株式会社アトラス旅行主催、在宅医療看護研修「北イタリアの小さなホスピス」６日間参加
参加者：
「誰も知らないイタリアの小さなホスピス」の著者、金沢美術工芸大学教授 横川善正氏、主
催旅行会社社長 木村幸生氏、看護系大学教員 7 名、看護系大学学生 1 名 計 11 名参加。
●医療機関、特別養護老人ホーム、在宅機関等、施設の性質に応じて、サービス利用者のことを、対象者、
事例、ケース、症例、入所者、入居者、利用者、患者等と表現する場合はあるが、ここでは、
「患者」と
表現した。
平成 25 年 9 月 3 日（火）午後 「Azienda Sanitaria di Firenze=ASF」視察
1.管理部門の副事務長より講義
ASF は、イタリア国民のための健康福祉システムの一環として、1995 年にイタリア政府によって設立さ
れた国有企業である。
フィレンツェ近郊の 33 市、80 万人の住民、8 病院のケアサービスに関わる管理を行っている。実際に
は、トスカーナ地方統括の州立会社といった位置づけで、半官半民企業となる。公衆衛生局としてはイタ
リア最大の規模である。フィレンツェエリアで提供されるほぼ全ての保険サービスのマネジメントを統括
している。児童への保健教育にも力を注いでおり、複数のインターナショナルプロジェクトのもとでパレ
スチナなど途上国における健康増進のための支援なども積極的に行っている。
1978 年～法整備がなされ、各医療機関は、国民一人一人の健康を国が保障することを実現する機関
（健康管理、予防）として権限をもった機関として、最近 10 年間で独立性および自立性が認められた。
現在、医療機関は 170 か所あり、それぞれが連携していくシステムを作っている。連携の主な目的は、患
者のニーズに応じて、多機関による最善の治療が受けられるようなシステム、ソフト開発、患者情報の共
有等である。
ESTAV は、病院における薬の管理等、テクニカルサポート機関である。
Societa della Salute：病院等、地域医療に関する社会資源をつなぐサポート機関。一般の連合組織。
財政の流れは、Stato(スタート：国家)
↓
Red ioni(州=県)
↓
USL(Crited regionall)医療機関：人口数+年齢層等で指数をだし、地域に設置される。
↓
GESTIONE 地方自治体(行政機関)
Fiscalita Gemerale 医療財源
↓
Improve Dirette:IRPEFeIRAP 直接税と Imptove 間接税・・・基本的に医療は無料である。
※薬は別
APPROPIA TEZZA…
但し、優先的に医療を利用できるようになる等のメリットのある「チケット」を有料で購入することも
可能である。裕福な人は、社会貢献としてこのチケットを購入することもある。
イタリアの医療計画
国レベルの医療計画（３年ごと）
①地域別の介入方法の提示
②疾病データに応じたサポートレベルの決定
③将来像を描いて管理プロジェクトを立てる
州レベル（州のコントロール機能、州の独自性の追加、医療機関、保健所、財政管理）
※地域に密着した各医療機関、保健所等に対するコントロール機能
①国の財政に基づいてどのような計画を立てるのか
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②個別サービスをどのようにシステム化していくか、既存サービスの見直し
③現状の医療サービスの質を査定する⇒どうやって質向上させていくのかを検討する
保健所の支援（医療機関の選定基準管理、170 の医療機関の無償サービス管理等）
・住民によるホームドクターの決定と登録（14 歳未満は小児科のホームドクター、14 歳以上は通常
のホームドクター。ホームドクターは自由に変更できる。ホームドクターを選ぶこと、変更すること等は
国民の権利である。
）
・ホームドクターと医療機関（一定の条件を満たしている）との連携の推進を支援している。
国の予算における医療費の占める割合：トスカーナ州フィレンツェ 80 万人の人口で、国から年間 150
万ユーロを割り当てられている。
国民の医療に関する納税意識：首相自らが TV の CM に出演して納税するようアピールしている。国民は
サービスは受けたいが税は払いたくない。国に対して、疑心暗鬼なのか？
自分が納入した税金が、どのように使われているのか？意識の高い人は追跡し、情報開示を求めるとい
った活動を 10 年以上前から行っている NPO 法人がある。納税額の 1000 分の 5 を寄付してもらう。すべて
が公に申告が認められているかといえばそうではない。様々である。
トスカーナ州には３つの大学病院がある。
（ピサ、フィレンツェ、シエナ）
公的補助は、公立病院と国に認可された私立病院になされる。
国から支給される医療費には基準がある。各州の特徴もある。
法律では、所得に関係なくどのような人でも、国民であれば医療サービスを受ける権利がある。
国が医療サービスとして認めないもの＝科学的根拠のなり医療サービス、効率的でない医療サービス
医療サービスへのアクセス方法：
①ホームドクター受診
②救急車（℡118 番）
③自ら救急外来へ
処方箋（オレンジカード）に経済状況の記入欄がある。
納税者番号（生後すぐ付与される）
、ホームドクターコード、薬のコード、検査コード
※この処方箋による「薬」は、特殊なもの以外は 2€で購入できる。
医療カード（IC チップ付でそれによって各自の医療情報へアクセスできる、本人認証可能）
トスカーナ州（フィレンツェを含む）医療圏 802,084 人の医療サービス状況
医療サービスに関する社会資源
・専門職：6536 人
・ホームドクター等医師：730 人
・病院：6 か所、計 1,022 床
・国に認可された私立の老人ホーム：138 か所
・老人ホーム：82 か所
医療サービス利用状況
・118（救急）番℡：1,300 件/日
・手術：243 人/日
・血液検査：3,614 人/日
・病院コールセンターへ予約取り消し℡：6,539 人
・処方箋の受理者：23,264 人（頻度？）
・精神病の治療：1,163 人（頻度？）
福祉サービス
行政（市町村）と民間施設が組んで介護、福祉サービスを提供していく。要介護申請は行う。窓口は、
医療機関（老人科の医師、社会福祉士、ボランティア等）または市の福祉課である。その後、高齢者評価
査定を行い、要介護認定された場合、施設入所待機リストにのる。
平均在院日数：6～7 日/人/入院
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イタリアでの病院の役割は、在宅へ戻すことである。在宅が目標である。公的サービス（訪問サービス）
を導入することもある。
在宅看取りについて：イタリアでは自宅で亡くなる人の割合が多い。
がん末期の人のためのホスピスは、トスカーナ州で公立 3 か所。しかし、ホスピスに入りたい人は少な
く、そこでの看取りも少ない。
ここの病院では、緩和ケア病棟をつくる予定も今のところはない。
……………………………………………………………………………………
フィレンツェの全病院組織の管理者（トップ）の講義
イタリアの病院は 1287 年開設、サンタマリアノーア病院（17 床）が最初である。一人の患者に対して、
２、３人のスタッフ、大きい木のベッド、寒さをしのいで、温かい場所を提供した。イタリアの病院の多
くは、キリスト教巡礼者、旅人を受容れることからはじまった。しかし、ここの病院は、そうではない。
フィレンツェ市民のために作られた病院である。創始者は著名な銀行マンである。当時の銀行は高利貸し
を主としていたため、その償いの意味で病院を設立した。ダンテ（作家）の関連の人。
レオナルドダビンチの有名なデッサンの一つである「解剖図（筋肉）
」はフィレンツェの病院で描かれた。
ここの病院職員の約 60%は看護師である。380 人。ここの病院では、組織改革に努めてきた。
「Head of Healthcare in Europe KPMG in the UK」の言葉を理念として改革をスタートさせた。
「患者の個のケアの質（個別化）をあげることで、効率があがる。
」
看護師の得た知識を患者に還元でき、患者が活用できるように看護師の教育体制を整えた。それが、費用
対効果になる。看護師全員が、改革前の状態に戻りたくないと述べている。
組織改革
①目的をもつ。具体的に、段階的に目的が設定されたプログラム
②一人の患者について複数の専門職が情報共有できるようにしていく
③情報テクノロジーの向上
情報に関しては、看護部門だけでなく、診療部門等の中心部門が認めないと実行できない
Lean Organization(より少なく、シンプルにしていく)教育の段階も。
La cellalla di assitenza
改革前は、患者に～をしなければならない。日常サービスへのアクションから考えていった。つまり、患
者へ意識が向いていなかった。改革後は、一人の患者に対して、複数の看護師が関わっていった。患者を
中心に据えた改革が始まった。日本トヨタ「KAIZEN」も参考にした。工業生産の流れが分担されていた。
それを一人の人間がすべての段階（過程）を担っていく（=プライマリケア）。2007 年から導入し、内科、
外科から始まり、すべての病棟で行われている。
◎患者に付加価値を与える。
①目標を患者中心にする。個別化された援助内容。どうすることが患者にとって付加価値となるのか、
感じられるのかを考え見出す。
②インフォメーションのシステム：医師と看護師のデータを共有できるようにしてサインも明確にした。
この改革は、医療の中心である医師の理解を得ることが難しく医師との葛藤が強かった。
③医師の診察後、看護師とのブリーフィング briefing（話し合い）の機会ももつようになった。医師
による外来診療、入院時の診察等、医師の補助として看護師配置をやめた。
病室のレイアウト：患者のベッドサイドに看護師がいる時間を長くするよう、病室の環境整備を行った。
対応の柔軟性：患者を動かさず、スタッフが動く
病室に患者が必要とするもの（おおよそ何でも）を取り入れる。看護師が作業に使うもの（オンラインカ
ルテ等の入った PC）も病室へ持ち込む。これで、看護師の滞在を長くすることができる（会話）
。消耗品
等、補充を要する状況のサインもつけている。誰が補充したのか、サインする、看護師の力が患者へ集中
的に注げるように「レセプション」というシステムを活用している。
組織改革は、管理運営部門が一方的に進めたのではなく、2,000 人の看護師へのアンケート調査結果+外
部の専門職の意見をもとに、看護師参加型で改革を進めた。
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組織改革の看護師の評価は、意欲が向上し、士気が向上し報酬も UP した。国の予算を活用し、人材養成
等へ教育投資を行った。
…………………………………………………………………………………
平成 25 年 9 月 4 日（木）午前「在宅支援機関に関する講義、往診および訪問看護現場の視察」
Associazione Tumori Tscana A.T.T.視察
テーマ「メディカルエグザミネーション&トリートメント、ナーステラピー」
イタリアの「博愛」を学ぶ
内容：医師ジュゼッペスピネッリ氏（協会創立者）の講義および医師、看護師との在宅同行訪問
○医師ジュゼッペスピネッリ氏（協会創立者）の講義
「ボス」としての活動はすべてボランティアであり、給料は所属している病院から支給されている。
・組織について
がん患者の在宅ケアを主の業務としている。患者の負担はなく、サービスはすべて無料である。介護
および介助とケアは異なる。それを常に追究している。
・原則１）
①患者のニーズを基本とする。
※医師、看護師、臨床心理士、介護士等の給与は協会から支出している。あとはボランティア。
②財源は２つ
国の補助金はなし。第１に募金活動（ボランティア）および、第２に寄付金集めによる資金集め
この協会ではトスカーナ地区１日 300 人の自宅を訪問している。年間 1,000 人の新規申請がある。
・原則２）
①24 時間 365 日体制（基本は医師、看護師である）
進行性の多いがん患者へのケアとしての基本姿勢。本人・家族等から連絡を受けて 24 時間以内に
医師を自宅へ派遣する。
②申請後の処理：初診で査定、評価し誰が訪問するのか（担当）
、訪問頻度は？、費用は？等を決め
る。
③医療器具の提供
車いす、点滴スタンド、エアマット、移送・運版の車の手配等
☆重要なことは、現場をみること。そして、倫理的配慮を重視すること。テクノロジー、オンラインカル
テ等を駆使している。医師、看護師等のチームで情報交換する。
○医師による往診および訪問看護師による看護に関する現場の視察
医師：ルイーザ レオンチーニ氏（レオンチーニは、小さなライオンという意味。女医。
）緩和医療を専
門とする医師
看護師：ティーナ氏（女性）
看護師は、採血から始まり、検体を所定の場所へもっていき、薬・点滴、創処置等を行う。
訪問は、AM8：00～PM16：00
※患者のカルテは、基本的にすべて自宅で保管している。
1 ケース目
70 歳代（推測）男性、夫婦２人暮らし。一軒家（持家）
。
大腸がんにより、手術を実施し、その後化学療法１クール実施し、在宅へ移行するため、この協会の在
宅サービスを利用した。この在宅サービスは、入院先の医師から情報提供を受けて申請した。
現在、食欲が低下し、下痢が続き、栄養状態不良、体重減少がある。そのため。点滴療法を在宅で実施
している。訪問頻度は、これらの状況から看護師による訪問は最近２週間は毎日であった。その成果もあ
って、体重は 3 キロ増加した。医師は最初、５日に１回、１週間に１回、10 日に１回また患者側の要請
に応じて訪問した。今回のように医師と看護師とペアで訪問する場合もあれば、それぞれが単独で訪問す
ることもある。１回の訪問は 30 分くらいが平均であるが、心理サポートが必要な場合は 90 分以上のこと
もある。ケースバイケースである。看護師の毎日のサポートだけでなく、妻の協力も必須である。今日は、
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術後の創処置（膿排出と消毒、ガーゼ保護等、医師と看護師で実施する）
。
栄養状態の管理、体重増加等を目的とした点滴管理は、次クールの化学療法のための準備（体調管理）
である。
①患者と家族へ挨拶、患者の表情等を観察する（医師）
②医師が血圧・脈拍・SPO2 を計測し、看護師が値をカルテへ記入する。
③問診：
「食事は摂っているか。
」等。
④舌の診察：化学療法の副作用による粘膜のダメージ状況、舌苔の状況、乾燥、自覚症状として味覚異
常等の観察。
⑤下肢（特に下腿）浮腫の状況。
⑥背部と腹部の聴診、打診。
我々に診察の意味を説明
患者と家族への指導：先週は気温が上昇し暑い日が続いたので、脱水症状がないか、飲水を促す。化学
療法の副作用による影響、特に口腔内の状況を確認し、味覚異常を緩和するため舌苔を除去する薬の処方
箋を記入した。
処方箋は、国から定められた形式ではなく、その場（患者宅）で、医師が患者と家族に説明して、同意
を得て A.T.T.のメモ用紙に記載・署名したものであった。患者または家族は、このメモ書きの処方箋を
持って、直接薬局へ行き処方を受ける、または、ホームドクターに相談してから薬局へ行く等である。通
常、処方箋はホームドクターを通すと安価になる（オレンジカード記入）しかし、薬の種類によってはダ
イレクトに薬局へ行き、定額を支払う場合もある。または、どうしてもその薬が必要な場合は、無料にな
ることもある。それは、病院の治療医師が判断することである。
◎妻より、
「24 時間体制は安心」と言葉があった。何かあった時に医師に相談できることも安心につな
がっているとのことだった。
また、患者と家族は、定期的に受診している病院の外来で、医師から「治験」紹介され、引き受けたこ
とについて、医師へ相談していた。医師より問題ないと言われると患者も家族も安心していた。
2 ケース目
55 歳、女性、息子と２人暮らし。大腸がんと卵巣がんであるが、手術できない状況であったため化学
療法を実施した。しかし、化学療法の反応が悪く、中断し、食事が摂れるようにと、「通過」させるため
だけのストマ（人工肛門）バイパス術を行った。その後、再度、化学療法を行ったが腫瘍は大きくなり、
MRI 検査の結果、肺への転移がみつかった。現在、15 日間おきに化学療法は継続して行っている、常に、
精神的な落ち込みや発熱等がみられる。現在、ストマは閉鎖し、在宅中心静脈栄養を選択し、胸部へポー
ト埋め込み術を実施した。今回は、1 か月に 1 回のポート内の洗浄処置を看護師が行った。在宅中心静脈
栄養の抜針は、主に家族が行う。しかし、家族が抜針を拒否する場合等、状況に応じて看護師が行うこと
もある。
医師は、胸部の聴診後、
「呼吸苦があるのでは？」と患者へ問いかけると、
「ある」と答えた。医師は、
これは、
「患者は喘息の既往があり、先週から発熱と呼吸苦があり、背部の聴診でも喘鳴が聞かれている。
発熱に対して、先週、抗生剤を処方し服用したため、現在は問題ないが、呼吸苦への対処としてエアゾー
ル（コルチゾル）を処方する。
」
また、医師は、血圧・脈拍測定後、脈の性状がよくない（正確な情報はその場では得られなかった）こ
とから、患者に対して、がん発症前に心疾患の既往・治療歴があったが、がん治療のためにその治療を中
断してしまったことに注目した。医師は、患者に対して「心疾患の治療を再開してはどうかと思う。過去
のカルテを見せて欲しい。
」と言い、患者は医師へ自宅に保管されているカルテを（自分のカルテを自宅
保管することはヨーロッパでは当たり前）提示し、医師はそれを閲覧した。最新の MRI を確認し、再度、
胸部聴診を行った。医師は、患者に対して、
「心拍音に不整がある。１か月前に心電図をとっているよう
だが、改めて心臓の検査を行った方がよい。
」と、ホームドクターでの心電図等の検査を勧奨した。
次に、医師は、患者を臥位にし、腹部触診（右側腹部）を行い、疼痛の性状を観察した。患者は、何も
しないと痛みはないが、圧されると何か所か痛みがある。現在は我慢できる痛みのようだった。
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医師は、舌を観察し、飲水と食欲について患者へ尋ねると、患者は「水も飲んでいるし、食欲もある」
と回答した。
医師は、前回の往診時と比べると、腹部の腫れが小さくなり、下腿の浮腫もひいた。血液検査について
も問題はないようだった。
医師は、エアゾールの処方箋を記入し、ホームドクターへ心疾患の治療の再開の必要性について依頼文
記載していた。
創の消毒、点滴療法等によって出る医療廃棄物は、患者または家族等が薬局へ捨てにいくようだった。
看護師は、褥瘡、創処置や点滴療法等のために必要な医療器具（点滴に必要な翼状針、テープ、ガーゼ、
消毒液、針、カテーテルチューブ等）と、採血に関わる医療器具（採血管や翼状針等）と、最低２種類の
バッグを持っている。
【質問タイム】
在宅看取りについて。家族等、最低一人は連絡のつく人が必要である。どうしても独居でも在宅死を望
む場合は、ヘルパーを A.T.T.が紹介する。
医師：医師は、すべてを教えてくれる仕事である。例えば人との絆の大切さ、在宅は、患者や家族との
信頼関係がとても強くなる。家族とは患者の死後も交流を持っている。また、あらゆることへの挑戦がで
きる仕事である。そして、患者を一人にしない、放っておかないことが大切である。
仕事のやりがいについて：医師、看護師共に、苦痛なく死を迎えるための支援にやりがいを感じる。
専門職連携について：医師から説明。チームは通常４人で組んでいる。医師１人、看護師２人、ヘルパ
ー１名。チーム内でのコミュニケーションと同時に患者と家族とのコミュニケーションが大切である。チ
ームで、
「一緒にやっていこう」という意思が大切である。
A.T.T.は、トスカーナがん協会である。A：協会、T：ツモリ=腫瘍、T：トスカーナ。トスカーナ地域の
３つの県で活動を展開している。
平成 25 年 9 月 4 日（木）午後 トスカーナ地方で唯一の 24 時間体制で医療スタッフが常駐する特別養護
老人ホーム視察
医師「氏名？」が施設内を案内しながら講義を行った。
・保健局の認可を受けた私立（民間）の会社で 57 部屋、153 床あり、153 人の患者を受け入れている。
スタッフは医師 12 人、看護師 6 人、介護士等と充実している。
・教育システムは少人数制のコースを多数採用し、とても充実している。
建物は、50 年以上経過しており、元々は「エンリコ」というオペラ歌手の屋敷だった。＝ビッラ Villa。
エンリコは、フィレンツェ出身ではないが、この地をこよなく愛していた。20～30 年前に新設された建
物はレジデンスと呼んで区別している。
また、
「この施設へ医師を常駐させること」は創設者の理念であった。従って、現在も医師は 24 時間
365 日常駐している。他（同じ特養）で、医師が常駐している施設はない。
施設には４つの病棟がある。患者は 150 人。各病棟の責任者は 1 人。スタッフとして看護師、介護士が
いる。
ここには、大腿骨警部骨折後のリハビリテーション等を行うことのできる施設もある。リハビリ（理学
療法士）スタッフは 7 人であるが、現在 2 人産休であり 5 人で行っている。その中の一人は先週、日本へ
観光したばかりであったという！そして、3 人の心理療法士。心理療法士は午前 1 人、午後 2 人体制で行
っている。このリハビリスタッフと心理療法士等の多職種が集まって介護プログラムを作成している。
この施設には、ホームドクターが来所して診察することもある。日常のケアや緊急時の処置（全員）は
ここの医師が対応する。
「庭」は、患者のための空間である。トスカーナ州では、「庭」がある特養はここだけである。昔と比
べ、患者が全体的に症状が悪化し衰退してきたため、
「庭」を利用できる人が少なくなってきた。
「庭」にあるガラス張りの屋根付きのスペースで、患者（患者）の作品を展示する「展示会」を催すこ
とがある。作品の中には、何かで入賞したものもある。作品作成には臨床心理士のサポートもある。
患者の年齢に制限はない。
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施設のコンセプトは、自宅にいるような介護が受けられることである。
利用料は、患者の経済力により異なる。
すべての衛生管理には、細心の注意を払っている。
患者と家族はまるごと捉えてサポートしている。
患者の家族の中には、このような施設に入所させることに、抵抗のある人がいる。そのような家族に対
して、臨床心理士がサポートしている。
厨房の見学（栄養士の代表者も参加）
食事の品質、量の管理は十分行っている。「おいしい」を基本とし、バラエティに富む内容としながら
も、カロリーや栄養成分の制限等に対処している。
週に 1 回、定期的に栄養士が患者のもとへ訪問し、食事の状況について患者のニーズを把握するために
話を聴いている。
献立は毎日異なる。ここは、施設内部に厨房があり作りたてものもを患者へ出すことができる。他の施
設は外注のことが多い。
献立は、基本的に患者のニーズもしくはリクエストに合わせている。時にはわがままなリクエストもあ
る。しかし、患者の「○○したい」という要求には、できるだけ応えるようにし、叶えるようにしている。
患者には戻る「家」がないので、ここが終の棲家となっているので、できるだけ居心地が良いようにして
いる。食事は、患者の生活にとって重要な位置を占めている。例えば、パスタや主菜等は３種類つくり、
ワゴンに乗せて運び、患者が自ら好みのものを選ぶことができるようにしている。また、献立の例を出し
てセレクトできるようにもしている。
朝食 7:00、昼食 12：00、おやつ 16：00、夕食 18：00。ワインは許容範囲である。
リハビリテーション棟（
「ジム」と呼んでいた。
）のリハビリテーションの見学
9：00～13：00、15：00～17：00
理学療法士 3 人（前述の説明あり）もいる施設は他にはない。リハビリテーションは個別プログラムだ
けでなく、みんなでゲームを行っている。1 週間に 2 回は、音楽療法士（元プロ歌手）が懐メロ等を歌う
ために各病棟を回っている。
医師は、日常ケアと全員の患者の緊急時に対応する。
臨床心理士は、患者の担当制はないが、
「問題」の性質によって、担当を決めることがある。患者と臨
床心理士とのマッチング、相性等をみていく。対処が難しいこともある。
理学療法士は、リハビリテーションの他、胃瘻造設、褥瘡等の経過観察で創等を計測・写真撮影する等、
経過観察していく。
看護師は、薬に関すること、薬の塗布等の業務が多い。
多職種（医師、リハスタッフ、病棟責任者：看護師か介護士、臨床心理士）が集まって、ミーティング
を開催し、患者の介護（ケア）プランを作成する。
質問（善生）
「ミーティングにおいて、専門職連携上の対立はないのか？」
医師「医師はマイノリティであることを意識している。患者にとって最善のことは何かを常に考えてい
る。リハビリテーションスタッフがメインだと思っている。
」
患者の介護（ケア）プランは、6 か月後に再評価する。常に、老人病学の理念を根底に据えている。
病棟は、2 人部屋か 3 人部屋である。
働くスタッフへの配慮もされている（働きやすいように環境を整える）
。
患者の「笑顔」を大切にしている。
病棟単位で、年に 2 回、
「家族の集まり」がある。
「家族の集まり」は、施設やスタッフ等に対する批評、アドバイスを得る貴重な機会である。
家族だけでなく、患者の要望を知る機会でもある。
「家族の集まり」は、家族にとっても、心理的負担を軽くする機会となる（臨床心理士の言葉）。家族
同士の交流は、グループとしての力がつく。ピアカウンセリング。
喫煙場所は、建物 2 階テラスにある。精神的ケアである。
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経済力のない患者には、弁護士や後見人が付く場合がある。
患者一人につき、1 日 110€の入居料（洗濯料除く）で施設を運営している。医師は、
「お金の詳しいこ
とはわからない。
」寄付金もなく運営している。※通常の施設入居料は、300€/日である。
患者の国籍は問わない。
「お金がない人」でも、市の委員会が認定（審査）して 50%を市が負担することもある。
この施設は、患者が「死」を迎える場所でもある。
ショートステイも行っている。これは、市が 50%負担している。
スタッフは総勢約 120 人である。
1 人、1 日の食費は 7€である。10%は付加価値税である。
○タクシーの中でイタリア在住の山本さんから
イタリアは、生まれてから 14 歳までは小児科医師がホームドクターである。小学校は 5 年間。中学
校は 3 年間。14 歳は中学卒業の年齢である。
平成 25 年 9 月 5 日（金）午後 「ADVAR 本部」
、
「Casa di Gelsi」視察
アンナ・マンチーニ代表の講義
ADVAR の建物は、すべてのスペースにおいてプライバシー保護に配慮がなされている。庭、ホスピスの
病室、廊下、窓等。病室は、廊下を挟んで病室を配置しなかった。窓（外）である。
ADVAR は、25 年前、1988 年在宅ケアから始まった。在宅ケアのチームは、医師、看護師、臨床心理士、
コーディネイター（ここではカウンセラー）
、ボランティアから成る。特にボランティアの活動は非常に
重要な役割であると認識している。そこで、ボランティアを選ぶため、より良い支援を行ってもらうため
にも、教育研修をじっくりと行っている。
その理由は、患者と過ごす時間を長くするための会話力。患者は、深刻な悩み等、すべて家族に話せる
訳ではない。他人だからこそ、話せることもある。患者自身の感情をぶつけられる相手がいることはとて
も重要である。
その 10 年間の活動で、在宅での看取りを行いながら、在宅が適切な人もいるが、すべての人が家で最
期（死）を迎えられる訳ではないことに気付いた。
在宅ケア活動 10 年目の節目のアイディアとして、体験に裏打ちされたアウトカム=ホスピス（大きな家）
を作ろうと目標を立てた。
その際、ホスピスが病棟(病院)の一部となってしまうことを懸念した。
ADVAR は、その後、文化的改革を行った。真の緩和ケアの実現をめざし、
‘いのち’を見直した。患者
中心がより一層充実するために医療は大切であるが、専門職と患者は、相互に対等な関係であることがベ
ストである。
この部屋（研修を行っている場所）
、カンファレンスルームは、とても重要な役割を担っている。
この部屋は、カンファレンスに活用される訳ではない。コンサート、朗読会等の文化イベント、教育研
修等、地域の人々がホスピス、緩和ケアを知り、触れ合う機会等、啓発活動の場となっている。テーマ設
定して、イベントを行っている。一般市民の社会資源の一つであると認識している。
ホスピス内の見学（アンナ・マンチーニ代表の案内）
「家族と患者が過ごすスペース内」の調度品のほとんどすべては、家族からの寄付である。
ホスピスで働いている専門職のユニフォームについて、医師はユニフォームを着ていない。看護師、介
護士等のスタッフは、皆一緒のユニフォームを着用している。看護師、介護士等、ユニフォームが一緒で
も混乱する心配はない。家族や患者は、その人の働きぶりを見て、すぐに見分けがつくようになる。
ホスピス内には、当初の設計図にはなかった「寄り添いの部屋」がある。代表者のアンナ氏がアイディ
アを思いついて急きょ増設した。
ホスピスの病棟は、2 階建て。各階、6 室あり、1 室 2 床である。現在、新設（6 室増床）を予定してい
る。すべて東向きで太陽、朝日を浴びることができるように設計された。そして、各病棟には、共用のキ
ッチンスペースがある。病室ネームは、施設内の庭に植樹されている「木の名前」。ちなみに庭は
5,000m2、全敷地は 8,000ｍ2 である。
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各ボランティア活動のリーダー7 人との交流について
近代のボランティアのあり方。厳選された人、教育研修を受けた人。ADVAR のボランティアには多くの
種類がある。1 年に 15 回の教育研修によるレッスンを受ける義務がある。受講後に、臨床心理士やコー
ディネイター（カウンセラー）等と面接し、活動意欲が確認される。
その後も継続教育が行われる。
ボランティアは、自分の感情と向き合うこと、相手とのバランス、自己の傾向を知ることが肝要になる。
今回は、それぞれのボランティアリーダーが参加した。◇：それぞれのボランティア内容
①リーナ氏：在宅ケア、家族のリクエストや医師の指示に関するボランティア。
◇1995 年から 18 年目。主婦。週 2 回。半日ずつ、要介護者の自宅へ訪問して過ごしている。ボラン
ティアの経験は、自分自身に豊かさを与えてくれる。ボランティアのきっかけは、8 歳年上の姉（享年 55
歳）を亡くしたこと。姉とはとても仲がよかった。姉の苦しい経験を通して、ADVAR の活動によって、病
気と立ち向かう勇気をもらえた。その後、ADVAR のボランティアのリーフレットを見て、引き寄せられた。
②テレーザ氏：ホスピス、週 1 回、家族による在宅ケアを手伝う。
◇ADVAR は開設当初から知っていた。母親の介護経験を通して、ADVAR の活動の大切さを実感し、
2009 年から在宅ケアのボランティア活動を始めた。2013.2～ホスピスのシステムに関するボランティア
を行っている。
③カレラ氏：ホスピスの受付ボランティア。8：00～20：00
◇ボランティアのきっかけは、夫が亡くなった時に ADVAR を知って、在宅のボランティアに関心を持
った。しかし、当時は、フルタイムの仕事をしていたため、ボランティア活動は実現しなかった。2002
年～ホスピスの受付を行っている。主に来所者への対応であるが、本当にいろんな人がいる。受付をして
いても、いろんな感情がわくので、自身の感情をコントロールできるようにしなければならない。ここの
ボランティアは、いろんな種類があって嬉しい。良いことだと思っている。
④ルチオ氏：各種イベント準備・手伝い。
◇ボランティアのきっかけは、2011 年に妻が亡くなったこと。ここのホスピスに入ってから 15 日間
で亡くなった。その時のケアについて、素晴らしいと思ったが、ボランティア活動を開始するまで 2 年必
要だった。2013 年～ボランティア活動を始めて、新しい友達ができた。金色の穂？帆？「困難に立ち向
かって目標に達する。
」ギリシア神話の神「アルゴナルティ？」イタリア語で大きな見かけという意味。
⑤ソニア氏：街頭等で資金集めの手伝い。自己の特性に応じて活躍している。
◇時間がなくなってしまったため、同じボランティア活動をしている⑥のレオナルドに任せた。
⑥レオナルド氏：
◇妻を亡くしてからボランティア活動に参加した。ADVAR のボランティアは 2 番目の家族と思ってい
る。寄り添い。家族支援と資金集めに参加している。
⑦アンナ氏（not 代表者）
：音楽イベントのオーガナイズ、コーディネイトを行う。
◇トレヴィーゾ市内の ADVAR 主催のコンサートで一市民としてであった、イベントに「愛」を感じる
ことができると感じた。また、ボランティア活動は、1999 年母の死がきっかけである。2005 年から在宅
ケア、ホスピスケアのボランティア活動を始めた。今はイベントのオーガナイズを担当している。例えば、
音楽家を探し、調整・準備する。朗読会も素晴らしい。ホスピス内のみ。家族が集まった時には、家族が
ピアノを弾く能力があれば、飛び入り参加も考える。
アンナ氏がつくった、5-7-5 の俳句を 3 句詠んで下さった。一つは通訳の内容を聞き取った。和訳で
「金なるぶどう 太陽を受け 実る」
。その他、秋の葉、もみじ、桜等を入れて詠んで下さった。
「俳句で
は、季語を入れないとならない。
」と、俳句のことをよく御存じであった。
その他、いろんな作業グループ（ボランティア活動）がある。
「庭木の手入れボランティア」12～14 人
で、1 人庭木手入れの専門家がいる。木曜日の午前に仕事を行っている。作業が終わると、昼は施設内で
食事を作って皆で食べている。今回の交流会には参加していない。
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フェニーチェ（不死鳥）歌劇場管弦楽団※）（9 人）による歓迎セレモニー
映画音楽を中心に演奏して下さった。素晴らしいの一言。
（演奏家）
・バイオリン 2 人、どちらも女性
・チェロ 1 人、男性
・コントラバス 1 人、男性
・ピアノ兼指揮 1 人、男性
・トロンボーン 1 人、男性
・クラリネット 1 人、男性
・オーボエ 1 人、女性
・フルート 1 人、男性
※）フェニーチェ劇場管弦楽団（Orchestra del Teatro La Fenice）は、イタリア・ヴェネツィアに
あるフェニーチェ劇場（Teatro La Fenice）専属のオーケストラである。劇場は 1792 年に設立。イタリ
アを代表する歌劇場の一つとして、ヴェルディの歌劇「椿姫」
「リゴレット」など多数の初演を行ってい
る。
イタリア語で fenice は不死鳥を意味し（英語の phoenix に相当）
、その名は 1773 年に火災で焼失した
ヴェネツィアの他の歌劇場の後継を自負して名付けられた。その後この劇場自体、1836 年と 1996 年の 2
度にわたって火災により全焼したが、その都度再建がなされ、
「不死鳥」の名にふさわしい歴史を誇る。
平成 25 年 9 月 6 日（土）午前 「ADVAR 本部」
オルランド医師（ホスピス院長、在宅緩和ケア責任者）の講義
緩和ケアについて、以前は「癌」の人へのケアを主に対応していたが、病気の末期にある人すべてに行
うケアである。WHO の緩和ケアの定義、イタリアの法律上でも、
「癌だけでなく、すべての病気の末期の
人へのケア」と位置付けられた。
トレヴィーゾ市内およびその周辺の市町村の「緩和ケア」は、ADVAR が行う。それは住民の権利として
保障されている。
「緩和ケア」はとても重要で、デリケートなケアである。
2004 年～ホスピスが設置された。それは、すべての人を在宅で看取るのは難しいという問題にぶつか
ったからである。
ADVAR の 2 つの特徴「在宅ケア」とその ADVAR の「財団が運営するホスピス」ができたことをきっかけ
に、保健局（行政機関）は、ADVAR と提携した。つまり、ADVAR の活動は公に認められた。
在宅ケア運営資金（経費）の約 20％、ホスピス運営資金の約 60～65%の支援を受けている。ホスピスの
方が支援のウエイトが大きい。その他の資金は、自力で調達している。
トレヴィーゾの保健局には、ADVAR に関連した専門の委員会が設置されている。ADVAR ホスピス入所す
る患者の選定・評価を行っている。主に、入所の優先順位を決定し、最終的にはオルランド医師が決定し
ている。ADVAR は、保健局とはホスピス設立当初から協力関係を気づいている。
在宅ケアのチーム：統括はオルランド医師、医師 5 人、看護師 5 人、介護士 1 人、臨床心理士 1 人。
患者一人につき、医師 1 人、看護師 1 人の担当制である。必要に応じて、介護士がつく。患者の情報共
有のためのミーティングは、週 1 回である。
ホスピスチーム：統括はオルランド医師、パート医師 2 人、看護師 10 人、介護士 9 人、臨床心理士 1
人、理学療法士 1 人。
毎日、13：00～14：00 ブリーフィング（briefing：簡単な状況説明、要約報告）を行う。この時間は、
昼の休憩時間である。午前と午後の引き継ぎ（伝達事項）も兼ねている。
在宅ケアおよびホスピスの各チームの活動を補うために、ボランティアが必須である。ボランティアは
主に患者と家族をサポートする。
ホスピスの入所基準：①病状が末期の人、②余命 6 か月いない、治療なし、延命処置も希望しない、③
全体的な健康状態、ADL 自立等。
10

患者の全身状態の評価には、
「カルノフスキー指数（karnofsky performance status：KPS）.」を活用
している。日常生活における活動能力を 0～100％までの 11 段階に分類して評価する。100％が正常、症
状なしの状態。数値が低くなると全身状態が悪いことになる。患者の治療後の改善を評価するための尺度．
日常活動能力を段階付けする。完全に正常機能となった場合を 100 とし、機能喪失状態（または死亡）を
0 とする。50 点が入院・在宅の基準（境界）である（50 点未満はホスピス）
。それにプラスして、患者自
身がホスピスに入りたいのか、本人が希望するのか？
ホスピスへの実際の入所は、在宅が無理な場合、1)一時的：①家族のレスパイトケア（家族支援）、②
在宅療養のための家族の準備期間、③患者側の要因としては、疼痛コントロールができない、呼吸困難が
ある、2）在宅介護・療養がダメな人等である。最終的いはオルランド医師が決定する。
患者への IC(informed consent 正しい情報を得た（伝えられた ）上での合意)は 50%。30%は自分が重
い症状であることを知っている。
患者、家族は、所得や財産に関係なく、無料でホスピスケアを受けることができる。
緩和ケアの大切な理念の一つとして、患者だけでなく、患者を取り巻く人々（家族等）をまるごと支援
することである。
患者のニーズを把握し、付き添うプロセスがとても大切である。
家族支援は、患者の死で終わりにできるものではない。その後の悲しみも含めて支援する。
ホスピスの運営資金について：2010 年～イタリアでは法律上、緩和ケアは、すべての人が病院にアク
セスできるものでなければならない。国民が緩和ケア（サービス）を受ける権利を国が保障した。
また、ADVAR では、資金調達のキャパシティを高めることが重要である。それに関して、最近、有能な
人がきた。
ホスピスは、トレヴィーゾでは、ADVAR のみ。
ほとんど、入所待機はない。
70～80 の協会が参加しているイタリア連合が、住民（イタリア全体と思うが・・・）へアンケート調
査を行ったところ、
「ホスピスについて」30%の住民が知っていると回答した。70%は「ホスピスを知らな
い」ことがわかった。ホスピスは、最期の場所であると認識されている。
その調査結果（住民意識の低さ）を踏まえて、ADVAR では、住民啓発用に「緩和ケア」のパンフレット
を作成した。
パンフレット作成には、緩和ケアの連合・協会が参加した。
オルランド医師は、どうして ADVAR 財団、ホスピスの院長等になったのか？その経緯は？
ADVAR 代表者のアンナ氏が、当時、大きなトレヴィーゾ病院のがん病棟（～2004 年勤務）の医師であっ
たオルランド氏の評判を聞き、直接、会いに行ったことが始まりである。2004 年、そのトレヴィーゾ病
院も、オルランド氏を ADVAR ホスピス院長に推薦・後押しした。
したがって、オルランド氏のコネクション等から、ADVAR は病院と連携がとりやすくなった。
在宅コーディネイター（カウンセラーの資格がある。Not 臨床心理士） アレクサンダー（女性）
9 年前から活動している。在宅コーディネイトの 2 つのキーワードは、①家（casa）
：治療・ケアの場
所、その人のアイデンティティがある場所、感情、思いが詰め込まれている場所。したがって、在宅コー
ディネイトは、最善のリスペクトを払いながら、患者と家族へ接している。他者の場であることを認識し
ている。ホスピスよりもより一層、悲しさ、苦しさ等の感情を生じる。②チーム：治療・ケアのツールと
なる。
家の中に入ったチームメンバーには、プロ意識がないといけない。
患者と家族のニーズについて見極めていく。そして目標を決めていく。そのためのコース（行く道）を
作る。患者に寄り添う、付き合う姿勢で臨む必要がある。
チームで自宅へ訪問する時、様々な知識、対話力、助けを求める力、勇気等が必要である。
ケアの前：
「どのようにケアを行うのか、決めることがとても重要」
、最中「実際のケア中」
、後
在宅における緩和ケア等について、患者および家族へ最善のケアを行うために、「在宅ケア」について
説明する機会を持つ。家族のみを呼んで面接し、在宅ケアについて、社会資源の活用等を具体的に伝える。
11

そして、家族は、在宅ケア申請書を提出することになる。患者と家族のニーズ抽出、医師が身体状況を
検査する、すべてを評価した時点で、ホスピスのことも考慮する。最終的いは、在宅ケアかホスピスか等
もオルランド医師が決定する。その後、どの時期に何のサービスを開始するのかを決める。
病院を退院する際は、ホームドクターも立ち会い、在宅ケアの開始時には訪問する。
病院とホームドクターが連携することで、患者や家族は安心する。
在宅ケアが開始されると、医師、看護師、介護士が訪問し、実際に何をするのか決める、
到達可能な目標を決める。
在宅とホスピス等の調整等、すべてのプロセスに付き添う。入退院の調整はとても大切。また、死がタ
ーニングポイントになる。
「死」を迎える家族支援の重要なポイント：①家族とのエンゼルケア（死後の処置）の共有、死の瞬間
に立ち会う。チームにとっても大切。②患者の死後１か月で家族へアンケート調査用紙を送る。その目的
は、家族からの評価を受けることである。その結果を踏まえて、ケアの評価、振り返りを行う。
ボランティアが死後のサポートを行う。チームメンバーの研修、教育がとても重要である。
独居の場合は、住み込みヘルパーを雇う。
モニカ氏（女） ホスピスの看護師
看護師は重要な役割を担っている。24 時間常駐していることから、患者や家族の多様なニーズに応え
ることが可能である。また、患者や家族にとって、とても身近な存在である。ケアを通して、患者と家族
との信頼関係が作られ、協力が得られる。
看護師については、2 年前に増員された。具体的いは、臨床ケアに関する医師、リハビリテーションス
タッフ、臨床心理士等の専門職間の連携の橋渡し役が追加された。月曜日から金曜日の午前勤務。
看護師は、基本的には、カスタマイズされたケアプランをつくり、ケアプログラムの目標を立てる。そ
の際、その人の寿命と照らし合わせることが重要になる。専門職連携を推進し、ケアプログラムにおいて、
毎回、チームで進行状況を話し合う。
横川教授の Q：ホスピスで看護していて、最も辛いことは何か？以前に尋ねた時は、同年代の若い人の
死が辛いと答えていたが・・・今はどうか？
A：今は、生活史、スピリチュアルな部分に触れた患者については、どの年代の人であったも死別も悲
しい。
アントニエッタ氏 ホスピスの理学療法士
2009 年から勤務している。午前中のみのパートである。ホスピスにおける理学療法士の役割は認知度
が低い。前例もなかったため、活動について、新しく意味づけしなければならない。看護師、介護士がケ
ア・介助する際、同行して（身体等）機能評価する。患者の姿勢や臥床状態等を評価し、改善する等であ
る。活動は、医師、看護師等から要請を受けてから開始することになる。
可能であれば、ADL に応じて、ADL 向上のための治療プログラムを組み、より良い活動のための指導、
リハビリテーションを行う。また、各補助具の査定を行う。希望があれば、家族への教育・指導も行って
いる。
また、ゆっくりと時間をかけて、リラックス効果をねらい、患者の体をマッサージすることもある。患
者にとても好評である。それは、タッチングとは異なる。しかし、コミュニケーション手段となる点は共
通している。
患者は「何もできない」と無力感にさいなまれていることもある。リハビリテーションによって、患者
が一つでも「できること」を探すことによって、意欲が向上する。喜ばれている。
アンナリーサモット（女）ホスピスの臨床心理士
仕事に誇りを持っている。患者と家族へ一緒に寄り添うプロジェクトに参加している。1999 年から仕
事をしている。自己の仕事上の目標は、大事なことは、家族が患者と死別後に、サポートする仕事である。
緩和ケアは、患者だけでなく家族も大切である。
患者の死ぬまでの苦痛は死によって、消滅するが、家族の苦しみ等はこれから始まっていく。距離をお
いて、家族のそばに寄り添う。患者の死後 1 か月でアンケート調査を行っているが、その際、患者との死
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別後の家族支援を行っていることを周知する。
ADVAR だけでなく、一般市民にもケア・サポートをオープンにしている。地域（テリトリ）の中では、
行政との連携が重要になる。そして、悲嘆にくれる家族等へのサポートが重要になる。
キーワーズとして、①受け容れ、②相互援助（助け合う）
。
オープングループ（1 グループ 10 人くらい）として、グループミーティングを行う。どのような状況
でどのような悲しみに立ち向かっているのかを知る。
面接は、昨年度実績は、年間 427 人であった。
どんな絶望にあっても、人は、内面に持っている力を発揮すると、暗くならずにすむ。
また、家族等、近親者に自殺者をもつ人、サバイバー等のグループミーティングもある。6 つのグルー
プに分かれている。学校という場では 15～18 歳の思春期のグループもある。これらの人には共通して、
恥を強く感じる等、心理的特徴がある。それらの感情を自ら克服するよう支援していく。
死と立ち向かっていくコツを知る力をつける。4 人の専属スタッフがいる。
【視察先の画像】

イタリアの救急車

フィレンツェ一望

9/3「Azienda Sanitaria di Firenze=ASF」
保健局の外観

9/4「 Associazione Tumori Tscana A.T.T.」
トスカーナがん協会 訪問看護師の訪問バッグ
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右から通訳、善生（本人）
、訪問看護師、医師、
左二人は看護教員

訪問看護師の２つ目のバッグ（採血用）

9/4 特別養護老人ホーム
右は案内をして下さった医師、左は添乗員

特別養護老人ホームの庭

敷地内にあるガラス張りのスペース
（患者の作品の展示会を行うこともある）

9/5-6ADVAR の外観
（右は建設中の増設のホスピス）
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ADVAR ホスピス（くつろぎの空間）

ADVAR ホスピス（祈りの場）

ADVAR ホスピス（霊安室）
右は ADVAR 代表者アンナ氏、左は通訳

金沢美術工芸大学教授 横川善正氏（尺八演奏）
フェニーチェ歌劇場管弦楽団の方々

ADVAR ボランティアの方々

ADVAR ホスピス外観と庭
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