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  平成24年７月より、緩和ケア内科が新設されました。緩和ケアチームはこれまでも活動してきました

が、これを機に一層、充実した緩和医療を提供できる準備が整いました。現在の緩和ケアチームの活動

と緩和ケア外来について紹介いたします。 

■緩和ケアチーム紹介 

 当院の緩和ケアチームの歴史は 12年です。各科入院中の癌性疼痛、慢性疼痛で苦しむ患者さんの相談

に乗ってきました。現在、主治医からの依頼を受けるとすぐにベッドサイドに伺い、主治医と相談しな

がら、問題を解決していく、というスタイルで活動しています。外来患者さんについても、主治医から

の依頼を受けて対応しています。一般に従来型の緩和ケアは終末期の医療が主体でした。しかし、当院

緩和ケアチーム、緩和ケア外来では必ずしも終末期の患者さんだけを対象としていません。主治医が一

人で抱えきれないような難題のある患者さんはすべて対象とします。 

 当チームは医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士

と多職種からなるチームです。専従医師 1 名、がん看護専門看

護師 1 名、緩和薬物療法認定薬剤師 1 名の 3 人が中心メンバー

です。また、がん性疼痛看護認定看護師 1 名、がん看護専門看

護師（化学療法部所属）、専任精神科医師、心理療法士も随時、

治療に加わっています。 

 痛み以外の身体症状、精神的苦痛や家族の皆様の悩みにも対

応しています。放射線治療科、麻酔科、消化器内科、外科、婦

人科、呼吸器内科、泌尿器科からリンクドクターとして各 1名の医師が活動しています。せん妄チーム、

栄養管理チーム、褥創チーム、口腔ケアチームなど院内各チームとも協力し、患者さんの抱える問題点

を明らかにして、あらゆる角度から支えています。 

 現在、1日平均15名ほどの入院患者さんを担当しています。退院後は、引き続き緩和ケア外来で継続し

て担当いたします。 

■緩和ケア外来 

 緩和ケア外来は毎日開いています。例えば、外科外来に定期的に受診される場合、痛みに関しては同

じ外来日に緩和ケア外来も受診していただき、痛みの相談に乗るという具合です。痛みが強い場合は週

に何回も受診される方もおられます。痛みを迅速に解決することによって、より普通に近い生活を送っ

ていただくことが緩和ケア外来の目標です。緩和ケアを受けている患者さんには、平日の日中、急に痛
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みが出た場合は、救急外来には行かず、緩和ケア外来を受診して

いただくようにしています。 

 緩和ケア外来では、専従の看護師、薬剤師も常に同席していま

す。医療用麻薬の使用に際しては、恐怖感や誤解を払拭し、安心

して使っていただけるように、薬の副作用について丁寧に説明し

ています。 

 新病院とともに設置された腫瘍内科からも紹介患者さんが増え

ています。癌の治療の早期から症状をコントロールすることにより、

化学療法の導入や継続をスムーズにすることを目指しています。病気が進行し、たとえ化学療法の継続

が難しくなったとしても、緩和ケア内科外来での症状コントロールは継続されます。そして、適切な治

療の場所を紹介するのも緩和ケア外来の仕事です。 

 患者さんの療養の場の選択については、地域医療連携セ

ンターと共同しています。患者さんの状態や希望に応じて、

地域の病院、診療所、緩和ケア病棟、ホスピス、訪問看護

ステーションを紹介します。最近の傾向としては、在宅療

養を積極的に勧めています。入院せずに、最期までご自宅

で過ごすことを希望された場合、地域の往診専門医師を紹

介しています。一人暮らしの患者さんでも安心してご自宅

で過ごし、“孤独死”ではなく、自宅で最期を迎えることに

も可能なように積極的に取り組んでいます。 

 地域のネットワークを開拓し、さらに拡大していくことによって、地域に根ざした“緩和ケアチーム”

をつくっていくことを目指しています。 

■はじめに 

当院が、平成23年7月に現在の新病院に移転して、ほぼ1年が経過しま

した。旧病院では3階に置かれていた内視鏡センターは、移転に際して、

1階西側の救命救急センターに隣接する映像医学部門（放射線部門）に

新設されました。当院の特徴として、緊急内視鏡検査が非常に多く、24

時間体制で検査・治療を行うため、救命救急センターからドア1枚で内

視鏡センターに移動することができるように配置しました。また、検査

件数の増加に対応するため、内視鏡センターのスペースは800㎡に拡充

され、6室の内視鏡検査室、2室のX線透視室、2室の多目的治療室、2室

の診察室を有し、近畿の臨床病院でも有数の広さを誇ります。 

■快適な内視鏡検査の実践 

従来、内視鏡検査は苦痛を伴う検査の代表であり、我々内視鏡医としては、少しでも楽に検査を受け

ていただけるよう技術を磨いてきました。昨今、患者さんの楽な検査に対する要望は強く、旧病院でも

限られたスペースで、鎮静剤を使用した上部消化管内視鏡検査（セデーション検査）を行ってきました。

外来の診察風景 

内視鏡検査室  

内視鏡センターのご案内                      消化器内科部長  猪熊 哲朗 
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その経験をもとに、新病院ではセデーション検査をさらに推進する体制

を構築しました。 

設計面では、患者さんが検査後に休んでいただくために十分なリカバ

リースペースを確保しました。内視鏡検査室6室に接して、12床のリカ

バリースペースを有し、セデーション検査後は電動ストレッチャーに乗

ったまま本スペースに移動し、血圧計・パルスオキシメーターによるバ

イタル管理を行います。集中監視モニターに表示された計測値が異常値

を示した場合は、アラームが鳴ってスタッフに周知します。リカバリー

スペースには専属看護師が1名配置され、意識状態を覚醒度スケールで評価した上で帰宅可能の判断と指

導をしています。 

■セデーション検査の適応と実際 

原則的には、希望された患者さんはほぼ全員にセデーションを実施しています。超高齢者や呼吸不全・

心不全などで全身状態が不安定な方には、セデーションを使用せず細径の経鼻内視鏡での検査をお勧め

しています。 

当科でのセデーションの適応は、右

のように規定しています。 

内視鏡検査同意書には、セデーション

の意義と危険性（死亡例もあること）

を記載し、希望の有／無をチェックしていただいています。 

検査当日は、全例に静脈確保のうえ、咽頭麻酔を行います。その後、検査台（電動ストレッチャー）

に横になって、鎮静剤（ミダゾラム：ドルミカム®）を投与して検査を開始します。検査開始時から、パ

ルスオキシメーターでSaO2を計測し、低下時には酸素投与などで対応します。検査中は、可能な限り意

識下鎮静（conscious sedation）を図ります。検査終了後に覚醒度を確認し、必要に応じて拮抗剤（フルマ

ゼニル：アネキセート®）にてリバースします。検査後は、前述のようにリカバリースペースに移動し、

完全に覚醒するまで観察してから、帰宅してもらいます。 

■セデーション検査アンケートの実施 

新病院において、平成23年10月からセデーション検査を導入し、業務が安定した本年6月に患者アンケ

ートを実施しました。期間は6月18日から28日までとし、当センターでセデーション検査を受けた83例の

患者さんに協力していただきました。その結果は、下に示すとおりです。 

検査を受けた記憶に関する質問

では、32／83例（39％）で検査中

の記憶が全くなく、検査を受けた

こともほとんど覚えていないとの

ことでした。43／83例（52％）で

は、検査が開始されスコープが挿

入されるまでの記憶しかないとの

ことで、これらを合わせた91％の

患者さんは、検査中のことは覚え

ていないようです。 

リカバリースペース  

１）セデーション検査の明確な希望を有していること
２）セデーションのリスク・合併症を理解し、同意をいただいていること
３）検査後、30分程度リカバリースペースで休んでからの帰宅となること
４）検査当日は、車／バイクの運転は控えていただくこと
５）検査担当医が、全身状態を評価し、セデーション可能と判断した場合
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また、検査の苦痛に関する質問では、当然ながら記憶のない方で検査に関する苦痛はほとんど感じな

かったという評価を得ました。その結果として、セデーション検査を受けた80／83例（96％）の方は、

次回からもセデーションを希望すると回答されました。これは我々の予想以上の評価であり、内視鏡検

査に伴う苦痛は非常に軽減されていると考えます。 

さらに、帰宅後のトラブルについても、検査後の外来受診時に問診で確認しましたが、ふらつき・転

倒などセデーションに伴う有害事象の発生は全くなく、帰宅後に昼寝をした方が数名いたのみでした。

ほとんどの方は、検査後は通常の日常生活を支障なく送れており、検査後に職場で通常勤務された方も

おられました。このことより、半減期120分のドルミカムを使用したセデーション検査は外来患者さんに

安全に受けていただける検査と考えます。 

■内視鏡センターの実績 

当センターでは、上部消化管内視鏡検査は年間7,170件、下部消化管内視鏡検査は年間3,590件を実施し

ています。うち、緊急内視鏡検査は571件を占め、24時間体制で救急対応しています。スタッフも、消化

器内科医15名のうち内視鏡学会専門医が9名とベテランがそろっており、レベルの高い内視鏡診療を目指

しています。治療内視鏡についても、消化管出血止血術を298例、早期がんに対するESDを155例、大腸EMR

を699例、胆膵治療内視鏡（ERCP）を475例、食道静脈瘤治療を97例、小腸内視鏡を75例などの実績があ

ります。 

■地域医療機関の先生方へのお願い 

上部消化管内視鏡検査は、地域医療連携センターを通じての検査予約もお受けしています。先日も、

抗血小板薬内服中の患者さんで貧血が進行するとのことで紹介いただき、早期胃がんが発見され、内視

鏡治療を行った事例もありました。高齢化社会の進行とともにがんはcommon diseaseとなり、日本人の2

人に1人ががんに罹患し、3人に1人ががんで命を落とす現状であるといわれています。今まで、「胃カメ

ラはしんどいから受けたくない。」と躊躇していた患者さんにも、セデーション検査をお勧めいただけれ

ば幸いです。 

■大腸内視鏡検査のお勧め 

当センターでは、便通異常・便潜血陽性の精査など、大腸内視鏡検査も積極的に施行しています。大

腸ポリープに対しては外来EMRを523例、入院EMRを161例、2センチを超える平坦型腫瘍に対しESDを15

例施行しています。 

ちなみに、大腸内視鏡検査は、一度、消化器内科を受診していただいて、排便状態・腹部症状などを

確認させていただいてから、医師が検査を申し込んでいます。以前の検査が苦痛であった方や痛みの少

ない検査を希望される方には合成麻薬（塩酸ペチジン：オピスタン®）を使用し、全例で炭酸ガス送気を

行うことで、検査後の腹部膨満の少ない検査を導入しています。 

大腸がんは、消化器がんの中でも増加傾向が著明で、女性のがん死亡ではトップを占めるほどです。

早期がんは自覚症状に乏しく、現在でも進行がんで発見され

ることも少なくありません。持続する腹部症状・排便異常・

貧血などがある場合は、積極的に検査することをお勧めくだ

さい。早期がんは我々が内視鏡治療を、進行がんは外科が腹

腔鏡下切除など低侵襲治療を心がけており、転移を来してい

る場合も腫瘍内科が積極的に化学療法を行い、予後の改善に

努めています。併せて、ご紹介いただければ幸いです。 
消化器内科スタッフ  
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■はじめに 

重症低血糖とは一般的に「血糖値が50 mg/dl 以下で意識障害を来し、受診・治療に第三者の援助を必

要とする低血糖」と定義されます。低血糖による脳障害は血糖値改善後しばらくして意識が改善する可

逆的な脳障害と血糖値改善後も意識障害が残る不可逆的な脳障害の大きく2つに分けられ、臨床現場で遭

遇する低血糖症はほとんどが前者ですが、後者の中には意識障害が遷延し植物状態に至る重篤な後遺症

を残す症例や肺炎などを併発し死亡する症例も存在します。近年糖尿病患者さんに対してより厳格な血

糖コントロールが推奨されるようになったこともあり、糖尿病治療薬による重症低血糖の患者数が年々

増加しているとされています。実際、当院に救急搬送される患者数も年々増加し、年間40例を超えるよ

うになってきています。その中に植物状態に至るケースが残念ながら毎年数例存在し、一部訴訟問題に

発展しています。 

糖尿病患者さんの増加や高齢化に伴い、糖尿病治療の現場は専門医以外の一般診療の場に広がりつつ

あります。重症低血糖患者さんは糖尿病非専門医かかりつけの患者さんに多いことを考慮すると、糖尿

病治療に関わる医療者は重症低血糖の現状と問題点を把握し、糖尿病治療による重症低血糖の発生を回

避するように努めなければならないと考えます。今回、重症低血糖の特徴をふまえて低血糖の対策につ

いて概説したいと思います。 

■低血糖を防ぐための対策 

①低血糖教育・指導 

重症低血糖のリスク因子にはスルホニル尿素（SU）薬かインスリンの使用・高齢者・腎機能低下・HbA1c

低値などが挙げられます。まず、高齢者にSU薬やインスリンを使用する場合には、患者さん及び家族に

低血糖の危険性を伝えて対処法を確認しておかなければなりません。当院に搬送されてくる重症低血糖

患者さんの多くが低血糖の知識・経験がなく、糖尿病治療薬を内服していることさえも知らない場合も

あります。重症低血糖を起こした場合、処置が遅くなると後遺症や死につながる可能性が高くなり、低

血糖教育・指導が大切です。 

②適切な目標血糖値設定と使用薬剤の選択 

重症低血糖で搬送される高齢者のHbA1cの値をみると、血糖コントロールの目標値が不適切に低すぎる

と思われる症例を多く認めます。あるいは血液検査もほとんどされずSU薬が漫然と長期間かつ高用量で

投与されている症例も多く認めます。現在日本糖尿病学会からは血糖値の管理の目標として一つの指標

が示されていますが、これは合併症の発症進展予防

を目標とした指標であり、高齢患者さんや他疾患合

併患者さんに対しては適宜調整して適用するもので

す。高齢者の病態には個人差が大きく、その患者さ

んの全身状態・推定余命・認知症の有無・薬物治療

による低血糖のリスクなどを考慮して目標血糖値を

個別に設定することは重要であり、平成24年4月に海

外の糖尿病学会からもそのような共同声明が出され

ています（表1）。高齢者では典型的な症状が出にく

く、「元気がない」などの非典型的症状を呈するの

みで低血糖が見逃されている場合や無自覚性低血糖
表 1 

糖尿病治療薬による重症低血糖の問題           糖尿病・内分泌内科医長  岩倉 敏夫 
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の危険性もあるので、低血糖のリスクを考え目標血糖値を高めに設定するか低血糖の危険が少ない薬剤

の使用が望まれます。筆者は高齢者でSU薬やインスリンを使用する場合、HbA1c（NGSP値）6.5～7.0%以

下を目安に減量あるいは低血糖のリスクの少ない薬剤への変更を常に意識しています。 

③SU薬使用の注意点 

 SU薬は低血糖という危険性を持っていますが、強力にインスリン分泌を促し血糖値を下げる糖尿病治

療に有効な薬剤であり、日常臨床での使用頻度は高く、高齢者においてもSU薬が必要になる症例があり

ます。そこで当院では、高齢者のSU薬による重症低血

糖を防ぐ対策として表2のような治療指針を掲げてい

ます。 

SU薬を内服する高齢者にしばしば見られる所見と

して、食前血糖値低値・食後血糖高値がありますが、

外来診療では血糖値の測定が空腹時血糖値ではなく随

時血糖値になっていることが多く、SU薬投与中には空

腹時血糖値を測定することも大切です（例えば随時血

糖値180mg/dlの結果でSU薬を増量することは危険で

す）。 

④重症低血糖患者さんに対する対処時の注意点 

SU薬による重症低血糖は低血糖が遷延しやすいので、ブドウ糖投与により意識回復しても数時間後に

再び昏睡になる可能性があります。近隣の医療機関で、ブドウ糖投与により意識改善後すぐに帰宅して、

数時間後に当院に救急搬送される症例をしばしば経験します。覚醒後も入院して数日間ブドウ糖の持続

投与が必要になる症例が多いことを認識しておく必要があります。 

■最後に 

糖尿病治療薬による重症低血糖は大きな問題ですが、重症低血糖にはいくつか共通するリスク因子が

あり、医療関係者がその因子を把握し注意することで重症低血糖患者さんを防ぐことができると思いま

す。 

地域医療機関の先生方におかれましては、重症低血糖のリスクについて十分ご理解いただいたうえで患

者さんの診療にあたっていただけますようよろしくお願いいたします。 

各種呼吸器疾患（COPD、間質性肺炎など）では運動時の息苦しさが日常生活やQOLを妨げる一番大き

な原因となっています。これを克服するには薬剤投与だけではなく、運動トレーニング、呼吸法の改善、

身体の柔軟性維持などのリハビリテーションが大きな役割を果たします。最近ではADLやQOLのみなら

ず生命予後の改善にも寄与するといわれています。リハビリテーションを有効に導入するためには、専

門的な指導やトレーニングを一定期間集中的に行う必要があります。当院ではこれまで急性期病院の使

命から長期間のリハビリテーション入院を行えませんでしたが、今回当院リハビリテーション技術部、

兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科、当科より医師を派遣している逓信病院と連携し、6

週間のリハビリ入院プログラムを開始しました。 

具体的には、まず当院に2週間入院していただきます。この期間に筋力、呼吸機能などの評価を行い、

その評価内容に従ってプログラムを組み、リハビリテーションを開始します。その後逓信病院へ転院し、

表 2 
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兵庫医療大学リハビリテーション学部理学療法学科の協力のもとでさらに4週間のリハビリテーション

を継続していただきます。そして、プログラム終了後には、もう一度当院において最終評価を行います。 

先生方の患者さんに息切れで苦慮されているCOPD、間質性肺炎などの患者さんがおられましたら是非

ご紹介ください。リハビリプログラムが終了しましたら、また先生方での日常診療をお願いいたします。 

第4回「医師のための緩和ケア研修」を、6月9日（土）、10日（日）の2日間をかけて行いました。 

■研修の目的、対象 

 がん診療に携わるすべての医師が、緩和ケアについての基本的な知識を習得することを目的としてお

り、厚生労働省の指導に基づいたプログラムを使い、日本全国各地で行われます。がん診療拠点病院で

は、年1回以上、研修を行い、緩和ケアの知識を普及することが義務付けられています。医師を対象にし

ていますが、医師以外にも緩和ケアに関心を持つコメディカル

の参加も奨励しています。今回、24名の募集に対して、25名（院

内15名、院外10名）の医師の応募がありました。医師以外にも

コメディカル10名（看護師9名、薬剤師1名: 院内7名、院外3

名）が参加しました。内容は、総論、各論の講義とグループワ

ーク、コミュニケーションスキルのためのロールプレイなどで、

1日目360分（土曜午後から）、2日目410分（日曜日朝9時から）

に及ぶ長丁場です。 

■『アンケート結果』から 

 34名の参加者の方からアンケート回答をいただきました。 “精神症状”、“コミュニケーションスキル”

や“地域連携、治療の場の選択”について、受講医師の関心が高い傾向が明らかでした。コメディカル

の方々は、“緩和ケア概論”、“癌性疼痛”についての講義に関心が高く、関心の傾向に大きな違いがあり

ました。がんに伴う諸症状の講義各論においては、医師もコメディカルも一様に、精神症状への関心が

高い傾向にありました。実際の診療では、精神症状や心のケアの問題は他の身体症状に比べると扱いに

くく、おろそかになりがちです。だからこそ、関心は逆に高かったのでしょう。 

評価の項目で“研修を同僚にも勧めたい”との声が多く、主催側としては、苦労の甲斐があったと喜

びました。ロールプレイについては、“自分のICを振り返る良い機会になった”、“初期研修医の先生にも

ロールプレイの風景  

平成24年度緩和ケア研修会のご報告            緩和ケア内科医長 李 美於 
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参加してもらえば、有効だと思った”などの意見がある一方で、“人件費や設備費を考えて、より短時間

で効率的な方法を考えられないか”という明快なご批判もありました。アンケートで“もう一度聞きた

い講義”とした問いに対しては、消化器症状各論の新城先生へのリクエストが半数近くありました。 

■講師陣の紹介―緩和ケアの地域連携を目指して― 

 緩和ケアの経験豊富で、地域連携でお世話になっている院外の先生に多数、講師をお願いいたしまし

た。地域の先生に講義をお願いすることによって、緩和ケア研修が“顔の見える地域連携”の一翼を担

うことも目指しました。“地域連携と療養の場”については、東灘区で開業されている在宅ホスピス専門

の関本クリニックの関本雅子先生、“精神症状”では関西労災病院心療内科精神科（緩和ケア科）の辻本

浩先生、“オピオイド開始”について神戸大学医学部附属病院緩和ケアチームから坂下明大先生、総論で

は奥野クリニックの奥野芳茂先生、六甲病院緩和ケア科の山川宣先生、“消化器症状”については社会保

険神戸中央病院を退職され、しんじょう医院を開業された新城拓也先生にお願いいたしました。院内か

らは呼吸器内科の大塚今日子医師、精神・神経科の松石邦隆医師にお願いいたしました。講師の皆様に

は、豊かな経験に基づき、個性的な熱弁を振るっていただきました。ご多忙中、快く引き受けてくださ

いました講師の皆様に、この場をお借りしてお礼を申しあげます。 

■積み重ねの大切さ 

 今回、受講修了医師は25名でしたが、4年間の集計は122名です。受講修了医師数は、院内総勢69名に

なりました。一人でも多くの患者さんが緩和ケアを受けられるよう、今後もコツコツと積み重ね、数の

みでなく質も高めて、緩和ケアの輪を広げていきたいと思います。 

■9月開催のオープンカンファレンス（事前申し込みは不要です。参加費無料です。） 

当院医師の異動                        （平成 24年 7 月 1 日まで） 

9月のオープンカンファレンスのお知らせ 

カンファレンス名称 開催日時 開催場所 内容 問い合わせ先

第15回
中央市民病院びまん性

肺疾患勉強会

9月1日（土）
14：00～17：00

当院1階講堂

テーマ：びまん性肺疾患の診断
VATS症例を中心に、びまん性肺疾患の診断について症例検討します。
ゲスト：野間　惠之（天理よろづ相談所病院放射線科部長）
　　　　山鳥　一郎（国立病院岡山医療センター臨床検査科　科長）

呼吸器内科
部長　富井　啓介
078-302-4321（代表）

がんオープン
カンファレンス

9月13日（木）
18：00～19：00

当院1階講堂

テーマ：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～
医師、看護師、薬剤師それぞれの立場から、現在行われている緩和ケ
アについて説明します。
講  師：李　美於  （当院　緩和ケア内科医長）
　　　　梅田　節子（当院　がん看護専門看護師）
　　　　稲角　利彦（当院　薬剤師）

地域医療連携センター
小林
078-302-4321（代表）

月日 診療科名 補職名 氏名 月日 診療科名 補職名 氏名

7月1日 神経内科 副医長 河野　智之 7月1日 免疫血液内科 医長 米谷　昇

7月1日 精神・神経科 副医長 福武　将映

6月30日 循環器内科 医長 山室　淳 6月30日 精神・神経科 副医長 毛利　健太朗

6月30日 小児科 副医長 今井　憲 6月30日 救急部 副医長 徳田　剛宏

採　　用

退　　職


