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総説 
 
 

緩和ケアのこれまでとこれから 

                  

高橋通規 1) 

1) 国立病院機構仙台医療センター 緩和ケア内科医長 

 

≪抄録≫                 

緩和ケアは終末期ケアから発展してきた。死を目前とした人に提供された歴史から敬遠されがちであるが、

基本理念はあらゆる状況下での「人として生ききることへの支援」であり、対象はがんやエイズに限らない。

本来、病めるひとの人権を守るためのもので、一部の専門家だけのものでもない。しかし、いまだ世界的に

緩和ケアの普及は充分とは言えず、これは先進国、途上国を問わず認められる傾向である。医療を提供する

側においては、がん治療医による誠実な病状告知、患者・家族・医療者間のコミュニケーションの促進、緩

和ケアについての正しい知識の普及、などが急務である。また、全ての人が、いのちを尊ぶために「死」か

ら目をそらさず生きることが、いま求められている。 

               

キーワード：緩和ケア、ホスピス、サイコオンコロジー、アドバンス・ケアプランニング、クォリティー・

オブ・デス 

（2012 年 4 月 17 日受領） 

 

 

１ はじめに 
ここ 20 年ほどの間に緩和ケアを取り巻く状況は

一変し、年々変化のスピードもアップしている。こ

こでは、緩和ケアについてこれまでの歴史や今後の

展望などについて拙筆ながら紹介させて頂きたい。 
 
２ 緩和ケアの起源〜ホスピスについて 
 緩和ケアの始まりがホスピスであることは周知

の通りである。元来ホスピスとは、中世ヨーロッパ

において巡礼者を宿泊させる修道院や教会のこと

であった（図 1）。もてなしの心（hospitality）  
図１ 中世ヨーロッパのホスピスのイメージ 
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や病院（hospital）の語源でもある。しかし近代以

降のホスピスとは、ターミナルケア（end of life 
care）を主として行う施設となっている。これは、

ホスピスを必要とする人々の多くがそれぞれの時

代の治癒困難な病気の末期患者であるためで、ハン

セン病、結核、がん、エイズ（最近、エイズは治療

の進歩により減少、心不全、腎不全などが増加）の

患者さんというように、ケアの対象が時代とともに

変わってきたのは自然な成り行きといえる 1)。1950
年代、アイルランド、イギリスで死が近い人とその 

 
図２ Elizabeth Kuebler Ross 

 
家族には医療を含め全人的なケアが必要であると

の認識が広まり、宗教者のボランティアから始まっ

て医療者も積極的に参画するようになりホスピス

運動は発展を遂げてきた。死の受容プロセスの５段

階モデルを提唱したエリザベス・キュブラー・ロス

（図２）もその嚆矢の一人であることは誰もが認め

るところであろう。 
 現代のホスピスは、教会や修道院と違い、専門的

緩和医療も行う施設である。ホスピスの母と讃えら

れるシシリー・ソンダース（図３）が設立した、イ

ギリスのセント・クリストファーホスピスが現代ホ

スピスの最初、と一般には認識されているが、その

ルーツは、実は 19 世紀のアイルランドにある 2)。

ベトナム戦争やアイルランドのホスピスケアに関

するルポルタージュなど多方面で活躍した岡村昭

彦が日本に紹介するまでアイルランドのダブリン

でメアリー・エイケンヘッド（図４）が設立した 

 

図３ Cicely Saunders 

 

 
図４ Mary Aikenhead（アイルランドの記念切手より） 

 
アイルランド慈善修道女会が現代ホスピスの端緒

であることを知る人は少なかった 3)。 
ソンダースは 39 歳の時、アイルランド慈善修道

女会が運営する、イギリスのセント・ジョセフ病院

でがん患者のケアについて学んだのである。ホスピ

ス運動がアイルランドでいち早く起こった背景に

は、イギリス植民地としての圧政の歴史、アイルラ

ンド人の徹底した死生観、宗教観があると考えられ

ている 3)。これは、ホスピス・緩和ケア運動が人権

運動であることに由来する。 
 
３ わが国のホスピス・緩和ケア病棟 
 一方、日本では 1981 年に最初の院内独立型ホス

ピスが聖隷三方原病院に誕生し、次いで 1984 年に

は淀川キリスト教病院で院内病棟型ホスピスが開

設されている。ホスピス・緩和ケア病棟とわが国で

は名称が２つ存在するが同じものである。緩和ケア

病棟入院料が保険診療上で認められており、例えば 
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図５ 独立型緩和ケア病棟の例（救世軍清瀬病院） 

 

 

図６ 院内病棟型緩和ケア病棟の例（東北大学病院緩和ケア

センター） 

 
差額ベッドは半数以下に押さえる、一人当たりの病

室面積は 8m2以上、患者家族の控え室、患者専用の

台所、面談室、一定の広さを有する談話室を備えて

いること、など細かく施設基準が定められている。

一般的には、1 施設 20 床前後で殆どが個室、窓を

大きく設えたり、中庭を設けたり、様々なイベント

を行ったりして、「生きるための時間」を支援する

様々な工夫がなされている（図５～７）。緩和ケア

病棟入院料に関する診療報酬改訂の変遷に伴いホ

スピス・緩和ケア病棟は直線的にその数が増加し、

現在では緩和ケア病棟入院料を保険請求できる施

設が全国に 274 施設（2013 年 2 月現在、日本ホス 
 

 

 
図７ 緩和ケア病棟の環境 左上から時計回りに、デイルー

ム、病室、中庭、イベント（国立病院機構東京病院） 

 

 
図８ 緩和ケア入院料算定届け出施設数の推移 

 
ピス緩和ケア協会調べ）ある 4)（図８）。なお、わ

が国のホスピスには医師、看護師以外の常駐を診療

報酬上は定めておらず、諸外国のホスピスの様にチ

ャプレン（注１）がいるところは少ない。 
 
４ 緩和ケア病床 
 緩和ケア病床は診療報酬基準を満たさない一般

病床である。総合病院内に緩和ケア病床が設置され

る場合は、スタッフは兼任となっていることが多い。

一方、施設全体が緩和ケア病床というところもある。

こちらは運営方法が単一ではなく、在宅療養支援施

設を併設しているところから、寄付によって運営し

ている NPO 法人まで、さまざまである。2010 年に

公開された山田洋次監督の映画「おとうと」をご存
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知の方も多いかもしれない。吉永小百合演じる主人

公の弟（笑福亭鶴瓶）が入所した施設のモデルとな

った「きぼうのいえ」は、緩和ケア病棟入院料施設

基準を満たさない緩和ケア病床であり、診療報酬に

よらず寄付をもとに行き場のなくなった全てのひ

とを受け入れている。 
 患者、家族の多くの方、一部には医療者もホスピ

スは安らかな死を迎えるための場所と捉えられて

いるが、それは一側面に過ぎない。苦しむ人（急性

期緩和ケア）、疲れた人（家族のレスパイトケア：

介護に疲れた家族の心と体を安堵させる）、帰ると

ころのない人（ターミナルケア）への対応など複数

の役目があり、死を目前にしながらも生活全般を支

援するところがホスピスである。「縁起でもない」

「まだ早い」と忌避する方がおられる背景には、モ

ルヒネをタブー視する迷信の形成過程と通底する

ものがあると思われる（図９）。 

 
図９ 迷信の発生に関する相似形 

 
５ 緩和ケアとは？ 
 ターミナルケアをベースにして発展した歴史が

あるため、現在なおホスピス・緩和ケアを臨死期に

なって初めて提供するもの、すなわちターミナルケ

アとイコールであると誤解する人は多い（包含関係

をあえて数学記号で表記するならば、緩和ケア＝ホ

スピスケア⊃ターミナルケア）。医療者においてさ

え、「緩和に行く」「緩和に移る」という表現が用い

られ、あたかも此岸から彼岸へと渡るかのようなイ

メージを持たれることは多い。アイルランドやイギ

リスで始まったホスピス運動は、ひとが苦痛を和ら

げる権利があるのは死ぬ間際だけではないとの主

張であった。また、1970 年代に「緩和ケア」とい

う言葉を普及させようとカナダで始まった運動は

さらにその対象が広がり、ホスピス・緩和ケアを受

ける対象は終末期の患者さんのみならず、またがん

やエイズにかかった患者さんのみでもないとの主

張であった。しかしこの流れの中、1990 年に WHO
は緩和ケアを「治療に反応しなくなった患者」へ提

供されるものと定義した。このためしばらくは緩和

ケア≒ターミナルケアと解釈される時期が続いた。 
 2002 年から WHO は、現在の緩和ケアとは、が

ん等の生命を脅かす疾患と診断された患者と家族

へ積極的治療と並行し提供されるべきものと定義

している 5)。すなわち、早期からの提供と、がん以

外の疾患についても言及したのである。 
しかし、わが国の緩和ケアは政策上がん医療を基

礎としており 6)、現代ホスピスの母と呼ばれるシシ

リー・ソンダースの提唱する「ホスピスケアは老年

学の一部」という考えにはまだ遠い。岡村昭彦はこ

の様子を「日本式ホスピスは私にはがん病棟としか

思えないのだ」と嘆いている。実際、わが国の緩和

ケアに関する保険点数は、全てがん、もしくはエイ

ズ（治療の進歩により末期患者は激減）を対象とし

たものである。このため、認知症の終末期、透析を

要するような慢性腎不全、重症慢性心不全など、非

がん性疾患の緩和ケアに関する保険制度は手厚い

とは言えず立ちおくれているのが現状である。

WHOの緩和ケアの定義の正確な解釈が保険診療に

反映されることを願ってやまない。病名診断が患者

と医療との接点の始まりと考えれば、現代の緩和ケ

アは医療のすべての過程に密着し、下支えする概念

と言っても過言ではないであろう。 
 余談ではあるが、ターミナルケアという言葉が一

般の方にも広まるようになると同時に、国鉄系のタ

ーミナルホテルから名称を変更するホテルが相次

いだ。外国の方が終末期医療を連想するのを危惧し

て改名したとされる 7)が、筆者は、死を日常から排

除したい国民性が反映されているのではないかと

思っている。例えば、多くの病院は 4 番目の病室は

４＝し＝死と連想されるとして存在しない。 
 
６ 緩和ケアにおいて使用される薬剤 
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 緩和ケアにおいてもっとも多く対応する症状は

痛みであり、モルヒネをはじめとするオピオイド系

薬剤が多く用いられる。前述のシシリー・ソンダー

スは、「私がもしもがんにかかったら、そばにいて

ほしいのは心のケアをする人ではありません。痛み

を確実に取ってくれる人です。」と語っている。疼

痛緩和は緩和ケアの基本である。わが国では現在、

オピオイドは 6 種類（モルヒネ、フェンタニル、オ

キシコドン、コデイン、トラマドール、メサドン）、

その剤形は 6 種類（錠剤、散剤、液剤、注射薬、貼

付剤、座薬）に増えており、適切に使いこなすには

それぞれのメリット、デメリットに関する知識が必

要である。 
この中でモルヒネは、シシリー・ソンダースが安

全かつ有効な使用法を確立して 50 年ほど経つが、

今でもがん性疼痛治療のゴールドスタンダードで

ある。ソンダースはモルヒネを適切な用量で４時間

毎に６回内服すれば 24 時間痛みのない状態を作り

出せることを発見し、今日のレスキュードーズを１

日量の 6 分の１を目安とする根拠となっている。 
また緩和ケアでは、抗けいれん薬、向精神薬、抗

不整脈薬など、本来の用法とは異なるが鎮痛作用が

あることが判明した薬剤も多く用いられる。鎮痛補

助薬に関しては慢性疼痛に関する知見はいくつか

見られるが、がん性疼痛でのエビデンスが乏しい。

緩和ケアの主要な薬剤使用法は、実際に苦しんでい

る人を診療している臨床家の経験知の積み重ね（ク

リニカル・パール）によって確立されてきた。ラン

ダム化比較試験のようなEBM的アプローチだけで

はここまで急速に解明・発展を遂げることは出来な

かったのである。 
 緩和ケアにおける疼痛治療に関するクリニカ

ル・パールとしては WHO がん性疼痛ラダー策定委

員 で あ る Robert G Twycross 著  Symptom 
Management in Advanced Cancer が、専門的緩和

ケアに携わる者にとってのバイブルであり、日本語

訳も第 2 版 8)が上梓されている。なお、WHO に委

託され国際ホスピス緩和ケア協会が公表した緩和

ケアのエッセンシャルドラッグ 9)のリストの翻訳版

10)を添付する（表１）。これらの薬剤の使用に関し

て不明な点や懸念があるときは、緩和ケアチームや

経験豊富な専門家に相談することが望ましい。 
 

 
表１ 緩和ケアのエッセンシャルドラッグ 

 
７ 緩和ケアチーム 
 わが国では 1990 年代から一般病院での緩和ケア

コンサルテーションを行う緩和ケアチームを擁す

る病院が現れてきた。ホスピス・緩和ケア病棟は治

療を行わなくなった患者さんとその家族をケアの

対象とするが、緩和ケアチームは主治医のもとでが

ん治療中であっても専門的緩和ケアの対象となる、

という特徴がある。保険診療上で加算が保障された

のは 2002 年からで、ここから全国的にチームの数

が増加してきた。現在、緩和ケアチームには２段階

の基準があり、がん診療連携拠点病院の要件となる

基準のほか、緩和ケア診療加算に関する緩和ケアチ 
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表２ 緩和ケアチームの指定条件 A: 地域がん診療拠点病

院の緩和ケアチームメンバーの指定条件。B: 緩和ケア診療

加算が算定できる緩和ケアチームの指定条件。この他に、週

1 回のカンファランス、院内外への広報、勉強会・研修会の

主催など、数多くの指定条件が定められている。 

 
ームの基準はさらに厳格なものになっている（表

２）。 
しかし、今後、がん診療を標榜するすべての病院

はこの基準を満たすことが必須条件になってくる

のではないかと思われる。総合病院の多くは、この

他にもいくつかの多職種チームが活動しているが、

中でも緩和ケアチームは職種を超えての協調がチ

ームの対応能力向上につながる”interdisciplinary 
team“としての色彩が濃い。多職種チーム医療につ

いて学ぶ場として好適と思われる。 
 
８ サイコオンコロジー 
 がん診断時、治療中、そして患者さんとその家族

は大きな心理的負担を感じ、それが臨床経過や意思

決定に影響を及ぼす。このため、がんの診療におい

ては、身体的な治療のみならず心理的面のサポート

が重要である。1980 年代、WHO は QOL に関する

専門家会議を召集し、会議を重ねる過程で、1986
年に国際サイコオンコロジー学会(IPOS)が創設さ

れた。その初代会長であるジミーホランド部長（メ

モリアルスロンケタリングがんセンター病院精神

科、ニューヨーク）から、参加の要請を受け、1986
年 11 月河野博臣、武田文和らが発起人となり日本

支部として日本臨床精神腫瘍学会(JPOS)が結成さ

れた。サイコオンコロジーとは、「心」の研究を行

う心理学（サイコロジー＝Psychology） 「がん」

の研究をする腫瘍学（オンコロジー＝Oncology） 

を組み合わせた造語で、「精神腫瘍学」と訳され、

1980 年代に確立した新しい学問である 11）。がんが

精神面に与える影響と、精神・心理的な因子ががん

に与える影響の両面を研究し、がん患者さんとその

家族の QOL 向上を目指すものである。その守備範

囲は、がん告知の際の情緒的サポートからがんの精

神症状まで、と幅広い。がん医療においては治療法

の選択を誤らせないことと、悪い知らせをうけた人

の心のケアは最重要課題で、そのための医療者と患

者・家族とのコミュニケーションの向上は中心的関

心事となっている。日本サイコオンコロジー学会の

主な取り組みを図１０に示す。 
 
９ アドバンス・ケアプランニング 
 再発時や治癒が見込めなくなったとき、終末期の

過ごし方について予め考えておくことは重要であ

り、これも緩和ケアに含まれる。人生の締めくくり

の時期に未解決の問題が一気に噴出し、右往左往す 
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図１０ 日本サイコオンコロジー学会の取り組み 

 
るケースは確かに存在する。「死から逆算すること」

の大切さをあらためて考えたい。 
 近年、エンディングノートなど、リビング・ウィ

ルに関わる文書作成が注目されている。これらはア

ドバンス・ディレクティブと呼ばれる。自らが意思

表示出来なくなった際にあらかじめ自分の選択を

書面で示すもので、1) Surrogate (代理決定人)の選

定、2) 価値観の明示、3) 意識がなくなってからの

治療方針、が含まれる。このアドバンス・ディレク

ティブを含め、治療から終末期まで、人生全般にわ

たるグランドデザインを設計する過程をアドバン

ス・ケアプランニング（以下、ACP）と呼ぶ 12）。 
臨死期になってから家族の合意のもとに DNAR 

(Do not attempt resuscitation) の方針を確認する

だけでは全人的ケアとは言えないのは勿論、ACP
が必ず完成されなければならないということもな

い。しかし例えば、本人の死亡が確認されれば銀行

預金口座は直ちに凍結され、容易に引き出せなくな

ることを知らない家族も多い。これを本人が理解し

ていれば、家族の介護疲れを防ぐために存命中にヘ

ルパーを雇うなどの選択肢が生まれる。これはほん

の一例であるが、本人の死にまつわる様々な事柄に

ついて、予め時間が限られていることを知っていれ

ば備えることができる。しかし医師・患者・家族間

のコミュニケーションがとれていない場合、無防備

のままその時を迎えざるを得ないことがある。特に

がんの場合、ADL が低下し始めてから亡くなるま

での時間が慢性疾患よりも非常に短い（図１１）。 

 
図１１ 身体機能と時間経過の疾患別予後予測モデル（文献

13）から改変） 

 

ダウンヒルコースに入ってからスキーを履こうと 
しても間に合わないのである。一方で、非常に短期

間であるというがん終末期の特性を知っていれば、

医療費等の金銭面、介護者のマンパワーなど現実的

な相談や計画もしやすい。後述する在宅緩和ケアは

決して恵まれた一握りの人々のものではないこと

が理解できるかもしれない。 
本人、家族に悔いの残らないよう、またそのひと

の尊厳が永続性を持てるよう多面的に相談しサポ

ートするのがアドバンス・ケア・プランニング

（ACP）である。DNAR、アドバンス・ディレクテ

ィブ、ACP の包含関係を図 1２に示す。 
 

 
図１２ アドバンス・ケア・プランニング 

 

１０ 在宅緩和ケアについて 
 病院以外の場所（自宅、老健施設など）で往診、

訪問看護、訪問介護、訪問リハビリテーション、訪

問薬剤指導、訪問栄養指導などを行い、その人の生
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活空間を尊重しながら入院に近いレベルの医療や

ケアを提供するものである。例えば、点滴、酸素投

与、在宅支援診療所としての診療報酬加算の条件は、

２４時間態勢であることと、緊急収容先となる病院

などの施設やケアマネージャーとの連携が必須で

ある。 
 ホスピス・緩和ケア病棟や病院の緩和ケアチーム

のケアは施設内で提供される緩和ケアであり、集団

生活の規則に従わなければならない。一方、自宅で

はそのような必要がないため、治療を行わないので

あれば自宅で過ごしたいという意向の方は多い。平

成 20 年「終末期医療に関する調査」の結果（厚生

労働省）によれば、在宅療養希望者は 63％である。

しかし、看取りの場所の意向となるとこの割合が逆

転する。「終末期医療に関する調査 14）」結果の解析

（終末期医療のあり方に関する懇談会 平成 21年 2
月 24 日）では、死期が迫った場合の自分の療養場

所として、最期まで自宅で療養したいと思っている

者は 11%であり、必要になれば緩和ケア病棟(29%)
やそれまでかかっていた医療機関(23%)への入院を

望んでいる（図 1３）。 
 

 
図１３ 終末期の療養場所に関する意向（一般国民を対象と

したアンケート） 

 

この背景には２つの要素があると思われる。一つ

は、情報・コミュニケーション不足である。例えば、 
患者が日中独居だから看取れないというご家族の

場合、訪問看護、往診、ヘルパーの 3 交代 24 時間

態勢を 2 ヶ月ほど受けて支払う額は、死亡時におり

る生命保険額や葬儀費用より安いということを知

らない場合がある。あるいは、借家では死人を出し

てはいけないと思い、家主に相談せずに諦めている

家族もある。もう一つは、死は医学的異常事態、看

取りは医師の役割という観念である。自然死の臨終

に関して、本来の医師の役割は死亡診断であり、駆

けつけて心臓マッサージをし「手を尽くしましたが

…」と言ったり、死ぬ瞬間を見届けるために家族に

混ざって立ち会ったりすることではない（最終診察

から 24 時間以内に診断書を作成すれば良い）。表３

にホスピス・緩和ケア病棟、緩和ケアチームおよび

在宅緩和ケアのメリットとデメリットを示す。 
 
１１ クォリティー・オブ・デス 
 昭和 50 年あたりからわが国の在宅死と病院死の

比率は逆転し、現在では８割の人が病院で死を迎え

ている（図 1４）。「死」はどのような場合でも抗う

べきであり治療の対象であるという共通認識が医

療者とそれを受ける側との間に生まれ、現在の「死

の病院化」が定着した。医学的には脳死と心臓死を

もって死亡とするが、それは生物学的側面にすぎな

い。病院では、これまで歩んできた人生の完成とい

う物語としての「死」、故人との関わりや死後に思

いを馳せる等の宗教的な「死」をサポートするのは

極めて難しい。積極的延命治療を生業とする急性期

病棟では、点滴、アラーム付き心電図モニター、抑

制帯など治癒を目的とした医療処置に囲まれざる

を得ず、そのような環境で治せない病気を扱うこと

は患者・家族の不安や不満、医療者の敗北感を生む

のは当然のことである。 
故 岡部健医師は、死の過程をサポートするのに

医療チームでは不十分で、特定の宗派などによらな

い臨床的な宗教家の存在が必要と訴え続けてきた。

その様を山の尾根に例え、片側の「生を支える」面

には緩和ケアなどが充実しは真っ暗で道標がない

と表現している 16)。先の東日本大震災では医療者だ

けではなく宗教者による支援活動も活発に行われ

た。被災者のケアを通じて宗派や医療の壁をこえた

連携のなかから、特定の宗教によらない「臨床宗教

師」の存在が必要との考えがうまれ、現在、東北 
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表３ 緩和ケアに関する各種形態のメリット・デメリット 

 

 
大学には実践宗教学の寄付講座が開設されている。

死から生をみつめること、死を受容することへのサ

ポートに期待が寄せられている。 

 

 
図１４ 医療機関における死亡割合の年次推移（厚生労働省

大臣官房統計情報部「人口動態統計」15）より） 

 
最近、わが国の医療に関する残念な報道があった。

以下に 2010 年７月 16 日の AFP 通信（本社：パリ）

の報道の一部を紹介する。 
「シンガポールの慈善団体リーエン・ファンデー

ション（Lien Foundation）の調査に基づき、死を

迎える人に施されるケアの質を評価した「クオリテ

ィー・オブ･デス（QOD、死の質）」インデックス

で、アジア各国の順位は低い。比較された 40 か国

中の最下位はインド。下位 10 位には中国、マレー

シア、韓国が並んでいる。経済大国の日本も、台湾

14 位、シンガポール 18 位にも劣る 23 位にしかラ

ンクインできていない。一方、トップは「ゆりかご

から墓場まで」の英国。2位以下はオーストラリア、

ニュージーランド、アイルランド、ベルギー、オー

ストリア、オランダ、ドイツ、カナダ、米国と続く。」 
 同記事では、世界で緩和ケアを要する人は１億人

であるが実際に緩和ケアを受けられているのは 8％
に過ぎず、この傾向は最先端の医療システムを擁す

る富裕国でも同様に見られるとしている。 
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 わが国においては、2006 年にがん対策基本法が

制定され基本的な緩和ケアの知識を普及がすすめ

られている。しかし、その 4 年後にこの評価をうけ

たことは、がん医療のなかでも緩和ケアの均てん化

が道半ばであることを如実に物語っている。 
 Temel らによるボストンのマサチューセッツ総

合病院における肺小細胞がん患者を対象にした調

査では 17)、早期からの緩和ケアを受けた群は、そう

でない群に比べて生存期間が 3 ヶ月ほど延長する

事が判明し(図 1５)、2010 年に New England 
Journal of Medicine に発表された。「緩和ケアで寿

命が伸びる」として、様々なメディアが報じセンセ

ーションとなった。この研究の解釈について様々な

意見があるが、現在のところ、緩和ケア群の延命効

果は「不適切な抗がん治療の差し控え」によって無

用な合併症が回避されたため、という解釈が一般的

である。これには、前述のコミュニケーションの問

題が関係している。がん治療医には、これ以上 

 
図１５ 緩和ケア早期介入による延命効果 

 

抗がん治療を行うことはメリットがないと分かる

タイミングがある。このとき、医師、患者家族とし

ては本人に絶望を与える情報は伝えたくないが、本

人は真実を言われなければ治癒の希望を持ってし

まう。このことが最期の貴重な時間の浪費につなが

るとしたら悲劇である。抗がん剤は終末期の精神安

定剤にはならないことを再確認し、患者・家族とし

っかりと情報を共有し、建前ではない医療が行われ

るようにしたい。勿論、このような姿勢も緩和ケア

のひとつであり、終末期の時間を大切にできるかど

うかがクォリティー・オブ・デスに大いに影響する

ことは自明である。いま求められているのは、本音

で語り合い、患者さんと真摯に向き合い治療を行う

真のスペシャリストではないだろうか。 
 日本のクォリティー・オブ・デス改善が立ち後れ

ているもう一つの原因は受け手側、すなわち一般の

人にもあると思われる。日本はこの 50 年余り、高

度成長期、バブル期を経て生活の形態が大きく変化

した。2〜3 世帯同居の家族は減り、核家族時代を

経て今は「おひとりさま」の時代である。家族は遠

隔地に分散し、それぞれ仕事や家庭があるなどの理

由から、終末期を自宅で過ごせる人は、在宅医の増

加に伴い伸びたとはいえまだ全国平均で 12％程度

である(平成 1８度厚労省調べ 18))。また、肉親以外

の看取り経験のない人が増え、働き盛りの人の殆ど

が「葬式参列の経験はあるが、ひとが亡くなる場面

への立ち会いの経験がない」という状況となってい

る。自然死」が減り、病室での「闘病死」が多くな

ったものと思われる。ひとは必ず死を迎えるが、そ

こで全てが終わる訳ではない。例えば墓参りをする

のはそれを私たちが認めている何よりの証拠であ

る。私たちは、死生観を大切にする文化をとりもど

し、より豊かに生きるために早い時期からの「死の

教育」が必要である。 
 
１２ わが国におけるこれからの緩和ケアに関す

る展望 
 わが国の死亡者数は平成 17 年から出生数を上回

り、平成 24 年は 125 万人/年であった。このうち在

宅死は 2 割未満（図１４）である。今後 20 年以内

に、年間死亡者数はピークに達し 170 万人/年を超

えると試算されている。おそらくその半分はがんに

よる死亡である。わが国の経済状況からみて、今後

新たにこの人数をカバーできる病院が新設される

見通しはない。在宅医療でカバーするには、在宅支

援施設の増加傾向（図１７）を勘案しても平均で今  
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図１７ 在宅療養診療所届出数（厚生労働省医政局指導課在

宅医療推進室資料 19）より） 

 

の約 3 倍頑張る必要があるが非現実的である。40
万人を超える終末期患者の増加をどのように支え 
ていくか、大きな課題が立ちはだかっていると言え

よう。 
今後の展望について、著者は３つのことを期待し

たい。一つは、医療面の充実である。現在のがん診

療連携拠点病院はすべて緩和ケア病棟を標準装備

することが必要と思われる。また在宅療養支援診療

所に関しては、個人経営の診療所同士の 24 時間シ

フト体制における連携や有床診療所化を誘導する

ようなインセンティブも必要と思われる。すでに厚

生労働省では、全てのがん診療連携拠点病院に、応

急的収容を可能とする緩和ケア病床の設置を求め

る案や、上記条件を満たす在宅療養支援診療所への

厚遇の検討が始まっている。 
もう一つは、医師その他の医療スタッフ・患者・

家族その他関係者・相談支援者のコミュニケーショ

ンの促進である。情報不足や誤解、思い込みを取り

払うことが出来れば、無用な高額の抗がん治療の差

し控えや、不可能と諦めていた抗がん治療の再開、

諦めていた在宅医療の実現や中断の回避、生前に解

決しておきたい問題の洗い出しなどが可能となり、

QOL は勿論のこと、まだまだクォリティー・オブ・

デスを高める余地がある。そのためには、単なる対

応マニュアル策定ではなく、相手の意向を酌むため

に全ての医療関係者におけるコミュニケーショ

ン・スキルの均てん化が望まれる。 
3 番目に必要と思われることは、生きることと死

ぬことについて、医療面だけでない捉え方を、医療

者である私たちも含め皆で考え直すことである。私

たちは東日本大震災を経験し、生と死が分かちがた

いものであると身を以て知ることとなった。避難所

では、臨床心理士など、心のケアのボランティアに

救われた方も多い。しかし、死という避け難い圧倒

的なものを前にして、宗教ボランティアが救いとな

った方も多かったことは、数々のメディアが報じて

いる通りである。葬儀の時だけではない宗教者との

関わりによって生きることを見つめ直し、私たち一

人一人の精神性を掘り下げることは、緩和ケアの枠

を超え、民度の涵養につながると思われる。 
 超高齢化社会、年金制度崩壊、がん難民、介護難

民、大量死時代が叫ばれて久しい。将来の見通しが

立てにくい中、医療とはなにか、生きる意味、いの

ちの連続性・永続性、本当に大切なものはなにか、

などを私たちひとりひとりが真剣に考えるべき時

代が到来したのである。ホスピス・緩和ケアをタブ

ー視し遠ざけようとせず、人生をより豊かにするた

めのものであることを理解する人が一人でも多く

なることを願って稿を終える。 
 
（注１）チャプレン（chaplain）：本来は教会のチ

ャペルで働く聖職者のこと。現在では、宗教・宗派

を問わずホスピス・緩和ケア病棟で働くか、学校で

生徒や職員のケアに当たったり、兵士のケアのため

従軍したりするなど、宗教施設の外で働く宗教者を

さす。わが国ではそれに相当する、宗教・宗派を超

えた宗教的ケアを行う前述の「臨床宗教師」の養成

に期待が持たれている。 
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