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ように支えていくケア」がそれです。またメディカ
ルスタッフという言葉の普及も進んでいます。心配
なのは、一部の施設では高度な緩和ケアを目指し、
かつ実践されている中で、がん診療連携拠点病院で
あるにもかかわらず、名ばかりの緩和ケアチームが

あり、まだまだないがしろにされたままのがん患者
さんとその家族が多くいることです。ボトムアップ
と切れ目のない均てん化された「がんと診断された
時からの緩和ケア」を目標に日本緩和医療学会員の
益々の奮励努力を期待しています。

第19回日本緩和医療学会学術大会を終えて
これでいいのだ！

第 19 回日本緩和医療学会学術大会に全国から多
数のご参加をいただき、盛会にしていただきました。
一重に皆様のご支援、ご協力の賜物と心より御礼申
し上げます。

本学術大会が私達の目指すべき方向性を共に考
え、臨床や研究、教育の明日からの実践に繋げる場
となることを願い、学術大会の企画、構成をしまし
た。企画にあたり、いくつかの新しい試みをいたし
ました。

1 つ目は、学術大会のメインテーマを「これでい
いのだ！」として、ポスターや抄録に故赤塚不二夫
先生の作品「天才バカボン」のキャラクターを起用
させていただいたことです。患者さんや家族がその
一瞬、そして日々を、「これでよかった。これでい
いのだ！」と思える、その人らしい生活を支える。
これが緩和ケアであるという思いを込めたもので
す。医療者は日々の緩和ケアを振り返り、「これで
いいのだ！」と思える緩和ケアを提供していく、こ
れも本テーマに込められたものです。2 つ目に、学
術大会の企画、運営の基盤となる組織委員会に新し
いシステムを導入しました。具体的には、組織委員
は従来の半分以下の少人数とし、組織委員会の下に
6 領域の学術分野を担当するワーキンググループを
設置し各担当領域において企画案を検討し、これを
組織委員会での全体審議に諮り決定するというもの

です。3 つ目に、学術の会期をこれまでの 2 日間か
ら 3 日間としました。プログラム構成は初日が教育
セミナーと会議、2 日目、3 日目が主たる学術プロ
グラムであり、これまでの大会構成と同じものです。
構成は従来と変わりませんが、会期を 3 日とするこ
とで、多くの会員の皆様が初日から参加しやすくな
ると考えたからです。また、本来の会期の拡大を考
える時期というメッセージでもあります。4 つ目は、
学術大会による国際交流への貢献です。日本緩和医
療学会の国際交流の重要性、将来性を考え、初めて
英語によるセッションを企画しました。100 人以上
の参加と活発な討論があり、国際交流を育てるとい
う役割が果たせたのではないかと思います。

本学術大会に多くのご参加をいただき、実り多い
学術の場、交流の場にしていただきましたことは、
これらの新しい取り組みが少しでもお役に立ったの
ではないかと思っております。新しい組織委員会シ
ステム、学術大会の会期拡大、学術大会の国際交流
への貢献などの取り組みは、髙宮有介会長のもと、
次期の第 20 回日本緩和医療学会学術大会へ引き継
がれることとなり、とても嬉しく思っています。

会員皆様のご厚情に改めて深謝申し上げ、また日
本緩和医療学会の益々の発展を祈念し、第 19 回日
本緩和医療学会学術大会のご報告、ご挨拶とさせて
いただきます。

島根大学医学部麻酔科学・附属病院緩和ケアセンター　　齊藤　洋司
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海外招待
講演3

招待講演3

骨がん性疼痛：機序から治療へ

質的研究と量的研究を架橋する
座長・報告
　　熊本大学医学部附属病院 麻酔科 山本　達郎
演者
　　 Department of Pharmacology, University of 

Arizona, Arizona Cancer Center, University of 
Arizona, Tucson, USA Patrick W. Mantyh

Mantyh 先生は、1999 年にマウスを用いた骨がん
性疼痛のモデルを報告されて以来、一貫して骨がん
性疼痛の研究をされてきた骨がん性疼痛の第一人者
です。

骨がん性疼痛を侵害受容性疼痛の要素と神経障害
性疼痛の要素に分けて説明されました。侵害受容性
疼痛の発症には、腫瘍からの要因として①腫瘍細胞
から放出される様々な物質、②腫瘍細胞・破骨細胞
により酸性化、③骨の不安定化、などが痛み発症に
かかわっていることを話されました。また、炎症性
の要因として免疫系の細胞に由来するプロスタグラ
ンジン・神経成長因子�(NGF)・コロニー刺激因子－
1（CSF-1）の関与を示されました。ビスホスホネー
トや、破骨細胞の分化・成熟・機能などに関与して
いる RANKL を標的としたモノクロナール抗体製剤
であるデノスマブが、破骨細胞を抑制することによ
り骨がん性疼痛を抑制する機序を説明されました。
神経障害性疼痛の発症には、①腫瘍による神経の破
壊、②腫瘍により誘導される神経の発芽、③腫瘍に
より誘導される神経鞘腫、④腫瘍により誘導される
感覚神経と交感神経との間の相互作用、等が関わっ
ていることを示されました。

次に、痛み治療が腫瘍の成長を修飾する可能性を
示されました。ここでは、CSF-1 の作用に関係する
キナーゼの阻害薬である PLX3397 により痛みが抑
制され、腫瘍の成長が抑制されることが動物実験で
示されました。

最後に骨がん性疼痛の治療をどのように行うべき
かを訊ねたところ、骨がん性疼痛は、病期により痛
みの発症メカニズムが異なり、メカニズムを考えた
治療の選択が重要であることを話されました。実際
の臨床での骨がん性疼痛治療にあたり、大きな示唆

座長・報告
　　兵庫県立大学 看護学部 内布　敦子
演者
　　東邦大学 看護学部 髙木　廣文

緩和医療の領域で生起する様々な現象を紐解くに
は、複数の研究法が必要であることは誰もが同意す
るところであるが、研究者にとって異なるパラダイ
ムを受け入れることは簡単なことではない。量的研
究がよって立つパラダイムは比較的受け入れられや
すいが、質的研究となると必ずしもそうではなく、
特に科学性に関する批判が多く巻き起こるのが常で
ある。この講演では、科学の定義を再検討するとこ
ろから出発し、質的研究の科学性が量的研究の科学
性と同等であることを科学哲学ないしは構造構成主
義の立場で立証するというプロセスから始まった。
髙木先生は、HALBAU ／ HALWIN 等多変量解析
のプログラム開発を手掛ける量的研究のメソドロジ
ストとして有名な研究者である。15 年ほど前から質
的研究にも関心をもたれ、構造構成主義に基づき一
般言語論の手法を用いて質的研究の一般性（つまり
は科学性）を論述することに挑戦しておられる。講
演では、デカルトの心身二元論に依拠する科学論、
Popper の反証主義とその批判、Kuhn の Paradigm
論と話が展開した。さらに、構造構成主義の視点に
立てば、量的、質的の対立ではなく、研究主題によ
って研究方法を選ぶ関心相関的選択という考え方に
立つことができることを示された。その後、講演は、
質的研究の方法論としてのテクスト解釈の科学性に
ついて、Saussure の一般言語学、Chomsky の生成
文法、普遍文法、さらには普遍的意味言語要素の存
在についての解説に移行した。構造主義的科学論の
観点に基づけば質的研究は量的研究と同じく科学的
であり、その方法論の中心をなすテクスト解釈の科
学性は科学的言語学によって裏付けることができる

に富むお話しを伺うことが出来ました。
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招待講演4 緩和ケアにおける課題と多面的・多
元的・多重的評価の必要性

座長・報告
　　国立がん研究センター東病院 緩和医療科
 木下　寛也
演者
　　千葉大学予防医学センター 環境健康学研究部門
　　　教授 近藤　克則

第 19 回日本緩和医療学会において、千葉大学予
防医学センター環境研究学分野の近藤克則先生の招
待講演の座長を務めさせていただきました。2025 年
に向けた我が国における医療・介護に関する重要法
案「地域における医療および介護の総合的な確保を
推進するための関係法案の整備等に関する法律」が
本学会の直前に参議院で可決されました。近藤先生
の講演はタイムリーで示唆に富む講演でした。当日
参加出来なかった会員の皆様にも内容をご紹介させ
ていただきたいと思います。

最初にミクロ、メゾ、マクロの視点をもって、医療・
介護を見ることの重要性を示し、具体的な問題につ
いて、次のように４つに分けて解説されました。
1. 日本の緩和ケアにおける課題－超高齢化・人口減

少社会の課題
一般的に言われている多死超高齢化に関しても、

背景として生涯独身男性の増加が目立つこと、過疎
化が進む地域の人口減少率が著しいことが示されま
した。生涯独身男性増加、過疎化への対応も課題と
する必要があることが示唆されました。
2. 多面的評価の必要性－効果だけで良いのか？

効果だけでなく、効率や公正の視点の重要性につ

いて示されました。特に「死の臨床にも格差」がある。
具体的には経済的に余裕がない人たちは在宅療養の
実現が困難で、実現したとしても死に至る過程の質
が低かったことが、調査から示されました。
3. 多元的評価の必要性－医療職だけで良いのか？

全国の訪問看護ステーションを対象とした調査か
ら、在宅療養開始前が患者・家族の不安が一番強い
ことが示されました。本人及び介護者の意思把握、
心理状況の理解の重要性が示されました、
4. 多重的評価の必要性－臨床だけで良いのか？

臨床だけでなくプログラムや政策レベルに関して
も評価が重要である。この評価のためには多施設症
例登録データベースの構築の必要性が示されまし
た。具体的には日本リハビリテーション・データベ
ースが紹介されました。

以上のように、ミクロ、メゾ、マクロの視点、枠
組みをもって緩和ケアにおける課題を整理し、評価
を行っていくことの重要性について解説されまし
た。特に最後に示された、質の評価のための患者デ
ータベースの構築は、緩和ケアにおいても重要な課
題の一つと考えられました。

招請講演1 人が生き、死ぬこと

座長・報告
　　金城学院大学 淀川キリスト教病院
 柏木　哲夫
演者
　　公益財団法人 日本対がん協会 垣添　忠生

演者の垣添忠生先生は、長年国立がんセンターで
がん診療に携わり、総長を務められ、現在は公益財
団法人日本対がん協会の会長として活躍されていま
す。

ご自身も大腸がんと腎がんを経験されました。さ
らに奥様を小細胞肺がんで亡くされました。今回の
講演は先生のがん診療に携わられた臨床家の視点、
自らがんを経験した患者の視点、そして、奥様を看
取られた家族の視点から我々にとって、実に示唆に
富む内容でした。

先生はまず、「人の生死の多様性」について、先
生が主治医として関わられた患者さんの例を提示さ
れました。がんというものに対峙する際に、これほ
どまでに違った対応の仕方があるのかと驚かされま

という結論を導くまで、哲学に始まり、途中、ビッ
グバン、ニュートン、アインシュタインを引き合い
に出しながら、なんと 60 分という驚異的な短さで
解説するという「離れ業的講演」であった。量的研究、
数理統計のエキスパートが質的研究の科学性を立証
していく様は、逆説的（もはやこの講演の後では逆
説という認識はあてはまらないが）であるがゆえに
大変説得力があり、まさに緩和医療学領域にはなく
てはならない認識と議論であった。髙木先生にしか
できない離れ業的講演のおかげで、参加者の研究法
に対する理解も深まったと思われる。髙木廣文先生
に感謝します。
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がん診療連携拠点病院の相談支援セ
ンターと PCT・PCU との連携の実
際と課題

患者・家族との良好なコミュニケー
ションのために

座長・報告
　　東京歯科大学市川総合病院 麻酔科
 小板橋　俊哉
座長
　　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 加藤　雅志
演者
　　綜 合病院山口赤十字病院 医療社会事業部／ 

相談支援センター 橘　直子
　　国 立病院機構大阪医療センター 緩和ケア内科・

がんサポートチーム、 

座長・報告
　　がん研究会有明病院 緩和ケアセンター
 濱口　恵子
座長
　　岡 山大学大学院医歯薬学総合研究科  

精神神経病態学教室 内富　庸介
演者
　　国立がん研究センター中央病院 精神腫瘍科
 清水　研
　　臨床心理士 二宮　ひとみ
　　名 古屋市立大学大学院医学研究科  

精神・認知・行動医学分野 明智　龍男

緩和医療の領域において医療者に求められるコミ
ュニケーションの基礎から応用を、3 人のシンポジ
ストにお話していただいた。

清水研先生（国立がん研究センター中央病院）は、
「患者・家族と信頼関係を築くための支持的コミュ
ニケーションのコツ」と題して、2 事例を提示しな

した。患者さんの「個々性」を重視した対応が必要
であることを教えられました。

先生は次に奥様を看取られた体験談を話されまし
た。先生は「妻を看取る日」（新潮社）という著書
を上梓しておられますが、その中に奥様を亡くされ
た後、奥様が様々な形で先生の近くに姿を変えて現
されることを正直に書いておられるのが、非常に印
象的でした。例えば、奥日光の滝でアサギマダラと
いう蝶の舞いを見て、「妻の舞い姿に重なった」と
書いておられます。北海道の山に登り、疲れて立ち
止まったとき、ハイマツの茂みからナキウサギが飛
び出し、先生は「あっ、妻だ！」と思ったと書いて
おられます。そして、まとめの文章として、「様々
な場面で妻が現れ、一体感を感じられたことは、私
を精神的に癒してくれたし、気力を取り戻す大きな
きっかけともなった。どんな非科学的な話であって
も、当事者には特別な意味を持っているのである」
と書いておられます。

緩和医療に従事する者が科学的な視点をしっかり
持つことは大切なことですが、患者、家族に「特別
な意味」をもっているものに目を向けることの重要
性を教えられたすばらしい講演だったと思います。

がら患者の心情を理解できたと思えるまで探索して
その理解を相手に伝えること、理解できないと感じ
るときは「そう思われるには○○さんなりの理由が
あるのではないでしょうか？」など患者と向き合い
続けること、また、医療者の外傷体験、共感的疲弊
などについて語られた。二宮ひとみ先生（獨協医科
大学）は「否認と怒りに対応する」と題し、否認は
結果ではなくプロセスであること、逆転移の問題が
あること、また、怒っている人にこそ基本的なコミ
ュニケーションができなくなっており、守りの構え
を見せたり、時期尚早に安心させるたりするのを避
けることなど、ケアの落とし穴についても具体的に
説明された。明智龍男先生（名古屋市立大学大学院）
は「希死念慮を理解し対応する」と題して、希死念
慮の関連要因として「うつ状態」「絶望感」「身体的
機能の低下」、希死念慮の意味として「生きたいこ
とに対する逆説的表現」、「耐え難い苦痛・苦悩の恐
怖」など多くの研究結果を示された。また、患者さ
んが死にたいと言ったらどうするかについて具体的
に話され、緩和ケアによる継続的な症状緩和や精神
的援助は自死を低下させ得る一方、がんの自死は診
断後の 1 週間で最も危険性が高いというコホート研
究の結果も示された。

一人ひとりの医療者が本シンポジウムの内容を実
践することができれば、患者・家族とのコミュニケ
ーションが困難な状況でも一歩前に進んで関わり続
けられるのではないかと思われた。また、チームで
支えあうことの重要性も再認識した。会場とも活発
な意見交換がなされて、本シンポジウムは具体的で
示唆に富んだ内容であり有意義であった。
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pros & cons こんなときどうする：
輸血する /しない

座長・報告
　　横浜市立みなと赤十字病院 小笠原　利枝
座長
　　筑波メディカルセンター病院 緩和医療科
 志真　泰夫
演者
　　聖隷浜松病院 緩和医療科 森　雅紀
　　川崎市立井田病院 かわさき総合ケアセンター
 西　智弘

本セッションは、2 名の演者の方に「輸血をする」
立場と「輸血しない」立場から症例に対する輸血の
pros�&�cons（賛否）について、壇上で考察し討論
してもらうという「ライブ感」を重視した企画でし
た。日本緩和医療学会学術大会では、pros�&�cons（賛
否）は初企画でしたが、医師だけでなくメディカル
スタッフの参加者が半数おり、多くの方の興味を引
いたのではないかと思っています。西先生は、臨床
倫理の 4 分割法をベースに考察をしたうえで「輸血
をしない」立場、森先生は、文献的根拠をベースに
考察をしたうえで「輸血する」という立場で口演を
して、その後にそれぞれの立場の医師役として志真
医師演じる「シマダ」という模擬患者に対して各々
の立場で説明する場面を設定し、ロールプレイを行
いました。医師の思考過程や感情を共有するという
意味で、ロールプレイはリアリティーがありました。

総合討論の初めに、それぞれの主張を聞いたうえ
で、会場の皆さんに”あなたならどう考えますか”
という質問を行いましたが「輸血する」「輸血しな
い」の意見は、ほぼ半数となっていました。会場か
らは、”私だったらどうするか”という視点での意見、
それぞれの立場に対する質問や感想、臨床で困った
症例など、多くの発言がありました。討論では、「輸
血する / しない」を決めるのではなく、医師が治療
方針を立てる思考過程を検討したり、決断するとき
の感情の揺れを出し合うことで、参加者とともに考
えてともに悩むということを大切にしました。演者
もセッションの参加者もお互いの葛藤を出し合うこ
とができたのではないかと思っています。このセッ
ションが、日常の診療場面において、職種を越えて
互いに悩んでいること、葛藤していることを表出し
たり、検討できるチーム作りの一助になることを期
待します。今後も、pros�&�cons のような企画を望

　　現 国立がん研究センター中央病院 緩和医療科
 里見　絵理子
　　神奈川県立がんセンター 清水　奈緒美
　　島根大学医学部附属病院 緩和ケアセンター
 橋本　龍也

相談支援センターに寄せられる期待や実際の相談
件数は今後ますます増加することが予想されるが、
支援センター業務に携われるマンパワーは決して多
くない。相談支援センター業務に従事しているソー
シャルワーカー、看護師のみならず、医師が期待す
る相談支援センターと PCT・PCU との連携の実際
と課題を取り上げた。

相談支援センターのソーシャルワーカーである橘
氏は、患者の病期、対象者、診療形態にとらわれず
に患者の意思決定支援、PCT への積極的支援を行
っていることを報告した。具体的には、患者の抱え
る課題と問題の明確化と共有、情報提供と理解の促
進、今後の方向性の検討と共有が重要であると結ん
だ。相談支援センター専従看護師である清水氏は、
相談支援センターの役割として個別の相談支援と関
係者への適切な情報発信、提供を挙げ、患者と医療
者間の考え方、問題点のギャップを埋める役割の大
切さを強調した。緩和ケア医師である里見氏は、相
談支援センターに寄せられる相談の 3 分の 2 が緩和
ケア関連であることを報告した。相談支援センター
と緩和ケアチームとの連携によって、患者を支援す
る上での問題点の早期同定、プライマリチーム支援、
相談支援アプローチの促進、院外の緩和ケアネット
ワークの活用、患者ニーズに応える体制が構築され
ることと、さらには相談員支援も行えることが述べ
られた。PCU に勤務する橋本氏は、相談支援セン
ターに相談する医師には正しい PCU の理解が必要
であること、在宅医療の専門家ではない一般かかり
つけ医が困って相談を寄せることが少なくないこと
を紹介した。患者、家族には気持ちに寄り添いなが
ら療養場所の選択肢として PCU を提案することも
支援センターに期待される役割であることが述べら
れた。

その後、相談支援センターと緩和ケアとのかかわ
りについて討論した。業務は地域との連携、患者や
家族の抱えている問題点を評価し専門医につなぐな
ど多様であるが、基本は患者、家族支援であること
が確認された。相談支援センターは緩和ケア対象患
者、家族にとって相談できる重要な場であり、患者
と主治医、在宅医師との間を調整するクッションと
しての役割も重要であると考えられた。
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む声がありました。今後も継続して学術大会の楽し
みな企画に育ててほしいと思います。

シンポ
ジウム9

医師—医師間のコミュニケーションを
振り返る

座長・報告
　　島根大学医学部 緩和ケア講座 中谷　俊彦
　　弘前大学大学院 医学研究科 腫瘍内科学講座
 佐藤　温
演者
　　山形大学医学部附属病院 疼痛緩和医療部
 奥山　慎一郎
　　亀田総合病院 精神科 大上　俊彦
　　虎の門病院 臨床腫瘍科 高野　利実
　　東京大学医学部附属病院 海津　未希子

チーム医療では、各職種間の良好なコミュニケー
ションが基本であるが、医療者間の敷居で最も高い
のが医師 - 医師間であると考えられる。それを今、
振り返ることでこれからの緩和ケアを発展させるた
めに、このシンポジウムが企画された。

山形大学附属病院の奥山慎一郎先生は、緩和ケア
チーム身体症状担当医の立場で、お互いに価値観の
違いがあることがわからず信念対立で問題が生じ
る、従ってお互いの多様性を認め、相手の大事にし
ていることが何かを話し合い、患者・家族のために
何が必要かの合意形成を行うことが重要であること
を話された。

亀田総合病院の大上俊彦先生は、緩和ケアチーム
精神症状担当医の立場で､ 精神科が関与する領域に
おける問題点を挙げた上で､ 対応として他科の先生
と直接話すことや依頼元の先生の話をよく聴き、そ
して共感することが重要であり、「（話せばわかる、
ではなく）聴けばわかる」ことを主張された。

虎の門病院の高野利実先生は、主治医である腫瘍
内科医の立場で、腫瘍内科医の職務を挙げて､ 緩和
ケアチーム担当医とお互いに立場上近い存在だけに
難しさがあることを指摘された。しかし一緒に悩み
ながら取り組む姿勢が欲しいこと、緩和ケアは希望
の医療であり、積極的にコミュニケーションをとり
患者さんのためのチーム医療を、力を合わせて展開
したいと話された。

東京大学附属病院の海津未希子先生は、緩和ケア
チーム看護師の立場から、緩和ケアチームとしては

依頼医のニーズに応えることが重要であるが、「可
能性思考を持つ」ことが対応のポイントとなる、す
なわち相手を受け入れること、意図的に言葉を使う
ことをコミュニケーションの基本とすることが重要
であるとし、うまくいかなかった経験がさらにコミ
ュニケーションスキルを高めることも強調して話さ
れた。

会場からも現場に即した意見や質問が積極的に行
われて討論がなされたが、緩和ケアは当たり前の医
療であり、患者にエネルギーを注ぐことが重要であ
ること、医師と医療者間の良好なコミュニケーショ
ンを取っていくことで引き続き緩和ケアを発展させ
て行くことをまとめとしてこのシンポジウムを終了
した。

シンポ
ジウム11

在宅医療での疼痛緩和におけるハー
ドル

座長・報告
　　十和田市立中央病院　看護管理室 太田　緑
座長
　　鳥 取市立病院 総合診療科、地域医療総合支援

センター 足立　誠司
演者
　　村井クリニック・自治医科大学麻酔科学
 村井　邦彦
　　安田調剤薬局 岡野　聡
　　新国内科医院 宇野　さつき

第 19 回日本緩和医療学会学術大会において、鳥
取市立病院の足立誠司先生と一緒に「在宅医療での
疼痛緩和におけるハードル」と題されたシンポジウ
ムの座長を務めさせていただきました。

シンポジウム 11 では在宅および緩和医療の領域
で実践を重ねておられる 3 名の先生方からご講演い
ただきました。

まず最初に村井クリニックの村井邦彦先生が在宅
医の立場から、在宅緩和ケアで感じる問題として、
在宅や病院の医師・看護師の知識・技術・経験の不足、
患者家族に関連する問題、社会制度や診療報酬等に
ついて話されました。そのような中でも多職種で連
携し、調整することの重要性や最期まで在宅で安心
して過ごすことができるという理解を社会全体で共
有すること（社会の成熟）の必要性を話されました。
また、行政からのサポートとして、在宅においてコ
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シンポ
ジウム18

シンポ
ジウム17

症状の重症化を予防するためのサ
ポーティブケア

緩和ケアにおける音楽療法の実践か
らみる可能性と課題

座長・報告
　　兵庫県立大学 看護学部 川崎　優子
座長

座長・報告
　　市立芦屋病院 薬剤科 岡本　禎晃
座長
　　医療法人社団関本クリニック 関本　雅子
演者
　　札幌大谷大学芸術学部 中山　ヒサ子
　　甲陽音楽学院 堀　彩
　　武蔵野大学 長坂　希望
　　京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻
 田村　恵子

緩和ケアにおける音楽療法の存在は知られていて
も、実際に体験した人が少ないことから緩和ケアに

ンサルテーションや同行をした場合に県から謝礼金
が出ていることも紹介されました。

二人目は安田調剤薬局の岡野聡先生が保険薬局の
薬剤師の立場から、院外処方できない薬剤や無菌調
剤室がない薬局、各種医療材料への対応の問題が話
された。その他にも知識、技能、態度の準備不足な
どといった薬剤師の漫然とした不安があり、一歩を
踏み出せずにいることが話されました。ハードルを
下げる取り組みとして、青森県薬剤師会での無菌調
剤室の共同利用や拠点薬局・サブ拠点薬局制度での
リーダー育成研修会の取り組みなどが発表されまし
た。

三人目は新国内科医院の宇野さつき先生が訪問看
護師の立場から、痛みを０にするだけではない生活
者の視点からの疼痛緩和、薬物療法以外のリソース
を活用しての調整が大切であること、多職種連携に
よるトータルマネジメントにおける調整役としての
看護師の役割などが、活動事例を通して紹介されま
した。

総合討論では、今後、在宅を始めようとしている
人へのアドバイスとして、いろいろなハードルはあ
るが、そのハードルを同職間・多職種間の連携や細
かな確認、情報共有とやる気で乗り越えていること
が話されました。　最後のハードルは、個人の心（気
持ち）の中にあるのかもしれない、まずは、在宅に
向けての一歩を踏み出していきましょうというエー
ルで締めくくられました。

会場からは活発な質問があり、在宅に関する関心
の高さがうかがわれました。

おける音楽療法について学び、考えることを目的に
企画しました。

中山ヒサ子先生には文献からみる音楽療法の歴史
と、現在の緩和ケアにおける音楽療法の現状をお示
しいただきました。音楽療法士が少ない現状と、多
くの緩和ケア病棟において現在実施されていないこ
とが分かりました。

堀彩先生からは、実際の写真を用いて解りやすく
ご自身のご経験をお話いただきました。中でも、必
ずしも演奏を行わないことがあるというのは緩和ケ
アの特徴であると思いました。

長坂希望先生からは、米国ご留学の経験を中心に
お話いただきました。米国では既に音楽療法を実施
する際、痛みや吐き気を緩和するといったことを目
的にして、実施後に音楽療法士がアセスメントを行
い、カルテに記載するシステムがあることをご紹介
いただきました。また、吐き気を緩和する目的で音
楽療法士が病室に呼ばれることに驚きました。

田村恵子先生からは、医療従事者からみた緩和ケ
アにおける音楽療法についてお話いただきました。
レクリエーションとしての院内演奏会と音楽療法の
違いや、医療従事者の音楽療法に対する姿勢につい
てお示しいただきました。音楽療法という言葉自体
が緩和ケアに合致しない可能性もあり、今後適切な
用語の検討も必要であるという提言もいただきまし
た。

緩和ケアにおける音楽療法の理解と普及には学会
発表も大切な場でありますが、研究としては大規模
スタディーより丁寧な事例研究の積み重ねが必要で
あるという結論に至りました。

本シンポジウムを通して、参加者の方々からも「音
楽療法についてイメージができた」「来年は学会発
表ができるように研鑽をつみたい」などの肯定的な
ご意見を多くいただき、緩和ケアにおける音楽療法
の現状を明確にすることができました。

今回このような機会を与えていただきました、大
会長ならびに組織委員の先生方に深く感謝申し上げ
ます。
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シンポ
ジウム26

新規抗精神病薬および抗うつ薬、睡
眠薬を緩和医療の現場で使いこなす

座長・報告
　　川崎 医科大学精神科学教室 川崎医療福祉大学

医療福祉学部 山田　了士
演者
　　がん研有明病院 緩和治療科 佐伯　吉規
　　市立札幌病院精神医療センター 上村　恵一
　　大阪大学医学部附属病院 オンコロジーセンター
 谷向　仁

緩和ケアの現場では、不眠、抑うつ、せん妄とい
った精神症状の緩和がきわめて重要な臨床的課題で
ある。一定以上の症状には適切な薬物療法を行う必
要が生じてくるが、精神科を専門としないスタッフ
からは、向精神薬の選択理由や用量設定の基準がわ
かりにくいという声をよく聞く。この 5-10 年程の間
に登場した新規向精神薬は、その薬理特徴が比較的
明確なものも多く、より論理的な薬剤選択ができる
ようになった面がある。しかし、その薬理学的背景
と実践的なコツを非専門家に向けて総合的に解説さ
れる機会は少ない。本シンポジウムでは緩和ケアに
詳しい精神科医の先生方 3 人に御登壇いただき、そ
れぞれ抗精神病薬、抗うつ薬、睡眠薬の 3 種薬剤に
ついて新しい薬の使い方を中心にご解説頂いた。

まず佐伯吉規先生が、非定型抗精神病薬の受容体�
レベルの作用機序を丁寧に解説され、オランザピン､
クエチアピン、アリピプラゾールを中心に、薬理作
用に基づく各薬剤の選択または回避の論理について
美しいスライドで大変わかりやすく話を進められ
た。緩和ケアでは初期投与量を通常の 1/2 ～ 1/4 に
抑えるとする法則や、アカシジアについての解説は
大変有用なものであった。

次いで上村恵一先生は、緩和ケア現場での抗うつ
薬の持つ問題点として、薬物相互作用、器質性疾患
に伴ううつ病でのせん妄誘発リスク、吐気・体重減
少と抗うつ薬との相性、抑うつを示す認知症（とく
にレビー小体型）という 4 点を挙げられた。緩和ケ
ア現場では、こうした作用、有害作用、相互作用と
いうプロフィールに注意して抗うつ薬を上手く選択
すべきであるとの示唆に富む解説がなされた。

最後に谷向仁先生は、不眠について、恒常性維持
機構、体内時計機構や Spielman の３P モデルなど
の基礎的な事柄を紹介することによって、睡眠薬の
使いかたを明快に示された。なかでも新規睡眠薬で

　　大阪大学大学院医学系研究科 荒尾　晴惠
演者
　　独 立行政法人国立病院機構四国がんセンター 

看護部 看護支援室 宮脇　聡子
　　聖路加メディカルセンター 大畑　美里
　　兵庫県立がんセンター 看護部 橋口　周子
　　京都第二赤十字病院 看護部 西谷　葉子

本シンポジュウムでは、治療に伴う有害事象とし
て代表的な症状である倦怠感、リンパ浮腫、口内炎、
手足症候群等を取り上げ、早期からの緩和ケアの視
点から症状悪化を予防するための看護介入につい
て、宮脇聡子氏 ( 国立病院機構四国がんセンター )、
大畑美里氏 ( 聖路加看護大�看護実践開発研究センタ
ー )、橋口周子氏（兵庫県立がんセンター）、西谷葉
子氏（京都第二赤十字病院）の4名から発表があった。

宮脇氏は、抗がん剤治療前の乳がん患者に対する
倦怠感緩和のための「ウォーキングエクササイズプ
ログラム」を紹介し、継続するためのポイントとし
て患者のセルフケア能力を向上させること、患者に
あったエクササイズを取り入れることなどを解説し
た。

大畑氏は、リンパ浮腫を呈する進行がん患者の特
徴やアセスメントに基づいたケア方法の選択、自己
研鑽のための定期的な研修会やセラピスト間でのピ
アレビューを紹介した。また、自施設の「リンパ浮
腫ケアステーション」の課題として、ケア提供スペ
ースの確保や地域医療連携の困難、認知機能低下が
ある対象への介入を解説した。

橋口氏は、放射線治療中の口内炎をコントロール
するためには治療計画に基づいた有害事象発生部位
の予測が大切であることを指摘し、多職種で構成さ
れた「口腔ケアチーム」での取り組みを紹介した。
また、口腔内アセスメントシートの活用やブラッシ
ングを習慣化することの必要性を解説した。

西谷氏は、分子標的薬に伴う手足症候群の重症化
を予防するための「スキンケア」として、保湿、除圧、
角質予防の 3 点をあげながら治療開始前から行うこ
と、患者・家族の表現力を高めながらセルフケア能
力を引き出すことの必要性を解説した。

いずれの発表においても、症状の重症化を予防す
るためのサポーティブケアにおいては、症状出現を
予測したアセスメント、対象のセルフケア能力に応
じたケア提供、チームでの支援が重要であることが
述べられた。
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シンポ
ジウム29 事例に学ぶ痛みの緩和（初級編）

座長・報告
　　弘 前大学医学部附属病院 麻酔科  

緩和ケア診療室 佐藤　哲観
演者
　　岡山済生会総合病院 緩和ケア科 石原　辰彦
　　岩手医科大学附属病院 薬剤部 佐藤　淳也
　　公立富岡総合病院 緩和ケアチーム
 津金澤　理恵子

このシンポジウムでは、初学者を対象として、が
ん疼痛の一事例を経時的に追いながら症例検討を行
っていく形式で、がん疼痛の評価と治療に関する基
本的な知識やスキルの向上を目的とした。

進行膵臓癌の一仮想症例を通じて、１）診断時に
患者の痛みをうまく引き出して痛みの治療に結びつ
けること、２）治療期におけるがん治療と並行して
行う痛み治療について、３）骨転移を生じて新たな
痛みが出現した際の体性痛や神経障害性疼痛に関す
る評価や治療法、４）内服が困難となった際のオピ

あるラメルテオンは作用機序が従来薬と大きく異な
り、適切な使用法を用いることで有用性が高められ
ることを解説された。

総合討論でも数多くの有意義な質問が呈され、演
者の先生方とともに、緩和ケアでの合理的な向精神
薬療法について、実践的な知識と考え方の共有がで
きたと思う。こうした成果は得難いものであり、演
者、聴衆の先生方の熱意ある討論に深く感謝したい。

シンポ
ジウム27

転移性骨腫瘍カンファレンス～転移
性骨腫瘍に対するチームアプローチ
～

座長・報告
　　近畿大学医学部附属病院 看護部 がんセンター
 長尾　充子
座長
　　神 戸大学医学部附属病院 腫瘍センター  

緩和ケアチーム 坂下　明大
演者
　　静岡県立静岡がんセンター 整形外科
 片桐　浩久
　　慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室
 辻　哲也
　　順 天堂大学医学部附属順天堂医院  

リハビリテーション室 北原　エリ子
　　神戸大学医学部附属病院 放射線腫瘍科
 佐々木　良平

近年、がんの治療が進歩し延命が得られるように
なり骨転移を来す患者の増加が顕著になっている。
骨転移は患者の QOL に大きな影響を与える要因で
あり、このセッションではライブカンファレンスと
して演者となり専門的な立場から意見交換を行い転
移性骨腫瘍に対するチームアプローチを考えた。

整形外科医の立場から静岡県立がんセンターの片
桐医師は、施設で実施されている 4 つのチーム医療
の実際について紹介された。骨転移にはさまざまな
病態があるため治療法やリハビリテーションも多様
であることから、複数の職種、職員が科の垣根を越
えて関わることが、その人にとって最善で最良の治
療につながるのだということを理解できた。

リハビリテーション科医の慶應義塾大学医学部の
辻医師は、骨転移を早期に診断し疼痛を緩和し病的
骨折を起こさせない重要性と過度な安静状態が患者
の QOL の低下を招く危険性を危惧されていた。骨

折のリスクには十分配慮しつつ、症状緩和とともに
リハビリを実施することで身体機能を維持・向上さ
せる“Bone�Management”が求められると述べら
れていた。

理学療法士の立場から順天堂大学医学部順天堂医
院の北原療法士の取り組みは、患者の疼痛・感覚・
筋力・運動巧緻性・バランス能・日常生活動作能を
評価し、カンファレンスにおいて動画を用いて紹介
していた。地域施設への情報提供などにも活用して
いる現状を紹介され、今後の情報共有のあり方につ
いて考える機会となった。

放射線腫瘍科の立場から神戸大学医学部附属病院
の佐々木医師は、転移性骨腫瘍に有効な治療手段で
ある放射線治療について基本的な知識についてだけ
でなく IMRT やサイバーナイフ治療などの高精度放
射線療法についても概説され、原病の放射線治療の
感受性、悪性度や個々の患者の予後を適確に把握す
る必要を述べられた。

このライブカンファレンスに参加した人々が、転
移性骨腫瘍を有する患者の QOL の向上に意識を向
けて臨床現場をよりよく変容させていくことに貢献
してもらいたい。
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オイドスイッチングの概念や方法論、５）終末期～
臨終期における痛みの評価と薬物療法における考え
方、についてシンポジストの先生方からご講演を頂
いた。

岡山済生会総合病院の石原辰彦先生に、医師の立
場から患者の痛みの評価法や薬物療法・非薬物療法
の実際についてお話いただいた。岩手医科大学の佐
藤淳也先生に、薬剤師の立場からそれぞれの場面に
おける治療薬剤の選択、薬理学的な留意点や副作用
対策に関する実際の推奨を列挙していただいた。公
立富岡総合病院の津金澤理恵子先生に、痛みを抱え
ている患者とその家族の不安や気掛かりに配慮した
痛みの評価法や、日常生活上の痛みに対するケアの
方法論について解説していただいた。

合計 140 枚程度のスライドを用いて 85 分間程度
3 人の演者の先生方に代わる代わるご講演いただい
た。一方向性の講義形式だったためフロアの方々は
少々お疲れになったかもしれないが、内容には様々
なエビデンスや臨床経験が随所に散りばめられてい
た。一事例を通して痛みの評価と治療のスタートラ
インから最終段階まで、患者の状況に合わせた適切
な介入をそれぞれの職種の高度な専門性を活かして
チーム医療として行っていくことの重要性が再認識
された。がん患者の痛みの評価と治療について、明
日から使える臨床上の ABC を学んでいただけたこ
とと思う。

シンポ
ジウム36

呼吸困難への対応～明日から役立つ
多職種アプローチ！～

座長・報告
　　国立がん研究センター東病院 關本　翌子
座長
　　が ん・感染症センター都立駒込病院　 

緩和ケア科 田中　桂子
演者
　　国 家公務員共済組合連合会吉島病院  

リハビリテーション科 岩城　基
　　独 立行政法人国立病院機構 大阪医療センター  

シンポ
ジウム31

緩和ケア領域における研究方法論の
最近の Controversy

座長・報告
　　東北大学病院 臨床研究推進センター
 井上　彰
座長
　　東 北大学大学院 医学系研究科 外科病態学講座  

緩和医療学分野 中島　信久
演者
　　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
　　大 阪大学大学院 医学系研究科  

緩和医療学寄附講座 前田　一石
　　聖隷三方原病院 緩和支持治療科 森田　達也
　　東京大学大学院 医学系研究科 緩和医療学講座
 岩瀬　哲

本シンポジウムでは、同会場で直前に行われた
SY22 の上級編といった位置付けで、緩和ケア領域
で質の高い臨床研究を行ううえで欠かせない方法論
に関する最近の知見を 4 名の演者が概説した。宮下
氏は、近年欧州の研究グループから「MORECare」
として提言された、緩和研究を行ううえで留意す
べき諸点について解説した。患者・家族を研究チ
ームの一員として考え、倫理委員会において当該
研究の必要性を訴えていただくことは（実現は簡単
ではなさそうだが）緩和研究ならではの視点と言え
るだろう。前田氏は、研究の成否を左右すると言っ
ても過言ではない「エンドポイント」について、
いかに客観的で臨床的意味のある設定が重要かを
力説された。MCID（minimal�clinically� important�
difference）が既に研究されている項目ではその情
報を十分に吟味する必要があり、一方で新規のエン
ドポイントを用いる際にはどのようにして MCID を
検討すべきかが理解できたかと思う。森田氏からは、
複数の介入コンポネントがある介入研究の代表的な
方法論について、海外の著名な研究報告を例に分か
りやすい解説がなされ、さらには同氏が発表した
OPTIM 研究を「アウトカム研究とプロセス研究を
組み合わせた介入研究」の成功例として紹介された。
岩瀬氏は、オンコロジー領域では広く浸透している
CONSORT チェックリストをふまえた適切な臨床試
験の有り方について述べ、さらには氏が緩和領域に
適していると考える patient�preference をエンドポ
イントとした試験デザインについても概説がなされ
た。いずれの演題も質疑応答も含めて緩和研究の実
践において極めて示唆に富む内容であり、参加者が
今後の臨床研究を立案するうえで大いに役立ったの
ではないかと思う。
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シンポ
ジウム38 緩和ケアの卒前教育

座長・報告
　　徳島県立中央病院 臨床腫瘍科 寺嶋　吉保
座長
　　昭和大学医学部 医学教育推進室 髙宮　有介
演者
　　山梨大学医学部 麻酔科 飯嶋　哲也
　　自治医科大学附属病院 緩和ケア部
 丹波　嘉一郎
　　共立女子大学 看護学部 伊藤　まゆみ
　　鹿児島大学医学部 保健学科 清水　佐智子
　　明治薬科大学 臨床薬剤学教室 加賀谷　肇

医看薬 3 学部の 5 人の発表後に、高宮氏が低学年
の医療系学部合同 PBL（Project-Based�Learning�課
題解決型学習）や臨床実習での合同カンファ等の昭
和大学の先進的取組みを紹介され討論した。

1.�飯嶋哲也氏（山梨大学麻酔科）は、臨床実習
で毎日学生 1 人を緩和ケアチームの患者との面談に
同行させて、使ったコミュニケーション技法等をレ
ポート作成させる実習を行い学生から好評を得てい
る。こうした教育を臨床実習前に受けたかったとい
う学生の声・数を集めて、学部長に新しい緩和ケア
の講義枠確保を迫る戦術を披露された。

2.�丹波嘉一郎氏（自治医大）は、医師国家試験に
は、緩和ケアは高出題の領域（広義で３位、狭義で
10 位）であり、演者開設の国試過去問の解説サイト
のアクセスは国試直前に増加した。この点からも卒
前緩和ケア教育不足を示された。

3.�伊藤まゆみ氏（共立女子大学）は、緩和ケア教
育や態度教育の不足のまま臨床実習に出て、終末期
ケア実習で末期患者を受け持ち心的衝撃を受けて悩
む看護学生がかなり存在するので、実習前の自己調
節能力の獲得や実習中のスクリーニング・発見とケ

栄養管理部 中山　環
　　大 阪府立呼吸器・アレルギー医療センター  

緩和ケア病棟 山川　幸枝
　　が ん・感染症センター都立駒込病院  

緩和ケア科 栗原　幸江

呼吸困難は，頻度の高い症状で難治性の場合が多
く、患者さんにとって苦痛な体験となります。多職
種による適切な評価とマネジメント，丁寧な説明が
重要であるといえますが、それぞれの職種がどのよ
うなアセスメントを行い、介入しているのかはあま
りよく知られていません。多職種が行うそれぞれの
ケアやコツについて理解を深め、実践に役立つシン
ポジウムになればと、4 人の演者と座長は何度も何
度もメール上の議論を交わして当日に臨みました。

最初の演者は吉島病院リハビリテーション科の岩
城基先生でした。呼吸状態・症状の評価やゴール設
定の修正を頻回に行いながら、安楽なポジショニン
グの取り方、呼吸法、呼吸介助法、胸郭の軟らかさ
を保つ方法を丁寧にご紹介いただきました。多職種
との情報の共有を行い、患者家族のニーズにあわせ、
臨死期まで介入を続けることができるという先生の
スキルは様々な職種が行うことができる実践のヒン
トにあふれていました。続いて国立病院機構大阪医
療センター栄養管理部の中山環先生からは、低栄養
による呼吸筋力の低下を起こさないという予防的な
介入、栄養摂取量評価や電解質のアセスメント、形
態や消化がよく見た目にもこだわった工夫、患者さ
んの嗜好に合わせた介入をわかりやすく紹介して頂
きました。栄養という切り口から、心理的なサポー
ト、リハビリ介入などの必要性も多職種に提言し、
食事から得られる喜びを提供したいという先生の熱
い語りが印象的でした。続いて大阪府立呼吸器・ア
レルギー医療センター緩和ケア病棟の山川幸枝先生
からは看護師の立場から、日常生活の様々な側面の
なかでケアの工夫についてご紹介いただきました。
原因のアセスメント、治療の理解、その人の体験を
理解した上での環境調整と、心地よく過ごせる体験
をいかに作り出していくかということが大事である
とお話いただきました。最後に、がん・感染症セン
ター都立駒込病院緩和ケア科の栗原幸江先生から
は、心理士の立場から、信頼感や安心感を育むコミ
ュニケーション、「その人にとっての癒し」のアセ
スメントと工夫、リラクセーションについて具体的
にお話頂きました。自分の呼吸や体全体に意識を向
ける方法、呼気にあわせた「おまじない的な言葉」
は明日からすぐに役立つスキルとして使い始めた医

療者も多くいると思います。
多職種で情報共有し伝達すること、お互いのケア

でよかったことを積極的にフィードバックし、更な
るケアのコツを皆で探していくこと、患者さんを中
心に横に縦にケアをつないでいくことの大切さを認
識したシンポジウムでした。大会最後のプログラム
にも関わらず、多くの職種の方がケアの工夫を探し
に参加してくださったことが印象的でした。
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シンポ
ジウム41

シンポ
ジウム42

明日から使える症状緩和のコツ

在宅緩和ケアにおける多職種の役割
と連携

座長・報告
　　静岡県立静岡がんセンター 緩和医療科
 大坂　巌
座長
　　長崎大学病院 薬剤部 龍　恵美
演者
　　しんじょう医院 新城　拓也
　　外旭川病院 ホスピス 松尾　直樹
　　JCHO 東京新宿メディカルセンター
 金石　圭祐

本シンポジウムでは、3 名の医師から発表をして
いただいた。新城拓也先生からは、パロキセチンに
よる掻痒感の軽減、アトロピン点眼薬の舌下投与に
よる喘鳴の軽減、オピオイドコンビネーションによ
る効果、腹腔穿刺の際にカテーテル刺入部からの漏
出を防ぐための外科用アロンアルファの使い方な
ど、臨床の現場で役に立ちそうな多くのコツについ
てご発表があった。松尾直樹先生からは、倦怠感、
食思不振に対するステロイドの使い方のコツ、眠剤
としてミダゾラムとフルニトラゼパムの使い方のコ
ツについてご発表があった。また、ステロイドや眠
剤の使用状況について多施設で行われた調査につい
てのご報告もいただいた。金石圭祐先生には、吃逆

座長・報告
　　安芸地区医師会居宅介護支援事業所
 鉄穴口　麻里子
座長
　　ＹＭＣＡ訪問看護ステーション・ピース
 濵本　千春
演者
　　札幌医療生活協同組合 ホームケアクリニック札幌
 前野　宏
　　浅草医師会立訪問看護ステーション
 倉持　雅代
　　かとう内科並木通り診療所 横山　幸生
　　手稲渓仁会病院 佐藤　義文
　　薬局セントラルファーマシー長嶺 天方　奉子

このシンポジウムでは、地域で緩和ケアを実践す
る上での問題点や課題を明らかにし、個々の地域で
なされている工夫や多職種の連携の取り組みについ
て、ディスカッションを展開した。

アを含む教育法の開発や心理教育的支援を紹介され
た。

4.�清水佐智子氏（鹿児島大学）は、看護学生の寄
り添う心を育てる実習指導では、終末期の患者を受
け持った学生に気を配り、問題を抱えた学生に時間
を割き徹底的に寄り添うことの重要性を示された。

5.�加賀谷肇氏（明治薬科大学）は、緩和医療薬学
会の 2 回の調査から、6 年制薬学部での緩和ケア講
義は必須と考える大学が 96％以上であり、講義数は
増加傾向にあり、模擬患者とのコミュニケーション・
スキルトレーニング実習などが紹介された。

医学や薬学は、看護のように学生への個別的心理
的ケアをできる教員構造になっていないので、看護
のご発表は、他の学部関係者には新鮮だった。多職
種連携が強調されているが、卒前教育の違いについ
て共通理解がまだまだ不足しており、今後もこの企
画継続が必要と思った。

や咳嗽に対するリドカイン投与の試み、不眠に対す
るベンゾジアゼピン系注射剤の単回皮下投与のコツ
などをご発表いただいた。

総合討論の時間に余裕があったため、会場からも
多くのご質問やご自分のコツを披露していただくこ
とができた。ガイドラインや論文では解決できず、
エビデンスも乏しい領域ではあるが、各々の施設で
多くの試みが行われている。そのようなちょっとし
たコツが目の前の患者に恩恵をもたらすことも、多
くの医療従事者が経験しており関心を抱いているこ
とであると考えられる。

今回のシンポジストの先生方は、臨床で困ってい
ても諦められがちなことを何とかしたいという熱意
に満ちあふれていた。その熱意がコツを考案させ、
患者にとって有益な診療につながったものと思われ
る。特に、成功体験をご自分の満足だけで終わらせ
ずに、進んで peer�review を受け、英文論文にまで
昇華させておられる点で秀でておられた。コツを惜
しげなく世に知らしめることによって、自らの業績
のためにではなく、多くの患者に利益と幸福が伝播
していくことを真摯に考えておられる姿勢に敬意を
表したい。
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　　聖隷浜松病院 緩和医療科 山田　博英
演者
　　埼玉県立がんセンター薬剤部 芝﨑　由美子
　　聖隷浜松病院 看護部 番匠　千佳子
　　松江市立病院 緩和ケアセンター 安部　睦美

私たち医療者は、“患者さんのために”という気
持ちを優先し、自分自身を横においてしまうことが
あります。医療者だけではなく、時間経過と共に多
様に変化する生活者として、自分に目を向けること
を目的に本フォーラムを企画いたしました。

芝崎由美子先生は育児をしながら認定薬剤師を修
得されました。なりたい自分の姿を強く想い描くこ
とで目標を実現された経験をお話し頂きました。

専門看護師の番匠千佳子先生は、倒れたお父様を
巡る家族の混乱や再構築、看取りを通して、自身の
専門家でありながら感じた限界と出来ることを継続
されたことについて感謝と共に語って下さいました。

安部睦美先生は、30 余年に渡る医師としての専門
性を高めていったプロセスとご家庭との両立を、「女
の先生だから」という言葉の 2 面性を取り上げなが
らお話し頂きました。

子育ての結果はどう表れるかという質問に、親と
同職を選択した例や考え方などに働いてきた自分を
感じたことが述べられ、さらにあるといいと感じ
る（た）ことは、同じ背景を持つ仲間、男性からの
理解などが挙げられました。フロアから、男性医師
自身の子育て経験や女性医師への支援経験などの意
見、女性は家庭でどのような育児支援を男性に望ん
でいるかという質問がでたりしました。また、目標
を目指し頑張っているスタッフと仕事が残っていて
も時間で切り上げてしまうスタッフの差についても
話がおよびました。こうしたフロアからの意見に、
単に時間や仕事のカバーだけではなく、頑張る女性
の姿勢や将来の目標を、共に感じ、共に歩んでいる
同僚や上司の姿を見たように思います。

時に、仕事を縮小せざるを得なくなることもあり
ます。でも、それと向上心を捨てることは異なるこ
とを再確認でき、ゆっくりと新鮮な空気を深く吸い
込んだようなリフレッシュした気持ちになりまし
た。演者の先生、ご参加してくださった皆様、男性
医師の育児休暇を支援された座長の山田博英先生、
本当に、ありがとうございました。

フォーラム3
多職種フォーラム　緩和医療の携わ
る医療者のダイバーシティ～育児から
親の介護のはざまで～

座長・報告
　　帝京大学 医学部 緩和医療学講座 有賀　悦子
座長

前野先生からは、病院から在宅に速やかに移行し、
家族が安心して看取ることができるサポートのため
には、専門の在宅緩和ケアの受け皿の整備が不十分
との指摘があった。まずは医師や看護師の研修が必
須で、医師のリーダーシップのもと看護師が主体と
なって地域での拡がりを目指すのが妥当ではとの提
案であった。

倉持先生は、独立型訪問看護ステーションである
ため、地域でのつながりは勉強会などでの「顔の見
える連携」から「相手の人と成りが分かる連携」を
目指し、信頼関係の構築を大切にされている。それ
ぞれの職種の役割をしっかり理解した上で連携を強
化し、よりよいチームケアを達成したいとの思いで
取り組まれている。

横山先生は、ＭＳＷが感じている問題点として、
24 時間の在宅医療体制等の医療資源の不足、早急な
在宅調整が必要な際の困難さをあげられた。緩和ケ
アの専門家による支援が重要と考え、プライマリケ
ア医と腫瘍センターの治療早期からの関わりや、医
療と介護スタッフの情報共有のためメーリングリス
トを利用するなどの方法を実践されている。

佐藤先生は、在宅緩和期におけるリハビリ介入例
が少ないのは、マンパワーが確保できないこと、コ
スト面、さらには緩和期のリハビリについてあまり
知られていないことが原因として考えられるとのこ
とであった。退院前カンファレンスなどで必要性を
説き、その後も継続して在宅での担当者会議につな
げる努力が必要であると指摘された。

天方先生は薬局薬剤師として、従来の薬剤師業務
より更なる職能の確立とともに、医療用麻薬の円滑
な供給や注射剤の無菌調製、医療材料の供給までも
担い、在宅緩和ケアのチームでの役割を果たしてい
る。多職種が同時に経時的に情報を共有するための
ツールや、事例検討など研究会を通し実践している

「顔の見える連携」を紹介された。
ディスカッションの中に、今後の多職種連携を深

めるためのヒントがたくさん出されたので、今後の
各地での取り組みに結びつくなら幸いである。
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フォーラム4 薬剤師フォーラム　新薬に対する薬
学的対応

座長・報告
　　日本医科大学付属病院 薬剤部 片山　志郎
座長
　　埼玉県立がんセンター 余宮　きのみ
演者
　　北里大学東病院薬剤部 平山　武司
　　横浜市立大学附属病院 薬剤部 小宮　幸子
　　長崎大学病院 薬剤部・緩和ケアチーム
 龍　恵美

本フォーラムは、テーマを「新薬に対する薬学的
対応」とし、埼玉県立がんセンター�余宮きのみ先
生と私の座長により、フェンタニルの速放性製剤の
特徴や臨床使用上の注意点などを 2 人の演者から、
近々に発売予定のタペンタドールを 1 人の演者から
発表いただいた。

FO4-1：フェンタニル速放性製剤の適正使用に必
要な薬物動態からみた基本的知識　平山武司先生、
FO4-2：フェンタニル速放製剤適正使用のための方
策・注意点　小宮幸子先生、FO4-3：新薬の位置づ
けと処方　タペンタドールのプロフィール　龍恵美
先生。

平山先生からは、フェンタニル製剤の血中濃度推
移の特徴や変動要因についてシミュレーションモデ
ルを用いた解析、フェンタニルがタンパク結合依存
性薬物であることからの血清アルブミン値の低下が
もたらす遊離型フェンタニル濃度に与える影響な
ど、とても興味深いご報告をいただいた。小宮先生
からは、フェンタニル速放錠の用法がこれまでのレ
スキュードーズとの考え方と全く異なることから、
院内の処方上の約束事をしっかりと取り決めておく
ことが、思わぬ事故や誤りを防ぐ重要な手段である
ことを示していただいた。中でも電子カルテにおい
て 1 回量の極量超過エラーを設定したり用法マスタ
をあらかじめ必要分作成しているなどの工夫は、各
病院での取り組みの大きなヒントになったものと思
われる。龍先生からは、これまでのオピオイド製
剤の発売の経緯を年表に基づきご説明いただいた上
で、近々に発売予定の「タペンタドール」について
その特徴を示していただいた。タペンタドールはμ
受容体親和性に加えノルアドレナリン再取り込み阻
害作用を併せ持つユニークな薬剤であり、下行性痛
覚抑制経路にも作用することから神経障害性疼痛を

併せ持つ痛みに対して期待できる旨のご報告をいた
だいた。フロアからの活発な質問はいうまでもない。

委員会
企画１

緩和医療におけるガイドラインの考え
方と活用のポイント

座長・報告
　　聖路加国際病院　消化器センター
 太田　惠一朗
座長
　　帝京大学 医学部臨床研究医学講座 大野　智
演者
　　埼玉県立がんセンター 緩和ケア科
 余宮 きのみ
　　京 都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻

健康情報学分野 中山　健夫
　　国 立がん研究センターがん対策情報センター 

がん情報提供研究部 高山　智子

1.「がん疼痛の薬物療法のためのガイドライン�
2014 年版を読む」と題して、余宮きのみ先生（埼玉
県立がんセンター）に話していただいた。「読み方」
のポイントとして、質の高いエビデンスが少ない分
野であることを考慮して、臨床では推奨の強弱が重
要であることを述べた。各項目のフローチャートに
推奨内容が反映されていて、解説を読むことで臨床
に還元しやすいことを示した。「活用のポイント」
として、オピオイド投与中のせん妄の問題、レスキ
ュー薬のタイトレーションの仕方を例に実際のガイ
ドラインの内容をもとに解説した。最後に「2014 年
版の主な変更点」である新規追加薬剤、推奨追加・
更新した文献、記載内容の修正、使用方法の改訂、
海外ガイドラインの更新点、背景知識への新規追加
項目を説明した。

2.「診療ガイドライン：国内外の動向」と題して、
中山健夫先生（京都大学）に講演をしていただいた。
①「経験」と「エビデンス」② EBM と診療ガイド
ライン③患者の視点と “shared�decision-making” の
内容であった。診療ガイドラインは「特定の臨床状
況において、適切な判断をおこなうため、臨床家と
患者を支援する目的で系統的に作成された文書」（米
国医学研究所�IOM�1990）であり「患者ケアの最適
化を目的とする推奨を含む文書」であること、さら
に「エビデンスの系統的レビューと他の選択肢の益
と害の評価によって作成される」（IOM�2011）こと
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ジバルーンプロジェクトとし、市民への緩和ケアの
正しい理解と利用の促進を目指して進められてきま
した。私が委託事業委員会委員長となった 2012 年
から、濵先生を中心に普及啓発活動に取り組む新た
な体制を作り、この 2 年間精力的に新しい試みをし
てまいりました。特に、市民に緩和ケアのことを正
しく理解してもらうために、市民の身近にいる医療
従事者が緩和ケアのことを正しく説明できるよう、
普及啓発を行う対象として医療従事者を位置づけて
活動を行いました。2013 年の取り組みとして、全国
で多くの医療従事者が緩和ケアの普及啓発活動に参
加できるように 7 か所でイベントを開催いたしまし
た。本シンポジウムでは、東京会場を除く 6 か所か
ら、開催状況と今後への課題について発表いたしま
した（関西　池永昌之先生、九州　永山淳先生、北
海道　堀籠淳之先生、北陸　小林孝一郎先生、中・
四国　橘直子先生、東海　塩川満先生）。

それぞれの地域で、企画者のアイデアに基づいた
様々な形式のイベントが開催されました。本シンポ
ジウムで全体を俯瞰することにより、今後につなが
る多くの示唆が得られました。イベントの対象地域
を広域にしてしまうと、普段から緩和ケアに積極に
関わっている者以外の医療従事者は参加しづらくな
ってしまうということ、ただし、普段は直接顔を合
わせたことがない他地域との交流の場になり、関係
者にとっては有意義であったということ。逆に、対
象となる地域や施設を絞り込み、その地域や施設の
発言力が大きい方（必ずしも緩和ケアに深く関わっ
ている必要はない）を中心に位置づけてイベントを
行うと、普段は緩和ケアに関心を持っていない方も
多く参加されたということ。カフェ形式やグループ
ワーク形式で開催すると、参加者の発言できる機会
が増え、それぞれの議論が深まること。各地域で継
続的に実施していくことが重要であり、企画者の負
担にならないように既存のイベント等を活用するな
ど開催方法を工夫すること、などが議論されました。

シンポジウム後のアンケートにも、フロアの参加
者から普及啓発活動に関する具体的な提案や今後の
活動に参加していきたいといったコメントも多く、
オレンジバルーンプロジェクトに寄せられる期待が
大きいことが明らかになりました。2014 年はこれま
での活動をさらに発展させ、新体制で進めていくこ
とになっております。これからも多くの会員の皆様
とともに、普及啓発活動を広げていきたいと思って
います。

委員会
企画５

委託事業委員会企画　緩和ケア普及
啓発事業（オレンジバルーンプロジェ
クト）活動報告と今後の展開

座長・報告
　　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 加藤　雅志
座長
　　大 阪府立成人病センター 心療・緩和科 / 

緩和ケアチーム 濵　卓至
演者
　　淀 川キリスト教病院 ホスピス・こどもホスピス 

病院 ホスピス科 池永　昌之
　　国 家公務員共済組合連合会浜の町病院  

緩和医療内科 永山　淳
　　株式会社中央薬局 堀籠　淳之
　　富山赤十字病院呼吸器外科 小林　孝一郎
　　綜合病院山口赤十字病院 医療社会事業部
 橘　直子
　　総合病院 聖隷浜松病院 塩川　満

今回、委託事業委員会の企画として、緩和ケア普
及啓発 WPG 員長である濵卓至先生とともに本シン
ポジウムを開催いたしました。緩和ケアの普及啓発
活動は、2007 年に厚生労働省から委託を受けたこと
に始まり、緩和ケアの普及啓発活動の名称をオレン

を紹介した。あくまでもガイドラインは、患者と医
療者の意思決定を支援する文書であることを強調し
た。さらにガイドラインの今後の可能性として、エ
ビデンス診療ギャップの改善、コミュニケーション
の基点、医療者の生涯教育にも役立つことを示した。

3.「どこでどんな情報が得られるか～信頼できる
情報を見分けて活用するには～」と題して、高山智
子先生（国立がん研究センターがん対策情報センタ
ー）に講演していただいた。健康に関する情報源は、
ここ数年、インターネットや医師・保健師など専門
家からということが大きく増加している。診療ガイ
ドラインには高い信頼性が求められており、それは
エビデンスに基づく科学的判断と作成プロセスに普
遍性が確保され、偏った判断の影響が少ないことが
源泉であると解説した。また、がん対策推進基本計
画にある、患者向けの診療ガイドラインや解説の充
実により患者に分かりやすい情報を提供することの
重要性を説明した。
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ランチョン
セミナー12

緩和ケア充実化に向けて～呼吸器症
状を中心に～

座長・報告
　　がん・感染症センター都立駒込病院 緩和ケア科
 田中　桂子
演者 
　　神経内科クリニックなんば 難波　玲子
　　佐久総合病院佐久医療センター 緩和ケア内科
 山本　亮

今回の学術大会では緩和ケアの対象が広がってい
ることを踏まえ、非癌患者を取り上げたセッション
が目立ったが、このランチョンセミナーも神経筋疾
患、慢性呼吸器・心疾患患者の呼吸器症状の緩和を
テーマにした講演であった。

はじめに座長の田中より、ミニレクチャーとして、
呼吸困難（本人が苦しいと感じる主観的症状）と呼
吸不全（低酸素血症と定義される客観的病態）の用
語を整理し、評価が重要であることを再確認し、緩
和医療学会の「がん患者の呼吸器症状の緩和に関す
るガイドライン」についてごく簡単なまとめを行っ
たのち、お二人の演者にバトンタッチした。

前半は、神経内科クリニックなんば難波玲子先
生より、「神経筋疾患の終末期の呼吸苦とその緩和
―ALS を中心に」というテーマでご講演いただい
た。神経疾患の呼吸不全は病態としては II 型呼吸不
全（換気不全）であり、ALS 終末期では 50 ～ 60%
に呼吸困難が生じる。ALS 診療ガイドラインをもと
に、エキスパートからの提案として、①臨床的には
比較的呼吸抑制が生じにくいとされるモルヒネをご
く少量 (2.5mg) 程度から開始し、②不穏時には抗精
神薬・非定型抗精神病薬を使用することが勧められ
ること、③高炭酸ガス血症を気にして酸素投与を躊
躇すべきではないことが示された。

後半は、佐久総合病院佐久医療センター緩和ケア
内科部長山本亮先生より、「非がん患者（特に慢性
閉塞性肺疾患と心不全）の緩和ケア」というテーマ
でご講演いただいた。非がん患者は、がんと異なり
予後予測が困難であるが、がんと同様さまざまな症
状が出現し特に呼吸困難が問題となることが多く、
ケアのゴールを患者家族と相談することが重要であ

ランチョン
セミナー5

緩和ケアセンターの役割とがん疼痛
治療の最前線

座長・報告
　　公 益財団法人 がん研究会有明病院  

緩和ケアセンター 濱口　恵子
演者
　　公 益財団法人 がん研究会有明病院  

緩和ケアセンター 緩和・がん疼痛治療部
 服部　政治

服部政治先生は、今年 4 月に麻酔科ペインクリニ
ックから独立して‘がん疼痛治療科’を立ち上げ、
緩和治療科・腫瘍精神科の 3 科を束ねる緩和・がん
疼痛治療部の部長として、また緩和ケアチームの専
従医師として活動されている。

服部先生は最初に身内の体験を紹介し、緩和ケア
の講座がある病院でさえ患者・家族が緩和ケアを希
望してもアクセスしてもらえなかったこと、一方在
宅では訪問医等により穏やかな日々を過ごせたこと
を話された。そして、病院内の緩和ケア関連部門の
機能を統合し、診断時から患者に緩和ケアを提供し
続ける体制、つまり緩和ケアセンターの必要性を具
体的に述べられた。

がん研有明病院では緩和ケアに関する各々の診療
科・部門の実績はあったが、今年 4 月に緩和ケアセ
ンターに統合された。その立ち上げのプロセスを「プ
ロジェクト X」になぞり、動画で示され、現在の活
動と今後の課題について説明された。

次に、オピオイドの全身投与では緩和困難な難治
性疼痛に対する硬膜外や脊髄くも膜下ポートによる
鎮痛について数名の事例を通して説明された。服部
先生がペインクリニックを専門にされるきっかけ
は、WHO がん疼痛治療法により「90％の痛みが緩
和される」との謳い文句に対して「残りの 10％はど
うするのか？」という素朴な疑問から、ニューヨー
クの Memorial�Sloan-Kettering�Cancer�Center で学
ばれた経験であった。がん性腹膜炎や腹水による腹
部膨満感など堪えがたい苦痛があった終末期患者が
ペインクリニックの知識と技術により苦痛から解放
されたその姿と患者の言葉は感動的であった。

服部先生のお話はユーモアにあふれ、人間味あふ
れる内容で、あっと言う間の１時間であった。

ペインクリニックの専門的な判断と技術なくして
緩和できない苦痛がある。緩和ケアの標準化、均て
ん化が求められている中、緩和ケアとしてのペイン

クリニックの技術が日本全国に広まることを願わず
にいられなかった。
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ことを報告された。そして個々の症例を提示して、
１度連携体制を構築したら続いて活用できること、
PCA ポンプ操作への不安の声があるのでその研修
会を企画したいこと、コストの問題として保険適応
の見直しが望ましいことなどについて述べ、出雲モ
デルとして発信していく方針を話された。

会場からは、在宅ケアを行っている立場としての
提言や、現状のコストなどの問題点、具体的な対応
内容についての質問がなされ、PCA ポンプによる
オピオイド投与により身体症状を管理することで在
宅ケアを向上させる有用性を認識できたセミナーと
なった。

ランチョン
セミナー17

緩和ケアにおけるオピオイドと PCA
の基礎 / 在宅における PCA ポンプ
管理実施に至るまで

座長・報告
　　島根大学医学部 緩和ケア講座 中谷　俊彦
演者
　　島根大学医学部附属病院 緩和ケアセンター
 橋本　龍也
　　島根県立中央病院 総合診療科 今田　敏宏

将来の人口年齢構成は高齢化率が高まっていくこ
とが確実であり、病院だけでなく在宅医療の速やか
な充実が強く求められている。その具体的な対応法
の 1 つとして、PCA ポンプによるオピオイド投与
で在宅の身体症状管理を行うことが考えられる。高
齢化率が高い島根県からその現状と対応法を報告し
て､ 今後を考えていく目的でこのセミナーが企画さ
れた。

島根大学病院緩和ケアセンターの橋本先生から
は、「緩和ケアにおけるオピオイドと PCA の基礎」
として、痛みのマネジメントにおけるオピオイドの
総論、注射投与によるオピオイド使用、PCA の基
礎・およびその利点の解説、在宅ケアと PCA ポン
プについて、在宅ケアは QOL が高く家族の心の傷
も軽いこと､ 終末期では経口摂取が難しくなるため
PCA の活用が期待されること、PCA ポンプの種類・
その利点と欠点についての説明・解説が行われた。

島根県立中央病院総合診療科の今田先生からは、
「在宅における PCA ポンプ管理実施に至るまで」の
講演が行われた。過去のケースの反省を原点として
PCA ポンプ管理への取り組みを開始して、対応で
きる器機を購入し､ 院内マニュアル作成、患者家族
用手順書作成､ 在宅ケアを視野に入れて各関係職種
との話し合いにより、特に在宅酸素業者､ 拠点薬局
との連携を重視した 24 時間対応の体制を整備した

ることが示された。慢性心不全と COPD の２疾患
にフォーカスを当て、それぞれの疾患の終末期像と
その診断法が示され、両者の標準的な治療法が簡単
に解説されたあと、症例が提示され、少量のモルヒ
ネを上手に使う工夫について述べられた。

このセッションでは非癌患者の呼吸困難に対する
モルヒネの有効性が紹介されたが、モルヒネの効能・
効果は癌性疼痛・咳嗽である点にはご留意いただい
た上で上手に利用していただきたい。


