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「地域緩和ケアハンドブック」刊行にあたって 

 
 このたび、三友堂病院地域緩和ケアサポートセンターを中心に実践している内容をもと

に、「地域緩和ケアハンドブック」を刊行することができました。地域緩和ケアサポート

センターが設立して、今年は 6 年目を迎えました。緩和ケア病棟が開設されたのは 2005
年ですから、緩和ケアに取り組みだして 10 年目になります。この間、私どもはより良い

緩和ケアを目指して緩和治療やケアについて学び、それを実践し、改善してきました。 
2004 年から三友堂病院では、緩和ケアについて正しい情報を提供する目的で病院内に

“痛み教室”を開設し、がんをはじめ帯状疱疹やロコモティブシンドロームなどの痛みの治

療や、強い痛みに最も効果のあるモルヒネについて解説しました。上手な医師のかかり方

を学んでおくことや治らない病気になった場合でも自分の病気についてどんな経過をた

どるのか医師から説明を受けて、納得できる医療を選択することが大切であることを伝え

ました。 
1 年間の準備期間を経て、緩和ケア病棟が 2005 年に開設されました。しかし、緩和ケ

アを本当に必要とする人は“痛み教室”に参加する余裕がないためでしょうか、正しい情報

を持っている人はごくわずかでした。10 年前は患者さんも家族も多くの医師でさえも、“緩
和ケア＝終末期ケア”と勘違いしていました。そのため、緩和ケア科を受診することも入

院することも拒み、苦しい症状を緩和して穏やかな安定した生活を送ることができる機会

を逃し、つらい終末期を迎えた患者さんがたくさんいらっしゃいました。 
2009 年に、私ども三友堂病院で緩和ケアに携わるものが、置賜地区のすべてのがん患

者さんの緩和ケアを支援しようと、地域緩和ケアサポートセンターを開設しました。置賜

地区の病院・医療施設、訪問看護、介護施設と連携し、入院中も在宅でも切れ目なくかか

わり、患者さんが安心して生活できるための支援です。この効果は年々向上していること

が数値で示されるようになりました。 
10 年間の努力の積み重ねを 1 冊の本にまとめることにしました。この本の内容は現時

点で最も良いマニュアルですが、これからも改善をくり返すことでしょう。患者さんが希

望する医療や生活が実現できるように最高の支援ができる医療者の育成に役立つハンド

ブックと信じています。 
 

2014 年 12 月 

            三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター 

                 緩和ケア科科長   加藤 佳子 
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本ハンドブックの使い方 

 
第 1 部では、置賜地域で緩和ケアを実践していく上で、この地域の現状を踏まえて作成

したマニュアルを呈示しています。第 2 部には、置賜地域連携についてまとめました。 
緩和ケアの基本に触れたい方は、第 1 部 第 1 章 緩和ケア総論をお読みください。緩和

ケアや在宅医療に関する誤解・偏見を払拭できるでしょう。 
第 2 章から第 8 章では、三友堂病院地域緩和ケアサポートセンターで作成され、使用さ

れてきた三友堂病院緩和ケアマニュアルの内容（このマニュアルに基づいた三友堂病院地

域緩和ケアサポートセンターの活動内容が、今年、発行された日本緩和医療学会雑誌

（Palliative Care Research 2014; 9(3): 901-6）に掲載されましたので、こちらも、ご高

覧賜われば幸甚です）を地域の現場で役立てていただけるように書き直し、地域緩和ケア

マニュアルとしてお示ししました。この地域に即した内容とするために三友堂病院の 10
年間の経験が詰め込まれているため、日本緩和医療学会が刊行している種々のガイドライ

ンや PEACE の教本と合致しない部分が一部にありますが、現在、この地域に最も相応し

い内容となっていると考えています。また、2014 年 10 月時点での緩和ケアや在宅医療に

関する最新の文献や情報を検討した上で、内容を吟味し、作成しました。 
昨今、尊厳死の法制化が国民的関心事となっていますが、第 9 章には、いろいろな学会

等で検討されている終末期医療に関連するガイドラインについて取り上げました。これも、

多くの医療機関、施設のマニュアル、ガイドラインを参考にさせていただき、置賜地域版

を作成しました。この領域は、さまざまな倫理的問題、個人の人生観、死生観が絡む問題

を多く含み、最終的には個人の意思を尊重し、法律を充足する形で皆さん一人ひとりが、

最終決定をしていただければよろしいかと考えています。 
『緩和究題』という数編のコラムを載せました。閑話休題を捩ったものですが、ここで、

取り上げたテーマについては、皆さんが日常業務を行っている中で、今、最も悩んでいる

ことかもしれません。緩和医療学会等で議論されている内容を紹介し、私どもの経験を加

味して解説してみました。是非、参考にしてください。 
巻末に、地域緩和ケアネットワーク“愛のネットワーク”の連携機関（在宅支援診療所、

訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所および施設）リストを掲載しました。三友堂

病院地域緩和ケアサポートセンターとともにこれらの機関を是非利用していただき、地域

緩和ケアを発展させていただきたいと考えております。 
なお、本ハンドブックでは、薬品名は、現場で使いやすいように、商品名で記載しまし

た（一部一般名も記載）。また、患者さんや院内外のスタッフの写真の掲載につきまして

は、ご本人より掲載の了承を得ておりますことを申し添えます。 
 
2014 年 12 月          在宅緩和ケアハンドブック編集責任者 

三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター 
                                     センター長   川村 博司 
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      緩和ケア総論       
 
昨今、「患者中心の医療」が叫ばれています。これまでの医療が患者中心の医療ではな

いとすると、いったい何が足りなかったのでしょうか。医療の目標は、患者さんにとって

も、ご家族にとっても、そして私たち医療者にとっても同じであり、患者さんの命を守る

こと、病気が治ること、治らない病気であったとしても、できるだけ苦痛が取り除かれる

ことです。その目標に向かって、心にとめておかなければならないことは、診断や治療を

進めていく上で、主役は、医師ではなく、患者さんであり、患者さんがすべての決定権を

持っているということです。この認識を一人の患者さんに関わる全員が持つと言うことが

必要であると考えます。関わる人々は患者さんがその権限を発揮できるように支えること

が大事になってきます。 
では、そのために何が必要でしょうか。それは、病気のこと、現在の病状、そしてこれ

からどうなるのかということ、これらのことについて、主役である患者さんはもちろん、

患者さんを支える人々全員が、正確に理解し、同じ認識を持つことです。患者中心の医療

の基本は第一に、患者さん自身が、自分の病気についてしっかり理解することです。認知

障害などで、無念にも自律性が失われた場合であっても、代弁者であるご家族が正確に理

解することです。一方で、説明する医師や看護師、薬剤師などの医療者側も、正確な説明

を行う役割を果たさなければなりません。がんのような重大な病気に遭遇してしまった場

合など、病気や病状、診断や治療、たとえば、手術を受けるのか受けないのか、抗がん剤

治療を受けるのか受けないのか、そして未来のことについて、たとえ、マイナスの考えを

持つことになったとしても、それを辛抱し、厳しい現実と冷静に対峙して、そして、いろ

いろな人の支えを得ながら、その病気に向き合うことが、さまざまなストレスを克服して

精一杯生きることにつながります。そして、患者さんの納得できる、満足の得られる医療

に到達できるのではないでしょうか。これが“人明かりに包まれた医療”＝患者中心の医

療なのです。 
患者さんを支えるということはどういうことなのでしょうか。孟子の言葉を綴った公孫

丑章句上（こうそんちゅうしょうくじょう）の中に「惻隠の心」という言葉があります。

孟子は「人には皆、他人の不幸を平気でみているには耐えられない心がある。今、不意に

幼児が井戸に落ちようとしているのを見れば、だれでも皆、はっと驚き、恐れ、痛み、憐

れむ心を起こし、それを助けようとするはずである。」と述べます。この痛み憐れむ心が

「惻隠の心」です。そして、孟子は続けます。「『惻隠の心』はやがて『仁』となる萌芽で

ある。」と。「仁」とは医家たちが説いた「医は仁術なり」の仁であります。「他人に対す

る親愛の情、優しさ」を意味します。ですから、私は「惻隠の心」こそ、“人明かりに包

まれた医療”において、最も忘れてはならない重要なキーワードであると思っています。 
私たち医療者が「惻隠の心」を持って、緩和ケアを十分に提供し、そしてまた、家族が

精一杯患者さんを支えることができれば、たとえ、治ることがなかったとしても、患者さ

第 1 章 
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んが最期を迎えたときに、「こんなにも皆に大切にされて自分は旅立っていくことができ

る」という思いを持つことができ、安らかに、穏やかに人生の幕を引くことができるので

はないかと思います。 
 
 
 

                   
緩和ケアのこころ 

 
 
元会津高等学校校長、根本正紀先生は、かつて三友堂病院付属看護学校の特別講義に於

いて、「『惻隠』の心に支えられて、人間はその存在を確定する。しかしながら、この『惻

隠』の心を、基本的にはだれでもが持っているにしても、それだけでは『素朴なヒューマ

ニズム』でしかない。つまり、現実的な諸課題の解決に寄与することはほとんどないに等

しいものでしかないのである。大切なのは、この『素朴なヒューマニズム』を根底にすえ

て、それをさらに高めていく努力をすることである。このことは、『素朴なヒューマニズ

ム』を『自己犠牲的ヒューマニズム』にまで高めていくことによって、『強靭なヒューマ

ニズム』を結晶させ、『自分と他人の同時で、同等の幸せ』をもたらすことを目ざす、と

いうことを意味するものである。」と説いています。『惻隠の心』を『緩和ケアの根底を支

えるこころ』としていつも持ち続け、プロフェッショナルとして緩和ケアの知識と技術を

磨き、患者さんを支え続けていかなければならないと考えます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緩和究題 
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Ⅰ．緩和ケアとは   
 
「緩和ケアとは、治癒を目指した治療が有効でなくなった患者に対する積極的な全人的

ケアである。痛みやその他の症状コントロール、精神的、社会的、そして霊的問題の解決

が最も重要な課題となる。緩和ケアの目標は、患者とその家族にとってできる限り最高の

QOL を実現することである。末期だけでなく、もっと早い病期の患者に対しても治療と

同時に適用すべき点がある。」これは 1990 年の WHO の定義です。しかし、2002 年 WHO
は、緩和ケアの定義を「緩和ケアは生命を脅かす疾患に起因した諸問題に直面している患

者とその家族の QOL を改善するアプローチで、痛み、その他の身体的、心理的問題、ス

ピリチュアルな諸問題の早期かつ確実な診断、早期治療によって苦しみを防止し、苦しみ

から解放することを目標とする。」と修正しました。すなわち、「治癒を目指した治療が有

効でなくなった」という文言は削られ、緩和ケアが早期診断、早期からの病状把握のもと

で行われる治療であり、早期からの緩和ケアが重要であるということが強調されたのです。 

それから 5 年後の 2007 年、「早期」から「がんと診断されたとき」と再び、修正されま

した。すなわち、がんと診断されたそのときから、緩和ケアは抗癌治療と同時に進められ、

看取りまで続けられます。そしてまた、緩和ケアは、残されたご遺族の悲嘆に関わって、

それが慰められるように努めることまでを含むのです。 

 
緩和ケアの理念 

 
シシリー・ソンダースは「あなたはあなたのままで大切です。あなたの人生の最後の瞬

間まで大切な人です。ですから、私たちはあなたが安らかに死を迎えられるだけではなく、

最期まで生きられるように最善を尽くします」（ You matter because you are you. You 
matter to the last moment of your life, and we will do all we can not only to help you 
die peacefully, but also to live until you die.）と述べています。患者さん一人ひとりの尊

厳を尊重し、最後のときまで生に焦点を当てることがホスピスの理念です。 
また、ソンダースは末期の患者さんとの関わりを通して、患者さんが経験している複雑

1 
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な苦痛について全人的苦痛 total pain（トータルペイン）という概念を提唱しています。

英語では、pain には単に「痛み」だけではなく、「苦痛・苦悩」（distress・suffering）と

いう意味が含まれています。つまり、患者さんに見られる苦痛・苦悩については、身体的

苦痛のみを一面的にとらえるのではなく、精神的苦痛や社会的苦痛、スピリチュアルな苦

痛も含めて総体としてとらえなければなりません。これらの 4 つの苦痛は、互いに影響し

あって患者さんの苦痛を形成しており、そのケアの重要性をソンダースは説いています。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
世界保健機関（WHO）は緩和ケアの要件として以下の事項をあげています。 

a. 痛みやその他の苦痛な症状を緩和する 
b. 生を肯定し、死の過程も正常なものと尊重する 
c. 死を早めることも、遅らせることもしない 
d. 患者ケアにおいて心理社会的側面とスピリチュアルな側面を一体化させる 
e. 患者が可能な限り前向きに生活できるように支援体制を提供する 
f. 患者の療養中から死別後まで家族が対処できるように支援体制を提供する 
g. 患者・家族の必要に応じてチームで対応する 
h. QOL の向上を心がけ、疾病経過に好ましい影響を与えることを目ざす 
i. 治療期間を含め早期から実践する 
 

死が差し迫っている患者のケア 
 
リバプール・ケア・パスウェイ（LCP）をご存じの方は多いでしょう。 
イギリス発祥の「死が差し迫っている患者に対する標準的手引き書」のことですが、こ

のパスの考え方が広く世界に浸透しました。しかし、近年、LCP を正しく理解せず、誤

解されたまま、終末期医療に利用され、大きな問題となったことは記憶にまだ新しいとこ

ろです。このことは誠に残念なことですが、LCP の根底にある精神は以下の 3 点であり、

これら LCP の原則を念頭に置きながら、患者さんと向き合うことはやはり重要なのでは

ないかと考えます。 

2 
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a. 死が差し迫っていることを認識していく道筋を示す 
b. 不快さを軽減する方法に焦点を当てる 
c. ケアの基本 

1) 処方内容を簡潔化：予防目的で長期に使う薬（降圧薬、血糖降下薬など）の中止  
2) 予防的処方：痛み、息切れ、嘔吐、せん妄などが発生したときに備えて、これらの

治療薬をあらかじめ処方しておく 
3) 静脈内水分補給の適応を検討する 
4) 変化していく病態についていつも家族と話し合う 

 
 

 

Ⅱ．日本の緩和ケアの現状 
 
日本で、緩和ケア病棟で看取られる患者さんの数は高々5％にすぎません。今も多くの

がんの患者さんが、一般病棟で意味のない延命治療や不十分な緩和ケアを受けている現実

は変わっておりません。 
緩和ケアを推進していかなければなりません。緩和ケア病棟や、緩和ケアチームにしっ

かり存在意義を持たせ、これらを大いに利用し、患者さんにとって納得の行く医療を提供

していかなければなりません。 
 

Ⅲ．三友堂病院の緩和ケア  
 
三友堂病院の目指す緩和ケアには五つの柱があります。それは、迅速で徹底した「症状

緩和」、「チーム医療」による専門性に優れた医療の提供、「患者の意思の尊重」、「療養環

境の整備」、「在宅緩和ケアの推進」です。 

- 8 - 
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症状緩和 
 

症状緩和は、「全人的ケア」と「QOL の向上」という二つの要素からなっています。人

間の苦痛には、身体的、精神的、社会的、霊的（スピリチュアル）の四つがあり、これら

すべてを緩和する「全人的ケア」が症状緩和の一つ目の要素です。そして、人間らしさを

できるだけ保つこと、患者さんの日常の姿にできるだけ戻してあげること、すなわち

「QOL の向上」が、もう一つの要素になります。 

 

 チーム医療（専門家集団による治療とケア） 
 

症状緩和に欠かせないのが、チーム医療による専門性に優れたスタッフが行うさまざま

な医療とケアです。チームは症状緩和だけではなく、後に述べるような在宅療養への移行

準備においても、それぞれが重要な役割を果たします。緩和ケアはとても一人の医師や看

護師だけで行える医療ではないのであります。例えば、『三友堂の緩和ケア』に特徴的な

のは音楽療法士による音楽療法と臨床心理士による心理学的アプローチで、これらは症状

緩和においてとても有効な手段となっています。とりわけ音楽療法では、痛みが取れたり、

ぐっすり眠れるようになったり、鬱が改善したりなど、音楽の不思議な力に驚かされるこ

とがたびたびあります。 

 

患者の意思の尊重  

 

冒頭にも述べましたが、診断や治療を進めていく上で、主役は、医師ではなく、患者さ

んであり、患者さんがすべての決定権を持っています。患者中心の医療の基本は、患者さ

んが、がんのような重大な病気に遭遇してしまった場合であっても、病気や病状、診断や

治療、予後について告知された内容を冷静に受けとめて、自律性を持って病気と向き合う

ことができることです。一方で、説明する医師や看護師、薬剤師などの医療者側も、正確

な説明を行い、責任を持って最後まで関わっていくことを約束しなければなりません。そ

して一人の患者さんに関わる全員で患者さんの自律性、自己決定権を支えることが重要で

す。いろいろな人の支えを得ながら、その病気に向き合うことが、自らの意思どおりに生

きることにつながります。そして、患者さんの納得と満足の得られる医療に到達できるの

です。これが本当のインフォームド・コンセントであると思います。 

当院外科外来でのアンケート調査で、患者さんの 90％が「できるだけ自宅で過ごした

い」と願っていることが明らかとなっています。しかし、一方で、患者さんたちは、「最

期まで治療を受け続けてがんばりたい」とも答えています。 「がんだから…」「終末期だ

から…」何もできない、何もする必要はない、というのは医療者側の勝手な思い込みであ

り、そうではなく、最期のときまで責任を持って、患者さんの希望を叶えるよう努めるの

が、医療者の努めであると思います。ここで重要なのは、患者さんに正確な情報を伝える

1 

２ 

３ 
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ことです。告知というと、患者さんも医療者側も避けて通りたいと考えてしまうものです

が、しかし、正確な認識がなければ何も決められません。正確な情報を伝える際には辛い

ことも多いのですが、たとえば、「体力も時間も限られているのに、死ぬ間際まで無駄な

抗がん剤治療を続けるのか、それとも自分らしく生きることを考えるべきなのか」、どち

らを選択すべきなのかを患者さんに決断をしてもらうために、はっきりと説明する責任が

医療者にはあるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 延命・蘇生措置 

日本老年医学会の高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドラインには、「胃瘻な

どで人工的水分・栄養補給（AHN：artificial hydration and nutrition）により何年も延

命することが必ずしも本人のためになっていない」ことが示されています。高齢者などの

終末期における「最善の医療およびケア」とは「必ずしも最新もしくは高度の医療やケア

の技術すべてを注ぎこむことを意味するものではない」のです。「本人の尊厳を損ねたり、

苦痛が増えたりする可能性があるときは、差し控えや撤退を考慮する」、まさにその通り

であると考えます。いろいろな管につながれて（これをスパゲティー症候群と呼んでいま

す）、最期を迎えることは、人間の尊厳を著しく損うと私たちは考えています。 

「患者の意思の尊重」を形にしたものの一つが DNAR（Do not attempt to resuscitate）、

すなわち、「蘇生措置の拒否の宣言」です。 

また、安楽死事件に関連して司法が下した判断も参考になります。「末期状態において

は、治療行為の中止を求める患者の意思表示が存在し、それが治療行為の中止を行う時点

で存在すれば、生命維持装置を含め、治療行為の一切の断念を認める」というものです。

これは決して安楽死を容認するものではなく、人間の尊厳を尊重して、延命措置の中止に

ついて一つの基準を示したものであります。 

 

b. リビング・ウィルと代弁者の選定 

「患者の意思の尊重」を形にしたものの二つめは、「リビング・ウィル」と呼ばれる生

前にしたためる『尊厳死の宣言書』です。三番目は、自分から自律性が失われて、判断能

力が損なわれてしまった場合に、自分の代わりに意思を決定してくれる「代弁者」を元気

なうちに選んでおくことです。 

リビング・ウィルの具体例については p140 を参照してください。 
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c. 看取り 

看取りも「患者の意思の尊重」を基本に次のように行います。① 尊厳死を実現する。

できるだけ管を入れない。点滴や薬物投与は最低限に苦痛をとるレベルで行う。② 本人

の傍にいるのは医療者ではなく、患者の家族であるという認識を持ち、医療者の関与を最

小限にとどめる。③ 家族の身体的、精神的疲労に気を配る。これらのことを「臨死期」

から「看取り」、さらに「死後のグリーフケア＝遺族の悲嘆に対する支援」まで行うのが

私たちの役割でもあります。 

 

  療養環境の整備 

 

 自分の過ごしたい場所、すなわち自分にとって一番居心地がよい所、それは決して病院

ではないと思います。がんという重大な病気を抱えていても、患者さんは自分の住みたい

場所に行って、そこで療養を続けるべきです。とは言っても、現実にはなかなか困難なこ

とが多いのです。当院の調査で最も療養場所として希望の多かった自宅での生活を目標に

がんばっている患者さんの願いを叶えるために、第一には、自宅でも病院と同じ安心感を

持てるように準備を行います。ご家族の待つ癒しの空間である自宅の環境を整えることを

目指します。しかし、どうしても入院を強いられる期間は生じますし、一所懸命努力して

もさまざまな障害のために入院生活を余儀なくされる患者さんもいますから、そのような

患者さんのために緩和ケア病棟が必要なのです。ですから、できるだけ、癒される、ぬく

もりの空間を緩和ケア病棟には再現するように努力しています。 

 

在宅緩和ケアの推進 
 

「在宅緩和ケアの推進」について詳しくお話します。 

三友堂病院は 2009 年に地域緩和ケアサポートセンターを開設しました。センターの開

設の第一の目的は、緩和ケアを地域に浸透させ、患者さんの意思を尊重した在宅療養を実

現することでした。 

今、なぜ日本の医療が病院中心の医療から在宅療養に転換されようとしているのでしょ

うか。皆さんもご存じのように 65 歳以上の高齢者がわが国の人口の 30%を超え、3500

万人となる、いわゆる“2025 年問題”があります。現在、欧米では 7~8 割が最期を自宅

または施設で迎えていますが、わが国では逆に 8 割が病院で亡くなり、がんの患者さんに

限っては 9 割が病院で亡くなっており、「病院で死ぬこと」が常識となっています。これ

は医療として果たして正しいことなのでしょうか。そもそも病院とは、治らない病気を治

すためにある所ですから、治らないとわかった段階でもなお、病院で入院を続けることに

どういう意味があるのでしょう。これからの日本においては、患者さんの尊厳を守ること

を第一に考えて医療が行われるべきです。生かすために胃瘻を作られ、点滴をされ、いろ

いろな管を入れられることは、人間の尊厳を尊重し、その人らしい生活を送り、その人の

寿命を全うして旅立たれることとはほど遠いのではないかと思うのです。そこには最新あ

4 

5 
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るいは先進医療は必要ないのではないでしょうか。その人の意思を尊重して、自分の生活

の場に帰っていただいて、病院では得られない満ち足りた生活を行い、そして、そこで天

寿を全うしていただくべきではないでしょうか。 

現在、在宅（居宅）療養を支援する環境は意外に 

整ってきています。在宅では「在宅医療」という医 

療の提供も十分に可能となってきています。これま 

で私たちはがんと共に生きる多くの患者さんを在宅 

（居宅）訪問して支えてきました。病院であれほど 

苦しんでいた患者さんが、在宅ではとても穏やかな 

笑顔を見せて私たちを迎えてくれます。病院で苦し 

そうに死んでいく患者さんがどんなに多いことか。 

在宅では、実に静かに、安らかに亡くなっていきま 

す。このことを日本の医療者、特に病院の医療者が 

一度でも経験すれば、在宅療養と在宅で看取られる 

ことの尊さを理解できるでしょう。私たちが在宅医療を進めるのは、国の方針となったこ

とが理由ではありません。患者さんにとって自分の最も居心地の良いところで療養し、最

期を迎える、このことが本当にすばらしいことだからです。 

 

a. 山形県と置賜地域の現状 

山形県では 2010 年 3906 人が癌で死亡しました。三友堂病院地域緩和ケアサポートセ

ンターが関わる置賜地域は人口 23 万人、中心都市米沢市は約 9 万人、三友堂病院の医療

圏である置賜地域の南部地区は、米沢、南陽市赤湯地区、高畠、川西で約 12 万人、置賜

総合病院の医療圏である北部地区約 12 万人です。置賜地域全体で亡くなるがんの患者さ

んは年間 750 人ほどで、そのうち米沢市は 300 人前後であり、これらのうち、約 150 人

が当院、あるいは当院で訪問診療を行っている在宅療養場所で亡くなっています。 

がんの患者さんが亡くなる場所ですが、日本の現状と同様に山形県では各地域とも約

90％が病院、10％が居宅（自宅か施設）となっています。がん対策基本法が公布されて

以来、居宅での療養と居宅で最期を迎えるために、療養環境や法制度の整備が進められて

おりますが、現実的にはまだまだです。 

在宅移行や看取りの障害は何でしょうか。これにはさまざまな原因が考えられますが、

重要な課題として、症状マネジメントの不良、住民への死の準備教育・看取り教育の不足、

それと地域医療の体制が整っていないことが挙げられます。すぐに解決することが困難な

ものばかりですが、地域緩和ケアサポートセンターは、現在、地域医療の担い手同士の連

携の推進、また、診療所やがん診療病院に対して在宅支援を積極的に行うように働きかけ

ることに力を注いでいます。 

 

b. 緩和ケア病棟の意義 

先に述べましたように、超高齢化社会の到来と共にがんの患者さんは増加し、病院で最

終末期にはできるだけ回避したい 

スパゲティー症候群 
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期を迎えることが困難となる時代が訪れようとしているという切迫した事実があります。

入院から在宅療養移行、在宅療養と在宅での看取りを支援することが急がれます。 

入院・外来、在宅・施設を問わず、がんの患者さんが希望する場所で質の高い療養生活

を送るためには、療養場所での症状マネジメントが重要になります。また、急に症状に変

化が生じた時に対応できるようにバックアップする緩和ケア病棟が必要です。緩和ケア病

棟の存在意義はここにあるといっても過言ではありません。置賜地域で私たちが進めてい

る「患者中心の地域緩和ケアネットワーク」を『愛のネットワーク』と称しています。『愛

のネットワーク』を支える中核に緩和ケア病棟があります。緩和ケア病棟のもつ役割も、

「病院での看取り」だけではなく、早期から患者さんの苦痛を迅速に緩和して「在宅療養

への移行」を達成し、継続的に在宅療養を支援すること、地域の医療チームと連携し、在

宅療養支援を充実し、「在宅での看取り」まで実現することに転換してきています。さて、

そのような緩和ケア病棟の役割を果たすには、地域のがんの患者さんすべてに平等に、緩

和ケア病棟での医療とケアを受ける機会が得られるようにすることが重要です。これを実

現していくためには、いつでも入院できるように緩和ケア病棟入院待機患者をゼロにする

必要があります。緩和ケア病棟ではそのために、短期間での症状緩和の達成・在院期間の

短縮に努力しています。また、特に在宅療養を維持し、継続するために、在宅緩和ケアの

推進・施設緩和ケアの充実が必要です。地域完結型緩和ケア提供体制の確立（地域緩和ケ

アネットワークの構築）が急務です。 

 

 

 

 

 

 

 

c. 山形県在宅医療推進モデル事業と山形県地域在宅医療推進事業 

当院は緩和ケア病棟を中心とした地域緩和ケアサポートセンターを開設し、地域緩和ケ

ア支援、特に在宅緩和ケア支援を展開してきました。しかしながら、未だ地域の組織的な

取り組みは十分でなく、緩和ケアの実践は当センターと一部の事業所の努力と熱意による

ところが大きいのが現状といえます。そのような中、ようやく、国からの助成で山形県在

宅医療推進モデル事業、ついで、山形県地域在宅医療推進事業がスタートしました。そし

て、当センターの事業活動がこれらに認定されました。 

 

d. 三友堂病院地域緩和ケアサポートセンターの活動とその成果 

当センターは開設以来、緩和ケアおよび在宅医療と在宅での看取りに対する誤解・偏見

を払拭し、地域において限られた緩和ケア病棟の病床を有効に利用し、地域における緩和

ケアの提供体制や地域連携を充実させるために、がんの患者さんが望む居宅での療養を実

現できるように支援するシステムを構築し、地域に質の高い緩和ケアを普及、推進するた

緩和ケア病棟 季節の風物詩
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めの活動を行ってきました。地域住民のがん医療や緩和ケアに関する正しい知識の習得、

がん診療医療機関そして介護施設などによる地域の医療やケアの向上、すなわち、早期か

らの緩和ケアの導入、速やかな在宅移行、患者さんの意思を尊重した医療・ケア・療養支

援が、患者さんの自律性の回復・維持、QOL の向上を導き、患者さんの意思を尊重した

療養の選択を可能にします。その結果、がんの患者さんの在院日数の短縮、在宅療養期間

の延長、在宅死（看取り）の増加に結びつき、地域医療の効率化が実現し、同時に、がん

の患者さんにとって満足度の高いがん治療、療養環境がもたらされることになると考えま

す。 

当センターが開設以来取り組んでいる事業を以下に述べます。① 患者さんとご家族を

対象として痛みの治療や緩和ケアについて教育・啓発する「痛み教室」、緩和ケアを地域

住民に広げていくための啓発活動および情報提供を目的とした出張講座、市民公開講座な

どの開催 ②地域住民と地域の居宅療養の担い手（在宅療養支援診療所を中心とした地域

の診療所医師、訪問看護ステーション訪問看護師、介護施設スタッフ、地域包括支援セン

ターケアマネジャーなど）の緩和ケアへの理解の向上および地域連携の重要性についての

啓発を目的とした多職種を対象とした緩和ケアに関する講演会、研修会、事例検討会、セ

ンター活動報告会、センター見学会、在宅医療情報交換会の開催、緩和ケア情報誌「地域

緩和ケアサポートセンターだより」の発行、地域の医療・介護・福祉関係者、患者さんや

地域住民に対して緩和ケアやセンターの情報提供、③ 医師会、地域の在宅療養支援診療

所、がん診療連携拠点病院等との連携強化によるシームレスな医療やケアの提供、④ 全

国活動として、NPO 法人「モルヒネ友の会」と共に痛みの治療に関する情報交換会、医

療講演会の開催、モルヒネ治療の患者体験をまとめた冊子の発行、⑤ 学会・研究会での

発表と論文発表。 

これらの取り組みを行ってきた結果、センター開設後の 4 年間でセンターの初診患者数、

とくに、紹介患者数が増加しました。また、緩和ケアを受けずに長期間経過した患者さん

の紹介が増加しました。センターの活動により、支援期間は著明に延長し、緩和ケア科と

腫瘍診療科との併科期間は全科（呼吸器内科、消化器内科、外科、泌尿器科）で延長し、

多くのがんの患者さんがある程度長い期間、併科診療を受けるようになりました。緩和ケ

ア医と腫瘍診療医のコミュニケーションが良好に行われ、早期から緩和ケア科が関って緩

和ケアチームが介入して迅速な症状緩和がなされることが三友堂病院の緩和ケアの特徴

となりました。 

センターでは、がん治療・痛み治療専門医、心療内科医、専門看護師、薬剤師、管理栄

養士、理学・作業・言語療法士、MSW、臨床心理士、音楽療法士、リンパケアセラピス

トなどによる専門性の高い治療やケアを十分に提供できます。治療・ケア・療養支援の内

容について検討しますと、身体的ケアのオピオイド総投与量（経口モルヒネに換算）が 4

年間で約 13 倍に増加し、投与期間も 51 日から 180 日に延長したのをはじめ、リハビリ

テーション・リンパマッサージ、社会的ケアの医療ソーシャルワーカー（MSW）介入、

また、スピリチュアルペインにアプローチした回数がそれぞれ増加しました。このことは

さまざまな分野でより早期からの緩和ケアが提供されていることを示しています。 
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実施したこれらの緩和ケアの質を評価することを忘れてはなりませんが、これについて

は、Support Team Assessment Schedule 日本語版（STAS-J）（p 58～60）というケア

やチーム医療の客観的評価ツールを用いて、緩和ケア科の介入前と介入 7 日目の疼痛、疼

痛以外の身体症状、患者の不安の STAS-J スコアを比較して評価しました。その結果、介

入 7 日目の各症状のスコアは 4 年間を通じて変化なく、各症状とも迅速に緩和されている

ことが実証されました。 

これらの結果は、センター事業の以下の成果に結びつきました。緩和ケア病棟入院期間

が 4 年間で 18 日から 11 日に短縮しました。緩和ケア病棟の全ての入院患者さんの在宅

移行率が 4 年間で 27％から 62％に増加し、症状緩和目的で入院した患者さんの在宅移行

率は 66％から 79％に増加しました。在宅療養期間は 380 日から 633 日に延長し、在宅死

数は 5 人から 25 人に増加しました。これは緩和ケア病棟に入院した患者さんの 31％、在

宅療養へ移行した患者さんの 50％に相当します。 

もちろん、この成果はセンターだけで成し得たものではないことは言うまでもありませ

ん。地域の医療・介護・福祉に携わる皆さんが連携して在宅緩和ケアを実践する土壌がで

きて来ているのです。今後も当センターは地域連携を進め、がんと診断された時から、外

来・入院・在宅において緩和ケアが切れ目なく実施される地域医療の体制を整えるために

一層取り組んでいきたいと考えております。 
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        身体的ケア 

 

 

Ⅰ．痛みのマネジメント 
 

 
がんの痛みのマネジメントのポイント 

 
がんの痛みからの解放－WHO 方式がん疼痛治療法－ 第 2 版が基本 

 
a. 痛みの診断（アセスメント） 

1）患者さんの痛みの訴えを信じること 
2）痛みについて話し合いからはじめること 
3）痛みの強さを把握すること 
4）痛みの経過を詳しく問診すること 
5）患者さんの心理状態を把握すること 
6）理学的な診察をていねいに行うこと 
7）必要な検査を指示し、自ら検査結果を判定すること 
8）薬以外の治療法についても考えること 
9）鎮痛効果を監視すること 

 
b. 治療戦略 

痛みの原因について患者さんに率直に説明することから始めます。 
 

c. 鎮痛薬の使用法 
1）経口的に（by mouth） 

坐薬は嚥下困難のある患者さん、強い嘔吐ないし消化管閉塞のある患者さんに用い

ます。 
2）時刻を決めて規則正しく（by the clock） 

次回分投与は、薬の効果が切れる前に行い、痛みがいつも消失した状態を維持しま

す。レスキュー・ドーズは 1 日維持量の 1／6。定期服用分は休まず服用させます。 
3）除痛ラダーにそって効力の順に（by the ladder） 

痛みが強くないときは第一段階の非オピオイド鎮痛薬を用います。 
軽度から中等度の強さの痛みに用いるオピオイドの基本薬はコデイン。 
中等度から高度の強さの痛みに用いるオピオイドの基本薬はモルヒネ。 
モルヒネの使用の可否はもっぱら痛みの強さによって決めるのであって、患者さん

第 2 章 
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の生命予後の長短によって決めるのではありません。 
同じ群の 2 つの薬を同時に使うべきではありません。 
適応があるときは鎮痛補助薬を併用します。 

4）患者さんごとの個別的な量で（for the individual）オピオイド鎮痛薬には標準投

与量がありません。適切な投与量とは患者さんの痛みが消える量です。 
軽度から中等度の強さに用いるオピオイド鎮痛薬には有効投与量に実地上の限界

があります。これに対して、中等度から高度の強さに用いるオピオイドには有効限界

（一定量以上の増量には効果の増強が伴わなくなる性質）がありません。 
モルヒネの標準投与開始量は 10～15mg／回（速効性剤）。 

5）そのうえで細かい配慮を（attention to detail） 
時刻を決めて規則正しく用いることの大切さを患者さんによく説明しておきます。 
処方の内容（薬の名前、使用目的、量、服用回数、服用時刻、予想される副作用）

をていねいに書いて渡します。 
 

d. 鎮痛薬の選択 
がん患者の痛みに用いる基本薬リスト 

    （がんの痛みからの解放－WHO 方式がん疼痛治療法－ 第 2 版から） 

群 基本薬 代替薬 

非オピオイド アスピリン 

アセトアミノフェン 

イブプロフェン 

インドメタシン 

ナプロキセン 

ジクロフェナック 

軽度から中等度の強さの 

痛みに用いるオピオイド 

コデイン ジヒドロコデイン 

あへん末 

トラマドール 

中等度から高度の強さの 

痛みに用いるオピオイド 

モルヒネ オキシコドン 

ペチジン 

ブプレノルフィン 

オピオイド拮抗薬 ナロキソン  

抗うつ薬 *1 アミトリプチリン イミプラミン 

抗けいれん薬 *1 カルバマゼピン バルブロ酸 

コルチコステロイド *2 プレドニゾロン 

デキサメタゾン 

プレドニン 

ベタメタゾン 

*1 抗うつ薬と抗けいれん薬は、神経障害性の痛みによく使われる薬 
*2 コルチコステロイドは、神経圧迫、脊髄圧迫、頭蓋内圧亢進による痛みに効果がある。

骨転移痛に対しては非ステロイド性消炎鎮痛薬（ NSAIDs ）に代用または併用してもよ

い。NSAIDs と併用すると副作用としての胃の障害や体液貯留の危険性が高まる。 
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1）非オピオイド鎮痛薬 
アスピリン、その他の非ステロイド性消炎鎮痛薬（NSAIDs）、アセトアミノフェ

ン。 
骨転移痛や軟部組織や筋組織へのがん浸潤による痛みに有効です。 
有効限界があります。 

2）オピオイド鎮痛薬 
経口投与は簡便に実施でき、しかも大多数の患者さんの痛みを消失させます。 
継続投与すると薬理学的正常反応として身体的依存と耐性が発生します。 
身体的依存とは、投与を突然中断した時やオピオイド拮抗薬を注射した時に退薬

症状が現れることを特徴とする現象です。 
耐性とは、反復投与していると効果の減少や作用時間の短縮が起こる現象です。 
実地上は身体的依存も耐性もオピオイド鎮痛薬の効果的な使用の妨げになること

はありません。 
精神的依存について医師と患者が過度の不安を持っていることが、オピオイド鎮

痛薬を少なすぎる量で使う現象につながっています。 
がん病変の治療（放射線照射や化学療法）によって痛みの原因病変が消失したと

きには、オピオイド鎮痛薬を中止できます。 
 
e. 鎮痛薬の副作用 

1）非オピオイド鎮痛薬 
薬剤     標準量              副作用 

アスピリン  500～600mg／回   過敏症、胃の障害、消化不良、下血 
アセトアミノフェン 650～1000mg／回   肝と腎に対する毒性 

 
2）オピオイド鎮痛薬 

便秘がもっとも頻度の多い副作用です。緩下剤を用いて防止するようにします。 
嘔気・嘔吐は投与開始初期に発生し、その頻度は約 30％。制吐薬で対処します。 
眠気も投与初期数日、約 20％に発生します。高齢者や全身状態不良者への過量投

与が原因です。眠気が遷延するとせん妄になることもあるので投与量を減量します。 
 

f. 鎮痛補助薬 
鎮痛補助薬の使用が必要となるのは次のいずれかの理由によります。 
・鎮痛薬の副作用への対応（制吐薬や緩下薬など） 
・痛み治療の強化（神経圧迫による痛みに対するコルチコステロイドなど） 
・痛みに伴う不眠・不安・うつ状態などの精神的変調の治療（夜間の鎮静薬、抗不安

薬、抗うつ薬など） 
1）制吐薬 

オピオイド鎮痛薬の最初の投与から約 1 週間、30％の患者さんで嘔気・嘔吐が生
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じますので、予防的に制吐薬を投与します。“WHO 方式”ではハロペリドールを推奨

していますが、日本では保険適応がないので、プリンペランやナウゼリンを用いま

す。最近、ジプレキサがよく使われるようになりました。確かに有効ですが、これ

も保険適応外のままです。また、糖尿病の患者さんには禁忌となっています。内服

できないときはナウゼリン坐薬を使います。 
2）緩下剤 

オピオイド鎮痛薬投与中の患者さんの約 90％は便秘するので、軟便剤のマグミッ

ト（酸化マグネシウム）と蠕動刺激薬のプルゼニドを併用して排便コントロールし

ます。時には摘便や浣腸が必要のこともあります。この際、摘便や浣腸の手技を患

者さんや介護者に習得してもらうようにしましょう。 
  3）コルチコステロイド 

神経圧迫による痛み、頭蓋内圧亢進による頭痛緩和に有効です。 
  4）向精神薬 

痛みに苦しむがんの患者さんの多くが向精神薬を必要とします。進行がんの患者

さんや栄養不良の患者さんでは鎮静効果が強く現れやすいので少量を用います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. まとめ（がんの痛みからの解放－WHO 方式がん疼痛治療法― 第 2 版） 

1) がんの患者さんの痛みは治療できる症状であり、治療すべき症状である。 
2) チームアプローチによって、がん患者の痛みの診断（アセスメント）とマネジメン

トは最良の成果をあげる。 
3) マネジメントの第一段階では、詳しい問診とていねいな診察とを行い、痛みについ
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て次の点を確認する。 
・がん自体が原因となった痛みか、がんに関連した痛みか、がん治療による痛みか、    
併発症による痛みか。 

  ・がん特有の症候群の一部としての痛みか。 
  ・侵害受容性の痛み（ nociceptive pain ）か、神経障害性の痛み( neuropathic 
    pain )か、それとも両者が混在した痛みか。 

4) 痛みの治療は、説明から始めるべきであり、身体面へのアプローチと精神面へのア

プローチとが必要である。これらのアプローチには薬による治療と薬以外の治療法の双

方が用いられる。 
5) 痛みのマネジメントで大切なことは、次のような段階的な目標を設定することであ

る。 
・痛みに妨げられない睡眠時間の確保 
・安静にしていれば痛みが消えている状態の確保 
・起立したり、身体を動かしたりしても痛みが消えている状態の確保 

6) がん自体による痛みは、適切な薬が適切な量で適切な時間間隔で投与されると、薬

の使用のみによって十分な鎮痛が得られるのが普通である。 
7)「経口的に（ by mouth ）」：モルヒネをはじめとする鎮痛薬は、経口投与とするこ

とが最も望ましい。 
8)「時刻を決めて規則正しく（ by the clock ）」：痛みが持続性であるときには、時刻

を決めて規則正しく薬を投与する。頓用方式の投与を行ってはならない。 
9)「除痛ラダーにそって効力の順に（ by the ladder ）」：鎮痛薬を除痛ラダーにしたが

って順次選択していく。 
   ・痛みが強くないときには、非オピオイド鎮痛薬を使い、必要に応じて最大投与量

に向けて増量する。 
  ・非オピオイド鎮痛薬が十分な効果をあげないときには、非オピオイドに追加して

オピオイドを処方する。 
 ・コデインをはじめとする軽度から中等度の強さの痛みに用いるオピオイドや鎮痛

薬が十分な効果をあげない痛みには、モルヒネをはじめとする中等度から高度の強

さの痛みに用いるオピオイド鎮痛薬を代わりに用いる。 
10)「患者ごとの個別的な量で（ for the individual ）」：鎮痛薬の適切な投与量とは、

治療対象となった痛みが消える量である。その量は患者ごとに異なり、経口モルヒネに

ついてみると、4 時間ごとの反復投与における 1 回量が 5mg から 1,000mg 以上にわた

る。 
11) 適応があるときには、鎮痛補助薬を併用する。 
12) 神経障害性の痛みには、三環系抗うつ薬あるいは抗けいれん薬を選択する。 
13) 「そのうえで細かい配慮を( attention to detail )」：患者にとって最良の鎮痛が得ら

れ、副作用が最小となるように治療を進めるには、治療による患者の痛みの変化を監視

し続けていくことが大切である。 
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h. モルヒネの内服方法の実際 
 
         様 処方された鎮痛薬はモルヒネ塩酸塩錠（10mg）です。 

モルヒネを内服するとはきけや便秘が起こります。 

 

モルヒネ塩酸塩錠の内服の方法 

＊「痛いとき」に     錠内服してください。 

＊ 痛みが残ったら 1 時間後にまた     錠内服してもかまいません。 

 

はきけ対策として 

＊ はじめてモルヒネ錠を内服するときは、かならずナウゼリン錠（10mg） 

1 錠も一緒に内服してください。 

＊ その後は、ナウゼリン錠を食事の前に毎回 1 錠内服してください（約１週

間）。 

＊ はきけが強いときは、ナウゼリン坐剤（60mg）１個を使用してください。 

＊ はきけがおさまらない場合は持続的な静脈内注射にきりかえますから、ご

連絡をください。 

 

便秘対策として 

＊ 毎食後にマグミットを 2 錠内服してください。 

＊ 就寝前にはプルゼニド 1～2 錠内服してください。 

 

痛み治療の原則 

＊ 痛みは治療できるものであり、治療すべきものです。 

＊ 痛みのない状態を継続することが大切です。 

 
  

不安なことや疑問は遠慮なくおききください 

 

 

      〒990-9585 山形市飯田西 2－2－2                       

      山形大学医学部附属病院 麻酔科  加藤佳子 

             電話 023-633-1122（日中）月・水・金 

 

不安なことや疑問は遠慮なくおききください 

 

        〒992-0045 米沢市中央６丁目 1 番 219 号                       

             三友堂病院 緩和ケア科 加藤佳子 

             電話 0238-24-3700 

             FAX 0238-24-3709                

＊ 薬を飲んだ時間と量を記録して、薬を自分で管理できるようになりましょう。 

＊ 便秘は下剤の内服や摘便でコントロールしましょう。 

＊ 眠気は効きすぎのサインです。内服時間を少し遅らせてください。 
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i. モルヒネ持続注射投与の実際   
適応：腸閉塞・嚥下困難・衰弱などで内服できない場合 
   嘔気・嘔吐が強く、内服では安定した除痛が得られない場合 
   手術・検査などで内服が禁止された場合 
   激痛に対して速やかに除痛を決めたい場合 
特徴：血中濃度を一定に維持でき、消化管吸収の良否を推測する必要がありません 
   専用の注入ポンプを使用して注入速度を調節すれば、痛みの強さの変化に 

対応が容易 
   経口投与初期にみられる嘔気・嘔吐は少なく制吐剤が不要な場合もあります 
   在宅でもモルヒネの持続注射を行うことができます 
投与量の決定： 
① 激しい痛みがある場合 
初回量の決定：塩酸モルヒネを 2～3mg ずつ、2～3 分ごとに、くり返し皮下か

静脈内に注入します 
痛みが消失する総量が初回量（mg）です 

維持量（1 日投与 mg 量）＝初回量×4 
   計算で求めた維持量に生理食塩液を加えて 24ml にし、1 時間に 1ml ずつ 

専用の注入器で 24 時間連続注入します 
② 他の鎮痛薬が使用されていて診察時に鎮痛されている場合 
維持量＝10～30mg（高齢者や衰弱者では 10mg）で開始 

③ モルヒネ内服が不可能になり注射に切り替える場合 
維持量＝1 日内服量（mg）の 1/3～1/2（状態に応じて） 
内服が不可能になった時点から「直ちに」持続注入を開始します 
内服量が多量であっても、それで痛みがコントロールされていれば、上記の量を

注入します 
④ 持続注射実施中に痛みが増したときは 1 時間量を早送り（レスキュー）し、眠

気がある場合は注入速度を 5～6 割に減量します 
⑤ 内服が可能になった場合の対応 
維持量×2～3＝1 日内服量（mg） 
速放性モルヒネ製剤なら注射終了時から内服（1 回分）開始 
徐放性モルヒネ製剤なら注射終了 2 時間前から内服（1 回分）開始 

 
j. 医療用麻薬に対する規制緩和 

1991 年 モルヒネ極量 30mg の記載を日本薬局方から削除 
携帯による医療用麻薬等の輸入･輸出の手続きに関する手引きを作成 

1998 年 モルヒネの持続注入鎮痛法が在宅で可能 
2006 年 入院患者自身に麻薬を保管させてよい 
2008 年 モルヒネの処方日数の延長（14 日 → 30 日） 
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k. オピオイド・ローテーション（オピオイド・スイッチングともいう） 
1) オピオイド・ローテーションの定義 
 オピオイド・ローテーションとは、オピオイドの副作用により鎮痛効果を得るだけ

のオピオイドを投与できない時や、鎮痛効果が不十分な時に、投与中のオピオイドか

ら他のオピオイドへ変更することをいいます。オピオイドの投与経路の変更をオピオ

イド・ローテーションに含む場合があります。 
2) 適応 

a) 副作用が強くオピオイドの投与継続や増量が困難な場合 
b) 鎮痛効果が不十分な場合 

ⅰ. 副作用が強くオピオイドの増量・継続が困難な場合 
      オピオイド・ローテーションにより、現在投与中のオピオイドやその代謝物

により引き起こされている副作用（せん妄、眠気、嘔気・嘔吐、便秘など）が

改善することが知られています。高度な腎障害がある患者さんでは、モルヒネ

を使用した場合、代謝産物（M6G、M3G）の排出が低下して蓄積し、副作用

が出現する可能性があり、オキシコドン、フェンタニルへの変更が有効である

場合があります。 
ⅱ. 鎮痛効果が不十分な場合 

           同じオピオイドを投与し続けた場合、耐性が生じて、一定量のオピオイドに

よって得られる鎮痛効果が減弱し、オピオイドを増量しても鎮痛効果が得られ

なくなる可能性があります。オピオイド・ローテーションを行うと鎮痛効果が

適切に発揮され、疼痛治療に必要なオピオイドの投与量を減らすことができる

場合もあります。 
3) オピオイド・ローテーションの方法 

   オピオイド・ローテーションは患者さんの状態に応じて細やかな調整を必要とする

ため、臨床上経験が乏しい場合は、緩和ケア外来の受診や緩和ケアチームの介入など

を行って専門的スタッフに相談します。 
a) 現状のオピオイドと計算上等力価となる新しいオピオイドの換算量を求めます。 
換算表（p24）に従い、現状のオピオイドと新しいオピオイドの 1 日量を計算し

ます。現在のオピオイドの投与が比較的大量である場合は、一度に変更せずに数回

に分けてオピオイド・ローテーションを行う場合もあります。 
b) 患者さんの状態に合わせて、目標とする換算量を設定します。 
計算上の換算量はあくまでも目安であり、オピオイド間には不完全な交差耐性が

存在することや薬物に対する反応には個人差があることから、実際には換算表通り

にならないことがあることを考慮し、患者さん個人に合わせた投与量に調整する必

要があります。 
 患者さんの状態が低下している場合や高齢である場合は、副作用の出現の可能性

も考慮し、少量から開始して段階的に変更することが望ましいと考えます。 
c) 鎮痛効果の発現時間、最大効果時間、持続時間を考慮して、新しいオピオイド
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の投与開始、投与間隔を決定します。痛みが増強する可能性があることも考慮して、

レスキュー・ドーズを指示しておきます。 
d) オピオイド・ローテーション後の患者さんの痛みの増減、副作用の増減を注意

深く観察し、最適な投与量を決定します。 
e) オキシコドン、フェンタニルからモルヒネに変更する場合、腎機能障害のある

患者さんでは効果が遷延し、眠気の遷延や意識レベルが低下する場合がありますの

で、通常の換算量の 1／2 量から開始し、十分に観察を行うことが必要です。 

 

  
   

モルヒネ 経口60㎎/日 

フェンタニル600μg/日 

（デュロテップ®MTパッチ4.2㎎） 
オキシコドン 経口40㎎/日 

オピオイドの種類による換算 

投与経路による換算方法 

雪灯籠祭り 

×2/3 

×1/2 

 

×1/2 
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がんでない痛みのマネジメントのポイント 

 
がんでない痛みの場合も、痛みの強さを診断し、中等度以上の痛みにはモルヒネを使っ

て早く痛みをコントロールし、慢性痛への移行を予防します。 
がんでない痛みに使用できるオピオイド鎮痛薬を選択します。 
 

中等度から高度の痛みに用いる医療用麻薬 

がんでない痛みにも使用できる薬 

モルヒネ   
内服薬 速効性： モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ塩酸塩錠(10mg）  

           オプソ内服液（5mg 10mg）  
      徐放性： パシーフカプセル（30mg 60mg 120mg） 
            MS コンチン錠（10mg 30mg 60mg） 
           ピーガード錠（20mg 30mg 60mg 120mg） 
           カディアンカプセル（20mg 30mg 60mg） 
           カディアンスティック粒（30mg 60mg 120mg） 
           モルペス細粒（2％ 6％） 
           MS ツワイスロンカプセル（10mg 30mg 60mg） 

注射液：モルヒネ塩酸塩注射液（10mg 50mg 200mg） 
       プレペノン注（50mg 100mg）シリンジ 

坐剤  ：アンペック坐剤（10mg 20mg 30mg） 
 
オキシコドン 

内服薬 速効性： オキノーム散（2.5mg 5mg 10mg） 
      徐放性： オキシコンチン錠（5mg 10mg 20mg） 

注射液：オキファスト注（10mg 50mg）  
 
フェンタニル 

貼付薬：デュロテップ MT パッチ（2.1mg 4.2mg 8.4mg 12.6mg 16.8mg） 
      フェンタニル 3 日用テープ（2.1mg 4.2mg 8.4mg 12.6mg 16.8mg） 
      フェントステープ（1mg 2mg 4mg 6mg 8mg） 
      ワンデュロパッチ（0.84mg 1.7mg 3.4mg 5mg 6.7mg） 

口腔用：イーフェンバッカル（50μg  100μg  200μg  400μg  600μg  800μg） 
舌下錠：アブストラル（100μg  200μg  400μg） 
注射液：フェンタニル注射液（0.1mg 0.25mg 0.5mg） 

 
 

2 
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a. モルヒネが有効な痛みと無効な痛みがあることは事実です。しかし、モルヒネは多く

の痛みに有効です。 

モルヒネ以外の治療が必要な痛みは、三叉神経痛（テグレトールが有効）、片頭痛（ト

リプタン系製剤が有効）、身体表現性障害（精神科的治療が有効）です。 

モルヒネが有効な痛みとモルヒネ以外の治療が必要な痛み 

①モルヒネが有効な痛み： 

がんの痛み 

運動器疾患の痛み 

（椎間板ヘルニア 脊柱管狭窄症 圧迫骨折 変形性関節症  

肩関節周囲炎 頚肩腕症候群 慢性関節リウマチ） 

外傷後の痛み（複雑骨折 四肢切断 幻肢痛 複合性局所疼痛症候群： 

Complex regional pain syndrome（CRPS)） 

帯状疱疹・帯状疱疹後神経痛 

手術後の痛み（開胸術後 乳房切断術後 抜歯後） 

慢性膵炎 潰瘍性大腸炎 クローン病 肛門周囲膿瘍 

糖尿病性神経痛 アルコール性神経痛 

皮膚潰瘍（強皮症 閉塞性動脈硬化症 火傷 凍傷 糖尿病） 

②モルヒネ以外の治療が必要な痛み： 

三叉神経痛 片頭痛 身体表現性障害 

 

b. がんでない強い痛みの治療の実際 

“山形大学方式”によるモルヒネ内服治療の実際 

山形大学方式のモルヒネ内服治療とは、患者さんがモルヒネの内服を自己管理できる

ように電話で服薬支援を強化し、その結果患者さんが痛みを自己管理できるようになる

方法です。 

1）病歴聴取と情報提供を詳しく行う 

“痛みの原因”を診断し、身体的な痛みと診断できたら、痛みの“強さ”を診断し、“中



等度”以上の痛みであれば、モルヒネ内服治療について情報を提供します。 
モルヒネは“医療用麻薬＝国が承認している治療薬”であって法律が使用を禁止し

ている不正麻薬でないことを十分に説明します。鎮痛効果が大きいこと、副作用（嘔

気・嘔吐、便秘など）対策が確立していること、頻回に受診する必要もないこと、痛

みがなくなると服用を中止できる（“中毒にならない”）ことを、患者さんが納得する

まで説明します。 
“モルヒネ友の会”が作成した冊子“モルヒネ治療 体験者の声”は、新しくモル

ヒネ治療を始めようとする患者さんにとって不安を取り除く最も良い情報です。 
特定非営利活動法人モルヒネ友の会の目的(2009 年発足) 

痛み治療のためにモルヒネを長期間服用しても、依存や異常行動が起こらないことを患

者自身が示し、モルヒネに対する世間の誤解や偏見等を払拭する活動をする。 

そして、正しい痛み治療とモルヒネの安全性を普及し、痛みに苦しむすべての人のクオ

リティ・オブ・ライフ（生活の質）の向上に寄与すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
「降圧薬で高血圧を、インスリンで糖尿病をコントロールするように、モルヒネで痛

みをコントロールして痛みのなかったころの生活を取り戻しましょう」と伝えます。 
2）図やパンフレットなどを活用します。説明にはパンフレットや図を使い、処方内容

の説明では薬の写真も見せるようにします。服薬方法は説明書（p21）を用います。病

院の電話番号とともに担当医師への連絡方法も伝え、モルヒネの服用方法を理解する

まで手伝うことを約束して不安の解消に努めます。 
3）“痛みが楽になった”と実感させる処方を行う”、“痛みは患者しかわからない、痛み

治療（鎮痛薬）の効果も患者しか判定できない”、これが痛み治療の基本原則です。が

んでない痛みは適切に治療すれば、痛みは軽くなっていくので、モルヒネの服用はす

べてモルヒネ錠 10mg の“頓用”とします。この頓用は “痛くなりそう頓服”で、痛

みが強くなってからの頓服ではありません。痛みを持つ患者さんは“痛くなりそう”、

“この痛みはいつもと違う”ことがわかります。 
痛みが軽くなっているのに規則正しくモルヒネを飲み続けると過量になり、強い眠

気（＝過量）が出現します。 
がんでない痛みでも発病初期は激痛のこともありますので、決まった時刻にしか薬

をのむことができないと、痛みの強い患者さんでは除痛までに時間がかかります。痛
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いとき、痛くなりそうなときにまず“1 錠内服”し、痛みが残ったら“1 時間後に 1
錠追加”します。モルヒネ錠は服用後 10〜15 分で効果が発現し、有効時間は 4〜5 時

間。1 時間たっても痛みが残っている場合は鎮痛量に達していないと判断してさらに 1
錠追加服用します。この方法で服用開始当日からほぼ満足できる除痛が得られます。 

ただし、過量投与に注意が必要で、“眠気は効きすぎ（＝過量）のサイン”、この場

合は内服時間を少し遅らせます。 
4）電話で服薬を支援します。電話による服薬支援は、モルヒネの内服を開始した“そ
の日”の夕方から行います。モルヒネ服用の時間と量、痛みの軽減の程度、および嘔気・

嘔吐・眠気・かゆみなどの副作用の有無を確認します。痛みが残っていればすぐに追

加内服を、嘔気・嘔吐がある場合は吐き気止めの坐薬の使用を促し、１時間後に電話

で効果を確認します。服用方法をよく理解し副作用が軽度の場合は、次の電話を翌朝

にかけることとします。患者さんへの電話を痛みがコントロールされ副作用の対処方

法を理解するまで繰り返します。1 週間に 1〜15 回、平均 5.7 回の電話で患者さんは

服用方法を理解できるようになります。患者さん自身で服用量や服用時間を判断する

“服薬の自己管理”のためには、この電話による服薬支援を適切に行うことが重要です。 
5）モルヒネ内服の自己管理から“痛みの自己管理”へ導きます。 

患者さんごとに、モルヒネを服用する時間も回数も異なります。 
患者さんには服用時間と量を記録する習慣をつけてもらいます。 
記録用紙を外来受診の際に持参させます。 
服薬記録をしない患者さんにはモルヒネを処方することはできないと、初回に伝え

ます。 
しかし、患者さんのご家族や保護者が服薬管理に責任を持つと約束した場合には、

認知症や全身状態の悪い患者さんに対してもモルヒネを処方し、電話での服薬支援は

患者さんと管理責任者の両者に行ないます。 
服薬の記録を行なうことで、症状の変化と服薬のタイミングが理解できます。 
その結果として、痛みがないときと同じような生活を取り戻すこと、“痛みの自己

管理”を達成できます。 
 

c. “山形大学方式”によるモルヒネ内服治療の成績 
がんでない痛みに対するモルヒネ内服治療（889 例） 

山形大学附属病院麻酔科･疼痛緩和内科 1988 年 1 月～2013 年 12 月(623 例) 
 症例数 服用量（mg/日） 

整形外科的疾患（外傷を除く） 277 0～2400 
外傷性疼痛（幻肢痛 引き抜き損傷 他） 50 0～2000 
帯状疱疹・帯状疱疹後神経痛 177 0～ 340 
血流障害（バージャー病 他） 21  0～2300* 
その他（慢性膵炎 糖尿病性神経障害 他） 98 0～6000 

*静脈内投与 
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三友堂病院 緩和ケア科 2005 年 4 月～2013 年 12 月（266 例） 
 症例数 服用量（mg/日） 
整形外科的疾患（外傷を除く） 116 0～ 700 
外傷性疼痛（幻肢痛 引き抜き損傷 他） 29 0～1100 
帯状疱疹・帯状疱疹後神経痛 77 0～ 380 
血流障害（バージャー病 他） 5 0～  70 
その他（慢性膵炎 糖尿病性神経障害 他） 39 0～3600 
 
治療対象疾患は、外傷を除く整形外科的疾患が最も多く、次いで帯状疱疹・帯状疱疹後

神経痛。 
痛みが軽快してモルヒネ治療を終了した割合は、有痛期間が 1 年未満の患者で 80％、1

年以上では 20％。 
有痛期間が長かった患者は長い期間のモルヒネ内服を必要。 
帯状疱疹の痛みに対して、モルヒネ内服による除痛治療はとくに有用。 
帯状疱疹発病後 4 週以内にモルヒネ内服を開始した患者さんはすべて、痛みの軽快によ

って治療を終了しました。 
一方、治療開始がおくれますと、痛みのコントロールはできますが治療期間が長期化し

ます。 
高齢者で痛みが激しく夜眠れないほどの重症帯状疱疹でも、早期からモルヒネ内服治

療を行えば比較的少量で除痛でき、帯状疱疹後神経痛への移行を予防できます。 
１日服用量は患者さんごとに、また同じ患者さんでも日によって変動がみられます。

服用しなくともよい日（服用量 0mg）もありますが、1 日 6000mg の服用が必要な例もあ

ります。 
一般的な傾向として、服用を開始してから比較的早い時期に最高服用量に達し、いっ

たん激痛がコントロールされるとその後は減少します。 
痛みがなくなれば、服用をやめてモルヒネ治療は終了します。 
痛みが消失しているのにモルヒネを内服し続けるような“依存（いわゆる中毒）”の患者

さんは一人もいません。 
 

d. モルヒネ投与量について：「WHO 方式」と「山形大学方式」 
 WHO 方式では「時刻を決めて規則正しく薬を投与する。頓用方式の投与は行ってはな

らない」ことが基本です。がんのように常に痛みがある状態ではこの原則に従うべきです。

しかし、がんでない痛みの場合は適切に治療すれば、痛みは軽くなっていきますので「山

形大学方式」の方が安全です。 
「山形大学方式」では、まずモルヒネ錠 1 錠（10mg）を内服して、痛みが残ったら 1

時間後にもう 1 錠内服します。さらにその後、痛いとき痛くなりそうなときには 1 錠内

服し、痛みが残ったら 1 時間後に 1 錠追加内服することを繰り返して、早期の除痛を図

ります。 
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1 日 10 回以上の服用が必要な患者さんには、1 回 2 錠服用するように指導します。2
錠ずつに増量しても 1日 10回以上の服用が必要な場合には、1回 3錠ずつに増量します。

“山形大学方式”では初回投与量をモルヒネ錠（10mg）1 錠と限定としました。モルヒネ

をはじめて処方する場合、薬品メーカーが薬品名と容量を印字しているモルヒネ錠の方

が安心して投与できるからです。 
中等度以上の痛みを除痛するにはモルヒネ 10mg／回が適切な量で、2〜3mg／回では

不十分です。 
“がんでない痛み”は、急性痛でも慢性痛でも痛みは初診時に一番強いのです。初回に

適切な量を使って痛みを早くコントロールすることが重要です。 
 

e.「痛みの自己管理」へ ＝ 適切なモルヒネ量を決めるのは患者さん！ 
“痛みは患者にしかわからない、痛み治療の効果も患者しか判定できない”ので、除痛

に必要なモルヒネの量や服用時間を、医療者が一方的に決めることはできません。医療

者の任務は、“適正な服用方法”を患者さんに伝え、“適正に服用している”ことを監視し支

援することです。「WHO 方式」で述べている“適切な投与量とは十分な鎮痛効果をあげ

る量である”ことを十分に理解して、患者さんに効果を確認しながら早く除痛量まで増量

させることが、医師の重要な役割です。 
 

f. 医療用麻薬と不正麻薬 
麻薬に指定されている薬は、モルヒネのほかにヘロイン、コカイン、合成麻薬のフェ

ンタニル・MDMA、ケタミン、大麻などです。 
モルヒネなど医療に使われる医療用麻薬と大麻や 

ヘロイン、MDMA のように使用が禁止されている 
麻薬（不正麻薬）の 2 種類に分類されています。 
医療用麻薬に対しては、1991 年から繰り返し 

規制緩和が行われ、より使いやすくなっています。 
 
［参考資料］ 
・世界保健機関編：武田文和訳：がんの痛みからの解放－WHO 方式がん疼痛治療法 第

2 版、東京、金原出版、1996 
・加藤佳子、加藤滉：モルヒネの適応と使用法、麻酔 57:1343-50,2008 
・加藤佳子、加藤滉、山川真由美：「モルヒネ友の会」（がんでない痛みをモルヒネでコン

トロールしている患者の会）の設立と活動報告、日本ペインクリニック学会誌

20:114-5,2013 
・鈴木律子、黒田美智子、他：がん疼痛治療における「痛み外来」・「痛み教室」の成果、

三友堂病医誌 6:11-5,2005 
・加藤佳子、加藤滉、川村博司、他：モルヒネは非がん性の痛みでも「正しく使えば怖く

ない」、ペインクリニック 35:29-37,2014 
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Ⅱ．痛み以外の症状のマネジメント 
 
がんに伴う種々の症状の出現頻度を経時的に追ってみます 

と、下のグラフのようになります。さまざまな症状の中で痛 
みは最も早くから出現し、生存期間が残り 45 日の時点で、 
がんの患者さんの約半数 
にみられるようになりま 
す。そして 30 日以下に 
なった時点では、痛み以 
外のさまざまな症状が患 
者さんには現れるように 
なります。患者さんが終 
末期を穏やかに過ごすこ 
とができるように、これ 
らの症状に対するマネジ 
メントについて習得して 
おくことが必要です。 
 

症状マネジメントのポイント 
 
 実際の臨床現場における症状マネジメントとして、以下のポイントが重要です。 
 
a. 症状の診断（アセスメント） 
 注意深い問診（p32）と診察、負担の少ない検査を行います。 
 ・症状の原因と予測される病態 
・症状の増悪要因 
・傾聴 

 
b. 患者さんとご家族（介護者）への教育 
 診断、原因（病態）と病状について丁寧にできるだけ正確に説明します。 
病状や症状の変化を予測し、対処法について患者さんとご家族に習得してもらう必要が

あります。 
患者さんとご家族（介護者）によって管理できない病状の変化に対して、我慢せずに看

護師（在宅では訪問看護師）に相談することを伝えておきます。 
 

c. 対応後の評価 とその後の対策 
  在宅では、訪問看護師が経過について丁寧に観察して、症状の改善度、患者満足度を評

価します。 

１ 
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緩和ケア科初診時問診票 
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 症状、治療・ケアの評価ツールである Support Team Assessment Schedule 日本語版

（STAS-J）（p58～60）を用いるのが望ましいと考えます。在宅での症状管理が困難と判

断されたら、在宅主治医に報告し、その後の対応を図ります。在宅主治医によって在宅で

の管理が困難と判断されれば、バックアップ医療機関に連絡します。症状の変化に迅速に

対応することが重要です。 
 
d. 死が差し迫っている患者のケア 

終末期ケアに関しては、死が差し迫っている患者に対する手引き書として世界的に広ま 
ったリバプール・ケア・パス（LCP）の考え方を基本にします（p7～8）。 
 
 

症状マネジメントの実際 
 
a. 消化器の症状  
1) 食欲不振  

a) 診断 
死に向かう過程では食欲不振が起こるのは自然なことです。患者さんにとっては食欲 

があることが健康の証であり、ご家族（介護者）にとっては食べさせることが患者さん 
のためになるという思いがあることを考慮して、病状説明を行います。 
b) 原因 
食欲不振の原因を表に示します。 

食欲不振の原因 
食事に関連した原因 食べ物の臭い・調理の臭い・味付けや調理方法・盛り付けの

量・食事の強制など 
病状に関連した原因 疼痛・嘔気・嘔吐・便秘・嚥下困難・口内炎・味覚異常・電

解質異常など 
消化器系の病変 胃内容停滞・腹水・肝腫大・腸閉塞など 
治療に関連した原因 薬剤性、放射線治療、高カロリー輸液など 
心因性 不安・抑うつ・対人関係など 
環境の不備 食習慣の変化・病室の環境・悪臭など 
c) 治療 
ⅰ．非薬物療法 
① 複数の原因が重なっていることが多く、すべての原因を取り除くことは容易では

ありませんが、原因の除去が可能ならば、これを優先して実施します。 
② 食事について具体的に助言を行います。例えば、栄養価よりも患者さんの嗜好を

優先させること、食事の量にこだわらないこと、消化がよく口あたりのよい食べ物（め

ん類、酢の物、果物など）を用意することなどです。 
ⅱ．薬物療法 

2 
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① プリンペラン 経口：3 錠 分 3 食前 あるいは 静注 1A 
② ナウゼリン 経口：3 錠 分 3 食前 あるいは 座薬 1 個 1～2 回／日 
③ ステロイド 
・デカドロン 経口：3～6 錠 分 3  食後 
・ソルメドロール 静注：40mg+生理食塩水 20ml 
ステロイドを長期間投与する場合は、タケプロンまたはネキシウムを胃・十二指腸

潰瘍、消化管出血予防を目的に併用します。 
2) 便秘  

a) 診断 
ⅰ．症状と原因 
便秘とは排便の回数が減少した状態です。便秘への早期対応を怠ると、硬便となり、

排出が困難で苦痛を伴い、しばしば水様便を伴う宿便に進行します。 
便秘には可逆的な原因がいくつも重なっていることが多いのです。進行がんの患者

さんでは自律神経の機能異常により腸の蠕動運動が低下していたり、排便反射が低下

したりしているので便秘が起こりやすくなります。 
ⅱ．症候 
排便状態を監視するとともに、直腸診や腹部単純 X 線撮影で排便状況や宿便の有無

を確認します。 
便秘の原因 

消化管異常 腸管内腔の狭窄・閉塞、腸管外からの圧迫（腹水・腫瘍）、腸管癒着、 
内臓神経障害など 

薬剤性 オピオイド、抗コリン作動薬、抗うつ薬、抗精神病薬、抗てんかん薬、

抗パーキンソン薬、セロトニンタイプ 3 受容体拮抗薬、利尿剤、降圧

薬（神経筋遮断薬）、制酸薬など 
電解質異常 高カルシウム血症、低カリウム血症など 
全身性 全身衰弱、活動性低下、腹圧低下など 
食事性 食事・食物繊維・水分摂取減少など 
神経因性 脊髄神経圧迫など 
心因性 不適切な環境、抑うつなど 
b) 治療 
ⅰ．非薬物療法 
 ① 全身状態が良い場合は適度の運動を勧め、繊維成分の多い食品や水分の摂取を増

やします。 
② 全身状態が悪い場合は、室内便器の使用を考慮します。また、摘便を積極的に行

います。 
ⅱ．薬物療法 

「経口投与」が原則です。「定期的に規則正しく」1 日 1～2 回投与します。「患者ご

とに個別的な量」すなわち腹痛や下痢、便失禁などにつながらない量へと調整します。 
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    ① 経口 
・アミティーザ 2 錠 分 2+マグミット 3～6 錠 分 3 
・プルゼニド 1～5 錠またはアローゼン 1～5g 夜もしくは便秘時 

   ・ラキソベロン 10 滴～適宜増量可 
    ② 経肛門 

・テレミンソフト 1～2 個  
   ・グリセリン浣腸 60～120ml 
3) 嘔気、嘔吐 

a) 診断  
ⅰ．原因 

    嘔気と嘔吐は、嘔吐中枢が次のいずれかの経路で活性化されて起こります。 
    ① 大脳皮質 （例：がん化学療法に対する「予期的嘔吐」） 
    ② 前庭器官 （例：めまいに伴う嘔気と嘔吐） 
    ③ 化学受容体トリガーゾーン（CTZ）（ドパミン受容体、ヒスタミン受容体など）   

（例：オピオイド鎮痛薬による嘔気と嘔吐） 
    ④ 末梢性刺激（例：腹部からの迷走神経刺激による嘔気・嘔吐、便秘） 

⑤ 嘔吐中枢への直接刺激 
嘔気と嘔吐の原因はさまざまであり、進行がん患者では複数の原因が重なってい

ることが少なくありません。 
ⅱ．症候 
嘔気と嘔吐の原因の診断では、まず頻度の高い原因、例えば胃内容物の停滞、便秘、

消化管閉塞、オピオイドなどの薬、高カルシウム血症、腎不全などによる生化学的異

常を考え、該当するものがなければ頭蓋内圧亢進の有無を確かめるようにします。 
嘔気と嘔吐の原因 

環境に関連した原因 嘔気誘発因子：嫌な臭い・多すぎる食べ物・口に合わない食

べ物、不十分な口腔ケア 
病状に関連した原因 便秘、胃の刺激：胃の膨満・胃の中の血液・胃炎など、 

消化器疾患、腎不全 
がんに特有の原因 消化管閉塞、頭蓋内腫瘍：第Ⅷ脳神経の刺激 

幽門閉塞、高カルシウム血症 
治療に関連した原因 がん化学療法、腹部に対する放射線療法 

薬剤性：抗生物質・アスピリン・コルチコステロイド・ジゴ

キシン・鉄剤・非ステロイド性抗炎症薬・オピオイド鎮痛薬

など 
その他の原因 急性痛、急性または全身性感染、感情面の不快感、前庭器官

の炎症、片頭痛、糖尿病性ケトーシス、電解質・代謝異常 
b) 治療 
ⅰ．非薬物療法 
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① 患者の病室の換気を良くし、臭いなど嘔気を誘う因子をなくしていきます。 
② 口腔内が不潔だと嘔気を悪化させるので、口腔ケアを定期的に行います。 
③ 食事については少量をゆっくりとるよう勧めます。 
④ 嘔吐が頻回の場合は輸液を考慮します。 

ⅱ．薬物療法 
 制吐目的の薬は可能なら経口投与としますが、1 日 3 回以上嘔吐する場合や薬の服用

後すぐ嘔吐する場合は非経口投与とします。制吐目的の薬剤は、作用機序の特性を十

分理解して使用するようにします。 
① 制吐剤 
・プリンペラン 経口：3 錠 分 3 食前 あるいは静注：1A 
・ナウゼリン 経口：3 錠 分 3 食前 あるいは 座薬 1 個 1～2 回／日 
② ステロイド 
・デカドロン 経口：3～6 錠 分 3  食後 
・ソルメドロール 静注：40mg+生理食塩水 20ml   
ステロイドを長期間投与する場合は、タケプロンまたはネキシウムを胃・十二指

腸潰瘍、消化管出血予防を目的に併用します。 
③ PPI 
・タケプロン、ネキシウム、パリエット、オメプラール 経口：各 1 錠 朝 
⑤ 持続性ソマトスタチンアナログ製剤 

・オクトレオチド（サンドスタチン）持続皮下注：300～600μg／日：投与期間に

制限あり、高価 
⑥ 抗精神病薬 

   ・主としてドパミン受容体拮抗作用を持つハロペリドール（セレネース）経口 1
～3 錠 分 1～3 食後 あるいは 点滴静注：1A+生理食塩水 100ml  30 分～1
時間 

   ・主としてヒスタミン受容体拮抗作用を持つオランザピン（ジプレキサ）経口 1
錠 夜 
⑦ 便秘薬（p34～35 に準じます） 
⑧ 口腔ケア 
・イソジンガーグル、アズノール含嗽液、 
・デスパ軟膏、デキサルチン軟膏 
・口腔保湿・湿潤剤：市販のオーラルバランスなど 
・口腔カンジダに対して、フロリードゲル 1 回 2.5g 1～4 回／日 

4) 消化管狭窄・閉塞 
a) 診断 
ⅰ．原因 

    便秘や嘔気・嘔吐の原因ともなる消化管狭窄・閉塞です。その主な原因を挙げます。 
① 腸管内病変による器質的な閉塞 

- 36 - 
 



② 腸管の圧迫 
③ がんの浸潤、線維化、腫瘍随伴症候群に伴う交感神経障害による腸管の蠕動異 
常 

ⅱ．症候 
重度の便秘は消化管閉塞の原因となり、増悪因子ともなります。症状としては、急

性の嘔気と嘔吐、便秘、腹痛、腹部膨満、腹鳴あるいは蠕動音の低下です。 
 消化管のどこに閉塞があるかによって症状に差がみられます。胃流出路および小腸

近位部の閉塞では、頻回の嘔吐、胃部の圧痛と膨隆、鼓腸を伴わない便秘、小腸遠位

部および大腸の閉塞では、持続性の痛み、小腸の疝痛、鼓腸を伴う便秘と貯留した糞

便の液状化に伴う激しい下痢、腹鳴などがみられます。診察では、腹部の触診、聴診

とともに直腸指診も行います。手術の既往がある場合は、手術記録を参考にします。

診療所や病院において、腹部単純 X 線写真で診断されます。 
b) 治療 
ⅰ．非薬物療法 
器質的狭窄・閉塞に対しては、手術、経鼻胃管またはイレウス管による治療を考慮

します。最近では、低侵襲でチューブフリーとなり QOL も向上するステント療法    
が進歩し、非常に有効な緩和的治療となっていますので、ステントが挿入・留置可能

な病態においては積極的にこれを行うようにします。三友堂病院緩和ケア科、外科、

消化器内科にご相談ください。なお、これらの治療においては、全身状態、生命予後、

腹水と腹膜播種の程度、広範囲な腹部への放射線照射の有無などの病態を正確に把握

した上で、患者さんに説明を行い、治療を受ける意思を確認します。 
ⅱ．薬物療法 
「嘔気・嘔吐」（p35）に準じます。 

5) 腹水と腹部膨満感 
a) 診断 
 ⅰ．症候 

腹水に伴う症状は、腹部膨満感、腹部不快感、 
早期の飽食感などです。 
ⅱ．原因 

原因は腫瘍の腹膜播種が一般的ですが、低アルブミン血症、肝癌、腫瘍による門脈

閉塞あるいは併存疾患として慢性肝炎・肝硬変を有している場合には門脈圧亢進症が

原因となることがあります。  
b) 治療  
ⅰ．非薬物療法 

     次に述べる利尿剤による治療効果が少ない場合に、診療所や病院の外来もしくは入

院で腹腔穿刺・ドレナージを行います。大量のドレナージは循環不全を招来したり、

リバウンドで症状を悪化させたりする可能性が高いため、ドレナージ量としては、1
日総量を 500ml～1000ml にとどめます。一度に抜く場合は腹水濾過再潅流療法
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（CART）を行います（三友堂病院外科病棟入院が必要）。 
ⅱ．薬物療法 

    ① 利尿剤 
・フロセマイド：ラシックス 経口：10～40mg、静注 10～20mg 

      ・スピロノラクトン：アルダクトン 経口：1～2 錠、 
ソルダクトン 静注：100～200mg+生理食塩水 20ml  

    スピロノラクトンは効果発現まで 3 日ほどを要します。また、高カリウム血症に

は禁忌です。 
    ② オピオイドによる苦痛緩和：痛みの治療（p16）に準じます。 
6) 吐血・下血 

a) 診断 
ⅰ．症候 

   全身倦怠感、皮膚蒼白、ふらつき、めまい、悪心・嘔吐、ショックなど 
ⅱ．原因 
① 腫瘍出血（上・下部消化管・胆道） 
② 慢性肝炎・肝硬変を有している場合あるいは門脈腫瘍栓による門脈圧亢進症に由

来する食道・胃静脈瘤 
③ 血小板減少症（化学療法、薬剤、慢性肝疾患、脾機能亢進症、特発性血小板減少

性紫斑病、敗血症、播種性血管内凝固症候群など） 
④ ストレス性胃・十二指腸潰瘍 
⑤ マロリーワイス症候群 
⑥ 直腸・S 状結腸急性炎症 

b) 治療  
ⅰ．非薬物療法 
① 内視鏡的止血術、硬化療法 
② 手術 
③ インターベンション・ラジオロジー 

ⅱ．薬物療法 
① 胃酸分泌抑制 
・PPI 

オメプラール、タケプロン、ネキシウム、パリエット 経口：各 1 錠 朝 
オメプラール 静注：1A+生食 20ml：多剤との配合注意 

② 止血剤 
・トロンビン経口剤 
③ 粘膜保護材 
・アルロイド G、ディクアノン 

④ オピオイドによる苦痛緩和：痛みの治療（p16）に準じます 
⑤ 持続性ソマトスタチンアナログ製剤 
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・オクトレオチド（サンドスタチン）持続皮下注：300～600μg／日：投与期間に

制限あり、高価 
⑥ 結腸炎・直腸炎に対してステロイド 
・リンデロン座薬 
・プレドニゾロン＋アルサルミン直腸内投与 

 
 
 
 
 

  こんなとき、どうする？ 
 

           終末期に輸血を行うべきか、どうか？ 
 
 終末期の輸血の適応については、議論のあるところです。明確な指針はありません。特

に終末期では、輸血を一旦始めれば、いつ止めるのかが問題となります。 
 方針決定に際しては、医療倫理の四原則に則り、一例一例考えていきます。 
 判断基準を以下に述べます。 
① 手術、インターベンション、化学療法の適応外であること。 
② 患者さんの意思決定が大前提。しかし、そのためには患者さんが正確な病名・病状・

予後について理解していることが必要です。この際、終末期の今そのとき（出血時）に

Yes か No かを迫るのはできるだけ避けなければなりません。 あらかじめ説明した上で、

患者さん自身にリビング・ウィルをしたためておいてもらうことが理想です。早期からの

（診断がついた時からの）緩和ケアには、このような将来を見据えた患者への指導・教育

が必要です。止血なき輸血は無駄です。輸血を始めたら、止めるタイミングを明確にして

おくことが重要です。説明を繰り返し、患者さんの意思確認をその都度得るようにします。 
③ 予後を踏まえること。臓器機能が正常範囲内である（≠死亡直前期）ことを確認すべ

きです。余命数日の場合は適応にはなりません。 
④ 症状（意識障害、呼吸困難感、労作時息切れ、倦怠感）が輸血によって緩和できると

考えられる場合、“辛さ”が輸血により緩和されることが強く期待できる場合。出血に伴

うこれらの症状を輸血以外の方法で緩和できる場合には適応とはなりません。ただし、患

者さんの意思や希望の確認のために輸血による症状改善（意識レベルの向上）が必要であ

ると思われる場合には、適応としてもよいかもしれません。 
⑤ 医学的無益、患者的無益と判断されれば、輸血を行わないこと。 
⑥ 命を長引かせることも縮めることも行わないという緩和ケアの原則に基づき判断する

こと。 
⑦ 生き方をどう支えるかが重要であり、これを十分考慮して適応を決めること。       

緩和究題 
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輸血の限界を知る必要があります。輸血ガイドラインでは、腎不全の場合の透析と同様

に、輸血を中止すれば、直ちに生命に関わる血液疾患の場合には、適応とされています。 
消化管出血が持続しており、止血手段がない場合には、適応外とされます。逆に消化管出

血がその後止血され、その状態が維持されている場合には、適応となります。タール便（大

量の新鮮な出血と考えにくい状況）については個別に対応すべきと考えます。経過観察を

行い、止血状態か否かを見極めた上で、上記原則に従って適応を決める必要があります。  
   コクランによる系統的レビューによれば、輸血による症状改善は 31~70%でみられま

す。輸血の効果は輸血後 2~7 日で現れ、14 日より漸減していきます。輸血後原疾患によ

る死亡率は 1 週間以内 14%、2 週間以内 23~35％とされています。有害事象は 3~7%に発

生しています。一般的な輸血（慢性貧血）の場合は、輸血の適応として、Hb 7g 以上を保

てるように行うことが原則とされます。何らかの原因で保てない場合は適応外となります。

逆に Hb 7g 未満とならなければ、輸血の適応とはなりません。これを一つの参考基準と

してもよいでしょう。 
結論として終末期の患者さんに対する輸血の適応を決めるのは時期尚早です。現在のと

ころは、① 個別に対応する ② 輸血を行う場合は間欠的輸血とする ③ 適応に関する

最終決定はチームカンファレンスで決める これらのことが基本となります。 

緩和ケア病棟から望む 

5 月の飯豊連峰 
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b. 呼吸器の症状  

1) 呼吸困難 

a) 診断 

ⅰ．原因 

 呼吸困難もまた、いくつかの原因が重なって起こることが多くあります｡ 

 原因が特定できることもありますが、複数の原因のすべてを取り除くのはしばしば    

困難です。     

呼吸困難の増悪要因として、慢性閉塞性肺疾患（COPD：気管支喘息、慢性肺気腫、

慢性気管支炎）や肺線維症などの呼吸器基礎疾患、あるいは心不全、また、患者さん

の不安があります。 

呼吸困難の原因 

がんに関連した原因 気管支の閉塞・狭窄、癌の肺内転移・浸潤、がん性リンパ管症

上大静脈閉塞、胸水貯留、心嚢水貯留  

治療に関連した原因 気胸、肺切除術、がん化学療法後の肺線維化、放射線照射後の

肺線維化 

病状に関連した原因 痛み、貧血、全身衰弱、腹水、肝腫大、肺塞栓、呼吸器感染症、

不安 

その他の原因 喘息、肺気腫、左心不全 

ⅱ．症候 

症状としては、チアノーゼ、貧血、全身衰弱、頸部静脈の怒張、心雑音をチェック

します。診療所や病院では、胸部単純撮影、ヘモグロビン値、パルスオキシメトリー、

心電図などの検査所見を検討します 

b) 治療 

ⅰ．原因の治療 

 迅速な苦痛緩和が重要です。痛みは呼吸困難を増強さ 

せて不安の原因ともなり、不安は呼吸困難を増強させ、 

悪循環に陥ることがしばしばあります。 

ⅱ．非薬物療法 

    ① 「適切な説明」と「不安の除去」が重要です。呼吸 

困難それ自体は危険でないと患者に説明し、不安を緩和 

します。呼吸困難は、環境の閉塞感により増悪する場合 

があり、ベッドの周りを広くし、窓を開けたり、扇風機 

を使用したりして空気の流れをつくります。    

② 口すぼめ呼吸など簡単な呼吸理学療法を指導します。 

③ セミファーラー位や起坐位などの体位の工夫を行います。 

④ 呼吸困難の原因を取り除くために、適応があれば、外科的治療や放射線療法によ

る閉塞解除を検討します。 

    ⑤ 胸水が原因である場合、利尿剤（腹水の治療（p38）に準ずる）による薬物療法

口すぼめ呼吸 



や保存的治療を行っても改善がない場合は、胸腔穿刺・ドレナージを施行します。

呼吸困難感が軽減する程度のドレナージでよいです。基本的には腹腔穿刺・ドレナ

ージ（p37）と同様です。 
⑥ 酸素投与：CO2ナルコーシスに注意しながら行います。SpO2にはこだわらず、

患者さんの自覚症状をみながら調節します。在宅では、在宅酸素療法（テイジン：

連絡先 023-624-9872 ）を行います。 
ⅲ．薬物療法 

    ① モルヒネ：痛みの治療（p16）に準じます。呼吸困難感に対する基本薬です。最

も効果があり、確実に症状を緩和できます。症状に合わせて投与量を増減します。 
    ② ステロイド：これも、重要な薬剤です。 

・デカドロン 経口：3～6 錠 分 3  食後 
・ソルメドロール 静注：40mg+生理食塩水 20ml 
ステロイドを長期間投与する場合は、タケプロンまたはネキシウムを胃・十二指腸

潰瘍、消化管出血予防を目的に併用します。 
    ③ ネオフィリン：点滴静注：125mg～250mg+生理食塩水 100ml またはソリタ T1 

200ml 30 分。利尿効果あり、心不全に対しても有効、ただし、頻脈には禁忌。 
    ④ 薬物療法やその他の治療でも改善しない場合は、セデーションを考慮します。「セ

デーションに関するガイドライン」（p132）に準じます。 
2) 咳嗽 

a) 診断 
ⅰ．原因 
がんの患者さんに起こる咳の原因は、肺の腫瘍、がん性リンパ管症、呼吸器感染、

肺気腫、左心不全、脱水、乾燥などです。 
ⅱ．分類 
次の 3 つに分類します：痰を喀出できる患者さんの湿性の咳、痰を喀出できない患

者さんの湿性の咳、乾性の咳。 
b) 治療 
ⅰ．非薬物療法： 
① 痰を喀出できる患者さんの湿性の咳 
・ネブライザー：喀痰溶解薬を入れた  生理食塩水を使用して粘調な痰を軟らかく

します。 

・肺理学療法：呼吸訓練や痰を出すための体位ドレナージなどを指導します。 
② 痰を喀出できない患者さんの湿性の咳 
・ 痰の吸引：上気道にある粘調な痰を除去するには有効。 

ⅱ．薬物療法 
① 原因治療：例えば、感染に対する抗生物質、心不全に対する利尿剤。 
② モルヒネ・コデイン：痛みの治療（p16）に準じます。モルヒネは強力な鎮咳作

用を有します。このため、元来、咳止めとして古くから用いられてきました。 
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    ③ 軽症の場合は通常の鎮咳薬でよいです。 
3) 死前喘鳴 

a) 診断 
   死前喘鳴は気道内に分泌物がたまり、その振動によって下咽頭から喉頭にかけてゼイ   

ゼイと音が出る現象です。死前喘鳴は非常に衰弱し、死が切迫している患者さんにみら

れます。この時期には、喘鳴は患者さんにとって苦痛になっていないことが多いのです。

むしろ、ご家族など周囲の人々にとって苦痛となることが多いため、不安、焦燥、混乱

を来さないように事前に十分な説明を行っておきます（第 8 章 家族ケア を参照）。  
b) 治療 
治療の主目標はご家族など周囲の人々に与える苦痛の除去です。 本人にとっては分

泌物の吸引は困難なことが多く､かえって患者さんにとって苦痛となるので、控えるこ

とも考慮します。 
 
 
 
 
 

こんなとき、どうする？ 
 

終末期に酸素療法は必要か？ 
 
 終末期、予後が日単位の患者さんの死亡直前期に酸素投与を続けるべきかどうか、悩む

ところです。 
  酸素供給のため、吸入器、マスクを使用することによって会話が困難となり、患者さん

やご家族の希望に反することがしばしばあります。ガイドラインには、呼吸不全の定義と

して、Sa(p)O2<90 = PaO2<60 とされています。一般的にはこれを基準に酸素投与を行う

ことが多いかもしれません。酸素投与を中止すれば、死期を早めるかもしれませんし、呼

吸困難が悪化し、苦痛を増強させてしまうかもしれません。しかし、終末期においては酸

素投与（とくにマスク）を継続した場合、会話をしたいという患者・家族の意思を尊重で

きなくなります。さて、どうすればよいのでしょうか。 
この問題は、医療倫理の四原則に照らし合わせても、結論は出ません。さまざまな考え

方があるからです。この場合は、やる、やらないではなく、「会話時に酸素一旦中止、呼

吸困難感が増強したら再開」が適切であるかもしれません。 
ただし、酸素投与が必ずしも、呼吸困難感を改善するとはかぎりませんし、モルヒネで

苦痛緩和が図れるかもしれません。また、酸素の過剰投与が CO2ナルコーシスを惹起し

て、意識障害を助長してしまうことはしばしば経験することです。単純に酸素投与が呼吸

困難を改善するわけではないことを医療者は意識し、見守るご家族へ適切な説明を行うこ

とが必要であると考えます。 

緩和究題 
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c. 泌尿器の症状 

1) 排尿障害・残尿過多 （思うように尿が出ない） 

a) 診断 

ⅰ．原因 

① 全身衰弱、加齢（膀胱収縮能力の低下）、便秘など 

によるもの：ある程度やむを得ない部分もあります。 

② 前立腺肥大や過去の頻回の尿道カテーテル留置など 

による器質的な尿道の狭窄（ただし話を聞くと、本人は尿が出ているつもりであっ

ても入院前からすでに尿が出にくくなっていることが多く、急に排尿の調子が悪くな

ることはありません。） 

③ 排尿に関する神経の障害（いわゆる神経因性膀胱）：膀胱排尿筋と尿道括約筋の

協調運動の不全に起因するものです。患者さんの既往歴を確認します。 

・脳血管性（脳出血、脳梗塞）、脳腫瘍、変性性（パーキンソン病、アルツハイマ

ー病）、頭部外傷など：例えば、脳血管性、パーキンソン病であれば排尿筋過活動

を示すことが多く、頻尿（特に夜間）、尿意切迫感、切迫性尿失禁を起こしやすく

なります。 

・脊椎・脊髄疾患（椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症）、脱髄性（多発性硬化症）、先

天性（二分脊椎）、外因性（外傷）：これは仙髄より上位か下位かでわかれますが、

多彩な症状を示します。 

・変性性（自律神経機能不全）、炎症性（膠原病）、代謝性（糖尿病、アミロイドー

シス、アルコール）、外因性（外傷，骨盤内の手術）：骨盤内手術後、糖尿病では尿

意知覚の低下、排尿筋低活動が見られ、排尿障害（尿勢低下、残尿増加）が見られ

ます。 

・筋疾患（筋ジストロフィー）外因性（外傷，分娩） 

・投与中の薬剤の膀胱機能への影響：ⅰ)中枢性（脳）に作用する薬剤：抗精神病

薬、睡眠導入剤、抗てんかん薬、麻薬  ⅱ)末梢性（膀胱・尿道）に作用する薬剤：

抗コリン薬、α 受容体刺激薬（昇圧薬）、三環系抗うつ薬、抗ヒスタミン薬、抗不

整脈薬（ジソピラミド系）、精神安定薬、抗パーキンソン病薬 

     ただし、睡眠と夜間頻尿は密接に関係しており、睡眠薬内服で夜間頻尿を減らせ

ることがあります。 

ⅱ．症候 

次の点に注意して問診します。尿量、血尿、尿勢低下、下腹部膨満感、下腹部痛の有

無についてチェックします。腹部の触診、尿検査を行います。診療所や病院では超音波

検査で残尿がないかをチェックすることが重要です。場合により泌尿器科受診を考慮し

ます。 

b) 治療 

ⅰ．非薬物療法 

① 間欠導尿：毎日回数、時間を決めて行う患者さん自身または介助者による間欠導
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尿法（CIC）があります。これは長期に安全に施行できると言われていますが、ご本

人ができない場合は介助者がやることになるため介助者の負担は大きくなります。 

② 尿道カテーテルの挿入：原因の治療が可能な場合は一時的な留置にとどめます。

しかし、残尿感や夜間頻尿といった症状が強い場合にはカテーテル挿入により本人、

家族や介護者の負担が軽減されることがあります。定期交換していれば安全に留置を

継続できます。ただし、結石ができやすくなったり、浮遊物が付着してカテーテルが

詰まりやすくなったりすることもあるので、バッグにたまる尿量や尿の性状のチェッ

クが大切です。ただし、特に患者さんが男性の場合は、個人の尊厳を尊重する観点か

ら、やむを得ない場合を除き安易に尿道カテーテルを挿入しないようにします。 

ⅱ．薬物療法 

① その薬物が排尿障害と疑われる場合はその薬物を可能な限り中止します。 

② 男性の場合であれば前立腺肥大症に対して有効な α１ブロッカー（フリバス、ハ

ルナール、ユリーフ）内服を考慮し、更に AChE 阻害薬（ウブレチド）内服も検討

します。 

2) 尿失禁 

a) 診断 

ⅰ．症候 

尿失禁とは不随意に尿が漏出する状態を言います。 

ⅱ．原因 

① 腹圧性尿失禁：骨盤底筋群の脆弱化と括約筋機能の低下のため、咳、くしゃみな

ど急に腹圧が加わった場合に尿の漏出が認められる状態です。加齢、多産、子宮摘出

や前立腺全摘手術が原因となります。 

② 切迫性尿失禁：強い尿意のため我慢できず、トイレに到着する前に尿が漏れてし

まう状態です。排尿筋の不随意収縮が原因となります。過活動膀胱、神経因性膀胱が

原因となります。 

③ 溢流性尿失禁：慢性尿閉により最大膀胱容量と残尿が同量となり、有効膀胱容量

が０になり常時尿があふれ出る状態です。骨盤内末梢神経損傷による神経因性膀胱な

どが原因となります。（頻尿と勘違いされることがよくあります。） 

④ 持続性尿失禁：膀胱に尿を保てずに尿が常に尿道より漏れる状態を言います。仙

骨への癌の浸潤や手術による神経損傷、括約筋損傷などが原因となります。 

その他、反射性尿失禁、機能性尿失禁などがあります。また①、②を合併している

ことも多くあります。繰り返しになりますが、③を頻尿と勘違いしないことが、とく

に大切です。なぜなら、治療法が全く異なるからです。 

b) 治療 

ⅰ．非薬物療法 

① 腹圧性尿失禁：骨盤底筋体操が効果的です。またパッドの使用も考慮します。 

② 切迫性尿失禁：腹圧性尿失禁に準じます。 

③ 溢流性尿失禁：間歇的導尿（CIC）か尿道カテーテル留置が必須です。 



④ 持続性尿失禁：常時尿失禁状態ですので、おむつが必要です。 
ⅱ．薬物療法 
① 腹圧性尿失禁：β2 アドレナリン受容体作動薬（スピロペント）が効果のあるこ

とがあります。 
② 切迫性尿失禁：抗コリン薬(ベシケア、ウリトス、トビエースなど)、また β3 ア

ドレナリン受容体作動薬（ベタニス）も効果があります。 
他のタイプの尿失禁では薬物療法は効果がほとんど期待できません。 
尿が出なくなることが危険な状態を意味します。ですから、気づかないうちにお

むつに常時排尿している状態は、見かけは悪いかもしれませんが、危険な状態では

ありませんので、慌てず、冷静に対処しましょう。 
3) 血尿 

a) 診断 
原因は、腫瘍、放射線療法後、化学療法後、抗凝固薬（ワーファリン、プラビックス、

アスピリン等）を内服している患者さんの出血傾向、尿路結石（膀胱結石が多い）、尿

路感染症などです。診療所または病院で、尿検査、超音波検査、膀胱鏡検査を組み合わ

せて行います。高度な血尿が持続する場合は、専門医に依頼して軟性膀胱鏡検査を行い

ます。ここでも一番注意しなくてはならないことは血尿による尿閉です。また、終末期

にどれだけ抗凝固薬（血液サラサラ系の薬）が必要かを考えるべきです。心房細動によ

る脳梗塞のリスクは 1%程度と言われています。また、これらの薬は特に終末期におい

ては消化管出血のリスクも高めてしまいます。 
b) 治療 
ⅰ．非薬物療法 

原因の除去が可能ならばそれを優先させます。結石や感染であれば破砕や抗生剤加

療を行います。腫瘍あるいは放射線療法後、化学療法後の血尿は根本的な治療法がな

いのが現状です。基本的には血尿、血塊による尿閉を防ぐために可能な限り膀胱洗浄

を生理食塩水で行って膀胱内の血塊や沈殿物を除去し、3 ウェイカテーテルを留置し

持続洗浄を行います。腫瘍からの出血の場合、あまりに高度のときは経皮的塞栓術で

塞栓することもあります。 
ⅱ．薬物療法  

血尿が軽度の場合はアドナやトランサミン点滴を用いることがあります。ただし感

染症や結石が原因であれば、全身状態等を考慮しながら、その原因を除去することが

望ましいと考えます。 
4) 水腎症 

a) 診断 
膀胱癌や前立腺癌末期となると腫瘍が両側尿管口に浸潤し、尿の流れが悪くなり水腎

症になることがあります。片方でも腎が働いていれば問題ありませんが、両側水腎症と

なった場合は、両下肢の浮腫、全身の浮腫が見られます。採血を行って腎機能の悪化の

有無や、超音波検査によって両腎の水腎の有無をチェックします。 
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b) 治療 
診断でも述べましたように、片方でも腎が機能していれば問題はありません。両側水

腎の時は（水腎の程度，腎機能の程度にもよりますが）片側の腎瘻造設術を行います。

これも体外から管が出ることとなるため、インフォームド・コンセントが必要です。ま

た、癌末期となると出血傾向や血小板減少も見られることが多く、腎瘻からの出血が止

まらない場合もあり、適応には十分注意する必要があります。 
他臓器がん（例えば、消化器がん）では尿管口がわかるので、ダブル-J（DJ）ステ

ントを挿入・留置することがあります。 
                    
 
 
 
 
 

こんなとき、どうする？ 
 
終末期、転倒骨折の危険がある患者に尿道カテーテルを留置するかどうか？ 
  
  これは、退院を想定した患者さんの場合です。入院中に尿道カテーテルを挿入すべきか

かどうかという問題です。一般病棟では、患者さんに対して、簡単に尿道カテーテルを入

れてしまう医療者をしばしば見かけます。尿道カテーテルを留置することの重大さにもっ

と意識を持つべきです。尿道カテーテルを入れるメリットとしては、トイレ歩行の機会を

減らしますので、トイレ歩行時の事故防止につながります。デメリットとしては、カテー

テルの違和感・苦痛を伴うこと、患者さんの尊厳を損なうこと（とくに、男性では身体的

な面で大きいと思われます）、歩きたいという意思・希望を無視したことになってしまい

かねないことなどが挙げられるでしょう。カテーテルを挿入する前に、必ず、患者さんと

ご家族の意思を確認しましょう。その場合、正確にリスク（カテーテルを留置しない場合

のトイレ歩行時の転倒・骨折、逆に留置による ADL の低下、在宅移行後も在宅療養にお

ける QOL が低下してしまい、寝たきり状態に陥りがちとなること）の説明を行う必要が

あります。悩むケースでは、一度 
挿入して、状況をみるのも一つの 
方法です。在宅で室内を歩き回る 
予定である場合、病院環境とは床、 
壁の状況も異なり、入院と同様の 
リスクを念頭に置くことは必要な 
いはずです。病院でのみカテーテ 
ルを入れる意味があるのかどうか、 
よく考えてみてはいかがでしょうか。 

緩和究題 
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d. その他の症状  
1) 全身倦怠感 

a) 診断 
 全身倦怠感とは、「身体的、精神的、認知的にエネルギーが減少したと感じる主観的

な感覚」です。したがって、「だるい」と表現される全身的な脱力や衰弱感のほかに、

注意力や集中力の低下、不眠あるいは傾眠、倦怠感に伴うイライラ（焦燥感）や悲しみ

（悲哀感）などがみられることがあります。 
 終末期では、全身倦怠感が休息や睡眠によって回復しないことが特徴のひとつです。 
 原因は、がんの進行に伴う悪液質をはじめ、低カリウム血症や低ナトリウム血症など

の電解質異常、貧血、肝不全などの臓器不全、感染、脱水、さらに抑うつや不安など複

数の因子が関連しています。また、全身倦怠感はがん化学療法や放射線照射の副作用と

して生じることがありますが、その場合は治療終了後 2 週間程で回復することが多いよ

うです。  
   診断は全身倦怠感の有無を患者さんに直接聞くことから始まります。次いで倦怠感の

程度、日常生活への影響、心理状態などに着目するようにします。  
b) 治療 
ⅰ．薬物による治療法 
ステロイド 

・デカドロン 経口：3～6 錠 分 3 食後、 
・ソルメドロール 静注：40mg+生理食塩水 20ml 
ステロイドを長期間投与する場合は、タケプロンまたはネキシウムを胃・十二指

腸潰瘍、消化管出血予防を目的に併用します。 
ⅱ．薬物以外の治療法 
① 身体を動かすことが患者さんの日常生活における自律性を維持することにつな

がることがあります。しかし、患者さんの負担になるような運動は避けるようにし

ます。休息と運動のバランス、活動と睡眠のリズムを把握し、患者さんに合わせた

個別的な対応が求められます。 
    ② 理学療法 
    ③ 音楽療法 
2) 高カルシウム血症 

a) 診断 
 ⅰ．症候 

症状としては、食欲不振、全身倦怠感、口渇、便秘などにはじまり、進行するにし

たがい、嘔気、嘔吐、傾眠、脱水、せん妄などが現れます。いずれも非特異的な症状

であるため、高カルシウム血症の疑いを持たないと見逃す可能性があります。 
 診断には血清総カルシウム値を次の式を用いて補正し、血清補正カルシウム値を求

めます。 
  血清補正カルシウム値（mg/dl）＝血清総カルシウム値（mg/dl）＋〔4－血清アルブミン値（g/dl）〕 
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 血清補正カルシウム値 10.3mg/dl 以上を高カルシウム血症と診断します。通常、血

清補正カルシウム値 12.0mg/dl 以上で症状が出現します。 
b) 治療 
薬物療法 

生命予後が月単位と予測される患者さんに高カルシウム血症が発生した場合、ビフ

ォスフォネート製剤（ゾメタ、ランマーク）による治療が有効です。ビフォスフォネ

ートが有効なときには血清カルシウム値が 24～48 時間後から低下し始めます。  
生命予後が週単位から日単位と予測される患者さんでは、ビフォスフォネート製剤

を投与しても、患者さんの症状マネジメントにつながらないことがあります。したが

って高カルシウム血症と診断し、治療するか否かを決める際には、患者さんの全身状

態、生命予後などを総合的に判断する必要があります。 
3) リンパ浮腫 

a) 診断 
ⅰ．原因 

    原因のほとんどは、がんの再発や転移、がん治療によるものです。とくに腋窩部や    
鼠径部のリンパ節への転移、骨盤内再発、あるいはリンパ節廓清によって生じます。 
ⅱ．症候 
リンパ浮腫は高蛋白性浮腫であり、慢性炎症や線維化を伴います。四肢のいずれか

に起こりますが、体幹部の浮腫を伴うこともあります。症状は、腫大した部位の締め

つけ感、運動制限、機能低下などで、腋窩リンパ節転移に伴うリンパ浮腫では神経障

害性の痛みを伴うことがあります。  
b) 治療 
ⅰ．薬物以外の治療 

① 皮膚のケア：保湿クリーム（ワセリンなど）で乾燥を防ぎ、清潔を保ちます。 
② リンパマッサージ：リンパ液の流れを改善させるマッサージを行います。 
③ 圧迫：マッサージの効果を維持するために弾性包帯やサポーターを使用します。 

ⅱ．薬物による治療 
    ① 利尿剤 

・フロセマイド：ラシックス 経口：10～40mg、静注：10～20mg 
      ・スピロノラクトン：アルダクトン  1～2 錠 

ソルダクトン  静注：100～200mg+生理食塩水 20ml  
   スピロノラクトンは効果発現まで 3 日ほどを要します。また、高カリウム血症には

禁忌です。 
    ② 輸液の調節（減量） 
4) 褥創 

a) 診断 
 ADL が低下して体動困難な状況に陥ったり、栄養障害、悪液質が進行したりするこ

とにより悪化します。創傷治癒力が失われているため、短期間に急速に増悪します。 
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b) 治療 
ⅰ．皮膚のケア 
① ワセリン、ユーパスタ 
② 創傷保護剤：テガダーム、デュオアクティブ、ビジダーム  
③ 壊死組織除去、感染管理 

ⅱ．体圧分散マットの使用 
ⅲ．体位変換：1～2 時間ごと 
ⅳ．悪液質が生じている場合、通常の栄養管理にはこだわる必要はありません。 

5) 腫瘍による皮膚浸潤・潰瘍 
 a) 診断 
 乳癌をはじめ、さまざまながんによって皮膚転移、表在性リンパ節転移が進行して、皮

膚に浸潤し、体表面に露出、潰瘍形成、出血、浸出液、臭気をもたらすことがあり、この

治療とケアに難渋する場合があります。必要時には組織診断を行いますが、経過や画像診

断、肉眼所見で診断は比較的容易です。 
 b) 治療 
悪性リンパ腫を除き、固形がんに起因する腫瘍の場合には、モーズペースト（Mohs’ 

paste）のよるケモサージェリー（chemosurgery）が効果を発揮する場合が多く、ご紹介

いたします。 
モーズペーストは表に示した成分を調剤して作成し、これをマニュアルに則って、主要

部に塗布します。モーズペーストによって腫瘍は固定化し、腫瘍に縮小、浸出液・出血の

消失、痂皮化が起こり、臭気が消失します。腫瘍を剪刀等で出血なく、切除することも可

能となります。 
本治療法による抗腫瘍効果は、痛みをはじめとする身体的苦痛および局所の変形や臭気

などのボディーイメージの喪失による精神的苦痛の緩和、また、入院医療費の軽減による

経済的負担の緩和など全人的ケアに結びつきます。 
モーズペーストの組成と調剤 

組成 
塩化亜鉛：50g  亜鉛化デンプン：適量（粘度調節）（20g 程度）   
グリセリン：適量（硬さ調節）（7ml 程度） 注射用水：25ml  

            総量           102g 程度 
調整法 
① 乳鉢に塩化亜鉛（潮解性、腐蝕性あり）と少量の注射用 
水を加え、塩化亜鉛の結晶を砕きながら溶解する。 
② 亜鉛化デンプンを加えながら攪拌し、残りの注射用水を 
加えて均一に溶解する。 
③ グリセリンを加え、攪拌する。 
④ 適切な大きさの軟膏壺へ入れる。 
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モーズペースト療法 

1. 必要物品 （潰瘍の大きさに合わせて調節） 
・ モーズペースト                       
（調剤に時間がかかるので早めに薬剤部に調剤を依頼する） 
・ アズノール、ワセリン、マニキュアなどの皮膚保護剤     
・ 50ml シリンジカテーテルチップ（洗浄用）   1 本 
・ 5ml または 10ml シリンジ                   2 本 
（事前にアズノールとモーズペーストを吸い上げておくと良い） 
・ 洗浄用微温湯 
・ 八つ折りまたは大ガーゼ                 
・ 3×30 コメガーゼ                      
・ オプサイトロール（未滅菌で良い）             
・ 尿取りパット、処置用シーツ               
2. 手順 
① 処置を行う前に患部の洗浄：入浴が可能な患者さんでは事前にシャワーなどで患部を

洗浄し、ガーゼを軽くあてる。外来通院の患者さんは事前にその旨を伝え、来院前にシャ

ワーを済ませ、ワセリンガーゼ（ガーゼにワセリンを塗布）で保護してきてもらう。 
※入浴が不可能な場合や急遽処置することになった場合は 50mlカテーテルチップを使

用し微温湯で、処置用防水シーツ、尿取りパットを用いて洗浄する。このとき、軟膏、脱

落組織、出血など全て除去する。乾ガーゼで水分、出血、滲出液を拭き取る。この際、こ

すって出血を助長させないように気をつける。 
② 患部周囲の健常な皮膚に 3～5cm 程度の幅でマニキュアを塗布し、乾燥させる。その

周囲約 10cm 程度の広範囲にワセリンかアズノール軟膏を塗布する。 
③ シリンジに吸い上げたアズノールと指でよじってひも状にしたコメガーゼで患部を囲

むように患部と健常な皮膚の間に高さ 5mm 程の土手を作る。 
④ モーズペーストは腫瘍が隠れる程度の厚さに塗布する。 
⑤ 塗布後、オプサイトで全体を覆うように密閉する。 

※皮膚保護のために塗布しているワセリンやアズノール軟 
膏よりも広めに貼る。 

⑥ 30 分～1 時間程度そのままにする。 
 ※痛みが生じたり、患部に何らかの症状が出た場合は直ぐに洗浄し、主治医に報告する。 
⑦ モーズペースト、マニキュア、周囲の軟膏を洗い流す。マニキュアは皮膚の状態に応

じて、除光液を使用して除去して良い。患部の水分を拭き取り、ワセリンを塗布しガーゼ

で保護する。ガーゼのみでは密着して出血の原因となるため避ける。 
※自宅で処置を行っている患者さんにはガーゼをはがす際はシャワーを当てぬらして

からはがすなど患部に刺激のないはがし方を指導する。 
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［参考資料］ 
・川村博司、横山英一、他：消化器癌に対するステント留置術の緩和的治療としての意義

に関する検討、三友堂病医誌 12:23-29,2011 
・川村博司、加藤佳子、他：三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター緩和ケアチーム活

動－がん患者の自律性を高める早期からの緩和ケアの実践－、三友堂病医誌 13:7-14,2012 
・吉田美代子、東海林由美、他：三友堂病院緩和ケア病棟における緩和医療の質の評価－

Support Team Assessment Schedule（日本語版）：STAS-J の導入－、三友堂病医誌

7:3-10,2006 
・山下恵美、黒田美智子、他：皮膚浸潤を伴う進行乳癌患者の QOL の改善における全身

化学療法およびモーズペーストの効果、三友堂病医誌 11:59-64,2010 
 
 
                      

  悪液質 
 

1. 定義 
基礎疾患に関連する 

脂肪量の減少を伴う、 
または、伴わない筋肉 
の損失を特徴とする複 
合的な代謝異常症候群 
2. 分類 

悪液質では、エネル 
ギー不足や栄養不良を 
生じ、抗がん治療が困 
難となり、予後が不良 
となります。 

悪液質は 3 段階に分類されます。precachexia（悪液質前段階）、cachexia（悪液質） と
refractory cachexia（不応性悪液質）です。各段階は体重減少と BMI の変化、サルコペ

ニアの有無、食欲不振と代謝変化によって定義されます。不応性悪液質は、PS が低下し、

生存期間が 3 か月未満であり、抗がん治療に不応の末期の状態です。各段階に応じて病型

のアセスメントを行った上で管理を行います。 
3. 病態 

悪液質は，腫瘍の種類と存在部位によりきわめて多様な病態を呈します。腫瘍自身ある

いは宿主反応によるサイトカイン/ 悪液質因子によって以下の病態が生じます。炎症反応

と神経内分泌反応を生じ、それによって、食欲不振、栄養摂取量低下、また代謝変動を生

じます。アドレナリン作用の活性化と腫瘍由来の脂肪分解因子は脂肪分解に作用します。

性腺機能低下，インスリン抵抗性，アドレナリン作用活性化に半飢餓状態の全身炎症反応
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が加わって、筋萎縮が生じます。急性相反応によって肝臓での蛋白産生と窒素の消失が生

じます。さらに基質代謝自体が代謝亢進につながります。 
3. 症状 
a. 食欲低下：消化器がんや頭頸部がんでは，がんによる直接的な障害と放射線療法など

の抗がん治療の副作用によって、痛み、嚥下困難、嘔吐、下痢など多様な症状が生じます。

がんの患者さんはそれらの症状を回避するために摂食量が減少します。食欲低下、味覚変

化、臭いの異常、上部消化管機能低下（早期満腹感，嘔気，嘔吐），下部消化管機能低下

（下痢，便秘）が生じ、摂食量が減少します。うつや不安の情動も食欲低下につながりま

す。がんの存在部位により低栄養の程度は異なりますが、消耗、摂食量低下は疾患の進展

に大きな影響を及ぼします 
b. 代謝亢進：悪液質を呈する患者さんの 50％では代謝が亢進します。代謝亢進の原因は、

アドレナリン活性・サイトカイン/悪液質因子（TNF- α・IL-6・腫瘍特異的因子：lipid 
mobilizing factor〔LMF、zinc-α2-glycoprotein（AZAG）〕、proteolysis-inducing factor
（PIF）・myostatin ・activin・神経内分泌変化・グルココルチコイド：筋萎縮の促進）・

全身炎症反応であり、これらが相互に影響しあって生じます。 
c. 脂肪萎縮：腫瘍特異的因子やサイトカインが中性脂肪分解を導き、悪液質では脂肪が

85％減少します。 
d. サルコペニア：悪液質では骨格筋量減少が特徴で、体重の 30％減少に対して骨格筋は

75％減少し、死に至る原因となります。とくに肥満の患者さんや消化器がんの患者さんで

ははサルコペニアが助長されます。 
4. 栄養管理：がんの患者さんに在宅で栄養（機能）補助食品を用いることが QOL の改善

に役立つという報告があります。がんの患者さんはたくさんの栄養剤を飲めないことも多

く、低用量で高カロリーを投与できる高濃度タイプの栄養剤が推奨されます。また、耐糖

能が低下し，脂肪酸化が正常もしくは亢進しているため，理論上、脂肪はがんの患者さん

の栄養素としてふさわしいと考えられています。最近、ω3 系脂肪酸の EPA が悪液質の

促進因子であるサイトカインに抑制的に働くことから，がん患者の体重減少の抑制に期待

されています。悪液質がもっとも観察される切除不能膵癌や進行膵癌の患者さんに対して、

EPA が強化された癌患者用栄養剤の服用により体重減少が抑制されたという報告や、6 週

間で 5％以上の体重減少を示した膵癌と肺癌悪液質の患者さんに、化学療法に加えてダイ

エット・カウンセリングと EPA が強化された高カロリー栄養剤を用いて、食事摂取量，

栄養状態，QOL を 8 週間以上有意に改善させたなどの報告があります。 
[参考資料] 

・森直治、東口髙志：悪液質－What is cancer cachexia?－、日本緩和医療学会ニューズ

レター:Japanese Society for Palliative Medicine News Letter 55(5),2012 
・Fearon K et al. Definition and classification of cancer cachexia: an international 
consensus. Lancet Oncol;12:489-95,2011 
・日本緩和医療学会緩和医療ガイドライン委員会：終末期がん患者の輸液療法に関するガ

イドライン 2013 年版 (第 1 版)、東京、金原出版、2013 
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こんなとき、どうする？ 

 
終末期の輸液（水分と栄養の人工補給）をどうするか？ 

 
「点滴くらいしてもらえないんですか？」 緩和ケアを受ける患者さんやご家族からし

ばしばこんな質問をされます。がんという病名、病状を受け入れられず感情的になってい

る場合は、冷静さを取り戻すのを待って、相手に思慮深い態度が認められるようになって

から、以下の説明を行いましょう。 
要点は次の 2 点です：栄養の人工補給には危険が伴うこと、および、死が差し迫ってい

る患者さんに正当な利益をもたらすとのエビデンスはないこと。 
総論でも述べましたが、日本老年医学会の高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイ

ドラインには、「胃瘻などで人工的水分・栄養補給（AHN：artificial hydration and 
nutrition）により何年も延命することが必ずしも本人のためになっていない」ことが示さ

れています。また、緩和ケアのバイブルともいわれる「トワイクロス先生のがん患者の症

状マネジメント」によれば、「水分補給不足」は患者にとってメリットが大きいと書かれ

てあります。「水分補給不足」のメリットとは、① 気道内分泌、唾液分泌、消化管分泌が

減少して咳、死前喘鳴、嘔気が減少し、口腔・気道吸引回数を減少させることができるこ

と、② 尿量が減少し、失禁や尿道カテーテル留置の頻度が減少すること、③ 浮腫、腹水

およびこれらの随伴症状が緩和されること、④ 心理社会的マイナス要因（患者さんとご

家族のバリア：関係を遮るもの）である「点滴セット」を身につける必要がないこと、⑤ 
医療者にとって不必要な「水や電解質のバランスに気を遣うこと」が避けられる（点滴が

入っていると大事なケアよりもこれに気をとられる）こと、⑥ 平穏死が実現できること

です。これに対して、デメリットとして“輸液必要派”がしばしば主張するのは、① せ
ん妄が増悪し、セデーションが必要となり、また、ミオクローヌスも発症しやすくなる、

② 便秘、褥創、口内乾燥が悪化するというものです。 
しかし、トワイクロス先生は、これらのデメリットとさ 
れるものには“何のエビデンスもない”ということを述 
べています。水分補給がこれらを軽減するという誤解は 
拭い去りましょう。口内乾燥対策としては 1～2ml の水 
を 30～60 分ごとに口腔内に注意深く注入するか、小さな 
氷片を口に含ませるようにしてみてください。輸液より 
はるかに満足度の高い結果が得られるでしょう。 
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補足 1 麻薬一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.モルヒネ 

分類 製品 製剤 投与経路 
最高血中濃度 
到達時間 

半減期 作用持続時間 

エチルモルヒネ塩酸塩 原末 散剤（1g） 
経口、点眼、 

眼軟膏 
－ － － 

オプソ ®内服液 5mg 1包 2.5ml中モルヒネ塩酸塩 5mg 液剤 経口 0.5±0.2時間 2.9±1.1時間 － 
オプソ ®内服液 10mg 1包 5ml中モルヒネ塩酸塩 10mg 液剤 経口 0.5±0.2時間 2.9±1.1時間 － 

カディアン ®カプセル 
1カプセル中モルヒネ硫酸塩 

（20mg、30mg、60mg） 
カプセル剤 経口 

7.3±0.8時間 
（反復投与） 

9.2±0.9時間 
（反復投与） 

－ 

カディアン ®スティック粒 
1スティック中モルヒネ硫酸塩 

（30mg、60mg、120mg） 
顆粒剤 

（粒状物分包品） 
経口 

7.3±0.8時間 
（反復投与） 

9.2±0.9時間 
（反復投与） 

－ 

パシーフ ®カプセル 
1カプセル中モルヒネ塩酸塩 

（30mg、60mg、120mg） 
カプセル剤 経口 0.9時間 13.5時間 24時間 

ピーガード ®錠 
1錠中モルヒネ硫酸塩 

（20mg、30mg、60mg、120mg） 
錠剤 経口 4.42～1.75時間 27.5～11.4時間 － 

モルヒネ塩酸塩 原末 散剤（5g） 経口 30～90分 1.9時間 － 
モルヒネ塩酸塩錠 1錠中モルヒネ塩酸塩 10mg 錠剤 経口 1.3±0.3時間 2.1±0.3時間 － 
モルペス ®細粒 2％ 1包 0.5g中モルヒネ硫酸塩 10mg 細粒 経口 2.40±1.52時間 8.70±5.10時間 － 
モルペス ®細粒 6％ 1包 0.5g中モルヒネ硫酸塩 30mg 細粒 経口 2.75±1.50時間 6.92±2.22時間 － 

MSコンチン ®錠 
1錠中モルヒネ硫酸塩 
（10mg、30mg、60mg） 

錠剤 経口 2.7±0.8時間 2.58±0.85時間 － 

MSツワイスロン ®カプセル 
1カプセル中モルヒネ硫酸塩 

（10mg、30mg、60mg） 
カプセル剤 経口 1.89±1.32時間 2時間 -－ 

アンペック ®坐剤 
1個中モルヒネ塩酸塩 
（10mg、20mg、30mg） 

坐剤 直腸内 
1.5±0.6時間 

（30mg） 
4.47±0.78時間

（20mg） 
－ 

モルヒネ塩酸塩注射液 10mg 
アンペック ®注 10mg 

1ml中モルヒネ塩酸塩 10mg 
注射剤 

（アンプル（1ml）） 

皮下、 
静脈内、 
硬膜外、 
くも膜下 

0.2～0.3時間 
（皮下） 

0.8～2.2時間 
（皮下注） 

1.7～3.5時間 
（静注） 

－ 

モルヒネ塩酸塩注射液 50mg 
アンペック ®注 50mg 

 
 

モルヒネ塩酸塩注射液 200mg 
アンペック ®注 200mg 

5ml中モルヒネ塩酸塩 50mg 
 
 
 

5ml中モルヒネ塩酸塩 200mg 

注射剤 
（アンプル（5ml）） 

 
 

注射剤 
（アンプル（5ml）） 

皮下、 
静脈内、 
硬膜外、 
くも膜下 

 
皮下、 
静脈内 

0.2～0.3時間 
（皮下） 

 
 

0.2～0.3時間 
（皮下） 

0.8～2.2時間 
（皮下注） 

1.7～3.5時間 
（静注） 

0.8～2.2時間 
（皮下注） 

1.7～3.5時間 
（静注） 

－ 

プレペノン ®注 50mgシリンジ 5ml中モルヒネ塩酸塩 50mg 注射剤（シリンジ） 静注、皮下注 － － － 
プレペノン ®注 50mgシリンジ 10ml中モルヒネ塩酸塩 100mg 注射剤（シリンジ） 静注、皮下注 － － － 

モヒアト注射液 
1ml中モルヒネ塩酸塩 10mg 
アトロピン硫酸塩 0.3mg 

注射剤 
（アンプル（1ml）） 

皮下注 － － － 
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2.オキシコドン 

分類 製品 製剤 投与経路 
最高血中濃度 
到達時間 

半減期 作用持続時間 

オキシコンチン ®錠 
1錠中オキシコドン塩酸塩 

（無水物として） 
（5mg、10mg、20mg、40mg） 

錠剤 経口 2.5±1.4時間 5.7±1.1時間 － 

オキノーム ®散 
1包中オキシコドン塩酸塩 

（無水物として） 
（2.5mg、5mg、10mg） 

散剤 
（0.5g、1g、2g） 

経口 1.9±1.4時間 6.0±3.9時間 － 

オキファスト ®注 10mg 
1ml中オキシコドン塩酸塩 
（無水物として）10mg 

注射剤 
（アンプル（1ml）） 

静脈内、 
皮下 

   

オキファスト ®注 50mg 
5ml中オキシコドン塩酸塩 
（無水物として）50mg 

注射剤 
（アンプル（5ml）） 

静脈内、 
皮下 

   

 

 

 

3.フェンタニル 

分類 製品 製剤 投与経路 
最高血中濃度 
到達時間 

半減期 作用持続時間 

デュロテップ ®MTパッチ 
フェンタニル 3日用テープ 

1枚中フェンタニル（2.1m、4.2m、
8.4mg、12.6mg、16.8mg） 

貼付剤 経皮 30－36時間 17時間 － 

フェントス ®テープ 
1枚中フェンタニルクエン酸塩
（1mg、2mg、4mg、6mg、8mg） 

貼付剤 経皮 20.1±6.1時間 27.1.±14.1時間 － 

フンデュロ ®パッチ 
 

1枚中フェンタニル（0.84mg、
1.7mg、3.4mg、5mg、6.7mg） 

貼付剤 経皮 8～26時間 21.5±5.9時間 － 

アルチバ ®静注用 2mg 1ml中レミフェンタニルとし 1mg 
注射剤（バイアル

（2ml）） 
静脈内 投与終了直後 3～10分 － 

アルチバ ®静注用 5mg 
1ml中レミフェンタニルとして

1mg 
注射剤（バイアル

（5ml）） 
静脈内 投与終了直後 3～10分 － 

タラモナール ®静注 
1ml中フェンタニルクエン酸塩
0.0785mg、ドロペリドール 2.5mg 

注射剤 
（アンプル（2ml）） 

静注 － － － 

フェンタニル注射液 0.1mg 
2ml中フェンタニルとして 

0.1mg 
注射剤 

（アンプル（2ml）） 

静脈内、 
硬膜外、 
くも膜下 

投与終了直後 
（静脈内） 
10～30分後 
（硬膜外） 

8.6±3.3時間 
（静脈内 24時間持続） 

8.9±4.1時間 
（硬膜外 24時間持続） 

－ 

フェンタニル注射液 0.25mg 
5ml中フェンタニルとして 

0.25mg 
注射剤 

（アンプル（5ml）） 

静脈内、 
硬膜外、 
くも膜下 

投与終了直後 
（静脈内） 
10～30分後 
（硬膜外） 

8.6±3.3時間 
（静脈内 24時間持続） 

8.9±4.1時間 
（硬膜外 24時間持続） 

－ 

フェンタニル注射液 0.5mg 
10ml中フェンタニルとして 

0.5mg 

注射剤 
（アンプル
（10ml）） 

静脈内、 
硬膜外、 
くも膜下 

投与終了直後 
（静脈内） 
10～30分後 
（硬膜外） 

8.6±3.3時間 
（静脈内 24時間持続） 

8.9±4.1時間 
（硬膜外 24時間持続） 

－ 

 

 

4.コデイン 

分類 製品 製剤 投与経路 
最高血中濃度 
到達時間 

半減期 作用持続時間 

コデインリン酸塩 原末 散剤（5g、25g） 経口 1.2±0.6時間 3.6±0.15時間 － 
コデインリン酸塩散 1g中コデインリン酸塩 100mg 散剤（50g、100g） 経口 － － － 
コデインリン酸塩錠 1錠中コデインリン酸塩 20mg 錠剤 経口 － － － 

ジヒドロコデインリン酸塩 原末 散剤（5g） 経口 1.60±0.12時間 3.68時間 － 

ジヒドロコデインリン酸塩散 
1g中ジヒドロコデインリン酸塩

100mg 
散剤（50g） 経口   － 
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補足 2  麻薬の取り扱いガイドライン 
 

厚生労働省医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 医療用麻薬適正使用ガイダンス 
（厚生労働省ホームページ参照） 

 
ここでは、平成 24 年 3 月の改訂ポイントを示します。 
① 「医療用麻薬による慢性疼痛の治療方針」が追加されました。 

慢性疼痛に対してブプレノルフィン貼付剤やフェンタニル貼付剤などが使用できるよ

うになり、オピオイド鎮痛薬による治療の選択肢が広がったことから、オピオイド鎮痛薬

を使用した慢性疼痛の治療方針が示されました。 
② 「医療用麻薬の使用方法」に経口トラマドール製剤の使用方法が追加されました。 

トラマドールは麻薬に指定されていませんが、オピオイド鎮痛薬であることから、経口

トラマドール製剤を投与する場合の指針が示されています。 
③ 「医療用麻薬の使用方法」に痛みのパターン別の医療用麻薬の使い方が追加されまし

た。 
痛みのパターン別（持続痛・突出痛）に治療方針とオピオイド鎮痛薬の使用方法が示さ

れました。 
④ 「処方・交付」に医療用麻薬の長期処方（30 日処方）に関連した留意点が示されまし

た。 
最大 30 日分まで外来処方可能な医療用麻薬が拡大されたことから、保険薬局は必要に

応じて処方日数の分割調剤をして患者に交付し、患者の服薬状況等を確認することや、投

与期間内に患者が適正に鎮痛薬を使用できているかを電話等で確認することを求めてい

ます。 
⑤ 「入院中における患者自身による管理」に紛失時の対応方法が明記されました。 

入院中の患者自身による医療用麻薬の管理をより推進させるため、患者が自己管理して

いる医療用麻薬が紛失した場合の具体的な対応方法が示されました。 
⑥ 「自宅における患者・家族による管理」が追加されました。 

医療従事者の観察が行き届きにくい外来治療における患者や家族に対する支援方法が

示されました。 
外来治療では保険薬局から医療用麻薬が交付される場合が多く、医薬品と患者に最も近

い場所にいる薬局の薬剤師による服薬支援への積極的な参画が求められています。 
⑦ 「自宅以外の療養場所における麻薬の管理」が追加されました。 

自宅以外の介護施設などにおける医療用麻薬の取り扱いが明記されました。医療用麻薬

の保管・管理は基本的に自宅と同様であり、過度の管理によって患者が痛みに苦しむこと

の無いよう配慮します。 
⑧ 「医療用麻薬服用中の患者の海外渡航の際の手続き」の追記 
渡航先の国で必要になることがある書類や手続きに関する事項が示されました。英文の

診断書例が示されています。 
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補足 3 Sopport team assessment schedule 日本語版(STAS-J) 
 

STAS-J 
患者氏名：              
記載者氏名：              記入日：   年    月    日 

★当てはまる番号に○をつけてください｡ 

Ⅰ．痛みのコントロール 
痛みが患者に及ぼす影響 
0= なし 
1= 時折の、または断続的な単一の痛みで、患者が今以上の治療を必要としない痛みで

ある。 
2= 中程度の痛み。時に調子の悪い日もある。痛みのため、病状からみると可能なはず

の日常生活動作に支障をきたす。 
3= しばしばひどい痛みがある。痛みによって日常生活動作や物事への集中力に著しく

支障をきたす。 
4= 持続的な耐えられない激しい痛み。他のことを考えることができない。 

Ⅱ．痛み以外の症状コントロール 
痛み以外の症状が患者に及ぼす影響 

症状名（                                   ） 
0= なし 
1= 時折の、または断続的な単一または複数の症状があるが、日常生活を普通に送っ 

ており、患者が今以上の治療を必要としない症状である。 
2= 中等度の症状。時に調子の悪い日もある。病状からみると、可能なはずの日常生活

動作に支障をきたすことがある。 
3= たびたび強い症状がある。症状によって日常生活動作や物事への集中力に著しく支

障をきたす。 
4= 持続的な耐えられない激しい症状。他のことを考えることができない。 

Ⅲ．患者の不安 
不安が患者に及ぼす影響 
0= なし 
1= 変化を気にしている。身体面や行動面に不安の兆候は見られない。集中力に影響は

ない。 
2= 今後の変化や問題に対して張り詰めた気持ちで過ごしている。時々、身体面や行動

面に不安の徴候が見られる。 
3= しばしば不安に襲われる。身体面や行動面にその徴候が見られる。物事への集中力

に著しく支障をきたす。 
4= 持続的に不安や心配に強くとらわれている。他のことを考えることができない。 
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Ⅳ．家族の不安 
不安が家族に及ぼす影響 

 注 1：家族は患者に最も近い介護者とします。その方々は、両親であるのか、親戚、配

偶者、友人であるのかコメント欄に明記して下さい。 
 注 2：家族は時間の経過により変化する可能性があります。変化があった場合、コメン

ト欄に記入して下さい。 
コメント

(                                    ) 
0= なし 
1= 変化を気にしている。身体面や行動面に不安の徴候は見られない。集中力に影響 

はない。 
2= 今後の変化や問題に対して張り詰めた気持ちで過ごしている。時々、身体面や行 

動面に不安の徴候が見られる。 
3= しばしば不安に襲われる。身体面や行動面にその徴候が見られる。物事への集中 

力に著しく支障をきたす。 
4= 持続的に不安や心配に強くとらわれている。他のことを考えることができない。 

Ⅴ．患者の病状認識 
患者自身の予後に対する理解 
0= 予後について十分に認識している。 
1= 予後を 2 倍まで長く、または短く見積もっている。例えば、2~3 ヶ月であろう 

予後を 6 ヶ月と考えている。 
2= 回復すること、または長生きすることに自信が持てない。例えば「この病気で死ぬ

人もいるので、私も 近々そうなるかもしれない」と思っている。 
3= 非現実的に思っている。例えば、予後が３ヶ月しかない時に、１年後には普通の生

活や仕事に復帰できると期待している。 
4= 完全に回復すると期待している。 

Ⅵ．家族の病状認識 
家族の予後に対する理解 
0= 予後について十分に理解している。 
1= 予後を 2 倍まで長く、または短く見積もっている。例えば、2~3 ヶ月であろう予後

を 6 ヶ月と考えている。 
2= 回復すること、または長生きすることに自信が持てない。例えば「この病気で死ぬ

人もいるので、本人も近々そうなるかも知れない」と思っている。 
3= 非現実的に思っている。例えば、予後が 3 ヶ月しかない時に、1 年後には普通の生

活や仕事に復帰できると期待している。 
4= 患者が完全に回復することを期待している。 
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Ⅶ．患者と家族とのコミュニケーション 
患者と家族とのコミュニケーションの深さと率直さ 
0= 率直かつ誠実なコミュニケーションが、言語的・非言語的になされている。 
1= 時々、または家族の誰かと率直なコミュニケーションがなされている。 
2= 状況を認識してはいるが、その事について話し合いがなされていない。患者も家族

も現状に満足していない。あるいは、パートナーとは話し合っても、他の家族と

は話し合っていない。 
3= 状況認識が一致せずコミュニケーションがうまくいかないため、気を使いながら会

話が行われている 
4= うわべだけのコミュニケーションがなされている。 

Ⅷ．職種間のコミュニケーション 
患者と家族の困難な問題についての、スタッフ間での情報交換の早さ、正確さ、充実度 

関わっている人( 職種) を明記してください（              ） 
0= 詳細かつ正確な情報が関係スタッフ全員にその日のうちに伝えられる。 
1= 主要スタッフ間では正確な情報伝達が行われる。その他のスタッフ間では、不正確

な情報伝達や遅れが生じることがある。 
2= 管理上の小さな変更は、伝達されない。重要な変更は、主要スタッフ間でも 1 日以

上遅れて伝達される。 
3= 重要な変更が数日から１週間遅れで伝達される。 
  例）退院時の病棟から在宅担当医への申し送りなど。 
4= 情報伝達がさらに遅れるか、全くない。他のどのようなスタッフがいつ訪ねている

のかわからない。 
Ⅸ．患者・家族に対する医療スタッフのコミュニケーション 

患者や家族が求めた時に医療スタッフが提供する情報の充実度 
0= すべての情報が提供されている。患者や家族は気兼ねなく尋ねることができる。 
1= 情報は提供されているが、充分理解されてはいない。 
2= 要求に応じて事実は伝えられるが、患者や家族はそれより多くの情報を望んでいる

可能性がある。 
3= 言い逃れをしたり、実際の状況や質問を避けたりする。 
4= 質問への回答を避けたり、訪問を断る。正確な情報が与えられず、患者や家族を悩

ませる。 
 
【特記事項】 
☆評価できない項目は、理由に応じて以下の番号を書いてください。 

7＝入院直後や家族はいるが面会に来ないなど、情報が少ないため評価できない場合

（入院直後や家族はいるが面会に来ないなど） 
8＝家族がいないため、家族に関する項目を評価できない場合 
9＝認知機能の低下や深い鎮静により評価できない場合  
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補足 4 在宅で使用する器機の取り扱い 
 

持続皮下注の固定方法 

 

1. 必要物品 
・3M Tegaderm TM I.V 1633   

 ・スリットを入れたシルキーテックス 
 ・スーパーキャス 24G 
 ・セイフアクセス輸液セット 
 ・アルコール綿                   
 
 
2. 穿刺 

穿刺部位の皮膚をつまみ、スーパーキャスで 
穿刺する。スーパーキャスの内筒抜去後にセイ 
フアクセス輸液セットと接続する。 
※穿刺部位について 
穿刺部位は前胸部、腹部、上腕内側、大腿部 

内側など皮下脂肪がある部位で、患者の体動の 

妨げにならず固定のしやすい部位を選択する。 

針を刺す方向は、前胸部は皮下脂肪がある場合 

は頭側に向けて皮下脂肪がない場合は体幹に向 

けて指す。腹部は体幹に向けて、上腕、大腿部 

内側は中枢に向けて刺す。 
 

 

3. 固定 
スーパーキャスとセイフアクセス輸液セット 

の接続部位の下にアルコール綿を 2 つまたは 
4 つ折りにして枕にして高さを調節し、付属の 
テープでとめる。 
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4. 3M Tegadaerm  TM I.V. 1633 を貼る 
セイフアクセス輸液セットのルートの下で 

スリット部分を交差させ、付属のテープで固 
定する。 
 

 
 
 
5. スリット入りのシルキーテックスでループ 
を作りながら固定する 
シルキーテックスのスリット部分からルー 

 プを出す。 
※引っ張られても外れないように固定する 

 
 
 
6. 穿刺した日付と交換日（１週間後の日付） 
を記載したテープを穿刺部の確認に邪魔に 
ならない所に貼る 
 
 
 
 

 
7. シリンジにニプロエクステンションチューブ 
を 2 本～3 本接続し、セイフ C カニューラを 
付けてセイフアクセス輸液セットと接続する 
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レガシーポンプセット方法 
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テルフュージョン小型シリンジポンプ TE-361 の使用方法 

 
 

1. 必要物品 

 
・小型シリンジポンプ 
・電源アダプタ 
・専用テルモディスポシリンジ 
 （5ml、10ml） 
・ニプロエクステンションチューブ 
 （1-50 2 本） 

 
 
 
 
2. シリンジのセット方法 

 
 *正しい位置でシリンジをセットする 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
① シリンジのウィングを 

ポンプの溝に合わせる 

② ポンプのシリンジうけ 

をカチっと合わせる 

③ をセットにする 

 

注意！ 
必ずセットにあわせ

ること。 
解除になっていると、

ウィングが浮いてし

まい流量異常の原因

となるおそれがある。
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3. プライミングの方法について 

 

 

 
4. 設定方法について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 開始後の確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プライミング時に薬液

を満たす時には早送り

ボタンを使用して薬液

を先端まで満たす。 

シリンジサイズの確認をする。 

 
＋－で流量を設定する 
（0.05ml ずつ上限できます） 

 
開始する。流量横の表示が動いて

いることを確認。    

ボタンを開始したあとに、

本体の左端の動作インジゲ

ーターが緑色に点滅してい

るか確認する。 



CV ポートの管理 

CV ポート固定方法 

CV ポートとは 
 血管内に刺した細い管（カテーテル）を皮下に留置しておき、必要な時に体外から接続

して薬剤などを投与できるようにするための小さな器具で、リザーバーとも呼ばれている。

長期間にわたって抗癌剤や栄養剤を体内に入れる必要のある患者さんに使用する。 
 
1. 必要物品を準備する。 
 
 
 
 
※薬剤注入する際、抵抗がないか圧をかけずに確認するために、必ず 10ml 以上のシリ

ンジを使用する。 
※ポートを穿刺する際は、感染防止のためにしっかりと手袋を装着しましょう。 
※3M Tegaderm Moist Skinテープを使用する際は、緩和ケア病棟へ取りに来て下さい。 

 
 

2. 3M Tegaderm Moist Skin テープの真ん中に切り込みを入れる。 
  ※この際、透明フィルムまで切り込みを入れると、台紙を剥した時に、透明フィルムが

切り込みの所から破れて使用できなくなってしまうことがあるため、赤線で示した部分

までカットする。 

 

3M Tegaderm Moist Skin テープ（緩和ケア病棟のみ）、グリッパープラス Y サイト

付、酒精綿、シルキーテックス 1 枚（7 号）、10ml シリンジ 1 本（固定確認用）、バ

イアクセス 1 本、生食 20ml 1 本、手袋（未滅菌タイプ）、処置車 
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3. ポート挿入部をポピヨドン、または、ヘキザックで消毒する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. 手袋を装着し、ポート部をしっかりと押さえ、ポート部に垂直に穿刺する。 
 ※穿刺する際、患者さんのプライバシー保護のため、不必要な露出を避けるようにする。

（外来で来院される患者に対して、前空きの服や首回りがゆったりとしている服を着て 
  もらえるよう声がけを行う） 

     
      真上から見た写真             横から見た写真 
 
5. ポート針を穿刺したら、10ml のシリンジにて生食を注入し確認する。（しっかりと抵

抗なく薬剤が注入出来るか確認するため。また、薬剤注入時の漏れやトラブルがないか

確認を行うため。） 
 ※ゴム栓（Y サイト）はバイアクセスを使用する。 
 ※ヒューバー針穿刺部周囲の発赤や腫脹がないか観察を行う。 
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6. クリップを外し、皮膚とポートの間に隙間ができないように酒精綿を入れる。（アルコ

ール綿を使用出来ない患者に対しては小綿球で調節するなどして対応を行う。） 

 
 

7. 3M Tegaderm Moist Skin テープについている付属品の滅菌テープを貼付する。 

 

 
8. 切込みを入れていた 3M Tegaderm Moist Skin テープを貼る。剥す際は、上→下の順

で付属品のテープの回りを剥す。 
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9. 3M Tegaderm Moist Skin テープが剥がれないように、テープの回りをシルキーにて固

定していく。（シルキーに Y のスリットを挿入する。） 

 

 

 

 

 
 

 

 

下の部分をシルキーにて固定       上の部分をシルキーにて固定 
 

10. 付属のテープに穿刺した日にちを記載して終了。基本的にポートの差し替えは 3 日毎

に行うことが基本となる。(穿刺した日付を忘れずに記載する。) 
※頻回な差し替えは感染の原因になるため、患者さんの状態に合わせて実施する。 
（3 日以上刺したままにしておくと、穿刺部皮膚に瘻孔が生じる危険がある。） 

 
 
 
 
 
 

  

世界遺産 富士山              世界標準 

             モルヒネは痛み治療の基準薬 

              WHO 方式がん疼痛治療法 

                   山形大学方式モルヒネ内服治療 
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精神・心理的ケア 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

症状マネジメントの実際 
 

通常の心理的反応 
 

 がんの告知を受けた直後、再発が明らかになった時、抗がん剤治療の中止を告げられた

時などに、多くの患者さんがさまざまな心理的反応を示すことが知られています。 
 その反応の内容としては、否認、絶望感に始まり、不眠、食欲不振等の身体症状を伴う

不安感、抑うつ気分へと発展し、日常生活に支障が出ることもあります。 
 多くの患者さんは、概ね 2 週間ほどで徐々に落ち着きを取り戻し、その新しい状況に対

する適応手段を見つけようと動き出すことが多いのですが、中には精神的な立ち直りがで

きず、専門的治療を要するような精神症状に発展することがあります。 
 その立ち直りを左右する要因として、以下のようなことが考えられています。 
① がんの種類とこれから受けようとする治療法 
② 痛み、倦怠感、呼吸困難、食欲等の身体的要因 
③ 性、年齢、教育歴、職業歴等の基本的属性 
④ 性格、ストレスコーピング等の心理行動特性 
⑤ 家族、友人、その他のサポート体制 
⑥ うつ病、アルコール依存症等の精神疾患の既往歴  

 
治療を必要とする精神症状 

 
 精神症状が強すぎたり、2 週間を過ぎても軽快せず、日常生活に支障がある場合には専

門的な治療が必要かどうかの検討が必要になります。主な精神症状は不安と抑うつです。 
 
a. がんの患者さんの精神症状 
1) 不安と抑うつ 

第 3 章 

1 

2 
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a) 症状とその診断 
ⅰ．不安の症状 
不安を示す精神症状としては、不安感、落ち着きのなさ、イライラ感などがあり、

身体症状として、動悸、発汗、過呼吸症状、嘔気、不眠などがあります。 
ⅱ．抑うつの症状 
抑うつの精神症状としては、気分の落ち込み、興味の減退、集中力の低下、意欲の

低下などがあり、時に希死念慮を持つことがありますが、自ら訴えることは少ないの

で注意を要します。身体症状としては、不眠、食欲不振、体重減少、便秘、倦怠感、

頭痛、性欲減退などがあります。 
b) 精神医学的診断 
不安と抑うつ症状を呈する代表的な精神疾患として、適応障害と大うつ病（以下、う

つ病）があります。適応障害の診断基準と大うつ病の診断基準は以下の通りです。適応

障害と診断されるものが 5～35%、うつ病と診断されるものが 4～22%発生すると報告

されています。 
 

適応障害の診断基準（DSM－Ⅳ＊） 
 A. はっきりと確認できるストレス因子に反応して、その始まりから 3 か月以内に、 
  情緒面または行動面の症状の出現。 
 B. これらの症状や行動は臨床的に著しく、以下のどちらかによって裏付けられる。 
   (1) ストレス因子に暴露されたときに予測されるものをはるかに超えた苦痛。 
    (2) 社会的または職業的機能の著しい障害。 
 

大うつ病の診断基準（DSM－Ⅳ＊） 
以下の症状のうち 5 つ以上が 2 週間の間にほとんど 1 日中、毎日出現。 
・中心症状（以下の少なくとも１つ） 
(1) 抑うつ気分 
(2) 興味、喜びの著しい減退 
・副症状 
(3) 食欲の減退または増加、著しい体重減少または増加 
(4) 不眠または睡眠過多 
(5) 精神運動性焦燥または制止 
(6) 易疲労性、または気力の減退 
(7) 無価値感、過剰または不適切な罪悪感 
(8) 思考力や集中力の減退、または決断困難 
(9) 死についての反復思考 
＊：Diagnostic and Statistical Manual of Mental（精神障害の診断と統計マニュアル）
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   適応障害の診断基準にある「ストレス」は、がんに関わる全ての医療行為やそれに伴

う社会生活上の変化等が考えられます。症状としては不安、抑うつが主体となりますが、

うつ病や不安障害の診断基準を満たさないものと考えることができます。 
   がんの患者さんにおけるうつ病の診断は難しいことが多く、その理由として、患者さ

んが自ら精神症状を訴えることが少ないこと、その身体症状ががんやその治療によるも

のと区別がつきにくいことなどがあげられます。 
c) 治療 
治療は精神療法と薬物療法に分けられます。うつ病の場合には抗うつ薬の投与が必要

となることが多いのですが、効果発現には 2 週間程度かかるので、投与の適否の判断が

必要です。 
ⅰ．精神療法 
① 教育的介入（心理教育）：病気や治療に対する間違った認識から精神症状が生じ 
ていることがあります。正確な情報を伝えることで症状が軽減することもあります。 

一般的ながんの患者さんの心の動きを説明したり、そのような場合のストレス対

処法について説明したりすることも有効です。 
② 支持的精神療法：精神療法の基本である傾聴、受容、共感、保証を行います。 
恐怖心、不安の表出を促すことも有効です。 
③ 特殊な精神療法としては、認知行動療法、問題解決療法などのほか、一部では

集団療法も試みられています。 
ⅱ．薬物療法 
① 抗不安薬（ベンゾジアゼピン系） 
(1) 内服薬 
・アルプラゾラム（ソラナックス、コンスタン） 0.4～1.2mg 
（アルプラゾラムは軽度の抗うつ作用も有すると言われている。） 
・ロラゼパム（ワイパックス）         0.5～1.5mg 
・ブロマゼパム（レキソタン、セニラン）      2～6 mg 
・エチゾラム（デパス）            0.5～1.5mg 
(2) 注射、その他 
・ジアゼパム（セルシン、ホリゾン）5～10mg 筋注または静注 
・ミダゾラム（ドルミカム）    点滴静注(急速な鎮静が必要な場合) 
・ブロマゼパム（セニラン）             3mg(座薬) 
(3) 抗不安薬の副作用 

     以下の副作用に注意する必要があります。 
・過鎮静による眠気、筋弛緩作用としての脱力、ふらつき 
・脱抑制としての上機嫌、行動過多 
・呼吸抑制    
・せん妄 
・離脱症状：不安、不眠、離人感、知覚過敏、錯乱、けいれんなど  
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② 抗うつ薬 
原則的には SSRI、SNRI 等の新規の抗うつ薬の投与が優先され、それで効果が

不十分な時に三環系、四環系の抗うつ薬の使用が検討されます。 
(1) SSRI 

    ・フルボキサミン（デプロメール、ルボックス） 25～150mg 
    ・パロキセチン（パキシル）           10～40mg 
    ・セルトラリン（ジェイゾロフト）       25～100mg 
    ・シタロプラム（レクサプロ）          10～20mg 

(2) SNRI 
・ミルナシプラン（トレドミン）         25～100mg 
・デュロキセチン（サインバルタ）         20～40mg 
(3) 三環系、四環系抗うつ薬 
・イミプラミン(トフラニール)          25～100mg 
・アミトリプチリン（トリプタノール）     25～100mg 
・クロミピラミン（アナフラニール）       25～100mg 
・アモキサピン（アモキサン）           25～100mg 
・ミアンセリン（テトラミド）            10～30mg  
・マプロチリン（ルジオミール）          25～100mg 
(4) その他 
・ミルタザピン（リフレックス、レメロン）     15～45mg 
・トラゾドン（レスリン、デジレル）       25～100mg 
・スルピリド（ドグマチール）          50～150mg 
(5) 抗うつ薬の適応と副作用 

      今日、緩和医療の現場で三環系、四環系の抗うつ薬が投与されることは少ない

ですが、口渇、便秘、排尿困難、心電図異常、起立性低血圧などの副作用があり

ます。 
      SSRI では、投与初期に嘔気等の消化器症状が見られることがあります。急に中

断すると離脱症状が出ることがあります。他の薬剤との相互作用にも注意します。 
      SNRI では、嘔気は比較的少ないと言われていますが、頭痛、排尿障害が出現

することがあります。 
      ミルタザピンでは、眠気があるので就寝前に投与することが多いですが、翌日

に眠気が残ることがあります。食欲増進作用もあります。 
      デュロキセチンは疼痛に、スルピリドは食欲不振に有効とされています。 
      ミアンセリンとトラゾドンはうつ病の不眠に有効です。 
      その他の副作用としては、躁転、せん妄等が見られることもあります。 
2) 不眠 
がんの患者さんの 30～50％に不眠が見られるといわれています。 
不眠はそれ自体が患者さんにとって苦痛であるだけでなく、体力の消耗にもつながり、 
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時にうつ病やせん妄に移行することがあるので注意を要します。 
a) 原因 
ⅰ．身体的要因：痛み、掻痒感、呼吸困難、嘔気・嘔吐、発熱 
ⅱ．生理的要因：環境変化（入院）、物音、同室者との関係、医療的処置 
ⅲ．心理的要因：不安、様々なストレス 
ⅳ．精神医学的要因：うつ病、適応障害、せん妄 
ⅴ．薬理学的要因：ステロイド、抗不安薬・睡眠薬・麻薬等の退薬徴候 
ⅵ．不眠の治療 

b) 治療 
ⅰ．非薬物療法 

① 原因の除去：身体症状のコントロールなど 
② その他   
・睡眠健康教育 
・睡眠覚醒リズムの確立 

    ・リラックス訓練 
ⅱ．薬物療法 

入眠困難の患者さんには超短時間、短時間作用型を、中途覚醒、早朝覚醒を訴える

患者さんに対しては中時間、長時間作用型の睡眠薬を選択します。 
① 睡眠薬の種類 

(1) 超短時間作用型 
・ゾピクロン（アモバン）                     7.5～10mg  
・トリアゾラム（ハルシオン）                 0.125～0.25mg 
・ゾルピデム（マイスリー）                      5～10mg 

    ・エスゾピクロン（ルネスタ）                      1～3mg 
(2) 短時間作用型  
・ブロチゾラム（レンドルミン）               0.25mg  

    ・リルマザホン（リスミー）                       1～2mg 
    ・ロルメタゼパム（エバミール、ロラメット）            1mg  

(3) 中時間作用型 
・フルニトラゼパム（ロヒプノール、サイレース）    1～2mg 

    ・ニトラゼパム（ベンザリン、ネルボン）         5～10mg 
(4) 長時間作用型 
・クアゼパム（ドラール）                   15～30mg 
(5) その他 
・ラメルテオン（ロゼレム）は新しいタイプの睡眠薬で、脳の視交叉上核のメラ

トニン受容体に作用し、体内時計機構の機能を調整することで睡眠・覚醒のリズ

ムを整える作用を有します。 
② ベンゾジアゼピン系睡眠薬の副作用 
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・翌日に眠気が残る持ち越し効果  
・日中の動作が緩慢になるなどの精神運動機能への影響 
・睡眠薬を服用する前後の記憶が欠損する健忘作用 
・早朝目が覚めて眠れなくなる早朝不眠 
・脱力、ふらつきなどの筋弛緩作用 
・長期間連用して中止すると不眠が悪化する反跳性不眠 
・服薬を中止した時に出現する退薬徴候 
・呼吸抑制   
・せん妄 

3) せん妄 
4～27%のがんの患者さんに発生し、末期には 68～90％になると言われています。 
a) 定義 
ⅰ．比較的急性に発症する脳機能障害で、認知機能の障害を伴う意識障害を呈する。 
ⅱ．本来は可逆性と考えられるが、終末期患者の場合には時に治療困難。 
ⅲ．症状発現の機序としては、ドパミン系、アセチルコリン系、GABA 系、ノルアド

レナリン系等の脳の神経伝達物質の機能異常が存在すると考えられている。 
b) 症状 
ⅰ．夜間の不眠と日中の傾眠（睡眠覚醒リズムの障害） 
ⅱ．つじつまの合わない言動 
ⅲ．場所、時の見当識障害 
ⅳ．時に幻覚（幻視が多い）、妄想 
ⅴ．不穏、興奮状態 
ⅵ．日中は落ち着いていて、夕方から夜間に悪化する日内変動 

c) 診断 
典型的な症状を有する場合には診断に迷うことはありませんが、時に認知症、うつ病

との鑑別が必要になります。 
  せん妄の診断基準（DSM－Ⅳ） 

A. 注意を集中し、維持し、転導する能力の低下を伴う意識の障害 
B. 認知の変化（記憶欠損、失見当識など）またはすでに先行し確定され、または

進行中の認知症ではうまく説明されない知覚障害の出現 
   C. 短期間のうちに出現し、一日のうちで変動する傾向 
   D. 病歴、身体診察、臨床検査所見から、その障害が一般身体疾患の直接的な生理

学的結果により引き起こされたという証拠がある 
d) 分類 

その症状の特徴から、過活動型、低活動型、混合型に分類されます。 
ⅰ. 過活動型：不眠、幻覚、妄想、失見当識、興奮等の症状が主体です。 
ⅱ. 低活動型：夜間不眠で日中傾眠傾向が目立ち、無気力で、反応が鈍く、幻覚、

妄想等の症状はあまり目立ちません。うつ病との鑑別が必要です。 
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ⅲ. 混合型：両方の特徴を持つものです。 
e) 要因 
直接因子、促進因子、準備因子に分けて考えることが有用です。 
ⅰ. 直接因子 

疾患に関連したもの：多臓器不全、脱水、貧血、高カルシウム血症、低酸素症、

感染、脳病変 
治療に関連したもの：オピオイド、ステロイド、抗コリン薬、化学療法剤、 

睡眠薬、抗不安薬  
ⅱ. 促進因子：痛み、発熱、尿閉、呼吸困難、便秘、口渇、身体拘束 
ⅲ. 準備因子：認知症、脳血管障害、アルコール症の既往 

f) 治療 
非薬物的治療を試みて症状が改善しない時には薬物療法を試みることになります。 
ⅰ. 非薬物的治療 
・身体的要因の是正：痛みのコントロール、薬物の再検討、睡眠の改善、脱水・電

解質の是正 
ⅱ. 環境調整   
・部屋の明るさを調整。夜間真っ暗にならないよう薄明りとする。 

   ・時計、カレンダー等を身近に置くことで、見当識の是正を図る。 
   ・ご本人が好きなもの、慣れ親しんだものを身辺に置く。 
   ・ご家族等が付き添うことで安心感を与える。 

ⅲ. 家族教育：患者さんが示す症状でご家族が不安になっていることが多いので、せ

ん妄の成り立ちなどについて説明をすることが必要です。 
ⅳ. 薬物療法 
基本的には抗精神病薬を投与し、不眠が強い時に補助的に睡眠薬等を併用すること

になります。抗精神病薬は適応外使用であることを家族に説明する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- 79 - 
 



(1) 内服可能な場合の抗精神病薬 
クエチアピン、オランザピンは糖尿病の患者さんには禁忌です。 
アリピプラゾールは鎮静作用が少ないので低活動型に適します。 

・ハロペリドール（セレネース）                 0.75～3mg 
・リスペリドン（リスパダール）                   0.5～3mg 
・クエチアピン（セロクエル）                   25～100mg 
・オランザピン（ジプレキサ）                    2.5～10mg  
・アリピプラゾール（エビリファイ）                 3～12mg 
(2) 抗精神病薬以外の内服薬 
・抗うつ薬のミアンセリン（テトラミド）、トラゾドン（デジレル、レスリン）は

低活動型に有効とされていますが、エビデンスが明らかでないと言う研究者もいま

す。 
・チアプリド（グラマリール）も時に有効とされます（25~100mg）。 
(3) 内服が困難な場合  
・ハロペリドール（5mg）1A＋生理食塩水 100ml 点滴静注 
・ハロペリドール 1/2A～1A 筋注 
・興奮が著しい場合、クロルプロマジン 1A 筋注。ただし、抗コリン作用のため、

せん妄を悪化させる可能性があります。 
・不眠が著しい場合、ハロペリドールにセニラン座薬 1 個挿入を追加します。また

はハロペリドールに追加してフルニトラゼパム 1／2A～1A＋生理食塩水 100ml
の点滴静注を行います。この場合には呼吸抑制に注意しましょう。 

(4) 抗精神病薬の副作用 
・錐体外路症状：パーキンソン症状（振戦、筋強剛）、ジストニア、アカシジア 
・便秘、口渇、排尿困難、低血圧 
・眠気、だるさ、集中力の低下 
・無月経、糖尿病 
・悪性症候群：高熱、振戦、筋強剛、発汗、頻脈、高クレアチンキナーゼ血症 
 

b. がんの患者さんにおける認知症 
認知症 
  a) 概要 

高齢者人口の増加に伴い、がんに罹患する高齢者の割合も増加の一途を辿っていますが、

一方、高齢になるにしたがって、認知症の罹患率も増加してくることになります。 
がんの患者さんが認知症を有している場合の問題点として、以下のものが挙げられます。 
ⅰ．認知症の患者さんはせん妄やうつ病を発生しやすいことが知られています。 
ⅱ．認知症があると肺炎などさまざまな合併症や転倒など偶発事故が発生しやすくな

ります。 
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ⅲ．疾患や検査、治療に対する理解力、自己決定能力についての判断が重要になりま

す。これらの判断能力がないと考えられる場合にはご家族等が代理人となって判断を

することになりますが、あくまでも患者さんの身になって考えてみることが大事です。 
b) 分類 
主な認知症は以下の 4 つです。 

ⅰ．アルツハイマー型認知症：早期から健忘症状が表れ、次第に思考力、判断力等が

低下し、病状の進行により見当識の障害、失認、失行等の症状が明らかになります。 
ⅱ．血管性認知症：脳梗塞、脳出血などの脳血管障害により二次的に脳機能障害を呈

するものです。アルツハイマー型認知症に比べると、発症年齢が早く、高脂血症、糖

尿病などの生活習慣病を元々持っていることが多いです。侵される脳の領域により症

状の出方が異なり、まだら認知症の形をとることが多いです。 
ⅲ．レビー小体型認知症：その存在が知られるようになったのは比較的最近のことで 
すが、発生率は認知症全体の 10～20％を占めると言われます。比較的初期から幻視や 
パーキンソン症状が見られます。 
ⅳ．前頭側頭型認知症：健忘等の症状に先立って、人格変化や行動異常で気づかれる

ことが多いと言われています。 
b) 診断 
認知症であるか否か、認知症であればその診断と認知症の程度を把握しておくことが

必要です。 
ⅰ．CT、MRI 等の検査で脳腫瘍や脳血管障害の有無、脳萎縮の程度などを確認します。 
ⅱ．認知症の程度の把握には、HDS-R（長谷川式簡易知能評価スケール改訂版）や

MMSE が使用されることが多いです。 
ⅲ．認知症の程度の正しい評価のためには、身体合併症、家族的要因、環境要因、治 
療的要因等をチェックし、それらによって認知症が悪化している可能性が無いかを検

討する必要があります。 
c) 症状 
認知症の症状は大きく、認知症そのものによると考えられる中核症状とそのほかの要

因によって影響を受ける周辺症状（BPSD：Behavioral and Psychological Symptoms of 
Dementia）とに分けて考えることができます。 
ⅰ．中核症状：記憶力の低下（健忘、記銘障害）、意欲の低下、思考力・判断力の低下、 
計算力の低下、見当識障害、失行、失認 
ⅱ．周辺症状（BPSD） 
① 精神症状：せん妄、妄想、情動障害、人格変化 
② 行動症状：暴言、暴力、徘徊、食行動異常 

d) 治療 
ⅰ．精神症状の解析：患者さんが示す症状について、患者さんの立場に立って考えて

みることが大事です。周りの人間から見ると異常と思われる行動が患者さんにとって

は何らかの意味を持っていることが多いのです。 
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ⅱ．中核症状に対する治療の判断：患者さんの症状の程度と生命予後から抗認知症薬

の投与を開始すべきかどうかの検討を行います。 
ⅲ．周辺症状に対する薬物療法：不安、興奮等の症状に対して投与される薬剤として

は以下のものが考えられます。抗精神病薬の投与については適用外であること、認知

症患者さんの生命予後を短縮する可能性があることについて、ご家族に説明し同意を

得る必要があります。 
・抑肝散                 3 包（7.5g）(食前、分 3) 
・リスペリドン（リスパダール）                    0.5～3mg 
・ハロペリドール（セレネース）                  0.75～3mg 
・クエチアピン（セロクエル）                    25～100mg 

ⅳ．家族支援 
がんの治療に加え、認知症の症状のために 

ご家族が心身共に疲弊していることがあります。 
認知症の考え方や扱い方の指導をすることで負 
担が軽くなることがあります。 
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                         社会的ケア 

 
    Ⅰ. 社会的苦痛 
 

社会的苦痛とその要因 
 

 患者さんは身体的、精神的問題に加えて、入院に伴う経済的な問題（医療費、入院費、

生活費）、あるいは、家庭内や親族内の人間関係に悩むことがあります。また、闘病が長

期化したり、慢性化したりすると、患者さんの過ごす場所や介護の担い手の不足などの社

会的問題が増大します。時にはご家族にとって、葬儀のことや遺産相続のことが問題にな

る場合もあります。社会的な問題が患者さんとご家族の悩みの中心になっていることもあ

ります。がんの患者さんとそのご家族にとって、こうした社会的苦痛に対する援助もとて

も重要です。 
2010 年にがんの患者さんの社会的苦痛に関する調査が行われました。その結果、がん

の患者さんは、ご家族への心理的、あるいは、経済的負担、そして、家族内での役割変化

に大きな悩みを抱えていることが明らかとなりました。 
 社会的苦痛の要因は以下の a.～d.の 4 つに分類されます。 
 
a. 療養環境 

患者さんからの訴えが多いのは、特に入院後の病院環境です。入院は、患者さんに対し

て日常生活からかけ離れた環境を強いることになります。誰しも検査や輸液等の医療は非

日常的であり、個人差はあるにしても、受容しがたい苦痛の一つになります。 
 

b. ご家族との関係 
ご家族は、病気に苦しみ、患者さんに対して治ることへの期待と治らないのではないか

との不安を抱えます。そして、苦しみを共有しながら患者さんを支えていきます。しかし、

闘病期間が長くなると、ご家族の側が看病で心身ともに疲労してしまい、患者さんとご家

族の間には、疎外感や孤独感、怒りや絶望といった感情を抱くようになる場合があります。 
 

c. 社会的な役割 
病気になると、それまでの仕事を続けることが困難になったり、または、同じ職場に戻

れたとしても、従来と同様な勤務を遂行できなくなったりするので、苦悩や無力感を感じ

るようになる場合があります。また、患者さんが主婦であれば、家事や母親としての役割

を果たすことができないことに苦悩する場合があります。 
 

第 4 章 
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d. 経済的問題 
治療や療養するためには医療費が必要ですが、仕事を失って収入が途絶えてしまう患者

さんもいます。現在、抗がん剤治療などの医療の進歩によって、治療が高額化、長期化し

ています。治療継続を希望しながらも、その医療費の負担は深刻で、ときには、ご家族と

の関係が悪化する原因となってしまったケースを経験したこともあります。 
 
          社会的苦痛への対処 
 
 がんの患者さんが抱える苦痛の中で、身体的苦痛については、医療者が比較的容易に評

価することができるため、迅速に治療に結びつけることが可能です。一方、社会的苦痛に

ついては、まず、それを検知することが難しく、場合によっては、患者さん自身もご家族

も問題と気づいていないことさえあります。 
 この社会的苦痛に対して、医療者はどのように対処すればよいのでしょうか。要因別に

社会的苦痛に対するアプローチについて以下に述べたいと思います。 
 
a. 療養環境 

患者から、入院時に行う検査や輸液等の患者さんにとって非日常的な医療による不安に

対しては、患者さん本人やご家族の同意を得て、苦痛の内容を医師や看護師などの医療ス

タッフへ代弁して伝えます。そして、医療スタッフ間で共通理解を有しながら、患者さん

とご家族とインフォームド・コンセントを行って、問題解決へ進めていきます。 
 

b. ご家族との関係 
患者さんとご家族の思いを傾聴し、患者さんとご家族との関係性を維持しながら、患者

さん、ご家族、そして、医療者が協働して、医療とケアを実施していくことができるよう

に努めます。 
 

c. 仕事などの社会的役割 
医療者としては、短期間で家に戻ることができるように、適切、かつ、迅速な医療とケ

アを提供していくと同時に、疾患や障害を抱えながらも在宅で生活することができるよう

に、各種保険制度の利用、介護用ベッドの手配、介護保険の申請などに関する介護・福祉

関連サービスの情報提供を行います。また、仕事の継続を希望する患者さんに関して、希

望の実現に向けて、その方法を患者さんと共に探っていきます。 
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d. 経済的問題 
医療費が高額であること、入院や治療のための通院による休職あるいは退職を余儀なく

されることによって、生活自体の危機的問題に直面する患者さんやご家族は少なくありま

せん。そういった問題を解決するには、傷病手当、高額医療費制度、失業保険などの各種

制度について情報提供を行い、これら社会資源の活用を提案します。 
  
社会的苦痛へのアプローチとして、『患者さんの生活全体を見通すこと』が重要です。

患者さんに寄り添うこと、そして、その人らしさを支えること、これらを実践するには、

「症状を緩和する」という医療的な視点だけではなく、患者さんの生活全体に広く目を向

けることが必要です。患者さんを取り巻く環境を十分に分析して総合的に判断しなくては

なりません。患者さんの“疾患”に焦点を合わせるのではなく、患者さんをひとりの疾患

をもった“人間”として捉え、その人の苦痛を全人的苦痛の観点で捉えること、すなわち、

身体的苦痛のみならず、精神的、社会的そしてスピリチュアルの 4 つの側面から理解して

いく必要があります。 
 

 
患者さんが療養する環境として相応しい場所  

－「入院」は社会的苦痛そのもの － 
 

「入院」を「生活」という視点から考えてみますと、そこには社会的苦痛が厳然と存在

することに気がつきます。例えば入院生活においてはさまざまな制限を受けます。生活の

リズムを病院という環境に合わせなければなりません。食事、睡眠などは規則正しく、限

られた時間帯に行わなければなりませんし、食事も嗜好品も制限されます。家族との時間

も自由に取ることはできず、ペットにも会えず、趣味も中断せざるを得ません。個室で療

養ができない場合は、他の複数の患者さんとの共同生活となり、自由気ままに過ごすこと

はできません。また、疾患に対する不安、混乱、焦燥感を拭い去るのは容易ではなく、医

師や看護師などの医療者からのいわゆるクローズドクエスチョンへ対応はとても面倒で

す。医療費も果たしていくらかかるのか。入院生活を始めると、これらの物心両面でのス

トレスに晒されます。阿部は入院による社会的苦痛について、「入院という特別な環境（病

院環境）」と「入院がもたらす生活環境への影響」に分けて、苦痛を「物理環境」と「人

間環境」という側面からアプローチして分類しています。入院は、患者さんにコミュニテ

ィーおよびパーソナリティーの低下というストレスを生じさせます。医療者はこのことを

理解しておく必要があります。医療者（病院）は、治療が終わり次第、患者さんの本来の

居場所、最も居心地のよい場所へとできるだけ速やかに退院できるように支援することが

重要です。 
 
 
 

3 

- 85 - 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ⅱ. 社会的ケア 

 
在宅療養移行準備に向けた社会的苦痛へのアプローチ 
 

入院から在宅療養へ移行する際には、患者さんの社会的側面に関する情報（家族歴、現

在の仕事、介護体制、在宅療養環境、社会資源、社会制度の使用の有無など）を丁寧に確

認することが必要です。また、患者の年齢や家族構成に焦点を当てることが重要です。た

とえば、人間のライフサイクルのうち、成人期とは、「結婚→子どもの誕生→養育→社会

へ旅立ち」の期間を指しますが、成人期にある男性が「がんになり、入院する」ことにな

れば、職場では役割を果たすことができず、収入が不安定になって経済的な不安が生じ、

また、家庭では、夫として、父親として役割を果たすことができなくなり、ここに大きな

社会的苦痛が生じます。患者さんが在宅療養を希望する場合には、患者さんを取り巻く環

境と患者さんを支援するご家族の介護力などを総合的に判断する必要があります。社会的

苦痛は、患者さん自身が主観的に感じている苦悩であり、医療者が客観的に評価すること

はしばしば困難です。ですから、臨床現場では、患者さんにケアを提供する際、まず、患

者さんの社会的側面に関する情報を集め、多職種によるカンファレンスなどで、スタッフ

全員で情報を共有して具体的なケアの方法を検討します。そして、治療と並行しながら、

退院へ向けて退院調整看護師が退院後の生活支援を調整します。三友堂病院地域緩和ケア

サポートセンターでは、緩和ケア病棟に入院した全症例に対してファミリーミーティング

を開いて、患者さんとご家族の意向が反映されたケアが提供される体制を検討し、整備す

るように努めています。 

阿部泰之：生活から捉えた社会的痛みとケア－入院という社会的痛み－,

緩和ケア Vol.19 No.4，青海社，2009 より引用 
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社会的ケアの実際 
 

社会資源を上手に活用することで、患者さんのセルフケア能力を高め、居宅での療養生

活を継続していくことができます。また、介護する家族にとっても、社会資源を活用する

ことで介護負担が軽減され、介護と生活の両立が可能となります。 
 社会的苦痛を緩和する上でチーム医療が重要です。その場合、医療者だけではなく、ご

家族、ご友人なども患者さんを支えるチームメンバーの一員として重要な役割を果たして

もらいます。この際、チームをコーディネートするのが、医療ソーシャルワーカー（MSW）

です。 
MSW は患者さんやご家族の生活の問題や社会経済面の問題を把握し、経済的支援、社

会資源に関する情報提供、あるいは、相談を行って、高額医療費制度や社会保障制度など

の利用手続き、申請をアドバイスします。ここで、患者さんの中には身体的にも社会的に

も他者に依存しなければならなくなった事態に直面し、苦悩する患者さんもいることを頭

に入れておく必要があります。これもまた、社会的苦痛になります。この苦痛の緩和に対

して必要となる「心のケア」を担当するのは主に看護師です。看護師が患者さんに対して、

痛みを構成する社会的側面

 

家族周期別からみた発達課題 

社会的側面に関する情報 

引用：Robert Twycross,Andrew Wilcock,武田文和 

監訳：トワイクロス先生のがん患者の症状マネジメント 
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「たとえ、他人の世話が必要となったとしても、その人自身の価値が失われる訳ではない」

ということを患者さんに示していくことで、患者さんの社会的苦痛の軽減に結びつきます 
ここで、三友堂病院における MSW の実際の業務について紹介します。 
三友堂病院では、がんと診断された時からの緩和ケアの実践を目標に活動を行っていま

す。MSW も、がんと診断がついた時点から介入を開始します。 
 

a. MSW の介入方法 
MSW の介入方法には、3 通りあります。 
1) 診断から初期治療の時期に、主にがん診療科外来や化学療法室看護師からの依頼で、

とくに医療費負担について患者さんへの情報提供を行う。 
2) 診断時点～再発～終末期に至る過程の中で、緩和ケア科に紹介となった時点で、緩

和ケア外来・緩和ケアチームと患者さんの情報を共有し、緩和ケア病棟の入院費用に関

すること、また、介護保険制度、在宅療養等に関する情報提供を行う。 
3) 他医療機関から緩和ケア科に紹介された患者さんや診断時点で既に終末期にある患

者さんの場合には、1) および 2) を同時進行で介入する。 
 

b. 治療過程と社会的支援 
 病院では、患者さんに行う治療内容によって、あるいは、病期によって MSW が提供す

る情報、支援内容が異なりますので、常に主治医や外来・病棟・緩和ケアチームの看護師

などと情報共有を行いながら、社会的支援を行っています。三友堂病院には、患者さんや

ご家族を対象とする『痛み教室』や『医療講演会』など、社会支援に関する情報を集める

機会があることも患者さんやご家族にとっては大きいと考えます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

治療過程と社会的支援「MSW が行う癌患者への就労支援相談」 

 

治療過程と社会的支援「MSW が行う癌患者への就労支援相談」 

（厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業 2010.2.28）一部改変 
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診断 初期治療 進行・再発 終末期

受診 入院・通院（手術・化学
療法・放射腺治療）

入院・通院（化学療
法・放射腺治療）

緩和ケア

職場にいつ伝
える

復職時期検討、どの位の治療期間か。有給休
暇だけで治療できるか。休職か。

いつまで続けられる
か

仕事継続でき
るか

身体状況の変化と働き方の工夫でできるか。
自営の方は、特に自分の仕事を引き継ぐ人は
いるのか。

死への意識・残され
た家族の生活を思案

仕事と家事の
両立

社会からの孤立感・発病前の社会的役割の喪
失感

社会的役割喪失感と
他家族への思い

経済的支援 傷病手当金・高額療養費制度・失業手当・障害
年金・生活保護、生命保険加入有無

逝去後、遺族年金

実用的支援 身体障害者手帳、介護保険制度、障害区分認定、訪問看護

その他：痛み教室・緩和ケアの行事参加など院内活動参加、モルヒネ友の会・尊厳死協会、各臓器
別のセミナ参加など院外の患者活動での情報収集、情報統合。受容。ウィッグや化粧利用等。



 
 
 
 
 
 
 
 
 

患者さんへの治療と社会生活の両立に向けて支援を行うにあたり、以下の項目を実践し

ます。 
1) 治療の副作用と就業への影響や留意点を考えます。 
2) 治療スケジュールと復帰時期の目途などの情報を収集します。 
3) 休暇制度、傷病手当や高額療養費制度、退職された後の失業給付や傷病手当後の障

害年金などを検討します（医療相談室（MSW）、院外関係機関との連携）。なお、自営

業の場合は、傷病手当・失業保険等がないため厳しい経済状況となる場合が多いので、

状況を分析し、たとえば、自営業を引き継ぐ、あるいは、代行する人がいるのかどうか

をチェックします。 
4) 医療処置の多い患者さんの受け入れをサービス事業所に働きかけます（ケアマネジ

ャーとの連携）。この際、他のチームスタッフからの情報収集にも努め、状況の変化に

応じた実用的な支援についての患者情報をアップデートしていく必要があります。 
 

ご遺族への社会面での支援 
－病院看護師、訪問看護師、MSW、ケアマネジャーの役割－ 
 

医療者は、まず、ご遺族にとって大切なご家族が亡くなった事実を受容できているか、

そして、ご遺族がこれから社会生活にどう対応していくのかという意識を持って、患者さ

んの亡くなられた後も支援を行っていく必要があると考えています。しかし、これまで、

医療者は、多くの場合、ご遺族自身による身体的、精神的、社会的障害からの回復、修復

経過を見守っているだけでした。しかし、これからは、患者さんが最期を迎えるまで信頼

関係を築いて医療とケアを展開してきた病院の医療者（とくに看護師や MSW）と地域で

行動を共にしてきたケアマネジャー、訪問看護師、ヘルパーなどは、患者さんが亡くなっ

た時点で関わりを絶つのではなく、ご遺族に立ち直っていただくための援助について考え

ていくべきであると思います。 
ご遺族の援助方法としては、亡くなる前から行えることがあります。たとえば、本人が

遺言やメッセージを家族に残すことを希望するケースがあります。この場合は、本人の遺

志が逝去後に実現されるように弁護士、公証役場等と連携するなど、療養中から関わるこ

とが貴重な手助けとなります。 
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 「患者さんが生存中の支援ばかりではなく、亡くなった後の遺族ケアに向けて何ができ

るのか」について早い段階から考えておく必要があると考えます。 
 

 
社会的苦痛をケアするための緩和ケアのリソース 

 
緩和ケアに携わる医療者として、社会的苦痛のケアを行う上で、患者・家族がどこで療

養し、最期をどこで迎えたいか確認する（アドバンス・ケア・プランニング）ことが必要

です。 
 患者さん、あるいは、家族の希望する療養場所は、症状や苦痛の有無、状態の悪化によ

って大きく変化してくる場合もあります。 
医療者は、日々変化する患者、家族の希望に合わせ、適切なリソースを活用するように

導くことが必要です。 
 

a. 緩和ケアに携わる医療者（スタッフ） 
緩和ケア医、主治医、専門的知識を持った看護師（がん専門看護師・リエゾン精神看護

専門看護師・地域看護専門看護師・がん性疼痛看護認定看護師・緩和ケア認定看護師・が

ん化学療法看護認定看護師など）、緩和ケア病棟看護師、MSW（医療相談）、管理栄養士、

薬剤師、理学・作業・言語療法士、臨床心理士、音楽療法士、宗教家、リンパケアセラピ

スト（アロママッサージ・リンパドレナージなど） 
 
b. 緩和ケアの機能をもつリソース：地域緩和ケアサポートセンター 

1) 緩和ケア病棟 

がん医療を行う施設として、がんの患者さんの症状を速やかに緩和して、入院から外

来通院や在宅療養へ円滑に移行してもらうための病棟です。 

2) 緩和ケア外来・地域緩和ケア支援室・医療相談室：患者相談、退院調整など 
3) 緩和ケアチーム 

  
c. 緩和ケアの機能をもつリソース：地域 

1) 訪問診療（在宅療養支援診療所）・訪問看護（24 時間訪問看護ステーション、緊急

対応可能）など 
2) がん診療連携拠点病院のがん相談支援センター 
3) 居宅介護支援事業所 
4) 地域包括支援センター 
5) 療養型医療機関 
6) 居宅施設（特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者住

宅ケアハウス、グループホームなど） 
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 三友堂病院地域緩和ケアサポートセンターについては、「第 2 章 地域緩和ケアネット

ワーク」（p143～163）をご参照ください。 
また、置賜地域緩和ケアネットワーク“愛のネットワーク”の連携機関・事業所につい

ての詳細を p164～170 に掲載しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 大峠の紅葉 大峠の紅葉 
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在宅療養で利用できるサービス 
 
 

種類 内容 
介護保険の 

適応 

医療保険の 

適応 

訪問診療 

医師が患者の自宅（施設も含む）を定期的に訪問

し、診療を行う。訪問の頻度は、通常は月に 1-2

回程度であるが、患者の状態に合わせて適宜調整

を行う。 

場合によっては、緊急訪問（往診）も行っている。 

届け出している診療所（在宅療養支援診療所）で

は、夜間、休日の対応も可能である。 

 ○ 

訪問看護 

居宅において、看護師によって行われる療養所の

世話、診療の補助。がんの患者は、常に状態が変

化するため緊急訪問、24 時間対応可能なステーシ

ョンが求められる 

 ○ 

訪問リハビリテ

ーション 

居宅において行われる理学療法、作業療法であ

る。居宅生活に合わせた施術や廃用予防のプログ

ラムが実施される 

○ ○ 

訪問介護 

居宅において介護福祉士、ホームヘルパーなどに

よって行われる日常生活上の世話（身体介護、生

活援助、通院等乗降介助） 

○  

訪問入浴 
居宅において、簡易浴槽を提供して行われる入浴

の介護 
○  

通所介護 
老人デイサービスにおいて行う、入浴・排泄・食

事などの日常生活上の介護および機能訓練 
○  

通所リハビリテ

ーション 

通所で行われる理学療法、作業療法である 
○  

短期入所 

生活介護 

介護老人保険施設への短期間入所によって行う、

医学的管理のもとに行う日常生活上の介護およ

び機能訓練 

○  

福祉用具賃与 
介護用寝台、杖、置き型の手すり、車いす、歩行

器などの福祉用具の賃与 
○  

福祉用具販売 入浴用椅子、ポータブルトイレ、尿器などの販売 ○  

住宅改修 段差の改善、手すりの取り付けなど ○  

清水奈緒美、渡邉眞理（2013）．がん患者の療養支援．がん看護．小松浩子著書代表 

医学書院、249(系統看護学講座,別巻)（一部改変） 

 

在宅療養で利用できるサービス 
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退院から在宅までの流れ 

介護保険適用の対象 
第 1 号被保険者 65 歳以上 日常生活に支障が生じた場合、保険適応の対象 

第 2 号被保険者 
40 歳から 65 歳未満 

の医療保険加入者 

特定疾病にかかった方のみが介護保険適用対象 

特定疾病：がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後

縦靭帯硬化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知

症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早

老症、多系統筋萎縮症、糖尿病性神経障害、脳血管疾患、

閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、変形性関節症など

の 16 疾病 

社会資源をうまく活用していくことで、地域で安心して生活することが可能となります。

社会資源を活用するためにケアマネジャーや訪問診療医師、訪問看護師など患者さんとご

家族に関わる在宅チームスタッフによるコーディネートが必要となります。 
 

在宅のステージの特徴を理解した情報提供 
 

 

【第 1 ステージ】 

在宅開始時 

生活を再建する。入院中から引き続き行っている継続療法を円滑に継続しつ

つ、環境調整・ケア体制整備を行い、家の中での生活を安心して過ごせるよ

うに工夫する時期 

【第２ステージ】 

在宅生活安定期 

外出・旅行、趣味の復活の質を高めるためにどうするかを検討しつつ実現す

る時期 

【第３ステージ】 

病状変化期 

新たに病状変化に対して、在宅で症状緩和を図るため新たな療法などを要す

る時期（この段階で、本人の希望をくみ取り、さらに身体症状、介護状況な

どを踏まえて療養方針を構築し直す時期） 

【第４ステージ】 

体力低下期 

ADL の低下に合わせて、生活環境の整備、ケア体制整備を行う時期（本人

の意向を確認しつつ、介護者の病状理解・介護協力などを求める時期） 

【第５ステージ】 

看取り期 

不必要な療法を停止しつつ、精神的・身体的・介護的負担を生じないように

自然な状態に戻す時期（家族の精神的・身体的疲労に注意し従来の本人の希

望に基づいた最期のケアを構築する時期） 

英裕雄（2007）、在宅支援診療所.緩和ケアネットワークミーティング―PC ネット― 

有賀悦子編、東京、真興交易（株）医書出版部、103 

 

患者さんが通院しながら在宅療養を継続している場合、または病院から在宅へ移行する

場合には、外来看護師や病棟看護師、退院調整看護師は、「退院から在宅死までの流れ」

を考慮した緩和ケアの専門家（病院：緩和ケア外来・緩和ケアチーム、地域：訪問診療医・

訪問看護師・ケアマネジャーなど）への連携および調整を行っていく必要があります。在

宅の各ステージの特徴を理解しておくことは、ケアの質を維持することにつながります。 
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Ⅲ. まとめ 
 

社会的苦痛は複雑で多岐に渡っています。まず、患者さんと家族の訴えに耳を傾け、何

が問題なのかを明確にすることが必要です。   
そして、患者さんを病人としてではなく、疾病を持った人間として捉える必要がありま

す。医療者は、患者さんに対して、ひとりの人間として向き合い、生きていく上で抱える

悩み、つらさ、苦悩に目を向けることが大切です。 
社会的苦痛を克服するためには、多職種チームによる支援が必要です。チームスタッフ

は、患者さんが、家庭や職場あるいは地域で生活していく上での障害にアプローチをして

いきます。しかし、チームスタッフそれぞれの役割を区分するのではなく、チームカンフ

ァレンスを行い、患者さんに関する問題点を明確にし、それぞれの職種が、どんな支援に

関わっていくかを確認していきます。また、社会的支援をコーディネートする MSW、看

護師、ケアマネジャーは、問題を解決するために、地域に存在するリソースや社会資源を

把握し、これらを適切に活用していく必要があります。 
社会的苦痛には、経済的な問題や人間関係などに関する問題などの患者のプライベート

に関わる問題、倫理的な問題がからんできます。時には、社会的苦痛への支援、たとえば、

生活保護受給、施設入所などが原因で、患者さんとご家族が社会的偏見の的になったり、

差別的行為を受けることになったりすることさえあります。支援が患者さんとご家族にと

って苦痛になりうる場合があることに配慮する必要があります。 
 社会的苦痛へのケアの目標は、単に社会資源を 
利用することではなく、患者さんとご家族が傷病 
を抱えた後、どう障害を克服して生きていくのか 
という問題に向き合って、これを解決して生きる 
（自律性を回復する）力を引き出す“エンパワメ 
ント”であると考えます。 
 
〔参考資料〕 
・緩和ケアにおける社会的痛みとそのケア、緩和ケア 19(4),2009 
・専門家を目指す人のための緩和医療学、日本緩和医療学会、南江堂、2014 
・看護師に対する緩和ケア教育テキスト、厚生労働省委託事業、公益社団法人日本看護協

会、がん医療に携わる看護研修事業 2014 
・がん緩和ケア ガイドブック、日本医師会、青海社、2010 
・高橋美賀子 他：ナースによるナースのためのがん患者のペインマネジメント 新版、

日本看護協会出版会、2008 
・Robert Twycross, Andrew Wilcock 著，武田文和 監訳：トワイクロス先生のがん患者

の症状マネジメント、医学書院、2009 
 
 

- 94 - 
 



 

   スピリチュアル・ケア 

 
Ⅰ．スピリチュアルとは  

 
スピリチュアルという言葉は、占い、ヒーリング、心霊現象関連まで幅広く使われてい

ます。しかし、ここで言うスピリチュアルは不可思議な現象ではなく、人の心を指し、

WHO（世界保健機関）では次のように定義しています。 
 
 
 
 
 
 
 

 
「スピリチュアル」という言葉について、日本の研究者の間で日本語に訳すとどのよう

な概念になるか議論を持たれました。「霊性」や「精神性」といった言葉が挙げられまし

たが、これらは「一般的ではない」とされ「スピリチュアル」と表記されることが標準的

となっています。 
 

Ⅱ．スピリチュアルペインとは  
 
スピリチュアルペインとは、末期の患者さんの苦痛として言われる全人的苦痛 total 

pain（トータルペイン）の中の一つです（p. 6~7  a.緩和ケアの理念 参照）。重大な病

いに罹った時、あるいは自らの死期を悟った時、人は身体的な苦痛や精神的な苦痛を越え

た苦痛、例えば「なぜ、自分だけが死んでいかなければならないのだろうか？」「自分の

人生はいったい何だったのだろうか？」「自分は死んだらどうなるのだろうか？」という

“魂の痛み”を自覚するようになり「答えのない問い」に苦しめられます。身体や心の苦

しみとは全く違う、そうした痛みをスピリチュアルペインと呼びます。 
なかでも、こうした状況にある患者さんに最も多いのは、「自分は何のために生きてい

るのか」という生きる意義への問いです。自分を苦しめる疼痛や治療に対しても、「どう

してこんなにつらい思いをしなければならないのか」「こんな治療をしてもつらい思いが

継続するばかりではないか」と問いかけます。そして「どうせ自分は長いことないのに」

と、命には希望がないことを訴えます。自分が周りから取り残されていくという孤独感が

ひしひしと迫ってきます。さらに、身内の人につらい思いをさせたこと、迷惑をかけてい

ることに対する罪悪感にも苦しめられるのです。 

第 5 章 

スピリチュアル：spiritiual とは 
人間として生きることに関連した経験的一側面であり、身体的・心理的・社会的因子

を包含した人間の生の全体を構成する一因としてみることができ、生きている意味や

目的についての関心や懸念にかわっていることが多い。とくに人生の終末に近づいた

人にとっては、自らを許すこと、他の人びととの和解、価値の確認などと関連してい

ることが多い。 
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Ⅲ．スピリチュアルペインの構造  
 
この痛みに対するケアをスピリチュアルケアと言います。スピリチュアルケアには、い

まだ標準的なコンセプトやガイドラインは存在しません。しかし、これまで日本の緩和ケ

ア領域の医療関係者や福祉関係者に広く支持されてきたのが「村田理論」です。 
村田理論 ＊は、人間の存在には時間性、関係性、自律性の三つの次元があるととらえて

います。スピリチュアルペインをこの三次元から解明して、そのケアの方向性を示したも

のです。（＊村田理論  京都ノートルダム女子大学生活福祉文化学部教授の村田久行氏がその体系を作った。） 

時間的存在とは、過去の失敗などを背負いながら、将来成功する夢を抱いて、現在を生

きる人間の姿をとらえたものです。こうした人にとっては、「将来があるからこそ現在が

ある」のであり、死が近づけば将来を失うことになり、現在を生きていくための意味が見

いだせないというスピリチュアルペインを持つことになります。これに対するケアの目標

は、死をも超えた将来を見いだすことで新たな現在の意味を回復していくことになります。 
次に関係的存在とは、他者との関係の中でこそ存在する人間の姿を捉えたものです。こ

うした人間は死によってその関係性が断ち切られてしまうことになるので、自分らしさを

発揮できなくなってしまうというスピリチュアルペインを持つこととなります。そこで、

生きる意義に対

する問い 

「私は何のために生まれてきたのだろうか」         

「私にはどんな価値があるのか」 

「どうしてこんな病気になってしまったのだろうか。まだやりたい

ことがあったのに．．．」 

苦しみに対する

問い 
「私だけがなぜこんなつらい思いをしなければならないのか」 

希望がないとい

う訴え 

「どうせ自分はもう長いことないのに、頑張っても仕方がない」 

「身の回りのことも片付いたし、もう何もすることがない」 

孤独感の訴え 
「世間から自分だけ取り残されてしまい、寂しくてならない」 

「こんな私を誰も助けてはくれない」 

罪悪感の表出 
「私が悪いことをしたから、こんな病気になったのか」 

「これはきっと天罰だ。許して欲しい」 

別離への寂しさ 「家族ともう二度と会えなくなるのか」 

家族に迷惑をか

けているという

思い 

「こんなに迷惑をかけなければならないのなら、いっそ早く死んで

しまいたい」 

死後の問題 「死んだら私はどうなるのか。無になるのか」 

 
         

  
 

よくあるスピリチュアルペインの訴え  柏木哲夫氏 
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このスピリチュアルペインに対するケアとしては、死をも超えた他者との関係を見いだす

ことで、新しい自分の存在意義を見いだせることを目指すものとなります。 
さらに自律的存在とは、自分のことは自分でできる、また、自分の活動・行うべきこと

を自己決定できることで、存在意義を見出す人間の姿をとらえたものです。死が近づけば

自分のことが自分でできなくなり、自分のことについての決定も人にゆだねなければなら

ないというスピリチュアルペインを持つことになります。これに対して、例え、ベッドで

寝たきりになっても自分で決められることがまだまだあるということを自覚することに

よって、自律性を回復する可能性を見いだせるようにケアします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
                          

 
Ⅳ．スピリチュアリティとは  

 
スピリチュアルケアを行うためには、本人のスピリチュアリティを 
引き出すことがケアの最も大切な要素となる 

 
窪寺は、“スピリチュアリティとは、人生の危機に直面して生きる「拠りどころ」が揺れ

動き、あるいは見失われた時、その危機状況で生きる力や、希望を見つけ出そうとして、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  村田理論  緩和ケア 2003 一部改編 

・時間存在である人間は、死の接近により将来を失う 

［生の無意味、無目的］ 

→ 死をも超えた将来の回復が、スピリチュアルケアの目標となる 

・関係存在である人間は、死の接近により他者との関係を失う 

［自己喪失の不安］  

→ 死をも超えた他者との関係の回復が、スピリチュアルケアの目標となる 

•自律存在である人間は、死の接近により自立と生産性を失う 

［無価値、依存、無意味］  

 →自立と生産性によらない次元で自律（自己決定）の回復が目標となる 

スピリチュアルペインの構造とケアの指針 

１ 

スピリチュアルペインとは、自己の存在と意味の消失から生じる苦痛である  

［生の無意味、無価値、虚無、孤独と不安、疎外、コントロール感の喪失など］ 
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自分の外の大きなものに新たな「拠りどころ」を求める機能のことであり、また危機の中

で失われた生きる意味や目的を自己の内面に新たに見つけ出そうとする機能のことであ

る“と述べています。 
「拠りどころ」が、患者がこれからを生き抜くための支えになります。この「拠りどこ

ろ」の存在を大きくすることがケアの鍵になります。 
 

スピリチュアリティを捉えるためには、患者との信頼関係が必要 
 
患者とケアを提供する者との心のつながりが希薄であってはなりません。私たちには、

患者さんやご家族から訴えられたり、質問を受けたりする時がありますが、その後、その

ままに放置するようなことがあってはなりません。必ず行動や言葉などの何らかの手段で

相手に返答する、または対応する、という基本姿勢が必要であり、その過程の繰り返しが

信頼関係の構築に結びついていきます。 
 

Ⅴ．スピリチュアルケアは、こころの「拠りどころ」を探すことから 
始まる 

 
     他者との関係性がスピリチュアリティを決定する重要な要素となる 
 

なぜならば、生きることは何らかの関係性の中におかれることであるからです。生き

る意味やエネルギーにつながる「拠りどころ」は、他者、神、自然、ペット、自己の現

在または将来あるべき姿というように個人によって異なります。したがって、スピリチ

ュアルケアは、私たちスタッフが患者さんから発せられる言動、生い立ちや生活史、家

族歴など患者さんを取り巻くあらゆる情報を傾聴やライフレビューを繰り返し行うこ

とによって、患者さんの全体像を把握して、そこから「拠りどころ」を捉えるところよ

り始まります。 
 

「こころの拠りどころ」の存在を大きくし、関係性を太くすることに 
より、「生きる拠りどころ」となる 
 

「拠りどころ」を捉えるには、患者さんが発する、当たり前の言動や一瞬の表情に注意

を払う必要があります。たとえば、自分が誇りに思っていることや伝えたいことを話す時、

大切にしていることを話す時、強い口調になる、何度も繰り返すなどの感情が表出されま

す。時には、他者から認められたいという欲求や今の自分では叶えることができない希望

を訴えることがあります。大事に身に着けているものや大切にしまっているもの、信仰も

そうです。この中にこころの「拠りどころ」が隠されていることが多いのです。この「拠

りどころ」の存在を大きくし、関係性を強めることにより、「こころの拠りどころ」は、

まさに「生きる拠りどころ」となり、これがスピリチュアルケアの始まりになります。 

2 

1 

2 
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 生きる意味について苦悩する患者は、これまで歩んだ人生の中に自分らしさを探す「本

当の自分探し」をする作業を行うのです。私たちはそのお手伝いをすればよいのです。 
 

傾聴は日常のケアの中で行う 
 

田村は傾聴について、「私たちがスピリチュアルケアを行う際には、常に患者のベッド

サイドで腰を下ろし、耳を傾けることは必要ない。“今から聞きます”と身構えるよりも、

たとえば、清拭、入浴、散歩の時などの日常的なケアの実践の中で、語りきれない患者の

思いに関心を寄せ、時には適度な沈黙の時間を取り入れながら関わることが、スピリチュ

アルケアとしてふさわしい」と説いています。  
 

患者に寄り添うとは 
 

患者さんの苦悩を受け止め、共感する態度で接することが、患者さんに寄り添うという

ことです。それは必ずしも形や言葉として表さなくともよいのです。傍らに居るだけでも

よいのです。患者が必要としている時にすぐに対応するという保証を示すことが大切です。 
 

Ⅵ．三友堂病院緩和ケア病棟編 スピリチュアルケアマニュアル  
 

三友堂病院緩和ケア病棟では、村田理論に基づいた指針（p97）に森田らの説く「基盤

となるケア」、さらに「援助的コミュニケーションの実践」「他者との関係性を強め、生 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
きるための拠りどころを見出すための援助」「多職種スタッフによるチームケアの実践」

を組み込んだ独自のケアマニュアル「三友堂病院緩和ケア病棟編スピリチュアルケアマニ

ュアル」（以下、スピリチュアルケアマニュアル）を作成しました（p101～102 補足参照）。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

森田，緩和医療学 2001 

基盤となるケア 

・患者との関係を確立する 

・現実を受けいれることを援助する 

・感情を受けいれることを援助する 

・ソーシャルサポートを強化する 

・くつろげる環境や方法を提供する 

・症状緩和を行う 

・医療チームをコーディネートする 

     

3 

4 
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なお、本スピリチュアルケアマニュアルに関する研究は、2008 年に開催された第 13 回日

本緩和医療学会学術大会で報告しました。 

   
Ⅶ．まとめ  

 
スピリチュアルケアには「身体的な痛みの緩和」と「援助的コミュニケーションスキル」

そして「チーム医療」が必須です。また、患者さんの「拠りどころ」に行き着くまでのプ

ロセスを支えるために、専門性を持つスタッフがそれぞれの専門性を発揮しながらアプロ

ーチしていくことが必要です。 
さらに、私たちが終末期の患者さんのスピリチュアル 

ペインをケアする場合に考慮しなければならないことは、 
患者さんのみならず支えるスタッフが、「避けることが 
できない病いや死をどのように受け止め、その現実とど 
のように向き合うか」ということです。スピリチュアル 
ケアは、毎日の関わりや日常の基本的生活援助の中で育 
まれながら、信頼という土台の上に繰り広げられる過程 
であります。ケアを行うスタッフと患者さんという関係 
性から解き放たれ、患者さんとともに病いと向き合い、 
それを乗り越えていこうとする、その「大切な時間を共 
に生き抜くこと」がスピリチュアルケアの原点なのです。 
 
 
［参考資料］ 
・World Health Organization:Cancer Pain relief and palliative care．WHO 

technical repot series 804，Geneva，1990（世界保健機構：がんの痛みからの解放

とパリアティブ・ケア－がん患者の生命へのよき支援のために、金原出版、東京、1993 
・柏木哲夫：死にゆく人々のケア－末期患者へのチームアプローチ－ 医学書院、1978 
・村田久行：終末期患者のスピリチュアルペインとそのケア：アセスメントケアのための

概念的枠組みの構築、緩和医療学 3：444‐56,2001 
・窪寺俊之：スピリチュアルケア入門、三輪書店、東京、2000 
・田村恵子：終末期患者へのスピリチュアルケア－看護の視点から－、ターミナルケア

10：103-7,2000 
・森田哲也、井上聡、他：終末期がん患者の霊的・実存的苦痛に対するケア：系統的レビ

ューにもとづく統合化、緩和医療学 3:444‐56,200 
・黒田美智子、木村裕子、他：終末期がん患者の自己の存在と生の意味の復元への理論的

アプローチ－スピリチュアルケアのマニュアル化の試み、三友堂病医誌 10:23-33,2009  
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補足 
 
 
1. スピリチュアルペインの分析   
 a. スピリチュアルペインを捉える 
   患者の言動、エピソードから生きている意味や目的を見失ったと思われる状況を把

握する。 
 b. スピリチュアルペインに起因する多彩な訴えを会話記録からスピリチュアルペイン

のアセスメントツールである Spiritual Care Conference Summary Sheet : 
SP-CSS7）に抽出する。 

  1) 生活史、家族歴など患者の全体像を捉える。 
  2) 村田理論に基づく「終末期がん患者のスピリチュアルペインとケアの指針」を参

考に、時間性、関係性および自律性の 3 要素に分類する。 
  3) 苦痛を強めるもの、和らげるものを確認し、整理する。 
 
2. ケアプランの作成 
  ケアプランの作成手順：「基盤となるケア」を基本に、「援助的コミュニケーション」

および「他者との関係性を強め、生きるための拠りどころを見出すための援助」から

なるケアプランを作成する。 
 

 a. 基盤となるケア 
  1) 患者との関係の確立、現実を受け入れることの援助、感情を受け入れることの援

助。 
  2) 症状緩和の徹底。 
    身体的・精神的・社会的ケアを行う。 
  3) チーム（臨床心理士・音楽療法士・管理栄養士・ソーシャルワーカーなど）ケア

を行って援助を強化する。 
  4) 基本的な生活援助と身体的清潔の保持を行なう。 
  5) 静かで清潔な療養環境の整備 
    例えば季節感を味わえる手作りの展示・掲示を提供する。 
 
 b.援助的コミュニケーション 
  苦しい気持ちや不安を訴えられた時、またはそのことを察知した時、曖昧にせず、援

助的コミュニケーションで関わる。 
  たとえ、患者から要求があった時に時間がなくとも、その後必ず時間を持つことを患

者と約束する。 
  1) 患者の苦しい気持ちを問いかけ、傾聴の姿勢で患者の気持ちを聴く。 
   患者の気持ちの表出を待ち、沈黙の時間に自分も一緒に居ること。 

三友堂病院緩和ケア病棟編 スピリチュアルケアマニュアル 
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  2) 患者のメッセージを自分の言葉で言語化し、患者に返す。（反復の技術） 
  3) 患者の思いを整理し、明確化する。（問いかけ） 
    患者が自分の言葉を見つめ、味わうことによって、自分で気持ちを整理すること

を助ける。 
  4) 負担にならないよう配慮し、声をかけながら関わりを持つ。 
 
 c. 他者との関係性を強め、生きるための拠りどころを見出すための援助 
 ⅰ.他者との関わりを強くする援助 
  1) 家族や親しい人との時間が持てるよう働きかける。または配慮する。 
  2) 患者が伝えようとしていることを支持し、家族や医師との仲介役となる。 
  3) 寂しい時は、いつでも遠慮せず呼んで欲しいことを伝える。 
  4) 私たちが患者を最期まで支えることを伝える。 
 ⅱ．生きるための拠りどころを見出し、スピリチュアリティを高めるための援助 
  1) 患者、家族と共にライフレビューを行ない、下記の内容に関して話し合い、本人

が生きるために必要な「拠りどころ」を探す。（援助的コミュニケーションの中で

行なわれる場合もある） 
・患者がこれまで生きてきた過程で重要だと思われること 
・患者がこれまで生きてきた過程で印象に残っている思い出 
・患者がこれまで生きてきた過程で自分自身が果たした重要な役割 
・患者がこれまで生きてきた過程で誇りに思うこと、その対象となる人や物の確認 
・患者がこれまで生きてきた過程の転機の確認 

  2) 生きるために重要なこと、大切なものや支えとなっているものは何かを問いかけ

る。 
  3) 患者の意思や希望に合わせた生活が可能となるようサポートする。     
   療養環境の整備やレスパイトケアなど。 
  4) 置かれた状況の中でもできることを一緒に探し、自律が可能となるように工夫す

る。 
  5) 次の世代に残せるもの（物に留まらず、メッセージや思い出など）を一緒に探す。 
   また、その手段をアドバイスし形にしていく。 
  6) できていることに対してねぎらい、尊重の気持ちで対応する。 
  7) 患者自身の存在そのものに意味があり、価値があることを言葉で伝えていく。 
 
3. アウトカムの評価 
 ケアプランに基づいて実施したケアのアウトカムを確認し、それを評価する。 
  1) チームカンファレンスで自他覚的に評価を行う。 
  2) Support Team Assessment Schedule 日本語版 : STAS-J による客観的評価を加

味する。 
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病名、病状、予後の説明 
 

Ⅰ．病名、病状、予後を伝える 
 
 医学の進歩によって早期発見、早期治療を果たせば、がんは治癒が可能な疾患となりま

した。また、痛みをはじめとする諸症状を緩和することも可能となり、辛い症状から解放

されて過ごすことができるようになりました。こうした医学、医療の発展において忘れて

はならないのが「患者による自己決定」、「インフォームド・コンセント」、「セカンド・オ

ピニオン」など「患者の意思を尊重する医療」を行っていくことです。この際には医療者

ががんの患者さんに対して、病名、病状、予後についての真実を伝える（告知する）こと

が大前提となります。ただし、患者さんが事前に「病名を知りたくない」という意向を示

した場合や判断能力が十分でない場合には慎重に対処する必要があります。 
 どの病期においても、がんの治療には複数の選択肢があります。医療者は、それぞれに

ついて、利点と欠点を説明する責務があります。また、予後の正確な予測は困難ですが、

患者さんが知りたいと思っている事柄について把握し、適切な情報提供を行うことに配慮

しなければなりません。予後については、不明確な期間よりも予後が限られているという

事実を伝えることが重要です。強いて数値で示すとしても、月単位、週単位といったおお

よその見通しを伝えるにとどめます。 
 真実を伝えられたがんの患者さんに対しては、緩和ケアを提供していきます。痛みをは

じめとする身体症状のマネジメントをはじめ、精神的ケア、社会的あるいは家族環境の問

題の解決の支援、そしてスピリチュアルケアまで全人的に行います。 
 

Ⅱ．病名、病状、予後を伝えることの利点 
 

病名、病状、予後を伝えることには、以下の利点があります。 
① 患者さんが納得して治療法を選択することによって、満足度の高い医療を行うこと

ができます。 
② 患者さんとご家族、患者さんと医療者との良好なコミュニケーションが築かれ、信

頼関係が維持できます。 
③ ご家族をはじめ、患者さんに関わる人々がみんなで患者さんを支えるという共通の

思いを持つことができるようになります。また、患者さんの人生の締めくくりに向けて、

たとえば、仕事や財産などの社会的問題を整理することもできるようになります。 
 
これらの結果、患者さんにとって限られた時間を有意義に過ごすことができることとな

ります。いわゆる『終活』を行うことができるようになるのです。 
 

第 6 章 
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Ⅲ．病名、病状、予後を伝える際の留意点 
 
病名、病状、予後を伝える説明（いわゆる告知）は、現在多くの場合、病院では診療室

における主治医と患者さんとの面談の場で行われますが、在宅では、患者さんの家や施設

がその場所となります。いずれの場合でも、重要な説明を行う前に、患者さんに対して「真

実を知りたいか」、あるいは、「一人で聞きたいか」、「説明の場に同席させたい人がいるか」

について確認しておきます。患者さん本人に真実を正確に説明することが大事ですが、同

席させたい人がいる場合には、それらの人たちが揃ってから面談を始めてもよいでしょう。

患者さんのプライバシーが確保できる場所を使用し、患者さんが十分に感情を表出できる

ように配慮します。患者さんへの確認の場面、そして説明の場面には看護師が必ず同席す

るようにします。看護師は立会人としての役割だけでなく、説明を受けている患者さんや

ご家族の反応を観察し、医師との話し合いの後で患者さんの理解度を把握し、補足説明を

し、必要があれば医師からの再説明を促す役割を果たさなければなりません。 
病状、予後をどこまで伝えるか。まず患者さんが自分の病状や予後について、どの程度

理解しているかについて把握します。患者さんの話を十分に傾聴することによって患者さ

んの考え方や感情に触れ、患者さんに寄り添う姿勢を示すことで、安心感を与え、信頼関

係を築くことに結びつきます。患者さんの心理状態に配慮しながら病状を正確に説明する

必要がありますが、説明が一方的になったり、決して「できることはない」あるいは「治

療法がない」などの突き放すような言い方をしたりしないように注意しなければなりませ

ん。患者さんが求めている情報量に応じた説明を心がけます。一度の話し合いで、全てを

説明しようとせず、専門用語を避け、分かりやすい言葉で、患者さんと視線を交わしなが

ら、少しずつ説明するようにします。事実を受け止めるためには、時間を要することを理

解し、話し合いを繰り返すことができることを伝え、質問しやすい雰囲気やアドバイスを

求めやすい環境を作るようにします。 
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だれでも限られた時間しか生きられない。 
自分が何を残せるかといったら、 

それは自分の歴史ではないしょうか。 
                                   登山家 田部井淳子 

                     （福島県出身） 
 

田部井さんは余命 3 か月と宣告されても、抗癌剤療法を受けながら、 
被災地の仮設住宅の人々と山に登り続け、人々を励まし続ける。 

 
大自然の厳しい自然環境にもめげずに、可憐な花を咲かせる高山植物の数々に 

田部井さんは生きる勇気と力をもらうと言う。 

 
－JNN 東北スペシャル ふるさと自然編 

ふくしま雲上の楽園 
         ～吾妻連邦・浄土平の夏～（2014.9.13 放送）より－ 
 

 

 

緩和究題 

生きる力 
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Ⅳ．チーム医療とファミリーミーティング 
 
 患者さんががんという重大な病気と向き合うとき、患者さんを中心にご家族そして医療

者が一致団結し、がんと闘う患者さんに関わる全員で患者さんを支える、謂わば、チーム

医療を展開していくことが重要なポイントです。そしてご本人を含めたチーム全員が、病

名、病状、予後について共通の認識を持つことが重要となります。そこで大きな役割を果

たすのがファミリーミーティングです。ファミリーミーティングでは患者さんの意思を尊

重し、患者さんの意思決定を可能な限り支えるためにはどうしたらよいのか、参加者全員

で、ベストな方向性を模索していきます。また、参加者の互いの思いを表出する場でもあ

ります。特にご家族からは後に家族ケアにも結びついていく重要な考えや意見を収集する

ことができます。在宅では訪問診察のときにできるだけ関係者が集まり、ファミリーミー

ティングの機会を持つことができれば、より患者中心の在宅ケアが実現できるようになり

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅴ．真実を伝えたあとの援助 
 
 病名、病状を知った患者は、心に強い衝撃を受けることになります。衝撃を受けた患者

さんに対しては、安易な励ましを避け、理解的な態度で接するように心がけます。例え治

癒が望めないと分かっても、患者さんはさまざまな希望を持ち続けています。その希望を

知ったうえで、希望がかなえられるように支え続けます。どのような状況においても最善

を尽くすことを伝え、身体的苦痛、精神的苦悩の緩和を保証します。 
 真実を知った患者さんが必要とするのは、周囲の人々との良好なコミュニケーション

（意思の疎通）です。孤独感や疎外感を持たなくてすむように、しっかりと言葉をかけ、

できる限り患者さんのそばにいるように努めたり、訪問を継続したりします。 
 終末期には、さまざまな問題が生じてきます。終末期における問題を解決するには、医

師と看護師だけではなく、薬剤師、栄養士、理学療法士、作業療法士、臨床心理士、ソー

シャルワーカー、音楽療法士などが個々の患者のニーズに応じて介入し、家族と共にチー

ム医療を展開していくことが重要です。これは、入院中ばかりではなく、在宅療養を継続

していく際にも必要なことであると考えます。 
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日常生活の援助 
 
 がんの患者さんは病状の進行に伴って、それまでの生活習慣を維持することに困難を覚

えるようになります。しかし、ほとんどの患者さんは、自分のことは自分でやりたいと考

えています。このような患者さんの自立心を尊重しながら、患者さんの生活習慣をできる

限り維持できるように支援していくことが重要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．食事の援助 
 
 食べることは人間の基本的欲求の一つです。しかし、病状が進むにつれ患者さんの食欲

は低下し、食べられるものが少なくなったり、食べることに苦痛を感じたりするようにな

ります。このような場合には、栄養摂取に主眼をおくよりも、患者さんが食べたいものや

好きな食べ物中心の献立、患者さんの好みの味付けでの調理など、少しでも食べられるよ

うに工夫するようにします。食欲を少しでも高められるように、少なめの量で、彩りのあ

る盛り付けを工夫したり、旬のものを取り入れたりして食事を楽しめるよう配慮します。 
 食事の際には、ベッドサイドの環境を整え、食事をしやすい体位を調整し、患者さんの

ペースに合わせた介助を行ないます。また、患者さんによっては料理の臭いで嘔気や嘔吐

が誘発され、食欲が消失してしまうこともあるため、あらかじめ臭いを飛ばしてから配膳

するなどの心遣いも必要です。 
 患者さんの経口摂取量が少なくなると、ご家族や親しい人々は患者さんの体力がますま

す低下するのではないかと心配し、患者さんに食事摂取を強く勧めがちですが、これはか

えって患者さんの精神的苦痛を増強させることになりかねません。活動量が低下すれば、

栄養摂取量も少なくてすむことを説明し、少量でも良いから無理しない程度に食べさせる

ようにアドバイスを行います。さらに、ご家族と一緒に和やかに食事ができるように援助

します。 
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Ⅱ．排泄の援助 
 
 排泄は人間の生理的日常活動の一つです。直腸・肛門や膀胱・尿道の解剖学的に骨盤・

会陰部に位置することや、排泄物が独特の臭気を持つことから、排泄の援助では患者さん

のプライバシーを尊重し、負担や不快を最小限にするように努めます。 
 患者さんは体力の衰えに伴って歩いてトイレへ行けなくなるため、ベッドサイドにポー

タブルトイレの設置が必要となり、やがてベッド上での排泄に移行せざるを得なくなりま

す。 
 排泄の援助を嫌う患者さんもいるので、できる限り患者さんの意向を尊重しつつ介助し

ますが、自らの力で排泄できなくなることに対して、「辛いですね」などの言葉で共感的

理解を示すようにします。 
 

排便の援助 
 
 がんの患者さんにおいては、多くの患者さんに対して痛みの治療のためにオピオイドが

投与されています。また、終末期には全身衰弱が進み、終日臥床がちとなり、食事や水分

の摂取量も少なくなります。これらのため便秘になりやすく、そのマネージメントが不可

欠です。便秘の原因を明らかにして、適切な緩下薬を投与します。摘便や浣腸も必要に応

じて行い、便秘が続かないよう調整します。 
 

排尿の調整 
 
 夜間の排尿は睡眠を妨げることになります。夜間の排尿回数が多い場合には、水分の摂

取量や排尿時間を調整し、利尿作用を有する薬剤が投与されていないか、また、薬剤の投

与時間について検討するようにします。 
 

Ⅲ. 睡眠の援助 
 
 身体的疾患を持つ患者さんの多くは睡眠のリズムが障害され、身体的症状が重篤である

ほど睡眠障害が顕著になります。終末期患者では睡眠障害がよくみられ、眠れないことが

患者さんの疲労感や不快な自覚症状を強めたり、活動性を低下させたりします。さらに、

患者さんの日常生活や日常的な思考を妨げ、QOL そのものを低下させることになります。

不眠は患者さんの主観的な感覚です。まず「昨夜はよく眠れましたか」と尋ね、不眠の有

無を見出します。次に、眠りにつくまでに時間がかかるのか、夜間に覚醒し再び眠ること

がむずかしいのかなど、不眠の内容を確認します。終末期の患者さんにおける不眠の原因

は単一ではなく、複数の原因が重なっていることが多いのです。 
不眠の原因となる身体的、心理的、環境的要因を除去することが対応の基本です。同時
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に、睡眠を助ける薬の使用を考慮します。就寝前のケアとしては、口腔ケアや洗面などの

清潔への援助や排尿の調整を行います。入眠困難な場合には足浴、足の温罨法やマッサー

ジなどを行って入眠を促したりもします。 
 痛みなどの不快な身体的症状のために眠れない場合、あるいは、抑うつやせん妄による

不眠の場合には、これらの症状のマネジメントを開始します。患者さんの生活習慣を確認

し、部屋の明るさや温度などの環境条件を患者さん一人ひとりに合わせて調整するように

します。 
 終末期においては、患者さんは不安や恐怖のために眠れなくなることが多いのです。こ

のような患者さんの訴えを受け止め、見守る姿勢で患者さんの傍らに寄り添い、不安や恐

怖を取り除くよう援助します。 
 

Ⅳ. 姿勢、体位保持の援助 
 
 健康な人は、睡眠中も頻繁に体位を変換しています。しかし、全身衰弱が進むと、患者

さんが自ら体位を変えて望ましい姿勢をとることが困難になります。このため一定時間ご

とに体位変換し、圧迫による痛みや褥瘡を予防します。  
 患者さんは楽な体位を自然にとりますが、同一体位を持続すると、筋肉が緊張して疲労

感が増し、痛みを伴うことになります。患者さんの好みを尊重しながら体位を変え、枕や

バスタオルを利用してさらに安楽な肢位を保持し、疲労させないようにします。安楽な肢

位を患者さんに尋ねながら、関節の可動範囲内でゆっくりと曲げ伸ばしします。 
 上腕骨に転移があって上肢が痛む場合には、肩を少し開いて肘を曲げ、手を枕の上にの

せると痛みを軽減できます。 
 下肢の浮腫の場合には、丸めたバスタオルの上に下肢をのせて挙上すると浮腫を軽減で

きます。患者さんにとって楽な体位を最低 2 通り以上確保します。褥瘡予防のための体位

変換は 2 時間ごとに行うようにします。 
 

Ⅴ. 清潔の援助 
 
 身体各部を清潔に保つことは日常生活の基本であり、患者さんが病気であることを理由

に、清潔の基準を引き下げることがないよう配慮します。  
 

入浴、清拭 
 
 入浴は患者さんに気分転換や爽快感をもたらします。終末期であっても入浴を好む患者

さんが多いようです。しかしながら、入浴は体力を消耗するというデメリットもあり、入

浴によって疲労感が増すことのないよう入浴時間を設定しなければなりません。入浴中は

手際よく身体を洗い、湯船につかる時間を短くします。患者さんの好む入浴剤で気分転換

が図れ、満足感が得られることが多いようです。入浴後は水分の補給を行い、休息をとら
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せます。入浴が負担になる全身状態であると判断した場合には、全身清拭、部分清拭、手

浴、足浴などを組み合わせて数日ごとに行うようにします。 
 

陰部の清潔 
 
 がんの患者さんは自分で陰部の清潔を保つことが難しくなります。トイレに陰部の洗浄

機能がついている場合には、それをひとりで使えるよう援助します。ポ－タブルトイレや

ベッド上での排泄を余儀なくされている場合には、微温湯を入れた洗浄ボトルを用いて排

泄後に洗い流します。その際には、患者さんの自尊心を損なうことがないように配慮しま

す。 
 

口腔内の清潔 
 
 口腔内の清潔の維持も病状の進行に伴う全身倦怠感などで自分では十分に行えなくな

り、援助が必要となります。終末期には唾液の分泌が減少し、口腔内の乾燥が著しくなっ

てきます。加えてコルチコステロイドが投与されていると、舌苔、口内炎などの感染、味

覚の変化などが起こりやすくなります。患者さんのそれまでの習慣を尊重しながら歯磨き、

うがいなどの援助を積極的に行うようにします。歯を磨くことで嘔気が誘発されるときは

水歯磨きなどを用いて口をゆすぐようにします。 
 

Ⅵ. リハビリテーション 
 
 がんの患者さんにおけるリハビリテ－ションは、患者さんの日常生活動作を拡大してい

くために有効であり、残された日々をその人らしく生きるためにも重要な要素であると考

えます。痛みなどの辛い諸症状が緩和されつつある状況下で、患者さんの意向を確認して

症状のマネジメントと並行して行います。具体的には、理学療法士から寝返りや座り方に

ついて指導を受け、続いて、ベッドからの起き上がり方や立ち上がり方、車イスへの乗り

移り方、歩行器や杖を用いた歩き方などの訓練を順に行っていきます。日常生活動作の拡

大に伴って患者さんは自分の力で行動可能であることが認識でき、満足感を抱くことがで

きるようになります。また、寝返りの方法などを学ぶと、介護者の負担が軽減されます。 
 リハビリテ－ションを継続的に行うことは、単調な生活にリズム感を持たせ、気分転換

を促しますが、患者さんが過大な希望を抱き、疲労感を増強させたり、体力を消耗させた

りしてしまうこともあるので、患者さんと十分に話し合いながら進めます。 
 入院患者ではご家族の協力のもとで自宅へ外泊したり、外出可能な患者さんではご家族

とともに旅行したりすることは、患者さんにとってはリハビリテーションとなり、楽しみ

にもなります。外泊、外出、旅行などの希望がある場合には、先延ばしせず、可能な限り

早めに実現できるよう患者さんとご家族を援助するようにします。 
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Ⅶ. 生活環境の調整 
 
 がんの患者さんにとって、今、その場所が生活の場であり、プライベ－トな世界なので

す。しかし、自宅で死を迎えたいと望んだとしても、介護力や住宅の問題などにより必ず

しも実現できるとは限りません。その場合には、「家」の代わりとしてふさわしい病院内

の環境づくりが必要となります。 
 生活環境の調整を行う上では、“その人にとっての心地よさ”を探り、可能な限り個々の

求める生活環境を提供します。生活環境には明るさ、広さ、静けさ、暖かさという 4 つの

要素が必要です。さらに、適切な室温、換気、清潔さ、プライバシーの尊重にも配慮しな

ければなりません。 
 それまで使い慣れた食器や衣類などの日常生活用品が自由に使え、思い出の写真や品々

などを身の回りに置くことも終末期患者が人生の総まとめをするには必要な配慮である

と考えます。 
 

Ⅷ. 心のふれあい 
 
 がんの患者さんは、全身衰弱の進行に伴い自らの力で活動できる範囲は狭くなり、単調

な生活を強いられることになります。歩行可能な患者さんの場合は散歩や外出などを勧め、

社会との接点を維持できるよう促していくことが必要です。自らの力で活動することがむ

ずかしくなった患者さんの場合は車イスでの散歩などによる気分転換を図りましょう。 
 入院中は面会時間に制限を設けず、ご家族やご友人がいつでも面会できるように配慮し

ます。ベッド上での生活を余儀なくされている患者さんは、たとえば、「自分は価値のな

い人間になった」などの思いを抱きやすいので、ご家族や担当看護師はじっくり傾聴し、

共感を示すようにします。また、1 日の過ごし方にリズム感を持たせるよう患者さんと一

緒に 1 日の行動計画を立て、どんな小さなことでも患者さんが興味を覚え、生産的な活動

ができる状況を作り出すよう努めましょう。 
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家族ケア 

 
 
ご家族は、情緒的に深い関係、『愛』で結ばれています。がんの患者さんのケアにおい

ては、血族関係や婚姻関係にとどまらず、家族同様に生活を共にしている人々も家族と位

置付け、ケアの対象とする必要があります。 家族の一員ががんと告げられ、とりわけ終

末期であると知らされたとき、ご家族にとってそのショックはとても大きいものです。し

かし、ご家族はそのような状況であっても、かけがえのない存在である患者さんが直面し

ている苦難に対して患者さんと共に力を尽くして立ち向かっていこうとします。 患者さ

んにとってご家族は自身のよき理解者であり、最も頼りにしている存在です。したがって、

医療者の立場として、ご家族が受けている悲嘆を和らげ、ご家族に対するケアを意図的、

計画的に行う家族ケアは、患者さんが療養中の日々を充実して過ごすためにきわめて重要

となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．家族の全体像を把握し、社会的ケアを提供する 
 

          家族の成り立ち、家族一人ひとりの家庭での役割を理解し、 
現在抱えている問題を把握し、問題解決に取り組む 

  
はじめに、患者さんを中心にご家族一人ひとりの続柄、年齢、性別、職業、同別居など

を家系図として描き、家族の構造を把握します。ご家族は、結婚、子どもの誕生・養育・

独立、職業からの引退、老後の生活などのライフサイクルに応じた発達段階を経て現在に

至っています。そのプロセスから家族の成長と問題解決能力を推測し、そのうえで現在抱

えている問題を把握し、それに対する取り組み方を検討します。 
 ついで、ご家族それぞれが家庭でどのような役割を果たしてきたかを把握します。家庭

生活維持、経済、社会貢献、コミュニケーション、問題解決などの家族の持つ機能につい
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て、どの家族がどのようにそれを担っているかを知ることで家族同士の関係、患者さんに

とってのキーパーソン、患者さんの介護に主役を果たす存在、情緒的支援者などが明らか

になります。家族機能を維持することが重要ですが、患者さんががんを発病し、かつ、す

でに終末期に至っているとき、たとえば、患者さんが一家の大黒柱や精神的支柱である場

合には、家庭に破綻を来す原因にもなりかねません。医療者はご家族と話し合い、これま

でご家族それぞれが担ってきた役割について再認識してもらい、過去を振り返り、現状を

認識し、今後患者さんの役割を誰が果たすのか、また、どのように患者さんを支えていけ

ばよいのかについて家族全員で考える機会を作り、家族支援を行っていく必要があります。 
 

支援ネットワークと社会資源の活用 
 
 本来、家族には家族内部の有形、無形の資源を活用して自律的に問題を解決する機能が

備わっています。家族の一員ががんになったとき、終末期に至ったときには、このような

家族内部の資源だけでは、解決できない問題も生じます。この場合は、活用できる支援ネ

ットワークなどの社会資源を紹介し、これを動員して速やかに問題が解決できるよう支援

することが重要です。 
 
    Ⅱ．患者の病状の見通しと心身の変化について早めに説明する 
 
          医療者が説明すべきこと 
 
 ご家族が出来事にうろたえることなく冷静に対処できるよう、主治医は患者さんの病状

の見通しを早めに説明するようにします。終末期の患者さんの場合にはがん病変に対する

治療はもはや効果をもたらさないこと、症状の変化が容易に起こり得ること、その時の対

応法や連絡法、残された期間のおよその予測も伝えます。そのうえで、症状のマネージメ

ントや精神的ケアは最後まで行えることを伝えるようにします。 
 

説明の席に参加する人 
 
 ご家族への説明の席には家族全員の参加が望ましい（ファミリーミーティング）のです

が、少なくともキーパーソンと介護の主役を果たす人の参加が必要です。この席に患者さ

んが参加することを原則とします。しかし、患者さんの参加はあくまでも患者さんの意思

に従うようにします。担当看護師が同席して、医師の説明後に諸問題について相談に応じ、

患者さんとご家族を支援していきます。 
 

説明の方法 
 
 説明には分かりやすい言葉を用い、必要に応じて図などを用いるようにします。説明を
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終えるときには「質問はありませんか」、「他に聞きたいことがありますか」と必ず質問を

促し、いつでも相談に応じる用意があることを伝えます。 
 

看護師による説明 
 
 がんの患者さんの心身の状況は安定しているとは限らず、とくに終末期の患者さんでは

一日一日変化することを理解してもらうようにします。入院患者さんの場合、看護師は面

会に訪れたご家族が患者さんの心身の変化に不安を持たずに患者さんと接することがで

きるように、ご家族に対して、ご家族不在の間の状況を詳しく説明します。 
 
 

          
こんなとき、どうする？ 

 
在宅療養中 

 自宅で看取りは検視？ 
 

医師が継続診療している患者さんが死亡した時は、医師は「死亡診断」をすることが可

能です。診療中の疾患と異なる疾患で死亡したと診断された場合には、医師は「死体検案」

を行います。いずれも、死因が異状と判断されなければ警察介入はありません。「生前 24
時間以内に診察をしていないと死亡診断ができない」と医師が誤解している向きがありま

す。正しくは、「継続診療中に死亡した場合、受診後 24 時間以内なら死後診察をせずに死

亡診断書を交付できる」ということですので、誤解のないように。 
 
 

Ⅲ．家族のニーズに気付き、対応する 
 
          そばにいて役に立ちたい 
 
 多くのご家族は、患者さんのそばにいて役に立ちたいと思っています。とくに残された

期間が限られている患者さんのご家族の場合には、入院では面会時間を柔軟に設定し、患

者さんのそばにいることを可能な限り許容します。そのうえで、ご家族にできる介護方法

について指導し、ご家族が自信をもって実施できるよう支援します。 
 

感情を受け止めて欲しい 
 
 ご家族は辛い感情を医師や看護師に受け止めて欲しいと思っています。とくに患者さん

のそばで毎日の介護を担当しているご家族はその思いが強いのです。介護に対する労いの

4 

1 

2 
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言葉をかけること、必要なときには、辛い感情を表出してもらうこと、介護中に生じた疑

問に気軽に応じる姿勢を示すことにより、ご家族は新たな気持ちで介護を続けることがで

きるようになります。 
 

疲労への配慮 
 
 患者さんの介護を担当し続けているご家族の疲労に注意します。緊張のあまり、疲労を

訴えないご家族が多いのですが、疲労が蓄積されないよう、また必要な休息が取れるよう

調整するようにします。 
 

幼い子どもへの対応 
 
 患者さんに幼い子どもさんがいる場合、子どもさんは、かけがえのない親に死期が迫っ

ていることを察知しているにもかかわらず、情報を知らされず、親の入院中は面会も制限

されていることが多いのです。子どもの年齢に合わせた分かりやすい表現で事実を伝え、

親子のふれあいが十分できるようにします。子どもさんにとって、自分の大切な親や祖父

母が病気と闘っている姿をみて、そして、その最 
期を見守り、看取るという経験は、人の命の大切 
さや家族の大切さを心に刻む貴重な機会です。親 
の死から遠ざけられた子どもさんは、親の死に十 
分に関われなかったことに無念さを持ったり、疎 
外感を抱いたりして、成長してからも生や死に対 
して向き合えなくなる恐れさえあります。 
 

Ⅳ．患者と心おきなく過ごせる環境を整える 
 

     療養環境 
 
 入院中の終末期の患者さんと家族が過ごす適切な環境条件は、少なくともプライバシー

－が守られ、静けさが保証されていることです。その意味では自宅が相応しいと考えます。

病院や施設であれば個室が望ましいと思います。終末期に至った入院患者さんは、そのご

家族とともに外泊や在宅での医療を望むことが多いのです。これは、患者さんとご家族が

心おきなく過ごすための環境を求めての選択なのです。この希望を可能な限り実現させる

ように努めるべきです。  
 

患者さんとご家族のコミュニケーションの促進 
 
 患者さんに病名と病状が伝えられていない場合、患者さんとご家族の間のコミュニケー

3 

4 
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ションが阻害され、自然体で会話を交わすことが困難になります。そうなると患者さんが

果たそうと考えている家庭、社会、仕事における役割や感情の整理が遂行できず、それを

助けるという家族としての役割も果たせなくなってしまいます。こうしたことを防ぐには、

早いうちから正確に患者さん本人に病名や病状を伝えておく必要があり、ご家族には患者

さん本人に伝えることの意味を理解してもらうことが重要です。 
 

患者さんの心への対応 
 

 「なぜ私だけが死ななければならないのか」、「私の人生に意味があったのか」など、ス

ピリチュアルな痛みを患者さんがためらうことなく表出できる対象はご家族であること

が多いのです。共に過ごした思い出を回想しながら患者さんと話し合うように促し、患者

さんをもっとも癒せるのはご家族であることを伝えます。 
 
    Ⅴ．死が間近に迫ったときの諸症状とその対応法について説明する 
 
 死が間近に迫ったとき（死亡直前期）には、心身の衰えに伴ったさまざまな症状が出現

します。「患者は非常に衰弱している」、「ほとんど寝たきりの状態である」、「終日うとう

としていることが多い」、「時間の感覚が分からなくなり、周囲に向ける注意も限られてい

る」、「薬を服用し続けることが困難である」などです。 
この時期の患者さんは、日々、そして時々刻々、症状と症状が変化し、心理的にも動揺

や葛藤が強くなっていきます。また、ご家族は不安や緊張が強まり、病状の変化に一喜一

憂し、患者さんと同様に感情的には激しく揺れ動きます。症状に対するご家族の過度な不

安を避け、悔いのない看取りができるよう、次のことについて説明します。 
＊パンフレット「ご家族の皆さまへ」（p 119～125）参照。 
 

努力呼吸と死前喘鳴 
 
 意識の低下により唾液や痰が声帯付近に貯留し、努力様の呼吸とともにゼイゼイという

音（死前喘鳴）が出ますが、この際、患者さんは苦しさを感じていないこと、唾液や痰の

頻回の吸引は患者さんを苦しめ、得られる利益が少ないことを伝えます。 
 

患者さんの聴覚 
 
 患者さんの聴覚は最後まで残るため、ベッドサイドでは患者さんが不安を感じると思わ

れるような話をしないよう指導します。患者さんからの応答がなくとも名前で呼びかけ、

話しかけ、身体をさするなどによるコミュニケーションを続け、患者さんに安らぎを与え

るよう伝えます。 
 

3 
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終末期における患者の変化 
終末期中期（週単位） 終末期後期（日単位） 死亡直前期（数日） 臨死期（時間単位） 
腫瘍の進行による 
症状の増強 

痛みをはじめ、症状

がさらに増強 
悪疫質や臓器不全が

進行 
るい痩が日々進行 

全身衰弱 

食事摂取量の低下 
全身倦怠感を自覚

し、訴える 
浮腫が出現または 
増強 
口腔内乾燥が出現 
せん妄が出現 

ほとんど水分のみ 
倦怠感が増強 
浮腫が持続 
口腔内の乾燥が増強 
せん妄が悪化 

ごく少量の水分のみ 
強い倦怠感が持続 
浮腫は軽減するが 
持続 
口腔内乾燥が持続 
せん妄が持続 

水分摂取も困難 
浮腫は消失するこ

ともある 

呼吸の苦しさを訴え

ることがある 
発熱が認められる 

呼吸の苦しさが持続 
発熱が持続 

喘鳴の出現 
発熱があり、解熱し

ないこともある 

努力呼吸 
下顎呼吸 
高熱が持続するこ

とがある 
傾眠となる 
室内のトイレ歩行が

困難になる 
声が弱くなる 

終日眠っていること

が多い 
トイレに介助が必要

となる 
声が出にくくなる 

呼名への反応が 
ほとんどない 
床上での排泄 
声が出ないことがあ

る 

昏睡 
便失禁が見られる 

 
蘇生術 

 
 心停止や呼吸停止に対する蘇生術は、がんの終末期においては必要でないことが多いの

です。蘇生術は患者さんに無用な身体的負担をかけ、得られる利益は少ないのであります。

このことを患者さんやご家族に説明し、医師が DNAR（do not attempt to resuscitate）
の書式を準備しておくと、時間外診療時間帯の場合などでの緊急事態への対処方針が当直

医などに混乱なく伝わることになります（p 136）。 
 また、患者さんが決断できない状態に陥った場合に備え、患者さんの意思を確認してお

くこと（リビング・ウィル）（p140）や患者さんの考え方に基づいて代理で決断する人（代

弁者）（p140）を前もって患者さんに指名してもらうことも考慮すべきことです。 
 

鎮静（セデーション） 
 
 終末期には、いかなる緩和方法を駆使しても耐えがたい苦しみが緩和しないことがあり

ます。その場合に鎮静（セデーション）を必要とすることがありますが、鎮静については

事前に説明しておかなければならず、その実施には患者さんの意思とご家族の了承が必要

です（セデーションに関するガイドライン（p132～135）参照）。最近は、意思疎通がで

3 

4 

- 117 - 
 



きないような深い昏睡に陥らせる鎮静だけでなく、短時間作用型の睡眠導入薬を昼食後に

与えて 2～3 時間の午睡をとる方法（一時的セデーション）から開始することが提案され

ています。午睡が患者さんの心身のスタミナ回復に有益です（Twycross 2010）。こうし

た方法も踏まえ、予め患者さんと話し合っておくようにしましょう。  
 

Ⅵ． 予期的悲嘆を促す  
 
 患者さんの死が訪れる前に、ご家族は患者さんの死を想定して喪失感を抱き、心理的反

応を示します。これが予期的悲嘆です。ご家族の予期的悲嘆の体験は患者さんの死が現実

になったときの衝撃や悲嘆を軽くするとともに、悲嘆からの立ち直りを早めることがあり

ます。辛さや悲しみを心に秘めておくよりも表現した方がよいとご家族に伝え、辛さや悲

しみを受け止め、必要なときには感情を表出するよう促し、ご家族が患者さんを十分に介

護できたという充実感を持てるように側面から支援するようにします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Ⅶ． 死別後の家族へのケア 
 
 患者さんの死後、ご家族の悲嘆はさまざまな形で現われ、一定の心理過程を経て終結し

ます。家族喪失による悲嘆は人間の正常な反応ですので、終結するまでの期間、ご家族を

見守ります。日本では死別後ケアはご家族やご親戚、 
親しいご友人などの人間関係の中で行なわれてきまし 
たが、欧米諸国では医療者が行っています。核家族化 
が進む最近の日本においても、死別後のご家族のケア 
への医療者の取り組みが必要になっています。当セン 
ターはこのことについても取り組んでいます。  

- 118 - 
 



補足   お別れのパンフレット 

 

三友堂病院 地域緩和ケアサポートセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このパンフレットには、病状の変化に伴ってみられる身体の変化が記されて

います。 

ご本人とご家族にはご病気についてご心配やご不安がおありでしょう。個人

差はありますが、多くは自然の経過の中で現れてくる症状であり、ほとんどの

症状は適切に対処できます。   

お尋ねになりたいことがございましたら、ご遠慮なくお声をかけてください。 

 

 

 

ご家族の皆さまへ 
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一 時 的 に 

興 奮 状 態 と

な る 方 も お

ります。 

今後起こってくる体の変化 

お別れの数日～１週間前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

むせたり、飲み込みにくく

なったりするようになりま

す。食べたり飲んだりするこ

とが少なくなります。食べる

ことや飲むことが、むしろ本

人にとって苦痛となることも

ありますので、食べたいとき

に食べたいものを無理せず摂

っていただくようにします。 

尿の量が少なくなり、

濃くなってきます。摂取

する水分量が少なくな

り、尿を作る機能が低下

することが原因ですの

で、様子を見守るように

します。 

手足を動かすなど、

落ち着かなくなること

があります。傍に付き

添い、穏やかに見守っ

てください。 

よくみられる変化

大半の方は自然に

ウトウトされる 

ようになります。

興 奮 が 激 し

い 時 は お 薬

を 使 う こ と

で ウ ト ウ ト

してきます。

これらの症状は、がんが進行した方の多くに見られるものです。 

*夜間眠れなくなったり、日中ウトウトしたりして、睡眠と覚醒のリズムが乱れる 

*つじつまの合わない言動が見られる 

*場所や時間の感覚が分からなくなる 

*落ち着きがなくなったり、興奮状態となったりする 

このような状態のときは、言っていることに耳を傾け、決して否定せずに、慌てず傍に

いて見守ってあげましょう。 

話しておきたいこと、できることは先送りせずに早めに行うように心がけましょう。 

不安なときは看護師、在宅では訪問看護師に遠慮なく声をかけてください。 

 
 

 

いつもと違う行動をとるとき  

 

肺の働きが悪くなり、身体、特に脳に酸素が足りなく

なったり、炭酸ガスが増えてしまったりした場合、ある

いは、肝臓や腎臓の働きが悪くなって有毒な物質が排せ

つされなくなった場合、意識の障害が起こり、眠りがち

となったり、反対に興奮状態となったりすることがあり

ます（肝性脳症や尿毒症）。また、身体と心に大きなスト

レスがあると、幻覚や幻聴、認知障害、昼夜リズム逆転

が、一時的に起こることがあります（せん妄）。 

 



口が渇いているようであれば湿らせた

ガーゼなどでそっとしめらせてあげてく

ださい。冷たいものを好まれることが多く

なることがあります。口の中に唾液や痰な

どがたまっている場合は、綿棒などで拭っ

てあげましょう。 

手足を優しくマッサージすることで、心

地よく安心感が得られ、だるさがやわらぐ

ことがあります。からだに手で触れて、優

しくさすることにも効果があります。 

本人の好きな音楽をかけ

たり、ご家族のことを話した

りして、安心できるようにし

ましょう。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人の傍にいるご家族も辛いお気持ちや心配になることがおありでしょう。それは当然

のことです。そんな皆さんの疑問にお答えしてみたいと思います。 

 

 

 

答え. 点滴などで水分や栄養分を入れたとしても、身体の中 

でうまく利用できない状態なので回復にはつながりません。 

お腹や胸に水がたまったり、むくみが出たりしてくることが 

あります。また、徐々に血管が細くなり、点滴が困難となってきます。 

何度も針を刺して苦痛を与えてしまうことさえあります。 

 

 

 

答え. 深く眠っているときには、表情も穏やかであり、苦痛を感じて 

いないと考えられています。苦痛が出現した場合には、その苦痛が 

あることを眉間のしわや手足の動きなどから判断できます。 

 

 

 

問い. 寝ている状態では苦しさは感じていないのでしょうか？ 

問い. 食べられなくなったときに点滴はしないのですか？ 

 

ご家族のみなさんも患者さんが休まれている時は、それに合わせてお休みください。 

傍にいても何をしたらよいかがわからないとき 

ご家族の皆さんにもしていただけること 

 

ご家族の皆さんにとって心配なこと........ 
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 答え. 心電図モニターは使いません。脈の数や触れ方、手足の 

温かさ、呼吸の仕方などから身体の状態を判断します。必要に 

応じて体温や血圧測定を行っていきます。 

また、人工呼吸や心臓マッサージなどの延命措置は、身体に 

ストレスを加えるだけで意味がありませんので行わず、自然の 

経過として見守ります。 

事前に医師や看護師と話し合っておきましょう。 

 

 

 

答え. 最期を迎える段階においても、その方の尊厳を 

守り、身体や心の状態に安心、安楽を得られ、その方 

らしい最期を迎えるために、睡眠薬や鎮痛薬は使われ 

ます。これらの薬を使わなかったとしても、生命の危 

機は訪れます。たとえ、これらの適切な治療が原因となって死が早まったように思われ

たとしても、それは病状がそれほどまでに悪化していたため、どうしても避けることが

できない状況であったと判断されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

   

 

     

 

 

モルヒネは 

寿命を縮める 

問い. 睡眠薬や鎮痛薬を使うと寿命が縮まるのでしょうか？ 

問い. 心電図モニターは使うのですか？ 

心臓や呼吸が止まっていることに気づいたらどうしたらよいでしょうか？ 

唾液や痰がたまって、のどの奥でゴロゴロと音がするこ

とがあります。「喘鳴（ぜんめい）」といいます。苦しそう

にみえますが、眠っていることが多いので、実際には辛さ

を感じていません。本人が辛く感じていなければ、無理に

痰を取り除く吸引処置をしないほうが良いでしょう。吸引

処置にはある程度の苦痛を伴いますので、必要最小限にと

どめます。上半身を少し起こしたり、しっかりと顔を横に

向けたりするなど、身体の位置を工夫することによって、

痰が出やすくなったり、喘鳴が治まったりします。 

呼吸のリズムが不規則になって10～30秒くらい呼吸

が止まったり、いびきのような呼吸になったり、息をす

ると同時に肩や顎を動かすような呼吸が見られたりして

きます。これは、お別れが近づいてきた時に起こる呼吸

です。あえいでいるように見えますが、苦しいからでは

なく自然な動きです。慌てず見守ってあげましょう。 

 

お別れが近づいたとき 
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眠気が強くなってくることがあります。眠気があるの

は、苦痛がやわらいでいることの証しでもあります。そ

の後、声をかけても目を覚まさないことも多くなりま

す。ご家族にとっては焦らず、慌てず、見守っていただ

くことが大事です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

聞く力は、最期まで残っていると言われています。感

謝の言葉や思い出など何か伝えたいことがあれば、話し

かけてみてください。ご家族がそばで談話されている声

を聞くだけでもご本人の安心へとつながります。 

尿道や肛門を閉じる筋力の低下により尿や便を漏らし

てしまうこと（失禁）があります。ご本人の負担を軽減

するため、可能な限り複数の方がたで、清潔を保つため

に、からだを拭いたり、着替えや排せつの介助を行った

りしてください。わからないことがあれば、看護師まで

お知らせください。 

 

血圧が下がり循環が悪くなるため、脈が弱くなり、手

足の先が冷たく、青ざめてきます。冷や汗でじっとりす

ることもあります。タオルで汗を拭いたり、掛け物を調

整したり、さすってあげたりしてください。また、低温

やけどに注意することが必要ですが、湯たんぽなどで温

めるのはよい方法です。 

39℃前後の発熱がみられることがあります。これも、

お別れの前にからだが頑張っていることで起こることで

す。氷枕をつかったり、脇の下を冷やしたりして見守っ

てください。 
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呼吸をされなくなります。 

    脈が触れなくなります。 

    声を掛けても、揺り動かしても、全く反応しなくなります。 

    眼球は動かず、まぶたは少し開いているか、閉じています。 

    尿や便が出ていることがあります。 

ご家族、ご親戚、ご友人など、大切な方がたで、 

静かにそのときを見守り、看取ります。その際に、 

医師や看護師が立ち会う必要はありません。ご本人 

の身体に触れ、十分にお別れの言葉をかけてください。 

大切な方がたで悲しみを分かち合い、思い出を語り、 

お互いに辛い気持ちに寄り添いましょう。ご本人と 

皆さんで最後のときを過ごされ、そのあとで看護師 

をお呼びください。 

 

 

最初に、病院では看護師、在宅では訪問看護師に連絡をお願いします。 

 

 

在宅で病状が変化した場合、また、看取られた場合、あわてて救急車を呼んだり、警察

に連絡したりすることは望ましいことではありません。事前に訪問診療・往診に同意され

ている方には、地域緩和ケアサポートセンター医師か、在宅診療所医師が伺い、死亡確認

をします。そして、死亡確認後、死亡診断書を作成します。 

これについては、がん等により治癒が困難で継続診療中の患者さんであれば、死後経過

時間に関係なく、死亡確認を行ってよいことが法律上認められています。さらに、亡くな

られる前 24 時間以内に診察を受けていれば、医師は診察をしなくても死亡診断書を交付

できます。このため、地域緩和ケアサポートセンターの往診医は原則として夜間に亡くな

られた場合、死亡確認を翌日の午前 6 時以降に行います。呼吸が停止した時間“息を引

き取った時間”が死亡時刻となります。この時刻を往診医か訪問看護師にお伝えください。 

ご家族によって看取りが行われ、訪問看護師によるケアが行われたのち、ご葬儀の連絡

を行ってください。ただし、ご遺体の移動には死亡診断書が必要ですので、病院窓口まで

取りに来ていただきます。診療所の医師による看取りや死亡確認の場合は、訪問看護師・

診療所の指示に従ってください。 

 

 

お別れが来たときの変化 

 

看取り 

在宅で看取りを行った場合 

 

ご逝去のあと 
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これからの準備として知っておいていただきたいこと 

 * ご親戚、知人の方など会っていただきたい方がいらっしゃる場合は、意識があり、

お話ができるうちに早めにお知らせしておくことをおすすめしています。 

* 亡くなられるときにご本人の傍にいることができるように、あらかじめ、亡くなっ

たときに着て帰られる服や愛用の化粧品などがあればご準備ください。なお、病院の

浴衣（有料）もご使用いただけます。 

 * ご葬儀やお帰り先（自宅や通夜会場など）、ご家族で相談なさっていてください。 

 * 亡くなられた後に、おからだを清めさせていただきます。ご希望がありましたらご

家族の方も一緒に行うことができます。お別れをなさっていただき、その後、看護師

までそのご希望をお伝えください。 

* ご葬儀の連絡は十分に時間をかけてお別れをなさってからでかまいません。看護師

のほうから連絡することもできますのでお声をおかけください。 

* 病院でお亡くなりになられ、お帰りになられるとき、あるいは、霊柩車で移動され

る際には死亡診断書が必要となります。死亡診断書を葬儀社の方にお渡しください。

なお、死亡診断書の受け取りには現金 3000 円（税別）が必要になりますのでご了

承ください。病院では、日中は総合受付の窓口、夜間と休日は夜間受付にてお受け取

りください。 

 

 

お問い合わせ先 

24 時間電話対応を行っておりますので、遠慮なくお問い合わせ下さい。 

訪問看護ステーション（                  ） 

                      電話：  - 

三友堂病院 地域緩和ケアサポートセンター 緩和ケア病棟  

電話：( 直通) 0238-24-3774 

または、0238-24-3700 をダイヤルし、 

「緩和ケア病棟」をご指定ください 

         

       

 

 

 

 

 

 

このパンフレットは、特定非営利活動法人日本緩和 

医療学会の「緩和ケア普及活動のための地域プロジェ 

クト（OPTIM）」、山形県村山保健所・山形在宅ケア研究 

会「看取りに関する手引き」、および、三友堂病院地域 

緩和ケアサポートセンター緩和ケア病棟・在宅緩和ケア 

部門のこれまでの経験を元に作成しました。イラスト

は、OPTIMから使用させていただきました。 
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終末期医療ガイドライン 

 
倫理的問題の解決への指針として医療倫理の四原則が取り上げられるようになりまし

た。「原則」とは、「他の多くの道徳的規準および判断の基礎となる根本的な行動基準」と

定義されます。他の原則と対立しない限り、常に拘束力を持ちますが、絶対的な拘束力を

持つわけではありません。 四原則とは以下の a.~d.です。   
              

a. 自律尊重の原則：患者さんが治療上の決定を下すために必要な情報を開示し、自律的

な決定を促すこと：医療者は、以下について心がけることが必要です。1) 真実を語る   
2) 他人のプライバシーを尊重する  3) 秘守情報を保護する 4) 侵襲についての同意を

得る  5) 依頼を受けた場合は患者さんが重要な決定を下す援助をする  
 
b. 善行の原則：患者さんの利益のために行為すべきであるという道徳的責務：医療者は、

以下について心がけることが必要です。1) 患者さんの権利を保護・擁護する 2) 患者さ

んに危害が及ぶのを防ぐ 3) 患者さんに危害をもたらすと考えられる条件を取り除く 
4) 障害を持つ患者さんを援助する 5) 危機に瀕した患者さんを援助する 
 
c. 無危害の原則：危害を引き起こすのを避けるという規範、あるいは、「害悪や危害を及

ぼさない責務（無危害の責務は、危害を加えない責務だけでなく、危害のリスクを負わせ

ない責務も含みます）：医療者は、以下のことを尊重しなければなりません。1) 命を奪わ

ない 2) 苦痛や苦悩を引き起こさない 3) 能力を奪わない  4) 不快を引き起こさない  
5) 他人の人生を奪わない 
 
d. 正義の原則：社会的な利益と負担は患者さんそれぞれに適正に配分されなければなら

ないこと：医療者は、以下のことを徹底しなければなりません。1) 根拠のない差別をし

ない 2) 競合する要求の間に適正なバランスを確立する。 
 
 これらの四原則をできるだけ満足させる医療が推奨されるというのが現在の医療の考

え方です。一方で、実際の医療、特に緩和ケアや終末期ケアにおいては、医療者には医学

的、芸術（アート）的、哲学的、倫理的素養が必要であると言われます。すべてにエビデ

ンス（科学的証明）が必要ではありませんし、逆に、経験や直感のみで行えるものではあ

りません。現実的には、行う医療が倫理的に正しいのかどうかを杓子定規に決めることは

できないのです。とくに緩和ケアや終末期ケアは、医療者の的確な判断によって患者さん

一人ひとりに対して個別にきめ細かく行われるべきものであると考えます。本ガイドライ

ンが、緩和ケアや終末期ケアを実施していく上での判断の一助になれば幸いです。 
 

第 9 章 
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Ⅰ．終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン  
 
 

終末期医療およびケアのあり方  
 
a. 医師等の医療者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患者さんが医

療者と話し合いを行い、患者さん本人が医療の方向性を決定することを基本として終末期

医療を進めることが原則です。  
 
b. 終末期医療における医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為の中止等は、

多専門職種の医療者から構成される医療・ケアチーム（主治医、診療科（部）長、担当看

護師、看護師長、MSW など）によって、医学的妥当性と適切性に基づいて慎重に判断さ

れるべきであります。  
 
c. 医療・ケアチームが可能な限り痛みやその他の不快な症状を十分に緩和することを前

提として、患者さん・ご家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療およびケアを

提供することが必要です。  
 
d. 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象としません。  
 

終末期医療およびケアの方針の決定手続  
 

終末期医療およびケアの方針決定は次によるものとします。  
 
a. 患者さんの意思の確認ができる場合  

1) 専門的な医学的検討を踏まえた上で、インフォームド・コンセントに基づく患者さ

んの意思決定を基本とし、多専門職種の医療者から構成される医療・ケアチームが決定

手続きを行います。  
2) 治療方針の決定に際し、患者さんと医療者とが十分な話し合いを行い、患者さんが

意思決定を行います。そして、その合意内容を文書にまとめておきます。  
上記の場合は、時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じて、また患者さん

の意思が変化するものであることに留意して、その都度説明して患者さんの意思の再確

認を行うことが必要です。  
3) このプロセスにおいて、患者さんが拒まない限り、決定内容をご家族にも知らせる

ことが望ましいと考えます。 
 
b. 患者さんの意思の確認ができない場合  

患者さんの意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの

1 

2 
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中で慎重な判断を行います。  
1) ご家族が患者さんの意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者さん

にとっての最善の治療方針をとることを基本とします。  
2) ご家族が患者さんの意思を推定できない場合には、患者さんにとって何が最善であ

るかについてご家族と十分に話し合い、患者さんにとっての最善の治療方針をとること

を基本とします。  
3) ご家族がいない場合およびご家族が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患

者さんにとっての最善の治療方針をとることを基本とします。  
 
c. 方針決定が困難な場合 

上記 a. および b. の場合において、治療方針の決定に際して  
1) 医療・ケアチームの中で病態等により医療内容の決定が困難な場合  
2) 患者さんと医療者との話し合いの中で、妥当で適切な医療内容についての合意が得

られない場合  
3) ご家族の中で意見がまとまらない場合や、医療者との話し合いの中で、妥当で適切

な医療内容についての合意が得られない場合 
これらの場合、複数の専門家からなる委員会を別途設置し、治療方針等についての検討

および助言を行うことが必要です。 
 
                            

Ⅱ．診療方針決定ガイドライン 
 

 
患者さんの意思を尊重した診療方針決定に関する 
ガイドラインの目的 

 
医療・福祉の質を高めるために、緩和ケアの理念に基づき、患者さんおよびご家族の視

点に立った医療を進めていかなければなりません。これは日常の医療において患者さんの

意思が常に尊重されることと、そのために十分なコミュニケーションを保つことによって

達成されます。すなわち、インフォームド・コンセントが適切に成り立っているかどうか

が重要となります。 そこで、三友堂病院地域緩和ケアサポートセンターは、患者さん・

ご家族の立場にたった医療・福祉が十分に実現され、保たれることを目指して、患者さん

の意思を尊重した診療方針決定に関するガイドラインを策定しました。 
 

インフォームド・コンセントとは 
 
すべての医療は、医療者から患者さんへの病状や診断内容、治療の目的、内容等の説明

と、これに対する患者さんの納得・了承の後に開始されます。「医療は、医療者によって

1 

2 
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ではなく、医療者と患者さん双方によって行われていく」、このことを原則として、患者

さんという一人の人間の自律性としての自己決定権を最大限尊重することが重要です。

「医療は医師任せ」という前提は現在では崩れ去っています。医療者の側の心を尽くした

説明と懸命の治療努力、および、患者さんの側の自己決定した結果を引き受けようとする

強い責任意識の自覚を前提として、医療は展開されます。インフォームド・コンセントは、

患者さんと医療者とが医療に関する情報を共有し、合意に基づいて治療およびケアを選択

していくプロセスの中ではじめて実現します。医療行為は、誠実なコミュニケーションの

過程を通して遂行される患者さんと医療者との共同行為であり、遂行にあたっては患者さ

んの意思決定を尊重することを原則とします。ただし、これは患者さんの言うなりになれ

ばよいということではありません。第三者からみた患者さんの利益に合わない選択を患者

さんがしようとしている場合、とくに丁寧なコミュニケーションのプロセスが必要になり

ます。 また、原則として患者さんの意思の方が、ご家族の意思よりも優先されます。た

だし、これはご家族の意思を無視してよいということではありません。ご家族もまた当事

者であり、しばしば患者さんの意思の代弁者であり、時にはケアの対象とすべき存在です。

しかし一方で、ご家族は時に患者さんの利益と対立する利害関係者となります。したがっ

て、患者さん、ご家族を含めた当事者全体の利益を考えなければならない状況が生じるケ

ースもあります。  
 

インフォームド・コンセントの実際 
  
以下の a.～e.のステップごとのチェック項目を踏まえて、インフォームド・コンセント

を成立させるように努めます。 
 
a. 患者さん・ご家族の状況の確認  

1）患者さんの意向の確認  
a) 今、自分の状況をどのようにとらえているか 
b) 病状の変化に伴う情報のすべてを知りたいと思っているか 
c) 自分の情報を家族の誰に伝えてよいのか、伝えて欲しくないのか 
患者さんがご家族に情報を伝えたくない場合は、患者さん・ご家族間の調整に努め

ます。  
2) 患者さんのその後の人生に及ぼす影響について情報を得る 
現時点での状況、および、今後予想される経過が患者さんの人生（生活）にどのよ

うな影響があるかなど  
3) 患者さんに意志決定能力があるかどうかの判断  

a) 意識障害、せん妄、うつ、認知症などがあるか、その程度はどうか 
b) 意志決定能力がないと判断した場合、代弁者、代理人は誰か 
c) 患者さんにとって最も重要となる代弁者、代理人、または、法定代理人について

の情報があるか 

3 
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d) 事前指示があるか  
4) ご家族の意向の確認  

a) 今、患者さんの状況をどのようにとらえているか  
b) 患者さんに真実を伝えることに対するご家族の意向はどうか 

患者さんに知らせたくないという意向がご家族にある場合は、その理由をよく確

認した上で、患者さんの意向を十分反映できるように、ご家族の伝えたくない思い

や、知った後のご本人をどう支えていけばよいのかなどの不安を受けて支えます。  
c) 患者さんの状況がご家族の人生（生活）に及ぼす影響について考慮しているか 

 
b. 医療従事者内での確認  

1) 患者さんとご家族の意向、共有すべき情報の内容およびコミュニケーションを図る

場所や時間について、あらかじめ医療者内で合意しておきます。 患者さんに説明する

内容の要点を記録用紙に、あらかじめ書いておくことが望まれます。 
2）疾病の状況  

検査結果・診断・自覚症状の原因等  
3) 治療・ケアの選択肢と各々の選択肢の効果とリスク  

a) 考えられる治療法とその目標（無治療を含む選択肢のすべて）  
b) 各々の治療方法（無治療を含む）の比較（効果とリスクの程度）  

効果：考えられる治療の効果  
リスク：考えられる有害事象とその対策、考えられる治療の危険性・副作用・合

併症の種類・頻度  
4) 日常生活に影響する後遺症の程度と期間  
予測される治療の日常生活へ及ぼす影響（入院とその頻度・休職期間も含む）、治療

後に予測される患者さんの状況 
5) 医療費等の予想 
6) セカンド・オピニオンについての説明、患者さん・ご家族が希望すれば他の医療機

関への紹介  
 
c．患者さん・ご家族との話し合い  

1) 場の設定の確認（情報を交換し、患者さん・ご家族と共に医療・ケアを考える場） 
a) 静かでプライバシーが保たれる場所であるか  

ナースステーションより、カンファレンスルームや相談室などが望ましいと考え

ます。  
b) 患者さんの状態への配慮：身体状況、精神状況 
c) フォローアップが受けられる時間帯か：可能ならば夜勤帯を避ける 
d) かかわりを必要としている医療者が同席する 

2）主治医の態度  
a) 患者さんの意向を尊重し、相互のやりとりのなかで医療を行うことを説明したか  
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b) 患者さんが理解しているかどうかに気を配り、確かめながら話しているか  
c) 詰問調になったり、圧力を加えたり、一方的に話し続けていないか、結論を急い

でいないか  
d) いらいらして話していないか 
e) 医療者の価値観に基づいた選択肢を強調したり、誘導したりしてないか 
f) 医療者間で確認したことに基づいているか  
g) 医学用語や難しい言葉を用いていないか 
h) どのような意志決定をしても医療者がサポートすることを伝えているか 

3）主治医以外の医療者の態度  
a) 主治医とともに同席し、患者をサポートしているか  
b) 看護師および MSW 等が、患者さんの理解を促したり、患者さんが十分話せるよ

うに声をかけたり、説明した内容、患者さんの反応などを記録にとどめて医療者間

で共有できるようにしているか  
c) 患者さんのサポート体制を整え、チームで関わるように配慮しているか  
d) 患者さんやご家族の状況を理解するための情報共有など、主治医が患者さんの理

解を深めるための支援をしているか  
e) 主治医の立場を理解しサポートしているか  

 
d. 患者さんの理解と医療者の理解の確認  

1) 患者さんは十分話せているか、質問できているか  
a) 患者さんが疑問や自分の意向、不安など気持ちが十分表現できるようなリラック

スした雰囲気作りに努めているか  
b) 患者さんが適切な意志決定ができるための必要かつ十分な情報が得られている

か  
c) その上で治療方針に同意したか  

2) 患者さんに関わる全ての医療者が、継続して患者さんやご家族と対話を続けようと

しているか  
a) 患者さんの人生（生活）の実状について十分な理解をしたか  
b) その上で医療者は患者さんの意向に同意したか  

 
e. フォローアップ  

1) 患者さんと共有した内容、および患者さんと医療者とが合意した内容について記録

します。複写の一枚は患者に渡し、一枚はカルテに保存します。 
a) 患者さんに関わるすべての医療者が、継続して患者さんと対話を続けているか  
b) 患者さんとご家族は適切な情報を得られたと感じているか  
c) 方針選択について迷いがあるとき、継続して話し合いの場が持たれているか  
d) 情報を得たときの患者さんとご家族の状況や、その受け止めについてカンファレ

ンス等を行いチーム内で共有しているか  
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Ⅲ．セデーションに関するガイドライン 
 
 

セデーションとは 
 
セデーションとは、意識レベルを落とすことによって、苦痛を感じなくさせる治療のこ

とです。なお、苦痛とは、身体的苦痛のみならず精神的苦痛等を含めた全人的苦痛のこと

です。  
 

セデーションの基本的な考え方 
 
患者さんへ十分かつ適切な説明を行います。患者さんとの合意に基づくなど、通常の医

療の進め方の倫理に即して行います。 意識の低下は人格的な生から遠ざけることでもあ

るので、求めている効果が十分得られる限りにおいて、できるだけ時間は短く、意識レベ

ルは浅い方がよいと考えます。 
 

セデーションを倫理的問題として取り扱う必要性 
セデーションの適用基準 

患者さんの現在の苦痛や QOL 低下の原因を除去することが可能か？  
Yes □  通常の症状コントロール 
No  □  

□ 一時的セデーション：  
□ 睡眠確保が目的：通常の睡眠時間範囲で行う → 通常の医療行

為の進め方に従ってなされる限り問題なし  

□ 苦痛からの一時的退避が目的  
□ 患者さんが苦痛に耐えられず、暫時眠るという仕方の

休息を求める場合  

□ 眠ることにより患者さんのストレスがいくらか解消

され、適当な長さのセデーションの後には苦痛がいくら

かでも軽減されるであろうという見込みがある場合  

□ 眠ることが苦痛の軽減になるための適切な薬剤を使

い、その効果を確かめながら中止か持続かを判断する  

□ 持続的セデーション：「中止する時期をあらかじめ定めずに、意識の

低下を継続して維持する鎮静」であり、多くの場合そのまま最期まで続け

ることが多いが、持続的に眠らせることになるという予想を伴いつつも、

QOL の低下を阻止する手段が他にないために、やむをえず行うものであ

る。死ぬまで眠らせると積極的に意図として行うものではない。 

1 
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セデーションには確実に苦痛を感じなくさせるというメリットがありますが、意識レベ

ルを落とすことにより、同時に患者を人格的活動から遠ざけるというデメリットも伴うた

め、そのメリットとデメリットをどう評価するかに関して、倫理的配慮を要します。  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
セデーションは、余命を縮めてしまうのか？ 
 
 
持続的セデーションについて「セデーションが余命を短縮するおそれがあるかもしれな

い」という点が問題にされることがあります。しかし、本ガイドラインに沿ってなされる

セデーションは、一時的なものであれ、持続的なものであれ、緩和医療の枠内に含まれる

治療であります。したがって、この問題は「緩和的治療が余命を短縮するおそれがあると

きにはどう考えるか」という問題と同じと言っても過言ではありません。これについては、

さしあたって WHO の報告書の見解を本ガイドラインは支持します。WHO は、緩和医療

について、「余命を延ばすことにも短縮することにも手をかさない」つまり、「意図的に延

ばそうとも縮めようともしない」ことを前提として行われることを示しています。そして、

結果として短縮してしまうことについては、次のように言及しています。：「鎮痛薬を適切

な量で使ったことが死を早めることになったとしても、それは過量投与によって意図的に

命を絶つことと同じにはならない。適切な痛みの治療法が死を早めることになったとした

ら、尊厳のある、容認できる生活状況を維持するのに必要な治療手段にさえ耐えられない

ほどに患者の状態が悪化していたことを意味するだけである。」（WHO 1990） 
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持続的セデーションガイドライン 
 

目的 
 
これは死に至るまで持続的に眠らせることになるという予想を伴いつつも、QOL の低

下を阻止する手段が他にないために、やむをえず行うものであります。したがって、これ

は死ぬまで眠らせることを積極的に意図して行うものであってはなりません。 
 
           適用の要件  
 
持続的セデーションが適用となるのは、次の条件を全て満たしている場合です。 

 
a. 患者さんが他の方法では緩和され得ないさまざまな苦痛にもはや耐えられない。 
 
b. セデーションをどれほど長く行っても、それから目覚めたならば現在の苦痛と同等 
以上の苦痛が再開し、かつ、それにもはや患者さんは耐えられないであろうと見込まれる。 
 
c. 患者さんがセデーションを希望している（もしくは対応能力があれば希望するであろ

うと判断できる）。 
 

要件の確認 
 
a. 上記に挙げた適用の要件を満たしていること、セデーションの実施が適切であること

について、担当医療チーム（主治医、診療科（部）長、担当看護師、看護師長、MSW、

そのほか患者を担当したスタッフ）が共通理解を有していることを確認します。 
 
b. 苦痛の程度としては、当の患者さんにとってもはや耐えられなくなっており、他者と

の人格的交流を犠牲にしてもこれを除去するのが適切であると考えられる状態、あるいは、

もはや人格的交流ができないほどに患者さんの症状が悪くなっている状態にあることを

確認します。 
これについては、「見ているのはつらい」といった周囲の者（特にご家族）の単なる感

情に影響されて「患者は苦痛に耐えられない」と判断することのないように留意するよう

にします。 
 

意思決定（合意） 
 
a. 状況が許す限り、患者さんに対応能力があるうちに、患者さんおよびご家族と話し合

って、持続的セデーション実施についてあらかじめ合意しておくようにします。とくに患
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者さんの希望を十分に確認し、かつ、ご家族の意向とのずれがあるときには、その調整に

努めます。 
 
b. 実施の要件を満たしていることを医療チームとして確認した時点で、患者さんにはそ

の対応能力に応じて、また、ご家族にも十分かつ適切に説明し、共通理解・合意に達する

ようにします。 
 
c. とくに後に残るご家族は、この治療が患者さんにとってその時点で可能な最善の選択

であり、かつ患者さんが進んで選んだものであることを、一時的にではなく、持続的に、

後々までも考え続けることができるような、安定した理解をもっていることが望まれます。

さもなければ、後になって悔いが残り、ご家族に精神的負担をかけることにならないとも

限らないからです。以下の項目に留意します。 
1) ご本人にいつ，どのような状況で、どのように説明したか  
2) ご本人にセデーションによりコミュニケーションが取れなくなることを説明した

か  
3)ご家族にいつ，どのような状況で、どのように説明したか  

 
別れについて 

 
a. 患者さんに残りの時間内でできるような、やり残したことがないかどうか、最後に会

って別れの挨拶をしたい人がいないかどうかなどについて、十分に確認し、もしあれば、

実施に先だって、可能な限りその思いをかなえるように努めます。 
 
b. セデーション開始にあたって、最後のコミュニケーションになる可能性があるので、

患者さんとご家族との十分なコミュニケーションが可能な限りもてるようにします。 
 

実施中の身体管理  
 
セデーションに伴って行う身体の医学的コントロールは、身体のバランスの調整を中心

とし、各臓器に過重な負担をかけるような治療は避けるようにします。ここでは、もはや

延命は目的にはなり得ないからです。 
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Ⅳ．人工呼吸や心臓マッサージなどの蘇生措置の拒否 
（Do Not Attempt to Resuscitate : DNAR）に関するガイドライン 

 
DNAR 指示に際して検討されるべきこと 

 
DNAR 指示の際に検討すべきこととして、ガイドラインに含めるべき項目に以下の 4

点をあげます。 
 
a. 終末期の判断および DNAR の適応対象の判断について 
終末期であるとの判断（いかなる段階から治療にも反応しない、死が目前に迫っている

など）は、少なくとも日本における標準的な治療がきちんとなされた上で行われなければ

なりません。その上で DNAR の適応かどうかを判断することが求められます。何を判断

の根拠とし、どのような事例が適応となるのか（ならないのか）、原疾患の種類によって

は、「助かる可能性があるのにしなかった」いうことにならないよう、差し控える処置内

容を具体的に指示しておくこと等も決めておく必要があります。 
 
b. ご本人の意思を優先、意思が明確でない場合は生命維持を優先 
悪性疾患の終末期等で、ご本人の意思確認ができる場合などの DNAR 決定は比較的容

易です。しかし、肺炎、脳梗塞後遺症などの高齢患者で、高度の意識障害がありご本人の

意思が確認できないケースで、蘇生しても回復の見込みがなく、人工呼吸器離脱ができな

い等がほとんど確実であると予測される場合など、介護に関わる周囲の状況（介護者の身

体的、経済的、感情的状況）により生命が左右される危険があります。ご本人の意思が明

確でない場合は、「生命維持を優先する」という原則を貫かなければなりません。 
 
c. 推定的意思による決定の際に注意すべきこと 

その時点で、ご本人が意思表示できない場合は、「患者の推定的意思」に頼る必要が生

じます。患者さんの過去の言動、事前指示など意思を表したものなどから、「患者さん本

人だったらどう考えるか」という立場で推定します。ご家族の負担（身体的・経済的・感

情的）を配慮するあまり、安易に「DNAR やむをえず」という判断がなされないよう特

別の注意が必要です。決定に関わる家族の利害関係の有無を慎重に検討し、社会的状況・

財力等により生命が制限されることがないようにします。決定に際しては、適法性が保た

れなければなりません。現時点で有効な法解釈である、東海大安楽死事件の判例等を踏ま

える必要があります（次頁参照）。 
 
d. 検討会の持ち方および記録について 
病棟スタッフを含めた検討会の持ち方、複数の医師による医学的適応の確認、患者さ

ん・ご家族との面談時の看護師（または MSW など）の同席、診療録への記載方法、DNAR
希望の変更の方法などが明確になっている必要があります。 
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DNR と DNAR 
 
 
 

DNR は「蘇生する可能性があるのに蘇生処置をするな」という強いイメージがありま

す。そのため、「蘇生の可能性がもともと低いので蘇生を試みることをさし控える」とい

う意味を込めた DNAR（Do Not Attempt to Resuscitate の略）が用いられるようになり

ました（欧米・国内の各学会、団体等のホームページで参照できるガイドラインや学会等

への報告より）。 
 
「消極的安楽死における治療行為の中止」が許容される 2 つの要件（東海大の

安楽死事件判決より） 
 
要件 1：治癒不可能な傷病に冒され、回復の見込みがなく死が避けられない末期状態に

ある 
要件 2：治療行為の中止を求める患者の意思表示が、医療行為の中止を行う時点で存在

する 
 
中止を検討する段階で患者の明確な意思表示が存在しないとき、推定的意思の認定は、、

「患者の推定的意思によることを是認でき」、「患者の性格、価値観、人生観等について十

分に知り、その意思を適確に推定しうる立場にあり」「患者の病状、治療内容、予後等に

ついて、十分な情報と正確な認識を持っていて」、「患者の立場に立った上での真摯な考慮

に基づいた意思表示ができる」家族の意思表示により補って行う必要があり、患者および

家族に関する情報を収集し蓄積した上で、複数の医師及び看護師等による集団的な検討を

もって適確な認定が行われなければならない。状態悪化（この場合は心肺停止）に際して

治療行為（この場合は心肺蘇生）をしないとする DNAR は、適応があいまいであれば、

「不作為の行為による医師の注意義務違反」となりうる。「治療の不開始」は「治療の中

止」と基本的には同一とみなされる。 
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DNAR 適用の要件 

 
a. 患者さんの状態は、がん末期などのいかなる治療にも反応しない不治の進行性病変で、

死が迫っており、以下の 1)または 2)、かつ 3)の条件を満たしている。 
1) 患者さんの意思決定能力がある場合：必要十分な情報を知らされた上での明確な意

思表示がある。 
2) 患者さんに意思決定能力がない場合：ご家族または代理人の意思表示がある。 
3) ご家族の同意がある。 

 
b. 医師が心肺蘇生による回復は生理学的に不可能と判断する場合。たとえば、在宅死で

の救急搬送や自殺などですでに死後硬直がみられている状態で、以下の 1) または 2) の
条件を満たしている。 

1) 患者さんの事前の意思表示がある。 
2) ご家族または代弁者、代理人の同意がある。 

 
DNAR 要件の確認 

 
上記 2 に挙げた DNAR 適用の条件を満たしていること、かつ、心肺蘇生を試みない

ことが適切であることについて、担当医療チーム（主治医、診療科（部）長、担当看護師、

看護師長、MSW など）が共通理解を有していることを確認します。 
 

患者・家族への情報提供項目 
  
医療チームは、患者さん・ご家族の希望と、情報提供により生じる利益と不利益を個別

に判断し、十分に検討します。内容として以下の 4 つの項目を患者さん・ご家族に説明し

ます。 
 
a. 全身状態の説明、根治治療の可能性がないこと、予測される状態と予後について。 
 
b. DNAR の理由は、更なる負担を与えずに安らかに看取るためであること。 
 
c. DNAR の合意が得られない場合に行われる処置の実際・予測される状態・不利益につ

いて。 
 
d. DNAR の希望は変更できること。 
 
 

2 

3 

4 

2 

- 138 - 
 



 
 DNAR について医療チーム内での合意形成 

 
a. 状況が許す限り、患者さんに意思決定能力があるうちに、患者さんおよびご家族と話

し合い、DNAR について合意しておくようにします。 
 
b. 意向確認書の内容と現在の患者さんの希望を十分に確認します。かつ、ご家族の意向

とのずれがある時には、その調整に努めます。 
 
c. 医療チームは適用の要件（前頁）を満たしていることを確認します。 
 
d. 患者さんの意思決定能力に応じて十分かつ丁寧に説明し、共通理解、合意に達するよ

うにします。 
 
e. また、ご家族にも十分かつ丁寧に説明し、共通理解、合意に達するようにします。 
 
f. 適用の要件を満たし、医療チームで合意した後、医師が DNAR 指示について診療録に

記載します。 
 
g. DNAR 指示については、定期的に見直すことが望まれます（入院時、がん末期の状態

で外出・外泊する場合、予後数週間と見込まれた時期など）。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

              

苦痛を長引かせないことを主眼に、人為的に死なせるのが安楽死。薬物を使うなどし

て死期を早めるものを積極的安楽死、積極的な治療の中止によるものを消極的安楽死と

呼ぶこともあります。尊厳死は患者の意思に基づくことが前提で、日本尊厳死協会など

は患者の意思による延命治療の中止後に訪れる死を尊厳死と呼んでいます。 

欧米の人々がいう尊厳死(death with dignity)とは積極的な方法で死ぬことで、日本

ではそれを安楽死と呼びます。日本で“安楽死”とは、医師が介助する“自殺”のこと。 

一方、日本でいう尊厳死とは特別な医療的措置をせずに死ぬ自然死または平穏死を指し

ていることが多いです。 

アメリカでも死を希望している人に第三者が直接的に死なせる安楽死は禁じられてい

ますが、医師が致死量のバルビツール酸系の睡眠薬を処方して希望者が自ら飲む幇助さ

れた自殺(PAS)が、一部の州で認められています。国としてはオランダにおいて日本で

言う安楽死が認められています。 
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Ⅴ．リビング・ウィル 尊厳死の宣言 ガイドライン 
 
リビング・ウィル Living Will 尊厳死の宣言書 
 
当院は、「患者の健やかに生きる権利および安らかに死ぬ権利を守ることができる社会

を実現する」という日本尊厳死協会設立の目的に賛同し、日本尊厳死協会活動に協賛する

立場をとっています。患者さんに対して、患者さんの事前指示としての生前遺言書・尊厳

死の宣言書をしたためること、ならびに、代弁者を設定することについて理解を図り、死

の準備教育、看取り教育の推進に務めています。 
 

リビング・ウィル Living Will 尊厳死の宣言書の目的 
 
日本尊厳死協会は、安らかに、人間らしく死ぬ権利を求める「尊厳死の宣言書」（リビ

ング・ウィル）の登録・保管を進めることによって、自己決定権を確立し、「尊厳死」に

関する社会的合意の形成をめざしています。人間は、いつの日か、不治かつ末期の病状に

陥り、意思を表明できなくなります。そのことを予想して、末期医療についての要望を書

面にしたためておいて、近親者が代わって、いつでも医師にそれを示せるようにしたのが

「Living will 尊厳死の宣言書」です。日本においては高齢化が進み、特に個人において、

ご本人の意思が尊重されない事態も多く見受けられるようになりました。その実情を改善

するために、「宣言書」が必要になりました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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尊厳死の宣言書（リビング・ウイル） 
 
 下記にリビング・ウィルの１例を呈示します。これは日本尊厳死協会で一つの例として

作成したものです。内容については、個々に、自由に作成して構いません。 
 
      

尊厳死の宣言書（リビング・ウイル） 
 

私は私の傷病が不治であり、かつ、死が迫っている場合に備えて、私の家族、縁者なら

びに私の医療に携わっている方々に次の要望を宣言致します。 
この宣言書は、私の精神が健全な状態にある時に書いたものであります。 

従って私の精神が健全な状態にある時に私自身が破棄するか、または撤回する旨の文書を

作成しない限り有効であります。 
①私の傷病が、現在の医学では不治の状態であり、既に死期が迫っていると診断された

場合には徒に死期を引き延ばすための延命措置は一切お断りします。 
②但しこの場合、私の苦痛を和らげる処置は最大限に実施して下さい。 
③私が数カ月以上に渉って、いわゆる植物状態に陥った時は、一切の生命維持措置をと

りやめて下さい。 
以上、私の宣言による要望を忠実に果たして下さった方々に深く感謝申し上げるととも

に、その方々が私の要望に従って下さった行為一切の責任は私自身にあることを附記いた

します。 
 
 
 

リビング・ウィルの実際 
 
a. 日本尊厳死協会はリビング・ウィルを登録・保管しています。 
 
b. 必要に応じて、医師に提示します。 
 
c. 医師は患者さんの尊厳死の希望をカルテに記入します。また、医療・ケアチームと協

議して、共通認識のもとで、患者さんの意思を尊重し、希望の実現に向けて支えます。 
 
 
 
 
 
 

2 
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『愛のネットワーク』 
 
現在のわが国の医療の柱の一つに「在宅医療の推進」があります。在宅緩和ケア、在宅

での看取りの実現という目標に向かってどう取り組んでいくかについては、全国の多くの

地域がそれぞれの特性に合わせて、地域に見合った方策を検討している段階です。山形県

置賜地域においても恒常性のある地域連携の構築には至っていないのが実情です。 
当院は、2005 年に緩和ケア病棟を開設しました。以来、「症状緩和」、「レスパイト･ケ

ア」、「看取り」という緩和ケア病棟の 3 つの役割の中でも特に、「症状緩和」を速やかに

達成し、できるだけ早期の在宅移行を最大の目標としてきました。看取りもまた、患者さ

ん本人やご家族が望めば、自宅で行うべきものと考えてきました。2008 年以来、当院は、

地域に緩和ケア提供体制を確立することが必要であると考え、山形県置賜保健所とともに、

地域の医療・介護・福祉関係者に対して、在宅緩和ケアの推進と施設緩和ケアの充実、そ

して地域緩和ケアネットワークの構築を提唱し、その後、地域緩和ケア体制の確立に向け

て活動を展開してきました。 
 

置賜地域緩和ケアネットワーク「愛のネットワーク」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
在宅移行や在宅での看取りが困難である原因として、① 自宅での介護や看取りへのご

家族の不安、介護力不足、在宅医が決まらず、在宅死を希望しても実現できない ② 在
宅死について理解している場合であっても、状態の悪化や臨死期に際して、ご家族が動揺

して救急搬送を依頼する ③ 医療者の誤解・偏見による臨死期での入院 などが挙げら

れます。そこで、当院は、2009 年 4 月より、地域緩和ケアサポートセンターを開設し、

患者さん・ご家族、在宅で携わる医療・介護・福祉関係者、そして地域住民に対して、緩

和ケアや在宅療養の重要性についての理解を深めるため、勉強会や研修会、市民公開講座

の開催や、施設あるいは地域の各地区への緩和ケア出張講座などに取り組み、また、地域

の診療所、訪問看護ステーション、介護施設に対する支援を開始しました。この地域の緩

和ケアを推進するため、置賜地域のすべての人を対象に緩和ケアに関する相談窓口となり、
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地域完結型の緩和ケアシステム＝“愛のネットワーク”の構築を支援する体制を整えまし

た。「苦痛症状を短期間にコントロールしてそれまで生活していた場所での療養を可能に

する」ことを目標に、緩和ケア病棟を“拠点”として活動を行っています。その結果、地域

緩和ケアサポートセンターへの他医療機関からの紹介患者数が増加し、緩和ケア病棟入棟

患者数が増加しました。症状緩和目的で入棟した患者さんの在宅療養移行率が向上し、ま

た、短期間での在宅移行が実現可能となりました。 
今後、在宅緩和ケアのネットワーク構築をさらに推進していくために、① 患者さんと

患者さんに関わる全ての人々が緩和ケアについて共通の理解を持つこと、② 緩和ケア病

棟・緩和ケアチーム・在宅支援に携わる人々など緩和ケアの担い手が互いの役割を知って、

それを尊重し、互いに支え合うこと、③ 医療・ケアを病院と在宅で継続してできるよう

に、知識、技術の向上のために研鑽を積むことが重要であり、これらについて地域に対す

る啓発活動を強化していくことが必要であると考えられます。 
 

 
 

 
 

 
  

リンパケアセラピスト 
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三友堂病院地域緩和ケア 

サポートセンター 

 
がん対策基本法にもありますように在宅支援に目を向けない緩和ケアはありえません。

緩和ケア病棟についても、その存在意義は患者さんの在宅療養の実現にあるといっても過

言ではありません。当院地域緩和ケアサポートセンターは、緩和ケア外来、緩和ケア病棟、

地域緩和ケア支援室の 3 部門から構成され、事業目標に「置賜地域における在宅緩和ケア

の推進」を中心に据えて活動してきました。それまで生活していた場所で、家族と一緒に、

あるいは、ひとり暮らしでも、施設の中でも、安心して過ごせる置賜地域の「地域緩和ケ

ア」を推進するために、地域緩和ケアサポートセンターのさらなる活用が期待されます。 
緩和ケアサポートセンターは、置賜地域緩和ケアネットワーク「愛のネットワーク」を

構築し、医療機関、介護施設、地域包括支援センター、訪問看護ステーションなどと密に

連携し、知識・技術の指導、支援、そして情報交換を行っています。 

 

 
Ⅰ．緩和ケア外来 

 
初めて緩和ケア外来を受診した患者さんや付き添いのご家族に「受診の目的」を問うと、

戸惑いの表情で“なんだかわからないが、三友堂病院の緩和ケア外来に行けと言われたの

で来た”と返答されることが常であります。時には“もう治療はない、あとは緩和しかない”
と追い出されるように前医に言われ、恐る恐る受診した患者さんもいます。そのため、「緩
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和ケア外来とは、悪性腫瘍と後天性免疫不全症候群の患者さんを対象に、苦痛症状を緩和

する医療を行なっているところ」という説明からはじめなければなりません。したがって、

患者さんが病名を知っている（病名告知がなされている）ことが必須になります。しかし、

“高齢者はすべて認知症で病気について説明しても理解できない”と決めつけられていた

り、ご家族の反対で病名や病状を知らされていなかったりする患者さんも少なくありませ

ん。そこで緩和ケア外来では「嘘のない会話をしてよいか」という確認から始めます。こ

れに戸惑うのは付添者の方で、高齢の患者さんでもほとんどが「自分のことだから本当の

ことをわかるように説明してほしい。今までの説明はよくわからなかった」と回答します。

正確な病名や病状の説明を“ご家族ではなく患者さん本人にする”ことが一般化しなけれ

ば、「緩和ケアを必要とするすべての患者」に提供することが困難になります。自分の病

気や病状を知りたくない患者さんもいるでしょう。しかしこれまでの経験では、ほぼ全員

が本当のことを知りたがっています。高齢の患者さんも、難しい病気の説明は理解できな

くとも、治るのか治らないのかを知りたがっています。治らない場合の覚悟や人生の締め

くくりの準備があるからです。具合が悪くなった高齢のがんの患者さんは、回復するのは

無理だと感づいているので、治らないという説明を淡々と受け入れます。苦痛症状をコン

トロールすることと保証することによって、病気が治らないことに対する不満は解消し感

謝されることさえあります。 
 緩和ケア外来では，以下の説明を必ず行っています。 
 

入棟審査と緩和ケア病棟の役割について 
 

治すことができないがんの患者さんでは、必ず病状は進行しやがて苦痛症状が出現しま

す。強い痛みは入院しなくともモルヒネの内服でほぼコントロールできますが、全身倦怠

感や呼吸困難感が出現すると在宅療養に不安を抱く患者さんが多くなります。そのような

場合には「いつでも緩和ケア病棟を利用できる」と伝えます。ただし、「緩和ケア病棟入

棟審査会」で承認された患者さんだけが入院できるので、早めに申請しておくことを勧め

ています。申請にあたって、「緩和ケア病棟入院中は、手術療法・化学療法・放射線療法

などのがん疾患に対する治癒を目的とした治療は行わない」ことに同意してもらいます。

これは、緩和ケアを始めたら手術や化学療法、放射線療法ができなくなるということでは

ありません。苦痛症状があるときに手術や抗がん剤などのがん治療を行うことは、患者さ

んにとって大きな負担になります。緩和ケア病棟に短期間入院して症状を緩和し、退院し

てからがん治療に再挑戦してもらいます。緩和ケアを末期になってから始めるのではなく

早期からがん治療と並行して行うことが広がれば、こうした“緩和ケア病棟の利用法”も増

えてくると思われます。 
 

在宅緩和ケアと訪問診療 
 

 治らない病気になったとき、在宅療養は無理とあきらめている患者さんが多くいます。

1 

2 
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経験がないための不安と、介護のことで家族に迷惑をかけたくないとの思いからです。各

地域には在宅緩和ケアを支える訪問看護ステーションがあり、看護師が患者宅を訪問して

緩和ケアを行っています。そうした看護や介護の地域支援体制を知らない場合が少なくあ

りません。当外来で訪問看護サービスや訪問診療についての情報提供を受けて、安心する

患者さん・ご家族は多いのです。当院でも在宅緩和ケア支援 
を進めており、在宅看取り数が増えています。それまで年に 
数例にすぎなかった在宅看取り数は、2012 年度 25 人、2013 
年度には 38 人となりました。そのなかには、緩和ケア外来 
の段階で在宅療養の準備をし、緩和ケア病棟に一度も入院す 
ることなく、かかりつけ医や当科の医師による訪問診療で看 
取った患者さんもいます。今後は一人暮らしや老人ホームの 
患者さんに対しても、それまで生活していた場所で最期を迎 
えられるための支援をしていく必要があります。 
 

緩和ケア病棟に入院するときは救急車を利用しない 
 

 緩和ケア外来を受診している患者さんはすべて、がんと共存しています。在宅療養中は

常に病状の変化を予測しながら、早めの対応が大切です。しかし予測していない事態が発

生し、救急車で搬送される場合もあります。そのような時には、原因究明のための検査が

必要であり、結果によって入院する病棟を考える必要があります。緩和ケア病棟に入院す

る時には、救急車ではなく一般車を利用するように勧めています。救急車が必要な状態に

ならないうちに、早めに対応するように伝えています。 
 
 
 
 
 

こんなとき、どうする？ 
 
終末期に救急車を呼ぶ？ 

 
 救急隊の役割は救命することですから、終末期という観念はなく、あらゆる場合に救命

措置が施されてしまいます。 
 そのようなことにならないために、病状の変化を予測しながら早めに対応するように家

族に対して指導しましょう。 
 終末期には救急車を利用しないとすれば、心肺停止したらどこに連絡すればよいのでし

ょうか？ 
 それは、自然死なら、訪問看護ステーション 異状死・犯罪死ならば警察になります。 

3 
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Ⅱ．緩和ケア病棟 

 
 

緩和ケア病棟の特徴 
 
三友堂病院に 2005 年 5 月に開設された苦痛の緩和を必要とするがんの患者さんのケア

を集中的に実施する病棟です。緩和ケア病棟は、「病気を治す」ことを目的とした治療は

行いませんが、身体の痛みやこころの苦しみを和らげるための治療は積極的に行います。

そのために、医療者は患者さんの傍に寄り添い、患者さんの求めていることに対し、ご家

族と共に医療職等のさまざまなメンバーで構成するチームで対応いたします。また、在宅

療養の支援を積極的に行っています。患者さんの住み慣れた自宅で、近所の方々といつも

のように暮らすこと、その手伝いをします。そのために、在宅医療関連のサービス提供機

関と連携し、在宅緩和ケアを積極的に進めます。 
多くの患者さんや医療者の理解は、現在でもなお、「緩和ケア病棟に入院したらおしま

い、死ぬまで退院できない」のままであります。確かに「穏やかで安らかな看取り」は緩

和ケア病棟の重要な任務です。しかしながら、それは緩和ケア病棟の役割の一つに過ぎま

せん。病棟は明るく静かで、清潔で安全な家庭的な環境があります。医師をはじめ看護師・

薬剤師・理学療法士・MSW、さらに管理栄養士・臨床心理士・音楽療法士・リンパケア

セラピストやボランティアの人たちなどが患者さんの医療と生活を支えています。患者さ

んが最も希望する緩和ケアを実現させるために、緩和ケア病棟に入院したその日から療養

計画を立案し、医師は短期間で苦痛症状をコントロールします。食事や心理療法・理学療

法、さらに穏やかで快い音楽や香りなどによって、苦痛が癒されます。そしてこのような

緩和ケアによって、食欲や嚥下障害の回復・むくみの改善による運動能力の向上・心理的

葛藤の解消などがもたらされ、元気を取り戻す患者さんも多くいらっしゃいます。また、

患者さんのご家族は、専門的な能力を持った多職種の職員から直接、苦痛症状のコントロ

ールの方法や介護のやり方を学ぶことができます。その結果、在宅療養に対する不安が解

消し、退院して再び自宅に戻って療養を続けることを希望する患者さんが多くなってきま

した。当院緩和ケア病棟の平均在院日数は、年を追って短縮し、2013 年度は 11 日になり

ました。入棟（入院）目的で分類すると、症状緩和のために入棟した患者さんの 80％は

在宅療養へ移行しています。また緩和ケア病棟への入院待機患者は、2009 年からゼロを

維持しています。短期間の入院で症状コントロールが達成されて退院しているので、結果

的に苦痛症状が出現したらいつでも待たずに入院できるのです。こうした事実は、緩和ケ

ア病棟の業務が“看取り”から“在宅療養支援”へと着実に拡大していることを実証していま

す。また在宅療養中の家族を支援するために、介護疲れを癒すレスパイトケアの受け入れ

はもちろん、看取りの準備をはじめとする不安や困りごとの相談に応えることも重要な緩

和ケア病棟の務めです。 
 

1 
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医療職等からなるチームメンバー 

 
医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床心理士、音楽療法士、理学療法士、作業療法

士、MSW、リンパケアセラピスト、ボランティアなどが、患者さん、ご家族と共にチー

ムを組んで患者さんの意思を尊重した医療とケアを行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

緩和ケア病棟の入院費用 
 
a. 緩和ケア病棟の入院費 

緩和ケア病棟の入院費は定額制ですので、薬が増えても検査が加わっても費用はかわ

りません。入院費は老人医療をお持ちの方は、1 割負担の方が 1 日 4,791 円、3 割負担の

方が 1 日 14,373 円（税別）です。老人医療以外の方は、3 割負担で 1 日 14,373 円（税別）

となります。 
この費用については、限度額以上は高額療養費として適用されますので、手続きをして

いただければ、自己負担限度額を超えた分は戻ります。この他に、食事代が 1 日 260 円

かかります。お持ちの健康保険の種類によって請求額は異なりますので、ご不安がありま

したら、医療相談員までお尋ね下さい。 
 
b. 個室代 
 緩和ケア病棟は全部で 12 床あります。個室代がかかるのは、南向きトイレ・キッチン

付個室の 6 部屋です。個室代として 4,500 円かかります。その他に 4 床室 1 部屋と緊急用

の個室が 2 部屋あり、こちらは個室代はかかりませんが、短期間の入院の患者さんに限定

し、ご利用は数日から１週間にさせていただいております。なお、個室代は保険の適用に

はなりません。 

2 

3 

医師 
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緩和ケア病棟 Q & A 
 
Q1. 緩和ケア病棟は何をするところですか？ 
 
A1. 緩和ケア病棟は、手術や抗癌剤治療、放射線治療などの抗がん治療を受けることによ

って、身体的、精神的な苦痛を感じている患者さんに対して、一旦それらの抗がん治療を

お休みして入院していただき、できるだけ早くその苦痛が和らぐように援助します。ある

いは、なおすことが難しいと判断された患者さんが苦痛から解放され、本来の生活に戻っ

てより良く生きていただけるようにお手伝いをさせていただいています。 

4 

 

 

 

人明かりにつつまれたケアを目指して・・・ 

        人明かりに包まれたケアとは 

患者さんを最大限尊重するという医療の原則に立ち返り 

これから私たちが目指そうとしている 

緩和ケアの理念、心のありようを表現した言葉です 

～緩和ケア病棟リーフレットから～ 
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Q2. がんの患者であれば、希望すればいつでも入院できるのですか？ 
 
A2. 緩和ケア病棟のベッド数が限られており、入棟審査会での審査が必要です。患者さん

の病状や進行の程度、現主治医の先生からの病状の説明の内容、そして、患者さん・ご家

族がそれぞれ、治療について理解し、納得されており、皆さんの意向が一つにまとまって

いるか などについて検討させていただき、入院の優先順位を決めています。 
審査は毎週火曜日に、緩和ケア専門医師と病棟師長、緩和ケア認定看護師などで開催し

ます。対象患者さんに応じて、臨時で開催する場合もあります。 
 

Q3. 緩和ケア病棟に入院したら、ずっと入院になってしまうのですか？ 
 
A3. 「緩和ケア病棟に入院したら、そのまま最後まで入院・・・」という誤解があるよう

です。緩和ケア科では、外来、入院、在宅（訪問診療）の 3 つの方法で、治療にあたって

います。外来か、入院か、また、在宅かは患者さんの希望と意思が尊重されます。 
痛みや症状が辛くなり、入院を希望されたとき、すぐに入院していただきます。しかし、

緩和ケア病棟を多くのがんの患者さんに利用していただくために、原則として長期療養を

目的としての入院はできません。症状が改善し、自宅や施設での生活ができるような状態

になったら、退院の相談をさせていただきます。 
 
Q4. 緩和ケア病棟では治療はしないのですか？ 
 
A4. 緩和ケア病棟では医療行為を行わないという誤解もあるようです。確かに、手術や抗

がん剤といった治癒を目的とした治療、また、免疫療法、民間療法や延命措置（延命目的

となる輸血など）を緩和ケア病棟入院中に行うことはできません。しかし、「痛い」、「食

欲がない」、「吐き気がある」、「眠れない」、「息苦しい」、「だるい」などの辛い症状に対し

ては積極的に治療を行って、できるだけ速やかにそれらの症状を軽減していきます。 
 
Q5. 緩和ケア科外来通院中に家で痛みや食事がとれないなどで入院を希望した場合はい

つでも、緩和ケア病棟に入院できますか？ 
 
A5. 外来通院中に具合が悪くなり、入院を希望する場合は可能です。ただし、緩和ケア病

棟で治療を受ける目的について理解し、同意していただいている場合に限ります。なお、

緩和ケア病棟が、満員の場合は一般病棟に入院していただくこともあります。その場合で

も、主治医は緩和ケア科の医師が務め、緩和ケアチームスタッフが、患者さんを支えます。 
 
Q6. 緩和ケア病棟での点滴について 
 
A6. 食事がとれない時に水分や栄養が体に入らないことは、不安なことです。緩和ケア病
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棟では、食事がとれない時、まず、何とか食事がとれる方法がないかを考えます。それで

も、食事がとれない場合は身体に必要な水分量を考えて、適切な量の点滴を行います。必

ずしも点滴をすれば良いというものではなく、逆に身体に負担を与え、苦痛が増強する場

合があります。（たとえば、痰が多くなったり、肺に水がたまってしまい、呼吸困難にな

ったり、身体が浮腫（むく）んだりするなど）。 
 
Q7. 緩和ケア病棟でのリハビリについて 
 
A7. 患者さんの希望・体力に合わせて積極的に行っています。四肢などの浮腫み（リンパ

浮腫）に対するマッサージも行っています。 
 
Q8. 緩和ケア病棟に入院したら、もう最後なのでしょうか？生きる希望を捨てなければな

らないのでしょうか？ 
 
A8. 病気を治すことが難しい患者さんであっても生きる希望を捨ててはいけません。緩和

ケアを受けて、苦しい症状が和らいだ時、きっと希望や目標が見えてくるでしょう。私た

ち緩和ケア病棟スタッフはその希望や目標を叶えるために患者さんとご家族の皆さんを

支え続けていきます。 
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Ⅲ．地域緩和ケア支援室 
 
 地域緩和ケア支援室では、三友堂病院緩和ケア 
外来や緩和ケア病棟の紹介、受診予約や入院審査 
の受付を行いますが、それとともに、緩和ケアに 
関する情報提供、総合相談、専門研修、地域連携 
支援を柱とする事業を実践していきます。 
構成人員は、医師 3 名、看護師 2 名、MSW1 名、 

事務員 1 名の 7 名体制で対応します。また、緩和 
ケア科外来や緩和ケア病棟、そればかりではなく、 
関係診療科と連携し、ベストサポ－ティブケアを実現できるよう取り組みます。 
 

情報提供 
 
緩和ケアに関する国内外の情報収集および 

発信を通じて、患者さん・ご家族および医療 
関係者等への情報提供を行います。 

 
総合相談 

 
上記患者さん・ご家族に対する相談に加え、医療機関等を対象としたいわゆるコンサル

テーション（専門的な相談対応）を行います。 
 

専門研修 
 
医師、看護師、薬剤師、介護・福祉関係者等 

を対象とした緩和ケアの専門研修を行います。 
 

地域連携支援 
 
置賜地域緩和ケアネットワーク「愛のネットワーク」を構築するために、医師会、歯科

医師会、薬剤師会、地域の各医療機関、介護施設、地域包括支援センター、訪問看護ステ

ーション等と密に連携し、知識、技術の指導、支援、そして情報交換を行います。具体的

には、医療機関や施設等へのアドバイザーの派遣や緩和ケア病棟スタッフや緩和ケアチー

ムのスタッフによる出張講座等を実施します。さらに住民や医療、介護、福祉従事者を対

象に、緩和ケア病棟見学会などを開催して、緩和ケアの理解を広げるよう努めていきます。

また、地域規模で事例検討会を開催し、緩和ケアの知識を深める機会を設けます。  
 

1 

2 

3 

4 

研修会 

出張講座 

- 154 - 
 



 
 

情報交換会 

 
    

地域で在宅支援のために活躍する方々との交流、在宅支援施設同士の情報交換を目的に、

情報交換会を開催しております。年 2 回程度の開催に、ケアマネジャーや訪問看護師をは

じめ、多職種の方のご参加をいただいております。お忙しい中で参加していただくからに

は、来てよかったと思っていただける内容にするため、3 か月前から企画と準備を行いま

す。お陰さまで、徐々に参加していただける方の人数が増え、今年度は大きな会場にする

ことも検討しなければならないほどの規模となりました。 
2014 年度の 1 回目は、8 月 21 日に行いました。約 30 名の院外参加者をお迎えし、小

グループに分かれて事例検討を行いました。それぞれ専門的な視点からの意見があり、他

職種の活動を知る機会となりました。各グループから積極的な意見が出され、ひとつの事

例に対して学びを深めることができました。 
参加して感じることは、在宅で過ごす患者さんのために働く方々の熱意と、置賜地方の

ネットワークの強さです。それぞれの立場でできることを精いっぱい行い、他人任せ・他

施設任せにせず、自分事として取り組まれていることを感じます。情報交換会に参加され

る方の人数の多さや活発な意見交換は、その表れだと思います。参加されている方々の熱

心さを感じ、また更に次回の内容を充実させなければと、企画する私たちの意識も高まり

ます。この情報交換会での交流が、在宅医療のさらなる広がりや地域全体のレベルアップ

のきっかけになることを、私たちの活動の励みとして今後も取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報交換会 

緩和究題 
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補足 1 

     

    

 

 

 

 

 

                       

 

 
医師や認定看護師が外来で緩和ケアを提供します。 

また、在宅療養中の患者さんに対して訪問診療を行います。 

 

 

入院後、症状を緩和し患者さんの希望に合わせた支援を行います。 

 

  
緩和ケア外来・緩和ケア病棟・在宅診療の情報提供や退院・在宅療

養支援を行います。 

緩和ケア外来・在宅診療部門 

緩和ケア病棟 

地域緩和ケア支援室 
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入棟審査が必要です。患者さんの症状、現主治医の先生からの病状の説明

の内容、そして患者さん・ご家族が治療について理解し、納得されており、

皆さんの意向がまとまっているかなどについて検討して入院の優先順位を

決めます。審査会は毎週火曜日に開催しますが、臨時で開催する場合もあ

ります。 

緩和ケア病棟は、手術・抗癌剤・放射線治療などの治療によって身体的、

精神的な苦痛を感じている患者さんに対して、一旦それらの治療をお休み

して入院していただき、速やかにその苦痛が和らぐように治療とケアを行

います。あるいは、治すことが難しいと判断された患者さんが苦痛から解

放され、本来の生活に戻っていただけるようにお手伝いをいたします。 

「緩和ケア病棟に入院したら、そのまま最後まで入院・・」

という誤解があるようです。外来、入院、在宅のいずれで

治療を行うかについては患者さんの意思が尊重されます。

痛みや症状が辛くなり入院を希望されたときには、すぐに

入院できます。しかし、緩和ケア病棟を多くの患者さんに

利用していただくために、原則として長期療養を目的とし

ての入院はできません。症状が改善し、自宅や施設での生

活ができるような状態になったら、退院を計画します。 

緩和ケア病棟では、手術や抗がん剤といった治癒を目的とした治療、ま

た、免疫療法、民間療法や延命措置（延命目的となる輸血など）を緩和ケ

ア病棟入院中に行うことはできません。しかし、「痛い」、「食欲がない」、

「吐き気がある」、「眠れない」、「息苦しい」、「だるい」などの辛い症状に

対しては、できるだけ速やかにそれらの症状を軽減していきます。 
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緩和ケア病棟で治療を受ける目的について理解し、同意し

ていただいている場合に入院できます。なお、緩和ケア病棟

が、満員の場合は一般病棟に入院していただきます。その場

合でも主治医は緩和ケア科の医師が務め、緩和ケアチームス

タッフが患者さんを支えます。 

食事がとれないことは、不安なことです。緩和ケア病棟では、食事がとれ

ない時、まず、何とか食事がとれる方法がないかを考えます。それでも、

食事がとれない場合は身体に必要な水分量を考えて、適切な量の点滴を行

います。必ずしも点滴をすれば良いというものではなく、逆に身体に負担

を与え、苦痛が増強する場合があります。たとえば、痰が多くなったり、

肺に水がたまってしまい、呼吸困難になったり、身体が浮腫（むく）んだ

りするなどです。 

 

緩和ケア病棟の入院費は定額制ですので、薬が増えても検査が加わっても

費用はかわりません。入院費は老人医療をお持ちの方は、1 割負担の方が、

1 日 4,791 円、3 割負担の方が 1 日 14,373 円（税別）です。老人医療以

外の方は、3 割負担で 1 日 14,373 円（税別）となります。この費用につ

いては、限度額以上は高額療養費として適用されますので、手続きをしてい

ただければ、自己負担限度額を超えた分は戻ります。この他に、食事代が 1

日 260 円かかります。詳しくは、医療相談員までお尋ね下さい。 

緩和ケア病棟では、症状を緩和して、患者さんの希望する場所で生活ある

いは治療を行っていただくことを目指します。病気を治すことが難しい患

者さんであっても生きる希望を捨ててはいけません。緩和ケアを受けて、

苦しい症状が和らいだ時、きっと希望や目標が見えてくるでしょう。私た

ち緩和ケア病棟スタッフはその希望や目標を叶えるために患者さんとご家

族を支え続けていきます。 
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緩和ケア病棟は、全部で 12 床あります。有料個室は、南向きのトイレ・

キッチン付個室の 6 部屋で、個室代は１日 4,500 円（税別）です。その

他に 4 床室 1 部屋と緊急用の個室が 2 部屋あり、個室代はかかりません

が、短期間の入院の患者さんに限定し、ご利用は数日から 1 週間にさせ

ていただいております。なお、個室代は保険の適用にはなりません。 

病棟入り口 

緩和ケア病棟の入り口です。 

安らぎのある落ち着いた造りです。 

有料個室病室 

ソファーベッドを設置しているお部屋

です。他に畳敷きのお部屋もあります。

４人部屋のベッドと設備です。 

4 人部屋 特別浴室 

ベッドに横になったまま入浴できる 

電動浴槽です。 

ご面会の方やご家族との時間や読書や

テレビ、DVD 鑑賞などを楽しめます。

談話室 

ご家族が休憩したり、宿泊したり 

するお部屋です。 

家族室 



 

           

 

 

                

 

 

 

  

              

            

           

                              

     

   

 

 

現在の主治医に緩和ケア病棟入院や治

療を希望することを伝えます。 

現在治療中の病院の地域連携室から当

院の地域連携室にお電話ください。緩和

ケア外来の予約をおとり致します。 

緩和ケア外来受診：紹介状・診断画像は、

（CD にて）事前に連携室に郵送（FAX

も可能です）してください。 

緩和ケア入棟審査会：緩和ケア病棟への

入院の適否を話し合います。 

入棟審査会の結果は、審査会翌日まで当

院よりご報告します。 

自宅または現在の入院の施設で待機し、

入院または転院の日にちについて連絡を

お待ちください。しかし、お体の調子が思

わしくない場合は、我慢せずにいつでもご

連絡ください。 

 
 

診療曜日 月・火・水・木・金 

受付時間 8:00～11:00 

予約制 

 

 
 

TEL:（0238）24-3708（直通） 

FAX:（0238）24-3781（直通）

平日 9:00～17:00 

 
 

開催：毎週火曜日 

審査の基準： 

・がんの診断を受けている患者

さんである。 

・患者さん、ご家族が 

病名、緩和ケア病棟の役割、

緩和ケア病棟では、手術や化

学療法は行わないことについ

て理解している。 

地域連携室のご案内 

緩和外来のご案内 

入棟審査会について 
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http://www.irasutoya.com/2013/09/blog-post_3641.html


 

                                            

患者さんが一番過ごしたい場所で過ごすことができることは、患者さんやご

家族にとってとても大切なことであると私たちは考えています。これからの治

療や療養は、病院だけでなく、近くの診療所、そして、通院が難しい時でも自

宅に往診してくれる医師や訪問してくれる看護師によって行うことが可能で

す。緩和ケアサポートセンターは、そのための情報提供や支援を行います。 

 

                                

                   

 

 

 

                      

     

 

緩和ケア病棟 通院 

緩和ケアはどのような場所でも受けることができます。 

専門のスタッフによる身体や心の様々

なつらさをできる限り和らげる治療を受

けることができます。緩和ケア病棟で症

状が改善後、退院することができます。  

緩和ケア外来に通院：緩和ケアを

専門的に提供します。通院中も担当

医や緩和ケアチームのケアを受け

ることができます。 

自宅 

ご自宅で療養しながら緩和ケアを受けることができま

す。医師や訪問看護師が訪問し、症状を和らげるための

治療やケアを行います。住み慣れた家で自分のペースで

日常生活を送ることができます。 

施設 

施設に入所希望の方は、手続きが必要です。入所中

の方は元の施設での生活に戻ることやご希望により、

往診医や訪問看護師が施設に訪問して診療を行うこ

とも検討します。 
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在宅での生活をみんなで支えま

す。そのために介護保険サービスを

利用しましょう。早めに申請するこ

とがポイントです。サービスを利用

するまでの手順をみてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 市の福祉・介護保険

課で行います。 

現在の主治医または、看護師に在宅

療養または介護施設での療養を希望

することを伝えます。 

 

 市の職員などが自

宅や病室に訪問し、心

身の状況の調査をし

ます。 

 

 主治医に意見書を

作成してもらいます。 

 

 

訪問調査の結果と主

治医意見書により「介

護認定審査会」で審査

します。 

 

市より結果が通知さ

れます。 

 

 結果をもとにケア

プラン作成後、サービ

スが開始されます。 

 

緩和ケアサポートセンターの医師と

看護師による訪問診療、または、地域

の在宅支援診療所、訪問看護ステーシ

ョンによる訪問診療のいずれかを選

択し、担当するケアマネジャーを決め

ます。 

在宅療養に移行する場合に、療養環境

を整えるために必要な準備を行いま

す。 

患者さん、ご家族、緩和ケア病棟スタ

ッフ、医療相談員、ケアマネジャー、

在宅担当医、訪問看護師などが集ま

り、退院前カンファレンスを行い、最

終的な準備、連携の確認をします。 

自宅または施設に退院します。 

在宅担当医による訪問診療、訪問看護

師による病状のチェックやケアを定

期的に行います。また、病状に応じて

24 時間体制で患者さんや、ご家族の

相談を受けたり、必要時に臨時で訪問

診療、訪問看護を行います。 
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＜お問い合わせ先＞ 

一般財団法人 三友堂病院 

〒992-0045 山形県米沢市中央 6 丁目 1 番 219 号 

    TEL : 0238（24）3700（代表） 

 

三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター 

         TEL : 0238（24）8355（直通） 

FAX : 0238（24）3727 

＊電話でのお問い合わせは、月・火・木・金 

9:00～15:00 にお願いいたします。 

E‐mail : kanwa@sanyudo.or.jp 

URL http://www.sanyudo.or.jp 

 

 

三友堂病院地域緩和ケア 

サポートセンター 
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補足 2   連携機関・事業所リスト 

 

2012 年にスタートした山形県在宅医療推進モデル事業、ついで、2013 年にスタートし

た山形県在宅医療推進事業もいよいよ佳境をを迎えようとしています。 

置賜地域の在宅医療を担っている機関・事業所は、2014 年 10 月現在、在宅療養支援病

院 4 病院、在宅支援（訪問診療、往診）を行っている診療所 27 診療所(うち、強化型在宅

療養支援診療所 3、在宅療養支援診療所 13 、一般診療所 11)、訪問看護ステーション 7
事業所、地域包括支援センター/居宅介護支援事業所 29 事業所となっています（三友堂病

院地域緩和ケアサポートセンター調べ）。2009 年の地域緩和ケアサポートセンター開設当

時、在宅支援診療所は 12 診療所であり、このうち、がんの患者さんを実際に訪問診療し

た診療所は 5 診療所 230 件/月に過ぎませんでしたが、現在、12 診療所 540 件/月に増加

しました。地域緩和ケアサポートセンターが関わった患者さんに限った数字になりますが、

置賜地域南部地区の在宅および施設での看取り数も 2009 年度の 5 人から 2013 年度 38
人まで増えました。これは、センターから退院され、在宅移行された患者さんの約 50%,、
置賜地域南部地区で亡くなられるすべてのがんの患者さんの約 10%にあたります。また、

がん患者さんが利用できるセンター連携施設も 5 年間で 5 施設から 13 施設に増加しまし

た。置賜地域の在宅医療、特に在宅緩和ケアの質と地域連携の強度は、着実に向上してい

ます。地域の医療ががんの患者さんの全人的苦痛を解決し、生活を支える、この目標は達

成されつつあると言ってもよいでしょう。 
これまで地域緩和ケアサポートセンターへ患者さんをご紹介いただいたり、在宅療養へ

移行後の医療・介護を担当していただいたり、あるいは、センター主催の講演会、研修会

等に参加された医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援

事業所および施設のうち、 “愛のネットワーク”事業に賛同され、情報公開に了承され

た医療機関、事業所名を以下に掲載いたしました。今後もこの連携の輪をますます広げて

まいりたいと思っております。本事業の趣旨に賛同され、連携構築の強化にご協力をいた

だける医療機関、事業所、施設がございましたら、是非、参画いただきたいと存じます。 

 

  

上杉神社（松が岬公園）の桜 
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“愛のネットワーク”連携機関・事業所リスト 

1. 在宅療養支援を行っている診療所 

  a. 米沢市 
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 b. 南陽市・高畠町・川西町



- 168 - 
 

 

  



- 169 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 170 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

訪問看護 

居宅介護

 病院 

施設 

行政 地域包括支援センター

地域につなぎ 

地域で支えあう 
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上杉神社（松が岬公園）の夜桜



- 181 - 
 

あとがき 

 

三友堂病院 地域緩和ケアサポートセンターは、2013 年度より山形県知事の定める山形

県在宅医療推進事業団体として選定され、「県民が住み慣れた地域で療養生活ができるよ

う、地域医療に関わる多職種の連携等による在宅医療を推進する」というこの事業の目的

に則して、置賜地域において「がん患者が望む居宅での療養を実現できるように支援する

システムを構築し、地域に質の高い緩和ケアを普及、推進のための事業」を展開してまい

りました。そして、このハンドブックを 2014 年度の山形県在宅医療推進事業の一環とし

て刊行するに至りました。 

編集にあたり苦慮した点は多々あり、もとより地域緩和ケアサポートセンターとしては

初めての試みであり、試行錯誤の連続でございました。ご指導、ご支援を賜りました山形

県、置賜保健所、米沢市医師会、地域の訪問看護ステーション、各居宅介護支援事業所の

皆様をはじめ、執筆を担当しました病院スタッフの熱心な協力に心から感謝申し上げます。 

また、本文中に随所に掲載されているイラストは折原真樹さん、川村寿子さん、川村理

恵子さんによるものです。本書全体に優しい彩りを添えてくださいました。敬意を表しま

す。 

このように「地域緩和ケアハンドブック」は、沢山の執筆者が誠心誠意まとめあげ、そ

の一つひとつを紡ぎ合わせることによって完成いたしました。本書が、地域の緩和ケアに

携わる多職種の皆さんの手に渡り、緩和ケアを必要とする多くの患者さん、利用者さんの

ためにご活用されることを切望します。 

 

「末期がん患者には、激励は酷で、善意は悲しい、説法も言葉もいらない。きれいな青

空のような瞳をした透き通った風のような人が側にいるだけでいい・・・・。」 

 

これは、「納棺夫日記」の中の青木新門さんの言葉です。在宅緩和ケアの担い手である

多職種の皆さんは、患者さんにとってかけがえのない存在だということが伝わってくる言

葉です。それゆえに、多職種の皆さんの苦悩も大きいのではないかと心合わせております。

本書の存在によって多職種の皆さんがケアを提供する中、直面する悩みや戸惑いが少しで

も軽減し、これからの在宅緩和ケア実践の一助につながればこの上ない幸せでございます。 

  

2014 年 12 月 24 日  

地域緩和ケアハンドブックの上梓にあたり 

 

地域緩和ケアサポートセンター  
          副センター長  黒田 美智子 

 

 



 
地域緩和ケアハンドブック編集者 
 加藤佳子  三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター 緩和ケア科 科長 
 川村博司                  同           センター長兼緩和ケア病棟長 
 黒田美智子                 同           副センター長 
 灘岡壽英        三友堂病院                 心療内科 科長 
 佐藤泰之                   同                   泌尿器科 科長 
 吉田美代子 三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター 緩和ケア病棟看護主任 
 渡部芳紀                  同             がん性疼痛看護認定看護師 
  山田里美                  同             緩和ケア認定看護師 
 石垣砂織                  同            地域医療部 医療相談室主任 
 大石玲児        三友堂病院                 薬局長 
岡崎陽子    三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター 緩和ケア病棟看護師 

小形結花                     同                     緩和ケア病棟看護師 

奥山美枝子               同                     緩和ケア病棟看護師    

木村彩            同           緩和ケア病棟看護師 

栗木菜緒                     同                     緩和ケア病棟看護師 

佐藤郁子                     同                     緩和ケア病棟看護師           

色摩理美                     同                     緩和ケア病棟看護師 

重野朋子                     同                     緩和ケア病棟看護師 

新藤順子                     同                     緩和ケア病棟看護師 

鈴木沙央里                   同                     緩和ケア病棟看護師 

鈴木さよ子                 同                     緩和ケア病棟看護師 

林慶子                      同                     緩和ケア病棟看護師 

山下恵美                     同                     緩和ケア病棟看護師 

吉田満美子                   同                     臨床心理士 

小笠原未希                   同                     音楽療法士 

平美紀                      同                     リンパケアセラピスト  

金孝斗史        三友堂病院               情報システム課 

遠藤尚美           同                    秘書課  
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