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緩和ケアの変遷と将来

抄　録

緩和ケアは，古くからホスピスとして行われてきた。地域によって，多少の解釈の違いはあるが基本は，苦
しんでいる人々に，より良い生活の質を提供することにある。WHOが緩和ケアの定義を唱えて以来，各種の苦
しみを消失させ緩和させる技術を試みている。以前は，延命に繋がるとして抗がん剤による医療を疑問視して
きたが，今日では，手術，抗がん剤治療，放射線治療で新たな苦痛を増大しないならば，がんによる苦痛の緩
和に用いることが試みられている。同時に，傾聴などの古くからの方法が有効なケアを提供することは言うま
でもない。出来るだけ在宅で残された毎日を過ごしたいとする意見が 60 ％以上あり，その中で 10 ％近くが自
宅で看取られたいと望んでいると厚生労働省の調査で報告されている。しかし，以前は自宅で看取られていた
が 1977 年を境にしてそれが減少し，現在は病院で最後を迎える人が 80 ％を越す。多くの人々が，最後の時間
を住み慣れた場所と親しい人々に接しながら過ごしたいと望んでいる。この事実を実現できる方法として，在
宅緩和ケアが必要である。緩和ケアの考えかたの変遷と在宅緩和ケアを望む将来について，緒家の意見を参考
にしながら考察した。
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1 はじめに

緩和ケアは，ホスピスケアから始まった。古代のホ
スピスは，病にたおれた巡礼者を介護したことから始
まったとされている。現代ホスピスは，創始者である
シシリー・ソーンダース女史が創設したホスピスから
始まったと言えるだろう。苦痛を医学的に緩和するこ
とを目的とする一方で，マザー・テレサの「死を待つ
人の家」活動は，宗教活動で死にいく人の苦痛を全て
開放するものであるとされている。我々は，緩和ケア
を論ずる時，古くから行われきたケアの行為から多少
の解釈の違いはあるが，緩和ケアは病んだ人に対する
人間性から出た自然な行為であることに異論はない。
実際，がんなどの残った人生に配慮させられる疾病に
おいて緩和ケアが当初から論じられてきた。
諸外国では，緩和ケアはあらゆる終末期に適用され

ている。現在の日本において，緩和ケアに対する診療
報酬の条件は，がんと AIDSに限定されている。しか
し，これからは，認知症など完治が望めない疾病罹患
者を緩和ケア対象者として扱わなければいけない。全
人的な痛みに対する緩和ケアは，がん患者に対するも
のと非がん患者に対するものの間では，身体的痛みへ
のケア以外に大きな違いがない。死を前にして，緩和
ケアをいかに受け入れるか，それを整理するためにこ
の文を起こした。

2 WHOの緩和ケア解釈

当初，WHOは緩和ケアを治療に反応しなくなった
疾病を持つ患者が，死を早めることなくまた死をいた
ずらに延長することなく痛みをはじめとする全人的痛
みに対して積極的なケアを行い，患者と家族に出来る
限り最大限の QOLを実現することを最終目標とする
ものであった。

Palliative care is the active total care of patients whose

disease is not responsive to curative treatment. Control of

pain, of other symptoms, and of psychological, social and

spiritual problems is paramount. The goal of palliative care

is achievement of the best possible quality of life for

patients and their families. Many aspects of palliative care

are also applicable earlier in the course of the illness, in

conjunction with anticancer treatment. （1989）
その後，WHOは緩和ケアの定義を改定し，生命を

脅かす疾病の診断がついた患者と家族に，当初から全
人的な苦痛をケアすることとした。

Palliative care is an approach that improves the quality

of life of patients and their families facing the problem

associated with life-threatening illness, through the preven-

tion and relief of suffering by means of early identification

and impeccable assessment and treatment of pain and other

problems, physical, psychosocial and spiritual.（2002）1）

ここで重要なことは，1989 年の定義「治癒不能な
状態の患者および家族に対して行われるケア」が，
2002 年には「生命を脅かす疾病の早期から緩和ケア
を提供すること」としていることである。緩和医療を，
病気によってもたらされる問題に対応する医療と定義
づけている。そのために，結果的には延命治療につな
がる化学療法，放射線療法も行うことになる。

3 緩和ケアとは

緩和ケアとは，我々がWHOの定義にそって，残さ
れた自分の生命の時間を自覚させられる疾患に罹患し
た患者に，告知された時から起こる彼らの全人的痛み
に対して，身体的，心理的，社会的，スピリチュアル
な対応で，患者と家族に最善の QOLを提供すること
にある。同時に，緩和医療によって苦痛から解放する
が，残された自然な時間を故意に短縮したり，無意味
に延長したりはしない。緩和ケアによって，患者自身
が死を迎えるまでの人生の意味を高く認知し，積極的
にその時間を過ごせるようにすると共に，家族が患者
の残された時間の意味や患者の死後の生活に適応でき
るように援助する。
悪性新生物（がん）は，生命の長さを自覚させられ

る疾患であることから，がんの診断告知から緩和ケア
が始まる。がんの診断・治療が進歩した今日，5年平
均生存率が 6割を超えるほどになった。このような状
況では，告知の意味が，従来のがんの診断を告げる意
味より，治療に反応しなくなった状態を告知すること
を指すようになった。この意味から，告知はがんだけ
に止まらず，心疾患，脳血管疾患，認知症などに広く
適応されることになった。
適応疾患の拡大が理解されるようになると，手法に

も変化が見える。先に，緩和ケアは残された時間を積
極的に短くも長くもしないとしてきたが，化学療法，
放射線療法，手術療法治療の技術が緩和ケアに用いら
れ，結果的に延命につながっている。一方では，我々
に到底受け入れられない作為である安楽死などを容認
するかのような法律が立法される地域が見られるよう
になった。
緩和ケアには，医師・看護師などの専門職やケアの

ためのボランティアなどの様々な職種が係わり，患者
とその家族のよりよい QOLを求めてチームアプロー
チが行われる。療養の過程に良い影響を与えるために
は，早い段階から緩和ケアを適用する。常に，行われ
る医療行為による利益とそのことによる QOL侵害を
比較評価することは，医療行為の合併症をより良く理
解し，緩和ケアを含めて医療行為を高めることであ
る。
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4 緩和ケアとがん治療

緩和ケアを行っていくなかで，緩和医療は，主に身
体的な強い訴えを解決する医療で，かつては無意味な
延命のためだけのがん治療とされていたものもある。
今日，生活の質（QOL）を出来るだけ高く保つこと
が目的で，結果として延命につなげることができる医
療となる場合もある。

4.1 緩和的外科治療

緩和ケアに外科治療の安全で有効な方法の報告が多
数ある。本来，緩和的手術は出血，消化管狭窄とそれ
による低栄養の切迫した症状を改善するために行う。
症状の改善効果が高く安全な術式である必要がある。
悪性疾患の終末期に多くみられるがん性心膜炎に対し
て，宮内らが剣状突起下アプローチによる心膜部分切
除を行って，低侵襲でがん末期患者の生活の質の向上
に有効であるとしている 2）。具体的に死亡までの時間
を予想することは困難であるが，がん性心膜炎による
心嚢水の貯留した心タンポナーデが原因となる呼吸困
難は，生命予後を著しく悪くする。
腹部外科領域のみならず婦人科領域でもっとも

QOLを損なう器質的疾患は，がん性腹膜炎による消
化管閉塞で，かつては無処置が推奨される終末期にあ
る状態であった。胃管やイレウス管による減圧治療が，
閉塞症状や疼痛緩和のために行われることが多かっ
た。加藤らは，これらの症例へ積極的に消化管吻合術，
内視鏡下の胃瘻造設術を行うことを推奨している。手
術のために入院が必要となるが，経鼻胃管による栄養
補給や消化管減圧処置などの非手術例と比較して生存
期間の延長が認められると報告している 3）。
このように，安全な術式であれば外科的処置は，緩

和医療にあって決して否定されるものではないと言え
る。しかし，手術が著しく困難であったり，生理的ル
ートの確保が難しいなどの症例選別が必要である。緩
和ケアによって積極的に延命を目指さないというので
あれば別であるが，患者と十分に相談のうえ施行され
るのであれば，推奨される方法と言える 4）。

4.2 緩和的化学療法

従来のがん化学療法は，残念ながら治癒までなかな
か望めなかった。そのなかで，再発を繰り返し治癒の
見込みがなくなっても抗がん剤の使用により一時的に
普通の生活ができるようになることでもあれば，患者
の意思より家族の思いに重きが置かれるが，死が迫っ
た時期においてもエビデンスに乏しい抗がん剤の多剤
大量療法や放射線治療，肝細胞移植や延命治療が続け
られることも少なくないなど，かなり EBMの概念か
ら離れた化学療法が従来行われてきた。その結果，意
味のない治療を拒否して尊厳死を望むことになった。

緩和医療の中で化学療法は異質のものと捉えられてい
た。
しかし，強い副作用に耐えながら受けた化学療法の

成果が満足のいかないものであったが，次第に副作用
をコントロールする技術が進歩すると共に成果があげ
られるようになった。それと共に，がん休眠療法，天
寿がんなどの考え方が唱えられ，方法論としてメトロ
ノミック療法などが考えられた 5）6）。メトロノミック
療法は，低用量の経口抗がん剤を絶え間なく服用し，
その他の症状緩和療法と共に行われた。その結果，治
癒には至らないが，延命効果が得られることがわかっ
てきた 7）。
分子標的治療薬の開発が進み，がん組織のみを攻撃

して副作用のない理想通りの薬剤の登場が実現するか
もしれない。これらの薬剤をテーラーメイドのスケジ
ュールで投与することが出来るようになれば，がん治
療は完成する。しかし，現実は間質性肺炎などの予想
されていない新たな副作用を惹起するなど，多くのな
ぞの部分が含まれていることに注意が必要である。

4.3 緩和的放射線治療

症状はあるが行動の制限が強くない場合，以前は放
射線治療を受けるために入院が必要であったが，現在
では通院可能な距離内に放射線治療施設があれば，外
来で緩和医療を受けることが可能である。筆者は，
2000 年 6 月から，本学附属診療所の外来で，広島県
三原市在住の患者を中心に放射線治療を行った。大部
分の症例は乳がん温存術後の乳房への予防照射であっ
た。職業を持ちながらがんの治療が可能である近年の
医療技術の進歩に驚くべきであるが，がんに対する認
識の変化がそれを支えていることに気づく。その中で，
緩和的放射線治療として，骨転移の疼痛緩和，脳転移
症状緩和，直腸や腎臓の再発による痛み緩和，止血な
どの目的で来院される患者が 2000 年から 2009 年現在
でそれぞれ延べ人数で 79 名（136 部位），11 名，10
名，3 名であった。本施設で入院設備を持たないこと
から，患者は公共交通機関等を利用しながら来院され，
対象となった除痛など症状緩和が出来た。
外来でも効果ある緩和治療が可能であった理由は，

紹介側が緩和的放射線治療に理解があったこと，患者
と治療施設が近隣で移動に時間があまり必要でないこ
と，症状が発現してから比較的短時間で治療開始でき
たことなどの結果，治療効果が早期に認められ症状が
進行せず患者の独歩移動が可能であった。しかし，脊
椎転移による神経障害が出現してから一定以上時間が
経過した症例は，痛みは消失したが神経障害による麻
痺が改善しなかったなど，時間との関係が深い部分は
問題が残る。



5 緩和ケアとチーム医療

緩和ケアは，かつて看護・介護の範疇で論議されて
きた。そのなかで，緩和医療が痛みを中心に症状緩和
に医師が係わってきた。最近，緩和施設の認可基準に，
医師・看護師に薬剤師が加えられた。痛み・呼吸困難
をはじめとする終末期症状を緩和する薬剤知識が求め
られている。

5.1 ボランティア

欧米のホスピスでは，チームの構成の中でボランテ
ィアの役割が重要であり，ボランティアによる医療以
外のケアが尊重されてきた。癌研究会有明病院のボラ
ンティア活動の紹介文によると「病院全体で 100 人ほ
どのボランティアが活動しています。緩和ケア病棟で
も，お茶会，ピアノコンサート，折り紙教室などさま
ざまなイベントが開催されています。医療者ではない，
ボランティアの存在は，患者さん・ご家族の癒しの場
として好評です。 近頃は，傾聴ボランティアとして，
より日々のケアで患者さん･ご家族のサポートをして
いただいています」8）。また，アルフォンス・デーケ
ンによると日本のボランティア活動は，欧米社会と多
少異なるが個人の自由意志に基づく主体的な行動であ
り，①自己の死生観の確立と患者にそれを押し付けな
い，②人間同士の連帯性，温かいコミュニケーション
を築く，③守秘義務の保持，裁かずあるがままに受け
入れると定義している。1955 年頃から日本で病院ボ
ランティアの活動が活発になってきた。具体的な行動
は，病院内で患者の話相手になったり，買物，洗濯，
手紙の代筆，移動図書の運搬・整理などの地道なもの
であった。欧米では，さらに多岐にわたっているが，
寄付金集めも重要な仕事となっている 9）。

5.2 リハビリテーション

終末期にある患者の「何に生きるか」の答えを，最
近，まだ一般的ではない終末期リハビリテーションは，
「身体として人間らしく，主体的に生活を送る」ことで
あるとし，それを緩和ケアに求めている。ベッドに横
臥し続けた患者には，座位や立位による生活の変化が
重要であると思われる。大田は，リハビリテーション
活動理念として，「最後まで人間らしくあることの保
障」と，「介護困難の予防と解除」をあげている。さ
らに，「介護困難の予防と解除」に対するリハビリテ
ーションの具体的な介入に，身体の清潔，動けない苦
痛から解除，廃用症候群の予防，呼吸の確保，経口摂
取，尊厳ある排泄などと家族へのケアをあげている10）。

5.3 メディカルソーシャルワーカー

メディカルソーシャルワーカー（Medical Social

Worker; MSW）は，緩和ケアチームにあって，重要な

役割を持っている。その役割は「患者を取り巻く状況
の改善」である。他の構成員と異なるのは，改善する
のは患者でなく，あくまで状況の改善である。患者の
望みや意見を尊重し，その実現を可能にするために周
囲の環境に働きかける。患者が，人間としての尊厳が
守られるための要求を満たす自己決定をする場合に，
「病気だから」，「家族に迷惑をかけるから」など弱い
立場の患者の側に立って，アドボカシー（代弁）を行
う専門職である 11）。

6 緩和ケアの将来

死に至る過程に，疾患群別予後予測モデル（Lynn

モデル）がある 12）。がん以外の疾患のうち，呼吸
器・心臓などの不全疾患は，徐々に急性増悪と改善を
繰り返しながら機能が低下し，最後は急悪な経過をと
る。心筋梗塞の発作など急性増悪期に延命治療を行う
が，その時最終時期となることがあり，回復可能な急
性増悪か否かの区別が困難であることが多い。急性増
悪期の症状は，疾患の進行に伴い治療による症状改善
の可能性が徐々に低くなるが，無にならない。従って，
臓器不全の急性増悪症状の改善努力が，最後まで必要
である。最終の告知がどの時機でされるかが重大な課
題となり，徹底したインフォームド・コンセント
（Informed Consent; IC）が緩和ケアを行う場合必要と
なる。
そのほか，機能が徐々に低下する状態が長く続き，

その経過の判断は一般的に困難で，さらに患者が自身
の予後をはっきり自覚するのは容易ではないタイプが
ある。認知症がこれにあたる。
一方，がん患者の ADL（日常生活動作レベル）は，

余命が数ヶ月になってくると急に低下し始め，介護を
必要とする期間が短く，最後の数ヶ月である特徴を持
っている。大岩は，在宅緩和ケアを行ったがん患者の
自験例 553 例について，在宅死率，運動機能（歩行）
の維持等で検討を行った。在宅死率が 96.1%であっ
たと報告すると共に，介助下ではあるが自立歩行機能
を死亡 2 日前及び前日に 46.4%，32.6%保持できたと
述べている。それらの結果から肺癌をはじめとするが
んの終末期の療養形態として積極的に在宅緩和ケアを
選択するべきであるとしている 13）。
近年，中心静脈栄養が在宅で提供できるなど，病院

で行う多くの医療行為が在宅で出来るようになってき
た。比較的厳重な管理を必要とする医療行為をはじめ，
メンタルケアについて日本総合病院精神医学会，日本
サイコオンコロジー学会，日本死の臨床研究会などが，
終末期患者・その家族や終末期医療に係わる医療従事
者へ，治療法，対処法の教育を行っている。
がんの最後の急性増悪期は，非常に短く数週間～数

日であることが多く，その時間に医療を集中させるこ

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　10（1） 9 － 14 2010

－ 12 －



人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　10（1） 9 － 14 2010

－ 13 －

とが可能である。大岩は，呼吸困難が予想される肺癌
でも自立歩行機能が数日前まで可能であるので，十分
なインフォームド・コンセントを行った後にその期間
を施設に収容するか，患者・家族の要望があれば在宅
で対応が出来る 13）。つまり，患者が望む住み慣れた
在宅で人生最後の時間を過ごすことが可能である。

7 緩和ケア施設と在宅緩和ケア

現在，本邦では死亡場所のほとんどが病院である。
1970 年代を境に病院死が在宅死を上回ってから今日
まで続いている。2005 年の厚生労働省データによる
と，在宅死の全国平均が 15.1 ％であり，広島県は僅
かに全国平均を上回っている。
1987 年以来，5年ごとに厚生労働省がとりまとめて

いる「終末期医療に関する調査等検討会報告書」を
2004 年に発表した。それによると，「自宅で療養して，
必要になれば緩和ケア病棟に入院したい」（27%），
「自宅で療養して，必要になればそれまでの医療機関
に入院したい」（22%），「自宅で最期まで療養したい」
（11%）となんらかの形で自宅療養を希望する一般国
民が 60 ％になると報告している。しかし，「自宅では
家族の介護負担が大きい」などの理由から，「最後ま
で自宅で」とは望んでいない。実際に実現が可能であ
ると答えているのは 8.3 ％である 14）。
在宅死が実現困難な理由として，往診医の確保のほ

かに，介護者，居住環境，経済的問題など，医療以外
の生活全般にかかる事柄をあげている。それに関係し
て，平成 19 年度厚生労働白書で，終末期に対応でき
る体制を地域で整備する必要があり，人口 10 万人当
たりの医療保険等による在宅サービス実施施設数をあ
げている。全国値で 27.1 施設（広島県は全国値を上
回る）で最高の和歌山県（53.5 施設）と最低の沖縄県
（10.5 施設）との間は 5倍にもなる 15）。
同報告書のなかで，「大切なのは，生活する人の視

点で，安心できる医療や介護の提供体制をどのように
作っていくかであり，この方向での終末期医療体制の
整備が，今強く求められている」と述べ，「在宅医
療・介護，病院，ホスピス・緩和ケア病棟が相互に補
完しあって連携するという包括的な保健・医療・福祉
サービス提供体制の整備が必要」としている。がん対
策基本法の基本的施策のなかでがん医療の均てん化の
促進をあげ，その為にがん患者の療養生活の質の向上
をあげている。医療機関の整備と共に生活の質
（QOL）の改善を図る必要から，がん治療開始ととも
に緩和ケアを開始する必要がある。
広島県では，県立広島病院に 2004 年に整備した

「緩和ケア支援センター」が総合相談事業の「緩和ケ
アダイヤル」を通して，患者や家族及び医療・福祉関
係者に緩和ケアに関する様々な課題に，助言や，コン

サルテーションを行っている。このように，患者の希
望に応じた住み慣れた地域で，施設緩和ケア，在宅緩
和ケアが受けられる体制が整備されつつある。がん末
期の患者の苦痛は，非常に複雑で対応が困難な場合が
多い。日本人の死亡原因の 30 ％ががんによるもので
ある現状で，がん終末期緩和ケアのコンサルテーショ
ンを受けられる整備が急がれている 16）。
一方で，年間百万余の死亡者に対して広く終末期医

療として捉え，出来るだけ在宅期間を永く保つ試みと
して，高齢者在宅医療の尾道方式として広島県尾道市
医師会の活動があげられる。地域中核医療施設，かか
りつけ医，訪問看護施設の緩和カンファレンスを通し
ての連携で尾道方式が機能している。
このように，在宅緩和ケアで必要なシステムは，医

療支援システムと生活支援システムである。医療支援
システムは医師，看護師，薬剤師，理学療法士，栄養
士などの職種からなるチームにより提供され，生活支
援システムはケースワーカー，ケアマネジャーやホーム
ヘルパーなどの福祉介護関係者や地域保健師，緩和ケ
アボランティアや地域の住民などにより提供される 17）。
在宅緩和ケアが成功する為には，患者やその家族が

在宅ケアを望んでいることが必要である。患者が在宅
療養したいと望み，在宅の受け入れ態勢が整っている
などの要件のうちに，地域住民の意識変革がある。日
本においては，最後は病院で看取ることが当然のこと
と考え，家族が在宅で看取ることを忘れてしまってい
る。核家族化が進み家庭の介護力が低下してしまって
いる現在，地域で支えるシステムが必要である。広島
県緩和ケアセンターが中心になり，緩和ケア施設のデ
ータベース化が図られているが，地域の在宅ケア関係
のデータベース作成とその公表が地域の意識を改革す
るのにぜひとも必要である。在宅医療をするにはどこ
に相談するかなどの在宅導入準備の問題，緊急状態に
なった場合の対処法の問題など，在宅療養を躊躇させ
る問題に対する対応処置を用意しなくてはいけない。
診断を告知した段階で，治療法のインフォームド・コ
ンセントが行われると同時にこれらの対処処置を説明
する必要がある。切羽詰った余命告知の場でこの説明
が行われるとしたら，患者・家族はがん難民に自身が
置かれてしまったと自覚してしまう。そのような状況
を作らないために，必要になるシステムのデータベー
スの構築を行政，医療関係施設で早急に実行公表する
ことが，エンド・オブ・ライフの締めくくりであり，
有意な人生の幕閉めに必要なものである。

8 おわりに

ケアは，非常に広い範囲を有する一方で名称独占資
格を有する職種によって行われる場合が多いが，ボラ
ンティア，家族などの参加が強く望まれる。そのなか



にあって，キュアー（治療）は業務独占資格を有する
職種によって行われるが，その範囲は，狭いことを理
解する必要がある。
広島県の都市部では，緩和ケアを中心に終末期医療

を外来，往診で行っている施設が僅かであるが開設し
ている。がんをはじめとして，慢性期の疾患で終末を
迎える場合が対象となる。十分な告知を行い，患者・
家族の理解のもとに在宅で終末を安心して送ることは
看取る側の責務である。
終末期の緩和ケアをよく理解して，出来るだけ在宅

で人生最後の時間を過ごしてもらうための我々の組織
作りと行政側のサポートが効率的に働く社会にしなけ
ればいけない。がんをはじめとして死を意識させられ
る疾患の医療，緩和医療，在宅緩和ケアで今必要とさ
れているのは，実は地域のコミュニケーションではな
いだろうか。地域コミュニケーション不足が，社会の
なかで暮らしにくさを生んでいると感じる時，エン
ド・オブ・ライフを地域社会に病院から取り戻し，自
らの手のなかに看取りを感じるべきである。
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