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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。 	 

なお、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。 	 

 	 

────────────────── 	 

講演１（14:00〜15:20）、ジェームズ・エラム氏（セントオズワルズホスピス	 理事長）による	 

「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──」は省略、別紙参照	 

────────────────── 	 

 	 

座長（加藤） 	 休憩がちょっと長くなっており、進行予定が 2200 分ほど遅れています。講師の先生方は昨夜 2200 時に岡

山空港に到着されたばかりで、ニューカッスルからの空路は乗り継ぎで 2244時間かかっています。そうした事情と、また

本日ご来場いただいているみなさまは地元の方々ですので、進行時間を守るよりも、講演とディスカッションそのもの

を優先させていただくことにしたいと存じます、どうかご了承ください。 	 

 	 

座長（赤瀬） 	 それでは講演会を再開します。第２部は、セントオズワルズホスピス上級専門医で緩和ケアコンサル

タントのアンドルゥー・ヒュース先生より、「終末期ケアにおける症状管理——非がん疾患の患者の場合——」と題して

お話ししていただきます。さっそくですが、よろしくお願いいたします。 	 
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講演２ 	 

終末期ケアにおける症状管理 

──非がん疾患の患者の場合── 

 	 

 	 

講師：アンドルゥー・ヒュース医師	 （セントオズワルズホスピス 	 上級専門医、緩和ケアコンサルタント） 	 

	 	 	 DDrr.. 	 AAnnddrreeww 	 HHuugghheess,, 	 HHoonnoorraarryy 	 CCoonnssuullttaanntt,, 	 SStt 	 OOsswwaalldd''ss 	 HHoossppiiccee 	 

学士（BBaacchheelloorr 	 ooff 	 MMeeddiicciinnee,, 	 BBaacchheelloorr 	 ooff 	 SSuurrggeerryy）、王立一般医療医協会会員（MMeemmbbeerr 	 ooff 	 RRooyyaall 	 

CCoolllleeggee 	 ooff 	 GGeenneerraall 	 PPrraaccttiittiioonneerrss） 	 

セントオズワルズホスピス 	 リンパ浮腫診療責任者、ノーザンブレランド 2244 時間電話サービス相談員（専

門家対象）、ゲーツヘッド緩和ケアチーム 	 緩和医療サポート専門医 	 

ノースディーネリー地域 	 緩和医療教育責任者、一般医およびその他の専門研修 	 指導者、セントオズワル

ズホスピス 	 多職種チーム 	 医療監視責任者、ゲーツヘッド市緩和ケアチーム・がん診療 	 支援員、その他 	 

 	 

 	 

〈Hughes スライド１〉 	 みなさん、本日はこうして温かく

お迎えくださってありがとうございます。加藤先生には、今

日こうしてお話しさせていただく機会を設けていただき、感

謝申し上げます。 	 

私の本日の話は、非がん疾患の患者さんの場合について、

緩和ケアの役割はどんなものかについて述べていきます。 	 

加藤先生からうかがったところでは、日本では 22000099 年４月

から「がん対策基本法」が施行され、これによって日本では

緩和医療の重要性と必要性が広く認識され始めたとのことで

すが、非がん疾患の患者さんについては、イギリスがそうで

あるように、緩和医療の開発と適応はほとんど進んでいない

とのことです。これからの私の話が少しでも役に立てば幸い

です。〔以下スライド番号のみ記す〕 	 

 	 

〈スライド２〉 	 まず、セントオズワルドの地理的環境に

ついてちょっと触れておきます。島国であるイギリスの地理

をご存じかどうかはともかくとして、スライド２に示す地図

は、ノーサンバーランド州、カウンティダラム州などニュー

HHuugghheess スライド 11	 

スライド 22	 
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カッスル市を中心とするノースイーストイン

グランド地方（北東地方、地方＝リージョン）

とよばれる地域で、北隣はスコットランドで

す。このノースイーストイングランド地方の

北半分の地域を、セントオズワルドは担当し

ています。 	 

この地域は自然環境も美しいところで、も

しノースイーストイングランド地方に来られ

て壮大なオブジェ「北の天使」がたつ丘〔ス

ライド２の左下の写真〕をご覧になれば、宗

教的で厳粛な雰囲気も感じてもらえることと

思います。 	 

 	 

〈スライド３〉 	 それでは、これからお話しする内容の骨

子をご紹介しておきます。 	 

まず、非がん疾患の患者さんの終末期とはどういうものか

をごく簡単に触れます。そして、非がんの終末期の患者さん

のニーズはどういうものかについてです。具体的な例として、

心不全の患者さんの症状管理について、詳しくお話しします。

さらに、呼吸器疾患、神経系疾患の症状管理について、お話

しします。すべての疾患についてお話しするわけにはいきま

せんので、死亡原因の高いものを取り上げます。最後に、終

末期ケアの計画と立案についてお話しします。 	 

 	 

〈スライド４，５〉 	 ここでお話するために私はまず、イギリスと日本の死因について比較すべく調べてみました。

22001100 年のデータで集計が若干異なるのはご容赦いただきたいのですが、イギリスでは男性の死因トップは虚血性心疾患

スライド 33	 

スライド 44	 スライド 55	 
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の 1177％ですが、日本の場合は悪性腫瘍つまり、がんがトップで 3300％弱を占めて圧倒的に多くなっています。イギリス人

男性のがんによる死亡率は肺がん・前立腺がん・大腸がんなどがんトータルで 2233％です。 	 

これらの数値から逆に言えることがあります——２つの国の死因の平均をとってみると、約 7755％の人ががん以外の病

気で亡くなっている、という事実です。２つの国でがん以外の病気で亡くなる人のほうがずっと多いのですから、その

ような患者さんたちのニーズは何かを、どのように見極めていったらいいのでしょうか。以下、イギリスでのその話を

紹介していきます。 	 

●非がん終末期の患者のニーズは何か 	 

 	 

〈スライド６〉 	 イギリスでの非がんの患者さんのニーズ

に関する研究は、11999955 年に発表された「ターミナルケアの地

域研究（RRSSCCDD:: 	 RReeggiioonnaall 	 SSttuuddyy 	 ooff 	 CCaarree 	 ffoorr 	 tthhee 	 DDyyiinngg,, 	 

11999955）」において、初めて触れられました。これは 11999900 年に

イングランドの 2200 の医療地区で行われた調査研究で、非常に

重要な成果をもたらしました。 	 

イングランドの 2200 医療地区に出されていた死亡証明書から、

1166 歳以上で死亡した 227700 人を無作為抽出し、その死亡者の親

近者を割り出して、死亡前 1122 カ月の状態について聞き取りし

たのです。面接調査は 33550000人以上におよび、次のような事柄について情報を得ました。 	 

——医療保健サービスの利用状況、その満足度はどうだったか。患者はどんな症状をもっていたのか、その症状の管

理はどのように行われたのか。また、患者と専門職との意思疎通はどうだったのか。さらには、ケアする人としての体

験や死別の体験、さらには死別へのサポートはどうだったか等々、きわめて多岐にわたりました。 	 

この「ターミナルケアの地域研究」の主要なテーマの一部を、これからお話ししていきます。 	 

 	 

〈スライド７〉 	 まず、英国では心不全で死亡する人はい

ま年間７万 88,,000000 人ほどになりますが、研究の結果明らかに

なったのは、次のような事柄でした。 	 

心不全で死亡した人たちの 7788%%が、死亡１年前に疼痛を訴

えていました。さらに 6633%%の人たちが、死亡１週間前にも疼

痛をもっていました。つまり半数以上の人たちは、疼痛で長

いあいだ苦しんでいたのです。 	 

また 7722%%の人たちが、呼吸困難を経験し、しかもそれが６

カ月以上続いていました。 	 

そして 3366..55%%の人たちが、うつ状態であり、その半分の人

たちは治療をうけていませんでした。 	 

スライド 66	 

スライド 77	 
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それから、これはがんの患者さんとの大きな違いですが、半数の人たちは自分が死ぬことを知っていたようですが、

そのことを医療者など他の人からはっきりとは明かされていなかった、という意思疎通の問題が浮かび上がりました。 	 

さらに、8800%%の人たちが、６カ月以上にわたる不安や不眠症を抱えていました。 	 

 	 

〈スライド８〉 	 つぎに、慢性呼吸器疾患、具体的には

CCOOPPDD（慢性閉塞性肺疾患）がほとんどですが、英国ではいま

年間２万 77,,000000人が CCOOPPDDで死亡しています。この人たちにつ

いて、明らかになった事柄は、下記のとおりです。 	 

呼吸困難そのものが、9900%%の人たちにありました。 	 

疼痛と疲労感、咳、口の渇きを訴えたことが、6600%%以上の人

たちにありました。 	 

また 8877%%の人たちは、自宅のまわりを短時間散歩すること

さえもできない状態でした。 	 

そして、ほとんどの人たちが、自分の病気の性質や影響に

ついて理解が限定的で、死亡するときが近いことを認識していませんでした。 	 

 	 

〈スライド９〉 	 地域研究においては、神経難病で亡くな

った方についても、聞き取り調査が行われました。神経難病

は心不全や CCOOPPDD に比べれば少ないほうですが、それでも身体

的・心理的な機能・自立といった面において、またケアする

側の人にとっても、非常に打撃的な影響があります。 	 

具体的には、パーキンソン病や多発性硬化症、そして、発

症頻度は少なくなりますが運動ニューロン疾患や筋ジストロ

フィーなどを含みます。 	 

神経難病の人たちには、疼痛、呼吸困難、不眠症、便秘と

いった症状の問題があるのはもちろんですが、それらよりも、

意思疎通や栄養状態、進行速度、終末期のケアなどで大きな

問題を抱えていることがわかりました。 	 

こうした非がんの患者さんの問題について、どんな率で、

どんな速度で、増悪がすすんでいくのか、というところを理

解することが、ケアする上での鍵になります。 	 

 	 

〈スライド 10〉 	 がんについては、そうした増悪について

は、予測がつくと私は考えています。例えばこのスライド

1100 に示すカーブのように、著しく下降するところは増悪が進

スライド 88	 

スライド 99	 

スライド 1100	 
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む終末期を表しますが、それ以前の増悪はゆっくりとしているのが一般的です。そして、増悪が急に進み始めてやがて

死亡に至りますが、その期間は短かく、死亡するときも予測がつきます。 	 

実際にはそうでないこともありますが、我われとしてはこうなるであろうと予測できると考えたい気持ちがあります。 	 

 	 

〈スライド 11〉 	 つぎに、非がん疾患である心不全や

CCOOPPDD の患者さんの病気の軌跡を考えますと、増悪の程度を予

測するのは、がんの場合に比べてずっと難しくなります。 	 

スライド 1111 に示すカーブのように、全体の増悪がゆるやか

にすすむなかで、ときどき断続的に急性症状が発現して重篤

な瀕死の状態になることがあります。何度も回復するのです

が、長期的な身体的制約もあって、ある時の急性症状で回復

することなく死亡に至ります。どの急性症状のときにも、死

亡に至ることがあり得るので、予測は難しいのです。 	 

●心不全の症状管理 	 

 	 

〈スライド 12〉 	 進行心不全の症状管理を、事例で考えて

いきましょう。 	 

ジャックは 6677 歳で、虚血性心疾患からのステージ IIVV の心

不全と診断されています。ステージ IIVV とは、さきほども言い

ましたように自宅の周囲を散歩することもできない状態で、

無理に歩くと発作をおこしてしまいます。実際に彼は、３カ

月間に３回の発作をおこし、そのたびに入院したのです。利

尿剤を変更して調整ののち、「病院でできることはもうありま

せん」と言われて退院し、今は自宅にいます。 	 

こういう患者さんを、みなさんもよくご存じなのではない

でしょうか？ 	 そこで、彼のニーズは何だろうか、と考えて

みましょう、そして、私たちには何ができるのでしょうか？ 	 

この患者さんは一言でいって、もうすでに、緩和ケアをう

けるべき状態なのですが、それを認識するために、我われは

何を考えなければいけないのでしょうか。 	 

 	 

〈スライド 13〉 	 私がジャックに初めて会ったのは在宅の

ときで、私は彼に「いちばん心配で大切にしたいことは何で

すか」と尋ねました。患者さん自身が考えている懸念を聞き

スライド 1111	 

スライド 1122	 

スライド 1133	 
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出すためですが、そのためには、医療者側としていろいろな要素をつかんで考慮しておく必要があります。 	 

まず、身体的にどんな症状があり、とくに日常生活に制約を及ぼしている症状を見極めておきます。 	 

感情的な症状としてはどうなのか、例えばうつ、不安、睡眠障害を持っていないか、などを考慮します。 	 

スピリチュアルな実存的な問題はどうなのか、例えば、なぜ私が？ 	 これからどうなるのか？ 	 などの疑問を持って

いるのかどうかです。 	 

人間関係の問題はどうなのか、例えば、自分がそれまで果たしてきた役割の喪失や、人の負担になることなどを気に

かけているかどうか、です。 	 

そして現実的な問題として、住宅のこと、あるいは日々の生活がもう少し楽になるようなサポートや器具が必要かど

うか、それから家計のことなどです。 	 

それから、意思疎通上の問題や、情報的な事柄で入手したいものがあるのかどうか。 	 

以上のようなニーズが患者さんにあるのかどうかを考えていきます。なぜかというと、先述の「ターミナルケアの地

域研究（RRSSCCDD）」によれば、心不全の患者さんの半数は自分の死期が近いことは知っているのですが、それは自分で調べ

て知っているという人がほとんどであり、医療者など他の人からオープンに知らされることはほとんどない、という事

実がわかっているからです。 	 

 	 

〈スライド 14〉 	 ジャックと話し合った結果、私がつかん

だ彼の不安は、次のようなことでした——まず、ジャックに

は呼吸困難症状があり、「息ができなくなるのが怖い」と言っ

ていました。それから疼痛があり、胸全体や肩の痛みを訴え

ていたほか、仙骨のところに褥瘡ができていました。全身が

衰弱して可動性のない悪液質になっており、浮腫も生じてい

ました。 	 

また、いろいろな不確定要素を抱えていて、例えば心筋梗

塞がまたあるのかもしれない、ある日ばったり倒れて死ぬん

じゃないかととても恐れていました。「そのことについては、

誰も話してくれない」とも言っていました。 	 

妻への心配も口にしていました。妻が過労なこと。今の状

態に耐えられないのではないか。そして、夜は自分をみるた

めに妻は眠っていない、などと心配していました。さらに、

娘さんがいてオーストラリアに住んでいるのですが、彼女に

連絡して帰国させなければいけないかどうかも、気にしてい

ました。 	 

 	 

〈スライド 15〉 	 ジャックのような進行心不全の患者さん

へのアプローチは、がんの患者さんへの場合とまったく変わ

スライド 1144	 

スライド 1155	 
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りません。 	 

最初に、患者が何を不安に思っているか、その優先順位を聞き出して、その通りだときちんと理解してあげることが

必要です。 	 

そして、徹底的な評価をして、原因が何なのかをつきとめ、それが患者にどういう影響をあたえているかを明確にし

ます。 	 

その過程を患者さんにわかるように説明することも重要なことです。患者さんが理解できれば、不安は少なくなりま

す。 	 

また、疾患にあわせて対処しているはずですが、それでよくなっているのかどうかを聞き出すことも必要です。 	 

対処できるものを適切に対処して、治せるものは治すということが肝心です。 	 

しかしながら原因疾患が治らない場合には、症状管理をしていかなければなりません。それには、薬剤と薬剤以外の

アプローチも活用します。 	 

以上のすべてをしたうえでなお、患者さん自身で自分の症状と状況に適応できるよう、支援していくことも必要です。 	 

 	 

〈スライド 16〉 	 そこでここからは、進行心不全の疼痛に

かんする症状管理の話をしていきます。薬物については詳し

くは触れることができませんが、かんたんに話したいと思い

ます。 	 

先ほどの「地域研究」で触れましたように、進行心不全の

患者さんは人生最後の一年に 7777%%の人に痛みがあるとわかっ

ています。そのうちの 7755％の人は、終末期にむかって６カ月

間ずっと痛みが続きます。また、7777％の約半数 5555％の人はそ

の痛みを「非常に苦痛だ」と訴えています。 	 

いったい進行心不全の患者さんの末期疼痛の原因は何なの

か、他の疾患の患者さんと同様に、評価する必要があります。その原因となるものをスライド 1166に記しました——心筋

虚血、心膜、筋骨格、筋膜、末梢浮腫、褥瘡、関連病態（四肢虚血、腸管虚血）など。これらのすべてが進行心不全の

疼痛に直接関与しているわけではなく、進行性心不全に伴う疾患によるものもあります。 	 

 	 

〈スライド 17〉 	 ですので、進行心不全の疼痛管理はまず、

治せるものは治すというのが第一になり、そのなかには、狭

心症管理の最適化も含まれます。その「狭心症」 	 の痛みは、

多くの人の場合、虚血性ではなく筋膜性です。この筋膜性の

痛みとは、筋肉のなかにある発痛点による痛みです。人の胸

の筋肉にも発痛点があり、それは狭心症の疼痛とよく似てい

るのですが、両者の治療法は大きく異なっています。 	 

また筋骨格痛に対しては、薬物治療をせず、姿勢やマッサ

スライド 1166	 

スライド 1177	 
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ージ、鍼治療、経皮的電気刺激�などの治療で症状管理できます。そして、狭心症による痛みとは違うということを患者

さんに説明して安心させることができると、状況はかなりよくなることがあります。 	 

 	 

〈スライド 18〉 	 さて、このスライド 1188 は

ご存じの方が多いはずですが、WWHHOO の除痛ラダ

ーです。薬剤による疼痛管理のレベルを階段の

ように表しているのが特徴で、除痛のための第

１段階としては非オピオイドの薬剤を使うよう

に薦められています。我われはパラセタモール

を使っています。NNSSAAIIDDss（非ステロイド系抗炎

症剤）もよく使われますが、心不全の患者に対

しては、NNSSAAIIDDss を使うと腎不全を起こしてし

まうので避けねばなりません。 	 

軽度から中等度の強さの痛みに対する第２段

階の除痛としては、オピオイド（麻薬性鎮痛剤）

を使います。通常はコデイン類が使われますが、その場合も第３段階で使われるオピオイドを使ってその相当量に代え

てかまいません。 	 

 	 

〈スライド 19〉 	 さきほど、心不全の患者が腎不全をおこ

すことがあると触れましたので、腎不全の疼痛管理について

も述べておきます。腎不全の場合、いろいろな種類のオピオ

イドが腎臓に蓄積しますので、オピオイドの使い方を慎重に

変えなければなりません。 	 

軽度の腎障害（eeGGFFRR 	 6600--8899 	 mmll//分）の場合はまだモルヒネ

を使うことができますが、最初は低量から開始して、増量も

ゆっくりと滴定していきます。つまり、即効性のあるモルヒ

ネを４時間毎に使うのではなく、６〜８時間毎に使っていき

ます。 	 

しかしながら中等度から重度の腎障害（eeGGFFRR＜6600mmll//分）の患者さんの場合には、モルヒネを使うことはせず、次の３

種の薬剤を使います——フェンタニルパッチ、もしくは皮下注のアルフェンタニル、そしてメサドンです。 	 

〔＊訳注：メサドンは日本では 22001133年春に保険適応品が発売された〕。 	 

 	 

〈スライド 20〉 	 それから、心不全にはよくある症状ですが本人以外はなかなか思いつかない症状として、倦怠感が

あります。心不全の患者さんにいろいろな症状の辛さを点数付けしてもらった調査によると、倦怠感は疼痛よりも高い

という評価結果が出ているのです。 	 

スライド 1188	 

スライド 1199	 
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倦怠感の原因はいろいろ考えられ、一つは血流減少による

骨筋肉に問題があります。よくあることとして、患者はただ

でさえ活動量が減るので、血流減少の悪循環となり、体調の

悪化や衰弱が進みます。 	 

それから、不眠症や、交感神経β受容体遮断薬などの薬物

も、倦怠感の原因となります。 	 

がんには悪液質があるように、心不全にも心臓悪液質があ

ります。これは、食欲がなくなったり運動量が低下するなど

の、がん悪液質と同じような症状をもたらします。原因はが

んの場合と同じで、化学物質のサイトカイン（TTNNFF--α、IILL--11）

によるものです。サイトカイン生成のきっかけは主に、心筋機能不全や低酸素による場合、また、大腸壁が浮腫をおこ

して発生する細菌性毒素による場合もあります。 	 

 	 

〈スライド 21〉 	 倦怠感の原因がさまざまなので、その症

状管理もいろいろですが、原因疾患がわかればできるだけ治

療して治すのが原則です。 	 

その他の場合、たとえば呼吸困難があったり疼痛があった

りすると、倦怠感はますますひどくなりますし、ケアをする

人にとっても非常に困ることになるので、がんの患者にがん

悪液質の話をするように、心不全の患者にも心臓悪液質の説

明をすることです。たとえば、ケアする人はなんとか食べさ

せようとするのに、患者は嫌がって格闘する事態になりかね

ません。 	 

また、倦怠感に対応して適応していくのに、できるだけエネルギーを温存するよう目標�だてをしてケアする、という

方法があります。たとえば、階段を上らずにすませるようにすると、その分エネルギーが温存されて、他のやりたいこ

とができる、ということです。 	 

●呼吸器疾患、神経系疾患の症状管理 	 

 	 

〈スライド 22〉 	 次に、呼吸器疾患の症状管理として、呼

吸不全、CCOOPPDD（慢性閉塞性肺疾患）の患者さんを例にお話し

します。 	 

ブレンダは私がゲーツヘッド市で診察した患者さんで、ヘ

ビースモーカー歴が長く、糖尿病ももっています。悪化と感

染で頻繁に入退院をくりかえしており、これまでの入院のう

スライド 2211	 

スライド 2200	 

スライド 2222	 
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ち２回は人工呼吸器をつけてもらいました。また、骨粗鬆症を原因とする第５胸椎圧迫骨折によって、呼吸困難と背部

痛をもっています。 	 

入院先の病院から私に連絡があり、ブレンダの入院回数を減らすために、彼女が自分で疼痛管理をできるようにして

ほしい、との依頼があったのです。 	 

 	 

〈スライド 23〉 	 そこで私はブレンダに、どんな心配があ

るのかを尋ねたところ、下記のような不安があるとの回答を

聞き出せました——まず呼吸困難でして、呼吸が苦しくなる

たびに「もう死にそう」と感じていました。疼痛は、胸椎と

肋骨の両側の縁にあり、とくに呼吸困難になるとひどくなる

ので、我慢できなくなって救急車をよぶ、という繰り返しに

なっていました。 	 

そういうわけで、彼女にとっては病院だけが唯一安心でき

る場所だったのです。 	  	 

 	 

〈スライド 24〉 	 呼吸器疾患の症状管理は、その呼吸困難

が病気の経過のどこで生じているのか、によって異なってく

るのが難しいところであり、大きな特徴です。 	 

まず、患者がまだ活発に行動できる段階では、薬物を多く

使用すると、患者に眠気をもたらして行動力を低下させてし

まいます。したがって、この段階では非薬物療法を中心にす

るのが好ましいといえます。 	 

次の段階として、患者がイスやベッドからあまり離れるこ

とができないという、活動に制約がかかり始めると、非薬物

療法と薬物療法を同等に施していきます。 	 

そして、患者が寝たきりになって終末期が近いという段階では、薬物療法を主とし、患者には「この薬を使うと呼吸

が楽になりますよ」などと話して安心させることが必要です。

なお、この段階になると、鎮静剤の使用はもう問題ではあり

ません。 	 

 	 

〈スライド 25〉 	 以上のように、呼吸困難の症状管理とし

ては薬物療法が一番ではありませんが、話の順として、呼吸

困難の薬物管理からお話しします。 	 

まず、モルヒネに代表されるオピオイドですが、これは何

よりも役に立ち、かつ安全であることをお伝えしておきます。

スライド 2233	 

スライド 2244	 

スライド 2255	 
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ただし、呼吸困難に対しては、ゆっくり始めて、ゆっくり増量するのが原則です。たとえば私なら、最初はモルヒネ１

㎎を１日２回から始めて、１日４回、６回と増やしていきます。 	 

２番目によく使われる薬剤がベンゾダイアゼピンです。これは、呼吸困難そのものに対しては全く有用性がないこと

がわかっていますが、「呼吸器パニック障害」つまり患者が「呼吸困難が怖い」と言っている場合などには、役立つこと

があります。しかしながらそのような場合でも、長時間作用薬は避けて、短時間作用薬のロラゼパムなどを使うほうが

賢明です。 	 

次に、酸素について触れておきます。これも薬物とみなせることができ、慢性の呼吸器疾患にはよく使われますが、

呼吸困難の患者に有効性を評価してもらった調査によると、あまり改善効果は高くありません。また、がんの患者の呼

吸困難の場合でも、空気または扇風機と比して酸素のほうがとくに効果があるとは言えません。 	 

 	 

〈スライド 26〉 	 次に、呼吸困難の非薬物管理についてお

話しします。呼吸困難に対しては薬物管理よりもこちらの非

薬物のほうに大きな役割があります。 	 

呼吸器分野のある高名な大学教授によれば、「呼吸困難は肺

の問題よりも、脳の問題である」と言っていますが、これは

まさに、呼吸困難への対処の難しさを言い表しています。呼

吸困難はなぜ難しいのか、それは第１に、呼吸困難はかなり

複雑な神経生理学の問題であること。第２に、そうした脳に

よる考え方の問題であるがために、それは生存への脅威とい

う考えに結びつくこと。そして第３に、呼吸困難を避けよう

と努力することによってさらに悪化させてしまうことがあるからです。 	 

 	 

〈スライド 27〉 	 そこで以下に、呼吸困難になったときの

コントロール方法についてお話しします。 	 

まず、呼吸困難とはどういう状態かをスライド 2277 に図で示

します。息をどんどん吸い込もうとするのですが、１回の吸

い込み量が徐々に少なくなって、体のなかに空気は入っても

１回の換気量がだんだん少なくなり、そうなると次の呼吸が

さらに難しくなっていく、という状態です。 	 

やがて胸が疲れてしまい、つぶれてしまいます。そうなる

としかし、何もしないでも状況はよくなるのです。 	 

 	 

〈スライド 28〉 	 したがって、呼吸コントロールで重要なのは、姿勢です。 	 

スライド 2266	 

スライド 2277	 
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肩と胸の上部の力を抜いてすわり、そして、できるだけ横

隔膜を動かす腹式呼吸を意識して、吸い込みます。 	 

次に、息を吐く時間を吸うよりも長くするようにします。

これには２つのテクニックがあり、まず「１で吸い、２と３

で吐く」リズムをとることです。もう一つは、私どもの心理

士が教えてくれたことですが、「ドアの枠を周るイメージで息

をする」ことです。ドアの長いほうの１辺の長さだけの間隔

で息を吸い、他の３辺の長さ分を吐く時間にあてる、という

イメージです。 	 

スライド 2288 にドアの図を示しましたが、これを実際に患者

さんに見てもらいながら呼吸してもらうと、意識がドアの図に集中して、呼吸困難を忘れることもあります。 	 

 	 

〈スライド 29〉 	 それから、呼吸を早くしようとするのを

止めさせて、ゆっくり呼吸させるテクニックとして、次のよ

うなものがあります————吸気のときに、鼻から「バラの

香りをかぐ」ようなつもりで吸い込むように、と言って吸う

方法です。また吐出のときには、口をすぼめて吐いてもらい

ますが、そのイメージは「タンポポを吹くように」あるいは

「ろうそくの火を揺らす程度に、消さないように」と言って、

吐き出してもらう方法です。 	 

 	 

〈スライド 30〉 	 もう一つ、呼吸困難の状態を改善するの

に有効とわかっているのが、携帯用ファン（送風器）です。

これまでにお話しした呼吸コントロールをやってもらうのに、

あまりも呼吸困難が強く、不安も大きくてできないという患

者さんには、この携帯用のファンがとくに有効です。 	 

ファンを手にとってもらい、前かがみになって顔に向け、

風を顔にあててもらいながら、息を吸ってもらいます。そう

すると、呼吸困難になったというパニックの状態を改善でき

ることがあります。 	 

なお、この携帯用ファンの効用についてはエビデンスが報

告されています（GGaallbbrraaiitthh.. 	 JJ 	 PPaaiinn 	 SSyymmppttoomm 	 MMaannaaggee.. 	 22001100 	 

MMaayy;; 	 3399 	 ((55)):: 	 883311--88）。 	 

 	 

スライド 2288	 

スライド 2299	 

スライド 3300	 
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〈スライド 31〉 	 呼吸困難の管理において

もう一つ重要なのが、呼吸パニック悪循環をい

かに管理するか、です。 	 

呼吸困難に陥った人がまず最初に思うのは、

「息ができない！ 	 もっと一所懸命息をしなけ

れば」。次に思うのは、「このまま息ができなけ

れば、死んでしまう」。それによって不安が昂

じてアドレナリン分泌が上がってしまい、さら

に心拍数も呼吸回数も増えて、そしてめまいが

生じてしまいます。めまいを証拠に、「あぁ、

これで死んでしまうんだ」と思ってしまいます。 	 

この呼吸パニック悪循環を断ち切る方法には

いくつかあります。まず、「呼吸困難は危険ではない」と患者さんに言ってあげることです。呼吸困難は害をおよぼすも

のではなく、これはちょっと信じられないかもしれませんが、これは事実なのです。その他に、認知行動療法、リラッ

クス方法、それに薬物療法などがあります。とくにβブロッカーの薬剤はアドレナリンが心臓に影響しないようにする

もので非常に有効ですが、喘息もちの患者さんには使えません。 	 

それから、呼吸コントロール、携帯用ファン（送風器）あるいはオピオイドも、呼吸困難に対する考え方を改めさせ

るのに有効です。 	 

 	 

〈スライド 32〉 	 症状管理の最後にお話ししたいのが、神

経系疾患の症状管理についてです。まずは、よだれの管理に

ついてですが、これはがんの患者さんには見られない症状で

す。 	 

患者さんは嚥下ができなくなると、口端からよだれが垂れ

てきます。このときにまず、よだれの質を評価します、粘り

があるのかさらさらなのか、そして、よだれに伴う分泌物を

よく見て、それが肺（呼吸器）から出ているものか、お腹

（消化器）から出てきたものかを判断することが重要です。 	 

次に、嚥下を改善するのには、言語聴覚士に介入してもら

います。また、治せる原因疾患があればできるだけ治療します、たとえば潰瘍などがそうですし、また総義歯であれば

それがちゃんとフィットしているのかどうかも調べます。 	 

薬物でよだれを出ないようにすることもできます。あるいは、ボツリヌス毒素を使う療法なども有効です。 	 

しかしながら、こうした内科的治療をしていくと、さらに粘りのある分泌物を伴うよだれが出るようになってしまう

ことがあります。そういう場合に対して私たちが開発した対処法は、作業療法士による催眠療法を使う方法です。 	 催眠

療法によって患者自身によだれを出さないようにしてもらうので、これはとても有効です。 	 

スライド 3311	 

スライド 3322	 
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●まとめ 	 

 	 

〈スライド 33〉 	 以上、非がん疾患の終末期における具体

的な症状管理について話してきましたが、終末期ケアにおい

て大切なのは事前に症状管理の計画をたてることです。事前

の計画をたてることによって、患者さんに死期が近いことを

知らせることになるのです。もちろん口頭できちんと話すこ

とも必要ですが、それをどのようにするかは大きな問題です。 	 

いずれにしても、非がん疾患の人の終末期は、がんで終末

期を迎えている人となんら変わるところはありません。ただ、

がんの患者さんには、もう治らないと私たち医療者は言いや

すいと思っていますが、それは慣れの結果であり、我われの

事情にほかなりません。 	 

たしかに、非がん疾患には先行きの不確定要素が多く、がんの場合とは異なるかもしれません。しかしきちんと評価

をし、予測できるものは対処の手をうっておき、そして患者さんとオープンにコミュニケーションし、さらには、さま

ざまのサービスを受けられることを認識しておいてもらえば、我われはほとんどの非がんの患者さんの問題に十分に対

応していくことができるのです。 	 

みなさまのお手元に配布した資料には、コミュニケーション例について私が作成したスライドも入っています。その

会話は、先ほど紹介した非がん疾患の患者さんと私が交わしたもので、死期が近づくとどういうことがあるかについて

話し合った内容です。参考になさってください。 	 

 	 

〈スライド 34〉 	 非がん疾患終末期の症状管理について、

まとめます。 	 

まず、7755%%の人は非がんの原因で死亡する現状がある、とい

うことです。症状による負担が大きいのはがんも非がんも同

じですが、非がん疾患の症状の増悪はしばしばがんよりも期

間が長くなります。症状の増悪期間が長いために、患者さん

の自立の喪失期間は長くなり、ケアの必要性も増えて、ケア

する人の過労状態も続くことになります。 	 

症状管理には、がんであれ非がんであれ、同じ原則を用い

ます。しかし高齢者の場合には余病も併発していることが普

通なので、薬物治療には注意を払うことが必要です。 	 

ですから、薬剤についての最新情報を追うよりは、非薬物的アプローチもしっかり考えていく必要があります。 	 

私は緩和ケアの仕事を始めて 1188年になりますが、その経験を通してやはり、コミュニケーション（意思疎通）が治療

ツールとして一番優れていると思っています。ご清聴ありがとうございました。〔拍手〕■ 	 

スライド 3344	 

スライド 3333	 
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——ディスカッション—— 
 	 

 	 

座長（赤瀬） 	 ヒュース先生、どうもありがとうございました。 	 

日本では非がんの患者さんへの緩和ケアはまだまだというところで、系統だったアプローチも報告されていませんの

で、会場のみなさんは、非がんの患者さんにはいろいろと悩みながら関わっておられることと思います。質問したいこ

とが多々あるかと思いますので、さっそくですが質疑ディスカッションにはいらせていただきます。 	 

まず、先ほどエラム先生のお話への質疑で、会場のＳ先生から認知症への緩和ケアについての質問がありましたので、

Ｓ先生にはあらためて質問していただき、縁者の先生方にはその回答をお願いすることから始めたいと存じます。Ｓ先

生、よろしくお願いします。 	 

●認知症の患者への緩和ケア 	 

会場Ｓ（開業医師） 	 認知症の方への緩和ケアは、認知症独特の周辺症状、たとえば PPTTSSDD（心的外傷後ストレス障害）

などが出てくるために、管理の難しさがあると思います。それに、ケアする家族の負担の増大などもあって、認知症の

方の看取りは特別な施設以外では極めて難しいのではないかと思います。そのあたり、英国ではどうなのでしょうか。 	 

 	 

ヒュース 	 ご質問をありがとうございます。ご指摘のことは非常に重要なポイントだと思いますが、イギリスでも、

残念なことに、日本と同様に苦闘しているところです。認知症の終末期ケアについて追加スライドも用意してきました

ので、ちょっと長くなりますが、ご返事に代えてお話しさせていただきます。 	 

 	 

〈Hughes 追加スライド１〉 	 認知症ケアの負担は非常に大

きなものですし、経済的にも大きな負担があり、時間が経過

するほど悪化していきます。他の病気であれば、患者さんと

話をして何を優先順位、プライオリティとしてやっていけば

いいかをある程度明確にできますが、認知症の患者さんには

それができないという極めて難しいところがあります。 	 

したがって、我われが思う以上に、認知症の患者さんの問

題は大きいのかもしれません。多くの方がそれで悩んでいる

はずで、その実態を我われは見極めることができていない実

状が、問題なのです。 	 

ただ、例えば疼痛や吐気、呼吸困難などの治療の方法は、他の疾患の場合と同じです。 	 

また、認知症の患者さんが困っているというのは我われにもわかるのですが、なぜ困っているのかがわからない、と

HHuugghheess 追加スライド 11	 
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いう問題があって我われのストレスとなっています。 	 

11999900年のフェラル（FFeerrrreell）の研究によると、認知症の人の 7711％に疼痛があるとわかったのに、鎮痛剤はそのうちの

1155％の人にしか出されていないこともわかりました。こうした事態がなにゆえに生じているのかˇ…ˇ…我われが知らないだ

けなのか、知らされていないのか、見逃しているのか、無視しているのか、あるいは社会全体としての注意の仕方が不

十分なのかˇ…ˇ… 	 

 	 

〈追加スライド２〉 	 認知症の課題は多々ありますが、我

われはあえて２つに絞って考えています。 	 

ひとつは個人の尊厳で、認知症の患者さんの尊厳を保ちつ

つどのようにケアを提供していったらいいのか、という課題

です。もうひとつは、質の高い有効なケアサービスを、どの

ように公平に提供できるよう整えていくかという体制づくり

の課題です。 	 

この追加スライド２の右上に掲げた写真は、ウィンターボ

ーン・ビュー病院といい、イギリスで 22001111 年に大きなスキャ

ンダルが発覚したところです。ここでは認知症の治療をする

ということで患者さんを受け入れていましたが、虐待していたと全国的スキャンダルとなりました。 	 

ただ私が言いたいのは、ここでケアしていた人たちが我われとは違ったということではなく、ケアの仕方においてさ

らに良いケアをしていくにはどうしたらいいかがわからなかったのだろう、と考えられることです。院内の士気などが

低い状態だったからです。 	 

 	  	 

〈追加スライド３〉 	 したがって、認知症の

患者さんへの緩和ケアは、その人がどの段階か

らわるくなったのか、そして今どのように終末

期を迎えつつあるのか、の見極めが重要です。 	 

たとえば、動けなくなった、きちんとした話

し方ができなくなった、それから自分のことを

自分でできなくなった、というような機能が衰

えた時点、あるいはまた、体重が 1100%%以上低下

したり、感染症に何回もかかってしった、褥瘡

ができた、などの時点とされています。 	 

また、認知症の患者さんが股関節骨折したり

肺炎になった場合、5555％の人が６カ月以内に死

亡すると報告されています。それに対して、認知症でない患者さんでは 1133%%でしかありません。 	 

以上のような症状のでた認知症の患者さんはもう、終末期に向かっていると認識する必要があります。 	 

追加スライド 22	 

追加スライド 33	 
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追加スライド３の下にある図は、認知症の緩和ケアのモデルで、サポーティブケアと呼ばれることもありますが、ご

覧のように、緩和ケアが必要でない期間もあれば、緩和ケアがもっと必要な期間もあり、それは、どのようなきっかけ

があったかによります。つまり、認知症の患者さんへのケアには、そのなかに緩和ケアも組み込んでいく必要性がある、

という意味を表しています。 	 

 	 

〈追加スライド４〉 	 認知症にはそのほかにもさまざまな

身体的問題があります。たとえば、体重の低下に伴う衰弱や、

尿・便失禁の原因であることが多い膀胱や腸の機能の疾患な

どがあり、こうした状況になると対処するには、身体的なケ

アの必要性が出てきます。そして、さらに進行していくとと

もに、ケアする人の負担がどんどん大きくなりますが、この

点は、がんの場合と大きく異なるところです。 	 

認知症のさらなる進行に伴ってケアする人の負担が大きく

なるというなかには、患者さんに代わって意思決定もしなけ

ればならないということも含まれ、これがまた、がんの患者

さんの場合と決定的に違うところです。 	 

そして、ケアする人は、患者さんが実際に亡くなるかなり前から、その人がいずれ亡くなるという悲しみに見舞われ

ます。 	 

その一方で、認知症進行に伴って患者さんが攻撃的になったり徘徊したりするようになると、ケアする人は自らの危

険に感じる、危機感を抱くようになることもある、という特別な問題があります。 	 

ケアをするほうもされるほうも、そうした心理的なスピリチュアルなニーズがあるわけですが、この点は、身体的ニ

ーズや介助ニーズに比べて、ケアのあり方が疎かになっているのです。 	 

この点については、政策立案者や社会全体が、認知症の人のほんとうの苦しみとは何なのかをあらためて認識してい

かなければならないと私は思っています。認知症が身近な人におきたり、あるいは自分自身にふりかかる問題として認

識しますと、これは社会全体で取り組まなければならない問題だ、という認識が生まれてきますし、イギリスではそう

なってきています。 	 

 	 

〈追加スライド５〉 	 我われが現在おこなっている認知症のケアを、機能レベルの経過を表したモデルを使って説明

します。 	 

まず、認知症初期のケアですが、プライマリーケアと精神科医が担当します。 	 

中期になると、ほとんどのケアは在宅で行います。その間に、急性症状が発現した場合には、病院への入院とします

し、在宅介護の問題が生じたときは養護施設への入所となります。 	 

なお最近では、アドミラルナースとよばれる認知症専門看護師が新しく誕生して、在宅での認知症ケアに活躍するよ

うになっています。ただ、イギリス全土でまだ 8855人しかおらず、我われのいるイングランド北東地域にはまだ一人も誕

生していません。がんにおけるマックミランナースが誕生したころの存在に似ており、認知症の患者さんからは、まる

追加スライド 44	 
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で遙か彼方の「提督」のような存在に見えるこ

とから、「アドミラルナース」と呼ばれるよう

になっています。 	 

そして終末期においては、患者さんが終末期

だと予測できない場合は、急性期病院へ入院さ

せることがあります。しかし、終末期に近い認

知症の患者さんの多くは、養護施設に入所して

おり、それらの施設のスキルや対応はさまざま

で格差があります。 	 

また、認知症終末期にホスピスはどういう役

割を果たすのか、いつホスピスが関わるべきな

のか、というと、それはイギリスにおいても依

然としてまれなことだと申し上げておきます。 	 

というのも、認知症の人のほとんどにはホスピスは必要ないと考えられているからです。それに、認知症のような患

者さんが現在のホスピスに入ると、ホスピスとしての管理が難しくなる、という理由もあります。 	 

たとえば、セントオズワルズホスピスには出入り口が 3322カ所あるのですが、どれも鍵がかかるようにはなっていませ

ん。また、病棟に囲まれた中央に池があって、その脇を人びとが通り抜ける動線になっています。そういう環境のとこ

ろに、徘徊するような人がはいってその管理をしなければならないとなることは、現状ではできないことだからです。 	 

 	 

〈追加スライド６〉 	 しかしながら、事態の

進展�はあります。NNHHSS（英国保健サービス）発

行のドキュメント「認知症の人のための終末期

へのケア」（CCaarree 	 ttoowwaarrddss 	 tthhee 	 eenndd 	 ooff 	 lliiffee 	 

ffoorr 	 ppeeooppllee 	 wwiitthh 	 ddeemmeennttiiaa;; 	 AA 	 rreessoouurrccee 	 

gguuiiddee,, 	 22001100）があり、認知症の人とケアする

人は、どこに行って相談すればいいのかなどが

わかるようになっています。 	 

この文書では認知症を３段階に分けており、

まずレベル１は、アドバイスやサポート、教育

をしてもらうことによって、ほとんどの人が認

知症を十分にケアできる段階、としています。 	 

レベル２は、やはりアドバイスやサポート、教育を継続的にうけながら、一般の人でもケアが可能で、ときどき、特

定の治療目的で専門的緩和ケアチームがごく短い期間だけ関わればすむレベル、としています。 	 

そしてレベル３は、かなり複雑なニーズをもった認知症患者を対象とし、専門的緩和ケアチームだけがそれら複雑な

ニーズに対応可能ですから、日々のケアをしている人たちと連携しながら、かなり長期間にわたって関わっていく必要

追加スライド 55	 

追加スライド 66	 
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があるレベル、としています。 	 

最後に、ホスピスケアについてですが、これは先ほども述べたように、ほとんどの認知症患者には必要ないかもしれ

ないと考えられており、それはなぜかというと、本当の終末期になっている認知症患者はもう動けません、しかし大変

なのは、まだ自分で動ける認知症患者さんだからです。 	 

 	 

〈追加スライド７〉 	 最後のスライドを、認知症の課題と

してまとめます。 	 

まず、政府・行政の関与による投資が必要です。専門家に、

認知症は末期疾患であると認識してもらうことが必要です。

病院および高齢者施設でのケアのレベルを向上させる必要が

あります。地域社会において、認知症ケアができる人材を増

やし、認知症入院施設なども確保していくことが必要です。

我われのような専門家を含めた、より良いケアをめざす教育

と訓練がさらに必要です。そして、何よりも大切なのが、ケ

アと意思疎通の調整能力を向上させることが必要です。この

点は現在なにもできていないに等しいからです。 	 

しかしながら、イギリスの我われもまだこれらの課題はまったく達成できていません、道のりはまだまだなのです。

〔拍手〕 	 

 	 

座長（赤瀬） 	 ありがとうございました。英国でも認知症のケアでは難しい問題をいっぱい抱えているとのことです

ので、これから取り組んでいこうとする日本でも大きな壁があると思います。それを今後、みなさまと一緒に考えてい

きたいものです。 	 

それでは、会場からご質問をお願いします。 	 

●専門医との関わりについて 	 

会場（男性） 	 一つご教示ください。非がんの慢性疾患に関するホスピスケア、終末期ケアというお話をしていただ

いたと思うのですが、私には、英国におけるその仕組み、制度がちょっとわかりにくく感じました。日本との制度上の

違いが当然あると思うのですが、日本では心不全や呼吸不全の末期は、入院患者であれば専門のドクターが病院で看取

る、在宅であれば開業医が看取る、という流れにあります。それぞれに対する報酬は介護保険で賄われだけで、他の疾

患治療ととくに変わっているところはありません、変わってきたのは、がんの患者さんに対してだけです。 	 

そこで、いま英国では、そういう専門医は看取りにまで携わるのでしょうか。携わらないのであれば、それはホスピ

ス医などが関わるのでしょうか、あるいは別の診療報酬があるのでしょうか。つまり、専門医が看取るのと、ヒュース

先生などホスピス医が看取るのとで、診療報酬のどこにどういうシステムの違いがあるのでしょうか。 	 

 	 

ヒュース 	 私はがん専門医でして、循環器専門医ではありませんので、そういう心不全の患者さんを治療する場合に

追加スライド 77	 
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は必ず循環器専門医と協働して患者さんにあたるようにしています。ですから、私が単独で心不全の患者さんをみるこ

とはありません。でも、日本の場合はアプローチが異なるでしょう、一般医などからのアプローチがあるのかもしれま

せんが、イギリスの場合は専門化がかなり進んでいますので、よく問題になっています。 	 

たとえば、ゲーツヘッドの循環器専門医は私とよく一緒に仕事をする医師ですが、心不全の患者さんが治療しても改

善しないとなると、その患者さんへの関心がなくなるんですね。これはなぜかというと、患者さんとのコミュニケーシ

ョンをするトレーニングをうけていないからなのです。つまり、医療という点ではすごく優秀なのですが、コミュニケ

ーションを怖がります。 	 

私がゲーツヘッドに行って最初に紹介された心不全の患者さんの経験をお話ししますと、心外膜炎でアルコール依存

症ももった若い人でしたが、疼痛治療のためにこの人のところに行ったところ、「どうして心臓移植をしてもらえないの

か」と言われました。「いやー、それは私にはわかりません、何か理由があってできないんでしょう」と私は答えて、

「じゃあ、これから調べてきますよ」と応じました。担当の循環器専門医に話すと、「それは意味がない」というような

ことでした。そこで、私と親しい心臓外科医に尋ねると、「アルコールを止めて、タバコも止めれば、候補になれるか

も！」。その患者さんは我われのデイホスピスに１年間通院したのですが、催眠療法をうけてタバコを止めることができ、

アルコールもその１年間止めていました。そして、心臓移植して、その後６年間生きたのです！ 	 ということで、緩和

ケアは彼を治すことができたのです！ 	  	 

●	 "Knowledge	 speaks,	 but	 wisdom	 listens." 	 

会場Ｎ（看護師） 	 ヒュース先生のお話にあった地域の事前調査で、在宅療養中の非がんの患者さんの多くは自分の

死期が近いことを知っているのに、周囲からそのことを語られることは少ないというデータが出たとのことには、たい

へん興味深く感じました。おそらく日本でも同じ状況にあると思われます。がんの人は余命告知をされるのに、非がん

の人は予後をはかりがたく、長い経過のなかで良くなったり悪くなったりを繰り返しながら死期を迎えて、ある日突然

帰らぬ人となるというのも、よくわかるのですが、それでも、よくコミュニケーションをとっていくことが、死期を自

覚して迎えるために大事だとおっしゃられました。そのコミュニケーションをとるなかには、専門医もはいると思うの

ですが、専門医がそういう話しをするのか、それとも緩和ケア医がするのか、具体的に実際の話し合いとしてはどうい

うケースが考えられるでしょうか。 	 

 	 

ヒュース 	 まずは、コミュニケーションは大切だという認識を私同様に持っていただいている点に、たいへんうれし

く思います。そこでご質問の件ですが、だれが告知するかという問題ではなく、だれが患者さんの言うことに耳をかた

むけるのか、が重要だと申し上げましょう。 	 

ミュージシャンのジミ・ヘンドリックスはとても賢いことを歌っています——「KKnnoowwlleeddggee 	 ssppeeaakkss,, 	 bbuutt 	 wwiissddoomm 	 

lliisstteennss..（知識は自ら話をするけれど、知恵は人の話を聞く」——がそれで有名ということではありません（笑）。彼が

言っているのは要するに、患者さんが考えていることを聞かなければ、こちらからどんな情報を提供すべきかわからな

い、ということになると思います。 	 

２年ほど前に私は小学生に話をする機会があり、ブリーフケースを持っていって、「この中には医師にとって最も大切

なものが入っている」と見せてカバーを開け、とても大きな耳の造作を取り出して、自分の耳に取り付けました（笑）。 	 
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ともかく、患者さんがどんなことを考えているのかがきちんと分からなければ、我われからどんな情報がほしいのか

さえも分からないと思います。我われがひとりよがりで、これを伝えなければならない、ということではないと思いま

す。ˇ…ˇ…これ、お答えにはなっていませんね（笑）。 	 

実際、心不全の患者さんがいるなら、循環器系の専門医と相談して、患者さんの現状がどうなのかを知る必要はあり

ます。そして、その専門医が患者さんに直接、告知をするのはいやだという場合には、私が引き受けます。でも、一緒

にするのが一番望ましいと思います、お互いに学びあうことが多々あり、専門医のほうは私からコミュニケーションの

方法を学んでもらえるはずですから。 	 

●病状の評価・手法について 	 

会場Ｋ（開業医） 	 在宅診療に特化したクリニックの医師です。先ほどのお話の、病状について語るということに関

連してですが、患者さんに専門医から詳しい話がされていなくて、私から話さなければならないことはよく経験します。

がんの患者さんにおいてもそういったケースはとても多いです。で、非がん疾患の場合、病状の評価はがん以上に難し

いのではないかと私も思います。がんであれば、病院を退院して在宅に戻られるときに、正確に評価されていることが

多いのですが、非がん疾患の場合、予後も話されていない、検査しようにも通常の在宅診療ですと、経過が長いにもか

かわらず評価する機会がなかなか得られない。患者さん自体を動かせない、寝たきりの場合が多いことがあるからです。 	  	 

ヒュース先生がお話しくださった症状コントロールによって病状評価を正確に行うことが必要だと感じています。ヒ

ュース先生らの場合、病状評価は主に在宅のセッティングでされているのか、あるいはその都度、病院やホスピスでさ

れているのか、そのあたりはいかがでしょうか。 	 

 	 

ヒュース 	 自宅でできる場合には、症状の評価は自宅でするようにしています。私はふだんはニューカッスル近くの

ゲーツヘッドにいますが、この町ではマックミランナースが最初に患者さんに会い、それから手配の指示がきて私が患

者さんに会う、というのがふつうです。病院のカルテを見るにしても、患者さんの医療情報はあまり多くありませんの

で、その場合には自分として最善を尽くすしかないのですから、そういうときは患者さんとよく話をしていろいろと聞

き出すようにしています。どんな診断がでたのかということだけではなく、患者さんがどう説明をうけているのかを聞

き出すのです。しかし通常は、患者さんのところへ診療に行く前にまず２日ほどかけて、カルテ類を集めて診療情報を

引き出します。 	 

しかしご指摘のように、非がん疾患の患者さんの場合については、たしかに、どんな症状なのかが考えられずに、ま

ず検査のために病院へ送られる、というケースが我われのところでも多々あります。ですので、症状について考えるに

は、まず在宅で徹底的に評価することが重要だと私も思います。 	 

先ほど話した心臓移植をした男性患者についてですが、彼が胸が痛いと訴えた主治医は狭心症だと判断していました。

私は彼の話を聞き、心音も聴いて検査をしてみましたら、狭心症ではありませんでした。これも、きちんと検査をして、

細かいところに注意しながら評価するようにできれば、正確に症状を評価できるはずなのです。ただ、在宅で評価しよ

うとしたがよくわからないという場合には、病院やホスピスに来てもらい、１、２週間かけて評価を出すようにしてい

ます。おおよその数字ですが、在宅で評価できるケースが 8800％、ホスピスにきてもらうケースが 2200％、というのが我わ

れの現状だと思います。 	 
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会場Ｋ 	 評価の手段としては、どういったことをやっておられるのでしょうか。 	 

 	 

ヒュース 	 まず、これまでの病歴を聞きます。在宅での検査についてはせいぜい血液検査ぐらいで、それまでに大方

すんでいることが普通ですから、ほとんどしません。 	 

イギリスでは入院のたびにあまりに多くの検査が行われるのですが、だれも患者さんの話をきちんと聴こうとはしな

いんですね。私はシンプルな医師なのでシンプルに治療します（笑）。 	 

 	 

座長（赤瀬） 	 ありがとうございました。そうしましたら、時間もかなり超過してきましたので、質問の受付は終わ

らせていただき、ここまでのディスカッションを加藤院長にまとめてもらいます。 	 

●ディスカッション総括 	 

 	 

座長（加藤） 	 みなさま、長い時間をどうもご苦労さまでした。 	 

実は私は、本日のテーマである「非がん疾患の患者さん」への緩和ケアの問題を抱えて、英国でのセミナーに何度か

参加しました。それらの会場で、参加者の方々に手あたり次第、「がんの緩和ケアと非がんの緩和ケアとどちらが難しい

か」と尋ねてみました。返ってきた反応は百パーセント、「非がんのほうが難しい！」というものでした。 	 

その理由はなぜかをさらに問いますと、「先行きが予測できない」、それから「話が十分になされていない」、さらには

¢｢治療すればなおることがある」そういう返答でした。そして、「そこにはご家族の問題、社会的な問題、経済的な問題

などさまざまな問題が絡んでくるから」とも言われました。現在の日本が直面しているのが、まさにこれらの問題です。 	 

私は昨年、国内の２つの学会で、いろいろな方々の座長・司会を務めさせていただきました。日本の比較的高名な学

者の方々でしたが、その方々の調査によれば、さきほどのお話のなかにもありましたが、「多くの患者さんたちが、情報

をちゃんと伝えられていない。もし情報を伝えられていれば、本人の選択はかなり違ってきたはずだ」とのことでした。

ですから、「いま必要なことはやはり、情報を伝えること。とくに病院においてだけでなく、介護施設にいる方々も、医

師がそこに介在して、その方々がおかれている状況をタイミングよくちゃんと話していれば、むだな治療を避けること

ができる」と述べ、そして「病院ではなく介護施設において、安らかに永眠できる」という調査結果を報告されていま

した。 	 

私が卒業した 4400数年前の当時、がんの告知が大きな課題となっていました。そして今、非がん疾患の方々に、ご自分

の病状がどういう状況にあるかをしっかりと話してあげようという動きがあることは、がんの告知という問題のあった

当時と非常に似ていると思われます。 	 

これからの私たちの社会のなかには、高齢者向け住宅がたくさん建てられることでしょう。実際、多くの企業がビジ

ネスマンを対象に高齢者用住宅を建てています。私たちの周辺で古い家に独居している彼らの親兄弟をそこへ送り込め

ば、一見それで済む問題ではあります。が、私たちの目の前から高齢者が消え去っても、高齢者自身の苦痛が消えるわ

けではありません。ですから私たちは、どのようにして彼らの行き先を良くしていったらいいのか、今後みんなで協力

しながらケアの質を良くしていくことが必要だと思います。 	 
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今日はそのために考えるヒントを与えていただいたと私は感じています。エラムさん、ヒュースさん、長時間にわた

ってどうもありがとうございました。我われに大きな示唆をあたえてくださいました。みなさん、今一度大きな拍手を

お贈りしましょう。〔拍手〕 	 

 	 

座長（赤瀬） 	 閉会にあたり最後に、並木町二丁目町内会会長の石井聖様にご挨拶を賜りたいと存じます。 	 

 	 

《閉会のご挨拶》	 

石井聖様	 並木町二丁目町内会会長 	 

英国からはるばるいらっしゃってくださった両先生、まことにありがとうございました。 	 

私的な話からで恐縮ですが、私の長女が平成 2200年２月にがんで手術しました。大阪にいましたので 	 

大阪で手術したのですが、緩和医療と療養は岡山にもどってしたいということで、私が加藤先生に相談しましたとこ

ろ、岡山済生会総合病院へ移ってくることができました。また、その後の在宅緩和医療と訪問看護でも加藤先生のとこ

ろでみていただくなど、ふだんから個人的にだけでなく、町内会の老人クラブでも顧問になっていただいており、加藤

先生には公私ともにお世話になっております。 	 

さて、本日は、がん以外の疾病の人や高齢者への緩和ケアの話でしたが、私は平成 1100 年と 1177 年にスウェーデンとデ

ンマークの高齢者施設を視察研修する機会があり、一番に感じたのは、施設で暮らすお年寄りの元気で豊かな表情でし

た。なんの不安も感じない生活をおくっているとのことで、というのも、医療がすべて無料、年金も当時の日本円にし

て約 1155 万円で、施設には 1122 万円を払って残り３万円がお小遣い。週に一度みんなで買い物に行くのがいちばんの楽し

みと、ほんとうにみなさん生き生きとされていました。 	 

しかしその分、国民負担は大きく、仕事に就いている人の平均で所得税 5500％、消費税は当時で 2255％で、国民がこれだ

けの高率負担をしているわけです。日本もやがてその方向に向かうと言われていますが、もう一つ彼の国々では小学校

から福祉�教育を徹底して行っており、ですから大人になっても税の負担が大きいことに納得しているし、高齢者施設の

自分の部屋には自分が使ってきた家具類も持ち込めるので、高齢になるのに不安を感じないとのことです。そして、亡

くなると、教会が公費で葬式をしてくれるのだそうで、ほとほと感心して帰国した次第でした。 	  	 

日本と単純�に比較することはできないでしょうが、加藤先生には、がんの人とともにがん以外の疾病の人への緩和ケ

ア、さらには高齢者への緩和ケアにも力を入れてくださっており、地元のものとしてはたいへん心強く思っております。

私どもの町内会は約 11000000 人いますが、そのうち 1155％が 7700 歳以上で、ここ数年毎年 1122〜1133 名の方が亡くなっていると

いう具合に、高齢化が進んでいます。しかし加藤先生がいらっしゃるので、私たちの町内会の高齢者は安心して生活し

ていけるとみな言っております。 	 

そういったことで、本日はほんとうに有意義なお話をうかがうことができました。今後もよろしくお願い申し上げま

す。ありがとうございました。〔拍手〕 	 

 	 

座長（赤瀬） 	 以上をもちまして、「英国ニューカッスル地域緩和ケアチーム来日講演会 	 iinn 	 かとう内科並木通り診療

所」を終了させていただきます。本日は長時間にわたりご清聴いただきまして、ありがとうございました。なお、この

あとにエラム先生、ヒュース先生を囲んでの懇親会を予定しています。お時間の許す方はどうぞご参加ください。■ 	 


