく，それぞれがどうしようかって，そろそろねっていう

話を，つながってできるようになった。1人で考え込んで，

後からこれでよかったのかって悩むことも多いので，それ

よりも，みんなで考えて，じゃぁ，誰から，こういうふう

に言ってみる。そのあと私が行く時，こんなふうに言って

みる。どんな具合か，こっちも訪問した時に聞いてみるっ

ていうふうにできると，すごくつながりがよくなりますね。

特に，ケアマネは医療職ではないんで，どういう話をした

っていうのを聞いておくと，話がスムーズにいく。もとも

と訪問看護とはつきあいは多いんですけど，緩和ケアの勉

強会で一緒になってからは，特にそういう話がしやすくな

ったっていうところもありますね」（浜松地域，介護支援

専門員 1）

　「看取りの時期に入ってくると，ケアマネジャーだけじ

ゃなくて訪問看護だったり，ヘルパーさんだったり，先生

だったりとかって，関わりが深ければ情報が出てくるので，

ケースによっては，主治医を交えたカンファレンスを自宅

で，カンファレンスっていうと言葉はおかしいですけれど，

『ちょっと集まろうか』って言って集まって，『奧さん，ど

う思ってるの』とか，『本人はどうしたいの』っていうふう

なことをお話し合いさせてもらって，じゃぁ，もうちょっ

とうちで頑張ろうかとか，じゃあやっぱり，そろそろ病院

に紹介して，病院に行こうかとかっていうことがあったケ

ースもあります。先生たちとか訪看と関係性が取れてれば，

必然的にやれたことだと思います。今までOPTIMがなか

ったら，そこまでそう関係が取れなくて，やらなかったか

もしれないですね」（浜松地域，介護支援専門員 2）

［訪問看護でできることが増えた］
　参加者は，訪問看護師が緩和ケアの知識・技術をも
つことで，患者が自宅で過ごせる範囲が広がったこと
を述べた。ある参加者は，包括指示で動けることが訪
問看護の可能性を広げ，患者が自宅で過ごすことに貢
献したと述べた。

　「いま調整すればまだいられるっていう，その壁を越え

るのって結構大変だったんです。OPTIMから勉強会で，

包括的な指示をもらうといいよって，今ない症状でも，お

薬があったほうがいいよとかっていうのはいっぱいみんな

聞いてる。退院支援看護師講義の席で認定看護師さんたち

にいられるよって言えるんですよね。今はこういう指示し

かないけれども，退院の時に考えられる症状の変化に対応

するお薬を，もっと出してもらって，そこの指示までもら

えると，家に長くいられるよ。場合によっては，こういう

調整をすれば最期までみれるよって」（浜松地域，訪問看

護師 5）

アウトカムの変化
　自宅で過ごす患者数の増加［自宅で過ごせる患者が
増えた］のみならず，時期や迅速な移行について［い
い時期にスムーズに在宅移行ができるようになった］
ことがアウトカムの変化として語られた。

［いい時期にスムーズに在宅移行ができるように
なった］
　参加者は，全体的には，紹介が早くなり，いい時期
に在宅移行ができるようになった，あるいは，時間が
ない時でもスムーズに調整ができるようになった変化
に言及した。きっかけとして，療養場所の希望につい
て話し合えるようになったこと，在宅で過ごすための
支援が充実してきたこと，病院と在宅チームの連携が
進んだこと，フィードバックや振り返りの機会が増え
たこと，経験が増えたことなどが挙げられた。看護師
の役割意識の向上や，看護師と多職種の連携が進んだ
ことを挙げたものもあった。

　「紹介の時期はですね，こういうOPTIMに参加したり

してる（がん診療連携）拠点病院からは早くなってきまし

た。参加してない病院からは相変わらずかなり重症になっ

てから出してくる。『あと数日なんだけど』っていうふうに，

いまだそこは変わってないですね。だから，僕はOPTIM

の効果は十分あったと思いますね。早く帰すっていう意味

でも，最期の療養の場所はどこに，どうしましょうかって

いう問いかけがある程度でき始めたかなっていう感じです

ね」（長崎地域，診療所医師 1）

　「病院にいたらよくなるものではないって分かっている

からこそ，少しでも家でいい時間が過ごせたのがよかった

ですって，早く帰ったことで在宅の方との関係性も築けて，

最後は病院に来るっておっしゃっていた方が，自宅看取り

に変わるケースが多くなったんです。あまり短い期間で帰

すと，慣れた病院でと戻ってこられることが多かったんで

すが，少しでも猶予があると，在宅の人と人間関係ができ

た上で看取りに至るというところがあるので，そういう部

分でも自宅看取りが増えた。前向きな意味で，自宅で看取
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ってあげたいって思っていた患者さんのご家族の思いが実

現したっていうのが大きいのかなと思います。

　病棟の看護師も計画的に指導を進めたというのもあるん

ですが，どこまで準備をしたらいいかっていうすりあわせ

を在宅の人とできるようになった，すりあわせが早くなっ

たっていうのが大きいのかなと思うんです。特に医療的な

ところに看護の面が入っていないと，そこのすりあわせっ

てなかなかできないんですけど，病棟側と私たちとで検討

して，看護師がうまく協働したことで，ここは先に聞いて

おいたほうがいいだろうというふうになった。顔が見える

関係であるからこそというのもあるし，顔が見えなくても

同じ看護師だから必要性を早めにピックアップして，手技

が複雑であればあるほど早めに，打診した時点で相談をし

ましょうっていうふうにはなってきたのかなと思います。　

　すごく医療処置が多くて，かなり難しいケースがあって，

私が訪問看護師さんと退院後もやりとりをしました。すご

く病棟が悩んだケースだったので，訪問看護師さんにも来

ていただいて一緒にデスカンファレンスをした時に，事前

にこちらにも相談してもらえれば，こういうふうに提案が

できたよとか，事前に相談してもいいというのを在宅側か

ら教えてもらって，そうなんだっていうことに気づけたの

で，それは生の声を病棟のスタッフも聞いたからこそ，今

度の時はこうしようねっていうふうに意識が変わったのか

なと。直接聞けたのが大きかったのかなと」（柏地域，退

院支援・連携担当看護師 2）

　一方，ある参加者は，がん患者とその家族が療養場
所を決定することの難しさを知った体験を述べ，状況
が理解でき，経験知が増えてきたことで，時間が限ら
れていてもスムーズに対応できるようになった変化に
言及した。

　「いろんなカンファレンスを重ねていく中で，一生懸命

病棟は病棟で動いてくれてたんだということが分かるよう

になってからは，紹介されたタイミングが帰るタイミング

で，家族が納得できるタイミングで，それで私たち側がど

う動けばの話だけなんだっていうことが分かるようになっ

たので，そんなに不満から入らない，『明日帰るよ』って言

われても，『はーい』みたいなふうに受け止められるよう

になった。いろいろやっていけば，明日でも明後日でも帰

るっていわれても帰れるんだなっていうのが，経験知とし

て積み重なってきているので，今はもう全然平気です，急

に言われても」（浜松地域，介護支援専門員 2）

　訪問看護師は，「早めの紹介」があることで，患
者・家族との信頼関係を構築し，より良いケアができ

るようになった変化を述べた。一方，早めに関わる難
しさに言及したものもあった。

　「こちらのほうも余裕をもって関わる。時間が長い分だ

け，その人との信頼関係もそうですけれども，状況を把握

できるようになったかなっていうふうには思います。状態

がかなり悪くて退院された方に関しては，どこまで家族の

方に満足してもらえる関わりができたかっていうと，精神

的なサポートまでは恐らくできなかったんじゃないかなっ

て。2～3日っていう短期間で，すごく信頼関係ができて

っていうのは，自分が逆の立場としても難しいと思うので，

そのへんではお互いに理解できるようになっている。早め

に紹介していただければ，そういう時間が取れる，ご本人

が何を望んでいらっしゃるかとか，ご家族が何を望んでい

らっしゃるかとか」（鶴岡地域，訪問看護師 2）

　「短い期間でしか依頼が来なかったりすると，それは難

しいということにも必然的になってしまうので，なるべく

早めに，ちょっと落ち着いてる状態の時から，ステーショ

ンに関わらせてくださいという形で，ほかのチームの人た

ち，病院のスタッフの人たちにも話ができるようになった。

かといって難しいんですけどね。利用者さんたちがまだ元

気なのに，なんで，まだそんなのいらないって思われがち

ですし，私たちが入ったというだけでも，自分たちはやっ

ぱり悪いんじゃないかって，そっちのイメージのほうが先

行してしまうので難しいんだろうなと思うんですけど。ア

プローチの仕方を，もう少し考えなきゃいけないんだと思

うんです」（浜松地域，訪問看護師 1）

［自宅で過ごせる患者が増えた］
　多くの参加者は，「最期まで自宅で過ごせる患者が
増えた」「ぎりぎりまで自宅で過ごせる患者が増えた」
などと，自宅で過ごすことを希望する患者のサポート
が充実し，［自宅で過ごせる患者が増えた］変化に言
及した。

　「具合が悪くなって病院に入院すると，そのまま最後ま

でおられる方も多いんですが，病院のサポートがあると，

一回具合が悪くて症状コントロールで入院してもまた戻っ

てくる。状態が変化して入院して，最後亡くなるまでの期

間が，介入のあった方と介入のない方で比較すると短い。

ギリギリまで，できる限り在宅で過ごしてるかなっていう

ところが，数字のところで見ても出てきてると思います。

病院が退院支援・調整で関わるようになってきたっていう

ところがあると思いますし，レスパイトのベッドも確保は

していただいていますが，変化があった時にはすぐに受け
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入れてくれるっていうバックベッドの体制も，以前に比べ

たら整えて対応してくれるようになった。症状のコントロ

ールについても，ある程度病院でコントロールして帰れた

り，在宅の先生も 1回受けてくれると，退院する時に多少

医療的な処置が多くなっても，受け入れてくれる。病院側

も今まで帰せなかった方，ずっと病院にいたであろう方を

受け入れてくださるっていうところで，サポート体制を取

ってくれる。緩和ケアの先生がいて，きちんと症状のコン

トロールやコンサルテーション的な機能で助言してくださ

るっていう専門的な知識のサポートがないと，まず無理，

難しいと思います」（鶴岡地域，訪問看護師 1）

　「在宅で最期まで過ごせる人たちも増えているのかなと

いうふうに思いますね。それは単に時代の流れだけではな

くて，このOPTIMのプロジェクトがあったことで増えた

割合は大きいのかなというふうには思います。在宅をみよ

うって思うドクターや訪問看護師さんが増えたっていうの

は，もう何よりも大きいんじゃないかと思います。今まで

24 時間対応で診てもらえる開業医の先生っていうのが，

ほとんどいなかったと思うんですけど，ここ数年でそうい

う先生が増えてきたということと，このOPTIMに参加す

ることで，たくさんではなくても，少しの患者さんだった

ら診れるんじゃないかというふうに思われて，具体的に実

際に診始められた先生たちもおられるので。がんの患者さ

んを最後まで診たことがなかった先生たちが，OPTIMが

始まってから，初めて自宅で看取ったりされてますので，

がんの患者さんを看取ることが，そんなに難しいことでは

ないんだということが分かってもらえたっていうところも

あるんじゃないかと思います」（浜松地域，緩和ケア病棟

医師 1）

　「在宅に移行する患者さんの数が目に見えて増えてます

もんね。病院死よりも在宅死っていう方が増えてるってい

う実感を感じるからですかね，数字として。（がん診療連

携）拠点病院のカンファレンスに在宅の開業医の先生方が

参加することによって，この方は帰れますよっていうよう

なところをきちんと伝えていただいて，在宅でも在宅向け

のアレンジをしながら，病院に近い医療が提供できるし環

境は整えられるんですよというのを深めていただいた結果

だと思いますね」（長崎地域，介護支援専門員 1）

【緩和ケアの知識・技術，認識，実践が向上 
した】
　【緩和ケアの知識・技術，認識，実践が向上した】
とは，緩和ケアの知識や技術，緩和ケア専門家および
多職種のサポートが増え，患者をトータルにチームで

みていくようになったことを指す。
　具体的には，［緩和ケアの知識・技術・実践が向上
した］［緩和ケアが終末期だけのものではなく，どの
時期にもすべての人に提供される普遍的なものと思う
ようになった］［緩和ケア専門家からのサポートが増
えた］［全人的医療とチーム医療を意識するようにな
った］［緩和ケアの経験が増えた］と述べられた。多
くの参加者は緩和ケアに対する認識や実践の変化を述
べた。
　変化のきっかけとしては，①地域で共通のマニュア
ル・ツール，②緩和ケアについてのセミナー（講義，
事例検討，ロールプレイなど），③緩和ケア専門家と
一緒に患者をみる機会（緩和ケアチームやアウトリー
チプログラムなど），④緩和ケアの経験が増え，患
者・家族の生の声を聞いたこと，が挙げられた。ここ
でもまた，緩和ケアの知識・技術の向上のきっかけと
して緩和ケアのリソースやシステムが整備されたこと
のみではなく，医療福祉従事者間のコミュニケーショ
ンや連携が進んだこと【つながりができ，ネットワー
クが広がった】が重要な要因として挙げられた。想定
される患者への影響として，「適切な緩和ケアの提供」
「早期からの（必要な患者への時期に関わらない）緩
和ケアの提供」「専門家による緩和ケアの提供」を通
じて，患者の quality of life を向上させることが想定
された。

［緩和ケアの知識・技術・実践が向上した］

　参加者は，緩和ケアの知識・技術，経験，サポート
が増え，認識や実践が向上した体験をさまざまなかた
ちで述べた。系統的な緩和ケアの教育がなされてこな
かった経緯から，プロジェクト以前に系統立てて学ぶ
機会が少なく，プロジェクトにより最新の根拠に基づ
いた，実践的な知識・技術を得た体験が述べられた。
緩和ケアの知識・技術を得た体験，実践の変化に結び
ついた体験など，さまざまな学習レベルの変化が語ら
れた。単に知識や技術の習得のみでは実践の変化に結
びつくことは難しく，得た知識・技術を「実際に行っ
てみて，体験する」環境があり，「こうやってみると
いい」と具体的に診療やケアをイメージできる緩和ケ
ア専門家のモデルがあることの重要性に言及したもの
もあった。
　地域で共通のマニュアルやツールの効果について述
べたものも多く，地域共通のマニュアルやツールは，
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医療福祉従事者の知識の獲得のみならず，地域での共
通言語となることで医療福祉従事者間のコミュニケー
ションの促進に貢献したと述べられた。本プロジェク
トで作成されたマニュアルは，「持ち運びが容易でそ
の場で確認や振り返りができる」「内容が網羅されて
おり具体的，実践的である」「端的にまとめられてい
て分かりやすい」「スタンダードとして使用でき共通
認識がもてる」などと述べられ，病院，在宅を問わず，
広く配布，活用されたことが語られた。逆に，教育や
実践が進んでいると考えられる緩和ケア病棟では，活
用する頻度が低かったことが述べられた。
　ツールの中では，看取りのパンフレット，医療用麻
薬の導入に関するパンフレットが主に活用されたこと
が述べられた。ツールが十分に活用できなかった場合
は，理由として，既存のツールの存在，時間的な制約，
対象に適用できない内容が含まれている場合には不安
の要因となることなどが挙げられた。また，ある参加
者は，ツールを実践で活用するためには，背景知識が
必要であること（ツールがあったからといってそのま
ま利用できるわけではなく，自分自身の知識を整理す
る必要があること）に言及した。さらに，ツールは万
能ではなく，ケアの中の一部として，あるいは補足す
るものとして活用する重要性に触れた体験も語られた。
患者・家族向けのツールとして開発されたものが，医
療福祉従事者の学習ツールともなった体験を多くの参
加者が述べた。

　「そもそも系統だった緩和（ケア）や麻薬の使い方に関

する知識とかっていうのはなかったっていうより，あんま

り経験してなかったんで，分からなかったんですよね。だ

から，今までは見よう見まねみたいなところがあって，あ

る程度は自己判断的なところを中心に治療も展開してたけ

れども，セミナーに参加することで，事細かな状況の説明

が，毎回毎回やられたので，自分にとってはためにはなっ

たっていうふうに思っております。そういう書物やなんか

もあることはあるんでしょうけども，実際に講義っていう

形であったので，それがよかったんじゃないかなっていう

ふうに思いますけどもね。割と実践的なことに役立つよう

なテーマを毎回毎回決めてくださってやってたので，取っ

つきやすかったっていうメリットはありましたよね」（鶴

岡地域，診療所医師 1）

　「コミュニケーションもそうですし，せん妄もそうです

し，なかなか自分たちだけで勉強するっていうふうにはな

り得ないし，外に出る研修ってお金は随分かかるので。き

ちんと計画を立ててやってくれている。アンケートなんか

とりながら，自分たちがどこが弱いのかっていうのがみえ

たのかなっていうふうには思います。そういう研修の場に

参加できるっていうのは，かなりのメリットかなと思いま

す。経験したことが，やっぱりそれはせん妄だったんだっ

ていう裏付けができた。そうだったんじゃないかなってい

うのが，きちんと理解できた。次に，これはこうだよって

説明できるっていうふうに思います」（鶴岡地域，訪問看

護師 4）

　「がん患者さんの心理過程だったり，対応の仕方とかっ

ていうところは，病院の中でいろんな資料があったり，

（緩和ケア）チームの先生や看護師がいるっていうところ

で，話に聞く機会はあったり，『フンフン』っていうふうに，

ちょっと聞きかじっている部分っていうのがたくさんあっ

たんですが，それをもう少し具体的に，実際の患者さんに

当てはめて考えてみたときに，落とし込むっていうんです

かね，自分の中に落ちるというか，そういうようなことが

体験できたような感じがしますね。今までは本で読んだり，

いろんな人の講義を聞いたりしても，なかなか具体化され

なかったことが，セミナーで，実際の場面（設定）で話を

したり，関わっている人が事例を挙げながら，実際にやっ

てきたこととか，その根本になっていることを，かみ砕き

ながら説明してくれたことで，やっと自分の中でそれを使

いこなせるだけの知識になったかなって思える時も。完全

にできるようになったとは言わないけれど，何もなかった

時に比べたら，少し前進したかなっていうふうには思って

います」（浜松地域，病院看護師 1）

　「スピリチュアルケアなんかもそうだと思うんですけれ

ども，私たちが勉強しなければ自分の無力感であるとか，

あるいは心情的な問題として片付けられてしまうような個

人的な問題を，個人的な問題ではなくて，緩和ケアという

非常にぴっちりとした構造的な中で捉えて，学問あるいは

医療としてきちんとその構造の中で，その道筋を示してく

れたっていうことがOPTIMに参加してとにかく一番役に

立ったことですね。具体的な方策として，あるいは，その

スキルとして落ち着きどころをある程度学ばせてもらえた

っていうことがとても大きなことでしたし，何度も緩和ケ

アの（資料）をなめるように読む，読んでもすぐまた忘れ

ちゃうので，また読んで。また読むんだけれども，患者さ

んと別の会話になる，それで帰ってきてまた読んで，うー

ん，これでうまくいかなかったぞ。じゃぁ，どこどこみた

いな感じで見ていくっていう，そういうよりどころってい

うか，道しるべに，非常になっています」（浜松地域，診

療所医師 3）
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　「今まで呼吸苦で麻薬を使ってなかったんですよ，うち

の内科は。それが効くっていうところが今ものすごく浸透

してるので，呼吸苦に麻薬を使うのはもう当たり前になっ

てます。それはものすごい変化かなと思います。チームの

ラウンドと，勉強会。講演会に医師が出ることはあまりな

いので，看護師の知識と，後はホスピスの先生が来た時に

話が出たりするので，その学習会と，実際本当にやってよ

くなってる人がいるので，経験しながら医師が変わったっ

ていうのはあると思うんです。

　看護師が知識をもったっていうところが強いと思います。

又聞きでこうなんだよじゃなくって，ちゃんと学習して，

効果があるっていうところがあったり，パンフレットがも

のすごく分かりやすく書いてあるので，『息切れ，息苦し

さに困ったとき』っていうところを，患者じゃなくて医師

に見せたりしながら使ったこともあります。視覚的にも，

こんなん出てるんだよとか，『ステップ緩和ケア』に呼吸

困難が出てる時の麻薬（の使用について）も載ってますの

で，言葉だけじゃなくて実際の視覚で，こういうふうに使

えるんですよっていう形でもっていける。学習会に出ただ

けじゃなくて，資料があるところは大きく違うと思いま

す」（浜松地域，連携・退院支援担当看護師 3）

　「『ステップ緩和ケア』とか，ツールを病棟も同じ外来も

同じというふうに配布しました。気がついたことを提示す

ることで，こんなやり方もあるよと，ツールを共通にする

ということでうまくコミュニケーションが取れた気がしま

す。この人は今この状態のような気がするんだけれどもど

うだろうか。そうすると看護師側，ほかの人の目で，こっ

ちかなっていうふうな，そんなコミュニケーションがあっ

たりしました。ドクターに提示する場合にも，こんなやり

方があるっていうふうに，口頭で言うよりもツールを示し

ながらやりました。非常にコミュニケーションには役立っ

たと思います」（柏地域，病院薬剤師 4）

　「ほかの病院から紹介された患者さんなんかでも，今ま

でだと鎮痛補助薬とかは，なかなか使えなかったと思うん

ですけど，紹介されてこちらに来られる時には，鎮痛補助

薬がオピオイドに加えて入っていたりというところでは，

たとえば『ステップ緩和ケア』が役に立って，緩和ケアっ

ていうものが別に特殊なものではなくて，今いる病院でも

もう提供されているんだなっていうことを実感したりとい

うのはありますね。ほかの機関でも，今までだと特殊な薬

って思われていたものが，一般の先生たちも割と普通に出

したりとか，そういうところはあるのかなというふうには

思いますね」（浜松地域，緩和ケア病棟医師 1）

　「心のほうもそうですけど，いろんな症状が皆さん出て

きて，それに対して，どういう対応を取るべきなのか。普

通の病気に対する対応とちょっと違う対応の仕方とかもあ

るもんですから，そういう知識っていうのは，この

OPTIMに出て，いろいろ得てるっていう部分はあります

ね。冊子みたいな配布してもらったのを読んだりとか，あ

とは，患者さんを紹介してもらった時に相談して，こうい

う方法とか，薬の量はこういうふうにしたほうがより良い

んじゃないかとかいうアドバイスとかをもらったり，メー

ルとか書面でもらったりすることを実践させてもらうと，

やっぱり状態が良くなるというか，苦しみから解放される

部分が，もう目に見えて分かる症例を何例かみせてもらっ

ているもんですから，そうなんだっていうことが分かって。

似たような状態になった時には，前そういえばこういうこ

とをやったなっていうことをやらせてもらうと，やはりよ

かったりするっていうこともあるので，そういうことで，

緩和っていうことをできてきている部分はある」（浜松地

域，診療所医師 1）

　「患者さんをみるケースが多かったり，緩和チームとか，

講義とかでやっているような内容のアセスメントを実際の

カルテで当てはめてみてるところもある。そうすると，最

初は猿まねぐらいから始まって，だんだんそれが自分の中

で意味づけができていく。今この人がやっている疼痛コン

トロールっていうのはこの段階なんだ。じゃあ，この段階

だから，どのへんを目標にしているか確認をしなきゃいけ

ないなとか，本人のニーズに合っている調整なのかとか」

（浜松地域，病院看護師 1）

　「（看取りのパンフレットは）しっかり調査，研究された

内容をベースに作られているということですね。数字が必

要なところは，しっかり数字が。具体的に書くべきところ

は，実際に患者さんとかご家族が，こういうふうに言われ

てるということをちゃんとベースに作られているので，非

常に役に立つんですね。後から，『あのパンフレットに書

いてあった通りでしたね』とか，『本当に言われたように

なりました』とか，大抵とても役に立ったという声が多か

ったですね。ちゃんとホスピスでアンケートがされている

と思いますが，それを別として個人的な経験としても，と

ても役に立ったという声を，後から聞くことはありました。

安心感につながる。患者さんのご家族にしてみたら，大抵

の方は，家族を亡くすのは，看取るのは，初めての人が多

いので，もちろんせん妄とか喘鳴とかも初めて経験するこ

とですよね。これまでの医療だと，そういう説明ってあん

まりちゃんとしてこなかったですよね。こういう説明をち

ゃんとされると，ひょっとしてそういうことが起きるかも

っていうことを，ある程度ご家族の中で頭においてるでし
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ょうし，実際に起きた時も，これはあそこに書いてあった

ことだなとか，そういう先のことがある程度予測ができる

っていうのは，側についてる家族にとっては，とても安心

できることですよね。すごく特別なことが起きたわけでは

なくて，多くの患者さんではこういったことが起きるとい

う，事前にそういうことを知ってるわけですから，側でみ

てる家族としては，落ちついてみることができるんです

ね」（浜松地域，緩和ケア病棟医師 3）

　「（看取りのパンフレットは）自分たちも，こういうこと

をちゃんと押さえて，話をしたり聞いたりしていかなきゃ

いけないんだなっていうのも分かる。自分たちのチェック

リストにもなる」（浜松地域，訪問看護師 1）

［緩和ケアが終末期だけのものではなく，どの時
期にもすべての人に提供される普遍的なものと思
うようになった］
　参加者は，緩和ケアは終末期だけのものではないこ
とを理解し，その本質は誰にでも提供される普遍的な
ものと思うようになった変化を述べた。あるものは終
末期だけのものではなくて早期でも適用可能なことを
述べ，あるものはがん患者だけではなくすべての患者
に当てはまることを述べた。医療福祉従事者が緩和ケ
アについての正しい認識をもったことで，患者へのケ
アが変化したと述べられた。
　変化のきっかけとしては，緩和ケアについて学ぶ機
会が増えたこと，経験が増えたことなどが挙げられた。

　「ここでがんがみつかって，病院に送り出してから途中

で患者さんたちが相談に来るっていうことは非常に多いの

で，そのときに話す内容は確かに変わりました。末期って

いうイメージがありましたけれども，そうじゃないんだと

いうことで，早くから苦しくなくていいんだよっていうこ

とを患者さんに紹介してあげられるっていうことは，すご

く違ったことですね。緩和ケアに対するイメージ自身が私

の中でも変わったと思います」（浜松地域，診療所医師 3）

　「緩和ケアに対してのイメージは少し変わったかなって

いうのはあります。私もどちらかというと，本当に最後の

ターミナルステージの方に対してのものっていう認識があ

ったんですけれど，そうでもなくて，治療中の苦痛の緩和

だったりとか，緩和ケアの勉強をすることによって，私自

身の緩和ケアに対する知識が広がったなっていうのはあり

ます。情報として得られるものが多くなったっていうのは

あると思います。実際に相談の窓口にこられる方の割合と

しては，ターミナルステージの方が多いですけれど，リン

クスタッフ（の勉強会）とか症例検討会の時に話題に上が

る患者さんって必ずしもそういうケースばかりではなくて，

治療中の患者さんだったりっていうのがあるので，今まで

対応したことがないような患者さんのケースとかの話を聞

くことによって広がっていったのかなと思います。治療中

に緩和ケアを受けるっていうイメージがなかった患者さん

にお話ができるようになった印象はありますね。治療中に

感じている苦痛を軽減する方法があるっていう情報発信が

できるようになったかなと思います」（柏地域，医療ソー

シャルワーカー2）

　「今まで在宅でがんの患者さんも高齢者の看取りもやっ

てきましたけれども，やってることの意味づけが分かった。

それを緩和ケアと呼ぶんだ。だったら私たちもやってたわ

とか，いい緩和ケアではないけれども，私たちのやってる

ことを緩和ケアと呼ぶんだなと。最初に思いました。緩和

ケアって学んでないと，すごく難しくて勉強しなければい

けなくて，取っつきにくくて専門性が高くて，そういう領

域じゃないかなっていうイメージがあったのが，出てみて

具体的にどういうことをやっているのか整理がされていっ

て，取り組みやすくなったっていうのが，まず最初ですよ

ね」（浜松地域，訪問看護師 5）

　「緩和医療を難しく考えなくなったんだと思います，恐

らく。だれでもできるし，力を合わせればなんかできるし

っていうふうに。緩和医療っていうと，もう最後の最後の

看取りっていうイメージが完全にスタッフの中では崩れて，

みんなが力を合わせれば今すぐにも簡単にできるというふ

うに。肩の力を抜いて，本当にリラックスをして，ふだん

の医療としての緩和医療，緩和ケアっていうのが，多分体

感でき始めたんだと思うんですね」（長崎地域，緩和ケア

チーム医師 1）

　「皆さんいろいろなお勉強をした中で，緩和ケアってさ

ほど重くないっていうか，精神的に重くないということが，

いろんな知識の中から分かってきて受容できるようになっ

たのかなという気はするんです。それが一番大きな変化か

な，と思うんですね。知識が豊富になってきたことと，サ

ポート組がいっぱいある。看護師さんとお医者さんだけで

はなくて，コメディカルの人たちも，皆さんがサポートし

ていってくれる。外部の人間もサポートしてくれるってい

う，そういう強み，そういうことが出てきたのかなってい

う気はするんですね」（柏地域，施設看護師 1）
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［緩和ケア専門家からのサポートが増えた］
　参加者は，［緩和ケア専門家からのサポートが増え
た］ことを述べた。その理由として，「緩和ケア専門
家がいること」と，「話す機会があること」（人となり
を知り親近感を感じるようになった，定期的に顔を合
わせる機会があったなど）を述べた。
　実際に緩和ケアチームは苦痛緩和に役立ったこと，
緩和ケア専門家の技術が向上したこと，緩和ケア専門
家で話し合う枠組みができたことが挙げられた。ある
参加者は，地域で緩和ケアを行っていくうえで，地域
の医師たちのニードを知り，ニードに応えていくよう
に努めたと述べた。

　「やっぱり全然違いますよね。外に緩和ケアの人たちが

出てきてくれて，一緒にその患者さんのとこに訪問もして

くれて，一緒に考えることができるんですよね。その場で

いろんなことが解決できる，高度な知識と技術で。患者さ

んたちも喜んでる人たちがいっぱいいるみたいだし。『ま

たきてほしい』って言ってる人もいるみたいだし。だから，

緩和ケアチームとなじみになったスタッフたちにとっては，

相談しやすいですしね。ちょっと困ったことでも，すぐ聞

くことができる」（浜松地域，訪問看護師 1）

　「コメディカルも，どういう医療の内容で，どういう緩

和ケアを今やっているのかっていうあたりが，分かりやす

くなりましたよね。理解がしやすくなったっていうところ

でよかったなと思いますね。ステロイドの使い方っていう

のは，すごく微妙なんですけど，すごいなって思ったとこ

ろがあって，うまくいくと，長い期間ではないけれども，

すごく活力が出る。やりたいことがちゃんとその時にやれ

るとかですね，タイミングがよくて，そういう薬をうまく

組み合わせられると，すごい良い時間を過ごせるというよ

うなことが，勉強と，このセミナーと，アウトリーチで，

実際に薬を使ってみてもらって，その後の経過を見させて

もらった結果，非常に（よく分かった）。セミナーで勉強

したのを，実際にアウトリーチで相談して，そのあと診療

所の先生が，『使ってみてよかった』っていう評価が出たっ

ていうあたりがなんかね，頭で勉強したのと実習でできた

のと，両方で納得いきました」（浜松地域，介護支援専門

員 1）

　「分からないところはがんセンター（の医師）に連絡を

して，お聞きして，どう対応したらいいかとかですね。こ

れに参加してからですよね。それまでは何となく聞きにく

いっていうことがありましたもんね。紹介がいろんなとこ

からくるんですよね。全然関係ないとこに聞くっていうの

は難しいですよね。顔の見えるつきあいが少しできたって

いうことじゃないでしょうかね。一番の大きな要因は，一

堂に集まっていろいろと議論したり話したりするっていう

ことが非常に良かったんじゃないかっていう気はしますけ

どね。1回か 2回の会合じゃなくて，ズーッとやりました

よね。長い間やってましたので，大体あの人はどういう人

かななんてことも分かるし，そういう点では非常に勉強に

なりますよね。回を重ねたっていうのは非常に大事だと思

うんですけどね。1回や 2回じゃなかなかうまくいかない

ことが多いからね」（柏地域，診療所医師 2）

　「がんセンターが身近に感じられるようになったと思い

ます。勉強会とかで，がんセンターの師長さんたちも講義

をしてくださったり，そこでこういう方をご紹介する時は

どうしたらいいですかとか，待たずにみてもらうにはどう

したらいいですかとか，ちょっとしたアイデアとか，雑談

の中で，そんなに敷居は高くないよっていうのを教えても

らえたっていうか，ぜひ私たちも力になれたら力になりた

いみたいなことをおっしゃっていただくと，みんな思いは

一緒なんだなと思って。ハード面ではなくて，そういう思

いは一緒だから，患者さんのためにと思ったら，お互いの

情報交換っていうのは積極的にやっていいんだなっていう

ようなのを感じましたね」（柏地域，病院看護師 2）

　「外来もなんかあるんですよね，緩和ケア外来って最近，

前になかったのができてるので，そこに患者さんを紹介し

たりとかもあるし，それはすごく助かってると思います，

先生方も。専門家っていうのはすごい先生も安心してるん

でしょうね。助かってると思いますね。相談できるのが，

すごくいいみたいですね。診療所の先生も，相談できる」

（鶴岡地域，病院事務職 1）

　院内緩和ケアチームの活動に言及したものは，活用
された理由として，リソースやシステムが整備された
こと，緩和ケア専門家としてのスキルをもつようにな
ったこと，活用されるための工夫がなされたこと，有
用性があったことを挙げた。

　「緩和の人に相談するとか，がんの患者さん以外の痛み

であれば，ペインの先生もいるので，苦痛を取ろうってい

うふうな意識に先生方も変わったんじゃないかなと。苦痛

を放置するっていうようなことも，もしかしたら減ったの

かもしれないと。そういうリソースが病院の中にあるって

いうことが徐々に多分知られていったのかなと思います。

もちろんこのOPTIMのこともあったと思うんですけれど
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も緩和ケアチームの看護師とかもキーになって，何とかで

きないのかっていう意識をもってくれたっていうのもある

かもしれないです。徐々に役割っていうのが皆さんに伝わ

ったのかもしれないです。専門で動いてる人がいるとか。

私がそうですけど，ほかの看護師とか薬剤師は併任なので。

そういう職種がそうやって専門的に動いて対応してくれる

人ができたっていうのが，みんな少しずつ知るようになっ

たのかもしれないです。依頼を出せばいいんだ，この用紙

を出せばいいんだとか，そういう流れとかも徐々に知られ

るようになっていった」（鶴岡地域，緩和ケアチーム医師

1）

　「がんの緩和ケアの専門の先生が 2人きて，結構先生方

の評判がいい。患者さんはいい療養生活が過ごせてるのか

なって思いますし，ご家族の声としても，あの先生から助

けられたとか，いろいろ聞くので，多分関わり方が 2人と

も上手なんでしょう。いやだなとは 1回も言われたことは

ないので，すごくありがたがられてると思いますね。がん

緩和ケア専門医である特有の患者さんとの関わりとか，深

い関わりとか，生活課題まで入っていくので」（鶴岡地域，

医療ソーシャルワーカー1）

　「多分僕がきた時の 2年前と今と比べると，チームの信

頼度は全然違うんですよね。かなり相談してくださる診療

科が増えました，ここ 1年で特に。それは自分の中で知識

と技術がしっかり自信をもって言えるようになったことと，

それをドクターが受け入れてくださるようになってきたっ

ていうことだと思うので，それもOPTIMとかに参加して，

実際に具体例を聞いたりですね。あと何より地域ですよね。

モルヒネ始めたらとか，NSAIDs 抜けてるよっていう，そ

ういうアドバイスですむものってほとんどなくて，たとえ

ば社会的弱者で帰れなくてとか，独居で旦那さんも入院し

てて，本人は帰りたがってて，こんな人どうやってしたら

いいのって言って。もちろん僕 1人でできるわけじゃなく

て，それはチームとして地域連携室につないだり医療相談

室へつないだり。でも，その向こうに，渡さなければいけ

ないケアマネさんだったり訪看さんだったりっていうのが

いるわけで，そういう人たちがこう考えてるし，ここまで

できるから，だから，いま院内でここまでしてから出さな

いといけないよとか，そこまで院内で整ってなくても，こ

この開業医の先生でここの訪看だったらここまでしてくれ

るからもう，逆に時間がないからいま帰そうとか，その判

断ができる。地域を考えた医療ができるようになってきて

る。

　2009 年の終わりにアンケートをとった時に，緩和チー

ムがナースとばっかり話をして，ドクターがないがしろに

されてるっていう意見が出たんですね，何人かから。反省

として，今年のチームは，できるだけドクターと連絡を密

に取ろうっていうのがあって，手術をやってるドクターだ

ったらオペ日が分かるので，それ以外の時間だったり，ち

ょっと遅くて申し訳ないけどオペ終わってから話を聞いた

りして方針の確認をしたり，こうこうこういう理由で，こ

ういう薬を使ったらどうかなと思うんだけども，先生はど

うお考えですかっていうように聞くようにしたりして。そ

の中で多分，ドクターの意識も変わってきた。チームと少

し距離を近づけて考えてくれたのかもしれないです」（浜

松地域，緩和ケアチーム医師 4）

　ある参加者は，緩和ケアの実践的な専門研修を受け
たことが，その後の臨床実践に非常に有用であったこ
とを述べた。さらに，地域の中で求められる緩和ケア
専門家としての役割にも言及した。

　「世の中の緩和ケアの専門家といわれている先生たち，

緩和ケア医であるとか緩和ケア病棟でこういうことをして

いるとか，こういう実践をしているとか，こういう面談を

しているとか，こういう関わりをしているっていうのを見

て，かつ，両方ともただ見るだけでなくて，主治医として

関わらせてもらったり，治療の指示を出したりっていうこ

とまで，処方とか，全部できるようにしてもらったんです

よ。一番は技術の向上とか知識のところっていうのは，も

うそれが私は何よりも一番です。現場をみる。その先生が

同じ患者を診た時に，どういう説明をするかとか，どうい

う評価をするとか，そこでどういう実践がされるのかって

いうところ，1日行っただけでも多分学べることは多いと

思うんですが，2ヵ月 2ヵ月で違う施設に行かせてもらっ

たのは大きかったですね。

　地域の先生との関わりは，病院の中のチームのあり方と

同じだと思っていて，電話で話すことを必ずしていました。

手紙，紹介状とか，この地域は IT の Net4U のシステム

があるんですが，便利なんですけど，文字だけではなくて，

大事な時は必ずその先生にお電話して様子を聞くとか，往

診をお願いしたりする時は必ず電話で打診をするっていう

ことを徹底した。地域診療所の意識調査が論文になってい

るんですけど，地域診療所の先生の，こうしてもらいたい，

病院医師にこうしてもらいたいっていうのがアンケートと

インタビュー調査で出てるのがあるので，それに沿って，

地域の先生はこういうふうに考えてるっていうのを意識し

て関わろうと心がけてきたものはあります。一緒にどうす

ればいいかを考える。逆に，うまくできなかった，こうす

ればよかったんじゃないかっていうところも，1時間ぐら

い電話でしゃべった先生たちがいる。先生たちが苦手とい

うか，嫌がるかなって思うような医療処置とかがあった場
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合は，なおのこと電話で，交渉じゃないですけども，そう

いうようなことをやることで，何か困ったら私に言ってく

れれば私が対応するっていうのを保証するっていうことで

すよね」（鶴岡地域，緩和ケアチーム医師 1）

［全人的医療とチーム医療を意識するようになっ
た］
　多くの参加者は「患者・家族の希望や気持ち，価値
観を意識し，トータルにみるようになった」「ひとり
ではなくチームで患者をみていくようになった」と認
識や実践の変化を述べた。特に，病院と在宅チームが
1つのチームとして，患者をみていくようになったこ
とは患者・家族，医療福祉従事者にとって価値ある変
化であったと述べられた。
　変化のきっかけとしては，緩和ケアやコミュニケー
ションについて学ぶ機会が増えたこと，実践の中で意
義を実感する機会が増えたこと，患者・家族の生の声
を聞いたこと，多職種・多施設で集まる機会ができ，
気づきを得たことなどが挙げられた。

　「こういう気持ちの時には，背景にはこういう心理過程

があるんだと分かってくると，表面的なやり方だけじゃな

くて，患者さんの気持ちをよく聞くようになって，患者さ

んもよく聞いてるよっていうことを感じて信頼してくれた

り。アドバイスをしていく時にも，教科書的なアドバイス

だけじゃなくて，その人の生活とか，その人の考えとかっ

ていうことを尊重して，こうしてほしいんだけど，でも，

ここまではできなくても，これができてればいいんじゃな

いっていうような，発想の転換っていうんですかね。考え

方が少し切り替わったから，自分も気持ちが楽になってや

りやすくなったっていう部分はありますね。患者さんに関

わりやすくなったっていうのは，あります」（浜松地域，

病院看護師 1）

　「その人の後ろにある生活がどうなのかなっていうのを

考えて服薬指導をするようになった。在宅で患者さんのお

宅に行ってなければ，そこまでには至らなかったかもしれ

ません。患者さんが楽になられるようにするにはどうする

かっていうことを一番に考えて動くっていうことなんでし

ょうかね。そう思いだしてからが変わったのかなっていう

気はしますね。大きく変わったのは，薬ありきであったと

ころが生活ありき，生活の中に薬があってっていうふうな

パラダイムシフトが起こったのが一番じゃないでしょうか。

患者さんの生活を見ること，そして患者さんの生活を理解

することが，受け入れられていないわれわれとしては，患

者さんから受け入れていただくためにも一番の近道だった

のかもしれません。患者さんを理解して，患者さんの生活

を見る。生活に合わせて服薬のタイミングを考えたりでき

ているかもしれませんね。最初は患者さんの気持ちを受け

止める。それから家族の気持ちを受け止めるのが精一杯で，

きちんと飲まれているのか，状況はどうなのかっていうこ

とを把握するだけで精一杯っていう状況からスタートして，

だんだん連携も取れるようになってきたし状況も分かるよ

うになってきたら，今度は患者さんの生活を見ながら，患

者さんのサイクルに合わせた服薬っていうのを心がけられ

るようになってきたのかもしれません。こういう講習会っ

ていうのは非常に大きかったんだろうと思います」（長崎

地域，保険薬局薬剤師 1）

　参加者は，実践の中で，チームで患者をみていく意
義を実感したことを語った。医療福祉従事者の認識の
変化が患者・家族のケアの改善につながったことが述
べられた。

　「関係性が一番変わったと思います。もちろん良くなり

ましたね。医師だったり薬剤師だったり，ケアマネジャー

だったりとかいうところと話ができるようになりましたか

ね。患者さんとか家族の思いを共通認識していこうという

努力をしていくことによって，最終的には，いい看取りに

なったなって思えるケースが増えてるんだと思うんです。

たとえば，訪問看護ステーションの職員たちも，以前は自

分たちが抱え込んでいっぱいいっぱいで，ターミナルの方

が 1人いるとかなり大変だった。要するに，先生とかにも

相談はしてるんだけど，なかなか細かいところの相談まで

いかないと，どうしても自分たちが頑張らなきゃと思って

抱え込むじゃないですか。だけど，関係が良くなってるの

で，それこそ役割分担ができましたよね。薬剤師さんがや

ってくれるところ，医師がやってくれるところ，訪問看護

がやらなきゃいけないところ，ケアマネジャーがやってく

れるところって，それぞれの役割分担ができて，そこの役

割に対して，懐疑心っていうのがなくなって，本当に頼っ

ていいんだっていうのが見えてきたので，その分事業所に

かかる負担が少ない中でも，いいケアができたんじゃない

ですか」（浜松地域，介護支援専門員 3）

　「支えてくれてる人がこんなにいるのが分かって，とっ

ても安心してますっていう言葉をよく聞くんですよね。い

ろんな人が同じ 1人の人をみるっていうことの大事さとか，

すばらしさっていうのを勉強させられました。1人では無

理ですよね。専門職として，その専門的な目からその人を

支えていくっていうことはとても大事なことだと思うんで，
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それによって患者さんが安心して，安全安楽にご自宅で過

ごせるっていうことにつながるんだと思います」（長崎地

域，診療所看護師 2）

　参加者は，職種間のみならず，施設間，病院と在宅
チーム間でも 1つのチームとなり，継続した治療・ケ
アを行うようになった変化の意義に言及した。

　「在宅を支える中に，入院先の病院が関わっていただく

のは，すごく大きかったかなって思ってます。その後のフ

ォローもしていただいてるのは，本当に皆さんにとって，

患者さんとか家族の方だけでなくて，すべての方にとって

すごく大きいことではないかなって思っています」（鶴岡

地域，訪問看護師 2）

　「みんなで診てますよ。この状況だから，今ここにいる

んで，でも，私もそこに行くし，その状況から良くなった

らこっちにきてもらうけど，向こうの先生もこっちに連絡

くれますよっていうのが患者さんに伝わることによって，

自分はあの先生にもこの先生にも診てもらってるんだって

いう，見方になってくれていればうれしいんですけど。ク

レームがくることがないから，多分そう思ってくれてると

は思いますし，最期に看取る時も，家族から，『2人の先

生に診てもらって』みたいに言われるので，回されたとか，

追い出されたとか，そういうふうには思われていなくてす

んでいるんだなとは思いますね」（浜松地域，診療所医師

1）

　ある参加者は，「情報はチームで共有することに価
値があると思うようになった」変化に言及した。

　「多職種カンファレンス，それから，企画ミーティング

でも，地域の方たちと会うと，ちょっとしたことでも地域

の方を呼んで話をしたほうがいいんだなとか，別にみんな

そろって話さなくても，こんなちっちゃなことでも情報と

してはあると便利なんだなとか，悪いフィードバックもあ

るわけですよね。うちへ帰ってやっぱりこの人はこんな杖

があったらよかったとかっていうのは，すごい私しゃべっ

たんですよ，職場で。実はあの人，こんなふうに帰ったけ

ど，どうもやっぱりね，家に帰ってからすごくこのへんが

大変だったみたいなので，リハ（ビリテーション）とかを

入れとけばよかったねとか，もうちょっとうちの様子を聞

いて，合う手すりをつけてあげればよかったねとか，いう

こともよくしゃべりました。得てきた情報を職場に返す。

しょっちゅうそういうことをやってたら，みんな変わって

いきますよね」（浜松地域，病院看護師 5）

［緩和ケアの経験が増えた］
　参加者は，［緩和ケアの経験が増えた］ことを述べ
た。プロジェクト以前には経験しなかった医療依存度
の高いがん患者の診療やケアの体験が述べられた。

　「ずっと治療も含めて経過を追ってとか，そういうふう

な接し方はなかったわけなんですよね。なんで，これだと

バックアップはするけども，主に責任を負うのは，在宅の

主治医，いわゆるかかりつけ医になりますよっていうこと

でしょう。だから，これ（プロジェクト）を経験してから

ですよね，いろいろそういうのに接するようになったの

は」（鶴岡地域，診療所医師 1）

　「流れの中で先がみえる。先をみながら，ちょっと途中

は混乱っていうか，困ったことはあるんだけれども，とに

かく全体の流れをつかむことができたっていうのが，この

セミナーなり，このOPTIMの全体の活動の成果だと思い

ますね。家で看取るっていうのはこういうことだみたい

な」（浜松地域，診療所医師 3）

【自信や成長，専門職としての価値の認識につな
がった】
　【自信や成長，専門職としての価値の認識につなが
った】とは，他職種・他施設との連携が進み，緩和ケ
アの知識・技術，サポートが増えたことにより，自信
や成長，専門職としての役割・価値の認識に変化があ
ったことを指す。参加者は，専門職として，あるいは，
1人の人間としての自分自身の変化や施設内での変化
に言及した。

　「これでよかったのかなとかっていうのが，ずっとあっ

たものが，こういった（看取りの）パンフレットをいただ

いて，これを元に話をする。パンフレットも，いろんな専

門家の方たちの意見を入れて作られているものっていうこ

とで，自信をもって提供できるものなので，今まで看護師

の個々の力量に任されてたものが，ちょっと自信をもって，

正しいと思われるやり方で提供できてるっていうのはあり

がたく思います」（浜松地域，病院看護師 4）

　「あいまいだった自分の知識が，OPTIMに参加させて

もらったことによって，確立ができたみたいな，自信をも

ってやれるようになったっていうのは，すごく大きかった

かなと思います。ほかのスタッフもそうですけど，感性で

やる部分ってあるじゃないですか。その感性でやってるあ

いまいな部分を，OPTIMで，言葉できっちり聞いた。そ
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ういうことだよねって，自分たちがやってることってそう

いうことだよねって，しっかり言葉として分かった。自分

たちのやってることもしっかりみえてきたっていうのは，

すごく大きかったと思います。スタッフなんかでも，麻薬

の使い方にしても，こういうこともやるっていうのは，ア

ウトリーチへ行った時にチョコチョコ，うちは主婦が多い

ので，アウトリーチぐらいしか参加できなかったんですけ

ど。そこでやっぱり，そういう考え方だよねって。いろん

な人の考え方を聞いて，自分の中で自信をもって言えるよ

うになったっていうのは，大きかったかなと思います」

（浜松地域，訪問看護師 2）

　「今年やった（緩和ケアチーム）合同カンファレンスと

か，去年まで（がん診療連携）拠点病院しかやってなかっ

たね，こういうのも主催するようになったりして，すごい

ドキドキして，みんな一生懸命練習したんですけど。でも

それで，いろんな先生からアドバイスをもらったり，十分

やれてるよっていう言葉をもらって，すごいうれしかった

って。うまくいってなくて大変でつらかったんだけども，

いや，それはうちでもうまくいかないよとか，十分できて

ると思いますよとか，自信がないうちのチームからすると，

もっとベテランぽい先生たちから肯定してもらえる，そう

いういいところもあるって言ってもらえたことが，すごく

自信とやりがいにつながってきたのかなと」（浜松地域，

緩和ケアチーム医師 3）

　「自分の仕事って，前向きに捉えたことなかったですよ

ね。医者を選ぶことさえ前向きでもなかったわけですよね。

医者をもういろいろやってきましたけど，こういうことを

やるんだとぼやっと思いながらこの診療所を開設したわけ

ですけど，それを実際にやってみて，それで，こういうふ

うに評価されて，自分はこうやっていけるんだって思えた

っていうことは，自分に向いてる仕事だったっていうこと

ですかね，多分結果的に。そういう仕事に巡り会えた，そ

れを実感できた，この 3年間。これをもうたくさんできる

年ではないので，もうこれをやっていけばいいと。やりた

いことだったし，やっていっても大丈夫なんだっていう自

信も与えてくれた」（柏地域，診療所医師 1）

　「どうよく生きていくかっていうことを支援する視点っ

ていうのは，ここから学んだことだと思うので，よく生き

るという言い方がいいのかどうか分かんないですけど，最

善，その時その人にとって，一番いい生き方を支援する姿

勢っていうのは，今後ずっとケアをする人たちが学んでい

かなきゃいけないことであるし，今後ももっと必要になっ

てる」（柏地域，行政保健師 1）

　「今までは多分個の質の向上を目指していたと思うんで

すけど，標準（的な緩和ケア）の均てん化っていうところ

の意味の大きさをすごく感じる。目の前にいる人だけでは

なくて，ホスピスの中の患者だけじゃなくて，院内だけで

はなくて，もっともっと地域にっていう役割が，専門領域

で働く人間としては求められているんだなっていうことに

気づいた。だから，個の質の向上ばかりに目を向けなくな

ったというのは，大きな変化でしたね。認定看護師として

は，そういう視点が必要なんだということが，非常に具体

的にわかる。私は多分これがなければ，ホスピスでずっと

井の中の蛙状態でやっていたと思いますので，OPTIMの

プロジェクトがあることによって，少しそういう視野を広

げる機会にしていただけたというふうに感じていますが，

私個人の価値観としては，非常に葛藤しています。やはり

緩和ケア認定看護師として，個の質の向上ということも，

もっと追求したいというものもあります。それをバランス

よくっていうのは今はちょっと難しいので，本来であれば

バランスよく，それもこっちもっていうふうになれたらい

いなという理想の姿はみえてくるようにはなりました」

（浜松地域，緩和ケア病棟看護師 3）

　「地域の中でも求められるものが多いじゃないですか。

そういう中でいろんな面，いろんな目線，広い目線で求め

られることに提供できる選択肢，方法をもってないといけ

ないなって。在宅を知ったことと，かつ，責任感と。こう

いう地域の中の緩和ケアの求められるものが多い立場とし

ての責任じゃないですけど，意気込みじゃないけど，ちゃ

んと知ってなければ，学ばなければいけないんだなってい

うふうに思いました」（浜松地域，緩和ケア病棟医師 2）

　「私は立場がケアマネジャーなので，ケアマネジャーの

あるべき姿っていうところをロールモデルみたいなのを提

示しながら，目指すケアマネジャー像っていうのを確立し

て，そこに向かうための仕掛け作りと多職種の連携のため

の仕掛け作りっていうのは，今後も続けていく必要性があ

るなとは強く感じてますね。プロジェクトをきっかけに強

く感じるようにはなりましたね。もともとの思いを強くし

てくれたという気はしますね。成功体験をたくさんしたと

いう実感があるからだと思いますね」（長崎地域，介護支

援専門員 1）

　「在宅でお薬をお渡しする時も，お薬の配達屋さんとし

か思ってくれない患者さんが多くて，それは本当にもう情

けない。つらいっていう感じで思っていたんです。緩和ケ

アっていうことに関していうと，麻薬を取り扱う。これは

薬剤師の仕事じゃないかって，なんでそれをやらないのっ



Ⅱ．主 研 究

304

て，逆にすごく私は，憤りじゃないですけど，そこで薬剤

師をなんで頼ってくれないのかっていうのも，ちょっと意

外だったんです。薬，じゃあ薬剤師さんって，そういう発

想ができてないこと自体，薬剤師としても情けないし，周

りの流れとしても情けない感じだったんですね。当たり前

のこととして，薬剤師に任せてほしいっていう気持ちがあ

ったんですが，それを，こういう場を借りて，少しでもで

きるようになったっていうのは，すごくよかったと思いま

す。医療従事者とか，多分そうだったと思いますが，その

患者さんのためになるとか，役に立つって本当にもううれ

しさを，生きがいを感じるんですよね。それができないっ

ていうのが，すごく苦しかった」（浜松地域，保険薬局薬

剤師 2）

【患者・家族の認識の変化はさまざまであった】
　【患者・家族の認識の変化はさまざまであった】と
は，患者・家族の緩和ケアや在宅療養に関する認識の
変化があったとするものと，なかったとするものとに
分かれ，変化の体験はさまざまであったことを指す。

［患者・家族の認識が変化してきた］

　［患者・家族の認識が変化してきた］と述べた参加
者は，きっかけとして，継続した啓発が行われたこと，
医療者が影響を及ぼしたこと，体験者から話を聞いた
こと，などを挙げた。

　「出張講演会だったり，がんとなってから退院するまで

の寸劇とかもしていて，がんになった時どのように考えて

いけばいいのかっていうのを，結構市民には啓発する機会

がたくさんあったんで，たとえば，緩和ケアは早期から受

けられるものだとか，がんになってない方々も，よく知る

機会になったんではないかなと思います。マスメディアで

もいろいろ意識づけもあると思うので，そういったことで

（緩和ケアを知る人が）増えてる。プロジェクトでの市民

啓発，ワーキンググループの活動が増えてるっていうこと

でも増えてると思います。意外と寸劇をすると見てくれた

り印象に残ったりする場合があるので。すごく評判なんで

すよ。DVDにも撮ってあるんですけどもね。1階のロビ

ーでも流したり，テレビでも見れるようにはなってると思

うんです。市民啓発的なところで患者さん，家族の意識も

変わってるんだと思います。今まで人ごとと思ってたのも，

健康な人も将来は自分のことだと思えるようにはなってき

たんではないでしょうかね」（鶴岡地域，医療ソーシャル

ワーカー1）

　「ツール絡みで情報を得て，『緩和ケアって最後だけじゃ

なくてやってくれるって聞いたんですけど』っていう相談

がポツポツ増えたんですよ。前は 0でもなかったんですが，

緩和ケアって言わない人すらいた，だんわケアとか，正し

く言えない。それが的確に，手にこれ（ツールを）持って

いるし，絶対メチャメチャ読んできたんだなっていうぐら

い，今の緩和ケアのあり方とかを知って，なおかつ自分の

家の近くだとどこで受けられるか知りたいんですっていう

窓口への相談が増えたので，意外とツールって地道に効果

があるんだなと思いましたね。でも，うちの部屋のがん管

理の情報を置いているとこがあるんですけど，内容的にも

治療の内容を書いてる冊子もあれば，副作用対策のものも

あって緩和ケアのものも満遍なく置いてはいるんですけど，

緩和ケアのものを持っていく比率ってメチャメチャ低いん

ですよ。外来に置いてるのでね。単純にそれまでは，うち

の病院の管轄で作っていた緩和ケアっていうのを 1冊置い

ていただけだったのが，ツールが増えて，なおかつ，割と

外来とかにも，○○もOPTIMに参加していますみたいな

ポスターを張っているじゃないですか。ああいうのを見て，

あそこに載ってた関係の資料がほしいんですけどっていう

方が来たりしたので，ちょっとだけ増えたんですよ。緩和

ケア関係の冊子を持っていかれる比率が，2％ぐらいだっ

たのが今は 5％とか 6％ぐらいに増えた」（柏地域，医療ソ

ーシャルワーカー1）

　「前は麻薬のいろんな副作用のこととか，誤解をもって

いらっしゃった方も，今はちゃんとした指導があるので，

これで痛みが取れるんだなって納得してお使いになってる。

先生方がちゃんと説明をされてるんではないでしょうか。

私たちも実際に訪問看護が始まって緩和になるんじゃなく

て，もうちょっと継続された方と接することが多いので」

（長崎地域，訪問看護師 1）

　「緩和ケア病棟で，特にここの緩和ケア病棟で，どうい

う治療までやるのかとか，どういうケアがされているとか，

そういったことは，普通は大抵知らないですよね，紹介も

とは。多くの場合は，そこで患者さんは亡くなるわけです

から，我々はもちろん報告はするにしても，ご家族がそん

な細かいとこまでなかなか報告できないし，そうすると，

一般的な緩和ケア病棟のイメージから，緩和ケア病棟を紹

介する医療者側の，『あそこへ行ったら少なくとも高カロ

リー輸液はやらないよ』とか，『放射線も多分しないしね』

とか，『それでも行く』みたいな説明だったり，『普通は行

ったらそのまま帰れないよね』とか，大体そういう説明が

当然多いわけですけど。実際にはレスパイトがあったり，

ここの緩和ケア病棟は必要だったら IVHもやったりする

し，放射線もやったりするわけで，そういったこと普通は
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知らないのが，こういう機会でお互いのことはある程度分

かるようになったんで，前よりは正確な情報が，患者さん

側にいっている気がしますけどね」（浜松地域，緩和ケア

病棟医師 3）

　「パンフレットかリーフレットを定置してあります。そ

ういったものをご覧になった方が相談に来られるというこ

とがあったり，広報活動が行われていることが多分あるか

と思いますが，がんの最期はご自宅でという方が以前に比

べると増えてきた。20 年度，21 年度っていうのは，増え

てきたと思います。在宅を手がけている診療所の活動を口

伝えとかで，ここがいいって聞いてるんだけどとか，イン

ターネットで調べられたりとかっていう方が増えてきて，

そういったところを紹介してくださいとはっきり言われる

方が，去年あたりは増えたかなというふうに思います。テ

レビでも報道されたことがあったと思いますので，マスコ

ミなんかの影響もあったかと思います。その中にOPTIM

っていう言葉も出ていましたので」（浜松地域，連携・退

院支援担当看護師 4）

［患者・家族の安心感を感じる］

　多くの参加者は，［患者・家族の安心感を感じる］
体験があったことを述べた。「病院と在宅チームの連
携があることでの安心感」や「いつでも相談できる，
みてもらえる安心感」「苦痛が緩和されたことでの安
心感」「患者だけではなく，家族への配慮があったこ
とでの安心感」などについて，患者・家族の声を聞い
たなどと述べられた。

　「訪問看護師さんと病院がきちんと連絡を取り合ってる

ということで，何か困った時にどこかに伝えれば全部伝わ

っているっていう意味では安心感がある，放り投げられた

感じとか見捨てられ感っていうのではなく，ちゃんとつな

がってるんだっていうところが分かるっていうのは，患者

さんご家族からも言われてます」（柏地域，連携・退院支

援担当看護師 2）

　「病院から退院するのが，医療者が側にいないのが本当

に不安だったということで，今までの治療で入退院を 7回

ぐらいした方がいらっしゃったんですけど，今回は退院カ

ンファレンスをしたり，地域でのサポートがあるよ，連携

をきちんと保つからねっていうふうな形で在宅に帰れたっ

ていうことがすごく，今までで一番安心して家に帰れたっ

ていうふうなことを言われました」（鶴岡地域，訪問看護

師 1）

　「看取りの場所を決めて，おうちで死なにゃいかんって

いうんじゃなくて，療養場所の変化に，気持ちの変わり方

に関してなるべく，多少そのタイミングが合わなくて時間

を待ってもらうことはあるにせよ，在宅から医療の施設へ

帰れる余地は常に作ろうとしているということも話の途中

で分かってきて，安心する患者さんが増えた。おうちへ帰

ったらおうちで死ななくちゃいけないっていうふうに，暗

黙のうちに思わされてた患者さんやご家族は多かったけど，

『いや，そんなことはない』っていうのを聞くと安心して，

『じゃぁ，うちへ帰りますよ。しばらくでもよければ』って

いう，そういうことが出てきましたね」（長崎地域，緩和

ケアチーム医師 1）

　「ちょっとした不安とか，早めに受診したいけど予約は

まだだし，待っていようとか，我慢しようとか。そういう

心理的負担が，たとえば訪問看護師さんを導入したことで

24 時間相談できるようになった，それだけで安心だって

言われましたね。24 時間ちょっとしたことでも，何かあ

ったら相談できる人がいる。医療者である人に相談をして

から病院に行くとか，訪問看護師がこっちに連絡をしてく

れて行くとなっただけでも違うっていうふうに言われたこ

とはありますね」（鶴岡地域，緩和ケアチーム医師 1）

　「おうちでみてよかったっていうふうに言ってもらえる

ことが多くなったかなって思います。在宅での看取りをや

ってよかったと家族の方が思える人が多くなったかな。い

てくれて，すごく安心できたっていうとこですね。私も一

番，不安をできるだけなくしてあげたいっていう思いでこ

の仕事をしているので，そういう点では，その言葉はとて

もうれしくて」（浜松地域，訪問看護師 2）

　「一番変わったなと思うのは，スタッフがケアをしてく

る中で，病院に行く予定が行かない。このまんま家でみれ

るんだっていう気持ちに家族がなるって，それだけのアプ

ローチを，往診してくださる先生や通ってる看護師がやっ

てるからだと思います。でないと，24 時間大変な思いを

している家族の方が，病院空いたよって言われても断るな

んていうことはしないですよね。十分なアプローチがあっ

て安心できるから，家でみますって言い切っちゃうんだな

っていうのは思ってます」（浜松地域，訪問看護師 5）

　「1人の方を中心に，いろんな人たちが力を合わせて支

援ができたことによって，本人さんもご家族も，『あぁ，

よかった』と，『皆さんがこうしてきてくださったおかげ

で，最期まで（自宅に）いれました』と。ご家族がずっと

みてこられて，自分 1人ではできなかったと。ご家族のほ
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うからそういう声が多くなってきたと思うんですよ。自分

1人ではできなかった。先生だけでもできなかった。看護

師さんだけでもできなかったと。最初はご家族が，『自分

が全部の人に電話しなければならないと思ってた』って言

われるんですね。だれだれさんから聞きましたとか，だれ

だれから連絡きましたって言った時，ほとんどの人が，

『みんなが，そんなにつながってるとは思いませんでした』

って言われるんですよね」（長崎地域，介護支援専門員 2）

　「痛みが取れて，今までできなかったことができるよう

になったっていう点では，非常にいいですよね。痛みがあ

ると不安で，このまま亡くなるんじゃないかとか，もうど

うしようもない気持ちに陥ってしまうけど，痛みが取れた

ことで自分の好きなことができるようになったとかいう話

はいっぱいあります」（長崎地域，連携・退院支援担当看

護師 2）

　「患者さんのことだけでなく，家族のことまでも心配し

てくれて，すごい心強かったとか，自分の体調管理とかも

やりながら面会に来ることもできたとか，お二人暮らしで

自分だけが一生懸命やらないといけないって思ったんだけ

ども，ちょっと遠くにいる子どもさんたちとかにも声かけ

て，一緒にみんなで支えることができたんでよかったとか，

最後お帰りになる時に，そうやって話されていかれる方は

結構多いですね」（鶴岡地域，緩和ケアチーム看護師 1）

［患者・家族の認識はまだ変わっていない］

　参加者の中で，［患者・家族の認識はまだ変わって
いない］と述べたものは，その理由として，医療者の
認識が変化していないこと，変化するには時間がかか
ること，などを挙げた。

　「患者さん，家族の情報のなさと一緒に，医療者の情報

のなさっていうのが大きな壁につながっているんじゃない

かなというのを感じましたからね。地域の人も，『いやい

や，まだまだ緩和ケアの時期じゃないよ』って言ってしま

う。情報を伝えることも大切ですけど，目の前にいる医療

者が緩和ケアを知らない。そこを変えていく。そこが一番

なんだろうなとは思いますね。患者さん，家族は，情報自

体がないし，そういう場面になったら，初めて情報を取る

っていう感じだし，やっぱり蓋をしたい部分でもあります

もんね。こういう活動をやったことで，どうやって根付い

て，それをどうやってこれから生かしていくかっていうこ

とがないと，また一緒になってしまうかもしれない。世代

が変わらないと変わらないのかもしれないですけどね。お

じいちゃん，おばあちゃんがホスピスで亡くなった。チー

ムでみて亡くなった。それを見ていた家族が，あ，違うん

だっていう実感をもって，その人たちが，そういう病気の

時期になった時に，いや違うよって思うくらいのスタンス

をもって待たないと，昨日今日やった，1年 2年やったか

ら，その人たちの価値観とかいうのが変わるかっていわれ

ちゃうと，それってやっぱり難しいんじゃないかなとは思

います」（浜松地域，緩和ケアチーム看護師 3）

　「誤解は以前からありますし，今も誤解はよくあります

ね。麻薬を導入する時に，患者さん自身とかご家族からの

抵抗っていうのは，以前もあるし今もあります。OPTIM

が始まって，患者さんの麻薬に対する理解がよくなったか

っていうと，それはあんまり変わらないような気はします

ね。まだあんまり変わってないと思います。テレビのコマ

ーシャルとかでもやってはいますけど，実感として自分と

は関係ないっていうふうに思って，そういうマスメディア

でやってることを見てられるだけなのかな。自分の身に降

りかかってないところでの，そういうコマーシャルとか，

そういうところは，あんまり入っていかないのかなって，

実感としてね。もしかしたら何年か経って自分がそういう

立場になった時には，そう言えばああいうことを言ってた

なっていうふうに思われる方はいらっしゃるかもしれない

ですけど」（柏地域，緩和ケアチーム医師 2）

　「これだけいろんな告知をしてるつもりなのに，在宅支

援があることを一般の方たちがご存じないっていうのが意

外でした。さんざんいろんなとこにOPTIMのポスターが

張ってあって，パンフレットがあって。多分自分たちがそ

の意識があるからだと思うんです。ここにも張ってる，こ

こにも張ってるって，長崎中もうどこへいっても張ってあ

るんですよ。小さなパンフレットとかもどこにでもあるん

ですよね。なのに，そこに入院してる患者さんのご家族は，

知らない人がほとんどなんですね」（長崎地域，介護支援

専門員 2）

【地域全体へのプログラムの波及はさまざまであ
った】
　【地域全体へのプログラムの波及はさまざまであっ
た】とは，プログラムが地域全体に広がったとするも
のと，広がりが限られたとするものがあり，さまざま
に体験されていたことを指す。
　地域全体へのプログラムの波及については，地域全
体に広がり［プロジェクトは地域緩和ケアの基盤がで
きるきっかけとなった］とする意見と，［活動の広が
りが限られた］とする意見に分かれた。
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　多くの参加者がプロジェクトの意義を述べ，「継続
していくことの重要性」に言及した。プロジェクトへ
の参加に関して，負担はなかったとするものと，時間
的な負担や事務的な負担があったとするものがあった。
しかし，負担以上に価値あるものを得たことを多くの
参加者が述べた。

 ［プロジェクトは地域緩和ケアの基盤ができるきっか

けとなった］

　［プロジェクトは地域緩和ケアの基盤ができるきっ
かけとなった］とは，プロジェクトにより地域緩和ケ
アを進めるためのネットワークが形成され，基盤がで
きるきっかけとなったことを指す。
　多くの参加者は，プロジェクトによる医療福祉従事
者の変化に言及した。きっかけとして，「機会が提供
された」ことが重要な点として挙げられた。変化につ
いて，リーダーシップをとる組織があったこと，1つ
の目的があったこと，多職種・多施設が参加したこと，
などが重要な要因として語れた。地域の文化的側面や
面積，人口の大きさに言及したものもあった。地域の
状況や課題はそれぞれに異なるため，地域の実情に合
わせたプロジェクトが重要であると述べられた。

　「機会があれば，みんな喜んで集まって，お互いにやり

とりをして，それで，僕と同じような体験，浜松と同じよ

うな事態がどこでも起こるんではないかなと。ただ，そう

いう機会がないだけのことであって，それこそ雪の結晶が，

ある温度の状況ができると，核があればザーッと結晶がで

きていくがごとく，埃が核になるとかいわれてますけれど

も，そういう核さえ（あれば），種が植えられたら，自然

と成長していくんじゃないでしょうかね。だから，そのき

っかけとなる種を発生させると。それが大切じゃないかな

と思いますね」（浜松地域，診療所医師 2）

　「長崎市はもともとDr. ネットっていうのがあってって

いうことだったんですけど，このOPTIMによって，ます

ます連携が強く，幅広くなった。Dr. ネットはごく一部の

先生が頑張ってされてるんですけど，OPTIMがあって，

医師会とかでも声かけて，いろんな先生が介入されてのこ

となので，組織的にはすごい効果があったと思いますね。

今まで無関心だった先生も，在宅看取りを頑張ってみよう

かとか，実際に組んだ先生もいらっしゃるんです」（長崎

地域，訪問看護師 1）

　「地域は成長したと思いますよ。医師と交流をもったり，

薬剤師と交流をもったりとか，いろんな事例検討をしたり

とかしていきたいっていうのは誰もが思ってることだと思

うんです。じゃあ，誰がやるのって。でも，みんないっぱ

いいっぱいじゃないですか，自分たちの今の仕事で。それ

を誰がやるのっていった時に，それをやってくれる人がい

るって，そこに。参加者として臨むことであればできるし，

行きたいと思えば行けばいいって，時間を作ることぐらい

はできると思うんです。夜だったり，土曜日だったりとか

ってね。企画したものが，地域の基盤となっていくわけで

すね。誰が声かけするのとか，誰が引っ張っていくのって

いうのは，大きいんじゃないですか。ここでいうと

OPTIMがあって，それも企画してくれてっていうのは，

そうじゃないかなと思います」（浜松地域，介護支援専門

員 3）

　「全体がじゃないですけど，主要なメンバーたちが，こ

れに向かってみんなでできたので，地域全体が底上げされ

たんじゃないかなっていう気はするんですよね。みんなで

みないと，なかなか地域ってみれないので，ケアマネさん

をはじめ病院スタッフとか，訪問看護とか，後は，ショー

ト（ステイ）先の人とかね。そういう全体でみられないと

みれないことなので，全体が上がらないと，なかなか難し

い。それには，こういう大きなプロジェクトがないと，な

かなかみんな動けないですよね」（浜松地域，訪問看護師

1）

　「OPTIMがまいた種があるので，（訪問看護）ステーシ

ョンさんとかケアマネジャーさんたちも，がんの患者さん

をおうちで看取っていくっていうことに対してのチームを

組むっていう，薬局も含めて，そういう種は十分まかれて

いるので，そういう方たちにノウハウが蓄積されたと思う

んですね，このOPTIMプロジェクトによって。なので，

診療所の先生は，患者さんを受けてあげたいっていう気持

ちがあれば，そういう方たちとチームを組んで，それで勉

強の手段はあるのでできるよみたいな。助けてくれる人が

いっぱいいるよみたいな感じですかね」（浜松地域，診療

所医師 3）

　「浜松には浜松の問題がありましたよね。医師会と訪問

看護の問題，地域の開業医，在宅支援診療所の問題，地域

にどんな問題があるかを，まずは切り取ってくださったん

ですね。それをどう解決したらいいかっていう，地域に即

したプランだと思うんですよ。で，浜松はこれだけ変わっ

たんだと思うんですよね。各地域の問題を拾わないと，こ

れをそのまま地域に当てはめるのではなくて，地域にある
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問題に即した企画にしないと，浜松みたいに変われないん

じゃないでしょうかね」（浜松地域，訪問看護師 5）

　「相互理解っていうんですか，それをしないと，自分た

ちの問題は解決しないと思うんです。病院の中だったら，

他部門と相談する会議ってすぐできるんだけども，地域の

病院も，同じ地域の 1つの病院なり組織だと考えれば，問

題があれば，ちょっと何とかならないのかって話し合う場，

多分ここにつながってると思うんですね。そういうことを

言うと，きれい事を言ってるんじゃないってよく大きい病

院の人が言ってたりしたんですけど，今はそういう時代に

なったので，OPTIMがきっかけで，それもある程度可能

になってる部分もあるし。だから，問題があるんだったら，

ちゃんとそれを出す。ただ，問題を投げっぱなしじゃなく

て，こうしたらいかがですかとか，こうしてもらえません

かっていう改善点も出していかないと，何も解決しないん

ですね。それも多職種も同職種も一緒なんですけど。要望

ばっかりじゃなくて，相手のことをまず知る場を作ること

が，一番最初にしたほうがいいのかなとは思いますね。連

携の会でやった時も，最初はそんな感じだったんでしたっ

け。苦情を言い合い大会みたいな。でも，そういうのが出

つくせば，その後は改善のほうの話し合いに流れていくと

思うしね。各職種のことをよく知らないっていう人が，案

外多いのはびっくりしたんですけど。知っていて当然だと

思ってるので，相手は自分のことを知らないっていうのを

前提に向上していったほうがいいような印象は受けました

ね。

　連携って病院内だけじゃなくて，地域全体をみてコーデ

ィネートしながらやらなきゃいけないって思うんですね。

言われてることなんですけど。病院単独でみた時に退院先

がなくて，救急が受けられなくてっていう問題があるじゃ

ないですか。本当は病院で 1人でやってても解決しないの

で，地域全体を含めた何かをしなきゃいけないってずっと

思ってきてたんです。地道にやってはいってたんですが，

もう 1回で，この 3年で，いろんな人と知り合いになれて，

急速にいろんな会を作ったんですね。だから，すごく人を

知れて，その人がやりたいって思ってることを一緒に手伝

いながらやっていくことで，基礎的なところはできたんで

すよ。なんで，やりたかったことができたかな。助かった

なっていう感じはありますけどもね。でも本当にまだ基礎

なんですけどもね。これからこれが終わったあとどうなる

のかっていう話が出るけども，結局自分たちでやれるよう

になってるんで，これから継続することで，促進していく

んだろうと思います。メンバーが決まったんですね。各所

で熱い，語れるメンバー。同じ意識でいられるメンバーが

まず集まって，問題意識もちゃんと持っていて，開催をす

る方法もみんな分かってきて，この課題に対して何をしよ

うっていうやり方も分かってきた」（鶴岡地域，病院事務

職 1）

　「4つのワーキンググループで，それぞれ医療者に教育

する部門でみんなで考えて頑張りましょうとか，市民啓発

する部分でみんなで考えましょうっていう，基本的なワー

キンググループ制。これは多分将来，OPTIMが終わった

後もこのワーキンググループ制で地域全体でやっていくと

思うんですが，そういう組織の基礎が作られたので，これ

はOPTIMを通しての貴重な財産だと思いますね」（鶴岡

地域，医療ソーシャルワーカー1）

［活動の広がりが限られた］

　［活動の広がりが限られた］ とは，プロジェクトに
参加したものは地域のすべての医療福祉従事者ではな
く，施設や職種，個人による差があり，広がりに限界
があったことを指す。
　参加者は，変化は一部で起こっているが十分ではな
い，医師や介護職の参加が限られたなどと述べた。

　「そのほかに多くいる興味のない人たちにどう広げてい

くのかっていうところが今後の課題なんだと思うんですよ。

医療とか福祉とかの部分で。特にケアマネジャーなんかも

そうなんですけど，対象に関わるきっかけがあれば関わる

んだけども，体験するまでのハードルっていうのをどう乗

り越えていくのかとか，病院でも興味のある先生と興味の

ない先生の差っていうのは，熱意がある人たちがドンドン

患者さんに関わっていくに従って，増えていくと思うので，

興味のない人たちにどう広げていくか，そこが逆にいうと

まだ変わってない。だから，診療所医師なんかもそんなに

増えてないっていうのも，実は興味のある人たちはいるん

だけども，それ以外の多くの開業医の先生なんかは，まだ

多分そこまででないところがあるので」（柏地域，地域包

括支援センター 介護支援専門員 1）

　「医師向けの講習会がなかなか参加人数が増えないのは，

多分どこの地域もそうだと思うんですけど，それはしょう

がないかなと思うんです。医学教育の中で緩和ケアってい

うのはどうしても病気が進んでいって最後は亡くなるって

いうのがついてくるんで，そこがかなりネガティブなイメ

ージ，医学教育の中でね。死については習わないし，考え

もしなかったのが，今の大多数の先生方ですね。だから，

きっとそこになかなか気づかないのかなっていうのもある

んですね。だから，僕なんかは，『大変でしょう』っていつ

も言われるだけですね。別に死をみてるわけじゃなくて，

ちょっと視点が変わればみんな興味をもつんでしょうけど。
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大切だけど自分は関わりたくないっていう人が多いですね。

大変だろうから」（長崎地域，診療所医師 1）

　「一番重要な変化しなかったことは，一般病棟の医師た

ちが思ったよりも変化してないんじゃないかなって思いま

す。OPTIMの集まりの時に，できるだけ病院で勤務して

いる一般病棟の医師たちを連れてこようよっていう話にな

ったし，私もそうしたかったけれども，結果的に，なかな

かそこが不十分だったんじゃないかなって。うちの今の病

院，ここの病院の一般の先生たちをみているとそう思いま

す。もちろん医学部の教育が変わってきてるので，若い先

生方はもう変わってはくださるとは思うんですけれども。

大変なんじゃないですか，やっぱり，みていて。過酷なん

じゃないかな。ちょっとかわいそうな気もします。私が一

般病棟に出ていたので分ることなんですけど，やっぱり大

変ですよ。当直して，そのまんま帰れず，そのまんま外来

したりとかですよ，手術に入ったりとか，そして今は，そ

の説明，インフォームド・コンセントが大事だっていうけ

れども，それこそ手術 1つにしろ薬 1つ変えるにしろ，そ

れだけでも時間が費やされるし，書くものはたくさんだし。

だから，前はもうまったくねって，なんでだろうねってい

う，そういう感情の部分で，すごく責めてた部分はありま

したけど，やっぱり一般病棟の現場を見ていくと，先生た

ちかわいそうだと思いますもん。大変だろうと思いますも

ん。過酷ですよ。なんやかんや言ってもナースたちは交代

勤務なので，でも先生たちは，ある意味 2人体制取ってる

けれども，やっぱり自分の患者さんには責任っていうのが，

ナースとは比べられないですもんね。それはすごいと思う

ので」（長崎地域，緩和ケア病棟看護師 1）

　「変わらなかったことというのが，多職種連携の時にヘ

ルパーさんの参加が少ないんですよね。だから，今後はヘ

ルパーさんをもうちょっと巻き込む仕掛けをたくさん作っ

て，気づく目とか報告する重要性とかっていうところを，

チームの一員として理解してもらって，それを生かした成

功体験をたくさん作っていく仕掛けがいるんだろうなって

いうのは感じてますね。通所やリハビリなんかに関しても

必要性はあるので，そこのところをどう巻き込んでいくか

っていうのはありますけど，ヘルパーさんの参加人数も少

ないし，問題意識を感じる機会も，今まで仕掛けとしてあ

んまりなかったので，連絡会の立ち上げとかは，いま仕掛

けてるところなんですけどね。私も医療職じゃないので，

出身が。コンプレックスみたいなのからチームの参加を妨

げてるようなところはあるのかなとは思いますけどね。な

かなかいっても自分の意見が言えないっていうような体験

しかしてないと，参加したいっていうモチベーションも上

がらないでしょうし，意見をくみ取ってもらったとか，意

見が通ったとか聞いてもらえたとかっていうような実体験

を，成功体験みたいなのを積み重ねていかないと，次のス

テップには進まないんだろうなとは思いますよね」（長崎

地域，介護支援専門員 1）

【さらに改善が必要な点と今後の課題が見出され
た】
　【さらに改善が必要な点と今後の課題が見出された】
とは，プロジェクトによって十分に改善されなかった
点や見出された課題があったことを指す。これは，改
善がみられたがより一層の改善や継続が必要なものと，
プロジェクトで取りあげられなかったものが含まれた。
　参加者は，緩和ケアの質，在宅緩和ケアの質の向上，
療養場所，制度，マンパワー，地域格差，非がんの緩
和ケア，デスエデュケーション，などの課題に言及し
た。特に，OPTIMプロジェクトでは目的とされなか
った制度などに関する課題が多く挙げられた（表 59）。

1） 改善がみられたがより一層の改善や継続が必要な

もの

　より一層の改善や継続が必要なものとして，医療者
の緩和ケアや医療用麻薬についての認識，看取りのケ
ア，家族ケア，グリーフケアなどが挙げられた。

　「医師に変わってもらわないとどうしようもないことも

いっぱいあるわけですよね。いくら緩和を患者さんが望ん

でも，先生が嫌だと言えばそれで終わっちゃうこともあり。

看護師からいくら緩和ケアニーズが患者さんにあってって

いうことを伝えても，医師がぴしゃりと，『緩和なんてい

う言葉はこの患者さんに出してくれるな』って言う人もい

たりするみたいなね。緩和ケアチームの紹介をこっちから

して，医師にすごい怒られちゃうこともあったりするぐら

いなので。あとは，患者さんに，『もう化学療法はできな

いので，後はBSC（Best Supportive Care）です』みたい

な話を 1人でこそっとしに行っちゃったりして，患者さん

が 1人で泣いてたりとかいうこともあるんです」（浜松地

域，病院看護師 5）

　「慣れてない整形外科の先生とかだと，家族への説明で

麻薬を使うと，もうそろそろ急に息が止まっちゃうかもし

れないから覚悟しといてねっていうような説明をされるこ

ともあって，そういう時はこういうの（ツール）を使って

少しずつ訂正していくっていうことにはなりますかね。病

棟の主治医にはやっぱり，ここをみてとか，具体的に直接

関わっていかないと，これを配っただけじゃ変わらないと
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ころも結構あるんだなっていうのは，時折感じた」（柏地

域，緩和ケアチーム医師 1）

　「心のケアってすごく難しい。日本人の苦手とする死に

対する教育がされてない。小さいころから死ぬことに対す

る教育がされてないもんですから，皆さん，それを目前に

している方は，本当に不安だと思うんですけども，それに

対して私たちもあんまりフォローができないっていうとこ

ろが，自分としてはすごく課題かなっていうふうには思っ

ていて，そのへんはもっと勉強しなければっていうふうに

は思います。自分自身の知識がないっていうとこですよね。

そういうことに対して，自分が勉強してないので，聞かれ

たら困るというふうに思って，自信がない」（鶴岡地域，

訪問看護師 2）

　「家族ケア，グリーフケアでは，患者さんを送り出して

以降のことが（対応できていない）。本当にうつ傾向がひ

どくて，ご家族で心配だなっていう時に，たとえば 1ヵ月

ぐらい経ってからおうちにお電話するということがときど

きある程度で，正直ほぼ，まだ患者さんが亡くなった後の

ご家族のケアには対応できてない。これは正直質的にどう

しても変わってない部分で，多分今の体制でやってる以上，

ちょっと物理的にほぼ無理なんで，本当に悔しいけども，

そこまでもってして緩和ケアが一つ完結すると思うんです

けども。時間がなかったり，次に紹介された患者さんの症

状を取るために精一杯になって，ちょっと前の人を振り返

る余裕が本当に悲しいかな，ないと」（長崎地域，緩和ケ

アチーム医師 1）

　ある参加者は，医師が患者・家族と療養場所につい
て話し合う難しさを述べ，話し合う心理的負担などに
言及した。

　「緩和ケアとかアドバンスケアプランニングとかってい

うことの意識が，まだ多分あんまり，特に医師にはないん

じゃないかと思います。限られた余命をどう過ごしたいか

について話し合うっていうことがストレスなんだと思いま

す。わかんないですよ。これは推測です。あと，帰せない

でしょうと。帰すための準備をしたりなんだかんだするの

は面倒くさい。たとえば，じゃあ帰るかって言って帰りた

いって言って調整もしないで帰したら，また救急に戻って

くるだろうって。そんな面倒くさいことするなら寝さしと

けという感覚の先生も見受けられますので，そういう話合

いっていうのがストレスなんだと思います。心理的負担は

大きい。時間も取られるし。そこのところは，その話合い

をするっていうことっていうのは，大きく家族もつらい話

なので，そのことにも配慮して話ししなきゃいけませんよ

ね。で，治療が難しい。治療ができないっていうことを伝

えて，じゃあこれからどうしたいかっていうことは大事だ

っていうのは多分だれもが分かっていると思うんですよ。

だけども，そのことを伝えるのはかわいそうだと思ったり

とか，自分が大変っていうところとかはあるのかなってい

う。みんながそうではないですよ，もちろん。ただその話

合いの前に，やっぱり帰るのは難しいんじゃないかってい

う医療者の考えが強ければ，その話合いも多分されないで

成り行きということもある。なかなかそこに時間を割くっ

ていうことが先生たちが大変だっていうのもあるし，心理

的にも大変なのかなと」（鶴岡地域，緩和ケアチーム医師

1）

　在宅緩和ケアの質の向上として，在宅緩和ケアを行
う診療所，訪問看護，介護職の質の向上とサポートに
ついての課題が挙げられた。介護職が理解できる言葉
でコミュニケーションをとっていく重要性に言及した

表 59　さらに改善が必要な点と今後の課題

プロジェクトで改善がみられたがより一層の改善や継続が必
要なもの
・医療者の緩和ケア・医療用麻薬についての認識
・緩和ケアの質
・療養場所について話し合うこと
・在宅緩和ケアの質の向上
　・在宅緩和ケアを行う診療所
　・訪問看護
　・介護職の質の向上とサポート
・療養場所
・退院支援・調整
・コミュニケーション・連携
・ コメディカル（薬剤師，臨床心理士，リハビリテーショ
ン）の役割

・緩和ケア専門家の活用
・緩和ケア専門家としての活動の難しさ
・外来患者のフォローアップ
・継続教育
・患者・家族・市民の啓発とサポート

プロジェクトで取りあげられなかったもの
・非がんの緩和ケア
・施設における緩和ケア
・制度（医療保険，介護保険，医療用麻薬），診療報酬
・マンパワー
・介護負担
・経済的負担
・自宅で過ごす患者のソーシャルサポート
・地域格差，緩和ケアの均てん化
・スタッフのストレスマネジメント
・デスエデュケーション
・医療資材の流通
・情報共有システム
・システム
・蘇生を希望しない患者の救急搬送の課題
・ボランティア
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ものもあった。

　「在宅のこれから主治医になるであろうというかかりつ

けの先生方に，技術的な面とか知識の面でも教育しなくち

ゃいけない部分はあるように思うんですね。そこらへんは

個人に委ねるしかないところがあるからね。これは結構難

しい問題になっちゃうのよ。だから割と絞られてくるんだ

よね。やる人やらない人。二極化しちゃう。全部のお医者

さんが，開業医の先生たちもってなれば，本当は理想なん

だろうけども，そうはいかない。それは，その人たちの医

療に対する思いとか，その医療に対する哲学とか，そうい

うのがかなりウエートをもってきているだろうから，そこ

まであげられませんね，よっぽどのことがなければ。だか

ら，そこは永遠のテーマになっちゃうんじゃないでしょう

かね」（鶴岡地域，診療所医師 1）

　「医療保険でステーションが 2カ所 3カ所入れるように

なったっていっても，なかなか実際は 2つぐらいで 3つま

でっていうのはないし，共同のためのテーブルっていうの

は，本当に時間がないし，一緒に組んでみないと分かんな

い。ステーションにも格差が少しあるみたいなので，その

へんでも埋め合わせていかなきゃいけないのかなっていう

のもあるので，ステーション同士がいっぱい，2カ所とか

3カ所とか入れたら，一緒に入れる人は入ってですけど，

少し質を上げていったらもっといいかなって思うんです」

（長崎地域，訪問看護師 1）

　「数はあっても，すべてがすべて医療依存度が高い人を

頼めるようなヘルパー事業所でなかったりすると，やはり

粒をそろえていかないといけないだろうなっていうのはあ

りますよね。家事援助で，掃除とか調理ばっかりしている

ようなヘルパー事業所もあるし，片や医療依存度が高いと

ころでも対応がスムーズでスキルの高い事業所もあるわけ

ですから，そこの質を標準化するっていうのがいるんだろ

うなとは思いますよね。それもやりがいとか，労務管理と

かっていうところをきちんとしていかないと（いけない）。

スタッフが増えるところと仕事が増えるところは比例する

んですけど，仕事がないところはスタッフも増えないと。

悪循環ですよね。良循環と悪循環っていうのがある。その

差が出てきてるのも事実ですね。リーダーの関わり方とか

管理の仕方とか，向上心をもって業務に取り組んでるかと

か，そういうことで 10 年も経つと差が出てきているって

いうのが事実だとは思います」（長崎地域，介護支援専門

員 1）

　「多職種の勉強会とか地域症例検討会でも，医療者の言

葉での話になってしまって，話をしていても難しくて，私

が聞いていて，（介護職は）分からないんじゃないかなっ

ていうふうな思いがあって。不安を取り除くには患者さん

を知る，病状を知るっていうところでのある程度の知識が

必要かとは思うんですけども，その知識を得るためには医

療者の立場ではなくて，介護者の立場が分かる言葉で説明

してもらえるような勉強会とか，同じ事例を通して，どん

な不安をもっているのかっていうところを聞き取る場があ

るといいと思います」（鶴岡地域，訪問看護師 1）

　参加者は，療養場所がないという課題に言及した。
1つの地域では，療養型病院と緩和ケア病棟との
bridging program が試みられたが，提供されたケア
の質の違いから，患者・家族の満足度が低かった体験
が語られた。

　「OPTIMが始まった当初，療養型の施設との連携も強

めようというところで，OPTIMに参加されている施設に

見学に行ったり，具体的にどういう患者さんだったら受け

入れてくれるかとか，そういう話し合いもして，少し進め

てはみたんですけど，実際には現場のスタッフとしては，

とても負担にもなるっていうところで，ちょっとうまくい

かなかったというところはありますね。1度ホスピスのケ

アを受けている人たちにとって，療養型（施設）でのケア

っていうところで，どうしても満足度が低くなるっていう

ところもあったり，あるいは，ホスピスでは通常の業務で

あっても，それが療養型では，特別な業務とした位置づけ

になってて，非常にケア度が高くなってしまうとか，そう

いうところで，少しお互いの思いがずれていたっていうと

ころもあった。ただ，それらもすべて，このOPTIMを通

じて話し合うことができて，そういうことも分かりまし

た」（浜松地域，緩和ケア病棟医師 1）

　多くの参加者が，退院支援・調整について，施設や
部署，個人による差があり，さらなる改善が期待され
ることを述べた。ある参加者は，施設間でのコミュニ
ケーションやシステム構築の重要性に言及した。

　「依然として突然退院って言ってきたりとか，患者さん

が全然意向を汲み取ってもらえないまま不本意に飛び出し

てくることもあるっていうような病院と，きちんとした形

で生活者として尊重した形で関わってもらえてる病院の差

が大きく分かれてきてるなっていうのを感じる。それぞれ

の病院のリーダーの考え方とか，システムの作り方とか，

そういうのに差があるからでしょうね。病棟でも違うこと
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はありますしね。横の情報交換っていう機会を作っていか

ないと気づきもないでしょうし，変化しなければならない

とか，したほうがいいんじゃないかっていうようなきっか

け作りがないからかなとは思いますね。退院調整とかは地

域連携室とか医療相談室とかっていうところが増えてきて

ますけど，そこの人たちが病院内でのポジションを確立し

て，あってよかったっていう実績を積んで，意見をきちん

と出せる環境までそれぞれもっていっていうような仕掛け

作りなんだろうなとは思いますけどね」（長崎地域，介護

支援専門員 1）

　参加者は，緩和ケアにおけるコメディカル（薬剤師，
臨床心理士，リハビリテーション）の役割に言及した。
特に保険薬局の役割，保険薬局と病院薬局の連携が継
続した課題として述べられた。在宅緩和ケアの経験を
もつ薬剤師が少なく，経験とスキルの向上の重要性に
言及したものもあった。ある参加者は，活動にマンパ
ワーや経営方針が影響することを述べ，現実的にでき
ることから始めていく重要性を述べた。

　「まず薬剤師が自信をつけることっていうのは大事です。

もっと勉強して。臨床経験っていうのがないので，実際に

やってみないと分からないと思うんですよ。自信をつける

っていうのは，臨床経験，もっと実績を作るっていうこと

だと思うんです。やってみれば自信もつくし，緩和ケアっ

て慎重にやるべきものですけども，できないことはない。

薬剤師がやるべきもんだっていうのは分かってくると思う

んです。そこのところで，ちゃんと広めるっていうのは，

実績を作ることだと思ってるので，緩和ケアに関しての在

宅（での支援）を，もっとたくさんやってみたい。やらな

いと駄目だなと思います」（浜松地域，保険薬局薬剤師 2）

　「関われる薬局がもう少し増えればなと，自分も含めて

なんですけども。意識的なものは，ある程度ズーッと，皆

さんにいろんな話を，講演とかで聞いてもらったりとかし

ながら，いろんなことで変わってきてはいるので。ただ，

人的なこととか経営者の考え方とか，いろんなことがある

ので，チョコチョコっとずつ，いろんな薬局さんができる

ことからっていう。いろんなケースで，コミュニケーショ

ンを密にして，これだったらできるとか，できないとか，

そんな話をしながら進めていくしかないんだろうなという

ことを，いま思ってます」（鶴岡地域，保険薬局薬剤師 1）

　「OPTIMによって，外の薬局との連携がすごく必要だ

っていうのを感じて，ただ，この 3年間で，ほとんど進ん

でなくて，情報の提供に関してやっぱり進んでなくて。今

回，看護部門とか診療所さんたちのところとかってすごい

進んだと思うんですが，一番その中で進まなかったとこが

薬局との連携だと思うんですよ。毎回こういう会に行って

も，OPTIMの多職種地域カンファレンスの分科会とか，

東京で 2回ほど，毎年あったの（OPTIM介入 4地域交流

会）にしても，分科会があるんですが，なかなか外の薬局

ではこういう情報がほしいと言っても，病院は正直言うと

忙しくて，『忙しくてそれはできません』っていうのが多く

て。どこの病院さんに聞いても，『こんなことやってられ

ませんよ』っていうのが，やっぱり正直なとこで，自分た

ちにとっても正直言うと，それが大きくて，病院とズレが

あって，なかなか進まなかったなっていうのがあります」

（浜松地域，病院薬剤師 1）

　参加者は緩和ケア専門家の活用について，アウトリ
ーチプログラムは，実施できれば有用な可能性はある
ものの，人的，時間的な負担があることを述べ，実施
の難しさにも言及した。

　「アウトリーチなんかも半日つぶれますよね。実際に具

体的にほかの地域でもできるのかどうかは，本当に難しい

んじゃないかと思いますけどね。今はもう院内の緩和ケア

チームの活動だけでもいっぱいいっぱい，そういうところ

が多いと思うので，地域に出ていける余裕がある，そうい

う緩和に従事している人がどれだけいるのかなっていう思

いはありますね。しかも半日出ても，実際に往診に行ける

患者さんっていうのは少ない。数人しか行けないっていう

ところでは，非常に効率は悪いし，今後もしこういうこと

に保険の診療点数がついたとしても，非常に難しいのかな

と思うんですね。好評は好評なんですけれども，これもア

ウトリーチに出かける人の負担っていうのは，かなり大き

くて，半日完全につぶれてましたからね。結局，みれる人

数が少ないですよね。だから，少ない点数だとなかなかい

けないし，しかも，いま緩和ケアチームなんて 1人でやっ

ているところが多いと思う。そうすると，その人たちが出

ていったら，半日院内にいないということもあるから，ど

こまでできるのかなっていうとこはあるかもしれないです

ね」（浜松地域，緩和ケア病棟医師 1）

　緩和ケア専門家としての活動のなかでも，緩和ケア
チームのメンバーが兼任で活動する難しさを述べた参
加者があった。精神症状をみることができる医師の不
足に言及したものもあった。

　「一生懸命やろうとは思うんですけど，まだ十分じゃな

いっていうことは自分たちで理解しています。もっとやれ
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るんじゃないかっていうのはあるんですけど，時間的な制

約があって，たとえば，緩和ケアチームの専任であったり

とか，緩和ケア病棟の担当医として緩和ケアに関われるの

であれば，多分もっと時間が使える。たとえば亡くなった

後のご家族のケアだとか，そういうことまでも多分やれる

んじゃないかなと思うんですけど，兼任で緩和ケアチーム

を動かしているので，緩和ケアチームのメンバーも全員兼

任で専任者が 1人もいないので十分じゃないっていうふう

には思います。家族ケアのところは，入院中ですとなんと

かできる部分はあるんですけど，通院で緩和ケアが必要な

患者さんとかは一番できないですよね」（鶴岡地域，緩和

ケアチーム医師 1）

　「精神症状担当の先生は月に 2回派遣できてもらってい

るという形で，カンファレンスと回診で指導していただく，

ディスカッションへ参加していただくっていうことになる

んですけども，それを始めて，難しい精神症状の患者さん

は，タイミングが合うときはうまく診ていただける，いい

方向づけしてもらえるんですけど，僕らが独力でやる時に

は，それがなかなか。もちろん困った時はメールでご相談

申し上げたりっていうことも時々できたりはするんですが，

やはりリアルタイムで難しい問題はなかなか解決できない

こともあったりっていうことで，自分たちのチームに常勤

で精神症状担当のスタッフがいないっていうことの限界を

痛感してるっていうとこはあります。でも，月 2回でもい

ていただくのといないのでは大違いではありますけどね。

長崎はすごく精神科医の先生方が引っ張りだこ。患者さん

の半分近くは精神的な問題を抱えてますもんね。うつだっ

たり，せん妄にかかるもんだったりとか，特に末期になる

と，3人に 2人ぐらいは，多かれ少なかれせん妄が出ます

しね。重たいうつって，なかなか普通のアプローチではや

っぱり，薬物療法をもってしても難しいとこがあるみたい

ですしね」（長崎地域，緩和ケアチーム医師 1）

　外来患者のフォローアップの重要性は，プロジェク
トの中で課題として認識されていたものの，十分では
なく，外来で実際に患者に関わる看護師のアセスメン
ト能力の向上が必要であると述べられた。

　「外来での在宅療養の環境調整，療養の場所の選定とか，

病院としてもそこは意識してはいるんだけども，なかなか

難しいと感じながら，外来の看護師もやっているっていう

とこなんです。外来の看護師が，その患者さんの病状から，

この人って今こういう状況だから，次に来た時には，こん

なことが考えられるっていうところを，ある程度予測をも

ってくれていれば，情報提供ができるかもしれないし，情

報提供ができないまでも，相談室のほうに相談が来るかも

しれないんだけど，そこが相談室に来る前の段階（のま

ま）になっちゃってるときもある」（浜松地域，連携・退

院支援担当看護師 5）

　教育では，在宅緩和ケアを含む緩和ケア教育の充実
の重要性が挙げられた。

　「ホスピスのほうの緩和ケアはこういうことを学びまし

ょうよっていう基準の中に，もっともっと地域との連携と

か退院っていうことを入れていかなきゃ，教育の中身の見

直しが必要なんだなっていうことを非常に感じますね。中

にいる側の者としては。私自身もまだまだ学ばなければい

けないな。そんなことが起こるんだとか，こんなことまで

できるんだとかっていうレベルなので。これからはそうい

う地域で過ごすっていうニードに応えていく。それをスム

ーズに整えていくっていうことが，私たち緩和ケア病棟の

ナースの知識としても必要なんでしょうね」（浜松地域，

緩和ケア病棟看護師 3）

2）プロジェクトで取りあげられなかったもの

　プロジェクトで取り挙げられなかったものとしては，
非がんの緩和ケア，施設における緩和ケア，制度に関
わるもの，マンパワーに関するものなどが挙げられた。

　ある参加者は，日常臨床の中で，がんのみならず，
非がんの緩和ケアの知識・技術が求められることを述
べた。

　「たて続けに 4件ぐらい。透析の患者の呼吸苦と神経難

病が 2人と心不全が 1人，症状緩和と社会的なところの退

院とか，これからの治療方針をどう立てていこう。それか

ら，どこまで病院で診てどうしよう。本人は家に帰りたが

ってるけど帰れる状況じゃないんだけどどうしようってい

うような相談で，非慢性疼痛の今まで全然絡んだことなか

った腎臓内科とか循環器科から申込みが出てくるようにな

ったので，それは僕らとしてもびっくりで，でも，僕らと

しても経験がないので」（浜松地域，緩和ケアチーム医師

4）

　施設における緩和ケアの課題に言及したものも多く，
医療，ケアの質の向上が重要であると述べられた。ま
た，施設の方針が受け入れや看取りに影響すると語ら
れた。
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　「まだまだ施設では，がんの人はみれてないなって。職

員教育だと思います。施設の方とお話をしていると，ご家

族が不安，職員も不安なんだけれども，やっぱり家族が不

安っていうところで，このまんまみててどうなるんだとか，

そこの説明が十分じゃないかもしれないし，だからこそ施

設とか，そういったところでの看護師を増やしてほしいで

すね。看護協会なんかで話を聞くと，病院で働けないよう

な看護師が施設にいってたりとかね，どうかすれば。違い

ますよね。中にはベテランの，もうどんな方でもみれる方

もおられる施設もあるんですけど。でも，病院で働けない

子たちがそういったところにいって，またそこでね。それ

こそショックだったのは，『施設の看護師と介護士の違い

は，血圧を測れるか測れないかだけだからね』，『注射でき

るかできないかだけだからね』て，介護士さんたちが言っ

てたんですね。でも，違いますよね。だから，もっと看護

配置（を考えることが必要である）。ホスピスは新人のナ

ースはきません。ある程度，10 年以上のキャリアをもっ

た子たちばかりなんですけど，そういった人たちがいれば

可能になると思います」（長崎地域，緩和ケア病棟看護師

1）

　「ある施設は，施設で具合悪くなると，協力して病院に

救急搬送するみたいで，実際入所の申し込みを受けるとき

に，うちは看取りはできません。それでも入所いいですか

ってやってるみたいなんで，受け入れの入り口から遮断し

てるみたいでした」（鶴岡地域，医療ソーシャルワーカー

1）

　制度や診療報酬に関わる課題について，多くの参加
者が言及した。介護保険制度では，病状が急速に変化
していく終末期がん患者にとって，利用しづらい実情
などが述べられた。

　「ターミナルの人って，意外と調査するころって元気だ

ったりとかするので，認定が（要）介護 2以上出ないとベ

ッドが使えなかったりするじゃないですか。そうすると，

軽度の人のための特例処置として書類を書くんですね。そ

れがすごい大変なので，そこはもう勘弁してもらいたい」

（浜松地域，介護支援専門員 3）

　「ケアマネがあんまり積極的に緩和ケアに入ってこない

っていうのは，たとえば，医療保険で訪問看護が入って，

医療保険のほうで薬剤師さんとお医者さんが入って，コー

ディネートしても，介護保険サービスを使わない限りは，

ケアマネジャーになんの報酬も入ってこない。いくらいろ

んな支援をしていても，報酬をもらえることはないんです

ね。だから，ベッド 1つ借りるとかですね，介護保険でヘ

ルパーさんが入るとかですね。そういう介護保険上のサー

ビスの何かを使えば，はじめてケアマネの報酬が入るので，

あんまり事業としても積極的にがん末期の方の担当をさせ

たがらないっていう，動けば動いたほど報酬にならないっ

ていうことがある」（浜松地域，介護支援専門員 1）

　医療用麻薬に関わる課題について，法規制の厳しさ
から保険薬局が医療用麻薬をもつ難しさに言及したも
のがあった。

　「不良在庫っていうのもすごくあるんですね。要するに，

もう使わなくなっちゃったら，そこでもう終わりですから。

余ったら，よそに回せるんです，普通の薬は。うちの店舗

も幾つかありますので，ここで余っちゃった，この薬もう

使わないからって言って，こっちで使うよって言ったら渡

せますよね。不良在庫っていうのをなるべく少なくしてる

んですけど，それがまったくできないんで。ちょっと緩く

なってできるようになったんですけど，1回限り。すごい

書類の量が多いんですよ。本当に面倒なので。それで，1

回限りなんですね，ほとんど融通し合えるのが。次回は自

分とこで取りなさいみたいになるので，それじゃあなと思

って。ちょっと申請の面倒さとかあって，ほとんど私の知

ってる限り，その申請を出しているところはないんです。

（それ）ぐらい，使ってない法律なので，要するに，渡し

受けができないってことは，自分の，個々のところで麻薬

を使って，それで終わりですよね」（浜松地域，保険薬局

薬剤師 2）

　マンパワーの不足に言及したものは，特に訪問看護
師の確保のための工夫が必要であると述べた。

　「訪問看護師さんの数が増えないと飽和状態になります

もんね。訪問看護の人がいないと家へ帰れないですもんね。

今の数でぎりぎりなので，これ以上退院が増えると訪問看

護が入らないですもんね。となると，訪問看護師さんに近

いような業務をヘルパーさんで担わないといけないので，

担える部分の枠を増やしていこうとしているし，増やすた

めには知識とか教育とかっていう体制もいるでしょうし，

そこのところの現状の把握とか伝え方っていうのは工夫が

いるだろうなとは思いますよね。訪問看護師さんが増える

仕掛けもいるでしょうしね，当然。訪問看護師さんのおか

れた環境を理解して進めるっていう仕掛けがいるんでしょ

うし，精神的なバックアップと制度的な報酬面でのバック

アップとか，医療の指示体系みたいなところで，常に医師

に指示を仰がないとできないっていうことであると，やり
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がいっていうのも（少ない）。逆に訪問看護師さんの判断

でできることを増やしてあげると，やりがいは増えるんだ

ろうなとか，そういうふうな気はしますけどね。そういっ

た形で，今のままだと増えないので，増やすための工夫っ

ていうのがいるんだろうなとは思いますね。訪問看護師さ

んが増えてるところは，管理者がしっかりしてるところに

なるので，労務管理とかワークライフバランスとかってい

うのも含めて，女性が多い職場になるので，そこの環境と

か組織力みたいなところがしっかりしてないと増えないん

だろうなと」（長崎地域，介護支援専門員 1）

　参加者は，家族の介護負担，がん患者の経済的負担
の大きさを述べ，自宅で過ごすがん患者のソーシャル
サポートの重要性に言及した。

　「一番休みが取りたいところっていうのは，夜，夜間，

自分の睡眠を確保したいっていうところになってくるかと

思うんです。だんだんADLが落ちてきて，日常生活のと

ころで援助が必要だったり，夜間何度か起きたりのケアが

必要になった場合に，夜間のサポートをしてくれるところ

は何かっていったときに，老老介護だったりっていうふう

になれば，家族や親族っていっても，なかなかそういった

ところに頼みづらかったりっていうふうに，じゃぁ，サー

ビスっていうところでも，ここの地域では夜間のサービス

っていうところがないんですね。もし使うとしても，自費

でのヘルパーさんっていうふうになると，本当に料金が高

くなってしまって，経済的な問題もあれば，そういったと

ころにも頼めないってなると，自分たちで頑張るしかない

っていうようなところでの介護の負担っていうところも出

てくるのかなっていうふうに思う」（鶴岡地域，訪問看護

師 1）

　「若い人のがんが多いっていうことと，今までも多かっ

たんだろうけど，うちに帰ってなかったのかもしれないで

すよね。だけど，うちへ帰れる。在宅っていう選択がすご

く増えたっていうことの中で，お金の，経済的なことが抜

けていて，私たちも。そこも含めてケア，サポートしてい

かないと，帰す帰すばっかりがいいことじゃないっていう

ことが何例かありました。若い人は特に，3割負担だった

りしますよね。がんの人ってすごくお金がかかっている。

治療自体でお金がかかっているのと，薬剤がものすごく高

い。点滴，IVHなんかで帰ると，その薬剤もすごく高い。

それから，特殊な治療をすれば高い。麻薬，パッチなんか

もものすごく高い。それがだんだん増えてくるにしたがっ

て，ものすごく高くなっていく。1回の薬剤の支払いが，

1週間で 3万とか 4万とかするんだけど，高額医療（高額

療養費制度）が使えるから 8万まではなんて言うんだけど，

普通の家庭のおうちで，今までさんざんお金を使ってきて

いて，いま在宅になりました。で，オムツも必要になりま

す。介護保険でも 1割負担です。それから薬剤もかかかり

ます。医療費もかかりますっていう中で，お薬が増えてい

くっていうことが，ものすごく負担だったり，往診の先生

が何回もきてくれるのが，ものすごく負担に思ったり，訪

問看護がこんなに何回も来てくれるのが負担だったりって

いうことが現実的に起きちゃうと，こんなはずじゃなかっ

たっていうふうに，家族が言われたことがあって，すごい

落ち込みましたね」（浜松地域，介護支援専門員 2）

　参加者は緩和ケアに関する地域格差の課題を述べた。
特に，同じ地域内であっても離島や過疎地と都市部と
の格差があることが述べられた。

　「市の中でもまだ全然期待したレベルにもっていけてな

い場所が正直あるわけで，個人的には県全体を見て，市と

して平均的にはいいとこへいったけど，県全体としてはま

だまだなので，県の郡部の結構端っこのほうとか離島とか

に，あと 5年ぐらいで，それこそアウトリーチじゃないけ

ど，OPTIMの流れの全部は無理としても，何か核になる

部分を広げていくっていうのを，後で何かせんといかんよ

ねっていう話は多分，市の医師会，OPTIMの中枢部でも

あってると思う」（長崎地域，緩和ケアチーム医師 1）

　「市の中でもこれだけ格差があるっていうのが，大変だ

なって思う。訪問看護を探すのも大変なんですよ，あっち

の区のほうの人。そうすると，あっちの人たちはおうちに

帰れなくて，こっちの人たちは帰りやすいっていうふうな

のも，なんか変ですよね。変だとは思うんですけどね。現

実的にはそういうことだと思うんです」（浜松地域，介護

支援専門員 2）

　ある参加者は緩和ケアに携わる医療福祉従事者のス
トレスマネジメントにも目を向ける重要性について述
べた。

　「スタッフも，ターミナルとかの人に関わると結構大変

なんですよね，精神的に。だから，訪問看護師さんとかヘ

ルパーさんとかもそうですし，ケアマネジャーさんもそう

ですし，バーンアウト防止なども含めて，専門職のストレ

スマネジメントなんかも今後進めていかないと，スタッフ

も続かないだろうなと思います」（長崎地域，介護支援専

門員 1）
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　デスエデュケーションの重要性に言及したものもあ
り，生や死について学び考える機会の重要性や死の文
化としての課題が述べられた。

　「○○先生が，緩和ケアって非常に広まってきた，がん

対策基本法ができたり，そういったプロジェクトも立ち上

がり，ホスピスっていうことも，緩和ケアっていうのも本

当に広まってきたと思うけれども，死の教育っていうとこ

ろがある意味（進んでいない）。それこそホスピスってい

ったら死に場所でしょうって言ってた時代から，一見いい

ように見えるんだけれども，死に向き合ってきてない部分

があるんじゃないかなっていうのをおっしゃっていて，同

じようなことも私も感じてはいたんですよね。病気になっ

てからじゃなく，小学校中学校高校，学校教育の中から，

死というものの教育，健康な人たちの教育っていうのが，

積み重ねで必要。大変なことを私は言ってると思うんです

けど，そういうことを地道にしていかないと難しいような

ところはあるなって。本当に死を思う，昔の人が家で生ま

れて家で亡くなってきたような，そういうふうな感覚を取

り戻さないと，活字にしてぱっと『わたしのカルテ』って

渡されて，そこに何かあった時に心臓マッサージを私は希

望しませんっていうのは，ここの長崎の地区ではまだまだ

受け入れ難いんじゃないかなっていう印象を私は受けてい

るところですね」（長崎地域，緩和ケア病棟看護師 1）

　このほか，在宅医療で必要とされる医療資材の調達
が困難な場合があるといった医療資材の流通に関わる
課題，有効な情報共有システムが確立できないという
情報共有のシステムに関わる課題，Dr. ネットなど既
存のシステムを評価する機会がないというシステムに
関わる課題などが挙げられた。

その他と地域独自の変化
　OPTIM 以外で影響を与えたものとして，PEACE
プロジェクトが複数の参加者から挙げられた。緩和ケ
アの知識・技術の向上，連携の促進に加え，その運用
の仕方やファシリテーターとしての学びが役立ったと
述べられた。
　また，がん診療連携拠点病院の要件として，地域連
携，退院支援のシステムづくりが求められており，プ

ロジェクトに加え，これらが影響を与えたと述べられ
た。退院前カンファレンスについて，診療報酬に反映
されるようになったことが，開催の促進要因になった
と述べられた。
　ある参加者は，がん緩和ケア以外でも連携が改善し
た変化に言及し，プロジェクトの波及効果があったこ
とを述べた。

　地域独自のものとしては，鶴岡地域では，【共通電
子カルテが役立った】ことがしばしば述べられた。共
通電子カルテは，［退院後の患者の様子を知ることが
できる］［病院医師からタイムリーに症例に即した推
奨が得られる］［多職種でやりとりができる］［共有で
きる範囲が広がる］［時間（遅い時間，夜間など）に
よる制約がない］と述べられた。一方，何名かの参加
者は，【共通電子カルテの活用では工夫が必要である】
ことに言及した。参加者は，［個々に情報共有しやす
いツールは違うので使い分けが必要である］，情報を
落とさないために，［共通電子カルテに頼りすぎては
いけない］［早く見てほしい・見たい時に難しい］［参
加できていない職種がある］などと述べられた。
　柏地域では，精神腫瘍学についての学びがあったこ
とが述べられた。また，複数の参加者が［地域の中で
相談できる場が増えた］変化に言及した。
　浜松地域では，［介護保険の手続きが迅速化された］
ことが述べられた。調査データを示し，個ではなくプ
ロジェクトとして働きかけた成果が語られた。
　長崎地域では，［Dr. ネットに登録し相談・依頼す
る医師がふえた］，ネットワークができてきて直接の
やりとりが増え，［Dr. ネットを通さない紹介がふえ
た］ことが述べられた。また，［Dr. ネットのシステ
ムはあっても使わない場合がある］と述べられ，その
理由として，診療科の専門性から組むところが少ない，
患者の満足度が低いと思う，やりにくいなどと述べら
れた。
　全体としては，しかしながら，地域間での差は顕著
ではなく，いずれの地域でも同様のプロセスが語られ
た。
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資料 9　変化の理由の分析結果
【つながりができ，ネットワークが広がった】変化と理由

変化 理由・きっかけ

［名前と顔，人となりが分かるようになり，安
心して相談ややりとりができるようになった］

・多職種・多施設で集まる機会が増えた
・患者を一緒にみた
・共にプロジェクトの活動に携わった

［これまでやりとりのなかった人たちとコミュ
ニケーションをとるようになり，選択肢・ケア
の幅が広がった］

・多職種・多施設で集まる機会ができた
・共にプロジェクトの活動に携わった
・必要性を感じ連携をとるようになった

［互いの役割やその重要性が分かるようになり，
チームを組むようになった］

・多職種・多施設で集まる機会ができた
・患者を一緒にみた

［互いの考え方や状況が分かるようになり，自
分の対応を変えるようになった］

・多職種・多施設で集まる機会が増えた
・カンファレンスを重ねた
・少人数多職種でのワークショップを行った
・定期的に顔を合わせる機会があった
・患者を一緒にみた

［みんなで集まる機会が増え，ついでに相談や
やりとりができるようになった］

・多職種・多施設で集まる機会が増えた

［職種や施設間の垣根が低くなり，躊躇せずに
相談ややりとりができるようになった］

・多職種・多施設で集まる機会ができた
・患者を一緒にみた
・共にプロジェクトの活動に携わった
・コミュニケーションの機会が増え，気持ちの共有ができた
・互いの人となりが分かるようになった
・緩和ケアの知識が増えた

［窓口や役割が分かるようになり，誰に相談す
ればよいかが分かるようになった］

・多職種・多施設で集まる機会ができた
・ システム（相談センター，緩和ケアホットライン，ドクタ
ーネット）が整備された

［生の声を聞き，本音のやりとり，インフォー
マルな相談ができるようになった］

・定期的に顔を合わせる機会があった
・多職種・多施設で集まる機会が増えた
・地域での少人数の集まりであった
・少人数でのワークショップを重ねた

［責任をもった対応をするようになった・無理
がきくようになった］

・顔見知りになった
・コミュニケーションが進んだ
・依頼する内容の重要性が理解されるようになった

［同じことを繰り返すことで効率が良くなった］ ・相手の考え方が分かるようになった
・相手の動きが分かるようになった
・相手の人となり，特長が分かるようになった

［地域の他職種・他施設，他地域の状況を知り，
地域全体を意識した緩和ケアの実践を考えるよ
うになった］

・多職種・多施設で集まる機会ができた
・多職種とつながりができた
・多職種と一緒に患者をみる機会を得た
・地域の緩和ケアに関する調査結果が示された
・患者の生の声を聞いた
・プロジェクトの活動に携わったことで課題がみえた
・ワークショップで出た課題を実際に現場で体験した
・他地域と交流する機会ができた

［連帯感・信頼感が高まった］ ・みんなで集まる機会が増えた
・共にプロジェクトの活動に携わった
・患者を一緒にみた
・直接コミュニケーションをとって話し合う機会が増えた
・人となりが分かるようになった
・同じ目的をもっていた
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【在宅医療が進んだ】変化と理由

変化 理由・きっかけ

［療養場所や最期の場所を意識し，患者・
家族の希望を聞くようになった］

・緩和ケアや退院支援について学ぶ機会が増えた
・患者をみた肯定的・否定的な看取りの経験を通じて重要性を実感した
・自宅で過ごす患者の様子を知った
・患者・家族の生の声を聞いた
・実践のモデルがあった
・在宅チームから問われることが多かった
・療養場所の選択肢が増えた
・療養場所の話題がでることが増えた
・退院支援のシステムが整ってきた
・死生観が深まった　
・療養場所の重要性についてプロジェクトで繰り返し伝えられた

［自宅で過ごすことができると思うように
なった］

・自宅で対応可能な範囲を知った
・実際の事例を経験した
・自宅で過ごす患者の様子を知った
・在宅チームとのやりとりから新たな視点を得た
・退院支援担当看護師の病棟への働きかけがあった
・在宅チームに対する信頼感が高まった
・病院と在宅チームの連携が進んだ
・緩和ケアの知識・技術が向上した
・マテリアルで学んだ

［病院スタッフが自宅での生活を意識した
診療やケアを行うようになった］

・在宅チームからの問いかけやフィードバックなど生の声を聞いた
・自宅で過ごす患者の情報が増えた
・退院支援のシステムが整備されてきた
・患者をみる経験が増え，気づきを得た
・ 病院と在宅チームで課題を共有，議論する機会があったことで気づき
を得た
・在宅療養を支えるリソースについての知識・情報が増えた
・実際に自宅での生活をみた

［地域の生きた情報を得て，受けられる医
療やサービスを具体的に説明できるように
なった］

・地域の生きた情報を得られるようになった
・多職種の役割が分かるようになった
・人となりや考え方が分かるようになった
・一緒に患者をみた

［病院から退院する時の支援が充実した］ ・実際に患者をみた経験やプロジェクトでの学びから重要性を知った
・連携部署のスタッフがプロジェクトに参加した
・病院と在宅チームで課題を共有する機会を得た
・病院と在宅チームの連携が進んだ
・積極的に働きかける人がいた
・教育プログラムが進んだ
・経験が増えた
・患者の生の声を聞いた
・プロジェクトでフィードバックや振り返りのための構造がつくられた
・ 病院スタッフが退院後の患者の様子を気にかけていることを知り，フ
ィードバックを行うようになった
・みんなで集まる機会が増え，やりとりができるようになった
・患者がどう過ごすかを意識するようになった
・プロジェクトで推進された
・診療報酬に反映されるようになった

［終末期・医療依存度の高いがん患者を診
療所や訪問看護ステーションで受け入れや
すくなった］

・緩和ケアの知識・技術が向上した
・サポートが増えた
・緩和ケアの経験が増えた
・病院と在宅チームの連携が進んだ
・在宅チーム内の連携が進んだ
・診療所と訪問看護ステーションが連携できる
・24時間体制が整備されてきた
・緩和ケアのマニュアルがある
・入院やレスパイトが利用しやすくなった
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（入院やレスパイトが利用しやすくなった理由・きっかけ）
・退院時にバックベッドやレスパイトを保証されるようになった
・プロジェクトで推進され相談がしやすくなった
・レスパイトを行う施設と在宅チームの連携がある
・レスパイトに関する情報を得た
・多職種カンファレンスで課題を共有した
・病院医師が診療所医師の苦労を理解している
・医療者の緩和ケア病棟に対するイメージ（最期の場所）が変化した
・緩和ケア病棟の利用について話し合う機会ができた
・緩和ケア病棟の利用の仕方が分かった

［在宅チームが患者・家族の気持ちや希望，
病状を共有し，変化を予測して対応できる
ようになった］

・緩和ケアの知識が向上した
・ 退院前カンファレンス，サマリーなどで必要な情報が得られるように
なった
・チーム医療の重要性を感じた
・方針が話題にあがることが増えた
・変化を予測したケアを意識するようになった
・コミュニケーションが進み，やりとりがしやすくなった
・一緒に学ぶ機会を得た

［訪問看護でできることが増えた］ ・緩和ケアの知識が向上した
・包括指示で動けるようになった
・紹介の時期が早くなった
・予測される状況についての情報が得られるようになった

［いい時期にスムーズに在宅移行ができる
ようになった］

・自宅で過ごすための支援が充実してきた
・病院と在宅チームの連携が進んだ
・看護師の役割認識，多職種との連携が進んだ
・ふりかえりやフィードバックにより気づきを得た
・療養場所について話し合えるようになった
・在宅チームから早めの紹介の重要性が伝えられた
・地域につなぐ部署が整備された
・経験知が増えた

［自宅で過ごせる患者が増えた］ ・患者・家族の希望を聞くようになった
・自宅で過ごすことができると思うようになった
・病院と在宅チームの連携が進んだ
・緩和ケアの知識・技術が向上した
・緩和ケア専門家のサポートが増えた
・地域の生きた情報を得て，自宅で過ごすことを提案しやすくなった
・自宅で過ごす患者をみる診療所・訪問看護ステーションがあった
・地域へ帰すという病院スタッフの意識の変化があった
・地域へつなぐ人ができた
・自宅で過ごすための支援が充実してきた
・バックベッドの重要性が意識されるようになった
・自宅で過ごせることを患者・家族が体験した
・緩和ケア病棟が最期の場所ではなく退院する患者がでてきた

【緩和ケアの知識・技術，認識，実践が向上した】変化と理由

変化 理由・きっかけ

［緩和ケアの知識・技術・実践が向上した］ ・ 緩和ケアについて学ぶ機会（講義，事例検討，ロールプレイ，アウト
リーチ）が増えた
・共通マニュアルを活用した
・ ツール（パンフレット，DVDなど），ホームページ，ガイドラインを
活用した
・緩和ケア専門家に相談ができるようになった
・緩和ケアの経験が増えた
・施設内に緩和ケア専門家がいた
・プログラムへの参加を進めた
・学びを自施設の中で共有した
・自己学習が進んだ
・患者・遺族調査の結果を知った
・緩和ケア専門家のネットワークがあった
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【自信や成長，専門職としての価値の認識につながった】変化と理由

変化 理由・きっかけ

［自信や成長，専門職としての価値の認識
につながった］

・緩和ケアの知識・技術が向上した
・経験が増えた
・サポートが増えた
・互いを知るようになった
・多職種での交流が増えた
・ケアをふりかえる機会ができた
・システムや人員，教育が充実してきた
・地域の実情を知った
・プロジェクトの中で役割を担った

【患者・家族の認識の変化はさまざまであった】変化と理由

変化 理由・きっかけ

［患者・家族の認識が変化してきた］ ・継続した啓発が行われた
・医療者が影響を及ぼした
・冊子・ポスター・リーフレットなどが影響を及ぼした
・講演会・出張講演が影響を及ぼした
・インターネットが影響を及ぼした
・新聞公告や公報，看板が影響を及ぼした
・マスメディアが影響を及ぼした
・体験者から話を聞いた

［患者・家族の安心感を感じる］ ・医療者が積極的に関わるようになった
・在宅療養を支えるシステムが整ってきた

［患者・家族の認識はまだ変化していない］ ・医療者の認識が変化していない
・変化するには時間がかかる

［緩和ケアが終末期だけのものではなく，
どの時期にもすべての人に提供される普遍
的なものと思うようになった］

・ 緩和ケアについて学ぶ機会（講義，症例検討会，講演会，ツールな
ど）が増えた
・緩和ケアの経験が増えた

［緩和ケア専門家からのサポートがふえた］ ・緩和ケア専門家と知り合いになった
・やりとりのなかで人となりを知り，親近感を感じるようになった
・定期的に顔を合わせる機会があった
・緩和ケアのリソース・システムが整備された
・アウトリーチプログラムが設定された
・緩和ケア病棟での研修が設定された
・連携部署が機能するようになった
・プロジェクトの活動が周知された
・緩和ケア専門家で議論する機会ができた
・緩和ケアの専門研修を受けた

［全人的医療とチーム医療を意識するよう
になった］

・患者・家族をみる経験を通じて重要性を実感した
・緩和ケアについて学ぶ機会が増えた
・コミュニケーションについて学ぶ機会が増えた
・患者・家族の生の声を聞いた
・経験が増えた
・症状の緩和ができるようになってきた
・緩和ケア専門家がいた
・重要性を伝え続ける人がいた
・在宅医療を経験した
・他職種・他施設との交流から新たな視点を得た
・ふりかえりを行う中で気づきを得た
・病院のチーム医療のあり方を知った

［緩和ケアの経験が増えた］ ・プロジェクトに参加した
・アウトリーチプログラムが設定された
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【地域全体へのプログラムの波及はさまざまであった】変化と理由

変化 理由・きっかけ

［プロジェクトは地域緩和ケアの基盤がで
きるきっかけとなった］

・幅広く参加の声かけが行われた
・リーダーシップをとる組織があった
・1つの目的があった
・地域の課題に即したプロジェクトだった
・多職種・多施設で集まる機会ができた
・任意で同じ志のものが集まった
・地域や組織が小さい
・医師会の協力が得られた
・施設内の緩和ケアが推進された

［活動の広がりが限られた］ ・勤務や個人の生活とのバランスで参加が難しかった
・認識や必要性のちがいにより参加が限られた
・介護職が参加しやすい仕掛けが必要だった
・ 個人で動き，全体に影響を及ぼしうる人がプロジェクトに参加しな
かった
・施設内に十分な緩和ケアのリソースがあった
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目　的

　地域緩和ケアプログラムの参加者にとって，「最も
大きかった」と体験されたことを明らかにすることで
ある。

対象・方法

　プロジェクトの参加者にとって，プロジェクトに参
加したことで最も大きかった，意味があった，価値が
あったと感じられたこととして「最も大きなこと」を
概念化した。質問は，「プロジェクトに参加したこと
で一番大きかったことはなんですか」を用いた。合計
103 名が対象となり，全員が調査を承諾したが 2名で
予定が合わないなど実際上の理由で実施できなかった
ため，101 名で調査が終了した。平均時間は 135 分±
39 分であった。
　5名で時間の都合やインタビュー施行者の意図的で
ない理由（聞き忘れ）によって該当する質問が行われ
なったため，96 名を分析対象とした。

結　果

　最も大きかったこととして，96 名中 61 名（64％，
［95％信頼区間：53, 73％］）が【ネットワークが増え，
連携の重要性を実感した】を挙げ，18 名（19％，［12, 
28］）が【緩和ケアの知識と技術が向上した】，10 名
（10％，［6, 18］）が【幅広い体験をすることで自分の
役割を見直した】を挙げた。4名（4％，［2, 10］）は
【連携と緩和ケアの知識・技術の両方とも大きかった】
と回答し，2名（2％，［1, 7］）が【自分の役割に役立
つ体験ができた】，1名（1％，［0, 6］）が【患者・家
族の満足が得られた】と回答した（表 60）。
　【ネットワークが増え，連携の重要性を実感した】
【緩和ケアの知識と技術が向上した】の頻度は，地域，

勤務場所により有意な差はなかったが，福祉職では前
者が医療職では後者が多い傾向にあった（表 61）。

1.【ネットワークが増え，連携の重要性を実感し
た】
　51 名が［つながりができた］ことを最も大きなこ
ととして述べた。［つながりができた］ことは，「ネッ
トワーク」「多職種の連携」「多職種の方とつながり」
「資源者との関係」「人との出会い」「いろいろな人と
知り合えた」「顔見知りになる」「顔の見える関係」
「顔の見える仲間」「人」「コネクション」「人脈」など
と表現された。
　［つながりができた］こととその良かった影響とし
て，相談先が増える，実際に解決につながる，顔が分
かるだけで安心して声をかけやすくなる，患者に具体
的に紹介できる，患者の情報が連続したものになる，
患者に対応するうえで重要なちょっとしたことがやり
とりできる，正式な場所でなくついでに聞ける機会が
ある，生の声が聞ける，地域全体で解決策を探すよう
になる，地域全体のネットワークの基盤になるといっ
た仕事上の効果のほかに，1人ではない負担感が和ら
ぐ，病院と地域間・医療と福祉間の心理的な壁が取り
払われるといった精神的な効果が語られた。精神的な
効果は，「励まされた」「楽しいと思える」「同じ思い
でいられる」「一緒にできる」「守ってくれる人がい
る」「孤独ではない」「安心できる」などと表現された。
　つながりをつくるためのきっかけとしては，多くの
対象者がプロジェクトの設置した多職種で行ったグル
ープワークを挙げ，このような機会がなければ日常の
臨床では出会う機会がないことが語られた。

　「（大きいことは）いろんな人と知り合えたこと。（通常

の）研修へ言っても受けるだけですよね。一緒に話をした

りはあまりないです。1人ずつ発言はあっても，グループ

ワークとかはない。ましてや多職種となると，さらにない。

B．OPTIMプロジェクトによって生じた変化とその理由
2）プロジェクトの参加者が「最も大きかった」と感じたこと

1）聖隷三方原病院 緩和支持治療科，2）同 浜松がんサポートセンター

森田 達也 1），井村 千鶴 2）
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話し合う機会があったのがその後の仕事のしやすさにつな

がってる」（訪問看護師，011）

　「オプティムがなければ紹介状だけのやりとりだったか

もしれないです。早い段階で顔見知りになれました。スタ

ッフが一堂に会することはないですから」（病院医師，

062）

　3 名はネットワークが増えることそのものよりも，
チームで協働することの重要性そのものについて［連
携の大切さを知った］と述べた。

　「一番大きかったこと。やっぱり連携です。職種はもち

ろん，看護師間でも，1つのことをやるには本当にもうみ

んなで連携しないと難しい。退院支援にしても，治療にし

ても全部。1人で抱えるのは負担になってしまうし知識も

ないので，連携の大切さは大きいと思います。1人じゃな

く，経験と知識を合わせるとすごく大きくなるのを感じま

す」（病院看護師，001）

　［専門家と協働する体験・体制ができた］ことにつ
いて，アウトリーチプログラムを受けた看護師は専門
家との協働による体験で知識に厚みができたことを述
べ，在宅に移った患者を病院が共にフォローアップす

表 60　地域緩和ケアプロジェクトに参加したことで一番大きかったこと

n

【ネットワークが増え，連携の重要性を実感した】 61
　［つながりができた］ 51
　［連携の大切さを知った］ 6
　［専門家と協働する体験・体制ができた］ 4

【緩和ケアの知識と技術が向上した】 18
　［知識とサポートがあることで自信を持って対応できた］ 7
　［緩和ケアは末期のことだけではないと思うようになった］ 4
　［緩和ケアの新しい知識を得た］ 4
　［患者の価値観や意思を大事にするようになった］ 3

【幅広い体験をすることで自分の役割を見直した】 10
　［自分のやりがいや価値を見出した］ 3
　［（薬剤師としての）役割が分かった］ 2
　［（病院医師・看護師として）自宅での生活を考えるようになった］ 2
　［（緩和ケア認定看護師として）地域を支える役割を自覚した］ 2
　［（がん治療を担当する医師として）死を考えた診療をするようになった］ 1

【連携と緩和ケアの知識・技術の両方とも大きかった】 4

【自分の役割に役立つ体験ができた】 2

【患者・家族の満足が得られた】 1

表 61　地域，勤務場所，職種による差

ネットワークが増え，連
携の重要性を実感した

P
緩和ケアの知識・
技術が向上した

P

地域
　鶴岡地域（n＝14）
　柏地域（n＝27）
　浜松地域（n＝44）
　長崎地域（n＝11）

79％（n＝11）
59％（n＝16）
64％（n＝28）
82％（n＝9）

0.41
21％（n＝3）
26％（n＝7）
23％（n＝10）
9.1％（n＝1）

0.26

勤務場所
　病院（n＝51）
　地域＊（n＝45）

63％（n＝32）
71％（n＝32）

0.39
24％（n＝12）
20％（n＝9）

0.68

職種＊＊

　医師・看護師・薬剤師（n＝78）
　 介護支援専門員・医療ソーシャル
　　ワーカー（n＝13）

62％（n＝48）
92％（n＝12）

0.054
24％（n＝19）
7.7％（n＝1）

0.28

　＊　診療所，訪問看護ステーション，居宅介護支援事業所，保険薬局など病院以外の施設。
　＊＊　表記した以外の職種があるため，合計が 96にならない。
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ることを経験した訪問看護師は患者のみならず医療者
にとっての安心感を述べた。

　「（緩和ケアの）先生の説明の仕方は一番大きかった。実

際見させていただいてハーっていうのと，患者さんにどう

考えていったらいいかすぐその場で答えを出してくださっ

た。見てるだけ，聞いてるだけでも知識の積み重ねになっ

て。（緩和ケア認定）看護師が事例を通してこの時はこう

いうやり方もありますと知識として入ったのは，すごく大

きかった」（訪問看護師，068）

　「在宅を支える中に，入院元の病院も関わっていただく

のはすごく大きかった。その後フォローもしていただいて

るのは，本当に，患者さんと家族の方だけでなくて，すべ

ての方にとってすごく大きいと思っています」（訪問看護

師，050）

2.【緩和ケアの知識と技術が向上した】
　【緩和ケアの知識と技術が向上した】こととして，
系統づけられたマニュアルや緩和ケアセミナーを通じ
て，これまでに経験的に行っていたことの根拠や裏づ
けを知ることで自信を持って行えるようになったこと
が述べられた。

　「一番大きいこと，患者さんと向き合えるようになった

と思います。表面的にやってたことの理由と裏づけが分か

ってきた。スキルを実際に見たり聞いたり，やってみて自

分のものになってきている。少し自信ないのはそういうと

ころだと気づけた」（病院看護師，094）

　「（大きいことは）がん患者さんに対する接し方が多少自

信持ってできることです。マニュアルができてるから，ち

ょっと疑問を持ったら必ずここに戻る。これを 10 年ぐら

い前に一般の先生方が理解してたら，もっと良くなってた

気はします。ある程度はみんな頭に入っているけど，シス

テムだったマニュアルはあんまりなかった」（診療所医師，

003）

　［緩和ケアは末期のことだけではないと思うように
なった］ことは，患者に情報を提供する立場の医師や
医療ソーシャルワーカーと，紹介を受けるホスピス病
棟看護師との両方から述べられた。きっかけは研修と
直接話をすることであった。

　「緩和医療に関して，私自身間違った認識を持っており

ましたので，考えを改めさせていただいたことと，新しい

知識，緩和とは何かを非常に学ばせていただいてます。相

談員の立場とすれば情報提供するのが業務ですので，間違

った知識を伝えるわけにはいきません。オプティムで教え

ていただいた情報，最新の情報が非常に大きい」（医療ソ

ーシャルワーカー，082）

　「一番大きなことは，（ホスピスに）面談に来られる方の

表情が違います。紹介してくださる方が言ってくださって

ると思うんです。最後の場所より，今この時期にどこで過

ごすかの選択肢としてホスピスがあるって。送る側にとっ

てみてば，（ホスピスで受けられる）ケアを研修とか連携

の中で（徐々に知り合っているから），自分の言葉で伝え

てくださっているんじゃないでしょうか，そういう効果が

あったと思います」（ホスピス病棟看護師，032）

　このほか，新しいツールなどを通じて［緩和ケアの
新しい知識を得た］ことや，患者の個別性に配慮して
［患者の価値観や意思を大事にするようになった］こ
とが挙げられた。

　「一番大きかったのは，在宅で看取りをする方への援助

のしかた。これ（これからの過ごし方について）ですね。

どう準備していくか，自分の中で整理ができて。この時期

だからやること，今やることが，以前より整理できて，的

確になったと思います」（病院看護師，078）

　「一番大きいこと。患者さんのニードに向き合うことが，

症状にしても心にしても看取りにしても療養先にしてもま

ずは大切なこと，そこが一番学べたこと。本当に人それぞ

れ違う。深いところまで思いを聞かないと本当にしたいこ

とがうまく提供できない，それが一番の学び」（病院看護

師，085）

3.【連携と緩和ケアの知識・技術の両方とも大き
かった】
　4名は連携と緩和ケアの知識・技術それぞれが関係
しあっていることを【連携と緩和ケアの知識・技術の
両方とも大きかった】と述べた。

　「一番かどうかは分からない。大きく 2つ感じるのが，1

つは連携。チーム医療は絶対で連携がとても必要で，オプ

ティムでのいろいろ（なプログラム）が連携にすごくつな

がっている。もう 1つが知識，技術。自分自身の知識もあ

るけど，周りの人にどう活かしてもらうか，どうつなげて
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いくか」（病院看護師，083）

4.【幅広い体験をすることで自分の役割を見直し
た】
　プロジェクトに関わることで，［自分のやりがいや
価値を見出した］ことが一番大きかったと 3名が述べ
た。特に，薬剤師はほかの職種と関わることで求めら
れている［役割が分かった］ことを挙げた。

　「自分のこれからの仕事を決められたことです。向いて

る仕事って気づかせてくれた。自分はこうやって大丈夫っ

て与えてくれたことが最も大きかった部分です。そういう

仕事に巡り会えた，実感できた」（診療所医師，005）

　「一番大きい（ことは，）多職種の方とつながりを持てて，

薬剤師って何をすべきか，根本的なことをしっかり考える

きっかけになったのが一番かと。自分が何をしなくちゃい

けないのか，患者さんにどう責任を持つべきか，ちょっと

あやふやな部分がしっかり持てる方向になってきた」（保

険薬局薬剤師，054）

　また，病院医師・看護師は地域のスタッフとかかわ
ることで［自宅での生活を考えるようになった］こと

を述べ，緩和ケア認定看護師は患者一人一人に対する
ケアの質を考えるだけではなく地域全体の緩和ケアを
向上させる［地域を支える役割を自覚した］ことを述
べた。

　「大きなこと。最初からここ（病院）でしか働いていな

いから，井の中の蛙になってたと思うので，在宅を考える

きっかけになったというのが一番です」（病院医師，067）

　「視野を広げなければいけない。今まで個の（緩和ケア

の）質の向上を目指していたんですけど，標準（的な緩和

ケア）の均てん化の意味の大きさをすごく感じる。目の前

にいる人だけではなくて，もっともっと地域の役割が専門

領域で働く人間としては求められていると気づいた」（緩

和ケア認定看護師，058）

　【自分の役割に役立つ体験ができたこと】としては，
退院支援看護師が退院支援・調整プログラムを導入し
た体験を，行政保健師が地域でのプロジェクトの進め
方の体験が一番大きかったこととして述べた。また，
1名が直接【患者・家族の満足が得られた】ことを大
きかったこととして挙げた。
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目　的

　本研究の目的は，地域緩和ケアプログラムの体験者
が，「今回の経験から同職種・他職種に勧めたい」と
思っていることを収集することである。

対象・方法

　地域緩和ケアプログラムの体験者が得た個人的な洞
察を知ることが全国の地域緩和ケアを向上させる方策
につながりうるとの前提に立ち，「今回の経験から同
じ職種，他職種の方に勧めたいことは何かあります
か」との質問で収集された。101 名の逐語記録のうち
推奨の質問に対する回答のあった 89 名を分析対象と
した。

結　果

　合計 111 の意味単位を取得した。【職種にかかわら
ず勧めること】が最も多く 59 件であり，職種別では，
【保険薬局に関すること】が 17 件，【介護支援専門員
に関すること】が 8件と多かった（表 62）。

1．【職種にかかわらず勧めること】
　多くの参加者が，勤務場所や職種を問わず，［多職
種カンファレンスに参加してネットワークを増やす］
ことを勧めた。

［多職種カンファレンスに参加してネットワーク
を増やす］
　「（勧めることは，）いろいろな人と仕事の面で交流をも

ちましょうってことです。緩和ケアは多職種でいろいろな

人で協力して関わらなきゃいけないから，孤立していては

いけない。患者さんの居場所は動くから，地域での連携っ

て当然で，地域のいろいろな現象をよく知って情報交換を

して，協力して進めていくのが大事」（病院医師，087）

　「（他の地域に勧めることは，）内容は同じにはできない

かもしれないけど，合同カンファレンスとか一緒に勉強会

をしたりとか，つながりをつくる機会だけ，場さえあれば，

その後患者さんに非常に還元できるものがいっぱい増えて

くる」（病院看護師，088）

　個人ができる連携の要点として， ［相手の置かれて
いる状況をまずよく理解する］こと，［1人で抱え込
まず勇気を出して誰かを探す］こと，栄養士・リハビ
リスタッフ・鍼灸師など［まだ関わっていない職種に
声をかける］ことが述べられた。

［相手の置かれている状況をまずよく理解する］
　「（地域連携を良くするために勧めることは，）自分の情

報，要求も出して，でも，人のことも聞いて，相互理解。

病院だったら他部門と相談する会ができるけど，地域も同

じ 1つの組織と考えれば，問題があれば話し合う場（をつ

くる）。問題を投げっぱなしじゃなくて，こうしたらいか

がですかと改善点も出していく。相手のことをまず知る場

をつくる。他の職種のことをよく知らない人が多いのはび

っくりしたので，相手は自分を知らないのを前提にしたほ

うがいい」（病院事務職，043）

［1人で抱え込まず勇気を出して誰かを探す］
　「窓口になりそうなところと，まず連絡をとってみる。1

人で悩んでたり，1人で解決しないといけないと思ってる

方が多いかな。どこかに相談に乗ってくれる人がいる。電

話をかけたら迷惑かと思ってる方が多いけど，私は電話

（のモニタリング）をするようになって，みんな全然迷惑

がってはない（ことが分かった）」（病院看護師，060）

　患者へのケアという点では，［患者の価値観をよく
理解して伝え合う］ことと，［できないと決めてかか

B．OPTIMプロジェクトによって生じた変化とその理由
3）プロジェクトの参加者が地域連携のために

同職種・他職種に勧めること

1）聖隷三方原病院 緩和支持治療科，2）同 浜松がんサポートセンター

森田 達也 1），井村 千鶴 2）
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らないで可能性を探す］ことが述べられた。

［患者の価値観をよく理解して伝え合う］
　「緩和ケアは特別と思ってる方も多い。症状コントロー

ルは専門性があるけど，（その他は）ふだんの日常のケア

をその人の価値観に沿って整えてるだけなので，誰でもで

きる。難しく考えないで，排泄だったら排泄，今のこの人

にどうすればいいんだろうと単純に考えること」（ホスピ

ス病棟看護師，060）

　「本人と家族がどういうことを望んでいるかをきっちり

把握して，本人と家族のその思いをきっちりケアマネジャ

ーさんとか私たち（訪問看護師），ドクターで伝達（し合

う）」（訪問看護師，084）

［できないと決めてかからないで可能性を探す］
　「在宅で暮らしたい方を支えるところでの限界を自分た

ちでつくらないように。第 1例をつくるのが大切で，1例

ができれば，（後は）簡単じゃないですか。臓器移植した，

1例目はすごいけど，8例，へぇそんなんだっていうぐら

い（驚かない）。多種多様な暮らし方が出てきてるけど，

こちらがあきらめて無理っていわないで，第 1例をどうつ

くっていくかの工夫をみんなでしていく」（介護支援専門

表 62　地域緩和ケアプログラムの経験から地域連携を進めるために同職種・他職種に勧めること

n

【職種にかかわらず勧めること】 59

［多職種カンファレンスに参加してネットワークを増やす］ 16

［相手の置かれている状況をまずよく理解する］ 4

［1人で抱え込まず勇気を出して誰かを探す］ 6

［患者の価値観をよく理解して伝え合う］ 6

［できないと決めてかからないで可能性を探す］ 3

［基盤となる正確な知識をもつ］ 11

［視点を変えたり視野を広げる］ 4

［まだ関わっていない職種に声をかける］ 3

［がんばりすぎない］ 4

［できることから少しづつする］ 2

【保険薬局に対すること】 17

［（保険薬局から）参加したいので声をかけてほしい］ 7

［（ほかの職種から）アピールしてチームに加わってほしい］ 6

［患者の気持ちや生活を考えた服薬指導をする］ 4

【介護支援専門員に対すること】 8

［医療職も患者を支えるチームの一員として大事だと思っていることを知る］ 4

［医療のことは詳しくなくても患者のために一緒に行動する］ 4

【診療所医師に対すること】 7

　［チームを使って診療すればできる］ 7

【訪問看護師に対すること】 5

［病院と率直にやりとりし合って改善していく］ 4

［普通の言葉を使う］ 1

【地域医療福祉従事者に対すること】 4

［（自宅から入院になった場合に）自宅での様子についての情報をすぐに共有する］ 3

［診療所と訪問看護で情報を統一してから病院に伝える］ 1

【病院スタッフに対すること】 11

［在宅の視点をもつ］ 4

［退院支援をシステムとして整える］ 2

［地域でのホスピスの役割を見直してみる］ 1
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員，077）

　医療福祉従事者の専門性については， ［基盤となる
正確な知識をもつ］ことと， ［視点を変えたり視野を
広げる］機会の重要性が語られた。方法としては，共
通のパンフレットやマニュアルと，研修会に参加して
感じられるものが語られた。

［基盤となる正確な知識をもつ］
　「まず知識。医学的な知識をもってしゃべるのとそうじ

ゃないのとでは違うので，『ステップ緩和ケア』とか一般

的な知識が分かるもの。すごい分かりやすくできてるんで，

医療ソーシャルワーカーもちゃんと勉強して相談に当た

る」（医療ソーシャルワーカー，092）

　「伝達で済むこともあるけれど，やっぱり研修（には出

た方がいい）。私たち（訪問看護師）が知識を得ることは，

ケアそのものに反映する。私たちがドーンとしてないと看

れないから，私たちが伸びることが，利用者さんを最後ま

で援助できることにつながるって実感しました。講義（の

すべて）が伝達でき（るわけでは）ないので行くべき，み

んな」（訪問看護師，065）

［視点を変えたり視野を広げる］
　「外に出てみると，いろいろなことに出会える。自分の

仕事で大変なのも分かるけど，そこを一歩出てみれば違う

視野が広がって，自分の仕事の深みも出てくるなって，本

当に」（診療所看護師，051）

　「2カ所のステーションが入ると大変だって言う，もめ

るって。ケアマネジャーも自分のところでやったほうが楽

って。決してそうではない。いろんな人が入ることによっ

て手間がかかるところもあるけど，良さもあるので，ぜひ

いろいろ乗り合いをして，組み合わさってやったらすごく

いい」（訪問看護師，011）

　個人の精神的健康への気遣いとして［がんばりすぎ
ない］ことや，最初から完全なものを目指さない［で
きることから少しづつする］ことも挙げられた。

［がんばりすぎない］
　「できることには限りがあります。みんな背負わないほ

うがいいし，役割で長けたところとできないところがある

ので，（できる範囲のことをやればよい）」（保険薬局薬剤

師，016）

　「あまり深く入り込みすぎないほうが（いい）。すべてに

応えようとすると疲れていやになってしまう人もいるので。

一定のものを出さなくても，とりあえず継続して続けてい

けることを目指したほうがいい」（病院薬剤師，053）

［できることから少しづつする］
　「できることから一歩ずつです。関わりがあった時，そ

れ駄目って言わないでその中でこれだったらできるって関

わっていく，できることから始める」（保険薬局薬剤師，

055）

　「一から作り上げようとしないこと。他の地域のものを

真似したり，使ったり。一から作り上げようとするとすご

い大変なので，良いものは使わせてもらって変えていけば

いい」（病院薬剤師，053）

2．【保険薬局に対すること】
　職種別では【保険薬局に対すること】が最も多く，
保険薬局薬剤師からは，薬剤師が参加することで服薬
の確認など専門性を活かした関わりができること，他
職種が薬剤の整理にかけている時間を他のことにあて
られること，自分たちからは声をかけにくいことが
［参加したいので声をかけてほしい］と述べられた。
一方，保険薬局薬剤師以外の職種からは，できること
が分かりにくいのでもっと ［アピールしてチームに加
わってほしい］と述べられた。また，患者に対するこ
ととして， ［患者の気持ちや生活を考えた服薬指導を
する］ことの重要性が述べられた。

［参加したいので声をかけてほしい］
　（訪問看護師に）「お薬の専門家なので薬のことは任せて

もらいたいです。ドクターとやりとりはすぐできるので，

薬で分かんないことがあったら，本当はドクターに聞きた

いけど，薬剤師を使ってもらう。ただセットするなら誰で

もできるけど，薬剤師ってこの薬はなんの薬でほかの薬と

大丈夫かってチェックしながらセットする（役割がある）。

存在感が少ないので，おとなしいのでね，薬剤師は。お尻

叩いてもらいたいかな」（保険薬局薬剤師，098）

　「医療材料の供給。薬局に依頼していただければかなり

できる。一番大きいのは，薬に関するいろんなことがなく

なるぶん，それぞれの職種（の本来の仕事）に使う時間が

有効に使える」（保険薬局薬剤師，039）

　「他の職種の方とお話する機会が第一歩と思いました。
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薬剤師はそういうのが苦手な職種と思うので，ぜひ参加し

ていただきたいと思います。薬剤師が一番不完全燃焼な職

種かと思うんで，逆にうまく使えると地域の伸びしろはあ

る」（保険薬局薬剤師，054）

［アピールしてチームに加わってほしい］
　「知られてない部分もあるので，こういうことができま

すよっていうのをアピールしてもらうと良いと思います。

退院前カンファレンスに入ったりしますよと，今まで経験

がなかった。本当にそこまでやってくださってるところも

あるんだ（と思った）。アピールしてもらうのが良い」（医

療ソーシャルワーカー，092）

［患者の気持ちや生活を考えた服薬指導をする］
　「コミュニケーション学として伝える。『指導』という言

葉がいけないと思うけど，投薬だけではく，患者さんがど

んな気持ちで飲むのか，どんな気持ちで点滴を受けるのか。

そういう気持ちを知って一言添えることで患者さんが安心

できる」（保険薬局薬剤師，016）

　「薬理作用だけを考えると難しいので，患者さん 1人ひ

とりの個別性を考えながら服薬指導をしてもらいたい。薬

の作用とか副作用とかだけではなくて，生活のリズムとか。

服薬時間もベストな時間はあったとしても，生活ではその

時間に服薬することが難しいこともあるので，ベターな時

間でいかに効果が出るか，個別性のある服薬指導をしても

らえればいい」（病院医師，097）

3．【介護支援専門員に対すること】
　介護支援専門員に対しては，同じ介護支援専門員を
中心に，［医療職も患者を支えるチームの一員として
大事だと思っていることを知る］ことと，医療につい
ての苦手意識があってもそのままでよいので，医療職
と対立したり恐れるのではなく［医療のことは詳しく
なくても患者のために一緒に行動する］ことが勧めら
れた。

［医療職も患者を支えるチームの一員として大事
だと思っていることを知る］
　「『医療者もケアマネジャーさんのことも理解してくださ

ってきてるよ』って伝えたい。連携を強めることによって，

スピーディーにことが運べる。ターミナルの方は本当に急

いでやらなきゃいけないので，皆さんの協力を得ながらや

ると，手間を省いて，患者さんとご家族の手を煩わさない

方法で進めていける」（介護支援専門員，004）

　「『（他の）ケアマネジャーさんに相談したけど，管轄外

ですと言われる』と，うちのヘルパーさんたちが（言う）。

ここまでって線引きをされてるのかな。でも，その方の生

活には線引きはないわけ，時間の制限もないわけで。医療

と福祉，介護が別っていうのは，私たちが分けてるだけ。

自分が分からないのであれば，『自分ではわからないけど，

本人さんがこういうご相談をなさってます』ってつないで

あげる（ことが大事だと伝えたい）」（介護支援専門員，

040）

　「（ケアマネジャーの役割は）『大切なんでがんばって一

緒にやってきましょう』ってお伝えしたいです。在宅でみ

ることは，病気をみるじゃなくて，社会を支えることにな

ると思うので，大事な仕事ですねって話をしたい」（訪問

看護師，068）

［医療のことは詳しくなくても患者のために一緒
に行動する］
　「もう少し前向きに。医療職じゃないと難しいっていう

より，関わってみると，逆に医療職じゃないから，患者さ

んと家族もこんなこと聞いちゃっていいかしらって話がで

きるわけです。医療者じゃないから，良いところもあって

本来の価値がある。危ない時期に，『今から銀行へ行って

きていいかしら』とかお医者さんには聞かないですよ」

（介護支援専門員，099）

　「『医療の敷居が高い』と自分からアプローチしない人も

いる。こういう（連携の）機会を利用して，自分たちも資

質を上げていかないとついていけなくなっちゃう。連携っ

て，連携しようって（すぐ）できるものじゃない。一生懸

命っていうか，事例を通じてとか，交流する機会を通じて，

自然にできるのが連携だと思うので，人に頼ってないで自

分たちで動いていかなきゃね」（介護支援専門員，010）

4．【診療所医師に対すること】
　診療所医師に対しては，訪問看護や保険薬局などい
ろいろな地域にあるネットワークを使えば思ってるよ
りも負担なく緩和ケアが提供できることが［チームを
使って診療すればできる］として述べられた。

　「患者さんが 1人で苦しんでいる，主治医も分かんなく

て苦しんでいることは，ネットワークの時代なので避けら

れるので，ぜひみんな（やってみてほしい）」（診療所医師，

018）
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5．【訪問看護師に対すること】
　訪問看護師に対しては，同じ訪問看護師から，病院
と直接やりとりすることで迅速に問題点を改善してい
った体験を挙げて［病院と率直にやりとりし合って改
善していく］ことが勧められ，病院看護師からもフィ
ードバックを求めていることが語られた。また，訪問
看護師から，介護支援専門員やヘルパーとのやりとり
を含めて専門用語を使わない［普通の言葉を使う］こ
とが勧められた。

［病院と率直にやりとりし合って改善していく］
　「（退院してきた時に）93％の酸素濃度が，通常なのか今

悪いのか判断できなかったので迷った。『（次回から）直近

の検温表を 1週間分つけてほしい』って頼んだんです。そ

したら，（病院の）看護師さんが『そうですよね』って。検

温表があれば，排便はいつ，おしっこの回数，熱，一目で

分かるので異常なのか判断できる。それはすごく良くて，

言っていけば，実践してくれる。言い続ける」（介護支援

専門員，091）

　「帰った人がどう過ごしてるか聞けるとありがたいです。

こっち（病棟）から電話したら，きっと快く電話を取って

くれるですけど，訪問看護師さんの 1日の仕事の流れが分

からないので，いつ電話するか分からないので電話しにく

かったり。言っていただけると，家に帰ってどうだったか

知りたくない人はいないと思うので，すごくありがたい」

（病棟看護師，085）

6．【地域医療福祉従事者に対すること】
　診療所，訪問看護ステーション，介護支援専門員な

ど地域の医療福祉従事者に対して，病院スタッフから，
退院した時と同じように再入院になった時に自宅での
様子を迅速に知らせること（［自宅での様子について
の情報をすぐに共有する］）や，［診療所と訪問看護で
情報を統一してから病院に伝える］ことが勧められた。

7．【病院スタッフに対すること】
　病院スタッフに対しては，プロジェクトを通して地
域と関わった病院のスタッフから病院のスタッフへ，
［在宅の視点をもつ］［退院支援をシステムとして整え
る］［地域でのホスピスの役割を見直してみる］こと
が勧められた。

　「システム化，まだ退院支援調整システム化がない病院

があれば，非常にこれは楽だったよって言いたい。ツール

を使って，細かいところは自分の病院のスタイルに少しず

つ変化させていけばいいので」（退院支援担当看護師，

033）

　「病棟は，退院支援の係ができて，この付箋を退院を考

えるなら貼り付けて，介護申請はどうか，ケアマネジャー

さんの名前や往診医，付箋を見れば分かる感じにしてた。

週に 1回退院調整のカンファレンスをやって，入院時の書

類で退院後に医療が必要な人をみつけて，情報収集したり，

連絡したりができるようにしてくれた。システム的に入れ

込んでもらえると，知識がない人間でもやれる」（病棟看

護師，085）
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　一連の本研究は，地域緩和ケアプログラムによって
生じた変化のプロセスを探索することを目的として行
われた質的研究である。本研究では 3つの重要な点が
ある。

「地域緩和ケアプログラムによって体験され
る主要な変化」を明らかにした

　【つながりができ，ネットワークが広がった】【在宅
医療が進んだ】【緩和ケアの知識・技術，認識，実践
が向上した】【自信や成長，専門職としての価値の認
識につながった】【患者・家族の認識の変化はさまざ
まであった】【地域全体へのプログラムの波及はさま
ざまであった】【さらに改善が必要な点と今後の課題
が見出された】の 7つの変化が体験として報告された。
特に，【つながりができ，ネットワークが広がった】
ことが最も価値ある変化として語られ，【在宅医療が
進んだ】【緩和ケアの知識・技術，認識，実践が向上
した】ことが次に多く語られた。これは，地域緩和ケ
アプログラムを評価した比較的小規模な英語圏での質
的研究の結果とよく一致している（表 63）。

　以上の結果は，地域緩和ケアプログラムでは，コミ
ュニケーション・連携が最も重要な要素であることを
強く示唆する。地域緩和ケアプログラムを設定する場
合には，症状緩和技術だけではなく，コミュニケーシ
ョン・連携を促進するプログラムを念頭に置いたプロ
グラム構築をすることが重要である。

量的研究の結果を裏付けられた

　本研究の 2つ目の重要な点は，量的研究で測定され
た結果の厚みのある裏付けが得られたことである。
　量的研究でも，測定可能であった変化として，医
師・看護師の連携・コミュニケーションに関する困難
感の改善と，自宅死亡率の増加が認められた。インタ
ビュー研究は，この量的知見を裏付けとなるものであ
る。一方，患者・家族・住民の緩和ケアについての認
識については，量的研究でも意味のある差を認めなか
ったが，インタビュー研究でも患者・家族・住民にと
ってさまざまであることが語られた。
　本研究において，量的研究と質的研究はおおむね同
じ結果を示しており，相互補完的に解釈を深めること

B．OPTIMプロジェクトによって生じた変化とその理由
4）地域緩和ケアが構築されるプロセスについての考察

聖隷三方原病院 緩和支持治療科

森田 達也

表 63　各国での地域緩和ケアプログラムの評価

イギリス オーストラリア オランダ カナダ

Shaw KL
（Palliat Med, 2010）

Kelley ML
（J Palliat Care, 2007）

Masso M
（Aus t L Ru ra l Hea l t h , 
2009）

van-de Sande CV
（J Palliat Med, 2005）

Authority がきっかけとな
り，医療者間のコミュニケ
ーションが良くなる

チームカンファレンスは，
意思決定よりも，「お互い
を知ること（linkage）」に
なる

気軽に話せるようになる。
地域にどのようなリソース
があるのか分かる，組織間
の問題の解決が早い，紹介
の基準が分かる

言いだした人がきっかけに，
「誰もが気になっていたこ
と」を共有するチームがで
きる

枠組みなので現場に合うよ
うに変更できる（リストせ
ずミーティングだけなど）

新しいツールや情報を長期
間維持するのは難しい

何をするかはネットワーク
に委ねられている

そこにあるリソースを使用
する

終末期・緩和ケア，チーム
医療の認識の改善，緩和ケ
ア専門家との意思疎通
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に役立ったと考えられる。

概念的枠組みを構築した

　本研究の 3つ目の，そして最も重要な点は，「なぜ
そのような変化を生じたのか」についての概念的枠組
みを提示したことである。
　本研究では，3つの概念枠組みが示唆された。グラ
ウンデッドセオリーのような理論形成を目的とした解
析を行わなかったため，提示された概念的枠組みは予
備的ではあるが，地域緩和ケアプログラムを実施，計
画するうえで十分な洞察を与えてくれる。

1． 医療福祉従事者間のネットワークの向上を通
じて患者の quality of life を向上させる概念的
枠組み

　第 1に，医療福祉従事者間のネットワークの向上を
通じて患者の quality of life を向上させる概念的枠組
みは図 130のように集約された。すなわち，多職種カ
ンファレンスでのグループワークや多職種カンファレ
ンスなど各ミーティングでのちょっとした話し合う機
会をきっかけにして，「名前と顔，人となりが分かる
ようになり，安心して相談ややりとりができるように
なる」「これまでやりとりのなかった人たちとコミュ
ニケーションをとるようになり，選択肢・ケアの幅が

広がる」といった【つながりができ，ネットワークが
広がる】変化がみられる。この変化は，対応が迅速に
なる，選択肢が多くなる，多職種で対応するようにな
る，工夫できたり無理がきくようになるという変化を
通じて，より広範な患者のニードを満たせるようにな
ることによって患者の quality of life を向上させるこ
とが示唆された。
　【在宅医療が進んだ】【緩和ケアの知識・技術，認識，
実践が向上した】のいずれの変化の基盤にも，【つな
がりができ，ネットワークが広がった】ことが繰り返
し語られた。これは，逆に考えれば，現在のわが国の
医療環境において，地域での多職種の活動がコミュニ
ケーションと連携がいかに分断され，コミュニケーシ
ョン・連携を促す枠組みが求められているのかを示す
ものである。【つながりができ，ネットワークが広が
った】きっかけとしては，多職種カンファレンスでの
グループワークと，各種のミーティングでのちょっと
した話し合う機会，患者を一緒にみる経験の 3つが主
に挙げられた。特に，いずれの地域においても，多職
種カンファレンスでのグループワークはそれまでにな
かった活動であり，「ひととおり地域でだれが何を考
え，どのようなことをしているのか」が分かるための
重要な機会であった。地域緩和ケアプログラムにおい
ては，多職種での出会いの場，少人数で理解し合える
場をフォーマルなものとインフォーマルなものの両方

図 130　 医療福祉従事者間のネットワークの向上を通じて患者の quality of life を向上させる概念
的枠組み 

【つながりができ，ネットワークが広がる】 
・ 名前と顔，人となりが分かるようになり，安心して相談ややりとりができ
るようになる

・ これまでやりとりのなかった人たちとコミュニケーションをとるようにな
り，選択肢・ケアの幅が広がる

・互いの役割やその重要性が分かるようになり，チームを組むようになる
・互いの考え方や状況が分かるようになり，自分の対応を変えるようになる
・みんなで集まる機会が増え，ついでに相談ややりとりができるようになる
・ 職種や施設間の垣根が低くなり，躊躇せずに相談ややりとりができるよう
になる

・窓口や役割が分かるようになり，誰に相談すればよいかが分かるようになる
・生の声を聞き本音のやりとり，インフォーマルな相談ができるようになる
・責任をもった対応をするようになる・無理がきくようになる
・同じことを繰り返すことで効率が良くなる
・ 地域の他職種・他施設，他地域の状況を知り，地域全体を意識した緩和ケ
アの実践を考えるようになる

・連帯感・信頼感が高まる

きっかけとなる事象

・ 多職種カンファレンスでの
グループワーク

・ 多職種カンファレンスなど
各ミーティングでのちょっ
とした話し合う機会

・患者を一緒にみる経験

想定される患者への影響
・対応が迅速になる
・選択肢が多くなる
・多職種で対応するようになる
・工夫できたり無理がきくようになる

より広範な患者のニ
ードを満たせるよう
になる
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をあわせて多く設定することがすべてのアウトカムの
改善の基盤となることが強く示唆される。
　また，【つながりができ，ネットワークが広がった】
のサブカテゴリーの記述は，「日々の臨床でコミュニ
ケーション・連携が良くなることがどうして患者アウ
トカムに影響しうるのか」を知るための洞察に富むも
のである。本研究で示された変化と想定される患者へ
の影響をまとめると表 64のようになる。現在われわ
れの知るかぎり，地域医療での連携の内実を明らかに
した実証研究や組織間ネットワークの構築を説明する
包括的な理論はないが，このうちのいくつかは既存の
組織間ネットワークの理論で説明できるように思われ
る。たとえば，「同じことを繰り返すことで効率が良
くなった」ことは，組織が連携を取るのはやりとりに
おいて労力のロスを少なくするためであると考える
「取引コスト理論」によってある程度理解できる。ま
た，グループワークによる直接の対話や，実際に現場
をみることで初めて相互の理解が進んだという数多く
の記述は「暗黙知（埋め込み型知識）」による知識や

情報の集積をもとにネットワークを説明する組織間学
習理論を想起させる。「情報はチームで共有すること
に価値があると思うようになった」という記述はネッ
トワーク論における動的情報の概念に相当するように
みえる。今後，今回収集した知見をもとに，社会学的
な方法を用いた研究によって，緩和ケア，あるいは，
医療福祉での地域ネットワーク構築の理論研究が有望
である。

2． 患者が自宅で過ごせるようにするための概念
的枠組み

　第 2に，【在宅医療が進んだ】に属するサブカテゴ
リーから，概念的枠組みが構成されたことが重要であ
る（図 131）。緩和ケアプログラムに代表される複雑
介入では，概念的枠組みの設定が重要であることが
Medical Research Council の complex intervention の
推奨でも強調されている。今回得られた概念的枠組み
は，退院支援や緩和ケアチームの活動のみならず，地
域全体でがん患者が自宅で過ごすためには「どこに，

表 64　コミュニケーション・連携が患者に及ぼす影響

観察された現象 患者への影響

名前と顔，人となりが分かるようになり，安心して相談ややり
とりができるようになった

・ 患者に問題が生じた場合にためらわずにすぐに関係者に連絡
が取れる

これまでやりとりのなかった人たちとコミュニケーションをと
るようになり，選択肢・ケアの幅が広がった

・ 患者に役立つ地域のリソースの選択肢が広がる

互いの役割やその重要性が分かるようになり，チームを組むよ
うになった

・ 単職種では解決できない問題が多職種チームで解決できるよ
うになる

互いの考え方や状況が分かるようになり，自分の対応を変える
ようになった

・ 患者の問題を解決することのできる人に，医療福祉従事者の
対応を変えることでアプローチできる

・ 相手に応じた対応をすることで，普段なら対応できない患者
のニードに応じることができる

みんなで集まる機会が増え，ついでに相談ややりとりができる
ようになった

・ ついでの機会に患者の情報，新しい治療，地域のリソースの
情報を共有することで，患者に役立つ情報を常に得ることが
できる

職種や施設間の垣根が低くなり，躊躇せずに相談ややりとりが
できるようになった

・ 患者に問題が生じた場合にためらわずにすぐに関係者に連絡
がとれる

窓口や役割が分かるようになり，誰に相談すればよいかが分か
るようになった

・ 患者の問題を解決できる人にまちがいなく連絡をとることが
できる

生の声を聞き本音のやりとり，インフォーマルな相談ができる
ようになった

・ 患者の問題に関わる「実際のところ」を正直に相談でき，よ
り効果的な選択をすることができる

責任をもった対応をするようになった・無理がきくようになっ
た

・ 通常であればしていないことでも少しの無理を引き受けるこ
とで，患者の多様なニードが満たされる

同じことを繰り返すことで効率が良くなった ・ 自己紹介や前提条件の情報共有を省略することで，患者のケ
アに関わることに時間や労力をあてられる

・ 患者の問題に対して手続きなどに時間がかからず迅速な対応
が可能である

地域の他職種・他施設，他地域の状況を知り，地域全体を意識
した緩和ケアの実践を考えるようになった

・ 患者に役立つ地域のリソースの選択肢が広がる
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どのような介入を行うことが適切か」を実証研究から
示すものである。特に，退院支援プログラム，病院ス
タッフが在宅医療を知り「在宅の視点」を得るための
方策（多職種カンファレンス，フィードバック，訪問
など），在宅スタッフが終末期がん患者を受け入れや
すくなるための方策（基本的な知識・技術の提供に加
えて，フォーマル・インフォーマル両方のネットワー

キングに基づく緊急時の病院との連携の確保と地域内
での相互サポート）が重要である。方策のほとんどが
コミュニケーション・連携を強めることに関係してい
る。

図 132　医師・看護師の緩和ケアの知識・技術，認識，実践を向上させるための概念的枠組み

医師・看護師の変化
・緩和ケアの知識・技術・実践が向上する
・ 緩和ケアが終末期だけのものではなく，どの時期にもすべての人に提供される普遍的なものと思うよ
うになる

・緩和ケア専門家からのサポートが増える
・全人的医療とチーム医療を意識するようになる

想定される患者への影響
・適切な緩和ケアの提供
・早期からの（必要な患者への時期に関わらない）緩和ケアの提供
・専門家による緩和ケアの提供　　　　　　　　　　　　　　　　

患者の
quality of life の向上

きっかけとなる事象
・地域で共通のマニュアル・ツール
・緩和ケアについてのセミナー
・緩和ケア専門家と一緒に患者をみる機会
　（緩和ケアチーム，アウトリーチプログラム）

きっかけとなる事象
・緩和ケア専門家の存在
・話す機会

在宅

きっかけとなる事象
・基本的な緩和ケアの知識や技術の向上＊2

・専門家からの支援，入院リソースの容易な利用
・患者の状態を知るための情報交換が容易になる＊3

・在宅チーム内の多職種間の連携

在宅の変化
・ 終末期・医療依存度の高いがん患者を診療所や訪問看
護ステーションなどで受け入れやすくなる

・ 在宅チームが患者・家族の気持ちや希望，病状を共有
し，変化を予測して対応できるようになる

・訪問看護でできることが増える

図 131　患者が自宅で過ごせるようにするための概念的枠組み

きっかけとなる事象をもたらすこと
＊ 1  多職種カンファレンス，病院と地域の合同の振り返り，病院からのフォローアップ，地域からのフィードバック（在宅療
養中の写真など），実際に在宅に訪問する，個人的な情報交換など

＊2 マニュアルやセミナー
＊3 退院前カンファレンスなどのシステムの整備に加えて，いろいろな個人的なネットワークができて，つながりが増えること

自宅で過ごせる患者の増加
・良い時期にスムーズに在宅移行ができるようになる
・自宅で過ごせる患者が増える

認識の変化
・療養場所や最期の場所を意識し，患者・家族の希望を聞くようになる
・自宅で過ごすことができると思うようになる

病院

きっかけとなる事象
・退院支援プログラム・教育プログラムの整備
・在宅で行われる実際の診療・ケアを具体的に知る＊1

　

病院の変化
・ 病院スタッフが自宅での生活を意識した診療やケアを
行うようになる
・ 地域の活きた情報を得て，受けられる医療やサービス
を具体的に説明できるようになる
・ 病院から退院するときの支援が充実する（退院前カン
ファレンス，緊急時の対応，必要な情報の共有など）
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3． 医師・看護師の緩和ケアの知識・技術，認識，
実践を向上させるための概念的枠組み

　第 3に，【緩和ケアの知識・技術，認識，実践が向
上した】概念的枠組みはシンプルではあるが，理解し
やすいものである（図 132）。地域緩和ケアを念頭に
置いた場合には，地域共通のマニュアル・ツールによ
る共通言語，セミナー，実際に緩和ケアを受けた患者
を診る機会，専門家と気安く話せるようなついでの機
会や人となりが分かる機会の 4つが重要である。ここ
でもまた，方策の多くがコミュニケーション・連携を
強めることに関係している。地域での緩和ケアの普及
を考える場合には，個々の症状緩和技術の向上だけで
はない方策が求められることが認識される。

まとめ

　本研究では，地域緩和ケアプログラムによって体験

される主要な変化を質的に明らかにし，かつ，「なぜ
そのような変化を生じたのか」についての概念的枠組
みを【つながりができ，ネットワークが広がった】
【在宅医療が進んだ】【緩和ケアの知識・技術，認識，
実践が向上した】の 3点について提示した。質的研究
の豊富な情報から得られる洞察は地域緩和ケアの普及
に貢献すると考えられる。

文　献
1）森田達也，井村千鶴，野末よし子，他：地域緩和ケア
プログラムに参加した医療福祉従事者が地域連携のために
同職種・他職種に勧めること．Palliat Care Res　7：163─
171, 2012
2）森田達也，井村千鶴，野末よし子，他：地域緩和ケア
プロジェクトに参加した医療福祉従事者が最も大きいと体
験すること：OPTIM─study. Palliat Care Res　7：209─
217, 2012
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背景・目的

　地域での緩和ケアを進めるための活動が求められて
いるが，そのための組織運営やプロジェクトマネジメ
ントのあり方についてはほとんど明らかにされていな
い。本研究の目的は，地域緩和ケアプロジェクトを進
めるためのプロジェクトマネジメントやプロジェクト
の進め方についての洞察を得ることである。
　設定された研究疑問は，
地域緩和ケアのプロジェクトを進めるうえで
・誰が実施主体となるのがよいか
・どのような組織を構築したらよいか
・プロジェクトをどのように運営したらよいか
・ プロジェクトを進めるに当たって生じる課題と対応
はどのようなものがあるか

・ 実施主体やマネジメントの違いがアウトカムにどの
ように影響するか

である。
　最終的な目的は，地域緩和ケアプロジェクトを進め
るためのマネジメントのモデルを提示することである。
　研究疑問を明らかにするために，事例研究，介入期
間中に生じたマネジメントの課題の分析，および，イ
ンタビュー調査による質的研究の 3つの研究を行った。

倫理的配慮

　いずれの解析・解釈においても，地域での文脈が失
われないように解釈を行うためには，ある程度の厚み
のある記述が必要であると考えられた。したがって，
研究報告書など公開されている情報から容易に同定さ
れる場合には所属機関と職位を記載した。所属機関・
職位などが解釈をするうえで必要と考えられない場合
には，個人が同定されないように匿名性に配慮して記
述した。

C．地域緩和ケアプログラムの
プロジェクトマネジメントに関する研究

1）前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室，2）聖隷三方原病院 緩和支持治療科

山岸 暁美 1），森田 達也 2）

1．対象・方法
　事例研究を行った。フィールドノートや資料をもと
に，地域ごとの記述を行った。
　研究者は，介入 4地域を対象として，介入期間中の
2008 年から 2009 年にかけて，延べ 180 日滞在した。
訪問時には，各地域で行われた介入のセミナーや多職
種連携のためのカンファレンス，企画・運営のための
ミーティングなどに参加し，地域での介入が円滑に遂
行できるよう支援しながら，フィールドノートや資料
を取得した。すなわち，研究者は「観察者である参加
者」（participant observer）の立場で 4地域における
地域緩和ケアプログラムの進捗状況を記録した。
　OPTIMプロジェクト終了後に，4地域でのプロジ
ェクトマネジメントについて，記述を行った。データ

ソースとして，①滞在時に実施したモニタリングから
取得されたフィールドノート，資料（documents），
会話やメーリングリストからの情報，遭遇した場面の
記録など延べ 6,700 ページ，② 4介入地域のプロジェ
クトチームが研究期間中に作成した「プロジェクトの
組織」の記述延べ 21 ページ，である。

2．結　果
　4地域で行われたプロジェクトマネジメントの経過
は以下のとおりである。プログラムによって組織構築
を規定することはなかったため，すべての地域におい
て地域に合わせて構築可能な組織が構築され，プログ
ラム期間中に徐々に変化して運用された。

1）事例研究
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1）鶴岡地域

①プロジェクト開始直後の運営組織と運営状況

　鶴岡市立荘内病院（520 床）・鶴岡地区医師会・鶴岡
協立病院（244 床）の主要な医療従事者（医師および
看護師）を中心にプロジェクトの方針に関する意思決
定機関である「庄内プロジェクト運営委員会」が構成
された（図 133）。初期の構成員は，医師，看護師が
中心であった。地域緩和ケアサポートセンターの設置
場所をめぐっては，当初，医師会に設置する案も検討
されたが，当該地域でがん診療を中心的に行っている
荘内病院が適しているとの判断から，荘内病院の地域
連携室に併設されることになった。「緩和ケアが未整
備な地域」という設定に応じて，研究班から，研究班
地域担当者として地域連携の専門家が，また臨床指導
担当者として国立がん研究センターの緩和ケア専門医
が定期的に支援する体制とした。
　プロジェクト開始後，月 1回程度の割合で「庄内プ
ロジェクト運営委員会」が開催されたが，研究班のプ
ロトコールを地域の実情に合わせて具体的に落とし込
むところまではいっておらず，地域としての方針・目
的が不明確で，「誰が何をしたらいいか分からない」
との声が多く聞かれた。
　地域の課題に対し実際的な解決に向けて取り組むた
めには，当初の運営体制では難しいこと，OPTIMプ

ロジェクト終了後も継続して地域の課題について取り
組んでいく体制を確立する必要があることから，組織
を再編成する方針で関係者のコンセンサスが得られた。
②「合宿」：ワーキンググループ制の導入

　地域全体を見渡して「人材」を集め，「合宿」を開
催した。1泊 2日の合宿のディスカッションの結果，
介入 4本柱に沿ったワーキンググループを立ち上げ，
2009 年度の鶴岡地域のアクションプランは各ワーキ
ンググループで立案することとなった。これに伴って，
組織は図 134のように変更となった。主な変更は以下
の 4点である。
　緩和ケア教育，市民啓発，地域連携，専門緩和ケア
の 4つの柱に沿ったワーキンググループを組織し，そ
れぞれ，その領域に関心がある地域の中核的役割を果
たしている医師をリーダーとした。4人の医師のうち
1名が荘内病院，1名が協立病院，2名が医師会の副
会長であった。
　毎回多人数で行う庄内プロジェクト運営委員会の効
率がよくないため，各ワーキンググループのチームリ
ーダー，荘内病院院長，医師会長，地域緩和ケアサポ
ートセンターの医師・看護師・医療ソーシャルワーカ
ー，研究班の研究者，プロジェクトのために設置され
た事務局の合計 12 名で「コアメンバー会議」を構築
した。これによって，小規模で臨機応変に稼働でき，

地域責任者
荘内病院院長

図 133　鶴岡地域の組織図：初期

地域責任者代行：医師会会長

運営委員会（「庄内プロジェクト運営委員会」）

プロジェクト事務局

鶴岡地区薬剤師会
鶴岡地区歯科医師会
東田川郡歯科医師会

（荘内病院）
荘内病院外科部長
病院医師
地域医療連携室看護師
病院薬剤師（院内緩和ケア委員）
地域医療連携室MSW
総務課長
医事課長
医事係長

（医師会）
医師会長
医師会副会長
医師会副会長
診療所医師
診療所医師
診療所医師

（協立病院）
内科部長
病院医師
病院看護師
病院看護師
病院看護師
連携室MSW

医師会　庶務課
荘内病院　地域医療連携室

地域緩和ケアサポートチーム
協立病院内科部長
協立病院
訪問看護ステーションA看護師
訪問看護ステーションB看護師
薬剤師

緩和ケアサポートセンター
（荘内病院）
看護師（３名）MSW（２名）事務（２名）

研究班
地域担当者
臨床指導担当者
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かつ地域の主要な機関・組織の代表者が含まれること
から，機関・組織としての意思決定もその場で可能な
組織が地域横断的に構築された。
　意思決定プロセスとしては，毎月のコアメンバー会
議で主要な意思決定をした後に，同じく毎月開催され
る，地域の医療福祉従事者からなる運営委員会で共有
するスタイルとした。
　研究班から，2009 年から公衆衛生の専門家，およ
び，地域看護の専門家（研究班プロジェクトマネジャ
ー），地域連携のＩＴシステムなどを担当する地元企
業のシステムエンジニアがコアメンバー会議に参加す
るようになった。
③プロジェクトマネジメント

　コアメンバー会議と運営委員会によるマネジメント，
ワーキンググループ制での活動により，プロジェクト
は軌道に乗ったように思われた。2009 年，2010 年と
も同じ組織で運用された。特に，ワーキンググループ
制にしたことで，各自の役割分担や責任の所在がはっ
きりした。
④プロジェクト終了後の組織の維持

　プロジェクト終了後は，これまでの責任者の位置に，
医師会，主要な病院，薬剤師会，歯科医師会などで構

成される「南庄内緩和ケア推進協議会」を置いた（図
135）。

2）柏地域

①プロジェクト開始直後の運営組織と運営状況

　柏地域においては，もともと，2003～2005 年に千
葉県の「在宅がん緩和ケアネットワーク事業」として
柏保健所主催で「在宅がん医療のための症例検討会」
が開催されていた。2006～2008 年には，この事業を
引き継ぐ形で保健所長に協力を依頼し，厚生労働省科
学研究費補助金 がん臨床研究事業「地域に根ざした
がん医療システムの展開に関する研究」において，国
立がんセンター東病院主催で 2カ月に 1度の症例検討
会を行っていた。
　2008 年から OPTIM プロジェクトが実施される計
画が確定したのを受けて，2007 年よりこれらと並行
して国立がんセンター東病院内でOPTIMプロジェク
トの企画立案を行った。当初，地域プロジェクトであ
ることから，国立がんセンター東病院以外の医療福祉
従事者の企画立案への参加も考慮したが，対象地域が
3市にまたがっているうえに，症例検討会がすでに隔
月で開催されており参加者のさらなる負担と時間の調

図 134　鶴岡地域組織図：活動期

地域責任者
荘内病院院長

地域責任者代行：医師会会長

鶴岡地区薬剤師会　
鶴岡地区歯科医師会

コアメンバー会議

事務局

運営委員会「庄内プロジェクト運営委員会」

緩和ケア教育WG

荘内病院院長，医師会長，荘内病院外科部長，医師会副会長，医師会副会長，協立病院内科部長，
病院連携室看護師，保健所医師，公衆衛生の専門家，地域連携の専門家（研究班地域担当者），
地域看護の専門家（研究班プロジェクトマネジャー），システムエンジニア，事務局 3名

○荘内病院外科部長 ,
荘内病院緩和ケア医師
･荘内病院緩和ケア医
師 , 診療所医師 2名 ,
病院連携室看護師 , 病
院 薬 剤 師 2名 , 病 院
MSW,病院看護師5名,
訪問看護師　　

市民啓発WG

緩和ケアサポートセンター
 病院連携室看護師　事務局 3名　

地域緩和ケア
サポートチーム

研究班
地域担当者
地域担当者
プロジェクトマネジャー

○医師会副会長 , 保健
所医師, 病院MSW2名,
病院事務 3名 , 薬局薬
剤師 , 事務局 , 医師会
事務 

専門緩和ケアWG
○協立病院内科部長 , 協
立病院内科医師 , 荘内病
院外科部長 , 荘内病院緩
和ケア医師 , 診療所医師 ,
病院看護師 2名 , 訪問看
護師 2名 , 薬局薬剤師

地域連携WG
○医師会副会長 , 診
療所医師 , 保健所医
師 , 病院看護師 , 病
院MSW, 病 院 薬 剤
師 , 薬局薬剤師 , 病
院看護師 , 病院事務

○ チームリーダー， WG ワーキンググループ
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整が困難であることを考え，国立がんセンター東病院
のスタッフのみで企画立案を行うこととした。
②運営会議とグループ制の導入

　地域の緩和ケアに関する課題を隔月の症例検討会で
議論した。しかし，症例検討会での事例検討のみでは，
地域全体の緩和ケアや連携上の課題解決に向けた具体
的な話し合いや取り組みは難しいと判断し，2008 年
度末に，「柏地域緩和ケアプロジェクト運営会議」を
発足させ，同時に，抽出された 3課題について 3つの
委員会（退院調整・連携グループ，情報共有グループ，
情報提供グループ）を設置しそれぞれが課題解決に向
けて取り組むことにした（図 136）。これまで企画を
行ってきた国立がんセンター東病院のステアリングチ
ーム・事務局はそのままの構成とした。運営会議の構
成メンバーは，2008 年にプロジェクトに積極的に参
加していたリンクスタッフから有志を募る形で人選し
た結果，各機関の管理者レベルの者は少なく，自発的
に参加している医療福祉の実践家が主メンバーとなっ
た。3つの委員会のリーダーは，退院調整・連携グル
ープは中規模病院の医師，情報共有グループは中規模
病院の看護師，情報提供グループは訪問看護師であっ
た。
　「退院調整・連携グループ」では，活動目標を「病

院職員に在宅療養の視点や知識が乏しいことを踏まえ，
退院調整・連携が積極的に行われるようになるための
方法を検討する」こととした。具体的には，病棟看護
師が退院した患者の様子を知ることのできる地域連携
連絡シートを作成することとした。「情報共有グルー
プ」では，活動目標を「患者が在宅療養移行する際に，
在宅側に十分に患者情報が伝わらないということを踏
まえ，施設間での情報共有の在り方について取り組
む」ことを目標とし，医療福祉従事者間で共有できる
情報提供シートの開発を検討した。「情報提供グルー
プ」では，活動目標を「患者や一般市民に緩和ケアや
在宅療養に関する情報提供が十分ではないことを踏ま
え，情報提供の在り方について取り組む」こととし，
在宅療養を支援するための基礎知識や地域情報を収録
した冊子の作成に取り組んだ。
　各グループごとの活動，2カ月に 1回の運営会議，
国立がん研究センター東病院のステアリングチーム・
事務局で運営を行った。
③研究期間を通じた組織マネジメント

　組織構造は研究期間を通じて以降変更はなかった。
柏地域は柏市，流山市，我孫子市という複数市を対象
としているが，2007 年時点では柏保健所管区をいう
ことで一定のまとまりをもっていた。しかし，2008

図 135　鶴岡地域組織図：終了後

南庄内緩和ケア推進協議会
会長　副会長　監査　事務局
医師会，荘内病院，協立病院　

薬剤師会，歯科医師会

コアメンバー会議

運営委員会

緩和ケアサポートセンター
鶴岡・三川

荘内病院院長, 医師会会長,荘内病院外科部長,医師会副会長,医師会副会長,協立病院内科部長,
宮原病院代表 , 病院連携室看護師 , 保健所医師 , 訪問看護代表 , 居宅介護支援事業所代表 , シス
テムエンジニア , 事務局 3名

緩和ケア教育WG
○荘内病院外科部長 , 
荘内病院緩和ｹｱ医師 2
名 , 診療所医師 2名 ,
病院連携室看護師 , 病
院 薬 剤 師 2名 , 病 院
MSW,病院看護師5名,
訪問看護師

市民啓発WG
○医師会副会長 , 保健
所医師 , 栄養士会会長，
病 院MSW2名 , 医 師
会事務 , 薬局薬剤師 ,
病院事務 3名　

地域連携WG
○医師会副会長 , 診療
所医師 , 歯科医師会会
長，保健所医師 , 病院
看護師 , 病院MSW, 病
院薬剤師 , 薬局薬剤師 ,
病院看護師 , 病院事務

○ チームリーダー，WG ワーキンググループ
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年より柏市が中核市に移行したために，流山市，我孫
子市は異なる保健所管区に移動となり，地域全体を把
握している構造がなくなったため，複数の医師会，行
政，さまざまな立場の複数の病院や医療福祉施設に対
応する必要があり，地域全体に及ぶ組織を構築するこ
とは困難であった。

3）浜松地域

①準備期間からプロジェクト前半の組織運営

　浜松地域における運営組織は，2007 年に，プロジ
ェクトの担当機関である聖隷三方原病院内に 10 名ほ
どからなるプロジェクトの準備のための運営委員会
（「戦略研究三方原運営委員会」）を置いて企画立案を
行った（図 137）。当初は，地域全体に関わるプロジ
ェクトであるため，聖隷三方原病院以外の職員を加え
る案も出されたが，浜松地域では，①複数のがん診療
連携拠点病院があり医師会が複数合併したばかりであ
るなど地域全体を把握している一元した構造が存在し
ない，②参加が想定されるメンバーの中には 10km以
上離れた地域に居住する者が多くいる，という理由か
ら，まずは，可能な範囲の組織構築をし，必要に応じ
て依頼をする仕組みとした。
　院内の職員のみの委員会でも，10 名以上の全員が
集まっての開催は難しかった。しがたって，同一組織

のしかも同一の室内でコミュニケーションがとれる最
小限の人数でステアリングチームを構成してミーティ
ングを週 1回半日行い，そこで話し合った内容を運営
会議に出すこととした。ステアリングチームのメンバ
ーは，研究班地域担当者，プロジェクトのために聖隷
三方原病院に設置された浜松がんサポートセンターの
看護師 2名，医療ソーシャルワーカー2名に加え，保
険薬局薬剤師 1名であった。保険薬局の状況について
は院内では把握しにくいため，聖隷三方原病院から徒
歩圏内にある保険薬局の薬剤師に参加を依頼した。ま
たこの期間中，病院部門，診療所部門，訪問看護・介
護部門，薬局部門を設置したが，実際上は部門別の会
合はもたれなかった。
②地域全体のメンバーからなる企画ミーティングを設置

　2008 年に緩和ケアセミナーなど戦略研究三方原運
営委員会が中心に企画したプログラムが一通り終了し，
徐々に地域の課題や顔の見える関係ができてきた。プ
ロジェクトが地域全体に及ぶに当たって，地域全体で
の 2009 年の企画を立てる必要が感じられたため，
「OPTIM企画チーム」を組織した（図 138）。
　OPTIM企画チームの構成員は，①地域全体の主要
な機関から，②多職種で，③現場の人間と管理的な地
位にいる者との両方が含まれるように依頼した。具体
的には，上記のステアリングメンバーに加えて，浜松

図 136　柏地域組織図

地域責任者
　国立がん研究センター東病院院長

研究班地域担当者
国立がん研究センター東病院緩和医療科科長

ステアリングチーム・事務局

運営委員会（「柏地域緩和ケアプロジェクト運営会議」）

退院調整・連携グループ

地域緩和ケア
チーム

がん患者・家族総合
支援センター

研究班地域担当者，がん患者・家族総合支援センター看護師2名，
栄養士，心理士，事務（国立がん研究センター東病院）

○病 院 医 師（A病 院＊），
病院看護師 5名（A病院， 
大学病院，B病院，国立が
ん研究センター東病院），
MSW（国立がん研究セン
ター東病院），訪問看護師
3名，その他 4名

情報共有グループ
○看 護 師（A病 院 *），医
師（大学病院），診療所医
師，病院看護師，訪問看
護師，老健看護師，保険
薬局薬剤師，その他

情報提供グループ
○訪問看護ステーション看
護師，病院薬剤師　訪問看
護師 2名，居宅介護支援事
業所ケアマネジャー 2名，
地域包括支援センターケア
マネジャー，薬局薬剤師，
その他

○ チームリーダー， ＊　地域の中規模病院（がんセンター，大学病院以外の病院）
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市内に 4つあるがん診療連携拠点病院の緩和医療科医
師 5名，連携室看護師 5名，病棟看護師長 1名，連携
室医療ソーシャルワーカー1名，地域に 1つのホスピ
ス病棟責任者である医師 1名，医師会在宅医療委員会
理事の診療所医師 1名，地域にすでにあった「浜松在
宅緩和医療をすすめる会」代表の診療所医師 1名，訪
問看護ステーションの所長・副所長 3名，在宅特化型
診療所の中心である看護師 1名，居宅介護支援事業所
3名，地域包括支援センター1名，浜松市の医官 1名，
浜松市精神保健福祉センターの精神科医 1名，薬剤師
会理事で在宅を担当する介護委員会の保険薬局薬剤師
1名，在宅診療に活動の重点を置いた保険薬局の室長
薬剤師 1名であった。
　2009 年度の企画を立てるために，2008 年 12 月～
2009 年 2 月の 3回にわたって，企画チームでプロジ
ェクトの企画立案を行った。企画チームでは，付箋を
使ったブレインストーミングをするなど広く意見が救
い上げられるように工夫した。得られた意見をステア
リングチームが取りまとめ，作成した企画素案を企画
チームに提出し，承認を得るというスタイルで行った。
地域の課題に対応する各組織のリーダーは，企画チー

ムのメンバーを兼任するようにした。後半に設定され
た理学療法士・作業療法士の連携である「がん緩和ケ
アリハビリ研究会」は企画チームには含まれなかった
が，同じ組織内で情報を共有された。
③永続できる形態への変更：担当制へ

　ステアリングチームの週 1回のミーティングでのマ
ネジメントと企画素案の作成，企画チームからの幅広
い意見の収集と承認による運営は，プロジェクトを軌
道に乗せたようだった。2009 年，2010 年とも同じ組
織で運用された。
　2010 年からは，研究期間が終了した後も継続でき
る形態にするために，各企画を担当制とした。研究事
務局が事務作業を手伝いながらそれぞれの地域の課題
に対応する各リーダーを中心に企画・活動した。組織
図は作成しなかったが，リーダーの氏名・連絡先は年
間のスケジュール表に明記した。事務局では，年間の
スケジュールの作成と日時調整を行った。

4．長崎地域

①準備期間中の組織構築

　長崎地域では，すでに地域連携の基盤があったため，

図 137　浜松地域組織図：初期

地域責任者
聖隷三方原病院院長

研究班地域担当者
聖隷三方原病院緩和支持治療科部長

ステアリングチーム・事務局
研究班地域担当者，浜松がんサポートセンター看護師 2名，
相談室MSW2名 （聖隷三方原病院），保険薬局薬剤師

病院部門
○研究班地域担当者
－－病院
－－病院
－－病院
－－病院
－－病院
－－病院
－－病院
－－医療センター
－－病院
－－病院
－－病院

診療所・施設部門
○ホスピス所長
－－クリニック
クリニック－－
－－クリニック
－－クリニック
－－診療所
－－クリニック
－－内科医院
－－クリニック
－－クリニック
－－クリニック
－－クリニック
－－クリニック

訪問看護・介護部門
○聖隷三方原病院看護師
訪問看護ステーション－－　
訪問看護ステーション－－ 　
訪問看護ステーション－－ 　
訪問看護ステーション－－ 　
訪問看護ステーション－－ 　
訪問看護ステーション－－ 　
訪問看護ステーション－－ 　
訪問看護ステーション－－ 　
訪問看護ステーション－－ 　
ケアプランセンター－－
ケアプランセンター－－
ケアプランセンター－－

薬局部門
○聖隷三方原病院薬剤師
－－薬局－－店
薬局
薬局
薬局
薬局
薬局－－ －－店
－－薬局－－店
－－薬局－－店

戦略研究三方原運営委員会
研究班地域担当者，ホスピス所長，緩和ケアチーム医長，ホスピス看護課長，腫瘍セン

ター課長，緩和ケアチーム認定看護師，がんサポートセンター看護師，緩和ケア担当薬剤師，
相談室MSW，地域医療連携室室長・看護師，事務次長，事務局

○ チームリーダー
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当初より地域横断的な組織設定が行うことができた
（図 139）。運営組織は「長崎地域緩和ケアグループ会
議」として開始し，その後「長崎地域運営委員会」と
名称変更した。また，各がん診療連携拠点病院の看護
師や地域の訪問看護ステーションの訪問看護師などで，
コアリンクナースを組織した。運営委員やコアリンク
ナースには，医師会長名で，病院長，施設長，看護部
長に対し委員就任の依頼をし，同意を得たうえで委嘱
状を作成した。
　構成は，長崎地域責任者（医師会長），研究班地域
担当者（医師会理事である診療所医師），プロジェク
トの中心となる長崎がん相談支援センターのスタッフ
6名（看護師 2名，社会福祉士，栄養士，事務 2名）
が詳細の計画・方針をコアミーティングである「長崎
がん相談支援センター定例ミーティング」で検討した。
加えて，運営委員会として，ドクターネットの中核と
なっていた在宅診療を実際に行っている診療所医師 7
名，医師会の訪問看護ステーション所長，医師会保健
福祉センター保健師，がん診療連携拠点病院の緩和医
療科の医師 2名，大学病院の緩和医療科の医師，地域

に 2つあるホスピスの医師 2名，在宅特化型診療所医
師 3名，精神科医，薬剤師会の理事である保険薬局薬
剤師，がん診療連携拠点病院の病院薬剤師，居宅介護
支援事業所 2名，長崎県福祉保健部健康づくり課の保
健師，大学病院の臨床心理士，栄養士らが加わった。
②プロジェクト中の組織運営

　プロジェクト中の組織運営は，週 1回「長崎がん相
談支援センター定例ミーティング」を行い，プログラ
ムと事業計画に沿った各研修会など具体的運用につい
て話し合いをした。そのうえで，年間目標や事業計画，
また事業の進捗報告について「長崎地域運営委員会」
を 2ヶ月に 1回開催し，プログラム運用に関しての共
有と決定を行った。さらに，医師事例検討会，多職種
事例検討会，市民健康講座，地域カンファレンスにつ
いては運営委員の中から，各担当者を決め，ワーキン
ググループを組織し，企画から研修会の運営までを担
当した。
　コアリンクナースについては，2～3カ月に 1回，
コアリンクナースミーティングを開催し，退院支援・
調整の課題の共有や各施設でのプロジェクトの取り組

図 138　浜松地域組織図：活動期

地域責任者
　聖隷三方原病院長

運営委員会（「OPTIM企画チーム」）

緩和ケアセミナー ○聖隷三方原病院緩和ケアチーム医長 認定看護師

地域緩和ケアカンファレンス  ○在宅特化型診療所看護師 認定看護師

退院支援担当看護師の集まり ○病院看護師（A病院地域連携室）

患者会･家族会･遺族会実務者ミーティング ○精神科医（精神保健福祉センター）

病院連携室看護師 5名
ホスピスの利用について考える会

診療所医師の集まり（浜松在宅ドクターネット）　
  ○診療所医師（医師会在宅医療委員会理事）
　  診療所医師（浜松在宅緩和医療をすすめる会代表）

薬剤師の集まり（P浜ネット）
  ○薬剤師（聖隷三方原病院），保険薬局薬剤師（薬剤師会介護委員会理事）　　　

緩和ケアチーム合同カンファレンス（○：持ち回り）
 病院医師（A病院緩和医療科）， 病院医師（B病院緩和医療科）
 病院医師（C病院がん教育研究ｾﾝﾀｰ）， 病院医師（D病院緩和ケアチーム）
 認定看護師（B病院緩和ケアチーム）、認定看護師（C病院緩和ケアチーム）

○聖隷三方原病院ホスピス所長 ホスピス看護課長

がん緩和ケアリハビリ研究会　
○理学療法士

連携ノウハウ共有会 ○訪問看護ステーション副所長 病院連携室看護師 5名
病院連携室MSW

多職種連携カンファレンス ○研究班地域担当者　

研究班地域担当者
聖隷三方原病院緩和支持治療科部長

ステアリングチーム・事務局
研究班地域担当者，浜松がんサポートセンター看護師 2名，
相談室MSW2名，事務（聖隷三方原病院）保険薬局薬剤師

○ チームリーダー

病棟看護師長 1名，居宅介護支援事業所 3名，地域包括支援センター，浜松市医官
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み状況を情報共有し，看護師間の連携構築を行った。
③プロジェクト終了後の運営の維持

　プロジェクト終了後も組織が維持できるように，

「長崎がん相談支援センター」を「まちなかラウンジ」
（長崎市の事業）として継続した。

図 139　長崎地域組織図
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医師会会長
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医師会会長，研究班地域担当
者，看護師 2名（長崎がん相
談支援センター），栄養士，
社会福祉士，事務 2名
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病院医師（A病院緩和医療科）
病院医師（B病院緩和医療科）
病院医師（C病院緩和医療科）
病院医師（D病院ホスピス）
病院医師（E病院ホスピス）
精神科医（B病院精神科神経科）
精神科医（F病院精神科）
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薬剤師会理事
病院薬剤師
居宅介護支援事業所 2名
行政保健師
臨床心理士
栄養士

診療所医師７名
訪問看護師
保健福祉センター
保健師



Ⅱ．主 研 究

344

1．対象・方法
　プロジェクトを進めるに当たって生じる課題と対応
はどのようなものがあるかを収集するために，2つの
データソースを利用した。1つ目のデータソースは，
研究期間中毎年，地域のプロジェクトチームが報告書
として作成した「期間中に生じた課題」「課題の意味」
「課題の解決策」をまとめたものである。各プロジェ
クトチームが，プロジェクトを進めるに当たって問題
や課題を体験するたびに，3列からなる「期間中に生
じた課題」（どのような課題・問題・現象であったか），
「課題の意味」（なぜそのような問題・現象が生じたの
か），「課題の解決策」（どのように対応したか，その
結果はどうであったか）を記載した。3年間を通して，
延べ 14 ページ（85,000 語）の課題と解決策が収集さ
れた。2つ目のデータソースは，介入終了後に行った
地域のプロジェクトチームを対象としたヒアリングと
ヒアリングに基づく質問紙調査である。ヒアリングで
は，各地域のプロジェクトを実際に運用したもの各地
域 1名を対象として，「介入期間中に生じた組織運営
上の問題・意味・対応」を電話でインタビューを行っ
た。インタビュー結果を基にテーマを設定した自由記
述のアンケートを行った。
　プロジェクトの全体像を把握している看護師 1名が，
緩和ケア領域での研究経験の豊富な緩和ケア医師 1名
のスーパービジョンの下に，テーマごとに，課題・問
題・生じた現象，意味・解釈，対応・解決策・結果の
カテゴリーに分類した。
　次に，それぞれの記述に基づいて，経験から示唆さ
れる教訓を考察してまとめた。組織構築に関する課題
と対応は地域での文脈が解釈のために必要であったの
で，地域ごとの記述を行い，「4地域から得られる教
訓」としてまとめた。この他の課題と対応は，地域間

の差がなかったため，〈有効だったノウハウ〉と〈得
られた教訓・今後の課題〉としてまとめた。

2．結　果
　テーマは，組織構築に関すること，組織運営に関す
ること，緩和ケアの技術・知識の向上に関すること，
がん患者・家族・住民への情報提供に関すること，地
域緩和ケアのコーディネーション・連携の促進に関す
ること，緩和ケア専門家の利用に関することに分けら
れた。

1 ）組織構築に関すること（表 65）

　組織構築に関することでは，「誰がリーダーシップ
をとるかが決まらない，ある施設・ある人がリーダー
シップをとることへの懸念がある」「病院の参加が得
られない・アプローチできない，それまでの人間関係
や政治的・利害関係のために組織構築ができない」
「医師会，診療所の参加が得られない」「福祉職に最初
から参加を呼びかけなかったので疎外感があった」
「大学・がん専門病院では施設全体での参加が難しい」
「行政の協力が得られない，行政に理解してもらうの
が大変である」「在宅診療を多く受けている診療所と
そうでない診療所の間でのいさかいが生じる」「緩和
ケアの専門家がいない」「行政単位・医師会・保健所
の範囲が大きく労力が多かった」「他の診療圏で治療
を受ける患者が多く地域内だけの活動をしても効果が
限られている」「遠隔地が扱われにくかった」の課題
が経験された。
　各地域とも個々の事情に応じた組織構築が行われた
が，共通した教訓が得られた。まず，最も初期の組織
構築では，「地元で信頼されているキーパーソン」の
積極的な関与が重要であった。その役割は，地域での

C．地域緩和ケアプログラムの
プロジェクトマネジメントに関する研究

2）プロジェクトをすすめるに
あたって生じる課題と対応

1）前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室，2）聖隷三方原病院 緩和支持治療科

山岸 暁美 1），森田 達也 2）
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表 65　プロジェクトを進めるうえで観察された組織構築に関する課題と対応

地域 結果 対応

誰がリーダーシップをとるかが決まらない，ある施設・ある人がリーダーシップをとることへの懸念がある

鶴岡地域 当初はあった
が解消した

ある病院が中心となって行う事業とされたが，指定された病院は急性期病院であり，地域全体での活動
に当たっては地域の医療資源を包括的に巻き込むことが必要であると認識されていた。そこで，病院長
と医師会との厚い信頼関係のもとに，プロジェクトの責任者を病院長，副責任者を医師会長として組織
構築を行うことができた

柏地域 解消は難しか
った

国の研究機関であるがん専門病院が中心となる事業とされたことで，「研究」「いつか地元からいなくな
る人のすること」と認識されやすかった。地域連携に関する地元医師会・医療機関との課題の共有も不
十分であるとの意見があったため，地域担当者が病院に対する苦情や要望を聞いて回った。地域責任者，
3市の医師会長，プロジェクトの実務者，市民を含む委員会が年間を通じて年 2回開催された。この
ほか，各医療機関，医師会，行政等に繰り返しプロジェクトの主旨を説明したが，結果的に，多施設か
らなる研究組織を構築できなかった

浜松地域 当初はあった
が解消した

民間病院が中心となる施設と指定されたため，当初，「患者の囲い込み」になるとの批判があった。そ
のため，特定施設への利益誘導にならないように，すべてのがん診療連携拠点病院からなる組織を構築
し，地域責任者の医師会理事を兼ねる病院長が医師会に説明し，かつ，参加の呼びかけをがん患者をみ
うるすべての医療機関に案内した。また，「厚生省の事業は報告書を書くだけ（で地元の役に立たな
い）」との意見があったため，プロジェクトは地域に密着した活動になることを繰り返し説明した

長崎地域 当初はあった
が解消した

もともと地域で活動していた在宅診療を行う診療所医師のグループが行う事業との懸念があった。一部
の診療所チームが行うものではないことを明らかにするために，「医師会の事業」であることをはっき
りさせた。医師会長が事業責任者であることを明記し，たとえば，往診に参加するだけがプロジェクト
への貢献ではなく，ポスターやステッカーを張ったり講演会の案内を置いたりすることも貢献であるこ
とを明確にした。その後も一部の診療所チームが行っているとの認識があった場合には，そのつど訂正
した

4地域から得られる教訓 最も初期の組織構築では，「地元で信頼されているキーパーソン」（地域医療に実績のある医師会長や病
院長など）の積極的な関与が重要である。地域での診療役割や公平性に対する懸念を払拭し，プロジェ
クトが地域全体のためになることの理解を得ることが重要である。公平性，地域全体への利益という観
点から，①地域全体をカバーする組織，②地域医療，在宅医療の実際の担い手を含めた組織，③特定施
設への利益誘導にならない配慮，④研究だけではなく地域に還元される活動が重要である

病院の参加が得られない・アプローチできない，それまでの人間関係や政治的・利害関係のために組織構築ができない

鶴岡地域 難しさはあっ
たが組織構築
できた

事業の中心として指定された病院は急性期病院で在宅緩和ケアはあまり行っていなかった。もともと在
宅医療を行っていたのは設立母体の異なるもう 1つの病院であまり交流がなかった。地域における各
病院の役割を把握している医師会長がコーディネーションし，両方の病院がプロジェクトに参加する組
織構築を行うことができた（地域の事情が分からないと，うまくいかなかったかもしれない）

柏地域 難しく可能な
範囲で組織構
築を行った

事業の中心に指定された病院に地元のネットワークのある医師が少なく，新たに雇用された地元の事情
のわかる看護師が個人的なネットワークを用いて施設の参加を依頼していった。徐々にネットワークが
構築された。ただし，緩和ケアチームなど緩和ケアを主とした役割とする医師・看護師のいない病院は
継続して窓口となる担当者が確保できないため難しかった

浜松地域 難しさはあっ
たが，おおむ
ね組織構築が
できた

がん診療連携拠点病院，医師会など必須と思われる施設・団体には，すべて「誰かのつて」を利用して
直接出向いて診療部長を経由して腫瘍センター長，副院長，または，院長に依頼を行った。参加募集は
がん患者をみていると考えられる地域の全施設に行い，参加の判断は各施設に任せた。「必須とまでは
言えないが，できれば参加してほしい施設」にも個別に声をかけたが，そのような施設は緩和ケアを主
とした役割をする医師・看護師のいない病院が多く，継続して窓口となる担当者が確保できないため施
設としての参加は難しかった。独自のネットワークを持つ施設は参加したが連携は以前と変わらずに自
前で行った

長崎地域 難しさはあっ
たが，おおむ
ね組織構築が
できた

医師会から病院への働きかけで多くの病院では参加に了解が得られたが，業務量の増大が懸念された。
比較的中小規模病院が多いため，個人的なネットワークで参加を依頼していった結果，必ずしもがん患
者をみているところを優先したことにはならなかった。地域ごとに，あるいは，独自のネットワークを
構築している施設は参加しなかった

4地域から得られる教訓 初期の組織構築では，地元のことがよく分かりネットワークのある人が橋渡しをする必要がある。その
際には，①どれくらいの業務量であるのか・具体的に何をするのかの見積もりを説明する，②可能な限
り施設単位での協力が得られるように院長・看護部長・副院長など施設管理職と相談する，③地域の全
ての施設に参加の案内をする，ことが勧められる。ただし，自発的な連携であるので，①「自前の連
携」を行っている施設もあるため，緩やかな組織構築として「ネットワークへの関わりの程度」は各施
設が決定することを尊重する，②緩和ケアを主とした役割とする医師・看護師のいない病院は継続して
窓口となる担当者が確保できないので参加するのは難しい場合があることを認識する必要がある
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医師会，診療所の参加が得られない

鶴岡地域 なし もともと診療所数も少なく「地元のことは地元で」という意識が高いため，医師会長，副医師会長（2
名）の積極的な関与が得られた

柏地域 難しく限定的
な参加にとど
まった

医師会へアプローチしたが，事業の中心とされた病院に医師会の会員医師も少なく，積極的な参加を得
ることが難しかった（しかし，後に行われた他のプロジェクトでは，実施主体と市で調印したうえで個
別に医師会と関係を作る働きかけを行った結果，医師会の参加が得られている）

浜松地域 難しさはあっ
たが，おおむ
ね参加が得ら
れた

もともと診療所医師が中心となった多職種の集まり「浜松緩和ケア研究会」があり，一部の医師のつな
がりがあった。最初に，医師会理事でもある地域責任者（病院長）が当時合併したばかりの 5医師会
の合同会議でプロジェクトの承認を得た。その後，つながりのある診療所の先生から声をかけてもらう
ことで，徐々に協力を得られた。医師会は，5医師会すべてとの関わりではなかったが，最も大きい医
師会の在宅医療担当の理事が研究組織に加わったことで，医師会の協力が得やすくなった。2008 年に
は浜松政令市医師会（5医師会の合同医師会）が設立され，つながりのできていた理事医師が兼務にな
り，医師会の窓口が 1つとなった。2009 年に診療所を個別訪問し在宅診療についての課題と解決策を
収集したところ，診診連携の要望が多いことが分かったため報告書にまとめて医師会に提出した。その
後，「浜松在宅緩和医療をすすめる会」の代表医師，医師会在宅医療委員会理事，在宅特化型診療所の
医師ら有志がミーティングをもち，医師会により「浜松在宅ドクターネット」が立ち上げられた。経過
中に，プロジェクトの趣旨の誤解による意見が数件あったが，それぞれと懇意にしているプロジェクト
に参加している医師が仲立ちをして趣旨が理解された

長崎地域 なし 医師会の事業であった

4地域から得られる教訓 医師会の参加は地域緩和ケアプロジェクトを進めるうえで必須である。医師会とのそれまでの経緯が関
係に影響するが，医師会，医師会の在宅医療担当理事の参加を得られるように働きかける必要がある

福祉職に最初から参加を呼びかけなかったことによる疎外感があった
（逆に，声をかけたが医療のことは関わりにくいという意見があった）

鶴岡地域 なし 手順書に含まれていなかったので，必要であるという認識がなかった。プロジェクトが進むにつれて医
療の連携が進み，徐々に自然に福祉職に参加を求めたので結果的によかった（市民講演会の時に福祉職
から参加したいという意見があった）

柏地域 なし 福祉職の協議会にがんについての教育を行うことを打診したが，医療のことなので現状では慎重な意見
を得た。現場レベルでは，症例検討会などに徐々に福祉職の参加が増えた

浜松地域 あり 最初の何回かの多職種連携会議で居宅介護支援事業所から「在宅のことなのに医療のことばかりで自分
たちが必要とされているのか分からない」との意見が得られたので，居宅介護支援事業所など福祉職を
意識したプログラム構成とした。多職種カンファレンスの案内などは居宅介護支援事業所全施設にアナ
ウンスを郵送した，協議会での講演やケアマネサロンに積極的に足を運び会への参加やレクチャーなど
を行った，介護保険に関して困っていることのアンケートを行い行政に介護保険手続きの迅速化を働き
かけ実現した，地域包括支援センターすべてに個別で訪問してプロジェクトの説明と課題のヒアリング
を行った。これらを通じて，プロジェクト後半で福祉関係職も徐々に広がりを得た

長崎地域 なし 医師会の事業所である居宅介護支援事業所，ヘルパーステーションに当初から声をかけていた

4地域から得られる教訓 居宅介護支援事業所，施設職員など福祉職は地域緩和ケアの重要な役割をもつ。可能であれば福祉職も
活動初期から研究組織に含めるほうがよい。しかし，医療者間連携が成り立っていない場合は，医療者
間連携をまず先に行うこともありうる。つまり，まず，病院医師・看護師・診療所医師・訪問看護師・
薬剤師の連携を作り，次に，居宅介護支援事業所，医療ソーシャルワーカー，施設職員と広げていく方
法もよいと考えられる。この場合，初期の段階で，福祉職に疎外感や「重要視されていない」気持ちを
いだかない配慮が必要である。たとえば，福祉職の連携が近い将来に予定されていることが年次計画や
組織図で分かるようにする，プログラムの対象を意識せず「医療者」ではなく「医療福祉従事者」と記
載する

大学・がん専門病院では施設全体での参加が難しい

柏地域，
浜松地域，
長崎地域

難しかった 大きな病院，特に大学病院や専門病院では，意思決定が病院全体ではなく，講座（診療部）単位で行わ
れることが多いため，病院として行うことの方向性を病院長は示していても，各医師がそう思っている
とは限らなかった。施設としての参加の了解は得たが，大学全体を横断的に動くことは難しく，各講座
（診療部）中心であった

4地域から得られる教訓 大学は緩和ケアに限らず意思決定が講座単位のことが多く，横断的組織を運用することは難しい

行政の協力が得られない，行政に理解をしてもらうのが大変である

鶴岡地域 なし 市民病院から市の担当者が参加していた

柏地域 対応窓口が明
確であった

対象とした 3市のうち 1市ではがん対策係があるなど対応窓口が一括しており，協力が得られやすか
った（2市にはプロジェクトが対応する労力が限られ，交渉や協力の依頼が十分できなかった）
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浜松地域 難しさはあっ
たが徐々に協
力が得られた

対応窓口が複数に分かれており一貫した窓口がなかったこと，がん対策は医療に関わることの認識があ
ったため，行政の関与は当初積極的ではなかった。多職種連携カンファレンスでしばしば取り上げられ
た介護保険の問題を取り上げるルートもなかった。しかし，公明党市議・県議・国会議員がプロジェク
トの見学をした場で介護保険の問題などを当事者から述べたことがきっかけになり，市議の迅速な働き
により市に「がん診療連携拠点病院と市との連携会議」が設置された。市の担当者の前職ががん診療連
携拠点病院で，臨床現場が分かったことも幸いしたようである。その後，担当者の異動に伴い連携会議
はなくなったが，適宜，市の医系技官や市議から連絡があり問題の共有と解決を行っている

長崎地域 なし プロジェクトは医師会のルートを利用していたので特に困ったことはなかった。保健所長と保健師に運
営委員会への参加を依頼していた

4地域から得られる教訓 地域緩和ケアに関する課題は窓口が複数に及ぶので一括した対応窓口（がん対策係など）があれば行動
しやすい。一括した窓口がない場合は，課題の何がどの部署の守備範囲なのかを知ってアプローチする
ことが重要である。また，民間がプロジェクトを担当した場合は，特定の民間施設と継続して行政担当
者が会議を持つことは公平性の点から望ましくないいう点から介護保険，市民啓発などで行政との連絡
がしにくくなる。行政担当者に連絡できるルートを別に確保する必要がある

在宅診療を多く受けている診療所とそうでない診療所，ネットワークに入っている診療所と入っていない診療所の間でのいさかい
が生じる

鶴岡地域 なし 最初から在宅特化型診療所は作らない方針であり，かつ，もともと数も少なく同郷意識が高かった

柏地域 なし もともと多く診ている診療所がなかった

浜松地域 あり 「長年診療していた患者が在宅診療を行うことになった時に，かかりつけ医への連絡がなく在宅特化型
診療所が診ることになった」「病院医師が連携室を通さずに直接診療所と連絡を取って主治医を変更し
た」例があった。複数のネットワーク（浜松在宅ドクターネット，地域の連携担当者と地域医療福祉従
事者の集まり，退院支援看護師の集まり）のほか，個人的なネットワークで事実を共有し，主治医の変
更は前主治医に了解を取る原則をそのつど確認した。個別の対応では，各診療所の医師間，病院長と各
診療所医師でのやりとりで事情を共有した。在宅特化型診療所の医師は医師会の作った在宅ドクターネ
ットの世話人も務め，医師会全体の運営にも協力した

長崎地域 あり 病院でのカンファレンスに参加していた医師に病院医師から直接依頼が行くことがあったため，参加で
きない医師に情報提供するなど個々の配慮を行った

4地域から得られる教訓 在宅診療を開始する時，かかりつけ医と在宅診療を担当する医師の間でのいさかいが生じる場合がある。
かかりつけ医師に了解を取るのが原則であるが，すべての関係者が気をつけた対応するとは限らない。
方策としては以下のようなものがある。患者の在宅主治医を決めるときには，①病院では病院医師が直
接依頼せずに連携室から診療所医師双方に連絡して調整する，②診療所では在宅希望の患者が初診に来
たときにも主治医に確認する，ことをルール化する。③そのうえで生じる個々の事例は，個別に関係者
で状況を共有する。地域での在宅診療所のリスクヘッジという観点からも，④在宅特化型診療所と医師
会がネットワークとして協働できる話し合いの場を設定するべきである。医師会の在宅委員会や在宅ド
クターネットなどの組織に在宅特化型診療所が加わることが望ましい

緩和ケアの専門家がいない，プロジェクトの中心となる緩和ケア専門家の負担が大きい

鶴岡地域 あり 緩和ケアを専門とする医師がいなかったため専門施設で研修を受けた

柏地域 あり 緩和ケアの専門家はいるが 1名のため負担が大きかった

浜松地域，
長崎地域

なし 質的・量的に緩和ケアを専門とするものの多い地域であった。しかし，地域緩和ケア，在宅医療につい
ては専門家ではないので，プロジェクト外の専門家やプロジェクト内の経験者からの意見を中心に運用
した

4地域から得られる教訓 プロジェクトを進めるうえで，緩和ケアの専門家が必要であり研修などで地域に 1名養成する必要が
ある。しかし，緩和ケアの専門家は地域緩和ケア・在宅医療の専門ではないので，適宜，専門家や経験
者に意見を求める姿勢が必要である

行政単位・医師会・保健所の範囲が大きく労力が多かった，同じプロジェクト内で他の地域との比較意識が生まれた

鶴岡地域 なし

柏地域 あり 3行政単位にまたがっていたが，労力からして 1行政単位にしか対応できなかった。また，同プロジ
ェクト内の異なる地域を比較した数値を出すときに，地域間の比較に見えがちであったことが意欲を失
わせ，積極的な参加を得られなくしたかもしれない

浜松地域 なし

長崎地域 なし

4地域から得られる教訓 ①行政単位は 1プロジェクト 1つとするべきである，②地域内での数値の比較はこれまでの地域の事
情があるため慎重に行う必要がある
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診療役割や公平性に対する懸念を払拭し，プロジェク
トが地域全体のためになることの理解を地域のステイ
クホルダーから得ることであった。次いで，初期の組
織構築では，地元のことがよく分かりネットワークの
ある人が橋渡しをすることが多かった。医師会の参加
は地域緩和ケアプロジェクトを進めるうえで必須であ
り，医師会，医師会の在宅医療担当理事の参加を得ら
れるように各地域では働きかけが行われた。居宅介護
支援事業所など福祉職は地域緩和ケアの重要な役割を
持つため，医療連携から始める場合には，福祉職に疎
外感や「重要視されていない」気持ちをいだかない配
慮が必要であることが示唆された。
　プロジェクトを行う行政単位が複数となると労力が
非常に多くなるため，プロジェクトの対象は 1つとす
るべきであることが示唆された。一方，診療圏をまた
ぐ地域での地域緩和ケアのネットワーク構築は難しく，
本研究では研究対象地域が限られたため有効な方策は
結論できない。方策として，小さい単位のネットワー
クと，ネットワーク同士の広域のネットワークの両方
を構築することが考えられる。
2 ）組織運営に関すること（表 66）

　組織運営に関する経験から得られた主な教訓として

は，①グループワーク，付箋を使う，ファシリテータ
ーが意見を求めるなどの方法が議論を活性化するため
に用いられるべきである，②事業の手順書は「構造」
ではなく「機能」と意図を検討することが重要である，
③ワーキングチーム制はスタッフの役割を明確にする
良い方法であり達成可能な課題設定が重要である，こ
とが挙げられた。
　一方，患者の目に留まるいろいろの資料に施設名を
載せることについては決まった方法がなく，今後，
「患者の知りたい情報」を「利益誘導」なしに公開す
る方法についてのガイドラインが必要であると考えら
れた。
3 ） 緩和ケアの技術・知識の向上に関すること　　

（表 67）

　緩和ケアの技術・知識の向上を目的とした緩和ケア
セミナーとツールの運用についての経験から得られた
主な教訓は，前提として，研修時間をもてるだけ臨床
業務を軽減することが必要であることであった。緩和
ケアセミナーでは，ロジスティクスの問題が多く挙げ
られた。ロジスティクスの工夫は，アナウンスは施設
宛のみではなく個人宛などを含めて複数回送るなどす
ぐに利用できるものが多かった。一方，これらは，も

他の診療圏で治療を受けて戻ってくる患者，ほかの診療圏で治療を受ける患者が多く，地域内だけの活動をしても効果が限られて
いる

鶴岡地域 なし

柏地域 あり 他の診療圏で治療を受ける患者が半数以上を占めるため，地域内だけの活動をしても効果が限られた

浜松地域 なし

長崎地域 なし

4地域から得られる教訓 首都圏など診療圏をまたぐ地域での地域緩和ケアのネットワーク構築は難しい。有効な方策は本研究か
らは不明である。選択として，小さい単位のネットワークと，ネットワーク同士の広域のネットワーク
の両方を構築することが考えられる。移動によるロスを減らすために IT を利用するなどの工夫が必要
だろう

中心部が活動の中心になり，遠隔地（山間部や離島）が扱われにくかった

鶴岡地域 なし

柏地域 なし

浜松地域 あり 参加者の多くが中心部のため，山間部（北遠）のことがほとんど扱われなかった。郵送による啓発では
地域差は生じなかったが，山間部からはセミナーや会議への参加が難しく，プロジェクトからも容易に
訪問することができなかった。スカイプなどを使って，セミナーの様子をネットに流す案もあったが手
技的・人的問題から実現しなかった。2008 年度の 10回のセミナーのみスライドと音声を組み合わせ
た情報をホームページ上に公開した（ホームページの認知率が低かったため，どの程度有用だったかは
わからない）

長崎地域 あり 具体的な解決につながったわけではないが，初期の段階で離島の緩和医療の問題が地域で共有すること
はできた

4地域から得られる教訓 遠隔地の問題は重要である。問題認識を全体で持つことと，個々の課題を検討する会を個別に構築する
必要がある
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し地域緩和ケアに関する研修やカンファレンスを行う
日時を「全国で統一」できれば解消することであった。
地域で行われるセミナーを関心のある対象者に漏れな
くアナウンスする機能や，地域で行われている研修会
を一覧で見られる機能もある程度有用であると考えら
れた。本研究では各地域で必要な緩和ケアセミナーを
それぞれ行ったが，全国的には，緩和ケアの技術・知
識が必要なそれぞれの職種に対するボトムラインの明
確化とインセンティブが必要であると考えられた。
　ツールについては，新しいものを普及させるのは労
力も大きいことから，緩和ケアに関する個々のツール
を地域単位，全国単位で統一することのメリット，デ
メリットに関する実証的な検討が必要であると考えら
れた。すなわち，1つひとつのツール，たとえば，疼

痛の評価シート，オピオイド導入のパンフレット，看
取りの時期のパンフレットなどそれぞれについて，あ
る地域全体や全国で統一させることに労力に見合う意
義があるのかの検証が課題として残された。
4 ） がん患者・家族・住民への情報提供に関するこ

と（表 68）

　がん患者・家族・住民への情報提供については，ポ
スター・リーフレットと講演会とを分けて分析した。
　対象者の多い環境に工夫して置かれたポスターやリ
ーフレットと，既存の枠組みを利用した講演会は，費
用対効果の点から，関心のある患者・家族には有用で
あると考えられた。
　啓発については，2つの課題が認められた。
　1つは，費用対効果からみて，広く薄い啓発介入を

表 66　プロジェクトを進めるうえで観察された課題，解釈，対応（2）─組織運営に関すること

課題 解釈 対応

運営会議で医師以外の参
加者から意見が出ない，
議事進行のようになる，
特定の人だけが話してい
る

・ 「各団体から代表者 1名」としたので
「よくある会議」のようになって医師
や役員以外の発言がほとんどなかった

・ 初対面の者が多く，何を話すか慣れて
いなかった

〈有効だったノウハウ〉
・ グループワーク，付箋を使う，看護職や福祉職など自分か
ら意見を出しにくい職種にファシリテーターが意見を求め
るなどの工夫をし，意見が出るようになった

・ 何回か繰り返すことで徐々に意見は出るようになった
〈得られた教訓・今後の課題〉
・ グループワーク，付箋を使う，ファシリテーターが意見を
求めるなどの方法が議論を活性化するために用いられるべ
きである

手順書やプロトコールの
意図を読み取れない，文
言どおり実行しようとす
ると困難である

・ 行動計画は「機能」ではなく「構造」
中心に記載されているので，意図（何
のために行うか）を地域の文脈で考え
ることが必要である

〈有効だったノウハウ〉
・ 手順書の「意図」を理解して地域の文脈で何をしたらいい
か考えるようになってから具体的な計画を組みやすくなっ
た

〈得られた教訓・今後の課題〉
・ 事業の手順書やプロトコールは，「構造」ではなく「機能」
と意図が伝わるようにする（機能と意図を考えるようにす
る）ことが必要である

多数設定された会がそれ
ぞれ何のためにやってい
るのか，全体の位置づけ
がよく分からない，リン
クスタッフの役割が分か
らない

・ 複数の会があるので，一度は説明され
ていても，各会の目的や趣旨が分かり
にくくなる

・ リンクスタッフが各施設で具体的に何
をするかの手引きがなかった

〈有効だったノウハウ〉
・ 医師など課題に影響力のある実務者をリーダーとする多施
設からなるワーキングチーム制にしてから，各スタッフの
役割と会の目的がはっきりした。一方，ワーキングチーム
でも，短期間で扱うには大きなテーマのまま具体化されて
いないと成果を得ることは難しかった

〈得られた教訓・今後の課題〉
・ ワーキングチーム制は参加者の役割を明確にするよい方法
である。ワーキングチームを作る時に具体的で達成可能な
課題を設定することが重要である

・ 各会の最初に全体像，位置づけ，個々の課題を毎回伝える
ようにする

資料（配布物，新聞記
事）に掲載される時に特
定施設名が掲載されるこ
との懸念がある

・ 「がん診療連携拠点病院」として病院
を掲載したが，実際にはがん診療をし
ているにもかかわらず記載されていな
い病院から公平ではないとの意見を得
た

・ （患者に便利なように）ポスターに連
絡先や相談先を入れたいが，利益誘導
につながる可能性があるため具体的な
施設名を入れることができなかった

〈有効だったノウハウ〉
・ ポスターに（連絡先が何もないとおかしいが苦肉の策で），
「相談窓口があります」と表記にした。リーフレットは，
（がん診療連携拠点病院の役割に相談機能があるため）す
べての拠点病院を五十音順に記載することで了解が得られ
た

〈得られた教訓・今後の課題〉
・ 「患者の知りたい情報」を「利益誘導」なしに公開する方
法についてのガイドラインが必要である
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どの程度行えばよいのか，である。すなわち，一般市
民に対して費用のかかる啓発介入を行うよりも，患者
に接する機会の多い医療福祉従事者・相談員などに対
象を限定した枠組みや，民間の動画などを利用して安
価で効率よい情報提供を行うシステムの開発（新しく
作るのではなく，既存のものを収集して信頼できる情
報として整理・一覧とする機能など）が検討の価値が
あると考えられた。
　2つ目は，関心のない（緩和ケアについて考えるこ

とを避けている）患者への情報提供のあり方である。
特に，在宅医療・終末期医療については，準備性のな
い状態での啓発介入は効果を得られにくいばかりか，
患者にとって侵襲となりうると考えられる。
5 ） 地域緩和ケアのコーディネーション・連携の促

進に関すること（表 69）

　地域緩和ケアのコーディネーション・連携の促進に
関することとしては，多様な課題に直面した経験が収
集された。がん患者を診る診療所医師が少ない，効率

表 67　プロジェクトを進めるうえで観察された課題，解釈，対応（3）─緩和ケアの技術・知識の向上に関すること

課題 解釈 対応

医療者福祉従事者
対象の緩和ケアセ
ミナーに人が集ま
らない

・ 臨床業務が忙しく参加でき
ない（平日の夕方は業務を
終えるのが困難，土日は休
日を使う負担がある）

・ 設定日時が地域内の他の勉
強会と重複する

・ アナウンスがうまくいかな
い

　 アナウンスが遅く勤務・予
定を組めない，（施設長に
出しても現場に）届かない，
1回だと気がつかない，メ
ールを見られない・週 1
回程度しか見ない

・ 関心のある対象が限られて
いる，参加するインセンテ
ィブがない，身の回りで問
題が解決する

・ ロールプレイやグループワ
ークで自分の意見を言うこ
とに抵抗がある

・ 時間内に終了しないと負担
が大きい，会の最初の方の
時間は遅れる人が多い

・ 医師は多職種の集まりに参
加しにくい

・ 介護職は医学用語を理解し
にくい

〈有効だったノウハウ〉
・ 設定日時を工夫する（院内・近隣を対象としたものは平日夜，地域全体を対
象としたものは土曜午後・日曜日など）
・ 行う日時をだいたい固定して習慣化する（月 1回第 2水曜日など）
・ 年間予定を予め年初にアナウンスする
・ 年初，開催の 2カ月前，直前の最低 3回アナウンスする
・ 医師会，病院（地域連携室・院長・看護部長宛それぞれ），訪問看護ステー
ション協議会など地域の主要機関にアナウンスし，各施設でアナウンスして
もらうように依頼する
・ 個人に届く方法を利用する（メーリングリスト，郵送，FAX）
・ メールでの連絡ができない場合は，郵送・FAXを用いる（費用がかかる）
・ 移動距離が短い場所，地域全体をくまなく場所を変えて行う
・ 定刻で開始し，定刻に終了する
・ どの職種を対象として何を目的として行うかを明確にする
・ インセンティブとして修了書，ステッカーなどを発行する
・ 医師会，薬剤師会，学会などの研修の認定単位に申請する
・ 医師は医師のみの集まりを行う，ほかの集まりを利用して（がん患者の合同
カンファレンスなど）短時間で行う
・ ロールプレイは，体験したことのある参加者がまず行う（未経験者はまず観
察者や患者役を行う）ように設定する，初心者向けのテーマの設定を行う，
参加しなくてもよいプログラムとする
・ 会の最初に本題ではなく施設紹介や前回の復習，名刺交換タイムなど行う
〈得られた教訓・今後の課題〉
・ 研修時間をもてるだけ臨床業務を軽減することが必要である
・ ロジスティクスの工夫（日時設定，アナウンス，想定している職種の限定，
ついでの機会の利用）が重要である。地域緩和ケアに関する研修やカンファ
レンスを行う日時を全国で統一できれば最もよい（全国水曜日午後は地域連
携の日など）。地域で行われるセミナーを関心のある対象者にもれなくアナ
ウンスする機能，地域で行われている研修会を一覧で見られる機能があれば
ある程度有用かもしれない
・ 全国規模での緩和ケアの技術・知識が必要なそれぞれの職種に対するボトム
ラインの明確化，インセンティブが必要である。日常的に緩和ケア専門家と
協働して経験を積み重ねることのできる施設の医療福祉従事者では集合型研
修は必要ないかもしれない

新しいツール（特
にパンフレットや
アセスメントツー
ル）は広がらない

・ すでに施設や個人で長年使
っているものがあるので切
り替えて使う意義がない
（新しいものに切り替える
労力が必要である）

・ 患者に説明をする時間を要
する

・ これまでにないツールや，
使用方法が直感的に分かる
ツール（患者・家族向けに
書かれたもの）は有用であ
る

〈有効だったノウハウ〉
・ ツールを導入する時には，あらかじめ各施設ですでに導入されているツール
がないか検討する（各施設ですでに順調に運用されているツールがある時に
は，新しいツールを導入する意義が十分にあるのかを評価し，あえて導入し
ないことも選択である）
・ 緩和ケアを専門とする医師や看護師，薬剤師などが最初に使用する。使用前
にインストラクションを行う
・ セミナーと連動させる，日常診療のマニュアルとして院内のマニュアルに取
り入れる，緩和ケアチームのリコメンデーションに取り入れる

〈得られた教訓・今後の課題〉
・ 緩和ケアに関する個々のツールを地域単位，全国単位で統一することのメリ
ット，デメリットに関する実証的な検討が必要である
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的な退院前カンファレンスが行えない，効率的な退院
支援・調整プログラムが行えない，がん患者に関わる
居宅介護支援事業所が多くない，患者所持型情報共有
ツールが普及しない，地域の多職種間でリアルタイム
の患者情報を共有する方法がない，カンファレンスで
あがる制度・施策の課題を解決する方法がない，こと
が挙げられた。
　診療所医師の参加を促すには，基礎的な知識の研修
と地域のネットワーキングに加えて，多職種でのサポ
ート体制，必要な時の病院の相談や入院の約束が必要
であると考えられた。一方，生活やほかの診療とのバ
ランスから医師の在宅診療についての動機が必ずしも

高くないことや，地域で「人気」の医師はすでに外来
診療で手いっぱいで在宅診療の余裕がないといった需
給の問題については，在宅医療に限ったことではない
が，需給関係からみた制度設計の検討が必要であるの
かもしれない。
　退院支援・調整に関しても多くのノウハウが得られ
た。たとえば，効率的な退院前カンファレンスについ
ては，開催前に情報を入手し課題を抽出する，職種ご
とに時間を分担するなどが挙げられた。これらのノウ
ハウを集約する枠組みとしては，①すべての病院に退
院支援・調整プログラムの教育と実践を担当する専従
の看護職を置き，地域での情報交換・共有機会の仕組

表 68　プロジェクトを進めるうえで観察された課題，解釈，対応（4）─がん患者・家族・住民への情報提供に関すること

課題 解釈 対応

ポスター・リー
フレットなどの
資料を置いても
対象の目に留ま
らない

・ ポスターやリーフレットが多
すぎてまぎれてしまう

・ 設置している場所に緩和ケア
に関心のある（関係のある）
人がない

・ 役所など待ち時間を短縮化し
ておりゆっくり資料を見る時
間がない

・ タイトルが「緩和ケア」「が
ん」だと関心のある人しか目
を留めない

・ 画像は見る手段を確保しにく
い（放映する場所・機会がな
い，設定に時間がかかる，毎
回同じ内容になり飽きてしま
う）

・ 図書館は 1冊の貸し出し期
間が 2週間などのため対象
数という点では効率はよくな
い

・ 配布・設置・補充する人員の
余裕がない

〈有効だったノウハウ（費用をかけずに行えること）〉
・ 対象者が多くいるところに設置する（市役所や図書館よりは診療所や保険薬
局，それらよりは病院のがん診療に関わる場所）。市民公開講座など関心が
ある対象が集まる場所で配布する。（可能であれば）ポスターなどを郵送す
る場合にはあらかじめ郵送先を見に行って対象者がいるか，どのように掲示
すればいいかを職員に説明する
・ 展示の工夫をする（似た内容のものを集めてコーナーにする，地元医療福祉
従事者の顔写真入りのキャプションをつけるなど）
・ 掲示物のタイトルは関心のない人も目を向けるようなタイトルにする，がん
治療に関わる内容と同じコーナーにする，がん治療に関する資料の一部に緩
和ケアに関する内容を盛り込む
・ 市民ではなく患者・家族，医療福祉従事者，民生委員，相談員，地域包括支
援センター職員など対象を絞った活動を行う
・ 映像メディアは作成する労力から考えて媒体としてはあまり有効ではない。
自前で作るのではなく，関連した内容を民間から利用する
・図書は地道な活動として行う
・ 人員に余裕のない時はポスターを中心として，補充の必要なリーフレットの
比率を少なくする

〈得られた教訓・今後の課題〉
・ 対象者の多い環境に工夫して置かれたポスターやリーフレットは関心のある
患者・家族には有用である
・ 患者に接する機会の多い医療福祉従事者，相談員などへの情報提供が必要で
ある
・ 民間の動画などを利用して情報提供を安価で効率よく行うシステムの検討が
必要である
・関心のない対象への情報提供のあり方を明らかにする必要がある

講演会の参加者
が少ない

・ かかる労力に比較すると，人
口あたりの対象者が少ない

・関心のあるものが限られる

〈有効だったノウハウ（費用をかけずに行えること）〉
・ 既存の枠組みを利用した講演会を利用する（医師会主催の健康講座，大学主
催のもの，行政主催のもの，学校薬剤師の小中学生への麻薬の説明会など）。
これによって，安定したアナウンスが行われる（市の広報誌，自治会での掲
示板や回覧板，地元新聞など）
・ 自前で行う場合には，行政，医師会などの後援を依頼し，その経路でのアナ
ウンスを行う。併せて，公共経路でカバーしていない医療機関（病院・診療
所・保険薬局）でポスターなど廉価な方法でアナウンスを行う
・ 新聞社へのプレスリリースを行う（取捨は新聞社のため，費用はかからな
い）
・ 重いテーマの時は，落語と講演のように楽しいものと併せるなどの工夫をす
る

〈得られた教訓・今後の課題〉
・ 既存の枠組みを利用した講演会は費用対効果の点から関心のある患者・家族
には有用である
・関心のない対象への情報提供のあり方を明らかにする必要がある



Ⅱ．主 研 究

352

表 69　 プロジェクトを進めるうえで観察された課題，解釈，対応（5）─地域緩和ケアのコーディネーション・連携の促進
に関すること

課題 解釈 対応

がん患者を
診る診療所
医師が少な
い

・ 自宅で症状緩和が困難になっ
た場合にどうしたらいいか分
からない（がん患者の終末期
の診療をしていない，以前に
診療していたが病院からのサ
ポートがなく大変だった経験
がある）

・ 在宅患者を診療しなくても現
在の診療で十分である，グル
ープ制としても今の生活との
バランスから考えて在宅に参
加しにくい，在宅に限らず現
在の外来診療で手いっぱいで
ある

〈有効だったノウハウ〉
・ 地域の診療所医師が実際に必要としていること，困っていることをヒアリングに
よって課題として抽出してから行動計画を立てる

・診療所医師をサポートする体制を構築する具体的な方策を示す
・基礎的な知識の研修を行う
・在宅チーム全体の力が上がるための多職種での研修とネットワーキングを行う
・ 入院希望があった時や在宅での対応が難しくなったときの病院の対応を保証する
・ 専門家とやりとりしやすくなるネットワーキングを増やす，「何かのついで」に
聞ける機会を増やす

・ 病院の医師と経過を共有できる地域電子カルテによる共有や患者ごとのメーリン
グリストを作る，地域緩和ケアチームや緩和ケアホットラインを作る

〈得られた教訓・今後の課題〉
・ 診療所医師の参加を促すには，基礎的な知識の研修，地域のネットワーキング，
多職種でのサポート体制，相談や入院の保証が必要である

・ 動機・需給は現在個々の医師の判断に委ねられているため制度設計の検討が必要
かもしれない

効率的な退
院前カンフ
ァレンスが
行えない

・ カンファレンスが 30分以内
に終わらない

・ 病院医師の業務量が多いので
参加できない

・ 診療所医師の移動時間が長い
ので参加できない

・保険薬局が参加できない
・ 開催日が退院間近で関係者に
アナウンスできない

〈有効だったノウハウ〉
・開催前に情報を入手し課題を抽出する
・ポイントのみを説明し資料を利用する，職種ごとに時間を分担する
・医師の参加可能な時間を設定する（診療所医師は水曜日午後など）
・緊急時の対応，連絡先，予測可能な変化と対処を決めておく
・ 病院医師の代わりに緩和ケア医師や緩和ケアチーム看護師，病棟看護師が事前に
情報を得て参加する

・ 診療所医師の代わりに診療所看護師や訪問看護ステーション看護師が事前に情報
を得て参加する

・かかりつけ薬局を確認して参加するかどうかの確認をする
〈得られた教訓・今後の課題〉
・ 効率的な退院前カンファレンスのモデルのビデオ，教育方法を作成して全国で実
施する

・ 退院前カンファレンスを移動せずに行えるようなインターネットを導入する，記
録が簡単にサマライズできる IT システムを開発する

効率的な退
院支援・調
整プログラ
ムが行えな
い，病院医
師・看護師
に在宅の視
点がない

・ 退院支援・調整プログラムが
ない，退院支援・調整を主に
行う看護師がいない

・ 退院支援・調整の課題を地域
と病院とで共有する話し合い
の場がない

・ 退院支援を行う病棟看護師，
退院支援担当看護師の能力に
個人差が大きい

・ スクリーニングが効率的に行
えない

・ 看護師と医療ソーシャルワー
カーとの役割分担が明確でな
い

・ 病院医師・看護師に在宅の視
点がない（患者・家族の意思
の確認，在宅で可能なシンプ
ルな治療・ケア，早めの地域
医療福祉従事者への紹介，自
宅生活環境のアセスメント）

〈有効だったノウハウ〉
・退院支援・調整を担当する部署や職種，プロジェクトを各病院に設置する
・ 同一地域の病院の退院支援・調整を担当する部署間での情報交換・共有の場を設
置する（退院支援看護師の集まりなど）

・ 退院支援・調整を担当する部署と訪問看護ステーション看護師など地域医療福祉
従事者間での情報交換・共有の場を設置する

・（日常的にちょっとしたことが共有できる）ネットワークを増やす
・ スクリーニング方法を見直し簡便にする（項目数の削減，紙媒体のスクリーニン
グではなくラウンドを利用した連絡など）

・ 病院医療者と在宅チームとの交流機会を増やし在宅の視点を伝える（カンファレ
ンス，振り返り，フォローアップ，フィードバックなど）

〈得られた教訓・今後の課題〉
・ すべての病院に退院支援・調整プログラムの教育と実践を担当する専従の看護職
を置き，地域での情報交換・共有機会の仕組みを作る

・ 効率的な退院支援・調整プログラムを開発，評価，実践，教育するための仕組み
を作る（全国トレーニング，認定制度，病棟看護師・病棟師長・看護部長・退院
支援部署・医療ソーシャルワーカーなど職種別のボトムラインの明確化，スクリ
ーニング・アセスメントシートなどの検証，在宅での研修，看護師長・部長への
研修など）

・病院医師・看護師の在宅の視点をいずれかの段階で教育に組み入れる
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がん患者に
関わる居宅
介護支援事
業所が多く
ない

・ 医療に関する苦手意識，難し
さがある

・ 退院前の居宅介護支援事業所
の仕事は退院しなければ報酬
にならない

〈有効だったノウハウ〉
・ 退院自体が可能になるように早めの対応をする（在宅の視点のある病棟医療・病
棟看護を行う）

・ カンファレンスの時に医療用語を利用しない，福祉職出身の介護支援専門員が話
しやすい環境を意識する

・（気軽にやりとりできるような）ネットワーキングを作る
〈得られた教訓・今後の課題〉
・ 介護支援専門員を対象とした系統的ながん患者に対する研修プログラムを作成し
て実施する

・退院しなかった場合でも相応の報酬を受けることのできる制度を検討する

患者所持型
情報共有ツ
ールが普及
しない

・ 患者自身が複数の医療福祉機
関で情報共有をすることの意
義を感じにくい（必要性を感
じている患者は，すでに自分
の記録を作成している）。「伝
書鳩のように管理されてい
る」意識になりうる

・ 地域の複数の医療福祉従事者
が意義を共有しないと，患者
が見せて医療福祉従事者が知
らないと意欲を失う

・ プライバシーの点から「持っ
ていること」でがんと分かる
ものを持ちたがらない，自分
で書いたものを医師や看護師
に見せるのは失礼と考えたり
気が進まない患者も少なくな
い

・ 患者は知らないが医療福祉従
事者では共有しておきたいこ
とを共有するためにはほかの
手段が必要である（予測され
る予後，家族内の人間関係な
ど）

・説明の時間を必要とする　

〈有効だったノウハウ〉
・ 患者自身へ意義の説明，なるべく多くの地域の医療福祉従事者へのアナウンスを
行ったが効果は限定的であった

・ 診療情報の説明書や検査データなどと一緒に渡す，入院のたびに看護ステーショ
ンで預かるようにするなどを行う担当者がいた腫瘍センターでは運用できた

〈得られた教訓・今後の課題〉
・ 患者所持型情報共有ツールは意義と運用が共有しうる限定された医療福祉機関で
のみ運用するべきである

地域の多施
設間でリア
ルタイムの
患者情報を
共有する方
法がない

・ 紙媒体を自宅に置く方法では，
患者の知らない内容を記載で
きない，すべての職種（特に
医師）が書くとは限らない

・ 電子カルテ，メーリングリス
トは診療記録と二重記録にな
り負担があることや，IT を
好まない利用者の場合，進ま
ない

・ FAX，電話を利用した情報共
有は「一度に全員」での共有
が難しい

・ 患者によっては多職種への情
報提供を希望しない

〈有効だったノウハウ〉
・ 紙媒体を自宅に置く，地域の電子カルテ，患者ごとのメーリングリスト，その時
その時での電話や FAXでの臨機応変な情報共有を行ったが，すべての場合に共
通して有効な方法はみつからなかった

〈得られた教訓・今後の課題〉
・ すべての患者の患者情報をリアルタイムで共有することを目的とするならば，診
療記録と二重記録にならない電子情報の共有が唯一の手段である。多施設での診
療が始まる場合に患者の希望する施設への診療情報の共有を登録する。利用者の
個人情報に関する教育，規定が必要である

カンファレ
ンスで挙が
る制度・施
策の課題を
解決する枠
組みがない

・ 現場の多職種でカンファレン
スを行っても行政・施策担当
者がいないので解決に結びつ
かない

・ 挙がった課題を改善に結びつ
ける枠組みがない

〈有効だったノウハウ〉
・ 介護保険など市町村で対応な可能なことについては意見を集約して行政に連絡し
て対応できた

・ 行政の担当者が（個人として）参加することで問題を共有できれば可能な範囲で
対策が講じられることも多かった

〈得られた教訓・今後の課題〉
・ 都道府県，国のレベルについて集約された課題がタイムリーにつながる仕組みが
必要（グループワークデータの蓄積と公開，民間研究者によるデータマイニング
などによる解析，都道府県・国の担当者の参加など）

・ 行政担当者が公的な立場で参加すると，「市（県・国）としては対処しています」
と答えざるをえないため，参加者を責めない，個人として参加するなど参加者に
対する教育と枠組み作りが必要である
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みを作る，②効率的な退院支援・調整プログラムを開
発，評価，実践，教育する仕組みを作る，③効率的な
退院前カンファレンスのモデルの教育方法を作成して
実施する，④退院前カンファレンスを移動せず簡便に
共有できる ITシステムを開発する，⑤病院医師・看
護師の在宅の視点を教育に組み入れる，などが方策と
なる。
　患者情報の共有については，患者所持型情報共有ツ
ールの地域単位での普及は容易ではないことが明らか
となった。患者所持型情報共有ツールはその意義と運
用が共有しうる限定された医療福祉機関（病院と特定
の診療所，病院と特定の保険薬局など）でのみ運用す
るべきである。一方，すべての患者の診療情報をリア
ルタイムで共有することはさまざまな方策が用いられ
たが完全な対応は困難であった。技術的には，診療記
録と二重記録にならない電子情報の共有が唯一の手段
であると思われるが，利用者の個人情報に関する教育，
規定が必要である。
　各地域でカンファレンスを行った場合に制度・施策
上の課題が多く挙げられるが，解決する枠組みがない

こともよく挙げられた。各地域で出された課題がリア
ルタイムに行政担当者につながる仕組みが必要である。
たとえば，グループワークのデータを蓄積・公開する
ことによって，民間研究者を含めてデータマイニング
など複数の方法を用いて可能な対策を提示することや，
地域のカンファレンスに市町村・都道府県・国の担当
者が参加することが挙げられる。行政担当者が公的な
立場で参加すると発言が制限される可能性が高いため，
参加者が個人として意見が言えるなどの教育と枠組み
作りが必要である。
6 ）緩和ケア専門家の利用に関すること（表 70）
　地域での緩和ケア専門家の利用としては，地域緩和
ケアチームのニードはあるがネットワーキングによる
解決のニードが現時点では多いことから，①地域にあ
る専門緩和ケアサービスとネットワーキングを作り
個々に解決できる機会をまず増やすことが重要であり，
そのうえで，②「最後のとりで」としての地域緩和ケ
アチームを 1つ地域に指定することがよいと考えられ
た。

表 70　プロジェクトを進めるうえで観察された課題，解釈，対応（6）─緩和ケア専門家の利用に関すること

課題 解釈 対応

地域緩和ケアチ
ームが利用され
ない

・ 対象となる患者はいるが，相談すると
なると，それほどの症状でもなくまわ
りのネットワークで対応できることが
多い，まったく知らない人に連絡をす
るのは敷居が高いので，何かのついで
やメーリングリスト上で患者のことを
共有している時に相談する

〈有効だったノウハウ〉
・ 緩和ケアの専門家とついでの機会，患者情報を共有するメーリング
リスト，個人的なネットワークを作ることで連絡を取りやすくする
・最後のとりでとしての地域緩和ケアチームを 1つ地域に作る
〈得られた教訓・今後の課題〉
・ 地域にある専門緩和ケアサービスとネットワーキングを作る，その
うえで，最後のとりでとしての地域緩和ケアチームを少なくとも 1
つ地域に作ることが必要である
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1．対象・方法
　プロジェクト全体の評価として行われた 4地域のコ
アリンクスタッフのインタビュー調査の一部として行
われた。インタビュー調査の対象者は，「各地域にお
いて地域介入の運営，立案や実施に関わったもの」全
員であり，地域の介入責任者が同定した。合計 103 名
が対象となり，全員がインタビュー調査を承諾したが
2名で予定が合わないなど実際上の理由で実施できな
かったため，101 名で調査が終了した。インタビュー
の平均時間は 135 分± 39 分であった。
　本研究では，「プロジェクトの運営についてはどう
でしたか」「プロジェクトの運営について良かった点
や，改善した方がいい点はありましたか」の質問に対
する回答を分析の対象とした。101 名の逐語記録のう
ち，プロジェクトマネジメントの質問に対する回答の
あったのは 82 名であった。該当するデータは合計
482,684 文字であった。対象者の背景を表 71に示す。

2．分　析
　テーマ分析（thematic analysis）を行った。まず，
インタビュー記録について 2名の研究者（緩和ケア医

師 1名，ホスピス病棟の勤務経験と緩和ケアの地域プ
ロジェクトの経験のある看護師 1名）が独立してコー
ディングを行い，運営における組織構築・プロジェク
ト運営の記述と評価，プロセスやアウトカムへの影響
に関係する部分を抽出してカテゴリー化した。コーデ
ィングは文脈を失わないように大きな単位で行われた。
次に，地域看護を専門とし 4地域の訪問を行った研究
者と緩和ケア領域での研究経験の豊富な専門家が議論
してカテゴリーを決定した。大カテゴリーを【 】，
中カテゴリーを［ ］，小カテゴリーを〈 〉，データ
を「 」で示す。

3．結　果
1） 全体的なプロジェクトマネジメントに対する 　

評価

　プロジェクトマネジメントに関する反応として，総
じて，鶴岡地域，浜松地域，長崎地域では肯定的な意
見が多かったが，柏地域では（いろいろな会合を通じ
て相互のコミュニケーションが良くなったということ
はあったが，組織という点では）「組織自体があった
のかどうか分からない」「組織としてはあまり機能し
ていなかったように思う」という見解が多く聞かれた。

　「組織として意味があったのかよく分かんない。組織が

あったのかな？　組織。よく分かんない。ここにいたんで

すよ，ズーッと。だけど，あんまり役に立ってない気がす

る。ここでいろいろ話してそういう人たちと巡り会ったこ

とは非常に大きかったと思うんですけど」（柏地域，診療

所医師）

2）プロジェクトマネジメントの要素

　プロジェクトの評価に関係するプロジェクトマネジ

表 71　インタビュー調査の対象背景

鶴岡 柏 浜松 長崎 合計

医師  2  5 11  2 20

看護師  5  8 17  6 36

薬剤師  3  4  3  1 11

介護支援専門員  1  2  2  2  7

医療ソーシャル
ワーカー

 1  1  1  0  3

その他＊  2  3  0  0  5

合計 14 23 34 11 82
＊　栄養士 2名，事務，作業療法士，保健師各 1名

C．地域緩和ケアプログラムの
プロジェクトマネジメントに関する研究

3）プロジェクトマネジメントの評価に関するインタビュー調査

1）前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室，2）聖隷三方原病院 緩和支持治療科

山岸 暁美 1），森田 達也 2）
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メントの要素として，【プロジェクト実施主体の機
能・役割】【プロジェクトを進める前提条件】【プログ
ラムマネジメントに影響しうる地域特性】【プロジェ
クトの進め方】の 4つのカテゴリーが抽出された（表
72）。

　【プロジェクト実施主体の機能・役割】

　プロジェクト実施主体の機能・役割として，［ファ
シリテーターとしての機能］［事務局（ロジスティク
ス）機能］［地域全体で組織的に取り組む体制構築］
が重要であることが述べられた。
　［ファシリテーターとしての機能］

　ファシリテート（facilitate）とは，一般的に「何ら
かのプロセスや活動が生じることを促す」という意味
を持つが，ここでいうファシリテート機能とは，地域
資源活用や地域の課題解決のプロセスや活動が生じる
ことを促す機能を指す。具体的な〈ファシリテーター
の役割〉と，プロジェクトを進める原動力となる〈フ

ァシリテーターの資質〉が抽出された。
　〈ファシリテーターの役割〉
　〈ファシリテーターの役割〉として，①企画立案，
②地域内の個の活動から面としての活動への拡充，お
よび，③地域の課題解決に向けてのステイクホルダー
の調整をする役割，が挙げられた。

　「それぞれの業務があると，これだけ大きな計画は出ら

れないので，主に企画運営をやってくれる場所があって，

そこに地域が関わっていく形がいいと思う。みんないいと

は思ってても，自分たちの小さな単位ではできないので，

こういうようなどこかが指導権を握って，あとは協力して

やっていく形が一番いい」（浜松地域，訪問看護師）

　「自主的に，何となくはできないものなので，イニシャ

ティブを取ってくれる母体があってできたんだろうなって

思います」（柏地域，医療ソーシャルワーカー）

　「それぞれがばらばらに話していたり，それぞれの会は

個々に実はもうあったりすると思うんです。ただまとめる

ところはなくて，そういう要になるようなところがいるの

かな。それぞれがバラバラでも結局かぶるし，要があって

オーガナイズするといろんな人が参加できてお互いにどう

いうことをやってるかも分かるので。多分もうすでにいろ

んなところで，個々にはこういう活動っていうのはされて

いると思うんです」（浜松地域，病院医師）

　「地域の課題解決に向けてのステイクホルダーの調
整をする」に関しては，鶴岡地域と浜松地域で具体的
な地域での事例が示され，その時に生じていた問題に
対して具体的に・個別にアプローチした例が示された。

　「診療所医師の集まりが急速に進み出したのは，医師会

理事の先生が，プロジェクトのリーダー的ポジションに入

るようになってから非常にテンポが速くなりました。それ

まではいろいろあって進みが弱かったんだけど，その先生

が活発に医師会，オプティムの橋渡しをしていただけるよ

うになって，よく進むようになりました」（浜松地域，病

院医師）

　「介護保険がらみのところは，すごく○○先生が介護保

険課のほうにがん末期の人の認定を早くしてほしいとか交

渉に行ったじゃないですか，早期に認定調査に入ってもら

えるとか。意見書の書き方の工夫とかも○○先生は結構工

夫してくださって，病院全体で取り組むのにあちこち回っ

表 72　プロジェクトマネジメントの要素

【プロジェクト実施主体の機能・役割】
　［ファシリテーターとしての機能］
　　〈ファシリテーターの役割〉
　　〈ファシリテーターの資質〉
　［事務局（ロジスティクス）機能］
　［地域全体で組織的に取り組む体制構築］
　　〈各機関が組織として関与する価値〉
　　　・地域全体の変容のための組織間連携の重要性
　　　・ 個の活動を地域の取り組みの一環としての承認する

ことの重要性
　　〈市町村行政の関与の価値〉
　　〈関係団体の関与の価値〉

【プロジェクトを進める前提条件】
　［多職種協働］
　　〈 各職種，機関ごとの理念，視点や価値観を包容する文

化構築〉
　　〈多職種・他機関同士のインタラクションや情報の共有〉
　［プロジェクト参加者の負担の軽減］
　　〈業務の延長で活動できる工夫〉
　　〈日時・場所設定の工夫〉
　　〈他地域のグッドプラクティスの模倣〉

【プロジェクトマネジメントに影響しうる地域特性】
　　［対象地域の大きさ，人口規模］
　　［地元感・地域に対する思い］ 

【プロジェクトの進め方】
　 ［ 多職種がプロジェクトの目的・人間関係・課題を共有す
る機会の設定］

　 ［ 課題別ワーキンググループ形成と全体を見渡せる仕組み　
の構築］

　［目的・目標の明確化と計画的かつ柔軟な遂行］
　　〈目的・目標の明確化と計画的な実施〉
　　〈状況に応じた遂行〉
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てたと思うんです。すべてで協力を得なきゃいけないこと

なので」（浜松地域，病院看護師）

　「浜松には浜松の問題がありました。医師会と訪問看護

の問題，地域の開業医，在宅支援診療所の問題，地域にど

んな問題があるかを，まずは切り取ってくださったんです

ね。それをどう解決したらいいかっていう，地域に即した

プランだと思うんですよ。で，変わったんだと思うんです

よね。各地域の問題を拾わないと，そのまま地域に当ては

めるのではなくて，地域にある問題に即した企画にしない

と。たとえば，当時（在宅診療をしていた）○○先生は緩

和の初心者で，私は方々でクレームを聞く係になってまし

た。そういうことも率直に申し上げて，そしたら（プロジ

ェクトの）○○先生はずいぶんアプローチしてくださって

いました。具体的に困ってることを私は言わせてもらった

の。そしたら，具体的に対応してくださったような印象は，

私の中ではあります。訪問看護の中には連携したくないっ

ていう声も上がっていたんですね，思い起こせば。そこの

ところの修正も，訪問看護の所長を一堂に集めて，気持ち

だとか方針だとかをじかに話し合う機会を企画してくれた，

進めてくださったですよね。出席こそしなかったけれども，

そういうところから調整まですごくしてくださいました」

（浜松地域，訪問看護師）

　〈ファシリテーターの資質〉
　ファシリテーターの資質としては，リーダシップ，
熱意・実直さ・人間的魅力，専門性，公平性などが語
られた。

　「彼がそうやって人を結びつけるのが天才なんです，す

ごく。司会をやりながら，こういう人とこういう業種で集

まって，こういうことを話し合ってみましょうってポンっ

て言ったら，「えぇ？」って初めはみんな言うだけど，結局

楽しく話ができるんですよね。彼の名伯楽ぶりっていうの

は大きかったと思います」（長崎地域，病院医師）

　「熱意をもってプロジェクトに取り組んだと思います。

やっていこうっていう意思と熱意がなければできなかった

ことと思いますので，思いそのものが一番大きかったこと

じゃないでしょうか。志というか強い思いがあれば，それ

に尽きるんじゃないでしょうか。最初に掲げた理念，この

地域に緩和ケアを，患者さんが家に帰りたいって言ったと

きに願いを叶えられる地域にしようという熱意。だから，

プロジェクトを継続させたし，多くの方が参加した根っこ

にあるのは熱意に賛同する方がいかに多かったかと思いま

す。やっぱり旗を振る人がいないとできないことですから，

旗の振り方が，高く旗を振ったということではないでしょ

うか」（浜松地域，診療所医師）

　「中核になるところが，病院がやるのか，どこがやるの

かっていうことで大きく違うかと思いますけれども，とに

かく，中心組織は当たり前ですけれども，寄せ集めでなく

て，もともと緩和ケアをかなりがっちりやってる，積極的

にやっているところが中心になってやっていかないとうま

くいかない」（浜松地域，診療所医師）

　［事務局（ロジスティクス）機能］

　膨大なロジスティクス業務（連絡・調整，アナウン
ス，メーリングリスト管理など）を行うために，プロ
ジェクトの遂行に当たっては事務局の設置および人材
配置の必要性が多く語られた。現在のがん診療連携拠
点病院の業務に，プロジェクトの事務機能を追加導入
することは仕事量として困難であることや，事務局を
病院に置くか，地域に置くかはメリット・デメリット
の両方があることも語られた。事務局を担う人材とし
て，丁寧に応対できることを挙げたものが多かった。

　「中心にやってくれるスタッフの方がいらっしゃって，

参加を促してくれたりとか，日程も調整して，場所も決め

てってしてくれるようになって，今回ものすごくスムーズ

にいったと思う。勉強会とか研修会は，それぞれみんな仕

事をもったうえで，プラスでやるとなかなか難しいと思

う」（長崎地域，診療所看護師）

　「事務をしっかりする人がいないとできない。プランを

立てて，場所を設定して，広報をやらないと無理なんです

ね。そういうのに長けた人は絶対（に必要）」（長崎地域，

診療所医師）

　「事務局の方が本当に丁寧に対応していただいたので，

企画も含めて，計画を持って進めていただいたので，そう

いうこともプロジェクトを進めていくうえで，とても大切

だなと感じました。こういう会を開くのは，1つを開くだ

けでもとても大変なんで，3年間毎月毎月細かくメールな

りファクスを使って皆さんに情報を提供したり，あらかじ

め募集をかけたりしていただいたので，とても大変だった

と思うんですけれど，そういう方がいないと，なかなか進

まない。事務局の方がしっかりしていないと，結局途中で

終わってしてしまう」（浜松地域，薬局薬剤師）

　「拠点病院の連携の会議をやることがあるんですけど，
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すごい事務の量で。今は 3カ月に 1回ぐらいしかないから

いいですけど，こういう全部をやったら毎月なんかやって

るわけじゃないですか，やっぱり人がいない。準備に手を

抜くと会の質も落ちるので，結局継続できないので，質も

担保しながらって考えると人の手って必要」（柏地域，医

療ソーシャルワーカー）

　「事務局は必要と思います。置く場所はどうなのか。正

解があるか分かんないんですけど，場所は重要かもしれな

いですよね。病院の中にあることで，よいこともあるでし

ょうし，でも，中にあることで困難を招くところもあるで

しょうから。地域で考えて，最適なところにおけば」（鶴

岡，医療ソーシャルワーカー）

　［地域全体で組織的に取り組む体制構築］

　個々ではなく地域全体で組織的に取り組む価値につ
いて，多くの参加者が言及した。個人同士ではなく，
組織間で具体的な課題と解決策を話し合える〈各機関
が組織として関与する価値〉，具体的な組織として
〈市町村行政の関与の価値〉，〈関係団体の関与の価値〉
が抽出された。

　〈各機関が組織として関与する価値〉
　各機関が組織として関与する価値として，①地域全
体の変容のための組織間連携の重要性と，②個の活動
を地域の取り組みの一環としての承認することの重要
性，が述べられた。

①地域全体の変容のための組織間連携の重要性
　1施設だけでなく多施設で協力して行うことの価値
は，単独で行うよりも効果があること，公平であるこ
とが述べられた。

　「地域で進めていくので，（1つの）病院単体で取り組む

のではなくて，他の病院もそうだし，訪問看護ステーショ

ンとか介護のケアマネさんとか薬局も含めて，みんなが一

緒にやろうよっていうほうがうまくいくと思います。地域

で暮らしているので 1つの病院だけでやると，ほかにかか

った時とか薬局にいった時とか分からないで困ってしまう

とか，ここではいろんなことをしてもらえたのに，ほかの

ところへいったら全然してもらえなくてちょっと困っちゃ

ったっていうのも出てくる」（柏地域，栄養士）

　「1施設の 1人の人間が市に行ったとしてもなかなか動

かないと思うんですけど，こういうプロジェクトとして市

に働きかけると市も重要性を，必要性を認めてくれるとこ

ろはあった」（浜松地域，病院医師）

　「最初に説明会をやりましたよね。あの呼びかけのしか

たが非常にフェア。いろいろな会を見ていますが，どうし

ても声をかけやすいところ，同じ大学の何科の出身とかで

の声かけが多い気がするんです。別に意図してるわけじゃ

ないです，でも，どうしても確実に集まってくれそうなと

ころから声をかけるので，まんべんなくっていうのはとて

も大変と思うんです。そこを，オプティムの場合は，非常

に丹念に，細かいところに配慮をして，さまざまな意見を

取り入れて，さまざまな意見を取り入れると大抵何が何だ

かわからない方向へグジャグジャになることもあるんです

が，ぶれることなくまとまっていた」（浜松地域，診療所

医師）

② 個の活動を地域の取り組みの一環としての承認する
ことの重要性
　個人ではなく組織として行う価値を，非常に多くの
参加者が言及した。個人同士ではなくて組織と組織と
して課題と解決策を話し合えるほか，組織としての役
割とすることで各個人が活動をしやすくなること，逆
に，組織として認めた活動でないと個人で動くには制
約や限りがあることが述べられた。また，会議などに
出席する時に参加者に決定権があることの重要性が述
べられた。

組織と組織として話ができる
　「ケアマネ連絡協の役員としての企画もあるのが一致し

やすい。今までだったら，たとえば，○○病院の○○先生

に直接話するだけだと（個人的な話にすぎないけど），オ

プティムとしてきてくれるってなれば，対組織で話ができ

るんですよね」（浜松地域，介護支援専門員）

　「地域のいろんな組織ありますよね。医師会もあるし，

ケアマネの会もあるし，訪問看護ステーションの組織もあ

りますよね。組織と組織とが結ばれている体制が地域の中

でできていけばいいかなと思います。個人じゃ駄目だと思

う。個人は今までもズーッとやってるじゃないですか。地

域の中でやっていく時には，組織同士がつながってないと

駄目」（浜松地域，訪問看護師）

各個人が施設内・地域で動きやすい
　「呼ぶ人，関わりをもってもらう人は，緩和のプロジェ

クトだからとかじゃなくて，全体的にみてこの人は外せな
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いという人選をするべき。うまくいくとも限らないですけ

ど，（病院の）中でも動きやすい，トップダウン的なもの

にもなるかもしれないけど。トップが呼ばれるから，周り

にも自分が何をしているのかが分かるし，組織としてもこ

ういうことで動いてるんだというのが分かりやすい，個人

プレーにならない，そういう面では動きやすくていい」

（鶴岡地域，病院薬剤師）

　「（参加が自主的だったが）これ自体を業務にしてしまう。

例えば 1人専従をプロジェクトの業務にしてしまえば，ど

っちにしても時間外で動くことはあるんですけども（もっ

とやりやすかった）。（自主的な参加だと）仕事プラスアル

ファでなんか勝手にやってるようになっちゃうので。業務

として認められて，外の集まりも（勤務を）つけていいと

なれば，仕事だと思えた部分はあります。薬局の中でそう

見られてない，勝手にやってんの，好きでやってるみたい

に思われてる部分はある」（柏地域，病院薬剤師）

　「地域緩和ケアチームの問題以外は，非常にうまくいっ

たと思います。地域緩和ケアチームに関しては，限界って

あるんですね。うまく機能するためには，病院の仕事は免

除して公的な仕事としてボランティアではなくて，はっき

りした形で，市だったり病院から認められた仕事の一環と

して切り離して，この時間帯，これは地域緩和ケアチーム

がやるっていうような仕事だったら動けたのかもしれな

い」（長崎地域，病院医師）

組織の代表者としての決定権がある
　「自分が参加していていいのかなっていう気持ちになっ

たことは，多々あります。話の内容によっては，自分では

決めかねることのほうが多かったりしたので。会議に参加

していても，自分がイエス，ノーをはっきり言えるような

事項じゃないこともあって，持ち帰って話したところで返

事をいただくこともなかったんで」（鶴岡地域，訪問看護

師）

　〈市町村行政の関与の価値〉
　市町村行政の関与の価値としては，地域全体のシス
テム構築やその継続性および改善の可能性，中立的な
立場での調整の重要性，および，顔の見える関係の構
築できる規模について言及された。具体的な改善とし
ては介護保険がしばしば話題となった。

　「病院が主にやってますけど，行政と最初から一緒にな

って，終わった後にも継続してやってもらえるような道筋

を作ったほうが継続してやっていけるかなって。病院の負

担になっちゃうと続けていけなくなっちゃう。経済的な部

分も，人的な部分のところも，行政は残るじゃないですか，

行政で核になってもらったら存続すると思うんです。個の

病院に任せてしまうと，病院がいろんな役割だったり仕事

だったりがあるので，多分継続していかない」（柏地域，

病院医師）

　「行政には，まずこういう人たちが一堂に会して話し合

うような組織作りをしていただきたい。今まで，バラバラ

でやっているのはあったんです。バラバラで行われると，

私たちはいろんなところに患者さんをご紹介しているし，

いろんなところから来ている人たちが多いので，今日A

でやりますよって，次にBって言われてっていうのがある

んで，まとめてしていただけると出席もできると思うんで

す。個々でやったほうがいいこともありますけど，年に 2

回ぐらいは行政が中心になって，集まり会えるようなのが

あるといい」（浜松地域，病院看護師）

　「個人的な努力では解決できない問題もいろいろあると

ころで，オプティムのようなプロジェクトがあると大きな

システムを動かすこともできる。たとえば，市。介護保険

の認定が遅かったことも，市を巻き込むことで変わる。そ

れで大きく変わる。自分たち医療者だけでは変えられない。

いくら何とかしたいとみんなが思っていても，どうしよう

もできないところが，行政も入ることでシステムが変えら

れるところでは非常に大きいと思いました」（浜松地域，

病院医師）

　〈関係団体の関与の価値〉
　地域の中心となる機関としての医師会や薬剤師会の
役割の重要性がしばしば挙げられた。一方，医師会が
中心となった場合には緩和医療など専門的治療につい
て調整しにくかったことや病院間の温度差があったこ
とも述べられた。

　「医師会でしょうね。医師会の意識がすごくいいので，

有り難いですよね。医師会がいい。しかも，1つしかない

でしょう。ほかの地域って医師会がいっぱい絡んでて，こ

っちはいいって言ってもあっちは駄目って言ったりする

（こともある）」（鶴岡地域，病院事務）

　「長崎地区は医師会が中心にやってたところが特徴的で，

医師が動くっていうのは画期的で面白かったと思います。

トップダウン感」（長崎地域，介護支援専門員）

　「全国のこういう会を見てみると，やっぱり医師会かと
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思います。医師会がどう動くか。医師会にも問題はあるに

しても，1回動くとそれなりの力を発揮すると思いますの

で，一般的なものとしてはよいと思います」（柏地域，病

院医師）

　「（中心が）医師会でしたんで，緩和ケア専門家による診

療の提供，地域緩和ケアチームがなかなかはっきり出せな

かった」（長崎地域，診療所医師）

　【プロジェクトを進める前提条件】

　プロジェクトを進める前提条件としては，［多職種
協働］と［プロジェクト参加者の負担の軽減］が挙げ
られた。
　［多職種協働］

　多職種協働による〈各職種，機関ごとの理念，視点
や価値観を包容する文化構築〉と〈多職種・他機関同
士のインタラクションや情報の共有〉がプロジェクト
を進める前提条件として挙げられた。

　 〈各職種，機関ごとの理念，視点や価値観を包容す
る文化構築〉

　プロジェクトを地域全体で進めるに当たって，前提
とされる考え方として，多様な理念，視点，価値観を
認めることの重要性が抽出された。

　「同じメンバーがいつも中心にいると変化がないですよ

ね。反省がないって言ったら失礼ですけど，だんだん狭ま

ってしまって。他にもたくさんの人たちが，それなりの知

識とか経験を持っておられると思うんですよ。いつも同じ

人が集まってたら，だんだんと凝り固まってしまうと思う

ので，いろんな人たちが参加しやすい，いろんな人たちが

意見を出し合える場になったらいいと感じます。患者さん

も 100 人いれば百様なわけで，ケアに関してもこれがいい

という基本的なものはあっても，絶対ではないと思うんで

す」（長崎地域，介護支援専門員）

　「大事なのは，（プロジェクトに）参加してない人たちも

やっていける構造じゃないといけないでしょう。今のとこ

ろ団結してやってますけど，もしどこかが，うちはちょっ

と違う方法でやりたいといっても，それはそこの理念です

からそれでオッケーと思えるような緩いシステムを維持し

ていかないといけない。個々の患者さんの紹介はもちろん

していくでしょうし，ミーティングの時にちょっと顔を出

して関係を作ったりはあるかもしれない。それも別にしな

くても，うちはうちでやっていきますよっていうところも

あると思うんです。そこをつぶさないような集団，つぶさ

ないような連携のあり方じゃないと自由なものが出てこな

くなってしまう」（浜松地域，病院医師）

　 〈多職種・他機関同士のインタラクションや情報の
共有〉
　多職種・他機関同士でインタラクションし，情報を
共有することの価値が多く語られた。

　「グループで分かれて話をしてても，いろんな職種が集

まって話をすると，大抵は同じような意見が出ている。

“うちのグループではこういう話になりました”みたいな

話をまとめでするけど，大筋がずれた話はあまりないと思

いました。なので，多職種が集まれば，みんなの意見を出

し合うことで補い合って，足りない部分っていうのはほと

んどなくなるんだろうって。医者ばっかり集まったら大体

話す内容は医療になっちゃうけど，多職種で集まればいろ

んな話が出るし，自分の視点じゃない話は貴重だと思いま

す」（浜松地域，診療所医師）

　「他の職種の方とお話しする機会を作るのが第一歩なん

だなと思いましたし，薬剤師さんはそういうのが特に苦手

な職種かと思うので，ぜひそういう機会に参加していただ

きたいと思います。ドクターとかナースさんは，今でもす

ごい 100％，120％でやられてて，薬剤師が一番不完全燃

焼な職種かなって思うんで，逆にそこをうまく使えると，

地域の伸びしろはあるかと思うので」（鶴岡地域，保険薬

局薬剤師）

　「多職種で集まるのがいいですね。訪問看護師さんだけ

集めても，意見は偏るばっかりだから，いろんな職種の人

がきて，現状をいろんな立場から考えていくのがいいです

ね。そう思います」（浜松地域，訪問看護師）

　［プロジェクト参加者の負担の軽減］

　ほとんどの対象者が，プロジェクトへの参加は日常
臨床の時間外に行われたので，時間的，体力的には大
きな負担であったと述べた。期間が限定されていたの
で負担はあってもある対象者は「楽しく」，多くの対
象者は「意義があると思って」参加したが，長く継続
するためには，個人の時間を犠牲にしないように〈業
務の延長で活動できる工夫〉，〈日時・場所設定の工
夫〉が必要であるとほとんどの対象者が述べた。負担
を減らす工夫として，できる範囲にする，わざわざで
はなくついでに集まれる機会を使う，運営に関わる人
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のサポートを行う，参加者に特典やメリットをつける，
多くのことを行わずに内容をしぼる，予算が必要など
の意見があった。

　〈業務の延長で活動できる工夫〉
　「しょうがないですけど，たとえば日曜日，土曜日とか，

いろんな形で自分の時間をつぶしてやっていかなきゃ駄目

なこともありますよね。すべて自分の時間で動いていくの

で，そこは大変，それぞれ，みんながね，自分も含めてで

すけど，大変。みんな，これだけじゃないので」（浜松地

域，病院看護師）

　「業務が終わらなくていけないのもありますけど，ここ

の病院はどちらかというとちょっとお年を召した人か，お

子さんが小さくてとか，ご結婚されてっていう方が多かっ

たので，7時から 9時までっていう時間は行きたくても費

やせない。本当だったら行きたいんだけど，いや，だんな

さんが帰ってくるしとか子どもの面倒をみなきゃいけない

し」（柏地域，病院看護師）

　〈日時・場所設定の工夫〉
　日時や場所についてはほとんどの対象者が平日夜に
行うことは大変だが，かといって土日になると休日が
使用されるのも難しいことを述べた。地域全体で「水
曜日の午後は地域連携の日だから臨床は少なくする」
のように特別に決めるのでなければ，どこかに設定す
ればどこかに負担となるので固定した日時としては現
実的によい案はないと述べた。日時を交代にする方法
は代替案として述べられた。

　「時間帯が早ければとか思ったり，でも，先生とか訪問

看護の方とかだと，あんまり早い時間だと来れないので，

（19 時～の）時間にはなってしまうとは思うんですが。研

修会はもうちょっと早い時間帯に最初は考えてたんですが，

よそから来られる方だと仕事が終わらなくて来れないだろ

うということもあった」（鶴岡地域，病院看護師）

　「土曜日の午後は時間的によいとは思うんだけど，家族

を持っているので，家族サービスが割かれてしまうのは，

確かにつらい部分はあるかなとは思います。うちみたいに

まだ小さい子がいるところは，ちょっとつらいけど。平日

の夜集まるのだったら，それはそれで診療が終わる時間に

間に合わなかったり，終わって参加するころにはもう半分

以上終わっちゃってることも多々あった」（浜松地域，診

療所医師）

　「（夜）8時ぐらいから集まって 10 時までとか，正直あ

れはないよねって言われることはたくさんあって，無理や

り動機づけをしないとモチベーションは続かないのはあり

ました。病院がすべて開業医さんとか地域に合わせてなく

ても，何回かに 1度は病院に合わせるってこともいいんじ

ゃないかって病院の意見はあったと思う。お互いがチーム

なんだから，すべて地域に合わせるっていうやり方をしな

ければ成り立たないところに苦しさはあったと思う」（浜

松地域，病院看護師）

　〈他地域のグッドプラクティスの模倣〉
　労力を減らし有効にプロジェクトを行うために，鶴
岡地域の対象者は，緩和ケアについて未整備なところ
で進めていくために，しばしば，ほかの地域で使用し
てうまくいったものを真似をすることを述べた。

　「一から作り上げようとしないってことですかね。ほか

の地域のものをマネしたり使ったりしてできた。一から作

り上げようとするとすごい大変なので，作り上げるべきと

ころもあったんでしょうけど，よいものは 1回使わせても

らって，それから変えていけばいいみたいな形がいいんじ

ゃないかな。ほかのところをまねるっていうのはいい」

（鶴岡地域，病院薬剤師）

　「ある程度先に動いてる部分が，そのままはならないに

しても，やってることが分かるプロジェクトだったんで，

そういう（地域間の交流がある）形の進め方はいい。たと

えば長崎も，こういう形でできるまでこれぐらいの年月が

かかってるよみたいなのがあるから，1年 2年でなるもん

じゃないんだろうなみたいなのをみながら，参考にしなが

ら動けた」（鶴岡地域，薬局薬剤師）

　【プロジェクトマネジメントに影響しうる地域特性】

　プロジェクトマネジメントに影響しうる地域特性と
して，［対象地域の大きさ，人口規模］，［地元感・地
域に対する思い］が挙げられた。対象地域の大きさ，
人口規模が，介入対象として適切であったということ
について，鶴岡地域および長崎地域で指摘された。一
方，柏地域では，対象地域の大きさが「広すぎる」，
地元の人があまりおらず，「地元感，地域に対する思
い」が少ないことがプロジェクトがあまり進まなかっ
た要因として挙げられた。このほかに，「新しいこと
を受け入れやすい県民性」が長崎地域で指摘された。

　「組織が小さい。地域がちっちゃいっていうのは，一番
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かなと思いますね，ほかと比べると。あと，（鶴岡には）

病院は 2つ 3つしかないし，人は少ないし。やるしかない。

協力するしかないっていう風土は，根本にみんなもってる

と思うんです。だから，困ったことがあったらみんなで考

えようという人が集まってた。だから，できたと思うし，

他の地域じゃ考えられないっていわれることがいっぱいあ

るんです」（鶴岡地域，病院事務）

　「長崎って小ささがよかったと思うんです。ほどよい小

ささで，友達の友達とか親の親せきとか血縁でつながりが

あるので，それだけに頼っちゃいけないんだけども，マイ

ナスにはならなかった。長崎っていう町のほどよい小ささ

っていうのが緩和ケアをやっていくうえですごくいい隠れ

た因子だった。二次医療圏の中に拠点病院が 2つある，開

業医の先生もモチベーションが高い先生がたくさんいらっ

しゃる。医療資源に関しては，小さなエリアでややしっか

りと供給される状況にあった。この 2点はやっぱり強いな

って実感しました」（長崎地域，病院医師）

　「柏地区の範囲が広いていうか，組織が大きいので，な

かなかまとまっていろんなことをやるのは難しかったのか

なっていうふうには思うんです」（柏地域，病院医師）

　「柏ってもともと土地の方がいるわけではないし，郊外

で住みやすいところではあるけれども，柏をなんとかしよ

うっていう気持ちをもってる人はあんまり多くなかったの

かな。もう少し頑張ろうって言ってくれる人がいるともう

少し頑張れたのかなって。結構ね，隣のことは知らないわ

っていう都会のイメージがすごく強い地域だった」（柏地

域，薬局薬剤師）

　【プロジェクトの進め方】

　プロジェクトの進め方として，［多職種がプロジェ
クトの目的・人間関係・課題を共有する機会の設定］，
［課題別ワーキンググループ形成と全体を見渡せる仕
組みの構築］，［目的・目標の明確化と計画的かつ柔軟
な遂行］の 3点が挙げられた。

　 ［多職種がプロジェクトの目的・人間関係・課題を共有する

機会の設定］

　プロジェクトを進めるに当たり，［多職種が目的・
人間関係・課題を共有する機会の設定］をし，現在，
現場で起きていることをしっかりとくみ上げる，関係
性をフラットにする仕掛けを作って現場の意見をくみ
取ることの重要性が語られた。現場の意見をくみ取る

ための具体的方法として，①多職種，少人数でのグル
ープワークによるディスカッション，②医療職も介護
職もフラットな関係で意見が交わせる（何を言っても
いいんだと安心感を感じられる）雰囲気づくりやファ
シリテーション，③医学用語や略語をなるべく使用し
ないルール作り，④付箋を使うなど言葉以外の方法で
意見が言えるような仕組み，⑤意見を言う人をより集
める，などが挙げられた。

　「トップダウンとボトムアップの仕掛け（の両方が大事）。

意見交流の進め方も含めて，ファシリテーションとかグル

ープワークの機会がないと，特にヘルパーさんとか意見を

出す経験が少ない人とか，経験が浅い人の意見をすくい出

して，反映させる場の設定とか仕掛け作りがいる」（長崎

地域，介護支援専門員）

　「何を言ってもいいんだっていう安心感を与えないと，

言いたくても言えない。ケアマネでもそうなんですけど，

言える人は問題ないんですけど，言えない人への傾聴です

ね，そういう環境作りを配慮していかないと連携は進まな

い。ものが言いにくい立場の人の声もきちんと聞くスタン

スがないと」（長崎地域，介護支援専門員）

　「運営委員会はどうしても医療職主体なので，最初に出

たときに，ある種もうほとんど英語を聞いてるような世界

で，言ってる言葉の意味が分かんないなと。どうしても略

語とか，業界用語みたいなのが多いので。全体でいろんな

人が集まることのメリットはあると思うんですけど。多分

ケアマネにとってはハードルが非常に高かった」（柏地域，

介護支援専門員）

　「ミーティングは非常に話がしやすい雰囲気がよかった。

あまり緊張感がないのが特徴だと思います。他の地域だと，

トップダウンみたいな感じで，仕切りどころがすごく仕切

るって言ったら変だけど。（ここは）緩い連携なんです，

非常にね。だから，どこが仕切ってとかトップダウンとか

じゃないから，そこが特にコメディカルとしては入りやす

い。話し合いも一方的に進めるわけではないので，割と，

みんなざっくばらんに話しやすい，話が出しやすい雰囲気

がありましたね。特にケアマネの立場で言うと」（浜松地

域，介護支援専門員）

　「スケジューリングの面も，みんなで意見を出し合って，

紙に分けて（付箋に書いて意見を出して），皆さんからの

意見を吸い上げて形にしていく。ある程度の下ごしらえを

しといたうえで，まんべんなく皆さんに提示して意見を吸
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い上げたうえでまたやっていくっていうことで，とてもよ

かった」（浜松地域，診療所医師）

　「参加者も言いたいことを言ってた。聞いてくれるから

ね。言うんですよね，みんなね。言う人ばっかり集まって

ましたよ。そういう人を集めたんですよ。そういう方が皆

さん上に立って，いま地域のことをやってくださってるん

ですよね，そう考えるとずいぶん変わりましたね。ケアマ

ネさんたちの問題も吸い上げられてました」（浜松地域，

訪問看護師）

　また，その地域における既存の医療介護のリソース
や地域特有の事情を把握することが課題を抽出するに
当たって重要であることが述べられた。

　「どこかでうまくいってるから，そっくり提示してうま

くいくかというと，そうはいかない。結局その地域でアレ

ンジされて，この地域ではこういうやり方が結局よかった

ねとなるんじゃないのかな。ズーッとここにいる人たちは，

あんまりそうは思わないかもしれませんけど，ほかの地域

を知っている自分からすると，なんでここはうまくいくん

だろうと常に思って」（浜松地域，病院医師）

　「地域性，いろんな地域特性があっておもしろいと思い

ました。全部知ってるわけじゃないですけど，視点とか，

力の入れ方とか，それぞれの地域の特性を生かしたやり方

を展開していてアプローチをするので。地のもの，そこに

あるものを活用するのがすごくいいと思う」（柏地域，保

健師）

　 ［課題別ワーキンググループ形成と全体を見渡せる仕組みの

構築］

　地域の課題別にワーキンググループを作った鶴岡地
域，浜松地域では，プロジェクトを進めるに当たって，
ワーキンググループそれぞれが計画・実行をしながら，
かつ，各ワーキンググループが何をしているのかも分
かるような全体のミーティングを行うことがよいと述
べられた。ワーキンググループをつくる価値について
は，①役割が明確になる，②責任が生まれる，③効率
的で負担が減る，④専門性が生かせる，⑤内容が具体
的に緻密になる，⑥関心のある人が集まるので凝集性
がある，などが語られた。一方，ワーキンググループ
のみで活動をすると全体の流れがみえなくなることか
ら，ワーキンググループのリーダー同士で意思疎通を
したり，メーリングリスト，全体のミーティングで状

況を共有することの重要性も述べられた。一方，同じ
ようにワーキンググループを作った柏地域では，ワー
キンググループの目的がはっきりしなかったため十分
には機能しなかったという体験が述べられた。

　「いろんなことを全員で関わっていては身動きが取れな

いんで，分散して，“ここはこの人ががんばって”みたい

な，こういう形でよかったと思います。することが限られ

た，このことを自分はやればいい，この部分をがんばれば

いい形になったのでできた」（鶴岡地域，保険薬局薬剤師）

　「ワーキンググループに分けて責任をリーダーがもつわ
けなんです。いろんな業務をこなすには，それだけ人も必

要ですし，組織も分けて行ったほうがよい。そうしないと，

計画倒れってありますよね。計画してやらなかったような

のがないので，各ワーキンググループに責任を持たせてメ

ンバーが各々の専門性でやっていけたっていうのが非常に

よかった」（鶴岡地域，医療ソーシャルワーカー）

　「ワーキンググループに分けての活動はいいんじゃない

かと思いました。分担してやることで，参加できるもの，

できないものが分かれることもあるんですが，1人がいく

つもやらないといけないのは負担になるので，自分たちの

分担は決めたほうが継続してやっていくためにもいいと思

いました」（鶴岡地域，病院看護師）

　「病院の緩和ケアチームとか，在宅の先生とか，それぞ

れ特徴を出して任せるところは任せて，割とうまいなって

思いました。どこかが突出してすごい実力をもっていても

そんなに役に立たない。役に立たないとまでは言わないで

すけど，地域の中で組織をどう作っていくかがとっても大

事で，どう作っていったらいいかは自分たちの中からみつ

けていくこと（が必要だと）よく分かった。ただ自分がが

んばればいいとか，そういうもんじゃない。ありがちなの

は，偉い人を呼んできて講演をやったとか，みんな知って

もらえばうまくいくだろうとか，そうじゃない。自分が一

生懸命勉強をして，いろんな知識をみんなに提示すればう

まくいくかって，そうじゃないことがわかった」（浜松地

域，病院医師）

　「ワーキンググループのほうは，専門の方たちが集まっ

ているので，問題が明確化しやすい感じですね。同じ悩み

を持ってる人たちのワーキンググループで固まって話し合

ったほうが進めやすい部分はあるんじゃないですかね」

（鶴岡地域，訪問看護師）
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　「専門的に同じ意識の人たちでやるからいいと思います

よ，ワーキンググループ。何回も同じメンバーで会うので

なんでも言えますし，お医者さんにも言える。メーリング

リストが動いてるので，何かあれば投げてみんなで共有を

してるし，ほかとの調整が必要であれば，リーダーが各リ

ーダーと相談するシステムになっているので，効果的です

ね」（鶴岡地域，病院事務）

　「初年度は割とみんなが集まる機会があったんで，ほか

の人のやってることも何となく把握できたんだけど，だん

だん（全体の）ミーティングが少なくなるから，進捗の確

認とか，あの部署はどんな状況だろうとか，だんだんわか

んなくなってくることがあった。知らなくていいっていえ

ば知らなくていいのかもしれないけど，全体をちょっと見

ながら自分のところの進み具合もみたかったなっていうの

はありました」（浜松地域，病院看護師）

　「正直グループとして迷走しちゃったところがあって。

気がついたら係りになってましたみたいなところが。（何

をするかは）グループで考えてねみたいな，自由にって言

われると，常にいついつまでにこれをやってあれをやって

っていうのをいっぱい抱えてますので，そういった意味で

は，せめてここまでのものがほしいっていうのがあるとや

りやすかったと思います。たとえば，冊子を作るんだった

ら，こういう冊子を作るからこのメンバーでとかね。そう

いうようなことであれば，いつまでに誰が何をやって，そ

れぞれのベテランみたいな人たちでやってますから，違っ

たと思うんですけど，自由にって自由に話してる，結局ま

とまらないまま過ぎちゃったみたいなところがある」（柏

地域，介護支援専門員）

　［目的・目標の明確化と計画的かつ柔軟な遂行］

　プロジェクトの進め方として，意味上は相反しうる
2つの進め方，〈目的・目標の明確化と計画的な実施〉
とともに， 〈状況に応じた遂行〉が語られた。

　〈目的・目標の明確化と計画的な実施〉
　目的をはっきりさせて計画的に実施するための具体
的な方法は，①年間のスケジュールを予め立てる，②
初年度はあまり手を広げずに限定したことをしっかり
と行うことによって，プロジェクトが何を目的として
いるかを分かるようにする，③与えられた大きな柱に
沿って計画を立てる，ことが挙げられた。

①年間スケジュールを立てる
　「年の最初に全部が分かればいいんですけども，前の月

にやりますよっていうこともありましたので，前もって分

かるものであれば全部，半年ぐらいでもいいんですけども，

わかっていればいい」（鶴岡地域，病院看護師）

② 最初は限定されたことをしっかりと行い意義を共有
する
　「入り方ってすごいよかったって思うんですよ。最初に

緩和について話して，それから多職種，それから退院調整

みたいな感じで，流れ的によかった。順番が逆だったら，

なんでしなきゃいけないか分からないでしょうし。緩和は

こうだよって勉強会があって，それから多職種との連携が

あってなので，まずは帰る現場が教育されて，それから帰

ってくる側の教育っていう段階を経てやっているのでよか

った」（長崎地域，訪問看護師）

　「最初は○○病院が主に全部担って，2年目はちょっと

ずつほかの施設に。3年目はだいぶ他の施設でやってると

思うんですが，最初は本当にがっつり，しっかり土台作り

をして，この会って何かがまず浸透しないと。そこの人は

大変ですけど，ある程度同じ考え方をもってる人たちとか，

一定のスキルを持っている人が，最初はしっかりやるほう

があっちこっちにいろんなことを分散してやるよりはい

い」（浜松地域，病院看護師）

③大きな柱に沿ってやる
　「大枠がだいたい決まってるじゃないですか。これとこ

れを，これをやるって。自分たちはそれと照らし合わせて，

どんなとこをやっていけばいいかっていうのが，割と具体

化しやすかった」（浜松地域，病院看護師）

　〈状況に応じた遂行〉
　一方，地域対象のプロジェクトでは効果を予測する
ことが困難なので，①行った結果を検証しながら進め
る，②問題が生じればそれを状況に応じて相談しなが
ら進める③いろいろなことをやってみて淘汰されつつ
いい取り組みだけが残っていくトライアンドエラーを
よしとする，という 3つの方法が語られた

①検証しながら進める
　「サポートセンターがやるだけじゃなくて，こうやって

形になってるわけですね。それはありがたいと思うし，組

織がきちっとあって，検証もして，今後に生かす方策まで

考えていくことが当然っていえば当然かもしれないけど，
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そういう意味じゃよかった」（鶴岡地域，理学療法士）

②状況に応じて相談しながら進める
　「1人で作っていくのはできないので，みんなで話し合

っていくのが一番かなって思ったり。どう進めていいかわ

からないので，相談する人がいることがすごいありがたい。

好きな感じでやってくれていいですよっておっしゃってく

れるんで，こう思うんだけどって言える場所，相談する，

みんなで作り上げていくのが一番かな」（浜松地域，病院

看護師）

③トライアンドエラーをよしとする 
　「会をドンドン立ち上げて，無駄だとは言えないですけ

ども，たぶん終わるものもあると思うので，必要とされて

るものだけが残っていくのかなと思います」（鶴岡地域，

病院医師）

　「（プロジェクトは）機会を作っただけだと思うんです。

機会を地域でどうつなげていったり，変化させていくか。

その中でいいものは淘汰されながら残っていく」（浜松地

域，病院看護師）
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1 ．地域ごとのまとめ
　以上の結果から，4地域におけるプロジェクトマネ
ジメントの特徴をまとめて検討した。総じて評価から，
鶴岡地域，浜松地域，長崎地域ではプロジェクトマネ
ジメントは比較的スムーズであったが，柏地域はマネ
ジメントが困難であった（プロジェクトの実施が困難
であったのではなく，マネジメントが困難であった）
との評価に立ち，その要素を考察する。

1）鶴岡地域

　鶴岡地域は，プロジェクト 1年目は医師会，2つの
地域の中核病院からなる運営委員会での話し合いを続
けたが，何を目標としてどう行動するのかまとまらな
かった。しかし，顔を合わせて話し合うこと自体には
意味があり，話し合うこと自体の敷居が低くなった。
そこで，地域の主要なメンバーを集めて 1泊 2日の
「合宿」が行われた。合宿では，① 4つの柱に沿って
ワーキンググループを立てて計画を立てること，②大
人数の運営委員会より，こまわりのきくコアメンバー
会議を作った。鶴岡地域のこの組織はその後のプロジ
ェクトを進めるうえで適した構造であったことがイン
タビュー調査から伺える。
　鶴岡地域のプロジェクトマネジメントに影響した要
因として抽出されたものは，①それまで交流がなかっ
た地域の中軸となるメンバーを網羅したコアメンバー
会が組織できたこと，②コアメンバー会と運営会議を
別にして意思決定を迅速にしたこと，③医師会，病院
といった「組織」としての協力が得られたこと，④プ
ロジェクトを稼働させる医師会幹部をはじめとする
「地元意識」のある医師と病院医師がファシリテータ
ーとなったこと，⑤目標を 4本の柱に沿った具体的な
ものとしたワーキンググループ制としたこと，⑥ワー

キンググループのリーダーが地元で信頼されているそ
れぞれ専門の医師でありリーダーシップを発揮して目
標を明確にしたこと，⑦医療人口が限られており，
「地域の皆で協力しなければならない」という意識が
前提としてあったこと，⑧先行した地域の模倣をする
ことで労力を軽減したこと，が考えられる。

2）浜松地域

　浜松地域は，最初の 1年間は，緩和ケアのリソース
を豊富にもつプロジェクトの担当病院が中心となって
グループワークも組み合わせた緩和ケアセミナーを毎
月行った。これによって，参加者は，プロジェクトが
何を目指しているのかを共有することができたと同時
に，地域での課題や誰が何をしているのかも明確にな
ってきた。そこで，1年目の後半において，地域全体
に企画を広げるべく，地域の主要メンバーに依頼して
企画チームを立ち上げた。企画チームは自主的な参加
ではあるが，病院のみならず，地域全体の医療福祉施
設から，しかも，管理的な立場にいるものと現場にい
るものをバランスよく依頼した。浜松地域のファシリ
テーターは緩和ケアを専門とする医師・看護師チーム
であったが，彼らは，いろいろなカンファレンスで挙
がる課題を整理して解決できるような「枠組み」を作
り，それを企画チームに下案をとして提示してさらに
企画チームで担当者がアレンジすることで役割を徐々
に分担していった。最終的には，鶴岡地域とよく似た
構造ができ，これはプロジェクトの推進に貢献したと
考えられる。
　浜松地域のプロジェクトマネジメントに影響した要
因として抽出されたものは，①緩和ケアを専門とする
医師・看護師チームが地域のニードを広く抽出し，そ
れを解決する枠組みを年間計画とともに具体的に提示

C．地域緩和ケアプログラムの
プロジェクトマネジメントに関する研究

4）効果的なプロジェクト
マネジメントについての考察

1）前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室，2）聖隷三方原病院 緩和支持治療科

山岸 暁美 1），森田 達也 2）
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していったこと，②自発的な参加ではあったが，地域
の主要な組織の中核に位置するメンバーと地域でも信
頼されている実践家のメンバーからなる企画チームが
組織されたこと，③徐々に役割を参加者たちに分担し
ていく形とすることで，ワーキンググループ制に近い
形態をとったこと，④協力が得られる緩和ケア・在宅
医療のリソースが比較的豊富にあったこと，⑤ゆるい
関係を目的としていたため，価値観での対立を生じな
かったこと，⑥同定された課題に対し，時にはファシ
リテーターが直接調整を行ったこと，が考えられる。

3）長崎地域

　長崎地域では，他の 3地域と異なり，プロジェクト
開始当初から整えられた組織でのプロジェクトマネジ
メントが行われた。最も早く，地域全体の主要な組織
の管理的な立場にいるものを組織横断的に網羅した運
営委員会を立ち上げることができ，各がん診療連携拠
点病院の看護師や地域の訪問看護ステーションの訪問
看護師などで，コアリンクナースも組織した。運営委
員やコアリンクナースには，医師会長名で，病院長，
施設長，看護部長に対し委員就任の依頼をし，同意を
得たうえで委嘱状を作成した。組織としての業務であ
るということは，ほかの地域の参加者が組織としての
活動なのか個人としての活動なのかの葛藤があったこ
とから考えて，長崎地域でのプロジェクトを進めるう
えで参加者にとって強みとして作用したと考えられる。
企画はプロジェクトのために設置されたサポートセン
ターを中心として素案が作られ，運営会議で議論・承
認された。素案で挙がった，医師事例検討会，多職種
事例検討会，市民健康講座，地域カンファレンスにつ
いては，運営委員の中から各担当者を決め，ワーキン
ググループを組織し，企画から研修会の運営までを担
当した。
　長崎地域のプロジェクトマネジメントに影響した要
因として抽出されたものは，①医師会として地域の他
の医療福祉機関とともに行う公的なプロジェクトであ
ることを前提とした組織が構築されたこと，②地域の
主要な組織の中核となっている多職種の医療福祉従事
者の協力が得られたこと，③ドクターネットを中心と
する在宅医療を熱心に行う診療所医師のチームがファ
シリテーターとなったこと，④協力が得られる緩和ケ
ア・在宅医療のリソースが比較的豊富にあったこと，
⑤ファシリテーターが参加者の「地元意識」を刺激し，

地域全体の気運を高める関わりが続けられたこと，が
考えられる。

4）柏地域

　柏地域では，地域が広範にわたることやほかのプロ
ジェクトとの重複から，国立がん研究センター東病院
のプロジェクトチームが中心となって企画，プロジェ
クトマネジメントを行った。2年目からは，リンクス
タッフの中から有志を募る形で運営会議とワーキング
グループを設置した。しかし，運営会議，ワーキング
グループのメンバーは，自主的に参加したものであり，
メンバーは比較的小規模な施設に勤務する管理職では
ない職員である場合も多かった。したがって，組織と
しての方針とプロジェクトでの業務との間に役割葛藤
を生じることも少なくなかった。また，介入年度途中
から，地域全体を把握している構造がなくなったため，
複数の医師会，行政，さまざまな立場の複数の病院や
医療福祉施設に対応する必要があり，地域全体でのプ
ロジェクトマネジメントを行う組織を設定することは
他の地域に比較して困難であった。
　柏地域のプロジェクトマネジメントに影響した要因
として抽出されたものは，① 3市にまたがる地域で行
政，医師会，薬剤師会，病院とも複数あったこと，②
「地元意識」のある人が少ない首都圏近郊の都市であ
ること，③地域に在宅医療のリソースが十分になかっ
たこと，④運営会議やワーキンググループのリーダー
として，地域の中核的な役割を果たす機関の管理的な
立場にいるメンバーの積極的な参加が得られなかった
こと，⑤コアメンバーとして医師の参加があまり得ら
れなかったこと，⑥ワーキンググループが目的とする
課題の明確化が不十分であった可能性があること，が
考えられる。

2 ． プロジェクトマネジメントに関する疑問につ
いての考察

　ここでは，本研究で得られた知見から，「だれが主
体となり，どのような運営組織を構築したらよいか」
「プロジェクトをどのように運営したらよいか」「実施
主体やマネジメントの違いがアウトカムにどのように
影響するか」の点について考察する。

　1）「だれが実施主体となるのがよいか」

　本研究では，プロジェクトの実施主体として設定さ
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れたのは，当初，病院（鶴岡地域），がん専門病院
（柏地域），総合病院（浜松地域），医師会（長崎地域）
であった。しかし，実質的には，鶴岡地域では病院が
プロジェクトの実施主体とされたものの実際の運営組
織ではワーキンググループのリーダーをはじめ医師会
が大きな役割を果たした。事務局やサポートセンター
は物理的な問題から病院に置かれたが，定期的に行わ
れたコアメンバー会議では医師会長はじめ医師会の理
事職にある医師が参加し，実際的には病院と医師会の
合同組織であった。
　浜松地域では，地域に 8つある総合病院，4つのが
ん診療連携拠点病院のうちの 1つの総合病院に実施主
体が置かれたが，企画チームとして医師会理事や医師
会を中心にネットワークを構築していた診療所医師に
参加を依頼したため，医師会など関連団体との連動が
可能になった。長崎地域は医師会が実施主体となり，
各病院の緩和ケア専門部署との密な連携が可能であっ
た。柏地域では，がん専門病院が実施主体であったが，
運営組織に地域の要職にある医療者等の参画を得るこ
とが困難だった。
　以上より，医師会が主体となった場合，あるいは，
少なくとも参加した組織を構築することができれば，
地域全体へのインパクトが得られやすいと考えられる。
一方，医師会が主導した場合には，病院間の温度差を
生じやすいことや，がん医療，緩和医療という専門領
域で組織を構築しにくいことも指摘された。
　本研究からは，医師会，病院，がん専門病院のいず
れが実施主体として適切ということではなく，「実際
に地域の主要施設からなるプロジェクトチームを組織
可能な機関・団体」が他施設と協力して実施主体とな
るべきであると考えられる。

　2）「どのような組織を構築したらよいか」

　本研究では，プロジェクト実施主体の機能として，
ファシリテーター機能および事務局機能が重要である
ことが明らかになった。すなわち，「地域資源活用や
地域の課題解決のプロセスや活動が生じることを促す
機能」と「事務局」が必要である。それらのファシリ
テーター機能と事務局の周りに，もう一回り大きな組
織を構築する必要がある。構成員は，組織としての正
式な責務を受けたものであることが個々の仕事をする
するうえでも望ましい。
　ファシリテーターの役割としては，企画立案，地域

内の個の活動から面としての活動への拡充，地域の課
題解決に向けてのステイクホルダーの調整が重要であ
る。ファシリテーターとしては，実際に地域の主要施
設からなるプロジェクトチームを組織できることが求
められる。ファシリテーターのタイプとして，driver
型（浜松地域），partnership 型（鶴岡地域・長崎地
域），demand correspondence 型（柏地域）の 3種が
見受けられた1）。これらは，ファシリテーターの活動
または対象範囲やプロジェクトの運営主体の特性（専
門性や体制）により，違いが生じてくることが考えら
れた。
　ファシリテーター機能と事務局機能は少なくないマ
ンパワーを要するタスクであり，実際に本研究におけ
る費用は年間 1,000～3,500 万円を要した。企画立案・
地域内の個の活動から面としての活動への拡充・地域
の課題解決に向けてのステイクホルダーの調整といっ
た地域の緩和ケア提供体制や連携基盤の構築は，個別
の患者に対する医療やケアを評価する診療報酬とはな
じみにくい。人件費を確保するための施策により，地
域全体のファシリテーター機能および事務局機能が確
保されることが必要である。

　3）「プロジェクトをどのように運営したらよいか」

　プロジェクトを進めるうえでの要点はいくつかに集
約された，すなわち，①多職種がプロジェクトの目的，
人間関係，課題を共有する機会の設定，②目的別ワー
キンググループ形成と全体を見渡せる仕組みの構築，
③目的の明確化と計画的かつ柔軟な遂行，が要点とし
て挙げられる。
　現場の意見をくみ取るための具体的方法としては，
多職種，少人数でのグループワークによるディスカッ
ション，医療職も介護職もフラットな関係で意見が交
わせる雰囲気づくり，ファシリテーション，医学用語
や略語をなるべく使用しないなどのルール作り，付箋
を使うなど，発言以外の方法で意見が言えるような仕
組みを作るなどが挙げられた。
　ワーキンググループの形成により，役割が明確にな
り，責任が生まれ，効率的で個人の負担が減り，専門
性が生かせ，計画内容が具体的に緻密になるといった
利益がある。しかし，ワーキンググループごとに活動
することで，全体像を把握しにくくなるため，各ワー
キンググループのリーダーどうしの定期的な意思疎通
や，全体でのメーリングリストやミーティングで共有
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することが重要であることが示唆された。組み上げら
れた課題は，必ず，中心となるメンバーで問題を明確
化して具体的な目標を掲げてから，アプローチする必
要がある。
　目的を明確化し計画的に実施するための具体的な方
法として，年間のスケジュールを予め立てる，初年度
はあまり手を広げずに限定したことをしっかりと行う
ことによって，プロジェクト意義を共有する，プロジ
ェクトの目的を具体的にする，目的別の大きな柱に沿
って計画を立てる，が挙げられた。地域の課題は年度
ごとに異なるため，年度ごとに新しい具体的な計画を
作成する。一方，地域対象のプロジェクトでは効果の
予測も困難なことが多いため，行った結果を検証しな
がら進める，問題が生じれば状況に応じて相談しなが
ら進める ，いろいろなことをやってみて淘汰されつ
ついい取り組みだけが残っていくトライアンドエラー
をよしとする，という 3つの方法が語られた。
　地域緩和ケアプログラムの進め方については今後こ
れらの方法に関する各地域での活動の経験の蓄積の共
有や，全国での担当者のサポートが必要になるだろう。

　4） 「実施主体や実施担当者の専門領域やマネジメ

ントの違いがアウトカムにどのように影響する

か」

　本研究で特徴的であったのは，プロジェクト全体の
マネジメントや組織運営にあまり肯定的な意見がなか
った柏地域においても，インタビュー調査では「それ
でも話し合って，知り合いが増えたり，分かり合えた
りしたこと自体には意味があった」との意見が多かっ
たことである。量的研究でも，地域連携や医療者間の
コミュニケーションなどの困難感は柏地域を含むすべ
ての地域において同じように改善した。自宅死亡率は
柏地域では上昇しなかったが，これは，自宅死亡の決
定要因のメタ分析において患者の意思，家族の意思，
介護力のほかに，地域医療のリソースが同定されてい
ることと，柏地域において人口当たりの診療所数が非
常に少ないことから考えて，プロジェクトマネジメン
トの結果であると考えるよりは，地域リソースの量を
反映したと考えられる。
　以上より，予備的な検討ではあるが，今回測定した
アウトカムについては，実施主体やマネジメントの違
いとアウトカムには明確な関係性は認められないと考
える。

3 ． 地域緩和ケアプロジェクトマネジメントで 
よく出会う課題への対処

　地域緩和ケアプロジェクトマネジメントでよく出会
う課題への対処として，主として，プログラムマネジ
メントを行う実施者の視点からまとめた。これらの課
題は，実際に地域緩和ケアプログラムを運用しようと
すると，直面する課題であり，集積したノウハウを知
ること自体が各地域で地域緩和ケアに取り組む実施者
に役立つと考えられる。

4 ．モデルの提示
　本研究から示唆された地域緩和ケアプログラムのプ
ロジェクトマネジメントのモデルを示す（図 140）。

　Phase 1：大枠の組織の構築

　最初の目的は「地域全体で取り組めるまず可能な組
織をつくる」ことである。
　この際の要点は，①実践家だけでなく方針の決定が
可能な管理者レベルの人材もメンバーとする，②市町
村行政，医師会など関係団体を巻き込むこと，である。
これにより，1施設ではなく多施設で行うこと，個人
の参加ではなく組織の活動として参加を得られること
が可能となる。この段階で組織の参加が得られるかど
うかはその後の活動しやすさを大きく左右する。
　主要な組織（医師会，病院，薬剤師会，訪問看護ス
テーション協議会，居宅介護支援事業所協議会，行政
など）に声をかけて総論での同意を得ることができた
なら，次に，プログラムマネジメントの主体となるフ
ァシリテーター機能と事務局を定める必要がある。フ
ァシリテーター機能の内容は，企画立案，地域内の個
の活動から面としての活動への拡充，地域の課題解決
に向けてのステイクホルダーの調整である。ファシリ
テーターは，リーダシップ，熱意・実直さ・人間的魅
力，専門，公平性が求められるが，「実際に地域の主
要施設からなるプロジェクトチームを組織できるこ
と」が条件になる。これらを設置する場所は，地域の
実情に合わせて医師会，病院，行政，教育機関など複
数の場所がありうるが，既存の組織と円滑に意思疎通
が取れる場所がよい。

　Phase 2：目的・人間関係・課題の共有

　初期のプロジェクトの大きな目的は，①プロジェク
トの目的・目標を共有すること，②人間関係をつくる
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こと，③課題を共有・明確化すること，である。この
具体的方法には，①地域の医療・介護資源をまず把握
すること，②地域の課題やその解決に関するフォーカ
スグループを同職種ごとおよび多職種で開催すること，
③緩和ケアセミナー（講義とグループワークの組み合
わせ）を行う，などがある。たとえば，緩和ケアセミ
ナーを前半に行い，後半にグループワークで「地域の
緩和ケアの課題は何か」を数回行う構造は多くの地域
で実施可能で確実な方法だろう。グループワークでは，
同職種ごとに行うものを数回，多職種で行うものを数
回のように組み合わせて行ってもよい。これによって，
地域の課題を抽出するとともに，人間関係を構築し同
じ課題を共有することができる。
　この際に注意することは，意見の言いにくい人が言
える仕掛け作りである。具体的な工夫としては，①多
職種，少人数でのグループワークによるディスカッシ
ョン，②医療職も介護職もフラットな関係で意見が交
わせる（何を言ってもいいんだと安心感を感じられ
る）雰囲気作りやファシリテーション，③医学用語や
略語をなるべく使用しないルール作り，④付箋を使う

など言葉以外の方法で意見が言えるような仕組み，⑤
意見を言う人をより集める，などがある。

　Phase 3：課題の明確化と組織構築

　具体的な課題がみつかり，地域での人間関係が分か
るようになってくれば，「問題を明確にして，課題に
応じた組織構築を行う」ことを目的とする。
　課題を明確にするためには，抽出した問題をそのま
ま扱うのではなく，比較的少人数で，実際に何に誰が
どう取り組めば「この地域で」効果が上がるだろうか，
を十分に検討する必要がある。検討するメンバーは，
ファシリテーター機能のメンバーになるが，地域の大
きさに応じて 10～20 名で何回か話し合う必要がある。
課題は実際に抽出された「その地域の，今の」具体的
なものとするが，概念的な枠組みとしては，OPTIM
プロジェクトで使用した一般的な 4つの柱（教育，専
門的緩和ケア，地域連携，啓発）や，OPTIMプロジ
ェクトで各地域に設置されたワーキンググループの内
容（退院支援，緩和ケア教育など）が参考になると思
われる。

図 140　地域緩和ケアのプロジェクトマネジメントのモデル

プロジェクトマネジメントの主体
　・ファシリテーター機能
　・事務局機能
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　取り組む課題が明確にされれば，抽出された課題を
より詳細に話し合えるようにワーキンググループを組
織する。課題によっては，地域の既存の委員会などに
役割を分担してもらうこともありうる。ワーキンググ
ループの各リーダーは地域での信頼があり，中核組織
の管理レベルのものが望ましい。ワーキンググループ
内で話し合えるとともに，全体での意思疎通ができる
ように，全体でのミーティングをもつか，少なくとも
チームリーダーは定期的にミーティングをもつほうが
よい。全体での話し合いを持つために，課題設定の話
し合いを行ったメンバーとワーキンググループのチー
ムリーダーを「運営・企画委員会」とする。

　Phase 4：目的・目標の明確化と計画的かつ柔軟な遂行

　ワーキンググループが構築されれば，「実施する」
ことが目的になる。計画的に，かつ，臨機応変に実行
することが求められる。
　ここでの要点は，①年間のスケジュールを予め立て
る，②初年度はあまり手を広げずに限定したことをし
っかりと行うことによって，プロジェクト意義を共有
する，③目的別の大きな柱に沿って計画を立てる，④
状況に応じて相談しながら進める，⑤トライアンドエ
ラーをよしとする，ことである。
　目的に合わせて行う行動を具体的にして「年間スケ
ジュール」に落とし込むことが重要であり，「ただ集
まって話し合っているだけ」では実際の改善は生じに
くい。年間スケジュールを立てて参加者全員で共有す
ることで，目的や行動を可視化することができる。
　参加者が，プロジェクトの目的を把握しやすくする
ように，初年度は限定したことをしっかりと行う，目
的別の大きな柱に沿って計画を立てる，各プログラム
の前に全体の位置づけと会の目的を説明する。
　計画されたことを順次実行していくが，地域の課題
は状況に応じたことも多いため，行き詰まりがみられ
た場合には状況に応じて臨機応変に相談し，課題から
の撤収も含めて検討する。この時期には，ワーキング
グループによるアプローチのほかに，ファシリテータ
ーによる個別のアプローチを行う必要がある場合があ
る。

　Phase 5：見直し

　1年間継続して活動を行った後に，「成果を見直し

て来年度の年間スケジュールを立てる」ことを目的と
して，再度，運営・企画委員会での話し合いを行う。
ここでも，意見の言いにくい人が言える仕掛け作りが
重要であり，「継続して参加しているメンバー以外の
意見」を十分に組み上げられる仕組みがあるほうが多
様な取り組みのきっかけになる。

　以上の一連のサイクルを繰り返すことで徐々に地域
の緩和ケアを進めることができると考えられる。
　プロジェクトを進めるための前提条件として，多職
種協働（多様な価値観を包容する文化構築，多職種・
他機関のインタラクションと情報共有），参加者の負
担の軽減が重要である。
　また，プロジェクトは，対象地域の大きさ，医療介
護リソースの量，地元感（地域に対する思い）などの
プロジェクトの活動そのものではいかんともしがたい
要因の影響も受けることも知り，「高すぎない目標」
のために燃え尽きに陥らないようにするほうがよい。

5 ．研究の限界
　本研究は，地域緩和ケアプロジェクトをマネジメン
トとする場合に生じる課題や運用方法についての洞察
を得るために行った研究である。プロジェクトをマネ
ジメントする立場からの解析であり，患者・家族や，
プログラムに参加した地域の医療福祉従事者の意見は
反映されていない。研究対象となった地域は 4地域で
あり，ほかの地域に一般化できるかは分からない。特
に，本研究の介入地域では柏地域のみがいわゆる都市
型の地域であった。都市型の地域でのプロジェクトマ
ネジメントは，組織や患者動態の複雑さから困難が高
いことが予測される。本研究の解釈があてはまるかど
うかは複数の都市型の地域での実証研究が必要である。

文　献
1）Petrova M, Dale J, Munday D, et al：The role and 
impace of facilitators inprimary care：findings from the 
implementation of the Gold Standards Frame work for 
palliative care. Fam Pract　27：38─47, 2010
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目　的

　本研究の目的は，わが国で実施された地域介入プロ
グラムの一環として行われた医師・看護師調査の結果
をもとに，地域の医療福祉従事者の体験した変化を収
集することである。

対象・方法

　質問紙調査の項目に設定されていない意見を収集す
ることを目的として，医師・看護師に対する質問紙調
査の自由記述の内容分析を行った。「地域のがん患者
に対する緩和ケアについて，この 3年間で変わったこ
と，変わらなかったこと，今後の課題」について自由
記述を得た。
　自由記述の中で，「地域のがん患者に対する緩和ケ
アについて，この 3年間で変わったこと，変わらなか
ったこと，今後の課題」に相当する記載を意味単位
（ユニット）として抽出し，意味内容の類似性・相違
性からカテゴリーを作成した。データを「」，小カテ
ゴリーを［］，大カテゴリーを【】で示した。
　分析は 1名の看護師と 1名の緩和ケア医師とで独立
して行い，議論により一致させた。カテゴリーに相当
するユニットの数を計算した。その後，大カテゴリー
ごとに「変化のきっかけ」を表現している部分を同定，
収集したものを記述した。

結　果

　医師，看護師の調査から，それぞれ 327，737 の意
味単位を同定した。記述内容は，好ましい体験，意見
の分かれた体験，課題に分けられた。

1 ．好ましい体験
　好ましい体験として，【チーム医療と連携が進んだ】

【在宅療養が普及した】【緩和ケアを意識するようにな
り知識や技術が増えた】【自信や達成感を感じた】が
挙げられた。
1）チーム医療と連携が進んだ

　【チーム医療と連携が進んだ】ことは，［相談しやす
くなった］［直接会って話し合う機会や情報交換する
機会が増えた］［名前と顔，役割，考え方が分かるよ
うになった］［ネットワークが増えた］［チームでみて
いこうと思うようになった］［信頼関係や仲間意識が
できた］ことが語られた（表 73）。ある回答では，「こ
れまでなんの接触もなかった人たちとプロジェクトを
通じて 1本のコードとして結びつくことができた」と
述べられた。看護師は特に，「気兼ねや遠慮が減った」
「怖くなくなった」のように連絡や相談をする時に精
神的な負担が減ったことをしばしば述べた。医師では，
「相談できる場所があることで診療の余裕につながる」
「1人で抱えこまず燃え尽き症候群や過労が回避でき
た」のように自分の負担の軽減がしばしば挙げられた。
　きっかけとして，①役割をする人ができて認識でき
た（部署ができた，連携のマネジメントをする職種が
できた，窓口がみえてきた，緩和ケアや退院支援の専
門チームが上手にアピールした），あるいは，②プロ
ジェクトのグループワークや研修会，退院前カンファ
レンス，診療所で行ったカンファレンス，懇親会など，
さまざまな機会で直接話すことや，紹介した後の返事
や訪問，電話，メールなどによって，相談できる雰囲
気が徐々にできていったこと，を挙げた。加えて，看
護師は，緩和ケアチームや退院支援看護師を介して医
師と相談しやすい，リンクスタッフを介して相談しや
すいなど，役割のある看護師を介して医師や他の職種
と相談しやすくなったことを述べた。
2）在宅療養が普及した

　【在宅療養が普及した】については，［在宅で過ごす
ことが普通になってきた］［在宅医療のリソースが増
えた］［在宅移行がスムースになってきた］［在宅療養

D．地域対象の緩和ケアプログラムにより
医療福祉従事者の自覚する変化

1）聖隷三方原病院 緩和支持治療科，2）同 浜松がんサポートセンター

森田 達也 1），野末 よし子 2）
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に向けて退院カンファレンスが行われるようになっ
た］ことなどが語られた（表 74）。特に，自宅療養を
行う地域の診療所や訪問看護ステーションが増えてき
たことや，関係者間での連携が進むことで，状態の厳
しい患者でもタイミングを逃さずに迅速に在宅療養に
移行できることが述べられた。
　きっかけとして，実際に在宅に移行する患者を体験
したり，実際に在宅医療の現場を見に行くこと，ある
いは，プロジェクトで知り合うことによって地域のリ
ソースを知るようになることによって，①誰がどのよ
うに患者に関わるかが分かることで患者・家族に具体
的に説明できるようになること，②医療福祉従事者が
「無理」と思わずに「相談してみよう」と思うように
なること，が挙げられた。システム上でのきっかけと
しては，①病院に緩和ケアチームや退院支援の部署が
できたこと，②病院が変わったこと，が挙げられた。
3）緩和ケアを意識するようになり知識や技術が増えた

　【緩和ケアを意識するようになり知識や技術が増え
た】こととしては，［緩和ケアの知識や技術が増えた］
［早い時期から緩和ケアや在宅医療を意識するように
なった］［緩和ケアの専門家からのサポートが増えた］
ことが挙げられた（表 75）。

　きっかけとしては，①マニュアルやビデオなどのプ
ロジェクトで作成したマテリアル，②講習会，特に実
践に即したロールプレイや多職種でのグループワーク，
③実際に緩和ケアチームと患者を一緒に診療した経験，
④実際に診療していなくても同じチームとしてメーリ
ングリストやカンファレンスでの患者に関するやりと
りを見ること，が挙げられた。ある医師は，「（前の病
院より）緩和ケアが進んでおり，一緒に患者を診るこ
とで自分の知識がずいぶん増えた」と述べ，講習会ば
かりではなく，専門家との共同診療など日常診療の中
で緩和ケアについての知識や技術の共有が行われてい
ることが述べられた。このほかに，医師では，「（チー
ムを組んだ）薬剤師に忠告を受けている」といったコ
メディカルがきっかけとなったとする意見があり，看
護師ではリンクスタッフから教えてもらっている」の
ようにリンクスタッフの役割が指摘された。

2 ．意見の分かれた体験
　意見の分かれた意見として，【病院医師・看護師の
在宅の視点】【活動の広がり】【患者・家族・市民の認
識】がみられた（表 76）。
　【病院医師・看護師の在宅の視点】については，［病

表 73　医師・看護師の感じる好ましい体験（1）─【チーム医療と連携が進んだ】

小カテゴリー（ユニット数；医
師，看護師）

医師 看護師

［相談しやすくなった］
（n＝30, 46）

「部署ができたので相談しやすくなった」「窓
口ができて，誰に相談したらことが進むか理
解できた」「研修会に出席して直接話す機会が
あり，誰にでも相談できるようになった」「電
話やメールでの連絡が気楽にできるようにな
った」

「連絡が気兼ねなく，相談できるようになっ
た」「ささいなことで違うかもしれないからや
めておこうと思うことがなくなった」「以前な
ら『分かりません』『外来受診させてくださ
い』だったのが，主治医や担当の方と直接話
ができる」

［直接会って話し合う機会や情報
交換する機会が増えた］
（n＝11, 21）

「退院前カンファレンスで情報の共有とともに
ディスカッションの場ができた」「在宅に依頼
した患者のその後の経過を聞くことが増えた」

「退院前カンファレンスで，直接話し合うこと
が増えた」「アドレス交換を行い，情報交換が
頻繁に行える」

［名前と顔，役割，考え方が分か
るようになった］
（n＝8, 27）

「相手の受け取り方，考え方が分かる」「日常
のやり取りは事務的でも，相手の受け取り
方・考え方が分かるのでスムースに連携でき
る」「種々の会合で直接お会いし，本当に顔の
見える関係となった」

「考えが分かり，話す時にどの程度話したらよ
いか分かり，関わりやすくなった」「相手の立
場や考えをふまえて話を進めやすくなった」

［ネットワークが増えた］
（n＝7, 16）

「選択肢が広がっている」「近くの診療所と診
診連携ができた」

「横のつながりができて，連携しやすくなっ
た」「緩和ケアに熱心に取り組んでいる方が大
勢いることが分かった」

［チームでみていこうと思うよう
になった］（n＝4, 11）

「多職種で治療方針を考えるようになり，たい
へん助かっている」

「在宅支援担当看護師が助けてくださる」「緩
和ケアの専門ナースと退院調整ナースの助け
を得て，チームで相談しながら，ケアを行え
る」

［信頼関係や仲間意識ができた］
（n＝1, 11）

「理念を共有できる仲間が増えた」 「『他事業所の人』から，『一緒にケアをする
人』というふうに意識が変わってきた」「協力
して皆で一緒に，という意識が高まった」
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院医師・看護師に在宅の視点が増えた］とする意見と
［病院医師・看護師に在宅の視点が不足している］と
する意見とがみられた。
　【活動の広がり】についても，［広がりが限られた］

とする意見と［地域全体におよんだ］との意見に分か
れた。また，［変わった実感はない］［関わりが少な
い・期間が短く変化を感じない］［アナウンスが届か
ない］という意見もしばしば挙げられ，地域内での施

表 74　医師・看護師の感じる好ましい体験（2）─【在宅療養が普及した】

小カテゴリー（ユニット数；医
師，看護師）

医師 看護師

［在宅で過ごすことが普通になっ
てきた］（n＝4, 30）

「在宅で過ごすことが特別でないことが医療者，
患者，家族に浸透してきた」

「自宅で最期を看取ることがほぼ 0であったが，
自宅で亡くなる人がみられるようになった」
「ホスピス待ちの方で在宅で亡くなる方が増え
てきた」

［在宅医療のリソースが増えた］
（n＝11, 22）

「1年目に受けてくれなかった先生が往診を受
けてくれた」［在宅をサポートする薬局が増え
た］

「緩和ケアのできる診療所や訪問看護ステーシ
ョンが増え，在宅療養を勧めやすくなった」
「前は訪問看護ステーションに断られることも
あったが，3年間は断られず困らなかった」

［在宅移行がスムースになってき
た］（n＝8, 24）

「自宅退院を希望した患者をその日に帰宅させ
ることができた」

「形式的な段取りをふまなくても，すぐに在宅
へ向け準備できる。『1日もムダにしたくない』
とみんなが思える」「以前は状態に悪い方には
もっと早く対応してほしいと思っていたが，
今は受け入れ対応がとても早くなった」「介護
保険導入が早くできるようになった」

［在宅療養に向けて退院カンファ
レンスが行われるようになった］
（n＝2, 16）

「カンファレンスが設定され，開かれるように
なった」

「直接顔を見て話が聞けると，思いや考えが捉
えやすいし，用紙を見るより分かりやすく安
心できる」「カンファレンスを退院前に行うこ
とで，困った時にどこに連絡したらいいかが
わかる」

［在宅患者が必要な時の救急搬送
がスムースになった］（n＝1, 0）

表 75　 医師・看護師の感じる好ましい体験（3）─【緩和ケアを意識するようになり知識や技術が増えた】【自信や達成
感を感じた】 

小カテゴリー（ユニット数；医
師 , 看護師）

医師 看護師

［緩和ケアの知識や技術が増え
た］（n＝14, 43）

「麻薬について医療者間では誤った認識は少な
くなった」「知識が増えた」「マニュアル化し
て定着してきた」

「知識がかなり広まって，福祉職の人でも，医
療用麻薬などについて分かっている状況がで
きあがった」「痛みの評価のしかたが分かり，
増量など医師に自信をもって報告して，医師
を動かせるようになった」「疼痛の評価スケー
ルを使うようになった」「違う職種とのグルー
プワークで，実践に活かせる具体的なアイデ
アがとても参考になった」

［早い時期から緩和ケアや在宅医
療を意識するようになった］
（n＝9, 30）

「緩和ケアを積極的に行おうと思うようになっ
た」「早い段階での在宅ケアを視野に入れるこ
とが多くなった」

「苦痛に以前よりも視点をおき，ケアを行うよ
うになった」「以前は麻薬を死亡直前まで使用
せず，苦痛で亡くなる方を何人もみてきたが，
疼痛ケアは早くなりすごく変わった」

［緩和ケアの専門家からのサポー
トが増えた］（n＝14, 25）

「疼痛コントロールを，緩和ケアの専門医師に
相談させてもらい，有用なアドバイスをいた
だくことができた」「緩和ケア専門のチームが
あるおかげで，疼痛管理の質がかなり向上し
た」

「緩和ケアを専門とするスタッフが増え，相談
できる環境になった」「緩和ケアチームにいつ
でも支援が受けられると思えば，何でもでき
るし，安心して行える」「専門家が地域に出て
関わりを持ち，現状に即した専門性の部分を
広めたことがよかった」

【自信や達成感を感じた】

［自信や達成感を感じた］
（n＝2, 10）

「今後医師として，何十年働くか分からないが，
基礎を築くことができた」

「多くの方が懸命に向き合っていることを感じ，
自分も精一杯応えようと思うようになった」
「いつ・どんな状況でも受けいれたいと積極的
に思うようになった」
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表 76　医師・看護師の感じた意見の分かれた体験

【病院医師・看護師の在宅の視点】

小カテゴリー（ユニット数；医
師，看護師）

医師 看護師

［病院医師・看護師に在宅の視点
が増えた］（n＝9, 26）

「どの地区にどんな先生がいてどう依頼をすれ
ばいいのかが分かってきた」「地域だけでなく，
患者の症状や性格も加味してあの先生にお願
いしようと検討できるようになった」「自分の
言葉に説得力を持たせることができるように
なった」

「在宅に戻った際の生活まで考える動きが普通
になってきた」「トイレのポータブルの高さや
手すりの位置わかることで病棟でも自宅に近
いイメージでリハビリを行うことができた」

［病院医師・看護師に在宅の視点
が不足している］（n＝1, 10）

「病院医師の在宅医療への関心がまだ低く，こ
れをどう高めていくかが今後の大きな課題と
なろう」

「病棟看護師が在宅での看護を理解していない
ことが多く，ジレンマを感じる」

【活動の広がり】

［広がりが限られた］
（n＝15, 30）

「診療所の医師や看護師は無理だからと見向き
もしないことがある」「在宅医療に本気で取り
組んでいる診療所と，片手間でやっていて調
子悪いと救急搬送になる診療所とがある」「大
学の系列の違う医局は無視されている」「病院
医師の考え方に差が大きい」「病院からの紹介
が集中してしまっている」

「同じ地域でも病院によって意識の差が大き
い」「病院内でも，病棟間で温度差がある」
「係りで指定されるので，興味があっても関わ
れなかったり，係の人があまり興味がないこ
とがある」

［変わった実感はない］
（n＝14, 13）

「介護施設での終末期がん患者の受け入れ状況
については，おそらく 3年間でほとんど変わ
っていない」「地域医療での変化は，個人的に
は，ほとんど状況は変わりない」

「当地区では波及効果が少ないと感じている」

［関わりが少ない・期間が短く変
化を感じない］（n＝8, 16）

「期間が短く実感が分からない」「がん患者を
在宅で診るということが少ないので，自身の
診療は変わらない」

「がん患者の担当になったことがないので変化
はわからない」「緩和ケアの対象になる患者が
少ない病棟で，たくさんある情報も活用でき
なかった」

［アナウンスが届かない］
（n＝8, 13）

「アナウンスが一般の医師まで届かない」「大
学で参加していたが病院の中でプロジェクト
について知らされることはなかった」「印刷物
が一度も送られてこなかった」

「地域支援のチームや，講演会があることを知
らなかった」「もう少し積極的に広報活動をし
ないと，末端の看護師まで認知されない」

［地域全体におよんだ］
（n＝6, 10）

「地域全体の緩和力が上昇している」 「福祉系の方は『医療のことは分からなくて
…』と言われる方も多かったが，最近はよく
学んでいる方も増えた」

【患者・家族・市民の認識】

［医療者の認識が変わったが，患
者・家族の認識はまだまだであ
る］（n＝15, 21）

「医療者ががん治療と緩和ケアは両立すると考
えていても，患者さんは緩和ケア＝終末期医
療と思っている」「医療サイドの方はだいぶ周
知されてきたが，患者・家族に伝えていく必
要がある」「家族から『こんな状態だと病院に
おいておいてほしい』といわれることが多い」

「がん患者を在宅でみるのは困難という意識は
強い」「医療関係者には，がん緩和ケアなどと
いう言葉が浸透してきていると感じるが，一
般の方の認知が低い」

［患者・家族・市民の意識が徐々
に変化した］（n＝3, 7）

「住民への緩和ケアの内容が徐々にではあるが
浸透してきた」

「がん患者から緩和ケアという言葉の意味を訊
かれたり，地域に浸透していると思った」「緩
和ケアという言葉を使う患者家族が格段に増
えた」

［患者・家族の安心感を感じる］
（n＝5, 4）

「患者・家族の希望がかなうことが多くなり喜
ばれている」「以前は病院から見捨てられる感
じで診療していた患者がこの数年はなくなっ
た」「患者・家族の安心感・おちつきが以前に
比較して大きくなった」

「在宅へ移行した患者さんは多く，どなたも
“良かった”との感想をいただいた」「在宅で
の看取りが増え，ご本人・ご家族から感謝さ
れることも多い」

［患者・家族が在宅を希望しな
い］（n＝3,6）

「在宅緩和ケアを勧められて，悪く言うと何も
分からないまま在宅療養が開始されるケース
が増加している」「在宅医療の良さが強調され
るあまり，条件が十分ないまま退院させられ
ることがないか心配している」

「在宅調整ができていないのに退院するケース
が多く，家族が準備ができていない中，短期
間で亡くなることも多い」「振り返るとどの人
（本人，家族，医療者）の思いが強く帰ってき
たのかと疑問に感じる場合が増えている」

［患者と家族の意思の違う時の対
応］（n＝1,4）

「患者さんの希望と家族の希望が同一でない時
の対応は難しい」

「本人が自宅に帰りたいと望んでも家族の受け
入れができない」
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設間の差，施設内での診療科や病棟での差，個人によ
る差，医療施設と福祉施設との差，都市部と周辺部で
の差，がん患者を経験する頻度による差，大学や診療
所など大きい組織内での周知の難しさなどが指摘され
た。
　【患者・家族・市民の認識】についても，［医療者の
認識が変わったが，患者・家族の認識はまだまだであ
る］との意見と［患者・家族の安心感を感じる］［患
者・家族・市民の意識が徐々に変化した］との意見と
に分かれた。特に，「医療者の認識は変わったが，患
者，特に家族の認識がまだである」との内容が多かっ
た。

3 ．課　題
　課題としては，［続けること・広げること］と［忙
しさ・スタッフのケア］［質の向上］が多く挙げられ
た。多くの対象者がプロジェクトを継続することの重

要性を指摘していた。［広げること］の対象としては，
病院，外来，非がん，小児，希少がん，困難症状，福
祉施設など広範囲に広げることが述べられた。リソー
ス，制度に関しては，介護力のなさが最も挙げられた。
看護師においては，「看護師がどれだけがんばっても
医師の指示がなければできないこともある」といった，
医師と看護師の権限の違いに関する課題が多く挙げら
れた（表 77）。

本研究の限界

　質問紙調査の自由記述の分析であるため，解釈は他
の研究と合わせて行う必要がある。また，本研究では
データ数が小さいため，病院医療者と地域医療者の比
較の視点での分析を行わなかった。より深い洞察を得
るためには，立場の違いによる比較を今後の研究では
行う必要がある。

表 77　医師・看護師の感じた課題

医師 看護師

続けること・広げることに関す
るもの（n＝33, 84）

・続けることが大事である
・広げることが大事である
病院医師・病院看護師に
外来患者に
がん以外の緩和ケアや小児に
少ないがんや，呼吸困難など困難症状に
病院の指導者に
医療過疎地域に
施設に
告知されていない患者に
（痛みだけでなく）眠気と鎮痛のバランスに
もっと広い地域リソースの把握に
経過が速く間に合わない患者に
グリーフケアに
デスカンファレンスに

13

 4
 6
 4
 3
 1
 1
 1
 0
 0
 0
 0
 0
 0

32

27
 5
 2
 1
 2
 1
 0
 4
 4
 2
 2
 1
 1

忙しさ・スタッフのケアに関す
るもの（n＝19, 30）

・忙しく緩和ケアに時間が割けない
・緩和ケアに関わるスタッフのケアが必要である

18
0

28
 2

質の向上に関するもの
（n＝9, 33）

・質を向上したい 9 33

リソースの不足に関するもの
（n＝34, 63）

・介護力がない，家族の負担が大きい
・在宅を行う診療所の総数と質の向上が必要である
・人的資源が全般的に足りない
・訪問看護師の総数と質の向上が必要である
・緩和ケア病棟が必要である

11
 8
 7
 5
 3

24
18
 8
 9
 4

システムの見直しに関するもの
（n＝18, 36）

・緩和ケアチームの動き方を検討する必要がある
・麻薬が多く煩雑・在庫が増える
・経済的負担が大きい
・より簡便な地域システムが必要である
・夜間・休日の対応が手薄である
・マニュアルなどツールの継続発行が必要である
・チューブ類など物流の問題がある
・若年者に介護保険が使用できる必要がある
・医師と看護師の立場の違いがある

 3
 3
 3
 1
 3
 2
 2
 1
 0

 7
 3
 2
 4
 1
 2
 1
 1
15
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まとめと意義

　本研究は予備的な研究であるが，地域緩和ケアプロ
グラムが行われた地域の医療福祉従事者の体験する変
化をある程度推定することができる。本研究の意義は，
質問紙調査の量的研究ではあらかじめ設定されていな
い項目を補うことにより，プロジェクトの効果をより
適切に解釈するためのデータを与えるものである。
　最も重要な本研究の結果は，地域対象の緩和ケアプ
ログラムで医療福祉従事者に主に体験されることが，
チーム医療と連携に関することであることが示唆され
たことである。これは，Gold Standard Framework
をはじめとする各国での地域緩和ケアプログラムの評
価とも非常によく一致している。「緩和ケアを地域に
普及する」と考えると，症状コントロールに重きを置
いたプログラムを策定する場合があるが，Gold 
Standard Framework でも症状コントロールは 3段階
目に位置づけられているように，「地域緩和ケアプロ
グラム」にまず求められること，そしてプログラムの
効果として認識されるのは，「地域内での医療福祉従
事者間のコミュニケーションの改善」であると考えら
れる。地域を対象とした緩和ケアプログラムを行う場
合に，まず念頭に置かなければならないことは，地域
単位でのネットワーキングであり，ネットワーキング
を増やすような介入方法が用いられる必要があること
が強く示唆される。
　このほかに本研究では，【緩和ケアを意識するよう
になり知識や技術が増えた】ことが肯定的な体験とし
て表現された。これも欧米圏での先行研究とも一致し
ており，地域対象の緩和ケアプログラムでは，終末期
ケアや患者・家族の苦痛・希望している療養場所に意
識が向くようになる，症状コントロールの技術が向上
するなどの効果が体験されると考えられる。
　【活動の広がり】に地域や施設，個人によって差が
あること，あるいは，患者・家族に対する影響が医療
者に対する影響よりもあいまいに表現されることも，
先行研究と一致している。地域緩和ケアプログラムで
は，個々の患者や施設に対する介入と異なり，地域の
医療福祉従事者への広く浅い教育的介入や連携を強め

る介入が地域全体に薄く実施されることが多い。した
がって，患者自身への効果は直接的でなく，地域内で
の影響にばらつきが生じると考えられる。患者のアウ
トカムをより確実に改善するプログラムの策定を目的
とするのであれば，患者レベルでの介入プログラムの
設定とその検証がより望ましいことが示唆される。
　本研究として挙げられた課題は，これまでにも挙げ
られているものが多いが，地域のプロジェクトが進ん
だためにより課題として鮮明となった，という特徴が
ある。たとえば，外来患者のサポートのための連携，
がん以外の緩和ケア，医療過疎地域でどのように体制
を作るのか，頭頸部がんなど稀少がん，施設での看取
り，質の向上などは，がん患者の緩和ケア体制が整っ
ていく中で，「次に」目指されるものとして語られて
いる。地域での緩和ケアの提供体制は範囲が大きく，
数年間で体制が整えられることはないと考えられるた
め，継続することが重要であり，地域ごとに継続可能
性のある提供体制を構築していくシステムが不可欠で
あることがうかがえる。
　以上より，地域緩和ケアプログラムで生じる医師・
看護師が体験するおもな変化は，チーム医療と連携，
緩和ケアの意識と知識や技術の向上，在宅療養の普及
であると考えられた。病院医師・看護師の在宅の視点，
活動の広がり，患者・家族・市民の認識については，
体験のされ方はまちまちであった。課題としては，続
けること・広げることに関するもの，忙しさ・スタッ
フのケアに関するもの，質の向上に関するもの，リソ
ースの不足に関するもの，システムの見直しに関する
ものに分けられた。地域を対象とした緩和ケアプログ
ラムでは，対象となる医療福祉従事者が最も求めてい
る可能性が高い「地域での連携を促進するプログラ
ム」を基盤とするべきであると考えられる。

文　献
1）森田 達也，野末 よし子，花田 芙蓉子，他：地域対象
の緩和ケアプログラムによる医療福祉従事者の自覚する変
化─OPTIM-study. Palliat Care Res　7：121─135, 2012.
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目　的

　OPTIMプロジェクトの評価のためのインタビュー
調査や地域で行ったミーティングでは，「顔の見える
関係」が地域連携において重要であることがしばしば
言及された。「顔の見える関係」は，本研究の設定時
には検討されていなかった概念である。
　本研究の目的は，「顔の見える関係」の概念と地域
連携への影響を探索し，今後の研究を計画するうえで
有用と考えられる知見を提供することである。

対象・方法

　本研究は，質問紙調査とインタビュー調査を組み合
わせて探索的に行われた。

1 ．質問紙調査
　他研究において「地域でのがん緩和医療についての
連携が良い」ことを評価するために作成された 35 項
目の質問紙（表 78）を，2地域で延べ 4回行われた地
域でのカンファレンスに参加した多職種の医療福祉従
事者 207 名（病院看護師 31％，病院医師 18％，ケア
マネジャー14％，訪問看護師 7.2％，診療所医師
5.3％）に配布し，回答を求めた。「地域でのがん緩和
医療についての連携が良い」ことを評価すると考えら
れる項目を 5名の多職種の医療福祉従事者のインタビ
ュー調査と研究者の議論により質問項目として設定し
た。各項目について，「1：そう思わない」から「5：
とてもそう思う」までの 5段階で質問した。項目の 1
つに，「地域でがん患者に関わっている人たちの顔の
見える関係がある」が含まれている。

2 ．インタビュー調査
　5名の医療福祉従事者（病院医師，地域連携担当看
護師，病棟看護師，訪問看護師，薬局薬剤師）を対象

として「顔の見える関係とは何か」「どのように地域
連携において影響するのか」についての 30 分～1時
間のインタビュー調査を行い，録音した。インタビュ
ーは著者が行った。対象者は全員が地域を対象とした
緩和ケアプログラムの実施地域において，3年間にわ
たって地域連携を促進するプログラムに参加した。10
名程度を念頭にインタビューを開始して，インタビュ
ーと解析を同時に行った。5名のインタビューが終了
したところで，大きく異なる意見が新しく生じなくな
ったため終了した。
　いずれの研究も，研究の目的を説明したうえで自由
意思に基づいて匿名性に配慮して行った。

解　析

　質問紙調査については，まず，因子分析（Promax
回転）により妥当な因子構造を探索した。スクリープ
ロットを参考にして，複数の因子数の解析を行い，最
も解釈がしやすい因子解を決定した。次に，「地域で
がん患者に関わっている人たちの顔の見える関係があ
る」という項目と，各因子に含まれる項目の合計得点
（下位尺度得点），および，「地域でがん患者に関わっ
ている人たちの顔の見える関係がある」が含まれる下
位尺度の各項目との相関係数（Spearman’s rho）を
求めた。
　インタビュー調査については，記録された内容をテ
キストデータ化し，Krippendorff の方法論を参考に
内容分析を行った。「顔の見える関係とは何か」「どの
ように地域連携において影響するのか」について語ら
れている意味内容を 1単位（ユニット）とした。分割
された単位の意味内容の類似性に従い，帰納的に分
類・抽象化し，カテゴリー化した。カテゴリーの作成
は 1次元のみ行った。2名が独立に分析を行い，2名
の合意が得られるまで議論を行った。対象の発言（デ
ータ）は「」で，カテゴリーを【】で示した。

E．「顔の見える関係」とは何か？

1）聖隷三方原病院 緩和支持治療科，2）同 浜松がんサポートセンター

森田 達也 1），野末よし子 2），井村千鶴 2）
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表 78　地域連携の評価尺度の因子構造

【地域のリソースが具体的に分かる】

がん患者が利用できる地域の医療資源やサービスが分かる 1.06

地域でがん患者が利用できる介護サービスがだいたい分かる 0.99

がん患者が利用できる地域の医療資源やサービスについて，具体的に患者や家族に説明できる 0.89

地域でがん患者の訪問服薬指導をよく行っている薬局がだいたい分かる 0.55

がん患者に関わる職種（特に，訪問看護師，ケアマネジャー，保険薬局薬剤師）の一般的な役割がだいたい分かる 0.49

地域でがん患者をよくみている訪問看護ステーションが分かる 0.48

地域でがん患者をよくみているケアマネジャーが分かる 0.47

地域でがん患者を往診してくれる医師が分かる 0.45

在宅で過ごすがん患者にどんな職種が関わるかが分かる 0.43

【地域の関係者の名前と顔・考え方，役割が分かる】

地域でがん患者に関わっている人の性格，付き合い方が分かる 1.05

地域でがん患者に関わっている施設の理念や事情が分かる 0.88

地域でがん患者に関わっている人の，名前と顔，考え方が分かる 0.84

地域でがん患者に関わっている人たちについて，具体的に誰がどのような仕事をしているかだいたい分かる 0.81

地域でがん患者に関わっている人たちの「顔の見える関係」があると思う 0.79

地域でがん患者に関わっている人たちの顔を思い浮かべられる 0.72

がん患者に関わる，自分以外の職種の動き方が実感をもって分かる 0.60

がん患者に関わる，地域の他の職種の困っていることがだいたい分かる 0.49

【退院前カンファレンスなど病院と地域との連携が良い】

在宅に移行するがん患者については，退院時にカンファレンスや情報共有をしっかり行っている 1.01

在宅に移行するがん患者の退院前カンファレンスが行えていると思う 0.91

退院や入院の時に，相手がどんな情報を必要としているかを考えて申し送りをしたり，情報提供を行ったりしている 0.84

がん患者の治療やケアについて，病院と地域で相談ができている 0.79

退院するがん患者では，急に容体が変わった時の対応や連絡先を決めている 0.79

【他の施設の関係者と気軽にやりとりができる】

患者を一緒にみている他の施設の医師や看護師とやりとりができる 0.94

一緒にみている患者のことで連絡をとる時に，躊躇せずに連絡ができる 0.84

患者を一緒にみている他の施設の関係者に知りたいことを気軽に聞ける 0.83

他の施設の関係者と情報交換が気軽にできる 0.75

一緒にみている患者のことで連絡のとりやすい時間や方法が分かる 0.70

【地域の相談できるネットワークがある】

がん患者に関わることで困ったことは，誰に聞けばいいのかだいたい分かる 1.01

がん患者に関わることで困った時には，まず電話してみようと思う人がいる 0.94

がん患者に関わることで，気軽に相談できる人がいる 0.91

がん患者に関わることで困った時に，相談しようかと思う選択肢がいろいろある 0.76

【地域の多職種で会ったり話し合う機会がある】

がん緩和ケアの地域連携に関する，持って行き場のない課題や気持ちを共有する場がある 0.96

がん緩和ケアの地域連携に関する，課題や困っていることを共有し話し合う機会がある 0.94

普段交流のない多職種で話し，新しい視点や知り合いを得る機会がある 0.69

がん患者に関わるいろんな多職種で直接会って話す機会がある 0.55

　回転後の因子負荷量を示す。
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結　果

1．質問紙調査
　35 項目の探索的因子分析では，【他の施設と関係者
と気軽にやりとりができる】【地域の関係者の名前と
顔・考え方，役割が分かる】【地域の多職種で会った
り話し合う機会がある】【地域の相談できるネットワ
ークがある】【地域のリソースが具体的に分かる】【退
院前カンファレンスなど病院と地域との連携が良い】
の 5つの因子が抽出された（表 79）。「顔の見える関
係がある」の項目は，【地域の関係者の名前と顔・考
え方，役割が分かる】の因子に含まれた。
　「顔の見える関係がある」は各下位尺度の得点と 0.5
～0.6 台の相関を示したが，項目では，「名前と顔，考
え方が分かる」「施設の理念や事情が分かる」「性格，
付き合い方が分かる」「具体的に誰がどのような仕事
をしているかだいたい分かる」「顔を思い浮かべられ
る」と 0.7 以上の相関を示した。

2 ．インタビュー調査
1）顔の見える関係とは何か

　「顔の見える関係」とは，少なくとも 3つの区別が
あると語られた（表 80）。すなわち，「会ったことも
ない人たちの顔がとりあえず分かるようになること」
「どういう考え方をする人で，どういう人となりかが

分かるようになること」「信頼感をもって一緒に仕事
ができるようになること」の 3つを含むことが語られ
た。これらのカテゴリー名を，それぞれ，【顔が分か
る関係】【顔の向こう側が見える関係】【顔を通り超え
て信頼できる関係】とした。

　対象者は，【顔が分かる関係】と【顔の向こう側が
見える関係】との区別を次のように語った。

「（顔の見える関係というのは）ただ，名前と顔が分かると

か，そういうことだけではなくて，仕事ぶりとかポリシー

とか，相手の良いところも悪いところもっていうか，もう

中身まで見えて，仕事のスタンスとか患者さんの対応が分

かることです。中まで見えるみたいな」（対象 1，保険薬

局薬剤師）

　「顔の見える関係になるというのは，名前とかどこの誰

それさんということを知っている関係ではなくて，その人

となりが分かったということだと思います。この人はすご

く話しやすいし頼みやすいとか親近感をもつことも，逆に，

ちょっととっつきにくいとか価値観が違うなっていうこと

も，話をすることで人となりが分かって，一緒にやってい

けるかいけないかが分かることだと思います」（対象 3，

医師）

　【顔を通り超えて信頼できる関係】では，相手のこ

表 79　「顔の見える関係がある」との相関

「顔の見える関係がある」が含まれない下位尺度の得点との相関

地域のリソースが具体的に分かる 0.68

他の施設の関係者と気軽にやりとりができる 0.67

地域の多職種で会ったり話し合う機会がある 0.65

地域の相談できるネットワークがある 0.54

退院前カンファレンスなど病院と地域との連携が良い 0.53

「顔の見える関係がある」が含まれる下位尺度の他の項目との相関

地域でがん患者に関わっている人たちについて，具体的に誰がどのような仕事をしているかだいたい分かる 0.87

地域でがん患者に関わっている人たちの顔を思い浮かべられる 0.83

地域でがん患者に関わっている人の性格，付き合い方が分かる 0.80

地域でがん患者に関わっている人の，名前と顔，考え方が分かる 0.77

地域でがん患者に関わっている施設の理念や事情が分かる 0.76

がん患者に関わる，自分以外の職種の動き方が実感をもって分かる 0.56

がん患者に関わる，地域の他の職種の困っていることがだいたい分かる 0.50

在宅で過ごすがん患者にどんな職種が関わるかが分かる 0.42

がん患者に関わる職種の一般的な役割がだいたい分かる 0.41

Spearman の rを示す。
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とが「分かる」だけではなく，対応してくれることが
予測でき，心が通じているような感じから信頼感が得
られることが語られた。

　「この人たちにお願いすれば反応が返ってくるという期

待があるのだと思います。結局，この人にはいくら伝えた

って無理だと思えば，何回その人の顔を知っていて会って

いたとしても，連絡したりしないけど，反応がある，手ご

たえがあるから，この人とだったらやりとりができると思

える」（対象 3，医師）

　「患者さんを一緒にみて，お互いの仕事の仕方が分かっ

て，あの人のケアはこんなケアをするって思い浮かんで，

対応が予測できる。『予測できる関係』（が顔の見える関係

にはある）」（対象 4，病棟看護師）

　「ビジュアルとして話している姿が思い浮かびながら話

ができるんです。こんな顔して話しているだろうなと，気

持ちが伝わってくるんです。こうしゃべっているんだけど

背景にはいろんなことを思いながら話しているだろうなと

予想がつくんです。（それで）安心して信頼できる」（対象

5，訪問看護師）

2）顔の見える関係になるきっかけ

　顔の見える関係を深めていくきっかけとして，①地
域で行われたカンファレンスでのグループワークやグ
ループワーク後の日常的な会話・懇親会での会話，②
患者を一緒にみること，が挙げられた。グループワー
クでは，グループワークのテーマそのものよりも，話

す内容や態度，語調などから判断していることが語ら
れ，「会っている頻度や一緒に仕事をしている回数で
はない」ことが語られた。特に，①性格や人間性，長
所と短所（得意なことと苦手なこと），お互いの事情
や専門性，仕事のポリシーや仕事ぶり・やり方を知る
こと，②実際に患者を一緒にみた時に親身にしてくれ
た・助かったと思えた経験，③仲間内での評判，が挙
げられた。

　患者を一緒にみた時の体験，弱みを知り合うことの
重要性が以下のように語られた。

　「（すぐに退院調整や準備をしてくれると）すごく助かる

じゃないですか。すごく助かったなって感じがして，今度

その人が何か頼まれた時はなんとか助けてあげたい，何か

力になってあげたいと思うことの積み重ねが顔の見える関

係になると思います」（対象 2，退院支援看護師）

　「難渋事例を経験した人は事例が少なくても分かり合え

ると思った。『そこのステーションだったら引き受けてく

れるかもしれない』という勝手な思いがあるけれども，そ

れに『直接（病棟から）頼むのってよくよくの事情がある

よね』って言ってくれるんですよね。難渋事例だけれど，

すごく帰りたかった人たちを一緒に帰した経験で信頼関係

って早くできると思ったんです」（対象 4，病棟看護師）

　「弱み強みが分かる，みせられるのが（いい）関係です

ね。人を好きになる時って，その人の良いところばかりじ

ゃなくて嫌いなところも好きになるじゃないですか。弱い

表 80　顔の見える関係とは何か・顔の見える関係はどのように地域連携に影響するか─インタビュー調査

顔の見える関係の内容に相当するカテゴリー 定義

【顔が分かる関係】 会ったこともない人たちの顔がとりあえず分かるようになること

【顔の向こう側が見える関係】 どういう考え方をする人で，どういう人となりかが分かるようになること

【顔を通り超えて信頼できる関係】 信頼感をもって一緒に仕事ができるようになること

顔の見える関係の地域連携への影響に関連す
るカテゴリー

定義

【連絡しやすくなる】
顔が分かる・知り合いになることで電話やメールなどの連絡をとる時の気兼ねや怖
さが減ること

【誰に言えば解決するかや役割が分かる】 問題を解決できる人は誰か，その人の役割が何かが分かること

【自分の対応を変えることでやりやすくなる】
問題は同じでも相手の人となりが分かるので自分が対応を変えて対処しやすくなる
こと

【効率が良くなる】 お互いの仕事の仕方などをよく知ることでともに仕事する時の効率が良くなること

【親近感を覚える】 紹介状など事務的なことにも親しみを感じること

【責任を感じる】 責任をもって対応しようと思うようになること
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ところを含めて信頼していくという（ことが顔の見える関

係だと思います）」（対象 1，保険薬局薬剤師）

3） 顔の見える関係はどのように地域連携において影

響するのか

　顔の見える関係が地域連携に及ぼす影響として，
【連絡しやすくなる】【誰に言えば解決するかや役割が
分かる】【自分の対応を変えることでやりやすくなる】
【効率が良くなる】【親近感を覚える】【責任を感じる】
という 6つのカテゴリーが抽出された（表 80）。しか
し，これらは，ほとんどの対象者によって，「顔の見
える関係」そのものの表現であるのか，原因であるの
か，結果であるのかは意識されていなかった。

参加者は次のように述べた。
【連絡しやすくなる】
　「3人専門の先生がいると，私は，顔が見えているから

＊＊先生に相談しようとか思うんですよ。それは，人間性

とか，話しやすさとか，親身になってくれるとか。誰に聞

いたって分かるんだけど，誰にどういうふうに相談しよう

かなって思った時に，顔が見えていれば，この先生に相談

しても気楽に答えてくれるなと分かるんです」（対象 2，

退院支援看護師）

【誰に言えば解決するかや役割が分かる】
　「顔の見えた相手がどういう仕事をしていてどういう役

割をしていて，何に対応してくれるかが分かってきたので，

こういう時はあの人に連絡すればいいとかがすごく分かっ

てきたので，ものすごくやりやすくなりました」（対象 1，

保険薬局薬剤師）

【自分の対応を変えることでやりやすくなる】
　「この人はここが得意でここは苦手とか，この人はここ

まで伝えておくのがよいとかそういうことがだいぶみえて

くるので，書くサマリーもだいぶ（相手に合わせて）変わ

る。やり方も，流れを組み立ててもらったところに私たち

が乗っかった方が気持良く仕事ができる方と，こちらで細

かくアセスメントをしてつき合わせた方が良い方とがいる。

価値観が違ってもやり方を変えれば（連携は）いいので，

相手によってやり方を変えている」（対象 4，病棟看護師）

【効率がよくなる】
　「抱え込みじゃないけど，自分には相談できる人がいっ

ぱいいて，これはこの人にって振り分けながら仕事をする

のはすごく効率が良いと思います。何かお願いしたいこと

が，あの人にお願いすると 10 かかるのに，この人だった

らもうツーカーで分かるような，これだけいえば後は分か

ってもらえるという感じ」（対象 2，退院支援看護師）

【親近感を覚える】
　「紹介状をもらった時に顔を浮かべながら読むっていう

のは，それだけでも違うかなと思う。あの先生がこんな紹

介状をくれたんだと読むだけでもイメージしながら読める

から，親近感がある。イメージつきの文章になっている，

手紙みたいな感じ」（対象 3，医師）

【責任を感じる】
　「電話だと，どっちかというと無責任なことも平気で言

えちゃうじゃないですか。無責任。だけど顔が見えるとお

互いに責任感も強くなるので，生半可なことはできないと

いう感じ。自分も中途半端なことはできないと思うし，今

度反対の立場として断れない。真実味っていうのか，困っ

ているんだなと分かるので，口約束よりは顔約束」（対象

2，退院支援看護師）

　「今までは顔が知らない人から電話がかかってきたら，

『いや，ちょっとできません』と言うと思うんですけど，

顔が見えてて依頼されたら『ああ，ごめんなさい。こうい

う事情で行けないんだよね，他の＊＊に紹介しようか』と

か，ちゃんと理由をつけた対応するようにできるようにな

りました」（対象 1，保険薬局薬剤師）

考　察

　本研究は予備的な研究であるが，近年，しばしば重
要性が言及される「顔の見える関係」の概念と地域連
携への影響を探索した研究としては，われわれの知る
限り，緩和ケア領域において初めての研究である。
　最も重要な知見は，「顔の見える関係」は幅のある
意味をもって使用され，理解されていることが示唆さ
れたことである。
　「顔の見える関係とは何か」について，量的研究で
は，「顔が見える関係がある」ことは，【地域の関係者
の名前と顔・考え方，役割が分かる】の因子に含まれ，
「名前と顔，考え方が分かる」「施設の理念や事情が分
かる」「性格，付き合い方が分かる」「具体的に誰がど
のような仕事をしているかだいたい分かる」と高い相
関を示した。一方，インタビュー調査では，「顔の見
える関係」とは，少なくとも，「会ったこともない人
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たちの顔がとりあえず分かるようになること」「どう
いう考え方をする人で，どういう人となりかが分かる
ようになること」「信頼感をもって一緒に仕事ができ
るようになること」の 3つの内容をもって語られてい
た。以上より，「顔の見える関係」とは，単に，「名前
と顔がわかる」という関係のほかに，「考え方や価値
観，人となりが分かる」「信頼感をもって一緒に仕事
ができる」という関係があることが示唆される。
　また，「顔の見える関係が地域連携に与える影響」
については，量的研究では，【他の施設の関係者と気
軽にやりとりができる】【地域の関係者の名前と顔・
考え方，役割が分かる】【地域の多職種で会ったり話
し合う機会がある】【地域の相談できるネットワーク
がある】【地域のリソースが具体的に分かる】【退院前
カンファレンスなど病院と地域との連携が良い】と中
程度の相関を有していた。一方，質的研究では，【連
絡がしやすくなる】【誰に言えば解決するかや役割が
分かる】【自分の対応を変えることでやりやすくなる】
【効率が良くなる】【親近感を覚える】【責任を感じる】
などの文脈で語られていた。以上の結果は，顔の見え
る関係は，安心して連絡しやすくなる，役割を果たせ
るキーパーソンが分かる，自分の対応を変えることで
連携しやすくする，同じことを繰り返したり信頼を得
ることで効率が良くなる，責任をもった対応をする，
といった影響を及ぼすことで地域連携に変化を与える
ことが示唆される。

　特記するべきは，これらの「影響」は，しばしば
「顔の見える関係」そのものを指して語られることも
多かったことである。これは，先行研究において，顔
の見える関係は，施設の実情がよく分かる，互いの診
療レベルがよく分かる，信頼関係を築く，相談できる
安心感を得た，断れなくなった，多少の無理も聞きや
すくなる，相手の特徴を把握する，といった文脈でさ
まざまに語られていることと一致する。一方，地域緩
和ケアプログラムのプロセス面での成果は国外でも重
要な関心テーマである。これらでは，最も医療福祉従
事者に重要であると認識された効果として，医療福祉
従事者間のコミュニケーションの改善（お互いを知る
ことができた，気軽に話せるようになった，地域での
役割が分かった）が共通して挙げられているが，「顔
の見える関係」のような「キーワード」は抽出されて
いない。すなわち，わが国においては「顔の見える関
係」が頻繁に用いられる文脈において，それぞれが
「顔の見える関係」の構成要素であるのか影響である
のかの区別が意識化されていないと考えられる。
　限界として，本研究は，異なる目的のために作成さ
れた質問紙の 2次解析や，理論形成を目的としない質
的研究であるため，知見は予備的である。
　本研究より，以下のことが示唆された（図 141）。
①「顔の見える関係がある」とは，「名前と顔が分か
る」「考え方や価値観，人となりが分かる」「信頼感を
もって一緒に仕事ができる」という少なくとも 3つの

図 141　顔の見える関係と連携との概念的枠組み

顔が分かる関係 顔の向こう側が見え
る関係（人となりが
分かる関係）

顔を通り超えて
信頼できる関係

「顔が分かるから安心して連絡しやすい」
「役割を果たせるキーパーソンがわかる」
「相手に合わせて自分の対応を変えるようになる」
「同じことを繰り返して信頼を得ることで効率が良くなる」
「親近感がわく」
「責任のある対応をする」

連携しやすくなる

【話す機会がある】
グループワーク・日常的な会話・患者を一緒
に見ることを通じて，性格，長所と短所，仕
事のやり方，理念，人となりが分かる
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内容がある，②「顔の見える関係がある」ことは，地
域連携が良いことを構築する要素の 1つであり，単に，
「相手の名前と顔が分かる」ということではなく，安
心して連絡しやすくなる，役割を果たせるキーパーソ
ンが分かる，自分の対応を変えることで連携しやすく
する，同じことを繰り返したり信頼を得ることで効率
が良くなる，責任をもった対応をすることを通じて，
連携を円滑にする，③ この過程は，地域の中で話す
機会があることによって，グループワーク・日常的な
会話・患者を一緒にみることを通じて，性格，長所と

短所，仕事のやり方，理念，人となりが分かることが
きっかけとなる。
　本研究の知見は，「顔の見える関係」の概念的定義
をさらに進め，「顔の見える関係がどのように地域連
携に影響するのか」の理論形成を目的とした質的・量
的研究を行ううえで有用であると考えられる。

文　献
1）森田達也，野末よし子，井村千鶴：地域緩和ケアにお
ける「顔の見える関係」とは何か？ Palliat Care Res　7：
323─333, 2012
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背景・目的

　外来で治療を受けるがん患者は急増しており，外来
がん患者の症状や quality of life（QOL）を知ること
は，改善を要する領域とその方策を明らかにするうえ
で重要である。しかし，外来進行がん患者を対象とし
て，症状やQOLを包括的に調査した多施設の大規模
研究は国内にはなく，国際的にも散見される程度であ
る。
　本研究の目的は，外来進行がん患者の疼痛，QOL，
緩和ケアの質評価，満足度を明らかにすることである。
また，副次的な目的として，疼痛，QOL，緩和ケア
の質評価，満足度との関連を探索する。

対象・方法

　OPTIMプロジェクトの介入前調査として行われた
4地域の患者調査の結果について，横断的に解析した。

1．対　象
　日本病院協会や地域の医療情報から同定された，4
地域の病院 54 病院のうち，精神単科，リハビリテー
ション単科，療養型病床の 20 病院を除外し，がん患
者の外来診療を実施すると考えられる 34 病院
（11,033 床）を対象施設とした。23 病院（8,964 床
〈病床の 81％〉，鶴岡 3病院，柏 7病院，浜松 8病院，

長崎 5病院）で参加の同意が得られた。
　調査対象施設に通院しているがん患者を対象として
郵送法，または，手渡しによる質問紙法調査を行った。
患者の適格基準は，①成人のがん患者，②原発が肺，
胃・食道，肝臓・胆嚢・膵臓，大腸・直腸，乳腺，腎
臓，前立腺，膀胱，子宮，卵巣のいずれか，③再発・
遠隔転移がある，④外来患者（2007 年 12 月 1 日～
2008 年 3 月 31 日），⑤居住地が調査対象地域，⑥告
知されている者，である。
　除外基準は，①意識低下，認知症，精神疾患の理由
のため調査用紙に記入が困難な者，②患者の精神的苦
痛が大きいと担当医が判断した者，③患者が質問紙調
査を行えないほど重症であると担当医が判断した者，
④視覚障害，日本語が読めない者，とした。

2．調査項目
　外来がん患者の疼痛，QOL，緩和ケアの質評価，
満足度を調査した。
　疼痛は，Brief Pain Inventory を用いた。また 24
時間以内の最も強い痛み，最も弱い痛み，平均的な痛
みについてそれぞれNumeric Rating Scale を用いて
11 段階（0～10）で質問した。患者のQOLは，Good 
Death Inventory（患者版）を使用した。項目は，「痛
みが少なく過ごせている」「体の苦痛が少なく過ごせ
ている」「おだやかな気持ちで過ごせている」「望んだ
場所で過ごせている」「楽しみになるようなことがあ

1．介入前調査
A．患者からみた緩和ケアの質評価・quality of life

・満足度・疼痛

前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室

山岸 暁美

KEY FINDINGS

◆約 20％の外来進行がん患者が中程度から重度の疼痛，疼痛以外の身体症
状，精神的つらさ，または，実存的・スピリチュアルな苦痛を有しており，
外来進行がん患者を対象とした緩和ケアは広い領域にわたる改善が必要で
ある。

◆緩和ケアのアウトカムの評価は，疼痛，quality of life，緩和ケアの質の評
価など，包括的に測定し，評価することが必要である。
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る」「医師を信頼している」「人に迷惑をかけてつらい
と感じることがある（逆転）」「ご家族やご友人と十分
に時間を過ごせている」「身の回りのことはたいてい
自分でできる」「落ち着いた環境で過ごせている」「人
として大切にされていると感じる」「充実した人生だ
と感じている」の 12 項目について，「まったくそう思
わない（1）」～「非常にそう思う（7）」の 7件法で尋
ねた。点数の高さが，患者のQOLの高さを示す。
　緩和ケアの質の評価について，Care Evaluation 
Scale（患者版）を使用した。ドメインとして，医師
による苦痛緩和 3項目（「医師は，あなたの体の苦痛
を和らげるように努めている」「医師は，あなたのつ
らい症状にすみやかに対処している」「医師は，苦痛
をやわらげるのに必要な知識や技術に熟練している」），
看護師による苦痛緩和 3項目（「看護師は，あなたの
つらい症状への対応の希望にすみやかに対応してい
る」「看護師は，苦痛を和らげるのに必要な知識や技
術に熟練している」「看護師は，あなたの毎日の生活
がなるべく快適になるように努めている」），精神的ケ
ア 3項目（「あなたの不安や心配を和らげるように，
医師や看護師は努めている」「あなたの気分が落ち込
んだ時に，医師や看護師は適切に対応している」「あ
なたの希望がかなえられるように，医師や看護師は努
力している」），医師からの説明 3項目（「医師はあな
たに現在の病状や治療内容について十分説明してい
る」「医師はあなたに将来の見通しについて十分説明
している」「医師は治療の選択にあなたの希望が取り
入れられるように配慮している」），連携と継続性 3項
目（「医師や看護師など医療者同士の連携は良い」「診
療にあたる医師や看護師は固定している」「治療の場
所が変わっても治療の方針や予定は今までの病気の経
過に十分配慮して立てられている」）を聞いた。また，
「改善するべきところがおおいにある（1）」～「まった
くない（6）」の 6件法で回答を得た。得点は 1点から
6点に分布し，得点が高いほうが，改善の必要性がな
い，すなわち，利用者からみて苦痛緩和の質の評価が
良いことを示す。
　満足度は，「全般的に受けられている医療は満足で
すか」に対して，「非常に不満足（1）」～「非常に満足
（6）」の 6段階で質問した。

3．解　析
　疼痛については，それぞれ 1～4を軽度，5および 6

表 1　患者の背景（n＝859）

n ％

性別（男性，％） 471  55

平均年齢（標準偏差） 67（11）

原発

　肺 221  26

　乳腺 148  17

　大腸・直腸 131  15

　前立腺  86  10

　胃  75 8.7

　肝臓  39 4.5

　すい臓  30 3.5

　膀胱  25 2.9

　子宮  24 2.8

　卵巣  21 2.4

　食道  19 2.2

　胆嚢・胆管  12 1.4

　腎臓  11 1.3

　その他  16 1.9

居住

　同居 784  91

　独居  66 7.7

婚姻

　結婚 695  81

　離婚 100  12

　未婚  49 5.7

就労状態

　就労していない 657  77

　フルタイム勤務 120  14

　パートタイム勤務  65 7.6

performance status

　0 243  28

　1 371  43

　2 181  21

　3  37 4.3

　4  14 1.6

化学療法または放射線療法

　あり 498  58

　なし 343  40

　欠損値のため，合計が 100％にならないものがある。
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を中程度，7以上を重度の疼痛とした。QOL と緩和
ケアの質評価については定まったカットオフ値がない
ため，度数分布を記述した。地域ごとにアウトカムを
比較したが地域間の有意な差がなかったため，全体で
の結果を記載した。疼痛，QOL，緩和ケアの質評価，
満足度との関連を見るために各尺度得点の Spearman
の相関係数を計算した。

結　果

　適格条件を満たした 1,880 名のうち 182 名が除外さ
れた。除外理由は，①意識低下，認知症，精神疾患の
理由のため調査用紙に記入が困難な者（87 名），②患
者の精神的苦痛が大きいと担当医が判断した者（48
名），③患者が質問紙調査を行えないほど重症である
と担当医が判断したもの（28 名），④視覚障害，日本
語が読めない者（5名），⑤不明（14 名），であった。
　また，調査の郵送などの手続き中に，75 名が死亡
または入院・転院した。30 名は担当医と連絡がつか
なかった。100 名は質問紙調査への参加を拒否した。
したがって，調査票は 1,493 名に配布され，5名が宛
先不明で返送された。最終的に 859 名（58％）の有効
回答を得た。患者背景を表 1に示す。

1．疼痛（表 2）
　約 60％の患者が疼痛を経験しており，20％が中等
度から重度の疼痛を経験していた。5以上の疼痛は，
最も強い痛みでは 17％，平均的な痛みでは 11％であ
った。

2．quality of life（表 3）
　Good Death Inventory の項目では，70％以上の人
が「望んだ場所で過ごせている」「落ち着いた環境で
過ごせている」「人として大切にされていると感じる」
「医師を信頼している」に，「とてもそう思う」「そう

思う」と回答した。また，50％以上 60％以下の患者
が，「体の苦痛が少なく過ごせている」「おだやかな気
持ちで過ごせている」「楽しみになるようなことがあ
る」「充実した人生だと感じている」と回答した。一
方，約 50％の患者は，「人に迷惑をかけてつらいと感
じることがある」に「ややそう思う」「そう思う」「と
てもそう思う」と回答した。

3．緩和ケアの質評価・満足度（表 4）
　約 20％の患者が，医師による苦痛緩和，看護師に
よる苦痛緩和，精神的ケア，医師からの説明，連携と
継続性のすべてのドメインにわたって，「改善するべ
きところがある」「かなりある」「おおいにある」と回
答した。
　満足度は，「非常に不満足」1.0％，「不満足」2.2％，
「やや不満足」9.5％，「やや満足」27％，「満足」49％，
「非常に満足」10％であった。

4． 疼痛，quality of life，緩和ケアの質評価，満
足度との関連（図 1）

　緩和ケアの質評価と満足度は比較的高く相関したが，
それ以外の相関は中程度であった。

研究の限界

　研究の限界として，回収率が 58％であり，結果が
一般化できない可能性がある。また，患者の受けてい
る治療に関する情報を取得しなかったため，患者が適
切な緩和ケアを受けているかは評価できない。

まとめと意義

　本研究は，外来進行がん患者の疼痛，QOL，緩和
ケアの質評価，満足度を包括的に評価した大規模研究
である。わが国では，特に疼痛について，患者自身の

表 2　Brief Pain Inventory により測定された疼痛（％）

なし 軽度（1 to 4） 中程度（5 to 6） 重度（7 to 10）

最も強い痛み 43（n＝373） 36（n＝312） 8.5（n＝73） 7.7（n＝66）

平均的な痛み 43（n＝371） 42（n＝363） 7.5（n＝64） 2.7（n＝23）

最も弱い痛み 51（n＝435） 40（n＝347） 2.9（n＝25） 1.4（n＝12）

　欠損値のため，合計が 100％にならないものがある。
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評価を多施設で得た，初めての大規模研究である。
　疼痛の頻度は諸外国での頻度とほぼ同等であり，少
なくとも 20％の外来進行がん患者は中程度以上の疼
痛を経験していると考えられる。QOLでは，医療者
との良好関係や人として大事にされることの得点が高
い一方，疼痛以外の身体的苦痛，精神的つらさ，希望

や負担感といった実存的・スピリチュアルな項目での
得点が低かった。特に，「迷惑をかけている」という
負担感は，ADLが自立しているにもかかわらず患者
の多くが体験していた。また，緩和ケアの質評価では，
特定のドメインではなく，医師・看護師による苦痛緩
和，精神的ケア，医師からの説明，連携と継続性のド

表 3　Good Death Inventory で測定された quality of life（％）

とてもそう
思う

そう思う ややそう思う
どちらとも
いえない

あまりそう
思わない

そう思わない
まったくそう
思わない

痛みが少なく過ごせ
ている

25（n＝216） 43（n＝370） 12（n＝104） 6.2（n＝53） 4.4（n＝38） 3.4（n＝26） 2.2（n＝19）

体の苦痛が少なく過
ごせている

18（n＝158） 40（n＝346） 16（n＝139） 8.6（n＝74） 5.6（n＝48） 4.4（n＝38） 2.6（n＝22）

おだやかな気持ちで
過ごせている

17（n＝145） 35（n＝301） 20（n＝172） 11（n＝91） 6.8（n＝58） 4.9（n＝42） 1.7（n＝15）

望んだ場所で過ごせ
ている

29（n＝251） 45（n＝384） 9.4（n＝81） 6.3（n＝54） 2.0（n＝17） 2.2（n＝19） 1.2（n＝10）

楽しみになるような
ことがある

19（n＝162） 34（n＝291） 16（n＝139） 11（n＝92） 5.7（n＝49） 5.5（n＝47） 2.7（n＝23）

医師を信頼している 37（n＝316） 40（n＝347） 11（n＝93） 4.3（n＝37） 2.1（n＝18） 0.8（n＝7） 1.3（n＝11）

人に迷惑をかけてつ
らいと感じることが
ある

11（n＝97） 19（n＝159） 24（n＝202） 9.1（n＝78） 8.4（n＝72） 13（n＝115） 9.7（n＝83）

ご家族やご友人と十
分に時間を過ごせて
いる

28（n＝241） 38（n＝328） 13（n＝109） 8.7（n＝75） 3.6（n＝31） 2.6（n＝22） 1.6（n＝14）

身の回りのことはた
いてい自分でできる

39（n＝336） 38（n＝327） 9.4（n＝81） 3.5（n＝30） 2.3（n＝20） 1.7（n＝15） 2.3（n＝20）

落ち着いた環境で過
ごせている

30（n＝253） 41（n＝349） 14（n＝122） 5.9（n＝51） 1.9（n＝16） 1.6（n＝14） 2.1（n＝18）

人として大切にされ
ていると感じる

29（n＝245） 44（n＝379） 12（n＝103） 7.1（n＝61） 1.2（n＝10） 1.0（n＝9） 1.5（n＝13）

充実した人生だと感
じている

21（n＝177） 30（n＝260） 17（n＝147） 15（n＝129） 6.6（n＝57） 3.3（n＝28） 2.4（n＝21）

　欠損値のため，合計が 100％にならないものがある。

疼痛
（24時間で最も強い痛み）

quality of life
（Good Death Inventory）

緩和ケアの質評価
（Care Evaluation Scale）

満足度

－0.45

0.43

－0.26

0.43 0.69

－0.27

図 1　疼痛，quality of life，緩和ケアの質評価，満足度との関連
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メインのすべてにわたって，一定の改善が必要である
と評価された。以上により，外来進行がん患者は，疼
痛や身体症状の緩和のみならず，精神的・実存的・ス
ピリチュアルな苦痛の緩和や，意思決定・連携や継続
性といった医療全般にわたるニードをもっていると考
えられる。
　本研究より，少なくとも 20％の外来進行がん患者
が中程度から重度の疼痛，疼痛以外の身体症状，精神
的つらさ，または，実存的・スピリチュアルな苦痛を
有しており，緩和ケアの質の多領域にわたる改善を期
待している。進行がん患者を対象とした緩和ケアは広
い領域にわたる改善が必要であることが示唆された。

また，疼痛，QOL，緩和ケアの質評価の相互の相関
は中程度であったことから，これらは異なる概念であ
り，包括的に測定・評価することが緩和ケアのアウト
カムの評価には必要であることが示唆された。

文　献
1）Yamagishi A, Morita T, Miyashita M, et al：Pain 
intensity, quality of life, quality of palliative care, and 
satisfaction in outpatients with metastatic or recurrent 
c ance r：a J apane se na t i on─w ide r eg i on─ba sed , 
multicenter survey. J Pain Symptom Manage　43：503─
514, 2012.

表 4　Care Evaluation Scale で測定された緩和ケアの質評価（％）

まったくない ほとんどない 少しある ある かなりある おおいにある

医師は，あなたの身体の苦痛を和ら
げるように努めている

17（n＝149） 38（n＝325） 17（n＝149） 16（n＝135） 5.7（n＝49） 1.6（n＝14）

医師は，あなたのつらい症状にすぐ
に対処している

19（n＝164） 36（n＝308） 17（n＝144） 16（n＝133） 5.2（n＝45） 2.4（n＝21）

医師は，苦痛を和らげるのに必要な
知識や技術に熟練している

21（n＝182） 34（n＝290） 15（n＝126） 15（n＝131） 5.4（n＝46） 2.7（n＝23）

看護師は，あなたのつらい症状への対
応の希望にすみやかに対応している

18（n＝151） 35（n＝296） 20（n＝174） 14（n＝122） 4.2（n＝36） 1.5（n＝13）

看護師は，苦痛を和らげるのに必要
な知識や技術に熟練している

14（n＝122） 35（n＝297） 23（n＝193） 14（n＝123） 4.4（n＝38） 1.2（n＝10）

看護師は，あなたの毎日の生活がな
るべく快適になるように努めている

16（n＝134） 35（n＝297） 21（n＝185） 16（n＝134） 3.4（n＝29） 0.9（n＝8）

あなたの不安や心配を和らげるよう
に，医師や看護師は努めている

17（n＝148） 35（n＝302） 22（n＝185） 15（n＝126） 4.7（n＝40） 0.6（n＝5）

あなたの気分が落ち込んだ時に，医
師や看護師は適切に対応している

16（n＝134） 37（n＝316） 21（n＝182） 14（n＝116） 5.1（n＝44） 1.0（n＝9）

あなたの希望がかなえられるように，
医師や看護師は努力している

18（n＝158） 36（n＝306） 20（n＝168） 14（n＝116） 5.5（n＝47） 1.0（n＝9）

医師は，あなたに，現在の病状や治
療内容について十分に説明している

23（n＝197） 30（n＝257） 20（n＝175） 13（n＝109） 7.1（n＝61） 3.3（n＝28）

医師は，あなたに，将来の見通しに
ついて十分に説明している

15（n＝130） 33（n＝284） 25（n＝211） 12（n＝104） 7.2（n＝62） 2.3（n＝20）

医師は，治療の選択にあなたの希望
が取り入れられるように配慮している

21（n＝178） 35（n＝296） 19（n＝164） 13（n＝113） 4.3（n＝37） 2.1（n＝18）

医師や看護師など医療者同士の連携
は良い

17（n＝148） 36（n＝305） 18（n＝153） 15（n＝125） 4.7（n＝40） 1.6（n＝14）

診療に当たる医師や看護師は固定し
ている

23（n＝201） 33（n＝281） 15（n＝131） 16（n＝136） 4.1（n＝35） 1.7（n＝15）

治療の場所が変わっても，治療の方
針や予定は，今までの病気の経過に
十分配慮して立てられている

20（n＝171） 33（n＝287） 18（n＝155） 12（n＝104） 4.5（n＝39） 1.6（n＝14）

　欠損値のため，合計が 100％にならないものがある。イタリックがドメイン名を示す。
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目　的

　本研究の目的は，遺族からみた介入前の緩和ケアの
評価を明らかにすることである。

対象・方法

　調査対象は鶴岡地域（鶴岡市・三川町），柏地域
（柏市・我孫子市・流山市），浜松地域（浜松市），長
崎地域（長崎市）の病院および診療所で 2007 年 4 月
1 日～2008 年 3 月 31 日までに死亡したがん患者の遺
族とした。全地域合計で一般病棟 1,171 人，緩和ケア
病棟 327 人，診療所 114 人に調査票を送付した。
　調査項目は緩和ケアのプロセスの評価として Care 
Evaluation Scale，緩和ケアのアウトカムの評価とし
て Good Death Inventory，その他に介護負担と全般
満足度とした。

結　果

　全地域合計で一般病棟 1,171 人，緩和ケア病棟 327
人，診療所 114 人に調査票を送付し，一般病棟 821 人，
緩和ケア病棟 241 人，診療所 80 人から返送を得た。
分析対象は一般病棟 797 人（68％），緩和ケア病棟

236 人（72％），診療所 77 人（68％）であった。
　緩和ケアのプロセスの評価（Care Evaluation 
Scale）を表 5に示す。「医師は，患者様の体の苦痛を
和らげるように努めていた」に改善の必要性が「全く
ない」「ほとんどない」と回答した割合は一般病棟
46％，緩和ケア病棟 59％，診療所 74％であった。「看
護師は，苦痛を和らげるのに必要な知識や技術に熟練
していた」の回答は一般病棟 45％，緩和ケア病棟
59％，診療所 68％であった。これらは全体として診
療所が高く，次に緩和ケア病棟，一般病棟の順であっ
た。
　緩和ケアのアウトカムの評価（Good Death Inven-
tory）を表 6に示す。「痛みが少なく過ごせた」に
「とてもそう思う」「そう思う」「ややそう思う」と回
答した割合は一般病棟 48％，緩和ケア病棟 69％，診
療所 74％だった。「体の苦痛が少なく過ごせた」は一
般病棟 40％，緩和ケア病棟 61％，診療所 64％だった。
「穏やかな気持ちで過ごせた」は一般病棟 36％，緩和
ケア病棟 59％，診療所 66％だった。「望んだ場所で過
ごせた」は一般病棟 43％，緩和ケア病棟 53％，診療
所 86％だった。「医師を信頼していた」は一般病棟
74％，緩和ケア病棟 79％，診療所 87％だった。「ご家
族やご友人と十分に時間を過ごせた」は一般病棟
56％，緩和ケア病棟 69％，診療所 81％だった。「人と

B．遺族からみた緩和ケアの質評価・quality of life
・満足度・介護負担

東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学分野

宮下 光令

KEY FINDINGS

◆緩和ケアのプロセスの評価は全体的に 40～80％の達成度であり，診療所
が高く，緩和ケア病棟，一般病棟では改善が必要だった。

◆緩和ケアのアウトカムの評価では苦痛症状の緩和に関しては全体的な達成
度は 30～70％で，診療所，緩和ケア病棟が高く，一般病棟は改善が必要
であった。医師への信頼や尊厳を保ったケアは，どの療養場所でも高かっ
た。

◆介護負担感は精神的な負担が高く，経済的な負担が相対的に低かった。介
護負担感の療養場所での差はなかった。

◆全般満足度は，一般病棟 72％，緩和ケア病棟 84％，診療所 91％だった。
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して大切にされていた」は一般病棟 81％，緩和ケア
病棟 91％，診療所 94％だった。これらは全体として
診療所，緩和ケア病棟が高く，一般病棟がやや低い傾
向にあった。
　介護負担感に関する結果を表 7に示す。「身体的な
負担が大きかった」に「とてもそう思う」「そう思う」
「ややそう思う」と回答した割合は一般病棟 42％，緩
和ケア病棟 48％，診療所 42％だった。「精神的な負担
が大きかった」は一般病棟 62％，緩和ケア病棟 67％，
診療所 58％だった。「経済的な負担が大きかった」は
一般病棟 31％，緩和ケア病棟 28％，診療所 21％だっ

た。「自分の時間や予定が犠牲になった」は一般病棟
35％，緩和ケア病棟 42％，診療所 38％だった。経済
的負担以外は死亡場所で統計的に有意な差はなかった。
　全般満足度で「非常に満足」「満足」「やや満足」と
回答した割合は一般病棟 72％，緩和ケア病棟 84％，
診療所 91％だった。

研究の限界

　本調査は対象地域のみの結果であり，全国的な値と
は異なる可能性がある。特に緩和ケア病棟の結果は従

表 5　緩和ケアのプロセスの評価（Care Evaluation Scale）

　
　

一般病棟
（n＝797）

緩和ケア病棟
（n＝236）

診療所
（n＝77）

P値

【医師の対応について】

医師は，患者のからだの苦痛を和らげるように努めていた 46％ 59％ 74％ ＜.0001

医師は，患者のつらい症状に速やかに対処していた 48％ 60％ 79％ ＜.0001

医師は，苦痛を和らげるのに必要な知識や技術に熟練していた 47％ 60％ 77％ ＜.0001

【看護師の対応について】

看護師は，患者のつらい症状への対応の希望に速やかに対応していた 49％ 62％ 74％ ＜.0001

看護師は，苦痛を和らげるのに必要な知識や技術に熟練していた 45％ 59％ 68％ ＜.0001

看護師は，患者の毎日の生活がなるべく快適になるように努めていた 48％ 66％ 71％ ＜.0001

【患者への精神的な配慮について】

患者の不安や心配を和らげるように，医師や看護師は努めていた 43％ 60％ 74％ ＜.0001

患者の気分が落ち込んだときに，医師や看護師は適切に対応していた 42％ 58％ 71％ ＜.0001

患者の希望がかなえられるように，医師や看護師は努力していた 46％ 62％ 73％ ＜.0001

【医師から患者への説明について】

医師は，患者に，現在の病状や治療内容について十分説明した 50％ 61％ 65％ ＜.0001

医師は，患者に，将来の見通しについて十分説明していた 48％ 53％ 61％ 0.0006

医師は，治療の選択に患者の希望が取り入れられるように配慮していた 51％ 59％ 73％ ＜.0001

【医師から家族への説明について】

医師は，家族に現在の病状や治療内容について十分説明していた 57％ 64％ 78％ ＜.0001

医師は，家族に，将来の見通しについて十分説明していた 54％ 63％ 71％ ＜.0001

 医師は，治療の選択に家族の希望が取り入れられるように配慮していた 56％ 64％ 77％ ＜.0001

【家族への配慮について】

家族が健康を維持できるような配慮があった 49％ 56％ 64％ 0.0003

家族が自分の時間を持ったり，仕事を続けられるような配慮があった 50％ 54％ 64％ 0.011

【連携や継続性について】

医師や看護師など医療者同士の連携はよかった 46％ 57％ 75％ ＜.0001

診療にあたる医師や看護師は固定していた 51％ 64％ 77％ ＜.0001

 治療の場所が変わっても，治療の方針や予定は，今までの病気の経過に十
分配慮して立てられていた

50％ 61％ 78％ ＜.0001

　数字は改善の必要性が「全くない」「ほとんどない」の割合の合計。
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来の全国調査の結果より低いことに注意が必要である。

まとめと意義

　本研究は，介入前調査として遺族からみた緩和ケア
の評価を実施した。拠点病院や緩和ケア病棟，在宅緩
和ケアの特化型診療所などに限らない遺族調査はわが
国で初である。緩和ケアのプロセスの評価は全体的に
40～80％の達成度であり，診療所が高く，緩和ケア病
棟，一般病棟では改善が必要だった。緩和ケアのアウ
トカムの評価では苦痛症状の緩和に関しては全体的な
達成度は 30～70％で，診療所，緩和ケア病棟が高く，

一般病棟は改善が必要であった。医師への信頼や尊厳
を保ったケアはどの療養場所でも高かった。介護負担
感は精神的な負担が高く，経済的な負担が相対的に低
かった。介護負担感の療養場所での差はなかった。全
般満足度は一般病棟 72％，緩和ケア病棟 84％，診療
所 91％だった。

文　献
1）宮下光令，森田達也，佐藤一樹，他：地域の病院（一
般病棟 , 緩和ケア病棟），診療所のがん患者の遺族による
緩和ケアの質の評価：OPTIM─study. 第 15 回日本緩和医
療学会学術集会抄録・プログラム集．p.157，2010

表 6　緩和ケアのアウトカムの評価（Good Death Inventory）

一般病棟
（n＝797）

緩和ケア病棟
（n＝236）

診療所
（n＝77）

P値

痛みが少なく過ごせた 48％ 69％ 74％ ＜.0001

体の苦痛が少なく過ごせた 40％ 61％ 64％ ＜.0001

穏やかな気持ちで過ごせた 36％ 59％ 66％ ＜.0001

望んだ場所で過ごせた 43％ 53％ 86％ ＜.0001

望んだ場所で最期を迎えられた 35％ 51％ 84％ ＜.0001

療養した場所は患者の意向に沿っていた 59％ 65％ 84％ ＜.0001

楽しみなるようなことがあった 27％ 40％ 55％ ＜.0001

医師を信頼していた 74％ 79％ 87％ ＜.0001

人に迷惑をかけてつらいと感じていた 30％ 28％ 27％ 0.807

ご家族やご友人と十分に時間を過ごせた 56％ 69％ 81％ ＜.0001

身の回りのことはたいてい自分でできた 40％ 24％ 42％ ＜.0001

落ち着いた環境で過ごせた 55％ 80％ 84％ ＜.0001

人として大切にされていた 81％ 91％ 94％ ＜.0001

充実した人生だと感じていた 51％ 58％ 64％ 0.001

　数字は「とてもそう思う」「そう思う」「ややそう思う」の割合の合計。

表 7　介護負担感

　
　

一般病棟
（n＝797）

緩和ケア病棟
（n＝236）

診療所
（n＝77）

P値

身体的な負担が大きかった 42％ 48％ 42％ 0.637

精神的な負担が大きかった 62％ 67％ 58％ 0.534

経済的な負担が大きかった 31％ 28％ 21％ 0.006

自分の時間や予定が犠牲になった 35％ 42％ 38％ 0.847

　数字は「とてもそう思う」「そう思う」「ややそう思う」の割合の合計。
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目　的

　本研究の目的は，
　①介入前の 4地域における医師の知識，困難感，実
践を明らかにすること
　②知識，困難感，実践の関連要因を探索すること
である。

結　果

1．医師の知識，困難感，実践
　医師の知識，困難感，実践の尺度得点は，それぞれ，
71±24，2.7±0.80，3.9±0.79 であった。
1）知識

　項目ごとの度数を図 2に示す。緩和ケアの理念につ

C．医師の緩和ケアに関する知識・困難感・実践

筑波大学 医学医療系 臨床医学域

木澤 義之

KEY FINDINGS

◆約 60～70％の医師が緩和ケアについての正しい知識を持ち実践を行って
いる一方，20～40％の医師が困難感を感じている。

◆在宅療養支援診療所以外の診療所の医師，臨床経験の 20年以上の医師で
困難感が高い。困難感の高い医師を支援する体制が必要である。

図 2　医師の知識

緩和ケアは，がんに対する治療と一緒には行わない

（％）100806040200

がん性疼痛が軽度の場合，医療用麻薬よりもペンタゾシン
（ペンタジン®・ソセゴン®）を積極的に使用すべきである

医療用麻薬投与中にペンタゾシン（ペンタジン®・ソセゴン®）
やブブレノルフィン（レペタン®）を投与すると，医療用麻薬

の効果を減弱することがある
がんの終末期では，腫瘍によるカロリーの消費が増えるため，

早期がんより多いカロリーを必要とする

疼痛治療の目標の 1つは，
夜ぐっすりと眠れるようになることである

ステロイドはがん患者の食欲不振を緩和する

医療用麻薬の使用は，患者の生命予後に影響しない

死亡が近い時期にある患者の口渇は，
輸液でやわらげることができない

医療用麻薬を長期間使用すると，薬物中毒がしばしば生じる

末梢静脈が確保できなくなった場合，選択できる
輸液経路は中心静脈だけである

緩和ケアの対象は，根治的治療法のない患者のみである
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医療用麻薬を使用するようになると，
非ステロイド性消炎鎮痛薬（NSAIDs）は同時に使用しない
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いては医師の 85％以上が正しい知識を持っていた。
疼痛については，拮抗性オピオイドに関するものと，
「医療用麻薬の使用は，患者の生命予後に影響しない
（正）」の正答率が約 60％であった。消化器症状につ
いては，疼痛よりも正答率が少なかった。

2）困難感

　項目ごとの度数を図 3に示す。困難感では，25～
40％の医師が，症状緩和，専門家の支援，地域連携に
ついての項目で困難感を感じることに「よく思う」
「非常によく思う」と回答し，約 20％の医師が医療者

がん性疼痛を緩和する方法の知識が不足している

呼吸困難や消化器症状を緩和する方法の知識が不足している

症状緩和について，必要なトレーニングを受けていない

症状緩和に関して，緩和ケアの専門家から支援を得ることが難しい

症状緩和に関して，相談できる緩和ケアの専門家がいない

在宅療養中に症状緩和をしたい時，相談できるところがない

医師・看護師間で，症状に対する評価方法が一致していない

医師・看護師間で，症状緩和のための一貫した目標を設定することが難しい

医師・看護師間で，症状緩和に関するコミュニケーションをとることが難しい

患者から，不安を表出された時対応が難しい

家族から，不安を表出された時対応が難しい

患者が悪い知らせ（告知など）を受けた後，声のかけ方が難しい

がん患者の在宅療養に関する情報を得ることが難しい

〈専門家の支援〉

〈症状緩和〉

〈医療者間のコミュニケーション〉

〈患者・家族とのコミュニケーション〉

〈地域連携〉

がん患者が，在宅療養に移行するための，病院，診療所，訪問看護ステーショ
ン，ケアマネジャーなどとの間でのカンファレンスがない

病院，診療所，訪問看護ステーション，ケアマネジャーなどとの間で情報
共有が難しい

思わない たまに思う 時々思う
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図 3　医師の困難感
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表 8　知識，困難感，実践の関連要因

知識 P 困難感 P 実践 P

臨床経験 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
　1：＜10年（n＝154） 77±20 2.5±0.72 3.9±0.57
　2：10～19年（n＝237） 79±19 2.6±0.68 3.8±0.63
　3：20年～（n＝520） 66±26 vs. 1, 2 2.8±0.87 vs. 1, 2 3.4±0.86 vs. 1, 2

地域 0.054 ＜0.001 ＜0.001
　1：鶴岡（n＝71） 74±17 3.1±0.81 vs 2, 4 3.3±0.88 vs 2, 3, 4
　2：柏（n＝243） 68±26 2.6±0.82 3.7±0.82
　3：浜松（n＝275） 72±25 2.8±0.84 vs 4 3.6±0.84
　4：長崎（n＝322） 73±23 2.6±0.72 3.6±0.68

勤務場所 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
　1： がん診療連携拠点病院

（n＝405）
78±20 2.4±0.69 3.8±0.65

　2： そのほかの病院 
（n＝139）

75±21 2.7±0.74 vs. 1 3.8±0.66

　3： 在宅療養支援診療所
（n＝116）

73±21 2.7±0.77 vs. 1 3.6±0.73 vs. 1

　4： そのほかの診療所 
（n＝250）

57±26 vs. 1, 2, 3 3.1±0.88 vs. 1, 2, 3 3.2±0.91 vs. 1, 2, 3

専門 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001
　1：一般内科（n＝297） 62±26 vs. 2, 3, 4, 7 2.9±0.84 vs 2, 3 3.3±0.85 vs 2, 3, 4, 7
　2：外科（n＝214） 75±22 2.6±0.72 3.7±0.70
　3： 呼吸器科・消化器科

（n＝128）
80±15 2.5±0.72 3.7±0.75

　4：婦人科（n＝51） 81±20 2.6±0.82 3.8±0.62
　5：泌尿器科（n＝48） 67±25 vs. 3, 7 2.6±0.72 3.6±0.58
　6：耳鼻科（n＝42） 88±12 2.6±0.70 3.7±0.76
　7： 血液内科・腫瘍科＊

（n＝38）
71±24 2.6±0.70 4.0±0.55

　＊　 血液内科，臨床腫瘍科，腫瘍内科，化学療法科，放射線治療科，乳腺科。ANOVA を行った後に post─hoc 
test として Scheffe test を行った結果，有意差のあった群間を vs で示す。

行っていない あまり行っていない 時々行っている たいてい行っている 常に行っている

患者の疼痛を評価するため，患者に直接痛みの強さを聞く，もしくは患者
が答えられない場合には共通した評価手段を用いている

どんな時に疼痛が出現したのか，状況を把握している

鎮痛薬を臨時（レスキュー）で使用した場合，その効果を把握している

患者・家族に質問を促すなどして，病状の理解度について確認している

患者・家族と重要な話をする時，静かでプライバシーが保てる場所で話を
している

患者に質問をする時，「何かご心配はありますか」のような自由に回答で
きる質問にしている

100％80％60％40％20％0％

〈コミュニケーション〉

〈疼痛〉
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図 4　医師の実践



1．介入前調査

397

間のコミュニケーション，患者・家族とのコミュニケ
ーションについての項目で困難感を感じることに「よ
く思う」「非常によく思う」と回答した。
3）実　践

　項目ごとの度数を図 4に示す。疼痛，コミュニケー
ションについて推奨される行為を「たいてい行ってい
る」「常に行っている」と回答した医師は，多くの項
目で 60～70％であった。「患者の疼痛を評価するため，
患者に直接痛みの強さを聞く，もしくは患者が答えら
れない場合には共通した評価手段を用いている」につ
いては 50％以下であった。

2 ．知識，困難感，実践の関連要因
　知識，困難感，実践の尺度得点を目的変数として，
医師の属性による差を求めた結果を表 8にまとめた。
臨床経験が 20 年以上の医師，鶴岡地域の医師，在宅
療養支援診療所以外の診療所の医師，一般内科を標榜
している医師は，他の医師に比べて知識が少なく，困
難感を強く感じており，実践の自己評価も低かった。

　重回帰分析でそれぞれに影響する独立した要因を分
析した結果，知識に対しては勤務場所，困難感に対し
ては勤務場所，実践については勤務場所と臨床経験で
あった（data not shown）。

研究の限界

　質問紙調査に未回答の医師の意見は反映されていな
い。

まとめと意義

　約 60～70％の医師が緩和ケアについての正しい知
識や実践を行っている一方，20～40％の医師が困難感
を感じている。特に，臨床経験が 20 年以上の医師，
鶴岡地域の医師，在宅療養支援診療所以外の診療所の
医師，一般内科を標榜している医師で困難感が高い。
困難感の高い医師を支援する体制が必要である。
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目　的

　本研究の目的は，介入前の看護師の緩和ケアに関す
る知識，困難感，実践を明らかにすることである。

対象・方法

　調査対象は鶴岡地域（鶴岡市・三川町），柏地域
（柏市・我孫子市・流山市），浜松地域（浜松市），長
崎地域（長崎市）の病院，訪問看護ステーションに勤
務する看護師とした。全地域合計で 3,008 人に調査を
行った。
　調査項目は看護師の緩和ケアに関する知識，困難感，
実践尺度とした。

結　果

　全地域合計で 3,008 人に調査票を配布し，2,684 人
から回収した。分析対象は 2,378 人（79％）であった。
　表 9に緩和ケアに関する知識の結果を示す。正答率
はがん治療連携拠点病院で 53％，がん治療連携拠点
病院以外の病院で 46％，訪問看護ステーションで
53％と十分ではなかった。
　表 10に緩和ケアに関する困難感の結果を示す。困
難感の平均点（1～5点）はがん治療連携拠点病院で
3.0±0.7，がん治療連携拠点病院以外の病院で 3.4±0.7，
訪問看護ステーションで 3.3±0.7 であり，全体として

困難感は高かった。拠点病院では専門家の支援と医療
者間のコミュニケーションに関する困難感が低かった。
　表 11に緩和ケアに関する実践の結果を示す。実践
の平均点（1～5点）はがん治療連携拠点病院で 3.8±
0.6，がん治療連携拠点病院以外の病院で 3.5±0.6，訪
問看護ステーションで 3.8±0.6 であった。がん治療連
携拠点病院，訪問看護ステーションではがん治療連携
拠点病院以外の病院より点数が高かった。全体的にせ
ん妄のケアに関する実践の点数が低かった

研究の限界

　本研究は対象地域のみの結果であり，全国的な値と
は異なる可能性がある。また，緩和ケアに関する実践
は自己評価であるため客観性は十分に保証されない。

まとめと意義

　本調査は介入前調査として看護師の緩和ケアに関す
る知識，困難感，実践を明らかにした。緩和ケアに関
する知識（正答率）は拠点病院で 53％，がん治療連
携拠点病院以外の病院で 46％，訪問看護ステーショ
ンで 53％と十分ではなかった。緩和ケアに関する困
難感は全体として高かった。これらの結果からがん治
療連携拠点病院，拠点病院以外の病院，訪問看護ステ
ーションの全てにおいて緩和ケアに関する教育や困難
感を軽減する必要性が示唆された。

D．看護師の緩和ケアに関する知識・困難感・実践

東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学分野

宮下 光令

KEY FINDINGS

◆緩和ケアに関する知識（正答率）は，がん治療連携拠点病院で 53％，が
ん治療連携拠点病院以外の病院で 46％，訪問看護ステーションで 53％
と十分ではなかった。

◆緩和ケアに関する困難感は全体として高かった。
◆がん治療連携拠点病院，がん治療連携拠点病院以外の病院，訪問看護ステ
ーションのすべてにおいて緩和ケアに関する教育や困難感を軽減する必要
性が示唆された。
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表 9　緩和ケアに関する知識

がん診療連携
拠点病院

がん診療連携
拠点病院以外

訪問看護
ステーション P

（n＝1,345） （n＝856） （n＝177）

【理念】

緩和ケアの対象は，根治的治療法のない患者のみである（誤） 90％ 86％ 90％ 0.024

緩和ケアは，がんに対する治療と一緒には行わない（誤） 89％ 80％ 90％ ＜.0001

【疼痛・オピオイド】

疼痛治療の目標の一つは，夜ぐっすりと眠れるようになることである（正） 76％ 70％ 80％ 0.004

がん性疼痛が軽度の場合，医療用麻薬よりもペンタゾシン（ペンタジ
ンⓇ・ソセゴンⓇ）を積極的に使用すべきである（誤）

59％ 51％ 56％ 0.001

医療用麻薬を使用するようになると，非ステロイド性抗炎症鎮痛薬
（NSAIDs）は同時に使用しない（誤）

61％ 40％ 62％ ＜.0001

医療用麻薬投与中にペンタゾシン（ペンタジンⓇ・ソセゴンⓇ）やブ
プレノルフィン（レペタンⓇ）を投与すると医療用麻薬の効果を減弱
することがある（正）
ブプレノルフィン（レペタンⓇ）を投与すると，医療用麻薬の効果を
減弱することがある（正）

48％ 35％ 25％ ＜.0001

医療用麻薬を長期間使用すると，薬物中毒がしばしば生じる（誤） 49％ 41％ 56％ ＜.0001

医療用麻薬の使用は，患者の生命予後に影響しない（正） 41％ 30％ 42％ ＜.0001

【呼吸困難】

がん患者の呼吸困難はモルヒネで和らげることができる（正） 65％ 55％ 56％ ＜.0001

疼痛に対して医療用麻薬を定期的に使用している場合，呼吸困難を緩
和するために医療用麻薬を追加すると，呼吸抑制が起こりやすい（誤）

18％ 14％ 17％ 0.039

患者の息苦しさと酸素飽和度は比例する（誤） 77％ 68％ 83％ ＜.0001

死亡直前に痰がのどもとでゴロゴロいうとき，抗コリン薬 【臭化水素
酸スコポラミン（ハイスコⓇ）や臭化ブチルスコポラミン（ブスコパ
ンⓇ）】が有効である（正）

17％ 10％ 20％ ＜.0001

【せん妄】

死亡直前では，電解質異常や脱水を補正しないほうが，苦痛が少なく
なることがある（正）

29％ 26％ 44％ ＜.0001

がん患者のせん妄の改善には，抗精神病薬が有効なことが多い（正） 32％ 23％ 30％ ＜.0001

死亡直前に苦痛をやわらげることができる方法が，鎮静（持続的な鎮
静薬の投与）以外にはない患者がいる（正）

37％ 30％ 31％ 0.005

終末期がん患者のせん妄はモルヒネが単独の原因となっていることが
多い（誤）

56％ 52％ 53％ 0.146

【消化器症状】

がんの終末期では，腫瘍によるカロリーの消費が増えるため，早期が
んより多いカロリーを必要とする（誤）

53％ 50％ 58％ 0.095

末梢静脈が確保できなくなった場合，選択できる輸液経路は中心静脈
だけである（誤）

59％ 59％ 64％ 0.487

ステロイドはがん患者の食欲不振を緩和する（正） 52％ 44％ 51％ 0.0007

死亡が近い時期にある患者の口渇は，輸液で和らげることができない（正） 46％ 44％ 40％ 0.134

　数字は正答の割合。
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表 10　緩和ケアに関する困難感

がん診療連携
拠点病院

がん診療連携
拠点病院以外

訪問看護
ステーション P

（n＝1,345） （n＝856） （n＝177）

【症状緩和】

がん性疼痛を緩和する方法の知識が不足している 47％ 51％ 49％ 0.06

呼吸困難や消化器症状を緩和する方法の知識が不足している 48％ 50％ 45％ 0.23

症状緩和について，必要なトレーニングを受けていない 49％ 64％ 54％ ＜.0001

【専門家の支援】

症状緩和に関して，緩和ケアの専門家から支援を得ることが難しい 24％ 60％ 55％ ＜.0001

症状緩和に関して，相談できる緩和ケアの専門家がいない 21％ 59％ 51％ ＜.0001

在宅療養中に症状緩和をしたいとき，相談できるところがない 23％ 52％ 43％ ＜.0001

【医療者間のコミュニケーション】

医師・看護師間で，症状に対する評価方法が一致していない 32％ 44％ 45％ ＜.0001

医師・看護師間で，症状緩和のための一貫した目標を設定することが
難しい

32％ 44％ 41％ ＜.0001

医師・看護師間で，症状緩和に関するコミュニケーションをとること
が難しい

26％ 39％ 47％ ＜.0001

【患者・家族とのコミュニケーション】

患者から不安を表出されたとき対応が難しい 33％ 40％ 36％ ＜.0001

家族から不安を表出されたとき対応が難しい 32％ 41％ 33％ ＜.0001

患者が悪い知らせ（告知など）を受けた後，声のかけ方が難しい 46％ 54％ 49％ 0.001

【地域連携】

がん患者が，在宅療養に移行するための，病院，診療所，訪問看護ス
テーション，ケアマネジャー等との間でのカンファレンスがない

33％ 41％ 29％ ＜.0001

がん患者の在宅療養に関する情報を得ることが難しい 37％ 47％ 29％ ＜.0001

病院，診療所，訪問看護ステーション，ケアマネジャー等との間で，
情報共有が難しい

37％ 41％ 33％ 0.002

　数字は「非常によく思う」「よく思う」と回答した割合の合計。
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表 11　緩和ケアに関する実践

がん診療連携
拠点病院

がん診療連携
拠点病院以外

訪問看護
ステーション P

（n＝1,345） （n＝856） （n＝177）

【疼痛】

患者の疼痛を評価するため，患者に直接痛みの強さを聞く，もしくは
患者が答えられない場合には共通した評価手段を用いている

77％ 69％ 58％ ＜.0001

どんな時に疼痛が出現したのか，状況を把握している 80％ 65％ 84％ ＜.0001

鎮痛薬を臨時（レスキュー）で使用した場合，その効果を把握している 88％ 80％ 85％ ＜.0001

【呼吸困難】

息苦しさを評価するため，患者に直接息苦しさの強さを聞く，もしく
は患者が答えられない場合には共通した評価手段を用いている

59％ 49％ 49％ ＜.0001

どんな時に息苦しくなるのか，状況を把握している 74％ 60％ 81％ ＜.0001

息苦しさを訴える患者に対して，体位の工夫・室温調整・換気など環
境を快適に保つようにしている

77％ 70％ 82％ ＜.0001

【せん妄】

時計・カレンダーを置くなど，せん妄の予防・改善のケアをしている 43％ 23％ 26％ ＜.0001

せん妄症状を悪化させる不快な症状（尿意 ･便意 ･疼痛 ･不安など）
がないか，評価している

54％ 33％ 45％ ＜.0001

患者がせん妄になったとき，家族がどう思っているか，聞いている 41％ 26％ 60％ ＜.0001

【看取りのケア】

死が近づいてきたとき，患者の身体的な苦痛の程度を，定期的に評価
している

60％ 47％ 69％ ＜.0001

死が近づいてきたとき，それまで行われてきた処置・対応について必
要性を評価している（体位交換，吸引，抑制，血液検査，尿量測定，
点滴など）

63％ 50％ 75％ ＜.0001

死が近づいてきたとき，家族がどんな心配を抱いているか，定期的に
聞いている

59％ 43％ 79％ ＜.0001

【コミュニケーション】

患者・家族と重要な話をする時，静かでプライバシーが保てる場所で
話をしている

63％ 52％ 78％ ＜.0001

患者に質問をするとき，「何かご心配はありますか」のような自由に
回答できる質問にしている

71％ 59％ 80％ ＜.0001

患者・家族に質問を促すなどして，病状の理解度について確認している 61％ 46％ 72％ ＜.0001

【患者・家族中心のケア】

患者・家族にとって大切なことは何か，知ろうとしている 72％ 57％ 82％ ＜.0001

患者・家族が何を希望しているか，知ろうとしている 76％ 63％ 86％ ＜.0001

患者・家族のつらさについて，少しでもわかろうとしている 80％ 67％ 86％ ＜.0001

【口腔ケア】

口腔内の様子を定期的に観察し，清潔にしている 73％ 74％ 73％ 0.44

　数字は「常に行っている」「たいてい行っている」と回答した割合の合計。
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目　的

　がん患者が，医療用麻薬に関する正しい知識や緩和
ケアについて前向きなイメージをもつこと，さらに地
域で療養生活を送ることに対して安心感をもつことは，
地域で緩和ケアの普及を進めるうえで重要である。
　本研究は「緩和ケア普及のための地域プロジェクト
（OPTIM）」の介入前に，鶴岡地域，柏地域，浜松地
域，長崎地域の患者が，緩和ケアや医療用麻薬，在宅
療養に対してどのようなイメージをもっているのか，
また地域で療養生活を送ることについての安心感を明
らかにすること，それらに関連する要因を探索するこ
とを目的とした。

対象・方法

　2008 年 4～7 月に，4地域でがん治療を行っている
25 病院における外来進行がん患者 1,619 名に，自記式
質問紙調査（無記名，郵送法）を実施した。質問項目
は，基本属性（年齢，性別，同居家族の有無），痛み
や身体活動のレベルに加えて，医療用麻薬に関する知
識と緩和ケアに対するイメージ（計 5項目），在宅療
養に関する不安（計 5項目），そして地域で療養生活
を送ることの安心感（計 6項目）である。
　医療用麻薬に関する知識と緩和ケアに対するイメー

ジ，在宅療養に関する不安は，「まったくそう思わな
い」から「とてもそう思う」までの 5件法で尋ね，
「とてもそう思う」と「そう思う」と回答した者の比
率を算出した。
　地域で療養生活を送ることの安心感は，「安心して
治療を受けられる」「あまり苦しくなく過ごせると思
う」「安心して自宅で療養できる」など 6項目につい
て，「まったくそう思わない」から「とてもそう思う」
までの 7件法で尋ね，その合計点を「安心感得点」
（満点 42）とした。
　それぞれの項目間の関連を検討した。

結　果

　925 名（57％）から回答を得た。このうち，本研究
に必要な項目の回答漏れのない 833 名分を解析した。
患者の属性を表 12に示す。
　医療用麻薬については 202 名（28％）が，「中毒に
なったり命を縮める」と思っており，特に年齢層が高
い層ほど，有意にその傾向があることが示された（図
5）。半数を超える 377 名（52％）が「緩和ケアは末期
の患者のためのものである」と回答し，年齢層が高い
ほどその傾向があることが示された（図 6）。往診や
訪問看護を使って自宅で療養することについては，
557 名（75％）が「家族への負担が大きい」と回答し

E．患者の緩和ケアの知識・認識・安心感

慶應義塾大学 環境情報学部

秋山 美紀

KEY FINDINGS

　介入前の時点で，進行がん患者のうち，
◆約 3割が「医療用麻薬は中毒になったり命を縮める」というイメージを，
約 5割が「緩和ケアは『末期』の患者のためのもの」というイメージを
もっていた。

◆7割以上が，往診や訪問看護を使って自宅で療養することについて「家
族への負担が大きい」というイメージを，約 6割が「急な変化があった
ときや夜間に対応できない」というイメージをもっていた。

◆地域で療養することに対する安心感は，医療用麻薬や緩和ケアに対して良
いイメージをもっている患者群がそうでない患者群より有意に高い傾向が
あった。
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たほか，452 名（61％）が「突然の容態変化や夜間に
対応ができない」と回答した（図 7）。
　安心感得点の平均値は 27.0±5.6 で，男性 27.4±5.4，
女性 26.4±5.8，年齢別では，59 歳以下 26.5±5.7，60
～74 歳 27.3±5.6，75 歳以上 27.8±5.1 であった。男女
別では男性が，年齢層別では高齢になるほど，安心感
得点が高くなる傾向が示された（P＝0.009, P＜0.001）。
　安心感得点は，医療用麻薬に対する正しい知識や緩
和ケアに対して良いイメージをもっている患者群の方
がそうでない患者群と比較して高い傾向があった（表
13）。特に，「モルヒネなどの医療用麻薬はたいていの
痛みや苦痛を和らげる」「緩和ケアは痛みや苦痛を和
らげる」「緩和ケアは化学療法や放射線治療などがん
に対する治療と一緒に行う」「往診や訪問看護を使っ
て自宅で療養することについて，病院と同じように苦
痛を和らげることができる」にそう思うと回答した患
者で有意に高く，また，往診や訪問看護を使って自宅
で療養することについて，「急な変化があった時や夜
間に対応できない」「家族への負担が大きい」にそう
思わないと回答した者が有意に高かった。

研究の限界

　がん患者が地域で療養することに対する安心感は，
緩和ケアに対する知識やイメージと関係していること
が明らかになったが，本研究は一時点でデータ収集を
行った時間断面的な研究であり，因果関係については
明らかでない。因果関係については，時間性を考慮し
たさらなる検討が必要である。

まとめと意義

　本研究は，わが国の進行がん患者が緩和ケアに対し
てもっているイメージや地域で療養生活を送ることに
関する安心感を明らかにした最初の研究である。
　がん患者の約 3割が医療用麻薬は中毒になったり寿
命を縮めるというイメージをもっており，特に男性や
高齢層にそうした傾向があることが明らかになった。
また，半数以上のがん患者が，緩和ケアは「末期」の
患者のためのものであるというイメージをもっていた。
さらに，がん患者の在宅療養に関する不安は高く 7割
以上が家族の負担が大きいというイメージを，6割以
上が急な容態変化などに対応できないというイメージ
をもっていた。
　がん患者と家族の安心感は，上記のような緩和ケア
に対してもっているイメージや，受けているケアの質
に対する評価と強く関係していることが明らかになっ

全体

60歳以下

60～74歳

75歳以上

44 46 48 50 52 54 56（％）

55
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図 6　緩和ケアは『末期』の患者のものである

図 7　往診や訪問看護を使って自宅で療養することについて

急な変化があった時や
夜間に対応できない

病院と同じように苦痛を
やわらげることができる

家族への負担が大きい

往診してくれる医師が
いない
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表 12　対象者の属性（n＝833）

人数 ％

年齢

60 歳以下 208 25

60～74 歳 405 49

75 歳以上 220 26

性別

男性 473 57

女性 360 43

地域

鶴岡地域 135 16

柏地域 137 16

浜松地域 302 36

長崎地域 259 31

全体

60歳以下

60～74歳

75歳以上

0 10 20 30 40（％）
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図 5　モルヒネなど医療用麻薬は中毒になったり命を縮める
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た。地域で療養生活を送ることへ安心感をがん患者に
もってもらうためには，緩和ケアについての正しい知
識の普及とともに，地域全体で医療者が提供するケア

の質を上げていくことが重要である。患者や家族が安
心して療養できる環境の整備が望まれる。

表 13　緩和ケアなどにもつイメージと安心感得点の関係（年齢・性別調整後）

人数
安心感得点
平均値±S.D.

P

モルヒネなどの医療用麻薬は

　たいていの痛みや苦痛をやわらげる
そう思う 545 27.9±6.5 ＜0.001

思わない 198 25.8±5.9

　中毒になったり命を縮める
そう思う 202 27.2±5.8 　0.857

思わない 516 27.3±6.9

緩和ケアは

　痛みや苦痛をやわらげる
そう思う 570 28.3±8.0 ＜0.001

思わない 183 25.6±6.1

　化学療法や放射線治療などがんに対する治療と一緒に行う
そう思う 474 28.1±6.5 ＜0.001

思わない 268 25.9±6.1

　「末期」の患者さんのためのものである
そう思う 377 27.3±6.4 　0.684

思わない 350 27.2±6.4

往診や訪問看護を使って自宅で療養することについて

　病院と同じように苦痛をやわらげることができる
そう思う 286 29.3±5.7 ＜0.001

思わない 462 26.1±6.4

　急な変化があった時や夜間に対応できない
そう思う 452 27.1±6.4 　0.026

思わない 292 27.9±6.1

　往診してくれる医師がいない
そう思う 419 27.2±6.5 　0.193

思わない 323 27.7±6.1

　家族への負担が大きい
そう思う 557 27.1±6.8 　0.027

思わない 191 28.1±5.7
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目　的

　地域のがん患者の遺族が，緩和ケアについてどのよ
うな知識，認識を持っているか，ならびに地域で受け
たがん治療に対する安心感について明らかにすること
である。

対　象

　介入地域において，ベースライン調査として実施さ
れた遺族調査（2008 年 10～12 月）に参加し，調査票
に回答したがん患者の遺族 1,394 名を対象とした。

調査項目

　緩和ケアの認識については，緩和ケアについての認
識 3項目（「化学療法や放射線治療などのがんに対す
る治療と一緒に行う」「末期の患者のためのものであ
る」「痛みや苦痛を和らげる」），医療用麻薬について
の知識 2項目（「たいていの痛みを和らげることがで
きる」「麻薬中毒になったり，命を縮める」），在宅医
療についての認識 5項目（「安心して過ごせる」「病院
と同じように苦痛を和らげることができる」「急な変
化があった時や夜間に対応できない」「往診してくれ
る医師がいない」「家族への負担が大きい」）について，
「そう思わない（1）」から「とてもそう思う（5）」の

表 14　遺族の緩和ケア・麻薬に対する知識・認識と在宅医療についての認識
（とてもそう思う，そう思うと答えた者の割合）　　　 　　　　

緩和ケアは，

　痛みや苦痛を和らげる 588/778 （76％）

　化学療法や放射線治療と一緒に行う 490/768 （64％）

　末期の患者のためのものである 152/753 （20％）

モルヒネなどの医療用麻薬は，

　たいていの痛みを和らげることができる 568/769 （74％）

　麻薬中毒になったり，命を縮める 259/745 （35％）

往診や訪問看護を使って自宅で療養することについて，

　安心して過ごせる 384/774 （50％）

　病院と同じように苦痛を和らげることができる 292/772 （38％）

　急な変化があった時や夜間に対応できない 90/769 （12％）

　往診してくれる医師がいない 100/770 （13％）

　家族への負担が大きい 57/776 （ 7％）

F．遺族の緩和ケアの知識・認識・安心感

1）慶應義塾大学 環境情報学部，2）慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学

秋山 美紀 1），武林 享 2）

KEY FINDINGS

◆緩和ケアへの認識のうち，「痛みや苦痛を和らげる」と思っている割合が
76％，医療用麻薬について「たいていの痛みを和らげることができる」
が 74％と，疼痛緩和への認識，知識は，比較的高かった。

◆一方，医療用麻薬について「麻薬中毒になったり命を縮める」と回答した
者が依然 35％あり，知識啓発の必要性が示唆される。

◆ケアの質評価が高い群は，低い群に比べて有意に安心感得点が高かった。
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5 件法で訊ねた。
　ケアの安心感については，Sense of Security Scale
を使用した。これは地域におけるがん診療についての
安心感について，「安心して病気の治療を受けられる」
「あまり苦しくなく過ごせると思う」「苦痛や心配には
十分に対処してもらえると思う」「いろいろなサービ
スがあるので安心だ」「安心して自宅で療養できる」
「希望すれば，自宅で最期まで過ごすことも可能だ」
の 6項目について「まったくそう思わない（1）」から
「とてもそう思う（7）」の 7段階で回答し，合計得点
（満点 42 点）を得るものである。

解　析

　4地域合計のデータをもとに，ベースライン調査時
の緩和ケアの認識，医療用麻薬についての知識，在宅
医療についての認識については，「とてもそう思う」
または「そう思う」と回答した者の割合を求めた。
　安心感尺度得点は，集団全体の平均値と標準偏差を
求めたうえで，ケアの質評価尺度（Care Evaluation 
Score）との関連を，Student’s t-test により検討した。
ケアの質評価尺度（遺族版）は，身体的・精神的ケア
（9項目），意思決定（3項目），継続性（3項目），家
族への配慮（2項目）のドメインについて，医師の対
応，看護師の対応，患者への精神的配慮，医師から患

者への説明，連携や継続性についての質問を行い，
「改善すべきところが大いにある」から「改善すべき
ところはまったくない」までの 6件法で訪ね，各ドメ
インごとに得点を 0～100 点に標準化し，80 点をカッ
トオフ値として比較を行った。

結果と考察

　緩和ケアへの認識のうち，「痛みや苦痛を和らげる」
と思っている割合が 76％，医療用麻薬について「た
いていの痛みを和らげることができる」が 74％と，
疼痛緩和への認識，知識は，比較的高かった（表 14）。
一方，医療用麻薬について「麻薬中毒になったり，命
を縮める」と回答した者が依然 35％あり，知識啓発
の重要性が示唆される。また，「化学療法や放射線療
法を一緒に行う」が 64％に対して「末期の患者のた
めのものである」は 20％と，決して，終末期だけの
ケアではないということは，一定程度理解されている
と考えられる。
　安心感得点の平均値（標準偏差）は，24.5（6.6）で
あった。ケアの質評価尺度との関連では，身体的・精
神的ケア，意思決定，継続性，家族ケアのいずれのド
メインでも，ケアの質評価が高い（80 点以上）群は，
低い（80 点未満）群に比べて有意に安心感得点が高
かった。
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目　的

　本研究の目的は，OPTIMプロジェクトの介入が行
われる地域（鶴岡・柏・浜松・長崎）の一般住民を対
象とした調査を実施し，「緩和ケア」に関する認識，
利用可能性に関する知識，準備性について明らかにす
ることである。

対象・方法

　横断調査デザインを用いて，40～79 歳の OPTIM
介入実施 4地域の住民 8,000 名に対して，自記式質問
紙を郵送して，回答を求めた（2007 年 6 月実施）。

調査項目

　調査項目は，緩和ケアの知識と準備性に関する項目，

緩和ケアと医療用麻薬に関するイメージについての項
目 6項目であった。緩和ケアに関する認識とは，「緩
和ケア」という言葉を知っているかということである。
　利用可能性に関する知識は，住民の居住する地域に
おいて，緩和ケアが利用できることを知っているかど
うかに関する知識のことである。準備性とは，利用可
能性の知識がある者が，その利用に関する意向を持っ
ているか，利用に関係する状況（自分自身が患者であ
ったり，家族・親戚に患者がいる場合）であった場合
に，実際に利用を検討したり，利用したりしているか
についての段階（Stage）のことである。

解　析

　解析は，記述統計ならびに c2 検定による独立性の
検定，ならびに 2元配置の分散分析を行った。

表 15　緩和ケアの準備性（Stage）の地域ごとの分布

全体
（n＝3,190）

一般住民
（n＝1,330）

がん経験者
（n＝1,860）

柏
（n＝945）

浜松
（n＝785）

長崎
（n＝733）

鶴岡
（n＝727）

n ％ n ％ n ％ n ％ n ％ n ％ n ％

I：緩和ケアについて知らない 2,012 63.1 909 68.3 1,103 59.3 546 57.8 518 66.0 482 65.8 466 64.1

緩和ケアについて知っている 1,178 36.9 421 31.7 757 40.7 399 42.2 267 34.0 251 34.2 261 36.0 

II：利用可能なことを知らない 593 18.6 230 17.3 363 19.5 201 21.3 96 12.2 115 15.7 181 24.9 

III：関心がない 24 0.8 13 1.0 11 0.6 5 0.5 12 1.5 5 0.7 2 0.3

IV：利用するつもりがない 499 15.6 167 12.6 332 17.8 171 18.1 142 18.1 116 15.8 70 9.6

V：準備している 46 1.4 10 0.8 36 1.9 18 1.9 14 1.8 10 1.4 4 0.6

VI： 利用している 16 0.5 1 0.1 15 0.8 4 0.4 3 0.4 5 0.7 4 0.6

G．住民の緩和ケアに関する認識・利用可能性
に関する知識・準備性

大阪大学 大型教育研究プロジェクト支援室

平井 啓

KEY FINDINGS

◆緩和ケアに関する一般的な知識と居住地での利用可能性に関する知識は不
十分であった。

◆がん経験（患者であること，家族に患者がいる）が緩和ケアに関する認識
に影響を与えた。
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結　果

　3,984 名から回答を得（回収率 49.8％），うち有効な
回答は 3,190 であった。地域住民の緩和ケア利用の準
備性によって分類されるステージごとの一般市民の分
布状況が明らかになった（表 15）。
　このうち，緩和ケアについてほとんど知識がない住
民は，63.1％であった。一方で，実際に緩和ケアを利
用していると回答したのは 0.5％であった。緩和ケア
について知っていると回答した住民のうち，18.6％は，
居住地域で緩和ケアが利用可能であることを知らなか
った。自分自身ががん患者である，あるいは家族や親
類にがん患者がいるというがん経験者は，それ以外と
比べて緩和ケアに関する知識をもっていた。緩和ケア
に関するイメージ，「痛みや苦痛を和らげる」と「死
期が差し迫った患者のものである」の 2項目と緩和ケ
アの知識の有無が有意に関連したが，がん経験による
違いは認められなかった（表 16）。

考　察

　本研究の結果，OPTIMプロジェクトの介入を実施

する介入 4地域において，緩和ケアに関する一般的な
知識と居住地域での利用可能性に関する知識は不十分
であることが明らかになった。
　がん患者自身あるいは家族，親類にがん患者をもつ
がん経験者は，がん経験のない者と比べてより緩和ケ
アに関する知識をもつが，緩和ケアのイメージに違い
は認められなかった。緩和ケアに関する知識をもって
いる人は，2つのイメージにおいてより偏見が少ない
傾向があった。これらのことから，一般住民に対する
緩和ケアに関する知識をより効果的に伝えることが必
要である。

文　献
1）H i r a i K , Kudo T , Ak i y ama M , e t a l：Pub l i c 
awareness, knowledge of availability, and readiness for 
cancer palliative care services：a population─based 
survey across four regions in Japan. J Palliat Med　14：
918─922, 2011

表 16　緩和ケアのイメージと知識とがん経験の関連

一般住民 がん経験者 主効果
交互作用

全体 知識有り 知識なし 全体 知識有り 知識なし がん経験 知識

M SD M SD M SD M SD M SD M SD F P F P F P

痛みや苦痛を和
らげる

3.81 0.80 3.72 0.83 4.00 0.70 3.88 0.85 3.76 0.88 4.06 0.76 2.75 .07 74.73 .00 0.08 .78

化学療法や放射
線治療などがん
に対する治療と
一緒に行う 

3.51 0.90 3.53 0.85 3.47 1.00 3.51 0.97 3.50 0.94 3.52 1.02 0.18 .68 0.04 .85 1.09 .30

死期が差し迫っ
た患者のための
ものである 

3.19 1.22 3.12 1.12 3.34 1.26 3.22 1.29 3.15 1.27 3.32 1.30 0.01 .91 15.30 .00 0.36 .55

M＝平均値　SD＝標準偏差
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目　的

　わが国における緩和ケアの利用率は欧米に比べて低
く，その質にも改善の余地があるため，量，質ともに，
緩和ケアに対する早急な対策が必要とされている。そ
のためには，患者と家族を含めた多方面から意見を収
集することが重要であるが，これまでのわが国の研究
では，多地域の複数施設の進行がん患者を連続的に対
象としたものはなく，一般病棟や在宅療養の遺族を対
象としたものもほとんどない。
　本研究は患者と遺族に対する質問紙調査の自由記述
欄の回答を分析することにより，患者と遺族の要望を
分類し，今後必要とされる改善点を明らかにすること
を目的とした。

対象・方法

　本研究に用いられたのは，患者調査と遺族調査の自
由記述部分である。「がん治療や苦痛を和らげる治療
に関する地域での改善点や課題につきまして，ご記入
いただければ幸いです」と尋ね，得られた回答の内容
分析を行った。
　まず，すべての回答を意味のある文節に区切り，地
域におけるがん治療・緩和ケアに関する内容を抽出し
た。同様の内容のものを一般化してサブカテゴリーを
作り，類似した内容をさらに抽象度の高いカテゴリー
としてまとめ，がん治療・緩和ケアに関する①改善
点・要望，②良かった点，に分類した。患者調査と遺
族調査の内容を比較するために，カテゴリー・サブカ

テゴリーを統一した（よって，回答数が 0の項目があ
る）。次に，2名の看護系学生が独立して，カテゴリ
ー・サブカテゴリーの回答数を全回答から数えた。2
名の結果が異なった場合，最終的な決定は専門家立ち
会いのもとに話し合いで行った。k 係数は，患者調査
0.64，遺族調査 0.58 であった。

結　果

　患者調査は，1,493 名に調査票が配布され，859 名
（57.7％）から回収されたうち，自由回答欄に記載が
あったのは 271 名（18.2％）であった。遺族調査は，
1,658 名に調査票が配布され，1,110 名（66.9％）から
回収されたうち，自由回答欄に記載があったのは 550
名（33.2％）であった。背景を表 17に示す。
　分析の結果，地域におけるがん治療・緩和ケアに関
する改善点・要望について 41 のサブカテゴリーが抽
出され，これらは「医療システム」「医療スタッフ」
「治療」「一般社会におけるがんの認識・緩和ケアの普
及」「在宅療養」「苦痛緩和」「家族ケア」「療養場所」
「告知」の 9カテゴリーにまとめられた（表 18）。ま
た，地域におけるがん治療・緩和ケアに関する良かっ
た点について 27 のサブカテゴリーが抽出され，これ
らは「医療スタッフ」「苦痛緩和」「家族ケア」「治療」
「医療システム」「療養場所」「在宅療養」「告知」の 8
カテゴリーにまとめられた（表 19）。
　改善点・要望については，患者調査では，医療シス
テムに関することが最も回答が多く（50.2％），中で
も「経済的負担を軽減してほしい」（10.3％），「院内

H．がん患者と遺族のがん治療と
緩和ケアに対する要望

大阪大学大学院 人間科学研究科

古村 和恵

KEY FINDINGS

◆患者・遺族調査の自由記述の分析から，がん患者と遺族は，医療者とのコ
ミュニケーションの充実，苦痛緩和の質の向上，経済的負担の軽減，緩和
ケアに関するさらなる啓発活動，医療連携システムの改善，などの要望を
もっていることが明らかとなった。
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システムを改善してほしい」（8.1％）の割合が高かっ
た。その他には，「一般市民にホスピス・緩和ケアに
関して情報提供してほしい」（10.7％），「十分な苦痛
緩和をしてほしい」（9.6％）などの意見が挙げられた。
遺族調査では，医療スタッフに関することが最も多く
（48.2％），中でも「患者とのコミュニケーションを充
実させてほしい」（16.0％），「病状・治療・予後に関
して十分な説明をしてほしい」（14.2％）の割合が高

かった。その他には，「十分な苦痛緩和をしてほしい」
（16.0％），「院内システムを改善してほしい」（8.0％）
などが挙げられた。
　良かった点については，患者・遺族調査ともに，医
療スタッフに関することが最も多く（患者 22.1％，遺
族 84.7％），中でも「医療スタッフを信頼・感謝して
いる」（患者 15.1％，遺族 43.6％）の割合が高かった。

研究の限界

　本研究は，質問紙調査の自由記述欄に回答があった
者のみを対象としているため，自由記述の回答に至ら
なかった対象者の意見が反映されていないというバイ
アスが指摘される。また，筆者はOPTIMに携わり介
入の経過を把握しているため，そのことが本研究の分
析や考察に影響を与えた可能性は否定できない。

まとめと意義

　本研究は，わが国の複数地域・複数施設の進行がん
患者と遺族から得られた，がん治療・緩和ケアに関す
る改善点を整理した初めての研究である。
　患者・遺族ともに，「患者とのコミュニケーション
を充実させてほしい」や「病状・治療・予後に関して
十分な説明をしてほしい」といった，医療者との意思
疎通に関する要望が多く得られた。「十分な苦痛緩和
をしてほしい」という意見も患者・遺族ともに多く，
苦痛緩和に対するさらなる要望が挙げられた。また，
「新しい治療法を開発してほしい」や「個別性を考慮
した治療を行ってほしい」など，より新しく，より個
人に合った治療が求められていることも示唆された。
「経済的負担を軽減してほしい」という意見も，患
者・遺族ともに上位であり，療養にかかわる経済的負
担が生活に大きく影響している現状が示唆された。患
者調査では「一般市民にホスピス・緩和ケアに関して
情報提供してほしい」という意見が多く，進行がん患
者に対する緩和ケアの情報が不足している現状が伺が
えた。同じく患者調査では「院内システムを改善して
ほしい」「病院間・地域における連携を改善・強化し
てほしい」という意見も多く，現状の診療体制の余裕
のなさや，病院間の連携の少なさについて改善してほ
しいという要望を持っているといえる。
　がん治療・緩和ケアに関する良かった点として，患
者・遺族ともに緩和ケア病棟，自宅療養での医療スタ

表 17　対象者背景

患者背景 n ％

性別
男性 138 50.9 
女性 133 49.1 

年齢 平均±標準偏差 66.4±11.5 

原発部位

肺 70 25.8 
消化器 25 9.2 
肝・胆・膵 25 9.2 
大腸 38 14.0 
乳腺 55 20.3 
泌尿器 33 12.2 
婦人科 20 7.4 
その他 5 1.8 

PS

0 76 28.0 
1 121 44.6 
2 55 20.3 
3 9 3.3 
4 4 1.5 

遺族背景 n ％

性別
男性 150 27.3 
女性 396 72.0 

年齢

20～39歳 29 5.3
40～59歳 215 39.1
60～79歳 281 51.1
80 歳以上 21 3.8

患者との続柄
配偶者 302 54.9
実子 161 29.3
その他 84 15.3

患者の性別
男性 346 62.9 
女性 198 36.0 

患者の年齢

20～39歳 4 0.7 
40～59歳 70 12.7 
60～79歳 341 62.0 
80 歳以上 135 24.5

患者の
原発部位

肺 154 28.0 
消化器 107 19.5 
肝・胆・膵 134 24.4 
大腸 50 9.1 
乳腺 23 4.2 
泌尿器 35 6.4 
婦人科 16 2.9 
その他 30 5.5 

患者の
死亡場所

一般病院 367 66.7 
緩和ケア病棟 143 26.0 
在宅 40 7.3 
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表 18　自由記述から得られたがん治療・緩和ケアに対する改善点・要望

項目
患者 遺族

n ％ n ％

1．医療システムに関すること 136 50.2 177 32.2
　（1）経済的負担を軽減してほしい 28 10.3 44 8.0
　（2） 院内システムを改善してほしい（外来の待ち時間の短縮、看護外来の整備、他科との連携、時間外

診療）
22 8.1 26 4.7

　（3）病院間・地域における連携を改善・強化してほしい（治療中の生活支援、セカンドオピニオン） 17 6.3 24 4.4
　（4）医療の地域差をなくしてほしい 15 5.5 22 4.0
　（5） ホスピス・緩和ケアを普及・充実させてほしい（意味の普及、適応の拡大、患者の希望を取り入れ

る、施設間ケア・対応の均一化）
13 4.8 15 2.7

　（6）がん専門医療機関・ホスピス・緩和ケア施設を増設してほしい 11 4.1 12 2.2
　（7）医療スタッフの人材不足・多忙を改善してほしい 9 3.3 11 2.0
　（8）早期発見・早期治療をしてほしい 8 3.0 10 1.8
　（9）病院のアクセスを良くしてほしい 7 2.6 10 1.8
　（10）医療スタッフの移動をなくしてほしい 6 2.2 3 0.5
2．医療スタッフに関すること 82 30.3 265 48.2
　（1）患者とのコミュニケーションを充実させてほしい 22 8.1 88 16.0
　（2）病状・治療・予後に関して十分な説明をしてほしい 20 7.4 78 14.2
　（3）精神的ケアを充実させてほしい 19 7.0 39 7.1
　（4）医師・看護師に十分な知識・技術を身につけてほしい 13 4.8 30 5.5
　（5）医師・看護師に迅速な対応をしてほしい 5 1.8 21 3.8
　（6）医療スタッフ間で連携して治療にあたってほしい 3 1.1 9 1.6
3．治療に関すること 70 25.8 122 22.2
　（1）新しい治療法を開発してほしい 19 7.0 27 4.9
　（2） 個別性を考慮した治療を行ってほしい（抗がん剤の選択、内服方法、治療方法の選択、延命治療の

有無、代替療法）
14 5.2 24 4.4

　（3）治療法や治療の作用・副作用について情報提供してほしい 12 4.4 18 3.3
　（4）患者・家族主体で治療・病院の意思決定をさせてほしい 9 3.3 13 2.4
　（5）人としての尊厳を尊重した治療・対応をしてほしい 9 3.3 13 2.4
　（6）医療スタッフと話し合って治療法を選択させてほしい 3 1.1 13 2.4
　（7）抗がん剤に対する情報がほしい 3 1.1 8 1.5
　（8）治療法がなくなった患者を見捨てないでほしい 1 0.4 6 1.1
4．一般社会におけるがんの認識・緩和ケアの普及に関すること 35 12.9 30 5.5
　（1）一般市民にホスピス・緩和ケアに関して情報提供してほしい 29 10.7 18 3.3
　（2）がん・ホスピス・緩和ケアに対するマイナスイメージをなくしてほしい 6 2.2 12 2.2
5．在宅療養に関すること 31 11.4 39 7.1
　（1）在宅医療体制を充実させてほしい 16 5.9 17 3.1
　（2）在宅療養に関して不安がある 7 2.6 9 1.6
　（3）在宅療養に関した情報を提供してほしい 5 1.8 8 1.5
　（4）在宅療養を希望している 2 0.7 4 0.7
　（5）在宅療養（訪問看護制度、介護休暇）が一般に広まってほしい　 1 0.4 1 0.2
6．苦痛緩和に関すること 29 10.7 105 19.1
　（1）十分な苦痛緩和をしてほしい　 26 9.6 88 16.0
　（2）麻薬に対し誤解・マイナスイメージをなくしてほしい 3 1.1 15 2.7
　（3）緩和ケアとがん治療を併行させてほしい 0 0.0 2 0.4
7．家族ケアに関すること 15 5.5 48 8.7
　（1）家族の身体的・精神的・社会的・経済的負担を軽減してほしい 15 5.5 37 6.7
　（2）医師・看護師は家族の気持ちも考慮してほしい 0 0.0 11 2.0
8．療養場所に関すること 12 4.4 48 8.7
　（1）最期はホスピス・緩和ケア病棟で過ごさせてほしい 5 1.8 21 3.8
　（2）末期での療養場所は患者の希望を聞いてほしい 5 1.8 21 3.8
　（3）病院の療養環境を整備してほしい 2 0.7 6 1.1
9．告知に関すること　 1 0.4 14 2.5
　（1）病名告知において患者への精神的配慮をしてほしい 1 0.4 8 1.5
　（2）本人への病名告知はしない方がいい　 0 0.0 6 1.1
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ッフへの信頼や感謝の記述が多く見られた。

文　献
1） 古村和恵，宮下光令，木澤義之，他：進行がん患者と

遺族のがん治療と緩和ケアに対する要望：821 名の自
由記述からの示唆．Palliat Care Res　6：237─245, 
2011

表 19　自由記述から得られたがん治療・緩和ケアに関する良かった点

項目
患者 遺族

n ％ n ％

1．医療スタッフに関すること 60 22.1 466 84.7
　（1）医療スタッフを信頼・感謝している 41 15.1 240 43.6
　（2）医療スタッフの態度・丁寧な説明が良かった 14 5.2 186 33.8
　（3）医療スタッフのケアが良かった　 4 1.5 24 4.4
　（4）医療スタッフ間で連携がとられていた 1 0.4 7 1.3
　（5）個別性を踏まえた対応をしてくれた 0 0.0 5 0.9
　（6）医療スタッフが開いてくれる行事が良かった 0 0.0 4 0.7
2．苦痛緩和に関すること 29 10.7 87 15.8
　（1）十分な苦痛緩和が行われた 29 10.7 87 15.8
3．家族ケアに関すること 8 3.0 28 5.1
　（1）家族・周囲に感謝している 7 2.6 14 2.5
　（2）家族の事情や負担を考慮した対応をしてくれた 1 0.4 7 1.3
　（3）付き添えたことが良かった 0 0.0 5 0.9
　（4）家族の意思を最期まで聞き入れてくれた 0 0.0 2 0.4
4．治療に関すること 7 2.6 44 8.0
　（1）十分な治療を行ってくれた 3 1.1 21 3.8
　（2）患者の意思を尊重した治療をしてもらえた 3 1.1 13 2.4
　（3）メディアの情報により治療法が決断できた 1 0.4 10 1.8
　（4）患者のQOLを保てた 0 0.0 0 0.0
5．医療システムに関すること 6 2.2 22 4.0
　（1）早期発見・早期治療が行われた 4 1.5 14 2.5
　（2）同じスタッフが担当してくれて安心した 1 0.4 4 0.7
　（3）保険制度により経済的不安が軽減できた 1 0.4 2 0.4
　（4）病院が状況や希望に応じた対応をしてくれた 0 0.0 2 0.4
　（5）地域の医療システムが充実していた 0 0.0 0 0.0
6．療養場所に関すること 3 1.1 90 16.4
　（1）ホスピス・緩和ケアにプラスイメージを持てた 2 0.7 62 11.3
　（2）患者が希望する場所で過ごせた（自宅、緩和ケア病棟） 1 0.4 20 3.6
　（3）療養環境が充実していた 0 0.0 8 1.5
7．在宅療養に関すること 1 0.4 20 3.6
　（1）在宅医療体制が充実している 1 0.4 20 3.6
8．告知に関すること 0 0.0 6 1.1
　（1）患者に告知せずに亡くなって良かった 0 0.0 2 0.4
　（2）告知時の医療スタッフのサポートが良かった 0 0.0 3 0.5
　（3）亡くなった後の準備が十分にできた 0 0.0 1 0.2
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目　的

　地域におけるがん緩和ケアの普及啓発には，多様な
手段が存在する。今後の普及の方法を検討するにあた
り，現在不足している点，および有用であると考えら
れる普及の手段について探索することで，より効率の
良い普及が可能になると考えられる。
　そこで，緩和ケアの整備にあたり必要であると考え
られること，および役立つと考えられる情報提供の手
段について，実際に緩和ケアや緩和ケアに関する情報
を提供する地域医療者，および利用する市民という 2
つの視点から，包括的に明らかにすることを目的とし
た。

結　果

　地域医療者および市民それぞれについて，緩和ケア
の整備にあたって「不可欠だと思う」または「とても
役に立つと思う」と回答した人の割合を集計した。地
域医療者における上位 5項目は，「情報の一覧表・ホ
ームページの作成」（72％），「専門家によるコンサル
テーション」（71％），「緩和ケア専門外来の実施」
（70％），「がんに関する相談窓口」（69％），「通常診療
の人員確保」（67％）であった。一方，市民における
上位 5項目は，「医師の技術向上」（61％），「がんに関
する相談窓口」（61％），「看護師の技術向上」（60％），
「緩和ケア病棟の新設」（59％），「医療機関同士の情報

共有」（55％）であった。
　また，情報提供手段として地域医療者が「不可欠と
思う」または「とても役に立つ」と回答した割合の上
位 5項目は，「地域の医療資源を一覧表にしたパンフ
レット」（55％），「地域の医療資源に関するホームペ
ージ」（52％），「在宅での緩和ケアに関する小冊子」
（48％），「緩和ケアに関する小規模の講演会」（42％），
「在宅療養に関するDVD」（36％）であった。同様に
情報提供手段について，「非常に信頼できる」と回答
した市民の割合の上位 5項目は，「医療者からの説明」
（51％），「役所や病院のパンフレット」（23％），「病院
のポスター」（23％），「医療機関からのパンフレット」
（84％），「新聞」（83％）であった。さらに，実際に病
気や治療，薬剤といった医療情報に関する情報源とし
て，市民の利用頻度が高いもの上位 5項目は，「医療
者からの説明」（54％），「ホームページ」（10％），「テ
レビ番組」（6％），「新聞」（5％），「役所や病院のパン
フレット」（3％）であった。

研究の限界

　なお、本研究では、医療者と市民に対し、同じ文言
の選択肢を用いた調査を行っておらず、単純に両者の
結果を比較することはできない。今後さらに、両者の
認識や理解の擦り合わせを行っていくことが必要であ
ると考えられる。

2. 予備調査
A．地域医療者・住民からみたがん緩和ケアの普及のために

役に立つと思うこと

国立がん研究センター がん対策情報センター がん医療支援研究部

吉田 沙蘭

KEY FINDINGS

◆緩和ケアの普及には，専門性の高い診療体制の整備と，市民に対する情報
提供が重要である。

◆緩和ケアの普及啓発に際しては，公的機関や医療機関をより積極的に活用
して，情報を発信することが有効である。
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まとめと意義

　緩和ケアの普及にあたり，地域医療者が市民に対す
る情報提供および診療体制の整備を重視していた一方
で，市民は医師・看護師の支援を重視する傾向がある
ことが明らかとなった。このようにがん緩和ケアの提
供側と市民との間には認識のずれがあり，医療者の技
術や現在利用できる緩和ケアに関して，市民に十分な
情報提供を行うことが，実効性の高い方法であるもの
と考えられた。あわせて，施設間の連携や，専門家に
よるコンサルテーション，専門外来といった，より専
門性の高い体制を整備することも求められており，今
後の重要な課題として位置づけられるものと考えられ

た。また，情報提供の内容として医療者は，既存の地
域資源や，在宅緩和ケアに関する情報の重要性を高く
評価していることが明らかとなった。これらの情報を
提供する際には，医療機関から発信することで信用性
が向上することが示された。しかし，一方で実際には，
医療機関からの情報提供の利用は限られていることが
明らかとなった。
　今後のがん緩和ケアの普及にあたっては，信用性が
高いと評価されながら，実際にあまり利用されていな
い，公的機関や医療機関からのパンフレット，ポスタ
ーなどを活用していくことが有用であるものと考えら
れた。
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背景・目的

　地域のがん緩和ケアの提供においては診療所と訪問
看護ステーションが重要な役割を担うため，診療所と
訪問看護ステーションのがん緩和医療の提供体制を把
握することは重要である。わが国では，いくつかの地
域で小規模な調査が行われているものの，市町村を単
位として診療所と訪問看護ステーションを同時に調査
対象とした大規模な研究はない。
　本研究の目的は，介入 4地域の診療所および訪問看
護ステーションの ①在宅医療を提供可能ながん患者
数，②症状緩和手段の利用可能性，③地域内の連携に
よる 24 時間在宅医療提供体制システムと地域緩和ケ
アチームの利用の希望，④在宅療養しているがん患者
の入院の理由，を明らかにすることである。

対象・方法

　OPTIMプロジェクトの介入プロトコールを設定す
るための予備調査として，4介入地域の診療所医師，
訪問看護ステーション看護師を対象とした質問紙調査
を行った。

診療所医師については，内科，外科，呼吸器科，消化
器科，泌尿器科，婦人科など，がん患者を診る可能性
のある診療科名が標榜されている対象地域のすべての
診療所に対して，1診療所に対して 1通の調査票を送
付した。訪問看護ステーションについては，地域に開
設されているすべての訪問看護ステーションに対して
事前に電話をし，所属する常勤看護師の数を確認した
うえで，対象数を送付した。ただし，施設票は訪問看
護ステーションの代表者 1名に回答を依頼した。

調査項目

　在宅医療を提供可能ながん患者数として，①現状の
システムで，診療所または訪問看護ステーションで在
宅医療を提供可能な患者数（年間），②診療所と診療
所（訪問看護ステーションと訪問看護ステーション）
で連携して 24 時間対応体制をとるシステムができ，
かつ地域緩和ケアチーム（地域の緩和ケアの専門家が
患者を一緒にフォローする体制）の利用が可能になっ
た場合に在宅医療を提供可能な患者数（年間），をそ
れぞれ尋ねた。選択肢は，0，1～5名，6～10 名，11
～20 名，20 名以上とした。

B．診療所・訪問看護ステーションからみた
がん緩和ケアの提供体制

前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室

山岸 暁美

KEY FINDINGS

◆診療所医師が年間に診療するがん患者の頻度は多くないが，一方で，訪問
看護ステーションの看護師は，がん緩和ケアの経験をもつ者が比較的多か
った。地域緩和ケアチームについては，50％の診療所と訪問看護ステー
ションが必要な場合の相談を希望し，加えて，診療所の 24％，訪問看護
ステーションの 41％が定期的な診療を希望した。

◆自宅療養が継続できない主要な原因として，不十分な症状緩和とともに，
家族の疲労が挙げられた。

◆地域の緩和ケアを推進するための方策としては，① 診療所医師を支援す
るための緩和ケア専門家の相談ルートの確保や看護師・薬剤師を含めた緩
和ケアについての基礎的な教育の機会，② 介護負担を軽減する地域全体
でのリソースの整備，が挙げられる。
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　症状緩和手段の利用可能性として，①経口麻薬の投
与，②モルヒネの持続皮下注射，③鎮静剤（ハロペリ
ドールなど）の持続皮下注射，④中心静脈栄養・ポー
ト管理，⑤末梢静脈点滴，⑥皮下輸液，⑦胸水・腹水
穿刺，⑧輸血，の 8種類の治療に関して，「自信を持
って行うことができる」「専門家に相談できれば行う
ことができる」「できない」で回答を依頼した。
　地域内の診療所と診療所（訪問看護ステーションと
訪問看護ステーション）で連携して 24 時間体制をと
るシステムについて，「ぜひ検討したい」「検討した
い」「関心はない」から回答を取得した。また，地域
緩和ケアチームができた場合の利用可能性について，
「定期的に一緒に診療したい」「必要な時に相談できれ
ばよい」「関心はない」から回答を得た。
　在宅療養しているがん患者の入院の理由として，
「痛みなど身体的苦痛が緩和できない」「不穏やせん妄
が緩和できない」「夜間休日など 24 時間対応できない
ことの心配」「病状の急変」「主治医や代行医師の不
在」「看護師が少なく対応できない」「介護力が不足し
ている」「家族の疲労」のそれぞれについて，訪問看
護ステーション看護師から「ない」「たまにある」
「時々ある」「よくある」「常にある」で回答を得た。

回答者の背景については，年齢，臨床経験などを質問
紙から取得した。

解　析

　度数分布を記述した。地域間の比較を行ったが，明
らかな差がなく，また回答数が少なかったため，全体
の結果を提示した。

結　果

　1,106 件の診療所に調査票を発送し 235 件（21％）
から回収した。鶴岡が 22 件，柏が 41 件，浜松が 67
件，長崎が 105 件であった。また，70 件の訪問看護
ステーションに調査票（施設票）を発送し，56 件
（80％）から回収した。看護師個別の調査票は，270
名のうち 115 名から回収した。
　対象の背景を表 20に示す。

1．在宅医療を提供可能ながん患者数（表 21）
　約半数の診療所医師は，がん患者への在宅医療を提
供していなかったが，40％が年間 1～10 名のがん患者
への在宅医療の提供が可能であると回答した。一方，
訪問看護ステーションでは，約 30％が年間 10 名以上
の提供が可能で，約 60％は 1～10 名の提供が可能で
あると回答した。訪問看護ステーションの 96％が 24
時間の対応が可能であると回答したが，診療所では
38％であった。
　診療所と診療所（訪問看護ステーションと訪問看護
ステーション）で連携して 24 時間対応体制をとるシ
ステムができ，かつ地域緩和ケアチームの利用が可能
になった場合，がん患者に在宅医療を提供できないと

表 20　回答者の背景

診療所医師（n＝235）

年齢 57±11

臨床経験（年） 30±11

在宅支援診療所（％） 30（13）

訪問看護ステーション看護師（n＝115）

年齢 42±7.7

看護師としての臨床経験（年） 18±7.5

訪問看護ステーション看護師としての
臨床経験（年）

6.7±4.5

　平均 ± 標準偏差を示す。

表 21　在宅医療を提供可能ながん患者数

診療所（n＝235） 訪問看護ステーション（n＝56）

現状
n（％）

連携して 24時間体制を
とり，地域緩和ケアチー
ムが利用できる場合

n（％）

現状
n（％）

連携して 24時間体制を
とり，地域緩和ケアチー
ムが利用できる場合

n（％）

0 125（53） 113（48） 4（7）  6（11）

1～5名 /年  80（34）  80（34） 19（34） 12（21）

6～10名 /年 15（6） 19（8） 14（25） 13（23）

11～20名 /年  7（3）  9（4） 10（18） 11（20）

20名以上 /年    1（0.4）  6（3）  7（13） 13（23）

　欠損値のため，合計が 100％にならない。
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回答した施設数は大きく変わりなかった。しかし，20
名以上の診療が可能であると回答した施設は診療所で
は 0.4％から 3％に，訪問看護ステーションでは 13％
から 23％に増加した。

2．症状緩和手段の利用可能性（表 22）
　経口麻薬製剤，モルヒネの持続皮下注射，鎮静薬の
持続皮下注射については，80％以上の訪問看護ステー
ションで利用可能との回答を得たが，診療所の場合，
34％は経口麻薬製剤が，また約半数はモルヒネの持続
皮下注射および鎮静薬の持続皮下注射について，専門
家に相談する体制があったとしても利用できないとい
う回答であった。末梢静脈点滴は約 70％の診療所，
95％の訪問看護ステーションが利用できると回答した
が，皮下輸液は診療所の 40％，訪問看護ステーショ
ンの約 30％で利用できないという回答であった。胸
水・腹水穿刺，輸血については，診療所，訪問看護ス
テーションともに，利用可能という回答は半数以下で
あった。

3． 地域内の連携による 24時間対応体制システム
と地域緩和ケアチームの利用の希望（表 23）

　診療所と診療所（訪問看護ステーションと訪問看護
ステーション）で連携して 24 時間対応体制をとるシ
ステムについて，「ぜひ検討したい」と回答したのは，
診療所，訪問看護ステーションとも 20％以下であっ
た。診療所では 35％が「関心がない」と回答した。
一方，地域緩和ケアチームについては，50％の診療所
と訪問看護ステーションが必要な場合の相談を希望し，
加えて，診療所の 24％，訪問看護ステーションの

41％が定期的な診療を希望した。

4． 在宅療養しているがん患者の入院の理由（表24）
　訪問看護師からみた在宅療養しているがん患者の入
院の理由を表 24に示す。家族の負担が最も主たる理
由であり，「よくある」「常にある」が約 60％であっ
た。次に，病状の急変（40％），身体症状（30％），不
穏・せん妄（30％）であった。24 時間対応できない
ことの心配，主治医や代行医師の不在，看護師が少な
く対応できないは少なかった。

研究の限界

　回答率が低く，結果が一般化できない可能性がある。

表 22　症状緩和手段の利用可能性

診療所（n＝235） 訪問看護ステーション（n＝56）

できない
n（％）

専門家に相談す
る体制があれば
できる
n（％）

自信を持って行
うことができる
n（％）

できない
n（％）

専門家に相談す
る体制があれば
できる
n（％）

自信を持って行
うことができる
n（％）

経口麻薬製剤  81（34）  85（36）  59（25） 1（2） 30（54） 24（43）

モルヒネの持続皮下注射 121（51）  82（35）  23（10）  6（11） 42（75）  6（11）

鎮静薬の持続皮下注射 113（48）  90（38）  24（10）  6（11） 42（75） 5（9）

中心静脈栄養 116（49）  68（29）  43（18） 3（5） 21（38） 32（57）

末梢静脈点滴  57（24）  63（27） 104（44） 2（4） 18（32） 35（63）

皮下輸液  95（40） 100（43）  33（14） 15（27） 35（63） 5（9）

胸水・腹水穿刺 118（50）  56（24）  52（22） 31（55） 20（36） 5（9）

輸血 131（56）  49（21）  47（20） 28（50） 24（43） 4（7）

表 23　地域内の連携による 24時間体制システムと
地域緩和ケアチームの利用の希望

診療所と診療所（訪問看護ステーシ
ョンと訪問看護ステーション）で連
携して 24時間体制をとるシステム

診療所
（n＝
235）
n（％）

訪問看護ス
テーション
（n＝56）
n（％）

ぜひ検討したい
 33
（14）

11（20）

検討したい
106
（45）

40（71）

関心がない
 82
（35）

5（9）

地域緩和ケアチーム

定期的に一緒に診療したい
 56
（24）

23（41）

必要な時に相談できればよい
101
（43）

29（52）

関心はない
 63
（27）

4（7）

　欠損値のため，合計が 100％にならない項目がある
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まとめと意義

　本研究から，地域の緩和ケアを構築するためのいく
つかの示唆を得ることができた。
　今回，診療所医師が年間に診療するがん患者の頻度
は高くないことが明らかになった。診療所医師は他の
疾患を含めた広範な疾患に対応する必要があるため，
妥当な結果であると考えられる一方，診療機会の少な
い診療所医師が安心して緩和治療を行えるような支援
体制が必要であることが示唆された。その解決策の１
つとして，地域緩和ケアチームへの相談希望が高かっ
たことから，必要に応じて支援を受けられる緩和ケア
専門家への相談ルートの確保が考えられる。もう１つ
の策としては，訪問看護ステーションの看護師は比較
的がん緩和ケアの診療経験をもつ者が多かったため，
看護師や薬剤師が緩和治療の知識と技術を十分に蓄積
することで，診療所医師ががん緩和ケアの診療機会が
少ない場合にもチーム全体の知識と技術を補うことが
できると考えられる。
　また，診療所医師の一定数は，がん患者の在宅医療
に積極的には取り組まない予定であることが明らかと
なった。これは，もともとの専門性が異なる，外来診
療や検査など他の診療業務とのバランスを考慮した結
果と考えられる。実際，診療所と診療所で連携して
24 時間体制をとるシステムや地域緩和ケアチームが
できたとしても，「がん患者に在宅医療を提供できな
い」と回答した診療所数は大きく変わらず，20 名以
上の診療が可能であると回答した診療所数が増加した。
したがって，現在のところ，地域のがん緩和ケアを推
進する方策としては，「関心のない医師に緩和治療へ
の参加を促す」ことは現実的ではなく，「もともと関

心のある診療所医師が，より負担なく診療できる仕組
み」が必要とされていると考えられる。
　地域の診療所と診療所，あるいは，訪問看護ステー
ションと訪問看護ステーションで連携して 24 時間対
応が可能なシステムを構築する希望は必ずしも多くな
かった。これは，各施設の理念の違い，制度や報酬の
調節，連携のための情報交換など，連携することによ
り生じる負担も少なくないことを示唆している。診療
所と診療所，訪問看護ステーションと訪問看護ステー
ションなど，異なる機関間で連携して 24 時間対応を
可能とするシステムは必ずしも多くの地域にとってす
ぐには実現可能な方法ではなく，個々の施設内，ある
いは，「よく理解し合える施設同士」で個別に 24 時間
体制を構築していくことになる可能性が高いと考えら
れる。
　自宅療養が継続できない主要な原因として，不十分
な症状緩和とともに，家族の疲労が挙げられた。地域
緩和ケアの普及を考える場合には，症状緩和のみなら
ず，地域全体での介護のリソースの拡充を考える必要
がある。
　以上により，地域の緩和ケアを推進するための方策
としては，①診療所医師を支援するための緩和ケア専
門家の相談ルートの確保や看護師・薬剤師を含めた緩
和ケアについての基礎的な教育の機会，②介護負担を
軽減する地域全体でのリソースの整備，が挙げられる。

文　献
1）Yamagishi A, Morita T, Miyashita M, et al：Providing 
palliative care for cancer patiehts：the views and 
exposure of community general practitioners and district 
nurses in Japan. J Pain Symptom Manage　43：59─
67,2012

表 24　訪問看護師からみた在宅療養しているがん患者の入院の理由（n＝ 115）

ない
n（％）

たまにある
n（％）

時々ある
n（％）

よくある
n（％）

常にある
n（％）

痛みなど身体的苦痛が緩和できない 9（8） 28（24） 32（28） 32（28）  5（4）

不穏やせん妄が緩和できない 17（15） 38（33） 24（21） 27（23）  9（8）

夜間休日など 24時間対応できないことの心配 48（42） 17（15） 18（16） 18（16）  5（4）

病状の急変 6（5） 20（17） 32（28） 41（36）  8（7）

主治医が不在だったり，代行医師がいない 46（40） 25（22） 19（17） 15（13）  4（4）

看護師が少なく，対応できない 67（58） 21（18） 11（10） 7（6）  1（1）

介護力が不足している 38（33） 32（28） 25（22） 8（7）  4（4）

家族の疲労 5（4） 17（15） 24（21） 55（48） 10（9）

　欠損値のため，合計が 100％にならない項目がある
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背景・目的

　希望する場所で療養することはがん患者にとって
quality of life の重要な要素である。わが国では，厚
生労働省の行った全国調査によって一般市民の希望す
る療養場所が明らかにされているが，がん患者を対象
とした調査はない。また，地域によって市民の希望に
差がある可能性があるが，複数地域の市民の希望を比
較した研究はない。
　本研究の目的は，① 4地域の市民の希望する療養場
所を比較すること，②がん患者の希望する療養場所を
明らかにすること，である。副次的な目的として，①
在宅療養に関する懸念を明らかにし，②療養場所の希
望にその懸念が与える影響，を探索する。

対象・方法

　鶴岡市・三川町，柏市・我孫子市・流山市，浜松市，
長崎市に在住の 40～79 歳の市民それぞれ 2,000 名，
合計 8,000 名を層化無作為抽出で選択し，郵送による
質問紙調査を行った。

調査項目

　希望する療養場所については，厚生労働省の調査と
同じ質問項目を用いた。「痛みを伴い，治る見込みが
なく死期が 6ヵ月以下に迫っている場合（疼痛シナリ
オ）」，「痛みはないが自分で自分のことができずに介
護が必要である場合（介護シナリオ）」という 2つの
仮想状態を設定した。それぞれ，希望する療養場所と
して，「なるべく早く今まで通った病院に入院したい
（病院─病院）」「なるべく早くホスピス・緩和ケア病棟
に入院したい（ホスピス─ホスピス）」「自宅で療養し
て，必要になればそれまでの病院に入院したい（自宅
─病院）」「自宅で療養して，必要になればホスピス・
緩和ケア病棟に入院したい（自宅─ホスピス）」「自宅
で最期まで療養したい（自宅─自宅）」「専門的医療機
関（がんセンターやがん診療連携拠点病院）で積極的
に治療を受けたい（がんセンター─がんセンター）」
「専門医師や看護師が必要な時に診療するゆっくりで
きる施設があれば入所したい（施設─施設）」の 7件法
で質問した。それぞれ，表記を簡単にするため，「希
望する療養場所─死亡場所」として表記した。たとえ
ば，「自宅─病院」は希望する療養場所が自宅，希望す
る死亡場所が病院であることを意味する。
　在宅療養に関する心配について，「苦痛を十分に和

C．住民・患者の希望する療養場所

前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶應義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室

山岸 暁美

KEY FINDINGS

◆本研究の調査対象となった地域は，都市構造および緩和ケア・在宅医療の
整備状況が異なるが，市民の希望する療養場所には大きな違いはみられな
かった。いずれの地域も市民が希望する療養場所として最も多かったのは
自宅であった。

◆がん患者では，自宅を希望する頻度はより少なかったが，少なくとも
40％の患者は療養場所として自宅を希望していた。

◆がん患者の希望する療養場所を整備するためには，全国的な在宅医療の推
進に加えて，ホスピスや施設等を利用しやすくすることが求められる。ま
た，「家族への負担が大きい」「急な変化があった時や夜間に，対応できな
い」という懸念に対して，介護リソースの拡充，自宅での病状の変化に対
応できるサポート体制が必要である。
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らげることはできない」「急な変化があった時や夜間
に，対応できない」「往診してくれる医師がいない」
「家族への負担が大きい」「お金がかかる」の 6項目を，
「当てはまらない」「あまり当てはまらない」「どちら
ともいえない」「当てはまる」「とても当てはまる」の
5件法で質問した。また，在宅療養に関する価値観に
ついて，「自宅でも必要に応じて専門家の診療を受け
られたり，介護者が疲れた時に気楽に入院する施設が
あれば，自宅でなるべく過ごしたい」「どういう制度
があっても，家族の負担になるからどこかに入院して
いるほうがいい」「どちらともいえない」から回答を
得た。
　年齢，性別などの属性は自己記入による質問紙から
取得した。罹患している疾患について自記式の質問と
して取得し，「がん（悪性新生物，治療中）」または
「がん（悪性新生物，治療後）」と回答した者をがん患
者とした。

解　析

　度数分布をそれぞれ計算した。比較はχ2 検定を用
いた。療養場所を自宅とした者について，回答者の背
景と在宅療養についての懸念を目的変数としたロジス
ティック回帰分析を行った。

結　果

　8,000 名中 3,984 名（50％）から回答を得，189 名の
がん患者が含まれていた。

1．希望する療養場所
　4地域間で希望する療養場所には統計学的な有意差
が認められたが，絶対値の差は 8％以下であった（表
25）。
　すべての地域で，疼痛シナリオにおいて，組合せと
して最も多かった選択は，「自宅─ホスピス」（約
30％）であり，療養場所として最も多かったのは「自
宅」（約 50％）であった。介護シナリオにおいて，組
合せとして最も多かった選択は，「自宅─ホスピス」
「ホスピス─ホスピス」「施設─施設」（それぞれ約
20％）であり，療養場所として最も多かったのは「自
宅」（約 40％）であった。がん患者では，いずれのシ
ナリオでも，組合せとして最も多かったものは「自宅
─ホスピス」（20～25％）であり，療養場所として最も
多かったのは「自宅」（約 40％）であった（表 26）。
　いずれのシナリオでも，がん患者では，市民と比較
して希望する療養場所に有意な差がみられ，「自宅─自
宅」の頻度は，がん患者で 4.2％，市民で 9.7％，「病
院─病院」の頻度は，がん患者で 20％，市民で 8.0％
であった（P＜0.001）。

表 25　4地域の市民の希望する療養場所（％）

療養場所 死亡場所

疼痛シナリオ 介護シナリオ

鶴岡
（n＝994）

柏
（n＝1,106）

浜松
（n＝947）

長崎
（n＝937）

鶴岡
（n＝994）

柏
（n＝1,106）

浜松
（n＝947）

長崎
（n＝937）

自宅

自宅
11

（n＝110）
11

（n＝118）
9.3

（n＝88）
7.4

（n＝69）
6.6

（n＝66）
5.2

（n＝58）
5.4

（n＝51）
4.7

（n＝44）

ホスピス
（必要なら）

25
（n＝244）

31
（n＝346）

30
（n＝286）

29
（n＝273）

19
（n＝186）

23
（n＝249）

22
（n＝212）

22
（n＝202）

病院
（必要なら）

13
（n＝128）

8.7
（n＝96）

12
（n＝109）

11
（n＝102）

11
（n＝112）

7.9
（n＝87）

10
（n＝95）

9.4
（n＝88）

ホスピス ホスピス
12

（n＝116）
18

（n＝200）
17

（n＝160）
17

（n＝162）
17

（n＝168）
24

（n＝261）
24

（n＝226）
23

（n＝218）

病院 病院
12

（n＝119）
5.3

（n＝59）
7.5

（n＝71）
7.6

（n＝71）
13

（n＝132）
6.9

（n＝76）
7.5

（n＝71）
9.0

（n＝84）

施設 施設
14

（n＝141）
11

（n＝122）
10

（n＝95）
10

（n＝95）
23

（n＝224）
21

（n＝235）
17

（n＝165）
17

（n＝159

がんセンター がんセンター
9.5

（n＝94）
11

（n＝122）
6.8

（n＝64）
9.2

（n＝86）
6.7

（n＝67）
9.0

（n＝100）
5.7

（n＝54）
6.3

（n＝59）

　欠損値のため，合計が 100％にならない項目がある。
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2．在宅療養に関する懸念
　在宅療養に関する懸念としては，約 80％の市民お
よびがん患者が「家族への負担が大きい」と回答し，
約 70％が「急な変化があった時や夜間に，対応でき
ない」と回答した（表 27）。また，50％が「往診して
くれる医師がいない」「お金がかかる」と回答し，
40％が「苦痛を十分に和らげることはできない」と回
答した。
　また，「自宅でも必要に応じて専門家の診療を受け
られたり，介護者が疲れた時に気楽に入院する施設が
あれば，自宅でなるべく過ごしたい」と回答した者が

40％，「どういう制度があっても，家族の負担になる
からどこかに入院しているほうがいい」と回答した者
が 30％であった。

3．療養場所の決定要因
　疼痛シナリオにおいて，療養場所として自宅を希望
するがん患者は，自宅以外を希望するがん患者と比較
して，年齢が若く，「苦痛を十分に和らげることはで
きない」「急な変化があった時や夜間に，対応できな
い」「家族への負担が大きい」「お金がかかる」との懸
念の頻度が有意に少なかった（表 28）。多変量解析で

表 26　希望する療養場所のがん患者と市民との比較（％）

療養場所 死亡場所
疼痛シナリオ 介護シナリオ

がん患者
（n＝189）

市民
（n＝3,984）

がん患者
（n＝189）

市民
（n＝3,984）

自宅

自宅 4.2（n＝8）　 9.7（n＝385） 2.1（n＝4）　 5.5（n＝219）

ホスピス（必要なら）  25（n＝48） 29（n＝1,149）  20（n＝38）  21（n＝849）

病院（必要なら）  12（n＝23）  11（n＝435）  14（n＝26） 9.6（n＝382）

ホスピス ホスピス  13（n＝24）  16（n＝638）  21（n＝39）  22（n＝873）

病院 病院  20（n＝37） 8.0（n＝320）  16（n＝31） 9.1（n＝363）

施設 施設  12（n＝22）  11（n＝453）  15（n＝28）  20（n＝783）

がんセンター がんセンター 7.9（n＝15） 9.2（n＝366） 6.3（n＝12） 7.0（n＝280）

　欠損値のため，合計が 100％にならない項目がある。

表 27　在宅療養についての心配と価値観（％）

合計
（n＝3,984）

市民
がん患者
（n＝189）鶴岡

（n＝994）
柏

（n＝1,106）
浜松

（n＝947）
長崎

（n＝937）

在宅療養ついての心配

　苦痛を十分に和らげることはできない
38

（n＝1,502）
40

（n＝402）
37

（n＝413）
39

（n＝373）
34

（n＝314）
40

（n＝68）

　急な変化があった時や夜間に，対応できない
69

（n＝2,761）
67

（n＝665）
73

（n＝804）
72

（n＝684）
65

（n＝608）
68

（n＝129）

　往診してくれる医師がいない
55

（n＝2,201）
49

（n＝485）
66

（n＝727）
57

（n＝539）
48

（n＝450）
57

（n＝107）

　家族への負担が大きい
81

（n＝3,241）
80

（n＝791）
83

（n＝916）
84

（n＝793）
79

（n＝741）
79

（n＝149）

　お金がかかる
52

（n＝2,058）
50

（n＝495）
51

（n＝563）
51

（n＝487）
55

（n＝513）
52

（n＝99）

在宅療養ついての価値観

　 自宅でも必要に応じて専門家の診療を受けられ
たり，　介護者が疲れた時に気楽に入院する施
設があれば，自宅でなるべく過ごしたい

39
（n＝1,535）

47
（n＝391）

46
（n＝458）

45
（n＝368）

41
（n＝318）

37
（n＝63）

　 どういう制度があっても，家族の負担になるか
らどこかに入院しているほうがいい

31
（n＝1,227）

36
（n＝300）

34
（n＝331）

35
（n＝290）

39
（n＝306）

46
（n＝78）

　どちらともいえない
16

（n＝657）
17

（n＝140）
20

（n＝198）
20

（n＝165）
20

（n＝154）
17

（n＝28）
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は，「年齢」「急な変化があった時や夜間に，対応でき
ない」「家族への負担が大きい」の懸念が独立した決
定要因であった。
　介護シナリオにおいて，療養場所として自宅を希望
するがん患者では，自宅以外を希望するがん患者と比
較して，男性が多く，「急な変化があった時や夜間に，
対応できない」「家族への負担が大きい」との懸念の
頻度が有意に少なかった（表 28）。多変量解析では，
「性別」「急な変化があった時や夜間に，対応できな
い」「家族への負担が大きい」の心配が独立した決定
要因であった。

研究の限界

　本研究の限界として，回収率が 50％と必ずしも高
くなく，また患者の希望は病状によって異なる可能性
がある。

まとめと意義

　本研究は，わが国の市民の希望する療養場所を地域
間で比較した研究，がん患者の希望する療養場所を明
らかにした研究として初めての研究である。
　希望する療養場所に関する結果は，厚生労働省の全
国調査と同様であった。本研究の調査対象となった 4

地域は，都市構造および緩和ケア・在宅医療の整備状
態も大きく異なるが，市民の希望する療養場所には大
きな違いはみられなかった。療養場所として最も多か
ったのは「自宅」であり，40～50％であった。組合せ
としては，「自宅─ホスピス」が最も多かった。がん患
者では，自宅を希望する頻度はより少なかったが，少
なくとも 40％の患者は療養場所として自宅を希望し
ていた。
　在宅療養の懸念としては，「家族への負担が大きい」
「急な変化があった時や夜間に，対応できない」が
70％以上と最も多く，在宅療養の希望を決定する有意
な要因としても抽出された。
　以上より，がん患者の希望する療養場所を整備する
ためには，全国的な在宅医療の推進に加えて，ホスピ
スや施設などを利用しやすくすることが求められる。
また，「家族への負担が大きい」「急な変化があった時
や夜間に，対応できない」という懸念に対して，介護
リソースの拡充，自宅での病状の変化に対応できるサ
ポート体制が必要である。

文　献
1）Yamagishi A, Morita T, Miyashita M, et al：Preferred 
place of care and place of death of the general public and 
cancer patients in Japan.　Support Care Cancer　20：2575
─2582, 2012

表 28　療養場所の決定要因

疼痛シナリオ 介護シナリオ

単変量解析 多変量解析＊ 単変量解析 多変量解析†

自宅
（n＝1,931）

自宅以外
（n＝1,742）

P
Odds ratio
［95％ C.I.］

P
自宅

（n＝1,416）
自宅以外

（n＝2,249）
P

Odds ratio
［95％ C.I.］

P

年齢 58±10 61±10 ＜0.001
0.98

［0.97－0.98］
＜0.001 60±11 60±10 0.58

性別（男性）
46％

（n＝884）
44％

（n＝760）
0.19

49％
（n＝691）

43％
（n＝962）

＜0.001
1.3

［1.1－1.5］
＜0.001

家族ががんであった経験
46％

（n＝880）
44％

（n＝761）
0.25

46％
（n＝655）

44％
（n＝993）

0.21

在宅療養についての心配

苦痛を十分に和らげるこ
とはできない

3.25±0.81 3.33±0.85 0.006 3.26±0.83 3.31±0.84 0.083

急な変化があった時や夜
間に，対応できない

3.79±0.90 3.88±0.89 0.001
0.91

［0.84－0.99］
0.025 3.77±0.92 3.87±0.88 0.001

0.92
［0.85－1.0］

0.050

往診してくれる医師がい
ない

3.56±1.03 3.57±1.05 0.93 3.53±1.05 3.58±1.04 0.15

家族への負担が大きい 4.14±0.80 4.23±0.81 0.001
0.88

［0.80－0.97］
0.007 4.10±0.84 4.22±0.79 ＜0.001

0.87
［0.79－0.95］

0.003

お金がかかる 3.63±0.97 3.71±1.00 0.015 3.63±0.99 3.69±0.98 0.070

　＊　R2：0.027，†：R2＝ 0.013，C.I.：信頼区間。数値は 1（そう思わない）～5（とてもそう思う）の平均±標準偏差を示す。
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目　的

　地域において緩和ケアが普及することにより，市民
や患者が安心してがん医療を受けることが可能になる
ことが期待される。しかし，市民や患者のがん医療に
対する安心感については今までほとんど調査されてい
ない。
　本研究では市民や患者のがん医療に対する安心感を
測定する尺度を開発し，対象地域での予備調査を行う
ことによって介入前の市民・患者のがん医療に対する
安心感を明らかにする。

対象・方法

　調査は鶴岡地域（鶴岡市・三川町），柏地域（柏
市・我孫子市・流山市），浜松地域（浜松市），長崎地
域（長崎市）に居住する 40 歳以上 79 歳以下の一般市
民（各地域 2,000 人，合計 8,000 人）を対象に行った。
調査方法は層化 2段階無作為抽出法による郵送調査で
ある。調査期間は 2007 年 6～8 月であった。調査項目
はがんになった場合にその地域で「安心して治療を受
けられる」「あまり苦しくなく過ごせると思う」「苦痛
や心配には十分に対処してもらえると思う」「いろい
ろなサービスがあるので安心だ」「安心して自宅で療
養できる」かを「とてもそう思う」～「全くそう思わ
ない」の 7件法で尋ねた。

結　果

　8,000 人に調査票を送付し，3,982 人から回答を得た

（回収率 50％）。分析対象者は安心感に関する 5項目
すべてに回答があった対象者とした。対象者の背景を
表 29に示す。また，このうちがん患者（がんの治療
中もしくは治療後）は 177 名であり，これをがん患者
とした。がん患者の背景を表 30に示す。
　まず，がん医療に対する安心感尺度を作成した。調
査した 5項目に対して因子分析を行ったところ，1因
子構造が示唆され，十分な内的一貫性が示されたため
（クロンバックのα係数　0.91），5項目すべてを用い
てその合計点を取る尺度として「がん医療に対する安
心感尺度」として確定した。
　表 31に市民のがん医療に対する安心感の分布を示
す。がん医療に対する安心感は，「安心して治療を受
けられる（61％）」「あまり苦しくなく過ごせると思
う（40％）」「苦痛や心配には十分に対処してもらえる
と思う（45％）」「いろいろなサービスがあるので安心
だ（34％）」「安心して自宅で療養できる（23％）」で
あった。また，この結果は地域によって差がみられた。
表 32にがん患者のがん医療に対する安心感の分布を
示す。がん患者のがん医療に対する安心感は全体的に
一般市民より高かった。がん医療に対する安心感と対
象者背景の関連を重回帰分析で検討したところ，女性
と年齢が高いもの，がん患者であることが統計学的に
有意に安心感が高く，鶴岡地域が有意に安心感が低か
った。

研究の限界

　本研究は対象地域のみの結果であり，地域差がみら
れたことからも全国的な値とは異なる可能性がある。

D．住民・患者のがん医療に対する安心感

東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学分野

宮下 光令

KEY FINDINGS

◆がん医療に対する安心感は全体的に低く，特に在宅療養に対する安心感は
低い。

◆地域における緩和ケアを含んだがん医療の体制を整備するとともに，市民
やがん患者に対する啓発を行う必要がある。
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また，安心感の関連要因の分析では全体的に関連の程
度は弱く，今回調査した以外の関連要因が存在する可
能性が高い。

研究の限界

　本調査は対象地域のみの結果であり，全国的な値と
は異なる可能性がある。

まとめと意義

　本研究では，初めてがん医療に対する安心感尺度を
作成し，その分布を明らかにした。がん医療に対する
安心感は全体的に低く，特に在宅療養に対する安心感
は低かった。地域における緩和ケアを含んだがん医療
の体制を整備するとともに，市民やがん患者に対する
啓発を行う必要がある。

文　献
1）Igarashi A, Miyashita M, Morita T, et al：A scale for 

表 29　対象者の背景

全体
（n＝3,730）

鶴岡
（n＝943）

柏
（n＝1,061）

浜松
（n＝877）

長崎
（n＝849）

年齢
mean
（SD）

59.6
（10.5）

60.5
（10.7）

59.7
（10.3）

58.3
（10.3）

59.7
（10.5）

性別
男性 44％ 45％ 46％ 46％ 40％

女性 54％ 52％ 53％ 53％ 58％

病院や診療所に通
院している

はい 53％ 51％ 52％ 51％ 57％

いいえ 45％ 45％ 47％ 48％ 40％

通院している病気（複数回答）

高血圧 23％ 24％ 23％ 21％ 25％

糖尿病 7.5％ 7.4％ 7.8％ 7.1％ 7.4％

脳卒中（脳血管障害） 1.7％ 2.3％ 1.0％ 1.6％ 1.8％

心筋梗塞・狭心症・心不全 5.1％ 5.4％ 4.2％ 3.4％ 7.5％

高コレステロール血症 10％ 11％ 9.7％ 9.2％ 11.2％

ぜんそく，肺炎などの呼吸器の病気 3.2％ 3.4％ 2.9％ 3.1％ 3.3％

胃や腸，肝臓などの消化器の病気 10％ 10％ 8.9％ 7.9％ 14％

貧血など血液の病気 2.9％ 3.9％ 1.6％ 3.1％ 3.3％

腎臓の病気 2.0％ 1.2％ 1.8％ 1.8％ 3.2％

慢性関節リウマチ・強直性脊椎炎など 1.7％ 1.8％ 1.1％ 1.6％ 2.4％

甲状腺などホルモンの病気 2.2％ 1.7％ 2.1％ 2.5％ 2.7％

がん（悪性新生物，治療中） 1.7％ 1.1％ 1.5％ 2.1％ 2.2％

がん（悪性新生物，治療後） 3.2％ 3.3％ 3.7％ 2.2％ 3.4％

その他 14％ 12％ 15％ 16％ 15％

家族のがん経験者
の有無

あり 54％ 55％ 54％ 50％ 57％

なし 44％ 41％ 45％ 49％ 40％

家族のがん経験者
との関係

配偶者 8.0％ 8.1％ 7.7％ 6.4％ 10％

患者の子ども 22％ 21％ 22％ 19％ 23％

患者の親 8.5％ 7.3％ 9.1％ 9.1％ 8.5％

兄弟・姉妹 10％ 7.7％ 12％ 9.5％ 12％

他 13％ 16％ 11％ 12％ 11％
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measuring feelings of support and security regarding 
cancer care in a region of Japan：a potential new 
endpoint of cancer care. J Pain Symptom Manage　43：
218─225, 2012.

2）宮下光令，森田達也，秋山美紀，他：がん医療に対す
る安心感尺度の作成と関連要因：OPTIM─study. 第 15 回
日本緩和医療学会学術集会プログラム・抄録集．p, 157, 
2010

表 30　がん患者の背景

全体
（n＝177）

鶴岡
（n＝41）

柏
（n＝55）

浜松
（n＝36）

長崎
（n＝45）

年齢
mean
（SD）

63.6
（9.8）

62.8
（9.9）

64.0
（9.7）

63.3
（10.1）

64.2
（9.8）

性別
男性 53％ 56％ 55％ 53％ 47％

女性 47％ 44％ 45％ 47％ 53％

家族のがん経験者の有無
あり 61％ 59％ 73％ 47％ 60％

なし 39％ 41％ 27％ 53％ 40％

家族のがん経験者との関係

配偶者 10％ 10％ 11％ 8％ 9％

患者の子ども 18％ 22％ 16％ 6％ 24％

患者の親 15％ 7％ 18％ 19％ 13％

兄弟・姉妹 17％ 15％ 20％ 17％ 16％

他 14％ 17％ 18％ 11％ 9％

表 31　市民のがん医療に対する安心感

全国
（n＝3,730）

鶴岡
（n＝943）

柏
（n＝1,061）

浜松
（n＝877）

長崎
（n＝849）

P値

安心して治療を受けられる 61％ 48％ 60％ 72％ 63％ ＜.0001

あまり苦しくなく過ごせると思う 40％ 36％ 38％ 46％ 40％ ＜.0001

苦痛や心配には十分に対処してもらえると思う 45％ 36％ 45％ 53％ 48％ ＜.0001

いろいろなサービスがあるので安心だ 34％ 26％ 32％ 44％ 35％ ＜.0001

安心して自宅で療養できる 23％ 20％ 20％ 27％ 24％ ＜.0001

　数字は「とてもそう思う」「そう思う」「ややそう思う」と回答した割合の合計。

表 32　がん患者のがん医療に対する安心感

全国
（n＝177）

鶴岡
（n＝41）

柏
（n＝55）

浜松
（n＝36）

長崎
（n＝45）

P値

安心して治療を受けられる 80％ 76％ 78％ 86％ 80％ 0.212

あまり苦しくなく過ごせると思う 63％ 63％ 55％ 78％ 62％ 0.112

苦痛や心配には十分に対処してもらえると思う 66％ 61％ 58％ 81％ 67％ 0.019

いろいろなサービスがあるので安心だ 47％ 34％ 42％ 64％ 53％ 0.061

安心して自宅で療養できる 33％ 24％ 24％ 44％ 42％ 0.073

　数字は「とてもそう思う」「そう思う」「ややそう思う」と回答した割合の合計。
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目　的

　患者の痛みが十分に緩和されない要因として患者・
家族が医療用麻薬に対する誤解をもっていることや，
悪いイメージがあることが挙げられている。また，緩
和ケア病棟への入棟のバリアとして，患者・家族が緩
和ケア病棟に悪いイメージをもつことが挙げられてい
る。
　本研究では対象地域の予備調査を行うことによって，
対象地域の市民や患者の医療用麻薬と緩和ケア病棟に
対するイメージを明らかにする。

対象・方法

　調査は鶴岡地域（鶴岡市・三川町），柏地域（柏
市・我孫子市・流山市），浜松地域（浜松市），長崎地
域（長崎市）に居住する 40 歳以上 79 歳以下の一般市
民（各地域 2,000 人，合計 8,000 人）を対象に行った。
調査方法は層化 2段階無作為抽出法による郵送調査で
ある。調査期間は 2007 年 6～8 月であった。
　調査項目は医療用麻薬に対するイメージに関しては
「たいていの痛みを和らげることができる」「麻薬中毒
になったり，禁断症状がでる」「寿命を縮める」の 3
項目について「とても当てはまる」～「当てはまらな
い」の 5件法で尋ねた。
　緩和ケア病棟に対するイメージに関しては，緩和ケ

ア病棟がない鶴岡地域を除く 3地域の一般市民に対し
てその地域の緩和ケア病棟がある病院の具体名を挙げ，
その病院の緩和ケア病棟について「よく知っている」
「聞いたことはあるがよく知らない」「聞いたことがな
い」の 3段階で尋ねるとともに，緩和ケア病棟に対す
るイメージを肯定的なイメージとして「痛みや苦痛を
和らげる」「人間らしい尊厳のある生活が送れる」「家
族への気配りがある」「自分らしく自由に過ごせる」
の 4項目，否定的なイメージとして「点滴や放射線治
療など治療行為はしない」「待ち期間が長く，なかな
か入れない」「死を待つだけのところで，退院する人
はいない」「その病院に入院している患者しか利用で
きない」「高額な費用がかかる」の 5項目について
「とてもそう思う」～「そう思わない」の 5件法で尋ね
た。

結　果

　8,000 人に調査票を送付し，3,984 人から回答を得た
（回収率 50％）。対象者の背景を表 33に示す。また，
このうちがん患者（がんの治療中もしくは治療後）は
189 名であり，これをがん患者とした。がん患者の背
景を表 34に示す。
　表 35に医療用麻薬に対するイメージを示す。「たい
ていの痛みを和らげることができる」という回答は
67％であり，「麻薬中毒になったり，禁断症状がでる」

E．住民・患者の医療用麻薬と緩和ケア病棟
に対するイメージ

東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学分野

宮下 光令

KEY FINDINGS

◆医療用麻薬で十分な鎮痛ができるという認識は十分に高くはなく，4人に
1人の割合で中毒になる，寿命を縮めるなどの誤解があった。

◆緩和ケア病棟について知っているという回答は少なく，半数程度は肯定的
なイメージをもっているものの，否定的なイメージをもっているものも少
なくなかった。

◆医療用麻薬や緩和ケア病棟について，市民やがん患者に対する啓発を行う
必要がある。
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は 26％，「寿命を縮める」は 25％であった。表 36に
がん患者の医療用麻薬に対するイメージを示す。「た
いていの痛みを和らげることができる」という回答は
67％と市民と変わらず，「麻薬中毒になったり，禁断
症状が出る」は 19％，「寿命を縮める」は 19％と市民
よりやや低かった。
　図 8に緩和ケア病棟に対する知識を示す。緩和ケア
病棟について「よく知っている」という回答は 23％
であり，「聞いたことはあるがよく知らない」は 43％，
「聞いたことがない」は 32％であった。緩和ケア病棟
に対する知識は浜松地域で高かった。図 9にがん患者
の緩和ケア病棟に対する知識を示す。がん患者では

「よく知っている」という回答が 32％と高かった。
　表 37，38に市民・がん患者の緩和ケア病棟に対す
るイメージを示す。肯定的なイメージの「痛みや苦痛
を和らげる」という回答は 72％，「人間らしい尊厳の
ある生活が送れる」は 59％，61％，「家族への気配り
がある」は 59％，61％，「自分らしく自由に過ごせ
る」は 43％，46％であった。否定的なイメージの
「点滴や放射線治療など治療行為はしない」は 19％，
「待ち期間が長く，なかなか入れない」は 56％，59％，
「死を待つだけのところで，退院する人はいない」は
40％，41％，「その病院（PCUのある病院）に入院し
ている患者しか利用できない」は 27％，20％，「高額

表 33　対象者の背景

全体
（n＝3,984）

鶴岡
（n＝994）

柏
（n＝1,106）

浜松
（n＝947）

長崎
（n＝937）

年齢
mean 
（SD）

59.8
（10.5）

60.8
（10.7）

59.8
（10.3）

58.7
（10.5）

59.9
（10.5）

性別
男性 44％ 44％ 46％ 46％ 39％

女性 54％ 52％ 53％ 53％ 58％

病院や診療所に通
院している

はい 53％ 52％ 52％ 52％ 58％

いいえ 44％ 44％ 47％ 47％ 39％

通院している病気　（複数回答）

高血圧 24％ 25％ 23％ 21％ 26％

糖尿病 7.7％ 7.4％ 8.0％ 7.6％ 7.7％

脳卒中（脳血管障害） 1.8％ 2.4％ 1.1％ 1.9％ 1.8％

心筋梗塞・狭心症・心不全 5.2％ 5.2％ 4.2％ 3.6％ 7.8％

高コレステロール血症 10％ 11％ 9.5％ 9.0％ 12％

ぜんそく，肺炎などの呼吸器の病気 3.4％ 3.5％ 3.1％ 3.0％ 3.9％

胃や腸，肝臓などの消化器の病気 10％ 10％ 9.0％ 8.4％ 14.1％

貧血など血液の病気 2.8％ 3.7％ 1.5％ 3.1％ 3.2％

腎臓の病気 2.0％ 1.2％ 1.7％ 1.9％ 3.2％

慢性関節リウマチ・強直性脊椎炎など 1.8％ 1.9％ 1.2％ 1.8％ 2.6％

甲状腺などホルモンの病気 2.2％ 1.8％ 2.0％ 2.3％ 2.7％

がん（悪性新生物，治療中） 1.7％ 1.0％ 1.7％ 2.2％ 2.0％

がん（悪性新生物，治療後） 3.1％ 3.3％ 3.7％ 2.1％ 3.2％

その他 14％ 12％ 14％ 15％ 16％

家族のがん経験者
の有無

あり 54％ 54％ 54％ 49％ 58％

なし 44％ 42％ 45％ 50％ 40％

家族のがん経験者
との関係

配偶者 6.4％ 7.1％ 5.7％ 5.1％ 7.9％

患者の子ども 18％ 18％ 18％ 17％ 21％

患者の親 6.7％ 6.0％ 7.1％ 6.9％ 6.7％

兄弟・姉妹 9.8％ 7.1％ 12％ 8.8％ 11％

その他 12％ 15％ 11％ 11％ 11％
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な費用がかかる」は 60％，53％であった。項目によ
っては地域差があった。

研究の限界

　本研究は対象地域のみの結果であり，全国的な値と
は異なる可能性がある。特に，緩和ケア病棟に関して
は地域内に緩和ケア病棟がある地域のみが対象であり，
また，項目によって地域差がみられることから他の地
域への結果を当てはめる場合には注意が必要である。

まとめと意義

　本研究では対象地域の市民・がん患者の医療用麻薬，
緩和ケア病棟に対するイメージを明らかにした。医療
用麻薬で十分な鎮痛ができるという認識は十分に高く
はなく，4人に 1人の割合で中毒になる，寿命を縮め
るなどの誤解があった。緩和ケア病棟について知って
いるという回答は少なく，半数程度は肯定的なイメー
ジをもっているものの，否定的なイメージをもってい
るものも少なくなかった。医療用麻薬や緩和ケア病棟
について，市民やがん患者に対する啓発を行う必要が

表 34　がん患者の背景

　
全体

（n＝189）
鶴岡

（n＝43）
柏

（n＝60）
浜松

（n＝40）
長崎

（n＝46）

年齢
mean
（SD）

63.8
（9.7）

63.1
（9.7）

64.3
（9.5）

63.6
（10.2）

64.1
（9.7）

性別
男性 52％ 56％ 53％ 55％ 46％

女性 48％ 44％ 47％ 45％ 54％

地域居住期間

1年未満 0％ 0％ 0％ 0％ 0％

1～5年 1.1％ 0％ 3.3％ 0％ 0％

5年以上 99％ 100％ 97％ 100％ 100％

家族のがん経験者
の有無

あり 60％ 56％ 72％ 48％ 59％

なし 40％ 42％ 28％ 53％ 41％

家族のがん経験者
との関係

配偶者 10％ 9％ 12％ 7.5％ 8.7％

患者の子ども 17％ 21％ 15％ 7.5％ 24％

患者の親 14％ 7.0％ 17％ 18％ 13％

兄弟・姉妹 16％ 14％ 20％ 15％ 15％

その他 15％ 16％ 20％ 13％ 8.7％

表 35　市民の医療用麻薬に対するイメージ

全体
（n＝3,984）

鶴岡
（n＝994）

柏
（n＝1,106）

浜松
（n＝947）

長崎
（n＝937）

P

たいていの痛みを和らげることができる 67％ 65％ 72％ 63％ 67％ ＜.0001

麻薬中毒になったり，禁断症状が出る 26％ 25％ 25％ 27％ 27％ 0.03

寿命を縮める 25％ 25％ 28％ 24％ 23％ 0.11

　数字は「とても当てはまる」「当てはまる」と回答した割合の合計。

表 36　がん患者の医療用麻薬に対するイメージ

　
全体

（n＝189）
鶴岡

（n＝43）
柏

（n＝60）
浜松

（n＝40）
長崎

（n＝46）
P

たいていの痛みを和らげることができる 67％ 60％ 75％ 58％ 72％ 0.314

麻薬中毒になったり，禁断症状が出る 19％ 16％ 22％ 15％ 20％ 0.651

寿命を縮める 18％ 7％ 28％ 13％ 20％ 0.030

　数字は「とても当てはまる」「当てはまる」と回答した割合の合計。
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ある。

文　献
1）宮下光令，森田達也，吉田沙蘭，他：一般市民のがん

医療に対する安心感および医療用麻薬・緩和ケア病棟に対
する認識 OPTIM study. 第 13 回日本緩和医療学会学術集
会 抄録・プログラム集，p. 138，2008

表 37　市民の緩和ケア病棟に対するイメージ

　 　
全体

（n＝2,990）
柏

（n＝1,106）
浜松

（n＝947）
長崎

（n＝937）
P値

肯定的なイメージ

痛みや苦痛を和らげる 72％ 82％ 71％ 61％ ＜.0001

人間らしい尊厳ある生活が送れる 59％ 60％ 63％ 53％ 0.003

家族への気配りがある 59％ 61％ 63％ 53％ 0.009

自分らしく自由に過ごせる 43％ 43％ 47％ 39％ 0.0003

否定的なイメージ

点滴や放射線治療など治療行為はしない 19％ 19％ 23％ 15％ 0.003

待ち時間が長く，なかなか入れない 56％ 68％ 56％ 42％ ＜.0001

死を待つだけのところで，退院する人はいない 40％ 41％ 47％ 33％ ＜.0001

その病院に入院している患者しか利用できない 27％ 37％ 23％ 19％ ＜.0001

高額な費用がかかる 60％ 66％ 63％ 49％ ＜.0001

　数字は「とてもそう思う」「そう思う」と回答した割合の合計。
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表 38　がん患者の緩和ケア病棟に対するイメージ

　
全体

（n＝146）
柏

（n＝60）
浜松

（n＝40）
長崎

（n＝46）
P値

肯定的なイメージ

痛みや苦痛を和らげる 72％ 82％ 65％ 65％ 0.034

人間らしい尊厳ある生活が送れる 61％ 67％ 50％ 63％ 0.397

家族への気配りがある 61％ 70％ 50％ 59％ 0.117

自分らしく自由に過ごせる 46％ 47％ 43％ 48％ 0.604

否定的なイメージ

点滴や放射線治療など治療行為はしない 19％ 15％ 18％ 26％ 0.428

待ち時間が長く，なかなか入れない 52％ 62％ 53％ 39％ 0.094

死を待つだけのところで，退院する人はいない 41％ 48％ 43％ 30％ 0.512

その病院に入院している患者しか利用できない 20％ 33％ 13％ 9％ 0.002

高額な費用がかかる 53％ 58％ 55％ 46％ 0.682

　数字は「とてもそう思う」「そう思う」と回答した割合の合計。
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目　的

　地域で緩和ケアを普及するための方策を検討するた
めには，地域の医療従事者の緩和ケアに対する認識を
把握しておく必要がある。
　本研究では対象地域の予備調査として地域で緩和ケ
アに携わる医師，看護師の緩和ケアに対する自信，困
難感，緩和ケア専門家から受けられる支援に関する認
識を明らかにする。

対象・方法

　調査は鶴岡地域（鶴岡市・三川町），柏地域（柏
市・我孫子市・流山市），浜松地域（浜松市），長崎地
域（長崎市）の病院の医師，看護師，診療所の医師，
看護師とした。合計 7,905 人に対して，自記式質問紙
による調査を行った。調査期間は 2007 年 6～8 月であ
った。
　調査項目は緩和ケアに対する自信に関しては「苦痛
の緩和のための知識や技術は十分である」「疼痛以外
の身体症状の緩和のための知識や技術は十分である」
「がんに関連した身体症状の緩和手段についての必要
なトレーニングを受けた」「がん患者の不安やうつ状
態をおおむね正しく評価できる」「向精神薬や精神療
法（カウンセリング）に関する知識や技術は十分であ
る」の 5項目について「全くそう思う」～「そう思わ
ない」の 5件法で尋ねた。
　困難感に関しては「患者の痛みの緩和」「痛み以外

の体の苦痛の緩和」「患者への精神的サポート」「療養
場所の選択」「家族へのサポート」「死を前にした患者
さんにどう対応したらいいか」「多職種コミュニケー
ション」「同職種コミュニケーション」「患者への病状
告知について（医師のみ）」「医師とすぐ連絡が取れな
い（看護師のみ）」について「つねに困る」～「困るこ
とはない」の 5件法で尋ねた。
　緩和ケア専門家から受けられる支援に関する認識に
関しては「身体症状の緩和に専門的な知識や援助が容
易に得られる」「がん患者のこころの問題に関して専
門的な知識や援助が容易に得られる」の 2項目につい
て「とてもそう思う」～「全くそう思わない」の 7件
法で尋ねた。

結　果

　7,905 人に対して調査を実施し，2,919 人から回答が
得られた（回答率 37％）。対象者の背景を表 39に示す。
　自信について表 40に示す。「全くそう思う」「そう
思う」と回答した割合は「疼痛の緩和のための知識や
技術は十分である（病院医師 24％，診療所医師 15％，
病院看護師 5％，訪問看護師 8％：以下同順）」「疼痛
以外の身体症状の緩和のための知識や技術は十分であ
る（16％，15％，5％，12％）」「向精神薬や精神療法
（カウンセリング）に関する知識や技術は十分である
（6％，12％，2％，7％）」であった。
　困難感について表 41に示す。「つねに困る」「よく
困る」と回答した割合は「患者の痛みの緩和（19％，

F．地域医療者の緩和ケアの自信と困難感，緩和ケア専門家
から受けられる支援に関する認識

東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学分野

宮下 光令

KEY FINDINGS

◆緩和ケアに関する自信は全体的に低く，特に看護師で低かった。困難感は
全体的にある程度高かった。緩和ケア専門家から受けられる支援に関して
は全体的に低かった。

◆地域の医療者に対する緩和ケアに関する教育や緩和ケア専門家によるサポ
ートの必要性が示唆された。
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表 39　対象者の背景

1. 全体
病院医師
（n＝409）

診療所医師
（n＝235）

病院看護師
（n＝2,160）

訪問看護師
（n＝115）

年齢 mean（SD） 43.2（9.8） 56.5（11.1） 35.9（10.3） 41.3（7.9）

性別
男性 83％ 92％ 2.3％ 2.6％

女性 16％ 7.2％ 97％ 97％

医療従事期間 mean（SD） 17.1（9.6） 29.6（11.0） 13.4（9.8） 17.6（7.5）

過去 1年間の受け持ちがん患者数

0人 15％ 26％ 19％ 10％

1～10人 23％ 52％ 38％ 71％

11人～50人 32％ 13％ 26％ 17％

51人以上 29％ 3.4％ 13％ 0.9％

過去 1年間の看取りがん患者数

0人 28％ 53％ 29％ 17％

1～10人 51％ 40％ 54％ 74％

11人～50人 17％ 2.6％ 13％ 7.0％

51人以上 2.7％ 0.0％ 1.1％ 0.0％

1年間に医療用麻薬を処方する 
人数

0人（麻薬取り扱い番号取得なし） 13％ 45％ ─ ─

0人（麻薬取り扱い番号取得あり） 15％ 24％ ─ ─

1～10人 44％ 23％ ─ ─

11人～50人 19％ 4.7％ ─ ─

51人以上 8.1％ 0.0％ ─ ─

2. 鶴岡地域
病院医師
（n＝39）

診療所医師
（n＝22）

病院看護師
（n＝363）

訪問看護師
（n＝18）

年齢 mean（SD） 44.9（13.4） 60.6（12.9） 38.7（10.5） 37.3 （8.0）

性別
男性 87％ 82％ 2.5％ 0.0％

女性 13％ 14％ 98％ 100％

医療従事期間 mean（SD） 18.2（12.7） 33.8（12.6） 16.8（10.4） 15.5（10.0）

過去 1年間の受け持ちがん患者数

0人 10％ 23％ 27％ 22％

1～10人 31％ 59％ 44％ 56％

11人～50人 28％ 4.5％ 19％ 22％

51人以上 26％ 4.5％ 5％ 0.0％

過去 1年間の看取りがん患者数

0人 33％ 41％ 34％ 39％

1～10人 21％ 55％ 50％ 50％

11人～50人 41％ 0.0％ 11％ 11％

51人以上 0.0％ 0.0％ 0.3％ 0.0％

1年間に医療用麻薬を処方する 
人数

0人（麻薬取り扱い番号取得なし） 5.1％ 55％ ─ ─

0人（麻薬取り扱い番号取得あり） 18％ 14％ ─ ─

1～10人 36％ 27％ ─ ─

11人～50人 26％ 0.0％ ─ ─

51人以上 7.7％ 0.0％ ─ ─

3. 柏地域
病院医師
（n＝30）

診療所医師
（n＝41）

病院看護師
（n＝164）

訪問看護師
（n＝17）

年齢 mean（SD） 47.3（8.9） 57.9（11.9） 37.1（10.6） 40.7（8.9）

性別
男性 90％ 88％ 2.4％ 0.0％

女性 6.7％ 12％ 97％ 100％

医療従事期間 mean（SD） 21.9（8.2） 30.7（12.2） 12.5（8.9） 14.6（6.1）

過去 1年間の受け持ちがん患者数

0人 3.3％ 32％ 10％ 5.9％

1～10人 6.7％ 44％ 27％ 59％

11人～50人 27％ 17％ 23％ 35％

51人以上 60％ 7.3％ 34％ 0.0％
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過去 1年間の看取りがん患者数

0人 0.0％ 49％ 17％ 5.9％

1～10人 50％ 39％ 52％ 76％

11人～50人 40％ 10％ 23％ 12％

51人以上 6.7％ 0.0％ 1.8％ 0.0％

1年間に医療用麻薬を処方する 
人数

0人（麻薬取り扱い番号取得なし） 0.0％ 63％ ─ ─

0人（麻薬取り扱い番号取得あり） 3.3％ 12％ ─ ─

1～10人 40％ 12％ ─ ─

11人～50人 27％ 12％ ─ ─

51人以上 27％ 0.0％ ─ ─

4. 浜松地域
病院医師
（n＝143）

診療所医師
（n＝67）

病院看護師
（n＝875）

訪問看護師
（n＝53）

年齢 mean（SD） 42.8（8.8） 55.5（10.9） 33.2（9.3） 42.5（8.0）

性別
男性 87％ 96％ 1.5％ 1.9％

女性 13％ 4.5％ 98％ 98％

医療従事期間 mean（SD） 17.1（8.6） 29.6（11.1） 10.9（8.9） 18.7（7.6）

過去 1年間の受け持ちがん患者数

0人 18％ 13％ 19％ 7.5％

1～10人 23％ 64％ 36％ 77％

11人～50人 30％ 15％ 26％ 11％

51人以上 29％ 3.0％ 16％ 1.9％

過去 1年間の看取りがん患者数

0人 36％ 52％ 31％ 15％

1～10人 48％ 45％ 51％ 77％

11人～50人 15％ 0.0％ 13％ 5.7％

51人以上 2.1％ 0.0％ 1.1％ 0.0％

1年間に医療用麻薬を処方する 
人数

0人（麻薬取り扱い番号取得なし） 16％ 40％ ─ ─

0人（麻薬取り扱い番号取得あり） 18％ 30％ ─ ─

1～10人 42％ 22％ ─ ─

11人～50人 17％ 3.0％ ─ ─

51人以上 6.3％ 0.0％ ─ ─

5. 長崎地域
病院医師
（n＝197）

診療所医師
（n＝105）

病院看護師
（n＝758）

訪問看護師
（n＝27）

年齢 mean（SD） 42.5（9.7） 55.9（10.4） 37.5（10.5） 41.8（6.4）

性別
男性 79％ 94％ 3.0％ 7.4％

女性 20％ 5.7％ 96％ 93％

医療従事期間 mean（SD） 16.3（9.6） 28.3（9.9） 14.7（10.0） 18.5（5.6）

過去 1年間の受け持ちがん患者数

0人 15％ 33％ 18％ 11％

1～10人 24％ 47％ 40％ 78％

11人～50人 36％ 12％ 29％ 11％

51人以上 24％ 1.9％ 8.4％ 0.0％

過去 1年間の看取りがん患者数

0人 26％ 57％ 25％ 15％

1～10人 60％ 35％ 59％ 81％

11人～50人 10％ 1.9％ 11％ 3.7％

51人以上 3.0％ 0.0％ 1.2％ 0.0％

1年間に医療用麻薬を処方する 
人数

0人（麻薬取り扱い番号取得なし） 14％ 39％ ─ ─

0人（麻薬取り扱い番号取得あり） 14％ 27％ ─ ─

1～10人 47％ 26％ ─ ─

11人～50人 17％ 3.8％ ─ ─

51人以上 6.6％ 0.0％ ─ ─
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表 40　緩和ケアに対する自信

1. 全国
病院医師
（n＝409）

診療所医師
（n＝235）

病院看護師
（n＝2,160）

訪問看護師
（n＝115）

P値

苦痛の緩和のための知識や技術は十分である 24％ 15％ 5.1％ 7.8％ ＜.0001

疼痛以外の身体症状の緩和のための知識や技術は十分である 16％ 15％ 4.6％ 12％ ＜.0001

がんに関連した身体症状の緩和手段についての必要なトレー
ニングを受けた

11％ 9.4％ 7.3％ 16％ ＜.0001

がん患者の不安やうつ状態をおおむね正しく評価できる 18％ 28％ 5.0％ 13％ ＜.0001

向精神薬や精神療法（カウンセリング）に関する知識や技術
は十分である

5.9％ 12％ 2.2％ 7.0％ ＜.0001

2. 鶴岡地域
病院医師
（n＝39）

診療所医師
（n＝22）

病院看護師
（n＝363）

訪問看護師
（n＝18）

P値

苦痛の緩和のための知識や技術は十分である 26％ 18％ 4.1％ 11％ 0.003

疼痛以外の身体症状の緩和のための知識や技術は十分である 13％ 18％ 5.0％ 11％ 0.070

がんに関連した身体症状の緩和手段についての必要なトレー
ニングを受けた

15％ 0.0％ 4.7％ 11％ 0.149

がん患者の不安やうつ状態をおおむね正しく評価できる 18％ 23％ 5.2％ 17％ 0.046

向精神薬や精神療法（カウンセリング）に関する知識や技術
は十分である

5.1％ 18％ 1.7％ 11％ 0.090

3. 柏地域
病院医師
（n＝30）

診療所医師
（n＝41）

病院看護師
（n＝164）

訪問看護師
（n＝17）

P値

苦痛の緩和のための知識や技術は十分である 43％ 17％ 8.5％ 0.0％ ＜.0001

疼痛以外の身体症状の緩和のための知識や技術は十分である 33％ 20％ 7.9％ 12％ 0.0001

がんに関連した身体症状の緩和手段についての必要なトレー
ニングを受けた

17％ 12％ 20％ 24％ 0.408

がん患者の不安やうつ状態をおおむね正しく評価できる 27％ 20％ 10％ 18％ 0.023

向精神薬や精神療法（カウンセリング）に関する知識や技術
は十分である

10％ 10％ 4.3％ 18％ 0.083

4. 浜松地域
病院医師
（n＝143）

診療所医師
（n＝67）

病院看護師
（n＝875）

訪問看護師
（n＝53）

P値

苦痛の緩和のための知識や技術は十分である 24％ 19％ 4.8％ 9.4％ ＜.0001

疼痛以外の身体症状の緩和のための知識や技術は十分である 17％ 16％ 4.2％ 9.4％ ＜.0001

がんに関連した身体症状の緩和手段についての必要なトレー
ニングを受けた

10％ 15％ 5.5％ 13％ 0.0004

がん患者の不安やうつ状態をおおむね正しく評価できる 17％ 31％ 4.3％ 9.4％ ＜.0001

向精神薬や精神療法（カウンセリング）に関する知識や技術
は十分である

6.3％ 9.0％ 1.8％ 3.8％ ＜.0001

5. 長崎地域
病院医師
（n＝197）

診療所医師
（n＝105）

病院看護師
（n＝758）

訪問看護師
（n＝27）

P値

苦痛の緩和のための知識や技術は十分である 21％ 10％ 5.1％ 7.4％ ＜.0001

疼痛以外の身体症状の緩和のための知識や技術は十分である 13％ 12％ 4.2％ 19％ ＜.0001

がんに関連した身体症状の緩和手段についての必要なトレー
ニングを受けた

11％ 6.7％ 7.9％ 19％ 0.005

がん患者の不安やうつ状態をおおむね正しく評価できる 18％ 30％ 4.6％ 15％ ＜.0001

向精神薬や精神療法（カウンセリング）に関する知識や技術
は十分である

5.1％ 13％ 2.4％ 3.7％ ＜.0001

　数字は「全くそう思う」「そう思う」と回答した割合の合計。
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表 41　緩和ケアに対する困難感

1. 全国 病院医師 診療所医師 病院看護師 訪問看護師 P値

患者の痛みの緩和 19％ 34％ 44％ 34％ ＜.0001

痛み以外のからだの苦痛の緩和 33％ 35％ 49％ 43％ ＜.0001

患者への精神的サポート 36％ 40％ 59％ 43％ ＜.0001

療養場所の選択 39％ 38％ 41％ 26％ 0.0007

家族へのサポート 26％ 27％ 46％ 30％ ＜.0001

死を前にした患者にどう対応したらいいか 25％ 26％ 49％ 38％ ＜.0001

多職種コミュニケーション 11％ 19％ 31％ 28％ ＜.0001

同職種コミュニケーション 5.6％ 13％ 8.6％ 5.2％ 0.002

患者への病状告知について 24％ 34％ 0.0％ 0.0％ 0.038

医師とすぐ連絡がとれない ─ ─ 49％ 26％ ＜.0001

2. 鶴岡地域 病院医師 診療所医師 病院看護師 訪問看護師 P値

患者の痛みの緩和 10％ 41％ 33％ 39％ 0.007

痛み以外のからだの苦痛の緩和 38％ 41％ 38％ 39％ 0.865

患者への精神的サポート 31％ 36％ 51％ 39％ 0.043

療養場所の選択 31％ 36％ 36％ 22％ 0.629

家族へのサポート 23％ 23％ 40％ 22％ 0.002

死を前にした患者にどう対応したらいいか 13％ 14％ 46％ 39％ ＜.0001

多職種コミュニケーション 15％ 14％ 32％ 22％ ＜.0001

同職種コミュニケーション 0.0％ 0.0％ 10％ 0.0％ 0.006

患者への病状告知について 46％ 59％ ─ ─ 0.908

医師とすぐ連絡がとれない ─ ─ 38％ 39％ 0.607

3. 柏地域　 病院医師 診療所医師 病院看護師 訪問看護師 P値

患者の痛みの緩和 10％ 32％ 38％ 24％ ＜.0001

痛み以外のからだの苦痛の緩和 13％ 37％ 45％ 35％ 0.026

患者への精神的サポート 37％ 49％ 49％ 35％ 0.101

療養場所の選択 17％ 37％ 41％ 24％ 0.030

家族へのサポート 6.7％ 32％ 32％ 24％ ＜.0001

死を前にした患者にどう対応したらいいか 3.3％ 24％ 39％ 29％ ＜.0001

多職種コミュニケーション 3.3％ 27％ 30％ 29％ ＜.0001

同職種コミュニケーション 0.0％ 0.0％ 6.7％ 5.9％ 0.061

患者への病状告知について 13％ 41％ ─ ─ 0.044

医師とすぐ連絡がとれない ─ ─ 45％ 29％ 0.209

4. 浜松地域　 病院医師 診療所医師 病院看護師 訪問看護師 P値

患者の痛みの緩和 22％ 37％ 50％ 45％ ＜.0001

痛み以外のからだの苦痛の緩和 36％ 43％ 54％ 49％ ＜.0001

患者への精神的サポート 39％ 43％ 64％ 51％ ＜.0001

療養場所の選択 44％ 49％ 38％ 34％ 0.513

家族へのサポート 33％ 36％ 50％ 42％ ＜.0001

死を前にした患者にどう対応したらいいか 30％ 28％ 51％ 38％ ＜.0001

多職種コミュニケーション 12％ 19％ 29％ 36％ ＜.0001

同職種コミュニケーション 7.0％ 21％ 8.9％ 9.4％ 0.138

患者への病状告知について 19％ 30％ ─ ─ 0.384

医師とすぐ連絡がとれない ─ ─ 54％ 34％ ＜.0001

5. 長崎地域 病院医師 診療所医師 病院看護師 訪問看護師 P値

患者の痛みの緩和 19％ 30％ 43％ 15％ ＜.0001

痛み以外のからだの苦痛の緩和 33％ 29％ 49％ 41％ ＜.0001

患者への精神的サポート 35％ 35％ 59％ 37％ ＜.0001
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34％，44％，34％）」「痛み以外のからだの苦痛の緩和
（33％，35％，49％，43％）」「患者への精神的サポー
ト（36％，40％，59％，43％）」「療養場所の選択
（39％，38％，41％，26％）」であった。
　緩和ケア専門家から受けられる支援に関する認識に
ついて表 42に示す。「とてもそう思う」「そう思う」
「ややそう思う」と回答した割合は「身体症状の緩和
に専門的な知識や援助が容易に得られる（58％，39％，
36％，37％）」「「がん患者のこころの問題に関して専
門的な知識や援助が容易に得られる（39％，23％，
27％，22％）」であった。
　これらはすべて職種間で差があった。また，地域別
では柏地域の病院医師・病院看護師の自信が高い傾向
にあった。

研究の限界

　本研究は対象地域のみの結果であり，全国的な値と
は異なる可能性がある。柏地域では国立がん研究セン

ター東病院の医師，看護師の割合が多いことに注意す
る。

まとめと意義

　本研究では，対象地域の病院医師，病院看護師，診
療所医師，訪問看護師の緩和ケアに対する自信，困難
感，専門家から受けられる支援に対する認識を明らか
にした。緩和ケアに関する自信は全体的に低く，特に
看護師で低かった。困難感は全体的にある程度高かっ
た。緩和ケア専門家から受けられる支援に関しては全
体的に低かった。これらの結果より，地域の医療者に
対する緩和ケアに関する教育や緩和ケア専門家による
サポートの必要性が示唆された。

文　献
1）宮下光令，森田達也，市川尭之，他：地域の医師・看
護師の緩和医療提供に関する自信および困難感：OPTIM 
study. 第 13 回日本緩和医療学会学術集会抄録プログラム
集．p. 138, 2008

療養場所の選択 41％ 31％ 46％ 15％ ＜.0001

家族へのサポート 24％ 21％ 47％ 19％ ＜.0001

死を前にした患者にどう対応したらいいか 26％ 27％ 51％ 44％ ＜.0001

多職種コミュニケーション 10％ 17％ 34％ 15％ ＜.0001

同職種コミュニケーション 6.6％ 16％ 7.8％ 0.0％ 0.030

患者への病状告知について 25％ 28％ ─ ─ 0.493

医師とすぐ連絡がとれない ─ ─ 49％ 0.0％ ＜.0001

　数字は「つねに困る」「よく困る」と回答した割合の合計。

表 42　緩和ケア専門家から受けられる支援に関する認識

1. 全国 病院医師 診療所医師 病院看護師 訪問看護師 P値

身体症状の緩和に専門的な知識や援助が容易に得られる 58％ 39％ 36％ 37％ ＜.0001

がん患者の心の問題に関して専門的な知識や援助 39％ 23％ 27％ 22％ ＜.0001

2. 鶴岡地域　 病院医師 診療所医師 病院看護師 訪問看護師 P値

身体症状の緩和に専門的な知識や援助が容易に得られる 46％ 32％ 29％ 33％ 0.557

がん患者の心の問題に関して専門的な知識や援助 7.7％ 18％ 15％ 17％ 0.316

3. 柏地域　 病院医師 診療所医師 病院看護師 訪問看護師 P値

身体症状の緩和に専門的な知識や援助が容易に得られる 57％ 49％ 42％ 35％ 0.103

がん患者の心の問題に関して専門的な知識や援助 60％ 29％ 39％ 24％ 0.003

4. 浜松地域 病院医師 診療所医師 病院看護師 訪問看護師 P値

身体症状の緩和に専門的な知識や援助が容易に得られる 53％ 24％ 40％ 34％ ＜.0001

がん患者の心の問題に関して専門的な知識や援助 36％ 15％ 31％ 21％ ＜.0001

5. 長崎地域 病院医師 診療所医師 病院看護師 訪問看護師 P値

身体症状の緩和に専門的な知識や援助が容易に得られる 65％ 46％ 33％ 44％ ＜.0001

がん患者の心の問題に関して専門的な知識や援助 45％ 28％ 27％ 26％ 0.0005

　数字は「とてもそう思う」「そう思う」「ややそう思う」と回答した割合の合計。
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目　的

　超高齢社会・多死社会を迎えるわが国では，療養病
床，老人保健施設，特別養護老人ホーム，有料老人ホ
ームなどの高齢者ケア施設が，がん患者の療養・看取
りの場としてその重要性を増しつつある。しかし，高
齢者ケア施設でのがん患者への緩和ケアの提供体制に
ついてはこれまでに十分に明らかにはされていない。
　本研究の目的は，高齢者ケア施設におけるがん患者
への緩和ケアの提供体制について明らかにすることで
ある。

対象・方法

1．研究対象
　鶴岡市・柏市・浜松市・長崎市の療養病床を有する
病院，老人保健施設，特別養護老人ホーム，軽費老人
ホーム，有料老人ホームの施設長 275 名に緩和ケアの
提供体制についての無記名自記式の調査票を送付した。
　質問項目は先行研究を参考にして，研究メンバー間
で議論を行い作成した。275 名の施設長のうち 103 名
から調査票の返信を受けた。施設の種類についての設
問が欠損していた 6名の調査票を除外し 97 名
（35.3％）を分析の対象とした。

2．質問項目
1）施設の特性

　施設の特性として，施設の種類，夜間の看護師数を
質問した。がん患者が最期を迎える場所としての施設
の役割について，入所されている方のうち施設全体で
病院に入院して亡くなる方を含めて年間何人のがんの
患者が亡くなられるかを「0人」「1～5人」「6～10
人」「11～20 人」「21 人以上」の 5件法で，そのうち，
最期まで施設で看取るがん患者は年間何人かを「0
人」「1～5人」「6～10 人」「11～20 人」「21 人以上」
の 5件法で尋ねた。「0人」「1名以上」で二分して集
計した。
2）がん患者が入院になる場合の理由

　高齢者ケア施設において，がん患者が入院になる場
合の理由を「痛みや痛み以外の身体の苦痛が緩和でき
ない」「不穏，せん妄症状が緩和できない」「夜間休日
など 24 時間対応できないことの心配」「病状が急変し，
入院治療が必要になる可能性が高い」「主治医が不在
だったり代行医師がいない」「看護師が少なく，ケア
に対応できない」「主治医と看護師，または，主治医
と家族の連携がとりにくい」「介護力が不足している」
「家族の介護疲れ，疲労」「患者や家族の心配」の 10
項目について，「ない」「たまにある」「ときどきある」
「よくある」「常にある」の 5件法で尋ね，「常にあ
る・よくある」「ときどきある・たまにある・ない」
で二分して集計した。

G．高齢者ケア施設におけるがん患者への
緩和ケアの提供体制

1）東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科，2）東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学分野

深堀 浩樹 1），宮下 光令 2）

KEY FINDINGS

　高齢者ケア施設におけるがん患者への緩和ケア・看取りのための療養環境
を整えるためには，

◆病状の急変や患者・家族の希望に応じて入院がすぐにできる体制を整える
こと

◆症状緩和などで困った時に緩和ケアの専門家にいつでも相談できる体制を
整えること 
が有効である可能性がある。
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3） 緩和ケアの専門家の支援のもとでの看取り・受け

入れの可能性

　高齢者ケア施設において，病院の緩和ケアの専門家
からの支援があれば，がん患者を最期まで看ることは
可能だと思うかについて「不可能」「可能」で尋ねた。
　さらに，緩和ケアの専門家や主治医が共同して診療
に当たるという条件のもとでのがん患者の受け入れの
可否について，「点滴や麻薬製剤の投与がない，状態
が落ち着いているがん患者の一時的な入所（家族の介
護疲れのためなど）」「経口の麻薬製剤の投与はあるが，
点滴はなく，状態が落ち着いているがん患者の一時的
な入所（家族の介護疲れのためなど）」「状態が不安定
だが，持続皮下注射で症状が管理できるがん患者の看
取りの対応」「下肢麻痺，脳梗塞後など，比較的長期
予後が見込まれるがん患者」の 4項目に対し「不可
能」「難しい」「可能」の 3件法で尋ね，「不可能・難
しい」「可能」に二分して集計した。
　専門家の指示や指導があるという条件のもとでで緩
和ケアのための治療を高齢者ケア施設で行う可能性に
ついて「経口麻薬（オキシコンチンなど）の投与」
「モルヒネの持続皮下注射」「鎮静薬（セレネースな
ど）の持続皮下注射」「中心静脈栄養・ポート管理」
「末梢静脈点滴」「皮下輸液」の 6項目に対して「でき
ない」「専門家に相談する体制があればできる」「行う
ことができる」の 3件法で尋ね，「できない」「専門家
に相談する体制があればできる・行なうことができ
る」で二分して集計した。
4）必要な診療機関の連携

　高齢者ケア施設で，がんの患者を看取ることを可能
とするためには，どのような診療機関の連携が必要だ
と思うかについて，「症状緩和などで困った時に，緩
和ケアの専門家にいつでも相談できる」「緩和ケアの
専門家が，定期的に往診する」「たまにしか使わない
ような医療器材（輸液ポンプなど）を中核病院で一括
管理して貸し出す」「在宅療養支援診療所の医師がい
つでも対応できる」「訪問看護ステーションがいつで
も対応できる」「患者・家族が希望すれば入院がすぐ
にできる」の 6項目に対して「あまり役に立たない」
「少し役に立つ」「役に立つ」「とても役に立つ」「不可
欠と思う」の 5件法で尋ね，「あまり役に立たない・
少し役に立つ」「役に立つ・とても役に立つ・不可欠
と思う」で二分して集計した。
　分析として，各項目について記述統計量を算出した。

さらに回答傾向に影響を与えると考えられた医師の配
置に着目し，対象となった施設を常勤医師の配置が義
務づけられている，療養病床・老人保健施設からなる
群（以下，療養病床・老健群）と，常勤医師の配置が
義務づけられていない特別養護老人ホーム・養護老人
ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホームからなる群
（以下，老人ホーム群）の 2つの施設類型に分け，回
答結果を施設類型間で比較した。

結　果

1．対象の概要
　分析対象とした 97 名の施設長の所属施設は，10 施
設が療養病床，14 施設が老人保健施設，36 施設が特
別養護老人ホーム，21 施設が軽費老人ホーム，16 施
設が有料老人ホームだった。これらの施設を，24 施
設の療養病床・老健群と 73 施設の老人ホーム群に分
類した。
　対象となった高齢者ケア施設のうち，63 施設
（67.8％）ががんで亡くなる患者・入所者が年間に 1
名以上いると回答し，そのうち 37 施設（39.8％）が
転院・転所することなく最後まで施設内で看取るがん
の患者・入居者が年間に 1名以上いると回答した。看
護師の勤務体制については，59 施設（62.1％）で夜勤
の看護師がいなかった。

2．がん患者の入院の理由
　がん患者が入院となる場合の理由として「常にあ
る」「よくある」との回答の割合が多かったのは，「病
状が急変し，入院治療が必要になる可能性が高い」で
49.4％，「夜間休日など 24 時間対応できないことの心
配」で 43.0％，「痛みや痛み以外の身体の苦痛が緩和
できない」で 41.0％，回答の割合が少なかったのは
「主治医と看護師，または，主治医と家族の連携がと
りにくい」で 13.2％，「家族の介護疲れ，疲労」で
18.6％，「不穏，せん妄症状が緩和できない」で
19.7％だった（図 10）。
　入院となる場合の理由の中で，療養病床・老健群と
老人ホーム群で有意な差がみられた項目は，「主治医
が不在だったり代行医師がいない」と「家族の介護疲
れ，疲労」であり，「主治医が不在だったり代行医師
がいない」では「常にある」「よくある」と回答して
いたのは療養病床・老健群で 8.3％，老人ホーム群で
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は 33.9％で，老人ホーム群で主治医・代行医の不在が
入院の理由となりやすかった。「家族の介護疲れ，疲
労」では「常にある」「よくある」と回答していたの
は療養病床・老健群で 36.4％，老人ホーム群では
10.4％で療養病床・老健群で家族の介護疲れが入院の
理由となりやすかった。

3． 緩和ケアの専門家の支援のもとでの看取り・
受け入れの可能性

　高齢者ケア施設でのがん患者の看取りについては，
緩和ケアの専門家の支援があると仮定した場合には
54 名（56.3％）が可能と考えていた。緩和ケアの専門
家や主治医が共同して診療にあたるという条件のもと
での高齢者ケア施設におけるがん患者の受け入れの可
否について「可能」と答えた施設の割合は，「点滴や
麻薬製剤の投与がない，状態が落ち着いているがん患
者の一時的な入所（家族の介護疲れのためなど）」で
69.8％，「経口の麻薬製剤の投与はあるが，点滴はな
く，状態が落ち着いているがん患者の一時的な入所
（家族の介護疲れのためなど）」で 60.4％，「下肢麻痺，
脳梗塞後など，比較的長期予後が見込まれるがん患
者」で 48.4％，「状態が不安定だが，持続皮下注射で
症状が管理できるがん患者の看取りの対応」で 18.8％
だった（図 11）。このうち療養病床・老健群と老人ホ
ーム群で有意な差がみられた項目は「状態が不安定だ
が，持続皮下注射で症状が管理できるがん患者の看取
りの対応」で療養病床・老健群では 37.5％が，老人ホ
ーム群では 12.5％が受け入れ可能と回答しており，老

人ホーム群では「状態が不安定だが，持続注射で症状
が管理できるがん患者の看取りの対応」をより難しい
と考えていた。
　専門家の指示や指導があるという条件で緩和ケアの
ための治療を高齢者ケア施設で行うことが可能である
かについては，「経口麻薬（オキシコンチンなど）の
投与」で 68.4％が，「末梢静脈点滴」で 52.1％が，「皮
下輸液」で 41.9％が，「鎮静薬（セレネースなど）の
持続皮下注射」で 36.6％が，「モルヒネの持続皮下注
射」で 35.5％が，「中心静脈栄養・ポート管理」で
33.3％が可能であると回答していた（図 12）。
　このうち療養病床・老健群と老人ホーム群で有意な
差がみられた項目は「中心静脈栄養・ポート管理」で，
療養病床・老健群では 60.9％が，老人ホーム群では
24.3％が可能と回答していた。老人ホーム群では「中
心静脈栄養・ポート管理」をより難しいと考えていた。

4．必要な診療機関の連携
　高齢者ケア施設でがんの患者を看取ることを可能と
するためには，どのような診療機関の連携が必要だと
思うかについて「役に立つ」「とても役に立つ」「不可
欠と思う」と回答した施設の割合は，「患者・家族が
希望すれば入院がすぐにできる」で 96.9％，「症状緩
和などで困った時に，緩和ケアの専門家にいつでも相
談できる」で 88.5％，「在宅療養支援診療所の医師が
いつでも対応できる」で 85.3％，「緩和ケアの専門家
が，定期的に往診する」で 80.0％，「訪問看護ステー
ションがいつでも対応できる」で 72.8％，「たまにし

病状が急変し，入院治療が必要になる可能性が高い（n＝83）

夜間休日など 24時間対応できないことの心配（n＝79）

痛みや痛み以外の身体の苦痛が緩和できない（n＝70）

看護師が少なくケアに対応できない（n＝79）

介護力が不足している（n＝80）

患者や家族の心配（n＝55）

主治医が不在だったり代行医師がいない（n＝80）

不穏，せん妄症状が緩和できない（n＝79）

家族の介護疲れ，疲労（n＝70）

主治医と看護師，または，主治医と家族の連携がとりにくい（n＝76）
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図 10　高齢者ケア施設のがん患者が入院となる理由
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たまにしか使わないような医療器材（輸液ポンプなど）
を中核病院で一括管理して貸し出す（n＝97）

訪問看護ステーションがいつでも対応できる（n＝96）

緩和ケアの専門家が，定期的に往診する（n＝95）

在宅療養支援診療所の医師がいつでも対応できる
（n＝95）

症状緩和などで困った時に，緩和ケアの専門家に
いつでも相談できる（n＝92）

患者・家族が希望すれば入院がすぐにできる（n＝91）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）
役に立つ・とても役に立つ・不可欠と思う あまり役に立たない・少し役に立つ

96.9 3.1

88.5 11.5

85.3 14.7

80.0 20

72.8 27.2

60.4 39.6

図 13　高齢者ケア施設でのがん患者の看取りを可能とするために必要な連携

点滴や麻薬製剤の投与がない，状態が落ち着いてるがん患者
の一時的な入所（家族の介護疲れのためなど）（n＝96）

経口の麻薬製剤の投与はあるが，点滴はなく，状態が落ち着いてい
るがん患者の一時的な入所（家族の介護疲れのためなど）（n＝96）

下肢麻痺，脳梗塞後など，比較的長期予後が
見込まれるがん患者（n＝95）

状態が不安定だが，持続皮下注射で症状が管理できる
がん患者の看取りの対応（n＝96）

69.8 30.2

60.4 39.6

48.4 51.6

18.8 81.2
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可能 不可能・難しい

図 11　専門家や主治医と共同で診察すればがん患者の受け入れが可能か

経口麻薬（オキシコンチンなど）の投与（n＝95）

末梢静脈点滴（n＝94）

皮下輸液（n＝93）

鎮静薬（セレネースなど）の持続皮下注射（n＝93）

モルヒネの持続皮下注射（n＝93）

中心静脈栄養・ポート管理（n＝93）
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41.9 58.1
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33.3
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66.7
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できる できない

図 12　専門家の指示や指導があれば緩和ケアの実施が可能か
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か使わないような医療器材（輸液ポンプなど）を中核
病院で一括管理して貸し出す」で 60.4％であった（図
13）。
　このうち，療養病床・老健群と老人ホーム群で有意
な差がみられた項目は，「在宅療養支援診療所の医師
がいつでも対応できる」で，療養病床・老健群では
65.2％が，老人ホーム群では 91.7％が「役に立つ」
「とても役に立つ」「不可欠と思う」と回答しており，
老人ホーム群で在宅療養支援診療所の医師の支援をよ
り必要と考えていた。

研究の限界

　本研究は，限られた地域で小規模のサンプルを対象
に行われたものであり，他の地域の高齢者ケア施設に
この結果をあてはめることはできないかもしれない。
　また，がんの患者・入居者への緩和ケア・看取りの
可能性，必要な連携については施設管理者の意見に基
づくものであり，実際の可能性・必要性を反映してい
ないことも考えられる。

まとめと意義

　本研究は，わが国の高齢者ケア施設でのがん患者へ
の緩和ケアの提供体制，看取りの可能性，効果的な連
携体制に関する施設長の意見について調査した数少な

い研究の 1つである。
　調査の結果，高齢者ケア施設の 39.8％が年間で 1名
以上のがん患者を施設内で看取っており，がん患者が
入院となる場合の理由として最も多かったのは「病状
が急変し，入院治療が必要になる可能性が高い」であ
ることが示された。高齢者ケア施設でのがん患者の看
取りについては，緩和ケアの専門家の支援があれば
56.3％の施設で可能と考えられていた。緩和ケアのた
めの治療の中で高齢者ケア施設での実施が一番難しい
と考えられていたのは「中心静脈栄養・ポート管理」
だった。高齢者ケア施設でのがん患者の看取りを可能
とするための連携として必要と思われていたのは「患
者・家族が希望すれば入院がすぐにできる」「症状緩
和などで困った時に緩和ケアの専門家にいつでも相談
できる」だった。
　これらの結果から，高齢者ケア施設のがん患者への
緩和ケア・看取りのための療養環境を整えるためには，
症状の急変や患者・家族の希望に応じてすぐに入院が
できる連携体制と緩和ケアの専門家からの支援が有効
である可能性があることが示唆された。

文　献
1）Fukaho r i H , M iya sh i t a M , Mor i t a T , e t a l： 
Administrators’ perspectives on end─of─life care for 
cancer patients in Japanese long─term care facilities. 
Support Care Cancer　17：1247─1254, 2009
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概　要

　「緩和ケアの技術・知識の向上に関するもの」とし
ては，①緩和ケアマニュアル（冊子『ステップ緩和ケ
ア』，web），②緩和ケアマニュアルの項目に対応した
教育ムービー，③患者用評価ツール『生活のしやすさ
に関する質問票』，④医療者用評価ツール『疼痛の評
価シート』，⑤患者家族用パンフレット（疼痛，呼吸
困難など各症状ごとに 11 種類），⑥家族用の看取りの
パンフレットを作成した。
　地域全体での普及という観点から，既存のマニュア
ル類と比較した新規性として，①評価（評価シートな
ど）・治療（マニュアル）・患者教育（パンフレット）
の 3つが連動する構成になっている，②患者の個別性
に特化した情報を書き込んで使用するパンフレットで
ある，③評価票やアルゴリズムを実際に活用している
場面がムービーになっている，ことを意識して作成さ
れた。

緩和ケアマニュアル（冊子，web）

　必要とされる緩和ケアの知識と技術をコンパクトに
まとめた『ステップ緩和ケア』を小冊子での配布と
web で公開した（図 1）。小冊子は「白衣のポケット
に入る大きさ」とし，臨床場面の「その場その場で利
用できる」ことを前提とした。

　内容は，評価，症状マネジメント（疼痛，呼吸器症
状，消化器症状，倦怠感，せん妄，不眠，気持ちのつ
らさなど）を中心として，オピオイドローテーション，
鎮痛補助薬の使い方，ステロイドの使い方，皮下輸液，
口腔ケアなど臨床場面でよく直面することを「緩和ケ
アのスキル」としてまとめた（表 1）。SHAREをもと
にしたコミュニケーション，退院支援・調整プログラ
ムや『わたしのカルテ』，基礎データやオピオイドの
換算表も含めた。
　『ステップ緩和ケア』の症状マネジメントの項目で
は，すべての症状マネジメントについて，評価→治療
とケア→治療目標→ FAQという構造を作成した（図
2）。つまり，症状をまず評価する，評価にしたがって
ステップに沿った治療を行う，パンフレットに沿った
ケアを行う構造である。治療目標が達成されなかった
場合には，FAQを参照すれば困難な場合の対処が記
載されており，また，専門家にコンサルテーションす

1．緩和ケアの技術・知識の向上に関するもの
A．作成したマテリアルの趣旨と一覧

1）筑波大学 医学医療系 臨床医学域，2）㈱緩和ケアパートナーズ，3）社会保険神戸中央病院 緩和ケア病院，

4）聖隷三方原病院 緩和支持治療科

木澤 義之 1），梅田 恵 2），石ヶ森一枝 2），新城拓也 3），森田 達也 4）

ステップ冊子表紙

OPTIMの web サイト

図 1　ステップ緩和ケア 図 2　ステップ緩和ケアの構造
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る場合の目安が記載されている。
　たとえば，呼吸困難の項目では，全体的な流れが示
されたフロー図とともに，評価の要点，ステップに沿
った治療，パンフレットに沿ったケアの方針が凝集し
て記載されている（付図 1）。また，知識や技術を円滑
に活かせるように，臨床で困難を生じやすい場合の
「コミュニケーション例」が示されている。これらの
対応でうまくいかない時や，対応が困難な場合の具体
的な対応として「FAQ」に「マスクを嫌がる」「吸引
が苦痛である」などといった場合の具体的な対応が示
されている。
　「緩和ケアのスキル」では，実際に活字だけでは理
解しにくい内容について，合わせて理解できるように，
写真やムービーを作成した（付図 2）。

緩和ケアマニュアルの内容のムービー

　『ステップ緩和ケア』やパンフレットを使用した診
療場面や，皮下輸液・口腔ケアなどの「緩和ケアのス
キル」を視覚的に確認できる『ステップ緩和ケアムー

■目　次

Ⅰ　はじめに
　１．目的
　２．使用上の注意
Ⅱ　評価
　１．症状の評価の仕方
　　（1）簡便な症状評価の問診
　　（2）患者による症状評価の方法
　　（3）医療者による症状評価の方法
　　　a）STAS-J の使い方
　　　b） 「疼痛の評価シート」の使い方
　２．生命予後の予測
（1）Palliative Prognostic Score
（2）Palliative Prognostic Index

Ⅲ　症状マネジメント
　１．疼痛
（1）NSAIDs の開始
（2）オピオイドの導入
（3）残存・増強した痛みの治療
（4） オピオイドの副作用対策（便秘

は p.66 参照）

ａ）眠気
ｂ）せん妄
ｃ）嘔気

２．呼吸器症状
（1）呼吸困難
（2）咳・痰
３．消化器症状
（1）嘔気嘔吐
（2）消化管閉塞による嘔気嘔吐
（3）便秘
（4）腹部膨満感
（5）化学療法による嘔気嘔吐
（6）食欲の低下
４．倦怠感
５．せん妄
６．不眠
７．気持ちのつらさ
８．治療抵抗性の苦痛

目次.indd   ii 12.7.27   1:54:36 PM

９．死が近づいたときのケア
Ⅳ　 緩和ケアのスキル
１．疼痛マネジメントのスキル
（1）オピオイドローテーション
（2）鎮痛補助薬の使い方
（3） 経口オピオイドを内服できなく

なったときの対処
（4）フェンタニルによる鎮痛の開始
（5） 神経ブロックが有効ながん性疼

痛
２．ステロイドの使い方
３．高カルシウム血症の治療
４．持続皮下注射
５．皮下輸液
６．口腔ケア
Ⅴ　悪い知らせを伝える
１．悪い知らせを伝える方法
２．緩和ケアを紹介する
３．答えにくい質問
Ⅵ　地域連携のためのツール
１．退院支援・調整プログラム
２．「わたしのカルテ」
Ⅶ　基礎データ
１． 日本人にとっての望ましいクオリ
ティオブライフ

２．日本人が希望する療養場所
３．日本人が希望する告知（余命）
４．緩和ケアの医療資源
Ⅷ　資料
　１．オピオイドについての資料
（1）オピオイド製剤一覧
（2）オピオイド力価表
（3）オピオイドのレスキュー計算表

　２．参考文献
Ⅸ　索引
　１．FAQ一覧
　２．事項索引
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表 1　ステップ緩和ケアの内容（目次）

図 3　ステップ緩和ケアムービー
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ビー』を作成した。
　項目は，症状評価の方法から，オピオイドを開始す
る時の説明の方法，呼吸困難や食欲不振・せん妄など
の診療・ケアの場面，看取りの時期の説明など，緩和
ケアで必要な場面が網羅されている。しかも，『ステ
ップ緩和ケア』などすべて資料を一致させている（図
3）。

患者用評価ツール『生活のしやすさに関す
る質問票』

　患者の身体症状を総合的に評価するための『生活の
しやすさに関する質問票』（付図 3），記入の仕方（付
図 4），さらに，『生活のしやすさに関する質問票』に
記載された内容からそのまま疼痛治療を行うことがで
きる『「生活のしやすさに関する質問票」をもとにし
た疼痛治療マニュアル』（付図 5）を作成した。これら
は，これまでの評価票が「評価した後どのように治療
に結びつくかが分かりにくい」という点を改善し，評
価票に記入してもらうことで診療に直接反映できるこ
とを意図したものである。

医療者用評価ツール『疼痛の評価シート』
『痛みの経過シート』

1．『疼痛の評価シート』
　『疼痛の評価シート』は，医療者が疼痛を詳細に評
価するための標準的な様式である（付図 6）。『疼痛の
評価シートの記入の仕方』（付図 7），さらに，『疼痛
の評価シート』に記載された内容からそのまま鎮痛治
療を行うことができる『「疼痛の評価シート」をもと
にした疼痛治療マニュアル』（付図 8）を作成した。評
価票に記入してもらうことで診療に直接反映できるこ
とを意図している。

2．『痛みの経過シート』
　簡易に痛みの経過を観察するための，『痛みの経過
シート』を作成した（付図 9）。

患者・家族用パンフレット

　患者・家族用パンフレットは，疼痛，呼吸困難など
各症状ごとに 11 種類作成された（付図 10）。すべての
パンフレットで構造を統一し，医療者が患者・家族と
相談しながら患者個々に合わせた情報を書き込めるよ
うに作成した。

　最初に症状の影響を確認し，症状の原因や行われる
診察や検査を記入する。治療の目標を設定し，緩和治
療として行う治療の流れが分かるように記載されてい
る。「その時の治療」だけではなく，全体の治療の流
れが分かるように，「まずはこれ，効果がなければこ
れ，効果がないならこれも検討する」といった記述と
なっている。裏面には，ケアの工夫などの非薬物的療
法，医師や看護師に症状をどのように伝えるか，症状
に関する心配を軽減するような説明が記載されている。
最後に，「どのような状態になったら連絡するか」を
記載できるようになっている。
　これらの内容は，有効な患者教育を行うためには，
① 全般的な情報提供では効果がなく，「その患者」の
心配なことに焦点を当てた情報提供が必要である，②
「症状の伝え方」や相談先への連絡方法を教育するこ
とが重要である，などの患者教育に関する研究の知見
を反映させたものである。

家族用の看取りのパンフレット

　看取りのパンフレットは『これからの過ごし方につ
いて』というタイトルで作成した（図 4）。看取りの
時期の患者に付き添う家族が，自宅を含めて安心して
看取れることを目的として作成したものである（付図
11）。
　内容は，死亡までの自然経過を中心として，家族が
しばしば心配される内容（苦痛，せん妄，喘鳴，点
滴）について適切な情報提供を行っている。パンフレ
ットの内容は，これまでに行われたわが国での遺族調
査の結果が反映された「エビデンスに基づいた」パン
フレットとして最初のものである。
　利用方法は，『ステップ緩和ケア』に該当するペー
ジとムービーとで解説をしている（付図 12）。

図 4　家族用の看取りのパンフレット「これからの過ごし方について」
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付図 1　ステップ緩和ケア「呼吸困難のページ」
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付図 1　ステップ緩和ケア「呼吸困難のページ」（つづき）
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付図 2　ステップ緩和ケア「皮下輸液のページ」

付図 3　ステップ緩和ケア付録　「生活のしやすさに関する質問票」
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付図 4　ステップ緩和ケア付録「生活のしやすさに関する質問票の記入の仕方」

付図 5　ステップ緩和ケア付録「生活のしやすさに関する質問票をもとにした疼痛治療マニュアル」
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付図 6　ステップ緩和ケア付録「疼痛の評価シート」

付図 7　ステップ緩和ケア付録「疼痛の評価シートの記入の仕方」
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付図 8　ステップ緩和ケア付録「疼痛の評価シートをもとにした疼痛治療マニュアル」

付図 9　ステップ緩和ケア付録「痛みの経過シート」
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付図 10　ステップ緩和ケア付録「息切れ，息苦しさに困ったとき」
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付図 11　「これからの過ごし方について」内容
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パンフの使い方
● パンフ「これからの過ごし方について」を使って，以下のポイントを説明する。
　このシリーズには，次の６種類が含まれている。

• これからの過ごし方について（過ごし方1）
• これからどうなるのでしょうか（過ごし方2）
•苦しさは増すのでしょうか（過ごし方3）
•つじつまがあわず，いつもと違う行動をとるとき（せん妄2）
•のどが「ゴロゴロ」するとき（呼吸2）
•点滴について考えるとき（食事2）

　※ 看取りについては，主に家族へ説明を行う。また，パンフ「これからの過ごし
方について」を使って，看取りのケアについての導入を行い，家族の心配や不
安に応じて，他のパンフを適宜使用して説明を加えていく。

これからの過ごし方について（導入）
□ 看取りが近づいた段階の面談のときに，「○○さんを見ていらして心配さ
れていることや，このことを聞いておきたい，こうして差し上げたいとい
うことはありませんか？」と聞き，家族の心配を明確にする。「患者さ
ま，ご家族の心配・不安」に書き込む。
□ 今回説明を必要とする状況を選択し，チェックをして，話し合いの順序を
整理する。
□家族の看取りに向けての希望を確認し，   に書き込む。
□看取りの環境（誰が居合わせたいか）の希望を確認する。

これからの過ごし方について（医療者が行っていくこと）
□ 医療者が今後行っていくこと，家族でも取り入れることができるケアや工
夫について話し合う。
　　•定期的な観察　　　　•苦痛の緩和　　　•検査・治療方法の見直し
　　•日常生活の援助　　　•家族のケア
□ 「わたしのカルテ」（p.152）にある緊急の連絡先を確認し，どのようなこ
とが起こったときに連絡するのかを伝える。

これからどうなるのでしょうか（死亡までの経過の説明，蘇生）
□ 死が近づいた段階で起こる患者の変化について患者・家族に伝える。ま
た，体の状態の自然な変化と急な変化があることを説明し，医療者と共に
状況を確認するように伝える。
※ 家族にとってこの時期に“死”を話題にすることが非常につらいことで
あることを十分に配慮する。
※家族の心身の疲労に意識を向ける。
※心肺蘇生について話し合う。

120-123_03章.indd   120 12.7.27   4:19:51 PM

• 「たいていの場合，順番に体の変化が生じてきます。最初，だんだんと眠る
時間が長くなり，声をかけてもしっかりとお話するのが難しくなってきま
す。そうこうしていると，のどもとでゴロゴロいうような感じが出てきた
り，呼吸のリズムが不規則になったり，息をするときに合わせてこう（下顎
呼吸の様子を示す）顎が動くようになります。さらに，手足が冷たく脈が触
れにくくなってきます。このような徴候があると，数時間から1～2日で
最期を迎える方が多いようです。80%の方は，このように変化を迎えられ
ますが，20%の方はこのような一連の変化はなく，急に息を引きとられる
（急な変化で亡くなられる）ことがあります」
• 「今ご本人の様子から，ご心配に思われることはありませんか？　つらいお
話ではありますが，そのときに居合わせたい方はどなたになりますか？　ま
た，そのときにこうして差し上げたい，といったご希望はありますか？」

（入院中の場合）
• 「お家にお帰りになるときに，着ていただきたい寝巻きや服，着物などあり
ましたら，ご用意をしていただいておいたほうがよいと思います」

＜説明例＞

苦しさは増すのでしょうか（苦痛を生じたときの対応，鎮静）
□ 死が近づいた段階で，患者に予測される苦痛の経過と鎮静の可能性を説明
する。
　• 一般的に必ずしも死亡前に苦痛が強くなるとは限らない。
　• 苦痛が強くなっても鎮静（意識を低下させること）により苦痛を緩和す
ることが可能である。

　• 鎮静は他の手段がないときに行う。鎮静薬は，身体に負担の少ない最小
の量から開始し調整するので，生命を短縮する合併症が起こる可能性は
数％以下である。いったん鎮静を開始したとしても，状況によっては中
止も考慮できる。鎮静を行った後，自然に意識が戻ることもあるがその
まま死亡することも多いので，それまでに伝えたいことは伝えておいた
ほうがよいことを伝える。

□ 鎮静中の患者にもこれまでどおりの清潔ケアや声かけは行い，家族ができ
ること（お気に入りの音楽，家族の会話，マッサージ，口腔ケア）を相談
する。

　   日本緩和医療学会「鎮静ガイドライン」http://www.jspm.ne.jp/
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「亡くなられる前にすごく苦しくなるのではないかと，心配をされています
か……。亡くなる前に痛みが増えてくると思われている方は多いのですが，
70％くらいの方は自然にうとうとされるので，苦痛はなく過ごされます。た
だ，３人にお１人くらいに痛みや息苦しさが強くなることがあります。その場
合は，これまでに引き続いて苦痛を和らげるような対策を行っていきますが，
もしその方法でうまく効果が得られない場合は，睡眠薬を使ってうとうとする
ことで苦痛を和らげる方法を考えることがあります。苦痛を和らげるためにま
ず，少ない量から睡眠薬を使います。呼吸や心臓の働きに影響するような合併
症が起こるのは数％以下です。ただ，○○さんの場合，何もしなくても体を維
持すること自体が難しくなってきています。苦痛を和らげるためにお薬を使用
した後，眠られたまま最期を迎えられることもあるかもしれません。苦痛が増
してきたときに，どのような対応をしていくのか，あらかじめ相談しておきま
しょう」

＜説明例＞

つじつまがあわず，いつもと違う行動をとるとき（せん妄）
□ せん妄について抱く心配を「普段と違う患者さんの様子に，びっくりされ
たり心配されたりしていることはないですか？」と話し始める。
□ 家族の心配について説明･相談する。家族の心配について，「そんな気持ち
になられるのは当然だと思います」と共感的に話を聞く。
□ 「対応方法がわからない」と言われることが多いので，右ページを参考に
して具体的な対応方法を説明する。
□ 家族にできること，家族が疲れたときには一人で抱え込まないことなどを
伝え，話し合う。
□せん妄の原因についての誤解が多いため，原因について十分説明する。
　• （原因が違うならば）オピオイド，疼痛，性格のせいではないこと，精
神病ではないことをはっきりと説明する。

のどが「ゴロゴロ」するとき（気道分泌，死前喘鳴）
□ のどがゴロゴロする原因・治療について話し合い，個々の患者に該当する
方法を説明していく。特に，吸引をするか，薬物療法を行うか，または，
自然経過でみるかをよく相談する。
□ 「ゴロゴロ」について不安を抱えていることがあるので，「見ていて何にか
心配なことや気にされていることはありませんか？」と話し始め，家族の
疑問について話し合う。特に患者にとって症状が苦痛になっているかにつ
いてわかりやすく説明する。
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「このようにゴロゴロという分泌物が増えるのは，亡くなられる患者さんの半
分くらいに見られる自然の経過の一つです。ものを飲み込めなくなってくるの
で唾液や痰がのどにからむようになります。意識がしっかりしているとつらい
症状ですが，患者さんはうとうとされていることが多いので，見ているほどつ
らくないと思います（患者の状況を見て苦痛を確認する）。ゴロゴロいうのを
抑えるために，点滴の量を加減していくことと，唾液の量を減らすお薬を使う
方法があります（ハイスコを使用する場合：お薬は眠気が増えますので今より
休まれるようになります）。今までのように痰を管で吸う方法は，手術の後な
ど一度取ってしまえばもうたまらない場合と違い，繰り返して何度も吸引する
ことになり，そのことがかえって患者さんの苦痛を増すことが心配されます。
症状をみながら相談させてください」

＜説明例＞

点滴について考えるとき（点滴）
□ 死が近づいたときの体の変化として，食事や水分を摂る量が減ること（食
事が摂れないから病状が進むのではないこと）について話し合う。
□ 点滴と栄養について不安を抱えていることが多いので，「水分や栄養が摂
れないことや点滴について何か心配されていることや気になっていること
はないですか？」と話し始め，家族の心配に十分に共感し，疑問について
話し合う。特に，食事や栄養は「生きる希望」につながることに十分配慮
したうえで，脱水が苦痛を強めることは少ないが，水分過剰は胸水・腹水
など苦痛になりやすいことを伝える。
□ 家族でも取り入れることができるケアや工夫について話し合う。特に，栄
養，食事のこと以外に家族が「してあげられた」と感じられ，患者も喜ぶ
ことを探索する。家族の無力感や自責感を和らげる。

「点滴を減らすことは見捨てることになると感じておられるかもしれません。
栄養や水分の量が減るのですから，そのように感じられるのは当然のことで
す。しかし，今のお体の状態ですと，たとえ水分や栄養を多く入れたとしても
体がうまく利用できない状態になっています。全身状態を改善することにはつ
ながらない場合が多いです。逆に水分や栄養分が排泄できずに体にたまり，手
足のむくみやお腹や胸の水となって，結果的に患者さんにとってつらい状態に
なったり，かえって寿命を縮めることもありえます（患者の状況に応じて評価
した結果を伝える）。今の患者さんにとって，バランスのよい，負担とならな
い量を考えて，点滴以外にしてあげられることも一緒に相談していきましょ
う。」

＜説明例＞
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付図 12　ステップ緩和ケア「家族用の看取りのパンフレットの使い方」
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目　的

　①「パンフレットを使った医療者の説明」による患
者の疼痛緩和に関する知識の変化
　②「パンフレットを使った医療者の説明」による医
療用麻薬に関する患者の誤解の変化

対象・方法

　A大学病院の緩和ケア外来でオピオイドを開始す
るがん患者の中で，当研究への協力に承諾を得られた
4名を対象とした。
　OPTIM にて作成した患者・家族用パンフレット
【疼痛 1～3】（図 5）を使用して疼痛の緩和，オピオイ
ドの導入，オピオイドの誤解に関する教育，副作用に
対する説明，疼痛時の対処方法（レスキュー）の説明
を，緩和ケアチーム専従の看護師が行い，痛みの原因
やNRS（numerical rating scale），レスキューの使用
回数などについて質問紙を使って調査を行った。

結　果

　対象者は 4名，女性 2名，男性 2名，年齢は 44～
85 歳（平均 63.8 歳），化学療法中が 2名と無治療が 2
名であった。
　対象者の麻薬についてのイメージは，2名が中毒や
副作用，最後の薬であるという印象を持っていた。痛
みについても和らげられないと思っていた者が 2名，
病気の進行を表していると思っていた者が 2名，自宅
で対応が難しいと思っていた者が 3名であった。パン

フレットを使用した説明は，15～30 分緩和ケアチー
ムの専従看護師により行われた。
　1週間後，平均的な痛みは 3名が減少したが，最大
の痛みや最小の痛みはそれほど変わらなかった。麻薬
のイメージについては，少し改善した程度であった。
痛みが和らげられるという思いに 2名が変化し，医療
者に積極的に痛みを伝えようと思った者が 1名であっ
た。パンフレットについては，痛みの緩和に 4名が有
用とし，副作用対策や痛みを医療者に伝えるために 3
名が有用であったと回答していた。

研究の限界

　本調査は，1施設の緩和ケアチーム外来に初回受診
の患者を対象とし，パンフレットの説明者を緩和ケア
チーム専従看護師と限定したため，複数の対象者を獲
得することができず，4名のパンフレット使用経験に
とどまった。そのため，量的な解析を行うことができ
なかった。
　また，疼痛マネジメントの導入時期ということもあ
り，パンフレットの使用はできても，質問紙への回答
を依頼することが躊躇されるケースも多く，パンフレ
ットの評価のための研究デザインは再検討の必要があ
る。

まとめと意義

　がん疼痛マネジメントにおいて，患者の主観である
疼痛を評価するためには，患者の理解や協力は不可欠
である。患者への教育や支援を継続的に行うことによ

B．緩和ケアマニュアル・症状評価ツールに関する研究
1）疼痛のパンフレットの有用性

（株）緩和ケアパートナーズ

梅田 恵

KEY FINDINGS
◆疼痛パンフレットは，患者のセルフケアを助長するために活用する。
◆疼痛パンフレットは，患者の状況に応じて活用する。
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り，疼痛緩和がより効果的に行えたとする先行研究は
散見される。しかし，その中でパンフレットの活用は
行われているが，その内容や方法（教育者・時期・道
具・時期）などの統一見解には至っておらず，地域，
施設，スタッフにより，パンフレットの活用に差があ
る。疼痛パンフレットの標準的な活用についてはまだ
模索の段階である。

　また，標準化されたパンフレットであったとしても，
患者・家族の理解力や認識はさまざまであり，効果的
にこのようなツールを活用するためには，患者・家族
に適したツールの選定や使用方法を工夫できるがん疼
痛マネジメントに積極的に参加できるスタッフの育成
が重要である。

図 5　患者・家族用パンフレット 1
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目　的

　『これからの過ごし方』（以下パンフレット）を用い
た終末期患者を看取る家族への説明の有用性を評価す
ること。

方　法

　緩和ケア病棟 5施設，在宅ホスピス 4施設，緩和ケ
アチーム 1施設の死亡患者（一部がん患者以外も含
む）の遺族を対象に，患者の死後 6カ月以上が経過し
た後に，郵送法による質問紙調査を行った。
　本調査の主要評価項目はパンフレットの有用性で，
「総合的にパンフレットは役に立ちましたか？」「パン
フレットは，あなた以外の，お身内を亡くされるご家
族にとっても役に立つと思われますか？」の問いで評
価した。パンフレットの分かりやすさについても，
「パンフレットは分かりやすいと思いますか？」の問
いで評価した。
　副次評価項目は家族の体験である。終末期がん患者

の家族に対して，パンフレットを用いて説明した経験
のある医師・看護師による focusing group から得ら
れた家族の実際の発言をもとに 18 項目を作成し，そ
れぞれ 5件法で評価した。
　背景要因として，回答者の年齢，性別，患者の死亡
1週間以内の付き添い期間，患者との関係，患者の年
齢，性別，病名，患者が死亡してから調査までの期間，
死亡場所を質問した。また，誰からパンフレットを渡
されたか，「渡された際にどのくらい説明を受けたか
の認識」「パンフレットを渡された時期の評価」につ
いても質問した。

結　果

　調査期間において，パンフレットを配布した患者数
350 名のうち適格基準を満たした 325 名に質問紙を送
付した。18 名が宛先不明で返送され，260 名から回答
を得，回収率は 84.7％（260/307）であった。
　主要評価項目であるパンフレットの有用性について
図 6に示す。81％の遺族が，パンフレットが「役に立

2）看取りのパンフレット「これからの過ごし方について」の有用性

佐久総合病院 総合診療科・緩和ケアチーム

山本 亮

KEY FINDINGS
◆看取りのパンフレットを用いた説明は，その時期の患者・家族ごとによく
検討したうえで行うことで，多くの家族にとって有用である。

図 6　パンフレットの有用性

パンフレットの有用性（n＝234）

他の家族へのパンフレットの有用性（n＝235）

パンフレットの分かりやすさ（n＝226）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

31 50 15 3

126026 2

56826 1

とても役に立つ/とても分かりやすい　　　役に立つ/分かりやすい
少し役に立つ/少し分かりにくい　　　　　役に立たない/分かりにくい
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68
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図 7　パンフレットを用いて説明を受けた家族の体験
とてもそう思う　　　そう思う　　　少しそう思う　　　あまりそう思わない　　　そう思わない

この先どのような変化があるのかの目安になる
（n＝235）

いろいろな症状や変化がなぜ起きているのかが分かる
（n＝235）

気持ちの準備をすることに役に立つ（n＝237）

患者の状況と照らし合わせて現状を理解するのに役に立つ
（n＝235）

家族ができることやしてもよいことが分かる（n＝233）

自分たちがどんな時に医師や看護師に相談したらよいかが
分かる（n＝234）

他の家族に状況を伝えるために利用できる（n＝230）

患者の苦しさが増した時の対応が分かる（n＝231）

せん妄の原因が分かる（n＝210）

パンフレットを見ながら，医師や看護師に具体的に尋ねる
ことができる（n＝227）

せん妄の対処が分かる（n＝211）

不安や心配が和らぐ（n＝234）

家族からは医師や看護師に直接尋ねにくいが，知りたい
ことが説明されている（n＝227）

家族としてできることは十分にできたと感じられることに
役に立つ（n＝227）

疲労や悩みなど自分の思いが分かってもらえた
気持ちがする（n＝217）

いろいろな情報があり，かえって不安になる
（n＝232）

あまり知りたくない内容だと思う（n＝227）

大切なことなのに紙上のことのように冷たく感じる
（n＝231） 2
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表 2　家族の体験の代表的な記述

1．この先どのような変化があるか分かる・いろいろな症状や変化がなぜ起きているのかが分かる
　 「パンフレットを読んだことにより， 今の状態は病気の進行によるんだと受けとめることができました。食事を摂らないこと　
や， 起き上がったり手を動かしたりすることも納得して見守ることができました。 最期の数日は，水も摂れない状態で，むくみ
のために点滴も控えていたが，患者が必ずしもそのことで苦しんでいないことを知り，心の負担が減りました。すべての， 最期
を看取る家族にこのパンフレットが活用されると良いと思います 」

　 「在宅にて看取ることができましたが， パンフレットがなかったら心の準備もできず，ただただ不安だらけの毎日を過ごしてい
たと思います。内容的にも本当に詳しくかみくだいてあるので，読みやすかったと思います。看護師さんからの説明と適切なア
ドバイスも受け，いずれどのような経過をたどるのか理解し， あわてず恐れず静かに見送ることができました。パンフレットは
私にとって非常に有効であったこと，気持ちに余裕を持って介護できたことを心から感謝しております」

2．気持ちの準備をすることに役立つ
　 「パンフレットはとても役に立ちました。まず渡され， 内容を見た時， “もうそう長くはないのだ”と実感しました。 頭では分か
っていても， それがいつなのか，死というものに対して考えないようにしていたので。これを渡されたということは，“覚悟し
ておかなきゃ ってことだよ”と父と話すきっかけにもなりました」

3．家族ができることやしてもよいことが分かる
　 「眠りにつく時間が長くなってからは , どんなことをしてあげるといいのかは家族にとって貴重な情報かと思います。何かして
あげたいのに手を出すのが怖い， これが家族の思いだと思います。このようなパンフレットが情報源であることは良いことだと
感じます」

4．他の家族に状況を伝えるために利用できる
　 「これをいただいたことで， とても助かりました。 親戚の人も一挙一動にうろたえて， 医師に何度も説明を求めたり，私たちに何
度も“どういうことだ。何かできることはないのか”と言っていたのですが，パンフレットをコピーして渡すと，少し落ちつい
てくれたと思います。私たち一人ひとりのことを考えてくださり，こうしたバックアップがなかったらとても乗り越えられなか
ったと思います」
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った」「とても役に立った」と回答した。また，他の
家族にとってパンフレットが「役に立つ」「とても役
に立つ」と回答した家族は 86％であり，94％が「と
ても分かりやすい」「分かりやすい」と回答した。一
方 3.8％の家族は，パンフレットを渡されたことを
「覚えていない」と回答した。パンフレットを渡され
た時期については，「早すぎた」と回答した家族は
1.2％であり，76％が「ちょうどよい」，22％が「遅す
ぎた」と回答した。
　副次評価項目であるパンフレットについての家族の
体験について図 7に示す。2/3 以上の回答者が「とて
もそう思う」「そう思う」と回答したのは，「この先ど
のような変化があるのかの目安になる」「いろいろな
症状や変化がなぜ起きているのかが分かる」「気持ち
の準備をすることに役に立つ」「患者の状況と照らし
合わせて現状を理解するのに役に立つ」「家族ができ
ることやしてもよいことが分かる」「自分たちがどん
な時に医師や看護師に相談したらよいかが分かる」
「他の家族に状況を伝えるために利用できる」「患者の
苦しさが増した時の対応が分かる」の 8項目であった。
各項目に相当する代表的な自由記述を表 2に示す。
　パンフレットを渡された時期によって有用性に有意
差はなかったが，パンフレットを渡された時期の評価
には有意差が認められ，死亡 1カ月以前に渡された群
で「遅すぎた」と回答したものが少なかった。
　パンフレットの運用に関する自由記述内容では，

「たとえ役に立つものであっても，死を迎えることを
前提としたパンフレットを受けとることは家族にはつ
らい体験で『認めたくない気持ち』があることを認識
することが大事である」「受けとるタイミングは家族
によって違うので一律ではなくて家族ごとに配慮する
ことが必要である」「パンフレットは，医師・看護師
とのその都度のあたたかいコミュニケーションを補う
ものである」などが挙げられた。

結　論

　看取りを体験する家族に，「看取りのパンフレット」
を用いて説明を行うことは，先々の見通しをつけて心
構えができる，症状の原因や現状を理解することがで
きる，家族ができることやしてもよいことが分かる，
他の家族との情報共有ができるなどの理由から，パン
フレットを渡す時期を患者・家族ごとによく検討し，
単に渡すだけではなく十分にコミュニケーションをと
ることに注意することで，多くの家族にとって有用で
あることが示唆される。

文　献
1）山本亮，大谷弘行，松尾直樹，他：看取りの時期が近
づいた患者の家族への説明に用いる『看取りのパンフレッ
ト』の有用性：多施設研究．Palliat Care Res　7：192─
201, 2012
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目　的

　終末期せん妄を体験する家族は強い苦痛を感じ，死
亡直前の情報ニーズが満たされていないことが示唆さ
れているが，有効なケア方法についての知見はほとん
どない。
　本研究の目的は，遺族調査をもとに作成した家族支
援小冊子『看取りのパンフレット』のせん妄の項を用
いた終末期せん妄のケア介入の有用性を明らかにする
ことである。副次的に，パンフレット作成前の 2006
年の遺族調査を用いて，せん妄のつらさ・ケアの改善
の必要性・せん妄の知識を比較する。

対象・方法

　緩和ケア病棟 2施設，在宅ホスピス 3施設，緩和ケ
アチーム 1施設で，『看取りのパンフレット』のせん
妄の項（図 8）を用いた説明を行い，死亡後約 6カ月
が経過した遺族に質問紙調査を実施した。
　質問項目は「パンフレットの有用性」「リーフレッ
トについての家族の体験」パンフレット作成前の
2006 年の遺族調査との比較項目として，「せん妄の原
因についての知識」「家族のつらさ；“せん妄状態はあ
なたにとってどのくらいつらく感じられましたか？”」
および，「ケア・改善の必要性；“せん妄状態の時，医
療者の対応はどの程度改善が必要と感じられました
か？”」であった。

3）せん妄のパンフレットの有用性

九州がんセンター 緩和ケアチーム

大谷 弘行

KEY FINDINGS
◆せん妄のパンフレットは，家族に対するせん妄の正しい知識の提供，家族
が症状の原因や現状を理解すること，家族が先々の見通しをつけて心構え
をすること，家族ができることやしてもよいこと，を知るのに有用である。

図 8　家族支援小冊子『看取りのパンフレット』―せん妄の項
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結　果

　235 名に調査票を発送し 169 人（回収率 77％）が参
加し，せん妄発症を認識した遺族は 113 名であった。
83％の遺族がパンフレットが「役に立った」または
「とても役に立った」と回答した（図 9）。
　遺族の体験として，「この先どのような変化がある
かの目安になる」（84％），「家族ができることやして
もよいことが分かる」（80％），「いろいろな症状や変
化がなぜ起きているのが分かる」（78％）などが見ら
れた（図 10）。
　先行研究との比較では，せん妄の原因の理解として，
痛みなど身体の苦痛のためではなく病気の進行のため
になったなど正しい知識が有意に改善した（31％ vs. 
61％；P＜0.001）（図 11）。せん妄によるつらさ，ケア
の改善の必要性は有意な変化はなかった。

研究の限界

　本研究では，対象が緩和ケア専門の設定であったた
め，本研究結果をすべての病院や施設にあてはめるこ
とはできないかもしれない。

まとめと意義

　本研究は，遺族調査をもとに作成した家族支援小冊
子『看取りのパンフレット』のせん妄の項を用いた終
末期せん妄のケア介入の有用性を調査した初めての多
施設研究である。『看取りのパンフレット』のせん妄
の項は多くの家族にとって有用であり，家族に対する
せん妄の正しい知識の提供，家族が症状の原因や現状
を理解すること，これらによって家族が先々の見通し
をつけて心構えをすること，家族ができることやして
もよいことを伝えることに有用であることが示唆され

a．総合的に役に立ちましたか

少し役
に立った 
15％

役に立たなかった
2.7％

とても
役に
立った
33％

役に立った
50％

b．あなた以外のお身内を亡くされるご家族
　　にとっても役に立つと思われますか

c．リーフレットは分かりやすい
　　と思いますか

少し役
に立つ
　10％

役に立つ
65％

役に立たない
0.9％

とても役
に立つ
23％

分かりやすい
70％

とても
分かりやすい
24％

少し分かりにくい
4.5％

分かりにくい
0.9％

図 9　せん妄のパンフレットの有用性

a．痛みなど身体の苦痛の
　　ためになった
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d．薬のためになった
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（％）
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P＝0.40

e．精神的な弱さや死の恐怖や不安のためになった
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60

20

（％）

未介入 介入

P＝0.53

b．病気の進行のためになった
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60

20

（％）

未介入 介入

P＜0.001

c．“頭がおかしくなった”ため
　　になった

100

60

20

（％）

未介入 介入

P＝0.26

とてもそう思った

そう思った

図 10　せん妄のパンフレットについての家族の体験
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た。

文　献
１）大谷弘行，森田達也，松尾直樹，他．看取りのパンフ
レットを用いた終末期せん妄のケアに対する遺族評価　
OPTIM─study. 第 16 回日本緩和医療学会学術大会プログ
ラム・抄録集  p.274, 2011 J Palliat Med. submitted.

２）H Otani, T Morita, S Uno. et al. Usefulness of leaflet-
based intervention for family members of terminally ill 
cancer patients with delirium. J Pallient Med. In press.
３）H Otani, T Morita, S Uno. et al. Effect of the leaflet-
based intervention for family menbers of terminally ill 
cancer patients with delirium:histrical control study. 
submitted.

この先どのような変化があるかの目安になる

家族ができることやしてもよいことが分かる

いろいろな症状や変化がなぜ起きているのが分かる

患者の現状を理解するのに役に立つ

気持ちの準備をすることに役に立つ

20 40 60 80 100（％）
少し思った　　　そう思った　　　とてもそう思った

図 11　せん妄の原因についての家族の認識
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目　的

　外来化学療法患者では，身体的・精神的なものだけ
ではなく，幅広いニードを有していることが報告され
ている。これらのニードを治療段階から的確に認識す
ることは外来化学療法を継続していくための適切なサ
ポート体制を築いていくために重要である。
　本研究の目的は，外来化学療法を受けるがん患者の
症状頻度およびニードに関して，『生活のしやすさに
関する質問票 第 3 版』（図 12）を用いて，①身体症
状・気持ちのつらさ・心理社会的ニードを明らかにす
ること，②身体症状緩和ニードのスクリーニング質問
の感度・特異度を明らかにすること，③各専門サービ
スへの相談希望頻度を明らかにすること，である。

対象・方法

　2009 年 6 月から 2010 年 3 月までの期間に，1つの
地域がん診療連携拠点病院において外来化学療法を新
規に開始されたすべてのがん患者を連続的に対象とし
た。対象者に対し受診ごとに外来看護師により質問票
が配布され，記入を求めた。調査項目は，①身体症
状・気持ちのつらさ・心理社会的ニード，②身体症状
緩和ニードの質問，③緩和ケアチーム・医療相談・在
宅支援の専門サービスの受診希望，を網羅した。
　身体症状は，7つの身体症状（痛み，しびれ，眠気，
倦怠感，呼吸困難，食欲不振，嘔気）の強さをM.D. 

Anderson Symptom Inventory 日本語版（MDASI─J）
に準拠した 0～10 の 11 段階で評価した。嘔吐・口腔
内の問題は，Comon Terminology Critera for Adress 
Events （CTCAE） v3.0 日本語訳を基にして独自に開
発した 0～3の 4段階で評価した。気持ちのつらさは，
気持ちのつらさ寒暖計を用いて，0～10 の 11 段階で
評価した。睡眠障害に関しては，「よく眠れる」「だい
たい眠れる」「眠れない」の 3段階で評価した。心理
社会的ニードは，病状・経済面・日常生活・通院に関
する問題の有無を「あり」「なし」で評価した。身体
症状緩和ニードのスクリーニング質問は，Support 
Team Assessment Schedule 日本語版（STAS─J）を
基にして独自に開発した 0～4の 5段階（0：「症状な
し」，1：「現在の治療に満足している」，2：「それほど
ひどくないが，方法があるなら考えてほしい」，3：
「我慢できないことがしばしばあり，対応してほしい」，
4：「我慢できない症状がずっと続いている」）で評価
した。緩和ケアチーム・医療相談・在宅支援の専門サ
ービスへの相談希望の有無を「あり」「なし」で質問
した。
　先行研究から各症状の強さは，MDASI─J 準拠の各
身体症状は 4以上を，CTCAE v3.0 を基にした各症状
は 2以上を，中等度以上の症状とした。気持ちのつら
さは，5以上を「あり」とした。睡眠に関しては，
「眠れない」を「あり」とした。
　症状，心理社会的ニード，専門サービスへの相談希
望の頻度に関して，度数分布を計算した。また，いず

4）『生活のしやすさに関する質問票』による緩和ケアニードの
スクリーニング

手稲渓仁会病院 総合内科・感染症科 /緩和ケアチーム

山口 崇

KEY FINDINGS

◆『生活のしやすさに関する質問票』は，外来がん患者のニードを把握する
のに有用である。

◆外来がん患者で頻度の高い症状は，疼痛・倦怠感・気持ちのつらさ，であ
る。

◆緩和ケアを希望する患者は，複雑な問題を抱えている場合が多い。
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れかの身体症状の強さが中程度以上を基準とし，「身
体症状緩和ニードのスクリーニング質問」の感度・特
異度を求めた。

結　果

　研究実施期間中に 464 例の新規外来化学療法開始が
あり，そのうち 455 例（98％）の患者から質問票が回
収され，延べ 2,854 件の質問票が回収された。対象者
の平均年齢は 66 歳，原発巣としては，肺・乳腺・大
腸・胃が多かった。
　中等度以上の頻度が高い症状は，疼痛（17.4％），
倦怠感（15.5％）であった。気持ちのつらさが「あ
り」と判断されたのは 15.6％であった。病状・経済
面・日常生活・通院についてのニードは，それぞれ，
7.2％，0.7％，1.6％，0.9％であった。身体症状緩和ニ
ードは，23％が 2（「それほどひどくないが，方法が
あるなら考えてほしい」）以上のニードを持っていた。
身体症状緩和ニードの強さの cut─off を 2 以上とした
場合，いずれかの中等度以上の症状の有無に対する感

表 3　 外来化学療法を受けているがん患者の症状・心理
社会的ニード・相談希望の頻度

頻度（％）

身体症状
疼痛 17.4

しびれ  8.9

眠気  9.2

倦怠感 15.5

呼吸困難  7.2

食欲  9.0

嘔気  3.7

嘔吐  1.4

口腔内症状  4.6

気持ちのつらさ 15.6

睡眠障害  5.4

身体症状緩和のニード
　0：症状なし /1：現在の治療に満足している 77.0
　2： それほどひどくないが，方法があるなら考

えてほしい
16.6

　3： 我慢できないことがしばしばあり，対応し
てほしい

 5.6

　4：我慢できない症状がずっと続いている  0.8

図 12　生活のしやすさに関する質問票 第 3版
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度・特異度は，0.53，0.90 であった（表 3）。
　緩和ケア・医療相談・在宅支援の各サービスへの相
談希望は，それぞれ 3.5％，0.2％，0.4％であった。緩
和ケアサービスへの相談を希望する人では，すべての
症状，心理社会的ニードの項目で中程度以上の症状ま
たはニードがある比率が高かった（図 13）。

研究の限界

　本研究は，1施設での調査であり，他施設の外来化
学療法患者に対して今回の結果が当てはめられない可
能性がある。次に，がん腫・病期など背景因子がさま
ざまな患者群を含んでいるため，結果を一般化できな
い可能性があるが，外来化学療法に通院している不均
一な患者群におけるニードを認識することが質の高い
支持治療にとって不可欠であるため，重大な限界には
ならないと考えられる。また，一部の調査項目が独自
に開発したものであるが，これらの項目は既存の標準
性が検討されたものを基に開発されたため，研究結果

に大きな影響は与えないと考えられる。

まとめと意義

　本研究では，外来化学療法患者が抱える主要な症状
は疼痛・倦怠感・気持ちのつらさであること，身体症
状緩和ニードのスクリーニング方法として 1項目の質
問が有用であること，複雑なニードを抱えている患者
は多くはないが緩和ケアサービスを希望すること，が
分かった。『生活のしやすさに関する質問票 第 3 版』
は外来化学療法患者の症状・ニードのスクリーニング
ツールとして有用であることが示された。

文　献
1）鈴木留美，山口 崇，藤本亘史，他：「生活のしやすさ
質問票 第 3 版」を用いた外来化学療法患者の症状頻度・
ニードおよび専門サービス相談希望の調査．緩和ケア　
21：542─548, 2011
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眠気
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呼吸困難

食欲不振

嘔気

気持ちのつらさ

症状緩和のニード

経済面への気がかり

日常生活への気がかり

通院への気がかり
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有

無

図 13　緩和ケアに相談希望があった患者の症状および心理社会的ニード
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目　的

　緩和ケア普及においては，情報発信は重要なテーマ
である。インターネットによる情報発信は，広域性・
リアルタイム性に優れている。ホームページ（以下，
HP）を用いた情報発信の方法・結果について明らか
にする。

対象・方法

　OPTIM情報グループとHP作成・運営会社により，
OPTIM 各グループにて作成された資料（マテリア
ル）の掲載を中心とした HP を計画し，2007 年 4 月
～2011 年 3 月まで運営した。この間の HP の利用動
向を，HPサーバーより提供されているUrchin を使
用して，アクセス数の指標であるページビュー（以下，
PV）や，マテリアルのダウンロード（以下，DL）回
数，検索語などの測定をした。

結　果

　HP を図 14のように構成した。閲覧数は，研究期
間を通じて計 4,313,960PV であった（図 15）。国立が
ん研究センターの HP のアクセス数は，約 100 万
PV/ 月，がん情報サービスのHPは約 250 万 PV/ 月
（2011 年 1～12 月）であり 1）～4），緩和ケア単独かつ対
象地域が限定されたプロジェクトのHPとしては，ま
ずまずの数字とも考えられる。閲覧者の行動からは，
このうち約 1/4 は，当HPを実際に利用していたと考
えられる（図 16）。
　内容別では，医療者向けコンテンツ，特に『ステッ
プ緩和ケア』オンライン版が多く利用されていた（図
17）。掲載されたコンテンツの質・量から考えても，
医療関係者の利用が多数を占めていたと推察された。
地域別の閲覧の内訳を詳しく見ると，当初は浜松地域
の閲覧数が多かったが，独自HPの立ち上げなどから
他地域の閲覧数も伸びたことがわかる（図 18）。

図 14　HPの構成

トップページ（HPの入り口）

鶴岡

柏

浜松

長崎

医療関係者を確認する画面

■講習会情報
■報告
■独自資料
■その他

一般情報 地域別情報

研究について／組織

広報用ポスター，リーフレット

診療に使用できるツール
緩和ケアのテキストなど

研究班の紹介

一般の方向け情報

医療者向け情報

5）地域緩和ケア介入におけるホームページの効果

六甲病院 緩和ケア科

山川 宣

KEY FINDINGS
◆ホームページによる緩和ケア情報発信は、一定した利用が得られた。
◆ブラウザーで直接参照できる形態の資料が好まれた。
◆医療者のニーズを把握できる可能性が示された。
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　DL回数の統計（図 19）を見ると，疼痛関連の利用
が多いことは事前に想定されたが，退院支援の利用が
非常に多く，さらに症状では腹部膨満感が突出して多
かった。検索語の統計（表 4）では，OPTIM などの
用語に次いで腹部膨満感が 2位となっており，症状の
中で腹部膨満感へのニーズがとりわけ高いことが推察

された。
　HP運用上の課題として，構成上の問題，維持経費
などが挙げられた。構成の問題は，当初はマテリアル
の保管庫として，DLの上で印刷する利用形態を想定
していたことによる。作業を進めるうえで，このよう
な形態は，多数の資料を頻繁に利用するうえでは不便

図 15　HPの閲覧数の月別統計
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　2008 年 4 月の公開以降，アクセス数は順調に増加し，月間 10 万 PV以上を維持した。2008 年 7 月，10 月の緩和系学会の
開催日以降数日はそれまでに比し最大 3倍前後と飛躍的にアクセス数が伸びた。2009 年以降は，月別にみると伸びる傾向に
あるが，日ごとの統計では 2008 年のような顕著な差はみられなかった。

図 16　訪問者の行動分析
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以上
18％

1ページ
54％

0～10秒
69％

有意なものと
想定される閲覧

23％

1～3分
6％

30～60秒
4％

11～30秒
4％

3分以上
17％

a．閲覧したページ数 b．閲覧した時間

訪問者（2009年4月～2011年3月の579,449名）の行動を分析。正確な判定は困難だが，
短期間ないし少数ページの利用は，たまたま訪れた／検索サイトによる自動巡回など
の可能性が高い。3ページないし 1分以上の利用であれば，「当HPを目的に訪れ，利
用した閲覧者」と，おおむね想定できると考えられる。
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であると思われたため，インターネットブラウザーで
直接閲覧できる形式（HTMLなど）に変更を試みた。
しかし，多くのマテリアルがWord，PDF 形式で，
A4版，または見開きページで印刷するレイアウトで
作成されていたため，大幅な見直しが必要であった
（図 20，21）。結果として，一部のマテリアルしか
HTMLに変更できなかった。
　年間の HP 維持費には，約 200 万円必要であった
（運用前のHP作成費を除く）。また，大幅な変更が必
要だった『ステップ緩和ケア』のオンライン版を作成
するには，約 600 万円の費用がかかっているが，この
部分は原稿作成を工夫することで軽減できる可能性も
ある。HPを長期間運用するうえでは，コンテンツを

継続して作成・更新していく態勢も必要となる｡

研究の限界

　インターネットの特性上，利用者を特定することが
できない。HPは全世界からアクセス可能なため，地
域介入としての効果の測定には限界がある。また，利
用者に直接調査を行うことが困難なため，利用動向か
らの間接的な評価となっている。DLされた資料の利
用形態が分からないため，DLされた回数が使用頻度
を反映しているかどうかについても，不明確な点があ
る。

図 17　利用者が閲覧したページの内訳
　2008 年 4 月～2011 年 3 月の全期間，PV数にて計測した。医療者向けペー
ジが44％と最も多く，うち20％を『ステップ緩和ケア』オンラインが占めた。

地域別ページの内訳
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地域別
ページ
9％
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図 18　地域別HPの閲覧数（PV）の推移（6カ月ごと）
　当初よりコンテンツの多かった浜松地域などが順調に閲覧数が伸びていった。各地域独
自のページ開設などのコンテンツの充実により，鶴岡地域なども閲覧数が伸びていった。
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まとめと意義

　HPは，情報発信手段として一定の役割を果たしう
ると考えられた。また，利用動向を調査することで，
医療者のニーズを把握する可能性も示唆され，これら
をもとに今後の情報提供・症状緩和研究の方向性など
に活かすことができると思われる。

文　献
1）ホームページアクセス＆更新情報国立がん研究センタ

ーだより　2（2）：11, 2011
2）ホームページアクセス＆更新情報国立がん研究センタ
ーだより　2（3）：13, 2011
3）ホームページアクセス＆更新情報国立がん研究センタ
ーだより　2（4）：13, 2011
4）ホームページアクセス＆更新情報国立がん研究センタ
ーだより　3（1）：11, 2011

図 19　医療者向けツールDL数
　DLされたマテリアルの傾向を探るため，6カ月の半期ごとに，上位 10 位に入ったマテリアルをすべて掲載した。退院支援・調整
プログラムの利用が最も多かった。症状コントロールでは，腹部膨満感が目立って多く（この図に未掲載の，症状に関するマテリア
ルも多数），腹部膨満感への医療者のニーズが高かったことが推察される。総ダウンロード件数は 286,836 件であった。

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000（件）

Ⅲ．症状マネジメント　1．疼痛

痛みの経過シート
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オピオイド製剤一覧

シートをもとにした疼痛治療マニュアル

息切れ・息苦しさに困ったとき

緩和ケアチーム初期評価票

吐き気・嘔吐があるとき

お腹がふくれる・張るとき

ステップ緩和ケアガイド一括ダウンロード

Ⅳ．緩和ケアのスキル

Ⅲ．症状マネジメント 4～ 9

生活のしやすさに関する質問票

看取りのパンフレット印刷版

在宅緩和のための地域連携ガイド

退院支援・調整プログラム
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2008 年 10 月～2009 年 3 月
2009 年 4 月～9 月
2009 年 10 月～2010 年 3 月
2010 年 4 月～9 月
2010 年 10 月～2011 年 3 月
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 書籍と HPではページの概念が異なる。また，リンクなどの追加で閲覧性が向
上する。

a. ページごと b. 項目ごと

リンク

別資料 他項目 他項目

3

2

2

1 1

リンク
リンク

リンク

図 20　印刷物とHPの構成の違い

表 4　検索語の統計

順位 入力順の検索語一覧 検索回数

1
「OPTIM」「optim 緩和」「optim 緩和ケ
ア」「緩和ケア普及のための地域プロジ
ェクト」

18,736

2
「お腹が張る」「お腹が張る　原因」「お
腹が張る　症状」

 5,506

3

「退院支援」「退院支援　スクリーニン
グ」「退院支援計画書」「退院支援計画書　
記入例」「退院調整」「退院調整　システ
ム」「退院調整看護師」

 5,279

4 「持続皮下注射」「皮下注射」「皮下輸液」  3,411

5 ステップ緩和ケア  3,193

6
「医療用モルヒネ」「医療用麻薬」「デュ
ロテップmt パッチ」

 2,270

7 経鼻胃管  1,811

8 緩和ケア  1,772

9 オピオイドローテーション  1,421

10 検索  1,270

11 腹水穿刺    638

12 stas─j    327

13 低蛋白性浮腫    232

14 palliative prognostic index    149

15 fax 送付状　見本    123

16 緩和ケア診療加算    114

17 鎮痛補助薬     85

18 クロールトリメトン     66

　2009 年 4月～2011 年 3月に，検索エンジンを利用して
当HPを訪れた利用者が，どのような用語で検索したかの統
計。OPTIMなどの当プロジェクトを指す用語に次いで，腹部
膨満感を指す用語が 2位となった。DL 統計での 1位である
退院支援を上回っている。

　書籍では 2ページ見開きだが，HPでは，次項目や他の部分に移動するためのリンクを設置したり，狭いパソコン画面での閲覧
性を向上させるため，複数の項目をタブでまとめたりしている。おのおののページに対して調整が必要なため，作業量は膨大とな
る。
　印刷版の原稿を作成する時にHPの画面を意識してフォーマットを定めていないと，HP用レイアウトの作成自体が難しい場合
もある。

図 21　レイアウトの変更が必要になる例

リンク作成

それぞれの項目に
移動するリンク

タブにする事で，
複数の図・項目を 1
ページに表示

別資料へのリンク

リンク作成

リンク作成

リンク作成

リンク作成
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目　的

　本研究の目的は，地域緩和ケアプログラムで作成さ
れた地域共通の緩和ケアマニュアル・パンフレット・
評価シートの①地域での使用機会を明らかにし，②ど
のように利用された（されなかった）かを探索するこ
とである。最終的な目的は，地域を対象とした緩和ケ
アプログラムを進めるうえで必要とされるマニュアル
や評価ツールについての洞察を得ることである。

対象・方法

　本研究では，3つのデータを利用した。

1．配布数
　『ステップ緩和ケア』『ステップ緩和ケアムービー』
パンフレット（12 種類），『生活のしやすさに関する
質問票』それぞれについて，事務局から地域への配布
数の 3年間の合計値を集計した。配布数は，地域での
利用数を指標として用いた。ツールごと，地域ごとに，
配布数を集計した。

2．医師・看護師対象の質問紙調査
　4地域の病院，診療所，訪問看護ステーションに勤
務するがん診療に携わる医師，看護師を対象として，
質問紙調査を行った。

　使用機会に関する質問として，『ステップ緩和ケア』
『パンフレット・生活のしやすさに関する質問票』『ス
テップ緩和ケアムービー』それぞれについて，「見た
ことがない」「見たことはあるが使っていない」「使用
した」を聞き，集計した。比較のために，OPTIMプ
ロジェクトのホームページ（プロジェクトの活動内容
やツールが電子媒体で閲覧・印刷できる），『わたしの
カルテ』（患者所持型情報共有ツール）の使用機会に
対する回答も集計した。
　医師の臨床経験（20 年未満・以上，30 年未満・以
上），がん患者診療数（10 名未満・以上，50 名未満・
以上），看護師の臨床経験（10 年未満・以上，20 年未
満・以上），がん患者診療数（10 名未満・以上，50 名
未満・以上）の 2群で使用機会に差があるかを
Student t─検定で比較した。

3．インタビュー調査
　各地域において介入の運営，立案や実施に関わった
もの（コアリンクスタッフ）全員を対象としてインタ
ビュー調査を行った。
　用いられたおもな質問は，「ツールで役に立った
（立たなかった）ものはありますか。それはどうして
ですか」であった。内容分析の技法に従って，逐語録
化したテキストから，ツールに関する体験・評価とそ
の理由を表現している部分を意味単位として抽出しコ
ードをつけ，意味内容の類似性・相違性からカテゴリ

6）地域で統一した緩和ケアマニュアル・
パンフレット・評価シートの評価

1）聖隷三方原病院 緩和支持治療科，2）筑波大学医学医療系 臨床医学域

森田 達也 1），木澤 義之 2）

KEY FINDINGS

◆地域共通のツールは，緩和ケアの知識の向上に加えて，共通言語となるこ
とにより地域緩和ケアの向上に貢献する。

◆利用されるツールの条件は，①コンパクトで持ち歩け，網羅的・具体的・
実践的なマニュアル，②目で見なければ分からない内容に関するムービー，
③経験的に行われているが構造化したものがない領域のパンフレット（看
取り，せん妄など），④トレーニングや時間・労力を必要とせず直感的に
使用が可能，なことである。
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ーを形成し，頻度を算出した。カテゴリーを【 】，デ
ータ（発言）を［ ］で示した。

結　果

1．配布数
　4地域すべてにおいて 2,000 部以上発送されたもの
は『ステップ緩和ケア』『これからの過ごし方につい
て』であった（図 22）。1地域以上で 2,000 部以上発送
されたものは，『ステップ緩和ケアムービー』，「オピ
オイドの導入」「突出痛」のパンフレット，『生活のし
やすさに関する質問票』であった。

2．質問紙調査
　使用されたものとして最も多かったものは，『ステ
ップ緩和ケア』であり，医師の 45％，看護師の 37％
が使用したことがあると回答した（表 5）。パンフレ
ット・評価ツールは，看護師の 26％，医師の 19％が
使用したことがあると回答した。一方，『ステップ緩
和ケアムービー』プロジェクトのホームページ，『わ
たしのカルテ』を使用したことがあると回答したもの
はいずれも 20％以下であった。
　使用機会は，医師・看護師とも年間のがん診療患者
数が 10 名以上のもので 10 名未満のものに比べて有意
に多く，看護師では臨床経験が 10 年以上のもので 10
年未満のものに比べて有意に多かった（data not 

図 22　ツールの配布数

『ステップ緩和ケア』

『ステップ緩和ケアムービー』

パンフレット（1）疼痛全般

（2）オピオイドの導入

（3）突出痛

（4） 呼吸困難

（5） 嘔気嘔吐

（6）便秘

（7）腹部膨満感

（8） 食欲低下

（9） 倦怠感

（10）せん妄

（11）不眠

『これからの過ごし方について』

『生活のしやすさに関する質問票』

鶴岡地域　　　柏地域　　　浜松地域　　　長崎地域
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 14,000 20,000 部 /3 年
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shown）。

3．インタビュー調査
　対象となった 103 名，調査が終了した 101 名のうち
該当する回答のあったものは 80 名であった。
　最も多く述べられたことは，【経験や職種に限らず
地域での共通認識が持てる】【あいまいに経験的にし
ていたことが自信を持ってできる】ことであった（表
6）。ツール別では，『ステップ緩和ケア』と『これか
らの過ごし方について』の肯定的な評価と体験が聞か
れた。パンフレットは，「疼痛」「せん妄」を使用した
体験が述べられた。『生活のしやすさに関する質問票』
は，鶴岡地域と浜松地域の一部で継続使用されたと述
べられた。疼痛の評価シートについては述べられなか
った。
1）【経験や職種に限らず地域での共通認識が持てる】

　地域全体で同じツールを利用していることの価値が
「共通言語」「共通の教科書」「ベース」「共通のツー
ル」と表現された。同じ施設の同職種間，多職種間，
異なる施設，異なる経験の医療福祉従事者間で同じツ
ールを用いることでコミュニケーションがとりやすく
なることが述べられた。

　「それぞれの医者がバラバラの治療というより，一貫

した同じ緩和ケアを提供できるところでは，ステップ

緩和ケアは非常に有効なツールになった。みんなが見

ながら，これが効かなければ，次はこうと，経験の少

ないスタッフでも同じように。在宅であまり緩和ケア

に携わってなかった先生も継続して提供できるところ

で，皆が同じものを持っているのは大きかった」（病院

医師）

　「電話で薬を変えようかって，先生もどうするって看

護師に聞く場合もある。私たちも根拠ないものは言え

ないんで，これに書いてありますって，私たちがじゃ

なくて，この本に書いてありますっていう形で先生と

お話しすることがありました。そういう意味ですごい

使わせていただいてます」（訪問看護師）

4．『ステップ緩和ケア』
　『ステップ緩和ケア』の特徴として述べられたこと
は，①疼痛だけでなく症状だけでなく臨床場面で出会
うことが網羅されていること（【必要な項目が網羅さ
れている】），②内容がコンパクトにまとめられていて，
病院内では白衣のポケットに在宅では往診・訪問鞄に
入れて持ち歩けること（【内容が凝集されていて持ち
歩ける】），③アルゴリズム，コンサルテーションの基
準，薬品名・投与量，具体的なケアの方法などが明確
に詳しく記載されていること（【具体的で実践的であ
る】），が挙げられた（表 7）。
　内容として良かったものとして，せん妄，呼吸困難
がしばしば挙げられた。また，緩和ケアチームの活動
をするうえで，個々の推奨を記載しなくてもよくなり
効率が良くなることや，診療の後ろ盾になるという点
で，【緩和ケアチーム活動の助けになる】ことが語ら
れた。
　『ステップ緩和ケアムービー』の利点としては，【目
で見て分かることが大きい】ことが語られ，特に，持
続皮下注射，看取りの時期や症状評価のコミュニケー
ションについて挙げたものが多かった。

5．パンフレット
　パンフレットについては，図や具体的な数字も入っ
ているので【説明しやすく，説得力がある】という意
見と，【利用しにくい】という意見とがあった。後者
のおもな理由としては，①検査など，その患者に必要

表 5　質問紙調査によるツールの使用機会

『ステップ緩和ケ
ア』

パンフレット・評
価ツール＊

『ステップ緩和
ケアムービー』

OPTIM プロジェク
トのホームページ

『わたしのカルテ』

医師（n＝706）
　使用した
　見たことがある
　見たことがない

45％（n＝312）
30％（n＝205）
25％（n＝170）

19％（n＝132）
38％（n＝259）
43％（n＝296）

8％（n＝57）
24％（n＝163）
68％（n＝467）

12％（n＝81）
26％（n＝176）
63％（n＝430）

14％（n＝96）
37％（n＝255）
49％（n＝336）

看護師（n＝2236）
　使用した
　見たことがある
　見たことがない

37％（n＝811）
32％（n＝701）
31％（n＝680）

26％（n＝563）
27％（n＝596）

  47％（n＝1,032）

6％（n＝127）
18％（n＝391）

  76％（n＝1,670）

6％（n＝137）
17％（n＝362）

  77％（n＝1,691）

16％（n＝345）
33％（n＝728）

  51％（n＝1,119）
＊　患者家族向けパンフレット『生活のしやすさに関する質問票』。
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でない情報があるので余計に不安になる可能性がある，
②パンフレット自体を使うことが手間である，③すで
に利用しているものがある，が挙げられた。1名の栄
養士が，登場人物がすべてパジャマを着ており，重症
の病人をイメージさせることを比較的状態の良い患者
から指摘された体験を述べた。
　【患者のためのものだが，自分の知識の整理になる】
ことと，口頭では残らない説明内容が残るので後で読
み返すなどできる（【説明内容が残るのが良い】）こと
が挙げられた。特に，せん妄での有用性に言及したも
のが多かった（表 7）。

6．『これからの過ごし方について』
　これからの過ごし方については，良い体験として，
【あいまいに経験的にしていたことが自信を持ってで

きる】，死亡までの経過，死前喘鳴，輸液，家族がし
てもいいことが分かることによって【家族の安心や準
備につながる】，絵が豊富なので【口頭で説明しにく
いことが絵で分かりやすい】，医療者が直接説明して
いない家族に説明を受けた家族が説明するなど【家族
全員で共通の認識を持てる】，【データに基づいている
ので説得力がある】ことが語られた（表 8）。一方，
運用として，遅すぎもせず早すぎもせず【渡す時期が
難しい】ことや，ただ渡すだけではかえって家族のケ
アにはならず【渡して終わりではなく，渡した後のケ
アが重要である】ことが語られた。

7．『生活のしやすさに関する質問票』
　生活のしやすさに関する質問票については，運用さ
れている施設では，【患者の希望を知るきっかけにな
る】，臨床心理士や緩和ケアチーム，リハビリテーシ
ョンなどの【多職種チームが関わるきっかけになる】，
症状の強さが分かることで【患者の症状が数値で客観
的に分かる】といった効果が語られた。

　「意外に何も言わなくても悩んでいる方とかがたくさん

いらしたので，私たちも何か発見しやすい，きっかけにな

ると分かりました。たとえば，毎日結構痛いって言う方も，

実はこういうこともつらかったんだって分かるきっかけに

なったこともあります。巡視で寝てると思っても，『横に

なってるだけで寝てない』と言われる方もあった。気持ち

のつらさが半分以上の方は，ちょっと注意して，書いてく

ださったのをきっかけにこちらとしても声かけがすごくし

やすかった。何もなく聞くより，書いてくれた理由を聞く

ほうが聞きやすかった」（病院看護師）

　一方，【運用が難しく，工夫が必要である】，【患者
の反応はさまざまである】ことも多く語られた。難し
さとしては，①高齢の患者は書けない・気持ちのつら
さが書きにくいなど記入自体の難しさ，②書いても医
師が対応しなければ患者ががっかりする，③外来で看
護師がかかわる人員的余裕がないと医師では対応しき
れない，④面倒さや負担から書くことを望まない・医
師に遠慮して本当の心配は書けないなど患者が希望し
ない，ことが挙げられた。
　工夫としては，①書ける人だけでもいいと思ってゆ
るやかに運用する，②医師に対応してもらうように看
護師が間に入るようにする，③日曜日など患者が少な
い時に慣れているスタッフだけで行う，④聞き取りで

表 6　教育ツールに関するインタビュー調査

n

1． ステップ緩和ケア・パンフレット・ムービーについ
て

　【経験や職種に限らず地域での共通認識が持てる】 27
　【セミナーや事例検討と連動することでより役立つ】 5
　【がん以外にも応用できる】 2

2．『ステップ緩和ケア』について
　【活用されている】 20
　【必要な項目が網羅されている】 18
　【内容が凝集されていて持ち歩ける】 16
　【具体的で実践的である】 10
　【緩和ケアチーム活動の助けになる】 5
　【字が小さい】 2

3．『ステップ緩和ケアムービー』について
　【目で見て分かることが大きい】 11

4．パンフレット（症状別）について
　【説明しやすく、説得力がある】 14
　【患者のためのものだが、自分の知識の整理になる】 9
　【説明内容が残るのが良い】 8
　【利用しにくい】 6
　【登場人物が重症な病人である】 1

5．『これからの過ごし方について』について
　【あいまいに経験的にしていたことが自信を持ってできる】 27
　【家族の安心や準備につながる】 25
　【口頭で説明しにくいことが絵で分かりやすい】 20
　【渡す時期が難しい】 10
　【家族全員で共通の認識を持てる】 5
　【渡して終わりではなく、渡した後のケアが重要である】 4
　【データに基づいているので説得力がある】 2

6．『生活のしやすさに関する質問票』について
　【運用が難しく、工夫が必要である】 10
　【患者の希望を知るきっかけになる】 8
　【患者の反応はさまざまである】 8
　【多職種チームが関わるきっかけになる】 3
　【患者の症状が数値で客観的に分かる】 2
　【運用はしないが、聞き方や概念が参考になる】 2
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行う，⑤ 1度ではかえって分かりにくいので外来化学
療法など繰り返して使う，⑥うまく対応できた事例を
共有して看護師の意欲を維持する，⑦形式を簡単にす
る，ことが挙げられた。

まとめと意義

　最も利用されたツールは『ステップ緩和ケア』であ
った。利用された要因として，緩和ケアの知識が向上
するのみならず，地域全体の多職種の共通言語として
利用され円滑な連携が実現できることが認識されたた

めであると考えられた。内容面では，緩和ケアに関わ
ることが網羅されており，コンパクトで持ち歩けて，
具体的で実践的であることが利用につながったと推測
された。『ステップ緩和ケアムービー』の利用頻度そ
のものは全体では低かったが，持続皮下注射やコミュ
ニケーションなどの目で見ることが必要な内容を知る
ことに有用であった。
　『これからの過ごし方について』のパンフレットも，
よく用いられた。利用された理由として，これまで経
験的に行われていたが構造化したツールがなかったこ

表 7　『ステップ緩和ケア』とパンフレットに関する評価

1．『ステップ緩和ケア』
【必要な項目が網羅されている】

　 「現場でよく遭遇することは、たいてい書かれてます。ものすごく詳しくはもちろん書かれてはいないけど、ちゃんと網羅され
ていて、分かりやすく書かれてます。患者さんが困っている。どうしたらいいか困ってる医療者がいて、こういうふうに書いて
あるから（たいていのことに対応できる）」（病院医師）

　 「せん妄の激しいケースを初めて経験した時は、本当にもう『ステップ緩和ケア』をなめるように。非常に役立って。ちゃんと
教科書通りに、本当に教科書通りステップでやったんですけど。そしたら、本当にちゃんと教科書通りになんとかなってくださ
ったのでとても自信がつきました」（診療所医師）

【内容が凝集されていて持ち歩ける】
　 「ポケットへ入るんです。A4サイズになると、なかなか持っていけない。このサイズは良いと思います。このサイズで詰められ
た情報量は非常に効率良く質良く詰めていただいた」（病院医師）

　 「みんな持ってバッグに入れてます。ポケットサイズが持ち運びやすいし、確認がその場でできる。病院だったらその場で聞け
る人もいますし、そこで調べることもできるんですけど、（訪問に）行った時に調べるってなかなかできないんで、これ 1冊持
ってると確認になる」（訪問看護師）

【具体的で実践的である】
　 「処方例が書いてあるのはすごい。これを使うっていっても、どう処方すればいいかがこれだとすぐ出てくる。こういう薬がい
いらしいではなく、少なめから初めてくださいじゃなく、何ミリから始めてくださいと書いてある。忙しい中でも、調べて後で
やりましょうじゃなく、その場でもう解決できる」（診療所医師）

　 「本はいろんなことが書かれてますけど、細かくは書かれてない。麻薬はありますけれどみたいな、今までが。事細かくきちっ
と分かれて、これとこれを足せばうまくこういうふうに助かるよという部分が事細かく書かれている。一般（病院）にいる私に
してみたら目から鱗でした」（診療所看護師）

【緩和ケアチーム活動の助けになる】
　 「主治医の先生に鎮痛補助薬の使い方を伝える時、前は全部カルテにこうやってこうやって書いてたですけど、これの何ページ
見てねみたいなかたちで書くと通じるようになって、主治医が自信を持ってできる」（病院医師）

　 「有名な教科書を調べたり、インターネットで調べたりって、本当に良いか分からない。やったことはないから、本当に良いの
か。『ステップ緩和』ケアは言い方は悪いですけど、親方日の丸、良いはずだっていう後ろ盾として非常に良い」（病院医師）

【目で見て分かることが大きい】
　 「手技が載ってるのが一番です。こうやればいいって文章で書いてあっても、やっぱり不安で、みんなスタッフも。実際に手技
が載っている動画があるのがすごく安心。初めてやる時に、こう刺せばいいんだとか、この辺りへ刺せばいいんだとか、そうい
うのが一番助かりました」（病院薬剤師）

　 「看取りのケアに関しては、いついつの時期になったらそういう話をしていきましょうみたいなのが入ってて、視覚的に、目に
見えて。もう見えるので、目で動いているのを見るのと机の上で勉強するのとでは全然違う。自分たちに自信が入ってくる、リ
アルさというか、実感できるのが良かった」（医療ソーシャルワーカー）

2．パンフレット
【説明しやすく、説得力がある】
　 「患者さんが困ってる。こういう時はこうですよって書かれている。呼吸の苦しい時、排便コントロールとか、実践向けで書か
れてることが、（看護師である）私たち向けじゃなくて患者さん用なのでそのまま使えて一番分かりやすい」（訪問看護師）

　 「活字になってることで患者さんの納得の度合、信用の度合いが違ってくる。口で言うだけだと、麻薬使っても別に中毒になり
ませんよと言っても、『本当 ?』って。500人に 1人以下ですと書いてあると、『本当だ』みたいな感じ」（病院医師）

　 「本当にせん妄については、あるのとないのとでえらい違いです。気が触れたとか痴呆になったって、そういう意識が（家族に
ある）。せん妄がこうこうこうですよって言って渡すと、ずうっと 20～30分読んでいる人がいらっしゃるんです。『せん妄が良
くなってきましたね』って言うと、別に慌てないんですよ。パンフレットを渡す前と比べると全然慌てなくて、ちゃんと理解し
てくださって。言葉で言うだけでは伝わらないところが、目に見えるかたちで繰り返して読めるところはいい」（病院医師）
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と，口頭で説明することが難しく絵で理解できること
が理由と考えられた。
　一方，症状ごとのパンフレットや評価ツールはある
程度は利用され，説明しやすく説得力がある，説明内
容が残る，患者の希望を知るきっかけとなることが示
唆されたが，運用上の困難も示唆された。この理由と
して，すでに各施設で使用されているものがあること，
ツールを利用する時間や人員がないこと，パンフレッ
トが情報提供ではなく患者の個別に合わせた患者教育
のツールであるという認識が普及できなかったことが
考えられた。
　以上より，地域共通のツールは，緩和ケアの知識の
向上に加えて，共通言語となることにより地域緩和ケ

アの向上に貢献すると考えられる。利用されるツール
の条件は，①コンパクトで持ち歩け，網羅的・具体
的・実践的なマニュアル，②目で見なければ分からな
い内容に関するムービー，③経験的に行われているが
構造化したものがない領域のパンフレット（看取り，
せん妄など），④トレーニングや時間・労力を必要と
せず直感的に使用が可能である，ことが示唆された。

文　献
1）木澤義之，梅田　恵，新城拓也，他：地域で統一した
緩和ケアマニュアル・パンフレット・評価シートの評価─
OPTIM─study. Palliat Care Res　7：172─184, 2012

表 8　『これからの過ごし方について』の評価

【あいまいに経験的にしていたことが自信を持ってできる】
　 「10年選手ですと今まで体験として（していたこと）を、若いナースもパンフレットがあることでこういうことが予想されます
よって言いやすくなった。今までは経験したから言える看護師としての体験として伝えてただけのことが、（根拠をもって）し
やすくなった」（病院看護師）

　 「渡すことで、自分たちもこういうことをちゃんと押さえて話をしたり聞いたりしていかなきゃいけないのが分かる。自分たち
の心構えにもなってる。（今まで）それぞれの力でやってたけど、確かめることができた、自信を持つことになった」（訪問看護
師）

【家族の安心や準備につながる】
　 「変わっていく変化が絵で描いてあるので、慌てない。割と落ち着いて、最後まで落ち着いていられるところがあります。状況
を冷静に過ごせる、ちゃんとその通り。落ち着いて」（介護支援専門員）

　 「点滴について言葉で言っても『ええ ?』とか思われる時、見ていただいて、点滴せずに亡くなった方で『すごい楽に最後まで
見ることができた』って言ったご主人がいました。『良かれと思ってやったことが逆だったんだっていうことが分かってすごい良
かった』、と」（訪問看護師）

　 「喉がごろごろする時、喘鳴。その時にこれは自然な経過の 1つなんですよ、と絵を見て（対応すると）、『こういうことがある
んだ』って言われてました。『そうなんだ。自然のことですね』って理解いただいたことがあります」（診療所看護師）

【口頭で説明しにくいことが絵で分かりやすい】
　 「今までは説明の文章を作ってはいたんですけど、なかなか口で説明するだけでは家族の方も理解しにくかった。（パンフレット
で）説明して、後になってじっくり読んで。お会いした時、『最後はこんなふうな感じだった、こうだった』だと（おっしゃる
方も多いので）すごく有効だったと感じます」（訪問看護師）

【家族全員で共通の認識を持てる】
　 「『本当にこういうふうにいったんだ、これがあって、分かりやすくて。家族以外の親戚にも見てもらって、こういうふうに進ん
でいくんだよって、家族が親戚の方に説明できてみんなで見守れた』っていう言葉が聞かれた」（訪問看護師）

【データに基づいているので説得力がある】
　 「緩和ケアに限らず患者さん向けのリーフレットはよく作るけど、たいていは個人的な経験、どこかの本に載っていた内容を書
いたり、そういうもの。すごいなと思ったのはしっかり調査された内容をベースに作られている。数字が必要なところはしっか
り数字が。実際に患者さんとご家族が言われてることをベースに作られている。一般的に、患者さんに説明するものを作る時、
こうしたほうがいいと思うところが出てくると思うんです。そうではなくて、本当に必要としている情報を提供するなら、実際
に聞くことをやったうえで、どういうことを説明するべきかを考えていく、確かに一番有効だろうと改めて思いました」（病院
医師）

【渡す時期が難しい】
　 「渡すタイミングが難しくて、なかなか統一は難しい。早すぎても家族が最後って思ってもないこともあったり、あまり具合が
悪くなってからでも遅すぎるとか。渡すタイミングがすごい悩んでる」（病院看護師）

【渡して終わりではなく、渡した後のケアが重要である】
　 「無造作に渡してゴミに捨てられたり家族が怒ったりしたケースもあった。こんなことを書いてあるのを渡された、ちゃんとし
た説明もなくポーンと渡されて。自分がこれを見せながら話をして腹を立てられたことはないです」（病院医師）

　 「始めはぎょっとするみたいだけども、たいていある程度経験のあるスタッフが、この言葉や話の説明を加えてるんで、『え ?　
こんなことも』っていうのもスッと比較的受け入れてもらえたようです」（病院看護師）
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背景・目的

　疼痛緩和を含む緩和ケアは，緩和ケア病棟，院内緩
和ケアチームを超えて，地域での普及が求められてい
る。しかし，地域の医療者は，緩和ケアに関わる機会
がそれほど多くない，専門的なトレーニングを受けた
ことがない，相談できる専門家が身近にいないことな
どから，緩和ケアに関する自信が低い。地域医療者の
緩和ケアの知識や技術を向上させる手段として，緩和
ケアに関する講習会，アウトリーチプログラム，専門
施設での研修などが考えられ，わが国においては，医
師を対象とした「がん診療に携わる医師に対する緩和
ケア研修会」（PEACEプログラム），看護師を対象と
した「看護師に対する緩和ケア教育」（ELNEC）など
の運用が始められているが，現在のところ大規模な有
用性の実証研究はほとんどない。
　本研究の目的は，複数地域で地域多職種を対象に行
われた緩和ケアセミナーの有用性に影響する要因を抽
出することである。

対象・方法

　OPTIMプロジェクトの介入の一部として，2008～
2009 年の 2年間に 4介入地域で地域の多職種向けに
緩和ケアセミナーが行われた。緩和ケアセミナーは，
相互交流的（interactive）に年 1回以上多職種を対象
として行うことを規定したが，内容，講師などの具体
的な方法については各地域で決定した。

　毎回終了後に参加者に質問紙を配布し，回収箱に回
収した。

調査項目

　調査項目は，背景（性別，年齢，職種，勤務場所，
勤務場所での職種，臨床経験年数）に加えて，緩和ケ
アセミナー全体の有用性を「とても役に立つ（5）」
「役に立つ（4）」「少し役に立つ（3）」「あまり役に立
たなない（2）」「役に立たない（1）」の選択回答によ
り調査した。
　講義については，講義の有用性，時間（「短かった」
「ちょうどよかった」「長かった」），分かりやすさ
（「とても分かりやすい」「分かりやすい」「少し分かり
にくい」「分かりにくい」），難易度（「もっと発展的な
内容がいい（基本的すぎる）」「ちょうどよい」「もっ
と基本的な内容がいい（難しすぎる）」）を調査した。
グループワークについては，時間（「短かった」「ちょ
うどよかった」「長かった」）を調査した。

解　析

　緩和ケアセミナー全体の有用性を主要評価項目とし，
セミナーの方法（地域，内容，形態，講師），参加者
の背景（性別，年齢，勤務場所での職種，臨床経験年
数）による差を Student の t検定，c2 検定，または，
一 元 配 置 分 散 分 析（ANOVA，post─hoc test は
Sheffe test を用いた）で検定した。背景要因は，その

C．緩和ケアセミナーに関する研究
1）多職種対象の緩和ケアセミナーについての評価

前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶応義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室

山岸 暁美

KEY FINDINGS

◆地域の多職種を対象とした緩和ケアセミナーは総じて有用であると評価さ
れたが，特に，内容が疼痛などの症状緩和であること，形態が講義とグル
ープワークを組み合わせたセミナーであること，講師に看護師が含まれる
ことが有用性を決定することが示唆された。
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要因を含むセミナーが複数地域で複数
回行われたものを比較の対象とした。
有意水準は P＝0.01 に設定した。複数
の背景要因の影響を測定するために，
参加者を「とても役に立つ」または
「役に立つ」と回答したものと，「少し
役に立つ」「あまり役に立たなない」，
「役に立たない」と回答したものとの
2群に分け，ステップワイズ法（変数
増加法，尤度比）によるロジスティッ
ク回帰分析を行った。

結　果

　2年間に合計 53 回のセミナーが開催された（表 9）。
地域では，A地域 17 回，B地域 17 回，C地域 14 回，
D地域 5回であった。内容は疼痛が最も多く，精神
的ケア・家族のケア，地域の資源，呼吸器症状，消化
器症状，せん妄，看取りのケアなどであった。形態と
しては講義とグループワークを組み合わせたものが
68％，講義のみのものが 32％であった。講師は医師
のみが 51％，医師と看護師が 28％であった。セミナ
ーの時間は 60～90 分であった。

　53 回の参加者 6,174 名のうち 4,188 名（68％）から
緩和ケアセミナーの評価を得た。「とても役に立つ」
「役に立つ」と回答したものは 91％，「少し役に立つ」
「あまり役に立たなない」「役に立たない」と回答した
ものは 8.7％であった（表 10）。講義の時間は約 80％
が「ちょうどよかった」としたが，13％は「短かっ
た」と回答した。
　有用性の評価に有意に影響していたのは，内容（症
状を扱ったもの），形態（講義とグループワークの組
み合わせ），講師（看護師を含む），参加者の臨床経験
年数，職種であった（表 11）。多変量解析では，セミ
ナーの内容が疼痛などの症状緩和であること，形態が

表 9　 緩和ケアセミナーの内容
（53回） 

内容

　疼痛 12
　呼吸器症状 6
　消化器症状 3
　皮膚・排泄のケア 2
　せん妄 3
　精神的ケア・家族のケア 7
　看取りのケア 3
　地域の資源 7
　その他＊ 10

形態

　講義とグループワーク 36
　講義のみ 17

講師

　医師のみ 27
　看護師のみ 5
　医師と看護師 15
　医師と薬剤師 3
　その他＊＊ 3

　　＊　 高カルシウム血症，栄養，評価尺
度やツール

　＊＊　 看護師と医療ソーシャルワーカー，
薬剤師と臨床心理士，介護福祉士と
理学療法士

表 10　緩和ケアセミナーの評価（n＝4,188）

有用性 全体 講義

　とても役に立つ 47％（n＝1697） 42％（n＝1,602）

　役に立つ 44％（n＝1567） 47％（n＝1,803）

　少し役に立つ 7.0％（n＝251） 9.3％（n＝354）

　あまり役に立たなない 1.2％（n＝44） 1.2％（n＝46）

　役に立たない 0.5％（n＝18） 0.6％（n＝22）

　欠損値 15％（n＝611） 8.6％（n＝361）

講義時間

　短かった 13％（n＝488）

　ちょうどよかった 81％（n＝3,049）

　長かった 5.5％（n＝206）

　欠損値 11％（n＝441）

講義の分かりやすさ

　とても分かりやすい 43％（n＝1,552）

　分かりやすい 50％（n＝1,781）

　少しわかりにくい 6.0％（n＝213）

　分かりにくい 1.3％（n＝48）

　欠損値 14％（n＝594）

講義の内容の難易度

　もっと発展的な内容がいい
　（基本的すぎる）

9.4％（n＝328）

　ちょうどよい 86％（n＝3,019）

　もっと基本的な内容がいい
　（難しすぎる）

4.6％（n＝160）

　欠損値 16％（n＝681）

グループワークの時間

　短かった 29％（n＝567）

　ちょうどよかった 68％（n＝1,309）

　長かった 3.2％（n＝62）

　欠損値 54％（n＝2,250）

　各項目の％は欠損値を除いた母数での％を示す。
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表 11　セミナー対象者の背景ごとの有用性

要因 多群比較 有用性
（平均±標準偏差）

Post─hoc test で
有意差がある群

地域 P＜0.001

　A 4.1±0.81 vs. B，C，D

　B 4.3±0.58 vs. C

　C 4.4±0.55

　D 4.4±0.62

内容 P＜0.001

　疼痛 4.4±0.55

　呼吸器症状 4.3±0.70

　消化器症状 4.4±0.55

　皮膚排泄のケア 4.1±0.76 注＊ 

　せん妄 4.4±0.55

　精神的ケア・家族のケア 4.3±0.57

　看取りのケア 4.4±0.56

　地域の資源 4.2±0.63 注＊＊

形態 P＜0.001

　講義とグループワーク 4.1±0.82

　講義のみ 4.4±0.56

講師 P＜0.001

　医師のみ 4.2±0.77

　看護師のみ 4.4±0.58 vs. 医師のみ

　医師と看護師 4.4±0.58 vs. 医師のみ

　医師と薬剤師 4.3±0.58

参加者の性別 P＝0.077

　男性 4.3±0.70

　女性 4.3±0.70

参加者の年齢 P＝0.019

　20歳代 4.2±0.76

　30歳代 4.3±0.72

　40歳代 4.3±0.68

　50歳代以上 4.2±0.70

参加者の臨床経験年数 P＝0.001

　1～10年 4.4±0.60

　11～25年 4.4±0.59

　26年以上 4.3±0.62 vs. 1～10 年，
11～25年

　 　＊　vs. 疼痛，呼吸器症状，消化器症状，せん妄，精神的ケア・家族のケア，看取りの
ケア。

　 ＊＊　vs. 疼痛，せん妄，精神的ケア・家族のケア，看取りのケア。
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表 12　有用性を目的変数とした多変量解析の結果

要因 Odds 比［95％信頼区間］

内容 P＝0.001

　疼痛 7.9［2.8─22］ P＝0.007

　呼吸器症状 6.0 ［2.0─18］ P＝0.001

　消化器症状 2.5［1.3─9.5］ P＝0.016

　皮膚・排泄のケア 0.63［0.27─1.5］ P＝0.30

　せん妄 20［4.4─89］ P＜0.001

　精神的ケア・家族のケア 3.8［1.5─9.6］ P＝0.004

　看取りのケア 4.6［1.5─8.9］ P＝0.009

　地域の資源（対照） 1.0

形態

　講義とグループワーク 1.7［1.6─8.9］ P＝0.003

　講義のみ（対照） 1.0

　 参加者を「とても役に立つ」または「役に立つ」と回答したものと，「少し役
に立つ」，「あまり役に立たなない」，「役に立たない」と回答したものとの 2
群に分けた場合のOdds 比と 95％信頼区間を示す。

図 23　勤務場所での職種による有用性の評価
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勤務場所での職種ごとの有用性の平均値と 95％信頼区間を示す。多群間で有意差がある（P＜
0.001）。
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講義とグループワークを組み合わせたセミナーである
ことが有用性の独立した決定因子として抽出された
（表 12）。また，勤務場所での職種では，診療所医師，
訪問看護ステーション看護師，緩和ケアチーム薬剤師
で有用性が高く，診療所看護師，病院看護師で有用性
が低かった（図 23）。

研究の限界

　本研究は緩和ケアセミナーの効果を有用性の点から
評価したものであり，セミナーが参加者の知識や実践，
および，患者のアウトカムに変化をもたらしたかを評
価することはできない。

まとめと意義

　地域の多職種を対象とした緩和ケアセミナーは総じ

て有用であると評価された。特に，内容が疼痛などの
症状緩和であること，形態が講義とグループワークを
組み合わせたセミナーであること，講師に看護師が含
まれることが有用性を決定することが示唆された。
　地域対象の緩和ケアセミナーでは，疼痛，呼吸器症
状，消化器症状，せん妄，精神的ケア・家族ケア，看
取りのケアなどをテーマとした，講師に看護師を含む
講義とグループワークを組み合わせたセミナーを定期
的に行うことが有用であると考えられる。

文　献
1）末田千恵，山岸暁美，鈴木 聡，他：どのような緩和ケ
アセミナーが求められているのか─ 4188 名が評価した緩
和ケアセミナーの有用性に影響する要因．ペインクリニッ
ク　32：1215─1222, 2011
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目　的

　本研究の目的は，①緩和ケアセミナーが参加者にと
って有用であったかを明らかにすること，②より良い
緩和ケアセミナーのあり方について質的に探索するこ
と，である。

対象・方法

　浜松地域で行った緩和ケアセミナーの参加者を対象
として，質問紙調査とフォーカスグループによる評価
を行った。
　緩和ケアセミナーは，年間を通して 10 回行った。
前半 45 分で医師 20～30 分，看護師 15～25 分から講
義を行い，講義の内容は『ステップ緩和ケア』やパン
フレットに従って行った。講義内容は，①緩和ケアで
使用するツール，②痛みの評価とオピオイド，③突出
痛，④オピオイドの副作用，⑤呼吸困難，⑥嘔気嘔吐，
⑦せん妄・不眠・精神症状，⑧看取りのケア・在宅で
使用できる薬剤，⑨家族ケア，⑩スピリチュアルケア，
であった。後半 75 分ではグループディスカッション
を行った。1グループ 8～12 名になるようにグループ
を設定し，1つのグループに 1名のファシリテーター
を置いた。扱ったテーマは症状緩和，精神的なケア，
地域連携などを設定した。
　質問紙調査の調査項目は，有用性，分かりやすさ，
時間，内容の難易度などであった。フォーカスグルー
プは，緩和ケアセミナーに 3回以上参加した 14 名を
対象として行い，内容分析を行った。

結　果

　緩和ケアセミナーの参加者は，年間累計 1,273 名で
あった。参加職種は，看護師 55％，薬剤師 19％，医
師 13％，ケアマネジャー5％などであった。勤務場所
は，病院 60％，診療所 11％，訪問看護ステーション
11％，保険薬局 8％，居宅介護支援事業所 5％などで
あった。臨床経験年数は平均 13.4 年であった。質問
紙の回収率は，累計 71％（942/1,273）であった。
　参加者の評価を累計した全般的評価は，次回，「ぜ
ひ参加したい」61％（n＝550），「できれば参加した
い」39％（n＝349），「参加したくない」0％であった。

1．講義の評価
　講義の有用性では，10 回中 9回で 90％以上が「と
ても役立つ」「役立つ」と回答した（図 24）。「とても
役に立つ」が多かったものは，痛みの評価とオピオイ
ド，突出痛，オピオイドの副作用，看取りのケア・在
宅で使用できる薬剤であった。一方，「とても役に立
つ」が少なかったものは，嘔気嘔吐，家族ケアであっ
た。
　分かりやすさは，「とても分かりやすい」「分かりや
すい」と答えたものが，10 回中 7回で 90％以上であ
った。一方，「とても分かりやすい」が 40％以下であ
ったものは，緩和ケアで使用するツール，痛みの評価
とオピオイド，嘔気嘔吐，スピリチュアルケアであっ
た。
　時間は，10 回中 7回では 80％以上が「ちょうどよ
い」であった。一方，痛みの評価とオピオイド，呼吸

2）講義とグループディスカッションを
複合した多職種セミナーの有用性

1）聖隷三方原病院 ホスピス科，2）同 浜松がんセンター，3）同 緩和支持治療科

鄭 陽 1），井村 千鶴 2），森田 達也 3）

KEY FINDINGS

◆講義とグループディスカッションを組み合わせたセミナーは，有用である
と評価される。

◆緩和ケアの知識・技術の獲得のみならず，地域の多職種の交流の場として
も重要である。
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困難では「短い」が 20％以上であった。「長い」は
6％以下であった。
　難易度は，すべての回において 80％以上が「ちょ
うどよい」であった。一方，嘔気嘔吐では 10％が
「難しすぎる」と回答した。

2．グループディスカッションの評価
　グループディスカッションの有用性では，10 回中 9
回で 90％以上が「とても役立つ」「役立つ」と回答し
た（図 25）。
　時間は，10 回中 9回で，65％以上で「ちょうどよ
い」であったが，16～32％で「短い」であった。一方，
スピリチュアルケアでは約 50％が「短い」と評価し
た。
　人数は，60％以上が「ちょうどよい」であったが，
10 回中 5回で 20％以上が「多い」と回答した。
　職種構成は，10 回中 9回で「適切」が 70％以上で

あったが，「多職種の方が良い」が 4回で 20％以上で
あった。
　評価が 4.7 点以上であったグループディスカッショ
ンのテーマは，短期入院でできる神経ブロックの紹介
（レクチャー），消化器症状のケアのコツ（パンフレッ
トと実技），ノバミン®による副作用うつとアカシジ
アに気づく方法を知る（レクチャー），息が止まりそ
うな時の症状緩和（症例検討），早期から在宅サービ
スの利用を進めるアセスメントツールを考える（グル
ープワーク），訪問看護を紹介したが希望しないケー
スを通して早期に訪問看護を導入する方法を考える
（症例検討），認知症・腎不全のある患者の痛みのマネ
ジメント（参加者から提出された事例），レスキュー
の使い方の指導と説明（パンフレットを用いたロール
プレイ），食べられなくなった患者に家族が点滴を希
望する時（パンフレットを用いた症例検討），家族の
怒りへの対応（事例検討），がん患者の口腔ケアのコ

47

1

12

65

1

59 63
50

59

6

38

10

47

41
2
1 1 1 2 21 1312

54
41

2 3 4 7 8 9 10
（回）

5

a．有用性 b．分かりやすさ

6

10

100

80

60

40

20

0

とても役に立つ　　　役に立つ
少し役に立つ　　　　あまり役に立たない

7

（％）（％）

1

25

19

12

56 58
45

54
45

37

6

52
39

2 3 4 7 8 9 10
（回）

5 6

16

100

80

60

40

20

0

とても分かりやすい　　　分かりやすい
少し分かりやすい　　　　分かりにくい

図 24　講義の評価

4242

3434 3939 3535
4747

3535

5252
49494343

4848

6262

6464

4444 4141
5555

4444
5454

5858

4646

4444
42

34 39 35
47

35

52
4943

48

62

64

44 41
55

44
54

58

46

44

66 556 5

a．有用性 b．時間

図 25　グループディスカッションの評価

46

（％）

1

12

48
55

6

56 54

4

51 46 42

59

56 61

2 3 4 7 8 9 10
（回） （回）

5 6

100

80

60

40

20

0

とても役に立つ　　　役に立つ
少し役に立つ　　　　あまり役に立たない

9 79 8

（％）

1

69
77 77 73 75

65 69
49

6

74 71

2 3 4 7 8 9 105 6

100

80

60

40

20

0

ちょうどよい　　　短い　　　長い

61 1 13 3 31 14

4141 4242
4444

4040 4747 5353
3535 3232

2727 1616 2727
3232 2828

5151

2424 2828 2525

3838 4242

2222

41 42
44

40 47 53
35 32

27 16 27
32 28

51

24 28 25

38 42

22



1．緩和ケアの技術・知識の向上に関するもの

483

ツ（実技），がん患者のケアに活かす呼吸理学療法
（実技），発生時軽く見えても悪化する褥創（実技），
スピリチュアルケアの実際（レクチャー），であった。

3．フォーカスグループ
　フォーカスグループでは，「ロジスティクスに関す
る職種による評価の違い」「講義とグループディスカ
ッションの組み合わせは良い」「交流の場でもある」
「机上の学問ではない実践を試せる場である」「セミナ
ー自体を自分の施設でやるやり方の参考になる」とい
った評価が得られた（表 13）。

研究の限界

　知識や実践，および，患者のアウトカムに変化をも
たらしたかを評価することはできない。質問紙の提出
を任意としたことと，講義のみ受講した場合には中途
退室となり質問紙の提出機会がなかったことから回収
率が 70％であったため，未回答の参加者の意見は反
映されていない。

まとめと意義

　講義とグループディスカッションを組み合わせたセ

ミナーは，参加者から有用であると評価された。講義
の内容としては，疼痛の評価，オピオイド，突出痛，
オピオイドの副作用，呼吸困難，在宅で使用できる薬
剤を含む看取りのケアが有用であると評価されていた。
グループディスカッションでは，実技を含むもの，特
殊な知識を要領良く短時間に得られるもの，ロールプ
レイなどでパンフレットなど具体的なツールを使用す
るもの，倫理的問題や対応が難しい事例の症例検討，
早期からの在宅サービスの利用に関係したもの，およ
び，参加者が提示した困難事例の有用性が高かった。
　また，セミナーは，緩和ケアの知識・技術の獲得の
みならず，「地域の多職種の交流の場」としても重要
であると位置づけられていた。

文　献
1）鄭　陽，井村千鶴，野末よし子，他：地域における講
義とグループディスカッションを複合した多職種セミナー
の有用性．ペインクリニック  30：1553─1563, 2009

表 13　フォーカスグループのおもな評価

ロジスティクスに関する職種による評価の違い
　・医師は，通常業務を終えるのが困難であるため，参加が可能な土曜日，日曜日の開催を希望した。
　・看護師，薬剤師は，平日夕方の設定時間での開催を希望したが，通常業務の後は大変との評価もあった。
　・市の中心部での開催を希望する意見や，他の会議と重複しているとの指摘があった。
講義とグループディスカッションの組み合わせは良い
　・ 「バリエーションがあって良い」「レクチャーだけだと身につかないと思うので事例検討は良い」「小グループだと質問ができ
て話せるので良い」など肯定的に評価された。

交流の場でもある
　・ 「地域で一緒に仕事をするメンバーの交流の場としても重要である」「きっかけに今まで声をかけたことのない薬剤師に声をか
けるようになった」など，単に知識の提供にとどまらず，地域での職種間の交流に役立っていると評価していた。

机上の学問ではない実践を試せる場である
　・ 「普段本で読んでも半信半疑でやっていることが，（実際にしている人と直接話せることで）裏づけが取れる」「（本に書いてあ
ってもやったことのない方法を）聞いたようにやってみたらうまくいった」「今困っている症例について（事例検討で）出せ
てよかった」など，単に知識だけではなく，知識が実践と結びついていると評価された。

セミナー自体を自分の施設でやるやり方の参考になる
　・ 「セミナーを自分の病院でも行っていきたいので，やり方が参考になる」など，セミナーの運営そのものが良いとの意見があ
った。
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はじめに

　地域で緩和ケアを普及させる役割を担う医療福祉従
事者をリンクスタッフと命名した。各医療福祉機関に
呼びかけリンクスタッフを募り，登録したリンクスタ
ッフ数は総勢 100 名を超えた。
　リンクスタッフには国立がん研究センター東病院が
主催する院内職員対象の各種研修会に一部参加を認め
るなど，OPTIM事務局で企画した研修会以外でも緩
和ケアやがん治療に関する知識を広く深く習得できる
機会や情報を提供した。さらに，医師や看護師，薬剤
師など多職種からなるリンクスタッフが，がん緩和ケ
アについて共通の認識と理解のもとでケアを行ったり
講義を開いたり，がん緩和ケアを普及させられるよう
に年間を通しての研修会を企画した。多職種を対象と
した緩和ケア研修のプログラムはないため，緩和ケア

の現場で手引きとして利用できる『ステップ緩和ケ
ア』をテキストとして用いる研修プログラムを独自に
開発することにした。

目　的

　多職種対象に緩和ケアの研修を実施し，「緩和ケア
に関する知識・困難感・態度」を研修の前後で比較す
ることによって，多職種を対象としてどのような研修
が効果的かを検討することである。

方　法

1．研修方法
　2008 年度は，がん疼痛とそのケアを主テーマとし
て全 5回で概論から実際のケアまでのすべてを学べる

表 14　勉強会の内容

テーマ

2008 年度

第 1回「疼痛総論―WHO方式がん性疼痛治療法」
第 2回「医療用麻薬の使い方と副作用」
第 3回「鎮痛薬の投与経路とレスキュー，鎮痛補助薬」
第 4回「前回までの復習と症例検討」
第 5回「がん疼痛の復習」

2009 年度

第 1回「呼吸困難」
第 2回「せん妄」
第 3回「死が近づいた時のケア」
第 4回「悪い知らせの伝え方」
第 5回「がん疼痛と治療の理解」

3）『ステップ緩和ケア』を用いた多職種を対象とした
緩和ケアセミナー

1）元 国立がん研究センター東病院，2）国立がん研究センター東病院 緩和医療科

林 真子 1），木下 寛也 2）

KEY FINDINGS

◆多職種を対象としたがん疼痛緩和ケアに関する勉強会は，『疼痛・オピオ
イド』の知識を有意に改善した。

◆OPTIM で作成した『ステップ緩和ケア』は多職種を対象とした緩和ケア
勉強会の教材として有用であった。

◆多職種を対象とした勉強会では，看護師に難易度を合わせ，参加者全員に
習得してもらいたいポイントとそうでないポイントや職種別にポイントを
明示することは効果的であった。
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よう計画し，勉強会を開催した。2009 年度はがん疼
痛以外の苦痛症状をおもなテーマとして取り上げ，2
年間計 10 回の勉強会で緩和ケアの全般を網羅できる
ようにした（表 14）。
　講義の内容は，リンクスタッフが医師や看護師，薬
剤師，介護支援専門員など多職種から構成されること
に配慮して，最も参加職種が多く，難易度も適当と思
われる看護師に照準を合わせた。しかし，参加者全員
には必要なくても医師としては必ず抑えておきたい知
識もあるため，参加者全員に習得してもらいたいポイ
ントとそうではないポイントをスライド中に明示する
などして講義内容の難易度を調整工夫した。そのほか，
OPTIMで作成した『ステップ緩和ケア』と付録の患
者説明用パンフレットとDVDを教材として使用し，
勉強会の内容や用語を統一した。また，『ステップ緩
和ケア』の内容を参加者と一緒に確認したり，パンフ
レットを実習で用いたりすることによって，これらの
教材が緩和ケアの現場ですぐに活用できるように努め
た。
　また，教育方法は，参加者が効率良く知識や技術を
習得できるように，研修内容に合わせてロールプレイ
やグループワーク，サンプルを使用しての実習など，
受講者参加型の方法も取り入れた。勉強会はオリエン
テーションも含めて各回約 1時間半で，2カ月に 1回
開催した。

2 ．評価方法
　勉強会の効果の指標として，『緩和ケアに関する医
療者の知識・態度・困難感の評価尺度』を用いて緩和
ケアに関する知識と態度を調べた。『緩和ケアに関す
る医療者の知識・態度・困難感の評価尺度』は，がん
の緩和ケアを対象として医師・看護師・薬剤師・心理
職など多職種で使用可能で，医療者の緩和ケアに関す
る知識，態度，困難感の教育的介入の効果測定などに
用いることができる信頼性・妥当性が保証された尺度
である。
　2008 年度は第 1回勉強会直前と第 5回勉強会直後
に調査を行い，対応のない t検定によって勉強会前後
の得点変化を調べた。2009 年度は参加者に IDを振り，
第 1回勉強会直前と第 5回勉強会直後とその 3カ月後
に調査を行い，対応のある t検定によって勉強会前後
と終了 3カ月後の得点変化を調べた。なお「態度」
「困難感」尺度に関しては，「1．行っていない」から
「5．常に行っている」までの尺度をそのまま得点とし
て全体またはドメインごとの項目の平均点を算出，
「知識」尺度に関しては，それぞれの項目について正
解を 1，不正解・「分からない」を 0として全体また
はドメインごとの合計点を算出し，分析を行った。統
計ソフトは SASS 社の JMP9.0.0 を使用した。
　また，各勉強会終了後には独自に作成した調査用紙
を用いて勉強会の時間や内容などについて尋ねるアン
ケートを実施し，参加者の満足度を副次的に調べた。
　すべての調査は，勉強会参加者の同意を得たうえで

表 15　態度尺度と下位尺度における前後変化（2008 年度）

下位尺度（最大値 5） 勉強会前 勉強会後 P値

態度（合計） 2.97±0.151 3.438±0.195 0.061

　疼痛 3.098±0.186 3.657±0.239 0.068

　呼吸困難 2.638±0.195 3.162±0.251 0.103

　せん妄 2.351±0.190 2.724±0.245 0.232

　看取りのケア 2.592±0.207 3.076±0.267 0.155

　コミュニケーション 3.505±0.154 3.981±0.199 0.062

　患者・家族中心のケア 3.64±0.164 4.029±0.211 0.147

困難感（合計） 2.79±0.123 2.90±0.159 0.613

　症状緩和 3.23±0.153 3.04±0.196 0.443

　専門家の支援 2.65±0.181 2.60±0.234 0.868

　医療者間のコミュニケーション 2.31±0.181 2.79±0.233 0.107

　患者・家族とのコミュニケーション 2.96±0.15 2.90±0.195 0.807

　地域連携 2.81±0.19 3.14±0.248 0.292

　平均±SD　n＝92
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参加者の自由意思によって行った。

結　果

　2008 年度，2009 年度ともに研修内容と方法に関す
る調査では，毎回 90％以上の参加者が「分かりやす
い」と回答していた。そして，「研修の内容が実際の
活動に役立つか」という質問に対しても，毎回 90％
以上が「役立つ」と回答していた。

1 ． 2008 年度の『緩和ケアに関する知識・困難
感・態度』における勉強会評価

　勉強会の参加者は延べ 300 名で，内訳は看護師 116
名，薬剤師 97 名，医師 44 名，医療ソーシャルワーカ
ー18 名，その他 25 名で，所属先は病院の緩和ケア病

棟・緩和ケアチーム 17％，病院の一般病棟など前記
以外 46％，診療所 5％，訪問看護ステーション 14％，
保険薬局 14％，その他 4％であった。
　「態度」「困難感」ともに，尺度全体でも下位尺度に
おいても前後で有意な改善は認めなかった（表 15）。
知識では，緩和ケアについての理念や「せん妄」「呼
吸困難」「消化器症状」に関する知識は有意な変化が
なかったが，「疼痛・オピオイド」下位尺度で有意に
改善した（表 16）。また，疼痛・オピオイドの項目別
では，「医療用麻薬の使用は，患者の生命予後に影響
しない」の正答率が勉強会後に 94％になった（表 17）。

2 ． 2009 年度の『緩和ケアに関する知識・困難
感・態度』における勉強会評価

　勉強会の参加者は 180 名で，調査参加者は 97 名で

表 17　知識「疼痛・オピオイド」に関する各項目の正答率の変化（2008 年度）

項目 勉強会前 勉強会後

疼痛治療の目標の 1つは，夜ぐっすりと眠れるようになることである 82％ 91％

がん疼痛が軽度の場合，医療用麻薬を使用するよりもペンタゾシンを積極的に使用すべきである 66％ 76％

医療用麻薬を使用するようになると，NSAIDs は同時に使用しない 91％ 91％

医療用麻薬投与中にペンタゾシンやブプレノルフィンを投与すると医療用麻薬の効果を減弱することがある 56％ 58％

医療用麻薬を長期間使用すると，薬物中毒がしばしば生じる 76％ 91％

医療用麻薬の使用は，患者の生命予後に影響しない 53％ 94％

表 16　知識の前後変化（2008 年度）

下位尺度（満点） 勉強会前 勉強会後 P

合計（20） 13.06±0.601 14.76±0.757 0.084

理念（2） 1.91±0.285 1.94±0.348 0.690

疼痛・オピオイド（6） 4.24±1.557 5.00±1.078 0.017

呼吸困難（4） 2.08±1.322 2.33±1.348 0.413

せん妄（4） 2.20±1.278 2.52±1.093 0.248

消化器症状（4） 2.46±1.313 2.97±1.075 0.065

　平均±SD　n＝74

表 18　態度尺度と下位尺度における平均点の前後変化（2009 年度）

下位尺度（最大値 5） 勉強会前 勉強会後 標準誤差 P

態度（全体） 3.65 3.66 0.08 0.97

　疼痛 3.87 3.69 0.10 0.06

　呼吸困難 3.44 3.48 0.11 0.71

　せん妄 3.22 3.17 0.11 0.63

　看取りのケア 3.36 3.44 0.11 0.50

　コミュニケーション 3.91 3.97 0.09 0.51

　患者・家族中心のケア 4.12 4.17 0.09 0.63

　n＝67
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あった。調査参加者の内訳は看護師 49 名，薬剤師 21
名，医師 14 名，ケアマネジャー6名，医療ソーシャ
ルワーカー3名，その他 4名で，所属先は病院の緩和
ケア病棟・緩和ケアチーム 15％，病院の一般病棟な
ど前記以外 45％，診療所 2％，訪問看護ステーション
17％，保険薬局 8％，居宅介護事業所 8％，その他
5％であった。
　「態度」は，尺度全体としても下位尺度においても
勉強会の前後で有意な変化は認めなかった（表 18）。
知識では全体としても有意に得点が改善したが，下位
尺度の「せん妄」「呼吸困難」「消化器症状」において
も得点が上がった（表 19）。また，勉強会終了 3カ月
後においては，終了直後に比べて知識の低下はなく，
全体としても下位尺度「せん妄」「呼吸困難」におい
てもさらに得点が上がっていた（表 20）。

考　察

　2008 年度はがん疼痛緩和に関する内容をおもに取
り扱い，終了後調査の「疼痛・オピオイド」の知識に
関する項目で有意な変化がみられた。また，2009 年
度は呼吸困難とせん妄に関する勉強会を実施し，終了
後調査の該当項目において得点が勉強会前よりも有意
に上がっていた。このことから，2008 年度ならびに

2009 年度の多職種を対象とした勉強会は，知識の向
上に有効であったといえる。また，2009 年度の勉強
会終了 3カ月後の調査で得点が終了後の調査から維持
もしくは向上していたことから，知識の定着率も良い
勉強会であった。
　そして各回の勉強会に対する参加者の評価も良かっ
たことから，研修内容と方法も参加者のニーズに即し
適当であったと考えられる。
　勉強会が緩和ケアの態度の改善にはつながらなかっ
た原因には，日常的にがん患者と関わる機会が少ない
参加者も含まれていたことと，参加するだけでは態度
の改善までにはつながらない勉強会そのものの限界が
あると推測する。

結　論

　『ステップ緩和ケア』は，実践での手引き書として
だけではなく，研修の教材としても有用であった。そ
して多職種を対象とした勉強会では，最も参加職種が
多く難易度も適当と思われる看護師に照準を合わせる
こと，参加者全員に習得してもらいたいポイントとそ
うではないポイントなど職種別にポイントを明示する
など講義内容の難易度を調整工夫することは参加者の
満足度や知識の習得に効果的であった。

表 19　知識の前後変化（2009 年度）

下位尺度（満点） 勉強会前 勉強会後 標準誤差 P

合計（20） 14.62 15.90 0.257 ＜0.0001

理念（2） 1.86 1.93 0.052 　0.199

疼痛・オピオイド（6） 4.74 4.84 0.134 　0.452

呼吸困難（4） 2.37 3.03 0.100 ＜0.0001

せん妄（4） 2.48 2.91 0.110 　0.0002

消化器症状（4） 3.08 3.28 0.093 　0.038

n＝63

表 20　知識の勉強会直後と 3カ月後の変化（2009 年度）

下位尺度（満点） 勉強会直後 3カ月後 標準誤差 P

合計（20） 15.74 16.62 0.24 0.0007

理念（2） 1.96 1.96 0.05 1.000

疼痛・オピオイド（6） 4.66 4.9 0.12 0.051

呼吸困難（4） 3.02 3.22 0.09 0.04

せん妄（4） 2.85 3.22 0.12 0.003

消化器症状（4） 3.26 3.33 0.07 0.484

n＝47
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目　的

　「かかりつけ医」に対して，緩和ケアの教育を行う
ことで，地域での緩和ケアが推進され在宅での緩和ケ
ア治療が一般化することを目的とした。

対象・方法

　長崎市医師のA会員（開業医）約 530 名と B会員
（おもに勤務医）約 450 名を対象とした。
　緩和ケア研修会として緩和ケア教育プログラム
（PEACE）研修を単位型で行い，ステップアップ研修
として医師向けの事例検討会を行った。これと並行し
て緩和ケアをテーマとする在宅医講習会を行った。

結　果

　講習会・研修会の参加者は，2008 年 1～2 月に行っ
た在宅医講習会（後に PEACE 研修の単位として認
定）では平均 119 名（医師のみ）の参加があり，希望
により看護師などの参加もあった（図 26）。その後，
2008 年 9 月より 2010 年 2 月までに行った PEACE 研
修においては，単位ごとに 4～33 名が参加した。医師
向けの事例検討会を 6回行い，平均 30 名の参加があ
り，OPTIM終了後も緩和ケア事例検討会として継続
して開催している（図 27）。この間，PEACE 研修に
259 名が参加し，47 名が研修を修了している。今後も
単位型研修を継続することで修了者は増加すると考え
られる。

4）医師向け講習会の成果と課題

1）長崎市医師会，2）長崎市立市民病院 薬剤部，3）ホーム・ホスピス中尾クリニック

藤井 卓 1），冨安志郎 2），中尾勘一郎 3）

KEY FINDINGS

 医師向けに行った緩和ケア講習会は，
◆「かかりつけ医」の緩和ケアに対する知識と医療技術の向上に寄与した。
◆単位型のPEACE研修会を行うことで多くの医師が参加できた。
◆事例検討会を行うことで，在宅で緩和ケア医療を行う医師の育成に効果が
あった。

図 26　在宅医講習会の参加人数
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講習会内容
第 1回：［緩和ケア普及のための地域プロジェクトについて］
第 2回：「緩和ケアと地域連携」
第 3回：「がん患者・家族とのコミュニケーションと精神症状の
　　　　　コントロール」
第 4回：「症状緩和～がんの痛みのメカニズムと診断，治療」
第 5回：「がんの進行と消化器症状」
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研究の限界

　医師向けの緩和ケア講習会を行うことで，多くの
「かかりつけ医」が，緩和ケアに興味を抱き，臨床の
現場で役立たせることができた。在宅での緩和ケア普
及のためには，知識の習得のみでなく，実践に役立つ
講習（たとえば，事例検討会など）を継続的に行うこ
とが必要である。今後，地域全体での緩和ケアの普及
と高い知識と技能を持ち，中心的に活動する医師育成
を目的とした教育の継続が課題である。

まとめと意義

　医師に対する研修会を行うことで，地域における緩
和ケアの意識の向上が認められた。
　これに伴い，在宅におけるオピオイドの使用などの
緩和ケア医療の提供が，特別なことではないという認
識が広がった。さらに，事例検討会などの実践的研修
を継続することで，地域での緩和ケアのレベルアップ
が期待できる。
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検討会内容
第 1回：「オピオイドの導入について」
第 2回：「オピオイドの増量，オピオイドローテーションにつ
　　　　　いて」
第 3回：「呼吸困難など痛み以外の随伴症状，副作用対策，薬剤
　　　　　説明」
第 4回：「消化器症状：輸液に関して」
第 5回：「鎮痛補助薬とNSAIDs の使い方」
第 6回：「せん妄の捉え方とその対応─事例を通して」

図 27　OPTIM事例検討会の参加人
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目　的

　本研究の目的は，患者・家族の声に基づく医療者対
象のセミナーの準備の 1つとして，①患者・遺族調査
の結果から患者・家族の医療者への要望を明らかにし，
②「医療者が気を配ること」をまとめた医療者向けの
緩和ケアに関する冊子『がん患者・ご家族の声』の作
成過程を記述する，ことである。

対象・方法

　介入前調査として行われた質問紙調査による患者・
遺族調査のうち，浜松地域の対象者の自由記述を分析
対象とした。「がん治療や苦痛を和げる治療に関する
地域での改善点や課題」について自由記述を求めた。
がん治療・緩和ケアに相当する記載を意味単位として
抽出し，意味内容の類似性・相違性からカテゴリーを
作成した。

結　果

　患者は 550 名が適格基準を満たし，337 名から有効
回答を得た。遺族は 632 名が適格基準を満たし，432
名から有効回答を得た。
　自由記述の回答から，合計 378 意味単位（患者 98，

遺族 280）が分析対象となり，7つのカテゴリー，16
のサブカテゴリーが抽出された（表 21）。このうち
【医療制度や社会の仕組みを見直してほしい】を除い
た 6カテゴリーを医療者への要望とした。
　以下，カテゴリーを【 】，サブカテゴリーを［ ］
と示す。

1．患者・家族の医療者への要望
　最も多かったのは，【気持ちに寄り添って一緒に考
えてほしい】であった。おもに，病状説明（［分かり
やすく，安心できる説明をしてほしい］），全般的な態
度（［あたたかで，親切な態度でゆっくりと接してほ
しい］），共感的対応（［つらい気持ちや負担を聞いて，
分かってもらえたと感じたい］）が挙げられた。
　病状説明については，頻度，分かりやすさ，納得の
いく内容，意向（どの程度まで聞きたいのか）への配
慮，タイミング（突然ではないこと），最新の情報，
正確さ，数値ではなく全体像の説明，将来の見通し，
在宅医療や緩和ケアの情報，個人差への配慮，大部屋
でのプライバシーの配慮，セカンドオピニオンの言い
やすさの重要性，が記載された。
　全般的な態度としては，医師や看護師に望む態度と
して，「あたたかさ・思いやり・心のこもった」（vs. 
冷たい），「親切・情を持って・嫌な顔をせず」（vs. 
事務的），「やさしさ」（vs. きつい），「親に対するよ

5）患者・遺族調査から作成した医療者向け冊子
『がん患者さん・ご家族の声』

聖隷三方原病院 ホスピス科

小田切 拓也

KEY FINDINGS

◆患者・家族が求めていることは，①気持ちに寄り添って一緒に考えてほし
い，②希望する場所で過ごせるようにしてほしい，③苦痛が最小限になる
ように努力してほしい，④後悔しないように，話しておきたい・やってあ
げたいことができるようにしてほしい，⑤生きる希望を支えてほしい，⑥
医療用麻薬についての不安をやわらげてほしい，などである。

◆以上のような患者・家族の声に基づいた冊子『がん患者さん・ご家族の
声』を作成した。
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うに・献身的」，「信頼・誠意」，「人格を認める」，「ゆ
ったりと」（vs. 病室に来ない）などと表現された（表
22）。共感的対応の重要性は，「気持ちを分かってほし
い」，「不安を和らげること・精神的ケア・精神的支え
がほしい」などと表現された（表 22）。
　【苦痛が最小限になるように努力してほしい】につ
いては，患者調査では主に［治療の副作用を和らげる
方法を充実させてほしい］，遺族調査では主に［がん
による苦痛を納得がいくように和らげてほしい］と表
現された。疼痛に対しては，不十分であるとする意見
もある一方で，肯定的な意見も多くみられた。しかし，
疼痛以外の症状，だるさ，咳，喀痰，嘔気が十分緩和
されなかったとの記載が複数あった。
　【後悔しないように，話しておきたい・やってあげ
たいことができるようにしてほしい】として，［した
いことができるように限られた時間をタイミング良く
教えてほしい］との記載が多くみられた。「思ってい
たより早かったので心残りがある」「ずっと付き添っ
てあげられなかった」などと表現された。一方，十分
な準備ができた表現としては，「家族も時間の許す限
り足を運んでくれた」「自宅療養で店をやりながらほ
とんどの時を一緒に過ごすことができた」などと表現
された。内容としては，療養場所の重要性（【希望す

る場所で過ごせるようにしてほしい】）が多く指摘さ
れた。
　【生きる希望を支えてほしい】としては，［希望のも
てる言い方と態度で，希望を支えてほしい］ことが多
く挙げられた。方法として，何かできることはないか
と考える態度，リハビリテーションなど残された機能
を大事にする，代替療法の相談にのることが挙げられ
た。ある患者は，「教えられなくても，患者も分かっ
ています。それでも可能性を信じ，希望をもって病と
闘っているのです。悲感的な態度で診察されると不安
になり，気持ちも落ちこみます。統計は単なる統計で，
個別の患者にすべてあてはまるわけではないはずです。
良くなりたいという患者の気持ちに添っていただきた
い」と記述した。ある遺族は，「がんというだけで最
初からだめと決めつけて患者と向き合っていたのでは
つらい。患者は心の底ではダメかもと覚悟している」
と記述し，希望のもてる態度の必要性を表現した。
　【医療用麻薬についての不安を和らげてほしい】と
しては，［望ましくない症状の原因を説明してほしい］
と，［麻薬による影響をあらかじめ相談してほしい］
が挙げられた。前者としては，医療用麻薬の投与後に
状態が悪化したことの原因がはっきりしないことが
「病状が急に悪くなったのか，モルヒネをたくさん使

表 21　患者・遺族調査にみられた医療者への要望

1．【気持ちに寄り添って一緒に考えてほしい】127
　［分かりやすく，安心できる説明をしてほしい］44
　［あたたかで，親切な態度でゆっくりと接してほしい］36
　［つらい気持ちや負担を聞いて，分かってもらえたと感じたい］32
　［意思決定を共有してほしい］12
　［いつでも連絡をとれるようにしてほしい］3

2．【希望する場所で過ごせるようにしてほしい】41
　［ホスピスに安心して待たずに入れるようにしてほしい］26
　［家で安心して過ごせるようにしてほしい］15

3．【苦痛が最小限になるように努力してほしい】39
　［がんによる苦痛を納得がいくように和らげてほしい］29
　［治療の副作用を和らげる方法を充実させてほしい］6
　［不要な検査や処置はしないでほしい］4

4． 【後悔しないように，話しておきたい・やってあげたいことができるようにしてほしい】23
　［したいことができるように限られた時間をタイミング良く教えてほしい］19
　［家族ができることを教えてほしい］4

5．【生きる希望を支えてほしい】20
　［希望のもてる言い方と態度で，希望を支えてほしい］14
　［代替療法の相談に乗ってほしい］6

6．【医療用麻薬についての不安を和らげてほしい】12
　［望ましくない症状の原因を説明してほしい］7
　［麻薬による影響をあらかじめ相談してほしい］5

7．【医療制度や社会の仕組みを見直してほしい】116
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表 22　【気持ちに寄り添って一緒に考えてほしい】に関する代表的な自由記述

1．［あたたかで、親切な態度でゆっくりと接してほしい］
　「 病院関係者とりわけ医師や看護師の誠意や親切が患者にとって何よりのなぐさめと思う」
（患者）

　「 至れり尽せりというのはこういうことかと思われるほどの心配りのいき届いた人たちに囲ま
れた。先生には，実の親に対するような態度でただただ感心するばかりでした。優しくて親
切で心配りたっぷりの皆様によくしていただきました」（遺族）

　「 診察の時にもっと患者の顔をみ、身体に触って診てほしかった。毎回コンピューターをみて
何かを打ち込んでいる先生の姿しか浮かんできません。今思い出しても悔しくてなりませ
ん」（遺族）

　「 介護のやり方のきつい方がいて、患者が可哀相に感じました。感情移入しないことが大事な
のか分かりませんが、死期のせまっている者に対しては優しくしてほしいと思いました」
（遺族）

2．［つらい気持ちや負担を聞いて、分かってもらえたと感じたい］
　「 治療法も人それぞれ違います。先生も大変ですが、患者はいろいろなことを思い、悩んでい
ます。精神的なことが一番必要だと思っています。薬や検査・治療に加え、心のケアが大切
に思います」（患者）

　「 看護師の方が，直接私の気持ちを聞いてくださったことがよくあったと思います。“苦労し
ていることを察してくれている”と気持ちが楽になりました」（遺族）

　「 若い看護師、薬剤師、少しも家族の気持ち、本人の気持ちが分かっていないと思った。ほん
の少しのことが，家族本人にはこたえる」（遺族）

図 28　患者・遺族調査に基づく医療者向け冊子『がん患者さん・ご家族の声』
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用したからそうなったのか分からない」などと表現さ
れた。後者としては，医療用麻薬を投与した後に予期
せず会話ができなくなった体験として，「モルヒネで
痛みは和らぎましたが意識が混濁したのでちゃんとお
別れができなかった」などと語られた。

2．医療者向けパンフレットの作成
　調査結果から，【気持ちに寄り添って一緒に考えて
ほしい】【苦痛が最小限になるように努力してほしい】
【後悔しないように，話しておきたい・やってあげた
いことができるようにしてほしい（希望する場所を含
む）】【生きる希望を支えてほしい】【医療用麻薬につ
いての不安をやわらげてほしい】の 5つそれぞれに対
して，医療者ができる工夫や工夫の根拠となる情報を
含めた冊子を作製した（図 28）。
　作成は浜松地域の緩和ケア従事者 18 名（医師 10 名，
看護師 7名，薬剤師 1名）で行い，8名（がん治療医
3名，緩和ケア医 2名，精神科医 2名，臨床心理士 1
名）の外部評価を受けて修正した。

研究の限界

　1地域の結果であること，質問紙調査の自由記述の
解析であることから，結果は必ずしも一般化できない。

まとめと意義

　患者・遺族調査の結果を基に，医療者が気を配るべ
きことをまとめた冊子を作成した。配慮するべきこと
として，患者・家族の気持ちへの共感，苦痛の緩和，
心残りがないような配慮，希望を支えること，医療用
麻薬の説明が同定された。また，冊子により，患者・
家族の声に基づいたセミナーが実施可能となった。

文　献
1）山田博英，小田切拓也，津村明美，他：患者・遺族調
査から作成した医療者向け冊子「がん患者さん・ご家族の
声」．Palliat Care Res   7：342─347, 2012
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目　的

　緩和ケア領域においては，患者・家族によるケアの
評価が重要であり，わが国においても大規模な遺族調
査が行われてきた。遺族調査は，緩和ケアの教育プロ
グラムを策定するうえで「患者・家族の声」という重
要な情報を含んでいるが，われわれの知る限り，調査
結果に基づいた緩和ケアセミナーなどの教育プログラ
ムを評価した研究は存在しない。
　本研究の目的は，①患者・遺族調査の結果に基づい
た緩和ケアセミナーの有用性を参加者の視点から評価
すること，②セミナー参加者が重要であると認識した
ケアを収集すること，である。

対象・方法

1．緩和ケアセミナー
1）緩和ケアセミナーの教材

　OPTIMで行われた患者・遺族調査の結果では，約
40％の患者・遺族が身体的ケア，精神的ケアに改善が
必要と考えていた。患者・遺族調査の自由記述の内容
分析により明らかにされた具体的な要望は，「患者・
家族の気持ちに寄り添って一緒に考えてほしい」「患
者・家族が後悔しないように話しておきたい，やって
あげたいことができるようにしてほしい」「苦痛が最
小限になるように努力してほしい」「生きる希望を支
えてほしい」「医療用麻薬についての不安を和らげて
ほしい」であった。
　調査結果に基づき，緩和ケアセミナーの教材とする
ために，浜松地域の 5病院の緩和ケアチームメンバー

6）患者・遺族調査の結果に基づいた緩和ケアセミナーの有用性

聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター

井村 千鶴

KEY FINDINGS
◆患者・遺族調査の結果を基にした緩和ケアセミナーは，患者・家族の求め
るケアを実践しようとする意思を促進することに有用な可能性がある。

医療用麻薬の使用は，患者の生命予後に影響しないことを
はっきりと説明をする

患者や家族が医療用麻薬を使用すると良くないと思っている
時，過去にきっかけとなった体験があるかを聞く

患者や家族から不安の表出があった時，説明をするのではな
く，「苦しいですね」「心配ですね」など感情に焦点をあてた

受け答えをする

医療用麻薬の使用や病状の進行のために眠気が出てコミュニケー
ションが十分にとれなくなることが予測される時は，家族にコ
ミュニケーションをとれる時間が限られていることを伝える

患者・家族が心の準備ができていないと思う時，「もし良くなら
ないとしたら」を用いて，「もし悪くなったとしても後悔しない
ためには今何をしておいたらいいか」を早めに聞くようにする

患者・家族が伝えようとしているメッセージは何かを
考えながら話を聴く
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19 77
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とても増えると思う 増えると思う

図 29　実践の自己評価
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（医師 9名，看護師 8名，薬剤師 1名）からなるフォ
ーカスグループで，教育用冊子『浜松市 1,000 件の調
査に基づく がん患者さん・ご家族の声』『緩和ケアに
ついての必須の知識』を作成した。
2）緩和ケアセミナーの構成

　緩和ケアセミナーの構成は，講義（20 分），フォー
カスグループとまとめの講義（135 分），模擬患者・
家族とのコミュニケーションのデモンストレーション
（15 分）とした。

2．調査対象および方法
1）質問紙調査

　緩和ケアセミナーの参加者全員を対象として，自記
式質問紙調査を行った。主要評価項目は，緩和ケアセ
ミナーの有用性および実践の自己評価と知識である。

2） セミナー参加者が重要であると認識したケアの収集

　フォーカスグループで挙げられた，①気持ちを分か
ってもらえたと思えるためのケア，②生きる希望を持
ちながら，かつ，心残りもないためのケア，③苦痛を
和らげ，かつ，医療用麻薬についての誤解もないため
のケア，を記録した付箋を分析対象として，内容分析
を行った。

結　果

　緩和ケアセミナーに，延べ 274 名が参加した。質問
紙調査では，260 名（95％）から有効回答を得た。参
加者の 96％が「とても役に立った」「役に立った」と
回答した。実践の自己評価については，12 項目のう
ち 11 項目において，90％以上が「とても増えると思
う」「増えると思う」と回答した（図 29）。緩和ケア

表 23　セミナー参加者が重要であると認識したケアの内容分析の結果

「気持ちを分かってもらえたと思える」ためのケア

【患者・家族が伝えようとしているメッセージを聴く】 156

【ありのままの患者・家族を受け入れ，そばにいる】 123

【コミュニケーションをとり，信頼関係を構築する】  35

【一緒に考え，サポートを保証する】  35

「生きる希望を持ちながら，かつ，心残りもない」ためのケア

【患者・家族の価値観や人生について分かろうとする】  13

【希望について共に考え，何をしておけば心残りがないかを話し合う】 169

【希望を支持し実現できるよう一緒に取り組む】  52

【患者・家族の病状認識を知り，心の準備に合わせた関わりを行う】  35

【患者・家族のコミュニケーションを促進する】  20

【家族の力をサポートする】  42

【身体や心の苦痛を和らげる】  13

【チームをコーディネートする】   7

【医療福祉従事者自身が希望を維持する】   2

「苦痛を和らげ，かつ，医療用麻薬についての誤解もない」ためのケア

【医療用麻薬に対する誤解や不安の背景を分かろうとする】  41

【医療用麻薬を使用するか使用しないかにあたって，望むケアについて話し合う】   1

【気持ちに配慮しながら正しい情報を伝える】  79

【医療用麻薬の副作用にみえる身体状況の変化は医療用麻薬のためではなく，病状が進行しているため
であることを説明する】

 17

【医療用麻薬の使用に関する意思決定ができ，家族が自分を責める気持ちにならないようサポートする】  61

【患者・家族のコミュニケーションを促進する】  48

【家族の力をサポートする】  40

【チームをコーディネートする】  24

　数値は単位数を示す。
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の知識の正答率は，緩和ケアセミナー後では 85～
95％であった。医療福祉従事者に求められるケアとし
て，【患者・家族が伝えようとしているメッセージを
聴く】【ありのままの患者・家族を受け入れ，そばに
いる】【コミュニケーションをとり，信頼関係を構築
する】【一緒に考え，サポートを保証する】のカテゴ
リーが抽出された（表 23）。

研究の限界

　本研究には，以下の限界がある。参加者を対象とし
た実践の自己評価や知識の評価は，緩和ケアセミナー
直後の評価であり，長期的な効果や実践の変化，患
者・家族にもたらされた効果を評価することはできな
い。本研究の結果をすべての地域にあてはめることは

できないかもしれない。

まとめと意義

　本研究は，われわれの知る限り，患者・遺族調査の
結果に基づいた緩和ケアセミナーの有用性を評価した
初めての研究である。患者・遺族調査の結果を基にし
た緩和ケアセミナーは，参加者から有用と評価され，
患者・家族の求めるケアを実践しようとする意思を促
進することに有用な可能性が示唆された。

文　献
1）井村千鶴，鄭　陽，白土明美，他：患者・遺族調査の
結果に基づいた緩和ケアセミナーの有用性．ペインクリニ
ック　33：241─250，2012
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概　要

　患者・家族・地域住民の緩和ケアに関する認識を適
切なものとし，緩和ケアリソース利用につながる行動
を喚起するための介入で使用することを前提として，
①リーフレット（「つらい時期を上手に過ごす」），②
冊子（「あなたの地域の緩和ケア」），③ポスター，④
図書（「緩和ケアを知る 100 冊」），⑤DVD（「我が家
へ帰ろう」）を作成した。

リーフレット（「つらい時期を上手に過ごす」）

　リーフレットは，主として緩和ケアにあまり関心を
もっていない対象への介入ツールとして，①「緩和ケ
ア」という言葉とその簡単な内容（予備調査で認知率
が 33％程度），および，②さらに詳細な情報を入手で
きる経路（地域の相談支援センターの連絡先，研究班
のweb サイト，より詳細な情報を含む冊子の入手方
法など），をおもな内容とした（付図 13）。
　リーフレットの裏面に，「その地域での相談窓口」
が明確になるように各地域の情報を記載した。

冊子（「あなたの地域の緩和ケア」）

　冊子は，主として緩和ケアに関心がある対象への介
入ツールとして，①緩和ケアの説明，②緩和ケアの提
供体制，③がんの痛み・医療用麻薬についての情報，
④精神的サポートの情報，⑤実際の地域での相談窓口
の所在地と連絡先，をリーフレットよりも詳細に記載
した（付図 14）。

ポスター

　ポスターは，OPTIMプロジェクト 1年目には 4地
域共通のものを作成し，2年目以降は地域ごとに作成
した。1年目のポスターは，1年間で 4枚のポスター
を定期的に貼り替えることで，緩和ケアへの注目を促
すことを目的に作成した（付図 15）。テーマは，順に，
①プロジェクトの周知，②早期からの緩和ケア，③痛

みの治療の重要性，④医療用麻薬の正しい知識，とし
た。
　2年目以降では，研究班でひな型を作成し，各地域
で利用するかどうかを検討して修正・新規に作成した
（付図 16）。内容は，①プロジェクトの周知，②在宅
緩和ケアの周知，③相談センターの活用促進，④早期
からの緩和ケア，とした。

図書（「緩和ケアを知る 100 冊」）

　がん治療を行っている病院や地域の公共図書館など
に設置することを目的として，緩和ケアに関する書籍
100 冊を選定し，図書の案内冊子を作成した（付図
17）。冊子では，患者や一般市民が書籍を選ぶ際の参
考となるように「緩和ケアとは」「からだのつらさを
和らげる」「自宅で暮らす」「命や生きる意味を考え
る・心を癒す」「こどもと一緒に学ぶ・小児とご両親
のがん」という 5つのテーマに分類して表示した。

DVD（「我が家へ帰ろう」：図30）

　病院に入院している患者やその家族が，自宅で療養
できるというイメージをもてることを目標として，入
院している患者が自宅に帰るまでのストーリーをドラ
マ化したDVDを作成した。巻末には，緩和ケアに関
わる医療者たちからのメッセージを収載した。利便性
のためにビデオ（VHS）も作成した。

2．患者・家族・住民への情報提供に関するもの
A．作成したマテリアルの趣旨と一覧

1）国立がん研究センター中央病院 緩和医療科，2）慶應義塾大学 環境情報学部，3）聖隷三方原病院 緩和支持治療科

的場元弘 1），秋山 美紀 2），森田 達也 3）

図 30　DVD「我が家へ帰ろう」
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付図 13　リーフレット「つらい時期を上手に過ごす」
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付図 14　冊子「あなたの地域の緩和ケア」



Ⅳ．付帯研究（2）領域・地域ごとの研究

500

付図 15　ポスター（1年目）

① ②

③ ④
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付図 16　ポスター（2年目以降）
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付図 17　図書「緩和ケアを知る 100 冊」
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目　的

　がん患者に対する緩和ケアの啓発は重要であり，冊
子はしばしば用いられる。しかし，病院内でどこにど
のような冊子を設置すればいいかは分かっていない。
　本研究の目的は，病院内のどこで緩和ケアの啓発用
冊子が利用されるかを明らかにすることである。

対象・方法

　同一都市の 2つの地域がん診療連携拠点病院（A
病院，B病院）に緩和ケアを含む複数のがんの知識や
治療に関する啓発用冊子も加えた 90 × 180cmの「が
ん緩和ケア啓発ボード（啓発ボード）」を作製した
（図 31）。啓発ボードは研究者，外来看護責任者，病

院広報担当者で議論し，通行量が多いか，がん患者が
多いと考えられる場所を選択し，A病院 6カ所，B病
院 1カ所に設置した。設置後，A病院では 8カ月間，
毎日各啓発用冊子の減少数を記録し，「持ち帰り数」
とした。B病院では調査への負担軽減のため 4カ月間
を調査期間とした。

結　果

　A病院では，8カ月間で合計 3,685 冊の啓発用冊子
が持ち帰られた。設置場所あたりの啓発用冊子の持ち
帰り数は，合計数は通行量が多いところ（外来の廊下
など）で多かったが，推定利用者数で補正した持ち帰
り数は，腫瘍センター内，ホスピス外来，外来化学療
法室で多かった（図 32）。

B．リーフレット・冊子・ポスターを
用いた啓発介入に関する研究

1）病院内のどこに緩和ケアの啓発用冊子を
置いたらよいのか？

聖隷三方原病院 医療相談室（現 健康科学大学 福祉心理学科）

赤澤 輝和

KEY FINDINGS
　がん患者に有効に緩和ケアに関する情報を冊子で提供するためには，
◆がん患者が多くいる場所（腫瘍センター，外来化学療法室など）に置く。
◆抗がん治療に関する情報とあわせて置く。

図 31　がん緩和ケア啓発ボード
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　複数の病院で持ち帰られた啓発用冊子の種類の比較
では，がん治療に関する冊子（「抗がん剤治療を安心
して受けるために」「知っておきたい放射線治療」）は，
緩和ケアに関する冊子（「あなたの地域の緩和ケア」
「相談支援センターにご相談ください」）の 1.4～3.5 倍
の持ち帰り数であった（図 33）。

研究の限界

　本研究では，冊子の持ち帰り数を調査したものであ
り，がん患者や市民の緩和ケアに関する知識の向上に
つながったかは明らかではない。また，対象が地域が
ん診療連携拠点病院だったため，本研究結果をすべて
の病院や施設にあてはめることはできないかもしれな
い。

まとめと意義

　本研究は，病院内のどこで緩和ケアの啓発用冊子が

利用されるかを調査した初めての研究である。啓発用
冊子の持ち帰り総数は，病院の利用者数の多い設置場
所に比例していたが，推定利用患者数で補正するとが
ん患者が多くいる設置場所で多かった。また，持ち帰
られる冊子の種類としては，緩和ケアに比較して，抗
がん治療に関するものが多かった。
　本結果から，病院内で冊子を用いた緩和ケアの啓発
介入を効率良く行うためには，がん患者が多くいると
考えられる場所で，抗がん治療に関する情報とあわせ
て提供することが有用である可能性が示唆された。

文　献
1）赤澤輝和，川崎由実，山田博英，他：緩和ケアの啓発
用冊子を病院内のどこに置いたらよいのか？　緩和ケア　
21：221─225, 2011

図 32　推定利用者数により補正した啓発用冊子の持ち帰り数（冊）

設置場所あたりの持ち帰り数
（/月）

推定利用者数による補正
（/月 1,000 名）

235

69

13

43

87

1F エレベーターホール
通行量が多いところ

がん患者の多いところ

外来正面通り

外来化学療法室

ホスピス外来

腫瘍センター内

5

1.5

43

138

228

図 33　複数の病院で持ち帰られた啓発用冊子の種類の比較（冊）

あなたの地域の緩和ケア 15066

相談支援センターにご相談ください 10070

抗がん剤治療を安心して受けるために 233 210

知っておきたい放射線治療 178 230

A 病院 1Fエレベーター前
・2つの病院で共通して設置された冊子のみ
・A病院は B病院と類似する通行量が多い場所の啓発ボードを選択
・数値は 4カ月間の持ち帰り数の合計

B病院 1F売店前通り

緩和ケアに関する冊子

がん治療に関する冊子
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目　的

　緩和ケアの啓発介入としてポスターや冊子の一斉配
布が使用されることがあるが，一斉配布後の実態を調
査した研究はない。本研究の目的は，緩和ケアの啓発
介入として地域に一斉配布された啓発用資料の配布後
の実態を明らかにすることである。

対象・方法

　OPTIMで作成した啓発用資料（リーフレット・冊

子・ポスター）を行政施設 104 カ所，図書館 21 カ所，
医療福祉施設 132 カ所の合計 257 カ所に送付した。行
政施設は市担当部署を通じて配布した。図書館には啓
発用資料から『緩和ケアを知る 100 冊』を送付・設置
した。医療福祉施設はOPTIM参加・協力施設を対象
として直接送付した。
　送付後 9～13 カ月後に各施設へ個別訪問を行い，調
査同意が得られた場合，写真撮影および担当職員へヒ
アリングを行った。ヒアリングの内容は，①設置状況，
②設置後訪問者は啓発用資料をみているかどうか，③
情報をみてもらうために工夫・改善した方が良いこと，

2）緩和ケアについての市民・患者対象の啓発介入の実態調査

聖隷三方原病院 医療相談室（現 健康科学大学 福祉心理学科）

赤澤 輝和

KEY FINDINGS

◆啓発用資料の一斉配布は，設置を目的にした場合はある程度有効である。
◆啓発用資料の配布をより良いものとするには，管理者に目的を伝えること，
対象者がいるか把握すること，配布後のフォローアップなどが重要である。

◆市民や患者への啓発介入は，医療福祉従事者への啓発も期待できる。

図 34　啓発用資料が設置されていた施設

行政施設（n＝81）

図書館（n＝18）

医療福祉施設（n＝117）

リーフレット 冊子 ポスター いずれか

55％

32％

100％

2.5％

28％

100％

42％

50％

83％

55％

53％

100％

（n＝訪問調査を実施した施設数）

市役所
保健所
区役所

居宅介護支援
事業所　　　
地域包括支援
　　センター　　
保険薬局　　
など　　　

公民館　　　
自治センター
文化センター

病院　　　　
診療所　　　
訪問看護　　

　　ステーション
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についてであった。

結　果

　啓発用資料を送付した 257 カ所のうち，216 カ所
（84％）に訪問した。そのうち，133 施設（62％）よ
り，写真撮影とヒアリングの同意が得られた。啓発用
資料のいずれかが設置されていた施設は，行政施設
55％，図書館 100％，医療福祉施設 53％であった（図
34）。また，ヒアリングの内容分析により，7つのテ
ーマが抽出された（表 24）。

研究の限界

　本研究は，啓発用資料の設置状況を調査したもので
あり，市民や患者の緩和ケアに関する知識の向上につ
ながったかは明らかではない。

まとめと意義

　本研究は，緩和ケアの啓発介入として地域に一斉配

布された啓発用資料の配布後の実態を調査した初めて
の研究である。
　その結果，設置を目的とした場合，市民や患者に対
する緩和ケアの啓発介入として地域への啓発用資料の
一斉配布はある程度有効であることが示唆された。よ
り有効に設置するためには，設置場所の管理者に目的
を伝えることや啓発対象者がいるか把握すること，配
布後のフォローアップなどが有用である。また，市民
や患者への啓発といった場合，対象を市民や患者その
ものに設定することと並んで，医療福祉従事者へ同じ
啓発介入を行うことにも意義がある可能性が示唆され
た。

文　献
1）赤澤輝和，野末よし子，井村千鶴，他：緩和ケアにつ
いての市民・患者対象の啓発介入の実態調査．Palliat 
Care Res　5：171─174, 2010

表 24　啓発用資料設置施設の担当職員に対するヒアリング

カテゴリー 内容

目的を理解して設置するこ
との重要性

（リーフレットやポスターについて）よく分からない・よく知らない（n＝32）
（調査員が趣旨を説明すると）次回から意欲的に取り組みたい（n＝7）

配布場所に啓発対象者がい
ないことがある

（行政施設，居宅介護支援事業所などでは）該当する対象者が訪問しない（n＝18）
（図書館，病院，診療所などでは）関心のある人がみてくれている（n＝34）

配布後工夫する 市民や患者に伝えるために設置方法の工夫をしている（n＝17）

配布物が多すぎる・知らな
いうちになくなっている

ポスターや冊子など送られてくるものが多すぎる（n＝3）
知らないうちになくなっていた（n＝3）

対象者がいなくてもスタッ
フがみて勉強する

（居宅介護支援事業所など対象者が少ない施設では）職員が勉強している（n＝17）

患者からのフィードバック
（がん患者をみている施設では）患者に個別に渡している（n＝12）
（保険薬局では）緩和ケアの話はデリケートなので話しにくい（n＝2）

ポスターの内容 （ポスターの内容が）暗い，冷たい感じがする，字が大きくあたたかいものが良い（n＝9）

　内容分析によりカテゴリー化
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目　的

　がん患者の意思決定や精神面をサポートするうえで，
疾患や治療に関する科学的客観的な情報とともに，闘
病記などの患者の体験や主観を含む書籍の有用性が示
されている。緩和ケアの包括的な意義を，患者やその
家族，一般市民に広げる手段として，『緩和ケアを知
る 100 冊』の書籍群を選出し，病院や公立の図書館に
設置した。
　本研究の目的は，緩和ケアの啓発介入として地域に
設置された『緩和ケアを知る 100 冊』の選書プロセス
および利用状況を明らかにし，その有用性を検討する
ことである。

対象・方法

1．100 冊の選書プロセス
　患者や地域住民に緩和ケアの多面的な理解を促進す
るための書籍を，専門家の意見を集約して選出した。
まず，緩和ケアに関わる医師，看護師，医療ソーシャ
ルワーカー，病院図書館司書，患者会などに幅広く推
薦図書を挙げてもらい，研究班の啓発担当ワーキング
グループがテーマのバランスなどを考慮しながら 150
冊に絞り込み，それらを緩和医療の専門家 20 名が，
「強力に推薦する」（5）から，「削除すべき」（1）まで

の 5段階で評価し，さらに議論を繰り返して意見を集
約した。
　治療法を紹介する書籍については，今日の科学的根
拠の少ないものは除外した。闘病記は，著者の年齢や
性別，がん種の多様性に配慮し，なるべく多元的な情
報を得られるような書籍を選択した。死生観や哲学な
どに関する書籍は，特定の宗教や思想に偏らないよう
配慮しながら，普遍的な人間の生と死のあり方につい
て考察する本を選んだ。著者にも偏りがないよう，同
じ筆頭著者の書籍は 2冊までに限定した。
　書籍のカテゴリーは，①緩和ケアについての基本的
な内容を紹介する「緩和ケアとは」，②疼痛や症状緩
和に関する「身体のつらさを和らげる」，③在宅医療
について書かれた「自宅で暮らす」，④闘病記や生と
死，哲学などに関する「命や生きる意味を考える・心
を癒す」，⑤絵本や小児がんに関する書籍を含む「子
どもと一緒に学ぶ・小児とご両親のがん」，の 5つで
ある。患者や市民が本を選ぶ際の参考となるように，
100 冊の書誌情報と概要からなる書籍リストを作成し，
上記 5つのカテゴリーで最も中心的内容のアイコンを
つけて表示するといった工夫をした（図 35）。

2 ．設置の場所と方法
　『緩和ケアを知る 100 冊』の書籍を，書籍リストと
ともに，2008 年度は，4地域のがん治療を行っている

C．図書を用いた啓発介入に関する研究
1）『緩和ケアを知る 100 冊』：書籍を活用した

緩和ケア普及啓発の方法

慶應義塾大学 環境情報学部

秋山 美紀

KEY FINDINGS

◆患者や家族，一般市民に緩和ケアの包括的な意義を広げる手段として，多
様な視点で書籍群を選出し，公立図書館や医療施設に設置することも有効
である。

◆公立図書館では絵本の貸し出しが多かったが，医療機関内では，成人向け
闘病記，症状緩和に関する書籍の貸し出しもあった。

◆設置方法を工夫することで，貸し出し数が増加し，医療者とのコミュニケ
ーションの促進にもつながることが示唆された。
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病院（12 カ所）の患者図書室やロビー，地域のがん
相談支援センター（2カ所），公共図書館（2カ所）の
計 16 カ所に設置した。2年目には，医療機関 38 カ所，
公立図書館 28 カ所，相談窓口 3カ所に設置場所を増
やした。
　貸し出しポリシーや設置の工夫は各施設に任された
（図 36）。たとえば長崎地域では，市民健康講座や健
康イベントの際，ロビーやテント内で自由に見られる
ようにされた。また浜松地域では，書籍リストを小型
化して裏表紙に地域の設置場所を掲載し，希望者が持
ち帰れるような工夫もされた。貸し出しを行っている
施設においては，貸し出し件数の把握を行った。

3 ．市民・患者の図書館利用状況
　介入後の患者および一般市民を対象とした質問紙調

査において，公立図書館や院内の図書室を利用する頻
度を尋ねた。

結　果

　貸し出し頻度の高い書籍は，4地域とも共通して，
公立図書館では子ども向けの絵本であった。医療機関
では，闘病記など命や生きる意味を考えさせる書籍や，
リンパ浮腫の対処方法について書かれた書籍の貸し出
しが多かった（表 25）。
　長崎地域のがん診療連携拠点病院では，100 冊のリ
ストと案内文を各病棟に配布した結果，看護師ら院内
スタッフの貸し出し数が伸びた。柏地域では公立図書
館と保健所が共催で「緩和ケアを知る 100 冊を学ぼ
う」と題した一般市民対象の講演会を開催して利用を
促進した。鶴岡地域では 2010 年 6 月より，市立図書
館や病院の 100 冊コーナーに，医療者が毎月交代でお
薦めの 1冊を顔写真つきで紹介するポップをつけて配
置をしたところ，貸し出し件数が飛躍的に伸びた（図
37，表 26）。
　図書館の医療状況について，患者対象の質問紙調査
は，857 名（57.1％）から，一般市民対象の質問紙は，
1,435 名（35.9％）から回答を得た。公立図書館を年
に数回以上利用している者は，がん患者が約 25％，
一般市民は 35％であった。院内図書館の利用者はが
ん患者が約 12％，一般市民は 5％であった。

表 25　病院図書館と一般図書館の貸し出しランキング

一般図書館 分類
図書館の
貸出数＊

病院 分類
病院の
貸出数＊＊

1 位 わすれられないおくりもの 子ども 537 象の背中 命 11

2位 チャーリー・ブラウンなぜなんだい？ 子ども 342 さんさん録 1・2 命 9

3位 葉っぱのフレディ 子ども 313 「電池が切れるまで」の仲間たち 子ども 8

4位 だいじょうぶだいじょうぶ 子ども 212 わすれられないおくりもの 子ども 8

5位 種まく子供たち 子ども 210 天国で君に逢えたら 命 7

6位 がいこつ 子ども 210 ガンに生かされて 命 7

7位 ちいさな　くれよん 子ども 207 種まく子供たち 子ども 6

8位 象の背中 命 206 ［全国］患者・家族のメッセージ 命 6

9位 ずーっとずっとだいすきだよ 子ども 199 さよならを言うための時間 命 6

10位 いつでも会える 子ども 195 リンパ浮腫がわかる本　他　5冊 身体 5

　＊　 図書館の貸出数：鶴岡市立図書館，柏市立図書館，流山市立中央図書館，北部図書館，我孫子市民図書館（いずれも 2009 年度と 2010
年度），浜松市内 21図書館（2009 年度）の合計。

　＊＊　 病院の貸出数：聖隷三方原病院（2008 年度），鶴岡市立荘内病院と鶴岡協立病院（2009，2010 年度）の合計。

図 35　カテゴリーを示すアイコンで部類した書籍リスト
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図 36　 「緩和ケアを知る 100 冊」設置の様子（柏市立図
書館） 図 37　ポップ

表 26　ポップをつけた書籍の貸し出し数の伸び

推薦月 推薦書籍名 主分類
2009 年度
貸出数＊

2010 年度
貸出数＊

6月
東京のドヤ街・山谷でホスピス始めました 命 23 32

がんとこころのケア 命 28 32

7 月
ガンに生かされて 命 62 66

「死の医学」への序章 命 2 5

8月
月のかがやく夜に 子ども 1 6

家で生きることの意味 自宅 2 8

9月
輝け ! いのちの授業 子ども 8 13

さよならを言うための時間 命 6 10

10 月
象の背中 子ども 75 105

電池が切れるまで 子ども 60 67

11 月
だいじょうぶだいじょうぶ 子ども 2 182

わすれられないおくりもの 子ども 195 316

12 月
レアの星 子ども 0 6

がん電話相談 自宅 0 6

合　　　　　計 464 854

　＊　貸出数は，鶴岡市立図書館，鶴岡市立荘内病院，鶴岡協立病院の合計。
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研究の限界

　書籍の貸し出し件数が把握できたのは貸し出し実施
施設のみであり，それ以外の施設でどのような本が読
まれていたのかは明らかでない。本研究は，がん患者
の図書館利用の頻度と，実際の書籍の貸し出し数を調
査したものであり，がん患者や市民の緩和ケアに対す
る理解の向上につながったかは明らかでない。また，
対象地域の状況を，必ずしも他の地域の病院や施設に
当てはめることはできないかもしれない。

まとめと意義

　緩和ケアについて包括的な理解を広げるために，

『緩和ケアを知る 100 冊』の図書を選定し，設置後の
活用状況を調査した。
　本結果から，図書館を日常的に利用するがん患者は
多くはないものの，絵本を含む多領域にわたる図書を
組み合わせて設置することの意義が示された。また，
地域医療者によるお薦め図書のように紹介用のポップ
をつけたり，置き場所を工夫することで，医療者と患
者のコミュニケーションの促進にも効果があることが
示唆された。がん患者の生き方を尊重するうえで，身
近なところで多面的な情報を入手できる環境整備が望
まれる。
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目　的

　緩和ケアや医療用麻薬に対する誤ったイメージは，
緩和ケア普及の妨げとなることが示唆されている。緩
和ケアや医療用麻薬に関する正しい知識を得てもらう
ために，一般市民やがん患者を対象とした講座やセミ
ナーが各地で開かれているが，その効果を評価した研
究はほとんどない。
　そこで，本研究は複数地域を対象に，市民公開講座
の受講前後での緩和ケアに対するイメージの変化を検
証することを目的とする。

対象・方法

　鶴岡地域と浜松地域の一般市民を対象に，緩和ケア
に関する市民公開講座を行った。講座のテーマは，鶴
岡では「地域で支えるがん緩和ケア─あなたらしく生
きるために」（2008 年 11 月 15 日実施：講義・パネル
ディスカッション），浜松では「上手に使おうホスピ
ス・緩和ケア」（2008 年 9 月 27 日実施：講義），「安
心できるがん緩和医療をめざして─患者さんとご家族
の明日のために」（2009 年 9 月 26 日実施：講義），
「がんと向き合う─地域で支える」（2010 年 7 月 18
日：講義）であった。鶴岡地域の参加者は 319 名，浜
松地域の参加者は，2008 年度は 72 名，2009 年度は
600 名，2010 年度は 209 名の計 881 名であった。質問

紙は，講座開始前に全員に配布し，終了後に任意で回
収した。1回の質問紙で受講前後のイメージを尋ねた。
回答は匿名で行った。
　緩和ケアのイメージについて，「緩和ケアは，化学
療法や放射線治療などがんに対する治療と一緒に行
う」「モルヒネなど医療用麻薬は，麻薬中毒になった
り命を縮める」「ホスピスは『末期』だけでなく，在
宅療養を支える役割もある」という緩和ケアの知識に
関する 3項目と，「がんであっても，苦痛や心配には
十分に対処してもらえると思う」「がんであっても，
安心して自宅で療養できる」という安心感に関する 2
項目で尋ねた。受講前のイメージと受講後のイメージ
を，「そう思っていなかった・そう思わない」（1），
「そう思っていた・そう思う」（2），「とてもそう思っ
ていた・とてもそう思う」（3）の 3件法で尋ねた。
　緩和ケアの受講前後でのイメージについて平均値の
比較を行った。受講前後でイメージに変化がみられた
群とみられなかった群に分けて，c2 検定を行った。

結　果

　858 名（回収率 71.5％）から回答を得た。年代別では，
60歳 代（27.3 ％），50歳 代（22.9 ％），70歳 代 以 上
（21.3％），40歳代（17.6％），30歳代（7.3％），20歳代
（3.6％）であった。男女比は1：4であった。参加者の
内訳は，一般市民（55.1％），医療関係者（18.5％），患

D．講演会による啓発介入に関する研究
1）市民公開講座の評価：講座を受講した市民の

緩和ケアに対するイメージの変化

大阪大学大学院 人間科学研究科

古村 和恵

KEY FINDINGS

 緩和ケアに関する市民公開講座は，
◆緩和ケアのイメージを少なくとも短期的に改善させる。
◆いずれの地域でも有効である。
◆高齢者に対しては，画一的な講演会より，経験や生活に即した情報提供が
望ましい可能性がある。
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者の家族（10.2％），患者（8.4％），その他（7.8％）で
あった。
　市民公開講座の受講前後での緩和ケアに関するイメ
ージを比較したところ，すべての項目で受講前より受
講後の方がイメージは肯定的に変化した（図 38）。地
域別の比較においても，両地域ともにすべての項目で
受講前より受講後の方がイメージは肯定的に変化した。
　受講前後で否定的なイメージが改善した割合は，性
別による有意差はみられなかった（表 27）。年齢別で
は，60 歳以上の高齢者の方が「モルヒネなど医療用
麻薬は，麻薬中毒になったり命を縮める」という認識

が改善しない傾向がみられた。地域別では，「緩和ケ
アは，化学療法や放射線治療などがんに対する治療と
一緒に行う」「ホスピスは『末期』だけでなく，在宅
療養を支える役割もある」の 2項目で，鶴岡地域に比
較して浜松地域で有意な改善がみられた。立場別では，
「がんであっても，苦痛や心配には十分に対処しても
らえると思う」「がんであっても，安心して自宅で療
養できる」の 2項目で，市民に比較して医療従事者の
認識が改善しにくかった。

図 38　市民講演会前後での認識の変化

緩和ケアは，化学療法や放射線治療などがん
に対する治療と一緒に行う

モルヒネなど医療用麻酔は，麻薬中毒になっ
たり命を縮める

ホスピスは「末期」だけでなく，在宅療養を
支える役割もある

がんであっても，苦痛や心配には十分対処し
てもらえると思う

がんであっても，安心して自宅で療養できる
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講演会前　　　講演会後
「そう思う」「とてもそう思う」と回答した％を示す。すべての項目で平均値の比較検定はＰ＜0.001

表 27　イメージの変化した参加者の割合と関連要因

質問項目
性別 年齢 地域 立場

男性 女性 P <60 歳 >＝60歳 P 鶴岡 浜松 P 市民
医療
関係者

P

1

緩和ケアは、化学療法や
放射線治療などがんに対
する治療と一緒に行う
（n＝192）

87.5％ 89.3％ 0.75 89.7％ 88.9％ 0.86 65.2％ 92.3％ <0.01 89.0％ 88.9％ 0.98

2
モルヒネなど医療用麻薬
は、麻薬中毒になったり
命を縮める（n＝351）

54.1％ 64.2％ 0.11 67.5％ 58.1％ 0.073 68.3％ 60.4％ 0.25 62.7％ 54.3％ 0.33

3
ホスピスは「末期」だけ
でなく、在宅療養を支え
る役割もある（n＝291）

94.4％ 95.7％ 0.69 97.5％ 92.9％ 0.060 89.2％ 96.5％ 0.046 96.1％ 91.9％ 0.25

4

がんであっても、苦痛や
心配には十分に対処して
もらえると思う（n＝
196）

85.3％ 88.7％ 0.58 87.2％ 91.3％ 0.38 90.0％ 87.8％ 0.70 92.0％ 57.1％ <0.01

5
がんであっても、安心し
て自宅で療養できる（n
＝358）

78.3％ 77.9％ 0.95 79.0％ 77.1％ 0.67 73.3％ 78.5％ 0.38 79.6％ 63.6％ 0.017

　数値は、「そう思う」「とてもそう思う」と回答した％を示す（「モルヒネなど医療麻薬は麻薬中毒になったり命を縮める」は逆転項目）
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研究の限界

　本研究は，市民公開講座の受講後に，前後のイメー
ジをまとめて聞いているため，対象者の認識にバイア
スがかかっている可能性が指摘される。また，本研究
では市民講座の長期的な効果を検討していない。

まとめと意義

　本結果から，緩和ケアに関する市民公開講座は，市
民の緩和ケアのイメージを少なくとも短期的に変化さ
せる可能性が示唆された。市民公開講座は，①「緩和
ケア＝末期」というイメージを取り除き，早期からの
緩和ケアを推進する，②医療用麻薬に関する間違った
イメージを払拭する，③がんに罹患しても，住んでい

る地域や自宅で治療を受けながら生活できるという安
心感を与える，という効果が期待される。今回対象と
した 2地域では同じようなイメージの変化がみられた
ことから，市民公開講座はいずれの地域でも有効であ
ると考えられる。
　また，60 歳以上の高齢者の方が，緩和ケアの知識
に関しての認識が変わりにくいため，高齢者向けの講
演を行う場合には，知識に関する画一的な講演会だけ
ではなく，高齢者の経験や生活に即したきめ細かい情
報提供を行うことがより効果的であることが示唆され
た。

文　献
1）古村和恵，山岸暁美，赤澤輝和，他：市民の緩和ケア
に対するイメージの変化．緩和ケア   22：79─83，2012
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目　的

　長崎市医師会では，2005 年 6 月から年間 3～4回の
ペースで「長崎市医師会市民健康講座」を開催してい
る（図 39）。これは一般市民向けに健康のために有益
な情報を無料で提供するとともに，それを通じて医師
会という組織を身近に感じてもらうためである。2008
年からはOPTIM長崎との共催で，がん，緩和ケアに
関する健康講座も開催し，啓発を行った。

対象・方法

　長崎市の広報誌，会員医療機関でのポスター掲示と
チラシ配布などを通じて開催を通知した。開催は，原
則として土曜日の午後とし，長崎市医師会館講堂で開

催した。受付で講演の資料とともにアンケートを配布
し，講演に対する評価と，聴講してみたいテーマなど
について回答を求めた。また毎回，講演の冒頭で「長
崎がん相談支援センター」の PRも行った。
　がん関連の市民健康講座は表 28に示す 8回である。
第 27 回の垣添忠生氏の講演は，日程の都合上，
OPTIM長崎が終了した後の開催となった。

結　果

　8回で約 3,000 人の参加があった。第 22 回の立花隆
氏の講演では，入場者数増加を予想して長崎市の多目
的ホールである「ブリックホール」で開催し，約
1,500 名の参加があった。

2）2 年間のがんに関連した市民健康講座の評価

長崎市医師会，ハシモト耳鼻咽喉科医院

橋本 清

KEY FINDINGS

◆一般市民の「がん」「麻薬」「緩和ケア」に対する誤った理解、恐怖心を少
しでも減らし、がん相談支援センターのことを啓発するために公開講座を
開催し、一定の認知度を得られたものと考えられるが、それを定量的に評
価するためのスケジューリング、アンケート項目のアレンジには課題が残
った。

a．第 22 回（2010.3.27） b．第 23 回（2010.7.3）
図 39　長崎市医師会市民健康講座の風景（H21～22）
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研究の限界

　講演に対するアンケート結果の分析と，その結果を
踏まえた次の講演の内容，アンケート項目のアレンジ
など，もっとシステマティックに組み立てていれば，
「緩和ケア」に対する市民の認知度の変化がもっとつ
かめたかもしれない。

まとめと意義

　本研究を通じて，「がん」「緩和ケア」「麻薬」とい
う言葉に対する恐怖心，誤った理解を軽減できたもの
と考えている。

表 28　がん関連の市民健康講座

開催回数 日時 演題 参加者数

14 2008年 
5月24日（土）

「がんの痛みに苦しまないで」

464 名

　 オープニングコメント　地域でがん患者さん・ご家族をささえるために
第 1部　がんをよく知るために
　 ①告知のとき─「がん」と「こころ」
　 ②住み慣れた家に帰ろう
　③ 何でもお尋ねください─長崎がん相談支援センターの紹介
第 2部　痛み止めを上手にお使いいただくために
　① 痛みを和らげよう─医療用麻薬で中毒にはなりません
　② 我慢せず，痛みを訴える賢いがん患者になろう！

16 2008年 
11月29日（土）

がんの痛みに苦しまないで─あなたの家に帰ろう
184 名　 （1）長崎がん相談支援センターの活動状況

　（2） あなたの家に帰ろう─住み慣れた家で安心して過ごすために

19 2009年 
6月27日（土）

がんの痛みに苦しまないで─あなたを支える，地域で支える

186 名

第 1部　がん患者さんを支える─「心」と「体」の痛みケア
　① がんの告知，治療の中─その時家族は？
　② 痛みを和らげましょう─医療用麻薬では中毒にはなりません
第 2部　地域で支える─相談支援センターにご相談ください
　　　　各相談支援センターの紹介

20 2009年 
10月17日（土）

がん哲学とがん哲学外来
150 名　 （1）長崎がん相談支援センターの紹介

　 （2）「がん哲学とがん哲学外来」

22 2010年 
3月27日（土）

立花隆　講演会

約1,500名　 （1）長崎がん相談支援センターの紹介
　 （2）がんとともに生きる
会場：長崎ブリックホール・大ホール

23 2010年
7月3日（土）

がん治療最前線─手術によらぬ新たな取り組み
100 名　 （1）「高精度放射線治療」

　 （2）「抗がん剤治療について」

26 2010年
10月16日（土）

がん検診・治療から緩和ケアまで─がんになっても前向きに生活するために

161 名
　 オープニングコメント　わが国におけるがん医療の現状と今後の展望
　 「長崎市のがん検診について」
　「 がんになっても自分らしく生活するために─心の持ち方のコツ」
　「 がんのつらさを減らしましょう～緩和ケアがお手伝い」

27 2011年 
4月16日（土）

妻を看取る日─闘病生活・自宅での看取りの体験からリビングウイルまで
257 名　（1） 「長崎市包括ケアまちんなかラウンジ」の紹介

　（2）「妻を看取る日」
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目　的

　がん緩和ケアの普及のためには，市民への適切な啓
発が必要である。本研究の目的は，従来の緩和ケア出
張講演会に寸劇を取り入れた市民啓発法が有用である
かを評価することと，緩和ケア出張講演会がもたらす
長期的な効果を検討することで，講演会のあり方を考
えることである。

対象・方法

　鶴岡・三川地域に在住の一般住民を対象に，地域の
コミュニティセンターなどに出向き，講演と寸劇によ
る緩和ケア出張講演会（小規模講演会）を 2009 年と
2010 年で計 7回行った（図 40）。内容は医師による緩
和ケアの講演（30 分）と，寸劇（30 分）との 2部構

成である。寸劇のシナリオは，入院中のがん患者が家
族や医療者の温かいサポートを得て充実した在宅生活
を送れるようになるまでの過程を描いたもので，役者
は地域の診療所の医師や看護師などが務めた。
　参加者には，緩和ケアのイメージについて講演会の
前後と 6カ月後（追跡）にアンケート調査を実施した。
また，寸劇あり・なしで 2回開催された市民公開講座
（大規模講演会）でも同様のアンケートを行った。

結　果

　アンケート結果から，寸劇を取り入れた出張講演会
は，緩和ケアや麻薬に関する正しい知識の提供に効果
があった。「緩和ケアの知識」に関する項目は，6カ
月後の追跡調査でも大きな変化として維持され講演会
の有効性を示唆した。「医療の安心感」の項目は講演
会前後では比較的大きな変化がみられたが，追跡調査
ではほとんど変化がみられなくなる傾向にあった（図
41）。また，市民公開講座のアンケート結果からは，
寸劇を取り入れた場合の優位性が示された（図 42）。

研究の限界

　講演会参加者の背景因子（年齢，立場など）にばら
つきが大きく，寸劇そのものの有用性を評価するには
限界がある。また，寸劇以外の講演の内容，演者の資
質によってもアンケートの結果が大きく左右する可能
性があることを考慮していない。

3）寸劇を取り入れた市民啓発法の効果

1）鶴岡市立荘内病院 事務部，2）同 外科，3）同 看護部

叶野 明美 1），鈴木 聡 2），冨樫 清 3）

KEY FINDINGS

　 緩和ケアの市民啓発法として，従来の講演会に寸劇を加えることで，
◆緩和ケアや麻薬に関する「正しい知識」と「医療の安心感」が増す。
　 さらに，
◆地域の診療所の医師や看護師が寸劇の役を演じることで，市民にとって緩
和ケアが身近となり，理解がいっそう深まる。

　 市民の意識を高いレベルに保つには，短期間内で繰り返し啓発することが
重要である。

図 40　寸劇の様子
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まとめと意義

　寸劇を取り入れた講演会は，緩和ケアや麻薬に関す
る「正しい知識」や「医療の安心感」の提供に効果が
あった。特に参加者からは，「パンフレットから得ら
れる知識より寸劇のほうが何倍も分かりやすかった」

「顔見知りの医療者が方言（庄内弁）を使って熱演し
た姿は感動的」などの寸劇に対する肯定的な意見が多
かった。
　一方，「医療の安心感」の項目は，6カ月後の追跡
調査では変化が少なくなってしまう傾向にあったため，
短期間での啓発活動の繰り返しが必要と思われた。

図41　出張講演会のアンケート結果（講習会前・後・追跡）

自宅では急変時対応が不安

前

後

追跡
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（n＝380）

（n＝380）

（n＝110）

そう思う　　　どちらともいえない　　　そう思わない

73

図42　市民公開講座のアンケート結果（寸劇あり，なしの比較）
そう思う　　　どちらともいえない　　　そう思わない

最後は自宅で過ごしたい
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目　的

　同じ体験をした患者・家族同士が悩みを共有し，相
談し合えるサロンが注目されているが，今までわが国
では参加者を対象にこのようなサロンを評価した報告
は少ない。
　本研究の目的は，2009 年度から鶴岡市立荘内病院
で開催しているがん患者・家族サロン「ほっと広場」
の有用性を明らかにし，今後の活動，運営への示唆を
得ることである。

対象・方法

　通院中のがん患者およびその家族を対象に，緩和ケ
アに関するミニレクチャーや自由交流を内容とする 2
時間のがん患者・家族サロンを月 1回，土曜の午後，
鶴岡市立荘内病院講堂で開催した。各回の終了後に，
サロンの有用性，内容・時間の適切性などを，自記式
質問紙を用い評価した。
　「ほっと広場」は 3部構成で，第 1部は各職種の専
門スタッフによる「ミニ講話」。第 2部は「あなたの
悩みにお答えします」と銘打って，医療者が患者・家
族の質問に答えるコーナー。質問事項はQ＆A集と
して小冊子にまとめて後日参加者に配布した。第 3部

は茶話会（図 43）で，お茶やお菓子を食べながら参
加者同士あるいは医療者を交えて自由にお話をする場
で，会の最後には職員の奏でるクラッシクギターを伴
奏に懐かしい歌を合唱して締めくくる。時には神楽，
紙芝居など地元愛好家連による郷土芸能の数々も特別
企画「お楽しみコーナー」で披露された（図 44）。

結　果

　2010 年度は 7回の開催で延べ 107 名（患者 87 名，
家族 20）が参加し，アンケート回収率は 82％（88
名）であった。参加者数は最多で 26 名，最少 9名。

E．患者会・家族会・遺族会に関する研究
1）患者・家族会「ほっと広場」の有用性の評価

1）鶴岡市立荘内病院 外科，2）同 看護部，3）同 事務部

鈴木 聡 1），渋谷 美恵 2），叶野 明美 3）

KEY FINDINGS

 がん患者・家族同士が集うサロン「ほっと広場」は，
◆お互いの悩みを共有できたり，新しい仲間・友人ができたりするなど，と
ても評価が高い。

◆内容に「お楽しみコーナー」などの特別企画を加えると参加者の満足度が
高くなる。

 より専門的な知識の習得を希望する参加者には，「ほっと広場」とは別の新
しい企画を打ち出すことで，その要望に応えることができる。スタッフに
は参加者のニード，理解度に応じた会の企画，運営に当たる柔軟な姿勢が
求められる。

図 43　茶話会
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参加者の約 8割は女性で，患者の立場としての参加が
80％以上で，他は家族であった。参加のきっかけは，
「主治医からの紹介」が 29.1％，「友人・知人からの紹
介」「ポスター・ちらしから」がそれぞれ 25.6％，「サ
ポートセンターからの紹介」が 10.5％であった（図
45）。サロンの有用性については，98％が「とてもよ
かった・よかった」と評価した。具体的には，60.2％
が「聞きたかったことが聞けた」，それぞれ 27.3％が
「仲間や友人ができた」「悩みが共有できた」，21.6％
が「自分の胸の内を話せた」を挙げた（図 46）。また，
趣向を凝らした「お楽しみコーナー」企画は，毎回好
評であった。緩和ケア医による「あなたの悩みにお答
えします」コーナーは普段主治医には遠慮して聞けな
かったことが聞けて満足との意見が多かった。もっと
時間をかけてがんの専門的な知識を得る機会がほしい
との意見もあったが，時間の適切性については 80％
以上が「ちょうどよかった」と評価した。

研究の限界

　本研究は，急性期病院である鶴岡市立荘内病院とい
う特定の病院の患者を中心とした会であるため，この
結果をそのまま，それぞれ機能が異なる病院，施設に
あてはめることはできないかもしれない。

まとめと意義

　「ほっと広場」の有用性と内容の適切性が評価され
た。すなわち，「ほっと広場」は，患者同士の触れ合
いの場，苦しみや悩み，心の葛藤の解消と安らぎの場
となるばかりか，家族同士の触れ合う場となることも
実証された。
　今後は，地域全体のがん患者・家族がより多く気軽
に参加できる体制づくりを検討していくとともに，運
営にあたってはボランティアの育成にも力を入れる必
要性がある。一方，会をスムースに運営するためのル

図 46　ほっと広場の有用性
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図 44　郷土芸能「湯田川神楽」 図 45　参加のきっかけ
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ールづくりも忘れてはいけない。参加者は知りえた個
人のプライバシーは漏らさぬこと，特定の宗教，民間
療法，健康食品などの勧めや紹介はしないことなどを
あらかじめ取り決めておき，安心して参加できるよう
な配慮が会の継続的な運営には必要と思われる。
　また，新たに「がん教室」が隔月の土曜に鶴岡市立
荘内病院で開催されるようになった。以前からがんセ
ミナーの開催は，「ほっと広場」参加者からの強い要
望事項として上がっていた。このセミナーはがんにつ

いての学びや，がんになった場合の個人の問題解決能
力をサポートするため，毎回 2名のがん専門医が計
90 分にわたりがんの診断，治療，予防などについて
解説するもので，各会 30 名以上の参加者を集め好評
を得ている。
　参加者，スタッフのそれぞれのやる気を尊重しなが
ら，さまざまな会の開催を通してお互いに顔のみえる
関係をつくることが，地域へ緩和ケアの精神を拡げる
ことにつながるものと思われた。
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目　的

　地域の中では新旧複数のがんの患者会・家族会・遺
族会が運営されており，有用性も示唆されている。し
かし，地域内で会を運営する実務者同士が課題を共有
し，解決策を検討する場はない。
　本研究の目的は，地域の患者会・家族会・遺族会実
務者ミーティングが参加者にとって有用かを明らかに
することである。

対象・方法

　患者会・家族会・遺族会実務者ミーティングは，会
を運営する実務者の課題を共有したうえで，解決策を
検討することを目的として行われた。当該地域の地域
がん診療連携拠点病院の相談支援センターにヒアリン
グを行い，地域で活動するがん関連の患者会・家族
会・遺族会の情報を収集し，郵送にて開催案内を送付
した。あわせて，地域医療福祉従事者が任意に登録す
るメーリングリストで開催案内を送信した。ミーティ
ングは，年 3回，平日 19：00～20：30 に開催し，レ

クチャーとグループワークを複合したプログラムを行
った（表 29）。毎回終了後に参加者に質問紙を配布し，
回収箱で回収を行った。

結　果

　患者会・家族会・遺族会実務者ミーティングの参加
者は 25 団体より延べ 79 名であった。質問紙の回収率
は累計 77％であった。参加職種は，看護師 41％，医
師 18％，医療ソーシャルワーカー11％，介護支援専
門員 11％，その他 20％であった。勤務場所は，病院
（相談・地域連携部門）31％，病院（一般）28％，診
療所 18％，居宅介護支援事業所 7％，訪問看護ステー
ション 4％，その他 11％であった。参加者のうち，患
者会・家族会・遺族会について運営を行っている者は
64％，患者や家族から相談を受けたことがある者は
77％であった。
　ミーティングの有用性では，地域のいろいろな患者
会・家族会・遺族会の実務者と顔の見える関係になる
ことについて 85％以上が「とても役に立った・役に
立った」と評価したが，総合的には 79％，患者会・

2）地域の患者会・家族会・遺族会実務者
ミーティングの評価

聖隷三方原病院 医療相談室（現 健康科学大学 福祉心理学科）

赤澤 輝和

KEY FINDINGS
 患者会・家族会・遺族会実務者ミーティングは，
◆実務者同士が顔の見える関係になることや体験を共有する場として重要。
◆参加者の具体的な課題解決のためにはプログラムの改善が必要。

表 29　ミーティングの内容

レクチャー 時間 グループワーク 時間

第 1回 ・各患者会・家族会・遺族会の紹介 30分
・情報交換
・今後，この会で話し合いたいこと

60分

第 2回
・自助グループの立ち上げ・運営
・ 精神保健福祉センターで運営する遺族会について

45分
・情報交換
・現在の課題について

45分

第 3回
・（診療所が運営する）茶話会について
・ がんの親をもつ子ども達へのケアについて

50分
・情報交換
・今後のミーティングのあり方について

40分
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家族会・遺族会について困っていることを共有・相談
することについては 57％であった（図 47）。参加者の
体験の評価については，すべての項目において「そう
思う・とてもそう思う」と回答した割合が 70％以上
であった（図 48）。

研究の限界

　本研究は，患者会・家族会・遺族会実務者ミーティ
ングの実施可能性を有用性の観点から評価したもので
あり，ミーティングが参加者の知識や実践，および患
者・家族・遺族のアウトカムに変化をもたらしたかを
評価することはできない。評価は質問紙の任意提出に
より行い，回収率は 77％であるため，未回答の参加
者の意見は反映されていない。また，1地域を対象と
した調査であり，一般化することはできないかもしれ
ない。

まとめと意義

　本研究は，地域の患者会・家族会・遺族会実務者ミ
ーティングの有用性を調査した初めての研究である。
ミーティングは，同じ地域で患者会・家族会・遺族会
を運営する実務者同士が，お互いの活動を知り，運営
のノウハウを共有し合い，運営のヒントや気づきを見
出していく場として体験されていた可能性がある。一
方で，「困っていることを共有・相談すること」への
有用性が他の項目と比較して低かったことから，具体
的な課題解決のためにプログラムの修正の必要性が示
唆された。
　今後，他の方法との比較，参加者の知識や実践への
影響，患者・家族・遺族アウトカムへの評価など，地
域での患者・家族・遺族実務者ミーティングのより良
い方法に関する研究が行われる必要がある。

図 47　ミーティングの有用性

総合的に

実務者と顔のみえる関係になることに

困っていることを共有・相談することに

100（％）500
とてもそう思う　　　そう思う　　　少しそう思う　　　あまりそう思わない

（欠損値があるため，合計が 100％にならず）

18 62 16

28 57 11

13 44 31 7

とてもそう思う　　　そう思う　　　少しそう思う　　　あまりそう思わない

図 48　参加者の体験の評価

100（％）500

（欠損値があるため，合計が 100％にならず）

105434

235720

2205616

115434

お互いに顔見知りになることによって
今後の情報交換がしやすくなると思った
次にどう関わったらよいかにつながる
ヒントや気づきを得ることができた

自分だけではなく他の人も同じような
気持ちをもっていることが分かった

実務者の生の声を聞くことができた
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目　的

　当院（国立がん研究センター東病院）栄養管理室で
は，栄養・食事支援の一環としてがん療養中の症状に
応じた食事の提案を行う“柏の葉料理教室”の企画・
運営を行っている。
　開催の目的として，在宅での食事実践力の育成，疾
患・悩みなどの相談の場としての精神的ケアを掲げて
おり，嘔気・嘔吐，食欲不振，口内炎・食道炎，味覚
障害，便秘・下痢など各回テーマを変え，おのおのの
有害事象に対する食事の工夫についての栄養教育を実
施している。（図 49，50）
　教室は，①レクチャー（がん治療に伴う諸症状につい
ての発生メカニズム説明とその際の食事の考え方・工
夫点のアドバイス），②調理実演（テーマに沿った料理
紹介，調理実演），③会食および意見交換（料理を摂り
ながら意見交換を実施。食事や治療の面だけでなく，

精神面の問題なども話題となる）から構成される（図51）。
　本研究の目的は，参加者の理解度・実践力・満足度
などを調査・分析することで，さらに効果的かつニー
ズに対応した栄養教育の場とするためには，何が必要
とされ，教室運営に反映していくべきなのかを明らか
にすることである。

対象・方法

　2008 年 9 月～2011 年 3 月までの全 57 回の教室参加
者に対し，料理教室の内容についての理解度，家庭で
の実践力，満足度などについての自記式アンケート調
査を実施し，集計・分析を行った。

結　果

　延べ参加者数 463 名，有効回答率 75％，男女比

F．栄養・料理教室に関する研究
1）がん患者と家族対象の料理教室の役割と有用性

国立がん研究センター東病院 栄養管理室

落合 由美

KEY FINDINGS
がん患者・家族に有用かつ実践可能な栄養教育の場を提供するためには，
◆具体的調理法の提示・実際に食べ，体験することがより深い理解につながる。
◆参加者の主体性を促すことで，参加者同士の有意義な交流の場となりうる。

図 50　味覚障害時の味比べメニュー例図 49　嘔気・嘔吐時のあっさりメニュー例
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27：73，平均年齢 58（21～82）歳，患者本人の参加
である場合が 46％，家族 45％，その他（友人など）
9％，参加者自身が主調理者である場合が 93％であっ
た。
　「食事の工夫についての説明が分かりやすい」93％，
「調理が分かりやすい」92％，「家庭で調理可能であ
る」95％，「応用できるメニューである」94％（図
52），「知りたい内容であった」89％，「参加してよか
った」94％，「また参加したい」91％などの意見が寄
せられた。
　しかし，十分な意見交換ができたかの設問には，
「開始後半年間」は 57％，「後半 2年間」は 70％がで
きたと回答し，改善はされつつあるものの，「全期間」
では 65％に止まり，他の項目に比較し低率が目立つ
結果となった（図 53）。

研究の限界

　当院は，調理設備をあわせもつがん患者・家族総合
支援センターが設置され，調理実演指導が実施可能な
環境にあるが，他の施設での同様の開催は難しい状況
にあると思われる。従って，この環境面およびマンパ
ワーなどの問題もあり検討課題は残るが，公共施設の
利用，開催頻度の調整などにて，かぎりなく実現可能

な条件を満たすことができると考える。

まとめと意義

　本研究は，食事への理解，実践への知識・手技習得
が期待され，参加者ニーズにも沿った内容であること
が示唆された。実際，「患者に○○を作ったら食べて
くれた」「簡単に作ることができたので今度は○○に
挑戦したい」などの意見が多く寄せられ，在宅の場で
の活用がなされている。料理自体が指導媒体である本
教室は，具体的な体験型の教育システムであるため，
理解・実践度の育成に寄与するとともに，満足度の高
い結果が得られる内容であると考えられる。
　しかし，意見交換時の満足度をさらに向上させるに
は，十分な時間の確保，スタッフによる参加者同士の
交流の促しなどが適宜行われ，ディスカッションの場
がより充実したものとなるよう配慮することが重要と
なる。
　料理教室は，栄養摂取上の理解・方法論習得の機会
を得るだけでなく，参加者交流による共有感・安堵感
を得られる場でもある。この患者・家族および医療ス
タッフとの情報交換の場は，おおいに療養生活への活
力となるものであると思われる。

図 52　家庭で応用できる
　　　　メニューでしたか

無回答
6％

はい
94％

いいえ
0％

図 53　意見交換は十分
　　　できましたか

できた
65％

無回答
19％

どちらで
もない
15％

できない
1％

図 51　“柏の葉料理教室”会食・意見交換風景
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目　的

　がん患者の毎日の食事作りは，精神的・肉体的にも
かなりの負担があると考える。特に，症状が進んだ時
の食事においては食事そのものだけでなく，環境や時
間などの問題も出てくる。
　本研究の目的は，実際に食事をする患者，看護や介
護に携わる家族，病院・在宅スタッフが行う現場の工
夫や対応を抽出する。そして，日々の食事作りをサポ
ートできるような食事パンフレットを作成し配布する
ことで，どのような成果が上げられるかということを
明らかにすることにある。

対象・方法

　OPTIMに参加する 8病院とリンクナースの所属す
る 8事業所，および患者・家族へアンケート調査を行
った。病院・事業所スタッフには患者の症状がつらい
時に行った食事の工夫と対応，がん患者とその家族に
は，副作用別の嗜好と対応についてたずねた。さらに，
その内容をもとに考案した料理の試作を行い，ホスピ
ス病棟・在宅のがん患者に出前の試食会を開催し（図
54），見た目やにおい，食べやすさ・飲み込みやすさ
などの意見を聞いた。
　作成した食事パンフレットはアンケート協力施設，
OPTIM研修会，市民健康講座，在宅訪問栄養食事指
導，がんサロンなどで配布した。

結　果

　アンケートへは，病院スタッフ 126 名，事業所スタ
ッフ 22 名，患者・家族 45 名から回答を得た。症状が
つらい時に食べることができたものは，アイスクリー
ムや果物が 42％，うどんやそうめんが 19％であった。
食べることができなかったものは，温かいご飯が
21％，次いで硬いもの，揚げ物，パサパサしたものと
いう結果が得られた。工夫についての少数意見は表
30に示す。
　出前の試食会では，料理の味や見た目だけでなく，
料理名から想像する味と実際の味が違うという点で料
理名についても指摘を受けた。
　パンフレットは，症状別のヒントと 15 種類のレシ
ピから構成される（図 55）。パンフレット配布数は完
成から 9カ月で 2,000 冊を超えた。パンフレット内容

2）食事パンフレットの作成と成果

長崎がん相談支援センター・長崎市医師会

古川 美和

KEY FINDINGS

 がん患者・家族の食事支援のための食事パンフレットは，
◆がんサロンや患者会での自発的な調理実習につながった。
◆食べる意欲を引き出すことができた。
◆食事作りを担う者へ，作る意欲をもたせた。

　　　かぼちゃ饅頭
　　　　↓（料理名変更）
ひき肉団子のかぼちゃ蒸し

小にぎりビールのゼリー

図 54　出前の試食会のメニュー
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共有のために，がん患者会の調理実習も自発的に開催
された。

研究の限界

　本研究では，がん患者の食事作りをサポートするた
めの食事パンフレットを作成し配布することが目的で
あったため，市民の知識向上につながったかは明らか
ではない。しかし，パンフレットの配布数より緩和ケ
アの啓発の一助となったのではないか考える。

まとめと意義

　本研究では，出前の試食会において，病院で過ごす
患者，在宅で過ごす患者・家族の声を聞くことができ
た。試食に提供した料理が最後の食事となった症例も
あった。
　在宅訪問栄養食事指導では，料理の写真を見ること
で，再度食べてみたい気持ちを引き出し，食べるきっ
かけ作りができたと思う。さらに，食事に関する各種
研修会では，病院の調理スタッフが食事で患者を支え
る任務の再確認ができた。若い栄養士には，緩和ケア
食の啓発につながったと考えられる。

文　献
1）古川美和，白髭 豊，藤井 卓，他：がん戦略研究OPTIM
プロジェクトの活動報告と今後の課題：緩和ケアの中の
「食」─食べる意欲が生きる意欲へ．第 16 回日本緩和医療
学会学術大会プログラム・妙禄集．p. 173，2011

表 30　工夫についての小数意見

なるほど～っ！と思った意見
　・ 氷を口に含ませる際，氷の角を溶かしてから口に入れて
あげた。

　・ニオイに対してドアやカーテンを閉めて，防いだ。
　・ 末期で臥床状態で摂取，しかし中味が見えず何が入って
いるか分からないので，透明な食器に変えて，中味を見
て食欲が出るよう工夫した。

　・かき氷にシロップではなく，果物の果汁をかけた。
　・スナック菓子でエネルギー摂取
　・長いスプーン使用
　・本人の好きな，うに丼・にぎり寿司など

症状別食事のヒント
 ①食欲不振
 ②吐き気・嘔吐
 ③口の中の問題
 ④飲み込みにくさ（嚥下障害）
 ⑤おなかの張り
 ⑥味覚・嗅覚異常

図 55　配布したパンフレット
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概要

　地域緩和ケアのコーディネーション・連携の促進の
ために，① 退院支援・調整プログラムに関するツー
ル，② 『わたしのカルテ』，③ 相談記録シートを作成
した。

退院支援・調整プログラムに関するツール

　退院支援・調整プログラムに関するツールとして，
退院支援スクリーニングシート・アセスメントシート，
退院カンファレンスシート，退院シートを作成した。

1． 退院支援スクリーニングシート・アセスメン
トシート

　退院支援スクリーニングシートは，病棟看護師が早
期に退院支援・退院指導を必要とする患者を同定する
ために使用するものである（付図 18）。疾患，症状，
医療処置，ADL（日常生活活動），希望する退院先，
経済的問題などの情報を系統的に取得できるように作
成されている。
　退院支援アセスメントシートは，在宅医療移行支援
担当者が使用するもので，より詳細な情報を取得し，
在宅医療移行計画書に沿って計画が立てられるように
作成されている。

2．退院カンファレンスシート
　退院カンファレンスシートは，入院患者が在宅療養
に移行する場合に行われる退院前カンファレンスで運
用されることを前提として作成された。退院前カンフ
ァレンスは，ステップ 1（病院内の関係者での意思疎

通）とステップ 2（地域の医療福祉従事者を含めた意
思疎通）に分けて概念化されている（図 56）。退院カ
ンファレンスシートとしては，病院医師プレゼンテー
ション用，病棟看護師プレゼンテーション用が作成さ
れている。いずれも，在宅療養に移行する場合に特に
必要とされる情報が要領良く伝えられるように設計さ
れた。
　病院医師プレゼンテーション用シートでは，「これ
までの経過」はなるべく短く説明する代わりに，現在
の腫瘍の広がりや自宅などで生活するにあたって「特
に注意すること」が書き込める。また，現在の問題と
それに対する対処に加えて，今後生じることが予測さ
れる変化とその対応を記載するようになっている（付
図 18）。
　病棟看護師プレゼンテーション用シートは，自宅で
の生活環境を整えるために必要なADLや生活関連の
項目と，病状の理解や希望に関する項目を中心に記載
するようになっており，サマリー用紙としても活用で
きるよう作成されている。また，急変時の対応が明確
になるような欄を設けた（付図 18）。

3．退院シート
　退院シートは，退院時に患者・家族に渡すものであ
り，自宅で生じる可能性のあることとその対応，心配
な場合の連絡先が明確になるようにしてある（図 57。
また，退院後に患者に電話で様子を確認する telephone 
follow-up の希望を聞いている。

『わたしのカルテ』

　地域内での患者情報の共有と，患者自身の自己コン

3．地域緩和ケアのコーディネーション・
連携の促進に関するもの

A．作成したマテリアルの趣旨と一覧

1）あおぞら診療所，2）聖路加看護大学 看護実践開発研究センター，3）千葉県がんセンター 精神腫瘍科，

4）前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶応義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室，5）健康科学大学 福祉心理学科，

6）大阪大学大学院 人間科学研究科，7）聖隷三方原病院 緩和支持治療科

川越 正平 1），山田 雅子 2），秋月 伸哉 3），山岸 暁美 4），赤澤 輝和 5），
古村 和恵 6），森田 達也 7）
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トロール感の向上の目的として，患者所持型情報ツー
ルとして『わたしのカルテ』を作成した（付図 19）。
　最初のページで，患者に『わたしのカルテ』の使い
方や運用の意義が分かるように説明した。内容として
は，① 基本的な患者情報（病名，病状のほかに，か
かっている医療者が誰であるかなど），②「たいせつ
にしていること」や病状説明・療養場所の希望・心肺
蘇生の希望などの患者の意向，③ 療養記録，の 3部
構成とした。療養記録が追加できるように，2穴フォ
ルダや裏面にポケットを作成した。大きさについては
小さいものにする意見と，資料を挟めるようにA4版
する意見があったが，後者とした。

相談記録シート

　全国で利用可能な相談支援センターが受けた相談内
容を記録するフォーマットがなかったため，複数地域
の医療ソーシャルワーカー，看護師，医師などの多職
種チームでがん相談記録シートを作成した。
　シートは利便性を考え，各機関が使用している既存
の相談記録にがん相談記録部分のみを追加する構造と
した。また，患者背景に加えて，相談分類を「療養場
所」「社会的な問題」「がん診断・治療」「受診受療」
「身体的な問題」「介護者の問題」「精神的な問題」の
カテゴリーに区分し，さらに小項目を設定した。

図 56　退院カンファレンスの流れ 図 57　退院シート
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付図 18　退院支援・調整スクリーニングシート・アセスメントシート・カンファレンスシート
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表紙 裏表紙

見開きにしたところ

付図 19　わたしのカルテ
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付図 19　（つづき）
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目　的

　がん患者・家族は病気の経過中にさまざまな身体的，
精神的，社会的，実存的な問題を経験する。これら多
様な問題に対して多種多様な職種，組織が患者・家族
の支援にあたっている。問題に対して適切な支援を提
供するためには，患者・家族や担当する医療福祉従事
者が問題に気づいた際に相談できる窓口があり，その
窓口で問題の質を把握し，最も適した支援部門を紹介
できる必要がある。
　OPTIM研究では，この地域の緩和ケアの包括的な
コーディネーションを各地の相談支援センターが中心
になって行うこととしている。本研究の目的は，介入
4地域それぞれの相談支援センターがどのような相談
者からどのような相談を受けたかを通じ，地域の緩和
ケアコーディネーションにおける相談支援センターの
役割を明らかにすることである。

対象・方法

　OPTIM介入地域において緩和ケアの包括的なコー
ディネーションを行う窓口は，地域により設置場所，
配置される職種，機能が異なっている。以下の 5つの
相談支援センターの相談を集計した。
　鶴岡地域：鶴岡市立荘内病院緩和ケア・サポートセ
ンター
　柏地域：国立がん研究センター東病院患者・家族相
談支援室 /医療連携室，がん患者・家族総合支援セン
ター

　浜松地域：聖隷三方原病院浜松がんサポートセンター
　長崎地域：長崎市医師会サポーティブケアセンター
　相談支援センターでは電話，対面を含む，患者・家
族・周辺機関の医療従事者からの相談内容を相談記録
シートに記録している。相談記録シートはOPTIM研
究で開発されたシート（図 58）を使用することを推
奨したが，多くの施設は既存の相談支援センターの窓
口業務と兼務するため，施設ごとに従来の記録シート
を用いてもよいこととした。データベース化された相
談記録から，2008 年 4 月 1 日から 2009 年 9 月 30 日
までの相談について，相談者の背景，相談内容につい
て記述した。

結　果

　5施設それぞれの相談件数は，鶴岡市立荘内病院
215 件，国立がん研究センター東病院 5,126 件，がん
患者・家族総合支援センター839 件，聖隷三方原病院
2,282 件，長崎医師会サポーティブケアセンター89 件
であった。それぞれの施設でデータベース化した項目
に違いがあるため（表 31），施設ごとの集計内容を以
下に示す。
　鶴岡地域に設置された「鶴岡市立荘内病院緩和ケ
ア・サポートセンター」は，病院内の 2カ所に窓口を
置き，医療ソーシャルワーカーが常駐している。地域
連携室や緩和ケア科と兼任する医師，看護師も所属し
ているため，それらの機能も担っている窓口である。
院内窓口のため対面相談が多く，他地域に比べ患者自
身の相談が少なく，入院患者に関する相談が多いのが

B．相談支援に関する研究
1）病院内・病院外の相談支援の内容と転帰

千葉県がんセンター 精神腫瘍科

秋月 伸哉

KEY FINDINGS

◆地域に開かれたがん緩和ケアの包括的な相談窓口は，電話相談も含めて多
様な背景の患者・家族から，幅広い内容の相談を受けていた。ただし，窓
口の場所やスタッフの職種，施設における役割などにより利用者数，背景
が異なる可能性が示唆された。
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特徴である（表 32）。
　柏地域には病院内と病院外の 2カ所に相談支援セン
ターを設置した。病院内に設置された「国立がん研究
センター東病院患者・家族相談支援室 /医療連携室」
は，病院内の 2カ所に窓口を置き，医療ソーシャルワ
ーカーと看護師が常駐している。地域連携室の機能を
もっているため，院内の医療従事者からの紹介が多く，
療養場所に関する問題の相談が多い（表 33）。
　柏地域のもう 1つの相談支援センターである「がん
患者・家族総合支援センター」は病院の外に設置され
地域緩和ケア連携の促進を目的とした施設である。2

名の看護師が常駐している。病院外の施設のため，電
話相談，外来患者が多い。また，終末期患者の相談が
少ないため，がん治療や受診に関する相談が多く，相
談内容に偏りが少ない。食事や患者会に関する問い合
わせが多いため，その他の項目が 27％と高くなって
いる（表 34）。
　浜松地域は病院内に設置された「聖隷三方原病院浜
松がんサポートセンター」が相談支援機能を担った。
医療ソーシャルワーカーが常駐し，地域連携室機能を
兼任している。そのため，柏地域の院内相談支援セン
ターと同様，院内医療従事者からの紹介が多く，療養
場所に関する相談が多い（表 35）。また，他の窓口に
比べて医療従事者からの相談が多いのも特徴である。
　長崎地域の「長崎市医師会サポーティブケアセンタ
ー」は病院外（長崎市医師会内）に設置された相談窓
口であり，看護師，医療ソーシャルワーカーが常駐し
ている。病院外の施設のため電話相談が多い。また，
柏地域のがん患者・家族総合支援センターと同様にが
ん治療に関する相談が多く，相談内容の偏りが少ない
が，医師会内というアクセスしにくさからか医療者か
らの紹介患者が多くを占める（表 36）。

研究の限界

　集計に用いた相談記録のデータは，実践上の使いや

表 31　4地域の相談支援センターの相談集計

鶴岡 柏（病院内） 柏（地域） 浜松 長崎

件数 215 5,126 839 2,282 89

紹介経路 院内医療従事者 N.A. 50％ ─ 57％ ─

院外医療従事者 6％ 15％ 8％ 84％

患者・家族自ら 43％ 48％ 34％ 16％

相談方法 電話 24％ 23％ 65％ 36％ 61％

対面 73％ 76％ 34％ 64％

相談者
（重複回答）

本人 17％ 51％ 44％ 25％ 26％

家族・親族・友人 68％ 61％ 51％ 48％

医療従事者 14％ 6％ 5％ 26％

療養場所 入院 61％ 35％ 14％ 47％ N.A. 

外来 30％ 61％ 75％ 49％ 

治療施設 自施設 N.A. 75％ ─ 71％ ─

他施設 21％ 100％ 25％ 100％

治療状況 精査・治療・経過観察中 N.A. 57％ 79％ 43％ N.A. 

今後がん治療を行わない 34％ 12％ 48％

表 32　 鶴岡市立荘内病院緩和ケア・
サポートセンターの相談集計
（％，n＝215）

相談方法

　対面相談 73

　電話相談 24

　メール・その他 3

相談者の患者との続柄

　家族・親族・友人 68

　患者 17

　医療従事者 14

患者背景

　入院 61

　外来 30

　他院・その他 9
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すさと設置された組織における整合性を優先して，記
入項目，方法を完全に統一していなかったため，4地
域全体の比較を行うことができない。また，記録の付
け方が標準化されていないため，同じ項目でも施設に
より基準が異なっている可能性がある。

まとめと意義

　OPTIM研究で設置された地域の緩和ケアの包括的
なコーディネーション窓口の相談件数，背景，内容を
記述した。
　5つの窓口のうち，3つは病院内に，2つは地域に

表33　 国立がん研究センター東病院患者・家族相談支
援室/医療連携室の相談集計（％，n＝5,126）

相談方法

　対面相談 76

　電話相談 23

紹介経路

　院内医療従事者 50

　院外医療従事者 6

　患者・家族自ら 43

相談者の患者との続柄（重複回答）

　家族・親族 61

　患者 51

　医療従事者 6

患者の治療場所

　院内外来 48

　院内入院 27

　他院外来 13

　他院入院 8

　未受診 1

患者居住地

　研究対象地域内 22

　その他千葉県内 28

がん治療状況

　がん診断なし 1

　初回治療前 14

　がん治療中 27

　治療後経過観察中 16

　今後がん治療を行わない 34

　死去後 0

相談内容

　療養場所に関する相談 50

　社会的な問題に関する相談 29

　がん診断 /治療に関する相談 11

　受診に関する相談 13

　身体的な問題に関する相談 3

　介護者の問題に関する相談 5

　精神的な問題に関する相談 2

　面接所要時間　平均 22分（1～150 分）

表 34　 がん患者・家族総合支援センターの相談集
計（％，n＝839）

相談方法

　電話相談 65

　対面相談 34

紹介経路

　患者・家族自ら（新聞） 31

　医療従事者 15

　患者・家族自ら（ホームページ） 9

　患者・家族自ら（口コミ） 8

相談者の患者との続柄（重複回答）

　家族・親族 51

　患者 44

　医療従事者 5

患者の治療場所

　外来 75

　入院 14

　未受診 2

　在宅療養中 1

患者居住地

　研究対象地域内 47

　その他千葉県内 32

がん治療状況

　がん診断なし 5

　初回治療前 13

　がん治療中 43

　治療後経過観察中 18

　今後がん治療を行わない 12

　死去後 1

相談内容

　療養場所に関する相談 18

　社会的な問題に関する相談 12

　がん診断 /治療に関する相談 44

　受診に関する相談 28

　身体的な問題に関する相談 18

　介護者の問題に関する相談 18

　精神的な問題に関する相談 17

　面接所要時間　平均 25分（1～120 分）
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設置された。病院内に設置された窓口（鶴岡，柏，浜
松）はいずれも相談件数が比較的多く，対面相談が多
い，比較的今後抗がん剤治療を行わない患者の相談が
多い，療養場所の相談が多いなどの特徴がある。病院
内にあることで患者のアクセスが良好なこと，病院の
地域連携室を兼務しているため抗がん治療終了後の医
療連携に関わりやすいことが背景として考えられる。
　病院外に設置された窓口（柏，長崎）は，病院内設
置型と比べて相談件数が比較的少なく，がん治療早期
の患者割合が多く，がん治療に関する相談を中心にし

ていることが示された。これは地域連携室機能をもた
ないため終末期の地域連携の相談が来ないことや，が
ん治療選択など施設内で相談しにくい相談が集まりや
すいことによると考えられる。
　病院外の相談窓口は，終末期に偏らない診断初期か
らの相談を受けやすくなること，自施設に偏らない地
域全体からの相談を行いやすくなること，治療医への
不満や治療選択への疑問など病院内では相談しにくい
問題を扱いやすくなることが想定されていた。しかし，
相談件数が少ないため，病院内設置の相談窓口で行う
診断初期からの相談や自施設以外の相談件数のほうが
多い結果となった。今回収集できた情報からは，病院
内で相談しにくい相談が多かったかどうかを評価する
ことはできなかった。病院外の相談窓口の存在意義を
生かすためには，受診ついでに相談することがしにく
い，存在を知らない医療者が多く紹介されにくいなど
アクセス面で大きなデメリットがあるため，地域の医
療従事者との関係強化，病院内の相談窓口と連携し役
割分担を示す，地域住民への繰り返しの情報提供など
広報活動を協力に行う，相談窓口やその近くに来るき
っかけを作る（もしくはがん患者が集まる場所に相談
窓口が出向く）といった病院内の相談窓口とは異なる
戦略が必要であると考えられた。

表 36　 長崎市医師会サポーティブケアセンターの
相談集計（％，n＝89）

相談方法

　対面相談 39

　電話相談 61

紹介経路

　医療従事者 84

　その他（講演会など自力で） 16

相談者の患者との続柄

　家族・親族・友人 61

　患者 26

　医療従事者 14

相談内容（重複回答）

　療養場所に関する相談 40

　社会的な問題に関する相談 24

　がん診断 /治療に関する相談 43

　受診に関する相談 33

　身体的な問題に関する相談 42

　介護者の問題に関する相談 19

　精神的な問題に関する相談 36

表 35　 聖隷三方原病院浜松がんサポートセンター
の相談集計（％，n＝2,282）

相談方法

　対面相談 64

　電話相談 36

紹介経路

　院内医療従事者 57

　院外医療従事者 8

　患者・家族自ら 34

相談者の患者との続柄（重複回答）

　家族・親族 48

　患者 25

　医療従事者 26

患者の治療場所

　院内外来 29

　院内入院 42

　他院外来 20

　他院入院 5

がん治療状況

　がん診断なし 0

　初回治療前 4

　がん治療中 26

　治療後経過観察中 13

　今後がん治療を行わない 48

相談内容（重複回答）

　療養場所に関する相談 54

社会的な問題に関する相談 13

　がん診断 /治療に関する相談 5

　受診に関する相談 18

　身体的な問題に関する相談 2

　介護者の問題に関する相談 1

　精神的な問題に関する相談 4

　面接所要時間　平均 19分
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背　景

　院外型のがん相談支援センター（がん患者・家族総
合支援センター）を国立がん研究センター東病院が柏
市医師会の協力のもと，全国に先駆けて 2008 年 8 月
1 日に開設した。院外型のがん相談支援センターは，
イギリスのマギーセンターなどがあるものの，相談利
用について特徴を示す資料はない。そこで院外型がん
相談支援センターの特徴と課題を明らかにするために，
開設後 1年間の院外型がん相談支援センターと病院内
の相談支援センターの相談利用状況を比較することに
した。
　がん患者・家族総合支援センター（以下，院外）は，
国立がん研究センター東病院からは車で約 6分の，千
葉県柏市内の病院とは独立した場所に設置され，看護
師が電話，面談，FAXで相談を受けている。一方，
患者・家族支援相談室 /医療連携室（以下，院内）は，
国立がん研究センター東病院の 1階と 2階に専用コー
ナーを設けて，おもに社会福祉士と看護師が電話，面
談，FAXで相談を受け，必要時に専門分野の看護師
や薬剤師，栄養士などに相談をつなげている。なお，
国立がん研究センター東病院が位置する二次医療圏内
には，その他 2カ所に地域がん診療連携拠点病院のが
ん相談支援センターがある。

方　法

　2008 年 8 月 1 日から 2009 年 7 月 31 日の 1年間に
院内外で記入されたすべての相談記録票から IDや相

談者名など個人が同定できる情報を削除したデータを
対象とした。
　相談記録票は院内外でほぼ統一された様式になって
おり，相談担当者がそのつど記入している。相談内容
の分類は，OPTIMで考案された分類法を用いて 8つ
の大カテゴリーの中からさらに 4～10 の小カテゴリー
（表 37）に相談担当者が記録時に自己判断で行ってい
る。相談内容は 1件の相談内で複数にわたることがあ
るが，その中で主となるものを主相談，その他を副相
談として取り扱った。
　分類方法の妥当性の精度を高めるために，院内外の
相談支援センターの合同ミーティングで記録漏れやミ
スのチェック，相談内容と分類が適合しているかを確
認し，不適合の場合は出席者全員で話し合って分類し
直している。なお合同ミーティングとは，各相談支援
センターの看護師や社会福祉士の代表者らと両相談支
援センターの管理的立場である精神腫瘍科医師，緩和
医療科医師らが週に 1回出席し，ほぼ全ケースについ
て相談内容や対応方法を振り返る会議である。
　院内外の相談場所による相談利用状況の差を調べる
ため，相談者や患者の背景と相談内容を検討項目とし
て，相談者と患者の背景は院内外の相談場所による比
較を相談者の居住地，相談方法，性別，患者の治療状
況についてはχ2 検定またはFisher の直接確率検定で，
相談時間は t検定で行った。
　居住地は市町村単位で記録されたデータを国立がん
研究センター東病院が位置する「二次医療圏（柏市・
我孫子市・流山市・松戸市・野田市）」と三次医療圏
となる「千葉県その他」と「その他都道府県」の 3地

2）病院内・病院外の相談支援センターにおける相談内容の比較

1）元　国立がん研究センター東病院，2）国立がん研究センター東病院 緩和医療科

林 真子 1），木下 寛也 2）

KEY FINDINGS

◆病院外に設置された相談支援センターは，病院内に設置された相談支援セ
ンターと比較して，より地域住民が利用しやすい。

◆相談支援センターは，設置場所，設置施設の特徴，設置される相談担当者
などの特徴により相談の利用状況が異なる可能性がある。
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域に，治療場所は入院と通院の区別をなくし「国立が
ん研究センター東病院」または「他病院」「訪問診療」
「その他」で相談対象となる患者が受療している施設
別に，それぞれ分類し直して分析した。
　相談内容は，主相談について【身体症状に関する相
談】【精神的な問題に関する相談】【がん診断・治療に
関する相談】【療養場所に関する相談】【社会的な問題
に関する相談】【介護者自身に関する相談】【受診受療
に関する相談】【その他】の 8つの大カテゴリーで比
較した。統計解析には SASS 社の JMP Pro 9 を使用
した。

結　果

　1年間で記録された相談件数は院外が 872 件，院内
が 3,483 件で，相談者の背景など詳細は表 38の通り
である。

1 ．相談者と患者，利用方法における比較
　院外では相談者は院内に比べて女性が多く，相談方
法も面談よりも電話による相談が多かった。また，院
内は千葉県以外の都道府県からの相談も多いのに比べ，
院外は二次医療圏からの相談が半数以上であった。そ
して，相談の対象となる患者の受療場所は，院内は国
立がん研究センター東病院が圧倒的に多いのに比べて，
院外は他の医療機関が多かった。また，看護師のみが
常駐し相談担当している院外に比べて，院内では医療
ソーシャルワーカーがほとんどの相談を担当していた。

2 ．相談内容の比較（表 39）
　主相談は，院外と院内ではその内容に有意な差があ
った。院外では【がん診断・治療に関する相談】が全
相談中で一番多く，次に【その他】が多かった。一方
で院内では【療養場所に関する相談】が一番多く，次
に多かったのは【社会的な問題に関する相談】であっ
た。院外の相談において，【がん診断・治療に関する
相談】では小カテゴリー「診断・治療の理解・選択」
に分類された内容が院外の全相談の 17％で一番多く，
【その他】の内訳の中では，分類項目のどれにも当て
はまらない内容が全相談の 6％を占めて多かった。ま
た院内の相談においては，【療養場所に関する相談】
の中で小カテゴリー「緩和ケア病棟・ホスピス」に分
類された内容が院内の全相談中 25％で一番多かった。

表 37　相談内容の分類

1.【身体症状に関する相談】
　疼痛
　疼痛以外の身体症状
　抗腫瘍治療に伴う副作用・後遺症
　身体症状〈その他〉

2.【精神的な問題に関する相談】
　不安・抑うつ・悲嘆などの患者の精神的負担
　生き方・生きがい・価値観
　病気との取り組み方
　精神的な問題〈その他〉

3.【がん診断・治療に関する相談】
　診断・治療の理解・選択
　医療者との関係
　インフォームド・コンセント
　予防・検診
　検査・治療
　臨床試験
　補完代替療法
　診断・治療〈その他〉

4.【療養場所に関する相談】
　緩和ケア病棟・ホスピス
　在宅
　転医・転院
　その他

5.【社会的な問題に関する相談】
　家族との関係
　周囲（家族以外）との関係
　介護力不足
　就労・就学
　日常生活
　医療費
　生活費
　社会制度
　社会的問題〈その他〉

6.【介護者自身に関する相談】
　家族の精神的負担
　医療者とのコミュニケーション
　患者とのコミュニケーション
　介護知識・技術
　介護者自身〈その他〉

7.【受診受療に関する相談】
　受診方法
　受診受療〈緩和ケア・ホスピス〉
　受診受療〈セカンドオピニオン〉
　受診受療〈検診〉
　受診受療〈検査〉
　一般診療
　交通手段
　診療担当者
　治療実績
　受診・受療〈その他〉

8.【その他】
　薬剤
　栄養・食事
　遺族
　患者会・家族会
　意見・要望
　その他〈その他〉
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そして【社会的な問題に関する相談】では小カテゴリ
ー「社会制度」に関する内容が院内の全相談中 10％で
多かった。

考　察

　院外の相談支援センターである「がん患者・家族総
合支援センター」では，国立がん研究センター東病院

以外の医療機関で受療している患者とその関係者の利
用が多く，さらに市内や近隣市からの相談が大半を占
めていた。このことから院外の相談支援センターは院
内型に比べて，受診している施設に関わらず地域住民
が利用しやすい施設であると考えられる。また，面談
においては院内に比べて相談時間が長いことから，院
外では相談者にゆったりと向き合い対応できる特徴も
あるといえる。そして，さらに院外は，意見・要望や，

表 38　相談利用状況の内訳

院内（n＝3483） 院外（n＝872）
P

人数 ％ 人数 ％

相談者の性別 ＜.0001
男性 2,118 62.9 238 27.3
女性 1,251 37.1 634 72.7

相談方法 ＜.0001
面談 2,748 79.0 319 36.6
電話 727 20.9 551 63.3
FAX 2 0.0 1 0.1

相談者の居住地 ＜.0001
二次医療圏 1,294 44.4 550 66.0

千葉県その他 491 16.8 138 16.6
その他都道府県 1,133 38.8 146 17.5

患者の受療場所 ＜.0001
未受診 21 0.6 10 1.2

国立がん研究センター東病院 2,736 79.9 194 23.6
その他の医療機関 668 19.5 596 72.4

訪問診療 0 0.0 14 1.7
その他 0 0.0 9 1.1

相談担当者 ＜.0001
看護師 394 11.3 856 98.4

医療ソーシャルワーカー 2,988 85.8 14 1.6
医師 3 2.8 0 0.0

薬剤師 98 0.1 0 0.0

相談時間（分） （平均±SD）
面談 22.9 11.1 15.3 7.34 ＜.0001
電話 15.3 24.0 16.2 11.73 　0.087

　各項目の％は欠損値を除いた合計で算出。

表 39　相談内容の分類項目による比較

院内（n＝ 3483） 院外（n＝ 872）

度数 ％ 度数 ％

【身体症状に関して】 89 2.6 79 9.1

【精神的な問題に関して】 57 1.6 70 8.0

【がん診断・治療に関して】 310 8.9 244 28.0

【療養場所に関して】 1,644 47.2 103 11.8

【社会的な問題に関して】 794 22.8 40 4.6

【介護者自身に関して】 98 2.8 91 10.4

【受診受療に関して】 329 9.4 94 10.8

【その他】 162 4.7 151 17.3

　P＜0.0001
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どこにも項目分類されない相談が多いことから，院外
型の相談支援センターには多様なニーズがあるといえ
る。現在，院外型であるがん患者・家族総合支援セン
ターでは，サポートグループの開催など相談以外の支
援活動も進めているが，今後も利用状況などの資料を
蓄積していき，地域のより多くのがん患者や家族らの
ニーズに応えられるよう検討を重ねていく必要がある。
　院内の相談で緩和ケア病棟に関する相談が多かった
のは，国立がん研究センター東病院が緩和ケア病棟を

有しているためであり，療養場所や社会制度に関する
相談が院内で多いのは，おもに医療ソーシャルワーカ
ーが相談担当しているためと推測する。相談利用者の
背景や相談内容などに院内外で差があったことから，
相談の利用状況はその相談支援センターがもつ特徴に
左右されることが示唆された。がん患者やその家族の
ニーズに応えていくためには，相談支援センターを有
する施設の特徴を加味した相談担当者の配置や相談対
応方法を整えることが望ましいだろう。
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目　的

　地域コミュニティにおけるがん患者支援活動に関す
る全国的概況については，①きわめて限られた数しか
なく，地域的なアクセスビリティは極少状況にある。
また，②その支援活動の経緯と実態は専門家主導型な
いしは支援型，あるいは自助グループ型など，それぞ
れに大きく異なり，がん患者のニーズの偏差も絡んで
ニーズに対応したサービス可能性もきわめて低い。加
えて，③今後の展開についても確たる基盤が確保され
ているわけではない。
　本研究の目的は，地域コミュニティにおけるがん患
者支援活動のうち，専門家支援型であるサポートグル
ープの現況と課題を明らかにし，さらにはこのサポー
トグループを新規資源として各地にどのように構築増
強していくのか，そしてがん患者支援活動の一角にど
う組み込んでいくべきかを明らかにすることである。
なお，本研究はこの課題について，支援技術論の立場
からというより社会的資源論の立場からのアプローチ
とした。

対象・方法

　2009 年 1 月 27 日より毎月 2回，1回 90 分のサポー
トグループを柏市医師会の協力によって，つくばエク
スプレス柏の葉キャンパス駅前に開設された「がん患
者・家族総合支援センター」にて開催した。2009 年 1
月 27 日から 2011 年 12 月 27 日までに研究参加の同意
が得られた柏市，我孫子市および流山市などの国立が

ん研究センター東病院の周辺地域 20km圏内在住のが
ん患者 51 名を対象に地域コミュニティにおける性別，
年齢および罹患部位を問わない混合型の非構成型サポ
ートグループの実践を検討した。

結　果

　サポートグループの参加実人数は 51 名で，そのう
ち男性が 18 名（35.3％），女性が 33 名（64.7％）であ
った。参加者の罹患部位の構成は，乳がん 11 名
（21.6％），胃・食道がん 9名（17.6％），大腸・直腸が
ん 8名（15.7％），肺がん 8名（15.7％），肝臓・胆
道・膵臓がん 5名（9.8％），頭頸部（下咽頭・舌・耳
下腺）がん 3名（5.9 ％）， 腎臓・膀胱がん 3名
（5.9％），子宮・卵巣がん 2名（3.9％），皮膚がん 1名
（1.9％），悪性リンパ腫 1名（1.9％）であった。
　サポートグループは 3年間で計 63 回開催され，サ
ポートグループ 1回あたりの参加人数（図 59）は平
均 6.3 名であり，参加者 1人あたりの平均参加回数
（図 60）は 7.8 回であった。参加者の 37.3％は 1回の
みの参加にとどまり，33.3％は 2～6回の約 3カ月間
の参加であった。また，参加者の 29.4％は 6回以上の
参加であり，その参加者はすべて再発転移のある患者
であった。
　参加者は静岡県から国立がん研究センター東病院に
通院している 1名を除き，自宅からがん患者・家族総
合支援センターまでの距離（図 61）は 10km圏内の参
加者が 70.6％を占め，平均 8.6kmであった。

3）地域コミュニティにおけるサポートグループの実践

特定非営利活動法人 がんサポートコミュニティー

大井 賢一

KEY FINDINGS

 地域コミュニティにおいてサポートグループを実践するためには，
◆自宅にいるような温かい雰囲気の場所で，定期的に開催されることが望ま
しい。

◆どんなことでも自由に語り合える自由な雰囲気が保たれていることが重要
である。
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研究の限界

　本研究が実践された「がん患者・家族総合支援セン
ター」は①柏市医師会の協力によって開設されたこと，
②そこでの活動の一部は，OPTIMプロジェクトの援
助を受けて行われたこと，③その立地がつくばエクス
プレス柏の葉キャンパス駅前と参加者の交通アクセス
の面で好立地であったこと，④サポートグループの実
践を東京都市圏において 10 年にわたり地域コミュニ
ティにおけるサポートグループの実践実績のあるスタ
ッフによって運営管理が行われていたこと，から考え
ると，本研究結果をすべての地域，病院あるいは施設
にあてはめることはできないかもしれない。

まとめと意義

　本研究は，病院あるいは施設外である地域コミュニ
ティにおいてサポートグループが活用されるかを調査
した初めての研究である。

　本研究の結果から，地域コミュニティにおけるサポ
ートグループを実践していくためには，交通のアクセ
スを含めて既存の地域コミュニティに配慮した活動圏
域を設定し，性別，年齢および罹患部位を問わない混
合型かつ非構成型サポートグループの場合，定常的な
機会および場が確保され，定期的かつ継続的に計 6回，
約 3カ月間の開催が有効であることが示唆された。一
方で，６回以上の参加者すべてが再発転移のある患者
であったことから，再発転移のある患者に対する継続
的なサポートグループ運営体制の構築の必要性が示唆
された。
　また，本研究を通じて，従来の病院あるいは施設単
位ではなく，地域コミュニティ単位において，サポー
トグループを展開することによって，がん患者の多様
なライフスタイルに対応した支援活動，および「がん
になっても安心して暮らせるまちづくり」の醸成に貢
献できると考えられる。

図 59　サポートグループ 1回あたりの参加者数（人）
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図 61　自宅からがん患者・家族総合支援センターまでの距離
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目　的

　OPTIM長崎では，在宅移行をスムーズにするため
に病院の緩和ケアチームや地域連携室メンバーと在宅
医や訪問看護師とが共同して定期的にカンファレンス
を開催した。その中で，退院支援に際し患者・家族が
在宅療養を選択しにくい理由の 1つに，経済的負担へ
の不安があることが分かった。しかし，現状の退院支
援や調整では，在宅療養にかかる費用の説明は行って
おらず，患者・家族はおろか病院側の担当者も理解で
きていないことが分かった。
　そこで，退院支援にあたり，患者に在宅療養にかか
る費用の目安を伝えるための「在宅療養にかかる費用
概算ソフト（以下，概算ソフト）」を作成した。

作成に関わったメンバー・作成準備

　作成に関わったのは，病院側からは地域医療連携室
の担当医師，医療ソーシャルワーカー，在宅側は在宅
療養支援診療所の医師，保険薬局の薬剤師，訪問看護
ステーションの看護師，長崎がん相談支援センターの
看護師，ケースワーカーである。
　在宅療養にかかる訪問診療費・薬剤費・訪問看護費
について，実際のレセプトをもとに代表的な項目を選
び出し，おのおのを費用シートにしてエクセル表を作
成した。そして，退院調整時に想定される訪問診療・
訪問看護の回数，薬剤量を入力し必要な費用と自己負
担の概算ができるようにした。さらに，医療費の自己

負担を軽減する方法について，高額療養費制度を主と
して，その内容をフローチャートで示した。

概算ソフトの試用と改良

　長崎地区のリンクスタッフと他のOPTIM 3地域の
協力を得て，概算ソフトを実際に使用してもらった。
　その結果，「大まかな計算には十分である」「計算し

4）患者に在宅療養にかかる費用の目安を
伝えるための概算ソフトの作成

長崎がん相談支援センター

林田 恭子，吉原 律子

KEY FINDINGS

 がん患者が医療系サービスを利用して在宅療養を行うと想定した場合の，
◆在宅医療費，訪問看護費，薬剤費にかかる費用と自己負担額の概算ができ
る。

◆自己負担軽減のために利用できる制度の情報を提供することができる。

図 62　メイン画面

在宅療養にかかる費用積算ソフト
※このソフトは在宅療養にかかる費用の目安を積算するもので正式なものではありません

日付：
名前：

項目 医療費 自己負担額

訪問診療

訪問看護

薬剤費

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円計：

［助成制度］

年齢：
原爆手帳：
生活保護：
所得状況：
支払方法：

［利用制度］

自己負担費用総計： 0円

OPTIM
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やすい」という意見をいただいた。また，使いやすさ
の工夫として，「加算や緩和ケアで使用頻度の高い薬
剤の追加と訪問診療や訪問看護の各項目に対しての説
明表示があれば，誰もが同じように理解し説明できる
ようになる」という意見があった。それらを参考に，
さらに改良を行って完成させた。

概算ソフトの使用方法

　①メイン画面（図 62）で患者の自己負担割合を選
択。
　 ②詳細画面（図 63）で診療報酬を入力→訪問看護
費を入力→薬剤費を入力。記載されていない薬剤は
手入力で追加。

　 ③メイン画面に詳細画面の金額が表示される。
　 ④助成制度画面では年齢→原爆手帳の有無→生活保
護受給の有無→高額療養費制度→障害福祉制度を順
に選択。

　 ⑤メイン画面（図 62）に利用できる制度が表示さ
れる。

概算ソフトの限界

　今回作成した概算ソフトは，あくまでも在宅療養に

かかる費用の目安を提示するものであり，実際の医療
費負担額ではない。そのことを患者・家族に対し，事
前に十分説明する必要がある。また，概算するために
は，退院前にある程度在宅での医療系サービスの頻度
を想定しなければならないが，それが可能であるかも
検討する必要がある。また，医療費助成制度の詳細画
面は主に高額療養費制度を提示しているため，患者本
人に対するその他の医療費助成は例を示すにとどまり，
当該ソフトが世帯合算やその他すべての制度を網羅す
ることはできない。網羅するためには，新たに検討し
ていく必要がある。

まとめと意義

　今回作成した概算ソフトは，在宅療養にかかる費用
の目安を患者・家族に伝えることで，療養の場所を病
院から住み慣れた自宅へと移行する際の不安要因の 1
つをある程度，解消できる可能性がある。したがって
今後は各機関で実際に活用し，その実用性を確認しな
がらさらに改良していく必要がある。

図 63　詳細画面
a. 診療報酬 b. 訪問介護 c. 薬剤
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目　的

　患者の望む療養場所を重視するようになったこと，
診療報酬上のインセンティブ，在宅医療リソースの充
実により，病院完結型医療から地域完結型の医療へ変
遷している。それに伴い，地域医療連携室を設置して
いる病院の割合は，2001 年の約 30％から 2008 年 46
～80％と急激に増加している。地域医療連携室実務者
の業務内容が多岐にわたることの報告は散見されるが，
病院における地域医療連携室実務者の業務実態や課題
について整理した報告はない。
　そこで本研究では，現在の病院における医療・連携
室実務者の業務実態と課題を明らかにし，今後の地域
医療連携室のあり方について示唆を得ることを目的と
した。

方　法

1．研究参加者
　適格基準は，過去に医療連携室において常勤 3年以
上の実務経験者（職種は看護師，医療ソーシャルワー
カー，事務のいずれか）であり，現在病院の医療連携
室に勤務しているスタッフのうち，本研究への参加に
同意が得られた者とした。

2．研究方法
　調査期間は 2010 年 2 月とし，対象数は 5,6 名程度
で 1グループとし，フォーカスグループインタビュー
を実施した。1回のフォーカスグループインタビュー
の時間は，60 分程度と設定した。グループの編成に

あたっては，職種と実務経験年数が偏らないように配
慮した。

3．分析方法
　背景データについては度数分布を集計した。質的デ
ータであるフォーカスグループインタビューで記録さ
れた会話については，すべてテキストデータ化した後，
内容分析の手法を参考に分析を行った。

結　果

　研究参加者 25 名のうち，性別は男性 12 名（48％），
女性 13 名（52％）であった。職種は，医療ソーシャ
ルワーカーが最も多く 8名（32％），看護師 8名
（32％），事務職 6名（24％），保健師 1名（4％），看
護師と保健師の両方の資格で従事している者が 2名
（9％）であった。病院での業務経験年数の平均は 14.7
年（SD ± 8.9）であり，そのうち連携室での経験年
数は 4.8 年（SD± 2.5）であった。
　病院の特性として，一般病院が 10 施設（43％），地
域医療支援病院 8施設（38％），その他 4施設（17％），
特定機能病院 1施設（4％）であった。病床数の平均
は 426.6 床であり，最小は 100 床，最大は 1,135 床で
あった。

1．地域医療連携室実務者の業務実態
　地域医療連携室実務者のスタッフ数の平均は 6.6 名
（SD± 4.4）であり，一番少ない施設では 2名，多い
施設で 20 名で構成されていた。構成メンバーは，事
務が 3.6 名（範囲 1～15），医療ソーシャルワーカーが

5）地域医療連携室の業務実態と課題

1）国立がん研究センター がん対策情報センター，2）前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶応義塾大学医学部 衛生

学公衆衛生学教室

加藤 雅志 1），山岸 暁美 2），吉田 沙蘭 1）

KEY FINDINGS
◆地域医療連携室の業務状況は，地域，施設の特性によりさまざまである。
◆地域医療連携室の課題は，「地域全体」「施設間」「施設」「職種」「個人」
に分類され，それぞれの立場で課題の解決に取り組む必要がある。
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2.6 名（範囲 1～5），看護師・保健師が 2.4 名（範囲 1
～4），医師が平均 1.8 名（範囲 1～3），精神保健福祉
士とケアマネジャーが従事している施設はそれぞれ 1
施設のみであった。院内での所属を見ると，独立して
いる施設は 18 施設，看護部直属 2施設，院長直属 1
施設であった。サポートシステムがあると回答した施
設は 20 施設であった。

2．地域医療連携室の課題と解決策
　課題と解決策については，それぞれ「地域全体」
「施設間」「施設」「職種」「個人」というレベルに分類
され，それぞれのレベルにおいてカテゴリー化された
（表 40）。

まとめと意義

　本研究は，地域医療連携室が施設によって多様であ

ることを明らかにするとともに，その課題について，
多施設について質的に検討した初めての研究である。
地域医療連携室の課題は，「地域全体」「施設間」「施
設」「職種」「個人」と 5つのレベルに分類され，それ
ぞれの解決策の示唆が得られたことは意義深い。
　また，地域医療連携室は，施設の方針の影響を受け
やすい組織であり，個人の努力だけでは解決できない
課題が多く存在していることが明らかになった。地域
の中での医療機関同士の役割分担の促進，施設間のネ
ットワークの構築，施設の中での地域医療連携室の活
動の周知，職種の専門性の尊重など，施設の管理者が
その課題を解決するために取り組むべきことも多いこ
とが明らかになった。
　本研究の結果は，地域，施設，個人が，それぞれが
抱えている課題を認識し，その解決策を意識すること
により，地域連携を促進していくための一助になるも
のと考えられる。

表 40　地域医療連携室の課題と解決策

レベル 問題 解決策

地域全体 地域連携の体制の整備不足 方針の統一

患者・市民の理解不足 患者・市民への周知，理解促進

地域連携の理念が不明確 施設ごとの役割分担の明確化

人材育成のための教育機会の提供

施設間 情報共有の不足 地域の情報を共有するネットワークの構築

相互の役割に関する理解不足 相互の役割の理解の促進

相互の業務内容・環境に関する理解不足 相互の業務内容・環境に関する理解の促進

施設 地域連携に対する方針の曖昧さ 人員の確保

役割分担の不徹底 地域連携室活動の周知

職種としての専門性の尊重

情報を共有するシステムの構築

職種 人員の不足 地域資源に関する情報の集約

業務量の過多

職種としての専門性からの乖離

個人 地域連携に対する理解不足 非専門領域に関する知識の習得

担う役割に対する理解不足 地域連携にかかわる臨床経験の蓄積

コミュニケーションの不足

非専門領域に関する知識不足

地域連携にかかわる臨床経験の不足
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目　的

　近年，終末期を在宅で過ごすがん患者を対象とした
退院支援の重要性が主張されている。退院支援の研究
では，入院期間の短縮や再入院率の減少が示されてい
るが，患者・家族からみた評価についての報告はほと
んどない。
　本研究の目的は，がん患者の遺族からみた退院前カ
ンファレンス・退院前訪問の評価を記述することであ
る。

対象・方法

　1都市の 1つの診療所で在宅死亡したがん患者の遺
族 135 名を対象として，郵送法による自記式質問紙調
査を行った。
　調査対象とした施設は，市内全域を訪問診療の範囲
とする在宅ホスピスを標榜する診療所である。地域の
がん患者の在宅死亡の半数程度を当該診療所が診療し
ており，市内に存在するすべてのがん診療連携拠点病
院と連携して患者の紹介を受けている。
　主要評価項目は，遺族からみた退院前カンファレン
ス・退院前訪問の評価である。副次的評価項目として，
退院前カンファレンス・退院前訪問の有無により，① 
遺族からみた患者の quality of life，② 遺族による緩
和ケアの質の評価，③ 満足度，④ 地域の医療福祉機
関の連携に差があるのかどうか，を探索的に検討した。
　本研究では，遺族が「退院前カンファレンス」と
「退院前訪問」を区別して想起することが困難である

と考え，「自宅に往診に来てもらう前に，病院で，診
療所の医師や看護師との顔合わせがあったか」（あっ
た，なかった，分からない）の質問に対して，「あっ
た」と回答したものを「退院前カンファレンス・退院
前訪問があった」と判断した。
　本研究で患者ではなく遺族を調査対象としたのは，
以下の理由からである：① 患者を対象とした場合，
認知障害や全身状態の悪化，身体的負担のために，相
当数が除外されることが予測される，② 遺族の評価
と患者の評価は，精神状態については一致しにくいが，
サービスの評価では比較的一致しやすい，③ 緩和ケ
アでは家族自身がケアの対象である。

結　果

　質問紙調査は，97 名（75％）から有効回答を得た。
病院から在宅に移行し，自宅で看取りを行った 90 名
のうち主要評価項目に欠損のあった 4名を除外した
86 名を解析対象とした。
　53 名（62％）の遺族が退院前カンファレンス・退
院前訪問があったと回答した。70～80％の遺族が，退
院前カンファレンス・退院前訪問について，「話し合
いの雰囲気は，温かだった」「病院と在宅でみてくれ
る人たちとで連絡がとれていることが分かって安心し
た」「自分たちの希望に沿った療養ができそうだと感
じた」と回答した（図 64）。「緊張して，聞きたいこ
とが聞けなかった」「話し合いの時間が長くて疲れて
しまった」「人数が多すぎて，もっと少ない人数のほ
うがよかった」と回答したものは 10％以下であった。

C．退院支援・調整プログラムに関する研究
1）在宅死亡したがん患者の遺族による
退院前カンファレンス・退院前訪問の評価

聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター

井村 千鶴

KEY FINDINGS
◆退院前カンファレンス・退院前訪問は，「在宅療養を始めるにあたっての
安心感」を強めることに役に立つことが示唆された。
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因子分析では，質問項目は「在宅療養を始めるにあた
っての安心感」の 1因子構造であり，内的一貫性は高
かった（Cronbach のα係数，0.89）（表 41）。退院前
カンファレンス・退院前訪問があった群となかった群
とで，遺族からみた患者の quality of life（Good 
Death Inventory），緩和ケアの質の評価（Care 
Evaluation Scale），満足度に有意差はなかった。
　本研究は横断研究であるため，退院前カンファレン
ス・退院前訪問と quality of life などアウトカム指標
との関連について結論づけることができない。

研究の限界

　本研究には，以下の限界がある。本研究の対象は遺
族であり，必ずしも患者の評価と完全には一致しない
可能性がある。調査は遺族の精神的負担に配慮して，
患者の死亡から一定の期間が経過した後に行われてい
るため，遺族が想起することが困難であったり，その
後に受けたケアとの区別ができない場合もあることが
考えられる。本研究で使用した「顔合わせ」という表
現から，退院前カンファレンス・退院前訪問以外のも
のが含まれた可能性も否定できない。本研究は，1都

表 41　退院前カンファレンス・退院前訪問についての遺族の体験の因子構造

因子負荷量

今後の療養の方針や目標が分かって安心した 0.90

病院と在宅でみてくれる人たちとで連絡がとれていることが
分かって安心した

0.84

話し合いの途中で質問できる雰囲気があった 0.79

自分たちの希望に沿った療養ができそうだと感じた 0.77

話されている内容は十分に理解できた 0.75

話し合いの雰囲気は，温かだった 0.68

これからの在宅療養に関する不安が軽減した 0.67

在宅療養中にどういう治療や看護を受けるのかが分かった 0.40

病院と在宅でみてくれる人たちとで連絡がとれている
ことが分かって安心した

在宅療養中にどういう治療や看護を受けるのかが
分かった

人数が多すぎて，もっと少ない人数のほうが良かった

自分たちの希望に沿った療養ができそうだと感じた

これからの在宅療養に関する不安が軽減した

今後の療養の方針や目標が分かって安心した

話し合いの途中で質問できる雰囲気があった

話されている内容は十分に理解できた

緊張して，聞きたいことが聞けなかった

話し合いの時間が長くて疲れてしまった

話し合いの雰囲気は，温かだった
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図 64　遺族からみた退院前カンファレンス・退院前訪問の評価
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市の複数の病院から在宅移行した患者を対象とはして
いるが，1つの診療所で診療を受けた患者の遺族を対
象としており，退院前カンファレンス・退院前訪問の
方法や内容に施設による差があることも考えられるた
めに，他施設に一般化することはできない。

まとめと意義

　本研究は，われわれの知る限り，がん患者の遺族の
視点から，退院前カンファレンス・退院前訪問を評価

した初めての研究である。退院前カンファレンス・退
院前訪問は，在宅で過ごすがん患者の遺族からみて
「在宅療養を始めるにあたっての安心感」を強めるこ
とに役に立つことが示唆された。

文　献
1）井村千鶴，青木　茂，細田　修，他：在宅死亡したが
ん患者の遺族による退院前カンファレンス・退院前訪問の
評価．緩和ケア　21：533─541，2011
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背景・目的

　持続可能な医療政策における医療経済的な観点から
入院治療期間は短縮され，退院後の自宅での支援が重
要になっている。退院後 1週間に多くの患者がケアの
継続性や症状マネジメントに関する問題や困難に直面
することが明らかになっており，国際的には看護師が
患者宅に電話をかけアドバイスやモニタリングを行う
テレフォンフォローアップが有効な可能性が示唆され
ている。しかし，わが国で，緩和ケアを受けるがん患
者を対象としたテレフォンフォローアップに関する実
証的な研究はほとんどない。
　本研究の目的は，テレフォンフォローアップを受け
た患者からみたテレフォンフォローアップの有用性，
実施内容を明らかにすることである。

対象・方法

　1つのがん専門病院の一般病棟において，退院後テ
レフォンフォローアップを行うことに同意の得られた
患者を対象とした。患者は，退院後 1週目に病棟看護
師による構造化したテレフォンフォローアップを受け
た。その後，患者に対して自記式質問紙調査を行った。
　調査項目として，①患者から見た有用性（「1．たい
へん役に立った」～「6．全く役に立たなかった」の 6
件法），満足度（「1．とても満足である」～「6．とて
も不満である」の 6件法），および，②退院後に直面
した問題や不安の内容と実際に相談した内容（食事や

睡眠などの日常生活に関すること，術後の合併症に関
すること，今後の治療や病気に関すること，職場復帰
や家族など社会生活に関すること，などの複数回答か
ら選択）とした。また，患者の自覚するテレフォンフ
ォローアップ前後での変化として，不安の軽減，異常
の早期発見，看護師に対する親近感，在宅のサービス
利用開始，のそれぞれがあったかの回答を得た。
　各項目の度数分布を算出した。

結　果

　120 名が対象となり，89 名から回収を得た（回収率
74％）。
　患者背景は，男性 65％（女性 33％），平均年齢：
64.6 歳，平均在院日数：17.8 日，入院目的は手術
85％，化学療法 2％，その他 13％であった。原疾患は，
胃がん 36％，直腸がん 33％，大腸がん 14％，腎・膀
胱がん 11％，その他 6％であった。
　テレフォンフォローアップの有用性については，約
70％の患者が「役に立った」「たいへん役に立った」
と回答した（図 65）。退院後 1週間で患者が直面して
いた問題と相談内容は，食事，排便，傷，痛みが多か
った（図 66）。次いで，排尿，ストマ，今後の治療，
治療の副作用，再発の心配，予後の心配などが多かっ
た。一方，看護師に実際に話した内容は，食事，排便，
傷，痛みなど身体的なことで，精神的なことは少なか
った。
　患者の自覚するテレフォンフォローアップ前後での

2）病棟看護師による退院患者に対する
テレフォンフォローアップの評価

前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶応義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室

山岸 暁美

KEY FINDINGS

◆退院後 1週間前後に病棟看護師が患者の自宅にフォローアップの電話を
することは，患者の困難や不安を軽減することに有用である。

◆がん患者が退院直後に自宅で体験する困難は，食事，排便，傷，痛み，排
尿など身体的ニードが多い。
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変化は，「困ったことや心配事が軽減された」と「病
棟の看護師に親近感を持った」が約 40％であり，一
方，「臨時の受診などをして大事に至らずにすんだ」
「在宅のサービスを利用するようにした」は 5％以下
であった（表 42）。

研究の限界

　1施設のがん専門病院での評価のため，他の環境に

あてはまるとはかぎらない。患者の自覚的評価であり，
医学的評価（緊急受診など）は行われていない。

まとめと意義

　入院中の状態を把握している病棟看護師が退院後に
患者宅へテレフォンフォローアップを行うことは，ケ
アの継続性と患者の特性を踏まえたうえで，的確に患
者の困りごとに対応できる点で有用であることが示唆

図　65　テレフォンフォローアップの有用性（n＝89）
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図　66　退院後に直面した問題と相談内容（n＝89）
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された。退院後 1週間頃に患者が抱える問題は身体的
症状に集中しており，患者はそれらの症状に対し自己
マネジメントを行い対処していた。看護師がテレフォ
ンフォローアップを通してそれらの対処行動を肯定的
に支持することで，患者は安心感を得て，困りごとを
軽減させることにつながったと考えられた。この時期
に求められる内容を的確に捉えて，テレフォンフォロ
ーアップを実施することは有用であると考える。
　一方，「再発への不安」「今後の治療方法に関する心

配事」などの心理・社会的側面の内容は，テレフォン
フォローアップを実施する時期には，漠然とした不安
の表出が多かった。今後はこうした潜在的・顕在的不
安に対して，テレフォンフォローアップを行う看護師
がこのような問題を患者が抱えていることを認識した
うえで，外来看護師や相談場所の案内など，長期的に
患者を支援できる場を積極的に紹介し，継続した看護
が実施できるようにすることが有用な可能性が示唆さ
れた。

表 42　患者の自覚するテレフォンフォローアップ前後での変化（n＝89）

病棟の看護師に親近感を持った 42％

困ったことや心配事が軽減された 40％

臨時の受診などをして，大事に至らずにすんだ 3.4％

在宅サービスを利用するようにした 2.2％
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目　的

　OPTIM活動の一環として，2008 年 4 月より在宅医
ががん診療連携拠点病院（以下，拠点病院）緩和ケア
チームカンファレンス（以下，緩和カンファレンス）
に出席するようになった。本研究の目的は，3年間の
活動が病院の退院調整に及ぼした影響を明らかにする
ことである。

対象・方法

　長崎市の 3つの拠点病院の緩和カンファレンスに在
宅スタッフが参加した。病院スタッフ，在宅スタッフ
両方から，その成果と課題を聞き取り，実際の在宅移
行症例数の変化を調査した。

結　果

1．成　果
　病院側スタッフからは，「実際の在宅移行症例から
在宅支援のレベルの高さを実感した」「在宅移行患者
の情報フィードバックに病院スタッフが満足し，信頼
感が生まれた」「在宅移行の視点に立った入院療養計
画を考えるようになった」「病院緩和ケアチームスタ
ッフが啓発され，ケア方針決定に重要な要因となっ
た」といった意見が，在宅側スタッフからは，「病院
緩和ケアチームの専門的医療知識・技術を吸収でき，

在宅療養のレベルアップにつながった」などの意見が
聞かれた。
　在宅医療の現場を在宅医が紹介することにより，病
院スタッフが，家族関係・住環境・介護力・経済力な
ど在宅の視点で患者を評価できるようになった意義は
大きい。在宅移行できた症例の積み重ねで，病院スタ
ッフと在宅スタッフの強い信頼関係が築かれた。その
結果，拠点病院からの在宅移行症例数は，OPTIM 3
年間の期間中に約 3倍に急増した（図 67）。

2．課　題
1）拠点病院内の温度差

　がん対策基本法により拠点病院には，緩和ケアチー
ム設置が義務づけられた。院内における緩和ケアチー
ムの認知度が上がったとはいえ，まだチームへの紹介
科，紹介主治医が限られる傾向にある。病院主治医の
緩和ケアへの関心にも温度差があり，がん治療当初か
らの緩和ケアの必要性を十分に認識していない病院医
師も見受けられる。
　リンクドクターも，在宅症例のフィードバックを通
して拠点病院医師への緩和ケア広報に努めているが，
緩和ケアチーム以外の病院スタッフには，在宅医療の
理解がまだまだの感がある。
2）拠点病院間の温度差

　組織の大きな大学病院と他の拠点病院とでは，退院
調整の考え方に差を感じる。大学病院以外の拠点病院
では，患者の希望があれば病院での看取りになる症例

3）在宅医ががん診療連携拠点病院緩和ケアチームカンファレンスへ
参加することによる成果と課題

ゆきなり・クリニック

行成 壽家

KEY FINDINGS

◆在宅医の参加によりがん診療連携拠点病院スタッフに在宅医療の視点が生
まれた。

◆具体的在宅資源の紹介から退院調整につながった。
◆がん診療連携拠点病院からの在宅移行症例数が増加した。
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がまだある。在宅移行症例の急激な増加があった大学
病院では，入院日数の短縮になってはいるが，患者・
家族の意向が十分に反映された退院調整になっている
のか憂慮される。
3）在宅医の数の確保

　今後，高齢者の急増，病院入院日数の制限などで在
宅移行症例はますます増加すると思われる。その受け
皿としての在宅医の数の確保も重要である。長崎市は
開業医が多いとはいえ，在宅緩和ケア可能な在宅療養
支援診療所は限られている。拠点病院からの在宅移行
症例数急増に比し，2008～2010 年の在宅 Dr. ネット
へのオープン紹介症例数は 100 例前後で横ばいである
（図 68）。このことは，患者居住地域に近い実績ある
在宅医へ直接紹介する症例が増加しているためと思わ
れる。1人の在宅受け持ち可能患者数には限界があり，
紹介が集中する状態が続けば一部の在宅医の疲弊が心

配される。次代を担う若手の在宅医育成は急務と考え
る。
4） 在宅医の質の確保（病院医師との併診，家族要望

の多様化）

　在宅医療も進歩しつつある。疼痛管理も含め在宅看
取りまで到達するには，いくつかの峠があり，やはり
経験を要する。在宅医療はすべてがオーダーメイドで
あり，われわれは個々の症例から学び，進化するしか
ない。最近は入院化学療法後のケア，在宅化学療法な
ど病院からの新たな要望も増えつつある。また，化学
療法など病院との早期からの併診要求に応えられる在
宅医の医療技術向上，継続的研修なども必要と考えら
れる。
　また，在宅緩和ケアにおいては，医療技術だけでは
なく患者・家族の精神的サポートも大きな比重を占め
る。そのため，在宅医にはコミュニケーション能力が，
特に要求される。在宅医に患者・家族が不安を抱くと，
在宅療養は継続困難となる。死を目の前にした患者・
家族をどう支えるか？　死生観などを含む在宅医の成
熟した人間性が問われる。

研究の限界

　長崎市には 2003 年在宅 Dr. ネット設立以来，在宅
医間の連携，在宅多職種連携が盛んな土壌が元々あっ
た。OPTIMにより在宅スタッフが，拠点病院緩和カ
ンファレンスに出席することになり病院・在宅連携が
さらに加速する結果となった。他地域では，このよう
な顔の見える関係性構築には時間を要するかもしれな
い。

まとめと意義

　拠点病院の緩和カンファレンスに出席して，多くの
ことを学ばせていただいた。在宅療養の何気ない場面
が，病院スタッフの目に新鮮に映ったこともあった。
お互いの利点を知り信頼構築することで，拠点病院か
らの在宅移行症例数が増加した。
　今後，患者・家族が望む場所で切れ目のないがん治
療ができるように，在宅・病院のさらなる連携が必要
と思われる。

図 68　Dr. ネット登録症例の年次推移（年別総数）
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図 67　過去 6年間で拠点病院から退院して訪問医療を
導入した件数（2003～2010 年）
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目　的

　医療依存度の高い状態で在宅療養移行する患者が増
加し，病棟においても「在宅の視点のある看護」を行
うことが重要であるといわれている。病棟看護師が
「在宅の視点のある看護」ができているかを測定する
ことは，退院支援活動や看護教育の効果の測定などに
役立つと考えられる。しかし，「在宅の視点のある病
棟看護」を定量化する尺度は，国内外とも存在しない。
　本研究の目的は，「在宅の視点のある病棟看護」を
測定する尺度を開発することである。

対象・方法と結果

　文献検索，インタビュー調査，研究者間の議論によ
り，「在宅の視点のある病棟看護」を表現する 37 項目
からなる尺度を作成した。420 名の病棟看護師に回答
を依頼し，397 名から回答を得た。探索的因子分析に
よって，5つの因子が明らかにされ，因子負荷量が
0.5 以下の 12 項目を除外した。
　5因子各因子 5項目合計 25 項目の「在宅の視点の
ある病棟看護尺度」（表 43）を 300 名の病棟看護師に
記入を依頼し，268 名から回答を得た。因子分析では，
患者・家族の今後の療養に関する意向の確認，ケアの
継続性の強化，地域の医療者との連携，退院後の療養
環境に合わせた患者・家族指導の実施，退院後の生活
に関するアセスメントの 5つの因子構造が明らかとな

った。
　尺度得点は，退院前カンファレンスを行ったことの
ある看護師，1カ月間に 1名以上の自宅に退院する患
者をみている看護師，卒前教育で在宅看護の履修経験
のある看護師，1年以内に訪問看護・退院支援の教育
を受けたことのある看護師，訪問看護の経験のある看
護師で，それぞれ，ない看護師よりも有意に高かった。
また，尺度得点は，「キャリア中期看護師の臨床実践
能力測定尺度」と有意に，しかし中程度に相関した
（Pearson’s r＝0.61, P＜0.001）。Cronbach のα係数は
全項目で 0.95，各因子で 0.82～0.94 であった。再試験
法による級内相関係数は 0.85 であった。

まとめと意義

　「在宅の視点のある病棟看護」を概念として言語化
し，定量する方法が開発された。今後，病棟看護師を
対象とした「在宅の視点のある病棟看護」の定量や教
育効果の測定などに利用することができる可能性があ
る。

文　献
1）Yamagishi A, Yamada M, Fukui S, et al：Development 
and validation of Discharge Planning Process Scale for 
hospital ward nurses：five dimensional, self─reported 
practice scale of continuity of care between hospital and 
community. submitted.

4）「在宅の視点のある病棟看護尺度」の開発

前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶応義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室

山岸 暁美

KEY FINDINGS

◆「在宅の視点のある病棟看護」を定量化する評価尺度が開発された。
◆  「在宅の視点のある病棟看護」とは，患者・家族の今後の療養に関する意
向の確認，ケアの継続性の強化，地域の医療者との連携，退院後の療養
環境に合わせた患者・家族指導の実施，退院後の生活に関するアセスメ
ント，と概念化された。
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表 43　「在宅の視点のある病棟看護尺度」

【質問項目】

ま
っ
た
く

し
て
い
な
い

ほ
と
ん
ど

し
て
い
な
い

あ
ま
り

し
て
い
な
い

時
々

し
て
い
る

た
い
て
い

し
て
い
る

常
に

し
て
い
る

1．患者・家族の今後の療養に関する意向の確認

　 1）自宅で過ごすことについて，患者がどう思っているのかをきいている 1 2 3 4 5 6

　 2）「どのような状態になったら退院したい」と考えているかを患者にきいている 1 2 3 4 5 6

　 3）患者が自宅で過ごすことについて，家族がどう思っているのかをきいている 1 2 3 4 5 6

　 4）「どのような状態になったら退院したい」と考えているかを家族にきいている 1 2 3 4 5 6

　 5）家族が 退院後の介護にどれくらいの負担を感じているかをきいている 1 2 3 4 5 6

2．ケアの継続性の強化

　 1）入院中から退院後も患者・家族が実施できる服薬・ケアの方法にしている 1 2 3 4 5 6

　 2） 投薬やカテーテル管理の手順など，患者・家族が自宅でもできるように，入
院中からできるだけシンプルにしている

1 2 3 4 5 6

　 3） 入院中行っている処置や看護ケアが，退院後も可能かを見直している 
（頻回の体位変換，疼痛時や吐き気時の注射を自宅でできる方法に見直すな
ど）

1 2 3 4 5 6

　 4）退院後の患者の生活を予測して，入院中のケアを計画している 1 2 3 4 5 6

　 5） 入院中行っている処置や看護ケアが，患者の目標から考えて，退院後も必要
かを見直している（入院中に留置した尿道カテーテルを見直すなど）

1 2 3 4 5 6

3．地域の医療者との連携

　 1） 遅くとも退院 1週間前くらいには訪問看護ステーションに相談するように心
掛けている

1 2 3 4 5 6

　 2）遅くとも退院 1週間前くらいには診療所医師に相談するように心掛けている 1 2 3 4 5 6

　 3）なるべく早くケアマネジャーに相談するよう心掛けている 1 2 3 4 5 6

　 4）訪問看護師と直接連絡をとるなど，顔の見える関係をつくろうとしている 1 2 3 4 5 6

　 5） 退院前，診療所や訪問看護ステーションやケアマネジャーと合同でカンファ
レンスをするように心掛けている

1 2 3 4 5 6

4．退院後の療養環境に合わせた患者・家族指導の実施

　 1） 退院後に必要な医療処置（傷の消毒，カテーテル管理，吸引など）について
患者・家族に十分に説明している

1 2 3 4 5 6

　 2） 退院後，患者・家族が無理なく，服薬やケアを続けられるかを入院中に確認
している

1 2 3 4 5 6

　 3） おむつ交換が必要な患者の場合，実際に家族が交換できるかを入院中に確認
している

1 2 3 4 5 6

　 4） 退院後，予測される事態とその対応について患者・家族に説明している 
（次回受診時までに何かあったらどうするか，症状が変化したらどうするかな
ど）

1 2 3 4 5 6

　 5） 退院後も必要な衛生材料（ガーゼ・消毒・カテーテルなど）が調達できるか
を入院中に確認している

1 2 3 4 5 6

5．退院後の生活に関するアセスメント

　 1）自宅のトイレ・風呂・ベッドなどの環境についてアセスメントしている 1 2 3 4 5 6

　 2） 自宅の手すり，玄関の段差などの情報を収集し移動方法をアセスメントして
いる

1 2 3 4 5 6

　 3）退院後の掃除・洗濯・食事など生活支援の必要性をアセスメントしている 1 2 3 4 5 6

　 4）患者が退院後，自宅でどのように生活するかをアセスメントしている 1 2 3 4 5 6

　 5）退院後の経済的支援の必要性をアセスメントしている 1 2 3 4 5 6
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背景・目的

　ケアの継続性は地域完結型医療を達成するうえで重
要である。ケアの継続性を向上させるためには，病棟
看護師に「在宅の視点」，つまり退院後患者・家族に
起こりうる事態や直面する問題を予測したうえで，そ
の対応方法の指導，必要なサービスのアセスメントな
どを入院中に展開していくことが求められる。しかし，
わが国において，その実態を明らかにした研究はない。
　本研究の目的は，病棟看護師を対象に「在宅の視点
のある病棟看護尺度」を用いて，退院支援・継続看護
の実践に関する実態を明らかにすることである。

対象・方法

　介入対象地域 4地域の 5病院の病棟看護師を対象と
して，質問紙調査を行った。適格基準は，各施設で病
棟看護師として登録のあるすべての看護師のうち，集
中治療室，手術室，外来勤務の看護師を除外したもの
全例を対象とした。

調査項目・解析

　「退院支援に関する病棟看護師の実践」として，信
頼性・妥当性の確認されている「在宅の視点のある病
棟看護尺度」を利用した。
　このほかに，本調査のために，退院支援に対する自
信，退院支援調整に関する今後の教育やシステム改善

につながる質問，合計約 50 項目の質問を行った。各
質問項目のうち，代表的な項目の度数分布を算出した。

結　果

　対象となった看護師は 1,255 名であり，研究参加の
承諾が得られた 1,200 名から調査票を回収した
（96％）。
　背景は，女性 94％，平均臨床経験年数 11（9.5）年，
過去半年の間に退院前カンファレンスに参加したこと
がある者が 9.1％，過去 1年以内に訪問看護・在宅診
療を受ける患者の退院看護計画を立てた経験のある者
が 32％，過去 1年以内に在宅看護に関する教育や研
修を受けた者が 19％，訪問看護の経験がある者が
2.8％，看護学生の時に在宅看護論を学んだ経験のあ
る者が 62％，看護師になってから訪問看護の実際を
見たことがある者が 20％であった。
　「在宅の視点のある病棟看護尺度」の下位尺度のう
ち，患者・家族の意向の確認，ケアの継続性の強化
（入院中から自宅でも可能な看護計画にするなど），患
者・家族指導，退院後の生活に関するアセスメントは
たいてい・常にしている者が約 30～40％，時々して
いる者が約 30～40％であった（表 44）。地域医療者と
の連携については，たいてい・常にしている者が約
10～20％，時々している者が約 10～20％であった。
　退院支援に対する自信については，70％以上の看護
師が自信がなく，60％以上の看護師が必要なトレーニ
ングを受けていないと回答した（表 45）。

5）病棟看護師の「在宅の視点のある病棟看護」の測定

前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶応義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室

山岸 暁美

KEY FINDINGS

◆一般的な病棟看護師は「在宅の視点のある病棟看護」をあまり実践してい
ないと認識している。

◆病棟看護師は退院支援・調整について自信がなく，必要な知識やトレーニ
ングを受けていない。

◆継続性のあるケアのためには，在宅の視点のある病棟看護の教育やサポー
トが必要である。
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研究の限界

　任意の施設の調査であるため全国の他の施設にあて
はまるとはかぎらない。

まとめと意義

　病棟看護師は退院支援・調整についての自信がなく，

必要な知識やトレーニングを受けていないと認識して
いる。「在宅の視点のある病棟看護」を「たいてい・
常に提供している」と自己評価している看護師は約
30～40％であり，特に早期からの地域医療者との連携
の実践の自己評価は低かった。地域完結型医療を達成
するためのケアの継続性を向上するには，病棟看護師
に対する在宅の視点のある病棟看護の教育やサポート
が必要である。

表 44　在宅の視点のある病棟看護の実態（％，n＝1,200）

「まったくしていない」
「ほとんどしていない」
「あまりしていない」

「時々している」
「常にしている」
「たいていしている」

1．患者・家族の今後の療養に関する意向の確認
　　 自宅で過ごすことについて，患者に聞いている 24 40 36
　　  「どのような状態になったら退院したい」か患者に聞いている 28 38 33
　　 自宅で過ごすことについて，家族に聞いている 30 38 31
　　  「どのような状態になったら退院したい」か家族に聞いている 34 36 30
　　 家族の介護負担を聞いている 36 37 27

2．ケアの継続性の強化
　　 退院後も患者・家族が実施できる服薬・ケアにしている 26 34 39
　　 投薬やカテーテル管理の手順など，入院中からシンプルにしている 38 29 32
　　 入院中行っている看護ケアが，退院後も可能か見直している 38 28 34
　　 退院後の患者の生活を予測して，ケアを計画している 36 34 28
　　 入院中行っている看護ケアが，退院後も必要かを見直している 31 33 35

3．地域の医療者との連携
　　 遅くとも退院 1週間前くらいに訪問看護ステーションに相談している 64 17 17
　　 遅くとも退院 1週間前くらいに診療所医師に相談している 75 11 11
　　 なるべく早くケアマネジャーに相談している 54 22 22
　　  訪問看護師と連絡をとるなど顔の見える関係をつくろうとしている 76 12 9
　　  退院前，訪問看護ステーションなどと合同カンファレンスをしている 71 16 10

4．退院後の療養環境に合わせた患者・家族指導の実施
　　 退院後に必要な医療処置について患者・家族に説明している 28 26 44
　　 退院後，服薬やケアを続けられるか入院中に確認している 24 28 47
　　 おむつ交換を，実際に家族ができるかを入院中に確認している 40 24 36
　　 退院後，予測される事態について患者・家族に説明している　　  27 27 45
　　 退院後も必要な衛生材料が調達できるか確認している 34 24 41

5．退院後の生活に関するアセスメント
　　 自宅のトイレ・風呂・ベッドなどについてアセスメントしている 40 27 31
　　 自宅の手すり，玄関の段差などのアセスメントしている 44 28 27
　　  退院後の掃除・食事など生活支援の必要性をアセスメントしている 42 28 29
　　 患者が，自宅でどのように生活するかをアセスメントしている 34 32 33
　　 退院後の経済的支援の必要性をアセスメントしている 51 27 21

表 45　退院支援に対する自信，退院支援・調整プログラムの有用性，退院支援調整に関する教育（％，n＝1,200）

「そう思わな
い」
「まったくそ
う思わない」

「あまりそう
思わない」

「ややそう思
う」

「そう思う」
「とてもそう
思う」

退院支援・調整をすることに，全体として，自信がある 45 36 13 5

退院前に診療所や訪問看護ステーションと合同でカンファレンスを
企画・開催することに自信がある

52 35 8 3

退院支援・調整に関する知識が不足している 3 5 26 65

退院支援・調整について十分なトレーニングを受けていない 3 8 25 63
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目　的

　医療依存度の高い患者が自宅へと療養場所を移行す
るケースが増えているが，患者は退院後 1週間にさま
ざまな問題や困難に直面しているといわれており，こ
れは在宅の視点でケアの継続性を判断した退院支援と
調整が十分に行われていない結果といえる。現在，退
院支援はおもに地域連携室などの専門部署が担当して
いるが，退院後の生活を見据えた支援の責任は日々患
者のベッドサイドでケアする病棟看護師にある。
　本調査の目的は，病棟看護師の在宅の視点と退院支
援への取り組みの現状と在宅の視点を育てケアの継続
性を見据えた退院支援の看護実践を行うための方法を
検討することにある。

対象・方法

　 調 査 対 象 者 は，2009 年 8 月 と 2010 年 3 月 に
OPTIMで行われた「ベンチマークによる在宅の視点
のある病棟看護師の実践に関する実態調査（以下，調
査）」に参加した長崎地域の病院の退院調整看護師 5
名である。方法は，調査結果を基に対象者へのフォー
カスグループインタビューを行った。内容は，退院調
整看護師からみた病棟看護師の退院支援への取り組み
の現状と退院支援の実践に向けた関わりおよび今後に
必要なことについてである。
　インタビューは対象者の同意を得て録音し，内容を
逐語録にした。なお，在宅の視点とは，ベンチマーク

の①今後の療養についての意向確認，②退院後の生活
のアセスメント，③退院後の生活に合わせた退院指導，
④ケアの継続性強化，⑤地域の医療者との連携，であ
る。

結　果

　参加者は，3カ所のがん診療連携拠点病院と亜急性
病棟を有する病院，ホスピス病棟を有する病院の退院
調整看護師 5名であった。結果は，病院を特定せず全
体の傾向として報告する。

1． 病棟看護師の退院支援への取り組み（表 46）
1）病棟の特徴と在宅の視点

　急性期病棟（ICU・救急），ホスピス病棟，入退院
が多い病棟は，退院支援への取り組みが低い傾向にあ
り，療養期病棟・退院調整パスを使用している病棟，
患者指導が多い病棟は高い傾向にあった。また，入退
院が多くても医師が連携に関わる病棟は在宅の意識が
高かった。
2）退院支援・調整への意識

　病棟看護師は，退院支援・調整は連携室の役割であ
るという認識をもっており，実際に関わる機会が少な
ければ，在宅の視点は低かった。また，病棟看護師は
地域関係職に連絡することに苦手意識をもっているこ
とも分かった。
3）現状と影響の要因

　病棟看護師は看護診断により，「患者の意向確認」

6）退院調整看護師からみた病棟看護師の在宅の視点
と退院支援・調整への関わり

1）長崎がん相談支援センター，2）長崎大学病院 地域医療連携室，3）長崎市立市民病院 地域医療連携室

吉原 律子 1），宮地 登代子 2），小川 富美子 3）

KEY FINDINGS

 患者が安心して退院後の生活ができるようにするためには，
◆入院中から在宅の視点をもって病棟看護を実践すること。
◆退院支援は，日々患者のベットサイドにいる病棟看護師が行うこと。
，が重要である。
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「退院支援の必要性」「ケアの継続性」のアセスメント
はしているが日々の看護実践には至らず，その理由と
して患者の在宅での生活がイメージできないことがあ
った。また，病棟師長の退院支援の理解とアセスメン
トがスタッフの取り組みに影響していることが分かっ
た。

２．病棟看護師が在宅の視点をもって退院支援を
実践するために関わり（※OPTIM 活動）や今後
に必要なこと（表 47）
1）退院調整看護師と病棟とのカンファレンス

　連携室の看護師・医療ソーシャルワーカーが病棟を
定期的に回り，退院支援が必要な患者へのアプローチ
の仕方を助言し，担当看護師が直接退院支援・調整を
行うよう，地域関係職へ橋渡しをしている。
2） 病院側と在宅側が共同して定期的なカンファレン

スを開催（※）

　医療依存度が高いなど在宅移行に困難さが予測され
るケースを中心に，入院中から在宅に向けたアレンジ
の助言や早めに在宅側にバトンタッチをすることで，
在宅療養が可能になっている。そのプロセスに，病棟

看護師が参加することで在宅の視点と退院支援の必要
性を知る機会につながっている。
3）退院支援をシステムとして運用する（※）

　病院として退院支援プログラムを運用したことで，
院内でのカンファレンス数，在宅移行数，退院前カン
ファレンスが増え，参加した病棟看護師の意識やスク
リーニングシートへの書き込みなど，退院支援への取
り組みが高くなっている。また，システムや連携室の
役割を定着させることで，病棟看護師の退院支援の負
担感が減っている。
4）退院後の患者の様子を病棟に知らせる

　連携室や主治医に届く在宅側からの写真やメール，
訪問看護報告書を病棟に返し，実際の在宅療養を知る
ことで，病棟看護の振り返りや退院支援への刺激や励
みへとつながっている。
5）訪問看護師と病院看護師との合同研修会（※）

　訪問看護師を招き研修会やグループワークで事例検
討会を行うことで，お互いの役割理解や在宅への関心，
訪問看護への理解が高まっている。
6）今後への取り組み

　病棟看護師の在宅の視点を上げ，退院支援に取り組

表 46　退院調整看護師からみた病棟看護師の在宅の視点・退院支援への取り組みの現状

インタビュー内容（抜粋）

1）病棟の特徴と在宅の視点
■ 医科病棟は患者家族指導が多いので（在宅の視点が）全体平均よりいい。整形病棟は，急性期以降は回復リハや転院するため急
性期だけをみてその後をみない。そのため，生活の視点が低い傾向がある。救急や ICUの看護師の在宅の視点はなかなか。現実
的には命との戦いだからその先は見えにくいと思う。

■ 眼科や耳鼻科はパスに乗るので退院調整が早いから視点は高い。…というより自動的にかけられる感じ。在院日数短縮には，在
宅の視点が反映されていることが分かった。

■ 整形病棟は独自でスクリーニングシートをつくり，家屋の状況，介護保険情報も把握して病棟から直接ケアマネジャーに連絡し
ている。意識が高いと思っていて，結果（視点が高い）も出てる。入退院が多くて業務に追われる病棟は在宅の視点はもってな
い。療養病棟があるからそちらに任せるという感じ。でも入退院が多くても先生が進んで，外来の時から直接連携室に連絡をく
れるのでその病棟は意識が高い。療養病棟は在宅移行に直結している病棟なので一番うまくいっている。ホスピスはやはり極端
に在宅の視点は低く，ホスピストライアングルといわれてもまだまだ。

2）退院支援・調整への意識
■ 在宅調整が必要なケースや困難例は，医師やPTから直接話があるから病棟看護師が言ってくる前に調整してしまうのも結構多
い。病棟によっては，師長とケースワーカーが調整するとこもあり病棟でばらつきは大きい。病棟看護師が直接退院支援に関わ
る機会は少ないかもしれないし，連携室の仕事と思われているところも大きい。

■病状や病気の性質で仕方ない場合もあるが，本当は帰れるのにむやみに長くなっている人がいるのも事実。
■ 外来化学療法室は生活の視点でつらいところを聴いていない。治療をどう安全に施行するかは大事だけど，通院治療はきつい。
外来治療に移行する時は介護保険とか情報提供が大事で，介護保険対象になる人がいると思う。

■ケアマネジャーに相談しないのは，在宅での視点が弱かった部分だと思った。
■私もそうだったけど病院看護師は，地域関係者に電話 1本かけるのも怖いと思っているところがある。

3）現状と影響の要因
■ 電子カルテ上，看護診断に沿ってアセスメントしないと看護計画に移れないから，「今後の療養に関する意向に関する確認」「ケ
ア継続のための患者・家族指導」「退院後の支援の必要性のアセスメント力」は高い。でもそこで止まって，退院後の生活を予
測した入院中のケア計画や実施まではしていない状況。どんな生活になるのかイメージすることもできないし，認識も弱いとい
うのが現実だと思う。

■ 病棟師長が退院支援を理解してアセスメントできてる病棟は，スタッフが同じように動くので意識は病棟で全然違う。師長や主
任がちゃんと理解していないと，私たちも病棟スタッフも退院支援や早期の関わりが難しい。
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めるようにするためには「病棟看護師が直接退院支援
を行えるように関わる」「訪問看護を体験する機会を
つくる」「病棟師長の在宅療養と退院支援の理解と実
践」「訪問看護師ステーションと病棟師長との人事交
流」「病院と訪問看護の看―看連携研修会」などが挙げ
られ，各病院での取り組みに加えて看護協会など，職
能団体としての研修が最も効果的ということであった。
また，今回のベンチマークについては，今後も継続し
て各病院で使用する予定であるとしていた。

調査の限界

　対象者は，ベンチマーク調査に参加した医療機関の
退院支援担当看護師 5人と非常に限られており，さら
に病院機能や地域連携部門のシステム運用状況，専従
看護師の有無なども異なっていたことから，この結果
が長崎地域全体の病棟看護師の在宅の視点および退院
支援へ取り組みを示したものとはいえない。

まとめと意義

　今回の調査で，病棟看護師の在宅の視点と退院支援

への取り組みは，病棟の機能により差があることや新
たに病棟管理者の退院支援への理解，医師の連携への
参加も影響することが分かった。また，退院支援シス
テムや医療連携パスも在宅の視点を上げ，退院支援を
スムーズにすることが示唆された。しかし，これらは
患者の意向を尊重したうえで慎重に進めなければ不満
足な退院につながる可能性もある。いずれにしても退
院後の患者の状態予測を行い生活をイメージしながら，
ケアの継続性を見据え，必要なサービスへと連携する
ことが，患者の安心した退院後の生活を可能にし，そ
のためには患者に最も近い病棟看護師が在宅の視点を
もって日々の看護の中で取り組む必要がある。また，
今回のインタビュー調査のきっかけとなった「ベンチ
マークによる在宅の視点のある病棟看護師の実践に関
する実態調査」は，病棟看護師の在宅を見据えた看護
の指標として，また退院支援と日々の病棟看護との関
連において評価も含め教育的な意義があったといえる。

文　献

1）施設間の壁を越える「地域連携を促進する長崎

OPTIMの試み」. 看護学雑誌　74（5）, 2010

表 47　退院調整看護師が病棟看護師の退院支援への取り組みを進めるために実施していること

インタビュー内容（抜粋）

■ 連携部署は，病棟を週 1回ラウンドして，医療ソーシャルワーカー・病棟看護師・訪問看護師でカンファレンスをして，退院支
援の実践の中で啓発している。OPTIM で在宅側と月 1回「顔の見えるカンファレンス」をやっていることも院内の意識を上げ
てきて，早めにつなげば調整も動きも早いということも分かった。退院支援や地域連携の方法はOPTIM 研修と看護部教育とあ
わせて取り組んで，やはり研修を受けた看護師は，早くに調整の依頼や相談をするようになってきましたね。
■ 病棟との定期カンファレンスでは，病棟看護師に「まだ退院支援は先？　いつ頃？　次までにこんなことをしたら？」と具体的
に助言して，病棟が主体でできるように連携室は補佐の役割をしていくことで少しずつ動けるようになってきました。

■ 退院支援プログラムのシステム運用したら，少しずつ退院調整件数や院内退院支援カンファレンス数が増加しているので期待で
きます。看護師のスクリーニングシートへの生活情報の書き込みも多くなったので，今はそれをみて連携室の介入の優先度を考
えています。病棟でできるところは依頼があっても返していますね。

■ 今まで看護部研修（学生・新人・専門コース）などで連携室の役割や退院支援やプログラムのシステムの話をずっとしてきたし
流れも分かってきたようで，退院支援への病棟看護師の精神的負担はあまりなかった。

■ 病棟の看護師に，助言しながら一緒に受け持ち患者の退院支援をしたら，「ケアマネジャーと直接やりとりをして顔をみて，患
者さんのことを伝えられて良かった。良い経験になった」という感想があって，私たちの役割はそういうところかなと。病棟看
護師がケアマネジャーにつなぐことは患者さんの安心にもつながるから，この関わりはやっぱり各病棟で。

■退院後の患者の生活の様子は，在宅からの写真やメールや報告書（看護）を病棟に返してと橋渡しをしている。
■「帰って良かった」「あの人も帰れたかも」「家でこんな良い顔されて」と一緒に喜んで，それがまた励みになるし。

■ 訪問看護師さんを招いた研修やグループワークは，お互いの役割や在宅への関心が高まってとても良かったですね。今からは病
棟看護師が訪問看護を体験できるようにしたいと考えています。今度のベンチマーク調査も在宅の視点と退院支援，看護のつな
がりを知る機会になって良かったので続けたいですね。

■ 訪問看護体験の実現には師長が理解すること！ だからその前に，部長や師長の研修やステーションの所長との人事交流の機会
がないと難しい。在宅とか看―看連携，退院調整は実感しにくいのは管理者も同じだから。
■師長教育が大事だけど，それは看護部や看護協会がしないと。時代的にも求められていることだから。
■以前の看護協会の「看―看連携研修会」はステーション実習があって。あれで在宅や訪問看護が分かった。
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背景・目的

　近年，在宅診療を希望するがん患者・医療依存度の
高いものの通院が困難な慢性疾患を有する患者が増加
し，病院診療から在宅診療へと移行する機会が増えつ
つある。そのような中で，病院医師が「在宅の視点」
をもち，退院後の在宅環境で起こりうる事態に対して
の配慮ならびにこれに即した対策の指示をすることが
求められている。また，それにより早期再入院や在宅
医療でのトラブルを未然に防ぐことができると考えら
れる。しかしながら，現在「在宅の視点」とはどのよ
うなものか明確化されたものは存在していない。
　そこで，「在宅の視点のある病院医師」尺度を開発
することを目的とした研究を行った。

方　法

　退院後の在宅での生活と医療の融合という問題に
日々直面している訪問診療を行っている医師や訪問看
護師などは，スムーズに退院後の生活に移行できた
例・できなかった例を数多く経験している。そこで，
このような在宅診療に携わる者を対象に，病院医師が
もつべき「在宅の視点」に関してフォーカス・グルー
プ・ディスカッションを行うこととした。
　OPTIM連携促進委員会委員ら，緩和ケアおよび在
宅診療に見識の深い 16 名（在宅診療をよく知る病院
医師 3名，在宅診療も行っている開業医師 2名，往診
専門診療所医師 1名，看護大学教員 3名，看護大学大
学院生 3名，訪問看護師 2名，訪問薬剤師 1名，心理
学研究者 1名）を 2グループに分け，約 1時間のフォ

ーカス・グループ・ディスカッションを行った。
　ディスカッションの録音記録から逐語録を作成し，
そこから病院医師 2名，往診専門診療所医師 2名の合
議にて確認しながら重要アイテム（重要な言葉）を抽
出し，7因子 38 項目からなる 5件法の尺度原案を作
成した。また，在宅診療に携わる側からの尺度原案が，
実際に在宅の視点のある病院医師尺度となっているこ
とを確認するため，「在宅診療の経験」の有無など既
知集団妥当性を確認する質問を追加し，病院医師に対
して自記式アンケート調査を行った。対象は承諾の得
られた長崎県内の 14 病院（内 200 床以上の病院が 4
病院，院内で在宅診療を行っている病院が 6病院）に
勤務する 290 名の医師であり，調査と約 2週間後の再
調査を郵送法にて行った。尺度の教示文は「『あなた
の受け持ち患者について，退院後の在宅療養に何らか
の支援を要する可能性が考えられる場合』を想定し，
以下のそれぞれの項目についてもっとも当てはまる番
号を 1つ選び○をおつけください」とした。回収した
アンケート結果に対して，因子分析および各種妥当性
の検討を行った。

結　果

　1回目調査の有効回答数は 202（70％），2回目調査
での有効回答数は 148 と高い有効回収率であった。対
象者背景は表 48に示す。
　主因子法，プロマックス回転を用いて探索的因子分
析を行った結果，本尺度は 6因子 20 項目で構成され
た（表 49）。各項目の得点（0～4点）の和をとり，合
計得点とした（0～80 点）。各因子および全項目の内

7）「在宅の視点のある病院医師」尺度の開発と信頼性・妥当性の検討

東京大学医学部附属病院 呼吸器内科

春原 光宏

KEY FINDINGS

◆在宅の視点のある病院医師とはどのような医師かをはかる信頼性・妥当性
の高い尺度が初めて開発された。「退院後の生活をイメージする」などこ
の尺度の各項目を意識した診療を行うことで、在宅医療との連携促進が期
待される。
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的整合性・再現性は高く（Cronbach’s α＝［0.78～
0.93］，級内相関係数＝［0.73～0.80］），併存的・弁別
的妥当性も確認された（尺度化成功率＝［93～
100％］）。在宅の視点があると考えられる医師と考え
られる「訪問診療の経験が」ある医師，「過去 1年間
に患者に在宅診療の導入をお勧めしたことが」ある医
師，「過去 1年間に退院前カンファレンス（在宅医師
または看護師を交えた退院時共同指導）に参加したこ
とが」ある医師では有意に合計得点が高いことが示さ
れ，既知集団妥当性も確認された。

考　察

　今回の尺度開発にて「在宅の視点のある病院医師」
とは，表 49に挙げられる各項目が行えていることが
1つの目安となることが確認された。具体的には，①
退院後の患者の生活を意識した治療方針の決定やリハ
ビリテーションの目標設定をしたり，介護者を把握し
たり，患者・家族の退院への意向を把握するといった
退院後の生活を意識した医療を行うこと，②退院後の
継続を意識して処置や投薬をシンプルにし，患者の医
療費負担にも意識すること，③今後起こりうることを
予測し，早めに患者・家族に伝えたり緩和ケアを導入
すること，④地域連携室や他職種に積極的に相談する
こと，⑤診療情報提供書に患者への説明内容や副作用
情報など退院後引き継いだ医師に有益となる情報を盛
り込むこと，⑥介護保険などを医師の立場から積極的
に活用すること，が挙げられた。
　今後，本尺度得点と関連する要因についてはさらな
る検討が必要である。また，この尺度を用いた病院間
の比較や継時的評価などへの応用や，教育介入前後の
評価などの医師教育分野への応用が期待される。
　さらには，それぞれの項目を意識した診療を行うこ
とで，病院医療から在宅医療へのスムーズな移行がな
されることが期待される。そこで，今回の尺度開発で
明らかになった項目を意識した病院医師向けの教育プ
ログラムやマニュアルの策定などへの応用も期待でき
る。
　一方で，この尺度の得点が高い医師の患者が，実際
にスムーズな在宅医療への移行がなされているのかに
ついては追加検討が必要である。具体的には，早期再
入院率や在宅移行における患者・家族の満足度などと，
担当病院医師の尺度得点との相関などを確認すること

表 48　対象者背景

1 回目調査 2回目調査

n ％ n ％

性別

男性 172 85 127 86

女性 29 14 21 14

年齢［歳］（平均±標準偏差） 47.6±10.3 47.3±9.4

28～30歳 9 4 8 5

31～40歳 46 23 28 19

41～50歳 65 32 53 36

51～60歳 60 30 48 33

61～70歳 17 8 9 6

71 歳以上 4 2 2 2

医師経験年数［年］（平均±標準
偏差）

21.3±9.8 21.5±9.3

1～5年 14 7 10 7

6～10年 19 10 11 8

11～15年 30 15 18 12

16～20年 34 17 27 19

21～25年 37 19 32 22

26～30年 35 18 27 19

31～35年 18 9 14 10

36～40年 8 4 3 2

41 年以上 5 3 3 2

診療科

内科 102 51 78 53

外科 48 24 29 20

その他 48 24 41 28

訪問診療経験

なし 84 42 ─

単回の訪問診療のみ 54 27 ─

継続的な訪問診療（3カ月未満） 20 10 ─

継続的な訪問診療（3カ月以上） 37 18 ─

訪問診療導入の推奨回数（過去
1年間）

なし 87 43 ─

1～3名 76 38 ─

4～6名 21 10 ─

7名以上 13 6 ─

退院時共同指導の参加回数（過
去 1年間）

なし 78 39 ─

1～3回 81 40 ─

4～6回 22 11 ─

7回以上 16 8 ─
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が考えられる。
　最後に，この尺度の普及により病院医療と在宅医療
の連携がますます進み，早期再入院の減少や在宅移行
が円滑になることにより社会資源の効率的な活用がな
されるとともに，患者・家族の生活を見据えた医療が
なされることが期待される。

研究の限界

　本研究では、在宅診療の研究の有無などをもとに既

知集団妥当性を評価しているが、実際に高得点の医師
の患者が早期再入院が少ないのか、本人・家族・在宅
医療担当医の満足度が高いのかについては追加検討が
必要である。

表 49　因子分析

　　（主因子法，プロマックス回転） 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 因子 5 因子 6 共通性

【退院後の生活をイメージする】（固有値＝9.0）
・介護を行える家族の有無を評価している 0.73 －0.11 －0.11 －0.07 0.24 0.17 0.73 
・リハビリの目標設定では，退院後の患者の生活を考慮している 0.83 －0.03 －0.03 －0.06 0.06 0.13 0.77 
・治療方針の決定では，退院後の患者の生活を考慮している 0.83 －0.05 －0.03 0.03 0.14 0.03 0.79 
・ 自宅で過ごすことについて，患者がどう思っているのかを把握
している

0.81 0.24 0.22 0.00 －0.25 －0.11 0.81 

・ 患者が自宅で過ごすことについて，家族がどう思っているのか
を把握している

0.80 0.20 0.01 0.12 －0.11 －0.11 0.75 

【医療をシンプルにする】（固有値＝1.9）
・ 退院後も継続できることを意図して，処置の簡素化を心がけて
いる

0.09 －0.04 0.73 －0.02 0.24 0.01 0.76 

・ 退院後も継続できることを意図して，使用薬剤数を極力減らし
ている

－0.06 －0.02 0.89 0.00 0.17 －0.05 0.83 

・医療費の患者の負担について考えている 0.00 －0.03 0.86 0.00 －0.16 0.14 0.74 
【今後の病状変化を予測した対応をする】（固有値＝1.3）
・ 今後起こりうる病態とその対処法について，退院前に患者や家
族に話している

0.02 0.15 －0.03 0.03 0.84 －0.07 0.79 

・ 再入院が必要となった場合の対応方法について，患者や家族と
話し合っている

0.02 0.19 0.14 －0.04 0.79 －0.10 0.79 

・病状を予測しながら，症状を緩和するケアを早めに行っている －0.02 0.26 0.24 0.09 0.37 0.11 0.59 
【多職種と積極的に協働する】（固有値＝1.3）
・ 看護師・薬剤師・社会福祉士（医療ソーシャルワーカー）など
他職種との意見交換を自ら進んで行っている

0.11 －0.18 0.03 0.71 0.16 0.15 0.74 

・地域連携室に積極的に相談している 0.10 0.03 －0.12 0.94 －0.02 －0.04 0.87 
・ 退院後に新たな医療処置が必要な場合には，早期に地域連携室
に相談している

－0.15 0.17 0.12 0.84 －0.06 －0.02 0.79 

【在宅医に役立つ情報を提供する】（固有値＝1.0）
・ 診療情報提供書に，患者への病状の説明内容やそれに対する反
応・理解の程度を記載している

－0.02 0.83 －0.03 －0.06 0.09 0.16 0.77 

・ 診療情報提供書に，経験した薬剤の副作用や薬剤を変更した理
由を記載している

0.11 0.75 0.05 0.04 0.09 －0.01 0.76 

・ 診療情報提供書に，今後起こりうる病態とその対処方法を記載
している

0.02 0.75 －0.12 0.06 0.29 0.04 0.79 

【介護保険などを適切に活用する】（固有値＝0.9）
・ 介護保険で要介護と認定される見込みがあるのかを評価してい
る

0.12 0.07 0.02 －0.03 －0.12 0.86 0.79 

・ 介護保険の主治医意見書には，医学的見地から介護の必要性を
記載している

0.23 －0.14 0.08 0.09 0.15 0.60 0.71 

・身体障害者に該当する見込みがあるのかを評価している －0.12 0.33 0.05 0.02 －0.12 0.77 0.74 
　累積寄与率＝76.7％
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背景・目的

　在宅の視点のある病棟看護は，地域完結型医療を達
成するうえで重要である。しかし，病院に退院支援・
調整プログラムを導入することによって，病棟看護師
の在宅の視点のある看護実践が向上したかどうかを評
価した研究はない。
　本研究の目的は，OPTIMプロジェクトの介入地域
の病院のうち，プロジェクトによって新しく退院支
援・調整プログラムを導入した病院の病棟看護師の在
宅の視点のある看護実践の変化を，「在宅の視点のあ
る病棟看護尺度」を用いて測定することである。

対象・方法

　プロジェクトによって新しく退院支援・調整プログ
ラムを導入した介入対象 4地域の 5病院の病棟看護師
を対象として，退院支援・調整プログラムの導入前と
導入 1年後で質問紙調査を行った。適格基準は，各施
設で病棟看護師として登録のあるすべての看護師のう
ち，集中治療室，手術室，外来勤務の看護師を除外し
たもの全例を対象とした。
　調査項目は，「退院支援に関する病棟看護師の実践」
として，信頼性・妥当性の確認されている「在宅の視
点のある病棟看護尺度」を利用した。この尺度は，5
ドメイン（①患者・家族の今後の療養に関する意向の
確認，②ケアの継続性の強化，③地域の医療者との連
携，④退院後の療養環境に合わせた患者・家族指導の
実施，⑤退院後の生活に関するアセスメント）におけ
る病棟看護師の実践に関して，「1：まったくしていな
い」～「6：常にしている」の 6件法で回答を得るもの

である。下位尺度の合計得点は 5点から 30 点となり，
得点が高いほうが良い実践が行われていると自己評価
されていることを示す。
　また，退院支援に対する自信（「退院支援・調整す
ることに全体として自信がある」に対して「1：まっ
たくそう思わない」～「6：とてもそう思う」の 6件
法），負担（「退院支援・調整プログラムを運用するこ
とは時間を要し，業務的に負担だった」に対して
「1：まったくそう思わない」～「6：とてもそう思う」
の 6件法）を質問した。さらに，退院支援・調整プロ
グラムについての有用性について質問を行った。
　尺度得点または項目得点を対応のある t検定で比較
検定し，効果量（effect size）を算出した。有用性は
度数分布を算出した。

結　果

　対象となった看護師は 1,255 名であり，1,200 名か
ら研究参加の承諾が得られた（96％）。欠損値や移動
による回収不能を除いた 1,163 例を解析対象とした。
　退院支援・調整プログラムの導入前後において，
「在宅の視点のある病棟看護尺度」の「退院後の療養
環境に合わせた患者・家族指導の実施」を除くすべて
のドメインにおいて，尺度得点の有意な改善が認めら
れた（表 50）。しかし，効果量は大きくても 0.2 前後
であった。看護師の自信も有意に改善したが効果量は
0.1 と marginal であった。退院支援・調整プログラム
の運用に関する負担感も有意に増加していたが，効果
量は 0.1 と marginal であった。
　退院支援・調整プログラムについての有用性につい
ては，いずれの項目についても，役立ったに対して

8）退院支援プログラムの導入による病棟看護師の「在宅の視点」の変化

前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶応義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室

山岸 暁美

KEY FINDINGS
◆退院支援・調整プログラムを導入することにより，病棟看護師の「在宅の
視点のある病棟看護」の実践が改善しうる。

◆病棟看護師への負担を最小にする退院支援・調整プログラムが必要である。
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「そう思う」「とてもそう思う」と回答したものが約
20％，「ややそう思う」と回答したものが約 40％であ
った（表 51）。一方，「今まで退院できないと思って
いた患者が退院できるようになった」「慌ただしく退
院しなければならないケースが減った」に対して「そ
う思う」「とてもそう思う」と回答したものは約 10％
であった。また，「カンファレンスの時間が短縮した」
に対しては，約 60％が「あまりそう思わない」「そう
思わない」「まったくそう思わない」と回答した。

研究の限界

　任意の施設の調査であるため，全国の他の施設にあ
てはまるとはかぎらない。対照群がないために効果は

時間経過や他の介入の影響を受けた可能性がある。看
護師の認識の評価であるため患者のアウトカムを評価
したものではない。

まとめと意義

　退院支援・調整プログラムを導入することにより，
病棟看護師の「在宅の視点のある病棟看護」の実践が
改善する可能性が示された。一方，退院支援・調整プ
ログラムはカンファレンス時間の延長や業務の増加に
よる負担を増加している可能性も示唆された。病棟看
護師への負担を最小にする退院支援・調整プログラム
を開発する必要がある。

表 51　退院支援・調整プログラムの有用性の評価（％，n＝1,163）

「まったくそう
思わない」
「そう思わない」
「あまりそう思
わない」

「ややそう思う」
「とてもそう思
う」
「そう思う」

退院に向けた患者をケアすることに，総合的に役立った 31 42 23

療養場所に関する意向を確認することに役立った 32 42 22

患者・家族が退院後困らないよう指導することに役立った 33 41 22

退院後の療養環境を評価し，必要なサービスを導入することに役立った 34 39 23

家族の在宅療養に対する意向と負担を確認することに役立った 34 41 20

訪問看護ステーションや診療所に遅れないように紹介することに役立った 39 38 19

退院カンファレンスを企画・開催することに役立った 46 32 17

自宅で継続できる入院中のケアを計画することに役立った 40 39 18

カンファレンスの時間が短縮した 68 22 6

今まで退院できないと思っていた患者が退院できるようになった 53 28 15

慌ただしく退院しなければならないケースが減った 51 32 12

表 50　退院支援・調整プログラム導入前後での在宅の視点のある病棟看護尺度得点の変化（n＝1,163）

導入前 導入後 P 効果量

退院支援に関する病棟看護師の実践＊

　患者・家族の今後の療養に関する意向の確認 19.6 （5.0） 20.7 （4.6） ＜0.0001 0.21

　ケアの継続性の強化 19.4 （5.2） 20.0 （4.7） ＜0.0001 0.11

　地域の医療者との連携 13.8 （6.3） 14.8 （6.2） ＜0.0001 0.17

　退院後の療養環境に合わせた患者・家族指導の実施 20.1 （5.9） 20.5 （5.4） 0.18 0.06

　退院後の生活に関するアセスメント 18.1 （6.3） 18.8 （5.7） ＜0.0001 0.11

退院支援・調整に関する自信と負担＊＊

　自信 2.6 （1.1） 2.7 （1.1） ＜0.0001 0.11

　負担 3.4 （1.1） 3.5 （1.0） 0.001 0.11

　  ＊　在宅の視点のある病棟看護尺度。5～30点（得点が高いほうが良い実践が行われていると自己評価されている）。
　＊＊　6 段階（まったくそう思わない～とてもそう思う）の Likert-type scale。
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背景・目的

　近年，わが国では入院日数が短縮し，医療依存度の
高い患者が，病院から自宅へ療養場所を移行するケー
スも増えており，ケアや治療の継続性が重要視されて
いる。ケアの継続性を向上させるためには，病棟看護
師に「在宅の視点」，つまり退院後の患者・家族に起
こりうる事態や直面する問題を予測したうえで，その
対応方法の指導，必要なサービスのアセスメントなど
を入院中に展開していくことが求められる。また，ケ
アの継続性は，患者満足度にも大きく影響することが
明らかになっていることからも，いかに在宅の視点の
ある病棟看護を提供していくかが，今後の看護の課題
といえる。しかし，病棟看護師の在宅の視点を養うた
めの有効な取り組みに関する報告は，国内外ともに存
在しない。
　本研究は，病棟看護師の訪問看護ステーションでの
実習による学びを明らかにし，病棟看護師の在宅の視
点を養う研修プログラム作成に資するデータを得るこ
とである。

対象・方法

　訪問看護ステーションでの実習に参加した病棟看護

師 10 名を対象に，① 研修での有用な学び，② 実際
の在宅療養支援に活かせることについて，60 分間の
フォーカスグループインタビュー，を行った。
　分析は独立した 2名の研究者がそれぞれ内容分析を
行い，地域看護専門看護師のスーパーバイズをもとに
カテゴリー化を行った。カテゴリーを【　】，小カテ
ゴリーを［　］で示した。

結　果

1．有用な学び（表 52）
　［自分らしい生活］や［家族による療養支援］の小
カテゴリーから成る【患者本位の療養生活】が抽出さ
れた。治療を最優先とする病棟看護との相違点として，
家族をパートナーとし，患者本位の生活を支える看護
のあり方が言及された。
　【医療処置のシンプル化の必要性の理解】とは，［家
族が必要な頻度・レベルの医療処置］や［医療機材・
器具がない状況でのケア］を指す。シンプル化という
言葉はよく耳にしていたが，具体的にどういうことな
のかということが実際の，在宅療養の場を見て，初め
て理解できたという発言が多く聞かれた。
　また，［コミュニケーション技術］［適切な看護技
術］［患者・家族の自立支援という視点］［コスト感

9）病棟看護師は，訪問看護ステーションで何を学んだか？
─病棟看護師の在宅の視点を養う研修プログラム

前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶応義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室

山岸 暁美

KEY FINDINGS

◆訪問看護実習での有用な学びの内容として，【患者本位の療養生活】【医療
処置のシンプル化の必要性の理解】【訪問看護に必要なスキル】【家族ケア
の重要性】【多職種連携の重要性】の 5カテゴリーが挙げられた。また，
実際の在宅療養支援に活かせる内容として，【患者・家族の意向を確認す
る】【ケアのシンプル化をし，自宅で可能なケアに早めに切り替える】【入
院早期から，地域の多職種に退院に向けての相談をする】【患者・家族へ
の在宅療養に関する情報提供をする】【退院後の生活を見越した看護計画
を立案する】の 5カテゴリーが抽出された。

◆今後，病棟看護師の在宅の視点を養う研修プログラムを作成する際に資す
る知見が得られた。
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表 52　訪問看護実習での有用な学びの内容

カテゴリー 小カテゴリー 小項目

患者本位の
療養生活

自分らしい生活

・病院とは異なる患者のいきいきした表情

・病気は，その患者にとっての一面に過ぎない

・もはや「患者」ではない

家族による
療養支援

・家族がキーパーソンである

・家族は医療者のパートナーである

医療処置の
シンプル化
の必要性の
理解

家族が必要な頻
度・レベルの医療
処置

・24時間 265日，家族が無理なく実施可能なケアであることが重要

・家族は慣れない医療処置の実施への不安や責任感で精神的負担も大きい

・2時間おきの体位交換など，病院や施設だから可能なことである

・よく「ケアのシンプル化」という言葉は聞くが，実際見ることにより，やっと理解できた

医療機材・器具が
ない状況でのケア

・病院では医療機器や器具がそろっているが，自宅にはないものが多い

・手作りで患者にあった物品を準備することも多い

・低コストで，容易に入手できるものでの代替利用することも多い

・必要な物品だとしても，コストがかかる場合は，その必要性の説明から始める必要がある

訪問看護に
必要なスキ
ル

コミュニケーショ
ン技術

・患者，家族の意向を大切にしていた

・同じ屋根の下でも，患者と家族の意向が違うこともあり，その調整も訪問看護師がしていた

・必ず，家族をねぎらっていた

・あまり外出機会のない在宅療養者やその家族にとって，訪問看護師は重要な情報源である

適切な看護技術

・保清のケアも短時間で，かつ丁寧に実施していた

・看護師 1人で，ケアにあたるので，随所に工夫が見られた

・患者の個別性を重視した看護計画が立てられていた

・1人で判断すべきことも多く，卓越したアセスメント能力が必要

患者・家族の自立
支援という視点

・患者・家族が，いかに自立した生活を送ることができるかという視点での関わりが重要

・看護師が 24時間そばにいられるわけではないので，次に何が起こるのかを見越して，患者や　
　家族に指導することが重要

コスト感覚 ・できるだけコストがかからないよう日常にあるものを代用する

家族ケアの
重要性

パートナーとして
の家族の存在

・いかに家族に学習してもらうかで，異常の早期発見や早期対処につながる

・訪問看護師と家族介護者は「同志」である

・家族介護者あってこその在宅療養なので，家族のサポートが重要

家族介護者のよき
理解者という存在

・介護する家族の悩みや気持ちを聴き，「私を分かってくれる人」であることも家族支援の重要　
　なポイント

・家族介護者をいかに支えられたかということは，訪問看護の重要なアウトカムになる

連携体制構
築の重要性

病院と地域の連携
・入院と在宅の連携を図るうえでは，ある程度の交流が必要である

・退院後の患者について，退院支援や退院指導のフィードバックシステムが必要

多職種連携
・看護師同士だけではなくてあらゆる職種との連携・協働が重要

・多職種協働には，それぞれの領域の専門性の確立が重要
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表 53　実際の在宅療養支援に活かせること

カテゴリー 小カテゴリー 小項目

患者・家族
の意向を確
認する

患者の意向の確認を
する

・これまで，患者自身がどう療養生活を送りたいと考えているのかは触れないようにしてきて
しまったが，最も重要なポイントを落としてきてしまったと反省している

・患者よりも家族の意向ばかり聞いてしまっていた

家族の意向の確認を
する

・家族が介護負担をどう考えているのかをこれまで聞いてこなかったが，家族の協力は必須な
ので必ず確認するべきである

・患者と家族の意向が異なることも多いので，その調整も看護師の重要な役割だと思う

ケアのシン
プル化をし，
自宅で可能
なケアに早
めに切り替
える

退院後可能な服薬・
ケア方法にする

・病棟で自分たちが実施しているケア行為を退院後は誰が担うのかをアセスメントしたうえで，
退院指導をすべきである

・家族が負担なくできるケア方法や頻度について，患者・家族と共に考えていかなければなら
ない

・患者・家族に実施が困難な場合，訪問看護につなぐなど，退院後も可能なケアの形を考えな
くてはならない

入院早期から，退院
支援や退院指導を実
施する

・退院直前にケアや服薬の指導を始めても間に合わないことを痛感した

・退院後にどんなケアが必要で何を学習してもらうかを早めに患者・家族と共有することが重
要である

・これまでは，入院中のことしか考えていなかったが，あくまでゴールは，退院後スムースに
自宅療養できることである

入院早期か
ら，地域の
多職種に退
院に向けて
の相談をす
る

在宅療養移行期には，
病院・在宅機関の双
方からのアプローチ
をする

・退院当日に訪問看護に入ってもらうほうがいい患者も多く，病院，在宅機関の密な連携が重
要である

・退院前カンファレンスを積極的に開催し，有効に利用すべきだと感じた

・病院からも，入院中に患者の自宅へ訪問することが有用である

早期から多職種に相
談する

・制度のことなどは，早めにソーシャルシャルワーカーに紹介するのが一番だと実感した

・栄養のことは，病院にいる時よりも優先順位の高い問題である

患者・家族
への在宅療
養に関する
情報提供を
する

患者・家族への在宅
療養のイメージの伝
達をする

・「自宅ではこういうふうにされていましたよ」ということを患者・家族との会話の中に取り
入れることによって，療養場所の選択肢が広がる可能性がある

・自宅で点滴ができないと思っていたと多くの患者・家族が言っており，病棟からの情報提供
不足を感じた

退院後，予測される
事態とその対応につ
いての説明をする

・「退院前に『何か心配なことはありますか』と病棟看護師に聞かれたが，何が心配かさえ分
からなかった」という患者さんの話を聞き，退院後，何が起こりうるのかという具体的な退
院指導の必要性を感じた

・何か起こった時，まず誰に連絡するのかなど，まず医療者同士のコンセンサスが必要であり，
それを確実に患者・家族に情報提供する必要性を感じた

退院後の生
活を見越し
た看護計画
を立案する

生活全般という広い
視野で患者を捉える

・疾患中心の生活ではなく，疾患と共に生きていくための支援が必要とされている

・（患者をみる）視点を広くしなければいけないと思った

退院後に必要な支援
のアセスメントをす
る

・ 排泄や入浴，移動等，自宅に帰った時，どのような支援が必要になるかということを入院中
にアセスメントし，在宅医療・介護の担当者に情報提供する必要がある

・ 在宅療養に切り替えた場合，経済的に負担が大きくなることもあるため，事前の情報収集や
情報提供および必要な支援の紹介などは重要である

・ 医療物品等の調達について，ほとんど関与していなかったが，これについても退院時にしっ
かり情報提供するべきである
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覚］が，【訪問看護に必要なスキル】として抽出され
た。
　さらに，［パートナーとしての家族の存在］を認識
し，［家族介護者のよき理解者という存在］という訪
問看護師のあるべき姿に“気づき”を得たという【家
族ケアの重要性】が挙げられた。
　入院医療機関と在宅医療機関との交流や退院支援や
退院指導のフィードバックシステムが必要であるとす
る［病院と地域の連携］の必要性や，看護師同士だけ
ではなくてあらゆる職種との連携・協働が重要といっ
た［多職種協働］の重要性など【連携体制構築の重要
性】が挙げられた。

2．実際の在宅療養支援に活かせること（表 53）
　［患者の意向を確認する］［家族の意向を確認する］
という 2つの小カテゴリーから成る【患者・家族の意
向を確認する】というカテゴリーが抽出された。具体
的には，患者と家族の意向が異なることも多いことか
ら，双方の意向を確認し調整することも看護師の重要
な役割であるということが述べられた。
　【ケアのシンプル化をし，自宅で可能なケアに早め
に切り替える】とは，入院早期から，退院支援や退院
指導を実施し，退院後可能な服薬・ケア方法にするこ
とを指す。具体的には，退院後，家族が負担なくでき
るケア方法や頻度について，患者・家族と共に考えて
いかなければならないというようなことが述べられた。
　【入院早期から，地域の多職種に退院に向けての相
談をする】とは，［在宅療養移行期には，病院・在宅
機関の双方からのアプローチをする］［早期から多職
種に相談をする］ことを指し，具体的には，シームレ
スな在宅療養移行のための早期からの多職種連携の重
要性について言及された。
　【患者・家族への在宅療養に関する情報提供をする】
とは，［患者・家族への在宅療養のイメージの伝達を
する］ことや［退院後，予測される事態とその対応に
ついての説明をする］ことを指す。
　また，【退院後の生活を見越した看護計画を立案す
る】とは，［生活全般という広い視野で患者を捉える］

［退院後に必要な支援のアセスメントをする］など，
医療だけに限らず，栄養指導や生活支援，経済的支援
などのニーズを幅広にアセスメントし，必要なサービ
スにつなげる必要性について述べられた。

研究の限界

　本研究の限界として，対象が 1地域の限られた病棟
看護師へのインタビューの内容分析による質的研究で
あるため，他の地域での知見の一般化可能性や，抽出
された課題のモデル化について十分には検討していな
い。

まとめと意義

　訪問看護実習での有用な学びの内容として，【患者
本位の療養生活】【医療処置のシンプル化の必要性の
理解】【訪問看護に必要なスキル】【家族ケアの重要
性】【多職種連携の重要性】の 5カテゴリーが挙げら
れた。
　また，実際の在宅療養支援に活かせる内容として，
【患者・家族の意向を確認する】【ケアのシンプル化を
し，自宅で可能なケアに早めに切り替える】【入院早
期から，地域の多職種に退院に向けての相談をする】
【患者・家族への在宅療養に関する情報提供をする】
【退院後の生活を見越した看護計画を立案する】の 5
カテゴリーが抽出された。
　これらは，今後，病棟看護師の在宅の視点を養う研
修プログラムを作成する際に資する知見であると考え
られる。

文　献
1）渋谷美恵，阿部恵子，冨樫 清，他：病棟看護師は，訪
問看護ステーションで何を学んだか？─病棟看護師の在宅
の視点を養う研修プログラムのファーストステップ：
OPTIM─鶴岡．第 15 回日本緩和医療学会学術大会プログ
ラム抄録集．p. 191, 2010
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目　的

　近年，病院での治療は細分化され，がん患者は複数
の病院を受診する機会が増えている。しかし，このよ
うな状況は治療の重複を招きかねず，病院間で患者の
情報を共有する必要性が生じている。そこで，患者が
自らの情報を整理・所持し，受診先の病院などで提示
する患者所持型情報共有ツールは解決手段の 1つであ
る。
　本研究は，患者所持型情報共有ツール『わたしのカ
ルテ』を使用したがん患者を対象に，その有用性を調
査することを目的とする。

対象・方法

　鶴岡市立荘内病院（鶴岡市）と，聖隷三方原病院
（浜松市）に通院中の外来化学療法患者のうち，『わた
しのカルテ』を 3カ月以上使用した者を対象とした。
『わたしのカルテ』を使用して，①役に立った点，②
うまく機能しなかった点，を半構造化面接で尋ね，内
容分析を行った。
　『わたしのカルテ』は，病院で受けとる治療説明の
用紙をファイルするほかに，治療方法や療養場所，蘇
生に関する希望や，緊急時の対処方法を書き込むこと
ができる。『わたしのカルテ』を配布するにあたり，
まず医療者を対象に使い方に関するガイダンスを行っ

た。特に，①複数の病院で治療の情報を共有する重要
さ，②患者が情報を提示することで医療者とのコミュ
ニケーションが容易になるという利点，を理解しても
らい，患者に配布する際にも伝えてもらえるよう強調
した。

結　果

　鶴岡地域 29 名，浜松地域 21 名，合計 50 名が面接
に参加した。対象者の平均年齢は 66 歳（S.D.＝12），
男女比は 7：3であった。腫瘍部位は，前立腺（19
名）， 胃（11 名），乳房（8名），大腸（3名），膵臓
（3名），泌尿器（2名），肺（1名），食道（1名），胆
管（1名），不明（1名）であった。
　面接内容から，『わたしのカルテ』の使用に関する
26 のサブカテゴリーが抽出され，役に立った点の 5
カテゴリー，うまく機能しなかった点の 6カテゴリー
にまとめられた。『わたしのカルテ』を使用して役立
った点として，「患者・医療者間のコミュニケーショ
ンの増加」「患者・家族間のコミュニケーションの増
加」「患者同士のコミュニケーションの増加」「症状や
治療に関する理解の向上」「緩和ケアに関する話し合
いの促進」が挙げられた（表 54）。うまく機能しなか
った点として，「『わたしのカルテ』の役割に関する患
者への説明不足」「病院間で情報共有をする重要さに
関する医療者の認識不足」「患者の意思決定への不参

D．患者情報の共有に関する研究
1）『わたしのカルテ』の有用性に関する評価：がん患者 50 名の

インタビュー調査からの示唆

大阪大学大学院 人間科学研究科

古村 和恵

KEY FINDINGS

◆『わたしのカルテ』を地域で運用するためには，患者の診療に関わるすべ
ての医療者が意義を理解し，「見せていただけますか？」などと患者に積
極的に声かけをしていくことが必要である。

◆『わたしのカルテ』は，少なくとも一部の患者において，緩和ケアを含む
意思決定に関する話し合いを促進する可能性がある。
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加」「患者のプライバシーに関する心配」「自己記入の
面倒さ」「その他の情報管理方法の利用」が挙げられ
た（表 55）。

研究の限界

　本研究は 50 名を対象とした質的研究であるため，
結果の一般化可能性は慎重に検討されるべきである。
また，本研究における『わたしのカルテ』の使用期間
は 3カ月であるため，長期間使用した効果については
今後研究されるべきである。

まとめと意義

　本研究は，がん患者が所持する情報共有ツールの有
用性を，アジア圏で初めて調査した研究である。がん
患者は『わたしのカルテ』を使って治療の情報を整理
したり，疑問や要望を書き込んだりすることで，治療
に対する不安が減少し，医療者とのやりとりがスムー
ズになるという効果があることが示唆された。しかし，
「治療の意思決定に関わりたくない」「自分で書くのが
面倒である」「持っていると，周囲にがん患者だとわ
かってしまうため持ちたくない」という患者には，
『わたしのカルテ』以外のアプローチが適切であるこ
とが示唆された。

表 54　『わたしのカルテ』の有用性に関する項目と例

1．患者と医療者間のコミュニケーションの増加

医療者と意思疎通がしやすい（n＝4）
先生にちょっと言いづらいようなことも，ここに書こうと思えば書けると。（そういう）場
合もあるから，いいですよね。（患者 29）

症状や治療の具体的な希望を伝えや
すい（n＝10）

常日頃の痛みとかなんとかって，この紙に書いて出すから，割と，そのへんは伝わるのに
いいかなと思ったけども。（患者 4）

医療者に声がかけやすい（n＝4）
ざっくばらんに話しやすくなったです。前なんかこんなこと書かれてないもんだから，何
も黙ってて。今なんか，（『わたしのカルテ』を見せて）こういうなんだけどって声をかけ
やすくなった。（患者 38）

医療者が自分の状態を把握している
という安心感がある（n＝5）

外来へ行って，このノートを出して，その状態をお話しすると，これと一緒に，また先生
が細かく（メモを）書いて，出してくれる。だから，たいへんありがたいと思っておりま
す。 （患者 4）

2．患者と家族間のコミュニケーションの増加

家族に病状や治療に関する情報を伝
えやすい（n＝7）

私は，家族がいるから，これをもっと活用して，こういうんだよっていうので，若い人た
ちからの協力も依頼するような形で，積極的に，若い人たちに見せるべきじゃないかと思
うな。そして，また，いろいろ相談をしていける。（患者 2）

家族に意思や気持ちを伝えやすい 
（n＝3）

うちの場合，（病気のことを）家族全員知ってるし，知ってもらいたいと思うし，気持ちは，
はっきり説明したいと思うので家族に見せている。（患者 45）

3．患者同士のコミュニケーションの増加

患者同士のコミュニケーションのき
っかけになる（n＝3）

隣に座ってた方がね，「あら？　あなたも」っていうふうな感じで。その方が声をかけたん
ですよ，私に。で，「今日，この封筒を持ってる人多いね」とかって，止めどもないような
話したけどね。それも，この袋がもたらした縁でね。そういうことがあってお話できるの
ね。病気の話をしたり，何か，その方がちょっと落ち着いたような感じ。（患者 16）

4．症状や治療に関する理解の向上

現在の病状や治療について理解しや
すい（n＝16）

お薬屋さんの副作用を書いたのとか，注意書きとかも（『わたしのカルテ』に入っているの
で），自分のことがよく分かる（患者 20）

治療の流れが理解しやすい（n＝17）

血液検査の結果は，先生は必ずここに入れてくださいますし，今日はこういう治療をしま
すよっていうのが，先生はちょっとメモ的な感じですけども，書いてくださるんです。そ
れなんか自分も読んで分かるもんですから，今日はこういうことをしたんだな，今までこ
んなことしてきたんだなみたいな感じで見ることができますね。（患者 41）

5．緩和ケアに関する話し合いの促進

緩和ケアの希望を明らかにしておく
ことの重要性を知った（n＝5）

こういうことを，はっきり具体的に書いてあれば，自分の選択する方法もあるし，自分が
どういうふうにこれから治療をしたいのか整理がつく（患者 48）

将来に関する決めごとを誰かに知っ
ておいてもらいたい（n＝5）

旦那とかは，病気とかは全部知ってますけど。子どもも皆知ってますけど，自分の，いざ
何かあった時の，こういうことは言ってないし。でも，私にもしものことがあったら，こ
うしろああしろなんて，そんな話はしないので，いざという時のために，自分の希望を知
らせるのにいいのかなとは思いますけど。（患者 28）
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　治療方法や療養場所，蘇生に関する希望を質問形式
で提示することで，緩和ケアに関する話し合いが促進
される可能性が示唆された。一方で，「そのような終
末期に関わる話し合いをするにはまだ早すぎる」とし
て，『わたしのカルテ』の受けとりを躊躇する患者も
いたことから，このような質問を含んだ『わたしのカ
ルテ』を患者に渡す際には，そのタイミングを十分に
考慮するべきである。
　『わたしのカルテ』を地域で運用するためには，た
とえば母子手帳のように，地域の広範囲の医療者がそ
の存在を周知し，受診した際には提示するように患者

に声かけをしていく必要性が示唆された。よって，今
後このようなツールを作成する際には，作成段階から
地域の複数の医療機関が関わり，必要性を十分考慮し
たうえで，協力して作成・運用されることを推奨する。

文　献
1）Komura K, Yamagishi A, Akizuki N, et al：Patient─
perceived usefulness and practical obstacles of patient─
held records for cancer patients in Japan： OPTIM study. 
Palliat Med 2011 Dec16. ［Epub ahead of print］

表 55　『わたしのカルテ』がうまく機能しなかった理由に関する項目と例

1．『わたしのカルテ』の役割に関する患者への説明不足

サブカテゴリーなし（n＝13）
（『わたしのカルテ』を）出すタイミングがよく分からないんですよね。どこで出せばいい
んですか，本当は。受付の人には出さないですもんね。最初の看護婦さんに渡す時に出せ
ばいいんですか。これごと渡すのか，今日書いてきた分だけを出すのか。（患者 27）

2．病院間で情報共有をする重要さに関する医療者の理解不足

サブカテゴリーなし（n＝12）
書いても先生は見てないなっていう感じはするんですよ。これを見て，先生が，じゃあ，
この痛みはこうなんだって，1個ずつ見てもらって，じゃあ，薬はこうしようかっていう
ふうに，すぐこれに対応していただけると，書いたかいもあるかな。（患者 11）

3．患者の意思決定への不参加

すべて医師におまかせしている 
（n＝25）

化学療法だったり，いろいろありますもんね。自分の病気をあんまり深く考えると生活が
あれだから，常に考えないようにしてるんです。だから，治療もこういう治療，放射線と
か，いろいろあるけども，別にそれは先生に任せて。（患者 39）

先々のことはまだ考えたくない 
（n＝7）

（終末期に関する質問に）ちょっと違和感があって。えーって，もうそこまでいくのって感
じが。必要なことなんだけども，そこまで書かなきゃいけないの？　もうちょっと時間が
あるんじゃないの？　みたいな感じで，丸をつけなかったんですよ。（患者 22）

4．患者のプライバシーに関する心配

がん患者だと周囲に知られたくない
（n＝5）

このカルテ，袋を持ってる人は，こういうがん患者の人たちだっていうことだったもんだ
から，どうもあんまり感じが良くないもので，このカルテはうちに置いて，この中身だけ
半分持って，カバンに入れて，毎回出しております。（患者 18）

自分の記録なので誰とも共有したく
ない（n＝10）

（家族は『わたしのカルテ』を）もらってるのも知らない。ただ，おれの気持ちを，あまり
にも正直に書いてるから，見せたくない。（患者 7）

自分の記録をなくすリスクがある 
（n＝2）

1回総合案内のとこへ忘れそうになったりして，すごいプライベートなので，人に見られ
ると，ちょっと嫌だなと思って，持ち歩かないように，逆に。（患者 2）

5．自己記入の面倒さ

記入するのが面倒である（n＝15）

面倒くさい。いま私，毎週なんです。同じ薬を，7月から毎週使っているので，症状はそ
んなに変わらないのがずっと続くわけなので，毎回もらって，毎回書くには，ちょっと面
倒くさい。変化があればあれなんですけど，あまりないので，面倒くさいのが 1番です。
（患者 27）

記入する体力がない（n＝1）
もうこれやると，10日ぐらい熱が出て，とても書く暇も何にも，寝っぱなしになる。（患
者 21）

大きいので持ち運びが面倒である 
（n＝4）

最初は，このカルテ全部持ち歩いて通院してたんですけど，結構荷物になって，身体がだ
んだん弱ってきてるので，荷物を減らさないと，歩くのもつらいんで，今はこの（紙を）
1枚持ってきて。（患者 28）

6．その他の情報管理方法の利用

すでに自分で記録をつけている 
（n＝4）

私はこういうカルテがない前から，自分でメモで書いて，言いたいことは，忘れないよう
にチェックして行ってたから，あってもなくても。（患者 31）

書くよりも話す方がよい（n＝1）
全部オープンで，痛いだの，かゆいだの言ってるので，口で言ってることのほうが，多分
これよりは伝わってると思うんです。（患者 33）



Ⅳ．付帯研究（2）領域・地域ごとの研究

574

目　的

　本研究の目的は，地域緩和ケアプログラムで作成さ
れた地域で統一した患者所持型情報共有ツール『わた
しのカルテ』の使用経験を記述することにより，地域
で患者情報を共有するためのツールについての洞察を
得ることである。

対象・方法

　本研究では，『わたしのカルテ』の配布数，質問紙
調査による医師・看護師の利用頻度，インタビュー調
査の『わたしのカルテ』に関する質問の回答の内容分
析，事例研究を行った。

結　果

1．配布数と医師・看護師の利用頻度
　3年間での配布数は，延べ 13,574 冊（鶴岡地域
2,350 冊，柏地域 3,339 冊，浜松地域 6,634 冊，長崎地
域 1,251 冊），年間各地域平均 1,131 冊（がん患者死亡
患者数は 1,387 名）であった。利用頻度は，医師では，
「使用した」14％（n＝96），「見たことがある」37％
（n＝255），「見たことがない」49％（n＝336）であっ

た。看護師では，「使用した」16％（n＝345），「見た
ことがある」33％（n＝728），「見たことがない」
51％（n＝1,119）であった。

2．インタビュー調査
　該当する回答のあったものは 40 名であった（鶴岡
地域 6名，柏地域 15 名，浜松地域 13 名，長崎地域 6
名；病院・訪問・診療所看護師 19 名，病院・診療所
医師 7名，病院・保険薬局薬剤師 5名，介護支援専門
員・医療ソーシャルワーカー・事務職・栄養士 9名）。
　使用経験に関する発言は，多くが浜松地域のもので
あり，他の 3地域では「あまり使用しなかった」こと
が述べられた。語られた内容は，現状として，【一部
では使われているが全体には広がらない】，効果とし
て【患者とのコミュニケーションのきっかけとなる】
【患者の自己コントロール感が上がる】【医療福祉従事
者間の情報共有になる】，普及しない理由として【患
者にとって利益がない・負担が大きい】【関係する地
域の職種すべてが使用する必要がある】【既存の類似
のものがある】ことであった（表 56）。要約すると，
自らの情報を整理して知ろうとする一部の患者では有
用で，患者の自己コントロール感が向上し，医療福祉
従事者間の情報共有も進む。しかし，多くの患者では，
実感できる利益がなく記入や記録を整理する作業その

2）患者所持型情報共有ツール『わたしのカルテ』
の医療者からみた評価

1）聖隷三方原病院 緩和支持治療科，2）大阪大学大学院 人間科学研究科

森田 達也 1），古村和恵 2）

KEY FINDINGS

◆患者所持型情報共有ツールは関係するすべての医療福祉従事者の積極的な
関与がなければ普及しない。

◆地域での情報共有を行うために，電子カルテ，疾患や行政団体ごとの手帳
の統一は 1つの選択肢である。

◆現在対応可能な方法は，①外来通院中の病院と保険薬局間での情報共有は
『お薬手帳』で，②病院から在宅療養になる時の病院と地域医療福祉従事
者間での情報共有は患者管理のファイルと個々の情報提供で，③在宅療養
中の地域医療福祉従事者間での情報共有は電話や患者ごとのメーリングリ
ストなどの利用が有用と考えられる。
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ものが負担となることや，1施設だけで取り組んでも
他の施設で使用した時に意義が知られていないと使う
意欲がなくなること，『お薬手帳』や各施設ですでに
存在するノートや電子カルテなどがあるため，普及し
ないことが語られた。

3．事例研究
　4地域のうち，少なくとも 11 病院で『わたしのカ
ルテ』の運用が試みられたが，10 病院では 3年間継
続した運用ができなかった。その理由は，対象者が広

範囲にわたるため関係者で統一した運用ができない
（患者が見せても医療関係者が知らないことが起きる，
書いたものをフォローする時間がない），患者自身が
記入や管理を望まない，地域の電子カルテなど他のツ
ールがあるので情報共有の目的では必要ない，がん患
者に限定して運用できないなどであった。
　3年間を通しての運用が可能であった 1病院の事例
を示す。この病院では，最初に，関係者でのフォーカ
スグループを行い，①外来通院中の病院と保険薬局間
での抗がん治療についての情報，②病院から在宅療養

表 56　『わたしのカルテ』の評価

現　状

【一部では使われているが全体には広がらない】
　 「すごく活用してる人と，そうじゃない人の差が大きい。繰り返しの人が毎回持ってくるかというとそうでもなくて。抗がん剤
治療をやっている患者さんは，検査データとかお薬の説明の用紙とかすごくいっぱい入れて活用している方もいるんですよ。
『わたしのカルテ』持ってるからこれに挟んでとか，穴を開けてとか。でも，自分でファイルを作る患者さんも」（浜松地域，緩
和ケアチーム看護師）

効　果

【患者とのコミュニケーションのきっかけとなる】
　 「しっかり書いてくださってる方は，つらい話でも聞きたいですとか書いてくれてそれで話を広げるきっかけになる。私が役に
立ったって思ったのは，1回退院してまたちょっと入ってまた退院になった時，あれがあると一緒に振り返るには本当に良くて，
家で困らなかったとか聞き返せたので，本当にあそこに綴じてて一緒に見れて良かった」（浜松地域，病院看護師）

【患者の自己コントロール感が上がる】
　 「検査データとか諸々も全部入れてもらって，自分で採血データを気にされる方は本当に多くて，私たちが忘れてると，「コピー
してきてちょうだい」って言われる方がほとんど，本当に多かった。その方々はデータを見て前はこれで良くなったとか私たち
に説明できるぐらいの方もいっぱいみえて，データが比べられたりとかしていい」（浜松地域，病院看護師）

【医療福祉従事者間の情報共有になる】
　 「どんな質問したとか，お薬をお渡ししたとか，患者さまの検査結果とかですね，そういうものが 1つにまとめられていること
で，過去にどういうことをしたとまとめられてわかるのがまず良いことと。緊急の時，先生とか看護師さんがどのように説明し
ているか，説明内容も 1つにまとめられているので対応しやすい。保険薬局は処方せんの内容しか患者さまの情報を得ることが
なかなかできないので。たとえば，退院された時にどういう説明をされているかを詳しく，何か治療方針の変化があった時どの
ように説明されているかがまとまるので，そうすると先生の考えが分かるので対応しやすい」（浜松地域，保険薬局薬剤師）

　 「状態が分かる，その時の状態が分かるので把握しやすいといいますか，その時の状況が分かる。先生の方もこういうことがあ
るんですか，個人的な自転車の運転を中止しましたとかコメントも残してあったり，こういうことを言ってきましたみたいなの
がある」（鶴岡地域，訪問看護師）

普及しない理由

【患者にとって利益がない・負担が大きい】
　 「記録をするのもなかなかご本人がするのが面倒という人とかいるので，訪問へいってる時は，ほとんど今日の状況を書いて，
家族の方に見てもらって，それからデイケアにいく時はそれを持ってって，デイケアの人が書いて，診察の時は先生がそれを書
いてとかっていうふうに」（鶴岡地域，訪問看護師）

【関係する地域の職種すべてが使用する必要がある】
　 「患者さんっていっぱいもらいますよね。これ以外にもいっぱい。本当にその場で説明してても（意義を理解することは一度で
は）難しくて。持って行くっていうことの認識がなかなかもてない。地域の薬局さんがどこでも対応してくれているわけではな
かったので，そうすると，これを持ってって，これは何ですかってなりかねないんで。よっぽど診察で先生が「これに書いとき
ましょうね。薬局でも見せてくださいね」とこれを見て説明して，薬局でもこれを見て説明するっていう（ことがないと普及す
るのは難しかったと思う）」（浜松地域，病院薬剤師）

【既存の類似のものがある】
　 「いろんな手帳が多すぎなんですよ。健康手帳みたいなのもあり，『お薬手帳』を今はがんばっていっぱい多いんです。本当は何
か総合的なものが 1個あればいいんでしょう，全部の職種が貼れるような。どっかで国とかでまとめて，本当は何か 1個あれ
ばいいのかと思うんですけど。『お薬手帳』も何冊も持ってこられる方がいて」（柏地域，病院薬剤師）
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になる時の病院と地域医療福祉従事者間での患者の病
状（生じうる変化とその対応）と自宅に帰ってからの
生活の情報，③在宅療養中の地域医療福祉従事者間で
の患者の病状・希望の情報，を共有することを目的と
した。具体的には，①については，入院患者が説明を
受けた抗がん治療の治療説明書を医師または看護師が
はさんで，患者に保険薬局に持って行くことを依頼す
る，②については，退院支援・調整プログラムの一環
として，抗がん治療の治療説明書，退院時に患者に渡
す退院シート（生じうる変化とその対応，連絡先など
が記載されたもの），入院中の看護計画書を病棟看護
師がはさんで患者に渡す，③については，患者の自宅
に『わたしのカルテ』をおいて，地域の医療福祉従事
者が書き込む，ことを行うように働きかけた。
　運用は思うように進まなかったため，患者，病院医
師・看護師，診療所医師・看護師，訪問看護師，病院
薬剤師・保険薬局薬剤師にヒアリングを行ったところ，
「（薬局に）持って行ったが知らないようだった，薬の
説明は希望しない，病名を薬剤師に知られたくない」
（患者），「がん患者かどうか分からないのに声をかけ
るのがためらわれる，説明を希望しない患者がいる」
（保険薬局薬剤師），「『わたしのカルテ』に情報が挟ま
っていることを知らなかった」（訪問看護師），「本当
に共有したい情報は患者の読めるところには書けない
ことが多い，情報共有のために診療記録と別に記録を
作る時間がない」（診療所医師・看護師）との意見が
出された。
　以上の経験から，運用を改善した。①外来通院中の
病院と保険薬局間での情報共有（①）については，地
域に 500 以上存在する保険薬局で統一した運用を行う
ことの難しさ，患者が保険薬局と情報を共有すること
に意義を感じない場合も多いことから，運用を中止し
て『お薬手帳』での情報共有が試みられた。③在宅療
養中の地域医療福祉従事者間での情報共有（③）につ
いては，本当に共有したい情報は患者や家族が見える
ものには記入できないこと，地域医療者の時間のなさ
から，運用を中止して電話やメールでの情報共有が図
られた。一方，②病院から在宅療養になる時の病院と
地域医療福祉従事者間での情報共有（②）については，
腫瘍センターへの入院ごとに看護師が『わたしのカル
テ』を預かり検査所見や看護計画をとじていくこと，
患者に渡した情報が『わたしのカルテ』にはさまれて
いることを在宅医療の関係者に繰り返して案内するこ

とにより運用が継続された。

本研究の限界

　本研究の限界として，短期間の研究であり長期的な
評価はできない，包括的介入の一部として行ったため
地域全体への介入の程度が弱いことがある。

まとめと意義

　地域全体の情報共有を目的として，『わたしのカル
テ』が 4地域の 11 の病院で運用されたが地域すべて
での普及には至らなかった。
　患者所持型情報共有ツールの運用を考える場合に最
も重要であることは，患者自身が利益を感じない運用
方法は継続しないことである。患者が情報を知ること
で病状についてよく知り，より納得のいく意思決定が
できるなど患者にとって有用だと感じられる支援が提
供されなければ，医療者間の情報共有のために患者が
「情報を持って歩く」ことは期待できないと考えられ
る。情報共有は医療者にとっては重要な「効果」の 1
つであるが，患者にとって実感できる意義は少ないた
め，関係する地域全体の医療福祉従事者の積極的な関
与がなければ普及は難しい。しかし，現実的に，がん
患者に関係する地域全体のすべての職種，すべての施
設の医療福祉従事者が積極的な関与をすることは，小
規模な地域を除くと期待しにくいため，患者所持型情
報共有ツールの普及は現状では難しい地域が多いと考
えられる。
　実施可能な地域での情報共有のあり方として，本研
究からは，いつ，誰と，何の情報を共有することを改
善するのかをまず明確にすることの重要性が示唆され
る。本研究の対象地域では，①外来通院中の病院と保
険薬局間での抗がん治療についての情報，②病院から
在宅療養になる時の病院と地域医療福祉従事者間での
患者の病状・生じうる変化とその対応，③在宅療養中
の地域医療福祉従事者間での患者の病状・希望の情報
が主要な情報共有の問題であった。地域全体に電子カ
ルテを整備する方法以外の既存の手段でこれらを解決
するならば，3つを分けて考える必要がある。すなわ
ち，外来通院中の病院と保険薬局間での抗がん治療に
ついての情報については，既存の『お薬手帳』があり
必要な情報が比較的限られているため，新しい手段を
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用いるのではなく，『お薬手帳』に病名や治療に関す
る情報を記載するなどの方法で対応することが有用と
考えられる。病院から在宅療養になる時の病院と地域
医療福祉従事者間での情報共有については，福祉職を
含めて，患者に関わる関係者が多くなることから，患
者が見ることのできる情報（患者に渡したもの）を
『わたしのカルテ』などのファイル機能のあるものに
一括して集約しておき関係者が見れるようにしておく
とともに，患者に伏せる内容についてカンファレンス
や紹介状でやりとりすることが適切であると考えられ
る。在宅療養中の地域医療福祉従事者間での情報共有
については，紙媒体ではタイムリーな情報共有や患者
にふせる情報を共有できないため，電話やメール（患

者ごとのメーリングリストなど）の利用が有用と考え
られる。
　以上より，がん緩和ケア領域において，地域全体で
の患者の情報を共有することを目的として患者所持型
情報共有ツールを短期間に地域全体に普及させること
の実施可能性は低いと考えられる。いつ，誰が，どの
ような情報を共有する必要があるかの観点から各地域
で可能な情報共有手段を最大限とることが必要である。

文　献
1）森田達也，古村和恵，佐久間由美，他：患者所持型情
報共有ツール『わたしのカルテ』の評価：OPTIM─study. 
Palliat Care Res　7：382─388, 2012
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背景・目的

　地域を単位とする緩和ケアの普及が求められている
が，複数地域の多職種を対象として課題を整理した研
究はない。
　本研究の目的は，①複数地域の多職種の医療福祉従
事者による意見交換会の有用性を評価すること，②意
見交換会で実施したフォーカスグループにより，地域
緩和ケアの普及のための課題を抽出し整理すること，
である。

対象・方法

　介入 4地域の医療福祉従事者 336 名を対象として，
2年間に 3回（2008 年度は 2日間，2009 年度は 1日
間）の意見交換会を行った。内容は，4地域の状況に
関するパネルディスカッション，介入進捗に関する発
表と小グループでのフォーカスグループを行った。フ
ォーカスグループのテーマは，各地域からのヒアリン
グにより共通して課題として挙がっていた「がん患者
の在宅療養移行」「緩和ケアの導入」「地域の機関間の

情報共有」を設定した。
　フォーカスグループの内容は録音し，テキストデー
タ化したうえで，2名の研究者が独立して内容分析を
した後，緩和ケアの臨床と研究に 15 年以上携わる医
師のスーパービジョンをもとに，一致するまで討議し
た。FGを行った 3テーマそれぞれについて分析を行
ったが，カテゴリーが重複したため，まとめて分類し，
カテゴリーを【 】，小カテゴリーを［ ］で示した。
　評価として，意見交換会終了後に参加者に質問紙を
配布し，回収箱に回収した。調査項目として，意見交
換会の全般的有用性 1項目（「意見交換会は総合的に
役立ったか」），および領域ごとの有用性 6項目（①他
の地域の状況をよく知ること，②自分が抱えている問
題や悩みの具体的な解決策を得ること，③自分の地
域・施設に帰って実際に活かすこと，④他の地域のメ
ンバーとも悩みや問題を共有すること，⑤顔の見える
関係をつくること，⑥何か困った時などに相談できる
相手をつくること，について，「とても役に立った」
から「役に立たなかった」の 5件法で尋ねた。

E．多職種連携と連携を促進するカンファレンスに
関する研究

1）地域のがん緩和ケアの課題と解決策の抽出：複数地域・多職種の
意見交換会による評価

前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶応義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室

山岸 暁美

KEY FINDINGS

◆地域のがん緩和ケアの課題は，①地域の「顔の見える関係」の構築，②専
門緩和ケアの利便性と質の向上，③医療福祉従事者の緩和ケア・在宅ケア
に関する認識と知識の向上，④病院と地域との連携の促進，⑤地域内の連
携の促進，⑥既存のリソースの最大利用，⑦患者・市民の緩和ケア・在宅
ケアに関する認識の向上，⑧制度・社会の問題の改善，の 8領域に分類
され，その解決のためには多方面にわたる取り組みが必要である。

◆複数地域の多職種を対象とするフォーカスグループを用いた意見交換会は，
地域単位の緩和ケアを推進するための当事者同士のノウハウを伝える機会
として有用である。
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結　果

1．地域緩和ケア普及のための課題
　地域緩和ケア普及のための課題として合計 131 項目
が抽出され，8カテゴリー，40 の小カテゴリーに分類
された（表 57）。
　【地域の「顔の見える関係」の構築】とは，地域内
の多職種で顔を合わせて情報共有やネットワークを構
築する機会を指す。同じ地域内であっても交流が同職
種や施設内に限られているため，［多職種間での交流］
と［ノウハウをもっている施設ともっていない施設の
交流］の重要性が指摘された。
　【専門緩和ケアの利便性と質の向上】とは，緩和ケ
アチームなど専門的緩和ケア利用可能性と診療の質を
指す。特に，［外来患者への緩和ケアの専門家の支援］
と［在宅患者への緩和ケア専門家の支援］が必要であ
ることが挙げられた。一方，［緩和ケア専門家へ紹介
する時期や方法がわからない］という課題も抽出され
た。
　【医療福祉従事者の緩和ケア・在宅ケアに関する認
識と知識の向上】として，医療福祉従事者の緩和ケ
ア・在宅医療に関する認識・知識が十分でないことが
挙げられた。知識に加えて，［緩和ケア・療養場所の
重要性の認識］が十分ではないこと，［緩和ケア＝末
期という認識］が払拭されないことが課題として抽出
された。
　【病院と地域との連携促進】とは，病院と地域の医
療福祉従事者との連携の必要性を指す。患者の退院に
あたって，入院中から［自宅でも継続可能な医療・ケ
アへの変更］を行い，［地域医療者への早めの紹介・
準備］をすること，退院前には［多職種による退院前
カンファレンスの開催］［予測される事態と対応の取
り決め］を行い，［地域からの問い合わせ窓口と経路］
を明確にしておくことが挙げられた。
　【地域内の連携促進】とは，地域の在宅療養に関わ
る医療福祉機関間の連携を指す。患者情報の共有が課
題として挙げられ，病名などの変化しない［患者につ
いての基礎的な情報の共有］と，時間単位で変わる病
状など［患者についてのリアルタイムな情報の共有］
とに整理された。
　【既存のリソースの最大利用】とは，地域に存在す
るリソースを最大限利用することを指す。［最新・正
確なデータベース］の存在・周知が挙げられた。

　【患者・市民の緩和・在宅ケアに関する認識・知識
の向上】とは，患者・市民の緩和・在宅ケアについて
の認識を指す。［在宅療養に関する認識］として，苦
痛への心配，夜間対応，家族の負担が挙げられた。緩
和ケアに関しては，［患者の緩和ケア＝末期の認識］
［患者の医療用麻薬に対する誤解］［見放された感と抗
がん治療中止の難しさ］が挙げられた。
　【制度・社会の問題】として，［他の業務との労働量
のバランス・資源の不足］［介護力不足］［保険薬局か
らの医療用麻薬の調達］［介護保険］などが挙げられ
た。

2 ．意見交換会の評価（図 69）
　質問紙は 296 名（88％）から回収した。3回目の評
価では，約 90％の参加者が，「総合的に」「他の地域
の状況をよく知ること」に「とても役に立った・役に
立った」と回答した。特に「自分が抱えている問題や
悩みの具体的な解決策を得ること」「自分の地域・施
設に帰って実際に活かすこと」への有用性の評価が高
かった。

研究の限界

　本研究の限界として，対象が意見交換会の参加者の
視点からの評価であるため，地域の在宅緩和ケアネッ
トワークに積極的に参加していない医療福祉従事者や
患者・家族の意見は反映されていない。また，内容分
析による質的研究であるため，知見の一般化可能性や，
抽出された課題のモデル化については十分には検討し
ていない。

まとめと意義

　本研究は，複数地域の多職種の医療福祉従事者によ
るフォーカスグループにより，地域緩和ケア普及のた
めの課題を抽出するための構造的な介入を評価したわ
が国における初めての研究である。本研究の重要な知
見は，①複数地域において，共通の地域緩和ケア普及
のための 8領域 40 の課題が抽出されたこと，および
②複数地域の多職種による意見交換会の有用性が示唆
されたこと，である。
　地域緩和ケアを普及させていくための課題として，
①地域の「顔の見える関係」の構築，②専門緩和ケア
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表 57　地域緩和ケア普及のための課題

カテゴリー 小カテゴリー 代表的な項目

地域の「顔の
見える関係」
の構築

多職種間での交流 地域の交流会は数多くあるが多職種の交流がない，各職種バラバラに地域の情報を探している

ノウハウをもっている施設ともって
いない施設との交流

うまくいっている施設のノウハウが他の施設に伝わっていないため，改善につながらない

医師の不参加 交流会を開催しても，病院医師や診療所医師の参加が少ない

行政の不参加 行政や保健所との連携が構築できていない

「顔が見えないこと」によるコミュニ
ケーションの困難

電話や FAXなど相手の顔が見えない手段で連絡をとる場合，顔の見えない関係であると，コミュニケー
ションがスムーズにいかない

専門緩和ケア
の利便性と質
の向上

外来患者への専門家の支援体制 外来で麻薬処方された患者や告知後の精神的サポートがなど外来患者の支援体制がない

在宅療養患者への専門家の支援体制 がん患者が自宅療養するケースが増えて，在宅緩和ケアの需要が高いが支援体制がない

緩和ケアに紹介する時期と方法 どのように患者・家族に緩和ケアを紹介したらいいか，どの時期に紹介したらいいか分からない

緩和ケアチームと主治医チームの協
調

主治医と緩和ケア医の協力体制の構築が難しい

医療者の緩和
ケア・在宅ケ
アに関する認
識・知識の向
上

緩和ケアに関する知識
がん患者は年間数人しかみないので緩和ケアのスキルに不安がある，徐放性麻薬製剤を破砕して投与し
ている，制吐剤や下剤を使用しない，麻薬の換算量が間違っている

病院医療者の在宅医療に関する知識
病院の医師や看護師はどのような治療や看護が在宅で可能なのかを知らない。「この患者は家に帰れな
い」と判断してしまう

緩和ケア＝末期という認識 （医師や看護師が）緩和ケアは「治療が終わった人が受けるもの」と思っている

緩和ケアの重要性の認識
患者が苦痛を訴えても医師や看護師によっては対応をしない，患者が医師に痛みを訴えても「筋肉痛だ
よ」と帰される

療養場所の重要性の認識 病院の医療者が，患者や家族にどこで療養したいかを確認していない

評価方法・スクリーニング方法 疼痛の評価方法がバラバラである，緩和ケアのニードをスクリーニングする方法がない

病院と地域と
の連携促進

地域医療者への早めの紹介・準備
連絡が直前で調整が間に合わない，準備しないで退院し家族が困り果ててケアマネジャーのところに駆
け込んでくる

自宅でも継続可能な医療・ケアへの
変更

在宅ではできないケアや治療を指導されてくる（夜間の頻繁な体位変換など），自宅での介護力を評価し
ていない，

地域からの問い合わせ窓口と経路
地域から病院に問い合わせる場合どこに問い合わせてよいか分からない，時間がかかる，医師と連絡が
つかない，院内のルートが決まっていない

多職種による退院前カンファレンス
の開催

退院前カンファレンスが開かれていない，主治医が参加しないため，地域の医療福祉従事者が聞きたい
質問や，抱えている問題が解決しない，保険薬局薬剤師の参加が少ない

予測される事態と対応の取り決め 退院後予測されることと対応が決まっていない，緊急連絡先が共有されない

病院と保険薬局との情報共有
薬局では患者の病名や受けている治療が分からない，『お薬手帳』や退院時服薬指導報告書が活用されて
いない

外来からの在宅リソースへの紹介 外来通院中にADLが落ちて，在宅リソースが必要な患者が多くいる

退院調整の振り返りを継続的に行う
システム

病棟看護師，退院調整看護師，ソーシャルワーカーが退院後の様子が分からないため，振り返りや評価
ができない

地域内の連携
促進

患者についての基礎的な情報の共有
各施設間で連絡をとり合う際の書式が統一されておらず手間がかかる，患者に誰が何を提供しているの
かわからない，『わたしのカルテ』などの情報共有ツールが活用されていない，患者が持つツールでは患
者家族に見せられないこと（余命の予測など）を共有できない

患者についてのリアルタイムな情報
の共有

時間の単位で変わる情報を共有する方法がない，メールではプライバシーに不安がある，地域の電子カ
ルテなどのイントラネットは経済的に負担である

地域の相談窓口とコーディネーショ
ン機能

医療福祉従事者がどこに相談してよいか分からない問題を抱えている時，相談先やコーディネーター機
能を担う窓口が必要である

既存のリソー
スの最大利用

麻薬・在宅訪問できる薬局の情報
麻薬を取り扱っている，訪問薬剤指導ができる薬局が分からない，訪問看護師やケアマネジャーに知ら
れていない

データベースの存在・周知 地域の社会資源のデータベースが必要である，（データベースはあるが）どこにあるのか分からない

最新・正確なデータベース 既存のデータベースは最新の情報ではない，現実と違うことが書いてある

ケアマネジャー・医療ソーシャルワ
ーカーの役割に関する情報

ケアマネジャー，ソーシャルワーカーの仕事内容があまり知られていない

患者・市民の
緩和・在宅ケ
アに関する認
識・知識の向
上

在宅療養に関する認識
（苦痛の心配，処置の誤解，夜間対応，
家族に負担）

苦しくなった時が不安だ，［がん患者なのに家で療養できるのですか」と言われる，「点滴ができるので
すか」と言われる，夜間の対応が不安だ，家族に迷惑をかける

見放された感と抗がん治療中止の難
しさ

ずっと同じ先生に診てもらえると思っていたとショックを受ける，在宅では最新の治療を受けられない，
抗がん治療の中止を決めることがつらい

患者の緩和ケア＝末期の認識 「緩和ケアはまだいいです」と言われる

患者の医療用麻薬に対する誤解 「あとで効かなくなる」と処方より少なく飲んだりする，「最後の薬だからもう少し待ってくれ」という

医療者への遠慮
痛みのことや自分の希望を医師に話してもいいのか迷っている患者も多い，医師や看護師が忙しそうだ
ったから，痛みがひどくなるまで言えなかった

制度・社会
の問題

他の業務との労働量のバランス・資
源の不足

診療所医師や訪問看護師のマンパワーが足りない，緊急時や夜間・休日に対応できる医療機関がない，
緊急性の高さで優先順位を下げざるをえない，「緩和ケアをする時間がありません」と病棟看護師に言
われる

介護力不足 単身者で介護者がいない，老老介護で介護者がいない，介護者が仕事を休めない（休むと解雇される）

保険薬局からの医療用麻薬の調達 デッドストックがでると高額のため赤字になる，譲渡手続きは現実的ではない

介護保険 認定前に患者がなくなることもある（急激に状態が悪化する）

経済的問題 サービスはあっても利用するお金を払えない，民間保険の給付が在宅療養になるとなくなる

緩和ケア病棟での入院基準 抗がん治療を続けたい人は緩和ケア病棟が使えない
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の利便性と質の向上，③医療者の緩和ケア・在宅ケア
に関する認識・知識の向上，④病院と地域との連携促
進，⑤地域内の連携促進，⑥既存のリソースの最大利
用，⑦患者・市民の緩和・在宅ケアに関する認識の向
上，⑧制度・社会の問題の 8領域 40 の課題が整理さ
れた。この課題は，緩和ケアの普及レベルや医療シス
テム，人口，地域特性も異なる複数の地域の多職種か
らなる医療福祉従事者の視点から得られたものであり，
わが国において共通性の高い課題であると考えられる。
今後，さらに今回同定された課題に対する「解決策」
を収集することにより，地域で緩和ケアを普及させて
いく手順を明確にすることが可能になると考える。

　また，複数地域の多職種による意見交換会は，「自
分が抱えている問題や悩みの具体的な解決策を得る」
「自分の地域・施設に帰って実際に活かす」ことに役
に立ったと回答した。地域の緩和ケアを進めるための
解決策は当事者同士のノウハウとして伝えられること
が有用であることが示唆される。

文　献
1）山岸暁美，森田達也，古村和恵，他 : 地域のがん緩和
ケアの課題と解決策の抽出 ‒OPTIM‒Study による複数地
域・多職種による評価，癌と化学療法　88:1889‒1895,2011

意見交換会の内容（全般的
有用性）

3 回行われた評価のうち 2009 年の結果のみを示す。
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図 69　多地域多職種の意見交換会の評価
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目　的

　地域の緩和ケアを促進する取り組みが各地で行われ
ているが，一定の構造の介入を継続して行い，系統的
に評価した研究報告はわれわれの知る限り，存在しな
い。
　本研究の目的は，①地域の緩和ケアの連携を促進す
るために行ったフォーカスグループを用いた多職種会
議の有用性を評価すること，②フォーカスグループで
挙げられた連携の課題を整理すること，である。

対象・方法

1．連携会議とフォローアップ会議
　連携会議は，浜松市内の医療福祉従事者を対象とし
て，2007～2008 年に 3回にわたって行い，2009 年に
はフォローアップ会議を行った。あらかじめOPTIM
に参加している医療福祉機関すべてに案内状を送付し
た。OPTIMの参加施設は，浜松市内のすべての病院，
診療所，訪問看護ステーション，保険薬局，居宅介護
支援事業所，合計 890 施設に個別で郵送によるアナウ
ンスを行った後，説明会を行い，参加者を募集した。
説明会には，97 施設，147 名の参加があり，そのうち
45 施設 119 名が「リンクスタック」として，52 施設
98 名が「協力者」としてプロジェクトに参加するこ
とを同意したため，連携会議の案内を送付した。
　連携会議は，各回とも前半で講義や施設紹介のパネ
ルディスカッションを行い，後半でフォーカスグルー
プを行った。フォローアップ会議は，グループに分か
れて，連携の課題と解決策，および，患者・家族に対
する具体的なサポートについて議論した。

2．調査の対象と方法
　2回目と 3回目の連携会議，フォローアップ会議の
参加者全員を対象として，自記式質問紙調査を行った。
主要評価項目は，参加者からみた連携会議の有用性で
ある。
　3回目の連携会議とフォローアップ会議では，連携
の進捗の評価を尋ねた。連携の課題については，フォ
ーカスグループで議論された内容を記録した付箋の内
容分析を行った。

結　果

　3回の連携会議に延べ 319 名が参加した。質問紙は
2回目で 67％（84/125），3回目で 81％（92/114），フ
ォローアップ会議で 78％（83/106）から回収した。
連携会議の評価は，2回目では 75％が全般的に「とて
も役に立った」「役に立った」と回答した（図 70）。3
回目では，86％が「とても役に立った」「役に立った」
と回答した。全般的な連携の進捗の評価では，
2008 年に「とても進んでいる」「進んでいる」と回答
したものは約 30％であったが，2009 年には約 70％に
増加した（図 71）。
　地域連携の課題は，当事者の運用で解決できるもの
として，「病院の退院支援」，「病院と地域との情報共
有」，「地域内での情報共有」，「地域でのリソースの情
報」，「介護支援専門員への支援」，「患者・家族への啓
発」，「基盤となる顔の見える関係の構築」，制度の改
善が必要なものとしては，「診療報酬」，「介護保険」，
「法改正」が挙がった（表 58）。

2）地域における緩和ケアの連携を促進するための
フォーカスグループの有用性

聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター

井村 千鶴

KEY FINDINGS
◆フォーカスグループを用いた連携会議は，連携の課題を共有し，連携を促
進することに有用な可能性がある。
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研究の限界

　評価は会議の参加者からのみ得ているため，連携会
議が患者・家族や地域全体に及ぼした効果は直接評価
されておらず，有効であったと結論づけることはでき
ない。本研究の結果を他の地域にあてはめることはで
きないかもしれない。

まとめと意義

　本研究は，われわれの知る限り，わが国において，
地域を対象とした緩和ケアの連携を促進するための構
造的な介入を評価した初めての研究である。
　フォーカスグループを用いた連携会議は，医療福祉
従事者から有用と評価され，連携が促進していること

が示唆された。地域連携の課題は，「病院の退院支援」，
「病院と地域との情報共有」，「地域内での情報共有」，
「地域でのリソースの情報」，「介護支援専門員への支
援」，「患者・家族への啓発」，「基盤となる顔の見える
関係の構築」，および，制度の改善が必要なことに整
理された。

文　献
1）井村千鶴，古村和恵，末田千恵，他：地域における緩
和ケアの連携を促進する取り組みーフォーカスグループの
有用性．緩和ケア　20：204─209，2010
2）井村千鶴，古村和恵，末田千恵，他：地域における緩
和ケアの連携を促進する取り組みーフォーカスグループの
有用性（2）．緩和ケア　20：308─312，2010
3）井村千鶴，古村和恵，末田千恵，他：地域における緩
和ケアの連携を促進する取り組みーフォーカスグループの
有用性（3）．緩和ケア　20：417─422，2010
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図 70　連携会議の評価
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表 58　地域の連携に関する課題と解決策のまとめ

Ⅰ　当事者の運用で解決できるもの
1．病院の退院支援
・病院職員に対して退院支援の重要性をカリキュラムやプロジェクトとして立ち上げる
・医療の必要性ではなく「患者が帰りたいかどうか」を軸に評価を行う
・退院カンファレンスを行う（時間どおりに，再入退院でも）
・在宅の患者には在宅でも実施可能な医療・看護を入院中から行う
・退院前の患者・家族への指導を病院と地域で分担して行い，申し送る
・早く地域医療福祉従事者に紹介することを心がける
・スクリーニングなどアセスメントツールの運用，ラウンドを行う
・退院日は平日に設定する
・ 退院時に必要な情報（今後予測される変化と対応，症状悪化時の対応，緊急時の連絡先）と優先順位の低い情報（経過の詳細）
を区別するフォーマットや意識化を行う

・院内の病棟，外来，連携部署，専門チームとで容易に意思疎通を図る構造をつくる
・地域から患者の経過を病院にフィードバックし改善する構造をつくる
・外来から発生した事例にも対応できる体制を構築する
・「訪問看護連絡票」の活用やデスカンファレンスを地域で行い改善が継続できる仕組みをつくる

2．病院と地域との情報共有
・病院ごとに院内の地域への情報窓口を明確化する
・患者ごとにどのような方法で情報を共有するかを決める
・連絡を取り合うことをお互いに意識する
・外来患者の診療情報は「お薬手帳」や「わたしのカルテ」に追加記載して患者所持とし，重要性を患者に啓発する

3．地域内での情報共有
・メール，FAX，患者ノートなど既存の方法の最大化を行う
・サービス担当者会議をなるべく行う
・連絡を取り合うことをお互いに意識する
・同意を得たうえで，診療情報提供書や看護サマリーを介護支援専門員や薬剤師とも共有する

4．地域でのリソースの情報
・各業種団体の公的な情報源を利用して一般的な情報を得る
・個別の情報は公的な情報源に記載されないので，人のネットワークから情報を得る
・連絡の取りやすい診療所・在宅支援を行っている薬局を 1つずつ開拓していく
・多職種会議やカンファレンスで直接情報を得る
・ホスピスの在宅支援用ベッドを利用する
・在宅での服薬指導のできる保険薬局を開示する
・療養型病院，福祉施設などとも情報共有を行っていく

5．介護支援専門員への支援
・研修会や，介護支援専門員を知っている訪問看護師などが個別に相談を行う

6．患者・家族への啓発
・主治医と急性期病院，保険薬局や介護支援専門員の役割についての啓発
・自分の診療情報を自己管理すること（「わたしのカルテ」など）の重要性の啓発
・自宅で IVHを行うことや死亡までみることも可能であることの啓発

7．基盤となる顔の見える関係の構築
・地域の多職種が集まれる機会を維持する

Ⅱ　制度の改善が必要なもの
診療報酬
・複数の訪問看護ステーションが同一患者をケアしやすくなる診療報酬とする
・患者の診療情報の自己管理（「わたしのカルテ」など）や，診療情報の院外への提供（処方箋）に診療報酬をつける
介護保険
・がんの進行性の患者の場合，介護保険は当初より要介護 2以上とする
・実際に患者の介護の人手がない場合に，介護保険で家事支援が行えるようにする
法改正
・麻薬管理について通常の備蓄薬局と同じ流れを可能とする麻薬および向精神薬取締法の改正
・ 心肺蘇生を希望しないが投薬を希望する患者，ほかに手段がなく病院で死亡確認をせざるをえない患者が患者の意思表示があれ
ば救急隊を利用できる行政命令，または，消防法の改正
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目　的

　本研究の目的は，地域の緩和ケアにおける「退院支
援を含む医療福祉従事者の連携」の課題を解決するた
めに行った「連携ノウハウ共有会」と「デスカンファ
レンス」の参加者の体験を明らかにすることである。

対象・方法

1． 「連携ノウハウ共有会」と「デスカンファレンス」
　「連携ノウハウ共有会」は，退院支援を含む地域の
緩和ケアの連携の課題を共有したうえで具体的な解決
策を考えることを目的として行われた。参加者は，6
つの病院の地域連携担当者 19 名と地域医療福祉従事
者 9名であった。2009 年 5 月から 12 月の期間に 6回，
1回あたり 60～90 分，平日の夜に開催された。主た
る内容は，各病院で行っている退院支援プログラムや
ツール・教育プログラムの学び合い，病院と地域が必
要とする情報項目の共有，退院後の振り返りの方法に
ついての議論であった。
　「デスカンファレンス」は，患者の死亡後に事例の
振り返りを行うことにより，連携の課題を共有して具
体的な解決策を考えることを目的として行われた。連
携ノウハウ共有会において，デスカンファレンスの目
的と進め方について共通の認識を得た後に開始した。
参加者は，事例に直接関わった医療福祉従事者 10 名
程度である。2009 年 8 月から 2010 年 3 月の期間に 8
回，1回 90 分，平日の夜に各施設持ち回りで，担当
施設で開催された。内容は，事例で生じた課題と解決
策についての議論，および，関わったメンバーそれぞ

れの気持ちの共有であった。

2．フォーカスグループインタビュー
　「連携ノウハウ共有会」については，参加者 8名を
対象としてフォーカスグループインタビューを行った。
「デスカンファレンス」については，参加者 10 名を対
象としてフォーカスグループインタビューを行った。
　フォーカスグループインタビューは，研究者が事前
に作成したインタビューガイドを用いて，半構成的に
各 1回，90 分間行った。質問項目は，参考となる先
行研究が少ないため，3名の予備的なインタビューと
研究者の議論を基に作成した。それぞれのカンファレ
ンスに参加したことによる体験について質問した。イ
ンタビュー内容は，参加者の同意を得て録音を行った。
分析は，内容分析を行った。

結　果

　研究期間中に，2つのカンファレンスに延べ 275 名
が参加した。

1．「連携ノウハウ共有会」
　参加者の体験を表すカテゴリーとして，【お互いに
より理解し合える】【ケアに対する考え方や実践が変
化する】【新しい知識や生きた情報を得ることができ
る】が抽出された（表 59）。

2．「デスカンファレンス」
　参加者の体験を表すカテゴリーとして，【お互いに
より理解し合える】【ケアに対する考え方や実践が変

3）病院と地域とで行う連携ノウハウ共有会と
デスカンファレンスの参加者の体験

聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター

井村 千鶴

KEY FINDINGS
◆地域の緩和ケアの連携の課題を解決するために行うカンファレンスは，地
域の中で多職種が出会い，互いに理解し合う場となり，緩和ケアの実践を
改善していくことに有用な可能性がある。
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化する】【患者・家族をより理解できる】【参加する負
担がある】が抽出された（表 59）。

研究の限界

　本研究は，少数例を対象とした質的研究であるため，
一般化することはできず，患者・家族への効果は評価
できない。また，職種別の分析は，対象となった職種
の対象数が少ないため行わなかった。今後，得られた
知見を基に，参加者や患者・家族を対象とした量的研
究が可能となる。

まとめと意義

　本研究は，われわれの知る限り，地域の緩和ケアの
連携の課題を解決するために行ったカンファレンスに
参加した医療福祉従事者の体験を明らかにした初めて
の研究である。
　2つのフォーカスグループで，「お互いにより理解

し合える」というテーマが語られ，連携を進めるため
には，互いの「役割」を知ることのみならず，「価値
観」や「気持ち」を理解し合うコミュニケーションの
機会が重要であることが示唆された。また，「実践が
変化する」というテーマが繰り返し語られた。当事者
自身が集まり，双方向性に議論することが，気づきか
らの実践の変化への原動力になっていることが示唆さ
れた。
　「連携ノウハウ共有会」と「デスカンファレンス」
は，地域の中で多職種が出会い，互いに理解し合い，
連携の課題に対する解決策を共に見出していく場とし
て体験されていた。連携ノウハウ共有会とデスカンフ
ァレンスは，地域の緩和ケアを促進し，連携の課題を
解決していくことに貢献できる可能性がある。

文　献
1）井村千鶴，野末よし子，伊藤富士江，他：病院と地域
とで行う連携ノウハウ共有会とデスカンファレンスの参加
者の体験．緩和ケア　21：335─342，2011

表 59　フォーカスグループインタビューの内容分析の結果

連携ノウハウ共有会のフォーカスグループ デスカンファレンスのフォーカスグループ 

【お互いにより理解し合える】
・ お互いに工夫していることや努力していること，悩み，課題
を共有できる

・ いろいろな職種の人たちや各施設が，地域の中でどんな役割
を果たしているのかが分かる

【ケアに対する考え方や実践が変化する】
・ 自分が普段できていない部分や改善できる点が分かり，次に
どうしたらよいかのヒントや気づきを得る

・会で得たものをさらに広げていきたい

【新しい知識や生きた情報を得ることができる】
・ 退院支援プログラムや在宅医療にかかわる知識，ツールを得
ることができる

・連携にかかわる地域の生きた情報を得ることができる

【お互いにより理解し合える】
・１人ひとりが苦労して一生懸命考えていたことが分かる
・ どのような価値観でどのように考えてケアを提供したのかが
分かる

・ 自分だけではなく，他のメンバーも同じような気持ちを持っ
ていたことが分かり，連帯感や気遣いを感じる

・ どういう職種がどんな仕事や役割を果たしているのかが分か
る

・ フィードバックや話し合いがないことで生じる悶々とした気
持ちが和らぐ

・いろいろな人と顔の見える関係になれる場である

【ケアに対する考え方や実践が変化する】
・ 自分が普段できていないことが分かり，次にどう関わったら
よいかのヒントや気づきを得る

・包括的，客観的に振り返り，学びを得る
・カンファレンスを発展的に広げていきたい

【患者・家族をより理解できる】
・ 自分のみてない時期の在宅や病院での患者・家族の様子を実
感をもって知ることができる

・ 自分では聞くことができない患者・家族の生の声をさまざま
な角度から聞くことができる

【参加する負担がある】
・ 参加を敷居が高いと感じ，責められるような，忘れたいこと
を思い出させるつらさを感じやすい

・時間の確保やコーディネーションが簡単ではない
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目　的

　本研究では，地域の多機関多職種で行ったデスカン
ファレンスを参加者の視点から評価し，参加者の体験
を探索することを目的とした。また，最終的な研究の
目的は，参加者の体験を基に，地域で行うデスカンフ
ァレンスが効果的なものとなるために必要な要素を検
討することである。

対象・方法

　人口 80 万人の地方都市の多施設にまたがって診療
を受けた終末期がん患者について，直接関わった医療
福祉従事者だけが参加するデスカンファレンスを 7回，
公開の合同カンファレンスを 1回行った。
　参加者全員を対象とした質問紙調査を行った。調査
項目は，系統的文献レビュー，地域で行うデスカンフ
ァレンスに参加した医療福祉従事者 10 名を対象とし
たフォーカスグループインタビューの内容分析の結果
に基づき，研究者の議論により作成した。主要評価項
目は，参加者からみたデスカンファレンスの有用性で
ある。また，デスカンファレンスの参加者を対象とし
て，デスカンファレンスに参加したことによる体験に
ついて尋ねた。

結　果

　7回のデスカンファレンスに，延べ 84 名が参加し，
質問紙調査では，83 名（99％）から有効回答を得た。
合同カンファレンスに，89 名が参加し，質問紙調査
では，64 名（72％）から有効回答を得た。
　有用性は，合同カンファレンスよりも，患者に関わ
った医療福祉従事者のみで行ったデスカンファレンス
の方が有意に高かった（図 72）。
　探索的因子分析により，デスカンファレンスの参加
者の体験は〈ケアの過程を知ること〉〈気づき〉〈相互
理解〉〈連帯感〉〈連携への意志〉〈負担感〉に概念化
された（表 60）。

研究の限界

　本研究の限界として，デスカンファレンスが参加者
の実践や自信，態度に及ぼした影響を評価できない。
評価は参加した医療福祉従事者からのみ得ているため
に，デスカンファレンスの患者・家族への効果を評価
できない。本研究の結果をすべての地域にあてはめる
ことはできないかもしれない。

まとめと意義

　本研究は，地域で行うデスカンファレンスの有用性
を評価した初めての研究である。地域で行うデスカン

4）地域で行うデスカンファレンスの有用性と体験

聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター

井村 千鶴

KEY FINDINGS

　地域で行うデスカンファレンスが効果的なものとなるための要素は，
◆患者に直接関わった関係者のみで行うこと
◆個々の参加者が関わっていない時期の患者・家族の様子や気持ちを知るこ
とができるコーディネーション

◆過去に行ったことではなく次にどうすればよいかに焦点をあてるコーディ
ネーション

◆参加者が行ったケアの背景にある個人の価値観や気持ちを知ることができ
るコーディネーション
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ファレンスは，参加者から有用と評価され，ケアの過
程を共有することにより気づきを得て，互いの理解や
連帯感が得られ，さらに連携を強めていこうとする好
機となることが示唆された。
　地域で行うデスカンファレンスが効果的なものとな
るための要素として，①患者に直接関わった関係者の
みで行うこと，②個々の参加者が関わっていない時期
の患者・家族の様子や気持ちを知ることができるコー
ディネーション，③過去に行ったことではなく次にど

うすればよいかに焦点をあてるコーディネーション，
④参加者が行ったケアの背景にある個人の価値観や気
持ちを知ることができるコーディネーション，が含ま
れることが示唆された。

文　献
1）井村千鶴，佐原千恵子，梨田えり子，他：地域で行う
デスカンファレンスの有用性と体験．緩和ケア　22：189─
194，2012
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図 72　参加者からみたデスカンファレンス・合同カンファレンスの評価
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表 60　デスカンファレンスに参加した医療福祉従事者の体験の因子構造

因子負荷量
とてもそう思う /
そう思う（％）

〈ケアの過程を知ること〉

在宅や入院中など自分のみていない患者の様子を知ることができた 0.97 86

書類や書面などでは分からない患者や家族の様子を実感をもって感じられた 0.82 86

患者や家族がどう思ったのかをいろいろな角度から知ることができた 0.78 92

患者や家族がどう思ったのか，生の声を聞くことができた 0.76 75

自分には患者や家族が言えないような本音を他の職種から聞けたと思う 0.58 81

経過が分かり「その後どうなったか分からない」「やりっぱなしな感じ」が和らいだ 0.53 79

自分の支援が他の職種からみてどうだったのかを聞くことができた 0.45 68

〈気づき〉

うまくいっているようにみえても何か新しい気づきがあった 0.83 87

自分が普段できていない部分や改善できることに気がついた 0.81 86

次にどう関わったらよいかにつながるヒントや気づきを得ることができた 0.68 93

がん患者では時間が限られていてもできるかぎりのベストなことをすればよいと思った 0.63 82

自分の支援が患者や家族にとってどうだったのかを考える機会になった 0.30 86

〈相互理解〉

関わったメンバーがどう考えてどう行動していたのかプロセスが分かった 1.01 88

関わったメンバーの価値観や考え方がよく分かった 0.66 90

どういう職種がどういう仕事や役割を果たしているのかが分かった 0.57 88

自分だけではなくて他の人も同じような気持ちを持っていることが分かった 0.46 84

関わったメンバー１人ひとりが苦労して一生懸命考えていることがよく分かった 0.45 95

〈連帯感〉

連帯感や「1人ではない感じ」を感じた 0.77 92

責められる気持ちにならないように，参加者は気を遣ってフィードバックしていた 0.53 81

〈連携への意志〉

お互いに顔見知りになることによって今後の情報交換がしやすくなると思った 0.88 95

今後困ったことがあった時に多職種で相談やカンファレンスをしてみようと思った 0.67 93

〈負担感〉

時間が長かった 0.68 2.4　

カンファレンスに来る時間のやりくりが大変だった 0.61 25

カンファレンスに来るのは敷居が高く感じた 0.45 9.6　

責められるような，忘れたいことを思い出させるような感じでつらかった 0.24  0
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背　景

　2003 年から 2005 年に，柏保健所（千葉県）の在宅
がん患者緩和ケアネットワーク事業で事例検討会を開
催していた。2006 年からは「地域がん医療連携のた
めの症例検討会」として国立がん研究センター東病院
が主催で引き継いで実施していた。しかし，症例につ
いての学びはあるものの，地域がん医療連携の改善に
はつながらなかった。そこで，OPTIMにおける症例
検討会では，単なる症例についての話し合いだけでな
く，地域で起きているがん緩和ケアに関する課題を地
域医療者で共有し解決法を見つけ出し，取り組んでい
く場にすることを目指した。
　保健所が主催していた当時の症例検討会は，市の建
物の一室で十数名が参加するごく小規模な会であった
が，主催が国立がん研究センター東病院に移ってから
は病院の講堂で毎回約 100 名以上が参加する大規模な
会にまで発展した。

症例検討会の方法

1．日時・場所と参加者への案内
　遠方施設や診療所など，なるべく多施設から多職種
に継続して参加してもらうため，開催日時と場所はで
きるかぎり固定して，奇数月の第 3木曜日 19 時から
20 時半まで場所は国立がん研究センター東病院の講
堂とした。案内は柏市，流山市，我孫子市内の
OPTIMプロジェクトに参加協力している病院，診療
所，訪問看護ステーション，保険薬局，居宅介護支援
事業所などの医療福祉機関すべてに送った。

2 ．プログラム
　2008 年度は「症例検討会」（約 70 分）とがん緩和
ケアに関する「ミニレクチャー」（約 10 分），職種紹
介をする「みんなの声」（約 10 分）で構成した。「み
んなの声」は，それぞれの職種に対する理解を深める
ことを目的に，栄養士や社会福祉士など各職種に仕事
内容を発表してもらった。しかし，グループディスカ
ッションの中でも互いの仕事内容を聞く機会があるた
め，2009 年度は「症例検討会」（約 75 分）とがん緩
和ケアに関する「ミニレクチャー」（約 15 分）で構成
した。
1）症例検討会

　症例発表は所属や職種が毎回偏らないように配慮し
ながら，症例検討会の参加者の中から事務局が選び依
頼した。テーマは発表者の自由に任せたが，がん緩和
ケアに関する症例で，さらに可能であれば病院から在
宅療養への移行する際に困難だった症例を発表しても
らうようにした。
　参加者は 1グループ 10 名前後で所属と職種がなる
べく散らばるようにして，あらかじめグループ分けを
した。そして，発表された症例を基に地域緩和ケアに
関する課題とそれに対する具体的な解決法について各
グループで司会と書記，発表者を決めたうえで約 40
分間話し合ってもらった。進行がうまくいっていない
グループがあれば事務局担当者がグループ内に一時的
にファシリテーターとして入り，ディスカッションが
円滑に進むよう手伝った。基本はグループディスカッ
ションの形式で検討会を進めたが，症例内容が症状ケ
アに重点がかかっており臨床ケア従事者以外の職者は
話し合いが困難であろうと事務局で判断した回は，パ

5）地域連携を目的とした症例検討会の成果

1）元 国立がん研究センター東病院，2）国立がん研究センター東病院 緩和医療科

林 真子 1），木下 寛也 2）

KEY FINDINGS

◆地域連携を目的とした症例検討会で，がん末期患者の在宅移行に関する課
題を共有できた。

◆多職種による症例検討会が，『顔のみえる関係づくり』のための場を提供
する機会となった。
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ネルディスカッションに形式を変更して実施した。
　グループディスカッションの内容について数グルー
プから発表してもらったが，既出内容と異なる意見が
出たグループには積極的に発表をしてもらい，なるべ
く多くの意見を参加者全員で共有できるようにした。
2）ミニレクチャー

　内容は，なるべく発表症例の中で触れられた症状に
ついて取り上げるようにした。病態と治療・ケア方法
についてのポイントを緩和医療科または精神腫瘍科の
医師が講義した。

検討内容の分析と症例検討会の評価方法

　2008 年度の各グループから回収したディスカッシ
ョン全 4回分の記録内容を分析対象とし，そこから地
域緩和ケアに関する課題と解決法についての内容を抽
出し，類似した内容を集めカテゴリーごとに分類，整
理した。回収できなかったグループの記録は，分析の
対象外とした。分析によって明らかになった地域緩和
ケアに関する課題と解決法は，参加者らにフィードバ
ックし地域医療福祉従事者で課題と解決法を確認，共
有した。
　症例検討会の内容や方法に関するアンケート調査を
2008 年度の第 1回以外の計 9回で実施した。

結　果

　2008 年度は全 5回の症例検討会で，延べ 777 名が
参加した。職種は医師 12％，看護師 37％，薬剤師
11％，介護支援専門員 9％，社会福祉士 6％，保健師
9％，栄養士やボランティアなどその他の職種が 16％
であった。
　2009 年度は全 5回で，延べ 622 名が参加した。職
種は医師 12％，看護師 41％，薬剤師 14％，介護支援
専門員 13％，社会福祉士 9％，保健師 4％，その他
7％であった。

1 ． がん末期患者の在宅療養移行に関する地域に
おける課題と解決法について

　2008 年の全 4回で未記入と未提出を除き計 64 グル
ープからグループディスカッションの記録用紙を回収
し分析を行った。
　課題は 15 カテゴリーが抽出，【1．家族への支援に

関して】【2．病院における退院支援に関して】【3．病
院と在宅の連携体制に関して】【4．患者情報の共有に
関して】【5．制度やシステムに関して】の 5つの側面
に分類された。そして，その解決法として前述の側面
のうち 1～4の 4側面から計 11 カテゴリーが抽出され
た。以後，カテゴリー名を〈　〉で，データを「　」
で示す。
1）患者・家族への支援に関して

　患者・家族が〈状況を理解できていない〉〈在宅療
養をイメージできない，知識がない〉〈今後や在宅療
養に対する不安，負担感がある〉〈相談するところを
知らない〉という課題があった。
　これらの解決法としては，〈患者・家族への病状・
今後の説明をする〉〈早期から患者・家族の理解に合
わせて在宅療養に関する情報提供する〉〈病院関係者
が在宅療養に関する知識をつける〉〈情報提供（患者
説明）用パンフレットを作成する〉ことが挙がった。
2）病院における退院支援に関して

　課題として「患者・家族に対する在宅療養について
の説明が不足している」といった〈病院の医療者の在
宅療養に関する意識・知識が低い〉ことや，「病院で
患者・家族の意向や在宅療養のためのニーズを把握し
ていない」ために〈退院調整の開始が遅い〉という 2
カテゴリーが抽出された。
　これらの解決法としては，〈早期から退院調整する〉
〈在宅療養移行のための患者・医療者向けフローチャ
ートを利用する〉が挙がっていた。
3）病院と在宅の連携体制に関して

　ここでの課題は〈地域の医療機関の情報が分かりに
くい〉〈病院と在宅の医療者の関係が希薄である〉〈多
職種の関わりがあり，連携の中心人物が決まらない〉
の 3カテゴリーが抽出された。
　解決法としては，〈相談できる場所や各施設の特性
や連絡先を公開・共有する〉〈地域のケア提供者が顔
の見える関係をつくる〉〈病院と在宅が協働で患者を
みる体制をつくる〉の 3カテゴリーが挙がった。
4）患者情報の共有に関して

　課題は〈在宅医療者側が患者・家族の必要な情報を
得られない〉〈情報提供のためのシートがない〉の 2
カテゴリーであった。
　解決法は〈病院と在宅が退院前カンファレンスなど
で直接話して情報共有する〉〈地域で必要な情報を共
有するための共通ツールの開発とその利用を勧める〉
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の 2カテゴリーであった。
5）制度やシステムに関して

　ここでは課題として〈病院でできることと在宅でで
きることに差がある〉〈患者を受け入れる施設が少な
い〉〈試験外泊では介護保険が使えない〉〈退院支援す
る時間がない〉の 4カテゴリーが挙がった。しかし，
これらに対する解決法は抽出されなかった。

2 ．症例検討会の評価
　2008 年度，2009 年度ともに「症例検討は今後の診
療やケアに役立つと思うか」という質問では，「おお
いに役に立つと思う」と「役に立つと思う」が合わせ
て毎回 80％以上で，「役に立たない」はなかった。
　ディスカッションの時間は，2008 年度，2009 年度
ともに約 30～40 分間であったが，「ちょうどよかっ
た」が 2008 年度は 57～80％で，2009 年度は 67～
85％，「短い」が 2008 年度は 18～38％で，2009 年度
は 15～29％であった。「長い」は両年度ともに毎回
10％未満であった。グループの構成人数と職種に関し
ては「適切」という回答が 80％以上であったが，「も
っと多職種の方が良い」が 5～10％，「職種を限った
方が良い」が 0～3％であった。
　ミニレクチャーの時間は「ちょうどよかった」が
2008 年度は 64～69％で，2009 年度は 49～89％，「短
い」が 2008 年度は 31～34％で，2009 年度は 5～51％
であった。「長い」は両年度ともに毎回 5％未満であ
った。内容に関しては，今後の診療やケアに「おおい
に役に立つと思う」と「役に立つと思う」が合わせて

両年度ともに毎回 90％以上であった。
　2008 年度に実施した「みんなの声」に関しては，
多職種の話を聞くことは「興味深い」という回答が毎
回 90％以上であった。

考察とまとめ

　各回 100 名以上の参加があり，盛況であった。普段
あまり接触する機会のない所属の異なる他の職種の者
と話し合えることは好評だった。症例検討では医療技
術的な内容も含まれていたが，ミニレクチャーでカバ
ーできていたためか福祉職の参加者の満足度も高かっ
た。
　さらに，限られた時間の中で行われたディスカッシ
ョンでは現場ですぐに取り組めるほど具体的な解決策
を検討するまでには至らなかったが，がん末期患者の
在宅療養移行に関する地域における課題と解決法を多
職種で共有できたことは 1つの大きな成果である。
　症例検討会は大規模であったが，普段電話や文書だ
けのやりとりの参加者たちが顔を合わす機会になるな
どその役割は多様であった。盛んにうたわれている
「顔のみえる関係づくり」には大きく貢献できたと感
じる。準備など主催者側の負担は大きいが，1機関が
地域に対してオープンになり，かつファシリテートし
ていくことで，地域内の医療福祉者の交流がより活発
になり医療連携も円滑に進むのではないかと考えられ
る。
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目　的

　OPTIMプロジェクトが施行された 1地域において，
プロジェクト前後での各がん診療連携拠点病院から在
宅診療への移行率の変化を明らかにし，病院医師・看
護師の在宅の視点との関係を探索する。

対象・方法

　OPTIMプロジェクトの期間中，病院の医師・看護
師を対象とした退院支援の講習会，各病院での退院支
援部署の設置，緩和ケアチームや地域連携室のカンフ
ァレンスに在宅診療をしている医師や看護師が参加す
るなどの介入が行われた。
　OPTIMプロジェクトの実施された 4地域のうち，
データの取得が可能であった長崎地域において，地域
内のすべてのがん診療連携拠点病院 3病院の地域医療
連携室を対象に 2007～2010 年の在宅診療を導入して
退院となった患者数を取得した。
　また，OPTIMプロジェクトの副次的調査項目とし
て行われた病院医師・看護師対象の質問紙調査のうち，
在宅の視点に関連する調査項目を取得した。適格基準
は，病院医師は，①がん診療に携わるすべての常勤医
師（内科，外科，呼吸器科，消化器科，呼吸器外科，
泌尿器科，乳腺科，耳鼻科，婦人科，血液内科，放射
線治療科，臨床腫瘍科，化学療法科，緩和ケア科など
各調査施設におけるがん診療に携わる診療科），②臨
床経験年数が 3年以上の者，③調査施設に 1年以上勤
務している者，とした。病院看護師は，①がん診療に
携わるすべての常勤看護師（内科，外科，呼吸器科，

消化器科，呼吸器外科，泌尿器科，乳腺科，耳鼻科，
婦人科，血液内科，放射線治療科，臨床腫瘍科，化学
療法科，緩和ケア科など各調査施設におけるがん診療
に携わる診療科），②臨床経験年数が 3年以上の者，
③調査施設に 1年以上勤務している者，とした。質問
項目は，「実際に経験したり情報を得たりすることで，
がんでも希望すれば最期まで在宅で過ごせると思うよ
うになった」などの意識の変化に関する項目，「在宅
移行する患者では，容態が変わった時の対応や連絡方
法をあらかじめ決めるようになった」などの実践に関
する項目合計 7項目について，「そう思わない」から
「そう思う」の 5段階で質問した。
　また，最も患者数の多いがん診療連携拠点病院にお
いて，緩和ケアチーム診療患者の転帰における在宅移
行した患者の頻度を取得した。

解　析

　介入前の 2007 年（OPTIMプロジェクト前）を 100
として，2008 年，2009 年，2010 年の患者数の増加率
を計算した。医師・看護師調査の項目について，「や
やそう思う」「そう思う」と回答したものの頻度を病
院間で c 2検定で比較した。また，各病院間の対比較
を Bonferroni 法による多重比較法にて検討した。す
なわち有意水準を 0.05/3 ＝ 0.0167 とした c 2検定で，
すべての対比較を行った。

結　果

　医師は 239 名が対象となり 174 名（73％）から返送

6）OPTIMプロジェクト前後での在宅診療への移行率と病院医師
・看護師の「在宅の視点」の変化

1）白髭内科医院，2）野田消化器クリニック

白髭 豊 1），野田 剛稔 2）

KEY FINDINGS
◆病院医師・看護師，特に看護師の在宅の視点は，病院から在宅診療への移
行を促進する。
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表 61　病院医師・看護師の在宅の視点の変化

看護師 医師

A病院
（n＝146）

B病院
（n＝207）

C病院
（n＝116）

P
A病院
（n＝25）

B病院
（n＝98）

C病院
（n＝31）

P

実際に経験したり情報を得た
りすることで，がんでも希望
すれば最期まで在宅で過ごせ
ると思うようになった

76％ 75％ 60％ 0.0035＊ 2, 3 88％ 64％ 71％ 0.070

患者・家族が自宅で過ごした
いといった場合，できるだけ
対応した

73％ 65％ 58％ 0.030＊ 2 100％ 79％ 97％ 0.0031＊ 1

自宅で過ごしたいか，自分か
ら尋ねるようにしていた

64％ 51％ 48％ 0.012＊ 1, 2 96％ 72％ 84％ 0.027＊ 1

在宅移行する患者では，容態
が変わった時の対応や連絡方
法をあらかじめ決めるように
なった

51％ 49％ 34％ 0.0075＊ 2, 3 88％ 54％ 55％ 0.0066＊ 1, 2

在宅移行する患者では，投薬
など，患者・家族が自宅でも
できるように，入院中からシ
ンプルにするようになった

64％ 78％ 47％ ＜.00001＊ 1, 3 84％ 62％ 61％ 0.11

退院後に必要な医療処置（傷
の消毒，カテーテル管理，吸
引など）について患者・家族
に十分に説明するようになっ
た

61％ 73％ 53％ 0.0007＊ 3 NA NA NA

自宅のトイレ，風呂，ベッド
などの環境についてアセスメ
ントするようになった

70％ 78％ 50％ ＜.00001＊ 2, 3 NA NA NA

　％は，「ややそう思う・そう思う」の合計。NA：調査していない。太字は 60％より大きい項目を表す。
　＊1　A 病院 vs. B 病院，＊2　A 病院 vs. C 病院，＊3　B 病院 vs. C 病院間に有意差（t）がある（P<0.0167）ことを示す。
　P値は 3群間の比較を示す。

図 73　がん診療連携拠点病院から在宅診療を導入した患者
　　　　の増加比

1,100

 900

 700

 500

 300

 100
100

2007

200

220

333

2008 2009 2010 （年）

221

295

967

221

258

467

2007 年を 100 とした場合の増加比
A病院　　　B病院　　　C病院

（％）

図 74　B病院の緩和ケアチームの対象患者の転帰
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があり，欠損値など無効回答を除外した 154 名を解析
対象とした。看護師は 652 名が対象となり，579 名
（89％）から回収があり，がん患者を看護した経験の
ない者を除外した 469 名を解析対象とした。
　在宅診療を導入して退院となった患者数は，2007 年
度，2008 年，2009 年，2010 年それぞれ，A病院で 6
名，20 名，28 名，58 名，B病院で 65名，143 名，168
名，192 名，C病院で 14 名，28 名，31 名，31 名であ
った。2007 年を 100 とした増加比では，A 病院
967％，B病院 295％，C病院 221％であった（図 73）。
最も患者数の多い B病院の緩和ケアチーム診療患者
における在宅移行した患者の頻度は 2007 年には 7％
であったが，2010 年には 22％に増加した（図 74）。
　医師・看護師調査では，在宅診療を導入して退院と
なった患者の増加率が高い病院では，「実際に経験し
たり情報を得たりすることで，がんでも希望すれば最
期まで在宅で過ごせると思うようになった」「自宅で
過ごしたいか，自分から尋ねるようにしていた」「在
宅移行する患者では，容態が変わった時の対応や連絡
方法をあらかじめ決めるようになった」「在宅移行す
る患者では，投薬など，患者・家族が自宅でもできる
ように，入院中からシンプルにするようになった」な
どの在宅の視点に関する質問に対してややそう思う・
そう思うと回答した頻度が多い傾向があった（表 61）。
特に，看護師でこれらの傾向がより認められた。

研究の限界

　因果関係は明確にいえない，調査項目の信頼性・妥

当性が確認されていない，1地域の結果であり他の地
域にあてはまるとは限らない。

まとめと意義

　病院の医師・看護師を対象とした退院支援の講習会，
各病院での退院支援部署の設置，緩和ケアチームや地
域連携室カンファレンスに在宅診療をしている医師や
看護師が参加するなどの介入によって，病院医師・看
護師，特に病院看護師が「実際に経験したり情報を得
たりすることで，がんでも希望すれば最期まで在宅で
過ごせると思うように」なり，「自宅で過ごしたいか，
自分から尋ねるようにする」「在宅移行する患者では，
容態が変わった時の対応や連絡方法をあらかじめ決め
るようにする」「在宅移行する患者では，投薬など，
患者・家族が自宅でもできるように，入院中からシン
プルにする」などの実践の変化が生じ，病院から自宅
に戻ることのできる患者数が増加する可能性が示唆さ
れた。

文　献
1）白髭豊，野田剛稔，北條美能留，他：OPTIMプロジ
ェクト前後での病院から在宅診療への移行率と病院医師・
看護師の在宅の視点の変化 . Palliat Care Res   7：389─
394, 2012
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目　的

　過去に，地域で行った多職種デスカンファレンスの
報告はほとんどない。本研究の目的は，多施設・多職
種デスカンファレンスに参加した地域の医療福祉従事
者の体験について，医療職と介護職の相違を含め探索
し，多施設・多職種デスカンファレンスの意義やあり
方を検討することである。

方　法

1．デスカンファレンスの概要
　地域緩和ケアチームが介入し，おもに自宅や介護施
設で療養し死亡したがん患者 3症例の多施設・多職種
デスカンファレンスを行った（表 62）。
　症例 1は地域緩和ケアチーム医師が診療所医師と共
に往診し処方提案した症例，症例 2，3は入院中に病
院緩和ケアチームが介入し，退院後も地域緩和ケアチ
ームに属する病院緩和ケアチーム医師が施設や自宅に
訪問し，相談に応じた症例であった。症例 1，2の死
亡場所である介護施設は，以前に急変を除く看取りの
経験がなく，医療用麻薬の使用も初めてであった。
　デスカンファレンスは地域緩和ケアチーム医師が進
行し，参加者全員が発言できるように促した。介護施
設の 2例では，カンファレンスの最後に約 20 分間，
患者・家族向けパンフレット（『医療用麻薬（モルヒ
ネなど）を初めて使用するとき』と『これからの過ご
し方』）を用いて，医療用麻薬や看取りについて地域

緩和ケアチーム医師が説明する時間を設けた。

2．対象と調査方法
　2011 年 5～11 月に，3回の多施設・多職種デスカン
ファレンスに参加した地域の 8施設，10 職種の医療
福祉従事者延べ 56 名を対象とした。
　デスカンファレンス終了後，参加者に無記名自記式
質問紙を配布し，各施設での回収と提出を依頼した。
質問内容は，参加者の属性，デスカンファレンスの感
想と緩和ケアや看取りに関する考えについての自由記
載とした。
　参加者の属性は，項目ごとに度数分布と比率を算出
した。自由記載は，内容分析を行った。

結　果

　3回のデスカンファレンスで，延べ 48 名（85.7％）
の回答を得た。職種の内訳は，医療職 27 名（医師 3
名，看護師 20 名，薬剤師 1名，理学療法士 1名，作
業療法士 2名），介護職 22 名（介護支援専門員 4名，
介護福祉士 12 名，介護員 4名，社会福祉士 1名，施
設事務員 1名）であった。看護師 1名が 2回のデスカ
ンファレンスで回答した。
　自由記載の内容分析の結果，「多施設・多職種デス
カンファレンスの有用性と問題点」「多施設・多職種
での緩和ケアの実践に関する課題」に分けられた。以
下サブカテゴリーは《　》，カテゴリーは【　】で示
す。

7）地域における多施設・多職種デスカンファレンス
参加者の体験に関する探索的研究

鶴岡市立荘内病院 内科・緩和ケアチーム

和泉 典子

KEY FINDINGS

◆地域の緩和ケア専門家を含む多施設・多職種デスカンファレンスを行うこ
とで，職種間の相互理解が深まり，連携の促進と緩和ケアの実践の変化に
つながる。

◆多職種カンファレンスでは，医療面に関する介護職の理解を助ける配慮が
重要である。
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1． 多施設・多職種デスカンファレンスの有用性
と問題点（表 63）

　多施設・多職種デスカンファレンスの有用性として
医療職，介護職共に最も強調されたのは，【多職種と
の対話による相互理解】であった。《医師や他職種の
考えや思いを知ることができた》《他の施設職員の思
いや意見を共有できた》《医師や看護師が身近に感じ
られた》など，医師，他職種を含む記述が目立った。
また，《職種による視点の違いを知ることができた》
など職種の相違に関する内容も含まれた。
　【今後の実践につながる気づき】とは，《患者・家族
との関わりの大切さに気づいた》などケアの内容のほ
か，《多職種での振り返りが今後のケアや取り組みに
活かせると感じた》なども含まれた。
　【多職種との対話を促進する要素】とは，《オープン
に話せる場で良かった》《全員が発言する機会があっ
て良かった》というカンファレンスの雰囲気や進行に
関する内容であった。
　【緩和ケアの学び】は，介護職でしばしば強調され
ており，《医療用麻薬に関する知識を得た》などが含
まれた。
　一方，多施設・多職種デスカンファレンスの問題点
としては，【多職種との対話における障壁】が介護職
から出され，《専門用語が難しかった》《医師の前では
話しにくいことがある》など医療職との障壁を表して
いた。

2． 多施設・多職種での緩和ケアの実践に関する
課題（表 64）

　【緩和ケアや看取りに取り組むための条件】として，
《学習や話し合いの場が不足していると感じた》《看取
りに関する施設の方針決定と研修が必要と感じた》な
どが出された。
　【施設間・職種間連携】として，《病院との連携の難
しさを感じた》《施設看護師と訪問看護師の連携の必
要性を感じた》《（薬剤師が）医師や看護師に比べて介
護職との連携が不十分と感じた》などさまざまな連携
の必要性が含まれた。

研究の限界

　本研究は緩和ケアや看取りの経験が少ない医療福祉
従事者が，一地域で行った多施設・多職種デスカンフ
ァレンスに参加した体験から得られた結果であり，一
般化はできない。

まとめと意義

　本研究は，地域で行った多施設・多職種デスカンフ
ァレンス参加者の体験について，職種の相違を含め探
索した初めての研究である。
　地域における多施設・多職種デスカンファレンスは，
他職種を理解し，連携に関する気づきが得られる場と

表 62　多職種デスカンファレンスの対象症例とカンファレンスの概要

症例 病名 死亡場所
カンファレンス
実施場所

参加職種・人数
施設と職種の数
参加人数

カンファレンス
実施時刻

1
80 歳代，
女性

大腸がん 有料老人ホーム 有料老人ホーム

診療所医師 1名，訪問看護師 2名，
施設看護師 1名，介護福祉士 6名，
介護員 4名，ケアマネジャー2名，

緩和ケアサポートセンター看護師 1名，
緩和ケアサポートセンター相談員 1名，

地域緩和ケアチーム医師 1名

4施設
6職種

医療職 6名
介護職 13名
計 19名

平日
18時半～21時

2
90 歳代，
男性

直腸がん
介護老人保健施

設
介護老人保健施設

施設医師 1名，施設看護師 13名，
介護福祉士 6名，ケアマネジャー1名，
社会福祉士 1名，事務員 2名，

緩和ケアサポートセンター看護師 1名，
地域緩和ケアチーム医師 1名

2施設
6職種

医療職 16名
介護職 10名
計 26名

平日
17時半～
19時 45分

3
80 歳代，
女性

大腸がん

病院
（死亡確認のみ .
死亡直前まで
自宅で療養）

訪問看護
ステーション

診療所医師 1名，訪問看護師 3名，
病院緩和ケアチーム医師 1名，

病院看護師 1名，訪問入浴看護師 1名，
保険薬局薬剤師 1名，作業療法士 2名，
理学療法士 1名，ケアマネジャー1名，

介護福祉士 1名 ,
地域緩和ケアチーム医師 1名

5施設
7職種

医療職 12名
介護職 2名
計 14名

平日
19時～21時
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なることが示された。多職種チームにおける自分の役
割と他職種との連携のあり方が明確化することで，緩
和ケアの実践が変化する契機になると考えられた。
　また，多職種カンファレンスでは専門用語が介護職
にとって障壁となりうることから，進行役は医療面に
ついて介護職の理解を助ける配慮が必要である。
　教育の時間を設けた介護施設のデスカンファレンス
は，特に介護職の学びの場となったことから，地域の
緩和ケア専門家が，施設や職種を超えて緩和ケアの教
育と相談に応じる仕組みが必要と考えられる。

　以上より，地域の緩和ケア提供体制を新たに構築す
る過程において，地域の緩和ケア専門家を含む多施
設・多職種デスカンファレンスは，連携の促進と緩和
ケアの実践の変化につながる可能性が示唆された。

文　献
1）和泉典子，秋山美紀，奥山慎一郎，他：地域における
多施設・多職種デスカンファレンス参加者の体験に関する
探索的研究．Palliat Care Res   7：354─362, 2012

表 63　多施設・多職種デスカンファレンスの有用性と問題点

項目　（記録単位数；n＝医療職，介護職）

〈有用性〉

① 多職種との対話による相互理解（n＝22, 17） ③ 緩和ケアの学び（n＝6, 13）

　医師や他職種の考えや思いを知ることができた（n＝6, 4）
　他の施設職員の思いや意見を共有できた（n＝6, 1）
　職種による視点の違いを知ることができた（n＝3, 2）
　医師の話を直接聞くことができた（n＝3, 1）
　経 過中知らずにいた他職種のしてきたことや努力を知ること
ができた（n＝1, 2）

　自分の職種の役割を再認識できた（n＝2, 1）
　医師や看護師が身近に感じられた（n＝0, 2）
　医師や看護師の専門的な考えを聞くことができた（n＝0, 2）
　他 職種の経験や悩みを知ることができ , 自分も伝えることが
できた（n＝0, 2）

　他職種と顔を合わせて話ができた（n＝1, 0）

　地 域緩和ケアチーム医師の説明やパンフレットが分かりやす
かった（n＝2, 4）

　がんの痛みなど緩和ケアに関する知識を得た（n＝1, 3）
　医療用麻薬に関する知識を得た（n＝1, 3）
　痛みの評価や治療の難しさを感じた（n＝2, 1）
　緩和ケアや終末期ケアに少し近づけた（n＝0, 2）

④ 抱えていた思いの表出（n＝6, 2）

　自分の意見や思いを素直に話すことができた（n＝2, 1）
　ありのままの言葉で話ができた（n＝2, 0）
　もやもやした思いを吐き出す場になった（n＝1, 1）
　経過中に出なかった思いを表出する機会になった（n＝1, 0）

② 今後の実践につながる気づき（n＝8, 14） ⑤ 多職種との対話を促進する要素（n＝3, 0）

　多 職種での振り返りが今後のケアや取り組みに活かせると感
じた（n＝5, 6）

　行 ってきたケアの良かった点，見直すべき点が明らかになっ
た（n＝3, 4）

　患者・家族との関わりの大切さに気づいた（n＝0, 4）

　オープンに話せる場で良かった（n＝2, 0）
　全員が発言する機会があって良かった（n＝1, 0）

〈問題点〉

① 多職種との対話における障壁（n＝0, 5） ② 不消化感（n＝1, 2）

　専門用語が難しかった（n＝0, 4）
　医師の前では話しにくいことがある（n＝0, 1）

　不全感（n＝1, 1）
　自責感（n＝0, 1）

表 64　多施設・多職種での緩和ケアの実践に関する課題

項目（記録単位数；n＝医療職，介護職）

① 緩和ケアや看取りに取り組むための条件（n＝9, 4） ② 施設間・職種間連携（n＝8, 4）

　学習や話し合いの場が不足していると感じた（n＝5, 2）
　看 取りに関わるスタッフの精神的ケアが必要と感じた 
（n＝2, 1）

　看 取りに関する施設の方針決定と研修が必要と感じた 
（n＝2, 0）

　施設看取りは苦痛緩和がされないと難しい（n＝0, 1）

　他職種との連携や情報共有の重要性を感じた（n＝2, 3）
　病院との連携の難しさを感じた（n＝2, 1）
　施設看護師と訪問看護師の連携の必要性を感じた（n＝2, 0）
　（薬剤師が）医師や看護師に比べて介護職との連携が不十分と
感じた（n＝1, 0）

　医 師とのコミュニケーションに工夫が必要と感じた 
（n＝1, 0）
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目　的

　多くの在宅緩和ケアにかかわるリソースデータベー
ス（以下，RDB）があるが，利用者を対象として課
題や望ましい点を明らかにした研究はない。
　本研究の目的は，地域の医療福祉従事者からみた，
在宅緩和ケアに関する望ましい RDBは何かを探索す
ることである。

対象・方法

　複数の地域の多職種 32 名を対象とした 2つのフォ
ーカスグループの内容分析を行った。質問内容は，在
宅緩和ケアの RDBの現状，課題，改善点とした。カ
テゴリーは【】，サブカテゴリーは［］，意味単位は
「」で表現した。また該当した意味単位の出現数を数
えた。

結　果

　合計 152 単位の意味単位から 6のカテゴリーと 16
のサブカテゴリーが抽出された（表 65）。

1．【RDBはあるが使われていない】
　複数の参加者が，［RDBはあるが知られていない］
ことを，「あること自体知らない人がいっぱいいる」
などと述べた。また，作成した団体ごとにバラバラに

RDBが公開されているため，どこで地域全体の RDB
をみることができるのかが分からない（［情報が体系
化されておらず必要な情報にアクセスできない］）こ
とが述べられた。解決策として，「行政などがまとめ
てリンク集をつくって，案内してほしい」など，ばら
ばらにある情報を集約し，周知するシステムの必要性
に言及した。

2．【RDBは最低限の目安としては役に立つ】
　RDBの役割としては，基礎的な情報として参考に
なる程度とした参加者が多かった。ある参加者は，
「項目はあまりいらない。前は（連携がうまくいかな
いのは）項目が少ないためと思っていたが，そうでは
ない」などと，項目は網羅される必要はなく，最低限
の目安があればいいと述べた。

3．【既存のRDBには限界がある】
1）［RDBの更新が遅い］

　多くの参加者が，データベースの情報が古く，年 1
回の更新でも実情を反映できないことを述べた。参加
者は，「ケアマネジャーは入れ替わりが激しい。1人
得意な人がいても 1人やめたらガラっと変わってしま
う」と「めまぐるしい」変化について述べた。
2）［RDBをつくれるだけの資源がない］

　地域によっては，そもそも，RDBをつくれるだけ
の医療機関やサービスがないことが挙げられた。

F．地域のリソース情報を共有する方策についての研究
1）在宅緩和ケアに関する望ましいリソースデータベースとは何か？

前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶応義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室

山岸 暁美

KEY FINDINGS

◆在宅緩和ケアに関する望ましいリソースデータベース（RDB）とは，網
羅的な情報内容ではなく，「往診などの相談が可能か」や相談窓口など連
絡先を含む最低限の情報とし，状況の変化に応じて，確実にかつ迅速に更
新できるものであることが必要である。

◆また，RDBのインターフェイスは 1つに集約し，それを周知徹底するこ
とと同時に，地域のヒューマンネットワークを促進することが重要である。
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3）［公開されている情報と実態と違う］

　公開されている情報と実態が違うことが多くの参加
者から指摘された。「（受け入れ，または実施可能の意
を示す）○がつきやすい」と述べた参加者は「利益が
からんでくるので×はつけにくい」などと述べた。一
方，「○をつけにくい」と述べた参加者は，「（実際に
は行っているが），公開したら受け皿として担えない
怖さがある（から○はつけない）」などと述べた。
4）［RDBの情報内容の定義があいまいである］

　RDBの情報内容の定義があいまいであるとの意見
が挙げられた。特に，「ターミナルケアが可能か」に
ついては，複数の参加者が明確な定義自体が難しいこ
とを指摘した。ある訪問看護師は，「『ターミナル○』
とあっても看取りにだけ対応できるのか，呼吸困難な
ど難しい症状も対応してくれるのか，（複雑な病態に
応じた個別性の高い判断なので），○×だけでは判断
ができない」と述べた。
5） ［公開すると得意分野や能力に関する情報を記載

できない］

　多くの参加者が，実際に必要だと思う情報は，施設
や個人の得意分野や能力に関することだが，RDBに

記載することは難しいと述べた。複数の参加者は，
RDBを公開しないほうがこのような情報を得られる
のではないかという意見を述べた。

4．【既存のRDBにはないが必要な情報がある】
1）［できる・できないではなくて相談が可能か］

　紹介する側の参加者も紹介を受ける側の参加者も，
いずれもが，「○×（できるかできないか）」ではなく，
「相談可能か」の情報が役に立つと述べた。
　紹介する側の参加者は，「少しならできる，要相談
とかがほしい。可能性はまったくないのか，交渉はチ
ャンスがあるのかの情報がほしい」と述べた。
2）［連絡先やファーストコンタクトの方法］

　複数の参加者が，電話番号などだけでは，具体的に
相手先の誰にいつ連絡をとればいいかが分からないの
で，「比較的連絡のとれる時間帯と連絡窓口の人の情
報が具体的にあると（初めてでも相談しやすい）」と
述べた。
3）［診療の理念］

　複数の参加者が，詳細な情報よりも「施設の方針や
理念」が参考になると述べた。

表 65　在宅緩和ケアに関するリソースデータベースの現状，課題，改善点

カテゴリー サブカテゴリー

リソースデータベースはあるが使われていない

リソースデータベースはあるが知られていない（5）

情報が体系化されておらず必要な情報にアクセスできない（6）

限られた職種しか使わない（9）

リソースデータベースは最低限の目安としては役に立つ（18）

既存のリソースデータベースには限界がある

リソースデータベースの更新が遅い（11）

リソースデータベースを作れるだけの資源がない（8）

公開されている情報と実態と違う（5）

リソースデータベースの情報内容の定義があいまいである（10）

公開すると得意分野や能力に関する情報を記載できない（22）

既存のリソースデータベースにはないが必要な情報がある

できる・できないではなくて相談が可能か（4）

連絡先やファーストコンタクトの方法（14）

診療の理念（3）

ヒューマンネットワークの存在が前提である

リソースデータベース閲覧で完結することはなく，直接個別に相
談することが必須である（21）

できる・できないは実際に連携しながら，変えていくことが大事
である（7）

地域のリソースの状況について face-to-face で情報交換する機会
が重要である（9）

患者が選ぶのが基本なので情報があっても医療者から指定はで
きない（3）
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5． 【ヒューマンネットワークの存在が前提であ
る】

　すべての参加者が，RDBはそれだけで機能するも
のではなく，その前提としてヒューマンネットワーク
の重要性を強調した。
1） ［RDB 閲覧で完結することはなく，直接個別に相

談することが必須である］

　ほとんどの参加者が，RDBだけの情報では患者の
紹介は成り立たないことを体験し，「直接話をしない
とより良い紹介にはならない」など事例について直接
の相談が必須であると述べた。参加者は，「病状もそ
うだし，距離もそうだし，患者との付き合いも含めて，
いろいろなことを考えて返事をしてくれる」など，
個々の患者の紹介では病状，距離，患者との付き合い，
時期，患者の希望や性格など複数の要因が関与してい
るため，直接相談することの重要性が述べられた。
2） ［できる・できないは実際に連携しながら変えて

いくことが大事である］

　複数の参加者は，○×自体が重要なのではないこと
を述べた。ある看護師は，「やらないことがいくら分
かってもしかたがない」と述べ，RDBをつくること
に労力をかけるよりも，できないことをできるように
連携していくことに労力をかけることの重要性を強調
した。
3） ［地域のリソースの状況について face─to─face で

情報交換する機会が重要である］

　参加者のほとんどが，face─to─face で情報交換する
機会の重要性を強調した。参加者は，「（RDBよりも）
みんなで集まる会を残したい」「できないのではなく
てできることがあるのに（知る機会がないだけ）」と

述べた。

6． 【患者が選ぶのが基本なので情報があっても医
療者から指定はできない】

　医療福祉従事者がいくら情報をもっていても，患者
に還元することが難しいことも多く，葛藤があること
を複数の参加者が述べた。

研究の限界

　患者・家族からの評価ではないこと，また地域によ
ってはあてはまらない事項もある可能性がある。

まとめと意義

　在宅緩和ケアに関する望ましい RDB とは，「詳細
の情報を網羅する」ものではなく，「個別に相談する
ための最低限の資料を提供するツール」とし，状況の
変化に応じて，確実にかつ迅速に更新できるものであ
ることが必要である。また，RDBのインターフェイ
スは 1つに集約し，それを周知徹底することと同時に，
地域のヒューマンネットワークを促進することが重要
である。

文　献
1）山岸暁美，赤澤輝和，瀬尾利佳子，他：在宅緩和ケア
に関する望ましいリソースデータベースとは何か？──多地
域多職種を対象とした質的研究．緩和ケア　21：443─448, 
2011
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目　的

　患者が望む場所で安心して療養するうえで，在宅医
療を担う医師の存在は重要である。本研究は，
OPTIMプロジェクト開始前（2008 年度）に緩和医療
資源が十分でない地域の一般診療所医師の在宅緩和ケ
アの実施状況および困難感を明らかにし，がん緩和ケ
アを地域で推進するための有効策を検討することを目
的とした。

対象・方法

　緩和医療資源が十分でないと考えられる地域の全診
療所 86 カ所の医師を対象に，質問紙調査によって在
宅緩和ケアの実施状況と今後の対応の意向を評価した
うえで，62 カ所を訪問しインタビュー調査によって
在宅緩和ケア実施の阻害要因などを明らかにした。
　質問紙調査は，調査時の提供状況，および現在行っ
ていない場合の今後の方向性について，項目ごとに比
率を算出した。インタビューデータは文節単位に切片
化し，コーディング，カテゴリー化，各カテゴリー間
の関係の検討を繰り返しながら，最終的に「在宅緩和
医療実施への障害」「在宅緩和ケアを地域で推進して
いくための有効策」についてのカテゴリーを抽出した。

結　果

　質問紙調査は，77 施設から回答を得た（回収率

81％）。在宅緩和医療の実施率は，比較的早期のがん
患者については 9施設（18％），比較的末期のがん患
者については 13 施設（27％）であった。末期がん患
者の在宅診療を「行っていない」と回答した 36 施設
（内科 14，他科 22）のうち，今後も「不可能」と回答
したのは 26 施設（内科 6，他科 20）であった。
　医療用麻薬の使用に関しては，坐薬や内服による投
与を 15 施設（29％）が実施していたのに対して，持
続皮下注や持続点滴による投与はそれぞれ 2施設
（4％）と少なく，今後も「不可能」と答えた診療所が，
持続皮下注 69％，持続点滴 78％であった。がん患者
の精神的サポート，家族の精神的サポートを行ってい
たのは 12％で，「不可能」と回答した施設が半数以上
いた。がん患者の呼吸困難緩和（8％）と低かった
（図 75）。
　62 名の医師の発言内容を分析した結果，在宅緩和
ケア実施の障害として，①手技への不安，②病診連携
体制への不安，③患者・家族・市民の心構え，の 3カ
テゴリーが明らかになった。また，在宅緩和ケアを地
域で推進していくためには，①学習会などの開催によ
る診療所医師の緩和技術のスキルアップ，②病院医師
と在宅医との関係構築，③病院によるバックアップ体
制の確立，④グループ診療体制の構築，⑤患者・家
族・一般市民の啓発，という 5つのテーマが有効な取
組みとして示唆された。特に，技術や知識の習得機会
を望む声は多く，具体的には，持続皮下注を含む疼痛
管理，次いで，精神サポート，呼吸コントロール，食
事や栄養管，嚥下・口腔ケア，腎ろう管理などの学習

G．地域緩和ケアにおける診療所の役割に関する研究
1）診療所医師の在宅緩和ケアの困難感を克服するためには？

慶應義塾大学 環境情報学部

秋山 美紀

KEY FINDINGS

　診療所医師の困難感を克服し，地域で緩和ケアを推進するためには，
◆地域で研修会などを開催し，緩和スキルを向上する。
◆病院医師と診療所医師の間で良好な関係を構築する。
◆患者・家族・市民へ在宅ケアへの理解を培うための啓発を行う。



3．地域緩和ケアのコーディネーション・連携の促進に関するもの

603

を希望する発言があった。

研究の限界

　本研究は 1地域に限定された調査であり，診療所医
師 1人ひとりの緩和ケアへの認識や地域への要望の背
景にある文化的・地域社会的コンテクストは，地域に
よって異なるので，ここで得られた知見を一般化する
際には，これらの点を慎重に考慮する必要がある。

まとめと意義

　本研究の調査参加率は高く，地域代表性の高いデー
タであり，この地区と同様に緩和医療資源が必ずしも
豊富でない他の地域での在宅緩和医療を推進していく

うえで，重要な知見になると考えられる。
　本研究から，在宅緩和ケア推進のためには，地域で
研修会などを開催し，病院，診療所間で良好な関係を
築きながらスキルアップを行うとともに，一般市民の
在宅ケアへの理解を培うことが重要であることが示唆
された。わが国においては在宅緩和医療の提供体制の
充実が叫ばれており，その要となることが期待される
診療所医師からのこうした声を活かして，今後，地域
ぐるみで診療体制の構築を行っていく必要がある。

文　献
1）秋山美紀，的場元弘，武林　亨，他：地域診療所医師
の在宅緩和ケアに関する意識調査．Palliat Care Res　4：
112─122, 2009

図　75　提供しているがんの在宅診療および治療の状況
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目　的

　地域の診療所医師からみたがん在宅緩和医療の課題
と解決策を明らかにした実証研究はほとんどない。本
研究の目的は，診療所医師からみたがん在宅緩和医療
の課題と解決策を探索的に収集することである。

方　法

　地域の診療所医師にインタビュー調査を行った。
主な調査項目として，「地域のがん在宅緩和医療の課
題と解決策」「がん患者の在宅での看取りを可能とす
る連携やシステム」について自由に意見を求め，内容
分析を行った。

結　果

　29 カ所の診療所に調査の依頼を行い，27 カ所
（93％）の診療所から同意が得られた。
　対象となった診療所の 89％（n＝24）の医師が，
「住み慣れた地域で在宅療養を希望する患者・家族に
貢献したい」と述べた。
　診療所医師は，がん患者の在宅療養を支えるために，
①診療所医師が負担を減らしながら対応できる診療所
と診療所との連携体制の構築，②バックベッドの確保，
③緩和ケアに関する知識・技術をバックアップする体
制，④病院と診療所とのコミュニケーションと在宅療
養の準備，⑤在宅療養を支える地域の社会資源の整備，

⑥制度上の問題の解決，が必要であると回答した（表
66）

1．在宅医療に取り組む意思
　診療所の 89％の医師が在宅療養を希望する患者を
診療する意思があることを述べた。19％の医師は，在
宅療養患者を診るために，「人数を制限する」「往診で
きる回数に限界があることなど，引き受ける時に患
者・家族にできることを説明する」といった工夫を行
っていた。
　一方，11％の診療所の医師は，早朝から夜間に及ぶ
外来診療の忙しさ，在宅診療を引き受けることで他の
患者を診る責任を果たせないこと，他の役割を担って
いることなどの理由により，在宅診療は困難であると
述べた。医師たちは，「今まで診てきた患者さんを定
期的に診ていくのが精一杯で断っていることもある。
往診を掲げて，片手間にやるのであれば，やらないほ
うがいい。きちんとやりたい」「妊婦以外すべての病
気の診察を行っている。往診もやっていたことがある
が，難しい」と述べた。

2． 在宅療養中の患者を診る負担，診療所と診療
所の連携

　60％の医師が，「在宅医療に取り組むために負担を
軽減する方法が必要である」と述べ，また，在宅診療
を行っている診療所のほとんどが，医師 1名で外来診
療に加え，在宅診療の役割も担っており，患者を 24
時間 1人で診ていく負担の大きさを述べた。

2）診療所訪問による診療所の連携の促進─がん在宅緩和医療の課題と
解決策に関する診療所医師を対象とした訪問調査

すずかけセントラル病院 患者支援センター（前 聖隷三方原病院 看護相談室）

伊藤 富士江

KEY FINDINGS

◆多くの診療所医師は在宅緩和ケアを通して地域医療へ貢献したいという意
思をもちながら他の仕事とのバランスに苦慮している。

◆診療所同士の連携，バックベッド，専門知識のサポート，病院の退院支援
による負担の軽減が求められている。
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　医師たちは，「理想とかけ離れている。責任を果た
せなくて申し訳ない」「日中の外来診療中の対応は難
しい」などと現状とあるべき姿との間での葛藤を述べ
た。
　在宅医療に貢献したいと考える診療所の 88％が，
「信頼できる先生はたくさんいるが，みんなお一人の
ため，頼みにくい」「自分からお願いはしにくいが，
ネットワークをつくればとてもやりやすい」「リーダ
ーシップをとる人がいるのであれば，ぜひ協力した
い」と話し，ネットワークとリーダーシップの重要性
を述べた。

3．バックベッド
　22％の医師が，「バックベッドがきちんと確保して
あれば，一時的に家に居たい人を診ることができる」
「バックベッドの保証を必ずしてもらいたい」と述べ
た。
　一方，74％の医師から，バックベッドが確保されて
いないために困難を感じた体験があったと述べられた。
ある医師は，「病院が満床なのは理解できるので，バ
ックベッドは 1つの病院のみならず，地域全体として
取り組むべきである」と述べた。

4．緩和ケアの知識・技術
　医師たちは，「痛みのコントロールは，病院の緩和
ケアチームに何かあれば聞いている」と症状緩和で難

渋する症例は少ないと述べたが，6名の医師は，「あ
る程度の麻薬処方は大丈夫だが，困難なケースは自信
がなく，相談ができ，アドバイスがもらえれば助か
る」「点滴をする必要があったが（皮下輸液の方法を
知らなかったので）静脈ラインが取れずに困った」と
話した。22％の医師が，緩和ケアに関する知識・技術
をバックアップする体制の重要性について述べた。

5． 病院と診療所とのコミュニケーションと在宅
療養の準備

1）病院と診療所とのコミュニケーション

　52％の医師から，病院と診療所との連携の必要性に
ついて述べられた。
　医師たちは，「病院に紹介する時期を相談したい」
「かかりつけ医師としてできるだけ患者を診ていきた
いので，病院と相談したい」と言う反面，「相談した
いが，病院の医師は忙しいと思うので連絡を躊躇す
る」「家族が病院にいくことを希望しても，看取りだ
けで病院にお返しするのはとても悪い」と述べた。
　15％の医師から，「紙面上の情報だけだったので，
主治医に問い合わせをしたが，連絡がとれなかった。
主治医と直接連携をしていかないと状況が分からな
い」「毎日点滴してもらえると説明され，家族が紹介
状を持ってきた。実際には毎日往診には行けない。病
院では簡単だけど，在宅では簡単ではないことについ
て，病院医師への教育が必要だ」と病院医師との連絡

表 66　診療所医師からみた地域のがん在宅緩和医療の課題と解決策

1．診療所医師が負担を減らしながら対応できる診療所と診療所との連携体制の構築
　・自由意志によるネットワーク
　・リーダーシップの存在
2．バックベッドの確保
　・各病院と医師会との申し合わせと，各病院の現場への周知
　・退院時にバックベッドを確実に確保する施設ごとの取り組み
　・患者・家族に渡す「入院保証」カード
3．緩和ケアに関する知識・技術をバックアップする体制
　・紹介元の病院の緩和ケアチームに連携室を経由して相談する方法の周知
　・医師をサポートする看護師や薬剤師対象の緩和ケアセミナー
　・地域全体で利用できる緩和ケアに関するワンアクセスのホットライン
　・在宅で困る場面が多い緩和ケアの工夫や自宅での死亡確認に関する知識を医師会のホームページなどに掲示
4．病院と診療所とのコミュニケーションと在宅療養の準備
　・病院の連携室と地域医療福祉従事者を含む退院支援プログラムの質の向上のためのミーティング
　・診療所医師と病院医師を含めた退院前カンファレンス
　・紹介時の病院医師と診療所医師との直接のコミュニケーション
　・病院の医師・看護師が在宅医療を体験する教育の機会
　・地域の医療福祉従事者から病院へのフィードバック
　・医療資材について病院と診療所で負担を分け合う方法を相談する機会
5．在宅療養を支える地域の社会資源の整備
　・「（がん緩和）在宅医療ネットワーク協議会」など地域の看護・介護を最大化する協議の機会
　・自宅死亡の検案や救急搬送のルールづくり
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を密にしたいとの希望があった。
　また，「最期どうするかが話し合われていない」「紹
介の時期が遅い」など病院と診療所とのコミュニケー
ションや連携の重要性が述べられた。
　一方，病院スタッフと地域とで行う退院前カンファ
レンスに参加したことがある 19％の医師は，「聞きた
いことを聞けたし，どんな患者さんか顔を見ることが
できた」「退院前カンファレンスは充実していて良か
った」などと退院前カンファレンスが有用であると評
価していた。
2）在宅療養の準備

　48％の医師から，「在宅に移行する時の在宅療養の
準備について病院側に工夫をしてほしい」また，30％
の医師から「診療所で個別に医療資材を準備したり，
変更になるたびに在庫を抱えることが負担」と述べら
れた。

6．在宅療養を支える地域の社会資源
　11％の医師が，在宅療養を支える地域の社会資源の
整備が必要であると述べた。

7．制　度
　2名の医師が診療報酬上の評価が低いことや在宅療
養支援診療所の届け出基準が厳しいことを挙げ，1名
の医師は自宅で死亡した患者の検案や救急搬送のルー
ルについて言及した。

本研究の限界

　本研究の対象は，一部診療所に限られている。

まとめ

　診療所訪問によるインタビュー調査は，「その地域
における課題と解決策」を抽出することに有用である
可能性がある。

文　献
1）伊藤富士江，井村千鶴，森田達也：がん在宅緩和医療
の課題と解決策に関する診療所医師を対象とした訪問調査．
緩和ケア　20：641─647, 2010
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目　的

　在宅療養者を支えるには医療者の 24 時間対応可能
な体制が求められており，在宅療養支援診療所の要件
にもなっている。しかし，特に常勤医師数 1名である
診療所の場合，心理的にも肉体的にもその負担は小さ
くない。そのため，診診連携や訪問看護師との連携が
有用だと考えられるが，地域ごとの事情がさまざまで
あることなどから，なかなか活動が広がらないのが現
状である。
　本研究の目的は，わが国における診診連携の現状を
明らかにし，診療所同士の連携促進を図るための基礎
資料を得ることである。

対象・方法

　全国各地で活動している診診連携グループの中心的
役割を担っている医師 12 名を対象に，電話を用いた
聞き取り調査を行った。
　調査項目は，設立年月日，設立母体，メンバー数，
構成要員，対象地域，年間症例数，副主治医の実働実
態，決定方法，役割，待機方法，運営上の工夫，規約
や趣意書の有無，患者情報の共有方法，診療録の作成，
訪問診療以外の活動内容，組織運営上の課題，報酬の
割り振りなどを設定した。調査時間は，調査への負担
軽減のため 30 分程度とした。

結　果

　調査項目の内容を整理すると，①設立の経緯と構成
メンバーの規模，②副主治医の決定方法と患者情報共
有のしくみ，③副主治医の待機・臨時出動と看護師と
の連携，④カルテ作成と副主治医への報酬支払い，の
4つに特徴を類型化できた（図 76）。
　副主治医の臨時出動は，回答が得られた 6グループ
の場合，往診回数 0～5回／年，在宅看取り件数 0～2
回／年であった。

研究の限界

　地域によりさまざまな事情があるため，今回類型化
したものがすべての地域にあてはまるとは限らない。
それぞれの地域の特性に合わせて改良し活用すること
が望まれる。

まとめと意義

　本研究は，診診連携について全国的に調査した初め
ての研究である。4つのカテゴリーごとの類型化を
OPTIM方式とし，今後新たに診診連携グループの構
築を希望する医師がこのOPTIM活用することを期待
できる。また，副主治医としての実際の活動回数は少
ないことが明らかとなったため，診診連携に参加する
ことより過度な負担は担わず 24 時間対応体制をつく

3）どうすれば新たな診診連携グループ（診療所同士の連携）を
構築できるのか？─OPTIM方式の提案

あおぞら診療所

川越 正平

KEY FINDINGS

 新たに診診連携グループを構築するためには，
◆「設立の経緯と構成メンバーの規模」「副主治医の決定方法と患者情報共
有のしくみ」「副主治医の待機・臨時出動と看護師との連携」「診療録の作
成と副主治医への報酬支払い」の 4つを，それぞれの実情に合わせて改
良し活用することが望ましい。
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ることが可能であると示唆された。

文　献
1）川越正平，廣岡佳代，白髭　豊：電話インタビュー調

査に基づく在宅医療診診連携システムの類型化（OPTIM
方式）．日本医事新報　4565 号．p. 87─92, 2011

図 76　在宅医療診診連携システムの類型化（OPTIM方式）

1. 設立の経緯

　有志の集まり

　医師会などの組織

2. 構成メンバーの規模

　5名以下の少数グループ

　20名以上の中大規模グループ

3. 副主治医の決定方法

　在宅導入時症例ごとに決定

　連携医師が担当する全患者を担当

4. 患者情報共有のしくみ

　導入時に入手した診療情報の共有

　依頼の直前に電話やサマリー作成

　定期または随時サマリーやメーリングリストでの共有

　共有しない

5. 副主治医の待機・臨時出動　患者からの電話を受けるのは

　副主治医

　主治医の診療所職員

　主治医

6. 看護師との連携

　診療所の看護師が同行する

　担当の訪問看護師と連携する

　看護師は関与しない

7. 診療録の作成

　主治医診療所のカルテに記載（非常勤医として登録）

　副主治医診療所でカルテを作成

8. 副主治医への報酬

　設定しない（信頼関係に基づく）

　実働時間 1時間あたりの報酬

　臨時往診 1件あたりの報酬

　待機料 1日あたりの報酬

　副主治医診療所が請求する診療報酬を報酬とする
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目　的

　がん患者が在宅で過ごすことは，患者の希望の 1つ
である。がん患者が在宅で過ごすための体制を地域で
整備していくことが求められており，患者に関わる在
宅ホスピスの診療やケアの質の評価を得ることは，緩
和ケアの質の向上に有用な可能性がある。一方，多職
種が患者に関わる時，受けた教育や専門性，患者・家
族との関わりの違いなどから，同じ現象に対しても評
価が一致しない場合がある。患者・家族のケアについ
ての職種間での評価が異なった時，評価の基盤となる
ものを共有し，その後のケアに活かす方法として，多
職種でのカンファレンスやフォーカスグループにより，
相互の評価の相違となった背景を理解することが考え
られる。より利用者の立場に立った評価の 1つとして
は，「当事者」である患者・家族の評価を得る方法が
ある。しかし，これまでに，多職種で議論した結果挙
げられた，患者・家族のケアについての懸念事項につ
いて，患者・家族の視点からの評価を得た研究はない。
　本研究の目的は，多職種での議論を基に，①遺族か
らみた在宅ホスピスの評価を得ること，②医療福祉従
事者から挙げられた患者・家族のケアについての懸念
事項について遺族自身の評価を得ること，である。

対象・方法

　1つの診療所で在宅死亡まで診療を受けたがん患者
の遺族を対象として，郵送法による自記式質問紙調査
を行った。

　適格基準は，①患者の死亡後 6か月以上，18 か月
以内の遺族，②患者の「キーパーソン」または「身元
引受人」として診療録に記載されている家族 1名が同
定できること，③患者の年齢が 20 歳以上，④遺族の
年齢が 20 歳以上，である。除外基準として，①死亡
時の状況から精神的に不安定なために研究の施行が望
ましくないと担当医または看護師のいずれかが判断し
たもの，②死亡時の状況から，認知症，精神障害，視
覚障害などのために，調査票に記入できないと担当医
が判断したもの，③患者ががんであることを伝えられ
ていなかった遺族，④診療を受けていた時期の患者の
住所が当該都市以外のもの，である。遺族の評価は，
必ずしも患者の評価と一致しないが，
　以下の点から，本研究では遺族を対象とすることが
適切と考えた。①患者は経過全体をみて判断すること
はできないが，遺族は死亡までの経過をみて判断でき
る，②家族自身が緩和ケアの対象である，③患者を対
象とした場合，認知障害や全身状態の悪化のために，
相当数が除外される，④遺族の評価と患者の評価は精
神状態については一致しにくいが，サービスの評価で
は比較的一致しやすい。
　調査対象となった診療所における在宅がん患者の看
取り数は，地域のがん患者の在宅死亡数の約半数であ
り，地域内の多機関多職種と連携を取っているため調
査対象として選択した。
　診療所，居宅介護支援事業所，訪問看護ステーショ
ン，保険薬局といった施設別に評価を行う信頼性・妥
当性のある評価手段は確立していないこと，および本
研究は地域の多職種自身が調査の過程と結果を共有す

4）地域の多職種で作成した調査票を用いた在宅死亡がん患者
の遺族による在宅ホスピスの評価

聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター

井村 千鶴

KEY FINDINGS

◆医療福祉従事者の評価に相違がみられた場合には，医療福祉従事者の評価
のみを判断の基準とするのではなく，当事者である患者・家族の評価に立
ち返り，多職種が議論するための基盤となる評価を得ることが 1つの選
択肢となる。
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ることによって，今後のケアの改善を目的とする点か
ら，多機関の多職種 9名からなるフォーカスグループ
で質問項目を作成した。主要評価項目は，遺族からみ
た診療所の評価である。さらに，医療福祉従事者から
挙げられた患者・家族のケアについての懸念事項につ
いての遺族の評価を尋ねた。

結　果

　質問紙調査は，97 名（75％）から有効回答を得た。
診療所の医師，看護師については遺族の 80％以上が

「患者・家族の意思や気持ちを大切にしてもらえた」
「医師や看護師の関わりに満足だった」と回答した
（図 77，78）。一方，看取りのケア，死亡後の残薬な
どの課題も明らかにされた。
　医療福祉従事者から挙げられた患者・家族のケアに
ついての懸念事項（「往診に来てもらう時間が分から
なくて困ったことがあった」「早朝や夜間遅い時間の
往診が負担な時があった」など）について「そう思
う」と回答した遺族は 10％以下であった。

おもに介護していた方以外の家族も，医師から病状
や治療内容について十分説明を受けることができた

ゆっくりと話せる時間があった

落ち着いていて，来てもらわなくていいと思う時に
も往診があった

往診に来てもらう時間が分からなくて困ったことが
あった

担当医師がはっきり決まっていなかったので困った

早朝や夜間遅い時間の往診が負担な時があった

1回の往診の時間が短く，十分に医師と相談できな
かった

医師から，余命について適切な説明を受けた

患者の容態の変化に応じて，医師からタイミング良
く説明を受けることができた

熱心にみてもらえた

患者の意思や気持ちを大切にしてもらえた

必要な時に往診に来てもらえて安心だった

医師の関わりに満足だった

0 20 40 60 80 100（％）
とてもそう思う そう思う 少しそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答
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図 77　診療所の評価：診療所医師の対応
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研究の限界

　本研究の限界として，遺族を対象としており，必ず
しも患者の評価と一致しない可能性がある。1つの診
療所で診療を受けた遺族が対象であり，地域全体の評
価として一般化することはできない。調査票の開発に
患者・家族が参加していないなど，妥当性が十分に確
認されているとは限らない。

まとめと意義

　本研究は，われわれの知る限り，地域の多職種で議
論し，患者に関わった診療所についての遺族の評価，
および医療福祉従事者から挙げられた患者・家族のケ
アについての懸念事項について，実際に遺族の評価を
得た初めての研究である。本研究の結果は，関わった
多機関多職種で課題を共有し，改善策を具体的に議論

するための基礎資料となった。
　1つの診療所で在宅死亡まで診療を受けた遺族の視
点から，診療所の評価が得られた。全般的に肯定的な
評価が得られたが，いくつかの課題も明らかにされた。
医療福祉従事者から挙げられた患者・家族のケアにつ
いての懸念事項については，必ずしも多数の遺族の意
見ではないことが示唆された。
　本研究から，医療福祉従事者の評価に相違がみられ
た場合には，医療福祉従事者の評価のみを判断の基準
とするのではなく，当事者である患者・家族の評価に
立ち返り，多職種が議論するための基盤となる評価を
得ることの重要性が示唆される。

文　献
1）小野宏志，細田 修，井村千鶴，他：地域の多職種で作
成した調査票を用いた在宅死亡がん患者の遺族による多機
関多職種の評価．緩和ケア　21：655─663, 2011

本当は入院したかったが言い出せなかった

亡くなった後，どうすればいいのか分からなかった

亡くなった後，看護師に側にいてほしかった

入院後や亡くなった後に薬が余って困った

処方された薬の量が多く，経済的に負担だった

24時間連絡がついて助かった

担当看護師が決まっていなかったので困ることが
あった

診療所の看護師から，身体の変化についてタイミン
グよく説明を受けることができた

困ったことや心配なことを診療所の看護師に十分に
相談できた

診療所の看護師の関わりに満足だった

0 20 40 60 80 100（％）
とてもそう思う そう思う 少しそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答

図 78　診療所の評価：診療所看護師の対応・看取りのケア・薬剤・診療所との連絡
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患者や家族の希望について，診療所の看護師と十分
に話し合うことができた

診療所の看護師と，家族ができることなど，介護の
仕方について十分に相談できた

身体を拭くことなど，診療所の看護師にやってほし
いことが頼めなかった
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目　的

　本研究の目的は，在宅特化型診療所とドクターネッ
トのいずれもが存在する 1都市におけるがん患者の自
宅死亡率の推移を明らかにすることを通じて，在宅特
化型診療所とドクターネットがどのように在宅がん患
者の緩和ケアに貢献するかについて洞察を得ることで
ある。

対象・方法

　総務省人口動態統計の目的外使用申請を行い，浜松
市のがん患者の自宅死亡率を取得した。地域の在宅特
化型診療所 1施設におけるがん患者の自宅死亡数を診
療記録より取得した。従来型診療所におけるがん患者
の自宅死亡数は，人口動態統計から取得したがん患者
の自宅死亡数から，在宅特化型診療所の診療記録から
取得した死亡数を除いたものとした。

浜松地域における在宅特化型診療所，ドク
ターネット，病院との診療における連携体制

　浜松地域において，在宅特化型診療所はOPTIMプ
ロジェクト前の 2005 年から常勤医師 1名で活動を開
始し，2006 年から診療所看護師が訪問看護を開始し
た。2009 年に常勤医師 2名となり，患者数に応じて，
比較的固定している常勤的非常勤医師 2名を含む非常
勤医師 5～7名で診療を行った。
　ドクターネットは，OPTIMプロジェクトが進む中
で診療所同士の連携を強化する希望が挙がったことか

ら，浜松市医師会が中心となって，在宅医療における
診診連携を目的として 2009 年から 2010 年にかけて発
足した。5名の世話人が置かれており，その 1名が在
宅特化型診療所の医師である。参加診療所は，2010
年発足時には 25 診療所，2010 年 11 月には 41 診療所
であった。
　一方，病院は，4つのがん診療連携拠点病院と 1つ
の総合病院に緩和ケアチームがあり，1つのホスピス
病棟がある。5つの緩和ケアチームは年間 5回の「緩
和ケアチーム合同カンファレンス」で連携するととも
に，「緩和ケアホットライン」を設置した。緩和ケア
ホットラインは，地域からの緩和ケアに関する質問に
対して 1つのメールアドレスに送付すると，同時に 5
つの緩和ケアチームすべてに連絡されるものである。
また，ホスピス病棟は年間 2回の「ホスピスの利用を
考える会」を開催して地域での利用の改善を図るとと
もに，自宅患者のレスパイト入院を行った。
　在宅特化型診療所，ドクターネット，病院との医師
の診療面における連携の具体的な内容を図 79に示す。
連携は，主治医機能の連携，入院機能の連携，症状緩
和が困難な場合の専門緩和ケアの連携の 3つが実施さ
れた。
　主治医機能の連携は，ドクターネット内の従来型診
療所―従来型診療所，特化型診療所―従来型診療所間で
行われ，主治医不在時の主治医機能を交代するもので
ある。入院機能の連携は，特化型診療所は無床診療所
であるため，特化型・従来型診療所―病院間で行われ
た。専門緩和ケアの連携は，必要な時に受診や紹介状
での相談，メールや電話による相談として行われた。
病院の緩和ケアチームが定期的に診療所に訪問して行

5）在宅特化型診療所とドクターネットは排他的か？

1）聖隷三方原病院 緩和支持治療科，2）坂の上ファミリークリニック，3）藤島クリニック

森田 達也 1），小野 宏志 2），藤島 百合子 3）

KEY FINDINGS

◆在宅特化型診療所と一般の診療所のドクターネットは排他的に機能するも
のではない。

◆ドクターネットに在宅特化型診療所が加わり一般の診療所を支援すること
で，自宅で過ごすがん患者の緩和ケアに寄与する。
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うアウトリーチプログラムが在宅特化型診療所に対し
て行われた。それぞれの連携は，機能のみならず，お
互いに連絡しやすい，価値観が類似している，地理的
条件が近いなど個々の状況に応じてゆるやかに臨機応
変に行われた。

結　果

　浜松地域におけるがん患者の自宅死亡率（死亡数）
は，2007 年に 7.0％（124 名）であったが，2010 年に
は 13.0％（255 名）に増加した（増加率：106％，図
80）。この間，全国での自宅死亡率は 6.7％（22,623
名）から 7.8％（27,508 名）であり（増加率：22％），
長崎地域の自宅死亡率は，2007 年には 6.9％（95 名）
であったが，2010 年には 10.3％（151 名）であった
（増加率：59％）。
　自宅がん死亡数のうち，在宅特化型診療所，従来型
診療所で診療を受けた患者数を図 81に示す。自宅が
ん死亡総数に占める在宅特化型診療所の患者の割合は，
2007 年には 49％であったが，2010 年には 70％に増加
した。しかし，従来型診療所が診療した自宅がん死亡
数も，2007 年の 63 名から，2009 名は 98 名，2010 名
は 77 名であり増加していた。

図 79　在宅特化型診療所，ドクターネット，病院との診療における連携体制

病院の緩和ケアチーム・ホスピス病棟
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図 80　自宅死亡率の推移
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研究の限界

　1地域における研究であるので他の地域にあてはま
るとはかぎらない，患者・家族の緩和ケアの質評価や
quality of life を評価したものではない，3年間の数値
であり今後変化する可能性がある，個々の連携の状況
（在宅特化型診療所が従来型診療所を支援して診療し
た患者数，ドクターネットの診療数など）に関するデ
ータを取得できなかった。

まとめと意義

　第一に，地域全体でのがん患者の自宅死亡率は，3
年間という短期間に約 2倍に増加した。増加の原因を
特定することは対象地域が設定されていないため方法
論的に不可能であるが，想定される理由として，①病
院から自宅への退院支援・調整プログラムの普及や病
院医師・看護師の在宅の視点の変化，②在宅特化型診
療所の存在による診療可能な患者数の増加，③診療所
同士の連携による主治医機能の連携，④専門的緩和ケ
アについての在宅特化型診療所と病院からの従来型診
療所への支援などが考えられる。特に，緩和ケアチー
ムのアウトリーチを受けた在宅特化型診療所による診
療可能な患者数の増加と，在宅特化型診療所が従来型
診療所を主治医機能と専門的緩和ケアの両面から支援

したことが，浜松地域における自宅死亡率の上昇の要
因になったと推測される。
　第二に，在宅特化型診療所が診療する患者数が増加
したとしても，従来型診療所が診療する患者数は減少
せず，むしろやや増加していた。想定される理由は，
①患者や家族の信頼を置いているかかりつけ医にみて
ほしい希望がある，②在宅特化型診療所の医師の方針
が患者・家族と必ずしも一致しない，③在宅特化型診
療所は広範囲をカバーするためより近くの診療所を選
択する，④従来型診療所でも在宅診療を熱心に行って
いる，⑤在宅特化型診療所と連携することで従来型診
療所ががん患者を診療しやすくなる，⑥訪問看護師や
保険薬局薬剤師などチームとして緩和ケアの技術が向
上することで対応が可能になる，などの複数の理由が
考えられる。
　以上より，在宅特化型診療所と診療所間のドクター
ネットは排他的に機能するものではなく，ドクターネ
ットに在宅特化型診療所が加わり従来型診療所を支援
することで，自宅で過ごすがん患者の緩和ケアに寄与
する可能性が示唆された。

文　献
1）森田達也，野末よし子，宮下光令，他：在宅緩和ケア
を担う診療所として在宅特化型診療所とドクターネットは
相互に排他的か？　Palliat Care Res　7：317─322, 2012
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目　的

　本研究の目的は，自宅死亡した患者において，遺族
による緩和ケアの質評価・quality of life と診療所の
要因との関連を明らかにすることである。

方　法

　自宅死亡した患者について，遺族による緩和ケアの
質評価（Care Evaluation Scale の合計得点），quality 
of life（Good Death Inventory の合計得点，苦痛がな
いことと望んだ場所で過ごせることのサブドメイン）
を施設要因ごとに比較した。施設間の比較は，1つの
診療所で対象となる患者数が 1～2名の診療所がある
ため行わなかった。すべての自宅死亡した患者の介入
前，介入後の遺族調査のデータを使用した。
　診療所の施設要因として，年間死亡者数（5人以下，
6～20 人，21 人以上），常勤医師数（1名，2名以上），
常勤看護師数（2名以下，3名以上），介護支援専門員
（なし，1名以上），自宅死亡率（年間の診療所でのが
ん死亡数のうち病院死亡でないものを除いた患者の割
合；70％未満，70％以上），在宅療養支援診療所の届
け出（なし，あり），医師による 24 時間対応（往診，
電話のみ），入院施設（なし，あり），専門・認定看護
師（がん専門看護師・緩和ケア認定看護師・がん性疼
痛看護認定看護師の有無），一般病院の利用可能性
（容易である，容易ではない），緩和ケア病棟の利用可

能性（容易である，容易でない）を施設の自記により
取得して比較した。一元配置分散分析（post─hoc test
は Sheffe 法）または Student t検定で比較した。有意
水準は P＝0.01 とした。

結　果

　31 施設 459 名が対象となった（表 67）。
　年間死亡患者数が 21 名以上の施設では，6～20 名
の施設と 5名以下の施設と比較して，および，年間死
亡患者数が 6～20 名の施設では 5名以下の施設と比較
して，それぞれ遺族による緩和ケアの質評価が有意に
高かった（付図 20）。この他のすべての施設要因で有
意なものはなかった。在宅支援診療所の届け出は，遺
族による緩和ケアの質評価・quality of life と有意な
関係を認めなかった（付図 20）。

6）診療所の要因は自宅死亡した患者の緩和ケアの
質評価・quality of life に影響するか？

聖隷三方原病院 緩和支持治療科

森田 達也

KEY FINDINGS

◆年間のがん患者の経験数は，自宅死亡する患者の遺族からみた緩和ケアの
質評価に関連する

◆常勤医師数，自宅死亡率，在宅療養支援診療所の届け出，医師による 24
時間対応などの施設要因が遺族からみた緩和ケアの質評価・quality of life
に及ぼす影響は小さい。

表 67　診療所ごとの自宅死亡患者数

年間患者数 施設数 患者数

年間 5名以下＊1 14 施設  31 名

年間 6～20名＊2 14 施設 161 名

年間 21名以上＊3  3 施設 267 名

31施設 459 名
＊1　 1 名（5施設），2名（4施設），3名（3施設），4名（1施設），
5名（1施設）

＊2　 6 名（1施設），7名（1施設），8名（2施設），9名（1施設），
11名（3施設），13名（1施設），14名（2施設），15名（2施
設），19名（1施設）

＊3　 25 名（1施設，長崎地域），42名（1施設，柏地域），200名
（1施設，浜松地域）
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　傾向が認められたものは，年間死亡患者数が 6～20
名の施設では，5名以下の施設と比較して quality of 
life の合計得点が高い傾向があった。年間死亡患者数
が 21 名以上の施設では，6～20 名の施設と比較して
quality of life（場所）が低い傾向があった。常勤看護
師数が 3名以上の施設では，2名以下の施設と比較し
て quality of life（場所）が高い傾向があった。緩和
ケア病棟の利用可能性が容易である施設では，容易で
ない施設と比較して，quality of life（苦痛）と quality 
of life（場所）が高い傾向があった。

研究の限界

　全国の 4地域での少数施設を対象としているので他
の地域や全国の傾向にあてはまるとはいえない。1施
設あたりの対象患者数に偏りが大きいため，特定の施

設要因の影響を受けている可能性がある。回答の得ら
れた遺族だけを対象としている。

まとめと意義

　自宅死亡した患者について，遺族による緩和ケアの
質評価と年間のがん患者の経験数との相関がみられた。
それ以外ははっきりした施設要因はみられなかった。
緩和ケアの対象となる患者の経験が遺族による緩和ケ
アの質評価に関連することは臨床経験の蓄積により診
療の質が改善することを示唆する。それ以外の常勤医
師数，自宅死亡率，在宅療養支援診療所の届け出，医
師による 24 時間対応などの施設要因は遺族からみた
緩和ケアの質評価・quality of life に及ぼす影響は小
さく，取得可能な情報以外の要因が緩和ケアの質評
価・quality of life を規定していることが示唆された。
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付図 20　診療所の施設要因によるアウトカムの差
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5.1

付図 20　診療所の施設要因によるアウトカムの差（つづき）
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背景・目的

　在宅はがん患者，終末期患者の望む死亡場所の 1つ
であり，地域緩和ケアの質指標の 1つとなる。本研究
では，OPTIMプロジェクトが実施された 4地域のう
ち政令指定都市である浜松市の在宅死亡数のプロジェ
クト前後での推移を他の政令指定都市と比較して明ら
かにすることを目的とする。

対象・方法

　厚生労働省人口動態調査から 2007 年から 2010 年の
がん患者，全死亡患者の死亡数，在宅死亡数を取得し
た。研究対象期間に政令指定都市であった札幌，仙台，
さいたま，千葉，東京都区部，横浜，川崎，新潟，静
岡，浜松，名古屋，京都，大阪，堺，神戸，広島，北
九州，福岡を対象とした。
　在宅死亡は，自宅，老人ホーム，介護老人保健施設
での死亡と定義した。在宅死亡率の経年的推移と，
2007 年を 100 とした増減比の推移を算出して図示し
た。

結　果

　研究期間を通じて在宅死亡率が高かったのは仙台市
であり，がん患者の 16.8％，全死亡患者の 23.2％が在
宅死亡であった（表 68）。浜松市は，がん患者の在宅
死亡率が仙台市に次いで高く 15.4％であり，全死亡患
者の在宅死亡率は最も高く 23.4％であった。
　がん患者の在宅死亡率は，仙台市，浜松市が 15％
以上であった（図 82）。増減比でみると，浜松市，川
崎市，札幌市で 150％以上の増加が認められた。
　全死亡患者の在宅死亡率は，浜松市，仙台市，神戸
市，東京都区部，横浜市が 20％以上であった（図 83）。
増減比でみると，横浜市，堺市，浜松市で 130％以上
の増加が認められた。

まとめと意義

　OPTIMプロジェクト期間中に，浜松市においては，
がん患者，全死亡患者での在宅死亡数が他の政令指定
都市と比較しても顕著に増加したことが確認された。

7）政令指定都市における在宅死亡数の推移

聖隷三方原病院 緩和支持治療科

森田 達也

KEY FINDINGS
◆浜松市においては，がん患者，全死亡患者での在宅死亡数が他の政令指定
都市と比較して顕著に増加した。



Ⅳ．付帯研究（2）領域・地域ごとの研究

620

表 68　政令指定都市のがん患者・全死亡患者の在宅死亡率

がん患者 全死亡患者
 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

仙台
344
15.5
100

342
15.0
99

366
16.8
106

386
16.8
112

1,389
20.8
100

1,554
22.5
112

1,523
22.1
110

1,711
23.2
123

浜松
165
9.2
100

199
10.7
121

232
12.8
141

303
15.4
184

1,221
18.7
100

1,358
20.1
111

1,461
21.9
120

1,645
23.4
135

千葉
221
11.0
100

237
11.6
107

267
12.3
121

279
13.0
126

992
16.0
100

1,052
16.9
106

1,121
16.9
113

1,278
18.2
129

東京都区部
2,153
10.1
100

24,46
11.3
114

2,526
11.7
117

2,851
12.8
132

12,010
17.9
100

12,998
19.1
108

13,327
19.7
111

15,474
21.5
129

神戸
453
10.9
100

489
11.6
108

547
12.7
121

565
12.5
125

2,447
19.3
100

2,668
20.3
109

2,815
21.4
115

3,056
21.8
125

横浜
735
8.8
100

865
10.4
118

911
10.9
124

1078
12.4
147

3,920
16.1
100

4,739
18.6
121

4,906
19.2
125

5,599
20.5
143

京都
326
8.4
100

381
9.5
117

396
9.8
122

463
11.3
142

2,174
17.3
100

2,282
17.9
105

2,372
18.4
109

2,443
18.8
112

川崎
172
6.3
100

219
7.9
127

235
8.1
137

285
9.9
166

1356
16.2
100

1,503
17.3
111

1,499
17.1
111

1,709
18.4
126

大阪
617
7.8
100

721
9.2
117

697
8.9
113

770
9.5
125

4,387
18.0
100

4,864
19.8
111

4,609
18.9
105

5,160
19.9
118

さいたま
178
7.2
100

207
8.4
116

182
7.2
102

235
9.1
132

1015
13.3
100

1,172
14.5
115

1,145
14.2
113

1,282
14.8
126

広島
182
7.1
100

203
7.6
112

199
7.7
109

255
9.0
140

1,483
17.6
100

1,570
18.3
106

1,655
19.2
112

1,746
19.2
118

堺
166
7.5
100

200
8.6
121

179
7.9
108

215
8.8
130

976
15.1
100

1,077
15.6
110

1,080
15.9
111

1,338
18.2
137

静岡
123
6.4
100

191
9.8

155.3

143
7.3

116.3

172
8.7

139.8

1,101
17.4
100

1,312
19.8
119

1,270
19.3
115

1,408
19.9
128

名古屋
422
7.5
100

478
8.4
113

453
7.9
107

457
7.8
108

2,607
14.7
100

3,067
16.6
118

2,963
16.2
114

3,347
17.6
128

福岡
196
6.5
100

218
6.7
111

186
6.1
95

230
6.9
117

1,044
11.5
100

1,223
12.6
117

1,118
12.0
107

1,279
12.6
123

新潟
106
4.5
100

120
5.4
113

140
6.0
132

150
6.1
142

1,037
14.6
100

1,125
16.0
108

1,118
15.8
108

1,226
16.1
118

北九州
144
4.6
100

151
4.7
105

152
4.7
106

141
4.3
98

979
10.3
100

965
10.1
99

1,051
10.5
107

1,089
10.8
111

札幌
138
2.9
100

157
3.3
114

183
3.7
133

212
4.0
154

1,574
11.2
100

1,727
12.0
110

1,680
11.6
107

1,886
12.2
120

全国平均
25,724
7.6
100

28,632
8.3
111

29,658
8.6
115

32,430
9.2
126

173,916
15.7
100

188,820
16.5
109

191,369
16.8
110

208,533
17.4
120

　上段：在宅死亡数，中段：在宅死亡率，下段：2007 年を 100 とした増減比
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図 82　がん患者の在宅死亡率の推移

a．在宅死亡率
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図 83　全患者の在宅死亡率の推移
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目　的

　介入地域で訪問看護件数の変化を明らかにし，地域
全体の自宅死亡数の増加と比較することによって地域
で生じた変化についての洞察を得ることを目的とした。

対象・方法

　介入地域 4地域のうち，データの取得が可能であっ
た鶴岡地域，長崎地域において，訪問看護件数の推移
を取得した。鶴岡地域については 2件ある訪問看護ス
テーション全施設，長崎地域においては調査時点
（2011 年）に開設している訪問看護ステーション 21
件のうちのがん患者の訪問件数が多いと考えられる 9
施設を対象とした。
　各施設に調査票を送付し，2007 年度，2008 年度，
2009 年度，2010 年度の訪問看護の新規依頼件数，が
ん患者の新規依頼件数，終末期がん患者の新規依頼件
数（医療保険の規定による「末期がん患者」の訪問看
護件数）を取得した。さらに，訪問看護を受けたがん
患者のうち，病院での死亡が確認された患者数，自宅
死亡した患者数を取得した。
　地域ごとに，人口動態統計から取得した地域全体の
自宅死亡がん患者数，がん患者の新規依頼件数，終末
期がん患者の依頼件数の増減比（2007 年を 100 とし
た数値）を算出し，図示した。また，訪問看護を受け
て死亡したがん患者の死亡場所の転帰の比率の推移を
算出し図示した。

結　果

　鶴岡地域では，訪問看護の新規依頼件数は大きく変
わらなかったが，地域全体の自宅死亡がん患者数と同
じように，がん患者の訪問看護の新規依頼件数，終末
期がん患者の新規依頼件数が増加していた（表 69，
図 84）。長崎地域では，がん患者の訪問看護の新規依
頼件数，終末期がん患者の新規依頼件数，地域全体の
自宅死亡がん患者数が同じように増加し，訪問看護の
新規依頼件数も増加していた。
　訪問看護を受けていた患者で自宅死亡した患者の割
合は，鶴岡地域で 25％（2007 年）から 48％（2010 年）
に増加した（図 85）。長崎地域では患者数は 73 名か
ら 109 名に増加したが，割合は 66％から 64％と変わ
らなかった。

本研究の限界

　長崎地域では全数調査ではない。訪問看護ステーシ
ョンからの聞き取り調査であるため，数値が完全に正
確であるとは限らない。

まとめと意義

　鶴岡地域では，訪問看護件数全体の増加は大きくな
いが，期間中に特にがん患者の訪問看護の依頼が増加
し，自宅で死亡まで過ごすがん患者の数，割合とも増
加した。長崎地域では，がん患者・終末期がん患者の

H．地域緩和ケアにおける訪問看護ステーションの
役割に関する研究

1）OPTIMプロジェクト前後での訪問看護利用数についての実態調査

1）聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター，2）同 緩和支持治療科

野末 よし子 1），森田 達也 2）

KEY FINDINGS

◆がん患者の訪問看護件数は，地域全体の自宅死亡がん患者数の増加と同じ
ように増加した。

◆自宅死亡したがん患者の約 2倍の患者が，少なくとも一時的に自宅で過
ごすことができたと見積もられる。
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訪問看護件数のみならず，非がん患者を含めた在宅で
過ごす患者が増加したが，死亡まで自宅で看取る患者
の割合は 65％前後で変わらなかった。いずれの地域
も訪問看護を受けて自宅死亡したがん患者は訪問看護

を受けた患者の 40～60％であることから，結果的に
自宅死亡したがん患者の約 2倍の患者が一時的に自宅
で過ごすことができたと見積もられる。

図 84　訪問看護件数と自宅死亡数の推移の比較
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図 85　訪問看護を受けていたがん患者の死亡場所の転帰の推移
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表 69　訪問看護件数の推移

鶴岡地域 長崎地域

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

訪問看護の新規依頼件数（すべての疾患） 200 239 209 236 353 454 478 562

がん患者の新規依頼件数 48 74 82 81 132 166 157 202

終末期がん患者の新規依頼件数 32 53 68 67 94 142 126 163

訪問看護を受けたがん患者で病院での死亡が確認された患者数 33 35 40 38 38 39 54 61

訪問看護を受けたがん患者で自宅死亡した患者数 11 30 29 35 73 100 95 109

自宅死亡したがん患者数 * 29 37 38 46 95 152 150 151

　＊　人口動態統計から取得したもの
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目　的

　OPTIM活動の中で，病院側と在宅側が共同し定期
的なカンファレンスを行い，早期からの退院支援を行
なった。しかし，取り組みの過程で，訪問看護ステー
ション（以下，ステーション）の設置がないことやあ
っても訪問看護師不足などの理由で，訪問看護ニーズ
に対応できない現状が明らかになった。
　本調査は長崎市内およびその周辺のステーションの
設置状況と訪問看護利用者（以下，利用者）の分布お
よび各ステーションの訪問エリアを明らかにし，今後
の訪問看護の提供体制および効率性を考えるうえでの
素地とすることを目的に行った。

対象・方法

　対象は，長崎市［440,911 人・406km2］と隣接する
西彼杵郡長与町［72,653 人・49km2］，時津町［29,926
人・21km2］，琴海町［12,956 人・68km2］（以下，周
辺）にあるステーション（25 事業所）で，長崎市訪
問看護ステーション連絡協議会（以下，協議会）に加
入している 22 ステーションとした。
　方法および内容は，各ステーションの 2010 年 9 月
30 日時点の利用者情報〔①住所，②訪問看護依頼の
経緯，③訪問看護の保険（医療・介護）種別〕，ステ
ーションの基本属性（①設置主体，②訪問看護師常勤

換算人数，③ 24 時間対応体制・重症管理体制の有無）
を聞いた。
　 分 析 方 法 は， 利 用 者 情 報 を ゼ ン リ ン（Zi 
PROFESSINAL7）電子地図帳にプロッティングし，
各ステーションの利用者 8割が分布するエリアを訪問
エリアとして円で表し，これらを訪問看護の実態を表
す客観的データの 1つとして分析した。

倫理的配慮

　協議会を通し口頭と文書で説明し，利用者やステー
ションは特定されないこと，結果は利用者のステーシ
ョンを選択する妨げにならないこと強調し，情報提供
をもって同意とした。

結　果

　16 ステーションが回答し，回収率 72.7％であった
（表 70）。
　2010 年 9 月 30 日時点の 16 ステーションの合計利
用者数は 1,022 人で，保険割合は，医療保険が 23.8％，
介護保険は 76.2％であった。なお，この割合は各ステ
ーションで差があり，医療法人立は医療保険割合が高
い傾向にあった。
　ステーションの設置と全利用者は，長崎市内（以下，
市街地）に集中していた。各ステーションの訪問エリ

2）長崎地域における訪問看護ステーションの守備範囲の
プロッティングを用いた有効利用に関する研究

1）長崎がん相談支援センター，2）長崎市訪問看護ステーション連絡協議会・長崎市医師会訪問看護事業所，

3）同協議会・長崎県看護協会 訪問看護ステーションYOU

吉原 律子 1），船平大栄子 2)，下屋敷元子 3）

KEY FINDINGS

 訪問看護ステーションが地域の看護ニーズに適切に応えるためには，
◆地域の各ステーションの特徴や訪問エリアなどの実態を明らかにして共有
する。

◆地域の訪問看護ニーズに確実に応えられるようステーションがネットワー
クする。
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アは，最小と最大で約 5倍の差があり，医療法人立は
訪問エリアが狭く，株式会社は広い傾向にあった。ま
た，市街地の南部・北部・東部には利用者分布がない
地域があった。
　訪問エリアの重複は，各ステーションの利用者 8割
が分布するエリアで「市街地」の 6ステーションのう
ち 4ステーションに完全に重複した地域があった。一
方，「市街地から北部」の 6ステーションでは，2ス
テーションで完全に重複した地域があったが範囲は狭
く各ステーションで北部全般をカバーしていた。
　全利用者の訪問看護開始の経緯は，介護支援専門員
53.3％，病院連携室 21.2％，医師 15.8％であり，医療
保険利用者は医療従事者からの依頼が多く，介護保険
利用者は介護支援専門員からの依頼が多かった。これ
は各ステーションにより相違があり，特に医療保険割
合の多いステーションと介護保険割合の多いステーシ
ョンでの違いは顕著であった（図 86）。

調査の限界

　今回の調査は，OPTIMの活動に関連する長崎市と
その周辺という限られた地域に設置する 16 ステーシ

ョンの利用者分布であり，長崎市全体の実態とはいえ
ない。特に，利用者のプロットがない地域については，
今回参加しなかったステーションが訪問している可能
性もある。

まとめと意義

　今回の調査で，ステーションと利用者は市街地と北
部に集中していることが分かった。これは，長崎市人
口の約 8割が市域面積 13.1％の市街地および北部に居
住していることから，訪問エリアの重複も含め当然と
いえる。しかし，現状ではエリア重複と対応との関連
は明らかではない。また，面積の 7割が斜面地である
ことから訪問にはかなりの移動時間を要していると考
えられた。さらに，各ステーションで利用者の保険割
合や開始経緯を鑑みると，実践している看護内容や連
携している機関，職種のネットワークなどに特徴があ
ると推測された。
　このような結果から，今後は訪問にかかる負担軽減
やステーションの特徴を活かして，地域の看護ニーズ
に確実に応えられるようすべてのステーションが共同
して取り組んでいく必要があることが示唆された。現

表 70　16 ステーションの特性

記号
常勤換算
（人）

医療：介保
（％）

8割依頼
（半径 km）

全エリア
（半径 km）

備考（プロ
ット数：人）

A 6～10未満 16：84 3.4 9.5 108

B 10 以上 20：80 4.3 9.3 121

C 3 未満 15：85 1.9 7.2 38

D 3～6未満 17：83 4.0 19.1 46

E 3～6未満 15：85 2.9 9.5 47

F 3～6未満 30：70 3.4 5.5 84

G 3～6未満 2：98 5.0 7.5 84

H 6～10未満 41：59 3.6 12.2 75

I 3～6未満 22：78 4.0 6.9 45

J 3～6未満 23：77 6.0 16.9 56

K 6～10未満 49：51 8.6 18.0 71

L 6～10未満 27：73 4.7 11.7 62

M 6～10未満 20：80 6.55 11.0 64

N 3～6未満 44：56 10.3 15.6 15.6 

O 3～6未満 23：75 3.5 8.3 40

P 6～10未満 21：79 10.3 26.6 47

　赤字は最大，最小を示す。



Ⅳ．付帯研究（2）領域・地域ごとの研究

626

在協議会は「ナースネット長崎」としてステーション
の空き状況を公開するなど行っており，これを基盤に

発展的なネットワーク活動が期待できる。

患者・家族
60人（6％）

医師　161 人
（16％）

連携室　211 人
（21％）

ケアマネジャー
545人（53％）

a．全体（n＝1,022）

医師　24 人
（36％）

連携室　15 人
（24％）

b．Mステーション（n＝67） c．Nステーション（n＝84）

ケアマネジャー
78人（93％）

ケアマネジャー
24人（36％）

連携室　3人
（4％）

患者・家族　1人
（1％）

医師　2人
（2％）

その他　39 人
（4％）

患者・家族
3人（4％）

図 86　利用者の訪問看護開始の経緯
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背景・目的

　鶴岡・三川地域（人口約 15 万人）に訪問看護ステ
ーションは 2事業所，サテライトが 4カ所ある（図
87）。訪問看護師はA事業所 16 名，B事業所 11 名が
所属している。病院からの在宅療養移行患者の増加に
伴い，訪問看護の受け入れキャパシティーを超え，断
らざるをえないケースが見受けられ始めた。
　本研究では，各事業所の訪問看護件数と訪問範囲の
実態を明らかにすることを目的とした。

対象・方法

　訪問看護ステーションに 2010 年 7 月 30 日現在の訪
問看護契約を行っている患者自宅の住所を記載する用
紙を持参し，調査依頼を行った（図 88）。記入した用
紙を郵送にて返却してもらい，訪問先住所を電子地図
帳（ゼンリン電子地図帳　Zi PROFESSIONAL7）に
プロット表示した。結果を，鶴岡・三川地域の病院と

診療所医師が中心となり在宅医療について考える会
「南庄内在宅医療を考える会」で報告し，意見交換を
行った。

結　果

　訪問看護総件数 490 件（回答率 100％），A訪問看
護ステーション 303 件，B訪問看護ステーション 187
件であった。サテライト付近で 2つの事業所の訪問先
が混在していた（図 89）。

研究の限界

　今回の研究は，顔の見える関係が構築されている訪
問看護ステーション 2事業所の調査であるため，協力
が得やすかった。多くの訪問看護ステーションが存在
する地域では調査協力が難しい場面も想定される。ま
た，医療依存度の種類，看護処置内容，ステーション
の技術差などの調査は行っておらず，単純に件数のみ
である。

まとめと意義

　本研究は訪問看護資源が少ない地域で，有効に活用
する検討材料して行われた。医師を交えての報告と意
見交換では，患者の居住地で訪問看護ステーションを
割り振ることができないかが検討されたが，患者と主
治医，訪問看護師と主治医との信頼関係を考慮すると
難しいのではないかといった意見が多勢を占めた。一
方で，制約のない新規の患者の場合には，ある程度の

3）鶴岡地域における訪問看護ステーションの訪問範囲の実態調査

庄内医療生活協同組合 鶴岡協立病院 地域医療連携室

瀬尾 利加子

KEY FINDINGS
 限りある医療資源である「訪問看護」を効率的に活用するための調査。
◆地域の訪問看護件数と地域の現状把握を行う。
◆プロッティング結果を元に指示を出す医師と訪問看護師で意見交換を行う。

図 87　鶴岡・三川地域の訪問看護ステーション

B訪問看護大山サテライト

A訪問看護
湯田川サテライト

A訪問看護
櫛引サテライト

A訪問看護
藤島サテライト

A訪問看護本部

B訪問看護本部
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振り分けは可能ではないかといった結論となった。
　プロットデータは訪問看護の有効活用を検討するた
めのデータとなり，指示を出す医師に限らず患者家族
の相談役にもなりうる介護支援専門員や，病院の退院
支援看護師，医療ソーシャルワーカーにも提供すべき
重要なデータになりうると思われる。

文　献
1）瀬尾利加子，三原一郎，土田兼史：南庄内地区の訪問
診療と訪問看護の実態を知る～プロット調査から～．日本
医療マネジメント学会誌　12 （suppl）：235, 2011

図 88　カバーエリア調査のお願い（訪問看護）

提出方法

○○○○

記載方法

調査方法

提出締切

電話　○○○○─○○─○○○○・ＦＡＸ　○○○○─○○─○○○○

提出先・お問い合わせ先

図 89　訪問看護先

A訪問看護藤島
サテライト

A訪問看護櫛引
 サテライト

A訪問看護
 湯田川サテライト

B訪問看護
 大山サテライト
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目　的

　在宅療養支援診療所と訪問看護ステーション（以下，
ステーション）が良い連携をもつことは，がんや医療
依存度の高い患者のみならず，最期の時まで在宅で過
ごすことを望む患者の希望を叶えることにつながる。
より良い連携がもたれているかを確認するためには，
ステーションのケアの質と連携に関する評価を行うこ
とが大切である。
　本研究の目的は，在宅に特化した診療所（以下，在
宅特化型診療所）と連携してケアを実施したステーシ
ョンのケアの質について，遺族からの評価を明らかに
することである。最終的な目的は，遺族からの評価を
基にステーションと診療所とで課題を共有し，連携方
法について検討することである。

対象・方法

　調査対象は，当該診療所で在宅死亡まで診療を受け
たがん患者の遺族のうち，患者の死亡後 6カ月以上，
18 カ月以内の遺族，患者の年齢が 20 歳以上，遺族の
年齢が 20 歳以上の者を対象とした。死亡時の状況か
ら精神的に不安定，認知症，精神障害，視覚障害など
があると判断された遺族は除外した。
　調査対象とした診療所は「在宅ホスピス」を標榜し
ている在宅特化型診療所であり，看取り数は市内のが

ん患者在宅死亡数の約半数である。複数名の医師と看
護師が訪問を行い，かつ，必要に応じて地域内のステ
ーションとも連携をとっている。診療所内の看護師と
ステーションの連携のとり方は，訪問頻度や介護度が
高い，介護力が低い患者の場合などに診療所から依頼
があり，診療所内の看護師は診療の補助を中心に療養
上の世話なども行い，ステーションは療養上の世話な
どを中心に診療の補助も行いながらお互い必要に応じ
た頻度で訪問していることが多い。在宅末期医療総合
診療料を算定する場合は，訪問頻度や内容が同様とな
るよう調整している。緊急時の対応は，その緊急時の
状況に応じて連絡を取り合い，どちらかが対応してい
る。緊急時の対応や日々の状況把握のために訪問時の
患者家族の状況をお互いその日のうちに報告している。
　本研究は，郵送法による自記式質問紙調査であり，
評価の質問項目は多職種 9名からなるフォーカスグル
ープで作成した。
　評価の項目は，「訪問看護師の関わりに満足だった」
など 8項目について，「そう思わない」から「とても
そう思う」の 5件法で尋ねた。「診療所内の看護師と
は別にステーションが入っていて良かった」に対して
「少しそう思う」「そう思う」「とてもそう思う」と回
答した遺族に，どのようなことが良かったかを自由記
述で求めた。

4）在宅特化型診療所と連携する訪問看護ステーションの
役割に関する研究

訪問看護ステーション 細江

佐藤 泉

KEY FINDINGS

◆在宅特化型診療所と連携する訪問看護ステーションの遺族評価は全般的に
高かった。

◆診療所内の看護師との連携時には，訪問頻度や役割について事例ごとに検
討する必要性がある。
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結　果

　研究期間中の死亡患者 158 名のうち 135 名が対象と
なり，97 名から回答を得た（有効回答率 75％）。この
中から診療所とは別にステーションから看護師の訪問
を受けていたと回答したものは 33 名（34％）であっ
た。対象者の患者は男性 16 名，女性 17 名，在宅での
療養期間の中央値は 23（範囲：2─262）日であった。
遺族は平均年齢 60±13 歳，男性 11 名，女性 22 名で
あった。

1．ステーションの評価
　遺族からみたステーションの評価は，93％の遺族が，
「訪問看護師の関わりに満足だった」に対して「そう
思う」「とてもそう思う」と回答した（図 90）。「困っ
たことや心配なことに十分に対応してもらえた」「困
ったことや心配なことを十分に相談できた」が遺族の
約 85％，「家族ができることなど，介護の仕方につい
て十分に相談できた」「緊急時には，すぐに対応して
もらえた」「患者や家族が望む過ごし方について話を
することができた」が 70％前後で肯定的だった。
　連携に関する評価は，86％が「診療所との連携は良
かった」と回答した。一方，「診療所内の看護師とは
別に，訪問看護ステーションが入っていて良かった」
に対しては 74％が「そう思う」「とてもそう思う」と

したが，26％が「そう思わない」「あまりそう思わな
い」と回答した。

2．診療所内の看護師とは別にステーションが入
っていて良かった理由
　「診療所内の看護師とは別に，ステーションが入っ
ていて良かった」に対して「少しそう思う」「そう思
う」「とてもそう思う」と 20 名が回答し，そのうち
11 名からどのようなことが良かったかの理由が得ら
れ，「精神的な支援があった」など 5つのカテゴリー
に分けられた（表 71）。

研究の限界

　本研究は，遺族を対象としており，必ずしも患者の
評価と一致しない可能性がある。また，1つの診療所
で診療を受けた遺族が対象であり，地域全体の評価と
して一般化することはできない。

まとめと意義

　本研究は，われわれの知る限り，患者に関わった在
宅特化型診療所とステーションとが連携してケアを実
施したステーションの評価について，実際に遺族の評
価を得た初めての研究であり，診療所とステーション

図 90　在宅特化型診療所と連携するステーションの評価

患者や家族が望む過ごし方について話をすることが
できた

緊急時には、すぐに対応してもらえた

診療所内の看護師とは別に，ステーション
が入っていて良かった

家族ができることなど、介護の仕方について十分に
相談できた

困ったことや心配なことを十分に相談できた

診療所との連携は良かった

困ったことや心配なことに十分に対応してもらえた

訪問看護師の関わりに満足だった
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で課題を共有し，改善策を具体的に議論するための基
礎資料となった。遺族に評価を得ることは，職種間で
課題を共有してケアの改善を図るための基盤となり，
地域における緩和ケアの質の向上に貢献する可能性が
示唆される。
　ステーションの評価は，看護師の関わりに満足度が
高く，総じて肯定的であった。特に困ったことや心配
なことに対する相談や対応といった精神的な支援，家
族ができることや介護の仕方といった療養上の世話に
関する支援に対して高い評価が得られた。
　連携に関しても肯定的な評価であり，診療所との連
携は良かったことが示された。一方，「診療所内の看
護師とは別に，ステーションが入っていて良かった」
に関しては 74％が肯定的であったが，26％は否定的
な評価であり，全患者に対して一様にステーションと
診療所内の看護師が入ることが良いとはいえないこと
が示された。ステーションが入っていて良かった理由

に挙げられたように精神的な支援，療養上の世話の支
援，定期的な頻繁な訪問を望む家族は診療所内の看護
師に加えてステーションも入ることを望んでいるのか
もしれない。診療所とステーションが連携する場合に
は両看護師の訪問頻度や役割などについて事例ごとに
患者家族のニーズを十分に検討する必要性が示唆され，
この際には，ステーションは評価が高かった精神的支
援や療養上の世話に関する支援といった役割を中心に
担い診療所と連携することが良いと思われる。

文　献
1）佐藤 泉，小野宏志，細田 修，他：在宅特化型診療所
と連携する訪問看護ステーションの遺族評価：訪問看護と
介護　17：155─159, 2012
2）佐藤 泉，小野宏志，細田 修，他：在宅特化型診療所
と連携する訪問看護ステーションの遺族評価─OPTIM浜
松．第 16 回日本緩和医療学会学術大会プログラム・抄録
集，p. 440, 2011

表 71　 「診療所内の看護師とは別に、ステーションが入っていて良かった」の自由記述

カテゴリー 具体例

精神的な支援があった 親身に思ってくれて心から信頼できた
頼りになる存在だった
来てくれるだけでありがたかった
社会とのつながり、外の風を感じた
愚痴や世間話の相手になってくれた
ちょっとした疑問にも相談にのってもらえた

療養上の世話に関する支援があった 入浴の世話もしてくれた
自宅でできる方法を教えてくれた

予定された日時に頻繁にみてもらえた 診療所と合わせてみていただく回数が多かったので安心した
決まった日時に必ず来てくれた
来てくれる日が分かっていて良かった
定期的に訪問してもらえた

緊急時や変化時の対応が良かった 診療所がすぐに対応できない時に対応してくれた
遠慮なく連絡を取り合える関係になっていた
変化への対応がすばやかった

連携が取れていた どちらも同じような治療をしてくれた
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背景・目的

　疼痛はがん患者の主要な苦痛の 1つであり，しばし
ば有効に治療されていない。
　近年，がん疼痛の緩和治療は外来で開始されること
が多くなったため，保険薬局が患者の窓口となること
が多い。しかし，保険薬局では，処方医からの患者情
報が得られないことや 1つの薬局で扱う処方数が少な
く経験や教育が不十分であることから，オピオイドの
服薬指導を行っている保険薬局は約半数にすぎない。
薬剤師が服薬指導に加わることは患者の鎮痛の質を向
上させる可能性があるが，わが国では，外来がん患者
の疼痛のモニタリングを保険薬局が行った有効性に関
する実証報告はない。
　本研究の目的は，外来通院中のがん患者が鎮痛治療
を受ける時に保険薬局から電話でモニタリングを行う
ことの有用性を明らかにすることである。有用性の評
価項目としては，①薬局で把握した疼痛マネジメント
の問題とその対応，および，②モニタリング前後での
疼痛の強さの変化を指標とした。

対象・方法

　1つのがん診療連携拠点病院に隣接している保険薬
局に受診したがん患者のうち，適格基準を満たす患者
を連続的に対象とし，薬剤師があらかじめ構造化した
調査用紙に従って患者のモニタリングを行った。

　患者の適格基準は，がん疼痛に対する鎮痛薬（非オ
ピオイド鎮痛薬，オピオイド鎮痛薬，または，鎮痛補
助薬）の処方のある患者のうち，①鎮痛薬の処方が開
始または変更されたもの，または，②疼痛の STAS-J
（Support for Team Assessment Schedule 日本語版）
が 2以上とした。本研究の目的は，保険薬局で鎮痛治
療を受けているがん患者全体に対する有用性を評価す
ることであるため，対象をオピオイドの導入する時期
に限ることはしなかった。
　モニタリングは，緩和医療を専門とする医師による
2時間の訓練を受けた保険薬局の薬剤師 2名が行った。
1名は緩和ケアチームの薬剤師として 2年間の勤務経
験のある薬剤師であり，1名は病院勤務の経験がある
保険薬局の薬剤師である。
　1名の患者に対して 2週間のモニタリングを 1件と
定義した。同一患者において 1件のモニタリングの終
了後に，再び新しい症状の悪化や投薬の変更のために
適格基準を満たした場合には新しいモニタリングとし
て 1件とした。
　初診時に，疼痛の STAS，疼痛（最大，最少）の
NRS（Numeric Rating Scale）を記録し，患者の医療
用麻薬についての不安，服薬方法を確認した。電話で
症状や服薬状況のモニタリングを行うことの同意を得
られた患者に対して，初診時から 48 時間以内に電話
で自宅の患者のモニタリングを行った。モニタリング
では，疼痛の STAS，疼痛（最大，最少）の NRS，
嘔気，眠気の STAS，排便の有無，および精神症状

I．地域緩和ケアにおける保険薬局の役割に関する研究
1）外来緩和ケア患者のがん疼痛に対する保険薬局の

電話モニタリングの効果

レモン薬局三方原店 在宅・緩和医療室

前堀 直美

KEY FINDINGS
◆保険薬局の電話モニタリングは，自宅で生じている鎮痛の問題点を早期に
同定して対応することにより，外来通院患者の鎮痛の向上に有用な可能性
が示唆される。
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（幻覚，または混乱が認められるものと定義）を口頭
で確認し，記録した。
　患者の症状に合わせて，必要と考えられる介入を行
い，介入内容として，「既存の指示の範囲内で指導し
たこと」「医師と連絡を取り，新しい指示を得て指導
したこと」「予定外受診を勧めた」のいずれかの有無
を記録した。前 2者については，行った内容を自由記
述で記録した。
　レスキュードースを使用していない場合には，その
理由を開かれた質問で確認し，「処方があることを知
らなかった」「使ってはいけないと思っていた」「副作
用があり，使いたくない」「複数あり，どれを使えば
よいか分からない」「投与間隔が分からない」「その
他」のいずれかに分類して記録した。把握した「疼痛
マネジメント」とその対応についての度数分布を算出
した。
　「疼痛マネジメントの問題」とは，「疼痛 STAS≧3，
嘔気 STAS≧3，眠気 STAS≧3，便通が 3日以上ない，
または精神症状があるもの」と定義した。

結　果

　期間中の適格基準を満たす患者 57 名のうち，すべ
ての患者から同意が得られ，延べ 100 件の電話モニタ
リングが行われた。モニタリングを行った理由は，

「鎮痛薬の処方が開始または変更されたもの」が 46 件
（開始 27 件，変更 29 件），鎮痛薬の開始や変更を伴わ
ない「疼痛の STAS が 2以上のもの」が 44 件であっ
た。オピオイドの初回投与の患者 27 件では 25 例で制
吐剤が処方され，18 例で下剤が処方されていた。
　患者 1名あたりのモニタリング回数の中央値は 1件
（範囲：1～7回）であった。1件のモニタリング期間
中に，中央値 2回（範囲：1～7件）の電話連絡を行
い，1回の電話連絡に必要とした時間は中央値 5分
（範囲：1～10 分）であった。
　患者背景としては，原発部位では，泌尿器が最も多
く，大腸・直腸，肺，膵臓・胆管・胆のう，乳腺など
であった。患者の PS（Performance status）は 2以
下の患者がほとんどであった。疼痛の STAS は 89％
が 2以上，疼痛（最大）のNRSは 74％が 7以上であ
った。
　モニタリング期間中に，なんらかの「疼痛マネジメ
ントの問題がある」とされたものは 74％（74 件）で
あった。60％（60 件）では 1つの問題，13％（13 件）
では 2つの問題，1％（1件）では 3つの問題が同定
された。最も多かったものは，鎮痛が不十分（44％）
であり，次に，嘔気（20％），眠気（14％）であった
（表 72）。
　鎮痛が不十分の患者のうち，処方されているレスキ
ューが使用されていないものは 23 件（52％，23/44）
であった。レスキューを使用していない理由は，「使
ってはいけないと思っていた」39％（9件），「複数あ
り，どれを使えばいいか分からない」17％（4件），
「副作用があり使いたくない」17％（4件），「投与間
隔が分からない」13％（3件），「処方があることを知
らなかった」4％（1件），「もったいない」4％（1件），
「効果がない」4％（1件）であった。
　薬剤師が行った介入は，「既存の指示の範囲内で指
導した」62％，「医師と連絡を取り，新しい指示を得
て指導した」22％，「予定外受診を勧めた」12％であ
った。最も多かった介入は，「レスキューの使用方法
の指導」39％，「副作用対策薬の服薬方法の指導」
17％であった（表 72）。
　各モニタリングの前後，患者の初回と最終評価のい
ずれにおいても，疼痛 STAS，疼痛（最大）NRS，疼
痛（最小）NRS のいずれも有意に低下した（表 73）。
患者の初回と最終評価の比較において，疼痛 STAS
が 1以下，2以下の患者は初回は，32％であったが，

表 72　疼痛マネジメントの問題と対応（100 件）

疼痛マネジメントの問題
　疼痛STAS≧3 44％（n＝44）
　嘔気 STAS≧3 20％（n＝20）
　眠気 STAS≧3 14％（n＝14）
　便通が３日以上ない  8％（n＝ 8）
　精神症状  3％（n＝ 3）

対　応

既存の指示の範囲内で指導した 62％（n＝62）
　レスキューの使用方法の指導 39％（n＝39）
　副作用対策薬の服薬方法の指導 17％（n＝17）
　服薬時間の指導 11％（n＝11）
　飲酒、市販薬など生活の指導  5％（n＝ 5）

医師と連絡を取り，新しい指示を
得て指導した

22％（n＝22）

　増量  8％（n＝ 8）
　減量・中止  8％（n＝ 8）
　レスキュードース薬・量の変更  4％（n＝ 4）
　副作用対策薬の新規処方・変更  2％（n＝ 2）

予定外受診を勧めた 12％（n＝12）

　項目は重複がある。
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モニタリング終了時には，81％であった。

本研究の限界

　①病院と情報共有を行うために対象患者の診療科を
限ったことがある。特に，緩和ケアチームが直接診療
していないにしろ，診療に関与している患者が 80％
であるため，より難治性の患者を扱った可能性がある。
したがって，本研究の知見はより苦痛が軽度な患者に
あてはまるとはいえない。②単一の保険薬局での知見
であるので，保険薬局すべてにあてはまるとはいえな
い。③介入者が評価を行ったため，評価測定にバイア
スが生じている可能性がある。④比較対照群がないた
めに，効果を厳密にはいえない。

考　察

　電話のモニタリングを行った患者の約 70％に鎮痛
治療によるなんらかの問題が認められ，最も多いのは
不十分な鎮痛であり，その半数でレスキューが使用さ
れていなかった。本研究の結果からは，特にレスキュ
ードースの使用方法について，初診時におおまかな説
明をするだけでは不十分であり，「実際に，今，痛い
とき」にどうしたらいいかを電話で患者個々にその時
に指導することが患者の鎮痛薬への心配を軽減し，鎮
痛を得ることに貢献することが示唆される。
　不十分な鎮痛に次いで多かった問題が，副作用対策
である。出現している副作用や副作用の心配が患者の
鎮痛の改善のバリアになることは，複数の研究で一貫
して指摘されている。本研究では，特に，疼痛マネジ
メントの問題として鎮痛不十分に次いで多かったのが

嘔気であった。また，薬剤師が行った介入として，
「指示範囲内で副作用対策薬の指導」と「副作用対策
薬の新規処方提案」が多かった。以上の知見より，保
険薬局において，鎮痛薬の副作用をモニタリングし，
指示範囲内での服薬指導を行うことと，新しく副作用
が疑われる症状が生じた場合には症状の原因の評価を
行うことが患者の鎮痛に貢献すると考えられる。
　一方，これらの服薬指導を可能にするためには，制
度上のいくつかの主要な問題がある。すなわち，①労
力と負担から考えて，どこの保険薬局でも対応するこ
とが可能であるとは限らない，②保険薬局では病院か
ら患者情報が提供されなければ，処方箋のみで服薬指
導を行うことは難しい，③保険薬局の多くは，年間に
少数回の経験しかないこともあるために知識や経験を
蓄積しにくい，④麻薬の取り扱いが煩雑で返品ができ
ないため，積極的に在庫を置くことが難しい場合があ
る，⑤ 24 時間の対応を患者から求められる場合もあ
るが体制を維持できない。これらを解決するためには，
①緩和ケアに専門的に対応できる薬局の認定や標榜を
認めることにより，電話モニタリングなどの付加的な
サービスを行っている薬局が患者に分かるようにする
こと，②地域での病院と保険薬局での情報共有を行う
システムの構築（患者所持型情報ツール，電話連絡な
ど），③保険薬局の薬剤師を対象とした研修会，④麻
薬の取り扱いの見直し，⑤保険薬局同士での 24 時間
体制の確保，などが考えられる。

文　献
1）前堀直美，水上有紀子，安達三郎，他：外来患者のが
ん疼痛に対する保険薬局薬剤師の電話モニタリング・受診
前アセスメントの効果．ペインクリニック　33：817─824, 
2012

表 73　モニタリング前後での疼痛の変化

各モニタリングの前後（100件） 患者あたりの初回評価と最終評価（58例）

前 後 P 前 後 P

疼痛 STAS　平均値±標準偏差 2.3±0.87 1.8±0.83 ＜0.001 2.6±0.77 1.7±0.80 ＜0.001

　　０，１ 22％（n＝22） 49％（n＝49）  10％（n＝ 6）  48％（n＝28）

　　２ 27％（n＝27） 28％（n＝28）  22％（n＝13）  33％（n＝19）

　　３ 47％（n＝47） 22％（n＝22）  60％（n＝35）  17％（n＝10）

　　４  4％（n＝ 4）  1％（n＝ 1） 6.9％（n＝ 4） 1.7％（n＝ 1）

疼痛（最大）NRS 平均値±標
準偏差

6.4±2.3 4.9±2.4 ＜0.001 7.2±2.0 4.6±2.6 ＜0.001

疼痛（最小）NRS 平均値±標
準偏差

3.4±1.8 2.7±1.8 　0.002 3.8±2.0 2.5±1.8 0.002
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目　的

　在宅医療において薬局が関与する場合，いくつかの
課題が挙げられる。今回はそれら課題が何であるかを
はっきりさせ，解決策を導くことを目的とする。

対象・方法

　全国の薬局を対象として考える。しかし，研究する
にはさまざまなバイアスが多すぎ，調査に偏りが出る
可能性があるため，ここでは研究ではなく一般的に語
られている課題に対し，その対策を考察するにとどめ
る。

1 ． 薬局機能および薬剤師の役割，そして訪問 
可能な薬局リストの周知不足

　患者だけでなく，医療介護職の多くが文面の事項に
ついてきちんと把握できていないことが多い。よって，
何をどこに依頼すればよいのかが分からないというこ
とになる。
　その対策として，①薬局機能および薬剤師の役割を
患者や医療介護職に周知〔パンフレット作製（日本薬
剤師会，都道府県薬剤師会，各薬局が作製している），
研修会開催（薬剤師が講師となり，住民向け，医療介
護職向けに行う）〕，②地域ごとに訪問可能な薬局リス
ト（図 91）を作製し，医療介護職に紹介（当該薬剤
師会や行政のホームページに掲示しダウンロード閲覧，
在宅医療に関する研修会で印刷配布）することが考え
られる。

2 ．小規模薬局における対応の限界
　24 時間 365 日の対応は，小規模薬局単独では難し
い面がある。
　今までは 1人の患者に対して，1つの薬局しか契約
できなかったが，2012 年 4 月の調剤報酬改定により，
小規模薬局同士の連携が制度上可能となった。メイン
で契約する薬局を「基幹薬局」，フォロー役を「サポ
ート薬局」と呼ぶ。「主治医と副主治医」の関係の薬
局版である。
　これにより，個店では難しかった 24 時間 365 日対
応へのハードルを下げることが可能となった。ただし，
基幹薬局は事前に患者に対してサポート薬局がどこで
あるのかを連絡し，了解を得ておく必要がある。

3 ．薬剤師の知識不足または認識不足
　在宅訪問のノウハウや保険制度に関する知識が薬剤
師に不足していることが多く，訪問することに二の足
を踏むケースがみられる。また緩和ケアに関する知識
や認識が十分でない薬剤師が多い。
（対策）

　ノウハウや保険制度に関する知識不足に関しては，
各地でのきちんとした研修会の開催が必要となる。一
定の基礎レベルを確保するための研修会については，
OPTIM作製の薬剤師の在宅訪問に関するDVDや日
本薬剤師会作製の「在宅服薬支援マニュアル」なども
活用できる。
　緩和ケアに関する知識および認識の不足に関しても，
緩和医療学会，緩和医療薬学会などが牽引役を果たす
とともに，各都道府県において行政および薬剤師会単

2）在宅における薬局の課題と解決策

くろしお薬局

川添 哲嗣

KEY FINDINGS

◆地域緩和ケアにおける薬局との連携を強化するためには、地域薬局のもっ
ている機能が記されたリストマップの作成、在宅医療や緩和ケアへの知識
と認識の向上を進める研修、そして、処方箋のやりとりのスムーズ化をは
かることも大切であることが示唆された。
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位で研修が開催されるようになってきた。また，薬剤
師の在宅に関する連絡会や研究会〔長崎薬剤師在宅医
療研究会（P─ネット），全国薬剤師・在宅療養支援連
絡会，（社）日本在宅薬学会，HIP 研究会など〕も多
くでき，研修機会は過去に比して相当多くなっている。
　これに伴い，在宅療養支援や緩和ケアに関わる薬剤
師の裾野は着実に広がり，レベルも徐々に高くなって
きている。牛歩であっても前進していることは間違い
ない。

4 ．処方箋のやりとりの問題
　通常，処方箋のやりとりに関しては，以下のA，B
の流れは法律上正しい。

1）パターンA

①医師が患者を診察→②処方箋を患者に対して交付→
③患者（または介護者）が希望する薬局に処方箋を持
ち込む→④薬局で調剤→⑤患家に訪問し，薬の管理指
導および服薬支援。
2）パターンB

①医師が患者を診察→②処方箋を患者に対して交付→
③患者（または介護者）が希望する薬局に処方箋を自
ら FAX→④薬局で FAXに基づき調剤準備をし，患
家に訪問し，正式な処方箋を確認し，調剤を完了→⑤
薬の管理指導および服薬支援。
　しかし，③の部分で患者や介護者が希望の薬局に持
ち込むことや FAXをすることができないケースが多

リスト作製におけるポイント（参考資料：高知県

薬剤師会訪問可能薬局リスト抜粋）

・構成を地域別にする
・開局時間外，夜間，休日の対応の記載
・麻薬処方，無菌調剤への対応の可否の記載
・訪問範囲の記載

図 91　地域ごとの訪問可能薬局リスト
（高知県薬剤師会，訪問可能薬局リスト（2011 年 4月，高知県薬剤師会作製）より一部地域のみ抜粋掲示）
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くあり，その対策に苦慮する。薬局が患家に処方箋を
取りにいくという手もあるが，それに費やす時間を考
えると非常に無理がある。
（対策）

　調査によると，以下のようなやり方をしているとこ
ろが多いようであった。

①医師が患者を診察→②処方箋を患者に対して交
付→③患者（または介護者）が希望する薬局に処
方箋の複写を医療機関が代行して FAX（患者依頼
による）→④薬局で FAXに基づき調剤準備をし，
患家に訪問し，正式な処方箋を確認し，調剤を完
了→⑤薬の管理指導および服薬支援

　パターン Bのやり方を踏襲しているが，患者が医
療機関に依頼して FAXを代行してもらうやり方が考
えられる。これが法律的に許されるかどうかに関して
は，あくまでも「患者が希望する薬局」ということを
遵守すれば大きな問題とは考えにくい（患者の選択肢
がまったくなく，医療機関が半強制的に決めた薬局へ
FAXがなされ，その薬局が訪問にあたることは「医
療機関による患者誘導」にあたり，許されない）。
　ここで，ポイントになるのが「その地域で訪問可能
な薬局リスト」の有無である。これがないと患者もど

この薬局を選択してよいか分からないということにな
る。もしかすると，希望の薬局は訪問できない薬局か
もしれない。そこで，図 91で示したようなリストが
必要となるわけである。

まとめと意義

　在宅における薬局の課題を，①薬局リスト（MAP），
②小規模薬局の連携，③在宅医療の制度や緩和ケアへ
の知識と認識の向上，そして，④として処方箋のやり
とりの問題の解決，の 4つに絞り，解決策を考えてみ
たわけだが，これら 4つだけを解決すれば，すべての
問題が解決するということではもちろんない。
　ただ，お願いしたいことは，まず何はともあれ，第
1段階として，ここに挙げた 4つの課題への対策に関
しては即実行に移していただきたいということである。
そして，③に関する研修を積み重ねていけば，地域に
おける薬局の役割は必ずや明確になると思われる。そ
れが結果的には多職種連携の充実につながり，最終的
に「地域の医療・介護連携の充実」そして「安全かつ
安心の在宅医療，在宅緩和ケア」につながると思われ
る。
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背景・目的

　より良い在宅緩和ケア体制の構築を目指すため，実
施されたケアの質の評価は重要である。緩和ケアの質
の評価としては在宅死亡率などの客観的指標で論じら
れるほか，遺族調査も 1つの手法として行われるが，
地域内多施設に対して職種別に遺族からの評価を得た
研究はない。
　本研究の目的は，がん緩和ケアに関わる地域の保険
薬局に対する遺族からの評価を得ることである。

対象・方法

　調査対象は，本研究参加診療所で在宅死亡まで診療
を受けたがん患者のうち，患者の死亡後 6カ月以上
18 カ月以内の遺族，患者の「キーパーソン」または
「身元引受人」として診療録に記載されている家族 1
名が同定できること，患者の年齢が 20 歳以上，遺族
の年齢が 20 歳以上の者を対象とした。
　本研究は郵送法による自記式質問紙調査であり，
2010 年 2 月に診療所から対象者へ調査票を郵送し，
返送を依頼し，保険薬局薬剤師の関わりの有無，薬剤
師の関わりに対する満足度など 11 項目について「そ
う思わない」から「とてもそう思う」の 5件法で回答
を集計・分析した。倫理委員会の承認を得た。

結　果

　研究期間中の死亡患者 158 名のうち 135 名が対象と
なり，97 名から回答を得た（有効回答率 75％）。

1． 保険薬局薬剤師が関わっていた患者の遺族 59
名の評価

　薬剤師の訪問ケアへの満足度は 73％であった。全
体で最も評価された項目は「診療所との連携の良さ」
84％，「薬について説明を受けて安心できた」74％，
「薬が多い，足りないなど困った時にすぐに相談でき
た」67％，「薬剤師に薬の仕分けや整理をやってもら
って助かった」66％であった。「関わってもらう薬局
は，かかりつけ薬局の方が良かった」と回答したのは
7％であった。
　一方，18％の遺族が「24 時間連絡がついて安心だ
った」の項目に対して「そう思わない」「あまりそう
思わない」と回答した（図 92）。

2． 保険薬局薬剤師が関わっていなかった患者の
遺族の評価

　30 名のうち「残った薬の処理に困った」29％，「薬
のことを聞きたかったが薬剤師が関わっていなくて困
った」と回答したものは 10％以下であった（図 93）。

考　察

　本研究は，われわれの知るかぎり，わが国において，
がん患者の遺族から評価を得た初めての研究である。
　本研究の重要な知見の 1つは，保険薬局の訪問指導
が，がん患者の遺族から肯定的に評価されたことであ
る。
　本研究では，60％の患者に訪問服薬指導が可能な保
険薬局が関わっており，「薬剤師が関わっていなくて
困った」と回答したものは少なく，必要な患者には関

3）遺族からみた保険薬局の評価

レモン薬局三方原店 在宅・緩和医療室

前堀 直美

KEY FINDINGS

◆診療所との連携により，必要な患者に対して保険薬局薬剤師が行った在宅
訪問指導に対する遺族評価結果はおおむね肯定的であった。

◆患者の状態に応じて迅速に専門的な説明・相談を行うことを通じて，保険
薬局薬剤師が患者家族に貢献できることが示唆された。



3．地域緩和ケアのコーディネーション・連携の促進に関するもの

639

わりがもたれていたと考えられる。特徴的であったこ
とは，多くの家族は，訪問服薬指導が必要な場合の担
当は必ずしもかかりつけ薬局でなくてもよいと考えて
いたことである。この理由として，配達の利便性や，
訪問服薬指導を受けた時の効果への評価が高かった点
が考えられる。
　一方，保険薬局の課題として，24 時間の連絡体制
が整備されていないことであった。1地域の保険薬局
を対象とした調査において，在宅緩和ケアに参加しな
い理由として，24 時間の対応が困難であること，休
日の対応が困難であることがあげられた。
　これらの知見から，在宅で最期を迎えるがん患者家
族のニードに応えていくためには，集約化，ネットワ
ーク化により，地域全体で 24 時間対応できる保険薬
局のシステム整備が必要であると考えられる。
　一方，関わりを受けなかった遺族の服薬管理上の困
難感は高いとはいえず，本来薬剤師が担うべき役割を，
これまでいかに医師や看護師が代行してきたかを示唆
していると考えられた。

　他職種との迅速な連携行動に努めることは，在宅訪
問緩和ケアにあたる保険薬局薬剤師が最重要視すべき
点の 1つだと思われた。
　薬剤師ケアが患者家族の満足度を高めうるという今
回の知見をふまえて，保険薬局への理解と利用者が増
すように，われわれは今後さらに努めるべきである。

研究の限界

　本研究の対象は遺族であり，必ずしも患者の評価と
完全には一致しない可能性がある。
　1都市の複数の病院から在宅移行した患者を対象と
はしているが，1つの診療所で診療を受けた患者の遺
族を対象としており，他施設に一般化することはでき
ない。

文　献
1）小野宏志，細田修，井村千鶴，他：地域の多職種で作
成した調査票を用いた在宅死亡がん患者の遺族による多機
関多職種の評価．緩和ケア　21：655-663，2011

図 92　薬剤師の訪問を受けていた遺族の評価
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図 93　薬剤師の訪問を受けていなかった遺族の評価

（％）1009080706050403020100

残った薬の処理に困った

薬の配達をしてほしかった

薬のことを聞きたかったが薬剤師が関わって
いなくて困った

どこの薬局に頼めばいいか分からなかった

14（n＝3）

29（n＝6）

67（n＝14）

71（n＝15）

53（n＝11）

29（n＝5）

とてもそう思う そう思う 少しそう思う あまりそう思わない そう思わない

19（n＝4）19（n＝4）

19（n＝4）19（n＝4）

24（n＝5）24（n＝5）

19（n＝4）19（n＝4）

14（n＝3）14（n＝3）19（n＝4）

19（n＝4）

24（n＝5）

19（n＝4）

14（n＝3）

9（n＝2）9（n＝2）

5（n＝1）5（n＝1）

9（n＝2）9（n＝2）

5（n＝1）5（n＝1）

9（n＝2）9（n＝2）

5（n＝1）5（n＝1）

9（n＝2）

5（n＝1）

9（n＝2）

5（n＝1）

9（n＝2）

5（n＝1）



Ⅳ．付帯研究（2）領域・地域ごとの研究

640

はじめに

　在宅への移行が進むにつれ，訪問薬剤指導の必要性
や，医療用麻薬の取り扱いについて薬剤師の介入が重
要となる。そこで，『OPTIM Report 2011』にもある
ように，長崎地域では「医療用麻薬管理取扱いに関す
る作業部会」を立ち上げ，医療用麻薬の取り扱いに関
する患者向けリーフレットと薬剤師向けDVD『訪問
薬剤指導のススメ』を作成した。
　2008 年に作成した患者・家族に向けた「医療用麻
薬取り扱いリーフレット」は，長崎市内約 350 の保険
調剤薬局に配布された。また，翌 2009 年に作成した
DVD「訪問薬剤指導のススメ」は，長崎市の保険調
剤薬局以外にも日本医療薬学会で申し込みがあった約
90 名に配布されている。
　この度，作成されたリーフレットやDVDがどの程
度活用されているかを把握し，その効果について客観
的に検討することを目的にアンケート調査を行ったの
で，報告する。

方　法

　2010 年 8～9 月に，リーフレットとDVDを配布し
た長崎県内の薬剤師 398 名を対象に自記入式のアンケ
ート調査 （郵送回収）を行った。

結　果

　398 名中 248 名の回答を得，回収率は 62.3％であっ
た（保険調剤薬局薬剤師：310 名中 216 名〈69.7％〉，
病院薬剤師：88 名中 32 名〈36.4％〉）。
　今回のアンケートから，以下のことが明らかとなっ
た。
①訪問薬剤指導の経験については，現在と過去の経験
ありを合算しても約 4割に過ぎず，6割以上は訪問経
験がないことが分かった。医療用麻薬の調剤について
も，訪問薬剤指導経験がある薬剤師の方が約 2倍と高
いことも分かった（図 94，95）。
②「医療用麻薬取り扱いリーフレット」を使用した薬
剤師の 8割以上が役に立ったと回答。リーフレットを
用いた薬局への調剤済み麻薬の持ち込みは，用いなか
った薬局の 3倍以上で「医療用麻薬取り扱いリーフレ
ット」の使用は適正な余剰麻薬廃棄に有用であったこ
とが示唆された（図 96）。
③DVDⅠ部「訪問薬剤指導のススメ─はじめての訪

4）保険薬局での医療用麻薬取扱いシステムを
構築した結果の検証

アクア薬局本店

佐田 悦子

KEY FINDINGS

 OPTIM 長崎で作成した「リーフレット」と「DVD」の活用から
◆患者の医療用麻薬に対する正しい理解へつながり調剤済み麻薬の薬局への
持ち込みが増えた。

◆医療用麻薬調剤経験がなく，訪問もしていない薬剤師にも有用であること
が分かった。

図 94　訪問薬剤指導の経験（n＝216）
現在訪問薬剤指導を行っている薬剤師，過去に訪問薬剤指導を行っ
ていた薬剤師は共に約 2割で，訪問薬剤指導の経験がない薬剤師
が6割を占めていた。

現在，訪問薬剤指導を行っている
過去に訪問薬剤指導を行った経験はあるが，現在は行っていない

0 20 40 60 80 100（％）

訪問薬剤指導の経験はない
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問」は，訪問経験がない薬剤師にも在宅医療の実際を
イメージできるようになり，訪問薬剤指導を実施しよ
うと思ったものが 4割に上るなど，薬剤師の在宅医療
への介入希望増加につながった（図 97）。
④DVDⅡ部「訪問薬剤指導のススメ─医療用麻薬の
廃棄」は廃棄方法を理解できる分かりやすい内容であ
り，6割以上の薬剤師の廃棄に関する知識の向上につ
ながった（図 98）。

考　察

　近年，緩和ケアの普及や医療用麻薬製剤の追加発売
などにより，薬剤師が医療用麻薬の調剤を行う機会が
増加している。これは長崎県福祉保健部薬務行政概要
の 2008 年から 2010 年にかけて調剤済麻薬廃棄届の提
出数と品目数が増加していることからも推察される。
また，訪問薬剤指導を行う薬局が約 20％であること，
訪問薬剤指導を行う薬局では麻薬取扱いが相対的に多
いことなどは，先行研究の報告とも一致する。しかし，
使用量が増加しつつある現在でも，誤解や不安から，

オピオイド製剤の導入に消極的な患者や，痛みがある
にもかかわらず，症状を過少に伝える患者も多い。こ
のため，薬剤師が積極的に関与し患者・家族に不安な
く安全に使用できるよう指導することが不可欠となる。
　医療用麻薬の調剤から廃棄までの流れからも分かる
とおり，その流れには一方向しかなく，返品や患家か
らの回収など，逆の流れは想定されていない。このた
め薬局においては準備した医療用麻薬にあっても不測
の事態により調剤とならなかった場合は，返品するこ
となく在庫として保管するしかないのが実状である。
近年，医療用麻薬の薬局間譲渡許可が緩和され，おお
むね 10 分程度の範囲で薬局間の譲渡が可能となった。
しかし，これは手続きの煩雑さや実行性が乏しいため，
現在この制度が活用されているとはいいがたい。また，
休日夜間の供給が必要となり，薬局に在庫がなかった
場合，医薬品卸における管理薬剤師の勤務配置体制に
起因することで，供給してもらうことは事実上不可能
である。近年の緩和医療を鑑みると早急なる改善策が
望まれるところである。また，調剤済麻薬に関して
2003 年より，オピオイド製剤の添付文書の「使用上
の注意」に，「本剤が不要となった場合には，病院又
は薬局へ返納するなどの処置について適切に指導する
こと」と明記され，不要の医療用麻薬の回収が促進さ
れている。
　このような中，今回作成した「医療用麻薬取り扱い
リーフレット」を使用した薬剤師の 8割が役に立った
と回答しており，リーフレットを使って説明した薬局
では，使わなかった薬局の 3倍以上の高率で余剰麻薬
の持ち込みがあった。
　今回の調査研究は，OPTIM長崎の中で多職種が協

図 95　2009 年における訪問薬剤指導の経験
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2009 年に医療用麻薬の調剤を行った割合は，現在訪問薬剤指導を行っている薬剤師では約 8 割に上るが，
過去に訪問薬剤指導を行っていた薬剤師と訪問薬剤指導の経験がない薬剤師では共に約 4割であった。

図 96　患者への説明に際しての「医療用麻薬取り扱いチ
ラシ」の有用度（n＝18）＊

患者への説明に際して「医療用麻薬の破棄チラシ」が「とても
役に立った」という回答は約 1割，「役に立った」という回答
は約 7割と，合わせて約 8割が役に立ったと回答していた。
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＊医薬用麻薬の破棄チラシを使用した薬剤師のみ回答
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同して行ったもので，今後，医療用麻薬廃棄に関する
取り組みを広範囲に展開していく有用なモデルとなる
と考える。
　医療用麻薬を必要とする患者は全人的な苦痛と闘っ

ており，一刻も早くこの苦痛から解放することがわれ
われ医療従事者の責務である。医療用麻薬の普及は緩
和ケアの普及でもあり，迅速な供給が可能になること
と適正使用が確実に担保されることを願い報告した。

　訪問薬剤指導および医療用麻薬廃棄方法に関する
DVD制作およびその効果の検証が行われたのは，今
回が初めてである。このDVDが医療用麻薬の廃棄を
含めた適正使用に関し，患者・家族にとって，また医
療用麻薬の調剤経験がない薬剤師にとっても有用な啓
発資材となったことがアンケート結果より示唆された。
DVDの活用法は，ほとんどが自己啓発であったが，
今後地域の研究会や，薬局での勉強会などに使用して
多くの薬剤師が視聴することで訪問薬剤指導開始の動
機になることを期待したい。

図 97　2009 年における余剰麻薬の持ち込みについて
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余剰麻薬の破棄にあたってDVD『訪問薬剤指導のススメ』が「十
分役に立った」と思う薬剤師は約 3割，「役に立った」と思う
薬剤師は 3割強であった。また，DVDを見ていない薬剤師は
約 1割であった。
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図 98　余剰麻薬の破棄にあたってDVD『訪問薬剤指導の
ススメ』が役に立ったと思うか（n＝27）＊

＊余剰麻薬の破棄の持ち込みがあった薬剤師のみ回答
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目　的

　地域のさまざまな社会資源を有効に活用することに
より，質の高い緩和ケアを提供していくことは重要で
ある。地域の社会資源として，緩和ケア病棟は終末期
医療としての看取りのみならず，在宅療養を支える役
割が求められている。在宅療養を支える役割とは，症
状緩和のための短期入院と，自宅療養中の患者の家族
の介護負担軽減のための入院（レスパイト入院）があ
る。これまでに，カナダ，イギリスの緩和ケア病棟に
おけるレスパイト入院に関する報告などがある。しか
し，われわれの知る限り，医療制度が異なるわが国に
おいて，レスパイト入院を含む緩和ケア病棟の在宅支
援入院について，患者・家族，医療者の体験を探索し
た研究はない。
　本研究の目的は，地方都市の緩和ケア病棟における
在宅支援入院についての患者・家族，医療者の体験を
明らかにすることである。最終的な目的は，患者・家
族，医療者の体験を明らかにすることにより，緩和ケ
ア病棟における在宅支援入院の課題と解決策を探索す
ることである。

対象・方法

1．介　入
　本研究では，在宅支援入院を「在宅療養している患
者に対して，入院時に退院日をあらかじめ決めて，症
状緩和または介護負担軽減のために入院治療を行うこ
と」として定義した。すなわち，在宅支援入院には，
在宅療養している患者で生じた症状緩和目的の短期入
院と，家族の介護負担の緩和を目的とした入院とが含
まれる。
　 地 域 緩 和 ケ ア プ ロ グ ラ ム の 一 環 と し て，
2008 年 4 月から 2010 年 3 月の 3年間，在宅支援入院
を行った。緩和ケア病棟の 27 床のうち 2床を在宅支
援入院のためのベッドとして確保し，通常の入院予約
とは別に申し込みから遅くとも 1週間以内に利用でき
ることとした。

2．調　査
1）診療記録

　研究期間中に在宅支援入院を利用したすべての患者
について，診療記録から患者背景（原疾患など），入
院期間，転帰を記録した。退院した患者について，入
院中に行われた治療を記載した。

J．地域緩和ケアにおける緩和ケア病棟の役割についての研究
1）緩和ケア病棟における在宅支援入院の患者・家族，医療者の体験

聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター

井村 千鶴

KEY FINDINGS

　在宅支援入院は有用な可能性があるが，工夫が必要である。
◆患者自身は，必ずしも入院を希望していない場合があり，患者にとっての
入院の目的や目標（症状の評価を目的とした検査や治療の変更，リハビリ
テーションなど）を共有しておくことが重要である。

◆家族が患者を入院させたことに自責感を感じる場合があり，家族が自責感
をもたなくてもよいことをはっきりと保証することが重要である。

◆介護負担の軽減目的の入院であっても，終末期がん患者においては，専門
的緩和ケアのニーズがある可能性を念頭において関わること，原疾患の悪
化のために予定どおりに退院できない可能性とそれに伴って生じる葛藤を
理解することが重要である。
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2）インタビュー調査

　在宅支援入院の対象となった患者 1名，家族 1名，
緩和ケア病棟の医師または看護師 1名，在宅診療を受
けていた診療所の医師または訪問看護ステーション看
護師 1名の 4名を 1ペアとして半構造化面接を行った。
　インタビュー内容は，文献と研究者の議論により作
成したインタビューガイドを用いて，1名に対して 1
回，30 分間程度行った。質問項目は，患者，家族イ
ンタビューについては，①在宅支援入院に関する体験
（入院されたことでよかったことはありましたか，入
院して困ったことや気になったことはありましたか，
何か改善したほうがいいことがありますか），②在宅
支援入院を受けることを決めた経緯（どういう経緯で
利用を決められましたか），などについて尋ねた。医
療者インタビューについては，①在宅支援入院の改善
点（運用にあたり何か改善点はありますか），②在宅
支援入院の意義（今回の入院はどのような意義があっ
たと思いますか），などについて尋ねた。
　インタビューを実施できたのは 5ペアであった。
3）フォーカスグループインタビュー

　対象とした緩和ケア病棟への紹介患者数が多い施設
（診療所 1施設，訪問看護ステーション 2施設，居宅
介護支援事業所 1施設など），および緩和ケア病棟の
医師（所長）1名，看護師（師長）1名，医療ソーシ
ャルワーカー1名の合計 16 名を対象としたフォーカ
スグループインタビューを行った。
　フォーカスグループインタビューは 1回，90 分間
行った。在宅支援入院の課題と解決策について自由に
述べてもらい，対象者の同意を得て録音を行った。

解　析

　量的データは記述統計と，入院目的（症状緩和
vs. 介護負担軽減）による差をMann-Whitney の U検
定，または c 2 検定を用いて比較検定を行った。質的
データについては，内容分析を行った。

結　果

1．対象者の背景
　3年間の研究期間中に，34 名（延べ 60 件）が在宅
支援入院を受けた。男性 60％（n＝36），女性 40％
（n＝24）。18 件が症状緩和，42 件が介護負担軽減の

目的であった。症状緩和目的の入院理由の内訳は，疼
痛 13 件，腹水 3件，浮腫 2件，消化管閉塞による嘔
気嘔吐 1件，食欲不振 1件（重複あり）であった。主
介護者は，配偶者 31 件（52％），嫁 15 件（25％），子
供 6件（10％），兄弟 4件（6.7％）であった。在宅で
受けていたサービスは，訪問診療 33 件（55％），訪問
看護 28 件（47％），訪問介護 19 件（32％）であった。
　症状緩和目的の入院は，介護負担軽減の入院に比し
て，患者の年齢が低く（65±13 vs. 77±7.0），オピオ
イドの使用量が有意に高かった。入院経路は，介護負
担軽減の入院では診療所が多く，症状緩和目的の入院
では病院が多かった。症状緩和目的の入院のうち
22％，介護負担軽減の入院のうち 9.5％が予定してい
た退院日時を超えて入院継続または死亡した。

2．患者の受けた治療
　退院した 52 件の全例で入院中に新たな治療の導
入・変更が行われていた。
　薬物療法では，オピオイド，非オピオイド鎮痛薬，
向精神薬が最も用いられた。薬物療法以外では，血
液・画像検査，他科受診，リハビリテーションが多か
った。症状緩和目的の入院の 36％で胸水・腹水ドレ
ナージが，29％で神経ブロックが行われ，介護負担軽
減目的の入院の 37％でリハビリテーションが行われ
た。

3．インタビュー調査
　インタビュー調査では，患者・家族はケアに対する
満足感を述べ，医療者は患者が在宅療養を継続するう
えで役に立ったと述べた。
　課題として，【目的や目標を共有しておくことが重
要である】【家族が自責感や不安を感じる場合がある】
【予定どおりに退院できない場合がある】などが述べ
られた。

研究の限界

　本研究は，少数例を対象とした質的研究であり，一
般化することはできない。緩和ケア病棟では行われて
いる医療や運用に違いがあることが考えられるため，
必ずしも他の緩和ケア病棟に一般化できない。今後，
緩和ケア病棟における在宅支援入院の意義に関する多
施設での量的研究が必要である。
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まとめと意義

　本研究は，われわれの知る限り，わが国において，
緩和ケア病棟における在宅支援入院に関する患者，家
族，医療者の体験を明らかにした初めての研究である。
　本研究で最も重要な知見は，在宅支援入院の課題と

解決策が整理されたことである。本研究で得られた緩
和ケア病棟における在宅支援入院の課題と解決策を表
74にまとめた。これらは先行研究と類似しており，
国や文化を超えて，共通に体験する課題であることが
示唆される。

表 74　緩和ケア病棟における在宅支援入院の課題と解決策

課　題 解決策

患者自身は入院を希望していない場合が多い 患者自身にも入院の目標を設定できるようにする（検査，治療の見直し，リ
ハビリテーションなど）

家族が自責感や不安を感じる場合がある 家族が自責感をもたなくてもよいことを保証する
家族が少しずつ離れられるよう複数回の利用を勧める

自宅に戻ることを意識した治療やケアが必要である 在宅でも対応可能な視点で治療やケアを行う

予定どおりの退院ができない場合がある 専門的緩和ケアのニード，予定どおりの退院ができない可能性があることを
チームで共有する

緩和ケア病棟スタッフは専門家としての意味を見出
しにくい

患者・家族にとっての在宅支援入院の意義や評価を共有できる機会をつくる
（退院後・看取り後の緩和ケア病棟スタッフと在宅スタッフでのカンファレ
ンス）

緩和ケア病棟の負のイメージ（最期の場所）が利用
の障壁となる

実際に行われている治療・ケア，退院する患者があることを医療福祉従事者，
患者・家族が知る機会を作る

入院環境の変化により，せん妄が悪化する場合がある せん妄のリスクの高い患者では，症状が悪化する可能性があることを認識する

利用にあたり外来受診が必要である 家族が離れられない場合には個別に相談する

化学療法中の患者は在宅支援入院が利用できない 長期投与しており有害事象も見られていない場合には，利用の可否を相談する

入院時の患者情報が少ない 全人的アプローチの視点から情報提供，評価を行う

緩和ケア病棟スタッフは在宅支援入院の利用後の経
過を得にくい

緩和ケア病棟スタッフと在宅スタッフでのカンファレンス，やりとりができ
るネットワークの構築

在宅支援入院を行う施設が増えると良い 地域の中で対応可能な施設があるかを探していく
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目　的

　緩和ケアは緩和ケア病棟，院内緩和ケアチームを超
えて，地域での普及が求められている。しかし，地域
の看護師は，緩和ケアに関わる機会が多くない，専門
的なトレーニングを受けたことがない，相談できる専
門家が身近にいないことなどから，緩和ケアに関する
自信は低い。緩和ケアに関する地域の看護師の知識や
技術を向上させることは，地域における緩和ケアの普
及に有用な可能性がある。
　地域の看護師の緩和ケアの知識や技術を向上させる
手段として，緩和ケアに関する講習会，アウトリーチ
プログラム，専門施設での研修などが考えられる。講
習会はしばしば行われる方法であるが，一方向性の講
義による講習会では効果は限定的であることが示され
ている。End─of─Life Nursing Education Consortium
（ELNEC）の看護師に対する教育の有用性が示唆され
ており，わが国においても，End─of─Life Nursing 
Education Consortium Japan （ELNEC─J）による教
育プログラムが運用され始めている。しかし，緩和ケ
ア病棟において地域の看護師を対象とした研修のニー
ドや効果を評価した研究はない。
　本研究の目的は，地域の看護師の持つ緩和ケア病棟
における研修についてのニード，およびニードに基づ
いた教育プログラムの有用性を評価することである。

対象・方法

　3年間の研究期間中，地域の看護師を対象とした研
修を行うことをアナウンスし，地域から希望者を募集
した。地域からの参加者の研修に関するニードは多様
であることが予測されたため，事前に個別に 15 分程
度のヒアリングを行ったうえで，個別にプログラムを
作成した。
　おもな研修方法は，緩和ケア病棟の看護師のケアを
見学すること，カンファレンスへの参加，外来の見学
であった。研修中と研修終了時に 2～3回，1回につ
き 30～60 分間，参加者と研修を担当した緩和ケア病
棟の看護師とで振り返りと議論をできる時間を設けた。
研修期間は希望により 5～10 日間とした。

1．質問紙調査による評価
　研修に参加した看護師全員を対象として，研修終了
後に，自記式質問紙調査を行った。調査項目は，参考
となる先行研究が少ないため，予備的な質問紙調査と
研究者の議論を基に作成した。主要評価項目は，参加
者からみた研修の有用性である。

2．フォーカスグループインタビュー
　研修に参加した看護師 6名を対象としてフォーカス
グループインタビューを行った｡ 参加者は､ がん診療
連携拠点病院 1名､ 一般病院 2名､ 訪問看護ステーシ

2）緩和ケア病棟における地域の看護師を対象とした研修の評価

聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター

井村 千鶴

KEY FINDINGS

◆地域における緩和ケア病棟の研修で期待される役割は，
①実際に緩和ケア病棟で行われているケアを知り，紹介や連携に活かすこと
②精神的ケアやコミュニケーションについての研修の機会となること
③参加者の施設で実施可能な看護ケアの視点から症状マネジメントを学ぶ機
会となること

◆緩和ケア認定看護師など専門的な緩和ケアを学ぶことを目的とした看護師
に対するプログラムとは異なる内容とする必要がある。
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ョン 1名，診療所 2名であった。フォーカスグループ
インタビューは，研究者が事前に作成したインタビュ
ーガイドを用いて，半構成的に 1回，90 分間行った。
質問項目は，参考となる先行研究が少ないため，研究
者の議論を基に作成した。研修に参加したことによる
体験などについて質問した。分析は内容分析を行った。

結　果

　3年間で看護師 25 名が研修に参加した。勤務場所
は，がん診療連携拠点病院 2名，一般病院 10 名，訪
問看護ステーション 9名，診療所 4名であった。性別
は全員が女性，平均臨床経験年数は 14（±5.6）年，
過去 1年間に関与し亡くなったがん患者数は中央値 6
（範囲：0～40）であった。
　希望された研修内容は，症状マネジメントや精神的
ケアに加えて「緩和ケア病棟で行われている医療や緩

和ケア病棟での生活を知る」「緩和ケア病棟の在宅支
援ベッドの利用方法を知る」といった【緩和ケア病棟
を知る】ことと，「在宅移行の準備や在宅ケアについ
て知る」といった【緩和ケア病棟との連携について知
る】という地域での緩和ケア病棟との連携に関するも
のがあった（表 75）。

1．質問紙調査による評価
　質問紙調査は 25 名に依頼し，全員から有効回答を
得た。研修の全般的有用性について，参加者の 76％
が「とても役に立った」，24％が「役に立った」と評
価した（表 76）領域ごとの有用性について「とても
役に立った」「役に立った」としたものは，「精神的ケ
アや家族ケア，コミュニケーションについて知るこ
と」96％，「お互いに顔の見える関係になること」
88％，「連携の課題を共有すること」84％，「症状マネ
ジメントについて知ること」76％であった。

表 75　緩和ケア病棟における研修の希望

緩和ケアの知識や技術を学ぶ

・ 症状マネジメント（疼痛，呼吸困難，食欲不振，嘔気・嘔吐，吃逆，倦怠感，浮腫，せん妄など）に
ついて学ぶ

・ 精神的ケアやコミュニケーション，家族ケアについて学ぶ
・ オピオイドの導入のタイミングや薬剤の選択，副作用対策を学ぶ
・ 症状評価の方法を学ぶ
・ オピオイドを拒む家族への対応やオピオイドについての誤解を解く方法を学ぶ
・ 緩和ケア導入のタイミングについて学ぶ
・ 転倒のリスクがある場合のリスクマネジメントについて学ぶ
・ 化学療法を受ける患者への対応について学ぶ

緩和ケア病棟を知る

・ 緩和ケア病棟で行われている医療や緩和ケア病棟での生活を知る
・ 緩和ケア病棟の在宅支援ベッドの利用方法を知る
・ 緩和ケア病棟の歴史や理念について知る
・ 緩和ケア病棟における看護師の役割を知る
・ 緩和ケア病棟入院の対象や優先される条件，手続きについて知る
・ 患者の緩和ケア病棟に対するイメージを知る
・ 緩和ケア病棟のスタッフの死生観を知る

緩和ケア病棟との連携について知る

・ 在宅移行の準備や在宅ケアについて知る
・ 緩和ケア病棟と他施設との連携について知る
・ 緩和ケア病棟との良い連携のとり方を知る
・ 介護力がない場合や経済的問題がある場合の対応を知る

チーム医療について学ぶ

・ 医療チーム内の関係づくりやコミュニケーションについて学ぶ
・ 医療チーム内での方針の決定のプロセスについて学ぶ
・ スタッフの精神的サポートについて学ぶ

看取りのケアについて学ぶ

・ 看取りにおける家族ケアについて学ぶ
・ 終末期のモニタリングについて学ぶ
・ エンゼルメイクについて学ぶ
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表 77　緩和ケア病棟における研修に参加したことによる体験

緩和ケア病棟を知る

・ 緩和ケア病棟での患者の生活や行われている医療・ケアを知る
・ 緩和ケア病棟を実感をもって知る
・ 穏やかさや自由さを感じる
・ 緩和ケア病棟についての患者・家族のイメージ（治療がない，死を待つところ）を知る

緩和ケアの知識や技術を学ぶ

・ アセスメントに裏づけされた数値だけに頼らないケアを学ぶ
・ 症状マネジメントや精神的ケアについて学ぶ
・ 日常のコミュニケーションの中で患者・家族と信頼関係を築いていく方法を学ぶ
・ 早期からの緩和ケアについての課題を感じる

チームのあり方を学ぶ

・ 目標を達成するために看護師もプロフェッショナルとして発言するチーム医療を学ぶ
・ 上下関係なくタイムリーに相談や支え合いができていることを感じる 

自分自身を振り返る

・ 自施設で行っているケアを見直す機会となる
・ 自分が行っているケアを見直す機会となる

患者・家族へのケアが変化する

・ 患者の生き方について話し合えるようになる
・ 身構えずに死を前にした患者に寄り添えるようになる
・ 家族に自ら言葉をかけ関わっていくようになる

緩和ケア病棟との連携に対する認識や実践が変化する

・ 緩和ケア病棟を自施設のスタッフや患者・家族に紹介しやすくなる
・ 緩和ケア病棟の相談窓口や連携のとり方が分かるようになる
・ 緩和ケア病棟の対象となる患者や優先される条件がわかるようになる
・ 緩和ケア病棟について伝えることや選択肢に入れることの難しさを感じる
・ 研修後も緩和ケア病棟とつながり学んでいきたいと考えるようになる

さらに広げていきたい

・ 再度研修の機会を持つ，研修の職種を広げるなど，より個別のプログラムを希望する
・ 実際のケア（入院，エンゼルメイクなど）をもっとみたいと思う
・ よりスタッフと対話し，考え方を共有したい

表 76　緩和ケア病棟における研修の有用性

役に
立たなかった

あまり役に
立たなかった

少し
役に立った

役に立った
とても
役に立った

総合的に 0％（n＝0）   0％（n＝0）   0％（n＝0） 24％（n＝6）
76％（n＝19）
〔56～89％〕

お互いに顔の見える関係になることに 0％（n＝0） 4.0％（n＝1） 8.0％（n＝2） 24％（n＝6）
64％（n＝16）
〔44～80％〕

精神的ケアや家族ケア，コミュニケーシ
ョンについて知ることに

0％（n＝0）   0％（n＝0） 4.0％（n＝1） 36％（n＝9）
60％（n＝15）
〔41～77％〕

連携の課題を共有することに 0％（n＝0）   0％（n＝0）  16％（n＝4） 32％（n＝8）
52％（n＝13）
〔33～70％〕

症状マネジメントについて知ることに 0％（n＝0）   0％（n＝0） 24％（n＝6） 48％（n＝12）
28％（n＝7）
〔14～48％〕

　〔　〕：95％信頼区間
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2．フォーカスグループインタビュー
　フォーカスグループインタビューでは，参加者の体
験を表すカテゴリーとして【緩和ケア病棟を知る】
【緩和ケアの知識や技術を学ぶ】【チームのあり方を学
ぶ】【自分自身を振り返る】【患者・家族へのケアが変
化する】【緩和ケア病棟との連携に対する認識や実践
が変化する】【さらに広げていきたい】が抽出された
（表 77）。緩和ケアの知識・技術を学ぶことと共に，
緩和ケア病棟を知ることや，緩和ケア病棟との連携に
関する有用な体験が語られた。

研究の限界

　本研究には以下の限界がある。緩和ケア病棟研修で
は，行われている医療に病棟による差がある可能性が
あるため，他の緩和ケア病棟に必ずしも一般化できな
い。また，研修に参加可能な人数に限界があり，母数
が少ないため，本研究では 95％信頼区間を示した。
今回得られた知見を基に，緩和ケア病棟における地域
の看護師を対象とした研修が患者・家族にもたらした
効果を評価する研究が必要である。

まとめと意義

　本研究は，われわれの知る限り，わが国で地域の看

護師を対象とした緩和ケア病棟の研修を評価した初め
ての研究である。本研究により，地域の看護師の緩和
ケア病棟における研修のニードと，ニードに基づいた
教育プログラムの評価が得られた。
　地域の看護師の緩和ケア病棟における研修のニード
は，個別性が大きく，連携やコミュニケーションにつ
いての有用性が高かった。
　地域における緩和ケア病棟の研修では，①実際に緩
和ケア病棟で行われているケアを知り紹介や連携に活
かすこと，②精神的ケアやコミュニケーションについ
ての研修の機会となること，③参加者の施設で実施可
能な看護ケアの視点から症状マネジメントを学ぶ機会
となること，が重要な役割になることが示唆される。
したがって，緩和ケア認定看護師など専門的な緩和ケ
アを学ぶことを目的とした看護師に対するプログラム
とは異なる内容とする必要があると考えられる。

文　献
1）清原恵美，井村千鶴，梨田えり子，他：地域における
緩和ケア病棟の役割─緩和ケア病棟における地域の看護師
を対象とした研修の評価．死の臨床　34：110─115, 2011
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目　的

　本研究の目的は，地域緩和ケアプログラムが実施さ
れた 1地域において，在宅支援の役割を強化した緩和
ケア病棟での自宅退院率，自宅退院した患者の自宅死
亡率，地域のがん患者の自宅死亡合計数に占める割合
を明らかにすることである。
　最終的な目的は，これらを地域でのがん患者の自宅
死亡率の変化と合わせて解釈することを通じて，緩和
ケア病棟の運営方針が地域がん患者の自宅死亡率にも
たらす影響に関する洞察を得ることである。

対象・方法

　2007 年から 2010 年までの国立がん研究センター東
病院（以下，がんセンター）の緩和ケア病棟の入院患
者数の実数（複数入退院した者は 1名），自宅退院し
た患者数を取得した。さらに，自宅退院した患者全員
について，退院後から 2012 年 1 月までの転帰（自宅
死亡，がんセンターで死亡，他の病院で死亡，生存）
を調べた。生存していた患者を除外して自宅退院した
患者の死亡場所を集計した。
　いずれも，研究目的から，柏市・我孫子市・流山市
に住民票のある患者を対象とした。緩和ケア病棟の入
院患者に占める柏市・我孫子市・流山市の患者の割合
をそれぞれ求めた。
　さらに，柏地域のがん死亡合計数を母数，緩和ケア
病棟入院患者数を子数として，「地域のがん死亡数を

母数とした緩和ケア病棟入院患者の割合」を，および，
柏地域のがん自宅死亡合計数を母数，緩和ケア病棟を
自宅退院して自宅で死亡した患者数を子数として，
「地域のがん自宅死亡数を母数とした緩和ケア病棟を
経由して自宅死亡した患者の割合」を年ごとに計算し
た。

介　入

　OPTIMプロジェクトの一環として，柏地域の唯一
の緩和ケア病棟が在宅療養支援の役割として，①入院
時に患者・家族に対して症状が軽減した場合には退院
になることに同意を得る，②入院早期から自宅への退
院を念頭に置いた治療・ケア計画を立てる，③地域の
在宅リソースと連携関係を構築しカンファレンスや個
別の連絡を積極的に取り合う，④外来でのフォローア
ップを細かく行うために緩和ケア外来を毎日設定する，
などの運営方針を変更した。
　運営方針の変更は，2007 年 1 月から企画され，そ
の後 1年をかけて徐々に行われた。

結　果

1．地域の自宅死亡率の推移
　柏地域のがん患者の自宅死亡率の推移は，2007 年
6.8％（100 名）から 2010 年 8.1％（129 名）であった
（増加率 29％）。全国平均のがん患者の自宅死亡率は
2007 年 6.7％（22,623 名）から 2010 年 7.8％（27,508

3）がん専門病院の緩和ケア病棟の運営方針が
地域の自宅がん死亡率に及ぼす影響

国立がん研究センター東病院 緩和医療科

木下 寛也

KEY FINDINGS

◆がん専門病院の緩和ケア病棟が在宅支援の役割を強めることで，緩和ケア
病棟からの自宅退院患者数と自宅死亡患者数が増加する。

◆地域全体のがん自宅死亡率に占める割合は非常に小さいため，地域全体で
の体制の構築，特に在宅で緩和ケアの提供できる医療福祉リソースの拡充
が必須である。
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名）であった（増加率 22％）。
　OPTIMプロジェクトが行われた柏地域以外の 3地
域のがん患者の自宅死亡率は 2007 年 6.7％（248 名）
から 2010 年 11.4％（452 名）であった（増加率 82％）。

2． 緩和ケア病棟の入院患者に占める自宅退院し
た患者の割合と死亡場所

　がんセンターの緩和ケア病棟の入院患者数に占める
自宅退院した患者の割合は，2007 年には約 10％であ
ったが，2008～2010 年には約 20％に増加した（図
99）。
　緩和ケア病棟から自宅退院した患者の累計 95 名の
うち，3名が観察期間中に生存していたため，死亡場
所が確定したものは 92 名であった。自宅死亡した患
者の割合は，2007 年には 10％（1/10：95％信頼区間
2.0～41％）であったが，2010 年には 41％（12/29: 
95％信頼区間 25～59％）であった（図 100）。
　緩和ケア病棟の入院患者のうち，柏地域以外に居住
する患者の割合は，63％（2007 年），59％（2008 年），

61％（2009 年），60％（2010 年）であった。

3． 地域のがん患者・自宅死亡患者に占める緩和
ケア病棟の診療割合

　「地域のがん死亡数を母数とした緩和ケア病棟入院
患者の割合」は，2007 年から 2010 年まで約 7～8％と
大きな変化がなく，「地域のがん自宅死亡数を母数と
した緩和ケア病棟を経由して自宅死亡した患者の割
合」は，10 年でも約 9％であった（表 78）。

本研究の限界

　1地域の研究であるため他の地域にあてはまるとは
限らない，測定可能な自宅死亡率を指標としたが患者
の希望や患者の quality of life は検討していない。

まとめと意義

　本研究の重要な知見は，①緩和ケア病棟が在宅支援

表 78　地域のがん患者に占める緩和ケア病棟の診療割合

2007 年 2008 年 2009 年 2010 年

柏地域のがん死亡合計数（名） 1,471 1,514 1,557 1,596

柏地域のがん自宅死亡合計数（名）   100   105   120   129

緩和ケア病棟入院数（名）   120   140   103   132

緩和ケア病棟を経由して自宅死亡した患者数（名）     1     8     4    12

地域のがん死亡数を母数とした緩和ケア病棟入院患者の割合 8.2％ 9.2％ 6.6％ 8.3％

地域のがん自宅死亡数を母数とした緩和ケア病棟を経由して自宅死亡した
患者の割合

  1％ 7.6％ 3.3％ 9.3％ 

2007 2008 2009 2010 （年）
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80

40

0

（名）

n＝120

n＝140

n＝103

n=132

11％
（n＝13）

21％
（n＝29）

20％
（n＝21）

22％
（n＝29）

自宅退院 棒グラフ上の nは入院患者数を示す。

図 99　緩和ケア病棟の入院患者に占める自宅退院した患
者の割合
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図 100　緩和ケア病棟から自宅退院した患者の死亡場所
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の役割を強めることで自宅退院患者数が増加する，②
地域との連携によって緩和ケア病棟を退院した患者の
約半数が自宅死亡を達成することができる，しかし，
③緩和ケア病棟を経由した患者が地域全体のがん自宅
死亡率に占める割合は 10％以下である，ことである。
　がん専門病院の緩和ケア病棟が在宅支援の役割を強
めることで，緩和ケア病棟からの自宅退院患者数と自
宅死亡患者数が増加するものの，地域全体のがん自宅
死亡率に占める割合は非常に小さいことが示された。

地域全体で在宅療養するがん患者数を支援する体制を
構築するためには，地域全体での体制の構築，特に，
在宅で緩和ケアの提供できる医療福祉リソースの拡充
が必須であると考えられる．

文　献
1）木下寛也，松本禎久，阿部恵子，他 : がん専門病院緩
和ケア病棟の運営方針が地域の自宅がん死亡率に及ぼす影
響．Palliat Care Res   7：348─353, 2012
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目　的

　在宅でがん患者が過ごすためには，医療のみならず，
生活全般を支える介護の充実は不可欠である。本研究
の目的は，浜松市における終末期がん患者のケアマネ
ジメントの実態を，介護支援専門員の視点から明らか
にすることである。

対象・方法

　浜松市介護支援専門員連絡協議会に所属する居宅介
護支援事業所 161 施設，地域包括支援センター17 施
設（計 178 施設）の介護支援専門員を対象として，郵
送法による自記式質問紙調査を行った。

結　果

　178 施設のうち 109 施設（61.2％）から回答があり，
合計 328 通の質問紙が回収された。がん患者のケアマ
ネジメントの経験については，35％が「なし」，50％
が「1～4名」であった。5名以上の経験があるものは
10％であった（図 101）。
　「がん患者のケアマネジメントを充実させるために
役立つこと」として 10 の選択肢から選択してもらっ
たところ，「不可欠である」「とても役に立つ」とした
回答が最も多かったものは，「がん終末期の患者の場
合は介護度にかかわらず福祉用具をレンタルできるよ
うにする」（83％），「がん終末期の患者の場合，2週

間以内に介護認定審査会で迅速審査を行う」（82％），
「がん終末期の患者の場合は，申請から 3日以内に市
の調査員が訪問調査を行う」（74％）であった（図
102）。「少なくともベッドだけでもあればまったく違
う」との自由記述が複数見られた。
　介護支援専門員の困難感を調査した結果では，「常
に困る」「よく困る」との回答が多かった項目は，「調
査に時間がかかるわりに収入が限られる」（46％），
「家族の介護負担が大きいがやわらげるサービスがな
い」（42％），「がんの進行による病状変化や予測され
る経過を理解して対応することが難しい」（37％），
「家族への精神的サポートが難しい」（36％），「例外給
付の手続きに労力がかかる」（34％）であった（図103）。

調査の限界

　回答のなかった介護支援専門員の意見は反映されて

K．がん緩和ケアにおける介護保険・介護支援専門員の
役割に関する研究

1）浜松市のがん患者に対するケアマネジメントの実態調査

1）聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター，2）同 緩和支持治療科

野末 よし子 1），井村 千鶴 1），森田 達也 2）

KEY FINDINGS

◆がん患者の介護保険では，病状の悪化が急速なため，介護度にかかわらず
ベッドが借りられることが有用である。

◆介護支援専門員が年間に関わるがん患者は数名のため，必要な時にすぐに
医療面の知識などをサポートできる体制が必要である。

1～4人
50％

5～9人
8％

10～19人
2％

なし
35％

20人以上
0.3％

無回答
5％

図 101　過去 1年間のがん患者のケアマネジ
メントの経験患者数



Ⅳ．付帯研究（2）領域・地域ごとの研究

654

いない。

まとめ

　介護支援専門員の感じている困難感と対策が系統的
に明らかにされた。

文　献
1）井村千鶴，古村和恵，野末よし子，他：浜松市のがん
患者に対するケアマネジメントの実態調査．緩和ケア　
20：92─98, 2010

不可欠と思う とても役に立つ 役に立つ 少し役に立つ あまり役にたたない 無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

担当の介護支援専門員も訪問調査を行えるよう
にする

介護保険制度，がん患者サポートについて，
行政と定期的に意見交換できる場をつくる

がん終末期の患者は，その後身体状況が悪化する
ことを考慮し，当初から要介護 2以上をつける

食事の準備などの生活援助を，同居家族だけで
判断せず，必要な患者が受けられるようにする

緩和ケアや在宅医療の専門家に相談できる
システムを整える

がん終末期の患者には，申請から 3日以内に，
市の調査員が訪問調査を行うようにする

がん終末期の患者の場合，2週間以内に
認定審査会で迅速審査を行う

がん終末期の患者の場合には，介護度にかかわ
らず福祉用具をレンタルできるようにする

困った時に相談できる窓口を充実させる

がん患者のケアマネジメントについて講演会を
行う

図 102　がん患者のケアマネジメントを充実させるために有効と考えられる方略

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）
常に困る よく困る 時々困る たまに困る 困らない 無回答

介護支援専門員への依頼が遅れる

主治医意見書が遅れる

要介護認定申請から訪問調査までに時間がかかり，
介護保険を利用できない場合がある

がん患者への声かけの仕方や関わり方が分からない

家族の介護負担が大きいがやわらげるサービスがない

例外給付の手続きに労力がかかる

がんの進行による病状変化や予測される経過を理解して
対応することが難しい

調整に時間がかかるわりに，収入が限られる

家族への精神的サポートが難しい

死亡後に認定結果が通知され、家族や介護支援専門員の
精神的な負担となる場合がある

図 103　介護支援専門員の困難感
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背景・目的

　がんになっても自宅で療養したいという国民のニー
ズが高まってきている。2006 年 4 月からは介護保険
の対象となる特定疾患の中に末期がんが追加され，介
護支援専門員（以下，ケアマネジャー）が在宅療養中
の末期がん患者のマネジメントを行う必要性が増して
いる。介護職が 8割を占めるケアマネジャーが，医療
依存度の高い末期がん患者をマネジメントをするうえ
での課題を明らかにした報告はない。
　本研究の目的は，ケアマネジャーの視点からの「終
末期がん患者のケアマネジメントにおける課題」を抽
出し，整理することである。

対象・方法

　実務経験 3年以上のケアマネジャー5名（元資格：
介護福祉士 2名，ヘルパー1名，薬剤師 1名，看護師
1名），柏市の緩和ケア担当保健師 1名を対象に医療
連携の課題に関するフォーカスグループを行った。質
問内容は，終末期がん患者におけるケアマネジメント
および医療連携の現状，課題，解決策とした。インタ

ビューは対象者の了解を得て，IC レコーダーに録音
した。
　録音したフォーカスグループの内容はすべてテキス
トデータ化し，内容分析法にてカテゴリーを抽出した。
カテゴリーを【 】，サブカテゴリーを［ ］で示した。

結果・考察

　【終末期がん患者のマネジメントにおける課題】お
よび【医療連携上の課題】の 2つのカテゴリーが抽出
された（表 79）。

1．【終末期がん患者のマネジメントにおける課題】
　終末期がん患者のマネジメントにおける課題として，
5つのサブカテゴリーが抽出された。
　［医療に関する知識不足］とは，“特に介護職のケア
マネジャーは，終末期がんの経過が分からないので，
なかなか連携に入り込めない”“担当するのも申し訳
ない気持ちがある”“医療専門用語が分からない”な
ど，バックグラウンドが介護職のケアマネジャーが増
加している一方，医療依存度の高いがん患者を受け持
たざるをえないケアマネジャーの悩みが課題として挙

2）終末期がん患者のケアマネジメントにおける
課題についての質的研究

前 東京大学大学院 医学系研究科，前 慶応義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学教室

山岸 暁美

KEY FINDINGS

◆ケアマネジャーの視点からみた終末期がん患者のケアマネジメントの課題
としては，医療に関する知識不足，大規模病院や医師との連携の困難さ，
報酬が見合わない，がんの疾患特性と制度のミスマッチなどが挙げられ，
また，課題に対する解決策としての医療連携のコツとして，顔の見える関
係，医師への周知，訪問看護の有効活用，共通言語の習得，医療制度に関
する知識の習得，経験知の習得が挙げられた。

◆課題解決のための現場レベルの具体策としては，地域の顔の見える多職種
連携ネットワークの構築や共通言語や医療制度の習得を可能とするなどケ
アマネジャーへの教育の充実などが考えられる。一方，がんの疾患特性と
制度のミスマッチなど，現場レベルでの対応では克服困難なものもあり，
制度上の見直しの検討が必要である。
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表 79　末期がん患者のケアマネジメントおよび医療連携上の課題

カテゴリー サブカテゴリー 主な内容

終末期がん
患者のマネ
ジメントに
おける課題

医療に関する
知識不足

介護職のケアマネジャーは，がんの経過が分からないので，なかなか連携に入り込めない

担当するのも申し訳ない気持ちがある

医療職ではないケアマネジャーの場合，病院からの情報収集がうまくいかない

近くに聞ける医療職がいない場合，不安

医療専門用語が分からない

大規模病院との
連携の困難さ

大病院とケアマネジャーのダイレクトな連携よりも，中間機関（包括など）があると，より連携し
やすい

大病院ほど，必要十分な情報をもらうことができない

大病院からは，介護保険未申請の状態で依頼だけがくる

医師との連携の
困難さ

医師に意見を書いてもらうのに苦労する

医師とのコミュニケーションで，互いにポイントが合わないことも多い

福祉職の場合，医師から情報がまったくもらえないこともある

敷居が高く感じてしまう

報酬が
見合わない

退院前から関わっていても，退院前に亡くなってしまうことも多く，報酬がつかない

終末期がん患者の場合，結果の通知前に亡くなるケースが多く，報酬がつかない

労力はかかるのに，報酬に結びつかない

がんの疾患特性
と制度のミス
マッチ

がんの進行が早く，マネジメントが追いつかない場合がある

介護認定が下りていない段階から計画を立てなければならないケースも多い

がん患者の場合，終末期まで症状がない患者も多く，在宅医療のリソースを入れづらい

終末期がん患者は介護申請のタイミングが難しい

医療連携上
の課題

顔の見える関係 医療従事者と顔の見える関係を構築する

医師へ周知

意見書に関して，医師に必要な記入事項を伝える

意見書がないと認定が下りないことを伝える

ケアマネジャーの仕事内容を知ってもらう

訪問看護の
有効活用

患者の日常生活が楽になるノウハウの相談をする

症状や今後の経過に関する相談をする

患者・家族へのがんに特化した情報提供を依頼する

病状に関する情報を訪問看護師に集約する

専門リソース選択の相談をする

ターミナルケアについて相談をする

共通言語の習得

医療者と患者が使っている痛みの尺度は，コミュニケーションに役に立つ

医療用語を覚えていく

緩和は家族や患者のQOL を重視する領域なので，医療職ではないケアマネジャーもアドボケータ
ーになれる

緩和は他の領域よりも，患者・家族の意向を大事にする文化があるので，ケアマネジャーは，医療
者と患者・家族のブリッジング機能を担いうる

医療制度に関す
る知識の習得

基本的な医療制度，医療サービスの導入の仕方が分からない

医療に関する情報（がん，難病など）を覚える必要性

経験知の習得

経験年数が浅いケアマネジャーほど，がんに抵抗を感じる

ケアマネジャーのバックグラウンドよりも経験年数がターミナル受け持ち件数に相関がある

何をポイントに情報収集すれば良いかが分かるには，経験が必要になる

がん患者のマネジメントはある程度モデル化が可能であり，経験が重要
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げられた。［大規模病院との連携の困難さ］とは，“大
病院ほど，必要十分な情報をもらうことができない”
“大病院からは，介護保険未申請の状態で依頼だけが
くる”など，多くの医師や看護師が病棟ごとに独自の
方法で地域連携を図る現状が浮き彫りになった。さら
に，“敷居が高く感じてしまう”“医師とのコミュニケ
ーションで，互いにポイントが合わないことも多い”
など，［医師との連携の困難さ］が挙げられた。［報酬
が見合わない］とは，具体的には“退院前から関わっ
ていても，退院前に亡くなってしまうことも多く，報
酬がつかない”“終末期がん患者の場合，結果の通知
前に亡くなるケースが多く，報酬がつかない”など，
かかる労力と報酬が見合わないという小カテゴリーが
抽出された。最後に，“がんの進行が早く，マネジメ
ントが追いつかない場合がある”“介護認定が下りて
いない段階から計画を立てなければならないケースも
多い”など，［がんの疾患特性と制度のミスマッチ］
が挙げられた。

2．【医療連携上の課題】
　6つのサブカテゴリーが抽出された。
　“医療者と顔の見える関係になることで，コミュニ
ケーションがとりやすくなった”など，「顔の見える
関係」の重要性が挙げられた。また，特に “意見書に
関して，医師に必要な記入事項を伝える”“ケアマネ
ジャーの仕事内容を知ってもらう”など，［医師への
周知］事項が挙げられた。さらに，“症状や今後の経
過に関する相談をする”など，［訪問看護の有効活用］
が挙げられた。［共通言語の習得］とは，“医療者と患
者が使っている痛みの尺度は，コミュニケーションに
役に立つ”“医療用語を覚えていく”など，特にがん
緩和の領域では，患者・家族が治療に参加することが
先進的に取り組まれていることから，医療職ではない
ケアマネジャーも共通言語をもつことができる可能性
が言及された。その他，“基本的な医療制度，医療サ
ービスの導入の仕方が分からない”“医療に関する情
報（がん，難病など）を覚える必要性”など，［医療

制度に関する知識の習得］や，“経験年数が浅いケア
マネジャーほど，がんに抵抗を感じる”“がん患者の
マネジメントはある程度モデル化が可能であり，経験
が重要”など，［経験知の習得］が挙げられた。

研究の限界

　本研究の限界として，対象が 1地域の限られたケア
マネジャーへのインタビューの内容分析による質的研
究であるため，他の地域での知見の一般化可能性や，
抽出された課題のモデル化について十分には検討して
いない。

まとめと意義

　終末期がん患者のケアマネジメントにおける課題と
して，［医療に関する知識不足］，［大規模病院との連
携の困難さ］［医師との連携の困難さ］［報酬が見合わ
ない］［がんの疾患特性と制度のミスマッチ］の 5課
題が抽出された。また，医療連携上の課題として，
［顔の見える関係］［医師への周知］［訪問看護の有効
活用］［共通言語の習得］［医療制度に関する知識の習
得］［経験知の習得］の 6課題が抽出された。
　これらの課題解決のための現場レベルの具体策とし
ては，①地域の顔の見える多職種連携ネットワークの
構築，②共通言語や医療制度の習得を可能とするケア
マネジャーへの教育の充実，などが考えられる。一方，
がんの疾患特性と制度のミスマッチなど，現場レベル
での対応では克服困難なものもあり，制度上の見直し
の検討が必要である。

文　献
1）原田久美子，中村香織，山岸暁美，他：がん患者のケ
アマネジメントにおける医療連携の課題：OPTIM柏．第
15 回日本緩和医療学会学術大会プログラム・抄録集．P. 
199, 2010
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目　的

　がん患者の介護保険制度は，間に合わない場合がし
ばしば生じ，患者・家族の負担となる場合があること
が示唆されている。
　本研究の目的は，1地域において介護保険手続きの
迅速化に取り組んだ結果の評価を記述することである。

対象・方法

　OPTIMプロジェクトがコーディネーションし，市，
医師会，医療福祉機関と個別・全体で協議の機会をも
ち，介護保険手続きの迅速化の取り組みを行った。
　浜松市介護支援専門員連絡協議会に所属する居宅介
護支援事業所 149 施設，および，地域包括支援センタ
ー17 施設（計 166 施設）の介護支援専門員を対象と
して，FAXによる自記式質問紙調査を行った。
　市に申請された介護保険の，申請日から認定調査実
施までの平均日数などのデータを市から取得した。

結　果

　166 施設のうち 120 施設（72％）から，合計 258 通
の質問紙が回収された。
　「要介護認定申請を行ったが認定調査を待っている
間に死亡した年間がん患者数」「要介護認定申請を行
い認定調査は終了したが結果の通知までに死亡した年
間がん患者数」は，それぞれ 22 名，66 名であり，前
調査に比較していずれも約 50％減少した（表 80）。

　市から取得したデータでは，申請日から認定調査実
施までの平均日数，認定調査日から調査票受理までの
平均日数，申請日から主治医意見書記載までの平均日
数，主治医意見書記載日から受理までの平均日数，調
査票および主治医意見書受理日から介護認定審査会開
催までの平均日数の全体にわたって短縮する傾向が認
められた（図 104）。
　「介護保険に関してさらに改善が可能なこと」とし
て自由記述に挙げられたものは，「終末期がん患者は
認定調査後に急速にADLが低下するため，当初から
ベッドが借りられる（要介護 2など）または簡単な手
続きでベッドが貸与できる」が最も多く，次に「患
者・家族への介護保険の紹介を早くする」が多かった
（表 81）。

研究の限界

　介護支援専門員からの報告に基づく患者数は重複や
未回答のため，正確ではない。行政から取得したデー
タも全数ではない。

3）がん患者に対する介護保険手続きの迅速化の効果

1）聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター，2）同 緩和支持治療科

野末 よし子 1），井村 千鶴 1），森田 達也 2）

KEY FINDINGS

◆地域全体で取り組むことで介護保険の申請から訪問調査・通知までの期間
を短くすることができる。

◆がんの急速な病状の悪化を考えれば，申請時からベッドの貸与が可能など
の対応が取れる方が利用しやすく，書類など作業コストも少ない可能性が
ある。

表 80　認定調査・認定結果の通知までに死亡したがん患者

2009 年
前調査

（2008年）

認定調査を待っている間に死亡した
がん患者

22名  54 名

認定調査は終了したが認定結果の通知
までに死亡したがん患者

66名 126 名
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まとめと意義

　市，医師会，医療福祉機関が協力することにより介
護保険の手続きが迅速化され，認定調査や認定結果の
通知が間に合わない患者数が減少することが示唆され
た。一方，終末期がん患者では病状の悪化が急速であ
り，認定調査や認定結果の通知が間に合わない患者が

少なくないことが示唆されたため，制度などの改善が
必要である。

文　献
1）井村千鶴，野末よし子，伊藤富士江，他：がん患者に
対する介護保険手続きの迅速化の効果．緩和ケア　21：
102─107, 2011

表 81　がん患者の介護保険利用に関するさらなる改善点：自由記述の内容分析

市で対応すること
・ 認定調査後に急速にADL が低下するため，認定結果は「要支援」「要介護 1」であるが，通知を受けとる時には寝たきりとな
っている。当初から「要介護 2」（ベッドが借りられる状態）であるか，または，状態の変化に合わせて簡単な手続きでベッ
ドが貸与できるとよい（n＝33）

・ 山間部などでは認定調査を行う人員が不足しており，認定調査で１日を要する地域もある。区によって迅速化のスピードが異
なるため，市全体で統一した対応になることが望ましい（n＝8）

・ 例外給付・区分変更手続きの書類が多く，簡略化できるとよい（n＝7）
・ 家族が市の申請窓口に行く場合には，必ずしもがん患者であることを伝えるとは限らないため，「進行がん患者であること」
が分かるようになればよい（n＝3）

医療機関で対応すること
・ 病院での患者・家族に対する介護保険の紹介が遅い（開業医や介護支援専門員を紹介していない）ため，さらに紹介時期を早
くしてほしい（n＝20）

・ 主治医意見書が遅い，主治医意見書に「終末期」と記載することをためらう医師がいる（n＝5）
・ 山間部などでは，要介護認定申請を行っても実際に利用できる社会資源がない，介護力が不足する場合がある（n＝4）
・ 地域で困ったことがある時の連絡方法を決めて開示してほしい（n＝2）

　数値は該当する意味単位の数を指す。

図 104　介護保険の手続きに要した平均日数の月別の推移

所要
日数
申請日

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

X 月～ X＋4 月にわたり，前調査の後に介入準備を行った。X＋5 月からすべての介入
が行われた。

　　申請日から認定調査実施までの平均日数，　　認定調査日から調査票受理までの平
均日数，　　申請日から主治医意見書記載までの平均日数，　　主治医意見書記載日か
ら受理までの平均日数，　　調査票および主治医意見書受理日から介護認定審査会開催
までの平均日数

X月 X＋1月 X＋2月 X＋3月 X＋4月 X＋5月 X＋6月 X＋7月 X＋8月 X＋9月 X＋10月 X＋11月 X＋12月 X＋13月 X＋14月
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目　的

　がん患者が在宅で過ごすことは，患者の希望の 1つ
である。がん患者が在宅で過ごすための体制を地域で
整備していくことが求められており，患者に関わる介
護支援専門員のケアの質の評価を得ることは，緩和ケ
アの質の向上に有用な可能性がある。
　本研究の目的は，多職種での議論を基に，遺族から
みた介護支援専門員の評価を得ることである。

対象・方法

　1つの診療所で在宅死亡まで診療を受けたがん患者
の遺族を対象として，郵送法による自記式質問紙調査
を行った。
　適格基準は，①患者の死亡後 6カ月以上，18 カ月
以内の遺族，②患者の「キーパーソン」または「身元
引受人」として診療録に記載されている家族 1名が同
定できること，③患者の年齢が 20 歳以上，④遺族の
年齢が 20 歳以上，である。除外基準として，①死亡
時の状況から精神的に不安定なために研究の施行が望
ましくないと担当医または看護師のいずれかが判断し
たもの，②死亡時の状況から，認知症，精神障害，視
覚障害などのために，調査票に記入できないと担当医
が判断したもの，③患者ががんであることを伝えられ
ていなかった遺族，④診療を受けていた時期の患者の
住所が当該都市以外のもの，である。
　遺族の評価は，必ずしも患者の評価と一致しないが，
以下の点から，本研究では遺族を対象とすることが適
切と考えた。①患者は経過全体をみて判断することは

できないが，遺族は死亡までの経過をみて判断できる，
②家族自身が緩和ケアの対象である，③患者を対象と
した場合，認知障害や全身状態の悪化のために，相当
数が除外される，④遺族の評価と患者の評価は精神状
態については一致しにくいが，サービスの評価では比
較的一致しやすい。調査対象となった診療所における
在宅がん患者の看取り数は，地域のがん患者の在宅死
亡数の約半数であり，地域内の多機関多職種と連携を
とっているため調査対象として選択した。
　診療所，居宅介護支援事業所，訪問看護ステーショ
ン，保険薬局といった施設別に評価を行う信頼性・妥
当性のある評価手段は確立していないこと，および本
研究は地域の多職種自身が調査の過程と結果を共有す
ることによって，今後のケアの改善を目的とする点か
ら，多機関の多職種 9名からなるフォーカスグループ
で質問項目を作成した。主要評価項目は，遺族からみ
た介護支援専門員の評価である。

結　果

　質問紙調査は，97 名（75％）から有効回答を得た。
自宅療養中に介護支援専門員が関わっていたと回答し
たものは，93％（n＝90）であった。介護支援専門員
の評価については，85％以上の遺族が「自宅での生活
に支障がないように，ベッドなど必要なものをタイム
リーに準備してもらえたので安心だった」「介護支援
専門員は，患者や家族の希望がかなうように配慮して
いた」「介護支援専門員の関わりに満足だった」に対
して「とてもそう思う」「そう思う」と回答した（図
105）。

4）在宅がん患者の遺族による介護支援専門員の評価

聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター

井村 千鶴

KEY FINDINGS

　がん患者に関わる介護支援専門員の課題として，
◆患者・家族が介護支援専門員の役割を理解できるような工夫が必要である。
◆がんの進行による病状変化や予測される経過を含む教育プログラムが必要
である。
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　一方，10％前後の遺族が「介護支援専門員に何を依
頼できるのかが分からなかった」「介護支援専門員が
何をする人なのかが分からなかった」「病状や治療の
ことがよく分からないようで不安な時があった」に対
して「とてもそう思う」「そう思う」と回答した（図
105）。

研究の限界

　本研究の限界として，遺族を対象としており，必ず
しも患者の評価と一致しない可能性がある。1つの診
療所で診療を受けた遺族が対象であり，地域全体の評
価として一般化することはできない。調査票の開発に
患者・家族が参加していないなど，妥当性が十分に確
認されているとは限らない。

まとめと意義

　本研究は，われわれの知る限り，地域の多職種で議

論し，患者に関わった介護支援専門員についての遺族
の評価を得た初めての研究である。
　遺族からみて，介護支援専門員の関わりは総じて高
く評価されていた。一方，課題として，「患者・家族
が介護支援専門員の役割を分からない」といった介護
支援専門員の役割に関するものと，「介護支援専門員
が患者の病状や治療がよく分からない」ことが挙げら
れた。したがって，患者向けの介護支援専門員につい
てのより分かりやすい説明や冊子の利用，介護支援専
門員に対するがんの進行による病状変化や予測される
経過を含む教育プログラムの重要性が示唆される。

文　献
1）小野宏志，細田 修，井村千鶴，他：地域の多職種で作
成した調査票を用いた在宅死亡がん患者の遺族による多機
関多職種の評価．緩和ケア　21：655─663，2011
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していた

自宅での生活に支障がないように、ベッドなど必要なものを
タイムリーに準備してもらえたので安心だった

介護支援専門員は頼りがいがあった

介護支援専門員の関わりに満足だった

電話がすぐにつながって安心だった

介護について困った時に十分に相談できた

介護支援専門員の訪問回数は適切だった

診療所との連携は良かった

介護支援専門員が何をする人なのかが分からなかった

介護支援専門員に何を依頼できるのかが分からなかった

病状や治療のことがよく分からなかったようで不安な時が
あった

対応が遅かった

土曜・日曜に連絡がつかなくて困ったことがあった

とてもそう思う　　　そう思う　　　少しそう思う　　　あまりそう思わない　　　そう思わない　　　無回答

2.22.2

図　105　遺族による介護支援専門員の評価
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目　的

　高齢化がますます進み，単身世帯・老々世帯が増え
る中で，施設で暮らす高齢者は増えている。そのため，
在宅だけでなく居住系施設を居宅と捉え，本人や家族
が望めば住み慣れた施設で最期まで過ごせることが求
められているが，施設での看取りは進んでいない現状
にある。
　本研究の目的は，全国の居住系施設における看取り
について実態を把握し，看取りを推進するうえでの課
題を明らかにすることである。

対象・方法

　全国の居住系施設から無作為抽出した 6,150 施設を
対象に，郵送でアンケート調査を行った（有効回答は，
2,567 施設）。調査項目は，過去 1年間に施設で看取り
のケアを行ったかどうか，事前の医療に関する希望確
認や救急搬送に関すること，医療者との連携，看取り
に関する困難感，看取りを充実するための工夫などを
設定した。

結　果

　過去 1年間に看取りケアを行った施設と行わなかっ
た施設は，ほぼ半数ずつあった。施設別では，療養型

病院，特別養護老人ホームは多く，グループホーム，
小規模多機能ホームは少なかった（図 106）。
　看取りケアを行った施設の方が，施設での看取りケ
アの困難感（看取り支援の人材・知識不足，収入，急
変対応など）は低い。看取りケア件数の多い施設は，
より多くの医療処置（中心静脈栄養，麻薬，胃瘻・
PEG など）を実施しており，看取りのケアの工夫で
訪問診療や訪問看護を利用することを挙げていた。医
師との連携に関しては，看取りをしている施設のほう
がしていない施設よりも“医師が夜間の電話対応・夜
間の診察が可能”“急変時の医療機関の手配がスムー
ズ”であった（表 82）。
　回答者に，施設で看取りを充実させる手段として優
先度の高いものを挙げてもらったところ（1～3番目
に挙がったものを合算），①介護職員への看取りの研
修，②診療所医師や訪問看護師の訪問，③入所者や家
族との定期的な話し合い，の順で有効であると評価さ

L．がん緩和ケアにおける施設の役割に関する研究
1）居住系施設での看取りを推進するには，どうしたらよいのか？

1) 東京都健康長寿医療センター研究所，2）あおぞら診療所

中里 和弘1)，川越 正平2）

KEY FINDINGS

　居住系施設での看取りを推進するためには，
◆医師の夜間対応，急変時のスムーズな医療機関への手配，訪問診療や訪問
看護の利用など，医療との連携を充実させる。

◆介護職員に対して，看取り時期の体調変化の報告・相談の仕方，精神的ケ
ア・家族とのコミュニケーションや意思決定支援などの研修を設ける。

◆診療所医師や訪問看護師の訪問を導入，入居者や家族との定期的な話し合
いなどの取り組みを充実させる。

14.8 85.2

27.2 72.8

5 95

82.9 17.1

49.2 50.8

51.3 48.7

69 31

あり なし

小規模多機能

グループホーム

ショートステイ

介護療養型病床

介護付き有料老人ホームなど
老人保健施設

特別養護老人ホーム

図 106　看取りの有無のグラフ（％）
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れた（図 107）。ただし，1番有効だと挙げられた内容
は，診療所医師や訪問看護師の訪問であった。
　また，回答者に看取りケアの教育機会として講習会
でどんな内容を取り上げてほしいか挙げてもらったと
ころ，①看取り時期の体調変化の報告・相談の仕方，
②精神的ケア，家族とのコミュニケーション，意思決
定支援，③介護職間の情報共有と医療職と介護職の連
携の順で希望が高かった（図 108）。1番希望が高かっ
た内容は，人が死を迎えるプロセスであった。

研究の限界

　本研究は居住系施設全体を調査したものであり，す
べての地域や施設にあてはまるとは限らない。施設に

よる医療者の配置や利用可能な資源（訪問診療や訪問
看護など）の違い，同一法人内に医療機関が併設され
ているかなど，それぞれの地域や施設の条件によって
結果は変わりうると考えられる。

まとめと意義

　本研究は，全国の居住系施設を対象に大規模調査を
行った初めての研究である。過去 1年間に看取りを行
っている割合が，医療機関に分類される介護療養型病
院で 8割，老人保健施設では 5割であること，軽度の
認知症高齢者を対象に制度が開始されたとはいえ，長
期に生活してなじみの関係を重視する認知症対応型共
同生活介護では 3割に満たないこと，などの現状が明
らかになった。そして，看取りが多い施設では医療処
置が多いこと，医療者との連携が行われていること，
看取りケアへの困難感が低いことなどから，施設での
看取りを推進するうえでは，医療と介護の連携が不可
欠であり，それを支える公的な支援の必要性が伺えた。
　このことは施設での看取りを充実させるための有効
手段や教育機会として取り上げてほしい上位の内容に
も反映されていた。

表 82　看取りと医療処置や医療との連携

看取りケアの多い施設の特徴

　1. 多くの医療処置（中心静脈栄養、麻薬、胃
瘻・PEGなど）

　2. 看取りケアの工夫として訪問診療や訪問看護
の利用

　3. 医師が夜間の電話対応・夜間の診察が可能

　4. 急変時の医療機関の手配がスムーズ

206 255144

1 番 2番 3番

配置されている医師や看護師への
看取りの研修

緩和ケアの従事医師や
看護師の支援

診療所医師や訪問看護師の訪問

介護職員への看取りの研修

職員が困った時の相談システム

入所者や家族との定期的な
話し合い

入所時と定期的な事前指示書の
記載

意思決定を支援する職員の
配置

支援体制について議論する場の
設定

144
274242

103
57

116

422 341283

161 360291

342 433476

184 207214

165 181352

681 151227

図 107　看取りを充実させるのに有効だと考えられる手段
（人数）

240 227221

1 番 2番 3番

看取り時期の体調変化の
報告・相談の仕方

生活と医療（食事や排泄，
睡眠の注意点）

医療行為への介護職の関わり方
（吸引，投薬など）

臨死期（亡くなる直前）のケア

介護職間の情報共有と医療職と
介護職の連携

精神的ケア，家族とのコミュ
ニケーション，意思決定支援

人が死を迎えるプロセス

緩和ケアの実際

263 230465

348399329

308 399362

158 285256

375 294331

343 397392

226 243214

図 108　看取りケアの教育機会として講習会で希望する内
容（人数）



Ⅳ．付帯研究（2）領域・地域ごとの研究

664

はじめに

1．研究背景と意義
　日本人の人口構成，平均寿命の伸びから，これから
の 30 年間，死亡者数は増え続け 2040 年にピークを迎
えると推測されている。そのような中，厚生労働省が
定めた医療制度改革では，介護療養病床の廃止を推し
進めている。病院死が全死亡の約 8割を占める現在，
人生終焉の時を病院ではなく，以前のように住み慣れ
た自宅でという方向に政策が向いているが，現代の高
齢化社会では独居老人，老老介護など，自宅に戻るこ
とが最善の道ではないこともありうる。人生の終焉を
どこで迎えるかは，今後大きな問題となってくる。
　自宅以外の終焉場所として社会的に期待されている
のが，介護老人福祉施設を代表とする介護保険施設や
グループホームや有料老人ホームなどの居住系施設で
ある。2006 年 4 月の介護報酬・指定基準の見直しが
行われ，特別養護老人ホームの「看取り介護加算」が
新設され，2009 年 4 月には老人保健施設での「ター
ミナルケア加算」，認知症高齢者グループホームでの
「看取り介護加算」がそれぞれ新設され，今後，この
ような場所での看取りが増えてくることが予想され，
また，期待されている。近年，病院や診療所などの医
療機関において，緩和ケアの普及のためにさまざまな
方策がとられているが，現状において，施設での終末
期ケアに必要と考えられる，いわゆる“緩和ケア”の
認知，理解度および，看取りの実態は明らかではない。
　そこで今回，緩和ケア普及のための地域プロジェク
ト（OPTIM長崎）を機に，長崎県下の各施設の緩和
ケア，看取りの実態についてアンケートを用いて明ら
かにし，将来，看取りを含めた終末期ケアを充実させ

る方法について検討した。

2．研究目的
　施設での緩和ケアに対する認知度および看取りに関
する実態を把握し，施設での緩和ケアのあり方や課題
について提言する。

方　法

1．調査期間
　2009 年 11 月 20 日～12 月 10 日。

2．調査対象
①長崎県全域の介護老人福祉施設（n＝106），介護老
人保健施設（n＝52），グループホーム（n＝334），有
料老人ホームなど（n＝82），ケアハウスなど（n＝
32）606ヵ所の施設責任者
②①の施設のうち長崎市の 146ヵ所の施設職員

3．調査方法
　質問紙を長崎県下の施設責任者と，長崎市内の施設
あてに施設職員用を郵送し，管理者用は FAXで，職
員用は各施設でまとめて返送をとした。

4．調査項目
①施設責任者：施設形態，看取りの有無，今後の看取
りについての意識調査。
②施設職員：対象の基本属性として，性，年齢，職種，
勤務場所，勤続年数，緩和ケアの認知度，看取りの有
無，緩和ケアに対する意識。

2）施設を対象として緩和ケア，終末期ケアの質問紙調査

OPTIM長崎：1）奥平外科医院，2）野田消化器クリニック，3）白髭内科医院

奥平 定之 1），野田 剛稔 2），白髭 豊 3）

KEY FINDINGS
◆施設での看取りを増加させるためには，医療のバックアップ体制を整え，
施設長を含めた職員の意識改革，教育などを行い経験不足を解消していく
施策が必要である。
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結　果

1．施設責任者の結果
1）回収率

　606 施設中 362 施設（60％）で，グループホーム管
理者からの回答が 196（54.1％）で，全体の約半数を
占めていた。
2）緩和ケアという言葉の認知

　97.8％
3）緩和ケアの内容についての認知

　79.8％
4）3年以内の看取り経験「あり」

　137 施設（38％）。施設別では介護老人福祉施設が
71.6％と最多で，次いで介護老人保健施設 53.6％で，
ケアハウスが 11.8％と少なかった。
5）看取り経験「なし」の施設

　225 施設。このうち対象者がいなかった施設は 50
施設で，無回答を除いた残りの施設では，医療機関に
入院し死亡していた。
6）今後の看取りに関する施設の意向

　看取り経験がない施設の中で，今後本人・家族から
看取り希望があった場合に，「積極的に対応したい」
と答えたのは 24 施設（10.7％）であった。一方で，
「今後も対応できない」と答えた施設が 59 施設
（26.2％）あり，対応できない理由として，上位から
「医療のバックアップ体制がとれていない」（57.6％）
が最も多く，次が「施設の方針」（37.3％），「人手不
足」（30.5％），「職員の経験不足」（28.8％）の順であ
った。また，137 施設（60.9％）は，条件が整えば対
応したいと回答した。
7）入所者の医学的管理を医療機関や訪問看護ステー

ションなどへの依頼の有無

　定期で依頼している（55.5％），必要時（29.6％）で，
これらの施設では 91.9％のところが「連携できてい
る」と回答した。看取り経験有無別でみてみると，
「連携できている」と答えたところは“看取り経験あ
り”の施設で 96.1％，“なし”の施設で 89.1％であっ
た。

2．施設職員の結果
1）回収率

　146 施設中 77 施設（50.6％）の施設職員計 1,087 名

の回答を得た。
2）回答者の内訳

　年齢構成は，20 歳代 24.1％ /30 歳代 22.8％ /40 歳
代 23.1％ /50 歳代 22.1％ /60 歳代 6.7％であった。男
女比は，男性 23.7％：女性 75.5％で，女性の占める割
合が多かった。
　回答における職種別の構成は，介護職 62.6％ / 看護
師 12.6％ / 栄養課職員 3.9％ / 介護支援専門員 3.2％ /
社会福祉士 3.2％ / リハビリテーション職 1.1％ / その
他 14.5％で，介護職からの回答が最も多かった。勤務
場所別では，介護老人福祉施設（n＝344）31.6％ / グ
ループホーム（n＝294）27.0％ / 介護老人保健施設
（n＝161）14.8％ / 有料老人ホーム（特定施設）（n＝
94）8.6％ / ケアハウス（n＝74）6.8％ / 有料老人ホー
ム（住宅型）（n＝14）1.3％ / その他（n＝92）10.1％
で，介護老人福祉施設とグループホームの職員からの
回答が多かった。
　勤務年数は 3年未満が 38.3％，5年未満が 60.5％で，
比較的勤続年数が短い職員が多かった。
3）緩和ケアという言葉の認知

　全体平均で，認知率は 73.8％。施設別では介護老人
福祉施設では 76.7％ / グループホーム 76.9％ / 介護老
人保健施設 69.6％ / 有料老人ホーム（特定施設）
72.3％ / ケアハウス 67.6％ / 有料老人ホーム（住宅型）
71.4％ / その他 70.7％と，勤務場所別では特に差がな
かった。
　入所者が亡くなる際に立ち会った経験有無別でみて
みると，立ち会ったことがある職員では 82.1％，立ち
会いがなかった職員では 66.5％と，立ち会いの有無が
言葉の認知に影響した。
4）緩和ケアの内容についての認知

　45.1％。施設別では，最小が介護老人保健施設で
34.8％，最大が有料老人ホーム（住宅型）64.3％であ
った。人が亡くなる際に立ち会った経験有無別でみて
みると，立ち会ったことがある職員では 56.7％，立ち
会いがなかった職員では 34.8％と，立ち会いの有無が
内容の認知に影響した。
5）看取りに立ち会った経験が「ある」職員

　47.8％。立ち会った場所は，病院 60.4％ / 自施設
42.7％ / 患者宅 9.0％ / その他 8.1％で，病院での看取
りが多かった。立ち会った場所を勤務場所別でみてみ
ると，自施設と答えた割合が多かったのは有料老人ホ
ーム（特定施設）70.8％ / 有料老人ホーム（住宅型）
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70.0％で，病院と答えたのは介護老人保健施設 75％ /
グループホーム 57.9％ / 介護老人福祉施設 57.2％であ
った。
　看取りの際に立ち会った入所者の看取り状況を，が
ん，非がんに分けてみると，がん患者のみ 12.6% / 非
がん患者 14.0％ / 両者 8.7%であった。
6）がん患者のケアについて興味がある

　74％。勤務場所別では，最小が介護老人保健施設職
員 63.4％，最大がケアハウス職員 83.8％で総じてがん
患者のケアへの興味があった。
7）緩和ケアの講習会などへの参加意向および希望す

る講習内容

　講習会への参加意向は 81.5％。希望する講習内容と
しては，「患者本人への対応・精神的ケア」が 73.1％，
「家族への対応・精神的ケア」が 53.8％，「看取る際の
心構え」48.5％，「緩和ケア」46.5％であった。講習内
容を勤務場所別でみてみると，すべての施設で「患者
本人への対応・精神的ケア」への興味が高かった。

研究の限界

　今回は施設種別での調査内容の比較は行っていない。
それは施設によって，入居者の条件や特性，規模や制
限（特に介護や医療関連）があり，一様ではないため

であり，今後，それらの施設別の実態も明らかにする
ことが必要である。

まとめ

　通常の生活支援の中の 1つに看取りがあると思われ
るが，まだ，そのような意識は入居者やその家族だけ
でなく，施設側にも成熟していない。今回のアンケー
ト調査で施設における看取りの状況と緩和ケアの認知
度，今後の課題について，おおむね明らかにできたと
思われる。
　すでに看取りまで実践されているところがあるが，
多くのところではさまざまな障害から実践には至って
いない。しかし，このような施設の中でも，現状に満
足していない施設が多いことも明らかとなった。
　看取りの実践の障害となる問題点として挙げられた
「医療バックアップ体制整備」「施設長を含めた職員の
意識改革・教育」などを，講習会などを通じて地道に
少しずつ浸透させていくことが，将来に向けた施設で
の看取りを普遍化させる大事な道筋と思われる。

　尚，本論文の内容はプライマリ・ケア連合学会誌に
投稿中である。



3．地域緩和ケアのコーディネーション・連携の促進に関するもの

667

目　的

　本研究の目的は，がん専門病院が地域緩和ケアの向
上のために行っていること，課題，解決策を収集する
ことにより，地域緩和ケアを向上させる方策の具体的
な工夫に関する洞察を得ることである。

対象・方法

　6つのがん専門病院の医師，医療ソーシャルワーカ
ー，看護師を対象としたフォーカスグループを行った。
参加者の構成は，医師が 6名，医療ソーシャルワーカ
ー6名，看護師が 5名（退院支援・地域連携担当看護
師 4名，緩和ケア病棟師長 1名）であった。
　職種別に 3つのグループに分け，「がん専門病院と
して地域緩和ケアの 4つの側面（緩和ケアの知識の普
及，患者・家族・住民への啓発，専門的な緩和ケアの
提供，緩和ケアの連携の促進）のそれぞれについて，
今取り組んでいること，課題，今後の解決策をたずね
た。フォーカスグループは 180 分行い，録音したもの
を逐語記録とした。
　「緩和ケアの知識の普及，患者・家族・住民への啓
発，専門的な緩和ケアの提供，緩和ケアの連携の促進
について，今取り組んでいること，課題，今後の解決
策」が述べられた部分を意味単位として抽出し，意味
内容の類似性から分類し，カテゴリーを作成した。

結　果

　緩和ケアの知識の普及，患者・家族・住民への啓発，
専門的な緩和ケアの提供，緩和ケアの連携の促進につ
いての取り組みとして合計 19 カテゴリーが，現場で
は有効な解決策が見当たらない課題として合計 7カテ
ゴリーが同定された。
　緩和ケアの知識の普及のための取り組みとしては，
院内の勉強会などの【勉強会を行う】が主であったが，
内容や方法のさまざまな工夫が挙げられた。多くの施
設が，【すでにあるものを利用する】ことの重要性に
ついて言及した。すなわち，独自に研修会や講演会を
行うのではなく，すでにある研修会を利用する，院内
の勉強会を地域に公開することによって負担を減らし
ながら同じ程度の効果を得られることが語られた。ま
た，【内容を工夫する】では，特に看護教育では，カ
リキュラムがスケジュールに沿って行われることや，
修了証を準備することが看護師の動機づけになること
が述べられた。方法も，講義のみではなく，グループ
ワーク，事例検討，病棟での実習などさまざまな方法
を取ることが必要であると述べられた。地域の緩和ケ
アの向上という点では，【診療所医師のアシストをす
る訪問看護師や保険薬局薬剤師を対象とする】ことが
意識されていた。すなわち，通常の診療所医師は 1年
間に体験するがん患者の頻度が少ないと考えられるた
め，診療所医師よりもむしろ，訪問看護師や保険薬局
薬剤師の緩和ケアの知識を向上することで，チーム全
体としての緩和ケアの知識・技術の向上を行うことが

M．地域緩和ケアにおけるがん専門病院の役割に関する研究
1）がん専門病院が地域緩和ケアの向上のために取り組んでいることと課題

1）国立がん研究センター東病院 緩和医療科，2）聖隷三方原病院 緩和支持治療科

木下 寛也 1），森田 達也 2）

KEY FINDINGS

◆がん専門病院では，地域緩和ケア向上のための取り組みとして，多彩な工
夫が行われている。

◆施設ごとに行われている工夫や課題を共有し，評価・普及・解決していく
仕組みづくりが必要である。
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重要であるとの考えが述べられた（表 83）。
　患者・家族・住民への啓発のための取り組みとして
は，ポスターなどの【マテリアルを作成する】【既存
のマテリアルを活用する】【公開講座やイベントを行
う】【既存のイベントや活動に参加する】といった一
般的な啓発活動が述べられた。加えて，多くの施設で，
患者会との多様な連携，すなわち，自施設で患者会を
行うばかりではなく，患者会の運営についての懇談会
を行ったり，場所の提供を行い運営は患者会に任せる
など多様な方法が【患者会を行ったり，患者会と連携
する】として語られた。一方，「今の介護世代が高齢
化社会の患者になるので介護者が自宅でもできたと思
える体験をつめるように意識している」のように，特
に啓発活動というものではなく，【日々の臨床を「啓
発」であると捉える】意見もあった。多くの参加者が，
患者・家族に対する「緩和ケアの啓発」の困難につい
て述べ，「患者が一番否定したいことを受け入れるの
は難しい」「医療者よりも患者や家族の拒否感が大き
い」などと表現した。
　専門的な緩和ケアの提供のための取り組みとしては，
多くが挙げられなかったが，【緩和ケア病棟の役割を
見直す】として，「（より多くの患者が使用できるよう
に）緩和ケア病棟は長期の療養場所ではないが，緊急
入院は受けられることを説明し，短期入院の方針とし

ている」「長期療養を希望する場合には，がん専門病
院以外のホスピスを紹介している」ことが挙げられた。
また，地域連携パスの一環として【緩和ケア専門家へ
のホットラインを設置】したが，利用は少ないとの意
見があった。
　緩和ケアの連携の促進のための取り組みとして，退
院前カンファレンスを行うなどの【病院からの退院支
援を強化する】，外来に専従の人員を配置したり専門
部署を作ったりするなどの【外来での在宅支援を強化
する】，在宅療養中の患者のサポートとして【在宅療
養中の患者の情報共有とバックアップベッドの確保を
行う】および【病院医師・看護師が在宅を念頭に置い
た診療やケアができるように教育プログラムをつく
る】が挙げられた。また，地域でのネットワークをつ
くる取り組みとして，自宅に帰った患者の自宅での様
子を写真で報告する仕組みをつくるといった【地域で
一緒にみた患者の経過を共有する】や，各種ミーティ
ング・メーリングリスト・現場での研修を通じて【病
院スタッフと地域スタッフとの情報交換の場を増や
す】ことが挙げられた（表 84）。
　一方，現場では有効な解決策が見当たらない課題と
しては，【経済的負担】【医療福祉従事者の負担】【在
宅医療を提供する医師・看護師の不足】，救急搬送時
の問題として【急な状態悪化時の対応】，必要なとき

表 83　緩和ケアの知識の普及のための取り組み

【勉強会を行う】
　・緩和ケアチームが中心に院内の勉強会を行う
　・リンクナースで主催して勉強会を行う
　・リンクスタッフ同士の交流会を行う

【すでにあるものを利用する】
　・日本看護協会の e-learning を行っている
　・新しく企画するよりも，既存のものに組み込んでいく
　・院内の勉強会を地域に対して公開して行っている

【内容を工夫する】
　・日常的に経験することを扱う
　・看護師のラダーに沿って方法（講義やグループワークなど）を変える
　・基礎編、応用編それぞれに修了証を出す。認定看護師の受験に対応できるようにする
　・講義だけではなく、事例紹介、事例についてのディスカッションを中心にする
　・講義だけでなく、病棟での見学・実習を組み合わせる
　・１年分で内容が網羅できるように，スケジュールをあらかじめ決めて行っている

【診療所医師のアシストをする訪問看護師や保険薬局薬剤師を対象とする】
　・ （年間の体験数の少ない診療所医師へ具体的な提言ができるように）訪問看護師への教育を
行っている

　・病院の緩和ケア認定看護師が訪問看護ステーションに出かけて出前講義を行っている
　・ （年間の体験数の少ない診療所医師へ具体的な提言ができるように）保険薬局薬剤師への教
育を行っている

　・保険薬局薬剤師の勉強会では、診療所医師も一緒に参加を依頼する
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に患者情報をやり取りできない【個人情報の保護】，
新しく作成したツールは運用するのが難しい【ツール
の運用の難しさ】が挙げられた。

研究の限界

　限られた施設のフォーカスグループによる意見なの
で，一般化はできない。

まとめと意義

　作成されたリストは，各活動を行ううえでの工夫を
系統的に整理することに役立つ。特に，緩和ケアの知

識の向上のための【すでにあるものを利用する】【診
療所医師のアシストをする訪問看護師や保険薬局薬剤
師を対象とする】といった工夫や，地域連携のための
多様な取り組みは注目に値する。課題として，多彩な
啓発活動が行われているわりには効果が実感されてい
ないこと，課題として挙げられたことはがん緩和医療
に限らないことがほとんどであったことは，全国的な
方策の見直しが必要な可能性を示唆する。
　同様のフォーカスグループを全国的に行い，その結
果を迅速に行政も含めた関係者に公開する仕組みをつ
くることは，全国水準での地域緩和ケアの向上に貢献
する可能性がある。

表 84　緩和ケアの連携の促進のための取り組み

【病院からの退院支援を強化する】
・退院前カンファレンスを行う
・（ 退院前カンファレンスを行う時間調整が大変なので）サマリーを細かく書く、出席できる医
師や看護師が状況を聞いていくことで対応する

・退院時のサマリーに外来で継続看護をしてほしいことをリストしている
・ （患者の見捨てられた感じを減らし、自宅での生活のイメージをもつために）退院後に病棟看
護師が患者の自宅に行く

・医療福祉相談、看護相談、地域連携を 1つの部署にする

【外来での在宅支援を強化する】
・（外来での在宅移行が多いため）「退院調整看護師」を「在宅支援選任看護師」と名称を変える
・ 医師１名、看護師 2名を専従とするサポーティブセンターを設置し、治療早期からのかかりつ
け医師の紹介など在宅リソースへのつなぎをしている

・外来で専従の看護師が困っていそうな人に積極的に声をかけている

【在宅療養中の患者の情報共有とバックアップベッドの確保を行う】
・訪問看護師と患者の状況について書面など公式なものに関わらず情報交換をこまめに行う
・在宅にいる患者の緊急時の対応ベッドとして緩和ケア病棟をつねに 1～2床開けている

【病院医師・看護師が在宅を念頭に置いた診療やケアができるように教育プログラムをつくる】
・院内のセミナーや教育課程に、緩和ケアのみではなく、退院支援に関する内容を含む
・病棟看護師が訪問看護ステーションに実習に行く
・ （在宅看護がカリキュラムに入っていなかった時期の看護師に在宅の視点がないことが多いの
で）師長・副師長が訪問看護実習をする

【地域で一緒にみた患者の経過を共有する】
・訪問看護を受けた患者の写真を病棟看護師や医師にみせる

【病院スタッフと地域スタッフとの情報交換の場を増やす】
・ （診療所医師の特徴を知って患者に合う診療所を紹介できるように）訪問看護ステーション看
護師と病院看護師・地域連携室で会う機会を増やしている

・（お互いをよく知るために）在宅医懇話会・PEACEプロジェクトなどを利用して集まりをもつ
・地域緩和ケアに関心のある医療福祉従事者のメーリングリストを運営している
・医師会とがん専門病院とで会合をもっている
・診療所医師・看護師を緩和ケア病棟で実習・研修する
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目　的

　本研究の目的は，地域介入研究で行われた地域全体
の遺族調査を基にして，自宅死亡を希望していると考
えられるがん患者数の推定を行うことである。

対象・方法

　取得されたアウトカム数値のうち，死亡場所・死亡
数，遺族調査の一部を利用した。
　4地域を対象として，2010 年のがん死亡総数，自宅
死亡数，病院・診療所での死亡数を人口動態統計から
取得した。4地域に存在するすべてのホスピス・緩和
ケア病棟（4つの都道府県認可の緩和ケア病棟と 1つ
の認可を受けていない緩和ケア病棟）の 2010 年の死
亡数を各施設から取得し，「緩和ケア病棟死亡数」と
した。人口動態統計から取得した病院・診療所での死
亡数から，緩和ケア病棟死亡数を引いたものを「一般
病院死亡数」とした。
　次に，全国の 2010 年のがん死亡総数，自宅死亡数，
病院・診療所での死亡数を人口動態統計から取得した。
全国の都道府県認可を受けたホスピス・緩和ケア病棟
の 2009 年の死亡数を日本ホスピス緩和ケア協会の統
計から取得し，「緩和ケア病棟死亡数」とした。人口
動態統計から取得した病院・診療所での死亡数から，
緩和ケア病棟死亡数を引いたものを「一般病院死亡
数」とした。
　遺族調査で行った Good Death Inventory のうち，
「望んだ場所で最期を迎えられた」の 1項目に対して
「まったくそう思わない」「そう思わない」「ややそう

思わない」「どちらともいえない」「ややそう思う」
「そう思う」「とてもそう思う」から回答を求めた。ま
た，「まったくそう思わない」「そう思わない」「やや
そう思わない」と回答した遺族に対して，望んでいた
死亡場所を病院，ホスピス・緩和ケア病棟，自宅，そ
の他のいずれかから求めた。

解　析

　最初に，遺族調査をもとに，病院死亡，緩和ケア病
棟死亡，自宅死亡ごとに，「望んだ場所で最期を迎え
られた」に対する回答，望んでいた死亡場所として自
宅と回答したものの割合，95％信頼区間を算出した。
　次に，「自宅死亡の希望推定数」を以下の 3つの合
計として求めた：①人口動態統計から取得された自宅
死亡数×遺族調査により「望んだ場所で最期を迎えら
れた」に「ややそう思う」「そう思う」「とてもそう思
う」と回答した割合，②一般病院死亡数×遺族調査に
より「望んだ場所で最期を迎えられた」に「ややそう
思わない」「そう思わない」「とてもそう思わない」と
回答したもののうち望む死亡場所として自宅を挙げた
割合，③緩和ケア病棟死亡数×遺族調査により「望ん
だ場所で最期を迎えられた」に「ややそう思わない」
「そう思わない」「とてもそう思わない」と回答したも
ののうち「望む死亡場所」として自宅を挙げた割合。

結　果

　適格基準を満たした遺族 2,212 名のうち 436 名が除
外基準を満たしたため 1,776 名に発送された。あて先

N．地域緩和ケア全体に関する研究
1）遺族調査に基づく自宅死亡を希望していると推定される

がん患者数

1）聖隷三方原病院 緩和支持治療科，2）東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学分野

森田 達也 1），宮下 光令 2）

KEY FINDINGS
◆遺族調査から自宅死亡を希望していると推定されるがん患者数は約 30％
である。



3．地域緩和ケアのコーディネーション・連携の促進に関するもの

671

不明が 48 名，回答拒否が 82 名であり，1,137 名から
回答を得た（有効回収率 66％）。
　一般病院で死亡した患者の遺族 668 名のうち，36％
が「望んだ場所で最期を迎えられた」に「ややそう思
わない」「そう思わない」「まったくそう思わない」と
回答し，182 名（全体の 27％）が自宅を希望していた
死亡場所として挙げた（表 85）。緩和ケア病棟で死亡
した患者の遺族 248 名のうち，28％が「望んだ場所で
最期を迎えられた」に「ややそう思わない」「そう思
わない」「まったくそう思わない」と回答し，57 名
（全体の 23％）が自宅を希望していた死亡場所として
挙げた。自宅で死亡した患者の遺族 221 名のうち，
92％が「望んだ場所で最期を迎えられた」に「ややそ
う思う」「そう思う」「とてもそう思う」と回答した。
　自宅死亡の希望推定数は，対象地域ではがん死亡の
33％［95％信頼区間：32, 34］であり，全国数値に基
づくと 110,532 名（がん死亡の 31％［95％信頼区間：
31, 31］）であった（表 86）。

限　界

　本研究の限界として，遺族の回答と患者自身の希望

とが一致しない可能性があること，回答していない遺
族の回答による影響が分からないこと，全国の 4地域
を対象とした調査であるため他の地域に当てはまると
は限らないこと，である。しかし，患者自身の希望を
明確に知ることは，調査の実施可能性が低く，かつ患
者自身の希望が状況や患者自身の体験により変化する
ため難しいことから，遺族調査による推計には一定の
価値があると考える。

まとめと意義

　本研究の重要な知見は，遺族調査の視点から，自宅
死亡を希望していると推定されるがん患者の数を求め
たことである。本研究では，がん死亡の 31％が自宅
を死亡場所としていたと推定された。遺族調査に基づ
くと，自宅死亡を希望しているがん患者の数は，がん
死亡の 30％前後であると推定された。

文　献
1）森田達也，宮下光令，井上芙蓉子，他：遺族調査にも
とづく自宅死亡を希望していると推定される患者数． 
Palliat Care Res　7：403─407, 2012

表 85　遺族調査による死亡場所ごとの「望んだ場所で最期を迎えられた」「自宅を希望していた」割合

死亡場所

「望んだ場所で最期を迎えられた」

「自宅を希望していた」まったくそう思わな
い・そう思わない・や
やそう思わない

どちらともいえない ややそう思う・そう思
う・とてもそう思う

一般病院
（n＝668）

241
36％［32, 40］

161
24％［21, 28］

244
37％［33, 40］

182
27％［24, 31］

緩和ケア病棟
（n＝248）

70
28％［23, 34］

48
19％［15, 25］

127
51％［45, 57］

57
23％［18, 29］

自宅
（n＝221）

4
1.8％［1, 5］

4
1.8％［1, 5］

204
92％［88, 95］

－

　 ％は母数を死亡場所とした割合と 95％信頼区間を示す．太字は，自宅死亡の希望推定数の算出に用いる数値を示す。

表 86　自宅死亡の希望推定数

介入地域 全国

実測数
自宅死亡を希望している
と推定される数＊

実測数
自宅死亡を希望している
と推定される数＊

一般病院死亡数 4,357 1,176 293,978 79,374

緩和ケア病棟死亡数 471 108 25,438 5,851

自宅死亡数 581 535 27,508 25,307

合計 5,546 1,819
33％［32, 34］

353,499 110,532
31％［31, 31］

　＊一般病院死亡数に 0.27，緩和ケア病棟死亡数に 0.23，自宅死亡数に 0.92 を乗じて算出
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概　要

　緩和ケア専門家による診療・ケアの提供に関するツ
ールとしては，①「緩和ケアチーム依頼シート」，②
「緩和ケアチーム初期アセスメントシート」，③「緩和
ケアチーム登録シート」を作成した。

1 ．「緩和ケアチーム依頼シート」
　「緩和ケアチーム依頼シートは」，診療所や訪問看護
ステーション，院内に緩和ケアチームのない病院の医
師や看護師が地域緩和ケアチームに依頼する時に使用
することを目的として作成した（付図 21）。
　診療記録をみることができなくても緩和ケアに関す
るコンサルテーションができるように必要な情報が記
載できるようになっている。患者の既往歴は緩和ケア
で使用することの多いオピオイドとステロイドの使用
禁忌となる疾患があるかどうかの観点から作成されて
いる。血液検査では，見落とされやすい高カルシウム
血症が分かるようになっている。全身状態は
Palliative Prognostic Index など生命予後を規定する
要因が記載されており，患者の予測される生命予後を
算出することができるようになっている。地域緩和ケ
アチームの特徴として，依頼した医師や看護師と連絡

をすぐにとれない可能性があるので，好む連絡方法や，
緊急かどうかについての項目が設けられている。

2 ．「緩和ケアチーム初期アセスメントシート」
　「緩和ケアチーム初期アセスメントシート」は，相
談を受けた緩和ケアチームがどの緩和ケアチームが相
談を受けても一定の方式で推奨を返信できることを目
的として作成された（付図 22）。
　患者背景，病歴，画像・血液検査が最初にレビュー
される。次に，「最も困っていること」（most 
concern）を明確にし，症状を網羅的に評価する。そ
のうえで，現在必要とされる緩和治療についての推奨
が行えるようになっている。

3 ．「緩和ケアチーム登録シート」
　「緩和ケアチーム登録シート」は，どのような患者
が緩和ケアチームの診療を受けているのかのデータベ
ースを作成するために開発された（付図 23）。
　患者背景，緩和ケアチームに依頼があった内容と緩
和ケアチームが診察して同定した内容，緩和ケアチー
ムが行ったこと（実践，コンサルテーション，調整），
行った薬物療法がデータベース化できるように設定さ
れている。

4．緩和ケア専門家による診療・ケアの
提供に関するもの

A．作成したマテリアルの趣旨と一覧

1）千葉県がんセンター 精神腫瘍科，2）聖隷三方原病院 緩和支持治療科

秋月 伸哉 1），森田 達也 2）
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付図 21　緩和ケアチーム依頼シート
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目　的

　がん診療を行う主治医チームで対応困難な症状緩和
を行う専門緩和ケアサービスとして緩和ケアチーム，
緩和ケア外来，緩和ケア病棟がある。わが国の緩和ケ
アチームは自施設に入院中の患者を対象とした活動と
して制度化されているため，緩和ケアチームをもたな
い病院の入院患者，外来を利用できない在宅療養中の
患者に専門的な緩和ケアを提供する方法がない。国際
的には，「地域緩和ケアチーム」として電話相談や往
診などを行う緩和ケアコンサルテーションが行われて
いる。
　地域のすべての専門的な緩和ケアを必要とする患者
に対応できるため，OPTIM研究では，地域緩和ケア
チームを各地域で新たに設置・活動させることが定め
られた。
　本研究の目的は，OPTIM研究の地域緩和ケアチー
ム活動実態を通じてわが国における地域緩和ケアチー
ム活動のあるべき姿についての洞察を得ることである。

対象・方法

　OPTIM研究において地域緩和ケアチームは以下の
用に定義された。
・複数の緩和ケア専門スタッフで組織される（組織形
態は問わない）。
・医療従事者の依頼に応じて症状緩和の相談に応じる。
・地域の医療従事者と口頭，電話，メール，FAXな

どでコンタクトがとれ，相談対応できる。
・必要に応じて患者のベッドサイド（他施設，自宅な
ど）に訪問し，主治医に専門的緩和ケアの情報・技術
提供を行う。この場合は，カルテ，緩和ケアチーム活
動登録シート，地域緩和ケアチーム記録シート（図
109）など書面に活動を記載し，OPTIMの専門緩和
ケアサービス利用調査に報告する。

1．調査①：地域緩和ケアチームの活動実績
　訪問してコンサルテーションを行った症例について
は，OPTIM研究の専門緩和ケアサービス利用データ
ベースから地域緩和ケアチーム紹介症例を抽出し，背
景を記述した。電話やメール上の相談で解決したなど
訪問に至らない相談活動は，OPTIM研究介入モニタ
リングデータから件数を抽出した。これらの相談のう
ち，困難を感じた相談者が自発的に相談窓口に問い合
わせる診察依頼（機会によらない自発的な相談）と，
普段の情報交換のついでや電話，メールなどの比較的
気軽な相談（機会に伴う気軽な相談）に分類し，件数
の推移を記述した。

2． 調査②：地域緩和ケアチームに関する医療従
事者の認識

　OPTIM研究に関わった医療従事者対象のインタビ
ュー調査から地域緩和ケアチームに関する発言（キー
ワード 「地域緩和ケアチーム」「地域の緩和ケアチー
ム」「地域チーム」「アウトリーチ」で検索）を同定し，
意味内容を質的に抽出した。

B．地域緩和ケアチームに関する研究
1）地域緩和ケアチームの活動実態とモデルの提示

千葉県がんセンター 精神腫瘍科

秋月 伸哉

KEY FINDINGS

　実験的な取り組みとして介入 4地域の地域緩和ケアチーム活動を記述し，
望ましい活動のあり方について考察した。効果的な活動を行うためのモデ
ルには，症例を拾い上げるための仕組み，効果的に地域緩和ケアチームが
活動するための仕組み，介入のための新たなネットワークが必要であるこ
とが示唆された。
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結　果

　介入 4地域に設置された地域緩和ケアチームの特徴
を表 87に示す。いずれのチームも院内緩和ケアチー
ムのスタッフが兼任で活動に加わった。

1． 調査①
　2008 年度から 2010 年度に地域緩和ケアチームの訪
問診察を行う相談は 94 件，訪問を行わない相談は
384 件行われた（表 88）。長崎地域はメーリングリス
ト上の相談が多く，訪問を行わない相談の正確な件数
把握ができなかった。訪問診察を行った相談の患者背
景を表 89に示す。
　相談のうち，電話やメーリングリストの相談と，浜
松地域の定期訪問時の訪問診察を「機会に伴う気軽な
相談」と分類し，その他の訪問診察を「機会に伴わな
い自発的な相談」と分類し，その推移を図110に示した。

2．調査②
　インタビューの質的検討結果を表 90に示す。

研究の限界

　地域緩和ケアチームの活動実績について，訪問診療
を行わない相談はカウントすべき相談の定義づけが困
難であり，正確な件数を把握できていない。特に，長
崎地域はメーリングリスト上の相談が多く，訪問を行
わない相談の正確な件数把握ができなかった。

まとめと意義

　国内で初めての実験的地域緩和ケアチーム活動の実
態を報告した。地域緩和ケアチームの訪問診察により，
自宅や入院で療養中で身体状態が不良な従来専門的な
緩和ケアを利用することができなかった患者に専門的

図 109　地域緩和ケアチーム記録シート
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緩和ケア介入が行えた。また，入院緩和ケアチームに
比べて相談のハードルを下げることが難しい，開業医
やがん治療を通常行わない相談者の場合病院のがん治
療医に比べて求められるがん緩和ケア技術が高くない
といった背景から，相談者の自発的な相談ではなく，
相談する機会がある時に気軽できる相談の件数が伸び
ることが分かった。これらの結果からわが国の地域緩
和ケアチームが効果的に活動できるためには，複数の
要因からなるモデルが必要であると考えられた（図
111，表 91）。
　鶴岡地域では，地域で共有する情報ネットワーク
（Net4U），緩和ケア外来，電話相談窓口，入院緩和ケ
アチーム介入症例の退院時継続フォローが，地域緩和
ケアチーム利用のきっかけになっていた（図 112）。
また人的ネットワークは 2つの中核施設それぞれで独
立していたため，それぞれの施設の医師が地域緩和ケ
アチームで役割分担をして活動を行った。1名の医師
が地域緩和ケアチームとしての訪問活動時間を保証さ
れていたため訪問診察のフットワークが良いことも特
徴である。
　柏地域では，既存の保健所と国立がん研究センター
東病院を核とした多職種症例検討会に地域緩和ケアチ

表 87　4地域の地域緩和ケアチームの特徴

鶴岡 ・地域の中核病院 2施設の医師，看護師，薬剤師からなる緩和ケアチーム
・地域の診療情報共有ネットワークシステム（Net4U）を相談に活用

柏 ・がん専門病院の緩和ケアチームの医師，看護師からなる緩和ケアチーム

浜松 ・ がん診療連携拠点病院の緩和ケアチームの医師，看護師と，訪問診療を行う診療所医師，地域の薬局薬剤師からなるチ
ーム

・特定の在宅特化型診療所で定期的に月 1回カンファレンスを行い，その際に訪問診察も行った

長崎 ・開業医を中心に複数の施設の医師からなる緩和ケアチーム
・医師会中心の地域ネットワーク（在宅Dr ネット）のメーリングリストを相談，介入に活用

表 88　地域緩和ケアチームの相談件数

2008 2009 2010 合計

鶴岡 訪問診察を行った相談 1 0 0 1

訪問以外の相談（Net4U） 27 74 129 230

柏 訪問診察を行った相談 5 1 0 6

訪問以外の相談（電話，メールなど） 13 3 1 17

浜松 訪問診察を行った相談 28 22 20 70

（定期カンファレンス時の相談）＊ （22） （22） （19） （63）

訪問以外の相談（電話，メールなど） 25 27 63 115

長崎 訪問診察を行った相談 11 3 3 17

訪問以外の相談（メーリングリスト）＊＊ 12 7 3 22

　　＊ 訪問診察相談のうち，特殊な活動の件数を（ ）で別記した。
　＊＊ 正確な件数は把握できなかった。

表 89　訪問診察を行った相談の患者背景（n＝94）

n（％）

性別 男性 55（59）

原発部位 大腸 13（14）

肺 12（13）

子宮・卵巣 10（11）

Performance Status
（ECOG）

1～2 16（17）

3 48（51）

4 30（32）

治療状況 がん治療・経過観察中 6（6）

今後がん治療を行わない 88（94）

療養場所 自宅 77（82）

病院 14（15）

介護施設 4（ 4）

依頼理由
（重複回答）

疼痛 72（77）

疼痛以外の身体症状 58（62）

せん妄 16（17）

せん妄以外の精神症状 31（33）

家族支援 19（20）

療養場所 11（12）
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表 90　地域緩和ケアチームに関する医療従事者インタビューの質的情報

1．アクセスについて

利用を推進するための方法
　 「医師会からの案内，パンフレット，ミーティングで繰り返し案内した」
　 「緩和ケアチームが関わり退院する患者，緩和ケア病棟から転院する患者の継続対応を行った」
　「 相談支援センター，ホットライン，メールなど飛び込みの相談窓口を設置した。利用は少ないが他に相談相手がない相談者
が利用できたと感じる」

　「 Net4U（地域共有電子カルテ）を使うと，在宅連携した患者の状況が追えるので，相談者から問い合わせがない症状緩和に
ついても助言が行え，助言が実施されたかを確認できました」

専門家との関係の向上することで利用しやすくなる
　 「定期的なカンファレンスで顔見知りになって，困った時に連絡して聞けるようになった」
　 「チームに複数の緩和ケア医がいると，関係のできた医師を選べる」

機会があれば，ちょっとしたついでの相談ができる
　「 FAX，メールでは相談しなかったんですが，月に 1回の集まりの時に，ちょこっと先生に，こういうことがあるんですけど
どうなんでしょうみたいな相談はさせていただきました」

地域緩和ケアチームの利用が進まない
　「 事前に地域緩和ケアチームの説明をすると，『いい取り組みで，必要なことだ』と言ってくれるのですが，実際には利用され
ない」

　 「専門家を呼ぶのは気が引けるので，メールなどでの相談や，外来受診から地域チームを導入するほうが利用しやすいと思う」
　「 精神や緩和をみてくれるといっても，ボランティアで来てもらうのはね。院内の手順もありますし。非常勤で定期的に来て
くれてて気心が知れていたらまた違ったかもしれない」

　「 主治医も努力してメンタル的な薬まで処方されます。対応できない場合，外来なら紹介にもっていきやすいんですが，入院
でチームに来てもらってというふうには言いづらい」（訪問看護師）

2．地域緩和ケアチームの構成

多施設からなるチーム，どのような職種が入るべきか
　「 多施設チームの情報共有にメーリングリストを利用したのですが，相談者にメーリングリストを使うことに不快感を持たれ
た。情報共有しやすいコンパクトなチームがいいと思う」

　 「在宅医がチームにいると，医療機器の提供とか管理までも含めて，助言だけでない介入が簡単にできるようになる」
　「 受診したことのない病院に所属する地域チームの医師が介入することで，患者・家族が困惑したため，その後患者が受診し
ている病院のチーム担当者が関わるようにした」

3．意義（利用者側）

地域の多職種が話し合う機会になる
　「 地域緩和ケアチームとの症例カンファレンスで他の施設の医師や薬剤師から意見をもらったり，方針を話し合うきっかけに
なりました。本来そうすべきなのですが，なかなかその調整が難しくて今までできていなかったんです」

　「 病院緩和ケアチーム介入患者が退院する際に，在宅医を中心に，チーム，病院主治医，関連職種で，その患者用のメーリン
グリストをつくり，相談や情報共有ができるようになりました」（地域チーム担当者）

知識しかなかった治療や評価法の専門家による実践や診療態度をみられて勉強になった
　「 主治医が気になる処方をしていて，本で見て正しいとかって分かっていても，何か裏づけがないと言えませんよね。チーム
に確認して自信をもって言える感じです。」

　 「勉強して，実際に薬を使ってみてもらい，経過をみた結果，非常に理解しやすかった」
　 「患者さんへの接し方，お話のしかたをみているのが勉強になります」
　「 緩和ケアを拒否している患者さんに，リスクを説明しつつこれがいいと思うからやってみませんかと。無理強いせず時間を
かけてきちんと説明することを学ばせてもらった」

実状を分かってもらえる
　「 いくら口頭で家でこんな状況でと説明しても響かないですよね。それが家の状態とか環境をみてもらうと，こういう時は大
変だよねって非常にクリアに分かってもらえる」（訪問看護師）

病院の資源を利用できる
　 「チームの人からレスパイトの提案をしてくれて助かった」
　 「特殊な科の問題もすぐ病院の知り合いに相談してくれた」

4．意義（チーム側）

退院した後の様子が分かる
　「 話に聞くだけでなく，家の生活の中で非常に表情が良かったりを会ってみることで在宅に戻せてよかったなと，そういうこ
とも思いました」

緩和ケアの勉強になる
　「 専門というほどの経験とか知識もないので，地域チームの医師のコンサルテーションについて行ってその場で学ばせていた
だけた」
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ームが参加したこと，緩和ケア病棟からの転院時に地
域緩和ケアチームを利用したこと，精神腫瘍医が往診
メンバーに入っていたという特徴があった（図 113）。
しかし，地域性もあり，それ以外の強力なネットワー
クが存在しなかったこと，新しいネットワークや相談
機会をつくれなかったことから相談件数は伸びなかっ
た。
　浜松地域では，在宅特化型診療所への定期的な訪問
を毎月行うことで，顔が見える多職種の関係づくり，
ついでに相談できる機会の提供づくりを同時に行った
こと，特化型在宅医がチームに加わったことで持続注
射ポンプなどデバイス管理を直接行う介入を主治医で
ある在宅医の診療に加えて行う診診連携づくりが特徴
であった（図 114）。OPTIM関連の他のネットワーク
からの相談も含め機会による相談が増加している。
　長崎地域は，在宅医ネットワーク（在宅 Dr ネッ

ト）が中心となって多施設・多職種の大規模な地域緩
和ケアチームが構築された。既存の在宅医ネットワー
クを用いることで，訪問診療を行わない相談は多く行
われた（件数把握ができず結果に反映されていない）
（図 115）。一方，地域チームが大規模になりすぎて情
報共有がしにくかったこと，最終的に活動できる人員
が限られたことから，中心となるメンバーは小規模で
密な情報共有ができたほうが良いという提案をしてい
る。また，介入のために症例ごとに関わる医療者の小
さなメーリングリストという新たなネットワークを提
供したのも特徴である。

文　献
1）秋月伸哉，森田達也，鈴木　聡，他：地域緩和ケアチ
ーム活動の実態報告OPTIM研究．第 17 回日本緩和医療
学会学術大会　示説，神戸．2012

5．意義（患者・家族側）

病院での専門緩和ケア治療を具体的に説明できる
　「 入院を嫌がっていた患者さんに，専門の方が神経ブロックとか薬以外の話もできて，効果とか副作用とか具体的に説明でき
る」

多職種ケアの実践
　 「いろんな人が考えてくれるのを感謝していました」
　「大勢で行くからちょっと緊張するみたい」

6．地域緩和ケアチームが扱う相談の特性

入院緩和ケアチームよりがん医療の専門性がより低い相談者からの相談を受ける
　「 病院でがん治療を常に行っている相談者と違い，年数人しかがん患者を診ない相談者にがん緩和ケアのスキルアップまでは
求められない」

　「 相談する医療従事者にとって必要な相談相手は“緩和ケア専門家”ではなく，自分よりちょっと詳しい相談しやすい相手。
一方で，難しい相談への最後の砦として緩和ケア専門家に相談できる仕組みは必要」

7．課題

地域緩和ケアチームスタッフの負担が大きい
　「 メール相談も業務の中でやるのは先生も大変だった。相手のスキルもカルテもない状況でメールで返信するのは，たくさん
の情報を書く必要があり時間がかかる。読影料のような診療報酬がついても良いと感じる」（地域チーム担当者）

　 「病院の了解のうえでしたが，訪問に関わる費用はすべて病院持ち出しでした」
　 「好評でしたが，半日つぶれて数人しか行けない。これでは保健点数がついても非常に難しい」
　 「困った時，すぐその日のうちに対応してほしいと言われる」
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図 111　地域緩和ケアチームのモデル
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表 91　地域緩和ケアチームが効果的に活動するため必要と考えられる要因

1．症例を拾い上げるための仕組み

　  医師会報など地域の医療従事者に伝わりやすいメディアを利用して地域緩和ケアチームを利用できることを伝える

　  医局のネットワーク，定期的な研究会，研修会など既存の医療従事者ネットワーク（1つとは限らない）に地域緩和ケアチー
ムのメンバーが参加し，「顔が見える関係」をつくる

　  医師以外の職種が利用できるネットワークをもつことが望ましい

　  緩和ケアの定期勉強会，症例カンファレンスなど，新しい緩和ケア連携のためのネットワークを新設し，「顔が見える関係」を
つくる

　  既存，新設のネットワークを利用し，地域の医療従事者が相談できる機会をつくる

　  ネットワークに参加していない地域の医療従事者が相談をするための相談窓口をつくる

2．効果的に地域緩和ケアチームが活動するための仕組み

　  多施設のメンバーが地域緩和ケアチームを構成する場合，役割分担やコンパクトな情報共有の仕組みをつくる

　  電話やメールでの相談を主活動とするが，必要に応じて訪問診察が行える仕組みをもつ

　  地域緩和ケアチームのメンバーに訪問診療の実践を行える在宅医がいると，助言では解決できない問題への介入も行えるかも
しれない

　  地域緩和ケアチームのメンバーに病院医師がいると，入院で行う緩和ケア介入との連携が行いやすくなるかもしれない

3．介入のための新たなネットワーク

　  介入する患者ごとに関わる医療従事者（病院医師，訪問医，看護師，介護サービスなど）の小さなネットワークをつくる 
（例；退院前カンファレンスでの情報共有，介入スタッフ内でのメーリングリストなど）

図 112　鶴岡地域緩和ケアチーム活動

図 115　長崎地域緩和ケアチーム活動図 114　浜松地域緩和ケアチーム活動

図 113　柏地域緩和ケアチーム活動
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目　的

　地域での緩和ケアの普及が求められている。地域医
療者の緩和ケアの知識や技術を向上させる手段として，
緩和ケアに関する講習会，アウトリーチプログラム，
専門施設での研修などが考えられる。
　講習会はしばしば行われる方法であるが，一方向性
の講義による講習会では効果は限定的であることが示
されている。一方，アウトリーチサービスは，地域で
中心となるがまだその診療に関するスキルが十分では
ない診療機関に専門家が定期的に訪問して一緒に診療
することにより，地域の中心となる診療機関を増やし
ていこうとする活動を指す。アウトリーチは，複数の
医学領域での有効性が示されており，緩和ケア領域に
おいてもアウトリーチサービスの有効性が示唆されて
いる。しかし，国内ではわれわれの知る限り，緩和ケ
ア領域におけるアウトリーチの有用性を評価した研究
はない。
　本研究の目的は，緩和ケアチームによる診療所への
アウトリーチプログラムの依頼内容，推奨内容，有用
性を明らかにすることである。

対象・方法

　1つの在宅療養支援診療所を対象に，1年間
月 1回，緩和ケア専門医 1名，緩和ケア認定看護師 1
～2名が診療所で行われている地域医療者との合同の
多職種カンファレンスに参加し，その後 2～3名の患

者の往診に同行した。
　カンファレンスは 13：30 から 15：00 まで，診療所の
医師，看護師，連携している保険薬局の薬剤師に加え
て，参加を希望した病院，訪問看護ステーション，居
宅介護支援事業所，保険薬局の医療福祉従事者合計
10～20 名で行った。往診は 15：00 から 17：00～19：00
まで，患者の同意のうえ，カンファレンスに参加した
医療福祉従事者 10 名前後が患者の自宅に訪問した。
緩和ケアチームは，カンファレンスと往診の際に口頭
で議論に参加するとともに，終了後 48 時間以内に検
討の対象となった患者の緩和ケアに関して，緩和ケア
専門医と緩和ケア認定看護師が「recommendation 
summary」（患者の治療やケアについて評価と推奨さ
れる治療を要約したもの）を診療所医師にメールで送
付した。
　相談を受けた患者に対して，患者背景（年齢，性別，
原 疾 患，ECOG（Eastem Coopearative Oncology 
Group）の performance status，原疾患，抗がん治療
の有無），検討した項目（身体 /薬剤の問題，精神 /
スピリチュアルな問題，家族の問題，療養場所に関す
る問題など 9カテゴリー32 項目），推奨した内容を記
録し，集計した。

1．質問紙調査による評価
　3回のアウトリーチを 1クールとし，1クール終了
ごとに，診療所の参加者に質問紙を郵送し回収した。
　評価の対象者は，診療所の医師 2名，看護師 5名，
連携する保険薬局の薬剤師 1名であった。主要評価項

C．アウトリーチプログラムに関する研究
1）緩和ケアチームによる診療所へのアウトリーチプログラム

の有用性

聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター

井村 千鶴

KEY FINDINGS

◆アウトリーチプログラムは，地域医療者の緩和ケアの知識や技術を向上さ
せる手段として，有用な可能性がある。

◆地域を対象としたコンサルテーションでは，身体的問題と精神的問題の両
方に対応できるチームが必要とされていると考えられる。
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目は，参加者からみたアウトリーチの有用性である。

2．フォーカスグループインタビュー
　アウトリーチのカンファレンスに 3回以上参加した
多職種の医療福祉従事者 10 名を対象として，フォー
カスグループインタビューを行った。参加者は，診療
所医師 2名，診療所看護師 2名，連携する保険薬局薬
剤師 1名に加えて，地域医療者との合同の多職種カン
ファレンスに参加した訪問看護ステーション看護師 3
名，介護支援専門員 1名，保険薬局薬剤師 1名であっ
た。
　フォーカスグループインタビューは，研究者が事前
に作成したインタビューガイドを用いて，半構成的に
1回 行 っ た。アウトリーチに参加した目的，
体験（「どのようなことが変わりましたか」「どういう
気持ちになりましたか」「意外だったことや参加して
初めて分かったことはありますか」），有用性，改善点
などの質問を行った。発言は参加者の文書による同意
を得て録音を行い，内容分析を行った。

3．在宅死亡患者数
　アウトリーチ開始前 12 カ月と開始後 12 カ月の在宅
死亡患者数を集計した。

結　果

1．患者の評価
　1年間に 12 回，4クールのアウトリーチを行った。
対象となった患者は 44 例であり，そのうち 23 例の往
診に同行した。患者背景は，平均年齢 67.6（±12.3）
歳，性別は男性 39％（n＝17），女性 61％（n＝27）

であった。ECOG の performance status は，2：5％
（n＝2），3：59％（n＝26），4：36％（n＝16）であっ
た。原発は，胃 23％（n＝10），大腸 18％（n＝8），
子宮・卵巣 18％（n＝8），肝臓 9％（n＝4），その他
（肺，乳房，甲状腺）であった。抗がん治療は全例で
行われていなかった。
　44 例について，合計 141 件の問題が同定された。
身体・薬剤の問題が 63％（疼痛 26％）と最も多く，
次いで，精神・スピリチュアルな問題 18％，家族の
問題 6.4％，療養場所の問題 6.4％であった。推奨は，
44 例に対して合計 113 件（2.6 件 / 例）が行われた。
カテゴリーでは，身体・薬剤の問題が 64％と最も多
く，次いで，精神・スピリチュアルな問題への助言
14％，療養場所の問題への助言 8.8％。家族の問題へ
の助言 7.1％であった（表 92）。

2．参加者の質問紙による評価
　質問紙は全員から回収した。参加者の 4回の評価を
累計した全般的評価は，「とても役に立った」71％
（n＝22），「役に立った」29％（n＝9）であった（母
数 31）。「症状マネジメントについて知ること」「顔の
見える関係になること」に役立つとの回答が期間を通
して高く，後半では「精神的支援や家族ケア・コミュ
ニケーションについて知ること」「連携の課題を共有
すること」に役立つとの回答が増加した（図 116）。

3．参加するフォーカスグループの評価
　フォーカスグループで得られた意見は，【選択肢が
広がりあきらめなくなる】【実際に体験しながら症状
緩和とコミュニケーションの方法を身につける】【患
者や家族が肯定的である】【連携ができる】【関わって

表 92　推奨された内容（n＝113）

身体・薬剤の問題への助言 64％（n＝72）

精神的ケア（不安・抑うつ・悲嘆・不穏・せん妄）への助言 13％（n＝15）

スピリチュアルな問題への助言 0.9％（n＝1）

療養場所に関する問題への対応 8.8％（n＝10）

家族の問題（不安・抑うつ・悲嘆・精神的負担）への助言 7.1％（n＝8）

がんの診断・治療に関する理解と選択への助言 2.7％（n＝3）

医療者とのコミュニケーションへの助言 0.9％（n＝1）

倫理的問題への対応 0.9％（n＝1）

医療者間のコミュニケーションへの助言 1.8％（n＝2）
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いる患者の情報を共有してケアに活かせる】【アウト
リーチの相談内容が症状から包括的なことに変わって
くる】【もっと広げたい】にカテゴリー化された。

4．在宅死亡患者数
　アウトリーチを受けた診療所の在宅死亡患者は 64
名から 110 名に増加した。

研究の限界

　本研究の限界として，アウトリーチプログラムは，
在宅療養支援診療所 1カ所を対象とした評価であり，
一般化はできない。患者・家族に及ぼした効果は評価
されておらず，アウトリーチが患者・家族にとって有
効であったと結論づけることはできない。

まとめと意義

　本研究は，われわれの知る限り，わが国で緩和ケア

チームの地域へのアウトリーチを評価した初めての研
究である。アウトリーチプログラムは実施可能であり，
参加者から有用と評価されていた。アウトリーチの対
象となる問題は，身体・薬剤の問題（疼痛，嘔気，呼
吸困難），精神・スピリチュアルな問題（不安，不
穏・せん妄），家族の問題，療養場所の問題であった。
アウトリーチの初期には「症状マネジメントについて
知ること」「顔の見える関係になること」に役立つと
の評価が多く，徐々に「精神的支援や家族ケア，コミ
ュニケーションについて知ること」「連携の課題を共
有すること」に役立つとの評価が増えていった。

文　献
1）井村千鶴，藤本亘史，野末よし子，他：緩和ケアチー
ムによる診療所へのアウトリーチプログラムの有用性．癌
と化学療法　37：863─870，2010
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図　116　参加者からみた有用性
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目　的

　本研究の目的は，専門緩和ケアサービスの利用者の
延べ数と重複を除外した利用者数を比較することによ
り，全国の専門緩和ケアサービスの利用者数を算出す
る方法についての洞察を得ることである。

対象・方法

　本研究で取得した各専門緩和ケアサービスを利用し
た患者の延べ数を「重複を含めた専門緩和ケアサービ
ス利用数」とした。
　地域内で同一の患者が複数の専門緩和ケアサービス
で数えられることの影響を調べるために，最初にイニ
シャル，性別，年齢，原疾患のすべてが一致する患者
を同一の患者として同定し，重複を除外しようとした。
しかし，イニシャルの欠損値が多かったため，性別，
年齢，原疾患のすべてが一致する患者を同一の患者と
して同定し，重複を削除したものを「重複を除いた専
門緩和ケアサービス利用数」として計算した。
　イニシャルによる同定の実施可能性をみるために，
イニシャルが欠損であった施設，患者の数を集計した。
性別，年齢，原疾患による重複で除外される患者の割
合を知るために，重複を含めた利用数に対する重複を
除いた利用数の比（重複を除いた利用数 /重複を含め
た利用数）を計算した。重複を含めた利用数と重複を
除いた利用数の比較のために，それぞれの，① がん
死亡患者数に対する利用数の比（利用数 /がん死亡患

者数）の全体での年次推移，② がん死亡患者数に対
する利用数の比の地域ごとの推移，を図示して傾向を
比較した。2007 年に利用数がほとんどなかった鶴岡
地域を除いた 3地域については，がん死亡患者数に対
する比の 2007 年を 100 とした増減比の推移も図示し
た。

結　果

　研究期間において同定された専門緩和ケアサービス
は 2007 年は 19 施設，2010 年は 33 施設であり，鶴岡
地域で 1施設から 3施設に，柏地域で 4施設から 5施
設に，浜松地域で 5施設から 13 施設に，長崎地域で
9施設から 12 施設に増加した（表 93）。重複を含めた
利用数は 2007 年は 1,606 名，2010 年は 2,783 名であ
った。

1． 重複を除いた利用数の算出と重複を含めた利
用数に対する比

　イニシャルが取得できなかった専門緩和ケアサービ
スは，2007 年 8 施設（35％），2010 年 12 施設（36％）
であり，イニシャルが取得できなかった患者数は，
2007 年 866 名（54％），2010 年 1.061 名（38％）であ
った。したがって，性別，年齢，原疾患のすべてが一
致する患者を重複として除外したところ，重複を含め
た利用数に対する重複を除いた利用数の比は 4年間の
平均で 0.59 であった。重複を含めた利用数と重複を
除いた利用数の比は，鶴岡地域で 0.82，浜松地域 0.51

D．専門緩和ケアサービス利用数の集計方法に関する研究
1）異なる集計方法による地域での専門緩和ケアサービス利用数の比較

1）聖隷三方原病院 緩和支持治療科，2）千葉がんセンター 精神腫瘍科，

3）東北大学大学院医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学

森田 達也 1），秋月 伸哉 2），宮下 光令 3）

KEY FINDINGS
◆専門緩和ケアサービスの診療数の延べ数は，簡便に専門緩和ケアサービス
の活動の傾向をみることができる。

◆絶対値を知るには，重複を除いた患者登録が必要である。
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と地域の差が大きかった（表 93）。

2． 重複を含めた利用数と重複を除いた利用数の
年次推移の比較

　重複を含めた利用数は，死亡がん患者数に対する比

で，重複を除いた利用数に比較して大きかったが，年
次推移では 2007 年から 2008 年にかけてやや増加し
2009 年に増加，2010 年はほぼ横ばいであるという同
じ傾向がみられた（図 117）。

表 93　専門緩和ケアサービスの数・利用

2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 合計

4地域合計

緩和ケアサービスの数 19 25 32 33
　緩和ケア病棟 4 4 5 5
　院内緩和ケアチーム 10 10 11 11
　地域緩和ケアチーム 0 4 4 4
　在宅緩和ケア施設 0 0 2 2
　緩和ケア外来 5 7 10 11
利用数
　重複を含めた利用数 1,606 1,838 2,654 2,783 8,881
　重複を除いた利用数 1,052 1,179 1,487 1,488 5,206
　比 0.66 0.64 0.56 0.53 0.59

鶴岡地域

緩和ケアサービスの数 1 3 3 3
　緩和ケア病棟 0 0 0 0
　院内緩和ケアチーム 1 1 1 1
　地域緩和ケアチーム 0 1 1 1
　在宅緩和ケア施設 0 0 0 0
　緩和ケア外来 0 1 1 1
利用数
　重複を含めた利用数 8 102 118 148 376
　重複を除いた利用数 8 85 98 119 310
　比 1.0 0.83 0.83 0.80 0.82

柏地域

緩和ケアサービスの数 4 5 5 5
　緩和ケア病棟 1 1 1 1
　院内緩和ケアチーム 2 2 2 2
　地域緩和ケアチーム 0 1 1 1
　在宅緩和ケア施設 0 0 0 0
　緩和ケア外来 1 1 1 1
利用数
　重複を含めた利用数 412 508 513 526 1,959
　重複を除いた利用数 228 291 305 313 1,137
　比 0.55 0.57 0.59 0.60 0.58

浜松地域

緩和ケアサービスの数 5 7 12 13
　緩和ケア病棟 1 1 2 2
　院内緩和ケアチーム 4 4 5 5
　地域緩和ケアチーム 0 1 1 1
　在宅緩和ケア施設 0 0 1 1
　緩和ケア外来 0 1 3 4
利用数
　重複を含めた利用数 611 694 1,436 1,481 4,222
　重複を除いた利用数 403 450 662 630 2,145
　比 0.66 0.65 0.46 0.43 0.51

長崎地域

緩和ケアサービスの数 9 10 12 12
　緩和ケア病棟 2 2 2 2
　院内緩和ケアチーム 3 3 3 3
　地域緩和ケアチーム 0 1 1 1
　在宅緩和ケア施設 0 0 1 1
　緩和ケア外来 4 4 5 5
利用数
　重複を含めた利用数 575 534 587 628 2,324
　重複を除いた利用数 413 353 422 426 1,614
　比 0.72 0.66 0.72 0.68 0.69
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3． 重複を含めた利用数と重複を除いた利用数の
地域間の比較

　重複を含めた利用数は，死亡がん患者数に対する比
で，重複を除いた利用数に比較して大きかったが，地
域の増加比は，鶴岡地域，浜松地域，柏地域，長崎地
域の順で同じ傾向がみられた（図 118, 119）。

本研究の限界

　正確な同一患者の除外ができなかった。

まとめと意義

　地域の各専門緩和ケアサービスの診療患者数の延べ
数は，ある程度専門緩和ケアサービスを受けた患者の
実数を反映する簡便で実施可能な方法であることが示
唆された。重複を含めた利用数は，重複を除いた利用
数より当然多かったが，年次推移，地域間の傾向とも
に同じ傾向を示した。したがって，各専門緩和ケアサ
ービスの診療数の延べ数をわが国の各地域の専門緩和
ケアサービスの活動の傾向の指標とし，相対的な活動
量として年次推移や大きな地域ごとの比較を行うこと
は妥当であると思われる。
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図 117　がん死亡患者数に対する専門緩和ケアサービス利用数の比の違い
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図 118　地域ごとのがん死亡者数に対する専門緩和ケアサービス利用数の比の違い
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　一方，同じ患者が複数の専門緩和ケアサービスを受
けることによる重複カウントがあるため，「専門緩和
ケアを受けた患者が何割いるか」のような絶対値を必
要とする目的で利用することは不適切であることも示
された。
　本研究では，地域により重複カウントされた患者の
比率に大きな差が認められた。鶴岡地域で重複により
除外される患者が少なかったことは，専門緩和ケアサ
ービスの絶対数が少ない地域では重複カウントされる
機会が少ないためと考えられる。しかし，専門緩和ケ
アサービスの数がほぼ同じであった浜松地域と長崎地
域でも大きな差が認められたことから，重複してカウ
ントされる患者数は専門緩和ケアサービスの数だけで
はなく，運用の影響を受ける可能性を示しており，共
通した補正を行うことが難しいことを示唆する。

　以上より，専門緩和ケアサービスの診療数の延べ数
により簡便に専門緩和ケアサービスの活動の傾向をみ
ることができると考えられる。しかし，重複してカウ
ントされる患者数は，専門緩和ケアサービスの数のみ
ならず運用の影響を受けるため，絶対値の指標として
用いることはできない。「がん患者の何割が専門緩和
ケアサービスを受けたか」「専門緩和ケアサービスを
いつごろに受けているか（早期からの緩和ケアは達成
されているか）」を把握するためには，重複を除いた
患者登録と予後調査を全国規模で行う必要がある。

文　献
1）森田達也，秋月伸哉，鈴木聡，他：異なる算出方法に
よる地域での専門緩和ケアサービス利用数の比較．Palliat 
Care Res　7：374─381, 2012
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目　的

　本研究の目的は，①患者・遺族の緩和ケアの質評
価・quality of life について，施設間の差，施設要因
との関連を明らかにすること，②医師・看護師の困難
感について，施設間の差，施設要因との関連を明らか
にすること，である

方　法

　患者・遺族の緩和ケアの質評価（Care Evaluation 
Scale の 合 計 得 点 ），quality of life（Good Death 
Inventory の苦痛がないことのサブドメイン），医
師・看護師の困難感（Palliative Care Difficulties 
Scale の合計得点）を施設間，施設要因ごとに比較し
た。
　患者調査では，1施設あたりの対象患者が 20 名以
上の施設を対象とした。遺族調査のうち，自宅死亡の
患者は多くが少数施設の患者であったため解析せず，
1施設あたり 17 名以上の遺族からの回答のある病院
のみを対象とした。医師は 1施設あたり 5名以上，看
護師は 1施設あたり 20 名以上の施設を対象とした。
解析対象となったのは，患者調査で患者 1,628 名（15
施設），遺族調査で 1,365 名（19 施設），医師調査
1,027 名（27 施設），看護師調査 4,209 名（25 施設）
であった。
　最初に，施設を群分け変数として一元配置分散分析

を行い，各施設ごとのアウトカム数値の 95％信頼区
間を図示した。次に，施設要因として，病床数 400 以
上，病床数 600 以上，平均在院日数 14 日以下，年間
がん死亡数 250 名以上，100 名以上，大学病院，日勤
帯の 1病棟あたりの看護師数 10 名以上，準夜帯の 1
病棟あたりの看護師数 3名以上，深夜帯の 1病棟あた
りの看護師数 3名以上，緩和ケアチームの有無，身体
症状緩和の専従医師の有無，緩和ケアを標榜する診療
科の有無，がん専門看護師の有無，がん疼痛・緩和ケ
ア認定看護師の有無，精神症状緩和の専従医師の有無，
臨床心理士の有無，医療ソーシャルワーカー3名以上，
宗教家の有無，放射線治療の有無に分けてアウトカム
を Student t検定で比較した。有意水準は P＝0.01 と
した。有意差があった項目について，患者背景での補
正を行うために，患者年齢，性別，遺族年齢，性別で
補正した P値と R2 を線形回帰モデルで計算した。

結　果

1． 患者・遺族の緩和ケアの質評価・quality of 
life（図 120）

　施設間について差は，患者・遺族とも緩和ケアの質
評価では認められなかった。quality of life（苦痛がな
い）では，患者調査で施設間差を認める傾向が（P＝
0.063），遺族調査では有意差が認められた（P＝0.004）。
　遺族による終末期がん患者の quality of life（苦痛
がない）は，病床数 400 以上，年間がん死亡数 100 名

E．施設要因と患者・遺族による緩和ケアの評価との相関に
関する研究

1）専門緩和ケアサービスの有無が患者アウトカムと
医師・看護師の困難感に与える影響

聖隷三方原病院 緩和支持治療科

森田 達也

KEY FINDINGS

◆施設要因は患者・遺族からみた緩和ケアの質評価・quality of life に及ぼ
す影響は小さい。

◆緩和ケアチームなど緩和ケア専門リソースは医師・看護師の困難感を軽減
する。
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以上，大学病院，緩和ケアチームのある施設，がん疼
痛・緩和ケア認定看護師のいる施設，精神症状緩和の
専従医師のいる施設，放射線治療のある施設で低かっ
た。しかし，患者背景で補正するとモデルの寄与率は
10％未満であり，施設要因の影響も有意でなくなるか，
marginal となるものが多かった（data not shown）。
すなわち，終末期がん患者の quality of life（苦痛が

ない）の施設間差は，施設要因よりも，患者年齢など
背景の影響をより受けていると考えられた。このほか
のアウトカムでは施設要因による差はみられなかった。

2 ．医師・看護師の困難感（図 121）
　施設間差については，医師・看護師の困難感ともに
顕著な施設間差が認められた。背景要因についても，

図 120　病院属性の差による緩和ケアの質評価，quality of life の差
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緩和ケアチームのある施設，身体症状緩和の専従医師
のいる施設，緩和ケアを標榜する診療科がある施設，
がん専門看護師のいる施設，がん疼痛・緩和ケア認定
看護師のいる施設，精神症状緩和の専従医師のいる施
設で困難感が低かった。差の効果量は 0.60（医師），
0.71（看護師）であった。

研究の限界

　全国の 4地域での施設を対象としているので，他の
地域や全国の傾向に当てはまるとはいえない。

まとめと意義

　緩和ケアチームの有無などの緩和ケアリソースと患

者・遺族からみたアウトカムに有意な関係はなく，む
しろ，緩和ケアチームが設置されている大規模病院や
大学病院ほどアウトカムは低い傾向があった。しかし，
患者背景で補正するとこの差は小さくなったことから，
もともと，大規模病院や大学病院では若年者や症状緩
和が困難な患者を多くみていると考えられた。したが
って，対象としている患者背景が異なることから，施
設要因でアウトカムの比較をした結果の解釈は慎重に
行うべきであると考えられた。
　一方，医師・看護師の困難感については，緩和ケア
チーム，専従医師，専門・認定看護師がいるほど困難
感が少ない結果であった。専門緩和ケアリソースは，
症状緩和や精神的ケアの複雑な事例に対して専門性を
ふまえた治療・ケアを行うことで，医師・看護師の困
難感の軽減に役立っていると考えられる。
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目　的

　地域緩和ケアプログラムを実施するうえで必要な費
用を知ることは，プログラムの策定をするうえで重要
である。
　本研究では，介入地域において各プログラムを実施
するために必要な費用の見積もりを算出した。

対象・方法

　地域緩和ケアプログラムの枠組みを，①組織運営に
関する費用，②緩和ケアセミナーに関する費用，③緩
和ケアに関するマニュアル・患者用パンフレットに関
する費用，④患者・家族・市民に対する情報提供のた
めのリーフレット・ポスターに関する費用，⑤患者・
家族・市民に対する情報提供のための図書に関する費
用，⑥市民公開講座に関する費用，⑦相談支援センタ
ーの設置・運営に関する費用，⑧多職種連携カンファ
レンスに関する費用，⑨地域緩和ケアチームの設置・
運営に関する費用，に分けて計算した。

1 ．組織運営に関する費用
　プログラムの企画，運営のための事務局，会議にか
かる費用とし，①運営組織の人件費，②運営委員会開
催に関する費用，③その他の費用，に大別した。
　運営組織の人件費は，実際にプロジェクトで構築さ
れた組織構成の職種と人員を取得し，人件費を公務員

規定に沿って年間の人件費を算出した。運営委員会開
催に関する費用は，運営委員会（各地域でプロジェク
トを実施するためのミーティング）の参加職種と人数，
1回あたりの時間を取得し，公務員規定に沿って人件
費を合算したものに，実際に使用した会場費，資料代
（複写費），雑費（文具代，軽食代）を合計して 1回あ
たりの会議に必要な費用を算出した。その他の費用は，
事務局で実際に使用した机，パソコンなど一般備品の
種類を取得し一般価格（『kakaku.com』での価格の
1.25 倍の価格とした），通信費，雑費を合算した。施
設使用料（家賃，賃料）は合算しなかった。

2 ．緩和ケアセミナーに関する費用
　緩和ケアセミナーに関する費用として，①準備に要
する費用，②開催に要する費用，を分けて求めた。
　準備に要する費用は，準備にかかった職種ごとの時
間を取得し公務員規定に沿って人件費を合算した。開
催に要する費用は，開催に必要であった職種と人数，
1回あたりの時間を取得し，公務員規定に沿って人件
費を合算したものに，実際に使用した会場費，資料代
（複写費），雑費（文具代，軽食代，名札，ポストイッ
ト），講師謝金などを合計して 1回あたりのセミナー
に必要な費用を算出した。ただし，参加者が業務とし
て参加すると仮定した費用は計算に入れなかった。

5．地域介入のコストに関するもの
A．地域緩和ケアプログラムで必要としたコストに関する

研究

1）聖隷三方原病院 浜松がんサポートセンター，2）同 緩和支持治療科

野末 よし子 1），森田 達也 2）

KEY FINDINGS

◆OPTIM プロジェクトと同様の緩和ケアの地域プログラムを実施した場合
に必要な費用の推計値は，年間 5,000 万円である

◆費用の大半は人件費であるため，運営事務局，相談支援センターの人員を
既存の組織とどのように組み合わせるかによって，1,000～1,500 万円 /
年で同様のプログラムを実施することが可能である
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3 ． 緩和ケアに関するマニュアル・患者用パンフ
レットに関する費用

　実際に各介入地域で配布されたマテリアルの部数を
モニタリング数値から取得した。
　作成単価と同様の市販書籍などの価格から，『ステ
ップ緩和ケア』1,500 円，『ステップ緩和ケア付録』
800 円，『ステップ緩和ケアムービー』500 円，『生活
のしやすさに関する質問票』20 円，『これからの過ご
し方について』80 円，それ以外の患者・家族用パン
フレット 30 円，『わたしのカルテ』100 円として，消
費した部数と単価との積を求めた。地域ごとに作成し
た資料などの作成費用，郵送費，設置費用（設置のた
めの棚など）は特定できなかった地域があったため合
算しなかった。

4 ． 患者・家族・市民に対する情報提供のための
リーフレット・ポスターに関する費用

　実際に各介入地域で配布されたマテリアルの部数を
モニタリング数値から取得した。
　作成単価と同様の市販書籍などの価格から，リーフ
レット 20 円，冊子 100 円，DVD500 円，ポスター
150 円として，消費した部数と単価との積を求めた。
地域ごとに作成した資料などの作成費用，郵送費，設
置費用（設置のための棚など）は特定できなかった地
域があったため合算しなかった。

5 ． 患者・家族・市民に対する情報提供のための
図書に関する費用

　図書 100 冊の設置個所をモニタリング数値から取得
し，図書一式の合計金額 146,549 円との積を求めた。

6 ．市民公開講座に関する費用
　市民公開講座に関する費用として，①準備に要する
費用，②開催に要する費用，を分けて求めた。
　準備に要する費用は，準備にかかった時間の延べ数
を取得し時間あたり 1,030 円として人件費を算出した。
開催に要する費用は，開催にかかった人員の延べ時間
数を取得し時間あたり 1,030 円として人件費を算出し
たものに，実際にかかった会場費，講師謝金，講師交
通費，資料作成費，広報費用，会場設置費などを合算
して求めた。

7 ．相談支援センターの設置・運営に関する費用
　相談支援センターの設置・運営に関する費用として，
①人件費，②その他の費用，に分けて算出した。いず
れも，組織運営と同様に算出した。

8 ．多職種連携カンファレンスに関する費用
　多職種連携カンファレンスにかかった費用として，
①準備に要する費用，②開催に要する費用，を分けて
求めた。
　準備に要する費用は，準備にかかった職種ごとの時
間を取得し，公務員規定に沿って人件費を合算した。
開催に要する費用は，開催に必要であった職種と人数，
1回あたりの時間を取得し，公務員規定に沿って人件
費を合算したものに，実際に使用した会場費，資料代
（複写費），雑費（文具代，軽食代，名札，ポストイッ
ト）などを合計して 1回あたりの多職種連携カンファ
レンスに必要な費用を算出した。参加者が業務として
参加するとした場合の費用は計算に入れなかった。

9 ．地域緩和ケアチームの設置・運用に関する費用
　地域緩和ケアチームの設置・運用に関する費用とし
て，地域緩和ケアチームを構成する職種，1回の活動
での拘束時間を取得し，公務員規定に沿って人件費を
算出し，人件費以外の費用（ガソリン代など）を合算
した。年間回数は，地域緩和ケアチームが各地域で実
際に患者を診療した回数とし，メールや電話によるも
のは含まずに，積を求めた。

結　果

　表 94に結果を示す。以下，本文中の金額は概数を
千円単位で記載する。

1 ．4地域の平均
　平均 1地域あたり，合計 5,300 万円 / 年であり，そ
の内，人件費が 3,600 万円であり，その他の経費が
1,700 万円だった（図 122）。
　内訳では，1年あたり組織運営に関する費用 2,500
万円，緩和ケアセミナーに関する費用 150 万円（1回
あたり準備に 4.8 万円，開催に 16 万円で合計 20 万円
を年間 7回），緩和ケアに関するマニュアル・患者用
パンフレットに関する費用 470 万円，患者・家族・市
民に対する情報提供のためのリーフレット・ポスター
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表 94　地域緩和ケアプロジェクトで必要と推定される費用

平均 鶴岡 柏 浜松 長崎

総計 53,000 千円 /年 52,000 千円 /年 53,000 千円 /年 61,000 千円 /年 46,000 千円 /年

組織運営に関する費用

組織運営の人件費
（構成）

22,000 千円 /年 23,000 千円 /年
（医師 0.5 名，看
護師 1名，MSW1
名，事務 3名）

23,000 千円 /年
（医師 1名，看護
師 1 名，MSW1
名，事務 0.5 名）

19,000 千円 /年
（医師 0.5 名，看
護師 1名，
MSW 0.5 名， 事
務 2名）

23,000 千円 /年
（医師 0.5 名，看
護師 1名，
MSW 0.2 名， 事
務 1名）

運営委員会開催に関する
費用
（参加人数，年間回数）

250 千円 /年
（31名，4回 /年）

310千円 /回
（44名，7回 /年）

150千円 /回
（23名，2回 /年）

300千円 /回
（36名，2回 /年）

250千円 /回
（22名 4回 /年）

その他の費用（机，パソ
コンなど一般備品，通信
費，雑費）
　施設使用料は含まない

2,000 千円 /年 1,600 千円 /年 2,200 千円 /年 2,000 千円 /年 2,400 千円 /年

費用小計
　初年度（千円 /年）
　以降（千円 /年）

25,200
24,100

27,200
26,200

25,400
23,700

21,500
21,000

26,600
25,600

緩和ケアセミナーに関する費用

準備に要する費用
（人員，時間）

48 千円 /回 21千円 /回
（医師 4時間，看
護師 0.5 時間，事
務 8時間）

59千円 /回
（医師 2時間，看
護師 16時間，事
務 8時間）

66千円 /回
（医師 4時間，看
護師 8時間，事務
6時間）

46千円 /回
（医師 0時間，看
護師 16時間，
MSW 1 時間，事
務 16時間）

開催に要する費用
（人員，年間回数）
会場費，講師謝金，資料
作成料などを含む

157 千円 /回 96千円 /回
（医師 1名，看護
師 2 名，MSW1
名，事務 4名；年
8回）

75千円 /回
（医師 1名，看護
師 3 名，MSW2
名，事務 2名；年
9回）

273千円 /回
（医師 5名，看護
師 5 名，MSW2
名，事務 3名；年
6回）

183千円 /回
（医師 2名，看護
師 2 名，MSW 1
名，事務 1名；年
8回）

費用小計（千円 /年） 1,500 940 1,200 2,000 1,800

緩和ケアに関するマニュアル・患者用パンフレットに関する費用

部数＊ 19,400 部 13,796 部 19,135 部 31,371 部 13,333 部

費用小計（千円 /年） 4,700 3,500 4,600 7,400 3,200

患者・家族・市民に対する情報提供のためのリーフレット・ポスターに関する費用

部数＊ 17,000 14,278 部 7,753 部 40,401 部 5,014 部

費用小計（千円 /年） 1,200 1,100 700 2,500 400

患者・家族・市民に対する情報提供のための図書に関する費用

設置数 13 カ所 5カ所 13カ所 26カ所 7カ所

費用小計（千円 /年） 1,900 730 1,900 3,800 1,000

市民公開講座に関する費用

準備に要する費用（時間） 58 千円 /回
（56時間）

62千円 /回
（60時間）

52千円 /回
（50時間）

36千円 /回
（35時間）

82千円 /回
（80時間）

開催に要する費用
（人員，時間，年間回数）
会場費，講師謝金，講師
交通費，資料作成費，広
報費用，会場設置費など
を含む

750 千円 /回
（10名，5時間，
2回）

1,300 千円 /回
（20名，7時間；
2回）

730千円 /回
（8名，6時間；2
回）

460千円 /回
（5名，4時間；1
回）

570千円 /回
（8名，4時間；2
回）

費用小計（千円 /年） 1,500 2,600 1,600 500 1,300
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相談支援センターの設置・運用に関する費用

人件費（構成） 14,000 千円 /年 14,000 千円 /年
（医師 0名，看護
師 1 名，MSW1
名，事務 2名）

15,000 千円 /年
（医師 0.2 名，看
護師 2名，MSW0
名，事務 0.5 名）

19,000 千円 /年
（医師 0名，看護
師 2名，MSW2.5
名）

8,000 千円 /年
（医師 0名，看護
師 1 名，MSW0
名 事務 1名）

その他の費用（机，パソ
コンなど一般備品，通信
費，雑費）
　施設使用料は含まない

1,900 千円 /年 1,000 千円 /年 3,300 千円 /年 760 千円 /年 2,400 千円 /年

費用小計
初年度（千円 /年）
以降（千円 /年）

16,000
15,000

15,000
14,000

18,000
16,000

20,000
19,500

10,500
9,500

多職種連携カンファレンスに関する費用

準備に要する費用
（人員，時間）

110 千円 /回 160 千円 /回
（医師 0.5 名，看
護師 1名，MSW1
名， 事 務 1.5 名，
15時間）

60千円 /回
（医師 0.2 名，看
護師 2名，MSW0
名，事務 2名，8
時間）

100千円 /回
（医師 0.5 名，看
護師 1名，
MSW0.3 名，事務
2名，10時間）

130千円 /回
（医師 0.5 名，看
護師 2名，MSW1
名，事務 2名，10
時間）

開催に要する費用
（人員，年間回数）
　 会場費，講師謝金，資　
料作成料などを含む

160 千円 /回 94千円 /回
（医師 2名，看護
師 2 名，MSW2
名，事務 2名；2
回）

85千円 /回
（医師 1名，看護
師 3 名，MSW2
名，事務 2名；1
回）

250千円 /回
（医師 3名，看護
師 4 名，MSW3
名，事務 3名；2
回）

220千円 /回
（医師 2名，看護
師 2 名，MSW1
名，事務 3名；1
回）

費用小計（千円 /年） 430 510 150 710 350

地域緩和ケアチームの設置・運用に関する費用

活動に関する費用
（構成，拘束時間，年間実
施回数）

59 千円 /回 63千円 /回
（医師 1名，看護
師 2名，4時間；
1回）

27千円 /回
（医師 1名，看護
師 1名，4時間；
2回）

91千円 /回
（医師 1名，看護
師 2名，6時間；
23回）

55千円 /回
（医師 1名，看護
師 1名，4時間；
6回）

費用小計（千円 /年） 630 63 53 2,100 330

＊　消費部数の内訳の実際値は地域記述を参照

図 122　費用の用途・種別の概要
a．用途

組織運営に関する費用
相談支援センターの設置・運営に関する費用
緩和ケアに関するマニュアル・患者用パンフレットに関する費用
患者・家族・市民に対する情報提供のための図書に関する費用
緩和ケアセミナーに関する費用
市民公開講座に関する費用
患者・家族・市民に対する情報提供のためのリーフレット・ポスターに関する費用
地域緩和ケアチームの設置・運営に関する費用
多職種連携カンファレンスに関する費用

b．種別

人件費
印刷・製本
会議費
備品・通信費・雑費

47％

70％

8.4％

8.9％

2.3％
1.2％ 0.8％

1515％％

7.47.4％％

3030％％

3.63.6％％

2.82.8％％
2.82.8％％

15％

7.4％

30％

3.6％

2.8％
2.8％
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に関する費用 120 万円，患者・家族・市民に対する情
報提供のための図書に関する費用 190 万円，市民公開
講座に関する費用 150 万円（1回あたり準備に 5.8 万
円，開催に 75 万円で合計 80 万円を年間 2回），相談
支援センターの設置・運営に関する費用 1,500 万円，
多職種連携カンファレンスに関する費用 43 万円（1
回あたり準備に 11 万円，開催に 16 万円で合計 27 万
円を年間 2回），地域緩和ケアチームの設置・運営に
関する費用 63 万円（1回 6万円を 10 回）であった。

2 ．用途別の内訳（図 123）
　用途別の内訳ではいずれの地域でも大きな差はなく，
組織運営に関する費用が約 50％，相談支援センター
の設置・運営に関する費用が約 30％であった。
　「緩和ケアの技術・知識の向上」に相当する費用
（緩和ケアセミナー，マニュアル・患者用パンフレッ
ト），「がん患者・家族への情報提供」（情報提供のた
めのリーフレット・ポスター，図書，市民公開講座）
に相当する費用，地域連携カンファレンスや地域緩和
ケアチームに関する費用は，いずれも，約 10％かそ
れ以下であった。

3 ．項目別の内訳（図 124）
　項目別では，いずれの地域でも，人件費が 70％を
占めていた。

研究の限界

　費用の大半が人件費であることから，本研究で人件
費を算出する際に用いた人件費単価と，実際に配置す
る人件費単価が異なる場合は，結果が大きく異なって
くると考えられる。また，プログラムに関与する人員
について，既存に雇用している人員をどのように配置
し，組織を再構築するか，プログラムに参加する医療
福祉従事者が自発的に参加するのか業務として参加す
るのか，によって計算される費用は大きく異なると考
えられる。

まとめと意義

　地域の緩和ケア普及のためのプログラムで必要とさ
れる費用の推計を求めた。地域緩和ケアプログラムを
実施するうえで，専従チームや事務組織を新しく設置
するのであれば，1地域あたり約 5,000 万円が必要と
されると推計された。しかし，多くの地域で年間にこ
れだけの予算を確保することや，資格を有する新たな
人員を雇用することは容易ではない。
　今回算出された費用のうち，多くが人件費であった
ことをふまえ，地域で緩和ケアを普及させていくため
のプログラムを実施していく際に，実施可能性という
観点から必要な構造について検討していった場合，地

図 123　費用の用途別の内訳
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鶴岡地域

柏地域

浜松地域

長崎地域

80 100（％）6040200

0.8

2.3

組織運営に関する費用
緩和ケアに関するマニュアル・患者用パンフレットに関する費用
患者・家族・市民に対する情報提供のためのリーフレット・ポスターに関する費用
患者・家族・市民に対する情報提供のための図書に関する費用
市民公開講座に関する費用 相談支援センターの設置・運営に関する費用
多職種連携カンファレンスに関する費用 地域緩和ケアチームの設置・運営に関する費用

緩和ケアセミナーに関する費用
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域緩和ケアプログラムを行ううえで必要とされる費用
を以下の 3つに分けて考えることができる。
　1つは，既存の組織とは別に，地域緩和ケアプログ
ラムを組織，実践，コーディネーションする組織を置
き，かつ，相談支援センターも別に設置する場合であ
り，この場合，今回の研究で示されたように年間
5,000 万円の費用が必要となる。
　もう 1つの方法として，ほとんどの地域に存在しな
い地域の緩和ケアを向上させるための計画・立案・実
践を行う組織機能は新たにつくるが，相談支援センタ
ーは既存のものを利用する場合で，その場合，年間
3500 万円以下に抑えることが可能である。
　さらにもう 1つの方法としては，組織運営を行う機
能として事務担当者 1名を雇用するが，それ以外の人
員は新たに雇用せず，既存の組織との兼任や，業務内
容を整理し業務内で行う方法である。既存の組織・人
員を活用すれば，年間 1,500 万円以下に抑えることも
可能となる。特に，多職種連携カンファレンス，地域

緩和ケアチーム，緩和ケアセミナーなどそれ自体に要
した費用は延べ 350 万円にすぎないため，これらのプ
ロジェクトを実施しながら，全体の調整を行う機能を
地域での既存の組織から兼任で行うのであれば，年間
1,000～1,500 万円程度で地域緩和ケアプログラムを実
質的に行うことができる。ただし，既存の人員に新た
な業務が付加されることになるため，業務内容につい
て十分な配慮をしたうえで体制構築を進めていく必要
がある。

注　意

　本研究で推計された費用は，実際にプログラムで行
われたことに準じて市場価格での計算を行ったもので
あるため，実際に使用された費用とは異なる。また，
研究活動として各種調査などを行った場合に必要であ
った人件費であるので，臨床活動のみを行う場合のも
のとは異なる。

4 地域平均

鶴岡地域

柏地域

浜松地域

長崎地域

80 100（％）6040200

10

6.4

6.0 13

23

70

73 12 10

158.4

70

67

70 9.8 10

13

23

10

15

10

10

4.5

5.1

7.4

人件費　　　会議費　　　印刷製本費　　　備品・通信費・雑費

人件費：組織運営，相談支援センターに要した人件費，および，地域緩和ケアチームの活動に
要した費用

会議費：運営委員会，緩和ケアセミナー，市民公開講座，多職種連携カンファレンスの準備・
開催に要した費用

印刷製本費：緩和ケアマニュアル（冊子・DVD）・患者用パンフレット，啓発用資料（リーフレッ
ト・冊子・ポスター・図書など）の作成に要した費用

備品・通信費・雑費：組織事務局，相談支援センターの備品代・消耗品・郵送料・電話代など

図 124　費用の項目別の内訳
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テ」の運用課題と有用性に関する多地域・多施設インタビ
ュー調査：OPTIM study．第 15 回日本緩和医療学会学
術大会．2010.6.18～19，東京

28）古村和恵，山岸暁美，森田達也，宮下光令，秋月伸哉，白
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伊藤富士江，森田達也．病院内のどこにどんな緩和ケアの
冊子をおいたらいいのか？：OPTIM 浜松．第 15 回日本緩
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江，井村千鶴，森田達也．地域における介護保険の迅速化
介入のフォローアップ調査：OPTIM 浜松．第 15 回日本緩
和医療学会学術大会．2010.6.18～19，東京

41）伊藤富士江，井村千鶴，熊谷純一，井ノ口佳子，福本祐
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龍　　恵美 （長崎大学病院 薬剤部）
長浦　由紀 （長崎大学病院 総合診療科）
後藤　慎一 （日本赤十字社 長崎原爆病院麻酔科）
加藤　周子 （宗教法人聖フランシスコ会 聖フランシスコ病院）
朝永　良介 （朝永在宅診療所〈当時〉，医療法人弘仁会出島病院〈現在〉）
蓬莱　彰士 （独立行政法人 国立病院機構長崎医療センター）
中尾勘一郎 （医療法人 ホームホスピス中尾クリニック）
松尾　誠司 （長崎宝在宅医療クリニック）
行成　壽家 （医療法人 ゆきなり・クリニック）
福留登貴子 （ケアプランセンターみなつき）
戸村　孝章 （株式会社 メディカルネットワーク指定居宅介護支援事業所）
松尾　英俊 （シーボルト通り薬局）

研究支援組織（日本対がん協会戦略研究推進室）
松村　有子 （日本対がん協会 戦略研究推進室）

厚生労働科学研究費補助金 第３次対がん総合戦略研究事業
緩和ケアプログラムによる地域介入研究班（2011～2012 年度）
班長 江口　研二 （帝京大学医学部）
班員（五十音順） 秋月　伸哉 （千葉県がんセンター）

秋山　美紀 （慶應義塾大学）
梅田　　恵 （株式会社 緩和ケアパートナーズ）
加藤　雅志 （国立がん研究センター）
川越　正平 （あおぞら診療所）
木澤　義之 （筑波大学）
木下　寛也 （国立がん研究センター東病院）
白髭　　豊 （白髭内科医院）
鈴木　　聡 （鶴岡市立荘内病院）
武林　　亨 （慶應義塾大学）
平井　　啓 （大阪大学）
宮下　光令 （東北大学大学院）
森田　達也 （聖隷三方原病院）
山川　　宣 （国家公務員共済組合連合会 六甲病院）
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