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がん患者さんや家族が自分らしく過ごせるように



緩和医療を拓いた賢人たち



緩和ケアの歴史



シシリー・ソンダース
Dame Cicely Mary Strode Saunders

• 1918-2005
• St.Christopher 

Hospice の創出者

• 初めは看護師、腰痛の
ため一時MSW、39
歳で医師となる

• 48歳で近代ホスピス
を開設

• 近代ホスピスの母



シシリー・ソンダースは何をしたか？

• 末期患者の苦痛についてモルヒネの積
極的使用によるコントロールをすすめ
た。

• 精神的痛みを重視するとともに、全人
的苦痛（total pain)としてとらえる
ことの必要性を強調。

• 医療の在り方をcure system から
care system へ変更する必要を説き、

ケアの実践を述べるとともに、ホスピ
ス運動の中心的存在であった。



ソンダースの語ったホスピスの5原則

• 患者を一人の人格者として扱う。
• 苦しみを和らげる。
• 不適当な治療はしない。

• 家族のケア、死別の悲しみを支え
る。

• チームワークによる働き。



キューブラー・ロス
Elisabeth Kūbler - Ross

• 1926-2004
• スイス・チューリッヒ生まれ
• 精神科医
• 1971年 死の受容のプロセ

ス
－「死ぬ瞬間」
ー” On death and dying”

• その後は、死後の世界に関心を
向けた

否認→怒り→取引
→抑うつ→受容



日本における緩和ケアの歴史



鈴木内科医院（大田区）：鈴木壮一先生

• 1954年 東京医科歯
科大学医学部卒

• 1961年
鈴木内科医院開設

• 1977年
聖クルストファー・
ホスピスを日本人と
して初めて訪問



柏木 哲夫 先生 (1935年～)

• 兵庫県生まれ
• 1965年 大阪大学医学部卒業。大

阪大学精神神経科に3年勤務
• 1969年 ワシントン大学に留学
• 1972年 帰国、淀川キリスト教病院

に精神神経科を開設、ターミナルケ
ア実践のためチームを結成。その後、
同病院にて内科医としての研修を
受けた。

• 1984年 淀川キリスト教病院にホス
ピスを開設し、その後副院長、ホスピ
ス長。

• 1993年 大阪大学人間学部教授。
• 2004年 定年退官後、金城学院大

学学長（元）。



山崎 章郎 先生 (1947年～)

• 福島県生まれ。
• 1975年 千葉大学医学部卒業同

大学病院第1外科勤務。
• 1984年 千葉県八日市場市市

民病院消化器科医長。
• 1991年 「病院で死ぬというこ

と」
• 1991年 聖ヨハネ会桜町病院ホ

スピス科部長。
• 2005年 在宅診療専門診療所

ケアタウン小平クリニック院長。

ふみお



緩和ケアは「治療」なのか？



• 緩和ケアとは、治癒を目指した治療が有効で
なくなった患者に対する積極的な全人的ケア
である。痛みやその他の症状のコントロール、
精神的、社会的、そして霊的問題の解決が最も
重要な課題となる。緩和ケアの目標は、患者と
その家族にとってできる限り可能な最高のQOL
を実現することである。末期だけではなく、
もっと早い病期の患者に対しても治療と同時
に適用すべき点がある。

1990年 ： WHOの緩和ケアの定義



• 緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による
問題に直面している患者とその家族に
対して、痛みやその他の身体的問題、心
理社会的問題、スピリチュアルな問題を
早期に発見し、的確なアセスメントと対
処（治療・処置）を行うことによって、苦し
みを予防し、和らげることで、クオリティ・
オブ・ライフを改善するアプローチであ
る。

2002年 ： WHOの緩和ケアの定義



緩和ケアは・・・



症状コントロール

• 情報収集
－医療面接
－身体診察
－血液尿検査
－画像検査

• 適切な評価
• 医学的なアプローチ
• ケア重視のアプローチ」



STAS-J
Support Team Assessment Schedule



がん治療と緩和医療

• 薬物療法
－がん治療 抗がん剤
－緩和医療 鎮痛薬、制吐剤、向精神薬

• 手術療法
－がん治療 原発巣の切除、転移巣の切除
－緩和医療 バイパス術、人工肛門造設術

• 放射線療法
－がん治療 原発巣・転移巣のコントロール
－緩和医療 骨転移、脳転移などのコントロール



緩和ケアの考え方の変化



2人に1人は癌、日本の戦略は



日本人とがん

• 1981年以降、死因の第1位
－男性：３４％、女性：２６％（平成22年）

• 男性の５４％、女性の４１％は一生のうち一度
はがんの診断を受ける

• 病名告知
－1993年：２７％、1998年：７１％

• 生産年齢人口（15－64歳）の新規がん罹患数
－男性：約11万人、女性：10万人



がんはどの程度治るのか？

• 全がん 男性：45％、女性：５１％
• ＞80％ 甲状腺、精巣、乳腺
• 70‐80％ 喉頭、膀胱、子宮体部・頸部

• 一般に考えられているよりも、がんは
－珍しい病気ではない
－治らない病気ではない



生活の質
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功利主義

• 量的功利主義
－ジェレミ・ベンサム
－最大多数の最大幸福

• 質的功利主義
－ジョン・スチュアート・ミル
－満足した豚よりも満足し

ない人間である方が良い



病の軌跡（Illness Trajectory)



病の軌跡（Illness Trajectory)とは？



対がん戦略の流れ



• がん予防・早期発見の推進
• がん医療水準均てん化の促進と情報
収集提供体制の整備

• がんの在宅療養・緩和ケアの充実
• がんに関する研究の推進及び医療技
術の開発振興

がん対策基本法
（2007年施行）



• がん登録の推進
• 放射線療法、化学療法の推進、これらを
専門的に行う医師の育成

• 治療の初期段階からの緩和ケアの実施

第一次がん対策推進基本計画
（2007年）



• 放射線療法、化学療法、手術療法のさ
らなる充実と、これらを専門的に行う
医療従事者の育成

• がんと診断された時からの緩和ケア
の推進

• がん登録の推進
• 働く世代や小児へのがん対策の充実

第二次がん対策推進基本計画
（2012年）



緩和ケアの教育









生命予後も伸ばす緩和ケア



これまでの緩和ケアのイメージ





全人的苦痛



終末期がん患者の身体的苦痛



緩和ケアはＱＯＬと予後を改善する
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自宅で死亡する者の割合

医療機関で死亡
する者の割合

医療機関における死亡割合の年次推移
（資料：厚生労働省「人口動態統計」）

医療機関において死亡
する者の割合は年々増
加しており、昭和51年
に自宅で死亡する者の
割合を上回り、さらに近
年では8割を超える水準
となっている。

（年）



• 在宅緩和ケア
• 小児の緩和ケア
• 悲がん疾患の緩和ケア
• 包括的がん診療としての緩和ケア
• すべての医療・（治療、ケア）、介護の下支
え

• 卒前・卒後教育の徹底
• 終末期医療との関わり

緩和ケアのこれから



終末期医療と倫理



医学的適応

• 診断と予後
• 治療目標の確認
• 医学の効用とリスク
• 無益性（futility)



患者の意向

• 患者さんの判断能力
• インフォームドコンセント
（コミュニケーショント信頼関係）

• 治療の拒否
• 事前の意思表示（Living Will）
• 代理決定（患者にとっての「最善
の利益」とは何か？



ＱＯＬ

• ＱＯＬの定義と評価
（身体、心理、社会、スピリチュア
ルな側面から）

• 誰がどのような基準で決定する
のか
ー偏見の危険
－何が患者にとって最善か

• ＱＯＬに影響を及ぼす因子



周囲の状況

• 家族や利害関係者
• 守秘義務
• 経済的側面、公共の利益
• 施設の方針、診療形態、研究教育
• 法律、慣習
• 宗教
• その他



【傷病名】
卵管癌Ⅲc期、漿液性腺癌、再発

【臨床経過】
平成20年6/24に単純子宮全摘術、両側付属器摘出術、
大綱切除術、骨盤・傍大動脈リンパ節郭清術を施行、術
後補助化学療法(mTC療法)6コース施行。
平成21年12/7に骨盤内再発。抗癌剤治療(mTC療法6
コースを2回/GEM単剤療法6コース)を実施したが、平成
24年12/3のCT画像検査で直腸右側の腫瘤/播種病変/
多発肝転移/肝被膜下に腹水貯留/下腹部腹壁直下の腹
水(被包化)/両側胸水を認めた。
PSも不良で今後の積極的治療は困難と思われ、緩和医
療へのギアチェンジとなった。

【症例】72歳、女性



臨床倫理の4分画表

Medical Indication 
医学的適応
（Beneficience,Non-malficience:恩恵・無害）
チェックポイント
1.診断と予後
2.治療目標の確認
3.医学の効用とリスク
4.無益性(futility) 

Patient Preferences
患者の意向
（Autonomy:自己決定の原則）
チェックポイント
1.患者さんの判断能力
2.インフォームドコンセント
（コミュニケーションと信頼関係）
3.治療の拒否
4.事前の意思表示（Living Will）
5.代理決定 （代行判断、最善利益）

QOL
(Well-Being:幸福追求）
チェックポイント
1.QOLの定義と評価
（身体、心理、社会、スピリチュアル）
2.誰がどのような基準で決めるか
・偏見の危険
・何が患者にとって最善か
3.QOLに影響を及ぼす因子

Contextual Features 
周囲の状況
（Justice-Utility:公平と効用）
チェックポイント
1.家族や利害関係者
2.守秘義務
3.経済的側面、公共の利益
4.施設の方針、診療形態、研究教育
5.法律、慣習 、宗教
6.その他 （診療情報開示、医療事故）

Jonsen AR, Siegler M, Winslade WJ. Clinical Ethics--A practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine (3rd ed.). McGraw-Hill, New York, 1992 



QOL；(Well-Being:幸福追求）

1.平成24年6月の再発までは、バレーやイン
ディアカなどの趣味がありはつらつと元気にす
ごしていた。
2. 現在は終日臥床しており、テレビでスポー
ツ番組を見るのが楽しみ。
3.在宅診療開始時は「こんな状態なら寝たまま
静かに死にたい」ともらした。
4.ＱＯＬに影響を及ぼす因子：
「こんな状態」＝疼痛・全身倦怠感・不眠・嘔
気・食欲不振を改善することで、ＱＯＬの改善
が見込まれる（本人に確認必要）

Contextual Features ；周囲の状況
1.3人の子（長男、次男、長女）あり。次男、長女は
独身。長男家族は東京在住。
2.公務員の次男と2人暮らしだったが、大阪在住の
長女（技術職：プログラマー）が1年休職して帰省。
母の看護・介護に専念することになった。
3.長女は坐薬・持続皮下注射器の使い方はマス
ターしてくれている。皮下注射薬の間欠投与が可能。
4.四国がんセンター緩和ケア病棟への登録済。
5.母が終末期にあることは理解しているが、予後予
測については説明していない（今後説明が必要）。
6.在宅で最期を迎えるかは確認が必要。

Medical Indication ；医学的適応

1.診断と予後
Maltoni Ｍ．の予後予測から生存確率を参考
にすると67～87日
2.治療目標は、終末期にみられるさまざまの
身体的苦痛に対して、適切な薬物療法を実施
する。スピリチュアルな対応に心掛ける。
3.医学の効用：緩和治療に必要な薬物の副作
用発現に注意し適切な処置をとる。
4.無益性(futility) ：無益と思われる治療法は
選択しない。

Patient Preferences；患者の意向

1.患者さんの判断能力
良好。苦痛は取り除いてほしい。
2.インフォームドコンセント
ご本人への予後などは話していない。今後信
頼関係を築きながら情報提供する必要がある。
3.治療の拒否
点滴注射などは一切してほしくない。ただし皮
下注射は持続皮下注を含めて拒否しない。
4.事前の意思表示（Living Will）：ない。
5.代理決定 ：本人が決定可能。



臨床の現場では・・・・

• 自己決定
• 代理判断
• 最善の利益
• 共感的な感情にもとづく心理的
配慮

• 法と社会通念に合致する判断
• チーム医療とカンファレンス
• 倫理的コンサルテーション：

臨床倫理委員会



安楽死（euthanasia）



• 1976年「安楽死協会」として創設
• 1983年「日本尊厳死協会」に会名変更
• 「尊厳死の宣言書」（リビング・ウイル）を発行
• 尊厳死法制化の活動
• 尊厳死＝自然死、満足死であり、積極的安楽
死ではない（海外では尊厳死＝安楽死）

• 1995年 ＬＷ受容協力医師制度発足

日本尊厳死協会





終末期とは？



カレン・アン・クインラン事件
Karen Ann Quinlan



ナンシー・クルーザン事件
Nancy Cruzan 



名古屋安楽死事件



安楽死の６要件



東海大安楽死事件



医師による積極的安楽死の４要件



川崎協同病院事件



呼吸器取り外し後死亡事例



アドバンス・ケア・プランニング
と

医療にとって「死」とは何か







アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）



アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）



アドバンス・ディレクティブ



ＤＮＡＲオーダー







ご清聴ありがとうございました。

真実とは、患者と独立して一般化されて存在するもの
ではなく、あくまで一人ひとりの患者にとって意味のあ
るものとして、それぞれの状況で患者と専門家が一緒
になって作り出していくものである。
(Gadow,S.A.Nurse and patient : The caring relationship. Caring,Curing,Coping-
Nurse Physician Patient Relationship,pp31-43,The University of Alabama 
Press,1985)
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