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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） 	 

 	 

 	 

講演２ 	 

地域社会のための、地域社会による、地域社会と共に行うケア	 	 

──専門的緩和ケアチームと地域社会の協力── 

 	 

 	 

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 	 

 	 

座長（加藤） 	 それでは、後半のエラム氏の講演に入りますが、その前に、会場のみなさま、さきほどのヒュース先

生のお話が、わかりにくかったという方、ちょっと手を上げていただけますかˇ…ˇ…かなりおられますね、でも、これから

のエラム氏のお話をお聞きくだされば、かなり理解できると思います。 	 

しかし、それでも英国の保健医療制度の仕組みをすぐにわかるというわけにはいかないでしょうから、みなさまには
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お手許に資料をご用意しました。それはあとで読んでいただくとして、エラム氏のセッションでは途中で適宜、解説を

加えさせていただきながら進めたいと存じます。そして、ディスカッションの時間を長めにとってありますので、また

実りある質疑を期待しております。 	 

では、エラムさん、よろしくお願いいたします。 	 

 	 

 	 

〈Ellam スライド１〉 	 みなさま、こんにちは、私はジェームス・

エラムです。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。〔以下スライド番号のみ記

す〕 	 

 	 

〈スライド２〉 	 私の本日の話は、「地域社会のための、地域社会に

よる、地域社会と共に行なうケア」というタイトルで、専門的緩和ケ

アチームと地域社会の協力についてお話しします。具体的には、ニュ

ーカッスル市にあるセントオズワルズホスピスの歴史とこれまでの経

験をまとめてお話しすることになります。 	 

ただ、異なる国の話から、かんたんに自分たちの答が導き出せるも

のではないことは承知しております。しかしながら、我われの経験を

みなさまにお伝えすることによって、みなさまがどういう計画をたて

てどういう将来をめざしたいのかに、少しでもお役に立てることを願

っています。 	 

 	 

〈スライド３〉 	 ではまず最初に、セントオズワルドについてごく

簡単にご紹介しておきます。 	 

成人ホスピスは 11998866 年に開設され、小児用のこどもホスピスは

22000044年に開設しました。 	 

そしてもちろん、我われは独立した慈善団体です。 	 

 	 

〈スライド４〉 	 慈善団体にとって、ボランティアの人たちは極め

て重要な存在です。まず、給与支給職員として雇用している人員が常

勤に換算して約 220000 人相当いますが、その他に、11,,115500 人以上のボラ

ンティアが活躍しており、その彼らの活動を時間に換算すると、常勤

職員約 222200人にも相当します。 	 

EEllllaamm スライド 11	 

スライド 22	 

スライド 33	 

スライド 44	 
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ボランティアの人たちにはホスピスのあらゆる面で活躍してもらっています、例えば臨床の現場、施設の運営、事務

の仕事、募金集めなどです。 	 

 	 

〈スライド５〉 	 そこでここからは、セントオズワルドはどのよう

にして地域社会に溶け込んでいるかについて、具体的に４つの面にし

ぼってお話ししていきます。 	 

まず最初は、他者との協働でサービスを提供することによって、地

域社会に溶け込んでいること。次に、教育の活動を通して、さらに３

つ目としてキャンペーンを通して、そして４つ目、「ソーシャル・キャ

ピタル」構築を通して、我われセントオズワルドは地域社会に溶け込

んでいる、という話をしていきます。 	 

 	 

１●他者との協働による緩和ケアサービス 	 

 	 

〈スライド６〉 	 我われセントオズワルドが患者にさまざまなサー

ビスを提供するとき、単独で行動しているわけではありません。どう

いうことかというと、先ほどのヒュース医師の話にもありましたよう

に、当施設のすべての患者は、当施設によるケアの他に、NNHHSS〔英国保

健医療サービス〕のケアも受けており、また地方保健医療当局の社会

サービスの提供を受けていることも多いのです。 	 

我われセントオズワルドは、複数の当局の評価に参加するために膨

大な時間を費やしていますし、当施設の患者に関するミーティングが

行なわれる際の調整を、しばしば主導的に担ったりします。 	 

我われにはソーシャルワーカーが４人いまして、主にホスピスで仕事をしていますが、彼らは地方保健医療当局（あ

るいは医療評議会）に代わって、患者のためのすべての社会サービスの調整では主導的な役割を果たします。 	 

 	 

〈スライド７〉 	 また我われは NNHHSS のコミュニティチーム〔GGPP や地

区看護師、NNHHSS 運営の病院など〕に対しても、さまざまな形でサポー

トしています。彼らコミュニティチームから我われの外来や入院病棟

にはひんぱんに、評価や意見をほしいと患者が紹介されてくるのです

が、それらは医師のコメントを求める通常の紹介のほかに、我われの

理学療法士、作業療法士、浮腫専門看護師などの意見を求められるこ

とも多々あるからです。 	 

一方、すべての患者が我われのところに来るわけにはいきませんの

で、当施設の医師は、遠隔地の病院や GGPPの診療所に出向いて、複雑な症状の患者のケアを一緒に行なってもいるケース

スライド 55	 

スライド 66	 

スライド 77	 
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もあります。また、紹介をうけた我われの理学療法士や作業療法士は、評価をして、患者が自宅への退院が可能かどう

か、もし在宅にするなら地域社会における継続的サポートをしやすくするための手伝いもする、というわけです。 	 

 	 

〈スライド８〉 	 また、電話でのアドバイスサービスも 2244 時間運営

しています。コミュニティチームである GGPP の診療所や病院、あるいは

その他の関連するサービス機関のスタッフは誰でも、当施設に電話を

して意見を求めてもいいことになっています。 	 

電話をうけた我われはまず、相談内容を検討して回答すべき担当者

を明確にする、例えば医師がいいのか看護師か、あるいはソーシャル

ワーカーかセラピストがいいのかを考えます。電話相談では薬剤の処

方を求められることもあり、相談者に処方のアドバイスと指導を行な

います。 	 

ただ、こうした電話相談では患者と接するわけではないので、相談者にアドバイスをだすのが難しいこともあります。

そのため、全ての相談電話について、我われ自身のメンバーと外部専門家などから成る委員会によって定期的に監査を

受けています。 	 

 	 

〈スライド９〉 	 ホスピスについてですが、まず成人用については、

同じ受け持ち区域に入院ベッド 2222 床をもつマリーキュリーホスピスが

あり、ベッド利用を協力して共存しています。２施設の間で、成人患

者の入院管理の仕方について明確な実施要綱を取り交わしており、一

方のホスピスが満床の場合、他方のホスピスに空きベッドがあれば、

患者には移ってもらうよう提案することがあります。 	 

また、小児患者については、２施設間の合意があり、セントオズワ

ルドだけがこどもの診療を行なうホスピス、ということになっていま

す。一方、マリーキュリーホスピスは在宅専門ケアをすべて提供することになっています。 	 

我われもマリーキュリーも慈善団体ですので、不必要な重複の回避が重要であり、寄附してくださる方に明確な使途

を示すためにも、こうした提携によって重複を回避しているのです。 	 

 	 

２●緩和ケアの教育 	 

 	 

〈スライド 10〉 	 次に、我われセントオズワルドの教育活動につい

てお話しします。教育は我々にとって非常に重要な活動で、この教育

活動のおかげで、多くの専門家の間に「セントオズワルドでは質の高

い緩和ケアを行なっている」との「口コミが広がる」のです。 	 

また、保健医療の他の組織に対して、我々セントオズワルドは専門

スライド 88	 

スライド 99	 

スライド 1100	 
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家の組織であり、地方の NNHHSS では提供できない重要かつユニークなケアを提供しているところである、という信用が上

がります。 	 

そして何よりも良いことは、臨床医やケアワーカーが教育を受けるために当施設を訪れて、自身の目で当施設のケア

を見てもらうことができることです。 	 

 	 

〈スライド 11〉 	 セントオズワルドの教育は大きく分けて、臨床的

な OOJJTT（oonn--tthhee--jjoobb 	 ttrraaiinniinngg）と座学に分類でき、我われの教育には

次のようなインセンティブがあることになっています。 	 

すなわち、ニューキャッスル大学医学部学生には学位単位の一部と

なり（MMBB、BBSS）、ノーサンブリア大学看護学科学生には資格取得の一部

となります（成人用正看護師、小児用正看護師）。また、医学部卒後お

よび緩和医療専門医資格の取得のため研修に組み込まれているほか、

医学部卒後の医師で家庭医認定のための研修中の人にはその研修の一

環となり、理学療法士、作業療法士、ソーシャルワーカー、および NNHHSS 管理職研修生としての臨時採用というケースも

あるのです。 	 

 	 

３●より良いサービスのための社会運動（キャンペーン） 	 

 	 

〈スライド 12〉 	 次に、より良いサービスのためのキャンペーン

（社会運動）活動についてお話しします。 	 

もう何十年も前のことになりますが、ホスピスとはそもそも、各地

域でより良き緩和ケアを目指すキャンペーン活動の結果として生まれ

たものでした。ですから、キャンペーンは我われにとってはごく自然

なものであります。 	 

例えば、我われのホスピスに新しく追加された大きな成果として、

こどもホスピスと地域リンパ浮腫サービスがあり、これが大規模なキ

ャンペーン運動の結果であることは言うまでもありません。一般市民はもちろん地方紙やテレビなどのメディアを動員

して、これらのキャンペーンのサポートをしてもらいました。我われ自身も NNHHSS の上部組織や地方保健医療当局の管理

職に向けて、主張を訴えました。 	 

ただし、新しいサービス開発のアイディアは我われだけからではな

く、患者からのものもあります。常に、サービスで足りないところは

ないかと、患者からのフィードバックを求めています。 	 

 	 

〈スライド 13〉 	 社会に働きかけるキャンペーンだからといって、

常に大声でやるものばかりではありません、我々はまた常に“穏やか

スライド 1111	 

スライド 1122	 

スライド 1133	 
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に”運動もしています。ホスピスでは多くのリーダーたちが働いており、彼らは自分たちの影響力や専門知識を活用し

て、物事を前へと進めているのです。 	 

例えば、今は引退されたクロード・レナード医師がそうです。日本に一度招かれましたし〔11999999 年 1111 月、

hhttttpp::////wwwwww..kkaattoo--nnaammiikkii..oorr..jjpp//rreesseeaarrcchhssppeeeecchh--iinnddeexx..hhttmmll 参照〕、論文を通じてご存知の方も多いと思いますが、彼

は、何年間も地域グループを率いる活動を通じて、すべての NNHHSS と慈善団体の医療現場に、患者自身が「決定する権利」

を実行するのを尊重するようにと、指導していったのです。「決定する権利」とは、緩和ケアの環境にいる全ての患者が、

“英国の意思能力法”を正しく適用するための要綱ですが、クロード医師たちの活動によって現在では、英国北部の地

域ではこの要綱がすべてきちんと実施されようになっているのです。 	 

 	 

４●“ソーシャル・キャピタル”としての緩和ケアサービス 	 

 	 

さて、我われのセントオズワルズホスピスはなぜ、どのようにして設立されたのか、という質問をよくうけます。そ

れを簡単に説明するのは難しいのですが、これから述べる“ソーシャル・キャピタル”という考えを理解すれば、お答

えになるかもしれません。 	 

 	 

〈スライド 14〉 	 そこで、ここから最後までは、“ソーシャル・キ

ャピタル”が我われセントオズワルドのホスピスとしての存在に、ど

のような影響を及ぼしてきたかについての話をします。 	 

私の考えは、公衆衛生にインパクトをもたらした『ソーシャル・キ

ャピタルと健康』の編者イチロウ・カワチ教授〔ハーバード大学〕ら

の影響を受けて同書の理論に基づいていることをお断りしておきます

（IIcchhiirroo 	 KKaawwaacchhii,, 	 eett 	 aall..,, 	 eeddiitteedd;; 	 SSoocciiaall 	 CCaappiittaall 	 aanndd 	 HHeeaalltthh.. 	 

SSpprriinnggeerr,, 	 22000077。日本語版は日本評論社、22000088年刊）。 	 

同書の冒頭で教授は次のように問い掛けています——「人々の健康増進を目的とする関わり方を計画するとき、地域

の力をどれくらい活用できるか？」と。教授のこの問い掛けは、我われセントオズワルズホスピスの起源やその後の発

展�、また特に地域社会と我われとの関係のあり方を考えてみるときに、極めて重要な視点だと私は思っています。 	 

 	 

〈スライド 15〉 	 慈善団体としてのセントオズワルドホスピスは、

カワチ教授のソーシャル・キャピタル論における「社会的結合」モデ

ルの説明に適合するように思えるのです。すなわち教授によれば、慈

善団体とは、「地域社会の資産として見られている団体の属性」である

といっています。 	 

この定義はまさに、セントオズワルドが、地域の支持者や健康関連

の仕事に従事するスタッフからどのように見られているか、を非常に

正確に表現したものであります。つまり、支持者の多くは、セントオ

スライド 1144	 

スライド 1155	 
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ズワルドの存在が自分たち自身の慈善活動そのものであるとしてみなしており、我われの事業が成功裏に進展�し存続し

ていくことに、自分たち自身の感情的関与〔喜びや安心感など〕を大きく見出しているのです。 	 

 	 

〈スライド 16〉 	 まず、医療の領域での慈善事業の立ち上げには、

非常に時間がかかるものです。 	 

また、医療にはサービスの隙間があるもので、通常業務を展�開して

いる行政や事業者などの有力な関係者が見過ごしているところが多々

あります。こうした空白部分に対処するよう、関係者を説得しなけれ

ばなりませんが、しかし現在の状況では、最初の説得も、またその後

に“はずみ”をつけるのも、なかなかに難しいものです。 	 

セントオズワルドに即していえば、我われの創始者はドロシー・ジ

ェームソンと彼女の友人たちで、彼女たちが活動を開始したのが 11996688年でした。そして地域のリーダーや法務当局から、

ホスピス緩和ケアをサービスする慈善団体設立の支持を得るのに、実に 1144 年間（11996688〜8822 年）を要しました。さらに、

サポートは得られたものの、実際のサービスの開始のための資金集めには、もう４年間（11998822〜8866 年）を要したのでし

た。 	 

 	 

〈スライド 17〉 	 11996688〜8822 年のこの時期は、カワチ教授のソーシャ

ル・キャピタルでいわれる第２の定義に当てはまります。すなわち、

地域の慈善団体には「影響力があって助けになる人たちのネットワー

ク」が必要であるということで、考え方としては非常にシンプルです

が一方でパワフルです。 	 

セントオズワルドのネットワークは、創始者たちによってつくられ、

これらの人たちがそのまま初代の慈善団体理事会メンバーになったの

でした。 	 

 	 

〈スライド 18〉 	 医療や保健のように仕事が複雑な分野では、最初

に必ず実践しなければならないことは、ソーシャル・キャピタルのネ

ットワークの中に、自分たちの強みを構築することです。 	 

そこに明らかに医療・保健のニーズがあるという場合でさえ、その

問題解決に取り組もうとする者は、自らの信用を確立するために、関

係する既存の組織からの支持が必須なのです。この点は非常に重要で、

というのも、既存の他の臨床医たちに向かって、患者のケアを一緒に

やっていきましょうと協力を求めていくことになるからです。 	 

 	 

〈スライド 19〉 	 初めは単にホスピスに好意的な意見にすぎなかったものを、実行力のある力に強めるのに 1144 年間

スライド 1166	 

スライド 1177	 

スライド 1188	 
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を要した、それがソーシャル・キャピタルとしてのネットワーク構築

の意味です。そうしたサポートの声は主に次のような人たちにお願い

し、得ることができました——地方の NNHHSS リーダー、地方の経済界の

リーダー、地方の宗教およびコミュニティーリーダーの方々です。 	 

また、地域のできるだけ多くの人たちにアピールの声が届くよう、

地方紙やテレビ局などの地域メディアを活用することも欠かせません。

実際このメディアを通じて、さまざまな地域社会活動をしている人た

ちがホスピス構想にも魅力を感じてくれ、支持を大きく得ていくこと

ができました。 	 

 	 

〈スライド 20〉 	 ホスピスに対するそうした“ネットワーク・ソー

シャル・キャピタル”〔ネットワークという地域の力〕を確立してから、

創始者たちは実際のサービスの提供を始めていったのですが、では実

際にどのようにして、ホスピスをソーシャル・キャピタル“地域社会

の資産”として確立したのでしょうか？ 	 単なるアイディアとしてで

はなく、具体的な建物、そこで働くスタッフや運営方法などについて

です。 	 

まず初めに挙げられるのは、継続的な広報です。地方紙とテレビ局

はこのホスピス構想に賛同してくれ、多くの記事や番組を制作してくれました。そして、資金集め活動の進捗を定期的

にレポートしてもくれたのです。 	 

 	 

〈スライド 21〉 	 もう一つ挙げられるのが、コミュニティーの多く

の人に関与してもらうプロセスです。学校、クラブ、パブ、スポーツ

クラブ、教会、工場、店舗など人が集うあらゆる場に、ホスピスへの

理解と資金集めの手伝いを協力してくれるよう依頼しました。資金が

集まるたびに地方紙やテレビで報道され、それがまた継続的な広報に

なっていきました。 	 

 	 

〈スライド 22〉 	 ここでささやかながら、ソーシャル・キャピタル

構築における私自身の考えを展�開しますと、「ソーシャル・キャピタル

は“借りる”ことはできるか？」というものです。 	 

英国での学校、パブ、教会、スポーツクラブ等はそれら自体がすで

にソーシャル・キャピタルですから、それらの組織と関わることで、

ホスピス設立の活動キャンペーンは既存の地域社会団体から力を“借

りることができた”と言えるのではないか？ 	 

スライド 1199	 

スライド 2200	 

スライド 2211	 

スライド 2222	 
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言葉を変えていうなら、既存の地域社会団体から“承認”を得ないとできなかったホスピス設立のキャンペーン協力

ですから、この新規慈善事業に対する信用はその時点で得ることができたと言える、というのが私の考えです。 	 

 	 

〈スライド 23〉 	 次にボランティアの関与についてですが、初めに

申し上げましたように、ボランティアは我われにとって実に重要なサ

ポーターであります。初期の資金集めはもちろん 11998822〜8866 年の本格的

な準備期間の資金集めはすべて、ボランティアが完全に担いました。

とくに 11998822 年からの４年間には、何百人というボランティアが時間を

割いてくれました。 	 

この時期の最後の段階になって初めて、資金集めと財務を担当する

少数の有給職員とマネージャー１人を雇用したのです。 	 

 	 

〈スライド 24〉 	 繰り返しますが、ボランティアは重要なサポータ

ーです。ボランティアとして関わる慈善団体が成功して“ソーシャ

ル・キャピタル（地域社会の資産）”になるというのは、その人にとっ

てまさに“自己充足的予言”なのです。 	 

慈善団体設立のためには最初は少数の人たちによって、そしてやが

て、いろいろな人の自発的な時間とお金が必要です。そして、たくさ

んの人が自分たちの時間とお金で慈善団体の設立と資金の支援をして

くれるようになれば、その団体は地域社会のものになるのです。 	 

＊ 編 注  	 「 自 己 充 足 的 予 言 」（SSeellff--FFuullffiilllliinngg 	 

PPrroopphheeccyy）： 	 「予言の自己成就」とも訳される心理

学用語。こうなるのではないかとの予期が、人に無意

識のうちにその予期に適合する行動をとらせ、結果と

して予言された状況を実現してしまうプロセス。 	 

 	 

〈スライド 25〉 	 最後に、地域における“評判”ということについ

て述べておきたいと思います。慈善団体としては、評判がすべてです。 	 

地域社会で信用されて初めて、地方メディアはその慈善団体につい

て、またそのサービスについて、報道してくれます。また、その慈善

団体から提供されるサービスの質と利益を信じることができて初めて、

人は惜しみなく自分の時間とお金を提供してくれます。 	 

 	 

〈スライド 26〉 	 ですから我われセントオズワルドは良い評判が構

築されるよう、２つのことに留意しつつ一所懸命がんばっています。 	 

スライド 2233	 

スライド 2244	 

スライド 2255	 

スライド 2266	 
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まず、純�粋に、かつ誰が見ても、質の高いサービスを提供することです。 	 

もう一つは、すべてのサポーター、スタッフ、ボランティア、そし

て地方メディアに定期的に、かつ高度に洗練されたレベルで、意思疎

通を図ることです。そのために我われセントオズワルドでは、とくに

一般の方々へ向けて PPRR するコミュニケーション専門のスタッフを、４

名雇用しています。 	 

 	 

〈スライド 27〉 	 まとめに入りますと、地域でソーシャル・キャピ

タルとして存在するには、結論としてどんな必須要件が導き出せるで

しょうか。 	 

まず、慈善団体は、一般の人が簡単に理解できるような明確なニー

ズに取り組むべきです。容易に表現できる明確なわかりやすいメッセ

ージを打ち出すのが一番よいでしょう。 	 

例えば、「ホスピスを建てたい」などです。この表現は、あなたの行

ないたいことに比してあまりに簡略かもしれませんが、しかし、一般

の人はこの領域のプロではないので、彼らには自分たちに納得がいく

目的もしくは目標�を示されることが必要なのです。 	 

 	 

〈スライド 28〉 	 次に、ソーシャル・キャピタル構築の第１段階で

ある“サポートのネットワーク”を作り上げるのに、長期間かかる可

能性があります。とくに医療・保健ケアの領域は非常に複雑で、しか

も関係者がたくさんいるために、非常に長い時間をかけざるを得ない

でしょう。 	 

その第１段階がうまくいったら初めて、次の、ソーシャル・キャピ

タル構築の第２段階、つまり、実際の慈善事業のための資金集め活動

を立ち上げることができます。 	 

 	 

〈スライド 29〉 	 第１段階、第２段階の両方で欠かすことのできな

いその他の仕事もありますが、そのあとは、平素の慈善活動になりま

す、すなわち——継続的な広報を行なうこと、できるだけ多くの人の

関与を得ること、そしてボランティアの人材開発などです。 	 

 	 

〈スライド 30〉 	 ソーシャル・キャピタル・モデルは、新規慈善団

体が設立にあたって必ず行なわなければならない現実的ステップを理

解するのに有用であり得る、と私は願っています。 	 

スライド 2277	 

スライド 2288	 

スライド 2299	 

スライド 3300	 
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そして、慈善活動を持続的に成功裏に進めるためには、地域社会と

の継続的なコミュニケーションが必須です。 	 

その慈善活動の結果としての評判こそが、地域社会から持続的サポ

ートを得るための鍵であり、ひいては、ソーシャル・キャピタルとな

っていくのです。 	 

 	 

〈スライド 31〉 	 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 3311	 
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——ディスカッション—— 
 	 

 	 

座長（加藤） 	 エラムさん、ありがとうございました。本会はディスカッションの時間をできるだけ多く取りたいと

考えていましたが、エラムさんがお話を予定時間内に終えるご協力をいただきましたので、このあとは５時半まで、エ

ラムさんへのご質問、そしてお二人への自由なご質問で、じっくりとディスカッションしたいと存じます。 	 

まず、今のエラムさんのお話にはいろいろと難しい用語が出ていまし 	 

た、とくにソーシャル・キャピタルが挙げられます。私たちはすでにソーシャル・リソースという言葉を「社会資源」

という意味でよく使うようになっていますが、ソーシャル・キャピタルは目新しく、私は「地域の力」と理解して表現

してみました。形はないものなのですが、ニューカッスル市にはセントオズワルズホスピスという形になっていると思

います。 	 

それでは、さっそくですがエラムさんに、会場からのご質問をうけていただきましょう。なお、ヒュース先生にも一

緒に壇上にあがっていただきます。 	 

●チャリティと NNHHSSのバランス、地域格差は？ 	 

会場Ｓ（立命館大学大学院生命医科学教授・医師） 	 わかりやすく刺激�的なお話をありがとうございました。ソーシ

ャル・キャピタルとチャリティあるいはボランティアというものが結びつく活動というのは、日本の我われからすると

非常に魅力的なものです。 	 

おうかがいしたいのは、もしかしたらお話の中に答があったのかもしれませんが、セントオズワルドには長年にわた

って確立してきたサポートのネットワークがあって、しかも今は NNHHSS から約３分の１の助成金があるとのことでした。

しかしこれは逆に、すでに確立した医療組織としてあるのに、NNHHSS からは“３分の１しか”お金がこないのか、と私に

は感じられます。 	 

あるいは、いや、セントオズワルドとしてはできればチャリティだけでやっていきたい、とお考えなのでしょうか。

つまり、ホスピスや緩和ケアのような医療サービスは、もともとチャリティや地域社会のサポートだけでやっていくべ

きものとお考えなのか、ということです。 	 

というのも、英国の医療制度は世界でもっとも進んでいるとされており、医療費はすべて税金で賄われて、国民の自

己負担額は５％台とされていますが、日本での自己負担は 2200％近くにのぼっています。そこで思うのですが、ホスピス、

緩和ケアがほんとうに良いものであるならもっと税金で賄っていいのではないか、と私には思えるのです。 	 

ただその場合、問題点というか逆説的な話になるかもしれませんが、チャリティがうまくいっている地域はいいと思

うのですが、ホスピス、緩和ケアが全国的なサービスとして普及すべきだとしても、地域格差がでてくると思われます。

その点で、国の税金だけでなく地方税でも賄えばいいのではないか、という考えもでてきます。ただこの場合も、地元

地域のソーシャル・キャピタルが鍵になるだろうことは、私にもわかります。ここらへんについてもどうお考えでしょ

うか。 	 
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座長（加藤） 	 質問は２つかと思いますが、座長から要約して申し上げさせていただきますと、１番目は、チャリテ

ィとして始まったセントオズワルズホスピスだけれども、もっと NNHHSS つまり国からお金がでていいのではないか、それ

とももう十分なのか。それから２番目に、チャリティにも地域によって違いがあるだろうから、ホスピスのあり方にも

格差があるのではないか、それをどう考えるのか、という質問でよろしいですねˇ…ˇ…では、エラムさん、よろしくお願い

します。 	 

 	 

エラム 	 すばらしいご質問をありがとうございます。この質問内容だけで一つの会議が成立するくらいだと思います

（笑）。 	 

まず、緩和医療については 110000％国の資金で賄うべきだという人もいれば、チャリティでやるべきだという人もいて、

私はどちらも有効な意見だと思っています。しかしながら、現在の英国の状況とくに財務的な事情を考慮してみますと、

NNHHSSが緩和医療に適切な資金拠出を続けていくのはできない状況になっています。 	 

一方、終末期ケアということになりますと、その地域社会の人たちと深い関わりがあることになり、ですから一般の

人たちが一歩前にのりだして、自分たちが身銭をきったり余分なお金を出してでも、終末期ケアや緩和医療をより良く

したいという動きがあります。 	 

私はセントオズワルドにくる前は、NNHHSS で 2200 年間働いていましたが、NNHHSS が提供できるケアの質と、チャリティが提

供したいというケアの質との間には、大きな隔たりがあるのがわかっていました。そして、通常の多くのホスピスや緩

和ケアを提供しているチャリティにおいては、自分たちで募金活動をし、ケアの水準をどう保つかの自由度を保ってい

たいと望んでいるのは確かで、実際にそうした基準は非常に高いのがふつうです。 	 

そういうわけで NNHHSS からの資金は、我われの活動にとってはボーナスのようなもので、我われのサービス活動をさら

に拡大するのに使っています。ただしこの説明はセントオズワルド理事長の私個人の意見であり、もし英国の他のホス

ピスから理事長がきて話せば、また違う意見、つまり、NNHHSSから 110000％資金が出るべきだ、というような話をするかもし

れません。以上で、１番目のお答えになりましたでしょうか。 	 

次に２番目の質問についてですが、これは緩和ケアサービスについての調査があって、イングランド内だけでも大き

な地域格差があるのは事実です。初めにご挨拶いただいた松岡先生から、OOEECCDD 加盟国のなかで緩和ケアでは英国が一番

だとのお話がありましたが、私にはうれしい話ですけれども、びっくりもした次第です。 	 

ただ、英国では現在、緩和ケアを標�準化してサービスするようにしようとしているのも事実です。そして、緩和ケア

への期待値が全国的に高まってきており、高レベルの緩和ケアを全国展�開でサービスできるのもそう遠くはないはずで

すが、それには、各地の病院やホスピスがそういう期待値にどれだけ応えて、NNHHSS から資金を引き出すような活動を展�

開するかにかかっている、と私は思っています。 	 

こういう取り組みは、英国でも過去にはありませんが、現在すでに保健省の政策として動き出しており、その要項が

満たされたところは 22001155 年度から資金をもらえることになっています。22001155 年は英国のホスピスや病院にとっては、

非常に興味深い年になるでしょう。 	 

 	 

座長（加藤） 	 ありがとうございました。非常に大切な内容のご質疑でした。おさらいしますと、まず、「もっと NNHHSS



2200113300111144英国ニューカッスル地域緩和ケアチーム講演２エラム理事長＆ディスカッション 	 

 	 — 	 1144 	 — 	 

からˇ…ˇ…」という問題についてですが、医療・介護・福祉�の世界にはたくさんのニーズとギャップがある、それらをすべ

て行政（NNHHSS）が埋めるべきか、ということになります。 	 

日本の場合、水と安全と医療はタダ、という傾向がいまだにありますので、何でも行政に任せてしまうところがある。

しかしながら、どの国でも行政にはできないこともあるわけで、そんな隙間を埋めるのがチャリティの役割だと、英国

では社会によく浸透しているということが、エラムさんの話からうかがえたと思います。 	 

英国でシシリー・ソンダースさんが初めてのホスピスを開設されたときも、よく知られているように、意識的に NNHHSS

つまり行政の枠組みを離れてつくりました。これは、自分の自由を確保するためだったと思います。ですから、これか

らのチャリティに求められるのは、自分たちの自由を確保しながら、NNHHSS とともに、いかにニーズの隙間を埋めていく

か、だと考えられます。 	 

それから地域格差の問題については、複雑です。地域によっては、税金をもっと注がないとチャリティさえも成立し

ないところがあるかもしれません。今回はこれ以上深入りせずにおきたいと思います。 	 

●チャリティ寄附へのインセンティブは？ 	 

会場Ｔ（県北の開業医） 	 英国の緩和ケアではチャリティが重要かつ大きな役割を担っていることが、よくわかりま

した。チャリティへの寄附についてですが、お金をだす人は、その使い途がどうで、どういう結果がでているのかを知

りたいのは当然でしょうが、本来は見返りを求めないのがチャリティへの寄附だとしても、税金上の特典があるとか。

何かインセンティブやベネフィットは設けておられるのでしょうか。もう一点、寄附は一回だけならしやすいところが

ありますが、毎年毎年のように継続的に寄附してもらうのは、なかなか難しいものだと思います。セントオズワルズホ

スピスでは、そういう継続的な寄附金の割合はどのくらいでしょうか。 	 

 	 

エラム 	 そうですね、寄附してくださった方々に何か特典やインセンティブを設けるのは非常に重要なことであり、

どういう報い方をしたらいいかを決めるのは、基金の核になるものです。 	 

セントオズワルドでは、１ポンドから５万ポンドまでの寄附金をよせていただいた方には、まず理事長である私の直

筆サインの感謝状をお送りしています。そして、“TThhaannkk 	 YYoouu 	 EEvveenntt”（サンキュー・イベント）というのを年４回やって

おり、寄附者をホスピスに招待して直近の期間にどういうケアがなされたかを説明しています。すなわち、寄附のお金

をどのように使っているかを説明して感謝する、ということを行なっているわけです。サンキュー・イベントへの参加

者は多く、そのあとにさらに喜んで寄附してくださる、という循環になっています。 	 

また、理事長の私と募金チームの仕事として、主要な大口寄附者との良好な人間関係を常に保つように、ホスピスの

最新の情報をつねに提供して、お金がどこに使われたかを特にわかるようにする、という努力をしているのはもちろん

です。 	 

これらはほんの一例であって、その他にも多くの細かい特典やインセンティブを設けています。そして、英国では寄

附優遇税制もありますので、それで寄附が集まり、チャリティが成り立っている面もあると思います。 	 

次に２番目の質問についてですが、継続的な寄附をしてもらうにはどうしたらいいかは、英国でも重要なテーマにな

っており、一度寄附してくださった方を継続的な寄附者（ドナー）に育てていくこと、それはすべてのホスピスの夢に

なっています。我われのところでは、過去５年の間に一度でも寄附してくださった方に、「継続的なドナー制度に参加し
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てもらえませんか」と常に呼びかけるようにしています。 	 

我われセントオズワルドではそうした努力で毎年、地域の一般の方から総額 550000 万ポンドの寄附をいただいています

が、そのうちの 4400％、220000 万ポンドが継続的プログラムによるドナーからのものとなっています。このプログラムの成

果はすばらしいもので、このおかげで雇用賃金の安定を図ることができています。もちろん、そうした定期ドナーの方

たちには直接の感謝の表明とともに、我われ自身がより良い仕事で報いることを、常にお伝えするようにしています。 	 

 	 

座長（加藤） 	 会場のみなさま方にとっては、チャリティつまり寄附を集めるということは、いったい自分とどんな

関係があるのかと思われることと思います。しかしながら、もしご自分が開業医の場合、あるいは施設を経営している

場合、利益の一部をその地域社会の何か特定の役に立てるために使う、ということは可能だと思います。そうすること

によって、そのためにお金をください、ということもできるようになると思います。 	 

私どもの診療所では、並木基金というのをつくってもう十数年になります。しかしながら、これは日本人や日本の行

政の習慣だと思われますが、これこれのことをするので私たちにお金をください、とはなかなか言えない言わないよう

です。私どもの職員もそうです。 	 

私どもが以前にホスピスをつくったときに、ボランティアの方を募集したところ、ある新聞に、自分の利益のために

ボランティアを使うのか、と書かれました。これはいまだに、本質的で重要な、大切な問題だと思っています。お金を

寄附してもらう、しかしその使途ははっきりさせる、何のために使うのか、ボランティアの方たちのために使うのです。 	 

チャリティだからこそ、寄附されたお金の使い道はクリーンに明確にする、もちろん無駄のないようにするˇ…ˇ… 	 

私は英国のマックミラン財団を何度も訪れましたが、そこの会計監査は非常に厳しいものだと聞きました。いただく

からこそ使途を厳しくし明確にする、ということがチャリティの原則なのでしょう。 	 

解説が長くなりました、次の質問を受け付けます。 	 

●多職種チームのケアで中心になるのは？ 	 

会場Ｎ（家庭医療研修医） 	 僕はあるクリニックで家庭医療を研修中で主に在宅診療をやっています。３点お尋ねし

ます。在宅診療をしていて、多職種連携ができるようになるのはいいことだなとは思うのですが、そのときに一番の問

題になるのは、情報の連携、共有です。電話やファックス、メールなどいろいろなツールは使っていますが、介護系、

福祉�系の人たちにも通用するようなツール類、やり方があったら、ご教示ください。 	 

もう一つは、ソーシャル・キャピタルという考え方はすごいな、いい概念だと感じました。しかし日本では、まあ僕

が知らないだけかもしれませんが、なかなか育ってないと思うのに対して、英国では、ただでさえ消費税などが高いう

えにさらに慈善の慣習があるというのは、やはり一つ文化が背景にあるのだろうと感じます。みんなが小さい頃からそ

ういう教育などをうけているのでしょうか。 	 

３つ目はボランティアについてです。英国ではそれだけ多くの人がボランティアをするという、その動機は何なので

しょうか。日本でもその気づきのきっかけにできれば、と思うものですから。 	 

 	 

座長（菅崎） 	 ご質問ありがとうございます。まず、チームでの情報共有をどのようにしたらいいかということ、２

つ目に、慈善の精神をどのように育成していったらいいかということ、３つ目に、ボランティアをする人の動機、です
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ね。最初の質問についてはヒュース先生にお答えいただくのがいいと思いますので、よろしくお願いします。 	 

 	 

ヒュース 	 はい、それでは私からお答えさせていただきましょう。チームでいかに情報を共有するかは、非常に重要

なテーマです。緩和医療専門医の私自身の立場からお答えしますと、チームがケアしている患者さんはどこにいて、チ

ームのだれが主導してケアしているのかによって、情報共有の仕方も変わってくると思います。 	 

いちばん簡単な答としては、その主導的な役割は患者さん自身が果たすべきだという考えがあります。しかしこれは、

現実的な答にはならないとも思われます、というのも場合によっては、患者さん自身が主体的に動いていいのだ、とい

うことを理解していないケースが多々あるからです。 	 

私たちの外来の患者さんについてもいろいろ課題がありますので、その点から話してみましょう。セントオズワルド

のリンパ浮腫外来にはいろいろな症状を訴えて多くの患者さんが来ます。例えば、婦人科がんで足が腫れたという患者

さんは、まず病院婦人科の外科医がケアにあたっているはずですが、ときにはがん専門医がケアすることもあるでしょ

う。また糖尿病の患者さんには糖尿病の専門医、それから痛みを伴う症状がある人には緩和ケアの専門医、そしてリン

パ浮腫の人にはその専門医とチームˇ…ˇ… 	 

私が診察する場合に、こんな問題もある、あんな問題もあるといろいろなことを患者さんに言うかもしれませんが、

それは、症状別の専門医に診てもらったほうがいいケースもあるということです。それに、患者さんがもし他の疾患を

抱えていたら、それが私には伝わっていなかったり理解できなかったりすることもあります。 	 

そういう場合、私はいろいろな分野のところへ次々と問い合わせの電話を入れます、が、たいていは、どこからも返

事がこないんです（笑）。しょうがないので、私は各専門医に直接電話し、個人的に話をします。 	 

そういうときに一番重要なのが、GGPP と話をすることです。というのも、英国の医療制度では GGPP が患者さんの中心に

いるべきことになっている、つまり、すべての患者さんは GGPPを持っているのです。ですから、私に誰からも返事がない

ことよりは、GGPPに問い合わせがないことのほうが、よほど問題なのです。 	 

患者さんの症状がとくに複雑な場合、GGPP が形式的な主治医となって、各専門医や地区看護師など関係者をカンファレ

ンスとして召集することができます。専門医が行けない場合には一緒に仕事をしている看護師が参加し、各現場でどう

いうことをしているかの情報を、そのカンファレンスに持ち寄ることができます。 	 

このときに重要なのは、患者さんに都合がつくなら、できるだけ患者さんにも参加してもらうことです。NNHHSS では次

の標�語がすでに３年間使われています—— 	 “NNoo 	 ddeecciissiioonn 	 aabboouutt 	 mmee,, 	 wwiitthhoouutt 	 mmee..”（私に関する意思決定は、私なしで

はしない）。 	 

次に、患者さんが我われのホスピス病棟に入院している場合ですが、そのときには、臨床医としては私が主治医にな

ります。ただ、そのときにも、患者さんにとって優先順位の高いケアをしている職種の人が、チームとしての主体的な

活動を担うことになっていいと私は考えています。そのために我われは初めての患者さんに、「ケアの優先順位のチェッ

クリスト」というシートを渡して記入してもらうようにしています。それに従って、我われはさまざまな症状管理につ

いては主体的に担っていきますが、もし患者さんの優先順位が「在宅でのリハビリ」のほうが高いのであれば、ソーシ

ャルワーカーや OOTTが主体的に担っていきます。ただし、その確認と責任は私にありますが。 	 

なお、外来患者さんについてはまた違う方法をとっています。 	 

これで質問のお答えになっていればいいのですが、多職種のチームでは、お互いにいろいろとコミュニケーションを
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とる以外に情報共有の道はない、と私は考えています。 	 

 	 

会場Ｚ 	 英国での在宅ケアは GGPPが中心になり、緩和ケアが必要なときにはヒュース先生のような専門医が入って、中

心になることもある。また、必要とされるケアのレベルによって、いろいろな職種が中心となる、ということですね。

つまり多職種チームのケアでは、ケアによってコアになることもあれば、離れる場合もある、という理解でいいでしょ

うか。 	 

 	 

ヒュース 	 そうですが、患者さんが在宅の場合は、いろいろなケアの活動の中心には、必ず GGPPがいることになってい

ます。 	 

●どうしたらボランティアをしてもらえるのか？ 	 

エラム 	 次に私からは、まず３番目の質問、ボランティアをどのようにしてやる気にさせるか、にお答えしたいと思

います。我われセントオズワルドでは２年ごとに、ボランティアの人たちに動機に関してのアンケートをとっています。

動機は実にさまざまですが、専門家の分析によって、大きく３つに分けることができるとのことですので、それをご紹

介しましょう。 	 

１つ目のグループは、大学受験の準備中で、進路として医療職や看護職を考えている若い人たちです。我われのとこ

ろでボランティアをすることにより、外来や病棟ではどういうことをしているかを実際に肌で感じることができるから

ですが、受験の履歴書にボランティアの実績を記入できますし、面接ではそのことを述べて、評価の対象になるからで

す。 	 

２つ目のグループとして、さきほどヒュース医師のスライド１で我われの施設の写真をちょっとご紹介しましたよう

に中庭がある広い敷地で、そのメンテナンスをしてくださる庭師・園芸のボランティアの方々が 5500名います。このほと

んどの方は、自宅がアパートだったり庭のない家に住んでおり、セントオズワルドの敷地がすばらしい庭仕事を提供し

ているわけです。かなり広いですし、仕事道具もすべて整っていますので、やればやるほど人から美しいと喜ばれる、

そういう機会の場になっているのです。 	 

それから３つ目のグループが、仕事をリタイアした人たちと 6600歳代前半の人たちです。会社員、工員、メディア関係

者、弁護士などさまざまな職種に就いていた人たちですから、ケアの場のことはほとんど知らないわけですが、ボラン

ティアとして参加することによってそれまでの人生とはまったく異なった世界を知って、暖かで穏やかで爽やかな気持

ちになれると言ってくださっています。 	 

英国の格言に「家を売ろうと思うなら、どんな家でも必ず買い手は見つかる」というのがあるのと同様、ホスピスで

も必ず、ボランティアとしてやっていただきたい仕事が見つかる、といえます。我われから「ボランティアとしてこれ

これこういうことをやってもらいたいので募集する」と広報しますと，必ずその仕事に応募があります。さらに、その

募集から採用までのプロセスを、仕事の内容、応募してきた人の職歴と動機などを明確にして、再び地域のメディアを

通じて報告します。そうすることによって、地域の人たちでいつかはボランティアをしたいと考えている人たちに、こ

ういう機会があるのだなとわかってもらえるのです。 	 
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●慈善の文化をいかに育むか？ 	 

エラム 	 最後に、前後しますが２番目のご質問「慈善の文化をどう育むか」についてです。この質問は言い換えると、

若い人たちに自分たちの地域をサポートする心というものをいかに育んでいくか、だと思うのですが、残念ながら、答

えを後まわしにしたことからもお分かりのように、私には考えがまとまっていません、加藤先生には次回、文化人類学

者を招聘するようにお願いします（笑）。 	 

 	 

座長（加藤） 	 ご質問にあったソーシャル・キャピタルとしての慈善の心についてですが、日本でそうした教育がな

されていないかというと、そうではありません。例えば、体験学習というのががひんぱんに行なわれています。しかし

日本の病院では現在、稼働率向上などのためにそうした体験学習の受け入れをだんだんしなくなっている傾向があるの

が実態です。これについては、日本の医療・ケア関係者すべてが考え直していかなければならないと私は思います。私

どもの診療所では希望されれば進んで受け入れています。 	 

また日本でのボランティアのあり方として、リタイアされた方々にこどもたちや患者さんの送迎などをやっていただ

いていることが論文で報告され、英国では話題になったそうです。私たちの地域、足もとにはそういうボランティア的

活動がすでにあるのです。現在の町内会や、民生委員もそうですから、そういった既存の活動をどう組み立て直すかだ

とも言えると思います。 	 

●ホームページづくりは？ 	 

会場（ホームケア、福祉�サービス業） 	 セントオズワルズホスピスのサイトを拝見して、一般的には深刻な問題のホ

スピスというところにもかかわらず、ロック歌手の話題やファッションショーのイベント告知があったり、非常に楽し

いホームページになっているので少し驚きました。実は私どもの場合は、スタッフがいつも深刻な顔や辛い顔ををしな

がら仕事をしているんじゃないかとよく言われるので、セントオズワルドのスタッフのみなさんはきっと明るい顔で仕

事をされているんだろうな、と思った次第です。 	 

そこでお尋ねしたいのは、そういうホームページはどうやって制作しているのか、専門スタッフがいるのか、それと

も外部コーディネーターに任せているのでしょうか。 	 

もう一つは、スタッフのバーンアウト（燃え尽き症候群、消耗感）にどう対処されているのか、ご教示いただけませ

んでしょうか。 	 

 	 

エラム 	 ホームページについては私からお答えします。我われのホームページを褒めていただいて大変うれしく光栄

に思います。 	 

我われセントオズワルドのホームページ制作は、プロのデザイナーが１人と、４人の専門スタッフが担っています。

とくに４人のコミュニケーションスタッフはみな 2200歳代で、彼らの仕事で話している内容は、実は私にはさっぱりわか

らないのです（笑）。が、非常にすばらしいホームページができているのは確かで、ふつうなら深刻になりがちなホスピ

スというところを、前向きで建設的なイメージで打ち出すことができていると私も思いますし、誰が見てもそうである

ことを願っています。 	 

帰国したら、地球の反対側で我われのホームページを見てくださった方がいて、たいへん褒めてくださったことを、
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担当マネージャーに伝えます、きっと喜ぶことでしょう、そして、よりよいホームページづくりに励んでくれるでしょ

う。 	 

●スタッフの“燃え尽き症候群”への対処は？ 	 

ヒュース 	 スタッフのバーンアウトについては私も非常に気になっていることなので、私からお話ししましょう。ま

ず、我われのスタッフにバーンアウトしそうなスタッフがいたら、私は、日本への休暇旅行を許可することにしたいと、

今は思っています（笑）。 	 

この問題はとくに若い人たちにとって重要で、とくに３年目から５年目あたりの看護師がそうです。ただ、若い人た

ちにはもう一方で、組織にいるかぎり医療関係者の“キャリア構造”問題があり、バーンアウトではなく離れていく要

因です。つまり、組織のなかでがんばっていることによりだんだん進歩し上昇していく際に、あっちのほうが面白そう、

こっちのほうがやりがいがありそうと、興味・関心が育まれる構造があって、これはある程度やむを得ません。それよ

りも問題は、かなりの経験を積んだ人のバーンアウトで、とくに医療関係者の上層部では深刻です。 	 

英国では国の制度として、ありがたいことに、私たち医療者は同じ仕事や職場にずーといつづけることができないよ

うになっており、新しいことに取り組めるようになっています。いつも制度的に何か新しい動きがあって、それに自分

が刺激�をうけることがあるという構造になっているわけです。 	 

ただ、今のご質問の意図は、仕事の環境的なことによるバーンアウトについてですね。バーンアウトに関して英国で

行なわれた調査で、どういう職種にそれが多いかの結果によりますと、がんの緩和ケアに従事している職種のスタッフ

はどれも、他に比べてバーンアウト率が低かったのです。 	 

これには２つの要因が挙げられていました。その一つがチームワーク、チーム医療で、例えば我われセントオズワル

ドのような組織ですと、患者さんに何か問題があると、多職種のみんなで話し合って問題を共有します。もしその問題

が感情的なことで、患者さんについてのことであってもケアスタッフについてのことであっても、オープンに言ってい

いという環境になっています。これは非常に健全なことであります。 	 

その一方で、ホスピスという環境内で仕事をしている人たちのなかに、少数の完璧主義者がいるのは確かで、彼らは

ともすればバーンアウトしがちです。その点から逆に、バーンアウトを防ぐ方策が見えてきます。つまり、ケアの目標�

を設定するときには現実的なレベルの目標�設定をすることが大切だ、ということです。 	 

私は、患者さんのすべての苦しみの課題が緩和ケアのなかにあるとは、考えていません。苦しんでいる患者さんを私

が治療して、それがうまくいかなくても、それは失敗だとは考えない、ということです。それに対して腫瘍専門医は、

手術など治療した患者さんの症状が反応しない場合、その事実を認めるのが難しいということが多々あります。こうし

たユニットの治療結果がうまくいかなかった場合は、反省会を開いて、みんなで意見を出し合っています。これは分野

を問わず、大切なことで良いことだと思います。 	 

それでもうまくいかない場合は、私は抗うつ剤を処方してもらいます（笑）。これでお答えになりましたでしょうか。 	 

 	 

座長（加藤） 	 ありがとうございました。話題が少し緩和ケアならではの特徴的なところに入り込み過ぎたように思

われますが、実は先ほどの休憩時間にフロアの方から、「7777 歳の私には、どこで死ねるかが一番聞きたい話なんですが」

と言われました。実際そうだと思います。 	 
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また、今日ここにご参加くださった方々のなかには、超高齢化が進むこれからの日本で、その人たちのかなりの数が

お世話になるであろう高齢者施設の関係者もいらっしゃり、やがて施設で亡くなっていくときに、緩和ケアの専門家は

どのようにサポートしてくれるのだろうか、との関心をお持ちだと思います。 	 

そこで、これからエラムさんに、英国でもこれからさらに増える高齢者施設とセントオズワルズホスピス、さらには

プライマリーケア・チームなどとの協働関係について、また、非がん疾患の患者さんを含む死についての公衆教育、こ

れは、緩和医療の初期に抱えた告知問題といえるのですが、そうしたことがらについてセントオズワルドはどう取り組

んでいるのか、追加スライドも用意していただいておりますので、お話ししていただきましょう。よろしくお願いしま

す。 	 

●高齢者施設ケアについて 	 

〈Ellam 追加スライド１〉 	 独立型の高齢者施設（ケアホーム）に

ついてですが、我われセントオズワルドの外来とデイホスピス・チー

ムは、ニューカッスル地域にある他の独立型高齢者施設（社会的ケア

施設と養護型ケア施設の両者）とも良好な関係を結んでいます。それ

らの入所者にもし緩和ケアの必要な事態が生じれば、そのうち最も複

雑な症状の患者へのケアの調整は、我われが行なうことになっていま

す。 	 

というのも、そうした独立型高齢者施設では、緩和ケア教育の質に

大きな開きがあるからです。我われが関わることによって、独立型高齢者施設の入所者にも終末期に高い QQOOLL の生活を

経験していただくことができます。 	 

しかしながら、一般に独立型高齢者施設でのふだんのケアが決して十分ではないので、その点は我われもつねに非常

に危惧しているところです。それらの施設でのやり方が適切でないとか法に反しているというわけではありませんが、

我われからすれば、お粗末だということです。でも、それは NNHHSSのメニューの一部なのです。 	 

良質な緩和ケアサービスのニーズとしては非常に大きなものがあるのに、それに応えていく余裕と影響力を行使する

力までは今の我われには残念ながらありません。ですから我われは、ニーズのある人のうちでもとくに症状が複雑なニ

ーズの人に絞って症状管理を担うことにしています。 	 

なお、そうした高齢者施設が抱える問題点として、スタッフの入れ替わりが激�しいことが挙げられます。自分の施設

のケアのあり方がお粗末だとわかると、他の施設へ移ろうとする人が多いのです。質の高いケアをやっている高齢者施

設にいるスタッフは、さらに医療関連施設に移ろうとします、給与がいいからです。 	 

というわけで、優秀な人はつねに移動しているという現実があります。２年前に行なわれたニューカッスルの高齢者

施設についての調査でも、スタッフの 8800％が常時移動しているとの結果がでました。 	 

ですから、スタッフの教育と人材開発を考えますと、移動が激�しいために、同じ内容の教育をあちこちで何度も繰り

返さなければならないという状況が生じています。 	 

以上まとめますと、高齢者施設で緩和ケアのスキルを上げていかなければならないというニーズはあるのですが、現

状ではどうしようもない状況であり、我われホスピスの立場からは、スタッフの一部がなんとか関わって前に進めるべ

EEllllaamm 追加スライド 11	 
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く努力していきたいと思っているところです。 	 

 	 

〈追加スライド２〉 	 次に、プライマリーケア・チームと我われの

関係について述べます。会場のみなさまからは、我われのホスピスケ

アの調整はどのようにコミュニケーションをとって行なっているのか、

というご質問をいただきましたが、英国のがんの患者さんについての

場合、もっとも重要な調整の鍵はマックミラン看護師がにぎっていま

す。NNHHSS の立場でのサービス・コーディネーターというべき存在です。 	 

例えば、非常に複雑な患者さんの場合、臨床主治医が５人 1100 人と

いる場合があり、患者のケアの場も病院であったりホスピスであった

り、また自宅であったりします。ですから、そのケアが誰によって何がされ何時なされたかを追跡するのは、非常に大

変です。マックミラン看護師はそういう情報をすべて集め、全体の流れの意味がわかるようにし、必要なことがきちん

と処置されているかなどを確認します。 	 

マックミラン看護師はときに患者とともに頻繁に我われホスピスに来て、患者についての打ち合わせをし、我々とと

もに今後のケアニーズに沿った計画を立てます。 	 

ただ、先ほどヒュース医師の話にありましたように、患者の実際の主治医は家庭医（GGPP）であり、また病院の専門医

（コンサルタント）であるので、我われホスピスの医療チームが直接診療にあたることはありませんが、かなりの時間

を費やして患者の主治医たちとコミュニケーションを主導して進めます。また、アドバイスや臨床的現状報告をし、も

しホスピスを退院するのであれば包括的な退院時情報提供を書き、必要であれば今後の治療計画も提供します。 	 

また、先ほども触れましたが、我われは緩和ケアについての 2244時間アドバイス電話サービスを行なっていますので、

プライマリーケアの人たちにはとても重宝がられており、ほぼ全員に利用してもらっています。例えば、日曜日の午前

２時に問題が起きたというとき、2244 時間電話サービスがあって話ができ相談できるというのはどんなに心強くありがた

いことか、実際のケアにあたっている方にはよくおわかりいただけるでしょう。 	 

 	 

〈追加スライド３〉 	 最後に、また別のテーマですが地域の公衆教育

について触れておきます。 	 

英国での公衆衛生教育は保健省の公衆衛生局が担っていますので、我

われセントオズワルドが一般を対象にフェース・トゥー・フェースでの

教育は行なっていません。 	 

ですから、我われが一般の人たちと接するのは、より良い緩和ケアサ

ービスのために広範なキャンペーン活動をするときや、新規サービスの

立ち上げをサポートしてほしいと協力をあおぐときなどに限られます。 	 

例えば、先ほどヒュース医師が紹介した“死ぬことは大事：連合”の運動ですが、これはホスピス主導で行なってい

るものではなく、各地方の医療評議会と NNHHSS 地方組織であるプライマリーケア・トラストなどの主導で展�開されている

活動です。計画の初期に我われのほうに、戦略作成に参加してほしいとの要請があり協力はしましたが、実際のキャン

追加スライド 22	 

追加スライド 33	 
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ペーン活動や教育実践には関わっていません。 	 

ただ、この“死ぬこと大事：連合” 	 運動は非常に大切だと我われは考えており、一般の人たちに緩和ケアや死にかん

する問題を意識させ教育する点で大きな成果をあげるだろうと思います。しかし現段階では、我われ自身の資金不足と

仕事量の多さから、こうした公衆衛生教育には我われホスピスとして関わるべき優先度の高い分野ではないとの方針を

決めています。 	 

 	 

座長（加藤） 	 エラムさん、ありがとうございました。チャリティとして、そのお金や時間をどう使うかという目標�

をしっかり決めている、というお話だったと思います。 	 

時間も迫っていますが、あと一つだけ質問を受けていただきましょう、どなたかˇ…ˇ… 	 

●継続する志のためのノウハウはあるか？ 	 

会場（倉敷中央病院医師） 	 セントオズワルズホスピスが設立されるまでに、地域でのネットワークづくりに 1144年間、

それから資金集めにも４年間かかったとのことですが、それだけの長期間をあきらめることなく続けてこられた理由、

というか、情熱だけでは説明のつかない、いろいろなことが考えられると思うのですが、何かこれぞというものを一つ

ご教示ください。 	 

 	 

エラム 	 ご質問ありがとうございます、いま考えています、というのも、設立当時には私はいなかったものですから

（笑）。 	 

創設した人たちはまだいらっしゃるので、話はいろいろ聞いたことがあり、それによりますと、自分たちの信条、ま

るで宗教みたいな気持ちでやっていた、ということをおっしゃっていました。文字通りの宗教的な信条ではなく、自分

たちの考えるホスピスとはこういうものだという信念があって、それが光を放ち続けたのだと私は思います。 	 

実際には、一般の方からお金も時間もいただいてサポートしてもらったということがありますので、それが大きな力

となり勇気にもなったのだと思います。ですから、もう元には戻れない、後退するわけにはいかない、ということもあ

っただろうと思われますので、それが、あきらめることなく前へ進める原動力になったのだと思います。みんなが、自

分たちは非常に重要なことを担っているのだとの信念を持っていて、一般の方々からのフィードバックを聞いても、み

んながそう信じていたそうで、これが、長続きした理由だと思います。 	 

 	 

座長（加藤） 	 よろしいでしょうかˇ…ˇ…ちょうど時間もなくなりました。これで本日のセッションを終わりたいと思い

ますが、今日のテーマの課題は広く、一義には決められない問題がたくさんあることがわかったと思います。 	 

みなさま方が本日の講演のなかから、何か気づきを与えられ、そして、ご自分の持ち場での何らかの解決策を考えら

れ、さらには一斉に実行に移されるよう、期待しております。そのときにご自分にできることを明確に決めながら、そ

の一方で、社会の力を借りることができる、これからはそういう世の中になってほしい。行政だけに頼っていてはなら

ないように思うのです。そういうことを私たちは明確に心に刻む必要があるのではないでしょうか。 	 

いずれ私たち自身も高齢者のなかに入るわけですが、そのときにはかなり多くの人が高齢者施設に入所することにな

るはずです。そのとき、高齢者施設のケアの質がどうなのか、とくに死をどう迎えるようになるのか、これは日本のこ
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れからの非常に大きな課題です。 	 

しかし、こういうことはまだほとんど語られていません。このことが今後みなさま方を通じて、語られるようになる

ことを祈って、講演を終了したいと思います。 	 

本日は遠方からも多くの方々にお越しいただき、どうもありがとうございました。ヒュース先生とエラム先生に今一

度、大きな拍手をお願いいたします。〔拍手〕■ 	 

 	 

 	 

●閉会の辞 	 

佐藤涼介医師（佐藤医院院長，岡山市医師会理事在宅医療担当） 	 

 	 

本日は遠く英国ニューカッスル市のセントオズワルズホスピスから私たちのために来日し講演いただいた、ジェーム

ズ・エラム理事長とアンドルゥー・ヒュース先生に、心より感謝申し上げます。〔拍手〕 	 

本日のお話のなかで、緩和ケアはがんで始まり、非がん疾患へと広がっていった、このお話はとくに私たちにとって

重要な問題をはらんでいると思いました。もちろん日本の私たちは、がんの緩和ケアをさらに強化していく必要がある

のですが、非がんの人たちも大きな痛みや苦しみを抱えているのだという意識を、もっと深く認識していく必要がある

と思いました。“驚きの質問”を教えていただきましたが、このことを強く意識して、非がん疾患の人にも緩和ケアを適

応して、少しでも苦しみを少なくするようにして終末期を過ごすことができるようにする必要がある、と感じました。 	 

また、セントオズワルズホスピスが医療保険で賄われているのではなくて、善意による基金で運営され活動している

ということを教えていただき、日本の私たちの想像を超える姿に感心いたしました。その根底には、ソーシャル・キャ

ピタルという、ホスピス・緩和ケアの活動が地域の資産として認められており、地域全体で地域の人の健康をみるとい

う方向へもっていくこと、地域をみんなで共有し支えてその力を高めようという発想、そしてそこにスペシャリストが

加わり、より高い質の緩和ケア医療を提供しようということに賛同する人を募っていくという活動、こうした動きは新

鮮でこれからの私たちには見習うべきものだと感じました。 	 

私自身はいま、岡山市医師会理事としてプライマリ・ケアと在宅ケアを担当しておりますが、岡山市では加藤先生と

岡山大学の先生方がともに築かれてこられた緩和ケアの基盤があり、行政の方々も非常に協力的です。とくに岡山市で

はいま新たに、在宅ケアを発展�させていこう、岡山市を全国のモデル地域になるようにしようと行政も動いており、今

日のお話を参考にして、ぜひいいものをつくっていきたいものだと思っています。そして、岡山県全体へ、さらには日

本全国へとひろがっていくようにと、私たち努力していきたいと思う次第です。 	 

最後になりますが、本日は午前中の悪天候で足もとがわるいなかを、大勢の方にお集まりいただき、ほんとうにあり

がとうございました。そして、セントオズワルドのお二人の先生に感謝申し上げますとともに、加藤先生とかとう内科

並木通り診療所スタッフのみなさんの献身的な運営、そして緩和医療研究会の世話人の先生方に、感謝申し上げて、閉

会の辞とさせていただきます。〔拍手〕■ 	 

 	 


