
　池脇　緩和ケアは終末期の患者さん
に関しての緩和ケア、それまではある
意味、がんと闘うというようなかたち
で、緩和というのは何となく負けてし
まったようなイメージを持っていたの
ですけれども、今は全く違うコンセプ
ト、概念と考えてよいのですか。
　林　緩和ケアは、がんをはじめとし
た命をおびやかす疾患による問題に直
面している患者さんと、その家族を対
象にしていると、WHOでも定義され
ていて、末期ではなく、早期から緩和
ケアがかかわることが大事だとされて
いるのです。昔ですと、先生がおっし
ゃったように、治療をある程度やって、
ある意味、闘い終わって、その後に緩
和ケアみたいなイメージでした。どち
らかを選ぶみたいなことでもあったと
思うのですけれども、今、どちらかを
選ぶという二者択一ではなくて、両方

同時にきちんと行ったらいいと思うの
です。
　治療も十分長くできるようになって
きました。分子標的薬とか免疫関係の
薬とかいろいろ出てきました。治療も
長くできるけれども、緩和ケアも早期
からできるようになってきて、どちら
かを選ぶのではなく、両者を並行して
きちんと患者さんに提供していく。も
しくは、患者さんもきちんとそれを受
けて、一番いい治療を一番いいQOLの
もとで、本人が望む生活をきちんと送
れるように支えるのが、すごく大事な
こととされているのです。
　池脇　いろいろ先進的ながん治療で、
がんが撲滅できるとなれば、ますます
緩和ケアというのは終末期ケアだろう
と考えがちですが、そういったがん治
療の進歩と同時に、緩和ケアというも
のも早期から一緒に併せてやっていく

ということですね。
　林　併せてやっていく、足並みそろ
えて一緒にやっていくのが大事だと思
っています。
　池脇　それは患者さんだけではなく
て家族も対象となるのですね。
　林　そうですね。患者さんが病気で
すごく辛い思いをされたりすると、そ
れにどうかかわったらいいのか、どう
支えていいのか、患者さんの家族もす
ごく悩まれます。また患者さんが大黒
柱だったとしたら、経済的な面の悩み
も出てきたり、物事を決める中心が患
者さんだったとしたら、家族にまとま
りがなくなってしまったりと、いろい
ろな問題が生じることがあります。
　中には、家族もがん患者さんだった
り、不安障害だとか、うつ病だとか、
いろいろな病気をお持ちの患者さんも
たくさんいらっしゃるのです。そうい
った方々にも、患者さんの病気を通し
て、病状に何らかの影響が出てくる。
それにも手を差し伸べながら、できる
だけ安心してお世話もできるようにし
ていく。そしてまた、その人自身の病
状も安定するようになど、そういうこ
とも大事にしています。
　池脇　がんは、日本では死因の第１
位ですし、男性でも女性でも、人生の
うち２人に１人はがんをどこかで抱え
るのですね。そういう意味では、珍し
い病気ではなくて、自分もどこかでが
んを患うかもしれないとなると、それ

に対してどう付き合っていくのか。そ
の中で緩和ケアというのは人ごとでは
ないですね。
　林　本当にそうだと思います。私も
この年代になって、同じような年代の
方が病気になって病院に来られたりと
か、また私の友人、知人の中でも、本
当に身近な方ががんになって相談に来
ることも多くなってきました。本当に
身近な病気だと思います。
　池脇　緩和ケアは、がん治療の一部
だということですね。実際にどのよう
にして緩和ケアを提供されているのか。
もちろん、先生のような、がん診療の
拠点病院のお立場もあれば、読者の先
生方の中にも、在宅で緩和ケアを行わ
れている先生もいらっしゃると思うの
ですけれども、先生方はチームという
かたちで進めていかれているのでしょ
うか。
　林　医師、これは身体症状と精神症
状を担当する医師、それと看護師、あ
と薬剤師、これらの者がチームをつく
って診療するのが、いわゆる緩和ケア
チームといいます。これは保険制度上
のもので、実際に患者さんをお世話す
るときにはもっと多くの職種の方がか
かわります。ソーシャルワーカーとか、
心理療法士の方とか、それこそ、うち
ですとキリスト教病院ですので、チャ
プレン、宗教を扱う方とか、いろいろ
な方がかかわって、チームで支えてい
くのです。

聖路加国際病院緩和ケア科部長
林　　章　敏

（聞き手　池脇克則）

　がん治療における緩和ケアについてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞

がん治療における緩和ケア
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　池脇　緩和ケアは終末期の患者さん
に関しての緩和ケア、それまではある
意味、がんと闘うというようなかたち
で、緩和というのは何となく負けてし
まったようなイメージを持っていたの
ですけれども、今は全く違うコンセプ
ト、概念と考えてよいのですか。
　林　緩和ケアは、がんをはじめとし
た命をおびやかす疾患による問題に直
面している患者さんと、その家族を対
象にしていると、WHOでも定義され
ていて、末期ではなく、早期から緩和
ケアがかかわることが大事だとされて
いるのです。昔ですと、先生がおっし
ゃったように、治療をある程度やって、
ある意味、闘い終わって、その後に緩
和ケアみたいなイメージでした。どち
らかを選ぶみたいなことでもあったと
思うのですけれども、今、どちらかを
選ぶという二者択一ではなくて、両方

同時にきちんと行ったらいいと思うの
です。
　治療も十分長くできるようになって
きました。分子標的薬とか免疫関係の
薬とかいろいろ出てきました。治療も
長くできるけれども、緩和ケアも早期
からできるようになってきて、どちら
かを選ぶのではなく、両者を並行して
きちんと患者さんに提供していく。も
しくは、患者さんもきちんとそれを受
けて、一番いい治療を一番いいQOLの
もとで、本人が望む生活をきちんと送
れるように支えるのが、すごく大事な
こととされているのです。
　池脇　いろいろ先進的ながん治療で、
がんが撲滅できるとなれば、ますます
緩和ケアというのは終末期ケアだろう
と考えがちですが、そういったがん治
療の進歩と同時に、緩和ケアというも
のも早期から一緒に併せてやっていく

ということですね。
　林　併せてやっていく、足並みそろ
えて一緒にやっていくのが大事だと思
っています。
　池脇　それは患者さんだけではなく
て家族も対象となるのですね。
　林　そうですね。患者さんが病気で
すごく辛い思いをされたりすると、そ
れにどうかかわったらいいのか、どう
支えていいのか、患者さんの家族もす
ごく悩まれます。また患者さんが大黒
柱だったとしたら、経済的な面の悩み
も出てきたり、物事を決める中心が患
者さんだったとしたら、家族にまとま
りがなくなってしまったりと、いろい
ろな問題が生じることがあります。
　中には、家族もがん患者さんだった
り、不安障害だとか、うつ病だとか、
いろいろな病気をお持ちの患者さんも
たくさんいらっしゃるのです。そうい
った方々にも、患者さんの病気を通し
て、病状に何らかの影響が出てくる。
それにも手を差し伸べながら、できる
だけ安心してお世話もできるようにし
ていく。そしてまた、その人自身の病
状も安定するようになど、そういうこ
とも大事にしています。
　池脇　がんは、日本では死因の第１
位ですし、男性でも女性でも、人生の
うち２人に１人はがんをどこかで抱え
るのですね。そういう意味では、珍し
い病気ではなくて、自分もどこかでが
んを患うかもしれないとなると、それ

に対してどう付き合っていくのか。そ
の中で緩和ケアというのは人ごとでは
ないですね。
　林　本当にそうだと思います。私も
この年代になって、同じような年代の
方が病気になって病院に来られたりと
か、また私の友人、知人の中でも、本
当に身近な方ががんになって相談に来
ることも多くなってきました。本当に
身近な病気だと思います。
　池脇　緩和ケアは、がん治療の一部
だということですね。実際にどのよう
にして緩和ケアを提供されているのか。
もちろん、先生のような、がん診療の
拠点病院のお立場もあれば、読者の先
生方の中にも、在宅で緩和ケアを行わ
れている先生もいらっしゃると思うの
ですけれども、先生方はチームという
かたちで進めていかれているのでしょ
うか。
　林　医師、これは身体症状と精神症
状を担当する医師、それと看護師、あ
と薬剤師、これらの者がチームをつく
って診療するのが、いわゆる緩和ケア
チームといいます。これは保険制度上
のもので、実際に患者さんをお世話す
るときにはもっと多くの職種の方がか
かわります。ソーシャルワーカーとか、
心理療法士の方とか、それこそ、うち
ですとキリスト教病院ですので、チャ
プレン、宗教を扱う方とか、いろいろ
な方がかかわって、チームで支えてい
くのです。

聖路加国際病院緩和ケア科部長
林　　章　敏

（聞き手　池脇克則）

　がん治療における緩和ケアについてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞

がん治療における緩和ケア
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　池脇　患者さん、あるいは家族によ
って、どの程度の職種の人たちが緩和
ケアにかかわるべきかを総合的に判断
するのは、先生方の役割なのでしょう
か。
　林　私たちが判断することもありま
すし、もっと身近な存在であるナース
が声をかける場合もあります。それは
その時々で、その方が抱える問題に応
じて、それに詳しい人を紹介していく
かたちがいいと思います。
　池脇　むしろチームを構成する人た
ちが上下関係ではなくて対等の立場で、
みんなが同じように患者さんを囲むよ
うなかたちで、その患者さん、家族に
とって一番いいケアを提供する、そう
いう考え方でしょうか。
　林　そうですね。
　池脇　そうすると、そういう患者さ
んが来られたときには、いろいろな方
たちが患者さんに接して、チームとし
てどういうかたちで進めていくか。い
ろいろと話をしながら、議論しながら
なのでしょうか。
　林　実際にミーティングをすごく大
事にしているのです。緩和ケア病棟で
すと、毎日、お昼の30分間ぐらいは病
棟の患者さん方のためのミーティング
を行っています。ドクターとナースの
ミーティングも毎朝やっていたり、ミ
ーティングで互いの意思疎通を図った
り、ニーズをみんなで把握して評価し
て、どう対処したらいいかをみんなで

話し合って決めているのです。
　池脇　実際にがんそのものに対して
治療する腫瘍内科の先生、あるいは外
科の先生、こういう人たちも、常時で
はなくても、かかわりを持たれている
のでしょうか。
　林　私たちもそれぞれの診療科の先
生方のミーティングに参加するのです。
オンコロジストの先生、消化器外科の
先生とか、いろいろな診療科のミーテ
ィングがありますが、そこに私たちも
参加して、治療のときからかかわるよ
うにしています。そしてまた、紹介で
いらした患者さんに関しては、紹介い
ただいた先生方も私たちのミーティン
グに参加して、互いに行き来しながら
情報共有をしています。
　池脇　病院の文化として、がんケア
と緩和ケアが十分根づいているような
感じがしますね。
　林　ありがたいですね。理解してい
ただいている感じがします。
　池脇　患者さんは、緩和ケア病棟で
しょうか、そういったところに入院さ
れて、また自宅に戻られるような方も
いるのでしょうか。
　林　けっこういらっしゃいます。多
少変動はありますけれども、３～４割
の方は自宅に帰られます。その後、私
たちの外来に来られる方もいますけれ
ども、自宅近くの開業医の先生方が往
診に行ってくださって、その先生方が
普段の診療をしてくださる。そしてま

た入院が必要になれば、私たちに連絡
いただくとか、そういった連携をする
場合も数多くあります。
　池脇　臨床実地の先生方がかかわれ
るところは、たぶんそこになるのでし
ょうか。
　林　そうですね。
　池脇　これは特に何か資格とかそう
いったものは必要なのですか。
　林　資格は特にないのですけれども、
それぞれのがん診療連携拠点病院で今、
緩和ケアの基本的な研修会を開いてい
るのです。そこに参加されると、それ
が資格といいますか、保険診療上もプ
ラスになるような条件になっています。
そういった研修会に参加されて、痛み
の緩和や、精神的な対応を習得される
のはすごくプラスになると思います。
　池脇　資格とまではいかなくても、
緩和ケアというものに関しての効率的
な見方は幾つかあるから、それを研修
というかたちで勉強して、臨床実地し
ていただく。これは複数回受けるよう
な研修ですか。
　林　２日間にわたって受ける研修で
す。東京都の場合は２日間連続でとい
うのが決まっていて、もしくは２日間
別々の日であったとしても、同じとこ
ろで受けなければいけなかったりしま

す。ただ、都道府県によっては単位型
といって、それぞれの単位を別のとこ
ろで受けても大丈夫なところもあるの
ですけれども、それは各都道府県によ
って違うので、確かめていただく必要
があるかと思います。
　池脇　そういったものにかかわって
こられなかった方も、こういう話を聞
いて、お役に立てたらという先生方も
いらっしゃると思うのですけれども。
　林　本当にありがたいですね。
　池脇　そういう方は、まずどこにコ
ンタクトを取ったらいいのでしょうか。
　林　それぞれの地域のがん診療連携
拠点病院にまず連絡していただくと、
必ず年に１回は研修会を開いています
ので、そこへコンタクトを取られるの
が一番早いかと思います。
　池脇　今は、以前に比べると、そう
いった緩和ケアの臨床実地の先生も含
めた大きな意味でのケアチームという
のは進んでいるのでしょうか。
　林　地域も含めたチームということ
で、決して一病院で完結しない。地域
で完結していく。そんなチームの働き
になっています。
　池脇　素晴らしいシステムですね。
ありがとうございました。
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　池脇　患者さん、あるいは家族によ
って、どの程度の職種の人たちが緩和
ケアにかかわるべきかを総合的に判断
するのは、先生方の役割なのでしょう
か。
　林　私たちが判断することもありま
すし、もっと身近な存在であるナース
が声をかける場合もあります。それは
その時々で、その方が抱える問題に応
じて、それに詳しい人を紹介していく
かたちがいいと思います。
　池脇　むしろチームを構成する人た
ちが上下関係ではなくて対等の立場で、
みんなが同じように患者さんを囲むよ
うなかたちで、その患者さん、家族に
とって一番いいケアを提供する、そう
いう考え方でしょうか。
　林　そうですね。
　池脇　そうすると、そういう患者さ
んが来られたときには、いろいろな方
たちが患者さんに接して、チームとし
てどういうかたちで進めていくか。い
ろいろと話をしながら、議論しながら
なのでしょうか。
　林　実際にミーティングをすごく大
事にしているのです。緩和ケア病棟で
すと、毎日、お昼の30分間ぐらいは病
棟の患者さん方のためのミーティング
を行っています。ドクターとナースの
ミーティングも毎朝やっていたり、ミ
ーティングで互いの意思疎通を図った
り、ニーズをみんなで把握して評価し
て、どう対処したらいいかをみんなで

話し合って決めているのです。
　池脇　実際にがんそのものに対して
治療する腫瘍内科の先生、あるいは外
科の先生、こういう人たちも、常時で
はなくても、かかわりを持たれている
のでしょうか。
　林　私たちもそれぞれの診療科の先
生方のミーティングに参加するのです。
オンコロジストの先生、消化器外科の
先生とか、いろいろな診療科のミーテ
ィングがありますが、そこに私たちも
参加して、治療のときからかかわるよ
うにしています。そしてまた、紹介で
いらした患者さんに関しては、紹介い
ただいた先生方も私たちのミーティン
グに参加して、互いに行き来しながら
情報共有をしています。
　池脇　病院の文化として、がんケア
と緩和ケアが十分根づいているような
感じがしますね。
　林　ありがたいですね。理解してい
ただいている感じがします。
　池脇　患者さんは、緩和ケア病棟で
しょうか、そういったところに入院さ
れて、また自宅に戻られるような方も
いるのでしょうか。
　林　けっこういらっしゃいます。多
少変動はありますけれども、３～４割
の方は自宅に帰られます。その後、私
たちの外来に来られる方もいますけれ
ども、自宅近くの開業医の先生方が往
診に行ってくださって、その先生方が
普段の診療をしてくださる。そしてま

た入院が必要になれば、私たちに連絡
いただくとか、そういった連携をする
場合も数多くあります。
　池脇　臨床実地の先生方がかかわれ
るところは、たぶんそこになるのでし
ょうか。
　林　そうですね。
　池脇　これは特に何か資格とかそう
いったものは必要なのですか。
　林　資格は特にないのですけれども、
それぞれのがん診療連携拠点病院で今、
緩和ケアの基本的な研修会を開いてい
るのです。そこに参加されると、それ
が資格といいますか、保険診療上もプ
ラスになるような条件になっています。
そういった研修会に参加されて、痛み
の緩和や、精神的な対応を習得される
のはすごくプラスになると思います。
　池脇　資格とまではいかなくても、
緩和ケアというものに関しての効率的
な見方は幾つかあるから、それを研修
というかたちで勉強して、臨床実地し
ていただく。これは複数回受けるよう
な研修ですか。
　林　２日間にわたって受ける研修で
す。東京都の場合は２日間連続でとい
うのが決まっていて、もしくは２日間
別々の日であったとしても、同じとこ
ろで受けなければいけなかったりしま

す。ただ、都道府県によっては単位型
といって、それぞれの単位を別のとこ
ろで受けても大丈夫なところもあるの
ですけれども、それは各都道府県によ
って違うので、確かめていただく必要
があるかと思います。
　池脇　そういったものにかかわって
こられなかった方も、こういう話を聞
いて、お役に立てたらという先生方も
いらっしゃると思うのですけれども。
　林　本当にありがたいですね。
　池脇　そういう方は、まずどこにコ
ンタクトを取ったらいいのでしょうか。
　林　それぞれの地域のがん診療連携
拠点病院にまず連絡していただくと、
必ず年に１回は研修会を開いています
ので、そこへコンタクトを取られるの
が一番早いかと思います。
　池脇　今は、以前に比べると、そう
いった緩和ケアの臨床実地の先生も含
めた大きな意味でのケアチームという
のは進んでいるのでしょうか。
　林　地域も含めたチームということ
で、決して一病院で完結しない。地域
で完結していく。そんなチームの働き
になっています。
　池脇　素晴らしいシステムですね。
ありがとうございました。
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