
61

〈資料１〉緩和ケアチームの活動

本稿は，2006年 7月 28日現在の，都道府県がん診療連携拠点病院（18病院），地域がん診療連携拠点
病院（163病院），および 2006年 4月 1日現在の緩和ケア診療加算の算定病院（60病院，日本ホスピス緩
和ケア協会調査）を対象にアンケートを行った（2006年 10月 1日～2007年 1月 8日）。その結果，都道
府県がん診療連携拠点病院：13病院，地域がん診療連携拠点病院：84病院，緩和ケア診療加算の算定病
院：41病院（うち 20病院は，都道府県・地域がん診療連携拠点病院と重複）より回答をいただいた。

アンケート項目は，下記の通りである（〔 〕

内は項目の略称）。

□〔所 在 地〕所在地（電話・ファックス番号）
□〔責 任 者〕緩和ケアチームの責任者
□〔拠点病院〕がん診療連携拠点病院の取得
□〔診療加算〕緩和ケアチーム診療加算の承認
□〔院内名称〕緩和ケアチームの院内における
名称

□〔組織名称〕緩和ケアチームの組織（事務
室）の名称

□〔位置づけ〕緩和ケアチームの組織上の位置
づけ

□〔メンバー〕緩和ケアチームの構成メンバー
医師：専従・専任・兼任（診療科名），看

護師：専従・専任・兼任（資格），薬剤

師：専従・専任・兼任，MSW：専従・専
任・兼任，医療心理に関わる職種：専従・

専任・兼任（職種名）

〈本アンケートでは，専従：緩和ケアの診

療のみに従事している，専任：緩和ケア

（およそ 50 ％以上）と緩和ケア以外の治
療にも従事している，兼任：緩和ケア

（50％未満）と緩和ケア以外の診療にも従
事しているとする．なお，非常勤は 0.5人
と表記する〉

□〔連携職種〕上記以外の連携職種
□〔新規人数〕新規コンサルテーションの 1
カ月あたりの人数（2005年度）
①なし　② 5人未満　③ 5～10人　④ 11
～20人　⑤ 21～30人　⑥ 31人以上

□〔総 人 数〕新規コンサルテーションと継続
コンサルテーションを合わせた（延べ人数

ではない）総人数（2005年度）
①なし　② 10 人未満　③ 11～20 人　④
21～30人　⑤ 31～40人　⑥ 41人以上

□〔在院日数〕病院全体の平均在院日数（2005
年度）

□〔平均期間〕コンサルテーション開始から終了
までチームとしての診療平均期間（2005年度）
① 7 日未満　② 7 ～14 日　③ 15～21 日
④ 22～28日　⑤ 29日以上

□〔依頼内容〕依頼内容
①疼痛など身体的症状への対応　②うつ，

不安，せん妄など精神症状への対応　③療

養先（在宅ケア・緩和ケア病棟など）の調

整　④患者・家族へのカウンセリング，支

持的精神療法など精神的サポート　⑤倫理

的問題（セデーション，他）の検討　⑥治

療の中止や変更の際の支援　⑦遺族ケア

⑧医師，看護師などへの緩和ケアの教育・

研修の実施　⑨その他

□〔処方など〕コンサルテーションへの対応に
おいて看護師などへの指示や薬剤の処方に

ついて

①処方も，直接の指示も行っていない　②

処方は行っているが，直接の指示は行って

いない　③処方は行っていないが，直接の

指示は行っている　④処方も，直接の指示

も行っている　⑤その他

□〔外来診療〕外来診療について
①実施していない　②コンサルテーション

を受けた患者のみに実施している　③コン

サルテーションを受けた患者と外来新規患

者に実施している　④その他



□所 在 地 〒 981―1293 宮城県名取市愛島塩手字

野田山 47―1

TEL 022―384―3151 FAX 022―381―1168

□責 任 者 小笠原鉄郎

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアチーム

□位置づけ 未決定

□メンバー 医師：兼任２名，看護師：兼任３名

（ホスピスケア認定看護師１名，がん性

疼痛看護認定看護師１名）

□連携職種 MSW，薬剤師

□新規人数 ５～ 10人

□総 人 数 21～ 30人

□在院日数 23日

□平均期間 ―

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神病状への対

応」「療養先などの調整」「医師・看護

師への緩和ケア教育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指事も行っていない

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 983―0821 宮城県仙台市青葉区星陵

町 1―1

TEL 022―717―7000 FAX 022―717―7016

□責 任 者 山中啓之（緩和医療科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 未決定

□メンバー 医師：兼任 3 名（緩和医療科，精神

科），看護師：専従 1名（がん性疼痛看

護認定看護師），薬剤師：兼任 1 名，

MSW：兼任 1名

□連携職種 栄養管理室

□新規人数 なし（2006年 10月からコンサルテーショ

ン実施）

□総 人 数 なし（同上）

●東北大学病院●

●宮城県立がんセンター●
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□在院日数 35日

□平均期間 ―

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

（主治医に依頼する）

□外来診療 実施していない（入院患者限定）

□所 在 地 〒 930―8550 富山県富山市西長江 2 ―2

―78

TEL 076―424―1531 FAX 076―422―0667

□責 任 者 渡辺俊雄（緩和ケア）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ なし

□メンバー 医師：専従 1 名（緩和ケア科）・兼任 1

名（精神科），看護師：専従 1 名（ホス

ピスケア認定看護師）

□連携職種 ―

□新規人数 5 人未満

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 16.2日

□平均期間 7 ～ 14日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

□外来診療 リンパマッサージの依頼を受け，実施

している

□所 在 地 〒 104―0045 東京都中央区築地 5―1―1

TEL 03―3542―2511 FAX 03―3542―3815

□責 任 者 服部政治（麻酔・緩和ケア科）

□拠点病院 連携拠点病院の中心

□診療加算 2005年 4月

□院内名称 緩和医療支援チーム

□組織名称 緩和ケア（医療）室

□位置づけ 手術部

□メンバー 医師：専従 4 名（緩和ケア医 2 名，精

神科医 2 名）・専任 4 名（緩和ケア医 4

名），看護師：専従 2 名（がん看護専門

看護師，リエゾン精神看護専門看護師），

●国立がんセンター中央病院●

●富山県立中央病院●

■都道府県がん診療連携拠点病院
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薬剤師：専任 2 名，MSW：専従 8 名，

医療心理に関わる職種：臨床心理士

（専従 1名・専任 2名）

□連携職種 IVR 専門医 2 名，放射線治療医 2 名，

管理栄養士 1名

□新規人数 31人以上

□総 人 数 41人以上

□在院日数 14.5日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「遺族

ケア」「医師，看護師などへの緩和ケア

の教育・研修の実施」「その他（在宅医

との連携部会による在宅医からのコン

サルテーション，一般病院での往診，

神経ブロック）」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している（セカンド

オピニオンを含める）

□所 在 地 〒 260―8717 千葉県千葉市中央区仁戸

名町 666―2

TEL 043―264―5431 FAX 043―265―4466

□責 任 者 坂下美彦（緩和医療）

□拠点病院 2006年 10月

□診療加算 なし

□院内名称 がんサポートチーム

□組織名称 緩和医療センター

□位置づけ 緩和ケア（医療）科

□メンバー 医師：専従 1 名（緩和医療科）・兼任

0.5 名（精神科），看護師：専任 1 名，

薬剤師：兼任 1 名，MSW：兼任 1 名，

医療心理に関わる職種：臨床心理士

（兼任 3名）

□連携職種 作業療法士

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 21～ 30人

□在院日数 ―

□平均期間 7～ 14日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

●千葉県がんセンター●

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒 277―8577 千葉県柏市柏の葉 6―5―1

TEL 04―7133―1111 FAX 04―7133―1598

□責 任 者 内富庸介（精神腫瘍学）

□拠点病院 国立がんセンターのため，当初より拠

点病院とみなされている

□診療加算 2006年 4月

□院内名称 支援療法チーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：専従 4 名（緩和医療科１名，精

神腫瘍科３名），専任 2 名（緩和医療

科），看護師：専従 1名（がん看護専門

看護師コース修了者〔資格取得は未〕），

薬剤師：専任 1名，MSW：兼任 1名，

医療心理に関わる職業：心理士（１名）

□連携職種 栄養士，鍼灸師

□新規人数 31人以上

□総 人 数 41人以上

□在院日数 16日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など具体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「遺族

ケア」「医師，看護師などへの緩和ケア

の教育・研修の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒 400―8506 山梨県甲府市富士見 1―1―1

TEL 055―253―7111 FAX 055―253―8011

□責 任 者 ―

●山梨県立中央病院●

●国立がんセンター東病院●
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□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 なし

□組織名称 なし

□位置づけ なし

□メンバー ―

□連携職種 ―

□新規人数 ―

□総 人 数 ―

□在院日数 ―

□平均期間 ―

□依頼内容 ―

□処方など ―

□外来診療 週２回，緩和ケア外来として緩和ケア

病棟入院の相談と症状緩和の相談を受

けている

□所 在 地 〒 390―8621 長野県松本市旭 3―1―1

TEL 0263―35―4600 FAX 0263―37―2854

□責 任 者 浜　善久（乳腺内分泌外科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 2006年 6月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア相談室

□位置づけ がん総合医療センター 緩和医療部 緩

和ケアチーム

□メンバー 医師：専任 1名（乳腺内分泌外科）・兼

任 2名（精神科，麻酔科），看護師：専

従 1名（がん性疼痛看護認定看護師）・

兼任 1名，薬剤師：兼任 1名

□連携職種 リンクナース（各病棟）

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 なし

□在院日数 18.8日

□平均期間 ―

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「患者・家族へのカウンセリング，

支持的精神療法など精神的サポート」

「医師，看護師などへの緩和ケアの教

育・研修の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 実施していない

●信州大学医学部附属病院
国立大学法人●

□所 在 地 〒 411―8777 静岡県駿東郡長泉町下長

窪 1007

TEL 055―989―5222 FAX 055―989―5634

□責 任 者 安達　勇（緩和医療学，臨床腫瘍学）

□拠点病院 2006年 8月（2003年 8月に地域がん診

療連携拠点病院，2006年 8月に都道府

県がん診療連携拠点病院）

□診療加算 2003年 11月承認，2005年 2月から加

算診療開始

□院内名称 緩和ケアコンサルテーションチーム

□組織名称 緩和ケアコンサルテーションチーム

□位置づけ 緩和医療科

□メンバー 医師：専従 1 名・専任 1 名，看護師：

専従 1名，薬剤師：専任 2名，MSW：

兼任 1 名，医療心理に関わる職種：カ

ウンセラー（専任 1名）

□連携職種 口腔ケア，感染チーム，WOC看護認定

看護師

□新規人数 31人以上

□総 人 数 31～ 40人

□在院日数 14日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「患者・家族へのカウンセリング，

支持的精神療法など精神的サポート」

「倫理的問題の検討」「医師，看護師な

どへの緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒 602―8566 京都府京都市上京区河原

町広小路上ル梶井町 465

TEL 075―251―5111 FAX 075―211―7093

□責 任 者 細川豊史（麻酔科，ペインクリニック）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 疼痛緩和医療部

□位置づけ 疼痛緩和医療部

□メンバー 医師：兼任 6名（麻酔科，精神神経科，

放射線科），看護師：兼任 5 名，薬剤

師：兼任 3名

●京都府立医科大学附属病院●

●静岡県立静岡がんセンター●
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□連携職種 ―

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 31～ 40人

□在院日数 21.0日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「医師，

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている（た

だし，ケースバイケースである）

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒 734― 8551 広島県広島市南区霞 1― 2― 3

TEL 082―257―5555 FAX 082―257―5087

□責 任 者 山脇成人（精神科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 2006年 2月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアチーム室

□位置づけ 中央診療施設等の一部

□メンバー 医師：専従 1 名（精神科）・専任 1 名

（麻酔疼痛治療科）・兼任 2名（麻酔疼

痛治療科），看護師：専従 1名（がん看

護専門看護師），薬剤師：兼任 2名

□連携職種 放射線科医，リハビリテーション医，

理学療法士，作業療法士，MSW

□新規人数 11～ 20人（2006年 2月から活動）

□総 人 数 41 人以上（2006 年 2 月～ 11 月現在

117名）

□在院日数 17.1日

□平均期間 29日以上（2006年）

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「医師，

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

の実施」

●国立大学法人 広島大学病院●

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している（必要に応じて）

□所 在 地 〒 770―8539 徳島県徳島市蔵本町 1―10―3

TEL 088―631―7151 FAX 088―631―8354

□責 任 者 三木仁司（乳腺・甲状腺）

□拠点病院 2006年 8月都道府県がん診療連携拠点

病院，2002年地域がん診療連携拠点病院

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケア支援チーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 4 名（外科，精神神経科，

産婦人科，消化器科），看護師：兼任 2

名（ホスピスケア認定看護師），薬剤

師：兼任 4名，MSW：兼任 1名，医療

心理に関わる職種：心理士（兼任 1名）

□連携職種 診療放射線技術師 2 名，管理栄養士 2

名（４人ともチームメンバーを兼任）

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 21～ 30人（2005年 11月からコンサル

テーション開始，11月～ 3月の 5カ月

間）

□在院日数 17.9日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「治療の中止や変更の

際の支援」「医師，看護師などへの緩和

ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 783 ―8505 高知県南国市岡豊町小蓮

TEL 088―866―5811 FAX 088―880―2227

□責 任 者 武内世生（総合診療）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケア支援チーム

□組織名称 なし

●高知大学医学部附属病院
国立大学法人●

●徳島県立中央病院●
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□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 2 名（麻酔科蘇生科，神経

科精神科），看護師：兼任 19 名，薬剤

師：兼任 2名，MSW：兼任 1名，医療

心理に関わる職種：医師（神経科精神

科）兼任 1名

□連携職種 作業療法士 1名，栄養士 1名（2名とも

緩和ケアチームの構成メンバー〈兼

任〉）

□新規人数 なし

□総 人 数 なし

□在院日数 21.7日

□平均期間 ―

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「療養

先の調整」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 実施していない
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□所 在 地 〒 003―0804 北海道札幌市白石区菊水

4条 2丁目 3―54

TEL 011―811―9111 FAX 011―832―0652

□責 任 者 岩波悦勝（麻酔科）

□拠点病院 2005年 4月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 緩和ケア診療部

□メンバー 医師：兼任 1名（麻酔科），看護師：兼

任 1 名（がん性疼痛看護認定看護師），

薬剤師：兼任 4名

□連携職種 栄養科，理学療法士，WOC看護認定看

護師，医療連携室

□新規人数 なし

□総 人 数 なし

□在院日数 28.5日

□平均期間 ―

□依頼内容 ―

□処方など 処方も，直接の指示行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 060―8604 北海道札幌市中央区北 11

条西 13丁目1―1

TEL 011―726―2211 FAX 011―726―9541

□責 任 者 合田由紀子（麻酔科，ペインクリニッ

ク）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 2006年 5月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 市立札幌病院 緩和ケア科緩和ケアチー

ム

□位置づけ 緩和ケア科

□メンバー 医師：専従 1 名（麻酔科）・専任 1 名

（精神科）・兼任 1名（放射線科），看護

師：専従 1 名（ホスピスケア認定看護

師）

□連携職種 歯科口腔外科口腔ケアチーム，栄養科，

リハビリテーション科，ボランティア

ルーム，薬剤部，看護相談室，WOC看

●市立札幌病院●

●北海道がんセンター
独立行政法人国立病院機構● 護認定看護師，がん化学療法看護認定

看護師

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 41人以上（実人数 151人，総件数 201

件）

□在院日数 16.5日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「医

師・看護師などへの緩和ケアの教育・

研修の実施」「その他（ボランティアチ

ームとの連携）」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

病棟カンファレンス，デスカンファレ

ンスへの参加や助言

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒 073―0164 北海道砂川市西 4 条北

2丁目1―1

TEL 0125―54―2131 FAX 0125―54―0101

□責 任 者 湊　正意（外科）

□拠点病院 2006年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア委員会（地域医療連携室）

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 4 名（内科，外科，精神

科），看護師：専任 1名（ホスピスケア

認定看護師）・兼任 2名，薬剤師：兼任

2名，MSW：兼任 2名，臨床心理に関

わる職種：臨床心理士（専任 1名）

□連携職種 栄養士，放射線技師

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 5～ 10人

□在院日数 19日（精神，結核含む）

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

●砂川市立病院●

■地域がん診療連携拠点病院
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つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「遺族ケア」「医師・

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 053―0021 北海道苫小牧市若草町 3

丁目4―8

TEL 0144―32―8111 FAX 0144―32―7119

□責 任 者 田中　悟（麻酔科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアセンター

□位置づけ がん診療連携拠点病院運営委員会（が

ん化学療法委員会，がん登録委員会等

を設置）

□メンバー 医師：専任 1 名（麻酔科）・兼任 3 名

（消化器科，外科，呼吸器科），看護

師：専任 1名・兼任 3名，MSW：兼任

1名，医療心理に関わる職種：精神科医

師（兼任 0.5名，現在検討中）

□連携職種 NSTチーム

□新規人数 なし（2005年度について）

□総 人 数 なし（同上）

□在院日数 16.7日

□平均期間 ―

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「治療の中止や変

更の際の支援」「医師・看護師などへの

緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 031―8555 青森県八戸市大字田向字

毘沙門平 1

TEL 0178―72―5111 FAX 0178―72―5185

□責 任 者 前田朝平（麻酔科）

●八戸市立市民病院●

●王子総合病院●

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 2002年 4月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 2名（麻酔科，精神科），看

護師：兼任 1名，薬剤師：兼任 1名

□連携職種 ―

□新規人数 5人未満

□総 人 数 10人未満

□在院日数 15.5日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「治療の中止や変更の際の支援」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 030―8553 青森県青森市東造道 2―1 ―1

TEL 017―726―8111 FAX 017―726―8325

□責 任 者 斎藤文男（メンタルヘルス科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 緩和医療運営委員会（院内委員会）の

下部組織

□メンバー 医師：兼任 5 名（メンタルヘルス科，

麻酔科，消化器内科，化学療法科，腫

瘍放射線科），看護師：専任 1名（ホス

ピスケア認定看護師）・兼任 18名，薬

剤師：兼任 1名

□連携職種 音楽セラピスト 1 名（外部からボラン

ティアとして参加）

□新規人数 5人未満

□総 人 数 41人以上

□在院日数 17.4日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「患者・家族へのカウンセリング，

支持的精神療法など精神的サポート」

「医師・看護師などへの緩和ケアの教

育・研修の実施」「その他（リンパ浮腫

に対するリンパドレナージ）」

●青森県立中央病院●
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□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 020―0066 岩手県盛岡市上田 1―4―1

TEL 019―653―1151 FAX 019―653―2528

□責 任 者 武内健一（身体症状の緩和担当，呼吸

器内科）

□拠点病院 2003年 12月

□診療加算 2005年 4月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：専従 1名（呼吸内科）・専任 3名

（消化器外科，ペイン科，精神科），看

護師：専従 1 名（ホスピスケア認定看

護師），薬剤師：兼任 2名，MSW：兼

任 1 名，医療心理に関わる職種：精神

科医師（専任 1名）

□連携職種 栄養士，退院調整療養支援看護師

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 14.6日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「患者・家族へのカウンセリング，

支持的精神療法など精神的サポート」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 986―8522 宮城県石巻市蛇田字西道

下 71

TEL 0225―21―7220 FAX 0225―96―0122

□責 任 者 日下　潔（緩和医療科〈麻酔科ペイン

クリニック〉）

□拠点病院 2003年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 療養支援室

□位置づけ 地域がん診療連携拠点病院検討委員会

の活動部会

□メンバー 医師：兼任 1 名（緩和医療科〈麻酔

●石巻赤十字病院●

●岩手県立中央病院●

科〉），看護師：兼任 4 名（ホスピスケ

ア認定看護師 1 名），薬剤師：兼任 2

名，MSW：兼任 1名

□連携職種 検討中

□新規人数 なし

□総 人 数 なし

□在院日数 15.2日

□平均期間 2006年度より活動開始検討中

□依頼内容 ―

□処方など ―

□外来診療 ―

□所 在 地 〒 983―8520 宮城県仙台市宮城野区宮

城野 2―8―8

TEL 022―293―1111 FAX 022―291―8114

□責 任 者 高橋通規（総合心療科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 2005年 10月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア（医療）室

□位置づけ 緩和ケアチーム運営委員会

□メンバー 医師：専従 1名（総合診療科）・専任 1

名（精神科）・兼任 4名（腫瘍内科，産

婦人科，精神科），看護師：専従 1 名

（がん性疼痛看護認定看護師）・兼任 2

名（がん性疼痛看護認定看護師，がん

化学療法看護認定看護師），薬剤師：兼

任 3名，MSW：兼任 1名，医療心理に

関わる職種：臨床心理士（兼任 0.5名）

□連携職種 栄養士

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 18.0日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」

□処方など その他（科によって処方，直接指示を

行う場合，行わない場合がある）

□外来診療 実施していない

●仙台医療センター
独立行政法人国立病院機構●
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□所 在 地 〒 990―8533 山形県山形市七日町 1―3―

26

TEL 023―625―5555 FAX 023―642―5080

□責 任 者 有川　卓（呼吸器科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 「悪性腫瘍対策委員会」の下にチーム

を設置しており，委員会の長は有川副

館長

□メンバー 医師：兼任 2 名（呼吸器科，精神科），

看護師：兼任 2 名（ホスピスケア認定

看護師，地域医療連携室看護師），薬剤

師：兼任 1名

□連携職種 ―

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 14.4日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「医

師・看護師などへの緩和ケアの教育・

研修の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 990―9585 山形県山形市飯田西 2―2―2

TEL 023―633―1122 FAX 023―628―5018

□責 任 者 山下英俊（眼科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 がん緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ なし

□メンバー 医師：専任 2名（精神科，麻酔科），看

護師：兼任 5名，薬剤師：兼任 1名

□連携職種 ―

●山形大学医学部附属病院
国立大学法人●

●山形市立病院済生館● □新規人数 なし

□総 人 数 なし

□在院日数 24日

□平均期間 ―

□依頼内容 （今後活動予定）

□処方など （今後活動予定）

□外来診療 （今後活動予定）

□所 在 地 〒 963―0199 福島県郡山市安積町長久

保 1―10―13

TEL 024―946―0808 FAX 024―947―0035

□責 任 者 ―

□拠点病院 2003年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 なし

□組織名称 なし

□位置づけ なし

□メンバー ―

□連携職種 ―

□新規人数 ―

□総 人 数 ―

□在院日数 19日

□平均期間 ―

□依頼内容 ―

□処方など ―

□外来診療 ―

□所 在 地 〒 300―0053 茨城県土浦市真鍋新町 11―7

TEL 029―823―3111 FAX 029―823―1160

□責 任 者 磯辺　靖（腫瘍整形外科）

□拠点病院 2005年 8月（緩和医療の提供体制，禁

煙対策の推進，情報提供体制等の一部

は検討中）

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 地域がんセンター運営委員会の下部組

織

□メンバー 医師：兼任 1名（整形外科），看護師：

専任 1 名（ホスピスケア認定看護師）

兼任 6名（乳がん看護認定看護師 1名，

日本看護協会緩和ケアナース養成コー

●総合病院土浦協同病院
茨城県厚生農業協同組合連合会●

●慈山会医学研究所付属坪井病院
財団法人●
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ス修了者 1名），薬剤師：兼任 3名，医

療心理に関わる職種：臨床心理士（兼

任 1名）

□連携職種 管理栄養士 2名

□新規人数 5人未満

□総 人 数 10人未満

□在院日数 19日

□平均期間 7～ 14日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「医師・看護師な

どへの緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など ケースバイケースで処方

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 305―8558 茨城県つくば市天久保 1―

3―1

TEL 029―851―3511 FAX 029―858―2773

□責 任 者 志真泰夫（緩和医療科）

□拠点病院 2003年 8月 26日

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 緩和医療科

□メンバー 医師：専任 2 名（緩和医療科），看護

師：専任 1 名（ホスピスケア認定看護

師），薬剤師：兼任 1名，MSW：専任

1名，医療心理に関わる職種：精神専門

看護師（専任 1名）

□連携職種 がん専門病棟の看護師（主に認定か師

長）がリンクナースとして参加

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 13.8日

□平均期間 7～ 14日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「療養

先の調整」「治療の中止や変更の際の支

援」「医師・看護師などへの緩和ケアの

教育・研修の実施」

□処方など 処方は行っているが，直接の指示は行

っていない

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

●筑波メディカルセンター病院●

□所 在 地 〒 317―0077 茨城県日立市城南町 2―1―1

TEL 0294―23―1111 FAX 0294―23―8317

□責 任 者 千勝紀生（内科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ なし

□メンバー 医師：兼任 2名（内科），看護師：専従

0.5名（がん性疼痛看護認定看護師）・

兼任 9 名（ホスピスケア認定看護師 1

名），薬剤師：兼任 1名，MSW：兼任

2名，医療心理に関わる職種：臨床心理

士（兼任 2名）

□連携職種 ―

□新規人数 5人未満

□総 人 数 41人以上（2005年度の総計）

□在院日数 11.88日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「患者・家族へのカウンセリング，

支持的精神療法など精神的サポート」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 320―0834 栃木県宇都宮市陽南 4―9―

13

TEL 028―658―5151 FAX 028―658―5669

□責 任 者 清水秀昭（副病院長）

□拠点病院 2002年 12月

□診療加算 2005年 4月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアチーム室

□位置づけ 副病院長直属

□メンバー 医師：専従 1 名（麻酔科）・専任 2 名

（緩和ケア科，心療内科）・兼任 0.5 名

（緩和ケア科〈在宅支援診療所医師〉），

看護師：専従 1 名（ホスピスケア認定

看護師）・兼任 3～ 5名（がん性疼痛看

護認定看護師，ホスピスケア認定看護

師，緩和ケア病棟師長，治療病棟師

長），薬剤師：兼任 1名，医療心理に関

わる職業：精神科医師（専任 1名）

●栃木県立がんセンター●

●（株）日立製作所 日立総合病院●
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□連携職種 各診療科医師，保健師，管理栄養士，

理学療法士，相談員，乳がん看護認定

看護師，がん化学療法看護認定看護師，

WOC看護認定看護師，医事課職員

□新規人数 5人未満

□総 人 数 41人以上

□在院日数 22.46日

□平均期間 7～ 14日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「治療の中止や変更の

際の支援」「医師・看護師などへの緩和

ケアの教育・研修の実施」

□処方など その他（処方等の提案，助言の形式を

とっている）

□外来診療 緩和ケアチームとして外来は標榜して

いないが，コンサルテーションを受け

た患者が各診療科診察時に，希望があ

ればチーム専従看護師が対応する場合

と，緩和ケア科外来を受診する場合が

ある

□所 在 地 〒 378―0051 群馬県沼田市上原町 1551―4

TEL 0278―23―2181 FAX 0278―24―1819

□責 任 者 見供　修（放射線治療）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 腫瘍診療推進プロジェクトチーム内の

「緩和ケアチーム」

□組織名称 なし

□位置づけ 副院長直属のプロジェクトチームで，

リーダーはがん診療部長（腫瘍診療推

進プロジェクトチーム）

□メンバー 医師：兼任 1名（放射線科），看護師：

兼任 8名，薬剤師：兼任 1名，MSW：

兼任 1 名，医療心理に関わる職種：兼

任 5.5名

□連携職種 理学療法士，医師，地域連携室員，専

任リスクマネージャー

□新規人数 なし（2005年度について）

□総 人 数 なし（同上）

□在院日数 20.8日

●沼田病院
独立行政法人国立病院機構●

□平均期間 ―

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」

□処方など 処方は行っているが，直接の指示は行

っていない

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 378―0053 群馬県沼田市東原新町

1855―1

TEL 0278―22―4321 FAX 0278―22―4393

□責 任 者 原　敬（緩和ケア，消化器外科）

□拠点病院 2006年 7月

□診療加算 2006年 8月

□院内名称 かんわチーム

□組織名称 チーム医療室

□位置づけ 緩和ケア診療科（独立した診療科とし

ての位置づけ）

□メンバー 医師：専従 1 名（緩和ケア診療科，外

科）・専任 1 名（精神神経科），看護

師：専従 1 名（ホスピスケア認定看護

師）・兼任 4名（ホスピスケア認定看護

師 1 名），薬剤師：兼任 3 名，MSW ：

兼任 1 名，医療心理に関わる職種：臨

床心理士（兼任 1名）

□連携職種 ―

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 14.1日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「医

師・看護師などへの緩和ケアの教育・

研修の実施」「スピリチュアルケア」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない。

主治医などへの提案を行っている。

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

●利根中央病院
利根保健生活共同組合●



□所 在 地 〒 372―0817 群馬県伊勢崎市連取本町

12―1

TEL 0270―25―5022 FAX 0270―25―5202

□責 任 者 高橋　育（放射線治療）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし（2003年２月～ 2006年５月まで加

算承認）

□院内名称 トータルサポートチーム

□組織名称 緩和ケア（医療）室

□位置づけ 医療局の中にチームとして，医療安全，

感染，診療科と並ぶ位置にある

□メンバー 医師：専従 1 名（緩和ケアチーム担

当）・兼任４名（心療内科〈精神科〉，

内科，外科，麻酔科），看護師：専従 1

名・兼任 9 名，薬剤師：兼任 1 名，

MSW：兼任 1名，医療心理に関わる職

種：専従 2名・兼任 1名

□連携職種 栄養士：兼任 1名

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 12日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「医師・看護師などへ

の緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している来新規患者に実施して

いる

□所 在 地 〒 350―0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛

呂本郷 38

TEL 049―276―1111 FAX 049―294―8222

□責 任 者 小林正幸（包括地域医療，在宅医療，

緩和医療）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 組織上は包括地域医療部の下に位置づ

けられている

●埼玉医科大学病院●

●伊勢崎市民病院●
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□メンバー 医師：兼任 4 名（緩和医療，臨床腫瘍

科，精神腫瘍科，在宅医療），看護師：

専任 1名（ホスピスケア認定看護師）・

兼任 1 名（がん化学療法看護認定看護

師），薬剤師：兼任 2名

□連携職種 管理栄養士：兼任 2名

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 16日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「患者・家族へのカウンセリング，

支持的精神療法など精神的サポート」

「医師，看護師などへの緩和ケアの教

育・研修の実施」

□処方など 処方も直接の指示も行っていない

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 290―0003 千葉県市原市辰巳台東 2―

16

TEL 0436―74―1111 FAX 0436―74―1151

□責 任 者 安川朋久（呼吸器外科）

□拠点病院 2003年 12月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア委員会

□位置づけ 緩和ケア委員会

□メンバー 医師：兼任 4 名（呼吸器外科，乳腺外

科，麻酔科，精神科），看護師：兼任 2

名，薬剤師：兼任 1名，MSW：兼任 1

名，医療心理に関わる職種：精神科医

師（兼任 1名）

□連携職種 理学療法士

□新規人数 5人未満（2006年度活動開始）

□総 人 数 11～ 20人（2006年度活動開始）

□在院日数 15.2日

□平均期間 15～ 21日（2006年度活動開始）

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「医師，看護師などへの緩和ケアの

教育・研修の実施」

□処方など 処方も直接の指示も行っている

□外来診療 実施していない

●千葉労災病院
独立行政法人労働者健康福祉機構●
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□所 在 地 〒 296―8602 千葉県鴨川市東町 929

TEL 04―7092―2211 FAX 04―7099―1103

□責 任 者 関根龍一（緩和ケア科）

□拠点病院 2003年 12月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア室

□位置づけ 緩和ケア科

□メンバー 医師：専従 1名（緩和医療）・専任 1名

（総合診療，感染症科）・兼任 1名（心

療内科・精神科），薬剤師：兼任 4名

□連携職種 ME技師

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上（2005年度 117人新規）

□在院日数 17.1日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「遺族ケア」「医師，

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

の実施」

□処方など 処方は行っていないが直接の指示は行

っている

□外来診療 必要に応じて主治医の外来枠内で診療

□所 在 地 〒 113―8677 東京都文京区本駒込 3―18

―22

TEL 03―3823―2101 FAX 03―3823―5433

□責 任 者 赤穂理絵（神経科）

□拠点病院 2002年 3月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ なし

□メンバー 医師：兼任 7名（化学療法科，神経科，

麻酔科，外科），看護師：兼任 5名（が

ん看護専門看護師，がん性疼痛看護認

定看護師），薬剤師：兼任 1 名，

MSW：兼任 1名，医療心理に関わる職

種：神経科医・臨床心理士（兼任 2名）

□連携職種 栄養科・薬剤科・医療相談室

□新規人数 5人未満

●東京都立駒込病院●

●医療法人鉄蕉会 亀田総合病院● □総 人 数 10人未満

□在院日数 18.8日

□平均期間 7～ 14日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」

「うつ，不安，せん妄など精神症状へ

の対応」

□処方など 処方も直接の指示も行っていない

□外来診療 現在は，緩和ケアチームが担当した患

者さんが外来受診された場合，必要に

応じて，チームメンバーが対応する体

制。緩和ケア外来は，今後行っていく

予定

□所 在 地 〒 135―8550 東京都江東区有明 3―10―6

TEL 03―3520―0111 FAX 03―3520―0141

□責 任 者 向山雄人（緩和ケア科）

□拠点病院 2001 年 3 月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア科

□位置づけ 緩和ケア科

□メンバー 医師：兼任 1 名（緩和ケア医），看護

師：兼任 2 名（ホスピスケア認定看護

師），薬剤師：兼任 1名

□連携職種 麻酔科・ペインクリニック科医，腫瘍

精神科医，薬剤師

□新規人数 21～ 30人

□総 人 数 31～ 40人

□在院日数 16.8日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「倫理的問題の検

討」「医師，看護師などへの緩和ケアの

教育・研修・研究の実施」「MLD（マニ

ュアル・リンパドレナージュ」「IVR

（interventional radiology）」

□処方など ケースバイケースで処方や直接の指示

を行っている

□外来診療 80 ％以上は他科との併診で外来診療を

行っている

□所 在 地 〒 180―8610 東京都武蔵野市境南町 1―

●武蔵野赤十字病院
日本赤十字社東京支部●

●癌研有明病院●
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26―1

TEL 0422―32―3111 FAX 0422―32―3515

□責 任 者 仲谷　誠（精神科）

□拠点病院 2002年 12月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 専門医療チーム

□メンバー 医師：兼任 4 名（精神科，血液腫瘍内

科，呼吸器科），看護師：専任 1名（ホ

スピスケア認定看護師；研修中），薬剤

師：兼任 1名，MSW：兼任 2名，医療

心理に関わる職種：専従 1 名・兼任３

名

□連携職種 看護師（がん看護専門看護師）

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 13.4日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「患者・家族へのカウンセリング，

支持的精神療法など精神的サポート」

□処方など 処方は行っているが直接の指示は行っ

ていない（精神科医は，直接の指示の

ほかに処方を行うこともある）

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 173―8610 東京都板橋区大谷口上町

30―1

TEL 03―3972―8111 FAX 03―3972―8236

□責 任 者 村上正人（心療内科）

□拠点病院 2003年 1月

□診療加算 2003年 4月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア支援室

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：専任 1 名（東洋医学科），兼任

1.5名（心療内科，麻酔科），看護師：

専従 1 名（がん性疼痛看護認定看護

師）・兼任 1名（アロマセラピスト）

□連携職種 在宅療養支援室の看護師，臨床心理士，

MSW，薬剤師

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 11～ 20人

●日本大学医学部附属板橋病院●

□在院日数 18.4日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「その他（アロマセラ

ピー）」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 141―8625 東京都品川区東五反田 5―

9―22

TEL 03―3448―6100 FAX 03―3448―6098

□責 任 者 堀　夏樹（緩和ケア科）

□拠点病院 2003年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアチーム

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：専従 1名（緩和ケア科）・専任 1

名（精神科），看護師：専従 1名（ホス

ピスケア認定看護師）・兼任 1名（がん

看護専門看護師），薬剤師：兼任 1 名，

MSW：兼任 1名

□連携職種 ―

□新規人数 ４～５名／月

□総 人 数 ４～５名／月

□在院日数 11日

□平均期間 ７日

□依頼内容 「疼痛管理」「精神不安コンサルタン

ト」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒162―8543 東京都新宿区津久戸町 5―1

TEL 03―3269―8111 FAX 03―3260―7840

□責 任 者 川畑正博（緩和ケア科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

●東京厚生年金病院●

●NTT 東日本関東病院●
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□組織名称 緩和ケアチーム

□位置づけ ―

□メンバー 医師：兼任３名（緩和ケア科，神経

科），看護師：兼任 1 名（がん性疼痛看

護認定看護師），薬剤師：兼任１名

□連携職種 ―

□新規人数 ―

□総 人 数 ―

□在院日数 ―

□平均期間 ―

□依頼内容 ―

□処方など ―

□外来診療 ―

□所 在 地 〒 207―0014 東京都東大和市南街 1―13

―12

TEL 042―562―1411 FAX 042―562―1399

□責 任 者 大村孝志（消化器外科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアチーム

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 1.5名（外科，化学療法科），

看護師：専任 1 名・兼任 11 名，薬剤

師：兼任 2名，臨床心理士：専任１名，

栄養士：兼任１名，MSW：兼任１名

□連携職種 栄養士

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 21～ 30人

□在院日数 12日

□平均期間 7～ 14日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「患者・家族へのカウンセリング，

支持的精神療法など精神的サポート」

「医師，看護師などへの緩和ケアの教

育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 241―0815 神奈川県横浜市旭区中尾

1―1―2

●神奈川県立がんセンター●

●東大和病院●

TEL 045―391―5761 FAX 045―361―4692

□責 任 者 土平　仁（総合内科）

□拠点病院 2002年 12月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 2 名（緩和医療科，総合内

科），看護師：兼任 17 名（ホスピスケ

ア認定看護師 2 名，緩和ケア病棟勤務

者），薬剤師：兼任 1名，MSW：兼任

1名，医療心理に関わる職種：医師（1

名）

□連携職種 栄養士，医事経営課職員（事務），地域

医療連携室職員（がん看護専門看護師 1

名，看護師 1名，MSW 1 名）

□新規人数 なし（活動開始が 2006年 11月のため）

□総 人 数 なし（同上）

□在院日数 21日

□平均期間 ―

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「医師，看護師な

どへの緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 240―8555 神奈川県横浜市保土ヶ谷

区岡沢町 56

TEL 045―331―1961 FAX 045―332―5599

□責 任 者 国兼浩嗣（呼吸器内科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 2005年 7月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ ―

□メンバー 医師：専任 2 名（呼吸器内科，精神

科）・兼任 2 名（麻酔科，放射線科），

看護師：専従 1 名（がん看護専門看護

師）・兼任 2名（リエゾン精神看護専門

看護師・がん性疼痛看護認定看護師），

薬剤師：兼任 1 名，医療心理に関わる

職種：精神科医（上記以外に 2 名協

力），リエゾン精神看護専門看護師（兼

●横浜市立市民病院●
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任 1名）

□連携職種 ケースワーカー，在宅ケア連携担当看

護師，WOC看護認定看護師

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 10人未満

□在院日数 15日

□平均期間 ―

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「医師，

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている（処方は主治医が行う）

□外来診療 緩和ケアチームの直接診療に同意した

患者のみに退院後も外来診療で緩和ケ

アチームが関わる

□所 在 地 〒 211―0035 神奈川県川崎市中原区井

田 2―27―1

TEL 044―766―2188 FAX 044―751―6270

□責 任 者 宮森　正，佐藤恭子（内科，緩和ケア，

在宅ケア）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 ケアセンター

□位置づけ 緩和ケア科

□メンバー 医師：専従 1 名（内科，緩和ケア，在

宅ケア）・専任 1 名（内科，緩和ケア，

在宅ケア），看護師：兼任 2名（がん性

疼痛看護認定看護師・ホスピスケア認

定看護師），MSW：兼任 1名，医療心

理に関わる職種：臨床心理士（専従 1

名・専任 1名）

□連携職種 ―

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 19.2日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

●川崎市立井田病院●

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「医師，看護師などへ

の緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者に実

施している

□所 在 地 〒 250 ―8558 神奈川県小田原市久野 46

TEL 0465 ―34 ―3175 FAX0465 ―34 ―3179

□責 任 者 小泉健一（呼吸器科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアチーム

□位置づけ 病院理事（副院長）直属

□メンバー 医師：専任 1 名（呼吸器科）・兼任 3

名（麻酔科，外科，内科），看護師：専

従 1 名（ホスピスケア認定看護師）・

兼任 2名（WOC看護認定看護師 1名），

薬剤師：兼任 2名，栄養士：兼任 1名，

臨床心理に関わる職種：臨床心理士

（兼任 1名）

□連携職種 リハビリ科

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 14日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先（在宅ケア・緩和ケア病棟

など）の調整」「患者・家族へのカウン

セリング，支持的精神療法など精神的

サポート」「倫理的問題（セデーショ

ン，他）の検討」「治療の中止や変更の

際の支援」「遺族ケア」「医師，看護師

などへの緩和ケアの教育・研修の実施」

「地域への緩和ケア教育：訪問看護ステ

ーションなどに向けて」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

●小田原市立病院●
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□所 在 地 〒 950―8739 新潟県新潟市紫竹山 2―6―1

TEL 025―241―5151 FAX 025―241―5163

□責 任 者 片柳憲雄（外科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 2003年 9月～ 2005年 4月（精神科医師

開業のため）

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：専従 1名（外科）・兼任 2名（総

合診療科），看護師：兼任 5 名，薬剤

師：兼任 2 名，医療心理に関わる職

種：臨床心理士（兼任 1名）

□連携職種 栄養士 2人，事務 1人

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 11～ 20人（1カ月あたり）

□在院日数 15日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「倫理的問題の検討」「治療の中止

や変更の際の支援」「医師，看護師など

への緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 940―0861 新潟県長岡市川崎町 2041

TEL 0258―35―3700 FAX 0258―33―9596

□責 任 者 富所　隆（消化器内科）

□拠点病院 2006年 7月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ なし

□メンバー 医師：兼任 7名（内科，外科，麻酔科，

精神科），看護師：兼任 15 名，薬剤

師：兼任 2名，MSW：兼任 2名，医療

心理に関わる職業：臨床心理士（専従 1

名）

□連携職種 栄養科：兼任 1名

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 14日

□平均期間 15～ 21日

●新潟県厚生連 長岡中央綜合病院●

●新潟市民病院● □依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」

□処方など 主治医に対するアドバイスを行ってい

る

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 940―2085 新潟県長岡市千秋２―297―1

TEL 0258―28―3600 FAX 0258―28―9000

□責 任 者 藤原正博（血液内科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 2006年 9月

□院内名称 緩和ケア・サポートチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 5 名（血液内科，消化器内

科，消化器外科，精神科，麻酔科），看

護師：兼任 10名（師長 2名，がん化学

療法看護認定看護師 1 名）薬剤師：兼

任：２名，MSW：兼任１名

□連携職種 ―

□新規人数 5人未満

□総 人 数 10人未満

□在院日数 15.9日

□平均期間 7～ 14日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 918―8503 福井県福井市和田中町舟

橋 7―1

TEL 0776―23―1111 FAX 0776―28―8551

□責 任 者 谷　一彦（精神科）

□拠点病院 2003年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 緩和医療科

□メンバー 医師：専任 2名（外科，精神科），看護

師：専従 1 名（ホスピスケア認定看護

師）・専任 1名・（ホスピスケア認定看

護師），兼任 10名，薬剤師：兼任 1名，

●福井県済生会病院●

●長岡赤十字病院●
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MSW：兼任 1名，医療心理に関わる職

業：臨床心理士（兼任 1 名，上記精神

科医が主）

□連携職種 なし

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 14日

□平均期間 7日未満

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「倫理的問題の検

討」「医師，看護師などへの緩和ケアの

教育・研修の実施」「その他（家族への

対応，コミュニケーション，看護上の

悩みなどへの対応）」

□処方など 毎月１病棟ずつの回診を行い，病棟ス

タッフとケースカンファレンスを施行

し，治療やケアのアドバイスを行う。

直接の介入・治療を求められる場合は，

緩和ケア外来で引き受けている

□外来診療 実施している

□所 在 地 〒 384―0393 長野県佐久市臼田 197

TEL 0267―82―3131 FAX 0267―82―9638

□責 任 者 山本　亮（総合診療科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアチーム

□位置づけ 診療部内

□メンバー 医師：専任 1名（総合診療科）・兼任 2

名（麻酔科，精神科），看護師：専従 1

名，薬剤師：兼任 1名

□連携職種 事務 1名

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 31～ 40人（2006年 4月～ 9月までの数）

□在院日数 16.3日

□平均期間 22～ 28日（2006年 4月～ 9月）

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「医師，看護師などへの緩和ケアの教

●佐久総合病院
長野県厚生農業協同組合連合会●

育・研修の実施」

□処方など ケースバイケースで（基本的には処方

も，直接の指示も行っていないが，状

況により処方も，直接の指示も行うこ

ともあり）

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒 392―8510 長野県諏訪市湖岸通り 5―

11―50

TEL 0266―52―6111 FAX 0266―57―6036

□責 任 者 武川建二（消化器科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア相談室

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 4 名（消化器科，外科，麻

酔科，精神科），看護師：専任 1名（ホ

スピスケア認定看護師）・兼任１名，薬

剤師：兼任 1名，MSW：兼任 1名，医

療心理に関わる職種：心理療法士（兼

任 1名）

□連携職種 理学療法士：兼任 1名

□新規人数 なし

□総 人 数 なし

□在院日数 15.6日

□平均期間 （本年度より起動のため不明）

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「医師，看護師などへ

の緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 依頼医師に対して，処方を提案する形，

看護師へはケースバイケースで対応，

主治医へのアプローチを促す

□所 在 地 〒 500―8717 岐阜県岐阜市野一色 4―6―1

TEL 058―246―1111 FAX 058―248―3805

□責 任 者 國枝克行（外科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

●岐阜県総合医療センター●

●諏訪赤十字病院●
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□組織名称 緩和医療部会（事務室の設置はなし）

□位置づけ 診療委員会に属する

□メンバー 医師：兼任 2名（外科），看護師：兼任

4 名（ホスピスケア認定看護師 1 名），

薬剤師：兼任 1 名，医療心理に関わる

職種：臨床心理士（兼任 2名）

□連携職種 医事担当職員，退院調整看護師

□新規人数 ３～５人

□総 人 数 ５～ 10人

□在院日数 15.4日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「医師，看護師，研修医などへの緩

和ケアの教育・研修の実施」

□処方など なし

□外来診療 なし

□所 在 地 〒 507―8522 岐阜県多治見市前畑町 5―

161

TEL 0572―22―5311 FAX 0572―25―1246

□責 任 者 酒向　猛（外科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケア対策推進委員会

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 4 名（外科，消化器外科，

消化器科，精神科），看護師：兼任 4名

（ホスピスケア認定看護師 1 名），薬剤

師：兼任 1 名，医療心理に関わる職

種：兼任 11名

□連携職種 作業療法士，事務職員

□新規人数 なし

□総 人 数 なし

□在院日数 14.6日

□平均期間 ―

□依頼内容 ―

□処方など ―

□外来診療 ―

□所 在 地 〒 506―8550 岐阜県高山市天満町 3―11

TEL 0557―32―1111 FAX 0577―34―4155

□責 任 者 北角泰人（外科）

●総合病院高山赤十字病院●

●岐阜県立多治見病院●

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 地域がん診療連携拠点病院運営委員会

の下部組織

□メンバー 医師：兼任 4 名（外科，内科，精神

科），看護師：専任 1名（ホスピスケア

認定看護師）・兼任 2名，薬剤師：兼任

2名，MSW：兼任 1名，医療心理に関

わる職種：精神保健福祉士（兼任 1名）

□連携職種 歯科医師，歯科衛生士，管理栄養士

□新規人数 なし（2006 年度からの開始のため；

2006年度　5～ 10人）

□総 人 数 なし（2006年度　41人以上）

□在院日数 18.4日

□平均期間 なし

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的・精神療法な

ど精神的サポート」「倫理的問題の検

討」「治療の中止や変更の際の支援」

「遺族ケア」「医師，看護師などへの緩

和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 500―8513 岐阜県鹿島町 7―1

TEL 058―251―1101 FAX 058―251―9927

□責 任 者 澤　祥幸（呼吸器科，腫瘍内科）

□拠点病院 2004年 12月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和医療科部

□位置づけ 院内規定による診療科

□メンバー 医師：専任２名，兼任３名（呼吸器科 2

名，放射線科 1 名，精神科 1 名，麻酔

科 1 名），看護師：専任１名，兼任 10

名（病棟），薬剤師：兼任 1 名，

MSW：兼任 1名，医療心理に関わる職

種：臨床心理士（兼任 1名），精神保健

福祉士（兼任 1 名），栄養士（兼任 1

名）

●岐阜市民病院●
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□連携職種 事務職

□新規人数 5人未満

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 16.1日

□平均期間 （診療としては行っていない）

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的・精神療法な

ど精神的サポート」「倫理的問題の検

討」「治療の中止や変更の際の支援」

「遺族ケア」「医師，看護師などへの緩

和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方直接指示を 19年４月より予定

□外来診療 19年４月より指定日に実施予定（コン

サルテーションのみ）

□所 在 地 〒 420―8527 静岡県静岡市葵区北安東

4―27―1

TEL 054―247―6111 FAX 054―247―6140

□責 任 者 須賀昭彦

□拠点病院 2003年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 緩和医療科

□メンバー 医師：専従 1名（緩和医療科）・兼任 1

名（心療内科），看護師：専従 1名（ホ

スピスケア認定看護師），薬剤師：兼任

1名

□連携職種 理学療法士，作業療法士，栄養士

□新規人数 なし

□総 人 数 なし

□在院日数 14.9日

□平均期間 ―

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「治療

の中止や変更の際の支援」「医師，看護

師などへの緩和ケアの教育・研修の実

施」

□処方など 処方も直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

●静岡県立総合病院●

□所 在 地 〒 433―8105 静岡県浜松市三方原町

3453

TEL 053―436―1251 FAX 053―438―2971

□責 任 者 森田達也（緩和医学）

□拠点病院 ―

□診療加算 あり

□院内名称 緩和ケアチーム，緩和支持治療科

□組織名称 緩和ケアチーム，緩和支持治療科

□位置づけ 病院長直属（センター機能）

□メンバー 医師：専従 1 名（緩和支持治療科）・

専任 2名（精神科・麻酔科），看護師：

専従 2 名（ホスピスケア認定看護師・

がん看護専門看護師），薬剤師：兼任２

名，医療心理に関わる職種：臨床心理

士（専任 1名）・精神科医（兼任 1名）

□連携職種 作業療法士，理学療法士，B灸師，栄

養士

□新規人数 5～ 15人

□総 人 数 21～ 30人

□在院日数 12日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的・精神療法な

ど精神的サポート」「倫理的問題の検

討・治療の中止や変更の際の支援」「遺

族ケア」「医師，看護師などへの緩和ケ

アの教育・研修の実施」

□処方など レベルによって分けている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒 460―0001 愛知県名古屋市中区三の

丸 4―1―1

TEL 052―951―1111 FAX 052―951―0664

□責 任 者 近藤　建（腫瘍外科）

□拠点病院 2003年 8月

□診療加算 2006年 5月

□院内名称 緩和医療チーム

□組織名称 緩和ケア室

□位置づけ 緩和ケア

●名古屋医療センター
独立行政法人 国立病院機構●

●総合病院 聖隷三方原病院
社会福祉法人聖隷福祉事業団●
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□メンバー 医師：専従 1名（緩和ケア室）・兼任 4

名（精神科，外科，呼吸器科），看護

師：専従 1 名（がん性疼痛看護認定看

護師）・兼任 1名（がん性疼痛看護認定

看護師），薬剤師：専任 1 名・兼任 1

名，MSW：専任 1名

医療に関わる職種：精神科（兼任 1

名），臨床心理士（兼任 1名）

□連携職種 理学療法士，栄養士，放射線技師

□新規人数 5人未満

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 19日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「治療

先の調整」

□処方など 主治医との相談で決めているが処方は

ほとんど行っていない

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒 485―8520 愛知県小牧市常音請 1―20

TEL 0568―76―4131 FAX 0568―76―4145

□責 任 者 岩田正一（精神科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ なし

□メンバー 医師：兼任４名（精神科，内科），看護

師：兼任 18 名，薬剤師：兼任 2 名，

MSW：兼任 1名，医療心理に関わる職

種：臨床心理士（兼任 2名）

□連携職種 診療録管理士，理学療法士，栄養士

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 14日

□平均期間 不明

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」

□処方など 処方も直接の指示も行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 510―8561 三重県四日市市大字日永

●三重県立総合医療センター●

●小牧市民病院●

5450―132

TEL 059―345―2321 FAX 059―347―3500

□責 任 者 古橋一壽（麻酔科）

□拠点病院 2002年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ なし

□メンバー 医師：兼任 3名（外科，麻酔科），看護

師：兼任 3 名（がん性疼痛看護認定看

護師 1 名），薬剤師：兼任 1 名，

MSW：兼任 1名，医療心理に関わる職

種：臨床心理士（専任 1名）

□連携職種 ―

□新規人数 5人未満

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 14日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「倫理的問題の検討」「医師，看護

師などへの緩和ケアの教育・研修の実

施」

□処方など 処方も直接の指示も行っている

□外来診療 実施していない（2006年から実施）

□所 在 地 〒 516―0805 三重県伊勢市御薗町高向

810

TEL 0596―28―2171 FAX 0596―28―2965

□責 任 者 辻村恭江（麻酔科）

□拠点病院 2002年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア相談室

□位置づけ 緩和医療推進委員会の中の実働チーム

□メンバー 医師：専任 1 名（麻酔科）・兼任 1 名

（精神科），看護師：専任 1 名（ホスピ

スケア認定看護師），薬剤師：兼任 1

名，MSW：兼任 1名，医療心理に関わ

る職種：精神科医（兼任 1名）

□連携職種 栄養士，アロマのボランティア

□新規人数 5人未満

□総 人 数 10人未満

□在院日数 15.2日

□平均期間 29日以上

●山田赤十字病院●
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□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的・精神療法な

ど精神的サポート」「倫理的問題の検

討」「治療の中止や変更の際の支援」

「医師，看護師などへの緩和ケアの教

育・研修の実施」「その他（アロマセラ

ピー）」

□処方など 処方も直接の指示も行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 520―8511 滋賀県大津市長等 1―1-35

TEL 077―522―4131 FAX 077―525―8018

□責 任 者 井上文彦（消化器科）

□拠点病院 2003年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 なし

□組織名称 がん治療検討委員会緩和医療対策部会

□位置づけ 委員会活動

□メンバー 医師：兼任 1名（消化器科），看護師：

兼任 1 名（ホスピスケア認定看護師），

薬剤師：兼任 1名，MSW：兼任 1名，

医療心理に関わる職種：精神科医（兼

任 1名）

□連携職種 管理栄養士

□新規人数 5人未満

□総 人 数 10人未満

□在院日数 15.8日

□平均期間 7日未満

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」

□処方など 処方も直接の指示も行っていない

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 524―8524 滋賀県守山市守山 5―4―30

TEL 077―582―5031 FAX 077―582―5426

□責 任 者 堀　泰祐（緩和ケア科）

□拠点病院 2002年

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアチーム

□位置づけ 緩和ケア科

●滋賀県立成人病センター●

●大津赤十字病院●

□メンバー 医師：専従 2 名（緩和ケア科），看護

師：専任 3 名，薬剤師：専任 1 名，

MSW：専任 1名，医療に関わる職種：

臨床心理士（専任 1名）

□連携職種 作業療法士，理学療法士，管理栄養士

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 11～ 20人（1ヵ月平均），41人以上（1

年間）

□在院日数 16.2日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的・精神療法な

ど精神的サポート」「倫理的問題の検

討・治療の中止や変更の際の支援」「遺

族ケア」「医師，看護師などへの緩和ケ

アの教育・研修の実施」

□処方など 処方も直接の指示も同程度に行ってい

る

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒 526―8580 滋賀県長浜市大戊亥町

313

TEL 0749―68―2300 FAX 0749―65―7259

□責 任 者 伏木雅人（放射線治療）

□拠点病院 2005年 4月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 看護局

□メンバー 医師：兼任 11名（外科，耳鼻科，泌尿

器科，消化器内科，呼吸器科，麻酔

科），看護師：兼任 12 名，薬剤師：兼

任 1名，MSW：兼任 1名　

□連携職種 理学療法士，管理栄養士

□新規人数 5人未満

□総 人 数 10人未満

□在院日数 18日

□平均期間 7～ 14日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」

□処方など 処方も直接の指示も行っている

□外来診療 実施していない

●市立長浜病院●
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□所 在 地 〒 537―8511 大阪府大阪市東成区中道

1―3―3

TEL 06―6972―1181 FAX 06―6977―2316

□責 任 者 柏木雄次郎（脳神経科）

□拠点病院 2002年 8月

□診療加算 2003年 6月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア室

□位置づけ 緩和ケア科

□メンバー 医師：専従 1名（脳神経科）・専任 1名

（泌尿科）・兼任 5名（脳神経科・呼吸

器内科・消化器内科・整形外科・乳腺

外科），看護師：専従 1名（がん性疼痛

認定看護師）・兼任 3名（がん専門看護

師 1 名・がん性疼痛認定看護師 1 名・

泌尿科看護師 1 名），薬剤師：兼任 1

名，MSW：専任 1名・兼任 1名

□連携職種 理学療法士，事務職

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 18日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「倫理的問題の検

討」

□処方など 症例によって主治医と相談。処方も指

示も行うことが多い

□外来診療 コンサルテーションを受けた入院患者

のみに実施している（4月よりコンサル

テーションを受けた外来患者にも実施

する予定）

□所 在 地 〒 560― 8565 大阪府豊中市柴原町 4― 14― 1

TEL 06―6843―0101 FAX 06―6858―3531

□責 任 者 林　昇甫（外科）

□拠点病院 2002年 12月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ がん診療連携拠点病院委員会の下部組織

□メンバー 医師：兼任 4名（外科，精神科，内科，

麻酔科），看護師：兼任 3名（がん性疼

痛認定看護師，訪問看護師），薬剤師：

●市立豊中病院●

●大阪府立成人病センター● 兼任 1名，MSW：兼任 1名，医療心理

に関わる職種：臨床心理士（兼任 1名）

□連携職種 事務職 2名

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 13.8日（2006年度 12.8日）

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討・

医師，看護師などへの緩和ケアの教

育・研修の実施」「その他（豊中市内に

おける在宅医のオピオイドなどに対す

る専用携帯電話を用いたコンサルテー

ション活動）」

□処方など 基本的には初回処方のみで，主治医に

対応させることを原則とする。看護師

へは直接指示を行う場合が多い

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 596―0822 大阪府岸和田市額原町

1001

TEL 072―445―1000 FAX 072―441―8812

□責 任 者 米本重夫（精神神経科）

□拠点病院 2002年 12月

□診療加算 2006年 12月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアチーム

□位置づけ がん診療推進委員会緩和ケア部会

□メンバー 医師：兼任３名（精神科，外科，麻酔

科），看護師：兼任３名（ホスピスケア

認定看護師，がん看護専門看護師，

他），薬剤師：兼任２名，MSW：兼任

2名　

□連携職種 理学療法士

□新規人数 5人未満

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 48日

□平均期間 15 ～ 21 日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」

□処方など 処方も直接の指示も行っていない

●市立岸和田市民病院●
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□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 573―8511 大阪府枚方市星丘 4―8―1

TEL 072―840―2641 FAX 072―840―2266

□責 任 者 辰巳満俊（外科）

□拠点病院 2002年 12月

□診療加算 2005年 10月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 共同運営部門チーム医療部緩和ケアチ

ーム

□位置づけ 共同運営部門

□メンバー 医師：専従 1名（外科）・専任 1名（精

神科）・兼任３名（麻酔科・呼吸器内

科・消化器内科），看護師：専従 1 名

（ホスピスケア認定看護師）・兼任 13

名，医療心理に関わる職種：臨床心理

士（兼任 1名）

□連携職種 管理栄養士，理学療法士（鍼灸資格あ

り），事務員

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 15.7日

□平均期間 22～ 28日（25.02日／継続コンサルテー

ションのみ）

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「治療の中止や変更の

際の支援」「遺族ケア（一部の方のみ介

入／遺族訪問など）」「医師，看護師など

への緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方も直接の指示も行っていない

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 569―1096 大阪府高槻市阿武野 1―1―1

TEL 072―696―0571 FAX 072―696―1228

□責 任 者 圓山誓信（緩和ケア）

□拠点病院 2002年 12月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

●高槻赤十字病院●

●星ヶ丘厚生年金病院
社団法人全国社会保険協会連合会●

□位置づけ 癌統合治療科

□メンバー 医師：専任 1名（緩和ケア科）・兼任 2

名（緩和ケア科，癌統合治療科），看護

師：兼任 1名，薬剤師：兼任 4名

□連携職種 栄養士，MSW（ケースワーカー）

□新規人数 （2006年 10月から開始，10月実績 6人）

□総 人 数 （2006年 10月から開始，10月実績 6人）

□在院日数 16日

□平均期間 稼動なし

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」

□処方など 処方も直接の指示も行っていない

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 578 ―8588 大阪府東大阪市西岩田 3―

4―5

TEL 06-6781-5101 FAX 06-6781-2194

□責 任 者 大西真理

□拠点病院 2003年 8月

□診療加算 2004年 8月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア室

□位置づけ 地域医療室

□メンバー 医師：専従 1名（麻酔科）・兼任 1.5人

（精神科，麻酔科），看護師：専従 1 名

（ホスピスケア認定看護師），薬剤師：

兼任 2名，MSW：兼任 1名，医療心理

に関わる職種：臨床心理士（兼任 1名）

□連携職種 栄養士

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 14.9日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」

□処方など 処方も直接の指示も行っている（疼痛

外来に来られているため，外来をとお

して直接処方・指示を行っている）

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒 682 ―0804 鳥取県倉吉市東昭和町

●鳥取県立厚生病院●

●東大阪市立総合病院●
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150

TEL 0858―27―8181 FAX 0858―22―1350

□責 任 者 金藤英二（内科）

□拠点病院 2003年 12月

□診療加算 ―

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアチーム（薬剤部）

□位置づけ 専門部会

□メンバー 医師：兼任４名（内科，外科，放射線

科，麻酔科），看護師：兼任７名，薬剤

師：兼任 2名，MSW：兼任２名

□連携職種 ―

□新規人数 5人未満

□総 人 数 10人未満

□在院日数 16日

□平均期間 ７～ 14日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「療養

先の調整」

□処方など 主治医の相談にのっている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 693―8501 島根県出雲市塩治町 89―1

TEL 0853―23―2111 FAX 0853―20―2292

□責 任 者 齋藤洋司（麻酔科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアセンター

□位置づけ 緩和ケアセンター

□メンバー 医師：兼任 6 名（麻酔科，放射線科，

精神科，消化器・一般外科，泌尿器

科），看護師：専従 1名・兼任 1名，薬

剤師：兼任 1名，MSW：兼任 1名

□連携職種 理学療法士，管理栄養士

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 11～ 20人以上

□在院日数 19.2日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「遺族ケア」「医師，看護師などへの緩

和ケアの教育・研修の実施」

●島根大学医学部附属病院●

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している（ペインク

リニック外来）

□所 在 地 〒 693―8555 島根県出雲市姫原 4―1―1

TEL 0853―22―5111 FAX 0853―21―2975

□責 任 者 尾崎信弘（消化器外科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ その他（地域がん診療連携拠点病院推

進委員会）

□メンバー 医師：兼任 3 名（外科，麻酔科，精神

科），看護師：兼任 2名（ホスピスケア

認定看護師，がん化学療法看護認定看

護師），薬剤師：兼任 1名，医療心理に

関わる職種：精神科医師（兼任 6名）

□連携職種 理学療法士，MSW

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 15.2日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「患者・家族へのカウンセリング，

支持的精神療法など精神的サポート」

「倫理的問題の検討」「治療の中止や変

更の際の支援」「医師，看護師などへの

緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 700―8511 岡山県岡山市伊福町 1―17

―18

TEL 086―252―2211 FAX 086―255―2224

□責 任 者 木村秀幸（外科）

□拠点病院 2002年 12月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

●岡山済生会総合病院●

●島根県立中央病院●
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□組織名称 なし

□位置づけ なし

□メンバー 医師：兼任 2 名（外科，緩和ケア科），

看護師：兼任 1 名（ホスピスケア認定

看護師），薬剤師：兼任 2名，MSW：

兼任 1名

□連携職種 なし

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 15.3日

□平均期間 18～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「療養

先の調整」「医師・看護師などへの緩和

ケア教育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 700―8607 岡山県岡山市青江 2―1―1

TEL 086―222―8811 FAX 086―222―8841

□責 任 者 松尾圭祐（呼吸器内科）

□拠点病院 2003年 12月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア小委員会

□位置づけ 癌センター運営委員会

□メンバー 医師：兼任 1 名（呼吸器内科），看護

師：兼任 3 名（ホスピスケア認定看護

師 1名），薬剤師：兼任 1名，MSW：

兼任 1名

□連携職種 ―

□新規人数 ―（2006年度活動開始のため）

□総 人 数 ―（2006年度活動開始のため）

□在院日数 15日

□平均期間 ―（2006年度活動開始のため）

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「療養

先の調整」「患者・家族へのカウンセリ

ング，支持的精神療法など精神的サポ

ート」「医師，看護師などへの緩和ケア

の教育・研修の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 実施していない

●総合病院岡山赤十字病院●

□所 在 地 〒 708―0841 岡山県津山市川崎 1756

TEL 0868―21―8111 FAX 0868―21―8200

□責 任 者 野中泰幸（外科）

□拠点病院 2006年 4月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 3名（一般外科 2名，内科 1

名），看護師：兼任 9名，薬剤師：兼任

1 名，心理医療に関わる職種：看護職

（兼任 1名）

□連携職種 事務職，MSW

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 16日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「治療

の中止や変更の際の支援」「医師，看護

師などへの緩和ケアの教育・研修の実

施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 734―8530 広島県広島市南区宇品神

田 1―5―54

TEL 082―254―1818 FAX 082―252―6261

□責 任 者 本家好文（緩和医療科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし（2003～ 2004年までは加算をとっ

ていたが，病棟開設のためチーム加算

を返上した）

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：専任 2名（緩和ケア科）・兼任 1

名（精神科），看護師：兼任 2名（がん

性疼痛看護認定看護師：１名，ホスピ

スケア認定看護師： 1名），薬剤師：兼

任 1名

□連携職種 臨床心理士，MSW

□新規人数 これから活動開始予定

●県立広島病院●

●津山中央病院
財団法人津山慈風会●
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□総 人 数 ―

□在院日数 14.8日

□平均期間 これから活動開始予定

□依頼内容 これから活動開始予定

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施予定

□所 在 地 〒 730―8518 広島県広島市中区基町 7―

33

TEL 082―221―2291 FAX 082―223―1447

□責 任 者 多田恵一（麻酔科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 14 名（麻酔科，内科，外

科，呼吸器外科，産婦人科，泌尿器科，

放射線科，通院治療センター，精神

科），看護師：兼任 4名，薬剤師：兼任

2名，MSW：兼任 4名，医療心理に関

わる職種：精神科医（兼任 4名）

□連携職種 なし

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 15.4日

□平均期間 ―（2007年 2月より活動予定のため）

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

院内ラウンドシートにチームのコメン

トを記載し，主治医，看護師へ返して

いる

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 730―8619 広島県広島市中区千田町

1―9―6

TEL 082―241―3111 FAX 082―246―0676

□責 任 者 石田照佳（外科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

●広島赤十字・原爆病院●

●広島市立広島市民病院●

□組織名称 緩和ケア（医療）室

□位置づけ 副院長直属

□メンバー 医師：兼任 6名（外科 1名，放射線科 1

名，麻酔科 3名，呼吸器内科１名），看

護師：専任 5 名，薬剤師：兼任 2 名，

MSW：兼任 1名，管理栄養士：兼任１

名，作業療法士：兼任１名

□連携職種 ―

□新規人数 5人未満

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 14.2日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先（在宅ケア・緩和ケア病棟

など）の調整」「患者・家族へのカウン

セリング，支持的精神療法など精神的

サポート」「倫理的問題（セデーショ

ン，他）の検討」「治療の中止や変更の

際の支援」「遺族ケア」「医師，看護師

などへの緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 738―8503 広島県廿日市市地御前 1―

3―3

TEL 0829―36―3111 FAX 0829―36―5573

□責 任 者 桐生浩司（放射線治療）

□拠点病院 2006年８月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 今後検討予定

□位置づけ 今後検討予定

□メンバー 医師：兼任 4名（放射線治療科，内科，

麻酔科，精神科），看護師：専任 4 名，

薬剤師：兼任 3名，MSW：兼任 2名，

医療心理に関わる職種：精神科医（専

任 1名）

□連携職種 ボランティア，傾聴ボランティア，管

理栄養士，理学療法士

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 14.5日（がん患者除く）

●廣島総合病院
広島県厚生農業協同組合連合会●
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□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている（疼

痛に関して）

□外来診療 開始に向けて検討中

□所 在 地 〒 739―0041 広島県東広島市西条町寺家

513

TEL 082―423―2176 FAX 082―422―4675

□責 任 者 上杉文彦（麻酔科）

□拠点病院 2006年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 副院長直属

□メンバー 医師：兼任 5 名（麻酔科，消化器科，

外科，呼吸器内科，精神科），看護師：

兼任 4 名（看護師長〈がん性疼痛看護

認定看護師〉，副師長，スタッフナース

2 名），薬剤師：兼任 1 名，MSW ：兼

任 1 名，医療心理に関わる職種：精神

科医（兼任 1名）

□連携職種 ―

□新規人数 ―

□総 人 数 ―

□在院日数 22.0日

□平均期間 ―

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 722―8508 広島県尾道市古浜町 7―19

TEL 0848―22―8111 FAX 0848―23―3214

□責 任 者 瀬浪正樹（麻酔科，救急医療，ペイン

クリニック）

□拠点病院 2006年 8年

●尾道総合病院
広島県厚生農業協同組合連合会●

●東広島医療センター
独立行政法人国立病院機構●

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケア推進委員会

□組織名称 緩和ケア推進委員会

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 8 名（麻酔科，放射線科，

精神科，耳鼻咽喉科，外科，内科），看

護師：兼任 28 名，薬剤師：兼任 2 名，

医療心理に関わる職業：精神科医（兼

任 1名）

□連携職種 社会福祉士，理学療法士，栄養士，事

務職

□新規人数 なし

□総 人 数 なし

□在院日数 16日

□平均期間 なし

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「医師，

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

の実施」「地域連携」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 769―1695 香川県観音寺市豊浜町姫

浜 708

TEL 0875―52―3366 FAX 0875―52-4936

□責 任 者 細川敦之（放射線科）

□拠点病院 2003年 12月

□診療加算 2005年 7月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：専任 1名（放射線科）・兼任 1名

（心療内科），看護師：専従 1 名（ホス

ピスケア認定看護師）・兼任 3名，（ホ

スピスケア認定看護師２名），MSW：

兼任 1 名，医療心理に関わる職種：臨

床心理士（兼任 1名）

□連携職種 なし

□新規人数 5人未満

●三豊総合病院●
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□総 人 数 31～ 40人

□在院日数 18日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「治療の中止や変更の際の支援」

「医師，看護師などへの緩和ケアの教

育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 760―8557 香川県高松市番町 5―4―

16

TEL 087―835―2222 FAX 087―834―8363

□責 任 者 鈴鹿伊智雄（外科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 2004年 11月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア推進室

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：専任 1名（神経内科）・兼任３名

（泌尿器科，放射線科，内科），看護

師：専従 1 名（がん性疼痛看護認定看

護師）・兼任 2名，薬剤師：兼任 3名

□連携職種 保健師，栄養士，作業療法士

□新規人数 5人未満

□総 人 数 10人未満

□在院日数 18.1日

□平均期間 38日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「医師，看護師などへ

の緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 791―0280 愛媛県松山市南梅本町甲

160

TEL 089―999―1111 FAX 089―999―1100

□責 任 者 谷水正人（消化器内科）

□拠点病院 2002年 3月

●四国がんセンター
独立行政法人国立病院機構●

●香川県立中央病院●

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 緩和ケア科

□メンバー 医師：兼任 3 名（緩和ケア科，消化器

内科，麻酔科），看護師：兼任 4名（緩

和ケア科 2 名，他病棟 1 名，がん相談

支援情報センター 1 名），薬剤師：兼任

1名，MSW：兼任 0.5名，医療心理に

関わる職種：臨床心理士（兼任 0.5名）

□連携職種 なし

□新規人数 31人以上

□総 人 数 41人以上

□在院日数 20日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「医師，看護師などへの緩和ケアの教

育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒792―8543 愛媛県新居浜市王子町 3―1

TEL 0897―37―7111 FAX 0897―37―7121

□責 任 者 安藤泰（麻酔科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和医療チーム

□組織名称 病院が設置する委員会などの 1つ

□位置づけ 病院が設置する委員会などの 1つ

□メンバー 医師：兼任 6名（麻酔科 1名，精神科 1

名，内科 2 名，外科 1 名，放射線科 1

名），看護師：兼任 3名，薬剤師：兼任

2名，MSW：兼任 1名，医療心理に関

わる職種：上記の精神科医が兼任

□連携職種 診療情報管理士 2名，事務員 1名

□新規人数 5人未満

□総 人 数 10人未満

□在院日数 22.3日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

●住友別子病院●
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つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「患者・家族へのカウンセリング，

支持的精神療法など精神的サポート」

「治療の中止や変更の際の支援」「医師，

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 798―8510 愛媛県宇和島市御浜町 1―1

TEL 0895―25―1111 FAX 0895―25―5334

□責 任 者 岡田憲三（外科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 2名（外科，産婦人科），看

護師：兼任 17名（ホスピスケア認定看

護師 1 名），薬剤師：兼任 1 名，

MSW：兼任 1名

□連携職種 食養科

□新規人数 5人未満

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 19.8日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「治療

の中止や変更の際の支援」「医師，看護

師などへの緩和ケアの教育・研修の実

施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 781―8555 高知県高知市池 2125―1

TEL 088―837―3000 FAX 088―837―6766

□責 任 者 青野寛，藤田博一，池田久及

□拠点病院 2002年 8月（高知県立中央病院時代に

取得）

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ がんセンター長直属

●高知医療センター●

●市立宇和島病院●

□メンバー 医師：兼任 2名（ペインクリニック科，

心療内科），看護師：兼任 1名（がん看

護専門看護師）

□連携職種 なし

□新規人数 ―

□総 人 数 ―

□在院日数 13日

□平均期間 ―

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「医師，看護師な

どへの緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 836―0861 福岡県大牟田市宝坂町 2―

19―1

TEL 0944―53―1061 FAX 0944―52―4653

□責 任 者 森田淑生（産婦人科），与田桂子

□拠点病院 2003年 12月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 看護部

□メンバー 医師：兼任 7 名（外科，内科，放射線

科，婦人科，麻酔科，精神神経科，整

形外科），看護師：兼任 2名，薬剤師：

兼任 1名，MSW：兼任 1名，医療心理

に関わる職業：リエゾン精神科医（兼

任 1名）

□連携職種 医療安全対策室

□新規人数 なし

□総 人 数 10人未満

□在院日数 17日

□平均期間 7日未満

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 826―8585 福岡県田川市上本町 10―18

TEL 0947―44―0460 FAX 0947―45―6540

●社会保険田川病院
財団法人 福岡県社会保険医療協会●

●大牟田市立総合病院●
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□責 任 者 八塚宏太（胸部外科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 事務局　医事課

□位置づけ 副院長直属

□メンバー 医師：兼任 6 名（内科，外科，産婦人

科，精神神経科，麻酔科），看護師：兼

任 14名，薬剤師：兼任 2名，MSW：

兼任 1 名，医療に関わる職種：臨床心

理士（兼任 1名）

□連携職種 管理栄養士，事務職員

□新規人数 5人未満

□総 人 数 10人未満

□在院日数 18.2日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「患者・家族へのカウンセリング，

支持的精神療法など精神的サポート」

「医師，看護師などへの緩和ケアの教

育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っていない

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 840―8571 佐賀県佐賀市水ヶ江 1―12―9

TEL 0952―24―2171 FAX 0952―29―9390

□責 任 者 犬塚貞明（外科，緩和ケア）

□拠点病院 2002年 12月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 緩和ケア（医療）科

□メンバー 医師：専任 1名（外科，緩和ケア）・兼

任 1名（精神科），看護師：専従 2名（ホ

スピスケア認定看護師 1名），薬剤師：

兼任 1名，MSW：兼任 1名，医療心理

に関わる職種：臨床心理士（専従 1名）

□連携職種 管理栄養士

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 16.2日

□平均期間 7日未満

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

●佐賀県立病院好生館●

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒 850―8555 長崎県長崎市新地町 6―39

TEL 095―822―3251 FAX 095―826―8798

□責 任 者 橋口順康（麻酔科）

□拠点病院 2002年 12月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 2名（麻酔科），看護師：兼

任 1名，薬剤師：兼任 2名，MSW：兼

任 1 名，医療心理に関わる職種：心療

内科（兼任 1名）

□連携職種 栄養士，理学療法士

□新規人数 5人未満

□総 人 数 41人以上

□在院日数 16日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 ペインクリニック外来で診察している

□所 在 地 〒 862―8505 熊本県熊本市湖東 1―1―

60

TEL 096―365―1711 FAX 096―365―1712

□責 任 者 橋口清明（麻酔科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 4 名（麻酔科，外科，婦人

科，呼吸器内科），看護師：兼任 4 名，

薬剤師：兼任 1名，MSW：兼任 1名

□連携職種 栄養士

□新規人数 5人未満

●熊本市立熊本市民病院●

●長崎市立市民病院●
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□総 人 数 10人未満

□在院日数 16.3日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指事は

行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者にの

み実施している

□所 在 地 〒 880―8510 宮崎県宮崎市北高松 5―30

TEL 0985―24―4181 FAX 0985―28―1881

□責 任 者 石川恵美（腫瘍内科）

□拠点病院 2003年 8月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 医院長直属

□メンバー 医師：兼任 5名（内科 2名，外科 1名，

麻酔科 1名），看護師：兼任 6名，薬剤

師：兼任 1名，MSW：兼任 1名

□連携職種 栄養士

□新規人数 5人未満

□総 人 数 10人未満

□在院日数 17日

□平均期間 7日未満

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「療養

先の調整」「患者・家族へのカウンセリ

ング，支持的精神療法など精神的サポ

ート」「医師，看護師などへの緩和ケア

の教育・研修の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 905―8611 沖縄県名護市宇茂佐 1712―3

TEL 0980―54―1111 FAX 0980―53―3271

□責 任 者 高江洲裕（外科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ なし

□メンバー 医師：兼任 4 名（消化器内科，一般外

●北部地区医師会病院
社団法人 北部地区医師会●

●県立宮崎病院●

科，呼吸器内科，精神科），看護師：専

任 1 名（看護師師長）・兼任 2 名（看

護師主任），薬剤師：兼任 1 名，

MSW：兼任 1名，医療心理に関わる職

業：臨床心理士（兼任 1名）

□連携職種 なし

□新規人数 5人未満

□総 人 数 10人未満

□在院日数 12.1日

□平均期間 7日未満

□依頼内容 「うつ，不安，せん妄など精神症状への

対応」「患者・家族へのカウンセリング，

支持的精神療法など精神的サポート」

□処方など 処方は行っているが，直接の指示は行

っていない

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 902―8511 沖縄県那覇市古島 2 ―31―1

TEL 098―884―5111 FAX 098―885―9596

□責 任 者 與儀實津夫（外科）

□拠点病院 2005年 1月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：専従 1名（外科）・兼任 1名（精

神科），看護師：兼任 1名，薬剤師：兼

任 1名，MSW：兼任 1名，理学療法士

□連携職種 ―

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 15日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討・

治療の中止や変更の際の支援」「医師，

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

の実施」

□処方など 処方は一部（精神科で扱う薬）行って

いる。直接の指示は行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

●那覇市立病院●
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□所 在 地 〒 010―0933 秋田県秋田市川元松丘町

4―30

TEL 018―823―4171 FAX 018―866―7026

□責 任 者 橋爪隆弘（外科）

□拠点病院 なし

□診療加算 2006年 6月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 がん治療支援・緩和ケアチーム

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：専従 1名（外科）・専任 1名（精

神科）・兼任 1名（麻酔科），看護師：

専従 1名（ホスピスケア認定看護師）・

兼任 10名，臨床心理に関わる職種：臨

床心理士（兼任 1名）

□連携職種 栄養士 1 名，理学療法士 1 名，主事 1

名

□新規人数 ―（2005年のデータなし）

□総 人 数 ―（2005年のデータなし）

□在院日数 14.3日

□平均期間 ―（2005年のデータなし）

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング」「支持的精神療法など

精神的サポート」「医師，看護師などへ

の緩和ケアの学習会開催」「市民公開講

座の開催」

□処方など その時により提案のみのこともあれば，

処方・直接の指示を行うこともある。

□外来診療 2007年 3月から実施

□所 在 地 〒 105―8471 東京都港区西新橋 3―19―

18

TEL 03―3433―1111 FAX 03―3436―2171

□責 任 者 井上大輔（腫瘍・血液内科）

□拠点病院 なし

□診療加算 2005年 2月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 腫瘍・血液内科

□メンバー 医師：専従 1 名（麻酔科）・専任 1 名

●東京慈恵会医科大学附属病院●

●市立秋田総合病院● （精神科），看護師：専従 1 名・専任 1

名

□連携職種 ペインクリニック

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 14.6（2007 年 1 月）

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など具体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」

□処方など 処置（精神ブロック療法など）はいず

れもチームで行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 113―0033 東京都文京区本郷 3―1―3

TEL  03―3813―3111 FAX 

□責 任 者 井関雅子（麻酔科ペインクリニック）

□拠点病院 なし

□診療加算 2003年 1月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアセンター

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：専従 1 名（麻酔科ペインクリニ

ック）・専従 1名（精神科）・兼任 1名

（麻酔科ペインクリニック），看護師： 1

名（ホスピスケア認定看護師），

MSW：兼任 1名

□連携職種 理学療法士，病棟薬剤師

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 21～ 30人

□在院日数 14日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「医師，

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

の実施」「複数の担当医間の調整」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

●順天堂大学医学部附属順天堂医院●

■緩和ケア診療加算の承認を受けている病院（がん診療連携拠点病院未指定）
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行っている

□外来診療 原則的には実施していないが，入院中

チームで関わった患者は必要があれば

ケア・ペインクリニック外来で疼痛コ

ントロール

□所 在 地 〒 113―8655 東京都文京区本郷 7―3―1

TEL 03―3815―5411 FAX 03―5800―8725

□責 任 者 中川恵一（放射線治療学）

□拠点病院 なし

□診療加算 2005年 3月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア診療部

□位置づけ 入院診療運営部

□メンバー 医師：専従 1名（緩和ケア）・専任 1名

（精神科）・兼任 6名（麻酔科，心療内

科，漢方，精神科），看護師：専従 1名

（ホスピスケア認定看護師），薬剤師：

専任 1名

□連携職種 理学療法士 1名

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 13.5人

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「医師，

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 継続診療が必要な場合，外来主治医受

診時のコンサルテーションを行ってい

る

□所 在 地 〒 142―8666 東京都品川区旗の台 1―5―8

TEL 03―3784―8416 FAX 03―3784―8420

□責 任 者 樋口比登実（ペインクリニック〈神経

ブロック〉）

□拠点病院 なし

□診療加算 2002年４月

●昭和大学病院●

●東京大学医学部附属病院●

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアセンター

□位置づけ 医院長直属

□メンバー 医師：専従 1 名（麻酔科ペインクリニ

ック）・専任 1 名（精神科），看護師：

専従 1 名（がん性疼痛看護認定看護

師）・専任 1名（がん看護専門看護師）

□連携職種 MSW： 3名，退院調整ナース，薬剤師

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 31～ 41人以上

□在院日数 約 17日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「治療の中止や変更の

際の支援」「医師，看護師などへの緩和

ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 228―8555 神奈川県相模原市北里 1―

15―1

TEL 042―778―8111 FAX 042―778―9371

□責 任 者 外須美夫（麻酔科学）

□拠点病院 2006年 12月

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア室

□位置づけ 中央診療施設系部

□メンバー 医師：兼任 3 名（麻酔科，精神神経

科），看護師：専従 1名（がん看護専門

看護師）

□連携職種 ―

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 41人以上（150人）

□在院日数 14.5日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「患者・家族へのカウンセリング，

支持的精神療法など精神的サポート」

●北里大学病院●
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「倫理的問題の検討」「医師，看護師な

どへの緩和ケアの教育・研修の実施」

「その他（ケアの方向性の検討，患者や

家族への対応方法のコンサルテーショ

ン，チーム内の意見の調整，トータル

ペインのアセスメント）」

□処方など 状況にあわせて処方する。状況にあわ

せて，直接指示を行う

□外来診療 状況にあわせて実施する

□所 在 地 〒 234―8503 神奈川県横浜市港南区南

台 3―2―10

TEL 045―832―1111 FAX 045―832―8335

□責 任 者 山崎安信（外科）

□拠点病院 なし

□診療加算 2002年 10月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア相談室

□位置づけ 院内委員会

□メンバー 医師：専従 1名（緩和医療科）・兼任 4

名（外科，内科，麻酔科，神経科），看

護師：専従 1 名（がん看護専門看護

師）・兼任 1名（がん看護専門看護師），

薬剤師：兼任 3名，MSW：兼任 1名

□連携職種 医事課，栄養部

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上（104人）

□在院日数 13.2日

□平均期間 29日以上（66.8日〈外来を含む〉）

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「医師，

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

の実施」「その他（地域連携の促進）」

□処方など 新規処方は行うが，継続処方は主治医。

直接指示は場合により行う

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 259―1193 神奈川県伊勢原市望星台

●東海大学医学部付属病院●

●横浜市南部病院
恩賜財団済生会●

TEL 0463―93―1121 FAX 0463―95―6491

□責 任 者 江口研二（腫瘍内科）

□拠点病院 2007年 4月

□診療加算 2004年 4月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ オンコロジーセンター

□メンバー 医師：専従 1名（外科）・専任 1名（精

神科）・兼任 2名（麻酔科），看護師：

専従 1 名（がん性疼痛看護認定看護

師）・兼任 1名（がん性疼痛看護認定看

護師），薬剤師：兼任 1名，MSW：兼

任７名

□連携職種 栄養士，訪問看護師

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 12.5日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート・医師，看護師などへ

の緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒 371―0014 群馬県前橋市朝日町3―1―36

TEL 027―224―4585 FAX 027―243―3380

□責 任 者 田中俊行（消化器外科）

□拠点病院 なし

□診療加算 2006年 4月

□院内名称 かんわ支援チーム

□組織名称 かんわ支援室

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：専従 1名（消化器外科）・専任 1

名（精神科），看護師： 1名（ホスピス

ケア認定看護師），薬剤師：専任２名，

MSW：専任 1名

□連携職種 作業療法士，栄養士，事務職，NST，

褥瘡チーム

□新規人数 21～ 30人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 13.3日

●前橋赤十字病院●
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TEL 052―652―7711 FAX 052―652―7783

□責 任 者 家田秀明（緩和医療科）

□拠点病院 なし

□診療加算 2003年 4月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアセンター

□位置づけ 緩和ケア科

□メンバー 医師：専従 1名（緩和医療科）・専任 2

名（緩和医療科，精神科），看護師：専

従 1 名（日本看護協会緩和ケア実習終

了，現在，2人目が緩和ケア認定看護師

取得中），薬剤師：兼任 2名，MSW：

兼任 1 名，放射線技師：兼任１名，医

療心理に関わる職種：臨床心理士（兼

任 1名）

□連携職種 医療療法士：兼任 1名

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 41人以上（統計では 140 人／年間）

□在院日数 14日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している

□所 在 地 〒 457―8510 愛知県名古屋市南区三条

1―1―1

TEL 052―691―9151 FAX 052―692―5120

□責 任 者 松田眞佐男（外科〈担当管理者〉）

□拠点病院 あり（2007年１月認定）

□診療加算 2003年 5月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアチーム（「特殊医療チーム」と

してのポジション）

□位置づけ 病院長直属（特殊医療チームとして）

□メンバー 医師：専従 1名（緩和ケア部）・専任 1

名（精神科）・兼任 4名（外科，消化器

科，放射線科，精神科），看護師：専従

1名（ホスピスケア認定看護師）・兼任

4名，薬剤師：兼任 1名，MSW：兼任

●社会保険中京病院●
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□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など具体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「遺族ケア」

□処方など 原則的には処方は行っておらず，推薦

処方ということでアドバイスをしてい

る

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 409―3898 山梨県中央市下河東 1110

TEL 055―273―111 FAX 055―273―6755

□責 任 者 飯嶋哲也（麻酔科学）

□拠点病院 あり（2007年１月）

□診療加算 なし（2007年４月取得予定）

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 医療チームセンター

□位置づけ 中央診療部門「医療チームセンター」

□メンバー 医師：専従 1 名（麻酔科）・専任 1 名

（精神神経科），看護師：専従 1名，薬

剤師：専任 1名

□連携職種 医療福祉支援センター，栄養士，褥瘡

対策チーム，理学療法士

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 20日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「医師，

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

の実施」

□処方など 原則的には処方も直接の指示も行って

いないが，状況に応じて（緊急避難的

に），処方も指示も行うことがある

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 454―8502 愛知県名古屋市中川区松

●名古屋掖済会病院●

●山梨大学医学部附属病院
国立大学法人●
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1名，医療心理に関わる職種：臨床心理

士（兼任１名）

□連携職種 栄養士，歯科衛生士，マッサージ師

□新規人数 11～ 20人１月（13.8人）

□総 人 数 11～ 20人１日（12.7人）

□在院日数 平均 14.7日

□平均期間 22～ 28日（平均 28.1日）

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応（95％）」

「うつ，不安，せん妄など精神症状への

対応」「療養先の調整」「患者・家族へ

のカウンセリング，支持的精神療法な

ど精神的サポート」「倫理的問題の検

討」「治療の中止や変更の際の支援」

「遺族ケア」「医師，看護師などへの緩

和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している（2006年 10月から）

□所 在 地 〒 448―8510 愛知県春日井市鷹未町 1―

1―1

TEL 0568―57―0057 FAX 0568―57―0067

□責 任 者 蔭山幸枝（看護）

□拠点病院 なし

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケア対策委員会

□位置づけ 42ある院内委員会のうちの 1つ

□メンバー 医師：専任 1 名（外科）兼任 4 名（呼

吸器系科，麻酔科，メンタルヘルス科，

外科），看護師：専任 1名（がん診療に

従事する看護師研修修了者）兼任 3 名

（日本看護協会がん診療に関する研修修

了者），薬剤師：兼任 2名，MSW：兼

任 1 名，医療心理に関わる職種：臨床

心理士：兼任 2名

□連携職種 医事科職員

□新規人数 5人未満

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 16日

□平均期間 7～ 14日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

●春日井市民病院●

精神的サポート」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 520―0804 滋賀県大津市本宮 2―9―9

TEL 077―522―4607 FAX 077―521―5414

□責 任 者 津田　真（緩和ケア科）

□拠点病院 なし

□診療加算 2002年 9月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：専従 1名（緩和ケア科）・専任 1

名（精神科），看護師：専従 1名（がん

看護専門看護師），医療心理に関わる職

業：カウンセラー（兼任 1名）

□連携職種 ―

□新規人数 5人未満

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 13日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「患者・家族へのカウンセリング，

支持的精神療法など精神的サポート」

「医師，看護師などへの緩和ケアの教

育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 530―8480 大阪府大阪市北区扇町 2―

4―20

TEL 06―6312―1221 FAX 06―6361―0588

□責 任 者 山岡義生（外科）

□拠点病院 なし

□診療加算 2005年 7月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ

□メンバー 医師：専従 1名（外科）・兼任 3名（内

科，精神科，麻酔科），看護師：専従 1

名（がん性疼痛看護認定看護師）・兼任

●医学研究所 北野病院
財団法人田附興風会●

●大津市民病院●
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3名（ホスピスケア認定看護師 1名，看

護師 2名），薬剤師：兼任１名

□連携職種 ―

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 14日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など具体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「医師，看護師などへ

の緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 540―0006 大阪府大阪市中央区法円

坂 2―1―14

TEL 06―6942―1331 FAX 06―6943―6467

□責 任 者 小川朝生（精神神経科）

□拠点病院 なし

□診療加算 2004年 7月

□院内名称 がんサポートチーム

□組織名称 なし

□位置づけ がんセンター長直属

□メンバー 医師：専従 1名（精神神経科）・専任 1

名（消化器科），看護師：専従 1名（が

ん看護専門看護師）・兼任 3名（がん性

疼痛看護認定看護師，がん化学療法看

護認定看護師），薬剤師：兼任 1 名，

MSW：兼任 1名

□連携職種 ―

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 17日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「医師，

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

●大阪医療センター
独立行政法人国立病院機構●

の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 565 ―0871大阪府吹田市山田丘 2-15

TEL 06―6879―5111 FAX 06―6879―5019

□責 任 者 谷向　仁（神経科・精神科）

□拠点病院 なし（申請中）

□診療加算 あり

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 緩和ケアチーム

□位置づけ 保健医療福祉ネットワーク部

□メンバー 医師：専任 1名（神経科・精神科）・兼

任 6名（緩和ケア，麻酔科，内科），看

護師：専従 1 名（がん看護専門看護

師）・兼任 1名（がん看護専門看護師），

薬剤師：兼任 2名

□連携職種 MSW，臨床心理士

□新規人数 11～ 20人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 21.9日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「医師、

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

の実施」

□処方など 処方は行っていないが、直接の指示は

行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 562―8562 大阪府箕面市菅野 5―7―1

TEL 072―728―2001 FAX 072―728―8232

□責 任 者 谷口　謙（精神科）

□拠点病院 なし

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 4 名（精神科，麻酔科，内

●箕面市立病院●

●大阪大学医学部附属病院●
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科，外科），看護師：兼任 8名（がん化

学療法認定看護師 1名），薬剤師：兼任

1名，MSW：兼任 1名，医療心理に関

わる職種：精神科医（兼任 1名）

□連携職種 栄養士

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 31～ 40人

□在院日数 11.4日

□平均期間 29日以上

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 675―2393 兵庫県加西市北条町横尾

1―13

TEL 0790―42―2200 FAX 0790―42-3460

□責 任 者 城谷知彦（呼吸器内科）

□拠点病院 なし

□診療加算 2003年 11月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 なし

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：専従 1名（呼吸器内科）・専任 1

名（精神科），看護師：専任 2名（ホス

ピスケア認定看護師），薬剤師：兼任 1

名，MSW：兼任 1名

□連携職種 管理栄養士

□新規人数 5人未満

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 16.5日

□平均期間 ―

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「医師，看護師な

どへの緩和ケアの教育・研修の実施」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者のみ

に実施している

□所 在 地 〒 773―8502 徳島県小松島市小松島町

字井利ノ口 103

●徳島赤十字病院●

●市立加西病院●

TEL 0885―32―2555（代） FAX 0885―32

―0719（医療相談支援センター）

□責 任 者 郷　律子（麻酔科部長）

□拠点病院 あり（2007年１月）

□診療加算 なし

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 医療相談支援センター

□位置づけ 病院長直属

□メンバー 医師：兼任 2名（麻酔科，神経科），看

護師：兼任 1 名（ホスピスケア認定看

護師），薬剤師：兼任 1名，医療心理に

関わる職種：心理判定員（兼任 1名）

□連携職種 ―

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 9.8日

□平均期間 15～ 21日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング，支持的精神療法など

精神的サポート」

□処方など 処方も，直接の指示も行っている

□外来診療 実施していない

□所 在 地 〒 849―8501 佐賀県佐賀市鍋島 5―1―1

TEL 0952―31―6511 FAX 0952―34―2011

（総務課）

□責 任 者 佐藤英俊（地域包括緩和ケア科）

□拠点病院 なし（ただし，2007年 1月末指定予定）

□診療加算 2005年 11月

□院内名称 緩和ケアチーム

□組織名称 地域包括緩和ケア科

□位置づけ 緩和ケア科

□メンバー 医師：専従 1 名（地域包括緩和ケア

科）・専任 1名（精神科），看護師：専

従 1 名（ホスピスケア認定看護師）

MSW：兼任 1名，薬剤師：兼任 1名

□連携職種 管理栄養士

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 41人以上

□在院日数 22.1日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など具体的症状への対応」「う

●佐賀大学医学部付属病院
国立大学法人●
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つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「患者・家族への

カウンセリング」「支持的精神療法など

精神的サポート」「倫理的問題の検討」

「治療の中止や変更の際の支援」「医師，

看護師などへの緩和ケアの教育・研修

の実施」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者にの

み実施している

□所 在 地 〒 985―8506 宮城県塩竈市錦町 16―5

TEL 022―365―5175 FAX 022―365―6555

□責 任 者 北山治仁（消化器内科）

□拠点病院 なし

□診療加算 2005年 9月

□院内名称 緩和ケアチーム

●宮城厚生協会 坂総合病院●

□組織名称 なし

□位置づけ 内科

□メンバー 医師：専任 1名（消化器内科）・兼任 1

名（精神科），看護師：専任 1名（ホス

ピスケア認定看護師），薬剤師：兼任 1

名，MSW：兼任 1名

□連携職種 NST，管理栄養士

□新規人数 5～ 10人

□総 人 数 11～ 20人

□在院日数 14日

□平均期間 22～ 28日

□依頼内容 「疼痛など身体的症状への対応」「う

つ，不安，せん妄など精神症状への対

応」「療養先の調整」「倫理的問題の検

討」「治療の中止や変更の際の支援」

□処方など 処方は行っていないが，直接の指示は

行っている

□外来診療 コンサルテーションを受けた患者と外

来新規患者に実施している


