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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

みなさんこんにちは。国立がん研究センターが

とっても重要な情報は得られますし、患者さん方

ん対策情報センター長の若尾と申します。本日は

も色々と役に立つ情報を得られ、さらにお互いに

「ご当地カフェ in あおもり」にお集まりいただき

友だちになったりもするという非常に良い取組み

ありがとうございます。本日の「カフェ」は青森

になりました。そこで超ローカルな月島だけで

県立中央病院と私ども国立がん研究センターがん

やっているのはもったいないだろう、公民館カ

対策情報センターがんサバイバーシップ支援部の

フェで培ったノウハウを全国で展開してみたらど

両者の共催です。

うかということで始まったのが、今日のこの「ご

主催者を代表し、この「ご当地カフェ」誕生の

当地カフェ」の取組みです。このご当地カフェは、

背景につきお話しさせていただきます。私ども国

実は今までに 8 回やっています。南の沖縄から

立がん研究センターは東京の築地という場所にあ

始まり、宮城県石巻、奈良県の明日香村、札幌、

ります。築地の隣に月島という下町があります。

金沢、名古屋、長野県松本、岐阜とやってきまし

ここのような立派な施設ではなく古くて小さなそ

た。名古屋ではナゴヤ球場の横にあるドアラカ

の公民館で、今から 4 年前の 2013 年 7 月から、

フェという、マスコットのドアラちゃんがいると

今日のように、医療者と患者さん、患者ご家族の

ころでやりました。そして 9 回目がこちらの青

方、まちの方などみんなで集まり、お茶を飲みな

森ということになります。

がら、名物のお団子をつまみながら話そうという
「公民館カフェ」というものを始めました。
そこで色々と話がはずみ、われわれ医療者に
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ご当地カフェの開催については、最初は私ども
の方からやりませんかというお声掛けをさせてい
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ているところだけにお声掛けをするのではなく、

す。

もっとみなさんに公平な形で開催できないかと思

本日は体験者の方からご自身の体験をお話しい

い、公募という形にしました。今回は青森県立中

ただいたり、あるいはご家族の体験をお話しいた

央病院さんの方から「食」というテーマでやりた

だきます。さらに栄養士さんから「がん治療と食

いというご応募をいただき、私どもの方でも「食」

事」のお話をしていただきます。その後にカフェ

は良いテーマだということで採択させていただき

タイムを持ちます。私も楽しみにしていますが、

今回の開催になりました。

青森と言えばリンゴ、そのリンゴや青森のスイー

本日のテーマは「〜がん治療による副作用を乗

ツを本日はご用意いただきました。それを食べな

り越え、食べることのよろこび、楽しみを見いだ

がら、お茶を飲んで、みなさんで、今までの体験、

すために〜」です。食べることは、がん患者さん、

あるいは体験に基づいた工夫を話し合っていただ

がんサバイバーの方の生活の質（クオリティ・オ

ければと思います。

ブ・ライフ：quality of life）を上げるために本

今日は患者さんだけではなくてご家族の方、あ

当に大変重要なことと考えます。「食べることは

るいは多くの医療者の方、さらには一般の方と本

喜び」であり「楽しみ」であるのですが、同時に

当に様々な方が集っています。今日はカフェなの

栄養を補給するという、身体にとっても良いこと

で、お茶を飲む喫茶店だと思ってください。何か

だということです。一石二鳥、一石三鳥の効果が

勉強するということではなく、みなさんで話し

あります。今までの 8 回のご当地カフェでは、
「食」

合って楽しい時間を過ごしていただければと思い

には、あまり触れられてきませんでした。それを

ます。限られた時間ですが、今日はぜひ楽しく過

今回、採り上げていただきました。今日はそれに

ごしていただけるようにお願いしたいと思いま

ついて色々とお話をいただき、さらにお菓子など

す。簡単ですが、私の開会の挨拶に代えさせてい

を食べながらみなさんで話し合っていただきま

ただきます。今日はよろしくお願いいたします。

開会の挨拶
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特別発言：
食べられない辛さからの解放をめざして
吉田

茂昭

青森県病院事業管理者

（代読）青森県立中央病院緩和ケアセンター

これまでがん患者さんの苦痛からの解放を目標

山下

慈

りの場」になることをお祈りいたします。

とし、様々な取組みを行ってまいりました。それ

最後にこのような機会をいただきました国立が

は痛みだけではなく治療または病気によって食べ

ん研究センターがん対策情報センター、青森県立

られないことの辛さも含まれています。今回企画

中央病院緩和ケアセンター、そして会場にお集ま

いたしました「ご当地カフェ」もその取組みのひ

りのみなさまに感謝の意を表したいと思います。

とつです。

どうもありがとうございました。

青森県は、海・山に恵まれた地であり、豊富な

（吉田茂昭氏、所用にて欠席につき、司会・進行

食材があります。本日はぜひこうした食材にも目

の青森県立中央病院緩和ケアセンター山下慈氏代

を向け、食を考え、そして輪をつくる「健康づく

読）
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体験談 1：
がん治療の副作用を乗り越え、今を楽しく生きるために
―治療による食欲不振、味覚障害を克服した患者の体験―
ジョーンズ

薫

青森県立中央病院がんサバイバー

みなさんこんにちは。ジョーンズ薫と申します。

スライド 1

私の病気のこと

今日はこのような機会を与えていただき本当にあ
りがとうございます。以前アメリカ人と結婚して
いたので苗字はジョーンズとなっていますが、黒
石市生まれの 100％津軽衆でハーフでもなんで
もありません。少しの間、私のがん治療経験をお
話しさせていただきます。

私の病気のこと
は死ぬというイメージです。私もそうでしたから
病気のことから説明いたします。2016 年７月

そういう苦しい思いをしたくないし、身体に薬な

に会社の健康診断でレントゲンに何か映っている

ど入れたくないと思い、抗がん剤はやりたくない

ということで呼び出しを受け、すぐに精密検査を

と主治医の先生に言いました。同時に、自分の病

するようにと言われました。すぐと言われても何

気のこと、あとどのくらい生きられるのかなど、

だろうと思っていましたが、保健師の方からは内

すべてを教えてくださいと言いました。2016 年

容について直接言えないらしくて、とにかく病院

8 月時点で、統計的な数値ですからジョーンズさ

に行けということでした。それで検査が始まりま

んにすべて当てはままるかどうかは分かりません

した。たまたまその検査日に腸閉塞を起こし、病

が、余命は 7 ヵ月ですと言われました。その時

院には転がり込むような形で入りました。その日

点で 7 ヵ月ですから、治療をしていなければ今

から１ヵ月の入院をして大腸がんで肺転移という

この場に私はいなかったかもしれません。

診断をされました。

抗がん剤をやろうと思ったきっかけは、まず

そこから１ヵ月の入院で抗がん剤治療を始めま

7 ヵ月では、死ぬことについてのこころの準備期

した。最初、私は抗がん剤などを身体に入れるの

間が足りないということからです。主治医の言葉

は嫌だと思いました。たぶんみなさんもそうだと

にも後押しされました。「今は毎日新しい薬が出

思うのですが、がんや抗がん剤については悪いイ

ています。明日、あるいは明後日に大腸がんが治

メージしかありません。抗がん剤は苦しい、がん

る薬が出るかもしれません。もし出た時にこの世
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にいなかったらもったいないです。治療を受けて

が始まりました。私は大腸がんであり、なおかつ

生きませんか。」という言葉で、抗がん剤治療を

腸閉塞で入院しているということで、便の出を良

始めました。現在も 2 週間に 1 回の外来治療を

くしなければならず、水分を摂るようにと言われ、

しています（スライド 1）。

病院ではずいぶん水分を摂り、今でも摂っていま
す。ポカリスエットを飲んでいて、途中で抗がん

抗がん剤治療の副作用―味覚の変化について

剤の点滴を始めました。点滴が身体に回った瞬間
からポカリスエットがただの苦いだけの液体に味

今この姿を見ていただければ、食べられなかっ

が変わりました。スライド 3 に「化学の味に変わっ

た時などあったのかという体形をしています。正

た…」とあるのは、そういう意味です。まるで砂

直 に 言 い ま す と、 今 は 太 り 過 ぎ で、 も う す ぐ

糖の味がしない、ただの苦いだけの液体に、薬が

80kg になりそうで恐いです。昨年（2016 年）

入った瞬間に変ったことを今でも覚えています。

11 月に手術をしましたが、その前後は、食べら

抗がん剤による味覚の変化は、みなさんそれぞ

れないこともあり 2 ヵ月で 13kg 落ちました。

れで違うと思いますが、私は塩気を非常に感じる

手術前には体力をつけるためにスライド 2 にあ

ようになりました。今まで好きだったラーメンや

るような栄養ドリンクを処方されていたくらいで

ハンバーグなどの外食、前の味は頭にインプット

す。

されているので、その味を食べたくて食べに行く

化学療法による味覚の変化についてお話ししま

のですが、今ではしょっぱくて、しょっぱくて食

す（スライド 3）。化学療法による変化は色々あ

べられません。薄味は身体に良いので、この変化

ります。味覚だけではありませんが、今日は「食」

は逆に良いことだと思っています。

がテーマなので味覚のことをお話しさせてもらい

それから口が変わってさっぱりしたものが食べ

ます。入院して 1 ヵ月後に最初の抗がん剤治療

たくなりました。アイスクリームや、嫌いだった
ゼリーなども好きになりました。果物も好きにな

スライド 2

食べられなかった時の私

りました。
だるさで起きているのも辛い。副作用で、だる
い、倦怠感などはみなさん言いますが、私はこの
身体のだるさを表す日本語はないと思っていま
す。言葉では言い表せない体験でした。強いて言
えば、重力が全部自分の身体にのしかかるという
感じです。手を挙げるのさえ、自分の力ではでき
ないくらいです。「だるさ」という言葉しかない

スライド 3

化学療法による味覚の変化

ので「だるさ」を使わせてもらいますが、これは
やはり化学療法を受けた患者でなければ、分から
ないことだと思います。

「食べる」ことで抗がん剤治療に耐えられ
る身体をめざす
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食べることでしか得られない栄養ということで

毎回治療前に採血をします。それで栄養値が悪い、

すが、私もがんになってから、インターネットで

あるいは肝臓の数値が悪いと、今日は抗がん剤治

色々なことを調べました。何が良いのか、何を食

療はできませんとなるのですが、おかげさまでこ

べたらだめなのか、どういうように過ごすべきな

の 1 年 3 ヵ月の間、私は 1 度もそういうことは

のか、あまりの情報の多さに迷ってしまい、どれ

ありませんでした。やはり食べることは必要なこ

が自分に合っているのかが分からないなと思いま

とで、食べることによって身体がつくられていく、

した。有名人の方はお金の面でも、色々なことが

人間の身体はそういうようにできているというこ

できますが、生活面でできる範囲はそれぞれみな

とを、自分の身体で自分で証明することができま

違うと思いますし、がん細胞はみな一人ひとり違

した。

うと思います、人間が一人ひとり違うように。し
たがってインターネット情報が自分に合っている

食べるための工夫―食材や調理法

かどうかは分からないということです。1 年 3 ヵ
月、抗がん剤をやりながら過ごしてきて、自分の

本日のテーマにもなっています、食べるために

身体で分かったことが、栄養は食べることでしか

工夫したこと、食材、料理についてです。スライ

摂れないということです（スライド 4）。

ド 5 に出ている写真は、私が料理したものです。

抗がん剤をやっている者には栄養をつける薬な

今でもちゃんと自炊して食べています。口の中は

どは一切処方されていません。たとえばがんの人

やはりザラザラした感じ、苦い感じなど色々な副

は、がん細胞は糖分が好きなので糖分を摂っては

作用はあると思いますが、それにプラスしてだる

いけないであるとか、蛋白質はだめだというよう

くて、起きて食卓につくことも疲れる、食べて起

な色々な情報があります。ただ私はそう考えると

きていられないということもあります。そこで私

食べるものがなくなってしまうと考えました。そ

が考え出したのは、スープ、汁物です。野菜や肉

こでもしかしたらがん細胞も栄養をつけて抗がん

などたくさんの種類のものを入れて味を変える。

剤に勝てない身体になることになるかもしれませ

ひとつの味だとあきてしまうので、味噌汁のよう

んが、食べられるものはちゃんと食べて、抗がん

にしたり、醤油味にしたり、甘口のカレー味にし

剤に耐えられる身体をつくる方が良いと考え、リ

たり、豆乳の味やコンソメ味にというように色々

スクも一緒に背負って食べ、抗がん剤に耐えられ

と味を変えて、野菜や肉など中の材料も変えて

る身体を維持することに決めました。

スープにしました。起きて食べること自体ができ

2 週間に 1 回の抗がん剤治療をしていますが、
スライド 5 食べるために工夫したこと、食材、料理について
スライド 4

食べられることでしか得られない栄養

が
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ないので 1 回の食事で色々な栄養が摂れるもの

スライド 6

自分で焼いたケーキ

スライド 7

青森の食材を活用―しじみ汁とリンゴ

ということでスープでした。あとはさっぱりした
ものを欲しがっていたので、それも汁物でという
ことです。当時、私はずいぶんスープや雑炊を食
べていました。
起きて食べることがめんどうであるとか、口の
中が痛くて食べられない人もいると思いますが、
やさしい味にして、野菜を軟らかく煮て、1 回の
食事でめんどうくさくなく、色々な栄養が摂れる
ようにしてやりました。アメリカ人はワンプレー
トと言って、1 つのプレートに色々なものを乗せ
て 1 回で食べるのですが、日本人なのでワン「1
（ワン）ドンブリ」でいければ、簡単に、栄養も
摂れると思います。
消化に良いものを選んでいました。私の場合は、
大腸ですから消化が良くなくてはならず、市販の
ケーキは、ドライフルーツやナッツなどが入って
いるので、私は自分でパウンドケーキやレモン
ケーキを焼いて食べています（スライド 6）。

ビで広告が流されるぐらい身体に良いものだとい

今日は「ご当地カフェ」ということですが、青

うことが知られるようになっています。したがっ

森県はリンゴの生産は 1 番です。リンゴは 1 日

てこれは病気でも病気でなくても、みなさんの身

1 個食べれば「ドクターいらず」と言われていて、

体に良いものなのだと思います。、とくに私のよ

栄養価も非常に高いものです。私は三沢基地で

うながんを治療している者には、薬が分解される

20 年以上働いていて、今は休職中ですが、アメ

肝臓に良いしじみ貝は、身体に良いと思います。

リカ人の同僚は、おやつがわりにリンゴにピー
ナッツバターをつけて食べていて、それを最初に

自分らしく生きる

見た時は驚きました。ただこれが食べてみると意

―ただ自分でいる、そして人生を生き抜く

外においしいです。試してみてください。リンゴ
の食べ方は、生で食べるか煮て食べるか、すって

最後になりましたが、スライド 8 に「自分ら

食べるかぐらいですが、リンゴのピーナッツバ

しく生きるために」と書いてあります。自分らし

ターというのは、ちょっと説明できないので、と

く生きるために特別にしていることはありませ

にかく食べてみてください（スライド 7）。

ん。することもありません。ただ自分でいるだけ

しじみ汁も青森県は日本で 2 番目です。私は

です。

しじみ貝が身体に良いからと言って意識して食べ

がんになってから色々気づかされたことがたく

たことはありません。ただ自然に、いつもそこに

さんあると言う人が多くいます。その通りだと思

あるものでした。今はそこに含まれるオルニチン

います。やはり生き方と見方が変わりました。

などでしじみエキスのサプリメントが盛んにテレ
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スライド 8

じように生活ができ、どこにでも出られるような

お伝えしたいこと

社会になれば良いと願っています。
私はがん患者に見えますでしょうか。見えない
でしょう。たまに自分でも忘れます。友だちと一
緒にいたり、買い物などに行くと自分ががんであ
ることを忘れていることがよくあります。ただ長
く歩くと心臓がバクバクしてきてそう言えばがん
だったのだと気づかされることが多々あります。
こんながん患者がいても良いのかと思われるかも
しれませんが、これからも好きなことをして、し
り、かえって太り過ぎに注意しなければいけない

がらみなどはもう切り捨てて、自分の人生なので、

ほど食べられるようになりました。私は 47 歳で

長生きをしようとは思っていませんが、生き抜こ

す。働き盛りのがん患者です。自分ががんになっ

うと思っています。

てみて色々なものに携わってみました。食もそう

みなさんに対する感謝のこころも大変出てきて

です。仕事のこともそうです。色々な保障のこと

います。今日は 10 年来、20 年来という青森出

もそうです。まだまだこれは大変だ、47 歳の私

身の友だちが三沢から 1 人、アメリカから 1 人

だからできるのだが、お年寄りにはできるのかな

来てもらっています。アメリカにいる友だちは、

という書類のことなど、色々と学ばさせていただ

2 年前にお母さんを青森からアメリカに引き取っ

きました。

てヒューストンで暮らしていたのですが、去年

思ったことは、やはり青森県人というのはシャ
イなのでしょうか、恥ずかしがり屋さんですね。

（2016 年）
、お母さんをがんで家で看取っていま
す。今日はこのために来てくれました。

たとえばがんなのに隠していたいと思う、知られ

今私が言っていることで、去年は本当に 13㎏

たくない、噂されたくない、と色々あると思いま

も体重が落ちたのかと思われる方がいるのであれ

す。しかしこれからは 2 人に 1 人ががんになる

ば、友だちに聞いてもらえれば分かるので後で聞

時代ですから、私は、がんは糖尿病などと同じ、

いてください。

一生付き合っていかなければいけない病気のひと
つだと思っています。

今日は短い間でしたが、感極まって涙も出てき
てしまいました。後ほど時間があればみなさんと

これからはみなさん、がんであっても、がんで

話をしたいと思います。患者さんもおられると思

なくても、みなさんが変えなくてはならないもの

いますが、生きましょうね。生きていきましょう。

が、がんに対する意識です。それは変えなければ

ありがとうございました。

いけないと思います。がん患者でも普通の人と同
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体験談 2：
母の「食べたい」思いに寄り添い、食べるよろこびを分ちあった家族
―東京から青森 714km の距離を超えた家族の体験談―

中村

由美子

文京学院大学保健医療技術学部看護学科教授

み な さ ん こ ん に ち は。 中 村 と 申 し ま す。

ただその後再発をします。どこまで再発したか

714km と言うとすごいですが、飛行機で 1 時間

と言いますと、再々々発ぐらいまで行きました。

ちょっとです。私の母は昭和 1 桁生まれです。

再発では色々なことが起こるのですが、母は、毎

スライド 1 にあるように平成 15 年に乳がんが発

回、それなりに対処ができるのです。残念ながら

見され手術をしています。この時に母は 70 歳を

12 年後に亡くなるのですが、誤嚥をしてしまっ

過ぎていましたので、主治医からは乳房全摘を勧

たがために無気肺になってしまい、がんではなく

められました。ただ母は「お母さんいやだわ」と

肺炎で亡くなっているので、私としては非常に不

言い、それで「お母さん何がいやなの？」と聞き

本意でした。亡くなる予定ではありませんでした。

ましたら「全摘がいやだ」と言うのです。「どう

そういう母の歴史があります。

して？」と聞きました。青森県人のみなさんには
分ると思いますが、みなさん温泉によく行きます。

患者（母）の尊厳を守るには

朝風呂に行きます。母もできるだけ温泉に行くた
めに部分切除にしたいと言うのです。この頃は高

スライド 2 は、「患者としての母の尊厳を守る

齢者は全摘をすることが多かったのですが、主治

には」ということです。病む母の生き方の尊厳を

医の先生にそのことを相談したら「それもありか

守ることで学んだものに、先ほどジョーンズ薫さ

も」ということで部分切除をし、化学療法、放射

んも話されていましたが、「正しい情報」が非常

線療法などもろもろの治療を受けました。

に大切だということがあります。今はインター

スライド 1

スライド 2
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ネットなど色々な情報がありますが、何が正しい

うような言い方をしている人もいます。竹はどの

のか正しくないのか、この情報は、私の母に合う

ような強い風が吹いても、たわみますが、その後

のか合わないのかなど色々気をつけるべきところ

に必ず元に戻ります。逆に硬い樹は、強い風では

もありますから、そういうことに関しては主治医

バキッと折れてしまいます。そういう意味での折

の先生と十分に相談すると良いと思います。

れない軟らかさというのは非常に大事なのだと思

また「Quality of Life」も大切です。母にとっ

います。そのためには、ひとつは自分の感情をコ

てはとにかく「温泉に行く」ということが非常に

ントロールし、自分の力、良い部分を認めていく

大 事 で し た。「 温 泉 に 行 け る 」 こ と は、 母 の

ということ、そして楽観性というのも非常に大事

「Quality of Life」を保つという意味では重要で

になります。楽観的にものごとを見る。あまりく

した。よく笑い話のように言っていたことがあり

よくよしない。がんではないのですが、私がやっ

ます。部分切除なので切除した方の乳房がバスト

ている研究の中で、病気のお母様方が、なんとか

アップしているのです。ただ残念ながらもう片方

なるさという見通しを持つことが子どものこころ

は年齢的にちょっと垂れているのです。それで母

にとって大変大事なのだということを教え子が研

が「こっちの方も手術してもらえば良かった」と

究の中で発表していました。そういう意味ではこ

先生に言うと、主治医の先生が「うーん、それは

のレジリエンス、しなやかな力、バキバキッと折

僕の専門外です。形成外科というよりはもう少し

れてしまう樹ではなく、竹のようにしなやかに生

美容外科に近くなるので」と言ったというのです。

きていくことが大事だと思っています。

そういう笑い話もしながら、母は生きていました。
また色々な意味の「役割」も非常に大事です。

家族として―「第 2 の患者」の視点を

その人なりの役割を尊重してあげることは大事だ
と思います。病気だからと言って何もしないわけ

家族としてということでは、やはり意思決定を

ではなく、その人なりにできることはあります。

本人と共有していくということが、大変大事です。

私の母は花を育てるのが好きでした。野草が好き

その上で本人の希望をかなえていくことが非常に

なので、よく庭に野草を植えて育てていました。

大切だと思います（スライド 3）。

「誇り」も非常に大事です。その人なりの人生

それから情緒的支援です。ウチの母は「なんで

があります。母も 70 年生きていますから、その

私が」とよく言っていました。口癖で「もう 70

母の人生の誇りを大事にする。私はわりにうるさ

を過ぎたから、私はいつ死んでもいいのよ」と言っ

い娘でしたから、時々母に「お母さん、そんなこ

ていましたが、そう言いながらも、なぜ私がこの

とを言ったって」と話していました。ある意味で
ちょっと誇りを傷つけていた部分もあったと思い

スライド 3

家族として

ます。今思うと誇りはとても大事だったのだなと
思います。
それからやはり「希望」です。その時々の何を
したいという希望も非常に大事でした。
ここでぜひみなさま方に今日知っておいていた
だきたいのは、レジリエンスという言葉です。「し
なやかな力」と言われています。折れない心とい
体験談 2：母の「食べたい」思いに寄り添い、食べるよろこびを分ちあった家族
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ように具合が悪くならなければならないのだと

ださい」と言いました。やはり医療者にはぜひ、
「第

か、せっかく順調にいったと思えば、再発や再々

2 の患者」としての、私たち家族の精神的ケアも

発と言われて愚痴っぽくなっていました。そうい

していただきたいと思います。

う愚痴を聞いてあげるのも非常に大事です。
経済的支援も大事です。先ほどジョーンズさん

母の食事―限られた食材と調理法の中での工夫

もおっしゃっていましたが、年齢がいくと書類ひ
とつ書くのも色々と分からないことがあります。

スライド 4 は母の食事の例です。母は後半に

私も医療者ではありますが分からない部分もたく

は肺にがんが再発して、通過障害もありました。

さんありました。そういう意味では医療費のこと

主治医とも相談をしたのですが、主治医は、胃瘻

や、それに関する色々なことについては専門家に

と言って胃に穴を開けて栄養をやるやり方もある

相談をしていくことが非常に大事だと思います。

が、口から食べられないというのは、その人の生

もうひとつ大事な視点は、私たち家族も「第 2

き方も変ってくるので、口から食べられた方が良

の患者」だということです。したがって医療者に

いということで、口から食べる形で食事を用意し

は、「第 2 の患者」として家族を見ていただきた

ていました。

いと思います。

ほとんどドロドロの状態で提供されます。今は

残念なことに、母は肺炎で入院しました。食べ

ハンドブレンダーという電動で掻き混ぜてくれる

たものが間違って気管の方に入る誤嚥で無気肺に

ものがあるので、それを使って料理をしていまし

なり肺がほぼ使えなくなってしまいました。その

た。青森にいる時にお手伝いに来てくれる人がい

時は私の息子が直接、車に乗せて病院に連れてい

るので、その方にはこういう感じで母の食事を

きました。その時の市内の病院の先生が言ったの

作ってくださいと言って作ってもらったのが写真

が、がん末期の患者になぜこういう治療をしてい

のような食事例です。

たのだということです。家族としては強く抗議し

下にあるのがお粥です。上の方にスープなどが

ました。孫にあたる息子は私に「母さん、ぶん殴

あります。それから芋や南瓜などマッシュしたも

りたくなったのでその場を離れた」と言っていま

のがあり、あとはジュースなどです。エネーボと

した。医療者には、第 2 の患者である家族にそ

いう非常に高カロリーな経腸栄養剤もあります。

ういうことはあまり言ってほしくないということ

豆腐の上には醤油かポン酢かせいぜいゴマぐらい

があります。これは実は青森だけではありません

しか私は思いつきませんが、孫が、豆腐サラダが

でした。私の主人の母がこの 4 月に東京で亡く
なったのですが、その母も胃がんでした。私は吐
血を心配していたので、そのことを主治医に言っ

スライド 4

母の食事（例）

た時に「あなたも医療者だから分かるでしょう」
と言われました。「はっ何が？」と思って尋ねた
ら「吐血をしたら血圧が下がります。本人は間も
なく逝ってしまうので、そういうことを感じない
からもう問題はない」というような意味のことを
言ったのです。それで私は「そばで見ている家族
はどうなるのですか？
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あるのだからけっこうドレッシングも合うと言っ

スライド 5

相談の大切さ

て、工夫してそういう食べ方もしていました。食
材は限られているので、味付けをちょっと変えて
母には提供させていただきました。
離乳食や高齢者の方たちの様々なレトルトの食
品が今はあるので、それらが非常に使えました。
「お母さんこれはどう？」「あまりおいしくないか
らいい」「こっちは？」「これは良い」というよう
に味を聞いて確かめながら、色々なものを使って
料理をさせていただきました。
いう意味では色々な医療者の方に相談をするのも

相談の大切さ

ひとつだと思います。
国立がん研究センターにある「がん相談支援セ

家族のみなさんはみんなそうだと思うのです

ンター」のサービスをスライド 5 に掲げさせて

が、どうか 1 人で頑張るのではなくどなたかに

いただきました。もちろん青森県立中央病院でも

相談をしてほしいと思います。1 人で抱えるとシ

色々な相談を受けているそうです。ただ私もホー

ンドイです。家族同士はお互い家族同士なのでシ

ムページを見たのですが、そのホームページでは

ンドイです。私の妹も医療者なのですが、妹に相

なかなか相談場所まで行きつけませんでした。ぜ

談しても、お互い専門のことは良く分りますが、

ひ今度はホームページのもっと前の方に出してく

同じ家族なので癒してはくれません。私の方も妹

ださいとお願いをさせていただいています。青森

から聞かれても、あまり癒すような言葉は返せな

県立中央病院もがん診療連携拠点病院ですから、

いし、私自身が妹に言っても、妹から癒される言

そういうところのがん専門の看護師に相談してい

葉は返してもらえません。なぜかと言えば同じ家

ただければと思います。

族だから、同じように苦しいからです。
そういう意味では、私は同じように高齢者を抱

私の場合は、医療職でもあるのでその部分も含
め、家族としてお話をさせていただきました。

えている知人や友人、あるいは医療者の方に相談

来年（2018 年）は母の 3 回忌です。主人の母

をさせていただきました。私の母は千葉県のがん

は来年 1 周忌です。これは、私の年代の発達課題

センターの先生に診ていただいたのですが、その

だと思っています。家族としてもやれることをや

先生を大変信頼していたので、よくその先生に母

れたと思っていますから、気持ち的には少し落ち

も相談していましたし、私も治療や色々なことに

着いてきています。私が悔やんでいた時に、息子

ついて相談をさせていただいていました。

が「おばあちゃんは青森に帰りたがっていたから」

また、私は自分が看護師だからということでは

と言いました。私たちとしては悔やむ思いは残り

ないのですが、認定看護師さんや病棟の看護師さ

ますが、たしかに青森で亡くなったことは、それ

んに相談していました。年齢がわりに高い病棟の

なりに良かったのではないかとも思います。見方

看護師さんが母に優しくしてくれていて、食事が

を変えることは非常に大事だと思います。ぜひみ

食べられない時にも色々な工夫をしてくれていた

なさま方も少しずつ見方を変えていただければと

ので、その方にはよく相談をしていました。そう

思います。以上です。ありがとうございました。
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講演：
がん治療中の食生活の工夫

藤井

理恵薫

神奈川県立がんセンター栄養管理部長／管理栄養士

です。このバランス良くというのがどういうこと

はじめに
―食事制限はないので、無理をしないこと

かは後ほど少しお話しします。
ただ、がんの治療をしながら、糖尿病であった
り、心臓病の治療をされている方については、食

本日はこのような場をいただきありがとうござ

事の指示がどうしてもついてきますから、そこは

います。神奈川県立がんセンターで管理栄養士を

その病気に合わせて臨機応変にということです。

しています藤井と申します。神奈川県立がんセン

確認します。食事は無理をしないで自分のペー

ターのがん患者さんへの食事の工夫というテーマ

スでということです（スライド 1）。食欲がない

でご依頼をいただき、未熟ですが、少しでもみな

時は頑張って無理をすることはない、食べられる

さまのお役に立つ話ができればと思いうかがいま

ものを食べれば良いです。ジョーンズさんの体験

した。どうぞよろしくお願いいたします。

談や中村さんのお話にもありましたが、お口から

実はがん治療中に特別なお食事を考える必要は

食べるということは生きるということに強くつな

ありません。あまり難しく考えてはだめです。が

がっていることをお伝えしたいと思います。なる

んが増えていますから情報も色々出てきます。少

べく口から食べられるようにということを優先的

しでも良いところがあるとそこを大きく誇張して
色々なものが出ているところがあります。そうい
うものにあまり惑わされないでください。がんの

スライド 1

治療の達人

時に特別に食べなければいけないものはありませ
ん。逆に食べてはいけないものもありません。な
るべく自分が自然に、おいしく食べられるものを
摂る。まずいものを一生懸命、良いと言われてい
るからと食べても、実は身体にはそう役に立って
いないかもしれません。食べられる時にきちんと
食べることがいちばん大事なことです。
昔から言われていることなのですが、基本的に
は、3 食をきちんとバランスよく摂るということ
204
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に考えられると良いと思います。それが最終的に

ているということだから、そこはしのいで頑張ろ

治療の継続や化学療法を最後まで乗り切る力にな

うということです。そういう言い方しかできない

ると考えています。

のですが、食べやすいものを探してきましょうと

本日は、まずがんと栄養のお話をします。それ

お伝えしています。

からバランスの良い食事とはどういうものか。そ

抗がん剤を使い始めてから出る副作用は、抗が

して化学療法をしている間に色々な症状が出ます

ん剤の種類によってもだいぶ違います。外来の化

から、たとえば味覚障害や口内炎の症状が出てき

学療法をやっていると抗がん剤を打って帰るころ

た時に、その症状に対してその場だけの対策かも

にはもう気持ちが悪くなる人も入れば、3 日後く

しれませんが、神奈川がんセンターではこういう

らいに出る人もいますし、1 週間を過ぎてやっと

ようにしていますというお話をさせていただこう

症状が出てくるような人もいます。人によって抗

と思います。

がん剤の種類によって出る順番も、症状も違って
きます。隣の人がそうだから私もそうなると心配

がんと栄養

しても、たぶん違ってくるのではないかと思いま
す。そのつど違う症状が出るのですが、今度はこ

まずはなぜ食べられないのかです（スライド

の抗がん剤を入れるのだからこの時期にはこうな

2）。がんという診断を受けると気持ちの中でも

るという予測がつくのであれば、それに対してこ

色々な変化が起こります。精神的な部分で食べら

ういう時はこうしようとか、副作用が出る前に

れないということが当然出てきます。また、がん

しっかり食べようというように考えていければ良

という病気では、悪液質など色々な症状から食欲

いと思っています（スライド 3）。

が落ちることがあります。それから治療を開始す

スライド 4 は治療のタイミングに合わせてメ

ると抗がん剤の影響で吐き気や下痢、口内炎が出

リハリをつけるということです。ジョーンズさん

ることが多くなります。食欲不振はほとんど全例

は 2 週間おきに化学療法ということでしたが、

に出てきます。

私が見ている患者さんは、3 週間ごとに繰り返し

患者さんに必ず言うことは、気持ちが悪いなど

化学療法をされている患者さんが非常に多いで

の副作用がたくさん出るのは、薬が頑張って効い

す。食欲は、ある時とない時があります。薬を入

スライド 2

スライド 3

なぜ食べられないのでしょうか？

副作用と発症時期
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スライド 4

治療のタイミングにあわせてメリハリを

スライド 5

バランスの良い食事って？

れると吐き気が出て、食欲が落ちることが多いで
す。少し落ち着いてくると食べられる時期がまた

せんと言う患者さんがいます。そういうことをし

来ます。食欲が落ちて吐き気がする時には無理を

ていたらエネルギーが足りなくなり、身体に良い

するのではなく、食べられるものを食べるように

ことはありません。やはり主食をきちんと摂りま

とお伝えしています。身体に良いものをとか、バ

しょう（スライド 5）。

ランスなどはあまり無理して考えずに、とりあえ
ず食べられるものを食べようということです。

それから主菜は、肉、魚、卵、豆腐などの蛋白
質です。これは血や肉になるものです。細胞をつ

食べられるようになったところで、今度はしっ

くる大事なものですから、蛋白質はきちんと摂り

かりとバランスを考えながらエネルギーをたくさ

ましょう。今の時代は、多くの人が、摂り過ぎと

んとっていきましょう。ずっとこの繰り返しに

いうくらい蛋白質をしっかりと摂れているので、

なっていくと思いますから、自分のお薬と症状の

隣の人を見て、私ももっと摂らなくてはいけない

出方をうまく見ながら、それに合わせながらお食

と思わないでください。蛋白質の目安量は、自分

事をしてください。

の手の平 1 つ半ぐらいのお肉やお魚、卵やお豆
腐です。肉・魚・大豆・卵と何でも良いので、蛋

バランスの良い食事とは

白質の食材を 1 食につき手の平 1 つ半ぐらいを
お膳に乗せてほしいのです。お魚が小さければ、

バランスの良い食事とは何でしょうか。みなさ

そのぶん卵でも豆腐でも添えて 1 つ半にすれば

ん難しく考えてしまうのですが、普通の食卓を思

良いです。あまりこだわらず、好きなものでうま

い浮かべてくだされば良いです。元気の良い、体

く合わせていけば良いです。手の平 1 つ半ぐら

調が良い時には、主食と主菜と野菜の 3 点セッ

いの蛋白質があれば普通は、間に合います。

トで摂ってください。これだけでバランスは良く

両手いっぱいのお野菜は、茹でると片手いっぱ

なります。変に何かを摂れというのではなく、主

いになりますから、元気な時は、茹でて片手いっ

食と主菜と野菜です。主食とはご飯とかパン、麺

ぱいの量になるぐらいのお野菜があれば良いと思

類。要はエネルギー源になるもの。がんの人は糖

います。ご飯とかパンや麺は、自分が食べられる

質を控えなさいというような情報が流れていて、

ぶんという程度に考えてくれれば、そうバランス、

たまにご飯は半分とか、ごく少量しか食べていま

バランスと頭で考えなくても何とかなります。主
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食と主菜と野菜、それだけです。

スライド 7

ご紹介する料理

主食はエネルギー源で、炭水化物です。主菜は
蛋白質。あとはお身体の調子を整える野菜です。
その他に牛乳や果物を上手に足してください。
スライド 6 は、食欲がなくて食べられない時
にはどうするかというものです。基本は、主食、
主菜、野菜の 3 点セットのすべてのもののそれ
ぞれの量を少しずつ減らしていく。均等に減らし
ていくのが本当は良い方法です。しかし味覚が変
わったり、口の中が変わってくると食べられない
ものが出てきます。ご飯がいやだとか、お肉が食
べられないなどです。そういう時には、食べられ

とお肉をしっかり入れてくれれば、ラーメンでも

るもので考えます。食べられなくなった時には、

バランスが良くなります。そのぐらいに考えて上

まず最初は、バランス良い主食、主菜、野菜のセッ

手に蛋白質と野菜が一緒に入るようにしてくれれ

トから全体に均等に量を減らす。それでもだめな

ば良いと思います。

時は、食べられるもので合わせていくと考えると
良いです。

スライド 7 にお示ししているのはポークチャッ
プ丼です。神奈川県立がんセンターでは 2 ヵ月

主食、主菜、野菜となると、体調も悪いのにそ

に 1 回、患者さんを対象に料理教室をやってい

んなに作っていられないとなってしまいます。そ

ます。その時に食べられない人向けに、10 分位

こで頭の中では主食、主菜、野菜を考えていただ

でできる簡単な料理をデモンストレーションしな

き、先ほどジョーンズさんも言っていましたが、

がら説明し、試食会をしています。これだけで全

丼にしてしまっても良いのです。ご飯の上にお肉

部バランスの整った食事になります。バランスと

が乗り、野菜も乗っていれば、全部がセットで入っ

いうとすごく難しく考えてしまうのですが、そう

ているので、それで良いです。ラーメンもただの

難しく考えないでください。主菜と、主食、野菜

醤油ラーメンではなく、タンメンのようにお野菜

の自分の必要量ぐらいは分っているという程度で
良いと思います。

スライド 6

やむを得ず量を減らすときは？

味覚障害の症状と食事の工夫
―エネルギーアップの工夫
次は味覚障害についてです。先ほどジョーンズ
さんからも味覚がすごく変わったというお話があ
りました。抗がん剤を使うと味覚障害が出やすい
です。私は経験がないので、ジョーンズさんのお
話を聞いて、大変だなとすごく悲しくなってしま
いました。抗がん剤を使うと、抗がん剤は強いお
薬ですから、舌の上にブツブツとたくさんある味
講演：がん治療中の食生活の工夫
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蕾という味を感じる細胞が壊れてしまいます。そ

食べていただいても良いと思います（スライド

うすると今まで感じていた味が感じ取れなくなっ

8）。

てしまったり、おいしくなくなってしまったりし

スライド 9 は、神奈川県立がんセンターの膵

ます。お薬の種類によっても味の感じ方が変って

臓がんの患者さんの味覚障害の有無と食事量を調

きます。また、苦みが強くなってしまう人、甘み

査したものです。味覚障害がある人とない人で食

が強くなってしまう人、まったく味がしなくなっ

事調査をして摂取エネルギー量を比べてみました

てしまう人とか、症状の出方は、本当に人それぞ

ら、普通の外来の患者さんですが、やはり味覚障

れです。基本は、自分に合わない味に対しては合

害がある人の方が、平均すると 200kcal ほど食

うように味の調整をすれば良いということです。

べ る 量 は 少 な く、 摂 取 量 が 減 っ て い ま す。

苦手な味は何だろう、これはおいしくなくなった

200kcal というのは、ちょうどコンビニのおに

というのであれば、おいしくする方法を一緒に考

ぎりが 160kcal なので、おにぎりをもう一回り

えたり、食べられないものは避ければ良いという

大きくした位のご飯の量という感じです。1 日で

ことです。おいしいと思えるものを食べれば良い

それだけのエネルギー量が足りなくなっていくと

のです。味覚障害の人は個人差があり、このお薬

いうことです。そうなれば、当然、栄養不足になっ

はこうなります、だからこれを食べてくださいと

てしまうので、そこはきちんとカバーしてあげな

簡単に言えるようなものではけっしてありませ

くてはいけないということになります。知らず知

ん。
味覚障害という症状がある時に何をしたら良い
かですが、まず口腔ケアは大変大事ですから、し

スライド 8

味覚障害

スライド 9

味覚障害と摂取エネルギー量

てください。抗がん剤などを使っていると舌苔が
厚くたまってしまうことがあります。そういう人
たちにはスポンジなどでその舌苔を取ってきれい
にしてあげると味を感じやすくなったりすること
があります。お口の中を清潔にする歯磨きとうが
いは非常に大事です。
料理の工夫としては、それぞれ自分の得意な味
を見つけていくことです。一般的には、だしの味
をしっかり出してあげると良いです。調味料の味
ではなく、だしの味は変な甘みや変な苦みを感じ
なくてすむので意外においしく食べられます。
人によっては酸味も使います。それから香辛料
を少し強めに使った方が食べられるという人もい
ます。そこはみなそれぞれですから自分の口に合
わせていきます。
亜鉛という物質があります。これが味覚障害な
ど味覚に影響する物質だと言われています。亜鉛
の多い食材を使う。今の季節でしたら牡蠣などを
208
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らずに味覚障害になっていて、なんとなくおいし

スライド 11

カロリーアップの工夫：②食事回数をふやす

スライド 12

 ロリーアップの工夫：③一口毎のカロリー
カ
を高める工夫を

くないから食べられない。そこを単に食べられな
いなというだけで片付けていると、常にエネル
ギー量が不足していき、やせていってしまいます。
それでは、カロリーアップ、エネルギーアップ
するために何をしたら良いでしょうか。私どもの
病院で調べたところでは、主食が食べにくくなっ
てしまう人が多いようなので、いちばん簡単なの
は、主食を食べやすくする工夫をすることです。
ご飯に味付けをしたり、酢飯が意外に人気があり
ました。雑炊もわりに食べやすいと言っていまし
た。パンも普通のパンよりは、フレンチトースト
や、バターやジャムをたっぷり塗って食べた方が、
エネルギーアップができます（スライド 10）。
また、1 回の食事でエネルギーをとろうと思っ
ても無理な話になので、しっかり間食を取りま
しょう。間食というとみなさんおやつを思い浮か
べて、煎餅やお茶となりがちだと思います。それ
はそれでべつに悪くはないのですが、エネルギー
が足りておらず間食で増やそうと考えた時には、
少し栄養分を上げることを考えましょう。3 食で

段になってきます。ぜひ、そういうところでエネ

十分なエネルギー量分を食べきれていないから 3

ルギー確保をしてください（スライド 11）。

食を 5 回、6 回食にするという発想なので、お

また一口一口にエネルギーをたくさん入れるた

やつに、お握りやサンドイッチが入ってきても良

めには、
「油を混ぜる」という方法があります。「油

いということです。しかしそれでは重たいという

を混ぜる」という言い方をすると、「エーッ」と

時にはお菓子でも良いので、カステラと牛乳にす

思いがちですが、先ほどリンゴにピーナッツバ

るとか、カステラにクリームをたっぷりつけて牛

ターというお話も紹介されましたが、今はそうく

乳を飲むとか、栄養剤などを一緒に取るのも一手

どくない油脂類がけっこう出ています。認知症の
予防などでブームになった MCT という、ココ

スライド 10

 ロリーアップの工夫：①主食の味付けに変
カ
化をつける

ナッツオイルの中にある中鎖脂肪酸は、非常に吸
収しやすい油で身体に負担がかかりません。胃に
負担がかからないので気持ちが悪くなったり、変
にもたれたりしません。そういう油が出ています
から、それをドレッシングにプラスアルファで少
し掛けたりしても良いと思います。スライド 12
にお示ししたのは、パン 1 枚をトーストで食べ
るよりもバターをしっかり塗って、できればそこ
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にリンゴジャムなども塗る。そうすると 2 〜 3

さい。心臓病や腎臓病で主治医から塩気は 6g ／

倍ぐらいのエネルギー量に変ってきます。紅茶も、

日以下にしてくださいと言われているような人は

ただの紅茶ではなくたっぷり牛乳を入れ、蜂蜜も

別ですが、そうでなければ、食べることの方が先

入れて飲む。そうするだけで同じ量の食事でもエ

決ですから、多少、塩を多く摂っても平気です。

ネルギーアップができます。

この時期は、そもそも食べる量が少ないので塩を

苦かったり、ピリピリする感じの時は、甘いも

少し増やしたところで全体量には影響をしないと

のを入れてお口直しをすることでだいぶ変わって

思いますから上手に使ってください（スライド

きます。また、だしを利かせるというのも大変食

15）。

べやすくなると患者さんが言っていました。香辛

私どもの料理教室では、長芋のカレーチーズ風

料や薬味などは上手に使うと良いと思います。お

味炒め、サムゲタン風、牡蠣とほうれん草のクリー

醤油の味がだめですという方もいました。それで

ム煮などを取り上げていますが、すべて 10 分ぐ

あれば種類を変えていく。醤油ではなく味噌を使

らいでできるものを用意しています。これらは味

うなどです。逆にお味噌のえぐみがだめだとか、

覚障害の方に意外に好評だったものです。神奈川

調味料に砂糖が混じっているとだめという方もい

県立がんセンター栄養管理科のホームページにア

ます。鯛味噌の変な甘みがだめ、みたらし団子の

クセスするとこの作り方などが全部入っています

タレがだめという患者さんもいました。個体差、

（スライド 16）。

個人差があるということはぜひ知っておいてくだ
さい。私がこうだからあなたもそうとはならない
ということです。酢のものなどは、さっぱりする

スライド 14

甘みを強く感じる場合

スライド 15

味を感じにくい場合

ことが多いようです。ただ口内炎ができていたり、
口が荒れている人はけっこう多いので、酸味を利
かす場合は、そこは注意してください（スライド
13）。
甘みを強く感じる場合は、塩味を上手に使った
り、酸味を使ったりするのが良いと思います（ス
ライド 14）。
味を感じにくい時はしっかり濃いめにしてくだ
スライド 13

210

Ⅲ

�ん本.indb 210

食べ物が苦く、ピリピリと感じる時

ご当地カフェ・in あおもり

2018/03/24 14:57

スライド 16

 奈川県立がんセンター栄養管理科ホーム
神
ページ

スライド 17

吐き気があるときの食事の工夫

スライド 18

吐き気のあるときにお薦めの食品

スライド 19

口内炎発症時の「食べる」ための用意

スライド

口内炎、吐き気、下痢等消化管症状のあ
る時の食事の工夫
吐き気がある時には 1 回の食事を少なめにし
たり、無理をして食べないというのがいちばんで
す。消化を助けてくれる食材を上手に取り入れま
す。たとえば大根のジアスターゼやキャベツのビ
タミン U などを使うと少し消化が楽になります。
また、においのあるものが食べにくいようなので、
においを抑えるために冷たい料理の方が良かった
りします。口当たりの良いものも上手に使ってく
ださい（スライド 17）。
スライド 18 は吐き気がある時にお薦めの食品
です。
口内炎がある時は、口に酸味やしょっぱい味が
しみます。そういう時には、まず薄味にするのも
そうですが、その味が直接口に当らないようにし
てあげる。おだしなどで餡を作って、それを周り
につけてまとめてあげるとその味が直接患部に当
らなかったりします。味付けはやはり薄味が良い
ということです（スライド 19）。
スライド 20 が、コーティングです。だし汁餡
を絡ませるというものです。
スライド 21 は、口腔内に食べ物がはりつかな
いようにする工夫です。
固いと口に当りますので柔らかくするとか形状
を変えると良いと思います（スライド 22）。
口内炎や、嚥下障害で飲み込みにくい時に、あ
ると便利な器具は、ハンドミキサー、バーミック
ス、ブレンダーなどがあります。ミキサーにかけ

た後もストローなどで吸って入れると直接当らな
いのでしみたりすることは少ないようです（スラ
イド 23）。
スライド 24 は口内炎があっても食べやすい料
理です。
どうしてもそういう状況で食べられない時に
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スライド 20

コーティングする

スライド 21

口腔内にはりつかないように工夫する

スライド 22

形状を工夫する

は、栄養補助食品が色々あります。それぞれの病

スライド 23

あると便利な器具

スライド 24

口内炎があっても食べやすい料理

スライド 25

栄養補助食品を利用する

ります。（スライド 26）。

院の栄養士さんに相談すると紹介してもらえると

そういう時には無理して食べない。腸管を刺激

思いますから、こういうものをうまく利用しなが

しないようにするのがいちばんです。消化の良い

ら、その場をしのいでいくのも良いと思います（ス

ものを少しずつ食べましょう（スライド 27）。

ライド 25）。
化学療法中には、下痢も症状の一つとしてあが
212
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スライド 26

化学療法中の下痢

スライド 27

食事で注意すること

いということです（スライド 28）。
下痢をしている時や熱のある時の水分は、白湯

スライド 28

脱水に注意

スライド 29

下痢や発熱時の飲料水

スライド 30

経口補水（中等度程度までの下痢）

や麦茶より経口補水液の OS-1 などが吸収が良い
と思います（スライド 29、30）。
家にいる時に熱が出て、OS-1 がないのでどう
しようかという時には、水 1 リットルに対して
砂糖 40g、塩を 3 〜 4 ｇ入れて溶かしてあげる
と補水液とほぼ同じようなものができます。そこ
にレモン汁などを絞ってあげるとけっこう飲みや
すくなります。
食べられるものを食べられる時に食べるという
ことをいちばんに考えてください。色々な情報に

以上になります。

惑わされないで上手にご自身にあったものを食べ
ていただければ良いと思います。
講演：がん治療中の食生活の工夫
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カフェタイム・グループ発表とまとめ
いつでもおいしく食べたい〜おいしく食べるための工夫、支援について語りあおう〜

進行役

■ 高橋

的場 元弘

進行役

高橋

都

日本赤十字社医療センター
緩和ケア科部長

国立がん研究センター
がんサバイバーシップ支援部長

すでにいろいろと「食」にまつわるお話、

フリーディスカッションタイム・まとめ

心に響くお話をたくさんいただきました。どのよ
うなお話でもかまいません。「がんと食」にまつ

■ 的場

わる感想や今日のお話の感想、自分はこんなふう

ターの方には、それぞれのグループでどのような

に「食」に苦労したので、こういう工夫をしまし

お話、意見が出たかをご発表していただきます。

た、あるいは家族のためにこういうことをやって

1 グループ 2 分ぐらいでまとめていただきます。

それでは各グループのファシリテー

みましたということなど、ご自分のご家庭の体験
談をお話しいただければと思います。

＜グループ発表・A ＞

お茶を飲みながら話し合ったあと、最後にそれ

このグループでは、色々なお話が出ました。食

ぞれのグループで何を話したかを共有していきた

事のこと、配食サービスシステムのことなどが出

いと思います。まじめに肩ひじ張っての共有でな

たのですが、最後にお母様をがんで亡くされた方

くてけっこうです。自分のグループではこういう

のお話がありました。お母様が最期に、お握りを

感じでしたということをお話しいただければと思

食べたがったというところから、このグループで

います。

は「自分の最期に当って何を食べたいか」という
話になりました。私たちのグループでは、最期に

■ 的場

もしご自身にはご経験がない、周りに

食べたいものは、暖かいご飯と筋子または煮干し

もご経験された方がいないのでイメージがつかな

ラーメンの汁に決まりました。それを今回ご報告

いという方は、今日のお話を聞いて、ご自身がが

させていただきます。ありがとうございました。

んになり味覚障害が起きたり、あるいは周りの方
がそういうことになったら、こういうものを食べ

■ 的場

たら良い、あるいはこういうものを食べたいとい

が、本当にポイントを出していただきありがとう

う想像でも良いので、お出しいただけたらと思い

ございます。それでは次のグループ。

だいぶ色々なお話をされていたのです

ます。よろしくお願いします。
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＜グループ発表・B>

＜グループ発表・C ＞

こちらは、ジョーンズ薫さんがいらっしゃった

このグループではまず、提供された「あいーと」

ので大変盛りあがりました。私がああそうかと

（摂食回復支援食：イーエヌ大塚製薬株式会社）

思ったのは、抗がん剤を飲んで食べられない時、

を食べて、そこから話が発展しました。
「あいーと」

家族は心配して食べるように励ましてくれるので

のような摂食回復支援食については初めて知った

すが、それがご本人は非常に苦痛に感じていたと

という方が多くいました。値段がけっこう高いの

いうお話で、ああそうだなと思いました。

で、補助金があれば良いという話が出ました。ま

また、「食べる・食べない」ということでは、
がんではないのですが、お母さんが胃瘻で栄養を

た入院中にそういう情報提供してもらえると良い
という希望がありました。

摂って延命をしているのを見て、人間の尊厳につ

味覚障害の話では、口の中に脂がついている感

いて考えたというお話がありました。私の祖父も

じがして大変辛い。そういう時でも食べやすいも

そういうことがあったので、同じように考えてし

のとしては、ご自身が体験されたものとし、バニ

まいました。

ラアイスが食べやすかったという話が出ました。

またさきほどのグループと同様に、最期に望む

バニラアイスは栄養価が高く良いということでし

ことの中に「食べたい」ということが強く出てく

た。他には、プリンも手軽に食べられて栄養価が

るということがありました。看護師の方からお話

高くて良いという情報提供がありました。エン

を聞いたのですが、患者さんの食べたいという気

シュア・リキッド（経腸栄養剤：アボットジャパ

持ちを先生に相談すると先生は、誤嚥で肺炎など

ン）を飲む時の工夫で、凍らせてシャーベット状

起こすとだめだからと言われる方が多いというこ

にして食べると食べやすいというお話も出まし

とです。しかし、QOL や人生の満足度を考えると、

た。またエンシュアしか摂れない時には、塩分を

本当に食べて飲み込むまで行かなくても、味わっ

補うことが大事で、塩分やだしを少し使ったもの

たり、においなどかいで楽しんでもらうぐらいは

を併せて摂った方が良いというお話もありました。

できるのではないか、せめてそのくらいは気にか
けてほしいということでした。以上です。

それから経口補水液もご自分で作れますという
情報提供がありました。お砂糖 40g、塩 2 〜 3g
を水 1 リットルで溶かすと良いという情報です。

■ 的場

ありがとう

以上です。

ございました。食べる
ものが考えられると良

■ 的場

いのですが、食べるこ

さんありましたね。それでは次のグループお願い

とが辛い時に「食べろ、

します。

かなり現場的な、リアルな情報がたく

食べろ」と言われるの
はたしかにきついです
ね。私も患者さんから

＜グループ発表・D ＞
このグループには、がん体験者とご家族の方が

「お願いだから、食べろって言わないで」と言わ

いらっしゃいました。体験者の方から、食べるこ

れることがあります。それでは次のグループお願

とにまつわる生活のこと、辛さが話されました。

いします。

それを医師に話してはみたものの「今ちょっとの
間だけだからね」という感じで流されてしまい、
カフェタイム・グループ発表とまとめ
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やはり細かいことは看護師さんでなくては言えな
かったと言われていました。家族の方は辛いよう
すを見ているのがシンドイので、先生に話した方
が良いよと促したそうです。
味覚の変化は非常にあるということです。塩と
か醤油の、今までおいしいと思っていた煮物の味
も舌に刺さるような、生の玉ねぎのみじん切りに
したものを食べているような味になるという話で
した。この方は、甘いものは割りに良かったそう

＜会場に用意されていたリンゴにピーナッツバター＞

です。
ご高齢の本当に食べられないおばあちゃまでも

＜グループ発表・E ＞

「コンビニのおでんを買ってきて」と言ったこと

こちらのグループでは、おもに体験者の方々か

があったという話が披露され、だし味は、そうい

ら、治療した後に味覚が変わったという話をいた

う時に良いかもしれないという話になりました。

だきました。とくに生トマトは苦いだけだったそ

抗がん剤で吐き気はなかったのですが、手足のし

うで、ただ、加熱すると食べられるというように、

びれが出て力が入らないという方が、退院直後は

調理方法によってだいぶ違うということが分かり

大事にされたのですが、普通に動いているのを見

ました。そういう時に食べられたものは何かと聞

て「お母さん、水割りもう 1 杯」と家族に言われ、

くと、アイスクリーム、とくにバニラが良かった

立っているものはがん患者でも使われるという話

という話が出ました。そのように困っている患者

がありました。旦那様は、「言ってくれればいく

さんにどういう食材を薦めていくかという話で

らでも手伝う」と言ってくれたそうですが、おば

は、化学調味料などが入っていない青森県産のだ

あちゃまとしては、おじいちゃまに手伝ってもら

し昆布などが出ていますが、あれを使った煮物な

うよりは、おじいちゃまに世話を掛けないように

どが良かったという話になりました。以上です。

早く退院したいと言っていたそうです。
看護師さんでがん体験者の方がいて、看護師さ

■ 的場

味覚の変化と困った時のバニラアイス。

んも病気には素人で、やはり旦那様が「オメェ自

だしについては良いという話がたくさん出ていま

身、本職ダベ、だから素人が声を掛けたりできな

すね。それでは次のグループお願いできますか。

かった」と何年か後に言われたということがあっ
たそうです。

＜グループ発表・F ＞
こちらでは、がん患者さんの体験からの意見が

■ 的場

やはり医療者、とくに医師には言いに

多く出ました。同じですが、食べられない時のア

くかったり、専門職には話しにくいということは

イスは良かった。あとはプリンやゼリーです。こ

あるようですね。私たちは聞きたいと思っている

のあたりは、やはり良いようです。食べられない

のですが、なかなか言ってもらえない。言えない

期間は、味つけも薄味の方が良かったということ

のですね。痛み止めを頼むこともできないという

です。とにかくご飯のにおいが辛かったという実

患者さんはたくさんいらっしゃいます。それでは

際の生の声も聞かれました。1 人の体験者の方は、

次のグループいかがでしょうか。

半年ほどほとんど食べられなかったのですが、そ
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れでも体重は全然減らなかったということです。

食べられないともちろんやせてきて、見た目も

流動食や柔らかいものを工夫して食べていたそう

変化してきます。ウォーキングができるほどまで

です。そういう時期はやはり積極的に人と会うこ

に回復したのに体重がなかなか増えてこないと気

とができなかったとおしゃっていました。今いち

にして落ち込んでいたのが、友人が「歩けるとい

ばん楽しみにし、大事にしているのは、生き生き

うのは筋肉がついてきた証拠だから、体重は増え

と暮らすことだと言われていた方がいます。あと

ていなくても引き締まってきたのだ」と評価して

は趣味を持つこと。実際にがん治療体験後の方が、

くれて、それがうれしくて、ご自身が元気になる

外に出る機会が増えたという方もいらっしゃいま

力に大変なったと言われていた方がいました。そ

した。社会とのつながりを持つようになったとい

ういうところです。

う声が多く聞かれていました。人との出会いが楽
しくて、その間は嫌な思いも忘れられる。だから

■ 的場

どんどん積極的に外に出ていき、定期的に今日の

れて頭の中が真っ白になったという話はよくあり

ような食材を使った食事会などを開催するのも良

ます。何を食べたのかも覚えていないし、味も分

いかもしれないという話でした。以上です。

からない。ショックを受けるとそれは食欲にも影

ありがとうございます。がんと診断さ

響するでしょう。そこはみなさんと共有すべき大
■ 的場

ありがとうございます。においのこと

切な体験だと思いました。食べられないことで起

が気になるということ、外に出ていけない、それ

こった外見の変化もかなりその人にとっては大き

でも元気になったら外に出ていきたい。外で食事

な問題で、どのように周りからは見えているのだ

の情報を得たいということで、それはそうだと思

ろうという不安もあるだろうということが良く分

いました。こういう会もそうですね。たくさんの

りました。それでは次、お願いします。

情報が集って非常に良いのではないかと思いま
す。次のグループお願いします。

＜グループ発表・H ＞
私たちからはまず、今日参加した感想です。「食

＜グループ発表・G ＞

べられるようになりたい・食べたい」ということ

こちらのグループには、胃がんの術後の方や抗

について知る機会を自分の中で作りたいと思って

がん剤経験のある方などが参加してくださいまし

本日参加した方がいました。人によって食べる量

た。術後の合併症や口内炎などの抗がん剤の副作

や好みは違うのですが、ミキサー食や、今日紹介

用で食事がたくさん食べられなくなったり、食欲

された「あいーと」などの試食の機会も今日は持

が落ちることももちろんあったのですが、がんと

つことができて良かったと話されていました。ミ

言われたことによる精神的なショックで食欲が落
ち、何を口に入れても砂を噛むような時があった
というご経験を話された方がいて、その話がいち
ばん印象に残っています。家族の方に「食べろ」
と言われて困ったということです。食べられない
自分を見ていた家族も辛かっただろうと言われて
いました。家族へのサポートも大切だということ
で本日は参加されたそうです。
カフェタイム・グループ発表とまとめ
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キサー食や流動食を、実際に家族が食べているの

そういう形態の食品になりがちなのですが、それ

を見て、これは人権を無視しているのではないか

はご本人にとっては満足できない形態であること

と思ったというご家族の意見もありました。口に

が少なくないというお話がありました。また、患

まだ食べ物が入っているのに次から次にスプーン

者さんにとっては食事をする時間なのですが、介

を口に運ぶ介助をされている家族を見て、食事の

護する側にとってはその食事時間内に終らせると

介護について考えさせられる機会になったと話さ

いうことでことが進んでいて、そこにずれが生じ

れていました。病院の先生から、京都のある医療

ている。やはりその人の生きていくペース、生活

グループでは、食器や見た目に気を遣って食事を

のペースに合わせてというご意見が印象的でし

提供しているという紹介があり、青森でももっと

た。どうもありがとうございます。それでは次の

そういうところが発展してくれれば良いのにとい

グループお願いします。

う話がありました。
アレルギーがある患者さんもいるので、個別面

＜グループ発表・I ＞

談で、合う食事を見つけていくのが大事ではない

こちらのグループも、患者さんとして治療を体

かという話もありました。入院中は栄養士や看護

験した方とそうではない方がおられました。味覚

師が介入して食事のフォローをしてくれるのだが

障害や食欲不振を体験された方は、味だけではな

退院後のそうしたフォローシステムはまだ作られ

く、何を食べても「ジャシジャシした」という感

ていないので、今後は医療の方では、退院後の食

覚的な不快感を感じていた方もいます。その方は

事のフォローも進めてほしいという意見がありま

この 3 月に治療を終えられ、本日のカフェで出

した。

たカシスのケーキをおいしく食べられたので、そ

食品や栄養剤を患者さんに具体的に勧めたいの

れがとてもうれしかったとお話しされていまし

だが、企業名を出して勧めるのは倫理的に問題も

た。治療が終わり、症状も消えて味覚が元に戻っ

あるかと思い、なかなか具体的には勧められない

てきたことを知られた方もいたということです。

という話も医療者の方からありました。

化学調味料のものは食べられなかったり、味だ

実際に、今ご家族が入院中で放射線治療をやり

けではなくとにかくにおいがだめだったという方

嚥下障害がある方のご家族の方が参加されていま

もいました。その方がすごく良いことを話されて

した。点滴と流動食を現在併用して治療中なので、

いました。今はファブリーズのように衣類のにお

そういうことを知る機会になればと思い、今日は

いを消すものがあるのだから、食べ物に掛けてに

参加されたそうです。勉強しに来ましたと話され

おいを消せるものもできないか、それが開発され

ていました。もう少しで治療が終わり、今後はご

れば良いのにという非常に斬新な話です。また、

家族と話し合って食事をどうするかを決めなけれ

においというところでは、柔軟剤のにおいも非常

ばいけないと悩まれていた方がいたので、私も、
今後はそういうところにも関わっていけたら良い
と、ファシリテーターとして思いました。
■ 的場

たくさんお話をしてくださいましてあ

りがとうございます。ミキサー食などは食べられ
るという部分のみを追及する食品で、どうしても
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に気になるという話が出ました。食事ではなく衣

て。何を食べるのかも

類につくにおいの話です。今は良いにおいの柔軟

大事、家に帰ってから

剤がたくさんあります。看護師の白衣もよくにお

の食事をどう準備する

いがするという指摘を受けますから、そういうと

かも大事、病院でどう

ころにも私たち医療者側は気をつけていかなけれ

いう食事を出すのかも

ばいけないなと改めて感じました。

大 事、「 家・ 病 院・ 自

治療を経験していなかった方は、今日の話を聞

分で何をするか」に関

いて食事のバランスの取り方が分かったとか、無

し具体的なヒントとし

理をして食べなくても良いということが分かって

て色々なお話をうかがえたと思います。私が印象

良かったと話されていました。つい、「食べた方

的だったのは、入院中の食事は、本来は楽しみの

が良いんじゃない」と友だちに言ってしまうこと

はずが、そうなっていないことがあるというお話

もあるのですが、食べなくても良いのだという考

です。「食」はやはり楽しみですから、「食」がス

え方を知ることができて、今後はそのことを伝え

トレスにならない方が良いですね。

ていくということでした。
最後に今日お話を聞いた中でいちばん心に残っ

■ 的場

私たちが取

たことは何ですかということで話し合いました

組むべきことがいっぱ

が、ジョーンズさんの「生きましょうね」という

いあるなと本当に感じ

一言に尽きるのではないかという感想を持たれた

ました。ただ、そのヒ

方がいらっしゃいました。以上です。

ントはみなさんからい
ただくしかないのかな

「食」の楽しみを取戻す
―多くの課題とヒントが

と感じました。良い情
報交換の機会になった
と思います。誰か言い足りない方はいらっしゃい

■ 的場

ありがとうございます。がん患者さん

にとっては、食事もそうですが、やはりにおいは

ませんか。大丈夫ですか。そうしましたらこれで
みなさんの意見交換は終わりたいと思います。

不快に感じる時が多いということですね。たしか
に最近は、良いにおいの柔軟剤などが増え、夕方

■ 高橋

になっても白衣を叩くとまだにおいが立つことが

＜拍手＞

ご協力どうもありがとうございました。

あります。いやいやそれでは困るんだがというこ
とになりますでしょうか。それでも食べ物に掛け

■ 山下

たらにおいがなくなるものはないかというのは、

ました。最後に、私の方から、今日のイベントに

本当に切なる願いなのだなと思いました。

ご協力いただいた 4 つの企業様をお名前だけで

本当にたくさんのご意見をいただきました。高
橋先生からは何かございますか。

的場先生、高橋先生ありがとうござい

すがご紹介させていただきます。
（有）かくた武田食品様・株式会社ヤクルト様・
アボットジャパン株式会社様・イーエヌ大塚製薬

■ 高橋

すみません、たくさんご意見が出てホ

ワイトボードに記録していくのが追いつかなく

株式会社様の以上 4 社です（順不同）。ありがと
うございました。

＜拍手＞

カフェタイム・グループ発表とまとめ
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閉会の挨拶

高橋

賢一

青森県立中央病院緩和ケアセンター長

みなさんご苦労様でした。本日の参加者は 77

慮する必要はありません。実は医者にこういう相

名でした。狭い思いをさせてしまったと思います

談をしても医者はほとんど答えられません。私も

が、予想よりも多くのみなさまにご参加いただき

そうです。せいぜい、「よく噛みなさい」とか、

ありがとうございました。カフェタイムでも話が
盛り上がっていただき助かりました。実は初めて
のことばかりで、どうなるか大変不安だったので
すが、すばらしい結果が出たと思います。

「ちょっと工夫したらどうですか」とか漠然とし
たことしか言えないのが現状です。
みなさんの立ち位置はそれぞれ違います。同じ
薬を使っても味覚の異常も、口内炎の程度も違う

先ほどもお話にありましたが、退院してからど

と思います。そうした、それこそ一人ひとりオー

ういう食事を取ったら良いのかというところは、

ダーメイドで対応できるような「食に対する指導」

まったく情報が乏しい領域です。栄養は摂っても

をこれから私どももしていかなければいけないの

らわなければなりません。また衣食足りて礼節を

かなと考えています。青森県立中央病院でも、少

知るとあるように「食」を楽しむというのは、患

しずつそういうデータを集めてみなさまに還元で

者さんにとって非常に大切な、生活の中で基本的

きればなと考えています。また今日はジョーンズ

なことだと思います。お話を色々うかがっている

薫さん、中村由美子さんには貴重なお話をいただ

と耳の痛い話もかなりありました。青森県立中央

いて本当にありがとうございました。みなさま方

病院でも、これからは患者さんの食事のことをも

から暖かい拍手をお願いします。＜拍手＞

う少し考えていきたいと思います。

主催者側になりますが、国立がん研究センター

ただ、そうしていくためには、正直に言ってみ

から来ていただいた 4 人の先生、また神奈川県

なさまからの突き上げは絶対に必要です。遠慮な

立がんセンターから来ていただいた藤井先生、日

い、忌憚ないご意見を青森県立中央病院、青森市

本赤十字社医療センターから来ていただいた的場

民病院の方にぜひ上げていただきたいと思います。

元弘先生の方々にもぜひ温かい拍手をお願いしま

ジョーンズさんから青森県人はシャイだという
お話がありましたが、そこはそんなことを言って

す。＜拍手＞
これで今回は終わりになりますが、患者さん、

いる場合ではありません。今日はみなさん初めて

ご家族の声を今後、医療者サイドに上げていただ

お会いした方ばかりなのにこれだけ話が盛り上が

ければありがたいなと思います。本日は本当にど

るのですから、病院に対してなんかはまったく遠

うもありがとうございました。＜拍手＞

220

Ⅲ

�ん本.indb 220

ご当地カフェ・in あおもり

2018/03/24 14:58

「ご当地カフェinあおもり」アンケート集計
平成29年11月4日（土）実施

参加者78名（スタッフ除く）
回答者70名（回答率 89.7％）

アンケート集計

性別

男性

女性

18.6%
20歳代

年齢
4.3%

未回答

77.1%

15.7%

12.9%

30歳代

40歳代

4.3%

50歳代

60歳代

70歳代以上

25.7%

22.9%

18.6%

立場（複数回答）
患者・家族
医療関係者
一般市民
企業関係者
その他
未回答

Ｑ２．有意義でしたか？

41.4%
35.7%
18.6%
2.9%
0.0%
7.1%

有意義だった

まあまあ有意義だった

どちらとも言えない

あまり有意義ではなかった

75.7%

未回答
0.0%

24.3%
0.0%

Ｑ３．新たな情報を得る事ができましたか？

出来た

まあまあ出来た

どちらとも言えない

67.1%

あまり出来なかった

52.9%

未回答
2.9%

30.0%
0.0%

Ｑ４．様々な立場の方と交流ができましたか？ 出来た

0.0%

まあまあ出来た

あまり出来なかった

0.0%

未回答（カフェトーク不参加）
2.9%

42.9%
1.4%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

勇気をもって、自らの体験を話してくださった方々に感謝します。地域にがんなどの病気を抱えている方々、高齢者などをサポートす
るネットワークが出来てほしい。
貴重な体験談や講演を聴かせていただきました。グループワークでは、皆さんとお話しさせて頂き、様々な方向からの意見をきくこと
ができました。ありがとうございました。
がん経験者のリアルな声や医療関係者の皆さんとそれぞれの立場で思うことを、考えることを共有するのは、各々にとって非常に有
益だと思いました。ありがとうございました。
がん患者で治療中の方の味覚が変わることを改めてしりました。手作り味噌が胃がんの友達に好評でした。配食サービスの件は、
充実してほしい。冷凍食品の利用について、知ることができてよかったです。
抗がん剤治療の中の味覚障害の実際の話がきけて、とても参考になりました。藤井先生の講演もとても参考になりました。
食物に関する情報を知る事が出来て良かったです。また、ジョーンズさんの体験談や中村先生の体験談も家族も第2の患者である
と言うお話が患者本人だけでなく、家族に対してのケアの大切さを学びました。このセミナーに参加して、とても役に立ちました。あり
がとうございました。
あいーと食の存在を初めて知った。とてもおいしく、いいと思った。体験談で抗がん剤の副作用を本人から聞けて考えさせられた。
非常に有意義な時間を過ごすことが出来ました。抗がん剤治療を終え、つらい時期を乗り越えた今、振り返ってみて思うのは、「辛
い」と言えない環境下であったのが、一番辛かったように思えます。「辛い」時は辛い、そして泣きたいときは泣けるような時間を作る
ことが大切だなと感じました。言えた今日が本当に有り難い経験でした。ありがとうございました。
私は薬剤師ですが、今日の交流会で「薬剤師」の名前があがらなかったことに関してこれから努力が必要な部分だと感じました。患
者家族としては、患者さん本人のお話を聞くことができて、とても有意義でした。
食に関しての情報発信量が少なく、あっても探しにくい。アクセスしにくいという問題点があり。がんに限らずですが、患者さんや家族
と医療者のコミュニケーションの場をもっと増やす（場所、時間の多様性）とか、料理教室とか行えたらいいなと考えています。医療
者同士のコミュニケーションの場ももっと欲しいです。
これで終わりでなくて、何回もしてほしいです。
退院後の食事をどうしたらいいのか、どこに聞いたらいいかわからないので、そういうシステムをぜひ作ってもらい、家族・本人が気
軽に聞ける状況にしてほしい。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

発表された先生に対し、質問の時間があったらと思います。
参加人数が多過ぎ。意見交換がなかなかできない部分もあったのでもっと少人数でこのような機会があれば嬉しいです。（がんの種
類毎とか）「広報あおもり」への掲載記事で想像していた内容と実際は違っていたので、副題も詳しく掲載してほしかった。病院主催
なので安心して参加できた。
など

「ご当地カフェ in あおもり」アンケート集計
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