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本 院 は が ん 対 策基本法の施行に伴い,平成 19年にがん診療拠点病院に指定され,その整備指

針に 従 っ て ,通 院 治療室 ･緩和ケア婁 ･がん相談支援室 ･がん登録室の4部門からなる腫疲セ

ンタ ー が 開 設 された.同時に,地域連携機能の強化と繕う酬袈癖に関する医療従事者の意識向 と

と知識の普及 ･啓発なども進められてきた.そこで,これまでの緩和ケアチ-ムと地域保健医

療推進部の実績を振り返り,これから期待される活動の方向性について考察した,

キーワ…ド:がん診療拠点病院,緩和ケアチーム,地域保健医療推進部,診療 ･教曹 ･研究

は じ め に

新潟大学医囲学総合病院は医科 19科,繍科 4

科の計 23診療科からなり,825床を有する新潟県

を中心とした地域の特産機能病院として,高度か

つ先進的な医療を提供 している.-一方で医 学 部及

び歯学部の学生教育,卒橡臨床研修並びに 1200

名あまりの医療従事者の生涯学習の場としての機

部にも及ぶことより,地域連携機能の強化を目的

に平成 15年に地域保健医療推進部が設置 され,

平成 19年にはがん対策基本法が制定 されると同

時に地域がん診療拠点病院に指定され 腫癌セン

タ-が設置された.魔境センタ-は通院治療軍 ･

緩和ケア室 (緩和ケアチ-ムト がん相談割 愛

等 ･がん登録室の4部門から構成され 地域保健

医療推進部と協力し,本院における ｢絹孝口医療と

地域連携｣を担ってきた,これまでの緩和ケアチ

-ムと地域保健医療推進部の活動を振り返り,今

後求められると考えられる教育 ･研究活動の充実

についての考察を行う,

緩和ケアチーム

平成 19年 4月に腫壕センタ-の一部門として

緩和ケア妾が開設 ･緩和ケアチ-ムが結成 され

た がん患者の体や心のつ らい症状を軽減するこ

とを目標に医療を実践すると同時に,がん診療に

携わるすべて和衷療スタッフが,常日頃から基本

的な緩和ケアを実践できるようになる事を目標

に,各種勉強会や研修会を開催 してきた.チ-ム

メンバ-は身体症状担当医 6名 ･精神症状担当医

1名 書看講師 5名 ･臨床心理士 1名 ･理学療法士

1名 ｡薬剤師 1名 ･管理栄養士 1名 ･医療ソ-シ

ャルワ-カ- (以 FMSW)1名の計 17名から構

成 され,緩和ケア認定看護師とがん看護尊門看護

師が中心となりチ-ム活動を行っている.病棟諮

療はコンサルテ-ション型を取っており,各診療

科の主治医 ･担当看講師からチームへの介入依頼

に基づき,緩和ケアの提供を行っている.介入開

始時には病棟主治医 ･看護師とともにカンファレ

ンスを行い,問題点と解決方法について話 し合い,

その結果に基づき ｢緩和ケア診療計画書｣を作成

し,緩和ケアの実践をしている.毎週木曜 日午後

に行われるチ-ム回診♂封まか,適宜必要に応 じて

日々の診察を行い,診療過程において認められる

様々な苦痛に対する迅速な対応を行っている.外

来診療は整形外科外来の空き時間を利用 し,本院

通院中の患者を対象に毎週金曜日の午後に行って

いるが,主に院内メールを使用 し主治医と密な連

絡を取るとともに,患者の病状に応 じて他科の診

療時間等にもできる限り柔軟な対応を心がけてい

る,介入患者数は,平成 19年開設当初の 11名か

ら平成 22年には59名と増加の一途をたどってお

り,科別では婦人科,消化器 ･乳腺外科,歯科の

順に多くなっている (表 1,鉦 毎月第---金曜 日

にはチ-ムメンバ-全員が集まり,チ-ムカンフ

ァレンスを開き,症例報告 ･検討会を行うと同時

に各種連絡事項を共有する場としている.



接頭朝来癌と地域連掩

表 1 介入患者数の推移
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平成ユ9年 平成フ0年 平成21年 平成22年

蒙 2 利別患者数 と割合

地域保健医療推進部

地域の中で他の医療機関,介讃福祉施設や行政

などとの連携を推進 し,患者に安心で質と高い医

療やケアを選択できるよう,適切な情報提供,棉

談業務や退院支援を行うことを目的に平成 15年

に地域保健医療推進部が設置 され た.その後,

徐々にスタッフの増員が行われ,現在では医師 3

塞,看護師 1名,MSW 7名で活動を行っている.

なお,MSW のうち1名はがん患者を主に担当し,

がん相談支援室と緩和ケアチームメンバ-を兼任

婦人科

消化器･乳腺外科

階歯科

消化器内科

鞠泌尿器科

血液内科

その他

している,院内メールを使用した主治医からの依

頼に基づき,退院支援を中心とした活動を行い,

毎週月曜日にはメンバー全員が集合 しミーティン

グを開いて懸案事項の検討などをしている.平成

22年度 における院内の全 MSW 介入依頼数は

1189件となっており,その中でがん患者に対する

介入数は279件 (約 23%)となっている.この

うち転帰先が転院 となったのは 113件 拍且%)

であり,在宅 113件 (41%),施設 6件のほか介

入中の死亡例は36件 (13%)であった.特に転

院先については,新潟市内が 56件 (50%)であ
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ったほか,新潟市以外の ド越地 区 が 3紺 F-(うち

佐渡5件),中越22件,卜越 1件 ,県外 2件 な ど

であり,広範な医療圏を対象 と して活動 が行われ

ていることが確認された,

教育 ･研究

本院は学生数背約 磯 も担っておをつ,緩和医療

や地域連携についてもカリキュラムが組 まれてい

る∴ 喜三なもの として,医学科 5年次では ｢運動器

系｣ として捧痛対策と緩和ケアの講義と ｢地域医

療｣a)講義が組 まれ,新潟県立小班病院にて ｢地

域医療魚沼学校｣ と称 し,地域医療の臨床実習が

3泊 射 ヨで行われている.鍋 :譲 では ｢保険制度,

地域医療,疫学｣として臨床医学講義が行われて

いる.商学部では計柑空生命福祉学科において多数

の社会 ･地域福祉に関する講義や実習が行われる

ほか,薗学科 4解凍 と合同で医療倫理の講義の中

で緩和ケアの概要に関す る講義が行われている.

保健学科ではほぼ全学年にわたり,纏珊ケアの概

要から,サ イコオンコロジ-や タ- ミナルケアの

実際,エン ドやオブ ｡ライブ 申ケアにおける倫理

的諸問題などに至る様々な内容に言放して講義が

行われている.

院内医療従事 者向けの研修 ･学習の場 として

は,病棟からの依頼により適甜 酬控きれる,緩和

ケアチ-ムの医師 ｡看護師刊 .出城保健医療推進部

の MSW による病棟勉強会抗日まか,平成 21年度

には緩和ケアチ-ム医師 書緩朝ケア認定看護師な

どによる ｢緩和ケア定期勉強会｣が計 且0酬 詞催

され 平成 22附 登には緩和ケア認定医看護師 や

がん化学療法認定看護師 甲MLAJ認定 リンパ ド

レナ-ジセラピス トなどによる｢がん看護研究会｣

が計 7回開催 された.平成 23年度 もキャuア開

発 支援研修 ･専門領域研修 シリーズとして, ｢緩

和ケア｣の講義 ･グル-プワ-クが緩和ケア認定

看護師を中心に開催 されている.

さらに院内外や職種を問わず,あらゆる医療従

事者を対象として,毎年 ｢緩和ケア研修会｣を開

催 している.冒本緩和医療学会釧 草生労働省委託

事業 ｡PEACEプロジェク トとして ｢がん診療に

携 わ る医師に対する緩和ケア研修会の開催指針｣

に準拠す る形で開催 し,平成 22年と23年は,香

院 を会場 としての主催以外に,厚生連佐渡総合病

院 で も 闘接してきた.これは本院の二次医療圏で

あ りかつ重要な診療連携地域である佐渡医療圏に

おいて も,がん診療に携わる医療者が緩和ケアの

基本的な知識を習得できることを目的として行っ

た.なお,チ-ム医師の うち身体症状損 当医 3名

と梢神症状拍 当院 1名は,それぞれ r緩和ケアの

基本教育に関する指導者研修会｣と ｢精神腺癌学

の基本教育に関する指導 爵研修会｣に参加,修 5タ

しており,各研修会では講師 またはファシリテ-

夕-として活動 している,また,本院は平成23年

4月 1日相でm本絹酬 矢療学会認定研修施設とな

り,次の時代を担っていく若手医師の研修の場と

して指定 されている.さらに,対外的にはチ-ム

メン雷-による各種講演会や,緩和医療学会での

発表なども少 しずつであるが行っている.ただ,

しっかりとした紬 画の立案に基づいた系統的な研

究や9チ-ム内メンバーのタ砧晶,技術｢EZ損二のため

の定期的な勉強会などは開始できておらず,今後

の課題と言える.

お わ りに

新潟大学医園学総合病院の緩和ケアチ-ムと地

域保健医療推進部について,これまでの活動状況

を紹 介 した.がんの初期治療から在宅医療 まで,

拠点病院から地域中桟病院や診療所の連携 を整備

して,贋の高い緩和ケアを ｢いつでも,どこでも｣

適切に提供できることを目標にしてきた｡今回の

載苦からは診療面での活動が一定細 戴栄を上げて

機会の不足や,研究 や発表に関 してはまだまだ活

動が本 音-分であると考えられた.それぞれのメン

バ-はいろいろな立場を兼務するという多柁な勤

務状況の中で, ｢やる気｣ と ｢情熱｣で職務を遂

行 しているという状況ではあるが,今後は学際的

かつ学術的研究を促進 し,その実践 と教育を適 し

て社会に貢献することを目指 して活動を広げてい

きたい.


