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帝京大学医学部緩和医療学講座
有賀　悦子

代議員および理事選挙におき
ましては、会員の皆様から大き
なご支援を賜り心から御礼申し
上げます。皆様の後押しにお応
えできるよう精いっぱい努めて

いきたいと思います。
がん診療連携拠点病院の要件は回を増すごとに求

められることが多くなり、がん対策基本計画の遂行
においても緩和ケアが担うことは容易なことではな
いと感じています。そのような中、日本各地におい
てそれぞれの問題を抱えながらも、求められること
に一生懸命応えようとする会員の皆様の声が聞こえ
てきます。

私は、理事前期 2 年間は、学会活動ができるだけ
国内の隅々にわかりやすく情報が届くように、ホー
ムページ管理を中心とした広報委員会に席を置き、
委員長を務めながら理事業務を進めてまいりまし
た。また、日本癌治療学会緩和医療領域代議員とし
て日本緩和医療学会と繋ぐ役割を担ってきました。
本年は、東京都緩和医療研究会が立ち上がり、第 1
回学術集会を開催するなど地域での緩和医療活動に
も取り組んでまいりました。教育面でも大学に緩和
医療学の講座を設置したことも大きな取り組みの一
つでした。

1 万人を超える学会を支える理事会は、本当に沢
山の任務を抱えています。自施設の業務とのバラン
スも考えなくてはならず、今期立候補させて頂くと
きは覚悟が要りました。しかしながら、緩和医療が

理事・監事 就任の挨拶

千葉県立保健医療大学
健康科学部

リハビリテーション学科
安部　能成

この度、理事を拝命いたしま
した千葉県立保健医療大学の安
部能成でございます。御支援

を頂戴いたしました皆様の負託にお応えできますよ
う、できる限りの努力を傾注するよう心掛けて参り
たいと存じます。

緩和医療の特色の一つは複数の専門職によるチー
ム医療の推進にあるといわれております。最新の日
本緩和医療学会の会員構成を拝見いたしますと、医
師 1/2、看護師 1/3、薬剤師 1/10 の比率に近く、合
計は 90％を超えております。そのような状況におい
て、少数派の専門職にも理事としての発言の機会を
与えて頂きましたことは、本学会員の皆様の見識を
物語るものと感じております。

前回理事に当選させて頂きました際には、理事会
の信任を得まして国際交流委員会を発足させること
ができました。15 年を超える歴史を有する学術団体
でありながら、海外の同領域の団体や組織との交渉
窓口を持たないことは、国際化の叫ばれている現在、
不自然と考えておりました。初年度は海外交流とし
て、ホスピス緩和ケア韓国協会（Korean�Society�for�
Hospice�and�Palliative�Care：KSHPC）、及び欧州
緩和ケア学会（European�Association� for�Palliative�
Care：EAPC）との直接対話を始めることができま
した。本学会の年次大会に関する英文記事は海外に
発信され、早速に反響を頂くことができました。国
際社会の同僚にわが国の活動が認められる道筋とな
るべく活動を継続したいと存じます。さらに本学会
の活動を英文化して海外に発信すること、同時に、
海外の有力情報を本学会員の皆様にお届けできます
ように活動を進めたいと存じます。

本学会の推進おります事業の一つに全国の緩和ケ
アチームの登録事業があります。それを拝見いたし
ますと、500 近い登録チームの 60％にはリハビリテ
ーション専門職の参加があると示されております。
しかし、量的構造は明らかとなりましたが、質的機

理事就任の御挨拶
能は不明のままです。今後は、施設における緩和ケ
アとしてのリハビリテーションのみならず、地域社
会に展開する緩和ケア、そこでのリハビリテーショ
ンについても何らかの役割を果たしていきたいと希
望しております。

会員の皆様におかれましては、今後とも御指導御
鞭撻を頂けますよう何卒よろしくお願い申し上げま
す。

ご挨拶
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熟成することも追いつかないような速さで社会から
の要求が変化していく一方で、国民意識は相変わら
ず終末期の緩和ケアから抜けきらない、何か歯車が
ずれたまま回っているような今を感じ、まだ、やら
なくてはいけないことを残しているという感覚をも
ちました。

次の 2 年。情報提供のあり方をさらに考えていき
たいと思っています。前期は会員の皆様のための情
報提供を主体としてきましたが、今期は社会に対す
る情報提供へと広げていきたいと思っています。ぜ
ひ、皆様のお力をお貸しください。学会がよりよく
進んでいくことができるよう力を尽くしていきま
す。2 年間、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

市立札幌病院
 精神医療センター

上村　恵一

2014 年 6 月から理事の末席
を勤めることになりました。会
員の皆様におかれましては、今
後ともなお一層のご指導を頂け

れば幸いです。
わたしは 2001 年 3 月旭川医科大学医学部医学科

を卒業後、北海道大学医学部精神医学講座へ入局し、
その後独立行政法人国立病院機構札幌病院北海道が
んセンターでの研修を経て、その後現在の市立札幌
病院の精神科医師として勤務しております。2013 年
4 月に同院は精神科救急合併症病棟 38 床を増改築し
道央圏広く身体合併症を有する精神疾患患者と精神
科救急を要する患者の対応にあたっています。

緩和医療の世界には、2007 年に市立札幌病院�緩
和ケア内科�合田�由紀子�先生が立ち上げられた緩和
ケアチームの精神症状担当専任医師としてお声をお
掛け頂きました。同年に本学会主催の精神腫瘍学の
基本教育に関する指導者研修会へ参加し、以後本学
会委託事業委員会緩和ケア研修 WPG 員、日本サイ
コオンコロジー学会教育委員会 PEACE 担当委員と
して精神科医 / 心療内科医が抵抗なくがん医療、緩
和医療および緩和ケアチームへの参画が進むように
お手伝いをさせて頂いております。

総合病院精神科医は、医師になった直後からリエ
ゾンコンサルテーションという他科からの依頼に応

日本緩和医療学会の理事に就任して
- つながりとネットワークの強化を目指して -

じた精神科医療を提供しております。その際には患
者 QOL だけでなく、コンサルティーの満足度を意
識した介入が必要とされます。緩和ケアチームや、
多職種との連携を進めていくことが必須な緩和医療
では精神科医がもともとリエゾンで培った連携のス
キルを生かすことが必要ではないでしょうか。

日本緩和医療学会は、その教育や普及に関する事
業の多様性から、医療分野のみならず行政機関、大
学医学部を含む学校教育期間などとタイムリーに、
密な連携を取ることが必要と思われます。本邦発信
の地域介入研究 OPTIM 研究の質的研究の部分で最
も効果があった項目は「つながりができ , ネットワ
ークが広がった」ことでした。地域介入だけではな
く、チーム医療を推進する緩和医療分野の発展のた
めに「つながりとネットワークの強化」は欠かせな
いものと思います。これをわたしの使命と肝に銘じ、
精神科医師として臨床、研究、教育のすべての側面
でこの命題を進めていきたいと思います。

静岡県立静岡がんセンター
 緩和医療科

大坂　巌

このたび日本緩和医療学会理
事を拝命いたしました大坂巌と
申します。代議員ならびに理事
選挙におきまして、皆様から多

大なご支援を賜りましたことに感謝申し上げます。
私は、2002 年よりがん専門病院の中で緩和ケア

病棟・チーム・外来を通じて緩和ケアに従事して参
りましたが、この間に「緩和ケア」に求められるも
のや期待されていることは大きく変わってきていま
す。国の施策に基づいた制度の変革や診療報酬の拡
充、がん治療医の視点の変化、がんという疾患の流
れ（trajectory）における立ち位置の変化、一流の
医学雑誌での注目度、症状緩和に有用な薬剤の増加
など、「緩和ケア」が表舞台に登場することが確実
に増えています。本学会におきましても、会員数の
増加、各種ガイドラインの整備、教育セミナーや
研修会などによる教育活動の展開、Palliative�Care�
Research による研究報告の賦活化、緩和医療専門
医制度の発足、緩和ケアチーム登録や緩和ケア普
及啓発事業の推進など、目覚ましい発展を遂げてい
ると思います。これまで活動してこられた諸先輩方

理事就任のご挨拶
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手術や処置を、緩和医療・ケアに取り入れるべく努
力していく所存です。

悪性疾患に対する緩和医療・ケアを推進し充実さ
せるのは当然ですが、急性期総合病院に勤務する医
師として、あらゆる治癒不能症例に対する緩和医療・
ケアへの取り組みも始めています。欧米から移入さ
れた緩和医療・ケアの概念ですが、本邦独自の、各
地域の風土、伝統、文化に根差した医療・ケア内容
の充実を目指していきたいものです。

市立芦屋病院 薬剤科
岡本 禎晃

今期から理事を拝命しました
市立芦屋病院の岡本禎晃でござ
います。

日本緩和医療学会は、前職の
大阪大学医学部附属病院に緩和

ケアチームが発足し、薬剤師として参加した 2004
年に入会し 10 年になります。この間、大学病院の
緩和ケアチームの薬剤師として、その後は大学の教
員として、現在は緩和ケア病棟の薬剤師と緩和ケア
チームのメンバーとして、また、麻薬管理者として
仕事をしております。

私は理事として、専門的・横断的緩和ケア推進委
員会、オンラインジャーナル（学会誌）編集員会、
委託事業委員会に関わることになっております。専
門的・横断的緩和ケア推進委員会につきましては、
日本ホスピス緩和ケア協会の理事も拝命しておりま
すことから、両会のより密接な関係構築と発展に寄
与したいと考えております。

オンラインジャーナル（学会誌）編集委員会につ
きましては、今まで査読をさせていただいておりま
したが、編集という新たな仕事に取り組むことによ
り、会員の皆様により有益な情報をより迅速にお届
けできるよう努力してまいります。

委託事業委員会は緩和ケアの普及啓発に関係する
WPG で、私は日本緩和医療薬学会の理事・広報委
員会副委員長を拝命しておりますことから、両学会
で効率的な運営が行えればと考えております。

2 年間、微力ながら精進してまいりますので、会
員の皆様方におかれましてはご指導、ご鞭撻の程、
何卒よろしくお願い申し上げます。

のご苦労とご尽力の賜物であると感謝申し上げま
す。一方で、適切な時期に最適な緩和ケアを提供

（delivery）することの難しさ、地域や施設間での格
差、がん治療チームや地域における連携、専門家の
不足、新専門医制度への適合など多岐にわたる課題
が残されています。

今まで私は、専門医認定・育成委員会の副委員長、
指導者研修会協力者、医学生セミナー WPG 員、複
数のガイドライン作成および改訂委員などを務めさ
せていただきました。今後は専門医認定 ･ 育成委員
会および専門医制度検討委員会の副委員長として、
緩和医療専門医の育成と援助をさらに発展させ、理
事の立場から前述いたしました多くの課題に対して
取り組みを行う所存でございます。

今後ともご指導ご鞭撻いただけますよう何卒よろ
しくお願い申し上げます。

聖路加国際病院
　消化器センター

太田　惠一朗

このたびは、3 期目の理事に
選出していただきまして、誠に
ありがとうございます。過去 2
期にわたり、本会代議員およ

び理事として、倫理・利益相反委員ならびにガイド
ライン委員長として仕事をしてまいりました。特に
２期目は、がん疼痛の薬物療法に関するガイドライ
ン 2014 年版（余宮きのみ先生）、患者さんと家族の
ためのがんの痛み治療ガイド（的場元弘先生）発行
に関与することができ、執筆に携われた多くの会員
の皆様に深く感謝申し上げます。今期は、引き続き
呼吸器症状、消化器症状、鎮静、泌尿器症状、補完
代替療法ガイドラインの改訂作業を担当いたします
し、昨年発行された輸液ガイドラインの英文論文化
の作業を推進することになります。更なるご支援を
お願いいたします。

癌の緩和医療・ケアは、癌診療のありとあらゆる
場面で患者さんと家族を根底から支える医療・介護・
福祉であると強調してまいりました。実際の臨床の
現場では、全国の多くの外科医が癌の診断時から治
療、再発、看取り、さらにはグリーフケアまでも担
当しているのが現実です。腫瘍外科医の立場で現場
と学会との橋渡し役を務めるとともに、低侵襲姑息

ご挨拶
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明治薬科大学 臨床薬剤学教室
加賀谷　肇

代議員および理事選挙におき
ましては、皆様から多大なご支
援を賜りまして厚く御礼を申し
上げます。多職種から構成さ
れる学会の理事として会員の

皆様に納得いただける会務運営に精進して参りたい
と存じます。本学会は 1996 年の創立以来、がんや
その他の治癒困難な病気の全過程において、人々の
QOL�の向上を目指し、緩和医療を発展させ学際的
に活動を続けて、来年の学術大会は記念すべき第 20
回を迎えます。本学会の職種別構成率では医師48％、
看護師 36％に次ぎ薬剤師は 10％（2014 年 7 月現在）
となっております。これまで緩和医療におけるチー
ム医療の実践と、薬剤師の育成をテーマに学会の多
様性に貢献したいと考えて微力ながら努力して参り
ました。この間、2007 年には日本緩和医療薬学会を
設立し、本学会と両輪で緩和医療における薬学的ア
プローチや基礎および臨床研究を通して臨床へのフ
ィードバックや緩和薬物療法認定薬剤師の認定を行
うことを通して緩和医療の職域別均てん化の基礎づ
くりを進めてきました。

2012 年からは、総務・財務委員長を拝命し、ま
たこの度、細川理事長のもと再び総務・財務委員長
ならびに事務局長も拝命しました。本学会は 11,000
人の会員を擁する大きな学会に成長し、学会活動費
における運用支出が 4 億円規模の事業体になってお
ります。学会の委員会構成も 19 委員会となり、そ
れぞれの委員会が活発な委員会活動を通して会員
に還元すべく研鑽しております。ニューズレターの
WEB 化に伴い今後出版印刷費、配送費の大幅な節
減がなされます。また、委員会の招集も WEB 会議
が試験的に教育委員会で運用検討を行います。厚生
労働省からの委託事業等から小規模の会務あります
が、総務委員会担当としては会務の円滑な運営およ
び財務の安定基盤の維持については、監視機構の管
理整備も必要と考えております。

緩和医療の均てん化に本学会の果たす役割は絶大
で、その活動を支援することを第一義に今期も頑張
ります。宜しくお願い申し上げます。

理事就任のご挨拶
国立がん研究センター東病院

 緩和医療科
木下　寛也

この度、理事に再び選出され
ました国立がん研究センター東
病院の木下でございます。第 63
号ニューズレター巻頭言で「こ

れでいいのか、緩和ケア」を書いた木下ですと言っ
たほうが、皆様に私の人となりをより理解していた
くことが可能かもしれません。この巻頭言に関して
は、多くの会員の方々から、施設内で緩和ケアの専
従として働くことはなかなか難しいが、患者・家族
に最適な緩和ケアを届けるために日々努力している
という現状に関するメールや私の意見に対して賛同
いただく意見を多数いただきました。これを機会に
今後も会員の皆様と意見交換を行い、全国に緩和ケ
アを行き渡らせるような仕事を学会内で出来ればと
考えています。

前回の理事選で初めて理事に選出され、理事会の
中から日本緩和医療学会を眺めて、来年成人式を迎
える学会が抱える様々な問題点を少しばかりです
が、知ることが出来ました。今期は理事として、よ
り具体的に学会に以下について貢献したいと考えて
います。

１）健康保険・介護保険委員会の委員として、診
療報酬改定等に向けたデータ収集する。２）緩和ケ
ア病棟のあり方について、今後の病床機能届け出制
度において緩和ケア病棟がどのような位置づけにな
るのか、日本ホスピス緩和ケア協会、日本病院機能
評価機構等と連携をとりながら厚生労働省の動向等
の情報を収集し学会会員に提供する。３）当院は教
育機関でもあり、当学会の専門医の育成のモデルと
なるような、教育体制を構築する。４）地域包括ケ
アにおける緩和ケアの役割について関係団体を協議
する。

理事に就任して
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の編集､ 専門医認定の仕事に深く関わらせていただ
きました｡ �緩和ケアに魅了され､ その研鑽と自分
自身の力を高めるいわば､ ｢人生の夏｣ を過ごした
30 代でした｡ そして 40 代となり､ そろそろ ｢人生
の秋｣ に入り､ 自分自身の活動を通じて今まで私が
習得した技術､ 知識､ ノウハウを社会にお返しする
時期が来たと悟り､ 開業いたしました。2012 年に
神戸市北区にしんじょう医院を開業、主に在宅ホス
ピス ･ ケアを中心に活動しております｡ 症状緩和を
中心とした医療技術､ 知識の普及､ 洗練と､ 闘病､
看病､ 看取りという文化的な側面の考察を深めなが
らの毎日でございます｡ そして､ 地域医療の提供や
後進の教育だけでなく学会活動に奉仕することが、
今まで多くの先生方からいただいた恩恵をお返しす
ることだと確信し、今回理事に就任いたしました｡ �
緩和ケアに限らず現在の医療は、質の高さと知識の
広さが医師に要求されます｡ 医師個人の研鑽はもち
ろんのこと､ 医師自身の人脈がそのまま患者に提供
する医療の質に反映します｡ 今までの人脈を大切に
しつつ、さらに発展させながら理事の仕事に努めた
いと考えております｡

京都大学大学院
医学研究科人間健康科学系専攻

田村　恵子

この度、前期に引き続き理
事を拝命いたしました京都大
学大学院医学研究科の田村恵
子です。本学会の会員数は、

2014 年 6 月現在 11,000�名を超え、そのうち、看護
職の占める割合は 36％であり、医師（48％）に次ぐ
職種となっています。しかし、現状の学会活動では
看護職会員が受けられるサービスは僅かであり、会
員としてのメリットを実感しにくい状況が続いてい
ます。私はこれまで教育・研修委員会内 ELNEC-J�
WPG 員代表として、看護職のために開催されてい
る ELNEC-J 指導者 (EOL ケアや緩和ケアの教育を
行う立場の看護師）養成プログラムの運営に携わっ
てきました。現在までに全国に 997 名の ELNEC-J
指導者が誕生しており、2014 年度末には 1,300 名を
超える予定です。

国民の総死亡数が増加を続ける中で、看護師は、
人々の Quality�of�Life�（QOL）を維持・向上させる

理事就任挨拶しんじょう医院
新城 拓也

この度､ 初めて日本緩和医療
学会の理事に立候補し､ 皆様の
お力で選出していただきまし
た。私は､ 1996 年に名古屋市
立大学を卒業後､ 脳神経外科､

内科の研鑽を主に郡部の病院で行いました｡ 地域医
療の真っ只中で､ 不思議と人間の生死に強い関心を
ひかれていきました｡ そして､ ホスピスで働きたい
と熱望し､ 2002 年より社会保険神戸中央病院（現�
JCHO 神戸中央病院）の緩和ケア病棟での勤務を始
めました｡ 当時､ 緩和ケアというよりも患者の最期
をどう看取るかということに重きが置かれていまし
た｡ 2007 年頃より、多くの先生方のお引き立てもあ
り緩和ケアを日本に普及する様々なプロジェクトに
参加させていただきました｡ 特に的場元弘先生（現
職�青森県立中央病院）には､ 数々の仕事のチャン
スをいただき､森田達也先生（現職�聖隷三方原病院）
には､ 論文執筆を始め多くのご指導をいただきまし
た｡ �日本緩和医療学会では､ 各種ガイドラインの作
成､ 日本緩和医療学会誌､ Palliative�Care�Research

総合病院 聖隷浜松病院 薬剤部
　塩川　満

今期で 2 期目を務めさせてい
ただきます聖隷浜松病院の塩川
満と申します。理事に就任した
私の責務は、薬学の視点から、
緩和医療を医療者や国民に普及

啓発し、全国民が痛みから解放されるように務める
ことであると考えております。痛みから解放される
ためには、患者さんが満足した療養生活を送れなけ
ればなりません。

ところが、患者さんは各々のバックグランドから、
さまざまな思いをもって療養生活を送ります。そん
な千差万別の患者さんが望む個別の緩和医療を提供
するためには、1 つの職種ではとても実現不可能で、
多職種の連携・協働による幅広い視点が必要です。

今期は、“多職種の連携・恊働の実現”を自らの
課題とし、取り組みたいと考えております。宜しく
お願い申し上げます。

理事就任挨拶
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こと、患者の尊厳ある人生の最期を支えるとともに
その家族に安心を与えること、つまり“質の高い
EOL ケアを提供する”という重要な役割を担って
います。その役割を果たすために ELNEC-J�WPG で
は、ELNEC-J 指導者の養成に加えて、指導者のス
キルアップのためのプログラムの開催、地域におけ
る ELNEC-J 看護師教育プログラムの開催支援など
の取り組みを通して、がんに限らず EOL ケアを必
要とする人や、人生の終焉にある患者と家族を支援
していきたいと考えています。

第 19 回日本緩和医療学会学術大会においては、
「第 5 回看護師フォーラム」が開催されました。興
味深いテーマが並ぶプログラムであるにもかかわら
ず、たくさんの看護職の方々がご参加くださりあり
がとうございました。皆様のご意見を十分に伺うだ
けの時間的余裕はありませんでしたが、看護職理事
5 名がこれまで以上に連携を密に図り、皆様に会員
としてメリットを実感していただけるように活動し
ていきたいと思います。

皆様からのご支援と共に、是非、忌憚のないご意
見をお寄せ下さい。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

京都大学大学院医学研究科
 集学的がん診療学講座

恒藤　暁

本学会の創設から理事として
学会運営に携わる機会が与えら
れていますことを感謝しており

ます。改めて自己紹介させていただきます。
私は筑波大学医学専門学群を卒業後、麻酔・ペイ

ンクリニックの研修を受けました。その後、淀川キ
リスト教病院ホスピスに 14 年間、大阪大学大学院
人間科学研究科を経て、2006 年より大阪大学大学院
医学系研究科�緩和医療学寄附講座に 8 年間勤務し
ました。本年 4 月に京都大学大学院医学研究科�集
学的がん診療学講座教授に就任しました。京都大学
医学部附属病院では、外来がん診療部門、入院がん
診療部門、緩和ケアチームの関わるがん診療支援部
門の 3 部門で構成される「がんセンター（新病棟）」
が 2007 年に開設されました。集学的がん診療学講
座は、京都大学がんセンターの各部門の立ち上げ、

東北大学大学院医学系研究科
 緩和医療学分野

中島　信久

このたび、皆さまのご支援に
より、3 期目の理事を務めさせ
ていただく機会を賜りましたこ

とに感謝申し上げます。
私は 21 年間の外科医生活を経て、緩和ケアを生

業とするようになって 7 年目となりました。「治療
医」の時も「緩和ケア医」になってからも、「（抗がん）
治療と（緩和）ケアのバランスをとること」の難し
さと大切さを日々感じてきました。こうした視点か
ら、緩和ケアを「広める」「高める」「伝える」こと
を目指した活動を行っていく所存です。

これまでの 2 期 4 年間、ニューズレター（NL）
編集委員会の委員長ならびにガイドライン（GL）
委員会、国際交流委員会の委員として活動させてい
ただきました。NL 委員会に関しましては、3 か月
ごとの発行を計16回にわたり継続することができ、
また以前からの検討課題であった Web 化が本号か
ら始まります。今日までやってこられたのは、本委
員会・作業部会のメンバーならびに学会員の皆様の
ご協力の賜物です。心より感謝申し上げます。

3 期目は将来構想委員会の委員長ならびに緩和医
療ガイドライン委員会、倫理・利益相反委員会の委
員を担当いたします。まず、将来構想委員会に関し
てですが、本学会には 19 の委員会があり、それぞ
れの委員会が緩和医療の普及発展のために活発な活
動を展開しています。それぞれが抱える「今やるべ
きこと」や「将来取り組んでいきたいこと」などを、
本学会の活動の枠組みの中で、短期・中期・長期目
標などに整理しそのバランスを取りながら有機的に
活動していくことを目指して、2 年前に本委員会が
発足しました。内富前委員長の後を引き継ぎ、総勢
16 名（副委員長 2 名、委員 13 名）の理事の先生方

理事就任の挨拶

理事就任のごあいさつ

効率的な運用を主目的として設置されています。京
都大学における緩和医療の臨床、教育・研修と研究
の拡充を目指しています。

今後とも、会員の皆様のご支援とご協力を頂戴し
ながら、学会の発展のために励んでいきたいと願っ
ています。何卒、宜しくお願い申し上げます。
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とこの委員会において将来の緩和医療の発展に向け
ての議論を深めたいと思います。

GL 委員会に関しましては、これまで「終末期輸液」
「苦痛緩和のための鎮静」「消化器症状」「呼吸器症状」
の 4 つの GL の作成に従事してきました。今期は消
化器症状 GL 改訂作業部会長ならびに本学会から推
薦いただいた日本癌治療学会・ガイドライン評価委
員としての活動を通して、現場に役立つ GL の作成
と普及を行っていきます。

利益相反に関しましては、昨今、役員、委員会活動、
研究活動など様々な局面において透明性が求められ
ています。下山委員長の指揮のもと、円滑な活動を
目指したいと考えております。

今後ともご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお
願いいたします。

東北大学大学院 緩和ケア看護学分野　　佐藤　一樹

Hillen�MA,�de�Haes�HC,�Stalpers�LJ,�Klinkenbijl�
JH,� Eddes� EH,� Butow� PN,� van� der� Vloodt�
J,� van� Laarhoven� HW,� Smets� EM.� How� can�
communication�by� oncologists� enhance�patients'�
trust?�An�experimental� study.�Ann�Oncol.� 2014�
Apr;25�(4):896-901.

【目的】
がん患者が医師を信頼できることはコミュニケー

ションや意思決定の促進につながるが、医師のどの
ようなコミュニケーション方法が医師への信頼感に
貢献するかは明らかでない。腫瘍医のがん患者に対
するコミュニケーションに関する 3 つの要素（臨床
能力を示すこと、真実を話すこと、共感的態度で接
すること）による医師への信頼感の患者評価に対す
る効果を検証する。

【方法】
腫瘍医と大腸がん患者での治療選択に関するコミ

ュニケーションについて、腫瘍医の臨床能力、真実
を話すこと、共感的態度の有無による 2 × 2 × 2=8
種のコミュニケーション法での仮想の面談ビデオを
作成した。がん患者 345 名は無作為に割り付けられ
た 2 つの面談ビデオを視聴し、各ビデオの視聴後に
医師への信頼感を評価した。

腫瘍医のコミュニケーションの 3 つの要素
の医師への信頼感に対する効果：臨床
能力を示すこと、真実を話すこと、共感
的態度で接すること

【結果】
腫瘍医の臨床能力（β�=�0.17,�95%�CI�0.08,�0.27;�P�

<�0.001）、真実を話すこと（β�=�0.30,�95%�CI�0.20,�
0.40;�P�<�0.001）、共感的態度（β�=�0.36,�95%�CI�
0.26,�0.46;�P�<�0.001）の 3 つのコミュニケーション
要素のいずれも有意に患者の医師への信頼感を増加
させた。真実を話すことと共感的態度は、患者の手
術成功への期待感の高さや医師を他者に薦めたいと
いう認識にも関連していた。

【結論】
医師が自身の臨床能力を示すこと、真実を語るこ

と、共感的態度で接することを高めたコミュニケー
ションを行うことにより、医師への信頼感の患者評
価の向上につながった。特に、共感的態度がもっと
も信頼感と関連した。これらはコミュニケーション・
スキル・トレーニングや実臨床に直接応用できる知
見である。

【コメント】
本研究は治療選択の場面でのコミュニケーション

方法に関する研究であり、この知見がそのまま他の
コミュニケーション場面でも適用できるとは限らな
い。また、医師のコミュニケーション・スタイルを
患者がどのように受け取るかには個人差があり、
個々の患者の望むコミュニケーション方法を柔軟に
取り入れる必要がある。さらに、患者の医師への信
頼感には、年齢などの患者背景要因や疾患・治療に
関する要因、医師とのこれまでの関係・コミュニケ
ーションなど様々な要因が関係すると考えられる。
緩和ケア場面での適用には限界が多いが、本研究の
知見（その治療の効果や医師の能力を示すこと、真
実を話し率直なコミュニケーションを行うこと、患
者に対し共感的態度で接すること）を応用してみる
価値は十分にあるであろう。


