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１.	 本年度の研究成果	 	 

	 課題の「バリア」を以下の３点と規定し、解決に向けた研究を継続した。３点とは、

がん治療遂行途上からの緩和医療学的介入の未熟性、在宅緩和ケア遂行の困難性、そし

て、在宅緩和ケアの優位性に関しての一般市民への啓発不足、である。	 

	 

（1）がん治療遂行途上からの緩和医療学的介入などがん治療施設側の改革について	 	 

がん治療施行側施設の必須要項としては、早期からの緩和医療学的介入、連携システ

ムの構築、バックアップ病床の確保、の３点であり、当センターにおいては、下記「サ

ポーティブケアセンター」構想のもと、早期からの介入態勢、および在宅連携の良質化

に向けた活動を遂行中であり、また緩和ケア病棟をバックアップ病床と規定している。	 

一般病棟から在宅移行後のバックアップ病床関連について補足すると、緩和ケア病棟

入院例のうち、一般病棟からの転棟・転院・再入院を除いての入院例は、昨年は 202 例

でうち 90 例（44.6％）が在宅訪問診療態勢からの入院であったが、本年（2011/1/1～

10/31）は、158 例中 88 例（55.7％）であり、院内緩和ケア病棟をバックアップ病床と

する体制の順調な推移が窺われ、それに支えられた在宅緩和ケアの易遂行性への寄与が

具体化していると判断された。	 

	 

（2）在宅緩和ケアの易遂行性について	 

在宅緩和ケアの普遍化（地域一般在宅医支援）を目的としたツールとして考案された

地域連携パス（千葉県がんセンター方式）は、約１年を経過して、登録症例が現在 79

例、参画施設は、A 施設（説明は下段の前年度分参照）：2、B 施設：18、C 施設：23、

となった。79 例の転帰は、在宅死：40 例、入院死：26 例（その 88.5％は予定のバック

ベッド登録施設への入院）、現在在宅訪問診療継続中：12 例、現在入院中：2 例で、死

亡例の在宅死率は、60.6％（40/66）となっている。緊急時受け入れ施設（十分な緩和

ケアが提供可能であることを条件として）の複数化を今年度の目標とし、実現した。	 

藤田（分担研究）は、病院から地域、医療から介護へのスムースな移行におけるバリ

アの分析を企図して、「末期がん患者に対する介護保険サービスの提供」に関して介護

保険者（全国各市町村）が回答するかたちの調査（郵送法）を行い、そのまとめとして、

「末期」の言葉の患者への影響、その定義、主治医意見書の遅れや審査会の遅れ、患者

と家族への啓発不足、主治医意見書の記載の不備、など問題点が指摘され、医療の部分

のバリアが多いことがわかった、と結論した。以上は「がん対策推進協議会

（2011/10/20）」にて報告された。	 

	 

（3）在宅緩和ケアの優位性に関しての一般市民への啓発について	 



 
 
一般市民（患者・家族）への広報に関しては、公開講座開催やリーフレット・パンフ

レットの作成が、行政（健康福祉センター）や支援団体、および、在宅緩和ケア支援セ

ンター（千葉県がんセンター内に併置）において経年的に遂行されている。また適宜ア

ンケート調査も組み込まれ、今後の啓蒙活動への示唆が得られている。本活動は引き続

き継続される予定である。在宅緩和ケア支援センターの活動は、院内の、相談支援・ピ

アサポート・ボランティア活動などの他諸部門との有機的な連携を企図して、前年度発

足した「心と体・総合支援センター」活動のなかに組み込まれた。	 

	 

２．	 前年度の研究成果	 

千葉県がんセンターにおいては、患者側の様々な苦悩をスクリーニングしまたトリア

ージする機能を持った看護外来や、在宅支援部門も包含した「サポーティブケアセンタ

ー」構想が具体化し、活動が継続されている。	 

次に、在宅緩和ケアの易遂行性の追求に関しては、全県的な「在宅医懇話会」が組織

化され、より専門的な在宅緩和ケアが提供される態勢の構築を進めたが、在宅担当医の

底辺の広がりへの寄与が不十分と判断されたため、在宅緩和ケア関与事例の経験の少な

い診療所医師へのサポートを目的として、パス（パス名：在宅緩和ケア地域連携クリテ

ィカルパス）構築を企図し、具体化した。一事例に対して、A（緊急時受け入れ病床を

有する施設、適切な緩和ケアが提供できることが条件）、B（在宅担当医）、C（訪問看護

ステーション）の三つの施設・団体間で取り交わされるパスで、連携システムを視覚化

（専門病院による地域の在宅医および訪問看護への支援を明記）することや、在宅医と

訪問看護師によるチーム医療の明確化を図り、また緊急時受け入れ病床の確保も担保す

るなど、がん治療側と在宅側の相互支援を具体化させることを目的としている。緩和医

療を提供する際の共通の認識に関しては、日本医師会編の「がん緩和ケアガイドブック

（2008 年版）」を理解した上での参画としており、さらに連携中の各種相談への支援も

適宜行われる。	 

一般市民への啓発・広報・相談業務に関して、当施設内においては、従来、独立して

活動してきている「サポーティブケアセンター」、「相談支援室（拠点病院構想）」に加

え、前年度から開始された事業である「在宅緩和ケア支援センター」などの部門が存在

するが、前年度からこれら患者・家族・一般市民への支援を統括する体制へと改革し、

また新たにボランテイアセンターを加え、統括的組織名：「心と体総合支援センター」

として活動を開始した。	 

	 

３．	 研究成果の意義及び今後の発展性	 

千葉市およびその周辺地域においては、緩和医療期患者の在宅移行のシステムは順調

に進化していると判断されるが、問題は、在宅緩和ケアを担当する医師・看護師の絶対

数の不足であり、在宅緩和ケアの易遂行性を企図したシステム造りが引き続き課題とな

っている。上記連携パスの良質化・拡大化のための研究を主軸として、継続して取り組

んでいくとともに、また在宅緩和ケアそのものの質の高さの追求も重要と考えている。	 

	 



 
 
４．倫理面への配慮	 	 

	 本研究の内容は，最終的には新たなシステムの構築を目的としており，倫理面におけ

る逸脱の危惧は必要ないものと考えている。研究の途上において一部において事例検討

的研究がなされる可能性があるが，個人を特定できないことに十分な配慮を持って遂行

する。	 
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