ご当地カフェ in 隠岐

〜がんになったあとの暮らしを学ぶ・語るイベント〜
離島でがんと共に生きる

共催：隠岐広域連合立隠岐病院

2018 年 11 月 24 日
13 時～ 16 時
隠岐の島町ふれあいセンター 開催
松江赤十字病院 がんサバイバーシップ支援部

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

で「公民館カフェ」というものを 2013 年から

ん対策情報センターの若尾と申します。本日はこ

始めました。患者さんとか、一般市民の方、われ

のような天気の良い、しかも 3 連休の真ん中の

われ医療者が、もちろんわれわれは白衣を脱いで、

日にお集まりいただきありがとうございます。

町の公民館で一緒にお茶を飲みながら病気のこと

本日の「ご当地カフェ」について簡単にお話さ

や暮らしのことを語る会を始めたのです。

せていただきます。この会は隠岐病院さん、松江

その会では、あまり医学的に難しい話ではなく

赤十字病院さん、そして私ども国立がん研究セン

たとえば音楽を聴いて気持ちを和らげるというよ

ターがん対策情報センターがんサバイバーシップ

うなことをテーマに採りあげています（第 13 回

支援部の 3 施設の共催というかたちで開催させ

2016 年 12 月 20 日「生きるを楽しむ、音を楽

ていただいています。

しむ〜緩和ケアと音楽療法のハーモニー＜あの

なぜ私どもがこの「ご当地カフェ」を始めたの

ね、かなちゃんに聞いてほしいことがあるの〜

かをお話します。国立がん研究センターは東京の

Musicdosenotrepresentlife:itislife 〜＞」
）
。

築地にあります。築地というのは先日まで魚市場

いちばん好評だったのは、ウィッグや化粧品を

があったところで、その隣に月島というところが

テーマにした回でした。がんの支援の中でも今は

あります。東京駅からも近いのですが下町のよう

アピアランス支援というのがよく言われるのです

なところで、もんじゃ焼きとかお団子屋さんがあ

が、容貌が変わってしまった方にどのようなお化

るようなところです。もともとは、そこで月島の

粧をすれば目立たなくなるかとか、抗がん剤で髪

区民館をお借りしてサバイバーシップ支援部の方

の毛が抜けた時にこういうようにかつらが使える

2

Ⅲ

ご当地カフェ・in 隠岐

ご当地カフェin隠岐.indd 2

2019/03/28 17:56

という勉強をしました（第 5 回 2014 年 5 月 28

うことになります。

日「病気のワクにとらわれず、自分を楽しんでい

先ほどから話していますようにあまり堅苦しい

ますか ? 〜外見ケアがお伝えすること～」）。あ

話ではなく、お茶を飲みながら日ごろから困って

るいは医療者とうまく話すにはどうしたらいいか

いることとか、思っていることを率直に話し合っ

（ 第 15 回 2017 年 12 月 20 日「医 療者とうま

ていただく会としていただければと思います。み

く付き合うコツとマナーとは？」）というように

なさんが思っていることが、全国のがん患者さん

本当に生活に密着したお話をさせていただいてい

を非常に元気づけることになったり、参考になっ

ました。

たりすることがありますので、ぜひ日ごろからの

その中で「これは東京の月島だけでやっている

悩みなども話していただけたらと思います。今日

のはもったいない。もっともっと日本全国でやっ

の記録は報告書という形でまとめさせていただく

ていきましょう。」という声があがり、2014 年

とともに、ホームページにも掲載させていただき

から「ご当地カフェ」と少し名前を変えて地域に

ます。そこで、お写真も撮らせていただきたいと

出ていくようなかたちで開催が始まりました。
「公

思います。

民館カフェ」は今まで 16 回やってきました。「ご

本日は私どもの方で作っ

当地カフェ」も北は北海道から南は沖縄まで全国

ている青い表紙のがんに関

色々と回らせていただいております。会場も様々

する冊子を 40 冊持ってきま

です。病院の中で開催させていただいたり、ある

した。40 冊というのは同じ

いはこちらのような公民館のようなところでやら

ものを 40 冊ではなく 40 種

せてもらったり、おもしろいところでは本当のカ

類持ってきたということで

フェでやったこともございます。ナゴヤドームの

す。会場に展示しています

隣のドアラカフェというところでやらせていただ

のでご覧ください。展示後はこちらのサロンの方

きました。場所も県庁所在地などの大きな市だけ

に置いていただきます。病気別のものもあります

ではなく、奈良県明日香村でやったり、松本では

ので、病気になった時にこの冊子を参考にしてい

リレーフォーライフの会場の中でやったり、岐阜

ただけたらと思います。本日この後でご紹介する

では図書館でやったり、本当に様々な場所で様々

がん情報サービス（https://ganjoho.jp）から

な地域のお話をさせていただいています。

もダウンロードもできますので、そちらの方で見

こちらの隠岐で 11 回目です。この「ご当地カ
フェ」は年に 2 回のペースでやっていたのですが、

ることもできます。
長くなりましたが、本日の会がみなさま方に

今年はもうひとつ予定していた鹿児島県鹿屋市の

とって有意義であることを願いまして私の挨拶に

開催が台風で流れてしまい、こちらの隠岐が今年

代えさせていただきます。本日はどうぞよろしく

度、平成最後の年の最後の「ご当地カフェ」とい

お願いいたします。

開会の挨拶
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開会の挨拶
大居

慎治

松江赤十字病院院長

村田

陽子（代読）

松江赤十字病院院長補佐／乳腺外科兼務／医療社会事業部長

みなさん初めましてこんにちは。松江赤十字病
院の村田と申します。今日はずいぶん前から企画
が進んでいて楽しみにしてまいりました。「ご当
地」というだけあって、みなさまのホームグラン
ドで、暮らしている場所で、みなさんの色々な本
音などをうかがいたいということでやって来まし
た。もしかしたらお茶ではなく居酒屋の方がいい
とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません
が。やはり小さなことでも少しずつ声をあげてい
ただいて、それがもう少し先の別の方たちのため
になることがたくさんあるということをお知らせ

センターがんサバイバーシップ支援部、隠岐病院、

したいと思います。

松江赤十字病院の共同で「離島でがんと共に生き

本日は院長の大居も来る予定でしたが所用で来

る」というテーマで開催します。その中で「がん

られなくなりました。ビデオメッセージがござい

治療と暮らしの両立を考える」ということでシン

ますのでお聴きください。

ポジウムを企画いたしました。私自身は所用で出
席できません。非常に残念ですが、みなさまはど

「みなさんこんにちは。松江赤十字病院の大居
です。今日は国立がん研究センターがん対策情報

4
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うか最後まで一緒に色々なことを考えていただけ
たら幸いです。」＜拍手＞
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シンポジウム

がん治療と暮らしの両立を考える

座

長………………………………………………佐藤

仁俊（松江赤十字病院消化器外科部長）

シンポジスト
①がん治療の実際…………………………………村田

陽子（松江赤十字病院院長補佐、乳腺外科兼務、医
療社会事業部長）

②がん患者と家族の声
ー１：乳がんを経験して………………………加藤

真紀子（乳がん患者／助産師）

ー２：がん患者の家族の立場から……………加藤

一朗（乳がん患者家族／医師）

ー３：離島がん患者の立場から………………藤田

千鶴（が ん患者／がん患者会緩和ケアサロン 隠岐
たんぽぽ代表）

福浦

祐子（隠岐広域連合立隠岐病院保健師、緩和ケアサ
ロン隠岐たんぽぽ事務局）〈代読〉

③治療と暮らしの両立……………………………高橋

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

④離島がん患者（声帯切除）の立場から………横地

正一郎（がん患者）

シンポジウム
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シンポジウムを始めるにあたって

佐藤

仁俊

松江赤十字病院消化器外科部長

松江赤十字病院消化器外科の佐藤仁俊と申しま

良でご欠席となったがん患者の藤田千鶴様です

す。本日は隠岐に患者さんをはじめ多くの方に来

が、その方のメッセージをいただいていますので

ていただいていますが、実際に隠岐に来て、患者

隠岐病院の福浦さんに代読していただきます。

さんだけではなく医療スタッフの方々と触れ合え

そして最後に高橋都先生にお話いただきます。

ることを非常に楽しみにしてまいりました。今日

高橋先生は国立がん研究センターがんサバイバー

はよろしくお願いします。

シップ支援部長でいらっしゃいます。一貫してが

本日のシンポジウムは「がん治療と暮らしの両

ん患者と家族の心理・社会的支援に関する研究と

立を考える」という表題で始めさせていただきま

実際の社会生活支援に取り組んでいらっしゃると

す。まず「がん治療の実際」ということで松江赤

いうことです。がん患者と家族の方にとっては、

十字病院の村田陽子先生からお話いただきます。

色々なことを先駆的にやっていらっしゃる先生で

続いて「がん患者と家族の声」ということで、

すから今日は楽しみにしております。

本日は実際にがんを体験され、今も治療中である

また、ご参加いただけるようでしたらというこ

加藤真紀子さん、そして家族の方としてご主人の

とでお願いしていた横地正一郎さんもお出でいた

加藤一朗先生のお話と、2 人の声をお聞きします。

だいていますのでご挨拶をただく予定です。

それから本来は来ていただく予定でしたが体調不
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シンポジウム①：
がん治療の実際

村田

陽子

松江赤十字病院院長補佐／乳腺外科兼務／医療社会事業部長

がんはどのように発
生・進行し、どのよう
に診断されるか

スライド 1

がん情報サービス

いきなりですがスライド
1 のようなホームページを
ご覧になった方はいらっ
しゃいますか。本日、来て
いただいている国立がん研
究センターのがん対策情報
センターの「がん情報サー
ビス」というサイトです。
私は見るたびに大変よくで
きたサイトだなと思いま
す。今日の私の話の中にも
たくさん使わせていただい
ています。ぜひ一度ご覧ください。

スライド２

がんはどんな病気？

まずがんとはどのような病気かです。知ってい
ればよかったということもあるかもしれません。
ここから始めたいと思います。生きているものは
細胞で作られていますが、細胞は増えたり、新し
い細胞に入れ替わったりします。この仕組みは、
細胞の遺伝子が調整しているのですが、その遺伝
子に変化が起こると異常な細胞が増えてしまいま
す。その遺伝子の変化を修復する仕組みを身体は
持っていますが、大まかには、その修復がうまく

いかないと悪性腫瘍になっていくということです
（スライド 2）。
シンポジウム①：がん治療の実際

ご当地カフェin隠岐.indd 7

7

2019/03/28 17:56

スライド３

スライド４

がんの発生と進行のしくみ

がんの診断について

正常細胞が異常な細胞になりがん化するのです

のだろうかと思いつつ病院にいらっしゃって、ま

が、さまざまな要因が長年にわたって蓄積するこ

だ診断がつかないのかともどかしいこともあるか

とが関係すると言われています。少なくとも成人

とも思いますが、正確な診断、正確な画像検査、

のがんについてはそのように言われています。し

正確な病理検査というものが診断には欠かせない

たがってある意味で、生活習慣病とも言われたり

ということです（スライド 4）。

もします。予防する努力はできますが、完全には
防げないというのが現状です（スライド 3）。

日本と島根のがん罹患・死亡の実際

がんの診断ですが、検診や、あるいは自身で身
体の不調を感じて病院に行き、何か異常があるか
と検査するところから、がんは始まります。

日本全体でがんで亡くなる方、がんに罹る方は
どうなっているかというのがスライド 5 です。

何かが見つかった。ただそれががんなのかどう

がん罹患率は右肩上がりで、少しずつ増えていま

かはすぐには分かりません。やはりがんであると

す。下に描かれている死亡率はだんだん減ってき

してもどのくらい広がって
いるのだろうかというよう
に診断というものは続いて

スライド５

年齢調整死亡率と罹患率の推移（全年齢）

いきます。したがって診察
室に来られましたら問診と
診 察 が あ り、 自 覚 症 状 や
色々なことをお聞きし、画
像検査などを行い、そこに
病変があると疑われると針
を刺すなどの病理検査が行
われます。それで診断が確
定します。その次にはどの
くらい広がっているのかを
診断するためにまた画像診
断があります。私はがんな
8
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スライド６

ているというのがお分かり

５年相対生存率の推移（主要部位）

いただけるかと思います。
がんに罹る方は増えていま
す。今は統計などがきちん
と取れるようになってきて
その実態が分かってきまし
た。ただ、がんで亡くなる
方が減っているということ
が大事なことだと思いま
す。
男女別にも色々な特徴が
あります。罹る方が多い代
表的なものは、男性なら前
立腺がんとか大腸がん、肺
がんが多いです。女性です
と私が専門にしています乳
スライド７

がんがやはり多く、しかも増えているという状況

がんの種類別 10 年生存率

です（スライド 6）。
スライド 7 は 2017 年に発表されたものです
が、がん 5 年生存率とか、10 年生存率というの
ですが、色々ながん種でこれが良くなっていると
いうことが発表されています。たとえば私の専門
の乳がんですが、10 年たってお元気でいらっしゃ
る方は、すべての段階を合わせても 8 割を超え
ていることが分かってきています。
こういうデータとは裏腹にやはり診察室に来ら

全がん協
ＨＰより

れて「残念ながらがんだということが分かりまし
スライド８

 江赤十字病院 がん外来患者延べ数
松
（H29.1.1 ～ 12.31）
島前

島後

合計

血液内科

25

40

65

消化器内科

40

57

97

呼吸器内科

1

0

1

乳腺外科

18

57

75

消化器外科

16

23

39

脳神経外科

0

5

5

呼吸器外科

31

55

86

4

0

4

泌尿器科

55

88

143

産婦人科

5

9

14

11

49

60

206

383

589

皮膚科

耳鼻科

た。」とお話すると、みなさんは「死んでしまう
のでしょうか？」という反応をされるのです。や
はりまだまだがんという病気に対してご理解いた
だいていないこともたくさんあるのだなと日ごろ
思っています。
スライド 8 は私どもの病院に隠岐の方からい
らっしゃる患者さんの統計をみたものです。島前、
島後（編注：島前（どうぜん）は、島根県隠岐諸
島のうち西側の有人 3 島―西ノ島・中ノ島・知
夫里島―および周辺の無人島。島後（どうご）は、
シンポジウム①：がん治療の実際
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スライド９

いようにしようということです。それから患者本

松江赤十字病院 がん新入院患者数
（H29.1.1 〜 12.31）

位のがん医療を実現させようということです。3

胃

肝

大腸

乳

肺

その他

総計

番目はとても大事なことなのですが、がんになっ

島前

2

7

4

3

18

46

80

ても自分らしく生きることができる社会を創りま

島後

21

15

14

30

19

102

201

しょう。こういう大きな目標を国が作っています

合計

23

22

18

33

37

148

281

スライド 10

東側の隠岐諸島の主島）と分かれていますが、色々

第３期

がん患者を含めた国民が
がんを知り がんの克服をめざす

な科にわたってたくさん来ていただいています。
治療入院される方もたくさんいらっしゃいま

がん予防
がん医療の充実
がんとの共生

す。消化器外科、乳がん、肺がんなどの分野でた
くさんの方が入院されています（スライド 9）。

国の進めるがん対策

がん対策推進基本計画
（平成 30 年 3 月）

スライド 11

国の話をいたします。がん対策推進基本計画（第
3 期）が 2018 年 3 月に作成されました。この
大きな目標は「がん患者を含めた国民が
知り

がんを

がんの克服をめざす」ということです。今

やがんに罹る方は男女ともに 2 分の 1 と言われ
ていて、自分が今はがんに罹っていなくてももう
少ししたら罹るかもしれな
い。あるいは自分の家族に

スライド 12

第３期がん対策推進基本計画（平成 30 年 3 月 9 日閣議決定）（概要）

はがん患者がいるというよ
うに、知り合いの方まで考
えると誰もがんに関係して
いないと言える人はおそら
くいないということです。
それで国民全体でがんの克
服をめざしましょうという
ことが明記されています
（スライド 10）。
そのため、まずは、やは
りがん予防、がん検診を充
実させて、なるべくなら進
んだ状態で分かることがな
10
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（スライド 11）。

これらの情報はやはり正しいものを手に入れて

国はその中で色々な目標を作っています。少し

いただき、信頼できる相談先を見つけるというと

だけ私も最後に触れますが、新しいこととしては

ころが、がん患者やその家族の方にとって非常に

がんゲノム医療ということが新聞等でお聞きに

重要なところになってくると思います（スライド

なったことがあるかもしれませんが、そういうこ

13）。

とも進めていきましょうということが挙げられて
います（スライド 12）。

この集学的治療というのは、局所療法として、
できた場所に対してどうするかということがひと
つあります。たとえば胃がんでしたら胃をどうす

がん治療の考え方―集学的治療について

るか。乳がんでしたら乳房とその部位のリンパ節
などをどう扱うかということです。それから全身

がん治療の考え方ですが、どのがんの、どの科

療法というものがあります。がんというものは転

の医師も看護師も、色々な職種の人が、治療の効

移をしますから、転移しているかもしれない可能

果を最大にしよう、身体の負担を最小にしようと

性に対して、再発をしないように全身療法を組み

いうことに取り組んでいます。病院では標準治療

合わせるということです。それに当たっては正常

をお勧めしますが、これは現段階での最善の治療

な臓器が傷まないように、それからその人らしい

という意味です。「最新治療」ということを、よ

暮らしが送れるように、そのことを心のケアを含

くテレビやマスコミでは言いますが、標準治療と

めてやっていきましょうということです。これら

いう意味は、その効果や欠点も含めてよく分かっ

は病院の中ではチーム医療と言い、その人に合わ

ていて、お勧めできる治療だということです。

せ、その人に最大利益を提供するために色々な職

その特徴は、集学的治療と言い、色々な治療手

種が治療の優先順位やタイミングなどを話し合っ

段を組み合わせるということにあります。手術も

ています。したがって今は、病院の中だけで治療

大きな治療です。悪いところがあったらそれを取

が終わるという時代ではなく、地域連携が非常に

り去りましょうということです。それからお薬の

重要だと感じています（スライド 14）。

治療です。これが最近は非常に進歩しました。抗

つまりがん患者さんとは言え、ほとんどの人が

がん剤は身体がボロボロになるのでしょうという

治るわけですから、治った先を含めて生活を見据

反応もよく聞きますが「ボロボロにならないよう

えて、この方が将来、良い状態で過ごせるように

に気をつけて頑張りましょう。」というのが、今、

ということを考えているわけです。そういうこと

私たちが言いたいことです。放射線治療も非常に

で患者さんの社会的背景など色々なことを含めて

力を発揮します。このように治療を進めるにあ
たって常に伴走者のようにいるのが緩和ケアで

スライド 13

がんの治療の考え方①

す。それから治療を進めていく時の副作用等に対
応するための支持療法も大変進歩してきました。
代替療法と言いますのは医療ということではな
く、ヨガや健康食品なども含めて患者さんのみな
さんがトライされていることですが、そういうも
のも含めて害のないようにやっていきましょうと
いうことで研究も進んでいます。
シンポジウム①：がん治療の実際
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スライド 14

集学的治療の考え方

スライド 15

がんの治療の考え方②

スライド 16

治療方針決定のキーワード

スライド 17

集学的治療・まとめ

治療が進められます。あるいは腫瘍もそれぞれ属

考え続けていくにあたって、患者さん方が参加さ

性が違いますから、そういうことを考えながらや

れてその治療法を検証していくということで、そ

ります。またそういう要素は常に変化するもので

ういうことがとても重要です。標準治療は、今の

すから、やはりそこで話し合いを続けます。患者

段階でお勧めできる治療ですが、やはりその方に

さんとご家族を含めて話し合いを続けるというこ

合せて、あるいはその臓器の、そのがんの、さら

と が と て も 重 要 だ と 思 っ て い ま す（ ス ラ イ ド

にその特徴に合わせてということです。個別化治

15）。

療というものが今はどんどん進んでいます。

その治療方針を決定していくにあたっては、が

スライド 17 は、集学的治療のまとめです。

んが分かったばかりの時は、何とか治しましょう
ということで治癒をめざす治療をしますし、残念

化学療法による副作用とその対応

ながら再発してしまった場合にも緩和治療も含め
まして良い時間が長く続くようにというように治

抗がん剤の話を少しさせていただきます。抗が

療方針を選定していきます。スライド 16 の下に

ん剤には臨床試験で証明されたいちばん適切な量

書いてある臨床試験というのは、色々な治療法に

やタイミングがあります。ちょっとシンドそうだ

ついて、それは本当にいちばんいいのだろうか、

から少し休もうとか、ちょっと減らしておこうと

もう少し工夫ができないのだろうかということを

いうようなことをしますと少なくとも初期治療に

12
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スライド 18

抗がん剤投与量（減量）と生命予後

おいては、効果があがらな
いというのがスライド 18
です。シンドくても 85％
ぐらいは、お薬が身体の中
に入ることが必要ですか
ら、したがってその間の副
作用を色々な工夫、色々な
治療で乗り切って頑張りま
しょうということは最初に
言われると思います。
抗がん剤と聞くとみなさ
ん「副作用」と言われます。
たしかに副作用はありま
す。がんも正常な細胞が変
わって起こすものですか
ら、ある意味では身の内から出ています。したがっ

スライド 19

抗がん剤と副作用

てがんをやっつけるための薬は、正常細胞にも影
響を及ぼします。吐き気や脱毛など色々な副作用
が起こり得ます（スライド 19）。
それでもどのくらいの時期にどういうところに
起こるかということもだいぶ分かっています（ス
ライド 20）。私は医師になって 36 年経ちますが、
昔の抗がん剤治療というのは、これは患者さんが
嫌がるのは当然だという、本当に見ていても苦し
いものもたくさんありました。吐き気に対しても
良い薬がなく洗面器を抱えたままというような方

スライド 20

抗がん剤による副作用の現れ方

もおられました。そういう時のイメージもまだ
残っているのかもしれませんが、色々な副作用が
ありますが今は対策が非常に進歩していて、抗が
ん剤治療をするために入院しっぱなしになるとい
うことはまずありません。小さなトラブルはたく
さんありますが、基本的には外来で抗がん剤治療
も続けられることの方が多くなっています。
点滴も腕から取っていると血管が傷むので埋め
込んでやるという方法があります。ポートという
ものを埋め込んでそこに針を刺して点滴をしま
す。ふだんはこのまま何でもできます。水泳もで
シンポジウム①：がん治療の実際
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スライド 21

埋め込み型ポート

スライド 22

化学療法の有害事象と支持療法

スライド 23

分子標的療法

スライド 24

色々な植物から作られる抗がん剤

きるということです（スライド 21）。
脱毛のような副作用に対しては、冷却すること
で防ごうとしたりしています。
皮膚炎や爪が傷むということに対しても冷やし
たり、締めると言いますか、縛ったりしながら防
ぐという工夫がどんどん増えてきています。
たしかに副作用と言いますか有害事象はあるの
ですが、色々なことで軽くして、予定通りの抗が
ん剤治療を続けることがかなり可能になってきま
した（スライド 22）。
分子標的療法というものがあります。抗がん剤
とは少し違った形で作られたものです（スライド
23）。
何かと言いますと色々な抗がん剤がスライド
24 のような植物から作られています。日々草と
いう、そのへんの花壇などでもよく見られるもの
ですが、こういうところから探して、ひとつひと
つ確認して効きそうだというものが残っていま
す。
こうして「探して、探して」というのではなく、
分子標的と言いましてがん細胞の表面にあって、
がん細胞が生き続けていくために必要なものを取
り込むのですが、そこをブロックしてやるとがん
が生き残れないというような、がんの生き方が分

ます。がん治療の後半にがんが再発しないように

かってきていて、それをブロックするお薬を分子

と使いますと、再発する人が半分くらいになった

標的薬と言います（スライド 25）。

という非常に劇的な効果を示した薬です（スライ

ハーセプチンという薬が乳がんで最初に開発さ
れました。これは今は予防薬としても使われてい
14
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なかったような副作用もあります。ニキビのよう

ニケーションが取りにくくなったということを言

な皮膚炎が起きたり、爪や手足が変になるという

われた方がいます。それできちんとメイクをしま

こともあります。これにはまたこれで色々な対策

す。先ほどアピアランスという言葉が出ましたが、

がなされてきています。

メイクをしてそれをカバーすることができます。

抗がん剤で髪が抜けるだけではなく、顔の様子

それで私どもの病院では 6 年前にスライド 27

も変ってきます。眉毛やまつ毛も抜けます。これ

のような『お手入れ読本』というものを作りまし

で患者さんが何となくご家族と距離ができると言

た。メイクの方法などを載せています。これはホー

われるのです。眉毛のないお顔は恐いので、コミュ

ムページからダウンロードできますからぜひご覧
いただきたいと思います。

スライド 25

分子標的薬はなぜ効くのか？

その第 2 弾として『お食事読本』というもの
も作りました。抗がん剤治療中のお食事の工夫な
どを載せています（スライド 28）。
そういうことで治療は治療できちんと行いた

スライド 26

 ーセプチン ®( トラスツズマブ ) による再
ハ
発抑制効果（HERA 試験の結果）

スライド 27

お手入れ読本

スライド 28

お食事読本

シンポジウム①：がん治療の実際
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スライド 29

 病の治療とサポーティブケアのバランスが
原
大切

スライド 30

乳がんの治療

スライド 31

乳がんの治療（集学的治療）

スライド 32

薬物治療の種類

スライド 33

ホルモン感受性と HER2 タンパク（免疫染色）

い。そしてそれを支えるための治療としてサポー
ティブケアという支持療法を続けていくことが大
事だと思います（スライド 29）。

現在の乳がん治療
―薬物療法・放射線療法・ゲノム医療
私の専門である乳がんの治療がどのように進む
かということをお話したいと思います。まずは局
所療法として乳房やリンパをどうするかです。そ
れから全身療法として薬をどうするかです（スラ
イド 30）。
これをきちんと上手に組み合わせて考えていき
ます（スライド 31）。
乳がんの場合は、内分泌療法というホルモン療
法と抗がん剤、それから分子標的剤治療というも
のを手術前に使うこともあれば、手術の後に使う
こともあります（スライド 32）。
どのように決めていくかと言いますと病理検査
の結果で決まるのです（スライド 33）。
その結果で、あなたのがんのタイプはこういう
ものですということが分かってきます（スライド
34）。
このがんのタイプが分かりますと再発しやすい
ものなどが分かります（スライド 35）。
したがってそれに対する治療をするのだという
16
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スライド 34

Intrinsic subtype

スライド 36

サブタイプ別の推奨される薬物療法

31

33

スライド 35

Intrinsic molecular subtype と予後

©2011 by American Society of Clinical Oncology

スライド 37

内分泌治療によって期待される再発減少効果

Ismail Jatoi et al. JCO 2011;29:2301-2304

ことで、こういうものを個

スライド 38

タモキシフェン（TAM）５年投与による乳がん再発と乳がん死の抑制効果

別化治療と言っています。
乳がんの場合はスライド
36 にあるように 5 タイプ
に分かれています。それぞ
れに見合った治療が分かっ
てきていますので、とにか
くやみくもに強い薬をとい
うことではなく効く薬を選
んで治療をしましょうとい
うことになります。
ホルモン治療も、あなた
はホルモン治療が効くはず
のタイプですという時に再
シンポジウム①：がん治療の実際
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スライド 39

放射線治療

ド 38）。
お薬の話はこれくらいにして放射線治療につい
て簡単にお話します。これも非常に強力ながんに
対する治療法で、乳がんもそうですが、色々な病
気で行われているものです（スライド 39）。
ゲノム医療というものもあります。同じ肺がん
であってもタイプはたくさん分かれています。し
たがってある人にはこの薬は効くのにある人には
効かないということが起こってきます。こういう
ものをきちんと見分けて個別化治療として合った

スライド 40 が
 んゲノム医療：ゲノム情報に基づいたがん
の医療

薬を使いたいということで調べて、全員というわ
けではないのですが、分かってくるようになって
きました（スライド 40）。
お金もかかりますし、まだ保険に載っていない
治療もあるのですが、いずれはこういうものが進
んでいくのだろうと思います（スライド 41）。

がんサバイバーシップ―体験者の語りから
このような治療を続けていく上においての色々
なつらさがあります。がんに限らないと言えるか
スライド 41

コンパニオン診断から遺伝子パネル検査へ

もしれませんが、つらさを抱えて生きていきます。
がんは治ったと言われるのですが、がんから自由
になっていないような気がするということを 10
年経っても言われる方もいらっしゃいます。そう
いうところを支えていきたいと思っています（ス
ライド 42）。
スライド 42

つらさ

発が減るということで、約半分ぐらいの方には恩
恵があります（スライド 37）。
こういうことが分かってきたのも臨床試験が行
われて、この薬を使った人と使っていない人で、
どのように違うのかということが証明されてきた
から分かってきたということになります（スライ
18
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スライド 43

がんサバイバーシップ

がんとともに生きる

スライド 44

がん罹患と就労問題

スライド 45

がんリスクを減らす健康習慣

がんサバイバーシップと言いますのは、がんか
ら生き残った人という意味ではなく、今、がんを
抱えているような人という意味で使われます。が
んが治ったと思っても後遺症があるとか、いつま
でたっても再発の心配があって、ちょっと咳をし
ただけでもがんかと思ってしまう。こういうトラ
ウマのような心の傷です。また、仕事ができなく
なったり、若い方でしたら妊娠とか育児とか、色々
なことに障害となって残っていくかもしれませ
ん。ある若い方が私に言われたことがあります。
がんになって不運だった、運が悪かったけれども
自分は不幸ではなかった。色々なことを考える
きっかけになった。家族が自分を大事に思ってく
れているという思いも分
かったと語ってくれたこと

スライド 46 「5 つの健康習慣」でがんになるリスクが低くなります

もあります。そうした悪い
ところばかりではないとい
う面も、体験者の方が伝え
ていただけるのはとても大
事なことだと思っています
（スライド 43）。
それから就労に関する問
題なども、今は注目を浴び
ています。それこそ私が医
師になったばかりの時は、
こういうことは話題にもな
りませんでした。病院で言
うことではないという雰囲
シンポジウム①：がん治療の実際
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気もありました。そこをみんなで一緒に解決して

スライド 47

いきましょうという良い世の中に近づいてきてい
るのだなと思っています（スライド 44）。
今、がんを経験していない人にとってもがんリ
スクを減らしましょうということで、たばこを吸
わないとか身体をちゃんと動かすということを続
けるとがんリスクを減らすことができるというこ
とも「がん情報サービス」のサイトの方に載って
います（スライド 45、46）。
がんになっても人生は続いていきます。がん治
療も生活の一部です。がん体験者がそのように

みも進んでいくのではないだろうかと思っていま

語ってくださることから始まって、色々な支援も

す（スライド 47）。

新しく考えることができたり、社会全体の取り組

20
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シンポジウム②－ 1：
乳がんを経験して

加藤

真紀子

乳がん患者／助産師

だわっているのですが離島助産師です。本土の助

はじめに―まさかの乳がん診断と手術まで

産師とは助産技術も少し異なるところもあって、
私自身は大学院にも行ったりして、そういうとこ

自分自身が経験したことをもとに少しお話をさ
せていただきます。まず自己紹介です。私は千葉

ろを学び、アピールしていきたいなと思っていた
矢先の話でした（スライド 1）。

県生まれで、高校までは千葉で育ちました。大学

2017 年 8 月 24 日だったと思います。7 月の

は自治医大でした。そこで夫と知り合い結婚して

終わりぐらいに役場から葉書きが来ました。乳が

島根県に来ました。元来「元気」だけが取り柄で、

んの無料検診券でした。すぐにゴミ箱に捨てまし

今までの学校はすべて皆勤賞でした。看護師免許

た。自分は絶対そういうことになるとは思ってい

や助産師免許をもって就職しても病欠はほぼあり

ないので、ゴミ箱に捨てたのですが、夫がゴミ箱

ませんでした。趣味は 100㎞マラソンとかトラ

から拾ってきて、いちおう電話をして予約ぐらい

イアスロンや登山です。術後半年でこの（2018

は取りなさいと言うので、「そう…」と言って予

年）6 月は 100㎞走りました。子どもが 2 人お

約をしました。8 月 24 日に役場の前にバスが来

りまして、2 人ともしっかり母乳をあげていまし

てそこでマンモグラフィを撮りました。絶対に

たし、今は愛犬が 1 匹います。職業は、私はこ

引っ掛かるとは思っていないので余裕綽々でいま
した。結果は 3 ヵ月ぐらいかかりますと言われ

スライド１

自己紹介

ていたのですが、9 月下旬に私は病棟で処置をし
ていた時に役場から電話がきました。電話には出
られなかったので病棟クラークさんが「役場の保
健師さんから電話があってすぐに返事をくださ
い」ということを伝えてくれました。その時何か
ピーンと来たのですが、何か認めたくない気持ち
もあったので折り返しの電話をしないでいたら、
保健師さんが直接やってきてくださり、マンモグ
ラフィの結果を、持ってきてくれました。
「受診するように」ということは封を切らない
シンポジウム②－ 1：乳がんを経験して
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スライド２

治療の経緯

スライド３

隠岐と本土の交通手段

でも書いてあったのですが、封を切ってしまい、
村田陽子先生（松江赤十字病院）が見るよりも先

直通フェリーは七類から 2 時間強ですが、ただ

に中を見てしまいました。あまり良い結果が書か

これは 1 日 1 往復で島前周りのフェリーでは 5

れておらず、すぐに電話を取って予約をして 10

時間かかります。高速船は走っていない時もあっ

月 2 日に松江赤十字病院に初診でかかりました。

て、走っているのは 2 月から 12 月中旬までです。

実は前日に浜田の弥栄村で 100㎞マラソンがあ

時々故障したり、ドックに入ったりして走らない

り、それを走って次の日に松江赤十字病院に受診

時もあります。飛行機は午前中に 1 往復だけです。

したので採血を勧められたのですが、絶対に引っ

いずれも天候にすぐに左右されるので、欠航等は

掛かると思ったのでお断りをしました。そういう

いたしかたないという状況です。

感じで松江赤十字病院に行ったのですが、まずは

自分ががんを経験して困ったり悩んだりしたこ

検査をしようということになりました。「まさか」

とがあります。隠岐には乳腺外科がないので本土

という思いでいましたが、計 5 回検査をして診

に通わないといけないのですが、船や飛行機は当

断がつき、11 月 29 日に手術をしました。主治

てにならない状況ですし、港で船を待っている間

医は村田先生ですが、非常に良い手術をしていた

にやはり人と会うのです。「どこに行くかね」と

だきました。

言われた時に何と答えようかということは何回も

手術後もピンピンですぐにでも帰れそうでした

思いました。適当に「ちょっと仕事でね」とか言っ

が、夫のお迎えの都合もありちょっとずらして

てごまかしていましたが、そういうところでも

12 月 3 日に退院しました。その後 2 週間ぐらい

困ったなと思いましたし、自分の場合は初期のが

してから病理結果を聞きに行き、年をまたいで約

んだからだと思うのですが、診断までに約 1 ヵ

1 ヵ月強の放射線治療をして 2018 年 2 月 20 日

月ほどかかり、分かってしまってからの方が楽

から仕事復帰をしています（スライド 2）。

だったのですが、その期間が個人的にはいちばん
しんどかったのかなと思います。

離島でがんと生きるために

村田先生のご発表でもありましたが、標準治療
としては手術をした後に放射線治療をします。普

スライド 3 は隠岐に住まわれていない人のた

通であれば照射時間などは数分ですから終わって

めに作ったものです。本土との交通手段ですが、

しまえばそのまま仕事もできるという感じなので
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すが、放射線治療は隠岐ではできないので松江に

本土に行かなければいけない治療に対しては、ア

約 1 ヵ月半、アパートを借りて、その間は仕事

パートを借りたりする費用や交通費など何か助成

もできないので仕事を休んでやりました。息子が

制度があってもいいのではないかと思いました。

松江に下宿していたのでいいのですが、夫は病院

みなさんどうしているのだろうと思いました。私

に行っていなくなるので、娘が 1 人ぼっちにな

は自分がふだん元気なので、自分のがん保険や生

ることが多く、土日は隠岐に帰ろうと決めていま

命保険には入っていませんでした。アフラックの

した。金曜日の午前中に照射をしたら午後の 5

夫の保険に家族に対する特約があり、それに入っ

時間のフェリーで隠岐に帰り、日曜日の 3 時の

ていたので少しは出ましたが、そういうこともあ

フェリーでまた松江に行くという生活を 1 ヵ月

り経済的負担の問題は大切だと思いました。

半ぐらい続けました。娘も精神的に不安定になり、

自分が患者という立場になって、ふだんは当院

ずる休みをしたり、私が帰る金曜日には早退など

でも外科手術などはありますが、周術期の患者さ

をしていました。

んに対する看護など色々考えさせられるきっかけ

ホテルのマンスリープランなども色々計算した

になりました。

のですが、アパートを借りるのも、少なくとも

今、私は 3 ヵ月おきに受診をしなければいけ

20 万円ぐらいはかかりましたし、交通費のこと

ないのですが、松江赤十字病院に行くのは半年に

もあり経済的負担も非常に大きかったです。

1 回でよく、その間は「地域連携パス」を使って

ずっと思っていたのですが「隠岐じゃなかった

隠岐病院に通っています。それで松江赤十字病院

ら、いつもの生活・仕事をしながら治療ができた

に行く回数が非常に少なくすんでいるので、この

のに」ということは何回も思いました（スライド

地域連携パスというシステムは今後も継続が望ま

4）。

れます。

ただ悪いことばかりではなく、学んだことや感

そして何より、助産師不足で看護部全体が本当

じたこともありました。私自身が病院に勤める医

に大変な中で部長さんや師長さんが、嫌な顔ひと

療従事者であるのに、がんを患っている患者さん

つせず私に本当に親身になってくれて通院や手術

の治療がこれほど苦労を強いられることなのだと

や放射線治療の時にお休みをくださったり、勤務

いうことを初めて知ることができました。

を配慮してくれる環境に大変感謝をしておりま

放射線治療など隠岐ではできない、どうしても

す。
そして家族の理解にも感謝をしようと思います

スライド４

困ったこと、悩んだこと

（スライド 5）。
離島でがんと生きるために必要なことを私の考
えでまとめてみました（スライド 6）。離島とい
うのは大変狭いコミュニティなので、がんをはじ
め自分が病気であることがどうしても知られやす
い環境にあります。先ほどのように港で会った人
たちに不意に声を掛けられたりとか、松江赤十字
病院ですれ違ったりする時もそうなのですが、何
で看護師さんが受診しているのと言われたことも
ありました。その中で自分らしくどう生きるかと
シンポジウム②－ 1：乳がんを経験して
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スライド５

学んだこと、感じたこと

いうことの工夫が必要だと思っています。

スライド６

離島でがんと生きるために必要なこと

あとは人数的にも、限られた島民の中で、こう

何回も言っていますが隠岐病院で治療できない

したがんを患っている仲間は本土と較べれば少な

病気に対する経済的負担の軽減ということで助成

いと思います。そういう中でどのように情報共有

制度なのか、他のものなのか何かしら検討される

をしたりとか、自分の不安の表出先を探していく

必要があると思います。

かということに関し、「隠岐たんぽぽ」さんをは

離島から本土に通院するにはどうしても前後泊
が必要であったり、交通費の問題等もあるので、
そういうことに対する職場の理解、家族の理解が

じめ役割を遂行していただけると非常にありがた
いと思います。
簡単でしたがご清聴ありがとうございます。

必要です。
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シンポジウム②－ 2：
がん患者の家族の立場から

加藤

一朗

乳がん患者家族／医師

らい前に村田先生からご指導を受けまして、私も

私の場合は実は家庭生活上は
そう問題はなかった

マンモグラフィの勉強はしていましたので彼女の
マンモグラフィを見てこれはがんかなと思いまし
た。

先ほど初めて感謝されました加藤一朗と申しま

この後、高橋先生から「治療と暮らしの両立」

す。加藤真紀子さんの「ご主人」というご紹介だっ

ということでお話がありますが、その中で「妻の

たのですが、「ご主人」ではありません。加藤真

乳がんと関連して夫が経験した心身不調」という

紀子さんが「ご主人」で私が「奥」です。

スライドが資料に載っています。ただそこに挙げ

実はこの話をいただきまして、何を話そうかと

られた項目に該当することは、私の場合はまった

考えました。先ほど話がありましたが、松江赤十

くありませんでした。ごめんなさい、正直に言い

字病院で手術をして、その後の放射線治療で 2 ヵ

ますと実はあまり恐くはありませんでした。

月弱家を空けた際、おそらくみなさんは残された
家族である私と娘が大変な生活をしたのではない

もっと精神的な支えになれれば

かと思っておられるかもしれませんが、まったく
そういうことはありませんでした。

この話をいただき、妻の方は先ほどのスライド

ご存じの方も多いかもしれませんが、私よりも

の準備をしたり、何を話そうかと考えていたよう

妻の仕事が忙しいので、今までも私自身がけっこ

ですが、私は今述べたように何も思いつきません

う家事や育児をやっていました。ご飯を作ったり、

でした。ただ今回の乳がんを経験した時に妻は日

洗濯をした回数はたぶん私の方が多いと思いま

記をつけていたのです。以前から日記自体を書い

す。

ていたのは知っていたのですが、もちろん他人の

先ほど少し話が出ましたが彼女は大学院の方に

日記ですから勝手に読むわけにはいかず、何を書

行った際もほぼ 1 年間、勝手に出雲に単身赴任

いていたかは知りませんでした。今回のこの発表

をしていました。その間も私が 1 年間、子ども

前に見ていいと言われたので日記をつい最近読

たちの世話をしていたので、今回はそう大変では

み、そして妻に内緒で今日ここに持ってきていま

ありませんでした。

す。

なおかつ彼女がマンモグラフィを撮った半年ぐ

これを見てひとつの後悔が残りましたのでそれ
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を発表させてもらおうと思います。2017 年 11

書かれていたのが 1 月 17 日の日記です。「娘が

月 2 日から書かれています。先ほどのお話のよ

先日早退、でも半分仮病。そして毎日寂しいと言っ

うに松江赤十字病院で検査をして、手術をして、

ている。土日はくっついてくることが 14 歳にし

その後、放射線治療が終わり、仕事復帰をするま

ては多かった。」と書いてあります。つまり私は

でが書かれています。初めの方はけっこう頻繁に

妻が松江赤十字病院で手術・放射線治療で頑張っ

書いていたのですが、後半は月に 1 回とか、1

ているのを見守って安心して治療に専念できるよ

週間に 1 回になっていますので彼女の性格がよ

うに頑張ったつもりではあるのですが、実は本人

く現れています。

への精神的支えが足りなかったのかなということ

まずお話したいのは 11 月 17 日の日記です。
そこにこう書かれています。「村田先生はきっと

は、この日記を見て改めて思いました。
どうしても離島ということで治療自体を海を隔

いい先生だ。信頼して付いて行こう。」とあります。

てた本土の方でやりましたから、その隔たりはみ

手術が終わって 1 月から放射線治療が始まる

なさんもご存じだと思いますが、なかなか簡単に

という 12 月 19 日の日記には「娘ととても穏や

はいきません。連絡などはインターネットなどで

かに過ごしている。1 月からが心配だな。寂しい

できますし、電話もできますが、なかなか直接会

思いをさせる。一朗に任せるしかない。」と書い

えないということでやはり本人にとっては寂しい

てあります。この時点で妻にとっては私よりも娘

思いをさせたのかなと思います。

が心配だということです。ちなみにこの日記の中

家族としては精一杯支えたつもりでいたのです

には私のことはほとんど書かれていません。しか

が、後になって思えばもう少し精神的な支えに

も私のことは「一朗」と呼び捨てです。家族のこ

なってあげればよかったというのが今思えば反省

とで書かれているのは、ほとんどは娘のことです。

としてあります。以上です。

実際に放射線治療で松江に長期間滞在する中で
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シンポジウム②－ 3：
離島がん患者の立場から

藤田
がん患者／がん患者会緩和ケアサロン

福浦

千鶴

隠岐たんぽぽ代表

祐子（代読）

隠岐広域連合立隠岐病院保健師／緩和ケアサロン隠岐たんぽぽ事務局

みなさんこんにちは。私は隠岐病院で保健師を

だきます。2001 年 5 月に大腸がんが深刻な状

しています、福浦と申します。隠岐たんぽぽの担

態で見つかりました。隠岐病院での告知はある程

当をさせていただいております。本当はこの場で

度落ち着いて受け止めていたのですが、松江赤十

藤田さんがお話する予定でしたが、体調不良とい

字病院での手術前の説明は、最悪の状態を想定し

うこともあり、今回ここに来ることができません

た内容とは言え、衝撃を受け愕然といたしました。

でした。この度お手紙を預かってきましたので代

ですが先生方のご尽力により 3 度の手術を受け、

わりに読ませていただきます。藤田さんは、色々

7 ヵ月の闘病を終えることができました。

な場で活躍をされている方で、自分の闘病中の時

何よりも辛い経験は 2013 年 6 月にスキルス

の体験談や、自分ががん患者の家族だった時の思

性胃がんで 33 歳の若さで亡くなった息子の死。

いを、たくさんの方に伝えてくれている方です。

発見からたった 3 ヵ月、だけど懸命に生きよう

その思いも含めて本日は手紙に書いてくれていま

とする姿は、私の中で今でも生きています。咽頭

すので読ませていただきます。

がんで声を失った実父が同じ年の 12 月に大腸が
んの手術を無事終えながら亡くなるなど様々なこ

「思いがけない事態にとまどっていますが、貴

とを乗り越え今日という日があります。

重な機会を与えていただいたことに感謝していま

そんな私を支えている大切な活動のひとつが

す。日ごろサロンの仲間と話している患者・家族・

「がんサロン」です。資料 1 は、サロンが年に 1

遺族の悩み、離島として抱えているハンディを伝

回発行し、島民のみなさんに仲間がいるよ、いつ

える活動をさせていただきます。

でも待っていますよ、1 人で悩まないでとお知ら

まず初めに私自身のことに少し触れさせていた

せすると同時に勉強会などの活動を知っていただ
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資料 1 『隠岐たんぽぽ』

く手段でもある『隠岐たんぽぽ』という機関誌で

われている私たちが帰りの便まで望むのはわがま

す。前代表の永海郁子さんが苦労して立ち上げて

までしょうか。

から 11 年を迎えます。今ではがん患者、家族だ

もうひとつの問題は宿泊です。お願いの声が届

けではなく他の病気の方、支援してくださる方も

き、放射線治療等など各種検査でもベッドの空き

参加してくださいます。

状況において患者が入院対応していただけるよう

私たちはこの島に生きています。島に生活する

になりましたが、付き添いの家族はホテル利用と

以上、ある種のハンディは仕方がないと思っては

なります。島根医大には格安に利用できる施設、

います。交通費の問題は国・県・町の施策のおか

ホテルの連携がありますが、なかなかすべての病

げで助かり、拠点病院においてしかできない精密

院がともなるとそうでもありません。隠岐の島町

検査、治療を受けることができ、隠岐病院との連

にもレインボープラザホテルがありますが、負担

携も確かなものになりつつあります。ただ移動方

額はやはり大きなものです。

法に問題があり、本土からある程度元気に退院、

これからもがん患者・家族のためだけではなく

転院となった場合は良しとしても、患者の身体に

島民のすべての患者の問題ととらえて活動を続け

受ける負担は大きなものです。飛行機に次ぐ速い

ていきたいと思います。今日この場に出席できな

移動手段は高速船なのですが、リクライニングさ

いことが非常に残念です。

え使えない状態です。同じジェットで飛行機と高



速船の違いが理解できません。ドクターヘリに救
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シンポジウム③：
治療と暮らしの両立

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

みなさんこんにちは。高橋と申します。今日は

りました。今はがんと分かった上で治療して、生

本当に楽しみにしてやってまいりました。年に 2

活をするのが当たり前です。もちろん、そのお伝

回の「ご当地カフェ」ですが、実は今年、鹿児島

えの仕方にはまだまだ改善の余地があると思って

の鹿屋というところで予定していたのが、台風で

います。

中止になってしまいまして、今日のこの機会が今

毎年、日本全国で約 100 万人の方ががんと診

年唯一の「ご当地カフェ」です。しかも山陰では

断されます。診断されるご本人が 100 万人です

初めての開催となります。

から、ご家族はその何倍もいらっしゃいます。お
友だちや同僚、ご近所の人などまで入れると、が

がんイメージは変ったが診断時の衝撃は
変っていない

んとご縁のない人は、世の中にはあまりいないの
ではないかと思います（スライド 1）。
わが家もがんとご縁ができていまして、実はス

今日のキーワードは「がん」です。藤田さんの

ライド 2 で私の横にいる夫を 2017 年 1 月に自

お手紙にもありましたように、がんは、簡単では

宅で看取りました。胆管がんでした。診断を受け

ない病気だと思いますが、病気や暮らしの中で困

た時にはすでに非常に進行していました。胆管が

りごとは、がん以外の病気でもたくさんあります。

んの 10 年前に甲状腺がんをやっています。それ

「隠岐たんぽぽの会」のみなさまが、がん患者・
家族だけではなく、島民すべての患者の問題とと
らえて活動なされていることにとても共感しま

スライド１

がんの意味が変わってきた

す。
私はかなり昔に大学を卒業しましたが、卒業し
た頃と今のがんのイメージはだいぶ違います。も
ちろんあなどれない病気であることは同じなので
すが、今は長く付き合う慢性病になりつつあると
思います。私が医者になったころは、患者さんに
がんと伝えてはいけないと教えられた世代です。
それが 1990 年代の半ばぐらいにガラッと変わ
シンポジウム③：治療と暮らしの両立
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は全摘をして終るという典型的な「とっておしま

した。それは裏返せば、まさかがんになるとは思

い」のがんでした。しかし本人のショックは最初

わないような年代、先ほどの藤田さんの息子さん

の方が大きかったです。こういう表現がいいかど

が 33 歳という話がありましたが、まさかという

うか分かりませんが、甲状腺がんは治るがんだっ

年代で自分や家族が大変な病気に向き合うことに

たものの、最初に「がん」という診断がついた時

なった時の衝撃は、とても大きいものがあると思

は夫も私もびっくりしました。その後もいろいろ

います。

病気があり、胆管がんについては、診断時点で助

スライド 2 に写っているところは南極ではあ

かることはないと覚悟はしたのですが、彼は、
「今

りません。知床のウトロというところで「流氷

まで色々な病気をしてきたから、いきなり言われ

ウォーク」をしたときの写真です。中は普通の洋

るよりも、ちょっと良かったかも」と言っていま

服ですが、ドライスーツで流氷の海を泳ぎました。
非常に楽しいですから行ってみてください。これ

スライド２

がんになっても人生は終わらない

は本人が手術をした後、「楽しいことをやろう」
と宣言して、実現した旅行です。亡くなるまで、
楽しいことをやりまくった 4 年 4 ヵ月でした。
やはりがんになっても人生は終わらないというの
が実感です。
実はがんは一枚岩ではありません。スライド 3
は、がんの種類別の 5 年生存率ですが、高いが
んもあれば、残念ながらまだまだ低いがんもあり
ます。平均すれば 62％ぐらいと言われています
が、それはあくまでも平均です。
がんと言われてびっくりしない人はいません。
何％と言われてもそれは平均であって、自分に

スライド３ 「がん」は一枚岩ではありません

とっては「イチゼロ」です
ね。自分にとっては生きて
いるか、生きていないかで
す。私ももともとは一般内
科医なので、平均値でもの
を言うことがありますが、
本当に一人ひとりの問題だ
ということは実感するとこ
ろ で す。5 年 生 存 率 で 7
～ 8 割ですと言われた時
に「2-3 割はだめなのか」
と思うか、「7-8 割は大丈
夫かもしれないのだ」と思
うか、これは文脈によりま

30

Ⅲ

ご当地カフェ・in 隠岐

ご当地カフェin隠岐.indd 30

2019/03/28 17:56

スライド４

んでした。残りの 4 割は誰にも相談しなかった

改めて思うのですが

のですね。相談した人に相談相手を聞くと、4 割
ぐらいは「家族」でした。悩みを家族の中で抱え
て、医療者に聞く人はとても少ないということが
分かりました。
それでは夫の胆管がんと関連して妻が経験した
心身の不調を私の場合で考えると「将来への漠然
とした不安」というのはたしかにありました。し
かしわが家の場合は大変残念ながら完治が望めな
いことは分かっており、それが 1 年先なのか、2
年先なのかが分からないわけです。そこで、あま
す。わが家の最初の甲状腺がんはほぼ治るだろう、

り先を考えずに、懐中電灯の光が届くぐらいの

9 割以上治ると思っていたのですが、それでも

ちょっと先を考えると、悩み過ぎなくていいので

ショックでした（スライド 4）。

はないかなと思ったこともありました。

ただその後の胆管がんの時は 5 年生存率が 1
割に満たないわけですから、7-8 割も 5 年生存率

暮らしていくためのちょっとしたヒントを

があるがんはうらやましかったです。
私は立場上、がん治療をお受けになる方やご家

がん患者家族の感じる心身不調

族のお話をうかがう機会はたくさんあります。暮
らしを考える時に、「こんなふうにしてくれてう

先ほど「奥」の加藤一朗先生が「まったく当て

れしかった」という話もたくさん聞きます。「う

はまらなかった」と言われたアンケートの結果で

れしかったこと」の中には、「落ち着いて受け止

すが、これはある県の乳が
ん患者さんの夫の方にご協
力いただいた調査です（ス

スライド５

妻の乳がんと関連して夫が経験した心身不調

ライド 5）。137 人の方に
聞きました。平均は 63 歳
です。妻のがんはほとんど
が早期がんだったのです
が、夫の半分以上が「将来
への漠然とした不安」や、
4 割ぐらいが「気分の落ち
込み」などを経験していま
す。9 割以上に「何らかの
身体や心の不調」があった
のですが、「誰かに相談し
た」人は 6 割しかいませ
シンポジウム③：治療と暮らしの両立
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めてくれた」、「黙って聞いてくれた」という声が

です。そうしましたら、驚いたことに、たくさん

あります。「得意技で日常を助けてくれた」とい

返事が返ってきて「実は僕も…、私も…がんでし

うのもあります。「得意技」というのは、家事や、

た。」というのが大変多かったのと、それだけで

食事や、掃除などを、近所の人や友人がちょっと

はなくて「実は子どもに病気があって…」とか、

手助けをしてくれたり、病院への送り迎えをして

「言っていなかったのですが…」という、
「実は話」

くれるなど、ちょっとしたことです。そんなこと

の連絡がたくさん返ってきたのです。これには少

を助けてもらうのがうれしかったということで

なからず驚いて、みんな自分の中にいろいろな事

す。「病気をあまり話題にしないでくれた」とい

情をかかえているのだなと思いました。

う声もあります（スライド 6）。
「過去と他人は変えられない」と、よく思います。

実体験の話は力になります。ですから、今日、
藤田千鶴さん、加藤真紀子さんや、加藤一朗先生、

自分もすぐには変りません。家族もすぐには変り

そして横地正一郎さんのお話をうかがうのは非常

ませんので、がんになったからと言って、いきな

に力になるような気がします。

りすばらしい夢のような家族になれるはずもな

最後に、暮らしが楽になるヒントについて少し

く、それまでの暮らしが続くのですから、そこを

お話したいと思います。まず、治療の予定や副作

いかにうまく整えるかということだと思います。

用をよく知って、少しずつ仕事や家事、生活に慣

できるだけ明るい方を向きたいし、今この時を大

れていくこと。また、前と同じようにしなければ

切にして、ちょっと先を考えるぐらいでいいのか

いけないと思わなくてもいいと思います。色々な

なと思ったりもします（スライド 7）。

手抜きがあって当然です。

このあたりの向き合い方、みなさんはどうお考

それから、とても優しくてまじめな方ほど前と

えになりますか。先ほどの加藤真紀子さんのお話

同じようにしようとか、周りに迷惑をかけて悪い

で、色々な場所で誰かに会った時に説明に困った

と思いがちなのですが、もっと自己中になって、

と言われていました。ウチの夫は大変な筆不精

「ちょっと女王様」「ちょっと王様」ぐらいでちょ

だったのですが、どういうわけか胆管がんと分

うどいいと思います。私の夫はかなり王様になり

かった年には年賀状の代わりにカードを書こうと

ました。真紀子さんは前から女王様でしたか？（会

言い出し、
「突然ですが、胆管がんになりました。」

場笑）

という出だしでカミングアウトをしてしまったの

スライド６
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は吐きにくいと思うのです。でも、時間と場所と

スライド８

人を選んで時々は弱音を吐いてもいいと思いま

 いことは言えませんが
賢
暮らすヒント？

楽しく、うまく、

す。
私の知り合いはそのことを「心のヅラはずし」
と言いました。「ヅラ」というのはカツラの「ヅラ」
です。家に帰ってカツラをはずすとホウッとする
と思うのですが、辛い心をずっと隠すのではなく、
時々はその心の「ヅラはずし」をしてもいいよね
と言ったのです。
それから、使える人は何
でもかんでも、誰でも使う。

スライド９

親戚でも、義理の親でも、
上司でも何でも使う。
そしてご本人も家族も気
分転換をすること。とくに
ご家族は気分転換をするこ
とに罪悪感を感じなくても
いいと思います。私は「昔
から気分転換ばかりしてい
るじゃないか」と夫から言
われていましたが（スライ
ド 8）。

がんの「その後」にも
仲間は必ずいる
―時々の「ヅラはずし」を
スライド 9 は、先ほど村田陽子先生がご紹介
くださった「がん情報サービス」です。

スライド 10

がんと仕事の Q&A 第２版

それからスライド 10 の『がんと仕事の Q&A
第 2 版』は、働く時にどうしたらいいのか、
一歩先に行く先輩の両立の工夫や体験談がたくさ
ん載っています。
がんと分かっても、やはり「その後」はありま
す。長いか短いかは人それぞれですし、私たちは
残念ながらいつかは寿命が尽きる時がきますが、
がんと分かっても、「その後」はあります。「隠岐
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スライド 11

がんと分かっても、その後があります

たんぽぽ」さんをはじめとして、支えてくれる人
はいますし、仲間もいます。これは、対がん協会
の「リレー・フォー・ライフ」に宇都宮で参加し
たときの写真です。夫の診断直後でしたが、とて
も励まされたことを思い出します。（スライド
11）。
何か困りごとがあったり、辛い時に、悩みを打
ち明ける人を選ぶとしても、探せば必ず仲間はい
ると思います。時々「ヅラはずし」をしたくなっ
たら「隠岐たんぽぽ」さんをはじめとした色々な
場所があることを思い出したいですね。
以上でございます。どうもありがとうございま
した。
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シンポジウム④：
離島がん患者（声帯切除）の立場から

横地

正一郎
がん患者

横地と言います。私はがん患者の 1 人として

たくさんあると思います。その中でお金に関して

病気と向き合って生活をしています。少しお時間

言いますと、年間の医療費や、島から出て本土の

をいただいてお話させていただきます。

病院へ診察に行くための旅費など、今回このご当

私は 10 年前の、40 歳の時に悪性リンパ腫と

地カフェに参加するにあたり改めて計算してみま

いう病気に始まり、3 年前には、食道がんと咽頭

した。私はシャント発声のための定期的な交換の

がんによって、声帯という声を出すところを切除

ために東京に診察に行っていますが、遠いことも

しました。歌手のつんく♂さんと同じ病気です。

あり 1 人では不安なものがあるため、妻と 2 人

それでこんな喋り声なので皆さんには聞き取りに

で行くことにしています。3 ヵ月に 1 回、年間 4

くいかと思いますがしばらくお付き合いくださ

回程行きますが、診察費、それから旅費、またこ

い。私はインターネットで東京のがん研有明病院

の声を維持するためにかかる消耗品を合わせると

を知り、シャント発声法という、この声を手に入

年間 110 万円ほどかかっていました。松江の病

れることができました。こういう声ですが、若干

院へは 1 人で行っていますが、これも年間を通

の会話ができるまで回復し、声によるコミュニ

じると 60 万円近くかかっています。

ケーションがとれるようになりました。手術から

離島に暮らす私たちが、病気になり専門の治療

1 年半ほどは、筆談のみだったので、ものすごく

を受けるためには、どうしても本土に渡らなけれ

自分の思いが伝わらなかったという辛い経験も

ばなりません。そのためには医療費以外に多くの

あったのですが、この声で喋れるようになってか

費用がかかります。この状況の中、2017 年度か

ら少しは意思を伝えられるようになったと思って

らは離島航路の助成など病気に向き合う私たちに

います。

とっては嬉しい制度も整備されてきました。また、

私は地元の病院に勤務しておりますが、これま

障がい者でもある私には、さらに大きな助成もあ

での間、病気のために入院して休んだり、診察の

り、弱者になって初めて分かることも多くありま

ために年間、何度も抜けたりすることに対し、職

した。

場全体の方が理解をしていただき、万全な協力を

今後も治療と仕事を両立できるように自分に向

していただいていることが現在も仕事を続けて行

いていることを見つけることや、離島というハン

ける安心につながっていると思っています。

デはあるものの病気と向き合い、前向きな気持ち

病人だからこそ制限しなければいけないことは

を持ち続けることや周りに感謝する気持ちを忘れ
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ないことがこの島で長く生活できる幸せだと思っ

看護師をしていて、日々ものすごく忙しい中、私

ています。

と向き合い、支えてくれている妻には感謝をして

最後になりますが、何といってもこれまでいち

おります。

ばんの支えになってくれたのは家族の存在でし

非常にお聞き苦しく申しわけありませんでした

た。私の家族は妻と一人娘です。私と同じ病院で

が、これで終わります。ありがとうございました。
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シンポジウムを終えるにあたって

佐藤

仁俊

松江赤十字病院消化器外科部長

今日のシンポジウムは「がん治療と暮らしの両

みるお言葉でした。

立を考える」というテーマで、いちばん最初に松

最後に高橋都先生の方から、がんサバイバー

江赤十字病院の村田陽子先生に、がん治療の現状

シップということで、実際にがんということでど

を統計等を踏まえて分かりやすく、幅広い内容を

のように生きていくのかについて、医療者の立場

説明していただきました。

からとご家族の立場から、両方から非常に分かり

その次には実際の患者さんの立場からと家族の

やすく説明していただきました。

立場から、加藤真紀子・一朗さんご夫婦、藤田千

司会の不手際で時間もオーバーしておりますの

鶴さんのお言葉、横地正一郎さんの実際のお話を

で、このシンポジウムはこれで閉めさせていただ

お聞きしました。これは僕ら松江赤十字病院もそ

きます。どうもありがとうございました。

うですが、病院への提言、あるいは行政への提言



＜拍手＞

といったものも含まれていると思い、大変身に染

シンポジウムを終えるにあたって

ご当地カフェin隠岐.indd 37

37

2019/03/28 17:56

カフェタイム・グループ発表とまとめ
病気と向き合って感じたこと、工夫したこと

■ 高橋

みなさまお

きまして協力、ご尽力いただきましてありがとう

待たせいたしました。

ございます。県庁にいますと実際に現場に出向い

カフェです。カフェタ

てみなさんの声を聞くことはどうしても少なく

イ ム は 50 分 間 で す

なってきます。そういう面では分からないところ

が、お茶とお菓子を前

がございますので、このような、日ごろの会議と

にしながら病気と向き

はまた違う場でのみなさんのお話をよく聞かせて

合って感じたこと、工

いただきまして、今後の県行政の推進に資するも

夫したことについてみ

のとしたいと思っていますので今日はどうぞよろ

なさんでざっくばらんに話し合いたいと思いま

しくお願いいたします。

す。
実は今日は色々なお立場、色々な組織からご参

■ 高橋

ありがとうございます。それでは続き

加いただき、島根県庁のがん対策室からもお出で

まして島根産業保健総合支援センターの内久保さ

くださっています。それから島根産業保健総合支

ん、お願いします。

援センターからもご参加いただいています。お一
言ずつご挨拶をいただけたらと思います。がん対

■ 内久保

康孝（島

策推進室の清山さんからお願いします。

根産業保健総合支援セ
ンター副所長） 失礼

■ 清山

真理子（島

します。島根産業保健

根県健康福祉部健康推

総合支援センターの内

進課がん対策推進室）

久保と申します。みな

みなさん失礼しま

さん島根産業保健総合

す。島根県健康福祉部

支援センターというの

健康推進課がん対策推

はご存じでしょうか。たぶんあまり知られていな

進室の清山と言いま

いと思います。みなさんはおそらく労災病院はご

す。今日はよろしくお

存じだと思いますが、実は私どもの本部は労災病

願いします。日ごろから県のがん対策の推進につ

院と同じ労働者健康安全機構というところに所属
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しております。私ども産業保健総合支援センター

ますが（会場笑）、話し合われたことをご発表お

はどういう仕事をしているかと言いますと、厚生

願いいたします。

労働省からの業務委託を受けて、たとえばこうい

どこから行くかですが、あ、手が挙がりました

う治療と仕事の両立支援に関しては、出張相談窓

1 グループさんからまいります。7 グループあり

口というものを松江赤十字病院さんなどにもご協

ますから 3、4 分ぐらいでお願いします。

力いただいて開いていて、行政ではできないよう
なお手伝いをさせていただいています。

＜グループ発表 1（1 グループ）＞

行政とも密接に関係はしています。どのくらい

最初に話た方が気が楽になるので真っ先に手を

密接に関係しているかと申しますと、私ももとも

挙げました。患者さんが少なかったので、先生の

とは労働基準監督署の職員でして、2018 年 4 月

恋愛話まで色々な話が出ました（会場笑）
。いち

から 2 年間の出向でこちらにきています。完全

ばんに出たのはご家族の方からの目線で、告知を

に私事ですが、平成 19 年、20 年と隠岐の駐在

はじめ、がんについてもよく分からないというこ

事務所に勤務しておりまして、そこでは 2 年間

とでした。分からないまま告知を受けたら、その

は通勤範囲でした。昨年も松江監督署におりまし

まま次の病院に行きましょう、しっかり調べても

たので昨年も隠岐の方には何回か来ております。

らいましょうという感じで訳も分からない感じ

ほぼ 1 年ぶりぐらいだと思いますが、久しぶり

で、何を質問したらいいかも分からない状態が

に来て懐かしく思っています。今日は一緒にカ

ずっと続いていて、今もそういう感じでとまどい

フェタイムに参加させていただきたいと思いま

もあるという話をされていました。

す。よろしくお願いします。

こういう場で色々な方と話をしたり、ご近所の
方にも病気のことはしっかり分かってもらって、

■ 高橋

どうもありがとうございました。これ

そこで情報を得ることもあるので、こういう機会

を機会に今後ともよろしくお願いいたします。そ

があって良かったということです。隠すよりも病

れでは 3 時 30 分までカフェタイムといたします。

気を分かってもらうことで情報を得ることができ

お題は「病気と向き合って感じたこと、工夫した

ているので、そういう意味ではそうやって今の生

こと」ということで、ご自分の体験やアドバイス

活を手に入れてやっているので良かったというこ

なども共有し合えたらと思います。その後、30

とを言われていました。

分ほどかけてそれぞれのグループで話し合われた
ことを発表をいただきます。

今は骨髄腫で治療中なのですが、治療後の食事
については、生ものがだめだとか、12 歳以下の

発表者を決めてくださいね。また発表する時に

子どもさんとの接触は絶対にだめだと言われたと

役立つようなメモ取りをする書記さんも決めてい

いうのです。たぶんそれは治療後の食物や感染の

ただくといいと思います。それではよろしくお願

話ではないかと言われていたのですが、本当にそ

いします。

うなのか確認しますということでした。子どもさ
んが汚いわけではなく、私たち誰もがいつどこで

フリーディスカッションタイム・まとめ

色々な感染を受けることがあるかも分からないと
いうことだと思います。お孫さんたちから元気を

■ 高橋

それでは発表タイムにまいりましょう。

おそらくどのグループもまとまっていないと思い

もらうこともあり、スキンシップによる接触も大
切なので、そこは少し確認をしましょうという話
カフェタイム・グループ発表とまとめ
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はしました。そういう制限があるので今は楽しみ

ました。産保センターの方もいらっしゃるのです

がすごく減っているということも話にあがりまし

が、そういう職場は現実にはなかなか少ないと思

た。

います。むしろ非常にうまくいかないケースもた

あとは離島からの移動手段で、前後泊が必要で

くさんあり、自分の病気のことを職場の方に上手

あったり、元気な時はある程度通院できるけれど

に伝え、職場で上手にやるというのは、なかなか

も、足が不自由になったり、身体がしんどくなる

難しい話だということでした。
「ちょっと王様」

と移動なども大変だということと、経済的な面で

になるまでは、やはりある程度の時間がかかると

の話があがりました。

いうことです。

がんだけではなく病気を抱えながらも生活して

隠岐の島も合併などがあって大きくなったこと

いくには周りの人の理解や情報共有をするこうい

で地域のつながりが薄くなったところもあるよう

う場所も必要だという話が出ました。以上です。

で、そのあたりの難しさもあるようです。抗がん
剤治療の副作用のことを十分分からないまま退院

■ 高橋

ありがとうございます。おそらく似た

して、3、4 日で症状が出たり消えたりするので

ような話が他のグループでも出ていると思いま

公的な介護サービスを利用するのもなかなか難し

す。重複してもまったくかまいませんので、それ

かったというように、がん治療に特有のサービス

では次。

の受けにくさがあるという話も出ました。以上で
す。

＜グループ発表 2（5 グループ）＞
5 グループです。5 グループではお 1 人暮らし

■ 高橋

あ り が と う ご ざ い ま す。 職 場 で も

で抗がん剤治療をされた方の、1 人で治療後の辛

「ちょっと上手に王様」でいられるためには、お

さを抱えて大変だったというお話がありました。

そらく自分の状況を職場に上手に伝えることが必

色々辛くなって地域の知り合いの保健師さんに声

要なのだと思います。そこもすぐにはできなかっ

を掛け、彼女が来てくれた時は安心されたので

たりもしますよね。ただすごく大事なポイントだ

しょうが、涙が出るぐらいだとおっしゃっていま

と思いました。それでは次、どうぞ。

した。親戚の方からは色々と連絡もあり心配もし
てもらっていて、その点は安心なのですが、一方

＜グループ発表 3（2 グループ）＞

で小さな地域で、いいところもあるのですが、だ

色々とお話をいたしました。現在、ご主人さん

からこそ言いにくいとか、治療による脱毛などが

が多発性骨髄腫でいらっしゃる方の奥様のお話で

あったりするとそのことは周りには言いたくない

した。常に一緒に病院に行っているということで

というような、狭い地域コミュニティの縛りと言

した。やはりお 1 人で行くとなると、なかなか

いますか難しいところがあるという話が出まし

人と話せないということもあり、常に一緒に行動

た。

することでお互いに話をして笑い合ったりするこ

それから職場の中で「ちょっと王様」になるこ
とができ、色々なことを職場の方にお願いをした

ともできるということで、病院に行く時には常に
一緒に行くようにしているということです。

りすることもできるようになったということで

さらにこのあたりの現状としては通院するため

す。職場の方でもそういうことを言ってもらうこ

の汽船までのバス停がちょっと遠いという話で

とで上手にやっていけるという話をしていただき

あったり、あるいは以前はあったベンチがいつの
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ころからかなくなってしまったということで、船

デアですね。

を待つ間のベンチが復活していただければという
お話も出てまいりました。
本土の方に通院をした時に、とくに 10 月とか
11 月は、松江市内のホテルなどに宿泊しようと

■ 高橋

山梨と宮崎でやっているのですね。あ

りがとうございます。それでは次、7 グループさ
んどうぞ。

するとホテルが予約できないということです。神
在月（編注：神無月のこと。出雲を中心に使われ

＜グループ発表 4（7 グループ）＞

る。10 月の異称）の営業ということもあるよう

7 グループはがんとの関わりがある人が多いグ

でなかなかホテルの予約が取れないということで

ループでした。まず 1 点目は予防・啓発という

す。たとえば空家を利用して宿泊できるようにな

ところです。先ほどの研修でもありましたが、予

ればいいのではないかというアイデアも出てきま

防ということでは「身体を動かす」ということが

した。まさに空家利用で宿泊も請け合えるという

重要なのですが、隠岐の島ではどうしても運動で

ようなところがあればいいという話です。

きる環境が限られるということです。プールやジ

現状として先生のお話にもありましたが乳がん

ムもありますが屋外で安心して運動できる場所は

が増えているということを踏まえ、たとえば隠岐

少ないという意見もありました。予防のところで

の島の現状の検診がマンモだけではなくエコーも

は、検診率が少し低いところがあり、そこを上げ

一緒に受けられるような検診があればいいという

ていくことも必要なところだと思います。

話も出てまいりました。
第 2 グループからは以上です。

次に実際に 20 年前に乳がんになられた方の話
もありました。2017 年に旦那さんががんになら
れたということで 20 年前と今の、がんに対する

■ 高橋

ありがとうございます。たくさん出ま

環境や治療の変化を大変感じられるという話でし

したね。空家利用というのは、今はけっこう全国

た。1 点目は、今は情報ツールが多岐にわたって

的に話題であったりしますね。いきなりボロボロ

あるので自分から情報が取れるという点では昔と

の空家を改造するのは大変だと思いますが、けっ

今とでは、理解するという部分では非常に大きな

こう整っているアパートとかマンションの空いて

違いがあるということです。それから医療者側が

いる 1 室を契約するなどのアイデアもあるかも

がんを告知し、オープンにするようになってきて

しれません。言うのは簡単ですが。やっていると

いるので声掛けなどを色々な形でしてもらってい

ころはけっこうあるような気もしますが。

るので、そういうところでは 20 年前と変わって
いるという話でした。

■ 若尾

1 泊、2 泊

その方は今回は胃がんで 3 ヵ月の治療をされ

という通院の空家利用

たのですが、費用面では 50 万円近くかかったと

ではなく介護施設とし

いうことです。本人もそうですが家族の渡航費や

て空家を利用するとい

移動費というところが負担増ということで実感さ

うことが山梨とか宮崎

れたそうです。

ではやられています。

次に本土との医療の連携です。隠岐の現状を理

通院のための空家利用

解していただき受診の調整や診察や検査に関して

というのは新しいアイ

も一定のご理解をいただいて丹念に対応していた
カフェタイム・グループ発表とまとめ
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だいているという意見もありましたし、今後、県

の時間がだいぶできて楽になった部分もあったり

全体でそういう連携が取れるような仕組みをとっ

して、徐々にそれが効果となり体調の方も良く

ていただきたいという話とか、紹介状には、治療

なってきたということで、今のところでは、この

の経過などは書かれているのですが、家族とか、

後で手術もできるのではないかというところまで

今までどういう気持ちでやってきたかという背景

来たということです。大変良い方向になっていま

などもそういうところに反映して治療継続してい

す。そういう経過が良い方に進むにつれて娘さん

ただくということも私たちの中では、重要な部分

にもちゃんと話すことができるようになりました

ではないかという意見も出ました。7 グループは

ということでした。

以上です。

もうお一方は、20 歳の息子さんを亡くされた
という方ですが、その後にも悲しいことがあり、

■ 高橋

ありがとうございます。色々な情報を

10 年後にご自分も大きな交通事故に遭い車椅子

治療機関とそれを受ける機関が共有する時には、

で生活を続け、今は歩行もできるようになったと

どうしても医療情報ばかりを共有することが多い

いうことです。現在は「隠岐たんぽぽ」の方に入っ

ような気がしますが、たしかにご家族の背景とか、

て色々とみなさんから大変パワーをもらっている

ご家族で受け止める時にどのようなことが起きて

ということを聞いています。それが本当に心の支

いるかとか、どういう気持ちでいるかとか、そう

えになり、心も洗われて良い関係ができていると

した周囲の情報も一緒に共有できると何か引き継

思いますということです。

げるような気がしますね。連携の仕組みはどこの

隠岐病院の方にも抗がん剤の治療でたくさんの

自治体も一朝一夕にはできないと思いますが、そ

方が通われています。以前から較べるとかなり増

れでも仕組みを作ろうと思うのがまず大事なこと

えていると思いますが、まだ放射線治療などは受

だと思います。ありがとうございます。次は 6

けられないということがありますから、やはり先

グループさんお願いします。

ほど 7 グループからもありましたが隠岐と本土
を治療で通われています。治療の方を重視してい

＜グループ発表 5（6 グループ）＞
6 グループでは、患者様からお話を聞きました。
告知の時ですがご姉妹と一緒に隠岐病院でも聞い

た時期よりも今の方が隠岐の生活を重視していた
だき、受診時間なども考慮していただき、本土の
病院に本当にお世話になっているということで

た後に本土の方でも聞くのですが、ご姉妹で一緒
にお聞きになりました。出産を控えていた娘さん
がおられて、その子どもさんにはすぐには言えな
かったとおっしゃっていました。治療を続けてい
く上で、最初は手術ができないという重篤な状態
から始まったので、今の内に好きなことをされて
いた方がいいですと言われたりもして、本人とし
ては開き直ったと言いますか、そういうところか
ら入ったので、気持ちも大変だった半面、生活の
方も好きなこともしようということで入られたそ
うです。その内にお孫さんができたりして、自分
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す。
これも地域連携室同士で話し合って関係も良く
なっていますが、隠岐病院の看護師として思うと
ころは、地域連携室同士で話をして、けっこう綿
密な話もしていただいていますが、先ほども出た
ように、本当にその患者さんの背景とか、帰って
からの生活のことなどになりましたら、もう少し
突っ込んだ、もう少し詳しい情報共有が必要だな
ということはいつも感じています。たとえば看護
師同士でなければ分からないようなこともありま
すので、認定看護師さん同士とか、看護師同士、

ながら入院生活を過ごすことができて大変楽し

師長などの間でもう少し詳しい話ができれば、退

かった、家に帰ってからの方がすごく落ち込んだ

院時などにもう少し考慮してもらうことができる

と言っておられました。

のではないかなと思っています。以上です。

それから患者さんの方から相談員さんの方にど
のような指導をしているのですかという質問が

■ 高橋

ありがとうございます。あと一歩踏み

あったのですが、相談員さんからは、私たちは患

込んだこととか、情報提供書に書いてあることの

者さんと一緒に話をして、話をしていきながらそ

プラスアルファの情報など、どこのまちでもそう

こを整理して一緒に考えるスタンスなのですよと

ですが、たしかに本当に課題だと思います。それ

いうことを教えてくれました。

では次、お願いします。

それから、隠して治療をするのは大変ではない
ですかという質問があったのですが、近所の方や

＜グループ発表 6（4 グループ）＞

周りの方に隠して治療をしていくのは本当に大変

4 グループです。患者さんからなのですが、ま

なことだと思うのですが、その人なりに隠す理由

さか自分ががんになるとは思わず、なった時はす

があるのだと思うし、その人なりの考えもあると

ごく落ち込んだということです。今は元気にして

思うので、まずはその人の考え方を尊重して、支

いて、患者になって思うことは、治療もさること

え合っていくのが大事ではないかという話をしま

ながら精神的ケアが非常に大切だと思ったという

した。以上です。

ことです。今は「隠岐たんぽぽ」などで同じ待遇
の人と話すことができ、心の支えになり気分転換

■ 高橋

にお裁縫をしたり、身近にあるもので生活の中で

とそうなのでしょうね。色々な事情、色々な理由

使えるものを作ったりしていますということでし

があって、最初は言えなかったけれども途中から

た。病気になってから分かったことや始めたこと

開き直って言ってしまう、ぶっちゃけてしまうと

があると言っておられました。

いうのもあるかもしれません。でも「言った方が

入院している時に同じ病室の患者さんとも初め

ありがとうございます。たしかにきっ

楽になるよ」とは一方的には言えないですよね。

はカーテンが閉まっていてまったく会話などもな

色々な理由があると思うのです。入院仲間のこと

かったのですが、少しずつカーテンが開いていく

も本当にそうですね。それでは最後に残った第 3

ようになって、みんなと話し合いながら支え合い

グループさんお願いします。
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ないという方もいらっしゃるということで、この
＜グループ発表 7（3 グループ）＞
第 3 グループの発表をさせていただきます。

バランスをどう取っていくかということが課題か
と思っています。

第 3 グループは「隠岐たんぽぽ」を創設された

あわせて西ノ島町のサロンの現状もお聞きしま

永見さんがいらしたり、先ほど発表されました横

した。人数が減って活動が少なくなってきている

地正一郎さんの奥さんとか、がんのご体験があり

ものの、まだ一生懸命にみなさん、活動を続けて

現在相談業務をされている方とか、産業保健総合

いるということでした。ここも問題点としては男

支援センターの方など非常に色々な方がおられ

性の方が非常に少ないということで、これはどの

て、色々な話が聞けました。

地域もそうなのかなとは思っていますが、男性が

まず「隠岐たんぽぽ」を創設された話ですが、

こういうサロンに参加するためにどうしたらいい

今の隠岐病院長の小出先生の前の院長であった松

か、考えていく必要があろうかと思っています。

江赤十字病院の院長でいらっしゃいました武田博

それから横地さんの闘病のご体験の話を聞いて

士先生の時代に永見さんが一緒に立ち上げたとい

いますが、やはり金銭的なフォローが行政からは

う話をしていただきました。内容としてはみなさ

必要なのではないかなと感じたところです。横地

んで悩みごとなどを共有したり、お話をする時間

さんは声帯を取っていてシャントを入れていると

があり、それから漢方薬であったり、痛み止めな

いうことなのですが、そういう医療器具の助成制

どの医療的な知識を深めるための勉強会を月に 2

度というものも今後は町や県で考えていく必要が

回、1 日と 16 日に定例会としてやられていると

あろうかと思っています。

いうご報告をいただいています。同じ悩みを持っ

本日はがん治療と暮らしの両立ということでし

ている方々が集まる、同士の方々なので非常に話

たが、後半はがん治療と仕事ということがほぼメ

やすいですし、他の地域、たとえば本土の出雲の

インになっていました。産業保健総合支援セン

サロンの方々との交流もあり、泊りがけで宿泊も

ターの方が来られていましたので、ぜひ会社の担

され、今も本当に裸の付き合いをされているとい

当者だけではなく、社員の方に幅広く知っていた

うご報告でした。

だきたいという要望がありました。冊子もあると

私が問題点として思ったのは、「隠岐たんぽぽ」
に入っていない方もいらっしゃること。言いたく

いうことでした。また上司や同僚という職場のみ
なさんのコミュニケーションが非常に大事だとい
うことです。ここまではできる、あとはお願いし
たいという、きちんとコミュニケーションがとれ
る職場が良い職場なのだろうと感じたところで
す。以上でございます。
■ 高橋

どうもありがとうございます。本当に

色々なポイントが出たと思います。今日は様々な
お立場、背景の方がご参加くださったおかげで、
色々な論点が出ました。一朝一夕に解決できるも
のではないかもしれませんが、経済的問題は、治
療費だけではなく交通費もかかる、家族の費用も
44
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かかる、宿泊費もかかる、器具の助成もあった方

す。

がいいかもしれない。何かそれぞれの土地ででき

空家利用云々という宿泊に関しては、それぞ

るところから進めていくことが必要なのだろうと

れの土地の事情があると思いますので、何か良

思います。

いアイデアが出れば「隠岐・松江モデル」など

それからサロン同士の交流や入院中の仲間な
ど、同じ経験をしているからこそ、お互いを思い
やれるということは、がんに限らずあるような気
がします。

隠岐の島と本土との連携の効果はたしかに出
ている。ただもっともっと、さらに連携してい
く余地はあるというご意見も多かったと思いま

として全国から注目されるのではないかなと思
います。
自分の立場で何ができるかを考えることと、
今日出会った方々とどう今後もつながっていけ
るか、この場所をどう使うか、またご 一 緒に考
えていただければ大変幸いです。
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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「ご当地カフェ in 隠岐」の司会を終えて

今井

雅浩

隠岐広域連合立隠岐病院内科医長／緩和ケア・化学療法委員会委員長

今日は、
「離島でがんと共に生きる」というテー

に行くとはなりません。何度も何度も説得して、

マでしたが、最後に私も、告知をしたり、その後

われわれもそうですし、看護師さんも、コーディ

に治療をしたり、最期の看取りをさせていただく

ネーターの方も色々説得して理解していただいて

こともある立場で二、三思うことをお話させてい

やっと行っていただけるという方が多いような気

ただきたいと思います。

がします。

病気をお伝えしたら、すぐに本土の方に行きま

そうは言ってもなかなかステージも進んでいて

しょうと言うと、「行きます。」と言ってくださる

根治は難しいのではないかというお話をした時に

方もいるのですが、年上の方にとくに多いのです

「じゃあ隠岐で」と言われる方がいらっしゃいま

が「もう、隠岐でやれることをやってもらえたら

す。しかしやはり本土に行っていただいた方が、

いい。向こうには絶対に行かない。」と言われる

その方のその後の QOL は良くなるのではないか

方がいらっしゃいます。お話をよく聞くと、ここ

とわれわれは思うこともあり、行っていただきた

までやったからもう十分、だからいいのだと言う

いなと思うのですが、それでもやはり行かない。

方もおられるのですが、ご高齢の旦那さんに迷惑

ここでやってくれればいいと言われます。放射線

をかけるとか、子どもには迷惑をかけたくないか

治療を受ければ喉の詰りももう少し楽になって、

らここでやれることをやってくれればいいという

あとの生活がすごく楽になりますよとお話しても

話をされる方も少なからずいらっしゃいます。
先ほどからいっぱいお話は出てきていると思い

「もういいよ。」と言われる方がおられます。
必ず行かなければいけないということではない

ますが、そういう方々が行きやすくなるような、

のですが、何とかそういう方たちに良い形と言い

連携と言いますか、物理的な面、経済的な面も含

ますか、満足していただけるようにとか、納得し

めて何か手があればいいのかなという気はしま

ていただけるようにと言うのがいいのか、難しい

す。行くことを説得するのも大変時間がかかりま

のですが、その状況を受け入れてなるべく良い形

す。本土でしたら 2 時間かかりますが、隠岐の

に持っていけるようにしていきたいと思います

方からも行けるところなのです。ただ、1 泊をす

し、そういう形が色々とできてくればいいのかな

るとか、子どもがいるからとなるとなかなかすぐ

と思いました。
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閉会の挨拶

小出

博巳

隠岐広域連合立隠岐病院院長

今日はわれわれ医療者以外に様々な部署・分野

えないと難しいかなと感じます。そこでこういう

の方に集っていただいて、色々な見解も出され、

ように色々な方が集って情報を共有して何かでき

まとめてもいただきましたので私から申しあげる

ればいいのかなと思いました。

ことはないのですが、われわれ医療者はつい病気

今日は今シーズンではいちばん隠岐は寒かった

だけを診てしまいがちです。患者の背景などは十

です。朝、車のフロントガラスに氷が張っていま

分に見ていないということは日ごろから感じてい

した。日中も寒くて、そういう中でたくさんお集

るところです。

まりいただきありがとうございます。それからこ

こういう会を通して今後色々な見方をしていき

ういう機会を与えていただいた国立がん研究セン

たいと思います。QOL と簡単には言いますが、

ターの方にもお越しいただき、また松江赤十字病

より良い生活ということで、今日のタイトルにも

院の方にもわざわざご来島いただきました。こう

ありますが「がんと共に生きる」ということでは、

いう良い機会を与えていただいたことに感謝した

どのような病気でもそうですが、いかに生きるか

いと思います。

ということが大事だと思います。死ぬ時にどう

またみなさんと顔の見える形を作って、病院と

思って死ねるかです。「がんだったけれど幸せな

してはがんに限らず種々の医療をより良いものに

人生だった」と思って死ねればいいかなと思いま

したいと思っています。あとはマンパワーが少な

す。そのためには周りからの色々なバックアップ

いということがひとつあります。それに交通の問

が必要だと思います。様々な視点、色々な意見が

題もありますから、そのへんは人口減少もありな

ありますが、そこを関連する分野・部署の方とう

かなか難しいですが、何らかの良い形を、個人で

まく意見交換をして、より良くなればいいと思い

は難しいでしょうが、ひとつの大きな組織として

ます。

行政を動かして、より良くできることがあればい

われわれのグループでもちょっと出ましたが、
たとえば行政に、直接、個人的に言ってもなかな

いかなと思います。
どうも今日はお疲れさまでした。＜拍手＞

か変わらない。行政に訴えるにしても組織的に訴
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「ご当地カフェin隠岐」アンケート集計
平成30年11月24日（土）実施

参加者 66名
回答者 42名（回答率 63％）

アンケート集計

性別

男性

女性

未回答

31.0%

64.0%

年齢
7.0%

20歳代
12.0%

30歳代

26.0%

40歳代

50歳代

5.0%

60歳代

立場（複数回答）

70歳代以上

17.0%

21.0%

17.0%

参加して有意義だったか
95.2%

患者・家族

有意義だった

35.7%

まあまあ有意義だった
医療関係者

57.1%

行政関係者
企業関係者

14.3%

どちらとも言えない

0.0%

あまり有意義ではなかった

0.0%

有意義ではなかった

0.0%

2.4%

新たな情報が得ることが出来たか

未回答

出来た

2.4%

まあまあ出来た

どちらとも言えない

2.4%

あまり出来なかった

83.3%

様々な立場の方と交流出来たか

出来た
76.0%

0.0%

0.0%

16.7%

まあまあ出来た

あまり出来なかった
22.0%
2.0%

ご意見、ご感想等（自由記述）
原文ママ

隠岐も４島あるため、島それぞれで医療事情や環境、文化が異なる。島の行政、医療、島民が歩み寄って自分の暮らす島でより
良い医療、暮らしが出来るように今後も活動したいと思う。
患者会の大切さ、病気になった者でないと分からないようなことを共有することは大切なことだと改めて思った。
満足！！
がんになった本人、家族の心理面へのケア、経済的負担の軽減が課題だと感じた。町外通院費用の助成制度があるが、その他
にも医療器具の消耗費など負担が大きいという意見があり、必要性があると感じた。新たに知ることが出来たことがたくさんあった
ので持ち帰り業務に活かしていきたい。
いろいろな意見を聞くことが出来てよかったです。
隠岐病院内にカテーテルや放射線等を設備し、定期的に本土より先生に来ていただいて診察していただければ、体や家族の負担
も軽減されるのではないでしょうか。
時々、隠岐から入院してこられる患者さんがあり、実際の患者さんの意見は貴重でした。なかなかこのような機会はないので、とて
も良かったです。
このような会の継続と組織化を願います。
いろいろな立場の方のたくさんの意見を聞くことが出来、とても貴重な時間となりました。隠岐の患者さん、患者さんの家族、医療
従事者、行政の方の話を聞き、隠岐のパワーを感じました。本土の病院から隠岐に戻られる患者さんを安心して信頼して送り出せ
ると感じました。
放射線治療など、隠岐で出来ない治療のために本土の滞在費、交通費など助成があると良い。
各病院、スタッフ、地域の皆様、各職種の皆様とお話が出来てよかったです。離島ならではの悩み、工夫を一緒に考えるきっかけ
が出来たような気がします。病院で出来ることを出来ることから取り組みたいと思いました。担当のみなさま、すてきな会だったと思
います。準備等々ありがとうございました。
今回出た患者さんの思いや提案がきちんと伝わっていくことを願います。
家族の費用は大きいが、一緒に一番近くで病気と闘ってくれるのは家族なので、その滞在費用については助成を作っていただけ
ると嬉しいと思います。
隠岐に来てとても良かったです。
相談窓口には、本人が行きたくないと聞くこともあります。行きたくない方も１人で頑張ってきた人が多い印象を受けます。ツール、
手段がもっと増えるといいなと思います。
など

