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　1908年４月、福山衛戊病院として開院して以来、100

年以上の歴史を刻んできた福山医療センター。1945年

には旧厚生省に移管され国立福山病院となり、2004年４

月、独法化を受け独立行政法人国立病院機構福山医療

センターとなった。

　現在は374床の病床（2016年度に410床に復床予定）

と34の診療科を持つ総合病院として幅広い医療を提供

しているが、2001年以降は、中でも「がん」「成育医療」

「骨・運動器疾患」の専門医療を柱とする基本構想を明

確に打ち出している。

　これら３つの柱の１つであるがん医療については、

「がん診療部」を中心に行われている。がん診療部は

2007年のがん対策基本法の施行、それに基づくがん対

策推進基本計画を受けて同年９月に開設されたもので、
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 がん診療部の下部組織「緩和ケア委員会」を中心に
 チームによる技術的サポートと
 教育研修活動を積極的に推進
独立行政法人国立病院機構福山医療センターは2001年３月、基本方針を「がん」「成育医療」「骨・運

動器疾患」の専門医療に定めた。以来、大きな柱の１つとしてがん医療に取り組み、2010年11月には広

島県指定がん診療連携拠点病院に指定された。2007年９月には、同年４月にがん対策基本法が施行さ

れたのを受けて「がん診療部」を整備。その下部組織に緩和ケア委員会を設け、多職種からなる緩和ケ

アチームの活動を開始している。緩和ケアチームは主治医や病棟看護師の技術的サポートを行うほか、

緩和ケアの専門家の育成、市民啓発など、教育研修活動にも力を入れている。

独立行政法人 国立病院機構

●院長：岩垣博巳先生●開設：1908年４月（当時は福山衛戊
病院）●職員数：総計764人（2014年8月現在）●病床数：
410床（うち一般382床、ICU４床、NICU12床、GCU12床）
●診療科目：内科、糖尿病・内分泌内科、肝臓内科、精神科、
呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、小児アレル
ギー科、小児科（循環器）、小児科（新生児）、小児心療内
科、外科、消化器外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、胃腸・内視
鏡外科、食道・胃腸外科、大腸・肛門外科、乳腺・内分泌外
科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、小児外
科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉・頭頸
部外科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療
科、麻酔科 ●認定：広島県指定がん診療連携拠点病院、地
域医療支援病院、地域周産期母子医療センター、エイズ診療
拠点病院 ●所在地：広島県福山市沖野上町４-１４-１７
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外来棟完成予想図（2017年完成予定）

■がん診療部の概要

がん対策基本法の施行を機に発足
4つの下部組織を整備し、がん医療を推進
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下部組織として「緩和ケア室」「化学療法室」「がん診

療管理室」「がん相談支援室」が設置された。現在では

これら各室はそれぞれ委員会として活動。各委員会はそ

れぞれの分野に造詣の深い医師をリーダーに、関連する

診療科の医師、関連職種、必要に応じて事務部門のス

タッフも含めてメンバーを構成している。

 「がん診療部は月１回ペースでがん診療推進委員会を

開き、４つの下部組織で討議されている問題点を取り

上げ、意見交換を行って、がん医療の推進を図っていま

す」と説明するのは、同診療部の稲垣優部長だ。

　稲垣部長は、がん登録委員会の委員長も兼務してい

る。がん登録委員会のメンバーは稲垣部長以下、診療情

報管理士２名、事務職１名の計４名。主要ながんで稼働

している医療圏内および広島県の共通クリティカルパス

の検証など研究活動も活発で、日本医療マネジメント学

会や国立病院学会などで研究発表も行っている。同様の

活動は各委員会でもそれぞれ行われている。

　がん診療部の診療実績は、年間の地域がん登録件

数が2011年2,263件、2012年2,576件、2013年2,804件と

年々増えている。2013年を例にとると、このうち1,000件

あまりが初回登録で、残り1,800件弱が再登録である。

がん登録とは別に、広島県では検査により悪性腫瘍が発

見された場合にデータとして蓄積する「腫瘍登録」を行っ

ているが、福山医療センターの腫瘍登録数は2011年から

2013年の３年間、2,000件前後で推移している。こうしてが

んが発見されると、その後、患者の多くは同センターに継

続受診することになる。この受診者数の実績を2011年以

降の３年間で見ると、4,871人、4,253人、4,753人である。

　がん診療部としてはほかに、年１回の市民公開講座の

企画・運営なども担当している。市民公開講座は2009年

11月にスタートし、2013年度までに５大がんすべてにつ

いて実施。2014年度からは市民の要請の高いがんにつ

いての講座に移っている。

　一方、病院全体の取り組みとして、各種専門性を身に

つけた人材を増やすため、必要な研修会などへの参加費

用、交通費などの経費は病院が補助している。また、医

師、コメディカルが希望する講演・セミナーなどは、病院

主催で開催できる「オープンカンファレンス」の制度を

設けているのは特筆に値する。地域にも開かれた勉強会

であり、月に３〜4回開催し、毎回、開業医の参加がある

など地域連携の推進にも役立っている。

　オープンカンファレンスの告知や報告は病院広報誌で
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稲垣 優 がん診療部長

 医療雑誌さながらの内容が好評の福山医療センター広報誌
「FMC NEWS」

外来棟完成予想図（2017年完成予定）

■がん診療部の実績

2013年はがん登録数2,804件、受診者数4,753人
がんに関する市民公開講座も主催
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やわらかな笑顔が印象的な
緩和ケアチームメンバーの皆さん

高橋 健司
呼吸器外科医長・

緩和ケア委員会委員長

中川 富夫
放射線治療科医長

日本緩和医療学会暫定指導医

緩和ケアチームカンファ
レンスの様子。症状コント
ロールの難しい患者など
について多職種が、時間を
かけて意見交換を行う

ある「FMC NEWS／福山医療センターだより」（編集

長：岩垣博巳院長）で行う。「FMC NEWS」は岡山大

学医学部の緩和ケア専門家など外部の執筆陣も迎えて

制作している、市販の医療雑誌さながらの月刊誌で、発

行部数は約1,400部、連携先医療機関などに無料配付し

ており好評を得ている。

　緩和ケア委員会には関連する診療科の医師、看護部

門の管理職、MSW、事務職などが参加しており、委員長

は呼吸器外科の高橋健司医長が務めている。

　高橋委員長は福山市出身で、国立がん研究センター東

病院（千葉県柏市）に勤務した後、2008年４月に福山医

療センター呼吸器外科に入職した。緩和ケア委員長に就

任したのは２年ほど前で、前任の中川富夫放射線治療科

医長に続き、委員長としては３代目となる。

　同委員会は緩和ケア関連業務全般の運営を担当して

おり、緩和ケア研修会、緩和ケアチーム、がんサロンの

運営などを行っている。がんサロンでは患者同士が交

流するほか、月に１回のミニレクチャー、レクリエーショ

ン、コンサートなども主催している。

　こうした事務機能を果たす緩和ケア委員会に対し、

実働組織として主治医や病棟スタッフに技術的サポート

を行っているのが緩和ケアチームである。チームのメン

バーは緩和ケア委員会メンバーとも一部重なり、高橋委

員長含めて身体症状担当医２名、精神科医、緩和ケア認

定看護師２名、薬剤師２名、臨床心理士、管理栄養士な

ど約10名。

　ほかに、指導的立場にある地域の在宅緩和ケア専門医

もかかわっている。この専門医は隔週木曜日に同院に勤

務し、緩和ケア外来を担当。緩和ケアチームのカンファ

レンスにも参加している。

　緩和ケアチームは、病棟を内科系、外科系に分け、そ

れぞれ隔週でラウンドしている。「ラウンドは基本的に

メンバーが揃って行いますが、医師、看護師、薬剤師の

３名でうかがったり、医師や看護師が個別に患者さんに

対面したり、ご希望や状況に応じて柔軟に対応していま

す」と高橋委員長。ラウンドの後には主治医や病棟看護

師とともに、症状緩和の状況や今後の方向性などを話し

合っている。

■緩和ケアの体制

活動全般の運営を担う緩和ケア委員会のもと、
現場で活動する緩和ケアチームを組織
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やわらかな笑顔が印象的な
緩和ケアチームメンバーの皆さん

　緩和ケアチームの介入は、電子カルテを通じた主治医

からの依頼に応じて行われることになっている。ただし、

これはあくまで仕組みであり、高橋委員長によれば、電

子カルテを介さない依頼のほうが圧倒的に多いそうだ。

「チームのメンバーは病棟スタッフなどと日頃から密にコ

ミュニケーションをとっていますので、折に触れて個別

のケースについて相談を受け、それが介入のきっかけに

なることが多いのです。もちろん、その後、正式に主治

医を通して依頼をいただくのですが、実際には現場で、

ニーズを拾い上げながら活動している、という感じで

す」とチーム介入の実際を語る。

　緩和ケアチームが介入する件数は年間30件前後で、症

状コントロールの難しいケースが多い。前述した地域の

緩和ケア専門医が参加するようになったのは2013年10月

からだが、これを機に介入件数は増えてきたという。「緩

和ケアの世界ではとても著名な先生なので、先生に診て

いただきたいと考える主治医も多いのだと思います。私

たち緩和ケアチームのメンバーも、専門医と一緒に活動

させていただくことで大きく成長できていると思います」

と高橋委員長は言う。

　緩和ケアチームでは、各職種がそれぞれの視点や専門

性を活かしながら協働している。

【看護師】　　　　　　　　　　　　　　　                 

　「看護師の役割は、日常生活支援が主です。ですからラ

ウンドの際にはやはりその患者さんがどのような生活を

望んでいるか、日常生活の中で何か困っていることはな

いか、といった視点を大事にし、カンファレンスで共有

できるように努めています」と言うのは山下貴子緩和ケ

ア認定看護師だ。

　山下看護師は、福山医療センター独自の制度である

「専門分野研修」の緩和ケア部門を担当し、院内認定看

護師の育成も行っている。この講座は月に１回１時間半

を２年間、総論から各論まで段階的に学ぶコースで2012

年にスタート。すでに２期生までが修了しており、修了者

は優先的に日本看護協会の緩和ケア認定看護師にチャレ

ンジできることになっている。この制度を利用し、この７

月に緩和ケア認定看護師となったのが木坂仁美看護師で

ある。木坂看護師は、「学んだことを活かして症状緩和

に努めながら、さらに人材育成にも取り組んでいきます」

と抱負を語る。

　山下看護師は、「各病棟と外来に緩和ケアリンクナー

ス委員会が組織されており、緩和ケアチームとは別に月

１回ペースで看護師独自のラウンドを行って、現場の相

談にも応えています。今後はそうした活動も深めていき

たいと思っています」と話す。

【薬剤師】　　　　　　　　　　　　　　　　　

　緩和ケアチームには現在、藤田智子薬剤師、片山恵美

子薬剤師の２名の薬剤師が所属している。「がんの患者

さんの場合、腎機能や肝機能が低下していることが多い

ので、ラウンドではそうした状態を考慮して薬剤の種類

や量が適切かどうかを注意深く見るようにしています」と

藤田薬剤師。そのためには、ラウンドの前にカルテなどの

患者情報を収集。各病棟に１〜２名配置されている病棟

薬剤師からも聞き取りを行っている。また、緩和ケアに用

いられる医薬品が増える中、新規採用薬などについて慎

重に検討し、他職種への情報提供も行っている。

　藤田薬剤師は内科病棟を担当しており、日頃からがん

患者と接する機会が多い。それもあって、症状緩和の必

■各職種の役割

多職種が協働して活動する中で
それぞれが専門性を発揮

■緩和ケアチームの介入

日頃のコミュニケーションの中でニーズを把握
介入件数は年間30件程度
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要性を強く感じているそうで、現在は緩和薬物療法認定

薬剤師の資格取得を目指し研鑽を重ねている。

　片山薬剤師は経験２年目の若手で、「専門家が集まっ

て患者さんを支えていくチーム医療の大切さを日々感じ

ています。そうした活動に参加できることに感謝しなが

ら頑張っています」と意欲的だ。

【臨床心理士】　　　　　　　　　　　　　　　

　精神科医とともに心のケアを担当する飯塚暁子臨床

心理士は、「患者さんやご家族の精神面の見立てが私の

主な役割で、それぞれの思いを汲み取り、チームのメン

バーと共有するようにしています」と話す。患者の状態

によっては単独で病棟を訪ねて対話をすることもある。

このときに、チームでのラウンド時とはまた違った面を

把握できることも少なくないという。

　精神科医との役割の違いについては、「医師が診断と

症状コントロールを行うのに対し、臨床心理士は患者さ

んが自らの辛さを自分で抱えていけるように支えます」

と説明。「患者さんもご家族も、その人らしく生きられる

ように支援しいきたい」とそのスタンスを語る。

【栄養士】　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ラウンドで患者それぞれの状態やニーズを把握し、病

棟担当者と情報交換をしながら対応していくのは管理栄

養士も同様だ。滝澤栞管理栄養士は、「病院という制約

があるので、食べたいときに食べたいものを、といったと

ころまでは難しいのですが、できる範囲で、たとえばア

イスクリームを提供するなど少しでもご希望に応えられ

るように考えています。緩和ケアチームにかかわること

藤田 智子
薬剤師

院内認定看護師の１期生である
木坂仁美看護師はこの７月、日
本看護協会の緩和ケア認定看
護師の資格を取得した

飯塚暁子臨床心理士は、精神科
外来でさまざまな疾患の患者のカ
ウンセリングを担当しながら緩和
ケアチームの活動に参加している

「日々チーム医療のすばらし
さを感じています」と語る経験
２年目の片山恵美子薬剤師

緩和ケアチームのコアメンバーで
ある山下貴子緩和ケア認定看護
師は、人材育成、がん相談などで
も重要な役割を果たしている

 「決して無理に食べていただく
ことはせず、食事の時間を楽し
みにしていただけるよう考えてい
ます」と言う滝澤栞管理栄養士

で見えてきた、食欲不振などの患者さんの状況を把握し

て献立に活かすなど、食事の時間を楽しみにしていただ

けるように、さらに工夫していきたいです」と前向きだ。

　

　２代目緩和ケア委員会委員長を５年間務めた中川放

射線治療科医長は、日本緩和医療学会暫定指導医の資

格も持つ。高橋委員長にバトンタッチしたきっかけは、

2013年９月から最新の放射線治療装置が稼働し始めた

ことだ。院内唯一の放射線治療医としてこの環境を最大

限活かすため、放射線治療科の業務に専念することに

なったのである。

　中川医長は、「放射線治療はもともと緩和ケアに深くか

かわっています。薬物による緩和と違い、放射線による緩

■緩和ケアと放射線治療

2名の専門医と高精度機器で対応
県東部唯一の強度変調放射線治療（IMRT）にも着手
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和には、腫瘍そのものを小さくする効果も期待できます。

特に骨転移、脳転移、脊髄圧迫症候群などに対する効果

は顕著です。がんによる食道や気管の狭窄、出血にも有

効です」と説明。「予後の見極めによって１回の線量や回

数を調整する必要があり、患者さんそれぞれのメリットを

考えて照射します。また効果が発揮されるまでには１、２

週間かかるので、主治医や病棟スタッフと連携し、薬物療

法との相乗効果が得られるようにしています」と続ける。

　放射線治療を行う際には一定時間、患者が仰向けの

姿勢を保つ必要があることから、治療開始の30分前には

病棟に連絡してレスキュー薬を投与してもらい、姿勢維

持に伴う苦痛を和らげるなど工夫している。短時間に照

射位置を特定できる画像誘導放射線治療（IGRT）を導

入していることも、患者の苦痛緩和に効果的だという。

　最近のトピックは、５月から放射線治療科の常勤医が

２名体制になったことである。「腫瘍の形に合わせて照

射野の形状を変化させた複数のビームを照射すること

で、周辺組織への影響を極力押さえることのできる新し

い技術、強度変調放射線治療（IMRT）は常勤医が２名

以上いないとできないのです。これが行える体制がある

のは広島県東部では当院のみ。その意味でも、放射線治

療の役割はますます大きくなっていると感じます」と中

川医長は語る。IMRTは2014年中に稼働予定で、当面は

前立腺がんを対象に施行していく。

　今後は、院内外の終末期の患者に単回照射を行うこと

で痛みを緩和するほか、骨折予防につなげるなど、QOL

の向上にもより寄与していきたいという。

　高橋委員長は、「メンバー全員が兼任のため、十分と

はいきませんが、それぞれに工夫しながら意欲的に活動

しています。病院全体としては緩和ケアに対する理解は

進んできていますが、技術や知識の個人差が広がってい

るのも確か。医師向けの緩和ケア研修なども一段落し、

いまは今後の教育をどのように行っていくか、国指定の

拠点病院に準じた施設である広島県指定がん診療連携

拠点病院の緩和ケアチームとしてどうあるべきかといっ

たことも考えながら活動しています」と現状を語る。

　今後の活動については「チームとしてのスキルアップ

が第一の課題」とし、「そのためにも日々の活動に一生

懸命に取り組み、連携している専門医からもさらに多く

を学んでいきたいと」と語る。また、「いずれは専任者

を配置したい」と、組織再編にも期待する。

　福山医療センターでは現在、外来棟の新築工事が進

められている。ここにはがんサロンのための広いスペー

スも新設される計画だ。間もなく７周年を迎える福山医

療センター緩和ケアチームは、その活動のさらなるブ

ラッシュアップを目指している。

2013年９月より高精度放射線治療装置、クリナッ
クアイエックス（バリアン社）が稼働。患者の姿勢
を１mm未満の精度で補正するIGRTシステムも内
蔵している

放射線治療科の操作室。
４名の放射線技師が勤務している

放射線治療計画用CT。検査前にレスキュー薬を投
与し痛みをやわらげることで楽に姿勢保持ができ
るようにしている

■今後の課題と展望

チームとしてのスキルアップが第一
いずれは専任者の配置を


