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　開会ご挨拶
長江 弘子　　　　　　　　　　
岡山大学大学院保健学研究科教授

みなさま、こんばんは。岡山大学大学院保健学
研究科で老年・地域看護学と在宅看護・家族看護
とを担当しております長江弘子です。
英国のマックミランチームをはるばるお迎えし
ての本日の講演会は、岡山地域を代表する在宅緩
和ケア医のかとう内科並木通り診療院長・加藤恒
夫先生が中心になって企画をされ、実現したもの
です。加藤先生は英国との親交を約20年近くにわ
たって深めながら、本日の開催にこぎ着けられま

した、そのご尽力に心より感謝申し上げます。
日本でのマックミランがんサポート財団の緩和
ケアチームによる講演は、岡山地域のみならず、
日本初の開催です。そういった意味でも貴重な会
になり、本日ここにご参集いただいた方々には、
南は遠く沖縄から、北は東京近辺からと、全国各
地からお見えになってくださるという、盛大な開
催になりましたことを、ほんとうに慶びたいと同
時に、私自身にはご挨拶の役割をいただきました
ことをあつく感謝申し上げます。
この講演会に全国からお集まりいただいたみな
さまには、マックミランチームのその献身的な考
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写真左から、ロージー・ロフタス医師，アン・ブレナン看護師
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え方をよくお聞きになって、また全国各地にもど
られましたら、みなさまの周囲にいらっしゃる
方々お一人おひとりに伝えていただき広めてくだ
さいますよう、祈っております。そしてもちろん
私ども岡山の地域でも、いかにしたらマックミラ
ンチームのような活動を具体的なかたちにしてい
けるのか、実践していけるのかを探っていきたい
と思います。
３時間にわたる講演です、どうぞ最後までご静
聴いただくとともに活発な意見交換がなされます
よう願って、ご挨拶とさせていただきます。	 ■

＊

司会（赤瀬）　本日はたくさんのみなさまにお
集まりいただき、ありがとうございます。英国か
らのお客様、マックミランがん在宅緩和ケアチー
ムをお迎えしてのこの講演会は、緩和医療研究会
第46回研究集会・国際講演第1日として開催しま

す。
初めに、本日の会の進め方を説明させていただ
きます。まず講演１として、「英国のマックミラ
ンチームに学ぶ：プライマリケアの支援、マック
ミラン臨床専門看護師の任務について」と題しア
ン・ブレナン看護師よりお話しいただき、休憩を
はさんで講演２として、「英国のマックミランチ
ームに学ぶ：プライマリケアの支援、マックミラ
ンGPの活動の実際」と題し、緩和ケアにおいて
なぜプライマリケアが大事なのかを、ロージー・
ロフタス医師よりお話ししていただきます。
みなさまにおかれましては、講演内容への質問
があると思いますが、講演のあとに全体に対する
質疑応答・ディスカッションの時間を設けており
ますので、そのときに受け付けることといたしま
すので、ご了解くださいまうようよろしくお願い
いたします。

し上げますとともに、講演する機会をいただき、
ありがとうございます。
〈Brennanスライド２〉　さっそくですが、これ
からの私のお話は、マックミランの臨床専門看護
師の役割について講演するようにとのことです。
私としてはとくに看護師について力点をおいて話
していきたいと思いますが、私たちはあくまでも
チームの一員ですので、がんケアや緩和ケアにお
いてチームの他のメンバーが果たしている役割に
ついても、できるだけご紹介していきたいと思い
ます。
これからお話しする内容のサービスは、イギリ
スのウェールズ南部の地域ですでに50万人の患者
さんに提供されているケアです。これには、２つ
の緩和ケア専門入院病棟と、３つのホスピス、さ
らに24人の特別な研修をうけた看護師も付随して
います。〔以下スライド番号のみ記す〕

〈３〉　初めに、私の話でつかう用語について若
干の説明をしておきます。
「ナース・クリニシャン（Nurse	Clinician:	臨床
看護師）」ということばがイギリスで使われ始め
たのは1973年のことでした。
そして「マックミラン看護師（Macmillan	
Nurse）」が生まれたのは1976年で、ロンドンの
セントジョセフホスピスにおいてでした。
今日ではイギリス全土に3242人のマックミラン
看護師がいますが、看護師だけでなく医師、理学
療法士、作業療法士、ソーシャルワーカーのほか、
福祉関係のマックミラン関係者もいます。
「マックミラン看護師」を例に話を進めますと、
これは、最初の３年間はマックミランがんサポー
ト財団が賃金を助成し、その後にNHS（国営保健
サービス事業）が肩代わりする看護職のポジショ
ンをさし、マックミランとNHSとの間でそのよ

〈Brennanスライド２〉 〈３〉

司会（赤瀬）　それでは、英国のマックミラン
がん在宅緩和ケアチームをお迎えしての国際講
演第１日、最初に看護師のアン・ブレナンさん
よりお話ししていただきます。
ブレナンさんの略歴をご紹介します。氏は
1983年に看護師の資格を取得され、マンチェス
ター王立病院を経てプリンセス・チャールズ病
院のマサービト病院で研修をうけられて、同院
にて総合看護師の資格を取得されました。その
後1989年からは、ロンドンのセント・バーソロ
ミュー病院で研鑽を積まれ、病棟師長になられ
ました。その間に、腫瘍看護、研究、教育と評
価のそれぞれの資格も取得されています。さら
に1993年より、ウェールズにて専門的緩和ケア

サービスの緩和ケア看護チームの統括者として
働かれ、現在は、ウェールズのアベルト・プロ
モーガン保健当局の専門的緩和ケア看護の統括
者として活動しておられます。現在お持ちの資
格は、緩和ケア看護学士、上級臨床看護修士で
あり、昨2009年にはマックミラン看護師のナー
ス・オブザイヤーを受賞されました。
それでは、ブレナンさん、よろしくお願いい
たします。

アン・ブレナンです。日本のみなさん、こん
ばんは。今回、ロージーと私をこのような

かたちで日本にお招きくださり、非常に親切に
お迎えいただいておりますことに、まず感謝申

講演１-１
マックミラン臨床専門看護師の役割

	 Ms.	Ann	Brennan:	Lead	Nurse	in	Palliative	Care;	
	 　Princess	of	Wales	Hospital

	 アン・ブレナン看護師
	 　プリンセス・ウェールズ病院	緩和ケア主任看護師

〈Brennanスライド１〉

〈４〉 〈５〉
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うな合意ができています。
私自身についていえば、いまもマックミラン臨
床専門看護師として仕事をしておりますが、給与
自体は現在はNHSから出ています。

マックミラン臨床専門看護師の教育

〈４〉　まず、マックミランの臨床専門看護師
〔以下、マックミラン看護師と略〕になるにはどう
いう教育をうける必要があり、またどういう資格
が必要なのかをご紹介します。最近の看護師には
役割としての専門性の要請が高くなってきており、
そのため、看護師登録前の教育も必要ですし、登
録後には専門資格をとったうえで経験を積み重ね
る必要があります。
〈５〉　イギリスの看護師は、カレッジ（看護大
学）在学中にコアカリキュラムを習得して看護師
資格を取得しますが、看護師登録前に緩和ケア病

棟に配属されて訓練をうけることが必須になって
いるにもかかわらず、その機会はけっして十分で
はないのが実状です。
なおマックミランの看護師は、短期間ではあり
ますが登録前教育の緩和ケア単位が認定されるこ
とになっています。ただ登録前教育では、緩和ケ
アについてはごくわずかな取り組みしかなく、終
末期のケアをどうするのかといったことだけです。
緩和ケアの基本的な考え方から教育されるといっ
たことはありません。
〈６〉　マックミラン看護師になりたいのであれ
ば、これから説明するような経験を積み重ねる必
要があります。
まず、看護師登録後、緩和ケアあるいはがん医
療を提供している施設や病院で５年間、実践経験
を積む必要があります。また先ほども言ったよう
に、緩和ケアの教育をうけているか、学位をもっ
ている必要があります。
経験を積むための職場を見つけること自体がな
かなか難しいのですが、見つかった場合はそこで
まず「ジュニアナース」つまり新人看護師として
出発し、やがて上のポジションに空きができると
上級看護師となって経験を積んでいくことになり
ます。そのためには修士レベルの教育をうけてい
るか、修士学位を取得していることが求められて
います。
その他に、イギリスではNHSの「電子情報ス
キル・フレームワーク」というシステムがあり、

〈７〉

〈６〉

〈８〉

すべての看護師はこれにアクセスしなければなり
ません。そのフレームワークを通して、看護師と
しての中核的な能力（コア・コンフィデンシィ）
が評価・認定されなければならないことになって
います。
〈７〉　ここで、イギリスの一般の看護師のキャ
リアアップについて説明しておきます。
イギリスの看護師はキャリアをまず「総合看護
師」としてスタートし、経験を重ねて「上級看護
師」になっていくのがふつうですが、もし専門看
護師のほうに進みたいとなれば、上級看護師にな
っていたとしてもまず、専門分野の初級看護師と
して再スタートすることになっています。スライ
ド７で示す「若い専門家（ジュニアスペシャリス
ト）」の位置です。そして経験を重ねてやがて
「上級の専門看護師」になっていきます。

〈８〉　イギリスの看護師には、看護・助産師審
議会が定めた「職業倫理綱領」があり、看護師と
助産師の行動や勤務の倫理に関する基準が定めら
れています。
先ほども触れたように、看護師は毎年、最新の
情報と知識をもっていることをきちんと証明して
いかねばならず、登録は１年毎の更新制となって
いますので、その際に職業倫理綱領をきちんと意
識せざるを得ないようになっています。
また、登録後の枠組み（ガイドライン）もあり
ます。どういったレベルの仕事ができるのかとい
うようなことがわかるようになっており、これは

ウェールズ地域では今年2009年に策定されました。

マックミラン看護師の機能

〈９〉　それではこれから、イギリスにおいてマ
ックミラン看護師がどのように機能しているかを
紹介します。
スライド９にイギリスの国土を示しましたが、
イギリスの国家正式名称「グレート・ブリテンお
よび北アイルランド連合王国」が示すように、イ
ングランド（地図の白色の地域）、スコットラン
ド（紺色）、ウェールズ（赤色）、そして北アイル
ランド（緑色）の４つの地域（国）で構成されて
います。
緩和ケアを含む健康と福祉の政策については、
連合王国の首都ロンドンにある中央政府の保健省
が策定し、その政策の実施は４カ国におとしこま
れていきます。４カ国はそれぞれの各地域のニー
ズをくみとって解釈し展開していくわけですが、
そのため、４カ国地域の政策実施状況に多少の違
いが見られます。
私が住んでいるのは赤色で記した国ウェールズ
です。
〈10〉　そして、私はウェールズのどこで看護の
仕事をしているかというと、スライド10（ウェー
ルズ）の中の赤色で示した地域です。
〈11〉　さて、マックミラン看護師は全国いろい
ろな地区で仕事をしていますが、それぞれがどう
いう地域かによってニーズがいろいろと異なって

〈９〉 〈10〉
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きますので、それに対応して仕事をしています。
工業地帯では、相対的に貧困家庭が多く、患者
さんの疾患の状態にかかわらず一番求められてい
るのが財務的支援であるケースが多いため、そう
いうことに焦点をあててケアをすることがありま
す。また失業率が高く罹患率も高いのが実情で、
たとえば肺がんの割合が高く、しかも複雑な疾患
になっていることが多いのです。

〈12〉　農村部で仕事をするマックミラン看護師
もいます。この写真の地区は、昔は炭坑だったと
ころで、炭坑に勤務していた人たちの一部が今も
まだ住んでおり、コミュニティの典型として住民
のお互いの絆が強いところです。
マックミランのための資金集めを積極的にして
くれたりもしますが、それが時には問題になった
りします。というのは、こういう地域の患者さん
や家族は、マックミランにはこういうことをして
欲しいという希望を持っていて、それが時にマッ
クミランのすることと異なる場合があったりする
からです。

〈13〉　こういう裕福な地域で仕事をするマック
ミラン看護師もいます。住民の生活状態はもちろ
ん、健康状態も財務状況も良好ですので、こうい
う地区で主に求められるのは、情報や心理的・感
情的サポートです。
以上まとめますと、マックミラン看護師の働き
は、患者さんそれぞれの個人のニーズに合わせて、
あるいは個人の見解や感情に合わせていくことと
いえます。ですから、なかなか難しいことに多々
直面します。

〈14〉　具体的には、マックミランの看護師がケ
アをする患者さんは主にがんの患者さんであり、
さらに近年は高齢化がすすんで、しかもほとんど
の患者さんが複雑な疾患や事情を抱えています。
身体的にはもちろん社会的に、精神的に、そして
心理的に、難しい問題を抱えている人たちです。
私たちマックミラン看護師の使命は、病気を治
療するのではなく、患者さんをケアすることにあ
ります。ですから、患者さんがほんとうに大切に
思っていることと、私たちが大切に思っているこ

ととが、いつも一致するとは限りません。患者さ
んが選択したことと、私たちがしてあげたいと選
んだこととが、異なる場合があるのです。

がんケア、緩和ケアの歩み

〈15〉　ここで、イギリスのがんのケア、緩和ケ
アの発達について触れておきましょう。
イギリスにおける過去のがんのケア、緩和ケア
については、必ずしも中央政府による一元的な医
療政策があったわけではなく、まして何らかの補
助金が出されたこともありませんでした。イギリ
スの保健福祉政策が全国一元的に施行されてきた
ことを考えると、がんのケア、緩和ケアについて
は例外だったといえます。
イギリスでがんのケアとくに緩和ケアのサービ
スが始まったのは1911年で、青年ダグラス・マッ
クミランが「がんの予防と緩和のための協会」を
設立したことによります。現在の私たちの組織
「マックミランがんサポート財団」の起源です。
そして、初めてのホスピスは1967年にできました。
最近ではがんのケアと緩和ケアにも、エビデン
ス、政策、公正と公平が要求されるほか、連携し
て仕事をする医師・看護師および認定専門職それ
ぞれにも高度なトレーニングが要求されています。

〈16〉　イギリスにおける緩和ケアが大きく進展
したのは1995年、保健省名による「カルマン-ハ
イン・レポート（Calman	Hine	 report,	April	
1995）」が発表されてからのことです。このレポ

ートは、がんの治療成績を改善する必要性を訴え
たもので、政党間の考え方の違いを超えて受け入
れられ、イギリスのがんのケア、緩和ケアのあり
方を質的に大きく変容させました。がんのケアは、
ニーズにもとづくこと、医療・保健・福祉のすべ
てのセッティングによること、そして専門家をト
レーニングすること、さらに多職種のチームによ
るケアであること、というような取り組みになり
ました。
イングランドの保健相ケネス・カルマンとウェ
ールズの保健相ディードリ・ハインはともに、緩
和ケアが専門家によるケアでなければならないと
考え、専門家を育てなければならないと記したの
です。

〈17〉　このカルマン-ハイン・レポートによっ
て、緩和ケア専門チームが生まれることになった
のですが、その中にはマックミラン看護師のほか
に医師・看護師・理学療法士・作業療法士・ソー
シャルワーカーも入っており、文字どおりの多職
種チームとなっています。チームは週２回ミーテ
ィングをもち、二次ケアの段階の患者さんについ
てはもちろん、プライマリケア段階の患者さんの
状態をも、みんなで把握することになっています。

〈18〉　チームはたくさんの職種の人がかかわっ
ていますので、有効なコミュニケーションを交わ
していくことが重要なポイントになります。その
ため最近では緩和ケア専門チームの電子カルテを
作成して活用するようにしています。

〈15〉 〈16〉 〈17〉〈14〉

〈11〉 〈12〉 〈13〉
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ま た、 ウ ェ ー ル ズ に はCANISC〔CAncer	
Network	Information	System	Cymru。Cymru［カム

リと発音］はウェールズ語で「ウェールズ」の意〕

という独自のがんネットワーク情報システムがあり、
ここにアクセスすればがんに関連したあらゆる情
報を入手できます。その一方でこのセンターは、
緩和ケアチームの電子カルテにアクセスでき、情
報を得ることができるようになっていますので、
つまり、イギリスではがん治療と緩和ケアチーム
とのコミュニケーションに双方向プロセスが確保
されているわけです。
なお、緩和ケア専門チームの電子カルテに記載
される情報は正確で最新の情報でなければならず、
またすべての専門職からの情報がはいっていなけ
ればなりません。マックミラン看護師はこの電子
カルテを最大の頼りにして仕事をしています。

〈19〉　マックミラン看護師には新しい患者さん

の紹介が毎日寄せられてきますので、紹介情報は
必ず毎日みて、がんの患者さんとしての条件に合
致しているかどうかを検討し、その上で週１回、
多職種による専門チームと公式ミーティングをも
って受け付けるかどうかを検討します。新規紹介
が条件に合致していると判断した場合は、原則と
して48時間以内に対応しなければならないことに
なっています。

〈20〉　個々のマックミラン看護師はふだんは、
各地域で、あるいはデイホスピタル、入院病棟、
病棟チームなどのさまざまな場所で仕事をしてい
ますが、それだけに終始するのではなく、地域
（コミュニティ）で２年間働いたあとは病棟での
２年間の仕事に移るというように、勤務場所をシ
フトしていきます。ですから、プライマリケアか
ら二次ケアに移っても、あるいはその逆のケース
でも、患者さんと治療・ケアがどうなっているの
か、どうすればいいかを、スキルの面からもきち
んと把握し身につけていくことができるようにな
っています。
マックミラン看護師の勤務時間についてですが、
以前は月曜から金曜までの週５日、午前９時から
午後５時まででしたが、ウェールズにおいては
2009年６月から週７日、つまり土・日も交代でサ
ービスを提供する体制になりました。これによっ
て、患者さんは48時間以内にケアをうけ、きちん
と症状コントロールされなければならないという
体制ができあがったのです。

ただ、この革新的な新しい体制に対してイギリ
ス政府から予算が出されたわけではなく、看護師
の増員がはかられたわけでもありません。マック
ミランによる、常にクリエイティブな活動をして
いこうとの独自の方針によるものです。

〈21〉　さて、このスライド21は、マックミラン
が運営する緩和ケア病棟です。中央カウンターの
ところにマックミラン看護師がおり、右手には一
般病室がならび、左手がホスピスとなっています。
このマックミラン緩和ケア病棟のサービスのあり
方はイギリスでもユニークなもので、NHSが計
画段階から資金すべてを拠出したものです。

〈22〉　緩和ケア病棟の庭園の向こうには、この
病院全体の主要施設である急性期用の一般病棟が
あります。ですから、緩和ケア病棟にいても急性
期治療が必要な患者さんは、すぐに行くことがで
きるのです。

マックミラン看護師の仕事内容

〈23〉　ではこれから、マックミラン看護師の仕
事内容を紹介します。仕事の場所は主に、入院病
棟、デイケア、ホスピス、一般病院、それから各
地域においての、ケアです。

〈24〉　まず入院病棟におけるマックミラン看護
師は、非常に複雑な患者さんへの対応に従事して
います。もちろん、多職種チームの一員としての
仕事であり、アドバイスをしたり、情報を出した
り、それから心理的なサポートを行なうといった
役割を果たしています。

〈25〉　次にデイケア、つまり専用施設のデイホ
スピスでのマックミラン看護師の仕事についてで
すが、ここでも完全な多職種チームの一員として
の役割であり、具体的にはスライド25に記した内
容の仕事になります。すなわち、マックミラン看

〈20〉

〈22〉

〈24〉〈19〉

〈18〉

〈23〉

〈21〉
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護師が主導し、QOLを高水準に保つこと、セラ
ピストによるさまざまな対処を図ること、患者さ
んが地域社会で過ごせるように計らうこと、そし
てご家族が日中に一息つけるようにすること、な
どです。
とくに、デイケアにおける最大の目的は「QOL
を高める」ことにあり、そのために輸血したりビ
スフォスフォネート製剤（骨転移治療薬）を投与
したりすることもあります。ですから、緩和ケア
におけるマックミラン看護師はGPと緊密に連絡
をとりあっています。

〈26〉　急性期の病院で仕事をするマックミラン
看護師もいます。現実には、地区総合病院の入院
病床平均300床に１人の割合で配属されています。
そして、多職種チームの一員として患者さんにか
かわる一方で、これまでにご紹介した緩和ケア病
棟やデイケア、あるいは地域へ患者さんが移る際

の引き継ぎでは中心的な役割を果たします。
もちろん症状緩和も行ないますし、投薬もし、
心理的なサポートを患者さんの家族を含めてして
いくだけでなく、病棟の各専門職に対する教育や
サポートも担っています。

〈27〉　また、地域で開業しているGPの医院に
配属されるマックミラン看護師もいます。イギリ
スでは、住民は必ず地域のGPに登録しなければ
ならないことになっており、ガイドラインによれ
ば人口５万人に１人のマックミラン看護師が配属
され、患者さん20人を担当していくこととされて
います。もちろん現実には、担当する患者さんの
数は地域の事情などによって多少があります。
地域に配属されているとはいえ、こうしたマッ
クミラン看護師は病院配属のマックミラン看護師
と同じで、患者さんを一度担当すると、その後た
とえばその患者さんが入院病棟に行ったりデイホ
スピスに行ったりといった場合には、患者さんを
サポートしていきますので、活動としては非常に
多岐にわたるといえます。

〈28〉　もちろん、地域に配属されたマックミラ
ン看護師の最大の使命は、プライマリケアとの連
携にあり、また、患者さんが家庭で死を迎えられ
るよう最大限のサポートをしていくことにありま
す。そのために、月次のGPとの緩和ケア・ミー
ティングに参加し、地区看護師（DN：ディスト
リクトナース）とも月１回の割合で会って患者さ
んの情報交換をし、公式・非公式のサポートや教

育を付与したりもします。
GPや地区看護師とともに患者さん宅を訪問す
るのはもちろん、そうやって得た情報を緩和ケア
チームや多職種チームに還元する役割も担ってい
ます。

症　例

〈29〉　最後に症例として、38歳男性の話を紹介
します。GPに相談にきたときの話では、どうも
調子がおかしい、お腹がはって少し痛い、腸がお
かしいのでは、とのことでした。しかし前の週に
はフットボールをして調子はよかったというので、
GPは薬を処方したのですが、それでも落ち着か
ないと翌週またGPのところにきたときには、腹
部が少し腫れていました。
GPはすぐに地区の総合病院へ連絡して、検査
入院させました。その結果は、かなり進行した大
腸がんで、肺と肝臓へも転移していました。彼に
ついて病院内の多職種チームで検討されましたが、
あまりにも状態がわるいのでがんセンターへの手
術紹介はせず、病院内のマックミラン緩和ケアチ
ームに紹介があったのです。マックミラン緩和ケ
アチームは疼痛と腸閉塞への対処によって症状コ
ントロールをしました。
彼のニーズは非常に複雑なものがあったため、
さらに緩和ケア病棟の中の専門的緩和ケアチーム
に紹介され、ゆくゆくは自宅に戻りたいとの前提
のもとに緩和ケア入院病棟に移りました。しかし

ながら彼の状態はすでにかなりわるく、急速に悪
化していったため、遺書をつくりたいと希望しま
した。そういうときはマックミランの社会的サポ
ートが非常に重要な役割を果たします。そして最
初の診断をうけてからわずか４週間で、この若い
男性は旅立ちました。
マックミランの看護師や緩和ケアチームにとっ
ては非常に緊張を強いられる複雑なケースで、自
分たちの知識やスキルを最大限発揮し有効に活用
してケアにあたらなければならない患者さんでし
た。
もし彼が自宅に戻ることができていたなら、地
元のGPや地区看護師あるいは緩和ケアチームに
お世話になることになったはずですが、残念なが
ら彼はそういうサービスを受ける間もなかったの
でした。

〈30〉　このように、マックミラン看護師の臨床

〈25〉

〈26〉 〈27〉 〈28〉 〈30〉

〈29〉
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の実践場面は、患者さんとご家族のケアをしなが
らの、さまざまな意思決定の連続です。ほんとう
に必要なことができるように、マックミランの看
護師たちはきちんとトレーニングを受けることが
重要なのです。
まずは症状管理やケアのアドバイスを第一の任
務としながら、感情的なサポート、心理・社会的
な問題にも対処し、その一方で教育を担ったり、
知見や情報を発信する活動も、マックミラン看護
師は行なっています。
もちろん、マックミラン看護師が意思決定する
にあたっては、ともに仕事をしているチームのメ
ンバーから影響を受けることがあり、それがプラ
スになるときもあれば、マイナスにはたらくこと
もあり、そういうときはいらいらが募ることもあ
ります。

〈31〉　まとめです。マックミラン看護師はまず
専門職として医療サービスを提供しています。そ
して、患者さんが診断をうけたときから亡くなる
ときまで、心理面および感情面でのサポートも提
供します。患者さんだけでなくご家族とも高度な
コミュニケーションを交わしていくことによって、
すべての医療従事者にリーダーシップを示してい
ます。そしてこれらのことを、たとえばプライマ
リケアの場であったり、また病院の入院病棟の場
であったりと、あらゆる医療現場においてこなし
ているのです。
マックミラン看護師の仕事は決して楽なもので

はなく困難なものですが、それだけにやりがいが
あります。私たちは患者さんの病気を予防するこ
とはできませんが、私たちのケアによって患者さ
んの生活の質を変えていくことは、たしかにでき
るのです。

〈32〉　限られた短い時間に、多くのことを盛り
込み過ぎたかもしれませんが、日本の同業のみな
さまに少しでもお役にたてば幸いです。ご静聴あ
りがとうございました。Thank	you!	 ■

──質　疑──

司会（赤瀬）　アン・ブレナンさん、どうもあ
りがとうございました。少し時間がありますので
予定を変更して、ただいまの講演内容について、
会場からの質問に答えていただこうと存じます。
質問のある方は挙手でどうぞ。

専門看護師としてのスキルアップはどのように

会場（がん看護専門看護師）　Thank	you	very	
much	 for	 your	 very	 good	 lecture!　私は神戸に
住んでいる、がん看護専門看護師で、地元の、い
わゆるGP（開業医）の医院に所属して仕事をして
います。日本では専門看護師がまだ少なく、私の
場合は人口25万人あたりに１人というぐあいで、
担当している患者さんが40人ほどいます。ブレナ
ンさんのお話を聞いて、仕事内容はほぼ同じかな
と感じたのですが、大きな違いがありそうなのが
スキルアップの体制です。専門家にとってはスキ
ルアップが何よりも大切だと思っているので、そ
のあたりをもう少し、たとえば専門看護師になっ
てからの現場でどのようにスキルアップあるいは
ブラッシュアップしていくのかを、ぜひご教示い
ただけませんか。

ブレナン　イギリスではいろいろな方法がとら
れていますが、たとえば、一般向けのさまざまな
医療セッションがあってそこでは精神的な緩和ケ
アや専門看護ケアも学ぶことができます。マック
ミラン看護師はそういう場にも積極的に参加して
話し合いをするようにしています。
また看護師には、日本語では「ふり返りスタデ
ィ」というのでしょうか、過去のカルテを見直し
て、いま自分たちならどうやるだろうか、あるい
はどう効率よくしていけるだろうかといった検証
作業をすることもよくやっています。

それから、多職種には週１回の教育セッション
があり、マックミラン看護師はこれにも参加する
ように推奨されています。
ほかにもいろいろな方法がありますが、いずれ
にせよマックミラン看護師には緩和ケアの学位が
必須なうえに修士をめざす勉強も必要ですので、
看護学位をもっている人でマックミランをめざす
なら、ずーっと勉強が続きますのでその覚悟が必
要です。

地方ならではの問題について

会場Ｙ（ケアマネージャー）　岡山市内の診療
所でケアマネージャーをしています。英国の農村
部ではコミュニティがしっかりしていて、マック
ミランの資金集めにもかなり協力的な一方で、マ
ックミランに望まれてもできない要望が寄せられ
ることがあるとのことでしたが、それについて何
か具体例をお示しいただけませんか。

ブレナン　たとえば患者さんから私たちマック
ミラン看護師に望まれることとしては、日常生活
のなかで体を温めることとか着替えさせてほしい
とか頼まれるのですが、私たちはそういうことは
しないのです。それから、すぐにこれこれのこと
をしてほしいと言われたり期待されたりするので
すが、それも私たちの役割ではなく、主にプライ
マリケアチームのGPや地区看護師が担うことな
んですね。
その他に、私たちマックミラン看護師が住民の
方々からすごく怒られることがあります。それは、
マックミランが関わることによって、病気が無く
なるはずだったのに良くならない、と。これです
っかり良くなるはずという期待感の裏返しです。
私たちは、すでに出ている結果については変える
ことはできず、QOLなら変えていくお手伝いが
できるのです。

あらためて、マックミランナースとは

会場Ｏ　私は、在宅緩和ケアに関わるNPOに
参加している一般市民です。お話をうかがいまし

〈31〉 〈32〉
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たが、マックミランナースというのがどういうも
のか、はっきり言ってわかりませんでした。私が
マックミランナースに関心をもったきっかけは、
診断的なことをし、薬とくに麻薬の処方もできる、
そういう専門看護師というか、医師とナースの中
間、橋渡し的な仕事ができる存在だという点でし
た。それに対して、日本ではそういうことがなか
なかできないため看護師さんたちは切

せっ

歯
し

扼
やく

腕
わん

して
いると、そういう状況に対して政府もようやく腰
を上げ、資格を取得すれば診療行為ができるよう
にしようという動きが一部で始まっています。
そういう関心事から今日はこの会に参加したの
ですが、講演のお話によれば、マックミランナー
スが他の一般看護師や地区看護師とどう違うのか、
よくわかりません。決定的な違いはどこにあるの
でしょうか。

ブレナン　私の話のなかで、マックミラン看護
師の説明が不十分だったことをまずお詫びします。
マックミラン看護師は「エキスパート・プラクテ
ィショナー」として専門性の高い職種で、先進的
な知識とスキルを持ち、プライマリおよび二次ケ
アの場面で医師に対してもいろいろなサービスを
提供しています。たとえば投薬については、麻薬
の場合もあれば、嘔気に対して症状コントロール
できるような投薬、ということもしています。
マックミラン看護師は診断はしませんが、患者
さんと予後や余命についての話をしたり、死に直
面した場合の話もします。そして、遺書を書くお
手伝いをしたり、遺産をどうしたいかの希望を聞
いたりしますが、一般の看護師はこういうことは
いたしません。
これでお答えになりましたでしょうか。
会場Ｏ　私は英国のホスピスには何回か行った
ことがあるのですが、英国の医療システム、ある
いは地域の医療システム、そして専門職の位置付
けなどの全貌を知らないものですから、無理な質
問だったかもしれません。ありがとうございまし
た。

ブレナン　このあとに講演するロージー医師の

話を聞いていただくと、もっと明確になると思い
ます。

＊

司会（赤瀬）　それではこの辺で、アン・ブレ
ナンさんの講演に対する質疑を終わらせていただ
きます。また後ほどディスカッションの時間を設
けていますので、質問のある方はそちらでお願い
します。それでは、アン・ブレナンさんに今一度
大きな拍手をお送りください。〔拍手〕	 ■

司会（齋藤）　ロージー・ロフタス先生の講演
に先立って、初めにちょっとお断りがあります。
私は岡山大学の齋藤ですが、当初、赤瀬さんとと
もに座長役を担うことになっていたのは、岡山大
学大学院医歯薬学総合研究科緩和医療学講座の松
岡順治教授でした。松岡先生にはどうしてもやむ
をえない事情が生じまして、私が代役を引き受け
た次第です。ご了承ください。
それでは、英国からのお客様、マックミランが
ん在宅緩和ケアチームをお迎えしての国際講演第
１日、次は、医師のロージー・ロフタスさんにお
話ししていただきます。
ロフタス先生の略歴をご紹介します。ロージ
ー・ロフタス先生はバーミンガム大学医学部を卒
業されてから、ケント州で20年間にわたってGP
（一般医）をされておられます。その間、2001年
からはマックミランGPファシリテータを務めら
れており、このあとのお話に出てくるかと思いま
すが、Gold	 Standard	Framework	 (GSF)	という、
緩和ケアに関するパスのようなものだそうですが、
その策定に中心的な役割を果たされました。現在
は地元ケント州に100人ほどいるマックミランGP
活動集団のリーダー（アドバイザー）としてご活
躍です。
それではロフタス先生、よろしくお願いします。

ロージー・ロフタスです。親切なご紹介をあ
りがとうございました。私の同僚でベター

ハーフのアンがすでに述べましたが、私どもが日
本に来てみなさまから温かい歓待をうけ、また日
本の文化や医療制度についていろいろと教えてい
ただき、すでにたくさんの友人もできましたこと
に、感謝いたします。

ただ、今こうしてマイクを前にして立って、ひ
とつだけ心配なことがあります。夕べ、加藤先生
たちと「カラオケ」に行ったからです（笑）。
〈Loftus スライド１〉　それではこれから、イ
ギリスの医療について説明していくなかで、プラ
イマリケアとはどういうことなのかをお話しして
いきたいと思います。
さきほどアンも話しましたように、イギリスで
はすべての市民は、住んでいる地域のGP（General	
Practitioner。開業の一般医）に登録することが
義務づけられています。ですからGPは「ゲート
キーパー」つまり管理者の役割を果たしていると
いうのが、イギリスの医療制度の大きな特徴だと
思います。もう一つ、市民が何か健康上に問題を
感じたときはまず登録先GPのところへ行って話
をしながら、そこで治療をうけるのか、それとも
他の医療機関へ行くのかを決めるというのも大き
な特徴です。	 〔以下スライド番号のみ記す〕

〈２〉　イギリスでは、がんのケアをするうえで
は、プライマリケアを担うGPが医療制度のなか
で一番重要な役割を果たしていきます。さきほど
アンが1995年の「カルマン-ハイン・レポート」

〈２〉

講演１-２
プライマリケアはなぜ重要なのか

	 Dr.	Rosie	Loftus:	Macmillan	GP	Adviser
	 ロージー・ロフタス医師
	 　マックミランGP	アドバイザー

〈Loftusスライド１〉
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に触れましたが、それには、プライマリケアで患
者さんだけでなく家族のケアもやっていくように
と記されているのです。
そして現在、イギリスの最新の医療課題として、

「がん克服戦略（CRS:	Cancer	Reform	Strategy）
と「終末期ケア戦略」があげられています。「が
ん克服戦略」が策定されたのは2007年で、つい最
近（2009年）改訂が行なわれました。世界でトッ
プのがんケアを推進していくにはどうしたらいい
かの、イギリス政府の試みです。
がん克服戦略の１年後に策定されたのが「終末
期ケア戦略」で、やはり最近（2009年）、年１回
の改訂見直しが行なわれたばかりです。「終末期
ケア戦略」は２つのレベルに分かれ、まず第１に
社会のなかで終末期ケアの認識を高めること、と
くに、死は生の一部であると考えてもらうことと
しています。第２に個人レベルでは、患者さんに
は総合的なケアを提供していくこととしています。
さらにそのために、社会的インフラを整備する、
つまり終末期ケアのために働く人たちを生み出し
ていくこととしています。
以上の２つを同時に実現するためには、どうし
ても患者さんの自宅で、もしくはより近いところ
で、ケアをする必要が出てきます。医療従事者、
医療機関、それから社会的なサポートの諸サービ
スなど、政府だけでなく国民一人ひとりが、その
ために協働して動いていく必要があります。
〈３〉　たとえば、イングランドにおける死亡者

数のデータを見てみますと、毎年50万人以上の人
が亡くなっていますが、その死因のトップはがん
の25％となっているのです。
〈４〉　そこで、地域のGPの仕事のなかに、が
んはどう位置付けられているかを紹介します。
まず、患者さんが絡むNHS（国営保健サービス
事業）の毎年の活動の90％が、プライマリケアす
なわちGPを通じたものになっているという事実
があります。その一方、これは非常に重要なので
病院医師の前で話をする際にはいつも声を大きく
するのですが、そういう事実に対して使われてい
るNHSの予算は、毎年の総額のわずか10％に過
ぎません。私たちGPがいかに安月給か、おわか
りいただけるでしょう（笑）。
イングランドのGPは一人あたり、年平均1800
人から2000人の患者さんを受け持っているのです
が、そのうち、がんと診断される患者さんの数は
８人から９人で、あまり多いとはいえません。し
かし、まだがんにはなっていないけれどもがんに
なるかもしれない症状の患者さんは何百人もおり、
私たちGPが常に診ているのです。
また、自宅で亡くなる患者さんの数は、GP一
人あたり年平均５人から６人で、これも大きい数
字ではありませんが、「死」はその人にとって一
回しかないことですから、私たちGPとしては熱
意をもって終末期ケアをしたいと考えています。
〈５〉　GPが診療する患者さんの疾患のうち、
がんはどのくらいの割合かといいますと、たとえ

ば心筋梗塞の新患は９〜10％、脳血管障害が３〜
４％で、これらや冠動脈疾患の罹患率は減少傾向
にあるのに対して、がんを発症し、あるいはがん
とともに生きる患者さんの割合ははるかに大きく、
しかも増加しているのです。

マックミランGPとは

〈６〉　ここで、私の肩書きでもある「マックミ
ランGP」について説明します。私たちの活動の
目的は、がんの治療および緩和ケアが高い質をも
って継続的に行なわれるよう、チームをもって実
践していこうというところにあります。週１日を
この目的にそった仕事にあてることができるよう、
マックミランがんサポート財団が資金を出してい
るのです。
ただ、次の点の理解を得るのが重要なのですが、
マックミランGPは自分たちが直接臨床のサービ
スをするわけではありません。しかしながらマッ
クミランGPは、最初のがんの診断から終末期ケ
アに至るまで、医療の各専門職や医療機関が必要
とするあらゆる情報とスキルを注いでいくのです。
〈７〉　マックミランGPは具体的にどういう活
動や仕事をしているのか──マックミランGPに
なって最初にする仕事が、「基本的評価」です。
自分たちが担当する地域の住民がどういう人たち
でどういうニーズがあるのか、いま提供されてい
るサービスはどういうもので、それらの諸サービ
スのうち何がうまく機能し何がそうでないのか、

などを知って評価していく作業です。
評価をするためには、さまざまな関係者や機関
とともに仕事をしていかねばなりません。まず患
者さんには、いま受けている医療サービスはどう
か、どう思っているかを尋ねます。それから、さ
きほどアンから説明のあったプライマリケアチー
ム、さらには病院やホスピスとも協力し合って評
価します。
なお、２年前までのことですがGPが政府から
契約をもらった場合は、夕方７時から朝７時まで
は患者さんの診療をする義務・責任はなかったの
ですが、２年前から時間外診療サービスの組織が
活動できるようになり、GPはそうした組織や、
ソーシャルサービス系の組織の人びととのつきあ
いが増え始めてきました。協働する仕事が増えて
おり、お互いの仕事の境界線はどんどん壊れよう
としています。

〈３〉 〈５〉〈４〉 〈７〉

〈６〉
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なお、緩和ケアがプライマリケアチームとのか
かわりが密接なのはもちろんで、それは、イギリ
スの緩和ケアの具体的なサービスのほとんどがこ
のプライマリケアの段階を通じて、そして二次ケ
アの病院などで予算を持っている一部の組織を通
じて、提供されているからです。
そうしたプライマリケアを提供する地域管理機
構であるプライマリケアトラスト（健保組合など
の医療費支払い機構）は現在、152組織があり、
また、がん政策の施策を担うがんネットワークは
34組織があります。
このプライマリケアトラストのもとでがんネッ
トワークとが協働しあって、ハイレベルな緩和ケ
アをどのようにしていくかの大枠が検討・評価さ
れ決定されています。たとえば、すべてのプライ
マリケアトラストにおいて放射線治療ができるよ
うにすることは、あまり意味がないと評価された
ことなどが挙げられます。
〈８〉　以上の種々の評価を行なったあとのプロ
セスとして、マックミランGPは各地域のGPの診
療所すべてを訪問します。各地域のGPにとって、
がんの患者さんの数は患者さん総数に対する割合
としては小さいため、質の高いがんケアと緩和ケ
アを提供するためには、どうしてもサポートが必
要なのです。
その一方でマックミランGPには何が期待され
ているかを調べたところ、それはまず教育である
こと、とくにプライマリケアチーム内において、

あるいは多職種チーム内における教育の必要性が
わかりました。そこで、さまざまなフォーラムを
開催したり、マスタークラスをめざすための教育
などを行なっています。
また、GPのかなり多くがニューズレターを発
行しており、プライマリケアにおいてはどのよう
な臨床管理・症状管理を行なっているのか、ある
いはどういう場合にはそれらをどう変更する必要
があるのか、さらにはケアを受けている患者さん
側には何か問題がないのかどうか、等の記事を掲
載する際にマックミランGPがサポートします。
あるいは、IT（情報技術）ベースの教育である
場合もあります。症状管理のガイドラインや紹介
のフォーム、いろいろな地域サービス紹介などの
サポート情報をCD-Rにつくりこんでいるマック
ミランGPもいれば、ホームページでシリンジド
ライバー（持続皮下注射器）の選択方法などを紹
介している人もいますので、それらを通じて教育
が行なわれることもあります。
そして「コミュニケーション」を、私たちマッ
クミランGPは非常に重要なテーマであると考え
ています。プライマリケアと二次ケアのそれぞれ
の分野には私たちが使えるシステムがあるのです
が、２つのシステムはつながっていないためもあ
って、とくにコミュニケーションの重視を掲げて
いるということもあります。
その具体的な方法としてはまず、患者さんが記
録した日誌を見せてもらったりすることで、これ
によって患者さんがどういうケアを受けたか、定
期検査結果はどうだったのか、二次医療の紹介先
はどこでどのように予約をとったのかなどがわか
ります。もちろんお互いに、質問し合ったりのコ
ミュニケーションもあります。
さきほど、GPは時間外の診療はしないと話し
ましたが、そのためGPは、救急部門や時間外診
療サービスの組織に引き継ぎの申し送りをします。
臨床状態はどうなのか、家庭で療養したいと望ん
でいるのかどうか、あるいは蘇生術は希望してい
るのかどうかなどについて、ふつうはファクシミ

リで情報を送っています。

現状サービスの改革を担う

〈９〉　さらに、マックミランGPの役割の重要
なポイントとして、現状のサービスがどうなのか
の評価を行なったうえで、それを変える必要があ
るのかどうかの判断、変えるとすればどのように
かを示すことがあげられます。
まず、マックミランGPは患者さんの情報をす
べて聞き出して把握する作業をしています。それ
というのも、これは患者さんへの調査でわかった
ことですが、患者さんの40％は自分の診断内容に
ついて、いらない、知りたくないと言っているか
らです。
それから、ある特定の患者さんのがんについて、
ケアにかかわっている人が全員集まってミーティ
ングをもつことがあり、パスウェイ・マッピング
といって、壁に大きな紙をはってパスを書き出し、
この患者さんにベストのケアを提供するのにいま
障害になっているものは何かをみんなで検討しま
す。このミーティングにはもちろん、患者さん本
人にも加わってもらいますが、それは、患者さん
自身のがんに対する考え方と、私たちケアする側
の専門家が考えて想定することとのあいだに、食
い違いがしばしばあるものだからです。
スライド９の「経過観察のためのパス」と「生
存モデル」については、密接な関連があります。
このフォローアップはイギリスではかなりきちん
と行なわれているのですが、これをしたからよく
なったというエビデンスは今のところ見えていま
せん。たとえば、乳がんの40％の患者さんはフォ
ローアップの段階で再発しているのですが、再発
後のフォローアップでは完治していないことがあ
り、患者さんは別の病院に行って初めての医師に
診てもらったりすることがあります。その医師は、
患者さんの背景を知らずに診療することになって
しまうわけで、患者さんにとってもその診療で満
たされるものがあるとはほとんど期待できないわ
けです。しかしながら、時間的な制約から、こう

した選択もしてしまうのです。
そのためマックミランでは今とくに、この生存
モデルに対する取り組みに力を注いでいます。イ
ギリスには200万人のがんの患者さんがおり、こ
れだけの患者さんのフォローアップとなると、ど
うしてもプライマリケアでみるほうがいいのでは
ないかとマックミランでは考えています。という
のも、がんになった人の75％は再発のリスクは低
いですし、20％が少々そのリスクが高く、残り
５％が再発リスクが高いうえに複雑な要素を抱え
た患者さんだからで、この75％の患者さんには、
GPのサポートのもとで自己管理を徹底してもら
うのがいいのではないかというわけです。マック
ミランGPがいまそのテストケースに取り組んで
いるところです。
また、私たちマックミランGPのなかには入院
審査をしている人もいます。イギリスでは現在、
すべての入院時間数の12％ががんの患者さんによ
るものであり、そのうちのほとんどの時間が、人
生の最後を病院に入院してほぼ１週間の終末期を
過ごす、ということによって占められているので
す。それで今、GPサイドとしては、どうしてそ
うせざるを得ないのか、その理由は何なのか、ま
た、入院しなくてもすむようにできるのではない
か、などを検討・模索しています。
さきほど、プライマリケアトラストについてお
話ししましたが、この組織がプライマリケアの予
算を握っており、ここでは、プライマリケアの予

〈８〉 〈９〉
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算配分の際に、できるだけ改良されたサービスの
メニューを選ぶ形がとられる傾向があります。そ
こで、ブライトン地域のGPが終末期ケアの仕様
書を改良して提出したところです。
なお、私たちすべてのGPは、NICE（National	
Institute	for	Health	and	Clinical	Excellence	英国
医療技術評価機構）が公表している「がんの支持
療法と緩和ケア	ガイドライン」のシステムにア
クセスできます。NICEとは、あらゆる臨床の有
効性を監視・チェックしている機関であり、こう
したIT（情報技術）の活用もこれからのサービス
の改革には欠かせません。

３つのプログラムを駆使して

〈10〉　さて、患者さんにがんを疑う症状がある
場合には、GPは病院に紹介することになってお
り、患者さんは14日以内に病院に行くようにとさ

れています。そして、たとえば６月にがんと診断
した患者さんについては、GPはその後６カ月以
内の12月までに再びその患者さんを診るようにと
の指針があるのですが、私自身はその半年以内に
という期間が長すぎると考えています。
そうしたがんの患者さんについてと同様に、緩
和ケアの患者さんについても、各地域のGPのと
ころで登録し、GPが中心になってケアの検討を
していくようにとされています。そのアプローチ
の際の強力なプログラムとして、私たちイギリス
には「ゴールド	スタンダード	フレームワーク
（GSF）」「リバプール	ケア	パスウェイ（LCP）」
「事前のケア計画（Advance	Care	Planning）」な
どがあり、これらを駆使していけるようになって
います。

〈11〉　地域における緩和ケア介入のためのさま
ざまなツール群からなるプログラム「ゴールド	
スタンダード	フレームワーク（GSF）」は、イギ
リスの人びとの90％以上に使われており、60％の
人びとにはハイレベルで使われています。GSFに
よって患者さんを検討し、患者さんのニーズを評
価し、そのうえで予測できる症状に対して継続的
なケアをどのように提供していったらいいのかが
わかり、さらにはケアする人へのサポートや看取
りケアについてもわかるようになっています。

〈12〉　余命数日となった患者さんに用いられる
統合的なケアツールが「リバプール	ケア	パスウ
ェイ」ですが、これもGSFと同様に患者さんのニ

ーズを同定し評価して、ケアを提供するものです。
〈13〉　「事前のケア計画」（Advance	Care	
Planning）は文字どおり、患者さんおよび関係者
とコミュニケーションをとりつつ、どのような終
末期ケア・看取りケアをすすめていったらいいの
かを、患者さん主導で意思決定するためのツール
です。その結果を書面にして、患者さんの関係者
だけでなくケアする関係者を含む全員で共有し、
看取りへ臨もうというものです。
以上、イギリスではGPが、がんに対する継続
的ケアの提供において基本的で重要な役割を果た
しているということを、なんとかご理解いただけ
たかと願っております。

〈14〜17〉　しかし、それでもまだ十分説明した
とはいえないでしょうから、ここで私のGPの仲
間であるテリー医師に証言してもらおうと思いま
す。ビデオ〔スライド14〜17〕をご覧ください。

『切れ目のないサポートを提供するにあたって、
最も重要なファクターは何か』

GP、Dr.	Terry　
GPとしてのお話をすると、私は一番重要な
のはコミュニケーションだと思います。
それは、プライマリケアと二次医療の間のコ
ミュニケーションであり、またプライマリケア
と患者とその家族とのコミュニケーションです。
また、プライマリケアチームと地区看護師と

のコミュニケーションも重要です。
日常診療業務の中でも事務長や業務サポート
スタッフ、たとえば、受付係などとのコミュニ
ケーションも重要です。
患者さんによいケアを提供しようとすると、
全員参加でなくてはなりません。
そして、がんの患者さんは、ふつうの患者さ
んよりもっとサポートが必要だという意味で特
別だ、という認識を全員がもつことが必要です。
ですから私の診療のなかでは、患者さんがが
んを罹っている、あるいはがん以外の他の疾患
で緩和ケアの必要な患者さんである場合、患者
さんが予約に来られたときはコンピュータシス
テム上ですぐにわかるようにしています。
受付係がシステムに氏名を入力したらすぐに、
この患者さんには必ず予約が必要である、また
場合によっては専門の医師の予約も必要だとわ
かるよう、点滅するようになっています。
ですから、これが我われのシステム上でのコ
ミュニケーションだと思っていますし、これに
より、シームレスなサポートが可能になること
を願っています。
そして、切れ目のないサポートを、他のGP
仲間や地区看護師との協働で提供できることを
願っています。
また社会福祉サービスも、在宅の患者さんに
社会的ケアを提供をするという意味においては
重要です。

〈11〉

〈10〉

〈12〉 〈13〉 〈14〉（15〜17は略）
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これはまた、プライマリケアと二次医療、つ
まり病院での医療とオーバーラップします。
患者さんが一つの診療システムから別のシス
テムに移動するとき　（たとえば、入院治療か
ら在宅ケアに移動するとき）、情報も患者と共
に移動し、切れ目のないケアを受けられるよう
にしています。

〈18〉　テリーが言っていたように、「ゴールド	
スタンダード	フレームワーク（GSF）」はみんな
で協働するためのものですが、肝心なのは、その
「みんな」のなかには患者さんを含むという点で
す。患者さんからは、これまでの実践で私たちが
出していった情報や意見に対して、概ね非常に価
値を認めてくれています。また、かかわる「みん
な」とは、事務職や受付の人から地区看護師など
までのみんなであり、そうした全員の力をあわせ
てやっていくということです。
GPの私はマックミランGPをしていますので他
のGPの診療所を訪問して「ゴールド	スタンダー
ド	フレームワーク（GSF）」を実施するサポート
をしていますが、そうしたときには私自身の経験
を話したり訪問先の経験を聞いたりして、お互い
に学び合っています。

〈19〉　また先ほど、登録することが重要だと述
べましたが、これは単にコンピュータに入力すれ
ばいいというのではなく、診療所内のホワイトボ
ードのリストにもちゃんと名前を書き込んでおく
ということも含めての話です。たとえば私の診療
所では、食堂のホワイトボードに記すようにして、
みんなが休憩の際にコーヒーをとりにいったとき

など目にすれば、「そういえば最近ちょっと連絡
をとっていないな」と思うきっかけになるでしょ
う。リストには、新しくがんになった人、緩和ケ
アをうけている人、そしてまた亡くなった方の名
前も挙げています。

〈20〉　こうした患者登録のリストが、月次でひ
らいている多職種ミーティングのコーディネイト
にも役立っています。その多職種のメンバーとは、
先ほどアンの話にもありましたように、GP、地
区看護師、受付、ソーシャルワーカーなどであり、
それぞれの立場から患者さんごとに何か新しいニ
ーズはないのか、また、その患者さんをケアして
いる人たちについてのことも、話し合っていきま
す。もちろん、それぞれの患者さんにはケアの責
任をもつ人としての担当臨床医を決めています。

〈21〜23〉　ここで、多職種チームについて、私
の代わりに同僚のGPであるデイビッドから証言
してもらいましょう。再びビデオ〔スライド21〜
23〕をご覧ください。

『地域の中で調整できる	多職種チーム
（MDT:	Multi-Disciplinary	Team）』

GP、Dr.	David　
私はデイビッド・プルムといい、イングラン
ド東部のノーウィッチでGPをしています。
ノーウィッチは田舎と都会が混ざったところ
で、私は都市部のほうで仕事をしていますが、
ここはかなり社会的荒廃が進んでいます。
緩和医療あるいは緩和ケア・終末期ケアにお
ける多職種チームは、３本の柱で構成されてい

ンの緩和ケア専門看護師の見解が、地区看護師
と異なったり、またGPとさえも見解が異なる
こともあります。

〈24〉　「ゴールド	スタンダード	フレームワー
ク（GSF）」などの終末期ケアプログラムをチー
ムで行なうことの有用性を、数字の事実でお示し
します。
このスライド24の薄青のグラフは、患者さんが
実際に死亡した場所の割合を示し、濃青のグラフ
は死亡するときにはここにいたいと希望する場所
の割合を示しています。希望と現実には大きなギ
ャップがあり、70％の人びとが自宅で亡くなりた
いと希望しているにもかかわらず、70％以上の人
びとが自宅以外の施設などで亡くなっているのが
わかります。

〈25〉　このスライド25は、GSFなどの終末期ケ

ます。地区看護師、緩和ケア専門看護師とGP
です。
それぞれの職種の人たちは地域の中で別々に
活動し、がんの種々の段階にある患者さんを、
地域社会において様々な方法でサポートをして
います。
このメンバーは多職種ミーティングで顔を合
わせます。ミーティングはGPの医院で開催さ
れるのがふつうです。
ふだんの多職種ミーティングでは患者さんの
話をし、患者さんについて特定の経験や知識を
もっている人が情報提供します。
多職種ミーティングのよいところは、患者さ
んの問題が様々な視点から話し合われることで
す。
ですから、たとえば患者さんの家庭での状況
について、あるいは病気について、マックミラ

〈24〉

〈21〉（22・23は略）

〈26〉

〈25〉

〈18〉 〈19〉 〈20〉
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意思も登録します。そして、診療所や病院の受付
では、その患者さんが生前に予約していた内容を
必ず削除キャンセルするようにし、予約確認の連
絡が遺されたご家族のもとに送られて悲しい想い
をさせないように配慮するのです。さらに、その
患者さんの命日には担当医がご家族のもとに連絡
するようにしています。

以上お話ししたことは、けっして先進的・科学
的なことではありませんし、会場のみなさまは、
似たようなことは自分たちもやっていると思うこ
とでしょう。私たちもたしかに似たようなことは
していましたが、しかし、システム化されたこと
により、今イギリスでは必ず行なわれるようにな
っているのです。

〈32〉　といいましても、すべての問題が解決し
たわけではなく、私たちはこれからさらに、がん

〈30〉　マックミランGPはいろいろなレベルで
いろいろな人たちと協働しています。そして、い
ろいろな患者さんの問題を共有しあって、ときに
は電球がパッと点灯するような、すばらしい経験
をすることがあります。非常に複雑な問題を抱え
た患者さんを、みんなで協力することにより、簡
潔で明快な解をだしていけることがあるのです。

〈31〉　とくに時間外のケアを中心にもう一度く
りかえしますと、申し送り（引き継ぎ）様式の重
要性については、つい先ほど述べました。
そして、薬剤や医療機器へのアクセスが容易に
できるようにと、私たちは時間をかけて慎重に準
備してきましたが、麻薬などのように法的規制の
厳しい薬剤をちゃんと入手できるようにすること
についてはまだまだ努力が必要です。
また場合によっては、患者さんが自分自身の記
録を施設に残していくことがあり、時間外ケアを
する人たちはそうした記録に目をとおすことによ
り、その後の患者さんのケアをどうしたらいいか
の決定に役立つことがあります。
私たちはまた、蘇生についても明確な手順をつ
くりました。というのも、プライマリケアと二次
ケアにおいてはこれまで蘇生手順でくいちがいが
あったからで、私たちがかかわることによりその
問題を解決しました。
さらに、死別時の手順についても私たちはかか
わっていきました。患者さんが亡くなった場合に
は、その患者さんを死亡登録し、同時にご家族の

てか、患者さんが急に入院しなければならない事
態の数が減少しています。

〈28 ・ 29〉　それではここでもう一人、私の同僚
のGPであるウォン医師から、GSF（ゴールド	ス
タンダード	フレームワーク）について証言して
もらいましょう。ビデオをご覧ください。

『GSFを使ってみてどうでしたか？』
GP、Dr.	Hong　

私はイングランドの農村部でGPとして働い
ています。
全般的にみて、GSFはよいツールです。
僻地の終末期の患者さんにとっては、それに
よって質の高いケアを受けることができますし、
医療のすべての領域においても役立っています。
つまり、それを応用することでコミュニケー
ションがよくなるので、他の分野にも少し利点
があると思います。
ある領域では、必ずしも我われが望むレベル
に達していない部分もありますので、我われ自
身でそれを改善するよう努力しています。

ウォン医師が言っているのように、GSFなどの
プログラムをGPにもっと使ってもらうためにサ
ポートするのが、マックミランGPのもっとも重
要な役割です。

アプログラムを導入してから12カ月がたって、が
んのケアと緩和ケアの登録者数が大幅に伸びたこ
とを示しており、かなり大きな改善をみることが
できたことがわかます。患者さんの理解が進んだ
ということでもあり、きちんとしたケアの計画を
たてる上でも、登録者数が大幅に増えた点は、重
要なポイントです。

〈26〉　先ほど、申し送り（引き継ぎ）様式の重
要性に触れましたが、時間外ケアの組織へそうし
た申し送り様式で引き継ぐことにより、患者さん
の様子がチームにとってさらによくわかるように
なってきました。この12カ月間で、申し送り様式
の使用頻度が倍増しているのです。

〈27〉　それから、ケアする人たちへのサポート
についてですが、その登録者数も増えており、ま
た、予測できる症状に対してあらかじめ薬をもた
せておくことも増えてきており、そのためもあっ

〈28〉（29は略）

〈27〉

〈30〉 〈31〉 〈33〉

〈32〉
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った教育プログラムがあります。
会場Ｗ　ありがとうございます。できれば、そ
れらのパッケージを私どもにいただけたらと思い
ます（笑）、期待しております。Thank	you	very	
much!

ホスピスケアと緩和ケアのイメージについて

会場（診療所医師）　ロフタス先生にお尋ねし
ます。英国においては、ホスピスケアと緩和ケア
の住民におけるイメージは違っているのでしょう
か。ホスピスケアは死のイメージが大きいとか、
緩和ケアではそれほどでもないとか、どんなでし
ょうか。

ロフタス　昔はそういう見方があったのですが、
もう今は大きく変わってきつつあります。一般に
人びとへの啓蒙がいきわたり、みなさんの理解が
進んできたということがあると思います。
ケアをうける人は、終末期においては安全とい
うことを重要視していますので、在宅できちんと
サポートをうけることができるのであれば、それ
に越したことはないと思っておられるのだと思い
ます。
また、ホスピスケアと緩和ケアのどちらがよく
てどちらがそうでないかという問題ではなく、ど
ちらも必要になる場合があると思います。それに、
同じ患者さんであっても、地区によってはホスピ
スケアが緩和ケアのサポートしたり、あるいは緩
和ケアがホスピスケアの代わりをするということ
があります。

マックミランにとってのクライアントとは

会場Ｉ（岡山済生会総合病院緩和ケア病棟医
師）　お二人にお尋ねします。マックミラン看護

司会（齋藤）　ロフタス先生、どうもありがと
うございました。
それでは引き続き、ここからの時間はまず、た
だいまのロフタス先生の講演内容への質問をうけ
ていただき、あわせてアン・ブレナンさんにもご
登壇いただいて、総合ディスカッションとしたい
と思います。通訳の小笠原さんは英日だけでなく
日英も加わって非常に大変かと思いますが、よろ
しくお願いします。では、質問のある方は挙手で
どうぞ。

介護職へのターミナルケア教育について

会場Ｗ（あさひヘルパーステーション）　貴重
なお話をありがとうございました。私はヘルパー
の派遣事業所を経営しておりますが、在宅ケアを
推進するなかで、とくにターミナルケアを介護の
ちからでやっていきたいと考えております。両先
生のお話のなかで、多職種チームによるケアが強
調されていましたが、その教育面で、とくに介護
職へはどのような教育がなされているのか、ご教
示くだされば幸いです。よろしくお願いいたしま
す。

ロフタス　ご質問は、アンに対してでしょうか、
それとも私に、でしょうか？

会場Ｗ　答えやすい方のほうでお願いします。
ロフタス　マックミランGPのなかに、ヘルパ
ー教育のためのパッケージをまとめた人がいます。
ヘルスケアを担う人たちをトレーニングして、夜
間に在宅ケアをすることができるように、という
内容です。

ブレナン　また、ソーシャルサービスの人たち
も終末期ケアができるように、ソーシャルサービ
スの人たちと緩和ケアチームが一緒になってつく

時間は限られている、これこそがカギなの
だ。」
	 （文：　A.A.	ミルン、1926年。

	 	挿画：　E.H.	シェパード、1926年1月4日）

〈35〉　みなさま、週末金曜日の遅い時間までご
静聴いただきまして、ありがとうございました。
Thank	you!	 ■

のケアの旅路をよりよくしていかねばなりません。
チャレンジすべき課題はいろいろとあるのです。

〈33〉　最後に、マックミランGPになるにはど
んな条件が必須なのかをお話しします。一番求め
られるのは熱意です。そして、良識ある人、これ
は現実的な対応ができなければならないからです。
また、その地域にいる他のGPたちから尊敬され
るような人でなければなりません。
緩和ケアの知識や実践経験については、マック
ミランGPの多くは事前にもそういう経験を重ね
ていた人が多いのは事実ですが、必須というわけ
ではありません。
マックミランGPとして活動するすばらしい点
は、ふだんのGPとしての現場から少しはなれた
時間を持てることです。ちょっと落ち着いて、今
どういうことがおこっているのかを評価し、反省
する時間をもつことができるからです。

〈34〉　このスライド34は『ウィニー・ザ・プ
ー』（くまのプーさん）からの引用です。

「熊のぬぐるみエドワードは今、クリストフ
ァー・ロビンにひきずられてドン、ドン、ドン
と頭を下に階段を降りているところだ。それは、
これまでのところエドワードが知っている唯一
の階段を降りる方法だが、時には、本当は別の
方法があるのではないかと感じることもあるは
ずだ。もしちょっとだけでもドンと降りるのが
止まり、考えることができればの話だが。

〈34〉 〈35〉

マックミランチーム来日講演会第１日

ディスカッション
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ているのでしょうか。
ロフタス　非常にすばらしいご質問のようです
が、ゆっくりお答えするための時間はあまりない
ようなので、かんたんに答えさせてもらいます。
まず、人を減らす、リソースを減らすということ
については、私自身はそれはチャンスではないか
と考えています。いま私たちがやっている医療を
もっとよくしていく可能性はあると思うのです。
これから話す２つの事柄は、必ずしも社会資源
にかんするものではないかもしれませんが、まず
一つは、先ほど話したフォローアップについてで
す。これにはものすごい時間と労力をかけてやっ
ています。患者さんは６カ月ごとにフォローアッ
プに行くのですが、そのたびに違う医師のところ

へ行っていることが多く、そのあげ
くに自分たちのニーズは充足されて
いないという結果が出ています。
それからまた、がんの患者さんが
死期が近づいてから入院するケース

が相変わらず減らないという状況は、そのコスト
を考えますと、それを地域のなかでの何らかの活
動に振り向けたほうがもっと有効であるかもしれ
ないということがあります。
ですから、新しい予算をどこからか見つけてく
るということではなく、すでにある資金を他の使
い途にする必要と方策はないのか、新しいよりよ
い使い途を考えるという方向をめざすのがいいか
もしれません。もしこういうことができないので
あれば、患者さんや国民には、財布のお金には限
りがあると認識してもらう以外にないと思います。

会場（かとう内科並木通り診療所医師）　今回
の講演会の企画にあたったひとりの加藤恒夫です。
講演内容を理解するために、英国の医療制度につ
いて一つ押さえておかねばならないことがありま
すので、最後になりますが説明させていただきま
す。
ただいまの会場からの質問「NHSのなかのGP
でありマックミランGP・看護師だと思うが」に
ついてですが、NHSとマックミランはまったく

思いますが、日本にも１カ所、仏教系のホスピス
があります。その他の国公立系ホスピス以外はお
もにキリスト教系の背景をもったホスピスが多い
のですが、日本的な文化・宗教に根ざした終末期
ケアを考えるために、何かアドバイスをいただけ
れば幸いです。

ブレナン　いまのご質問は、私たちがケアを提
供していくうえで非常に重要なポイントであると
思います。私たちに患者さんからそういうリクエ
ストがあった場合にはまず、チーム内でもっとも
コミュニケーションスキルのあるメンバーが話を
聞くようにしています。そのうえで、マックミラ
ンチームの緩和ケアを担当するメンバーがある程
度はそうした心得を備えて対応はしますが、私た
ちは宗教者やスピリチュアルアドバ
イザー、カウンセラーなどとも協働
しておりますので、さらに専門家が
必要だと判断したときは、彼らの支
援を仰ぐようにしています。
いま私が加わっている終末期ケアチームのなか
には仏教徒の人がいまして、いろいろな宗教的背
景に対応していかねばならない私たちにとっては、
非常に心強い存在になっています。

英国医療制度とマックミランについて

会場Ｏ（在宅緩和ケアにかかわるNPO参加者）
　ドライな質問ですが、さきほどロフタスさんが
最後に、GPは仕事をするうえで、有限な社会的
資源をベストに活用できるようにチャレンジして
いきたいと話されたと覚えています。この問題は
日本では、膨大になる一方の医療費をどうするの
かといったことにつながると思うのですが、英国
では、マックミランGP・看護師のみなさんは、
限られた社会資源・医療資源のなかで患者さんの
ニーズを満たすために、どうされようとしている
のでしょうか。というのも、NHSのなかのGPで
ありマックミランGP・看護師だと思うのですが、
そういう国家的な資源の配分について、いま患者
さんつまり国民は、なぜそういう活動を受け入れ

んは実際にはそんなに多くはないと思います。そ
ういう気持ちになるケースは、診断がでるのが遅
れたりした場合だと思います。私自身はもうGP
を20年しており、最初に診療した赤ちゃんがまだ
私のところに来られているように、私たちには長
い信頼関係があります。
またイギリスでは、どういう人を信頼するかの
調査が全国的にいろいろ行なわれており、もっと
も信頼できるランクの人としてGPは常にほぼト
ップにあげられているのです。一番下のランクに
は政治家があげられていますが（笑）。
冗談はともかく、実際には、似たような症状を
もつ患者さんがたくさんいるなかで、なかには早
期発見ができずに遅れてしまったということもお

こります。その患者さん
が、もっと早く診断でき
たのではないかと誤解す
ることがないよう、そう
いうケースのときはしっ

かり話し合うようにしています。それでもまだ誤
解が解けないときは、同じ地区の他のGPに担当
してもらうということはあります。

宗教的、スピリチュアルなケアについて

会場Ｓ（ノートルダム清心女子大学）　お二人
におうかがいします。マックミランチームは終末
期ケアのいろいろな面で、精神的に専門的なこと
がらをも提供しているとのことですが、そのなか
で、とくに人間の感情的な面についてのケアのこ
ともお話しされていました。この点でもマックミ
ランチームはいろいろな職種の人たちと協働する
とのことでしたが、患者さんからもし、宗教的な
ケア、スピリチュアルケアを求められたときには、
宗教家つまり神父や牧師などにすべてを任せるの
でしょうか、それともマックミランチームとして
もそれに積極的にかかわり、宗教家とともに、患
者さんがより質の高い末期を過ごせるようにして
いるのか、どうなのでしょうか。
日本と英国では文化的、宗教的に背景が違うと

師やマックミランGPが患者さんを診察したりす
ると、患者さんのほうでは、プライマリケアチー
ムよりはマックミランチームの医療者にみてもら
いたいという希望が強くなるのではないか、その
ようなことはありませんか。

ブレナン　マックミラン看護師ががんの患者さ
んを診療することは実際にはありません。診断を
するのはつねに急性期の病院で、ここの多職種の
人たちがその患者さんをどのようにケアするかの
計画をたてます。マクミラン看護師はそのケア計
画をサポートするものとして、患者さんにこうい
う診断結果がでましたとか、再発ですとかの話を
伝えることはありますが。

ロフタス　マックミランGPについても同様で、
先ほども述べましたが、
患者さんに直接の臨床サ
ービスをすることはあり
ません。マックミラン
GPがすることは、担当
地域の一般GPのスキルアップをはかるためのお
手伝いです。

会場Ｉ　マックミランのクライアントは患者さ
んではなく、プライマリケアチームである、とい
う理解でいいですか？

ロフタス　マックミランGPのクライアントと
いう意味では、そうです。

医師と患者の信頼関係について

会場Ｋ（がんの患者と家族の会事務局）　日本
と英国では医療制度が異なるので適切な質問かど
うかわかりませんが、私たち日本で患者さんから
話を聞いていると、患者さんの最大の悩みや苦悩
は、主治医との信頼関係が築けなかったときや、
治療に納得がいかないときだとわかります。英国
ではそういうとき、つまり患者さんと担当GPと
の関係がうまくいっていない場合に、マックミラ
ンのGPやナースはどういう対応をとるのでしょ
うか。

ロフタス　GPに信頼をおけないという患者さ
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　閉会ご挨拶
福岡 英明　　　　　　　
いぬい医院院長　　　　　

みなさま、長時間の熱心なご聴講、ありがとう
ございました。私は岡山市内東部で開業しており
ますが、講演でプライマリケアの重要性が指摘さ
れたこともありますので、岡山のプライマリケア
についてちょっと述べさせてもらいます。
日本プライマリケア学会岡山支部会は、会場に
いらっしゃっている岡山大学名誉教授の青山英康
先生がたちあげられ、今年で16年を迎えます。多
職種の協働と信頼を理念にかかげて研修を第一の
活動目的としていますが、今は地域の連携パスを
つくることに全力をそそいでいます。今日のマッ
クミランお二人のお話ではコミュニケーションに
あたると思っております。
加藤先生はかねてより、マックミランチームを
お招きしたいと言っておられましたが、ついに岡
山の地で今日明日開催される運びになりました。
みなさま、いかがでしたでしょうか。私はすばら
しかったと思います。日本の制度とは違いますが、
すばらしい教育と歴史の成果でした。とくに、緩
和ケアの知

ち

悉
しつ

というものが、中央集権的な変革に
よるものではないということと、ビジョンをもつ
ある特定の人たちによって進化させられてきたと
いうお話に、私は感銘しました。
岡山では加藤先生が緩和ケアサポートチームを
以前からつくっておられ、市内でプライマリケア
を担う私どもは大変助けていただいています。私
自身、加藤先生からのサポートを得つつかなり以
前からがんの患者さんの在宅での看取りの経験を
重ねてきましたが、ロフタス先生のマックミラン
GPのようなかたちによる在宅での緩和ケアサポ
ートは、岡山の地ではまだまだです。
先日、岡山県緩和ケア研修会の２日間のワーク
ショップに参加しましたが、そのときに、ある地
域の開業医の先生が「やはりサポートチームがな
いから、私には自分のところで緩和ケアはできな

別組織で、マックミランはチャリティ、慈善団体
組織の財団です。つまり、寄附によってまかなわ
れており、行政ができない部分を補っている、と
いうかたちです。行政には自ずと人的にも資金的
にも制限（予算）があって、そのためにできない
ところを、たとえばブレナンさんのような方が資
金をチャリティ（マックミラン）からもらって出
かけていき、患者さんの相談にのる。あるいは、
ロフタスさんのようなGPが週１日、その日の活
動費をチャリティからもらって他のGPのもとへ
行き、がんケアや緩和ケアの相談にのる、そうい
うかたちをとっているのです。このチャリティの
めざす方向と行政のめざす方向が今では一致して
おり、ケアの一つのあり方をかたち作っている、
これが現在の英国の医療サービスの姿です。
私どもが今回、マックミランチームを招聘して
話をしていただくことにしたのは、けっして行政
サービスだけをあてにするのではない、みんなが
一緒になって何かできることがあるのではないか、
それがおそらくは患者さんにとっていちばん身近
なサービスのあり方につながるのではないか、と
いうところにあります。
くり返しますが、NHSとマックミランはまっ
たく別組織であり、しかしながら協働しあってい
るということ、この点がわかれば、お二人の講演
内容の理解もすすみ、またいろいろな疑問も氷解
するのではないかと思います。

＊
司会（齋藤）　ありがとうございました。この
あとにまたご案内がありますが、明日午後に予定
されている講演第２日の内容が、英国の医療のシ
ステム面についても触れていただくことになって
いますので、みなさま、もしお時間があれば明日
も聞いていただければと思います。
それでは予定時間がまいりましたので、講演セ
ッションはこのへんで終わりにさせていただき、
最後に閉会のご挨拶として、日本プライマリケア
学会岡山支部会会長の福岡英明先生よりご発言を
賜ります。

いな」と話していました。今回のマックミランチ
ームによるご講演は、そういう問題に大きな示唆
をあたえてくれると思います。また、今後の岡山
における加藤先生の活動にも期待をしております。
最後に、マックミランチームの招聘にご尽力く
ださった加藤先生はじめ関係者のみなさまに感謝
申し上げますとともに、アン・ブレナンさんとロ
ージー・ロフタス先生にあらためてみなさまと拍
手をお贈りしましょう、ありがとうございました。
〔拍手〕	 ■


