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がん対策基本法から10年　
患者目線の、がん医療の提供

当センターが行ってきたこと
当センターは兵庫県における都道府県型がん診療連携拠点病院として、その最先端の一翼を担うべく、
様々な整備をしてきました。がんと診断された時から始まり、いずれの段階においても患者とその家族が、
こころのケアを含めた全人的な緩和ケアを受けられるよう 緩和ケアセンターを設置し、病棟、外来、地域
での活動など病院をあげて緩和ケアの推進に取り組んでいます。
配置人員としては、専従（勤務時間の８０％以上）の緩和ケア医師1名、専従の緩和ケアの専門の看護師

３名を中心に、どこでも緩和ケアを提供できる体制を整備しました。外来ではがんと診断された後、つらい日々
を送ることのないよう、患者さんの「苦痛をスクリーニング」し、患者さんが我慢したままでいることの無い
ように、目を配らせ対応に努めています。また、入院患者さんのつらさは緩和ケアチームが対応しています。
在宅療養中のつらい患者さんに対しては、かかりつけ医がお困りの時には対応できるような相談窓口も設置
しています。すべての医師が緩和ケアを提供できるよう研修を行い、現在、ほぼ全ての医師が研修を修了し、
患者の気持ちの辛さにも配慮した繊細な診療ができるようになってきました。
就労支援、離職防止も大きな問題で、これらに対する取り組みも行っています。
本号では患者の視点に立った医療提供を目指す取組をご紹介いたします。是非、ご一読いただき、患者

さんへお伝えいただき、ご利用いただけましたら幸いです。

■就職支援
毎月第2・4火曜日にハローワークの職員が来院し、対応しています。初回面談では、相談室の職員と共に面談し、病状

や治療計画に関する医師からの説明内容、現在の体調、希望の働き方などを伺います。その後、マッチングを行います。
その中では、「自分の病状をどこまで伝える必要があるか」など、相談者の気がかりに対応しながら支援を行っています。
これまで、清掃業やマンションの管理業務への就職が決まりました。

■離職防止や復職に向けての支援
　相談室の看護師が支援を行います。
　具体的には、治療前の方から「がんであることを伝えたら、仕事の継続は難しいと言われた。仕事は続けたいのでどう
したらよいか」といった相談や、治療後の方からは「治療後、どの程度で仕事ができる体力が戻るのか。また、復職まで
に、現時点で職場と相談しておくことを知りたい」というご相談に対応してきました。
　今後は、産業保健総合支援センターとも連携し、社労士による専門性の高い支援を予定しています。
がん治療の進歩により、がんと共に長い時間を生きていく患者さまも多くなっています。
がんになっても安心して暮らしていくために、また、生きがいとして、何より必要な医療を受け続けていくために、仕事が
重要な位置を占める方も多いのではないでしょうか。
　お仕事の相談を希望される方は、どなたでもサポートを受けることができます。お仕事の気がかりがある方は、
是非、ご利用下さい。

がん相談支援センターのご案内
「がん相談支援センター」では、がんに関する不安や仕事、経済的問題やがん治療に関する一般
的な情報提供も行っております。
患者さんやご家族だけでなく、地域医療関係者にもご利用いただけます。相談料は無料です。
■対応時間：平日9時～12時　13時～16時
■ご予約・お問合せは　078－929－1151まで。
「相談支援センターにつないで」とお伝え下さい。

お気軽にご相談ください

平成19年にがん対策基本法・推進基本計画が施行されて以来、
がん医療は大きく変わってきました。がん対策推進基本計画の全体目
標は「がんによる死亡者数の減少」だけでなく、「すべてのがん患者お
よびその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上」であり、
平成24年に見直された第２次がん対策推進計画では、「がんになって
も安心して暮らせる社会の構築」も加わりました。重点的に取り組む課
題として、「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」が追加され、
平成27年にはがん対策加速化プランとして、「就労に関する問題への
対応」もとりあげられ、これまでの医療よりもかなり幅広いがん対策へ
の対応が求められています。

兵庫県立がんセンター
院長・緩和ケアセンター長　
足立 秀治

一般・医療関係者対象

第6回ひょうご県民がんフォーラム開催のご案内　
テーマ：がんと免疫
日　時：平成28年11月19日（土）14時～16時30分
会　場：兵庫県民会館9階「けんみんホール」

医 療 関 係 者 対 象

平成28年度検査セミナー開催のご案内　
テーマ：悪性リンパ腫　検査と治療 up to date
日　時：平成28年12月17日（土）14:00～17:00
会　場：兵庫県民会館11階　パルテホール

医 療 関 係 者 対 象

第9回薬剤師セミナー開催のご案内　
演題：「免疫チェックポイント阻害剤の基礎と実地診療」
 「薬剤師外来の取り組みと副作用マネジメント」
日時：平成29年1月21日（土）14：00～16：45
会場：兵庫県私学会館4Ｆ　大ホール

ひょうご県民がんフォーラムへ参加希望の方は、代表
者氏名・住所・電話番号・FAX番号及び申込者全員の
氏名を記載の上、兵庫医科大学病院 病院事務部管
理課へお申し込み下さい。（申込締切：11/10）
■申込方法
郵送（往復はがき）・TEL・FAX・E-MAILのいずれか
〒663-8501　西宮市武庫川町 1 番 1 号
兵庫医科大学病院 病院事務部管理課
TEL:0798-45-6611（直通）FAX:0798-45-6608
Email:kanrika@hyo-med.ac.jp

各セミナーへ参加希望の方はがん診療連携協議会
事務局へメールにてご連絡ください。
がん診療連携協議会事務局メールアドレス
jimukyoku@hyogo-ganshinryo.jp　

相談支援センターにおける「就職支援」「離職防止」に対する取り組み
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初診時からの苦痛のスクリーニングとその対応 入院中の“つらさ”に対応するチーム

在宅療養を支援する緊急緩和ケア病床と相談窓口

■なぜ苦痛のスクリーンングが必要か
がんは二人に一人がなる時代です。がん治療が進
歩したとはいえ、がんと診断されたら不安に思わない
方はいないと言っても過言ではありません。実際、が
んセンターに来られる患者さんは、体調不良の方もお
られますし、少なからず不安をもっておられます。体
や気持ちつらさを抱えながら診療をつづけると、生活
に影響がでるばかりでなく、治療にも影響します。で
きるだけ早い対応が望まれますが、患者さんご自身か
らつらさをお伝えいただける場合は少なく、適切な対
応は困難でした。
当センターでは平成28年１月より全ての初診患者さ
んに、苦痛のスクリーニングを始めました。苦痛のス
クリーニングでは、「質問紙」を用いて体や気持ちの
つらさについてお聞きしています。全体の約3割の患
者さんが何らかの対応をしてほしいと記入しています。

■苦痛のスクリーニングの方法と対応
外来看護師は、患者さんが記入した内容に基づき、
診察前に面談を行い生活の支障について確認し主治
医に伝えます。主治医は事前に患者さんがどのような
“つらさ”を持っているかを把握した上で診察するので、
患者さんに応じた適切な説明ができるようになりまし
た。
また、外来看護師は診察中の様子や診察後の面談
を通して、医師の説明が十分理解できたか、聞きたいことが聞けたかを確認し、その後も継続したサポートが必要で
あるかを確認します。痛みやこころの“つらさ”やお困り事の専門チームが必要であるかも判断します。また初診時には、
必要のなかった患者さんに対しても、治療中にいつでも相談できる窓口を設けています。

■患者さんの声
がんセンターに紹介された時点で、がんではないかと不安を感じ眠れずつらさを感じていた患者さんも、診察前に
看護師がつらさに寄り添い共感することで、「不安が和らぎました」「話をゆっくり聴いてもらえて安心できました」と
の評価をいただいています。診察時に主治医が患者さんの不安を理解しているためか、患者さんは質問しやすくなり、
「先生の説明が丁寧で十分わかりました」という声もあります。

■穏やかにがん治療をうける
苦痛のスクリーニング後に対応した患者さんの約半数以上に、その後の“つらさ”の改善が確認できています。全

ての初診患者に漏れなく対応することで、どの患者さんのつらさもそのままにしない、継続した介入につなげる事が出
来ています。
患者さんが、初診時から治療過程のどの時期においても、穏やかにがん治療をしていただける事が重要だと考えて
います。

入院後のつらい症状に対し、緩和ケアチーム（専門の医師・看護師・薬剤師）がすぐに相談に乗れるよう、週に1回
病棟ラウンドを行っています。また、継続的に介入が必要な場合はチームが対応します。

■相談方法
主治医や病棟看護師にご相談ください。主治医や看護師から連絡を
いただき面談に伺います。

■対応
チーム担当者が面談を行ったり、主治医・看護師と共に、患者・ご家
族の皆様のつらさが少しでも軽くなるようかかわっていきます。

■相談内容の実際
チーム介入の相談内容は、不安、痛み、せん妄、不眠など患者さん
が抱えるつらい症状以外にも、家族が抱える気持ちのつらさや不安な
どにも対応します。
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終末期に家で過ごしたいと希望される方は多いといわれていいますが、かかりつけ医が、訪問診療に不慣れである
場合や、在宅での対応に困った時の入院先がない事などから、在宅療養が叶わない場合も少なくないです。そのよ
うな問題の解決のために、平成24年より緩和ケア病床の運営をしています。
かかりつけ医に訪問診療していただきながら、お家での対応が困難となった場合にはいつでも入院できるようにして
います。開設以来、かかりつけ医からの緊急入院要請があれば、全て２４時間以内に受け入れています。
入院依頼や症状コントロールのご相談は２４時間いつでもご利用いただけるホットラインの電話で行っています。毎

月10件程度のご相談を承っています。主に当院で治療を受け、緩和ケア病床登録した患者さんを対象としていますが、
登録の有無にかかわらず緩和ケアに関して、地域の先生方がお困りの時の相談窓口はありますので、緩和ケア内科へ
ご連絡ください。こちらの連絡先は代表番号で（０７８－９２９－１１５１）平日のみの対応ですが、お気軽にご利用ください。

　緊急緩和ケア病床は個室4床あります。
個室料はかかりません。痛み、呼吸困難、
腹部膨満感などの症状のコントロールを目的
に入院されます。入院後、症状が落ち着いたら、
再び在宅療養を始めるケースも多いです。
入院期間は14日までを目途としています。
平成27年度の在院日数は平均11.9日、中央値
8日でした。

緊急緩和ケア病床の運営状況

「質問紙」
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がん対策基本法から10年　
患者目線の、がん医療の提供

当センターが行ってきたこと
当センターは兵庫県における都道府県型がん診療連携拠点病院として、その最先端の一翼を担うべく、
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での活動など病院をあげて緩和ケアの推進に取り組んでいます。
配置人員としては、専従（勤務時間の８０％以上）の緩和ケア医師1名、専従の緩和ケアの専門の看護師

３名を中心に、どこでも緩和ケアを提供できる体制を整備しました。外来ではがんと診断された後、つらい日々
を送ることのないよう、患者さんの「苦痛をスクリーニング」し、患者さんが我慢したままでいることの無い
ように、目を配らせ対応に努めています。また、入院患者さんのつらさは緩和ケアチームが対応しています。
在宅療養中のつらい患者さんに対しては、かかりつけ医がお困りの時には対応できるような相談窓口も設置
しています。すべての医師が緩和ケアを提供できるよう研修を行い、現在、ほぼ全ての医師が研修を修了し、
患者の気持ちの辛さにも配慮した繊細な診療ができるようになってきました。
就労支援、離職防止も大きな問題で、これらに対する取り組みも行っています。
本号では患者の視点に立った医療提供を目指す取組をご紹介いたします。是非、ご一読いただき、患者

さんへお伝えいただき、ご利用いただけましたら幸いです。

■就職支援
毎月第2・4火曜日にハローワークの職員が来院し、対応しています。初回面談では、相談室の職員と共に面談し、病状

や治療計画に関する医師からの説明内容、現在の体調、希望の働き方などを伺います。その後、マッチングを行います。
その中では、「自分の病状をどこまで伝える必要があるか」など、相談者の気がかりに対応しながら支援を行っています。
これまで、清掃業やマンションの管理業務への就職が決まりました。

■離職防止や復職に向けての支援
　相談室の看護師が支援を行います。
　具体的には、治療前の方から「がんであることを伝えたら、仕事の継続は難しいと言われた。仕事は続けたいのでどう
したらよいか」といった相談や、治療後の方からは「治療後、どの程度で仕事ができる体力が戻るのか。また、復職まで
に、現時点で職場と相談しておくことを知りたい」というご相談に対応してきました。
　今後は、産業保健総合支援センターとも連携し、社労士による専門性の高い支援を予定しています。
がん治療の進歩により、がんと共に長い時間を生きていく患者さまも多くなっています。
がんになっても安心して暮らしていくために、また、生きがいとして、何より必要な医療を受け続けていくために、仕事が
重要な位置を占める方も多いのではないでしょうか。
　お仕事の相談を希望される方は、どなたでもサポートを受けることができます。お仕事の気がかりがある方は、
是非、ご利用下さい。

がん相談支援センターのご案内
「がん相談支援センター」では、がんに関する不安や仕事、経済的問題やがん治療に関する一般
的な情報提供も行っております。
患者さんやご家族だけでなく、地域医療関係者にもご利用いただけます。相談料は無料です。
■対応時間：平日9時～12時　13時～16時
■ご予約・お問合せは　078－929－1151まで。
「相談支援センターにつないで」とお伝え下さい。

お気軽にご相談ください

平成19年にがん対策基本法・推進基本計画が施行されて以来、
がん医療は大きく変わってきました。がん対策推進基本計画の全体目
標は「がんによる死亡者数の減少」だけでなく、「すべてのがん患者お
よびその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上」であり、
平成24年に見直された第２次がん対策推進計画では、「がんになって
も安心して暮らせる社会の構築」も加わりました。重点的に取り組む課
題として、「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」が追加され、
平成27年にはがん対策加速化プランとして、「就労に関する問題への
対応」もとりあげられ、これまでの医療よりもかなり幅広いがん対策へ
の対応が求められています。

兵庫県立がんセンター
院長・緩和ケアセンター長　
足立 秀治

一般・医療関係者対象

第6回ひょうご県民がんフォーラム開催のご案内　
テーマ：がんと免疫
日　時：平成28年11月19日（土）14時～16時30分
会　場：兵庫県民会館9階「けんみんホール」

医 療 関 係 者 対 象

平成28年度検査セミナー開催のご案内　
テーマ：悪性リンパ腫　検査と治療 up to date
日　時：平成28年12月17日（土）14:00～17:00
会　場：兵庫県民会館11階　パルテホール

医 療 関 係 者 対 象

第9回薬剤師セミナー開催のご案内　
演題：「免疫チェックポイント阻害剤の基礎と実地診療」
 「薬剤師外来の取り組みと副作用マネジメント」
日時：平成29年1月21日（土）14：00～16：45
会場：兵庫県私学会館4Ｆ　大ホール

ひょうご県民がんフォーラムへ参加希望の方は、代表
者氏名・住所・電話番号・FAX番号及び申込者全員の
氏名を記載の上、兵庫医科大学病院 病院事務部管
理課へお申し込み下さい。（申込締切：11/10）
■申込方法
郵送（往復はがき）・TEL・FAX・E-MAILのいずれか
〒663-8501　西宮市武庫川町 1 番 1 号
兵庫医科大学病院 病院事務部管理課
TEL:0798-45-6611（直通）FAX:0798-45-6608
Email:kanrika@hyo-med.ac.jp

各セミナーへ参加希望の方はがん診療連携協議会
事務局へメールにてご連絡ください。
がん診療連携協議会事務局メールアドレス
jimukyoku@hyogo-ganshinryo.jp　

相談支援センターにおける「就職支援」「離職防止」に対する取り組み


