
よろしくお願いします。今回、鹿児島の小離島にて
終末期医療を経験致しましたので報告いたします。

私が勤務します鹿児島赤十字病院は離島医療として
三島村、十島村診療を行っております。鹿児島県は
南北約600km あり、今回の症例を経験した三島村
は薩摩半島の南南西にある3つの島からなります。
今回の患者さんが居られた黒島片泊地区の人口は
59人、高齢者率は40.7% です。ヘルパーは1人、
介護施設等はありません。

片泊地区の黒島診療所です。3島4診療所を1人で
担当しており、1か月に各診療所約2～3回の診療
を行い、黒島診療所では月にだいたい20名前後の
患者さんを診療しています。看護師は各島内に常駐、
処方は診療所より行っています。医療機器等はご覧
の通りです。

症例です。症例は81歳男性。当診療所には不定期
通院中であり、高血圧症等で鹿児島市内の病院に定
期通院中でありました。平成 X 年7月にレントゲ
ン異常を指摘、精査の結果左下葉肺がん Stage Ⅳ
と 診 断 さ れ、 以 後 Best Supportive Care（以 後
BSC とします。）の方針となっております。その後、
本人様が島内での医療介護を希望され X+5月に当
診療所紹介となっています。尚、家族内に地区内唯
一のヘルパーさんがおりました。
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鹿児島県鹿児島郡三島村黒島 

• 三島村 
   薩摩半島の南南西約40kmの位置に 

ある竹島・硫黄島と、坊ノ岬から南西約
50kmの位置にある黒島の三つの島か
らなる。 

 

• 黒島（人口：181人） 
   片泊地区：黒島診療所 
    人口：59人 
    ６５歳以上の高齢者率：40.7％ 
    ヘルパー（個人）：１人 
    介護等施設：なし 
 

三島村 

十島村 

沖縄県 

熊本市 

三島村立黒島へき地診療所 
• 診療 
    ２回（２〜４日）／月の診療 
    （３島を１人で担当） 
• 看護師１名常駐 
• 医療機器： 
    心電図 
    携帯エコー（Sonosite®） 
    レントゲン 
• 処方形態： 
    院内処方（診療所内にある薬のみ） 
• 診療人数 
    ２０〜３０名/月程度  
    往診 ２〜４名 

黒島診療所写
真 

症 例 
• 症例：８１歳、男性 

• 既往歴：昭和５３年 直腸癌手術、人工肛門造設 

        平成２０年１月 急性心不全（鹿児島市内病院に入院） 

                ３月 ペースメーカー移植術  

• 現病歴： 

   痛風、高尿酸血症で当診療所不定期通院中。高血圧症、慢性心不全、狭心症、洞不全症候群

（ペースメーカーあり）にて鹿児島市内の病院に定期通院中であった。 

   平成X年７月鹿児島市内のかかりつけ医受診時レントゲンにて左肺腫瘤影を指摘され、同市内の

呼吸器科へ紹介。精査の結果、左肺下葉肺癌(cT3N1M1b,LYM,stageⅣ）と診断される。同病院で告

知、家族説明されBSC（Best Supportive Care）の方針となった。本人の島内での在宅希望があり１

２月末に当診療所紹介となった。 

・  家族：片泊地区唯一のヘルパーあり   
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帰島時の状態です。鹿児島では左背部から季肋部に
かけて疼痛があり、NSAIDs を内服されておりま
したが、帰島時は疼痛の訴えはありませんでした。
また、腫瘍発覚時より高カルシウム血症があり、ゾ
レドロン酸を投与されておりました。

帰島後の経過です。平成 X+1年1月7日に黒島に
帰島され、12日に初めて疼痛の訴えがありました。
NSAIDs を追加処方するも鎮痛効果に乏しくペン
タゾシンの筋注にて対処しております。以後本人の
希望もあり同薬剤の投与を行い、27日にオピオイ
ド導入となっています。また7日、19日、21日、
22日に医師よりインフォームド・コンセントを行
い、医師の最終診察は22日でした。28日にご家族
に見守られながら永眠され、死亡の確認は看護師と
家族で行っております。その後上鹿され、鹿児島赤
十字病院で死亡診断書作成となっています。

疼痛の経過とその対処です。頻回のペンタゾシン投
与を行っておりますが、face scale 上では疼痛コン
トロールは良好とは言えませんでした。

この症例より問題点・疑問点を考えてみました。ど
このへき地でも在宅終末期医療に関する問題はある
と思いますが、今回は小離島ならではと考えられる
ものを挙げてみました。

まずは癌性疼痛の対処についてです。
疼痛の対処が WHO の除痛ラダーに準じておらず、
本来ならばオピオイドを早期に導入すべきところが、
ソセゴン筋注にて対処しておりました。導入が遅れ
た原因としては、医師の麻薬免許を診療所所属に変
更する必要があったこと、麻薬購入に関わる診療所

帰島時の状態 
• 意識清明、意思疎通可能、認知症なし 

• 平成X年10月より左背部〜左季肋部痛あり 

         12月より右上肢末梢の麻痺あり 

  →帰島時から鎮痛薬（ボルタレンSR®37.5mg）内服あり 

    疼痛の訴えは帰島時には認められなかった 

• 腫瘍発覚時より高カルシウム血症あり 

    →前医で骨吸収抑制剤（ゾメタ®）投与中 

• 歩行可能 

• 経口摂取可能 

経過 
平成（X+1）年1月7日 黒島へ帰島。医師よりInformed Consent(IC)施行。 

1月12日 左下肢の疼痛出現（初めての疼痛の訴え）。 

1月12日〜27日 癌性疼痛に対して非麻薬性鎮痛薬（ソセゴン®）にて対処。 

1月19日 医師よりIC施行。 

1月21日 医師よりIC施行。 

1月22日 医師よりIC施行。医師の最終診察。 

1月26日〜傾眠傾向あり。食欲低下。 

1月27日 オピオイド（デュロテップMTパッチ2.1mg®）導入。 

1月28日 午前中に家族に見守られながら永眠される。死亡の確認は家族と看護師

で行い担当医師へ連絡。午後に漁船で上鹿。鹿児島赤十字病院で死亡診断書

作成、ペースメーカー除去。鹿児島市内で火葬される。 

疼痛の経過と対処 

ソセゴン® 
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表情評価スケール：FRS（Face Rating Scale） 

デュロテップ
MTパッチ® 

１０月下旬〜  ボルタレンSR® 
１月１２日〜 ロキソニン® 

①疼痛への対処法 

 

②死亡診断書作成の問題 

 

③その他 

 

 

この症例からの問題・疑問点 

問題・疑問点①：癌性疼痛への対処法 

• WHO除痛ラダーに準じてい

ない（ソセゴン®の使い過ぎ） 

• オピオイド導入の遅延 

  導入が遅れた原因 

    ①麻薬免許の問題 

    ②医療経済的問題 

    ③診療所保管の問題（金庫購入） 
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の医療経済的な問題、金庫購入など診療所での麻薬
保管の問題がありました。

この問題の対策としては、在宅終末期ケアが必要と
なった時点で麻薬免許記載事項を変更しておくこと
や、島内でも処方できる薬剤の導入・使用が考えら
れました。基幹病院でのオピオイド処方に関しては、
この症例の経験後、緊急時には行政も協力して処方
できるような仕組みを作っております。

次に問題・疑問と感じたのは、患者死亡時に医師が
行くことができない状況が起きうるということでし
た。今回のケースでは、医師の最終診察から患者さ
んの死亡までに約6日間経過しておりました。この
場合でも死亡診断書作成が出来るのかという疑問が
ありました。

これに関しての資料を提示します。医師法第20条
では「医師は自ら診察しないで診断書を交付して
はならない。ただし診療中の患者が診察後24時間
以内に死亡した場合に交付する死亡診断書について
は、この限りではない。」としています。さらにこ
れに関する但し書きがあり、「診療中の患者であっ
た場合は、死亡の際に立ち会っていなかった場合で
もこれを交付することができる。但し、この場合に
おいては法第二十条の本文の規定により、原則とし
て死亡後改めて診察をしなければならない。」と
なっています。

これをまとめると診療している患者さんが、診療中
の状態とは全く別の原因で死を迎えない限り、診察
後24時間以内なら、改めて診察しなくても、24時
間以降なら死後の診察を行うことによって死亡診断
書を作成できると考えられ、今回の対応は問題な
かったと考えられます。

考えうる対策 

島内でオピオイド処方が必要となることを見越しての麻

薬取扱免許証記載事項の変更 

島内でも処方出来る薬剤の使用（アセトアミノフェン原

末、リン酸コデイン、トラマドールなど） 

基幹病院でのオピオイド処方 

 →緊急時には行政も協力して鹿児島赤十字病院からオピオイド

が処方できるような仕組みを構築した 

 

問題・疑問点②：死亡診断、診断書作成の問題 

• 患者死亡時に医師がいない状況 

• 医師の最終診察から死亡まで約６日間経過していた 

 

≪疑問≫ 

   診察後24時間以降でも死亡診断書作成ができる？  

問題・疑問点②：資料 

【参考：医師法第20条より抜粋】 

   医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、

自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案

書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間
以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この
限りでない。 

 

【参考：医師法第二十条但書に関する件（厚生省医務局長通知）より抜粋】 

  診療中の患者であった場合は、死亡の際に立ち会っていなかっ
た場合でもこれを交付することができる。但し、この場合におい
ては法第二十条の本文の規定により、原則として死亡後改めて診察をしな
ければならない。   

問題・疑問点②：解釈 

• 診療している患者さんが、診療中の状態とは全く

別の原因で死を迎えない限り、診察後２４時間以

内なら、改めて診察しなくても、２４時間以降なら

死後の診察を行うことによって死亡診断書を作成

できる。 
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その他の問題点と対策を挙げてみました。上2つに
示します「医療・介護資源の不足」と「介護保険
の不利用」については、どこのへき地でも生じる
問題かと思います。3つ目に挙げてあります「早期
に診療所受診が成されなかった」という問題は今
回の症例で印象的でありました。この症例では
BSC の方針となってから当診療所紹介まで約5ヶ
月が経過していました。この原因としては、ご家族
が島内での在宅終末期医療は不可能と考えていたこ
とがあります。これに対しては、島内での在宅看取
りも選択肢となるということを島民や家族へ周知す
ることによって、早期から診療所が関われるのでは
ないかと考えられました。

今回の症例で良かった点も挙げてみました。まずは
頻回の IC・訪問看護が行われており、患者さん・
ご家族としっかりとした信頼関係が構築されていま
した。また看護師が疼痛評価をしっかりと行なって
おり、状態把握に有用でありました。死前兆候につ
いても説明しており、最期の時に際して家族が慌て
ず対処可能でした。
以上のような点があり、問題点が多いながらも、家
族より満足しているとの発言を頂いております。

結語です。
1．小離島で終末期医療を行う場合も麻薬投与は必

須であり、麻薬投与可能な体制を構築する必要
があると考えられました。

2．医師不在時の死亡診断書の作成には、法的に各
種の方法があることを確認したので、ここに報
告いたします。

3．小離島診療所で在宅終末期医療を行うには課題
が山積しておりますが、医療者と患者・家族と
の信頼関係構築が非常に重要であることが再認
識され、島内でも在宅終末期医療が可能である
ということを周知することによって早期から診
療所が関わることが出来ると考えられました。

以上です。有難う御座いました。

③その他の問題点と対策 

 医療・介護資源の不足 

    島内片泊地区にはヘルパーは１人。訪問看護ステーション等なし。今回は看護師の努力と家族の協力にて

なんとか対処可能であったが、かなりの負担であった。 

    考えうる対策：行政と協力して鹿児島市内の訪問看護・介護を導入できるようなシステムを構築する。 

 介護保険が利用されなかった 

     今回はご家族が自分でベッド等を導入。ポータブルトイレや吸引器は当診療所より無償で貸与。 

 考えうる対策：BSCの方針となった時点で介護保険を申請・利用開始する。 

 早期に当診療所受診が成されなかった 

     BSCの方針となってから当診療所紹介まで約５ヶ月が経過していた。家族は島内で最期を迎え

ることは不可能と考えていた。 

    考えうる対策：島民・家族への周知。地区住民の状態の積極的な把握。 

今回の症例で良かった点 

• 頻回のIC・訪問看護 
   疾病・状態に対する患者本人・家族の理解、医療者との信頼関係構築に

役立った。 
 

• 看護師の対応 
   Face scaleを用いた疼痛評価があり、疼痛の程度の把握に有用であった。 
 

• 死前兆候の説明 
   死亡前日より看護師による死戦期呼吸などの説明があり、最期に際して

家族が慌てることなく、皆に見守られながら最期を迎えることができた。 
 
 

結 語 

１．小離島で終末期医療を行う場合もオピオイド投与は必須であ
り、オピオイド投与可能な体制の構築が必要と考えられた。 

 
２．医師不在時の死亡診断書の作成について法的に各種の方

法があることを確認したので、報告した。 
 
３．小離島での在宅終末期医療は課題が山積であるが、医療者

と患者・家族との信頼関係構築が非常に重要であることが再
認識され、島内でも在宅終末期医療が可能であるということを
周知することによって早期から診療所が関わることが出来ると
考えられた。 
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