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平成 2255（22001133）年 11月 1133日（日）1144::0000〜1177::3300 	 

於：かとう内科並木通り診療所 	 22FF 	 デイケアルーム 	 

≪主催≫ 	 かとう内科並木通り診療所 	 在宅医療連携支援チーム「結」 	 

 	 

 	 

英国ニューカッスル地域緩和ケアチーム来日講演会 
in かとう内科並木通り診療所 

 	 

 	 

通訳： 	 小笠原ヒロ子氏 	 

 	 

座長： 	 赤瀬佳代看護師（かとう内科並木通り診療所看護師長、がん性疼痛看護認定看護師） 	 

 	  	  	  	 加藤恒夫医師（かとう内科並木通り診療所院長） 	 

 	 

 	 

 	 

座長（赤瀬） 	 お待たせしました、ただいまより英国ニューカッスル地域緩和ケアチーム来日講演会「緩和ケアと地

域社会」を開催します。本日は、みなさまお忙しいなかを本講演会にご参加くださり、ありがとうございます。初めに、

みなさまにお配りした資料についてお断り申し上げます。本日の発表スライド資料についてですが、これから映し出さ

れるスライドと、お手元のスライド資料とでは、内容が若干異なっております。お手元のスライド資料には、講演で映

し出されないスライドも印刷されていますので、その点をご了承くださいますようお願い申し上げます。 	 

それでは開催にあたり、当院院長加藤恒夫よりご挨拶申し上げます。 	 

 	 

《開会のご挨拶》 	 

加藤恒夫	 かとう内科並木通り診療所院長	 

みなさま、こんにちは。当院の狭い会場にこんなにも大勢の方にお集まりいただき、うれしく思っております。まず

は、英国のニューカッスル市から遠路はるばる 2244時間をかけて来岡いただいたセントオズワルズホスピスのエラム理事

長さんと専門医のヒュースさんに、あつく御礼申し上げます。 	  	 

私はセントオズワルズホスピスとはもう 2200年以上のおつきあいがありまして、今回を含めてこれまでに４回、講師を

お迎えしています。今回は、がんの緩和ケアということではなく、これから日本の私たちが取り組まなければならない

非がんの緩和ケアと高齢者の緩和ケアについて、どうしていったらうまくいくのかということ。そして、今回の最初に

エラムさんからお話しいただくのは、どのようにしてセントオズワルズドは地域社会でそうしたケアを提供しているの

か、ということをお話ししていただくことになっています。 	 

日本での講演会では通例として、最初に講師のご略歴をご紹介するものですが、今回はみなさまのお手元にお二人の

ご略歴を印刷した資料を配布させていただきましたので、それをご参照ください。 	 
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英国と日本とでは、文化も制度もさまざまに異なります。しかし、その違いのなかから、気づくことがたくさんある

と思います。そのことを、本日はみなさま方に期待したいと存じます。知識をもらって自分に詰め込むのではなく、何

か違いに気づいて、そしてご自分の現場に持ち帰って、一つでも実践に結びつけていただければと願っております。 	 

今日ここにご来場のみなさま方は、当かとう内科並木通り診療所と常日頃から密接に関わって連携していただいてい

る組織の、多くの看護師さんや医療職の方、そして施設の方々、そしてこの地域の世話役の方々です、ご苦労さまです。 	 

では、さっそく講演を始めていただきましょう。 	 

 	 

座長（赤瀬） 	 本日の進行は私赤瀬と加藤とで務めさせていただきます。それでは、エラムさん、通訳の小笠原さん、

よろしくお願いいたします。 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

講演１ 	 

地域とともに提供する専門的緩和ケア 

──セントオズワルドの哲学── 

 	 

 	 

講師：ジェームズ・エラム氏	 （セントオズワルズホスピス 	 理事長） 	 

	 	 	 MMrr.. 	 JJaammeess 	 RR.. 	 EEllllaamm,, 	 CCEE,, 	 SStt 	 OOsswwaalldd''ss 	 HHoossppiiccee 	 

セントオズワルズホスピス 	 理事長（22000077年〜） 	 

バーミンガム大学卒業、ダラム大学社会学系大学院生物社会科学修了 	 

サウスタイン・プライマリーコミュニティケア NNHHSSトラスト 	 所長（22000022--22000077）、ウェアサイド・サンダー

ランド NNHHSSプライマリケアトラスト 	 地域ケアサービス副所長（11999999--22000022）、ノースハート NNHHSSトラスト病

院 	 診療部事務長（11999988--11999999）、ヘクサム総合病院 	 事務

長（11999933--11999988）、その他を歴任 	 

 	 

〈Ellam スライド１〉 	 加藤先生、赤瀬さん、ご紹介いただきまし

てありがとうございます。 	 

みなさま、私ジェームズ・エラムは、セントオズワルズホスピス・

オン・ニューカッスル・アポン・タイン〔タイン川沿いのニューカッ

スル市にあるセントオズワルズホスピス〕の理事長をしております。 	 

EEllllaamm スライド 11	 
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私の本日の話は、まず我われのホスピスの紹介、

そしてホスピスを運営していくにあたっての中核

となる理念について述べていきたいと思います。

〔以下スライド番号のみ記す〕 	 

 	 

１●セントオズワルドの背景 	 

 	 

〈スライド２〉 	 最初に、セントオズワルズホ

スピスの地理的な環境についてご紹介しておきま

す。 	 

まず成人用サービスでは、ニューカッスル市域と周辺を含む約 8855 万

人を対象にしています、しかしこの地域には、もう一つの同規模のホ

スピスであるマリーキュリーホスピスがあり、我われはあとで述べま

すが、役割を持って棲み分けています。 	 

我われの受け持ち地域が終わるところからは別のホスピスの受け持

ち地域となり、重複しないようにしています。 	 

なお、こどもへのサービスはさらに広域を担当しており、我われ単

独で約 115500万人を対象としています。 	 

 	 

〈スライド３〉 	 我われが診療提供しているほとんどの人びとは、

ホスピスから 2200 マイル以内の、人口密度の高い都市部に住んでいます。

豊かな地域もありますが、我われの受け持ち地域のほとんどは、イン

グランドの他の地域に比べると、経済的には恵まれないほうといえま

す。 	 

我われはまた、南方にあるダラム州（カウンティ）、北方にあるノー

サンバーランド州のような農村部のかなりの地域をカバーしています。

地理に詳しい方なら、ノーサンバーランド州はスコットランドと境界

を接しているのをご存知かもしれません。 	 

農村部では鉄道やバスなどの公共交通機関が十分には整備されてい

るとはいえないので、都市部にあるサービスを利用する際には影響が

あります。 	 

 	 

〈スライド４〉 	 我われに最も近い主要なケア・パートナーとして、

同じ市内の２マイル離れたところに、ニューキャッスル・アポン・タ

スライド 22	 

スライド 33	 

スライド 44	 
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イン NNHHSS トラストがあります。ここは、ノースイースト地方（リージョン）の医療教育病院を兼ね、グレートノースこ

ども病院の母体にもなっています。 	 

その他に２つの NNHHSS トラストと連携しており、その一つは我われの北方にあるノーサンブリア NNHHSS トラスト（３つの

急性期病院から成るグループ）、もう一つは我われの南方にあるゲーツヘッド NNHHSSトラスト（大規模な急性期病院）で、

ヒュース医師はここでも仕事をしています。 	 

 	 

訳注： 	 NNHHSS トラスト 	 NNaattiioonnaall 	 HHeeaalltthh 	 SSeerrvviiccee 	 （英国国営保健医療サービス）傘下

の各地域の保健組合で、該当地域の保健・医療の提供と管理を行う。 	 

 	 

〈スライド５〉 	 我われの受け持ち地域には６つの地方評議会があ

りますが、我われはそれらの各成人向け及び小児向け社会サービス局

と協働しています。 	 

また受け持ち地域には何百人もの家庭医（GGPP）がいまして、我われ

は彼ら家庭医とも協同しているのですが、彼らはどちらかと言えば、

３〜６人のグループになって、自分たちが診療にあたっている地域の

中心地区で共同して仕事をしているケースが多いです。 	 

もう一つ重要なケア・パートナーとして、緩和ケア専門の看護師で

ある“マックミラン”看護師が各地域内で仕事にあたっています。マ

ックミラン看護師は、我われなど病院や施設の専門的緩和ケアと GGPP、そして患者とを結ぶ、中心的な役割を果たしてい

ます。 	 

 	 

訳注： 	 マックミラン看護師： 	 慈善団体のマックミラン財団による教育と補助を受けて、

地域で働く緩和ケア専門看護師。利用は無料。 	 

 	 

 	 

２●セントオズワルドの事業 	 

 	 

〈スライド６〉 	 次に、我われセントオズワルドの施設についてご

紹介します。まず、成人用の入院病棟もある成人ホスピスは 11998866 年の

開設です。入院ベッドは 1155 床あり、２つの病室が４人部屋にまでする

ことができるようになっているほかはすべて個室で、患者さんの日常

生活に必要なものは備えています。 	 

病棟では、２人の専門医（コンサルタント）の指導のもとに、研修

医、看護師や治療士などで構成されている多職種チームで患者さんの

ケアにあたっています。 	 

スライド 55	 

スライド 66	 
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〈スライド７〉 	 また我われの施設にはデイホスピスがあり、2200 人

の収容能力があって週４日稼働しています。デイホスピスの目的は２

つ、第１には、患者さんに計画的アプローチに基づいたリハビリテー

ションを提供したり疼痛や他の紹介事由の症状管理を提供するためで

す。そして第２に、これがまた重要なのですが、そうした第１の目的

で患者さんを日帰りで受け入れることにより、自宅などでケアにあた

っている人に週１回の休息、レスパイトケアを提供するためでもあり

ます。 	 

年間延べ約 22,,660000 人の患者さんを受け入れるデイホスピスは、看護師主導のユニットであり、専門看護師や各セラピ

ストによるケアを提供しているが、もちろん各医療職は専門医に相談したりアドバイスをうけることもしています。 	 

なお、患者さんの来訪回数はあらかじめ、週１回程度になるよう調整され、そして、ほとんどの患者さんは数カ月通

って退所しています。もちろん例外はありまして、５年間デイホスピスに通院された患者さんもいました。 	 

 	 

訳注： 	 デイホスピス 	 日帰りでホスピス・緩和ケアを提供するサービス 	 

 	 

〈スライド８〉 	 次に、我われの施設における外来サービスのうち、

リンパ浮腫の診療について紹介します。 	 

我われの外来のリンパ浮腫診療は、ノースイースト地方（リージョ

ン）の中核拠点に指定されており、この地域に在住するリンパ浮腫の

患者さんは緩和ケア対象であるか否かにかかわらず、すべてを受け付

けています。 	 

緩和ケアの対象ではない患者さんについては、我われの慈善活動の

守備範囲外になるので、NNHHSS から患者一人あたりの診療報酬が支払わ

れ、それは我われの施設への募金の助けとして大いに寄与しています。 	 

リンパ浮腫の患者さんは年間 550000件以上の新患紹介があり、昨年の診療予約は 33,,000000以上にのぼりました。 	 

なお、外来サービスはヒュース医師が診療部長を務め、高度な訓練を受けた看護師たちとともに主導して行っていま

す。 	 

 	 

〈スライド９〉 	 次に、併設のセントオズワルズこどもホスピスに

ついて紹介します。 	 

我われのこどもホスピスは新しく、22000044 年に開設しました。この開

設は、イングランドの北部全域という広い範囲のこどもホスピスを３

カ所でカバーしようという医療政策の一環として策定されたもので、

ニューキャッスル市の我われセントオズワルドの他はカーライル市

（ノースウエスト地方の北部）とミドルズブラ市（ノースイースト地

スライド 88	 

スライド 99	 

スライド 77	 
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方の南部）にあります。 	 

セントオズワルズこどもホスピスの病床は８床で、さらに２年ほど前から、1188〜2255 歳の若年層の治療も行うようにな

っています。こどもと若年層の患者比率は約４対１です。 	 

若年層の患者にはこどもホスピスとは別の滞在施設があるほか、いつ、何をするかなどに関しては相当に自由が認め

られていますが、若年層の患者全員に入院の条件として、必ず「病院のルールに従う」と同意し署名してもらうことに

なっています。 	 

 	 

〈スライド 10〉 	 我われのこどもホスピスの医師たちは、グレート

ノースこども病院でも専門的緩和医療を担当しており、それは我われ

の大いに誇りとするところです。この病院は先ほども述べましたよう

に、ニューキャッスル・アポン・タイン NNHHSS トラストの施設の一部で

あり、このことは、緩和ケアをうけるこどものケアを一緒に計画する

のに大きな助けになっていますし、小児急性期病院のチームとの意思

疎通と協働もしっかりもっていくことができます。 	 

こどもホスピスでは、小児科専門医（コンサルタント）、準専門医、

スタッフドクター（医員）など全員が小児緩和ケアの専門家による診

療を週３回行っています。そしてこれらの医師全員が、ニューキャッスル・アポン・タイン NNHHSS トラストとの共同雇用

契約も結んでおり、グレートノースこども病院で診療することができるようになっているわけです。 	 

また、こどもホスピスの看護師は、ここで働く前に NNHHSS や社会ケア部門でのトレーニングを受けた、きわめてスキル

が高い人たちであり、人工呼吸器をつけたこどもや赤ちゃんなども含め、実に複雑な症例の管理をこなしています。 	 

 	 

３●セントオズワルドの理念 	 

 	 

〈スライド 11〉 	 以上、セントオズワルドではどんなことをしてい

るかの概要を紹介してきました。ここからは、説明がちょっと難しく

なるのですが、セントオズワルドの理念とその実践についてお話しし

ます。 	 

我われは、次の３カ条を実施する任務があるとの信念をもっていま

す。 	 

第１に、患者さんに緩和ケアを無料で提供することです。 	 

第２に、緩和ケアを学びたいという人には誰にでも教えることです。 	 

そして第３に、よりよい緩和ケアの提供を目指してキャンペーン（社会的活動）を行うことです。 	 

 	 

〈スライド 12〉 	 緩和ケアを無料で提供することについてですが、そのために我われは、一般の人たちから毎年 660000

万ポンド（約７億 22,,000000 万円）の募金を集めなければなりません。我われはまた毎年、英国政府の NNHHSS からと地域評議

スライド 1100	 

スライド 1111	 
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会の社会サービス局から合わせて 330000 万ポンド（３億 66,,000000 万円）の

助成金の支給もうけています。 	 

次に緩和ケア教育をすることについてですが、そのためには、NNHHSS

の医師や病院から臨床面での高い信用を得ることが欠かせません。加

えて、NNHHSS の一環としての保健医療サービスを提供するためには、地

元 NNHHSS所属の大学院機関と協同していく必要もあります。 	 

そしてキャンペーン運動を展�開するためには、地方での臨床的信用

が必要です。我われ自身は比較的小さな組織なのですが、キャンペー

ン運動においては、NNHHSS や地方評議会などの大組織の有力者に説得を

試みるということが、しばしばあります。 	 

 	 

〈スライド 13〉 	 セントオズワルドの収入は上述のように３分の２

が一般募金です。その募金をしてくれる人たちの 9999%%は、我われの受

け持ち地域であるノースイーストイングランド地方（ディスクリクト）

に住んでいる人たちです。 	 

したがって、この地域の人たちに対しては常に我われから情報を発

信し、「みなさんのお金でこれこれの成果を出しています」と伝えてい

かねばなりません。慈善団体への募金に対する最近の傾向として人び

とは、自分の募金がどのように使われたかを知りたい、あるいはその

情報をもらいたいと望んでいますので、我われは四半期に一度、計３

万人近くのサポーターに会報を郵送しています。 	 

サポーターは、我われの行動が常に質の高いケアと良い運営を維持するよう期待していますので、我われはそれに応

えていかなければなりません。良い評判を獲得するには長い年月がかかりますが、一日で信頼を失うこともあり得ます。

サポーターのほとんどはホスピスに一度も来たことのない人たちであり、彼らのサポートは、我われの名称や評判に対

してのみ与えてくれているといっていいからです。 	 

募金者への調査研究でわかったことがあります、それは、募金者は我われを 	 「彼らの」 	 地域の慈善活動そのものと

みなしているということでした。つまり彼らサポーターは、我われの財政的健全性を保っていくのが自分たちの役割で

あると認識しているのです。もちろん我われのほうでも、そうした考え方を、一般向けに発行している出版物などで強

調するとともに、感謝の気持ちを伝えるようにしています。 	 

22001111--1122 年度に、我われのホスピスには全部で 11,,881155 人の新患がありました。これらの各患者さんに５人の家族がい

て、５人の親しい友人がいるとするなら、２万人以上の人たちが我われのことを知ることになります。ですから、毎年

２万人以上の人たちが、愛する人や自分の知人がホスピスでうけるケアを直接経験することにつながります。 	 

 	 

〈スライド 14〉 	 次に、教育についてですが、我われセントオズワルドでは、学部・大学院在籍の NNHHSS の医師・看護

師に対して緩和ケア・トレーニングを行っています。教育のための外部評価を定期的にうけており、それに基づいて認

スライド 1133	 

スライド 1122	 
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可されているものです。当施設でトレーニングをうけた人には自分の

現場実習への評価をしてもらうのですが、ありがたいことに、学生か

らも大学院の研修生からも高い満足度を得ています。 	 

NNHHSS スタッフとして研修中のものも、一度は当ホスピスに派遣され

てきます。学部生は１回につき数週間、大学院生は通常１回につき６

〜1122カ月の配属になります。 	 

我われはまた、英国の医療専門課程の一部を教育する認可も受けて

います。例えば、医師教育用としてはオックスフォード大学緩和医療

修了認定、また看護師用としてグラスゴー大学リンパ浮腫ケア学位認

定などがあります。 	 

 	 

〈スライド 15〉 	 次に３つ目の任務、よりよい緩和ケアの提供を目

指してキャンペーン（社会的活動）を行うことについてです。 	 

新しいホスピス・サービスを展�開するときはいつも、NNHHSS と一般市

民の心を捉えるためのキャンペーンが重要です。 	 

新しいサービスを始めようというときは、その臨床的必要性と実現

可能性を証明しなければなりません。これは時間のかかる作業であり、

そえゆえ地域での合意形成のために、我われの医療面での高い評価を

うまく活用するとともに政治的スキルも駆使しなければなりません。 	 

また、資金の目途についても証明しなければなりません。通常は自

分たちで資金を調達しますが、NNHHSSとの協働で集めていくこともあります。 	 

その後に、新サービスの提供にあたって我われに専門性があることを証明しなければなりません。これは通常１年な

いし２年の試行期間を必要とし、かつその間に厳しい評価をうけることを意味します。例をあげますと、我われは外部

の大学のさまざまな分野の学部に依頼して、こどもホスピスの学術的な検証を行いました。また現在は、若年層サービ

スについて検証中です。 	 

 	 

〈スライド 16〉 	 これまでの話から、どんな結論が導き出せるでし

ょうか。 	 

我われの理念の３つの要素は、実に密接にからみあっています。 	 

一般の人から募金をしてもらうに値する存在であるためには、卓越

したケアの提供が必要です。 	 

また、他の NNHHSS の施設（訳注：病院やプライマリケア職等） 	 から臨

床面での信用を得るためにも、卓越したケアの提供が必須です。すな

わち端的に言って、緩和ケアでは必ず我われのほうが彼らより優れて

いることを証明し続けねばなりません。 	 

スライド 1155	 

スライド 1166	 

スライド 1144	 
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教育をするためには、それぞれの分野でリーダーであるような、卓越したスタッフを持っていることが必要です。 	 

また、毎年２万人の人たちが我われのサービスについて直接に情報を得るので、一般の人たちから容易に判断しても

らえるような、卓越したケアを提供しなければなりません。 	 

そして、新サービスのキャンペーン運動をするときには、一般の人に、「我われには学問的権威と知識があり、正統で

ある」 	 と信じてもらえるようにすることが必要です。 	 

最後に、新しいサービスを提供するにあたっては、他のどこの施設と比べても我われのほうが優れていることを証明

していかなければなりません。 	 

 	 

〈スライド 17〉 	 ですので、緩和ケアで卓越性をもつことは、我わ

れセントオズワルドの存続には欠くことのできないことであり、あと

になって経営スローガン的に掲げたものではなく、実際に必要なこと

なのです。 	 

この理念の３つの要素を、新しいスタッフを迎えるたびに必ず全員

に新入職員研修で教えています。さらにはスタッフのキャリア全般を

通して、例えば年次レビューや同僚同士レビュー等々の公式・非公式

の機会に、これを継続して強調していくようにしています。 	 

そして、あらゆる面で高い品質を維持していかなければならないという点から、我われは多くの完璧主義者を雇用し、

かつ温存している。 	 

したがって我われセントオズワルドの理念は、緩和ケアのあらゆる局面において我われが卓越し続けることです。と

いっても、我われが今すでに完璧ということではなく、常に学びがあります。それは、臨床的ケアの卓越性を継続的に

追及することで実現できるものであり、すなわち、我われの施設での日々の活動と目標�そのものになっているのです。 	 

 	 

〈スライド 18〉 	 ご清聴ありがとうございました。ご質問はあり

ますか？〔拍手〕■ 	 

 	  	 

スライド 1177	 

スライド 1188	 
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————ディスカッション———— 
 	 

 	 

座長（加藤） 	 エラムさん、どうもありがとうございました。 	 

みなさま、今日ここでエラムさんからセントオズワルドのお話を聞き、いろいろなことを感じるところがあったり、

いや、さっぱりわからないと思ったり、さまざまだと思います。みなさま方がこれまで知っているホスピス、あるいは

思われているホスピスの姿と、英国の現在のホスピスの姿は、かなり様相を異にしてきています。ホスピスは死ぬ場所

という考え方からもっと別の、社会の、あるいは地域の、ひとつの役割を持った資源として、その地域のみんなの寄附

により運営されているというのが、英国の現況であり、ホスピスはどんどんと変容しています。 	 

私がニューカッスルのホスピスを見続けていこうと選んだ理由は、岡山市域と人口がほぼ同じだからです。そのニュ

ーカッスルには、たった２つのホスピスがあるだけですが、その２つの施設が核となって緩和ケアに関連するほぼすべ

てが行われている、というエラムさんのお話でした。 	 

みなさま方にはいろいろ分からないことがあったかと思います。エラムさんに質問を受けていただきましょう。どん

なことでも遠慮なくご質問ください。 	 

●認知症患者への取り組みは？ 	 

 	 

会場Ｓ（開業医師） 	 貴重なお話をありがとうございました。さっそくですが質問します。認知症の患者さんの緩和

ケアにはどのように取り組んでおられるのでしょうか。 	 

 	 

座長（加藤） 	 認知症の緩和ケアのご質問ですが、これについてはこのあとのヒュース先生の講演「緩和ケアの症状

管理」のなかで具体的に話してくださることになっています。そこで、このご質問については、ヒュース先生の講演後

のディスカッションでお答えしていただくことでよろしいでしょうか。（質問者了承） 	 

ところで認知症の問題は、非がんの患者さんへの緩和ケアに関連してきます。セントオズワルドの緩和ケアサービス

が、がんの患者さんと非がんの患者さんにどんな割合で提供されているのか、これを示してもらえれば、会場のみなさ

んにはもっとわかりやすいと思います。そこらへんをお話ししていた

だきましょう。 	 

 	 

〈Ellam 追加スライド１〉 	 セントオズワルズホスピスでのがんと

非がんの症例割合は、成人用入院病棟つまりホスピスでは、がんの患

者さんが 8855％、非がんの患者さんが 1155％で、非がんの割合が一見少な

いように思われるかもしれませんが、他のホスピスに比べると高めの

数字です。 	 

EEllllaamm 追加スライド 11	 
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さらに、成人用外来での割合を示しますと、がんの患者さんが 7700％、非がんの患者さんは 3300％というように、非がん

の割合がより大きくなっています。 	 

しかし、こどもと若年層のサービスでは成人用とはまったく異なって割合で、こどもホスピスでのがんの小児患者の

割合はわずか２％で、非がんの小児患者が 9988％を占めており、がんのこどもはほとんどいないということです。 	 

これには理由がありまして、最初にも申しましたように、我われの施設の近いところにグレートノースこども病院が

あり、そこには小児がん患者用のすばらしい施設 	 があるので、ほとんどの小児患者さんはそちらのほうへ行くからです。

さらにそこには、昨年完成して開設したばかりの「1100 歳代のためのがんセンター」もあります。グレートノースこども

病院には緩和ケアの専門医や地域看護師（コミュニティナース）もいます。したがって、彼らが小児がんの患者にしっ

かりした取り組みをしていますので、我われが重複してまで同じサービスを提供する必要はなく、我われのところには

小児がんのこどもが少ないわけです。 	 

小児がんへの関わりが少ない代わりに、我われセントオズワルドでは、ノースイーストイングランド地方においてま

だ埋められていないギャップである、非がんの患者さんへの緩和ケアの診療提供に注力しているのです。 	 

 	 

●ホスピスへアクセスできる患者は？ 	 

 	 

会場（病院医師） 	 がんの患者さんがセントオズワルズホスピスで治療をうけたいと望むとき、その実現はどのよう

なプロセスで決められるのでしょうか。例えば、プライマリケア医の紹介なのか、地域の緩和ケアチームが判断するの

かˇ…ˇ… 	 

 	 

エラム 	 患者さんがセントオズワルズホスピスに紹介されるプロセスははっきり決まっています。患者さんが自ら紹

介して申し込むことはできません、コミュニティの医師（GGPP）あるいは専門医を介して紹介しなければならないことに

なっています。我われに紹介されるときの基準は、地域の専門医やすべての医療従事者を含めた取り決めができている

のです。 	 

そして我われのところに定期的にくる紹介については毎日検討（レビュー）をしており、また緊急を要する場合には

１時間ごとに検討することも可能になっています。このレビューには、医師、看護師ほかさまざまな治療士がかかわっ

ている多職種チームで行います。このように協同作業がうまく機能していますので、その紹介が我われのガイドライン

に沿ったものであれば、ほとんどの紹介をうけることができています。 	 

これで回答になりましたでしょうか。 	 

 	 

座長（加藤） 	 補足させていただきますと、人口 5500万人のニューカッスル市域で、たった２つのホスピスで用が足り

ているということは、その背景にあるいろいろな施設での緩和ケアの体制がとれているからこそだということです。そ

れがいったいどのような体制、仕組みなのかが私は気になって、これまで何回も渡英して学んできました。そのあたり

を少しお話ししてもらいましょう、すなわち、ご高齢でがんになった人たちがどこで亡くなっているのか、あるいは、

ご高齢で非がんの病気になった人たちが亡くなる場所はどこが多いのか、さらには、そういう方々は終末期ケアをどこ
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でうけていたのかˇ…ˇ…セントオズワルドの入院病棟では 1155％が非がんの患者さんだということでしたが、どういう病気の

人たちなんでしょうか。 	 

 	 

エラム 	 1155％の非がんの患者さんたちですが、非常にいろいろな疾患の人たちです。心疾患の方たち、呼吸器疾患と

くに呼吸困難の方たち、それから不安や苦痛といった心理的ストレスをもった方たち、さらには運動ニューロン疾患な

どの神経難病の方たちなどです。我われのホスピスにとっては、これだけ多種多様な疾患の患者さんの紹介をうけます

ので、みなさまにも察していただけるでしょうが、対応していくのが実にたいへんで、大きな課題となっています。 	 

ただ、我われは地域の専門医や病院からサポートを得ていますので、たとえ年間１例２例というような難病疾患の方

でも、きちんとケアしていくことができます。そのうえで我われのホスピスでは、患者さんの病気自体のみをケアする、

あるいは患者さんの状況に対してのみケアをするということではなくて、ケアそのもののクォリティを高くすることを

めざしています。 	 

 	 

座長（加藤） 	 みなさま、もうご想像できるかと思いますが、もし日本で、高齢で死を迎えようとしている方すべて

がホスピスに入ろうとしても、それは不可能なことです。私たち自身にこれから問われていくのは、自分たちもいずれ

この世を去っていくわけですが、その時にだれが、「あなたはもう死が近いんですよ」と告げる役割を担うのか、です。

それから次には、どこで亡くなっていくのか、その終末期ケアをどこでうけるのか、という重要事が控えています。そ

のあたりのことがうまくできてこそ、ホスピスの機能は本来の働きを見せていくのだろうと思われます。 	 

ここらあたりの話はいくらでも深くなっていきますので、ちょっと話題を換えて、みなさま、チャリティについて何

かご質問ご意見はないでしょうか。といいますのも、チャリティに基づいた英国の緩和ケアと、日本の緩和ケアとが、

話としてはかみ合わない、文化的にまったく異なるのではないかと思う方がおられるかもしれません。いかがでしょう

か。 	 

●彼我のチャリティ募金への違いはなぜなのか？ 	 

 	 

会場（女性） 	 その地域で無料の緩和ケアを提供するために地域の方々に募金をしてもらう、というのがセントオズ

ワルドのかたちであると、何とか理解したつもりですが、日本あるいは日本人は、何か災害などがあって人が不幸にな

ったことなどに対しては、お金をだすことにためらいはないと思うし、サッカーなどのようなサポーターとしてなら、

今では募金に応じる人は日本でも多いと思います。募金という行為をそういうふうにしか理解していない日本人の私に

とって、セントオズワルズホスピスの募金による成り立ちはやはりちょっとまだよくわからないのですがˇ…ˇ… 	 

 	 

座長（加藤） 	 まさにご意見くださった内容が、みなさま方にとっても腑に落ちないところではないかと、私も思っ

ておりました。イギリスではさまざまなチャリティ、慈善活動がありますが、緩和ケアのホスピスを運営するために、

どのようにしてお金を集めるのか、集まる理由は何なのか、という質問ということで、お答えいただきましょう。 	 

 	 

エラム 	 とてもいい質問をいただきましたが、ふだん我われはあまり思ってもいないことなので、ちょっと 3300秒ほど
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考えるお時間をください（笑）ˇ…ˇ…イギリスでは、それぞれの地方でローカルに慈善活動をするというのは長い歴史があ

り、それはちょっと一言では説明できませんが、ただ 11995500年代のイギリスには、ホスピスは一つもありませんでした。

だれかが慈善活動としてホスピス設立に動き出さなければなりませんでした。 	 

ですから、そうした慈善活動を別の地域や国にいきなりもっていくのには難しい問題があるでしょうし、無理だと思

います。うまくいけば非常にラッキーですが、ほとんどそうではないのではないでしょうか。 	 

もし日本でやってみたいなら、日本ならではのやっていける要素というものがあると思います。今日、私は日本のロ

ーカルな一地域であるここで、この地域のみなさま方がサポートしておられる施設のすばらしい面を目にさせていただ

いています。ですから、11995500 年代のイギリスのように、もうすでにある組織や施設、例えば地域の自治体やボランティ

ア組織などを活用して、いかに前に進めていったらいいのかを考えていくことが必要であり重要だと思います。 	 

イギリスでは募金について格言がありまして、「お金がお金をよびこむ」と言われます。ですから、お金持ちの人を探

すとか（笑）ˇ…ˇ…あるいは、地域や自治体のなかにいる慈善活動分野のパイオニア的な人を探し出して、将来的に緩和ケ

アやホスピス活動がどんなに重要かをきちんと理解してもらうことが必要でしょう、それをスタート時点として前へ進

めていくのです。実は明日 1144日の講演では、セントオズワルドはどうやって募金活動がスタートしたかに触れる予定で

す。 	 

ここでは、我われが現在の活動を続けるために必要な毎年 660000 万ボンドの募金をどうやって集めているのか、その柱

となっている募金活動をちょっとご紹介しましょう。 	 

一つは宝くじのようなもの（ロッタリー）で、３万人のサポーターに向けて毎週実施しています。 	 

もう一つは、イギリスではかなり有名な「グレートノース・ラン」というマラソン大会を実施しており、これに参加

する人には参加チケットを買ってもらうことになっています。同様の他のイベントを年間にいくつか主催しています。 	 

これらの活動を通じて、募金目標� 660000 万ポンドのうちのかなりの割合を賄うことができているのは、この種の活動が

一般の方々にも目に見えるとてもわかりやすい募金になるからだと思います。 	 

そういうことで、もし仮に、例えば加藤先生から岡山に新しいホスピスをつくってフルセット管理する仕事を私に依

頼されたとしても、セントオズワルドのやり方と同じ方法はとらないと思います。そのときは、岡山でホスピスをサポ

ートしてくれる人たちはどういう人か、をまず見ていくことになるでしょう。そして、岡山にある資源を使うとして一

番いいものは何かを見ていき、それらを岡山での新しいホスピスをサポートするベースにしていくと思います。 	 

話が長くなってしまいましたが、いいご質問をありがとうございました。 	 

 	 

座長（加藤） 	 エラムさん、ありがとうございました。今の質疑と回答は、本日の前半の講演内容の核心に迫るもの

だと思いますので、私から補足的解釈をさせていただきます。 	 

先ほどの質問で、日本では災害などには募金が集まるけれど、緩和ケアの普及活動などに対しては集まらないのでは

ないかとのことでしたが、そのとおりで、たぶん漠然とやっても集まらないだろうと私も思います。医療と介護にはい

ろいろなニーズがあり、例えば夜間付き添いの人がいないだろうかとか、食事をつくってくれる人はいないだろうかと

か、実にバラエティに富んでいます。ですから、ニーズのどれかに焦点を当てて、この部分に対して私たちはこういう

方法でやりますよ、ですからお金をください、と言うべきだと考えます。 	 

そして、お金をもらった結果、こういうことができました、だから来年はこれこれのことをします、もう一度お金を
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ください、というようにはっきりすれば、もっとお金が集まって、行政にはできないいろいろなことができるようにな

るはずです。行政にすべてを求めても、行政はすべてはやってくれません。それは民間でやる部分なんです。 	 

本日ここにご来場のみなさまのなかには、民間でいろいろな施設を経営されている方々がいらっしゃいます。その

方々が、自分たちのお金の一部を募金に使って、それを使って、その結果を表明する、そういうふうにしていけば、も

っともっといろいろな独創的な活動ができるはずです。そういうことが今、日本の社会のなかに求められているのでは

ないかと思います。 	 

実は今日のこの講演会は、私たちの「並木基金」で運営されています。並木基金はみなさまからお金をいただいて、

緩和ケアに関連した活動に使い、翌年にその報告書をつくって配布しています。そうすることによって、年々少しずつ

募金額も増えていき、やれることもいろいろと増えてきました。私たちはその使う目標�をもっと絞り込んでいきながら、

自分たちが何をしていきないのかをもっと明瞭にしていかねばならないと思っています。 	 

東日本大震災という未曾有の災害でしたが、それに対してあれだけの義援金が集まったのですから、私たちももっと

自分たちの活動プランをしっかりたてて臨めば、もっとできるはずだと私は考えます。 	 

私がこの考え方を得たきっかけは、曾野綾子さんの著書『神様、それをお望みですか——或る民間援助組織の二十五

年間』（文藝春秋、11999999 年）という本を読んだことによります。アフリカのこどもたちに援助をしていくための団体が

あり、それは NNPPOO ではないのですが、いろいろとお金を集めて、それを使い切って、そのことを明らかにし、翌年はも

っとお金を集めるという、そのサイクルを紹介しています。私たちもそういうことが可能ではないか、医療と介護の分

野で何か新しい息吹となればな、と考える次第です。 	 

●社会の多様性への対応は？ 	 

 	 

会場Ｋ（開業医師） 	 ひとつ確認したいのですが、いま岡山にあるホスピスは除痛目的のところと私は理解していま

す。以前に加藤先生からは、ホスピスにはイギリス方式とカナダ方式の２つがあって、カナダは除痛目的だけれど、イ

ギリスは宗教を含めたいろいろなホスピスが運営されている、だからイギリス方式のほうがいいと思うと言われて、2200

年前に加藤先生は英国に勉強に行かれたと覚えています。イギリスでは現在、そのとおりなのでしょうか、どこか違う

ところは生じていないのでしょうか。 	 

 	 

座長（加藤） 	 補足させていただきますと、宗教的多様性や民族的多様性への対応においてイギリスのホスピスは現

在どうなのか、ということですね。（会場Ｋ、了承） 	 

 	 

ヒュース 	 ご質問ありがとうございます、エラムに代わって私からお答えします。ホスピスというのは患者さんを全

人的にみていきますので、診断的なことに対してだけでなく心理的・社会的そしてスピリチュアルな面もみていきます。

とくにスピリチュアルな面に対しては、人によっては宗教的な対応、さらにはその宗教にまつわる例えば礼拝などを含

める場合もありますが、現在のイギリス人のほとんどは、そういう宗教的な事柄は求めることはありません。 	 

しかし、イギリスのホスピスには 11996600〜7700年代に宗教的グループによって始められたところが多く、そのため、我わ

れセントオズワルドのように、セント（SSaaiinntt、聖人）を冠している名称が多いのですが、そういう面での宗教的意味合
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いは、我われの日々の活動のなかではごくマイナーな要素でしかありません。それに、我われが対応している患者さん

の宗教はじつにさまざまなのです。 	 

ただ、我われセントオズワルドには牧師がいて週１回は祈祷の会がありますし、また、イスラム教の人のためにメッ

カに向かって礼拝できるようマットが敷いてあるホスピスもあります。イギリスの社会そのものが現在は宗教的多様性

に富んできていますので、そのためにさまざまな施設をもつようになっています。ホスピスの理念としましては、すべ

ての信条の人に対して、もちろん無宗教の人に対しても、きちんとケアをすることと我われのところでは謳っています。 	 

なお、もし私が自分の宗教や信念を患者さんに押しつけたりすると、それは、我が国 NNHHSS（英国国営医療保健サービ

ス）が定める医師倫理規定に違反することになってしまうのです。 	 

 	 

座長（加藤） 	 Ｋ先生、よろしいでしょうかˇ…ˇ…私は 2200 年近く前からもう 1155 回イギリスに行っていますが、この間に

一つ社会の大きな変化に気づいています。2200 年前は見回してもほとんど白人の人たちだったのが、訪問するたびに人種

が多様化しています。その多様性とともに宗教的多様性も増しているでしょうから、ホスピスにとってだけでなくイギ

リス社会全体がそういう人たちの要求つまりニーズに応えていかなければならない、それは大変なことだと思います。 	 

みなさま、ご想像ください。私たちの地域にも、フィリピンやベトナムから看護師・介護士の人がやってこようとし

ています。そうなったときに、彼らがこの地域でいずれ亡くなるときもくることでしょう、が、彼らはほんとうに心安

んじてこの地域で死を迎えることができるでしょうか。彼らの宗教や彼らの習慣やいろいろなことに対して、地域内で

重きを置かれるということが、今後の日本の社会で問われていくことになるだろうと私は思います。 	 

＊ 	 

エラムさんの講演をめぐってのディスカッション、最初はお金を集める問題、次にお金の使いみちの問題、そして宗

教や民族的多様性の問題、これからの日本の将来の問題ˇ…ˇ…いろいろな問題が浮かび上がって、とてもまとまりはつけら

れませんが、とてもおもしろいセッションではなかったかなと存じます。みなさまには不消化なものが残っているかも

しれませんが、予定時間も過ぎましたので、ここで本日の第１部を終わりにし、1155分間の休憩としましょう。■ 	 


