
　みなさん今晩は。がん対策情報センターの若尾
です。年末のお忙しい中、お集まりいただきあり
がとうございます。公民館カフェは 2013 年よ
りはじまり、今日で 15 回目になります。
　今日のテーマは「患者さんと医療者のコミュニ
ケーション」を取り上げます。みなさんもよくご
存じの、あえて「のぶさん」と呼ばせていただき
ますが、「患医ネット」代表の鈴木信行さんにお
話しいただきます。非常に身近であり、難しい問
題です。医療者の中にはいかにうまくコミュニ
ケーションを取ろうかと考えている人は多いと思

いますが、なかなかうまくいっていません。また
そのことをあまり意識していない医療者がいるこ
とも確かだと思います。そのあたりを患者さんと
してどう思われるか、どう感じているか、どうし
てほしいかということを、今日は、のぶさんのお
話を聞いた後にご意見をいただければと思いま
す。
　ちょっと硬い話をしましたが、お茶を飲んで、
お菓子を食べながら本当にザックバランにお話が
できればと思います。よろしくお願いいたします。
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　みなさん今晩は、若尾先生のお話にあったよう
に、本日は第 15 回目の公民館カフェということ
でしたが、実は昨年の 2016 年 12 月 20 日にも
公民館カフェをやっていました。埼玉医科大学の
儀賀理暁先生の音楽療法の会（「生きるを楽しむ、
音を楽しむ〜緩和ケアと音楽療法のハーモニー

「あのね、かなちゃんに聞いてほしいことがある
の」〜 Music does not represent life:it is life
〜」）でした。みんなで歌を聴き、また歌いました。
その記録を今日見ていて、はっと気づいたのです
が、私は着ているものが上から下までまったく同
じでした（会場　笑）。では、今日の 15 回目を
始めさせていただきます。
　本日のスピーカーの鈴木信行さんをご紹介しま
す。本日の資料にも「のぶさん」のプロフェール
がありますが、実は鈴木さんは、私どもがんサバ
イバーシップ支援部とは長いご縁がある方です。
今は第 2 版が出ている『がんと仕事の Q&A 集』
の第 1 版の時の立ち上げの時にいちばんご尽力
いただいたのが、鈴木さんです。

　研究班のシンポジウムがあった時に、今でも覚
えているのですが、聴衆の中に鈴木さんがいらし
て、総合討論の時に手を挙げて「こういう研究班
はもっと患者の力を使った方が良いと思います。
僕たちは貢献したいのだから一緒にやりましょう
よ」と言ってくださいました。本当にその通りだ
と思って研究班の中に患者ワーキンググループと
いうものができました。
　その後、みんなの力を色々合わせて『がんと仕
事の Q&A 集』ができ、お陰様で今は本当に全国
で使われるようになりました。そういうご縁があ
ります。
　本日の進行ですが、まず鈴木さんにお話をいた
だいてから、テーマを決めて、45 分ほど「お茶
タイム」があり、その後はいつものようにそれぞ
れのグループで何を話し合ったかという話をシェ
アをする、全体の「まとめタイム」を持ちます。
　それではよろしいでしょうか。鈴木信行さん、
よろしくお願いします。

高橋　都
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

挨　　　拶
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　みなさまこんばんは、鈴木信行です。みなさん
は「のぶさん」と普通に呼んでいただいてかまい
ません。このようなアットホームな中でお話しさ
せていただけることをとても光栄に思います。み
なさんと楽しい時間を過ごさせていただければと
思います。

自己紹介―患者という立場からの医療への発信

　それではまずは自己紹介をさせていただきま
す。私の歩き方がおかしいと思われると思います。
最近、杖を使い始めました。これは二分脊椎とい
う、生まれながらの病気によるものです。本日は
その病気の話ではありませんから病名を覚える必
要はまったくありませんが、私が、生まれつきの
障害者なのだと思っていただければと思います

（スライド 1）。
　20 歳の時には、精巣がんになり治療しました。
そして、24 歳で再発・転移しました。それは寛
解しましたが、2015 年に 46 歳の時に甲状腺が
んになり、発見時にはステージ 4 という診断で
した。したがって今はステージ 4 の甲状腺がん
患者として、一生、甲状腺がんと付き合っていく
という人生を歩んでいる人間です（スライド 2）。
　そのような患者という立場で、以前から、医療
の環境が「もう少し何とかならんかな」と思って

いました。冒頭の若尾先生の挨拶の中でもコミュ
ニケーションという言葉が出ましたが、私も患者
と医療者とのコミュニケーションに関しては

「うーん…、どうなのだろう」というところがあ
ります。みなさんはいかがでしょうか。思うとこ

鈴木　信行
患医ねっと代表

医療者とうまく付き合うコツとマナーとは？ 
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スライド２　自己紹介（2）
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ろがおありではないでしょうか。
　それで、「うーん、何とかしたい」という思い
でいくつかの団体を立ち上げています。そのひと
つの「ペイシェントサロン協会」。これについて
は最後に少し触れます。もう一つは「患医ねっと」。
今日はこの立場からお話しします。「患医ねっと」
は、患者と医療者のネットワークをつなげたいと
する団体です。2016 年には、その患医ねっとが
メディエール（株）という会社の組織の一部にな
りました。

本日の話の構成

　今日の話は 3 つの章にしました（スライド 3）。
最初の章では「いまの医療現場の課題」というこ
とで、私が考えている概念をお話しします。第 2
章は、「お薬手帳でコミュニケーション」、第 3
章は、「あなたのステップを考えよう」としました。
この章では、ここにいらっしゃるみなさんが、自
分のこととして考えていただきたいと思っていま
す。
　今日は半数ぐらいが患者の立場と聞いていま
す。裏を返せば残りの半分は、患者ではない立場
の方になりますが、それはそれでお仕事上の話や、
あるいはご自身のご家族の話だったり、どのよう
な立場に置き換えていただいてもかまわないと思
います。大切なのは自分のこととして考えてほし

いということです。「のぶさんはああいうことを
やったのね、はい分かりました」ではなく、「の
ぶさんの話はああだった、けれども私はこういう
ことをしたい」「私はこういうことをやってみよ
うと思う」というように、「私は…」というよう
に置き換えていただくのが、この第 3 章です。

いまの医療現場の課題

「医者ってどんな人？」「薬剤師ってどんな人？」
　早速入っていきます。みなさんの印象を少し教
えてください。「医者ってどんな人？」「薬剤師っ
てどんな人？」ということです。これを聞く前に
まず確かめたいことがあります。みなさんの中で
医師免許を持たれている方は何人ぐらいおられる
でしょうか。数名いらっしゃいますね。薬剤師免
許はいかがでしょうか。お 1 人いるようです。
　まず「医者ってどんな人？」「薬剤師ってどん
な人？」ということについて、みなさんのキーワー
ドを考えてください。文章にする必要はありませ
ん。パッとひらめいた言葉をお手元のシートに書
いてください。
　それでは 4 人ほどに聞いてみましょう。

　「医者ってどんな人？」―「申しわけないので
すが、プライドが高い人」（参加者）。
　「医者ってどんな人？」―「治療を計画して施
す人」（参加者）。
　「薬剤師ってどんな人？」―「専門家」（参加者）。
　「薬剤師ってどんな人？」―「薬に詳しい人」（参
加者）。

　みなさん、ありがとうございます。これには正
解があるわけではありません。統計的な話ではな
いのですが、プライドという言葉がありましたが、
医師というのは、責任を持って医療を回してくれ
ている方といったキーワードになる方は多いかも

スライド３　本日の内容
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しれません。薬剤師については「あまりよく分か
らない。記憶に残っていない。」という感じで、
印象が薄い感じではないでしょうか。薬局で薬を
渡してくれる方とか、薬を詰めてくれる人。薬に
ついて詳しくて専門家だというお答えもありまし
たが、薬については詳しそうだが、「よく分から
ない」という方が多いようです。
　そのような現状ですが、あえて今日は印象が薄
い薬剤師という職種にフォーカスをしたいと思い
ます。なぜここにフォーカスするのかはまた後ほ
どお話しします。今日のテーマは「医療者とうま
く付き合うコツとマナーとは？」です。医療者と
言うとみなさんはすぐに医師を思い浮かべてしま
われると思いますが、医師だけではなく色々な医
療者がいます。その中で本日は、薬剤師をメイン
に取り上げていきます。「えっ、そこかよ」と思
われるかもしれませんが、なぜそこを取り上げた
のか最終的に分かっていただけると思いますの
で、お付き合いいただきたいと思います。

患者中心の医療から患者協働の医療へ
―個の人生観に沿った医療を
　医療者がいるところで言うのは気が引けます
が、私は「患者中心の医療」という言葉は、あま
り好きになれません。医療者の方は、患者さんの
みなさんと連携し、多職種連携をして、チーム医
療で「頑張ります」と言うのですが、これはいか
がですか。みなさんはたぶん多職種連携、チーム
医療のお世話になっているはずです。私もそうで
す。ただ私はどうもこの言葉がしっくりこないの
です。
　その代わり、私たちは「患者協働の医療」と言っ
ています。こちらは、医療者と患者が一緒に連携
して「頑張りましょう」ということです（スライ
ド 4）。
　そもそもですが、ここにおられるみなさんは一
人ひとり自分の受けたい医療があるのではないで

しょうか。いや、それ以前の話で、みなさんには、
送りたい人生があるのではないでしょうか。それ
はここにいる全員違うはずです。「家族と一緒に
暮らして行きたい」という方もいれば、「いやいや、
どうせひとりものだから好き勝手に生きたい」と
いう方もいれば、「世の中、金、金！」という方
もいるでしょう。どれが正しい、正しくないでは
ありません。一人ひとりの人生観です。その人生
観を第一に考え、その上で医療を活用するという
姿が医療の大前提になるべきではないでしょう
か。
　患者中心の医療にみなさんの人生観はほとんど
反映されません。みなさんは自分の主治医に対し
て、「私はいつまでも孫と一緒に暮らしたいと思
います」などと人生観を語っている人は、どのく
らいいるでしょうか。自分の人生観を伝えた方は
少ないと思います。
　私の場合もそうでした。「のぶさんね、CT を
見たら甲状腺のところにがんがある。隣のリンパ
節、それから肋骨の方にも転移しているね。うー
ん、これはステージ 4 だね。早めに手術をした
方が良いよ」という医師の話で手術になりました。
もちろんもう少し丁寧なインフォームドコンセン
トはありましたが、それでも「私がどう生きたい」
という質問は、医師からはありません。何を大切
にしたいのかは聞かれていません。みなさんも、

スライド４　患者中心の医療から患者協働の医療へ
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どういう人生を送りたいのかを聞かれたことはほ
とんどないと思います。
　本来は「私は○○を大事にして治療を進めてほ
しいです」という言葉があって初めて、医療者の
多職種連携の治療が始まるのではないでしょう
か。これを私は、「患者協働の医療」と言ってい
ます。医療者のみなさんが私の人生を応援してく
れる医療ということです。
　ちなみに医師法の第 1 条に「医師は…（中略）
…国民の健康な生活を確保するものとする」とい
う文言があります。「医師は病気を治す」ではあ
りません、「健康な生活を確保する」と書かれて
おり、患者さんたちの生活を守りなさいという医
師の目的が明記されているのです。私が言いたい
のは、医師の仕事は、病気を治すことだけではな
く、どちらかと言うと生活を守りなさい、支援し
なさいということであるということです。そうだ
とすれば、逆に、患者は、医師に対して、自分の
生活を見せていかないとならないはずです。そう
しなければ、医師は本来、何もできないはずなの
です。ところが今の医療はどうでしょうか。何か
違うのではないかと私は思っています。
　しかし、これらは理想論。実際には、そうは言
われても、「でも…言えない…」「理想は分るけど
…」となることでしょう。不思議と、診察室の白
衣を着たあの人の前にいると、患者は言えなくな
るのでしょうか、実は、私も同じです。（スライ

ド 5）。

「お薬手帳」でコミュニケーション

　そこで本日の提案は、もう少しハードルが低い
医療者・・・「薬剤師」がいるということです。
みなさんは今までほとんど注目もしたことがない
医療職種かもしれません。ただよく考えてほしい
のです。何か少し庶民っぽくないですか。先ほど、
会場の方から、医師の印象として「プライドがあ
る」というコメントがありました。もちろん、一
人ひとり違いますが、全体的な話として、医師よ
りも、薬剤師の方が、もう少し僕の気持ちを分かっ
てくれるかなという気がします。みなさんはいか
がでしょうか。そもそも話したことがないという
人が多いかもしれませんが、本日は、その薬剤師
をキーワードに話を進めていきたいと思います

（スライド 6）。
　なぜ薬剤師に注目かと言いますと、何はともあ
れツールがあるからです。薬剤師とは会話をする
道具があるのです。これを使わない手はないだろ
うということです。そのツールが「お薬手帳」で
す。
　ちなみに自分の「お薬手帳」を作った方は、医
療職の方も含めてどのくらいおられるでしょう

スライド５　患者協働の医療へ
スライド６　「お薬手帳」を使っていますか？
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か。手を挙げていただけますか？　―　8 割ぐら
いですね。
　続けて質問します。自分の「お薬手帳」に何か
書き込んだ経験がある方はいかがでしょうか。―
2 割ぐらいでしょうか。これだけ手が挙がるだけ
でもすごいことです。本日はどちらかと言うとヘ
ルスリテラシーが高い、気持ちがこういうことに
向いている方が多いですからこうなりますが、一
般市民に聞いてみるとまず手は挙がりません。

「えっ、お薬手帳に何か書くのですか」という方
がほとんどです。「お薬手帳」の下の方に「薬剤
師に聞きたいことがあれば書き込んでください」
と印刷されています。つまり、「お薬手帳」には、
自分で書き込むようにということが示されてお
り、患者さんが書き込むことが前提となって作ら
れているものなのです。ところが今、手が 2 割
ぐらいしか挙がらなかったようにほとんど書かれ
ていません。もったいないと思います。自分の病
気について詳しい人、何よりも自分の生活を守っ
てくれる仲間が、今よりも多い方が良いと思いま
せんか。そこには、医師だけではなくて薬剤師も
なり得るのです。ただそれには条件があり、何か
書くということが必要だということです。そこは
また後ほど細かく触れます。
　ちなみに「お薬手帳」を持っている方にもう一
度おうかがいします。その「お薬手帳」を医師や
歯科医師に見せたことがあるかはどのくらいおら
れますか。―　3 割ぐらいでしょうか。多くの医
師の方から「お薬手帳」を見せてくださいと言わ
れることは、ほとんどないと思います。それはそ
れとして患者さんが見せたら医師は、当然見ると
いう姿勢がほとんどだと思います。
　この現状を踏まえて、私がこの第 2 章で提案
したのは、「お薬手帳」を使って、まず薬剤師と
仲良くなりましょうということです。もともと薬
局で渡されるのですから、それを使って薬剤師と
仲良くなり、さらにそれを使って医師とも仲良く

なる。医師だけではなく、医療職みんなと仲良く
なるツールとして、「お薬手帳」を使っていただ
きたいと思います。
　さて、嘘のような本当の話です。何かと言いま
すと、「薬剤師はあなたの病名を知らない」とい
うことです（スライド 7）。薬剤師が持っている
情報は、処方箋に書かれている内容だけです。処
方箋をじっくり見ていただきたいのですが、書か
れているのは薬名と処方錠数や日数ぐらいなので
す。病名も知らずあの人たちはよく服薬指導をで
きるなと思いませんか？　多くの薬剤師の服薬指
導は、探り探りのはずです。「えーと、抗生物質
が 5 日分出ていますが…（なんの病気なのかなぁ
〜）症状が治まっても（どういう症状があるのか
なぁ〜）最後まで飲み続けてください」という感
じですよね。これしか情報がない現状では薬剤師
が私に話すことはこれしかなくても仕方ありませ
ん。やはり、そもそも応援団を増やしたい。自分
のことを理解してくれる人が多いと良いと思って
いるのなら「自分は○○病です」と、自分から伝
えていただきたいのです。それにより薬剤師が、
あなたに提供する情報が激増します。なお、ここ
では病院内の薬剤師ではなく、院外処方を受け付
けている調剤薬局の薬剤師の話をしています。
　まず自分の病名を伝える必要性をお話ししまし
た。その時に「お薬手帳」を使えば良いのではな
いでしょうか。「お薬手帳」にどういう病気で来

スライド７　 嘘のようなホントの話：病名は知られていない
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飲み忘れない人はすごいと思っています。
　そこで 36 錠残った薬に対して、私は「－ 18」
と記載しています。これは処方時に 18 錠減らし
ても良いと計算し、医者に伝えるために書いてお
くのです。通院で外来に行った際に、診察室で医
師に「私は薬をこれだけ飲み忘れているので、そ
の分として 18 錠を減らして処方してください」
と言います。そうするとたいていは、医者は「ま
たですか。アハハ、ハ…」と軽く受けてくれます。
その結果、次の処方箋における薬の数に反映され
ます。
　みなさんだって薬を数えることはできますよ
ね、またその数字を「お薬手帳」に書き込むこと
もできますね。それでしたら、みなさんもできる
ことです。あと必要なことは、書き込んだものを
医療者に見せる勇気です。勇気は必要です。怒ら
れてしまのではないかと思う。飲み忘れているの
は言いづらいという気持ちは分かります。しかし
飲み忘れて困るのはみなさん自身です。医者は困
りません。何か言われたら、あなたは困らないの
だから何を言っているのだと、内心で思えば良い
のです。困るのは僕の身体です。したがって、困っ
ているからではなく、怒られるからではなく、開
き直って「私は飲み忘れたのです」と言えば良い
のです。
　私はその他、備忘・メモの代わりに「お薬手帳」
を用いています（スライド 10）。診察室の医者
の前で、私は「お薬手帳」を広げています。そこ
で医者が言ったことをそこに書くのです。ここで
は、私が実際にがんの確定診断を受けた際のお薬
手帳のページになります。診断の結果を受けた医
師の説明では、甲状腺がんであること、リンパ節
に転移していて、CT を撮ったら直径が 12㎜だ
ということが分かります。早口の医師の説明を、
一生懸命にメモします。
　たとえばここに「しんけいしょうしゅ」とひら
がなで書きます。医師が CT 画像を見て、「ここ

ているということを書けば良いと思います（スラ
イド 8）。
　具体的にどのようなことを書けば良いのか、私
の事例をいくつか紹介します。そもそも「お薬手
帳」は自分で用意しても良いということをご存じ
でしたか。私からすると普通のお薬手帳は小さく
て使いづらいのです。それで私は自分で用意をし
ています。B5 判サイズのものを使っています。
　私の場合は、今は 5 種類の薬を毎日飲んでい
ます。薬局で薬とともに、薬の情報が書かれたシー
ルが貼られると思いますが、そのシール部に、次
の通院日に自分の飲みきれていない残薬数を記入
しています。
　スライド 9 にあるように、たとえばこの日で
いえば、①は 4 錠、②〜④は 3 錠、⑤は 36 錠
の残薬があるのです。私はしょっちゅう薬を飲み
忘れます。飲み忘れることが前提になっています。

スライド８　「お薬手帳」の上手な使い方

スライド９　治療に必要となる情報の蓄積・共有（私の場合）
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にがんではなく神経鞘腫のようなものがあるね」
と言われた時に、神経鞘腫という病気を知らない
私は、「えっ、何ですか、しんけいしょうしゅ？」
というような感じで、とりあえずメモします。医
師の目の前で私が汚い字でメモをしたら、医者が
それを見て、きちんと丁寧に説明してくれました。
説明をしてくださいと言わなくても、こいつは
分っていないということが、そのメモを取ってい
る様子で医者には分ります。それで再度丁寧な説
明をしてくれます。「お薬手帳」にはこういう効
果もあるということが分かりました。
　メモを取ること自体が、相手にとって、良い意
味で緊張感にもなります。また、人の記憶はそう
たいしたものではありません。人の記憶なんてそ
う良いものではないでしょう。メモしなければい
けないのです。そこでペンと「お薬手帳」を持っ
て診察室に入るというのはいかがでしょうか。
　何よりも今後の治療計画をメモする。そうする
と薬局の薬剤師のところに「お薬手帳」が行った
時に、効果を発揮します。この患者さんは、今度
はいつ治療だ、方針はこうなんだと分ってくれま
す。病名が分かるうえに、治療方針が分かる。そ
うすることで薬剤師からの情報提供もさらに多く
なります。みなさんは医師に対して、セカンドオ
ピニオン、サードオピニオンを求めます。それは
それで反対するようなものではなく、私も甲状腺
がんでセカンドオピニオンに行きました。しかし、

そこまでしなくても、薬剤師にもセカンド的に情
報を提供してもらうことができるのです。薬剤師
の持っている知識や能力はとても高いものがあり
ます。それを引き出すためにも、「お薬手帳」を使っ
たらいかがでしょうか。
　私が使っている「お薬手帳」で、もう少しこれ
を活用してみたらどうかというお話をさせていた
だいていますが、次に、それではみなさんはどの
ようなことができるかを最後の章でお話しさせて
いただきます。

あなたのステップを考えよう

　宣言シート（資料 1）という「私は○○をやっ
てみます」というものを出しておきました。そこ
に私の話を聞いた後に、自分で何か埋めるのだと
いう意識を持ってください。最初に申しあげまし
たが、自分ごととして、自分の立場で何をするの
か、何を考えたのかを意識して最後の章の話を聞
いていただければと思います。
　今まで私が言った「お薬手帳」の使い方という
のは、けっこうハードルが高いと思っています。
この使い方を、私は薬剤師向けの研修会でお話し
させていただきました。そうしたらそれを聞いて
いた薬剤師が、「のぶさんの話、分かる。それを

スライド 10　自分の備忘・メモ（私の場合）

資料１：宣言シート
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もう少し分解して再構成して、ステップ別にしま
しょう」と言ってくれました。そこで私だけでは
なく、薬剤師の方とともに、私が使っている「お
薬手帳」の使い方を「ステップ 1、2、3」と分
けてみました。今まで出ていた使い方をステップ
別に分けたものと思ってください。

ステップ 1
　スライド 11 が最初のステップ 1 です。あなた
と薬剤師の関係で使う段階です。薬剤師と一緒に

「お薬手帳」をもっと使うのです。まずは、自分
でも書き込んでみましょうということです。書き
込むのは、まず残っている薬の数です。そして、
薬剤師に書き込んできたことを伝えてみましょ
う。みなさんが頑張って「お薬手帳」に色々書い
て調剤薬局に持って行っても、多くの調剤薬局で
はスルーされています。なぜでしょうか。先ほど
みなさんに「お薬手帳」に何か書いていますかと
お聞きしたら、書いている方はせいぜい 2 割で
した。世の中全体では 1 割もいないのです。こ
れは薬剤師からしたら、ほぼ多くの患者さんは「お
薬手帳」に何も書いておらず、「お薬手帳」に何
かが書かれているという発想そのものがないので
す。そこで、もしみなさんが何かを書いたら、受
付の事務の方に「今日は薬剤師に向けて残薬数を
書いてきました」と宣言してから「お薬手帳」を
渡してほしいのです。それでスルーするようでし

たらその薬局に行くは止めた方が良いです。薬剤
師に書き込んできたことを伝えるというのは、そ
こまでするということです。
　なおかつ、薬が残る理由を正直に話します。僕
の中では薬などはそうそう飲めるものではないと
いう思いがあります。そもそも 1 日 3 回の食事
を定期的にちゃんととる人は、世の中にどれぐら
いいるでしょうか。土曜日や日曜日の朝食を抜く
人や、夜に飲み会に行ったら忘れてもおかしくな
いでしょう。そういう中で毎日、毎日、薬をちゃ
んと飲めるのというのはすごいことで、私にはで
きません。そこで私は開き直って、なぜ残薬があ
るかを正直に言えば良いと私は思っています。
　私の場合は、昼食を食べない人間なので、当然
ながらしょっちゅう忘れます。そのことは医者に
も薬剤師にも言ってあるので「今回の残薬は少な
い方だったね」という具合で、いつも笑い話にな
ります。以上がステップ 1 です。

ステップ 2
　ステップ 2 は、せっかく薬剤師と仲良くなっ
て「お薬手帳」を使えるようになったら、医者に
も見せてみましょうということです（スライド
12）。先ほどから言っているように残薬があった
らそれを伝え、処方箋にそれを反映してもらいま
す。医師に「お薬手帳」を見せるということは、
あまり数が多いことではなく珍しいことで少し勇

スライド 11　ステップ 1 スライド 12　ステップ 2
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気が要ることなので、ステップ 2 の方に格上げ
しています。
　また、薬剤師が色々言ったことを書いて、医師
に見せながら自分の口で伝えてみる。
　通院する日の朝や病院の待ち時間などは長くて
暇な時間があります。そういう時に自分の中で
色々感じることを書いておくと良いと思います。
私は実際にいつも診察室に入る前に「お薬手帳」
に、今日聞くこと、確認することは何かを箇条書
きにして、それで診察室に入ります。最近は、医
者の方からのぞき込んで「今日は何なの？　ああ
これと、これとあれね。はいはい…」という具合
で会話が成り立ちます。そうすると聞き漏らしも
なくなりますし、それは薬剤師にも共有されます。
そういうメリットがあると私は思っています。

ステップ 3
　ステップ 3 はハードルが高くなります。オリ
ジナル手帳を作りましょう。考えや質問などを共
有する。つまり医者や薬剤師が言ったことではな
く、みなさん自身が何をどう考えるかということ
をぜひ「お薬手帳」に書いて、それを見せるステッ
プになります（スライド 13）。
　なおかつ、医師や薬剤師の説明をその場で、目
の前でメモするのです。なぜ診察室でメモを取る
のに勇気が要るのでしょうか。私はもう慣れまし

たが、最初のうちは大丈夫かなと思ってドキドキ
しながらメモしていました。と言うよりは、なぜ
あれほど大事なことが口頭説明だけなのでしょう
か。目の前でみなさん自身がキーワードをメモを
することによって、私はこれほど分からない患者
なのですと無言でアピールできます。私はそれで
良いと思います。それほどの医療知識はないとい
うのがそもそも前提で良いと思っているので、そ
こをうまくアピールすることにこのツールが使え
るということです。
　そして日ごろの気づきや感想をメモして見せま
す。たとえば、寝ているとしびれるのですという
ようにざっくりとした言い方をする患者がいます
が、そういう症状は診察室ではまず起きないもの
です。医者に「いつ、どうなったら起きるのです
か？」と聞かれても「どうも明け方で…」などと
言っても、それでは分からずに終わってしまいが
ちです。そこで、いつどういうタイミングで何が
起きたのかということをメモしておき、データと
として集めておくことが必要だと思っています。
たとえば、てんかんやしびれのような不定期に生
じる症状はメモし、その時に、たとえば、天気が
悪い時に起こるということがあれば曇りだとか雨
だとかのように、何か思い当たることがあれば付
記しておき、それを記録として見せれば良いので
はないかと思います。
　ある薬局では、「お薬手帳」に貼るシールを作っ
て、初級編・中級編・上級編と、ステップ 1、2、
3 をそれぞれ簡単にシールにして「お薬手帳」に
ペタッと貼って、上級まで行って何か達成すると
ゴージャスな「お薬手帳」カバーをもらえるそう
です。それはそれでひとつのアイディアだと思い
ます。
　以上色々お話をしてきましたが、もう少しス
テップアップができます。通常ですと私はここで
話を止めるのですが、今日はヘルスリテラシーが
高い方が多いということなので、ステップ 4 と

スライド 13　ステップ 3
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いうものをあえて用意しました。

ステップ 4
―希望・要望を文字化・可視化すること
　ステップ 4 は文章を作る。要望書を作るとい
う話です（スライド 14）。資料 2 に実際に私が
私の主治医に出した要望書を出しておきました。
それを参考にしていただければと思います。
　最初に申しあげたように、患者協働の医療の概
念は何かと言いますと、自分の人生観、自分はど
ういう生き方をしたいのかを医療者に伝えなけれ
ば医療は始まらないということです。したがって
みなさんはどういう人生を送りたい、どういう生
活を日々満足に送りたいのか、あるいはどういう
ような医療を期待しているのか。それを文字にす
る必要があると私は思っています。
　私は、主治医に 3 回にわたりそういう文書を
出しています。どういうことを書くのかで、参考
にしていただければと思います。私が出している

要望書の第 1 目標は、自分の人生観をきちんと
伝えるということです。それとともに治療に必要
となる情報やコミュニケーションに対する考え方
などを書きました（スライド 15）。
　たとえば人生観であれば、私には、今日のよう
な講演や執筆活動は重要だから上肢機能には影響
を与えないでほしいと言いました。とくに甲状腺
というのは声帯の近くなので、場合によっては声
帯機能が失われる場合があるという話がありま
す。そこで、医師に対して、声帯を失ったら仕事
をしないことになるので、そこは十分に注意して
くださいという話を事前に文書でお渡ししていま
す。それから意思疎通が不可能になった時のキー
マンは妻ですというようなことです（スライド
16）。
　治療に対しては、たとえばセカンドオピニオン
を受けます。個室料が発生する病室は希望しませ
んなどと書きました。実際、入院時に「個室に入
ることを希望します」にサインをしてくださいと
言われたら断りにくいでしょう。そこで、それを
出される前にこちらから要望書として出しておき
ました（スライド 17）。
　コミュニケーションに関する考え方としては、
私は医者に対して「先生」とは呼んでいません。
主治医の名前で呼んでいます。たとえば「高橋先

スライド 14　ステップ 4

スライド 15　医療者に対して伝える事項

スライド 16　 治療方針の根拠となる「人生観」（治療その
ものは医師の意見を尊重）
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資料２：病院への要望書の例

〇〇病院 耳鼻咽喉科 御中 

今回の加療へのご協力に感謝申し上げます。 
現段階での当方としての希望などをまとめました。 

＜治療方針＞ 
・基本的に標準治療を希望します。 
・基本的に学会によるガイドラインに沿うことを希望します。 
ガイドラインから外れる場合はできる限り充分な相談をさせていただきたいです。 
・治験への協力可能な案件がある場合は、上記に限らず、前向きに検討します。 
・QOL面では、特に講演や執筆活動等の外部発信の継続を希望します。 

  よって、声帯、視力、上肢機能への影響をできるだけ避けたいと考えています。 
・退院後においても、門前薬局は利用しないため、通常の薬局で入手困難な処方薬の場合は、 
事前の相談もしくは一時的に院内処方を希望する可能性があります。 
・抗がん剤による加療、またはターミナルを想定した場合は、早期から緩和ケアチームの関わりを 
希望します。 
・入院期間が 2週間を超える場合、足腰力低下防止のため、リハビリテーション科の紹介を希望します。 
・セカンドオピニオンの受診を希望します。 

＜コミュニケーション＞ 
・医師を含めて呼称は互いに「さん」を希望します。 
（耳鼻咽喉科、および入院病棟以外の医療者を除く） 
・（本人が入らず）家族のみへの説明などは原則として避けてほしいです。 
・医療過誤が発生した場合、本人家族に対して、事実の公開を希望します。 

  医療過誤の理由と再発防止の対策を家族が納得できた場合は、その後の追求などはしません 

＜入院に際して＞ 
・個室料が発生する病室は希望しません（化学療法による加療時は別途相談）。 
・退院時にカルテ開示を請求する予定です。 

＜情報＞ 
・市民の医療リテラシー向上を目的にしたコラム執筆の企画が進んでいます。 

  自分のブログ（http://www.abc.def.gh）に、私が治療体験を掲載する可能性があります。 
  （病院名、医療者の氏名、他の患者さんに関する情報等は出しません。 

しかし、個人等を特定できない範囲で写真は掲載予定です） 
・精巣腫瘍の治療病院：△△病院 泌尿器科 

2016年   月   日 鈴木信行 
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スライド 18　コミュニケーションに関する考え方

スライド 19　要望書の提出の効果（鈴木の場合）

生」ではなく「高橋さん」というような感じです。
（スライド 18）。
　実際に私は以前からこれは理想としてありまし
た。そこでせっかく自分が甲状腺がんになったの
だから、実際に実践してみたということです。そ
うしましたらけっこう OK、受け入れられるのだ
なと、私は思いました（スライド 19）。そのあ
たりは医師の立場からは、どうなのかを後ほどご
意見をいただけたらと思います。
　実際に私の主治医は OK でした。主治医だけ
ではなく私がかかっている病院の耳鼻咽喉科は
OK でした。ただ、他はどうなのかなと不安になっ
て、自分の知り合い医師 2 人と何人かの患者、
他の医療者を呼んで、僕の要望書をどう思います
かという意見出しをしました。そこで医師から言
われたのは、「大方 OK、方向性は OK、だけど

のぶさんの言い方がキツイ」ということでした。
たしかに文面を読むと、こいつは厳しい言い方を
している、上から目線で書かれています。みなさ
んにお示ししたのは、このように書きなさいとい
う意味ではありません。ただ、言いたいことは、
こういうことを文字にして書く必要があるのでは
ないのかということです。
　実際に自分の要望や希望は、文字にしないと伝
わりません。人というのはそういうものでしょう。
ちゃんと見える化する、可視化するということで
す。みなさんは、文字にしないと伝わらないとい
うことを大前提に医療者と付き合う必要があると
私は思っています。
　そのためには「お薬手帳」という良いツールが
あるのだからそれを活用してはいかがでしょう

スライド 20　医療者とうまく付き合うコツとマナーとは？

スライド 17　 治療に必要となる情報、とくに、地域・他科
に関する事項
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か。いきなり可視化したものを見せるのはハード
ルが高いので、もう少し庶民的なまちの薬剤師を
うまく活用して、まずはその薬剤師の方々とそう
いうものを共有し、ゆくゆくは医者も含めて自分
の希望・要望、伝えたいこと、聞きたいことを文
字にして伝えていくということで良いのではない
かと思っています。
　まず患者協働の意識を持つ。それとともに「お
薬手帳」を、もっともっと有効に使おうというこ
とが今日の私からのお話になります（スライド
20）。

ペイシェントサロン協会の活動紹介

　ペイシェントサロン協会について最後に少しだ
け紹介して終わります。「お薬手帳」の使い方や
コミュニケーションなど色々なテーマを決めて、
患者と医療者がともに、全員が対等の立場で、参
加者全員の経験、知識を見える化して、みんなが
学びや気づきを得て、自分の意識や行動を変えて
いくという理念のもとにやっているペイシェント
サロン活動というものがあります。それをやって
いるのが、ペイシェントサロン協会です（スライ
ド 21）。
　複数の患者さんと、理学療法士、医師、薬剤師、
看護学生も参加して、同じテーブルを囲み、ある
テーマで対話しています。ご興味があればペイ

シェントサロン協会をインターネットで検索して
いただければ、ウェブがありますので、またみな
さんとお会いできればと思っています。
　最後は宣伝になってしまいましたが、何かあれ
ば私の方にご連絡ください（スライド 22）。拙
い話でしたがどうもありがとうございました。

スライド 21　ペイシャントサロン協会

スライド 22　連絡先
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■ 高橋　今日は事前の参加
登録者のカテゴリーで、「医
療者」に丸を付けた方は 10
人です。これから「お茶タイ
ム」を始めますが、医療者と
のコミュニケーションについ
てのお話でしたから、お題は、「医療者と話す時
―こういう工夫が良かった・効果的だった、ある
いはこれはだめだった」ということにしたいと思
います。どのような職種でもいいのですが、具体
的にこういう職種の人と話をする時に、私はこう
いう工夫をしてみたら効いた・良かったというよ
うなことを少し思い出していただき書き出してい
ただく。それを小グループで分かち合ってくださ
い。ひとつも思い浮かばない方もいるかもしれま
せん。その場合は、こうなってほしかったけれど、
だめだったというようなお話でも良いと思いま
す。
　医療者の方は、自分が医療を受ける立場になっ
た時のことを思い出しても良いですし、逆に医療
者の立場であれば、こうしてもらったら患者さん
とのコミュニケーションが楽だったというような
お話でも良いと思います。
　お話をうかがっていてひとつだけ思い出したの
ですが、昔、臨床医をやっていたころのことです。
回診で、大部屋の入院患者さんのベッドの壁に、

「私が意識を失い蘇生をしなければならない状態
になったら、蘇生は希望しません」という宣言が
貼ってありました。「そうか」と思いながら、ふと、
どうしてこれを私に直接言葉で言ってくれないの
かと思ったのです。壁を見なかったら気づかない
ままになってしまうところでした。たまたま壁を
見て「あれっ？」と気づいたのですが、それを直
接言うとか、あるいは私に紙を渡すことが、きっ
とハードルが高かったのでしょう。だから壁に
貼ってくださったのだと思います。

■ 鈴木　少し補足しますと、
私は、講演のなかで要望書を
提出した話をしましたが、単
に手渡したのではなく、私は
要望書を主治医と読み合わせ
をしました。それはたぶん医
療者側もそう嫌なことではないと思っています。

■ 高橋　お腹の空いた時に読み合わせをされた
ら、ちょっとツライ。（会場・笑）

■ 鈴木　なるほど ( 笑 )。

■ 高橋　それでも、そういうことも含めて、こ
んなことをやってみたら良かった、あるいはこん

医療者と話す時―こういう工夫が良
かった・効果的だった、あるいはこれは
だめだった

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇
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なふうに働きかけられたら自分は楽だった、とい
うようなことを少し書き出してみましょうか。そ
れで 8 時までお話しいただき、それから 30 分、
各グループからご報告をいただければと思いま
す。それではよろしくお願いいたします。

カフェタイム・まとめ

■ 高橋　まとめの時間に入りたいと思います。
今日は素直に 1 班さんからまいります。時間は、
1 グループ 3 分ほどでお願いします。

「患者のプロ」は何でも話せる
―それを一般にどう伝えるかが課題

＜グループ発表 1 ＞
　私たちのチームは、製薬会社の方、医療関係者
である看護師さん、患者さんがいらっしゃいまし
た。みなさん「患者のプロ」というような方で、
お医者さんに質問するのは当たり前というような
方ばかりでした。自分はこう考えているというこ
とをすべてきちんと書いた上で診察を受けるとい
う、お医者さんと対等に付き合いをされている人
ばかりだったという気がしています。
　ただ、世の中は、そういう人ばかりではないの
で、そういう「患者のプロ」の方たちのスキルを、
どうやって他のみんなに伝えていけば良いのかを
今は考えています。私が個人的に考えるのは、自
分の病気について自分でもそうしてきたのです
が、自分の家族や友だちなどに、自分が知ってい
る範囲で、こういうことができるということを積
極的に伝えていくことが大事だと思っています。
　申しわけないのですが、お医者さんとのコミュ
ニケーションのハードルが高くない人ばかりだっ
たので、薬剤師さんの話にはなりませんでした。
以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは 2 番
チーム、お願いします。

院内の薬剤師と接触できる機会が未整備

＜グループ発表 2 ＞
　私たちのグループは、医療関係者、ご家族、患
者の方という構成でした。私も患者です。どちら
かと言うと患者の方が積極的に発言したのです
が、薬剤師さんとの関わりはとても必要だと思い
ますが、まだなかなかその環境が整ってはいない
状況だということになりました。とくに調剤薬局
さんに限って言えば、相談をしたり、コミュニケー
ションを取るような状況には、まだ至っていない
という話になりました。
　病院については、大きな病院では、それなりの
治療をする時には必ず薬剤師さんの説明もあり、
そこでお付き合いが生まれることはあります。た
だ病院内の普通の治療時には、チーム医療なので
必ず薬剤師さんも入っているのですが、お目にか
かったり具体的に相談するような機会はまだない
状況だと思います。診察の予約を取るのと同じよ
うに、薬剤部の予約が取れるかと言いますと、ま
だそういう状況ではないということです。病院の
薬剤部の予約が普通に取れるような状況があれ
ば、たとえば化学療法が終わった後にでも、そう
いう薬剤師さんとお話ができ、薬剤師さんとはさ
らに深く関わっていけて、自分の体調なども相談
できるのではないかという意見も出ました。
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　大きな治療に関わる病院の院内の薬剤師さんと
院外の薬局の薬剤師さんとでは、治療状況が違う
ので、関係する知識が違うのではないかという話
が出ました。非常に失礼な言い方になってしまい
ますが、場合によっては、院外薬局の薬剤師さん
には、相談できる内容が限られるのではないかと
いう懸念もありました。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは 3 班
お願いします。

診察カードボックスの活用・看護師の活
用・患者自身のプレゼン能力の向上

＜グループ発表 3 ＞
　製薬会社の方が 1 名、医療関係者 1 名、患者
4 名の構成でした。医療者との対話が非常に難し
いということは、みなさんお感じでした。外来の
診察で、午前中ならまだしも、午後は話が長くな
るとイライラするような先生がいます。
　私は「国がん」（国立がん研究センター）の患
者で障害者なのですが、国がんでは、5 つの科を
掛け持ちしています。私の場合は、泌尿器科に行
く、リンパ浮腫外来に行くというように、たくさ
んのところに行くのです。大変混んでいるところ
は後回しにして、それなら最初に皮膚科に行くか
とか、骨軟科（骨軟部腫瘍・リハビリテーション
科）に行こうかとか、自分ですっ飛ばして回って
も、先生方は電子カルテをご覧になっているので、
時間が短縮される、話が非常に早いということが
あります。
　おもしろいと思ったのですが、診察室の前に必
ずある診察カードを入れるボックスに、自分の思
いのたけを書いた紙を入れたという話がありまし
た。それを医師の方がきちんとご覧になって、そ
の後は、非常にスムーズにお話ができているとい
うことでした。考え方ひとつでそういうものも使

えるかなと思いました。
　せっかくの薬剤師さんのお話しでしたが、ここ
の班としては、薬剤師さんではなく、看護師さん
を味方につけるのもひとつの方法だということに
なりました。がんの場合は、看護師さんも専門性
が高く、たとえば乳腺科や、泌尿器科、私の行っ
ている骨軟科などには非常に専門性の高い看護師
さんがいらっしゃいます。そういう方に自分の思
いのたけをお話するのもひとつあるのかなという
ことでした。ただ、看護師さんはお医者さんとの
組合わせがけっこうあるようで、相性が合うとか
合わないということもあるらしいので、そのへん
の情報を探りながらやるのもよいということでし
た。
　それから患者側も、つい、思いのたけをすべて
話してしまいがちで、そうするといちばん言いた
いことが最後になってしまい、十分話せないこと
にもなり得るので、われわれ患者としても、その
へんのプレゼン能力を高めることも考えながら
やっていくことが必要だということになりまし
た。ペーパーにしろ、直接話すにしろ、そういう
ことも考えてやることが大前提だというお話があ
りました。以上です。

■ 高橋　看護師さんと医師の関係ということで
すね。ありがとうございます。4 班さんお願いし
ます。

医者と調剤薬局の薬剤師とのコミュニ
ケーションは医療者側の課題
ー話す勇気がなくても伝わるツールの開発を

＜グループ発表 4 ＞
　自分たちのテーブルは宗教家の方、治療が非常
にうまくいっている方、昔、海外で治療をされて
海外に国籍がある方、また医者である僕など、色々
な方がおられました。3 班の方と一緒で、医療者
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とのコミュニケーションをいかにうまく取るかと
いうことに関しては、薬剤師さんもひとつありま
すが、まず、看護師さんを味方につける、取り込
むということがありました。医者と看護師さんの
組合せを気にされていましたが、おそらく看護師
さんたちは百戦錬磨ですから大丈夫だと思いま
す。昔、看護師さんから、医者はコミュニケーショ
ン障害者が多いと言われたことがあります（会場
笑）。その通りだと思っていますので、僕たちの
ことを掌の上でうまくコントロールしてくれる看
護師さんたちはたくさんいると思います。患者さ
んにカドが立たないようにうまく話を聞いてくれ
ると思います。コミュニケーションツールのひと
つに、看護師さんを味方につけるということがあ
ると思います。男性の僕には言いにくいことも女
性の看護師の方には言いやすくなるかもしれませ
ん。
　先ほど 2 班の方から、調剤薬局の方と病院の
薬局に勤めている方で知識の方向性に差があると
いうお話がありましたが、僕が一緒に働いている
限りでは、どちらの方たちも薬の知識に関しては、
それぞれ専門家です。今回、みなさんが医療者と
のコミュニケーションを考えた時に、いちばん最
後には主治医とのコミュニケーションということ
があると思います。主治医とのコミュニケーショ
ンをうまく取りたいという時に、実は、調剤薬局
の薬剤師さんと主治医のコミュニケーションはあ
まり取られていないという現実があります。医者
としては、そこを懸念しています。したがって、
のぶさんからご提案いただいたものは非常に良い
と思うのですが、そこは簡単ではない。僕ら側の
課題としてそこでうまくコミュニケーションを取
る方法があると良いなと思いました。
　それからこれは僕たちのチームからのお願いで
す。今回、のぶさんは、自分の病気のことを書い
たり、口に出すと言われていましたが、僕から言
わせてもらうとのぶさんは、すごく強い患者さん

で、場合によっては自分の病気を言う勇気がない
方も、書けない方もいます。ものを書くこと自体
大変な方もいっぱいいると思います。そこで、勇
気を持たなくても医者にうまく伝わるような良い
コミュニケーションツールを、高橋都先生とのぶ
さんには、また考えていただきたい。これがチー
ムからのお願いです。来年の今ごろには、それを
使ってこういうようにしたらうまくいったという
発表をしていただきたいと思います。4 班からは
以上になります。

■ 高橋　ありがとうございました。5 番テーブ
ルお願いします。

患者自身の勉強は必要
ー「ありがとう」であらゆる人を応援団に

＜グループ発表 5 ＞
　メンバーはほとんどが患者と患者家族です。お
1 人 NPO の方がいらっしゃいました。やって良
かったこと、悪かったことというようにテーマを
理解していたので、薬のことではなく、療養でやっ
て良かったことについてという話になりました。
良かったこと、必要だったことのひとつに、患者
自身がある程度勉強するということがあります。
先生が言われたことを理解できる程度には勉強を
する。20 数年前にがんに罹患された方がいらっ
しゃいました。その人の経験ですが、当時は今と
較べて情報入手が大変でしたが、専門用語を本で
調 べ た り、 専 門 用 語 を 解 説 し て く れ る
CNJ(Cancer Net Japan) のファックスサービ
スを利用し、先生とのコミュニケーションを円滑
にしていったということです。そういうスーパー
患者さんがおられまして、大いに学ばなければい
けないと思いました。今はネット検索するだけで
かなりの知識が入るので、そのぐらいは勉強をし
なければいけないと思った次第です。
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　また本人にある程度、勉強する力がある人なら
良いのですが、高齢になると、ネットは使えない、
本も目が悪くて無理という問題も出てきます。ま
た高齢の方はわりに本音が言えません。そうなる
と家族の付き添いの力が必要になってくるという
ことになりました。これもまたスーパー付き添い
の方がいらっしゃいました。診察日の前に、これ
は今日、先生にお伝えするけれどいいわねと言っ
て、患者であるお父様とシミュレーションの想定
問答をされた方がいらっしゃいました。そうする
と先生に伝えるべきことを、どのような伝え方を
すれば、よりよく伝わるかということが想定でき
るということでした。それによって患者と医師、
およびその家族とのコミュニケーションが円滑に
行くという話が出ました。
　良かったこと、必要なことの 2 番目は、応援
団を作るということです。もちろんお医者さんを
応援団にしたいのですが、それがうまくいかない
時があります。そこで看護師さんの力を利用した
いということです。看護師さんの力は頼れるもの
だし、まだまだ十分引き出しきれていないという
話でした。驚きましたが、スーパー患者さんで、
あの先生とはどうしても相性が良くないからと看
護師さんに言って、実際に代えていただいたとい
う方がいらっしゃいました。場合によっては看護
師さんが主治医と患者のコミュニケーションの様
子をよく見ていて、助け舟を出してくださること
もあるそうです。女性の病気や女性のことなので
男性の主治医には相談しにくいことも、女性の看
護師には女性同士ということで相談できるという
こともあり、看護師さんを応援団に入れると良い
ということになりました。
　また病院には、薬剤師や理学療法士などの医療
者だけではなく、その他にも色々な職業の方がお
られます。お掃除の方までおられますが、そうい
う方まで応援団として取り込むと良いということ
です。なぜならそういう方からは本音が聞けたり、

色々な情報が聞けたりするからです。病院という
のは、色々な方のサポートで成り立っているので、
そういう方たちも応援につけると良いということ
です。
　応援団の作り方としては、意思表示をはっきり
するということがあります。とりわけ「ありがと
う」という言葉を多発する。いくら言っても言い
過ぎではないと思います。少しでも自分が心地良
かったことを「ありがとう、これが良かった」と
言う。看護師さんはそれをちゃんと覚えておいて
くれます。この方はこういうことに困っていて、
その時にこういうサポートをしたら喜ぶというこ
とを分かってくれるようになります。良かったと
思うことは、「ありがとう」と言うと応援団が形
成しやすくなります。そうすれば病院生活も含め
てご自身の QOL が非常に上がるのではないかと
いう話が出ました。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。では 6 番さん。

お手紙作戦と病院内情報収集を

＜グループ発表 6 ＞
　このテーブルは全員患者でしたので患者目線で
した。ちなみに私は薬剤師免許を持っていますが、
調剤薬局で働いたことがない製薬会社勤務のがん
患者です。したがって思いきり患者目線で医療職
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とのコミュニケーションの話をしたら、薬剤師さ
んの話はほとんど出ませんでした。お 1 人だけ
調剤薬局とコミュニケーションを取られている方
がいらっしゃいました。そこで出た話は、最初は
なかなか本当の病気をカミングアウトできなかっ
たということです。家に近いところにある調剤薬
局だったので、よけいに言えなかったそうです。
けっこう長い間たってからカミングアウトされ、
気が楽になったそうです。そこからは、色々なこ
とを話すことができとても良かったということで
す。やはり知り合いが多いようなところでは、病
気の種類によってはなかなか簡単に病名も出せな
いことがあるのかなと思いました。
　医療者とのコミュニケーションは、やはり結局、
主治医との関係に集約されます。先ほどもお話が
ありましたが、私も複数の科にかかっている場合
は、いちばんお話がしやすい先生に話を聞いても
らうという手をとりました。ただ、がんという重
い病気の場合は、1 つの科にしかかかっていない
時は、先生に対してはどうしても委縮してしまっ
て言いたいことは言えない。とくに病気が重けれ
ば重いほど、良い治療をしてもらいたいという思
いが強く、そのため良い患者でいたいということ
があり、あまり自分の意見が言えなかったりする
ことがあります。良い患者でないと良い治療をし
てもらえないということなどはないとは思います
が、やはり患者としてはどうしても、そういう意
識になりがちです。ただ、聞くべきことはきちん
と聞く必要はあるので、お手紙作戦はどうかとい
う話が出ました。萎縮していると、1 つの質問を
した後に厳しい答えが返ってくると次の質問をす
る前に意識が飛んでしまうこともありますから、
あらかじめ今日は絶対にこれを聞くということは
紙に書いて持って行く。できれば、自分の診察が
回ってくる前に看護師さんに手渡して「見て置い
てください」と言うというのも「あり」かなとい
う話になりました。

　病院によっても仕組みが色々違うと思うのです
が、とくに初めての病院は仕組みがよく分からな
いので、話をするべき色々なタイミングを逃して
しまうことがあり、時間を無駄にしてしまうとい
う話が出ました。そこで、その病院ではどこに行
けば話を聞いてくれる人がいるのかというような
情報収集をする必要もあるのではないかという話
になりました。がんサロンなどがあるような病院
では、そういうところに他の患者さんから「あの
先生はこうだ」とかを聞けます。またそういうと
ころでは看護師さんがけっこうゆっくり話を聞い
てくれる場合もあるので、看護師さんに話を聞い
てもらう。看護師さんを味方につけると言っても、
外来でいきなり看護師さんをつかまえるのはほぼ
不可能です。そこで、この病院ではどこに行けば
話を聞いてくれる人がいるか、たとえばソーシャ
ルワーカーがいらっしゃるようなところは、どこ
に行けばその方に会えるのか、まずはそういう情
報収集からやっていけば良いという話が出まし
た。
　どういうように生きたいかということは、なか
なかそこまで先生には言えないというのが全員の
本音でした。こういうことも予めきちんと考えて
先生に話すことは今からでも遅くないので、やっ
てみることは必要だと今日のお話しを聞いて思い
ました。以上です。

■ 高橋　どうもありがとうございます。それで
は最後の 7 番テーブルお願いします。

傷ついたこともあるが、とにかく書くこ
とにトライをしてみる

＜グループ発表 7 ＞
　大トリを務めさせていただきます。医療者とく
にお医者さんとのコミュニケーションで良かった
ことというテーマでしたが、やはりお医者さんに
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こうしてもらってうれしかったとか、ちょっと
困ったという話題の方が多かったです。たとえば
確定診断を受ける際に、小さなお子さんを連れて
行って、ご本人は子どもが泣くかもしれないと不
安だったのですが、診察室ではすごく歓迎してく
れてうれしかったという話が出ました。
　それからお医者さんご自身が個人的なことを
ちょっと話してくれて、非常に親近感を感じたと
いうお話がありました。
　逆に患者さんとその家族の意思の尊重をなかな
かしてくれないことがあり、思いきって病院を変
えざるを得なかったということも出されました。
たとえば心臓の悪い奥様なので心臓に負担になる
抗がん剤は使いたくないと言ったら、ご本人とご
家族のその意思を尊重してくれなかったというこ
とです。病院を変えること自体がけっこう負担で
はあったのですが、そこは残念ながら変えざるを
得なかったということです。
　それからご家族にそのお医者様は治験を勧めて
きて、どうしても治験を受けたくないのであれば
病院を出て行ってくれと言われたこともあったそ
うです。非常に傷つき、そのこと自体が心の負担
だったそうです。お医者さんたちも人だし、患者
さんも人で、結局は、人と人とのコミュニケーショ
ンをいかにうまくするかということになり、それ
は本当に難しいというご意見が出ました。
　ご自分が思っていることを紙に書くということ
は、基本的には非常に大事なことだとなりました。
そもそも書くという行為が、ご自身の優先順位や
思いを整理することになるので、まず書いてみる。
そしてそれをお医者さんに渡すことにトライして
みるのは、非常に大事なことだろうというのが、
概ねみなさんのコンセンサスでした。まとまりが
ないのですが以上です。

医療側の仕組みづくりに課題も

■ 高橋　ありがとうございました。大変たくさ
ん出ました。鈴木さんが、「今日集ってくれてい
る方々はヘルスリテラシーが高い方々だ」とはじ
めに言われたのですが、たしかに医療を使う側と
してこういう工夫をしようという、患者さんが主
語の話がたくさん出たような気がします。その一
方で、こういうアクションを取れる方は、やはり
強い人なのかもしれませんね。ある程度強くなら
ないと医療の中でサバイブしていけないのかもし
れないという思いが多く語られました。それにし
ても、勇気を持たなくても、ものすごく強くなく
てもやっていけるような工夫は、実はすごく大事
なことなのではないかと、お話を聞いていて痛感
しました。医療受ける側だけが強くならなくては
いけなくて、午後のご機嫌の悪い医師をそのまま
放置しておくことは、医療側の問題かもしれませ
ん。
　色々と考えさせられました。（ホワイトボード
の記録を見ながら）ナースは百戦錬磨で応援団、
だから味方につける、ドクターをうまくコント
ロールできる、助け舟も出してくれる・・・。「あ
る、ある」という感じです。薬剤師の方もそうで
すね。同じ資格でありながらどこで働くかで働き
方が非常に違うし、ドクターとコミュニケーショ
ンを取る機会も違います。
　応援団形成作戦で「ありがとう」をたくさん使
うというお話も興味深いですね。私は以前、自分
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が患者としてちょっと機嫌が悪い医師と付き合う
はめになった時に、「お陰様で」という言葉を意
識して頻繁に使ったら、うまくいった経験があり
ます。
　鈴木さんいかがですか。

医療者に言う前に、まず身近な家族から
人生観を共有していくこと

■ 鈴木　みなさんありがとうございました。トー
タルで薬剤師はまだまだ受け入れられないのだな
ということは分かりました。実際、私が薬剤師の
研修を受け持っていても、患者の話はなかなか出
てきませんし、そもそも、患者が講師に来るよう
な研修会には、薬剤師は集まらないという現実も
あります。そういう意味で、患者と薬剤師の距離
の遠さを感じたというのが全体的な印象です。
　いくつかありましたが、薬剤師は本当に頑張っ
ています。がん認定薬剤師の方もいます。ホーム
ページを見ればどの薬局にそういう方がいるかも
出ています。そういう方を指名するのも良いと思
いつつ、やはりまず情報を集めるということから
していかないとだめなのかなと率直に思います。
ここにいるみなさんは、ヘルスリテラシーが高い
と先ほど申しあげましたが、まさにそういう方た
ちがパイオニアになって文化を変える、文化を
創っていくことが、やはりこの先は必要なのだろ
うと思います。
　いくつかのアイデアについて細かく言うと、お
手紙作戦はすごく良いなと思いました。僕はそれ
を主治医にやられたことがあります。僕が質問し
ていたことについて、後で調べておくけれど出張
に行ってしまうと言われていたのですが、本当に
手書きの手紙を書かれていて、逆にやれてしまい
すごいなと思ったことがあります。
　文書系で言いますと、多くの方は、自分の人生
観を文字に書いたことはありますか？　そもそ

も、考えたことがありますか？　私も、そういう
ことを妻と話したことがありません。なかなか話
せることではないと思っています。酒を飲みなが
らの親睦会の時に、ちょっとそういうことを何と
なく話題に出してみるのは、良いきっかけのひと
つになるかなと思っています。私は年賀状に 1
年間の抱負を書きます。そうすると自分がこの 1
年間でやるべきことが見えてきます。そういうよ
うなことを何かうまく自分の人生観につなげたい
なと思っています。何か参考になればと思いつつ
聞いておりました。

■ 高橋　そうすると、自分はこういうように生
きたいと伝える相手は、医療者だけではなく身近
な家族や親族からでも良いということですね。

■ 鈴木　そうそう、今日は医療者との付き合い
方で話をしているので、対象を医療者として話し
ました。そもそも生き方をどうするかを自分で言
葉に表すということがまずやるべきことであり、
それを家族と共有するのは大切かと思います。私
は、それを、年賀状のやり取りしている人にまで
広げているということです。その延長線上に医療
者とのやり取りがあると考えています。
　それから、ありがとう作戦については、ぜひ何
についての「ありがとう」なのかを具体的に言っ
てあげた方が良いと思います。「いつも笑顔で接
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してくれてありがとう」というように具体的に言
う。漠然と「どうもありがとうございました」と
言われても、ナースもドクターも、それは日常な
のでスルーされてしまいます。やはり一言付け加
える。それからやはり人に対してなので、おべっ
かを使うのも何ですが「今日のネクタイ素敵です
ね」というようにやるのも悪くはないと思います。
ただ、そんなことをいちいち言っていることがそ
もそも何かおかしいなという感覚もあります。
　今日は、色々と考えさせられる 1 日でした。
どうもありがとうございました。

最後に―サバイバーシップ支援部の今後の活動

■ 高橋　ありがとうございました。確かに、「そ
もそものこと」を改めて考える機会になったよう
な気がします。
　これから年末年始のお休みにも入りますので、
自分の人生をどうしたいかについて、何か飲みな
がら、食べながら考えていくのも良いのかなと
思ったりもします。
　今年も「公民館カフェ」、その他のサバイバー
シップ支援部の活動にご参加いただき、ありがと
うございました。2018 年 1 月 19 日（金）には、
がん研究振興財団主催の「がんサバイバーシップ
研究成果発表会・セミナー」があります。公益財

団法人がん研究振興財団が、サバイバーシップに
関する研究助成金を受けたプロジェクトの成果発
表会を午前中に行い、午後に「今日からできるセ
ルフケア」というタイトルでセミナーを開きます。
セミナーでは「おいしく食べる」「からだを動かす」

「仲間をつくる」という 3 つのテーマをとりあげ
ます。国立がん研究センターの新しい大会議室で
やりますので、ぜひご参加ください。
　それから 1 月 24 日（水）に「第 12 回がんサ
バイバーシップオープンセミナー」をがんセン
ターの中の会議室で開きます。アピアランスケア
の話は何年か前にこの公民館カフェでやりまし
た。みんなでウィッグを着けて、とてもおもしろ
かったことを思い出します。それから数年たって
アピアランスケアもさらに発展しました。ご存じ
のように「国がん」のアピアランス支援センター
は、非常にパワフルでおもしろくて、藤間勝子先
生がお話をしてくださいます。野澤佳子先生も応
援に来てくれますので、こちらもぜひご参加くだ
さい。
　年末も押し詰まっていますが、みなさまどうぞ
お風邪を引かないように良いお年をお迎えくださ
い。本日はどうもありがとうございました。鈴木
さんにもう一度大きな拍手をお願いします。
 ＜拍手＞
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「第15回公民館カフェ」アンケート集計 参加者　61名
平成29年12月20日（水）実施 回答者47名（回答率　77％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

鈴木信行さんのお話も良かったし、グループワークも参考になりました。コミュニケーションについて、このように語る場はとても良
いと思います。

参加してよかったです。他の方の医師との対応がとても参考になりました。

患者リテラシーの高い人ばかりなので、積極的な意見が多かった。でもこれを多くの人に広げるには、どうするか。

患者と医療従事者が同じテーブルで意見を交わせるのは大変有意義で勉強になります。
自分の思いを話せる機会があるのは、とてもありがたいです。
このトピックスは是非又、取り上げて下さい。
医学生、研修医、薬剤部や看護学部の学生もぜひ参加してほしい。

臨床試験について、機会があったら取り上げていただきたいと思っています。
コミュニケーションをテーマに患者さん、医師、看護師、薬剤師などの座談会などを行うのもおもしろいかと思いました。
今回の話題をサバイバーセミナーでもやってほしいです。のぶさんのお話をもっと長くきいてみたいです。今回は短かったので。

患者本人でもあり、がん患者の家族でもあります。特に主治医とのコミュニケーションをとるということは、患者である限り、永遠の
テーマでもあるかなと思います。当然医師は患者の病気に目が向いていると思いますが、その背景には、これからの生活やどう
生きていくかというものもあるのではないかと思います。家族の入院していた病院で、どこまで患者本人のことを知ってほしいかと
いうアンケートが看護部というところからありました。病院も色々とあるのでこのようなものもコミュニケーションのひとつになるかと
思いました。

自分の応援団を増やすという考え方がとてもよかった。患者側としては、この通りのことが、医師に心よく伝わると嬉しいが、実際
はそんな先生ばかりではないかもと不安はある。患者さんのキャラによると思う。要望書は勇気が必要です。

開催に関する希望（自由記述）

看護師さんのお話を、もっとお聞きしたいです。（どんな仕事なのか、患者さんへのアドバイスなど）

いろいろな体験談をシェアし合えて、よかったです。ありがとうございました。

新しい情報を知ったり、考えるきっかけを頂いてうれしかったです。明日からの生活に役立てます。
患者さん同士の経験シェア、ナレッジシェアが、実践的に活かされそうで意義のあるとりくみと感じました。私もとても参考になりま
した。

製薬企業も協働医療の輪に入っていかなければ、患者さんの人生を考えた薬づくりをしなければと改めて思いました。ありがとう
ございました。

非常に多くの方々が参加されていて全体的に明るいイメージを受けた。

医療側も患者側もお互い、工夫しながらコミュニケーションを図っていくべきだと思いました。

のぶさんのお話が大変おもしろかった。このようなコミュニケーションのとりかたがあることと、お薬手帳の活用法があるとは、思わ
なかった。

参加者の感想（自由記述）

自分で不安に思っている事、実際に受けて、どうしたら良いか悩んでいる事について、対策が聞けて良かった。これから、どう診察
を受けて行くのかのプラスαを得られた。

薬剤師とのかかわりの題材がためになった。

65.7% 14.9%
3.0%
6.0% 7.5% 19.4%

受付登録者（67名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 企業関係者 メディア関係者 行政関係者 その他

17.0% 80.9% 2.1%
性別 男性 女性 未回答

0.0%
6.4% 31.9% 46.8% 14.9%

0.0%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

66.0% 25.5%
0.0%0.0%

8.5%

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

76.6%
8.5%

4.3%
4.3%

10.6%
4.3%
6.4%

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

立場（複数回答）

59.6%

23.4%

8.5%

19.1%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カフェを知った経由（複数回答）
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鈴木信行さんのお話も良かったし、グループワークも参考になりました。コミュニケーションについて、このように語る場はとても良
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参加してよかったです。他の方の医師との対応がとても参考になりました。

患者リテラシーの高い人ばかりなので、積極的な意見が多かった。でもこれを多くの人に広げるには、どうするか。

患者と医療従事者が同じテーブルで意見を交わせるのは大変有意義で勉強になります。
自分の思いを話せる機会があるのは、とてもありがたいです。
このトピックスは是非又、取り上げて下さい。
医学生、研修医、薬剤部や看護学部の学生もぜひ参加してほしい。

臨床試験について、機会があったら取り上げていただきたいと思っています。
コミュニケーションをテーマに患者さん、医師、看護師、薬剤師などの座談会などを行うのもおもしろいかと思いました。
今回の話題をサバイバーセミナーでもやってほしいです。のぶさんのお話をもっと長くきいてみたいです。今回は短かったので。

患者本人でもあり、がん患者の家族でもあります。特に主治医とのコミュニケーションをとるということは、患者である限り、永遠の
テーマでもあるかなと思います。当然医師は患者の病気に目が向いていると思いますが、その背景には、これからの生活やどう
生きていくかというものもあるのではないかと思います。家族の入院していた病院で、どこまで患者本人のことを知ってほしいかと
いうアンケートが看護部というところからありました。病院も色々とあるのでこのようなものもコミュニケーションのひとつになるかと
思いました。

自分の応援団を増やすという考え方がとてもよかった。患者側としては、この通りのことが、医師に心よく伝わると嬉しいが、実際
はそんな先生ばかりではないかもと不安はある。患者さんのキャラによると思う。要望書は勇気が必要です。

開催に関する希望（自由記述）

看護師さんのお話を、もっとお聞きしたいです。（どんな仕事なのか、患者さんへのアドバイスなど）

いろいろな体験談をシェアし合えて、よかったです。ありがとうございました。

新しい情報を知ったり、考えるきっかけを頂いてうれしかったです。明日からの生活に役立てます。
患者さん同士の経験シェア、ナレッジシェアが、実践的に活かされそうで意義のあるとりくみと感じました。私もとても参考になりま
した。

製薬企業も協働医療の輪に入っていかなければ、患者さんの人生を考えた薬づくりをしなければと改めて思いました。ありがとう
ございました。

非常に多くの方々が参加されていて全体的に明るいイメージを受けた。

医療側も患者側もお互い、工夫しながらコミュニケーションを図っていくべきだと思いました。

のぶさんのお話が大変おもしろかった。このようなコミュニケーションのとりかたがあることと、お薬手帳の活用法があるとは、思わ
なかった。

参加者の感想（自由記述）

自分で不安に思っている事、実際に受けて、どうしたら良いか悩んでいる事について、対策が聞けて良かった。これから、どう診察
を受けて行くのかのプラスαを得られた。

薬剤師とのかかわりの題材がためになった。

65.7% 14.9%
3.0%
6.0% 7.5% 19.4%

受付登録者（67名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 企業関係者 メディア関係者 行政関係者 その他

17.0% 80.9% 2.1%
性別 男性 女性 未回答

0.0%
6.4% 31.9% 46.8% 14.9%

0.0%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

66.0% 25.5%
0.0%0.0%

8.5%

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

76.6%
8.5%

4.3%
4.3%

10.6%
4.3%
6.4%

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

立場（複数回答）

59.6%

23.4%

8.5%

19.1%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カフェを知った経由（複数回答）
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