
 

 「がん診療オープンカンファレンス」 
  

◇日時 平成２４年９月１３日（木）１８：００～１９：００ 

 

◇場所 当院１階講堂    

 

◇内容 「がん診療における緩和ケアの役割 

     ～緩和ケアチームと緩和ケア外来～」 

  

◇講師 神戸市立医療センター中央市民病院 

    緩和ケア内科 医長 李 美於     

    薬剤師       稲角 利彦 

    がん看護専門看護師 梅田 節子 

 



緩和ケアの今日と未来 

~チーム医療による新しい取り組み~ 
 

神戸市立医療センター中央市民病院 
緩和ケア内科・緩和ケアチーム 

2012.9.13 



新病院： 2011年7月 開院 

 ベッド数の縮小 
    830床 →700床  (130床減) 
 

 救急入院ベッドの増床 
    30床 →50床   (20床増) 
  

外来化学療法部 新設 
    
  

緩和ケア外来 毎日対応 
    院内各科からの紹介を受入れ 

 
 
 



在院日数 推移 

         一般入院   癌死     

2007年度   14.4日   39.2日 

 

2008年度   14.1日  36.9日 

 

2009年度   13.7日  38.6日 

 

2010年度      12.6日             37.3日 



緩和ケアチーム構成 

 

              
 
2012. 9月現在 
 
・専従医師1名（李）、精神科専任医師1名（松石） 
 
 リンクドクター7名 
   麻酔科（荒川）、放射線科（岸）、呼吸器内科（大塚）、 
   消化器内科（占野）、外科（三木）、婦人科（高岡）、精神科（新光） 
 
・看護師 
 がん性疼痛看護認定看護師 1名（斉藤） 
  がん看護専門看護師 2名 
   専従 （梅田） 
   兼任 外来化学療法部 （濱田） 
  
 各病棟リンクナース 
   
・薬剤師 4名（大音、稲角、小西、金剛） 
  緩和薬物療法認定薬剤師 1名（稲角） 
 
・管理栄養士(NST) 1名（岩本） 
 
・臨床心理士 1名（高橋） 
 
  



• 入院病床を持たない 

• 処方や検査の提案（カンファレンス形式） 

• 実施の如何は主治医の判断 

• 主治医からの依頼 

• 患者さんとご家族の承諾 

• 主治医・病棟看護師・地域連携推進課とのカンファレン
ス 

• 病床訪問 

• 対策、方針の提案（検査、処方など） 

 



緩和ケアチーム依頼件数 
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緩和ケア内科外来 

 



外来で可能な緩和ケアの工夫 

・ 麻薬処方における患者負担減少 

 少量オピオイドの場合、トラマドールから開
始 

 （モルヒネ換算で60mgまで対応可能、患者
の経済負担は半分以下） 

 

・ ACPを早期に行なう（在宅療養の勧め） 

 地域連携を行い、当院への救急患者を減らす 

 在宅看取りの推進 

    *ACP advanced care planning 



緩和ケア外来 月別件数 
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外来化学療法からの紹介患者 
性別 年齢 原疾患 治療 転帰 

男性 72 膵癌 GEM 転院 

女性 59 膵癌 GEM 通院中 

男性 83 食道癌 BSC 自宅看取り 

男性 79 膵癌 GEM→BSC 通院中 

女性 56 膵癌 GEM→BSC 在宅療養 

男性 76 膵癌 GEM→BSC 在宅死亡 

女性 45 膵癌 GEM 転院 

女性 60 膵癌 BSC 在宅死亡 

男性 68 直腸癌 ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ 通院中 

女性 56 膵癌 GEM 通院中 

女性 68 膵癌 GEM 通院中 

女性 64 大腸癌 BSC 通院中 

男性 80 膵癌 BSC 自宅看取り 

女性 72 膵癌 GEM 転院 

女性 60 GIST BSC 当院死亡 



独居患者の転帰（14名） 

ホスピスへの

紹介（6名） 

43% 

通院中 

（4名） 

29% 

在宅独居死亡

患者（3名） 

21% 

当院院内死亡

（1名） 

7% 



在宅独居看取り患者 
 年齢 性別 原疾患 症状 死因 麻薬処方 在宅日数 

60才 女性 膵癌 全身倦怠感 窒息 無し 6 

72才 男性 膵癌 痛み 肺炎 有り 14 

85才 女性 胃癌 痛み 肝不全 無し 30 

• 在宅療養導入から在宅死までの期間は、6日～30
日。 

• 死亡前1週間の往診回数は、全例1回であった。 
• 生活保護受給者なし。 
• 認知症合併は一名であった。 



 

当院の緩和ケアチーム 
～薬剤師としての活動を中心に～ 

 

緩和ケアチーム  
緩和薬物療法認定薬剤師  稲角利彦 



当院の緩和ケアチームの活動内容 

１．朝のミーティング（毎日） 
   緩和ケア外来の予習、入院患者の優先度の確認、連絡事項の共有etc. 

２．緩和ケア外来（毎日） 
   医師、看護師、薬剤師を中心に診察、随時地域医療推進課看護師 

３.  チーム依頼入院患者の回診（毎日） 
   優先度の高い患者は外来開始までにラウンド 

   その他は、外来終了後にラウンド 

４．症例検討会（毎週火曜日１７：００～） 
   専従医師、専従看護師、専従薬剤師、主治医、精神神経科医師、画像診断・ 

   放射線治療科医師、麻酔科医師、産婦人科医師、栄養士、臨床心理士etc. 

５．緩和ケアセミナー（第４火曜日１９：００～） 
   緩和ケア関連の勉強会（薬剤の説明会、WEBカンファレンス、外部講師を招い 

   た講習会etc.） 



緩和ケアチームにおける薬剤師の活動 

・週１回の病棟回診の同行、症例検討会への参加 
・月１回の緩和ケアセミナーへの参加 
・定期的行事（緩和ケア関連の研修会、講習会等）へ 
  の参加 
     上記以外は、不定時での対応 
 
  
      
 

 

外来緩和ケア管理料の新設に伴い 
専従的にチーム活動に参加 

従来は 

今年度５月から 



朝のミーティング 

・ 外来診察患者の服用薬剤をチェック 

   外来緩和ケア管理料算定可能患者のピックアップ 

   がん性疼痛を抱える医療用麻薬使用患者に対して 

   月１回に限り算定可能 

 外来において初めて医療用麻薬が開始された患者の 

 疼痛緩和・副作用状況を報告  

・ 朝一に報告すべきチーム依頼入院患者の薬剤情報提供 

 

緩和ケアチームにおける薬剤師の役割 



 
 

緩和ケア外来の診察 
 
 ・ 患者さんの病態の把握 

・ 薬歴のチェック 

・ 薬剤の選択の提案、処方内容のチェック 

・ 「服薬および副作用チェック記録表」によるアドヒアランスの向上 

  （疼痛緩和・副作用状況の把握） 

・ オピオイド開始患者に対しては、自宅での状況 

 を電話にて随時聞き取り調査 

 

 



薬  剤  部   稲  角  利  彦 





チーム依頼入院患者の回診 

・ 服薬指導  

   （麻薬に対する偏見を取り除く、レスキューの役割） 

・ 専従医師の負担軽減 

   （注射剤の持続注入量・オピオイドローテーション換算量 

     の推奨、薬剤変更指示を病棟看護師に伝達） 

・ 専従看護師との協働 

   （緩和ケア実施計画書の作成、患者情報を専従医師に報告） 

・ 病棟薬剤師との連携 

    （持参薬のダブルチェック、各病棟での麻薬使用状況）  

 



 
院内への緩和ケア関連薬剤の情報提供 

     
 

トラマール 

   ＷＨＯ除痛ラダー第２段階の弱オピオイド 

       医療用麻薬ではない 

リリカ 

     末梢性神経障害性疼痛に適応あり 

       副作用の浮動性めまい、傾眠等に注意 

オキファスト注 

    単味のオキシコドン注射剤（平成24年8月に採用） 

    オキシコンチン錠からの変更は１日内服量の3/4量 

 

がん性疼痛治療マニュアルの更新 



特殊製剤の使用申請・調製 

＜製剤名＞   M－ＫＲ軟膏 
＜処方＞   ｌ－メントール       １０ｇ 

         ケラチナミンクリーム   ５０ｇ 

         レスタミン軟膏       ５０ｇ 

         全量            １１０ｇ 

＜適応＞   乾燥を伴う皮膚掻痒感（下肢浮腫のマッサージ用にも使用） 

 

＜製剤名＞    モーズ軟膏 
＜処方＞   注射用水        ２５０ｍｌ 

         塩化亜鉛        ５００ｇ 

         亜鉛華デンプン    １６０ｇ 

         グリセリン         ５０ｍｌ 

         全量 

＜適応＞   皮膚がんなどの易出血性腫瘍に対する外科的処理  

                

 



チーム薬剤師の今後の課題 

・ より患者個々に見合った薬物療法の提案 

・ 専従医師・看護師との協働を更に深める 

・ 医療用麻薬の適正使用をより充実させる 

   オピオイドセット処方の作成 

・ 地域連携により密に関わる 

     在宅調整会議への参加の機会を増やす 

      正確な使用薬剤の情報伝達（お薬手帳） 

          保険薬局と連携をより深める 

 

 



がんオープンカンファレンス 

「緩和ケアチームの活動 

看護師の役割」 
 

2012/9/13 

がん看護専門看護師 梅田節子 



 緩和ケアチームの変遷 

    1999年 ペインコントロールチーム発足 

     2007年「がん対策推進基本政策」 

                ～がん治療の初期から緩和ケアの実施 

     2008年 地域がん診療連携拠点病院認定 

     2009年 緩和ケア外来の開設 

     2011年 緩和ケア診療加算の算定 

     2012年 外来緩和ケア診療加算の算定        
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   緩和ケアチーム 

治療早期より緩和ケアを導入することで、がん患者の苦痛を最小限

にし、できる限り良好なQOLの実現を目指す    

     

  緩和ケア専従医師 

 精神神経科医 

 がん看護専門看護師 2名 

 がん性疼痛看護認定看護師 

  薬剤師  栄養士 

 各科協力医師  

 各病棟リンクナース 12名 



緩和ケアチームの活動 

毎週火曜17時～  緩和ケアチームカンファレンス 

第4火曜18時～  緩和ケアリンクナース会 

第4火曜19時～  緩和ケアセミナー 

              ＊院内外からの参加 

 

                  



緩和ケアチームリンクナース会 
                  第4火曜日 18時～ 

8病棟、外来、映像医学（放射線） 

  H24年度 12名 

各病棟の緩和ケアの状況、困難事例の相
談、 教育計画支援 

テーマ毎ミニ勉強会 

   疼痛管理、麻薬の取り扱いかた 

    緩和ケア評価（STAS-J） 

    事例検討 

    



緩和ケアセミナー 
第4火曜日 18時～ 

緩和ケアの知識の普及、質の向上 

毎月テーマを決め勉強会や事例検討 

  「緩和的リンパ浮腫ケア」 

   「がん患者のリハビリテーション」 

   「アロマテラピーの理論と実践」 

   「がん患者の心のケア」 

   「がん性疼痛マニュアルについて」 

   

     



 

    神戸市立医療センター中央市民病院 緩和ケアチーム     

 

        第123回   緩和ケアセミナー 
                  

        

      

 

 

 

        1. 対象 

           院内外の医師、薬剤師、看護師、栄養士、医療スタッフのみなさま 

        2. 期日：2012年9月25日（火曜日）18:45～20:00 

        3. 場所：特別会議室 

        4. 司会：梅田節子（緩和ケアチーム専従看護師 がん看護専門看護師） 

          「がん患者が抱える症状緩和に対する 

            アロマセラピーの効果」 

            講師：相原由花先生   
        Holistic care Professional School 学院長、関西医科大学心療内科学講座研究員  

  

         昨年度取り組まれたアロマセラピーの研究の紹介をしていただきながら、 

         がん患者が抱える症状緩和に対するその効果にいて講義下さいます。 

        どなたでも関心のある方は参加していただきますようお願いします。 

         ＊当日は１階案内受付で会場の案内をしますのでお越しください。 

           問合せ先 ： 神戸市立医療センター中央市民病院 緩和ケアチーム  

                   ０７８－３０２－４３２１（代表） 李、稲角、梅田 

   

  



緩和ケア実施計画書 

患者氏名： 男・女 
 

生年月日：Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ     年    月    
日 

依頼内容 
□１身体症状の緩和 □２精神症状の緩和 □３服薬指導  
□４栄養相談 □５口腔ケア □６退院支援 □７その他（                       ） 

診断 

今回の入院での治療内容 □手術 □化学療法 □放射線治療 □その他（                 ） 

  入院目的（                                                        ） 

一般状態 疼痛部位 

  □０問題なし 

  □１軽度の症状がある 軽い労作は可能 

  □２時に介助が必要・日中半分以上起きている 

  □３しばしば介助が必要・日中半分以上臥床 

  □４常に介助が必要・終始臥床している 

日常生活動作 

  １歩行   □自立  □要介助  □不可 

  ２排泄   □自立  □要介助  □不可 

  ３食事   □自立  □要介助  □不可 

  ４入浴   □自立  □要介助  □不可 

症状と活動状態                                                 

  ０：なし １：ごく軽度 ２：中程度の症状があり、できれば何とかしてほしいが急いでいない   

  ３：中程度以上の症状があり緩和を希望 ４：症状が強く、ほかのことが全く考えられない   

（身体症状）                                                   

  １ 疼痛 □０ □１ □２ □３ □４ １２便秘 □０ □１ □２ □３ □４ 

  ２ しびれ □０ □１ □２ □３ □４ １３尿閉・失禁 □０ □１ □２ □３ □４ 

  ３ 呼吸困難 □０ □１ □２ □３ □４ １４浮腫 □０ □１ □２ □３ □４ 

  ４ 全身倦怠感 □０ □１ □２ □３ □４ １５麻痺 □０ □１ □２ □３ □４ 

  ５ 発熱 □０ □１ □２ □３ □４ １６その他 （              ） 

  ６ 口渇 □０ □１ □２ □３ □４ （精神症状）   

  ７ 咳 □０ □１ □２ □３ □４ □１７不安 □０ □１ □２ □３ □４ 

  ８ 痰 □０ □１ □２ □３ □４ □１８抑うつ □０ □１ □２ □３ □４ 

  ９ 食欲不振 □０ □１ □２ □３ □４ □１９せん妄 □０ □１ □２ □３ □４ 

  １０嘔気・嘔吐 □０ □１ □２ □３ □４ □２０不眠 □０ □１ □２ □３ □４ 

  １１腹部膨満感 □０ □１ □２ □３ □４     □２１眠気 □０ □１ □２ □３ □４ 

（他の問題） □家族  □経済  □仕事  □その他（                       ） 

本人の希望 

家族の希望 

緩和ケアチーム目標 

緩和ケアチーム ケア計画 

  

  

  

説明日             平成      年       月         日 

主治医名 緩和ケア担当看護師  梅田 節子 

緩和ケア医   李 美於 緩和ケア担当薬剤師  稲角 利彦 

精神科医    松石 邦隆   

患者本人署名欄 家族・代理人署名欄（続柄        ） 

  

神戸市立医療センター中央市民病院 



疼痛緩和65%（98例）、疼痛以外の症状緩和が57%（86例）、不安やせん
妄などの精神症状の緩和が 44％（66例）、療養環境の調整（退院支援）
7%（10例）、家族ケアは7％（10例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

依頼内容  （2011年1~12月） 

    梅田他「急性期病院における当院緩和ケアチームの活動の実態 

         ～１年間の活動を分析して～」日本緩和医療学会2012．6  
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主治医、病棟看護師とともに現疾患の治療やケアに加えて症状緩和、QOL

の向上を目指したケアを最後までサポートする立場で活動。 

依頼チームと話し合い、ニーズを明確にしたうえでケア計画を立て、多様な
介入内容 

 実際の介入内容   （2011年1~12月） 

       梅田他「急性期病院における当院緩和ケアチームの活動の実態 

           ～１年間の活動を分析して～」日本緩和医療学会2012．6  
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 全人的苦痛（total pain)に 

 チームアプローチは不可欠 



緩和ケアチームにおける 

看護師の役割 

がん患者、家族の全人的苦痛を理解し、 

 包括的にアセスメントする 

がん患者・家族のニーズの明確化・倫理調整 

病状進行、状況変化を予測した計画立案・ 

  実践支援 

コーディネーター（調整役割） 

直接ケア（ケア方法・ロールモデル） 

スタッフケア・教育 



当院における急性期病院での 

緩和ケアチームの課題 

治療とともにがんと診断された早期からの活動 
「緩和ケア＝終わり」ではないことの啓発活動 

ギアチェンジの支援 

意思決定の対応 （アドバンスト・プランニング） 

   DNR、セデーション、意思決定代理人   

緩和ケアの質の向上、教育、普及 

   がん看護専門研修、緩和ケアセミナー 

地域の緩和ケアネットワークの連携 



緩和ケアチームのめざすもの 

がん難民をつくらない 

患者さん・ご家族に 

  「もう一度笑っていただく」 

  「生きててよかった」 

主治医やナースにとって、 

  動物に例えるなら・・・・ロバ 

  「重い荷物を一緒に担ぎます」 
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