
　みなさんこんにちは。信州大学医学部附属病院
信州がんセンターの小泉です。ご当地カフェ in
松本というものを企画させていただきました。こ
れは信州大学医学部附属病院と国立がん研究セン
ターの共催でがんサバイバーを支援しようという
企画です。国立がん研究センターとは縁があり、
松本で開催しようということになりました。今年
は松本と岐阜でやるとのことです。そのひとつと

して今日、松本で開催できたということです。
　構成は、前半は約 1 時間 10 分ほど講演を主体
にさせていただき自由参加です。2 時過ぎからは
別の会議室を使い、テーブルに座っていただき、
がんサバイバーの方たちが自由に語らいの場を持
つという時間設定で構成させていただいています
のでよろしくお願いいたします。

〜がんと暮らしの調和を目指して〜

小泉　知展
信州大学医学部附属病院信州がんセンター長

開会の挨拶

ご当地カフェ in 松本

2016 年９月 17 日
13 時 00 分〜 15 時 30 分

松本市やまびこドーム　開催
共催：信州大学医学部附属病院信州がんセンター　がんサバイバーシップ支援部
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　みなさんこんにちは。国立がん研究センターが
ん対策情報センター長の若尾と申します。今日、
東京からやってまいりました。これから「ご当地
カフェ in 松本」を始めさせていただきたいと思
います。
　みなさんご存じだと思いますが、今、がんは日
本人の死因の 1 位になっています。1 位になっ
たのは 1981 年で、今から 35 年前です。それ以
来ずっと日本人の死因の第 1 位です。今は日本
人の 3 人に 1 人ががんで亡くなり、2 人に 1 人
は一生のうちにがんに罹ると言われています。そ
ういう時に、政府としてもがんのことを何とかし
ようということで、平成 18 年にがん対策基本法
をつくりました。このがん対策基本法にもとづい
て国のがん対策を決めるがん対策推進基本計画と
いうものがつくられています。
　このがん対策推進基本計画には 2 つの目標が
あります。1 つめは「がんで亡くなる方を減らす」
です。2 つめが「がん患者さんとそのご家族の療
養生活の質の維持・向上」です。がんになっても
良い暮らしができる。苦しまないで暮らせるよう
にということを 2 つめの目標にしています。
　この基本計画が 5 年たち、平成 24 年に一部改
正されて第 2 期計画となりました。この第 2 期
計画では 3 つめの全体目標が設定されました。
この 3 つめの全体目標は「がんになっても安心

して暮らせる社会の構築」です。1 つめが医療の
世界、2 つめが医療と患者さんの世界、3 つめは、
社会として、あるいは地域としてがん患者さんと
もっともっと寄り添って、共に暮らしていくとい
うことです。これが今の国の計画になっています。
　基本計画を受けて国立がん研究センターでは、
がんサバイバーシップ支援研究部（編注：2016
年に組織名変更があり、現在は「がんサバイバー
シップ支援部」）を当時作りました。「サバイバー
シップ」という名前がついた部署ができたのは研
究機関では日本で初めてです。そのサバイバー
シップ支援研究部で始めましたのが「公民館カ
フェ」です。公民館カフェとは、医療者あるいは
患者さん、ご家族、あるいは地域の方、または企
業の方など色々な方が集まって勉強をし、そのあ
とお茶を飲んで、お菓子を食べてがんのことを語
ろうという会です。会場は東京の月島にある公民
館です。月島はもんじゃ焼きで有名なところです。
今まで 12 回やっています。
　それでみなさんのお話を聞くことが大変重要だ
ということが分かり、月島だけでやっているので
はもったいない。その公民館カフェの出張版、出
前をしようということで「ご当地カフェ」が始ま
りました。ご当地カフェは沖縄からスタートし、
石巻、奈良県明日香、札幌、金沢、名古屋と、今
まで 6 回やってきました。こちらの松本は 7 回

若尾　文彦
国立がん研究センターがん対策情報センター長

開会の挨拶
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目の開催になります。
　ご当地カフェは色々な会場でやっています。ホ
テルの会議室を借りたり、病院の中の会議室を借
りたり、あるいは地域のコミュニティセンターの
会議室などです。最後の名古屋ではナゴヤドーム
の横にあるドアラカフェという本当のカフェを借
りてご当地カフェをやっています。今日は松本市
やまびこドームという非常にすばらしい会場でや
らせていただくので楽しみにしております。
　本日のテーマは「がんと暮らしの調和を目指し
て」です。まさにサバイバーシップでいちばん大
事なことだと考えています。がんの経験をされた
方は大変な思いもされてきていると思いますが、
一人ひとりがその困難に打ち克つためにさまざま
な工夫をされたり、あるいは周りの方に多くの支
援をいただいたりしたこともあると思います。そ
ういう話をぜひ共有していただき、自分の知らな
い支援や自分の知らなかったご苦労など、色々な
話をしていただく、またそれが多くの方につなが
ることで支援の輪が広がると考えています。ぜひ
まずこちらの部屋の講演会でお話を聞いていただ
き、別の場所でカフェタイムとしてお茶を飲み、
お菓子を食べながら自由な討論会もございますの

で、そちらにも参加していただければと思います。
　講演会では国立がん研究センターサバイバー
シップ支援部の高橋部長からサバイバーシップを
含めた暮らしについて、その後には、病院の中で
がんと仕事の色々な相談に応じてくださってい
る、社会保険労務士の方のお話を聞きます。さら
に今日、私はがん相談支援センターの法被を着て
います。信州大学では医療福祉支援センターとい
う名前ですが、その相談員の方のお話も聞きます。
　最後になりましたが、このようなすばらしい会
を企画して準備にご尽力いただきました信州大学
医学部附属病院信州がんセンターの小泉センター
長をはじめスタッフのみなさま、それから本日の
この会場をお貸しいただき、また企画にもご協力
いただきました大月典幸実行委員長をはじめリ
レー・フォー・ライフ信州 in まつもとの実行委
員のみなさま、さらには今日この会場に来てくだ
さっているすべてのみなさまに感謝を述べさせて
いただくとともに、これから始まる講演会がみな
さまにとって有用なものとなることを祈念いたし
まして開会の挨拶に代えさせていただきます。本
日はどうぞよろしくお願いいたします。
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はじめに―がんになっても、人生は終わらない

　東京都中央区築地の国立がん研究センターから
まいりました高橋と申します。私の今の職場は海
の近くにあります。私自身も海の近くで育ったの
で、海は非常に身近なのですが、実は生まれて初
めて山をきれいだと思ったのは、信州の山を見た
時です。本当にきれいだなと思いました。
　がんは人生のピンチです。がんと分かった時に
は、今までのことを振り返ったり、これからのこ
とを考えたりします。その上で、自分で工夫をし

たり、色々な人の力を借りたりしながら、毎日を
積み重ねていくものだと思います。
　先ほど若尾センター長からもご紹介がありまし
たが、この「ご当地カフェ」は、公民館カフェと
いうイベントの発展形です。首都圏以外の病院、
医療機関と国立がん研究センターが共催をさせて
いただいて、がんになった後の暮らしの様々なこ
とを、みんなで、色々な背景の人たちが集まって
語り合う会です。集まるのならお茶があった方が
良いだろうということで、カフェという名前に
なっています。本当に色々なところでやらせてい
ただいています。、今日もこんなに素敵な会場で、

高橋　都
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

基調講演： 
がんになってもいきいきと生活するには

スライド 1　�がんになったあとの暮らしを語る ･学ぶ 3種の学習イベント 公民館
カフェ /ご当地カフェ /がんサバイバーシップオープンセミナー

「リレー・フォー・ライフ・ジャ
パン 2016 信州まつもと」と同
時開催できることをとても幸せに
思っています（スライド 1）。
　がんになることは十分、人生の
ピンチで、実は私の家族も現在進
行形で進行がんの治療中です。た
だ本当に言いたいのは、人間、「が
んになっても、人生は終わらない」
ということです。がんと言われる
と、みなさん驚きます。たとえ「内
視鏡で採りますよ、早く見つかっ
て良かったですね」と言われても、
それを「良かった」と思う人はい
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ません。いかにがんという言葉が深刻な響きを持
つかということに関係していることだと思いま
す。
　先日、10 年以上乳がんと付き合っている私の
友人とおしゃべりをしていた時に、「がん」とい
う名の濁点が着くのが良くないという話になりま
した。「ゆん」とか「にゅん」とか、別の言葉になっ
て、「私のゆんがさあ…」というように言えると
少しは気が楽になるのではないかという馬鹿な話
をしました。でも、やはりイメージは大事です。
イメージによって私たちの行動や感じ方は左右さ
れるところがあるからです。
　がんは長くつきあう慢性病になりつつあるし、
社会生活は続いていきます。毎年、新たに日本で
がんになる方は約 100 万人です。ご近所や職場
には必ずがんになった方がいます。また私が医師
になった○十年前は、「がんという診断は言うな」
という時代でした。それは非常に辛いことでした。
今は自分で治療や暮らし方を考え、がんと知った
上で生活をしていくのが当たり前になってきてい
ると思っています（スライド 2）。
　今日は何らかのかたちでがんとご縁がある方が
この松本市やまびこドームに集ってくださったと
思いますが、がんと診断されたのが「ご自分だっ
たら？　家族だったら？　友だちやご近所の人
だったら？　同僚だったら？」どのように思うの
でしょうか。あるいはどのようにするでしょう。

　本当に改めて思うのですが、診断が分かって
びっくりしない人はいません。たとえば「5 年生
存率は 7 ‐ 8 割です」と言われたら、「2 ‐ 3 割
はダメなのか」と、治る 7 ‐ 8 割の方に目が行
かないのは当たり前だと思います。
　要は何％と言われても、本人にとっては「イチ・
ゼロ」ですから、その受け止め方には、とてもコ
ミュニケーションが関係してくると常々思ってい
ます（スライド 3）。
　本当に人生は続くものだと思います（スライド
4）。
　がんになると、時々心がイガイガすることがあ
ります（スライド 5）。「自分のがんのこと、家族
や友だちは本当はどう思っているんだろう？」、

スライド 2　がんの意味が変わってきた スライド 3　改めて思うのですが

スライド 5　

スライド 4　
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あるいは友だちはやさしいが
「どこまで分かってもらえる
んだろう」、「どこまで本音を
言っていいのだろう」という
ことです。またこれは良く
色々なところで聞く話です
が、がんになったと話すと先
に相手に泣かれてしまって、
泣きたいのはこっちなのに、
どうして私が「いや、大丈夫
だから」と慰めなければいけ
ないのかといった状況も中に
はあります。
　これはある患者さんから聞

した。家族の外のがん相談支援センターや医療者
などに相談できれば良いのですが、妻の担当医や
看護師に相談した人は 4.8％しかいませんでし
た。患者さんではなく、家族が家族の辛さを主治
医や看護師に相談するのは抵抗があるのかもしれ
ません。ただ、相談していただいても良いのです。
そこからどこかに橋渡しができるかもしれません
から（スライド 6）。
　それからこれも似たような話で、がんに限らな
いのですが、夫婦のどちらかが病気になるとお互
いに影響しあうものです。とくに妻が病気になっ
た時の夫は辛いものです。「男たるもの感情を出
さず、弱音を吐かず、妻を守るぞ」と思っている
人の場合は、今さら人に相談できません。もしか
したら平静を装うことで自分を支えているのかも
しれません。世の中のご主人たちはどうやってガ
ス抜きしているのでしょうか。赤提灯には行かな
いのでしょうか。やはり誰でも、ガス抜きの場は
必要だと思うのです（スライド 7）。
　それから、「いつも通りでいてくれるのがいち
ばんうれしい」という言葉を良く聞きます。でも、
いつも通りというのは、実はなかなか難しかった
りします。家族の誰かががんになるというのは「い

スライド 6　妻の乳がんと関連して夫が経験した心身不調

いたのですが、色々と愚痴を言っていたら「おい
おまえ、がん患者は世界で一番偉いのか？　わが
ままし放題でおれだって大変なんだぞ」と言われ
たそうです。そういうように率直に言ってくれる
のですから、それまであけっぴろげのご夫婦だっ
たのですね。言えない夫婦もあるでしょう。「世
界で一番偉いのか？」と言われたら「そうだよ、
偉いよ」と言えればきっと患者さんご本人は気が
楽だろうと思います。でもそうはいかない。本当
に色々なことがあると思います（スライド 5）。

患者本人と家族の関係
−表裏一体でも「察して」はもらえない

　少しだけ調査の話をさせてください。私どもの
研究部で妻が乳がんになった夫にアンケートを行
いました。夫の 9 割が妻の乳がんを原因として
何らかの不調を経験していました。不調の内容は

「将来への漠然とした不安」・「気分の落ち込み」・
「不眠」・「イライラ感」・「仕事の能率低下」など色々
ありますが、それを誰かに相談したという人は 6
割しかいませんでした。4 割はがまんしていたの
ですね。相談した 6 割の内、相談相手は家族で
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はびっくりしてもだんだんと状況に慣れていくよ
うに人間はできているような気がします。もちろ
んかなり辛くなってそれが続いてしまう方もいま
す。色々な状況はあります。ただ人間は深みには
まってばかりではいられないようにできている。
自然に上向くようにできている。そういうところ
もあるのかなと感じたりもします（スライド 8）。
　がんになったご本人は「周りに迷惑をかけて申
しわけない」と思っているかもしれません（スラ
イド 9）。家族のためにがまんしていたりするか
もしれません。でももし逆の立場だったらどうな
のでしょう。本人ががまんしてため込んで、辛く
なっているのを見て、家族は幸せでしょうか（ス
ライド 10）。
　本人と家族のコンディションは表裏一体だと思
います。これは本当にがんに限らない話で、人生
のピンチにある時、本人と家族は表裏一体だと思
います。ピンチになった時の対応の仕方は、車が
急に止まれないのと同じように、それまでオープ
ンであった家族はざっくばらんに話すかもしれま
せんが、それまで何か気を遣いあう家族はそこま
でしません。やはりそれまでの対応の仕方と似て
いるのだと思います（スライド 11）。
　いくら愛する人でも自分の体験ではない時には
すべてを分かることは難しい、すべてを理解して
もらうことも難しいかもしれません（スライド
12）。「一心同体です。分かっています」と言う
ような人に限って少しずれていたりすることもあ
ります。すべて分かればいちばん良いのでしょう
が、分からないものだよというところから始めた
方が楽かもしれません。分かってもらうためには、
やはり言葉にしなければいけないということにな
ります。
　私たちはやはり、察してもらいたいと思うので
す。自分の辛さを理路整然と言葉にするのもなか
なか難しいものですから「言わなくても察しても
らいたい」という気持ちは誰でもあると思うので

スライド 7　妻ががんになったとき…

スライド 8　

スライド 9　

スライド 10　

つも通り」ではない状況なのですから。ただ人間
というのはけっこうしぶといなと思うのは、最初
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す。しかしやはり「察する」というのは難しいで
す。がんと診断されるのは誰にとっても新しい経
験です。2 度目、3 度目だと少し違うかもしれま
せんが、とくに初めてがんになった時は、ご本人
も周りの人もそれが初めてだからこそ色々な気持
ちが生じます。だからこそ察してもらおうとせず
に気持ちを伝えることが大事ではないでしょうか

（スライド 13）。
　それから、察するのではなく相手の気持ちを聞
いてみるのも大事です。みなさんはどうされてい
るでしょう。「察しないで聞こう」とか、「気持ち
を伝えよう」というのが簡単にできればこれほど
楽なことはないのですが、新しい状況だとやはり

「言うこと」が大事になってくると思われます。
　また小さいことでもうれしいことは、けっこう
毎日の暮らしの中にあるものです。そういう時に

「あっ、おいしい」とか、「あっ、うれしい」とか、
言ってみる。思いがけず誰かがお風呂を洗ってく
れたときなど、メチャクチャうれしいでしょう。

そういう時の「あっ、これしてくれたんだ。あり
がとう」と言うのもコミュニケーションの糸口か
もしれません（スライド 14）。
　それからこれも大事なことですが、病気になっ
た時には、何かを決めなければいけない場面はと
ても多い。周囲のご家族もがんに真正面から向き
合うのですから、一緒に考えるのが辛い時もあり
ます。中には「治療を受けるのはあなただから、
あなたが自分で考えて良いよ」と言ってしまう家
族もいます。それを言われた本人は寂しくて、せ
めて一緒に考えてほしいということがあります。

「ああかな、こうかな」という時に「どうだろうね」
と言ってくれるだけでも良いのです。そこに一緒

スライド 11　

スライド 12　

スライド 13　

スライド 14　
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にいて、一緒に考えてくれると大変うれしいもの
です。「こんな本があったよ」、「こんなサイトが
あったよ」ということを教えてもらえるだけでも
うれしいものです。もちろんそれは信用できるリ
ソースであってほしいのですが。ですから、何か
を決める時にも一朝一夕に決めるわけではないの
で、しぶとく、しぶとく一緒に考えてもらうとよ
いと思います（スライド 15）。
　私と同年代の女性の友人ががんになった時、そ
のご夫婦は、大変仲が良く、闘病中も夫がとても
支えてくれたのですが、ご本人は時に寂しくなる
時があったそうです。本当に仲が良いので、しょっ
ちゅう「愛しているよ」とも言っていたそうです
が、何かご主人が今までよりもそういうことを
言ってくれる頻度が少なくなったような気がした
のだそうです。ある日彼女はご主人に「ギュッと
抱いて」と言ったのだそうです。「ギュウッとして、
ギュウッとして」と言ったら「ギュウッ」と抱き
しめてくれたそうです。やはり彼女は言葉にして
ほしかったのです。それでもやはり言葉にできな
いこともありますね。このご夫婦の場合は「ギュ
ウッ」ができて良かったなと思いますが、それを
したい夫婦もいるでしょう。言葉にできない・言
葉にならない時もあります。ただできるだけ正直
な言葉のやり取りができれば、お互いに少し気持

ちが楽になるのではないかという気が私はします
（スライド 16）。
　それからご本人もご家族も、みなさんきちんと
ガス抜きをされているでしょうか。1 人でほっと
できる時間も大事です。一生懸命であればあるほ
ど自分 1 人が楽しんで良いのだろうかと後ろめ
たく思う、そういう律義な方もけっこういらっ
しゃいます。しかし、ほっとできる時間があって
も良いし、それを持つのを後ろめたく思われなく
ても良いのではないかと思います（スライド
17）。
　最近、医療系の学会などに行きますと、色々な
相談を受ける立場のスタッフが、お互いの辛さを

スライド 15　 スライド 16　

スライド 17　

192 Ⅲ　ご当地カフェ・in 松本

�ん本.indb   192 2017/03/21   1:08



スライド 18　�賢いことは言えませんが�
楽しく、うまく、暮らすヒント？

話し合うセッションを持ったりしています。それ
も一種のガス抜きですね。1 人で映画を見に行っ
たり、図書館に行ったり、散歩に行ったりする時
間があっても良いと私は思います。

楽しく、うまく、暮らすヒント

　賢いことは言えませんし、「がんになってもい
きいきと暮らすためには」という講演のタイトル
のわりにはまったくたいしたことは言っていませ
ん。ただいくつか、今まで色々な方に教えていた
だいたヒントをスライド 18にまとめました。
　まず、色々な治療の見通しを知ることが大事で
す。そして、すぐに解決しなくても少しずつ慣れ
ていけば良いと思います。仕事も家事もそうです。
　それからこれはとくに診断がつき治療が始まっ
た時に大事だと思うのですが、「前とすべて同じ
ように」しようと思うと色々な無理がきます。今
は生活のパターンが一時的に変わっても仕方がな
い時期なのだと割り切ることがあっても良いと思
います。
　またとても気持ちのやさしいご本人、ご家族で
あればあるほど一生懸命になりすぎて、お互いに
気を遣いすぎてしまう。「ちょっと女王様」、

「ちょっと王様」くらい図々しくてちょうど良い
と思います。ふだんから女王様キャラ、王様キャ

ラの人は、こういうことを言わなくてもちゃんと
偉そうにしているから大丈夫なのですが、ふだん
から非常に細やかで気を遣うタイプの方は少し

「女王様」が入るぐらいでちょうど良いですよと
申しあげたいと思います。
　弱音をはくことを、「心のヅラはずし」と言っ
た方がいます。頑張らないで少し弱音を吐いても
良いのです。
　それから、「使えるものは、何でもかんでも、
誰でも使おう」です。主治医でも親でも、同級生
でも誰でも使おうということです。
　そしてガス抜きをしましょう。

活用できるツール

　私ども国立がん研究センターのがん対策情報セ
ン タ ー が つ く っ て い る が ん 情 報 サ ー ビ ス

（ganjoho.jp）は、おそらく日本でいちばん信頼
できるがん情報サイトです。あらゆる情報が集
まっています。それぞれのがんの解説から始まっ
て「診断・治療」、「予防・検診」ももちろんあり
ますが、なった後の「生活・療養」も、色々な情
報がここに集まっています。信頼できる最初の正
しい情報がほしいと思ったら、ぜひがん情報サー
ビスに行ってみてください。「病院を探す」、「が
ん相談支援センターを探す」ということで、信大
病院、他、長野県の拠点病院がたくさん載ってい
ます（スライド 19）。
　今日はこの後に社労士の中曽根先生からのお話
もありますが、最近はがんと仕事の両立について
は、体験者の方や支援団体の方々からの発信がと
ても増えています。色々なサイトや、『がん経験
者のための就活ブック』、『がんとお金の真実』な
ど色々なものがあります（スライド 20）。
　『がんと仕事の Q&A　第 2 版』は拠点病院に
行けば見ることができますし、ダウンロードもで
きます。継続就労の仕方など色々な体験談が載っ
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ていますのでぜひご覧ください。最近は企業関係
者の方もずいぶん読んでいます（スライド 21）。
　2016 年 2 月には厚労省から企業向けに『事
業場のための治療と職業生活の両立支援のための
ガイドライン』という、企業がどう支援するかと
いうガイドラインが出ました。厚労省が、厚生省

の、ほとんど知られていないゆるキャラの「とち
まるくん」です。この時に初めてリレー・フォー・
ライフに参加してみて私はとても気持ちが和らぎ
ました。ライトが入った袋ひとつひとつに書かれ
たメッセージもずいぶん読みました。夜に HOPE

（のぞみ）という文字が浮かびあがった時は本当

スライド 19　がん情報サービス（ganjoho.jp）

スライド 20　がんサバイバーや支援団体の発信

と労働省が合体された後
の初めての 3 局の局長
合同通達が出ました。身
体のことだけではない、
労働のことだけではな
い、それを橋渡しするガ
イドラインです。これが
出たため、しかも労基局
から出たためけっこう企
業の背筋が伸びていま
す。企業の対応もずいぶ
ん変わってきていると思
います（スライド 22）。
　企業向けの就労支援マ
ニュアル（『企業のため
のがん就労支援マニュア
ル』）なども出ています

（スライド 23）。

最後に―がんと分かっ
てもその後があります

　もう一度繰り返しま
す。がんと分かってもそ
の後があります。このス
ライド 24の写真は 4 年
前の栃木県宇都宮のリ
レー・フォー・ライフで
す。4 年前は、私は栃木
県 で 勤 め て い た の で、
写っているのはトチノキ
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スライド 23　企業のためのがん就労支援マニュアル

スライド 24　スライド 22　�企業向け「治療と職業生活の両立支援」ガイ
ドライン（H28 年 2 月公開）

スライド 21　がんと仕事のQ&A�第 2版

としても、私は自分が医療者で同僚をたくさん見
ているので心から思うのですが、医療従事者は自
分が関わらせていただく患者さんやご家族の幸せ
を心から願っています。ちょっとぶっきらぼうな
顔をしているかもしれませんがお許しください。
　いろいろな方のサポートを得て 1 日、1 日を
積み重ねてまいりましょう。
　以上で終わります。どうもありがとうございま
す。

に感動しました。
　人生のピンチはがんだけではありませんが、何
かピンチが起きたとしても私たちの毎日の生活は
つながっていきます。「今日を楽しく」、そして今
日を楽しくすることで「明日も楽しく」、「明後日
も楽しく」、それを 1 年後にも続けていけるよう
にしていきたいものです。
　その時には、たとえば今日出会うような仲間も
いますし、支えてくれる人もいます。医療者は
ちょっとぶっきらぼうで忙しそうな顔をしていた
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はじめに―社労士とは？

　みなさんこんにちは。このような会場で話をし
たことがあまりないものですから非常に緊張して
います。みなさまのお役に少しでも立てるような
お話をしたいと思っていますので、本日はどうぞ
よろしくお願いいたします。
　社会保険労務士という資格をみなさんはご存じ
でしょうか。ピンと来ないと思うのですが、スラ
イド 1に書いてあるように社会保険と労働に関
する専門家で国家資格者です。司法書士さんや税
理士さん、弁護士さんと同じようなものです。ど
ういう仕事をしているかと言いますと、中小企業
の社長にアドバイスをしたり、そこで働く従業員
さんの相談を受けたりしています。それで社会保
障制度の案内や手続きをするといった仕事をして
います。
　私は社会保険の中でも、国民年金、厚生年金と

いう年金制度を中心に活動をしています。その年
金制度の中に障害年金という制度があります。例
えばがんや難病、あるいは脳出血の後遺症で働け
なくなってしまった方が使える年金制度で、その
支援をさせていただいています。

相談会の構成と
実際の相談内容・感じたこと

　そうした社会保険労務士が信州大学病院でどう
いうことをしているかというお話です。毎月1回、
就労と社会保険のご相談をお受けしています。医
療福祉支援センターで信州大学病院の相談員 3
名と社会保険労務士 2 名で担当しています。私
は松本市蟻ケ崎台というところで開業しています
が、もう 1 名の社労士は松本市寿で開業してい
る長谷川千晃氏で、この 2 人で相談を受けてい
ます。1 組 30 〜 45 分程度、お話をうかがって
います（スライド 2）。

中曽根　晃
社会保険労務士

講演 1： 
信州大学病院での社会保険労務士相談会を通して

スライド１「社会保険労務士」ってどんな人？ スライド２　相談会ってどんな風にやっているの？
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　病院で社会保険労務士が相談を受けるのは初め
てのことだったので、どういう相談を受けるのだ
ろうという戸惑いが初めはありました。相談を始
める前は、就労相談が多いだろう。職業柄、答え
は明確に示す必要があるだろうと思っていまし
た。しかし信州大学病院の相談員さんと始めてい
くにつれて、これは違うな、利用できる制度には
どのような制度があるのか、あるいはお金の相談
が多いということが分かってきました。また、そ
ういう相談には明確な答えがないことが分かりま
した。一緒に考えて多くの選択肢を示していくこ
とが大事だなと思って、今は相談会を続けていま
す（スライド 3）。
　具体的にどのような相談をお受けしているかで
す（スライド 4）。経済面の相談と就労の相談が
多いです。経済面では、健康保険の高額療養費と
いう制度がありますし、傷病手当金という制度も
あります。障害年金という制度もありますが、こ
れがなかなか知られていない制度です。また就労
の相談では、休職・復職という相談が多いです。
　具体的に見ていくと経済面の相談では、「治療

費が払えるか不安です。」などです。健康保険の
高額療養費の相談をお受けしていますし、「休職
中のお給料が出ない時はどうしたらいいの？」と
いうものもあります（スライド 5）。お勤めの方
は健康保険の傷病手当金制度があります。お勤め
の方限定です。傷病手当金制度をそもそも知らな
かったり、会社が教えてくれないこともあります。
退職した後も継続給付というものがあり、会社を
辞められた後も傷病手当金が出る制度があるので
すが、それを知らない方も大勢います。傷病手当
金はもらい始めてから 1 年半もらえるという制
度ですが、もらい始めてから終わった後に再発し
て治療をし、お休みをするようなケースでは、も
う一度傷病手当金がもらえるのかという相談が最
近は非常に多いです。制度上は、それはできない
制度になっていますが、ケースバイケースですか
ら、あきらめずに健康保険の方に問い合わせをし
てほしいと思っています。
　3 番目に「治療が長くなって傷病手当金がなく
なった後はどうしたらいいの？」とあります。こ
れには障害年金制度があります。やや話がそれま
すが、みなさま方の内、20 〜 60 歳までの方は
年金制度に加入されています。これは傷病手当金
とは違い、この障害年金はみなさまが受給できる
可能性があるということです。年金制度は老齢年
金と遺族年金と障害年金という制度があります。
みなさまは年金と言うと老齢年金で 60 歳や 65
歳になったらもらえるものだということはお分か
りになっていると思いますが、その他に大黒柱さ

スライド３　相談会を始める前、始めた後

スライド５　経済面の相談スライド４　どんな相談をお受けしているか？
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んが亡くなった遺族が受けるのが遺族年金、そう
してもうひとつ忘れてはならないのは障害年金で
私たちの生活は守られているのだということで
す。
　相談会では、そういう複雑に絡み合う制度をど
うしたら有利に利用できるかというアドバイスを
させていただいています。収入の空白期間がなる
べく出ないようにアドバイスをさせてもらってい
ます。
　就労の相談はスライド 6の 3 つの相談が多い
です。「会社へ迷惑をかけたくない。」、「これから
仕事はどうしたらいいか？　続けるべきか。」、「会
社へ自分の病状をどう伝えたらよいか。」です。
私たちがいちばん思うのは、みなさん、自分が働
いている会社のことを良く知らない方が多いこと
です。就業規則や休職制度がどうなっているかを
知らない方は非常に多いです。
　まずどのような制度があるか調べてみましょう
とお伝えしています。それで利用できる制度が分
かったら、まずはいつでも会社を辞めることはで
きるので、すぐに辞めずに、まず利用できる制度
があるのかないのか、あるなら利用してみましょ
うということです。会社にこれはできる、あるい
はできないということを伝えていただいて、会社
側からどのくらいの配慮が得られるか、ご協力が
得られるかというように話を進めていくようアド
バイスをしています。
　就労については、とにかく辞めないでください、
すぐに辞めるという選択をしないでくださいとい
うお話をいちばんしています。

　相談にあたって感じることを 2 つ挙げました
（スライド 7）。信州大学病院の相談会では、相談
員さんは終わりがけに必ず「また来てくださいね、
いつでもお待ちしていますから」とお声掛けをし
てくださっています。それで相談はリピーターが
多いです。2 回目、3 回目の方が多く、これはす
ばらしいと思います。状況に応じて知りたい内容
は変化しますから継続した支援が必要なのです
が、そういう意味でもすばらしいと思います。い
つでも窓口が開いているのは大事だと思います。
　2 つめですが、私たちが相談を受けていてもこ
れで本当に相談に来られた方のお役に立てている
のかなという終わり方の時があります。明確な答
えが出せていなくてお帰りになるようなケースが
あります。ただお帰りになる時にみなさん明るい
表情をされています。入って来た時は硬かった表
情が、お帰りになる時はたいへん明るい表情でお
帰りになります。それは何かと思いますとやはり
国や会社の様々な制度を知ることで安心をされて
いる、これから治療に専念できるなと感じていま
す。利用できるかできないかは別にして制度全体
を何となく知っておくことは非常に大事であっ
て、制度であればパンフレットなどを見ればすぐ
に分かってしまうことかもしれませんが、生で会
話をし、お話をすることで安心感が非常に得られ、
それは大事だと感じています。

障害年金のよくある誤解

　私は年金を専門にやっているものですから残り

スライド６　就労の相談 スライド７　相談にあたって感じること
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の時間は障害年金のお話を「障害年金あるある」
ということで少しできればと思います。「障害年
金」は、実は 10 人中 7、8 人の方は「障害者年金」
とまちがって言います。先生方も良くそう言われ
ますが、スライド 8にあるように正しくは障害
年金です。言葉だけの問題ですが、ここには大き
な違いがあります。障害者に出る年金ではないと
いうことです。日常生活に支障がある、労働に支
障がある方、病気やけがによって支障がある方に
出る年金が障害年金です。したがってこの病気だ
から出る、この病気だから出ないということは基
本的にはありません。がんや難病の方でも要件に
該当すれば支給になる可能性はあります。
　今日は、まちがいやすい 6 つを、よくある誤
解ということで考えていきます。まず「①障害年
金は収入があったら請求できない」です。いかが
でしょうか障害年金は所得保障制度です。傷病手
当金も所得保障制度です。傷病手当金はお給料と
の調整はありますが、障害年金は実は収入があっ
ても請求できる制度になっています。一部所得要
件があったりしますが、基本的には収入があるか
らと言って請求できないことはありません。
　「②身体障害者手帳を持っていないと請求でき
ない」です。これは本当によくある誤解です。先
ほどお話したように身体障害者手帳を持っていな
くても請求できますから、これは誤解です。身体
障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳などの

手帳を持っていなくても障害年金をもらっている
方は大勢いらっしゃいます。
　「③請求は 1 回しかすることができない」で、
これもよくある誤解です。お身体の状態が該当し
ないからと言って不支給になってしまった年金
は、国からいったんだめだと言われたからもう請
求できないと思う方は多いのですが、実は病状は
変化しますからいつでもまた請求することはでき
ます。病状の変化によって請求はできます。大げ
さな話ですが毎月でも請求できる制度です。診断
書代のお金がかかりますから非現実的ですが、そ
ういうことです。
　「④内部障害での請求手続きは難しい」です。
これは×と言いたいところなのですが○です。が
んや難病の請求は、障害年金の請求は書面での請
求になりますから手続きは難しいのです。国の方
に紙ベースで伝えていかなければいけない制度で
すから、内部障害での請求は難しいです。きちん
と書類を整理していかなければいけないというこ
とになっています。
　「⑤痛みや倦怠感でも受給の可能性がある」で
す。これもよくある誤解なのですががんの痛みや
倦怠感による受給の可能性はあります。認定基準
というところに明確に書かれていますのでまちが
いのないようにしていただきたいと思います。先
日も膵体部がんの方でしたが抗がん剤の副作用で
障害年金を請求させていただきました。抗がん剤
のこういう治療で、こういう治療スケジュールで
こういう症状が出ていますということで請求をさ
せていただきました。したがって痛みや倦怠感で
も受給の可能性はあります。
　 「⑥福祉の制度ではなく要件を満たした方が請
求できる所得保障制度である」です。障害年金は
福祉の制度ではありません。税金は一部入ってい
ますが、自分が納めた保険料でもらえる保険給付
です。したがって自分の権利なのですから積極的
な利用をしていただきたい。逆にそのために、保

スライド８　障害年金のよくある誤解？？

199講演 1：信州大学病院での社会保険労務士相談会を通して 　

�ん本.indb   199 2017/03/21   1:08



険料をある一定期間納めていないと請求できない
制度になっています。未納のままや手続きをしな
いことがないように、役所に行って手続きをして
いただきたいと思います。周りにそういう方がい
たら年金には障害年金制度もあることをお伝えい
ただき、手続きをきちんととるようにアドバイス
をしていただきたいと思います。

社労士としての支援の「これから」

　「これから」ということで反省を込めて 3 つほ
どお話をいたします。ひとつは就労相談のニーズ
を拾い、適切な選択肢を提供することと考えてい
ます。先ほども申しましたが、就労相談をやって
いて思うのは、就労の相談自体は少ないことです。
おそらく復職前に会社を辞めてしまっている方が
多いのではないかと思います。したがって辞める
前に相談に来ていただけるようにしたいと思いま
すし、適切な選択肢が提供できるように私自身も
勉強をしていかなければいけないなと思っていま
す（スライド 9）。
　2 つめは「病院との連携を深め、患者さんが気
付いていない不安や疑問を気付き、伝えること」

です。それからこれがいちばん大きいのですが、
私たちは会社さんにいちばん近い社会保険労務士
という仕事をさせていただいています。病院さん
でもこういう貴重な経験をさせていただいていま
すので、こういう貴重な経験を社会保険労務士間
で共有して「社会保険労務士として復職しやすい、
働きやすい職場になるように、社会への働きかけ
をしていくこと」が私たち、社会保険労務士には
必要であると思っています。
　長野県では信州大学病院を含めまして 10 のが
ん診療拠点病院等で社労士の就労相談を行う相談
会を開催しています。ぜひともみなさまお気軽に
相談会にご参加いただければと思います。
　ご清聴ありがとうございました。

スライド９　これから
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信州大学病院医療福祉支援センターがん
相談支援センターについて

　みなさんこんにちは。私は信州大学医学部附属
病院医療福祉支援センターという相談部門で、が
んの方をとくに専門にやっていますがん相談支援
センターの仁科直美と申します。信大病院でのが
ん患者さん、ご家族への支援の実際をご紹介させ
ていただきます。
　私たちはがんに関わるさまざまなご相談をお受
けしています。信州大学医学部附属病院は総合病
院ですからがん以外の患者さんもいますので、医
療福祉支援センターのというのはすべての患者さ

んの窓口、または県内の患者さんの相談窓口に
なっています。その中の 3 名ががん相談支援セ
ンター（直通電話番号：37-3045）で勤務につ
いています。
　スライド 1は広報用につくったティッシュの
裏側に書いてあるものです。場所が分からないと
いうことがあり、正面玄関を入って左側の受付カ
ウンター 1 番という、病院ではいちばん良い位
置に相談室をキープしていると思いますが、5 番
の相談室をがん相談として使わせていただいてい
ます。
　医療費の相談、社会福祉制度の相談、療養生活
の転院・退院に関する相談、がんと診断されて治
療法の説明を受けたけれどどうしたら良いか分か

仁科　直美
信州大学医学部附属病院医療福祉支援センター認定がん専門相談員

講演 2： 
信州大学病院におけるがん患者さんのための支援の取
り組み

スライド１　がん相談支援センター スライド２　外来中央受付「１�ご相談」
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らないなど、相談を受けています。またこころの
相談も臨床心理士が受けています。
　場所ですが、お出でいただいた方は分かると思
いますが、スライド 2にあるように「ご相談」
と書かれている医療福祉支援センターでがん相談
を受けています。
　その裏手にあるのが相談室 5 番ですが、スラ
イド 3のようになっています。中に診療ガイド
ラインなどを備えてご相談を受けています。相談
室は 5 個あります。
　スライド 4は、私の若いころの写真です。い
つもは T シャツの上に緑の「白衣」を着させて
いただいています。医療福祉センターのセンター
長が相談員が病院の中で目立つように同じ服を着
ようと言い薄緑の「白衣」を相談員は着ています。
廊下を歩いていても相談員とわかり、声を掛けて

いただきやすいようにしています。
　私たちは病院の相談員なのですが、面談という
かたちで写真にあるようにお部屋で相談を受ける
こともありますし、先ほどの直通のお電話をいた
だきますとデスクの上にありますからそのまま電
話でがん相談を受けることもしています。内容は
了解なく外に漏れることはありません。お名前な
どはとくに言われなくてもご相談に応じていま
す。またご相談は、先ほどの社労士さんの相談も
そうですが基本的に無料です。

がん相談の内容と
いくつかの相談会の場所と機会

　リーフレットなどを作りましてご相談を広報し
ていますが、色々な相談をお受けしています（ス
ライド 5）。
　その中でよく患者会のみなさまからもお聞きす
るのがセカンドオピニオンです。がんと診断され
てから治療にとても迷い、まだ理解がそこまで進
んでいないという時にとても困って相談に来られ
て、私は看護職として相談をお受けすることがあ
ります。他の先生のご意見も聞きたいというセカ
ンドオピニオンの希望を受けることがあります。
私たちはセカンドオピニオンではなくその窓口を
させていただきその先生につなげるという役目を

スライド４　がん相談

スライド３　相談室

スライド５　がん相談の主な内容

①がんの治療

②こころの相談

③セカンドオピニオン

④医療費・社会福祉
制度

⑤在宅療養

⑥ホスピス・緩和ケア
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果たしています（スライド 6）。
　スライド 7は私ども相談員の臨床心理士です。
こころの相談として誰かに話を聞いてもらいた
い、落ち込んでいる、不安で辛いという時に来て
いただいてお話を聞いています。
　先ほどの中曽根先生が行われているものです
が、長谷川先生と中曽根先生が、毎月第 4 木曜
日に来てくださって今の相談室で 13 時から 16
時の間に就労や制度に関する相談会をしていま
す。これは完全予約制になっていますから事前に
がん相談支援センターにお電話いただければと思
います。前後の時間の調整をしながらお受けして
います（スライド 8）。
　スライド 9は広報用に病院内に貼ってあるポ
ス タ ー で す。9 月 29 日、10 月 27 日、11 月
17 日というようにある程度の予定をみなさまに
お知らせしていますので希望を決めてきていただ

ければと思います。また広報の時には顔写真を入
れさせていただきました。中曽根先生もお若く写
られています。
　今、中曽根先生は仕事をされている方ががんに
なった時に、治療で仕事を辞めなければいけない
となった時に「すぐに辞めないで」というメッセー
ジを伝えることも含めて相談会をしていますが、
実は辞めてしまった、または就職していなかった
という若年者の方、お子様のがんという方も今は
いらっしゃいます。長期療養をしているというこ
とで社会に入っていく、仕事を見つけていく時に
ハローワークでご相談をされると思うのですが、
就労支援ナビゲーターという方が付いて、病院の
方にナビゲーターさんが来られて就職のご相談を
するという相談会が早ければ 2016 年 10 月から

スライド６　セカンドオピニオン外来 スライド８　社会保険労務士さんによる就労に関する相談会

スライド７　こころの相談 スライド９　院内掲示ポスター

203講演 2：信州大学病院におけるがん患者さんのための支援の取り組み 　

�ん本.indb   203 2017/03/21   1:08



　スライド 12は信州がんセンターと書かれてい
ますが、奥の方の「通院治療室」の手前にスライ
ド 13のような大きなお部屋を県の補助を受けて
造りました。木のテーブルがあり、本を置かせて
いただき相談員とピアサポーターの方が交代で常
駐しています。フラッと来ていただければ、こち
らでご相談を受けることもできます。
　ひまわりサロンも分かりにくいので、これも
ティッシュをつくり、病院から渡り廊下を渡って
いただき「旭町庁舎」の 3 階の方で行っています。
月曜日から金曜日までの午前中は開いているので
すが、今後は午後まで開設できるようになってい
きます（スライド 14）。

スライド 10　 スライド 13　ひまわりサロン

スライド 14　ひまわりサロン・案内

スライド 11　�がん患者さんの語り合いの部屋�
「ひまわりサロン」

スライド 12　ひまわりサロン（通院治療室・手前）

始まるようになります。辞める前、辞めた後とい
う両面からの就労の支援ができると思っていま
す。新しい相談会を立ち上げて頑張ろうというこ
とで今はドキドキしています（スライド 10）。
　がん患者さんの語り合いの部屋として「ひまわ
りサロン」という部屋が病院に作られています（ス
ライド 11）。
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　今ご紹介したのはお部屋という場所だったので
すが、活動としては、スライド 15の部屋で体験
者の方々が毎月 1 回「語り合いサロン」をやっ
ています。みなさん自分の体験を語ること、仲間
が集まっているということで笑顔になって帰られ
る方が多いと思っています。
　ひまわりサロンでは色々と活動をしています
が、ミニ勉強会や体験者の方によるピアサポー
ター相談もしています。こちらで行っている研修
を受けていただいた体験者の方に直接お話を聞き
たいという患者さんをご紹介して相談会を行って
います。それから先ほどご紹介した語り合いサロ
ンです（スライド 16）。
　もうひとつ私たちががんの親を持つお子様への
支援プログラムということで「ひまわりキッズプ
ログラム」というものを年に 1 回から 2 回行っ

て い ま す。 全 国 的 に は CLIMB®（Children’s 
Lives Include Moments of Bravery）プログラ
ムというものがありますが、がんの親を持つ子ど
もさんたちが自分たちの力で親のがんとも闘って
いくということで、スライド 17にあるように
ワークをしたり、CT が写っていますが、お母さ
んが今日は検査に行くと言っていたけれどどうい
う検査をしているのかが分かるように検査室へい
き、体験しています。お子さんたちが CT に乗せ
てもらったりしています。夏休みなどに行ってい
ます。
　がん相談支援センターは、いつでも開いていて、
どなたでも来ていただければ対応できるように病
院が開いている時はやっていますからぜひお気軽
にご相談ください。

サポーティブケアチームの取り組み

　それから信大病院の中のサポーティブケアチー
ムが色々ありますから少しご紹介いたします。ま
ずいちばんは緩和ケアチームになります。オレン
ジバルーンが目印になりますが、痛みをはじめと
する辛い症状を和らげたり、心のケアを行ってい
く専門のチームが信大病院にはあります（スライ
ド 18）。
　その緩和ケアチームの医師や看護師さんが緩和

スライド 15　語り合いサロン

定期開催

毎月第４火曜日

13時30分から

仲間が集まります

スライド 16　ひまわりサロン活動

スライド 17　�がんの親を持つ子どもへの支援プラグラム：
ひまわりキッズプログラム
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ケア外来で対応しています（スライド 19）。
　緩和ケアの相談員の方にもティッシュをつく
り、裏にスライド 20にあるような宣伝をしなが
ら相談室の電話番号も載せています。
　それからリンパ浮腫のサポートチームもありま
す。どうしてもご病気やがんで出てくる合併症に
リンパ浮腫があります。リンパ浮腫は全員に起こ
るものではありませんが、リンパ管の動きが障害
されて皮下組織に体液が貯留してむくみが生じる
方が少なくありません。適切なケアを継続してい
ただくことが大事で、これは基本的にはセルフケ
アがとても大事です。リンパ浮腫サポートチーム
は入院患者さんには病棟の看護師さんやリンパ浮
腫のセラピストさん、認定看護師さん、理学療法
士さんで構成されているのですが、婦人科または
乳がんの患者さんにはリンパ浮腫外来で行ってい

ます（スライド 21）。
　スライド 22は、支援センターで運営している

「こまくさ図書室」です。医療情報の発信がおも
な目的だったのですが、今は普通の文庫本から一
般書まで 8000 冊ほどになっています。松本市
立図書館さんとも共同でこちらを開設していま
す。今は憩いの場というかたちで、待ち時間や入
院中の患者さんにもお使いいただいています。が
ん情報センターの冊子なども置かせていただき無
料配布しています。他では有料の場合もあるよう
なのでぜひお使いください。
　今は信大病院のがん相談支援センターのことだ
けをお話ししてきたのですが、長野県内には 8
つのがん診療連携拠点病院とその他、4 病院の計
12 病院にがん相談支援センターがあります。そ

スライド 18　緩和ケアチーム スライド 20　緩和ケア相談室

スライド 19　緩和ケア外来

スライド 21　リンパ浮腫サポートチーム
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この相談員が情報連携部会という部会でつながり
を持っていて、長野県内の患者さんにどのような
医療情報、療養情報を提供できるかを話し合って
います。「がんと向き合うために −信州のがん療
養情報−」を毎年更新しながら発信させていただ
いています。本日は診断ブースの方に持参してい
ますのでご興味がある方にはこれも無料で配布し
ておりますからお持ちください。自信作です。が
ん診療拠点病院等、地図もありますし、がん相談
支援センターのカラー写真入りのもの、セカンド
オピニオン外来はどこの病院でやっているかなど
の情報が入っています。それから患者会、がん患
者サロン、就労支援、緩和ケア、在宅療養などの
情報が中に盛り込まれています。また 3 月に内

容を更新して出させていただきますが、現在の最
新作はオレンジ色です（スライド 23）。
　私たち 3 名は篠之井祐輝、高橋まり子、仁科
直美で行っています（スライド 24）。
　私たちは緩和ケアチームと協働で相談を行って
いますが、できればみなさんを支える温かい手で
ありたいと思っています。ただ手を差し伸べると
言うと、こちらからですが、そうではなくてぜひ
手を出していただき一緒に握手をしながら進んで
行く、両方で前を向いて歩くように進んで行きた
いと思っています。一緒に色々なことを考えさせ
ていただければと思います（スライド 25）。
　ご清聴ありがとうございました。

スライド 22　�患者さんの憩いの場と情報発信�
「こまくさ図書室」

スライド 23　情報連携部会発行の情報誌

スライド 24　緩和ケア相談員

スライド 25　
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■ 高橋　今日の話し
合いのお題ですが、ご
自身でも、ご家族でも、
友人でも、がんと分
かった時に、第 1 に「ど
ういうことに困ったの
か」を思い出してくだ
さ い。 第 2 に、 そ の
不安な気持ちに対して周りから色々な気遣いや手
助けがあったと思うのですが、その中で、特に「う
れしかった、良かったなあと思うような気遣いと
か手助け」を思い出していただきたい。それから
3 つめに、周りからの手助け以上にご自身で色々
な工夫をされたと思うのです。色々なことがあっ
たと思うので、周囲の気遣いとは別に「こういう
工夫をした」と思うようなことを思い出してくだ
さい。それから 4 つめですが、周囲が気遣って
くれた、それぞれこういう工夫をした。しかし周
囲のこういう手助けやこういう仕組みがあれば
もっと良かった、というものがあれば良かったと
いうことを少し考えてください。
　ご当地カフェにうかがうとグループによってこ
のお題を全部とりあげるところもあれば、1 つの
話題でとても盛り上がり、そこにたくさんの話が
出るグループもあり本当に色々です。どのように
されてもけっこうです。4 つ話していただいても

良いですし、とくに 1 つか 2 つをとりあげてく
ださってもけっこうです。
　これから 30 〜 40 分ほど話し合い、最後に各
テーブルで話し合ったことを発表していただきた
いと思います。信州大学や国立がん研究センター
のスタッフが各テーブルに 1 人ずつほど入って
いますが、せっかくですのでスタッフ以外の方に
ご発表いただければと思います。
　今日は色々な方が参加しています。ご本人かも
しれない、ご家族かもしれない、あるいはお友だ
ち、あるいはがんとご縁がない一般市民の方もお
られるかもしれません。なかなかふだんは会えな
い方との出会いの場ですから「大人の合コン」だ
と思ってどうぞよろしくお願いします。

フリーディスカッションタイム・まとめ

■ 高橋　それではまとめの発表を順にお願いし
ます。

＜グループ発表・1＞
　私は家族の立場です。私たちのグループは、ご
本人さんが病気の方、現在治療中の方、お母様を
亡くされた遺族の方もおられました。「困ったこ
と」では、やはり、自分ががんと分かった時に病
気をどう治していったら良いのか分からない、そ

診断後の暮らしで、こんなことに困りました／周囲の、こんな気遣いがうれしかった！／
自分でこんな工夫をしました／こんな手助けがあれば、さらによかったなぁ…

カフェタイム・グループ発表とまとめ
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れを誰に相談したら良いのかも分からなかったと
いうことがありました。「うれしかったことや手
助けになったこと」に当たるか分かりませんが、
定年後にこちらの信州大学附属病院で治療を受
け、主治医の先生に相談して、先生から丁寧に説
明を受けたのでその点は良かったとおっしゃって
いました。
　それから遺族の方からのお話です。がんと気づ
いてあげられず、ご本人は余命を宣告されてその
まま亡くなられたそうです。今から思えば何かし
てあげられなかったのかということが残念に思わ
れるとのことでした。ただお孫さんと一緒に看護
をしてあげられたので穏やかに見送ることができ
たということでした。
　やはり誰でもそうだと思いますが告知直後は
真っ白になりますので友だちに聞いてもらい、そ
れは良かったのですが、今後の治療はそれぞれに
違いますから治療の判断を誰に相談したら良いか
がいちばんの問題のようでした。
　それからお金の問題、治療費代です。自分の場
合は保険で賄うことができて良かったのですが、
それは大変ではないかということです。
　最後にがんになったからこそ始まる人生がある
という強い言葉も聞きました。新しい人生を頑張
りたいと言われていました。以上です。

■ 高橋　おそらく似たような話題がどのテーブ
ルでも出たと思います。繰り返しでも良いですし、
できればこれに加えてという感じでお話しいただ
ければと思います。それでは次の方お願いします。

＜グループ発表・2＞
　まず 1 番の「困ったこと」です。これはサバ
イバーさんの答えなのですが、仕事を辞めなけれ
ばならないかと思い、収入がなくなるのではない
かという不安があったということです。これはケ
アギバーさんの答えなのですが、年齢による抗が
ん剤治療のための悩みを抱えていました。これも
ケアギバーさんのお話ですが、看病と、もともと
の家庭の事情による生活の大変さが出てきてお
り、がんなのですが、がん保険に入っていないた
めにお金が大変だという悩みがあったと語られて
いました。
　2 番の「良かったこと」ですが、収入がなくな
るのではないかということに対して、会社側の方
で支援制度の助言があり、それを使ってその方は
その治療費の心配がなくなったそうです。
　ケアギバーさんのご主人様ですが、そのご主人
様が家族を思って、自分は気を強く持って、家族
のために気を遣い、心配させないようにしてくれ
たというのが良かったと言っていました。その後
も家族のコミュニケーションがとても増えて、尊
敬する父だと言われていました。
　最後に私のことですが、私の場合は、周りの人
がいつもと変わらず接してくれたことがとても良
かったと思っています。以上です。

＜グループ発表・3＞
　「困ったこと」です。医師が本当のことを言っ
てくれない。いや、医師が本当のことを言い過ぎ
る。それから医師が説明してくれない。家族が先
に病気を知ってしまった。家族が無関心を装って
いる。術後化学療法の副作用で口内炎で食べられ
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ない。などが出ました。
　2 番「うれしかったこと」です。患者会の「ひ
まわりサロン」があったこと。他の患者さんに会
えること。3 つめは、家族が正常を保っているこ
と。4 つめは、大学に良くしてもらった。信大で
亡くなりたいということでした。
　3 番「工夫した」ことですが、なってしまった
ものは仕方がない。前向きに、頑張りすぎないと
言われていました。以上です。

■ 高橋　深いですね。4 番さんどうぞ。

＜グループ発表・4＞
　私は肺がん 13 年の病歴です。今日は女性の方
が多く、私に発表しろということですが、女性の
悩みと男性である私の悩みは違うところがありま
す。まずやはり「困ったこと」としては、半年の
入院により仕事を辞めなければならなかった。そ
れが第 1 です。逆に仕事をすることによって、
がんの落ち込みから救われる、仕事の方に気が行
くということがありました。
　困ったことの中ではやはり治療費の負担です。
あとは落ち込んでどうしようという時に家族が大
変サポートをしてくれたというお話がありまし
た。どうやって告知からの気分を前向きにするか
ですが、周りの人間を不幸にしてはいけないとい
う思いから平静を装って生活していたということ
がありました。自分ではもちろん泣いてばかりい
ましたが、それでは周りが不幸になりますから、
平静を装い涙を見せないようにしたということで
す。それが周りを幸せにするということにつなが
り、また自分の生きる力にもなるのだろうという
ことでした。以上です。

＜グループ発表・5＞
　今日はケアギバーとして参加させていただきま
した。私たちのグループはサバイバーの方とケア

ギバーの方がいらっしゃるグループでした。今日
お話しした内容は、「困ったこと」と「うれしかっ
たこと」で時間が過ぎてしまったのでその 2 点
を報告させていただきます。
　「困ったこと」としては、暮らしというところ
ではなく、気持ちのお話です。初めて病名を聞い
た時には、びっくりしてなぜ自分なのだろうと
思った。家族もどうして自分の家族ががんなのだ
ろうと思っただろうということです。やはり恐怖
心が強く、自分はいつまで生きなければいけない
のか、いつまで生きられるのかという常に不安な
気持ちを持ち続けていたということでした。また
再発の恐怖のお話もありました。
　またがんではなく、自分の症状の原因がお医者
様でも診断がつかなくて、どういうように治療し
ていけば良いのか分からず、よけいに恐怖が強く
なったというお話もありました。
　「うれしかったこと」ですが、どこのグループ
でも出ていましたが、家族の支えがあったからこ
そ頑張れた。また家族のあり方が変わったという
こと。また本来なら出会うはずがなかった同じ病
状を持つ患者さんと仲良くなって今も連絡を取っ
ているというお話や国の保険制度に助けられたと
いうお話もありました。以上になります。

＜グループ発表・6＞
　このテーブルはわりに医療職の関係の方が多
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かったのですが、やはり病気をされた方も何人か
いらっしゃって、その方のお話を中心に色々と話
し合いました。その中で出てきたのは、ご高齢の
ご両親がおられて、その方に隠して治療をしなけ
ればならなかったという話。その際に、医療職で
ある主治医や、入院している場合は看護師長や看
護師さんの支援、ご本人の伴侶の方、お子さん、
その他の方、全員がご高齢のご両親に知られない
ように一生懸命に手伝ってくれたことが非常にあ
りがたかったという意見がありました。
　それから治療していて困ることとして、働けな
くなってお金がなくなることが大変心配だという
ことです。その方の場合は親のサポートで何とか
生活できたのですが、もっと早く色々と支援のこ
とを知っていればもう少しスムーズにできたので
はないかという意見がありました。その点は、今
後うまくいけば良いなということです。
　それから子どものころに治療された方がいて、
その人は受験の時などに学校の先生が手助けや手
配をしてくれてその後の進学のことなども色々と
うまくいったという話がありました。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは次、
お願いします。

＜グループ発表・7＞
　このテーブルはサバイバーさんが 3 人と家族
のケアギバーさんがお 1 人の 4 人のテーブルで
した。まずサバイバーさんの 3 人は、最初に病
気になった時に真っ白になると言うのでしょう
か、何をしたら良いか分からない。自分がどうな
るかと言うよりは病気自体が何か分からない。ま
ずそういうことから調べたいと思った時に、みな
さん最初にネットに手が出て行くと思うのです
が、その時にきちんと正しい情報が自分の手元に
来るようなシステムはこれからも必要で、ぜひお
願いしたいということでした。やはり色々な情報

が混ざっていますので、それを初発の患者さんは
自分の中で選択する術がない。そういうところを
もう少し見極める目を患者の方もそうですが、周
囲も含めて持っていたいという話が出ました。
　まず初診で病気ですという診断を下された後に
次の治療方針を決めるまでの間にワンクッション
と言いますか、何かそういうものがほしいという
ことでした。たとえば 3 種類の治療の提案がさ
れたら本当にどれが良いのかということを「別の
機関で仕分け」、と言うと表現が適当ではないか
とも思いますが、第 3 者の目で見ていけるシス
テムがあれば、もっと色々な病気に対して自分の
向き合い方が変わるのではないかという話が出ま
した。
　やはり病気になると先生にすがってしまうとい
う気持ちがいちばんにありますから、先生に上か
らこの治療が良いよと一方的に言われた時には、
それを選んでしまう。その時は覚えていないので
すが、あとから考えると先生は本当は 3 つを提
案してくれた。自分はそのうちの 1 つしか耳に
入ってこなかったということです。いちばん最初
にこれで良いと思うと言われたものの他にも、あ
と 2 つ提案されたのに、自分の中に入ってきて
いないような精神状態になることを医療関係者の
方にはぜひご理解をいただければと思っていま
す。
　それからご家族の方から出たのは、病気が進ん

211カフェタイム・グループ発表とまとめ　

�ん本.indb   211 2017/03/21   1:08



で行くと患者さんの視野が狭くなってくるという
ことです。自分のこの先はどうなるかというとこ
ろに気持ちのすべてが集約されている時に、やは
り毎日助けてくれる家族が「うん、大丈夫だよ」
と一言掛けてくれるだけで患者さんの心はずいぶ
ん軽くなると思いますのでぜひそうしてほしいと
いうことでした。ただ、見守っている患者さん家
族の方も、辛い、切ない思いをされて生活をしな
ければいけないというのが現実だと思います。し
たがって家族の方にも今日のような「今は大変だ
よ」という話ができる場がどこかにあれば良いな
とも思っています。以上です。

■ 高橋　私も少し参加させていただいたテーブ
ルなのですが、正しい長野がん情報をもっと楽に
入手したいということです。しかもそれが本や
ネットでもそうですが、やはり人を介してという
のは大事だということでした。ありがとうござい
ます。では 8 番さんお願いします。

＜グループ発表・8＞
　私はサバイバーで大腸がんを 4 年半前にやっ
ています。ちょうど子どもが塾などの送り迎えの
時期だったので、それが大変で近所の方に頼んだ
りしていました。買い物も大変なので子どもたち
に買い物をしてもらったりして、学校などでも子
どもがそうすることには制限があったので、その
あたりは学校に話をしてやりました。ただ、それ
で子どもたちには反抗期がないまま子ども時代を
送らせてしまったのはかわいそうだったなと思い
ます。
　それから急に入院してしまったので、周囲の人
に会えず、その間は友だちにも会えず、面会もで
きなかったのでマグロ船に乗せられたようなもの
でした。それが辛かったです。それで会わなくなっ
た友だちもけっこういます。
　良かったこととしてはリレー・フォー・ライフ

や患者会でがん患者内の話題がとても楽しいこと
とかとんでもない話ができたことです。普通の人
とでは出てこない話もできるということがあり、
良かったです。感謝の意味でリレー・フォー・ラ
イフを病院の前で行って先生方に元気な姿を見て
もらったり、その中でも今入院している患者さん
たちにも姿を見てもらえたのは、非常に良いリ
レー・フォー・ライフだったという話もありまし
た。
　「こんな手助けがあれば」ということでは、が
ん患者だからこそできることもあるので社会にそ
れを訴えていきたいということがありました。た
とえば収入の面でも、たとえば限られた時間です
が、その限られた自分のできる時間で仕事ができ
たり、またそれができなければ組合などのサポー
トがいただければという話もありました。
　結局、仲間ができると心強いので、時には死な
ども考えたりすることもあるのですが、みんなで
支え合っていけることでやっていけるという話が
ありました。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは最後
のチームお願いします。

＜グループ発表・9＞
　重なる部分が多くて恐縮なのですが、「困った
こと」としてはやはり主治医が大変忙しがってい
て、実際に忙しいのでしょうが、しっかりコミュ
ニケーションが取れずに不安な気持ちが大変大き
くなったということがありました。自分もそうで
したが、若かったのでがんに対するベースとなる
情報がないのでよけいに不安になるということが
あります。4 つほど治療法の選択を迫られて、ど
ういう選択をしたら良いか分かりませんでした。
こちらにもそういう知識が不足しているのでそう
なったのですが。
　「気遣いでうれしかったこと」としては、学生
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のころに発症された方が、部活のメンバーが「早
く治してまた戻ってきたら良い」、と言ってくれ
て、そういう場があるということを伝えてもらっ
て非常にうれしかったということです。私も職場
では上司には会社を辞めると言ったのですが、早
く治して戻ってきたら良いよと言われました。こ
れは社交辞令の言葉だったようなのですが、そう
いうことがありました。
　「工夫したこと」としては、主治医となかなか
コミュニケーションが取れなかった時、移植コー
ディネーターの方を上手に使ったという方がいま
した。主治医に話せないことをその方に伝えて情
報を入手したそうです。
　最後の「手助け」ですが、患者会で同じ病気と
いうだけではなく、大腸がんなら大腸がんでも同
じような病状の人同士の中で情報交換やお話がで
きると、心が許せる部分があると思うのです。そ
ういう場があると良いという話がありました。以
上になります。

■ 高橋　ありがとうございます。欲張りにとり
あげたお題を網羅して話し合っていただき、全グ

ループを合わせると色々な意見が出たと思いま
す。
　色々な「ご当地」におうかがいして、それぞれ
の場所でご意見をうかがうと、共通することと、
その場所だからこその話もずいぶんあるような気
がいたします。しかしこれは簡単にまとめられな
いですね。ひとつひとつが深くて。報告書にはま
とめますが、長野のがん医療にフィードバックで
きるようなものとして、ぜひあとに残るようなか
たちにしたいと思います。ご協力をどうもありが
とうございました。
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　私は内科医をしているのですが、8 年ほど前に
がんで大きな手術を受けまして今も回復のチェッ
クを受けているサバイバーの 1 人です。今日は
がんという病気と向き合われているサバイバーの
みなさまの命から湧いてくる本当の言葉をいただ
きました。自分のテーブルもそうだったのですが
大変なご苦労や病気を乗り越えてこられているお
言葉、そしてご家族のお話も聞け、大変貴重でし
た。
　今のまとめのお話も、自分が 1 人ではないと
言いますか、みなさまの思いが共有されてまた
違った自分になれたと思い大変ありがたく思いま
した。
　やはりがんというのは大変なのですが、今日の
お話にもありましたように誰もがなるものです。

それだけにそういうところを通った者や家族、ま
た医療者だからこそ他の人の力になれるのではな
いかと思います。
　今の私たちの日々の生活には、今日出た情報で
は足りない部分がたくさんあるのですが、それで
も毎日が幸せで大切、毎日が普通で楽しいという
ことが大事であるということは良く分かっていま
す。そういう思いをつなげていきながら、高橋先
生が言われたように、私も医療者でありながら正
確な情報がなくて迷っているものですから、より
良い医療をめざしていきたいと思っています。そ
ういうものにみなが触れられるようなつながりを
つくって、松本、それから信州からみんなで手を
合わせて行ければいいなと思ってうかがっていま
した。今日は本当にありがとうございました。

江田　清一郎
松本協立病院呼吸器内科診療部長

特別発言： 
体験者や家族だからこそ他の人の力になれる
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　こんにちは。私は 29 歳、松崎健介です。まず
僕の自己紹介からします。僕は小さいころから野
球が大好きで、ずっと野球をしてきました。それ
が高校 1 年生の 16 歳の時に急性骨髄性白血病で
入院するようになりました。その時には移植を勧
められたのですが、どうしても高校野球がやりた
くて抗がん剤だけの治療で 6 ヵ月間入院しまし
た。高校野球は無事に最後までやりましたが、
18 歳の秋に再発し、骨髄移植をしました。
　骨髄移植は拒絶反応が強く出てしまい入院が長
引いてしまったのですが、無事退院はできました。
高校の単位が少し足りなくて 3 年生をもう 1 回
やり直しをしている最中に拒絶反応が肺の方に出
てしまい、閉塞性肺気管支炎で肺の方が大変なこ
とになりました。5 年間酸素を吸って、車椅子も
使っていましたので動けない状態でずっと治療を
行ってきたということになります。
　24 歳の時に京都大学医学部附属病院で両肺の
肺移植をして今はこうして元気に過ごしていま
す。今は、仕事もし、昨年（2015 年）の 8 月

には結婚もしました。病気になってもう 10 年以
上たちますが本当に色々ありました。友だちにも、
家族にもとてもお世話になり、心配されることも
あるのですが、必ず私を迎えてくれたことが本当
にうれしく思っています。またお医者さんや看護
師さんなど医療従事者が私を支えてここまでして
くれたことで、私はここにいます。きっとサバイ
バーの方は、これからの人生をずっと一緒に医療
従事者の方とつながっていくのだと思います。こ
れからも調子が悪くなった時にはすぐに診てくれ
ますし、私たちの知らないところでも薬や治療法
を研究してくれる人もきっといると思います。
　サバイバーさんもケアギバーさんもにも辛いこ
とはたくさんあったと思います。だからこそ僕は
これから好きなことを自由にやっていければ良い
と思っています。
　最後に、僕はみなさんに負けないぐらい元気で
いますので、みなさんも私に負けないぐらい元気
でいてください。また 1 年後も元気でここで会
いましょう。ありがとうございました。

松崎　健介
信州大学医学部附属病院がんサバイバー

体験者によるがんサバイバーシップ宣言： 
僕は元気です。みなさんも元気でまた会いましょう！
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　みなさん今日はいかがでしたか。ご当地カフェ
in 松本、初めての試みですがお楽しみいただけ
たでしょうか。国立がん研究センター様のスタッ
フの方に来ていただき、私自身も大変勉強になり
ました。本当にありがとうございました。みなさ
んの話をここで聞いていて、実は私も家族 3 人
をがんで亡くしているので、ケアギバーの気持ち
が良く分かり、身につまされる思いがいたしまし

た。これからも可能であれば、みなさんと一緒に
協力してご当地カフェをやっていけたらと思って
います。本日ご講演いただいた先生方、手伝って
いただいたスタッフのみなさん、出席されて熱い
思いを語ってくれたみなさま本当にありがとうご
ざいました。これでご当地カフェ in 松本を閉め
させていただきます。

間宮　敬子
信州大学医学部附属病院信州がんセンター緩和ケアセンター長

閉会の挨拶

「ご当地カフェin松本」アンケート集計 参加者42名（スタッフ除く）
平成28年9月17日（土）実施 回答者42名（回答率　100％）

アンケート集計

原文ママ

など

普段言えない事が言えてよかった。

楽しかったです。とてもためになりました。もっと時間があるといいなと思いました。

良い話をたくさん聴かせていただき勉強になりました。

開催していただいて良かったです。ありがとうございました。

とても大切な事を教えていただきました。

もう少し時間が欲しかった

医師や看護師さん、社会労務士さんなど普段話した事のない方々との交流はとても楽しかったし、ザックバランな会話ができて良
かったです。

ご当地カフェ、どんどん広めていって欲しいです。ありがとうございました。
様々ながんをかかえ明るくたくましく生きている。
私は医療者です。サバイバーケアもバーの方の思いを知る事で私たち医療者は差し伸べなければならないサポートが見えてくる
ように思いました。

みなさんがとても笑顔でいて楽しかったと思います。

考え方がいろいろとあり勉強になった。
いろいろな立場の人と話す事ができ、とても良かった。

参加者の感想（自由記述）

情報を共有することが出来た
生きる力をいただいた。

限りある人生を有意義に送る機会をいただいたと思います。ありがとうございました。

初参加。若い方、定年され治療された方、前向きになれた事で現在があり治療に専念できた例をお聴きすると自分だけではない
とわかりました

時間が短かった。
自分もいつ同じ状況に置かれるかと思い皆さんのお話を身につまされる思いで聞きましたがとうございました。

病気の内容もそれぞれなので立ち入るのを躊躇いましたが皆さんオープンに話してくださり胸にしみました。
様々な経験が聞けて有意義でした。思いの丈を話せた。

38.1% 61.9%
性別 男性 女性 未回答

2.4%4.8% 21.4% 69.0% 2.4%
年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上 未回答

54.8% 33.3%

2.4%

Ｑ２．有意義でしたか？
有意義だった まあまあ有意義だった どちらとも言えない

92.9%
0.0%

9.5%
0.0%
2.4%

0.0%

患者・家族

社会保険労務士

医療関係者

企業関係者

その他

未回答

立場（複数回答）

38.1% 33.3%

9.5%

9.5%

Ｑ３．新たな情報を得る事ができましたか？
出来た まあまあ出来た どちらとも言えない あまり出来なかった

59.5% 16.7% 14.3% 4.8%

2.4%2.4%

Ｑ４．様々な立場の方と交流ができましたか？
出来た まあまあ出来た どちらとも言えない あまり出来なかった 出来なかった 未回答
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「ご当地カフェin松本」アンケート集計 参加者42名（スタッフ除く）
平成28年9月17日（土）実施 回答者42名（回答率　100％）

アンケート集計

原文ママ

など

普段言えない事が言えてよかった。

楽しかったです。とてもためになりました。もっと時間があるといいなと思いました。

良い話をたくさん聴かせていただき勉強になりました。

開催していただいて良かったです。ありがとうございました。

とても大切な事を教えていただきました。

もう少し時間が欲しかった

医師や看護師さん、社会労務士さんなど普段話した事のない方々との交流はとても楽しかったし、ザックバランな会話ができて良
かったです。

ご当地カフェ、どんどん広めていって欲しいです。ありがとうございました。
様々ながんをかかえ明るくたくましく生きている。
私は医療者です。サバイバーケアもバーの方の思いを知る事で私たち医療者は差し伸べなければならないサポートが見えてくる
ように思いました。

みなさんがとても笑顔でいて楽しかったと思います。

考え方がいろいろとあり勉強になった。
いろいろな立場の人と話す事ができ、とても良かった。

参加者の感想（自由記述）

情報を共有することが出来た
生きる力をいただいた。

限りある人生を有意義に送る機会をいただいたと思います。ありがとうございました。

初参加。若い方、定年され治療された方、前向きになれた事で現在があり治療に専念できた例をお聴きすると自分だけではない
とわかりました

時間が短かった。
自分もいつ同じ状況に置かれるかと思い皆さんのお話を身につまされる思いで聞きましたがとうございました。

病気の内容もそれぞれなので立ち入るのを躊躇いましたが皆さんオープンに話してくださり胸にしみました。
様々な経験が聞けて有意義でした。思いの丈を話せた。

38.1% 61.9%
性別 男性 女性 未回答

2.4%4.8% 21.4% 69.0% 2.4%
年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上 未回答

54.8% 33.3%

2.4%

Ｑ２．有意義でしたか？
有意義だった まあまあ有意義だった どちらとも言えない
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0.0%
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社会保険労務士

医療関係者

企業関係者

その他

未回答

立場（複数回答）

38.1% 33.3%

9.5%

9.5%

Ｑ３．新たな情報を得る事ができましたか？
出来た まあまあ出来た どちらとも言えない あまり出来なかった

59.5% 16.7% 14.3% 4.8%

2.4%2.4%

Ｑ４．様々な立場の方と交流ができましたか？
出来た まあまあ出来た どちらとも言えない あまり出来なかった 出来なかった 未回答
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