
　みなさん今晩は、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。本日はお忙
しい中、がんサバイバーシップオープンセミナー
にご参加いただきありがとうございます。
　このがんサバイバーシップオープンセミナーは
今回が５回目となります。昨年（平成 27 年）か
ら始まり、昨年度は４回開催しました。昨年は年
度の途中から始めたのですが、今年は年度初めか

報告』という報告冊子ができました。まだみなさ
まには、見ていただくことができないのですが、
まもなくがんサバイバーシップ支援部のホーム
ページ（http://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisio
ns/05survivor/05survivor_05.html）から PDF
をダウンロードするようなかたちで用意している
ところです。今までのものもご覧になっていただ
きたいと思います。
　さて本日のテーマは「最新がん緩和ケア〜緩和
ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？
〜」です。緩和医療については、がん対策基本法、
及びがん対策推進基本計画が始まってから、いろ
いろなところで言われ続けております。
　最初の平成 19 年の第１期の計画では、「治療
の初期段階からの緩和ケアの実施」で、第２期の
平成 24 年には、さらに前倒しされて、「がんと
診断された時からの緩和ケアの推進」となり、ど
んどん前になってきています。ところが一方、緩
和ケアというと最後の手段と思っている方が今で
もおられます。

最新がん緩和ケア　〜緩和ケアって、
終末期医療だと誤解していませんか？〜
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　医療者の中では時々、笑い話のように言われる
こともあるのですが、「緩和ケアを」と言うと、
患者さんが怒り出してしまう。そういうことが一
方である中で、本日は、緩和ケアについてどうす
ればみなさまに正しく理解していただいて、しか
も頭で理解する、知っていただくだけではなく、
実際に活用していただくには、どのようにすれば
いいかということについて、まず里見先生からお
話をいただきます。また、後半部分ではみなさん
のご意見等をいただきたいと思います。ぜひ忌憚
のないご意見をいただければと思います。短い時
間ですが、ぜひみなさんには積極的に参加してい

ただきたいと思います。
　日本のがん医療としては、今年が、がん対策基
本法制定から 10 年ということで、今、超党派議
連「国会がん患者と家族の会」でもがん対策基本
法の改定案を考えています。2017 年６月には第
３期の基本計画を策定するということで、大事な
節目の時です。緩和ケアはこの 10 年であまり進
んでいないのではないかというご意見もあります
が、これからどうすればいいかということなど、
ぜひみなさまのご意見をいただければと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
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　みなさま今晩は、第５回がんサバイバーシップ
オープンセミナーを始めさせていただきます。私
は主催のがんサバイバーシップ支援部長の高橋と
申します。ご参加ありがとうございます。
　資料の確認をさせていただきます。里見先生の

「最新がん緩和ケア」というパワポの資料と
OPTIM（OPTIM プ ロ ジ ェ ク ト：Outreach 
Palliative care Trial of Integrated regional 
Model、厚生労働科学研究費補助金第３次対が
ん総合戦略研究事業「緩和ケア普及のための地域
プロジェクト」）の「がんの痛みが心配なとき」
というタイトルのもの。それから『私のカルテ』
という冊子、そして本日のアンケートという、こ
の４種類があります。
　この『私のカルテ』というのは、里見先生のプ
レゼンの中でもお話があると思いますが、里見先
生たちのチームが作られた、自分で記録するカル
テと言いますか、記録集です。中を見るとなるほ
どと思う記載がたくさんあります。この青空の写

真は、著作権のあるものだといろいろとめんどう
だと思われた里見先生が、八ヶ岳の空をご自身で
撮って表紙にしたのだそうです。したがってこれ
は“里見先生の空”です。今日セミナーの最中に
みなさまも中をパラパラとご覧になって、もしで
きたら参加者アンケートの裏にでも冊子に関する
ご感想もいただければ幸いです。
　本日の進行ですが、今から７時まで里見先生に
ゆっくりお話をしていただいて、７時から７時
30 分まで 30 分間でしっかり質疑応答をします。
ご講演の中では「これはどう思いますか？」とい
うみなさんに直接問いかけが飛ぶかもしれませ
ん。その時にはざっくばらんにお返事をよろしく
お願いします。
　それでは国立がん研究センター中央病院の緩和
ケアチームのリーダーでいらっしゃいます里見絵
理子先生にお話をいただきます。里見先生お願い
いたします。

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

セミナーを始めるにあたって
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はじめに―
「緩和ケア」はどこまで知られているか

　みなさま今晩は、緩和医療科長の里見と申しま
す。手元の冊子で八ヶ岳の話が出ましたが、私は
地元が山梨県で時々帰省します。今まで大阪に住
んでいまして、２年前からこちらにお世話になっ
ていますが、こちらに来るようになってからは
時々、八ヶ岳に行っては、ちょっと遊び、また仕
事に戻るということをしています。
　本日お話をさせていただくのは緩和ケアという
ことで、中央病院の院内のあちらこちらにポス
ターが貼ってありましたが、本日はやや刺激的な
タイトルで「緩和ケアって、終末期医療だと誤解
していませんか？」ということを書かせていただ
きました。それが正しいのか正しくないのかも含
めて、これから約１時間の間、みなさんと今の緩
和ケアについて一緒に学んできたいと思います。
　本日ここに来られた方は「緩和ケアって？」と
いうことでは、ご存じだから来られたという方は
どのくらいおられますか。（挙手まばら）そうた
くさんはおられませんね。それでは今日はここで
少し学んでみようという感じでしょうか、はいあ
りがとうございます。
　世の中の人が緩和ケアをどう考えているかも含

めてお話しします。スライド１は 2015 年の世
論調査です。緩和ケアについて知っているという
人はだんだん増えています。2008 年に日本緩和
医療学会が一般市民の方に「緩和ケアとは何か
知っていますか」という調査をした時には、少な
い数字で 56.4％という数字でしたが、今は 67％
を超えて「緩和ケア」という言葉が知られていま
す。
　私も病院にいれば緩和ケア医だと分かってもら
えるのですが、ふだんの生活の中で子どもの
PTA のお母さんたちに「里見さんは何をしてい
るの？」と言われ「医師をしています」、「何科の
お医者？」、「緩和ケア医です」と言うと 10 年前
には「何ですか？」と誰からも分かってもらえて
いませんでした。内科医でというところからいろ

里見　絵理子
国立がん研究センター中央病院緩和医療科長・緩和ケアチーム

最新がん緩和ケア 
〜緩和ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？〜

スライド１　がん対策に対する世論調査（2015年）
　　　　　　 全国 20 歳以上の日本国籍を有する者 3,000

人。有効回収数 1,799 人（回収率 60.0％）

最新がん緩和ケア 
〜緩和ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？〜
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いろ説明していたのですが、最近は「緩和ケア医
をしています」と言うと、お母さんたちも「家族
のがんで緩和ケアの先生にお世話になりました」
と言われる方もいるなど、比較的みなさまの中に
も緩和ケアという言葉が徐々に浸透してきている
のかなと感じています。

緩和ケアの基礎知識

　本日は緩和ケアについて１時間で話すのはやや
難しいのですが、何とかエッセンスだけは盛り込
みました。まず基本的なこと。それから今、日本
でどういうがん対策の中で緩和ケアが謳われてい
るのか、また本日来られている方は患者さんご自
身かもしれませんし、ご家族かもしれません、ま
たサポーターの方かもしれませんが、緩和ケアが
どこで受けられるのか、どこでやっているのかと
いう具体的な話、さらに細かい話をいくつかした
いと思います。
　スライド２は緩和ケアの定義です。2002 年に
世界保健機関が定めています。この中で「緩和ケ
アとは、生命を脅かす疾患に関連する問題に直面
している患者と家族の QOL を改善するアプロー
チ」とされています。1993 年にも世界保健機関
が緩和ケアの定義を出しています。そこでは明ら
かに終末期医療としての緩和ケアという定義がな
されていました。2002 年にはそれが「生命を脅

かす疾患」ということになり、必ずしも終末期だ
けではない重篤なことを有する疾患とされていま
す。
　私たちはどうしても「緩和ケア＝がん」と考え
てしまいがちなのですが、実際はがん以外にも慢
性心不全・慢性呼吸不全・慢性腎不全といった慢
性疾患であったり、神経難病であったり、認知症
であったり、いわゆる病気と付き合いながら生き
ていこうという疾患が含まれているということに
なります。
　また緩和する対象は、身体の痛みだけではなく
心理社会的、スピリチュアル、日本語では霊的と
いうことになりますが、そうしたさまざまな患者
さん・ご家族が抱えている問題に対してアプロー
チをしていこうという定義になっています。
　がんに関しての緩和ケアということで言います
と、以前は手術や抗がん剤や放射線というがん治
療をしている間は緩和ケアというものはあまり出
てきませんでした（スライド３）。がん治療はも
うこれ以上ありません、治療場面はもうないです
よという時になって、「緩和ケアをやりましょう」
という意識で考えられていました。
　ところがそれでは良くない。がんの診断を受け
た最初から痛みがある人もいるかもしれない。気
持ちの辛さがあるかもしれない。それぞれ緩和ケ
アのニーズがありますから、緩和ケアをしながら
治療するということになってきました。緩和ケア

スライド２　緩和ケアの定義（WHO世界保健機関2002年） スライド３　従来のがん医療
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と治療の比重はその時期、その時期で異なります
が、一般的には、スライド４にあるような緩和ケ
アが診断時の少し後から始まるような三角形の図
が、日本でも欧米でも緩和ケアの教科書には載っ
ています。その三角形にもう少し手を加えるなら
診断時からすぐに一定の幅の緩和治療が始まると
いうスライド４の図のようなことになると思って
います。
　それではもう少し具体的にがんの経過の中で緩
和ケアというものがどうなのかを見ていきます。
スライド５の下に診断期、がんの治療後経過観察
期、終末期とあります。治療後経過観察期とは、
手術や抗がん剤でがんが根治、つまり完全に治っ
てしまい経過観察の時期、あるいは継続的に抗が
ん剤などをやっていく時期です。この診断期と治

療期・観察期に、あとは終末期に分けて見てみま
す。
　たとえばがんと診断されてショックを受けない
患者さんは誰もいないと思います。告知によって
ショックを受ける、不安が出るなどいろいろな心
理的負担が出ます。これは治らないとされる、い
わゆる進行がんだけではなく早期がんで「完全に
治る」と医師に言われる場合でも、がんという診
断がつくと非常に大きな心理的な負担になりま
す。診断の時期には身体の不調を訴えられて、そ
れがきっかけで病気が分かることも多いので、当
初から体調不良があり、痛みがあったり、食欲低
下があったりするケースも多くあります。実際に
治療の時期になると腹腔鏡などでやる小さな手術
かもしれませんし、大きな手術かもしれませんが
手術をして、抗がん剤治療も何ヵ月かにわたって
行われるかもしれません。手術が終わった後の補
助療法などでは年単位で抗がん剤の内服をするよ
うなケースもあります。放射線治療などにもやは
りそれなりの負担がかかりますから、患者さんは
この時期にはがんと闘うために一生懸命に治療を
します。この時期は、手術の後の傷の痛みであっ
たり、抗がん剤の副作用であったり、治療の後の
後遺症なども含めていろいろな日常生活への影響
があるようです。すべての時期を通して身体の苦

スライド５　がんの経過の中での緩和ケア

スライド４　現在のがん医療

痛と心の辛さというのは、いろいろなかた
ちで患者さんが悩まれることのひとつにな
ります。
　緩和ケアを言葉で考えますとスライド５
では上に２つ出してありますが、上の方は
私たちがサポーティブケア・支持療法と呼
んでいるものです。緩和ケアは緩和ケアな
のですが治療にともなう症状を緩和するこ
とで、そういう治療をサポーティブケア・
支持療法と言います。
　下の方は緩和ケアで、痛みの治療やその
他の症状の緩和という意味です。これは診
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断期から治療期・観察期と続いていきます。私の
外来の患者さんでももう何年も前にがんの治療が
終わっているのですが痺れがあったり痛みがあっ
たりして緩和ケアが必要になっている患者さんも
います。
　それからもともと緩和ケアというものが入って
来たいちばんのきっかけであった終末期のケアの
部分は緩和ケアの中では絶対に外せない部分で
す。ホスピスケア、終末期ケアと言われる、抗が
ん治療が終わった後に必要となるケアです。
　さらに End of Life ケア（EOL ケア）という、
死が間近になった時に必要な緩和ケアも緩和ケア
に含まれます。このようにがんがどのような状態
であっても緩和ケアがあると私たちは理解をして
います。
　緩和ケアという言葉にもいろいろな意味があり
ます。消化器内科のお医者さんが胃腸の病気を治
すような、ある意味でシンプルなかたちではなか
なか考えられません。スライド６に少し挙げてあ
ります。「苦痛の緩和」の中には、身体も、心も、
副作用も体力低下も、もしかしたら高齢化による
老化もあるかもしれません。
　「社会的な問題への相談」も、大きく分けるな
ら緩和ケアの中で対応する課題です。
　それから「自己決定のサポート」というものも
あります。これについては後ほど少しお話をしま

すが、患者さんはいろいろな局面でいろいろな自
己決定をしなければなりません。それについても
緩和ケアを通して患者さんがきちんと決定できる
ようなサポートを行います。
　そして「ご家族のケア」です。前回の第４回が
んサバイバーシップオープンセミナーで「親がが
んになったとき―がん患者さんと子どもへの支援
―」というテーマを採りあげられて非常に勉強に
なる講演がありましたが、子どもさんや兄弟、最
近ですと老齢化した自分たちの親などに対するケ
アです。親の介護のこと。それからパートナーも
そうです。今は、家族と言ってもいろいろなかた
ちがあります。もしかしたら同性のパートナーか
もしれません。婚姻関係がなくても家族だと
WHO は定義しています。こうした周りの方々の
ケアも緩和ケアの対象になります。
　それから絶対に外せないと先ほども言いました

「終末期のこと」です。こういうようなことが緩
和ケアの中に含まれます。
　スライド７は有名な図です。私たちはトータル
ペイン（Total pain: 全人的苦痛）という言い方
をしています。イギリスのシシリー・ソンダース

（Cecily Saunders）というホスピスを創った方
で、医師であり、看護師であり、ソーシャルワー
カーであるという方が提唱した図です。多面的な、
いろいろな苦痛があるということを理解しなが

スライド６　�一言で『緩和ケア』と言ってもいろいろあり
ます

スライド７　�全人的苦痛 Total�pain�
Saunders （1984）
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ら、がんの患者さんの緩和ケアを私たち医療者は
行っていかなければいけないと思っています。
　それではなぜ緩和ケアを診断時という早期から
行うことが、これほど注目されているのかという
ことについて、ひとつ科学的な研究論文をご紹介
いたします。「『早期からの緩和ケア』はがん患者
の苦痛を緩和し、生存期間を延長する！」とあり
ます。緩和ケアをすると寿命が延びるという結果
でした。進行肺がんの患者さんに対し、がんと診
断された時から、抗がん治療と並行して最初から
緩和ケアの外来にも一緒にかかるグループの方々
は、必要な時にだけ緩和ケアにかかった方々より
も生活の質も良かった、身体の痛みも心の負担も

た。この時にがん医療が充実するような法律が定
められたわけですが、その重点的に取組むべき課
題として、緩和ケアに関しては「がんと診断され
た時からの緩和ケアの推進」という文言が含まれ
ていました（スライド９）。
　先ほども若尾先生からお話がありましたが、こ
の法律の改正が今、検討されています。パブリッ
クコメントが超党派議連「国会がん患者と家族の
会」の方で募集されていて、私もそれを見ました。
新しい条文として、今までは「早期から疼痛に対
処するために緩和ケアをしましょう」という言い
方だったのですが、今回は「緩和ケアが診断の時
から適切に提供されるようにすること」「がん患
者の状況に応じた良質なリハビリテーションの提

スライド８　�『早期からの緩和ケア』はがん患者の苦痛を緩
和し、生存期間を延長する！

スライド９　がん対策基本法（2006 年）

スライド 10　がん対策基本法改正草案
　　　　　　 −パブリックコメント募集中−

良かった、さらに寿命も長かったという、
かなりインパクトがある結果が得られたと
いうことです。これ以来、世界中で早期か
らの緩和ケアが必要だということになり、
それにより日本でもやはり最初から緩和ケ
アをやっていこうという流れになっていま
す（スライド８）。

日本のがん対策と緩和ケア

　それでは今の日本の現状という少し硬い
お話をいたします。2006 年という今から
10 年前にがん対策基本法が制定されまし
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供」が行われることというようにかなり具体的に
なっています。サバイバーシップ支援部でも取組
まれている就労のことや教育、また小児や希少が
んなどさまざまな新しい条文が含まれています
が、緩和ケアに関しては明確に、診断時からやり
ましょうということが含まれています（スライド
10）。
　具体的には、切れ目のない緩和ケアを提供する
ということです。この病院にいる時は緩和ケアを
受けられても、そこから移動したら緩和ケアが受
けられなかったというようなことがないようにと
いうことです。緩和ケアの理解については、医師、
看護師など医療者がしっかり理解をする。一般市
民の方々も正しく理解をするというようなことが
必要とされています（スライド 11）。
　私は緩和ケアチームというユニットで仕事をし
ています。外科や内科の先生方から自分の担当す
る患者さんに緩和ケアが必要なので診察をお願い
をしますという依頼を受けて、入院患者さんや外
来患者さんの診察をしています。少し前になりま
すが、ちょっと息苦しい、身体がお辛いという患
者さんのところに依頼があってうかがいました。
そうしましたら緩和ケアはけっこうですと門前払
いを食らいました。「どうしてですか」と言いま
したら、「まだそれはいらないです」ということ
でした。終末期のケアをしに来たのだと勘違いな
されたのかもしれません。患者さんのその気持ち

はよく分かったので、そうではないことをお話し
しながら理解していただいたのですが、そういう
場面はまだまだ少なからずあります。ひとつひと
つ地道な努力で誤解を解きながら正しい緩和ケア
を普及していきたいなと思っています。
　医師や看護師のみなさんの理解はだいぶ進んで
きているのですが、それは都会にいる医療従事者
ほど、また若いスタッフほど理解があるという現
状があります。私よりも年代が上の先生方の中に
は緩和ケアの教育を受ける機会がなかった時代の
先生方も多くいらっしゃって、理解が得られない
まま進んでいることもあるのですが、少なくとも
築地のがん研究センターではそういうことはない
と思っています。それが日本全国どこに行っても
そういうことがないようにすることがわれわれの
使命だと思っています。
　最近よく言われているのは「苦痛のアセスメン
トとマネジメント」ということです。痛みや不安
など、患者さんご自身が感じられていることを医
療者がきちんと把握し、きちんと対処しようとい
うことが医療者向けのメッセージとして出されて
います。後述もしますが、医療者は一生懸命に何
とか知ろうという努力をするのですが、何しろ痛
みなどは目に見えませんので、私は、ここについ
ては患者さんやご家族がぜひ力を発揮してアピー
ルをしてもらいたいなと思っています。

どこで緩和ケア受けられるの？

　これらの緩和ケアは、それではどこに行ったら
受けられるのですかというお話に入ります（スラ
イド 12）。緩和ケアは緩和ケアの専門医のとこ
ろでしか受けられないものではありません。基本
的緩和ケアは、言ってみれば義務教育のように医
療者がすべてたしなんでいる医療技術のひとつ、
医療知識のひとつであると、今は考えられていま
す。したがってすべての医療従事者が提供できる

スライド 11　がんと診断された時からの緩和ケアの推進
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スライド 12　緩和ケア：どこに行けば受けられるの？

ものであると考えられています。緩和ケアがまだ
まだ医療者に十分普及していないということで、
基本的緩和ケアについての取組みが、2008 年に、
厚生労働省が、がん診療連携拠点病院で医師向け
の緩和ケア研修会を開催しなさいということで始
まりました。当時、それぞれの拠点病院で医師向
け緩和ケア研修会の毎年の開催が始まりました。
それから約 10 年たち、この３月末で約７万人の
医師が修了したと言われています。
　緩和ケア科とか緩和ケア医という人がいなくて
も、目の前にいる自分がかかっている主治医の先
生方、看護師さん、もしかしたら薬剤師さんに、
痛みがあること、疼痛があるということをお話し
いただくところから、基本的な緩和ケアという部
分は受けられるようになったのかなと思います。
　今、日本の専門的緩和ケアの提供体制としては、
だいたいスライド 13にある３つのものがありま

す。そのひとつに私が所属しているような緩和ケ
アチームがあります。
　緩和ケアチームはがん診療連携拠点病院を中心
に全国に設置されています。ある程度の規模の病
院でしたらあります。チームと言うよりは内科と
か外科という方が一般の方には理解しやすいのか
もしれませんが、今はチーム医療が非常に発達し
ていて緩和ケアに特化した多職種で構成される
チームです。主治医チームは、主治医と看護師さ
んや薬剤師さんなどで構成されています。そうし
た主治医チームと私たちのような緩和ケアチーム
が一緒になって患者さんの緩和ケアを実施すると
いうことです（スライド 14）。
　スライド５（11 ページ参照）でもお示しした
図でがん医療の中での緩和ケアチームを示すとス
ライド 15のようになります。緩和ケアチームは
拠点病院など一般病院に設置されています。した

スライド 13　日本での専門的緩和ケア提供体制

スライド 14　緩和ケアチーム

スライド 15　がん医療の経過の中での緩和ケアチーム
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がってがんと診断されてから、終末期まで、どの
時期でも、緩和ケアが必要な場合は、緩和ケアチー
ムが主治医と一緒に支援し、患者さんのサポート
をするかたちができるようになっています。
　私たちのがん研究センターの緩和ケアチームの
写真を１枚だけ持ってきました（スライド 16）。
がん研究センターの緩和医療科と精神腫瘍科、そ
れに看護師さん等々の、スライドにあるような顔
触れでやっています。がん研究センターのスタッ
フや患者さん、ご家族の方はご覧になったことが
あるメンバーがいるかもしれません。
　一般的にどの病院でも緩和ケアチームというの
は、必ずしも緩和ケア医という名前はついていな
いかもしれませんが、内科の先生かもしれません、
外科医かも、放射線科医かも、婦人科医かもしれ
ませんが、そうした緩和ケアを担当するドクター
と看護師さん、精神科や心療内科の心のケアの先
生方、それから薬剤師さんなどがメンバーのコア
になり、それにソーシャルワーカーさんだったり、
心理療法士さん、子ども支援スタッフであったり、
リハビリの方、栄養士さん、歯科医や歯科衛生士
さんを含めて緩和ケアチームのメンバーとして活
動していらっしゃるところが多いです（スライド
17）。
　そのチームでどのようなことをしているかで
す。スライド 18は、私たちのカンファレンスの
様子です。毎週、緩和医療科、精神腫瘍科、看護

師さん、心理士さん、薬剤師さん等々と、依頼の
あった患者さんに対してどのようにやったらいい
かということをカンファレンスでディスカッショ
ンをします。患者さんやご家族、それから医療者
にもサポートをします。主治医の先生や看護師さ
んたちが、ある患者さんのケアをする時に、どう
しようか迷うような場合に、いろいろと知恵を集
めてやりましょうということで、医療者のサポー
トも私たちはやっています。
　繰り返しになりますが、どういうことをやって
いるかとしては、身体の症状の緩和、精神症状の
緩和、意思決定支援、家族ケア、そして緩和ケア
の教育です。基本的な緩和ケアは、医療者ならだ
れでも提供できるようにしなければいけないとい
うことがありますので、医療者に対する緩和ケア
教育も担当しています。それから療養場所の相談
や終末期のことですが、このあたりはソーシャル
ワーカーさんの出番が多くなったりします。こう

スライド 16　緩和ケアチーム

スライド 17　緩和ケアチームのメンバー

スライド 18　緩和ケアチームの役割
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したいろいろの問題を緩和ケアチームの中でディ
スカッションをしながら主治医ともさらに議論を
重ねていくということをやっています。
　もうひとつ緩和ケアを提供する体制としてなく
てはならないと言いますか、忘れてはならないも
のがホスピス・緩和ケア病棟になります（スライ
ド 19）。ホスピスという言い方はどちらかと言
いますとキリスト教系の病院などで使われること
が多いかと思いますが、分かりやすい言葉なので
並列して「ホスピス・緩和ケア病棟」と書きまし
た。苦痛緩和のための治療とケアを行う専門の病
棟です。ちなみに国立がん研究センター中央病院
には緩和ケア病棟はありませんが、東病院には緩
和ケア病棟があります。入院をして、緩和ケア医
が主治医になり、痛みの緩和などを行うところで
す。日本では、苦痛の緩和を必要とするがん患者
さんとエイズの患者さんが制度上の対象になって
います。これは診療報酬上の規程なのですが、欧
米の先生にお聞きするとホスピス・緩和ケア病棟
に入院している患者さんの中で、がん患者さんは
だいたい３割ぐらいだそうです。その他、認知症
や心不全や高齢者、他の慢性疾患の方々もホスピ
スを利用できるようです。
　現在、日本で緩和ケア病棟に入っている場合、
がんの治療が終わって療養のために緩和ケア病棟
に入るということは、イコール退院できない、そ
のままそこが最期の場所、亡くなる場所なのでは

ないかという誤解があります。とかくありがちな
誤解なのですが、実際にはそうではありません。
痛みなどの苦痛がコントロールされて自宅療養可
能になれば緩和ケア病棟、ホスピスから退院して
また自宅療養に戻ります。具体的には後ほど在宅
医療のところでもお話ししますが、症状緩和の支
援をするというのが緩和ケア病棟の役割です。単
なる看取りの場ではないということは強調してお
きたいと思います。
　もうひとつよくある誤解が「健康保険がきかな
いのでしょう」ということです。健康保険がきか
ないからホスピスに入ると非常にお金がかかると
訊かれるのですが、健康保険はちゃんとききます。
ただし個室代は病院によって設定が違うので個室
代という部分では実費負担が発生しますが、個室
代のない緩和ケア病棟もあります。基本的には医
療の部分に関しては、健康保険はききます。
　今、抗がん剤治療をしています。順調にきてい
ます。抗がん剤も効いている。それでも自分の中
でもしかしてこれから悪くなってしまった時どう
しようという相談を、時々患者さんから受けます。
その時に患者さん自身はいろいろと考えていて、
できれば○○病院のホスピスに入って最後の療養
をしたいと、かなり具体的に考えていらっしゃる
方は多いです。実際に運が悪く病気が悪くなって、
抗がん治療も終わり、そろそろホスピスに入る時
だなという時に、○○病院にはすぐに入れないと
いうのが、日本の緩和ケア病棟の現状です。これ
は緩和ケア病棟の数が少なかったり、緩和ケア医
が少なかったりといろいろな原因がありますが、
万一の時というのも予め考えなければいけないと
いうのが、やや難しいところでもあります。患者
さんご自身の立場からしたら「最期のこと」なの
でいちばん考えたくないことです。しかし本当に
必要な時に、入りたいと思っていたのに入れない
というのも非常に切ないことです。そのへんの気
持ちの折り合いと、それでもやはり今受けている

スライド 19　ホスピス・緩和ケア病棟
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治療は頑張ってもらいたいということを、いつも
外来や患者さんとの面談で一緒に考えたりするこ
とがあります。
　それからこれは余談になりますが、緩和ケア病
棟・ホスピスというのは、病院によってけっこう
カラーがあります。旅行にたとえるのはやや不謹
慎かもしれませんが、○○温泉に行くという時に
どこの旅館に泊まろうかという自分の好みはある
と思います。それと同じように急性期の病院とは
違い、病院によってカラーがあるので、そういう
ことを準備したいという患者さんには、ご自分の
眼で一度見に行かれたらどうですかと言っていま
す。見学などはどこのホスピス・緩和ケア病棟で
も受け入れてくださいます。これはべつに今入る
ということではなく、もしもの時のためにそうい
うようなことも受け入れますので、見に行かれた
方がいいかなとは感じています。
　そういうことで現在の緩和ケア病棟の緩和ケア
は、どちらかと言うと後ろの方の終末期の緩和ケ
アがメインになりつつあります（スライド 20）。
　それからやはり今は忘れてはならないのが在宅
緩和ケアです（スライド 21）。在宅緩和ケアと
いうと身体が動かなくて緩和ケアを受けるという
イメージがありますでしょうか。医療者の中にも
そういうイメージでとらえている方がまだけっこ
ういます。最近は少し考え方が変わってきていま
す。がん治療のうちからかかりつけ医をつくって

おく。これが自宅療養をどういうかたちであれ行
うのに非常に役に立つと考えられています。
2016 年４月から、またいろいろと医療費が変り
ましたが、その中にもがん治療をしている時から、
がん治療の病院と地域の開業医の先生たちと連携
しておくことはプラス評価がされるようになりま
した。したがって、「痛みがあり、抗がん剤を使
うとやはり何日か食べられなくなってしまい、
ひょろひょろにやせてしまうのです、体力が落ち
てしまうのです」と言う患者さんには、「それな
ら身近なところに助っ人・サポーターをつくり、
困った時には行ってたとえば点滴を１本打っても
らえるようにしましょう」とお話ししています。
　いろいろな地域のリソースがあります。在宅療
養支援診療所、クリニックの先生方、それから医
師ではなく看護師さんたちもいます。訪問看護ス
テーションの看護師さんたちは本当に良くサポー
トしてくれます。がん患者さんでたとえばストー
マがついている方でトラブルが多かったり、がん
だけではなくて他に心臓病があったり、脳卒中も
一緒にあるといったようにいくつか合併症がある
患者さんなども看護師さんがいるということで、
自宅療養が非常に充実してきます。それからヘル
パーさんや保険薬局さんなどがあります。訪問介
護事業所のヘルパーさんも今は非常にニーズが高
いです。老老介護で住まわれていて、お２人とも
持病があったりするような場合には、ヘルパーさ

スライド 20　緩和ケア病棟での緩和ケア スライド 21　在宅緩和ケア
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んをうまく活用するとまったく違う自宅療養にな
ります。保険薬局さんも 2016 年４月に改定が
あり『お薬手帳』などを持って行くと支払いが少
し安くなったりということで評価されています。
どういうことかと申しますと患者さんが外来で大
きな病院に通院しながら、かかりつけ薬局をつ
くっておくことが大変大事ですということが言わ
れる時代になっているということです。
　このように私もいろいろ考えて、実際に患者さ
んやご家族に「身近な助っ人をつくりましょうね」
とお話をすると、「がんセンターの先生が主治医
だから」「地元の先生はよく知らないし…」「全部
がんセンターにお任せしているので…」というこ
とで「けっこうです」と言われることがあります。
その気持ちもよく分かります。私たちの中ではど
うしても病院の中では行き届かない、急性期病院
でがん治療をしているという立場からすると、病
院から出た先のことはどうしても手薄になってし
まうのです。もう少し規模の小さい 100 床ぐら
いの、たとえば「里見病院」のようなところであ
れば、私が抗がん剤で治療を行い、緩和ケアもや
り、往診もしますということで、痒いところにも
手が届いて良いのですが、ほとんどのがんの治療
はある程度の規模の病院でやっていますのでやは
り地元の病院と大きな病院と連携をしながらやっ
ていきたい。それは患者さんやご家族の力になる
と思っています（スライド 22）。

　最近は本当に医療の多くが外来に移っていま
す。抗がん剤も主に外来でやるようなかたちに
なっていますし、実際に入院している患者さんな
どを見ていると外来で抗がん剤をやる方がずっと
いいですと言う患者さんが多くなりました。当初
は入院してやる方が安心ですと言われていたので
すが、私たち医療者から見ると入院期間は長けれ
ば長いほど筋力などがんとは関係のない基礎体力
が落ちてきたりしますので、可能なものは外来に
移って行くのがあるべき姿だと思っています（ス
ライド 23）。
　緩和ケアの提供体制は、病院、在宅緩和ケア、
ホスピスなどがそれぞれ往き来きするわけです
が、そういうものをわれわれの中では連携と呼び
ます（スライド 24）。
　医師、看護師の立場で今非常に言われているこ
とは「顔の見える関係」を作ろうということでやっ

スライド 22　こんなことありませんか？

スライド 23　療養の場は入院から地域へ

スライド 24　日本での専門的緩和ケア提供体制
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ています。患者さん、ご家族の立場から顔が見え
ているのかどうかは非常に不安だと思います。が
ん研究センターの病院のドクターが在宅医療の医
師に電話をして「今、痛み止めをこういうものに
変更しました。そちらにかかった時にはこういう
ようにしてください」という直接のお願いをした
り、また手紙のやり取りなどもしてコミュニケー
ションを取っていたりします。ソーシャルワー
カーさんも同じようにやっています。こういうと
ころはあまり目に見えないところなので今日は敢
えてこれをお話ししようと思いました。病気を抱
えた方は地域で生活をするので、地域の医療のケ
アを良くするには医療者同士のコミュニケーショ
ンは非常に大事ですし、今はお互いにそれを取ろ
うという動きがありますので、こういう努力をし
ながらやっているということを、本日ご参加の
方々に理解していただけたらいいと思います。こ

れに関してはすべて日本発で研究がされていて、
しっかり科学的な証明もされているものになりま
す（スライド 25）。
　先ほど高橋先生からもご紹介いただいた『私の
カルテ』ですが、外来化学療法室や通院センター
などでがん患者さんが副作用と闘いながら通院で
治療をしている中で地元の先生にもかかったりし
ます。そういう時にがん研究センターでは何を
やっているか分からないというようなこともある
のではないかと思い、情報をどのように共有しよ
うかということをこの１年間いろいろと考えてい
ました。今ならスマホのやり取りで IT で共有す
るのがいいと思ったりもしたのですが、実際には
若い世代にはいいのですが高齢者などにはそうも
いきませんので、手帳と言いますかスケジュール
ノートのようなものを作ってみました（スライド
26）。
　これがベストとはまったく思わないのですが、
私の患者さんやご興味のある方に今年１年使って
いただいてご意見をいただき、もっとブラッシュ
アップしたり、場合によってはスマホのアプリに
できたらいいなと思っています。

がん患者さんの苦痛の緩和

　それでは苦痛の緩和について少しお話ししま
す。スライド７（12 ページ参照）でお示しした

スライド 25　顔の見える関係

スライド 27　日本の苦痛の緩和は発展途上スライド 26　私のカルテ
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ように苦痛にもいろいろあります。緩和ケアチー
ムには少しでも良くしてくださいという依頼があ
ります。いちばん多いのは身体の痛みです。身体
の痛みのマネージメントをお願いしますという
ニーズが多いです。やはり患者さんはどういう時
期であっても痛みがある方が多いです。
　スライド 27は東北大学の宮下先生が研究され
た拠点病院の多施設遺族調査というものです。そ
の中でがん患者さんのご家族を中心におたずねし
たアンケート結果です。患者さん自身が苦痛なく
過ごせたかどうかを聞いてみると半分しか「苦痛
が取れていた」という答が返ってこなかったとい
うことです。つまり残り半分は「痛いまま」だっ
たということです。われわれがやっている基本的
緩和ケアも含めてもっともっと充実させなければ
いけないところだと思っています。
　がん患者さんの７割はいろいろな痛みを感じる
と言われています。痛みだけではなく他にもいろ
いろな症状があると言われています（スライド
28）。
　順調に治療が進んでいる患者さんに「がんの最
後の痛みはかなりすごいのでしょう、あの痛みは
どうにかならないの？」と言われるのです。みな
さん恐怖感があると思うのですが、実際には適切
に薬剤を使い、あるいは薬剤以外の痛みの治療を
することで痛みをほとんど取り除くことができま
す。その時に使う薬剤でよくあるのは、セデスの
ような解熱鎮痛剤なども使いますが、やはりここ
で出てくるものに医療用麻薬というものが挙げら
れます。それが出てくると患者さん自身は「モル
ヒネは大丈夫ですか？」と必ず言われます。言わ
れるのは当然だと私たちも思っています（スライ
ド 29）。
　どうしても医療用麻薬を使用することについて
は、たぶん全員がためらいがあると思います。私
が使うことになってもためらいがあるのではない
かと思います。依存や中毒になるのではないか。

命を縮めるのではないか。今強い薬を使うといず
れモルヒネが効かなくなる時が来るのではない
か。日本人の文化としては「耐え忍ぶ」というこ
とがあり、痛みに対して耐え忍ぶということが美
学であるというようなところがあるので、けっこ
うみなさんがまんされます。またモルヒネと言わ
れると、最後の手段だと思われていて、「これで
最期ですか？」と言われます。またご家族ががん
で、最後に使って亡くなられたというお辛い経験
から使うことにためらいを感じる方もいらっしゃ
います。最近はさまざまな情報があります。イン
ターネットやブログやテレビなどがあります。少
し前ですが芸能人の方ががんを公表した際に「モ
ルヒネを打って殺してくれと主治医の先生に言っ
たのだ」というような記者会見の言動があると、
モルヒネはそういう用途で使うものではないと
思っているのですが、どうしてもそういうような

スライド 28　がん患者さんは様々な症状に悩んでいる！

スライド 29　がんの痛み
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ことが流れるとモルヒネは「最期の薬」というイ
メージが出てくるのではないかと思います（スラ
イド 30）。
　実際にそういうことをきちんと調べたデータも
あります（スライド 31）。「麻薬を使うと死ぬの
が早くなりますか？」ということで、使っている

人と使っていない人を見た場合、麻薬の使用量と
寿命には相関がないということがいくつかの文献
で言われています。日本からも発表されています。
　「麻薬を使うということは、もうすぐ死ぬとい
うことですか？」というダイレクトな質問もある
のですが、実際は、痛みはどういう時期でも起こ
ります。たとえば舌がんで小さながんが舌にでき
ても大変痛いです。モルヒネを使うぐらい痛いで
す。どういう時でも痛みは起こりますから、痛み
が出るということと予後、寿命の長さとは関係が
ないということははっきり分かっていますから、
こうしたご家族の心配については、われわれ医療
者は誠実にきちんとお聴きしながら、何のために
このお薬を使うのか、何を目的かということを共
有していきます。
　それから最近は危険ドラッグなどの問題もいろ
いろあるので、依存・中毒についてはよけいに心
配になる方もいるのです。これについては、がん
の痛みがある方がモルヒネを使っても依存・中毒
にはなりません。脳にはスイッチと言いますか、
私たちは受容体と言っているものがいくつかあ
り、痛みのある方はその受容体のバランスが崩れ
ているのです。そこに医療用の麻薬を入れると痛
みが取れてきます。しかし痛みのない人はそうい
うスイッチのバランスが崩れていませんから、そ
こに麻薬が入ると依存・中毒になるということで
す。これは基礎的な実験・研究ではっきりと証明
されていることですので、まず依存・中毒に関し
てはご心配はいらないと思います（スライド
32）。
　他にもまだいろいろな症状があり、今日来てい
ただいているみなさまも「この症状はどうなの？」

「これはどうなの？」とお聞きになりたい部分も
あると思いますが、そうしたさまざまな症状への
対処として患者さん・ご家族向けの情報提供があ
ります。がん研究センターのがん情報サービスも
そのひとつです。それから６年ほど前の政策研究

スライド 30　�医療用麻薬を使用すること
　　　　　　 −患者さんやご家族の認識−

スライド 31　がんの痛みと医療用麻薬−①

スライド 32　がんの痛みと医療用麻薬−②
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の OPTIM プロジェクトの中に患者さん向けのパ
ンフレットがあります。本日プリントでお渡しし
ているものは OPTIM の方のものです。その他い
くつか冊子をご用意していますから、必要なもの
があれば見ていただき、すべてダウンロードがで
き、自分で印刷できますからお使いいただいたら
いいと思います（スライド 33）。
　私たち医療者の立場から緩和ケアについて大切
だと思っていることは、やはり患者さんの苦痛や
気がかりに気がつくということです。それは目に
見えませんから、私たちが問診をしてそれを把握
し、それをマネージメントすることはとても大事
だと思っています。
　先ほども少しお話ししましたが患者さんやご家
族の方にお願いしたいことがあります。私たちが
把握しようと一生懸命になっても見えないものが
たくさんあるものですから、気がかりや辛いこと
はがまんせずに医療者にお伝えいただきたいとい
うことです。多くの場合は、本当に頻繁に CT 検
査をしたり、血液検査をしたり、レントゲン検査
をしていると思うのですが、痛みとか呼吸が苦し
いとか、気持ちが悪いというのはいっさいデータ
に出ないと思ってもらった方がいいです。これは
失礼な言い方かもしれませんが「患者力」という
患者さんの力だと私は思っていて、こうした力を
引き出すことも医療者の役目だと思っています。

ぜひ私たちにお話ししていただけたらと思います
（スライド 34）。
　そういうわけでいろいろな問題をいろいろなメ
ンバーで評価する。それぞれ専門性がありますか
ら、たとえば精神的な部分は精神科の先生方やカ
ウンセラーの先生方がサポートしてくれますし、
社会的な部分としては医療費のことや介護などい
ろいろなことがあると思いますが、そこはソー
シャルワーカーさんがサポートしてくださる。ど
こにアクセスしたらいいか分からない時には、病
院であれば緩和ケアチームですし、相談支援セン
ターはがん診療連携拠点病院にはありますから、
そういう窓口をうまく利用してもらうのがいいと
思います（スライド 35）。

スライド 33　�さまざまな症状への対処�
患者さん・ご家族向けのパンフレット

スライド 34　緩和ケアにおいて大切なこと

スライド 35　�快適な時間を過ごすため�
包括的アセスメントと多職種連携
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自分で決めること―意思決定について

　それでは意思決定についてお話しします。緩和
ケアの話で決めることというのは何かわからない
という方もいるかもしれませんが、自分で決める
こと（意思決定）については、本日こういう機会
をいただいたので敢えてこの話を少しだけさせて
いただきたいと思いスライドを何枚か用意いたし
ました。
　医師も患者さんにとっていちばん良いと思うこ
とを考えて、決めて提案しているのですが、実は
その提案をされた患者さんやご家族は、そのつど、
そのつどいつもそれについて考えて決めているの
です。先生に全部お任せという方もいるかもしれ
ませんが、「任せる」ということは決めているこ
とになります。電気屋さんに行ってテレビを買う
時にどのテレビがいいか、グレードでいくとどれ
がいいか、車を買う時はどのグレードがいいかと
いうように、あまり単純に決められないのが、こ
の医療の場での意思決定だと思います。そういう
難しい問題を患者さんやご家族が決める時に医療
者がサポートすることを意思決定支援と言って、
今われわれが取組まなければいけないことではない
かと思ってやっています。この意思決定というもの
を少し意識してみたいと思います（スライド36）。
　いちばん最初にご紹介した「早期からの緩和ケ
ア」という論文ですが、早期から緩和ケアをやる

と寿命が延びるという話です（前出スライド８、
13 ページ参照）。
　スライド 37は緩和ケアの先生のところにも、
腫瘍内科の先生のところにも毎回通院するたびに
セットで抗がん剤治療を受けた患者さんたちは、
実際に何をしてもらったのかということです。痛
みがあれば症状緩和は腫瘍内科の先生もやれば、
緩和ケアの先生もやります。説明も病気の説明で
あったり、治療のレジメンの相談であったり、副
作用の対処であったり、それぞれ腫瘍内科の先生
が主に分担するところと緩和ケアの先生が分担す
るところがあるのですが、両方が少しずつ力を入
れてやっていたのが、この意思決定支援というと
ころです。この論文の研究結果の中では、この意
思決定支援をきちんとやっていったことが、患者
さん自身が抗がん剤治療を「やる・やらない」と
いう意思決定を行ったという結果につながったと
されています。終末期の亡くなる直前まで副作用の
強い抗がん剤をやる患者さんが減ったということ
が、この意思決定支援の結果だと言われています。
　さまざまながん診療の局面と緩和ケアというこ
とですが、終末期の抗がん剤を「やる・やらない」
の問題や療養をどこでやるかということも大変難
しい問題ですし、いちばん最初にがんと分かった
時にどこで治療をしようかとか、放射線と手術と
いう方法のどちらを選んでもいい場合にどうやっ

スライド 36　意思決定とは

スライド 37　腫瘍内科外来と緩和ケア外来での支援項目
　　　　　　 Yoong,JAMA Intern Med. 2013
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て決めるかとか、いろいろな場面で患者さんは決
めることがたくさんあります。手術をしてきれい
に取りきりました。補助化学療法で１年間抗がん
剤を飲むと再発は少し減りますが、飲まなくても
このぐらいですという時などもあります。私も外
来で患者さんが悩んでいることをお聞きするとこ
れは簡単に決められないなということがたくさん
あります。１人でその場で決めるというよりは、
よく考えて、いろいろな医療者のサポートを受け
て決めることもあると思います。そういう意味で
も緩和ケアを最初から受けるのと、医療情報を
しっかり受け取って、よく考え、しっかり聞いて
決めていくことが求められているのだと思います

（スライド 38）。
　スライド 39は患者さんの意思決定のプロセス
ですが、そういった簡単な言葉では表せないプロ

セスがあると思います。ただこういう点を意識し
て自分の病気との付き合い方、治療の方法など、
一生懸命に考えて決めたことは正しいことだと思
いますので、そのつもりで意思決定に臨んでいた
だけると良いと思います。よく患者さんが言われ
るのは「初めてのことだから分かりません」とい
うことです。今回のがんで４回目というような方
も中にはいらっしゃいますが、それでもやはり多
くの方が、「こういうことは初めてなので」とおっ
しゃいます。だからこそ十分考えて、医療の中に
は分かりにくい言葉もいっぱいありますので、
しっかり質問をし、面談を受けて、いろいろと決
めていっていただきたいと思います。

終末期のこと

　最後に終末期のことをお話ししたいと思いま
す。今回のセミナーのサブタイトルに「〜緩和ケ
アって、終末期医療だと誤解していませんか？〜」
とつけたのですが、終末期医療だけではないとい
う意味を込めて敢えてインパクトのあるメッセー
ジ性を持たせていただきました。残念ながらがん
と共に生きながらがんの勢いがだんだん強くなっ
てくるという時期が来る方々もいらっしゃいま
す。こういう方々が終末期に、苦しいとか、辛い
とかではなく、終末期もその人らしく生きられる
ということは、やはり緩和ケアなしでは語れない

スライド 38　様々ながん診療の局面と緩和ケア

スライド 40　終末期の緩和ケアスライド 39　患者さんの意思決定のプロセス
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と思います（スライド 40）。
　人の死にはいろいろな経過があります。このス
ライド 41の縦軸は、上に行くほど日常生活レベ
ルが高い、下が寝たきりなど低いと思っていただ
いたらいいでしょうか、有名な図です。がんの患
者さんは、ずっと普通に生活をしていらっしゃる
のです。抗がん剤はもうありませんという時にな
ると、みなさんは必ず「でもやらなかったら死ん
でしまうでしょう」と言われます。抗がん剤治療
が適切なタイミングで終わると、その後すぐ身体
が楽になって、患者さんは「これはがんが良くなっ
たのではないですか？」と言うぐらい力が出る良
い時間が取れるのです。本当に亡くなる直前まで
普通の生活をして、お仕事に行き、学校に行き、
日常生活をしているという人が多くいらっしゃい
ます。
　心不全の患者さんや、呼吸不全の患者さんは、
がん患者さんと異なって普段の生活も少し制限さ
れるのです。苦しかったり、胸が痛かったりして
なかなかいつも通りには動けない。その中で少し
ずつ風邪をきっかけに悪くなったり、また酸素ガ
スが入って肺炎になったりを繰り返しながら身体
がだんだん悪くなってくるという経過です。
　認知症や老衰の方々はある程度一定の期間、老
化も含めてゆっくり、ゆっくり身体の機能が落ち
ていきます。
　こういうような経過を取るということが今いろ

いろなところで出されています。これは非常に有
名な経過を表した図ですが、がんというのはそう
考えるとけっこう動けるということが分かりま
す。だからこそ逆に死というものが少し遠い、怖
いものということと、逆に今動けているからすぐ
に実感がないということになります。こういう少
し早めの時に、先ほどホスピスにすぐに入院でき
ないと言いましたが、それと同じように、主治医
の先生方は、「抗がん剤治療はこれが最後になり
ます。この後の治療方法は、今の段階ではまだ開
発されていないのです」と言われるようなことが
時々あります。そういう時には終末期に向けた話
し合いがなされます。あるいはまったくそういう
時期とは関係がなくご自身の万一の時の話として
話し合いがされることがあります。
　最期はどこで過ごしたいか、どういうようにし
たいか、大変具体的な話をするなら心臓マッサー
ジはしないでほしい、あるいは人工呼吸器を止め
てほしいといった話も含めてです。こういうこと
を話題にすると辛かったり、家族の前では出せな
い、家族もそういう話には触れられないというこ
とがあるかと思います。ただ意外なことにいくつ
かの研究論文を見ると、こうした終末期の話し合
いをすることで、患者さん自身の自己コントロー
ル感が上がったり、患者さんの身体の負担になる
ような延命治療を避けることができたり、本当は
入院をしたくないのだが緊急入院をさせられるよ

スライド 41　疾患群別の予後経過

スライド 42　終末期にむけた話し合い　つらい話ですが…
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うなことがなくなったりします。良い意味で患者
さんやご家族の QOL が上がると言われていま
す。さらに気持ちや不安を口に出していろいろな
方々、とくに家族と共有をすることで精神的にも
心理的にも辛さが楽になるということが言われて
います（スライド 42）。
　なかなかそう簡単にできる話ではないのです
が、口に出しにくいことを今すぐ出しましょうと
いうわけではなく、こういうことも考えながらや
るということです。いちばん良いのは元気になる
ことを考えながら「Hope the best,　prepare 
for the worst」、つまりいちばん良い状態を期待
しながら , 万一には備えることだと思っています。
　スライド 43は 2014 年に厚労省で行った終末
期医療に関する調査です。改めて一般のみなさん
に聞いてみると、やはり末期がんである時には、
治療を望まない方はけっこう多いのです。話し合
いをしているという方は、詳しく話し合っている
という方は少ないですが、いちおう話し合ったこ
とがある方は、高齢の方では半分ほどいらっしゃ
います。今、巷では超高齢化社会ということで終
活という話題もあり、こういうディスカッション
がしやすい環境になりつつあるのかもしれませ
ん。ただ実際に治療をしている方々にとっては非
常にデリケートな問題なので、今、話をしている
私も気持ち的に穏やかではありません。しかしや
はり自分の人生と言いますか、自分の病気ととも

に日々生きていく方々にとっては大事な話だと思
いましたので、今日の話の中に入れさせていただ
きました。
　スライド 44の「終末期の緩和ケアで大切なこ
と」というのは同じような内容ですのでご覧くだ
さい。
　どういうように療養するかという意思決定につ
いては、自分で決められれば良いのですが、もし
かしたら思いがけず意識がなくなって自分のこと
を自分で決められないこともあるかもしれないと
いうことから、最近話題になっている言葉に「ア
ドバンス・ケア・プランニング（Advance care 
Planning :ACP）」というものがあり、大変注目
されています。これはがんとは限らないのですが、
万一の時に備えて患者さんやご家族が医療従事
者、介護・福祉の方も含めて一緒に話し合ってい

スライド 43　日本人の終末期についての意向
スライド 45　�アドバンス・ケア・プランニング（Advance�

care�planning:ACP）とは

スライド 44　終末期の緩和ケアで大切なこと
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くプロセスが大切ですということが言われていま
す。この言葉だけ頭の片隅に置いておいていただ
ければ、またどこかで出会うことがあるかと思い
ます（スライド 45）。

　私は、ふだん、外来や入院患者さんの診療をス
タッフとともにさせていただいていますが、患者
さんがその人らしく過ごせるようにするためには
どうしたらいいかなということをいつも考えなが
らやっています。したがって、自分らしさはこう
だとぜひアピールをしていただきたいのです。い
ろいろな雑誌や本で「患者力」ということがけっ
こう言われていますが、私はがんの患者さん独特
の力とか強さを感じることがよくあります。みな
さんどの方もそういう力を秘めています。それが
前に出るように緩和ケアの力をうまく使っていた
だけたら良いなと思って今日の話を終わらせてい
ただきます（スライド 46）。

スライド 46　最後に私の普段の緩和ケアの診療を通して…
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■ 高橋　本当に多岐
にわたる緩和医療の
エッセンスをとても分
かりやすくお話しいた
だけて、有意義な時間
だったと思います。イ
メージというのは人の
行動を左右しがちです
が、がんだから痛くてもしかたがない、がんだか
らこれはがまんしなければいけない、そう思って
しまうことでひょっとしたら大変損をしているか
もしれません。自分らしさをぜひ伝えてほしいと
先生がおっしゃったのですが、ご家族や医療者に
ご自分の気持ちを伝え、どういうふうに過ごした
いかを周囲に分かってもらえれば、周囲も一緒に
考えることがきっとできるのだろうと感じながら
お話をうかがっていました。
　どういうところからでもご質問ください。質問
のかたちにならなくても手短かにコメントでも
けっこうですのでお受けいたします。

できれば早期から緩和ケアを
―ただ対応するリソースには差が

■ 参加者 A　私はここの病院に患者としてか
かっている者です。本日は包括的なご説明をいた

だきありがとうございます。私自身もいろいろと
誤解をしていたところがあったのが、今回は正さ
れたと思っています。
　質問は２点あります。診断時から緩和ケアが必
要だということは、新聞等々でも私も見て知って
いたのですが、それは具体的には、自分の主治医
と緩和ケア科の外来の両方を受診するということ
なのかどうかということがひとつです。私自身は
主治医から緩和ケア科の予約を取ってみなさいと
は今まで言われたことはありません。今回の説明
の中で肺がん末期の方の寿命が延びたという話が
紹介されましたが（スライド８、13 ページ参照）、
多くの方が両方をパラレルに受診されています。
ということはすなわち、がん患者の方はみなさん
パラレルに両方の予約を入れて、両方の先生に診
てもらった方が良いということなのでしょうか。
そこまでではないということでしたら、そこまで
ではないやり方とは何かということがひとつめの
質問です。

■ 里見　ありがとうございます。ご紹介した論
文は非常に有名な論文です。差を出すには早期か
ら緩和ケアの外来にもかかり、両方に入りましょ
うということをデザインとして出しているのです
が、現実的にそれがリソースとしてはなかなか難
しいということもあります。基本的緩和ケアは、

質疑応答
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すべての医療従事者が
提供できるようにする
というのが現在のコン
セプトだと申しあげま
したが、多くの場合、
診断時の緩和ケアは、
ほとんどが主治医の先
生が必要な時に提供し
ているか、患者さんから申し出があった時に対応
しながら、主治医のレベルで難しい場合に緩和ケ
ア医であったり、精神科医に渡すというかたちで
す。痛みというのは非常に少なく、おもには心理
的な部分でのサポートが多いのですが、まずは主
治医レベルでというのが現状です。
　ただ、今はやはりプラスアルファがあった方が
良いのではないかということが言われていて、私
たち緩和ケアの研究グループでは、ドクターがい
いのか、コーディネーターとしての看護師さんが
いいのか、何が患者さんにとって早期緩和ケアを
するには良いのかをまだ研究しているというのが
現状です。本当は緩和ケア医がたくさんいて、腫
瘍内科の隣に緩和ケアのオフィスがあり、両方
回ってくださいというようになると良いのかもし
れません。ただ現状ではまだそこまでリソースが
追いついていないということです。

■ 高橋　たとえば主治医の先生以外にも誰かに
話を聞いてほしい、あるいは症状が今ひとつコン
トロールされていないから大変心配なのですと
いったことも、目の前の主治医に聞いてみても良
いわけですよね。

■ 里見　そうですね。実際にがん研究センター
でもそうしていて、今日受診なのですと言って緩
和医療科の外来に紹介されてくる方もいます。今
日のオープンセミナーに精神腫瘍科の先生はいら
していますか。中原理佳先生がおられるので、先

生一言お願いできますか。

■ 中原　こちらのが
ん研究センターで里見
先生たちの緩和医療科
と一緒に緩和医療チー
ムとして対応している
中原と申します。全般
的なことだと思います
が、外来の短い、限ら
れた時間の中で先生からたくさん説明を受けてい
るような状況だと、どれだけ精神的に安定してい
る、精神的には健康だという方でも非常に動揺し
ているのは当たり前だと思います。そういう時に
は私どもの方でいつでもサポートさせていただく
というかたちで毎日、外来で控えています。中央
病院では主治医の先生も医学的なデータや治療方
針ということだけではなく、患者様の気持ちにも
ある程度、気を配っていただき、精神腫瘍科にも
気軽に寄ってくださいという説明をしていただい
ていますので、私たちは最近は常時と言いますか、
毎日、新しい患者さんを３、４人ほどご紹介して
いただき、お会いしています。

■ 高橋　国立がん研究センターの中央病院だっ
たら精神腫瘍科がありますが、他の病院でどのよ
うなリソースがあるのかは、やはり医療従事者の
方からお知らせしていかなければいけないです
ね。それではもうひとつのご質問をお願いします。

プライマリケアのサポートという意味で
もかかりつけ医を

■ 参加者A　がん治療中からかかりつけ医をつ
くり、がん治療医と連携してもらうと良いという
ところがもうひとつの質問です。かかりつけ医と
いうのは、今回の説明では、在宅緩和ケアの中で
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のご説明でした。終末を迎える際に、残念ながら
国立がん研究センターには緩和ケア病棟がないの
で、おそらく自分の近くの終末期医療を受けられ
るような病棟に移ることに最終的にはなると思う
のですが、それを見越してそこの病院にかかりつ
け医になってもらうのが良いというアドバイスに
なるのでしょうか。もしそうであるならば、終末
期医療を受けるであろう病院を早めに探しておい
て、先生を見つけ、主治医に連携してください、
情報を共有してくださいというアクションが必要
なのかどうかお教えいただけますでしょうか。

■ 里見　はい、ありがとうございます。少し混
乱があったかもしれませんが、終末期を見据えた
かかりつけ医というスタンスはもち論あります
が、終末期とは関係がなく、がんの治療は専門病
院でやっているのだが、身近に、風邪でかかれる、
プライマリケアとしてやってくださるという先生
がいると良いという意味で申しあげました。そう
したかかりつけ医が、がん研究センターと連携を
しながら患者さんのプライマリケアを支え、終末
期を支えるという両方の意味合いがあります。本
日は緩和ケアのお話なので、終末期に緩和ケアの
サポートをしてくださるというニュアンスがやや
強く出てしまったのかもしれません。決して終末
期を見据えたという意味だけではなく、身近に助っ
人をつくっておくことが大事だと思っています。
　早めにかかりつけ医をつくった方が良いかどう
かに関しては、治療の経過は年単位で進んだりし
てなかなか分からないこともあるので、ちょっと
つくっておいた方が良いのかなと思う時には、今
までの主治医の先生に相談をしてみる。先生が、
慌ててつくらなくてもいいですよということなら
必要はないのかなと思います。
　いろいろな患者さんを拝見していますと東京は
けっこう公共交通機関が発達していて良いのです
が、地方にお住まいの方などは、つくっておいた

方が絶対に良いと思います。

情報の共有には自身が伝えること
―『私のカルテ』の活用も

■ 参加者A　実はサポートしてくれるプライマ
リヘルスケアをしてくれる医師を家から５分ぐら
いのところに確保はしているのですが、診療医と
連携することが具体的にどういうことなのかよく
分かりません。自分の身体なので自分がいちばん
情報は持っていることもあり、私がメッセン
ジャーではないのですが、いろいろと情報提供を
しています。病院からの紹介状以外にも情報は
きっとあるのだと思うのですが、そこは主治医に
私のプライマリヘルスケアの先生とコンタクトを
取りカルテなどを共有してくださいとお願いする
ことになるのでしょうか。

■ 里見　必要に応じてということだと思います。
先ほどお話しした『私のカルテ』は、患者さんに
自分のことを書いてもらい、今言われたメッセン
ジャーという言葉の通り主治医に伝える手段にし
ていただくのが実は簡便なのかなと思っていま
す。

■ 高橋　非常に大事なご質問をありがとうござ
います。やはり自分が自分のことをいちばん良く
知っていて、こうしたい、こういう状況にあると
いうことをメッセンジャーとして周囲にいちばん
伝えられるのは、ご自分だとは思います。ただや
はり医学的なことについては、自分が知らない情
報があるのではないか、これで伝えきれているの
かどうかを心配されるのは当然だと思います。こ
うしなければいけないという決まったルールが日
本全国にあるわけではないので、そこはご自身が
主体的に動かれてオーケーではないかと思いま
す。
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■ 若尾　まさにルー
ルはないのですが、そ
の中でひとつきっかけ
としてあるのが、手術
が終わった後の、地域
連携パスと言われてい
るものです。適応され
る状況が限られて、み
なさんが使えるというものではないのですが、手
術後の治療をすべて手術を受けた病院でやるので
はなく、一部は地元のかかりつけ医の先生に診て
もらい、連携パス手帳のようなもので情報共有す
るということが勧められています。ただなかなか
多くの方に適応できないというのが問題です。今
までは術後のパスが中心だったのですが、新しい
連携拠点病院の指針では、緩和ケアにつなげるパ
スをつくっていきましょうという要件が追加され
ています。ご自身がメッセンジャーとしてやるの
はなかなか難しい方もいらっしゃいますので、そ
のへんは医療者側が背中を押すような仕組みも検
討されています。そういうことで地元の先生たち
を探していただき、その探すことも病院でお手伝
いができますので、そうしたパスを活用していた
だくというのもひとつの方法だと思います。

■ 高橋　ありがとうございます。若尾先生、つ
いでに教えていただきたいのですが、がん対策情
報センターが提供しているインターネットサイト

「がん情報サービス」では、全国の緩和ケア病棟
などの情報も探せますね。

■ 若尾　がん情報サービスについては、本日の
スライド 33（23 ページ参照）で紹介されまし
たが、実はこのスライドは全部が見えていません。
この右側に小さなバナーがついていて上から２番
目のバナーに「病院を探す」というものがありま
す。そこに入ると「がん診療連携拠点病院を探す」

「がん相談支援センターを探す」というようなも
のがあり、その中で「緩和ケア病棟のある病院を
探す」というのがあります。今、拠点病院は
427 ありますが、緩和ケア病棟はだいたい 350
くらいあります。そこに出ているのは今日、里見
先生がお話しになった一定の料金で緩和ケアを
行っている本当の緩和病棟と言うと言葉がおかし
いのですが、緩和ケア病棟加算を取っている病棟
の紹介をしています。そちらで緩和ケア病棟を探
すこともできますし、ご自分で探さなくても今日
ご紹介いただいたがん相談支援センターで聞いて
いただければと思います。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは他に
どうぞ。

何が辛くてどうしてもらいたいかを伝え
ること―相談支援センターの活用も

■ 参加者 B　分かりやすい説明をありがとうご
ざいました。ひとつだけお聞きします。私もがん
患者ですが、がん患者のお友だちから、主治医に
緩和ケア病棟にかかりたいという相談をした時
に、主治医の方からまだ緩和ケアは早いから私が
やりますと言われて紹介状を書いていただけな
かったことがあるという相談を受けたことがあり
ます。それで緩和ケアにかかれないという悩みを
持つ友だちが多いのですが、そういう場合にウル
トラ C ではありませんが、患者が希望すれば緩
和ケアにかかれる方法のようなものはございませ
んでしょうか。

■ 里見　ありがとうございます。切実な悩みで
すね。主治医経由というのが一般的なのですが、
今言われたような場合ですと、中央病院の１階の
相談支援センターの奥で私たちの外来は毎日やっ
ていますので、そこの事務の方にかかりたいとい
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うことを直接言っていただき、私たちの方で主治
医の先生とお話をしてかかれるようにするという
ことはさせていただきます。
　今はその日にすぐに入れるかどうかは分かりま
せんが、相談支援センターでもいいです。また直
接私たちの外来でもいいのです。

■ 参加者 B　この病院に関係がない人でもいい
のですか。

■ 里見　マンパワーの問題で、院外の人の受け
入れは、今はまだ私たちのところではできないの
です。

■ 若尾　がん相談支援センターなら院外の方も
利用できますね。

■ 高橋　たとえば主治医は「紹介するには早い」
と言っても、もしその病院に緩和ケアの先生がい
る場合は、主治医を飛び越してもとりあえず受診
し、緩和ケアの先生の方から「相談がありました
が、○○さんの状況はどうですか？」と主治医に
フィードバックしていただくこともできるでしょ
うか。患者さんが後で辛い思いをしないような対
応をしてくださるかと思うのですが。

■ 里見　ひとつはやはりその病院の相談支援セ
ンターで、がん相談室のようなところは必ずある
と思うのです。相談支援センターはがん診療連携
拠点病院ならあると思うのですが、そういうとこ
ろがない場合は外来の看護師さんか、医療相談室
という名前の相談室は必ずあると思うので、まず
そちらにご相談に行かれるのが良いと思います。
　緩和ケアチームも私たちのように専門でやって
いるところもあれば、兼業でやっているところも
あるので、運営状態はさまざまというところはあ
ると思うのですが、まずはアクションは起こして

いただくのがいいかとは思います。

■ 高橋　現実的にそういうことがあるというこ
とですね。

■ 参加者 B　相談支援センターで相談しても主
治医の先生に話が戻ってしまうのが現実なのでな
かなか難しいなと思います。がん研究センターの
中央病院ではないでしょうが、一般的な病院では、
それがなかなか難しいという話をよく聞きます。

■ 若尾　まずひとつは緩和ケアを受けたいとい
うことは何か問題があるということだと思いま
す。そこで主治医の先生に、これで困っているの
ですと伝えていただく。これは正攻法なのですが、
この辛さを何とかしてほしいとお話しいただき、
それでもし主治医が解決できるのであれば、何か
処方してくれたり、次の手を打ってくれるはずで
す。その主治医が解決できなければ自分で抱える
のではなくやはり併診ということを考えると思い
ます。何を解決してほしいかを伝えることがひと
つだと思います。
　それからがん相談支援センターから主治医に話
が回ってしまうというのはわれわれが勧めていな
い方法です。がん相談支援センターは独立して、
主治医に話す場合は必ず相談者の了解を取った上
で主治医とのコンタクトを取るというのが基本的
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なルールです。したがってそういうことがあった
ら他の病院のがん相談支援センターをぜひ活用し
ていただきたいと思います。べつにがん相談支援
センターはその病院にかかっている人しか使えな
いということではございません。他のがん相談支
援センターをまず活用していただければと思いま
す。

■ 高橋　主治医への切り出し方として「緩和ケ
アにかかりたいのです」という言い方と「こうい
うことが辛いから何とかしたいのです」と具体的
な辛さを伝える方法があり、その言い方を変える
ことで対応を引き出す手はあるかもしれないです
ね。ウルトラ C ではなくウルトラ A または B の
レベルかもしれませんが。では他の方どうぞ。

主治医も症状緩和はやるが、がまんでき
ない痛みの場合は治療中でも緩和ケアを

■ 参加者C　今日は分かりやすいお話をありが
とうございました。私は実際に中央病院の診察を
受けている患者なのですが、私の場合は術後の疼
痛が非常に強くて、術後に痛いのは手術をしたの
だから当たり前だと思っていてずっとがまんをし
ていました。主治医の先生にはなかなか痛いとい
うことを伝えられなくて、最終的には自分で精神
的に追い込まれてしまい、最後は看護師さんに泣
きながらご相談をして緩和医療科に予約を取って
いただきました。今も実際に通っていて薬によっ
て痛みも軽減され、日常生活も送れるようになり、
笑って過ごせるようになりました。緩和ケアは、
終末期医療ではなくて診断されてから治療中でも
受けられるということなのですが、実際問題とし
ては治療中の患者のどのくらいの割合の方が緩和
ケアを受けているのでしょうか。急にお答えを求
めるのは難しいかもしれませんが、私の中では非
常に敷居が高かったのでなかなか受けたいとは言

いづらかったということがあります。実際に本当
のところはどうなのかというのが疑問なのです
が、いかがでしょうか。

■ 里見　ご質問ありがとうございます。今がん
研究センターのたとえば通院治療センターでどの
くらいかは分からないのですが、少なくとも緩和
医療科の外来にかかっている方の８割５分以上は
がん治療中か、言われたように術後疼痛、あるい
は他の痛みを含めてかかられている方ばかりで
す。したがってニーズとしては、とくに外来では
多いと感じています。
　緩和医療科に紹介される患者さんの多くは主治
医の先生からの依頼です。先ほども言いましたよ
うに基本的緩和ケアは、術後疼痛や抗がん剤副作
用の腹痛に対して主治医がお薬などでいろいろな
ことをやります。ただうまくいかなかったので診
ていただけませんかと来ることが多いのです。主
治医の先生のレベルでも緩和ケアという名前はつ
かないかもしれませんが、症状緩和はかなりやっ
てくださっている印象はございます。

■ 参加者C　ありがとうございました。

■ 高橋　ご質問は尽きないと思いますが時間で
すのでここで締めさせていただきます。

がんサバイバーシップ支援部の今後の活
動予定

■ 高橋　第６回オープンセミナーのご案内です
が、７月４日（月）です。今日の緩和ケアのテー
マのひとつでもある「こころ・気持ち」の問題に
ついて中央病院の精神腫瘍科長の清水研先生に話
をしていただきます。心のケアというと誰かが誰
かのケアをするように聞こえるのですが、それよ
りももっと広く、がんになった時に人間はどうい
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うような気持になるのか、初めて分かった時、あ
るいはがんが戻って来た時、どういう気持ちにな
るのか。それに対してご本人やご家族、あるいは
医療従事者も含めて、どういうように受け止めて、
どうしていく余地があるのか。おそらくこれも
ざっくばらんな話になると思います。ぜひご参加
ください。
　がんサバイバーシップ支援部が提供している啓
発事業は３種類ございます。「がんサバイバーシッ
プ　オープンセミナー」、それから「公民館カフェ」

という月島の区民館でやっているもので、こちら
の方が歴史は長いです。それから東京以外の場所
で地元の医療者の方々と共催する「ご当地カフェ」
もあります。これら啓発事業の『平成 27 年度活
動報告』には、３種類の記録がすべてが含まれて
います。
　今日は、里見先生に分かりやすいエッセンスを
お話しいただきました。他ではなかなか聞けない
お話だったと思います。もう一度大きな拍手をお
願いいたします。＜拍手＞
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「第５回 がんサバイバーシップ オープンセミナー」アンケート集計 参加者　100名
平成28年4月27日（水）実施 回答者72名（回答率　72％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

緩和ケアに対して、私も終末期ケアと誤解をしていました。まずはこうしたイメージを患者自身も変えていくことが大切なのだと感じ

緩和ケアに対する誤解や理解ができていない事が沢山あったので、参加できてとても良かったです。治療の初期から緩和ケアが
あるのは驚きでした。

参加者の感想（自由記述）

緩和ケアの理解があまりなかったので、全体的に知る事ができて良かった。全てのがん患者がこの情報を知れると良いと思いま

患者さんの意見・療養中の思いなど、リアルな声が聞けて良かったです。他病院の看護師をしています。これを機に、もっと患者さ
んの声を聞く時間をとりたいと改めて思いました。

聞きたかったことがすべて質問者の方々から出てとてもていねいにお答えいただいていたのでとても勉強になりました。

緩和ケアを誤解していた。ホスピス・緩和ケア病棟は予め入院申し込みが必要であることが知れて良かった。

地域の医師が緩和ケア研修を積極的に受けてほしいと思いました。まだまだ本来の緩和ケアの意味が広まっていないと感じまし
た。情報提供が大事ですね。がん情報HP利用させていただいています。

とてもわかりやすい説明でよかったと思います。患者本人なので、ほかの患者さんからのききたいことをきいてもらい、こたえも、
ざっくばらんなお答えでよかった。

現在の緩和ケアの内容についてよくわかりました。病院内に、緩和ケアについてのパンフはあるのでしょうか。患者・対象者が正し
い認識でもっと知るべきだと思います。メリットのある緩和ケアについて、全員が受けれる環境・未来になって欲しいと思います。

とてもわかりやすかったです。質問と答えが患者さんの現状がきけてよかったです。

身内に患者がおり、参加させていただいた次第です。また、何か1つその人への助けになれば良いと思い、またがんというもの自
体にも興味があり、深められたのでとても良い経験になりました。わかりやすいご説明、ありがとうございました。

家族ががん治療を行なっているので今後の治療のフォローに参考にさせて頂きます。

これからも様々なテーマでのセミナーをお願いします。

始めに緩和ケアーの話を聞いて良かったです。

これからも継続してほしい。
医療者（医師）とのコミュニケーション力が上がるような方法、患者がするべきことなどわかるとよい

診療を受けている病院と今後療養しようとする場所が遠方（県をまたいだりするくらいの距離）の場合、在宅療養の準備など戸惑う
ことがります。どのようなサポートや準備が必要となるか、お話を聞きたいです。

分かりやすい講演内容でした。特に緩和ケアチーム、在宅緩和ケア、意思決定について勉強になりました。また「がん患者力」とい
う言葉は印象深いです。

緩和ケアについて勉強になり　今後、患者さんへ返していきたいと思った。

PPT「包括的アセスメント」にある身体症状・精神症状・・・などにある各症状・問題に対する具体的なセミナー。

当院の緩和体制や考え方が知れてよかったです。患者さんの意見もきけてよかったです。

緩和ケアについてとてもわかりやすくお話していただいたのでよかったです。また、このようなセミナーがあれば参加したいと思い
ます。質疑応答で患者さんの実際の悩みなど、大学等では聞くことのない話を聞けてよかったです。

もう少し専門的な内容の話も聞いてみたいです。

毎回とても充実した内容をありがとうございます。　余談ですが…回を重ね、お話を伺えば伺うほど、この病院でお世話になれてい
ることが私にとってQOLを上げているなあと実感しています。ありがとうございます。

開催に関する希望（自由記述）

治療についての方法、説明などを行うセミナーがもしあれば、嬉しい限りです。

45.1% 27.5% 2.0% 13.7% 28.4%

受付登録者（102名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 支援団体 企業 その他

25.0% 74.0% 1.0%
性別 男性 女性 未回答

14.0% 20.0% 26.0% 26.0% 7.0%

6.0% 1.0%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

76.0% 15.0%

2.0%

7.0%
オープンセミナーの感想 とても良かった やや良かった あまり良くなかった 無回答

58.3%
27.8%

1.4%
1.4%

16.7%
13.9%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

その他

立場（複数回答）

33.0%

10.0%

7.0%

50.0%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カフェを知った経由（複数回答）
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