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ど高いことが明らかとなった。この自殺リスクは他
国のデータと比較すると非常に高いが、１年間の自
殺者が 13 人と少なかったことが影響していること
も考えられる。

がん診断時には、ショックや将来への悲観、治療
のつらさ、それに伴う仕事や家庭の役割、収入の変
化が予測される。実際に治療による身体的・心理的

時速 303 キロで駆け付けた
学会─第 8 回欧州緩和ケア
学会（8th World Research 
Congress of the European 
Association for Palliative 
Care）学術集会に参加して

学　会
印象記
学　会
印象記

千葉県立保健医療大学　　安部　能成

成田からイスタンブール経由で約 30 時間、よう
やく飛行機はスペインの首都マドリードに到着。空
港から路線バスでアトーチャ駅に移動し、スペイン
ご自慢の REF（日本の新幹線に似た高速列車）で学
会場のあるリェイダ（Lleida）に向かう。「ずいぶん
飛ばすな」と思ったら、列車内の速度計は時速 303
㎞を示していた。お陰様で約 2 時間でリェイダ新駅
に到着。

ここから学会場のコングレスセンターまでは徒歩
5-6 分なのだが、まだ大会前日の午後である。駅前
広場に待ち構えていた EAPC デスクの女性たちに
道順を教わり、宿舎として選択したリェイダ大学の
学生寮に向かった。何も難しいことはない。駅前の
大通りをまっすぐに進み、大きな橋を渡ってセグレ

（Segre）川沿いに 10 分も歩くと、左手に現れた一
番大きな建物が目指す学生寮であった。

6 月 5 日（木曜日）～ 6 月 7 日（土曜日）までの
3 日間の会期に、招請講演：33、プレナリーセッシ
ョン：3（5 演題）、口演：90、ポスター：444、この
他に新しい試みとして印刷のみの抄録：187 の各形
式により、総数 769 演題が発表された。参加した会
場では、発表者と参加者の距離が近く、かつ、活発
な話し合いが印象的であった。

学会長に問い合わせたところ、参加者は 1,100 人
であり、世界の 53 の国と地域から参集しており、

アフリカ、北・南米、豪州、アジアにまで及ぶ。国
別でみると、最大多数は英国（UK）からで 151 人、
地元のスペインは 71 人で第 3 位。ちなみに、日本
からは 28 人の参加者があった。

学術発表の充実は当然であるが、オープニング・
セレモニーでは地元の演劇が上演され、聴衆から拍
手喝采を浴びていた。歓迎パーティーでは地元リェ
イダのワインや料理がふるまわれ、楽しい雰囲気の
中で世界各地から集まった緩和ケアの仲間たちが新
たな友人を得ることができた。また、リェイダのあ
るカタルーニャ地方の祭りの出し物である人間タワ
ーに学会参加者が加わったり、リェイダのシンボル
である古いお城を会場にしたクラッシックのコンサ
ートもあり、日々の業務の疲れが癒されるプログラ
ムも用意されていた。

次回の EAPC は 2015 年 5 月 8 日～ 11 日にデン
マークのコペンハーゲンで、第 9 回の学術集会は
2016 年 6 月 9 日～ 11 日にアイルランドのダブリン
で開催されることがアナウンスされた。得るものが
大きいので、参加する価値は大いにあると思われる。

第 19 回日本緩和医療学会
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あそかビハーラ病院 緩和ケア内科　　岡本　宗一郎

6 月 19 日～ 21 日と神戸国際展示場及び神戸ポー
トピアホテルにて開催された、第 19 回緩和医療学
会学術大会に参加させていただきました。

私は、この春より京都城陽市にある、あそかビハ
ーラ病院に就職いたしました。緩和ケア医として歩
み始めたばかりの３年目の医師です。その為、本学
会に参加するのは初めてであり、日本における緩和
ケアの現状と今後の展望などが分かればな、という

苦痛の増強や、身体機能の低下もあり、抑うつも少
なくない。わが国のがん対策では「診断時からの緩
和ケア」が重点的な目標に掲げられており、診断時
の患者の気持ちのつらさの緩和も身体症状などと同
様に重要な課題とされている。本研究からも、診断
後の患者への心のケアは治療への支援とともに大切
なケアと位置づけられ、充実が望まれる。
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心持ちで会場に足を運びました。
仕事の兼ね合いで、20 日の午後から参加いたしま

した。その日は、せん妄に関しての講演を受けまし
た。終末期におけるせん妄対策は、現段階の医療に
おいても対処に困る問題の一つです。この講演では、
診断方法から薬物的・非薬物的治療の介入などにつ
いて、演じられました。ただし、せん妄予防や低活
動型せん妄に関しては、いまだエビデンスのある治
療や予防法に乏しく、臨床現場では手探り状態であ
ることが印象的でした。今後の研究が待たれる分野
の一つではないでしょうか。

21 日は、朝からどれも魅力的な講演ばかりであり、
どれに出席するか悩ましい限りでした。出席した講
演で特に印象を受けたのは橋本智貴先生の医療用麻
薬以外のオピオイドの使い方、トラマドールに関し
ての講演でした。癌性疼痛の多くは神経障害性疼痛
を含んでいます。トラマドールには SNRI 作用があ
り、鎮痛補助剤としての側面を持つことが知られて
いるため、当院では最初に使用するオピオイドとい
う位置づけで多くの患者に使用しております。恥ず
かしい限りですが、鎮痛補助剤として裏付ける論文
までは目を通せておりませんでした。今回講演を拝
聴し、より一層理解が深まったと感じております。

また午後には、明日から使える症状緩和のコツに
も参加させて頂きました。かゆみやしゃっくりなど、
患者にとって苦痛になるが中々対処に困る症状に対
してのパールがちりばめられていました。また演者
の先生方の臨床現場から、臨床研究や症例発表を行
う情熱を生で感じることができ大変刺激的でした。

新しく緩和医療に携わり始めた者として、今回の
学会は自分たちが行っている医療の位置を再確認す
ることができ、今後の課題に気付くことができた学
会でした。ここで学んだことを、いま関わっている
患者、そしてこれから関わることになる未来の患者
に役立てたいと思います。

第 19 回日本緩和医療学会
学術大会印象記
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あそかビハーラ病院緩和ケア内科
/ 昭和大学江東豊洲病院消化器センター外科

　　小城原　傑

第 19 回日本緩和医療学会学術大会（以下、学会）
が 2014 年 6 月 19 日、20 日、21 日の 3 日間に渡り、

神戸で開催された。メインテーマは「これでいいの
だ！」として、学会を赤塚不二夫氏のバカボンのパ
パ達がバックアップして盛り上げに華を添えてくれ
た。

筆者は医師 4 年目である。今回 6 度目の参加で
20・21 日と 2 日間に渡って神戸の地で様々な学びを
得た。筆者は昨年の 10 月より、東京・豊洲の大学
病院から国内留学という立場で、京都・城陽市にあ
るあそかビハーラ病院での専従ホスピス医としての
道を歩き始めた。学生時代より本学会に度々参加さ
せていただく中で、緩和ケア医としての思いや熱意
を燃え上がらせていただけの立場から、ようやく自
分が医師として臨床の場で、熱く滾らせていた緩和
ケアへの情熱を患者・家族のために向けることがで
きるようになった。その嬉しさを噛みしめながら、
学会場では自分と思いを共にする医師・看護師・医
療者の方がこれだけ多くいるのだと、改めて感じる
ことができた。今回参加したセッションで特に印象
に残るのは認知症緩和ケアのシンポジウムである。
緩和ケア領域でのコミュニケーションスキルだけで
なく、認知症ケアのコミュニケーションツールも
様々な角度から体系化されていることを知った。今
後、日本はますます高齢化が進むため、特に緩和ケ
アの領域では認知症患者に出会うことが多くなる。
その中で今回の学びを活かしていければと思う。

緩和ケアでは多くの苦悩や困難、壁に遭遇するこ
とが少なくないと思う。それは症状コントロールで
あり、患者・家族のスピリチュアルなことであった
りと多岐に渡る。今回の学会でも様々なケースの報
告・発表があった。ただ、それを知ることで、困難
に直面した時に自身のチームの和を越えて、学会に
参加している多くの方々と患者家族のためにこれだ
け悩んでいるんだ、という共有の思いがあることを
強く感じられた。

また明日からの緩和ケアを熱い思いで邁進してい
く原動力の一つになった。
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東北労災病院 薬剤部・緩和ケアチーム
　　熊谷　史由

第 19 回日本緩和医療学会学術大会が、2014 年 6
月 19 日から 21 日の 3 日間にわたり、神戸で開催さ
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れた。大会長である齊藤洋司・島根大学教授が掲げ
るメインテーマは「これでいいのだ！」であり、患
者やその家族が残された大切な時間を「これでいい
のだ！」と実感できるように支えたいという思いが
感じられる学術大会であった。

そのテーマをよく表していると思われたシンポジ
ウム「多職種サポーティブチームの現状と展望」を
紹介したい。筆者にとっては、チーム医療における
リーダーシップ、コーディネート力の重要性に関し
て考察するよい機会となった。特に、市立秋田総合
病院�菊地香織看護師の「多職種サポーティブケア
チームと病棟間の連携」に関する講演では、がん終
末期の積極的なケアを行えないときは患者を全人的
アセスメントし、その患者の最善策は何なのかを多
職種で関わり、目標を設定する必要性があることを
再認識した。チーム医療では、患者やその家族を中
心に、医師や看護師、薬剤師など多職種とのよりよ
い関係が求められているが、現状は他職種とは情報
共有する時間が少ないことが問題である。円滑なチ
ーム医療を行うには、各職種が個々の意見や立場を
言い募るのではなく、お互いを尊重し他者の考え方
を理解することが必要であり、最終的に患者にとっ
て「これでいいのだ！」という結論を出すことが目
標である。それを実践するには、各職種間の調整を
行えるコーディネーターの存在が非常に大切である
ことを、シンポジウムを通して痛感した。当院での
緩和ケアチームのコーディネーターは看護師である
が、筆者もチームの一員としてチーム活動をサポー
トしていきたいと思う。

筆者にとって本学会への参加は 3 回目となった
が、今年も緩和医療における新しい知識、技術、態
度を学ぶことや他施設の参加者との交流もできて有
意義な時間を持つことができた。さらなる研鑽を積
み、よりよい緩和医療を提供できるよう頑張ってい
きたい。
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甲府共立病院 外科・緩和ケアチーム　　長田　忠大

6 月 19 日より 21 日まで、神戸で開催されました
第19回日本緩和医療学会学術大会に参加しました。
当院から、医師、認定看護師、作業療法士、臨床心
理士ら総勢 7 名（内ポスター発表 3 名）の参加でし

た。初日は、第 17 回日本緩和医療学会教育セミナ
ーに出席しました。全ての講義が興味深く勉強にな
りました。中でも「心不全の緩和ケア」の講義をさ
れた大石醒悟先生の講演では、心不全の症状緩和の
ために多職種連携のチーム活動が始まり、成長して
いく過程までを聞くことが出来てすばらしかったで
す。大会プログラムの中では近藤克則先生が講演さ
れた「IL4 緩和ケアにおける課題と多面的・多次元的・
多重的評価の必要性」が特に印象に残りました。更
なる高齢化・多死社会に向かう日本で、「効果だけ
ではない効率や公正などを含む多面的な視点、医療
者だけでなく他職種や家族の立場を含む多元的な視
点、臨床に加えシステムレベルを含む多重レベルの
長期的な視点の件について考えることが不可欠であ
る」との先生のご講演に大変感銘を受けました。他
のプログラムでも演者の先生のお話はどれも参考に
なるものばかりでした。ポスター発表では、発表者
とは研究内容、抄録提出、ポスター制作まで相談し
協力しながら準備してきました。直前まで表現がま
とまらず苦労もしましたが、演者が伝えたいことは
何とか表現できたと思っています。発表終了後にチ
ーム全員で写真を撮りました。その写真を自分のパ
ソコンの壁紙にして、こうして写真の中のチームメ
ンバーの笑顔を眺めていると、この大会のテーマで
ある「これでいいのだ」と言葉が自然に浮かんでき
ます。新たな出会いもありましたし、普段お話しす
ることのできない先生方にもお声をかけて頂けまし
た。今回の大会を通じて、私だけでなくチームメン
バーそれぞれが学習し、成長する機会を得ることが
できたと思います。このような素晴らしい大会を準
備して頂いた齊藤洋司大会長はじめ関係者の皆様、
並びにこのような執筆の機会を与えて頂いた中島信
久先生に感謝の気持ちを込めまして学会印象記とさ
せて頂きます。

第 19 回日本緩和医療学会
学術大会

「これでいいのだ！」とスピリチュ
アルケア
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高知厚生病院　　山口　龍彦

抄録集の表紙には「これでいいのだ！」と断言す
るバカボンのパパ。セッションの開始にはバカボン
のテーマ曲がフランス語で流れるエスプリ。「これ
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でいいのだ！」という大変珍しい大会テーマのもと
第 19 回目の緩和医療学会学術大会が開催された。

「これでいい」と立ち止まってしまっては置いて
けぼりを食ってしまう今の世に、何がこれでいいの
だろうとつい考えてしまうが、このテーマは、シシ
リー・ソンダースのいう「You�matter�because�you�
are�you.（あなたはまさにあなたであるから大切な
のです）」に通じているものとして理解した。

ホスピスで大切にしていることは、人が人として
尊ばれること（＝尊厳）であるが、ある意味「これ
でいいのだ！」とその方をそのまま受け入れること
ではなかろうか。

それは、言葉で言うのは簡単だが、実際にはそれ
ほど簡単なことではない。生まれも育ちも違う。体
格も年齢も性別も違う。性格も違う。趣味や嗜好も
違う。社会的役割も違えば、立場も違う。半身不随
の人、失語の人、四肢麻痺で拘縮して横たわってい
る人、認知症の人、せん妄状態の人、時には暴言や
暴力を振るうなど、社会人としての常識的態度が取
れなくなった人もいて、バカボンのパパのごとくす
べての人を「これでいいのだ！」とそのまま受け入
れることは、自分の器を何倍にも大きくしなければ

難しい。
それでも、私たちは何とかその人を大切にしたい

と思う。その理由は何だろうか。人間の尊厳の源は
どこにあるのだろう。

シシリー・ソンダースは「You�matter�to�the�last�
moment�of�your� life（あなたはあなたの人生の最後
の瞬間まで大切です）」と続けているが、これはそ
の人が他の人や社会のために役立つかどうかに関わ
りなく、存在そのものが大切であるとの表明でもあ
ろう。

一人ひとりの存在がそれぞれに尊厳ある存在であ
る根拠は何なのか。医学にも科学にも答えはない。
ただ、「私たち一人ひとりが仏神によって創られた
尊い魂だから。」という答えしか私は知らない。こ
れは、信仰であって、その大切な魂のお世話をスピ
リチュアルケアというのである。

患者のほんとうの姿は、病に蝕まれ、思い通りに
動かなくなった身体ではない。ほんとうのあなたそ
して私は、魂という永遠の旅人なのだ。「これでい
いのだ！」とバカボンのパパが宣言しているのは一
人ひとりの人間の尊厳を大切にする心でもあるのだ
ろう。

対象雑誌：�N�Engl�J�Med,�Lancet,�Lancet�Oncol,�JAMA,�JAMA�Intern�Med,�BMJ,�Ann�Intern�Med,�J�Clin�Oncol,�Ann�
Oncol,�Eur�J�Cancer,�Br�J�Cancer,�Cancer

東北大学大学院緩和ケア看護学分野　　佐藤　一樹（レビュー担当：宮下　光令、佐藤　一樹、竹内　真帆、菅野　雄介）

いわゆる“トップジャーナル”に掲載された緩和ケアに関する最新論文を広く紹介します。

【N Engl J Med. 2014;370(10-22)】
なし

【Lancet. 2014; 383(99919-9932)】
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ジャーナルウォッチ　緩和ケアに関する論文レビュー
（2014 年 3月～ 2014 年 5月刊行分）


