
　本日はたくさんお集まりいただきましてありが
とうございます。国立がん研究センターがん対策
情報センター長の若尾です。
　後ほど、これからじっくり高橋都先生から、サ
バイバーシップ研究について、まずは「公民館カ
フェ」、そして「ご当地カフェ」、さらにはこの「が
んサバイバーシップオープンセミナー」のお話も
あると思いますが、国立がん研究センターに「サ
バイバーシップ」という名前がついた部署ができ
たのが 2013 年です。逆に言うとそれまでは、
わが国のこういう公的機関で「サバイバーシップ」
という言葉もありませんでした。そこであえて、
これが今後のがん医療を進める上で大切だという
ことで当時、理事長の堀田知光先生に色々お願い
をして作っていただいたということです。
　そのサバイバーシップという言葉は、言葉だけ

ではなくてその言葉と考え方を広め、多くの方に
知っていただき、またそれを活用していただくた
めに「公民館カフェ」や、色々と地方の方に行か
せていただき「ご当地カフェ」などを行う一方で、
ただ広めるだけではなくて、その中身がなければ
いけないということで、様々なコンテンツも作っ
ていただいたということです。今日は、今までの
その 7 年間の集大成をお話しいただくというこ
とで楽しみにしております。
　みなさんもお話をお聞きいただき、質疑も受け
ていただけるので、質疑を含め、これからのご希
望など、忌憚ないご意見をいただき私どもの活動、
あるいは高橋都先生のこれからの研究活動などに
資するものにできればと思っています。
　本日は短い時間ですが、ぜひ色々とご質問等も
お願いしたいと思っています。
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　第 19 回がんサバイバーシップオープンセミ
ナーにご来場いただき、ありがとうございます。
本日、司会進行を務めさせていただきます、がん
サバイバーシップ支援部で研究員をしております
土屋です。どうぞよろしくお願いいたします。
　若尾先生、ありがとうございました。それでは

「がんサバイバーシップ研究と実践の未来」とい
うことで、われらの部長になります高橋都先生に

ご登壇いただきたいと思います。
　まずは 1 時間ご講義をいただき、その後 30 分
の質疑応答に移らせていただきますのでよろしく
お願いいたします。高橋都先生に関しては多くを
語らなくてもみなさまご存じだと思いますので、
私からの紹介は割愛させていただきます。よろし
くお願いいたします。

土屋　雅子
国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部

講演を始めるにあたって
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はじめに―本日の内容

　みなさま今晩は。高橋でございます。実は新年
早々、骨折をしてしまいました。ギプス姿でお見
苦しいのですが、これが厄落としになればいいと
思っています。
　さて、がんサバイバーシップオープンセミナー
は今日が第 19 回です。そのお知らせメールで、

「なお、高橋はこの３月で国立がん研究センター
を定年退職いたします。それに伴い、現在の形で
開催するがんサバイバーシップオープンセミナー
も今回が一段落となります」とお伝えしたためか、
たくさんのお申込みをいただきました。ご参加あ
りがとうございます。
　このオープンセミナーでは様々な分野のエキス
パートの方々に来ていただき、ふだんは聞けない
お話をうかがい、ザックバランな質疑応答を行っ
てきました。今回も同じように開催して「実はこ
れが最後です」と言って静かにフェイドアウトし
ようと思っていたのですが、部内から、最後なん
だからサバイバーシップ支援部の 7 年間を総括
することで、日本のサバイバーシップのことも少
し見えるかもしれないという意見が出まして、「そ
れでは」ということになった次第です。
　今日は、まず「これまでの道筋」、ついで「が

んサバイバーシップ／サバイバーの概念」につい
てお話しします。サバイバーシップあるいはサバ
イバーという概念については、今でも本当に様々
な意見があります。私がこの表現を知った 20 年
前頃と較べると、まただいぶニュアンスが違って
来ていますので、そのあたりの経緯もお話ししま
す。それから、「がんサバイバーシップ研究やケ
アの領域」が含むトピック、さらにこの 7 年間
の私ども「がんサバイバーシップ支援部の活動」
――大きく分ければ「研究活動」と「参加型学習
活動」なのですが、そこをご紹介したいと思いま
す。さらに「変わったこと、変わらないこと、こ
れから必要なこと」「これから取り組みたいこと」
などについてもお話しします（スライド 1）。
　すでに今日は、セミナーが始まる前から「この
4 月からどうするの？」と 10 人以上の方から聞
かれました。まだ秘密です＜笑＞。しかし地域に

スライド１　内容

高橋　　都
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出て、医療機関や大きな組織の外で、サバイバー
シップに取り組んでみたいと考えております。ま
た時期が来ましたらご連絡できると思いますの
で、よろしくお願いいたします。

これまでの道筋

　知らない人も多いでしょうが、私はもともとは
内科医でした。どのくらい知られていないかと言
いますと、白衣を着てそのへんを歩いていますと

「ああ高橋先生、今日は寒いのですか」と言われ
るくらいです＜笑＞。白衣は仕事着ではなく寒い
ときに羽織るものになっているのですね。
　私は医学部を卒業してから 10 年間、一般内科
臨床に従事しました。東京郊外の小さな地域密着
型の病院にいましたので、患者さんの暮らしがと
ても身近に感じられる環境でした。健康や病気を
もう少し暮らし目線を持って考えたいと思い、
30 代半ばで大学院に進みました。専攻は国際保
健学です。なぜ国際保健学だったのかと言います
と、プロジェクトマネジメントや医療人類学など、
医学部では学べなかった科目があったからです。
これが非常に面白かった。
　大学院に入って初めての夏休みに、ひと夏、
ニューヨークの様々な非営利支援団体の見学をし
ました。そのひとつに「CancerCare Inc.」とい
う、今でも非常にアクティブな団体があります。
患者会ではなく、1944 年設立の非営利の専門家
団体です。地域に専門家が出て様々なサービスを
提供しているのですが、そこのモットーに感銘を
受けました。「がんが始まっても人生は終わらな
い」。本当にその通りだと思ったのです（スライ
ド 2）。
　大学院修了後は、複数の公衆衛生系の大学教員
を経て、2013 年から現職につきました。公衆衛
生と言いますと集団の健康を考える学問です。私
も、社会には大変興味があったのですが、それだ

けではなく、社会の中でがん体験を持ちながら生
きる個人に、やはり一番興味があったのだと思い
ます。「がんサバイバーシップ」という表現を知っ
たのは大学院を終えた頃だと思いますが、社会の
中で生きる個人に着目する「サバイバーシップ」
という概念に触れて、私が取り組みたいのはこの
領域なのではないかと思った次第です。
　2013 年 4 月に国立がん研究センターがん対
策情報センターの一部門として「がんサバイバー
シップ支援部」が立ち上がりました。なにしろ前
例がないので、何をどうしていくかを色々考えま
した。当初からのビジョンは、「がん診断や治療
の後も、本人や家族が充実した人生を送ることが
できる社会」であってほしいということです。し
たがってミッションとしては「そのような社会の
構築に役立つ活動」を行うことであり、それは研
究、学習イベント、人材育成に分かれます。人材
育成は、私どもが直接取り組むと言うよりは、他
の部署の活動をお手伝いする形で参加させていた
だきました（スライド 3）。
　現在の構成員ですが、サバ部は小所帯です。常
勤の研究員は私と司会の土屋の 2 人だけです。
非常勤研究員が 3 名、非常勤研究補助員 2 名、
外来研究員 5 名です。ハンドアウトの資料の最
後にこの 7 年間に発表した論文、書籍、学会発
表のリストを載せました。7 年間で論文 64、書
籍 19、学会発表 179。これは集中的に基礎研究

スライド２　
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をやっている部門に較べればとても少ないと思い
ます。ただこの規模の社会科学系の部で、多角的
に活動しながら研究を続け、ひとつの形にまとめ
ていくプロセスではこれでも精一杯頑張ったかな
と思っております。

がんサバイバーシップの概念

　「サバイバーシップ」と「サバイバー」という
カタカナは、日本でも最近でこそよく使われます
が、昔から聞かれていた言葉ではないと思います。
結局「サバイバーシップ」とは何か、「サバイバー」
とは誰のことなのか、その定義についてはさまざ
まな意見があります。初めて「がん」と「サバイ
バーシップ」を関連づけた論文は 1985 年に

『New England Journal of Medicine』に掲載
されました。32 歳で、非常にまれながんである
縦隔胚細胞腫の診断を受けたアメリカ人のフィッ
ツヒュー・モランという男性医師のエッセーです。
それが評判になりました。医療者は目の前の患者
さんをぜひ治そう、少しでも良くしようと頑張り、
患者さんの帰結を治るか、治らないかで考えがち
です。しかしこのエッセーの中で彼は、実際にが
んを体験してみると、治る、治らないという二分
法は医療者の目から見た結果論であり、治るにせ
よ、治らないにせよ、毎日を過ごす上では様々な

課題があると述べています。帰結に関わらず体験
者に共通する課題があるということです（スライ
ド 4）。
　よく引用されるのですが、このエッセーの中で、
彼は非常に辛辣なことを言っています。「( 生存
率の向上を目指すばかりで治療が引き起こす諸問
題を顧みないのは ) 溺れる人を水から引き上げる
先進技術を生み出した後、水から引き上げたのだ
からやるべきことはやったと考え咳きこんで水を
吐くその人をそのまま放置しているようなもの
だ。」というものです。流れて行きそうな患者さ
んをとにかく川から土手に引っ張り上げてあげ
た、だから良かったよねというところで終わって
いるのではないかというメッセージです。これは
非常に辛辣だと思います（スライド 5）。
　ただそれが彼の実感でした。彼は、その後を生
きていく日々には季節があると書いています。

スライド３　がんサバイバーシップ支援部の体制

スライド４　�はじめて「がん」と「サバイバーシップ」を
関連づけた論文

スライド５　
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American Society of Clinical Oncology）は、
がんサバイバーシップとは「The process of 
living with, through, and beyond cancer」と、
時間軸を持って表現しています。非常に抽象的で
すが、要は「診断後を生きていくプロセス全体の
ことである」と言えると思います（スライド 7）。
　キャンサーサバイバーについては、定義がさら
に多様で、先ほどのモラン医師が初代の代表を務
めた「全米がんサバイバーシップ同盟（NCCN：
National Coalition for Cancer Survivorship）」
というアメリカ初のアドボカシー団体では、「が
ん診断を受けた人は診断時から生涯を全うするま
でサバイバーである。家族・友人・ケア提供者も
またサバイバーである」と言っています。
　これは「サバイバー」という言葉を説明するひ
とつの理念なのですが、この NCCS のいわば何
でもありの定義が世界中で有名になってしまった
ために、学術領域では少々問題になってしまいま
した。たとえば「診断時、すでに完治が望めない
状態だったとしてもサバイバーと呼ぶのか？」と
か、「再発や転移があったら？」「旅立ちが近い状
態だったら？」といった疑問の声が生じたのです。
また、たとえば乳がんのように 10 年間ホルモン
療法をしながら元気に社会生活を送っている時
は、治療中でもサバイバーなのかとか、一部の前

エッセーのタイトルは『Seasons of survival』
です。サバイバーシップではなくてサバイバルと
表現されていますが、季節は、診断から治療を受
けていく「急性期」、治療が一段落して経過を観
察していく「延長期」、さらに病院に来る頻度も
少なくなって、ほぼ治ったと思われる「永続期」
に分けられています。ただ、実際はがんから解放
されたと自信を持って宣言できるのがいつかは分
らないとも言っています。実際そうですね。治っ
たのか治らなかったのかは、振り返った結果論で
あって、5 年生きられた、10 年生きられたとい
うのも結果論です。今 7 年生きていても、3 年
後どうなるかは誰も分からないし、そういう見通
しのなさに折り合いをつけながら暮らしているわ
けです。最終的に亡くなる理由ががんであるかど
うかは分かりませんが、フィッツヒュー・モラン
が３つに分けた季節に、彼の仲間がその後、「死
にゆくこと」という季節をつけ加えています（ス
ライド 6）。
　「がんサバイバーシップ」という言葉は、1990
年代後半～ 2000 年あたりから使われるように
なりました。アメリカを中心にがん対策・がん政
策の中にも「サバイバーシップ」という言葉が頻
繁に出るようになりました。世界最大のがん学会
で あ る ア メ リ カ 臨 床 腫 瘍 学 会（ASCO：

スライド６　Mullan�が描いた「サバイバルの季節」
スライド７　がんサバイバーシップ・サバイバーの定義
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立腺がんや甲状腺がんのように、状況によっては
治療をしてもしなくても生存率が変わらないとい
うエビデンスがある時、治療を受けていない人も
サバイバーと言うのかとか、色々な疑問が 20 年
も前から出ています。
　さらに「サバイバーという前向きな言葉は、も
のごとをポジティブに考えたがるアメリカ的な表
現ではないか」という批判は、ヨーロッパから根
強く出ています。異論はアメリカ国内からも出て
いて、Wall Street Journal は「サバイバーとい
う言葉はホロコーストやレイプ被害者を連想させ
る」「心臓発作サバイバーとは言わないのに、な
ぜがんだけにサバイバーを使うのか」といった声
を紹介しています（スライド 8）。
　そういう疑問の声に対して全米がんサバイバー
シップ同盟の代表の Ellen Stoval さんは、そも
そも研究者が「研究領域を確立するため、一部の
人が自分たちに都合がいいように、つまり自分た
ちの研究課題にあうように定義を変えていったの
が原因」ではないかと述べ、「NCCS はサバイバー
という言葉をサイエンスの領域に押し付けたこと
はなく、この言葉は記述的なものであり、生物学
的に正しいという意味ではない」と反論をしてい
ます（スライド 9）。
　学術領域では、サバイバーと言えば一般的には

診断されたご本人で、ケアギバーやご家族とは区
別されます。それからニュアンスとしては診断直
後や治療中ではなく、主たる治療を終えた段階の
人 を 指 し ま す。 た だ、cancer patient と か
cancer victim などという言葉が英語で使われて
いたとき、ネガティブな響きを払拭するために、
診断直後であっても cancer patient に替えて
cancer survivor という表現をあえて用いる研究
者もいます。したがってサバイバーというのは誰
のことかについては今だに議論があり、サバイ
バーという言葉を使うならきちんと定義をするよ
うに投稿者に指示している学術雑誌もあります。
　こういう議論を引きずって、アメリカがん協会

（The American Cancer Society）のサイトで
は、すでに 2011 年の段階で開き直りとも言え
るような記載がみられます。スライド 10はアメ
リカがん協会のスタッフブログです。今はもう古
くなったので削除されていますが、下線部分に「ア
メリカがん協会は、それぞれの人には自分のがん
体験を定義する権利があると考えます。したがっ
て診断当初から人生のしめくくりまでにおいて、
自分をサバイバーと定義したい人ががんサバイ
バーであると考えます。」と書かれています。自
分をサバイバーと呼ぶかどうかは人それぞれだと
言っていますね（スライド 10）。

スライド８　「サバイバー」という呼称への疑問 スライド９　「サバイバー」という呼称への疑問

7がんサバイバーシップ研究と実践の未来　

第19回OS.indd   7第19回OS.indd   7 2020/03/06   17:382020/03/06   17:38



　最近は転移・再発後の人を指して metavivor
という言葉も使われています。また現在はがんを
発症していなくても遺伝子診断で将来がんになり
やすい遺伝子を持っていることが分かった人を指
す previvor という言葉もあります。呼び方はま
すます複雑になってきています (スライド 11)。

がんサバイバーシップ研究やケアの領域

　サバイバーシップケアや研究が注目する時期に
ついてお話ししたいと思います。サバイバーシッ
プケアや研究が注文するのは、がんと分かった初
めのころと人生をしめくくる時期の間の時期だと
よく言われます（スライド12）。と言いますのは、
患者さんやご家族は診断から治療中、そして人生
のしめくくりに近い時期には病院に、つまり医療
者から見える範囲にいらっしゃることが多いから

です。様々な研究へのご協力をお願いするために
研究者の方が声を掛けることも多くなり、必然的
に、最初の時期としめくくりの時期の研究はとて
も多い印象があります。逆に病院を離れ、社会復
帰をしている時期に直面する問題については、実
はあまり研究がされていませんでした。オースト
ラリア臨床腫瘍学会が「補助療法や初期治療を終
えた時が、サバイバーシップケアの出発点である」
と言っているように、ポストトリートメント、つ
まり、治療後の状況に焦点をあてることが多いと
思います。
　National Comprehensive Cancer Network

（NCCN：全米総合がん情報ネットワーク）とい
う団体は、サバイバーシップに関するガイドライ
ンも作っています。このガイドラインに対して外
部から「より治療後の課題に特化すべき」という
意見が寄せられました（スライド 13）。2019 年
の改定にあたっては、その点についてサバイバー
シップガイドラインのパネルメンバーが検討した
そうです。サバイバーシップ研究やケアの軸足は
確かに治療後にあるのでしょうが、実はガイドラ
インの推奨の多くは active therapy（治療）中
の人に適用されることも多いし、年余にわたり治
療を受ける人にも適用されることも多いです。治
療中と治療後と明確に区切ることがなかなか難し

スライド 11　

スライド 12　間の時期スライド 10　アメリカがん協会の考え
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くなってきている状況で、2019 年のサバイバー
シップガイドラインでは、治療後と言うよりも、
慢性がん、つまり、長期的にがんとつきあって生
きることを意識しようという考え方が出されまし
た。がんの完治は期待できなくても治療を続けて
社会生活を送っている方や、病気の進行が遅く治
療が間欠的である方など、がん治療との付き合い
方も変化してきているからです。私が学生だった
ころのように、がんと診断され、治療を受け、治
療が尽きたら終末期が近くなる・・・そのような、

誌の掲載論文テーマ、アメリカ NCI の Office of 
Cancer Survivorship の研究助成テーマ、そし
て成人と小児のがんサバイバーシップの主要教科
書の目次をさらって、含まれるテーマを分類して
みました。
　実に多様なテーマが含まれていました。たとえ
ばがん治療を終えたあとの長期的フォローアップ
ケアの戦略ひとつとっても、誰がどのようなモデ
ルでフォローアップするのがいいのか、その質を
どう担保するか、ケアにかかわる多職種の連携を
どうとるかなど、さまざまな論点があります。長
期合併症や何年もたってから新たに出てくる晩期
合併症の対応については、症状別の実態調査やリ
スク要因の研究なども大切です。さらには健康格
差問題や、社会的システムの問題としての就学や
就労、経済的困難なども重要です。
　がんになってからの健康づくりも大切なテーマ
です。がんなのに健康づくり？と思われるかもし
れません。10年ほど前からがんリハビリテーショ
ンが注目され始めたころには、「がんなのになぜ
リハビリ？」とよく言われました。しかし今は当
たり前になってきています。それと似ていますね。

スライド 13　�がんサバイバーシップに関するガイドライン
関係の動き

スライド 14　がんサバイバーシップケア・研究に含まれるテーマ

モランが表現したような分
かりやすい季節を区別でき
た時代とは違ってきている
のだと思います。
　さて、サバイバーシップ
ケアや研究に含まれるテー
マを見てみましょう。この
領域は、本当にたくさんの
ものを含みます。「これも
入るの？」と思えるような
ものも入っています。スラ
イド 14は、『医療の広場』
という雑誌にまとめたもの
です。『Journal of Cancer 
Survivorship』という学術
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スライド 15　第 3期がん対策推進基本計画におけるサバイバーシップ

がんになったとしてもその後は長い。病気はがん
だけではありませんから、その後の健康づくりに
向けて、がん患者の喫煙、飲酒、運動、食事、睡
眠、薬物依存、ハイリスク性行動、日光暴露、ワ
クチン接種なども研究やケアのテーマになりま
す。
　対人関係やライフイベントもテーマです。恋愛、
結婚、挙児、育児、介護などは、がんになってい
なくても私たちにとって大きなライフイベントで
すが、人生にがんという要素が入ってきた時には、
その影響が問題になってきます。さらに、がん体
験は悪いことだけではないかもしれません。
Post Traumatic Growth（PTG: 心的外傷後成
長）やレジリエンスの研究をしている方たちもた
くさんいます。一方、がん偏見も重要テーマです。
　第 3 期がん対策推進基本計画（スライド 15）

の中では、3 本柱の中の「3. がんとの共生」が
サバイバーシップを指していると言われますが、

「2. 医療の充実」の中にも「（5）支持療法」や「（7）
小児がん、AYA 世代のがん、高齢者のがん」な
どはサバイバーシップに関連してくるでしょう。
さらに、予防についても、家族をはじめとして身
近にがんになった方がいる場合には、自分のがん
や健康に対する見方が違ってくるかもしれませ
ん。今はがんとは診断されていなくても、何らか
の形でがんと関係している方の予防行動という意
味では、「1. がん予防」もサバイバーシップ研究
の中に入るのかもしれません。

がんサバイバーシップ支援部の活動

　これだけさまざまなテーマがある中で、サバ部

10 Ⅰ　オープンセミナー・第 19回
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のメンバーは、色々なことに興味を持ち、取り組
んできました。サバ部の仕事の流れには、ひとつ
のパターンがあります。実態をしっかり把握する。
そして課題が分かったら、それを少しでも軽減さ
せるためのリソースを開発する。そしてそのリ
ソースが本当に役立つのかどうかしっかり評価
し、さらにそれを社会に展開する戦略を考える。
この 3 段階を大事にしました。この一連の流れ
は常にご本人、ご家族、関係する方々のご協力を
いただきながら進めました。大変ありがたかった
と思っています（スライド 16）。

研究活動：がん治療と仕事の両立
　一つの例として、がん治療と仕事の両立に関す
るプロジェクトについてお話しします。数あるが
ん政策の中でも、特にサバ部が取り組んできた
テーマです。まず実態把握の段階ではさまざまな
調査を行い、各種冊子や病院チーム研修、企業研
修のプログラムなどを開発しました。そしてそれ
らリソースの利用者評価、研修受講者評価なども
行い、冊子はすべて無料公開しました（スライド
17）。
　無料公開に当たっては、サバ部ががん対策情報
センターの中にあったことが、大変効果的に働き
ました。作成したリソースを「がん情報サービス」
のサイトの中に置いて無料でダウンロードしてい

ただけるようにできたことは、本当に良かったと
思っています。
　実態把握のために、国内のがん専門病院を受診
する外来患者調査をしたことがあります。診断時
就労者のおよそ 2 ～ 4 割ぐらいの方が診断時の
職場を退職するという先行研究が出ていました
が、この調査の退職者は全体の 2 割ほどでした。
ただ、辞めるタイミングが問題です。この調査で
は、退職者の 4 割は治療が始まる前に辞めてい
ることが分かったのです。また「仕事について医
療者に聞かれたことがある患者」は 4 人に 1 人。
これは早く何らかの手を打たなければいけないと
思いました（スライド 18）。
　同じ調査では、公的支援制度が患者さんに意外
と知られておらず、使われてもいないことが分か
りました。公的支援制度をどこから知ったか質問
しますと、いちばん多かった答えは「自分で調べ
た」。病院では知らされていないのです。患者さ
んたちは必ず病院に来るわけですから、その情報
提供の機会を逸してはならないと強く思いました

（スライド 19）。
　情報支援ニーズが時期によって変化することも
明らかになりました。診断直後に知りたいのは、
入院費や入院期間、治療スケジュールや医療費の
見込みです（スライド 20）。少し治療が進んで
くると、就労に関する専門家の個別相談や、他の

スライド 16　がんサバイバーシップ支援部の仕事の流れ スライド 17　がん治療と仕事の両立①
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スライド 18　がん治療と仕事の両立②

スライド 19　がん治療と仕事の両立

（土屋ほか:癌の臨床,2017）
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スライド 20　情報支援ニーズの時間的変遷①

スライド 21　情報支援ニーズの時間的変遷②

方の復帰体験を知りたいというニーズが高まって
きます（スライド21）。副作用の仕事への影響や、
職場での副作用対応に関する情報ニーズは一貫し
て上位にありました（スライド 22）。医療者は
治療によって起こりやすい副作用は説明するかも
しれませんが、個別の仕事との関係においては、

医療者が患者さんの仕事を熟知しない限り具体的
なアドバイスができません。そのあたりがブラッ
クボックスであることも分かってきました。
　このような知見にもとづき、医療者向けのガイ
ドブック、患者さんやご家族向けの Q&A 集、社
労士さんと医療者の連携のヒント集、症状で困っ

13がんサバイバーシップ研究と実践の未来　
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スライド 23　リソース開発：冊子

スライド 22　情報支援ニーズの時間的変遷③

た時の職場での対応ヒント集などを制作し、無料
公開しています（スライド 23）。
　研修プログラムの開発も行っています。企業と
較べると、病院での就労支援はまだ不十分で、相

談支援センター以外ではほとんど実践されていま
せん。そこで病院ぐるみの多職種研修を企画しま
して、この 1 月に愛媛県でパイロット研修を予
定しています。働く患者さんの問題については、

14 Ⅰ　オープンセミナー・第 19回
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スライド 24　リソース開発：研修／就労支援：どの病院も試行錯誤

相談支援センターに患者さんを紹介すればそれで
すむというものではありません。相談員の方々を
対象とした調査では、対応困難なトピックの第 1
位が就労支援でした。「市民、患者、家族が相談
支援センターを知らない」「院内で活動が理解さ
れていない」「支援が必要な人のスクリーニング
や継続的な相談を確保する仕組みがない」といっ
た声がありました（スライド 24）。
　やはり病院ぐるみで取り組む必要があるのです
が、あの忙しさの中で、正直、患者さんの就労支
援の優先順位が必ずしも高くないのは宿命だと思
います。しかも全国の医療機関はその運営体制や
マンパワーなどの現状が色々です。国立がん研究
センターでしたら、全員ががん患者さんです。し
かし日本にがん専門病院はいくつあるでしょう
か。がん専門病院のほうが特殊であり、その実践
を全国展開しようと思っても無理があると思うの
です（スライド 25）。
　むしろ、自施設の特性や現状に基づいて、ウチ
の病院ではどこからできるのかを自分たちで考え

集まり、それをアンケートやエキスパートパネル
の議論を通じて、病院ぐるみで就労支援に取り組
むときに役立つ 22 種類のアクションにまとめま
した。研修ではそのアクションチェックリストを
提示し、自分たちの病院ではどこから始められそ
うかを多職種で考えます（スライド 26）。
　このように、実態調査に基づいてリソースを作
り、それを評価し、展開するというのが私どもの

スライド 25　病院では均一プログラムは役に立たない

たらよいのではないか。そ
んな問題意識に基づいて厚
生労働科学研究費で申請
し、採択されて、この３年
間取り組んできたのが「ア
クションチェックリストを
用いた病院チーム研修」で
す。アクションチェックリ
ストいうのは、やるべきこ
とを網羅するチェックリス
トではなく、実際の好事例
から抽出したアクションの
リストです。全国各地の就
労支援に積極的な病院に伺
い、ヒアリングを通じて具
体的な好事例を収集しまし
た。100 以上の好事例が
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スライド 27　ビジネスパーソン向け「がんと就労」啓発プロジェクト

スライド 26　アクションチェックリストを用いた病院チーム研修

16 Ⅰ　オープンセミナー・第 19回

第19回OS.indd   16第19回OS.indd   16 2020/03/06   17:382020/03/06   17:38



スライド 28　『がんになっても安心して働ける職場づくりガイドブック』発表

仕事のやり方です。
　スライド 27，28はがん対策情報センターと
して取り組んだビジネスパーソン向け「がんと就
労」啓発プロジェクトです。このプロジェクトに
は 5 年間取り組みましたが、一般企業の現場を
知るうえで非常に勉強になりました。医療従事者
は、社会人入学をしない限り、一般企業で働いた
ことがなく、医療機関という世界しか知りません。
したがって目の前の患者さんが会社でどのように
働いているか、自分事として理解しにくいのです。
　このプロジェクトでは、4 年間で 25 名の方々
の両立経験について詳しくお話をうかがい、さら
にその方々と一緒に働いた上司、人事、産業医の

方々との意見交換会やセミナーを開催して、がん
と共に働くということを多角的に考えました。現
場の実感や工夫などについてたくさん教えていた
だき、それをもとにして 5 年目の成果物として『が
んになっても安心して働ける職場づくりガイド
ブック』を作成・公開することができました。こ
のプロジェクトでお世話になった方々も本日はた
くさんご参加くださっています。改めて深く御礼
申しあげます。

研究活動：AYA世代のがんとくらしサポート
　時間もなくなってきました＜笑＞。サバ部では
他にもさまざまな研究に取り組みましたが、詳し

17がんサバイバーシップ研究と実践の未来　
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くはハンドアウト資料をご覧ください。
　ウェブサイト「AYA 世代のがんとくらしサポー
ト」をご紹介します（スライド 29）。これも、
実態調査に基づいてウェブサイトを開発したもの
です（スライド 30）。さらに今年度からは土屋
雅子先生が代表をする開発費プロジェクトで、
ウェブサイトの評価研究と展開戦略の検討を行っ
ています。このウェブサイトの開発にあたっても、
ＡＹＡ世代のがん体験者の方々、ご家族、関係者
の皆様のご協力をいただきました。どのように

スライド 29　AYA世代のがんと暮らしサポート①

スライド 30　AYA世代のがんと暮らしサポート②

作ったのかはハンドブックをご覧ください（編集
註：ウェブサイトのメイキングについては、第
18 回公民館カフェ「AYA 世代のがんとくらしサ
ポートの管理・運営を考える～多くのユーザーに
活用されるサイトを目指して～」をご参照くださ
い）。ウェブサイトには情報セクションと体験談
セクションがありますが、情報セクションはサバ
部が中心となって制作し、体験談セクションは、
がん対策情報センターがん情報提供部の八巻知香
子先生を中心とするグループが制作しました。

18 Ⅰ　オープンセミナー・第 19回
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　情報セクションは「心とからだ」「生活」「家族・
恋人」という 3 つのカテゴリーについて、センター
外の先生方にもお願いして分担執筆したのですが

（スライド 31，32）、査読の経過中に多くのコメ

ントがつきました。投稿論文についてレビュー
アーに指摘されるのならともかく、執筆を依頼さ
れながら、たくさんのダメ出しをされて驚かれた
場面もあったかもしれません。それでも、執筆担
当の先生方はとても辛抱強く対応してくださいま
した。研究者同士の意見に基づいて整えたものを、
さらに AYA 世代のがん経験者の方々にお見せし
たところ、また数多くのダメ出しコメントが出ま
した＜笑＞。それらにもさらに対応していただけ
たのは本当にありがたかったです。
　体験談セクションも 6 テーマ 65 件の体験が掲
載され、がん種と年齢などから検索可能になって
います（スライド 33）。
　AYA 世代については、「はじめての就活」プロ
ジェクトにも取り組みました。小児期や AYA 期

スライド 31　情報セクション�コンテンツ

スライド 32　情報セクション
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スライド 33　体験談セクション

スライド 34　小児期・AYA期発症がん経験者の「はじめての就活」支援

に発症して、はじめて就活
をする時にすでにがん体験
がある場合の就職のことで
す。ここでも色々とインタ
ビューやアンケートなどを
やりました。そこから分
かったことをもとに、土屋
先生を中心として『よりよ
い意思決定のための就職活
動応援ガイド』を製作中で
す。経験者やご家族だけで
なく、大学の就職支援セン
ターなどでも活用していた
だけるでしょう。現在、想
定ユーザーの方々に見てい
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ただいて、現場で使えそうかを評価するウェブア
ンケートなどを実施中です（スライド 34）。

研究活動：サバイバーシップケア連携モデルの構
築
　長期的なケアについては、がんを治療する医療
機関だけでは追いつかず、地域のさまざまな支援

の担い手と連携する必要があるでしょう。海外で
は連携モデルが提唱されていますが、日本型の連
携モデルの構築についても研究を進めているとこ
ろです。まだ進行中ですのであまり詳しいことは
資料には入れませんでしたが、調査データやエキ
スパートパネルの議論に基づいて、多角的に検討
していく予定です（スライド 35、36）。

スライド 35　サバイバーシップケア連携モデルの構築①

スライド 36　サバイバーシップケア連携モデルの構築②

参加型学習活動：公民館
カフェ
　私たちは参加型の啓発
活動にも力を入れまし
た。何と言いますか、「カ
フェばかりやってない
か」と言われたこともあ
りましたが＜笑＞、参加
型の活動は大事だと考え
てやってきました。啓発
活動は 3 種類あります。
中央区の月島区民館が会
場の「公民館カフェ」、
それを全国展開した「ご
当地カフェ」、そして、
少し学術度を上げた「が
んサバイバーシップオー
プンセミナー」です。
　「公民館カフェ」は、
月島区民館という会場で
やっています。ここは本
当に公民館らしくて、落
ち着いた感じが大好きで
す。カフェは異なるテー
マの講演と小グループ討
論で構成されます。色々
な背景を持つ参加者が同
じ立場で交流するので、
患者と医療者の立場であ
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れば、「ああ医療者はこんなことを考えていたの
ですか」とか、「ああ、患者さんは外来では言っ
ていなかったのに、実はそうだったのか」といっ
たお互いの気づきがありました。
　スライド 37のウィッグをかぶっている私の写
真はアピアランスケアの回の時のものです（第 5
回公民館カフェ「病気のワクにとらわれず、自分
を楽しんでいますか？～外見ケアがお手伝いする
こと～」2014 年 5 月 28 日開催）。この日は収
拾がつかなくなるぐらいみなさん盛り上がりまし
たね。おもしろかったです。

参加型学習活動：ご当地カフェ
　「ご当地カフェ」は、サバ部と地方の医療機関
の共催で行うイベントで、平成 28 年度からは公
募制になっています。共催先の医療機関がテーマ
を設定し、地元関係者に参加を呼び掛けます。「公
民館カフェ」も「ご当地カフェ」も必ずお茶とお
いしいお菓子が出ます（スライド 38）。
　この「ご当地カフェ」では、最初に沖縄の浦添
市をかわきりに、7 年間で全国 12 ヵ所に伺いま
した。（スライド 39）。

　宮城県の石巻のカフェは東日本大震災から 3
年経っていない時でした（2014 年 1 月開催）。
そんなタイミングで石巻赤十字病院さんがよくお
引き受けくださったと思うのですが、忘れられな
いのは、「ご当地カフェができるぐらい元気にな
りました」と参加者の方がおっしゃったことです。
本当に忘れられません。
　ご当地カフェではサバ部関係者がご当地にお邪
魔するのですが、おそらくご当地の方々だけでも
こういうイベントはできると思うのです。ただ、
毎日忙しく働く中では、啓発活動の優先順位があ
がらないのが実情でしょうし、いろいろな方が集
まるイベントの前例がなければ取り組みにくいこ
ともあるでしょう。非常に興味深いのは、実際に
ご当地カフェを開いてみたらおもしろかったとい
う声がかなり強く、それがひとつのきっかけに
なって、地元で新たな活動が始まることです。石
巻カフェでは就労がテーマだったのですが、石巻
赤十字病院さんはその後、地元の商工会議所と連
携して「石巻就労カフェ」を毎年独立で続けてお
られます。
　また青森カフェのテーマは「青森の食とがん」

スライド 37　�がんになったあとの暮らしを学ぶ・語る・笑顔になる市民参加型学習イベ
ント公民館カフェ
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でした。がんになっても健康的でおいしいものを
食べようという趣旨でしたが、その後、青森県立
中央病院さんは「食」のイベントをもう 1 回開き、
今年はさらに「がんとロコモ」というテーマで、
がん発病後の身体の動かし方についてのカフェを
開いておられます。テーマをご自分たちで展開し
ておられるのもすばらしいと思いました。単なる

スライド 38　�がんになったあとの暮らしを学ぶ・語る・笑顔になる市民参加型学習イベ
ントご当地カフェ

スライド 39　ご当地カフェ　2014-2019

講演会ではなく、居心地のよいカフェでみんなが
交流できるスタイルも素敵です。

参加型学習活動：がんサバイバーシップオープン
セミナー
　そして「がんサバイバーシップオープンセミ
ナー」です。特定のテーマのエキスパートをお呼
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びして講演をお願いします。学会に来てくださっ
た海外の先生をお呼びしたこともあります。だい
たいいつも 4 割ほどが患者さんやご家族の方々
ですが、他にも色々な方々が参加してくださって
います（スライド 40）。本当におもしろいので
すが、オープンセミナーではいつも質疑応答が途
切れないのです。
　がん対策情報センター長の若尾先生も、お忙し
いのにいつも来てくださいます。スライド 41の
左下に写っている質疑応答の写真。大きな背中の
男性がいますが、彼は国立がん研究センターに数
年在籍したドクターで、今は東北の地元に戻り勤
務されています。その彼が先日サバ部に遊びに来
てくださって、「おもしろいことがあった」と言

うのです。外来をやっていたら、「オープンセミ
ナーでいつも質問していた先生が外来に出ている
というので、病気じゃないけど寄ってみました」
という方がいたのだそうです。これでは診察料と
れないから…と慌てる先生に、その方は「いいよ、
いいよ」とおっしゃったそうです＜笑＞。セミナー
はそんなご縁のきっかけになったのですね。
　カフェやセミナーでは、終了後もみなさんの話
が弾んで会場からなかなか出てくださらず、「電
気を消しますよ～」と言うほどでした。こうして
出会い、フラットな場で一緒に考える機会が求め
られているのかもしれません。多くの方々にご参
加いただけたことが非常にありがたいと思いまし
た。

スライド 40　�がんになったあとの暮らしを学ぶ・語る・笑顔になる市民参加型学習イベントがんサバイバーシップオープンセミナー
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スライド 41　�がんサバイバーシップオープンセミナー・質
疑応答

スライド 42　�がんサバイバーシップケア・研究の今後に向
けて

変わったこと、変わらないこと、これか
ら必要なこと

　さてそのような 7 年間を過ごして来たわけで
すが、サバイバーシップケアのあり方、あるいは
今後に向けては、サバ部としても色々考えていま
す。サバイバーシップというカタカナはそれなり
に認知されてきたと思います。おそらく今後も長
期合併症や晩期合併症、サーベイランスのような、
今までの医学研究の方法論や医学研究の中にある
ものは黙っていても進むと思うのです（スライド
42）。
　しかし従来の医学研究の枠外のテーマは、黙っ
ていたら進まないのではないかと思います。たと
えば「サバイバーシップケアのあり方」で、長期
フォローアップと言っても、新たながん患者さん
を診察するがん専門医が、治療を終えた患者さん
について 5 年も 10 年も経過を見るのが現実的か
という課題があります。問題が起きるリスクが低
い場合には、可能なら地域の先生方と連携する手
もあるでしょう。プライマリ・ケア医とがん専門
医のどちらがフォローアップを担っても結果に差
がないという研究がすでに海外では出ています。
日本ではどうでしょうか。日本におけるフォロー

アップの場所・担い手・時期・対象などの研究は
今後非常に重要になってくると思います。
　それからサバイバーシップの研究はエンドポイ
ントが簡単に設定できません。医学研究では多く
の場合、生きるか死ぬかというサバイバルがエン
ドポイントになる研究が多いと思います。しかし
価値観や主観が関わる研究の場合はそう分かりや
すくはいきません。たとえば就労領域ではよく「離
職予防」と言いますが、心から納得して辞める場
合もありますし、離職率だけが適切なエンドポイ
ントとは言い切れないでしょう。
　また、たとえば最近は Oncofertility といって
がんの治療と妊孕性は医学研究の新たな領域とし
て注目されています。それは生殖医療が医学の俎
上に乗っているからだと思います。子どもができ
るかできないかは「イチ・ゼロ」で分かりやすい
のですが、その前の性生活はどうでしょうか。が
ん診断や治療は性生活にも影響を及ぼすことがあ
ります。Oncosexology という領域も一時はか
なり注目されましたが、生殖ほど盛んではありま
せん。おそらく医学研究の中に入れにくいからだ
と思います。男性なら勃起機能や射精機能は測り
やすいかもしれません。しかし女性の性欲やオル
ガズムはどのように測るのか。このように、サバ
イバーシップの研究には、測りやすいことと測り
きれないこと、あるいは医学研究という行為に
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フィットするものと、その枠組みに収まりきらな
いものがあるように思います。
　サバイバーシップ研究やケアの内容の多様性を
考える時、今後は、保健医療福祉領域以外の研究
者や実践者との連携が不可欠になっていくと私は
思っています。残念ながらこの 7 年間でサバ部
がなかなか取り組めなかった部分がここです。た
とえば宗教学者や医療人類学者と一緒に研究して
もいい。色々な視点をいただくことが今後は大事
になっていくのではないかなと思います。
　それから、今後はケアの提供の場所も変化して
いくと思います。医療機関以外の地域におけるケ
ア展開ですね。最近、病院でも自宅でもない「第
3 の場」が増えています。

　たとえば石川県ですと、「石川県がん安心生活
サポートハウス」というものを県が作っています

（スライド 43）。ここに来てみなさんがプログラ
ムに参加したり、本を読んだり、思い思いに過ご
します。看護師が常駐しています。
　スライド 44の「ういケアみなと」は、2 年前
に港区が始めた場所です。昔の国立公衆衛生院の
立派な建物のワンフロアを使って、講演会や各種
教室なども開いています。
　またみなさまもよくご存じかと思いますが、認
定 NPO 法人のマギーズ東京。とてもいい活動を
していると思います（スライド 45）。
　「ともいき京都」というのは、京都大学の看護
の先生方が中心になって運営している任意団体で
す。先日、見学をしてまいりましたが、とてもい
いと思いました（スライド 46）。
　これらの「第 3 の場」は、相談すべきことが
必ずしも明確ではなく、自分が何に困っているか
がまだよく分かっていなくてモヤモヤしている時
に役立つかもしれません。誰に何を聞いたらいい
のか言葉になっていない段階もあると思います。
そういう時に、第 3 の場には病院とはまた違っ
た機能があるように思いました。
　先日「ともいき京都」さんの見学に伺い、ワー
クに参加してくださいと言われ、私は数十年ぶり

スライド 43　�サバイバーシップケアの地域展開～第 3の場
（石川県）

スライド 45　�サバイバーシップケアの地域展開～第 3の場
（マギーズ東京）

スライド 44　�サバイバーシップケアの地域展開～第 3の場
（港区）
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に書道教室に参加しました。「はーい、みなさん
墨をすりましょう」と言われて、何が始まるのか
と思いながら、みんなでそれぞれ好きな字を書い
たのですね。教室の最後に、みんなが自分の作品
を見せ合うのですが、その時に参加していた 70
代ぐらいの男性の方が、いきなりお習字と関係が
ない話を始めたんです。「僕はがんになってから
ね、こんなことがあってね、今日はここにきて初
めて気晴らしになったよ」のようなことを急に
おっしゃったのです。「あなたの思いをしゃべっ
てください」と言っていたら、この方はこんなふ
うに語らなかったかもしれません。何かを一緒に

情報提供や交流の媒体が多様化していると思いま
す。インターネット上のがん経験者コミュニティ
や、子どもを持つがん患者さんへの支援団体など
が増えてきたのも、ここ 5 年ほどの流れではな
いかと思います。
　先日の「第 18 回がんサバイバーシップオープ
ンセミナー」（医療における患者・市民参画（PPI）
の動き～わが国における PPI の取り組み～をご参
照ください）で江口成美先生がお話しくださいま
したが、患者さんやご家族が研究の対象になるだ
けでなく、研究の立案段階から参加する「Patient 
and Public Involvement」も注目されています。
もう PPI という略語になっていますが、今後はさ
らに進んでいくと思います。ただその時に、研究
行為のあり方も考えねばならないかもしれませ
ん。研究には領域ごとの方法論やお作法がありま
す。私が臨床医から研究のトレーニングを受け始
めた時には、研究行為というのは何と不自然なア
クションなのだろうかと感じたこともあります。
しかし、そういう不自然さも研究の一貫として分
かっていただく必要があるでしょう。患者さんや
ご家族の研究参加にあたっては、研究に資する形
でどのように PPI を進めるか、よく考えなければ

やることが人をリラックス
させることや、そこから開
く扉があることを、改めて
感じました。
　スライド 42（25 ペー
ジ参照）に戻りましょう。

「ピアサポートの新しい形」
については、SNS などが
どんどん展開してきまし
て、昔ながらの患者会とは
また違った交流が増えてき
たと思います。
　またスマホなどを使った

「E-health の展開」ですが、

スライド 47　The�streetlight�effect.

スライド 46　�サバイバーシップケアの地域展開～第 3の場
（京都大学）
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いけないと思います。
　スライド 47は「The streetlight effect.」。「街
燈効果」という言葉のスライドです。ある酔っ払
いが鍵を落としてしまい、街燈の下で一生懸命に
鍵を探しています。そこにお巡りさんが通りかか
りました。一緒に探したけれど鍵は見つかりませ
ん。「ところでキミ、ここで鍵を落としたのかい？」
と尋ねたら、酔っ払いは「2 ブロックあっち」と
言います。落としたのはここではないのに、街燈
の下を探している。「なぜここを探しているの？」
とお巡りさんが聞いたら「だって、ここ明るいか
ら」と答えます。私たちは、ものが見えやすいと
ころだけを見て、暗闇に目を向けることが多くな
いかもしれません。本質的なことを横において、
自分たちが使いやすい、慣れ親しんだ手法を使い
たくなるものかもしれません。本当にその手法で
よいのか考える必要があるのではないか、という
示唆です。
　さて、この数年、学術関連団体の動きは速くなっ
ています。先ほどお示しした大変広いサバイバー
シップの領域の一部をとって、新たな学会も設立
されています。「日本腫瘍循環器学会（設立

これから取り組みたいこと

　最後になります。私はずっと国立がん研究セン
ターの外で働いてきていて、自分がまさか築地で
働くことになるとは思っていませんでした。この
7 年間はけっして「光陰矢の如し」ではなく、正
直、長かったと思います。ただ、とても感謝して
おりますのは、色々な発信の機会や多くの方々と
の出会いをいただいたことです。海外の学会や見
学などにも数多く行かせていただきました。
　第 13 回がんサバイバーシップオープンセミ
ナーに来てくださったマイケル・ファイヤースタ
イン（Michael Feuerstein）先生を覚えていらっ
しゃるでしょうか。この先生は第一線の研究者で
ありながら、脳腫瘍になられました。現在も

『Journal of Cancer Survivorship』という学術
誌のチーフエディターを務められ、がんサバイ
バーシップの研究の必要性を強く唱えておられま
す。それは、ご自身が大変な経験をくぐられてき
たからです。「アクティブな治療が終わってしま
うと医療者の関心が薄れることが問題である」「サ
バイバーシップはジョイントベンチャーで、患者

スライド 48　学術関連団体等の動き 2017 年）」や「AYA がん
の医療と支援のあり方研究
会（設立 2018 年）」など、
この 1 年、2 年の動きも
活発です。今後、こういう
複数の学会がどんなことを
とりあげているのか、今後
何が必要なのかを、領域を
超えてみんなで考え、蛸壺
に入らず横串を刺すような
フォーラムのようなものが
あってもいいのではないか
と考えますが、いかがで
しょう（スライド 48）。
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スライド 49　サバイバーが声をあげること

者も協同して何かを起こしていくものだ」「サバ
イバーが声に出して、要求を研究者や医療提供側
に伝えていってほしい」と講演ではおっしゃって
いました（スライド 49）。
　ただ、「関係のスタート時点では、医療提供者
の側から動く必要がある。患者さんが言葉を発す
ることができるような環境を、医療者がどれだけ
作れるかがポイントでは。」とも言われました。
重要な視点だと思います。
　がんサバイバーシップの研究や実践のあり方に
ついて、国立がん研究センターではこれからも取
り組んでまいります。ぜひみなさまのお力をお貸
しください。どうもありがとうございました。

さんもご家族も、関係する人も、研究者も、医療
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課題が続くが人への敬意と
人生への理解を深められる領域でもある

■ 土屋　 高 橋 先 生、
どうもありがとうござ
いました。サバイバー
という言葉が出てきた
時から現在に到るまで
の変遷が少しあったこ
と、私どもの活動につ
いても駆け足でしたが
ご紹介いただきました。
　また私どもへのメッセージなのかなと思います
が、医学研究の枠外のテーマはどのようにやって
いくのかということもお話をいただきました。お
そらく患者さんやご家族の方、ここにおられる研
究者や医療者の方へのメッセージだったのかと
思っています。
　私の感想を言うのも気が引けるのですが、高橋
先生とは 5 年間、一緒に研究活動、カフェ事業
をさせていただいていまして、非常に密な関係に
あると思います。先ほどご紹介がありましたが、
研究員の常勤は高橋先生以外には私 1 人なので
常に高橋先生と一緒に活動をしています。
　そういう中でやるサバイバーシップ研究は本当

に範囲が広く、初めの 3 年間は課題、また課題
ということで山が越えられない。階段を一段一段
昇っていくのが精一杯というところがありまし
た。今もそれは変わりません。1 つの課題をクリ
アすると次にまた課題がある。先生は蛸壺とお
しゃっていましたが、ここの領域は私の分野だと
いうようなところが研究者にはあったりします
が、それではサバイバーシップ支援は務まらない
ということをこの 5 年間で痛感しました。
　ただ、人に対する敬意や人生に対する理解を深
めていくことができる領域ではないかと今は感じ
ているところです。そういうことを思いながらこ
れから先、研究活動やカフェ活動に携わっていけ
たらいいなと思っています。すみません、私の感
想ですが、フロアの方からご質問等ございますか。
ここはもう少し聞きたかった、触れられなかった
スライドもあったかと思いますが、ご質問のある
方は挙手をお願いします。

■ 高橋　ひとつひと
つの研究は、本当に
色々なことをやり、細
かいことは忘れている
ので、できれば微細に
ほじらないでください
＜笑＞。
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患者同士をつなげることについて

■ 参加者 A　ありがとうございました。2010
年の先生の名刺を持っているので、こちらに来ら
れる前からのお付き合いです。こちらに来られて
からの 7 年間は、がんサバイバーのための病院・
医療や、行政への働き掛けや、もちろん患者さん
のための色々な取り組みをされてきたことに感動
しています。私は実は、最初にお会いした時には
患者会の立場でお会いしたので、そのへんでお聞
きします。患者の心のケア、自分の気持ちを分かっ
てほしいという意味で、私たちは、患者同士をつ
なぐということを非常に大事にしてきました。今
回の 7 年間ではなかなかそこへの取り組みは難
しいと思っていますが、最後にご紹介された「と
もいき京都」というのは、たぶん患者をつなぐも
のだと思います。そういうところにも今は目を向
けられていると思いました。今後ですが、研究の
中で患者同士をつなぐということで、何かできな
いかという考えがありましたら教えてください。
今日も患者会の方もたくさんいらっしゃると思い
ますので。

■ 高橋　ありがとうございます。つながり方に
は色々な形があると思いますので、このつながり
がいいとか、順番をつけることはできないと思い
ます。ただ、たとえばこういう背景の方は、こう
いうつながり方が楽かもしれないという考察はで
きると思っています。患者会研究などでよく言わ
れるのは、女性でやや年輩の方は、患者会のよう
な場にスッと入りやすいと言われています。男性
ががんになった時にはそれがなかなか難しい。ど
のグループでも男性の方が来ないと言われます。
集いの参加者に、うまくいっている時どういうこ
とがその方にとって良かったのかをうかがってみ
たりすると、見えてくるものはあるかもしれませ

ん。

■ 参加者A　だいたい患者会の組織率は 1％ぐ
らいなので、残りの 99％の人たちをどうやって
病院が救っていけるのかをいつも考えていますの
で。

■ 高橋　そうですよね。患者会に参加すること
は、いいことは多いとは思いますが、それにフィッ
トする方も、すぐには患者会に入ろうと思わない
方もいらっしゃいます。それでも参加したいと思
われた方が、いい居場所を楽に見つけられるよう
にする仕組みというのは、何か研究になりそうで
すね。

■ 参加者A　患者同士をつなげるという観点で
お考えいただければと思います。

■ 高橋　ありがとうございました。そのへんは
社会福祉領域などでかなりやられている方はい
らっしゃるのではないかと思います。「第 3 の場」
などというのも、すでに教科書のような本が複数
出ています。やはり考えている方は考えているの
だと思いまして、そういう方々ともネットワーキ
ングしたいと思います。

■ 参加者A　ありがとうございます。
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■ 土屋　ありがとうございました。他にいかが
でしょうか。せっかくの機会ですから。

調査は必ずフィードバックすることが肝要

■ 参加者 B　高橋先生、お疲れさまでした。私
はこのセミナーに出るのは初めてで、高橋先生と
お会いするのは今日が初めてですが、その前に文
書でお会いしています。先生が国立がん研究セン
ターに来る前、栃木県の獨協医科大学におられて、
そこから調査アンケートを受け取りました。その
時に患者会の代表をしていたものですから、それ
に回答した覚えがあります。その後、そのアンケー
トはどうなったのかなという思いが残っているう
ちに、こちらの方でご活躍とお聞きし、ああそう
なのかなという思いでした。最初の印象では、現
場の状況をそうしたアンケートなどで調べる先生
なのかなという印象が非常に強かったです。これ
までも色々な調査研究をされていて、机上の空論
ではなく、現場の声をすくいあげてやられている
と思います。本日の資料にも論文などが載せられ
ていますが、まだ見てはいませんがおそらくそう
したものだと思います。そういう裏付けのある研
究をされていて、これから続く方も大変だとは思
いますが、そのあたりはよろしくお願いいたしま
す。そういうわけで、質問ということではなく、

お疲れさまでしたということで、発言いたしまし
た。

■ 高橋　ありがとうございます。すみませんで
した、後ほどどの調査であったか教えてください。
私は、調査というのは、調査にご協力いただいた
時に報告書を出すべきだと本当にずっと思ってい
ました。社会調査実習という授業を持っていた時
には、報告書は大事だと言っていました。その報
告書をネットで公開することもあるのですが、と
にかく何らかの形でフィードバックしてこそ、や
はり次の時にもご協力いただけるのだと思いま
す。それは論文という形だけではなく、色々な形
でまとめていく必要があると改めて思いました。

■ 土屋　ありがとうございます。質問に限らず
どうぞ。

患者と向き合い、意味ある研究であるか
問い続ける責任がある

■ 参加者C　感想ですみません。私自身がんサ
バイバーとして、がん研究は誰のためにあるのか
と思うことがあります。がん研究は、本来は患者
のためにあるはずですが、多くのがん研究の場合、
将来のがん患者のためにはもちろんなるのでしょ
うが、今のがん患者は研究の 1 サンプルになっ
てしまう研究も多いのではないかと受け止めてい
ます。その点から行きますと患者が研究に参画す
ることはもちろん重要でしょうし、これまで高橋
先生を中心にやって来られた研究は、患者一人ひ
とりの暮らしや思いが伝わってきましたし、ある
いはそのプロセスでがん患者と向かい合ってやら
れたことが十分見て取れる、患者さんにとって大
変突きつけられる研究であったと思います。これ
まで本当に懸命にやられてきたと思いますが、こ
れから立場などが色々変わられる中でも引き続き
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患者とぜひ向かい合ってやっていただけるように
期待もし、応援もしております。ありがとうござ
いました。

■ 高橋　医学研究は、臨床試験も、基礎研究も
含めて、いつかは必ず役に立つと思って研究者は
やっております。しかしそこに協力してくださっ
た方の「今」に間に合わないことも多々あります
ので、協力してくださった方々のお力をどのよう
に活かしていくかについて、研究者は非常に責任
があると思います。一方、社会や暮らしに関わる
サバイバーシップ研究の場合、現在進行形だから
すぐにフィードバックできるかと言いますと必ず
しもそうではなくて、色々なバリアがあるという
こともやはり実感します。また、社会医学系、公
衆衛生系などのアンケートやインタビューをやっ
ている時に、それが「調査公害」にならないよう
気をつけなくてはならないとも思います。卒論を
まとめる時期になると患者会には急にアンケート
の依頼が増えることがあります。研究者には、本
当にこの研究はやる価値があるのかということを
考えながらやっていく責任もあると思います。次
にどんな研究が必要か。1 つやっても解決はしま
せん。ああこれは聞いていなかった、これはどう
なのかなとか、研究は本当にずっと続いていく感
じです。その続いていくラインがずれないように、
バランスをとっていく必要があると思います。

「東北プロジェクト」は形にしたい

■ 土屋　ありがとうございます。秋山正子先生
（マギーズ東京共同代表）、コメントをいただいて
もよろしいですか。若尾先生からぜひとのことで。

■ 若尾　すみません。無茶振りですがお顔を拝
見したもので、応援のコメントでもいただけると
思い、よろしくお願いいたします。

■ 秋山　マギーズ東
京の秋山です。高橋都
先生には、この数年の
間にこれだけのものを
おまとめになり、新し
い分野にチャレンジを
され、それを全国に広
げるという意味でも大変敬服いたしました。私は
どちらかと言えば研究よりも実践の場にずっとお
りましたので、本日の
セミナーのタイトルが

「がんサバイバーシッ
プ研究と実践の未来」
ということで、実践の
ところに着目しまし
た。その内容の 4 番
目の「がんサバイバー
シップ支援部の活動」のところで、研究活動と参
加型学習活動の 2 つが並んでいて（スライド 1、
3 ページ参照）、この非常に難しい研究活動の合
間を縫うように「公民館カフェ」や「ご当地カフェ」
を企画・運営し、現場の方たちの意識を高めてい
くのは、引き継ぐ方々にも大変かなとは思いつつ、
それでもやはりこういうことが全国に広がってい
かないと、本当の意味でのサバイバーの方たちの
支援につながるための人材が育成されないと思い
ました。
　とても興味があるのは、「ご当地カフェ」で手
を挙げる行政というのはどのような特性があるの
かということです。

■ 高橋　「ご当地カフェ」は、そのご当地の医療
機関に色々と準備していただくのですが、こちら
からは、もし可能なら行政の方も来てくださらな
いですかとお願いすると、やはり地方の方が行政
との距離がずっと近いものですから、声を掛けて
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くださるとけっこう来ていただけます。多くは県
庁ですが、県庁のがん対策担当の方が来てくださ
います。その方々も現場の声を聞けるのが非常に
おもしろいと言ってくださいます。わりに普通に
来てくださいます。

■ 秋山　それでも最初は医療機関、がん診療連
携拠点病院などですね。

■ 高橋　そうです。共催は医療機関です。

■ 秋山　それでもこの地図を見ると（スライド
39、23 ページ参照）、なぜか手を挙げていると
ころが西に固まっているようで、東側は緩いです
ね。そこはどうなのでしょうか。私は出身地が秋
田で、がん死亡率などがワーストで…。

■ 高橋　そうですね。秋山先生、本当にいいポ
イントをありがとうございます。東北は石巻と青
森だけでしたが、やはり「東北プロジェクト」は
やりたいなと思ってはいます。私も岩手出身で、
本日のタイトルスライドに載せたサバ缶は岩手県
でつくっているものです＜笑＞。石巻と青森です
が、先ほどもお話ししたように東北は火がついた
らすごいのです。「第三の場」という意味でマギー
ズ東京さんの活動も大変勉強になっています。

体験を語ることがもたらしてくれた患者
としての自覚

■ 参加者D　私は国立がん研究センターの患者・
市民パネルの活動にこの４年間参加しています。
体験を語ることについてコメントさせていただき
ます。私の友人が、「がんと共に働く」プロジェ
クトの中で自分の仕事の体験を語っています。そ
のことを以前高橋先生に話したところ、「体験を
語っていただいたことは、本当にご本人のために

なったのかしら」と心配していたことが印象的で
した。その後その友人とも話したのですが、体験
を語ることは自分にとってひとつのマイルストー
ンのような形になっていて、あるとき自分が語っ
たことが、あとで自分を応援してくれることがあ
ると思うのです。自分が向き合ってきたことを誰
かに伝えることは、自分にひとつの道筋を示して
くれます。自分の体験を語る場を提供されること
で、自分を鼓舞することができます。また、発信
の機会を与えられると、やはり、自分の人生に少
し責任を持たなくては、という気持ちにもなりま
す。ですから、発信の機会を得たことは友人にとっ
て大きな意味があったと思います。
　それから、患者・市民パネルを卒業するにあたっ
ていちばん思うのは、医療の場で医療者の方々が
これほど頑張ってくださっているのに、患者がき
ちんとやらなくていいのかということです。患者
のみなさん、ぜひ患者・市民パネルを通じて発信
の機会を得てください。もう次期パネルの募集は
終わりましたか？

■ 若尾　1 月 13 日に締め切らせていただきま
した。

■ 参加者D　そうですか。パネルではとてもい
い機会をいただきました。今日も高橋先生の「そ
の研究は役立っているか」という言葉が印象的で
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した。これからもお手伝いできればと思っていま
すので、よろしくお願いいたします。

■ 高橋　ありがとうございます。ご存じない方
のために申しあげますと、がん対策情報センター
には、「患者・市民パネル」という仕組みがあり
ます。100 人の方が全国から、非常に厳密な選
抜を経て、がん対策情報センターのために協力し
てくださっている「患者・市民サポーター」の仕
組みです。そこを運営しているのは、がん対策情
報センターの中のサバ部ではない部署なのです
が、大変な労力と細やかさで運営をされています。
私は 7 年、国立がん研究センターにいて、「患者・
市民パネル」の方々とのご縁を得られたというの
も、本当に大きなギフトでした。「患者・市民パ
ネル」のことを語り出すと長くなるのでこのへん
にしますが、そういう機会を与えてくださったこ
とに感謝を申しあげたいと思います。また労力を
使ってパネルとして活動してくださったみなさま
にも心から御礼申しあげたいと思います。

社会に役立つ研究を実践―花束贈呈

■ 土屋　お話は尽きないとは思いますが、そろ
そろお時間も過ぎてしまいましたので、ここでが
ん対策情報センター長の若尾先生から閉会のご挨
拶をお願いいたします。

■ 若尾　どうもありがとうございました。まず
驚いたのは、こうやって後ろを見ますとほぼ満席
で、今までこれほどこの部屋が埋まっているのは
見たことがありません。いかに高橋先生のご活動
に対するご関心が高いのかということを改めて認
識させていただきました。7 年前ですが、高橋先
生は、その当時、私どもの国立がん研究センター、
あるいはがん対策情報センターにはないタレント
という言葉では違うかもしれませんが、そういう

能力をお持ちで、われわれから見れば諸葛孔明で
した。諸葛孔明を迎えるために私は三顧の礼でお
願いをして来ていただきました。その結果、国立
がん研究センター、あるいは国立がん研究セン
ターを通して日本にがんサバイバーシップの種が
撒かれて、これからまた色々なところで花が咲い
ていくのではないかと思っています。
　それから今日のお話の中で非常に印象に残って
いるのは、がんセンターが、国立がん研究センター
になって、研究をすることが非常に求められてい
る中で、たしかに今は研究のための研究というの
もありますが、高橋先生がやられているのはそう
いう研究のための研究ではなく、患者さんのため
の研究、人のための研究で、いかにその研究を社
会で実装させるかという研究です。そういう研究
が本当は実践的で非常に大事だと思うのですが、
純粋な研究者の中では、そこがなかなか受け入れ
られていないこともあります。こういう研究が大
事で役に立つものなのだということを、ぜひみな
さんからも応援していただけたらと思います。
　最後にこうしたオフィシャルな場で申しわけな
いのですが、最終講演ということで花束を贈りた
いと思います。私だけからではありません。がん
対策情報センターの部長全員からということで
す。この 7 年間の活動の感謝を込めて花束を贈
呈させていただき締めたいと思います。
　がん対策情報センターの部長を紹介します。が
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ん統計・総合解析研究部の片野田耕太部長、がん
登録センター長であり、がん臨床情報部の東尚弘
部長、さらにがん情報提供部の高山智子部長、が
ん医療支援部の加藤雅志部長です。全員からこの

花を贈らせていただきたいと思います。
　どうも本当にありがとうございました。
　＜拍手＞

■ 土屋　非常に感動的で、予期していませんで
したし、ありがとうございます。これをもちまし
て第 19 回がんサバイバーシップオープンセミ
ナーを終了させていただきます。長いお時間をど
うもありがとうございました。これからも患者さ
んのため、患者さんのご家族のために力を尽くし
てまいります。ご支援をいただけますと心強く思
いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。＜拍手＞

「「第第1199回回オオーーププンンセセミミナナーー」」アアンンケケーートト集集計計                                                          参加者　161名
令令和和22年年11月月1155日日（（月月））実実施施                                                                                                  回答者   115名（回答率　71.4％）

受受付付登登録録者者220022名名    おお立立場場（（複複数数回回答答））

アアンンケケーートト集集計計

参参加加者者のの感感想想（（自自由由記記述述））
原文ママ

これまでの歩みと現在の進捗状況がコンパクトにまとめられており、専門家以外の理解を手助けするプレゼンでした。
講演の内容も去ることながら、参加者の方々の御意見や質問がいつも勉強になります。
病院という空間、医療という領域だけではとらえきれない人の人生、生活するということ、生きるということへの敬意に心をうた
れました。先生のされてきたすべてのことに、心から感謝いたします。
セミナーの雰囲気がよいのでとても参加しやすいです。今日はがんサバイバーが何を指しているのかを知れてよかったで
す。医療スタッフや患者家族も含める場合があることも知りおどろきました。
貴センター・貴支援部の引き続きの研究活動と、高橋先生の今後さらなる活動に興味が高まりました。
あっという間に時間が経ってしまいました。もっともっと多くのお話をお聞きしたかったです。
医療職との連携が必要になってきたと思う。
体験者→サバイバーと単純に考えていた。サバイバーシップについての様々な考え、概念、多岐にわたるサバイバーシップ
に関する研究領域にふれることができ、有意義でした。
高橋先生7年間の「サバイバーの声」に寄り添いサバイバーの想い声を引き出しながらのすばらしい研究活動と思いました。
答えのある質問への対応ではなく「もやもや」を共有できる空間を作ることも大切なのだと感じました。
高橋先生の7年間（それ以前のお話まで）の活動から、医療職のわくの外にまで足をのばし、広く活動されているなと思い感
動しました。看護師として働いていて、医療職として反省する点が多々見つかりました。
高橋先生をはじめがんサバイバーシップ支援部の方々が、これまでどのような取り組みをされ、その取り組みが各地域でど
のように拡がっているのかなど全体的なことを知る事ができました。これまでのご研究、取り組みが、がん経験者にとって大き
な力になる、なっていると感じました。高橋先生これまでありがとうございました！これからのご活躍も楽しみにしております。
患者さんのための研究を続けて頂きありがとうございました。企業の者ですが、いつもオープンセミナーでは、企業のあり方
を思い起こしながら聴講しておりました。すばらしい会の継続をお願い申し上げます。
ななどど

開開催催にに関関すするる希希望望（（自自由由記記述述））
原文ママ

今後もぜひ継続してください。よろしくお願いいたします。
学術的なテーマを分かりやすく教えていただけるセミナーで良かったです。知識＋実際に役立つ内容でした。今後も違った型
でお続けいただけると嬉しいです。
このようなセミナーが身近で開催されていてありがたいです。参加の皆さんの雰囲気が良いです。
患者さんの声をつなげて、患者さん同士でアイディアを共有したり、希望を見つけたり、多くの効果があると感じています。患
者さん、医療者、医療機関の知恵をつなげる役割をサバ部で構築いただければと思います。
大変貴重な場所でした.ありがとうございました.サバ部の皆様に感謝致します.またこのような機会があれば参加希望します.
このような学ぶ機会の継続開催をお願いします。
がんサバイバー研究は海外では盛んに行われており、海外からの情報を知り、かつ日本の研究を共有できるよう、情報交換
ができる機会があるといいと思います。
ななどど
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