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序文 

 

今から 20 数年前の 39 歳の時、私は大腸がんを患いました。それを契機にしてがん治療医に終止符を

打ち、ホスピス医という新しい道を歩むことになったのですが、当時は在宅で末期がん患者を看取るなど、

誰も考えていませんでした。私自身、「がん患者さんは病院で亡くなるもの。ひとが死ぬことに納得などあ

りえない」と信じていましたので、本当にこれがよいのかと常に自問自答しながら、未知の分野に足を踏み

入れていったわけです。 

そこで身を持って体験したことは、ケアの提供体制さえしっかりしていれば、患者さんとご家族にとって、

家は最高だということでした。これは正直、病院医療が医療のお手本であると信じていた自分にとって大

変ショックな話でしたが、今にして思えば、とても貴重な経験でした。 

その後、賛育会病院長時代に 22 床の緩和ケア病棟を立ち上げたのですが、施設でのホスピスケアに

も限界があることを改めて実感し、「在宅でのホスピスケアは、ホスピスケアの原点であると同時に、ゴール

でもある」という確信をますます強く持つようになりました。この素晴らしい在宅ホスピスケアを一人でも多く

の方に届けたい、そのためにはどのような体制を整えればよいのか。この問いに対する答えを今から 10

年前の自分は持ち合わせていませんでした。 

このような課題を自らに課しつつ、在宅ホスピスケア提供組織であるパリアンを立ち上げたのは、2000

年6月のことでした。今年はまさに10年目の記念すべき年に当たりますが、ここに至るまでは予期した通り

試行錯誤の繰り返しでした。 

パリアンの歩みを始めるにあたり、私自身は 1980 年代後半からの 10 年間の知識や技術の積み重ねが

あり、その分十分な自信を持っていました。しかし現実はそんなに甘いものではなく、自分自身納得のい

くものを求めつつ、やっと理想に近づいてきたかなという実感を、最近やっと持てるようになりました。 

幻を追いながらの、10 年間でした。ここまで来ることができたのは、患者さんとご家族の存在があっての

ことですし、また多くの仲間に助けられたからこそです。感謝をもって、この記念すべき 10 年目の年報を

皆様にお届けいたします。 

なお、今回は年報の作成が予定よりも大幅に遅れてしまいました。深くお詫び申し上げます。 

 

 

 

 

医療法人社団パリアン  理事長        

クリニック川越   院長  川越 厚 
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１．総括 

医療法人社団パリアン理事長／クリニック川越院長   川越 厚 

 

 

10 年目を迎えたパリアン。特記すべきことの筆頭は、川越博美が看護部長に就任し、さまざまな見直し、

特に看護師の勤務体制などの見直しを行い、組織的に非常に安定してきたことである。 

看護部長が組織にメスを入れるまで、組織的には大きな問題を抱えていた。その情報が十分理事長の

私のもとに届かなかったこと、また私自身、組織のマネジメントは人任せ、という感じで、トップとしての責任

を十分果たしていなかったことも認めなければならない。その意味では、パリアンの職員のみな様に多大

なご迷惑をおかけした。紙面を借りてお詫びしたい。 

病から回復した看護部長はますます元気になり、マネジメント委員会を組織して改革に取り組むように

なった。その功あってか、やっと組織として成熟したものに近付いてきたように感じている。そのひとつの

徴は、看護師の離職が少なくなったことである。この年、3 名の看護師がパリアンを辞職しているが、一人

は結婚のため（染谷所長）、一人は夫の転勤のため、一人は実家近くに戻るため、と遠方への転居がその

理由であった。通常の組織と違い、パリアンは一つのステップアップのための経験として捉えている看護

スタッフが多く、その意味からは職員の出入りが多いのはある程度仕方ないことかもしれない。その代わり、

4 月には多くの新しい優秀な人材を得ることができた。看護師の勤務条件の見直し、各種手当を厚くした

ことなどが、余裕を持って仕事に専念できるようになったことと関係していると思う。 

パリアンの仕事を行いながら、国全体の医療のありかた、特に在宅ホスピス緩和ケアの普及のために私

がこれまで通り微力を尽くすことができたのは、田實医師の存在が大きい。田實医師はこの 1 年間にホス

ピス医として大変成長し、これからパリアンを支えてくれると信じている。 

外の仕事で力を入れたのは、がん対策推進協議会の委員として、がん医療の在り方の検討に、参加し

たことである。御承知のように、わが国のがん医療はがん対策基本法、がん対策基本計画に則って進め

られており、その中でがん対策推進協議会が果たす役割は非常に大きい。委員として参加しながら感じ

たことは、在宅緩和ケアの必要性は重視されているものの、その具体的な計画に関しては現場の状況を

十分反映したものとなっておらず、中間報告の中にそのことを盛っていただくよう、力を尽くした。 

教育活動としては帝京大学の附属病院前期研修医研修（一か月）、医学部 6 年生の地域医療実習（一

週間）、聖路加看護大 4 年生の実習（2 週間）を例年通り行うことができた。またこれらとは別に、帝京大医

学部 5 年生、聖マリアンナ医科大學 5 年生、慶応大学医学部看護大生（以上川越厚）、聖路加看護大生

（看護部長）を対象にした講義を行った。その他アルバート大学（米国）の看護学生の見学などなど、従来

通り引き受けた。 

姉妹ホスピスとの提携はますます実質的に深まっており、３施設での国際共同研究を行なったり、ホス

ピスハワイにはパリアンのボランティアと共に研修見学を行ったりと、多くを得ることができた。 

これからの 10 年間も、パリアンをより充実したものにすることができ、より多くのがん患者に在宅ホスピス

ケアを提供できれば、と願っている。 
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２．クリニック川越 

クリニック川越 院長   川越 厚 

 

クリニック川越は、内科・婦人科を標榜とする保険医療機関です。2009 年度は、常勤医師２名、非常勤

医師２名（在宅医療担当）、事務長 1 名、外来看護師 1 名、在宅ホスピスケア相談員 1 名、事務員３名、

研究員 1 名の体制でした。 

 

在宅ホスピスケアにおけるクリニックの重要な役割は、チームの一員として、必要な医療行為を行うこと

です。そのスタートに位置するのが、相談外来です。 

 

在宅ホスピスケアを希望する大部分の患者・家族は、主治医または病院のソーシャルワーカーによって

当院を知り、まず電話予約して相談外来を受診します。そこで医師と相談、当院の在宅ホスピスケアを受

けるか、あるいはそれ以外の選択をするかを決めます。当院のケースとなる場合は相談員が訪問看護の

アレンジや紹介元の医療機関等へ連絡をとり、必要な調整を行います。相談外来の実績は、９．相談外

来をご覧下さい。 

 

在宅ホスピスケア開始後は、医師による定期的な訪問が始まります。訪問看護やその他チームメンバ

ーと連携して在宅医療を提供します。 

在宅ホスピスケアの実績・詳細は、10．在宅ホスピスケアの実績をご覧下さい。 

 

その他、医師の活動として、学会での発表や論文投稿、講演や厚生労働省の各種委員会等への出

席がありました（12．業績目録をご覧ください）。 
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３．訪問看護パリアン 

訪問看護パリアン 河本美妃 

 

訪問看護パリアンは、主に在宅ホスピスケアを行う訪問看護ステーションです。クリニック川越、ボランテ

ィアグループパリアンのボランティア、こころのケア担当者などとチームを組み、在宅ホスピスケアを行って

います。在宅ホスピスケアでは、苦しみを緩和し、人としての尊厳を保ちながら生活し、穏やかな最期を迎

えられるように、24 時間の対応で患者や家族の支援を行っています。また、在宅ホスピスケアの精神を踏

まえた、地域の高齢者の訪問看護を行っています。 

2009 年度の実績は下記の通りです。在宅ホスピスケアの実績の詳細は、10.在宅ホスピスケアの実績

をご覧下さい。 

 

■利用者 

    訪問看護パリアンでは、2009 年度に 215 名の訪問看護（うち末期がん患者 159 名）を行い、127 名

（うち末期がん患者 122 名）を自宅で看取りました。訪問した回数、患者数と患者さんの主な疾患は

表 1、2 に示す通りです。 

 

表１ 訪問看護パリアン 訪問実績  （2009.4.1～2010.3.31） 

 患者数 
看護師述べ
訪問回数 

計画的 
訪問看護

緊急 
訪問 

理学 
療法士

退院前 
訪問 

死後の 
ケア 

末期がん 194 名 3610 回 3273 回 337 回 33 回 141 回 

末期がん以外
の患者 52 名 2038 回 1987 回 51 回

198 回
4 回 4 回 

合計 245 名 5648 回 5260 回 388 回 198 回 37 回 145 回 

 

表２ 訪問看護パリアン 患者の主な疾患別人数（名）  （2009.4.1～2010.3.31） 
主な疾患 

（重複あり） 
末期がん 

脳・神経 
疾患 

心疾患 肺疾患 
腎臓 
疾患 

認知症 その他 

利用数 194 15 9 3 5 7 15 

  

■スタッフ 

2009 年度の体制は、常勤看護師 7 名、非常勤看護師 3 名、常勤理学療法士 1 名でした。 

 

■勤務体制 

訪問看護パリアンでは、2 台の緊急連絡用携帯電話を常勤看護師が平日 4 日、週末 3 日に分け

て交代で当番をしています。週末緊急当番の看護師は翌火曜を休みにし、看護師の負担を軽減し

24 時間の看護の質を保てる緊急電話体制を組んでいます。また、週 2 日のフレックスタイムを取り入

れ、スタッフの働きやすい勤務体制も整備しています。 
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カンファレンスの様子 

 
 
 
 
 
 
 
 

訪問看護ステーション 
ミーティングの様子 

 
 

■理学療法 

１）利用者 

看護師との同行訪問を含めると、訪問看護を行った末期がん患者の 25％に理学療法士が訪問して

います。詳細は下記の通りです。 

表３ 理学療法士による訪問 患者集計 

 患者数 平均年齢 
性別 

（男／女）
理学療法士 述

べ訪問回数 

末期がん 46 名 70.5 歳 25／21 471 回 
末期がん以外
の患者 6 名 83.8 歳 4／2 198 回 

合計 52 名 77.2 歳  669 回 

 

２）末期がん患者への理学療法 

① 理学療法へのニーズ 

ニーズとして高かったのはリラクセーション、倦怠感の軽減、浮腫の軽減でした。その他は状態

に応じて、排痰指導等の呼吸理学療法、家族への移乗介助指導、歩行改善、家族へのマッサ

ージ指導、外出、離床、関節拘縮予防、運動・動作指導、基本動作能力の向上がニーズとして

挙がりました。 

 

② 理学療法内容 

上記ニーズに対応し、マッサージ、リンパマッサージ、呼吸理学療法、四肢関節可動域練習、

下肢を中心とした自動介助～軽い抵抗運動、基本動作練習、車椅子散歩、家族指導（介助や

ポジショニング）を実施しました。マッサージによるリラクセーション効果は患者だけでなく、ご家

族の安心にもつながっていました。また、疾患の特性上、療養経過の中の一定時期に限られた

ものですが、浮腫の軽減、自己排痰の獲得、起居動作改善、移乗方法の改善、離床・車いす乗

車、歩行改善、外出（車椅子散歩）の実現など 15 名（33％）で改善が認められました。 
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４．療養通所介護パリアン 

療養通所介護事業所パリアン 管理者 佐々木美登里 

 

療養通所介護の利用者はパリアンの在宅ホスピスケアを受けている方達です。介護保険制度上の定

員は 3 名です。利用時の平均年齢は 83.9 歳で、昨年度に比べて平均年齢は高くなっていました。利用さ

れたのは、在宅ホスピスケア期間が比較的長い患者さんでした。2009 年度の利用者は 18 名です。スタッ

フは、療養通所管理者（看護師）1 名、専任看護師 1 名、ボランティア 5 名前後です。こころのケア担当者

が同席しており、スピリチュアルペインなどにも対応できるようにしています。訪問看護ステーションと隣接

していて、顔なじみの訪問看護師が利用者の様子をみることができます。 

 

■利用者         表４ 利用者の診断名、年代、要介護度、在宅ケア期間 

 60 歳代 70 歳代 80 歳代 90 歳代 合計 
男性 1 7 7 0 15 
女性 0 2 0 1 3 
合計 1 10 7 1 18 

 

■開催日数と利用者数     表５ 療養通所介護月別利用患者数（名） 

年/月 2009/4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010/1 2 3 
開催日数（日） 4 2 4 5 3 3 5 4 3   3 3 3 
利用者数（名） 4 2 2 2 2 2 3 4 4 7 3 3 

 

■ケアの内容 

・ 清潔ケア （足浴・手浴・洗髪・陰部洗浄など） 
・ 排泄ケア    ・家族ケア 

・ リハビリテーション 
・ 褥瘡処置 

・ 食事介助 
・ 精神的ケア 

 

■1 日の流れ  

表６ ある日の療養通所介護の流れ 

 全体予定内容 患者さん 

9:30  お迎え：担当看護師 

10:15 ミーティング   

10:30 接待準備 10:30 頃到着 水分摂取 

11:00  足浴：看護師、ボランティア 

12:00 昼食（ボランティアの手作り） 昼食（食事介助：看護師） 

13:00  口腔ケア:看護師・談話 

14:00 片付け  

15:30 終了ミーティング 送り：担当看護師 

 

 
 

療養通所介護でのお花見 
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５．ボランティアグループパリアン 

ボランティアリーダー 田中めぐみ 

 

ボランティアグループパリアンは、グループ・パリアンの理念およびボランティア精神のもとで、在宅ホス

ピスケアチームの一員としてボランティア活動に参加しています。パリアンのボランティア講座を受講後、

ボランティア登録をして活動が始まります。2010 年 3 月時点での登録者は 54 名（男性 8 名、女性 46 名）

でした。 

 

■ボランテイアグループパリアンの活動内容 

(1) 定例会 

(2) 訪問活動 

(3) 療養通所介護 

(4) 遺族へのグリーフケア（メモルの集い、命日カード、サロン・ド・パリアン） 

(5) 在宅ホスピスの啓発活動（教会バザー、吉良祭） 

(6) その他 

 

■活動実績 

表７ ボランティア活動人数（2009 年 4 月～2010 年 3 月） 

活 動 内 容 

訪問活動 グリーフケア 

月 活
動
人
数 

訪問
回数

患者
数 

療養
通所
介護

サロ
ン 

命日
カー
ド 

メモ
ルの
集い

バザ
ー・ 

グッズ
作成 

定例会 

計 

(延べ) 

4 4 13 4 36 18   18 22 98 

5 7 15 6 33 26 5  29 20 120 

6 4 9 4 21 15 3 18  19 80 

7 4 11 4 29 14    21 68 

8 4 9 4 24 17 3  28 13 89 

9 6 17 7 29 9   5 23 72 

10 7 34 8 40 18 3   22 90 

11 6 12 6 31 12    19 68 

12 5 12 4 30 17 3  14 18 87 

1 3 8 4 32 20    20 75 

2 3 3 3 26 15 4   16 64 

3 7 17 5 23 8     38 

計 

(延べ) 
60 160 59 354 189 21 18 94 213 949 
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■活動の詳細と振り返り 

(1) 定例会 

活動の充実や会員相互の交流をはかるため毎月第一土曜日に実施しています。活動報告や連

絡事項、活動に関する検討などをしています。 

活動報告では、参加したボランティアから実際の様子や感想を皆で共有することで、お互い学び

を深めています。定例会後一緒に昼食を食べ、グッズ作成や事務作業を共にすることもあります。普

段はそれぞれの活動に別れている会員同士の交流の場ともなっています。 

 

(2) 訪問活動 

在宅ホスピスケアチームの依頼を受けて、話し相手、買い物、家族が不在のときの留守番、看護

師のケアサポートなどを患者さん宅で行っています。 

 

(3) 療養通所介護 

療養通所介護では、ボランティアはサポーターとして、看護師、心のケア担当者、医師とともに、が

ん患者さんと家族へのケアに関わっています。主な役割は、食事の準備、話し相手、看護師のケア

サポート、後片付け、季節のイベント(月 1 回)の企画と運営です。 

 

(4) 遺族へのグリーフケア 

①メモルの集い 

在宅で看取りをされたご遺族をお招きして故人を偲ぶ会を一年に一回開催しています。ボラン

ティアが中心になって企画をしています。2009 年は 46 家族 55 名の方々が集まってくださいました。

看護師によるハンドベル演奏を聴いたり、「花」と「夏の思い出」を合唱したり、自宅で患者さんをお

見送りした当時のことを語り合ったりしました。ボランティア手づくりのプレゼント（ティッシュボックス

カバー）を差し上げました。 

 メモルの集い 

 

 

②命日カード 

１年目の命日を迎えるご遺族にカードを送っています。丁寧に心を込めて一枚一枚書いていま

す。受け取られたご遺族から、お礼の電話やお便りをいただいたときには本当にうれしく、また励ま

される思いがします。 

 

③サロン・ド・パリアン 

昨年 10 月から始まったサロンは、毎週金曜日の午後（2009 年 10 月からは水曜日）、ご遺族に

自由に思いを語っていただいています。今年度は毎週のサロンの他に月に１回は「スペシャル・サ

ロン」として、患者さんが亡くなって約 1 年のご遺族をお招きしています。「思い切って来て、話せて
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よかった」と言われるご遺族の言葉に励まされ、毎週休まず継続しています。 

 

(5) 在宅ホスピスの啓発活動 

2009 年は、地域の教会バザーと吉良祭・元禄市（墨田区両国の祭）でのバザーに出店をしました。

在宅ホスピスケアに関するチラシを配布して在宅ホスピスやそのボランティアについて関心を持って

いただくようにしています。売り上げは活動資金に充てました。 

 

(6) その他 

グループパリアンが開催するボランティア講座への協力などボランティアが出来るところはスタッフ

に協力して行いました。患者さんへのクリスマスプレゼントやメモルの集いでのご遺族への贈り物、バ

ザーへの出品のためのグッズを手作りしました。 

 

■定例の活動以外の行事 

2009 年 4 月  

5 月  

6 月 メモルの集い 

7 月  

8 月  

9 月 ボランティア養成講座、教会バザー 

10 月  

11 月  

12 月 吉良祭・元禄市バザー、ステップアップ講座 

2009 年 1 月  

2 月 ホスピスハワイ研修 

3 月 ボランティア全体研修会、ステップアップ講座 

 

 

 

 

 
 

 

ホスピスハワイ 

研修の様子 
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６．在宅ホスピス・緩和ケア研修センター 

パリアン在宅ホスピス・緩和ケア研修センター 川越博美 

 

 パリアンの在宅ホスピス・緩和ケア研修センターでは 2009 年度は下記の実習および研修を受け入れま

した。基本的な研修内容は、スタッフによる講義とがん患者宅への訪問診療・訪問看護の同行とカンファ

レンス参加です。研修では、講義を聞いて知識を得るだけではなく、現場で患者さんや家族と触れ合う中

で、知識と技術、実践力を身につけることが重要と考え、この点を重視した研修プログラムとなっています。

また、パリアンはチームでケアにあたっているため、在宅ホスピスケアにおいて最も重要なチームケアにつ

いても学んでいただけることを目指しています。 

 

■研修受け入れ実績(2009/4/1～2010/3/31) 

１． 大学から依頼された実習 

2009/7/11～15 帝京大学医学部公衆衛生実習 ４名 

2009/7/6～24  聖路加看護大学総合実習   3 名 

2009/10/5～9  東京医科歯科大学大学院   2 名(専門看護師コース） 

 

２． 認定看護師実習 

2010/1/13～20  社会保険看護研修ｾﾝﾀｰがん性疼痛認定看護ｺｰｽ 3 名×2 班 各 2 日間 

 

３． 前期研修医実習 

帝京大学医学部付属病院研修医  ５名（2009 年７, 9, 10, 12 月、2010 年 1 月 各一名） 

 

４． ボランティア講座 

   第 17 回 2009 年 9 月 5 日 10 名受講 

 

５． ボランティア ステップアップ講座 

 

６． ボランティア ホスピスハワイ研修 

      姉妹ホスピスである、ホスピスハワイにて研修 参加者 5 名 
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７．倫理委員会 

パリアン倫理委員会 事務局 

 

パリアンでは、2003 年 12 月に倫理委員会が発足して依頼、臨床研究にあたっては倫理委員会の審査を

受けてまいりました。現在の委員会は、外部委員が３名（委員長含む）、内部委員が２名となっております。

今年度は倫理審査の申請はありませんでした。 
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８．研究部門 

2009 年度中にパリアンのスタッフが関わって行なった研究は以下の通りです。 

研究期間 2009 年 11 月～2009 年 10 月 

研究 

テーマ 

地域緩和ケアシステムにおける、在宅ホスピスボランティアの育成と役割に関する国際
比較研究副題：わが国の歴史・文化・風土の中で育むべき在宅ホスピスボランティア組
織に関する研究 

研究者 

主任研究者：川越厚 
共 同 研 究 者 ： Kenneth Zeri(Hospice Hawaii) 、 Julie Paul(Banksia Palliative Care 
Service)、川越博美 
研究協力者：大金ひろみ、櫻井雅代、吉野貴子、田中めぐみ、内田千佳子、松浦志のぶ 

背景と 

目的 

2000 年の介護保険制度の施行により、在宅ケアを行うための生活面の支援はかなり
充実してきたが、家族の介護力が手薄な患者に対する在宅支援は、依然として大きな
課題である。この課題解決の大きな鍵を、地域ボランティアが握っており、その育成は
重要な意義を持っている。そこで本研究では、先駆的な取組みをしている米国と豪州
のホスピスとの共同研究を行うことにより、わが国の歴史・文化・風土などをベースにし
た、ボランティアの育成と役割に関する検討を行った。 

研究内容 

研究参加機関は、米国ハワイ州の Hospice Hawaii(以下 HH)、豪州ヴィクトリア州の
Banksia Palliative Care Service(以下 BPCS)、日本のグループパリアン(以下、パリアン)
の３施設である。対象は、各機関に所属する在宅ホスピスボランティア 51 名(HH15 名、
BPCS17 名、パリアン 19 名)と、ボランティアサービスを受けたがん患者の遺族 27 名
(HH9 名、BPCS8 名、パリアン 10 名)である。ボランティアの活動内容や教育、ホスピスか
らのサポート、ボランティアとしての成長(以上ボランティア対象)、ボランティアの働きに
対する満足度(遺族対象)についてアンケート調査した。また、調査回答者のうち、パリア
ンのボランティア７名の協力で、フォーカスグループインタビューを行った。 

成   果 

（１）ボランティア対象調査いずれの施設でもボランティアになって得られたこととして、
他人の役に立てる、社会貢献、自分の経験や死生観の深まり、が挙げられたが、その
一方、自分が十分な役割を果たせているかどうか不安に感じている。ボランティアへの
研修内容について、終末期のより具体的な患者・家族支援(BPCS/HH/パリアン)や患
者・家族とのコミュニケーション(パリアン)に対する教育やサポートを望む意見が認めら
れた。 
（２）遺族対象調査いずれの施設の遺族も、ボランティアの人柄や患者・介護者との良
好な人間関係・信頼関係を含めてボランティアの活動を高く評価し、感謝していた。一
方、ボランティアが提供するサービスが一貫していない、トレーニング不足のボランティ
アがいた、訪問回数や訪問の人数を増やしてほしいという意見も認められた。 

考   察 

ボランティア活動が市民に根付いている米国や豪州、ボランティアの活動実績の報告
がホスピスの条件である米国との調査結果の比較を踏まえ、日本における在宅ホスピス
ボランティアのあり方として次のことが考えられた。 
(1) 在宅ホスピスボランティアによるケアの提供は、ホスピスケアの質を高める上で意義

深い。 
(2) ボランティアの初期研修では患者･家族や医療者とのコミュニケーション技術を、教

育プログラムの中の必須課程の一つとして位置づける必要がある。 
(3) 医療者の「ボランティアとチームを組む」という意識を高くするための働きかけが必

要である。 
(4) 質の高いケアの提供のためには、在宅ホスピスボランティアの適性を判断すること

が重要である。 
(5) 患者･家族の在宅ホスピスボランティアに対する不安を除いたり、ボランティア自身

の意識を高めるために、ボランティアが何をどこまでするのかを明確にしておく必
要がある。 

(6) ボランティア教育やボランティア活動のマネジメントを充実させるために、今後ボラ
ンティアコーディネータの育成と配置を進めていく必要がある。 

進捗状況 
 第 15 回日本緩和医療学会学術大会にて研究発表 

 第 17 回ヘルスリサーチフォーラムにて研究報告 
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研究期間 ～2009 年 6 月 

研究 

テーマ 
肺がん患者の在宅ホスピス緩和ケア 

研究者 ○田實 武弥、松浦志のぶ、川越 厚 

要旨 

当院で在宅ホスピス・緩和ケアを受けて在宅死したがん末期患者（2003 年 7 月～
2008 年 12 月の間に在宅死した肺がん末期患者 150 人と非肺がん末期患者 432 人（対
照群））を対象とし、在宅ホスピス・緩和ケアにおける臨床的特色、ケアの在り方などを検
討した。 

在宅死の頻度（肺癌/対照群、96.8/96.2％）、在宅ケアの期間（同:48.7/54.6 日）に
は有意差がなかった。呼吸苦（同:62.7/31.5％）、オピオイドの使用（同:96.0/87.5％）、
経口モルヒネ（同:32.7/18.1％）、モルヒネ座薬（同:73.3/56.5％）、モルヒネ皮下注射
（ 同 :37.3/25.7 ％ ） 、 オ キ シ コ ド ン （ 同 :61.3/37.3 ％ ） 、 フ ェ ン タ ニ ル パ ッ チ
（同:20.0/46.1％）に有意差がみられた。以上より、①肺がん末期患者の症状緩和の中
心的課題は、呼吸苦であると考えられた。②その緩和には、モルヒネ、オキシコドンを選
択することが重要であり、フェンタニルを使用することは適切でないことが明らかになっ
た。 

Key Words： 在宅ホスピス・緩和ケア－肺がん－呼吸苦－μ1、μ2 リセプター 

進捗状況 
 第 20 回日本在宅医療学会学術集会にて発表 

 癌と化学療法誌 第 36 巻 SupplementⅠ（2009 年 12 月）」に掲載 
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９．相談外来 

 2009 年 4 月～2010 年 3 月まで 176 名（14.7 名/月）のがん患者さんが、紹介されてクリニック川越の

相談外来に訪れました。 

 

１）紹介元 

 紹介元としては墨田区の都立墨東病院が最も多く、次いで、賛育会病院、東京医科歯科大学付属病

院となっております。 

 

  

No. 患者がかかっていた病院 
症例数

（名） 

頻度

（％） 

1 都立墨東病院 66 36.9 

2 賛育会病院 14 7.8 

3 東京医科歯科大学医学部付属病院 11 6.1 

4 同愛記念病院 8 4.5 

5 順天堂大学病院 8 4.5 

6 癌研有明病院 6 3.4 

7 
国立がんセンター中央病院 
（現 国立がん研究センター中央病院） 

6 3.4 

8 東京大学医学部付属病院 5 2.8 

9 三井記念病院 4 2.2 

10 永寿総合病院 4 2.2 

11 順天堂東京江東高齢者医療センター 4 2.2 

12 その他 45 25.1 

 合計 181 100.0 
 

図１ 相談外来受診患者がかかっていた病院（相談外来未受診で当院ケースとなった患者 3 名を含む） 

 

２）相談外来を受診した患者さんの転帰 

相談外来にこられたケースは、治癒不能のがん患者ばかりとは限りません。約 10％は相談外来のみの

受診で終了し、その後は治療を継続したり、こちらから紹介した他医の在宅ケアを受けたりしています。 

相談外来を受診された患者さんの転帰は、下図の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 相談外来受診後の転帰と在宅ホスピスケア開始患者の内訳 
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2009 年度相談外来受診→在宅ケア実施 159 名 

相談外来受診者 
176 名 

治療継続

3 名(17.6)
連絡なし不明

4 名（23.5）

2009 年度 
在宅ﾎｽﾋﾟｽｹｱ 

対象患者 188 名 

前年度から 
の継続 
 26 名 

相談外来未受診 3 名 

相談のみ 

4 名(23.5) 

他医紹介 
4 名(23.5) 

パリアンにて在宅ケア実施
159 名(90.3%)

相談のみ 
17 名(9.7%) 

11 

退院前に死亡
2 名（11.8）
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10．在宅ホスピスケアの実績  

 

Ⅰ．在宅ホスピスケア実施患者（2009 年 4 月～2010 年 3 月） 

 

１）転帰 

2009 年度に私たちが関わった末期がん患者さんの数は 188 名でした。医師あるいは看護師が一度で

もご自宅を訪問した患者さんです。「中止」は、経過中何らかの理由で他の医療機関に転院し、その後の

経過が確認できなかった患者さんを意味します。2009 年度は、賛育会病院緩和ケア科との連携を強化し

たため、緩和ケア病棟に入院するまでの間のみ在宅ホスピスケアを、というケースがこれまでより若干増え

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ パリアンが関わった患者の転帰（患者 188 名中）  図４ 死亡場所の内訳（全死亡者 151 名中） 

 

２）相談外来受診時の患者の療養場所と退院前の病院訪問の有無 

  
図５ 相談外来受診時の療養場所 

（相談外来受診後に、在宅ホスピス

ケアを開始した患者 159 名中） 

 
図６ 退院前訪問の有無 

（相談外来受診時入院中 64 名中） 

 

３）在宅ホスピスケアが開始するまでの期間 

23

2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1
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0
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図７ 相談外来から初回訪問までの日数 

（相談外来時在宅 95 名）：平均 3.79 日 

 

図８ 相談外来から退院までの日数 

（相談外来時入院中 64 名）：平均 4.13 日 

2010/3/31

生存中 

26 名(13.8%）

死亡 

151 名（80.3%） 

中止 

11 名 

(5.9%) 

緩和ケア病棟 

8 名（5.3%） 

病院 

2 名（1.3%）

患
者
数
（名
）

日数（日） 

在宅 
95 名 
(59.7%) 

あり 
31 名 
(48.4%) 

なし 

33 名 

(51.6%)

入院中 
（一般病棟） 

59 名 

入院（PCU） 
5 名 

自宅 

141 名（93.4%）
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図９ 相談外来から初回訪問までの日数 

（相談外来時入院中 64 名）：平均 4.23 日 

図 10 退院から初回訪問までの日数

（相談外来時入院中 64 名）：平均 0.11 日

 

 

Ⅱ．在宅ホスピスケアの実績：2009 年 4 月～2010 年 3 月に在宅死した患者さんの統計 

2009 年度の１年間に在宅死された患者さん 141 名の臨床データです。 

 

 １）性別と死亡時の年齢 

  

図 11 在宅死患者の性別 図 12 在宅死患者の死亡時年齢 頻度 

 

２）がんの種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 在宅死患者のがんの種類 

＊：重複例含む。カッコ内は全在宅死患者数 141 名中の頻度 

 

 

 

男性 

86 名 

(61.0%) 

女性 

55 名 

(39.0%) 

がん
42 名 
（29.8） 

腸・ 腸がん* 
16 名 
（11.3） 

胃がん
13 名 
（9.2） 

尿・生殖器がん* 
14 名（9.9） 

膵臓がん 
10 名（7.1） 

胆管・胆嚢がん 
5 名（3.5） 

人科がん 
5 名（3.5） 

悪性リンパ
4 名（2.8） 

頭頚部がん*

7 名（5.0）

乳がん 
11 名（7.8） 

肝臓がん 
7 名（5.0） 

その他
6 名（4.5） 

患
者
数
（名
） 

日数（日） 

血病
3 名（2.1）

道がん
3 名（2.1） 

20 歳代 1 名
30 歳代 1 名 

40 歳代 4 名 

50 歳代 9 名 
60 歳代 
28 名 
(19.9%) 

70 歳代 
57 名 
(40.4%) 

80 歳代 
38 名 
(27.0%) 

90 歳代 3 名

平均年齢 
全体：72.9 歳 
男性：73.7 歳 
女性：71.6 歳 
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３）在宅ケアの期間の分布 

0

5

10

0 50 100 150 200
 

図 14 在宅ホスピスケアの期間の分布( 他 257, 410, 222, 2198 日各 1 名) 

 

４）独居患者 

表９ 独居患者の性別・年齢 

年齢 90 歳代 80 歳代 70 歳代 60 歳代 小計
合計 

（在宅死例中の頻度） 

男性 0 ２ １ ３ ６ 人数 

（名） 女性 1 ３ ０ ０ ４ 

１０ 

（10/141＝7.1％） 

 

５）関わったチームメンバー 

 

 

 

 

図 15 医師・看護師以外に関わったチームメンバーとその利用患者数 

 

６）行った医療処置 

①強オピオイド使用 

 

 

 

 

 

 

図 16 各強オピオイド使用患者数 

 

②補液など 

 

 

 

 

図 17 補液施行患者数 

 

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

平均 70.6 日 患
者
数 

(

名) 
経口徐放剤

経直腸剤

持続皮下注射

貼付剤

強オピオイド使用合計

―― 10 名(7.1%)

―― 7 名(5.0%) 

―― 3 名(2.1%) 

薬剤師 

理学療法士 

ホームヘルパー 

ボランティア

135 名(95.7%) 

24 名(17.0%) 

29 名(20.6%) 

18 名(12.8%) 

CV ルート(ポート)

PN

抹消点滴

日数(日) 

91 名(64.5%)
 

52 名(36.9%) 
 

83 名(58.9) 
 

46 名(32.6%) 
 

130 名(92.2.%)
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③在宅酸素療法 

 

 

 

 

図 18 在宅酸素療法施行患者数 

④その他の医療処置 

 

 

 

 

 

 

図 19 その他の医療処置施行患者数 

 

 ７）看護介入の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 訪問看護パリアン利用患者の介入実施割合 

 

胃瘻管理

人工肛門管理

胆汁瘻管理

膀胱留置カテーテル管理

褥創処置

0 20 40 60 80 100

酸素濃縮器

酸素ボンベ
 

液化酸素

―― 6 名(4.3%) 

―― 7 名(5.0%) 

―― 3 名(2.1%) 

  ― 13 名(9.2%) 

   ―21 名（14.9%）

0 20 40 60 80 100

――10 名(7.1%) 
 

―― 4 名(2.8%) 
 

―― 2 名（1.4%） 

看護介入の具体例 

ＡＤＬ

清潔

栄養

水分出納

排尿

排便

疼痛

意識障害

睡眠

呼吸

循環系

皮膚

体温

心理状態

社会的問題

経済問題

スピリチュアル

家族の状態

家族関係

福祉器具の導入 

清拭・足浴・手浴・洗髪・陰部洗浄など 

食事量減少などへの不安に対する関わり 

浮腫に対するマッサージ、抹消点滴（管理） 

オムツ使用に伴う指導 

便秘に対する下剤の調整および指導 

医師指示下の疼痛緩和薬剤の調整・患者と家族への指導

意識状態に合わせた家族へのﾃﾞｽ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ 

薬剤の調整など 

酸素導入と調整・指導、体位の工夫 

食事量調整、マッサージ 

褥瘡処置・処置方法の指導 

温罨法・冷罨法・解熱剤 

傾聴こころのケア担当者の訪問調整 

通所看護参加促進など 

社会資源導入、意思決定支援 

傾聴・通所看護参加促進 

介護状況や家族関係のｱｾｽﾒﾝﾄ、他ｻｰﾋﾞｽ導入 

不安に対する支援、デスエデュケーション 

（％） 0 20 40 60 80 100
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８）病気に関する理解（最終結果） 

 

 

 

 

 

 

図 21 病気に関する理解  

 

９）ケアに対するスタッフの満足度（10 段階評価） 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 ケアに対するスタッフの満足度（カッコ内は全評価対象者に対する頻度） 
 

 

10)スタッフが判定した患者・家族の満足度と痛みの緩和・症状の緩和に対する評価（10 段階評価） 

 

 
 

図 23 患者本人・家族の満足度（カッコ内は全評価対象者に対する頻度） 

 

 

 
 

 

図 24 痛みと痛み以外の症状の緩和に対する評価（カッコ内は全評価対象者に対する頻度） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病名理解 
 

不治の理解 
 

予測される生命予後の理解 

あり 120 名(85.1%) 
 

あり 101 名(71.6%) 
 

あり 58 名(41.1%) 

医師 
平均 9.65 

 
看護師 

平均 9.30 

94 名(66.7%) 44 名(31.2%)

3 名
(2.1%)

82 名(58.2%) 5 名 
(3.5%) 

評価：        10                  ９            ８ 7 5 

患者の希望通りの最期で 
あったか（平均 9.84） 

 
家族の希望通りの看取りで

あったか（平均 9.84） 

124 名(81.6%) 

127 名(90.1%) 

評価：               10                           ９ ８ 7 5 

痛みは緩和されていたか
（平均 9.52） 

 
痛み以外の症状は緩和さ
れていたか（平均 9.16）

118 名(83.7%) 21 名 
(14.9%)

50 名(35.5%) 84 名(59.6%) 6 名
(4.3%)

1 名
(0.7%)

評価：  10                                 ９        ８ 5 

2 名（1.4%)

2 名
(.1.4％)

1 名
(0.7％)

14 名
(9.9％)

48 名(34.0％) 

1 名
(0.7％)

11 名
(7.8％)

2 名
（1.4%)

1 名 
(0.7％) 

なし 21 名(14.9%) 
 

なし 40 名(28.4%) 
 

なし 83 名(58.9%) 
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１１．年間行事 

 

年月 内容 

2009 年 
4 月 

新人研修 

5 月  

6 月 メモルの集い 

7 月 
帝京大学医学部研修医 研修 
帝京大学医学部、・聖路加看護大学 学生実習 
納涼会 

8 月  

9 月 
帝京大学医学部研修医 研修 
ボランティア講座 

10 月 
姉妹ホスピスとの国際共同研究 会議（東京） 
帝京大学医学部研修医 研修 

11 月  

12 月 
帝京大学医学部研修医 研修 
クリスマス会・忘年会 

2010 年 
1 月 

帝京大学医学部研修医 研修 

2 月 ホスピスハワイ研修 

3 月  

各月第三水曜日に公開カンファレンスを開催 
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１２．業績目録 

１) 出版物 

①学術誌 

著者名 タイトル 雑誌名 

川越 厚 在宅での疼痛緩和の現状と課題 
癌と化学療法 
Vol.36.P1-4, 2009. 

田實武弥、松浦志のぶ、川

越 厚 
肺がん患者の在宅ホスピス緩和ケア 

癌と化学療法 
Vol.36.P81-83, 2009. 

Izumi Kawagoe, Mioko Ito, 
Shinobu Matsuura, Koh 

Kawagoe 

Home Hospice Care for the Lung Cancer 
Patient Living Alone: A case report from Japan

Journal of Palliative Care 
Vol.25, No4, p289-293, 2009. 

川越 厚 在宅医療と薬局薬剤師の連携の在り方 
日本薬剤師学会誌 
Vol.62, No3, p 329-331, 2010. 

 

②一般誌 

著者名 タイトル 雑誌名 

川越 厚 
緩和ケア診療所を中心とした、地域連携ネットワークシステ

ムの構築（１）－問題の背景 
緩和ケア 
Vol.19, No3, p 272-277, 2009. 

川越 厚 
～「東京支部ニュース」50 号記念寄稿 
山本知子（泰）先生の思い出 

広島女学院同窓会 東京支部ニュ

ース Vol.50, p4-5, 2009. 

川越 厚 
緩和ケア診療所（Palliative care clinic; PCC）を中心とした、

地域連携ネットワークシステムの構築（2） 
緩和ケア 
Vol.19, No4, p 380-383, 2009. 

川越 厚 
緩和ケア診療所を中心とした、地域連携ネットワークシス

テムの構築（3）－PCC を中心としたネットワークシステム

緩和ケア 
Vol.19, No5, 475-481，2009. 

川越 厚 
～「東京支部ニュース」50 号記念寄稿 続編  
女学院の思い出 

広島女学院同窓会 東京支部ニュ

ース Vol.51, p4-5, 2009. 

川越 厚 
学会トピック 第 20 回日本在宅医療学会学術集会  
シンポジウム「在宅で和らげる～痛みと緩和の不思議」から

在宅での疼痛緩和の現状と課題 

メディカル朝日 
Vol. 38.No11, p36-37, 2009. 

川越 厚 
特集 保健医療福祉領域の社会企業家のはたらき 
在宅ホスピス・パリアンのはたらき 

保健の科学 
Vol.51, No11, p743-748 2009. 

 

③その他（新聞、雑誌の取材など） 

川越 厚 

発行日 種類 タイトル 媒体名 pp. 出版社 

2009/3/20 雑誌 
特集 ここまできた我が国の在宅医療  
今そこにある、日本の医療崩壊を支える PCC を基
幹とした新しい在宅ホスピスケア 

Vision と戦略 
Vol.6, No.4,  
2009 年, 4 月号. 

12-15 
保健・医療・福
祉サービス研
究会 

2009/4/11 雑誌 人 在宅医療は外来・入院の延長ではない 日本医事新報  
Vol.4433, 

30 
（ 株 ） 日 本 医
事新報社 

4/24 
Web ペ
ージ 

あたたかい医療 リレーエッセーシリーズ「がん」 あ
る末期患者との絆 

asahi..com.  朝日新聞社 

7/18 雑誌 
徹底ルポ 病院 診療所  
診療所を揺るがす改革と制度のカベ   
日本医師会の変心で迷走の「総合医構想」 

週刊東洋経済   第
6212 号. 

61 
東洋経済新報
社 

7/18 
Web ペ
ージ 

「絶対うまくいく」緩和ケア支援診療所の全国展開を 医療介護 CB ニュース  
株式会社  キ
ャリアブレイン

9/15 雑誌 

大都会の在宅ホスピスケアに広く対応する薬局 医
師が使いやすい・患者が飲みやすい薬を必要な時
に提供する 「麻薬が必要な時にフットワーク軽く動
いてくれる」と信頼する医師 

Credentials  
Vol.2, No.9. 5-7 

株式会社  日
本アルトマーク

10/1 雑誌 
短期連載ルポ 第 4 回（最終回） 上野玲 
がんとうつ 新しいがん治療のありかたを求めて 終
末期と心のケア 在宅ホスピスという選択 

世 界 、 第 796. 号 , 
October. 

226- 
227 岩波書店 
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発行日 種類 タイトル 媒体名 pp. 出版社 

11/1 会報 
特集・いのちのメッセージへの傾聴－最期まで「私」
らしく 希望を持って最期まで生きるいのち 

あけぼの 
Vol.54.No11. 

3-7 
聖パウロ女子
修道会 

11/18 新聞 ラジオアングル がん患者が生き方語る 朝日新聞  朝日新聞社 

11/23 ラジオ 
開局 55 周年記念 ”いのちみつめて”スペシャル
「“がん”からの出発」（川越厚・川越博美 出演） 

ラジオ NIKKEI 第一
放送 

全 編
150 分 

株式会社日経
ラジオ社 

12/1 雑誌 在宅医療特集 両国 クリニック川越 ゲ ン キ の モ ト 、
Vol18,2009,Winter. 

21 
ケンギのモト編
集室 

12/  雑誌 
在宅ホスピスケアに給付金を支払うのは画期的なサ
ービス 

THE ROCK Vol.8. 20-21 
プ ル デ ン シ ャ
ル生命保険株
式会社 

12/1 
ニュー
スレタ

ー 

がん患者の在宅ホスピスケアは、中途半端にはでき
ない。 

Expert Interview 
News Letter Home 
Palliative Care Vol.1. 

16-23 
マクミラン・メデ
ィカルコミュニ
ケーションズ 

2010/2/9 書籍 在宅ホスピスという選択 
ルポ がんの時代、心
のケア  
上野玲 著 

69-73 岩波書店 

2/21 新聞 末期在宅ケア探る 医療介護連携で意見交換 福井新聞  
株式会社福井
新聞社 

3/10 雑誌 
医薬情報室 在宅癌患者へのオピオイドの使い方
疼痛緩和の意味を患者にしっかり説明 

日経メディカル  第
508 号. 

163- 
164 日経 BP 社 

3/13 雑誌 
プラタナス 緩和ケア診療所を中心としたネットワー
クの構築に向けて 

日本医事新報  第
4481 号, 2010 年 3 月
13 日. 

1 
（株）日本医事
新報社 

3/15 雑誌 
新医事通信 超高齢社会の展望と課題 充実した
在宅医療の実現に向けて 

シニアコミュニティ 第
64 号. 

35-36 
（株） ヒュー マ
ン ・ ヘ ル ス ケ
ア・システム 

3/22 ラジオ 
開局 55 周年記念 ”いのちみつめて”スペシャル
「“がん”からの出発」 （川越厚・川越博美 出演） 

ラジオ NIKKEI 第一
放送 

全 編
120 分 

株式会社日経
ラジオ社 

 

川越博美 

発行日 種類 タイトル 媒体名 出版社 

11/18 新聞 ラジオアングル がん患者が生き方語る 朝日新聞 朝日新聞社 

 

2) 学会・研究発表 

講演日 発表者 題目 会 主催 

2009/6/27 
川越 厚, 松浦
志のぶ 

シンポジウム 在宅での疼痛緩和の現状と
課題 

第 20 回日本在宅医
療学術集会 

日本在宅医療学
会 

2009/6/27 
田 實 武 弥 、 松
浦志のぶ、川越
博美、川越 厚 

肺がん患者の在宅ホスピス緩和ケア 
第 20 回日本在宅医
療学術集会 

日本在宅医療学
会 

2009/7/11 川越 博美 
シンポジウム【1】がん対策推進計画と在宅
ケアシステム～地域連携の構築と課題～ 

第 17 回日本ホスピ
ス・在宅ケア研究会
全国大会 

日本ホスピス・在
宅ケア研究会 

2009/7/11 有富 洋子 
シンポジウム【2】在宅ホスピスケア～多施
設・多職種でのケアチームの要点と課題～

第 17 回日本ホスピ
ス・在宅ケア研究会
全国大会 

日本ホスピス・在
宅ケア研究会 

 

3) 講演など 

川越 厚 

講演日 題目 会 主催 都市名 

2009/4/
18 

特別講演 在宅におけるホスピスケ
ア 

社団法人埼玉県看護協
会第 9 支部総会 

社団法人埼玉県看護協
会第 9 支部 越谷市 

4/23 
講義 医療の動向と緩和ケア～癌
医療を中心に 

平成 21 年度 201・一般
病棟に生かす緩和ケア 

社団法人日本看護協会
神戸研修センター 神戸市 
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講演日 題目 会 主催 都市名 

5/23 
基調講演 患者と家族の希望をか
なえる在宅ホスピスケア  
－なぜ家なのか－ 

第 7 回ペイシェント・アクティ
ブ・フォーラム がんのトータ
ルケア －緩和ケアと統合
医療について考える－ 

特定非営利法人ジャパ
ン・ウェルネス主催 千代田区

5/28 
在宅緩和医療に対する MR の知識
向上 

社内勉強会 
ヤンセンファーマ株式会
社 千代田区

6/12 
講演会 在宅ホスピスケア20年の歩
みとこれから 

講演会 『よりよい地域医
療連携をめざして』 

医療法人財団古宿会水
戸中央病院、医療法人財
団いばらき会 いばらき診
療所 

那珂市 

6/20 スピリチュアルケアの実際 恵和会特別講演 
慈恵看護学校他 同窓会
恵和会 港区 

7/2 
患者・家族の希望を叶える在宅・施
設ホスピスケア 

NPO 法人スウェーデン認知
研究所かつしか 公開セミナ
ー 生涯にわたって安心し
て暮らせる地域づくり 

NPO 法人スウェーデン認
知研究所かつしか 葛飾区 

7/25 
特別講演 『Palliative Care Clinic』
－患者・家族の視点に立った地域
緩和ケアネットの構築－ 

第 2 回岸和田緩和ケア地
域ネットワーク研究会 

（共催）岸和田緩和ケア地
域ネットワーク研究会、岸
和田医師会、市立岸和田
市民病院、ヤンセンファー
マ株式会社 

泉大津市

10/3 
患者と家族の視点に立った地域緩
和ケア 

在宅医療・療養の取り組
みに関する研修会 

草津栗東医師会、守山野
洲医師会、南部健康福祉
事務所 

草津市 

10/17 死を見つめた生に触れて 
東京・生と死を考える会
第 3 回定例会 

（共同）東京・生と死を考
える会、在宅ホスピス協会 千代田区

10/21 
在宅ホスピス・緩和ケアの歴史とこ
れからの課題～薬剤師の役割と
は？～ 

第 155 回 下谷薬学研修
会 

（共催）下谷薬剤師会、ヤ
ンセンファーマ株式会社 台東区 

10/29 
Palliative Care Clinic(PCC) 患者と
家族の視点に立った地域緩和ケア
ネットの構築 

第 3 回公立那珂病院・か
かりつけ医緩和ケア合同
研修会 

公立那珂病院 那珂市 

11/3 
在宅ホスピス－最期まで自分らしく
～望むケアを手にするために知って
おきたいこと 

第 21 回イデアフォー総会
講演会 

イデアフォー 渋谷区 

11/20 
特別講演 在宅でのホスピスケアと
は？ 

新川地域在宅医療療養
連絡協議会 講演会 

（共催）新川地域在宅
医療療養連絡協議会、
株式会社大塚製薬、明
祥株式会社 

魚津市 

11/23 
シンポジウム 実践からの学びと展

望 座長 
第 6 回 21 世紀高野山医
療フォーラム 

21 世紀高野山医療フォー
ラム 高野山大学 

伊都郡高野
町 

12/19 シンポジウム 座長 
第 2 回 東京緩和ケアネ
ットワーク講演会 

（共催）東京緩和ケアネットワ
ーク、ヤンセンファーマ株式
会 社 、 塩 野 義 製 薬 株 式 会
社、武田薬品工業株式会社 

中央区 

2010/2/
26 

講義 その人らしさを支え、生活を
つなぐ退院支援①～在宅ホスピス
の現場から～ 

その人の生活をつなぐ退
院支援－病棟からはじめ
る地域連携－ 

社団法人日本看護協
会 
神戸研修センター 

神戸市 

3/22 講演 在宅の立場から 

NPO 法人高知がん患者会
一喜会 7 周年記念講演
「思いを共有する地域からの
声 宮城・大阪・高知」 

NPO 法人高知がん患
者会一喜会 

高知市 

 

川越博美 

講演日 題目 会 主催 都市名 

2009 
5/25 在宅ターミナルケアのすすめ 

社会福祉法人世田谷福祉事
業団研修会 

社会福祉法人世田
谷福祉事業団 世田谷区

6/22 医療者の病む経験 
聖路加看護大学看護学概論
講義 

聖路加看護大学 中央区 
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講演日 題目 会 主催 都市名 

9/26 
教育講演 地域で最期まで生き続
けることを支える技 

第 14 回聖路加看護学会学術
大会  

聖路加看護学会 中央区 

10/10 訪問看護師がみた在宅ホスピスケア
東京ビハーラ「がん患者・家族
語らいの会」月例定例会 

東京ビハーラ「がん
患者・家族語らいの
会」 

中央区 

10/25 ボランティアの役割 
福島緩和ケアボランティア講
座  

福島緩和ケア支援ネ
ットワーク 郡山市 

11/15 
地域緩和ケアチームにおける薬局
への期待 

第３回日本薬局学会学術総
会シンポジウム 

日本薬局学会 横浜市 

11/17 ターミナルケア 
平成 21 年度和歌山県主任介
護支援専門員研修 

NPO 法人和歌山県
介護支援専門員協
会 

和歌山市

11/20 
特別講演 在宅でのホスピスケアと
訪問看護 

新川地域在宅医療療養連絡
協議会 講演会 

（共催）新川地域在
宅医療療養連絡協
議会、株式会社大塚
製薬、明祥株式会社 

魚津市 

2010 
1/19 

緩和ケア（看取り）に関する在宅看
護 

在宅ケア領域看護師研修 高知県看護協会 高知市 

2/2 
在宅ホスピスケアにおける看護師の
役割 

静岡県訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ協
議会研修会 

静岡県看護協会 静岡市 

3/22 
チームで支える在宅ホスピス緩和ケ
アのマネジメントと看護師の役割 

第１回港区在宅緩和ケア・ホ
スピス研修会 

港区在宅緩和ケア・
ホスピス研修会 港区 

 

4）研究班、委員会など 

川越 厚  ①厚生労働省 厚生科学審議会科学技術部会 委員 

②東京がんマネージメント研究会 世話人 

③NPO 法人日本ホスピス緩和ケア協会 評価委員 

④厚生労働省 がん対策推進協議会  委員  

 

 

5） 受賞 

川越 厚、川越博美：平成 21 年度 第 6 回 ヘルシー・ソサエティ賞 医療従事者部門 

共催 社団法人日本看護協会/ジョンソン・エンド・ジョンソングループ 

 

 
ヘルシー・ソサエティ賞 授賞式 
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パリアンの在宅ホスピスケア 全集計 
（2000 年７月～2010 年６月） 

 

パリアン通信 第 18～20 号 

参 考 資 料 
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■相談外来の受診者集計 

 2000 年 7 月～2010 年 6 月にパリアンを紹介された患者さん 1531 名のデータです。 

 １）紹介元 

 
No. 患者がかかっていた病院 

症例数

（名） 

頻度

（％） 

1 都立墨東病院 386 25.2 

2 国立がんセンター中央病院 168 11.0 

3 同愛記念病院 79 5.2 

4 三井記念病院 72 4.7 

5 癌研有明病院 60 3.9 

6 東京医科歯科大学病院 53 3.5 

7 順天堂大学病院 50 3.3 

8 東京大学病院 42 2.7 

9 賛育会病院 42 2.7 

10 慶應義塾大学病院 32 2.1 

11 都立駒込病院 24 1.6 

12 その他 523 34.2 

 合計 1531 100.0 
 

参考-図１ 紹介患者がかかっていた病院（数字は患者数(名)カッコ内は頻度(%)） 
 

２）相談外来を受診患者の転帰と在宅ホスピスケア開始患者の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考-図 2 相談外来受診後の転帰と在宅ホスピスケア開始患者の内訳 
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参考-図 3 年度別相談外来件数と相談後の転帰の頻度 

退院待ち 

4 名（0.3％）

相談外来受診者 
1487 名 

パリアンにて在宅ケア実施 

1116 名(75.1%) 

相談のみ 
367 名(24.7%) 

他の在宅医を紹介 
 150 名(40.9) 

2000/7-2010/6 
在宅ﾎｽﾋﾟｽｹｱ患者 

1160 名 

現病院で治療継続
58 名(15.8)

退院前に死亡 32 名（8.7）
相談後連絡 
なし 55 名(15.0) 

その他 
46 名（12.5）

相談外来未受診者 44 名

１ 
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３ 

４ ５ ６ ７ ８ 
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12 

入院先を紹介 26 名(7.1) 
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1116 名 

相
談
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転
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の
頻
度 

100 

50

相談後当院ケース 

相談のみ 

(件)

200

100

0 

相談外来件数
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■在宅ホスピスケアの実績 

Ⅰ．在宅ホスピスケア実施患者 

1）転帰 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考-図 4 在宅ホスピスケア実施患者の転帰    参考-図 5 死亡場所の内訳        

（患者数 1160 名）           （全死亡者数 1067 名中）      

   

Ⅱ．在宅ホスピスケアの実績 

 2000 年 7 月～2010 年 6 月に在宅死された患者さん 1023 名の臨床データです。 

１）性別と死亡時の年齢 

 
 

参考-図 6 在宅死患者の性別 

 

参考-図 7 在宅死患者の死亡時年齢分布 

 

２）がんの種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考-図 8 がんの種類 （カッコ内は対象患者 1023 名中の頻度）  ＊重複がん 19 例含む 

生存中 

20 名(1.7） 

死亡 

1067 名（92.0） 

中止 

73 名 (6.3)

自宅 

1023 名（95.9）

緩和ケア病棟 

28 名（2.6）

一般病棟 

16 名（1.5）

男性 

598 名 

(58.5%) 

女性 

425 名 

(41.5%) 

がん
273 名 
（26.7） 

腸・ 腸がん
140 名 
（13.7） がん

129 名
（12.6）

食道がん* 
43 名（4.2） 

乳がん 
54 名（5.3） 

頭頚部がん* 
37 名（3.6） 

膵臓がん
62 名（6.1）

肝臓がん* 
58 名（5.7） 

尿・生殖器がん
86 名（8.4）

婦人科がん* 
58 名（5.7） 

胆嚢・胆管がん* 
28 名（2.7） 

状腺がん
8 名（0.8） 

その他
23 名（2.3）

原発不明がん
19 名（1.9） 

悪性リンパ腫 
14 名（1.4） 皮膚がん

10 名（1.0） 

その他 

白血病  7(0.7) 

骨髄腫  5(0.5) 

肉腫    3(0.3) 

脳腫瘍   2(0.2) 

中皮腫   2(0.2) 

胸腺がん 2（0.2） 

後腹膜悪性軟部腫瘍 1(0.1) 
後腹膜原発性肉腫性髄膜腫 1（0.1）

20 歳代

1 名(0.1）
40 歳代 

36 名(3.5） 

30 歳代 

11名(1.1%）

50 歳代 

137 名(13.4） 

60 歳代 

287 名(28.1） 
70 歳代 

316 名(30.9）

80 歳代 

204 名(19.9）

90 歳代

31 名(3.0）

平均年齢 

全体 70.0 歳

男性 70.6 歳

女性 69.2 歳
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３）在宅ケアの期間の分布 

 参考-図 9 在宅ケアの期間分布（上段：1～550 日間、下段：1～100 日間） 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

参考-図 10 在宅ケアの期間 

４）独居患者 

参考-表 1 独居患者の性別・年齢分布 

年齢 90 歳代 80 歳代 70 歳代 60 歳代 50 歳代 小計 
合計 

（在宅死例中の頻

度） 

男性 １ 11 ８ 11 ２ 33 人数 

（名） 女性 ２ ９ 12 ８ ４ 35 

68 

（68/1023＝6.6％）

 

５）関わったチームメンバー 

 

 

 

 

 

 

 

参考-図 11 関わったチームメンバー 
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未満 
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２週間～１ヵ月未満
240(23.5%) 

１ヵ月～３ヵ月未満 
300(29.3%) 

３ヶ月～
半年未満
98(9.6%)

患
者
数
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） 

患
者
数
（名
） 

日数（日） 

半年～１年未満
40(3.9%) 

１年以上
15(1.5%) 

薬剤師 

理学療法士 

ホームヘルパー 

こころのケア担当者 

ボランティア 

  363 名(35.5%)

―――76 名(7.4%)

289 名(28.3%)

――― 33 名(3.2%)

 ―― 112 名

他 723,746,1559,2122,2198 日 

在宅死患者 

N＝1023 名 

平均 56.6 日
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６）行った医療処置 

 

0 20 40 60 80 100
 

参考-図 12 行った医療処置 

 

 

７）病気に関する理解 (対象患者：2003 年 7 月～2010 年 6 月に在宅死した 799 名) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

参考-図 13 病気に関する理解（終了時） 
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パリアンは医療･看護･ボランティア･心のケアのグル

ープで、在宅ホスピスケアを行っています。
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相談外来で初めて会った田村氏（仮名）は、年の頃 60

歳代後半の元気な老人だった。痩せてはいたが長身の

がっちりとした躯幹を折り曲げ、彼は丁寧な口調で明るく

あいさつをした。天涯孤独の一人暮らしで生活保護を受

けているとのことであったが、服装はこぎれいで、表現し

難い独特の雰囲気を醸し出していた。病名は大腸がん

の末期。病院の主治医の見立てでは、余命 1,2 か月とい

うことであった。紹介状によると、頑固、わがまま、マイペ

ースでプライドが高く、おまけに他人を信用しないという

性格とのこと。他の患者としばしばトラブルを起こし、病院

では超問題の患者だったようである。医師も看護師も手

を焼き、困り果てた末の、僕たちへの紹介だった。 

たっぷり 1 時間かけた面接で、「入院は絶対いやだ。

家で死にたい」という彼の強い気持ちを理解することがで

きた。だがそれを貫こうとすれば、あまりにも条件が悪か

った。しかし彼はそんなことにはお構いなし。「元気なう

ちは外来通院するから、通院が難しくなったら在宅ケア

をお願いします」と勝手に決め、水曜日の外来に決まっ

て顔を見せるようになった。 

「若いころは代議士の秘書もやっていた。その後、縁

あってやくざと関係を持つようになり、体が大きかったせ

いか用心棒をやらされ、出入りの場にも居合わせたこと

がある。」 

元気な末期がん患者なので、診察・検査と言っても特

にやることはない。診察時間は長いのだが、そのほとん

どは得意満面で語る彼の輝かしい経歴を拝聴することに

費やされた。背中に残った古い刀傷にはそれなりの迫力

があった。 

元気と言っても、相手はいつ何が起きるかわからない

末期がん患者である。外来診療に加えて週一回の訪問

看護を提案したがけんもほろろ。「必要になったらお願い

するから今はいらない」の一点張りであった。それでも体

の衰えを自覚したからであろうか、訪問看護が始まった

のは外来通院開始後、約2 カ月経過してのことだった。 

「部屋にはものがほとんどなく、たいへん綺麗でした」、

というのが看護師の報告であった。もう一つの報告は、医

師に対する態度とは全く異なり、看護師には大変高圧的

ですべて命令口調、看護師の話には全く耳をかさない、

ということであった。病院と違い在宅では患者が主であり、

医療者が弱い立場になるので、これはやむを得ない。そ

れを徹底するのが在宅ケアである。少なくとも元気なうち

は、彼の思うがままを見守ることにした。 

医師による週一回の訪問診察、看護師による週 3 回の

定期的な訪問看護、24 時間体制の支援。このような形の

定型的な在宅ホスピスケアが始まったのは、初対面から

3 ヵ月経過した 9 月初めのことであった。その頃は、まだ

なんとか身の回りのことを自分でこなしていた田村氏であ

ったが、それも難しくなった。こうなって初めて、それまで

頑なに拒んでいたヘルパー、パリアンのボランティアの

助けをしぶしぶ受け入れるようになった。 

それでも夜になると一人である。夜間の寂しさ、不安と

苛立ちは日々強くなるようであった。そんな彼が思いもよ

 ＊＊＊ パリアンの語源は、ラテン語の pallium から拝借しました。暖かくひとを包みこむマントやコートのことを意味します。＊＊＊ 

信 頼 の 絆              川越厚（パリアン理事長、クリニック川越・院長） 
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 らない行動に出た。毎晩深夜になるときまって緊急当番

の看護師に電話連絡をし、訪問しろと命令口調で依頼す

るのである。 

「あんたらは、来てほしい時にいつでも来てくれる、と

約束しているよね。」 

これが彼の言い分であった。確かに、初診時に渡す説

明書にはその通りのことが書いてある。パリアンの 24 時

間ケアが本物かどうかを試すという、田村氏ならではの

頭脳的な挑戦が始まった。当番の看護師はその都度、決

して近くはない田村氏のアパートへ車で馳せ参じるので

あるが、彼は知らぬふり。もちろん、緊急を要する特別な

ケアはなかった。 

電話攻勢が 10 日以上続くと、さすがの天使たちも「な

んとかしなければ」と、真剣にこの問題を考えるようにな

った。知恵を絞り出した結果、「田村さんは体が弱ってき

て不安になり、弱気になっている。寂しいからSOSを出し

ているのだから、彼がいつも電話をしてくる 1 時間前にこ

ちらから先手をとって電話連絡しよう」、ということになっ

た。さっそく実行に移され、夜間の緊急訪問はしばらく途

絶えた。 

やれやれ、と看護師たちが安堵した矢先、やっかいな

問題が再び生じた。当番看護師が電話しても、なぜか田

村氏の電話は話し中でつながらないのである。何度も試

みたが結果は同じであった。なにかあったのでは、と案

じた当番の看護師があわてて深夜の緊急訪問を行った。

預かった鍵を使って中に入ると、田村氏は何食わぬ顔で

目を閉じている。 

「どうかしましたか、田村さん？」 

看護師が尋ねても知らん顔。そばには、受話器を外し

た電話機がツーツー鳴っていた。 

知恵比べに負けた看護師の緊急訪問は数日続いたが、

驚くことに、それまでの彼の挑戦的な態度が急激に軟化

したのである。自分の過去を進んで語るようになり、さら

に遺言まで書くと言い始めたのだ。電話事件を通して、

田村氏と看護師との間には深い信頼の絆ができあがっ

ていた。 

「ありがとう、頼りにしているよ。」 

家で最期を迎える決意を固めた田村氏。「ありがとう」

など一度も発したことのなかった彼が、感謝の言葉を口

にするようになった。純朴なパリアンの看護師諸君は「苦

労した甲斐があった」と喜んでいたが、僕から見ると彼の

この一言で、すっかり騙されてしまったのである。 

田村氏が逝ったのは、それから間もない神無月の夜

半であった。ケアに来ていたヘルパーの話では、眠るよ

うな最期だったという。ヘルパーの連絡でまず看護師が

駆けつけ、それから医師が往診し、死亡診断、死後のケ

アを行った。一張羅の甚平を身にまとい、田村氏はさっ

そうとあの世へ旅立って行った。区の生保担当者がご遺

体を引き取りに来る朝までの間、担当のパリアンボランテ

ィアがご遺体に付き添った。 

これまで日本の医療は、医師と患者とのア・プリオリな

信頼関係で成り立っていた。患者は医師ゆえに医師を信

頼し、医師はそれゆえに心身をすり減らして患者のため

に働いた。しかしその関係は非常にあいまいかつ脆弱な

ものであり、ガラス細工のようにちょっとした力で砕け散り、

一度壊れるとその修復は容易でない。 

契約を通して患者と医療者との関係が構築されるよう

になった現代では、双方がまず契約の内容を考えるので、

信頼関係が成立しづらい。しかも契約に基づく信頼なの

で、信頼を求めようとすれば、それは非常に高価なものと

なる。 

しかも、標準的なマニュアル医療が重視されるようにな

って、医師の個性や技術は軽視されがち、と言うよりも排

除されるようになってきた。結果的に、これからの医療を

担う存在である若い医師は自分の頭で考えることを後回

しにし、マニュアルに記された形に、患者を無理やり押し

込もうとする傾向が強くなっている。これまた、最初に患

者と医師の信頼ありき、という医療原点からますます遠ざ

かる原因となっているように思う。 

医に Human なものを求めつつ、実はそれと反対のこと

をおこなっているのが、現代医療の現状である。医療の

さまざまな場で Human な部分が消し去られる中、死に関

わる僕たちの医療は、人と人との触れ合いを今も最重視

する。これからもそうでなければならないと信じている。

  

 

看護師 佐藤 博子 

この春から訪問看護パリアンで修行を始めさせてい

ただきました佐藤博子と申します。 

数十年前にテレビで訪問看護のドキュメンタリー番組

をみて、将来は自転車に乗って家をまわる看護師に

なろう！と思い、とうとうここまでやってきました。子供

の頃は、人見知りがひどく、人と関わる仕事をするよう

新スタッフ紹介
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になると家族は思っていなかったようです。ただ、当

時から自転車で知らないところを回るのが好きだった

ので、今に生かされているかもしれません。出身は千

葉県ですが、流れている血は宮城県仙台産100％・小

学3年生の算数の授業での分数の掛け算・割り算での

原則に納得できなくなってから、人生も全く思うように

ならず、振り返ればフラフラあちこち進む人生であっ

たように思います。この夏の目標は、ベランダで育て

たけれど、硬すぎて包丁の刃がはいらないナスを、ち

ゃんと包丁で切れるナスになるよう育てることです。将

来的には、パリアンで無人販売できるようになるぐらい

栽培上手になりたいです。皆様、今後とも御指導よろ

しくお願い致します。

 

看護師 古井 奈美 

4月より採用となりました古井奈美です。 

出身は福岡県です。高校卒業後上京し東京での就職

後一度は福岡に戻りましたが、1 年半で再度上京して

おり人生の半分近くは東京での生活になりつつありま

す。 

学生時代のがん患者さんとの出会い機に、がん看

護を学びたいと志し、国立がんセンターへの就職後、

キャリアのほとんどをがん看護の分野で過ごしてきま

した。その中で緩和ケアへ関心を持ち、都立豊島病院、

癌研有明病院の緩和ケア病棟で働いていました。 

 緩和ケア病棟では“患者様・ご家族のＱＯＬの向上”

を目標にケアを行っていましたが、やはり入院という特

殊な環境では限界があるのではないか感じるようにな

りました。また「本当は家に帰りたいけど家族に悪い」

という患者様の声や「入院していた方が安心」というご

家族の声を聴いて、在宅ケアの実際とはどのようなも

のであるのか学びたいと考えるようになりました。 

 入職後間もないですが関わらせていただいた患者

様・ご家族より、これまで自分が行っていた“緩和ケア”

とパリアンでの“ホスピスケア”の違いを教えていただ

き実感させていただいている毎日です。今後のよろし

くお願い致します。

 

 

看護師 矢作 多美子 

はじめまして。この 4 月から、パリアンのナースとし

て勤務させて頂いています矢作多美子です。苗字は

「やさく」と書いて「やはぎ」と読みます。 

東京都出身。O 型。昨年の流行語大賞「アラフォー」

に属します。趣味はウォーキングです。自然豊かな緑

の中を歩くのが、特に好きです。最近の楽しみは、リ

ーズナブルなホテルランチです。普段はかまわない

おしゃれをしての食事と会話は、よい気分転換になり

ます。 

こちらに来る前は、三井記念病院総合健診センター

で、健診業務に携わっていました。病棟経験は 6年程

で、訪問看護は初めてです。あちらこちらで美しく咲

いている桜を横目に、必死に自転車をこいでいます

（少々、筋肉痛・・・）。新鮮な学びの毎日です。 

皆さんのご指導を受け、協力しながら、患者さんと、

そのご家族が、安心してご自宅で過ごせるケアを提

供出来るように努めていきたいと思っております。どう

ぞよろしくお願い致します。

 

看護師 山崎 美惠 

皆さん、こんにちは。私は、昨年の夏に北の大地北

海道から東京に越してきました。以前から恋焦がれて

いたパリアンの門を叩き、この度3 月から訪問看護しと

して勤務しております。 

北海道では7年半訪問看護師としてはたらいておりま

したが、環境の違いや色々な面で一からのスタートと

いう思いで働かせて頂いています。また、先生方はじ

めスタッフの皆さん、ボランティアの方々に支えられ

ながら看護させて頂き感謝の毎日です。気候の違い

や満員電車通勤に少々疲れ気味のところもあります

が（最近は立ち寝も覚えました）、患者さんやご家族

のお顔を見るとそれも吹っ飛び、逆にパワーをもらう

毎日です。患者さん、ご家族と一緒に喜び、笑い、悲

しみ、涙しながら喜怒哀楽（あまり怒っていてはダメか

な？）を共にし、また、患者さんがその方らしく暮らせ

る為に黒子のような看護師でありたいと思っています。

これからもチームの一員として楽しく仕事ができ、自

己研鑽していきたいと思っていますので、ご指導ご鞭

撻の程宜しくお願い致します。
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＜定例会＞ 活動の充実と会員相互の交流を図っています。 毎月第１土曜日 10：30～12：00  

＜療養通所介護＞ 通所される患者さん・ご家族と食事やゲーム又はケアを共にして、和やかなひと時を過ご

しています。毎週金曜日 10：15～16：00  

＜訪問活動＞ 在宅で過ごされている患者さん宅を訪問し、看護師と協力してボランティアとして出来る支援

をしています。 

＜メモルの集い＞ 年に１度、在宅で看取りをされたご家族を招き、故人をしのぶ機会です。 

＜サロンド・パリアン＞ 患者さんやご家族またはご遺族に、お茶を飲みながら自由にお話をしていただける

場を開いています。毎週水曜日13：00～16：00 

＜命日カード＞ 亡くなられて１年のご遺族の方へカードを送ります。 

偶数月第2 木曜日（9：50～12：00） 

＜グッズ作製＞ 療養に必要なグッズの作製や訪問患者さんに差し上げるクリスマスプレゼントの企画・作製

をしています。 

＜亀戸教会バザー・元禄市への参加＞ 地域の方に在宅ホスピスやボランティアについて知ってもらう機会と

しています。 亀戸教会バザー 2009年9月21日 ／ 元禄市 2009年12月12・13日 

 

☆ ボランティア研修旅行 3/18～19 ☆ 

 今回は療養通所介護やサロンなどで活動して

いただいているボランティアさんに声をかけ、スタ

ッフ4名を加え、総勢12名で車3台に分乗して鴨

川までボランティア研修旅行に行きました。研修

テーマである「グリーフケアのあり方」についての

ディスカッション、房総花めぐり、皆での炊事と楽

しく有意義な時間を過ごしました。 

ボランティアグループパリアン活動紹介 
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パリアンは医療･看護･ボランティア･心のケアのグル

プで 在宅ホスピスケアを行 ています

 

パリアンは医療･看護･ボランティア･心のケアのグル

ープで、在宅ホスピスケアを行っています。 
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死後数日、あるいは数か月経って発見される気の毒

な(!?)老人の話が、時折話題になっている。ひとり暮

らしの数が急速に増加する中、この問題を我々は避け

て通れない。最近、厚労省の親しいA氏とこの問題に

ついて議論する機会があったので、紹介したいと思う。 

＜A氏から川越への手紙＞お電話で、「欧米では、

孤独死を不幸とはとらえていない」というようなお話

があったかと思います。色々と考えたのですが、孤独

死を社会問題としてとらえている日本の方が、個人の

問題としてとらえている欧米よりも、成熟しているよ

うに思うようになりました。 

孤独死された方を不幸と決めつけるのはおかしいと

は思いますが、孤独死を肯定的にとらえたり、あるい

は無関心であったりということでは、さみしい気がし

ます。大原麗子さんの報道に触れて、ボランティアの

方などから、「孤独死の問題を何とかしないと」とい

うような話を聞くにつけ、このようなお節介な人がい

るのが日本の良さではないかと感じています。 

＜A 氏への川越からの手紙＞孤独死をどう考えるか、

と言う問題は底が深い。そのまえに孤独死の定義を明確

にし、問題を整理すべきだと思います。そのような作業を

欠いたまま、「孤独死を社会の問題として考えている日本

はより成熟している」と結論するのは、無理があるような気

がします。 

孤独死をもし文字通り「ひとりぼっちで死を迎えること」

と定義しますと、さらに、そのひとが迎える「死の時」の定

義をしなければなりません。たとえば、死の時を「息を引

き取る瞬間」と定義しますと、実は病院でも心電図をつけ

ていない患者の場合、医療者も気付かない所で死を迎

える可能性があり（実際このような状況はよくあります）、

病院でも孤独死が起きている、という話になってしまいま

す。 

僕が在宅医療に関わるようになった20年前の話です。

病院医療の延長に在宅医療があるという誤った考えを当

時僕は持っており、亡くなりそうな患者さんに ECG をつけ、

それを無線で飛ばして診療所で連続的に監視するという、

今にして思えばバカバカしいことをまじめに行った苦い

経験があります。もちろん、これで臨終の場に居合わせ

ることができたのですが、誰からも感謝されませんし、虚

しくなるばかりでした。もちろんすぐ辞めましたが、今だと

こんな医療はずっと簡単にできるでしょう。もし孤独死イ

コール絶対悪、と考えるならば、患者にモニターをつけ

て診療所で監視するという方法も考えられますが、もちろ

ん僕はこのような考え方には反対です。 

問題になるのは、時間が経ってから誰かが患者の死

に気付く、と言うケースでしょう。これとて、問題を整理し

ないとおかしな議論になってしまいます。 

まず、突然死の場合があります。独居の方が増えると、

元気なひとり暮らしの老人が自宅で亡くなり、しばらくして

から発見されるというケースが多くなるはずです。孤独死

は絶対悪という立場をとる方は、このようなケースをどの

ように考えるのでしょうか。高齢者はみな施設に入れよ、

 ＊＊＊ パリアンの語源は、ラテン語の pallium から拝借しました。暖かくひとを包みこむマントやコートのことを意味します。＊＊＊ 

第１９号 

２００９年夏 

孤独死をめぐっての、厚労行政官との往復書簡  川越厚 （パリアン理事長、クリニック川越・院長） 

目  次   パリアン医師より   ・・・1    研修だより              ・・・2 

          メモルの集い報告 ・・・3    ボランティア感謝祭報告・他  ・・・4 
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研 修 だより 

パリアンでは在宅ホスピス・緩和ケアに関心のある保健医療福祉の専門職に携わる方々・学生の研修を

受け入れております。本年度も 5 月に医学生 4 名、7 月に研修医１名の 1 ヶ月間研修と、看護学生 4 名の 3

週間実習を行いました。9 月以降も研修医5 名の 1 ヶ月研修などを予定しております。 

とはまさか言わないと思いますが、毎朝毎晩、どなたか

安否の電話を入れるとか、全ての高齢者独居の方の家

には監視カメラを置く、というようなことになるのでしょうか

ね。いい加減にしてほしい、というのがお年寄りの正直な

気持ちだと思います。 

末期がん患者のように、体が弱っていて、死が遠から

ず来る、というような場合はどうでしょうか。他人が手助け

に入ることを拒否しない方だと、死が近づいた時には一

般的に一日に何回か人が入りますので、本人と家族（も

しいれば）の了解さえあれば、死後何日か経って発見さ

れることはありません。 

問題となるのは、他人が手助けすることをかたくなに拒

否し、自分たちだけの力で何とかしようとする方の場合で

す。このような主張の背景に経済的な問題がある場合も

ありますが、圧倒的に多いのは、そのひと 

のそれまでの生き方、考え方でそうなってしまうので 

なるので、死後何日か、 あるいは数か月経ってから発見

されるということが起こるわけです。 

＜A 氏から川越へ＞先生からのメールを拝読して、孤

独死の問題は奥が深いことが、良く分かりました。先のメ

ールで私が申し上げたかったのは、他人の死を気にか

ける人が多いという「社会的な連帯感」を大切にする必要

があるのではないかということで、それ以上のことを深く

考えたわけではありません。メール中、「孤独死された方

を不幸と決めつけるのはおかしい」と書いたように、私は

「孤独死イコール絶対悪」とは思っておりません。この問

題については、もう少し時間をかけて考えてみたいと思

います。 

＜A 氏へ＞世の中は全てを綺麗ごとで済ます風潮が強く

なりつつありますが、孤独死の問題にはそのひとの人生

に触れる厳しいものがあることを忘れてはなりません。行

政の方にも、どのような哲学を持ち、どのように対応する

のかということが、厳しく問われると思います。政争の具

にされないように願っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～パリアンでの実習を振り返って～ 

 

実習中は熱心なご指導を頂き本当にありがとうござい

ました。私は実習をするまでは在宅でホスピスをする、と

いうことがうまく想像できず、本当に出来るのだろうかと疑

問の方が大きかったと思います。しかし、今回の実習で

家で暮らす事の自然さと病院との違いを肌で感じ、在宅

ホスピスの良さを痛感しました。同時 に、病院での看護

の改善点も多々見えてきて、本当に実りの多い実習をさ

せて頂く事が出来ました。今後も、この貴重な経験を生

かし、患者さんご家族にとって ベストなケアを深められ

るように頑張っていきたいと思っております。本当にあり

がとうございました。 

（荒居康子） 

  実習では、実際に訪問看護や往診に同行させていた

だいて、患者さんとご家族の様々な生活の姿や形にふ

れることができました。私たちが今まで病棟などの実習で 

学んだこととは違う、貴重な学びができたと感じています。

パリアンで行われていた在宅ホスピスは、私たち学生に

とってみれば感動と発見の連続で、日に日に 自分の看

護に対する考えに影響してきていることを感じていました。

そして私たち自身も生きることと死ぬことについて多くを

考える機会となりました。学んだ ことや感じたことを形に

することはとても難しいと感じていますが、一つ一つを大

切にしていけるようにさらに学びを深めていきたいと考え

ています。   

（篠朋 江） 
 「在宅ケアの限界と言うのはそのスタッフの能力に限界

があるだけで、決して在宅ケアに限界があるわけではな

い」これは川越博美先生の言葉で、この実習で最も印 

象的な言葉でした。パリアンには様々な役割を担う人々

が存在し、患者の方々が最期まで尊厳をもって生きるこ

とができるよう互いに意見を交わし合い、日々の ケアを

進めていきます。こうした対等な話し合いこそが「協働」な
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のだと初めてのカンファレンスで感嘆したのを覚えてい

ます。「決して諦めない」そのような 熱い姿勢をパリアン

のスタッフの方々は私たちに示してくれました。今後は自

分も専門職としてそれを体現できる看護師を目指し、看

護の感性を磨き続けていき たいと思います。（廣瀬優

子） 
  

実習では川越先生ご夫妻を始め、看護師の方々、ボラ

ンティアの皆さんなど私たちは多くのスタッフの方々に大

変お世話になりました。今回の実習での貴重な学びを今

後の仕事に活かし、日々精進してまいります。有難うござ

いました。 
 聖路加看護大学四年 荒居康子、篠朋江、廣瀬優子

（実習期間：7/6～7/24） 

 

 

 

 

 

メモルの集いは年に一度、在宅で看取りをされたご家族を招いて、故人を偲び、皆様の大切な方々のことを想う

ひと時を持つ会です。また、同じように看取りをされた方々やパリアンのスタッフ、ボランティアとの交流を深め

ていただく機会となることも願っております。今年も 6月14日に曳舟文化センターにて 56家族73名の出席者を

お迎えして、無事に開催することが出来ました。 

 

～メモルの集いを終えて～ 

ボランティアリーダー 有富洋子 

 

「メモルの集い」の当日は天気も上々、早くからご遺

族も来られて、顔見知りのスタッフやボランテイアと会

話を交わしておられ、まるで懐かしい方と出会う同窓

会やクラス会のような明るい雰囲気であふれていまし

た。今年は少しプログラムを変えて、どのような方々

が参加しているのかわかっていただけるように、全 

体での自己紹介をしていただきました。親御さんの

看取りをされたある方は、「家族にとって本当に絆が

深まる良い経験だった。特に幼い子供たちにとって

かけがえのないことだった」と語ってくださいました。

またご主人を見送られたある方は、「天国での再会を

誓っているので、今は 2度目の婚約期間と思って過

ごし ている」と話してくださいました。そのように語ら

れるご遺族の言葉に、聞いている方々も涙を流しな

がら、うなずきながら聞き入っておられました。亡くな

った愛する人たちと、私たちは共に生きているという

思いを深くさせられました。  

 グループでの懇談では、それぞれの看取りの経験

を紹介しながら今況を話されました。看取りのご苦労

を話されながらも、自宅で看取ることができたことを誇

りに思っておられることが伝わってきました。そして皆

さんが異口同音におっしゃるのは、パリアンで看て頂

いてよかった、自宅で看取ることができてよかったと

いうことでした。そして「死ぬなら癌がいいねえ」とも。

帰り際に「いつか自分も在宅ホスピスボランティアをし

たい」とのお申し出をして下さった方が何人かありま

した。良い看取りの経験をされたからこそのお言葉と、

本当にうれしく思いました。  

 私たちボランティアは、パリアンの仕事のすばらし

さを実感すると同時に、パリアンに参加させてもらっ

ている喜びを改めて思わせられた「集い」でした。今

年もスタッフ・ボランティア皆で協力して企画・運営し

た「メモルの集い」を無事に終えることができました。 

 

 

 

メモルの集い報告
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～メモルの集いに参加して～ 

看護師 櫻井雅代 

 

今年の‘メモルの会’は、ボランティアさんが底力を発揮

した盛大な会でした。曳舟文化センター２階へ通じるカ

ーペット敷きの階段を昇ると、そこには、ご遺族の方々が

大勢ご参集なさっておられました。各テーブルに品よく

生けられたお花が、全スタッフの笑顔と共に、集まった初

対面の者同士を優しく包んでくれていました。 

プロ並みの総合司会が

進行する中、まずは、厚

先生の講話です。ご遺族

の方々は、懐かしい先生

のお話に在りし日の在宅

ホスピスケアを回想し、故

人を偲びながら、温かな

気持ちで聴いておられました。 

アイスブレーキングでは、約10年前に大事なご家族を

看取られた方、つい数ヶ月前に看取られ方、ご主人・奥

様を看取られた方、ご両親・ご兄弟を看取られ方など

様々な背景をもつご遺族の方が、医師・看護師・ボランテ

ィア等に対する今なお揺るがない感謝と信頼のお気持ち

を表現なさっていました。私は、パリアンの偉大な歴史を

感じる共に、自身の看護を改めて振り返り、心引き締まる

思いがいたしました。 

グループ毎の歓談では、大切なご家族を亡くされ、月

日が経った今でも癒えない悲しみ、苦しみを話され、涙

する方がおられる一方、その方を、「よく看取ったわね。」

と心から慰めるご遺族の方もおられました。短い歓談の

時間でしたが、お辛かった心情を吐露し、同じ苦難を乗

り越えた戦友同士の会話に、いつしか涙の中にも笑みが

こぼれていました。新たな生活をはじめているご遺族の

方にとって、亡くされたご家族との新たな思い出の一日と

なったのではないかと思いました。 

最後に、メモルの会の開催に当たり、企画、運営に携

わった方々へ敬意を表すると共に、参加の機会を頂きま

したことへ、心から感謝申し上げます。 

       

 

ボランティア感謝祭報告 
 ボランティアリーダー 田中めぐみ  

日頃パリアンの活動を支えて下さっているボランティアさんに

パリアンスタッフ一同から感謝の気持ちを込めて、ささやかな感

謝祭を行わさせて頂きました。 

参加して下さった約 20 名のボランティアさんとスタッフと一緒

に輪を囲みながら、ゲームやフラダンスで盛り上がりました。会

場がパリアンで行なわれたこともあり、終始いつものパリアンらし

いアットホームでにぎやかな雰囲気の会でした。 

この会を通して、今後もボランティアの皆様がパリアンのチーム

の一員として活動しやすいよう、私達スタッフもボランティアの皆

様とのコミュニケーションや繋がりを大切にしていきたいと改め

て感じることができました。 

 

 

 

 

 

公開定例カンファレンス報告 

毎月第2水曜日午後6時より開催しております。カンファレンスでは事例を取り上げて、患者様ご

家族様とのかかわりの中で学んだことや意見をカンファレンス参加者と共有し、ディスカッションを

通して在宅ホスピスケアに対する考えを深め、今後の活動につながることを目的としています。パリ

アンスタッフ以外に、一緒にチームとして関わっている薬剤師・ケアマネの方々や、在宅ホスピスの

推進を目指している方々にご参加頂いています。 



 38

パリアンは医療･看護･ボランティア･心のケアのグル

ープで 在宅ホスピスケアを行っています

 

パリアンは医療･看護･ボランティア･心のケアのグル

ープで、在宅ホスピスケアを行っています。 

 

                             

 

パ リ ア ン 通 信 
発行：ｸﾞﾙｰﾌ .゚ﾊﾟﾘｱﾝ 東京都墨田区緑1-14-4 両国TY ビル 5 階TEL 03-5669-8302 FAX 03-5669-8310  http://www.pallium.co.jp/  

 

 

 

 

乳がんの患者会の一つにイディアフォーというのがあ

ります。先日、その年次大会の記念講演に招かれ、在宅

ホスピスケアの話をする機会がありました。以下の文章は、

参加者の一人でご自身も乳がんを経験した、ある出版社

の編集員の方の感想です。 

“まず初めて知って驚いたのは、24時間対応の在宅ホ

スピスの体制がこんなにあるということ。40 歳以上のがん

患者にも介護保険が使えること。緩和ケア病棟と在宅を

行き来することもできるということ、などなど。世の中にも

っと知らせたいことばかりです。” 

患者会に参加する乳がんの人は自分の病気に対する

関心が強く、病気との付き合い方がうまく（Coping）、かつ

患者同士が密な情報交換を行っているので、こと乳がん

に関しては僕よりもはるかに知識が豊富のようです。それ

と意外だったことは、彼女たちはしっかりと死を意識して、

いろいろなことを考えています。しかし、その彼女たちに

してもこの有様です。在宅の情報発信は、まだまだ十分

でないことを僕は痛感しました。 

会に参加してみて、驚いたことがもう一つあります。そ

れは、「インターネットで調べたら、乳がん治療後の外来

フォローにはエビデンスとしての意味がないという意味

のことが書かれていた。そうだとすれば、私たちが定期

的に外来通院することに、どんな意味があるのか。またど

のような検査を受ければよいのか」という参加者の質問で

した。僕が驚いたのは彼女たちの専門的な知識、あるい

は考え方ではありません。そのような深い知識を持ちな

がら、日々がんと折り合いをなしながら生きているという

事実を知ったことです。いい加減にお茶を濁すような医

療を、彼女たちは望んでいないのです。 

これまでの医師の常識では、がんの初回治療（手術、

放射線、化学療法など）が終わると一定期間外来で厳重

にフォローし、もしその期間に再発を発見した場合には

治療を早い段階で行う、ということでした。ところが、こと

乳がんに関してはそのような患者管理に意味がない、と

いうのです。厳密に言うと、再発が所属リンパ節までの進

展であれば根治を望めるが、遠隔転移を起こしているよ

うな場合には治療を行おうが行わなかろうが、治癒成績

に影響しないということなのです＊。従って、遠隔転移を

早く見つけてもそれは治療に関係ないので、外来でフォ

ローしても意味がない、ということになります。 

質問を受けた乳がん専門医の答えは、歯切れがよくあ

りませんでした。 

「医学的に意味がないことは重々わかっているが、患

者さんがやってほしい、というので定期的に外来に来て

もらい、検査をしているのです。患者さんの気持ちを考え

ると、そのままほっておくことは人情的にできません。検

査内容も一応ガイドラインで決められていますが、確か

に積極的な意味はないのかもしれません」 

外来フォローは患者の気持ちを考えて行うのであって、

医学的に積極的な意味はないということのようです。そう

 ＊＊＊ パリアンの語源は、ラテン語の pallium から拝借しました。暖かくひとを包みこむマントやコートのことを意味します。＊＊＊ 

乳がん患者の Coping と治療後のフォローのあり方 川越厚 （パリアン理事長、クリニック川越・院長） 

目  次   パリアン医師より     ・・・１   第12 回在宅ホスピス協会全国大会報告 ・・・2 

         姉妹ホスピス交流報告 ・・・３   公開カンファレンス報告            ・・・４ 
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だとすると、忙しい治療病院で患者をフォローするのが

本当によいのかという問題が生じます。また最近、がん

治療病院などでは一定のプロトコール（連携パス）を作成

し、連携医療機関（診療所など）と協働して患者管理する

ことが、積極的に推し進められています。しかしその内容

をみると、医学的なことのみに重点を置いたパスになっ

ているような気がしてなりません。形が先行して内容は後

回しという、わが国の伝統的な、悪い制度設計手法がこ

こにも色濃く表れています。 

必要なのはメディカルな管理ではなく、患者の不安、

苦しみ、孤独感などに対応する、まさに全人的なケアで

す。患者会はそのような患者の要求に応えるものとして

機能しています。しかし患者会があるからといって、それ

は医療機関の免罪符とはなりません。乳がん患者が“Yes, 

we can cope(はい、私たちはこのがんとうまく折り合いを

つけて積極的に生きています)”と自信を持って言うこと

ができるためには、全人的な対応ができる診療所・チー

ムが地域に育っていかなければならないと考えていま

す。 

 

* この文章内容を乳がんの専門家の馬場紀行先生

（東京共済病院）に読んでもらい、意見をいただき

ました。以下は彼からの返事です。 

 

全くその通りです。日本では、医療費が安いこと、何ら

かの検査結果で再発がないことを担保したい、という意

識が、医療者、患者さん両方にあり、術後検査がやたら

多くなる傾向があります。病院が収益をあげるためにも、

この検査は魅力的なのでしょう。そんな圧力を感じていま

す。難しいです。 

 

 

 

 

 

9 月25 日から 27 日にかけて、富山県高岡市にて「第12 回在宅ホスピス協会全国大会in 高岡」が開催されました。

『病院から在宅へ～在宅ホスピスケア普及のために～』を大会テーマに、基調講演をはじめ、患者家族の在宅ホスピス

ケアの経験談や 3 つの分科会（Ⅰ．病院から見た連携のあり方 Ⅱ．地域・在宅から見た連携のあり方 Ⅲ．ご家族・ご

遺族から見た連携のあり方）での討議、そして市民公開シンポジウム「在宅ホスピスケア普及のために～富山県の現状

を踏まえて～」と充実した 3 日間でした。 

 

初めて全国大会に参加して・・・                 

 

今年の 5 月にパリアンに入職した私ですが、当初から

訳の分からぬままに在宅ホスピス協会事務に携わる事に

なり、全国大会に恐れ多くも参加させていただきました。

事務側から見た視点で感想を述べようと思います。今回

の開催元となる済生会高岡病院事務局の方とメールでの

やり取りが始まったのが、開催前の 3 ヶ月前となる 6 月頃

から。ホームページでのインフォメーションや協会会員

に向けたお知らせの発送やら、準備を始めたのが 2 ヶ月

前でした。しかし至って本人はベルトコンベアーに乗せ

られたように淡々と作業を進めていたのが実情でした。

唯一仕事をしたと言えば、開催１ヵ月を切り先方が確認を

求めてきた「プログラムの表紙の色」と「懇親会の席順」を

決めたことと、チケットの手配、そして先方の窓口となっ

ていただいたＮさんとコミニケーションを取ることくらいで

した。 

 
会も 12 回を重ね、運営方法がシステマチックになって

きていること、そして開催地のＮさんをはじめとした事務

方のきめ細やかな気配りのおかげだと思っています。当

然そこに「成功させる」という強い熱意がなければ、全国 

大会として開催する意味がありません。今回初めて参加

して強くそれを感じました。そして高岡のバトンを上手に

次回開催予定地である岐阜の皆さんに渡すのが、協会

事務の私の使命と考えています。 

第12回在宅ﾎｽﾋﾟｽ協会全国大会in高岡 大会報告
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そしてもう一つの仕事の側面はツアーコンダクターと

しての仕事。今回はＳ先生のおとぼけで初めて空港で

名前をアナウンスされたパリアン御一行様でした。来年

は同じ失敗を繰り返さないよう行ってきます！（在宅ホス

ピス協会事務局 高崎 潔） 

 

 

 

 

今回、在宅ホスピス協会全国大会に初めて参加しまし

た。富山に到着して感じたのが、土地の広さと富山の人

たちの暖かさでした。歴史的にも文化的にも興味深い所

で、時間がある時には観光もしましたが素晴らしい場所

ばかりでした。また、富山の風土のことばかりでなく、そ

れぞれの土地には、それぞれの特徴があるということを

実感したのは、全国大会での各々発表やディスカッショ

ンを聞いたり、他県の訪問看護師さんと会話をした時で

した。富山県は癌患者さんの在宅ケア普及にむけて、ま

ずは拠点病院が声を上げはじめたという状況でした。訪

問看護ステーション数は全国的にみても少なく、どちら

かというと施設重視の環境のようです。ただ実際に、在

宅介護を経験した御家族の熱い気持のこもったお話し

から、ニーズが無いわけではないこと・今後、癌患者さ

んの在宅ケアの普及拡大は求められ、その為には、訪

問看護ステーションや訪問看護師が増え、質の高い在

宅看護が受けられるようになることが重要と、全国大会

座長が最後に言葉を結んでいたのが印象的でした。そ

の他に、地域医療の連携システム構造化を図っても、実

働として十分に稼動出来ていない土地もあるという生の

声も聞くことが出来ました。様々な問題や活動困難な状

況にあっても、それぞれの訪問看護師さん方は奮闘し、

更に前向きに活動しようとする気合に溢れていました。

そのオーラに触れ興奮していた３日間でした。 

（訪問看護パリアン 佐藤 博子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

パリアンは、ハワイ（オアフ島）にあるホスピスハワイと

オーストラリア（メルボルン）にあるバンクシア緩和ケアサ

ービスと姉妹ホスピス提携を結んでいます。昨年11月よ

り 3施設にて国際共同研究として「在宅ホスピスボランテ

ィアの育成と役割に関する国際比較研究」を進めてきま

した。ホスピスハワイ代表ケン・ゼリー氏とバンクシア緩

和ケアサービス代表ジュリー・ポール氏に来日していた

だき、10月16日に第2回国際会議を開催しました。また

その席上にて、ホスピスハワイとバンクシア緩和ケアサ

ービスの間でも姉妹ホスピス提携が結ばれ、3施設での

交流関係がさらに発展しました。 

 

 

3

国際研究会議 

３施設において、ホスピスボランティアの活動および

その教育に関するアンケートを、ボランティアとボランテ

ィアに関わりのあったご遺族に協力していただきました。

今回その調査結果を元に、研究テーマについて議論し

ました。各国のボランティアに関する文化的背景が影響

している興味深い結果が出ており、今後のボランティア

育成を考える上で学びの多い会議となりました。 

姉妹ホスピス交流報告 
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在宅ホスピス、東京・生と死を考える会ジョイント講演会 

10 月 17 日に「死を教え、生を学ぶ～死の教育は生の教育～」をテーマに、講演とパネルディスカッシ

ョンの 2部構成で、社会文化会館三宅坂ホールにて開催しました。アルフォンス・デーケン氏による「死を

見つめて－『死への準備教育』のすすめ」の中では、各国のホスピス医師は共通して患者に対して初め

に、痛みと孤独がなく過ごせることを伝えていたと紹介がありました。ケン・ゼリー氏による「死をいかに教

えるか」では、家族に患者の余命を尋ねられたとき、逆に家族にどのくらいだと感じているかを問いかける

ことで、家族が今まで口に出せなかったことを話すきっかけとなりうること、医療者は台風の渦中にいる患

者・家族に対し、台風の目となって落ち着いて、しかし専門家の枠を超えた思いやりと共感を持って対応

する大切さを教わりました。川越医師の「死を見つめた生に触れて」では、在宅の死は主体化された死で

ある為、死の教育が必要であること、そして人間は死を頭・身体・心の順にトータルに理解していくとのこ

とでした。第 2 部では、東京・生と死を考える会世話人の高橋誠氏を司会に迎え、1 部の講演者にジュリ

ー・ポール氏を交えて、各国の特徴を踏まえた有意義な意見交換が出来ました。 

 

 

今回の姉妹ホスピスであるパリアンへの訪問は、まるで家族との再会のような感じがしました。パリアン

の皆さんと更に友好を深め、新たな友達も増え、そして日本の文化をまた更に理解することができました。

染谷さんや田中さんと訪ねた歴史ある鎌倉への旅、川越医師夫妻やボランティアの方々による千葉県大

原での歓迎会など、沢山のおもてなしをどうもありがとうございました。 

今回の来日目的は、ボランティアに関する国際共同研究のためにオーストラリアのバンクシア緩和ケアサ

ービスとパリアンとの国際会議に参加することと、パリアンの看護師さん達に少しですがホスピス看護につ

いて教えることでした。パリアンの患者さんを訪問して最も驚いたのは、人生の終わりの旅立ちの時、文化

に関係なく日本人もフィリピン人もアメリカ人も、皆同じ体験をするのだと教えられたことでした。どの患者さ

んもご家族も、身体的、心理的あるいはスピリチュアルな観点（あるいは 3 つ全て）から最期の旅立ちを体

験します。そして、ホスピスで働く私達は、その旅立ちを体験している患者さんやご家族をしっかりと支え

ていかなくてはなりません。 

今回患者さん宅へ訪問させて頂いたこと、看護師さん達と一緒に学べたこと、そして大切な仲間の皆

様と再会する機会を与えて下さったことを嬉しく思います。 

パリアンの皆様、MAHALO（ありがとう）            ケン・ゼリー  

 

毎月第 2 水曜日午後 6 時より開催しております。11 月は東京都在

宅医療推進ネットワーク事業の一環として行っている「すみだ在宅

ホスピス緩和ケア連絡会ケアマネ勉強会」に参加の皆様に担当し

ていただきました。連絡会メンバー・薬剤師・ケアサービスコンサル

タント・大学院で緩和ケア看護学専攻中の看護師・ボランティアと多

彩な参加者を迎えて、活発な意見交換ができました。議論の中で、医療・福祉間において、普段から気

軽に相談できる関係ができていることが、より良いサービスを提供するために必要な連携の基盤となるこ

とが確認できました。今回のカンファレンスがそのきっかけとなればと思います。

ケン・ゼリー氏からの手紙 

公開定例カンファレンス報告 
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クリニック川越                  
〒130-0026 東京都墨田区両国 3-19-5 シュタム両国ビル 4Ｆ 

  TEL：03-5669-8301 / FAX:03-5669-8303 
 

訪問看護パリアン                
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