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　ご挨拶
神ノ田 昌博　　　　　

岡山県保健福祉部長　
本日は英国のマックミランチームの来日講演会
がこのように盛大に開催されましたことを、まず
もってお祝い申し上げます。また、本日の講演会
を準備されました加藤恒夫先生はじめ関係者のみ
なさまには、このようなすばらしい講演会を開催
していただきまして、心より感謝申し上げます。
日本の医療水準につきましては、介護保険を含
めてめざましく進歩し、いまや日本は世界一の長
寿国となっています。その一方で、日本の患者さ

んの医療に対する満足度は、いろいろな調査が行
なわれていますが、国際的にみてかなり低いとさ
れています。医療水準は高いのに、なぜ患者さん
の満足度は低いのかを考えてみますと、一番の理
由としては、患者さんの声や想いといったものが
医療に十分に反映されていないのではないか、そ
のように私は思うわけでございます。
日本の医療のなかで、がんで亡くなる場合を考
えますと、通常は病院のベッド上で医療機器に囲
まれて、また十分な痛み治療もうけられずに痛み
に耐えながら亡くなっていくというのが多くのケ
ースではないか、しかし、このような最期を患者
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さんは望んでいるのだろうか、そのことをもっと
真剣に考えなければいけないと思っております。
私自身のことを申しますと、私はできれば住み
慣れた自宅で家族に囲まれて、また痛みについて
はしっかりとコントロールしてもらって、苦しま
ずに死を迎えたいものだと思っております。自分
の考えを他の方に押しつけようとは思っていませ
んが、おそらくは在宅で亡くなりたいという方が
多数派ではないでしょうか、私の想いと同じよう
な想いをお持ちの方が多いのではないかなと思っ
ております。しかしそれを行なう受け皿が、日本
においてはまだまだ十分には整備されていないと
いう現状がございます。
日本では今、２人に１人ががんになり、また３
人に１人ががんで亡くなるという現状ですので、
だれもががんとは無縁ではいられません。みなさ
ま一人ひとりが真剣に、自分がうけたいがん医療
について考える必要があるのではないかと思う次
第です。また、その想いをしっかりと医療に反映
させなければならない、ということだと思います。
岡山県におきましても、来年度（平成22年度）
の新規事業としまして「がんサロン」という取り
組みを始めたいと考えております。がんの患者さ
ん同士が相談し合う、そういう取り組みですが、
そういうなかで患者さんの想いを医療にも反映さ
せていきたい、県としてしっかりと支援していき
たいと考えているところです。
本日の講演は、緩和ケアの先進国である英国の
取り組みについて、第一線の医療者がともに学び、
また考える、非常に貴重な機会であると思います。
本日の講演会が実り多いものとなりますよう、ま
た岡山県の今後の緩和ケアの発展につながります
ことを、心より期待しまして、かんたんですが開
会のご挨拶とさせていただきます。	 ■

＊

司会（加藤）　講演に先だって主催者よりお断
りがあります。実はスケジュールを大幅に変更い
たしました。本日お話ししてくださるロージー・

ロフタスさんとアン・ブレナンさんには、計４本
のプレゼンテーション資料を準備していただきま
したが、ご一緒に相談した結果、うち２本につい
ては報告を断念することにしました。
昨夜の講演会第１日で、みなさまといろいろと
意見交換しているなかで、これはディスカッショ
ンをもっと深めたほうがいいのではないかと思う
ところがたくさんあったからです。
そこでプレゼンテーション内容として、とくに
私たちがこれから直面するであろうことのうち、
まずは先ほどご挨拶いただいた神ノ田部長のお話
にもあった、患者さんあるいはご家族の希望をど
のようにこれからの医療政策に反映するか、とい
うことについてが一つ。それからもう一つは、行
政ではなく私たち民間あるいはボランティアには
何ができるのかということ。これはボランティア
といいましても、みなさま方がすでに病院などで
やっておられるようないわゆる「ボランティア活
動」ではなくて、英国では「ボランタリー・セク
ター」と言うようですが、我が国の非営利の民間
団体には今後どのような活動の場がこの先で待ち
受けているのか、ということです。以上２点の内
容の講演に絞らせてもらいました。
そして昨夜のディスカッションの時間では尋ね
ることができなかったことやもっと深く聞きたい
ということが多々あろうかと思いますので、フリ
ーのディスカッションの時間を最後に設けます。
以上の点をどうかご了解ください。
本日の講演は、まずロージー・ロフタス先生か
ら英国のマックミランがんサポート財団とはどう
いう組織かの紹介をしていただき、質疑をしてい
ただきます。そのあと休憩をはさんで、アン・ブ
レナンさんより	"User's	Involvment"（利用者の参
加）つまり「患者や家族の声をいかに医療政策に、
あるいは病院の医療方針に、反映させていくか」
についてお話ししていただき、質疑を経て、最後
に、何でも尋ねたいことをうけていただく総合デ
ィスカッションとしたいと存じます。よろしくお
願い申し上げます。

司会（加藤）　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講演会
を、昨晩にひきつづいて緩和医療研究会第46回研
究集会の国際講演第２日として開催します。最初
にプレゼンテーションしていただくのは、医師の
ロージー・ロフタス先生です。
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のご
出身で、これまでケント州地域で約20年間にわた
り一般医として診療活動をしておられます。英国
の一般医はGP（General	 Practitioner）と呼ばれ、
日本での開業医にほぼ相当します。そして、マッ
クミランGPファシリテータとしてもご活躍です
が、これは自身が開業医としての仕事をしながら、
マックミランがんサポート財団の支援をうけて他
のGPたちをがん医療の面で支援指導する、とい
う活動をしているGPをいいます。これも長いキ
ャリアをお持ちで現在ではロンドンの地域アドバ
イザーも務められているほか、マックミランチー
ムの「ケアの中心に患者・家族を置く」活動の推
進を担うなど、マックミランの中心的メンバーと
なっておられます。
それではロフタス先生、よろしくお願いいたし
ます。

ロージー・ロフタスです、ていねいな紹介を
ありがとうございました。今回、日本のみ

なさまの前にくることができ、大変うれしく思っ
ております。土曜日にもかかわらずこれだけ多く
のみなさまにご参加いただき、驚くとともに光栄
に存じます。
私たちがイギリスからはずっと遠い日本まで行
って、マックミランについて話をするというのを

知った同僚たちは、びっくりしていましたが、ま
たとても喜んでくれていました。ちょうど今週が
マックミランの「がんについてお互いに話をしよ
う」という運動期間（キャンサー・トーク・ウィ
ーク）でもあるので、とくに今日の私たちの話の
テーマ「患者さんとご家族に参加していただく」
というのは、まさにぴったりの内容です。
私たちのインターネットサイト、マックミラ
ン・ホームページ＊を日本のみなさまにもぜひ一
度ご覧になっていただきたいのですが、多くの
方々が「キャンサー・トーク・ウィーク」にご自
分の経験などを発言・発表されており、私たちの
活動がどんなものかもある程度お分かりいただけ
ると思います。
＊	http://www.macmillan.org.uk/Home.aspx

〈Loftusスライド１〉　これから簡単ではござい
ますが、マックミランがどういう活動をするのか、
過去にどういうことをしてきたのか、そして理念
はどういったものかなどを私からご紹介させてい
ただきます。	 〔以下、スライド番号のみ記す〕

〈２〉　マックミランの組織は1911年にダグラ
ス・マックミランによって創設されました。ダグ

〈２〉

講演２-１
マックミランを一言でいうと

	 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〉



英国マックミランがんサポート財団在宅緩和ケアチーム2010年来日講演会第２日　2010年1月23日　岡山コンベンションセンター

4

⑴ロージー・ロフタス／マックミランを一言でいうと　⑵アン・ブレナン／利用者の緩和ケアへの参加

5

ラスは父親ががんの痛みで苦しみ
ながら死ぬのをみて、患者・家族
としてなんとかしたいという動機
からの設立でした。患者・家族と
いう「治療のユーザ（利用者）」
の立場での組織として設立された
ということは今日に至るまで、私
たちマックミランの理念の核心と
なっています。
1930年頃のイギリスの病院の状況は、入院病棟
のほとんどが結核の患者さんで占められており、
がんの患者さんはごく少数でした。この時代、日
本でも状況は同様だったでしょう。
その後、がんの患者さんが徐々に増えていくわ
けですが、1985年になって、私たちは組織名を	
"Macmillan	 Cancer	 Relief"（マックミランがん救
済財団）に変更しました。名称は「がんから人び
とを救済する」という意味ですが、組織としての
活動のほとんどはまだ病院内でのことでした。
そうした病院内での活動を中心としてきたなか
で2006年、また組織の名称を変更し、"Macmillan	
Cancer	 Support"（マックミランがんサポート財
団）となって現在に至っています。
私たちの活動では当初から、医師よりも看護師
へのニーズが非常に大きいことを認識していまし
たので、最初にマックミランが看護師を雇用した
のは1935年のことでした。そして、医師をマック
ミランが雇用したのは1985年になってからでした。

イギリスのがんの現状とマックミラン

次に、イギリスのがんの現状はどうなのか、私
たちマックミランはがんの何をどうして、何を達
成したいのかをお話しします。
〈３〉　まず私たちの理念として、がんに苦しむ
人たちのすべてに手をさしのべ、そうした人たち
の生活をよりよくしたいとの考えを2007年に確立
しました。その前年の2006年に、先ほど述べまし
たように組織名を「マックミランがんサポート」
としたわけですが、これは、がんになってもすぐ
死ぬことはなく長く共生して生きる方が増えてき
たためで、そういう方々への支援（サポート）を
中心とした活動があらたに必要な時代になったと
いう理由です。
〈４〉　いまイギリスでは、がんにかかりながら
生活している方が200万人います。しかもその数
は、年3.5％の割合で増え続けています。
〈５〉　がんをかかえながら生活している患者さ
んへのサポートをどうしていくのか……この答は

〈５〉 〈６〉

簡単で、患者さんに「どうしてほしいですか？」
と尋ねることです。いま患者さんやケアする方々
から聞こえてくる声は、このスライド５に示した
ような項目です。おそらく日本においても同様な
のではないでしょうか。
〈６〉　スライド６は、マックミランのサポート
態勢を示したものです。４本柱の事業プログラム
があり、まず医療、そしてライフケアとして日々
の生活そのものの支援、およびそれとは別の財務
的な支援、そして情報の提供という４つです。
さらに、それらの４本柱がこんご確固たる支援
活動をしていけるよう、それらに共通した要素に
よる横断的な５つのプログラムも作っています。
〈７〉　そうしたマックミランの活動ですが、ど
れもこれも同等に進めているわけではなく、優先
課題を掲げて重点的な活動を続けていくことにし
ています。現在の優先課題は３つあり、まず第一
に、200万人もいるがんの患者さんの生存権、つ
まり「がんとともに生きる」取り組みを支援する
ことであり、これは政府のがん克服戦略の柱とし
ても採用されています。つまり実際にはマックミ
ランが政府にかわって、がんの患者さんにさまざ
まな施策のサービス提供を主導しているのですが、
これは、マックミランがこうした「がんとともに
生きる」取り組みの必要性を提唱しているからこ
そできるものです。
この「がん生存権」の傘のもとに、多くの作業
プロジェクト（ワーク・ストリーム）が組まれて

いますが、肝心なのは、そうしたワーク・ストリ
ームのすべてにユーザ（がんの患者さんや家族）
が参加するようになっていることです。ワーク・
ストリームについて以下かんたんに一部を紹介し
ますと……
まず、患者さんはすべて診察評価をうけ、それ
に基づいて、患者さんとともに相談しながらケア
プランをたてることが絶対に欠かせない、という
ことです。治療しながら生きる期間が伸びてはい
るものの、実際には治療による副作用が増えてお
り、その点への支援が必要だからです。
その一方、患者さんがケアをどのように管理し
ていくかという問題や、仕事への復帰をどうやっ
て計っていくか、あるいはそのための財務的な問
題をどう管理していくかなどについて、支援する
プロジェクトが必要です。
また、がん以外の進行性疾患の患者さんに対す
る支援プロジェクトもあります。
そして、以上の個々のプロジェクトすべてに共
通する研究プロジェクトの推進です。
さて、その他の優先課題としてマックミランで
は、終末期ケアと、結果の公平さを推進すること
の２つを掲げていますが、どちらもまだ十分には
作業の手が回ってはいません。ただ、私たちマッ
クミランはこれからもプッシュし続けていき、そ
れによってイギリスではだれでも、がんに関する
支援のサービスを公平にうけられるよう、努めて
いきたいと思っています。

〈３〉 〈４〉

〈７〉 〈８〉
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〈８〉　マックミランはサービスの提供だけでは
なく、サービスをよりよいものへとしていくため
のキャンペーンもしています。
〈９〉　たとえば、がんの患者さんは薬の処方箋
料を払わなくてもいいようにという運動があり、
患者さんは高価な薬による治療もうけられるよう
になりました。
また、いま私たちが展開しているキャンペーン
は、がんにかかった患者さんの自宅の光熱費の支
援です。この人たちのなかには、体調がよくない
ために仕事を辞めざるをえなかった人がいるから
です。
こうしたキャンペーンの大きな趣旨を一言でい
うと、意思決定すべき人が意思決定できるよう支
援すること、ということになります。
なお、先ほどの処方箋料無料化につづいて全国
規模で実現しようというキャンペーンとして、病
院の駐車場料金をがんの患者さんには無料にしよ
うという運動をいま展開中です。

マックミランはいかに協働・機能しているか

〈10〉　つぎに、マックミランという組織がどの
ように機能しているのかを紹介します。
まず、私たちの活動は設立の由来でもお話しし
たように、患者さん中心であるということです。
そして現在の私たちは、NHS（国営保健サービ
ス事業）と協同しており──NHSなしには今日の
私たちの活動はあり得ませんが──私たちの活動

はNHSのサービスを補完するものとなっていま
す。こういう活動の仕方によって、サービスの在
り方を実際によりよいものへと変えていくことが
できるのです。
私たちは支援者からお金をいただいて基金とし、
それをもとに活動しているのですから、基金の使
い途が最善のものとなるよう努力しなければなり
ません。
そのうえで、私たちは組織の独立性を維持して
いきたいと考えています。独立していればこそ革
新的なケアの仕組みを生み出せるのであり、政策
の変更を迫って実現していくことができるのです。
〈11〜17〉　ここでビデオメッセージを見ていた
だきましょう。マックミランがんサポート財団上
級開発マネージャーのエド・マーフィーが話して
おり、私たちは今どういうことをしているのか、
また私たちがNHSなど他の組織とどう協働して
いるのかについて説明します。

『マックミランは、NHS本部やその地域当局と
いかに協働しているか』

Ed	Marfie　
マックミランがんサポート財団は、NHSの各
地域当局といろいろな方法で協力しています。
主要な鍵となる領域は戦略です。
それがマックミランのイングランド、スコッ
トランド、北アイルランド、またウェールズで
の活動の方法です。

政策立案に影響力を行使し、戦略レベルで上
記の４国（地域）と各地区のがんケアの発展を
サポートしています。
その好例が、2012年に向けての政府とNHS
のがんに対する計画である「がん克服戦略」に
おいて、マックミランは主要な役割を果たして
いるということです。
そしてマックミランは、その戦略の主要な領
域で主導的な立場にあります。
その主要な領域とは、がんとともに、またが
んを乗り超えて生きる領域、あるいは最初の治
療からの生存に関しての領域であり、NHSを
含め他の主要な組織とパートナーを組み、がん
に悩まされている人たちのニーズが充足される
ような、新しいサービスモデルを作ろうとして
います。
地域レベルでは、マックミランはNHSの地
元の保健当局や、その地域社会をカバーしてい
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）、あるいはまた財務的アドバ
イスを提供している市民相談協会などのボラン
ティア団体とも緊密に連携をとっています。
それらの機関との仕事の仕方は、がんに悩ま
されている人たちのニーズを見極め、臨床サー
ビスと社会・福祉系サービスの間の乖

かい

離
り

は何か
を明確化し、がん患者の視点を取り入れ、そし
てマックミランが新規に、あるいは革新的にサ
ービス開発のサポートができるのはどこかを確

認する、というやり方です。
我われの活動は、最初に資金提供をすること
から始まります。
たとえば、がん専門看護師、地域における
GPファシリテータ、がん専門理学療法士（PT）
などに対して資金援助します。
あるいは、地域社会での財務的メリットに関
してはどうかを考えます。
提供中のサービスの内容にもよりますが、こ
れらの職務（ポスト）に対して我われは３〜５
年間の賃金の支払いをします。
この時点では、パートナーの組織、それは主
にNHSになりますが、私たちの後を受けてず
っと賃金の支払いを継続するかどうかは不明瞭
ですが。
しかし最初の段階でのそうした資金援助は、
特に専門看護師の観点からは、非常にうまく機
能しています。
NHSの中でも、がん専門看護師の多くはマ
ックミランから最初に賃金をもらった、あるい
は現在もらっているという人が多いのです。
それに加えて、マックミランがんサポートチ
ームは地域においては、NHS緩和ケア運営グ
ループや、がん対策運営グループ、また特定領
域のケアの調整を図っているがんネットワーク
グループ等に参画して、地域での影響力を行使
しています。
ですから、我われは（直接ケアするのではな
く）、影響力を行使するという働き方をしてい
ます。
また、NHSとの協働もしています。
つまり、マックミランの専門職の人たちは、
NHSから資金提供を受けてｅ-ラーニング等の
学習による成長の機会を提供したり、また特定
のがんを対象にしたイベントや、それに関連し
た学会を開催したりしているのです。

プライマリケアの一環としての活動

〈18〉　マックミランの活動を数字をあげながら

〈10〉 〈11〉（12〜17は略）〈９〉
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具体的にご紹介しましょう。2008年のデータです
が、マックミランが支援しているケア専門職が手
をさしのべた、がんの患者さんの総数は43万2000
人あまりにのぼりました。
また2008年には看護師86人をあらたに雇用した
ほか、PT（理学療法士）も41人あらたに雇用しま
した。
さらにマックミランGPの集団としての活動に
対しては130万ポンド（約１億9500万円）を投資
して支援しました。このマックミランGPの集団
活動とはどういうものかについては、昨夕の講演
で詳しくご紹介しましたが、あらためてかんたん
に説明しますと……
これは1992年にGP６人でスタートした活動で、
活動資金はマックミランが提供し、一般のGPに
対して緩和医療の相談にのる活動です。
このマックミランGPが増えてだんだん大きな
集団（コミュニティ）になっていったわけですが、
そうなると、この集団をサポートしコーディネー
トする立場の人が必要だとわかってきました。そ
こで新設されたのが「マックミランGPアドバイ
ザー」というポジションです。
たとえば、いま私のいる地域（ケント州）には
13人のマックミランGPアドバイザーがおり、そ
のリーダーを私が務めていますが、私たち13人で
約100人のマックミランGPをサポートしている、
これがマックミランGP活動集団です。
なお、こうした活動集団の例は別の分野でもあ

り、たとえば「プライマリ・キャンサーケア・リ
ード」があります。マックミランGPは私たちの
組織名称が「マックミラン・キャンサー・リリー
フ」だった時代につくられたポジションですので、
当時から活動の焦点はどうしても終末期にあてら
れてきていますが、最近ではがんにかかっても長
く生存する方が増えてきており、そのため、がん
の旅路の早い段階での患者さんへのサポートも必
要になっています。そのサポートを担っているの
が、「プライマリ・キャンサーケア・リード」の
専門職たちです。
がん医療で別々の支援活動を長いあいだしてき
た２つの組織ですが、もうそろそろ一緒の活動を
したほうがいいのではないかとの声があがり、昨
2009年に「マックミランGP」の活動名で組織的
に統合されました。
なおマックミランGPの活動は、実際に自ら診
療サービスを提供するのではなく、がんになった
人たちが抱えるさまざまな問題を解決するための
時間を確保して、地域のGPやケアチームのお手
伝いをするという活動です。私たちマックミラン
GP集団の活動には必ず、ユーザーである患者さ
んの代表に来てもらい、一緒に問題解決の努力を
してもらっています。とくにプライマリ・キャン
サーケアの集団活動には、たとえば私の地域では
20人のユーザーに参加してもらっています。
そういうユーザーの活動例としては他に、

「R&Eコラボレーション」（研究と教育の協働）

があり、これは、私たちの現在の活動にはどうい
うことが必要なのかを、患者さんとGPと看護師
が一緒になって研究するという活動です。
さきほど見ていただいたビデオで、どのように
して私たちマックミランが医療政策に影響力をも
つようにするのか、戦略が大事だとエドが話して
いましたが、GPアドバイザーのグループは、イ
ギリスの全国組織である「がんアクションチー
ム」および保健省の終末期ケアプログラムと緊密
に連絡をとりあって協働作業をしています。また、
私たちは政府の「がん克服戦略」に積極的に参与
するために政府のいろいろな委員会にメンバーと
して加わっています。その一方、イギリスのすべ
ての登録GPが加わる学会のメンバーでもあり、
彼らとともに、終末期ケアのためのさまざまな基
準を定める作業もしています。
また、一般の方々の緩和ケアに対する意識改革
プログラムにも協力しています。その点で私たち
が展開しているキャンペーンでは、「いい死を迎
えることが大事」とか「死について話し合いまし
ょう」といった名称をつけ、死は生の延長なんだ
ということを一般の方々に認識してもらいたいと
努めています。こういうことを話し合えれば、死
を覚悟できるだけでなく、ケアのプログラムを改
善していくことができるのです。
以上ちょっとが長くなりましたが、マックミラ
ンのプライマリ・キャンサーケアの集団活動につ
いてご紹介しました。

患者と家族に耳をかたむけるために

〈19〉　患者さんからよく話を聞きますと、40％
の人が「自分は十分な情報をもらっていない。も
っと情報をもらいたい」と言います。それでマッ
クミランは、「キャンサーBACUP」（BACUP:	
British	Association	for	Cancer	United	Patients）
という組織と2008年に合併しました。キャンサー
BACUPは、がんの長い旅路にある患者さんにと
ても良質の情報を提供していると評価が高い組織
でした。ただ残念だったことに、その良質の情報
を無料で提供できる立場にはなかったのです。
しかし、私たちマックミランとの合併により、
無料化できたほか、各地に情報センターをもち、
移動相談チームも３つ編制されています。情報セ
ンターまでやって来ることができない人も大勢い
るわけですから、この移動相談チームはとてもす
ばらしい方法です。

〈20〉　それから、電話によるサポートサービス
も行なっています。これには「ナース・ヘルプラ
イン」と「ベネフィット・ヘルプライン」という
２つの窓口がありましたが、昨2009年10月に統合
しました。統合した新しい電話サポートサービス
へのアクセス数は大幅に増加しており、がんの患
者さんで生存している方たちへ私たちマックミラ
ンが手を差し伸べられる範囲がぐんと広がってい
ます。

〈21〉　ウェブサイトもリニューアルしました。

〈19〉 〈21〉〈18〉 〈20〉
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この新しい総合ホームページでは、患者さんがが
んの情報や経済援助の情報を得られるだけでなく、
患者さん同士の体験談や意見の交換もできるよう
になっています。

〈22〉　がんの患者さんが財務的な懸念事項を抱
えてしまうケースにどう対応し支援するかが大き
な問題となっていますが、そうした方々を助成す
るための投資額も、合併によって大きく膨らませ
ました。

チャリティ No. 1を保持するために

〈23〉　合併効果でもっと重要なのは、私たちの
財務サポートのメンバーが、患者さんが政府から
の給付金をうけられる仕組みをつくって整備した
ことです。私たちにはたくさんの募金が寄せられ
ていますが、これは、私たちが積極的な募金活動
をしている証

あかし

であり、賜
たまもの

です。いま世界もイギリ

スも経済状態は非常によくありませんが、2009年
の私たちマックミランの募金活動は大きな成果を
あげ、国内の慈善団体の募金額ではナンバーワン
となっているのは大変うれしいことです。

〈24 ・ 25〉　募金活動については、またビデオを
見ていただきましょう。こんどは募金担当の上級
マネージャー、ヘレンの話です。

『マックミランの募金へのアプローチ』
Ms.	Helen　　

マックミランのブランド力はとても強力であ
ることに誇りをもっています。
そのことは、資金集めに非常に有効であるこ
とを意味します。
私たちが支出するお金はすべて、心ある一般
の方々からの寄付金で賄っています。
資金集めのために、いわゆるチャレンジ・イ
ベントを盛んに行なっています。
寄付金付きの歩く会、キリマンジャロの登山、
マラソンなどもします。
私たちには大きな存在感があります。
私たちは最近、イギリスの最優秀慈善団体に
選ばれました。
こういうことも、私たちがイギリスの人びと
にがんサービスで使う資金を集めるのに、役立
っています。

私からも再度強調しておきたいのですが、私た

ちマックミランは最優秀慈善団体に選ばれたチャ
リティだということです。

ボランティア活動が支えるボランティア組織

〈26〉　マックミランではボランティアのみなさ
んが大勢活動しています。冒頭でお話ししました
ように、私たちマックミラン自体がボランティア
組織の形で出発したのですから、ボランティアの
方がいて私たちマックミランの成功があるのであ
り、私たちの活動はボランティアのみなさんの活
動なしにはあり得ません。イギリスの各地コミュ
ニティでは、マックミランは顔の見える組織だと
言われるのですが、その役割を果たしてくれてい
るのがボランティアのみなさんなのです。

〈27〉　ボランティアのみなさんは第一に資金集
めのお手伝いをしてくださっているのですが、同
時に、マックミランの活動のニュースを伝えると
いう役割も果たしてくれています。

〈28〉　ボランティアの方にはマックミランの組
織のなかで自分に合った好きな活動をしてもらう
のですが、ただ、会長職や理事職はポストにも限
りがあるし誰にでもつとまるものではありません
が（笑）。
とはいえ、資金集めのイベントを企画したり、
あるいは講演をしたり、マックミランのキャンペ
ーン「がん患者の声（Cancer	Voices）」として各
方面に発言したりといった、さまざまな分野での
活動が可能です。

こうしたマックミランのボランティア活動につ
いては、このあと、アン看護師がもう少し詳しく
紹介する予定です。

さらに変革をめざして

〈29〉　さて最後に、私たちマックミランの将来
についての話ですが、今後２〜３年間はマックミ
ランにとって難しい時期になるだろうと予想して
います。というのも今後数年間、イギリスの公共
関連の政府予算すなわち私たちにとってはNHS
の予算が、縮小されることになっているからです。
また、施策の決定が国の中央から地方へ移譲さ
れる分野が数多く予定されており、私たちマック
ミランも各地域ごとに異なる制度のもとで活動し
ていかなければならない可能性が大いにあります。
そうした不確定要素とは異なって、確実に言え
るのは、がんとともに生きる人は増え続ける、と

〈22〉 〈27〉

〈23〉 〈24〉（25は略） 〈26〉 〈28〉
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いうことです。そしてもう一つ確実なのは、私た
ちマックミランは、そうしたがんとともに生きる
人たちを感情的にも日常生活面においてもサポー
トし続けていくということです。がんにかかって
しまってもいい人生をおくれること、また自宅で
ちゃんと生活を営めるということは、私たち誰に
とっても大切なことだと思います。

〈30〜39〉　では最後にまたビデオをご覧いただ
きましょう。話すのは私の直接の上司であるフィ
リッパで、マックミランの医療ケアの統括責任者
です。

『緩和ケアにおけるマックミランの将来像』
Ms.	Philippa	Parmer　

こんにちは、私はフィリッパ・パーマーです。
私はマックミランで医療分野の責任者をして
おり、GPの活動集団の一員ではありません。
私の仕事はマックミランの医療の戦略をたて
ることです。
私はマックミランにおいて緩和・終末期ケア
の責任者です。
マックミランには緩和ケアにおける一番長い
歴史があり、私たちはイギリスにおける緩和ケ
アのあり方を根本的に変えてきました。
今でも私たちはかなりの金額の投資をしてい
ます。
年間に約1600万〜1700万ポンド（約24〜25
億５千万円）のお金がマックミランを介して緩

和・終末期ケアに投資されています。
つまり、一般の人たちからマックミランへの
寄附金による私たちの収益の約25％が緩和・終
末期ケアに使われていました。
しかし、過去何年もの間、マックミランの緩
和・終末期ケアの最重点施策は変化してきまし
た。
その理由は、直近の５年間、マックミランは

「がんとともに生きる」という施策に焦点を当
ててきたからです。
しかし、がんの病像がこの５年から10年間で
かなり変わってきました。
がんにかかっても人はずっと長く生きられる
ようになったのです。
また、人びとは緩和ケアの段階、つまり、が
んの旅路の非治癒的段階になってもかなり長く
生きられるようになっています。
緩和ケアということで私たちが関与するのは、
緩和ケアの段階に入っていても患者さん自身が
しっかりサポートを受けられることを、より確
実にするためです。
すなわち、それが医療であれ、日常生活の支
援サービスやアドバイスであれ、あるいは経済
的支援であっても、彼らが今後、終末期に向か
うにあたりQOLを高められるように、正しい
支援構造を確保するためです。
またその他にも、私たちがこれから焦点を当
てていこうとしている分野があります。

その一つが、専門職の人たちに対して患者さ
んが適切な質問をし、終末期の患者さんが必要
としているサポートやアドバイスを提供できる
ように、知識・経験をもってもらうことです。
私たちが重点的に対処しようとしている他の
領域は、一般職や専門職の人たち、たとえば地
域で活動する緩和ケア専門看護師と一般の看護
師が一緒に、緩和・終末期ケアの領域で患者さ
んをサポートするための、よりよい知識・経験
をもってもらうためにはどのようなスキルや学
習が必要なのか、と考えることです。
現在、私たちはかなりの金額の投資をして専
門家、緩和ケア・スタッフ、特に臨床専門看護
師（CNS）を派遣して、地域ケアをサポートし
ています。
これから私たちがしなければいけないのは、
がんで悩んでいる人たちやがんとともに生きて
いる人たちの立場にたった改革ができるように
することです。
そのためには、これらの職種の人たちがチー
ムとなり、効率よく仕事をして、お互いの専門
的知見や優れた実践形態を共有できるようにす
ることです。
もう一つ、私たちが非常に強い関心をもって
いる領域は、終末期の人たちへの24時間サポー
トです。
イギリスのある地域に住んでいる人たちは、
24時間体制でその地域での専門的看護を受けら

れるのに、一方では、別の地域に住んでいるた
めに、それを受けられない人たちがいます。
また、看護スタッフの勤務時間が終わった時
間帯が、実は人びとがサポートを必要としてい
る時間帯であるということが多いのです。
私たちは政府に、また地方の医療関係者に、
24時間体制の地域における専門看護サービスの
導入を働きかけようとしています。
これらはほんの数例にすぎません。
私が今言おうとしているのは、私たちは、特
にがんを罹った人たちの緩和・終末期ケアに関
しては非常に深く関与しているということです。
私はまだこれから長い間、この仕事に献身し
ていくつもりです。
ですから、私たちにとって非常に重要で、か
つ、私たちが大変恵まれていることは、GP活
動集団のみなさんが地域の様々の専門職・非専
門職と協力し、状況の改革を試みてくださって
いることなのです。

〈40〉　みなさん、ご静聴ありがとうございまし
た。フィリッパも話しておりましたが、マックミ
ランは1911年の創立以来たくさんのことを達成し
てきましたが、やりとげたいことがまだまだたく
さん残っています。Thank	you!	 ■

〈29〉 〈30〉（31〜39は略） 〈40〉
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──質　疑──

司会（加藤）　ロフタス先生、どうもありがと
うございました。日本にはない、英国のがんの患
者さんへの支援のあり方を、うかがい知ることが
できたと思います。
それではさっそくですが、ただいまの講演内容
についてフロアからの質問を受け付け、ロフタス
先生に応えていただきましょう。

公的資金と民間資金について

会場Ｆ（岡山県精神保健センター）　お話のな
かで、英国ではこれから公的な医療資金が縮小さ
れるとのことでしたが、その原因、理由は何なの
でしょうか。

ロフタス　経済状態が苦境にあるのは世界でも
イギリスでも同じで、イギリスの民間部門の予算
はほとんど縮小傾向にあります。ですから公共部
門もこれからあまり時間をおかないでそうなって
いくのは避けて通れないだろう、仕方がないと考
えているわけです。
しかし、こういう事態は私たちチャリティにと
ってはある意味、チャンスではないか、とも考え
ています。今やっていることをもう一度見直して、
違うやり方があるのではないかと考えるチャンス
になると思っています。

会場Ｆ　もう一つお尋ねしたいのですが、公的
資金と民間資金の割合はいまはどのくらいなので
しょうか。

ロフタス　おそらくイギリスの民間の健康保険
が、医療費全体の約20％といっていいと思います。
残りの大半がNHSから提供されているというこ
とになります。

会場Ｆ　公的資金が縮小されるようなときがあ
る意味でチャンスであると考えるというご発言に、

強い印象をうけました。ありがとうございました。

電話相談サービスについて

会場Ｓ（がんの悩み電話相談室おかやま）　マ
ックミランの電話相談サービスのなかに「ナース
（看護師）ヘルプライン」というのがあるとのこ
とでした。私はこれを、相談員がすべて看護師で
あると理解しましたが、そうなのでしょうか。そ
して、相談内容は医療的なことがらに限っている
のでしょうか。
といいますのも、私たち「がんの悩み電話相談
室おかやま」では、ごく一部に医療関係者はいま
すが、一般の方を募集して教育・研修を経て相談
員を務めてもらっているからです。よろしくお願
いします。

ロフタス　今日は時間のつごうで電話相談サー
ビスについては詳しくはご紹介できませんでした。
電話相談サービスにはいろいろなやり方がありま
すが、私たちマックミランでももちろん相談員の
一部は一般ボランティアの方に務めてもらってい
ます。その一方、財務のサポートやソーシャルサ
ポートの専門家にも電話相談員を務めてもらって
おり、それぞれ専門的な立場からアドバイスする
という電話相談もやっています。
ご質問の「ナース・ヘルプライン」ですが、こ
れは看護師が相談員を務めて臨床的なアドバイス
をする電話相談サービスです。とくに、以前から
看護師による電話相談サービスでは定評があった
キャンサーBACUPという組織とマックミランが
合併したことにより、「ナース・ヘルプライン」
はより多くの看護師から協力を得られるようにな
っています。

司会（加藤）　確認したいのですが、「ナース・
ヘルプライン」とは、看護師による電話相談サー
ビスであって、看護師のための電話相談サービス
ではない、ですね？

ロフタス　はい、看護師が電話を受ける側に座
っていて臨床的なアドバイスを提供するサービス
です。

司会（加藤）　なお、質問されたＳさんの「が
んの悩み電話相談室おかやま」は創設13年を迎え
ますが、実は「キャンサーBACUP」をモデルに
発足した電話相談サービスです。

緩和ケア・終末期ケアの教育について

会場Ｈ（岡山大学医学部長）　マックミランは
医療費に関連してさまざまなキャンペーンを政府
に向けて行なっているとのことでしたが、そうし
た「マックミラン・スピリット」というものを、
次代を担う人材を養成している教育機関では、ど
のように教育実践しておられるのか。つまり、た
とえば大学医学部などの教育機関との連携や講義
プログラムの作成に、どのように参画し貢献して
おられるのでしょうか。

ロフタス　イギリスの大学医学部での教育では、
緩和ケアやがんケアについてはあまり力点はおか
れていませんでしたが、進歩もしており、マック
ミラン・リサーチフェローというポジションがケ
ンブリッジ大学に設けられて、カリキュラムにも
正規に組み込まれました。
また、マックミランGPについては「教育イベ
ント」というプログラムが用意されていて、一般
GPにトレーニングする機会を提供できるように
なっています。
私の話の冒頭スライド４で、マックミランの活
動には４本の柱があり、それぞれに横断的な５つ
のプログラムがあるとご紹介しましたが、その一
つが教育であるといえます。その教育の対象は、
患者さん、ケアをする人、そしてマックミランの
専門職の人の、すべてです。
また私たちは、マックミランの専門職であって
も他の組織からの助成金も活用してよいことにな
っており、したがって自分の判断で他の教育機関
で教育研修を受けることもできます。ただこれは
主に、プライマリケアの分野中心でのことですが。
いずれにしてもマックミランは、あらたな戦略
においても、終末期ケアの質を上げること、その
ためにGPたちへの支援と影響力をいっそう増し

ていくこと、そういう役割をはたしていきたいと
考えています。

会場Ｈ　ありがとうございました。おっしゃら
れる通り、日本でも医学部学生に対する緩和医療
教育をもっと拡充する必要があると私は思ってお
ります。幸い岡山大学には昨年、緩和医療学講座
ができましたので、それを基軸にして、医学生の
最初の段階から緩和ケア・終末期ケアの教育に力
を入れていきたいと考えています。

司会（加藤）　Ｈ先生、力強いお言葉をありが
とうございました。
なお英国の緩和ケア教育についてですが、私の
認識では、英国に27ある大学医学部のすべてで緩
和医療教育が、選択科目ではなく必須科目になっ
たのは、もう十数年前のはずです。そして、私が
初めて英国に行った1993年当時、すでに統一カリ
キュラムができていました。日本ではいまだに統
一カリキュラムはありませんが、岡山大学では３
年前から、わずか11時限ですが独自のカリキュラ
ムを使いながら、国内では数少ない緩和医療の系
統的教育を行なっています。そういう点で松岡教
授の緩和医療学講座が設けられた岡山大学医学部
の今後の活動は、大いに期待されるところです。

助成金・給付金について

会場Ｋ（岡山済生会総合病院医師）　医療費の
ことでお尋ねします。日本では抗がん剤治療をう
けるのにかなり高額な費用がかかり、薬剤を選択
するのが難しい状況です。先生のお話のなかで、
英国ではがんの患者さんの治療は無料で、給付金
もあるとお聞きしましたが、その点をもう少し詳
しくお聞かせください。

ロフタス　まず、薬剤の処方料については、ほ
とんどの人が支払っていますが、年齢65歳以上の
人や生活保護などの給付金をうけている人、ある
いは糖尿病にかかっている人などは、処方料を払
う必要はありません、これはそういう人たちには
どんな病気に対する医薬品の処方も無料となって
います。こうした事実がありますので、私たちマ
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ックミランのキャンペーンでは、そうした処方料
無料の対象としてがんの人も加えてほしいと運動
しています。
さきほど触れた助成金については、実は２つの
カテゴリーがあり、対象は非常に幅広く設定され
ています。一つはたとえば、療養ベッドが欲しい
とか、体重が減ってやせたので衣料品をすべて買
い直さなければならないとか、そういうことも助
成申請の理由にあげることができるものですが、
申請には、医療従事者、ケア従事者、あるいはソ
ーシャルワーカーのサポートが必須となっていま
す。
もう一つのカテゴリーの助成金は、たとえば
NHSからの医療費や失業保険など国から給付さ
れるものです。イギリスでは国民は健康保険料に
相当するお金を税金のかたちで支払っており、病
気になると治療に必要な費用はNHSから支払わ
れるわけですが、その申請用紙は30ページ以上あ
ってなかなか面倒です。30ページもあると、がん
の患者さんでは書ききれないこともあるのです。
私たちマックミランでは専門職にｅ-ラーニング
をうけさせ、どういう人たちがどういう助成金に
申請できるのかを理解できるようにしました。な
おソーシャルワーカーは、もっと複雑な事情と病
態をかかえた人たちのサポートを担っています。

＊
司会（加藤）　質問はまだまだあるでしょうが、
予定時間を過ぎましたので、本セッションはこの
あたりで終わりにしたいと思います。
今のお話にあった、いろいろな経済的支援で私
自身が思うのは、15年ほど前に読んだ曾野綾子さ
んの本『神さま、それをお望みですか』（文藝春
秋社、1996年）を思い出します。アフリカの子ど
もたちのために、当時はまだNPOではなかった
ふつうの任意団体をつくってお金を集め、それを
１年間で使い切ってしまう、その報告をフィード
バックしてまたより多くのお金を集めていく、そ
ういういいサイクルを生みだしていく民間の活動、
この話を思い出さざるを得ません。私たち自身が

頭をきりかえて、どのように資金を集めてそれを
患者さんのために使っていくのか、そういう考え
方をしていく必要があるのではないか、と感じさ
せられています。
それでは、ロフタス先生に今一度大きな拍手を
お送りして、このセッションを閉じることにしま
しょう。〔拍手〕	 ■ 司会（北川）　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２日、続
いては、看護師のアン・ブレナンさんにお話しし
ていただきます。
ブレナン看護師の略歴をご紹介します。アン・
ブレナンさんは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。
英国では緩和ケアを進めるにあたり、実際に患
者さんや一般の方々の参加が政府制定の法律で定
められています。これには、過去のマックミラン
チームの活動が非常に大きく寄与したとうかがっ
ています。ブレナンさんは現在、緩和ケア看護の
施策、とくに患者さんに参加を勧めていく施策に
直接携わっておられるとのことで、今日のお話に
は、利用者すなわち患者さんの、がん緩和ケアへ
の参画というところを中心にお話ししていただき
ます。
それでは、アン・ブレナンさん、さっそくです
がよろしくお願いいたします。

アン・ブレナンです、みなさま、こんにちは。
日本に来ることができ、私も大変うれしく

思っています。さきほどロージーも言いましたよ
うに、土曜日にもかかわらず、また寒い中にもか
かわらず、このように多くのみなさまがお集まり
くださり、とても驚くとともにうれしく思ってお
ります。
さて、最初にお断りしておかねばなりませんが、
ロージーのさきほどの講演のスライドはとても楽
しいものだったのに比べて、私のこれからのスラ
イドは退屈なものかもしれないということです。
〈Brennanスライド１〉　それでは、これから
「緩和ケアにおける利用者の参加」と題してお話
ししていきますが、ここでいう「利用者」とは、
患者さん、ご家族、そしてそのケアをする人のこ
とで、私たちが提供する「がんケアのサービスを
利用する方々」という意味です。

〔以下、スライド番号のみ記す〕

〈２〉　このテーマについては、私自身、大きな
熱意とやりがいを感じており、それは、もし私が
患者であれば、自分がうけるべき治療やケアの選

講演２-２
利用者の緩和ケアへの参加

	 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〉

〈２〉
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択肢がどんなものなのかについて、自分もかかわ
って決めていきたいと思うだろうからです。これ
までのイギリスでは歴史的に、サービスの立案企
画は患者さんやご家族の参加なしに行なわれ決め
られてきました。その状況が、いま変わりつつあ
るのです。
とくにこの10年、大きな変革があり、サービス
を変更する場合には、患者さん自身はもちろん、
家族の意見も活用していこうという動きが見られ
るようになりました。利用者参加により、サービ
スの力点が、より患者さん寄りになっていくとい
う効果を生んでいます。
〈３〉　現在のイギリスでは「保健医療及び社会
ケア法」によって、法的な義務としてNHS（国営
保健サービス事業）にも慈善団体（チャリティ）
にも課せられており、利用者には必ずサービス立
案の場にかかわってもらわねばならない、となっ
ています。
また、イギリスのすべての病院には現在、「患
者体験部」という組織が設けられており、この部
門では病院の各種の集団を通して、主に患者さん
がもっている見解や意見を集約する活動を担って
います。
病院や地域で「患者経験部」をもつこと自体は
とくに目新しいこととはいえませんが、患者さん
のニーズに影響を及ぼすという意味では、実にす
ばらしい効果を生んでいます。

「利用者の参加」とはどういうことか

〈４〉　そうした「利用者の参加」とはどういう
ことかを、以下ご紹介していきます。
まず、さきほども話しましたように「利用者」
とは「患者さん」であり、そしてまた「患者さん
に近いところにいる人」も含みます。患者さんと
家族は疾病とともに生き、その疾病を管理してい
かねばらならないという経験から、たいへんユニ
ークな見解をお持ちです。そういう見解は、専門
職といえども必ずしも持ち合わせているものでは
ありません。
「利用者参加」とは、あるサービスを利用され
ている方々の知識・知見・理解というものを活用
して、いろいろなものごとをより良くしていこう
という活動です。私たちがめざすのは、患者さん
に提供するサービスの改善、患者さんにより良い
経験をしてもらおうというものです。これらを達
成することにより、私たち専門職の仕事もかなり
楽になっていきます。
〈５〉　そこで次に、実際に私たちがどういうふ
うにしているかをお話ししますが、このやり方に
はいろいろなモデルがあります。
まず、サービスの利用者は院内委員会のメンバ
ーになり、そこで、地域における、あるいは国レ
ベルの将来の医療施策にかんする意思決定にかか
わっていくのがひとつ。
あるいは、こういう医療ケアサービスの利用者

たちが、自分たちは何を望んでいるのかを臨床専
門職に説明するという形でかかわっていくのがひ
とつ。そういう専門職の傾向として、患者さんに
直接尋ねることなく自分で勝手に推測して選択し
てしまうという傾向があるからです。そこで患者
さんと家族には、専門職のトレーニングのときに
も来てもらい、私たちのトレーニングに活かすと
いう形で手伝ってもらっています。
また、アンケートを計画する際にも、私たち専
門職がどういうサービスをしていかねばならない
かを考えるだけではなく、患者さんやお世話をす
る人たちがどういうニーズを持っているかを考え
て、アンケートを作ることができるようになりま
す。
このように利用者参加とはつまり、彼らのケア
にほんとうに役立つようになるということです。
〈６〉　ただ、緩和ケアにおける利用者参加では、
その進行疾患の状態によってかなり難しい問題に
なることがあります。疾患がかなり進んでしまっ
た段階で、患者さんに、どんなサービスを受けた
いかを尋ねること自体が、ほんとうに適切なのか
どうか、という問題もあります。それを尋ねるこ
とは、医療従事者でさえ抵抗感をもつのがふつう
です。
患者さんのなかには一部、自分たちがほんとう
に今使っているサービスあるいは経験しているこ
とについて、意見として言うことには参加したく
ないという方もいますが、その一方、それはいい

ことだと考える方も多数いるのです。
実際に終末期になるとコントロールできる症状
は少なくなってきますが、それでも、自分の経験
していることやサービスについて説明できるよう
な状態にコントロールすることは可能です。医療
従事者としては、そういう患者さんに質問するこ
とをおそれてはいけないと思うのです。患者さん
の望むことを私たちがほんとうにできているのか
どうかは、基本的には尋ねてみないとわからない
ものだと思います。
〈７〉　どうしたら利用者参加を得られるのか、
それは、利用者がユニークな見解をもっていれば
いるほど、質問をしない限りわかりません。
以上のことがらについて、イギリスでは２つの
報告書が発表されています。一つはNHSから
2000年に発表された「NHSがん計画」、もう一つ
は「NICE	がんの支持療法と緩和ケア	ガイドラ

〈３〉 〈５〉〈４〉 〈７〉

〈６〉
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イン」（NICE:	英国の国立医療技術評価機構）で、
この２つに基づく法律により、将来のサービスに
ついては必ず患者さんに参画してもらうよう、医
療従事者とソーシャルワーカーに義務付けられて
います。また、患者さんと家族には、今うけてい
るサービスの評価をしてもらうことも、私たちの
義務になっています。
〈８〉　それでは、患者さんと家族に参加しても
らうにはどのような方法があるかを紹介していき
ます。数多くの方法があります。
まず、利用者グループの公開討論会（フォーラ
ム）、ワークショップなどがありますが、これは、
患者さんと医療従事者の両者にそれぞれあります
し、地域でも国レベルでもあります。また、意見
をきく方法として人気のあるのがアンケート調査
や提言書（サジェスチョンブック）などで、病院
や診療所にその書式が置かれています。

その一方、患者さんと面と向かって話しながら
聞き取り調査をする、これも非常に有効ですし、
あるいは患者さんの日記を読ませてもらったり、
公開のミーティングに出席する、こういったこと
も有効です。
患者さんや家族のなかで、実際に自分たちがう
けているサービスについてマイナスの印象をもっ
ている人たちは、医療従事者に自分の経験を話す
のをいやがることがあるものです。私たちとして
は、そういう患者さんと家族に対しては、医療従
事者が脅威を感じないような方法で、患者さんた
ちがサービスについて感じたり考えたことを話せ
るように、努力していかねばなりません。

「がんパートナーシップ・プロジェクト」

〈９〉　イギリスでは最近、「がんパートナーシ
ップ・プロジェクト」という組織が、私たちマッ
クミランがんサポートと保健省の共同出資で設立
されました。このプロジェクトは、NHSのがん
サービスを実際に利用した患者さんたちに意見を
聞き、どんな部分が改良できるのかを明確にする
のが目的です。
それぞれの地域にあるトラスト（健保組合など
の医療費支払い機構）は、患者さんとケアをする
人と専門職たちでパートナーシップグループをつ
くりあげ、将来の医療サービスをどういったもの
にするのかを決めるために、自分たちの組織とし
て組み入れなければならないとして、提唱があり

ました。
〈10〉　このプロジェクトは多くの成果を産み出
していています。さきほどロージーが話したよう
に、たとえば情報については、患者さんは十分に
あったとは感じていないというデータありました
が、このプロジェクトによってかなりの改善がみ
られました。
それから、「わるい知らせを伝える」ことにつ
いて、専門職の人から話を聞かされるときに、あ
まりいい方法でやってもらえなかったという意見
をもっている人たちがいます。そういう専門職の
人には、トレーニングや教育をして、わるい知ら
せを伝えなければならないときのコミュニケーシ
ョンスキルを上げるようにしています。
わるい情報を伝えることはたしかに難しいこと
ですが、しなければならないことですので、でき
るだけよい形でできるようにしたいものです。
次にとりあげるのが、移動と交通手段と駐車場
についてです。これは実際問題として、患者さん
と家族にとっては大きな問題なのに、医療従事者
としてはこれらの問題について考えることはあま
りなかったはずだと思います。さきほどロージー
から、私たちのキャンペーンの一つとして駐車場
を無料にするという活動をしているとありました。
イギリスの病院の駐車場はすでに無料のところも
もちろんありますが、そうでないところが多いの
で、全国的に病院の駐車場を無料にしようという
活動をしています。

また病院での待ち時間についても、患者さんの
状態がわるいのに外来にきて何時間も待たなけれ
ばならない場合もあり、こうした待ち時間を監視
するモニターシステムを私たちはつくりました。
また、医療機関が新しい建物をつくる場合に、
設計段階にも患者さんに参加してもらうようにし
ています。病院や診療所は一般に、いかにも臨床
のための施設という感じがするのが当たり前にな
っていますので、患者さんにとっては「おそろし
い」という印象をうけることがあるのです。

利用者の声を聞くために

〈11〉　さきほどロージーの話にもありましたよ
うに、「マックミラン・キャンサー・ボイス」（が
ん患者の声）という組織があります。これはがん
患者さん自身のネットワークで、患者さんと家族
にとって重要なツールですので、患者さんたちの
参加によって、より良い改善を果たしていくこと
ができるようになります。
「キャンサー・ボイス」の活動によって、さら
にいろいろなところに参加できるようになります。
たとえばまず、出版刊行物の検証をすることや、
調査に参加すること、また地域において自分のが
ん経験の話をするなどの活動があります。

〈12〉　マックミラン・キャンサー・ボイスは、
ユーザ参加をさらにいろいろな形でサポートでき
るようになっています。イベントに参加して勇気
をふるって発言したり、またケアする方たちへの

〈９〉 〈11〉

〈８〉

〈10〉 〈12〉
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発言権をもつという活動もあります。さらに、地
域におけるユーザグループに対してアドバイスす
る、あるいは国レベルの委員会などにアドバイス
するということもできますし、そのポジションに
基づいて経験を話したりアンケートに答えるとい
うことができます。

〈13〉　このスライド13が、「マックミラン・キ
ャンサー・ボイス」のホームページです。みなさ
ん、機会をみてぜひアクセスして見てください。
この中には様々なアイデアが込められていますの
で、みなさんのサービスにおいて、利用者の参加
をどうしたらいいのかというような場合に、きっ
とヒントが得られることと思います。

〈14〉　マックミランがんサポートでは、がんに
苦しんでいる人たちに、生活面でのお手伝いもし
ています。医療的なサポートのほかに、そうした
日常生活面や経済面でのサポートも提供していく

ことにより、がんケアのより良いレベルの活動を
めざしているのです。
より良いがんケアをめざして、そうしたキャン
ペーンをする際には、ケアサービスを利用してい
るみなさんの意見をぜひ聞かなければなりません。
それをせずしてケアニーズは何なのかを知る術は
ありません。

〈15〉　この	“I	Want	Great	Care.”（すばらしい
ケアをしてもらいたい）というフレーズは、ウェ
ールズ地域におけるプロジェクトの名称です。こ
れによって、患者さんとご親族に、緩和ケアをう
けている人たちがどういう意見をもっているのか
の情報を収集しています。
この緩和ケアサービスをうけている人たちは、
アンケート用紙に回答してもらいます。アンケー
トはチームには返却されません。別の外部組織に
返されることにより、患者さんたちは自分の正直

な意見を言えるのです。
この「すばらしいケアをしてほしい」というプ
ログラムは、ウェールズで2009年６月から正式に
施行され始め、現在ではウェールズ全域で実施さ
れています。

〈16〉　このアンケートはそうとう詳細なもので、
初期のころケアスタッフは、こうしたことが実施
されることについて、かなり脅威に感じていまし
た。しかし、施行された結果をみますと、非常に
前向きな良好な結果が得られています。各質問は
１〜10の10段階で評価してもらうもので、７以上
が「良好」レベルですが、これまでのところ集計
の結果、全体では平均9.6という高い評価が得ら
れています。
患者さんの意見をとりこむもう一つの活動とし
て、“Dying	Well	Matters.”（良い死を迎えるのは
大切なこと）というのがあります。これは、亡く

なった患者さんの家族のためのものです。ポスタ
ーやカードなどを病院や診療所に置いておき、家
族を亡くした人たちにその死についてどう思って
いるかなどを答えてもらう、親族対象の活動です。
家族を亡くした離別の直後は、ほんとうに悲し
くてエネルギーもないのがふつうで、その人たち
がうけたサービスがたとえ良くなかったと感じて
いたとしても、不平を言う元気もないものです。
そういう場合でも、たとえばハガキやカードに数
行のコメントを書いてもらうことは可能でしょう。
それらが集計され、だれかが対応するということ
であれば、しやすいはずです。
こういう活動を行なうことにより、たとえばこ
の地域ではこういうことをもう少し改善しようと
かを明確にしていける、と考えています。
若い人たちへは、電話やメールでのサービスも
提供しています。

〈17〉　以上まとめますと、今までは「医師は何
でも知っている」という、尋ねることも許さない
非常に権威主義的な態度もありましたが、利用者
の参加はそれを逆転させようとしています。緩和
ケアにおける患者さんの参加、あるいは患者さん
の意見を聞くということは、とりもなおさず、こ
の段階の疾患がいかに深刻なものかをあらわして
います。こうした逆転をする機会は一回しかあり
ません。

〈18〉　最後のポイントとして、患者さんと家族
の意見を聞き、その内容を実際の行動に移してい
くことが肝心です。

〈19〉　Thank	you!	 ■

〈14〉

〈13〉

〈16〉 〈18〉

〈15〉 〈17〉

〈19〉
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──質　疑──

司会（北川）　アン・ブレナンさん、ありがと
うございました。
それではさっそくですが、会場のみなさまの質
問に応じていただきたいと思います。なお、ロフ
タス先生にもご登壇いただいて……まず、ただい
まのブレナンさんの講演内容についての質問を受
け付けます。

コミュニケーション力を養うことについて

会場Ｔ（大阪大学）　ブレナンさんにお尋ねし
たいことが２点あります。最初に、看護師の役割
のなかに、患者さんたちの体験や想いを聴くこと
があるとのことですが、これについては日本の看
護師でも大学院などで勉強しながら、聴く力や体
験を分析する力を高めていこうとする傾向はあり
ます。ただ、そうはいっても、訥

とつ

々
とつ

とかたる患者
さんたちの体験のことばを聴き取りながら意味を
解釈していくということは、非常に高い能力が求
められると思うのです。英国での現場の看護師さ
んたちには、聴く力や解釈する力などを常にトレ
ーニングできるようなバックアップのシステムが
あるのかどうか、それをまずご教示ください。

ブレナン　本質的な質問ですね、詳しくお答え
できればいいのですが……まずたしかに、患者さ
んの話を聴くということは必要ですが、しかしそ
れは看護師だけに求められているのではなく、す
べての医療従事者に求められている、ということ
を押さえておきましょう。イギリスでは実際に、
看護師のコミュニケーションスキルについてはト
レーニングしており、高めていこうという取り組
みをしています。
とくにマックミランの専門的臨床看護師につい
ては、その資格自身が優れたコミュニケーション

スキルをもっている証
あかし

ですし、トレーニングをう
けることができるようになっており、がんの患者
さんや緩和ケアの患者さんのニーズに対して、そ
の話をしっかり聴き、患者さんが情報を求めてい
るなら応じられるようにもしています。
しかしながら、そういうケースで話し合うのが
難しいこともありますので、話の代わりにアンケ
ートをしたり匿名で意見を出せるチャンスを設け
る必要があるというわけです。そういったことも
重要だと思います。

患者さんの声を代弁できるか

会場Ｔ　ありがとうございました。もう一点お
聞きしたいのですが、患者さんたちが自分の体験
を話すという意味のなかには、一つは自分の体験
を他の患者さんに還元したいという目的があるの
はもちろんでしょうが、それと共にもう一つの意
義として、面と向かってなかなか話せないことを
代弁してもらいたいという想いで語る人もいるの
ではないかと思います。
そういった意味で、さきほど話していただいた、
患者さんの意見の還元の仕方は、どちらかという
と、多くの人へ還元するという意味でのフィード
バックかなと私は感じました。そこで、もう一つ
の、当事者に言いたいことを言う代わりになって
ほしいという想いがあるとするならば、代弁する
役割も期待されているのかと思いましたが、英国
ではそういうことは実際にあるのでしょうか。講
演のなかでは、病院そのものには意見を直接は返
さないようにしているとのことでしたが、代弁に
ついてはどうでしょうか。

ブレナン　たしかにそういうことは、私たちの
ところでもあります。実際に、患者さんが私たち
スタッフに自分の懸念や良かったことを言ってく
ることがあり、そういうとき私たち専門職はそれ
にきちんとリアクションをとっていく、懸念に対
処していくということは、必要なわけで、私たち
はみな共通して体験し実行しています。
また、看護師は患者さんの代弁者であることも

かに、別の遠い地域へ行かなければならないのは
大変ですが、しかしそういう一カ所に集約された
放射線治療の場でうけたほうが、専門家も多いし、
医療全体を考えた場合にはずっといいことが考え
られます。そういう場合、患者さんにはじっくり
その説明をします。そういう意味で双方が協力し
てやっていき、私たちが提供するサービスをベス
トのものにする努力が必要だと思います。
これでお答えになりましたでしょうか。
会場Ｎ　はい、双方が意見をよく交換して、同
じ方向を向いて努力することと理解します。あり
がとうございました。

ロフタス　そうなんです、お互いに意見を出し
合って、それを共有するのが大切です。が、それ
には同じ立場でやっていくこと、医療者は患者さ
んと同じ立場で意思決定してから同じ方向をむく
というのが大切です。

司会（北川）　私たち医療機関と、行政の立場
のＮさんとが、これからは意見を交わしつつ同じ
方向をむく努力をしていかねばならないというこ
とですね。

ケアの条件、ケアマネジメントについて

会場Ｍ（乳がん患者会あけぼの会岡山）　マッ
クミランチームによる援助のなかに、日常生活、
患者の生活全般にかかわることがあるとのことで
したが、日本においては介護保険が適用されてヘ
ルパーさんの派遣を頼めるのは、65歳以下のがん
の患者では終末期でのみということになっていま
す。英国でもそういう年齢制限や制約はあるので
しょうか。また、生活の全般的なことのケアマネ
ジメントはGPがするのかマックミランチームが
するのか、どちらでしょうか。以上の２点をお尋
ねします。

ロフタス　昨夜〔講演第１日〕お話ししたなか
で、多職種のチームで対応していくことに触れま
したが、その多職種とは、看護師もいればソーシ
ャルワーカーも入っていますし、時にはマックミ
ラン看護師もいるわけです。そして、そういうケ

必要でして、たとえば私がそういう懸念する話を
聞いたときは、地域にその懸念の内容をフィード
バックすることもあります。また、その問題がチ
ーム内だけのことではなく、もっと広範な問題で
あろうというときには、「トラストコード」とい
う組織に話をもっていくようにしています。

司会（北川）　よろしいでしょうか、たいへん
重要なご質問をありがとうございました。

お互いに同じ方向をむくために

会場Ｎ（岡山県社会福祉部健康対策課）　患者
さんの声をよく聴くことの大切さはよくわかりま
す。英国のなかで、患者さんが求めているもので
医療者が見落としがちなこと、あるいは医療者が
見落ちしがちな点、あるいは医療者がよかれと思
ってやっているのに患者さんたちは求めていなか
ったこと、そういった事例があればご教示いただ
きたいのですが、どうでしょうか。

ブレナン　これについては、ロージーに話して
もらうのが適切だと思いますので、ロージー、お
願いします。

ロフタス　私たちは経験を長く積んできました
ので最近はかなりよくなってきたと思っています
が、患者さんから言われることについては、私た
ち専門職にとって時には聞きたくない内容もあっ
たでしょうし、また利用者側にも専門職側にも誤
解があったといっていいものがあります。たとえ
ば、専門職がよかれと思っていたことが、実は患
者さんは望んでいなかったとか、また患者さんは
その専門職がこういうことをしてくれるんだと思
っても、実はその専門職が考えて意図しているこ
とは全く違うことだったということがあります。
ここはやはり、双方向での対話をしていくこと
が大切だと思います。誤解があれば対話のなかで
のみ見つけていくことが可能だということです。
たとえば、ある地域の病院が閉鎖されるというと
き、今うけている放射線治療がこの地域ではもう
うけられなくなり、他へ行かなければならないこ
とを心配している患者さんがいるとします。たし
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んとの接点がありますので、看護師からどういう
給付金があるというような話を伝えることもあり
ます。看護師ができない場合は、ソーシャルワー
カーに引き継ぎ、ソーシャルワーカーからそうし
た対応をしてもらうこともあります。
そういう活動がもっといい形でできるようにと、
私たちは給付金制度についてｅ-ラーニングで学
習しており、これは専門職すべてがいつでもアク
セスできるようになっています。
なお、天涯孤独の人たちについてですが、その
多くはマックミランチームによるサービスをうけ
ることになりますので、資産管理で意思決定が必
要な場合にはマックミランチームで対応し、お手
伝いすることができます。

会場Ｗ　患者さん次第で財務分野の専門家がサ
ポートするシステムがある、ということですか。

司会（加藤）　ご質問の意味は、たとえば「成
年後見人制度」のようなものがあるかどうかとい
うことですね。

会場W　そうです。
ロフタス　イギリスでは「代理人制度」という
のがあり、これが日本の成年後見人制度に近いも
のだと思いますが、ご家族や親族がいない方には
ソーシャルサービスが責任をもってあたることに
なっています。この場合はもう医療チームとして
ではありません。
そういうケースは非常に複雑な事情の患者さん
に限られますが、そのうえで後見人が選ばれ、患
者さんのためになるように資産管理をしていくこ
とになっています。ただ、患者さんが意思決定を
しなければならない場合には、医療チームの専門
家がサポートすることにもできるようになってい
ます。

司会（加藤）　質問のある方に一つお願いして
おきたいことがございます。通訳の方は一人で日
英・英日の双方向をこなしています。非常に困難
な作業ですので、質問内容を要領のいいところで
ちょっと区切っていただければと思います。その
ほうが、より正確なコミュニケーションができる
と存じます。どうかご配慮ください。

患者さんの財務にかんする支援について

会場Ｗ（あさひヘルパーステーション）　ロフ
タス先生にお尋ねします。ライフケアのなかで財
務支援もしているとのことですが、それにはどの
ようなメンバーが対応しているのでしょうか。ま
た、日本ではよくあることですが、天涯孤独つま
り身寄りのない方、そういう方へのサポートでは、
全財産を管理するサポートも必要になってくると
思うのですが、そういうシステムがあればご教示
ください。

ロフタス　さきほど、マックミランは財務的な
サポートもすると申しましたが、そのなかには
「ベネフィット・アドバイス・ライン」という組
織があり、ここでは、患者さんがどのような給付
金がもらえるかを事細かにわかっているスタッフ
がいて活動しています。給付金制度は非常に複雑
で、しかもしばしば変更されることもあり、複雑
なケースの患者さんの場合にはソーシャルワーカ
ーも関与することになっています。
そして、多職種チームのなかで私たちとしては、
新たにがんと診断された患者さんに対して、こう
いう給付金があるときちんと伝える努力をしてお
ります。
また、終末期の患者さんになるとまた給付金の
タイプが変わってきます。看護師は実際に患者さ

という制約はあります。
会場Ｍ　それを判断するのがGPの役割ですか。
ロフタス　いえ、それを決めるのはケアマネー
ジャーです。GPは、患者さんをケアマネージャ
ーに紹介して、ケアマネージャーが患者さんを評
価していきます。GPにはもちろんその評価基準
がほぼわかっており、ほとんどがその基準に沿っ
てケアマネージャーも判断していっています。

会場Ｍ　わかりました。
司会（加藤）　補足しますと、英国の地域ケア
では、その地区の看護師（地区看護師。日本では
訪問看護師がそれに近い存在）とソーシャルワー
カーが、定期的にGPの診療所（複数）でミーテ
ィングしており、その場で自分たちの患者さんの
情報は医療職も福祉系職の人もみんなが共有して
いる、そういう物理的な仕組みができているので、
ロフタス先生の説明にあったようなことが可能な
のだろうと思われます。そして私の判断では、そ
ういう公的サービスの基準にのらない人たち（患
者さん）がいて、そういう人たちをマックミラン
チームがサポートしているケースも多いようです。

＊
それでは引き続き、ここからの時間はフリーの
総合討論としたいと思います。お二人のプレゼン
テーションの内容にかかわらず、みなさまからの
ご質問をうけて、お二人に答えていただきます。

ースの事務的な調整はマックミランチームが行な
っていることが多いと思います。こうした活動の
なかで、しかしGPは、その患者さんが継続的に
きちんとケアをうけ続けられるように、つねに調
整する役割を担っています。
以上でよろしいですか。
司会（加藤）　重要な質問点への答えが漏れて
いますので、私から補足的に再質問します。日本
の介護保険には原則65歳以上という年齢制限があ
りますが、英国ではどうなのでしょうか。そうい
う公的サービスは65歳以下では終末期でないとう
けられないかどうか、です。

ロフタス　イギリスでは年齢での制限はありま
せん。

会場Ｍ　ありがとうございました。
司会（加藤）　もう一つ、日常生活サポートは
だれがケアマネージメントするのかについての質
問がありましたので、それについてもご教示くだ
さい。GPが担当していると理解できるお話でし
たが、私自身の認識では、ケアマネージメントす
るのはソーシャルワーカーもしくはケアマネージ
ャーだと思うのですが。

ロフタス　おっしゃるとおりです。私どもマッ
クミランチームからGPにケアマネージャーを紹
介して、ケアマネージャーからさらにサービスが
必要かどうかの報告がくるようになっています。

司会（加藤）　つまり、GPは、日本でも私たち
開業医が意見書をかくのとまったく同じ立場だと
思います。

会場Ｍ　わかりました。そうすると、GPがそ
ういう意見書をかいて、それに基づいてケアマネ
ージャーがマネージメントするというわけですね。

ロフタス　イギリスではそういう場合、中核的
な役割を果たすのはやはりGPです。そして、そ
ういうサービスをうける場合の制約条件としては、
年齢ではなく、どれほどのニーズがあるのかとい
うのが重要なポイントになっており、ニーズが大
きくないところにはケアマネージャーにも話がい
かないし、ソーシャルサービスもうけられない、

マックミランチーム来日講演会第２日

ディスカッション
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会場Ｉ　たいへん参考になります、ありがとう
ございました。

多職種チームの役割について

会場Ｍ（晴れのくに薬局）　昨夜の講演会にも
参加した薬剤師ですが、昨夜の講演で、GPに必
要なのは熱意だとおっしゃっていました。本日こ
こに参加されているみなさまは熱意ある方々だと
思いますが、私は30年間の仕事を通じて、熱意が
あるために体をこわしたりトラブルをおこしてし
まったりした人や現場をたくさん目にしてきまし
た。そういうスタッフへのケアが必要なのではな
いか、と思うのです。さきほどのお話のなかでも、
ウェールズで患者さんの死後６カ月間ご家族をフ

ォローするのにチームメンバーは脅
威を感じていたというところがあり
ましたが、そういうスタッフへのケ
アやサポートのシステムといったも
のがマックミランにはあるのでしょ

うか。
司会（加藤）　私の理解では、その「脅威」と
は、亡くなった患者さんの遺族を６カ月間サポー
トするあいだに、生前のケアについて遺族から不
満の声がでてくるのではないか、それを直接聞か
されるのは「脅威」だろうから、不満の声などは
別の組織へ一元的に届けられるようになっている、
ということだと思いますが、ブレナンさんの回答
を聞きましょう。

会場M　そういうことですか、失礼しました。
ブレナン　重要なご質問です。私の話し方が十
分ではなかったのですが、ポイントは、変化や変
更がある場合にそれをきちんと管理していくこと
が大切だということです。そのためにも、私たち
マックミランのものがきちんとかかわって、個々
のスタッフが発言力を増して力をつけてもらうこ
とが重要です。患者さんと家族に評価してもらう
アンケートの様式をつくるまでには、かなり時間
をかけ、できあがってからもスタッフに理解して
もらうまでに十分な時間をかけました。

について話しましたが、このなかには「あなたは
どこでケアをうけたいですか」という質問項目が
入っており、回答はすべて書面で保管されていま
すので、私たちは将来的には、患者さんの個々の
回答に添ったケアをすることが達成できるように
なると考えています。

会場Ｉ　つまり病院の医師も、外来だけでなく
在宅という選択肢があることを患者に示していく
必要がある、という理解でいいですか。

ロフタス　そうですね、在宅は選択肢の一つで
あると考えていかねばならないと、その点を今後
啓発していく必要があるのではないでしょうか。

外来化学療法と在宅ケアについて

会場Ｉ　もう一点おうかがいしま
す。英国においての全体的なことに
ついてですが、外来での化学療法と
併せて在宅緩和ケアをうけている患
者さんはいるのでしょうか。すなわ
ち、がん診療を支える在宅緩和ケアという概念が
英国にはあるのでしょうか、そこのところをお聞
きしたいのですが。

司会（加藤）　つまり、外来化学療法で治療中
の患者さんの、がんそのものによる症状と治療に
よっておこってくる症状の両方に対して、自宅で
緩和する対策をしていくことが、英国でも行なわ
れているのか、ということですね。

会場Ｉ　はい。
ロフタス　そういうサポートのシステムはあり
ます。実際にはふつう、GPや地区看護師が担っ
ていくわけですが、それ以上のサポートが必要と
なれば、そういう場合の症状緩和については非常
に高いスキルをもったマックミランの専門看護師
が積極的にかかわってサービスを提供しておりま
す。実際、外来化学療法が増えていくにしたがっ
て、そういうニーズをもった患者さんも増えてい
ますので、緩和ケアは終末期にだけするものでは
なく、化学療法中の患者さんにも並行して提供し
ています。

会場W　ありがとうございました。
司会（加藤）　現実問題として、日本でも孤独
のなかで死をむかえる方は非常に増えています。
今後、地域ケアをする人たち、あるいは病院の人
も患者さんを自宅にかえしたとき、そうした患者
さんがどういう状態におかれるのかをよく調べて
知っておく必要があろうと思います。

在宅緩和ケアはまさに「利用者の参加」

会場Ｉ（熊本ホームケアクリニック）　在宅ケ
ア専門診療所の医師です。私どもの診療所は人口
30万人の地域で在宅緩和ケアを支援していますが、
在宅緩和ケアを選択する患者さんの数が必ずしも
増えているとはいえません。患者さん自身の在宅

緩和ケアニーズはどうな
のか定かではありません
が、もしかしたら病院医
師の在宅緩和ケアに対す
る認識が欠けているため

ではないかとも推察できます。こういう場合、地
域の基幹的な病院の医師に対して、在宅緩和ケア
についてどのような点を、あるいはどのような配
慮をしながら啓発していけばいいのか、ご教示い
ただけますでしょうか。

ロフタス　ご質問はまさに「利用者の参加」と
いうことが求められるところだと思います。私た
ちがやり方を変えようとする際には、患者さんが
何を望んでいるのかを聞いていくことが、私たち
専門職に求められているところだと思います。私
たちがこれまでに重ねてきた経験でいえば、患者
さんのパワーこそが何かを変えていく源です。
イギリスでの調査で「死をむかえる場所はどこ
がいいですか」と質問すると、回答した人の70％
は「自宅」を選んでいます。この回答は、必ずし
もいま病気だからというわけではなく、お元気な
人も含めての回答率ですが、現実にもどって私た
ちの在宅ケアの現状の態勢はどうかというと、そ
れだけの在宅死の希望を支えることはとてもでき
ません。昨夜の講演で私は、「事前のケア計画」

在宅緩和ケアへの移行の困難さについて

会場W　もう一点うかがいます。昨夜のブレナ
ンさんの講演で、最近では在宅で終末期を過ごす
方も増えてきたとおっしゃいました。その場合、
ご家族の苦労はやはり大変だろうと察するのです
が、在宅にする際の家族への説得や在宅サポート
の仕組みはどうなのでしょうか。

ブレナン　重要なご質問ですね。家で最期を迎
えることについて、患者さんも家族も非常に心配
する方が多いのはイギリスでも事実です。状態が
わるくなったときに家にいるがために専門家にみ
てもらうことができないのではないか、どうした
らいいのかといった心配や、家庭で最期を迎える
にはどんなサポートをう
ければいいのか、といっ
た心配です。
それらに対しては、
GP、地区看護師、ソー
シャルワーカー、さらにはマックミラン看護師が
協力して、その患者さんが自宅で十分なケアをう
けられ、緊急時にも対応するよう計画をつくって、
安心して在宅で過ごしていただけるようにしてい
ます。
イギリスでは24時間いつでも地区看護師のサー
ビスを受けられる地域が、全土とはいいませんが
かなり広くあり、そうでないところも20時間など
の制限のもとにサービスするようになっています。
それから、GPも時間外の医師を通じて24時間対
応するようになっています。また、緩和ケアのコ
ンサルタント医師とマックミラン看護師は週末も
日中９時〜５時は対応するようになっています。
なお、チームを組んで患者さんに対応しています
ので、状態がわるくなったときにはどういう薬が
必要であるかなどの情報は共有しており、必要に
応じて投薬できるようになっています。ですから、
たとえ状態がわるくなっても入院しないですむよ
うな仕組みになっており、自宅で安心して過ごせ
るようになっているわけです。
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ります。
たとえば腎臓疾患の患者さんの終末期ケアにつ
いて、その分野のサポートをしている委員会を通
じて、私どもマックミランのGPにも加わってほ
しいと要請をうけたばかりです。しかし私たちの
組織ががんの慈善団体であるということを踏まえ
ますと、私どもマックミランGPが加わるには
NHSのなかに腎臓疾患におけるマックミランス
タッフのポストを新設することになりますので、
パートナーでもあるNHSとはそのことについて
しっかり話し合わなければならないことにしてい
ます。ただ、私たちマックミランの活動のほとん

どはがんの患者さ
んのためにしたい
というリクエスト
も、同時に表明し
ています。今お話
ししたのは、NHS
内におけるポスト
新設の際はその資
金をNHSとマック
ミランとで共同で

出そうというものです。
しかし、いろいろな疾患による緩和ケアのニー
ズを抱える患者さんは非常に多いとのことですの
で、私たち自身の対応はフレキシブルでなければ
ならないという認識もあります。

ブレナン　がん以外の疾患を対象とする慈善団
体は数多くあり、それぞれ専門看護師がいますの
で、私たちマックミラン看護師はかれらと緊密に
連絡を取り合っています。たとえば近年、マック
ミランは全英心臓基金（British	Heart	Foundation）
とともに大規模なモデル事業を行なっています。
これは、お互いの専門性を考慮しつつ交換し合っ
て専門性を高め、すべての患者さんに対応できる
ようにしようとの考えに基づいている活動です。

いるのです。
そういうわけで、イギリス内でのマックミラン
による緩和ケアのサービスは、がん以外の患者さ
んにも行なっていかなければならない責任がある
と考えています。

会場Ｓ　ありがとうございました。日本でも今、
２人に１人の割合でがんになり、３人のうち１人
はがんで死ぬという時代になっており、がんにつ
いては「追い風」が吹いています。ただ統計的に
は、十数年後にはがんで死ぬ人の割合がトップで
はなくなるとされており、そういうことから、緩
和ケアの今後の展開はどうしたらいいのかと思い、
お尋ねした次第で
す。

司会（加藤）　
がん以外の疾患に
緩和ケアをどう適
応していくかにつ
いては、「がん」
という名称を冠し
ているマックミラ
ン・キャンサー・
サポートに対して、私も以前から何度も質問して
きました。2004年頃にはずいぶんと迷っていたよ
うですが、近年またはっきりと名称に「がん」を
載せたのは、心臓病を支援する団体や腎臓病を支
援する団体などとは一線を画して、焦点をがんに
絞った証であろうと私は思っております。

ロフタス　マックミランではこれまで、私たち
の活動によってがんの患者さんを有効にサポート
できるようにと、サービスの在り方を考えてきま
した。がんのケアにおいて私たちは非常に多くの
ことを学んできましたので、蓄積してきた知識を
がん以外の患者さんにも提供していく必要がある
と認識しています。
ですから、私たちの知識をがん以外の疾患の患
者さんにも喜んで提供したいと思っていますし、
そういう患者さんのお世話をさせていただくこと
であらたな経験を蓄積していきたいとも考えてお

めてがんとの診断がでたときはショックをうける
ものですが、がんについての情報をさまざまに得
られるようにしていきたいと思っています。

会場M　２つ目の質問をしようと思っていた、
まさにその内容をさきにお話しくださいました。
以心伝心の感じがしてうれしいです、どうもあり
がとうございました。

がん以外の疾患に対する緩和ケアは？

会場Ｓ（国立病院機構山口宇部医療センター）
　放射線科治療医とホスピス医師をしているもの
です。マックミランにおける、がんおよび悪性腫
瘍以外での緩和ケアの取り組みはどうなのでしょ
うか、ご教示いただけますか。

ロフタス　私たちマックミランの正式名称	
"Macmillan	 Cancer	 Support"	が示していますよ
うに、がんについての慈善団体ですので、寄附金
もその理解のもとに集まっており、用途もがんに
関連した分野に限られています。しかし最近では、
がんという疾患は慢性病になってきたと認識され
つつあります。実際問題として、終末期のケアで
みてみますと、がん以外の疾患にも対応せざるを
得ません。その点について、アンから説明しても
らいましょう。

ブレナン　マックミランのサポート活動はまず、
NHSのなかに専門スタッフのポストをつくり、
その最初の２年間の給与をサポートするというこ
とから始まります。また、NHSのなかにおける
私どもマックミランの取り組みとして、マックミ
ランがNICE（英国医療技術評価機構）による基
準をがん以外の患者さんのことも考えて再策定す
る責任も負ってやっている例があります。
また私自身もいま、がん以外の患者さんの緩和
ケアに対応している例をかかえています。便宜的
にも医療的にも、そういう患者さんを私たちのサ
ービスの対象から排除するのはまちがっていると
思いますし、私たちは患者さんの疾患に対処する
のではなく、患者さん自身のニーズに対応してい
かなければならないという考えのもとで活動して

「脅威に感じた」というのは、やはり、患者さ
んのほうからいい回答がでなかったらどうしよう
ということでして、自分たちへの評価の結果に対
する「脅威」です。しかし実際には、スタッフは
みんながんばってやっていますので、評価にもい
い結果がでているのです。もちろん中には、お叱
りの声やいい回答ではないものもありましたが、
そういう患者さんの多くは、何をしても喜んでも
らえない人、そういう人からの回答なんですね
（笑）。でも全体の結果としては、予想よりずっと
高い評価結果だったのです。
繰り返しますが、重要なのは、何かが変わろう
というときには、そこにスタッフにかかわっても
らうことがポイントだということです。どうして
変えなければならないのか、変えるのはどういう
プロセスでやっていくのかといったことがわかれ
ば、みんな安心すると思います。

ロフタス　いまのご質問が薬剤師の方と聞いて、
私たちのこれまでの話のなかで薬剤師について何
も触れてこなかったのを、申し訳なく思ってます。
私たちの仲間にはマックミラン薬剤師の人もおり
ます。イギリスではプライマリケアチームに対す
る薬剤師のかかわりが増えてきており、かなり多
くの薬剤師が定期的にヘルスチェックをしたり投
薬チェックをしているほか、禁煙の活動にはかな
り深くかかわってもらっています。あるプライマ
リケアトラストのなかでのことですが、咽頭用の
薬を頻繁に買いにくる人たちに向けて、マックミ
ランGPと薬剤師とがコンビを組んで禁煙のリー
フレットやパンフレットを作ったり、障害を負っ
てしまった患者さん向けの冊子を作ったりしたケ
ースがあります。
またマックミランは最近、イギリスの薬局チェ
ーン最大手の「ブーツ（Boots	UK）」と提携した
ばかりで、ブーツの薬剤師に、症状へのアドバイ
スや投薬のアバイスをできるように協力してトレ
ーニングを始めるところです。
私たちとしては、がんの治療についてはノーマ
ライゼーションをしていこうと思っています。初
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「野の花プロジェクト」のテーマ「キャンサ
ー・サバイバーシップの支援」はまさに本日の講
演にあったようにマックミランが掲げていること
であり、また岡山大学大学院の緩和医療学講座が
国の資金で設けられたものではなく、民間資金に
よる寄附講座であるという点でも、非常に重要な
意味合いをもっていると思います。
がんになってもより良く生きることは、私たち
の権利であり思想であるということ、これは非常
に大切なことだと私は思います。
そして、「がんの治療学」から、がんになって
も生存することができるという「がん生存学」へ、
という想いを松岡先生はもたれているとのことで
す。
がんになったらどうなるのか、だれに相談した
らいいのか、まさに本日のテーマの内容でした。
そうした悩みをお持ちの患者さんに対するさま

岡大緩和医療学講座「野の花プロジェクト」

司会（加藤）　いつまでも議論の尽きないとこ
ろですが、残り時間もわずかとなりました。まと
めに入りたいと思いますが、その前に、本日の講
演会の主催者の一人でやむを得ない事情により参
加できなかった岡山大学大学院緩和医療学講座の
松岡順治教授より、ぜひ紹介してほしいとのスラ
イド資料をお預かりしていますので、ご覧いただ
きたいと存じます。これは松岡教授の緩和医療学
講座が中心になって、地域のなかでどのようにが
んの人たちの、まさに本日のテーマともいえる
「キャンサー・サバイバーシップ（がん生存権）」
を、いかに支援していくかという「野の花プロジ
ェクト」が現在進められており、その紹介です。
それでは「野の花プロジェクト」紹介のスライ
ドを私が紹介してまいります。

〈１〉

〈２〉

〈３〉

〈４〉

〈５〉

〈６〉

ざまな調査もすでに着手・実行しつつあります。
抗がん剤の副作用、まさにがんの治療中からの
さまざまな苦痛や不安にどう対応していくかも、
大きな課題だと思います。
がんの苦痛に対処できている患者さんは半数に
も満たないという現実があり、我われのすべき仕
事は多い。しかるに、日本における医療用麻薬の
使用量は世界に比べて非常に少ないという現実も
あります。
がん治療をうけられない３大要因として、がん
の患者さんの不安・恐怖、まずこれを認めてあげ
ること。また、うまく伝えられない、これをどう
したらいいでしょうか。これは援助をどうしてい
くか、ということでもあるでしょう。
患者さんががん治療の主役です。本日の講演の
テーマにもあった「ユーザー・インボルブメン
ト」をどうしていったらいいのか、私たちがこれ

岡山大学大学院緩和医療学講座「野の花プロジェクト」のご紹介
http://www.nonohana-okayama.org/

野の花プロジェクト日記　http://nono87.blog111.fc2.com/

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科緩和医療学講座　http://okayama-kanwa.jp/

〈７〉

〈８〉

〈９〉

からどのような仕組みとしてつくっていけばいい
のか、これらはまさに我われの問題であり、松岡
教授の問題意識でもあります。
以上、岡山大学大学院緩和医療学講座の松岡教
授よりの「野の花プロジェクト」の紹介メッセー
ジでした。

＊
司会（加藤）　長い時間が尽きようとしていま
す。私としても、まだまだお二人に話していただ
きたいこと、お尋ねしたいことがあります。たと
えば、マックミランが援助して行なわれた調査研
究はほとんどがプライマリケアにかかわるものと
して絞り込まれていること。では、なぜそれほど
プライマリケアが重要なのかということ。実はこ
れらについても講演していただく予定でプレゼン
テーションファイルは用意されていたのですが、
時間がありませんでした。今後またみなさま方と

〈10〉

〈11〉

〈12〉

〈13〉

〈14〉

〈15〉
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一緒に勉強していく次の課題にすることとして、
本日のマックミランチーム講演会を終了したいと
存じます。
ロージーさん、アンさん、そしてご来場くださ
ったみなさま、ありがとうございました。	 ■
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