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November 14, 2013, Tokyo 

シンポジウム２ 

 

これからの終末期医療 

～いつから、そしてどこで～ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

日    

時 
11 月 14 日（木）15:10 ～ 17:10 

シン

ポジ

スト 

新田國夫  

（全国在宅療養支援診療所連絡会会長・医療法人社団つくし会理事長） 

中島朋子 （東久留米白十字訪問看護ステーション所長） 

今野民子  

（社会福祉法人渓仁会 介護老人福祉施設月寒あさがおの郷施設ケア部長） 

泉川留美子 （特定医療法人アガペ会チャプレン室チャプレン） 

桑名 斉 （社会福祉法人信愛報恩会信愛病院理事長） 

座    

長 

中川 翼 

 （日本慢性期医療協会副会長・医療法人渓仁会定山渓病院院長） 

主    

旨 

 「終末期医療」は慢性期医療に取り組む日本慢性期医療協会の会員病院にとっても日常極めて身近な、

重要な問題である。私は、定山渓病院に赴任して以来、人生の最期を迎えた際には、個人の希望が認めら

れるのが自然な姿であると想ってきた。その想いを職員と共に時間をかけて共有するように努め今日に至

っている。そして、今や、病院での看取から、介護施設や在宅での看取りも重視していこうという流れが

作られようとしている。昨年の「終末期医療」のシンポジウムで明らかにされた事は、病院でもこの領域

の質の向上に努めると共に、この領域の在宅医療の質の向上もあわせて必要である事、また、病院での医

療と在宅での医療は決して対立的に捉えるのではなく、お互いに連携し補完していく事の必要性が議論さ

れた。また地域には介護施設が増加しており、医療と介護の連携もとても大切である。病院に勤務する事

の多い会員病院の職員も地域を療養病床と捉え、施設や在宅との密な連携が求められている。例年本大会

で企画してきた「終末期医療」についてのシンポジウムのタイトルを今回は「これからの終末期医療～い

つから、そしてどこで～」とさせていただいた。 

 多くの会員病院の皆様の参加を得て、実りの多いシンポジウムになることを願っている。 
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[座長・中川翼氏（日本慢性期医療協会副会長）] 

 皆様、こんにちは。シンポジウム 2 の「これからの終末期医療～いつからそしてどこで

～」を始めさせていただきます。本日は、この方面で非常に頑張っておられる 5 名の方々

からお話をいただきます。当初は「お一人 10分以内」ということでしたが、時間もかなり

ありますので、「お一人 13 分以内」ということでお話をいただくことにいたしました。よ

ろしくお願いいたします。入り口の所に置いてある冊子は、今日の発表者の方とは直接関

係ありませんが、当院で整理したものでありますので、ご参考にしていただけるかと思い

ます。以上であります。座らせていただきます。 

では、最初の演者は新田國夫先生です。新田先生は全国在宅療養支援診療所連絡会会長

であり、医療法人社団つくし会理事長です。新田先生は、日本慢性期医療協会の機関誌で

ある JMC の「安藤たかおの突撃インタビュー」でも詳細に書かれておりますように、24

時間 365 日在宅医療に関わるという、極めて一生懸命に在宅医療に取り組んでいる先生で

あります。また、日本臨床倫理学会の理事長もされております。先生、よろしくお願いい

たします。 
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【講演１】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

これからの終末期医療 

～いつからそしてどこへ～ 

 

新田國夫氏 

（全国在宅療養支援診療所連絡会会長 

・医療法人社団つくし会理事長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 どうも中川先生ありがとうございます。新田でございます。早速ですが始めたいと思い

ます。終末期という話になりますが、終末期というのはおそらく 3 つのパターンがあるこ

と、皆さんご承知だろうと思います。まずがんの終末期です。現在、54％は助かるけれど

も、46％は残念ながら亡くなるという過程を経ます。そしてこの過程においては、今、緩

和医療ということで、実際がんの患者さんを見ていますと 2 週間前までは通院していて、

最終的には死に至るという結果を受けております。 

もう一つは心・肺疾患の末期でございます。心肺疾患で当初、例えば、心筋梗塞あるい

は COPD で低酸素血症あるいは CO2 ナルコーシスという状態に落ちますけども、またも

う 1 回復活します。しかし心臓の病態像そのものがもともと血管性病変でありますから、

現在の医療では再度発生します。そして、この結果どこが終末期かわからない状態の中で

心臓の終末期を迎えなくちゃいけない。心臓終末期は実は、静脈と経口のお薬によってだ

いぶ違いまして、静脈点滴が抜けない場合に、終末期であろうと思っています。 

実際のところは在宅においてもこういった経過をたどります。どこが終末期かいえない

状況もあります。スライドに認知症、老衰等と書いてありますが、認知症あるいは現在い

われていますロコモティブ、低栄養によるサルコペニア等もこうした終末期をたどります。

そして、私たちにとって問題は低栄養をどうするか、あるいはロコモティブをどうするか

です。そしてこの状態をできる限り、状態を保ちながら、最期はどういう終末期をたどる

か、毎日の臨床の中で考えるということになります。 

最後の１年間の高齢者の軌道でございます。The New England Journal of 

Medicine、Thomasのデータでございます。21％は要介護状態、だから 50％近くの人がな

んとなくだらだらという中で、終末期を迎えるんですが、逆にいうと、50％近い人は先ほ

どのどこが死かわからない急性劣化を経て、終末期を迎える。この 19.8％は急性変化で、

心筋梗塞、あるいは脳卒中、動脈瘤破裂等の終末期ですが、私たちにとってさまざまな、



4 

 

問題があります。高齢者で突然の急性変化を起こした時、どのように診るのか。全てが救

急車でいいのかという課題が絶えずあります。 

現在私が考える中では、急性変化と病態像の変化はおそらく違うだろうと思います。終

末期全てが、病態像の変化による終末期であれば、救急車等を呼ばないでも構いません、

満足する死を迎えることが可能だろうなと思っております。現在、終末期の医療行為にお

ける先端医療の与える影響、さまざまな先端医療が行われます。それで、逆にいうと医師

にとって予後推定がとても複雑で、そのことが患者家族の対応の道筋を非常に難しいもの

にしているわけです。このことは、医療側からこれをすればひょっとしたらこういう状況

になるという予測をするわけですが、患者家族はまだまだこうした先端医療を受ければ生

命があるという中で悩んでいるわけです。 

我々の医療の話ですが、医学は本来科学を追究して、真実を追究した科学でございます。

我々が今現在提供する医療というのは技術であって、技術は従来、善の追究なんですね。

だから、我々技術の応用は良い結果を必要とする。そして目的は善を行うということでし

た。ところが私たちの医療は、この高齢社会において行う医療全てが善を追究するとは限

らなくなったわけですよね。医療を行えば全て善であるという世界は、私たち医療者にと

っては楽だったわけです。そうすると医学者にとって医療を行うことが何に役に立つのか、

良いことのなのか悪いことなのかということが段々わからなくなってきたということです。

その意味では、今、必要で、求められるのは倫理だと思っております。 

逆にいうと、技術というのは先ほど言いましたように、いいものも悪いものも、相対的

価値です。その時に、バイパスの手術をする、あるいはカテーテル手術をする。そのこと

でかえって寝たきり老人を作り、そのまま胃ろうになるという状況も起こることがありま

す。それは我々の医療が相対的な技術を発揮したということになります。そうなると私た

ちが決めるのは倫理なのか、真の評価なのかという話になりますが、そうするとそこでは、

最新の治療を差し控えるかあるいは行っている治療を中止するかということになります。

この行為をいつも比較してきたわけです。 

胃ろうにしてもそうですね。胃ろうはだめだと。意味はないということで胃ろうを差し

控える。あるいは胃ろうをすれば助かるという話でございます。この問題は、実は我々に

とってその状態の治療が有効かどうか、例えば胃ろうが単に反対賛成論ではなくて、その

人にとって救命か延命かという問題です。その中でいくらかの可能性があるにも関わらず、

その治療を最初からノーと判断するということはやはり受け入れがたい治療医療実践だろ

うと思ってます。このことは、社会的なコンセンサスがどうあるかということにも行き着

くと思います。 

それで、これアメリカ大統領審議会、2005 年ですが、医療者はその治療がほとんど利益

をもたらさない、あるいはかえって患者に負担をかけることがわかった場合でも、いった

ん開始した治療を中止することは難しいと考えている。そのために、もしかしたら命を救

ったり健康状態を改善するかもしれない治療を行わないのは問題である。差し控えは臨床
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医学であって、中止は行動倫理、この相矛盾する中の話を私たちは日常で行わなければい

けないだろうなと。 

例えば、これは胃ろうをすれば助かるだろうなというふうに思うわけですよね。ところ

が胃ろうをやってもこの人は寝たきりを作ってしまうということで、胃ろうをつくります。

実際胃ろうを作って、本当に寝たきりを作ると。その時に、我々に中止する倫理があるか

っていうとありません。現在、法倫理もありません。それを患者等も含めて家族判断が、

そこに家族は最大の利益者、利害者ということになるか、なかなか法では判断できないと

いう現状があるわけです。そういう状況の中で私たちは臨床医学としてこういった最後の

終末期というものを行っていると思っております。 

そこの意思決定の倫理的議論っていうのは何かっていう話ですが、患者は自分の治療を

選択する権利を持っているんですが、実は先ほどのセッションにもありましたけど、認知

症の状態あるいは意識が無い状態、判断能力がない状態、結構あります。そして不可欠な

ものとして扱われるが、実際不確かな予後と複雑な議論。先ほど言いましたような今の先

端医療が生命力、生命を助けるけれども、果たしてどうなるかと。その人の生活の QOLも

助けるかどうかということにおいては、非常に不確かでございます。 

そして普通の医療現場でこの自律性の原則ですね、オートノミーでございますが、これ

非常に微妙です。多くは十分に時間をかけることができない、というのはどういうことか

と言いますと、先ほどの急性変化を起こすと。1年間の高齢者の軌道の中で、急性変化を起

こす場合が 50％あるということです。 

そうすると、そこで患者、家族、患者さんは別にして家族と医療者との十分な時間をか

けることができないという結果をもたらします。その意味で私たちは、地域の医療者とし

ては、従来、外来そして在宅に入った場合、入院した場合もそうですが、当初より我々は

十分時間をかけて、終末期を話しておく必要があるというふうに思っております。そして、

今、言ったように高齢者の多くは一般的に最後の病気を急に発症して終末期を迎えます。

ゆっくりとした終末期を迎えるのは 21％ですね。そういうことで、どこが終末期かはっき

りとわからない、高齢者の終末期は微妙でございます。先ほど言いました慢性の経過をた

どっても突然にくるという状況があります。 

終末期の議論をする上では、重要なことですが、患者の自己決定権の尊重や最善の利益

とは何かという観点に立ってすべきであります。これはいつもいわれることですが、最善

の利益って一体なんなの、最善の利益というのは患者さんがその人の生き方、質のある生

命を持った生き方をするのに何かということです。もう一つは自己決定権が重要だという

ことは、医学的妥当性、あるいは適切性の確保をおろそかにしてよいということを意味し

ないということです。自己決定だけど本当にわかるかなという話もございます。患者の意

思の基本を尊重しつつ医療、ケアチームによる専門的判断を重要視することも必要です。

ただこれのみに陥るあるいは、病院医療、我々医療者、在宅療養でもそうですが、これの

みに偏ってしまうと、患者さんを不幸にさせることになります。患者の意思や病状の変化
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によって変わります。 

今、私たちは、例えば今、私は胃ろうを作りたくない、人工呼吸は作りたくないという

意思を持ったとしても、この場合、人工呼吸器でこの 1 カ月を乗り切れば、次なる世界が

人工呼吸器なくて、また新しい生活ができるという医療だってありうるだろうなという話

でございます。その意思がその時によって変わる可能性があります。 

東北大の哲学のタカハシ先生が言ってますが、彼はその時にオートノミーあるいは事前

指示書がどこまで有効かということに対して疑問を呈しております。また、延命治療か積

極的治療かという二項対立的な議論の立て方は適切ではないということが重要です。死期

が近づいている患者さんの急性増悪の治療をしてQOLの低下を防ぐのも立派な終末期医療

であると私は思っております。そしてまた緩和をがん終末期に固有なものと考えることも

適当ではありません。緩和ケアが必要なケースは高齢期とも限らない。あるいは今、私は

高齢者の終末期は高齢者の緩和医療と緩和ケアという言い方もできるのではないかなと思

っております。そして今は、単に看取るという行為ではなくて、満足ある死、誰もが納得

できる死、最後にその人に寄り添って納得できる死、私たちはこれを求めて行うのが我々

の医療だろうなというふうに思っております。 

1989 年の緩和医療、世界保健機関に出されたパリアティブケアというここにつきるんで

はないかと。その後、ホスピスという概念が出ましたが、私自身はこの緩和医療の概念は、

これが基本だと思っています。そして、ここのところ、死は自然の経過、命の量を操作し

ないと、できるだけ死の至るまでできるだけ活動的で QOLのある生活を求めるということ

でございます。そして誰もが患者と家族が対象、命の質を大切にする、そういったことが

大切だろうというふうに思っていまして。 

これは緩和ケアですから、もともとがんを中心にしたものですが、私たちの今の状況の

中では、在宅高齢者に限って、高齢者も含めて言えるのではないかなと。それは私は最終

的な死の場所、これからの場所という話においては、私は在宅であろうがどこの場所であ

ろうが、いいだろうなと今は思ってます。その人にとって適切に生きる場所において、最

期を迎えるということが重要だろうなと。 

できるだけ私は、最大の緩和ケアは家にいることだろうなというふうに思っていますの

で、できるだけ家に帰る。最期は特に最終的にはどこになるか、その人の回復力によりま

す。今、私たちの在宅は、医療的な問題は何もありません。ただ、誰が診るかという介護

力によって、その人がどこで生きるかということになっております。そのような状況の中

で、私たちは、最終的には終末をどう迎えるかということでございますが、ちょうど時間

になりましたのでここで終了させていただきますが、在宅というものは一つの手段で、患

者さんは最後にどこを選択するか、それは患者さんの自由選択でございます。やはりでき

る限り家で看取るあるいは地域で看取る。 

家族と患者の心構え、その上に地域の心構えがあって初めて地域で看取ることが可能な

世界ができると思っています。以上でございます。ありがとうございました。 
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[中川座長] 

先生、どうもありがとうございました。続きまして「訪問看護の立場から」ということ

で、東久留米白十字訪問看護ステーション所長、中島朋子さんよろしくお願いいたします。 
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【講演２】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

これからの終末期医療 

～いつからそしてどこへ～ 

 

中島朋子氏 

 （東久留米白十字訪問看護ステーション所長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 よろしくお願いいたします。私は訪問看護師の立場というところから、終末期医療につ

いて活動の実践を報告させていただきたいと思います。 

訪問看護ってまだまだ、同じ医療者の中でもまだ十分周知されていないところがあるか

なと感じております。今のいわゆる訪問看護の制度というのは 1992 年、今から 21 年前に

創設されて、訪問看護ステーションが誕生したわけでございます。対象者としては妊婦さ

んから乳児、超高齢者まで全ての年齢層で、疾患も皆さんご存じの通りがんから慢性疾患、

難病、精神疾患、障がい、ありとあらゆる疾患に対して、対応させていただくということ

になります。 

訪問看護の理念としては、その人らしく生きるということを対象にしておりまして、当

たり前の日常を生き生きと生きる。その生活の延長線上に穏やかな尊厳ある最期が迎えら

れるようにということを考えて、日々活動しております。もちろん、在宅で療養されて回

復されて、訪問看護が終了になる方、社会復帰をされる方も、まずはその人らしく、生き

生きと生きるというところを大事に活動しております。 

当ステーションの状況を簡単にお話しします。看護師が 9名、PTと OTが各 1名ずつと

ケアマネジャー1名、事務員というようなスタッフ構成で活動しております。私も看護ケア

の認定看護師を取って 10年たっておりますけれども、もう 1人同じ看護認定看護師がおり

ますので、2人おります。それから保健師とか社会福祉士の資格をあわせもっている看護師

が、在籍しております。通常の訪問看護とはまた別に、認知症のグループホームにも契約

をして、定期訪問をしてスリーユニットの 27名の認知症の方々の健康管理をさせていただ

いておりますので、通常 120 名ぐらいの利用者さんに訪問看護を提供しておりますが、う

ちの特色としては圧倒的にがんの末期の方が多いのが、大きな特色になっております。 

さまざまな慢性疾患、難病、小児、精神の方も多いのもうちの特徴になっております。

毎月 5名から 10名が看取りになっておりまして、大体、この中で、何名かはホスピスに行

かれる方もいますけれども、大体、5名から7名は毎月在宅の看取りを行っておりますので、
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結構ばたばたと忙しい毎日を送っております。 

独居の看取り、ひとり暮らしの方の看取りも実際、何ケースか経験しております。病院

の方々はひとり暮らしもしくは高度な医療的な処置があると思い、「いや、無理だろう」と

最初から利用者さんの退院の話を全く考えないと、時々聞くことがありますけれども、ひ

とり暮らしであっても、さまざまな多職種連携をしていけば、おうちで看取って行くこと

も可能ですし、さまざまな高度の医療的処置がある方でも、生活をしていくことは可能で

す。 

現在、うちの利用者さんでも、在宅と ICU を行ったり来たりしているような方もおりま

す。そういう高度の医療的処置があっても、在宅に戻ってくる時には生活者になりますの

で、なるべく必要な医療をシンプルに整理をして、生活を医療の中に組み込むのではなく

て、医療を生活の中に自然となじませてその方の一人一人の生活を維持していくっていう

ような関わりを持っております。 

私たちの患者さんの訪問看護の利用期間なんですけども、極端な方をいえば数時間。2~3

時間の関わりで終わることもありますし、長い方は 10 年以上関わっている方もあります。

私たちが初回訪問に行って、もうこれは時間単位の養護だなというふうになってしまう場

合に、看取りになることもありますし、病院から帰ってきて 3 時間 5 時間くらい在宅をし

てそのままおうちで看取って行くというケースも、そんなに珍しくない状況になっていま

す。 

訪問看護の実際の内容はこのように医療的な処置としてはさまざまな処置を行っていま

す。それから、看護ケアとしては日常生活を心地よく送っていただくための、さまざまな

ケアだったりリハビリだったり、スピリチュアルケア、それから新田先生のお話にもあり

ましたけれど、意思決定の支援、このへんに相当時間をかけて丁寧に向き合っているつも

りです。それから 24時間対応で夜間休日の対応とか死後の処置、そんなところを今は 3人

のナースで 24 時間対応を回していますけども、数年前までは私一人で基本、24 時間対応

365日やっていたというようなことも経験しております。訪問看護は患者さんだけではなく

て家族も 1 単位として、家族ケアも重視しておりますので、さまざまな家族ケアも行って

おります。 

その他の訪問看護活動としては、主には訪問されていた利用者さんが入院された時に、

入院中にいろんなインフォームドコンセントを受けた場合に、意思決定をするのが難しく

て家族が訪問看護のほうに相談に来るとか、入院中の治療方針に思うところがあるんだけ

どなかなか言えないとかの相談があったりします。そんなときは利用者さんが入院をされ

ていても、入院先のスタッフと連携をしてカンファレンスを開いて、さまざまな意思決定、

自己実現のケアにあたることも少なくはありません。 

それからその他の活動としては、患者さんのお宅に訪問するだけではなくて、さまざま

な居住系施設、グループホームだったり、医療老人ホームそんな所にも最近は訪問が増え

ていますし、グループホームでも看取りを推進するという役割も訪問看護が担っていると
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ころがあります。 

ヘルパーさん、介護系の方たちに対しては、吸引とか経管栄養の実地指導を昨年から始

めております。ELNEC-Jは、エンドオブライフケアの看護師の教育を緩和医療学会が中心

に進めておりますが、この ELNEC-J の普及活動にも微力ながら貢献しております。それ

からうちのステーションの独特な活動なんですけれども、「ふらっと Café」というものを 3

年近く前から開催しております。 

ステーションの一部のスペースを使って、一般市民の方がふらっと立ち寄れます。立場

も職種も関係なくフラットな関係でさまざまな介護の悩み、がんの闘病中の方のさまざま

な思い、悩み、遺族になった方に対しては、遺族の悲しみをともすれば、今は元気だけれ

ども将来に向けていろんなことを知っておきたいなどを話します。いろんな方たちがみえ

ますけども、一般市民の方がふらっと立ち寄って、フラットな関係でさまざまなこと、お

茶を飲みながら思いを語り、共に泣いたり笑ったりしながら活動をしている、そんな場を

開催しています。 

遺族の方が見えることもあります。うちの訪問看護を使っていなかったご家族、遺族に

なったご家族もよくおみえになるんですけども、ここに来た時だけ泣けると言って毎回い

らっしゃる方たちもいらっしゃいます。それから、最近、交流の場としては、がんのサバ

イバー中もしくはいろんな内臓疾患で長い闘病生活におられる方が、交流の場としてこの

フラット Cafeにいらっしゃってアロマ教室とか手芸教室とか、絵画教室そんなものを企画

をして、例えばがんのサバイバーで抗がん剤治療で指先がしびれているけれども、簡単な

手芸ができるようなすてきな作品ができるようなそういう活動の場を提供したり、そんな

こともしています。 

スライドにも書いてありますけれど、市民の総合支援機能、参加された市民の方たちが

お互いに励まし合ったり情報提供したりしながら、一般市民の方たちが、それぞれの力を

相互に提供したり助けたり助けられながら、同じ地域の中でがんばって生きてこうねとい

う仲間作りをする、そういう市民の総合支援機能の構築も目指して活動をしております。 

このように地域の中の看護活動の一つの形、理想図として構築していくような活動も訪

問看護の業務とはまた別で行っております。 

今ご紹介したようなさまざまな活動の中で、質の高いエンドオブライフケアを提供でき

るように日々活動をしております。訪問看護というと、医療的な処置があったり終末期な

のに、なかなかまだ利用していただけないことが少なくありません。訪問看護は、さまざ

まな経過をたどっていく中でも予防的なところから関わって、急性期医療が必要なときに

は急性期と連携をし、また退院した時には退院支援、退院調整をしながら、在宅医療、介

護のネットワークを、介護する介護者も支えながら在宅療養を支え、最終的には看取りに

向けた質の高いケアを医療と福祉、介護と連携をしながら、立体的にケアを提供していく。

こういうものを日々研さんしながら、頑張っているわけですけども、これをさらにもっと

充実させていく必要があるかなと思っております。 
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このようにエンドオブライフケアにおける訪問看護活動は、さまざまながんに限らず、

さまざまな疾患に対して、終末期の苦痛を最大限緩和しながら、インフォームドコンセン

トをして、その今の状況を業者さん、家族が受容していけるような支援と寄り添いをして

いくことが大事だと思います。 

慢性呼吸器疾患とか慢性心不全の方たちはいつが終末期かわからないので、終末期ケア

をやりにくいというふうに看護師から声を聞くこともありますけれども、終末期でなくて

も、長い経過の中で少しずつ状態が変わった時の局面を逃さずに、その時その時の時間を

大切にし、真摯(しんし)に向き合って今の病状の説明をし、患者さんの家族と対話を大事に

しながら、丁寧に向き合っていくこと、それを積み重ねていくことで、よりよい終末期ケ

ア、エンドオブライフケアにつながっていくのではないかなというふうに考えています。 

新田先生もおっしゃっていた意思決定支援については、私たち訪問看護師も相当丁寧に

時間をかけてやっていますけども、そこで倫理的な視点、倫理的な感受性、倫理原則そう

いうものを持ち合わせて、その方にとって何が一番良いのかということを他職種、患者さ

ん、家族を含むチームで考えながら患者さんの意思支援をし、その中で自己実現を支援を

しながら、家族に対しては予期悲嘆ケアをし、デスエデュケーションをして看取りを迎え、

遺族となられた後にはグリーフケアと切れ目のないケアを提供していく必要があると思っ

ております。 

在宅ケアにおける看護師の役割としては、その人らしく最期まで生き抜くことを支える、

それから尊厳や人権擁護、アドボケイトの視点で倫理的感受性、倫理的判断の下で支援を

行うこと、家族に対しては大事な人を亡くすという悲しい喪失体験の中にあっても、自分

たちにできることは精いっぱいやったんだと思えるような家族介護ができるように支えて

いくこと、それからさまざまな慢性期の経過をたどっていく中で、利用者さん家族はいろ

んな思いに揺れています。その揺れに寄り添いながら一緒に最後まで共にあり続け、一緒

に考え一緒に寄り添うよっていうことをさまざまな形で伝え、保証していくことが大事な

看護師の役割ではないかなというふうに考えています。 

終末期医療の今後の課題として、治す医療から支える医療にシフトしていくこと、Aging 

in Place住み慣れた場所で最後まで暮らしていけるように。これは在宅が全ていいとは私

も思っておりません。その方にとって最善の場でその方らしい最期を迎えられればという

ふうに思っております。そういうためにも地域包括ケア、病院の完結型医療から地域完結

型医療に向けて多職種の連携が必要になってきます。 

そこで民間のインタープロフェッショナルエデュケーションとかインタープロフェッシ

ョナルワークといった多職種連携の動きとか教育が今、見直されていると思います。さら

に見なし末期にならないように、できる治療、回復の可能性がある場合には倫理的な視点

を忘れずに、その方にとって何がベストなのかをチームで考え、そして命に寄り添うケア

を提供しながら、この先の多死時代に向けて、我々在宅側も、どう多死の時代を地域で支

えていくかと言うことを真摯(しんし)に、そして急いで検討していかなければいけないかな
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と考えております。ありがとうございました。 

 

[中川座長] 

中島さん、ありがとうございました。続きまして「施設における看取りケア─生きるこ

とを支える─」というタイトルで、社会福祉法人渓仁会介護老人福祉施設・月寒あさがお

の郷施設ケア部長の今野民子さん、お願いいたします。今野さんは私が今、勤める定山渓

病院の前の看護師長さんで、この終末期のことに関して非常に熱心に取り組んできた方で

あります。よろしくお願いいたします。 
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【講演３】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

施設における看取りケア 

― 生きることを支える ― 

今野民子氏 

（介護老人福祉施設・ 

月寒あさがおの郷施設ケア部長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

ご紹介ありがとうございました。早速、発表させていただきます。はじめに、2013 年 7

月に実施しました当施設の入所者、ご家族への看取り意向調査で施設での看取りを希望す

るが 58.5％、考え中 3.4％、未回答 28％となっていました。今後、多老多死の時代を迎え、

看取り希望が増えていくと考えられます。高齢者の看取りケアは本人が持つ能力を最大限

発揮し、日々の生活、すなわち生きることを支え続けることではないかと考えます。当施

設の取り組みでも述べさせていただきます。 

施設紹介です。2011 年 8 月開設のユニット型介護老人福祉施設です。ユニット数 8、1

ユニットは 8~10 の人数です。入居者総数 88 名。平均年齢 86 歳、平均介護度 3.52、介護

職員 50名、夜勤体制 6名、看護師 6名。夜間は介護職員からのオンコール体制です。医師

は非常勤医師が 2名。施設で対応困難になった時の病院受け入れ体制は整備されています。

定山渓病院がしていただいております。 

施設環境です。左側は皆さん個室になっておりまして、お部屋が 8 畳ほどの広さがあり

ます。シャワー洗面台も設置しておりますし、3 組ほどの布団を敷くことができますので、

ご家族の付き添い等にも有効な空間となっております。右側が食事、談話レク、調理等幅

広く活躍する空間です。物産展じゃありませんけども、北海道のじゃがいもを調理してい

るところです。左が北あかり。これはなかなかおいしいです。表面はジャガイモのような

形、右がアンデスです。表面がサツマイモのような色をしています。北海道の宣伝をする

わけではありませんが、皆さん、元気に調理をしております。右側のご家族の方が差し入

れをしてくださいました。割り箸をもっている太い手は私の腕でございます。 

当施設のケアを紹介させていただきます。心筋梗塞発症後 4年間、おむつを使用し、ADL

全介助となって、入居されました 90 歳の T 様です。入居当日にトイレ排泄を試みました。

介護中と便座に座っている間も激しく抵抗が見られました。何度か繰り返す中で、介護へ

の抵抗が無くなり、トイレ排泄は成功しています。食事もスプーンを口に運ぶ動作が見ら

れるようになりました。この方から学んだことは、排泄という人間の基本的ニードと尊厳
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に関するケアをしっかり行うと、自ら食べるという行動が見られ、自ら訴えるという行動

が出て、言葉を発するようになったことです。ご家族は何よりトイレ排泄をしてもらいた

かったと非常に喜ばれており、この写真をぜひ使ってくださいということでご提供いただ

きました。 

このトランスファー技術はリフティングトランスファーといいまして、下肢に支持性の

ない方に有効な介助方法です。このトランスファー技術によって、下肢に力の入らない方

全てのトイレ介助が成功しております。 

家族を苦しめ続けてきました、BPSD の I 様、87 歳です。ナースコールを首に巻いて自

殺を試みたり、息子を呼べなど激しく泣き叫ぶ言動がありました。家族もこの言動に苦し

まれ面会に来ることを拒否されておりました。特に職員が忙しくなる時間に、精神症状が

激しくなりました。そのため、自分たちの稼業スケジュールに入居者様を合わせるのでは

なく、その人を中心に考え、訴えをその時を大切にし、職員が 1 人、本人に寄り添うこと

にしました。その結果、笑顔が出るようになり「ありがとう」という他者をいたわる言葉

が聞かれるようになりました。 

経口摂取量が低下しましたが、看取りについて家族の決断がつかず、病院へ入院となっ

たMさま、88歳です。入院して 3週間後、家族からぜひ戻りたいという申し出がありまし

た。病院では尿のカテーテルが入れられ、トイレの訴えも聞いてもらえない。「おむつをし

てるんだから、そこにしなさい」と看護師さんに言われたということでした。食事の量も

増えない、笑顔が無くなった、何より本人が戻りたいと強く望んでいるということでした。 

そして、この時になって家族は、実は母は元気な時に、特別な処置を望まないといって

いたのですと言い出しました。本人の生きる力に寄り添うケアしかできないが、それでよ

いかと念押しすると、それで良いという返事でした。施設に戻ってから、まずトイレでの

排泄。たっぷりのお湯につかっての入浴、好きなものを食べたい時に食べたいだけ、寝た

い時に寝て、起きたい時に起きるを実践。時には真夜中におなかがすいたと言うこともあ

り、トイレに行きたいと言うこともありました。寝ない時もありで、自由に過ごしてもら

っています。そうしましたら、どんどん元気になり、毎日ご機嫌に過ごしております。 

離床時間を延長したところ、瘢痕化していた褥瘡が悪化した S様 98歳です。定山渓病院

で車いすのシーティングを実施し、車いすとクッションの選定を依頼いたしました。座位

の姿勢が改善し、長時間の離床が可能となりました。意識レベルが向上し、車いすの自走

能力や食事の自立摂取能力が復活しました。同時にトイレの排泄も開始し、成功してきま

した。 

ケア部で大事にしていることです。①職員を優先順位 1 位と考えています。業務改善を

して有給が取りやすい環境を作る。2012年度有給取得率87.6％、リフレッシュ休暇の推進、

研修を充実、達成感を感じるケアの実践を導く。おむつからトイレ排泄へ、BPSD への対

応など結果が見える介護を共に実践し、介護の喜びを実感しております。 

②人としての尊厳を最大限に守ること。全員トイレでの排泄、訴えのその時を大事に関
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わる。③本人が持っている能力、生きる力に寄り添って本人を中心にケアを考える。 

看取り事例を報告させていただきます。事例 1、89歳の男性、脳梗塞。2013年 1月食事、

水分量の低下があり、妻に看取りの ICを実施。直ちに同意を得ました。妻に思い出の地を

聞き、風景ビデオを借り見ていただきました。非常に喜ばれ、語り合いながら楽しそうに

見ていました。食べられない日も妻の差し入れのチョコレートは召し上がりました。車い

すで散歩、足浴など最後のケアを妻と共に行いました。亡くなる 2 日前までトイレの排泄

と入浴を行っています。看取り開始 2 カ月後、家族に見守られ永眠されました。後日来所

された妻が、私もここでお世話になるといい、息子様にすぐ申し込みをしたらと勧められ

るエピソードがありました。 

事例 2、85歳女性、アルツハイマー型認知症、入居時より摂食嚥下(えんげ)障害がありま

した。入居 7 カ月、飲み込み不良となり、医師より看取りの IC が行われました。家族は

PEG を選択しました。家族関係、キーパーソンは長男夫婦で家族間の調整は嫁。決定権は

2 人の姉で、PEG の決断は姉がされました。PEG 実施後の経過です。2012 年 6 月 21 日

PEG 造設。7 月 17 日、帰所、栄養注入後に喀痰が増え吸引が必要な状況でした。9 月 27

日、栄養注入後、水様便となって排出。半固形剤にするも同様でした。10月 16日、再度看

取りの ICを行いました。2日後同意書が提出されました。11月 3日、栄養を減量しても喀

痰増え栄養を中止いたしました。11月 11日 PEGから約 5カ月後、ご家族に見守られ永眠

されました。 

事例 2の振り返りです。キーパーソンの嫁は PEGに反対で、入院中、寝たきりになった。

早く施設に戻してほしいと姉たちを批判する言葉がたびたび聞かれました。PEG 選択によ

って、ご家族間で感情的しこりが残りました。帰所してから直ちに、トイレ排泄、車いす

散歩等開始、笑顔が戻り栄養吸収が不良になってもご家族は、病院へ戻ることは希望され

ませんでした。看取りケアはユニット内でオープンに行われました。他の入居者様から「私

の時もここでお願いね」と依頼されました。死亡時は歌レクの時間でした。ご家族からは

「みんなの歌に見送られるように亡くなり感動した」と、後日お話がありました。 

当施設での看取りケアとは、看取りの時期になったからここへお願いしますではなくて、

日常ケアの評価として、ここでお世話になりたいということだと思っております。そして、

看取り開始は今までのケアをそのまま継続し、その人の生きる力に寄り添ってケアをする

ことであると考えております。ご家族は、本人と同様ケアの対象としています。共にケア

を行う、ゆっくりお話を聞く、家族との思い出の軌跡をたどるなど、最後の時間を本人と

共有できるよう関わっています。看取りケアは、家族も介護者も喪失感を感じます。看取

り後 2 週間以内に、偲びのカンファレンスを開き、ご家族と共にエピソードを語り思い出

を共有しております。 

まとめ。看取り同意書の意味は本人の生きる力に寄り添って、尊厳を大事にしたケアを

開始することと捉えています。施設での看取りケアは特別なことをするのではありません。

なじみの人たちと共に暮らしながら、人として当たり前の生活が継続できるよう、支え続
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けることと考えています。食べたい時に食べたい物を食べられるだけ、寝たい時に寝て、

起きたい時に起きる。トイレに行きたい時に行き、たっぷりのお湯にゆっくりつかる。そ

のような普通のことを大事にして支え続けていきたいと思っております。ご静聴ありがと

うございました。 

 

[中川座長] 

今野さんありがとうございました。では、討論はシンポジウムの時に行います。続きま

して「アガペ会におけるチャプレンの働き」特定医療法人アガペ会チャプレン室チャプレ

ンの泉川留美子さんお願いいたします。この終末期のシンポジウムはこの大会で、10 数年

行っていますが、チャプレンの方にお話いただくのはこの会が初めてでございます。よろ

しくお願いいたします。 
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【講演４】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

特定医療法人アガペ会における 

チャプレン室の働きについて 

泉川留美子氏 

（特定医療法人アガペ会 

チャプレン室チャプレン） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

特定医療法人アガペ会で働く泉川留美子と申します。皆さんのお話を聞いていましても、

いろんな病院でチームとしてのケアをしているということをおっしゃっております。私た

ちの法人もそのようにしておりますけれども、医療のスタッフばかりではなくて、私たち

の病院には、5人のチャプレンがいて、その 5人も法人の中で 1つのチームとして関わらせ

ていただいております。 

アガペに生かされアガペに生きるというのは、これは聖書の中に出てくる言葉です。ギ

リシャ語のこのアガペという言葉は、神様の愛のことですね。アガペとは見返りを求めな

い、一方的に与える愛ということです。私たちも神様の愛に生かされ、見返りを求めない

で周りの方々に仕えていきたいというそのような思いが込められた理念です。 

アガペ会の紹介をさせていただきます。アガペ会は、北中城若松病院、介護老人保健施

設若松苑、そして訪問看護ステーションなどご覧のように、在宅を支える 14の事業所が連

携を取りながら高齢者を支えています。アガペ会のある北中城村は、女性が日本一の長寿

なんですね。ですから、世界一長寿村といえると思います。そのようなご高齢者を私たち

アガペ会が支えていると、このように自負しております。 

スライドは昨年度私たちの法人の中で亡くなった方々です。108名方々が亡くなりました。

人は全人的な存在であると言われています。ですからご高齢で入院なさったとしても、そ

の方々は死に対する恐れ、不安、いろいろな痛みを抱えている方々がほとんどのようです。

ですから療養者の肉体的な苦痛を取り除くだけではなく、精神的な痛みや、霊的な痛みに

も寄り添うことが大事なことであると考え、私たちチャプレンには、そのような使命が与

えられているとこのように考えています。 

スライドの写真は、私たち法人の中で働くチャプレンです。チャプレン室のメンバーは

療養者を支える、ご家族を支える、そして働く職員を支えることを目的として働かせてい

ただいています。これからスライドを通して具体的にチャプレンの働きを紹介させていた

だきます。 
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スライドの写真は病棟で行われている礼拝です。私たちは療養者の方々が親しみをもっ

て参加することができるように、かりゆし会という名前をつけて行っています。病院内の

各病棟、それから地域にある各施設、ほとんど全部署で毎日のようにあちらこちらで、こ

のようなかりゆし会を行っています。長期療養の病棟になりますと、ご家族がよくお見舞

いあるいは介護をしにいらっしゃいますので、療養者ばかりではなく、ご家族も一緒に礼

拝に参加なさることも多く、ご家族の心のケアにもなっています。 

これは病院の中に礼拝堂がありますが、その礼拝堂で行われている、かりゆし会です。

ここにお集りいただいている方々は認知症の患者様方です。病棟を離れて、毎週このよう

にして礼拝堂にお連れして、そしてそこで楽しく沖縄の歌や踊り、それから唱歌なども取

り入れます。そのようにして、賛美歌を歌い、短い 30分の間ですが、聖書のお話などを聞

いて、本当に楽しみに過ごしていらっしゃいます。これも、本当にこの方々の霊的なケア

になっていると思います。認知症の方々は新しい事を覚えられないと普通、そのように私

たちは思っておりますが、この患者様方は毎週毎週行われる、このような礼拝によって、

新しい賛美歌を覚えていくんですね。それも私たちにとって、大きな驚きとなっています。 

スライドの写真は、病室での個別対応の様子です。この患者様は、現在 63歳の男性です。

建築関係の仕事をしておりましたが、作業現場から転落なさいました。それで頸椎損傷な

どがあって、寝たきりになっているんですね。最初は自分の状態を受け入れることができ

ずに、大変な不穏でした。そして、ナースあるいはいろいろな職員に暴言を吐く、そのよ

うな方でした。それで私たちチャプレンが呼ばれて、その方のもとに行きましたが、「俺に

必要なのはチャプレンではなく、有能な看護師なんだよ」と言って私たちは拒否され、追

い出されたこともありました。ところがチャプレンのほうから提案して、今年の 6月から、

寝ている以外に本当に楽しみがありませんので、聖書朗読を始めるようになりました。そ

れによって少しずつ心に変化が見えてきています。 

チャプレンに対する暴言は、もう一度もありません。最近の彼の言葉は「夢や希望があ

れば生きる力もわくと思うが、芋虫のようなこんな惨めな体ではね。でもこんなふうにあ

なたに聖書を読んでもらうことがとてもいいね。動かない体だけど、耳で聞くっていいな

と思って。信じるって難しいけど、まだ理解できないけど、聖書の話はばかな話だとは思

わない。深い内容だよね」と語ってくださいました。そしてこの方は、チャプレンが来る

ことを本当に楽しみに待ってくださるようになったんですね。聖書朗読を通して、私たち

はこの方が寝たきりであっても夢や希望のような生きる力がわいてくるようにと、毎日祈

りながら関わらせていただいております。 

この方は、ユタでした。ユタというのは沖縄の霊媒師のことなんですね。そのユタとい

うのはあちらこちら、沖縄にある拝む場所があるんですね。斎場御嶽(せーふぁーうたき)

など皆さんご存じであると思いますが、そういうところに行って祈りたい、そういう人で

あるわけで、そういうことを仕事にしていたんですね。この方は、病室に幽霊が見えるな

どの訴えがあって、いろいろと職員が怖がってチャプレンに依頼があって、関わるように
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なりました。けれどもこの人の一番の霊的な痛みというのは、拝みに行きたい、お祈りし

に行きたいということだったんですね。それで、彼女は大変苦しみまして、どうしたらい

いかと私に尋ねました。ですから、私たちが信じている神様はどこで祈ってもお祈りを聞

いてくださる方ですよ。一緒に病院の中で祈りませんかとこのように提案しました。それ

から毎日のように、チャプレンと一緒に祈り、そして礼拝にも参加するようになりました。

ユタとして生きる彼女に苦しめられて、断絶していた娘さん家族との関係もよくなり、毎

日穏やかに過ごすことができるようになりました。彼女は車いすに座ったまま、デイルー

ムで、眠るように静かに亡くなりました。 

この方はがんの末期の患者様でした。さびしくて毎日大声を張り上げる、そういう方で

した。チャプレンが毎日のように、ベッドサイドで寄り添い、話相手になりました。その

ようにしてチャプレンとの関わりの中で、洗礼の決心をされました。この写真は洗礼式を

終えた後、チャプレンがお祈りをしている様子です。食べたがっていた大好きな沖縄そば、

あるいは牧師になった幼なじみに会いたいというそういう希望もチャプレンが間になって

かなえ、本当に充実して楽しい最期の時を過ごされました。この方も洗礼を受けてから約 3

カ月後に、穏やかに息を引き取られました。 

スライドは職員による病室での見送り式の様子を再現しております。ご本人やご家族の

希望を伺い、病室あるいは霊安室、そして病院の礼拝堂などで、看護、介護、主治医、リ

ハビリなど関わった多くのスタッフが参加して、このようにして見送り式を行います。一

般的な見送り式では、ご焼香をして終わりということがよくあると思うんですが、私たち

の病院ではスタッフや主治医が亡くなられた方の病棟での様子あるいは生前、ご家族のこ

とをこんなふうに語っていらっしゃいましたよとか、そういうことをご家族にお話をしま

す。また、家族からは思い出話や職員への感謝の言葉が述べられる。もちろん賛美歌を歌

ったり、聖書から希望のメッセージを語ったりもしますが、このようなことが家族ばかり

でなく、職員の心も慰め、お互いのグリーフケアの一環になっています。 

私たちの病院では年に 1 度、過去 1 年間に亡くなられた方のご家族を招いて、偲ぶ会と

いうものを行っています。その時の記念会の様子です。偲ぶ会では、会場の前に亡くなら

れた方の遺影を飾るんですね。飾って偲びますけれども、またこのようにして病棟などが

準備した故人のアルバムを一緒に見ながらご家族と思い出を語り合い、懐かしい時を偲ん

でいます。 

これは偲ぶ会の最後のところですが、チャプレンが偲ぶ会の中でご家族を慰め、励ます

ためにメッセージを語っているところです。こういうメッセージなどのプログラムを通し

てご家族も職員も一区切りをつけて、心を慰め励まし、本当にこれで良かったんだという

そういう安堵感を感じるひとときになっています。 

アガペ会で亡くなられた方々のデータです。アガペ会で亡くなられた方々はほぼ皆さん

が高齢者ですので、慢性期、終末期の中にあった方々です。さらにグラフのピンクや黄緑

の部分を見ると、ここが増加していることがわかりますね。老健や居住系の施設で亡くな
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る方々も、年々増加しているそういう状況になっています。特に老健では、もう医療を受

けない、ここで最期の看取りをしてほしいというそういう方がどんどん増えております。 

最近のことですけれども、がんの末期で、高齢の独身の男性が在宅で過ごしておられま

した。この方は義理の弟に世話になっているのが本当につらいということで、早く死にた

いというのがいつもの訴えでした。ですから私たちはその人が泣くそのそばで、その人の

手を握り肩をさすり、本当にそばにいることしかできませんでしたけれども、毎週、私た

ちチャプレンが自宅を訪問しました。その方の最期はチャプレン 2 人だけで見送り式をす

るというそういうことがありました。ですから、今後このようにますますひとり暮らしの

高齢者が増え、在宅での介護が増えることが予想されます。 

終末期医療、いつからそしてどこでというテーマですが、人は元気に生きている今も、

意識する、しないに関わらず全ての人が最期の時に向かって歩んでいます。ですから私は

療養者とも、そのご家族とも、出会った時からその時から、ターミナルケアやグリーフケ

アの始まりであると考えています。 

入院している療養者やそのご家族ばかりでなく、在宅、居住系の施設など、その方がお

られる所、そこに私たちが関わっていかなければならない、そのような場であると考えて

いるんですね。ですから限られた人数ですが、アガペ会で働く私たちが一人一人それぞれ

の役割を担いながら、チームとして一丸となってアガペの愛を実践するものとして関わっ

ていけるようになりたい、それが私たちの今後の課題であるとこのように考えています。

ご静聴ありがとうございました。 

 

[中川座長] 

泉川さんありがとうございました。では最後に、社会福祉法人信愛報恩会・信愛病院理

事長であり、日本慢性期医療協会の常任理事であります、桑名斉先生、よろしくお願いい

たします。 



21 

 

 

【講演５】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

これからの終末期医療 

～いつからそしてどこへ～ 

桑名斉氏 

（社会福祉法人信愛報恩会 

信愛病院理事長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 桑名でございます。よろしくお願いいたします。今日はこのような発表をする機会を与

えていただきまして、中川先生、それから日慢協の幹部の先生方にお礼を申し上げたいと

思います。大変格調の高いお話が終わったところで、私の話は、死に場所難民をどうする

かという、衝撃的な演題。「死に場所」というと聞こえが悪いかもしれないので、「死亡場

所難民」というふうにちょっとだけ変えました。 

私どもの信愛報恩会のご紹介ですが、東京都の清瀬市という所に緩和ケア病棟、回復期

リハ、介護療養型医療施設などの病院と訪問看護ステーション、それから特養、有料ホー

ム、文京区で特養、荒川区で特養、その他いろいろサービスをやっております。来年の 8

月はアガペ会さんと同じように、サ高住とグループホームと複合型サービスと、複合体の

事業所ができる予定になっております。清瀬市というのはすぐ北隣りが埼玉県になります

ので、よく埼玉と間違えられます。二番目の演者の中島さんの東久留米市はこの辺りです

のでお隣でございます。緩和ケア病棟と回復期リハ、介護療養型医療施設などをやってお

ります。 

5 年間の死亡退院の推移ですけども、平成 20 年に比べると重症の方が増えてきましたの

で、死亡の人数も増えてまいりました。半分以上は緩和ケア病棟の死亡者ということにな

ります。 

どこから来るかというと、緩和ケア病棟の場合は、主に他の病院から転院してまいりま

す。ほとんどがお亡くなりになります。平均在院日数は、年々短くなってきております。

一般病棟は外来からの入院、他の病院からの転院が多くを占めますが、施設からの入院も

あります。その中で死亡もありますが、軽快退院それから施設へ戻るあるいは、他の病院

へ転院するなどがあります。平均在院日数は、だいたい 1 カ月ちょっとということになり

ます。 

療養病床ですが、圧倒的に転院してくる方です。一般病床からの転院が多いです。最近

は常に満床のため、入院を受けられない状態なので新規はお断りしております。ただ、一
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般病棟に入院して、退院できない方が療養にいかれるということもあります。ここでの死

亡数はこれぐらい。結構多いわけですね。施設に戻られるあるいは移られる方もいらっし

ゃいます。平均年齢はこのぐらいで、介護で入院ですから結構長い入院期間となります。 

日慢協の老健局補助事業で行った調査の結果です。古いデータですみませんが、どこか

ら介護療養に入院するのかというデータです。これらの調査からは一般病院からの入院が

医療療養病棟では多い。次に自宅から、それと急性期病院の後方施設。介護療養では、自

宅からの入院が少ない。死亡退院はどちらでも約 40％ということです。 

これは皆さんよく目にされる表ですが、医療機関はそんなに増えないだろう、減るかも

しれない。介護施設も多少増えるかもしれない。そして、どこで亡くなるかわからないそ

の他が 47万人です。165万人以上亡くなる 2030年に 47万人がどこで亡くなるかについて

は、まだわからないということですね。 

場所別の死亡数は、少し古いデータですけれども、大体 80％が病院、東京も同じ。全国

の死亡は医療機関で 80％、あとは介護施設で。自宅で亡くなる方は 12.4％ということにな

ります。先ほどの表、2030年で大体、165~167万人亡くなると推定されていますが、この

2009年に対比すると 133万人が医療機関ですね。自宅で亡くなる方はあまり変わらないと

いうデータになっています。厚労省が病院で亡くなるのは 5 割ぐらいにしようと言ってお

りますので、それに照らすと大体 89万人になる。在宅、在宅と言っているわりにはあまり

変わらないですね。結局 47万人どうするのかという話です。 

東京都でも大体同じような傾向です。これらの推計から予測されることは、先ほども申

しましたが、この推計値と厚労省が進めている施策と照らし合わせますと、死亡場所ある

いは看取りの病床が 40万床不足する。施策通りに進めていくことができれば、逆に 4万床

少なくてもいいというのが国の考え方ですが、果たして可能かどうかあやしいですね。 

施設の必要数ですけども、2009年で 5万人でした。同じ予測をすると 7万人、国の推計

では 9万人ですから、2万人の余裕があって十分足りる。ただし、介護施設で看取りをする

ことが主体となっていけばということが条件です。自宅死亡の予想では、在支診・在支病

などが充実すれば、14万人から、2030年には 20万人と見込める。新田先生のように一生

懸命やってくださっている先生が増えていけばいいですが、マンパワーがこれに追いつい

ていくかどうか。その他、残るはこの 43万人ですね。そうすると、医療機関で死亡の 4万

人に増加予定の 4万人も加えて、8万人分はまかなえることになる。47─8は 39ですから、

それでもまだ 39万人の死亡場所が確定しないということになります。 

問題点は、ベッドや病院を減らせば病院で亡くなる方が減るのは当然ですね。だけど受

け皿がない。介護療養病床を除いた介護施設では看取りが今のところ、まだまだ少ないと

いうことです。 

それから、サービス付き高齢者向け住宅で看取ったらいいと、国は言っておりますね。

雨後の竹の子のように、サ高住が増えています。しかし、玉石混交で、医療が付いている

サ高住もありますが、全く医療のないサ高住もあって、そこの看取りは一体誰がやるかと
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いう問題が残ります。全て解決するわけではないでしょう。まず考えなければならないの

は、一生懸命看取りをやっている病床を持っているところは、看取りのあるいは家族のケ

アができるようにして、高齢者の緩和ケア病棟として、あるいは高齢者ターミナルケア病

棟にしたらよいのではということです。 

二つ目は、介護施設に入ったらもうそこが看取りの場所なんだ、生活の場なんだから看

取りまでするということを原則とする。これは国民が納得するかどうかの問題点が残りま

が。三番目は今までお話いただいたような、地域の訪問看護ステーションあるいは、クリ

ニックと協働して高齢者住宅を含む在宅をサポートする。必ずしも病院で死ななければい

けないということはないのです。どこで亡くなるにしても、在宅ケアをしている方と病院

でケアをしているあるいは施設でケアをしている人たちが協働して看取っていく、そんな

システムができればいいと思いませんか。さて、あなたはどこで死にますか。ご静聴あり

がとうございました。 

 

[中川座長] 

ありがとうございました。では発表の方、壇上に上がって、これからディスカッション

をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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【パネルディスカッション】 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

[中川座長] 

 多彩なお話がありました。シンポジストに確認したいのですが、新田先生、非常に猛烈

に在宅診療をされております。先生が看取りをそれだけたくさんやられている時、何か工

夫とか、こういうふうにやっているからうまくいっているなど、ございましたら、ご説明

いただけますか。 

 

[新田氏] 

ありがとうございます。一つは、看護師との協働ですよね。医師のみで看取りを行うわ

けではありませんので、訪問看護そして私の自院の看護師が 24時間体制を持って支えてい

ただいているということが一つあります。 

もう一つは日常の中で家族との信頼関係、家族がこの先生が終末と看取る最期だろうと

いうなら最期だよって、そういう信頼関係を作ることだろうなと思っております。 

そしてもう一つは、がんに関して言うとおそらく、さきほどチャプレンの方お話があり

ましたけど、私たちは身体問題を解決することはできますが、スピリチュアルなこと、な

かなか難しいこともあります。ただ、やっぱりがんは、ほとんど看取ることが可能だろう

なというふうに思っています。 

 

[中川座長] 

 ありがとうございます。また後ほどお伺いいたします。中島さん、あなたのところは、

どちらかというと大きな訪問看護ステーションですよね。9名の看護師さんがいらっしゃっ

て、そこまで築き上げていく課程での非常に悩んだことと、それから今、医師とどういう

関係でやられているかということをご説明いただけますか。 

 

[中島氏] 

ナース 9 人なので、大規模なまではまだいきません、中規模より、もう一息で大規模に

いけるかなというところですが、ステーションは大規模でないとなかなか運営ができない

というふうにいわれていますが、私ももう少し大規模にしていけるように目指しています

が、今の白十字訪問看護ステーションを開設して 7 年目に入りましたけども、ここにくる

まではいろいろ大変な道のりがありました。 

今まで、私、3カ所のステーションを立ち上げるところに関わっていますけども、3年た

たないとまず地域に定着しないなって感じがします。5年たつとやっと何か地域の中で活動

できたなって実践を感じることを 3カ所のステーションを通して感じています。 
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その中で一番苦労するのはスタッフの確保とスタッフの教育、そこが本当に悩ましいと

ころですし、今も訪問看護のマンパワー非常に足らないですので、そこが本当に課題です。

そういう意味でも訪問看護師自身が訪問看護の醍醐味、やりがい、楽しさそんなものを発

信していく、そんなことを私たちがしていかなければいけないというふうに感じています。 

 

[中川座長] 

 ありがとうございます。では今野さん、私も前、同僚でしたから、定山渓病院で学んだ

ことを特養に移っても同じようにされているという感じがして、とてもうれしかったので

すが、今、そのあなたが定山渓病院の師長として長年やってきたことが、かなり生かされ

ていますか。どういう考え方でなさっていますか。 

 

[今野氏] 

定山渓病院の高齢者の終末期医療の中で学んだことは、まず教育です。職員への教育、

きちんとしたエビデンスにのっとった基礎教育がある中で、介護をしないと最終的に私た

ちの手で、誤嚥をさせてしまって肺炎、せっかくここまでもってきたのに、肺炎で病院に

ということのないように、本当に基本的なエビデンスにのっとった介護技術の研修をしっ

かりやっています。 

それと、家族看護っていうのを定山渓で非常に学ばせていただきました。なかなか施設

の医師のそばにいて、私たちはサポートできるということではありませんので、家族との

関係は難しいんですね、逆に。そのスキルを学ばせていただきましたので、ご家族の信頼

を得ているかなというふうに思っております。以上です。 

 

[中川座長] 

 泉川さん、あなたの素晴らしさはよくわかりましたが、多くの病院ではあなたのような

方、いらっしゃらないですよね。どういうふうに考えていったらよろしいのか。医師であ

り看護職であり、医療福祉課、いろいろな方が同じことはできなくても同じことをしよう

と努力していると思うのですが、どのように考えていったらよろしいでしょうか。 

 

[泉川氏] 

 実は、私はチャプレンとしての立場で関わらせていただいておりますが、当法人におい

ては、私は特にリハビリの方々が、もっとチャプレンよりも心のケアをしているんじゃな

いかなとこんなふうに思っているんですね。チャプレンというのは宗教という目で見られ

ますので、宗教を押しつけられるんじゃないかという、そういうこともあって、皆さんの

ように医療をして関わっていくというわけにはいきませんので、皆さんよりももっと私た

ちは療養者の方々に関わりにくい、そのような立場にあると思うんですね。 

ですから、日常そうやって、リハビリの方であるとか、あるいは看護の方とか介護の方々、
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そのような方々のほうがもっと心を大事にしていこうと思ってくだされば、関わることが

十分できると思います。皆さん、時間がないですよね。私たちチャプレンは、1 人の方が、

もう本当に不穏であれば一日中、朝から晩まで関わるという対応をしています。 

けれど皆さん、時間がありませんので、1人の患者様に関わる時間がない。けれども、ち

ょっとだけ立ち止まってこの人が何を言いたいのかなということを聞いてくださると関わ

りができるんじゃないかと思うんですね。その方が不穏ですということで、チャプレンに

関わってほしいですっていって、私たちが行くと、ほんの 1分、5分、ゆっくり話を聞けば、

誰でも対応できる。トイレに行きたいということを言いたいけれど、言えない。私たちが

行くと、その方の問題は今すぐトイレに行きたいということだったりすることもあるんで

すね。ですから、チャプレンがいなくても確かに皆さんにとっても忙しいと思うのですが、

ちょっと心を止めて、その人が何を今言おうとしていらっしゃるのかなということを聞い

てくださると心のケアになるんじゃないかなと思います。そんなことを感じることがあり

ます。 

 

[中川座長] 

 ありがとうございます。桑名先生、いろいろ分析していただきました。病院での死亡も

かなり増えています。今、8 割の方が病院で亡くなっている。8 割がずっと続けば 2025 年

も病院で 130 万人ぐらい亡くなることになるんですよね。そうすると、当院でもそうです

けども、5 年くらい前に比べたら、1.5 倍は亡くなっていることになるので、スタッフを少

し加配しながら、病院での死亡が増えていくことはどうでしょうか。 

 

[桑名氏] 

先生がおっしゃるように、病院での死亡は決して減っていないし、むしろ増えている事

実はある。ということは、それだけ受け皿がないのですね。先ほども申し上げましたけど

も、在宅で頑張っている先生方あるいは、訪問看護ステーション、ここに今日お集まりの

先生方はおそらく十分対応されていることと思いますが、実際、地域によっては十分に応

じられないところがあるわけです。 

今日、出したデータは非常に地域差があります。東京でも、区市町村ごとに違いがある

と思いますので、そこに病院がいくつあって、診療所がいくつあって、死亡がどれぐらい

あって、どこが対応しているかというデータを出していかないと、多分解決する方向性は

見えてこないと思いますので、全国一律で論じるのは無理があるかなと感じています。 

 

[中川座長] 

 そうですね。それは結果的に地域包括ケアという言葉、堅苦しいですけども、結局、そ

の地域、地域で、どういう形で亡くなられているかを見ることによって、どうサポートし

ていくかっていうこともわかっていくかもしれませんね。ありがとうございました。 
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では、私ばかりしゃべっていますので、フロアのほうから、こういうことをおききした

いということはございませんでしょうか。ありませんか？ 

ではシンポジストの新田先生、先生はオーソリティなものですから、いろんな面で、し

かも倫理学会の理事長もやられていて、非常に倫理のことも強調されていた。がんの治療

などいろいろな分野に携わられて、今、在宅ケアに取り組んでいらっしゃる。やはり、非

常に倫理的なことが必要だということに達したのかな、とも想像するのですが、その辺り

については、いかがでしょうか。 

 

[新田氏] 

ありがとうございます。今まで看取りを 1000人以上やっておりますが、全国でおそらく

そういう先生方が点として存在しているんだというところで、その点として存在してきた

人たちの看取りというのはその先生の生き様とかそういったフィロソフィーとか、そうい

う中で信頼関係を作ってやってきたのが現実でございます。 

先ほど桑名先生からもありました。これから多死の時代を迎えるに当たって、私は今、

新かかりつけ医という、今の開業の先生たちがもっと新しく脱皮してそして看取りをする

時代になるだろうなというふうに思っています。 

その時に、きっちりとした倫理規定とかそういったものがないと、さきほどどなたか言

われました、みなし末期論という、これはこれでいいだろうと、医療がいらなくていいだ

ろうというふうに放置されてしまう。あるいは施設においてもそうだろうなというふうに

多死の時代はいいのですが、そこできちっとした人生を送れなくなってしまうんじゃない

かなと、その心配があって、そこのところを迎えるにあたって私たちは、個人の倫理では

なくて社会的なコンセンサスをもった倫理が必要であるなと考えています。 

 

[中川座長] 

 ほかにどなたか、新田先生におききすることはございませんか。365日 24時間もやられ

ている工夫、最初は事務の方にコールがきて次にナースにいく。その辺をご説明していた

だけませんか。 

 

[新田氏] 

私だけすみません。大体看取るのは夜間帯であれなんであれ、私自身が訪問し看取る事

は年間それほど多くなく、十数回でございますね。ということは、24 時間の電話対応が重

要です。電話は看取りの在宅のみではなくて、外来患者全員に対して 24時間体制。だから

2000 名に対して 24 時間体制と思ってください。いつも電話が入っています。事務が当直

体制を作って、これはナースだろうか、選択します。大体、当直制にしている当院のナー

スに連絡します。大体そこで 90％解決してしまいます。90％以外のところはナースから私

に連絡があります。私が夜中でも連絡をする。そうすることによって、私が行く回数はあ
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まりなく、そしてそれも日中に解決してしまうと、いうことでございます。 

 

[中川座長] 

はいありがとうございます。ほかに何かあれば、いつでも受け付けますので、手を上げ

ていただきたいと思います。他になければ私ばかりききますが、何かシンポジスト同士で

この方にきいてみたいということがありましたらどうぞ。 

 

[中島氏] 

 質問と言うことではないんですが、今の新田先生の倫理のところなんですけども、私自

身も非常に倫理のことは関心を寄せておりますし、在宅の現場で日々活動して、時々この

倫理を医療者、看護師もそうですし、医療者全体がもっと深めていかなければいけないな

ということを痛切に感じています。末期だからいいとか、認知症だからいいというのでは

なくて、その人にとって何が最善かということを真摯(しんし)に向き合って考えていかない

といけないなということをすごく感じております。 

 

[中川座長] 

ありがとうございます。しかしですね、全体的に見て新田先生、また桑名先生が言われ

たように、この統計的にも、在宅で亡くなる方は決して増えてなくて、この介護保険の制

度の後も大体 12％前後で推移している。どうしてこういうデータが出てくるんでしょうか。

先生のように頑張っている方がいろんなところにいらっしゃること、僕は知っているので

すが、まだまだ「点」にすぎないのでしょうか。 

 

[新田氏] 

実はその通りでございまして、たった今、この東京でございますが、東京の北区の話を

しますと、北区の看取りは 20％になっておりますが、看取りにおいてさらに検死率が 50％

を超える。警察が入るという話でございます。 

ということは、最期は在宅で亡くなっているのですが、かかりつけ医が行っていないと

いう話になりますね。あるいは、在宅で急変してヘルパーさんが救急車を呼んでしまうの

だけど、その時は死亡されている、それで警察を呼ばざるを得ないという具合に、きちっ

とした高齢者の看取りが行われているかというと、そうではないのが事実でございます。 

 

[中川座長] 

在宅で亡くなっていながら在宅死にカウントされないということになるわけですか。わ

かりました。何か、フロアからありませんか。どうぞお願いします。 

 

[会場から] 
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初歩的な質問でもいいですか。介護事業を展開しているのですが、看取りを行ってはい

るんですけれども、グループホームとかは看取り介護加算というのがあるのですが、その

中で同意書をいただく時期とか同意書の中の契約の中で、医師のサインが必要なのかとか、

そういったところを教えていただけたらありがたいと思っております。 

 

[中川座長] 

それは在宅ですか？ 

 

[会場] 

 グループホームです。それともう一つ、現実的に悩んでいることがありまして、看取り

という形で寝たきりの方を診ている中で、ご家族の方とお話をすると「最期まで施設でお

願いしますね」となるのですが、いざ、1 日 2 日前になると、「やっぱり何もしていない」

と見られてしまうのです。そうすると、「心配なので病院へ運んでくれませんか」など、救

急搬送のところの課題も残っています。 

 

[中川座長] 

 これはやっぱり新田先生におききするのがいいでしょうか、よろしくお願いいたします。 

 

[新田氏] 

まず、グループホームの看取りの大変なことは、小規模で経験が少ないということが一

つと、当直体制が 1 人だということですね。ただしグループホームの重度化はどこでも進

んでいます。認知症の重度化ですから、そこで救急搬送しても結果として戻れないという

状況がありますね。そうしたらやっぱりグループホームで看取るということは、これから

必要だろうなというふうに思っています。 

ただ、その時に適切な訪問看護が入って医療が入るかという問題になります。施設側が

本人の同意とか家族の云々じゃない、施設側が勝手にこういう契約をするという、本人本

意じゃなくなってしまうという危険性がおそらくあるんだろう。 

そこで、あらかじめもうちょっと前の段階で、おそらくこの人はこういう状態に、日常

の状態でこうなったという過程を先ほど、今野さんの話、とてもいい話だなと思っており

ましたが、あらかじめそういったことを家族と話し合って、それできちっと看取りの体制

を取るということをやられれば、そうすれば最期は家族も納得されるのではないか。そこ

がちょっと中途半端だから看取りができないことになると思っていることが一つ。 

もう一つ、最初のスライド出しましたように、どんな認知症でも他の病気で死ぬわけで

すよね。例えば誤嚥性肺炎で死ぬ原因が多いのですが、これこれで、どのような医療もこ

れ以上の事は出来ないことを確認し、「死にますよ。いいですか」と。また、他の病気にな

った時にどうするかという課題が必ずあります。そのことも含めてきちっと話していく必
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要があるんだろうと思っています。 

 

[今野氏] 

私が訪問しているグループホームなんかでも今、看取りが非常に増えていますけれども、

その看取りの同意書については入所の段階でまずご説明をして、そこで同意を得られるケ

ースと、経過をたどってそのへんを確認をやっていくケースといろいろありますが、局面

局面を、先ほどもお話しましたけども、ちょっとした変化でもその局面局面を逃さずに、

それに対峙して真摯に向き合って丁寧に対応を繰り返していく。 

この作業の繰り返しがよりよい終末期ケアに結びついていくのではないかなと思います

し、その対話の中で家族も、今、こういう状況だからこれをする、もしくはしないんだっ

ていうところを理解して納得した看取りへもっていけるのではないかなと感じています。 

それから、訪問看護が入ることによって、ある局面で、「ここは家族を呼んで説明をする

べきだ」っていうようなことも、こちらの方からスタッフの方に声を掛けてインフォーム

ドコンセントの機会を得るというようなことも実践しています。以上です。 

 

[中川座長] 

ご質問の方、よろしいですか。ほかに何かご質問、ありませんか。どうぞ。 

 

[新田氏] 

チャプレンの方に質問したいのですが、一番、私たち医療者にとって苦手な心のケアの

基本について、先ほど「寄り添うことだ」というお話がありました。私が知っているニュ

ーヨークの男性、在宅でチャプレンをやっている日本人がいますが、彼いわく、同じもの

の言葉だろうというんですね。言葉を出すことによって、そしてその人の心を助けるって

いう言い方がどうも僕にはよくわからなくて、そんなことで助ける言葉ってあるんだろう

かという。最期にがんで亡くなる人で本当に私が最期の心の満足で助けているという自信

が実はなくて、そのあたりを含めて聞きたいと思っています。 

 

[泉川氏] 

ちょっと難しい質問です。私は、アガペ会で働く前は、緩和ケアの病棟がある病院で働

いておりました。そういう所はこの言葉がとても強力といいましょうか、力があるといい

ましょうか。 

それで私自身、カウンセリングの勉強をしまして、「相手がおっしゃる言葉をできるだけ

受容する」ようにと聞いております。私たちは、チャプレンですし、聖書の中にあること

を信じておりますので、もしその人が死に対する不安とかそういうことがあれば、私は聖

書から、もちろん宗教を押し付けるということではなく、「死に対する恐れをもたないでい

いように」とか、そういうことは語っています。 
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また、皆さんのほうがよくご存じだと思うんですけれども、意識がなくなっても耳は聞

いているということを、私たちは家族にもお話しします。「耳は聞いていますよ、聞こえて

いますよ」と。ですから、例えばお父さんであれば「お父さん、あなたの娘で良かった。

本当にありがとうね」というような言葉とかですね、そういうものを語るようにというこ

とで、私たちはご家族にもお勧めします。そうするとお父さんが、平安に亡くなっていく

という体験をしているんですね。 

1人だけ、私は今も心に残っている方がいるんですけども。ホスピス病床で 1人だけはど

うしてもこの言葉、対話ができなくて、その方がすごく恐れがあって、死ぬ時もずっと「お

母さん、お母さん怖いよ、怖いよ」と言いながら亡くなっていらっしゃったんですね。そ

の方が本当に、あるいはチャプレンの、あるいは周りの方々の言葉を聞いてくだされば、

その人自身の心が癒やされたんじゃないかなと思っています。アガペ会は高齢者が多くて、

それから認知症の方も多いんですね。ですから、言葉で慰めるということも難しいという

ところもあります。 

沖縄の人は歌が大好きな方も多いですね。私はアガペ会における私、チャプレン、私の

考えですけれども、私は人々に平安を与えるということを考えているんですね。ですから

まず、不穏な患者さんがもし歌が好きであれば、唱歌を歌ってさしあげたりそういうふう

にして、そして信頼関係をもつようにしています。私が来たことによって安心するとか、

うれしいとか落ち着くとかそういうことをまず、意識して。 

手段は選ばないのです。まず、聖書を読むことが好きな方があれば聖書を読む、歌が好

きな方があれば歌ってさし上げる。あるいは散歩にお連れする。そういう言葉にならない

言葉で、安心をまず与えて、それから認知症の患者さんであっても、聖書の中から「死ぬ

ことは怖いことではない。死んだ後も、私たちには希望があるんだよ」というようなこと

とか、そういうことは相手がわかってもわからなくてもお話ししてさし上げているんです

ね。 

言語としては理解できていないと思います。認知症の患者様方。けれどもやっぱり霊が

わかるというんでしょうかね。朝の講演で、書家の金澤泰子さんのお話にもありましたよ

うに、本当に人というのはそういう何か霊的な存在ですよね。言葉でわからなくても心と

いいましょうか、魂でわかる、そういうことがあるんじゃないかと思って関わっています。 

 

[中川座長] 

泉川さんにおききしたいのですが、アガペ会はキリスト教の病院ですよね。そういう所

そういうこと、スピリチュアルケアをやっている方もいますよね。それは宗教がどうこう

というよりも、たまたまアガペ会はキリスト教を大事にしている病院だということで、チ

ャプレンさんがそこに入っていったということですよね。宗教は駄目でも、スピリチュア

ルケアができる方であれば、よろしいわけですよね。 
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[泉川氏] 

はい、ですから、定数的に、チャプレンというのはサービスですから、私たちが行って

も皆さんの給料を頂くというような格好になりますので、本来ならば皆様、そういうこと

がきっとおできになっていると思います。 

 

[中川座長] 

ありがとうございます。それから今野さん、北区のあじさい荘の鳥海房枝さんのファン

だと聞いておりますけども、鳥海さんがよく札幌でも講演で来られた時に言われるのは、

住まいで選んでいる特養などでは、とにかくその人が食べたい時に食べるし、寝たい時に

寝る、入浴したい時にさせる、その規律というものが他の所とは違うんだというふうなこ

とを言われて、その通りやられているんですね。 

 

[今野氏] 

ユニットケアですので、ユニットケアは基本的にその方中心なんです。最初はそれを介

護職員も頭を切り替えられないんですよ。「朝ご飯が来ました」って言ったら、全員、そこ

に入れたい。寝ている人まで起こしてそろい踏み。それをやるから、結局ご飯を食べない

んですよ。 

そうじゃなくて、その方が起きている力がわいているわけですから、本当にその方の力

に寄り添うんだよということなんです。そうやってみたら、意外にも皆さん、お元気にな

ります。実は看取りの待機が 8 名いるのですが、その方針にのっとってきましたら、皆お

元気で過ごされています。 

少量であってもいいんです。全体的な総和としてその方の生きる力の量を食べるんです

よ。それ以上は食べないんですから。でもちゃんとその力で生きるんですよ。そういうこ

とがわかりました。 

 

[中川座長] 

それはユニットケアのとてもいいところになりますか。 

 

[今野氏] 

そうですね。それとトイレの排泄は基本的に排泄のメカニズムのエビデンスにのっとっ

て。自然の力で出せますので、最期までトイレでおしっこが出るんですよ。ですから、そ

の方の生きる力に寄り添うと、本当に皆さんお元気で、今、生きていただいています。 

 

[中川座長] 

 そういうことはスタッフが多ければ病院でも、やっぱりそういう考えをある程度、なん

とかできるとお考えでしょうか。 
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[今野氏] 

 私は今、特養に来てそれができました。病院でというのは、皆さんたちに逆にできます

でしょうかと投げかけさせていただきたいと思います。療養も重度化してきますので、サ

クションが 1 日何十名って看護師が走っている状況では、なかなか難しいのかなと思って

おりますが。 

 

[中川座長] 

 ありがとうございました。ほかに何か、ございますか。桑名先生、先生の所もキリスト

教の関係ですよね、先生の所は、チャプレンさんはいらっしゃるんですか。 

 

[桑名氏] 

はい、おります。緩和ケア病棟を作って 13年ぐらいです。教会が病院の隣にありますの

で、チャプレンに来てもらっています。 

原則として、患者さんが望まない所には決して行かない。それから宗教活動をしないと

いうことを約束してもらって、患者さんの求めに応じて病室に行ってもらいます。多くは

ないのですが、亡くなる前に洗礼を受ける方もいらっしゃいます。「自分は仏教徒だけどキ

リスト教の話を聞きたい」とおっしゃる方もおります。 

スピリチュアルケアに関して、仏教は今のところあまり活躍の場がないので、宗教はな

んでもいいと思うのですが、チャプレンのような役割の方がいて、それで医者でもないし

看護師でもないし、ケアワーカーでもないし、病院のスタッフではない人と話をするとい

うことも、スピリチュアルケアには大切な部分じゃないかなと思います。 

 

[中川座長] 

泉川さん、病院で働かれる時、服装はチャプレンさん？ 

 

[泉川氏] 

はい、先ほどのスライドにもユニフォームがあります、ピンクの、それをみんな着てお

ります。私たちの病院では、職員ですね、5人とも。 

 

[中川座長] 

 それは頭に何か付けているとか、そういうことはないんですか。 

 

[泉川氏] 

 いえいえ、一緒。服装だけです。ですから、認知症の患者様方は、この服装を見るとチ

ャプレンだとわかってくれます。白衣とかそういうものとは全然違いますので。 
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[中川座長] 

 はい、何か我こそっていう方、いらっしゃいませんか。皆さん、よくやっておられるか

ら。ただここでしゃべられた方、みんな立派な方々ですから、なかなかご質問もしにくい

かなということもありますけども。何かございませんか？ 

では、私から中島さんにおききしたいのですが、訪問看護は大変ですよね、とっても。

そして、とにかく在宅での看取りも増えると訪問看護の人がものすごく増えて、協力して

いかないとできませんよね。どういうふうにしたらよろしいんでしょうか。 

 

[中島氏] 

本当に私も、この先の将来をどうするかということで、訪問看護師のこの先に対して危

機感を今、感じています。看護師全体のうち、訪問看護に従事している人、たったの 2％に

過ぎないといわれておりますので、その 2％をいかにこれから増やしていくかというところ

になってくると思います。 

今、看護大学での在宅の授業が強化されていますので、学生さんたちがいつか訪問看護

をしたいといって、実習を終えて帰っていきます。今の訪問看護の業界の課題としては、

新卒の看護学生、訪問看護師をどう育てていくかというところが、モデル事業的にも取り

組まれております。本当に大変な部分もありますけれども、その分、やりがいもたくさん

あるし、その人の人生に寄り添わせていただくというところでは、病院とは違った楽しさ

があるのではないかなと感じています。 

  

[中川座長] 

今、ちょっときき忘れましたが、ドクターとの協力関係はどういうふうにされています

か。 

 

[中島氏] 

 地域の在宅専門の先生にお願いしているケースが非常に多いのですが、すべてがそうと

は限らずに、大学病院だったりがんの専門病院にずっと最期までかかっているような利用

者さんもいらっしゃいます。さまざまな医療機関であったこともない教授の先生たちとも、

コンタクトをとらなければいけません。 

そこで求められているのが、看護師のアセスメント力で、看護師が病態を見てアセスメ

ントしたことを大学の先生にメールなり、電話なり、お手紙なりで「こうだからこういう

薬が必要ではないだろうか」とか、いろんなネゴシエーションをしていくわけですけども、

そこの看護師の力も育てていかなければいけないなというふうに感じています。 

 

[中川座長] 
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 ありがとうございます。何かございませんか。なければそろそろ時間になりましたので、

一言ずつ、言い残したこともあろうかと思います。桑名先生からお願いいたします。 

 

[桑名氏] 

かくいう私も、もう高齢者ですから、どこで自分は死ぬんだろうな、自宅だったら 1 人

だし、犬しかいないしとかですね。子どもたちのとこは、引き取ってくれないだろうし、

病院はどうかなとかいろんなことを考えます。 

2030 年以降のことを考えて、住み慣れたところで死にたいという願望は、その地域があ

ってのことなんですね。大震災が起きた東北とか福島の所では、コミュニティがもう壊れ

ていると聞きます。住み慣れたところで死ねない方がいっぱい出てきたわけですね。 

それに対する解決策というのは何も今、提示されてないわけです。私たちが 30年以降や

らなければならないのは、コミュニティをつくり直すことだと思います。子どもも妊婦さ

んも、働く若者も、超高齢者も、死ぬ人もいれば生まれる人もいるような、そういうコミ

ュニティ、小さな単位のコミュニティを作っていくのが、今やらなければならないことで

はないかと考えます。 

 

[中川座長] 

はい、ありがとうございます。では順番に、簡単でよろしいです。どうぞ。 

 

[泉川氏] 

私は特にございませんが、皆様のお話を聞いて、私も自分の死に場所を今から考えてい

かなければならないなと思いました。私たちの病院でも、サービス付高齢者住宅などがで

きますので、病院の中で礼拝を行っていますので、クリスチャンの方々で若松病院に入っ

て死にたいという方が、少しずつですけども増えています。私もそのようにして、喜んで

天国に帰れるように、また、いろいろと皆様と考えていきたいなということを思いました。

ありがとうございました。 

 

[今野氏] 

 私は高尚な話は全く考えてなくて、自分が認知症になったら相当わがままな入居者にな

ると思っておりますので、この私を優しく面倒みてくれる、それから、このままゆっくり

と看取らせてくれる、そういう施設づくりを目指しております。このわがままな私をみて

くれる職員を育てようという勝手な考えで頑張っております。 

 

[中川座長] 

とても大事なことだと思います。次、中島さんお願いします。 
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[中島氏] 

 桑名先生がおっしゃったコミュニティをつくり変えるということを私も非常に思ってい

ます。地域で働く看護職として、そういうコミュニティの再構築っていうところも視野に

入れて、さまざまな活動をしていきたいなというように思います。国民全て、自分にもや

ってくる死を他人事と思わず、元気な時から自分はどうしていきたいのかということを、

ざっくばらんに家族で、親しい人の中で、地域の中で、そんなことを話し合っていけるよ

うな社会をつくっていかなければいけないなということを感じています。 

 

[中川座長] 

 新田先生、まとめていただければ。 

 

[新田氏] 

私はコミュニティづくり、地域づくりというのを、今でも行っています。ただその上に、

私は 20世紀が病院の世紀と言われた、医療モデルの中の死、これは徹底して医療を行って

そこで残念ながら死亡するという、そういう死亡から生活モデルの中の死っていうのがあ

っていいんだろうなというふうに思っています。 

「病院で死ぬ」ということは、医療モデルの中で、機能としての医療が行われて、その

技術は安全だけど、肺機能が敗北して死を迎える。そうではなくて、私たちの超高齢時代

っていうのは、生活、私たちはいろいろ抱えながらも生活をし、病気を抱える。仕方がな

いだろうと、そこは。そこで、なかなか解決できないよねという中で、最期は生活の中で

死を迎える満足死というのが我々のこれからの死ではないかなと思っております。 

 

[中川座長] 

ありがとうございます。何か一言、言いたい方いらっしゃいますか。十分に皆様、お話

を聴いたと思いますので、これでシンポジウムを終わりたいと思います。５人の先生方、

本当にありがとうございました。 

 

（了） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


