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2016年 7月 17日 

第 18回日本在宅医学会大会 第 21回日本在宅ケア学会学術集会 合同大会 

特別講演３ 

人権としての緩和ケア 

加藤恒夫 

かとう内科並木通り診療所 

座長（川越正平医師） それでは特別講演３の「人権としての緩和ケア」を始めさせて

いただきます。初めに、演者の加藤恒夫先生のご紹介にあたり、大会長および加藤先生か

らのご要望があり、限られた時間で非常に大きな重要なテーマについて語るので演者紹介

は最小限にし、貴重な時間をできるだけ講演にあてたいとのことでございます。そこで、

緩和ケアにおける加藤先生の存在とご活躍についてはもう知らない人はいないと存じます

し、ご略歴についてはプログラムにかんたんに記されておりますので、そちらを参照して

いただきたく存じます。加藤先生は特に英国と欧州の緩和ケア事情については自ら定期的

に足を運ばれ、最新の情報をもたらしてくださっています。本日はそうした知見をもとに、

「人権としての緩和ケア」というテーマでお話をしていただきます。それでは加藤先生、

さっそくですがよろしくお願いいたします。 

〈加藤スライド１〉 みなさん、こんにちは。

座長の川越正平先生、それからこの日本在宅医

学会にお招きくださった大会長の平原佐斗司先

生に、心より御礼申し上げます。  

〈２〉 本日はとても大きなテーマ「人権と

しての緩和ケア」をいただいております。これ

をみなさま方に、いかに分かりやすく伝えるこ

とができるか、それが私の使命だと思っており

ます。その筋立ては一言でいえば、ヨーロッパ

と英国の緩和ケアの動向を振り返り、最後に、

日本の課題を明らかにしたいというものです。 

まず私がなぜ今このような立場にいるのか、

私のこれまでの履歴をわかっていただければ、

今日の話も分かりやすくなると存じますので、

かんたんに自己紹介いたします。 
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そして、現在の緩和ケアがなぜ人権の一つとして問題になってきているのか、歴史的位

置づけを行います。すなわち、ヨーロッパ緩和ケア学会がどのような道のりのもとに人権

宣言をするに至ったのかを振り返ります。 

さらに緩和ケアの一国の歴史として、イギリスの最近の緩和ケアの軌跡を見てみます。 

それらを鑑として最後に、日本の緩和ケアの現状と今後の課題を、私なりに考えてみた

いと思います。 

〈３〉 私は岡山市で 19 床の有床診療所を開業しております。平成９年（1997 年）、

緩和ケア施設を在宅ケアの基地として中四国で

は初めて、全国では 32 番目に開設しました。

そして５年間の運営ののち、私が本来目指して

いた家庭医療の原点に復帰するため、平成 13

年に緩和ケア施設を閉じ、有床診療所として出

直しました。現在は、地域の緩和ケアチームと

しても活動しています。 

〈４〉 緩和ケア病棟を閉じて、いったい何

が起こったのか…… 

まず第１に、緩和ケア病棟の運営期間中には

みることのできなかった、早期あるいは治療期

の患者さんを、一貫して終末期までみることが

可能になりました。ちょうど今、私たちが「つ

なぎ目のないがん治療」といっている、まさに

そのことを実践できるようになりました。 

２番目には、現在問題になっている超高齢社

会のなかで、がん以外の疾患に対する緩和ケア

の視点が開けたことです。もし私が緩和ケア病

棟をそのまま維持していたなら、自分の診療の対象を、がん以外へと広げることはできな

かったであろうと思っています。 

それと同時に、病棟という一つの縛りから解放されましたので、患者さんの生活の中で、

自宅で、緩和ケアをどのように進めていけばいいのかの視点、すなわち、家庭医療として

の緩和ケアの視点を身につけることが可能になったと思っています。 

緩和ケア病棟を閉じてよかった、と私は現在は心から思っております。 
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●緩和ケアの視点 

 ——「人権としての緩和ケア」の歴史的位置—— 

 

〈５〉 話題を次に転じ、「緩和ケアを観る視点」について社会学的に尐し見てみます。

グラスゴー大学終末期研究所のDavid Clark教

授らの著書、みなさまもご存じかと思いますが、

1999年発行の書籍“Reflections on Palliative 

Care”(The Open University Press) を紹介し

つつ、述べてまいります。 

Clark氏はその書の冒頭でまず、「死が以前に

もましてタブー視されているのは事実である」

と記しておられます。みなさま方には、そうで

はないと思われる方がおられるかもしれません

が、私にとってはやはり、日本でもタブー視されている傾向が強いと同感できます。 

なぜならば、たとえば、Advance Care Planningをなぜ国内でもそのままACPと言っ

ているのでしょうか、なぜ日本語を使わないのでしょうか？ 私のところの職員に「ACP

って何のこと？」と問うても手を挙げるものはいませんでした、まして一般の方々が分か

るはずがありません。 

それから、かなりの分野で使われているEnd of Life Care、これをなぜ「終末期」とは

っきり言わないのでしょうか？ 英語圏の人はこれを他の言葉に置き換えることはありま

せん。それから、虚弱高齢者のことを「フレイル」（Frailty） と呼ぶように勧められてい

ますが、「虚弱」という言葉がいやな響きを与えるからだそうです。この提言を私は日本老

年医学会ではっきり耳にしました。このように、学会においてもタブー視する傾向ははっ

きりあると私は思います。 

それからもう一つ、緩和ケアは、決して技術論や緩和ケアの専門家的立場のみから語ら

れるものではなくて、社会・歴史そして政治そのものの光の中から考察されなければなら

ない、ともClark氏は記しています。今からもう 20年前に、です。 

〈６〉 そして、緩和ケアの社会的影響を語

るとき、それは、西欧においてはまず宗教の多

元性に対応することを掲げていますがここでは

さておき、何よりも医療に対する懐疑、すなわ

ち現在行われている医療を疑えということであ

り、さらに当然のことながら資源の消費のこと

や、あるいは「身体」と「自我」の統合・分離

の問題などを考えていかざるを得ないのであり、
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緩和ケアはこのように多面的な文脈の中で生まれてきたことを心に留め置かなければなら

ない、と記しています。 

そして最後に、緩和ケアは「死」を通して、「死にゆく人が生きること」をケアする現代

的な新しい倫理を作り上げてきたのである、と結んでおられます。実に含蓄のあることば

だと思います。 

〈７〉 次にご紹介するのは、これもみなさ

まにはご存じと思いますが、英国 London 

King’s Collegeの Irene J. Higginson教授の著

書からです。2001年発行の“Palliative Care for 

Non-Cancer Patients”  (Oxford University 

Press) という書籍です。その中で氏は、「現代

医療の光と影の超克の歴史、それがすなわち緩

和ケアである」と記しておられます。重要部分

を抜き書きしてみますと…… 

20世紀は科学の進歩の時代であり、その進歩とともにがんを、病気（illness）ではなく

疾病（disease）としてがん医療を発展させてきた。そして、生物学モデル（がん＝疾病) と

しての腫瘍学が出現した。しかし一般市民は、がんは疾病ではなく、身体と心とたましい

の次元に広がる「病：やまい」であるとして、単に生物学的モデルのがん医療を拒否し、

全人的医療への転換を迫った、とHigginson先生は記しておられます。 

そういう動きの中で 1967年、St Christopher’s Hospiceが設立されました。 

その後は、ホスピス運動が広く開始されていったものの、その 1960～80 年代は腫瘍医

学との反目の時代であった、との考えを Higginson 先生は記しています。それはつまり、

介入的医療をどこで中止するかというホスピス運動の考えと、介入的医療をどこまで続け

るかという腫瘍医学との反目の時代であった、ととらえることができると思います。 

そののち 1990年代に、新しい医療体系の専門領域として、緩和ケアが出現してきます。 

そして現在、日本においても、腫瘍を対象とした緩和ケアは浸透していますが、その技

術と知識をどのように全疾患対象に拡大するのか、という局面に立たされていると思いま

す。それはすなわち、新しい専門性としての腫瘍緩和ケアと全人性の対立の時代、と考え

ることができます。 

すなわち、私たちはある一つの新しい進歩において、つねに影の部分にも光を照てなが

ら、それを乗り越えていかなければならない、その時期の一つがまさに今なのではないか、

と私は思っています。 

〈８〉 さて、ここからは「人権としての緩和ケア」の概念が生まれる歩みを紹介しま

す。 
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まず、そもそも「人権としての緩和ケア」と

いうことば、これはごく新しい概念なのかどう

かを、私自身が知りたく思い、できるだけ古い

文献を探してみました。文献的に見る限り、人

権と緩和ケアに触れているのは 1992 年にさか

のぼる、と記している論文を見出せました。 

その論文は、2007 年の Journal of Pain & 

Symptom Management; 33(5)に掲載された F. 

Brennan著“Palliative care as an international human right”であり、その中で、1992

年にカナダのMargaret Somervilleという方がカナダ人権財団の出版物において「苦悩か

らの解放は医療と人権の共通のゴールであり、終末期患者の痛みと苦悩からの解放は人権

上の大きな課題である」と記している、とあります。 

これから言えるのは、人権としての緩和ケアはかなり古くからの概念である、と私は思

います。 

〈９〉 さらに Brennan 氏の論文からの引

用を続けます。カナダではその後、2000年にな

ってカナダ上院常任委員会で「終末期ケアの

質：カナダ人の権利」という宣言が採択されま

した。 

そして 2003 年には、アフリカのサハラ以南

の諸国による「ケープタウン緩和ケア宣言」が

打ち出されたそうです。 

同じ 2003 年に、いま話題の EU（ヨーロッパ連合）のヨーロッパ議会が、緩和ケアを

人権とすることを「首脳委員会の推奨」としました。 

2004年、ヨーロッパ腫瘍学会の国際ワーキンググループが「緩和ケアの新しい枠組み」

として人権を認め、2005年には国際ホスピス・緩和ケア学会が「韓国宣言」の中に同様の

趣旨を盛り込みました。 

さらに 2006年、ローマ教皇ベネディクト 16世が第 15回世界病者の日に寄せたメッセ

ージの中で、緩和ケアは基本的な人権であると述べました。 

このように、緩和ケアが人権であるとの概念はすでに 10年から 20年も前に、いろいろ

な国や団体において宣言されていたのであり、ごく最近生まれてきた新しい概念ではない

ことがわかります。 

〈10〉 ここで、「人権」という言葉の意味を整理しておきたいと思います。私が広辞苑

や百科事典で調べたものです。 

「人権（human rights）とは、人間が人間として生まれながらに持っていると考えられ
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ている社会的権利のこと」であり、そして「生

存権とは、人が、一定の社会関係のなかで、健

康で、そして文化的な生活を営む権利があると

するものである」と記されています。 

そして次に、これが非常に大事なことだと私

は思うのですが、「人には、教育を受ける機会が

与えられ、（中略）、様々な社会保障によって、

健全な環境のもとに、心・身ともに健康に生き

る〔死ぬ、演者挿入〕権利がある」、これは別の

言葉でいいますと、「我われは国家に対して、より良く生きること、その裏返しとして、よ

り良く死んでいく、その教育を受ける権利があり、国家はその教育を行う義務がある」と

いうことにほかなりません。すなわち、義務と権利の関係において、国家と個人は対峙し

ている、と言えるのではないかと私は思っています。 

念のため繰り返しますが、国家のさまざまな義務の一つである教育において、我々は緩

和ケアの教育を受ける権利がある、と捉えるべきだということです。 

〈11〉 なお、「人権」とはさまざまの意味が

ある概念（思想信条の自由、法の下の平等、生

存の権利等）ですが、共通項があります。それ

は、国際的もしくは国家権力と対置された「個」

の幸福追求のための基礎概念である、と岩波書

店『思想哲学辞典』には記されています。 

したがって私が先ほど述べましたように、緩

和ケアの歴史的文脈で光をあててみますと、個

人の「安らかな死」を「幸福」と考えることが

できるような社会的・文化的背景が前提となるのはもちろんのこと、それと同時に、時の

政治権力と対峙する意識・態度も前提にあるのが、人権である、ということを私は申し上

げておきたいのです。 

その意味で、日本在宅医学会が人権というテーマを取り上げていただいたことは、今後

の日本の緩和医療のあり方にとって、非常に重く、ありがたいことだと私は考え、日本在

宅医学会に大きな賛辞を送りたいと思います。大会長の平原先生、ほんとうにありがとう

ございました。 
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●拡大する緩和ケア 

  ——ヨーロッパ緩和ケア学会：人権宣言への道のり—— 

 

〈12〉 私はこれまで緩和ケア関連の多くを

ヨーロッパから学んできました。本日のテーマ

である緩和ケアの人権宣言は、2013年のヨーロ

ッパ緩和ケア学会（EAPC）プラハ大会でなさ

れ、それがヨーロッパ全体に広がっていくわけ

ですが、それまでの経過を、私が実際に参加し

た諸学会を振り返りながら、みなさんにご紹介

します。 

〈13〉 スライド 13 は、みなさんもよくご

存じの、近代ホスピスの母デーム・シシリー・

ソンダース（Dame Cicely Saunders）さんで

す。日本にも 1997 年に来られました。この写

真は 1993 年４月に St Christopher’s Hospice

で行われた研修に私が参加した際に撮らせてい

ただいた写真です。このころはまだまだお元気

でした。 

〈14〉 さて、2005年４月にドイツの古都ア

ーヘンで開催された第９回 EAPC に参加して、

私はとても驚かされました。それは…… 

Julia Addington-Hallさん、みなさんの中に

も知っておられる人がいることでしょうが、現

在は英国のサザンプトン大学で終末期ケアの看

護系教授をお務めで、緩和ケアを非がん疾患に

広めていくことに大きく貢献された方です。そ

の前は長年にわたって London King’s College

と St Christopher’s Hospiceのシシリー・ソンダースさんのもとで終末期ケアを学び研究

されていました。London King’s College時代は先ほど紹介した Irene Higginsonさんと一

緒に終末期ケアを研究されていた仲だったそうです。 

その Addington-Hall さんが、第９回 EAPC アーヘン大会のシンポジウム、Palliative 

Care in Chronic Condition: extending our bordersで、自分の師匠の名をあげて次のよう

に総括したのです————「Dame Cicely Saundersの間違い、彼女は、ホスピス・緩和ケア
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の対象をがんのみに特化した。このことは、その後長い間、死にゆく人たち全てに、公平

に緩和ケアを提供することを忘れさせた」。 

この 2005 年４月当時、ソンダースさんはまだご存命でした。７月に亡くなられるので

すが、Addington-Hallさんはソンダンースさんをこのように断罪したのです。私はLondon 

King’s CollegeにAddington-Hallさんを訪問して話をうかがったことがあったので、これ

を耳にしたときは驚きを禁じ得ませんでした。 

〈15〉 それだけではありませんでした。Addington-Hallさんは返す刀で、医療者の犯

した間違いということを述べられました————

「医療者は、がん以外で死にゆく高齢者やその

他の人たちの苦しみに目を向けようとしなかっ

た」。 

たしかに、近代ホスピス運動の中でがんだけ

に目を向けたソンダースさんもわるかったが、

しかし、医療者もわるかったのではないか、「あ

なたたち、私たちも、共犯ですよ」と言われた

わけです。この発言が、その後のヨーロッパ緩

和ケア学会および緩和ケアそのものの垣根を広げていくきっかけとなりました。 

〈16〉 EAPCの次の第 10回大会は 2007年にハンガリーのブダペストで開催され、「ブ

ダペスト・コミットメント（公約）」が採択され

ました。このコミットメントは、EAPC本部が

加盟各国の緩和ケア関連組織に対して、緩和ケ

ア政策の基盤を整備するために、自国政府と話

し合う組織をつくり、どういう目標を達成する

かの計画づくりをこれからの２カ年のうちに要

求する、というものです。 

わかりやすく言い換えれば、緩和ケアを政策

として推進するために、各国は実施組織をつく

り（Empowerment）、それぞれの実行計画の内容を定義し（Define the Commitment）、

それらの実行をEAPCは責任を持って援助する（Advocacy）。 

これは明らかに、それまでの「哀れみ」の緩和ケアから、「人権」としての緩和ケアへの、

大きな転換です。WHOと国際ホスピス緩和ケア協会の協同事業として、始動しました。 

なお、2009年の第 11回EAPCウィーン大会については、諸事情が重なって私は残念な

がら参加しなかったので、紹介も略します。このように、EAPC大会は２年ごとに開催さ

れ、その間の年には各国緩和ケア学会が自国大会を開く、というかたちになっており、実

に計画的に運営されていることに感心させられます。 
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〈17〉 2011年５月、EAPC第 12回大会が

ポルトガルのリスボンで開催され、“Palliative 

care reaching out”（拡大する緩和ケア）」とい

うテーマを掲げていました。このとき、対政府

要求４カ条を掲げた「リスボン・チャレンジ」

が採択されています。この４カ条については、

次のプラハ憲章の紹介とともに説明します。 

〈18〉 その２年後の 2013 年５月、EAPC

第13回大会にて緩和ケアの人権宣言である「プ

ラハ憲章、Prague Charter “Palliative Care: a 

human right”」が採択されました。 

〈19〉 プラハ憲章はEAPCのホームページ

に日本語でも掲載されており、その翻訳は恒藤

暁先生がなさっています。まず、冒頭の前文部

分をそのまま紹介しましょう。 

「プラハ憲章は、苦痛を緩和すること

と緩和ケアを人権として認めることを

各国政府に要請する。」 

「ヨーロッパ緩和ケア学会、国際ホス

ピス緩和ケア協会、世界緩和ケア連合、

および、ヒューマン・ライツ・ウォッチ

は、緩和ケアを利用できることが人権で

あることを共同して提唱している。」 

このように、種々の団体が共同で、各国政府

との対峙を表明しています。なお、ヒューマン・

ライツ・ウォッチは著名な国際人権NGOです。 

〈20〉 つづいて、前文のすぐ次にある「緩

和ケアの権利」と題された部分を紹介します。 

「緩和ケアを利用できることは、国連

条約によって認められているように法

的な責務であり、到達可能な最高水準の

身体的および精神的な健康を享受する

権利に基づいて、国際機関や団体は人権

として提唱している。」 

ここでは、緩和ケアを利用することの法的根拠が述べられています。 
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「患者が激しい苦痛に直面しているのであれば、政府は緩和ケアを提供しておら

ず、冷酷であり、非人道的かつ恥ずべきことと考えられる。」 

私たちがいまの日本の社会をみたときに、患者さんの苦痛はどうなのか。たしかに、が

ん対策基本法のもとでがんの患者さんは激しい苦悩から解放されつつあるのかもしれませ

んが、その他の病気の方々、高齢者の方々、認知症の方々の苦悩はいったいどうなのか。

これはみなさま方がよくご存じのはずです。 

「緩和ケアは比較的廉価に苦痛を効果的に緩和し、時に予防することができる。」

〔以上ここまでの原文は１つの段落、演者〕 

「それにもかかわらず、世界中の多くの政府は、治療が難しい疾患をもつ患者が

緩和ケアを利用する権利が保証されるような適切な措置を講じていない。」 

〈21〉 そしてプラハ憲章の後半では、各国政府に要求する事項として、以下の４点を

掲げています。 

「１．致死的な疾患あるいは終末期の

患者の必要性に応える医療政策を策定

する。〈以下略〉。２．必要とするすべて

の人に、規制医薬品を含む必須医薬品が

使用できるように保証する。〈以下略〉。

３．医療従事者が大学の学部以上のレベ

ルで、緩和ケアと痛みのマネジメントに

関する適切な研修を確実に受けられる

ようにする。〈以下略〉。４．緩和ケアを医療制度のあらゆるレベルに確実に組み入

れる。／・罹患率、死亡率や人口動態に基づき、緩和ケア病棟、緩和ケアチームな

どの医療提供体制を策定し、提供する。」 

要するに、医療制度のあらゆるレベルに緩和ケアが組み込まれるよう、政府に要求して

いきなさい、という方針を打ち出したのです。この４つの要求事項は、スライド 17 で紹

介した「リスボン・チャレンジ」の内容そのものにほかなりません。 

さらに言えば、ヨーロッパ各国の緩和医療学会および緩和ケア学会は、自国の政府とど

のように協同したり対峙したりするのか、その

立場を鮮明にしなさいということを打ち出した

のだと私は考えます。 

〈22〉 ところで、プラハ憲章が打ち出され

た 2013 年当時のアジアではどうだったのか…

…2011 年にマレーシアで開催された第９回ア

ジア・太平洋州ホスピスカンファレンス（APHC）

において、次に記すようなテーマが掲げられて
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議論されていました。 

「哀れみ」から「人権」へ／「死」を包括した医療へ／「死」を前提にした社会

生活へ／自己決定を尊重できる社会へ／「公衆衛生」としての緩和ケアへ／医療の

共通基盤としての緩和ケアへ 

５年前にアジアではこれらのテーマが語られていたことを、日本の私たちはしっかり認

識すべきだと思います。 

 

 

●人権としての緩和ケア 

  ——国家政策としての公衆衛生的手法への道—— 

 

〈23〉 ここからは、緩和ケアを、人権とし

てどのように基盤整備をし、その手段として公

衆衛生学的手法があることを紹介させていただ

きます。 

〈24〉 私が手にしているのは、WHO ヨー

ロッパ事務局が 2004 年に発行した冊子 

“Better Palliative Care for Older People”で

す。これもネットでかんたんにダウンロードで

きますので、みなさん、ぜひ目を通していただ

ければと思います。 

この冊子では、21世紀の社会的変化と緩和ケ

アの置かれた位置について、さまざまな角度か

らとらえて記してあります。たとえば、人口動

態の変化（尐子・高齢化）と格差の拡大とか、

日本でも問題になっている単身高齢者の急増と

か、延命医療の発達など、そういう光のなかで

緩和ケアのあり方をどのように変えていったら

いいのかを模索しています。 

また、我われ日本人にはまだ意識する機会が尐ないのですが、いまヨーロッパでは人口

移動による多民族社会の出現が現実のものとなっています。これをうけて緩和ケアはどの

ような対応策を打ち出していけばいいのか、などが記されており、2004年当時にヨーロッ

パ共通のテーマとなっていたことがわかります。 
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〈25〉 そして 2007 年に WHO は新しい考

え方を打ち出しました。EAPCブダペスト公約

が示されたときのことですが、公衆衛生的手法

を使って緩和ケアの新しい体制を整備しようと

の方針です。それには４つのポイントがあり、

政策、教育、そしてそれらの実行計画と、医薬

品利用の促進の４点です。 

なかでも最重要課題として挙げられたのが、

国家の政策に組み入れられるようにすること、

でした。とくに政治家や行政関係者などは、国民の健康政策の一環として、緩和ケアに対

する財政の裏付けやサポートのための資源配分モデルづくりなどをしっかりやってほしい、

と。 

こうしたことが、ブダペスト大会の講演でしっかりと報告されていました。その内容は、

Journal of Pain and Symptom Management, Vol.33 No.5 May 2007の Stjernsward J, 

“The Public Health Strategy for Palliative Care”に掲載されていますので、みなさんも

ぜひお読みになってください。 

〈26〉 その同じ講演では、公衆衛生的対処の発展段階という５つのステップが示され

ました。 

まず Step 1は「政治家等、発言力のある人材

を確保せよ」というのです。官僚ではありませ

ん、政治家を確保せよと。次に Step 2として「状

況を分析せよ」。これはやはりアカデミズムの仕

事だろうと私は思います。そして、Step 3とし

て先ほどもありましたように「行動計画を作れ」。

何カ年をかけるのか、中期・長期の行動計画を

作るように、という。Step 4として「国内に計

画推進母体を作れ」、そして Step 5として「あるべき姿（モデル）の内容を深化させよ」。

初めはかんたんなものでもいいからモデルを描いて、それを徐々に改変、深化させていく

こと。 

これらが公衆衛生的対処としての発展段階である、と明確に示してくれました。私も日

本国内のさまざまな学会、緩和ケア関連団体と関係してきましたが、これを目にして、手

法提示の鮮やかさに驚かされました。 

〈27〉 ところで、日本国憲法第 25 条には、社会権のひとつである生存権は謳われて

おり、それに対して国の社会的使命として、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び

増進に努めなければならないことが高らかに謳われています。 
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では日本では、生存権が謳われるのであれば、

死への準備が公衆衛生施策として認知されてい

るのでしょうか？ 生存権と死への準備は決し

て対立概念ではないと私は思うのですが、生存

権をいうならば、いかに死んでいくかについて

も公衆衛生施策に入っているべきだと思います。 

 

 

●最近の英国の緩和ケアの軌跡 

  ——現状分析、戦略と行動計画立案の歴史—— 

 

〈28〉 話を転じます。ここからは、緩和ケア発祥の地であり、EAPCをリードしてき

た英国の緩和ケアの歩みと現状を紹介します。

英国の緩和ケアを語るにはさまざまの断面があ

り、たとえばチャリティで推進されてきた断面、

あるいはプライマリケアが担っている断面だと

かいろいろありますが、今日ここではそれらを

すべて捨象して、「人権の歴史」として英国の緩

和ケアをひもといてまいります。 

〈29〉 英国の緩和ケアを語るときによく引

用されるのが、ちょっと古い 2010 年のデータ

ですが、経済誌エコノミストに掲載された 

“The quality of death; Ranking end-of-life 

care across the world ”（ Economist 

Intelligence Unit 2010）です。エコノミストの

なかの Intelligence Unitという組織が、シンガ

ポールの財団の援助を得て OECD 加盟国の死

のクォリティについて調査したもので、英国が

総合判定の１位になっています。日本は残念な

がら 23位であって、台湾やシンガポールのほうが上位です。 

各国のランキング判定には理由がつけられており、日本が下位に甘んじているのは「そ

の差は政策の戦略性の有無に帰する」と記されています。 

〈30〉 英国の緩和ケアを語るのにもう一つ、この組織に触れないわけにはいきません、

1991年設立の英国緩和ケア協議会（NCPC; National Council for Palliative Care）です。

2004 年に名称変更があって現在名になっていますが、それまでは National Council for 
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Hospice and Specialist Palliative Care 

Services（英国ホスピス・専門的緩和ケアサー

ビス協議会）でした。早くも 2004 年時点で旧

名称からホスピスとスぺシャリストが削除され

たわけで、私は当時複数回訪英して協議会幹部

にその件をインタビューしました。 

「なぜスペシャリストを取ったのか、緩和ケ

アはスペシャリストの任務ではないのか？」 

「なぜなら緩和ケアは、すべての医療者の任

務であり、それを広めていくためには、スペシャリストの名称はあってはならないからだ」 

はっきり応えてくれました。 

NCPCの設立者は、皆様もご存じかと思いますが、前スコットランド緩和ケア協議会長

のDerek Doyle氏、それからDame Cicely Saunders氏らで、いずれも英国の緩和ケアを

創始した方々です。〔以下、この協議会については旧名称の時代も含めて英国協議会または

NCPCと表記〕 

設立目的は、1990年前後にはすでに英国内に緩和ケアのさまざまな諸団体が乱立してお

り、いろいろな意見を言うものだから、それらを一つにまとめてほしいと英国保健省から

要請があったからだそうです。 

NCPCの役割としては、まず第１に緩和ケアを広めていくこと。それから、緩和ケアの

水準を向上させること。そして、他の分野と連携を促進させること。この「他の分野」と

はたとえば、これから高齢者の問題が増えてくるにつれて、認知症併発なら神経内科と、

心臓病併発なら循環器科などと、さまざまな分野の専門家との協力が欠かせなくなります、

そういう連携の促進です。さらに、最終的には政府との窓口をもって太いパイプをつくり、

協力関係を促進させる必要がある、それらの役割を担うのがNCPCで、その運営資金はも

ちろん寄付によっています。 

なお、2004年に名称変更した際、組織内に Policy Unitを創設し、より政治への接近を

図っています。 

〈31〉 そのNCPCはさまざまの報告書や

出版物をだしていますが、スライド 31 に示

すのは 1997 年発行の、つまりまだ旧名称の

時代ですが、“Reaching Out: Specialist 

Palliative Care for Adults with 

Non-Malignant Diseases”、思い切って意訳

すれば「緩和ケアをがん以外の疾患へ」と題

したディスカッション用ペーパーの表紙です。
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監修者は先述した Addington-Hall さんで、この報告書が緩和ケアの対象拡大の議論の口

火を切ったといっても過言ではありません。私たちの研究会ではこれを翻訳して、機関誌

「緩和医療」に掲載しておりますので、どうかご覧になってください。 

なお、英国の緩和ケア団体のうちスコットランドでは当初から独自活動をしていますが、

この “Reaching Out” はスコットランドの協議会との連携、連名で発行されています。 

〈32〉 そして数年を経て、超党派による政治的公約としての、緩和ケアを享受する権

利をまとめる動きが高まり、2004 年になって

House of commons（英国下院）で “Palliative 

Care Manifesto”が採択されました。 

その基本理念では、まず「国民は誰でもが、

その必要に応じて適切な緩和ケアの恩恵を受け

る権利を有する」と述べています。そして、「国

民は誰でも、自らの終末期ケアの選択を検討す

ることができる権利を有する」とも述べていま

す。さらに、「国民は誰もが『より良く死ぬ』権

利を有する」としています。 

英国では超党派の政治家が 2004年に公約文書でこういう内容を明言したのです。 

〈33〉 その翌年の 2005年、NCPCは “Palliative Care 20-20”という文書を発行し

ました。20-20 というのは、西暦 2000 年から

2020年までの 20年間、という意味の表現だそ

うです。この文書では、1991年から 2000年に

かけての議論の積み重ねのうえに「緩和ケアの

本質」に立ち返るとして、この先 20 年間の展

望が記されています。 

まず、これからの緩和ケアを、単に医療のみ

でなく、社会保障政策全体の変革として位置づ

けることが必要だと述べ、さらに、21世紀前半

を射程に入れた 20 年間の長期的視野に立った方向性を、人口動態から次のように示して

います————人口の高齢化はもちろん、団塊の世代の退職と高齢化をきっちりと押さえるこ

と、それから、ライフスタイルの多様化、利用者本意の医療サービスの必要性を謳い、さ

らには、労働力人口の減尐から必然的に生じる移民の増加による、多民族国家としての緩

和ケアをどうするのかなどにも焦点を当てなければならないと訴えています。 

なお、1990年代末に「多民族社会の緩和ケア」という文書も発行されているくらいです

から、英国のEU離脱後がどのようになっていくか、たいへん興味深いところです。見守

っていく必要があると思っています。 
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〈34〉 NCPC から 21 世紀最初の 20 年間のビジョンが打ち出されたあと、３年後の

2008年、こんどは英国政府の保健省から “End 

of Life Care Strategy”（終末期ケアの戦略）と

いう文書が発行されました。副題に 

“Promoting high quality care for all adults 

at the end of life”とあるように、緩和ケアをあ

らゆる疾病の終末期患者さんに適応していくた

めの政策方針が記されています。 

これを読むと、将来を見据えた計画性、戦略

の有無の点で、日本との彼我を思わざるを得ま

せん。 

〈35〉 英国保健省の文書「終末期ケアの戦略」は、NCPC英国緩和ケア協議会の影響

が色濃く反映された内容となっており、また先

述の EAPC ヨーロッパ緩和ケア学会の動きを

先取りしたものといえます。 

たとえば社会に対しては、「死に対する国民の

意識改革」をしていかなければならないとして

います。これは見方によっては、終末期にかか

るコストをいかに抑えていくかの方便であり、

死の場所の選択や緩和ケアの適応の仕方に国民

の意識改革を求めているものではないか、とい

う言い方も成り立ち、そういう分析をする研究者もいますが、しかしそれよりも、国民で

ある私たちの「死」に対するイメージを変えていこう、と政府の側から呼びかけた、非常

に勇気ある方針表明だと私は思っております。 

〈36〉 NCPC「20-20」文書や保健省「終末期ケアの戦略」の発行とほぼ同時期に、

英国議会でMental Capacity Act 2005（MCA 

2005、英国 2005年意思能力法）という法律が

通過成立しました。一言でいえば、財産の管理

だけではなく、その人の生命の管理も行ってい

く後見人制度の法律で、認知症、精神疾患、中

枢障害により独力で意思決定ができなくなった

16歳以上の国民を保護するのが目的です。本人

に代わってだれが意思決定を行えるのか、ある

いは、どのような手続きを踏めばいいのか、な

どが取り決められ、このMCA 2005によって後述する医療の事前指示書の法的根拠が確立
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しました。 

通過当時、私は英国に行っていたときでしたので、医療・福祉関係者にこの法律のこと

を尋ねますと、施行は 2007年からで「これに従って行動するよう求められることになる」

と、現場ではかなり困惑の表情でした。 

それに応えるかたちで、NCPCから医療・福祉関係者向けにこの意思能力法をかみくだ

いて解説したガイダンス “Guidance on The Mental Capacity Act 2005”（「2005年意思

能力法のガイダンス」）が発行されました。スライドには掲載していませんが、この翻訳も

私たちの研究会では行っておりますので、関心のある方はお申し出ください。 

〈37〉 NCPCのそのガイダンスの冒頭には、MCA 2005の基本原則について紹介され

ていますので、みておきましょう。 

まず意思能力推定の原則として、人は、証明

されない限り意思能力を有していると考えなさ

い、としています。 

次に残存能力支援の原則として、能力欠如を

判断する前に、残されている能力にあらゆる支

援可能な措置をとりなさい、としています。 

そして非合理判断容認の原則として、他から

見て愚かに見える判断を本人がしても、能力欠

如とみなしてはならない、としています。 

また最善利益の原則として、代理で行われる行為・決定は、患者さん本人に最善の利益

をもたらすものであるようにしなさい、としています。 

さらに最小限制約の原則として、代理で行われる行為・決定は、本人の権利自由の制約

を最小限とするようにしなさい、などの原則を掲げたうえで、具体的な手順などが細かく

取り決められています。 

したがって、この５原則を遵守するのは手がかかることかもしれませんが、これらを遵

守すれば、個人の権利を最大限重視するための法的根拠となる、と解説されています。私

はこれを読んで、自分の日常的な実践がかなり変わったと自覚しています。たとえば、認

知症あるいは意思決定能力がないと思われる人について家族から「本人の意向はもう確認

しなくてもいい」と言われても、私たちはそこでもう一歩踏み込んで、本人がどう感じて

いるのかを確認していくことにしています、それが重要だというのです。 

みなさんにもぜひお読みになることをおすすめします。 

〈38〉 NCPCからはさらに、MCA 2005の施行１年後の 2008年春、現場の医療・福

祉関係者向けの実践的な終末期ケアのガイダンス “The Mental Capacity Act in Practice: 

Guidance for End of Life Care”（「日常診療における意思能力法：終末期ケアへの適用」）

が発行されました。 
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独力で意思決定できなくなった 16 歳以上の

終末期の人に実際に接して、本人の意思を尊重

しつつ確認していくにはどのようにしていった

らいいのかが、英国の医療・福祉体系に即して

ではありますが、詳しく記されています。 

〈39〉 そして 2009 年、NCPC 英国緩和ケ

ア協議会は「死」についての教育 “Dying 

Matters”「死ぬということは重要なことだ」を

全国的に展開し始めました。 

私もこの協議会のメンバーですのでけっこう

たくさんのメールを受け取りますが、それらを

見ていますと、英国の津々浦々で「死」に関す

る講習会が開催されているのがわかります。 

〈40〉 「死ぬこと」の大切さのキャンペー

ンが広がりを見せた 2011 年、死と直接に向き

合うには、「判断力のあるうちに自分のケアへの

備えを」という、医療・福祉関係者向けの手引

きが英国保健省から発行されました。 

日本では今さかんに ACP、ACP（Advance 

Care Planning、事前のケア計画）といわれて

いますが、英国では、死の教育を経て、さらに

法的根拠を得て人権が尊重される条件をつくっ

たうえで、その次にこんどは、自分の意思表明

が失われたときのための準備をどうするかとい

う、非常に着実な法的裏付けがなされていると

いうことは注目に値すると思います。 

〈41〉 さて、我われはいま超高齢化社会におり、在宅での看取りをしなさい、しまし

ょうとの社会的な動きが進んでいるわけですが、

しかしながら実際に、在宅での看取りが増えて

いるのかというと、そうではありません。私の

診療所での在宅看取り率は一時 30 数％あった

のですが、それが今ははるかに下回ったままで

再び高まっていくとは思えません。それはなぜ

なのか…… 

1991 年刊行の英国トレント州についての緩
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和ケアに関する報告書によれば、「将来的には、多くの人たちが、ホスピスよりも、病院か

専門的援助のない施設で死ぬようになることが予測される」としています。1991年の報告、

ということを考えてください。その理由は、「終末期の患者と家族が、悪性疾患でないとい

う理由で、死を迎える場所やケアの選択ができない状態にある」、そして「緩和ケアが、が

ん患者のみに提供されているために、その恩恵にあずかれないのである」。今から 20年以

上前の報告書です、すでにそのようにきっちりと報告しているのです。 

私はこの報告を読んだとき、不思議に思ったものでしたが、日本政府や行政の関係者で

このドキュメントを読んだ人はいないのでしょうか。 

〈42〉 また、これはNCPCの機関誌である “Palliative Medicine” の 1994年に掲

載された論文ですが、高齢者介護施設における

緩和ケア提供の課題について、問題を４点指摘

しています。 

まず、緩和ケアが提供できていないことにつ

いて、「緩和ケア関連の約 3000団体の教育プロ

グラムの対象に、高齢者施設が入っていない」

のではないかと指摘しています。たしかに、病

院関係者を対象にするのは大事だけれども、終

末期ケアを多く担当する施設の関係者を対象に

含めなければならない、としています。そして、「いま緊急の課題は、施設ケアを受けてい

る高齢者に緩和ケアを提供するための資源を確保することである」と結んでいます。資源

とは、単にお金のことではなくていろいろあると思いますが、ここではとくに教育、その

機会をいかに設けるか、ということでしょう。 

こういう事柄が、英国ではすでに 20 年も前にはっきりと言われていた、ということで

あります。 

〈43〉 ここでごく近年の英国の学会の動きに飛びます。2014年３月、英国緩和ケア連

合学会の第 10 回大会がヨークシャー市で開催

され、そのときの重点テーマは３つ、まず「高

齢者住宅での緩和ケアと看取り」がトップに掲

げられていました。 

次に「地域におけるプライマリケアチーム、

住民と緩和ケア専門チームとの協働」、つまり、

超高齢化社会での緩和ケア提供は地域をまきこ

んだかたちで提供していくしかない、というこ

とでしょう。 

そして「事前指示計画援助ための専門職教育」、これは、事前指示書や事前のケア計画を



加藤恒夫「人権としての緩和ケア」  20160717 第18回日本在宅医学会大会特別講演3 

 

 — 20  — 

進めていくためには、医療・福祉の関係者はもっと勉強しなければならない、ということ

にほかなりません。 

〈44〉 2016年３月、第 11回の同連合学会がグラスゴー市で開催されました。スライ

ド 44 にも示しましたように、事前に掲げられ

ていたテーマは、Rediscovering Holism: the 

future for Palliative Care、つまり全人性から

乖離しつつある緩和ケアをもう一度見直そう、

というものでした。会合には、スライド６で紹

介したDavid Clark教授も参加されていました。 

大会の最後を飾る講演（Closing Remark）は、

Scott Murray氏という方で、エジンバラ大学の

有名な St Columba’s Hospice において

Primary Palliative Careの教授をおつとめとのことです。次のように話されました———— 

「英国ではもうすでに、緩和ケアをあれだけプライマリケアの中に押し返そうと

しているけれども、緩和ケアは今後、限られた人たちのための特殊なケアになる可

能性が高いのかどうか、とまず問いかけて、これからは気をつけなければ、初期の

全人的ケアを逸脱して、非常に狭い範囲のケアに陥ってしまう可能性がある。今後

は臨床的・社会的ケアを統合してすべての健康政策に持ち込むようにしていかなけ

ればならない、今はその分かれ道に立っている。」 

英国における人権としての緩和ケアが、どのレベルにまで到達しているかがわかる、非

常に印象深い、格調の高いお話でした。この講演抄録は同連合学会ホームページで読めま

すので、ぜひお読みになってください。 

 

 

●日本の現実 

 ——見えてこない緩和ケアの戦略—— 

 

〈45〉 ここからは、日本の現実、見えてこ

ない緩和ケアの戦略についての話です。 

〈46〉 厚労省の平成 26 年度人口動態統計

の「主な死因別死亡数の割合」によりますと、

悪性新生物による死亡数割合が 28.9％でトッ

プにあり、以下、心疾患、肺炎、脳血管疾患、

老衰などの順になっています。悪性新生物、が

んによる死亡数割合は、実はたかだか３割未満
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で、不慮の事故やその他を除く全体の半数以上

は他の疾患による死亡です。 

この、他の疾患の方々の死の間際の苦しみに

どう取り組んでいくのかについて、はたして我

われの間で語られているのかどうか、これが問

題です。 

そして余談ですが、もう一つ、この死因別の

なかに認知症が含まれていません、みなさん、

気になりませんか？ 私は、日本での死因に認

知症が含まれていないことに、非常な違和感を感じます。海外の文献を読むと、死因とし

て認知症と記されているケースが多々出てきます。つまり、我われ医師の側が死亡診断書

をかくときに「認知症」ということばを使うかどうか、という問題です。私の居住地の保

健所長に聞いてみたことがあり、認知症と記された死亡診断書は非常に尐ないとのことで

した。 

認知症が死に至る病であることは、会場の皆様ならよくご存じのはずです。どうかこれ

を機会に、認知症を死亡原因の一つに入れていきましょう、そうしなければ、健康政策、

政治はなかなか変わっていかないと私は思います。 

すなわち、認知症の方の権利、人権は守られない、ということであります。 

〈47〉 スライド 47 のイラストは、みなさんもよくご存じの、地域包括ケアシステム

を説明しているものです。いろいろ言葉が並ん

でおり、一番下には「本人・家族の選択と心構

え」とありますが、なんの選択か、なにに対す

る心構えなのでしょうか、はっきり示してほし

いものです。そして私の言いたいのは、緩和ケ

ア・終末期ケアの言葉がどこにも見当たらない、

ということです。 

さらに、これをこのままでよしとして、なん

の疑念も抱かないとしたら、それは緩和ケアに

関心があり携わっている専門家の大きな責任問題なのではないでしょうか…… 

〈48〉 日本の緩和ケアをリードしている存在として日本緩和医療学会があります。 

設立趣旨書のなかにはたしかに、「その他の治癒困難な病気の全過程において、人々の

QOL の向上を目指し、（中略）、その実践と教育を通して社会に貢献することを目的とす

る。」と高らかに謳っています。 

しかしながら、この６月に本講演原稿を作り上げるときに、同学会の行動計画のなかに

どう記してあるかをホームページで見てみましたら、専門的・横断的緩和ケア推進委員会
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の抱負として、８年以内に「緩和ケアの非悪性

疾患への拡大を検討するため、国内・海外から

情報を収集し、検討する」とありました。 

たしかに、再来年、平成 30 年の日本緩和医

療学会のテーマは「非がんの緩和ケア」だと聞

いています。しかしテーマとして言うだけでは

なくて、学会ですから学問としての一つの方向

性を、いろいろな分野から網羅していただきた

い。そして、大きな提言をしていただきたい、

と私は考えております。 

たとえば、大会のこれまでのテーマを振り返ってみますと、「これでいいんだ」という語

調や、「なんだろう、この意味は？」というものが多く、これが緩和ケアの将来を考えてい

るテーマなのか、と言いたくなるものばかりです。 

私は評議員をしておりましたが 60 歳を契機に退きましたので、言いたいことを言わせ

ていただきました。 

〈49〉 また、日本緩和医療学会だけではありません、日本死の臨床研究会は、私を緩

和ケアに導き育ててくれた場でありますが、た

しかに間口は広いものの長期的な目標が不明確、

ことばを変えれば、会の設立目的と長期的展望

がどうにも見えてきません、いったい何をこれ

からしていこうというのか……日本の社会がこ

れからどう変わっていくのか位置づけが不明で

す。したがって会がどう対処していこうという

のかについても、この６月現在なにも述べられ

ていません。 

会場には同会の関係者の方がいらっしゃることでしょう、申し訳ありませんが、私は 10

年ほど前に同会の国際交流委員長を務めていたことがあり、さまざまな提案をしてきまし

たので、そういう立場だった上での経験から、思い切った言い方をさせていただきました。 

そして、日本ホスピス緩和ケア協会についても、そうです。今日この近くの会場で年次

大会を開催していますが、総会の主なテーマは診療報酬改定についてです。総会に招かれ

たゲストは、政治家ではありません、厚生官僚です。厚生官僚に具申して、次の診療報酬

改定でホスピスにはどう影響するのかの情報を引き出そうというのだろうと思われます。 

同協会ではたしかに、質の改善が叫ばれています。しかしながら、がんに特化して、が

んから離れられず、これからどのような活動をしていくのか、見えてきません。 

私が考える限り、日本の緩和ケア関連の団体すべてを包括しているのが日本ホスピス緩
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和ケア協会ですから、いろいろな政策提言をできる立場にある組織だと思います。そうい

うことを私はこれまで長い間言い続けてきたのですが、どうも通じません。 

そこで私が託するのは、この日本在宅医学会と日本在宅ケア学会、そしてこれを支援し

てくださっている勇美記念財団です。戦略立案、行動計画、実行組織を提言・創設なさっ

てはいかがでしょうか。 

〈50〉 最後に私の話をまとめ、意見を述べさせていただきます。 

最初に申し上げましたように、緩和ケアを人

権として確立するためには、もちろん理念の確

立も必要ですが、なによりも歴史のなかでいま

我われはどの位置にいるのかをしっかり見届け

ることが前提条件です。それを、専門家のみな

さんの知を結集して極めていってほしい。そし

て、日本の人口動態のなかでどういう戦略をた

てればいいのか、どういう政治を持ち込めばい

いのか、そうした意見を出してほしい。 

行政すなわち厚生労働省との関係ではなく、政治との関与を深めてほしい。がん対策基

本法が議員立法で成立したように、政治家を巻き込むことが今これからは大事だと私は考

えています。 

学会の集約については、各学会の利害がからんで意見調整は難しいでしょうから、集約

をめざすよりも、各学会が独自の教育プログラムを開発し、情報発信をどんどんしていく、

行動を優先していったらいかがでしょうか。それと同時に、より世界的に視野を広げ、ヨ

ーロッパなり北米、アジアの先行事例から学んで取り入れていくことをなさったらいかが

でしょうか。 

その最先端に、日本在宅医学会と勇美記念財団が常にあることを、祈ります。 

＊ 

私は英国に行くと必ず緩和ケア協議会事務局に足を運んでおりました。ここまで話して

きたような事柄を成してきた英国緩和ケア協議会とは、どんなにか大きい所帯だろうかと

最初は私も思いましたし、みなさんも思われるかもしれませんが、事務局はたった数人で

業務を回しています。つまり、国のあらゆる支援を活用し、さまざまなドキュメントにま

とめ、それらを国内に配布しているだけだと、事務局の方は話してくれました。 

どうかみなさん、これを機会に、緩和ケアという大事な領域を、まず我われが人権とし

てしっかりと認識し、私たちの周囲や地域で人権としての緩和ケアを実践していける一助

となりますように！ 

今日はご静聴ほんとうにありがとうございました。〔拍手〕    ■ 
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——ディスカッション—— 

 

 

座長（川越） 加藤先生、どうもありがとうございました。加藤先生のご要望もありま

して、会場のみなさま方からご質問ご意見をいただいてのディスカッションの時間を残し

ております。貴重な機会だと思いますので、さっそくですが、ご質問ご意見をいただきた

く思います。どうぞ挙手なさってください。 

 

会場Ｍ（女性） 京都から参加したＭと申します。私はちょうど、日本看護協会出版会

から出たシシリー・ソンダースさんの伝記本の増補新装版を読んだところでしたので、英

国の医療や緩和ケアの予備知識があって、加藤先生のお話はとてもよく理解できたつもり

です。 

私の勤務する緩和ケア病棟では、ソンダースさんのことばである「悲しみを受けとめ、

痛みを和らげ、喜びを分かち合う」を理念としており、とてもいいことばだと私は思って

いますが、その理念は緩和ケア病棟の患者さんだけに向けるのではなく、一般病棟に入院

されている方や地域で在宅療養されている方々すべてに向けられればいいのにな、とも私

は以前から漠然と思っていましたら、今日の加藤先生の全人的ケアと人権としての緩和ケ

アのお話を聞いて、大いに納得できました。 

とくに人権については、私のいる組織でも重視しておりまして、一昨年に「人権を尊重

する地域包括ケア宣言」というのを出しておりましたので、人権と私の携わる緩和ケアが

つながっているとのお話には、ほんとうにうれしく後押しをいただいた気持ちです。 

ただ、英国での人権としての緩和ケアの歩みはわかったつもりですが、それでは日本の

私たちは、どうやって人権としてのあり方をめざしていけばいいのか、もう尐し何か具体

的にお示しいただけないものでしょうか。 

 

加藤 ご意見ご質問ありがとうございます。勤務先の組織のとてもすばらしい取り組み

に感銘いたします。 

私は、今は学会の役職をすべて降り、単なる一開業医として地域の方々をみている立場

です。そういう中から私の今の役割は、自分たちの視点を通じて、その一人ひとりのケア

を題材にしながら、どのように考える機会をつくっていけばいいのか、つまりどちらかと

いうと草の根の側から、全人性とか人権とかの本質を、関わっている医療職や専門職ある

いは地域の方々に広げていく、そういう活動をしております。一つひとつのケースに多く

の学ぶ点があると思っております。 
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そのようなことで、お答えになるでしょうか。……（会場Ｍ ありがとうございました） 

 

会場Ｏ（女性） 某大学のＯと申します。加藤先生がいらっしゃる岡山市で日本緩和医

療学会学術大会が開かれたとき〔2007 年、第 12 回大会〕、たしか初めての非がんと緩和ケ

アに関するシンポジウムが組まれたと覚えています。もう 10 年近く前のことで、私は参

加して話をさせていただきました。当時は、こんなテーマの会場に聞きに来る人がいるの

かしら、とちょっと思ったくらいでしたが、会場はけっこういっぱいで、みなさん、むし

ろ興味・関心があるんだ、と感じたのを覚えています。 

その後の学会は、非がんに関するテーマをいろいろ取り上げてくれるようになりまして、

私は学会の運営委員に携わるようになっています。ですから、学会として非がんへの態度・

対応はずいぶん変わってきていると私は思っています。たぶん、加藤先生のお考えやお話

のスピードには追いついていない（笑）とは思うのですが、カバーはしつつあるのではな

いか。そして、大学の分野ではがんも非がんも区別なく終末期をみてきており、大学の患

者さんには同じ権利としての緩和ケアを提供できている、と私は実感しておりました。で

すから、おっしゃられるような人権としての緩和ケアの潮流が世界にあるとうかがえて、

エールをいただいたような気持ちと受け取っております。 

ただ、「非がんの緩和ケア」と言い出すと次には「循環器疾患の緩和ケア」というように、

また疾患別にしていこうという意見や、それでいいのかという意見が学会内で交わされた

ことがあります。私は「なぜ、疾患別にする方向性が出てくるのか？」と質問したところ、

「がん対策基本法ができたように、法律に基づかないと動けないからだ」と、法律があれ

ば動けるというような回答がその時ありました。 

でもそういうことになりますと、今日の加藤先生のお話にありましたように、緩和ケア

が人権問題であるという根拠になるような法律がない限り、全体としてなかなか進まない

のではないかと私も考えます。それを待っている私たちではいけないわけで、現場ではそ

れが保証されていなくても、やっていかなければならない我われです……意見というより

感想になってしまいましたが、今日のお話をたいへん心強く受け取らせていただきました。 

 

加藤 どうもありがとうございます。２点お応えさせていただきます。緩和ケア病棟の

入棟基準の中に、すべての終末期の人を含めるべきだ、と私は考えます。日本では未だに

がんとエイズの患者さんだけです。私が緩和ケア病棟を運営していたときには実際に、が

ん以外の患者さんも緩和ケア加算抜きで受け付けておりました。事務方からはやはりいろ

いろ言われましたし当然だろうとは思います。つまり、そういう診療報酬の縛りがある限

り、緩和ケア病棟の専門的な治療、すなわち緩和ケア病棟は緩和ケアにおける ICU（集中

治療室）にあたるわけですが、非がんの患者さんに緩和ケアの専門的治療を提供すること

はできない、はたしてそれでいいのか、と考えます。 
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もう一つは、みなさん方はすでに院内という現場において、がん以外の疾患の患者さん

にも緩和ケアをしっかり提供されているわけですが、そのときでさえ、痛みの専門家、緩

和ケアの専門家、あるいは呼吸器の専門家に、どうすれば現場に本当に駆けつけてもらえ

るのか、この態勢づくりの問題解決を抜きにしては語れないと思います。同様に、緩和ケ

アを地域に広げていくにも、専門家が必要に応じてすぐに駆けつけてくれる態勢ができな

ければならない。それなら、病院の中の緩和ケアチームはいったい何をしているのか、外

に出ていけばいい、出ていけるのか、そういう病院の態勢があるのか、この問題解決を抜

きにして地域に緩和ケアが広がっていくことはあり得ない、と私は思います。これが今後

の大きな課題だと思います。 

 

会場Ｏ 一つだけ言わせてください。ALS（筋萎縮性側索硬化症）についてはモルヒネ

が使えるようになりましたが、それまでに６年かかりました。最終的に保険適応となるま

で、そういった努力も必要なのだと思います。 

 

加藤 ごくろうさまです、ありがとうございました。 

 

会場Ｎ（男性） 愛知県でクリニックを開業し在宅ホスピスケアをしているＮと申しま

す。開業前は国立長寿医療研究センターで緩和ケアを研究しておりまして、いろいろ研究

する機会がありましたが、今日の加藤先生のお話にはたいへん興味深く拝聴いたしました。 

そのお話の中にはアメリカのことがなかったので、ちょっと加えさせていただきますと、

アメリカでは、疾患に関係なく予後 6カ月以内と診断されると、ホスピスケアが受けられ

るようになったと聞いております。たいへんいいことだと思うのですが、予後 6カ月とい

いますと人生の終末期に入ったのはまちがいないわけで、その時点でホスピスに入所でき

ホスピスケアが受けられるとなると、それはご本人にもケアする側にもたいへん助かるわ

けで、みなさんも現場でそれはよくお分かりだろうと思います。 

私はいま在宅ホスピスをやっており、息苦しい息苦しいと言いながら亡くなっていく患

者さんに尐量のモルヒネを入れてあげると、呼吸が非常に楽になって穏やかに最期を迎え

ることができる、それをやろうと思ってますが、診療報酬の壁があります。開業したので

すから自分で身銭をきって投与してあげればいいのですが、ここはぜひ、疾患別に区切る

のではなくて、激しい呼吸困難などの症状にはモルヒネ投与を解除するということが必要

だ、と思っています。 

そうしたところへ、いまＯ先生がおっしゃった、ALSの患者さんへのモルヒネ投与には

保険が通るようになったとのことですから、これからの緩和ケアは小さく刻んでいくのも

一つの方法ではないか、それだけでもずいぶん変わっていくのではないかと思います。 

もう一つ、死ぬ権利、死なせてもらう権利があるのか、ということについてです。この
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問題については、もし死ぬ権利を認めますと、最終的には死なせなければいけないという

状況になることがあり、国際的にもたいへん慎重に議論されているところです。アメリカ

では州によって、プライバシーの権利としてその自己決定を認めたところがある、つまり、

終末期に関しては人から干渉されないでプライバシーとして死ぬ権利を主張していける、

そして手段を選んで死んでいける、という州が出てきています。死ぬ権利を認めることは

実に難しい問題だとは思いますが、たしかにこれは基本的な人権として、議論していくの

がこれからの日本にとって大事なのではないかと私は思います。 

以上かんたんですが、お話を聞いて感銘し、感想を述べさせていただきました。 

 

加藤 どうもありがとうございます。死ぬ権利としてのいわゆる安楽死、とくに医師の

援助による安楽死の問題は、ヨーロッパでも非常に大きな問題として議論されていること

を、私も申し添えさせていただきます。 

 

座長（川越） 最後に、大会長からの締めくくりの発言があります。 

 

会場 大会長の平原です。私は「在宅医療を推進する医師の会」の時代から加藤先生と

のおつきあいがあり、岡山にも行って診療所や往診の見学もさせていただきました。 

今回のこの企画は、２年半ほど前に本大会を受けたときには、私はほんとうに「人権と

しての緩和ケア」を高らかに宣言できるくらいにできれば、との野望を持っていました。

その後、様子を見ながら日本緩和医療学会や各種団体に話をしていきましたものの、なか

なか話が合わない。それには自分の力不足、非力さを感じざるを得ないのですが、加藤先

生はそのことをずっとおっしゃり続けているのをいろいろな場面で見聞きさせていただい

てました。それで、今回はまず加藤先生にぜひお話ししていただいて、その次の段階とし

てどこかに繋いでいければというのが、今回の私のねらいでした。今日の加藤先生のご講

演はほんとうに私のそういうねらいを叶えてくださるもので、たいへんうれしく、感謝申

し上げる次第です。 

一つ意見を述べて質問したいのですが、加藤先生のおっしゃる「政治家を巻き込んで…

…」というのは、私には目から鱗で、まったく考えていなかったことでしたので、斬新な

視点だと思います。ただ、ヨーロッパの緩和ケアの歴史をみてみますとやはり、政治の力

というのはすごくあって、それをもとに緩和ケア界と政府が動いて、あとから専門領域が

ついてきたと認識できます。日本の場合はその逆で、緩和ケア界と政府は動かなくて、在

宅医療、在宅ケアの方から発信している、そして今は各専門領域の方々から、呼吸器はも

ちろん循環器も神経難病、腎臓などの専門家から、「これは何とかしなければ……」という

動きがとにかくいろいろ出てきています。ですから、順番は逆なのですが、戦略的にはま

ず行政を巻き込んで、次に政府を動かすには政治家ということになるのでしょう。 
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ただ、研究をもう一回つくっていくというようなところでは、私は各専門領域の方々と

うまくコラボレーションしていき、しっかりデータをつくっていくことが必要ではないか、

と漠然とではありますが思っております。そのあたり、加藤先生はどうお考えでしょうか。 

 

加藤 大会長からのお言葉とご質問をいただき、ありがとうございます。 

シシリー・ソンダースさんが近代ホスピス運動を進めてきた柱の中に、一つは研究があ

りました。もう一つ、研究に基づく教育がありました。自らそう述べておられます。その

２つは、とても大事だと私も思います。 

ですから、公衆衛生的手法の問題を考えてみますと、公衆衛生そのものは幅広い大きな

学問ですから、非常に多くのデータを取る必要があります。そのデータを取る対象の中に、

いろいろな疾患の方がいていいと思います。それを今度は、緩和ケアの視点から、ある症

状を抽出していきながら、どういう症状が全体的にあるのかを研究していく、そういう研

究はぜひ必要ではないかと考えております。海外を見てみますと、そういう研究論文が数

多く見受けられます。 

したがって、今後どういう研究が我われにとって必要なのか、海外の研究が日本にその

まま引き写しできるのかという問題も含めて、研究という領域は日本にとって大きな課題

になってくると思われます。研究職の方々と今後どうタイアップして、さらには世の中を

動かしていく政治にどう結びつけていくかということが重要である、と思います。 

お答えになりましたでしょうか。 

 

平原 ありがとうございました。 

 

座長（川越） 質疑に 10 分間を用意していたのですが、たくさんのご質問ご意見をい

ただき、予定時間をはるかにオーバーしております。加藤先生の今日のお話からは、緩和

ケアは人権であるということを深く学ばせていただきましたし、そのためにも長期的展望

や戦略が必要だとの叱咤激励を受けたと思っております。そして、研究と教育ということ

について、我われはまだまだ非力ではありますが取り組んでいきたいと思います。 

貴重なお話をありがとうございました、会場のみなさま、加藤先生に今一度大きな拍手

をお贈りしたいと思います。〔拍手〕       ■ 

 


