医 療 新 時 代

地域医療連携の
連携調整の困難克服に向けた取り組み
〜緩和ケアチームの地域医療連携を例に〜
兵庫県立がんセンター
麻酔科部長・緩和ケア内科部長
地域医療連携部長・緩和ケアセンター次長

池垣淳一

< 略歴 >
1982年群馬大学医学部卒業。1982 年神戸大学医学部麻酔科学教室入局。
1995年４月兵庫県立成人病センター（現 兵庫県立がんセンター）。
現在、同センター麻酔科部長・緩和ケア内科部長・地域医療連携部長・緩和ケ
アセンター次長。
日本ペインクリニック学会専門医、日本麻酔科学会指導医。

緩和ケアチームが
アウトリーチ活動を始める
兵庫県立がんセンターは神戸市の西に隣接する人口約30

近隣病院の持ち回り方式で、がんセンター以外の場所で行
い、そこへ医師、看護師、薬剤師、理学療法士などの医療
スタッフ、30 ～ 40 名が参加した。会の内容は当センター
の緩和ケアチームが企画した。

万人の明石市にある
（図１）
。都道府県がん診療連携拠点病

勉強会を 3 回行ったところで、連携に関する問題点につ

院であるが、明石市を含む 3 市 2 町からなる東播磨医療圏

いてグループワークを行った。抽出された問題点は受け入

の地域がん診療連携拠点病院を兼ねている。

れ病院側、がん治療病院側の問題だけではなく、患者さん、

2008 年当時、当センターは緩和ケア病棟をもたないがん

家族の思いに関するものなど様々であった。

専門病院で、院内の看取りは少ない状況であるうえ、周囲

「がんが治療できない状態であることの告知が十分にさ

20 km にも緩和ケア病棟がなかった。抗がん治療ができな

れていない」あるいは「告知されていても抗がん剤治療が

くなった患者さんの療養は地域の病院へお願いしていたが、

できないことが理解されていない」ために「体調がよく

そこでの緩和ケア提供の状況は全く不明で、特に緩和ケア

なったらまた抗がん剤を続けられると思いながら亡くなっ

チームが介入していた患者さんがどのようなケアを受けて

ていく患者さんが多くいる」などの意見が出され、治療

いるのか、また、どのような困難があるのかという疑問も

病院側での患者さんへの説明の仕方が大きな課題であるこ

あり、緩和ケアチームがアウトリーチ活動を始めることに

とがわかった。また、
「患者さんには見捨てられ感がある」
「大病院志向がある」
「地域病院の看護体制が 7 対 1 でな

した。

く、マンパワーがないため、がんセンターとは同様な看護

近隣の病院との緩和ケア勉強会

ができない」という現状がある。さらに、悪くなる患者さ
んの症状コントロールはどこで行っても同じであるにもか

緩和ケアの連携は十分な診療情報を送ったつもりでもう

かわらず、精一杯対応しても、
「がんセンターだったらこ

まくいかないことがしばしばであった。そのため、緩和ケ

んなことにはならなかった」と家族から言われ、地域病院

アについての勉強会を行い、併せて相手のニーズを探索し

のスタッフがつらい思いをしていることもわかった。その

た。緩和ケア勉強会の参加施設は明石市医師会を通じ手挙

ようなケースでは振り返りをし、
「間違った対応はしてい

げ方式で募集し、近隣の 4 つの民間病院から始めること

ない」と確認していく作業を行っていった。

とした（図 2 ）
。
勉強会を行う会場は参加者のアウェイ感をなくすために、

4

medical forum CHUGAI Vol. 19 No. 5 2015

さらに、連携を円滑にするためには、患者さんと転院先
スタッフとの新しい人間関係を作りやすくするための情報
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図１ 兵庫県立がんセンターの外観

入院先を決めておくことにより患者さん、家族、在宅医の
地域の複数の病院とまずは共通の知識を

危機感が軽減され、安心して家で過ごすことができる。一
方、在宅医によっても様々な考え方があり、一様ではない
ことも次第にわかってきた。このような在宅医の個性を
理解したうえでの退院調整は、その後の円滑な連携につな
がった。
緩和ケアチーム側の在宅療養に関する理解が深まったの
で、実践を促進することとなった。

かかりつけ医が行う
在宅療養の推進
兵庫県医師会から「いわゆる12 時間以上のPEACE* 研
修会でなく、もっと短いプログラムでできないか」
、また、
「がん診療連携拠点病院には、在宅を専門とする医師との
連携でなく、かかりつけ医が在宅での看取りをできるよう
図 2 近隣の4つの民間病院との緩和ケア勉強会から開始

なシステム、連携パスを作って欲しい」との要望があっ
た。そこで、兵庫県がん診療連携協議会の緩和医療部会の

も必要であることがわかった。

活動として、緩和ケアチームが診療所の医師に３時間程度
で講義できるような内容のプログラムを作成した（図 3 ）
。

在宅療養のノウハウをチャージする

テーマは、
「2025 年問題について」
「痛み」
「呼吸困難」
「悪
心嘔吐」
「せん妄」
「コミュニケーション」などである。

並行して進めていったのは、在宅療養の推進である。円

当センターでは、このプログラムによる研修会を近隣医

滑な連携を目指すためには、病院の緩和ケアチームが在宅

師会にお願いし、関係性の構築も目的とし、少人数で行っ

医療を知らなければ始まらない。在宅医の集まる会に参

た。在宅医から仕入れた知識を元に、
「勤務医の私が在宅

加し、また実際の訪問診療に同行し、訪問看護師との協働

医療を始めるとしたらこんな準備をしますが、いかがです

や在宅での管理方法、家族支援の仕方を学んだ。診療報酬、

か」というような問いかけをしながら、双方向性の講義を

介護保険、医療材料などについても把握しておく必要がある。

進めた。１回に 2 ～ 4 人の参加者で、現在までに 7 回行っ

病院として在宅医をどのように支援すればよいかもわ
かってきた。入院するしないにかかわらず、必要時の入院
先を決めておくことは重要である。医療的であれ、介護的
であれ、在宅療養破綻の可能性はゼロではない。必要時の

＊ PEACE（Palliative care Emphasis program on symptom management
and Assessment for Continuous medical Education）：日本緩和医療学
会が厚生労働省科学研究費補助金がん臨床研究事業木澤班および日本サ
イコオンコロジー学会の協力を得て作成した「症状の評価とマネジメン
トを中心とした緩和ケアのための医師の継続教育プログラム」
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3時間の緩和ケアプログラム
“ M7 ”
①緩和ケアと地域連携
②痛み

かかりつけ医に配布している緩和ケアのマニュアル

・少人数で開催
・7 回開催 20名修了

A 4 判“１枚”の緩和ケアマニュアル。
両面印刷し、4 つ折りにすると 8 ページの
小冊子ができる。

③その他の身体症状
（呼吸困難、吃逆、悪心）
④不眠・せん妄
⑤輸液・口渇・鎮静
⑥コミュニケーション
⑦家族ケア：看取り時の対応、
グリーフケア
＊＊７つのモジュールという意味。

図 3 診療所医師に対する緩和ケアプログラム

た。その後に連携する際には、かかりつけ医と気軽に電話
ができるようになった。
かかりつけ医が終末期のがん患者さんを担当するのは１
年に数人かもしれないので、よく勉強されている方でも緩
和ケアで使う薬などは忘れてしまっていることもあり、ま
た緩和ケアにおいては様々な悪くなる病態に対応しなけれ
ばいけないので、誰か相談相手がいると助かるとのことで
あった。院内では医師同士が気軽な相談もできるが、かか
りつけ医に対しても同様な支援をしていく必要がある。
このプログラムは市内のすべての訪問看護ステーション
に対しても行い、医師と共通認識をもてるようにした。

地域支援型の緊急緩和ケア病床
2012 年から当センターでは、緩和ケア病床を開設した。
4 床だけで、院内患者の看取りの場としては利用していな
い。在宅療養支援の推進が目的で、抗がん治療ができな

各ページの下欄に
相談窓口の連絡先
を記載している。

くなった患者さんで、終末期を家で過ごしたい患者さんが
困ったら入院するところという取り決めで運営している。
入院依頼は、訪問診療をするかかりつけ医にゲートキー
パーとなっていただき、かかりつけ医の入院要請には必ず
対応している。患者さんは緩和ケア病床の面談を受け、登
録制とし、かかりつけ医にその旨を伝える診療情報提供
書には、いつでも相談、問い合わせができるように携帯
電話番号を案内している。また、A 4 判１枚に両面印刷し
た紙を折りたたむと8 ページの冊子になる緩和ケアに関す
る「かんいマニュアル」を作成し配布している（図 4 ）
。各
ページの下欄には、相談窓口の連絡先を記載していて、内
容よりも名刺替わりとしての利用を狙っている。
かかりつけ医との関係性ができてくると、登録以外の患
者さんについてもコントロール困難な症例の相談をされる
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図4

折りたたむと8ページの冊子になる「緩和ケアマニュアル」
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緩和ケア連携に必要な基本的事項
このたび、兵庫県がん診療連携協議会では、在宅療養中のがんの患者さんやご家族が、出来る限り苦痛を少なく過ごして
いただくために、医療・福祉関係者が目指すべき、
「緩和ケア連携に必要な基本的事項」を策定いたしました。

情報提供
①がん治療を行った病院は、緩和ケアに必要な診療情報を、地域の医療関係者等へ提供するよう努める。
・がん病変の存在部位、全身の骨転移、胸水などの病変を示した図など
・予後の予想、今後起こりうることなど
・ご本人のご希望・認識などの情報など

相談
②がん治療を行った病院は、在宅で療養する患者さんやご家族へ、治療・療養に関する困りごとなどについて、まず身近なか
かりつけ医に相談するよう促す。
③かかりつけ医は、がん患者さんやご家族から療養上の相談を受けた場合には、丁寧に対応するよう努める。

技術支援
④かかりつけ医は、緩和ケアを実施中に、相談することができる緩和ケアの専門家等、他の医師からの支援体制を持つ。

オピオイド
⑤在宅で緩和ケアを行うかかりつけ医は、緩和ケアに必要な医療用麻薬（オピオイド）を使用できるように努める。

入院支援
⑥在宅での緩和ケアが困難になった場合には、患者さんが入院可能な体制がある。
・入院が可能な病院名と、連絡先を明らかにしておく（書式は自由）
。
図 5 兵庫県医師会と兵庫県がん診療連携協議会によって作成された「緩和ケア連携に必要な基本的事項」

医師会で図 5 に掲げる項目を連携の指標とすべく決定し
連携先によって支援の必要度は異なる

た。在宅医療推進には、程度の差はあるものの、入院支援
と技術支援が必要なので（図 6 ）
、これを明記した。合意を
いただいた明石市医師会には、
「緩和ケア連携に必要な基

かかりつけ医

在宅療養
支援
診療所

在宅医療に
特化した
診療所

本的事項」をホームページに掲載してもらっている。
必要時
入院支援

緩和ケア技術支援
図6

在宅医療推進に向けた支援

2025 年問題へ向けて
この地域における後期高齢者は 2025 年には 80％増が予
測されている***。今後は病床数が増えないとされ、今と同
じ入院状況が続くと、医療機関だけの対応では破綻が明ら
かである。医療必要度の低い患者さんであれば介護施設に
おいても受け入れられるような整備をしておかないと、あ
らゆる病院で退院できない患者さんで溢れかえり、治療病

ようになった。また入院要請があれば、対応するようにし

院の機能にも影響が出てくることが懸念される。2025年問

ている。

題は津波のように突然現れるとも言われているので、今か
ら準備が必要である。

緩和ケア連携に必要な基本的事項

我々は今、多職種間で緩和ケアに関する基本的な知
識と患者さんの辛さに共感することの大切さについて

兵庫県医師会の要請で緩和ケアの連携パス作成の検討、

学び、共通認識を持ち始めたところである。今後、お

試行を行ってきたが、結局使いやすいものはできなかった。

互いの職域を意識しつつ、重なり合うようなかかわり方

とりあえず、緩和ケアの連携を推進するためには、医師間
での共通認識が必要なので、がん診療連携協議会と兵庫県

“ Interprofession”での連携協働体制を目指している。
＊＊＊ 出典：国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」
（2013年３月
推計）中の東播磨医療圏における推計
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