
　みなさん今晩は、ご参加ありがとうございます。
がんサバイバーシップ支援部の高橋です。がんサ
バイバーシップ支援部主催のイベントに今日、初
めて参加したという方は手をお挙げください。初
参加の方が多いですね。半分以上の方がそうかも
しれません。
　初めての方のために簡単に説明いたします。年
に８回、このような学習イベントを開いています。
まず、年に２回、月島区民館で開く「公民館カ
フェ」。カフェですので、血糖値を上げる食べ物
も置いてあります。お陰さまでとても好評でした
ので首都圏以外にも進出しようということで「ご
当地カフェ」も始めました。過去３年間で、北海
道から沖縄まで６ヵ所にうかがい、27 年度は金
沢と名古屋で開催しました。本日お話しくださる
西村先生は金沢の会の時に立ち寄ってくださいま
した。名古屋カフェの会場は、ナゴヤドームに併
設するドアラカフェでした。
　「公民館カフェ」「ご当地カフェ」に加えて、「が
んサバイバーシップオープンセミナー」を国立が

ん研究センターの中の会議室で開いています。が
ん研究センターのスタッフも飛び込みで参加で
き、カフェよりは少し学術的な側面もとりあげる
学習イベントです。
　「がんサバイバーシップオープンセミナー」も
名前からしてそうなのですが、「公民館カフェ」
や「ご当地カフェ」も、とにかくどういう方でも
参加できます。どなたでも公民館に来ていただけ
れば参加でき、みんなでお茶を飲み、どら焼きや
お団子を食べながら今のがん医療のさまざまな
テーマを話し合おうという趣旨です。前半に今日
の西村先生のようにレクチャーをしていただい
て、後半に小グループで話し合い、最後に話し合っ
たことを班ごとに発表してホワイトボードに私の
下手な字でまとめを書くというかたちでやってい
ます。
　これらの学習イベントは平成 25 年度から開い
ていますが、お陰さまで評判が良かったので、
27 年度は８回のセミナーの全記録を冊子にしま
した（『「がんサバイバーシップ オープンセミ
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ナー」「公民館カフェ」「ご当地カフェ」平成 27
年度　活動報告』）。部数が限られているので全員
にお渡しできないのですが、それぞれの会のスラ
イドも質疑応答も含めた全記録を PDF にして、
カフェの公式サイトにアップする予定です。ご自
分が参加したカフェの記録をもう一度見たいな、
味わいたいなという方は、ぜひお読みください。
　今日、金沢赤十字病院の西村元一先生にご参加
していただくことができ、私は本当にうれしいで
す。みなさまご存じのように西村先生は金沢を
ベースに長く、がん患者さんやご家族に向けた
色々な活動を展開していらっしゃいます。その蓄
積があるからこそ今の多角的な活動がみなさんの

胸に響いているのだなと思っています。
　今日は、これからまず西村先生にお話をいただ
き、その後、それぞれのグループで、今日の先生
のレクチャーの趣旨である「医療者と患者・家族
の“ズレ”」ということですから、「医療者と患者
が“ズレ”る時」というテーマで話し合っていた
だき、最後の 30 分にそれぞれのグループからこ
ういう話が出ました、あるいはこういうことが聞
きたい、質問したいという発表をいただき、先生
にお答えいただきながらまとめるという進行にし
たいと思います。
　それでは西村先生、今日はよろしくお願いしま
す。
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はじめに

　金沢から来ました西村と言います。高橋先生に
初めて金沢に来ていただいた時に、僕の幼馴染が
先生の大学の同級生だったということが判明しま
して、それで非常に近しく感じさせていただいて
います。もうひとつ国立がん研究センターには検
診などいろいろなことに関わっているので、がん
研究センターの先生方とは共に色々と活動させて
いただき、高橋先生やがん対策情報センター長の
若尾先生をはじめみなさんにお世話になっていま
す。
　私は消化器外科医ですが、医者になってから
30 年余り基本的には大腸がんを中心にやってき
まして、ずっと治療医でしたが、昨年（2015 年）
がんが見つかり現在は治療中という立場なので

「がん治療医が“がん”となり、見えたこと、考
えたこと！」ということで少しお話をさせていた
だければと思います。
　本日の内容ですが、最初に少し、「Prologue & 
Monologue」ということで前置きをさせていた
だき、その後で実際に「患者となって見えたこと、
考えたこと」、それから現在どういうことをして
いるかをお話しできればと思っています。

My�history −大腸がん治療医として

　私は 1983 年に医師になりました。金沢大学
医学部第二外科で、今から 33 年前です。博士号
の学位が「大腸がんの基礎的研究」で、山口明夫
先生が指導教官です。先生は福井大学の教授で病
院長だった方で 2016 年３月に退官されたので
すが、その先生に師事したということで大腸がん
の臨床に西村もずっと関わってきました。その後、
９年間ほどは色々な病院を回り、1992 年に金沢
大学病院にスタッフとして戻り、大学ではずっと
大腸がんの臨床に関わり、亡くなられましたが宮
崎逸夫先生（金沢大学名誉教授）の時に外科に入
り、その後、三輪晃一先生、太田哲生先生という
３代の教授に仕えて、その後、2008 年に日赤病
院に移ったという経歴になります。基本的には
ずっと大腸がんの治療に関わってきました。
　30 年前は腹腔鏡手術というのはまったくない
時代でしたが、その後、腹腔鏡手術がどんどん世
の中に広まっていく時代に大学にいたため、腹腔
鏡手術の導入、その後、抗がん剤治療の基礎的研
究や標準的大腸がん化学療法の導入、2005 年ぐ
らいからは外来化学療法の推進やチーム医療の推
進をしてきました。標準的大腸がん化学療法は今
でこそ普通になっていますが、実は始まったのは
2005 年からでまだ 10 年たっていません。

西村　元一
金沢赤十字病院副院長／第一外科部長
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　なぜ大腸がんから始まったかと言いますと、大
腸がんのエビデンスは欧米でできていましたか
ら、それをいかに日本に導入するかということで
大腸がんからとなりました。2005 年にエルプ
ラット（オキサリプラチン）という薬が日本に入っ
てきました。大腸がんの治療ガイドラインも
2005 年に発刊されています。大腸がんは症例数
も多いということから 2005 年から大腸がんを
基軸に標準的大腸がん化学療法を導入し、外来化
学療法をしてチーム医療をしようという機運がど
んどん高まったということになります。
　また大腸がんのことをやっていると、当然なが
らクリニカルパスを使ったり、感染対策をします。
栄養の方もやらざるを得なくなりますし（NST：
Nutrition Support Team 栄 養 サ ポ ー ト チ ー
ム）、人工肛門（ストーマ）のことも考えなけれ
ばいけなくなり、いわゆるチームと言いますか、
組織横断的なことをどんどんやらざるを得なく
なったということになっています（スライド１）。
　そういうことをしながら 2008 年に現在の金
沢赤十字病院に移りまして仕事をしています。で
すから元々は大腸がん診療がベースにあり、抗が
ん剤治療、チーム医療、周術期管理、感染対策な
ど色々なことをやり、がん検診や緩和ケア、漢方
薬などについてもやっています。また石川県医師

会の理事もやっていますから、その担当としては
地域連携や認知症、在宅医療などをやっています。
副院長という立場で金沢赤十字病院に行けば病院
経営もやらなければなりません。当然ながら地域
ということを考えるとやはり異業種との関わりが
出てきます。医療者というのはよく、「地域を知
らない」と言われています。ただ地域の病院にい
るとそういうわけにもいきませんので、異業種と
の関わりをどんどんしていこうということで異業
種の会などに参加しています。それから後述もし
ますが、そういうものの中のひとつとして金沢マ
ギーの会などもやっています。イギリスにある「マ
ギーズキャンサーケアリングセンター（Maggie’
s cancer caring center）」の金沢版みたいなも
ので、そういうものをぜひ創りたいと思い、昔か
ら活動をしていました。大腸がんから始まったの
ですが色々なことをずっとやってきました（スラ
イド２）。
　そういう人間ががんになったということでお話
をさせてもらえればということです。

がん治療医が“がん”になる
―診断時の病状

　自分の大腸内視鏡の写真を見れば分かるのです

スライド１　大腸がん治療医としての歩み スライド２　私が現在やっていること
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が、大腸がんにずっと関わっていると自分が検診
を受けて進行大腸がんが見つかったらまずいなと
思います。早期の大腸がんが見つかるのならいい
のですが、大腸がん検診をしなさいといつも言っ
ている人間が、検診で見つかった時に転移を伴う
ような大腸がんが見つかったらまずいなと思って
いました。それで大腸がん検診は毎年きちんと受
けていました。便潜血はずっと陰性でした。５年
に１度ぐらいは念のため大腸内視鏡検査も受けて

「異常なし」ということでした。
　ただ胃がん検診は金沢赤十字病院にいた６年
間、受けていませんでした。理由は色々あります。
言えばいつでも内視鏡は受けられるということと
か、私どもの病院では胃がん検診は選択制だった
ので調子が悪い時に受ければいい、自分は大丈夫
だと思ってしまったということなどです。医師が
よく陥る「わな」です。2015 年３月に外来診療
中に気分が悪くなり、トイレに行ったところ、い
わゆるタール便が出ました。トイレから立ち上が
れなくなりしばらく休んで外来に戻ったら「白衣
よりも顔が白い」と言われて、その段階でカメラ
を済ませました。ちょうど忙しかったこともあり、
潰瘍でもできたかなと軽く思っていたのですが、
見るだけでもがんと分かるものがありました。
　食道側に浸潤して顔を出しています。簡単に描

くとスライド３のイラストの通りで、食道から胃
に入る噴門部にできた病変で進行胃がんというこ
とでした。
　この胃がんはリンパ節転移があり、左動脈に浸
潤して動脈性の出血もあって貧血がひどく、翌日
には血管の塞栓術をしなければいけないというこ
とになり金沢大学附属病院の方に移りました。
CT を撮りましたが、単純 CT にプラスして造影
CT でも３つの肝転移が分かりました。進行胃噴
門部がんで、食道、横隔膜に浸潤し、膵臓にも浸
潤があり、小弯側に腫大リンパ節が複数個転移し、
肝転移は少なくとも３つはあるということで、基
本的に根治できない胃がんという診断になりま
す。「治療をしなければ予後は半年！」でした。
僕らも専門家ですから、そういう胃がんを見れば
そういうように患者さんには言います。あとは抗
がん剤治療を頑張りましょうということです。し
たがって目標としては、今度はいかにがんと長く
つきあうかということになります。根治をする、
治すということができないがんということになり
ます。

治療の選択

　それで金沢大学病院で治療を受けるということ
で、まず抗がん剤治療を選択しました。抗がん剤
治療（DCS）を２コースやった後にできれば切
除しようということです。抗がん剤治療前と治療
後の GTF（胃内視鏡）を見て、それなりに効い
ていることが分かりました。
　ただ CT で肝臓の方を見ると、肝臓の転移は治
療前と治療後で個数は変わらず造影効果は少し弱
くなっていまして、少なくともそう効いてはいま
せん。「不変」ではあり、悪くはなっていないが
そう効いていないという結果でした。
　リンパ節の方は、CT だけでは評価が難しかっ
たので PET をしています。治療前と治療後を見

スライド３　突然の下血、軽いショック症状（H27.3.26）
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ると２コース抗がん剤治療をした後でも、リンパ
節については明らかに増悪しているという結果で
した。
　したがって抗がん剤治療全体としては、「効果
なし」ということで、横ばいから増悪ということ
になります。効果があれば単純に切除に行こうと
いう話だったのですが効果がなかったので、いわ
ゆ る ２ 次 治 療 の 抗 が ん 剤 治 療（ ２nd Line 
chemotherapy） を す る か、 切 除（Salvage 
operation）をしようかという選択をすることに
なりました。自分も外科医ということと、食道か
ら胃に入るところなので進行してしまうと経口摂
取ができなくなるため、局所が取れるなら取ろう
ということで外科手術を選択しました。
　抗がん剤治療の影響が取れた後ということで６
月 23 日に手術を受けています。手術時間は 11
時間 25 分。肝臓の方の４ヵ所の転移を取り、胃
を全摘、食道の一部を取って、膵臓の半分と脾臓
を取って、PET で光っていた大動脈周囲のリン
パ節を取り、胃のなくなった後に食道を上げてつ
なぐという形の手術を終えています。術後は ICU
に入りました。
　取ったものは、胃の全部、周りの横隔膜、裏側
の膵臓と脾臓、リンパ節、肝臓です。お腹を開け
た段階で腹膜播種はなかったことが分かっていま
す。洗浄細胞診と言いましてお腹の中を洗ってみ
てもがん細胞はなかったということですから取れ
るだけは取ってもらったことになります。した
がって術前診断で見えたものはいちおう全部取っ
てもらったということになりますが、当然ながら
細胞レベルについては「？」ということになりま
すが…。
　術後翌日には、ドレインなどが入っていますが、
痛みのコントロールはできているので病室で V
サインをするぐらいの余裕はありました。その後、
食道と小腸をつないだところの横漏れである食道
空腸吻合縫合不全や、膵液が漏れる膵液瘻、小腸

から少しの漏れ（回腸瘻）があったりしたのです
が、大きな感染がなかったので、少し時間はかか
りましたが、2015 年８月 10 日から口から食事
を摂り始めて、８月 20 日に現在の日赤病院の方
に移っています。元々の自分の勤務病院に転院し
て、その後リハビリをしながら社会復帰と考えて
いたのですが、それほど甘くはありませんでした。
　ただ少なくとも大きな感染などがなかったので
無事に生きて病院を出られました。あれだけ大き
な手術をしたので当然ながら、何か感染や大きな
合併症が起きて退院できないままでいる可能性も
十分あり得たなとは、今でも考えます。

経過から見る治療の評価

　簡単に経過をお話しします。CEA という腫瘍
マーカーで見ていますが、がんが見つかった３月
26 日には CEA が 23 でした。正常がだいたい５
以下ですから明らかに高い。DCS 療法（ドセタ
キセル＋シスプラチン＋ S −１併用療法）とい
う抗がん剤治療をやっていますが、結局よく見る
と腫瘍マーカーは上がっていたということでやは
り効果としては疑問符が付きます。免疫療法とし
ては、γδ− T 細胞をやっています。これは家
族と相談してできることは何でもやろうというこ
とでやっています。したがって抗がん剤療法と免
疫療法をやって手術をしたということです。
　手術前日の腫瘍マーカーは 41.9 です。術後、
１ヵ月後には 2.5 で正常値まで下がっています。
したがって切除によるそれなりの効果はあったと
思うのですが、縫合不全などもあり何もしないで
いると２ヵ月後には 13.6 まで上がっています。
　その段階でもう一度 PET を撮りますと、もは
や肝臓に３個、PET に集積が見られ、大動脈周囲、
腸間膜、左鎖骨下にも再燃しているということで、
６月に手術をした段階の検査では見えなかったも
のが、ここまで大きくなったという評価になりま
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す。
　それで金沢赤十字病院に移ってからは、抗がん
剤治療（FOLFOX）と放射線治療、免疫療法（樹
状細胞、γδ− T 細胞）を組み合わせて治療を
していきました。12 月にある程度治療が終わっ
た段階で PET をしますと左の鎖骨下の集積はい
ちおう消えています。肝臓の方にもいちおう効果
はあると思えました。大動脈周囲もそうですし、
腸間膜のリンパ節の集積も消えています。放射線
治療と抗がん剤治療でかなり効果があり、腫瘍
マーカーを見ると、13.6 だったものが 2016 年
１月には 5.8 ということで、かなり有効であっ
たのではないかという気がします（スライド４）。
　ただその後、３月２日に PET をすると腫瘍マー
カーがまた上がってきまして、やはりまだ集積が
あるということで、その後も抗がん剤治療と放射

線治療を追加しています。今のターゲットは肝臓
だけなのですが肝臓の方に FDG（フルオロデオ
キシグルコース）といわれるものが PET で集積
を認めています。スライド５が、金沢赤十字病院
に移ってからの経過ですが、近々の５月９日は、
CEA が 27.7 で、この後どうなるかです。４月
に上がっていてこれはまずいと思っていたのです
が、やはり治療をすると少し下がります。これが
次にどうなっていくかで評価をしていきたいと思
います。月１回の CEA ですから、６月にどうなっ
ているかです。
　スライド６は現在までの治療です。１次治療で
抗がん剤治療を２コースやり、６月に手術をして、
２次治療の抗がん剤治療は現在も続いています。
オキサリプラチン（エルプラット）を使っている
ので末梢神経障害がきついので、それは 11 月か
ら６ヵ月ほどは止めています。放射線に関しまし
ては、定位放射線治療（Novalis）を使っていて
現在までに 105 回です。場合によってはまた
PET をして肝臓に怪しいところがあればまた
Novalis で行けたらいいなと思っています。現時
点ではこの治療でやってこられたのは、良かった
のかなと思っています。
　免疫療法はγδ− T 細胞療法が６回、樹状細
胞療法が３回ということで、現在までに９回やっ
ています。

スライド４　経過−①

スライド５　経過−② スライド６　現在までの治療

134 Ⅱ　公民館カフェ・第 12 回

�ん本.indb   134 2017/03/21   1:08



残りの自分の人生の目的
―自分の体験を活かしてほしい！

　３月に病気が見つかり、私の誕生日が９月 29
日ということもあり、何もしないと半年というこ
とでしたから、家内とのいちばん最初の治療の目
標が「半年後まで元気」ということがひとつあり
ました。スライド７は、９月 28 日の誕生日前日
に病院スタッフが病院の方で誕生会を開いてくれ
た時の写真です。逆に言うとこの日がちょうど半
年だったので、その後が「プラスα」の人生だと
思い、どう生きようかと考えました。「何かを目
標として、何かを成し遂げたい！」と書きました
が、よく言われるようにがんの患者さんができる
ような目標を作っていかなければいけないと考え
ました。
　ひとつは、今日のようにお話しすることで「自
分の体験を活かしてほしい！」ということです。
依頼があればどういうところでも話に行きます。
それからものを書いたりしています。
　それから、病院外におけるがん患者さんを支援
する施設として「金沢マギー」というものを考え
ています。そういうものを夢物語ではなく実現し
ようということです。この２つを目的にさせても

らっています。
　最初の「自分の体験を活かしてほしい！」です
が、いちばん最初に始めたのが、看護師さん向け
の 専 門 誌『Expert Nurse』（ 照 林 社 発 行 ） の
2015 年９月号（８月 20 日発行）からコラム

（「Dr．元ちゃんががんになって考えたこと」）を
月に１回書かせてもらっています。
　それから地元の北國新聞に 2016 年１月から
週に１回「がんと生きて」ということで連載を書
かせてもらっています（スライド８）。
　さらに４月からは毎日新聞の方で月に１回、第
３日曜日に「ドクター元ちゃん　がんになる」と
いうコラムを書かせてもらっています（スライド
９）。

スライド８　「がんと生きて」（北國新聞）

スライド９　「ドクター元ちゃん　がんになる」（毎日新聞）スライド７　プラスαの人生をどう生きるか？
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　こういう書き物で、少しでも自分の体験を伝え
られたらなと思っています。
　スライド 10は、実際に自分自身が進行胃がん
の治療を受けてみての感想です。当然ながら治療
には時間がかかります。治療自体にもかかるので
すが、たとえば抗がん剤治療、あるいは放射線治
療を受けてもその結果が出るまでに１ヵ月ほどか
かります。治療を受けて翌日ぐらいに結果が出る
なら楽で、すぐに治療の変更もできますが、治療
を受けて１ヵ月も本当に良いかどうか分からない
となると、変更にも時間がかかるということで、
その１ヵ月はどうなのだろうというジレンマがあ
ります。
　また手術、抗がん剤治療は当然ながら楽ではな
いですし、100％元の身体に戻るわけではありま
せん。それからオプションや自分の体調が悪い時
は個室に入ることなどを考えるとやはりお金がか
かります。自分が入っている普通の健康保険だけ
だと限定されるので、やはりがん保険に入ってい
た方が良いかなと思います。がんになることが分
かっていればみながん保険に入ると思うのです
が、半分は掛け捨てなので自分自身もがんになる
までは、そんなものはお金の無駄だと思っていま
した。実際になってみるとがん保険に入っていて
良かったということです。べつに保険会社からお
金をもらっているわけではないのですが、そう思
います。また、どうせがんが見つかるならば早期
がんで見つかれば良かったと後悔していますが、

そうばかり言っていられないので少し前向きに考
えたいと思っています。

患者となって見えたこと・分かったこと
―治療・術後の副作用を中心に

　患者となってどうだったかということをお話し
します。タキソールを使ったので当然ながら髪の
毛は抜けるだろうと予想されたので、治療の前に
少し髪の毛を短くしてどのように変わるか、スラ
イド 11のように写真を撮ってみました。主治医
が髪の毛が薄い人間だったので「男性だからあま
り気にならないでしょう」とか言うのです。そん
なことはありません。ただやはり外見よりも抜け
た髪の毛の後始末がけっこうめんどうくさい。こ
れは乳がんの患者さんからもよく言われるのです
が抜けるならさっさと抜けてくれた方がよほど楽
だ、パラパラ抜けてローラーの掃除器で取るのが
けっこうめんどうくさいので、そのあたりは体験
してみないと分からないことだと思います。
　それからハンドフット症候群については S １
なのでそうひどくはなかったのですが、それなり
にけっこうあり、伸びた爪を切ると割れたりして
非常にめんどうくさいなと感じました。帯状疱疹
にもなりましたので赤みや痛痒さが残るのはけっ
こうやっかいだということになります。
　それからオキサリプラチン（エルプラット）を

スライド 10　進行胃がんの治療をうけてみて

スライド 11　患者となって ･･･
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使っているので寒冷刺激にひどくなるということ
だったので、実際にどういうことかとオキサリプ
ラチン投与後にガリガリ君を食べてみたら、やは
りこういうことはやらない方がいいかなと思いま
した（会場笑）。夏場はコンビに行くとどうして
も冷たいものしかないので、触らざるを得ないの
で触ると、やはり非常にピリピリ感が強いという
こともよく分かりました。
　右下の写真は大学病院で DCS（ドセタキセル
＋シスプラチン＋ S −１）をやっている時の朝
の１回の服薬量です。これだけ飲まされているこ
とを主治医は知らないのではないかというぐらい
飲まされました。本当に「１回飲ませたろうかな」
と思ったぐらいです。
　スライド 12は有害事象です。やはり味覚障害
など体験してみないと分からないことがけっこう
あります。まずはワンパターンではありません。
ドセタキセル＋シスプラチン＋ S −１を使った
時には甘さの閾値が低下して、口の中がずっと甘
苦い感じになります。いちばんきつかったのは人
工甘味料的な甘さはまったく受け付けなくなって
しまったことです。柑橘系などの他の甘さはまあ
まあ良かったのですが、人工甘味料的なものはダ
メでした。これでいちばん困ったのはS−１です。
口腔内崩壊錠になると口の中で溶けて甘いので
す。それが非常にきつかったということがあり、
健康な人にとって飲みやすいわけですが、抗がん

剤治療をしながら甘さの閾値が下がった人のこと
は考えられていないなという気がしました。
　それと同じようにオキノームを今飲んでいるの
ですが、オキノーム自体が細粒でかつ甘いという
ことがあり、これがきつい。もうひとつはオキノー
ムの細粒は非常に細かい。水に溶かして飲むとい
うことも想定しての細かさになっているのです
が、この細粒を 100％うまく飲める人がいたら
僕は見てみたいなという気がします。まず封を
切った時に下手をすると少し飛んでしまいます
し、底には必ず残るということがあり、100％は
飲めないのではないかと思っています。したがっ
てうまくやって８割か９割しか飲めない。これが
カプセルなら 100％飲めるはずなので、そうい
うことで本当にいいのかなという気はしていま
す。
　オキサリプラチンと５FU を使った時は、全体
的に味覚が低下して、おいしかったものの味が突
然しなくなる。あるいは食べられなくなってしま
うということがあります。ただキャラメルや黒糖
の甘さは心地よく食べられました。それから酸っ
ぱいものに関しては味覚が落ちなかったというこ
とがあるので酢をかけたり、マヨネーズを使いな
がら味がうまくなるものは食べられましたし、
キャラメルや黒糖はずっと食べられました。それ
から、よく胃の術後には魚肉ソーセージが栄養を
摂るのに非常に効率が良いと言われています。も
ともと魚肉ソーセージが好きだったということも
あり、大変よく食べていたのですが、味覚障害に
なった時、急に味がなくなってしまって絶対に食
べられなくなってしまったということもありまし
た。味覚障害のパターンにもいろいろあるという
ことです。
　またオキサリプラチンを使っていれば当然なが
ら神経障害が出ることは分かっていたのですが、
もともとシスプラチンを使っていて、それによる
神経障害の蓄積を考えていなかったので非常に早

スライド 12　有害事象
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い段階で出てしまいました。普通ならオキサリプ
ラチンを使って６コースから８コースで末梢神経
障害がかなり重篤になるのですが、２コースの段
階からかなりひどくなってしまいました。２コー
スの段階で足に脱力感があると少し思っていたの
ですが、後で整形の先生の話を聞くと右腓骨神経
麻痺が出てしまっていたということです。足先が
上がらない。これで歩行すると転倒しやすくなる
ということで、僕自身も２回ほど転倒しています。
　その後、オキサリプラチンの量を減らして３、
４コースとやりましたが、４コース終了後の４日
目ぐらいにスライド 13にあるように、いわゆる
左の手のドロップハンドになりました。上がらな
いのです。そこまでひどくなるとは思っていな
かったということもあり、この後、実は２日間ほ
ど寝られなくなってしまいました。なぜかと言う
と、急に左手がドロップハンドになってしまった
ので、もしかしたら次は右手もドロップハンドに
なるかもしれない。薬の効果ではどこがマックス
であるか分からないので次の日にはもしかしたら
左足の腓骨神経麻痺が出るかもしれないし、右手
がドロップハンドになるかもしれない。両方とも
ドロップしてしまうと歩けなくなりますし、もと
もと右が利き手なので右手もやられたら何もでき
なくなってしまうということもあり、２日間寝ら

れなくなりました。幸か不幸か分かりませんが左
手の橈骨神経麻痺と右足の腓骨神経麻痺だけで終
わっています。ただオキサリプラチンを使い終っ
て５、６ヵ月たちますが全然良くなってはいませ
ん。左手は装具をつけないとドロップしたままで
す。
　そのようにオキサリプラチンの量が非常に少な
い段階でここまで来てしまいました。ただオキサ
リプラチンを使う段階で末梢神経障害が出るとは
思っていましたが、後輩の主治医と相談して５−
FU（フルウラオロシル）だけでと言っていたの
ですが、ある程度の神経障害が出てもやはり治療
効果を求めたいということがあったので最後は
使ってしまい、思った以上にひどくなってしまい、
その後の QOL が落ちたということです。ただ
使ったおかげで治療効果はあったということがあ
るので、本当に有害事象と治療効果との関係は単
純ではないと思います。大腸がんでオキサリプラ
チンをさんざん患者さんに使ってきました。ただ、
末梢神経障害がひどくなる前には、休薬や減量を
どんどんやり、ひどくならないようにしていまし
た。しかし本当に休薬・減量して治療効果には影
響がなかったのかと言われるとかなり「クエッ
ション」はあります。逆に言えば、有害事象を恐
れるあまり治療効果をおろそかにしてきたかもし
れません。ですからある意味では他人事で使って
いたということになるので自分自身の時は有害事
象を考えながらも使ってしまったということを考
えると、やはり本当にどういうように使っていけ
ばいいかは今後もっと考えなければいけないと思
いました。
　もうひとつ胃の全摘でよく聞かれるダンピング
症状というものがあります（スライド 14）。こ
れが今はいちばんひどくあります。胃を全部取る
と食べ物と血糖とインシュリンの関係で、身体に
いろいろな反応が起こります。食べると冷や汗を
かいたり傾眠傾向になったり、お腹が張ってしま

スライド 13　神経障害
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うという状態が続きます。今、何か食べると２時
間ぐらいは何が起こるかわからないということな
ので今日みたいにこういうところでお話しする時
には少なくとも昼から何も食べないということに
しています。食べないと楽です。また縫合不全と
いうつなぎ目の横漏れがあったので癒着もあるの
で、思った以上に色々なことが起こってしまいま
す。食べると２時間から３時間ぐらいは何が起こ
るか分からないので日中は食べられないという状
況です。
　ただ点滴をしながら食べると同じような食事内
容でもちょっと楽なのです。今は、放射線治療は
お休みしていますが、日中は基本的に外出ていた
り、家にいたりで、夜、病院で点滴を受けていま
す。その時に一緒にご飯を食べているということ
です。夜中の２時ごろにむしゃむしゃ食べていま
す。食べる内容もできるだけ消化のいいものにし
ています。ポタージュや味噌汁、煮物、魚、リン
ゴや玄米スープなどです。あとは味覚障害の程度
や消化具合で決めています。外に出ない時は家で
少しお菓子などを食べたりしますが、そうすると
食べた後、２、３時間はボウッとしているという
状態です。
　スライド 15が現在の状況です。CV（Central 
Vein: 中心静脈）ポートは、今は場所が変わって
右の前胸部にあります。フェントスは１日２㎎
貼っています。オキノームは１日２〜３包飲んで

います。ただこれはがん性疼痛ではなくて傷の痛
み、創痛に対してです。術後早期から使っていて
増量はしていません。それからステロイド薬のリ
ンデロンを１日１㎎使っています。これはどこか
のタイミングで副交感優位になり、現在は１㎎を
使っています。夜間に点滴としてネオパレン１号
とイントラリボスで、トータルで 800kcal ほど
を点滴で摂っています。それから男性ホルモンを
使っています。泌尿器科の先生とも相談している
のですが筋肉の増強と造血作用を期待してという
ことで使わせてもらっています。
　それから横隔膜を取っていますから容易に食事
が逆流します。それで夜間はヘッドアップと言い
ますかスライドにあるように斜めの状態で寝てい
ます。そうなると身体もいつも斜めになっている
ので身長が縮んでいます。下手に伸ばすとギック
リ腰の逆で、伸ばすと痛みます。たとえばポート
入れ替えの時などはどうしても真っ直ぐにならな
ければいけない。PET の場合など真っ直ぐにな
らなければいけないということになると、その後
かなり腰痛がひどい。ちょうどギックリ腰の逆で
す。そういうかたちになっています。

患者となって思ったこと・心がけている
こと―「死」にいかに向き合うか

　当然ながら、告知を受けた日から生活が一変し

スライド 14　ダンピング スライド 15　現在の状況
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ます。これは本人も家族も一緒です。治らないが
んということですから「死」というものをどう考
えるかです。それよりもどうしても専門家なので、
告知を受けた段階でも、何もしないと予後が半年
ということは、逆に言うと少なくとも半年はある
ということになるので、即「死」ではないという
ことを考えてしまいます。したがって半年なら半
年で、その段階から人生には終わりがあるという
ことを再確認して、その終わりまでに何をすべき
かということを考えていけばいいと思いました

（スライド 16）。
　まず考えるのは、いつかやればいいと思って後
送りしていることがあるので、その「いつか」は
なくなるので、後送りしてきたことの中で「やら
なければいけないこと」と「やらなくてもいいこ
と」の判断をしなければなりません。それでやら
なければいけないことは、やはりやっていかなけ
ればなりません。そういう面でものごとに優先順
位をつけなければいけないということです。使う
ものと使わないものということですから、行動の
断捨離と対人関係の断捨離があります。実は父親
が亡くなってから何も名義変更をしていなかった
ということがあり、自分が生きている間にきちん
と名義変更しなければいけないというようなこと
はどんどんやらなければなりません。また夫婦の
中では自分の母親だけが残っているので、そこに
対しては先ほどの父親の名義変更も含めてきちん

とやらなければいけないと思っています。
　対人関係も一緒です。みなさんもそうだと思い
ますが、人付き合いをしていて、この人は気に食
わないけれどいつかは役に立つかもしれないから
普通にいちおう付き合っておこうと思う方もおら
れると思うのですが、その「いつか」がなくなる
のですから、気に食わない人とはべつに付き合う
必要がなくなります。そういう人付き合いもどん
どん切っていくことになります。切るためにはい
ろいろなことに優先順位をつけなければなりませ
ん。
　もうひとつ、公私ともに色々な約束をしていま
す。病気が見つかった段階でも、仕事の方でもス
ケジュールは入っていますし、いろいろな友だち
と遊びに行くというスケジュールが入っていま
す。それを自分の病気を伝えて全部キャンセルし
なければいけないことになります。たとえば同じ
ような付き合いをしている A さんと B さんに対
して、A さんには話をし、B さんには伝えるのを
忘れていると、B さんに後で風の噂などで入った
りすると、その B さんはどう思うかということ
があります。そういうことを考えたりすると誰に
どこまで自分の状況を伝えるかをどんどん考えな
ければいけない。その病気についても病気になっ
たことを伝えるのか、がんになったと伝えるのか、
胃がんになったと伝えるのか、治らない胃がんに
なったと伝えるのか、何段階もあります。伝える
人も何段階もあり、病気のことも何段階もあるの
で、それをどのように組み合わせるのか、それで
実際に伝えなければいけないので、本当に「死」
などを考える余裕がなかったということがありま
した。
　自分自身は出血もしていたのでずっと入院をし
ていなければいけない。したがってメールや電話
で相手と連絡をしなければいけないし、直接会わ
なければいけない時には家内に行ってもらうしか
ないということになります。おそらく１ヵ月ぐら

スライド 16　患者となって①
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いはこういうことばかりしていたということにな
ります。
　何もなければたぶん 65 歳まで仕事をして、
70 歳までは嘱託などでできる仕事をして、70
代後半から 80 代近くになってだんだんぼけてき
て認知症になり、80 半ばで普通に人生が終わる
と思っていました。それが、進行胃がんという診
断を受けると何もしなければ半年、治療しても効
果がなければ半年ということになりますし、治療
をして効果があっても数年ということになると、
やはり告知を受けた段階で、「死」を意識しなけ
ればいけなくなります。少なくとも人生に終わり
があるということは分かります。そうなると終わ
りがあることを再認識したからこそ、今何をすべ
きか、真剣に何に取り組もうか、残った時間で何
をするかということを考えることになります。誰
でも、できる時間、できることには当然限りがあ
ります。ただ周りの若い人や自分の子どもたちを
見ていても人生になかなか目標を持てない人も
けっこういます。そういう中で僕は、やはり人生
に目標を持たざるを得なくなったということで
す。またそうすることが、残った人生でできるこ
とを家族や仲間と共有できることにつながるのだ
と思いました。自分の足跡を残したいという思い
もありますし、そういうことから言えば、何かを
やることが、治療を継続する意欲にもつながると
思ったということはあります（スライド 17）。

　がんになったことをきっかけとして、人生は永
遠ではないことを知ります。最近は IPS 細胞など
の再生医療がどんどん進み、下手をすると人間は
死なないのではないかという気もしてしまうので
すが、やはり人生は永遠ではないということも分
かります。人生に終わりがあるということを認識
するからこそ、今何をすべきか、もしくは今から
どう生きるかを考えるきっかけになるのだと思い
ます。
　人生の目標を見失っている人が多々いる中で、
何か考えていかなければいけない、目標を持たざ
るを得なくなることは決して悪いことではないな
と、自分を慰める意味でも思っています。それが
ひとつの「Cancer Gift（がんを経験したからこ
そ得られるもの）」という言葉になるのだと思い
ます。
　それからやはり治療の選択はやり直しがきかな
いということを実感しています。手術を選んだの
ですが、手術を選んだばかりに亡くなってしまい、
数ヵ月で退院できず、今この場にいられなかった
かもしれないと考えることがあります。あるいは
２次治療の抗がん剤治療を選択していればもっと
良かったかもしれないということもありますが、
少なくとも選択のやり直しはできません。
　それからちょっとしたことでも Bad news に
な る と い う こ と を よ く 言 い ま す。 そ の Bad 
news は、 人 に よ っ て は Worse news に も
Worst news にもなります。自分自身もそうで
すが個人差が非常に大きい。、状況によっても全
然受け取り方が違ってきます。病状が落ち着いた
今言われても何も思いませんが、治療が始まって
も、先が見えず、効くか効かないか分からない時
に、白血球が少ないので抗がん剤治療を１週間ス
キップしましょう、延ばしましょうと言われた時
にはかなり落ち込んでしまうことがありました。
個人差は大変大きいです。ちょっとしたことでも
自分１人の中でもタイミングによってまったく受

スライド 17　人生に終わりがあるからこそ ･･･
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け取り方が違うということを考えると、おそらく
個人差は非常に大きいのだろうなということにな
ります。
　似たようなことかもしれませんがスタッフや周
りの人のちょっとした一言、何気ない一言が非常
に気になります。元気な人に言うのならまったく
問題はないのですが「元気なうちに外出してきた
ら…」や「思ったよりも元気やね」「１年ももっ
て良かったね！」「思い残すことないように…」
などの言葉です。この中には実はスタッフから出
た言葉もあります。こちらが元気であれば何気な
く聞き流す言葉でも状況によってはまったく違い
ます（スライド 18）。
　有名な心理学者のアルフレッド・アドラー

（1870 〜 1937）は、人間関係面で健康なヒト、
不健康なヒトに分けて心理状態をみています（ス
ライド 19）。がん患者は不健康なヒトに入ると

思いますが、自己否定的であり、疎外感を感じて
いて不信感を持っている。こういう方に対してあ
のような言葉を投げた時にどう思うかです。やは
りその人の状況によって受け取り方がまったく違
うので、タイミングを測りながら言わなければい
けない言葉はけっこうあると思います。
　それから神頼みでも何でも「あり」です。元気
な時は、自分は１人でも生きていけると思うので
すが、やはり病気になってしまうと人間というの
は１人では生きていけないと思います。医療ス
タッフ、家族、仲間、友人というように、誰かが
傍にいてくれるからこそ生きていけるのだと思っ
ています（スライド 20）。
　またそういう多くの人の有形・無形のエールが
闘病意欲につながっているのは間違いないと思い
ます。

医療者と患者が“ズレ”る時

　24 時間、医療者と患者は同じ時間を共有して
いるのですが、体感している時間の経過は異なっ
ています。これは ICU での体験ですが、ICU に
いると何もできません。自分では何もできず、時
間を感じるのは１日３回、朝、昼、晩と家族が面
会してくれる時間と処置を受ける時間、後は時間
が経過するのを待つしかありません。スタッフな
ど元気な人はスケジュールが決まっていてみなさ
ん忙しいのですが、逆に言うならば何かすること
がある、何かできることがあることはすばらしい
のです。それはできなくなった患者だからこそ分
かることです。
　また患者の気持ちは日々、場合によっては１日

スライド 18　患者となって② スライド 20　患者となって③

スライド 19　人間関係面で健康なヒト、不健康なヒト
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の中でも変化をします。１週間の内には、緩和ケ
アチームなど色々なチームが回ってきますが、そ
の間はいろいろな意味で患者の気持ちはかなり変
動しているということは理解してもらわなければ
いけないですし、その変化というものをうまく医
療スタッフが共有できるかどうかが非常に大きい
問題だと思います。
　また当然ながら患者には、土日などの休みはあ
りません。
　そしていちばん思うのは病棟スタッフと患者・
家族のコミュニケーションがどんどん減っている
ということです。30 年間医者をしていますが、
昔は電子カルテなどはなかったので直接、会話を
しなければなりませんでした。今はいろいろな意
味で優先順位が変わっているようです。昔は患者
と話をしていて時間がなくなるとカルテには後で
書けばいいということができました。今の電子カ
ルテは記入しないと終われないので会話をするよ
りも電子カルテを記載するようになってしまいま
す。よく外来で医者が電子カルテばかり見ていて
患者さんと話をしないことが見られます。病棟で
は同じことが看護師さんに降りかかっています。
やはり電子カルテの弊害はあると思います。
　それからリスク管理です。患者さんの転倒や輸
液の間違いなどのリスク管理が忙しすぎて「患者
さんとのコミュニケーション」の優先順位が下
がっているのではないかと思います。
　また当然ながら在院日数が短くなっているの
で、受け持ち看護師さんがいても、夜勤休みが終
わって出たら患者さんがもういないということも
あります。そういうようなことからも患者さんと
のコミュニケーションがとれなくなっています。
またそれがとれないとスタッフのコミュニケー
ション能力にも非常に差が出てくるのではないか
と思います。ベテランの看護師さんはけっこうう
まくコミュニケーションをとるのですが、若い人
はリスク管理や電子カルテなどの方ばかり優先順

位が上がっているので、患者さんとコミュニケー
ションをとる時間はどんどん少なくなっている。
それを挽回するにはコミュニケーションスキルを
習えばいいかと言うとそういうものでもありませ
ん。コミュニケーション能力は、やはり日ごろか
ら患者さんと会話をすることで上げていくもので
す。そういうことですから、今後ますますコミュ
ニケーション不足ということは露見してくるので
はないかと思います。
　それから自分の身体のことを把握しているのは
誰かということです。たぶん主治医と受け持ち看
護師さんがその役割を担うはずなのですが、治療
方針は主治医が全部見ているはずですが、主治医
も忙しいのであとは本当は受け持ち看護師さんが
見ていないといけないのです。それが、やはりチー
ム医療の弊害もあり薬のことは薬剤師、栄養のこ
とは管理栄養士というようにどんどん役割分担が
されていて、それを全部看護師さんが集約できて
いるかと言いますとなかなか集約できていない。
そういう面で看護師さんがどこまで把握している
か分かりません。実は全部把握しているのは電子
カルテかもしれません。この電子カルテに誰が記
載するか、その内容のレベルを思うとやはり自分
ことは自分で守らなければいけない。ある程度は
そういう時代になってきたのだと思います（スラ
イド 21）。
　そういう面を考えるとこれは医療者に言ってい
ることですが、チーム医療という言葉を付けても
いいのですが、「医療は誰のためにやっているの
か」をはっきりさせておかなければいけない。たっ
た１人の目の前の患者さんにやっているのか、病
院に入院している多くの患者さんの内の１人に対
してやっているのかをはっきりとしておかなけれ
ばいけない。チーム医療を推進して病院の経営が
良くなった、医療効率が良くなった、スタッフの
負担が少なくなったということも「あり」だと思
いますが、目の前の患者さんのためにチーム医療
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をやっているということになると、やはりその患
者さんがどういう経緯でこういう病院で治療を受
けているのか、どのような人生を送ってきたのか、
何のために治療を受けているのかということなど
を理解しないと目の前の患者さんには当たれませ
ん。目の前の患者さんが単に病院に入院している
１人の患者さんという時には、べつにそこまで考
えずに流れるままに医療を提供すればいいのです
が、目の前の患者さんのためにと考えると、単に
目の前の患者さんのデータを取ればいいという時
代ではなく、もっともっと色々と患者さんのこと
を知らないとできません。コミュニケーションが
取れないと当然ながら患者さんのために医療は提
供できないと思います（スライド 22）。

医療者と患者の“ズレ”を減らすために

　岸本葉子さんというエッセイストでありながら
大腸がんのサバイバーの方が、「がんを抱えると、
いろいろな「フリ」をします。本人も、家族をは
じめとする親しい人もそうです。仕事場では来年
という時間があるのが当然のようなフリ。お互い
どうしでは、悲しんでなどいないフリ。自分自身
に対しても、怖がってなどいないフリ。病院では
意思決定をすぐできて、迷わず治療に進んでいる
フリ。」と書かれています。僕もそう思うのですが、

「もう１人の“自分”、“自分”であって“自分”
ではない“自分”の存在」ということを感じます。
訳が分からないことを言っていますが、これは「経
験したものにしかわからない…！」ことです。
　もう一人、竹田省吾さんという先日、膵がんで
亡くなられた医療ジャーナリストの方も同じよう
なことを言われています。「誰にも分かってもら
えない孤独」という言葉を使っていまして、おそ
らくがんの経験者の方は、どんなにいろいろとが
んのことを分かったようなことを言われても、が
んになったことがない人には分かってもらえない
ということを思っているのではないかと思いま
す。自分自身もそう思いますので、逆に言うと分
かっているような「フリ」をして「あなたのこと
は分かっている」と言われると、絶対に分かって
もらえないだろうなということを言える自信があ
るぐらいです。どういうように対応したらいいで
すかとよく言われるのですが、そういう時には、
逆に「自分は経験者ではないから分からない」と
言ってもらった方が、おそらくコミュニケーショ
ンが取りやすいのではないかと思います。
　僕らも相手には絶対に分かってもらえないなと
いうように対応しますし、おそらく周りの医療者、
家族にも「分かろうと思うけれど分からないわ」
と言ってもらった方が、スムーズなコミュニケー

スライド 21　

スライド 22　�医療は誰のためか、目的は？�
〜 From�Bedside�to�Bedside 〜
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ションがとれるのではないかと最近は思っていま
す。たぶんそういうことを岸本さんは、言われて
いるのだと思います。
　ただ病院の中にいると患者は見かけ以上に強が
らざるを得ないと言いますか、がまんをしながら
強がってそういう「フリ」をしている。逆に言う
と医療者がそれを強いているという感じです（ス
ライド 23）。
　医療者と患者さんということになりますと医療
というものを提供する者と提供される方という、
どうしても傾斜がかかっているということがひと
つあります。生活の場と病院内ということを考え
ると、院内ではどうしても医療者が上にならざる
を得ない。そういう面でやはりそういう「フリ」
をせざるを得ないことになります。
　ただ実は医療者も辛いわけです。これは医療者
でなければ分からないのですが、自分はがんに
なっていないけれどもがんの患者さんのことはす
べてわかった「フリ」をして患者さんを診なけれ
ばなりません。したがって医療者も実は「知って
いるフリ」「分かっているフリ」をしているにす
ぎない、またそうせざるを得ないということです。
なぜなら「自分はがんではないので患者さんのこ
とは分からないわ」と言われたら、患者さんは困っ
てしまうので、そう考えると、医療者も実は「知っ
ているフリ」「分かっているフリ」をしているに

すぎないのだと自覚している医者であれば、か
かっても良い医者ではないかと思います。そうい
うことがなく「自分は全部知っている」と言うよ
うな医者は「怪しい医者」かなと思います。
　基本的に現在の医療は、＜いろいろな「フリ」
をしている患者×知っている「フリ」をしている
医療者≒いろいろな“ズレ”のある医療＞という
ことになっているような気がします。
　その“ズレ”を減らすためにはどうしたらいい
かを考えると、やはりお互いに「フリ」をしてい
ることに気づき、相互理解することで信頼関係を
築くしかないと思います。そうして信頼関係を築
いた上で進んでいかないといけない。このまま“ズ
レ”たまま行くと医療訴訟など色々なことで不利
益をこうむってしまう。そのためにどうすればい
いかと言いますと、医療者は単に病気のみを診る
のではなくて、患者・家族の生活・人となりを知
らないといけないし、逆に言えば患者・家族も“お
任せ”ではなく、もっともっと色々なことを学び、
ある程度自立していかなければいけません。もう
少し医療に興味を持っていただかなければいけな
いかなと思います。そうしないと患者さんの方が
不利益をこうむってしまうからです。そのために
はもっともっと医療者と患者さんとのコミュニ
ケーションの場、対話の場が増えなければいけな
いかなと思います。それは先述もしましたが白衣
を脱いだ場所、院外にそういう場があったらいい
のではないかと思いますし、そういう場を医療者
以外の住民や患者さんがつくるのはなかなか難し
いので、今日の「公民館カフェ」のようにまず医
療者が対話の場をつくって、どんどんそういう場
が広がっていかなければいけないと思っています

（スライド 24）。
　そういうように色々なことを思いつつ、がん治
療全体を通すと、どうせ自分自身ががんになるな
ら早期で見つけるのが良いし、やはり検診は受け
た方が良いかなと、自虐ネタになりますが、そう

スライド 23　
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思います。それから治療には時間とお金がかかり
ますし、100％元に戻ることはありません。ヒト
は１人では生きていけないし、ヒトの支えが必要
です。また「即」死ではないですが、人生の終わ
りを考えざるを得ません。そして「周囲からは分
からない孤独」と言いますか、「絶対に分かって
もらえないと思っている」ということを分かった
上で、周りは付き合った方が間違いはないかなと
思います（スライド 25）。

院外の対話の場を創る―金沢マギーの実現へ

　先ほども言いましたが、病院にいる１人の患者
さんは、周りの医療スタッフには、この人はがん
患者だと分かっています。そういう中にいると
色々なサポートは受けやすい。この方が退院して

しまい、生活の場に戻ると、その人ががん患者で
あるということは見ただけでは分かりません。そ
ういう中で生活をしていかなければなりません。
周りもどういうように接していいか分かりません
し、社会の中でどのようにやっていけばいいか分
からないということで、やはり生活の場ではまだ
まだ不自由さがたくさんあります。とくに最近は
病院の在院日数が短くなっていて外来治療などに
行くのが早くなっていますから、そういうことに
なるとやはり不自由さ、不安感を感じながらおら
れる場合が多いのではないかと思います。
　そういう意味ではやはり何かのサポートが必要
だとずっと思っていました。そういう中で知った
のが「Maggie’s cancer caring center」という
イギリスにあるがん相談支援センターです。病院
の敷地内にスライド 26にあるような、患者さん
を支援する施設があります。病院の敷地内です。
日本ですと白線が引かれて、おそらく全部駐車場
だなと思います。
　これは有名な建築家のボランティアで設計され
ています。ノッティンガムのものは、ポール・ス
ミス（Paul Smith）さんが設計しています。そ
ういうものが、エジンバラなど、ほとんどはイギ
リスですが、香港などにもあります。2016 年
10 月には豊洲の方でもオープンします。

スライド 24　“ズレ”を少しでも減らすために！

スライド 26　

スライド 25　がん治療、全体を通して！
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　患者さんや家族、その友人が、孤独で戸惑い不
安な時に安心して訪ねられる空間で、話を聴いて
もらえて、医療知識のある方がおられて支えてく
れますし、一緒に考えて、病気に向き合う力を取
り戻してくれます。そして結局は背中を押してく
れるということです。病院では病人でいた人が、
外来に行って生活の場に行くと不安で社会復帰が
なかなかできない時に、自分には生活があるとい
うこと、役割があるということを思い起こさせて
くれて背中を押してくれる場所です。医療を提供
するわけではなく自信をつけさせてくれる場所で
す。病気を持っているけれど１人の人間で、社会
にあっては役割があり、何かやることがある人間
だということで背中を押してくれる場所だと思っ
ています（スライド 27）。
　なゼマギーが必要なのかと言いますと、病院に
もがん相談支援センターやがんサロンなどがあり
ますが、まだまだ運用は医療者目線であること。
やはり病院内では医療者と患者という関係は必ず
ついて回っています。会話の自由度も少ないです
し、僕もそうですが体験者の患者さんになかなか
つながりにくいということがあります。その施設
の体験者はいるのですが、生活の場に行ってしま
うと、同じ病気の体験者の生活の上での工夫など
の話を聞きたいと思っても、なかなか他院のピア

（体験者）とつながりにくいということがありま
す。それで病院の外に病院と無関係のそういう場
があると良いのではないかと思いました（スライ
ド 28）。
　病院ですと、患者さんは「指示、指導」を受け
て色々な治療をされるわけですが、マギーでは、
患者さんがいて、白衣を脱いだ医療者がいて、そ
こで対話・会話をしながら情報交換をします。た
だ対話を弾ませるためにおやつなど色々なものが
必要でして、そういう面で色々なこだわりがある
ということです（スライド 29）。
　そういうことをイベント的にやってきました。
僕らの場合は有名な建築家につくってもらうこと
はできませんが、金沢らしく、金沢ではどういう
ことができるかということで元市長の山出保さん
と金沢 21 世紀美術館を設計した妹島和世さん、

スライド 27　マギーという場所

スライド 28　なぜマギーが必要なのか？

スライド 29
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それに先ほどの岸本葉子さんを招いて 2013 年
にシンポジウムを開催しました。その時にお話に
出たのが、金沢に有名な建築家に設計してもらっ
て大きな建物をひとつ建てるよりも、より実践的
に住民が歩いて行ける地域に Maggie’s のコンセ
プト、あるいは場所があることが重要ではないか
ということです。そうなると自分たちでもできる
のではないかということで、いちおう考えまして

「がんとむきあう会」という仲間と一緒に活動を
やってきました。
　僕らも前にイギリスにマギーを見に行ったので
すが、建物だけではなくやはりスタッフのこだわ
りがありました。専門家集団が関わらなければい
けない。それは医療専門家もそうですが、生活の
上では主婦のプロや空間・建築のプロ、患者・家
族のプロ、栄養士のプロなどいろいろな方々が関
わらなければいけない。病院ではないので医療者
のプロ以外に色々な分野のプロが必要です。そう
考えると患者さんや家族の方にも色々なプロの方
がおられるのです。またそれが自分には役割があ
るということを思い出してもらうことにつながる
のではないかと思っています（スライド 30）。
　先日も美容師さんのピアの方がおられて、自分
も何か役に立ちたいということで一緒にやりまし
た。そういうことで自分の役割というものを明確
にできるということです。
　また金沢らしくということで「食」と「空間」

ということで、食べ物にもこだわっています。一
緒に作って、一緒に食べるということで、食べる
ことにも食べるプロがいます。また空間にもこだ
わっています（スライド 31）。
　こだわりとしては「知・空間・食・文化」とい
うことで、「知」としては、各種相談やがんに関
する学びの場所。「空間」ということでは、仲間
の存在、安心感、安らぎ。「食」ということでは
役割の再発見や生活の知識があります。全体とし
ては、生活者としての自信の回復と孤独からの脱
却ということを得てもらえればということでやっ
ています（スライド 32）。
　何かやろうということで 2015 年 12 月から仲
間の町屋の一部をお借りしまして、そういうこと
を始めています。それを 2016 年度中に常設し
たいということで、実際に基金を作り始めていま
す。実は近々、常設する場所を決めようというこ

スライド 30　こだわり（policy）“人（スタッフ）”

スライド 31　�こだわり（policy）�
金沢らしさ ･･･“食”と“空間”そして“文化”

スライド 32　金沢マギー
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とになりました。その旗揚げとして千住真理子さ
んのコンサートを共催でやらせてもらうことにし
ています。そうしてもう少し広げていこうと思っ
ています（スライド 33）。
　大腸がん診療から始まっていろいろなことを
やってきたのですが、残された人生のひとつの目
的としてこの「金沢マギー」を創りたいと思って
います。がん患者になって実際にこういう場所が
必要だということを実感したということが、これ
を加速度的に進めたということもあります。また、
これに絞った、絞れたということもひとつの

「Cancer gift」だと思っています。
　スライド 34は元気な時の講演などでも最後に
使わせてもらっているものです。「あれこれ考え
るより、つくるのが先決だ。まずいところがあれ
ば、動かしながら直して行けばいい。」という城
山三郎さんの言葉です。これを使わせてもらって
いるのですが、やはり何かをやっていかないとい
けない。石橋をどんどんたたいてもいいのですが、
人に迷惑がかからなければどんどんやっていこう
ということで仲間とやっています。今回こういう
胃がんが見つかり、残りの人生も限られていると
思うので、その中でやっていくので、加速度的に
ものごとを進めていくことになり、周りもついて
いけない、自分もついていけない面も多々あるの
ですが、ただやっていかないとその先のセレン

ディピティー（serendipity：予期することなく
大きな発見をすること）というものがないので、
やれば何かがついてくるなということは今も実感
しています。
　自分自身こういうことをやってきて、自分たちだ
けではできないので、みなさんの支援を受けてやっ
ていかなければいけないと思っています。ぜひこう
いうものを創っていきたい。おそらく金沢に１つあ
ればいい、東京にマギーズキャンサーケアリングセ
ンターが１つあればいいというものではなく、各地
域、地域にこういうものがないといけないと思って
いるので、色々な意味でまた情報交換できたら良い
なと思っています（スライド35）。
　これで終わらせていただきます。どうもありが
とうございました。

スライド 33　 スライド 34

スライド 35
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■ 高橋　カフェタイムのお
題は、本来は「医療者と患者
が“ズレ”る時」だったので
すが、「お話を聴いて―質問
したいこと・考えたこと」に
変更させていただこうと思い
ます。いつもはホワイトボードに色々書くのです
が、今日は各グループからの質問で行きましょう。
9 班から順番にお願いします。

ICUでの 14日間の過ごし方

<グループ発表 1（9班）＞
　今日は貴重なお話をありがとうございました。
私たちのテーブルで出た質問です。先生は 14 日
間も ICU にいて、動けないでいらっしゃる時に
どのようなことを考えておられたのでしょうか。
お医者様ですからご自分の状態のことはご存じ
だったと思いますが、そのうえで 14 日間は何を
考えていらしたのか、金沢マギーのことなどはそ
の 14 日間の体験から出てきたのでしょうか、あ
るいは ICU から出て自由になってからそういう
ことを考えるようになったのでしょうか、そのへ
んのことをお聞きしたいと思いました。

■ 西村　14 日間何もできなかったわけではな

いのですが、最初はやはり何
もできない状況で、壁の時計
を見るか、興味はありません
がテレビを見るかです。ネッ
ト環境はないので何もできな
い。本当に時間が過ぎるのを
ただ待っていました。話し相手がいないので家内
が来るのをずっと待っていました。来たら話すの
ですが、いつも家内だけですと煮詰まってしまい
ます。そういう時は、ICU には基本的には家族
しか入れないのですが、仲間に「遠い親戚です」
と言って来てもらっていました。それでいろいろ
な会話ができたのは良かったです。
　ICU の後半には頭はしっかりしてきているの
ですが、それだけにやはり何もできないというの
は、本当にけっこう辛かったという感じがします。
一般病棟にどうやったら戻れるかということを考
えながらやるしかないのです。一般病棟に戻って
もおそらく管理ができないので、やはり ICU に
いなくてはならない。それならそこで時間をどう
やって過ごすかですが、何もできないわけです。
本を読もうと思えば読めるのですがその根気もな
い、そうかと言ってマンガがおもしろいかと言う
と、マンガも何を読んでいいかわからない。差し
入れもあって、ナンプレ（数独）もありましたが、
ナンプレなんてできるわけもない。そういうよう

お話を聴いて 
―質問したいこと・考えたこと

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇
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なことで本当に時間が過ぎるのを待っていまし
た。
　あれこれ妄想することもあまりできませんでし
た。ただやったことは、色々なことをメモするこ
とです。自分の今の状況や、何をしたかというこ
とはかなり克明にメモしていました。それが今こ
ういうところでプレゼンをするのにけっこう役
立っています。
　本当に何もできず、自分では動けないので、あ
る意味でリハビリのスタッフが来たりする時間は
非常に楽しみでした。窓はあるのですが、背中側
にあるので外も見えない。前方は医療者側です。
ICU なので 2 対 1 看護ですから、他にもう 1 人
患者がいなければ話し相手になってくれたりはし
ました。一般病棟よりはそういうスタッフの関わ
りは密なのですが、やはり忙しいのでなかなかそ
こは求められませんでした。結局は面会に来てく
れるか、処置の時間以外は、本当に時間が過ぎる
のをただ待つだけです。
　何か考えていたのかもしれませんが、そのこと
は覚えていません。メモぐらいですから、マギー
のことなどは全然考えていなかったと思います。

夫が「治らないがん」告知を受けた妻の
受け止め方

―奥様におうかがいしたいのですが、ご家族とし
て、大事な旦那様がそういう余命半年という期限
付きのがんになってしまった時に、どのようなこ
とを考えられたかということです。患者というの
はデリケートでちょっとしたことでもムッとした
り怒ってしまったりするものなのですが、ご家族
としてはそういう旦那様に対して何を感じ、どの
ように気をつけて対応されていたのでしょうか。

■ 高橋　すみません奥様、直球の質問ですが、
よろしければお願いします。

■ 西村　詠子　普通なら検
診で引っかかって、病理の結
果を待つという段階があるの
でしょうが、私どもの場合は、
ある日突然、病院から電話が
かかってきて駆けつけたら、カメラの写真を見せ
てもらい、即日で進行がんの患者の家族になった
ので、考えることと言ったら、最悪のことが頭を
よぎり、それに対してどうしようかというのが最
初でした。私も昔、看護師をしていたのでまった
くの素人ということではないのですが、結婚退職
してからはただの主婦でした。ただ若干知識は
あったので、普通の方とはややとらえ方は違った
かもしれませんが、まずはどうしようか、どうし
たいのかということを聞いた覚えがあります。
　その 3 月 26 日から人生が変わったのですが、
最初の内は 1 ヵ月に 1 回話し合いの会合をしよ
うということにしました。本人は最初から記録を
残したいと言っていたので IC レコーダーで録音
もしたのですが、私の不手際で最初の会合の 4
月の話合いは消してしまったりしました。5 月、
6 月は録音を起こしたりしたのですが、話すこと
もそうないというような感じになり、その内にう
やむやになってしまいました。
　最初はそういう感じでした。もしかしたら明日
がないかもしれないと思っていたので、毎日笑顔
で別れるようにはしていました。そういうことの
繰り返しできています。本人も先ほどのプレゼン
で「分かってもらえるはずがない」と言っていま
したが、私など家族の気持ちもやはり「分かって
もらえない」ということはあると思います。わが
家は、覚めた夫婦なのかもしれませんが、そのこ
とをお互いに認めています。結局、今までの夫婦
の在り方が、病気が分かってからの夫婦の在り方
にも続くので、急に仲良くなれるわけでもないで
すから、その方、その方たちの夫婦の在り方が大
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切だと思っています。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは次の
班、お願いいたします。

医療者と患者の“ズレ”
―インフォームドチョイスになっていないか

<グループ発表 2（８班）＞
　西村先生、今日はお話し、ありがとうございま
す。患者側と医療者側の「ズレ」もお話しいただ
きましたが、実際にコミュニケーションがうまく
取れなくなった時とは、具体的どういう状態にな
るのでしょうか。どういう問題が起きた時でしょ
うか。

■ 高橋　「ズレ」たなと思う時ですね。

■ 西村　医療訴訟につながるものは全部「ズレ」
ていますね。医療者はちゃんとやっているつもり
なのですが、患者さんや家族からみるとちゃんと
されていなかったということは多々あると思いま
す。やはり治療の目的などが共有されていない。
最近多いのはインフォームドコンセントの問題が
あります。インフォームドコンセントではなく、
インフォームドチョイスになっているという問題
があります。医療者が「A という治療と B とい
う治療がありますが、どちらにしますか」という
ように、患者・家族に提供してしまいます。お互
いに責任を持ちたくないというのがあるのです。
最終決定は誰がするのかと言った時にインフォー
ムドコンセントの場合は、医療者と患者・家族の
合意の上で治療法が決まるはずなのですが、そこ
が最近はチョイスになってしまっています。どち
らか選んでくださいということになると選んだ患
者・家族の責任になってしまうのです。そういう
ことを考えるとそういう色々な面で「ズレ」が出

てくるのかなと思います。
　あとは医療情報の問題があります。医療者は、
きちんとした情報を提供していると思っているの
ですが、患者さんはマスコミをはじめ他からもい
ろいろな情報を得ているので、医療者が持ってい
る情報と患者さんが持っている情報がけっこう

「ズレ」ていることは多いと思います。
　最近はマスコミに有名人や芸能人がどんどんカ
ミングアウトしていて、それをまたマスコミは大
げさに書いたりしています。それを真に受けてい
る患者さんもけっこういます。その責任は医療者
がきちんと情報を出していなかったというところ
にもあると思うのですが、そういう面では本当に
いろいろな行き違いがあるなと思います。そうい
う点ではやはり医療者も変わらなければいけませ
んし、患者さんも変わらなければいけない。何が
正しいかとか、言葉の意味などをもっともっと正
しいものにしていく必要があります。どこに正し
いものがあるかぐらいはせめて理解しておいてい
ただかないと、少なくとも医療に関しては不利益
をこうむるのは患者さん側なので、そういうこと
は考えておかなければいけないと思います。

活動は医療者・行政の協力者を見つける
ところから

―実際に患者であったり、家族であったりという
立場から、たとえば金沢マギーのような活動を始
めるとするならば、どういうところから始めたら
いいのでしょうか。

■ 西村　たぶん医療に関係するような活動をや
ろうと思ったら、医療者の協力がないとまず世の
中は動かないと思います。お金をはじめ色々な問
題が出てきますし、信頼性などもあります。べつ
に患者会の方だけで運営することがダメというわ
けではないのですが、まだ肩書などがものを言う

お話を聴いて 
―質問したいこと・考えたこと
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時代なので、医療に関係がありそうなことを患者
さんだけでやろうとすると今でも非常にネックが
あるのではないかと思います。協力してくれるよ
うな医療者を見つけることと、行政の協力者を見
つけることが先決かなと思います。

■ 高橋　ありがとうございます、では 7 番テー
ブルの方お願いします。

「標準治療から」は正しいやり方
―セカンドオピニオンの活用を

<グループ発表 3（7班）＞
　先生今日はありがとうございました。お話の中
で抗がん剤治療、放射線治療、免疫療法などもさ
れたということでしたが、現在、私も肝転移をし
ていて、場所は違うのですが同じような感じだと
思っています。私の場合は、標準治療として抗が
ん剤治療をしましょうということになっていま
す。最初は分からなかったので色々勉強をすると
免疫療法やカテーテルや肝動注療法など色々ある
ことが分かりました。そこで私本人としては、本
当に標準治療でいいのかということを考えてしま
うわけです。先生の場合は免疫療法を一緒に試さ
れたりしていますが、私の場合は、今、現在は、
主治医からは、まずは標準治療をやってください、
それが効かなかったら次にセカンドですというス

ケジュールしかお答えいただけない状態です。先
生はお医者様ですから違うのでしょうが、医療に
関してまったく分かっていない患者が主治医にこ
ういう治療をやりたいと言うことは、今はやや難
しいと思っているのですが、そのへんのところを
少しおうかがいできますでしょうか。

■ 西村　たぶんどこで治療を受けるかというこ
とと同じだと思います。免疫治療に関しては僕も
べつに肯定しているわけではありません。まだエ
ビデンスは全然ありません。お金もかかるし、ど
うしようかということはありましたが、基本的に
は標準治療のじゃまをしないなら免疫治療を受け
てもいいかなと思い、免疫治療をやっています。
藁にもすがるという思いがあるかもしれないで
す。もうひとつ私どもの大学の医局が免疫治療を
推進しているので、それで一緒に考えながらやっ
ているということもあります。そこは特殊かもし
れません。γδ− T 細胞療法と樹状細胞療法は
普通にやれるところはやっているのですが、ただ
すべての治療でそれを認めるかどうかというとこ
ろに関しては何とも言えません。認めない方が正
しいかもしれません。結果は将来しか出ないので、
どちらが良いかは分からないと思います。
　まず標準治療をやるというのは正しい医者のや
り方だと思います。標準治療をベースに置きなが
ら、その患者さんにとって、どういう治療が良い
かということを医師のみなさんは考えているとは
思います。ただ初めから「オレ流」の治療を勧め
るところは絶対に止めた方が良いと思います。ま
ずは標準治療を提示してくれて、これは標準治療
だけれど僕はこちらの方が良いと思うと言う先生
は信用してもいいかなと思います。ベースライン
の標準治療を言ってくれるというのは正しいと思
います。
　複数の治療があるので、複数の治療ができると
ころで話を聞くことと、先ほど言われたように肝
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臓の治療なら肝動注治療などをやっているところ
もあるし、色々な治療があるので、場合によって
は自分の施設でできない良い治療があるかもしれ
ません。そういう場合は、セカンドオピニオンを
使うべきだと思います。セカンンドオピニオンは
患者さんの当然の権利です。今はセカンドオピニ
オンを求めたからと言って、それを拒否するドク
ターはそういないと思います。拒否するドクター
がいたらそこの病院は見限った方がいいと思いま
す。逆に言えば自分の治療法に自信がないから拒
否するわけですから。本などで他の治療法を知っ
たら、その先生に相談してみてください。それで
腹を立てるような先生はやはり良くないです。た
だ、「あなたを信頼していないからこの治療法を
試してほしい」というよう言い方はしないでくだ
さい。普通に「こういう治療はどうなのですか？」
と聞き、それに親切に答えてくれる先生で相性も
合えば、そういう先生に治療を任せる。逆に言え
ば治療というのは長引くので、相性などの面も含
めて色々なことがあるので、どこで治療を受ける
かということは、いちばん大事な問題だとは思い
ます。

■ 高橋　ありがとうございます。

―同じようなことなのですが、セカンドを求めた
時にそこが地方の病院だったりして、その治療を
試して、やはりそれは違うとなった時にはまた戻
れるものなのでしょうか。

■ 西村　たぶん戻れると思います。そこで拒否
するのは医療としておかしいです。これからどこ
で治療を受けるかですが、治療は長引いたりする
ので、家族の通いやすさなどの利便性も考えて決
めなければいけないだろうと思います。どこかで
しかできない治療でそれがやむを得ない時以外
は、そういうことも考えて長期戦に備えるという

ことも大切だと思います。特別な治療については
効果が出なかったので戻るつもりですと言えばそ
れは絶対に OK されると思います。逆に言えば
隠れてやるよりは正直に言ってやった方がいいと
思います。気をつけなければいけないのは○○サ
プリメントなどを隠れて飲むのではなく正直に話
をしてやる方が良いと思います。隠れてやると主
治医はどういうものを飲んでいるか、どういう治
療を他で受けているのかが分からないので、それ
が影響してかえって効果がなくなる場合もあるの
で、そこはお互いにやり取りができる先生を選択
する。代替医療に関してもきちんと正直に言える
先生を選択することが重要かなと思います。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは 6 番
テーブルお願いします。

がんになったからこその医療者へのメッ
セージ―臨床試験には疑問も

<グループ発表 4（6班）＞
　今日はお話をありがとうございました。私は製
薬会社勤務で乳がん経験者です。製薬会社と患者
さんの「ズレ」というのもありまして、自分が患
者になった時には、治療については、医療者との

「ズレ」も経験しています。先生のお話の「がん
になって見えたこと・考えたこと」というのは、
患者の立場からすると「そうだ、そうだ」と同感
できるお話ばかりでした。
　ひとつお聞きしたいのは、先生が、がんになら
れる前と後で、患者さんに対する接し方が変わる
ことがあったのかどうかということです。もし変
わったことがあったとしたら教えてください。ま
た、周囲の医療者の方には、何をどのようにお伝
えしてきたのか、あるいはこれからしようと考え
ておられるのかということをお聞かせいただきた
いと思います。
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■ 西村　1 点目は、僕は休職中で診療ができな
いのです。今診療してしまうと労働基準法に引っ
かかってしまうのでそれはしていません。した
がってお答えできません。
　２点目ですが、今日のお話は医療者向けに話を
しています。講演内容は医療者向けにつくってい
ます。専門用語などは少しやさしくしていますが、
患者になってみたらこういう感じだよということ
をプラスアルファして医療者に伝えているという
ことです。看護師さんからはけっこう共感を得ら
れています。先ほども触れましたが、看護師さん
たちには、もっと看護をしたいのにリスクマネジ
メントに時間を取られて看護ができないというジ
レンマがあり、それは現場の声だと思っています。
　もうひとつは今後を考えると臨床試験がけっこ
う難しいなと思います。5％の有意差は本当にど
ういう意味を持つか真剣に考えなければいけない
と思います。臨床試験をされた時にもし自分がプ
ラセボに当たったらどうなのかなということを思
うと、患者にもなかなか勧めるのが難しいかなと
思います。きちんとしたフェイズ 1 やフェイズ
2 は良いのですが、市販後調査でプラセボを当て
るのは難しいかなと思います。今まではまったく
かまわないでやってきたのですが、今後、自分が
臨床に戻った時に市販後の片方がプラセボになる
ようなものを勧められるかどうかということで少
し疑問に思っています。自分からすると生きるか
死ぬかは半々という気持ちなので、やはり 5％の
意味を考えながら臨床に当たらなければいけない
と思っています。

■ 高橋　ありがとうございます。5 番テーブル
お願いします。

治療法選択の考え方
―全摘後の抗がん剤治療は有用

<グループ発表5（5
班）＞
　2 つあります。ひ
とつは、予防のため
の抗がん剤は効く
のかということで
す。胃がんを患った
方なのですが全摘
をしてから予防のために抗がん剤をと言われた方
がいます。全摘して患部はないのになぜ抗がん剤
を飲むのかということです。抗がん剤を飲むこと
によって免疫力は落ち、白血球数はどんどん下が
るし、他の病気にもかかりやすくなるのではたし
てそれで良いのかということです。
　もうひとつの質問は、自分自身は前立腺がんな
のですが、前立腺がんの患者会で会長が言ってい
たことです。ロボット手術をやっているドクター
があちこちにいらっしゃって、放射線治療の方が
向いている人に対してやたらにロボット手術に誘
導をする。それはおかしい、本当は放射線が向い
ていますと言わなければいけないのではないかと
いうことです。ただ自分のところでは技術を持っ
ていないのでそういうようにしているのだという
ことです。私自身はロボット手術を受けたのです
が、あの手術はとんでもないことだったのかなと
思っています。ドクターと治療法の関係はどう
なっているのかと思いまして質問させていただき
ます。

■ 西村　ドクターと治療法ということで言えば、
ドクターにも得意・不得意があるので放射線治療
とダヴィンチ（手術支援ロボット）の手術が、そ
の医師にとってイコールかと言いますと、イコー
ルではないはずです。また切除しなければいけな
い場合もあるし、放射線治療で良い場合もあるの
で一概には絶対に言えないと思います。
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　放射線治療で済むものを無理にダヴィンチには
しないはずですが、ただやはりその時の流れとい
うものがあります。何が標準治療か、その時のい
ちばん良い治療は何かということを模索している
時にはどちらかに流れる可能性は十分にあると思
います。そのことは決して間違いではないと思い
ます。
　それから全摘したのに抗がん剤治療ということ
ですが、僕も全摘しているのに抗がん剤治療をし
ています。目に見えない細胞に関しては、着床し、
画像診断でとらえているところは取れますが、細
胞レベルは絶対に取れません。そこに関してはあ
る意味では抗がん剤に期待するしかありません。
それはがんにしか効かないのではなく、正常細胞
もやられるのですが、そこは仕方がないところで
す。もしいやであればいやだと言えば抗がん剤治
療はしないでいることもできます。ただ再発の確
率はたぶん上がります。目に見えない細胞レベル
に対してやっているということです。そこは症例
にもよるので、あとは考え方です。

■ 高橋　もう時間がなくなってきました。4 つ
テーブルが残っていますが、申し訳ありません、
あとは 2 人だけ質問を受けさせていただきます。

抗がん剤治療と免疫療法の併用について

■ 参加者A　抗がん剤と免疫療法を併用して免
疫療法の効果はどうなのでしょうか。昔、丸山ワ
クチンについては抗がん剤と併用するなというこ
とが言われていたものです。抗がん剤と免疫療法
を併用して効果はあるのでしょうか。

■ 西村　先ほどの質問とも重なりますが抗がん
剤治療の強いものとの併用では免疫療法は効きま
せん。ですから抗がん剤治療と併用する時は免疫
を損ねないような抗がん剤を使わないといけな

い。まだそのあたりのエビデンスは何もないので
少なくとも免疫細胞をやっつけるような抗がん剤
を使うとお互いに良くない、抗がん剤の効果も出
ないことになります。そこはある意味で実験をさ
れているようなものです。そこは承知の上でやる
ということになります。

■ 参加者A　そうしますと抗がん剤の量は抑え
ているのですか。

■ 西村　基本的には相性があるので、γδ− T
細胞療法や樹状細胞療法については、効果を下げ
ないというデータがある抗がん剤を使っていま
す。少なくともこれを別の抗がん剤にするとまず
いということになります。

■ 高橋　ラストの質問です。どうぞ。

患者同士のつながりについて

■ 参加者 B　ICU にいる時は難しかったと思う
のですが、そこから一般病棟なり家に帰られてか
らのことをうかがいます。先生は医療者と話をす
るということは今日のお話でもずいぶん出てきた
のですが、患者同士のつながりをつくったという
ことはないのでしょうか。最近は SNS やブログ
など、またマギーもそうかもしれないのですが、
患者会のようなものもそれなりにあると思うので
すがそういうようなものはやられなかったので
しょうか。

■ 西村　マギーのところでは全摘した人たちと
けっこういろいろな話をしています。ただそれは
全摘した人間にしか分からないことなので。

■ 参加者 B　それでは患者同士で情報を共有し
てつながりもつくって活動をしていらっしゃるの
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ですか。

■ 西村　べつに胃がんの患者会には入っていま
せん。そういうものは金沢にはないので。全国組
織のものはあるのですが、どうなのでしょうか、
誘われていないので。ただアルファ・クラブ（胃
を切った人友の会）などへの寄稿はしています。
やはり医療者でありながら患者という特殊な人間
になってしまっているので、全摘している患者さ
んから意見を求められることはあります。僕は胃
の全摘をしてからまだそう時間がたっていないの
で、患者さんからの話を聞いてどこはどうする、
食べ物の食べ方などいろいろな話は聞いていま
す。そういう面で患者同士のつながりというのは
非常に重要だと思うのです。ただ患者さんの中に
は、体験者が一様ではないということが分かって
いない方もおられます。胃を全部取ったら全部同
じだと思っている方もおられるので、そのあたり
はお互いに情報を共有していかなければならない
し、非常に難しいのかなと思っています。

■ 高橋　ありがとうございます。最後に何か奥
様から一言追加でコメントはございませんか。

■ 西村　詠子　「家に帰られたら家族の方に検診
を勧めてください」ということで話を締めくくり
たいと思っていました。コメントですが、2 人で

「本当に仕方ないねという言葉しかないね」と言っ
ていました。それはあきらめもありますが、それ
だけではなく、やれることは全部やろうというこ
とです。夫婦一緒にできることがあっていいねと
いうのが 2 人の感想です。私たちはおかげさま
で仲間に恵まれています。それで今はできること
をやろうとしているだけですので、「今後ともよ
ろしくお願いします」ということで締めたいと思
います。

■ 高橋　本当に大変良い時間になりました。わ
ざわざ月島までお出でいただき心から御礼申しあ
げます。西村元一先生と奥様の詠子様にもう一度
大きな拍手をお願いします。＜拍手＞
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「第12回公民館カフェ」アンケート集計 参加者　52名
平成28年 5月 25日（水）実施 回答者39名（回答率　75％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

開催に関する希望（自由記述）

また、参加させていただきたいと思います。

実多い時間でした。本当にありがとうございました。
Dr.が仲間に思えました。どうぞ医療者の皆様にがん患者としての思いをお伝え（代弁）いただければうれしく思います。サバイバー

素敵な先生をお呼びいただきありがとうございました。

医療者でありながら患者でもある先生のお話しはとても心に響いた。これからも"ズレ"を伝えていっていただきたいです。
初参加の多さにテーマがヒットしたことを感じました。努力したいと思います。

質問時間がもっとあれば良かったなとも思いますが、とても参加者が話やすい雰囲気を作ってくださり、安心して居られました。あ
りがとうございました。

かみしめたい言葉が沢山ありました。

もう少し質問をできる時間があってもよかったのでは？

また、参加させて下さい。今日伺えて本当によかったです。ありがとうございました。

マスコミの影響のせいか、患者さんと医療者間のズレが広がっている印象を受けました。その中で、先生のご意見はとても貴重で
す。大変勉強になりました。

これからも続けて下さい
「TPPによって医療はどう変化するか」をみんなで勉強してみたいです。

サバイバーのお話しを聞けるのがうれしい、今後の自分の治療に是非役立てます。サバイバーの方の目標とか工夫を教えていた
だきたい。

公民館という”場”で行うことはとてもステキです。
リンパ浮腫についての留意点。

医療者とのズレについてのお話がきけてよかったです。
医療者でありながらがん患者の先生のお話を伺えるのは大変貴重で是非お話を伺いたく、参りました。ありがとうございました。

参加者の感想（自由記述）

多様な方々との話合いができて、気がらくになりました（うれしいです）
癌になった医師としてのお話を聞けて非常に感謝を受ました。私達にもできることをやっていこうと思いました。

カフェ形式は、はじめての体験でしたが、とてもおもしろかったです。

自分がこれからやっていこうとすることが、はっきり見えてきました。ありがとうございました。
はじめて参加しました。アットホームな中、率直な意見がとびかいとても良かったです。
医療の専門家であり、患者でもある方とお話ししたのは初めてでしたので、とても興味深かったですし、為になりました。

とてもよいお話がきけました。

50.8% 16.4% 6.6% 11.5% 36.1%

受付登録者（61名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 支援団体 企業 その他

31.0% 69.0%
性別 男性 女性 未回答

0.0% 8.0% 28.0% 51.0% 8.0%

5.0%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

89.7% 5.1% 5.1%
オープンセミナーの感想 とても良かった やや良かった 無回答

71.8%
17.9%

0.0%
12.8%

10.3%
5.1%

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）

48.7%

5.1%

25.6%

30.8%

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）

158 Ⅱ　公民館カフェ・第 12 回

�ん本.indb   158 2017/03/21   1:08


