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平成 2255（22001133）年 11月 1144日（月・祝）1133::3300〜1177::4400 	 

於：岡山コンベンションセンター 	 11FF 	 イベントホール 	 

≪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」 	 

≪共催≫ 	 緩和医療研究会，岡山プライマリ・ケア学会，岡山大学大学院緩和医療学講座・野の花プロジェクト 	 

 	 

 	 

 	 

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」 

 	 

 	 

通訳： 	 小笠原ヒロ子氏 	 

 	 

座長： 	 菅崎仁美看護師（岡山訪問看護ステーション看護協会） 	 

 	  	  	  	 加藤恒夫医師（かとう内科並木通り診療所院長，本会世話人） 	 

 	 

●開会の辞 	 

松岡順治医師（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科緩和医療学講座教授，本会世話人） 	 

 	 

みなさん、こんにちは、岡山大学の松岡です。本日は午前中ひじょうに冷たい雨が降りましたが、その雨もあがって

このように多くの方々がお集まりくださいました。みなさまの熱気が雨を止めたのだろうと思っております。 	 

今日は遠く英国から、ジェームズ・エラム氏とアンドリゥー・ヒュース先生をお招きして、このような講演会を催す

ことができました。イギリスはみなさまよくご存知のように、近代ホスピス発祥の国であります。ある報告によります

と、GGoooodd 	 DDeeaatthh（よい死）を見比べたときに、イギリスは OOEECCDD参加国の先進国のなかでトップになっていると、そうい

うデータがあります。先ほどお二人の先生に、どうしてイギリスはトップであることができたのでしょうかとお尋ねし

たら、「それは英国の私たちにとっても驚きであった、私たちは日々、自分たちの医療を改善しているのです」というお

話でした。そういう神髄を本日は聞かせていただけるのではないかと私は思っております。 	 

それとともに私たちは、やはり、どのように生きていくか、そしてあるいは、どのように幸せな死を迎えるかという

ことを、常日頃から考えていかなければいけない、あるいは、私たちの地域での医療をよくしていくために、地域その

ものを創っていかなければいけない、ということが、今日のお話のもう一つのテーマではないかと思います。 	 

実は、このような講演会を開催することができたのも、かとう内科並木通り診療の加藤恒夫先生が、緩和医療を日本

でなんとか根付かせたいとずっと長く携わってこられたなかで、なんどもイギリスに足を運ばれ研修を積み重ねてこら

れたからであることを、みなさまにはぜひ知っておいていただきたく思います。加藤先生に拍手をお贈りたいと思いま

す。 	 
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ほんとうに、こういう会が岡山でできるのは、私たちには幸せなことだと思います。ぜひ岡山を、日本一住みよい地

域にして、そして私たちが安心・安全に暮らせる、そして私たちが健やかな人生を過ごせるような、そういう地域にみ

なさまと一緒に創っていけるよう祈念しまして、私のご挨拶とさせていただきます。 	 

 	 

座長（加藤） 	 みなさま、こんにちは。ご多忙のところをこんなにも多くの方々にお越しいただきまして、ありがと

うございます。ここからの司会進行は菅崎さんと私とで務めさせていただきます。 	 

できるだけディスカッションの時間をとりたいので、本来なら講師の紹介、ご略歴の紹介をまず行うところですが、

お配りした資料に印刷物として入れておりますので、それをご参照ください。またお二方は、大量のスライド資料をつ

くってくださいましたが、時間の関係で直前に約半分に減らさせていただきました。本日ご来場のみなさまにお配りし

た資料は当初のフルテキスト版をプリントしたものとなっていますが、講演では半分にカットされておりますことを、

お断りさせていただきます、どうかご了解ください。 	 

本日の講演内容は、日本とは文化と制度が異なるイギリスから、さまざまなことや知識を学ぶ、というよりは、違い

の何かに気付く、そしてそのうちの何かを自分の持ち場で実践することができるはずだと考える、そういうことを企図

しております。学ぶことよりも、気付いていただきたいと思います。 	 

座長（菅崎） 	 それではさっそく、講演会第１部を始めさせていただきます。英国セントオズワルドホスピス上級専

門医のアンドルゥー・ヒュース先生から、「英国における緩和ケア：過去、現在、未来──非がん疾患に向けて──」と

題してお話ししていただきます。ヒュース先生、よろしくお願いいたします。 	 
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講演１	 英国における緩和ケア：過去、現在、未来 

──非がん疾患に向けて── 

 	 

 	 

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［緩和医療コンサルタント］） 	 

	 	 	 DDrr.. 	 AAnnddrreeww 	 CChhaarrlleess 	 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、ゲーツヘッド緩和ケアチーム・がん診療 	 支援員、その他 	 

 	 

 	 

〈Hughes スライド１〉 	 松岡先生、加藤先生、菅崎先生、

ご紹介いただきましてありがとうございます。そして、会場

のみなさま、本日はこのように著名な方々をまえに、またこ

のように多くの方々にお集まりいただき、お話しできますこ

とを、たいへん光栄に存じます。 	 

本日は、イギリスにおいて緩和ケアはどのように発展�して

きたのかをお話しします。とくに、がんもそうですが、非が

ん疾患に対しての取り組みがどのように始まったのか、その

あたりの説明を中心にしていきます。 	 

緩和ケアの考え方は、このスライド１にあるデーム・シシ

リー・ソンダースに始まるわけで、女史の話に触れずして緩

和ケアの話を始めるわけにはいきません。最初の近代ホスピ

ス、セントクリストファーズホスピスをロンドンに開設した

のは、ソンダース女史です。〔以下スライド番号のみ記す〕 	 

 	 

〈スライド２〉 	 私たちの活動する地域について、ちょっ

と地理的な説明をしておきます。イギリスのイングランド北

Hughes スライド 1 	 

スライド 2 	 
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部にあるニューカッスル市に私たちの活動拠点があります。都市部もあれば周辺には田園地帯もあり、田園地帯はかな

り広がっています。 	 

セントオズワルズホスピスはニューカッスル市内中央を東西に流れるタイン川の北側にあります。我われの周辺には

美しい風景がひろがり、海岸も近く、そして何よりも古くからの文化があります。 	 

 	 

〈スライド３〉 	 では本題に入るまえに、本日のお話の骨

子をご紹介しておきます。 	 

まず、緩和ケアはがんで始まりましたので、その話をしま

す。 	 

それから、緩和ケアはがんから拡大していきましたので、

その流れを説明します。 	 

そして、そうした非がんの患者さんのニーズがどのような

ものであるかについてお話しし、さらにニーズを満たしてい

く対応はどのようにしたらいいかをお話しします。 	 

最後に、緩和ケアの将来と課題についてお話しします。これはイギリスを念頭においての話になりますが、状況とし

ては日本にも通じるのではないかと思います。 	 

 	 

●１．�緩和ケアの始まり──がん 	 

 	 

〈スライド４〉 	 緩和ケアはどうして始まったのかˇ…ˇ…2200 世

紀の初頭に医学は大きく進歩し、感染症では人々は死ななく

なりましたが、他の病気に脅かされるようになりました、特

にがんがそうです。 	 

医療技術は大いに進歩したわけですが、その過程で失われ

た何かがあります。医療の重点が、人間そのものよりも身体

的不調におかれるようになり、病院は“治療の成功”に重点

をおくようになって、患者のケアという点がおろそかになっ

ていきました。 	 

さて、私が外科医として初めて病院に立った日、私は病棟

で「どうして病室は個室にしないのですか」と質問したものでした。私の両親がいたのでそう尋ねたわけでもあります

が、そのときの緩和ケア専門医のことばは、「この患者さんは、もう死が近いので、モルヒネの量を倍にしましょう」で

した。 	 

ここで、ホスピスケアという事柄がはいってきます。 	 

 	 

〈スライド５〉 	 ホスピスケアは元々は、1133 世紀のフランスで十字軍から帰還した騎士たちのために始まりました。

スライド 3 	 

スライド 4 	 
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しかし世界は、11995500 年代のイギリスでの再開発祥まで待たさ

れることになります。11995500 年代にマリーキュリー記念財団が、

がんで終末期を迎えている患者の看護施設として、ホスピス

を発展�させたのです。 	 

そして、あのシシリー・ソンダースが登場します。ソンダ

ース女史は最初はソーシャルワーカーとして教育をうけ、そ

れから看護師になり、さらに医師になって、マリーキュリー

の看護施設で多職種チームを形成して活動したのちの 11996677 年、

女史はセントクリストファーズホスピスを設立しました。 	 

 	 

〈スライド６〉 	 “緩和ケア”ということばは、11997700 年代の中頃までは使われておらず、当初は“終末期ケア”（タ

ーミナルケア）という言い方でした。 	 

しかし、死が間近でなくても命を脅かす疾患の人たちにも、

緩和ケアのスキルは同様に適切であることが、11997755 年頃から

認識されるようになりました。 	 

11998877 年には緩和医療は、王立内科医協会で専門分野として

認められ、医療の主流に立ち至ったのです。 	 

 	 

〈スライド７〉 	 では、なぜ、がんが緩和医療の中心的な

対象になったのでしょうか。理由はいくつか挙げられます。 	 

ほとんどの人はがんを致命的な疾患としてとらえています。

緩和ケアそのものは、苦しみと死に対応するものとして発達

してきたので、がんが当然の出発点でありました。 	 

また英国では、緩和ケアはもともと慈善から始まりました。

慈善の事業はその地域の人びとに支えてもらう必要がありま

す。また資金集めのためには、「社会の心」をとらえる必要が

ありますし、そのためには、意義あるやり方で活動していく

必要があります。がんは疼痛、苦痛、尊厳の喪失や死を意味

するという点で、典型でありますので、まず対象に挙げられ

たのは当然といえるでしょう。 	 

スライド 5 	 

スライド 6 	 

スライド 7 	 
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●２．�がんからの拡大 	 

 	 

〈スライド８〉 	 しかし統計を見てみますと、当時のがん

による死亡率は 2255％で、7755%%はそれ以外の疾患で亡くなって

いるのです。ですから、非がん疾患の患者さんの終末期も、

がん終末期の患者さんと同じような対応を受け、同じ高い基

準のケアを受けられるようにするにはどうすればよいか、と

いうことを考える必要があります。 	 

 	 

〈スライド９〉 	 私は今回、日本で講演するにあたって、

日本での死因について調べてみましたが、その数字について

はみなさまのお手元の資料に出しておきました。 	 

ここでは、22001100 年の英国における全男性の死因トップ 1100

を取り上げてみます。全男性の死亡者数は 2233万 77,,991166人で、

スライド９のグラフの薄緑色ががん、橙色は非がんが死因で

す。死因トップは虚血性心疾患で、非がんの死因が多いと一

目でわかります。 	 

一方、日本の 22001100 年の統計では、悪性腫瘍つまりがんが全

体の 3300％近くと死因トップになっています。ちなみに、英国

の死因統計のがん種別をすべて加算すると 2233％ですので、極端な違いはなく、日本でも非がんで亡くなる人が 7700％もい

るとわかります。 	 

 	 

●３．�非がんの患者のニーズ 	 

 	 

〈スライド 10〉 	 非がんの患者で死期が近づいた人のニー

ズは、どんなものでしょうか、それを知る方法はないのでし

ょうか。 	 

英国では、「ターミナルケアの地域研究」という非常に重要

な研究が 11999900 年代初頭に実施されました。これは、イングラ

ンド 2200 医療地区の 1166 歳以上の死亡証明書から 227700 人の死亡

者を無作為抽出し、その近親者を割り出して死亡前 1122 カ月に

ついての聞き取りをしたものです。合計 33,,669966 人との面接調

査が行われ、下記についての情報を聞きだしました。 	 

すなわち、サービスをどのように利用したのか、その満足

スライド 8 	 

スライド 9 	 

スライド 10 	 
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度はどうだったのか。患者にはどのような症状があり、症状管理はどのくらいうまくいったのか。また、その患者さん

と専門職との意思疎通はうまくいっていたのかどうだったのか。さらには、ケアや死別とそれへのサポートの体験はど

うだったのか、などの聞き取りです。 	 

 	 

〈スライド 11〉 	 「ターミナルケアの地域研究」は多くの

論文をうみだし、大きな成果をあげましたが、ここでは、非

がんの患者についての調査結果にしぼってお話しします（ア

ディントン--ホール、マッカーシー、11999955年）。 	 

非がんの終末期の患者さんは、がんの患者さんに比べて、

次のような傾向があります。まず、年齢が平均 8855 歳以上と高

いこと。独り暮らしが多いこと。最後の１年を療養施設でお

くった人が多いこと。最期は病院で迎えた人が多いこと。日

常生活動作（AADDLL）で少なくとも一つは１年以上にわたって介

助が必要だった人が多いこと等のほか、自宅での死亡が少な

く、これは私自身恥ずかしく思うことですが、一人としてホスピスで死亡した人がいなかったことです。 	 

ただ、これらの事実は 11999955年時点のことであって、今はもっといい状況になっていることを願っています。 	 

 	 

●４．�非がん患者の緩和ケアの課題とは 	 

 	 

それでは、非がんの患者さんにはどんな緩和ケアが必要なのか、どうしたらわかるのでしょうか。 	 

■１．緩和ケアを必要としている患者数 	 

 	 

〈スライド 12〉 	 がんの患者の 2255％は専門的緩和ケアを受

けていますが、非がんの患者で専門的緩和ケアをうけている

のは１％に過ぎません。そして、ホスピスの入院病床で非が

んの患者に割り当てられているのは、現在でも 1100％未満しか

ありません。 	 

この事実からは、どんな選択肢が考えられるでしょうか。 	 

まず第１に、専門的緩和ケアの提供を全体的に増加させる

ことがあげられますが、しかし、その資金はどこから得られ

るでしょうか。 	 

２つ目として、現在の緩和ケアサービスを、非がんの患者へ再分配することがあげられますが、そうすると、がん患

者へのサービスが手薄になってしまいます。 	 

あるいは３つ目に、すでに非がんの患者のケアに携わっている人たちが、良質な緩和ケアができるようにして充足さ

スライド 11 	 

スライド 12 	 
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せることがあげられます。しかしこれについては、非がんの患者の緩和ケア・ニーズが、がん患者のニーズと比べてど

うなのか、ということが問題になります。 	 

 	 

〈スライド 13〉 	 以上の事柄「非がんの患者への緩和ケア

の課題とは何か」を考えるときに、このスライド 1133 のグラフ

が参考になります。がんの患者と非がんの患者について、５

つの症状を比較したもので、がんの患者に多い症状としては、

吐き気とおう吐、褥瘡があります。しかし、呼吸困難、疼痛、

うつ状態については、非がんの患者にも多く見られる症状で

あることがわかります。 	 

このことから、非がんの患者の症状での苦しみは、がんの

患者の場合とそんなに変わらない、ということがわかります。 	 

 	 

〈スライド 14〉 	 そこで次に、「死」という切り口で見て

みます、つまり、死亡の場所と死に対する認識はどうなのか

を、がんの患者と非がんの患者とで比較するとどうなのか、

そのデータがスライド 1144です。 	 

このデータから、非がんの患者はがんの患者に比して、自

分の望んだ場所では死亡していないことがわかります。そし

て、非がんの患者の孤独死は、がん患者の２倍以上です。 	 

また、死期に対する認識について、がんの患者をケアする

人たちは患者の死が近いと大方が知っているのに対して、非

がんの患者をケアする人たちのほうはその認識が高くありません。 	 

さらに、心不全や呼吸器系疾患の患者について特にいえることですが、多くの患者が自分自身の死期が近いことを知

らずにいます。知っている人も、それは自分自身で調べて知った、という人が大部分です。というのも、非がんの患者

をケアする専門職の多くの人が、患者に死期の話をすることを嫌がっている、という事実があるからです。 	 

■２．緩和ケアを手の届くものにする 	 

 	 

〈スライド 15〉 	 非がんの患者とケアする人たちに、緩和

ケアを手の届きやすいものにしていくにはどうしたらいいで

しょうか。そして、非がんの患者とケアする人たちがなぜ緩

和ケアにアクセスできていないのか、を考えてみます。 	 

まず、彼らの緩和ケアへの期待値が低いということがあり

ます。 	 

スライド 13 	 

スライド 14 	 

スライド 15 	 
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一般の人はホスピスというものを知っていますが、その見解は「ホスピス＝がん」というものです。 	 

また、非がんの患者をケアする専門職の多くが、疾患の進行過程を十分に認識していないために、予後が短いと知ら

ないでいることがあります。 	 

そのことを患者と話すコミュニケーションが不足するため、専門職による事前計画が作成できない、ということにつ

ながります。 	 

私が勤務する病院でも、専門職に他のアプローチが取れることへの認識が足りないのが現状で、たとえば私が行なう

症状管理を、それは死期を早めると思っている専門職さえいます。 	 

しかし、その緩和ケア自体にも問題があります。緩和ケアに携わる専門職に、非がんの患者とその疾患の管理にかん

する専門知識が不足している問題です。我われ緩和ケアの側は、非がん疾患の専門家と手をたずさえていく必要があり

ます。 	 

とくに、非がん疾患の経過にかんする理解不足は問題です。 	 

がんとがんの患者については、我われはわかっている、少なくともわかっているつもりですので、きちんと手当して

いけば、生存率は上がり、また安定した状態を長い期間たもたせることができます。もし再発したり、あるいは進行し

てしまう事態が生じたら、それから症状がどのように増悪していくかを予測することができます。 	 

そこで、こうした対応を、非がん疾患、たとえば心不全や呼吸器系疾患の場合と比べるとどうなのでしょうか。 	 

 	 

〈スライド 16〉 	 全体的に、非がん疾患は増悪する期間が

長い軌跡をえがき、その途中でときどき緊急の対処を要する

瀕死の急性症状が発現しますが、なんども回復することがあ

ります。それは、治療が奏功したからということもあります

が、治療にかかわらずに回復する場合もあります。しかしな

がら、ある時に同様の急性症状がでて回復することなく死亡

する、という救急エピソードになります。 	 

こうした救急エピソードがいつどのように起きるのかを予

測することは、きわめて難しいのです。 	 

 	 

〈スライド 17〉 	 ここで、例えば MMNNDD（神経難病）を例に、

患者が緩和ケアを必要とするときの基準を考えてみましょう。 	 

まずはオリジナルモデルで、これは、診断のときから神経

内科や神経医学の専門医が治療にあたっていき、それは症状

が増悪するまで続きます。増悪があるレベルに達した段階で、

患者は緩和ケアに移送される、というものでした。緩和ケア

の関わりが遅いモデルで、今となっては過去のモデルとなっ

てしまいました。 	 

 	 

スライド 16 	 

スライド 17 	 
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〈スライド 18〉 	 その後にできたモデルがスライド 1188 で、

診断されてしばらくするとすぐに緩和ケアが導入され、時間

の経過とともに緩和ケアの責任が徐々に増えていく、という

ものです。 	 

このモデルは、創られてはみたものの、実際の治療現場で

実践されていることはほとんどありません。 	 

 	 

〈スライド 19〉 	 現実的なモデルとしては、スライド 1188

のモデルをもっとダイナミックにしたスライド 1199 のような

ものとなります。診断されたときから専門医と緩和ケアの２

本立てで関わり、患者の状態がどうなのかによって関わり方

が異なる、とくに、ある症状のきっかけごとに緩和ケアの関

わりが大きくなる、というダイナミックなモデルです。 	 

 	 

〈スライド 20〉 	 ダイナミックモデルを症例に即してみ

ましょう。現在、ホスピスに入院中のピーターさんで、写真

使用の許可をいただいています。診断は NNMMDD（神経難病疾患）

で、その診断を聞いたピーターは動揺したので、担当看護師

から緩和ケアへ連絡があり、まず心理的サポートが提供され

ました。そして本人から、事前のケア計画をつくりたいとの

要望がありました。そのケア計画に基づいて、デイホスピス

に通うようになり、現在も通院しながら主に OOTT による治療

をうけていますが、これまでに、嚥下が難しくなった際に

PPEEGG（胃ろう）を造設し、その後、よだれなどに対処するリ

ハビリのためにホスピスに入院して OOTT が催眠療法をしまし

た。また、SSTT（言語聴覚士）からはボイスセラピーが行なわ

れました。 	 

そうした症状管理は最近までうまくいっていたのですが、

ピーターの妻が関節リウマチを再発したため、今現在、彼は

ホスピスの入院病棟に緊急避難として入院しています。そし

て、非侵襲的人工呼吸器についての話し合いをし、夜間に使っています。 	 

こうした危機を乗り越えて、近いうちに自宅へ帰ることができるよう、我われは願っています。地域チームによる終

末期ケアのサポートをうけながら、自宅で最期を迎えたいと彼自身は望んでいます。 	 

このピーターの例から、緩和ケアが症状の必要に応じて適宜いつ介入していつ終わるのか、がお分かりいただけたか

と思います。もちろん、この期間中ずっと、神経の専門医がピーターを診察しており、彼はそのことを非常にありがた

スライド 19 	 
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いと言っていますし、神経医のほうもそういう対応ができることを喜んでいます。我われ緩和ケア医にとっても、神経

専門医が一緒に動いてくれなければ緩和ケアの目的を果たすことはできない、と考えております。 	 

■３．非がんの患者の身体的ニーズへの対応 	 

 	 

〈スライド 21〉 	 ここからは、非がんの患者の身体的なニ

ーズに合致する緩和ケアはどうしたらいいのか、を考えてい

きます。患者のことがきちんとわかっていれば、がんの患者

へのアプローチとまったく変わりません。 	 

まず、患者さんは不安を持っていますから、その対象を明

確にしたうえで、患者自身に優先順位をつけてもらいます。 	 

患者が優先順位をつけた順に、不安の原因と影響を特定し

て評価します。患者からは不安問題への細かい説明があるで

しょうから、そのたびにそれはどれくらい困ることかを尋ね

ていきます。評価としてその不安が患者にとってそれほど大

きな問題ではないとわかれば、我われがそれを治療したところで、患者の満足を得られないということがあり得ます。 	 

そうしたときに大切なのが、ていねいな説明、つまりコミュニケーションだと私は考えています。患者が持っている

疑問に、なぜなら、という説明があって、それに納得できれば、患者はちゃんと対応してくれることもあります。 	 

医師も、医療のクォリティの観点から、この疾患の推移に合わせて最適な治療をしているか、今よりももっと違うか

たちにできないのか、を考えていく必要もあります。そして、治療できるものは治療し、治せるものを治していきます。 	 

原因疾患が治らない場合、薬剤ならびに薬剤以外のアプローチを活用して緩和的に症状管理をしていきます。 	 

症状を消すことができない場合は、医療側でできるだけ患者を支援して、患者自身が症状に適応できるようにしてい

きます。 	 

■４．非がんの患者の心理的、霊的、意思疎通のニーズへの対応（11） 	 

 	 

〈スライド 22〉 	 次に、非がんの患者の心理的なニーズ、

スピリチュアルなニーズ、あるいは意思疎通のニーズへはど

う対応したらいいかを考えましょう。 	 

気分の落ち込みや不安、不眠といったことは、がんの患者

と同じようによくみられますが、これまでのさまざまな調査

研究から、がんの患者に比べて、非がんの患者では長期化す

ることが多いとわかっています。 	 

また、予後については、先ほども触れましたように、非が

んの患者の認識は、現実よりもはるかに甘い、つまり認識よ

スライド 21 	 
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りも現実のほうが短いことが多いです。これは、疾患が命に関わるものであるとの話し合いが専門職とのあいだでほと

んどなされないためでしょう。 	 

しかも、そうした手がかりはさまざまあるのにも拘わらず、専門職がそのチャンスをとらえていないことが多い、と

いう現実もあります。 	 

■５．非がんの患者の心理的、霊的、意思疎通のニーズへの対応（22） 	 

 	 

〈スライド 23〉 	 次に、とくにスピリチュアルな、霊的な

ニーズへの対応についてです。 	 

まず、これは人の治療であり、病気の治療ではないことを

おさえておきましょう。 	 

患者の「人となり」はどうなのか、何がその人の生きる原

動力になっているのか、がんばっていく力を与えているもの

は何なのか、ということなどをつかんでいかなければなりま

せん。また、一番恐れているものについても理解する必要が

あります。 	 

そして、その人の人生に意味や価値を与えているものは何

なのか。また、その人の信仰は何で、その宗教的実践、例えば礼拝などはどうしているのか、慣れ親しんだやり方はど

うなのか、それによってどういう安心感を得ているのか、などを理解してあげなければなりません。 	 

また、どういう人間関係を大事にしているのか、体調がだんだん悪くなっていくなかで、その人間関係をどうしてい

こうとしているのか。 	 

そして、我われのだれもが持っている「尊厳」を、その患者さんはどのように維持しようとしているのかˇ…ˇ… 	 

■６．ケアをする人のニーズへの対応 	 

 	 

〈スライド 24〉 	 非がんの患者のニーズに合致する緩和

ケアを提供するにあたっては、ケアする側の人のニーズも考

慮する必要があります。 	 

がんの患者に比べて、非がんの患者には長期ケアが必要で

ありながら、医学的には予後を予測することが現在はまだ難

しいだけに、ケアする人にとっては、患者の意思決定に責任

を持たされることがあり、それゆえに消耗感を抱きがちだか

らです。そういう責任感や消耗感に対して、より現実的な緩

和ケア、および感情面のサポートを提供していく必要があり

ます。 	 

スライド 23 	 
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また、ケアする人は無力感を抱きがちですが、これについては、事前のケア計画をきちんとたてることにより、かな

り緩和することができます。事前のケア計画をたてるには患者にも入ってもらうこと、その際にはとくに、何ができな

いかではなく、何ができるかを中心に組み立てることが大切で、こうした作業によって、不確定要素をかなり減らせる

ことがわかっています。また、この作業によって、患者もケアする人もお互いの考えがわかり、事態は大きく改善でき

ることがあるのです。 	 

最後に、ケアする人の「レスパイト（息抜き）」についてお話ししておきます。患者がデイサービスに通ったり一時的

に入院することによって可能になるわけで、病期が長期にわたるときのレスパイトは、ケアを持続するために非常に重

要なことである、と強調しておきます。 	 

 	 

●５．�英国における緩和ケア 	 

——非がん疾患に向けて、将来の課題：今後の道のり—— 	 

 	 

〈スライド 25〉 	 英国における緩和ケアの現在の提供状況

を、データでお見せしますと、まず 226622の入院施設があり、

そのうち 4422 は小児用で、それらホスピス・緩和ケア用の病

床数は 33,,550099床です。また、地域の緩和ケアチームが 228800以

上あり、在宅ホスピスサービスの組織が 112200以上、そして、

227722のデイケアセンターがあります。 	 

また最近では、病院の緩和ケアチームが増えており 335500近

くを数えています。専門的緩和ケアとしての医師は 11,,220000人

以上、看護士 88,,000000人以上などのほかに、PPTT・OOTT・社会福祉�

士・牧師（チャプレン）・心理士などがいます。 	 

しかしながら、これらすべてを含めた現在の体制であっても、非がん疾患に向けて緩和ケア提供を充足させるにはま

だまだ至っていません。 	 

 	 

〈スライド 26〉 	 しかも、これから申し上げる英国の将

来の傾向を考えると、緩和ケアの体制がまだまだ不十分であ

るとの重要性がさらに浮かびあがります。おそらく状況とし

ては、日本の場合もかわらないであろうと思います。 	 

英国ではこれから 22003300 年までに、死亡率が 1177％増加し、

22003300年の死亡者は 5599万を数えると予測されています。 	 

病気の期間も長期化すると予測され、一生のあいだで健康

のすぐれない期間が 22003300 年には男性で 1144..77 年間、女性で

1166..99年間になる見込みです。 	 

そして認知症、これは我われが現在直面している最大の問

スライド 25 	 
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題ですが、これからも増加しつづけ、22003300年までには３人に１人は認知症が原因で死亡するようになるでしょう。 	 

高齢者の人口が増え、英国では 22003300年までには 6600歳以上人口が 22,,000000万人になり、くわえて独居が増え、とくに 7766

歳以上の独居は 220000 万人になると予測されています。こういう状況ですから、コミュニティサービスがより良くならな

ければいけないというニーズが生まれているのです。 	 

 	 

〈スライド 27〉 	 英国では保健省の政策によって過去５年

間、非がん疾患の患者へも緩和ケアを提供する策定がなされ

てきました。そのベースとなったのが 22000044 年の下院および専

門委員会の報告です。その報告では、非がん疾患にも緩和ケ

アのニーズがあるのに対して現実には不公平となっている、

との認識が示されました。 	 

その報告にもとづいてその後、NNHHSS（英国の医療保健サービ

ス）の一環としてさまざまな疾患に対する緩和ケア適応の研

究が行なわれるようになっています。英国医療の指針を示す

NNHHSS 白書『ナショナル・サービス・フレームワーク』

（NNaattiioonnaall 	 sseerrvviiccee 	 ffrraammeewwoorrkkss 	 ((NNSSFFss)) 	 ）のなかには、緩和ケアと終末期ケアの考え方が盛り込まれ、心不全や腎不全

の患者への医療、高齢者のための医療、あるいは長期にわたる疾患の医療などにも、それぞれ一章が設けられています。 	 

しかしながら、他の領域の専門家と緩和ケア自身のなかにもいろいろな抵抗感があるのが事実なので、それらを克服

していかねばなりません。 	 

また、国の医療保健政策にもさらに提言していかなければなりません。これは、専門家だけが意見を述べればいいの

ではなく、国としては患者自身のことばに耳をかたむけたいとのことですので、患者の見解もまとめて提出していく必

要があります。 	 

もちろん、他の領域の専門家とも連携を深めていく必要があり、患者のよりよいケアのためにお互いから学び合わね

ばなりません。 	 

そうした共同研究をして結果を公表する必要があります。例えば、私の地元の地域にいるある医師は、「パーキンソン

病における緩和ケア」のテーマで博士号取得をめざしており、その成果の一部公表によって、最近はホスピスへのパー

キンソン病患者の紹介が増え始めているのです。 	 

また、よい実践の例を共有していく必要があります。例えば、いま私が働いているゲーツヘッド地区では、心不全の

緩和ケアについて勉強する日を設けていたり、心不全専門看護士と緩和ケアチームが協働してパンフレットを作成し、

心不全に対する緩和ケアをプライマリケアではどうするのか、セカンダリケアではどうするのかといったことを記して、

関係者や一般市民にプロモーションするようにしています。 	 

 	 

〈スライド 28〉 	 以上のような活動を推進するさまざまな施策の一つとして、英国では現在、保健省による「終末期

ケア戦略 	 22000088」という政策が実施されています。 	 

スライド 27 	 
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この政策の目的は、人生の最期を迎える場所について、す

べての成人患者の医療および社会的ケアのニーズ、そして希

望に応えるようにすることにあります。 	 

終末期ケアの主要な 1122 の領域をカバーしており、それらを

通じてとくに強調されているのは、非がんの患者のほとんど

の人が慢性疾患期を経て死亡する、ということです。 	 

 	 

〈スライド 29〉 	 また、プライマリケアの領域で実用化さ

れている重要な取り組みがあります。「ゴールド・スタンダー

ド・フレームワーク」（GGSSFF）というもので、人生の最期を迎

えるすべての人のためのケアを可能にしようと、プライマリ

ケア医、緩和ケア医、そして大学との協働で作成されました。

GGSSFF の内容ではとくに、近いうちに死期を迎えるであろう人

をいかに早期に見出すかに重きがおかれており、その一部を

拡大してスライド 3300に紹介します。 	 

 	 

〈スライド 30〉 	 近いうちに死期を迎える人を見出すため

の GGSSFF、それは極めてシンプルな前提、「驚きの質問をする」

（AAsskk 	 tthhee 	 SSuurrpprriissee 	 QQuueessttiioonn）ことで始まります。たとえば、

患者を治療した医師はまず自分自身に問いかけるのです、「患

者がこれから数カ月のうちに亡くなったら、自分は驚くか？」と。 	 

「驚かない」のであれば、治療と

再評価を継続していきますが、「判断

がつかない、わからない」のであれ

ば、ステップ２として「全般的な衰

えの兆候があるかどうか」を考え、

さらにステップ３として「衰えの具

体的な臨床的兆候があるかどうか」

をみていったうえで、死期が近いと

判断できるときは、GGSSFF 基準にしたが

った終末期ケアのプロセスにはいっ

ていくことが促されています。 	 

 	 

スライド 28 	 

スライド 29 	 

スライド 30 	 
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〈スライド 31〉 	 もう一つ、いま英国全体で推進されてい

る重要な運動に、“死ぬことは大事：連合”（DDyyiinngg 	 MMaatttteerrss 	 

CCooaalliittiioonn）のキャンペーン活動があります。これは 22000099 年

に、英国緩和ケア協議会（NNCCPPCC）の提示したものに英国政府

が後援することになった運動で、「死ぬことは大事、より良い

死に方をしましょう、そのことについて話し合いましょう」

などの活動を展�開し、死ぬこと、死、死別について一般の人

びとの意識向上を目的にしているものです。 	 

このウェブサイトの内容はすばらしく、ビデオもあります

の で 、 み な さ ん 、 ぜ ひ ご 覧 に な っ て く だ さ い 。

hhttttpp::////wwwwww..ddyyiinnggmmaatttteerrss..oorrgg// 	 

 	 

〈スライド 32〉 	 さらにもう一点、

近年の大きな進展�として、英国保健省

の白書「緩和ケア基金レビュー22001111」

（PPaalllliiaattiivvee 	 CCaarree 	 FFuunnddiinngg 	 RReevviieeww 	 

22001111）の報告があります。それには、

緩和ケアを必要とする患者が増えてい

るにもかかわらず、各地方自治体にお

いては、それらすべての人にきちんと

適正なケアを提供するには緩和ケア資

源が足りないという現実がある、と報

告されています。 	 

また、政府のサポートを得ている緩

和ケア資源については、患者のニーズのレベルそれぞれに応じて、どのようにサービスされるべきなのかを考えていく

ための資料が掲載されおり、かんたんにご紹介します。 	 

まず、これからは現実にごく一般的なレベルの医療保健サービスとして、緩和医療以外の責任においても緩和ケアが

提供されていかなければなりません。例えば、GGPP（一般医）やソーシャルワーカーなど一般的な医療サービスにおける、

包括的な緩和ケアの提供です。 	 

次のレベルとして、中核的な緩和ケアのサービス提供があります。これは、地区看護師のように、ほとんどの時間を

緩和ケアを必要とする患者のために費やしているような医療職による、緩和ケアの提供です。 	 

そして、高度な専門的緩和ケアサービスの提供、これは、文字通り緩和ケアの専門家によるケアの提供、あるいはホ

スピスなどの入院施設で専門家が提供する形態です。 	 

以上を、死期が近い患者の立場に即していいますと、初めは地元の一般的な医療機関で緩和ケアサービスをうけるこ

ともありますが、そのニーズが高まるにしたがって、緩和ケア中心の中核的なサービスをうけられるようになり、さら

スライド 31 	 

スライド 32 	 
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に一部には専門的緩和ケアを必要とするようなニーズのある人がいて、入院やデイケア、デイホスピスを利用すること

ができる、ということになります。 	 

 	 

〈スライド 33〉 	 まとめに入ります。 	 

英国における緩和ケアは元々、がんで死にゆく患者のケア

から始まりましたが、緩和ケアの考え方や原則は、非がんの

患者にも同様に適用できます。 	 

非がんの患者のニーズは、身体的症状においても、心理

的・スピリチュアルなニーズにおいて、がんの患者の場合と

類似しています。 	 

それなのに、非がんの患者のニーズ情報、あるいはそのケ

ア提供者へのサポートが、しばしば無視されている現状があ

ります。 	 

その患者に緩和ケアが必要かどうかは、「驚きの質問」「中核的目安」「疾患固有の目安」の活用によって見つけること

ができます。 	 

なお、協働作業や国の取り組みが行なわれおり、それらによって今後、非がん疾患の患者へ提供する緩和ケアは向上

していくことでしょう。 	 

TThhaannkk 	 yyoouu 	 ffoorr 	 yyoouurr 	 aatttteennttiioonn.. 	 ご静聴ありがとうございました。〔拍手〕■ 	 

スライド 33 	 
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——ディスカッション—— 
 	 

 	 

座長（菅崎） 	 アンドルゥー・ヒュース先生、どうもありがとうございいました。英国の緩和ケアの歴史、また健康

のあり方、そして、非がんの患者さんへの緩和ケアというお話で、これからの高齢化社会における必要性を説いてくだ

さいました。 	 

本日は医療職の方のほかに、介護職や福祉�職の方、それに一般市民の方や企業の方も来られているとのことですが、

それぞれのお立場でヒュース先生のお話を聞かれて得るところ、考えるところがあったことと思います。これからヒュ

ース先生に、みなさま方からの質問を受けていただきましょう、質問のある方は挙手のうえ、通路に設けました固定マ

イクのところでご発言願います。 	 

●非がん患者の主治医との接し方 	 

会場（倉敷中央病院総合診療科医師） 	 ヒュース先生、すばらしいお話をありがとうございました。私はいま院内緩

和ケアチームに関わりながら診療していますが、がんの患者さんをみることが多いなかで非がんの患者さんもときどき

います。ヒュース先生のおっしゃるように、非がんの方にもがんの方へと同じように接していく必要があることは、今

回よくわかりました。 	 

その中で、私たち緩和ケアチームのものとしてはそのように接したいという思いは大きいし、非がんの患者さんのほ

うでもそう希望されている方が多いのかもしれませんが、問題は、主治医がその必要性をどのくらい感じているか、で

す。また、主治医にそれを認識してもらわねばならないという場合も含めて、実は介入することがなかなかな難しい実

態がよくあります。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。お尋ねの件は私も経験することですので、よくわかります。私が以前に

GGPP（一般医）をしていたときのことですが、ある２人の患者さんがいて、一人は膵臓がん、一人は肺線維症でした。が

んの患者さんとはとてもオープンな話ができ、在宅で治療をうけたいなどと、患者の彼女がどういうことを希望してい

るかが明確にわかりました。一方、肺線維症の患者さんのほうは本人の希望がまったくわからず、病院へおくってしま

いました。 	 

もちろん、肺線維症の患者さんとも話し合いはしたのですが、実際には患者が主治医の私の目を見てくれないので、

意思がつかめなかったのです。これはまさにコミュニケーション不足そのもので、GGPPと患者、GGPPと専門医それぞれの間

でのコミュニケーションが十分ではありませんでした。 	 

いまの私は違うアプローチをしています。私の立場が当時とは変わりましたので、責任も違うということがあるかも

しれませんが、最近の私は、患者さんと早い段階から話をして、患者さんが何について話したいのかを明確にするよう

に努めています。 	 

まず患者さんとの話し合いでは、病気について患者さん自身がどのように理解しているかをつかむようにしています。

それによって、次に肺の専門的な話をする際の参考にします。また、患者さんと一緒にそういう話をしていくことによ
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って、患者さん自身も状況をよくしていくことができますし、専門医もより理解しやすくなりますので、私は患者と専

門医の二者の仲人、という役割になります。 	 

私がこうした仲立ちをしたあとに、専門医も患者さんと同じような話し合いを、今では２回ぐらいは持つようになっ

ています。これでお答えになりましたでしょうか。 	 

●非がん患者への緩和ケア適応を市民に働きかけるには 	 

会場Ｎ（にのさかクリニック医師） 	 福岡市で外来から在宅ケア・看取りまでをやっております。日本のホスピス、

緩和ケア病棟は現在は実質的に末期がんの患者さんだけに限定されていますが、私はクリニック開業以来からそのこと

に疑問を持ってきましたので、今日のヒュース先生のお話には非常に共感するところがあります。しかも、これまでの

がんの経験を活かして非がんの患者さんにも対応していけるというところには、ごく当然のことなんだなと勇気づけら

れました。 	 

そこで質問したいのは、医療をうけている側、住民・市民の意識の問題についてです。医療制度が英国と日本とでは

違うのですから一概には言えないのかもしれませんが、英国では一般の方々に対して、がんの緩和医療を非がん疾患に

もこのように拡大適応していけるのだということを、どのように働きかけて受け入れさせてきたのか、そういうプロセ

スが実際に具体的にあると思うのですが、いかがでしょうか。 	 

ヒュース 	 的確にお答えできるかどうかわかりませんが、亡くなる人のうち、非がんの人が 7755％いるという事実があ

ります。つまり、１対３の割合で非がんの死因が多いのだということを、いかに認識してもらうかにあるといえます。

ただ、一般の方々は、非がんでも死ぬことはよく理解しているのですが、そのあたりのことが病院のなかでは通じなく

なっているだけだと思われます。つまり、市民と病院の認識にギャップがある、市民の側は病院にかかればだいじょう

ぶだと思っているのだろうと私は考えます。 	 

また、ホスピス・緩和ケア病棟については、我われのところでは創設以来、がんの患者さんだけに限定したことはあ

りません。セントオズワルズホスピスとしての運営に変更があったことはなく、我われに紹介してくる側が変わったの

です。設立当初は非がんの患者さんが２％ぐらいで、そのほとんどが神経難病でしたが、現在では非がんの患者さんが

1155％ぐらいになっています。我われから一般の方々に働きかけて説得したということはなく、今のところはこれでみな

さまに満足していただけているようです。 	 

会場Ｎ 	 確認したいのですが、英国ではホスピスの始まりから、病気の診断による受け入れの差をつけない、という

やり方だったのでしょうか。つまり、ホスピスに紹介された患者さんに緩和ケアが必要だとあれば、神経難病であろう

とがんであろうと心疾患・腎疾患などであろうと、ホスピスに入れる、という理解でいいのでしょうか。 	 

ヒュース 	 専門職の人たちがもう積極的な治療をすることなくホスピスでの緩和ケアが必要だという判断になった場

合であれば、ホスピス側は受け入れます。 	 

会場Ｎ 	 セントオズワルズホスピスで非がんの患者さんの割合が２％から 1155％に増えたのは、GGPPなど一般医や市民な

ど紹介側の意識が変わってきたからだ、という理解でよろしいでしょうか。 	 

ヒュース 	 そうですね、一般の方々や専門職の見方が変わったことによって増えたのだと思います。もちろん、我わ

れのスタッフが病院やコミュニティ（地域）に出向いて話をすることにより、専門職の人たちの関係や彼らの見方が変

わった、ということです。 	 
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座長（加藤） 	 ちょっと説明を加えさせていただきます。英国のホスピスの場合、日本のホスピスのように診療報酬

で賄われているわけではない、ということがあまり知られていません。英国のホスピスの多くはチャリティで運営され

ており、無料で提供されています。セントオズワルドでは年間７億 55,,000000 万円の寄附金があり、それを元手に運営され

ています。 	 

そして、セントオズワルズホスピスに入院するには、自分が入りたいからといって入院できるわけではありません。

先ほどから「GGPP」という言葉がでていますが、GGPP とは自分の「かかりつけ医」のことで、自分の GGPP もしくは病院の専

門医の紹介が必要で、それで初めてホスピスにアクセスできます。 	 

私の知る範囲ですが、英国で非がん疾患に緩和ケアを拡げていこうとの運動が始まったのは 11999900 年代後半で、11999977

年にそれに触れた報告書があり、私はそれを日本語訳しました（22000066 年「救いの手を：非悪性疾患成人のための専門的

緩和ケア」hhttttpp::////wwwwww..kkaannwwaa--ookkaayyaammaa..jjpp//ccoonntteennttssbbooookk//ootthheerrss//hhoonnyyaakkuuNNCCHHSSPPCCSS..hhttmmll）。この報告書によって英国では、

専門家の意識が変わり、疾患過程のどの時点で緩和ケアをうければいいのかの対応が変わっていき、自分ではどうしよ

うもないときにはホスピスの緩和ケア専門家の力をかりる、そういう方向性ができたのだということです。 	 

ヒュース先生の先ほどのお話にありましたように、いろいろな疾患にさまざまなニーズがあります。そのニーズは多

くの場合、一般の人たちが、これについては GGPPや病院での緩和ケアで対応できるということを認識できれば、彼らの知

識で対応できるはずです。しかしその限界を超えたとき初めて、ホスピスに紹介されるわけです。 	 

問題は、そのあとのことにあります、ホスピスは死ぬところなのか、それとも何をするところなのかˇ…ˇ…というところ

が問題だと思います。 	 

そこで、これから死亡者が増え高齢者が増えて、CCOOPPDD（慢性呼吸器疾患）や心疾患の人たちの多くがホスピスを利用

しようとすると、いっぱいになるどころか収容しきれなくなる。それに対応するためには、CCOOPPDD や心疾患の人たちにど

こでだれが緩和ケアを提供すればいいのか、という問題が見えてきます。これが今後の最大のテーマであり、実は今日

のテーマでもあります。 	 

そのあたりのことについて、ヒュース先生にはスライドと説明を用意していただいておりますので、これから追加を

お願いしましょう。 	 

 	 

ヒュース 	 それでは、私たちの英国ではホスピスとその他のサービスを使って、非がんの患者さんにどのようなホス

ピス緩和ケアサービスが提供されているか、をご紹介します。 	 
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●英国の非がん患者への緩和ケアサービスの実際 	 

〈Hughes 追加スライド１〉 	 まず、

患者さんの住んでいるコミュニティ

（地域社会）を考えてみますと、スラ

イドに示したような医療者、ケアスタ

ッフがいます。自宅にいるときに病気

になると、かかりつけの家庭医である

GGPP や地区看護師にみてもらい、また

養護施設にいて病気になれば、施設ス

タッフがケアします。そして、地域社

会の医療者やケアスタッフを緩和ケア

の面で支援する専門看護師がいて、英

国では「マックミラン看護師」とよば

れています。マックミラン看護師は患

者さんに緩和ケアを直接サービスする

というよりは、地域の医療者やケアスタッフによる緩和ケアを支援するのが任務です。 	 

地域の人で非がんの患者さんが状態がわるくなると、病院に入院することになり、心不全であれば循環器系の、肺疾

患であれば呼吸器系の、医師あるいは専門チームによる治療をうけ、さらに彼ら専門職は、緩和ケアチームの支援をう

ける体制です。 	 

さてホスピスでは、ここでもさまざまなサービスが提供され、入院病床があればデイホスピスもあり、外来診療もや

っていますし補完療法もサービスしています。ホスピスの職員、たとえば私もそうですがホスピスに雇用されているス

タッフは、ホスピスの外へ出向いていき、地域社会の緩和ケアを支援しながら患者さんと直接話をしたり、また病院へ

行って院内緩和ケアチームに加わったりカンファレンスに参加するかたちで支援したりもしています。そういう活動を

ホスピス側がすることによって、地域も病院も利益があることを認識してもらえます。 	 

もしそれでも治療をうけている患者さんが反応しないので

あれば、我われがオンサイトで（患者さんのその場で）緩和

ケアを施すこともありますし、その患者さん本人を我われの

所管として病院で症状管理することもあれば、終末期ケアに

移行することもあります。 	 

そういう場合に、我われ緩和ケア専門職が他の専門職とど

のように協働するのかを、以下、事例でご紹介します。 	 

 	 

〈追加スライド２〉 	 我われニューカッスル地域には「ゲ

Hughes 追加スライド 1 	 

追加スライド 2 	 
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ーツヘッド心不全サービス」〔GGaatteesshheeaadd はニューカッスル市の南隣の市名〕という組織があり、これには循環器系専門

医３名のほか専門看護師がいて、患者さんの自宅へ出向いて診療しています。 	 

その心不全専門看護師が、患者さんの予後が６〜1122 カ月の終末期に近いと判断すると、緩和ケアチームに連絡するこ

とになっています。ですから、心不全チームは病気の変化に伴う治療の最適化を図る一方、緩和ケアチームの看護師が

加わって、複雑な身体的症状や心理的ニーズを抱えている患者さんに、共に対応します。さらに症状が複雑になると、

看護師のどちらかからでも、緩和ケア専門医である私などに、来てほしい旨の連絡が入ります。 	 

そして私が患者さんをみて症状などを評価し、患者さんからの質問などに答えたうえで、薬物を変更したり、あるい

はデイホスピスや補完療法への紹介、さらに必要があればホスピス入院ということになります。 	 

 	 

〈追加スライド３〉 	 専門職との協働の例として次に、

「ニューキャッスル神経難病サービス」という組織での活

動を紹介します。 	 

この組織はニューキャッスルのロイヤル・ヴィクトリア

病院（RRVVII;; 	 RRooyyaall 	 VViiccttoorriiaa 	 IInnffiirrmmaarryy 	 HHoossppiittaall）にあり、

ニューカッスル地域在住で神経難病が疑われる患者さんは

RRVVII に紹介され、ここで診断され治療を受けることになっ

ています。RRVVII には神経科医がいるほか、神経難病の専門

看護師、それから RRVVII 専属の緩和医療専門医、緩和医療作

業療法士、言語聴覚士（SSTT）、栄養士などもいて、まずチ

ームで合同診療をし、患者さんに最適なケアの方法は何なのかを検討します。社会サポートでは何が必要か、ケアする

人の息抜き（レスパイト）はどうなのか、また多職種専門家チームの他のメンバーからの診療をうけるためにデイケア

への紹介が必要か、などに至るまでの検討を含みます。 	 

こういう患者さんの多くは、ホスピスの作業療法士とはすでに面識があるので、症状管理と終末期ケアのために、作

業療法士だけの判断で我われのホスピ

スへの入院が必要と判断する場合もあ

ります。また、チームで関わっている

ので意思疎通もよく、死亡場所につい

て患者さんが自宅を希望しているのか

病院やホスピスを希望しているのかは、

かなり早い段階からわかります。 	 

 	 

〈追加スライド４〉 	 しかしながら、

神経難病の患者さんが死亡場所にホス

ピスを望んでも、がんの患者さんに比

べると、ホスピスへのアクセスはいろ

追加スライド 3 	 

追加スライド 4 	 
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いろな条件があって敷居が高くなっています。神経難病の患者さんのうちホスピスで亡くなるのは 2200人に１人の５％の

みです。英国全体でみても現在、ホスピスで亡くなる人のうち、非がんの患者さんは６％にとどまっています。さらに、

がんによる死亡者のうち 1177％はホスピスで亡くなっているのに、非がんの原因でホスピスで亡くなった人の割合は２％

未満でしかありません。 	 

また例えば追加スライド４に示したように、イングランドで 22000055〜0077年に心血管疾患で死亡した人のうち、ホスピス

で亡くなったのは 00..11％と非常にわずかなのです。 	 

 	 

〈追加スライド５〉 	 以上のような現状があるのに対して、

では、非がんの患者さんがホスピスで亡くなるのを増やして

いくのがいいのでしょうか、また、その必要があるのでしょ

うか、あるいはさらに、患者自身とケアする人の希望はどう

なのでしょうか、それが問題です。 	 

これらの問題に対して YYeess という場合、ではどのようにそ

れを実現できるでしょうか？ 	 ベッドを増床するには資金が

必要です、その資金はどこから？ 	 また、診断に基づくので

はなくニーズに基づいて優先順位をつけていくべきかどう

か？ 	 

また、非がんの患者さんへの診療では、その疾患についての他の専門職なみのしっかりした知識や治験も必要になり

ますし、専門的緩和ケアチームのサービスとして、どのようにしたら他のチームへのサポートのスキルを改善すること

ができるようになるでしょうか？ˇ…ˇ… 	 

非がんの患者さんにホスピスを死亡場所として提供するのを増やしていくには、まださまざまな課題が残っているの

です。 	 

 	 

〈追加スライド６〉 	 最後になりますが、ケアは患者中心

であるべしなら、それは、協働とチームワークが重要である、

ということです。患者さんを中心にすえるなら、GGPP や地区看

護師、緩和ケア専門のマックミラン看護師、あるいはマリー

キュリー看護師などによるチームが必要になり、またチーム

には病院の勤務医や救急医、そしてホスピスも含めねばなり

ません。そして何よりも肝心なのは、患者さんが望んでいる

のは何なのかを、そのチームで話し合うことです。 	 

以上です。 	 

 	 

座長（加藤） 	 ヒュース先生、ありがとうございました。ここでもう少しディスカッションしたいのですが、休憩が

必要ですので、ご質問はあとにさせていただき、一つだけ補足します。 	 

追加スライド 5 	 
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ヒュース先生はいま話されたような活動を実際にしておられるわけですが、それによって病院から報酬を得ているわ

けではありません。セントオズワルズホスピスは地元ニューカッスル市地域の人たちが寄附して創ったホスピスであり、

そこに雇用されている立場ですから、逆に、地元のどこの施設にも入っていくことができる、という立場なのです。つ

まり、自分の時間を地元の他の施設で使うことは、結局は地元の人のためになる、ということです。 	 

しかし日本では、そういう立場の人はいません。病院の人が外へ出ていこうとしても、それが病院に利益をもたらさ

ない限り出ていけないようになっています。 	 

このあたりに、英国と日本の大きな違いがあるといえます。これについての話が、次のエラム氏の講演のテーマにな

ってきます。いったい英国のホスピスの仕組みはどうなっているのか、ということが明らかにされると思います。 	 

ではここで、1100分間の休憩にいたします。■ 	 


