第 14 回
メインテーマ

公民館カフェ

40 〜 50 歳代のハザマ世代のがんを考える
2017 年 9 月 22 日
18 時 30 分〜 20 時 30 分
中央区月島区民館５号室
開催
がんサバイバーシップ支援部
主催

開会の挨拶

若尾

文彦

国立がん研究センターがん対策情報センター長

みなさん今晩は、本日は雨の中お集まりいただ

も、高橋先生もハザマです。いやむしろ、高齢者

きありがとうございます。2017 年度初めての開

の前の「大きい」AYA 世代ということにしてお

催です。今回は 14 回目で、この公民館カフェか

きましょうか（会場

ら、ご当地カフェやがんサバイバーシップオープ

AYA 世代の方に多くお集まりいただいています。

ンセミナーといった色々な形のカフェやセミナー

ハザマ世代とはどういう世代で、何ができるのか、

が派生してきました。

そういう話をおうかがいできることを大変楽しみ

今日は「40 〜 50 歳代のハザマ世代のがんを

笑）。本日は、ハザマ世代、

にしております。

考える」という、非常に興味深いテーマでお話を

まず杉山先生にお話しいただき、その後にお菓

うかがいます。AYA 世代は 15 〜 39 歳、どこ

子を食べ、お茶を飲みながら、ワイワイお話がで

から切るかは問題ですが高齢者が 65 歳からだと

きればと思います。よろしくお願いいたします。

すると、その間の世代が「ハザマ世代」です。私
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挨

拶

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

今回、「40 〜 50 歳代のハザマ世代のがんを考
える」というテーマで広報を始めましたら、びっ

角的な活動を展開されています。
というわけで、杉山先生は腫瘍内科のドクター

くりするほどの申し込みがありました。みなさん、

であると同時に CAN net の代表というふたつの

お申し込みの時に一言添えてくださるのですが、

お立場をもっておられます。

そこに「私もハザマです」というような書き込み

今日は、7 時 20 分ぐらいまで杉山先生のお話

が多く、「待ってました」という感じでした。そ

をうかがい、それから 8 時まで「お茶タイム」

うなんだ、こういう着眼点はとても大事なのだな

です。それぞれのテーブルで、あとで出すお題に

と改めて思った次第です。

ついて話していただきます。8 時から 8 時 30 分

本日は札幌から杉山絢子先生をお招きしまし

まで全体の意見交換、共有タイムとして、それぞ

た。先生は札幌市内の斗南病院という 240 床ぐ

れのテーブルで話し合ったことを簡単に各グルー

らいの中規模の病院で腫瘍内科の医長をされてい

プから発表していただきます。発表内容は私がこ

ます。同時に一般社団法人 CAN net という非営

のホワイトボードに書き出します。

利のサポート組織を運営されていて、札幌と東京

それではお待たせしました。「ハザマ世代のが

にベースがあります。具体的なご活動については、

んを考える」、今日のスピーカーの杉山絢子先生、

「CAN net」で検索してみてください。とても多

お願いします。

挨
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40 〜 50 歳代のハザマ世代のがんを考える

杉山

絢子

斗南病院腫瘍内科医長／一般社団法人 CAN net 代表理事

みなさま今晩は、杉山絢子と申します。今日は、

性大腸炎という自己免疫の病気を 10 代のころか

このような会で話させていただくことになり、あ

ら持っています。実は患者家族でもあります。父

りがとうございます。私は、病院の中と外で仕事

は肺がんで、私が大学時代に他界をしています。

をしており、病院の中では医者をしています。高

また母が大腸がんとリュウマチの合併で、最近は

橋都先生は、この世界ではアイドルと申しましょ

少し認知症もという感じです。

うか、大御所と言いますか、神のような人なので、

好きな言葉と言いますか、大事にしている言葉

その前で話をするので、
「チョー緊張」しています。

は、「サードプレイス」という言葉です。最後の

それでもあまり堅苦しくなく聞いていただき、一

方にお話もしますが、「サードプレイスは人と組

緒に色々と考えられたらと思います。カフェタイ

織を健全にする」ということ。もうひとつ「病気

ムの時間でもみなさんのお話を色々うかがえたら

の経験はスキル」であるということで、この 2

うれしいです。よろしくお願いします。

つの言葉を大事にして活動しています。
私もそうですし、病気で色々な経験をされた方

はじめに―私の成分表

が今日もいらっしゃっていると思います。その経
験はご自身のためにも、きっと周りの方々のため

私、ふだんは病院の外では先生と呼ばれるのが

にも役立つスキルとなり、次の宝になると思って

非常に嫌で「スギちゃん」と呼ばれています。今

います。今日の話も、その後のみなさまの話も、

日もここでは先生と呼ばずにそう言っていただけ

次につなげていただけたらと思います。

るとうれしいです。

私の今日の話の内容です。1.「ハザマ世代」の

私の成分表・自己紹介から始めます。30％が

がん・2. 個人と社会の「ハザマ世代」、最後は提

医者です。腫瘍内科のがん薬物療法専門医です。

案のようになりますが、3.「ハザマ世代」がより

5 年ほど前はこちらのがん研究センター東病院に

良く生きる社会とは、ということでお話をしてい

いて、震災の時は中央病院で働かせていただいて

きます。

おりました。もうひとつ 5 年ほど前から「社会
活動、組織・コミュニティ作り」を最近のテーマ

世代とは―あなたは何世代？

として活動しています。
実は私はがんではないのですが患者です。潰瘍
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スライド 1 「○○世代」いろいろ

く「モヤッ」とされる方もおられるかもしれませ
ん。「世代で区切られても」という気持ちを持た
れる方もおられるのではないでしょうか。「世代」
という言葉は日本では、よく出てくる言葉で「人
は世代には生まれない、世代になっていくのだ」
という言葉があります。「世代」というのは、出
生時期を同じくする同年齢集団のことを言うよう
です（スライド 2）。
ただその場合にけっこう間違えられるのが「世
代」と「年代」です。20 代と 40 代では、色々
なことが違います。体力や気力などがそうで、若
い世代の時は何かやんちゃな感じがしますが、そ
れは「年代」の話で「世代」の話ではありません。
そういう「年代」的な特徴を取りはずすと、
「世代」
というものを客観的に見ていくことができるそう
です。
よく出てくるのは文化や経済の側面からの影響
ということです。バブル世代などもそういう経済
の影響を受けた社会現象を歴史的に経験してきた

く○○世代という言葉が使われています。文化や

世代ということから出てきた言葉です。10 代か

景気や色々な歴史的出来事や事件などとともに、

ら 20 代前半の時に同じような経験を持つという

バブル世代とか、団塊の世代とか、団塊ジュニア

ことが大事だそうです。

世代とか色々な世代が出てきます。

日本ではどうしてこのように「世代、世代」と

『 世 代 論 の 教 科 書 』（ 阪 本 節 郎、 原 田 曜 平

言われるのでしょうか。海外では、あまり言われ

2015）という本に「○○世代」の色々な特徴や

ないようです。日本は制度的にはみな平等だとい

年代を表にしたものが出ていました。それによる

う社会背景があるらしいです。身分制度や特定の

と私は「団塊ジュニア世代」で、氷河期世代とも
言われます。この世代はの特徴は、「上の世代に
疑問」「裏切られた感」「被害者意識が強い」「自

スライド 2 「世代」とは？

己啓発」
「自分探し」「海外が大好き」「消費は堅
実（ケチ）」という世代だそうです。当っている
かと言われると当っているような気もしますし、
そうでもないなと思ったりもします。みなさまも
ご自身の世代というところを見てみて、占い的な
感じですが当っているかどうか見ていただけたら
と思います（スライド 1）。
そう言いながらも「世代」と言われると何とな
40 〜 50 歳代のハザマ世代のがんを考える

�ん本.indb 143

143

2018/03/24 14:57

スライド 3

医療・福祉系での呼び名（？）

「ハザマ世代」のがん
「ハザマ世代」にはどういうがんがあるかとい
うところからお話しします。
○×クイズをやりながらお話しします。まず 1
問目です。「40 〜 59 歳でがんになる人は、男女
ともに全年齢の 10％程度である」は○でしょう
か、×でしょうか。○の方が少ないようですね。
×だとすると、10％よりも多いと思われますか、
あるいは少ないと思われますか。答は後で出しま
宗教への信仰があるとそちらの方が勝ってしまい
「世代」として同じ経験を持ったと言えないそう

す。
2 問目は「男性が生涯になるがんのうち最も多

です。どちらが勝っているかということなので、

いのは前立腺がん。40 〜 59 歳の男性でも、前

日本人は「世代」ということで括れるのは、日本

立腺がんが一番多い」は○か×か。

がある程度標準的で、みんなが平等であることが
前提であるということからだそうです。

3 問目は「40 〜 59 歳の女性がなるがんのうち、
約 50％が『女性特有のがん』
（乳がん、子宮がん、

電化製品や物で世代の中でさらにタイプ分けを

卵巣がん）がしめる」はどうでしょうか。×だと

していることもあります。
「ゆとり世代」の中も「ロ

思われた方は、もう少し多いと思われますか、少

ボット掃除機型」と「消せるボールペン型」に分

ないと思われますか。

けられるそうです。色々な形でみなさん世代名を
付けているということです。

解答です。第 1 問は×です。「ハザマ世代」の
がんは、男性は少なくて全年齢の 11.6％、女性

そうたくさんあるわけではないのですが、医療・

は 20.4％とかなり差があります。女性は「女性

福祉系での呼び名もあります（スライド 3）。医

特有のがん」があるので多くなってきます。問 2

療ソーシャルワーカーのみなさんとお話しした時

も×です。前立腺がんは発症年齢が 60 歳を過ぎ

に、80 代の方は、本当に我慢強いので「我慢世代」

てからグッと上がってきますから、この 40 〜

と呼んでいると言っていました。我慢しすぎて困

59 歳は違います。この年代は大腸がんがいちば

ることがあります。みなさまのご家族でもご経験

ん多くなっています。問 3 は〇です。
「ハザマ世代」

があるのではないでしょうか。

の女性のがんは、50％が「女性特有のがん」で

それから 30 代ぐらいのところがよく言われて

す（スライド 4）。

いる「AYA 世代」となります。その中間がすっ

みなさんのイメージはどうでしょうか。本日ご

ぽり抜けているということで、ここをわれわれが

参加の方は学ばれている方が多いのか、かなり正

勝手に「ハザマ世代」と呼ばせていただきました。

解でした。

同じ時代を生きた 40 代、50 代のみなさんは、

説明をしていきます。スライド 5 は、がんの

今どのようなことが大変で、どういうことを考え

罹患数と年齢をみたものです。男性の場合は、ほ

ていけば良いのかということを今日は出せれば良

とんどが 60 歳以上です。丸で囲んであるのが「ハ

いと思い、テーマに挙げさせていただきました。

ザ マ 世 代 」 で、 男 性 は 11.6 ％ で す。 女 性 は
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スライド 4

○×クイズ VOL.1

スライド 6

40 〜 59 歳の男性のがんの種類（2012 年 ％）

スライド 5

がん罹患数と年齢（2012 年）

スライド 7

40 〜 59 歳の女性のがんの種類（2012 年 ％）

20.4％と、5 分の 1 ぐらいはハザマ世代の方が

600 人にひとり、70 歳代前半で約 200 人にひ

がん罹患をされています。

とりです。このようにがんの種類によって罹患す

男性の 40 から 59 歳のがんの種類を見たもの

る年齢はかなり異なってきます。70 歳代がピー

では、大腸がんがいちばん多くなっています（ス

クです。前立腺がんの方は若い方は少ない、逆に

ライド 6）
。

まれながんです。ただ、いないわけではないので、

2016 年の男性全体のがん罹患数予測では、1
番は前立腺がんとなっていますので、先ほどの「ハ
ザマ世代」とは違っていて、大腸がんはここでは
4 番目の罹患数になっています。
前立腺がんは年輩になるにつれて罹患率が上が

なった時の大変さもあるのではないかと思いま
す。
スライド 7 は女性の 40 から 59 歳のがんの種
類を見たものです。乳がんがいちばん多いです。
スライド 8 は年代別に女性特有のがんが占め

るもので、2012 年に新たに前立腺がんに罹患し

る割合を示したものです。30 歳代では約 70％、

た人は、40 歳代前半は約 40 万人にひとり、50

50 歳代では約 50%、70 歳代では約 20％に減っ

歳代前半は約 5 千人にひとり、60 歳代前半は約

てきます。女性のがんには乳がんが多いというイ
40 〜 50 歳代のハザマ世代のがんを考える
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スライド 8

女性特有のがんが占める割合（2012 年）

代」になりました。身体のほうなど色々なことが
変ってきます。目が薄くなってきたり、やけに疲
れて更年期かなと思ったりしてきました。年を取
るのは良いことでもあるし、悪いこと、大変なこ
ともあるのだと思っています。
それでは○×クイズの 4、5、6 問目にまいり
ます。
「Q4 子育てと親の介護を行う「ダブルケア」
は増加している」です。ダブルケアという言葉は
ご存じでしょうか。子育てと親の介護の両方をや
ることです。このダブルケアは増えているでしょ
うか、それとも昔からあって変らないでしょうか。

メージがあると思いますが、年齢別でかなり変
わってきます。
ただの統計データだと言えばそうなので、豆知
識ぐらいで聞いてもらえれば良いのですが、なん
となくイメージがあったとしたら、そのイメージ

ハザマ世代のがんの特徴としては、社会保障と
言いますか、社会のサービスが少ないということ
があります。介護保険というものがありますが、
「Q5 介護保険の制度は、60 歳以上でないと使用
できない」は○か×かです。

とデータと違っていたか、あるいは合っていたか

「Q6 訪問看護は介護保険と医療保険のどちら

は少し考えていただけたらと思います。みなさん

でも受けられる」は○か×かです。いかがでしょ

の持っているイメージがもし事実と違っていたと

うか。

したら、つい話した一言が相手に対してグサッと
刺さってしまうということは、お互いに経験があ

解答にまいります（スライド 9）。まずダブル
ケアは増加しているので Q4 は〇です。

ることだと思います。色々な世代の色々なお病気

介護保険は 60 歳以上でなければ使用できない

があると思いますが、ある程度正確なことを知っ

ということはなく、40 歳以上の特定の病気の方

ていくのは大事なことで、イメージで話さないと

は使用できますから Q5 は×です。私がふだん

いうのは大事なのだろうと思っています。

病院でみていると、介護用のベッドや車椅子を使

乳がんの発症率を見ると、ちょっと特殊で山が

いましょうと言いますと、60 歳未満の方は「そ

2 つあります。40 代後半と 60 代前半に山があ

んな高齢者の使うものは嫌だ」と言われます。そ

ります。

うではなくて、もともとは高齢者用にできた介護

以上がハザマ世代のがんのデータ的な説明でし
た。

保険なのですが、若い人にも使えるようにしよう
ということで、使えるようになりましたと言って
います。年輩の方でも「嫌だ」と言われることが

個人と社会の「ハザマ世代」

あって残念な気がします。
訪問看護というのは、医療保険でも使えますが、

次は個人と社会の「ハザマ世代」ということで

実は介護保険でもいくことができますから Q6

お話しします。みなさん自身に対しても、周りの

は○です。ただ点数の点で介護保険の方で回数が

身内の方を含めて考えていただきながらお聞きい

少なく、月に 2 回ほどです。医療保険の場合は

ただければと思います。私もつい先日「ハザマ世

状態によってもう少したくさんいけますし、高額
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療養費制度に引っ掛けることもできます。医療保

査では＜「モヤモヤ」フルネス世代＞などと言わ

険の一部としてやることができます。

れています。非常にストレスが多い世代です。

今回この話をするので周りのハザマ世代の方に

社会的なことで言いますと、社会の経済を支え

も聞いてみました。ちょうど 20 〜 30 歳代、40
〜 50 歳代で病気になられた方がいたので聞きま

スライド 9

○×クイズ VOL.2

した（スライド 10）。「何か変ったことがありま
したか」と聞きましたら、次のような答えが返っ
てきました。「所有物が増えた！」と言っていま
した。「車や家、貯金、生命保険の証書、お墓の
権利書とかね…、いざとなった時用に書類をつく
らないとね…」と言われていました。それから
20 代とは違ってきたことは「職場での役割は増
えたねえ。病気だからすぐ休もう、辞めようって
できない」と言われていました。かなりの段取り
をしないと休めないということです。それから「周
囲の友人も色々な役割を持っているから相談しに
くいね。子育て、仕事、介護…、みんな忙しそう

スライド 10

ハザマ世代の女性の言葉

スライド 11

ハザマ世代の身体と心（個人の視点）

でね。」と言われていました。「情報と想像力が増
えた。」とも言っていました。「準備のできる部分
と想像して恐くなることもあるかな。」というこ
とです。みなさんはいかがでしょうか。年齢を重
ねる良い部分と悪い部分があるのかもしれませ
ん。
ハザマ世代の身体と心について個人の視点から
まとめてみました（スライド 11）。正解ではな
いので、私はこう考えるということです。身体の
方はいかがでしょうか。私も目が薄くなって、更
年期症状も出てきて、若い時と較べると体力的に
は低下しています。更年期症状は男性でも女性で
もあり、身体と心のバランスの問題として出てき
ますし、高血圧や糖尿病など生活習慣病も出てく
る世代です。若く見えても実は血圧が上がってき
たというような人もいます。
心の方では、いちばん大変な思春期から成熟期
と言われて安定した時期に入ると言われています
が、そうは言いながらも仕事や家庭の中での役割
やストレスが多いので、電通のマーケティング調
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る「現役世代」と言われます。病院では、3 割負

スライド 12

ハザマ世代を取り巻く社会

担の医療費を払う人を「現役世代」と言うそうで
すね。それから社会的な立ち位置が非常に多様で、
「ハザマ世代」という括りですが、中身は非常に
多様です。色々なお仕事をされている方、お子さ
んがいる方、結婚している方、していない方もい
るので、それを「ハザマ世代」と括って良いのか
と思ってしまうような難しさがあるということも
この世代の特徴かもしれません。それに応じて経
済状態もかなり多様。生活保護の方もおられるし、
かなり稼いでいる方もいる。
人生観や価値観というところでは、
「想像力が
増えた」と言われていた方もおられましたが、今

しゃいますが、多くの方は、日常的な付き合いが

まで色々な経験をしたことから人生観や価値観が

時間的に難しい世代です。私の場合もそうですが、

確立しているということがあります。これもまた

母親がやや認知症の問題が出てきて、地域の人に

良いところと、その価値観にとらわれ過ぎてしま

見守ってもらわないと困るのですが、みなさんが

い大変だというところがあります。こういうよう

起きている時間には家にいないので会うことがで

なことが現代の「ハザマ世代」の身体と心だと思

きません。困ったなと思っています。それから、

います。

友人や趣味の活動というやや違った部分がある人

「ハザマ世代」をとりまく社会ということでま

もいますが、ない人は仕事と家の往復です。そう

とめてみました（スライド 12）。この世代は色々

いう部分もあります。全体として見て、矢印が太

なところと関わります。家族というところでは、

い部分と細い部分があり、それが「ハザマ世代」

子どもや親に対してサポートする側にいることが

の特徴かもしれません。世代によってこの矢印の

多いので、その方向の矢印が太くなっています。

太さが変ってきます。

もちろんお手伝いなどもしてもらっているので家

ハザマ世代の悩み事ですが、先ほど「モヤモヤ

族からのサポートもあります。お仕事のところは

フルネス世代」と言いましたが、とくに女性は悩

両方向とも非常に大きいです。仕事での役割が大

み事の種類が非常に多い。仕事や家庭など色々で

きくなっていますから仕事の矢印も大きいです

す。男性の方は当然、仕事での悩み事の比率が大

し、会社を経由した社会保障や福利厚生、またそ

きいのですが、女性では他の世代よりも悩む内容

こからいただく給料も大きいです。行政などの社

が多様です。

会保障もありますが、会社、仕事を通じての社会

ハザマ世代の特徴をいったんまとめさせていた

保障が充実している部分が「ハザマ世代」の特徴

だきます（スライド 13）。まず、「背景が多様」

だと思います。行政や国に対しては、税金を支払っ

ということです。「多様性」がこの時期のキーワー

ているいちばん大きな世代ですからそこは太い矢

ドのひとつです。体は比較的元気で、基礎疾患は

印になっていますが、実は国や行政からの社会保

少ないので、治療は選択肢が多いということです。

障はあまり受けていない世代です。地域との関わ

がんの発症頻度は増えてくる世代ですが、まだま

りでは、子育てを通じて関わっている方もいらっ

だ少ない。したがってがんであることを周囲に分
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かってもらう時や、治療と就労の両立の難しさが

り、色々なスキルを身につけていきます。そして

あります。会社や家族という社会の働きの中でも

壮年期と言われるのが「ハザマ世代」だと思いま

中心的立場です。役割がついてくるのでキャリア

す。色々なものが充実して、最初にもお話ししま

が固定し、それで再就職やキャリア変更が難しい

したが、モノも、経験も、情報も増えて、色々な

というのが、「ハザマ世代」の特徴だ思いますが、

ものが実になっていく時期です。この時期に何を

みなさんはどのようにお考えでしょうか。

しておくべきかということは大事かもしれませ

この時期の社会保障については、先述もしまし
たが、「会社を通じて」が多いということを示そ

スライド 13

ハザマ世代の特徴

スライド 14

ライフコースと社会保障

スライド 15

ライフコース

うと思って持ってきたのがスライド 14 です。社
会保障には、医療保険制度の部分や年金制度の部
分、お仕事の中の雇用保険や労災保険などの部分
があります。勤めている方を前提にお話しします
と、医療保険制度には、協会けんぽや組合けんぽ、
後期高齢者医療制度や介護保険があります。年金
制度には、国民年金と厚生年金があります。就職
時、40 代、60 代で区切ってみると、お仕事を
始めると、給与から保険料が徴収されていきます。
介護保険は 40 代から保険料が徴収されていきま
す。それではこれが使えるのはいつからかと言い
ますと、基本的には 60 歳からです。それでは「ハ
ザマ世代」はどうかと言いますと、年金制度のと
ころの厚生年金、雇用保険や労災保険というとこ
ろでもらえる資格が出てきます。病気の場合は協
会けんぽや組合けんぽの方には、傷病手当金や高
額療養費が出ますし、介護保険も先ほど言ったよ
うに 40 歳から特定の病気では適用されてきま
す。雇用保険の方では、介護休業給付や失業給付
が出てきます。こういう形が、ハザマ世代が使え
る社会保障になってきますが、どうでしょうか。
十分かと言われると、この間、保険料の徴収もさ
れますし、十分とは言い難い部分もあるかと思い
ますが、今あるのはこういうものだということで
す。
ライフコースで見てみます（スライド 15）。
生まれてすぐの幼少期から、育っていく過程の青
年期には、みなさん、社会の役に立てたり、ある
いは自分で何かをやっていくための身体をつく
40 〜 50 歳代のハザマ世代のがんを考える
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ん。
「ハザマ世代」の時期にやるべきことで言うと、

はどうか、体はどうか、心・気持はどうかという

この時期に病気になることもありますが、それで

ようなことで考えていく必要があると思います。

も次の時期への備えをしておく、そういうものが

先ほども言いましたように、
「ハザマ世代」は、色々

必要になってくるのが、本来のこの時期です。「所

な役割があります。お仕事もあり、家族の中でも

有物」の整理や「自分の価値観」の見直しをして

サポーターになることが多く、サポーター数が少

おく必要が、もしかしたらあるのかもしれません。

ないというのが、いちばんの特徴なのかなと思い

樹にたとえると、枯れ木になると寂しいものです

ます。自分の身の回りのことをやってくれるサ

が、サクラなども花が散ると周りはピンクの絨毯

ポーターとしては、日本では、家族が出てきます

になったり、銀杏の木が黄葉して、周りが非常に

が、実は「ハザマ世代」はそこが非常に少ない時

きれいな黄色の絨毯になったりします。人もそう

期だと思います。そこがひとつ、課題だと思って

だと思います。ずっと若くはいられないし、ひと

います。

花咲かせることはできないかもしれませんが、次

「ハザマ世代」で病気になる大変さは、スライ

の世代に残すこともできるし、次の人に自分ので

ド 17 のようなことがあります。それに対してど

きることを見せるという形もあると思います。
「ハ

うしたらいいかですが、「ハザマ世代」のメリッ

ザマ世代」の壮年期に、次への備えをしておくこ

トになり得ることとしては、それまで培ってきた

とで、老年期の充実があるということです。老年

活きた「人脈」と「知恵」が、この世代にはある

期は、壮年期と同じことをやることができません。

はずです。今まではそれを家族とか仕事で使って

幼少期、青年期と、「先に先に」とやっていた時

いるはずです。今回、病気というテーマで考えた

期から、次のライフステージの変化を見据えてと

時に、本当にそれで良いのかということです。次

いうところが「ハザマ世代」ではないでしょうか。

に備えるというのは、自分の次の世代に備えると

「ハザマ世代」を考える時に、どういうキーワー

いう面もありますし、自分自身のその後に備える

ド、要因を考えたら良いかというのがスライド

という面もあります。病気をした人も、していな

16 です。この世代は多様なので、何がキーワー

い人もですが、自分が今やっていることをちょっ

ドかが難しいのですが、要因としては、経済状態

と違ったことに活かしていけないかと考えながら

はどうか、仕事は、家族はどうか、サポーター数

スライド 16
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生活をすることは、非常に大事なのではないかと

スライド 18

○×クイズ VOL.3

思います。

「ハザマ世代」がより良く生きる社会
次は「ハザマ世代」がより良く生きる社会とは、
ということです。最後の○×クイズです。「Q7
65 歳以上の高齢者で、友人とよく会う人の方
が死亡リスクが低い」は○か×か。「Q8

寿命

に与える要因として、「孤独」は、「喫煙」の次に
体に悪い」はいかがでしょうか、どう思われます
か。「Q9

地域サロンに参加する人の方が、し

ない人よりも、健康だと感じている人が 2 倍以

スライド 19 ソーシャルキャピタルって聞いたことありますか？

上高い」はどうでしょうか。これらの Q は人と
の関係性ということで出したものです。
元ネタは『コミュニティ白書』というものから
とりました。組織づくりなどをする NPO 法人
CR ファクトリーという団体が出しているもので
す。解答ですが、Q7 は、高齢者では友人とよく
会わない人の死亡リスクは、女性では会う人の
1.6 倍、男性で 1.3 倍ですから、「会う人が低い」
というのは〇です。Q8 はやや引っ掛け問題です。

つながり」のことです。一昔前は、町内会などに

答は×です。タバコよりも「孤独」の方が悪いと

代表される地域の様々なつながりで、地域の色々

いうデータが出ていました。オッズ比で出ていた

なことがやられれていました。今はそういう地域

のですが、
「孤独」の方が悪いというので、私もびっ

のつながりが崩壊し始めているというのが、みな

くりしました。最後の Q9 は、もちろん〇で、地

さんの実感でもあるのではないでしょうか。それ

域サロンに参加している人の健康感は、していな

をもう一度創っていく必要があるのではないかと

い 人 の 2.5 倍 高 い と さ れ て い ま す（ ス ラ イ ド

いうことです。お国が言うからではなく、先ほど

18）。

のデータのように健康にも良い影響を与えてきま

人との関係性はこれほど健康に影響を与えるの
ですが、不思議に思いませんか。ソーシャルキャ

すし、本当に実感としてそういうことが感じられ
てきたら良いと思いました。

ピタルという言葉を聞いたことがあるでしょうか

「ハザマ世代」に関して言うと人とのつながり

（スライド 19）。国でも、これからの社会を創っ

を作っていく、今までとは違うつながりを作って

ていく時に、人間関係をもう一度、作っていくた

いくことが、もしかしたら色々な予防や、色々な

めにソーシャルキャピタルを創りなおすと言って

サポートになっていくのかなと思っています。先

いるようです。「社会関係資本」という小難しい

ほど出していたスライド 12（148 頁参照）の細

言葉で訳されていますが、要するに「人と人との

い矢印の「友人や趣味の活動」や「地域」とのつ
40 〜 50 歳代のハザマ世代のがんを考える
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ながりのところが、太い人は良いのですが、ハザ

仕事が第二の縁、サードプレイスがそれ以外の場

マ世代は、「家族」でも「仕事」でも外に向って

所になりますから、地域やもうひとつの活動・場

出す方が多く、自分にもらう方が少ないので、ど

所になります。スターバックスもサードプレイス

こからもらうところの矢印を太くしようかという

と言っていますが、お仕事に行って、家に帰る途

ことです。使える時間もお金も限られているので、

中でちょっと寄りたいという意味でサードプレイ

すべてをお金で買うことはできません。そうなる

スという言葉を使っているようです。それは本当

とどこかからものをもらったり、得ていかなけれ

にコーヒーを飲む場所であっても良いし、趣味の

ばなりません。今までないところがポイントに

場所でも良いし、本日のようなサロンのような場

なってくるので、「地域」やもうひとつの場所で

所であっても良いし、私は患者支援の活動をして

ある「友人」「趣味の活動」というところが大事

いるのでそういう活動でも良いと思います。

になるのではないかと思います。

「ピア」というのは「仲間」という意味です。

スライド 20 は、色々な「縁」というスライド

本日のこの会も色々なお病気を経験された方や当

です。地縁や血縁というところが第一集団、第一

事者の方が集まってお話をする、経験者同士だか

空間と言われるところです。社縁という、お仕事

ら話し合えることがあり、共感できることがあっ

で得られるところは第二集団、第二空間だと言わ

て、とても大事な場所だと思います。ピアサポー

れています。これらの縁は選べません。仕事は選

トにも色々な階層があると言われています（スラ

べると言えば選べるのですが、人間関係のすべて

イド 21）。今日は「がん」というテーマで集まっ

は選べません。もうひとつ第三の縁というものが

ていると思いますが、がんの経験者同士はとても

あり、ここは選べる縁です。私は冒頭に「サード

大事です。ずっとその場所で同じ経験者同士で話

プレイスは人と組織を健全にする」と言いました

すことが必要な時もあれば、もしかしたら、だん

が、それがこの第三の場です。今まであった血縁、

だんと違うところで話したいとか、違うことをし

地縁、社縁はもちろん大事で、そこを強化するの

たいと思ってくることもあるかもしれません。本

は良いのですが、それだけでは立ち行けなくなっ

当にいちばん辛い時には、自分だけが辛いのだと

てきた時に、もうひとつ出てくるのが、第三の縁

思いがちで「どうして私ばかり」となります。そ

ではないかと思います。

ういう時には、本当に同じ病気の人の言葉が大変

スライドの表で言いますと、家族が第一の縁、

響くと思います。同じ病気ではない人には絶対私
の気持ちは分からないという時期はあると思いま

スライド 20

色々な「縁」
スライド 21
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すから、その時は経験者同士が非常に大事になっ

で社会に向けての活動が本業であり、仕事です。

てきます。

地縁、血縁のコミュニティは、個人のものではあ

ただ心は強いと思うのです。一度、気持ちが落

るのですが、ご家族に何かあると会社を休むこと

ちたとしても必ず回復してきます。そういう時期

もできますし、インフォーマルで認められている

には、同じ病気の経験者とは言いながらも違うと

部分だと思います。この時にサードプレイスは、

ころも出てきますから、そうなってきますと病気

本業でもプライベートでもないもうひとつの場所

は違うけれど病気を経験した同士もピアで、仲間

となります。仕事などフォーマルなところは制度

だから話ができるという気持ちになることもある

などに則っていますので影響力も大きく重要で

かと思います。

す。ただ変えていくという意味の進化のスピード

それから寛解になってくると病気でなくても、

からみると、けっして速くはない遅い場所です。

大切な人を亡くしたり、津波で家を流されてし

逆にサードプレイスは、自由度が高いし、新し

まったりというように色々な喪失体験をした人同

い創造の場所でもあります。サードプレイスも

士もピアになります。喪失体験をしたことがない

色々な社会学的な定義がありますが、対象者がい

人などはいないと思うので、そういう意味では、

ないということがひとつの定義です。仕事や医療

何かなくした人はピアだと思うと、人はみなピア

の場面では、患者さんとお医者さんというように

だ、仲間だとなります。このようにピアサポート

医療をされる側とする側であったり、販売のお仕

にも階層があって、自分にとって、あるいはこれ

事の場合は、お客さんと販売をする側というよう

から必要になってくる人にはどの段階のピアが良

にどうしても対象者が出てきます。サードプレイ

いのかを考えたり、自分は適切なところにいるの

スという場所はお互いが平等で対等であるという

かを考えるのが良いと思います。患者会、当事者

関係性で、これは同じ人同士でもちょっと対象者

団体というのはとても大事ですが、ずっとそこに

がいる「する側とされる側」という関係性とは変

いなくて卒業していっても良いものだということ

わります。ピアサポートの場合や当事者会ではこ

です。もしかしたら次の段階として色々な多様な

のサードプレイスという形をとっているはずです

人たちが集まってやっていく場を作っていくのも

から、お互いが対等にお話をされると思います。

大事かもしれません。

ここのつながりが「ハザマ世代」がもうひとつの

「ハザマ世代」というキーワードで集まったの

コネクション、関係性を作っていく場所として提

ですが、多様な方が集まられていると思いますの

案できる場所だと思いました。この場所で行われ

で、色々な経験が混ざるというのは、非常に大事

ていることは、越境学習とかエンパワーメントと

なことになってくると思います。

言われています。違う業界の話を聞くのは、非常

先ほどから申しあげているサードプレイスです

に役に立ちます（スライド 22）。

が、3 番目の場所という意味ですが、社会に向け

ソーシャルキャピタルがうまく働いたケースを

ての活動部分と個人に向けての活動部分というこ

ご紹介します。フィンランドの「ネウボラ」とい

とで分けるなら、サードプレイスは、どちらかと

うのをご存じでしょうか。フィンランドは社会保

言うと社会向けの活動になると思います。フォー

障が進んだ国ですが、学校区域に 1 つぐらいの

マルかインフォーマルかで分けるとプライベート

ネウボラという場所があります。フィンランド語

のところは、個人向けのインフォーマルなところ

では「ネウボ」がアドバイスで、「ラ」が場所と

である自分の趣味であったりします。フォーマル

いう意味です。そこにはネウボラおばさんという
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スライド 22

サードプレイス

スライド 23 「相談窓口」と「相談できる場・人間関係」

の違い

方がいて、お腹に子どもができたり、結婚したり、

が、日ごとに行ける人が家に行くことで、ご家族

何かあると必ずそこに行って話をしてくるのだそ

が慣れていくことをサポートすることができまし

うです。何か困ったことがあったから話をするの

た。お仕事でもないし、友だちとしても行きにく

ではなくて、何かあったら行って常にコミュニ

いのですが、もうひとつの活動ということでやっ

ケーションを取っているような場所です。そのお

ていたので、そういう人が行くことでうまく在宅

ばさんに話をしているので、子どもが育って大き

で心配なく最期まで看取ることができました。

くなり困りごとが出てくると、そこで問題の解決

「相談窓口」と「相談できる場・人間関係」と

がされていきます。ネウボラおばさんは、ただの

いうのは少し違うと思います（スライド 23）。

おばさんではなくて実は専門家の資格も持ってい

相談窓口は、今はたくさん色々なところにできて

るのです。おばさんのようにフラットに接してく

います。メリットとしては、問題や課題がはっき

れていて、それでも専門的な知識があるというこ

りしている場合は、短時間で解決に行けます。専

とです。そういうことがフィンランドでは学校区

門家がいれば良いので運営はシンプルです。デメ

域ごとに行われていて、それが始まってから子供

リットとしては、適切な相談窓口にたどり着くの

への虐待が非常に減ったと言われています。

が非常に難しく、たらい回しにあったという経験

私が所属する NPO も、私がソーシャルキャピ

のある方もおられるかもしれません。また潜在的

タルだと言うのはおこがましいのですが、そこの

な問題や課題は表出されません。もちろんそうで

メンバーが骨折してしまった時の話です。それこ

はない相談員の方も多いと思いますが、課題があ

そその人は「ハザマ世代」でサポーターがいませ

るから行って相談し、その課題についてだけの話

ん、親も遠くにいて、配偶者もいないとなると、

になることが多いというのがデメリットです。

ご飯も買いに行けません。そうするとメンバー同

「相談できる場・人間関係」があるということは、

士で買ってきてあげるというようなことがありま

安定した信頼関係のもとで、心理的安定が得られ

した。また、私は今年、1 人のメンバーを在宅で

たり、対話の中で本人が自覚していない問題・課

見送ったのですが、その方自身は家に帰りたいと

題が見つけられて、自然に解決に向かって行くと

思っていたけれど、ご家族が自宅で看るのが不安・

いうことがあります。多様な問題、子育てのこと、

恐いと言っていました。その時は、会のメンバー

病気のこと、介護のことなどが一緒のところで相
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談できたりするところが良いところです。逆にデ

したらここがひとつの切り口なのかと思い、提案

メリットとしては、ソーシャルキャピタルでめざ

させていただきました。

しているところはここだと思いますが、相談でき

長時間のお話しになりましたがいかがでしたで

る場所や人間関係は、どこが信頼できるかが分か

しょうか。「ハザマ世代」の色々なことについて

りにくいことがあります。また、正直に申しあげ

みなさんのお話をこれから聞かせていただければ

て多様な人たちが多様な状態でいるので、運営が

うれしいです。ありがとうございました。

非常に難しいということがあります。ただもしか
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◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇

私が感じたハザマの課題

■ 高橋

では、それぞれの

あると思います。

グループから発表をしていた
だきたいと思います。報告は

■ 高橋

それではお隣にお願いします。

各班で「ハザマについて、こ
ういう話が出ました」という
ところを共有していただけれ

おひとり様である問題・支えてくれる人
が少ない中での将来への不安もあります。

ば良いと思います。
それでは 9 班から行きましょう。

＜グループ発表 2（8 班）＞
8 班では、ハザマ世代にプラスして「おひとり

多様な状況・知られていない多様な制度

様」ということが出ました。親のサポートもしな
ければいけない、あるいは子どものサポートもし

＜グループ発表 1（9 班）＞

なければいけないということです。そういう中で

うまく抽出できているか分かりませんが、ひと

病院からは「（説明を聞くときは）1 人で来ない

つは状況が多様であるということです。結婚して

でください」と言われたりすると、誰と行けば良

いる・してない。親がいる・いない。あるいはサ

いのかで悩むという話がありました。

バイバー同士で悩み事を話しても色々あって、状
況が多様というのがひとつです。

また、お子さんのお友だちのお母様に色々手
伝っていただいたということがあり、それは非常

ただそうは言ってもまだ将来が長いので、これ

にありがたかったのですが、やはり病気のことな

からどうしようというのは、色々あると思います。

どはあまりご存じないので、ありがたいのだが、

もうひとつは利用できる制度が色々あるのに、そ

そのサポートが適切でなかったということもあ

れがあまり知られていないことです。公的な制度

り、自分にとってかえって辛いものと感じてし

のほかにも生命保険に入っていなかったというよ

まったという話も出ていました。

うなケースもあるようです。

それから男性はやはり居場所が職場で、そこは

また人生設計を修正しなければいけなくなって

色々な制度面だけではなく、雰囲気などでも良い

どうしようかと悩んだり、逆に今からは人生設計

コミュニケーションに支えられたという話もあり

を変えられないという両方の悩みになるところが

ました。
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誰に支えてもらえれば良いのかという話を少し
しました。とくに将来的に不安がある中で、これ
からどうなっていくのか心配で患者会でお話する
ことで不安が取れることもあるのですが、実際の
サポートとなると、なかなか患者会だけでは満た
されないこともあるということでした。一方、マ
ギーズ東京に行って心が非常に洗われたという方
もいました。何か相談があるのではなく、いるだ
けで心地良さを感じたということでした。
■ 高橋

ありがとうございます。杉山先生のお

世代は親元を離れて 1 人で頑張り、仕事をバリ

話のいちばん最後に「相談窓口」と「相談できる

バリやっていることが多い。先ほど「おひとり様」

場・人間関係」の違いのことがありましたが、通

の話も出ましたが、シングルで頑張っている人が

じるものがありますね。7 班お願いします。

多いのがこのハザマ世代だと思いますから、1 人
でがん治療にどう向き合うかという問題もありま

伝え方―子どもや親にどう伝えるか、マスコミ

す。またその時に高齢の親に伝えるべきか伝えな

の情報の伝え方も課題

いでおくべきか、あるいは伝えるのならどのよう
に伝えたら良いかというような課題もあります。

＜グループ発表 3（7 班）＞

それからネット情報のことなのですが、高齢の

色々な話が出ました。集約して申しあげると「伝

方よりはネット情報をたくさん拾ってきてしまう

え方」ということです。ハザマ世代は、それより

ということがあります。若い世代よりも情報収集・

上の世代の方々とは少し違っています。上の世代

分析力が上がっているので、無駄とは言いません

の人たちは、ある意味で適齢になったら結婚して

が、色々な情報を拾い過ぎて、違う方向に行きが

子どもを持つのが当たり前の世代の人たちだった

ちでもあります。そういう問題もあるので、マス

と思いますが、ハザマ世代のあたりから結婚年齢

コミの情報の伝え方というのも、これからはひと

の幅も広がり、子どもを産む年齢幅も広くなりま

つの課題としてとりあげていただきたいと思いま

した。ハザマと言っても色々な方がおられます。

した。

たとえば思春期の子どもや、もっと小さな子ども
への「伝え方」など、子どもの年齢によっても「伝

■ 高橋

え方」が色々あって、どう伝えたら良いのかとい

それでは 6 班さんお願いします。

ありがとうございます。本当ですね。

う問題があります。
またハザマ世代の方はまだ親が存命の方が多い
のですが、親も歳をとっていてサポートは頼めな

家族から見たケアと患者サイドから見た
ケア―情報、体力について

くなっている、逆に親をサポートしなければいけ
ないという問題があります。ハザマで自分がんに

＜グループ発表 4（6 班）＞

なったら、同時に高齢の親もがんになってがんと

私たちはハザマ世代に限らない話になりました。

がんのダブルケアになることもあります。ハザマ

家族から見たケアと患者サイドから見たケアとい
私が感じたハザマの課題
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うことで話をします。家族からみて、医者と患者

らないという話から始まりました。実際に行政

のコミュニケーションがどれだけ取れているのか

サービスを使ったことがある方の意見としては、

不安があるという問題がひとつ出ました。とくに

行政の方は色々やってくれるのですが、行政サー

高齢患者さんの場合はプライベートな話をなかな

ビスは基本的に月〜金しかやられていないので、

かしないので、ドクターがどれだけそうした情報

お仕事をされていたりすると、サービスが使えな

を把握しているのかが不安だということです。

いこともあるということでした。あえて有休を

それから家族としての無力感です。何をしてあ

取ってまで行く価値があるか微妙な場合もあり、

げれば良いのか分からず、互いにイライラが募っ

仕事をしているハザマ世代から見ると、サービス

て大喧嘩をしてしまったという話がありました。

の良い面と、使いにくいという面があるという話

この場合は、逆にその大喧嘩で患者と家族のコ

になりました。

ミュニケーションが取れるようになってきたとい
うことです。

病院のがん相談支援センターなどもあるのです
が、そもそも予約が取りづらい。実際に相談に行っ

それからすでに出ていましたが、情報収集の話

てみたものの、いわゆる一般論的な話に終始して、

が出ました。高齢者は情報を取ることができても、

あまり問題解決に到らなかったということもあっ

その取捨選択ができないことが多い。そこで家族

たそうです。むしろ、ダイレクトに地域包括支援

が代わりに選択するということでした。ハザマ世

センターなどに行った方が良いのではという話も

代の患者の立場から言えば、情報の取捨選択に関

出ました。

してはある程度は自分でできると思っています。

少し話が飛ぶのですが、ピア（同病者）の相談

あとは体力的問題があります。ハザマ世代はま

は良いねという話が出ました。ただ、ピアと言っ

だまだ病気に立ち向かう体力はあると思います。

ても病気の種類や、今日のテーマのように世代の

食については、とにかく口からものを入れないと

こともあって、人によっては、世代よりも病気が

生きていけないと患者は思っていますから、もち

同じ方が良いという意見の方もいましたが、同じ

ろんそれが無理な患者さんもいるとは思います

病気でも世代が違うとあまりにも悩みが違いすぎ

が、ハザマ世代はそこはできる限りやっていると

てしまうので、違う病気でも世代という括りで集

いう話が出ました。

まった方が、色々な相談ができて良いねという話
も出ました。

■ 高橋

ありがとうございました。本当に状況

や対応の多様性ということでは、どの世代もそう

■ 高橋

ありがとうございます。では 4 班さん。

なのかもしれませんが、ハザマ世代の特色もある
かもしれませんね。それでは 5 班。

お金と保険、サポーターのつくり方

相談窓口の使い勝手やピアサポーターの
背景について

＜グループ発表 6（4 班）＞
こちらで出たのは大きくは 2 つです。ハザマ
世代でがんになるとお金が本当に大変です。子ど

＜グループ発表 5（5 班）＞

もたちはまだ小さいのに、病気によって収入が途

まだがんになってからそう経っていない方がお

絶えたり、あるいは少なくなったりということが

られて、どういうサービスを使ったら良いか分か

あります。いわゆる医療保険でまかなえるのは治
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療費だけで、生活費まではまかなえません。それ

り、親はいらっしゃってもご高齢とだというとこ

で、生活面もサポートされる必要があるというこ

ろにあります。最近は、「Hope Tree」や「チャ

とが出ました。

イルドケア」のようにがんの親を持つ子どもサ

生命保険に関しても、がんになった後では保険

ポート支援はあっても、がんを持つハザマ世代の

に入れないということが大きい問題です。私など

親自身へのサポート支援は少ないという話が出ま

はがんになってから入ろうと思ったら、もう入れ

した。そういうサポートをもっと社会的に増やす

なくて困ったことがあります。そのあたりのお金

方向があっても良いのではないかということで

の問題は対応が必要だというのがひとつめの問題

す。

です。

先ほどはサポートを頼むのに勇気が要るという

もうひとつはサポーターの話です。小さい子ど

話がありました。ここは医療者が多い班だったの

もがいる親に治療が必要という時にどうするか。

ですが、みなさんから、サバイバーさんたちは、

家族だけではサポートが足りないという時には、

診断を受けた時、治療に入る時、そこからまた社

やはり声をあげて近くの人や友人などにサポート

会復帰する時に、自分が病気だということを周り

を頼むしかないということになりました。これは

に言うべきかどうかで迷っているということが出

私の経験なのですが、子どものお弁当を作っても

されました。今日のような場所に来る時でも大変

らうとか、手術の時に付き添ってもらうとか、そ

な勇気を持って一歩を踏み出していると思いま

ういうことを友だちにやってもらうという選択を

す。先ほど杉山先生も色々なつながりがあること

しました。周りの人にサポートを頼むのは非常に

がメリットだと言われていましたし、それはその

勇気が要りますが、本当に困った時には見栄など

通りだと思うのですが、そのメリットを活かすた

は全部捨てて「助けて」と言うことが大事だと思

めの社会サポートや病院のサポートが少ないとい

います。「助けて」と言われると、どうしようか

う話が出ました。

なと思っていた人たちも手を差し伸べざるを得な

年齢が上がると病気に罹患する人が多くなるの

くなって、サポーターの輪ができていくことがあ

で、たとえば 70 歳や 80 歳の人は、病気のこと

ります。そういうことがあるので、サポーターは

をやや言いやすい側面はあると思います。それに

自分で作っていくもの、自分から発信していくも

対してハザマ世代の人は、周りに同世代の病気の

のではないかという話になりました。

人がどのくらいいるのかも分からず、仕事は休め
ない、病気だと言えないといった状況の中での孤

■ 高橋

サポーターは自分で作る。なるほど…。

それでは 3 班さん。

独感が強くあるということです。そこを何とかし
ていけないかという話が出ました。簡単ですが以
上です。

ハザマ世代のために不足しているサポート
■ 高橋
＜グループ発表 7（3 班）＞

ホワイト

私たちの班もハザマ世代の話を中心にしまし

ボードに書

た。いくつかの班と話はかぶっていますが、かぶっ

くことが多

ていないところから申しあげます。ハザマ世代の

く、だんだ

難しさのひとつは、小さな子どもがいる世代であ

ん自分でも
私が感じたハザマの課題
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読めなくなってきました（会場笑）。ありがとう

に気を付けてお帰りくださいね。

ございます。それでは 2 班さんお願いします。
―はい。実は私は、ある病院の内科の医師をやっ

がん罹患は人生の想定外
―その生き方は多様であって良い

ています。医師と患者という 2 つの立場です。
私たちの班では、胸腺腫をやって 10 年たった
方と 18 年前に乳がんをされて肺転移をされた

＜グループ発表 8（2 班）＞

方、それから私は前立腺がんなのですが、化学療

2 班では、患者 3 人と企業への就労支援をやっ

法を今やっているところです。それに企業で抗が

ている方の 4 人しかいなかったのですが、スギ

ん剤関係の研究をされている方を入れて計 4 名

ちゃん（杉山先生）という強力助っ人に来ていた

でした。1 名の方は、今はもう治療をされておら

だき話をしました。やはりがんになったというこ

ず経過を見ているところ、もう 1 人の方は、肺

とは自分の人生においては想定外のことだという

転移があるのでこれからずっとがんと付き合って

意見がまず出ました。お金がかかる、さらに治療

いくということです。私は子どもがまだ小さいの

のことや、子どもの進学、親の介護の問題などが

で、本当はあまり無理をしたくはないのですが、

重なり、どうしても一気にたくさんの問題を抱え

自分の病気のためと子どもの養育のために働かざ

て頑張らなくてはいけない状況になるということ

るを得ない状況です。元気そうなのに当直はしな

です。企業としては働き続けてほしいと思ってい

い、そのくせ宴会に出ているという声が職場であ

ますが、就労支援をどうやれば良いか分からず、

りました。宴会と言っても忘年会とか歓送迎会な

企業としても模索をしているところだということ

ので、そんなことを言われるぐらいならもう宴会

です。

には出るものかと思って出るのは止めました。夜

がんになってその先を考えると、週 5 日、が

は早く帰れるのでその方が良かったです。

むしゃらに仕事を続けていくという道と自分の身

がん患者さんには 4 つのペインがあると言わ

体なので身体が楽なように好きに生きるというよ

れています。身体的、社会的、精神的、スピリッ

うな道もあり、そこは色々な道があっても良いの

チュアルペインの 4 つですが、その中で私は経

ではないかという話になりました。

済的な、社会的ペインをいちばん感じています。
自分は開業をしていたのですが、それを閉めて再

■ 高橋

はい、ありがとうございます。それで

は 1 班。

就職をしました。開業医と勤務医は違っていて、
勤務医を始めたばかりは、僕はあまり役に立たな
いのではないかとずいぶん悩みました。それでも

医師と患者の両方の立場から

2 年たったあたりから少しは慣れてきたのか、多
少は役に立っているのではないかと思えるように

＜グループ発表 9（1 班）＞

なっています。「僕も患者さんだよ」と言うと、

初めて参加させていただきました。実は今、都

自分を信用してくれて、ピアカンファレンスのよ

内の大学病院に入院しています。外出許可をいた

うなことができたりします。患者さんに僕も病気

だき、参加させてもらっています。

だと言うと、患者さんとの距離が大変近くなりま
す。「一緒に頑張ろう」と僕の顔を見るたびに笑っ

■ 高橋
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うことで力を出してくれるのは、自分にとっては、

るのではなく、大変だからこそ、それなら次は何

がんになるのは良いことではないかもしれません

をしようかというところに一歩進めてください。

が、私に会った患者さんにとっては良かったこと

みなさんだからこそできることがたくさんあると

もあるのではないかと思います。自分のことばか

思います。そういうことを今日は大変感じました。

り話してしまい申しわけございません。以上です。

一緒にやれたらと思いますので、よろしくお願い
いたします。

ハザマは「大変」、だからこそ次の社会資
源につなげることを

■ 高橋

ありがとうございます。ハザマ世代の

発信力、あると思います。まだ少し時間があるの
■ 高橋

ありがとうございました。状況が多様

で質問をお受けします。

であるということ、お金のこと、親との関係、子
どもとの関係、平日働いていると、なかなか病院
や行政のサービスが使いにくかったりすることも

がん罹患歴があっても加入できる緩和型
保険

あるし、同病者がどういう括りで集まるのが良い
のだろうかという話も出ました。もちろん世代と

■ 参加者 A

いう切り口もあるし、それ以外の切り口もあるで

net の者で、正しい情報を知っておいていただき

しょう。大変だからこそ助けを求めることの大切

たいと思って申しあげます。がんになったら一般

さも出ました。また、やはり想定外のことから来

の生命保険には入れないというお話が出ました

る孤独感もあるし、多重ピンチだということも出

が、今は緩和型保険というものがあります。がん

ました。

の治療をされていた方も入れる保険です。部位に

あえてまとめようとは思いませんが、杉ちゃん

質問ではないのですが、僕は CAN

よっては 2 年間治療をされていなければ入れま

はどう思われますか？講評をお願いします。

す。探していただければと思います。

■ 杉山

■ 高橋

本当にハザマ世代

ありがとうございます。私から追加質

のがんとして自分のことだけ

問です。保険というのは入るのがなかなか難しく、

を考える時間もないですね。

実はこういう形で使える保険はあることはありま

大変なことがたくさん出てき

すが、それを見極めると言いますか、たくさんあ

ていて、かなりその通りだと

る商品の中からよいものを見極めるキーワード

思いながら聞いていました。

や、特に注意して確認したほうがよいポイントが

大変だからこそと言いますか、ハザマだからこそ、

ありましたらお教えください。

それがまた次にどうしたら良いのかということを
考えるきっかけにもなれば良いかなと思います。

■ 参加者 A

ハザマのみなさんの社会の中での力はすごく強い

ういうまずいところは小さい文字で書いてあるの

はずですから、これをどう次の社会資源にするか

です（会場笑）。

保険会社の「巧い」ところは、そ

という部分は、みなさんのお力次第かなと思いま
す。色々なことが出てきましたから、この先がと

■ 高橋

よく正直に言ってくださいました。

ても大事だと思います。「大変だな」で終わらせ
私が感じたハザマの課題
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■ 参加者 A

僕は保険会社に勤めていますが、

その会社のものでは、5 年間の治療実績がなけれ

■ 高橋

ば入れます。他のところでは、乳がんだったと思

すが。ハザマ世代は、情報収集分析力が高く、情

いますが、2 年間の治療実績がなければ入れると

報発信力も高い方もおられますが、一方、パソコ

いう保険もたしかあります。2 年、3 年、5 年と

ンに触ったこともない人もいる世代です。世代の

あります。緩和型保険は 3 つか 4 つの質問があり、

特徴を考えるのも大事ですが、その世代の中の多

すべて「ノー」であれば入れます。注意すべき大

様性も見なければいけない。良い情報をどうやっ

事なところは小さく書いてあるので、小さい文字

て発信するか、受ける方はそれをどう見極めるか

のところを注意して見ることです。

というのは永遠の課題ですね。だからがん対策情

とても本質的で難しい質問だと思いま

報センターが頑張っているのですが。これは永遠
■ 高橋

あえて小さいところを見る。どうもあ

の課題ですね。頑張ります。

りがとうございます。他はいかがですか。
■ 参加者 B

ありがとうございます。

情報格差をなくすために―開業医の活用を
■ 高橋
■ 参加者 B

スーパーのレジの方に、もしあな

たが体調を悪くしてこの仕事を辞めなければいけ

他にいかがですか。病院から許可を得

て参加されている C さん、私は病院に戻る時間
が大変心配なのですが。

なくなったらどうしますかと聞いたことがありま
す。その方は他の仕事は考えられないと言うので

■ 参加者 C

す。パソコンなどで色々検索しませんかと聞きま

ここの方が重要ですから。国立がん研究センター

したら、パソコンは触ったことがないと言ってい

は非常に大きい病院ですが、私の経験では、開業

ました。今日ここにおられる方は、ネット情報で

医のところには普通は地域の方しか来ません。そ

いらっしゃった方はかなりおられると思います

こで色々な情報を待合室に張ったり、自分で『○

が、がんに罹った就労世代の 3 分の 1 の方は退

○内科医院だより』というものを作り、来た人に

職をされています。そういう人たちにどのように

読んでもらったり、渡したりしていました。開業

支援をすれば良いか、なかなかそういう方とのつ

医の先生が一生懸命になれば、もう少し情報は伝

ながりが作れないのです。何かお知恵を拝借した

わりやすいのではないでしょうか。開業医さんは

いのですが。

長くやっていますから、患者さんのことを良く

あまり心配されないでください、

知っていて、たとえば患者さんのご主人や家族が
がんになって、相談があれば、こうした方が良い
とアドバイスができます。それは開業の力だと
思っています。自分が開業を止めたのは残念なの
ですが、今の方の答になっているかどうかは分か
らないのですが、そのように感じました。
■ 高橋

ありがとうございます。本当に大事な

ところだと思います。私たちはみな、なんとなく
162
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自分の周りは分かるのですが、同業者でも立場や

ならないですね。開業医の先生方の発信は本当に

地域や年代がちょっと違うと、発信できる方向性

大事だと、私も常々思っていました。サバイバー

がけっこう違ってきます。とりあえず今日ここに

シップのことやがん情報のことで、連携を取って

集った方はみなご自分の周りから発信してみませ

いきたいですね。

んか。それに加えて、誰がどちらに向かって発信
すると効果的か、発信戦略も考えていかなくては

今日はご参加ありがとうございました。


＜拍手＞

私が感じたハザマの課題
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「第14回公民館カフェ」アンケート集計
平成29年9月22日（金）実施
受付登録者（85名） お立場（複数回答）

参加者 60名
回答者40名（回答率 66.7％）
患者・家族

医療者

企業関係者

58.8%

メディア関係者

21.2%

11.8%

行政関係者

4.7%

その他

20.0%

1.2%

アンケート集計
男性

性別

女性

32.5%

67.5%
20歳代

年齢
5.0%

10.0%

30歳代

40歳代

22.5%

60歳代

70歳代以上

0.0%

55.0%

立場（複数回答）
患者・家族
医療者
行政関係者
メディア関係者
企業関係者
NCC関係者
その他

50歳代

7.5%

カフェを知った経由（複数回答）
72.5%
15.0%
0.0%
5.0%
5.0%
12.5%
10.0%

オープンセミナーの感想

友人の紹介
Facebook,Twitter
その他

とても良かった
67.5%

やや良かった

62.5%

研究班からのメール

あまり良くなかった

10.0%
7.5%
25.0%

全然良くなかった
22.5%

無回答
2.5%

7.5%
0.0%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

活発な討論が、各テーブルで行われているのを感じました。新たな視点を与えられました。
ハザマ世代です。ハザマ世代の課題を各グループの発表から、もっと明確になって、自分として今後何を大事にしていくべきか、
見直す良い機会となった。
ハザマど真ん中なので、たくさんの意見を聞いて、心強く感じました。課題は多いけれど、助け合って解決していければと思いま
す。
初めての参加でしたが、いいお話しができ、よかったです。又、次回も参加したいと思います。
それぞれの世代が持つ特色の説明がおもしろくて分かりやすく、どんどんお話に引き込まれました。元気をもらえたキーワードもあ
り、参加できてとてもよかったです。
ハザマはテーマが広い。生活が定着しているからこそ、実際に様々な問題があり、解決していく時間もない・余裕もないため、孤独
感もある。もう少しテーマをしぼって、同じ悩みの方と話したかった。
ハザマ世代といっても、やはり状況多様ですね。AYAや高齢者のことが話題になり、特別にみられる気がしますが、ハザマこそ声
をあげねばならず、そして、その機会がない気がします。
いろんな立場の方のお話が聞けてよかったです。
私自身は、AYA世代ですが、いずれはハザマ世代になります。ディスカッションの中で、自分自身で判断をしなければならないこと
が、とにかく多いのが、ハザマだと思いました。
自分は前立腺ガンですが、ハザマの時期に患っていたら、大変だったろうと思いました。
AYA世代の上の方（30代～30代後半）は、ハザマ世代の悩みや課題と、とても重なっていて、参考になりました。
サバイバーの方の退院後の生活について、生の声が聞けて、とても勉強になりました。（医療者としては耳の痛い話も多かったで
す。）
疾患やそれぞれの立場によって考え方・感じ方が様々だと感じました。3月末に手術をうけて、その後治療して、まるでベルトコンベ
ヤーにのっているような毎日で、自分で今の状況を客観的にとらえたらよいか、わからない状況です。が、皆さんのお話を伺い、少
し前を見ることができるような気がしました。ありがとうございました。
ハザマ世代は初めてきく世代でしたが、ずっと思っていた事がお話し出来て、お話を聞けて良かったです。同世代に病気の知人・
友人が少なく、なかなか理解されにくくて、悩んできましたが、みなさんも同じ思いをされているのがわかって良かったと思っていま
す。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

もっとひんぱんにやって頂きたいと思います。
いつもありがとうございます。早めの告知だと休みもとりやすいです。これからもよろしくお願いします。
ACPについて
仕事終わりで参加できて良かったです。ワーク活動で、いろんな人の思いや考えを聞くことができて、有意義な時間でした。
非正規雇用のおひとり様について、とりあげてほしいです。
うなずくご意見ばかりでした。このような機会がまたあると良いです。
など
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