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『国立研究開発法人 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＊

「がんサバイバーシップ オープンセミナー」「公民館カフェ」「ご当地カフェ」

平成 27 年度活動報告』発行にあたって 

　がんサバイバーシップとは、病気がわかった後を生きていくプロセス全体のことです。国立がん研究セ
ンターがんサバイバーシップ支援部では「がんになった後」の暮らしや生き方をさまざまな角度から考え
る目的で、3 種類の学習イベント「公民館カフェ」「ご当地カフェ」「がんサバイバーシップ オープンセ
ミナー」を平成 25 年度から主催しています。
　これらの会はいずれも、がん体験者・家族・友人・企業関係者・行政担当者・一般市民など、すべての
方に開かれており、活発な学びと参加者同士のネットワーキングの場として展開してきました。
　会の概略はカフェ公式サイト（http://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/05survivor/05surviv
or_05.html）で報告されていますが、より詳しい記録を望む声が多数寄せられたため、平成 27 年度に
開催した全 8 回のイベントの記録を冊子にまとめることになりました。
　今年度のテーマは、就労、親子関係、がん情報、がん治療と歯科、旅行、IT 活用など多岐にわたります。
ご感想や今後のテーマなど、皆さまからのメッセージをいただければ幸いです。

平成 28 年 3 月
国立研究開発法人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
高橋　都

事務局（がんサバイバーシップ支援部内）：104-0045　東京都中央区築地 5-1-1
cis-sr-cafe@ml.res.ncc.go.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　 平成 28 年１月に国立がん研究センター内の組織名称の変更があり、「がんサバイバーシップ支
援研究部」は「がんサバイバーシップ支援部」になりました。本『報告』では、旧組織名での
活動ならびに所属もすべて現組織名の「がんサバイバーシップ支援部」に統一しております。
また他部署の組織名称変更も同様に現組織名表記にしております。

◇　�「公民館カフェ」：もんじゃ焼きで有名な東京都中央区月島の区民館で、がんと暮らしに関連するさまざまなト

ピックについて学び、語り合う学習イベントです。講演に続き、お茶やお団子を囲んで小グループの話し合い

をしています。

◇　�「ご当地カフェ」：「公民館カフェ」のリラックスしたスタイルにならい、全国各地の医療機関との共催で、地元

の方々と一緒に「がんと暮らし」を学ぶイベントです。講演と小グループの話し合いというかたちは同じです。

平成 27 年度は金沢市と名古屋市で開催しました。

◇　�「がんサバイバーシップ�オープンセミナー」：平成 27 年度から始まった新しいセミナーです。国立がん研究セ

ンター内の会議室で、がん治療が心身や生活に与える影響や、それらへの対処のあり方を学びます。「カフェ」

が参加者の交流を重視するのに比べて、本セミナーではとりあげるテーマをより学術的に掘り下げます。
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オープンセミナーⅠ

第１回 2015 年 8月 10日

第２回 2015 年 10月 26日

第３回 2015 年 12月 17日

第４回 2016 年 2月 17日

がんサバイバーシップ



　みなさんこんばんは。国立がん研究センターが

ん対策情報センターの若尾と申します。本日は本

当にお忙しい中お集まりいただきありがとうござ

います。本日は記念すべき第 1 回がんサバイバー

シップオープンセミナーとなります。2 年前から

になりますが「公民館カフェ」、あるいは地域に

出て「ご当地カフェ」などをやらせていただきま

したが、その発展形として、勉強の部分をより強

化し、サバイバーシップの検討を行ないます。ま

たがんサバイバーシップに関心を持っている方の

ネットワークを創っていこうということも考えて

おります。

　本日のテーマは「がん治療とお口の関係」とい

うことで、国立がん研究センター中央病院歯科医

長の上野尚雄先生にお話しいただきます。医科歯

科連携は第 2 期がん対策推進基本計画でも非常

に重要視されておりまして、さまざまな取組みが

行なわれています。医科歯科連携をうまく進める

ことは、患者さんの QOL をあげ、その後の治療

成績にもつながるのではないかと思いますので、

そのあたりのお話を今日はしっかりと聴いて、積

極的にご意見等いただき、それを多くの方に伝え

ていただければと思います。本日はどうぞよろし

くお願いいたします。

第1回�がんサバイバーシップ�オープンセミナー

がん治療とお口の関係
～安全ながん治療のための、歯科の役割～

メインテーマ

2015 年 8 月 10 日
18 時 ～ 19 時 30 分

国立がん研究センター　特別会議室　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

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

開会の挨拶
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　本日はようこそお出でくださいました。最初に、

「オープンセミナー」を始めることになった経緯

をご説明いたします。

　国立がん研究センターがんサバイバーシップ

支援研究部は、２０１３年の 4 月に立ち上がり、

現在 3 種類の学習イベントを展開しています。

２０１３年度から続けているのが「公民館カフェ」

と「ご当地カフェ」。そしてこの「オープンセミ

ナー」が３つめになります。

　「公民館カフェ」では、がんサバイバーシップ

に関連して毎回異なるテーマをとりあげ、講演を

通じて学ぶとともに、小グループの話し合いを通

じてネットワーキングをしてきました。がん体験

者・ご家族・医療者・一般市民が同じプラットホー

ムで話し合うことがたいへん好評で、新聞でも紹

介されました。中央区月島区民館で開催されるこ

の学習イベントは、すでに 10 回続き、さまざま

なトピックをとりあげてきました（スライド１）。

たとえば、外見ケアの回では、国立がん研究セン

ターアピアランス支援センターの野澤桂子先生に

お出でいただきました。また ASCO（American 

Society of Clinical Oncology: 米国臨床腫瘍学

会）の患者プログラムに日本から参加された天野

慎介さん（一般社団法人グループ・ネクサス・ジャ

パン理事長）の「患者が学会に参加するというこ

と」の報告や、体験者の方によるアドボカシー活

動をとりあげた回もありました。国立がん研究セ

ンター東病院の小川朝生先生や堂谷知香子先生に

よる「がん患者向け禁煙外来」のお話。日本代表

男子車椅子バスケットボールヘッドコーチの及川

晋平さんからは、病気になってもいかにスポーツ

を楽しむかというお話をうかがいました。先日開

催した第 10 回では、「がんになっても旅をしよ

う」というテーマで、NPO 法人 Check 代表理

事金子健二さんが、旅行会社やトイレの整備状況

のお話をしてくださいました（118 ページ参照）。

　スライド 2 は公民館カフェ参加者の第 6 回ま

での集計です。申込者がだんだん増えていること

がわかります。がん体験者やご家族の方がいちば

ん多いのですが、同じくらい医療者の参加があり、

さらに企業関係者やメディアの方も参加していま

す。また回を追うにつれて、お友だちから誘われ

たという、今のところがんとは縁がない一般市民

の方や、あるいは市民活動をされている方なども

興味をもってやってきてくださいました（スライ

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

スライド 1　公民館カフェ各回テーマ

がんサバイバーシップ�オープンセミナーの趣旨説明

7がんサバイバーシップオープンセミナーの趣旨説明　



ド３）。

　参加者アンケートからは、「出会いが楽しい！」、

「視野が広がった」、「元気をもらった」、「さまざ

まな背景の方と話ができる」、「暮らし密着の話が

聞けるのが良い」、「自分の技術をがんになった後

の暮しに役立てたい」、「病院では聞けない患者さ

んの実体験を知って参考になった（医療者）」な

どという声が寄せられています（スライド４）。

　「公民館カフェ」の好評を受け、がんサバイバー

シップ支援部では、カフェの地方展開版として

「ご当地カフェ」というイベントも年に 2 回実施

しています。今まで沖縄県、宮城県、北海道、奈

良県で実施しました。今年は石川県と愛知県で開

きますが、これまでの開催地でもご好評をいただ

いています（スライド５）。異なる背景の方々が

一堂に会してがんと暮らしを語る機会は、どの地

方でもあまり多くはありません。国立がん研究セ

ンターが各地の「ご当地」にうかがい、その場所

の医療機関と共同開催をすることで、いろいろな

方が集まるきっかけができます。このイベントで

も、講演とともに参加者のグループワークが好評

です。

　さて、今日の「オープンセミナー」です。「公

民館カフェ」や「ご当地カフェ」を展開していく

スライド 2　公民館カフェのこれまでの参加者（1）

スライド 3　公民館カフェのこれまでの参加者（2）

8 Ⅰ　オープンセミナー・第 1回



うちに、参加者の方から、診断後を生きていくこ

とに関するさまざまなテーマについて語り合うだ

けではなく、より深い知識も得ていきたいという

声があがり始めました。特定のテーマについてよ

り学術的に掘り下げ、質疑応答の時間を十分に確

保してしっかり学ぶ機会への要望です。そのよう

な方向性も大事にしたいと思いました。

　また、今までは区民館やご当地に出かけていま

したが、「オープンセミナー」は国立がん研究セ

ンターの会議室で開催することにしました。セン

ター内で開催することで、スタッフもこれまでよ

り参加しやすくなります。年度末には活動記録と

して、講演記録や質疑応答をまとめた冊子を作成

することにもいたしました（スライド６）。

　この第３の学習イベント「オープンセミナー」

を、がんサバイバー、ご家族、医療者、企業、行

政関係者、研究者など、多様な背景を持つ方々が

集ってがんサバイバーシップについて考える機会

にしていきたいと思います。以上、趣旨説明でし

た。

スライド 5　ご当地カフェ＜がんになったあとの暮らしを学ぶ・
語る・笑顔になる市民参加型学習イベント＞

スライド 6　オープンセミナー＜がんになったあとの暮らし
を学ぶ・語る・笑顔になる市民参加型学習イベ
ント＞

スライド 4　公民館カフェへの評価
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上野　尚雄
国立がん研究センター中央病院歯科医長

がん治療とお口の関係�
〜安全ながん治療のための、歯科の役割〜

はじめに
―がんセンターの歯科の仕事とは？

　本日のセミナーには、医療者だけでなく、いろ

いろな方が来られるとうかがっております。はた

して僕はどういうお話をしたらいいか実は今も悩

んでいます。みなさん、国立がん研究センターに

歯科があることとか、がん治療の現場で歯科は何

をしているのかをきいたことがある方はどのくら

いおられるでしょうか。< 参加者挙手 >3 分の 1

ぐらいの方はご存じのようですが、残り 3 分の

2 の方は、「がん治療の中で歯科は何をしている

のか ?」と思っておられるのではないかと思いま

す。

　そもそも歯科には「怖いところ、痛いところ」

とあまりいいイメージはありません。私どもの歯

科に来られる患者さんも、多くの方は少し緊張し

た顔で来られます。

　がんセンターの歯科では、実は一般的な歯科の

治療はあまりしておりません。私たち歯科は、歯

の治療ではなく、がんと闘っておられる患者さん

の「しっかり食べる」を支えることで、がん治療

を支援する仕事を行っています。

　「がんセンターの歯科ではどんな仕事をしてい

るのか」、そしてわれわれ歯科がお手伝いできる

「円滑ながん治療のために、お口からできること」

を、本日のセミナーでぜひ知っていただき、歯科

の怖いイメージを少し払拭できれば嬉しく思いま

す。

　がんセンターの歯科の仕事は、がん治療がなる

べくスムーズに進むよう、なるべく治療の痛みを

少なくし、少しでも安心して頑張ってもらう「が

ん治療を上手に乗り越える」ためのお手伝い、が

んとの闘いの中で生活の質をなるべく落とさず、

少しでも療養生活の質を高く維持するためのお手

伝いです（スライド 1）。

　がん治療中の療養生活の質とお口には、どのよ

うな関係あるのでしょうか。実はがん治療の影響

によって、患者さんの口内に色々なトラブルが起

こりやすくなるのです。治療が始まったとたんに

歯肉が強い炎症を起こしたり、口の中がただれて

血だらけになってしまったり、口の中の細菌が感

染を起こしたり、時には口の中にカビが生えてし

スライド 1
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まうこともあります。口腔がんの患者さんではな

くても、口の中がそうなることがあるのです。まっ

たく口とは関係のないはずのがんで、治療を始め

た患者さんのお口の中がひどい状態になってしま

う。治療を受けるすべての方がみんなそうなるわ

けではないのですが、それでも実際にお口の症状

で苦しんでいる患者さんがたくさんいる。こうい

うことがあるということをぜひ知っていただきた

いです。

　口の中がただれてしまう口腔粘膜炎、免疫力が

落ちた時に口の中の細菌が急に暴れて悪さをする

感染症、最近ではあごの骨が壊死を起こすという

大きな薬の副作用も知られています。そうでなく

てもしんどかったり、だるかったり、気持ち悪く

なってご飯も食べたくなくなってしまうこともあ

ります。がんセンターで歯科医師として働いてい

ると、治すためのがん治療の副作用で、食べるこ

とや話すことが一時的とはいえ非常に大変な状況

になる患者さんがたくさんおられることに驚かさ

れます。

　がん治療中に起きる口腔内のそのようなあらゆ

る問題に対して、苦痛を緩和し、最後までがん治

療をやり遂げていただくために、歯科的なお手伝

いでお口のサポートを行うことが僕たちの仕事で

す。歯科として、お口からがん患者さんを支援す

るという仕事を、私は静岡県にある県立静岡がん

センターで勉強をして、それから国立がん研究セ

ンターに来させていただきました。10 数年来が

んセンターで仕事をしてきましたが、私の師匠か

らは、いつも 3 つの歯科の目的を指導されてき

ました。１つ目は口腔合併症の予防やリスクの軽

減をめざすこと、2 つ目は起きてしまった口腔内

合併症の症状を緩和し療養生活の質の維持向上に

努めること、3 つ目は治療中だけではなく、治療

が終わっても最後まで患者さんの口腔の機能を維

持し療養生活の質の維持向上を図ることです。

がん治療開始前から
―口腔内合併症予防やリスク軽減はできないか ?

　ひとつめの目的は予防です。副作用があること

は、あらかじめわかっていることでもあります。

この薬はこういう副作用があるとわかっているの

であれば、それをゼロにはできないかもしれませ

んが、事前に対策をしてつらさを和らげられない

かということです。

　いろいろな論文、いろいろな研究者が、がん治

療中の口の副作用について研究している中で、現

時点で共通の認識として言われていることがあり

ます。それはがん治療中に起るお口の問題には、

口腔内の細菌が少なからず関与しているというこ

とです（スライド 2）。

　実はお口の中は人間の身体の中でも非常に細菌

が多い部位で、またその種類も多く、さらにその

細菌が慢性の病巣をつくるという特徴がありま

す。口の中に細菌がたくさんいても、病巣があっ

ても、体力のある時は何ともないのですが、がん

治療が始まって体力が低下したり、免疫力が低下

した時に、今まで仲良くしていた細菌が、急に牙

をむいて悪さのもとになってくるのです。そこに

何か予防的に関わることはできないでしょうか。

　このような考えのもと、ひとつの取組みとして

スライド 2　がん治療中の口腔トラブルは口腔内の細菌が少
なからず関与している
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始まっているのが、がんの手術を受ける患者さん

に対してのお口のケアについてです。

　がんの手術の後の合併症と言いますと、みなさ

んは傷のくっつき具合や傷が化膿してしまったと

か、手術の傷の問題をすぐに思い浮かべると思い

ますが、実はそれ以外にもいろいろな合併症のリ

スクがあります。その中で、術後肺炎というもの

があります（スライド 3）。手術の後に細菌が肺

の中で感染を起こして、熱が出たり呼吸が苦しく

なったりするものです。実はこの術後肺炎は手術

後の合併症の中で、少なくない頻度で起ることが

報告されています。発症頻度は 1.5 〜 6%、ア

メリカでの大きな調査報告では 3.0% 前後と言

われています。全身麻酔の時には、人工呼吸器の

チューブが口から気管に入りますので、口の細菌

が肺の中に入りやすくなるからです。手術の場所

も関係し、口や喉や食道に関わる手術だと数 %

の術後肺炎のリスクが 10 〜 20%、またはそれ

以上に悪化します。術後肺炎は呼吸の苦しさや発

熱だけでなく、入院期間の延長など、いろいろな

リスクとも関連があります。少しでも減らさねば

なりません。

　術後肺炎のリスクを少しでも減らそうという、

ひとつの取組みの報告があります。スタンフォー

ド大学の取組みです。全身麻酔での手術後、術後

肺炎を起こしてしまうと、せっかく傷の具合がい

いのに肺炎のせいで苦しい思いをしたり、入院の

期間が延びてしまうことがある。それなら、予め

リスクを減らしてから手術をしようということ

で、外科病棟に入院した患者 3,319 名を対象に、

手術をする前に口腔内を徹底的にきれいにして細

菌が少ない状態にし、それから手術後に呼吸機能

が落ちないようにリハビリの先生や理学療法士さ

スライド 3　術後肺炎

スライド 4　病棟での口腔ケアを含む肺炎予防プログラムは肺炎の発症率を 4分の 1に
減少させた

んが呼吸機能を維持するリ

ハビリをして、いい状態、

万全な状態で手術をしても

らうことにしました（スラ
イド 4）。この前向き研究

の結果、いい状態にしてか

ら手術をすることで、術後

肺炎の発症頻度が 4 分の

1 に減ったのです。統計学

的にも有意な差を持って肺

炎は減っているという結果

でした。予防的な取組みに、

大きな意味があったという

ことです。

　また日本でも歯科の介入
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効果のさまざまな研究が行われています。舌にが

んができで、食べづらい、しゃべりづらいという

状態になってしまうと、お口の中が痛いので歯ブ

ラシなどが使えず、汚れがいっぱいのお口になっ

てしまうことがあります。この状態で手術すると、

術後に傷口に感染を起こしたり、肺炎になったり

しやすくなってしまいます。スライド 5 の左右

は同じ患者さんです。写真のように、歯の表面の

ヌルヌルをしっかりと清掃して、病気の場所にた

まった汚れなどをきれいにして、感染のリスクが

少ない状態で手術をするようにします。厚労省の

がん研究助成金を受けた研究では、このように口

の中をいい状態にして手術をすることで、口腔・

中咽頭がんの術後の合併症の発症が有意に下がり

ました。術後合併症の発症率は「口腔ケアあり」

が 16%、「口腔ケアなし」64% でした（スライ
ド 6）。多変量解析という統計解析の結果、口を

きれいにしてから手術することは、このような

口腔・中咽頭がんの手術後の合併症の発症率を 7

分の 1 に減らすことがわかりました。

　抗がん剤の治療ではどうでしょうか。薬による

治療でも口の中にはいろいろな合併症が起きま

す。一般的な殺細胞性の抗がん剤は、細胞分裂が

活発なところ、分裂・増殖が盛んな細胞に効果が

あります。したがって、がん以外の正常な組織で

も細胞分裂が活発なところは影響を受けてしまい

ます。たとえば消化器粘膜です。口腔内の粘膜は

影響を受け、炎症を起こし口内炎が起こります。

お腹の中の消化器粘膜に影響が出ると下痢になっ

たりします（スライド 7）。血液の細胞をつくる

骨髄も影響を受けてしまいます。細菌をやっつけ

る好中球が減ってしまうと感染を起こしやすくな

りますし、血小板が減ると出血しやすくなり、赤

血球が減れば貧血が起こります。特にお口で問題

となるのは、好中球の減少により感染を起こしや

すい状態（骨髄抑制）のため、口の中の細菌が急

に悪さをすることで、これが非常に多いです。歯

科が対応する虫歯とか歯周病などのお口の病気

は、すべて細菌が原因です。僕ら歯科のふだんの

仕事は、ほとんどが口の中の細菌感染の制御であ

り、お口の中の管理の良し悪しはそこにかかって

スライド 5　口腔・中咽頭がん再建手術における口腔ケア介入

スライド 6　口腔ケア介入による頭頚部再建手術の術後合併
症発症率

スライド 7　抗がん剤治療は細胞分裂が活発な組織が影響を
受ける
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います。抗がん剤による骨髄抑制でこれらお口の

細菌が悪さをしやすくなるのです。

　また唾液をつくる組織も影響を受けるので抗が

ん剤を受けると大変口の中が乾いてガサガサに

なってきます。唾液は口の中をきれいにする作用

があるので、これが減ってくるだけでさらに細菌

が悪さをしやすくなります。さらに、だるい、気

持ち悪いという時には、今まではしっかり行って

いた歯ブラシがとてもいやになります。奥歯まで

歯ブラシを入れたらそれだけで「ウッ」と吐きそ

うになってしまい、きれいにできない。そうする

と感染のリスクはさらに上がります。最近のいろ

いろな研究論文でも、抗がん剤をやるとまちがい

なく口の中の感染病巣の再燃や増悪が起きるリス

クが上がると報告されています（スライド 8）。口

腔の細菌感染はお口の中が痛くなったり腫れたり

するだけでなく、時には全身に悪影響を与えます。

好中球が少ない時に起こった感染症は、きちんと

対応しないと命に関わるということは内科の先生

がよく言われることです。2007 年の論文では、白

血病の患者さんが行うような造血幹細胞移植とい

う大きな抗がん剤治療を受ける患者さん 1,000

人の内、1.8 人は今でもお口の細菌が原因の感染

で命を落としているという現実があり、絶対にお

口の管理をしてくださいと報告しています。お口

の管理の中心は感染を起こしてからあわてるので

はなくて、リスクの高い、大きな治療を乗り越え

るためには万全の態勢でやる必要があり、治療す

る前にできる限りリスクを減らしてから、治療に

臨むことが推奨されています。National Cancer 

Institute（NCI：米国国立がん研究所）の情報手順

では、「がん治療が始まる 2 週間前までに歯科を

受診しておくこと」が推奨されています。治療前に

一度歯科に行って、お口の中の感染リスクをチェッ

クしてから治療に臨んでいただけませんか、と明

記されています（スライド 9）。

　また、あごの骨ががん治療の薬の影響で壊死を

起こすという信じられない副作用が知られていま

す（スライド 10）。こんなお口の副作用が実際

スライド 8　口腔内は慢性感染病巣の宝庫

スライド 9

スライド 10　薬剤関連顎骨壊死：MRONJ（Medication-
RelatedOsteoNecrosisofJaw）

14 Ⅰ　オープンセミナー・第 1回



に起きているのです。薬剤関連顎骨壊死と言い、

がん治療で使用される一部の薬剤の重篤な副作用

です。いろいろな薬剤で起るのですが、発症率は

1% 前後、100 人に 1 人ぐらいと言われていま

す。100 人に 1 人というと、そう多くはないか

と思われるかもしれませんが、この副作用は実際

に起ってしまうと食べること、しゃべることは大

きく障害され、患者さんの生活の質をかなり落と

してしまいます。100 人に 1 人だからというこ

とではなく、少しでもリスクは減らしておかなけ

ればなりません。あごが壊死を起こしてしまって

からでは、なかなか良い対策がないからです。

　スライド 11 の多施設の研究では、あごが腐

るリスクのある薬を使う前に歯科を受診してお口

の中を清潔な、いい状態にしてから薬を使ったグ

ループと、そのような処置をしないで薬を使った

グループとで、あごの壊死の発症リスクを比較し

ました。すると、事前に歯科を受診して、お口の

中をいい状態にしてから治療に入ると、壊死の発

症率が 3 分の 1 に減り、また起きたとしても重

症にならずに済むことがわかりました。今、いろ

いろな治療ガイドラインで、治療の前に必ず歯科

を受診してお口の中をチェック・ケアしてくださ

いと明記されています。

がん治療開始前、歯科は実際に何をするか

　このようにがんセンターの歯科では、がん治療

の副作用の予防についていろいろ頑張っていま

す。具体的に僕らが行っていることは 2 つあり

ます。ひとつは、なるべく機能するお口、食事が

しやすいお口にしておくということです。がんは

ご高齢の方が多い傾向のある病気であり、お口の

中にすでに何か問題がある方が多いのです。合わ

ない入れ歯による傷があったり、スライド 12 の

右上の写真のように壊れた入れ歯でも、「私はこ

れでも大丈夫」と言う方もいます。今まではそれ

で良かったかもしれませんが、これからがん治療

を受けるにあたっては、しっかりと食事ができる、

機能する口でないといけません。合わない入れ歯、

壊れた入れ歯は修理が必要です。グラグラしてい

る歯や砕けた歯の治療をしておく。

　もちろん、これらの歯を全部治そうとすると時

間がいくらあっても足りません。でも「リスクを

スライド 11　予防的歯科介入は骨壊死の発症リスクを減少させる
減らす応急処置」であれば、

がん治療前の短い時間でも

できることがあります。

　スライド 12 の左下の写

真の方は、1 本の歯が噛む

たびにグラグラして食べに

くい。この方のお口の中を

全部治すのはかなりの時間

がかかりますが、この歯 1

本を抜くだけなら 5 分で

終わります。1 本抜歯して

おけば、食べやすくなり、

感染のリスクは減るかもし

れない。右下の方は、虫歯

で歯がボロボロになり、も
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う歯のかたちをしていません。虫歯で歯が砕けて

尖った部分がこのままだと粘膜に擦れて口内炎が

ひどくできてしまうかもしれない。食べる時にも

非常に邪魔です。すべてを治すのは何ヵ月もかか

りますが、この砕けた歯の尖った表面を少し丸め

ておいて危なくないようにしておこう。これも 5

分で終える応急処置ですが、これでもリスクは減

る。全部の歯を治すのではなくて、がん治療の邪

魔になる歯だけでも、応急処置をしてリスクを減

らすのです。

　もちろん万全の態勢、パーフェクトな口が一番

いいのですが、がん治療を控えておられる患者さ

んには、なかなかそうはいきません。私どもの外

来も、今日入院して午後から抗がん剤が始まるの

でお口を診てくださいと言われることがありま

す。それでも僕らは、「30 分やそこらでは、何

もできない」とは言いません。「30 分の間にで

きる、お口のリスクを減らすことを考えましょう」

と言います。明日から抗がん剤なら「明日までに

できるお口の前準備をいっしょに考えましょう」

と言います。もちろん時間が 2 週間あるならで

きる歯科の前準備はもっと増えますし、1 ヵ月あ

ればさらにできます。本当のことを言うならば、

がんになってからあわてるのではなく、常日頃か

らお口をきれいにしてね、という話になります。

　それからもうひとつは、悪さをする細菌を少し

でも減らしておくということです。私の口の中は

きれいですと言われる方でも、歯科で診るといろ

いろな汚れが残っていることがあります。とくに

歯ブラシでは取れなくなっている汚れが歯に付い

ています。歯が痛くないからここ 2、3 年は歯医

者とはご無沙汰ですという方は、おそらく歯石と

言われる歯ブラシでは取れない細菌の汚れがた

まっています。スライド 13 の左上の写真で歯の

隙間を埋めているのは、全部細菌の塊、歯石です。

右上が歯石を取り除いた写真です。こうやってき

れいにしておきます。もちろんご飯を食べたり、

時間がたったりすると、また細菌が増えてきま

す。このきれいな状態を維持するために一番大事

なのは、やはり歯ブラシです。多くの学者さんが

いろいろな研究をしています。強い消毒薬でのう

がいとか、抗生物質の予防的な使用などが一時良

いのではないかと言われましたが、今これらは全

部、効果がないことがわかっています。歯ブラシ

で物理的にこすってきれいに汚れを取ることが、

もっとも確実なお口の感染予防策なのです。もち

ろん歯ブラシできれいにしてくださいと言うだけ

で完璧にきれいになるのであれば歯医者は要りま

せん。お口の状態に合わせた適切なブラッシング

の方法をいっしょに相談します。繰り返しになり

スライド 13　がん治療前に口腔の感染リスクを減らすスライド 12　がん治療前に歯科疾患の応急処置を

16 Ⅰ　オープンセミナー・第 1回



ますが、お口にとっては歯ブラシがもっとも確実

な感染予防になります。虫歯予防だとかエチケッ

トのための歯ブラシではなくて感染から自分自身

の身を守るための技として、感染制御としてのブ

ラッシング方法を習得してもらいます。

　このように、僕らの仕事は口の中を 100 点に

しようというものではありません。歯科治療とい

うと、時間がかかる、大変な治療をされるのだろ

うと思うかもしれませんが、僕らは虫歯がいっぱ

いあっても、それががん治療の邪魔をしないもの

であれば、それはそれでいい、がん治療が終わっ

て病気をしっかりやっつけてからゆっくり虫歯を

治せばいいと考えています。ただ、がん治療の邪

魔をする虫歯はよくありません。「今、歯が痛い

です」とか「グラグラで噛めません」という状態

であれば、がん治療が始まる前に、少しでもでき

る何かを考えましょうということになります。可

能な範囲の歯科治療で最善を尽くすということで

す（スライド 14）。

　このような取組みを続け、現在私どもの歯科を

受診される初診の患者さんのほとんどは、お口で

困っている人ではなくなりました。内科の先生や

外科の先生が「これからお口が困ることになるか

もしれない治療を行いますので、今のうちに歯科

に行って診てもらってください」という依頼をし

て 来 ら れ る 方 が

77% を占めてい

ます（スライド
15）。

　患者さんは

検査でがんが

判 明 し、 主 治

医の先生に「治療を頑張りましょう。それでは、

まず歯科に行ってください」と言われて「え !?」

という感じで歯科に来られるのです。「私はがん

なのに、まず歯科に行けと言われたのですが…」

と言われます。でもそこで歯科に来ていただいた

理由、お手伝いしたい内容を今のように説明する

と「私は汚いままでいいです」とおっしゃられる

方は、ほとんどおられません。少しでも安全に治

療を乗り越えるために、できることは何でもやっ

ておきたい、そう思われる患者さんがほとんどな

のです。

治療中の口腔合併症の緩和

　お話したような取組みで予防に努めても、お口

の副作用は残念ながらゼロにはなりません。がん

治療中、やはりいろいろなお口の副作用はどうし

ても起きてしまいます。2 つめは、お口の中にい

スライド 15　当院歯科の初診患者内訳の変遷スライド 14　予防的口腔管理で「気をつけている」こと
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ろいろなことが起きた時に、少しでも症状を緩和

したり、乗り越えるための手助けをすることが歯

科の目的になります。

　口腔粘膜炎は化学療法の患者の 40% 程度に発

生して治療の邪魔をします（スライド 16）。それ

ほどの高頻度でお口の副作用が起きることを、実

は私自身、恥ずかしながらがんセンターで働くま

では認識しておりませんでした（スライド 17）。

　ご存じの方も多いと思いますが「がん情報サー

ビス」のホームページでは、最新のがん情報をみ

なさんに提供しています。僕が国立がん研究セン

ターに赴任する今から 7 〜８年前「がん情報サー

ビス」内の検索サイトでずっと上位を占めている

検索ワードがあったと聞いています。それは「口

内炎」でした（スライド 18）。「吐き気がつらい」

とか、「下痢が困ります」といった副作用は、けっ

こう対策が確立しています。でも「口が荒れて困

る」という副作用は対応が確立しておらず、皆さ

ん情報を求めておられたのです。それほど口内炎

で困っておられる患者さんは多いのです。そのよ

うな中、「いつまでこの口の症状は続くのか」「何

かできることはないのか」という患者さんの声に

こたえて、がん対策情報センターがつくったのが

『がん治療と口内炎』というパンフレットです。

　がん治療中の副作用については、昔は「がんを

治すためにはある程度仕方がない。いずれ回復し

ます」「副作用が出るのは当たり前、みんな同じ

です」というような認識があったのではないで

しょうか。口内炎は出て当たり前、口の中がただ

れて食事ができないくらい我慢しなさい、良い対

応策がないのだから歯科に行っても仕方ない。で

も、仕方がないからと言われてそのままにしてお

いたら、それで終わりです。苦痛症状をゼロにす

る方法はなくても、少しでも軽くする方法はない

だろうか、つらい期間を短くできないかなと歯科

では考えています。そのような中で、ひとつ口内

炎への対応で言われていることがあります。ひ

スライド18　がん対策情報センターホームページ：http://
ganjoho.jp（図は2010年時点のサイト内容です）

スライド 16　口腔粘膜炎

スライド 17　ほぼすべての患者で、口腔粘膜炎の発症がある

どいお口の状態の時はとても歯ブラシはできな

いので、口の中が汚れだらけになってしまいま

す。しかし口内炎の傷から細菌が入り感染を起こ

すと、口内炎はもっと痛くなりますし、もっと治
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りが遅くなります。口内炎ができている時はつら

いのですが、ここでお口をきれいにしておかない

と、もっとひどくなってしまう。これ以上ひどく

ならないように、きれいにすることが大事なので

す。しかしとても自分では触れられないし、いき

なり歯ブラシを使うと痛みで跳びあがってしまい

ます。そこで僕らが清掃のお手伝いをします。い

ろいろな痛み止めを使い、口の中に麻酔をかけた

りしながら、痛みを和らげながら少しずつお口の

ケアを行います。感染を予防し、これ以上ひどく

ならないためです。しかし実際に感染制御を目的

にお口の中をきれいにすると、患者さんから「先

生、明日も来るから口の中をきれいにして」と言

われます。痛い口の中を触られるのは非常にいや

なことだろうと思っていたのですが、もっといや

なことは、口の中に動かせないほど血とか膿とか

汚れをたくさんためた状態で、24 時間ずっと我

慢することなのです。これはつらいことです。自

分でうがいもできません。このような不快な状態

は痛みの閾値を上げます。きれいにさっぱりとし

た快適な状態にすると、それだけでも痛みが和ら

ぐという現実があります。そのためにも、痛み止

めを塗りながら口の中をきれいにします。口腔

ケアをすることで、たちまち粘膜炎が治るわけ

ではないのですが、痛みを和らげたり、出血を

抑えたり、感染を制御することに、まちがいな

く有効です。口腔ケアについて、Multinational 

Association of Supportive Care in Cancer

（MASCC） や International Society of Oral 

Oncology（ISOO）、 ア メ リ カ の National 

Comprehensive Cancer Network（NCCN）、

米国臨床腫瘍学会といった団体がガイドラインや

指針を出しています（スライド 19）。

　お口をきれいにケアすることで患者さんの症状

緩和につなげるだけではなく、こういう支持療法

をしっかりとすると、がん治療の完遂率、つまり

治療を最後まで予定通りにやり遂げる率が高ま

り、がん治療の効果を上げる可能性が報告されて

います。これは国立がん研究センター東病院の全

田貞幹先生が中心になって行なわれた研究です

が、口腔がんで放射線と抗がん剤を併用すると、

口の中が粘膜炎でひどい状態になるため、静岡が

んセンターではその治療を最後まで頑張れた人は

85% でした。15% の人はつらさのため治療を

最後までやりきれなかったのです。しかし治療の

内容は同じまま、口腔ケアを行ない感染を制御し、

医療用麻薬性鎮痛薬（オピオイド）を使って痛み

をコントロールし、胃瘻（PEG：polyethylene 

glycol）も併用して栄養管理を行うという支持

療法を十全に取り入れただけで、治療の完遂率は

99% にまで上がりました。痛いよりは痛くない

方がいいよねとか汚れているよりは綺麗な口がい

スライド 19　口腔のケア
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いよねというレベルではなく、積極的な支持療法

を行いがん治療をサポートすることで、がん治療

の本来の効果を向上させることが期待できるとい

うことです（スライド 20）。

　あごの骨の壊死という副作用も、起こってしま

うと確かに治癒が難しいのですが、それでも僕ら

は治らないまでも、少しでも良くなるためにでき

ることとして、口腔ケアなどを行います。しかし、

そう努めることで、症状緩和や進行の抑制が期待

できることがわかってきました。スライド 21 の

下の写真の方はあごが壊死を起こして皮膚まで広

がってしまった方ですが、継続して口をきれいに

し、抗生剤を使用するなど、感染管理に努めまし

た。すると、徐々に痛みは和らぎ、骨が露出した

傷は小さくなってきました。これは治ったわけで

はありません。それでも苦痛が緩和するというこ

とは大事だと思うのです。

　僕らの目標は、副作用を絶対にゼロにしようと

か、出さないようにというのではなくて、副作用

はどうしても出ることもあるが、最後までがん治

療をやり遂げられるように、サポートを続けよう

ということ、あるいは少しでも治療中の生活の質

を落とさないように、しっかり食事ができるよう

に、会話が楽しめるようにしようということです。

感染を制御して痛みを緩和したり、あるいは副作

用に関する適切な情報を提示して少しでも安心し

てもらうなど、何かできる方法を考えましょうと

いうことなのです（スライド 22）。

治療終了後に歯科としてできること
―療養生活の QOL 維持向上のために

　3 つめの目標は、がん治療を頑張って乗り越え

てきた人に、最後まで口腔の機能を維持してもら

い、生活の質を維持・向上することに歯科が関わ

り責任を持とうということです。がん治療が終

わったから歯科の役割は終わりではないというこ

とです。

スライド 21

スライド 22　がん治療中の歯科支持療法

スライド 20　支持療法をしっかり行うことで治療完遂率は
上がる
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　がん治療は終わってもお口のつらさが続いてい

る人がたくさんいます。スライド 23 は、当院の

骨髄移植病棟の荒木光子看護師長の研究です。移

植治療を受け、外来フォロー中の患者さんに「治

療中、お口の症状が一番辛かったのはいつでした

か」というアンケートを行いました。やはり治療

中の口内炎だらけになった時が一番辛かったのだ

ろうなと思っていたのですが、結果はまったくち

がう答えが出てきました。「今がつらい」という

のです。移植治療が終わり 1 年たち、2 年たって、

口の問題は今がつらいという人がいるのです。何

かおいしくない、以前と感じる味がちがう、口が

乾いてガサガサしているので汁物がないととても

食べづらい、粘膜がとても敏感になってしまい、

好きだったお寿司も醤油がしみてつけられず、ワ

サビなどとんでもないなど、まだ食べることに

困っていると言う人が 81% もいたのです。

　写真は 18 歳の女性で抗がん剤と放射線の治療

をされた方ですが、この方は治療後 2 年たって

も歯ブラシがしみて痛い、食事がおいしく食べら

れない、ケアを頑張っているのに治しても治して

も虫歯ができる。歯の表面を見ると真っ黄色に

なっていて、これは歯の表面が溶けているのです。

唾液の分泌が少なくなったり、口の中のお掃除が

しづらくなるなど、がん治療後も残ったいろいろ

な影響で歯が全体的に溶けるような虫歯になって

います。普通はこういう虫歯は大人では起こりま

せん。抗がん剤治療を乗り越えて病気は治ってい

るのですが、18 歳の女の子の歯がこういう状態

になってしまう（スライド 24）。これをサポー

トできるのは歯科だけです。

　がん治療を乗り越えた後にも、このようなこ

とが起きるという事実を知ってもらったうえで、

治って終わりではなく、そのあとも食べる・話す

という機能を支え続けることも大事なのです。

　頭頸部がんの手術を乗り越えた患者さんに対し

て、少しでもがん治療前の生活に近づけるため、

術後に特殊な入れ歯を入れたり（顎義歯治療）、

飲み込み障害がある場合は、飲み込みを補助する

装置を作ったりもします（スライド 25）。

　スライド 26 のような治療も行っています。エ

スライド 23　 がん治療が終わっても口腔内の苦痛が遷延し
ている

スライド 24　がん治療が終わっても口腔内の苦痛が遷延し
ている

スライド 25　少しでも「がん治療前の生活」に近づける

21がん治療とお口の関係～安全ながん治療のための、歯科の役割～　



ピテーゼ治療といい、入れ歯をつくる技術を用い

て、シリコンを材料にこういうものを作ります。

この方は 3 歳で眼のがんの手術を受けた方です。

眼帯をずっとしたままでは気後れしてなかなか外

に出づらい。お子さんの授業参観に行きたいのだ

が眼帯をしていると行きづらいと言われました。

そこで行ったのがシリコンで特殊な補綴を行う、

エピテーゼ治療です。スライド 26 の右上の写真

がその治療です。おそらく普通にすれ違っただけ

では、人工物だとはわからないと思います。社会

復帰していただくためのお手伝いの一つです。

　がんを乗り越えた人たちではなく、がんと共存

して生活を送っておられる人たちも、やはり最後

までおいしくご飯を食べてもらうために歯科とし

ては対応しなければなりません。僕は静岡がんセ

ンターで数ヵ月、緩和病棟で研修していました。

スライド 27 はその時の写真です。その緩和病棟

では、さまざまな季節のイベントを大事にしてい

ました。そして季節の楽しいイベントは必ずどこ

か「食」とつながっていました。お正月にはみん

なでお餅つき、2 月には豆を撒いて恵方巻…、お

ばあちゃんに恵方巻きを食べてもらっている写真

もあります。実際には食べられない方ももちろん

おられたのですが、それでもそういうイベントが

楽しいのです。少しでも味わってもらえないかと

考えた時、やはり歯科も最後までがん患者さんの

サポートを行っていく必要があると思うのです。

実際、そのようなしんどい時期には、食を妨げる

いろいろなお口のトラブルがおきます（スライド
28）。口が乾燥して食べづらいとか、味がおかし

い、入れ歯の調子が合わなくなって噛めない、飲

み込めない。それぐらい仕方がないというのでは

なく、歯科がサポートすることで、少し食べやす

くなったり、食べられなかった方が、ちょっと一

口飲み込めるようになる可能性がある。寝たきり

になった方が、また歩いて散歩できるようになる、

といったことは、希望としてあってもなかなか実

現が難しいかもしれませんが、一口おいしいもの

が飲み込めるようになるとか、少し会話ができる

ようになるというのは、ミラクルではなくけっこ

スライド 28　終末期のがん患者さんの口腔トラブルの発症
頻度

スライド 27　スライド 26　社会復帰支援としての特殊な補綴
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がん情報サービス『全国共

通医科歯科連携講習会テキ

スト』：http：//ganjoho.

jp/professional/med_

info/koshukai_text .

html）。

　そしてこのテキストを使

い、責任をもってがん患者

さんのサポートを行います

という歯科を増やすための

講習会を開いています。厚

生労働省の委託事業という

かたちで、全国で同じ内容

の講習会をして、“がん患

者さんが歯科医院に来られ

スライド 29　早期からがん患者のQOL の向上に努めることは延命にもつながる可能性
がある

　このような取組みをしていると、「それは国立

がん研究センターだからできるのでしょう」とか、

「大きな病院じゃないとそんな取組みは無理です」

という話が出てきます。それでも歯科のサポート

は、どのような場所・どんな治療時期でも、同じ

ようにサポートができねばならないと思っていま

す。がん研究センターだけで可能というのではな

く「いつでも・どこでも」はとても大事です。

　がん対策情報センターの先生方に助けていただ

きながら、「いつでも・どこでも歯科が患者さん

をサポートできる」ために、まず歯科の受け皿を

しっかり作ることから始めました。歯科の介入効

果のエビデンス、どのような口腔ケアがいいのか、

これは本当に正しい方法なのかということをきち

んと検証して文章化しようとしました。がんに関

係するいろいろな学会の外科や内科の先生、歯科

医師、歯科衛生士、看護師など有識者の方に集まっ

ていただき、皆が納得できる「お墨付き」のつい

た歯科の支持療法のテキストをつくりました。こ

れは情報センターのホームページから無料でダウ

ンロードでき、講演動画もついています。ご興味

のある方は、ぜひご覧ください（スライド 30、

う実現可能な希望なのではないか、諦めずにチャ

レンジしてみませんかというのが僕らの考えで

す。

　このようにがん患者さんの生活の質を維持しよ

う、さまざまな苦痛をできる限り緩和しようと努

めることが、延命にもつながる可能性があるとい

う、質の高い論文も報告されています。スライド
29 はがん治療の早期から、患者さんの困り事、

苦しいことに対して、生活の質が下がらないよう

いろいろな医療者が積極的に支援した結果、1 年

後の生存率が有意に改善したという 2015 年の

報告です。

　患者さんの長いがんとの旅路の中で、がんの治

療中はもちろん治療後も歯科としてお口を支援し

ていくことが、がん研究センターの歯科の大事な

仕事であり、そう努めることが、もしかしたらが

ん治療の効果や、生命予後にも良い影響を及ぼす

かもしれない、そんな思いでおります。

どこの歯科を受診したらいいの ?
―いつでも・どこでも同じサポートが受けられるように

23がん治療とお口の関係～安全ながん治療のための、歯科の役割～　



た時に、がん治療の妨げとならないよう、上手に

歯科のサポートを行う”ことに手を挙げてくれた

仲間を増やしています（スライド 31）。

　どのくらい増えているかと言いますと、今は全

国で 12,000 件以上です。今まで歯科は、歯を

きれいにするのは健康な時で、病気の時は受け付

けない、「元気になったらまたおいで」というこ

とがありました。そうではなくて、病気の時にこ

そ、食べられるようにお口をケアしよう、と変わっ

てきています。

　がん対策情報センターのホームページには、

12,000 件の歯科医院の名簿もアップされていま

す。がん治療中、どこの歯科に行ったらいいのだ

ろうという時に、責任を持って支援してくれる歯

科医院です（スライド 32）。

　本日お話ししたような歯科の取り組みは、ひと

昔前は、がん治療に歯科が介入してもあまり意味

がないのではないか、エビデンスはあるのかとい

う疑問が医療者の中にありました。しかし今は、

満点ではないかもしれませんが、歯科の介入によ

りがん患者さんのお口の症状を和らげたり、機能

回復を得られるのだというエビデンスがたくさん

出てきています。歯科の介入は患者さんの負担が

大きくないかという疑問も聞きます。がん患者さ

んの状況に合わせたいろいろな介入の方法を僕ら

歯科医師は持っています。痛い歯科治療や処置に

時間をかけることなく、お口のサポートをするこ

とができます。

　われわれ歯科の役割は「歯の治療」から「食べ

る幸せを守る」という方向にどんどんシフトして

います（スライド 33）。そしてそれは元気な人

だけではなくて、がん治療中のどの時期であって

も、どこに住んでいても、入院中でも自宅療養中

でも、いつでも、どこでも、歯科のサポートが得

られるように努力しています。

　がん治療中に歯科に行くなんてとんでもないと

昔は言われました。僕は、今は違うと思います。

がん治療のように大変な治療をするからこそ、少

しでも口をいい状態にして、しっかり食べられて、

栄養がとれる口にして治療に臨みませんか。それ

スライド 31　全国で均てん化されたがん医科歯科連携を

スライド 30　「全国共通がん医科歯科連携講演会テキスト
（講演動画）」
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スライド 33　誤解ゆえに歯科を敬遠していませんか？ スライド 34　「がん患者さんの口腔を支える」

スライド 32　がん患者歯科医療連携登録歯科医名簿（がん情報サービスHP）

が、今のがん治療における歯科の役割です。「が

ん治療中だからこそ、歯科の口腔管理を !」（スラ
イド 34）、これが今日もっともお伝えしたい言

葉です。

　私が国立がん研究センターに赴任した時、歯科

医師は僕 1 人でした。歯科のスタッフは、今は

５人になりました。歯科チームは大きくなってき

ています。国立がん研究センターに「なぜ歯科が

あるの？何をしているの？」という時代から、安

全に苦痛少なくがん治療をするために、歯科も

チームに必要だという時代になりつつあることを

実感します。歯科医師として非常にありがたく

思っています。本日の私の話は以上です。長い時

間、ご静聴ありがとうございました。
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質 疑 応 答

がん治療と歯科に興味を持ったきっかけ

■ 高橋　質疑応答に入る

前に、少し上野先生にイン

タビューをします。先生が、

がん治療と歯科に興味をお

持ちになったきっかけや、

思い出の患者さんのことを

お話しいただけますか。

■ 上野　歯科医師の中に、歯科口腔外科という

口の中のがんに対してそれを治そうと日夜頑張っ

ている先生方がおられて、実は僕もそこに所属し

てお口のがんに対して少しでも役に立ちたいとい

う勉強を最初はしていました。その研修として静

岡がんセンターに行き、耳鼻科や他の科の先生た

ちのもとで口腔外科の勉強をするつもりでした。

　静岡がんセンターの口腔外科は、がん患者さん

が口で困っていることがあれば何でも診ますとい

う病院でした。今日話したような、お口の副作用

で困っている患者さんをた

くさん見る機会を得まし

た。そこではがん治療を頑

張っている小さい子供も

いっぱいいまして、6 歳の

子がお口の副作用と闘いな

がら頑張っているのを見て

カルチャーショックを受けました。恥ずかしなが

ら、それまでがん治療で、こんなに口の中に問題

が起きるということを認識していなかったもので

すから。それを見てやはりこれは、歯科としてな

んとかしなくてはと思い、そこで歯科医師として

方向転換をしました。お口のがんだけではなく、

頭のてっぺんから足の爪先まで、あらゆるがんの

治療中に起こる、お口の副作用に対応する歯科医

師になろうと考えたのです。それからいつのまに

か国立がん研究センターで勤務するお話をいただ

き、ちょっとマニアックな歯科として今も働かせ

ていただいています。

■ 高橋　ありがとうございます。上野先生のよ

うな先生が全国に増えているのですが、さらに増

えていってほしいと思います。

　ここからは、質疑応答を進めます。どういう観

点からでもけっこうですので、お手をお挙げくだ

さい。医療者ではない方もたくさんおられますか

ら、わかりやすい表現で、できるだけ専門用語を

使わず質問やコメントをしていただければと思い

ます。

ヘルぺスと感染の痛みによる鑑別・アメ
のなめ方・入れ歯の場合の口内ケア

■ 参加者 A　私は自分が胃がんで胃を全摘し、

現在も抗がん剤治療中なのですが、今日は参加し
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て非常に良かったと思っています。大変ありがと

うございます。家族にもがんが多いので質問が 3

つあります。ひとつめですが、私は帯状疱疹にな

りました。最初は口の中に口内炎ができて、わか

らなくて調べたら帯状疱疹だったのですが、現在

は抗がん剤を飲んでいるので口内炎と帯状疱疹の

差がわからず、その相違を教えていただきたい。

2 つめが、私は胃を全摘してしまったのでアメな

どをよくなめるのですが、虫歯の心配があると思

いますので、そのケアについてお願いします。3

番目は、母が甲状腺がんで入れ歯なのですが、入

れ歯患者に対するケアについてお教えいただけれ

ば幸いです。よろしくお願いします。

■ 上野　ひとつめの帯状疱疹と口内炎ですが、

お口の中は構造が単純なので、ウイルスによる口

内炎と抗がん剤の副作用の口内炎は、パッと見た

だけでは区別できないことがあります。がん治療

中だと、口が痛いなら治療による口内炎と思って

しまいがちです。見分けるポイントのひとつは痛

みの質です。実は口内炎というのは、傷はできて

も、それだけではそう痛くないのです。動かした

り触ったりすると痛いですが、じっとしていれば、

それほど痛くはない。始終痛いわけではありませ

ん。しかし、じっとしていても、寝ていても痛

い、何をしていても痛い時があります。それは口

内炎の傷に感染が起きている時です。感染が起き

ると、じっとしていても痛いし、痛みもかなり強

くなります。僕らは診察の時には「どんな痛みで

すか ?」「じっとしていても痛いですか ?」と聞

きます。「じっとしていれば痛くないのだけれど、

触ると痛い」と言われる時は、感染は起きていな

いと思います。「じっとしていても、寝ていても、

何をしていても痛いのです」と言われると、細菌

やヘルペスなどのウイルスなど、何かの感染が口

内炎の傷に悪さをしている可能性があると判断し

ます。

　短期間で急に痛みが強くなったり、じっとして

いても痛むほどの時は、ヘルペス感染の可能性を

考えてください。また、ヘルペスの口内炎の痛み

は、針で刺すようにチクチクしたような痛みとよ

く表現されます。そういう痛みの時もヘルペスを

疑います。以上が鑑別についてのひとつのコツに

なります。

　2 つめがアメですね。やはりアメをずっとなめ

るというのは虫歯のリスクを高めてしまいます。

先ほどご提示した 18 歳の少女の場合のように、

たかが虫歯と言ってもあのように悪化しててし

まっても困りますし、がん治療中だとなかなか歯

の治療も頑張るというわけにはいかないことも多

く、やはり予防が大事です。アメをなめるにして

もシュガーレスやキシリトールのアメなど、なめ

るアメを変える方法もあります。それから、なめ

た後にきれいに磨くのも良いでしょう。アメをな

めたからと言ってすぐに虫歯になるわけではあり

ません。アメをたくさんなめても歯科で定期的に

チェックしてフッ素塗布など虫歯になりづらくす

る処置を行ってもらうなど、フォローの仕方はい

ろいろあると思います。僕らとしては「アメをや

めてください」と言うのではなく、リスク少なく

上手になめてもらうためにいろいろな手を考えた

いと思います。できれば一度歯科に行っていただ

き、口の中を診てもらって具体的なアドバイスを
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もらうのがいいと思います。

　3 つめの入れ歯のことですが、「総入れ歯で歯

が 1 本もないから私は口腔ケアとは関係がない」

と考える人もいますけれど、それはまちがいです。

抗がん剤治療中は口内炎とまでいかなくても薬の

影響で粘膜全体が弱くなり、合わない入れ歯を入

れているとそれが粘膜に大きな傷をつくるリスク

になります。ガイドラインでも、免疫力が大きく

落ちる抗がん剤の時は、入れ歯を入れない方がい

いとまで書かれているものもあるぐらいです。入

れ歯を入れるなとまではいかなくても、少し入れ

歯の具合がよくないが何とか食べられているとい

う人は、歯科で入れ歯をちょっと調節してもらっ

てしっくりさせてもらうと、粘膜炎の予防になり

ます。また薬剤性の顎骨壊死の場合、合わない入

れ歯の傷があごの壊死を起こす強いリスク因子と

言われています。歯が 1 本もない人でも、入れ

歯の傷からあごの壊死を起こすことがありますの

で、きちんとおさまりのいい入れ歯に調整してお

く。入れ歯で粘膜に傷をつけてないか、入れ歯が

合っているか、定期的に歯科で診てもらうことを

推奨します。きれいにするだけでなく、入れ歯を

合わせるということが大事です。

■ 参加者 A　先ほど言われていた、がん患者の

歯を診てくれる医院に連れていけばいいのでしょ

うか。

■ 上野　今お話ししているようなことは、実を

言うとわれわれ歯科医師にとってはとても基本と

言いますか、ベーシックなところでして、入れ歯

を合わせるとか口の中をきれいにするというの

は、けっして専門性の高い指導ではありません。

正直なことを言えば、僕らは、それはどこの歯科

でもできることだと思っています。ただやはり、

がん治療の妨げにならないように配慮しながら歯

科治療をするという意味では、がん治療の流れや、

その時点でどこまで歯科が治療を行うかなどをあ

る程度わかっている歯科の先生に診てもらうと、

患者さんご本人も安心でしょう。今まで行きつけ

の歯医者さんがあって、そこで診ているというこ

とであれば、あえて代える必要はなく「がん治療

中です」とか「こういうがん治療をしていました」

という情報提示さえ歯科医にしていただければ、

問題なく診ていただけると思います。

■ 参加者 A　先生どうもありがとうございまし

た。

がん診療連携拠点病院の歯科の併設状況
と均てん化への講習会について

■ 高橋　他にいかがでしょうか。

■ 参加者 B　貴重な話をありがとうございまし

た。統計的なことを教えてください。全国にがん

診療連携拠点病院がありますが、その中には歯科

や口腔外科がない病院もありますね。私が行って

いたところはありませんでした。私は上咽頭がん

の治療をしていましたが、口腔外科がないという

ことを知りませんでした。口腔粘膜炎などでひど

い目に遭って、抗がん剤治療で白血球が激減して

いたものですから表には出られない。出されたの

がアズノールうがい液で、これでとにかく口の中

をゆすいでおいてということでした。それしかな

かったのですね。とにかくひたすら痛みに耐えま

くった入院生活をしたのですが、全国の拠点病院

の中でどのくらいの割合で歯科や口腔外科がきち

んと併設されているのかを知りたいというのがひ

とつです。

　それから、先ほどご紹介いただいた全国で均て

ん化された医科歯科連携の講習会ですが、これは

定期的に開催されていることでしょうか。
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■ 上野　ひとつめのがん診療連携拠点病院の歯

科ですが、まさに僕らの中では今、頑張らなくて

はならない問題です。実はがん診療連携拠点病院

では歯科がないところが大半を占めます。正式な

数字は把握していませんが、歯科を標榜している

のは 20% ほどではなかったかと思います。8 割

は歯科がない病院ということです。もしかしたら

週に数回外から歯科が来る場合もあるかもしれま

せんが、しかし現実的にはそういう状況です。し

かし歯科がないからしょうがないということでは

対応できませんので、全国でがん連携歯科医院を

増やすという取組みを始めたという経緯がありま

す。実際には少しずつですが、今まで歯科がなかっ

た拠点病院に口のケアをする歯科医師が増えてい

ます。4、5 年前に宮城県立がんセンターに歯科

が新設されました。四国がんセンターも歯科がな

かったのですが、今は歯科医師が赴任しています。

「がんセンターに歯科って何 ?」という感じだっ

たものが、今は治療に必要だと理解されて少しず

つ増えているのです。まだまだだとは思いますが、

なんとか外の先生方と連携するとか、いろいろな

取組みをして、口腔ケアのプロが常勤で設置され

るようになればと思っています。

■ 若尾　歯科医院という

ことではなく日本口腔外科

学会の口腔外科専門医とい

うかたちであれば、がん対

策情報サービスで検索で

きるかたちになっていま

す。今検索しましたら、お

そらくこれは非常勤の方も含んでいるのだろうと

思いますが、249 と出てきました。すべての拠

点病院 422 のうち 249 ですから半分弱ぐらい

とだいぶ増えてきています。それから、おそらく

院内には歯科医がいないところでも周りの歯科医

の先生と連携して、少しずつつなぐところが増え

てきていると思います。がん対策情報サービス

の「医療職関係者」ページから探すことができま

すので、ぜひご活用ください（http://ganjoho.

jp/professional/med_info/dentist_search.

html）。

■ 上野　ありがとうございます。僕が紹介した

数値はちょっと古い情報で、今は 5 割弱くらい

に増えているということでした。

■ 高橋　研修会の定期開催の方はいかがですか。

■ 上野　講習会に関しては厚生労働省の委託事

業として日本歯科医師会が責任を持って主催して

いまして、日本全国各地域で同じ内容のものを今

でも定期的に行なっています。登録している歯科

医師は少しずつ増えているという状況です。

お口の中に細菌が多いのはなぜか ?

■ 参加者 B　ありがとうございました。非常に

素人的で素朴な疑問なのですが、なぜ口腔内とい

うのはそれほどバイ菌が多いのですか。

■ 上野　どうしてでしょうね。今日は歯科関係

の先生もたくさん来られているので、実はこうな

のだと教えていただきたいと思います。日本歯科

衛生士会の武井典子会長も来られています。

■ 高橋　会長さんに振ってもよろしいですか

（笑）。

■ 武井　今日はすばらしいご講演を聴かせてい

ただきありがとうございます。口の中の細菌の数

は、一般には夜寝る前よりも朝起きた時の方が多

くなっています。寝ている間は唾液の出方が減っ

ているため、洗い流す力が減少して、朝起きた時
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には増えているからです。このように細菌数は唾

液の出方や食事などにより、１日の中でも変化し

ます。一方、私どもは、肺炎予防の研究のため、

口腔細菌数を調べていますが、お口の清掃をしっ

かりとしない方は、数十倍も細菌数が多く検出さ

れます。しかし、お口の掃除をきちんとすること

で、コントロールされます。このため、歯が１本

もなくても、粘膜を清掃するブラシで、お口の中

全体の清掃をしていただくことが重要です。

■ 参加者 C　武井会長と一緒に仕事をしている

者ですが、追加発言させていただきます。口の中

には常に栄養が入ってきます。それから、口の中

は常に湿っています。また、空気に触れる部分も

あれば、歯周ポケットでは酸素が少なくなります。

したがって、好気性菌も嫌気性菌もともに口の中

ですみつくことができます。このため、油断をす

るとどんどん菌が増えてしまいます。ご参考にな

れば幸いです。

■ 上野　適切なお答えをいただきました。

■ 高橋　ありがとうございます。なるほどなぁ

と思います。他にはいかがですか。

がん治療を起点に歯科との連携を
―主治医だけでなく一般にも働きかけが重要

■ 参加者 D　貴重な話をどうもありがとうござ

います。私も歯科医師ですが、がん経験が 2 回

ほどあり、体力的に歯を削るのがしんどくなっ

て、がん患者さんの相談と情報提供をしていま

す。やはり今のような、口の中の細菌に関する質

問がいちばん多いです。今の口腔ケアにはいろい

ろ問題点があると思います。ひとつめは、口腔ケ

アと身体の免疫の関連は、がん患者さんだけでは

なく一般の方々にも当てはまるということです。

口腔ケアができないと肺炎が起こりやすくなるこ

とが、あまり知られていません。今日はがん患者

さんとその周りの方たちが参加していますが、一

般の方々にも口腔ケアの大切さに気づいてほしい

と思います。さらに、がん患者さんだけではなく、

内科の病気でいちばん問題なのは糖尿病と歯周病

の関係です。がん患者さんを起点にして、がん患

者さんが先に声を挙げると、みなさんそこに注目

します。ぜひみなさんから発信してほしいと思い

ます。それから医療側の問題点ですが、歯科医師

が声を挙げても内科医などの専門医がそれを軽視

することがままあります。一般の人たちが、自分

の方からかかりつけの内科の先生やがんの主治医

に向かって「治療前に口腔内の細菌を減らして肺

炎のリスクを低めるようにしたい」ということを

言ってくださると、専門医の理解も進むのではな

いかと思って聴いておりました。それから、私も

口内炎で苦しみました。参考になるかどうかわか

りませんが、口の中が乾燥しやすくなるので、粉

抹茶を常温で溶き、それに顆粒片栗粉でとろみを

加えて口の中を潤しておくとけっこう楽です。顆

粒片栗粉は商品化もされているので、塩分を排除

して簡単にとろみが付けられます。また、病気に

なる・ならないにかかわらず、定期的に歯科医院

に行ってクリーニングを受ける。かかりつけ医を

持つ。内科医でも歯科医師でもいいのですが、そ

ういうことを日ごろから、健康な人もがんになっ
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た人も気をつけていただければ、もう少しみなさ

んの QOL が上がった生活ができるかなと思いま

した。

■ 上野　ありがとうございました。がん患者さ

んの場合、劇的に歯科の介入効果があったことか

ら注目されていますが、おっしゃる通り、歯科医

師としてはがんが特別なのでなく、糖尿病などの

ほかの疾患についてもお口の管理は大事だと思っ

ています。口腔管理の重要性に気づくきっかけと

して、がんのケースが注目されておりますが、けっ

して他の疾患への対応が不要ということはないで

すね。

■ 高橋　本当にそうですね。糖尿病や循環器疾

患など、内科医や外科医がもっと勉強していく必

要はありますね。ご提案のように、「歯科クリニッ

クにつなげてください」と患者さんの方から主治

医の先生に伝えるアプローチは、とても大事では

ないかと思います。

■ 若尾　今のお話をうかがって上野先生にぜひ

お聞きしたかったのですが、普通は内科医の方は、

がん治療前に歯科のチェックをすることの大事さ

はある程度認識しているかと思うのですが、その

認識程度がどのくらいかということがひとつで

す。それから外科医の認識はどうなのか、実際に

手術前にどの程度紹介されているのか、がん研究

センターの場合とその他の一般の病院でそのあた

りの情報があればお願いします。

■ 上野　まず当院におきましては、歯科のサ

ポートチームは診療科からの依頼を受けて動くの

で、リスクのある人にあまねく対応できているか

と言いますと、やはり医師の考えによっているの

で、すべてではありません。内科系で、口腔のリ

スクが高い血液がん、移植の患者さんなどはほぼ

100% 依頼されます。外科系では、口や喉、食

道のがんとなるとほぼ 100% 依頼を受けますが、

それ以外の場合はどうかと言うと、主治医の考え

方次第というところがあります。お口とまったく

関係ない手術でも、全身麻酔の時に気管内挿管の

時に歯が折れてしまいましたとか、手術後でつら

い時に歯が痛くなってご飯が食べられないから何

とかならないかといった依頼はよくいただきます

し、やはり僕らとしてはリスクのある患者さんは

できる限り予防的にケアしたいと思っています。

ただ少しずつ医師の考えも変わってきており、歯

科への依頼件数も増えて、先ほどグラフで示し

ましたが治療開始前に予防的に歯科が診る割合

が 77% になっているということもあります（17

ページ、スライド 15 参照）。

　外の病院に関してはなかなかわかりませんが、

やはり施設間の差はあると思います。ただ病院の

中には地域の歯科と連携して積極的に連携を行っ

ているところも増えてきていますので、少しずつ

そういう輪が広がっているのかと思います。

■ 高橋　課題はあるけれども広がってきている

ということですね。他にはいかがでしょうか。

放射線治療とお口の関係
―インプラントの可能性

■ 参加者 E　今日は本当にいい話をありがとう

ございます。私は舌がんの経験者です。以前、放

射線治療を受けたのですが、その時に放射線を受

けるとインプラント治療を受けられなくなるとい

う話を聞きました。僕の場合は、細かいがん細胞

をたたく治療でしたので 46 グレイというマック

スよりは少ない線量だったのですが、そのあたり

はどうかと思い質問させていただきました。

■ 上野　放射線とインプラントということです
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が、おっしゃる通り放射線治療を受けると唾液が

減りお口の中が乾きやすくなったり、先ほどの女

の子の虫歯の例も示しましたが、いくら治しても

虫歯になったり、抜こうと思ってもなかなか抜け

ないこともあります。また放射線が当ったところ

は、抜いたあとの傷がなかなか治らず、時にはそ

こから傷口が壊死を起こすこともあるので、なる

べく抜かないように注意する必要があり、インプ

ラント治療も同様のリスクがあると言われていま

す。それでは絶対だめかと言いますと、ケースバ

イケースで僕らにはその中でリスクを踏まえて

できることを考えます。放射線が 50 グレイ以上

当っているとインプラント治療をしても、うまく

あごの骨に馴染まず、抜けてしまうリスクが高い

と言われております。それでも 50 グレイよりも

少ない場合には、リスクはゼロではないものの、

しっかりインプラントがくっついてくれると思わ

れます。放射線が当った部位や当った量を考えて、

インプラント治療の可能性を歯科医師に判断して

もらいます。

■ 参加者 E　どうもありがとうございました。

チーム医療における患者と看護師の役割
と位置づけ

■ 高橋　他にはいかがでしょう。

■ 参加者 F　すばらしいご講演をありがとうご

ざいました。私は病院に勤務する歯科医師です。

実は悪性リンパ腫の患者でもあり、今日も放射線

治療を受けてきたところです。先ほどもありまし

たが、チーム医療においては患者さんもチームの

一員であるという考えもあり、口腔ケアのチーム

の一員である患者さんの役割についてお考えをお

願いします。もうひとつ大切なのは病棟の看護師

さんの役割です。これは非常に大きいと思います。

患者さんの役割と看護師さんの役割について、先

生が思っていることを簡単にお教えいただけます

か。

■ 上野　実は今日お話ししたお口の管理に関し

て言うと、実際に日々の口腔ケアをされるのは患

者さんご自身なのです。いわゆるセルフケアです。

朝起きて歯磨きをする時に口をアーンとして誰か

にやってもらう方はおらず、自分の口の管理は自

分でやる。そういう意味では、口腔ケアの担い手

はまさに患者さんご自身であると思います。そこ

で大事なのはきちんと適切な情報を持って、適切

な方法でお口のケアをすることです。歯科の役割

はその情報をお渡しすること。それから何かあっ

た時に適切にお口の専門家につながることが患者

さんに求められるケアであると思っています。

　看護師さんに関して言いますと、チームケアの

コーディネーターと言いますか、いちばん最初に

患者さんのお口の問題に気づくのはお医者さんで

はなく看護師さんが多いと思います。看護師さん

がお口のケアに目を向けることで、早期にお口の

トラブルを見つけ、適切な専門家につないでいく

ことができる。看護師さんはコーディネーターと

してケアの橋渡しをされていると思います。看護

師さんが歯ブラシを持って病棟中をきれいにして

回るというよりは、看護師さんの仕事は、患者さ

んのお口をしっかりアセスメントして問題があれ

ば適切なところにつないでいく。そう思っていま

す。

歯科医院選択について
―どこの歯科でも大丈夫、と言えるような活動を展開しています

■ 高橋　ありがとうございます。最後のご質問

を受けたいと思います。

■ 参加者 G　私はがんの患者の立場からききた

32 Ⅰ　オープンセミナー・第 1回



いのですが、たとえば治療前に歯科に行くのは正

しいこととは思っても、一般の歯医者さんに「こ

れからがん治療をする」と冷静に言うことは非常

に難しいです。他のクリニックもたくさんあるの

でどこに行ったらいいかもわからない。今日は先

生のお話を聞くことができたので、連携している

病院を調べられることがわかりました。ただそう

は言っても、その病院もたくさんあり、どのよう

に選んだらいいかわからず、おそらくひとつの歯

科医院の中でも何人か先生がいらして、その全員

がこういう講習を受けているわけではないと思う

のです。患者の立場からいい歯科医院を見分ける

ようなものはありますでしょうか。

■ 上野　非常に大事な問題ですが、同時に非常

に難しい問題でもあります。あの歯医者は良いと

かダメとかはなかなか言えないのですが、それで

も患者さんには切実な問題だと思います。最終的

には受診してみなければわからないかもしれませ

ん。人と人との問題なので相性もあります。何と

か気持ちよく納得して歯科の治療やケアを受けて

もらいたい。がん連携歯科医院は、この歯科でな

ければダメだとか、絶対にここに行ってください

というものではなく、もし近くの歯科医院が連携

しているならひとつの選択肢としてそこに行って

もらいたいし、いつも診てもらっている歯医者さ

んが良い、逆に行きつけの歯科は相談しづらい、

ということもあります。ケースバイケースでいい

と思います。

　「本当にそこの歯科で大丈夫なのかよくわから

ない」というのはもっともなのですが、少しずつ

このような取組みを普及させてゆくことで改善で

きればと思っています。がん連携歯科医院をどん

どん増やして、歯科医師の受け皿をたくさんつく

ろうとしています。また、がんの主治医の先生に

「きちんと歯医者さんに行きなさい」と言っても

らうように医師サイドの啓発もしています。

　一般の方々にも、お口は大事だなと考えていた

だく本日のような場は非常にありがたく、今後も

このような啓発活動の場があればとも思います。

足りないところはたくさんあります。僕らは、受

け皿としての歯科、紹介元としての医科、そして

患者さんご自身に向けた活動を続けることで、も

しかしたら 3 年後、5 年後にはがん患者さんが、

さらに安心して口腔ケアを受けやすい社会に変

わっていけるのではないかとも思っています。

■ 若尾　歯科医科連携の講習会の受講者は、病

院の名前だけではなく歯医者さんの名前まで出て

いますね。

■ 上野　はい、講習会を受けた人は名前まで出

ていますので、わかるようにはなっています。

■ 高橋　A 先生ではなく B 先生がいいと言える

わけですね。数年後をみすえて、私たちみんなで

変えていかなければいけないことだと思います。

そして、最初に先生からお話があったように、治

療を受ける立場の方々からも「歯科のチェックを

受けたいのですが」と言っていただくことも、医

師の認識を変えるきっかけになると改めて感じま

した。第 1 回にふさわしいアクティブな質問を

どうもありがとうございました。上野先生に改め

て大きな拍手をお願いします。本日はどうもあり

がとうございました。
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「第１回 がんサバイバーシップ オープンセミナー」アンケート集計 参加者　82名
平成27年8月10日（月）実施 回答者67名（回答率　81.7％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

開催に関する希望（自由記述）

治療の副作用によりQOLが乱れること、対応策について

自分の目指してることがまちがいじゃないと確信できてよかったです。これからもがんばっていきたいと思います。

とてもわかりやすい説明で、勉強になりました。あまり関係のないテーマかなと思いつつ参加しましたが、口腔ケアが大事であること
がよくわかりました。ありがとうございました。

緩和ケアの啓もうを。特に支持療法の大切さを。
同僚に聞いて、こうしたセミナーに取りくんでいることを知った。プレス向けにもっと周知してもいいと思う。

一般歯科との違い、どの程度迄対応して下さるのかが判りにくかった。

地方の方も、参加できるようにして欲しいです。

がん患者が治療前～中～後の間に人生も含めてお金の問題について関心があります。難しいテーマかもしれませんが医療者の中
にはそうした問題を含めて患者と関われている人が少ないと思うので、そうしたセミナーがあると嬉しいです。

女性のセクシュアリティについて最近少しずつ聞くことが増えて来ました。男性の患者さんがセクシュアリティについて学ぶ機会があ
れば参加したいです。リンパ浮腫についてもお願い致します。

ただ口腔ケアを行うのではなく、患者が治療を継続できるように行う事が大切だと改めて感じました。術後合併症の予防だけではな
く、術後の患者のQOLを支えられるような口腔ケアをを行えるようになりたいです。素晴らしいお話ありがとうございました。

抗がん剤治療と併用して、支持療法が大切なことが、良く理解できました。

「再発した時の対処法」についてのセッション希望。

会場からとの意見交換がセミナーの内容を深めていたと感じます。

がん治療に対する歯科（口腔内）処置の重要性が非常に（良く）理解出来た。想像以上に病態の悪い患者様がいることに驚いた。患
者様の生のお声を聞く機会となり、大変貴重な場であった。

講演内容がとてもわかりやすかったです。また実際の患者さんのかかえる疑問、その回答を聞けたことがとても良かったです。他の
研修などではなかなかない機会だと思いました。

がん治療と歯科という関係はとても意外でした。今後も意外なくみあわせのセミナーを勉強したいです。

聴講している医療関係者からの話もきけておもしろかったです。口内炎をあなどっていました。

家族が中咽頭がんを患い、放射線と抗がん剤で治療を行いました。（3ヵ月入院）そのときにうけた歯科治療の意味が今回の講演で
再認識できました。

参加者の感想（自由記述）

口腔内が血だらけで、黒くなっていて痛々しい動画をみて衝撃をうけました。がん患者はがんの手術の方に集中しがちで口腔内を
後まわしになってしまいがちだけれど、口腔内をきれいにすることの大切さがすごくわかりました。

動画で口腔内の悪い状況を見て、とても驚いた。がん治療と平行して行う歯科治療の大切さを改めて感じた。

がん患者の歯のケアがいかに重要かよくわかった。あまり注目されないことだけに今後の取材テーマの候補にしたい。講師の方の
声がたまに小さいときがあり、聞きとりずらいことが何回かあった。

公民館カフェではできない、深く質問して聞くことが出来てよかったと思います。

がん医科連携というものがあることをはじめて知りました。患者になると、考えることや、通う病院がたくさんできて大変だな、と思い
ました。やはり、そういうコーディネートしてくれるナビゲートしてくれる存在って必要だなと思いました。ありがとうございました。

患者さんへもわかりやすい内容でした。口腔ケアの重要性、先生の支持療法に対するお考えに感動致しました。

がん治療と口腔ケアにこんなに密接な関係があるとは知りませんでした。早速、歯科の定期健診に行こうと決めました。患者から声
を上げることもとても大切なんだと改めて感じました。

38.1% 38.1% 6.2% 10.3% 28.9%

受付登録者（97名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 支援団体 企業 その他

26.9% 68.7% 4.5%
性別 男性 女性 未回答

14.9% 11.9% 34.3% 28.4% 7.5%

1.5% 1.5%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

73.1% 19.4%

0.0% 0.0%

7.5%
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

43.3%
29.9%

0.0%
3.0%

10.4%
13.4%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

その他

立場（複数回答）

32.8%

19.4%

9.0%

41.8%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カフェを知った経由（複数回答）
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　第2回がんサバイバーシップオープンセミナー

を始めさせていただきます。平日のお忙しい中、

ご参加いただきどうもありがとうございます。今

日のタイトルは「仕事」です。第 1 回は「歯」

でした。歯の健康もたいへん好評で多くを学んだ

のですが、今日もまた暮らし密着の話になります。

　最近は「がん相談支援センター」で仕事の相談

ができるようになってきていますが、相談員の

方々に加えて社会保険労務士の方、そしてハロー

ワークの就労支援ナビゲーターの方など、従来は

病院にいなかった立場の方が就労支援に入ってき

てくださるようになりました。それもここ数年の

話です。

　がんと就労というテーマは、ご存じのように大

きく変化していて、新たな職種の方々がこの領域

に入ってきてくださるようになりました。とは言

え、お互いに病院という舞台で一緒に働いた経験

が少ないプレイヤー同士が、どんなふうに連携し

て患者さんに役立つ活動をしていくか、そのひと

つの実例が国立がん研究センター中央病院で進ん

できましたので、今日はぜひそのあたりをみんな

で話し合おうという趣旨です。

　本日は、まず私から短く「現状と支援の話題」

について話をさせていただき、続いて中央病院相

談員の宮田佳代子さん、中央病院に社労士として

入ってくださっている原麻子さん、同じくハロー

ワーク飯田橋から入ってくださっている就労支援

ナビゲーターの岡田晃さんの 3 人の方々に、そ

れぞれのお仕事の特徴とご活動についてお話しい

ただきます。

　こういう機会は本当に少ないものですから質疑

応答の時間をしっかり取ろうと思います。たくさ

んご質問いただければと思います。また今日はさ

まざまな背景の皆様がご参加です。治療中の方、

ご家族の方、企業の方、医療者の方、行政の方、

社労士の方などたくさんの方に来ていただいてい

ます。どのような質問でも必ず誰かの役に立ちま

すので、ぜひざっくばらんに手を挙げていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。

第2回�がんサバイバーシップ�オープンセミナー

がん治療と仕事の調和
　―どこで・誰に相談できる？

メインテーマ

2015 年 10 月 26 日
18 時 ～ 19 時 30 分

国立がん研究センター　特別会議室　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

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

開会の挨拶
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　みなさま、ようこそ第 2 回がんサバイバーシッ

プオープンセミナーにおいでくださいました。今

日は、がん治療と仕事の両立をとりあげます。

がんと仕事の関係性

　今日のメインテーマは、「がん治療と仕事の調

和―どこで・誰に相談できる？」です。講演会な

どでは「積極的に相談してください」とよく言わ

れますし、いろいろな本でも「困ったら主治医に

相談してください」と書かれています。でも、主

治医に暮らしのことを相談してすべてが解決する

なら苦労はしません。私自身、一般医療者として

働いていた時に、自分は病気のことは少しはわか

るかもしれないけれど、患者さんの暮らしを理解

するのは難しいなぁと思うことがよくありまし

た。

　今日はがんサバイバーシップオープンセミナー

ですから「がん」の話ですが、実は就労の妨げに

なるのは「がん」だけではありませんし、本当に

いろいろなことが影響します（スライド 1）。労

災ではない慢性の私傷病やケガなどをはじめ、こ

のスライドにあるようなことはみな、働きにくさ

につながります。

　では、がんの特色は何でしょう？やはり「がん

イコール死」というイメージがつきまとうことで

す（スライド 2）。脳卒中や心筋梗塞でも、がん

よりも重篤な状況がありえます。後遺症が残った

り命に関わったりするかもしれません。しかし「が

んサバイバー」とは言われても「心筋梗塞サバイ

バー」とはあまり言われませんね。がんには、死

に直結するというイメージがまだまだつきまとっ

ていると思います。

　それから職場からはよく「完全に治してから復

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

がん治療と仕事の両立：実態調査と支援の現状

スライド１　就労の妨げになるのは「がん」だけではあり
ません

スライド２　では、「がん」の特色は何？
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帰してください」と言われますが、入院期間は短

縮しているし、治療の場は入院から外来にどんど

んシフトしているので、一昔前の「完全に治して

から復帰」ということが現実にそぐわなくなって

います。

　それからがん体験は個別性がとても高くがんの

種類によって千差万別です。同じ病気、同じ治療

を受けても身体や心への影響は異なります。この

ような、個別性の高さもがんの特色です。

がんと就労の実態調査から

　がん患者の就労については、複数の研究班やＮ

ＰＯで実態調査を実施しています。これは私たち

が実施したインターネット調査です。自由記述も

含めてすべての結果は「http://www.cancer-

work.jp」でダウンロードできますのでぜひご覧

ください（スライド 3）。

　調査にもよりますが、だいたい 20 〜 30％の

方が、診断時に働いていた職場を辞めるという結

果が出ています。またおよそ半分ほどの方が個人

所得も世帯所得もともに減ったと答えています。

スライド 4 は全国調査ですが、さまざまな都道

府県で患者実態調査や企業調査が実施されていま

す。東京都もたいへん良い調査をされて、完成度

が高い報告書をネットに上げていますから、ご覧

になるといいと思います。

　私たちのこの調査では「就労関連の悩みを周囲

に相談したことがある」と答えた方が 6 割ぐら

いにとどまっていました。相談しなかった理由を

うかがうと、「相談するほどではなかった」とい

う方がいちばん多く、意外に困っていません。自

力対応できている方もいるということです。でも、

「相談するという発想がなかった」、「相談相手が

いなかった」、「相手の助言に期待できなかった」、

「何を相談していいかわからなかった」といった

声も挙がっています（スライド 5）。自分の困り

ごとの言語化が難しい時もあるでしょう。もし安

全で効果的な相談窓口があれば、6 割より多くの

方々が相談できていたのかもしれません。

スライド３　がん治療と就労の両立に関するインターネッ
ト調査

スライド５　

スライド４　
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　相談相手ですが、この調査ではいちばん多かっ

たのは「上司」で、それから「家族」、「主治医」

でした（スライド 6）。ただ、主治医に仕事のこ

とを相談しても、対応する主治医とそうでもない

主治医がいると思います。また相談しやすい上司

とそうでもない上司もいると思います。これは

2011 年暮れから 2012 年にかけての調査です

から、「ソーシャルワーカー」という選択肢は入っ

ていますが、社会保険労務士やハローワークの就

労支援ナビゲーターは入っていません。今なら、

もし選択肢に入っていればかなり上位に来るのか

もしれません。当時と比較すると今は、今日のス

ピーカーの 3 人のみなさまのような、いろいろ

な相談窓口ができてきたのですね。

支援の実態

　これは、私どもの研究班でつくった『がん専門

相談員のための社会保険労務士との連携のヒント

集』です（スライド 7）。病院のスタッフの多く

は社労士との連携に慣れていません。そもそも社

労士という資格のことをよく知りません。国家資

格なのか？から始まって、本当に知識がありませ

ん。がん患者さんの就労相談に乗る社労士をどの

ように見つけたらいいのか、どういうような契約

をしたらいいのかわかりません。みなさんも「社

労士さん」という言葉をきいて「弁護士さん」や「税

理士さん」などほかの国家資格と較べてどういう

仕事をされる方なのか、一瞬「？」となるかもし

れません。そこで、このような連携のヒント集を

つくったわけです。

　隣の病院はどのように社労士と連携しているの

だろうか、あるいはハローワークとの連携モデル

事業に入っている隣の病院はどのように就労支援

ナビゲーターの方と連携しているのだろうか、と

多くの医療関係者は戸惑っているのが現状です。

　それから、こちらは『がんと仕事の Q&A 第 2

版』ですが、これもたいへん好評です（スライ
ド 8）。しかしまだまだ必要とする方のお手元に

届いていないと思います。「がん情報サービス刊

行物発注システム」では冊子体を注文することが

できます。1 セット 20 冊で 3,000 円ですから、

1 冊 150 円で買えます。病院関係者だけでなく、

企業や患者会の方にも、ぜひご活用いただきたい

と思います。この刊行物発注システムはぜひみな

さんに知っていただきたいと思います。

　就労関係については、がん体験者の方々が書い

た本や、NPO や一般社団法人が提供している体

験者目線のサービスもたくさんあります（スライ
ド9）。どんどん活用するとよいと思います。また、

がん対策情報センターの「がん情報サービス」の

　「生活・療養」セクションにも就労の話が出て

スライド７　社会保険労務士との連携のヒント集スライド６　相談相手は？
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いますので、こういう信頼できるサイトも活用し

ていただきたいと思います（スライド 10）。

　今日は、みなさまの声、ご意見をたくさんお聞

かせください。病院には、どのような就労支援が

期待されているのでしょうか。医療従事者は戸

惑っています。病院の中にがん体験者のための職

を増やすことが就労支援だと思われますか？必ず

しもそうではないと私は思います。病院でどのよ

うなサービスがあれば便利なのか。治療スタッ

フ、相談員、社労士、ナビゲーターの方々はどう

連携すればよいか。院内のサービスを多くの人に

知ってもらうにはどうしたらよいか。それから今

日は治療スタッフの方もたくさんおいでですが、

治療スタッフ自身が病棟や外来でできる就労支援

とは何か。さらに、今日は主として病院での就労

支援の話ですが、病院の外のコミュニティではど

ういうことができるのか。企業では何ができるの

か。みなさまの多様な背景から今日は何でも聞い

ていっていただきたいですし、なんでもコメント

していただきたいと思います（スライド 11）。

　前ふりのお話しは以上です。

スライド 10　がん情報サービスのサイト

スライド 11　皆さまのご意見をお聞かせください

スライド８　Ｑ＆Ａ集冊子体の申込み方法

スライド９　体験者が発信するリソース

39がん治療と仕事の両立：実態調査と支援の現状　



「相談支援センター」ってどんなところ？

　相談員をしています宮田です。今日は「相談支

援センターにおける就労支援」ということで少し

話をさせていただきます。

　そもそもこの相談支援センターがどういうとこ

ろであるのかをご紹介します。まずスタッフです

が、中央病院相談支援センターではセンター長の

ほかにがん専門相談員として医療ソーシャルワー

カーが勤務しています。それに事務員が加わって

構成されています（スライド 1）。

　国立がん研究センター中央病院の一般的な概

要ですが、病床数は 600 で、私たち相談支援セ

ンターの相談件数は平成 26 年度は 12,656 件、

そのうち約半数の 6,754 件が新規の相談でした。

相談を「院内から」と「院外から」に分けると、

だいたい半々です。院外からの相談の 3,331 件

は多くは電話相談で、全国の方から集まります（ス
ライド 2）。

　スライド 3 は中央病院で配布しているリーフ

レットです。病棟や外来に目立つように数多く置

かせていただいているものです。

　さて、相談支援センターはどんな相談に乗って

くれるのでしょう。このリーフレットの中にスラ
イド 4 のような文言が入れてあります。単に、「話

宮田　佳代子
国立がん研究センター中央病院相談支援センター　相談員

相談支援センターにおける就労支援

スライド１　中央病院相談支援センターのスタッフ

スライド２　国立がん研究センター中央病院・相談件数

スライド３　中央病院相談支援センター　リーフレット
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を聞いてもらいたい」というご不安を抱えている

方や、今日のテーマのようなお仕事をどうしたら

いいかわからないという方、それから生活費など

経済面でのご相談などがあります。さらにご家族

の相談や、さまざまな制度の案内をしてもらいた

いという方も多くいらっしゃいます。

　相談支援センターの業務範囲は厚労省の指針に

よって決められています（スライド 5）。全国に

は、質の高いがん医療が受けられる病院として厚

生労働大臣の指定を受けたがん診療連携拠点病院

が約４００箇所あります。がん診療連携拠点病院

の中には必ずがん相談支援センターが設置されて

いて、そこではこういう業務をしましょうという

ことが決められているわけです。「ア〜シ」にあ

るようないろいろな業務をやっているのですが、

平成 26 年 1 月の改定で追加になったものが「オ、

ケ、コ、サ」の 4 項目です。「オ　就労に関する

相談」というものも新たに盛り込まれるかたちに

なりました。私たちも就労支援に力を入れて相談

に応じなければいけないと考えています。

　がん相談支援センターの構成は、病院によって

いろいろです。看護師さんがスタッフに含まれる

こともあります。提供するサービスの内容も、あ

る程度決められているとはいえ、それぞれの病院

でかなり違います。

　中央病院のソーシャルワーカーがどういうこと

をやっているかと言いますと、対面でのご相談の

ほかに、先述もしましたが電話相談があります。

それから各種サポートグループがあります。私た

ちが今現在おもに取り組んでいるものとしては、

膵がん胆道がん教室、乳がん術後ボディイメージ

教室、お仕事サポート教室などがあります（スラ
イド 6）。

　それからボランティアコーディネーターの仕事

があります。中央病院では、院内のボランティア

として、外来のフロア案内のボランティアさんや

病棟の患者さんたちに図書を見ていただくための

図書ボランティアさん、小児病棟で面会時間終了

後から消灯までの寂しい時間にいっしょに遊んで

くださる小児ボランティアさんなどがおられるの

スライド４

スライド５　相談支援センターの業務

スライド６　中央病院の医療ソーシャルワーカーこんなこ
ともしています…
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で、そういうボランティアさんのコーディネー

ターをしています。

　それから患者図書館の運営と病院のロビーに医

療に関する書籍が置いてあり、その管理もしてい

ます。

　いちばん下の「医療機関データベース管理」で

すが、私たちが連携を取らせていただいた医療機

関にアンケートを取り、できる対応、先生の数、

連携する訪問看護の有無などの情報を集め、それ

を集約したものをホームページに載せてありま

す。中央病院のホームページに「医療機関検索」

というセクションがありますが、そこをご覧いた

だけると、連携する医療機関でどういう対応がで

きるかなどが細かく載せてあります。そのデータ

ベースの管理ということです。

中央病院の就労支援

　本日は就労の話ですから就労支援の話をいたし

ます。私たちがやっている就労支援はハローワー

クの方と社会保険労務士さんと協働で実施させて

いただいています。週に 1 回ずつハローワーク

の方と社会保険労務士さんに来ていただき個別相

談に応じています。

　それから私たちは月1回「お仕事サポート教室」

というものを実施して、こういう支援ができます

よ、というサービスのご紹介をしています（スラ
イド 7）。

　ハローワークの方や社労士の方と協働でやらせ

ていただくようになって平成 27 年で 3 年目な

のですが、スライド 8 は中央病院の平成 25 年、

26 年の相談件数です。全相談件数に対する就労

関連相談件数は、数は少ないのですが、平成 26

年には倍以上に増えていることが見てとれますの

で、徐々に増えているのが実態です。

　この相談支援センターで就労支援を始めてから

の相談者の年齢ですが、2015 年 7 月までのデー

タですが、40 代、50 代の方が主で、30 代や

60 代の方もいらっしゃるという現状です（スラ
イド 9）。

スライド７　中央病院の就労支援〜治療と仕事の両立〜

スライド８　中央病院の就労関連相談件数
スライド９　ハローワーク、社会保険労務士と協働〜相談

者の年代〜

42 Ⅰ　オープンセミナー・第 2回



　男女比はだいたい半々ぐらいですから、そう

差はないという印象を持っています（スライド
10）。

　就労関連の相談をする方のがん種の上位 5 を

スライド 11 に出しました。乳がん、血液のがん、

大腸がん、肺がん、胃がんという順です。

　ハローワークの方や社労士の方の相談の際、私

たち病院のソーシャルワーカーが、病院の相談員

として同席するのですが、それによって単にお仕

事を探している時とどのように違ってくるのかと

いうことが、ポイントだと考えています。仕事の

相談に乗る時も、病気や治療の情報は大事です。

病院の相談員が一緒に対応することで、今はどう

いう治療をしていて、どういう通院頻度で通って

いらっしゃるかとか、副作用としてどのようなも

のが出ていて、そのことが仕事や日常生活にどの

ように影響しているかとか、そういうことを踏ま

えて相談に応じることができるのではないかと考

えています（スライド 12）。

　たとえば抗がん剤治療で週に 1 回通う時、毎

日放射線治療に通う時、手術後に重いものが持て

ないような時、手足にしびれが出る副作用がある

時、そんな方々が仕事との折り合いをどのように

つけていくか、ご相談に応じています。

　治療にお金がかかるから仕事をしたいけれど、

今のような状況で見つかるかなというようなご相

談もあります。新たに仕事を探したい方に対応す

る時には、ハローワークの方たちと協働します。

あるいは、同じ会社で働き続ける場合でも、今の

ままでは負担が大きいのでもっと負担が少ない軽

スライド 11　ハローワーク、社会保険労務士と協働〜相談
者のがんの種類（上位 5つ）〜

スライド 13　

スライド 12　病院の相談員が同席することで…スライド 10　ハローワーク、社会保険労務士と協働〜相談
者の男女比〜
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い業務にできないかとか、時間を短くして働けな

いかというような希望がある時には、職場とどの

ように相談をしていくか、社会保険労務士さんと

一緒に考えたりしています（スライド 13）。

　スライド 14 は事例です。乳がんで抗がん剤治

療のため週１回通院している方です。点滴の当日

や翌日は気分不快が出てしまう、副作用で手先の

しびれもあるといった時、お仕事をされる時にど

うしていくかを考えます。たとえば具合が悪い時

に仕事を休めるよう、治療を金曜日にできないか

を考えるであるとか、フルタイムではなく日数を

減らしたり、時短勤務にすることができないか調

整を提案します。また細かい手作業がない業務内

容に変える可能性があるかを考えます。新たなお

仕事を探すのか、それとも今の職場と相談してみ

るのかも一緒に考えています。

　スライド 7 に示したように、スタッフにはそ

れぞれの得意分野があります。新たなお仕事を探

す際にはハローワークの方と相談、今の職場と交

渉したい、あるいは相談したいという方は社会保

険労務士さんとおもに相談させていただいていま

す。本日はこの後、それぞれの方からどういう内

容の支援ができるかを詳しくお話ししていただけ

ると思います。

　私たちは就労相談を毎月スケジュールを組んで

やっているのですが、スライド 15 は 2015 年

11 月のスケジュールです。お仕事サポート教室

は 11 月 20 日、ハローワークの方と社会保険労

務士さんに来ていただく日は、このスライドに載

せてある日時になります。ポスターもありますの

でご興味のある方はご覧ください。また、がん研

究センター中央病院の患者さんだけではなく他の

病院の方々のご相談にも応じていますから、ご一

報いただければと思います。

　私たちは「仕事のことでお困りの方へ！」とい

うリーフレットをつくっています。「こういう相

談ができます」と簡単に紹介する内容になってい

ますから、これもご興味のある方は手に取ってい

ただければと思います。

　以上です。

スライド 14　相談事例 スライド 15　2015 年 11 月就労相談スケジュール
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　私ども社会保険労務士法人 EE パートナーズで

は、平成 26 年初めのころからこちらの中央病院

相談支援センターで患者のみなさんのご相談をお

受けするようになりました。本日は「就労支援に

おける社会保険労務士による相談の特徴」という

テーマでお話をさせていただきますが、具体的に

は今までで約 2 年弱、私どもが実際にご相談を

受けてきて気づいたところや、まだまだ試行錯誤

を繰り返しているところをお伝えできればと思っ

ています。

社会保険労務士の業務内容とがん患者の
就労支援に果たす役割

　まず社会保険労務士のことを少しだけお話しし

たいと思います。先ほど高橋先生から、弁護士さ

や税理士さんとちがって社会保険労務士（社労士）

という資格はイメージしにくいかもしれない、と

いうお話が出ました。社会保険労務士の知名度は、

弁護士や税理士ほどではないものの、同じ国家資

格者です（スライド 1）。業務内容は「社会保険」

と「労務」ですから名前の通りです。社会保険と

労務を業務とする国家資格者です。社会保険労務

士というのは少し長いので社労士と略して呼んで

います。

　社会保険の方の仕事ですが、今の日本の社会保

険制度はけっこう複雑です。代表的な制度には、

たとえば健康保険、あるいは年金や雇用保険など

があるのですが、それぞれ制度が非常に複雑であ

ることと、加入している制度によって給付がち

がっていたりして複雑なところがあるので、手続

き関係を企業のみなさんに代わってやらせていた

だいたりしています。

　また労務に関しては、たとえば就業規則や雇用

契約書といった、労働条件から発するもろもろの

トラブルを防止するためのご相談を受けたり、ア

ドバイスをさせていただいたりするのが通常の仕

事です。

　これがふだんの社労士の業務ですが、今お話が

出ている、国が推進する「がんになっても安心し

て暮らせる社会」、「治療をしながら働くことがで

きる環境」をつくるためには、もしかしたらこれ

から新しい社会保険制度の枠組みがいるのかもし

れませんが、まずは、今ある社会保険制度をうま

く活用することが大事です。そのためには、企業

の方々の理解を深めることが必要ですし、加えて、

原　麻子
社会保険労務士法人EEパートナーズ　特定社会保険労務士

就労支援における社会保険労務士による相談の特徴

スライド１　社会保険労務士の相談業務
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働く患者の方々については、何を相談し、何を主

張していいのか、ご自身で理解をすることが重要

です。そうやって働きる続けられる環境をつくっ

ていく必要があるのではないかと思います。

　社会保険制度に関して、社労士はいろいろな側

面でサポートできる立場にいると思いますので、

国のがん患者の就労支援という施策に果たす役割

は非常に大きいと私自身は感じています。

社労士も最初から慣れていたわけではな
い「がん患者の就労支援相談」

　そうは言っても、ふだん私どもがお仕事をして

いる相手はだいたいが企業の方々です。そういう

方々は落ち着いて話をしてくれますし、企業目線

でお仕事をされるケースが多いです。ですが、中

央病院の相談支援センターでの業務を始めた時に

は、相談中に感情的になられる方や泣かれる方々

もおられたので、ふだんの業務とかなり違うなと

思い、どうやっていったらいいのかと思いました

（スライド 2）。

　そもそも社労士に対して、患者さんがどういう

タイミングで、どういう相談をしたらいいのか、

よくわからない状況でスタートしました。病院と

社労士間の契約自体をどうするのか、週にどのく

らい社労士の相談窓口を開くか、というところか

らいろいろと相談もしたのですが、やってみない

とわからないので、いちおう最初は、就労に限ら

ずソーシャルワーカーの方が相談に乗る時に同席

をさせていただいて、ただただ「いるだけ」とい

うところからスタートしました。

　宮田さんのお話にもありましたが、当初はそれ

ほど社労士への相談件数はありませんでしたし、

あったとしても、スライド 3 に書いてあるよう

な、本来の業務範囲外の相談も含まれていました。

たぶんソーシャルワーカーの方も社労士の業務範

囲をあまりご存じなかったのだろうと思います。

相談が就労に関係がありそうだということでお話

をきくと「ローンを抱えていてどうしたらいいの

か」とか、「家の売却はどうすればいいのか」といっ

たご相談だったりしました。

　そうこうしているうちに就労の相談が少しずつ

増えてきました。就労に限らず、ソーシャルワー

カーの方と同席をすることで、相談員のみなさん

が患者の方とどういうような距離感で、どういう

ふうに話をされているのかを知る機会がいただけ

たので、今考えるとそれが非常に良かったと思っ

ています。

　医療従事者の方にはおそらく「日常」になって

いると思うのですが、私ども社労士は普通に仕事

をする上でがん患者の方にお目にかかる機会はほ

とんどありません。人の「生き・死に」に関係す

ることもそうあることではないので、先ほどまで

目の前でお話をされていた方が、あとでソーシャ

スライド２　通常の業務との違い① スライド３　通常の業務との違い②
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ルワーカーの方にお聞きすると実はあまり良くな

い状況ですと聞いたりすると、それだけで自分の

精神的ショックが大きかったりしました。そうい

うわけで、最初からバリバリに就労の相談に乗る

というよりは、なんとなく同席しているだけで、

心構えと言いますか、気持ちの持ちようを勉強さ

せていただけたことが大変良かったのではないか

と今になって思います。

社労士によるがん患者の就労相談事例と
その特徴

　実際に私どもがお受けするご相談ですが、スラ
イド 4 にあるように、障害年金や傷病手当金の

ような、お金に関係するものが非常に多いです。

ただ、会社を相手にして社労士業務をしている時

には障害年金の話などはほとんど出ません。傷病

手当金は病気をしてしまったという方から少しご

相談がある程度です。したがって障害年金につい

ては、もちろん基本は知っていたのですが専門に

やっているわけではなかったので、改めて勉強を

しなければいけませんでした。また今も日々勉強

をしなければいけないことだらけです。

　傷病手当金については、制度も日々変わること

があるので、そのあたりでサポートする部分はあ

るのかと思っています。

　労務に関しては、やはり休職と復職の話のご相

談が非常に多いです。休職制度は意外にみなさん

ご存じないかもしれませんが、法律では、病気の

休職制度を設けることを会社に義務づけていませ

ん。したがって会社によっては休職制度自体がそ

もそもないところもありますし、逆に、場合によっ

ては 1 年や 3 年という非常に長い期間お休みが

できて、しかも給料も全額、あるいは一部負担し

てくれるというようなケースもあり、会社によっ

てさまざまです。ただ、ある会社の従業員が、自

分の会社の支援制度が企業全体のなかで平均的な

のか、あるいはあまり優しくない会社なのかとい

うことは、きっとほとんどご存じないのです。

　そのため、実はお話をうかがうと、けっこう優

遇されているなと思うような方々の方が、かえっ

て、「不当に扱われています」とか「困ったこと

になっています」とか、必要以上に不満を持たれ

ているケースも実は多かったりします。

　障害年金や、復職や休職という会社の制度に関

することは、ご相談をお受けしていても、私たち

が断定的なことをお伝えできるわけではありませ

ん。直接会社に出て行って、何かの交渉をすると

か、手続きをするということはしていませんから、

一般的な説明だけで終わってしまうことが多いの

ですが、それでも患者のみなさんの「抱えなくて

もいい不満」を少しでも和らげることができれば

いいと思っています。みなさんはけっこう周りか

らサポートされているのですよ、とお伝えできる

立場にいる、それが社労士のひとつの役割ではな

いかと考えています。

相談事例紹介

　少しだけ実際の相談事例をご紹介いたします。

実は出産を機会に育児休業を取られている間に

がんを発症してしまったというご相談が、この 2

年ほどで 3、4 件ほどありました。最初は非常に

驚きましたが、意外にあるのだなという感じを

スライド４　相談事例
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持っています。そういう方々に関係する法律は、

雇用保険の育児休業給付であったり、育児介護休

業法に抵触する何かであったりして、内容が複雑

になります。

　また働いている方の場合は、病気で休まなけれ

ばいけなければ、否応なくそのことを会社に伝え

ることになるわけですが、育児休業をされている

場合には言わないまま来てしまうこともけっこう

あったりします。

　ご相談のひとつに、「育児休業はそろそろ終わ

るのだががんのことを言い出せなくて、どうした

らいいのだろう」というものがありました。言わ

ないまま辞めてしまおうとその方は思っていたよ

うですが、これから治療が長くなることを考える

と収入もあった方がきっといいだろうと思い、「言

うことにためらいがあるかもしれませんが、会社

の休職制度はありますか？利用できるかどうか相

談をされたらどうでしょうか？」とお話をしまし

た。休職制度がないにしても、最低でも退職する

時に傷病手当金がもらえるような状況にしておい

た方がいいでしょう。

　結果的にその方は、会社に病気のことを伝えま

した。最初は「なぜ言ってくれなかったのですか」

と若干、怒られたらしいのですが、最終的には「頑

張って、休職制度も利用して戻ってきてくれれば

いいから」と励ましてもらえたということでした。

　2 回目に相談に来られた時、たいへん安心をさ

れていました。私どもができることは、本当にた

だのアドバイスをするということだけなのです

が、多少は役に立っているのかなと感じた瞬間で

した。他にもいろいろあるのですが、またそこは

質疑応答時にご質問に応じてお答えしたいと思い

ます。

社労士会の社会貢献の動き

　最後に社会保険労務士業界について少しお話を

したいと思います。がん対策推進基本計画が作成

され、そこに社労士の活動が盛り込まれてから 3

年ほどたちます。ただ、なかなか組織だった活動

につながっていないのが現状です。最近、ようや

く社会保険労務士会の方でもいろいろな活動を始

めたところです（スライド 5）。

　全国社労士会連合会では「がん患者就労支援」

を事業の柱のひとつに掲げています。また個々の

社労士に向けた講座や就労支援の技術や知識を勉

強する研修会などを開催し始めています。

　また 2016 年には企業と医療機関向けのセミ

ナーを東京会の方で開催することはすでに決まっ

ています。

　社労士の仕事は、ふだんは企業の人事の方と非

常に密接につながっています。就労支援をしてい

て実感するのは、「休職制度があるなら利用され

たらどうですか」とどれだけ言っても、企業の方

に理解がなければ患者さんはなかなか伝えること

ができないということです。会社の制度自体、3ヵ

月の休職で退職になってしまうところもたくさん

あります。ですから、個々の社労士が患者のみな

さんから実際にお話を聞き、そのニーズや必要性

を実感することによって、自分の顧問先の企業に

働きかけることも非常に大事だと思います。そう

いうことができる立場に社労士はいます。連携拠

点病院でも社労士の活動はまだなかなか進んでい

ない状況ですし、社労士会の方の相談体制はまだ

スライド５　社労士会の動き
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しっかり整ってはいません。ただ、東京ですと、

社労士会の事務局の方にご連絡をいただければ社

会貢献委員会につながるという体制はだんだんと

でき始めています。

　がん患者さんの就労支援にぜひ積極的に参加し

たいという社労士もいますから、医療機関の方に

もぜひ活用をしていただけたらと思っております

（スライド 6）。

　ご清聴ありがとうございました。

スライド６　社労士との連携で更なるサポートを
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ハローワークと病院とがん患者の 3 者の
連携について

　今日は「職探しにおけるハローワークと病院の

連携」というテーマでお話をさせていただこうと

思います。まずハローワークですが、通常どのよ

うな方が相談にいらしているかと言いますと、一

般の求職者で健康で離職されている方とか、退職

中の方もいらしています。転職活動をされる方も

います。それから障がいや難病をお持ちの方もい

らしています。専門の窓口もあります。東京は渋

谷のハローワークに難病の患者さんの窓口があり

ます（スライド 1）。

　ところでがん患者さんですが、仕事をする必要

があったり、しなければいけない状況に置かれて

いると思うのです（スライド 2）。

　国としてこうしたがん患者さんの支援が今まで

できていたかと考えますと、患者さんと病院は今

までも深く関係していましたが、患者さんと仕事

探しの中心になるハローワークとが関係していた

かというと、今まではそうではなかったのではな

いかと思います。それから病院とハローワークで

すが、そもそも役割は違うので関係性はありませ

んでした（スライド 3）。

　それがこれからは、病院とハローワークが手を

取り合って患者さんを支援しようということで、

平成 25 年に「長期にわたる治療等が必要な疾病

岡田　晃
ハローワーク飯田橋　就職支援ナビゲーター

職探しにおけるハローワークと病院の連携

スライド１

スライド２

スライド３
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をもつ求職者に対する就職支援モデル事業」とい

う取組みが始まりました（スライド４）。

　ここで、ハローワークと病院が連携すること

で生まれる「いいこと」を 3 つ挙げてみます。1

つめはがんセンターさんの中で仕事の相談・紹介

ができるということです（スライド 5）。私は 1

週間に 1 回定期的に来ていますが、病院の中に

ハローワークの機能がそのまま引っ越してきたよ

うな状況だと考えてください。ハローワークは普

段から相談を受けたり仕事の紹介をしたりしてい

ますが、そういう機能がまるまるがん研究セン

ターの中で使えるようになりました。

　2 つめは、都内ではまだハローワーク飯田橋に

限定されているのですが、ハローワークでもがん

患者さんのお仕事の相談ができるという点です

（スライド 6）。

　3 つめは「企業とのつながり」です（スライド
7）。病院とハローワークが連携をするようになっ

て企業とのつながりもできてきたということで

す。そうなっていくといいなとは思っていました

が、比較的早く連携の動きがとれてきました。

　それぞれについてもう少し詳しく申しあげます。

スライド 8 は病院の中にハローワークの機能がま

るまるやってきたというものです。相談やお仕事

の紹介も病院の中でやることができています。

　それからスライド 9 は「ハローワーク飯田橋

でも OK!」ということです。現在はまだ専門の

相談員がいるのは東京都内ではハローワーク飯田

橋だけです。私ともう 1 人袴田という女性の相

談員の 2 名体制でやっています。したがってこれ

スライド４　長期にわたる治療等が必要な疾病をもつ求職
者に対する就職支援モデル事業（H25）

スライド６　ハローワークと病院の連携・３つの良いこと
－２

スライド５　ハローワークと病院の連携・３つの良いこと
－１

スライド７　ハローワークと病院の連携・３つの良いこと
－３
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から利用される方が増えてくると対応もなかなか

大変になってくるとは思いますが、頑張って何と

か対応していけるようにしたいと思っています。

　スライド 10 にはハローワークと病院の絵が両

方描いてあり「OK!」となっていますが、どちら

も利用される方がいらっしゃいます。一例ですが、

最初にがんセンターさんの中で相談をされて、お

仕事の相談だけならこれからはハローワークで相

談をしようという方がおられます。

　逆に、最初にハローワーク飯田橋でがん患者さ

んの支援がされているということを知って来てく

ださった方とお話をしていたら、病気のことや高

額療養費のこと、お金に関わることや社労士さん

にも相談もしたいというご希望の方だとわかっ

て、そういう方には「次にはがんセンターの方に

行きましょう、そちらで相談をしましょう」とご

案内をすることもあります。病院とハローワーク

の両方で相談ができるので、人によっては行った

り来たりしている方もいます。がんセンターの中

には個室がありますから、個人情報が気になる方

はがんセンターの相談支援センターを選ぶ方もい

らっしゃいます。そういうことはあまり気にしな

ければ、ハローワーク飯田橋に来られる方もいま

す。さまざまです。どのような利用のされ方でも

けっこうだということです。

　3 つめですが、がんセンターとハローワークが

手を取り合うことによって企業とも関係が出てき

ました（スライド 11）。

　2015 年 9 月 30 日に「がん患者の社員の雇用

管理セミナー」を実施しました（スライド 12）。

ハローワーク飯田橋の主催でやりましたが、基本

的には企業の方向けに、がん患者さんにどう就労

スライド８　病院でのハローワーク スライド 10

スライド９　ハローワーク飯田橋のがん患者就労相談 スライド 11

52 Ⅰ　オープンセミナー・第 2回



を継続してもらうかという話をしました。また採

用していただける会社を増やしたいというねらい

もありました。この時に企業は 50 社ほど集まり、

他に社労士の方もたしか 20 名くらいいらっしゃ

いました。他に、行政の方や報道関係やマスコミ

の方で、全部で 80 名弱ぐらいの方にお出でいた

だきました。このセミナーでは国立がん研究セン

ターのソーシャルワーカーの方もお話しくださ

り、がん医療の現状について、現在のがんの治療

やがん患者さんの状況をお話しいただきました。

こういうセミナーがきっかけになって会社とも関

わりができ、患者さんにとってよりよい働き場も

生まれてくるのではないかと思います。

　セミナー終了後のアンケートを見ると、「これ

からは企業ががん患者さんの就労への取組みを進

めていかなければいけないと実感しました」とい

う感想が非常に多く、こういう機会はますます

作っていきたいと思っています。働きたいのです

が受け入れ場所で断られてしまったり、いやな思

いをしたりする方が非常に多いので、そういうこ

とが少しでも減っていくように発信していきたい

と思っています。

なぜこの連携がうまくいっているのか？

　なぜこの連携がうまくいっているか、について

お話します。多くの方から「うまくいっているよ

ね」と言っていただいて非常にうれしいです。実

際にうまくいっていると思っていますが、なぜか

なと考えるとスライド 13 のようなことです。会

議をしている様子だと思ってください。相談支援

センター長の加藤雅志先生をはじめ、ソーシャル

ワーカーの方や社労士の原さんや私などを含め

て月に 1 回のミーティングをしています。就労

ミーティングというものを実施して、みんなでど

うやっていこうかとアイディア出しなどをしてい

ます。「お仕事サポート教室」の振り返りをした

りしています。最終的には、みんなで「同じ釜の

飯を食う」というところに落ち着くのかなと私は

思っています。

　実は私は、ソーシャルワーカーの方と一緒にお

昼ご飯をご一緒して、本当に他愛ない話をさせて

もらっています。週末にはどこに行ったであると

か、夏休みはどこに遊びに行ったとか、お花見は

どうだなどという話をしています。そういうとこ

ろからソーシャルワーカーの方や先生たちと、た

いへん不躾な話なのですが、仲良くならせていた

だいて、お互いに信頼関係ができてきたというこ

とがあります。成功の秘訣は、最終的にここに行

きつくのではないかと思います。

　さらに病院や会社さんとの取組みの結果、だん

だんとつながりが出てきて、患者さん・病院・ハ

スライド 12　がん患者の社員の雇用管理セミナー スライド 13　なぜうまくいっているか？
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ローワーク・企業の 4 者間で、今まで違う言葉

で話していたのが、共通言語ができたのかなと

思っています。つながりやすくなったし、進み方

も早くなったと思っています（スライド 14）。

まだ少ない対応を少しでも伸ばすために

　うまくいって「メデタシ、メデタシ」で、ここ

で終われれば本当はいいのですが、本当にそうか

という疑問もみなさんお持ちだと思います。先ほ

ども申しあげましたが、都内のハローワークで相

談員は 2 人です。実際のがん患者さんで、働き

ながら通院している方は 32.5 万人いらっしゃる

と言われています（スライド 15）。

　この方々をどれだけの数のハローワークで対応

しているかと言いますと、この長期療養者への取

り組みが始まった平成 25 年には全国で 5 ヵ所

のハローワークだけでした。5 ヵ所のハローワー

クと同じ数の病院だけが連携をとっていました。

これほど少ない数です。2 年目には 12 ヵ所の病

院と 12 ヵ所のハローワークの連携となりまし

た。3 年目の平成 27 年になって 16 ヵ所のハロー

ワークと 21 の拠点病院と増えてきました。全国

のハローワークは 437 ヵ所、出張所を含めると

544 ヵ所あります。その中で連携ができている

のはまだこの数だけです（スライド 16）。まだ

非常に少ない。喜んでばかりもいられないだろう

という感じもします。

　それで都内のハローワークは、私ともう 1 名

の袴田さんでやっています。彼女は都立駒込病院

を担当しています。こういう弱小チームでやって

いるのでなかなか対応も覚束ないのです（スライ
ド 17）。

　平成 28 年度からは「がん対策加速化プラン」

スライド 15　就労がん患者数スライド 14　患者・病院・ハローワーク・企業の４者の共
通言語

スライド 16　ハローワークの拠点（全国）と連携している
病院の数

スライド 17　ハローワークの専門相談員は都内で 2名！
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の一環として各都道府県のハローワークに専門の

相談員を 1 名は必ず置きたいという話を厚労省の

方からうかがっています。今予算申請中だそうで

す。うまくいけば全国のハローワークにきちんと

専門の相談員が置かれることになりそうです（ス
ライド 18）。「長期にわたる治療等が必要な疾病

をもつ求職者に対する就職支援モデル事業」が、

モデル事業ではなく全国展開される可能性がある

のです。

おわりに

　以上で私の話はいったん終了です。一緒に病院

の方々と活動をする中で、私が病院に入り込んで

どういう印象を持ったのかという点は、質疑応答

の時間にお話ししたいと思います。ここで、勝手

に質問例を挙げてみました（スライド 19）（笑）。

関心のある方はこれで突っ込んでいただければと

思います。

　それから今日は手短にお話しさせていただいた

ので、不明な点等がございましたらハローワーク

にご連絡いただければ、私か、先ほど紹介した袴

田がお答えできるようにしております。あるいは

2 名が対応できない時には上司の細田という者が

おりますから、「袴田・岡田・細田」の誰か宛に

ご連絡をいただければと思います。ハローワーク

飯田橋の専門援助第一部門には岡田が 2 人いま

して、男の方の岡田と言っていただければ対応で

きます。女性の岡田はこちらの話はわかりません

（スライド 20）（笑）。以上です。本日はどうも

ありがとうございました。

スライド 19スライド 18

スライド 20
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質 疑 応 答

就労支援相談が多い理由
―がん種だけではなく治療状況も反映

■ 高橋　いろいろなキー

ワードが出てきたと思いま

す。たとえば岡田さんは

「患者さん・病院・ハロー

ワーク・企業の 4 者間の

共通言語ができた」とおっ

しゃいました。原さんから

は、ふだんのお仕事の場面ではあまり経験しない、

相談者の生の感情に触れて最初は驚く場面もあっ

たという話もありました。今日のスピーカーの 3

名の方々は、こうして時間をかけて同じ釜の飯を

食べて互いを知り合い、だんだんと歩み寄ってき

ているわけですが、必ずしも最初から夢のような

連携ができていたわけではないことがわかりま

す。

　今日はおそらく、これから似たようなシステム

をつくろうという病院のみなさまもお出でだと思

いますし、利用してみたがなかなか思うようには

いかなかったというご経験をお持ちの体験者の方

もいらっしゃると思います。本当にどういうとこ

ろからでもけっこうですので、ご質問、コメント

をどうぞ。

■ 参加者 A　慢性骨髄性白血病のサバイバーで、

今は企業で働いています。自分のがん種に近いと

ころで気になるのですが、宮田さんの発表資料の

「相談者のがんの種類」（43 ページ、スライド

11 参照）で血液のがんが 2 番目に多いとありま

した。あまりこれが上位に来ることがないもので

すから、なぜ多いのかということをお教えくださ

い。また初歩的な質問なのですが、他のがんでも

何か気になったことがあったら教えていただきた

いのですが。

■ 宮田　いちばん多いの

が乳がんで次が血液のがん

でした。明確な理由はない

と思います。実際に相談に

来られた方のがん種を調べ

たら、たまたま血液のがん

の方が多かったという印象

です。治療が長期にわたったり、また若い方も多

いですから、仕事が必要になる方が多い。医療費

がかかってしまうことも影響しているのかなとは

思います。

■ 高橋　そうですね、治療期間が長かったり、

医療費がかかったりということもあるかもしれま

せんね。原さん、岡田さんの方からは、何か血液

のがんについて気づかれたことはありますか。

■ 原　働く年齢の方が多いという印象はありま
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す。骨髄移植などで免疫力

が低下すると衛生環境がよ

くないところでは働けな

かったり、「満員電車に乗

るのがたいへんです」とい

うご相談が何件か続けて

あったことがありました。

　「働き続けたいのですが、時間をずらせないか」

というご相談もありました。自分は働きたいけれ

ど会社はなかなか「ウン」と言ってくれないといっ

たご相談は、なんとなく多いような気がします。

先ほどは、障害年金についてあまり明確なことは

言えないと言いましたが、障害年金は身体障害に

対する給付をもともとは想定しているものですか

ら、血液の病気ですと検査結果が目安になること

があります。そういうことをお伝えすると、「こ

の数値なら自分も障害年金に該当かもしれないか

ら主治医に相談してみます」という感じで、比較

的前向きにお話が進むような方が、血液の病気の

方には多いような印象を受けています。

■ 高橋　岡田さんは、職探しという場面では何

かお感じになるところはありますか。

■ 岡田　私も今、原さん

が言われたことをそのまま

お伝えしようかと思ってい

たのですが、職探しという

意味で言うと、あくまで 1

例なのですが、できるだけ

通勤ラッシュを避けたいと

か、できれば 10 時や 11 時ぐらいに出勤をして

4 時ぐらいにあがれる仕事がしたいという方がい

らっしゃいました。ラッシュを避けてその短い時

間帯で働ける仕事がないだろうかというご相談が

あって、その方は一生懸命にお仕事を探されてい

て、こちらも一緒に探したことがありました。ま

た治療を終えて経過観察だけになり、状態がよく

なっているので普通に仕事を探せるという方もお

られます。みなさんそれぞれ状況がちがうので何

とも言えないのですが、印象に残っているのは「通

勤時間を変えて」という方です。

■ 高橋　そうですね、がん種だけではなく、治

療中なのか、終わって経過観察中なのか、そのあ

たりも関連すると思います。他にはいかがでしょ

うか。

がん患者の職探しにうまく寄り添えられ
ているという印象

■ 参加者 B　ありがとうございました。乳がん

のサバイバーで最近復職したばかりです。人材会

社のキャリアコンサルタントをしていて興味が

あったので参加させていただきました。私も復職

してから、みなさんが「復職するといろいろなこ

とがあるよ」と言われていたのですが、「ああこ

ういうことか」と本当に今、実感しているところ

です。私も何かできないかと思っていて、岡田さ

んに質問させていただきますが、3 つあります。

　まず飯田橋ハローワークのセミナーに参加され

た企業 50 社とはどういう会社の方々だったのか

ということ。第二に「うまくいっている」という

ことですが、それは契約率が高かったというよう

なものなのか、どういうところをうまくいってい

るとお考えになっていらっしゃるのかというとこ

ろです。第三に、企業さんに雇用していただく時

にがん患者さんを雇用していただくメリットはど

のようにご説明をされていますか。ぜひ教えてい

ただきたいと思います。

■ 岡田　わかりました。まず参加された 50

社の内訳ですが 6 割ほどは大企業の方でした。

300 人以上の会社の方です。予想外だったの
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ですが大手の会社さんが多かったです。残りの

35％ほどが中小企業の方という構成でした。

　それから何をもって「うまくいっている」と考

えるかという話なのですが、うまく就職ができる

ことももちろんですが、なかには職探し中に体調

があまり良くなくなってしまって、いったん中断

したり、途中で就職をあきらめざるをえなくなっ

たりする方もいらっしゃいます。そういう方々の

気持ちのサポートまでできるようになったかな、

という気がするのです。1 人で職を探していると

元気な人でも就活というのは落ち込んだりします

が、そういう大変な時でも、「いつも一緒にいる

よ」と伝えたい。それからがんサバイバーの方か

らいろいろな情報が寄せられるので、たとえば企

業に病気のことを伝えるかどうかや、言った時の

メリットやデメリットというお話を伝えることも

あります。そうすると、「ここでそういうお話を

聞けて良かった」とみなさんが言ってくださいま

す。そういうことまで含めて最近はうまくいって

いるなという印象を持っているということです。

■ 高橋　それから、体験者を雇用することのメ

リットはいかがでしょう。

■ 岡田　最近、こんな事例がありました。今ま

ではアパレルの販売の方だったのですが、がんの

部位の関係で、そのアパレルの仕事ができなく

なってしまったのです。そこで、事務経験はまっ

たくなかったのですが、事務系統のお仕事に就き

ました。そこはチケット販売を全国展開している

会社さんで、そこで一般事務として働いたのです

が、その方の場合は販売員だったキャリアをうま

くアピールできたのです。今はその店舗のマニュ

アルを作られているということです。つい最近、

正社員になりましたというご連絡をいただきまし

た。そんなふうに、今までのキャリアをどう拾い

出すかといったところが秘訣になる部分があると

思います。

　「私はずっと販売だったから」とまったくあき

らめていた人が、あるきっかけで新しい領域を

探ってみたら、そこに貢献する力があり、企業と

して採用する価値があるというケースがありま

す。またその方は非常に根性がある方なので、「こ

の人の根性は買えます」とアピールもできました。

ただ、そこはいろいろですから、その方によると

ころがあると思います。その方の中にある「何か」

を引き出すことだと思っています。

■ 高橋　おそらくご質問の趣旨には、がん体験

を持っていること自体が働く人間としてどのよう

な強みになるか、という部分もあったかと思いま

す。そこは非常に深い話になると思うので、申し

訳ないのですが宿題にさせていただいてよろしい

でしょうか。いずれにせよ、新たな職に挑戦する

時も、ご本人のそれまでの体験や職歴から何かを

拾い出すことが重要なポイントになることがわか

りました。

継続していくことはだいじ・広報は課題

■ 参加者 C　貴重な講演をありがとうございま

した。今日は群馬県から来ました。私も相談員で

就労を担当しています。私も3つ質問があります。

国立がん研究センター中央病院では平成 25 年か
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ら 26 年にかけて相談件数が増えていますが、当

地の場合も 25 年から 26 年に担当者を 2 名増や

して就労相談に取組んだものの、あまり相談件数

が伸びないのです。こちらで増えている理由とい

うのはどういうところでしょう。「お仕事サポー

ト教室」を月に 1 回やったり、継続していくこ

とが大事だと今日の講演を聴いていて思ったので

すが、増えた要因をどうお考えになるか、という

ことがひとつめです。

　それから私の病院には社労士さんは定期的に来

ていただいておらず、私の方からメールで相談し

ます。患者さんの問題を整理したうえで社労士さ

んにメールで相談することが多いのですが、現在

中央病院では、社労士さんにお願いする時に前

もって整理してからお渡しすることになっている

のでしょうか。院外の患者さんも来られるとのこ

となので、週に 1 回、社労士さんがいらっしゃ

る時にいきなり相談対応というかたちになってい

るのか、そのあたりを教えてください。

　最後に社労士さんへの相談には大別して障害年

金・傷病手当金・復職への交渉などがあるとのこ

とですが、その大まかな比率がわかればありがた

いです。よろしくお願いします。

■ 高橋　宮田さんお願いします。

■ 宮田　ご質問ありがとうございます。相談件

数が増えている要因ですが、実は恥かしながら「お

仕事サポート教室」の参加者が伸び悩んでいます。

本日いらしているサバイバーの方たちにはぜひ来

月、再来月には来ていただけたらなと思っている

ほど少ないです。ただ、アピールはしていきたい

と思っていて、スケジュールが出た時にまず看護

部に連絡し、そこからすべて下ろしてもらいま

す。それから今はホームページにあげて、それを

見て来てくださる方もいるので、広報をどうして

いくかは毎回のミーティングのテーマです。ただ

やはりそういう広報を少しずつ続けたことで、「相

談支援センターに行くと仕事の相談に乗ってもら

える」ということが院内スタッフを含めた周囲に

知られてきたので、徐々に増えてきたのだろうと

思っています。

　それから相談内容をまとめて社労士さんにメー

ルで送られているということなのですが、私たち

はけっこう無茶振りをしています。病院にいらし

たら、いきなり「今日はこういう相談が入ってい

ますがいいですか？」と言ったりします。事前に

相談しておいた方がよさそうだと思ったり、患者

さんの受診とタイミングが合わなかったりする場

合は、電話で適宜答えていただいています。

■ 高橋　きっと、最初から無茶振りしていたわ

けではないですね。今は、無茶振りしてもだいじょ

うぶだとわかっているからですね。

■ 宮田　本当によくしていただいています。

■ 原　3 番目のご質問の障害年金と傷病手当金

と復職に関しての相談比率ということですが、統

計的なものは取っていないのですが、障害年金が

たぶん半分弱ぐらいだと思います。お休みをし始

めたばかりの方のご相談では傷病手当金のご相談

が多く、もしかしたら障害年金よりも少し多いぐ

らいで、半々ぐらいでしょうか。
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　労務の相談については、そろそろ退院する方々

から復職のご相談をされます。病気になったばか

りの場合は、これからの休職についての相談が多

いです。それは 2、3 割ぐらいでしょうか。そう

いう感じだと思います。

■ 高橋　ありがとうございます。広報について

は本当にあちこちの病院が試行錯誤しているみた

いです。就労相談のニーズをどう吸い上げるか、

ですね。社労士の方に入っていただいたものの予

約が埋まらないという声はよく聞きます。相談窓

口を開いても、そこに来てくださるかどうか。困っ

ていても相談に結びつくとは限らないので、相談

センターにたどりつく前の、外来や通院治療セン

ターでいかに相談の芽を拾いあげるか、いろいろ

な病院がご苦労なさっている印象があります。「ウ

チではこうしている」という工夫をシェアする機

会があるといいのかもしれません。ぜひ群馬から

も発信をお願いします。他にはいかがでしょうか。

障害年金制度こそ広報による周知を

■ 参加者 D　ありがとうございました。相談員・

社労士・ハローワークスタッフの 3 者、会社を

入れると 4 者になるのでしょうか、連携がとれ

ているというのはとてもいいことだと思いまし

た。私もこの病院で子宮がんを治していただいた

ので、ここでそういう活動が始まったのはとても

うれしいです。ただ田舎に行くとなかなか同様の

活動が広まっていないので、ぜひこういう活動を

広報して伸ばしてもらいたと思います。

　今は広報の話が出ましたが、私の周りには障害

年金の困りごとしかなかったのでその例で話しま

すが、障害年金という制度があることをみなさん

知らないのです。がんの場合は再発しなければい

けないのですが、再発しても申請をして初めてこ

の制度が使えるのです。障害年金という制度があ

ることを、病院だけではなく社会にも広報する活

動が必要だと思います。生活保護とちがって障害

年金の場合は、自分たちが働いて積み立ててきた

年金を本来受給する年齢の前にいただけるという

ことです。こういうことを早くみなさんに周知し

て申請にもっていけるようになるといいと思いま

す。

　私の周りではパーキンソン病の方とがんの方が

これを知り、申請をして今いただいています。が

んになって保健所の講習会に出てこのことを耳に

して調べ始めたそうです。やはり広報は大事です。

したがって病院のスタッフの方には広報について

頑張ってもらいたいと思います。

　患者も勉強ですが、治療スタッフである先生方

にお願いしたいのは、実はこの申請をするために

は主治医の先生の書類添付が必要なのです。その

内容如何によってこの申請が承認されるかどうか

が変わり、書類の書き方が審査のけっこう大きな

ウェイトを占めているので、先生方にもこういう

ものがあるのだということを知って、学んでいた

だきたい。変な話ですが年金事務所にお話ししに

行ったら、「何ですかそれは？」と言われて、年

金事務所の方でさえそういうことを言う人がいる

のです。やはりこういうことは広まってほしいし、

そしてみんなが利益を享受できるように頑張って

いかなければいけないと思います。患者も勉強し

ます。ありがとうございました。

■ 高橋　ありがとうございます。大事なポイン

トですね。

休職・復職制度についての企業への
アドバイス

■ 参加者 E　患者の立場で聞かせていただきま

した。ありがとうございます。社労士さんの活動

についてうかがいたいのですが、復職に向けた会
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社との交渉について具体的に教えてください。通

常業務で何をされていて、相談業務で吸い上げた

内容をどのように通常業務に活かされているのか

というポイントで教えていただければと思いま

す。

■ 原　通常業務というのは相談支援センターで

の業務ではなくて社労士の普通の業務という意味

ですね？休職と復職の制度については先ほどお話

ししましたが、とくに法律で決まっているわけで

はありません。多くの会社は、病気になってもす

ぐに辞めなければいけないという状況ではないこ

とは、たしかなのです。ただ小さな会社は従業員

に休まれるとなかなか維持ができないので、実は

中小規模の会社だと長い休職制度を設けている会

社は少ないかもしれません。がんではありません

が、たとえばうつ病系の病気の方を 30 人ぐらい

の会社で 3 人や 4 人抱えるようになると、さす

がにそれはツライということで、全員に長い休職、

たとえば 1 年や 3 年という休職制度を設けるの

はなかなか難しいのが本音だと思います。

　私どもも通常の仕事ではがん患者さんにはあま

りお目にかからないのですが、会社の方々にとっ

てもやはりそうなのです。身体の病気の方と精神

疾患の方は、やはり見方が少し違っていて、がん

になっても、ずっと働いてくれている人について

は支援をしたい、すぐに辞めてくださいという気

持ちなどサラサラないのですという企業はかなり

多いです。したがって休職制度を設ける時に一定

期間の休職はみなさんに認めてあげて、それにプ

ラスして状況によってきちんと延長ができる制度

を設けている例は多いです。復職に関しても、入

院中に身体をあまり動かしていなかった人が電車

に乗って通勤すること自体が難しい状況はあると

思いますので、リハビリ出勤のような制度をきち

んと設ける。すぐに出てこられないからダメとい

う制度ではなく、きちんとリハビリをしてから復

職ができるような制度を設けていきましょうとい

うアドバイスを、社労士として企業に向けてして

います。

■ 高橋　あっという間でしたが、最後のご質問

をお受けします。

新たな連携を進めるために

■ 参加者 F　私は病院に勤務している外科医で

す。岡田さんにおききしたいのですが、ハローワー

クのモデル事業には、どういうようにすれば入る

ことができるのですか？

■ 高橋　モデル事業の対象になるハローワーク

と拠点病院は厚労省が指定すると思うのですが、

どうでしょうか。

■ 岡田　そうですね、病院の方から時々そうい

うお話をいただきます。現場ではなかなかそうい

うお話ができないので、厚労省の方に連絡をいた

だくようにして、次年度から連携を取るかたちに

なっていくのかなと思います。

■ 高橋　病院の中に、ハローワークとの連携に

興味を持ってくださる医療者がいるのは強いです

よね。やはり連携事業を始める時に、連携先の病

院でコアになってくださる医療者がいるかどうか

が、その後の円滑な連携に影響すると思うのです。

興味を持ってくださる病院から始めて、点を面に

つなぐように広めていくことが必要かなと思いま

す。国立がん研究センターのこの連携の取組みも、

始まって 2 年少々で少しずつ進んできています。

最初から夢のように進んでいたわけではないと思

います。いろいろな工夫をし、試行錯誤がありま

す。一方、中央病院よりももっとうまくやってい

る病院もきっとあると思うのです。ですから、お
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隣の病院がどういう工夫をしているか、試行錯誤

の共有が必要ではないかと思います。たとえばハ

ローワークのナビゲーターの方に入っていただい

ているモデル事業については、厚労省の方で各地

の実践者が集まる経験交流会がありまして、連携

における困りごとや対応を話し合っています。何

に困り、みんながそれをどう乗り越えているのか

というノウハウがたまっていけば、また同じよう

な試みをこれから始める病院にも使っていただけ

ます。今日は、小さな試みですが、その共有が少

しできたのではないかと思います。

　それでは今後の取組みについて、お一人ずつコ

メントをいただいて終わりにしたいと思います。

■ 宮田　本当に私たちは試行錯誤で始めて、よ

うやくかたちができてきたと思っています。ただ

実際はケースごと、患者さんごとで毎回支援の仕

方は違いますから、さまざまなご相談、いろいろ

ながん患者さんに対応できるような体制を整えて

いけたらと思っています。今後ともよろしくお願

いします。

■ 原　うまくいっているとは言え、ご相談がまっ

たくない日や逆に集中してしまう日があったりし

て、バランスがよくない状況が今でも時々ありま

す。先ほどメール相談のお話などもありましたが、

来院スケジュールの組み方や、メールや電話相談

のやり方も導入した方がいいのかなど、考えなが

らこれからも続けていきたいと思っています。今

後ともよろしくお願いいたします。

■ 岡田　ありがとうございました。私は医療の

立場ではないハローワークの人間ですから、ご病

気のことはソーシャルワーカーの方や先生におき

きしないとわかりません。そういう意味で、一緒

にやっていただき、そういう方々がバックにいる

ことの安心感が、ひいては患者さんのメリットに

もなるわけですので、そこは引き続き知恵を拝借

しながらともに歩んでいければと思っています。

それからやはり同じ釜の飯を食い続けるというこ

とかなと思っています。

■ 高橋　ありがとうございました。今日は、中

央病院のがん相談支援センター長の加藤雅志先生

も参加してくださっています。急ですみませんが、

相談支援センター長として一言お願いできません

か。

■ 加藤　ありがとうござ

います。国立がん研究セン

ター中央病院のがん相談支

援センターの責任者をして

いる加藤雅志と申します。

今お話があったように相談

支援センターでは様々な活

動をしておりますが、サバイバーの方々への支援

についてどのようなことができるかについても考

えています。がんを患うことで生じた生活の問題

を支援することは当然のことであり、そこが相談

支援の中心になっているのが現状なのかもしれま

せん。しかし、言い方は変かもしれませんが、先

ほど少し話題にもなったように、がんを経験する

ことで新たに得た「今までの人生になかったもの」

を、それぞれの人生の中で活かしていく、そのよ

うな支援も相談支援センターができたらいいなと

考えています。その活動のひとつが就労支援だと

思っています。サバイバーの方々への支援につい

ては、画一的な答えはないのが実情なので、一緒

にそのようなことをこれからも考えていけたらい

いなと思っています。

■ 高橋　ありがとうございました。
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「第２回 がんサバイバーシップ オープンセミナー」アンケート集計 参加者　111名
平成27年10月26日（月）実施 回答者  80名（回答率　72％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

開催に関する希望（自由記述）

企業でのサバイバー部をつくりたいんですが、こういう事例があれば知りたいです。

Q＆Aの時間を長くとっていただき、具体的な疑問と対応について学ぶことができ、とても有意義だった。

企業で産業医をしているのですが、どのような整備が必要なのかを考えたくて聴講させて頂きました。高齢者、障がい者の雇用も課
題であり、色々と整合性をとっていくことは困難な時代と感じます。

がんとお金についてを聞きたいです。

今日の質問でもありましたが、がん患者が仕事をすることへの企業、雇用サイドに「がん患者ならではのメリット」は何なのか―とい
うテーマ設定お願いたします。

地道できめ細かい連携の大切さが伝わってきました。手探り状態の中で、進められる事業だと思いますが、切実で必要とされる方
が救われる事業だと実感しました。病院・社労士の先生、ハローワークの方、それ以外の企業実務担当者や弁護士などより多くの
方が携わっていければ、よいなあと思いました。

1つのセクションの時間が短いため、概要だけになってしまったと感じた。

職場でどんな支援が必要なとかを知りたいです。（企業側としての対応など）

内容も良かったですか参加者の年令が若くて、がんに感心があることに感動しました。

就労支援は、企業の人事担当や企業の経営トップの意識への働きかけが重要と思います。

セミナーの講師の先生からも「こういう情報がほしい」「こういう手助け、支援がほしい」という希望を出していただけるとよいなあと思
いました。微力ですが、何かお手伝いできることがあるのではないかと感じました。

医療スタッフにお願いしたいこと。私は抗がん剤をはじめるときに主治医から「仕事をやめないでできるだけ普段の生活に近い生活
を送ってください」と言われ、仕事をやめるという選択をしなかったので、そのような助言がひとことあると、とてもいいと思う。

対策が前に進んでいることがわかってよかった。この動きが全国に広がればよいと思う。今後は非正規雇用の問題にも取り組んで
もらいたい。

患者としては、物足りない内容たったかな・・・。このような事業取り組みが進んでいることを知ることができて、とても勉強になりまし
た。

がん治療におけるお金の負担のことをもっと知りたい。とくに保険適応外の診療のことなども。

ありがとうございました。配慮が必要で、よく休むし、体調悪いようながん患者を、がん患者だからこそ雇用する明確なメリットを探し
たいです。なければ、雇用場所をつくるコトをしないと、採用は増えないんだろうなと思っています。各企業がこぞって、がん体験者を
採用するような市場がつくりたいです。それほどの価値のある経験だと、患者にも伝えたいです。

参加者の感想（自由記述）

中央病院での就労支援の体制が理解できました。ハローワークとの連携業務は非常に興味がわきました。

各分野の方の話を一同に聞けることにより、参考となった。非常に良い取組みであるので、より多くの人に周知していけばよいと思
うし、もっと拠点が増えていって欲しいと思っています。人が生きていく上で、医療の発達と共に非常に大切だと思います。

インターネットなどでは入手しにくい情報をプレゼン頂きありがとうございました。こちらの相談支援センターを知り、患者として少し
気が楽になりました。まずは自分が通院する病院にこちらのセンターと同じシステムがあるか、まずは主治医に相談してみたいと思
います。

本日は貴重な講演本当にありがとうございました。私どもの病院もまだまだ取り組みが出来ていないなぁと痛感しました。そして企
業をはじめとする職場、現場の理解が本当にまだまだ低いなとも普段の業務からも感じておりました。このような支援がある！！っ
と今日知ったことで一つケアやサポートの幅が広がりました。

貴重な講演ありがとうございました。私の患者さんでも障がい年金を受給されている方が居ました。がん患者さんでもその他の障害
で受給できることを知ったのは、この患者さんに出会ってからでした。生活も視野に入れた知識・情報をしっかり持って還元しなけれ
ばいけないと思い、今回参加させて頂きました。特にお金のことは私達の前で表面化しにくいので、こちらから発信していきたいと思
います。

就労相談の現状がトータルで分かって大変参考になりました。

がん治療や経過観察しながらの就労について様々なお話をお伺いできてよかったです。相談できる窓口があることを知らなかった
ので今後利用してきたいと思います。ありがとうございました。

39.6% 29.9% 5.2% 8.2% 31.3%

受付登録者（134名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 支援団体 企業 その他

31.3% 65.0% 3.8%
性別 男性 女性 未回答

11.3% 23.8% 33.8% 21.3% 6.3%

1.3% 2.5%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

66.3% 25.0%

0.0%0.0%

8.8%

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

43.8%
31.3%

7.5%
5.0%

13.8%
3.8%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

その他

立場（複数回答）

50.0%

13.8%

11.3%

27.5%

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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　みなさまこんにちは、師走のお忙しい時期に、

第 3 回がんサバイバーシップオープンセミナー

にご参加くださいましてありがとうございます。

今日ご参加のみなさま方は、半分以上が実際に治

療を受けたご本人あるいはご家族の立場の方々で

す。また医療者や企業関係者にも大勢お出でいた

だいています。

　今日のテーマは「がん情報」です。がんとわ

かった時にはいろいろと情報を収集するわけです

が、何をどう集めてどういう判断をしたらいいか

に困った方は少なくないと思います。私どもがん

サバイバーシップ支援部が所属している国立がん

研究センターがん対策情報センターは、「がん情

報サービス（ganjoho.jp）」というサイトを持っ

ています。多くの方々に活用されていますが、こ

のサイトは、正確ながん情報を得る場所として日

本でいちばん信頼度が高く、頼りになるサイトだ

と考えています。

　今日はこの「がん情報サービス」という大きな

サイトを中心にして、お２人からお話をいただき

ます。

　最初に、がん対策情報センター長の若尾文彦先

生、それから続いてがん情報提供部長の高山智子

先生です。お話に引き続いて、終了時間までしっ

かり総合討論をいたします。

　今日はぜひ、「がん情報サービス」というサイ

トの中にどのような情報があるのか、その情報が

どういう手順を踏んでつくられているのか、そし

て、がん対策情報センターではこんなことまで

やっているのかと、ちょっとびっくりなさるよう

なお話もあるかと思います。これからみなさまが

「がん情報サービス」をとことん活用し、使い倒

すために、今日の機会を使っていただきたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。

第3回�がんサバイバーシップ�オープンセミナー
メインテーマ

2015 年 12 月 17 日
18 時 ～ 19 時 30 分

国立がん研究センター　特別会議室　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

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

開会の挨拶

＜がん情報サービス＞ 
 ganjoho.j をもっと知ろう
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第3回�がんサバイバーシップ�オープンセミナー

　私たちがつくっている「がん情報サービス」の

紹介を中心に、がん情報について前半を私が、後

半を高山がお話しします。

　スライド 1 は「がん情報探しの 10 ヵ条」と

いうカードです。本日はこの中からとくに、7 条

「インターネットを活用しましょう」と 8 条「手

に入れた情報が本当に正しいかどうか、考えてみ

ましょう」についてお話ししたいと思います。

　その前に、最初のスタートとして 1 条「情報

は“力”。あなたの療養を左右することがありま

す。活用しましょう」にあるように、情報の活用

についてお話ししたいと思います。それとの関連

で、7 条と 8 条が大事になってきます。

インターネット情報を見る際に
注意すべき点

　スライド２「これらの情報を信じますか？」を

ご覧ください。「1. 西銀座チャンスセンター 1 番

窓口で宝くじを買うとよく当たる」という情報で

す。本日、有楽町を通って来られた方もいらっしゃ

るでしょうが、この時期、西銀座チャンスセンター

には大行列ができています。今年も昨年と同じく

「2・3・5 番窓口は 15 分程度でお買い求めでき

ます」という看板が出ています。それなのに、1

番窓口にだけ 200 人ほど並んでいます。1 番窓

口から当りが多く出ているという事実はあります

が、本当に１番窓口は有利なのでしょうか。

　それから「2. 細胞実験で抗がん作用が確認さ

れたから、ヒトのがんを治すことができる」とい

う宣伝や記事。これは本当でしょうか。「3. 免疫

力を高めるとがんの発育を抑制する。このキノコ

は、免疫力を高める。よって、がんを治すことが

できる」という宣伝。これはどうでしょう。

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

国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター

がん情報サービス ganjoho.jp をもっと知ろう

スライド 1　がん情報探しの 10ヵ条カード（表・裏）

スライド 2　これらの情報を信じますか ?
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　またがんからは少し離れますが、「4. 運動をし

ているほど風邪をひかないということがデータで

も確認された」というのは本当でしょうか。

　「5. 胃がん患者さん 100 人の食事調査をした

ら 3 食ともご飯を食べている人が 100 人であっ

た。よって、米は、胃がんの原因である。」とい

う仮説がありました。本当でしょうか。怪しいで

すね。

　もっと怪しいのは「6. 私は、多くの患者に対

ず、がん情報サービスはトップにありました。

　キーワードによって広告が出たり出なかったり

するのです。「がん治療」で検索するとやはり広

告が出てきます。ただ Google は YAHOO より

良心的で、広告にはオレンジ色のアイコンがつい

ていますから、少し区別がつきやすくなっていま

す。でも、上からパッと見ていくと広告に引っか

かってしまいます。初歩的なところですが、まず

広告に気をつけること、次に、本文にも要注意情

して、○○療法を行ってきた。私の

外来に来る患者は、皆、先生のおか

げで良くなったと感謝している。私

は名医で○○療法は良い治療法であ

る」という情報。こういう本に書か

れていることは、本当でしょうか。

　いずれも怪しいという感じがしま

すが、どこが怪しいかをなかなか

はっきり言いにくいところがあるの

ではないかと思います。今日は、怪

しさを見分けるポイントをお話しし

たいと思います。

　 ス ラ イ ド 3 は、 つ い 最 近 の

YAHOO のトップページです。「が

ん」で検索すると「がん情報サービ

ス」は真ん中より下にあります。そ

の上にあるのは広告です。右側に出

ているのが広告だとは知っていって

も、真ん中にも広告が出てくるので

す。広告は細い線で区切ってはあり、

広告以外の部分と区別はされていま

すが、上から見ていくと、どこまで

が広告なのか必ずしもはっきりしま

せん。気をつけていただきたいと思

います。

　スライド 4 は Google です。こ

れも右側には広告があります。こち

らは「がん」で検索すると広告は出

スライド 3　「がん」検索（YAHOO）

スライド 4　「がん」検索（Google）
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報が入り込んでいることを知っておくのは大事だ

と思います。

　インターネットでは膨大な情報にアクセスでき

ます。それでも正しい情報と正しくない情報が混

在しています。中には商品勧誘など悪意のある情

報がありますし、その情報の識別が非常に困難で

す。スライド 5 は、今は国立がん研究センター

に所属している後藤悌先生が東京大学当時まとめ

られたものですが、日本のインターネットで正し

いがん情報にヒットする確率は 50％以下だとい

うことです。半分以上はまちがった情報です。米

国の場合は正しい情報が 80％以上なのですが、

日本はその比率が非常に低く、情報の 10％は広

告で占められているという報告です。

情報を読み解くポイント

　それでは医療情報を読み解く時、どこがポイン

トになるか。スライド 6 は京都大学の中山健夫

先生のご著書から一部改変・引用したものです。

まず、情報源は何か。それから、どのような立場で、

誰に向けて、何を目的として発信されているもの

か。そして実験系や研究系の情報であれば、ヒト

の話なのか、動物実験の話なのか。さらに、分母

はどうか。どの程度の数の対象の中での話なのか

も非常に大事です。さらに対象群ときちんと比較

がされているかどうか。

　また観察研究か実験研究か。これはやや難しい

のですが、偏り（バイアス）がないかどうかです。

偏りをなくすためにランダム化して検討がされて

いるかどうか。それから、後述しますが、交絡は

ないか。このあたりが大事です。

　まず情報源ですが、情報源もいろいろありま

す。医学論文や診療ガイドライン、あるいは学会

発表、さらには権威のある大学の先生の意見や口

コミ情報などがあります（スライド 7）。上にあ

るほど信頼性が高くなっています。どんなに偉い

先生が言うことでも、その方の個人的意見にはあ

まり信頼性はありません。学会発表はもう少し上

の方にありそうな印象も持たれるかもしれません

が、必ずしもそうではありません。学会は、さま

ざまな研究で得た知見を多くの方に発表する場で

あって、そこで発表された内容がすべて正しいわ

けではありませんから、信頼性はそう高くはない

率

スライド 5　インターネット情報

スライド 6　医療情報を読み解くポイント

スライド 7　情報源による判断
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のです。

　昔は情報源によってある程度信頼できるものも

ありましたが、今はバラバラです。新聞やテレビ

でも、専門家の意見をあたかも世間の意見のよう

に伝えることがあります。逆に「インターネット

は怪しい」とはよく言われますが、インターネッ

トでも学術論文をきちんと引用しているものもあ

ります。ですから、その元になった情報源は何か

ということが大事になります。

　実験の話をしますと、基本的にがんの研究は基

礎実験として細胞実験のレベルから動物実験を経

て臨床試験を行い、初めて医療現場に出てきます

（スライド 8）。基礎実験は非常に大事ですが、実

際の医療の現場に届くまでには時間も労力もかか

ります。細胞実験でうまくいったものがすべて臨

床試験までもってこられるかと言うと、そこまで

たどりつく有効なものは一握りです。細胞レベル

や動物実験でうまくいっても、新しい抗がん剤が

できるのは遠い先の話だということを知っておい

ていただければと思います。

　信頼できる情報の発信源ですが、施設から出た

情報か、個人からの情報か、あるいは不明なのか。

また、学会発表よりは医学論文の方が信頼できま

す。対象はヒトを対象にした臨床研究の方が動物

実験や細胞実験よりは信頼はできます。その他、

実現の可能性はあるのか、情報は古くないのかな

どの点も気をつけていただきたいと思います（ス

ライド 9）。

　少し難しい話になりますが、科学的根拠のレベ

ルとしては、比較対照群がある研究、ない研究、

症例報告、意見という順に信頼度が下がります。

対照群としっかりと比較されて、しかも無作為比較

化された研究かどうかを確認することが大事です。

　交絡因子という聞きなれない言葉ですが、交絡

因子というのは 2 つの出来事の関係に影響を及

ぼす「第 3 の要因」のことです（スライド 10）。

たとえば「運動をしている人は風邪をひかない」

という見かけ上の関係は事実としてありますが、

実際には、社会経済上の状態や健康意識の問題が

関係していて、健康意識が高く経済的に余裕があ

る人が運動をする。そして健康意識とか予防意識

があるために風邪を引かないという真の因果関係

が隠れているということがあります。

　これと似たような話があります。サプリメント

スライド 8　医学研究

スライド 9　信頼のできる情報は……

スライド 10　交絡因子
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を飲んでがんが小さくなったという場合、実際に

は放射線治療も受けており、その事実を隠してあ

たかもサプリメントの効果のように言うこともあ

るので、どのような治療をしてどうなったのかと

いう、他の影響因子がないということもしっかり

確認する必要があります。

　それからバイアス、偏りです（スライド 11）。

これも非常に大事で、世の中にはバイアスのある

研究があふれています。中でも多く見られるのが

選択バイアスです。都合のいいものだけ選んでく

るということで、ある療法や薬剤が効いた患者さ

んだけを集めて、それが大変効くように見せるこ

とがあります。それから測定バイアスと言って、

測り方の問題です。よくある例ですが、使用前は

正面を向いて立ち、使用後はやや横向きに立ちま

す。こうするとやせて見えます。同様に、抗がん

剤の評価の検討会で使用前・使用後の写真が出て

きて、これほど効いていますということが実際に

あるそうです。見せ方の偏りがない正しい情報で

あるということは確認しないといけません。

　その他にも、サンプリングバイアス、解析バイ

アス、都合のいいものしか発表しないバイアス、

いい結果だけ覚えて悪いものは忘れてしまう都合

のいい経験バイアスというものもあります。対象

を無作為に選んで、それに介入をして結果が出せ

るかを確認することが大事です。そういう疑いの

目で情報を吟味してください。

Web サイトのチェックポイント

　Web サイトの話に戻ります。まず誰がどのよ

うな立場で発信しているか。先ほども言いました

が、個人よりも部署が出しているもの、さらには

組織がオフィシャルサイトとして出しているもの

が信頼できます（スライド 12）。

　それから、サイトの目的や発信者が明示されて

いるか。時々、誰が出しているのかわからない怪

しいサイトもあります。似たようなことですが、

連絡先や更新日が記載されているか。中には古い

情報が今の情報のように出ていることがあります

から、きちんと更新日が書かれているかどうか確

認していただきたいと思います。

　続いて Web サイの掲載内容のチェックポイン

トです（スライド 13）。掲載内容の選定方法に

スライド 11　バイアスに注意

スライド 12　Web サイトのチェックポイント①サイトに
関する情報

スライド 13　Web サイトのチェックポイント②掲載内容
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ついて明示されているかどうか。先ほどのバイア

スにも関連します。都合のいいことばかり出して

いるのではないことがわかるかどうか。情報源が

しっかりと明記されているか。さらに、掲載内容

とは関連の薄い海外のレポートなどをあわせて載

せて、あたかもエビデンスがあるように見せる怪

しいサイトもあります。

　それから、サイトを読み進めていくと最後に特

定の治療法にたどり着くようなサイトもありま

す。ある特定の治療法（商品）を勧めていないか

どうか。

　さらに、そのサイトのスポンサーが明記されて

いるか。スポンサーがついていること自体が悪い

のではなくて、スポンサーがついている場合はそ

れがしっかり書いてあることが大事です。それで

偏った情報ではないということが確認できると思

います。成功例の紹介ばかりなど良いことばかり

書かれていないか。これもバイアスです。

　誇張された表現がないか。大変つらい時にはど

うしてもいいことに魅力を感じてしまいます。た

とえば「驚異のサプリメント、末期がんからの生

還」などです。本屋などに行くとよくこういう本

がありますが、こういうものは眉唾だと思って注

意していただきたいと思います。

がん情報サービスで提供され
る情報について

　ここからがん情報サービスの話に

移ります。ganjoho.jp で、私ども

がん対策情報センターが出している

サイトです（スライド 14）。画面

の下には「このサイトについて」と

いうフッターがあって、ご利用にあ

たっての留意点のページが出てきま

す。ここでは、編集委員会が編集方

針に沿って評価と承認を行ったもの

スライド 15　「がん情報サービス」編集方針

を掲載していることが書かれています。

　スライド 15 にがん情報サービス編集方針を示

しています。「がん情報サービス」ホームページ

の基本方針は、がんについて科学的根拠に基づい

た信頼性の高い最新の情報と、がんについて役に

立つ知識やがんに対する地域・組織的な対策につ

いての情報をわかりやすく提供することです。

　この情報提供をするために私たちが持っている

3 つの機能は、情報作成、情報収集および評価・

整理、そして情報提供です。

　「がん情報サービス」には一般向けサイトと医

療者向けサイトがありますが、一般向けは患者さ

スライド 14　がん対策情報センターサイト
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んやご家族を含めた一般の方を対象にしており、

わかりやすい情報の提供を基本としていますが、

情報源としてはエビデンスデータベースを活用し

て科学的根拠に基づいた内容を提供しています。

　医療者向けについてはもう少し細かく分かれて

いて、科学的根拠に基づく医療（EBM）に基づ

いて作成されたガイドライン、あるいはそれに準

じた手法で作成されたガイドラインや資料をエビ

デンスデータベースとして紹介し、標準治療に関

する情報への道しるべとしての役割を持つことを

意図しています。

　その判定基準は、まず編集方針に沿って作成さ

れているかということです。それから正しい情報

をわかりやすく伝えるのが重要ですから、表現が

わかりやすいか。そして単にエビデンスだけに限

ると情報が限られてしまうので、医療関係者ある

いは一般の方にも役立つ情報かということもひと

つの判断基準としています。それからがん対策情

報センター発信のコンテンツとして適切なもので

あるか。これらの判断基準を使って、編集委員会

で判定しています（スライド 16）。

　私どもがん対策情報センターには 2 つの応援グ

ループがあります。ひとつは専門家のグループとも

うひとつは「患者・市民パネル」です。「患者・市

民パネル」とは、患者さんやご家族、一般市民の方、

合計 100 名からなるグループで、がん情報サービ

スや冊子などの情報についてあらかじめレビューを

していただき、わかりにくいところはないか、ある

いは患者さんが読んでつらい表現などはないかを確

認していただいています。パネルの方々の意見にも

とづいて修正をかけて最終発信をするというプロセ

スをとっています（スライド 17）。

がん対策情報サービスの構成と使い方

スライド 17　がん対策情報センターへの応援グループ

スライド 16　編集委員会による判定基準

　この手順を経てつくられた

がん情報サービスについて、

ご紹介します。スライド 18
のトップページには 6 つの

項目が並んでいますが、これ

らをグローバルナビゲーショ

ンと呼びます。がん情報サー

ビスはこの 6 つの大項目、

つまり、がんの解説、診断・

治療、生活・療養、予防・検

診、資料室、がんの相談から

成り立っています。その下に

やはり 6 つ並んでいますが、

こちらは「おすすめページ」

です。6 つの大項目の中の情
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報からとくにピックアップしたものを並べていま

す。右側に並んでいるバナーは関連サイトです。

がん情報サービスの本体とは少し違った別サイト

の情報です。こちらも私どもがつくっているもの

です。また上に「医療関係者向けサイト」とあり

ますが、こちらから医療者を対象にしたページに

飛ぶことができます。ただし、こちらもべつに医

療者でなければ入ることができないということは

なく、一般の方にもご覧いただけます。ただ用語

の説明などでやや難しい言葉も使われています。

22 

→

24 

スライド 19　パンくず

スライド 20　冊子 PDF

スライド 18　がん対策情報サービストップページ

それから下には「最新のお知らせ」

が並んでいます。どんどん新着情報

が入るので、古いものは裏に行って

しまいますが、イベント関係や長く

知っていただきたい情報は「ピック

アップ」というかたちで上に残すよ

うにしています。

　奥のページに入りましょう。先

ほどのグローバルナビの 6 項目は

上に並んでいます（スライド 19）。

それから右上に「パンくずリスト」

と呼ばれるものがあります。トップ

ページ、それぞれのがんの解説、胃

がんというように、今どこにいるか

を示すものです。なぜパンくずかと

言いますと、童話の『ヘンデルとグ

レーテル』で、主人公たちが森の中

で迷子にならないように道にパンく

ずを置いて行ったというエピソード

があるのですね。そこからインター

ネットでは大きなサイトの中で迷わ

ないようなリストのことをそう呼ぶ

ようになり、ここを見れば今どこに

いるかがわかるようになっていま

す。それから、タブというかたちで

どういう時の情報が出されているか

を並べています。それから「説明を
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開く」というアイコンがついていますが、パッと

見た時には閉じていて、より詳しく見たい時はこ

こから見ることができます。右のカラムは、先ほ

どは関連サイトでしたが、奥のページではここが

「右ナビ」と呼ばれるナビゲーションになります。

関連情報や関連冊子のリンクがあります。たとえ

ば胃がんであれば拠点病院の胃がん診療のページ

に直接飛ぶこともできます。「病院を探す」から

行けば、まず病院を探す、拠点病院、胃がんと選

んでいかなければいけないのですが、これなら直

接に胃がんから拠点病院のページに飛ぶこともで

きるようになっています。それからがんの解説が

出ています。

　各種がんの解説に行きますと相談支援センター

などで配布している冊子の PDF を見ることがで

きます（スライド 20）。またこれもまだ知られ

ていないのですが、今は読み上げの音声も入って

います。冊子を全部読むのがめんどうくさい、何

25 

スライド 21　データベース「がんの臨床試験を探す」
かしながら耳で聴きたいという方、

あるいは高齢の方で文字を読むのが

大変なので音で聴きたいという場合

には、ここをクリックすると普通の

オーディオプレイヤーから音声で説

明を聴くことができます。これも活

用していただければと思います。

　次に、「がんの臨床試験を探す」

というデータベースについてご紹介

します（スライド 21）。これは日

本で登録されているがんの臨床試験

情報を探すものですが、元のデー

タ は UMIN（University hospital 

Medical Information Network：

大学病院医療情報ネットワーク

研 究 セ ン タ ー）、JAPIC（Japan 

Pharmaceutical Information 

Center：日本医薬情報センター）

のデータベース、JMACCT（Center 

for  C l in ica l  Tr ia ls  ,Japan 

Medical Association: 日本医師会

治験促進センター）という 3 つの

データベースです。臨床試験は必ず

この 3 つのうちのどれかには登録

しなければいけないので、そちらか

らがんの臨床試験を探してインデッ

クスをつくっているのがこのページ

です。がん種を選び実際に臨床試験
26 32

スライド 22　都道府県作成冊子
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をしている都道府県を選んで検索す

るかたちです。

　都道府県が作成している冊子一覧

もあります（スライド 22）。

　また、医療者側のエビデンスデー

タベースですが、ガイドラインの情

報が検索でき（スライド 23）、リ

ンクが張られていているものはガイ

ドラインの本体も見ることができま

す。

　それから「がん登録・統計」です（ス
ライド 24）。お勧めはグラフデー

タベースというもので、ほしいグラ

フをリアルタイムで描くことができ

29 

27 

スライド 25　グラフデータベース

スライド 23　エビデンスデータベース

28 

スライド 24　がん登録・統計サイト

ます。たとえば、男性と女性の全部位のがん罹患

が見たいと思えば、スライド 25 のようになりま

す。がん種別情報や死亡情報など、さまざまなグ

ラフをその場でつくることができます。

　「病院を探す」という機能では、さまざまな背

景の病院を探すことができます。がん診療連連携

拠点病院などの情報は、各病院が厚労省に提出し

ている現況報告書をベースにしています（スライ
ド 26）。特定のがん種の治療について、どの病

院が実施しているか、横並びで見る

ことができます。がん対策推進協議

会がまとめたがん対策加速化プラン

への提言には、医療機関の比較がで

きるような情報の充実が盛り込まれ

ていますので、今後はたとえばがん

登録の数なども横並びで見ることが

できるようなサイトもつくることに

なるでしょう。それからこれもまだ

まだ知られていないのですが、がん

種ごとに拠点病院にある患者さん同

士が語らうサロンなどの情報も横並

びで見ることができます。病院の情

報としては、がん種別の情報や各病
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も 340 ほど登録されています。

　患者必携についても、「がんになったら手にと

るガイド」や「もしも、がんが再発したら」が見

30 

スライド 26　がん診療連携拠点病院を探す

31

スライド 27　患者手記

32 

スライド 28　働くがん患者事例サイト「がんと共に働く」

33 

スライド 29　小児がん情報サービスサイト

院の現況報告書の PDF も見られます。病院ごと

の手術件数や実際の患者数のデータも見ることが

できます。さらに、緩和ケア病棟のある病院など

34 

スライド 30　全国がん登録PRキャンペーンサイト

35 

time
Line

スライド 31　Facebook ページ
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ることができるようになっています。患者さんの

手記もすべて読めるようになっています。テー

マごとに手記を探すこともできます（スライド
27）。

　スライド 28 は「がんと共に働く」という、働

くがん患者さんの事例サイトです。

　小児がんについては小児がん情報サービスとい

う新しいサイトができました（スライド 29）。

　スライド 30 の「Thank You Baton」は、全

国がん登録 PR キャンペーンサイトです。

　がん情報サービスは Facebook のページも

持っています（スライド 31）。2015 年 9 月か

ら動かしていますが、Facebook のアカウント

36 

スライド 32　がんの治療に使われる主な薬 を持っている方は、ページに「い

いね！」をしていただくと更新情

報がタイムラインに流れるように

なります。

　最後に、がんの治療に使われる

主な薬についてです（スライド
32）。2015 年 11 月下旬に更新

したものです。まだ今はホルモン

関係のものしか出ていませんが、

薬の一覧があり、それぞれの薬の

添付文書からつくった情報が見ら

れるようになっています。ここは

今後増強していき、ホルモン剤以

外の抗がん剤も含めたかたちで近

日中に公開する予定です。一般名

に加え商品名で探したり、がん種別で探したりで

きるサイトもつくろうと思っています。

　医療者向けのページは、今は医療者と拠点病

院の 2 つに分かれているのですが、こちらも

2016 年 1 月中旬には合体して、一般向けと同

じの 6 つのボックスが並ぶかたちに変更する予

定です。

　こんなふうに多くの情報が載っているがん情報

サービスですが、その使い方をわかりやすくまと

めた「がん情報サービスガイド」というリーフレッ

トがあります。ぜひ、「がん情報サービスガイド」

を使い倒していただきたいと思います。
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スライド 1　がん対策情報センター企画・作成のがん情報コンテンツ

　私からは、がん情報サービスをもっと活用して

いただくためのお話をさせていただきます。お集

りのみなさま方は国立がん研究センターを知り、

がんのことにすでに関心を持っている方かと思う

のですが、今まであまり病気とは縁のなかった方

が初めてがんになる時には、とまどいが多く、情

報を必要とするのではないかと思っています。

　そういう方々に向けてぜひがん情報サービスを

使っていただきたいということで活動を行ってい

ますので、がん対策情報センターの活動と、全国

的な取り組みなどもご紹介したいと思います。

よりよいがん情報の提供のために
―患者・一般市民の協力とメディアとの相互理解

るわけではありませんが、罹患前の情報から始ま

り、がんと診断され、治療を受け、経過観察をす

る時期の情報、再発をした方のための情報、そし

て最後に終末期の情報があります。2005 年当時

の日本のがん対策の始まりが、がん患者さんたち

の声、「治療に関する情報がない、足りない」と

いうことだったこともあって、私たちの活動の始

まりは、病院にかかっている時の情報からスター

トしています。

　そしてさらに、情報の入り口の位置づけとして

「知れば安心がん情報」や、「がんと共に働く」や「身

近な人ががんになったとき」のように、周囲の方々

にもがんへの理解を深めていただくというような

情報づくりも徐々に開始しています。

　情報をつくるにあたっては専門家はもちろん、

高山　智子
国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報提供部長

がん情報サービスをもっと知ろう�
“もっと”活用していただくために…

　私どもは、よりよいがん情報の提

供のために、いくつか仕組みをつく

りました。ひとつは若尾先生からも

紹介がありました、がん対策応援団

としての患者・市民パネルです。ま

た、メディア向けの勉強会や、企業

との連携もしています。

　スライド１はわれわれがつくって

いるがん情報を図示したものです。

左側が対象者です。患者本人・ご家

族、それから患者さんを取り巻く職

域・友人・社会があります。横軸は

時系列です。すべての人ががんにな
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「患者・市民パネル」と呼ばれる患者さん・ご家族・

一般市民の方々にとても助けていただいています。

　「患者・市民パネル」は北海道から九州、沖縄

まで全国で 100 名で、ほとんどががんの当事者

の方またはご家族です（71 ページ、スライド 17

参照）。患者やご家族ではない一般市民の方もい

らっしゃいます。そういう方々に国立がん研究セ

ンターが委嘱をさせていただいて、がん情報をつ

くる時にご意見をうかがうという取り組みも行っ

ています。専門家ではどうしても難しい表現にな

りがちになったり、時には医療者側の思い込みも

あります。表現について「きつい」とか「やわら

かい表現にしてほしい」などご提案もいただきな

がら、わかりやすく、より届きやすい情報になる

ように、新たな情報を出す時には必ずそうした内

容や表現のチェックのプロセスを経て提供すると

いうことにしています。

　国民には、どのようにがん情報が伝えられるで

しょう。Web サイトからの情報提供があります

し、最近は SNS もありますが、やはり圧倒的に

情報が入ってくるのはメディア、テレビや新聞で

新しい情報を知るという人は多いと思います。

　そこでわれわれが考えたことは、まずはメディ

アで記事を書く人がきちんとがんを理解していな

くては、正しい情報などが報道されるわけがない

だろうということです。まちがった情報で書かれ

ると、読んだ方もまちがった理解をする。まずは

記事を書く人に正しく理解してもらうことが大事

だと考え、メディア向けのセミナーを平成 19 年

度から行っています。

　たとえば新聞やメディアの記者さんたちの多く

は医療の専門家ではありません。治療開発などは、

非常に複雑で体系的に学ぶ機会がない中ではなか

なか背景情報まで詳しく理解することは難しい状

況です。なぜ今こういう状態にあり問題が起きて

いるのか、歴史的背景も含めて、直接、記事にな

らない背景も含めてメディアセミナーの講義でお

伝えし、お互いにディスカッションしていく中で

理解を深めていきます。私たちもメディアのこと

がよくわかりません。どういう情報なら発信しや

すいのかということも、メディアセミナーを通じ

て学び、一般市民の方々に届きやすいかたちを模

索しながらやってきている状況です。

　専門家はどうしてもたくさん書きたがりますか

ら、量が多くなります。今日の私の話も準備をし

ているうちにどんどん長くなってしまいました。

文字数も増えます。メディアから伝えられる情報

は、短く、端的に、そしてわかりやすく伝えると

いうことです。そうすると誤解が生まれやすくな

ります。しかし、それでもそれを互いに理解し、

どこなら折り合いがつけられるか、まちがえない

で伝わる言葉になるかを探していくのもこのセミ

ナーを通して私たち自身も学んできたことです。

がん情報サービスの届きにくい層に対して

　今は、がん診療連携拠点病院の相談支援セン

ターを経由して情報を出すことができますが、が

ん患者ではない一般市民や職域の方々に対して、

私たちがすぐにはアプローチするのは難しいこと

です。がん情報がどこにあるのかも知らない多く

の人たちにマンパワーもお金もない中で、どのよ

うに情報を届けるのか。そこで、まだ一部の取り

組みですが企業にご協力いただいて一緒にがん情

報をつくって伝達の手助けをしていただく試みも

しています（スライド 2）。今のところ、連携先

は生命保険会社さんが多いのですが、協定を結

び、場合によっては一緒に情報をつくって出して

いただいています。保険会社さんと連携につい

て Win － Win の関係になっていると思えるのは、

たとえば、生命保険会社さんが力を入れたいのは、

がんになられる前の方々です。一方でがんになら

れる前の方々は私たちのアプローチしにくい対象

でもあります。こうしたがんになる前の人たちに
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　点訳や音訳の資料については、大阪の堺市立健

康福祉プラザ視覚・聴覚障害者センターさんのご

協力を得ています。残念ながら 2014 年に亡く

なられたのですが、こちらのセンター長さんはも

ともと視覚障害をお持ちでした。その方がある時

がんと診断されました。主治医から「あなたには

説明のしようがない」と言われたのだそうです。

先生も視覚障害の方にどのように説明をしたらい

いのか、きっと戸惑われたのだと思いますが、セ

ンター長さんはきちんとした説明をしてもらえな

いという経験をしました。その後、そのまま放っ

ておいたら身体の具合も悪くなり、次に病院に

行った時にはかなり進んだ状態だったそうです。

こういう思いを他の人にはさせたくない。なんと

か視覚障害者にも正確な情報を届ける手段ができ

ないかということで、私たちと一緒に情報を出し

ていきましょうということになりました。

　小説などは比較的音訳や点訳がされやすいのだ

そうです。医療情報は立ち遅れています。今後も

新しい情報を追加していきたいと思います。

がん相談支援センターを通じたネットワーク
とがん情報サービス・サポートセンターの創設

　次にがん相談支援センターです。相談支援セン

ターではがんの相談ならどのようなことでも受け

ることになっていますが、最大の課題は相談支援

センターの存在をなかなか知ってもらえていない

ことです。わが国でがん対策について行われた

「患者体験調査」では、拠点病院のがん相談支援

センターを利用した方の満足度は 80％を超えて

いました。ただ実際に知っている人は世論調査で

10％以下、「相談支援センターを利用したことが

ある」は患者体験調査で 7.7％でした。使えばあ

る程度満足していただけると思いますが、なかな

か使われていないのが現状です。

　少し前の調査結果になります。使わない理由を

スライド 2　包括的連携に関する協定書の締結を通しての企業連携によるがん
情報の普及啓発ルートの拡大

対して検診や予防方法の情報を出し

ていただいています。

　何らかの障害を持つ方々へのアプ

ローチも始めました（スライド 3）。

われわれができることは限られてい

ますが、視覚障害の方や聴覚障害の

方、あるいは他のいろいろな障害を

持った方々、さらには高齢になると

一般にいろいろな感覚機能が衰えて

きますから、これからの日本ではも

ともとの障害がなくても見えにく

い、聴きにくいという人たちが増え

てくると予想されます。

スライド 3　点字・音声図書の利用
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一般の方に聞いた結果がスライド 4 です。いち

ばん多かったのは「利用の仕方がわからない」と

いう理由でした。知られていないからこそ、こん

な結果になっているのかもしれません。あるいは、

患者さんやご家族は、心配や不安なことがあって

も相談することに慣れていないのかもしれませ

ん。

　全国の相談支援センターへつなぐ、広報しやす

くする取り組みの一環として、がん情報サービスの

情報を電話でご案内する窓口「がん情報サービス・

サポートセンター」を平成 24 年から開始しました。

情報をどう探したらよいかわからない、ということも

を提供できるのは各都道府県の都道府県がん診療

連携拠点病院です。こちらに問い合わせをしても

らえれば、治療実績の検索をする対応もしていま

す。

　さて、がん相談支援センターのことがなかなか

知られていないので、私たちもその普及支援に取

組んでいます。数年前までは病院ごとの相談窓口

の名前が統一されていませんでした。「よろず相

談」「なんでも相談」、あるいは「ひまわり」などまっ

たくバラバラでしたが、やはり統一された方が周

知もされやすだろうと考え、「がん相談支援セン

ター」とすることが平成 26 年のがん診療連携拠

スライド 4　相談支援センターのイメージ : 利用阻害理由 2010 年および 2013
年調査の比較

スライド 5　がん情報サービス・サポートセンター

電話で質問していただき「あなたが

使えるこんな情報があります」と相

談員がご案内するサービスです。も

ちろん相談の中身を一緒に整理しな

がら情報を提供することもやっていま

す。チラシを保健所や図書館など

一般の人が利用しそうなところに置

いて広報活動を展開しています（ス
ライド 5）。

　2016 年 1 月から全国がん登録

が始まりますが、数年前から院内が

ん登録という仕組みで、拠点病院の

どこでどのような対応・治療をした

かという施設別の情報が集められて

います。2 年ほどのタイムラグはあ

りますが、ここで集められた情報を

利用して、病院別の治療実績をご紹

介するサービスを始めています。た

とえば、年間にわが国で 3 例とか

5 例という発症例の希少がんの場合

には、どこの病院の誰が診てくれる

のか、この治療法に対応してくれる

病院はどこにあるのかというような

情報を得るのは非常に大変です。サ

ポートセンターの他、現在治療実績
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点病院の整備指針で決まりました。またハートが

2 つ並んでいるようなロゴマークを目印にしまし

た。全国の相談支援センターの方の投票で決まっ

たものです（スライド 6）。

　スライド 7 はこれまでの活動からわれわれが

学んだことです。広報をすることは必要だと思っ

ていても実は躊躇はありました。相談が集まりす

ぎて対応できなかったらどうしようというもので

す。これは多くの相談支援センターでも経験され

ていると思います。しかし実際に出してみたらそ

れほど相談は増えませんでした。拍子抜けしまし

たが、もっと出していく必要があると思います。

またロゴマークを目印に、相談支援センターはあ

そこだとわかってもらえるといいなと思います。

全国でのがん相談支援センターの連携と
広報活動

　全国の相談支援センターはいろいろな取り組み

をしています。がん対策としては国の取り組みや

都道府県ごとのがん対策推進計画がありますが、

患者さんからすれば県境は関係ありません。行き

やすいところ、行きたいところに行きます。そう

だとすれば、相談支援の窓口もお互いにつながっ

ていなければ、情報を求める人たちを支えられま

せん。そんな問題意識から、「ブロックフォーラム」

という取り組みを展開しています。

　平成 24 年から全国で取り組んでいますが、九

州・沖縄が特に盛んです。毎年各都市の取り組み

が報告され、参加者も増えています（スライド 8）。

　最初に開いた時は相談支援センターの相談員が

中心でしたが行政の方々とはなかなか接点がなく、

協力関係を築けていないのが実態でした。それが

3 年も続けると各県で相談員と県庁の人が一緒に

報告をするようになりました。患者さんやご家族、

一般の方たちにがん情報を伝えるために何が必要

か、行政と現場スタッフが一緒に取り組む姿を見

て、私は非常にうれしく、支える力の厚みを感じ

ているところです。他県の取り組みを見て新たな

視点を得ることもあり、県の境を超えたブロック

フォーラムならではの効果だと思っています。こ

こからも多くを学びました（スライド 9）。

　もっと広報を進めるため、福岡の九州がんセン

ターさんの企画で 2015 年 5 月に全国の相談支

援センターの関係者が集まって博多どんたくに参

加しようということになりました。法被と横断幕

スライド 6　がん相談支援センターの普及支援

スライド 7　LessonsLearned学んだこと①

スライド 8　九州・沖縄ブロックの地域相談支援フォーラム
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と幟をつくって参加しました。当日は雨になりま

したが全国から 66 名、九州がんセンターのボラ

ンティアの方を含めて 120 名のどんたく隊が博

多の街を練り歩きました（スライド 10）。

　町のイベント会場にブースを借りて、出張がん

相談もやりました。お祭りですので、隣りは踊り

と音楽が鳴り響くステージでけっこううるさい状

況でした。準備中は「こんなところで相談しに来

る人がいるのか」と思っていましたが、私たちの

予想を裏切って、大勢の方が相談に来られました。

たまたま通りがかりで、「今日はこれから親のと

ころに帰るのだが相談に乗ってもらいたい」と立

ち寄る方がいらしたり、明太子を売っているのか

と勘違いして声を掛けてきた方ががん相談のブー

スと知ってあとから戻ってきて、実は私はがんで

と身の上話をされたりしました。本当にどこにで

も相談を求めている人がいるのだということを改

めて感じた 2 日間でした（スライド 11）。

　広報というのはお金がかかるものです。でも、

イベントをすることで新聞などに無料で載せてい

ただいたり、テレビにニュースで取り扱われたり

します。NHK ではブースを設置中に放送してい

ただいたので、お昼のニュースで見て相談に来た

方もけっこういらして、相談対応が追い付かない

場面もありました。このイベントからもいろいろ

なことを学びました（スライド 12）。

　徳島では講演会後に、阿波踊りに参加しました

スライド 9　LessonsLearned学んだこと②

スライド 11　博多どんたく会場・出張がん相談

スライド 12　LessonsLearned学んだこと③

スライド 10　「がん相談支援センターを地域の支援の輪につ
なげる新企画」「博多どんたく」参加報告

（スライド 13，14）。私たちも初めての経験で

したが、私たちは法被姿、聴衆の方もこれから踊

りに行く衣装で講演を聴き、その後みんなで練習

をして阿波踊りに参加したのです。私たち相談員

だけではなく患者会の方々とも一緒に参加できた
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のは非常に良い経験でした。お金を払って見にく

る観客の桟敷の前で踊るのは地元ではけっこう大

変なことらしく、踊りがへたくそだとものを投げ

られるとおどされていたのですが、私たちのあと

にお口直しにプロが踊ってくれたおかげで、もの

が飛んでくることもなく、楽しいイベントになり

ました（会場笑）。その地方ならではの活動からは、

多くを学びました（スライド 15）。

　秋田では、文字情報ではないかたちで相談支援

センターの活動をお知らせする試みとして、初め

てラジオドラマを放送するという取り組みを行い

ました。ラジオ放送に加えて竿灯祭りへの参加な

ども影響したのだと思いますが、秋田大学附属病

院では相談件数が伸びたということでした。文字

を超えるという意味では、ラジオドラマ以外にも

寸劇やがん検診体験会などもやっています（スラ
イド 16）。どのような状況の方にもがんの情報

が伝わるように、どのように情報を伝えられるか

という試みもいろいろと始めているところです。

ご清聴ありがとうございました。

スライド 13　踊るがんフォーラム①

スライド 14　踊るがんフォーラム②

スライド 15　LessonsLearned学んだこと④

スライド 16　文字を超えて：どう伝えるか、どう伝わるか
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質 疑 応 答

■ 高橋　ありがとうござ

いました。お 2 人のお話

で、がん対策情報センター

の多角的な活動がおわかり

いただけたと思います。情

報提供だけではなく相談も

受け、さらに企業や行政と

も連携しながら活動を展開しているとのことでし

た。

　時間は限られていますが、ご質問を受けます。

若尾先生と高山先生は、がん情報や相談支援セン

ターについて日本でいちばん詳しい方々です。こ

の機会に、どういう視点からでもご遠慮なくご質

問ください。

チラシ等の全国的な配布・発注システム
について

■ 参加者 A　貴重なお話をありがとうございま

した。私は肝臓病の患者会に入っていて、肝臓が

んの患者仲間からも相談を受けています。これだ

け多くの情報があることはなかなか知られていな

いので、これをぜひ伝えたいと思います。先ほど

自分のスマホで「もしも、がんと言われたら―ご

家族・職場の方へ」を見てみましたが、本当に患

者目線、家族目線で、お医者さんへの聞き方も含

めて、大変いい情報だと思いました。これをぜひ

患者に伝えていただきたい。お願いとしてはパン

フレットでもいいので全国の病院に配布して、主

治医の先生に「告知の時にはこれを渡してくださ

い」と言ってもらえるといいと思うのですが、そ

ういう計画はないのでしょうか。

■ 若尾　どうもありがと

うございます。当初はパン

フレットを病院にも配って

いたのですが、予算がどん

どん削られて数も足りなく

なり、途中から方向転換し

ました。各地の病院からは

「自分たちで刷るのでデータをください」という

希望が寄せられ、それはそれでいいのですが、印

刷の量が少ないとコストが高くなります。冊子 1

部が 300 〜 500 円という単価になってしまい

ます。それではもったいないので、今は発注シス

テムをつくり、各病院からの注文を年に 4 回ま

とめて大量に印刷することで安価におさえて、そ

れを買ってもらうかたちにしています。

　それから主治医からの説明場面のことですが、

相談支援センターの存在を知らせるためのカード

をつくっていて、これを拠点病院にすすめていま

す。これを主治医から患者さんに渡し、相談支援

センターを知ってもらえれば、私どもの冊子も見

つけてもらえます。まずは主治医から相談支援セ

ンターの情報を提供してもらえるよう、進めてい

るところです。相談支援センターにいる相談員の
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方も病院内で臨床の先生とつながって自分たちの

存在をアピールし、患者さんに伝えていただく仕

組みが少しずつ構築されているところです。

■ 高橋　発注システムを使うためには、まず ID

をとっていただく必要がありますが、申請して審

査を受けるのですよね。

■ 若尾　ID をお渡しするのは基本的には医療機

関です。企業さんなどからの冊子注文は別途対応

しています。それから患者さんなどから個別にほ

しいというご要望もいただいています。現在は

50 冊単位など大口発注しか受けていないのです

が、1 冊ずつほしいという方にどう対応できるか、

業者の方とも相談してその仕組みもつくろうとし

ています。どうしてもコストがかかってしまうの

ですが、相談支援センターがある拠点病院まで行

けない方もいらっしゃいますから、そういう方に

もチラシや冊子が届くように検討しているところ

です。

■ 参加者 A　ありがとうございます。「がんと

言われたらがん情報サービスへ」となるといいで

すね。

■ 高橋　そうですね、ありがとうございます。

主治医とのコミュニケーションのとり方

■ 参加者 B　患者家族という立場で質問させて

いただきます。本やネットもいろいろ見るのです

が、患者家族という立場からすると、主治医から

説明を受けた時に本当にその治療法しかないのだ

ろうかとどうしても考えてしまいます。先生が出

した選択肢以外の治療もあると思うのですが、実

際にはどのように主治医の先生と相談を進めたら

いいのか、どう意見を求めたらいいのか、主治医

との相談の仕方を教えていただけると助かるので

す。情報は情報としていろいろ書かれているので

すが、具体的に自分や家族のケースに当てはまる

かどうか、他の治療法もあるのか、具体的にどの

ようにたずねればよいでしょうか。

■ 若尾　みなさんから、主治医と話がしにくい、

あるいはどう聞けばいいかわからないというご質

問をよく受けます。「がん情報サービス」のペー

ジには、現在はトップページから少し下がってい

るのですが、国立がん研究センター東病院の精神

腫瘍科がつくった「主治医とどういう話をすれば

いいか」という冊子があります。具体的な質問の

言葉に落としたかたちの情報になっています。今

は「生活・療養」のセクションの「よりよいコミュ

ニケーションのために」のところに入っていると

思いますので、そちらを見ていただければ参考に

なると思います。

　それから主治医ですが、カードの 3 条に「あ

なたの情報を一番多く持つのは主治医。よく話し
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てみましょう。」とあるように、まず主治医としっ

かりと相談していただく。その主治医とちょっと

話しにくかったり、あるいは主治医から満足がい

く答えが聞けない場合には、拠点病院の相談支援

センターに行って聞いてください。そちらには国

立がん研究センターでトレーニングを受けた看護

師やソーシャルワーカーなどの専門職がいます。

拠点病院の相談支援センターは、その病院にか

かっていない方でも利用できます。電話でも相談

できますから、主治医とのコミュニケーションや

セカンドオピニオンの取り方なども教えてもらえ

ると思います。ネットとは違い、相談支援センター

では対面や電話で双方向のやり取りができますか

ら、ぜひ活用していただければと思います。

■ 高山　個人によって、

すでにどこまでの情報を得

ているか、どこまで情報を

理解しているかが異なると

思いますので、質問の仕方

に加えて、相談員の方に自

分の場合は何を聞けばいい

のかも相談すると良いと思います。忙しい主治医

の先生に効率的に質問をするためには、まず相談

員に個別に聞いてもらうのも非常に有効だと思い

ます。

■ 参加者 B　その時々で自分が聞きたいことも

日々変わりますし、疑問点をメモって説明を受け

ても全部納得するとは限りません。どんどん疑問

が出てきて、質問攻めにしたいくらいですが、は

たしてそんなに答えてもらえるのかと思ってしま

うのですが。

■ 若尾　今まさにお話があった通りで、「あれも

これも聞きたい」と思いがちですが、やはり時間

は限られています。カードの2条にもありますが、

質問の優先順位を決めて、重要なものから聞いて

いくということで整理できると思います。

　先ほどご紹介した冊子ですが、「生活・療養」

の中に「重要な面談にのぞまれる患者さんとご家

族へ―聞きたいことをきちんと聞くために―」と

いうパンフの PDF が載っています。主治医との

話し方のヒントが具体的に書いてあるので、ご利

用いただければと思います。

■ 高橋　本当に、一発で知りたい情報がパッと

すべて手に入ればどんなに楽でしょう。現実は、

おそらく多くの方が情報の質に関して行ったり来

たりしながら納得のゆくかたちを見出しているの

ではないかと思います。主治医への質問の仕方や

聞き方に心をくだく方は多いと思いますが、納得

するためには気を使ってばかりいられない時もあ

ります。ぜひいろいろなリソースを活用していた

だければと思います。

どこでも、どんなことでも相談できるのか

■ 参加者 C　患者です。ふだんはパソコンから

データやガイドラインなどの情報を見ているので

すが、実際に人に相談をするという場合は、がん

情報サービスサポートセンターというところに

行って聞けばよろしいのですか。

■ 若尾　はい、がん情報サービスサポートセン
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ターは対面ではなく電話の窓口です。またお近く

に拠点病院があればそちらのがん相談支援セン

ターに相談窓口がありますので、そちらにお出で

ください。

■ 参加者 C　そちらでは直接お話ができるので

すか。

■ 高山　面談でお話しできます。

■ 若尾　支援センターの場所はサポートセン

ターでご紹介できます。

■ 参加者 D　友だちから受けた相談ですが、友

だちは東京に住んでいるのですが九州の知り合い

ががんになったのでいい病院を知らないかという

ことです。地方の方も自分が住んでいる地域で相

談ができるのでしょうか。

■ 高山　それこそまさに今つくっているネット

ワークで、どこの相談支援センターに行っても、

とにかく相談できる窓口につないでもらえます。

はじめに相談したところで解決できることもある

でしょうが、医療機関情報になると地元の相談窓

口の方が圧倒的に強いです。Web にはまだ載っ

ていないような情報も、地元の窓口なら知ってい

ることもあります。情報を集めるのが仕事で、日々

情報を仕入れていますから。ですから、遠隔地の

状況を相談したい時には、場合によっては相談支

援センターから九州のある県に照会をすることも

できます。あるいは地元の相談窓口と直接話した

い場合は、そこの地域の相談支援センターに行っ

ていただき、しかるべき医療機関を探してもらう

手もあります。

話をするうちに困りごとの本質が見えて
相談にむすびつく

■ 高橋　私からひとつ質問させてください。高

山先生のスライド 4（80 ページ参照）で、相談

支援センターの利用阻害理由の中に「何を相談し

たらいいかわからない」というのがかなり上位に

ありました。情報を得たとしても、自分の悩みを

言葉にしてはっきりした相談にするのはけっこう

難しいこともあると思うのですが、相談の仕方に

ついて何かアドバイスはありませんか。

■ 高山　私が最近訪問した相談支援センターで、

まさにそれかと思うことがありました。そこでは

がん患者の就労に関する相談会を開いたのに誰も

来なかったのだそうです。就労については多くの

方から「困っている」という話は聞くのですが、

いざとなると患者さんは何をどう相談したらいい

かわからない。誰も来ないので仕方がないのでス

タッフ数人で自由に話せる勉強会を開き、そこに

患者さんも参加できるようにしたら、その勉強会

後に各スタッフがつかまって「私の相談に乗っ

てください」と次々と質問されたのだそうです。

「困っていること」のイメージをはっきりさせる

のは難しいことがありますが、他の人の相談を聞

くうち、私もそうだ、私も聞きたかった、私の場

合はどうなのか、といろんなことが気になってく

る。そんなふうに困りごとを「発見する」場も大

事なのではないかと思います。ざっくばらんに話

をする中で身体からポロポロと垢が剥がれ落ちる
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ように、重荷だったところが言葉になって相談が

でき解決につながることがあります。肩ひじを張

らずに自由に話せるということも大事だと思いま

す。

■ 若尾　それから、相談員の方に聞くと、理路

整然と「私はこれに困っているからこんな相談が

したい」と明確に問い合わせをされる方は本当に

まれで、実際は最初に切り出した悩みではないと

ころに問題があることが多いそうです。相談を通

じて問題を整理していくのも相談員の得意なとこ

ろです。

　なんとなく不安だ、心配なことがある。具体的

な相談はないけれどがんにかかっていて心配だと

いうようなことでも、相談員と話をしながら自分

の問題を見つけることもできると思います。です

から、相談に行くというより、お話に行くような

気持で使っていただければと思います。

■ 高橋　ありがとうございます。やはり誰かに

鏡のようになって聞いてもらううちに、なんとな

く問題が整理されて、高山先生が言われたよう

に「ポロポロと垢が落ちる」のかもしれません。

それは相談員ではなく家族や友人でも、信頼して

いる人に話を聞いてもらうことでも良いのかもし

れませんね。若尾先生、高山先生、本日は大変あ

りがとうございました。がん情報サービスや全国

の相談支援センターが、みなさまにとって今まで

よりも少しでも身近な存在になれば良いと思いま

す。
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「第３回 がんサバイバーシップ オープンセミナー」アンケート集計 参加者　82名
平成27年12月17日（木）実施 回答者  69名（回答率　84.1％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

開催に関する希望（自由記述）

再発患者の心のケア及び治療の選択方法等のセミナーがあれば嬉しい。

がん情報サービスが、これほど情報があると思いませんでした。よく、見てみたいと思います。
がん情報サービスは以前から知っていましたが、10年前に比べてコンテンツも充実し、また使いたいと思いました。

先生や、看護師、患者の立場からの講演もあればいいです。

たまたま中央病院のロビーで目にして参観を申し込んだが患者仲間は誰もこのセミナーを知らなかった。もう少し認知度を上げて
いただいても良いのではと思う。

がん情報サービスの詳細・使い方について、良く分かった。がんを正しく知る、治療法について、信頼できる情報リソースの大切さ
が分かった。

宣告された時に辿り着けなかったのが残念でなりません。情報が多すぎて間違った情報に心を乱されているがん仲間を知ってい
ます。最後は自分の判断になりますが、正しい情報を見極める力をつける事が大切だと改めて気づかされました。

もう少し、詳しい事を、聞く為に情報センターを、利用させて頂きたいです。

参加申し込みした方向けに、内容の動画配信はありますか。もし、あると・・・たすかります！！

様々な取組みをされており、勉強になりました。また、患者、家族の方の声も聞けて良かったです。ありがとうございました。

サプリメント、代替治療についてのセミナーを開催して頂けないでしょうか。お願いします。

具体的に、1つのがんの症例を取り上げ、がん情報サービスを活用した、情報の集め方を提示する内容のセミナーがあれば参加
したい。

質問にもありましたが今一番腐心しているのは病気の種類に関わらず医師とのコミュニケーションの取り方である。経験豊富、優
秀な医師でも対話が得意でない場合、自分の状態を説明し、どうしたいのか理解してもらうのがとても難しい。相談支援センター
等でお話させてもらっても結局自分が医師に働きかけるしかない。このテーマをとりあげてもらいたい。

インターネットの情報にふりまわされることが多いので今日のセミナーはとても参考になりました。
色々な活動をして頂いてますが、まだまだ一般の方は知らない情報ばかりです。私なりに広めていきたいと思いました。

小児がん関係の勉強会も開いてほしいです。また就労の勉強会をしてほしいです。

ホームページは活用していましたが、こんなに情報が充実しているとは思いませんでした。まわりに情報が必要な人がいたら、こ
のホームページを伝えたいと思います。とても、ありがたいサイトです！

さっそく「もしもがんと言われたら」を拝見しました。患者目線のとてもすばらしい内容ですね。とても感激しています。「ご家族、ま
わりの方へ」も同様で、患者や家族が知りたい情報だと思います。ぜひともパンフレットを全国の病院に配って、「がんと言う時」に
主治医から渡してほしいです。

参加者の感想（自由記述）

がん情報サービスは時々見ていましたが、ここまで細かい情報が得られることは今日知りました。これから、時間のある時にじっく
り読んでいきたいと思います。

医療否定本に対する見解（冊子）・免疫療法にだまされないためにの（冊子）を要望します

データが沢山あると安心ですが、馴れていないなどITリテラシーの問題があると思いました。

情報の集め方など参考になったが、受けてみたい治療にたどり着く手段を教えてほしい。病院内の掲示板のセミナーの資料を後
日求めたらその勉強会自体を把握してなかった。院内で情報を共有してほしい。

アナログ人間ですが、様々な情報を手にする事ができると知り、一歩踏み出してみようかと思います。国立がん研究センターには
全ての人がアクセスできるので、相談支援も受けられることは理解できますが、国がんの患者さんの方が有利かな・・・。拠点病
院と一般病院との差を感じます。私が利用している病院にも「がん相談外来」ができたものの、専門・認定看護師の更新のための
活動かなという気もします。

沢山の情報が入っているがん情報サービス、何でも相談できるがん相談支援センターにとても安心しました。

がん情報サービスのイメージをつかむことができました。資料の文字が少し小さかったことと、参加者が多く、座席によっては前の
方の頭でスライド（今、どのあたりを説明されているのか）がほとんど見えないので、細かい部分でついていくのは少し難しかった
です。

55.0% 21.0% 3.0% 12.0% 23.0%

受付登録者（100名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 支援団体 企業 その他

64.0% 33.0% 3.0%
性別 男性 女性 未回答

6.0% 11.0% 36.0% 32.0% 12.0% 3.0%
年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

53.6% 33.3% 1.4%

0.0%

13.0%
オープンセミナーの感想（複数回答） 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

62.3%
15.9%

2.9%
4.3%

13.0%
8.7%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

その他

立場（複数回答）

36.2%

11.6%

7.2%

43.5%

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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　みなさんこんばんは。国立がん研究センター

がん対策情報センター長の若尾です。たくさん

お集まりいただきありがとうございます。この

サバイバーシップオープンセミナーは 2015 年

度から始まり、今日は 4 回目です。今までは口

腔ケア、就労支援、情報というテーマでやり、今

日は「親ががんになったとき―がん患者さんと

子どもへの支援―」という非常に難しいテーマ

です。2015 年 11 月にがん対策情報センターで

過去の統計データを改めて調べさせていただき

ました。そこで明らかになったのですが、今の

日本でがんに罹る方は年間約 80 万人ですが、そ

の 80 万人中、18 歳未満の子どもがいるがん患

者さんは 56,000 人です。その 56,000 人の方

には 87,000 人のお子さんがいらっしゃいます。

87,000 人の平均年齢は 11.2 歳です。半数以上

は 12 歳以下の小学生のお子さんです。それだけ

多くの子どもの親ががんに罹患されています。今

まではそのお子さんに対するケア、支援はあまり

十分に行われていなかったというのが正直なとこ

ろだと思います。どうしても後回しにされていま

した。しかしこうしたお子さんに対する支援やケ

アは非常に大事なところです。今回は、そこに対

してこのサバイバーシップ支援部で光を当ててい

ただきました。今日は専門的に研究されているお

2 人のお話を聴いて、そのあとでみなさまのご意

見をうかがいながらそのお子さんをどのように支

えていくかという今後の方向性についてディス

カッションできればと思います。飲み物を飲んで

おにぎりを食べながら話をお聴きいただき後半部

分で積極的に議論に参加していただければと思い

ます。本日はよろしくお願いいたします。

第4回�がんサバイバーシップ�オープンセミナー
メインテーマ

2016 年 2 月 17 日
18 時 ～ 19 時 30 分

国立がん研究センター　特別会議室　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

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

開会の挨拶

親ががんになったとき 
―がん患者さんと子どもへの支援―

90 Ⅰ　オープンセミナー・第 4回



　第4回がんサバイバーシップオープンセミナー

にご参加いただきありがとうございます。がん対

策情報センターがんサバイバーシップ支援部長の

高橋です。よろしくお願いします。

　今日のスピーカーである小林真理子先生、小嶋

リベカ先生はともにがん研究センター中央病院

で、それぞれ精神腫瘍科、緩和医療科の一員とし

て、またお 2 人とも緩和ケアチームの一員とし

て働いておられます。そのこともあってか今日は

今までのオープンセミナーの中でいちばん中央病

院のスタッフがたくさん参加してくださった会に

なり、個人的には大変うれしく受け止めておりま

す。

　病気というのは家族の総力戦のようなところが

あります。ご本人を中心に病気のことを子どもに

どう伝えるか、あるいは歳をとった親にどう伝え

るかについてはみんな悩みます。一度伝えて終わ

りではありません。伝え方やその後の向き合い方

にも決定版の答えはありません。試行錯誤しなが

らみなさん考えていくのだと思います。

　本日の小林先生と小嶋先生のお話をうかがっ

て、みなさま方それぞれが、ご自身のファミリー

なりの、我が家なりの向き合い方のヒントを見出

していただければいいと思います。また医療者の

方にはなにか日常の診療やケアの上でのヒントに

なればとも思います。

　今日は NHK のハートネット TV の山田キャス

ターも来てくださっています。山田キャスターの

ブログ「ヤマケンボイス」で今夜の様子もご紹介

くださるということですから、ぜひ後でハート

ネット TV のサイトをご覧ください。

　今日の進行ですが、まず小林先生、小嶋先生の

お話をうかがってからその後じっくり質疑応答を

いたします。それではお願いいたします。

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

テーマについて

91テーマについて　



　みなさんこんばんは。放送大学の小林です。週

1 日、国立がん研究センター中央病院・精神腫瘍

科に兼務で来させていただいています。

子育て中のがん患者と子どもの推計

　若尾先生の開会挨拶でもご紹介いただきました

が、子育て中のがん患者と子どもたちが全国にど

のくらいいるかの詳細な推計ががんセンターから

初めて出されました。スライド 1 にあるように

中央病院に入院するがん患者のうち 18 歳未満の

お子さんがいる人の割合は 24.7％と推計されて

います。つまり中央病院入院のがん患者の 4 人

に 1 人は 18 歳未満のお子さんがいるというこ

とです。私はこの推計を見てこれほどいるのか

と、ちょっと驚きました。18 歳未満のお子さん

のいるがん患者が、がんと診断された平均年齢は、

男性が 46.6 歳、女性が 43.7 歳です。親のがん

の種類の上位 2 つは、男性は胃がん（15.6％）、

肺がん（13.2％）、女性は乳がん（40.1％）、子

宮がん（10.4％）の順です。この推計値の詳細

は「井上泉、東尚弘、岩本桃子ほか（2015）: 

A national profile of the impact of parental 

cancer on their children in Japan. Cancer 

Epidemiology, 39(6): 838–841」に載ってい

ます。

小学生のいる患者さんへの関わりの一例

　それでは、私が以前勤めていた病院でかかわっ

た一例を導入としてお話しいたします。母親が乳

がんの患者さんです。お子さんは 1 人娘で A ちゃ

ん、小学校 2 年生です。お母さんは、自分が乳

がんだと告知された時は、自分たちが事態を受け

止めることに精一杯で子どもには伝えられません

でした。幼い娘に心配をかけたくないという親心

から、何も伝えないまま「お母さんは、ちょっと

検査してくるから」と言って入院してしまいまし

た。その間は母方の祖母が滞在し、A ちゃんの世

話をしてくれたということです。

　その後やっと戻ってきたお母さんが、自分の傷

跡を見せたくないという親心から、それまでは A

ちゃんと毎日一緒にお風呂に入っていたのに、病

院から帰ってきた途端にお母さんは一緒に入らな

いからと言い、A ちゃんはお母さんと一緒にお風

小林　真理子
放送大学大学院臨床心理学プログラム准教授／臨床心理士

親子のコミュニケーションを支える

 国立がん研究センターの調査報告（2015年11月）から

（年間・全国推定値）

• 18歳未満の子どもがいるがん患者：56,143人
• 親ががんである18歳未満の子ども：87,017人
• 同センター中央病院に入院するがん患者のうち

18歳未満の子どものいる人の割合は：24.7％
• 18歳未満の子どもがいるがん患者が、がんと診断された

平均年齢 男性：46.6歳、女性：43.7歳
• 親のがんの種類

男性：胃がん（15.6％）、肺がん（13.2％）の順

女性：乳がん（40.1％）、子宮がん（10.4％）の順に多い

スライド 1　子育て中のがん患者と子どもたち
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呂に入れなくなりました。

　お母さんの化学療法が始まると、体調が悪くな

ることが増え、子どもはその具合の悪い姿を見る

ようになります。まもなく A ちゃんは学校に行

き渋るようになり、お母さんの付き添いがないと

登校できなくなりました。学校に行けてもお母さ

んが教室の後ろにいたり、あるいは保健室に付き

添ってくれないとだめだったということです。お

母さんも具合が悪いものですから、そのうちに不

登校になってしまいました。通院で化学療法をし

ていたのですが、看護師さんが、ベッドサイドで

お母さんがそういう状況にあるということを聞

き、緩和ケアチームの臨床心理士の私にカウンセ

リング依頼ということでつないでくれました。

　カウンセラーである私たちはわりに時間をとっ

て面談室でじっくり話を聴くことができます。1

回に約 40 〜 50 分です。お母さんは、A ちゃん

が不登校になっているのは、明らかに自分の病気

のせいで、 A ちゃんが不憫でならないと話されま

した。一方で、自分は治療に疲れていて、子ども

がいるとイライラして優しい言葉を掛けてあげら

れないこともあるということです。それでますま

す不憫に思うと話されました。

　病名を伝えた方が自分も楽になるという思い

と、やはりかわいそうだから知らせない方がいい

という思いの間で自分もとても揺れている。知ら

せた方がいいとは思っているが、 知らせた後に自

分自身が冷静に対応する自信がないということを

泣きながらお話しされました。

　そのお母さんの話をじっくり聴いて、親御さん

が、子どもを思って気持ちが揺れ動くのは当たり

前であること、みなさんがそうですよとお伝えし

ました。子どもに真実を伝えることは大切だけれ

ど、まず母親自身の心の準備をすることが先だと

話しました。

　後で紹介しますが『おかあさん だいじょう

ぶ？』（作：乳がんの親とその子どものためのプ

ロジェクト　絵：黒井健　発行：小学館）という

絵本をお母さんに見ていただき、お貸ししまし

た。こういうものを参考にしてご主人と話し合わ

れて、もし伝えられるなら伝えた方がいいですね

と、伝える際のポイントも説明をしました。

　そうしましたら次の面談までにご両親でお話し

合いをされ、自分たちでお子さんに伝えられてい

ました。両親で、絵本を使って、A ちゃんに自分

は乳がんであると話されたそうです。お母さんい

わく、「A に、『ママ一緒に頑張ろう』と言われ、

救われました」ということです。「最初の言葉が

それだったので驚きました」と拍子抜けしたみた

いな感じでお話しされました。子どもにがんであ

ることを伝えたその日から、もう隠しごとがなく

なったので一緒にお風呂に入るようになったとい

うことです。そして、カタログで抜け毛対策用の

帽子を一緒に選んだんですという報告がありまし

た。その後まもなく A ちゃんは再び登校できる

ようになりました。典型的な例かなと思い紹介さ

せていただきました。

親ががんになった時、子どもに見られる
反応

　親ががんになった時、お子さんはいろいろな

反応を示します（スライド 2）。小さなお子さん

の場合は、発達の退行、いわゆる「赤ちゃん返

り」が見られることがあります。大変な甘えん坊

になったり、できていたことができなくなってし

まったりします。これまでと違った、その子らし

くない言動を見せることもあります。おとなし

かった子が乱暴になったり、逆に非常に元気だっ

た子がしょげてしまったりです。攻撃的になった

り、落ち着きがなくなったり、学校への持ち物を

忘れたり、今まで宿題をきちんとしていたのがし

なくなってしまったり、成績が落ちたりすること

もあります。
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　罪悪感や責任感が強くなりすぎたり、中には一

部ですが、うつ病や不安障害の兆候を示すことも

あります。お父さんやお母さんの病気に対する子

どもの反応は本当に一人ひとり違っていて、さま

ざまです。それは家族の非常事態にあっては自然

の反応だととらえたいと思います。異常ではな

く、自然の、当然の反応を子どもは示していると

いうことです。したがって私たちは、子どもから

の SOS としてそれを受け取り、サポートしてい

く必要があると思います。

　厚労省の研究班で行った調査ですが、子育

て中のがん患者さんの子どもの PTSS（Post-

Traumatic Stress Symptom：心的外傷後スト

レス症状）を質問紙で調べています。子育て中の

がん患者さん（n=182）の自分ががんであると

いうことからくるストレス症状は、42％がケア

をした方がいいレベルである臨床域、つまり中等

度以上を示しました。6 〜 14 歳の親ががんの子

ども（ｎ＝ 93）は、31％が中等度以上の PTSS

を示したということです。15 〜 18 歳の思春期

の子ども（ｎ＝ 26）は 21％でした（出典：小

澤美和（2014）　がんになった親をもつ子ども

への支援の現状と課題　緩和ケア 24 号 p4）。本

人がいちばんストレス症状を示していますが子ど

もたちも示しているということがわかりました。

親のがんを子どもに伝える

　ここからは子どもにがんを伝えるということ、

コミュニケーションをテーマにお話しします。親

御さんもいろいろ悩みます。「子どもにはかわい

そうなので話せない。知らない方が苦しまずにす

むし、他の子と同じように自分の生活を普通に楽

しめる」と思う人もいます。「子どもには伝えら

れない。でももし後でわかった時、何で教えてく

れなかったのかと言われたらその方がショック

で、関係が悪くなるかもしれない」、あるいは「が

んは、私たちにとってすごい大きなできごとだか

ら、子どもに言うのは当然だと思う。子どもと一

緒に頑張れるはず、でもなんて言えばいいのだろ

う」、「話そうとは思っているけれど、まだ自分で

も気持ちの整理がつかないから、話してしまうと

かえって混乱するかも…それは子どもに悪い影響

を与えてしまうかもしれない」と親御さんはいろ

いろなレベルで悩んでおられます（スライド 3）。

　ここで子どもたちはどう思っているかという一

例をご紹介します。お母さんが元患者さんの、今

は 20 代半ばになった女性です。彼女が 8 歳の

時、お母さんが初発の乳がんになりました。先ほ

どお話ししたように「ちょっと検査してくるから」

と言って出かけたまま入院してしまいました。そ

 発達の退行が生じることがある

 これまでと違った、その子らしくない言動を見せることがある

 攻撃的になったり、落ち着きがなくなったりすることがある

 学業に影響が出ることがある

 罪悪感や責任感が強くなりすぎることがある

 うつ病や不安症の兆候を示すことがある

 親の病気に対する子どもの反応はさまざま

 家族の非常事態にあっては自然の反応

 子どもからのSOS

スライド 2　子どもに見られる反応

がんなんて、私たちにとっ
てすごい大きな出来事だ
から、子どもに言うのは

当然だわ。子どもと一緒
にがんばれるはず、でも
なんて言えばいい？

話そうとは思ってるけど、
まだ自分でも気持ちの
整理がつかないから、
話してしまうとかえって
混乱するかも…それは
子どもに悪い影響を

与えてしまう

子どもにはかわいそうな
ので話せないわ

知らないほうが苦しまず
にすむし、他の子と同じよ
うに、自分の生活を普通

に楽しめると思う

子どもには伝えられない
わ。でも、もし後で分かっ
たとき、何で教えてくれな
かったのかって、その方が
ショックで、関係が悪くなっ

ちゃうかしら

患者さん

スライド 3　子どもに伝えた方がいいのか ･･･
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の入院に到るまでに、子どもは寝ていると思って

両親がこそこそ話すのが実は聞こえていたそうで

す。またお母さんがおばあちゃんと電話で話して

いる時に、電話口で「がん」という言葉が聞こえ

ていた。ただ確かめられる雰囲気ではなかったの

で確かめることはできなかったそうです。手術前

にはおばあちゃんがやってきて、みんな暗い顔し

て、お葬式みたいな雰囲気だったのを覚えていま

す。お母さんががんで死んじゃうと思って、一人

で泣いていた。ただそのことは誰にも伝えられな

かったと話してくれました。

　その後、お母さんが退院してしばらくしてか

ら、お母さんの方から「実はがんだった」という

ことをさらりと話してくれて、自分はそれを聞い

た時に、もう隠さなくてもいいのだと思い、楽に

なったことを覚えているということでした。お母

さんはもう話したからと傷を見せてくれたそうで

す。それでも、それを見た途端、もう自分は甘え

られないのだと思いショックを受けた、時々お母

さんがどうなっちゃうのかというどうすることも

できない不安にかられたということです。親に言

われたわけではないのですが、本人が子どもなが

らにこういうことは他人には話してはいけないと

思い、学校の先生にも友だちにも、誰にも言わず

にいて一人で抱えていたそうです。

　その彼女が大学生の時、お母さんが 2 度目の

対側の乳がんになります。その時は診断されたそ

の日すぐに電話がかかってきてしっかりと事実を

伝えてくれた。ショックだったが、お母さんから

「帰省して家のことを手伝ってほしい」と言われ、

頼ってくれることがうれしかったということで

す。この方は親元を離れてアパートに住んでいた

のですが、ちょうど長期休みに入る時だったので

急いでその日のうちに帰り、手術前の説明は、父

母と一緒に主治医から聞いたということです。毎

日、病院にお見舞いに行き、家事を担当した。退

院後、お母さんの術後の消毒を手伝い、祖母、母

ともに乳がんなので、私も気をつけなきゃいけな

いと思い、若いけれど検診を受けに行っていると

言われていました。

　20 代半ばの今、思うこととして、1 回目の 8

歳の時も初めから伝えてほしかった。2 回目は、

はっきり言ってくれて、信頼されている、手伝っ

てあげられるのだということがとてもうれしかっ

た。8 歳の時、もし学校の先生が知っていて、先

生から「頑張っているね」という励ましの一言な

どがあったら、もっと支えられていたと思う。と

いうようなことも言われました。お 1 人の例で

すが、だいたいのエッセンスは入っていると思い

ます。

　それではなぜ親のがんを子どもに伝えるのかと

いうことです（スライド 4）。子どもは伝えられ

ていなくても感じとっています。家庭内の緊張感

も感じています。子どもはとても敏感ですから、

親の状態の悪さは察知します。さらに治療の副作

用などで外見上の変化が起きれば、見るからに変

わるのでわかります。

　知らされずにいると、子どもは悪いことを想像

しがちです。自分のせいではないか、お父さん、

あるいはお母さんはこのまま亡くなってしまう、

失ってしまうのではないかという最悪の事態を考

えがちです。

　また親にとっても真実を隠し続けることにはエ

 子どもは感じとっている
• 家庭内の緊張感、親の状態の悪さ、外見上の変化

 知らされずにいると、子どもは悪いことを想像しがち
• 自分のせいではないか、親を失ってしまうのではないか

 親にとっても、真実を隠し続けることは大変な負担となる
• 治療、子どもの世話、家族とのコミュニケーションに向けるべき力が減じる

 大切なことは、家族間のオープンなコミュニケーション

⇒ 親子の信頼関係

子どもの自己肯定感

スライド 4　なぜ親のがんを子どもに伝えるのか
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ネルギーが必要で大変な負担です。治療も、子ど

もの世話も本当に大変なことです。そちらに向け

るエネルギーが減り、家族とのコミュニケーショ

ンに向けるべき力が減じてしまうことにもなりま

す。大切なことは、家族間のオープンなコミュニ

ケーションです。これがとても大事で、多くの研

究で報告されています。オープンなコミュニケー

ションは、親子の信頼関係を強め、自分にも話し

てくれた、自分も家族と一緒にやっていける、認

められているという自己肯定感を高めるとも言わ

れています。

　では、どのように伝えたらいいかということで、

「3 つの C」を紹介します。3 つのポイントです。

ひとつめは「cancer」の「C」、がんという病気

であるということです。風邪を引くとか他の一過

性のすぐに治ってしまう病気ではない、長期に治

療が必要な病気であるということです。　

　それから「not catchy」の「C」です。がん

というのは風邪やインフルエンザのように伝染す

る病気ではなく、一緒にいてもうつったりしない

ということです。このことは、大人にとっては至

極当たり前ですが、小さなお子さんは意外に「病

気＝伝染する」と思っていることがあります。お

母さんが「がんという病気だよ」とだけ聞かされ

たのでは、お母さんに近寄ったら自分にもうつる

のではないか、しかもそんな大変そうな病気が伝

染してしまうのではないかとお母さんに近づかな

くなってしまうことも実際にはありました。とく

に小さなお子さんの場合は、そこをきちんと説明

することは大事なことです。

　3 つめの「C」は「not caused」の C、誰の

せいでもないということです。患者さん自身のせ

いでもないし、お子さんがお母さんの言うことを

聞かなかったから、お母さんに心配ばかりかけて

しまったからではないということで、折に触れ伝

えたいメッセージでもあります。小さい子どもだ

けではなく、思春期の子も、自分が反抗ばかりし

て親に迷惑をかけてばかりいたからお母さんにス

トレスがたまって病気になったというように自分

を責めたりする場合もあります。

　テキサス州の MD アンダーソンがんセンター

（MD Anderson Cancer Center）の Aschen-

brenner. さんが最初に提唱された The KNIT 

Program（Kids Need Information Too　

2010）で、この 3 つの「C」が紹介されました。

子どもの年齢に応じた特徴と対応

　ここからは、子どもたちにはどういう特徴があ

り、どのように伝えたらいいかということに入り

ます。3 つの時期に分けてお話しします（スライ
ド 5）。

　まず「幼児期〜6歳頃」です。就学前の幼児期は、

母子の結びつきが強く、家族が生活の中心なので、

病気であるかどうかというよりも、親が入院して

いなくなる、自分の側からいなくなるという分離

のところで問題になってきます。

　自分中心の魔術的思考をしやすい時期で、いい

ことが起きたら自分のおかげ、悪いことが起きた

ら自分のせいという自分中心の思考をしやすい時

期でもあります。死については可逆的なもの、死

んでも戻ってくると考えたりします。

　特徴としては、幼児期は、がんという言葉自体

は初めて聞く言葉で、ショックは少ないかもしれ

ません。先ほども述べましたが、親ががんになっ

たのは、自分のせいだと考え、がんがうつると考

えることもあるので、そうではないと伝えること

が必要です。

　この時期は、言葉ではなかなか難しいですから

人形や絵本を使ったり、絵を描いたりしながら話

すといいです。大事なのは、自分が入院をしてい

る間や、具合が悪い間、誰があなたの世話をして

くれるかということをきちんと伝えておくことで

す。お母さんが入院してもあなたはちゃんと幼稚
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園につれて行ってもらえるし、習っているお稽古

事も行ける、今までの日常がきちんと維持される

ということを保証するのが大事になります。

　次は学童期（6 〜 12 歳頃）、小学生時代です。

この時期は学校という場が生活のかなりの部分を

占めます。仲間との活動や対人関係が増してきま

す。この時期、認知発達的には、具体的に物事を

考える時期になっています。死の最終性、死んだ

ら戻ってこないということを理解できる年齢にも

なっています。

　今は「がん教育」が提唱されるようになり、子

象である親が病気になるというのですから、なか

なか複雑な様相になります。それだけではなく友

人関係の悩みや将来への不安も感じている時期で

す。またこの時期は、自己中心的な考え方や反応

をしがちな時期でもあります。幼児の魔術的な自

分中心ではなく、自分が非常に大事、自意識が高

いという意味で自己中心的な考え方や反応をしが

ちです。たとえば親ががんだということを聞かさ

れて、心配な気持ちがある一方で、それなら部活

の送り迎えは誰がしてくれるのかという、自分の

生活がどうなるのかという自己中心的な考え方を

学童期
6～12歳頃

発達段階

・学校で仲間との活動、対人関係が増してくる
・具体的に物事を考える時期
・9歳位になれば死の最終性を理解できる

特徴

・がんという言葉を聞いたことがあり、命にかかわる病気
だと知っている

・がんがどういう病気なのか、どういう治療をするかを具
体的に知ろうとする

・死について尋ねてくることがある

対応

・正しい言葉を使って、きちんと説明する
・質問には、分かりやすく具体的に答える
・学校や課外活動など、日常生活を維持できるように
する

幼児期
～6歳頃

発達段階

・母子の結びつきが強く、家族が生活の中心である
・自分中心の魔術的思考をしやすい時期
・死は可逆的なものだと考える

特徴

・がんは初めて聞く言葉で、ショックは少ないかも
しれない

・親ががんになったのは、自分のせいだと考える
・がんがうつると考える

対応

・人形や絵本を使ったり、絵を描いたりしながら話す
・誰が何の世話をしてくれるか、具体的に伝える
・普段と変わらない生活を保つ

思春期
12歳頃～

発達段階

・親からの自立と依存の相反する感情を体験している
・友人関係の悩み、将来への不安を感じている
・自己中心的な考え方や反応をしがちな時期

特徴

・不安や心配、怒りの感情を抱きつつも親とは話をしたが
らないかもしれない

・親を支えることができる年齢ゆえに、親への気遣いや責
任感と自分中心の活動をすることの間での葛藤がある

対応

・状況をできるだけ正直に伝え、子どもの意見を聞きつつ
決定していくことも必要

・友人と過ごしたり自分の時間を過ごしてよいことを伝
える

・親以外の友人や、先生、知人などにサポートをお願
いする

（KNITプログラムを参考に作成）

小林真理子：親のがんを子どもにどう伝え、どう支えるか, がん看護１８（１） p60, 2013

スライド 5　子どもの年齢に応じた特徴とがんを伝える際の対応 どもたちもがんという言葉を聞いたことがあ

り、命にかかわる病気だということも知ってい

ます。がんがどういう病気なのか、どういう治

療をするのかを具体的に知りたい年代でもあり

ます。また死について率直に尋ねてくることが

多くあります。

　したがってこの時期のお子さんに対しては、

正しい言葉を使い、きちんと説明してあげるこ

とです。赤ちゃん言葉ではなく、すべて伝える

ことはありませんが、正しい知識を、その年代

の子どもたちがわかる範囲でお伝えします。質

問もたくさんしてくる時期でもありますから、

そのつどわかりやすく具体的に答え、わからな

いことは「お母さんもわからない」ということ

をきちんと伝えてあげます。

　幼児期と同じように日常が維持されることが

大事ですから、学校や課外活動・部活などもで

きる限り、いつも通りに続けさせてあげること

が子どもたちのメンタルへルスを保つために大

事になります。

　なかなか難しいのが思春期（12歳頃〜）です。

この時期は親に病気がなくてもいろいろと悩み

を抱えている時期でもあります。親から自立し

たい気持ちと、それでも親に依存しているとい

う、自立と依存の相反する感情を体験していま

す。そのアンビバレントな、両価的な感情の対
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したりもします。不安や心配、怒りの感情を抱き

つつもなかなか表現しなかったり、とくに親とは

話をしたがらないかもしれません。

　その一方で年代的には、親を支えることができ

る、手伝ったりすることができる年齢に達してい

ますから、親への気遣いや責任感も感じています。

それと自分中心の活動をすることとの間での葛藤

を抱えがちになります。

　この時期のお子さんには、家族の一員としてで

きるだけ正直に状況を伝え、家族の中の役割など

については、子どもの意見を聞きつつ決定してい

くことも必要になります。また親が病気であって

も、友人と楽しく過ごしたり、部活に行ったり、

自分の時間を過ごしていいということを伝え、そ

こはきちんと保証してあげることが、罪悪感を大

きくしすぎないためにも必要です。

　また親以外の、本人の友人や、お稽古事や部活

の先生、あるいはやや上の年代の知人などに後方

支援のようなかたちでサポートをお願いするのも

いいかもしれません。

治療中や状態が悪化した時のコミュニ
ケーションのあり方

　ここまではがんを伝えるということでお話しを

してきましたが、1 回伝えたら終わりではなくコ

ミュニケーションをとり続けていくことが大事に

なります。もちろんがんだけが日常ではありませ

んから家族が普通に日常のコミュニケーションを

することは、すべての基本になります。状態が変

化したり、治療法が変わったりという変化の局面

では、ドクターの話を聞いた後で家族で話をする

時間を設けることも大事です。何度も申しました

が、子どもたちは学校で過ごす時間がとても長い

ですので、学校の先生にある程度、状況をお伝え

し、定期的に連絡を取ったり、何かあった時には

知らせてくださいとお願いしておくことも必要か

もしれません。中には親に迷惑を掛けたくない、

心配を掛けたくないので、家では大変頑張ってい

るけれども学校で問題を表出している子どもたち

もいます。

　子どもには、最新の情報を伝えられる範囲で、

子どもの理解できる範囲で伝える。とくに思春期

の子どもたちは面と向かっては、「それが何、そ

れでどうしたの？」などと言って、なかなか真正

面からは取り合わないことがあります。心の中で

は非常に心配しているのに表面的には素直になれ

なかったりするのです。そこで親子で思ったこと

が書けるようなノートをダイニングテーブルの上

に置いておくのもいいと思います（スライド 6）。

　そして、状態が悪くなってきた時、死が近い時、

どうすればよいでしょうか。子どもはその真実か

ら「守られるべきか」、つまり死が近いことを伝

えるかどうかということです。いずれ来る、確実

な親御さんの死そのものから子どもを「守る」こ

• 家族の日常のコミュニケーション

• 医師の話を聞いた後、家族で話をする

• 学校の先生と定期的に連絡を取る

（学校で集中力が低下したり、宿題を出さなかったり、態度が
変わったりするかもしれない。家での状況を理解してもらい、
力になってもらう）

• 子どもたちに、最新の情報を知らせる

• 子どもが質問を書くノートを用意するのもよい

（話せなくても、字には書けることもある）

スライド 6　治療中に子どもを支える

親の死から子どもを守ることはできない

子どもは真実から「守られる」べきか？

• 死が近いことを子どもに知らせることは、教えてくれた人に
対する信頼を増す

• 家族としての経験に子どもが参加することを認める

• さよならを言うことは、絆を保ち続けるために大切なこと

スライド 7　患者さんの状態が悪くなったとき
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とは、私たちにはできません。本当につらいこと

で、伝えた時にどういう反応が起きるかはわかり

ません。しかし親の死は、おそらく子どもにとっ

てあらゆることの中でもっとも重要なできごとだ

と思います。それを子どもに知らせることは、そ

れを伝えてくれた人に対する信頼を増すことにな

ります。家族としてのつらい経験にはなりますが、

それに子どもが参加することを認める、蚊帳の外

に置かないということです。さよならをきちんと

伝えられる機会があるのは、絆を保ち続けるため

にも大切なことです（スライド 7）。

子どもの支援のための冊子

　子どもの支援のための冊子がいろいろ出ていま

す（スライド 8）。『子どもたちへの大切なおはな

し〜大切なときをいっしょに寄り添うために〜』

というのは、九州がんセンターで作成された終末

期のがんの親御さんの状態を子どもに伝え看とり

をするための冊子です。九州がんセンターに問い

合わせれば入手できると思います。下の 3 冊は、

がんになった親の子どもをサポートする NPO 法

人の「Hope Tree」がノバルティスファーマの

協力を得て作った冊子です。これはノバルティス

ファーマのホームページよりダウンロードできま

すので自由に使えます。子どもにがんを知らせる

ための冊子で、思春期の子ども向けのものもあり

ます。

　『おかあさん だいじょうぶ？』という絵本（小

学館刊）を紹介します。これは厚労省の研究班（小

澤美和班：平成 23 年度厚生労働科学研究がん臨

床研究事業「がん診療におけるチャイルドサポー

ト）で作った絵本です。絵本作家の黒井健さんが

賛同をして絵を描いてくださり、とても素敵に仕

上がりました。

　乳がんの親御さんが子どもにがんを伝えるとい

う設定です。子どもは幼児から小学校低学年を想

定しています。印象的な部分を少し拾ってみます。

　≪ぼくはおかあさんがだいすき…あるひおかあ

さんがいった「わるいところをなおしてもらいに

びょういんにいくから　いいこでおるすばんして

いるのよ」

　…いもうとがなきだした「おかあさんどうして

いないの」…さみしいひがつづいた…

　ようやくおかあさんがかえってきた…でもおか

あさんはいつもとちょっとちがうみたいだ。「ご

めんね。だっこできないの」…「でもおにいちゃ

んだからちゃんとおはなししてあげる」…

　「おっぱいをひとつびょういんでとってもらっ

たの…おかあさんはがんというびょうきになった

の」…「ぼくがいいこにしていなかったからびょ

うきになったの」…「だれのせいでもない、うつ

ることもないの」…

　おかあさんとやっといっしょにおふろにはいっ

た。「こわがらないでね…でもいたくはないの」「ふ

うん…おっぱいいつはえてくるの」

　おかあさんのふとんにはいった。…おかあさん

ほんとうにだいじょうぶかなあ。ぼくはときどき

しんぱいになる。おとうさんにきいてみた。「し

んぱいないよ。でもたまにはいっしょにおはなし

しよう。」…

　「おかあさんはかぞくみんながかわらずになか

スライド 8　子どもの支援のための冊子
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（2010年より）がんの親をもつ
子どものサポートグループ
CLIMBプログラムの実施

学校での支援に関する調査
教員向け冊子の作成・配布

仲間とつながる 学校で支える

CLIMBプログラム
（小学生対象グループ）

開催日程＆参加者募集

案内はHPに掲載

Hope Tree 
http://www.hope-tree.jp/

改訂版作成に
向けて

ご感想・ご意見
募集しています

スライド 9　がん患者さんの子どもへの多面的支援

「危」：不安、危険を伴うもの

「機」：好機、機が熟し飛躍するとき

• 悪いほうに向かうか、良いほうに向かうかの重大局面

• ２方向の分岐点

大切なのは

子どもは困難を乗り越えていく力を持っています

家族コミュニケーション

PTG：心的外傷後成長

学校・仲間との関わり

スライド 10　危機はチャンス

よしでいるのがいちばんうれしいんだって。」…

僕たちはきっとだいじょうぶ。（『おかあさん だ

いじょうぶ？』より）≫

　親子のコミュニケーションということでお話し

してきましたが、子どもたちは「仲間でつなが

る」、「学校で支えてもらう」ということも大事な

ので、そういう情報も紹介します（スライド 9）。

『親ががんになったとき』（小林真理子・神前裕

子・久野美智子　編著）については、今後、改訂

版をつくる予定ですのでご意見をお寄せください

（mkobyashi@ouj.ac.jp）。

まとめ―危機はチャンス

　「危機」という 2 文字の漢字を見てください。

「危」という字は「危うい」という字で、不安と

か危険を伴うということです。「機」は、「好機」

とも使うように、「機が熟し飛躍する時」、チャン

スという意味があります。「危機」という言葉は、

悪い方に向かうか、良い方に向かうかの重大局面

ということです。2 つの方向の分岐点のところが

「危機」です（スライド 10）。

　危機がどうなっていくかはその人、その家族の

状況にかかっています。大切なこととして、「家

族のコミュニケーション」、それから「学校・仲

間との関わり」についてお話ししてきました。最

初にトラウマ・ストレス症状についてお話しし

たように、たしかにがんは大きなストレス・危機

です。それをどう乗り越えていくかが大切で、子

どもたちは成長していくことができます。それを

PTG（Post-Traumatic Growth：心的外傷後

成長）と呼びますが、そういう乗り越える力を子

どもたちは持っています。

　子どもたちは親が思っている以上に繊細で感じ

とる存在ではありますが、親が思っている以上に

強い、たくましい存在でもあるということをぜひ

覚えておいていただければと思います。

　ご清聴ありがとうございました。
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はじめに―HPS とは？

　私は Hospital Play Staff（HPS：ホスピタル

プレイスタッフ）という職名で働いています。こ

の資格の説明を少しいたします。イギリスでプレ

イセラピストという資格を取りました。この資格

を取得し、お子さんや成人した方たちと芸術や

アートを使い、また遊びを通して遊戯療法と呼ば

れる仕事を行います。そこで表されてくる気持ち

や表現に寄り添う仕事です。

　Hospital Play Specialist というのはイギリ

スで取得する資格です。アメリカでは「Child 

Life Specialist」という資格で、日本では 28 施

設で 40 名ほどの CLS が働いています。また子

ども療養支援士という日本で取得する資格もあり

ます。当院の小児腫瘍科に 2 名が働いています。

日本全国では 8 施設で働いています（スライド

1）。

　この資格を持ったものが何をしているかを本日

は中央病院での実践ということでお話しいたしま

す。私は緩和医療科に所属し、緩和ケアチームの

専従看護師と 2 人で子どもを持つ患者さんと家

族をサポートしています。

がん患者さん・家族が求める
サポートの内容

　ドイツの研究ですが「がん患者さん・家族の求

める子どものサポート」というものがあります（ス
ライド 2）。それによれば 73％が「情報」と「心理・

社会的支援」を求めているとされています。中央

病院ではスライドのいちばん下の「同じ体験をし

た子ども同士の交流」以外の 5 つを提供してい

ます。

小嶋　リベカ
国立がん研究センター中央病院緩和医療科HPS

国立がん研究センターでの実践

【参考】病院で「遊び」を通して家族をサポートする資格を有する専門職

○米国：Child Life Specialist (日本の28施設で勤務。2015年11月時点)

○英国：Hospital Play Specialist, Play Therapist   

○日本：子ども療養支援士 (日本の8施設で勤務。2016年1月時点)

2012年より、緩和ケアチーム専従看護師と子どもの専門家

により、子どもをもつがん患者さん・家族をサポートしている

子どもへのサポート

スライド 1　国立がん研究センター中央病院（NCC）での
実践

73％が「情報」「心理・社会的支援」を求めている
＊未成年の子どもをもつがん患者さん（１７７５人）を対象にした研究

✓求めてられている「情報」

⇒ 伝え方、親のがんを知った際の子どもの反応について

✓求められている「心理・社会的支援」 ※「○」印は現在NCCでも提供

○ 専門家による子どもの反応をアセスメント

○ 告知する際の子ども及び家族のサポート

○ 配偶者のサポート

○ 子どもの様子の観察とサポート

○ 子どもに合った対応を親としてできるためのサポート

同じ体験をした子ども同士の交流
Johanna Christine Ernst Use and Need for Psychosocial Support in Cancer Patients -A Population-Based Sample of Patients With Minor 
Children- Vol.119. Issue12, pages 2333–2341, 15 June 2013

スライド 2　がん患者さん・家族が求める子どもサポート（ド
イツの研究）
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　子どもの思い、配偶者の思い、患者さんの思い

が異なり、すれ違う時があります。そのすれ違い

はお互いを大事に思っているがゆえに起こること

だと考えます（スライド 3）。

　患者さんは、病気のことを伝えるタイミングを

迷い、「受験や定期試験など大切な時期だから、

今以上に私のことで子どもに迷惑をかけたくな

い」というもの。また「ふだん通りの自分を見せ

ていたいから、自分が弱っているところや副作用

で力が入らないところを見せたくない。心配かけ

たくない」というもの。また年齢差があるお子さ

んをお持ちの方は、「下の子は小さいから伝えず

に、上の子だけに伝えるのでもいいのかな」といっ

た悩みをお持ちです（スライド 4）。

　患者さんの配偶者の声としては、タイミングの

ことで、「いつ言えばいいのだろう。何をきっか

けに言えばいいのだろう」というお声があります。

また「最近、すごく甘えてくるのは、親が病気だ

からなのかな、学校ではどうしているのか」といっ

た声も聞かれます。時々聞かれる声が、外で子ど

もが「パパはがん」ということをしゃべったらど

うしようというものです。まだ周囲には知られた

くないという思いを語られる方もいます（スライ
ド 5）。

　それではお子さんの声はどうかと言いますと、

「入学式は来られるの？　お弁当は誰が作るの？」

あるいは今までとちがって全然遊んでくれなく

なったけれど「キライなの？」といった声です。

できごとを自分を中心に解釈する年齢のお子さん

はこうした声を発します。また「なんで薬を飲ん

でるのに元気にならないの？」「いつになったら

だいじょうぶなの？」というもの、また自分が風

邪を引いたタイミングとママの病院入院のタイミ

ングがたまたま一緒だったために、「ぼくが風邪

ひいたから、ママの体調は悪くなったのかな、自

分のせいで入院させてしまったの？」という声も

患者さんの思い

配偶者の思い

子どもの思い

子どもにニコニ
コしていてほし
い。傷つけたく
ない。

子どもからは何も
聞いてこないけ
ど、察しているん
じゃないか。

今までと見た目や
様子が違うお母さ
ん、なんで？

スライド 3　患者さん・配偶者・子どものそれぞれの思い

どんなタイミン
グで話をすれば
いいんだろう。

外で子どもが「パパはがん」って
ことをしゃべったらどうしよう。

最近、すごく甘えてくるのは、
親が病気だからなのかな。
学校ではどうしているのかな。

スライド 5　配偶者の声

子どもに弱っているとこ
ろを見せたくない。
心配かけたくない。

下の子は小さいから
伝えずに、上の子だ
けに伝えるのでもい

いのかな。

「治る？」って聞かれ
たら何て答えよう。

受験や定期テストの
大切な時期なので、
今以上に私のことで
子どもに迷惑をかけ
たくないな・・・。

スライド 4　患者さんの声

入学式は来られるの？
お弁当は誰が作るの？

キライなの？

治らないのかな、
がんって、死ん

じゃうのかな・・・。

なんで薬を飲んでるのに、元気
にならないの？

「もう大丈夫」って言ってた
けど、時々苦しそう。

ぼくが風邪ひ
いたから、ママ
の体調は悪く
なったのかな。

スライド 6　子どもの声
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あります。がんと聞いて「治らないのかな、がんっ

て、死んじゃうのかな…」という不安の声もあり

ます（スライド 6）。

NCC 緩和ケアチームによる
子どもサポートのデータ

　そうした方々にお会いする中でチームとしてど

のようなサポートをしているかをお話しします。

サポートは 2012 年 7 月から行われています。

本日使用するデータは、2013 年 4 月〜 2015

年 12 月末までのものをまとめた 153 件です。

患者さんのがんの病期はⅢ期〜再発を合わせて

77％です。患者さんの年齢は、40 代が多く、お

母さんである患者さんのご相談が多いです（スラ
イド 7）。

　関わった患者さんのがん種は、スライド 8 の

ように、消化器のがんを患っている方がいちばん

多いですが、それ以外にも多くのがん種がありま

す。

　子どもへのサポートの依頼経路ですが、これ

は年々変化をしています。以前は看護師さんが

6 割以上でした。153 家族にお会いした中では、

現在は看護師さんからの依頼が 4 割ぐらいです。

医師からの依頼が増えています（スライド 9）。

　サポートの対象者は、私がお会いした人のデー

タですが、先述したように患者さんが多く、特に

お母さんからのご相談が多くなっています。他に

も夫婦で面談を希望されることもあります。面談

は 1 回の場合もあり、何十回の場合もあります。

子どもに直接会ってサポートをしたものが 21 例

でした（スライド 10）。

　相談のあった子どもの年齢層ですが、小学校の

2012年度：14件、2013年度：33件、2014年度：55件、2015年度（～12月）：65件

※本日使用するデータ：2013年4月～2015年12月末 （介入総数153件）

男女比： 男52名、女101人（平均年齢43.1歳）

3 15
24

9 1

30

65

5
1

20代 30代 40代 50代 60代

年齢

父親 母親

Ⅰ

3%

Ⅱ

2%

Ⅲ

15%

Ⅳ

37%

再

25%

その他

18%

病期

サポート

患者さん

スライド 7　緩和ケアチームによる子どもへのサポート
（2012 年 7月〜）

医師

27%

看護師

42%

MSW
1%

緩和ケアチーム

21%

患者さん本人

9%

スライド 9　子どもへのサポートの依頼経路

消化管

21%

肺胸膜

16%

乳腺

16%

血液

14%

肉腫

8%

女性器

8%

肝胆膵

6%

皮膚
5%

原発不明
4%

眼・脳

2%

スライド 8　関わった患者さんのがん種

76

23 21 27
12 3

5

7

父親

母親

✓ 患者さんへのサポート：81名

✓ 配偶者へのサポート：30名

✓ 子どもに会ってサポート：21例

✓ 面談回数：1～20回（平均2回）

✓ サポート期間：1日～340日

スライド 10　サポートの対象者（総数：153）
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お子さんが 5 割を占めていて、平均年齢は 9.7

歳でした（スライド 11）。

　ご相談の内容は、親御さんが子どものことで気

がかりがあるということでご相談くださるのです

が、他にも家族の様子のこと、自分の病状のこと、

今後はどこで療養しようかということも含めてご

相談をされます。そういう時に私が知らない、持

ち合わせていない答えは、病院の他のスタッフに

助けてもらいます。本日の内容はスライド 12 の

「子どもに関する気がかり」という部分です。子

どもというのは未成年のお子さんを指します。そ

の「子どもに関する気がかり」という相談内容の

中でいちばん多いのが、40％の「子どもの様子

や反応」です。家での様子もそうです。部屋の隅

で泣いているであるとか、大事な話をした後なの

にまったく何も気にせず生活しているように見え

るがそれでだいじょうぶなのかという声もありま

す。「親としての思い」ということでは、自分は

親として不十分な気がする、もっと子どものため

に何かしてあげたいという思いを語られる方もい

ます。「伝え方」では、がんについて伝えるか、

または伝えた後に、こういう質問が来たら何と答

えたらいいのだろうということなどがあり、これ

が 28％です。

子どもをもつがん患者さん・家族から
よくある質問とサポート内容

　子どもをもつがん患者さん・家族からよくある

質問を交えてサポートの内容をお伝えしたいと思

います。

　「病気のことは、いつごろ子どもに伝えたらい

いでしょうか？」という質問はとても多いです。

これには正解はありません。現在、私がお伝えし

ているのは、「タイミングに早すぎることも遅す

ぎることもありません。」、「今考えられているタ

イミングで伝えられるぶんだけ伝えていきましょ

う」ということです。なぜそうかということを

少しお伝えしていきたいと思います（スライド
13）。

　子どもさんはどういう時にどういうことで不安

になるかと言いますと、「何が起きているのか、

0～3歳
12%

4～6歳
17%

7～9歳
25%

10～12歳
19%

13～15歳
15%

16～18歳
9%

19～20歳以上

3%

スライド 11　相談のあった子どもの年齢（総数：279 人）

生活・家族の

こと
9%

身体のこと

12%

今後のこと

5%

その他

3%

伝え方について

28%

親としての思い

32%

子どもの

様子や反応

40%

子どもに関する

気がかり
71%

スライド 12　相談の内容

✓子どもの不安＝何が起きているのか、わからないこと

✓誰かに聞いて答えを受け取れる＝不安が増えにくい

子ども

親

✓親の気がかり＝子の気持ちがわからないこと

✓まずは言えそうな範囲の内容を、言えるタイミングに伝える

＝子どもとのキョリがちぢみ、反応が理解しやすくなる

Q 病気のことは、いつごろ子どもに伝えたらいいでしょうか？
⇒ タイミングに早すぎることも遅すぎることもありません。

スライド 13　
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わからない」ということがとても不安に感じてい

ます。わからないと、自分の体験や聞いたこと、

見たことだけを情報にして想像を膨らませ、もし

かしたらとても悪い方向、現実とはまったく違う

方向、あるいはいい方向だけを信じるといった、

少しバランスが傾いた思考の中で迷うことがあり

ます。それが不安につながる、または身体症状に

つながることがあります。

　親御さんはどのような気がかりを持たれるかと

言いますと「子の気持ちがわからない」というこ

とに不安を感じられています。伝える・伝えない

にかかわらず、子どもの気持ちが手にとるように

わかる時には「そうだよね」という共感力が高ま

ります。それがわからないと今は聞けないという

状況に陥いり、親子の間で少し距離ができること

があります。

　それでは「どういう風に子どもに接したらいい

でしょうか？」という質問もよく受けるのですが、

その時に私は 4 つのことをおもにお伝えしてい

ます。スライド 14 に「しりたい」とマークして

子どもとの接し方のポイントを表わしました。そ

れを順にお伝えしていきたいと思います。まず「し

つもんに答える」ということが大事だと思います。

伝えるか伝えないかで悩んでいる段階でも、質問

が来たらそれには誠実に答える。聞かれたことに

は言える範囲で答えることは大事だと思っていま

す。すべては伝えられないとしても、この部分は

言える。たとえば「病院に行っているのよ。また

何かわかったらちゃんと伝えるからね」と自分が

言えるぶんだけをその時に伝えることで、お子さ

んはまた聞いてもいいのだという保証を得ること

になります。したがってすぐに答えが出ないよう

なとても鋭い質問にも「今は答えられないのだけ

れど、答えが見つかって、私が言える時に伝える

からね。ありがとう、聞いてくれて。」というよ

うに、質問には答える姿勢を見せることは大事だ

と思います。

　次に「りかい力を考慮」と書いたのですが、子

どもの年齢に応じた伝え方というのがあります。

もしもそこで子どもがおびえるような言い回しを

すると、お子さんはその言葉だけを持ち帰って、

本当に伝えたかった内容がこぼれ落ちることがあ

ります。たとえば「いい子にしていないとママは

帰ってこないよ」とポンと軽く伝えてしまったり、

「そんなことを言ったら病気のパパが悲しむよ」

「病気が治らないよ」ということをサラッと言っ

てしまうことがよくあるのですが、そこは事実と

かなり離れた言い回しです。それでも親としては

言いたいことは他にあるのですが、そこは伝わら

ずに、おびえるような内容だけが子どもに残って

しまうことがあります。したがって事実をその子

にわかる言葉で伝えることが重要です。また伝え

た後に「どのように理解したのか」を可能な限り

こちらでも知ることは大事だと考えます。

　3 つめが「たイミング」です。変化のある時に

子どもに情報を渡すのは、とても大切だと考えま

す。治療段階が変わったり、副作用が出たりとい

う場合や、家族の関係に何らかの変化が起こる時

には伝えるタイミングなのかもしれません。その

タイミングで言える範囲で本当のことを伝えると

いうのは、お子さんには不安も与えますが、聞い

てもいいのだ、話してくれたという安心感や信頼

感を与えます。

しつもんに答える → 聞かれたことに答える

（全て伝えられないとしても、ウソを加えない）

りかい力を考慮 → 子どもの年齢に応じた内容で求めに応じて答える

（こどもがおびえるような言い回しを避ける＊いい子にしてなきゃママは帰ってこないよ

たイミング → 家族関係や治療段階を考えながら

（選択肢を与える）

いつもどおり、を大切に → 子どもの日常生活が守られることを大切に

（子どもの「いつもどおり」を守りつつ、親のためにしたいことを一緒に考える）

りょく

Q どういう風に子どもに接したらいいでしょうか？

スライド 14　
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　4 番目は「いつもどおり、を大切に」です。日

常生活がきちんと回っていて、あなたはこれをや

り、学校に行き、帰ってきてこれをやるというこ

とを今まで通り繰り返していいということ、何か

あったら言うからということを伝えることで、子

どもは、自分は自分のやりたいことをやっていい

とわかり、お友だちと遊びたい時には、聞いて遊

びに行っていいのだということを選び取ることが

できるのです。この時に子どもの「いつもどおり」

を大事にしながら、夜になると少し不安になるお

子さんもおられます。スキンシップの必要なお子

さんもいますので、そういう時にはエキストラの

サポートとして、「どうしたの？」と気にかける

姿勢を見せるだけで、「だいじょうぶ」と言えたり、

「これが気になる」と言ったりすることができる

ようになります。「いつも通り」の中で少し変化

があった時には、親子で距離を縮める関わりが大

切です。

　病院でこういうサポートがあることはなかなか

知られていません。どこにでもあるサポートでは

ないのですが、私がよく聞かれるのは「子どもの

ことがいちばん気になっています。でも、こうい

うことまで病院で相談していいんですか。」とい

うことです。当院では、「親ががんの子どもへの

サポート」という子どもへの直接的なサポートと、

「子どもを持つがん患者さんへのサポート」があ

ることをお伝えします（スライド 15）。何でも

できるわけではないのですが、個別のご相談につ

いて一緒に考えさせていただいてサポート内容を

決めています。

親ががんの子どもへのサポート
―子どもへの直接的なサポート

　その内容をこれから具体的にお伝えしていきま

す。まずお子さんへの直接的なサポートです。あ

る患者さんの配偶者の方から「子どもが『自分が

悪い子だからママが家に帰って来ない』と言って

いる。どうやったら、幼い子が母親の病気をある

程度、理解できるだろうか。」という相談を受け

ました。お伝えしたのは、親御さんができる方法

です。

　そのひとつはぬいぐるみを使うというやり方で

す。このぬいぐるみはお腹を開けると内臓が入っ

ています。それで「ママのこの部分が痛い」とい

うことを伝えます。スライド 16 には隣に小さ

なクマもいますが、この子グマも使って親子の会

話をします。先ほど小林先生から紹介があった

『おかあさん だいじょうぶ？』という絵本を使

います。たとえば＜「ぼくがいい子にしていなかっ

たから、びょうきになったの？」「ちがうよ。だれの

せいでもないのよ。うつることもないの」（p16）＞ 

親ががんの子どもへのサポート

子どもへの直接的なサポート

＆

子どもをもつがん患者さんへのサポート

子どもへの間接的なサポート

Q どのようなサポートを病院でしていただけるんでしょうか？

スライド 15　

「ママのこと大好き。
ぼくもママをギュ
～っとしてあげて、
なでてあげる！」

「ぼくがいい子にしていなかったから、
びょうきになったの？」
「ちがうよ。だれのせいでもないのよ。
うつることもないの」（p１６）

スライド 16　子どもへの直接サポート：病気の説明

106 Ⅰ　オープンセミナー・第 4回



というところをクマさんを使いながら演じ、最後

の＜「ママのこと大好き。ぼくもママをギュ〜っ

としてあげて、なでてあげる！」＞という内容を

読み聞かせます。それを通して、小さいお子さん

にも必要な情報が伝わっていきます。自分のせい

じゃないのだ。いい子にしていなかったからママ

が病気になったんじゃないということがわかった

上で、もうひとつ必要なお子さんにとっての情報

があります。自分にもできることがあるというこ

とを見つけることです。絵本の読み聞かせ後に「マ

マのこと大好き。ぼくもママをギュ〜っとしてあ

げて、なでてあげる！」と私のお会いしたお子さ

んは言っていました。自分にもできることがある

というのを見つけることは親子の間で生まれてく

ることですが、難しいようであれば、「この絵本

の中の男の子はこう言っているね。なにか○○

ちゃんは、ママのためにやれることはあるかな？」

と言って一緒に探すこともできます。

　あるもう少し大きなお子さんを持つ患者さんの

配偶者の方が、「子どもが病室に入ってもお父さ

んに近寄らないのです。遠巻きに見ています。ど

のような治療をしているかわからず、もっと元気

になっていると想像していたようで前より弱って

いる姿を見てびっくりしていました」と言われま

した。それで患者の配偶者であるお母さんと息子

さんを一緒に呼んで、こういう治療をしているの

だよ、こういう検査をするのだよという情報をお

伝えしました。その後にその小学生に「できるこ

ともあるかもしれないのでこのノートはどうか

な」と言って、親子で書きこむ絵本を紹介しまし

た（スライド 17）。絵だけでもいいからまずあ

なたが書いてみてと言って好きなページに書いて

もらって、それを持ってお父さんのところに行き、

お父さんが次に書く内容を決めるというやり取り

をしました。

　また、ある時に「パパはがんをやっつけるため

に、がんばっているんだって。何かしてあげられ

ることないのかなぁ…。看病してるママも疲れて

て心配。」と言うお子さんがいました。そういう

時には、家族がバラバラではないと感じられるた

めに、家族で使えるフォトフレームづくりを行い、

フレームの部分に家族の好きなものをペタペタ張

りました。また応援フラッグをつくろうというこ

とで布のフラッグに好きなものを取り付けたり、

家族がみんなでメッセージを書き合えるカードを

つくったりしました。

子どもを持つがん患者さんへのサポート
―子どもへの間接的なサポート

　次に子どもを持つがん患者さんへのサポート、

子どもへの間接的なサポートについてです。ある

患者さんから、「子どもは、退院を楽しみにして

いて、病気がすっかり治ったと思っています。以

前のような体力がまだないことを、どう伝えたら

いいだろう…。」というご相談がありました。

　「これもダメ、あれもダメとは言いたくないけ

れど、無理もできない」という時にご一緒にやっ

たのが、できることとできないことを同じ数だけ

一緒に考えるということです。その方のお子さん

は小さなお子さんだったので、スライド 18 の

ような「○×カード」を使って、「一緒にお風呂

には入れる」が、「公園には行けない」、と絵カー

子どもが病室に入っても、近寄
らずに遠巻きに見ています。ど
んな治療をしているかもわから
ず、もっと元気になっていると想
像してたら、前より弱っていたこ

とに驚いているのかも。

スライド 17　子どもへの直接的なサポート：　治療の説明
と書きこむ絵本
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ドを使用しました。また「時々横になっているけ

れど、あなたに絵本を読んであげたいな」という

ように、お子さんが理解しやすいように具体的に

説明しました。お子さんの年齢によっては、言葉

で伝えられると思いますが、小さいお子さんの場

合は、目で見た方が理解しやすいです。このよう

に退院後のサポートをしました。入院中に子ども

が喜ぶことをしてあげたいという方に出会った時

には、親子でお揃いのストラップを作ったり、中

学生の子には携帯用ストラップを作ったり、木製

ビーズの玩具を作ったり、入院日や退院日を記入

するカレンダーを作ったりしました。

　子どもの誕生日やクリスマスなど家族が通常は

一緒に過ごすイベントにいられないということ

を、患者さんである親御さんは痛みとして感じて

いることがあります。そういう場合には、少しい

つもと違うカードを作ってみたり、子どもへの気

持ちを表現するようなものを一緒に考えて作るこ

ともあります。

　記念や記憶として、あるご家族は手形を押した

布の作品を作っています。入院していてみんなと

一緒にいられないが、みんなが 1 つだというこ

とをやはり目で見て確認できることが大切な場合

には、こうしたものも作ります。どこかでみんな

が触れ合っているというところがこういう作品か

ら感じられるように思います。

　このようにさまざまな思いが交叉し、お互いに

思い合って、みんながお互いを大事に思っている

ことをサポートさせていただいているのです。以

下、それをまとめていきます。

まとめ

　スライド 19 は、子どもへのサポートのまとめ

です。病気について伝えるポイントは 3 つです。

1 番目は子どもに伝えるタイミングは、「遅すぎ

ることも、早すぎることもない。」ということで

す。1 つだけしか正解がないということはありま

せん。それぞれの方が考えた答えは、その時の正

解、その時のタイミングだと考えています。

　次が「見た目の変化がある時などに、言葉にで

きる本当の内容を伝える。」ということがそのタ

イミングでは大切になります。3 番目は「今は伝

えない」と決めたとしても、子どもに聞かれた時

には、嘘は言わないということです。話せる範囲

で本当のことを話すのは大切です。

　子どもの反応に対しての対応にも 3 つのポイ

ントがあります。情報を与えることが非常に大切

です。「いま、何が起きているのかを具体的に説

明し、どう理解したかを聞く。」ということです。

また「子どもが親にしてあげたいことを一緒に考

え、可能なことを実践する。」ということです。

あなたは無力ではない、家族にとって大きな出来

事をあなたも一緒に体験していくよ、という姿勢

①「できること」、「できないこと」
を同じ数だけ考えます。

②「○×カード」を使って、子ど
もと一緒に確認します。

③他にも思いついたら、新たな
カードを一緒に作って、ゲーム

のように遊んでみます。

スライド 18　退院後のために ･･･

✓いま、何が起きているのかを具体的に説明し、どう理解したかを聞く。

✓子どもが親にしてあげたいことを一緒に考え、可能なことを実践する。

✓子ども自身の生活（いつもどおり）を大切にしていいことを伝える。

子どもに伝えるタイミング

✓遅すぎることも、早すぎることもない。

✓見た目の変化がある時などに、言葉にできるホントウの内容を伝える。

✓「今は伝えない」としても、子どもに聞かれた時には、ウソは語らない。

子どもの反応に対して

スライド 19　子どもへのサポート（まとめ）
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を見せることが大切です。それから「子ども自身

の生活（いつも通り）を大切にしていいことを伝

える。」ということが必要です。「いつも通り」を

保証してあげるということを、大人から聞かされ

ることで、お子さんにとってはそれが力に変わり

ます。この 3 つが子どもの反応に対しては大切

なことです。

　国立がん研究センター中央病院での実践は、子

どもと家族へのサポートです。そのサポートの目

的は 2 つあります。まず「親子が互いに大切な

存在だと思い合っている気持ちを支える。」とい

うことです。2 番目に「家族の中に『ないしょ』

を増やさない状況づくりを一緒に考える。」とい

うことです（スライド 20）。

　最後に、がんセンターではない、他の病院では

誰に子どものことを相談すればいいのかというご

質問をいただくことがあります。そういう時には

行かれた病院の相談支援センターの医療ソーシャ

ルワーカーの方にうかがうということ、または担

当されている看護師さんに聞くこと、または心理

士さんもおられるはずなので、心理士さんに聞い

ていただければと思います。

　以上です。ご清聴ありがとうございました。

✓親子が互いに大切な存在だと思い合っている気持ちを支える。

✓家族の中に「ないしょ」を増やさない状況づくりを一緒に考える。

Ｑ 他病院では誰に子どものことを相談すればいいの？

⇒ まずは、病院の相談支援センター（医療ソーシャルワーカー）や
看護師、心理士に子どもサポートに関してお尋ねください。

子どもと家族へのサポート

スライド 20　国立がん研究センター中央病院での実践
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質 疑 応 答

臨床心理士や HPS がいない病院スタッ
フへのメッセージ

■ 高橋　ありがとうござ

いました。質疑応答に入り

ます。大人と子どものコ

ミュニケーションのお話で

したが、小嶋先生の最後に

ご紹介ただいたスライド

19 と 20 の 2 枚を拝見し

ていて、これは大人と大人のコミュニケーション

にも大変通じることだとしみじみ思いました。ど

こからでもけっこうですので質問を受けます。

　まず私からうかがいたいのですが、小嶋先生の

お話の最後に国立がん研究センター中央病院以外

の病院ではどのようにすればいいのかということ

がありました。おそらく看護師や医師、ソーシャ

ルワーカーという、すでに病院で働いている医療

スタッフができることも相当にあると思うので

す。臨床心理士の先生やプレイセラピストの先生

がいらっしゃらないような

病院のスタッフへのメッ

セージをお願いいたしま

す。

■ 小嶋　たぶん看護師さ

んが聞きやすい存在として

おられます。看護師さんはそれまで出会った方々

の声を通して考え、助言し、サポートしてくださ

ると思います。1 つの正解はないですし、状況の

変化で出せる答えも変わることを伝え、また何か

気になったら聞いてください、一緒に考えましょ

うということが伝われば、それだけで患者さんに

自分だけではないのだというメッセージが伝わる

と思います。私のところに相談に来る方は一握り

なので、看護師さんや医師の方、ソーシャルワー

カーの方々がそのようにすでにお答えくださって

いるのだと感じています。

■ 小林　おそらく患者さ

んは自分の病気のことはお

医者さんや看護師さんに聞

けるけれど、子どものこと

まではなかなか相談しにく

いと思うのです。ですので

医療者の方から「お子さん

はどうですか？」と声を掛けていただければと思

います。患者さんの方からも遠慮をせずに「子ど

もがいるのですがどうしたらいいでしょう」とい

うことをぜひ問いかけて、それを俎上に乗せてい

ただければと思います。

　小嶋先生も私も Hope Tree という NPO を通

じて活動をしています。そこで年に数回医療者向

け、患者さん向けの研修や講演会を提供していま

すが、医療者向けは毎回、定員を超えた応募者が
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おられます。医療者も子どものいる患者さんとそ

の子どもたちのために、何かしたい、スキルアッ

プして自分たちが相談相手になりたいと思ってお

られます。そういう機運も高まっていると思いま

すのでぜひ患者さんの方からも声掛けをしていた

だけたらいいのではないかと思います。

■ 高橋　ありがとうございます。中央病院の中

の相談件数も増えていますし、最初は看護師経由

の相談が多かったものが、医師経由もずいぶん増

えてきているということで、これも心強いことだ

と思います。それではご質問・コメントをどうぞ。

教育者に対するがん教育の現状

■ 参加者 A　がん患者支援ネットワークの者で

す。貴重なお話をありがとうございました。たぶ

ん小林先生に対するご質問になると思いますが、

現状についてです。国ではがん教育ということに

触れてきていて、すでに何人かの方が学校現場に

行って生徒を対象にがん教育をするという実践を

されていると思います。先生のお話を聴いていて、

やはり教育者である学校の先生が非常に重要な鍵

を握ると思いました。そういう教育者に対するが

ん教育は、現在はどのようになっているのでしょ

うか。

■ 小林　以前学校にスクールカウンセラーとし

て入っていたことがありますが、学校は本当に対

応を求められる問題が山積みです。したがってこ

ちらからお願いしないと、がん患者さんの子ども

へのサポートだけを特化してやるわけにはなかな

か行かないと思います。発達の問題がある子ども

への対応や、今は貧困の問題や虐待への対応もあ

り、先生方も本当に大変です。それでももともと

先生方というのは真面目で熱心な方が多いので、

親御さんの方から、あるいは親御さんの許可を得

た医療者から、お子さんを少し見てあげてくださ

いというお声掛けをすると本当に熱心にやってく

ださいます。『親ががんになったとき　子どもの

ために学校にできること』という冊子の中に、実

際にどのような支援をされましたかという問い

に、自由記述で書いてくださったものの中からい

くつかを採りあげて収録しています。それぞれの

状況に応じてよく対応をしてくださっています。

ですので個別的に依頼すれば配慮をしてもらえる

と思います。ただ、今の質問は先生への教育とい

うことですね。

■ 参加者 A　先生への教育です。

■ 小林　ぜひこれから、高橋先生のお力も借り

て、そういう点でも何か投げ掛けていければと思

います。学校で声を掛けていただきたい存在のひ

とつとして、がん患者さんのお子さんがいます。

親が伝えていないとしても必ず何人かはいると思

うので、そういう子どもがいるかもしれないとい

うこと、そしてがん患者さんの子どもだからとい

うことではなく、その子どもがいつもと違ってい

たら、そのサインを見逃さないということです。

それはどのような病気であろうと、家庭内の養育

状況の問題であろうと同じことです。まずはそこ

から入っていただいて、そのあと、ある程度のが

んの知識もあった方がいいと思いますので、その

あたりをこれから身につけていただければ。子ど

もへのがん教育がなされ始めていますから先生の

意識は高まってきていると思います。

■ 高橋　先生への教育は大事ですね。大人のが

ん教育というのはとても大事だと思うのですが、

その対象が先生であったり、職場関係者であった

り、一般市民であったりと本当にいろいろあると

思います。『親ががんになったとき　子どものた

めに学校にできること』という冊子は、小林先生
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が実施された一般教諭、養護教諭対象の調査結果

も出ておりますので、ぜひ中をご覧いただければ

と思います。これの改訂版作成のためのアンケー

トも入っていますので、ぜひ小林先生に戻してい

ただければと思います。

■ 参加者 A　ありがとうございました。

ノートのやり取り
―心を通じ合わせるきっかけにもなる

■ 高橋　他にはいかがですか。どのようなとこ

ろからでもけっこうです。今日は医療スタッフの

方もたくさん見えていますし、本当にうれしいの

は親子で参加してくださっている方もいます。申

し込みの時にお立場とメッセージをいただく欄が

あるのですが、いろいろと書かれておられました。

■ 参加者 B　貴重なお話をどうもありがとうご

ざいます。実は最初に「親ががんになったとき」

という今日のテーマお聞きした時に、自分の親が

がんになった時にどういうサポートをしたらいい

のかというお話かと思ったのですが、そうではな

くて自分ががんになった時に自分の子どもをどう

したらいいのかということで、非常に大切なお話

だと思いました。

　私の場合は、子どもがちょうど小学校 1 年生

の時に妻が、がんではなかったのですが大腿骨の

手術で 3 ヵ月の入院をしていたことがありまし

た。その時は私自身も「いっぱいいっぱい」の時

だったのでなかなか子どもへのサポートをしてや

れませんでした。子どもも非常に心配したのだろ

うなと今はそう思います。子どもが質問を書く

ノートを用意するというのは大変いいと思いまし

た。私の時は妻が子どもに「今日は何をしたかを

毎日、日記に書いてよこしなさい」と言っていて、

妻は「これはダメだ」とかやっていました。

■ 高橋　ダメ出ししていた？

■ 参加者 B　そうです。そういうやり方ではな

く、こういうノートを作った場合は実際にはどう

いうやり取りがされてどのような効果があったの

かという話をぜひお聞かせください。

■ 小林　どのような効果があったかというとこ

ろまでフォローはしていないのですが、それは毎

日使われるわけではなく気がついたら書いておく

というかたちです。書かなければいけないとなる

と子どもが大変なので、書ける時に、何でもない

ことでもいいので今日はこういうことがあったと

いうようなことを書く。それでもそういうことを

知ることができるのは親としてはうれしいです。

そうなんだ、こういうことがあったのだと思いま

す。またそれがあれば今度はそれを話題にするこ

ともできます。こういうことがあったのだってね

というかたちで、書いたことがきっかけになって

日常会話も生まれます。なかなか口では直接的に

聞けない「お母さんの今の治療は本当に効いてい

るの？」というような、面と向かっては聞きにく

いが本当は気になっていることも、ちょっと書い

ておくことができます。そうすればそこに書いて

答えてもいいですし、お母さんからそれならお話

ししましょうということで、それをきっかけに口

頭で話をするというように使われたりもしていま

す。

■ 小嶋　以前お会いした患者さんに中学生の娘

さんがおられて、やはりノートを入院する前に渡

してきたそうです。しばらくはノートが返ってこ

なかったのだそうですが、初めて来たノートには

「肉じゃがの作り方教えて」というメッセージが

あって、お母様はそれが非常にうれしくて、教え

たらその後にメールで「作ったよ」という写真が
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来たという話をされていましたので、何かのきっ

かけになっているのかと思います。

■ 参加者 B　実際にはその日記のようなものは

今も 10 数年持っていて、親にとっても子どもに

とっても、それは実は宝物になっています。ぜひ

これは推奨してほしいなと思いました。ありがと

うございます。

■ 高橋　ありがとうございます。今もその日記

を大切に持たれているのですね。

■ 参加者 B　あります。

患者同士のつながり
―Hope Tree の CLIMB プログラムなど

■ 参加者 C　友人ががんになりました。子ども

は 7 歳で、妻がいます。そういうことで本日は

参加させていただきました。その友だちは 36 歳

でがんになったので、病院には同じような境遇の

方がいない、同じような人に会いたいと言ってい

ます。小さな地域の患者会や病院の中の患者会は

あるものの自分と同じような境遇の方とはなかな

か出会えないということで非常に悩んでいます。

そういう横のつながりのようなところの大きな動

向などを教えていただければと思っています。

■ 小林　先ほどとばしたのですが、スライド 9

（100 ページ参照）のところで「仲間とつなが

る」ということが書いてあります。2010 年よ

り Hope Tree という団体が主催して、いろいろ

な病院で少しずつ広がっている活動です。この場

合は小学生のお子さんを持つ方を対象に、子ども

と親のためのグループを提供しています。子ども

は子ども同士で、親は親同士のグループで、全

部で原則 6 回のプログラムです（CLIMB プログ

ラ ム：Children's Lives Include Moments of 

Bravery　アメリカで広く用いられている、が

んの親をもつ子どものための構造化されたサポー

トグループのプログラム）。クローズドグループ

で子ども同士、親同士が交流していくという活動

をしています。現在はそのファシリテーターの養

成もしていて本当に少しずつですが広がってい

て、いくつかの病院で実施されています。

■ 高橋　全国で何か所くらいでしょうか。

■ 小林　7、8 ヵ所だと思います。がんセンター

でも 2 グループ実施されたのですが今は休止中

で、また復活できればと願っています。どこで、

いつ開催されるか、その募集については、Hope 

Tree の URL(http://www.hope-tree.jp/) に 出

ています。もし小学生のお子さんをお持ちでした

らそういうところに行っていただけると同じ状況

の親同士、子ども同士と出会える機会になります。

■ 高橋　Hope Treeは実際に出掛けていくミー

ティングですが、たとえばネット上でお子さんを

お持ちのお父さん、お母さんの会というのはない

のでしょうか。

■ 小林　あるかもしれませんね。
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■ 高橋　意外にありますよね。それから既存の

会のメーリングリストの中にも時々そういう話題

は出てきたりしています。たとえば Hope Tree

につながって質問してみるのもいいかもしれませ

んね。

■ 参加者 C　わかりました。ありがとうござい

ます。

「今は言えない」気持ちは尊重し、答え合
わせができるように記録をしておく

■ 参加者 D　私は中央病院の看護師です。今回

は対応についてひとつおうかがいしたいのです

が、私たちが小嶋さんたちにお願いして次の外来

の時にお子さんにどのように伝えられたかを聞い

た時に、なかなか（伝えた、という）いいお返事

がいただけません。まだまだ時間的に余裕がある

場合は「時間の流れで」ということもあると思う

のですが、その時間もだんだん短くなってきてい

て私たちも焦りが出てくるような場合の第 2 段

階としての対応などは何かありましたら教えてく

ださい。

■ 小嶋　私はそういう場合にお勧めすることが

1 つあります。「今は言えない」というお気持ち

は精一杯の決断だと思っているので、お子さんに

言えない時に、お子さんには、今は言わないと決

めたけれど、自分の本当の気持ちはこうだとい

う「答え合わせ」ができるような内容で、書き留

めておいていただくということです。そうするこ

とで、あの時ママはどう思っていたのだろう、パ

パはどうしてそうしたのだろうという疑問に対し

て、後になって子どもは、答え合わせができます。

　その時に本当のことを言えないというのは、あ

る意味の子どもへの愛情ですが、子どもには伝わ

らないものです。あなたを傷つけたくない、大事

に思っているから言わない、言えないという気持

ちが書かれていれば、それを何歳でお子さんが読

むかはわからないのですが、後々であったとして

もそれを読めるということが親を信頼する上でと

ても大事なこととなるのです。そういうことを、

私はお伝えするようにしています。

■ 高橋　伝えるか、伝えないかの「イチゼロ」

ではなくて、0.3 の気持ち、0.7 の気持ちも書い

ておくということですね。

■ 小嶋　そうですね、全部ひっくるめていろい

ろな気持ちが入っている「今は言わない」だと思

うので、その理由が、あなたを傷つけたくないと

いう思いであることを書き残しておくことが、お

子さんにとっては、その後の力になると考えてい

ます。

■ 高橋　ありがとうございます。このテーマは

またぜひとりあげたいと思います。最後のご質問

を受けます。

PTG の考え方―成長のポイントと要素

■ 参加者 E　ありがとうございました。がん患

者の立場で参加させていただいています。実は

私自身も子どもの時に父をがんで亡くしていま

す。不勉強で申しわけないのですが PTG（Post-

Traumatic Growth, 心的外傷後成長）という考

え方を私は今日初めて知りました。私も成長して

いたらいいなと秘かに思っているのですが、成長

したとみなすポイントと成長に関連する要素がも

しあるなら教えてもらいたいと思い質問させてい

ただきました。

■ 小林　一言で言うのは難しいのですが日本で

も最近とり入れられるようになった考え方です。
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ポイントについて、まずはご自身の評価でいいと

思います。以前とは違う自分になっている、元に

戻るのではなく、大変な体験をした後に変化した

自分がいるという。その体験がある意味で肥やし

になって今まで気づかなかったことに気づけるよ

うになる。今まで価値を置かなかったことに価値

を見出せるようになるという、新しい自分を身に

つけているのだとしたら、それがひとつの指標な

のかと思います。アカデミックにお答えができな

くてすみません。

■ 高橋　ありがとうございます。これで閉めさ

せていただきます。今日は本当にご参加ありがと

うございました。

　がんサバイバーシップオープンセミナーは

2015 年度から始めて今回で 4 度目になります

が、毎回、満員御礼の 100 名以上の方々が来て

くださいました。今日のように医療者の方にたく

さん来ていただいたこともうれしく思っていま

す。一層増えてほしいと思います。がんサバイバー

シップオープンセミナーは、来年度も続きます。

次回は緩和医療がテーマです。どうぞご参加くだ

さい。お 2 人の先生、本日は本当にありがとう

ございました。もう一度大きな拍手をお願いいた

します。
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公民館カフェⅡ

第 10回　2015 年 6月 26日

第 11回　2016 年 3月３日

「第４回 がんサバイバーシップ オープンセミナー」アンケート集計 参加者　103名
平成28年2月17日（水）実施 回答者  75名（回答率　72.8％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

開催に関する希望（自由記述）

ガンへの知識が乏しい初心者向けの患者さんとのかかわり方、サポートの仕方を知りたいです。

コミュニケーションは、大人同士でも、大人と小人でも同じだと実感しました。
大変わかりやすい講演でした。ありがとうございました。

がんPtの妊よう性やライフプランの再構築にかんして。高校生・大学生の就労支援について。

ターミナル期のよい死に方？の支援やサポートがあれば、教えていただきたいです。家族との円満な別れ方や、やりたいことを
やってから死ぬサポートなど。。。

私は妻が乳癌になった際中学生の子供にすぐに伝えました。それが「果たしてどうだったのか」と考える時もありました。今日の先
生の話を聞いて、心が軽くなりました。治療に応じて、子供には本当の事を話そうと思います。今日は「子供の目から見た状況」が
良くわかりました。来てよかったです。

私は小さい頃父ががんにかかり、治療する様子を見てきたのですが、子供に話しにくいとか、伝え方について悩んでいる人も多く
いることを知りました。今は学生なのですが将来は薬剤師として医療に関わりたいと考えています。様々な患者さんとの関わり方
のヒントにもなったと思います。大変良い機会になりました。ありがとうございました。

いろいろな立場の方々が参加されるかたちいいですね!!

今日のテーマやがん教育などを深めたいです。連続してうかがいたい内容です。

親と子、それぞれの立場からの視点、考え方をうかがえて大変参考になりました。

今後は、高齢化が進むと、ひとりで治療を受けて、ひとりで旅立つ場合が多くなると思います。「ひとりでがんを生きる」

このセミナーに出あったのは東京に住んでいた時に情報を得やすかったのですが、地方に今は住んでいると、なかなか情報に出
あう機会が少ないので地方へも広げてほしいです。

必要な人に情報が届けられるため、このような活動が重要だと感じています。より多くの医療関係者、企業の人事労務担当者に
も知っていただけるようなPRを続けて欲しいと思います。がんの告知を受けたら、同時に支援してくれる機関情報も一緒に提供し
てもらえると良いのに・・・と。

様々な立場でがん患者（治療）を支援する人達が居ることを知りました。
最近、親子さんの相談がありたいへん参考になりました。

質問にもありましたが「自分の親ががんになったら」というテーマも関心があります。

具体的な事例や方法を教えていただいて大変勉強になりました。

日常に対応する中で、分かっていてもしっかりと介入する事が出来ていません。どの年齢でガンになったとしても、対応は同じな
んだなと思いました。わかりやすかったです。

参加者の感想（自由記述）

10年前私が胃がんに罹患したころは、子どものサポートが病院で受けられるとは考えてもみませんでした。このようなとりくみが、
少しでも多くのがん患者にとどけられますように。

いろいろな立場の方々が参加されるかたちいいですね!!

臨床場面での参考にさせて頂きたいと思います。ありがとうございました。

乳がんを母から告白された時のことを思い出しました。私も乳がんとなり、今後、ぶつかるかもしれない問題なのでとても参考にな
りました。

今回のテーマはあまり取り上げられていない分野でとても参考になった。親にとっても子供にとっても、ちょっとのかけちがえで今
後の家族関係にヒビが入りかねないと思いました。自分自身の体験では、とても気を使いましたが、なんとか乗りこえました。この
ようなサポートか分かってほしいです。このようなサポートができることを病院側からアピール。

具体的な事例があり実践に役立ちそうです。ありがとうございました。

就労支援に従事している者です。個別支援させていただいている方ががんを患っていらっしゃるため、今後の支援のためにどん
な事が必要となるのかを、これから知る必要があると思い、今日は初めてこのようなセミナーに参加させていただきました。これか
ら少しずつでも、がんの方とその周辺の方々の気持ちのやりとりについて、理解を深めていけたらと思っています。本日はありが
とうございました。

42.0% 29.0% 4.0% 11.0% 25.0%

受付登録者（100名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 支援団体 企業 その他

16.0% 84.0%
性別 男性 女性

9.0% 22.0% 38.0% 24.0%

3.0%

4.0%

3.0%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

85.0% 8.0%
0.0%

2.0% 5.0%
オープンセミナーの感想（複数回答） 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

42.7%
32.0%

1.3%
4.0%

10.7%
20.0%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

その他

立場（複数回答）

46.7%

10.7%

12.0%

32.0%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter
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公民館カフェⅡ

第 10回　2015 年 6月 26日

第 11回　2016 年 3月３日



はじめに
―自己紹介と今日のお話

　まず簡単に私の自己紹介をします。今、私は

NPO 法人 Check の代表で、最近、日本トイレ

協会の理事にも就任しました。30 年ほどの長い

歴史がある団体の最年少理事です。

　NPO 法人 Check で何をしているかというこ

とを簡単に申しあげると、車椅子マークのトイレ

に関する日本全国の情報サービスです。さらに簡

単に言うと、車椅子マークのウィキペディアのよ

うなイメージの情報サービスです。もともと私は

大学を卒業してから旅行会社に入りました。今の

活動は、旅行会社で介護福祉の旅行を経験した時

に思いついたアイディアをかたちにしたもので

す。この NPO 法人を立ち上げて 8 年目になり

ます。

　旅行業界では、介護福祉の旅行をやっている人

たちの数が非常に少ないのが現状です。たいへん

リスクがあるわりにはリターンがとても少ないの

で、現場でとりくむ人も少ない。なぜそうなのか

というところにも少し触れます。そして、旅行会

社を使わなくても旅行はできるという話もしてい

きます。

車椅子の方と旅行に行くなら
―移動手段・トイレ・バリアフリー・食事対応の情報は？

　それでは本題に入ります。まず直島（香川県）

という場所をご存じですか？外国人にたいへん人

気の、現代アートが島のいろいろなスポットに置

かれている島です。岡山県と香川県の間の、瀬戸

内海にある島です。私はまだ行ったことがないの

ですが、たとえばみなさんがふだん出張や旅行に

行かれる時にはどうでしょうか。昔の小学生時代

は「旅のしおり」などの中に「持って行くもの」

などが手書きされていました。みなさん大人にな

り、明日、直島に行くとしたらどうしますか？だ

いたいの想像はできます。新幹線か飛行機を使う

第10回公民館カフェ

がんになっても旅をしよう

2015 年 6 月 26 日
18 時 30 分～ 20 時 30 分

中央区月島区民館 5 号室　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

金子　健二
NPO法人 Check 代表理事

がんになっても旅行、どのように計画する？�
全国版�多機能トイレマップを運営する理由
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第10回公民館カフェ

か、あとは自家用車です。この 3 パターンぐら

いで移動手段をおさえ、あとは直島には宿がある

かどうかですが、おそらく行く途中にネットで検

索すれば出てくると思います。普通の健常者のみ

なさんだったらインターネットで調べ、JR のみ

どりの窓口で切符を買えば、おそらく行けると思

います。

　ただそこで課題があるのが車椅子の方や小さな

子連れの方です。こういう方といっしょに直島に

行くとなったら、他にはどのような情報が必要で

しょうか。この部分はご家族や友だちにそういう

方がいて、いっしょに旅行した経験のある方でな

いとなかなか気づかないことです。どこからどこ

まで調べればいいのかも、なかなか難しい。

　そこを大きくザックリまとめて考えると、「ト

イレ・移動手段・バリアフリー・食事対応」の 4

つに分かれます（スライド 1）。なぜこうなのか

考えてみます。直島で考えると、車椅子の方と直

島に飛行機で行くとすると、羽田から高松空港ま

では行けると思いますが、高松空港から直島へは

フェリーで行かなければなりません。まずフェ

リー乗り場までどうやって行くかです。車椅子対

応のレンタカーがまずあるのか。リフト付きのタ

クシーやバスがあるのか。ここが行き当たりばっ

たりですと、けっこうハードルは高い。それは地

方に行けば行くほどそうです。

　なんとかフェリー乗り場まで着きました。今度

はフェリーはバリアフリーになっているのかで

す。フェリーと言っても本当に小さなものから大

きなものまであります。したがってそういうバリ

アフリー情報を調べなければなりません。

　それではフェリーに乗りました、直島に着いた

とします。今度は直島自体がバリアフリーなのか

ということです。もしかしたら階段だらけの島な

のか、舗装もされていない道ばかりなのかという

情報も必要です。

　さらに次は、直島に車椅子対応のトイレはある

のかということです。車椅子対応のトイレは 30

年前から造られていて、当時のものと今のもので

はちょっと造りが異なるので、昔のものは使いづ

らかったり、汚かったりするので、行って使えな

いことになると大変です。そういう旅行はしたく

ない。したがってこうしたトイレの情報も必要で

す。

スライド 1　トイレ・移動手段・バリアフリー・食事対応etc

　さらに宿泊をすると

なった時に食事対応の問

題があります。食物アレ

ルギーを持っている方や

糖尿病を患っている方、

腎臓病を患っている方。

最近ではオリンピックや

パラリンピックで注目さ

れてきているのが、宗教

上の理由で食べられない

ものがあるイスラム教徒

の方やベジタリアンの方

です。そういう方にホテ

ルできちんと対応してく

れるのかという問題があ
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ります。民宿ではほぼ対応してくれません。そう

いう食事対応などの本当に細かい配慮が必要なの

です。

　こういうものはふだんの旅行だけかと言います

と、実はそうではありません。直島に行く時だけ

ではなく、日常生活でもチェックする事項は多く、

旅行に限らず知らない場所に行く時は、情報がど

こにあるのかはなかなかわかりません。

人生観を変えた人生最後の旅行企画
―バラバラに存在する情報の統合へ

　それではこうした情報は今までどこにあったの

でしょうか。いったいみんな、どうしていたので

しょうか。そこを私自身が 2002 年に体験しま

した。私も旅行会社にいた時、いろいろ調べるこ

とは多かったのですが、とくにこのバリアフリー

の情報はまったくありませんでした。旅行会社自

体もまったく情報を持っておらず、お客様と情報

の持ち方はほぼ変わらない状態でした。私が当時

疑問に思ったのは、こうしたバリアフリーの情報

が全部バラバラに存在していたことです。

　たとえば自治体ですと、情報のありかは観光課、

福祉課、防災課、都市計画課、公園課などに分か

れていました。それが市町村、都道府県のレベル

ですべてバラバラです。それは理解できる部分も

あります。たとえば福祉課と観光課の考えはちが

います。福祉課であれば、たとえば中央区の区民

のための福祉サービスとしてバリアフリー情報を

冊子として作るなら、その冊子は中央区の中にし

か置きません。区民のためのサービスですから。

しかし観光課であれば、話はちがってきます。観

光課ですと、外から来ていただくための情報サー

ビスになるので、区外に情報発信をしていかない

といけなくなり、置く場所がまったく違ってきま

す。調べる内容も違ってきます。

　仕方がないと言えば仕方がないのですが、昔は

紙ベースで本として作られていることが多かった

ので情報もなかなか更新されず、調べるのには当

時からたいへん苦労しました。

　旅行会社でなくても、たとえば障害者やそのご

家族の方などは常にみなさん調べていたはずで

す。直島の観光協会には、おそらくバリアフリー

の問い合わせはけっこう来ているはずです。しか

しみなさん自分で情報を得ても、それは自分でと

どめてしまいます。そこでこうした情報はなかな

か一元化されていきません。

　さらにここがネックなのですが、旅行会社とい

うのは情報を売ることが武器になっているので、

たとえば直島のバリアフリーの情報を持って旅行

企画・手配ができるとなった段階で、そういう情

報をネットにあげてしまうと商売にならないので

す。こうした情報を、旅行会社は絶対に外に出し

たくないのです。旅行会社は基本的には情報を自

分たちで持ち、抱えてしまう。私も当時そうでし

た。直島や、軽井沢、河口湖の旅行でバリアフリー

の旅行の手配ができるようになってくると、いろ

いろな話をお客様に持って行けるようになりま

す。そうなるとその情報はネットには出したくあ

りません。もしネットに出してしまうと、その情

報をもとに別の旅行会社の人が手配をすれば、正

直に申しあげれば旅行はできてしまうのです。こ

こが旅行会社の難しいところなのですが、当時か

ら私は、そこはちょっと違うのではないかと思っ

ていました。

　当時、私が旅行会社で営業をしている時に、旅

行にはけっこう格差があることに気づきました。

有料老人ホームのおじいちゃんやおばあちゃんは

けっこうリッチな旅行をします。デイサービスを

使われているようなおじいちゃん、おばあちゃん

で、それほどリッチではなくても旅行はしたい。

さらにはデイサービスにも行けないような方もお

られて、いろんな方がおられる中で、人生最後の

旅行をある時手配したことがあります。それをし
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てから私の人生観が変わってしまいました。ある

おじいちゃんの旅行を企画した時に、その家族か

ら大変感謝されました。トイレはパーフェクトに

押さえていました。旅行企画は、通常は 1 時間

に 1 回ぐらいのトイレ休憩を入れながらつくっ

ていくのです。とくに車椅子の方の旅行は地方に

行けば行くほどトイレはまったくありませんでし

た。とくに昔はサービスエリアを降りてからまっ

たくトイレがくなくて、さあどうしようというこ

とで徹底的に調べ、そのおじいちゃんが行く旅行

に関してはパーフェクトに調べて行っていただい

たら大変喜んでくれたのです。春に軽井沢に行き

ました。戻られてからもおじいちゃんはご家族に、

ここは昔、自分が行ったことがある場所だという

ような話をされて、非常に楽しまれたとききまし

た。その後、夏ぐらいに秋の旅行はどうしましょ

うかとうかがったら、亡くなられていたのです。

その時にご家族の方が「トイレを中心に旅行を企

画してくれて本当に楽しかった。企画してくれた

旅行会社の方に感謝の気持ちを伝えておいて」と

言ってくれて、その時に、トイレひとつが解決さ

れれば世の中には出かけることができる人がけっ

こう多くおられるのではないかと思いました。あ

まりお金がなくても、べつに旅行会社に頼まずと

も、旅行に気軽に行かれるような社会がつくれれ

ばいいと、ここで考えました。

もしトイレ問題が解決されたら？

　旅行を考える時の４つの課題、「トイレ・移動

手段・バリアフリー・食事対応」のうち、いちば

んのキーになっていたのはトイレでしたから、ト

イレから解決していけばいいと考えました。当時

思いついたのは、カーナビにトイレ情報を乗せれ

ば旅行会社を使わなくても旅行ができるというこ

とで、いろいろと調べました。2004 年ごろで今

から 10 年前ですが駅にはまだまったく多機能ト

イレはありませんでした。エレベーターもついて

いませんでした。最近は、1日の乗降客数が3,000

人以上のところは多機能トイレとバリアフリー化

が首都圏ではほぼ実現し、全国的にもその方向に

動き始めています。

　当時、トイレがないという情報を調べたものが

スライド 2 です。そこで多機能トイレ（車椅子

マークのトイレ）を利用する人がどのくらいいる

かを調べてみました。障害のある方、後期高齢者

スライド 2　外出時の不安と困難について

の方々、子連れのお父さ

んやお母さん、3 歳児ま

でを加えると 2,500 万

人、日本人の 5 人に 1

人ぐらいは多機能トイレ

を利用するのではないか

と気づきました（スライ
ド 3）。

　もしトイレ問題が解決

されたら世の中はどうな

るかを考えました。まず

パーフェクトな状況がど

うかと言いますと、イン

ターネットやカーナビ
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ゲーション、旅行雑誌、駅を降りたところにある

案内板などにトイレ情報が載ることです。案内板

などは、みなさんけっこう見ます。でも、そこに

はトイレ情報はまったく載っていません。あの案

内板は自治体のもので、自治体の公共施設や公園

のトイレ情報しか載せられないそうです。民間施

設まで載っているところはほぼないと思います。

とくに多機能トイレはまったく載っていない。そ

んな時、案内板に多機能トイレが載っていたり、

誘導サインなどでトイレの場所を示すようなもの

があったりすれば、子どもから高齢者にまでトイ

レが案内できる状況になると思います。また、情

報は更新されていかなければいけないので、24

時間テレビ 33「愛は地球を救う」などでマラソ

ンを走るのもいいのですが、みんなで日本全国の

トイレ情報を集めようというようなキャンペーン

をやって情報更新をしましょうと言ったら、世の

中から「漏らしてしまう人」も少なくなるのでは

ないかと思うのです。そうなれば、外出や旅行の

課題がひとつ解決されることになります。おじい

ちゃんやおばあちゃんなどトイレが近い人で、そ

のために旅行に行くのが億劫と思われていた方の

旅行が、トイレに安心することで年に 1 回から

2 回、3 回と旅行が可能になるのではないかと思

スライド 3　多機能トイレを利用する人々

スライド 4　多機能トイレ（車いすマークのトイレ）の情報を、みんなで情報共有するイ
ンターネットプロジェクト

います。また旅行に行けば

みなさんお金を使いますか

ら、地方の観光や経済が活

性化されて行くようなプロ

ジェクトになるのではない

かと当時思いました。

社会課題を解決するた
めに
― 私 の 活 動「Check A 
Toilet」の運営

　現在私がどういうサービ

スを運営しているかについ

て、お話をしていきたいと

思います。今は車椅子マー

クの多機能トイレと言われ

るものの情報共有サイト

「Check A Toilet」という、

みんなで情報共有をするイ

ンターネットサービスを運

営しています。

　実際の画面はスライド 4
のようなものです。たとえ

ば月島周辺の情報を見る
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と、ここはけっこう入っています。東京湾花火大

会で月島駅を利用する方がけっこういらっしゃる

ので、社会貢献活動として、みなさんで月島を歩

いてトイレ調査をした実績があるからです。パソ

コンや携帯・スマホで、無料で登録でき、検索で

きるサイトです。

　このサイトには、細かい情報からトイレの写真

まで入っています。こういう情報を民間の事業者

や自治体、一般利用者の方々と共有して、現在は

54,300 ヵ所のトイレの情報が入っています。こ

のサイトを運営していて 8 年目になります。日

本全国では 7 万から 8 万ぐらいの多機能トイレ

があるのではないかと言われる中での数なので、

7、8 割は網羅しています。

　多機能トイレの数は、自治体によってけっこう

差があります。たとえば佐賀県は 800 ヵ所ぐら

いで福岡県が 2,000 〜 3,000 ヵ所です。東京は

もちろんもっと多いです。また新しくできるとこ

ろもありますから、日本全国にいる私どものトイ

レマニアというようなファンが、日々スマホなど

を持って、自分たちの地域について登録しておこ

うと頑張っています。みなさん無償のボランティ

アで、こういう方々から継続して情報をいただい

ています。

　こうした情報について、私は月に 1 回情報の

チェックをしています。入ってきた情報について

一回一回見に行くのは大変ですが、正しい情報か

どうかについてはなんとなく感覚でわかるので

チェックしています。

　昔から目標にしていたカーナビゲーションです

が、今は入っています。2 年前からクラリオンと

いうカーナビでも「Check A Toilet」の情報が

使えるようになりました。また、こうしたトイレ

情報を、グーグルやナビタイム、マピオンという

地図会社などに売っています。そして、更新をす

る時のデータで現在の私たちの活動費を稼いでい

ます。そういうことで、私自身はこれで細々と食

べていけるぐらいの収入を得ています。

　地図会社のデータベースの業界の中では、トイ

レデータについては他と競合するところがあまり

ありません。地図会社さんの方でも、住宅地図を

つくられている会社さんは車椅子トイレの中まで

はなかなか入っていけませんし、手すりがどちら

側についているのかというような細かい情報もわ

からないので、今はそういう地図会社さんにも私

たちのサービスをご利用いただいています。

情報更新活動
―スマホを使った社会貢献活動

　ここからは IT を使った情報ではなく、NPO

法人らしい社会貢献活動と言いますか、トイレの

情報更新を通じて４年ほど前から展開している、

スマートフォンを使った社会貢献活動のお話をし

ます。企業、大学、小学校、高校と連携してやっ

ています。

　第 1 回は、アイフォンが出始めたころにソフ

トバンクさんとご一緒にやりました。ソフトバン

ク本社がある汐留で、アフター 5 にみなさんで

やったボランティア活動です。1 時間ほど講義を

したあと、班に分かれてみなさんでスマホのアプ

リを使ってトイレの情報登録をしていくという活

動です。1 時間半ほどやってお酒を飲みに行きま

す。こういう活動、外資企業さんからはけっこう

好評です。その他、生命保険会社の方々ともやり

ましたが、同僚と飲みに行く前にちょっとやって

おくかといったノリでやってくれるようなところ

も数多くありました。

　またスカイツリーができる前に墨田区でもやり

ました。スカイツリーは本当に住宅地のど真ん中

にできてしまったので多機能トイレはまったくな

かったのです。スカイツリーと地元商店街の対抗

関係などいろいろとありましたので、その時に僕

らがみんなでチェックをして墨田区に情報提供を
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しました。その他、映画配給会社さんや大学生と

もやっています。

　大学生は気軽に参加してくれるメンバーが多く

て盛り上がります。スマホを使って横浜のみなと

みらい地区でトイレチェックラリーのようなこと

もやりました。各グループに分かれて、いくつ登

録したらソフトバンク社の非売品「お父さんグッ

ズ」をプレゼントすることにしたら、学生は相当

に燃えてやっていました。こういうように、気軽

に誰でも参加できるようにして、「情報をみなさ

んでアップデートしていきましょう！」と働きか

けます。半日ボランティア旅行のようなイメージ

ですね。

　それから小学校の総合学習授業でもやったこと

があります。小学校の総合学習というのはけっこ

うもったいなくて、小学生がせっかく町で調査を

しても、いつも模造紙に書いて終わってしまうの

ですね。これは非常にもったいない。実際にトイ

レチェックをスマホではなく紙のチェックシート

でやってもらって、子どもたちにパソコン入力ま

でやってもらいました。子どもたちは、自分たち

で調べたトイレ情報をインターネットにＵＰする

ことで、世の中の地図サービスにリアルに反映さ

れていくということがわかり、とても喜んでくれ

ました。自分たちがやったことが世の中のサービ

スに役立っているということがかたちに残る授業

としてたいへん好評で、今年まで 3 年、4 年と

連続でやっています。

　それから高校生です。高校生の授業も同じで、

結局、模造紙に書いて終わってしまうのですね。

そこで、高校の奉仕授業で「未来のユニバーサル

ツーリズムを考える」というテーマでやりました。

多機能トイレとはどういうものか

　ここからは多機能トイレについて少し考えてみ

ます。多機能トイレというのは日ごろ誰が使って

いるかわかりません。単独で車椅子で使われる方、

介助者がいる方、オムツ換えで子どもといっしょ

に入る方といった 3 パターンが多いです。基本

的に多機能トイレと言われているものは「誰でも

トイレ」、「多目的トイレ」、「ユニバーサルトイ

スライド５　「CheckAToilet」トイレ設備情報登録例

レ」、「バリアフリートイレ」

など言い方はいろいろです

が、内容はいっしょです。

TOTO 社が多目的トイレ

と言い出し、国は多機能ト

イレ、東京都は「誰でもト

イレ」と呼び、名前がごちゃ

ごちゃになっているところ

があります。要は、車椅子

の方でも誰でも使えるとい

うのが最近のコンセプトで

す。

　多機能トイレについて、

「Check A Toilet」の中で

はスライド 5 にあるよう

にいくつかの設備について
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情報登録ができるようになっています。

　トイレ表示はスライド 6 にあるようなもので、

昔は「身障者専用トイレ」と言われていました。

メーカーの努力とかいろいろな人たちの要望も

あって、最近はいろいろな方にご利用いただける

ようになっています。

　トイレまでのバリアも最近は少なくなっていま

す。昔はデパートの「身障者専用トイレ」が中 2

階にあったりしました。今でも地方に行くと、中

2 階に多機能トイレがあって誰がどう使うのかと

思ってしまいます。そこまで車椅子を持ち上げて

くださいなどとなっていますが、電動車椅子は絶

対に持ち上がらないと思います。最近は、さすが

にそういうものは少なくなってきました。扉も電

動式のものが増えています。

　それからスペースですが、これが問題なのです。

最近は、コンビニなどのトイレで 1 人分のスペー

スしかなくても車椅子マークのトイレとされるこ

とがあります。実際に行ってみて使えないことは

けっこうあります。車椅子は回転させなければな

らず、介助者がついて入る場合もあるので、3 人

分以上のスペースが必要なのです。

　多機能トイレでは、手すりは壁側に L 型手す

りや T 型手すり、上下あるいは左右に可動でき

る手すりがあり、車椅子から便座への移乗では、

利用者が右利きか左利きかによって使い方が変わ

りますから、あえて 2 つに分かれてつくられて

います。

　たとえば新宿の京王百貨店さんなどはフロアご

とにトイレが全部違います。とくに女性のトイレ

はすごいです。パウダールームなども非常に充実

していてトイレ業界の中でも超有名です。

　オストメイトとは人工肛門や人工膀胱を持つ方

のことですが、その方々が使えるトイレにもマー

クがついています。デパートなどにも増えてきて、

少しずつ知られるようになってきていますが、ま

だまだ知られていません。小学生などの教育機関

での周知が足りないのではないかと私自身は思っ

ています。

　それから、ベビーベッド（オムツ替えシート）

や介助シート（ユニバーサルシート）なども備え

られてきています。

大規模イベントの多機能トイレマップ制作

　私たちが街のトイレチェック活動をやっていた

時、繁華街は全部トイレチェックが終ってしまっ

たので次は何をやろうかと思っていた時に、イベ

ントのユニバーサル化に思い当りました。調べて

みましたら、車椅子を使う方など配慮が必要な人

たちがイベントに参加できないという問題があり

ました。それで、小学生などの子どもたちとイベ

ントのマップ作りをして大会事務局に寄贈すると

いうことをしました。

　たとえば花火大会や祭り、マラソンなどです。

毎年 11 月はじめに、宇都宮餃子祭りが開催され

ています。そこの会場に多機能トイレが少なかっ

たので、子どもたちといっしょにチェックして大

会事務局に寄贈するプロジェクトを行いました。

地元企業の中外製薬工業宇都宮工場様に協力して

もらい、みんなでチェック活動をしてメディアも

たくさん入る活動になりました。

　また東京マラソンは、ランナーではなくて応援

する人たち向けのサービスが非常に遅れていま

スライド 6　トイレの表示
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す。コース近くの帝国ホテルでは、毎年トイレ渋

滞が起きるそうです。日比谷公園のトイレよりは

やはり帝国ホテルのトイレの方が人気があるので

すね。先日ホテルの人に話をききに行きました。

正直に言ってどうですかとうかがったら、実はコ

ストが毎月何百万円もかかっているのでというこ

とでした。宿泊者でもレストラン利用者でもない

人への対応について、帝国ホテルさんとしては悩

んでいるそうです。

　昨年に続いて 2015 年にもチェックをするイ

ベントに、岸和田のだんじり祭りというのがあり

ます。人がたまに亡くなってしまうような危ない

お祭りですが、そういうお祭りからもユニバーサ

ル化に向けてお話がありましたので、住友ゴム工

業株式会社様のご協力を得て地元の子ども会や地

元の団体の方といっしょにプロジェクトを行いま

した。ここでは、トイレだけではなく、ルートや

観覧席もつくりました。おかげさまで特等席から

だんじりを見ることができました。今年も 9 月

中旬にやる予定です。

トイレシェアリングについて

　次に、トイレシェアリングというプロジェクト

についてお話しします。自治体などといっしょに

やっているプロジェクトです。町を歩いていても

車椅子で入れるトイレの場所がわかりにくいの

で、とりあえずトイレの入口にステッカーを貼り

ましょうという活動です。民間施設でトイレを貸

し出していただけるところを探して、地域全体で

トイレをシェアしていきましょうという取組みで

す。簡単に言うと、地域の公共のトイレ化ですね。

自治体お墨付きのステッカーをつくってもらい、

トイレを貸し出して、その情報をみんなで共有し

ていく。スマホなども活用できる取組みです。

　2 年前には大学の先生と一緒にトイレシェアリ

ングの経済波及効果も調べました。かなり効果的

であることがわかり、地味に広がっています。高

知県や佐賀県などの県ともいっしょにやっていま

す。京都では年中、外国のお客さんがいらっしゃ

るのですが、トイレを造ってもすぐに壊されてし

まうそうです。1 つ造るのに 700 万円か 800 万

円かかり、メインテナンスも毎月 40 万円ほどか

かるのですが、民間施設のトイレに協力してもら

い、施設に補助金を出してあげれば維持管理もや

りやすくなるのですね。そういうわけで、京都で

もこうした取り組みが少しずつ広がっています。

ハンディのある方の旅行計画のポイント

　これからが今日のお話のメインになります。車

椅子の方、そしてがんの術後の方との旅をどう

やって計画していけばいいのかについてお話しさ

せていただきます。先ほどから言っているように、

健常者の方の場合の旅行計画に追加して調べなけ

ればいけないのが、移動手段・トイレ・バリアフ

リー・食事対応ですが、これをどう調べるかと言

うよりは、まずはどういう旅行計画を立てるかか

ら始めるのがベストだと思います。

　計画は、日帰りランチくらいの軽いものから考

えるとよいでしょう。移動を少なくするというの

がひとつのポイントです。交通手段としては自家

用車で片道 1 時間で行けるところを選び、帰り

にどこかに少し寄ってくるというぐらいの 4 時

間ぐらいの旅行のイメージ。まずそこに慣れても

らうことから始めてもらう方がいいです。術後に

いきなり温泉に行くぞと考えるのはちょっと無理

で、おそらくみなさん、その旅で心が折れてしま

います。

　まずは無理をしないでゆっくり計画を立てるこ

とです。日帰りランチになれていただいた後で、

次のステップとして午後出発の日帰りの遠出旅行

を計画します。たとえば東京から横浜や鎌倉に行

くという、ちょっとした遠出です。車でゆっくり
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行くような旅行を考えていただく。

　そのあとに 1 泊 2 日の旅行計画を立ててもら

う方がいい。それもいきなり朝から出かけるので

はなく、私のお勧めは、ランチを食べた後にホテ

ルに直行するプランです。こうすると、圧倒的に

旅行が楽です。調べる情報量も非常に少なくすみ

ますから、これならけっこう気軽に旅行ができる

と思います。東京から出発して中央高速に乗り、

そのまま河口湖のホテルに直行します。それなら、

調べるポイントは、ホテルと帰りの立ち寄り先だ

けです。途中のサービスエリアは、最近はトイレ

が充実しています。かなりバリアフリー化も進ん

でいますので、この旅行ならできます。旅行会社

の方はこういうノウハウを持っていますが、それ

を出して代金をいただいているわけです。これら

のノウハウは実際に私がやっていたことなので、

ぜひまねしてください。

　さらにそこで旅行に慣れた方は、次に滞在型

旅行か行動型旅行の選択をしてもいいと思いま

す。滞在型旅行というのは、あまりせかせかせず

にホテルに連泊するという旅行のスタイルです。

これのいいところはのんびりできるということ

で、ノープランでいいのです。3 連泊ぐらい軽井

沢でして向うで何をするか決めるようなスタイル

です。行動型旅行というのは、バスツアーなどで

ショッピングや飲食を楽しむもので、けっこう疲

れることがあります。

　はじめの旅行に慣れたら、このどちらかで計画

を立て情報を調べるのがいいと思います。旅行計

画については、私がお勧めする基礎的なパターン

は、目的地、移動手段、トイレから順に進めてい

く方法です。

　たとえば日帰りランチを決める時に、どこで食

べようとか何をしようかと考える時に、目的地を

浅草に決めて、そこでウナギを食べると考えた時

に、移動手段は電車で行くか、あるいは足腰のこ

とを考えてタクシーか自家用車で行く。そして 3

番目にトイレがどこにあるかを調べます。たとえ

ば浅草ですと町としては多機能トイレはあまり多

くありません。浅草寺の中、観光案内所、デパー

トなどにはありますが、それ以外は少ないので近

くにあるという代案が出せれば旅行に行くことは

できます。この 3 つがある程度把握できた段階

で旅行を計画していただく方が、楽に決められる

だろうと思います。

　まとめますと、多機能トイレは私どもの検索

サービスで調べられます。交通機関のバリアフ

リー情報は、「らくらくおでかけネット」にほぼ

パーフェクトに載っています。繁華街、主要都市

の施設の段差、バリアフリーについてはグーグル

のストリートビュウでほぼわかります。地方につ

いては載っていませんが、他は載っているのでこ

れでバリアはチェックできます。高速道路を使う

時には「ドラぷら」というのが出ています。こう

いうものを旅行会社の人は検索サイトを使って調

べて旅行計画を立てています。

　バリアフリーの宿については、これもけっこう

簡単で「バリアフリー　ホテル」でグーグルやヤ

フーで検索すると出ています。そこからある程度

ピックアップして、電話をして確認をしてみると

いいでしょう。

　レストランの検索サイトはちょっと気をつけて

ください。お店が言うことをそのまま載せ、実状

をチェックしていないこともあります。お店に

よっては、エレベーターがあるというだけでバリ

アフリーとするような、いいかげんなところもあ

るようです。ですから、事前に電話をして確認す

ることをお勧めします。

　さて、旅行のまとめですが、たとえば日帰りを

考えると、都心の大きな公園の近くのホテルでラ

ンチを食べて、そのあとで公園を散策するのもよ

いでしょう。安心して楽しめる旅行計画です。や

や遠出ですと横浜みなとみらい地区で、三溪園、

中華街、山下公園などもいいですね。ほかにも観
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光地のホテルの中には、素晴らしいバリアフリー

対応ができるところもあります。聞いていただけ

れば、お知らせできます。

今後の展開
―ユニバーサルツーリズムとしての食の活動

　最後に今後やりたいことです。4 つの課題のう

ち、トイレの次に食の活動に取り組みたいと考え

ています。どのように解決していくか、いま準備

中です。アレルギーの方向けの情報が今は不足し

ていて、オーダーメードで対応できる飲食店が大

変少ない。レストランの検索サイトにもまったく

載っていません。情報がまとまっていないので外

食で困っている人はけっこういるんですね。ベジ

タリアンの人、イスラム教徒やユダヤ教の人たち、

糖尿病、腎臓病、高血圧など健康に配慮した食事

が必要な人たちに向けて、飲食店はなかなかオー

ダーメードに対応してくれません、やってくれる

ところは超高級ホテルぐらいです。しかもサービ

ス料も必要になったりします。それから牛乳や離

乳食の食事、刻み食、流動食などとなるとホテル

でもほとんどやってくれません。アレルギーの

ハードルも高く、特別な食材を好む人たちへの対

応とあわせてこれからの課題です。

　なぜこれが広がっていかないか調べてみて、い

くつかわかったことがあります。飲食店側の理由

としては、手間がかかってもうからない点です。

また、調理法を知らない。さらにアレルギーにつ

いてはリスクがあるので正直に言ってやりたくな

いというお店が多いです。もともとデカ盛りを

やっているようなところは、コンセプトに合わな

いのでやるはずがないでしょうし、トウモロコシ

屋などの屋台でも無理です。

　これをどう解決していくか。今は現状把握のた

め、飲食店の調査を進めています。また、飲食店

向けのセミナーを自治体といっしょにやろうとし

ています。オーダーメード対応については飲食店

側もきちんと収入につながらないとやっていけな

いと思うので、料金がきちんと取れるようやって

いきたいと思っています。最終的には「Check 

A Food」サービスが今年中にできればいいです

ね。

　今、10 万件ほどあるのではないかと言われて

いるトイレ情報を収集しつつ 2020 年の東京オ

リンピックの地図作成の実証実験に参加していま

すが、そういうことをやっていきながら、会員向

けトイレや寄付型トイレといった新たなトイレの

かたちも考えていきたいと思います。
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質 疑 応 答

■ 高橋　金子さん、どう

もありがとうございまし

た。NPO 法 人 Check と

いう名前がついた理由がわ

かったような気がしまし

た。NPO ユニバーサルト

イレではなく、Check と

いうかたちでウラをとることの大切さがよくわか

りました。運営や活動内容についてご質問がある

と思いますので 2、3 お受けいたします。

■ 参加者 A　国立がん研究センターのリハビリ

テーション科の者です。職種は作業療法士です。

トイレの話はたいへん興味がありました。リハビ

リが終ったら旅行に行きたいとか、患者さんが全

国から集まるので週末に家族が病院に来て、土・

日曜日だけどこかに旅行をされる方もけっこうお

られます。トイレの L 字型手すりが右か左かだけ

でも患者さんの移動環境がだいぶ変わります。僕

もあまりよくわからなかったので、基本的にはど

のトイレでも移れるように、福祉用具をお貸しし

て練習をしていますが、今回「Check A Toilet」

を知って、これから使わせていただこうと思って

います。この「Check A Toilet」のウェブサイト

を患者さんや利用者さんが使われた感想などはど

のようにフィードバックされているのでしょう

か。

■  金 子　 コ メ ン ト と か

メッセージでよくいただく

のは、「近所のことは状況

がわかっているからいいけ

れど、知らない場所に行く

とわからないので、そうい

う時にいつも使わせても

らっています」という声です。

■ 参加者 A　今後の活動を含めて、先生の活動

は医療従事者とどのようにコラボレーションされ

ているのでしょうか。

■ 金子　医療者の方々には、トイレの情報につ

いて、ぜひ広めていただけると助かります。情報

も常にアップしていきたいです。

■ 高橋　これは非常に大事ながん情報ですね。

他にはいかがですか。

■ 参加者 B　トイレの情報の集め方ですが、た

とえば私が個人的にトイレを見つけたら、どう

やって情報を送ればよいのでしょう。

■ 金子　それができるアプリがあります。本日

トイレの話をきいてしまうと、みなさん明日から

多機能トイレが気になってしかたがなくなるはず

ですので、ぜひ近所で探していただき、その場で
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登録してみていただきたいと思います。現場で写

真を撮ると怪しまれが（笑）、写真がなくても情

報登録はできますからやってみてください。みん

なと共有していける仕組みになっています。

■ 高橋　NPO　Check のホームページに行け

ばそのアプリは見られるのですか。

■ 金子　はい、そうです。

■ 参加者 C　私の友人にも車椅子利用者がけっ

こういます。コンビニのトイレは車椅子では使え

ないのに車椅子用として登録されていたりしま

す。ウラをとるのは大事で 1 ヵ月に 1 回はチェッ

クされているとか、実際に正しいトイレをチェッ

クするコツがあるというお話しでしたが実際には

どのようにチェックをされているのでしょうか。

■ 金子　登録で多いジャンルが、公共施設、交

通機関、ショッピングセンターという順番です。

そのあたりの登録数で全体の 8 割ぐらいです。

したがってそういう場所なら、だいたい載ってい

ます。いちばんやっかいなのは公園のトイレです。

自治体がつくっている公衆トイレは、汚いし、あ

まり登録もしたくないのですが、ごくまれに一般

トイレとして登録する方がいます。

■ 参加者 C　そうなると数を増やすというより

は、怪しいと思ったら削除の方向で行かれている

ということですね、ありがとうございます。

■ 高橋　企業とか学校とか自治体など、いろい

ろなカウンターパートと組まれていますね。活動

内容がとてもすばらしいので、そのすばらしさを

知る方は組んでくれると思うのですが、新たなカ

ウンターパート開拓に向けた営業はどのようにし

てこられたのですか。今は相当に受け入れられて

いると思うのですが。そのあたりの営業の軌跡を

かいつまんで教えていただければ。

■ 金子　僕はもともと旅行業の営業から入って

いる人間なので、動きやすいのかもしれません。

企業の社会貢献活動については、そういう活動を

コーディネートしている第 3 セクターもありま

す。たとえば東京ボランティアセンターとか日本

フィランソロピー協会などですね。スマホを使っ

てできる社会貢献活動をいうのは珍しいらしいで

す。企業のボランティア活動で圧倒的に多いのは

ゴミ拾いですが、意外に日本はきれいだというこ

ともあって、それならスマホを使って何か新しい

ことをやった方がおもしろいのではないかという

企業担当者の方もいて、アフター 5 に気軽にで

きるということもあり、そんなわけで一気に広

まっていきました。

　それから自治体については、はじめにすべての

自治体にメールと電話で声を掛けました。こうい

う活動をやっているので参考データか資料をいた

だけませんか、というメールをひたすら送り続け

ました。対応してくれたところもありますし、だ

めだという自治体もありました。たとえばある市

の福祉の担当者は市民の方のために作ったマップ

だから外には出せないとのことでした。けち臭い

ことを言っているなと思いましたが、集められる

ものは全部集めて、こちらで登録はしました。

■ 高橋　本当にいろいろとアイディアと内容と

活用に学ぶことが多くありました。それではグ

ループワークに移ります。
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■ 高橋　皆さま、それではそろそろ「まとめタ

イム」に入りたいと思います。それぞれの小グルー

プでどんなお話が出たか、うかがっていきますね。

＜グループ発表 1（1 班）＞
　「旅行・トイレで困ったこと」について出た話

題から発表させていただきます。まず、花火大会

で簡易トイレしかない場合は長蛇の列ができてい

て利用しづらいです。昔は車椅子専用トイレで

あったものが、今は多目的になってしまったこと

で、逆に車椅子使用者が使いたい時になかなか空

がないという状況があるようです。それでトラブ

ルになってしまった経験をした友人がいるという

話も出ました。

　「こういう旅行がしたい」では、からだに傷が

ある時、その傷跡を見られたくないので、旅行先

のお風呂の洗い場に仕切りがしっかりあるといい

な、という意見がありました。それから劇場など

では車椅子用の席がとても前の方や出入り口の近

くにあるので、スクリーンが見づらいこと。どう

してそういう場所になるのかと言いますと、避難

の邪魔になるからとか、出入りがスムーズになる

ことが優先されているからだそうです。

　またユニバーサルデザインのホテルは機能や施

設が充実しているぶん通常の部屋よりも高額だっ

たりするので、せめて普通の料金で泊まれたらい

いという意見がありました。

　ストーマや傷があってもが安心して入れるよう

な工夫、たとえば温泉を貸切りにしてくれたり、

時間帯を設定したりしてゆっくり入れるように

なっているものがあるといい、という意見も。洗

い場の仕切りのような情報が、旅に出る前からわ

かっているといいです。

　帯同する看護師さんやヘルパーさんもいらっ

しゃいますが、もっと有償ボランティアの人が増

えてほしい。また終日帯同するのが無理でも、こ

こまでは A さん、ここからは B さんというよう

に、ワークシェアリングをして分担していただき、

安心して旅ができるようになるといいなという話

もありました。

　それから介護休暇なのですが、介護が必要な人

が旅行に行く時に単発でも取れればいいという話

が出ました。

　「こんなトイレがあったらいい」では、グッド

アイディアだと思ったのですが、「多目的トイレ

に介護する人が常駐しているといい」という意見

がありました。海外などでは掃除をする人が入口

にいてチップなどを払ってタオルなどをもらうの

ですが、日本でも 50 円や 100 円の有料トイレ

がありますよね。そういう場所に介護する人が常

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇
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駐していて、介護が不要な人の時は外に出ている。

そんなアイディアも出ました。以上です。

■ 高橋　ありがとうございました。なるほど、

と思う意見ばかりですね。

＜グループ発表２（3 班）＞
　まず「困ったこと」で出てきたのは、海外旅行

などで大きなスーツケースなどを持っている時に

トイレに行こうとしても入らないし、外に置いて

おくと持って行かれるしという状況です。大きな

荷物も持っていっしょに入れるようなトイレがあ

るといいです。

　それから本日ご案内いただいた「Check A 

Toilet」では、場所情報に加えて写真つきのもの

もあったのですが、そのトイレがどれくらいきれ

いか、その度合がわかるといいという意見があり

ました。その時の身体の状態によって、本当に仕

方がない時は使うけれど、がまんできる時はより

きれいなところを使いたい時もあります。そのあ

たりの情報もほしいということでした。

　「こういうトイレがほしい」というところでは、

トイレでリフレッシュできる、たとえば歯を磨い

たりすることができるとか、ちょっと落ち着ける、

といったトイレがあればいいという意見もありま

した。

　本日ご紹介いただいた仕組みは非常にすばらし

くて、みんなで情報をアップしてつくっていくと

いうところが良いという声が出ました。障がいを

持つ方の多機能トイレの情報であっても、普通の

方も十分に使える情報です。たとえば、駅のホー

ムドアは視覚障がい者の方からの要望でつくられ

たそうですが、実際には一般の方も含めてみなさ

んの役に非常に立っている。本日の話ももともと

多機能トイレ、あるいは車椅子トイレであっても、

多くの方に使える点がすばらしい、という意見で

す。また先ほどのグループから出た「きれい具合」

にも関係しますが、ある情報を上げるだけではな

く、使った方の評価を登録できるようにするとい

い。「ここはよかった」とか、「ここは狭かった」、

「車椅子可となっているが実際は狭い」というよ

うな情報があるとさらに情報の質が上がると思い

ます。

■ 高橋　「レストランの評価サイト」のようなイ

メージですね。

―そうですね。以前、整形外科の先生と調べたの

ですが駅の乗り換えのところにもバリアはあっ

て、とくに他社線との乗り換え場所に多いです。

1 路線しかないところでは出入り口や改札、ホー

ムとスムーズなのですが、乗り換えるのに非常に

遠回りして外に出ないと乗り換えができないとい

う情報しかないので、その点は構内のバリアフ

リールートなどがアップできる仕組みを考えても

らえるといいのではないかというお話が出まし

た。グループのみなさん、何か追加がありますか。

―追加で思い出したのが、車椅子で入れる大浴場

があるといいという意見です。実はそれができる

ホテルがあったのですが、倒産してしまいました。

私は障がい者のスキー指導をやっていて、そこに

は毎年泊りがけで行っていたのですが、そこのお

風呂には濡れてもだいじょうぶなお風呂専用の車

椅子がいくつか常備されていて、車椅子の方はそ

れに乗り換えてそのままお風呂に行けるし、お風

呂に入る時も入りやすいようにいろいろな工夫が

されていたのです。「誰でも使いやすいスキー場」

をめざすというコンセプトだったそうです。した

がって駐車場からゲレンデに行くまでの通路の雪

はすべて解けていて、しかも車椅子の方がゲレン

デに出る時にもちゃんとエレベーターがあるので

す。至れり尽くせりでした。しかもスキー教室に

は障がい者のプログラムもあって、そこに予約で
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入ると担当の方が、トイレから何から何まで全部

手伝ってくれる。そのホテルがなくなって、とて

も残念です。

■ 高橋　そんなホテルもあったのですね。それ

では次お願いします。

＜グループ発表３（5 班）＞
　「トイレで困ったこと」では、山のトイレは少

ないし、きれいなところが少ないということ。そ

れから、トイレ文化の違いという話題が出ました。

たとえば日本の多機能トイレはボタンがたくさん

あるし、説明書きがわからないので、外国人から

見ると使い方がわからなくて困ってしまう。

　「こういうトイレに入りたい」では、バリアフ

リーとは少し関係がないかもしれませんが、「ラ

グジュアリーなトイレ」がいい、それから「絶景

のトイレ」というのが出ました。景色がいいトイ

レです。

　それからおもしろい意見ですが、便器に座ると

体調がわかるトイレがほしいという意見がありま

した。

■ 高橋　座ると体調が云々というのは、少し開

発されているんじゃなかったでしょうか。それで

は次の班いかがでしょうか。

＜グループ発表４（6 班）＞
　先ほどの講演の中で感じたのですが、高齢者に

なると IT 関係に弱い人が多いので、スマホやパ

ソコンが使えない方が多いです。ああいう情報を

ハードでいただけると高齢者の方が使いやすい。

アップするのは若者がやるにしても使う方は高齢

者のニーズがけっこう多いと思うので、やはり電

子媒体以外で提供いただけたらありがたいと思い

ました。

　トイレについて言うと私の経験ですが、私は前

立腺がんの手術と放射線治療のためにトイレが非

常に近くなり、通勤電車で頻繁に駅に降りること

が多いのですが、駅によってはトイレの位置が

まったく違います。改札の外もあれば内のことも

あります。ひどいところはホームの片側にしかな

い。そういう、駅のトイレ情報があると非常に助

かります。

　それからいろいろアイディアが出たのですが、

多目的トイレに入った時に荷物のちょっとした置

き場所がなくて困るという意見がありました。ま

たそういうトイレで中に入っていると外で人が

待っているかどうかがわからない。外で待ってい

ることがわかれば、ある意味で「切り上げて出る」

こともできる。人を待たせないように協力的にや

るということですね。そういうアイディアも出ま

した。

　トイレの数を増やすという意味で、たとえばコ

ンビニなどの共有スペースでどこにトイレがある

か目立つような表示をしてほしいです。先ほどの

荷物を置くということに関連しますが、便器にふ

たがないところもある。とくに多目的トイレなど

の場合、ふたがないところが多く、ものが落ちた

りして、これはまたこれで不便だということでし

た。

　それからこれはおもしろいと思ったのですが、

有料トイレというのは海外にはたくさんあります

が、国内にはあまりない。たとえば障がいを持つ

方で、専用のコインのようなものを事前に配布し

ておいて、そういうコインを持つ方が優先的に使

えるようなトイレがあったらいいのではないかと

いうアイディアがありました。

■ 高橋　ありがとうございました。アイディア

がどんどん出てきますね。

＜グループ発表５（4 班）＞
　トイレのところで、金子さんの方から右利き・
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左利きの話があったのですが、親御さんの身体が

不自由で、半身不随で車椅子で介助をされていた

という方がいらっしゃいまして、半身不随なので

利き腕の問題どころではなく、片側しか使えない

ということがあり、そういう区別をきちんとして

もらえると非常に助かるという話がありました。

　それ以外に男女別で、お父さんが娘さんを介護

している場合に、男女どちらのトイレに入ったら

いいのか、少し悩まれたそうです。多目的トイレ

が男女別トイレの外にあればいいのですが、男女

別トイレの奥にあることもあって、悩むそうです。

金子さんいかがでしょうか。

■ 金子　基本的には、介護を受ける人に合わせ

ます。それでも女性が男子トイレに入るのはたい

へんですね。

■ 高橋　用を足す人に合わせるということです

ね。女性がお父さんを介護していて男子トイレに

入るのは、はばかれますが…。

■ 金子　やはりなるべく、男女別トイレの外に

ある共有トイレを探していただいて入るというこ

とでしょうか。

―それから、昔はお子さんのオムツ替えなどもた

いへんでしたが最近はいろいろ整備されてきてよ

かったという話が出ていました。

　「こんな旅がしたい・こんなトイレに入りたい」

ということで、私の意見ですが、洗浄便座が増え

てくれるといいですね。一方で洗浄便座はけっこ

う使い方が雑で汚いものが多いので敬遠している

という話もあって、それをじょうずに使えるよう

になるといいと思いました。

　きれいなトイレに入りたいという点。さきほど

「絶景のトイレ」という話が出されましたが、山

の上のトイレで非常に風景がきれいなトイレで

「絶景なトイレ」があったそうです。今度は私も

行ってみたいと思います。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは次、

お願いします。

＜グループ発表６（2 班）＞
　最後になってしまったのでもうだいぶ出尽くし

た感があるのですが、いちおう出たものを言わせ

ていただきます。「困ったこと」としては、やは

り汚いところがあるということです。個人的なこ

とですが、私は直腸がんの経験者で直腸を取って

いて排便障害や膀胱障害があり、また一時的にス

トーマを着けていた経験もあり、床に膝をつけな

ければいけない状態が想定されるので、どうして

もきれいなところが少ないのが「困ったこと」で

した。

　それに対応して「こういうトイレに入りたい」

ということでは、やはり、きれいで広いトイレが

いいですね。それから「困ったこと」では、並ぶ・

並ばせてしまうという意見がありました。それに

対するものとして、次の人を並ばせてしまう時に

「諸事情で時間がかかります」といった札を、ホ

テルによくある「掃除はしないでください」とい

うような札のように、気軽につけられるようなシ

ステムがあると、障がい者の方も気兼ねなく長く

使えるという意見がありました。

　それから洗浄便座の話も出ました。入院してい

た時に洗浄便座の「柔らか機能」がついているも

のと、ストレートにピシッと出てくるものがあっ

て、ストレートに出てしまうと痛いという方もい

ますから「柔らか機能」がついているトイレは優

秀だという話が出ました。

　駅の話では動線が悪いということが、うちのグ

ループでも出ました。個室の中だけではなくそこ

に行くまでの通路が狭いことがあるので、そこも

改善してほしいと思っています。それから視覚障
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害の方のために、よくアナウンスで「右側に男子

トイレ、左側に女子トイレ」というものが流れて

いるのですが , あれは本当に効果があるのかとい

う意見が出ました。

　同じように視覚障害や日本語がわからないケー

スでは、流すボタンがわからないトイレがたまに

ある。それから洗浄便座が止められない人もたま

にいるということです。外国の方にはそういうエ

ピソードもあるということでした。

　それから、直接トイレの話ではないのですが、

病気になったからこそ旅行に行きたいというニー

ズは、このテーブルでもみなさん同意されたこと

です。誰にとっても旅行のニーズはあるという

データを取るのもいいという話が出ました。以上

です。

■ 高橋　ありがとうございました。金子さん、

たとえば何らかの病気を持つ方や、車椅子ユー

ザーの方の旅のニーズ調査はされているのです

か。

■ 金子　病気の後というデータは私は持ってい

ません。国交省がやっているユニバーサルツーリ

ズムの中にそういう項目はたしかあったような気

がします。もしそういうものがきちんとやられれ

ば、メディアで紹介されるのではないでしょうか。

■ 高橋　ありがとうございます。今までの発表

をお聴きになって金子さんのコメントをいただけ

ますか。ずいぶんいろいろなアイディアが出まし

たね。

■ 金子　交通機関に関しては、先ほど紹介した

「らくらくおでかけネット」にはかなり載ってい

ます。このネットは国交省の財団がやっています

が、けっこういい情報があるので、もっと活用さ

れるとよいと思います。

■ 高橋　それから公共交通機関の駅を改築する

時に、やはり動線は考える必要がありますね。先

ほどどうしてエレベーターと多機能トイレの場所

が離れているのかという意見がありましたが、多

機能トイレに寄ってからエレベーターに乗って改

札に行こうとする時、ホームの端から端まで動く

のは大変です。動線も大事ですね。

■ 金子　新しいところ、たとえば渋谷の副都心

線などは完璧にできているのですが、古い線、た

とえば銀座線などの場合は難しいですよね。

■ 高橋　きれいな動線にしようと思うと駅全体

を変えなければいけないのですね。

■ 金子　そうですね。東京メトロさんは、精度

の高い情報をきちんと出してはいます。

■ 高橋　わかりました。他にはいかがですか。

■ 金子　多機能トイレの外で「待つ」という問

題が挙げられましたね。

■ 高橋　多機能トイレの外で何人ぐらい待って

いるのか知りたい。あるいは「諸事情で長く使い

ます」というサインがあってもいいと。

■ 金子　実は、今それをやろうとしています。
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■ 高橋　やはりニーズがあるのですね。

■ 金子　そうですね。有料トイレというアイディ

アもよいと思います。また障害者手帳に対応させ

た専用コインなども考えましたが、各自治体の足

並みがなかなか揃わないのでまだうまくいってい

ません。

■ 高橋　それでもきっと、今日挙がったアイディ

アのいくつかは、近いうちに実現するかもしれま

せんね。みなさん、NPO Check さんのホーム

ページをチェックしましょう。

　金子さん、今日は本当にどうもありがとうござ

いました。皆さま、改めて大きな拍手をお願いし

ます。＜拍手＞

　

　さて、公民館カフェの今後の予定についてです。

カフェは続けますが、頻度は少し減ります。その

理由は前回にもお話ししましたが、公民館カフェ

とは別に国立がん研究センターの中の会議室でサ

バイバーシップオープンセミナーという新たなイ

ベントを始めることになりました。国立がん研究

センターの中に、公民館カフェを運んでいこうと

いう試みですね。こういうザックバランに意見交

換できる場所ができて、私たちも勉強になります

し、とても楽しいのです。公民館カフェの活動を

しっかり記録するとともに、もっと多くの方々に、

特に医療機関の中で働いている方たちにも、がん

の診断や治療後の暮らしの目線のニーズや活動を

知ってほしいと思いました。第 1 回オープンセ

ミナーは 8 月 10 日に開きます。

　オープンセミナーはどなたでも歓迎です。ここ

の月島のカフェには白衣を着て飛び込んでくる方

はいませんが、病院の中の会議室でやると、仕事

を終えた医療者が白衣で飛び込んでくるかもしれ

ません。公民館カフェで育ったこういうザックバ

ランな意見交換の雰囲気を、医療機関にも運びた

いと思っています。また、さらに学術的な部分も

掘り下げたいと思います。

　第 1 回オープンセミナーのテーマは、「がんと

歯科」です、お口の中のケアをしておくと、がん

治療の前・治療中・治療後にどのような効果があ

るのか。がん治療をする病院で働く歯科医師はど

んな働きをしているのか。スピーカーは、国立が

ん研究センターの歯科医長の上野先生です。とて

も役立つお話が聴けると思います。

　オープン参加ですから、みなさまにも広報にご

協力いただければ幸いです。今年度中に 3 回か

4 回の開催を考えています。

　月島区民館の公民館カフェは、また冬ごろに一

度開く予定です。またぜひお目にかかりましょう。

今日もどうもありがとうございました。

■ 高橋　どういう感じに

なるのですか。

■ 金子　簡単に言うと入

口に人が立つと感知するセ

ンサーのようなものをつけ

て、リアルタイムで中の人

にスマホで見えるようにす

るんです。今その実証実験

をやろうとしています。

136 Ⅱ　公民館カフェ・第 10 回



「第10回公民館カフェ」アンケート集計 参加者　36名
平成27年 6月 26日（金）実施 回答者  23名（回答率　63.9％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

介護中の人にも大変便利な情報でした。

ケモ中、通勤しているとき、自分で、トイレマップをつくっていました。（今でも役にたっています）ハード（スマホが使えない人たち）
面、有料の部分は気になりました。災害トイレマップや日本トイレ研究所との連携はどうなのか気になりました。

癌患者のみならず非常に参考になった。高齢者、身障者用にも。

ちょうど傷のあるがん患者向けの熱海温泉旅行を企画しようと思っていたのでタイムリーだった。参考にできればと思い参加した。
又、車イス利用者の友達も数人いるので、有益な情報をもち帰れれば、と思いました。目からうろことなるアイディアに出会えたり、
知らなかった情報に出会えたので参加してよかったです。友達に持ち帰る情報もあった♪。とても楽しかったです。今後トイレ登録
の協力をしたいと思いました。ありがとうございました。

このような取組みは健常者のためにもなるので自分たちもどんどん参加していきたい。

法律や条令で公共施設には多機能トイレの設置義務がありますが、本当に使えるかのチェックが重要。

障害者に関わるボランティアを10年以上やってきましたが、私の知らない情報をたくさん得ることができ、大変有意義なものでした。
グループワークもとても参考になりました。

参加者の感想（自由記述）

トイレの問題だけでなく癌患者が旅行をするためのバリアになる事についても広く意見をきいてみたかった。お風呂、家族の理解、
経済的なこととか。

患者さんにぜひ情報提供したい内容でした。緩和ケアチームで共有したいと思います。

障がいのある方の旅行機会が広がることによって地域の設備がますます改善されることを期待しています。

病気になったあとの旅は心身の回復にとても有効だと思います（介助者にとっても）高齢化社会・オリンピックに備えて市場としても
広がるものだと思っています。取組を知れてよかったです。

本日初めて参加したのですが、色々な方の経験や考え方を聞くことができて、大切な貴重な体験ができました。ありがとうございま
した。

回数を重ねるたびに、テーマも広がっていますね。どこまでダッシュするか楽しみですね。
PPT資料が欲しかった

オープンセミナーも楽しみにしています。地元なので、今後、何らかのお手伝いができたらと思っています。

がんサバイバーシップに携わるNPO、支援キカン、患者（サバイバー）、メディカルパーソン、企業など多様な分野から様々な意見
を交換できたことはとてもいい時間でした。ありがとうございました。

こまっている人のために働いてくれる人がいるのはとてもありがたいです。トイレマップはとても役にたちます。

トイレは本当に旅行などに重要な情報です。個人的には男性の術合尿失禁ケアに携わっているので男性トイレの汚物入れを広め
たいと思っていて、今日はヒントを頂きました。

Check A Toiletの話がよかったです。とても有意義な活動を立ち上げて維持されてると思い、感激しました。

私は、リンパ浮腫の方のケアにたずさわっていますが、治療施設のMAPを作りたいと考えていましたので、非常に参考になりまし
た。誰もが、安心して暮らせる社会になるためには、ささいな事を一つ一つおぎなっていくことが大切だなと感じました。

開催に関する希望（自由記述）

リンパ浮腫の患者さんへの情報配信をおねがい致します。
オープンセミナー企画、医療者の方との橋渡し機能を期待します。

以前にもお願いしましたが、難しいかもしれませんが、若年・青年向けに性、恋愛に関するセミナーがあると思います。術後、不安
になっている人が多いので・・・。

かわるがん治療。クリニックでがん治療（抗がん剤）など受けられること。
国立がんセンター以外の病院でも開催していただきたい！！

53.2% 25.5% 6.4% 6.4% 17.0%

受付登録者（47名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 メディア関係者 企業関係者 その他

34.8% 56.5% 8.7%
性別 男性 女性 未回答

13.0% 21.7% 17.4% 26.1% 13.0%

0.0%

8.7%
年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

82.6% 13.0%
0.0%

0.0%

4.3%
カフェの感想（複数回答） 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

65.2%
26.1%

0.0%
4.3%

17.4%
4.3%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

その他

立場（複数回答）

69.6%

13.0%

13.0%

17.4%

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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＜スピーカー＞　関口　陽介

はじめに―自己紹介と今日のお話
　スライド 1 は今日の話の流れです。私から「オ

ストメイト」についてお話しします。オストメイ

第11回公民館カフェ

医療× IT ×患者本意の実現に向けて

2016 年 3 月 3 日
18 時 30 分～ 20 時 30 分

中央区月島区民館 5 号室　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

神戸　　翼
オストメイトなび共同代表 /NPO法人エムアクト代表理事

関口　陽介
オストメイトなび共同代表 /横浜市オストミー協会幹事

オストメイトなびプロジェクトの軌跡を探る！！

スライド 2　2人のプロフィール

神戸 翼 関口 陽介

 大学院生
◦ 専門は数理最適化

 がん経験者
◦ 21歳で横紋筋肉腫に罹患
◦ オストメイト

 患者会活動
◦ STAND UP!!
◦ 日本オストミー協会 など

 大学院生
◦ 大学院入学前は医薬品開発
◦ 専門は医療政策・病院経営

 NPO法人エムアクト代表
 医療に関わる活動
◦ 医療の質に関する研究会
◦ 医療コンサルタント
◦ (いちおう臨床検査技師)

スライド 1　今日の話の流れ

オストメイトについて（関口）
◦ オストメイトとは？
◦ オストメイトを取り巻く課題

プロジェクトの軌跡（神戸）
◦ アプリ開発のきっかけ
◦ クラウドファンディング
◦ アプリ「オストメイトなび」の紹介

さいごに…（関口）

１

２

３
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トとはどういう障害なのか、どういう悩みを抱え

ているかについて簡単にご説明します。本題であ

る「プロジェクトの軌跡」については神戸から話

してもらい、最後にまた簡単に私がまとめをする

という流れです。

　自己紹介ですが、2 人の非常に簡単なプロ

フィールをスライド 2 に出しています。2 人と

も慶應義塾大学の大学院生ですが、専門はまった

く違います。私の専門は数理最適化で、説明が難

しいのですが数学と工学を足して 2 で割ったよ

うな学問です。大学ではガチガチの数学をやる人

たちと同じ学科に所属しています。したがって医

療とか福祉を研究しているわけではなく、いわゆ

る理系中の理系という雰囲気です。一方、神戸の

方は医療政策や病院経営の質に関する研究といっ

たことをしています。

　私はがん経験者です。7 年半前の 21 歳の時に

横紋筋肉腫という小児がんに罹患し、それがきっ

かけでオストメイトになりました。患者会活動と

して日本オストミー協会や STAND　UP ！ ! と

いう若いがん患者団体で活動しています。一方、

神戸はおもに医療に関する活動をしてきました。

　この 2 人は出会ってしまえば、何か面白いこ

とが起こるのかなと思われる方も多いかもしれま

せんが、この 2 人がどこで出会うことができた

のか。数学をやっている人間と医療に関わる研究

をしている人間が何をきっかけに出会うのか、2

人の接点を想像しながら今後の話を聴いていって

ください。

　今、2 人でやっていることですが、今日の主題

である「オストメイトなび」というアプリをつくっ

ています。そのアプリの開発元が NPO 法人エム

アクトです。この法人が「オストメイトなび」と

いうスマートフォンアプリをつくっています。後

ほどまた説明がありますが、簡単に言うならアプ

リの開発とクラウドファンディングを使って資金

集めに成功しました（スライド 3）。

　そもそも 2 人はいつ出会ったかという話はあ

とで神戸の方からおこないますが、このような貴

重な場でお時間をいただいたのでまずはオストメ

イトについて簡単にお話しします。

オストメイトについて

　オストメイトに関する基礎知識を知ってもらい

たいと思いスライドを用意しました。本日の参加

者は、オストメイトいう言葉を知らない方の方が

少ないと思いますが、いわゆる腹部にストーマと

言われる人工の排泄口をつけた人です。みなさん

の聞き慣れた言葉で言えば、いわゆる人工肛門、

人工膀胱をつけた人のことです。

　日本には、約 20 万人ほどいると言われていま

す。ただ現役世代である 60 歳未満のオストメイ

トに限るととても少なく、正確なところは不明で

すが全オストメイトの 10％未満であることは間

違いないです。

　高齢の方の大半は大腸がんが原因で人工肛門、

あるいは膀胱がんが原因で人工膀胱になるという

パターンです。婦人科系のがんの浸潤で人工膀胱

になる方もいらっしゃいます。若い人に多いのは

IBD と言われる炎症性腸疾患で、潰瘍性大腸炎や

クローン病などが悪化すると人工肛門をつけなけ

ればならないことがあります。その他、先天性の

病気や事故などでつけることも当然あります（ス

スライド 3　2人のプロフィール

 現在はNPO法人エムアクトにて共に活動
◦ 今年の１月に正式にNPO法人化
◦ オストメイトなびプロジェクトに携わる

 オストメイトなびプロジェクト
◦ オストメイト向けスマートフォンアプリの開発
 対応トイレの検索機能
 関連施設（病院・装具販売店）の検索機能

◦ クラウドファンディングに成功

 そもそも２人は、
いつ、どうやって 出会ったのか？
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ライド 4）。

　ただこう説明しても「なんのこっちゃ！？」と

いう感じですね。なんとなく頭でわかっているだ

けですから、一度見ていただいた方がいいと思い

ます。（実際の写真を見せながら）このように腸

管がお腹から出てつながっているような感じで

す。人工膀胱は左右に 2 つです。人の腎臓は 2

つあり、そこから尿管が出ています。その 2 つ

の尿管をそのまま外に出しているため 2 つあり

ます。ただこれは非常に珍しいタイプです。こう

いうタイプではなくて腸の一部を使って尿管を体

の中で腸につなげ、腸をそのまま出す回腸導管と

いうタイプの方が圧倒的に多いです。

　ストーマの種類は、私がつけている大腸ストー

マと尿路ストーマ以外に小腸のストーマでイレオ

ストミーと呼ばれるものがあり、最近はかなり増

えてきています。また、大腸がんの治療で一時的

に人工肛門をつけるという方もけっこう多いです

（スライド 5）。

　人工肛門とか人工膀胱と言うと機械的なものが

ついているイメージですが、基本的にはただ腸を

お腹の中から外に出しているだけです。したがっ

て排泄をコントロールすることが基本的にはでき

ません。100 人に 1 人ぐらい出るタイミングが

わかるという人がいるという話も聞いたことはあ

りますが、原則的に排泄コントロールはできませ

ん。排泄物が自分の意思に反して外に出てしまう

ので、それを受け止めるために袋（ストーマ装具：

通称パウチと呼ぶ）を貼っているのです。先ほど

言いましたように一時的な造設も多いです。

　今日ここに来られている方でオストメイトの方

はそう多くはないと思いますが、情報としてお伝

えすると、永久ストーマの人には障害者手帳が交

付されます。私は手帳の等級としては 3 級に該

スライド 4　オストメイトとは？

 腹部に排泄口（ストーマ）をつけた人
◦ いわゆる人工肛門・人工膀胱

 日本におよそ20万人いると言われる
◦ 現役世代のオストメイトはとても少ない

 造設理由
◦ がん（大腸がん・膀胱がん・婦人科系のがん）
◦ 炎症性腸疾患（IBD）
→ 潰瘍性大腸炎（UC)、クローン病（CD）

◦ 先天性の病気（鎖肛・ヒルシュスプルング病 etc.）
◦ その他の病気・事故

スライド 5　SeeingisBelieving －①

 ストーマの種類は大きく３つ
◦ 結腸ストーマ（コロストミー）
◦ 回腸ストーマ（イレオストミー）
◦ 尿路ストーマ（ウロストミー）

 結腸ストーマ
◦ ストーマの作る位置で便の性状が異なる

 尿路ストーマの種類
◦ 回腸導管
◦ 尿管皮膚瘻（片側・両側）
◦ その他（腎瘻など）

スライド 6　SeeingisBelieving －②

 排泄コントロールはできない
 装具を貼って生活
◦ 定期的に貼り替える必要あり
◦ 交換頻度は人により異なる

 最近は一時的な造設も多い
 永久ストーマの場合
◦ 障害者手帳が交付される
 1・3・4級のいずれか

◦ 障害年金の対象になることも
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当しています。また、障害年金の対象になること

もあります。より正確にはストーマの造設時に厚

生年金に加入していれば障害厚生年金の等級で 3

級、ダブルストーマであれば障害年金の等級で 2

級になるはずです（スライド 6）。

オストメイトの持つ悩み

　ここまででオストメイトとはどのような人たち

かという説明をしてきました。ここからはオスト

メイトにどういう悩みがあるのかをお話ししま

す。

　われわれは装具を貼って生活しているので貼っ

たところがかゆくなったり、かぶれたりとするこ

とがけっこうな頻度で発生します。テープや絆創

膏などを貼ってかぶれる方もいらっしゃると思い

ますが、それと同じことが起きます。その他、装

具がはがれるとそこから排泄物が漏れ出してしま

うので大変なことになったり、においが出てきた

りすることもあります。またそういうことがある

がゆえに周りとどう関わるか、社会とどう関わる

かという点に関して悩む人は非常に多いと思いま

す（スライド 7）。

　そもそもオストメイトになる原因の病気は、そ

うよくある病気ではありません。私の場合は小児

がんでしたが、それだけでも告知の瞬間に「ドー

ン」ときました。それに加え、ああいう装具をつ

けなければいけない生活が続くので、そもそもそ

の受容が大変だという話もあります。また排泄に

かかわる障害なので非常に話しにくいことがあり

ます。とくに食事の場でこういう話をするのは、

通常はあり得ません。こう話すと「そうでもない

んじゃない」と言われることもあるのですが、や

はり排泄にかかわる障害なのでカミングアウトし

づらいということはあります。

　そもそもトラブルがいつ起こるかわからないの

で外出したくないという話にもなります。若い人

になるとそもそも仕事が見つからない。面接すら

受けさせてもらえないという話も私の周りでは

けっこう聞きます。さらに学生の場合、学生生活

を送るのはある意味で仕事をするよりも大変かも

しれません。思春期特有の人間関係で悩む方は

けっこう多いようです。

　私は今、「オストメイトです」と言っているの

で「ああオストメイトなんだな」とわかります

が、何も言わなければ、私が 3 つも装具を身体

につけていて、がん経験者だとはわからないと思

うのです。わからないということは、普通の人と

同じように扱ってもらえるということで、ある意

味、気を遣わないですむという良い面もあります

が、逆に外から見えないがゆえに配慮してほしい

ところで配慮をしてもらえない。「元気そうじゃ

ん」と思われてしまう。そういうところで悩む方

もいます。

　このようなオストメイトが抱える様々な悩みを

踏まえて、今日の話の主題であるオストメイトな

びはどこをカバーするのか？と言いますと、「装

具にまつわる悩み」に関しては「なび」の役割で

はありません。漏れるとか剝がれる、皮膚が炎

症を起こしてかゆいということを解決するのは、

医療者の役割だと私は思います。 特に、WOCN

（Wound Ostomy and Continence Nursing：

皮膚・排泄ケア認定看護師）と呼ばれるストーマ

排泄に関する専門の看護師さんの位置づけは重要

スライド 7　オストメイトのもつ悩み

 装具にまつわる悩み
◦ 漏れ・剥がれ・におい
◦ 皮膚トラブル（発赤・かゆみ）

 人や社会との関わり
◦ そもそも受容できない（病気も障害も）
◦ カミングアウトしにくい、外出したくない
◦ 仕事が見つからない
◦ 学生生活・恋愛・結婚 etc.

 外から見えづらいため、理解してもらえない
◦ 助かることもあるが、配慮を得られないことも

医療者の役割
（医師・WOCN）
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です。

　われわれの「なび」がカバーできる範囲は、ス

ライド中央の「人や社会との関わり」の部分です。

ここがひとつ大きなところだと思っています。

　悩みを解消するツールは「なび」だけではなく、

たとえばピアサポートなどがあり、がん患者など

ではよく話題にのぼります。日本オストミー協会

はいま全国で 8,500 人ほどいる患者団体・障害

者団体であり、非常に大きな組織です。実際にピ

アサポートの先駆的団体で、そういう点では進ん

でいます。ただ先述したように高齢者が非常に多

いのが特徴で、私が所属する横浜市支部の平均年

齢は、なんと 76 歳です。私が今まで生きてきた

一生をもう 1 回生きてもまだ 20 年ぐらい足り

ない。そういう点で若い人はなかなかその輪に入

りづらいということがあります。そこで「20/40

フォーカスグループ」と言って、協会内の若い人

だけが集まるグループで何かやろうという活動を

しています（スライド 8）。

　ここでは話が大変盛りあがります。そこで他の

参加者の方が非常に活躍しているのを見るとそれ

が刺激にもなり、自分も頑張ろうという気持ちに

なります。ただ実際にはけっこう雑談めいたこと

を話していることも多いです。それでもそのこと

が非常に重要だと思っています。やはりふだんは

オストメイトであったり、病気を抱えているとい

うことで、自分からベールを被っているような状

況なのです。そのベールが必要のない世界に来て

いろいろとしゃべるという経験は、やはり必要だ

と思います。

　そして、今日のテーマとして、取り上げるべき

は「周りの環境を整える」です。最近は非常に増

えてきていますが、オストメイト対応トイレを増

やしていこうということに取り組んでいます。「汚

物流し」という特殊な便器があるトイレがあると、

緊急時でも安心です。そういう対応トイレを増や

していきたい、それからオストメイトへの理解者

を増やしていきたいということを考えています。

ここが今日説明するオストメイトなびの役割だと

思います。

　対応トイレを増やすことはアプリそのものでは

できませんが、アプリを通して対応トイレの認知

を上げる、オストメイトの認知度を上げるという

ことにより、結果的にオストメイトが安心して使

えるトイレが増えていくのではないかと思いま

す。

　そういうわけで「なび」の役割はオストメイト

個々の悩みの軽減はもちろんですが、「周りの環

境を整える」こと、つまりは社会へ働きかけるこ

とだと思います。

　それではここから先はアプリの話に行きたいと

思いますので神戸の方にバトンタッチします。

< スピーカー＞　神戸　　翼

オストメイトなびの現状

　先ほど関口君から他己紹介してもらいました神

戸翼と申します。私自身は慶應義塾大学の大学院

に通ってはいますが、今は社会人学生というかた

ちで日々を過ごしています。もともとは医薬品開

発をずっと行っていました。父を胃がんで亡くし

たことがきっかけで医療業界に入り、がんに関す

るもので患者サポートについて何かできないかと

スライド 8　悩みを解消するためには？

 ピアサポート（当事者同士のつながり）
◦ 日本オストミー協会
◦ 20/40フォーカスグループ（若い人たちの集まり）

 当事者同士が集まると話が盛り上がる
◦ 他のオストメイトの活躍に刺激
◦ 自分も頑張ろうという気持ちになる

 まわりの環境を整える
◦ 対応トイレを増やす
◦ オストメイトへの理解者を増やす
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ずっと思っていました。

　大学院に入り、あるイベントが契機になり、オ

ストメイトなびプロジェクトを立ち上げ、今は関

口君と一緒にこの活動を盛り上げようと活動して

います。

　われわれが行っているのは、スマホのアプリ

ケーションを使って患者さんをサポートする仕組

みがつくれないかということです。みなさんの多

くはスマホをお持ちだとは思いますが、高齢者の

方々はスマホをお持ちでない、持っていても電話

機能しか使っていないという現状が多く、そこが

われわれの克服しなければいけないバリアのひと

つであると考えています。ただ今後の時代の流れ

を考えてみても、やはり IT をうまく活用すれば

課題に直結した解決策が生まれると考えていま

す。

　さて、今、開発しているのはオストメイトなび

というアプリケーションです。すでにアップルス

トアとグーグルプレイにてダウンロードができま

す。もしまだダウンロードされていない方がい

らっしゃいましたらぜひ一度ダウンロードして中

身を確認いただければと思います。ただアンドロ

イド版はリリースしたばかりでエラーが出ていま

す。開発してすぐはやはり何かしらのエラーが出

てくることがあり、地図がうまく動かないという

ような報告も受けています。まずは、長い目で見

ていただき、今後の改訂で少しずつ直していきた

いと思っています。どうぞ、よろしくお願いしま

す。

　また、オストメイトなびの専用フェイスブック

ページも作っていて、オストメイトなびの情報を

リアルタイムで発信しています。

　ではここで、実際に少し中身を見てみたいと思

います。現在「いいね！」数は 630 件です。今

日ご参加のみなさんもオストメイトなびプロジェ

クトが本当に意義のあるものだと思われたらぜひ

「いいね !」を押してください。今日のこの会の終

わりの時間にもう一度この数をチェックしてみよ

うと思っています。先ほどは 630 でしたから、

それがせめて 634、635 ぐらいまでは上がって

いるのではないかと思っています。自分たちの戒

めにもなるので、忌憚なき「いいね！」をよろし

くお願いします。

オストメイトなびプロジェクトの軌跡・
0 日（2014 年 8 月 24 日）〜

　われわれのプロジェクトは 2014 年 8 月 24

日からスタートしています。この日を 0 日と考

えています。この日は、あるイベントの最終発表

会の日でした。

　この活動は学生のみで行われた、医療や介護・

福祉の課題を IT を使って解決しようというイベ

ントから発進しています。この発表会の時のメン

バーは 6 名で、すべて学生でした。そして、各

自がそのバックグランドに関係した担当を持つこ

とで、アプリを開発してきました。例えば、ディ

レクター、エンジニア、ビジネス、デザイナー、

メディカル担当といった具合です。

　イベント中はけっこうたいへんなスケジュール

でした。およそ 2 ヵ月で開発します。最初の 1 ヵ

月間は主にアイデア出しです。そして、中間地点

である 8 月 1 日には、千葉の亀田総合病院にみ

んなで合宿に行き、そこで、アイデアを確定しま

す。われわれのチームでは、最終的にオストメイ
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トの方のためのアプリをつくろうということにな

りました。

　そもそものオストメイトなびの開発経緯です

が、われわれのメンバーの身近に人工肛門を造設

した方がいたからです。身近にオストメイトの方

がいて実際にヒアリングを行い、本当に困ってい

るのだというところから、われわれで何かできる

のではないかというところから始まりました。

　また少し開発の話に戻りますが、メンバーはい

ろいろなバックグランドを持っていて学生ながら

なかなかの能力を持っていたメンバーの集まりで

した。営業部隊と開発部隊に分け、営業部隊は情

報収集やデータベース構築、患者会、メーカー、

医療機関にヒアリングに行く、開発部隊は、アプ

リケーションの UI（ユーザーインターフェイス）

のデザイン、プログラミングなど行うというかた

ちで進めていきました。今もそうなのですが決

まった拠点を設けていないので、それこそカフェ

などで集まって黙々とパソコンに向かうというか

たちでした。

　情報収集というのはとても重要になります。わ

れわれは自分たちの足で公共トイレなどに行き、

「汚物流し」と言われるオストメイトの方々が使

われるトイレを探しに行く活動も行いました。

　私はもともとプログラマーではないのであまり

詳しくは説明できませんが、すごく簡単に説明す

ると、アルファベットと数字の羅列で 1 つのア

プリケーションがつくられます。とてもおもしろ

いと思いながら一緒に協力して作っていきまし

た。

　デザインについては、最初は紙に起こしていき

ます。こういうかたちにしようとか、どのような

情報を載せていこうかということを描き、ボタン

はここ、写真はここ、ここにはメーカー広告、バー

ナー広告を載せればマネタイズができるのではな

いかというようなかたちで、モック版と呼ばれる

最初のものをつくっていきました。

　そのような形で、このオストメイトなびという

アプリケーションは、マイクロソフト社で開催さ

れたアプリケア 2015 の発表会で準優勝をいた

だきました。そして、ここで終わらせてはいけな

いと、われわれのチームはそのままひとつのプロ

ジェクトとして社会に貢献すべく、新たなステッ

プをのぼり始めたのです。

プロジェクトの軌跡・
56 日目（2014 年 10 月 19 日）〜

　0 日から約 2 ヵ月後の 56 日目にようやくわれ

われは、オストメイトなびの任意団体の組織をつ

くりました。

　最初に行ったのがフェイスブックページの立ち

上げです。先ほどは「いいね !」の数を見ていた

だきましたが、このページではリアルタイムなオ

ストメイトなびに関係する情報が掲載されていま

す。「いいね !」をされている方もオストメイトの

方が多く、リアルな声がこのページに投稿されま

す。オストメイトなびに対する批判もあるでしょ

うし、こういうところを改善したらもっと良くな

るという意見も抽出できるので、このページに訪

れるオストメイトの方たちとの間でとても良いコ

ミュニケーションの場が作られています。そして、
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この体制がアプリの開発に活かされています。

　ここまでけっこう長く話してきましたがいっこ

うに関口君の話が出てきません。実はこの団体を

立ち上げた段階では関口君はまだプロジェクトの

メンバーではありませんでした。われわれは当時、

メンバーの中に当事者がいないという問題を抱え

ていました。NPO 法人としてやっていく時に当

事者のことが何もわからない者がそのまま続けて

大丈夫かという立場に立たされていたのです。

　それではやはりだめなのではないかと思い、い

ろいろな患者団体の方たちとお会いしました。オ

ストミー協会の神奈川支部の方に誰かオストメイ

トの方を紹介いただけませんか、実際にメンバー

として活動でき一緒に頑張れる方がいいというこ

とで相談をしたところ、横浜に非常に活動的なオ

ストメイトの方がいるとお聞きし、ご紹介いただ

きました。しかもたまたま同じ慶應義塾大学に

通っているというので、これはチャンスだと思い、

直ぐにメールを送り、返事をもらったことを今で

も覚えています。そのようにして、繋がりが生ま

れたのです。

　このようにして、オストメイトなびプロジェク

トをまた一つステップアップさせるための体制が

できあがりました。そして、このプロジェクトは、

この後、私と関口君との 2 人の共同代表という

かたちで回していくことになります。

プロジェクトの軌跡・
365 日後（2015 年 8 月 23 日）〜

　0 日 か ら 数 え て 約 1 年 後 の 8 月 23 日、

「READYFOR?（レディーフォー）」を使ってク

ラウドファンディングを始めました。

　もともとマネタイズのところは非常に難しいと

思っていたこともあり、まずはオストメイトなび

というアプリケーションの充実化、さらにアンド

ロイド版をつくりたいということで、この新しい

仕組み、クラウドファンディングを使いました。

　目標金額を 100 万円に設定し、様々な働きか

けを行ってきた結果、138 人の支援者の方々か

ら目標を大きく超える 1,440,000 円という額が

集まりました。もちろん、この働きかけの際には、

何に使うかも明示しています。「iPhone 版アプ

リの機能追加費用：30 万円、クラウドサーバー

のバージョンアップ費用：20万円、データの入力・

編集等：15 万円、iPad mini(5 台中古 )：20 万円、

諸経費：15 万円」などです。クラウドファンディ

ングでは、このように、集まったお金で何をやる

かを発信し、それに同調してくれる人が実際にお

金を出すという仕組みになっています。

　本日掲示のポスターやパンフレットは全部こう

いうところからつくられています。アンドロイド

版の開発に係る費用の一部もです。

　このようにして行われたクラウドファンディン

グですが、実情は非常に大変でした。オストメイ
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トの方々が困っている、なので寄付してください

と言ってお金を出してくれるような人はなかなか

いません。結局のところ、蓋をあけてみると、身

近な方々や思いを共有できる方で、賛同してお金

を出してくれた 138 人の 7、8 割は私や関口君

と日ごろから仲良くお付き合いしている方々だっ

たという内情もあります。やはり日本という国で、

寄付を募って何かを行うということは、大変難し

いことなのだということがやってみて実感しまし

た。

　そのような実感を得られたことに加えて、クラ

ウドファンディングを行って良かったのが、ご支

援してくれた一人ひとりの想いも、メッセージと

して受け取ることができたことです。そのいただ

いたコメントを見てこれをやってきた意味が本当

にあるのだと、感じることができました。

プロジェクト開始から 544 日後
―アンドロイド版の紹介

　そういうことでなんとかかんとかここまで来ま

した。プロジェクト開始から 544 日後に、つい

にできたのがアンドロイド版です。

　現状のアプリの内容を少しご紹介します。ベー

スは地図です。

　（アプリの動画を見せながら）地図の上にアイ

コンが載っているというかたちです。トイレやお

店、病院というかたちで検索が可能です。アイコ

ンを 1 個押すと簡易情報、もう 1 個押すと詳細

な情報が確認できます。

　トイレの詳細情報には写真があり、イメージで

きるかたちで載せています。写真はもう 1 回押

すと拡大できますし、さらに写真は順次追加もで

きるので、近くにトイレを見つけてここを追加し

たいと思えば自由に追加できます。

　コメント機能等、評価機能をつけています。ト

イレを星で評価する、いわゆる食べログのトイレ

版のようなかたちです。この機能がうまく働けば

トイレの質、つまりトイレの環境も変わるのでは

ないかと思っています。

　またグーグルのナビゲーションとリンクしてい

て「ここに行く !」というボタンを押せば現在の

位置から実際のトイレの場所までナビゲーション

をしてくれます。
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　病院についても中の情報は、それほど詳しいも

のは載せていませんが、確認が可能です。

　またカードというところを押すとオストメイト

マークが出てきて、私はオストメイトであるとい

うことが表示されます。またストーマのオペをい

つしたか、ストーマにはいろいろな装具がありま

すが、どういうものを使っているかなども各自で

登録することができ、電子情報として持ち歩ける

かたちになっています。

　以上がオストメイトなびの現状です。ここから

さらにステップアップしたいと思っています。そ

の手始めとして、先日、クラウドファンディング

でご支援いただいた方に数名集まっていただき

ワークショップを行いました。アプリとして今後

どうしていくべきか。さらにどういう機能を載せ

ていくべきか、患者に寄り添った機能を載せるべ

きではないかというところでディスカッションを

　最後に今動いているの

が新たなトイレを登録す

るという機能です。この

「なび」のコンセプトの

ひとつに、みんなでオス

トメイトのためのマップ

をつくりましょうという

ものがあります。各自が、

ボランティア精神を発揮

して、身近な場所でトイ

レを見つけたら登録をし

ます。最終的にみんなで

トイレのマップをつくり

あげましょうということ

を今進めています。

　よく巷では、クラウド

化と言われますが、デー

タは全部サーバーに飛

び、それから各個人のモ

バイルに配信される仕組

みです。そのため、みん

なが同じ情報を持ち歩け

る、情報を共有できると

いう特徴をもっていま

す。

オストメイトなびの
今後の発展
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行いいろいろな意見が出てきました。

　新しいオストメイトなびには何を載せたらいい

のか、たとえば掲示板、SNS などはよく出てく

るアイデアですが、もっとオープンなものにした

い、あるいは逆にクローズなものをつくったらど

うかという声などが出ました。また情報として

は、生活の質、求人情報、福祉制度の情報という

ようなものが出ました。地図機能としては温泉や

旅館などが挙がっています。オストメイトの方々

にとって、お風呂はけっこう難しい問題です。特

に、安心して行ける温泉施設などがあったら非常

に助かると思います。

　このように、IT を使うことで、いろいろなこ

とができるという再確認をした場にもなりまし

た。今後はこのアイデアのいくつかを選んで、実

際に実装できるものかということを考えながらア

プリを進化させていきたいと考えています。

　私からは以上で、続けて関口君に代わります。

＜スピーカー＞　関口　陽介

オストメイトなびプロジェクトの強みと
今後の展望

　簡単に最後のまとめをして後のグループワーク

につなげたいと思います。

　このプロジェクトの強みですが、大変個人的な

見解ですが、いろいろなバックグラウンドの方が

関わっているということです（スライド 9）。私

は当事者ですし、神戸君は元医療従事者で医療系

のコンサルタント。医学生や看護師さんもいて、

エンジニアさんもいる。こういう組織はつくれそ

うでなかなかつくれません。ここは非常に強みで

あると思っています。

　オストメイトが悩んでいることは何ですかとい

う話ですが、案外、当事者ではない人が新しい視

点を提供してくれたりすることがあります。最近

は Diversity から Inclusion という言葉になって

いますが、やはり Diversity というのは大変重要

だと思います。今申しあげたように立場が異なる

と視点も異なります。これは言うのは簡単ですが、

これを強みにしていくのはけっこう大変です。

　クラウドファンディングは、7、8 割はわれわ

れの知り合いだという話をしましたが、それでも

これは 2 人でやらなければたぶん 100 万円には

届かなかったと思います。私の知り合いだけでも

無理だし、神戸君の知り合いだけでも 100 万円

を集めるのはなかなか難しかったと感じていま

す。ここは 2 人合わさることの相乗効果がうま

いこと働いて 3 週間足らずで 100 万円までいっ

た。2 人でやった相乗効果は非常に大きかったと

思っています。

　これからの展望ですが、われわれのアプリは東

スライド 9　プロジェクトの強み（個人的見解）

 いろんなバックグラウンドの人が関わる
◦ 医療コンサルタント
◦ 医学生・看護師
◦ 当事者（オストメイト）
◦ エンジニア

 立場が異なると視点が異なる
◦ 当事者だけでは出てこないような視点も多い

 クラウドファンディングの成功
◦ ２人で行うことによる相乗効果
◦ 「１＋１」が３にも４にもなる！！

Diversity＝多様性
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京オリンピック・パラリンピックへ向けて新たな

バリアフリーへの試みとして発信していく予定で

す。当面の目標は 4 年後の東京オリンピックに

向けて、決定的に不足しているトイレ情報をある

程度整備してちゃんと使えるアプリにしようとい

うのがひとつの目標です。それをすることによっ

て地域差がなく、どこに住んでいてもオストメイ

トが使えるツールになると思っています（スライ
ド 10）。

　スマートフォンとオストメイトというのは大変

なミスマッチだということは何人かの方に言われ

ているのですが、これは 4 年、5 年たてば時代

が解決してくれるのではないかなと私は思ってい

ます。実際に私の両親はともにスマホを使ってい

ます。5 年後は、それなりの高齢の方もスマート

フォンを使う時代が来ると思います。そうなる前

から整備することはけっこう重要だと思っていま

す。

　直近では、先ほど話に出ましたが、どういう機

能を新たに載せていくかというようなことを考え

ていければと思います。

　このプロジェクトは「医療× IT ×患者本意

の実現に向けて !!」と言っているので、IT と

いうのがひとつのキーワードになっています。

最 近 は IT で は な く ICT（Information and 

Communication Technology）と言い、コミュ

ニケーションも重要だとされています。そのへん

の技術は非常に進歩しています。医療の現場にも

ずいぶん取り入れられていると思いますが、まだ

まだ IT の最先端を走っているところは、医療や

福祉の世界が取り切れているとは言い難いです。

そこをうまくつないでいければと思っています。

そうすることで良い方向に社会が進むのではない

かと思っています。

さいごに

　最後のまとめですが、とりあえずオストメイト

の方には「できないことは少ない」ということを

言いたいと思います（スライド 11）。たしかに

オストメイトになると生活する上で障壁となるこ

とはたくさんあります。しかし工夫次第で何とか

なることもたくさんある。実際にはスポーツをさ

れている方も多いですし、高齢の方でも旅行を楽

しんでいるオストメイトの方は多い。「できない

ことは少ないですよ」ということはひとつのメッ

セージです。

　それをよりよくするためにはやはり「周囲の理

解（オストメイトを知ってもらう）」がひとつの

ポイントになってくると思います。オストメイト

なびプロジェクトに関わっているひとつの理由

に、もちろんアプリの開発がオストメイトのため

になるということもありますが、こういう活動を

知ってもらうことによってオストメイトという存

スライド 10　将来を見据えて（今後の展望）

 東京オリンピック・パラリンピックへ向けて
◦ 新たなバリアフリーへの試み
◦ すべてのオストメイトにとって助かるツールに
◦ 高齢の方でもスマートフォンを使う時代を見据える

 直近では…
◦ トイレ情報の充実
◦ 新たな機能の搭載（検討中）

 ITと医療の世界をつなぐきっかけを作る
◦ IT（ICT）技術の進歩はめざましい
◦ 社会を良い方向へ導いてくれるのでは？

スライド 11　さいごに

 オストメイトになってできないことは少ない
◦ 工夫次第でなんとかなることも多い
◦ スポーツもできるし、旅行も行ける

 生活の充実のために
◦ 周囲の理解（オストメイトを知ってもらう）
◦ 社会で活躍するオストメイトを増やす

 オストメイトなび
◦ オストメイトに対する認識を変えるきっかけになれば
◦ ゆっくりではあるけれど、良い方向へ進むはず！

今後も応援よろしくお願いいたします。
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在が、最初に説明したように、より身近になると

いうことがあります。「オストメイトです」と言っ

た瞬間に、多くの人がああこういう障害なのだ

な、こういうところに悩んでいるかもしれないな

と思ってくれれば、ずいぶん変わるのではないか

と私は思っています。

　社会で活躍するオストメイトを増やすというこ

とも、新たな理解につながっていきます。そうい

う良いサイクルを回せていければいいと思ってい

ます。

　オストメイトなびの方向性として、アプリの機

能の充実もそうですが、オストメイトに対する認

識を変えるきっかけのひとつとしても使っていけ

ればいいと考えています。

　まだアンドロイド版が「ウーン、これ使えるの

かな ?」という状態ですが、今後とも応援いただ

ければと思います。ICT の活用は医療の世界だけ

ではなくまだまだ大きな可能性があると思いま

す。

　ありがとうございました。
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質 疑 応 答

■ 高橋　ありがとうござ

いました。せっかくなので

2、3 質問をお受けします。

■ 参加者 A　メンバーを

見ると首都圏の方が多いよ

うですが、全国のトイレの

場所などの情報収集はどのようにされているので

しょうか。

■ 神戸　現状のトイレ情

報の収集方法は 2 つです。

ひとつはボランティアさん

です。全国にいらっしゃる

ボランティアさん経由で情

報が登録されます。しかし

ながら、現状では、なかな

か積極的にトイレ情報を集めてくれるボランティ

アさんはいません。そこで今後はオストメイトな

びサポーターというものをつくり、このプロジェ

クトをサポートして情報を集めてくれる人を募集

していく予定です。

　もうひとつの方法は、自治体に直接働きかける

ということです。これは今すでにやっています。

南の九州地区から始めています。沖縄、長崎あた

りから直接、自治体の県庁福祉部などに連絡をし

ています。多くの自治体ではバリアフリーマップ

をつくり、情報をオープン化しているところが大

半です。そこに働きかけてオストメイトなびでも

情報を共有させてくださいというお願いをしてい

ます。九州地区については、大半の自治体から「ど

うぞ」ということでエクセルデータで情報をいた

だいています。それを今、反映させてきている状

況で、順次、日本地図を北に上っていく予定です。

■ 参加者 A　確認ですが、「なび」をダウンロー

ドしていれば、トイレを見つけた時にアップロー

ドはできるということですね。あるいはサポー

ターにならないとアップできないという仕組みな

のでしょうか。

■ 神戸　誰でもできます。したがって自由にで

きますが、iPhone 版はうまくいくのですが、ア

ンドロイド版は今はちょっと調子が悪い状況で

す。

■ 高橋　私の方からの基本的な確認ですが、コ

ンテストに出る時点で、いろいろな、それこそ

diverse な人々が集まっていたのですが、その

方たちはお互いにお友だちだったのですか、それ

ともこういうプロジェクトをやるからこういう背

景の人たちに来てほしいという感じで集めたので

しょうか。

■ 神戸　アプリケアという学生団体が主催する

イベントでメンバーは知り合いました。そのイベ
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ントでは、関東地区の医学部生が代々代表をして

いるみたいです。参加者規程があり、エンジニア

枠、デザイナー枠、医学枠、ビジネス枠という

ようなかたちで参加者を募り、応募した 40、50

人の中から主催者側が各グループにメンバーを割

り振るかたちです。

■ 高橋　そうすると最初のチームは知り合い同

士で始めたのではなくて、イベントの事務局に割

り振られた人々が集まってやったら準優勝した、

これはいけるぞという感じだったのですね。

■ 神戸　おっしゃる通りです。やはりそこが課

題でもあって多くのチームはイベントが終わると

崩れます。われわれのチームも最初は 6 人でし

たが 2 人抜けました。抜けた状態で新たにやり

たいという人を追加し今の状態になりました。

■ 高橋　このあたりは非常におもしろいですね。

他にいかがですか。

■ 参加者 B　第一印象は、志は非常に素晴らし

いということです。ただ問題はこのアプリが実質

的にどこまで有効性があるかということです。た

とえばトイレまでの道案内ができるということで

したが、トイレの場所は、ほとんど屋外ではあり

ません。しかもこうした先進的なトイレはかなり

立派な建物の中にあり、GPS の位置機能関係は

かなり使いづらいだろうなと思われます。ナビ

ゲーションシステムは非常に使いづらいという気

がしました。使いやすいナビに至るにはまだまだ

時間がかかるだろうというのがひとつの課題だと

思います。

　もうひとつ私の個人的な経験から何に困るかと

言いますと「トイレを見つけました、いっぱいでし

た、入れません」ということです。これがいちばん

困ります。この話は出てきませんでしたが、たとえ

ば食べログなどにも、今空いていますとか、今は△、

○というものがあります。そういうサービスまで

いけたら有効性はかなり上がると思います。

　志は非常に高い。しかし実際に使い勝手が良く

なるまでにはまだまだ時間が必要だろうなという

のが正直な感想です。

■ 神戸　最初の GPS の問題はわれわれも同じ

ように思っています。それこそ地下鉄などに入っ

てしまうと GPS がうまく作動しません。ただ東

京都は新しい仕組みで、GPS だけではなくビー

コン（Beacon）などを使って自分の位置を特定

するシステムができてきています。その仕組みを

入れている東京都の駅はまだ少ないのですがゆく

ゆくそれがうま

くいけばどこの

地下鉄の駅奥深

く で も 電 波 が

届 く、GPS が

うまく働く環境

ができてくると

思っているとい

うのがひとつめ

のお答です。

　2 つめのご質

問の「空いてい
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るか、空いていないか」ですが、そこも実は考え

ていて今、プロジェクトとしてセンサーをつくっ

ています。先日も大手企業さんが持ちビルでトイ

レの空き状況をセンサーを使って調べてみたとい

う記事が新聞に載っていました。それをそのまま

公共のトイレでやろうと思い、現在、神奈川県の

特区などに働きかけをする手はずをとっていま

す。

　現状ではオストメイト対応のトイレだけですが

それがうまくいくとオストメイトという広がりか

ら障害者のトイレという大きな広がりに行くので

はないかと思っています。

■ 高橋　それで思い出したのですが、実は前回

の公民館カフェは NPO 法人 Check の金子健二

さんに来ていただいたのですが、似たような質問

がありました。多機能トイレに入っている時に外

で人を待たせているのではないかと思うと非常に

気になるので、外で人が待っているかどうかを中

で見られる仕組みをつくってほしいというリクエ

ストです。金子さんはそれに似ているものはつく

ろうとしていると言われていました。今のお話も

ニーズがあればきっと何か答えは出てくると思い

ました。それでは最後の質問どうぞ。

■ 参加者 C　最初に聞かなければいけない非常

に素朴な質問ですが、なぜ NPO 法人の名前が「エ

ムアクト」なのでしょう。

■ 関口　なんとお答えす

ればいいのでしょうか、私

が関わっていないことが如

実に表れている名前です。

メンバーの名前の頭文字を

並べてうまく組み合わせた

ら「エムアクト」になり、

NPO 法人化する時に別の名前も考えたのです

が、任意団体時代はエムアクトでやっていたから、

NPO 法人化に当ってもエムアクトでいいのでは

ないかということでエムアクトになりました。最

初のメンバーの名前の頭文字のアルファベットを

とってうまく並べたらこうなったという話です。

■ 高橋　名前はけっこう悩みますよね。それで

はグループ討議をお願いします。
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■ 高橋　そろそろどういう話が出たかシェアし

たいと思います。1 班からお願いします。

＜グループ発表 1（1 班）＞
　高齢者に IT をどう使っていただくかというと

ころで話がけっこう出ました。私自身は患者の立

場で患者会をやっていて思うのですが、たまにパ

ソコンがない、どうやって申し込めばいいのかと

いうクレームをいただきます。最近は SNS やパ

ソコンがないといろいろな情報が得られません。

ご意見として出たのが、まず高齢者に IT を使っ

てもらう時のネックとして、機能が多いと使いづ

らいという指摘、また目が見えにくくなっている

ので文字が小さいと見えづらいので、スマホでや

るのはとても大変だという話が出ました。実際に

はアプリを使うという前提でスマホだと思います

し、とくにオストメイトなびの場合は今すぐトイ

レの場所が知りたいということでパソコンを開い

ている状況ではなく、紙なども持っている状況で

はないのでアプリがとても便利なことはわかりま

す。ただそれなら高齢者向けアプリを別途開発す

るということもひとつあるのではないかというこ

とが出ました。

　また高齢者の方はご家族の同伴も多いので、ご

本人が使うことを考えるよりもご家族の若い方に

周知していく方法もあるということでした。また

目が見えづらく文字を読むのがつらいのであれ

ば、音声認識機能がついていると便利だという意

見も出ました。さらに Web 版の要望も多いとい

うことでしたが、iPad ぐらいの大きさであれば

見やすいということでした。予め旅行に行くこと

が決っていれば Web 版で見てプリントアウトし

て旅行に携帯できればいいという意見が出まし

た。以上です。

■ 高橋　ありがとうございました。なるほど、

かなり重複するところはあると思いますが、それ

はかまいませんので次の班お願いします。

＜グループ発表２（2 班）＞
　「高齢者にやさしい IT」が話題になりました。

1 班と同じように音声認識ということが出されま

した。ただ音声認識と言っても高齢化すると滑舌

も悪くなってくるし、日本全国を考えると方言に

も対応してほしいということで、音声認識も今よ

りよりフレキシブルな感じのものであってほしい

ということです。方言と滑舌に対応してくれるよ

うなソフトで、さらにオストメイトなびも音声認

識で「この近くでオストメイトが使えるトイレ

は ?」と言うと、すぐに出てくるものがあるとい

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇

どんなアプリがあるといい？�
・オストメイトなびの追加機能・高齢者にやさしい ITとは

どんなアプリがあるといい？�
・オストメイトなびの追加機能・高齢者にやさしい ITとは
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いという話が出ました。

　今はもう開発されているものもあるけれども

「高齢者にやさしい IT」では見守ってくれる機能

ということで、電化製品にセットされていたりす

るといいという意見が出ていました。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。見守り機能に

ついては、一般的に高齢者にやさしい IT という

文脈で出されたもので、オストメイトなびに見守

り機能がほしいという意見ではないですね？はい

わかりました。それでは 3 班お願いします。

＜グループ発表３（3 班）＞
　「どんなアプリがいい ?」は時間がなく出てき

ませんでしたが、「オストメイトなびの追加機能」

では、自分がオストメイトなびを使ってトイレ

に入った時に、「今トラブルが起こっているので

15 分ぐらいかかります」「5 分で出られそうです」

ということを入力して、それを他の使いたい人が

見て、ここはあと 15 分かかるのかとわかるよう

なものがあるといいという意見が出ました。

　それから「高齢者にやさしい IT」について、

高齢者の方は 1 人暮らしだったり、生活保護を

受けている方も多いので、自分でスマホを買うこ

とは難しいことがあるかもしれません。それほど

機能はいらないので自治体が貸し出しをしてくれ

るようなものがあるといいという意見が出まし

た。Wi － Fi でつなげればランニングコストもか

からないのでそうなればいいということでした。

あとは同じように音声、声でできるもの、シンプ

ルにできるものということでした。それからたと

えば腕に着けておくと脈拍などいろいろなものを

測ってくれて何かあるとスマートフォンなどにお

知らせしてくれるものや、家族が入力した情報を

スマートフォンでお知らせしてくれたり、薬の時

間もお知らせしてくれるというもの、これらは現

在開発途中という感じもしますが、そういうもの

も高齢者にはやさしい IT だと思います。

　高齢者の方はなかなか使いこなせないので地区

で高齢者の方を集め勉強会などをやってコミュニ

ティをつくり、その中で簡単な SNS のようなも

のをつくればコミュニティづくりにも役立つので

はないかという意見も出ました。以上です。

■ 高橋　なるほど、ありがとうございます。貸

し出し、しかもそれを地域で使い方を覚えるクラ

ブをつくって SNS をつくり、みんなで仲良くな

るということですね。「この使い方がわからない」

というようなメッセージがオンラインで飛び交う

のでしょうね。4 班さんお願いします。

＜グループ発表４（4 班）＞
　今までの発表と重複するころが多いのですが、

高齢者の方はなかなか IT になじまないとは言う

ものの、動機づけさえあれば高齢者の方でもけっ

こうパソコンは使っています、たとえば孫の写真

を見たいのでがんがんパソコンを使う方もおられ

ますから、初めから除外をせずにやればできるの

ではないかという意見が出ました。ただスマート

フォンは、やはり小さくて、お年寄りの方にはき

つそうなので、Web 版のようなものがあり、出

かける時にそれをプリントアウトする。旅行の時

には、「オストメイトなびの使い方」にもあるよ

うに予め、ストーマ装具取扱店に電話をして予備

があるかどうか問い合わせることもできるので、

やはり Web 展開は見やすさとかとっつきやすさ

の点からも必要なのではないかと思われました。

　トイレはオストメイト以外にも、たとえばつわ

り中などに突然必要になることがあります。だい

たいそういう時は吐きそうになりながらスマホを

いじるよりも、ありそうなところをさまようのが

先になりそうな気がします。そこで意外に必要な

のはリアルタイムで「空いているか・空いていな

いか」の情報です。そこはリアルに調べたいが場

どんなアプリがあるといい？�
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所そのものについてはそう緊急性はないだろうと

いう意見がありました。

　オストメイトの方で時々着替えをされたいとい

う声を聞きます。男性方は、ご存じないようなの

ですが百貨店のお手洗いなどには着替えボードと

言って、壁から床の上に倒してその上で着替えを

するボードがついています。ただそれとオストメ

イト用のものが同じ場所にあるトイレを私は残念

ながら見たことがないので、そういうものもあっ

たらいいということでした。

　それからエムアクトには女性のスタッフがいらっ

しゃらないということなので、女性の当事者にもっ

とヒアリングをされた方がより充実した情報が出て

くるのではないかということになりました。

　やはりなんと言ってもスマホはリアルタイムで

使えることが強みですので、これをこのまま進め

ていってほしいと思います。それからオストメイ

トそのものを知らない一般人がとても多い。公園

にあるオストメイトのトイレでいきなり犬を洗っ

たりする人もいますから、まずそこから周知をし

ていかなければいけないという意見が出ました。

■ 高橋　エムアクトさんは今のところスタッフ

が全員男性だそうで、ここでも diversity は大事

かもしれないね、という話が出ました。

　あの壁から床にパタンと出る着替えボードは男

性トイレにはないのですか。

■ 参加者 A　一部あります。

■ 高橋　一部はあるそうですが、女性トイレの

方に多いのかもしれませんね。

■ 参加者 B　赤ちゃんのおむつ替えなどのもの

とは違うのですね。

■ 高橋　赤ちゃんを置くのではなくて自分が着

替えるために使うので、トイレの個室の壁の下の

方にあって、パタンと出して靴も脱いで上がるの

です。そうすると着替えが楽にできます。

■ 参加者 B　へぇー。

■ 高橋　それでは 5 番さんお願いします。

＜グループ発表５（5 班）＞
　私たちはオストメイトとは何かという情報収集

や勉強することに時間を費やしてしまい、「オス

トメイトなびの追加機能」について議論する予定

だったのですが、あまりまとめられずに終わりま

した。広く一般的に何が今必要かということを話

し合ったのですが、ひとつにはみなさん言われて

いるようにあまりにもオストメイトという存在が

まだ広く知られていません。中には嫌がる人もい

るかもしれませんが、ご本人がオストメイトマー

クをつけることで、電車の中などで見かけるマタ

ニティマークのように、いざという時にケアして

いただくことがいいのではないかという意見があ

りました。

　また海外などに行くとそういうマークもない

し、このトイレがオストメイト用なのかというこ

ともわからないので日本のマークの特許をとり世

界的に発信していったらどうかということをひと

つ考えました。

　もうひとつはトイレのことです。実際に水で

洗ったりして交換することはあまりないかもしれ

ないのですが、ある程度広い場所は必要だと話さ

れていました。それから同じ障害を持つ人同士で

語り合う場があるととても心強いというように話

されていました。以上です。

■ 高橋　ありがとうございました。交流の場と

いうことでは、たとえばアプリの中での交流も含

めてということですね。

どんなアプリがあるといい？�
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■ 参加者 B　オストメイトについては現在進行

形の方だけではなく、手術をしてこれからオスト

メイトになるけれども不安だという人が、俺はオ

ストメイトだけれども柔道 5 段だよとか、私は

オストメイトでプールに入っていますよとか、そ

ういうことがあると少し気持ちが楽になってくる

のではないかと思います。

■ 高橋　そうですよね、実際にストーマを持っ

た暮らしがどうなっているのかという実体験談

や、これもあれもできますよという話を体験者か

ら聞けると大変励みになると思います。ありがと

うございます。

　いろいろ出ました。高齢者にやさしい IT の話

題が多くて少しびっくりしましたが、追加機能に

ついても、やはりスマホという特殊性、特徴を最

大限活かすのはやはりリアルタイムの情報提供だ

と思いました。お 2 人からコメントをいただけ

ますか。もっとここを聞きたい、ここはやってみ

ますというようなことでもかまいませんので何で

もどうぞ。あるいは素朴な感想でも。

ハード面よりもソフト面により大きな
課題が

■ 関口　高齢者にやさしいということですが、

ふだんオストメイト同士が集まるとどうしても私

の両親よりも歳が上の方たちばかりの中で 1 人

ぽつんといて、「おまえは何しに来たんだ？」と

いうような状況が多いので、よく考えることでも

あります。IT も、使える方はやはり使えるのです。

使えない人に向けて何をするかと言いますと音声

認識であったり、iPad のようにスマホよりも大

きいものなどは、可能性はあると思います。それ

でもやはり時代が解決するような気がしていま

す。たぶんオストメイト対応トイレは法令である

程度は入れなければいけないということがあるの

で、けっこういろいろなところにできてきて、こ

ういう「なび」そのものがいらなくなるという気

もしますし、今すぐには高齢者にやさしい IT は

なかなか難しいように思います。

　それからオストメイトという言葉について、オ

ストメイトと言われても何だかわからないという

人がけっこう多いというのも、われわれにとって

悩みどころのひとつでもあります。「オストメイ

トです」と言って、すべてが解決すればずいぶん

楽になるという実感はあります。「オストメイト

です。お腹に袋を貼って、排泄の時に少し苦労を

します」ぐらいの話では、それだけでわかる人は

わかるのですが、わからない人、知らない人はそ

れではまったくイメージができないので、そうい

うギャップは埋めていく必要はあると思います。

　ただ個人的な話ですが、われわれがいちばん怒

りを感じるのは、ハード面よりもどちらかといえ

ばソフト面です。たとえば周りにオストメイトト

イレの整備率が低いと嘆いても、そこは明日すぐ

に解決する問題ではありません。それより問題だ

と思うのは、たとえばオストメイト対応トイレを

使わなくてもいい人が使っていたりすることで

す。最近よくありますが、駅のトイレで個室を待っ

ていて出てきたところで入るとすごいタバコの臭

いがしたりすることがあります。トイレでタバコ

を吸ってはいけないのですから目的外使用で、そ

のこと自体がそもそも問題外なのですが、けっこ

うそういう場面に出遭います。そういうことの方

が、対応トイレがないということよりもより怒り

を感じるところであります。それでもそれはオス
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トメイトや何らかの障害を抱えている人に理解が

ない、認識がないことに起因した問題なので、そ

ういうところを解決するためには、やはり理解度

を上げることは重要な問題だと思っています。

関係者を糾合した組織体をつくり
社会デザインの大きな流れを

■ 神戸　そうですねいろいろな問題が出されま

したね。どれも技術的には不可能ではないという

のが私の印象です。エンジニアさんとは、よく、

どれを実装させるかという話をするのですが、時

間だけの問題で、多くのことができてしまいます。

今回出てきたアイデアも絶対無理というものはな

く、時間はかかるかもしれませんが、いずれもで

きるというのがひとつめの私の感想です。

　われわれもやはり高齢者というところは課題に

しています。いちおうアプリですからユーザー数

にはひとつ着目しています。高齢者が実際に使っ

ていただけるようなものをつくりたいという目線

とさらにその周りの方にも使ってもらうものをつ

くる。プラスして、そのケアに関わっている医療

従事者も使えるようなものができないかなという

目線でやっています。そこで全部を 1 つのアプ

リでつくるのはなかなか難しいという結論に今は

到っています。それは多角化するという戦略です。

そのような形でオストメイトの認知度に少しでも

つながるような広げ方を行っていきたいと思って

いるところです。

　今後ということでは、先ほどのプレゼンではお

話ししていませんが、大きな流れをつくりたいと

思っています。そのためにはいろいろなところを

巻き込まなければいけないと思っていて、すでに

働きかけをしています。医療関係の学術団体の上

層の方はもちろん、障害者団体の取りまとめをさ

れている方、自治体の方などを含めて 1 つの組

織体をつくり、そこを経由してオストメイトとい

うのはこういう人たちです、こういう制度は必要

ですという発信するものを近々つくることにして

います。

　そこを経由して今出されたようなアイデアを

もっとブラッシュアップしていき、みなさんの思

いをかたちにすることをどんどんしていきたいと

思っています。ぜひ今後も、こういうものがあっ

たらいいなということがあれば私個人宛でかまい

ませんのでいただければうれしいです。ありがと

うございました。

■ 高橋　新しくつくろうと思っておられる組織

は、たとえばオストミー協会など既存の団体とは

違って、まったく異なる立場の方が集まるという

ものですか。

■ 神戸　そうですね、ただ既存の力を持ってい

る団体はいくつもあるのでそこにはもちろん絡ん

でいただくかたちを考えています。医療者側から

この人たち、患者側からこの人たち、メーカー側

からこの人たち、自治体からこの人たちというか

たちで集めて、社会をデザインする組織体をつく

りたいと思っています。これで新しいバリアフ

リーのかたちを IT を使って何かできないかなと

いうことです。これを政策提言にまでつなげるこ

とを目的にやろうと考えています。

■ 高橋　「メーカー、行政、医療者、オストメイ

ト× IT ＝政策提言」ということですか。慶應義

塾大学っぽくていいですね＜会場笑＞。アプリか

らとてもいろいろなことが広がると思います。ひ
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とつのアプリコンテストの準優勝から始まったこ

とかもしれませんが、本当にいろいろな可能性が

あるのだと思いました。

まとめ―海外のオストメイト事情

■ 高橋　コメントや確認しておきたいことなど

はありませんか。

■ 参加者 C　単純な質問です。アプリのダウン

ロード数と言いますか、どのくらい普及している

かはわかりますか。

■ 神戸　iPhone 版は 500 ぐらいです。アンド

ロイド版はそれこそ 1、2 週間前に出たばかりな

のですが、今日確認した限りでは 60 ぐらいです。

とりあえずの目標を設定しています。半年以内に

3,000 は行きたいと思っています。ユーザー数

を獲得することでいろいろなところを巻き込みや

すくなると思っています。ユーザーさんイコール

患者さんではないのですが、ユーザー数が増えれ

ば、それだけ注目されている人がいるということ

になるので、われわれの力になると思っています。

そういう方向性で今は考えています。

■ 高橋　実はサバイバーシップ支援部ではがん

と就労のプロジェクトをずっと続けていまして、

『症状別対応のヒント集』というものがもう少し

でできます。その中に頻便・頻尿というものがあ

ります。これは働く時にとても大変なことです。

通勤も大変ですし、それがデスクであれ、工場で

あれ、何であれ、しょっちゅうトイレに行くのは

とても大変なことなのです。そこで体験談を集め

ると、とくに通勤中のどこにトイレがあるかは

みなさん本気で調べています。もしかしたらこれ

はオストメイト以外にもニーズはあるかもしれま

せん。ただ一方で多機能すぎるとわけがわからな

くなるので、そのへんのバランスもきっと大事で

しょうね。

　本日はわずかな時間でしたがこれほどアイデア

が出ました。「女性にもっとヒアリングを」「海外

の状況もヒアリングを」などいろいろ出ていまし

たね。海外の多機能トイレの状況というのは私も

聞いたことがなかったのですが、どうなのでしょ

うか。

■ 関口　そもそも海外の人たちはトイレに関す

る考え方が違うのです。ウォシュレットは徐々に

普及していますが、日本なみに普及している国は

ありません。オストメイト対応設備もそうで、マー

クも日本固有のものです。設備も日本固有のもの

というイメージがあります。実際に欧米ではク

ローン病の発症率が日本の数倍でオストメイトは

多いのです。アメリカのオストミー協会は、トッ

プは歳はいっていますが、若い潰瘍性大腸炎のメ

ンバーが多く、日本以上に若い患者は多いのです。

それでもトイレの話はあまり出てきません。

■ 高橋　ぜひ海外学会でも発表してください。

これは非常に大事で、アピールする内容だと思い

ます。

　話は尽きませんが大変いい話をうかがえたと

思っています。エムアクトという団体がこれから

どういうように育っていくのか、このアプリがど

のように社会に浸透していくのか、みんなで見守

りつつアイデアをどんどんお届けしましょう。今

日は本当にどうもありがとうございました。お二

人に大きな拍手をお願いします。＜拍手＞。
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「第11回公民館カフェ」アンケート集計 参加者　30名
平成28年 3月 3日（木）実施 回答者  15名（回答率　50％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

オストメイトを知ってもらうことからが大事ですね。

オストメイトをよりよくしることができました！！アプリの可能性は無限大ですね。
他の同じような団体と協力して、特化した形にしてシェアし合う方が一般や使う人には便利だと思います。
オストメイトについての情報を積極的に普及していきたいと感じた。

オストメイトを詳しく知らなかったので、大変勉強になりました。早速アプリを使ってみようと思います。

オストメイトを知る事ができました。これからの活動にきたいいたします。

オストメイトは訪問看護師で働いている時、利用者さんが使用していたので知っていましたが、アプリで使えると誰でもリアルタイム
で利用でき、便利であると思いました。

参加者の感想（自由記述）

ＩＴの可能性は大きいと感じた。２０年後くらいには高齢者の多くがＩＴを活用できると思う。現在の高齢者にどう使っていもらうか考
えてみたい。

トイレ探しの新しい手段を見つけました。

オストメイトについて色々と知ることができた。

カフェはいつも、いろんな方とお話ができるので、元気をいただけます。

オストメイトについて理解できた。

今後勉強させて下さい
症状別にどんな対応しているか等

これからも長く続けてください。

開催に関する希望（自由記述）

いろんなテーマに挑戦していただきたい。
「ＴＰＰによって医療はかわるのか？」というテーマで話し合ってみたい。（ディスカッションは楽しいです）

就労世代のがんサバイバーのお金と保険に関するカフェを希望します。現状と対応策の紹介 ・企業向け　ＧＬＴＤ（団体長期所得
補償保険）の紹介。あいおいニッセイｅｔｃ ・個人向け　所得補償保険の紹介。Ｓｏｎｙ生命ｅｔｃ

47.1% 23.5% 2.0% 15.7% 31.4%

受付登録者（51名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 支援団体 企業 その他

16.0% 84.0%
性別 男性 女性

9.0% 22.0% 38.0% 24.0%

3.0%

4.0%

3.0%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

86.7% 13.3%

0.0%0.0%カフェの感想（複数回答） 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

86.7%
33.3%

0.0%
0.0%

20.0%
13.3%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

その他

立場（複数回答）

73.3%

13.3%

13.3%

6.7%

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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ご当地カフェⅢ

in 石川 2015 年 10 月 17 日

in 名古屋 2015 年 11 月 15 日



はじめに
―がんの持つ意味が変わってきた

　今日のカフェのテーマは「仕事」です。「仕事」

は、誰にとっても非常に重要なことだと思います。

がんに限らないのですが、何か命に関わるような

病気をした時には誰でも、この先これからどうな

るのだろう、仕事はどうしたらいいだろうと考え

ると思います。

　私は、今はがん対策情報センターの仕事をして

いますが、元は一般内科医として働いていました。

約 30 年前に医学部を卒業した時と今では、がん

という病気の意味が大きく変わっていることを感

じます。治療成績が大きく改善し、長く付き合う

慢性病になりつつあります。診断や治療後に社会

生活が続くことを考えて、治療のありかたも考え

なくてはいけません。

　また、今年一年でがんと診断される方が全国で

100 万人近くいると推計されています。私たち

の身近な場所、地域や職場には、公開しているか

どうかは別にして、がんと向き合っている人が必

ずいます。さらに、今はきちんと病名を知ったう

えで治療を受け、生活することが当たり前の時代

になっています（スライド 1）。

　自分ががんだったらどうなるでしょう。家族が

がんだったら、あるいはお友だちやご近所の方、

同僚ががんになったら（スライド 2）。今日は、

さまざまなお立場の方がご参加くださっていると

思います。がん診断の後を生きていくのは、誰に

とっても大事な問題です。

　人生のピンチというのは実はがんだけではあり

ません（スライド 3）。病気に限らず、今日語ら

れるこの「働きにくさ」は、がん以外の状況にも

通じるだろうと思います。

■ご当地カフェin石川・in名古屋　共通講演（１）＊

スライド 1　「がん」の意味が変わってきました

スライド 2　もしもがんになったら

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

がんになっても働きたい！�
両立のために自分・職場・医療者ができること
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　それでは、がんの特徴とはどういう点にあるで

しょう（スライド 4）。「がんは慢性疾患になりつ

つある」と言いましたが、まだまだ一般社会では、

がんは死に直結するイメージで語られています。

職場からは「完全に治してから復帰してくださ

い」と言われることも多いです。治療の現場が入

院から外来にシフトしていることは、一般社会に

はまだよく知られていません。それはそうでしょ

う。誰でも自分が病気になってみるまで、その体

験を実感できないのが普通ですから。個別性が高

いのもがんの特徴です。がん体験は千差万別です。

たとえ同じ種類のがんで同じ治療を受けたとして

も、A さんと B さんではその意味が異なるでしょ

う。

　さて日本人の 2 人に 1 人はがんになるとよく

言われますが、調査をしてみると、その事実を知っ

ているのは日本人の 1 割もいませんでした（ス
ライド 5）。今日お集まりの皆様はがんに興味が

あってわざわざ土曜日に参加してくださっている

のですが、「日本人の 2 人に 1 人ががんになる」

スライド 3　就労の妨げになるのは「がん」だけではありま
せん

スライド 4　では、「がん」の特色は何？

スライド 5　日本人のがんイメージ調査⑴ 2011

163がんになっても働きたい！両立のために自分・職場・医療者ができること　



ということを知っている方は手をあげてくださ

い。すごいですねほぼ全員の手があがりました。

でもこれは日本の平均的な状況とは言えません。

　同じ調査では、一般市民はがんのことを現実よ

りも「治りにくい病気」と認識しているというこ

とがわかりました（スライド 6）。たとえばこの

調査時の乳がんの 5 年生存率は 85％、精巣がん

は 92％でしたが、一般の方は 5 年生存率をずっ

と低く見積もっています。がんのことを現実より

も「治りにくい病気」だと考えているのですね。

これは大変なことだと、私は思いました。今、文

部科学省が子どもへのがん教育に取り組み始めて

いますが、子どもへの教育の効果が見えてくるの

は数世代先でしょう。今、大人へのがん教育も必

要ではないかと切実に思います。

　実は私の家族も今、がん治療を受けています。

診断された時にはさすがに、非常にびっくりしま

した。それでも人間、けっこうしぶとく状況に「慣

れて」いくものですね。いつも通りでいるのは難

しいかもしれませんが、私たちの心は、びっくり

したままではなく、その後を少しずつ考えるよう

にできているのかもしれません（スライド 7）。

仕事との関連でいえば、最初、診断がついた時に

は「頭が真っ白」になって、仕事を辞めなければ

いけないのかと思う方も多いです。でも、まずは

大きく深呼吸していただきたい。今できることを

考える時間の余裕は十分あるからです。

スライド 6　日本人のがんイメージ調査⑵ 2011

スライド 7　がんと言われたら・・・
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がんの治療と就労
―さまざまなプレイヤーの立場から考える

　仕事は、単なる生活の糧を超えて、さまざまな

意味を持ちます（スライド 8）。私たちの研究チー

ムではがん体験者を対象として、「がん治療と就

労の両立に関するインターネット調査」を実施し

ました。報告書はスライドのURLからダウンロー

ドできます。この調査の自由記述欄には、仕事に

関連して多くの困りごとが寄せられました（スラ
イド 9）。

　今日は皆様のお手元に『がんと仕事の Q&A　

第 2 版』を配布しておりますが、この冊子は、

その自由記述をもとにしてまとめたものです。こ

れをまとめる作業は、とても楽しかったですね。

自由記述をまとめるとともに、調査に協力してく

ださった方々にインタビューをして、両立の具体

的な工夫や、職場の人に自分の病気を伝える工夫、

家事育児を乗り切るコツなど、多くの情報を集め

ることができました。今日このカフェで『Q&A

集』をお届けできてよかったと思います（スライ
ド 10）。

　おそらく今日のグループ討議では、周囲とのコ

ミュニケーションのとりかたの話題も出ると思い

ます。病気になった時のコミュニケーションはな

かなか難しい側面がありますが、仕事上のコミュ

ニケーションも含めて、役立ちそうなコツがいく

つかあります（スライド 11）。

スライド 8　仕事とはあなたにとって・・・？

スライド 9　多くの人が困っていること
がん治療と就労の両立に関するインターネット
調査報告書参照 http://www.cancer-work.jp/ スライド 11　周囲とのコミュニケーションのコツ

スライド 10　がんと仕事のQ&A第 2 版
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　まず「支援を待つのではなく引き出す」ものだ

ということです。支援が夢のように空から降って

くれば良いのですが、残念ながらそうはいきませ

ん。自分の状況を説明して周りに理解してもら

い、現実的な支援を引き出すことが大事だと思い

ます。そのためには、誰でも、何でも、「立って

いる人」は使う（会場笑）。

　それから治療計画と自分の病状をよく理解して

おく。そのためには、自分が理解できるまで医療

者にしつこく聞く。遠慮している場合ではないで

す。自分の治療スケジュールなどがきちんとわ

かっていれば、職場の人にも説明ができます。も

ちろん医療従事者側にも、わかりやすい説明をす

る工夫が必要だと思います。口頭で説明するだけ

ではなくて情報を文書で渡すのも良いでしょう。

患者さんやご家族が何度でも復習できて、理解が

高まるようにする工夫が必要です。最近は多くの

病院がその実践をしていますが、まだまだ改善の

余地があると思います。今日は医療者の方もたく

さん来ていると思いますから、グループワークで

はお互いざっくばらんに「こうだったらよかった

な」「こうであってほしい」と伝え合ってみましょ

う。みなさんのアイディアが集まれば、それだけ

病院が良くなります。

　がんになるのは誰にとっても一大事ですが、そ

れでも変わらない自分もいます。できることも大

いにアピールすることです。そして配慮してほし

いことについては、「察し」に期待するのではな

く、できるだけ明確に伝えることです。以心伝心

に期待すると、善意から思わぬすれ違いが生じる

こともあります。こうしてほしいと周囲に伝えれ

ば、周りも気が楽になります。

　もちろん最初からうまくコミュニケーションが

できれば誰も苦労しません。ただ、ここに挙げた

コツは、多くのがん体験者やご家族の経験値の積

み重ねからわかってきたことでもあります。

　今日は社会保険労務士の方や企業関係者の方に

もたくさんお出でいただきました。主催者である

われわれは医療従事者なので、どうしても医療現

場からものを見がちです。しかし職場には職場の

理屈やルールがあります。私自身、この「がんと

就労」というテーマに取り組んでみて、いかに自

分が社会の仕組みを知らなかったか実感する場面

が多く、とても勉強になっています。

　研究班では『がん就労者支援マニュアル』もつ

くりました。この冊子は産業医や産業看護職のエ

キスパートが中心になって作成したものですが、

企業のみなさま向けに、従業員ががんになった時、

人事・社長・同僚・直属の上司がそれぞれの立場

から何をしたらいいかをまとめたものです。研究

班のサイトからダウンロードできますので、ぜひ

ご活用ください。

　この『支援マニュアル』の中に、職場の方にも

知っておいていただきたい心得 5 ヵ条というも

のがあります（スライド 12）。実は、医療者に

も応用できるかもしれません。まず「あわてない」

こと。多くの場合、きちんとした配慮を行えばが

ん患者も働けます。それから「決めつけない」こ

と。がんだからもう戦力外でしょうと決めつけな

い。ご本人はどうしたいのか、何をすることが難

しいのか、何ならできるのか。そのあたりを「しっ

かり聴く」ということも大事です。

　もちろん仕事と治療の両立が難しい状況もあり

スライド 12　がん就労者に対応する職場の心得 5ヵ条
（『がん就労者支援マニュアル』より）
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ます。それでも、何がどう難しいのか正確な情報

に基づいて個々の状況を考えることが大事です。

とても残念ながら大好きな職場を辞めなければい

けなくなったとしても、ご本人がそのプロセスに

納得していれば、「辞めさせられた」ではなくて、

「いろいろ考え工夫もした、しかし続けることは

できなかった」と考えることができます。やはり

プロセスへの納得は大事だと思います。

　1 年ほど前、『がん専門相談員のための社会保

険労務士との連携のヒント集』という冊子を作成

しました。すでに連携を始めている先進的な病院

で、相談員や社会保険労務士の方々にヒアリング

をさせていただきました。社会保険労務士の方々

も心強いサポーターだと思います。（スライド
13）。

　治療スタッフは何をしたらいいでしょうか。患

者さんにがん診断を伝える場面で、お仕事をして

いる人なら、まずは「辞めないでね」と一言言っ

ていただきたいですし、医療情報をわかりやすく

説明して文書にして渡していただきたいと思いま

す（スライド 14）。

　スライド 15 は主治医に「早まって辞めるな」

と言われて助かったという方の言葉です。

　役に立つリソースもご紹介しておきたいと思い

ます。国立がん研究センターのがん対策情報セン

ターでは、「がん情報サービス」という非常に充

実したサイトを運営しています。手前味噌ですが、

これはおそらく日本でいちばん信頼できるがん情

報のサイトだと思います（スライド 16）。信頼

できるネット情報は何？と聞かれたら、まずこれ

を挙げていただきたいと思います。その他いろい

スライド 13　社会保険労務士との連携のヒント集 スライド 15　「ありがたかった主治医のサポート」

スライド 14　治療スタッフによる就労支援 スライド 16　がん情報サービスサイト
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ろな医療機関や学会、自治体のサイトでも情報を

得ることができます

　忘れてはならないのは、体験者が発信する情報

です。スライド 17 は、がん体験者の方々が出版

した仕事や医療費関連の本や、NPO や一般社団

法人が運営しているがんと仕事に関するサポート

サイトです。こういうサイトも役立つと思います。

がんイメージは変えられる

　とても素朴な言い方かもしれませんが、ここ 5、

6 年、集中的にがん治療と仕事の両立の研究をし

ていて、治療と仕事がうまく調和する要因は 2

つあるのではないかと思うようになりました（ス
ライド 18）。

　第一は、働くがん患者自身の精一杯の工夫が周

囲に伝わっていることです。カバーしてくれる同

僚への気遣いや、仕事が滞らないようにするため

の配慮、そしてやはり体調を整える工夫です。そ

ういうことが周りによく伝わると周囲からの支援

が得やすくなると思います。

　もうひとつは、職場の方々が「がん」に興味を

持ち、これが会社運営の重要課題だと理解してい

ることです。これもとても大事だと思いました。

　実は私自身、この仕事を通じて「がん患者が働

くこと」のイメージがかなり変わりました。進行

した状況でも自分を活かして社会に貢献する方に

数多く出会い、「こういうふうに働ける」「こんな

貢献がある」という発見が多かったように思いま

す。生き生きと暮らして働くがん体験者は、周囲

の人々の「がんという病気のイメージ」をかなり

変えているのではないでしょうか。

　今日はこれから、さまざまなお立場からお話し

いただきます。それらのお話をもとにして、お茶

を飲みながら、ざっくばらんに語り合いましょう。

以上です。

＊ 編注：本稿は「ご当地カフェ in 石川」ならびに「ご

当地カフェ in 名古屋」の講演（１）として、それ

ぞれ本稿と同一タイトルで行われた講演を重複を避

けるために「共通講演（１）」として別掲載とした。

スライド 17　体験者が発信する情報 スライド 18　治療と仕事がうまく調和する要因
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　みなさんこんにちは。国立がん研究センターが

ん対策情報センター・センター長の若尾と申しま

す。本日は「ご当地カフェ in 石川」にお集まり

いただき誠にありがとうございます。私の方から

この会につきまして簡単にご説明させていただき

ます。

　この会は、金沢医科大学病院集学的がん治療セ

ンターと私どものがん対策情報センターのがんサ

バイバーシップ支援部の共催で開催しています。

「ご当地カフェ」という名前のとおり、勉強会や

セミナーではなくカフェですから、気軽にお茶を

飲んでお菓子を食べながら話し合っていただけた

らと思います。

　このカフェは平成 24 年からがんサバイバー

シップ支援部が始めた「公民館カフェ」がもとに

なっています。国立がん研究センターは東京都の

中央区にあるのですが、中央区の中でも「もんじゃ

焼き」で有名な下町の月島の公民館をお借りして

開いているイベントです。そこにはいろいろな方

が集まりますが、医療者は白衣を脱いで参加しま

すし、患者や家族の方、あるいは企業や行政や支

援者の方が集まり、一緒にお茶を飲んで、有名な

お団子屋さんから取り寄せたお団子を食べて、病

気と暮らしについて、みんなでざっくばらんな話

し合いをします。そこから新しい問題が見つかっ

たり、その解決について情報が共有できたりする

のですが、今まで 10 回開催してきました。

　そのイベントを、中央区の本当にローカルで限

られた場所だけでやるのはもったいないと思うよ

うになりました。そこで、平成 25 年 1 月から、

この試みを全国に広げていこうという趣旨で、最

初は沖縄、その後、宮城県の石巻、さらには札

幌、奈良県明日香村で開催し、今日のこの石川が

5 回目となります。本州の日本海側では初の開催

となります。

　このカフェのいいところは、本当にいろいろな

ご当地カフェ in石川

がん治療と仕事の両立

2015 年 10 月 17 日
13 時 30 分～ 16 時 30 分

金沢都ホテル兼六の間　開催
共催： 金沢医科大学病院（がん診療連携拠点病院）集学的がん治療センター　がんサバイバーシップ支援部
後援：石川県　石川県医師会　石川県看護協会　石川県医療ソーシャルワーカー協会　日本対がん協会石川県支部
　　　石川県社会保険労務士会　石川県がん診療連携協議会

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

開会の挨拶
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方が、お互いの立場を超えて気軽にお茶を飲む感

じで話し合うことです。今日のテーマは「がん患

者さんの治療と就労を考える」というテーマです。

　がん患者さんの治療と就労の両立というのは非

常に難しい問題です。国の方でもがん対策推進基

本計画を平成 19 年につくり、その後、平成 24

年の改正で、新たに働く世代と小児がん対策の充

実という重点課題が追加されました。さらに全体

目標として「がんになっても暮らせる社会の構築」

も追加されました。多くのがん患者さんが、仕事

の場面で苦労されていて、がんと診断されて仕事

を辞めてなかなか再就職できない、職場で病気の

ことを話せない、あるいは会社に迷惑をかけてし

まうのではないかなど、いろいろな声が聞かれま

す。そこで国としてもがん対策の中で就労問題に

取り組んでいるのです。

　なぜこの問題が難しいかと言いますと、本日も

この後、お話があると思いますが、いろいろな方

が絡んでいることがあります。私ももともと医者

なのですが、医者にとってみれば目の前の患者さ

んは、患者さんでしかないのですが、その方は会

社に行けば従業員です。医療者は患者さんの向こ

う側を今までは見ていませんでした。会社側も、

仕事のことはわかっても病気のことはわからな

い。いろいろなところで情報がうまく伝わらず、

関係者の情報共有が課題となっています。

　今日は、最初に講演があり、その後、石川県の

現状を県庁の方がお話しくださいますし、社会保

険労務士の方、職場の方、患者さん代表の方など、

さまざまな立場からお話をしてくださいます。そ

の後、テーブルごとのグループに分かれて、茶を

飲みながらざっくばらんに話し合いをしていただ

ければと思います。

　「がんと就労」についてカフェというかたちで

いろいろな方が話し合うことで、何か解決の糸口

が見つかればと考えております。最後になります

が、本日のこの会が、ご参加のみなさまにとって

実りある楽しい会であることを祈念しまして、私

の挨拶とさせていただきます。本日はどうかよろ

しくお願いいたします。
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わが国のがん疾患の現状

　国立がん研究センターと私どもの共催という

ことで、主催者の 1 人として御礼申しあげます。

私は日ごろがん患者さんを診させていただいてい

ますので、その一端として現在のがん医療の状況

につきましてお話ししたいと思います。

　まずがんの統計を見てみます。先ほども高橋

先生から年間 100 万人近くの方が毎年がんに罹

患するというお話がありました。スライド 1 は、

がんの罹患者数です。国立がん研究センターがん

講演（2）

元雄　良治
金沢医科大学腫瘍内科学教授／金沢医科大学病院集学的がん治療センター　センター長

がん医療の進歩と就労支援

スライド 1　がん罹患者数 2015 年の予測（国立がん研究センターがん対策情報センター）

171がん医療の進歩と就労支援　



対策情報センターの 2015 年度の

予測ということですが、1 位は大腸

がんの 13 万 5 千人で、肺がんを抜

いて大腸がんが増えるということで

す。これはみなさまも感じていると

ころではないかと思います。ついで

肺・胃と来て、この 3 つがトップ

グループです。その次が最近とくに

増えている前立腺がんで、これが第

4 位になっています。それから乳が

んです。これも 9 万人に達しよう

としているという状況です。

　スライド 2 は男女別です。男性

では前立腺がんが第 1 位で、年間

10 万人罹患するということです。

女性は乳がんが 1 位でして約 9 万

人罹患します。これが最新のデータ

です。

　次に死亡者数です。がんで亡くな

る方がどのくらいいるかですが、男

女合計では肺がんが 77,000 人で

す。先ほどからの大腸がんは、罹患

者数もそうですが、死亡者数もどん

どん増えていて第 2 位、胃がんが

第 3 位です。すい臓がんが 4 位に

来ています（スライド 3）。

　男女別の死亡者数は、男性では肺

がん、胃がん、大腸がんの順です。

女性では 1 位が乳がんではなく大

腸がんです。乳がんの場合はかなり

たくさんの方が罹患するのですが、

治る方が多いので、死亡者数は第 5

位という状況です（スライド 4）。

がんの統計

がんの統計

がんの統計

スライド 2　がん罹患者数（男女別）2015 年の予測
（国立がん研究センターがん対策情報センター）

スライド 3　がん死亡者数 2015 年の予測
（国立がん研究センターがん対策情報センター）

スライド 4　がん死亡者数（男女別）2015 年の予測
（国立がん研究センターがん対策情報センター）

172 Ⅲ　ご当地カフェ・in石川



がん化学療法の現在

　現在のがん医療は「集学的・全人的」に行われ

ます（スライド 5）。集学的と言いますのは「学

を集める」と書きますが、各専門分野の治療法を

集めて、さらに患者さんに最適な治療を組み合わ

せる治療のことです。現在は緩和ケアによる副作

用対策、支持療法などが大変発達しています。ま

た後述しますが新しい分子標的薬で免疫を活性化

する免疫療法もあります。これは高額な何百万円

もかかる免疫細胞療法のことではなく、保険がき

く分子標的薬の免疫療法のことです。こういうも

のが発達しています。

　患者さんを各臓器別に診るのではなく、臓器が

有機的につながり尊い人格を持った存在として診

るのが今のがん医療です。私は腫瘍内科医として

働いていますが、おもに全身的治療としてがん薬

物療法とくに化学療法を専門とする臨床医であり

まして、日本臨床腫瘍学会認定の「がん薬物療法

専門医」であります。緩和ケアにも同時に取り組

んでいます（スライド 6）。

　化学療法の種類を大きく分けますと、手術前に

する術前化学療法と、手術後、とくに再発予防の

ために行う術後化学療法があります。術前化学療

法とは、手術前に化学療法によって腫瘍を小さく

して手術の負担を軽くするという治療です。残念

ながら最初から進行した状態で見つかるがんも多

く、また術後に再発した例も含んだ進行・再発が

ん化学療法があります。実はこれが数としてはい

ちばん多いのです（スライド 7）。

　抗悪性腫瘍薬の分類としましては、まずみなさ

んが日ごろよく知っているいわゆる抗がん剤があ

ります。これは狭義の化学療法で 30 年、40 年

も使われている古い薬もありますが、これは正常

細胞の増殖も抑制するので副作用が出やすい薬で

す。一方、とくに 21 世紀に入って発達した分子

標的薬は、とくにがんに特異的に発現していると

言いますか、分子をターゲットにする薬として発

達していますが、たいへん値段が高いところが問

題になっています。それから乳がんや前立腺がん

で使うホルモン薬、それから腎がんなどで使うサ

スライド 5　がん医療は「集学的・全人的」に スライド 7　化学療法の種類

スライド 6　腫瘍内科医とは
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イトカインがあります（スライド 8）。

　スライド 9 が新しい免疫療法です。われわれ

が持っている腫瘍免疫能を本来の活性状態に戻す

と言いますか、腫瘍免疫を活性化させる分子標的

薬です。これは私が今年（2015 年）書きました

『腫瘍学』という本の中に入れた絵ですが、がん

細胞というのは、腕を出して私たちが持っている

腫瘍をやっつける T 細胞の働きを抑制するよう

な、そういう変な腕を持っているのです。これが

あるためにがん細胞を見つけた T 細胞の元気が

出なくなります。「がん細胞をつかまえたけど元

気が出ない」と言っています。がん細胞は「しめ

しめ」と言っています。新しい分子標的薬は、こ

の腕をブロックしてがん細胞を抑制しているもの

の抑制を取ります。そうすると T 細胞が元気を

回復してがんを攻撃します。この新しい分子標的

薬は 2014 年に悪性黒色腫という病気に対して

初めて保険適応になりまして、今後近い将来に肺

がん、2016 年以降は腎がんなどさまざまな臓器

のがんに保険適応が拡大される方向にあり、たい

へん期待されています。

　化学療法の目的を考える時、「なぜ化学療法を

するのか？」を確認することが非常に大事です。

その理由・目的がはっきりしないまま化学療法を

受ける患者さんが時にいます。その場合、患者さ

ん・家族・医療者の間で化学療法の目的に関する

考え方の相違でトラブルが発生することがありま

す。ですから、ぜひ化学療法を実施する前に、ど

ういう目的・ゴールをめざしてやるのかを明確に

しておく必要があります（スライド 10）。

　スライド 11 は乳がんの術前化学療法の著効

例ですが、MRI の画像です。このままですと乳

房を全摘することになりますが、術前に化学療法

をやりますと画像上がんが消えていきます。さら

に細胞を採って見るとたくさん見えたがん細胞が

まったくいない状態で、全部壊死しています。細

胞レベルでもがんが消えたという例が最近は増え

ていて、こういう方はその後の経過も非常にいい

ということがわかっています。

　術後補助化学療法の目的は、再発を予防する、

スライド 9　新しい免疫療法 スライド 10　化学療法の目的

スライド 8　抗悪性腫瘍薬の分類
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それも完全治癒をめざすことです。進行・再発が

んの場合は、残念ながら治癒は難しいのですが、

良好な生活の質を保って延命することが目的で

す。大腸がんのように治ってしまう方もいるので

すが、固形がん、固まりの腫瘍の場合は、良好な

QOL を保った延命が目的になることが多いです

（スライド 12）。

　外来化学療法が発達した要因ですが、短い点滴

時間でできる外来投与可能薬剤が日本でも承認さ

れてきたこと、さらに患者さんの副作用を軽減し

て安心・安楽に受けられる支持療法が発達してき

たことが挙げられます。在院日数を短縮するよう

にという国からの政策もありますし、もちろん医

療安全の必要性や社会のニーズもあり、病院の会

計的な配慮もあるということで、今はどんどん外

来化学療法にシフトしています（スライド 13）。

現代がん医療と就労

　先ほどから話が出ているように、がんもいろい

ろ、がん体験もいろいろです。同じ大腸がんと言っ

ても、細胞の形や増殖速度などは違います。また

抗がん剤を受けると言っても、その心身への影響

にはかなり個人差があります。「寝ている間に終

わった」と言う患者さんもいるくらいですから、

治療に対する感想は、あまり普遍化はできません。

ですから一人ひとりの患者さんが最適の治療を受

ける機会を逃さないように、周囲から支えてあげ

てほしいと思います（スライド 14）。

　現代がん医療と就労を考えますと、先ほど申し

あげた外来化学療法への治療のシフトにより、会

社が考えがちな「すっかり治してからの復職」で

スライド 13　外来化学療法普及の要因

スライド 14　がんもいろいろ、体験もいろいろ

スライド 11　乳がん術前化学療法の著効例

スライド 12　化学療法の目的の違い－治癒か延命か
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はなく「社会生活と治療の調和」が必要な時代に

なってきました。がん治療を安全・安楽に継続

するための「支持療法」が発達してきたことと、

2015 年 3 月に「日本がんサポーティブケア学

会（JASCC）」が設立され、私もそこに参画し

ておりますが、さらに多くの支持療法を知ってい

ただけるようになりました。そういう背景から、

仕事と治療を両立できる時代になったということ

を強調したいと思います（スライド 15）。

　最後のスライド 16 は私の今日のメッセージで

す。自分に最適の集学的治療を受けることが大事

であること、薬物治療は入院から外来へシフトし

ていること、画期的な治療が登場し、今後もさら

にそのような治療が増える可能性があるのでしぶ

とく治療を受けていただきたいこと。さらに、副

作用を軽くする「支持療法」の発達により、仕事

をしながら治療できる時代になったということ。

以上をメッセージとしたいと思います。

スライド 15　現代がん医療と就労 スライド 16　今日のメッセージ
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石川県のがん対策の概要

　石川県でがん対策を担当しています健康福祉部

健康推進課の相川と言います。私からは現在のが

ん対策推進計画（第 2 次）に関連した石川県の

取組みの概要についてお話しさせていただきま

す。

　がん対策に関する法律や計画でもっとも基本と

なりますのは、平成 18 年 6 月に制定された「が

ん対策基本法」で、これに基づきまして国は「が

ん対策推進基本計画」を平成 19 年 6 月に策定し、

それに対応するようなかたちで石川県でも平成

20 年 4 月に「石川県がん対策推進計画」を策定

しました。それが5年経過した後に国が新たに「新

がん対策推進基本計画」を策定しため、それに呼

応するようなかたちで現在進めている計画が平成

25 年 4 月の「石川県がん対策推進計画（第 2 次）」

であり、平成 25 年度から 29 年度までの 5 年間

の計画ということになります。27 年度はちょうど

その真ん中にあたります（スライド 1）。

　国のがん対策推進計画を参考に石川県でもがん

対策推進計画を立てたわけですが、その策定趣旨

は、スライド 2 に書いてあるような「県民、市町、

医療保険者、医療関係者等とともに、総合的かつ

計画的にがん対策を推進していくための基本的な

指針として策定」という位置づけです。

　国の基本計画と同様に全体目標、重点項目が定

められています（スライド 3）。全体目標のうち

「（1）がんによる死亡者の減少、（2）全てのがん

患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維

持向上」につきましては第 1 次の推進計画にも

発表（1）

相川　広一
石川県健康福祉部健康推進課長

石川県のがん対策について�
―がん対策推進計画（第2次）に関して―

＜シンポジウム　がんと就労に関する石川県の現状＞

スライド 1　がん対策に関する法律・計画 スライド 2　石川県がん対策推進計画（第 2次）の概要
<http：//www.pref.ishikawa.lg.jp/kenkou/
gankeikaku/gan-keikaku.html>
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あったのですが、2 次計画になって新たに「（3）

がんになっても安心して暮らせる社会の構築」が

加わりました。

　重点項目としては「（1）がんの予防及び早期

発見の推進　（2）質の高いがん医療の提供　（3）

患者 ･ 家族の立場に立った支援体制の整備　（4）

がん登録の推進」と、「（5）働く世代や小児への

がん対策の充実」というようなことであります。

　それぞれについてさらに細かく施策の方向性や

具体的な項目が示されています（スライド 4）。

その中に先ほども出ましたが「働く世代や小児が

ん対策の充実」という項目もまた、重要な柱とし

て定められております。

石川県のがん死亡率の現状と目標値

　がん対策を考える時、いちばんの目標となるの

ががん死亡率です。スライド 5 は、石川県のが

ん年齢調整死亡率です。各種医療の発達やその他

いろいろな要素が加わりまして、がんの死亡率は

下がっています。

　死亡の状況ですが、スライド 6 は男性のおも

ながんの死亡率です。全国と較べると肺がんが若

干高いという状況はありますが、だいたい男性は

全国並みです。

　女性につきましてもほぼ全国と同じような死亡

スライド 3　石川県がん対策推進計画（２次）の全体目標・
重点項目

スライド 4　石川県がん対策推進計画（２次）の施策の方向性

スライド 5　石川県のがん年齢調整死亡率（75 歳未満、人
口 10 万対）

スライド 6　がんの部位別年齢調整死亡率（人口 10 万対）
全国との比較（平成 22年）（男性）
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状況にあります（スライド 7）。

　がん医療についてですが、基本的にはスライド
8 に示すように、国が指定している診療連携拠点

病院が中心となって進めております。県全体の中

心となる県がん診療連携拠点病院は、金沢大学附

属病院です。そして、石川県立中央病院・金沢医

科大学病院・金沢医療センター・小松市民病院が、

地域がん診療連携拠点病院として、それぞれの地

域の中心となって取り組んでいます。

　さらに県が指定する「がん診療連携拠点病院に

準ずる病院（H23.4　県指定）」があります（ス
ライド 9）。これは「より身近な環境でより質の

高いがん医療を受けることのできる体制を整え

る」という目的で設置され、先ほどの拠点病院

よりはさらに身近な病院という位置づけになり

ます。「①石川県地域がん診療連携推進病院」が

スライドにあるような 7 ヵ所の病院（註：スラ

イドの金沢社会保険病院は H26 年 4 月より、

JCHO 金沢病院と名称が変更となっています）。

それから能登地区にある「②石川県地域がん診療

連携協力病院」としては、公立能登総合病院と恵

寿総合病院を県で指定して、がん診療の中心と

なって診療を行っていただいております。

　がん対策指針計画の第 1 の目標が年齢調整死

亡率を 10 年間で 20％減少させるということで

すが、着実に死亡率は下がっているものの、当初

の目的である 20％減少という数値については、

少しずつ死亡率低下が鈍化していますので達成で

きるかどうかはなかなか難しいかもしれません

（スライド 10）。

スライド 7　がんの部位別年齢調整死亡率（人口 10 万対）
全国との比較（平成 22年）（女性）

スライド 8　石川のがん診療連携拠点病院（国指定）

スライド 9　がん診療連携拠点病院に準ずる病院（H23.4県
指定）

スライド 10　死亡率減少速度の鈍化
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　全体目標として年齢調整死亡率を掲げています

が、さらに個別にはいろいろな指標を掲げて、そ

れに向かいいろいろな対策を進めています。スラ
イド 11 にあるように喫煙率やがん検診受診率な

どを個別指標として掲げて対策に取り組んでいる

ところです。

「患者・家族の立場に立った支援体制の整
備」に関する取組み

　県ががん対策のひとつの大きな柱と考えている

「患者・家族の立場に立った支援体制の整備」で

すが、その取組みについていくつか紹介させてい

ただきます（スライド 12）。ひとつめは、「患者

と同じような経験を持つ者等による相談・支援」

で、ピア・サポートと言われるものです。これを

石川県がん安心生活サポートハウスの「つどい場

はなうめ」で開始し、活動を広げているところで

す。

　また「がん患者への就労支援」について、先ほ

どもご紹介がありましたが、がん診療連携拠点病

院等で社会保険労務士による相談を開始したとこ

ろです。

　それから「がん診療連携協力病院・推進病院に

がん患者サロン設置の支援」もしています。

　石川県がん安心生活サポートハウス「つどい場

はなうめ」ですが、ここは先ほど申しあげたピア・

サポートに加えて、患者さんやご家族が集まって

相談や情報交換をする場や、医療・福祉・介護に

将来携わるような学生たちのサークルとして多職

スライド 11　数値目標（主なもの） スライド 12　「患者・家族の立場に立った支援体制の整備」
の取組み

スライド 13　石川県がん安心生活サポートハウス「つどい
場はなうめ」

スライド 14　サポートハウス概要
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種学生サークル「小梅」というものがあります

が、そうした活動の支援も行っています（スライ
ド 13）。

スライド 15　がん診療連携拠点病院における就労相談

スライド 16　がん診療連携協力病院における就労相談 　サポートハウスは、ス
ライド 14 に書いてある

ように開設日は月〜金曜

日、それから第 1･3 土

曜日です。石川県社会福

祉会館で開設していま

す。ここでは、がん患者

サロンやこころとからだ

の悩み相談・ピアサポー

ター養成など各種の患者

さんや家族の支援に役立

つような事業を行ってい

ます。

　それからスライド 15
にあるような 5 つの国

指定の拠点病院、あるいはスライド 16 の県指定

の協力病院の方で、就労相談の機会を設けており

ます。
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スライド 17　病院内のがんサロン（拠点病院、協力病院）

スライド 18　病院内のがんサロン（推進病院）

　また協力病院、推進病院における患者サロンの

開設を支援いたしました（スライド 17・18）。

今後これらのサロンについてさらに周知を図り、

みなさんが集っていけるような場にしたいと考え

ています。

　以上、県の方での取り組みについてお話しさせ

ていただきました。
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はじめに―社労士の仕事とは？

　私は小松市民病院でがん患者さんの就労支援事

業の相談を、平成 25 年 10 月の事業開始当初か

ら担当させていただいています。本日のパワポ制

作をしてくださった吉田優さんと 2 人で担当し

ています。本日は、これまで数多くの患者さんの

相談対応をしてきた経験もお話をさせていただこ

うと思います。

　社会保険労務士は略して社労士と言いますが、

社労士がどういう仕事をするのかご存じない人が

ほとんどだと思いますので説明させていただきま

す。

　社会保険労務士とは事業主と従業員との間の労

働に関する問題を整理したり解決したりする仕事

や、社会保険・労働保険についての届け出や申請

を代行して行う仕事を「主な業」としています（ス
ライド 1）。

　分類して説明すると、企業に対しては従業員の

入社から退職までに必要な手続きをしたり、労働

関係の法律について会社に指導・助言を行ったり、

就業規則の作成、給与計算、助成金の申請などを

行ったりしています。

　個人に対しては労使間のトラブル相談に乗った

り、健康保険、雇用保険の給付について説明した

り、健康保険や年金の給付請求を代行したりして

います。がん患者さんの相談は、この部類に含ま

れます。

　さて社労士は、このような仕事を通じてがん患

者さんの就労支援にどのように貢献できるでしょ

うか。私たちが持っている社会保険制度全般にわ

たる知識とノウハウは、がん治療のために休職あ

るいは復職するにあたって会社と話し合う際に大

きく役立ちます。

がん患者の就労に関する社労士へのアン
ケート概要

　今回ご当地カフェ開催にあたり石川県内の開

業社会保険労務士 216 名にがん患者の就労に関

する実態および意識についてのアンケート調査

を行いました。回答者は 38 名で有効回答率は約

17％と低いものでした（スライド 2）。これは、

社労士の間ではがん患者の就労についての関心が

まだ低いことを表しています。私個人の意見です

が、従業員さんはさまざまな病気やケガで休むの

発表（2）

千歩　理恵
社会保険労務士

がん患者の就労支援�
―社会保険労務士（社労士）の立場から―

スライド 1　「社会保険労務士」ってどんな人？
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で、会社側は、がんを特別に分けて考えていない

のではないかという気がします。会社が相談を受

ける場面も意外に少ないのかもしれません。

　また従業員さんが「病気を隠したい」、「自分の

ことを言いたくない」と考えて、言わずにそのま

ま辞めてしまうことも考えられます。そういうこ

とから本日紹介するアンケート結果は、あくまで

もがん患者の就労に関心のある社労士の回答を基

に作成したもので、社労士全般の考えではないと

いうことを念頭に置いてお聴きください。

　質問は全部で 9 項目ありましたが、ここで紹

介するのはその一部です。

がん患者の就労に関する社労士へのアン
ケート結果から

　まず問 5 です。「がんに罹患した従業員の適正

配置や雇用管理等について、対応に苦慮したこと

はありましたか」という設問に対しては、スライ
ド 3 のような結果となりました。とくに注目し

たいのは「病気や治療に関する見通しが分からな

い」52.2％という医療面の不安と「代替要員の

確保が難しい」43.5％、「長期休業・休職期間中

の社会保険料の事業主負担が大きい」34.8％と

いう、人員配置や経費に関する不安があることで

す。

　次に問 6。経営者意識として「がんに罹患した

後でも従業員が安心して働きつづけられるよう仕

事と治療の両立が実現できる職場作りが必要にな

ると感じているか」ということでは、スライド 4
にあるように、必要性を「感じている」と「感じ

てない」がほぼ半数ずつでした。

　問 8「がんに罹患した従業員と仕事と治療の両

立が実現できる職場作りを進める上で、どのよう

な課題があると考えますか」という質問では、問

対象者： 県内開業社会保険労務士 ２１６名

うち回答者：３８名 （有効回答率 約１７％）

・社労士の中でもがん患者の就労について
関心のある者は少ない

・本日ご紹介するデータは、あくまでも
関心のある社労士の回答を基に作成したもの

スライド 2　がん患者の就労に関する実態および意識につい
てのアンケート（平成 27 年 9 月実施）

医療面での不安
＋

経営面での負担

スライド 3　アンケート結果から（Q5）

5 の回答でも出

てきた経営上の

不安である「社

会保険料の事業

主負担」がかか

ることと「代替

要員の確保が難

しい」というこ

とが上位を占め

ています（スラ
イド 5）。

　社労士がおも

に対応している

のは中小零細企
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業です。従業員に余剰人員を抱える余裕のないギ

リギリの状況のところがほとんどですから、た

とえ 1 人の従業員が病気で休むことになっても、

代わりの労働力を確保するために事業主の時間と

経費を相当にかけることになります。まして休ん

でいる方の社会保険料を負担して、さらにもう一

人を雇って人件費の負担を多くすることに事業主

は経営上の不安を抱えざるをえません。それだけ

社会保険料の負担は大きいわけです。

　たとえば 40 歳未満の介護保険料がかからない

月給 20 万円の従業員ですと、労使双方とも同額

の健康保険料と厚生年金保険料の負担がありま

す。事業主にはこれ以外にも「子ども・子育て

拠出金」という負担もあります。合計すると従

業員は月に 27,818 円、事業主は月に 28,118

円を負担することになります。これを年額にす

ると従業員負担は 333,816 円、事業主負担は

337,416 円となります（スライド 6）。

　従業員が休職することになると労働の対価であ

る賃金の支払いがなくても社会保険料の負担はそ

のままかかります。事業主負担の社会保険料は従

業員の目には見えませんが、これも実は立派な賃

金の一部なのです。労働力の提供がなく利益をも

たらさないにもかかわらず、これを負担すること

は、会社にとっては大きな足かせとなります。も

ちろん従業員も休職中は賃金の支給がないにもか

かわらず社会保険料の支払いをしなければなりま

せん。会社は毎月支払日を決めてその日までに支

払ってもらうような取り決めはしますが、収入が

ない時にその支払いをすることは従業員にとって

もたいへんで、収入があるまで、あるいは復帰す

るまで待っている会社もあります。

　問 9 です。「あなたは社労士としてがんに罹患

した従業員の仕事と治療の両立が実現できる職場

作りのために具体的にどのような貢献ができると

思いますか。」という質問に自由回答で答えても

必要性を強く感
じている
16％

どちらかというと必要
性を感じている

37％

あまり必要性は感じ
ていない
42％

必要性は全く感じて
いない
2％

その他
3％

スライド 4　アンケート結果から（Q6）

健康保険料 厚生年金保険料
子ども・子育て拠

出金
合 計

従業員負担額
（円）

9,990 17,828 0 27,818

事業主負担額
（円）

9,990 17,828 300 28,118

※平成２７年１０月時点での社会保険料率を適用しています。

社会保険料は、従業員と事業主が原則として同額を負担します。

スライド 6　参考：月給 200,000 円の従業員の社会保険料
（40 歳未満の従業員を想定）

経営上の負担
に対する懸念

スライド 5　アンケート結果から（Q8）

• 通院治療が可能となる休暇制度の導入指導等。

• 事業主へのアドバイス内容への配慮。がん患者さん、ご家族と事業主との話し合いの
場に第三者として同席することによって、問題点、課題、対応策などを話し合い、できる
ことできないことを希望的観測を持って選別し、継続雇用の実現、再雇用へのフォロー
ができると思っています。退職勧奨などの場面で用いられる話し合いの場を、もっと双
方にとって有意義な場にしていくことが社労士に求められるコンサルタント能力であると
考えています。

• 障害年金等の社会保障制度の情報提供及び取得に対する援助等

• がん就労者の健康上の配慮、本人の希望等を重視し、企業に対して勤務形態の変更
や業務内容の見直しのアドバイスを行う。

• がん就労者本人には、就業規則上の休職制度や年次有給休暇制度、傷病手当金制
度について詳しい情報を提供する。

Ｑ9-1. あなたは社労士として、

がんに罹患した従業員の仕事と治療の両立が実現できる
職場作りのために具体的にどのような貢献ができると思い
ますか。（自由回答）

スライド 7　アンケート結果から（Q9　自由回答）
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らっています（スライド 7）。会社独自の休暇制

度となる病気休暇制度の導入や、がん患者である

従業員やその家族と事業主との話し合いの場に参

加して、継続雇用の実現や再雇用へのフォローを

行うということ。勤務形態の変更や業務内容の見

直しに関するアドバイスができること。傷病手当

金や障害年金等の給付制度の利用に関する情報提

供や取得に対する援助ができることなどを挙げて

います。

企業と従業員のために社労士として何を
めざすか

　社会保険労務士は、企業の健全な発展とそこに

働く労働者の方の福祉の向上を役割とする国家資

格です（スライド 8）。

　がんに罹患した従業員がおられる場合に、社会

保険料の負担も含めてその会社が対応可能かどう

か、大切な労働力である従業員を継続して雇用で

きるかどうかをともに考え、双方にとってよい方

向を導き出す手助けができます。また社会保険労

務士は個人からの相談を受けて事業主との就労の

問題解決にあたったり、障害年金や傷病手当金の

請求を代行したりしています。

　社会保険労務士がめざすのは、社会全体の福祉

の増進です。がんになっても安心して働ける社会

の実現に向けて私たち社会保険労務士もその力に

なっていきたいと思います（スライド 9）。

　最後に多くの事業主が懸念しているのは、休職

している従業員から労働力の提供がないにもかか

わらず会社が負担しなければならない社会保険料

です。この負担が軽減されれば、がん患者の長期

療養に対する事業主の不安も軽減され、継続雇用

の判断のハードルが下がるのではないかと考えら

れます。そこでたとえば病気休職中の従業員の社

会保険料の事業主負担を助成する制度の制定をお

願いしたいという意見がありました（スライド
10）。

　今や 2 人に 1 人ががんに罹患する時代です。

病気の種類によって差別することはできないとは

思いますが、なんらかのかたちで援助する体制を

整えることはできるのではないでしょうか。

　以上で私からの発表を終わります。ご清聴あり

がとうございました。全国社会保険労務士会連合会ＨＰ「社会保険労務士とは？」より抜粋

スライド 8　社会保険労務士とは？

多くの経営者が懸念しているのは
「長期間働けない従業員の社会保険料負担」

改善されることで、がん患者の休職や
休みながらの長期療養に対しての

経営者側のハードルがぐんと下がる！？

Ex) 休職中の事業主負担額を助成する制度

問題提起

スライド 10　休職従業員の社会保険料の事業主負担助成制
度を

＝企業の健全な発展
および労働者の方々の福祉の向上

企業の利益のためだけに働くのが

社労士ではない！

◎社会全体の福祉の増進

◎がんになっても安心して働ける社会

全国社会保険労務士会連合会ＨＰ「社会保険労務士とは？」より

スライド 9　私たち社会保険労務士の役割
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はじめに

　企業の立場から発表させていただきます。まず

当社ニチイ学館は医療と介護、教育という 3 事

業を柱にしており、超高齢化社会の現代、医療と

介護という分野から生活を支援していく企業とし

て、みなさまの多様なライフスタイルに合わせて

継続的で上質なサービスを提供することをめざし

ています。

　今日は事例も持ってまいりました。いろいろな

会社が病気を持つ従業員のサポートをしていると

思いますが、当社が行っていることがどんなもの

かお聞きいただければと思います。

た「家族愛休暇の導入」、「自己申告書制度実施」

がありますので、その内容について今から簡単に

ご説明をしたいと思います。

　「カラダとこころの健康づくり情報サイト」は

発表（3）

山本　郁代
株式会社ニチイ学館金沢支店教育人材課

がんと共に働く�
―企業の立場から―

スライド 1　当社の制度や取組み

スライド 2　当社の制度や取組み：①カラダとこころの健康づくり情報サイト
（ニチイグループ従業員・ご家族向け）当社の制度・取り組み

　制度として、病気に早め

に気づいていただくため

に、セルフチェックという

ことを含めて「カラダとこ

ころの健康づくり」プロ

ジェクトを実施していま

す。スライド 1 にあるよ

うな「カラダとこころの健

康づくり情報サイト」や『カ

ラ×ころ通信』というもの

を毎月発行しています。ま
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4 年前から始めました。従業員ご本人とご家族の

皆さまに、サイトを通して自分の健康というもの

を見つめていただくかたちになっています。かな

り多くの方が、サイトを使って自己チェックをさ

れていることと思います（スライド 2）。

　『カラ×ころ通信』は毎月発行され、従業員に

配布をしています（スライド 3）。サイトなどを

含めて、個人的に相談のある方は身体と心の両面

の病気を相談できる仕組みになっており、カウン

セリングや電話相談が利用できます。できるだけ

の支援をしていこうと考え実施しています。

　「家族愛休暇」ですが、これは年次有給休暇の

積み立てのようなものです。有給休暇とは別に、

家族の介護、18 歳未満

の子の看護、私病により

休業日数が連続 7 日間

以上を超えた時に、有給

休暇と合わせて使うこと

ができるようになってい

ます（スライド 4）。

　自己申告制度について

は、基本的に毎年実施し

ています。個別にいろい

ろな面談を行ったりする

のですが、本人の現状や

仕事に対する問題、病気

も含めた家族の問題、現

・年次有給休暇を積み立て

・取得について・・・
家族の介護
１８歳未満の子の看護
私病により休業日数が連続７日間以上におよぶ
場合

・毎年実施

・目的・・・
上司と部下間の意思疎通、相互理解を図る
要望等を申告する機会とする
適材適所の配置を実施する参考とする
モラールの向上を図る
健康状態や身の上でのことを聞く機会とする

家族愛休暇 自己申告制度

スライド 4　当社の制度や取組み：③家族愛休暇　④自己申
告制度

スライド 5　事例紹介・当社従業員の休業から復帰まで（1）

からだとこころのケアの仕方や、
ストレスをためないための色々
な方法等を毎月発信

スライド 3　当社の制度や取組み：②カラ×ころ通信（ニチイグループ従業員に配布）

状で無理なく働いていくことができるのかどうか

を把握していくために設けています。

事例紹介

　今回は医療の現場で働くＹさんの事例について

お話しします。

　時間外の受付業務をしているＹさんは、1 月に

頬が腫れているため受診を勧めたところ、1 月

16 日には、本人にとっても思いがけない、周囲

も驚くような、スライド 5 にあるような病気の

治療のために休むことになり、面談をしました。

　すぐに入院が必要で、1 月 21 日からお休みに

188 Ⅲ　ご当地カフェ・in石川



入りました。スライドには休みの流れだけを書い

ておりますが、治療のスケジュールもわからな

かったので、1 月中は有給休暇を使いました。続

いて、だいたいの目途がついてきた段階で家族愛

休暇をすべて使いました。この期間中に治療の方

針などが決まっています。

　3 月からは有給休暇の残りをすべて消化しまし

た。この間、入退院がありました。4 月 20 日か

らの病休については、傷病手当を使っています。

最終的には 7 月 20 日に職場に復帰し、現在に

至っています。

　休職の取り方など支援をしていくにあたりまず

伝えたのは、この先の見通しが曖昧なのでまずは

治療に専念しましょう、ということ。そして、お

休みのことはどうにでもなるので、使える制度は

すべて使いましょうと話しました。現場の者とし

ては、復帰ができるかどうかも大事ですが、「待っ

ているから」という姿勢を見せたかったのです。

待っているから、とにかく治療に専念し今後のこ

とを相談しながらやっていきましょうという姿勢

でいました。

　またお休みにあたって現場では人を補充するの

ではなく、一緒に働いているスタッフに業務を

補っていただきました。個人的な問題もあります

から同僚には本人からも説明していただきました

し、本人に確認をしながらわれわれからも「こう

いう状況だからこんなふうに協力してほしい」と

伝え、話を進めていきました。

　休業中に治療プランが変わることがあり、計画

通りにいかないのが病気だということもわかりま

した。したがって定期的に訪問をしたり、その時

の状態をお聞きしたりして支援を進めていきまし

た。実際、退院時期も変更になったりしました。

復帰後は、本人と相談して少しずつ身体を慣らし

てもらうようにしました。シフトを調整したり、

出勤時間を短縮したりして、今はほぼ通常通り夜

間勤務もこなしていただいています（スライド

6）。

　2 人体制でやっているのですが、もう一人の方

には様子をみながらやってほしいと伝えています

ので、連携は取れていると思います。

企業としての今後の課題と医療側・行政
側への要望

　Ｙさん以外にも、退職はしなかったもののお亡

くなりになったケースや、治療を続けながら現場

で働いている人もいます。また、病気がわかって

これから治療と仕事の両立をスタートする人もい

ます。そういう中で、私たちが一緒に働いていこ

うと思う時に何が問題か、今回こういう機会をい

ただきましたので改めて考えてみました。

　まずもし医療現場の先生方にお願いできるとし

たら、職場復帰時にどの程度のことから業務を始

めたらいいのか教えていただければと思います

（スライド 7）。本人に聞くだけではなかなかわか

りません。もしかしたら本人は、職場に迷惑をか

けまいとしてたいへん無理をして、できること以

上のことを頑張ろうとするかもしれません。もし

可能であれば、このぐらいのことから始めたら、

という目安をお教えいただきたいと思います。

　次に退院したあとの治療のスケジュールも教え

ていただければ、本当にその人に合った就業を手

伝うことができるのではないかと思います。

スライド 6　事例紹介・当社従業員の休業から復帰まで（2）
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　また「行政に対する要望」もスライド 7 に書

きましたが、先ほどの話と重なるかもしれません

が、企業としては、従業員がお休みをしている

間に代替スタッフが必要になることがあります。

せっかく一緒に働いてきた「できる人」、また病

気でなければきちんとやっていける人を失いたく

ないという思いは強いのですが、現実的な問題も

たしかにあります。したがって企業に対して、休

む人の雇用を継続させる意味でも、復帰に伴う

バックアップ期間と言いますかロスの時間の補助

ができるような補助金制度を考えていただければ

と思います。そうすれば、病気を持った人が遠慮

をして仕事を辞めたりあきらめたりすることを防

げるのではないかと考えました。

　私たちは人材が宝の会社なので人に寄り添って

いきたいといつも思っています。しかし、やはり

自分たちで考えているだけでは実現できないこと

もあります。いろいろな方たちと話せる今日のよ

うな機会をいただけたことも含めて、これからも

手を取り合って社会をよりよくしていけるように

できればと思っています。本日はこのような機会

をいただきありがとうございました。

スライド 7　企業としての医療機関・行政に対する要望
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肺がんの発見から告知を受けるまで

　私は平成 27 年 2 月に右肺上葉部にできた

52mm の非小細胞肺がんを手術で取り除くこと

ができました。現在、職場に復帰して営業の仕事

をさせていただいています（スライド 1）。

　ステージはⅡ B、TMN 分類では T3N0M0 と

いうことでしたが、T3 の状態にもかかわらずリ

ンパ節や他臓器への転移が見当たらず、今現在は

月に 1 回の定期検査と再発予防の目的で TS － 1

による抗がん剤治療をしています。

　平成 26 年度の 10 月に、今いるシーアンド

ぐらいで他に異常はありませんでした。同年の夏

にも金沢医科大学病院の呼吸器内科で睡眠時無呼

発表（4）

洲崎　寛之
シーアンドティー北陸株式会社

がんと共に働く：患者の立場から

スライド 1　私の仕事

スライド 2　がん検診受診
ティー北陸株式会社に転職しま

した。同年翌月の 11 月 22 日

「いい夫婦の日」に、友人の本

当に強引な誘いで集団検診をし

ぶしぶ受診しましたら、「要精

密検査」という受診結果が来ま

した（スライド 2）。結果通知

の封筒にも「精密検査を早めに

受けてください」という手書き

のメモも貼ってあったこともあ

り、翌日会社の社長と専務の両

方に相談したところ、ぜひ受け

なさいと言われました。

　それまでは、転職前の会社の

集団健診でメタボを指摘された
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何のための検査であるかなどもいろいろと検索し

ましたら、私の場合、すべてが肺がんに結びつい

ていました。ただまだ 45 歳でしたので、まさか

自分ががんになるとは、まったく考えていません

でした（スライド 4）。

　MRI 検査の結果、結局、最終的には、造影剤

を使って身体全体を検査する PET － CT という

検査を受けました。その結果、他の部位には転移

がなかったと担当医の方から言われました（スラ
イド 5）。次は気管支鏡検査による確定診断が必

要だということでした。

　そこで気管支鏡検査のためにまた 1 泊 2 日の

入院で検査をしましたら、検査結果は、悪性腫瘍

とのことでした（スライド 6）。

スライド 3　X 線検査の結果①　会社の検診時
（2014 年 8 月 12 日）

スライド 5　PET 検査の結果　手術前
（2015 年 1 月 16 日）

スライド 4　X 線検査の結果②　手術前
（2015 年 1 月 27 日）

スライド 6　CT 検査の結果　手術前
（2015 年 1 月 27 日）

吸症候群の治療を開

始していましたの

で、その時に当然、

胸の撮影もしており

ま し た（ ス ラ イ ド
3）。

　そういうことで私

には自覚症状など

まったくなかったの

ですが、受診結果を

持って金沢医科大学

の内科に相談に行

き CT を撮ったとこ

ろ、CT で も 45 ｍ

ｍほどの腫瘍が見え

るので MRI も受け

てほしいと伝えられ

ました。そんなふう

にして検査がどんど

んと進められていき

ました。

　検査結果は、その

つど会社の社長と専

務に伝えて相談させ

ていただきました。

隠してもしようがな

いことだったので。

また同時に今はイン

ターネット社会で

すので、MRI など、
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えたところ、社長からは最初に「取り切れるの

か？」と言われました。手術は医者がすることな

ので、ちょっとわからないと答えたのですが、金

銭面の不安もあるだろうからと、社労士さんをご

紹介していただきました。

　社労士さんにご相談したところ、休んでいる間

は傷病手当制度を使って給料の何割かが支給され

るということ、また健康保険の高額療養費や限度

額認定書など使える制度をいろいろ教えていただ

き、そのうえで休職させていただきました。

　手術ですから、それまでお世話になっていた呼

吸器内科から外科に移りました。担当医は私より

10 歳も若い先生だったのではじめは大丈夫かと

思ったのですが、周囲から「とても信頼できる先

生」という評判を聞いて安心しました。

　それでも本心では、まだ不安を若干抱えていた

と思います。転職して間もない時に休職。しかも、

当初は 1 ヵ月か 2 ヵ月の休業で何とかなるのか

と思っていたのが、もっと長くなりそうなのです

から。それでも、社長に相談したところ、まずは

仕事より治すことを考えてほしいと言ってもらい

ました。それで治療を続けさせていただいていま

す。

　私は会社で営業の仕事をしていましたので、転

職して間もないとはいえ、数件の案件を抱えてい

ました。そちらの引継ぎなども専務と相談してお

客様対応をさせていただき、無事に手術の日を迎

えました。

手術とその後の治療

　手術に備えて、担当医からはまず口腔外科、歯

医者に行ってほしいと言われました。私は歯医者

が大嫌いで、音や匂いをかぐだけで身体が固まっ

てしまうような状態でした。それでも今の歯医者

さんはずいぶん違っていました。痛みも少ないで

す。口腔ケアをきちんとしておかないと口内炎な

ど、あとあと自分がひどく苦しむと言われて、歯

の磨き方からすべて教えてもらいました。口内炎

には本当に気をつけました。

　また手術前にリハビリ科の先生が、呼吸法や

ベッドの上でもできる簡単なストレッチなど、さ

スライド 7　つどい場・はなうめ

告知から手術までの不安

　告知された時には、はっき

り言って頭が「真っ白」にな

りました。

　ただ私の場合、周りにもい

ろいろ相談できる窓口が金沢

医科大学の中にありました

し、スライド 7 の「つどい場・

はなうめ」（がんサロン）に

も行き、自分の中の整理をつ

けていくことができました。

　会社の方にも、冷静ではな

かったとは思いますが、がん

で手術が可能だという旨を伝
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まざまなリハビリのやり方を教えてくれました。

　手術を無事に終え、だいたい 10 日ぐらいして

社長が病院にお見舞いに来られました。それまで

に術後の治療について、主治医と相談して抗がん

剤治療 4 クールをすることが決まっていました

ので、腫瘍の状況や抗がん剤治療のこと、そして

半年ほど休ませてほしい旨を伝えています。

　術後の放射線治療ですが、放射線治療は身体に

マジックで印をつけるだけで、治療自体の時間も

短いので外来でも可能なのですが、私の場合、経

済的なこともあって入院で実施してもらっていま

す。

がんを特別視しないで

　こういう場に立つのは苦手なところもあります

が、がんの告知を受けた患者の立場から言わせて

もらいますと、1 人で抱え込んでも何も解決しま

せん。私はどこでも、誰にでも「がんになった」

ということを軽く言っていました。当然周りのみ

なさんは、「がん＝死」というイメージがまだま

だ強くて「だいじょうぶか」とばかり言われてい

たのですが、逆に私はそう言われるのが嫌いでし

た。「だいじょうぶ」と言うよりは、今はきれい

に取り除いていただいていますので、今後はだい

じょうぶになっていくのだと、周囲の友だちなど

にも言っていました。

　そのおかげで私のところにお見舞いに来てくれ

た友だちは、お金を持たずにペットボトルを 1、

2 本持ってきて「顔を見に来た」と言って下のロ

ビーで 1 時間ほど話をしたりしていて、そうい

うことが本当に心の支えにもなりました。そうい

うことですから、どうぞみなさんも周りの方でが

んになられた方がおられても、特別な心配をされ

ることなく、日常通りに接してあげた方が、その

人にとってもいいことがあります。お見舞いに

行ったらいろいろと話を聞いてやってください。

　以上簡単ですが終わらせていただきます。
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■ 高橋　まとめの時間に入りたいと思います。

まとめと言ってもまとまらないのが常ですが（会

場笑）、それぞれのグループでどういうことをお

話しになったか、ご紹介いただければと思います

（スライド 1）。1 グループ 1 分半から 2 分ぐら

いで。ホワイトボードに書いてまとめていきます

ね。

　それでは 1 番グループから行きましょう。

＜グループ発表・1 ＞
　治療と就労の両立についてどういうことが大事

なのか、話し合いました。職場の理解・上司、仲

間に恵まれる・待っていてくれるという雰囲気・

経済的な不安がない状態に整えてくれる。

■ 高橋　「経済的な不安がない状態に整えてくれ

る」という点。洲崎さんのご体験では最初からそ

こは安心だったのですね。

―　経済的な不安が減れば、精神的な不安も軽減

する。

■ 高橋　そうですね、いろいろな条件が整うと

不安も軽減されますね。

―　それから企業は人材を確保していかなければ

いけないのですが、従業員が病気になったと言っ

てすぐに補充要員が来るわけではなく、また病気

になった方と同じスキルまでトレーニングするに

は時間もかかる。病気になった方の仕事を確保す

るために企業が負担をしなければいけないコスト

を、先ほど社会保険料の話も出ましたが、国が補

助してくれる制度ができないかという話が出まし

た。

■ 高橋　制度としてそういう手当があると企業

は楽かもしれないですね。

―　しかもこれは、がんだけの問題ではなくいろ

いろな慢性疾患にも共通することなので、国とし

てやらなければいけない話だという意見が出まし

た。体力のある大企業ならいいのですが、中小企

業、それから家族経営的な自営業の方々はもっと

苦しいわけですから、そのあたりを救えるような

支援制度がないかなと。

　最後に最近「1 億総活躍」と言われていますが、

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇

（自分の立場は一旦棚に上げて）
がん患者が治療と仕事を調和させて暮らしていくためには、�
誰がどんなことをしたら良いと思いますか？

―医療関係者、上司・同僚、行政機関、患者・家族、周囲の人々、各方面の専門家への期待や要望―

スライド 1　カフェタイムの話題
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そうであるなら働ける人には働いてもらいたい。

そうしてもらえるといいという話が出ました。

■ 高橋　そういうスタンスは非常に大事だと思

うのですが、似たようなお話が出たところはあり

ますか。「1 億総活躍」というキーワードでなく

ても、働きたいと思う人が働けるように。これは

大事ですね。それではグループ 2 番さんはいか

がですか。

＜グループ発表・2 ＞　
　今日、私は予告なしで参加させてもらったので

すが、たまたまこのテーブルに何年か前にお世話

になった先生がおられました。先生にがんの告知

をしていただきました。周りのメンバーの方も患

者さんで、ポジティブな方ばかりでした。私は今

67 歳ですが、先ほどのお話のように、働けるう

ちは働きたいものの、偏見がある。がんになった

ら仕事ができないというイメージが社会の中にあ

ると思います。本日ご参加のみなさんは、みんな

仕事をしている方々だったので、がんはもっと身

近で働けるのだと思いました。こちらにいるＡさ

んは一般の方々にもそういうことを知らせていき

たい、がんの患者の集いだけではなく一般の方に

語りかけていきたいと言われていました。大事な

のは、当たり前のことを当たり前として知ってい

ただく教育をもっとしていくことではないかと、

私は勝手に思いました。

　グループにはソーシャルワーカーの方もおられ

ました。そういう方がもっと増えるといいですね。

日本の医療は、コーディネーター的な人が非常に

少ないし、いたとしても地域によって偏っている

ように思います。この会が、ソーシャルワーカー

の方々が増えるきっかけになってくれたらうれし

いなと思います。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。本当に同感で、

がんの集いだけではなく一般の方の集いでも、が

んについて語る機会があってもいいですよね。具

体的にはどういう機会が考えられるでしょうか。

相川先生、たとえば県が主催するとしたら、どう

いう機会があるのでしょう。大きな病気を経験し

たことがない方にも病気の理解を深めてもらえる

ような機会…。

■ 相川　すぐにアイディアは浮かばないのです

が、いろいろ考えられるかもしれませんね。がん

だけではなく、難病などについても。とくにがん

については、治る病気になってきているのだとい

うようなことがまだまだ知られていない。

■ 高橋　そうですね。私たちは今日「がん」と

いうキーワードでここに集っているわけですが、

その私たち自身が知らない世の中の「困りごと」

は山ほどあるわけですね、病気以外の困りごとも。

自分が置かれていない状況や、体験していない困

りごとにも興味を持つというのは、きっと大事な

ことなのでしょうね。あ、会場に「ウン、ウン」

と頷いている方もいらっしゃいますね。何かコメ

ントはございませんか。

■ 参加者 A　そういう集いを考える時は、壮大

な、大きな単位で考えないで、本当に街中の巷の
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カフェのようなかたちがいいような気がします。

当然、このご当地カフェを全国に広めていくこと

も大事ではないでしょうか。

■ 高橋　確かに。壮大なことではなく、近所の

カフェで隣に座った人の話を聞いたり、横で見て

いて「ああそうか」と気づいたりすることもあり

ますものね。意外と、そういう身近なところで気

づくアンテナを持つのも大事かもしれません。あ

りがとうございます。それでは 3 番テーブルさ

んお願いいたします。

＜グループ発表・3 ＞
　働く人と会社や経営者側の相互の理解が必要だ

という話になりました。それはどうやって進めら

れるのか。やはり患者さんの方からきちんと伝え

ていくことがとても大事なのではないかという意

見が出ました。ここでは、患者さんにも伝える覚

悟が必要であるとか、やはり「賢い患者」になろ

うよという意見もありました。患者さんは、がん

という病気を持った弱い人ではなく、そういう貴

重な体験をした人材でもあります。それを伝えて

いく役割を担ったらいいのではないかと。でもや

はり「言えない」という意見もあり、今がん治療

をしていると伝えたら雇ってもらえないこともや

はりある。またがんと言われて心が弱っている時

にはなかなか言えない。そういう時には支えてく

れる、サポートしてくれる人がいてくれたらとい

う声もありました。社会保険労務士さんが頼りに

なるという意見もありました。

　それからがんのイメージについては、先ほど高

橋先生のお話にありましたように、2 人に 1 人

はがんになるということを知っている人は 1 割

しかいないということについて、ここでは非常に

驚きの声があがっていました。2 人に 1 人はが

んになるということをもっとみんなに知ってもら

わなければいけない。どうやって知ってもらえれ

ばいいのでしょう。

　それから保険料の問題です。そういうところが

なんとかなればいいですね。経営者さんもべつに

首が切りたくて切っているわけではないので、何

らかの補助があれば雇い続けられるという意見が

ありました。今日のがんカフェのようにいろいろ

な人が集まって、それぞれの立場の意見を聞くと

いうことは大事だ、それぞれの人の考えを知るこ

とがとても大事で、そういうことからイメージを

広げていけるという意見でした。

■ 高橋　ありがとうございました。このご当地

カフェ、企画して良かったと思いました。企業イ

ンタビューをした際にも、支援対応を考える時に

は「コスト負担」がいつもキーワードになるので

す。当然のことではないかと思います。保険料免

除の他にもいろいろなアイディアがあるかもしれ

ませんね。もちろん国としての負担も考えなけれ

ばいけないのでしょうが。それから、自分の状況

を伝える時の「覚悟」というのはいい言葉だと思

いました。洲崎さんは覚悟されたのですか、あま

り覚悟される間もなく伝えたのですか。

■ 洲崎　言われたことをそのまま会社の方に伝

えたので、あまり覚悟としては意識しなかったで

すね。

■ 高橋　ありがとうございました。『がんと仕事

の Q&A』の中には、職場に病名を伝えた時の体

験談がコラムのかたちでたくさん書いてあるので

すが、19 歳でがんになった方の体験談もありま

す。彼女は、最初はうまく伝えられなかった。そ

れでも自分の体験をポジティブに伝えれば、伝え

られた方も困惑しないということがだんだんわ

かってきたのだそうです。そして、堂々と伝えら

れるような工夫をするようになったということで

す。体験は貴重ですね。しかし、心身ともに弱っ
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ている時にはなかなか言えなかったりします。た

だ人間はずっと弱っているわけではない。エネル

ギーも戻ってきます。やはり、時間軸を持って考

えるのが大事なかもしれませんね。

　それでは 4 番テーブルさんお願いいたします。

＜グループ発表・4 ＞
　いままでの報告とだいたい同じような内容です

が、患者さんの立場からすると入院予定が前もっ

てわかっているのと突然入院になるのとでは、企

業さんの側のとらえ方が違ってくるということで

した。前もってわかっているのなら休んでいる間

の段取りがつくれるのですが、もし突然、明日か

ら入院になりましたとなると、その対応はやはり

難しい。企業の規模によっても違うだろうという

意見がありました。そもそも企業側の理解と同時

に、病気にかかった人にきちんと会社の支援制度

を説明してあげるのが大切という意見もありまし

た。

■ 高橋　そうですね。1 番テーブルさんが、「経

済的負担を下げるように状況を整えてくれるこ

と」という言い方をされたのですが、それには制

度説明も入りますね。

―　ウチの会社ではこういうことができますとい

う説明をきちんとしてあげることによって安心で

きるということです。

■ 高橋　何がどこまでできるのかという…。自

分の権利ですね。

―　そうです、そうです。自分から相談できる患

者さんは、ソーシャルワーカーさんに聞いたりが

んサロンに参加したりできるのですが、自分から

相談に出向いていけない患者さんへの情報発信

が、とても大切じゃないかという意見がありまし

た。みんなに情報が届くように、自分で聞ける方

にも、自分からはどうしても言えない方にも情報

がきちんと届くようにする。行政の場合は、聞き

に行かないと教えてくれないことも多々あるの

で、誰でもきちんと情報が得られるような何かが

あったらいいなということです。いろいろな支援

制度も自己申告制が多いので、何か届くようなも

のがあればいい。もしかしたら、知っていれば使

えるものがたくさんあったかと思うので…。

■ 高橋　ニーズを掘り起こす工夫は、病院や相

談支援センターなどが本気で考えなければいけな

いことですね。ありがとうございました。それで

は 5 番お願いします。

＜グループ発表・5 ＞
　私たちのところでは患者さんに加えて家族の立

場という方もいらっしゃいました。いわゆる「第

2 の患者さん」である家族です。これだけ核家族

化が進んでいると自分の家族の中に患者が出ても

孤立化してしまいます。1 人で抱え込んでしまい

がちなので、バックアップ態勢がとても大事に

なってきます。ご近所さんや地域の方に支えても

らう。みなさん患者や家族の立場になってみて、

こういうカフェがあった、サポートもあったとい

うことを後から知るのです。支援が得られる場所

が知られていないことがやはり問題で、どうした

らそれが伝わるのだろうという話も出ました。本

当に小さい単位でざっくばらんに話をしていく中

で、何か困ったらこんなサポートがあるよと知る

ことができるような、そんな場所が近所や企業の

中にもあるといいのかもしれません。

　患者や家族からの目線では、社労士さんは会社

側の人というとらえ方があります。会社の方には

相談しにくいので、結局、相談をしないまま会社

を辞めたり、がんを抱えたまま転職をしたりする

現状があるという話も出ました。そんな中で、病
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院に来ている社労士さんは労働者側に立ったサ

ポートをしてくれるので役立つかもしれないとい

う意見も出ました。

　それから会社の仕組みです。就業規則や正規・

非正規社員などありますが、その中でどういう働

き方を認めてもらうのか。社会の仕組みや人の考

え方も大事です。心ない言葉の数々をかけられる

こともありますから、高橋先生が言われていた職

場での大人のがん教育が必要だと感じました。そ

れに国の施策です。これから人が少なくなり、働

き手も少なくなる時代に人材という宝をどう活用

するか、それを考えていく仕組みづくりは大事だ

と思います。がんだけではないのですが、やはり

がん患者の就労をしっかり考えることが、次に認

知症などにもつながっていくのではないか、その

ためにもまずはがんについて、しっかりと根を張

らせることが大事だという意見も出ました。

■ 高橋　ありがとうございました。社労士さん

はまだ「会社の人」というイメージを持たれてい

るのかもしれませんね。今日は社労士の方々がた

くさんお出でですが、今後どのように資格や立場

を広報していくかも課題になるのかもしれませ

ん。

■ 参加者Ｂ　キムタクが社労士になるドラマを

つくる！（会場爆笑）

■ 高橋　…それでは 6 番さんお願いします。

＜グループ発表・6 ＞
　アイディアや意見はだいたい出てしまったの

で、それ以外の意見を言いたいと思います。この

グループは洲崎さんもいらっしゃったので洲崎さ

んのお話にもなりました。高橋先生が最初に言わ

れた、支援を引き出すような人間関係づくりとい

う点で、洲崎さんは非常に上手だったという話が

出ました。それならそういう支援を引き出せない、

人との関わりが苦手な人はどうしたらいいかとな

ると「ウーン」とみんな考え込みました。私は先

ほどから話題に出ているがんサロンの「つどい場・

はなうめ」のスタッフなのですが、洲崎さんが初

めて来てくださった時に、情報集めが上手な洲崎

さんでさえ「なぜこの場所を広報しないんだ、う

ちの病院にはチラシが置いていなかったぞ」と言

われたのです。私は、「いえ、お宅の病院にはい

い場所にチラシが置いてあるはずです」と言って、

見に行ったら、実際にいい場所に置いてありまし

た（会場笑）。ですから、人間、弱っている時に

はいくらスマートに情報発信をされてもなかなか

届かないと思うのです。そのへんを乗り越えるた

めのアイディアを考えてみると、元気なうちに自

然と、教育だったり、ご近所のカフェで当たり前

におしゃべりしているがん患者さんに出会ったり

とか、そういうことでがんのイメージを変えてい

くことなのかなと個人的には思いました。

　他のグループと同じように社会保険料のお話が

出たのですが、洲崎さんは、「半分は払ってくれ

ていたんだ」と言われていました。社会保険のこ

となどはよくわからないので、また新たな会社へ

の感謝に結びつきますね。バックアップの人材に

対する公的補助がもしあれば、会社がコスト的に

助かるだけではなくて、それならこのいい人材を

応援してみようと企業側は思うだろうし、患者さ

ん側も、補助があるなら遠慮しないで頑張って元

気になろうと思えるのではないか。そんなお話が

出ました。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは 7 番

さんお願いします。

＜グループ発表・7 ＞
　7 番はだいたいみなさんと同じなのですが、企

業さんが大きくなればなるほど患者さんのプライ
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バシーを守るあまりに、中間管理職以下のところ

には、その社員さんがなぜ休み、どうなっている

のかという情報がなかなか入ってこないという意

見がありました。上司の立場としては何とか声を

掛けてあげたいという気持ちはあるので、そこを

何とか企業さんだけではなく社会全体でオープン

にできるような仕組みがあってもいいのではない

かと。

　それから、先ほどの「患者の覚悟」とも関係し

ますが、つらい部分はあるでしょうが、お世話に

なっている上司やトップの方に声を掛ければきち

んと聞いてくれるとのことです。ただ知識不足も

あります。経済的なところを含めていろいろなサ

ポートがもらえる社会になっているのに、それを

知らないこともある。広告費はかかるでしょうが、

メディアさんにたくさん宣伝してもらったり、小

さい時からの教育も大事だろうという意見でし

た。

　専門職以外にも悩みを聞いてくれる人がいらっ

しゃると、そこから道が開けることもあります。

先ほど地域のカフェの話も出ましたが、そういう

身近なところで、聞いてくれる人が大切だという

ことになりました。このご当地カフェについても

ギリギリまで知らなかったという人もいました。

これがまた 3 回、4 回と続いていき、社会的に

認知されるようになればいいという話も出まし

た。

■ 高橋　ご当地カフェの予算確保を頑張らない

と…。

―　よろしくお願いします。それから乳がんや大

腸がんの検診はわりに認知されているのですが、

なかなか見つけにくいすい臓がんや希少がんの方

たちは、悪くなってから診断されることが多々あ

るので、研究が進んでいい診断方法が早く見つ

かったらいいなということでした。

　経済的なことに関しても社労士さんからいろい

ろなアドバイスをいただいたのですが、傷病手当

金を受けるタイミングや障害年金にもコツがある

ようです。脳梗塞やケガだと身体的に動かないと

ことがわかりやすいのですが、がん治療中のしび

れや倦怠感などは医師に言ってもなかなか伝わら

ないところがあります。それでもそういう症状で

も障害年金を受けられることがあるので、知識が

ないからとあきらめず、しっかり伝えていける社

会になったらいいな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。今日のカフェ

は満員御礼なのですが、実は数日前まではけっこ

う残席もあったのです。広報のラストスパートを

かけてこれほど埋まりました。こういう場所や機

会を、とくに地元で、ご近所で広報していくこと

が大事かもしれませんね。ありがとうございます。

それでは 8 番さんお願いします。

＜グループ発表・8 ＞
　今回カフェタイムということでしたので、正直

に言うとテーマに沿った話ではなくて違った話に

なりました（会場笑）。元患者さんからの完全復

活劇の体験談をお聴きしまして、前向きに生きる

ということが大事だなと実感しました。体験談の
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中で、若い人でもがん保険に入ったらいいよとい

う話が出て、これにはみなさん納得していました。

それからアロマセラピストの方がいらっしゃいま

した。アロマセラピーは治療行為ではなく、癒し

の体験をさせるというものです。もっとがんの

集いやサロンなどの場でもアロマセラピーができ

ればいいと個人的には思いました。あとは他のグ

ループと似ているのでこれぐらいにしておきます。

■ 高橋　ありがとうございます。どうしても病

気というキーワードがあると「楽しい」「おいしい」

「心地よい」といった言葉はなかなか浮上しにく

いのですね。アロマセラピーもそうですが、癒さ

れるもの、気持ちいいというものに触れるのは大

切です。森林浴などもいいかもしれませんね。癒

し・心地よさというキーワードは、もっと共有で

きてもいいような気がします。それでは 9 番さ

んお待たせしました。

＜グループ発表・9 ＞
　すみません、私はファシリテーターだったので

すが、自分の役割を忘れて、カフェタイムのテー

マも棚に上げて、ざっくばらんな話になりました。

グループには、患者さん、ご家族、行政の方や社

労士さんがいらっしゃったのですが、医療者であ

る先生や看護師さんを見ていると忙しそうで、診

療の場でなかなか生活の相談を口に出せないこと

があり、やはり困った人向けの相談窓口があって

一目見ればわかるような資料をパッと渡してもら

えるところがあればいいという話が出ました。先

生と患者さんとの関係については、何でも言える

関係が大事だし、先生自身も働いて生活している

人だという視点も大事なのですが、患者さんから

はやはり不安や心配なことを発信するのはハード

ルが高いのだということを、話をしていて感じま

した。

　僕が話し合いの中で個人的に思ったのは、先生

など医療者側と患者さんの間をつなぐ役割はやは

りとても大事だということです。それから相談支

援センターの広報が必要だし、そういう窓口があ

ることを自分から発信していく役割も、とても重

要だと感じました。まとまりませんがそういうと

ころです。

■ 高橋　ありがとうございました。「なかなかも

のが言えないものです」という事実と「それでも

やはり伝える覚悟も必要です」という両方があり

ますね。患者さんが病院の中で右往左往しなくて

すむよう、まずは院内でつなげていきたいと思い

ますし、そういう支援のネットワークが病院から

地域にもひろがるといいですね。ありがとうござ

います。それでは 10 番テーブルさんお願いいた

します。

＜グループ発表・10 ＞
　当グループではいろいろな立場の方がいらっ

しゃって、とても濃密なディスカッションができ

ました。まず知識です。健康で働いている時から

年金や障害手当のことは知っておく必要があると

いうこと。次に体験についてですが、患者さん自

身は入院前から検査続きでとても疲労していま

す。それから人の言葉や事務的な態度でとても傷

つくことがあると同時に、友人など周りから本当

に助けられてもいます。情報や援軍を見つけられ

る場所を自分から求めていくことが大事で、先ほ

どから情報発信が言われていましたが、患者から

も外に対して前向きに向かい、へこたれないこと

が大切だという話も出ました。とくにカフェです

が、男性の方も行きやすいようなカフェがもっと

できたらいいな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。男性も行きや

すいカフェのことを、もう少しご説明いただけま

すか。
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―　私は「つどい場・はなうめ」のサポーターを

やっています。やはり男性の方はなかなか表に出

てこない。女性の集まりと一緒にすると女性のエ

ネルギーがすごいので、とてもではないですが男

性の方は出てきません。それから、男性の方に集

まってもらうためには、なにかひとつ「こだわり

のもの」を出さないといけない。それで男性だけ

のサロンをやっています。毎回 5、6 名が集まっ

てきています。

■ 高橋　男サロンですね。

―　「男学」と言います。小難しく（会場笑）。

■ 高橋　小難しくすればいいのですね、こだわ

りがあるように見えればいい、ああ、なるほど。

―　やはり何か、ひとつの社会的役割を持てるよ

うなかたちになるといいと思うのです。そば打ち

体験をやり 12 月には「つどい場・はなうめ」に

来られている方全員にふるまう予定でいます。

■ 高橋　食べるのは女性でもいいのですね。

―　はい、つくるのは男性で。

■ 高橋　了解でございます。ありがとうござい

ました。

＜まとめ＞

■ 高橋　いろいろ出ましたね。共通点もたくさ

んありました。やはりいかにみんなで正しい情報

につながるか。これは大事ですね。今よりも少し

楽につながれるような工夫を、それぞれの立場か

ら本気で考えるといいような気がします。とんで

もなく大きい、たとえば東京 23 区のようなとこ

ろだとやはりお互いの顔が見えにくいのです。し

かしたとえば中央区の月島なら顔が見えるし、金

沢は月島よりずっと大きいですが、それでも工夫

をしてみればネットワークは創りやすいかもしれ

ませんね。

　それから「男学」というのもいいですね。こだ

わりを見せる、小難しくする。

―　男性が集まりやすくするということです。

■ 高橋　そういうことですね、男性が集まりや

すくする工夫は、まさに情報発信の工夫ですね。

そのへんをみんなで考えましょう。

　今日はありがとうございました。どういう展開

になるかなと思っていたのですが、やはり実際に

やってみるといろいろなお話が出ますね。今日は

こうしてご一緒にひとつのカフェを開きました

が、今まで4回開催したカフェの最大の収穫は「ご

縁ができた」ということです。こうして 1 回集

まるとご縁ができるのです。カフェでできたご縁

がその後の発展のきっかけをくれます。今日のご

当地カフェ in 石川が、これからのひろがりのきっ

かけになれば素敵ですね。これからもぜひ情報共

有をしてまいりましょう。本日はどうもありがと

うございました。
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　本日は長時間ありがとうございました。平成

27 年は北陸新幹線や NHK 朝の連続ドラマの「ま

れ」で注目された石川県で、「ご当地カフェ in 石

川」を無事終了することができ本当にうれしく

思っています。国立がん研究センターをはじめ多

くの方々にお世話になり、ありがとうございまし

た。

　今回がご当地カフェの第 5 回ということで、

先ほど高橋先生からも「ご縁」というお話があり

ましたが、ぜひまた明日からのみなさま方の充実

した生活の糧となりますよう願っております。

　おそらく今日参加された方は、たいへん意識が

高くて、すでにいろいろな情報を持たれている方

であると思います。帰られたら、ぜひ周囲の方や

お知り合いに、このようなカフェの重要さを伝え

ていただき、会社や職場でカフェを企画すること

もお願いいたします。マスメディアの方にはがん

と就労についてもっと一般の方々にも知っていた

だけるような企画をしていただけたらと思いまし

た。

　本日は本当にありがとうございました。

元雄　良治
金沢医科大学腫瘍内科学教授／金沢医科大学病院集学的がん治療センター　センター長

閉会の挨拶
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「ご当地カフェin石川」アンケート集計 参加者49名（スタッフ除く）
平成27年10月17日（土）実施 回答者38名（回答率　77.6％）

アンケート集計

原文ママ

など

初めて参加させて頂きましたが、大変良かったです。

貴重な学習、情報交換の機会となり有意義な半日となりました。ありがとうございます。男性の参加者が少ないように感じました。
特に企業の人事・労務事務部の参加者が増えるといいな、と思います。

弱っている時に相談するエネルギーが無い時に、窓口があることを知っていると心強い。病気でも生きる強さって必要なんだと
思ったが、それには支え手も必要。いつでも門戸を開いているところがあると知っていることはいいと思った。

石川で2回目を期待しています。

社労士さんと同じテーブルだったので、年金や助成金など詳しく聞くことができて良かったです。企業のトップ・人事に分かってもら
えないと働き続ける事は難しいのでは？
ソーシャルワーカーの仕事内容、存在自体知られていない事が、ほとんどなので、ＳＷへのアクセスを広報する方法があったらい
いと思います。

今後も参加したいと思います。

自分が知らないがんに対するいろんな立場の方の話をお聞きすることができ、大変有意義な時間でした。もっと広く皆様に知って
もらえると良いと思いました。本日はありがとうございました。

参加者の感想（自由記述）

「ご当地カフェ」5回目、そして金沢で！！日本全国を「めぐる」なんてステキ。「つながる⇒つなげる⇒孤立させない」
二回目のご当地カフェを是非開催して下さい。

このような会は一度きりではなく、継続していけたらもっと良いのではと思います。いろいろな方たちとお話ができてとても良かった
です。考える機会を得られたことが特に良かったので、この考える機会を広めていくには、どうしたらよいのかが課題とも思いま
す。

事前にこのようなグループワークがあることが分かると良かった。参加者にはこの形式に驚いていた人がかなりいた。
生の声など聞けて良かったです。このような輪が広がると良いと思います。
新しい発見、縁をたくさん頂けました。感謝です。日々の業務を通じてどんどん情報発信していこう！と思います。
ありがとうございました。力になりました。
現役の方がもっと参加出来ればよいと思います。

参加させて頂いて良かったです。

他の方の貴重な意見を聞けて良かったです。

とても有意義な時間をありがとうございました。
またやって下さい。

様々な立場の方のお話から考え方が学ぶことができ、これからの自分の職場に生かせる何かを得られたと感じます。

26.3% 71.1% 2.6%
性別 男性 女性 未回答

2.6% 5.3% 21.1% 39.5% 31.6%
年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

89.5% 10.5%

0.0%0.0%0.0%

Ｑ２．有意義でしたか？
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 有意義ではなかった

39.5%
23.7%

15.8%
13.2%

5.3%
2.6%

患者・家族

社会保険労務士

医療関係者

企業関係者

その他

未回答

立場（複数回答）

81.6% 18.4%

0.0%0.0%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 あまり出来なかった 出来なかった

65.8% 24.3%

2.7% 0.0%

5.4% 2.7%

Ｑ４．様々な立場の方と交流ができましたか？
出来た まあまあ出来た どちらとも言えない あまり出来なかった 出来なかった 未回答
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　みなさんこんにちは。国立がん研究センターが

ん対策情報センター・センター長の若尾と申しま

す。

　本日は、おいしいお茶とお菓子を召し上がりな

がらみなさんと意見交換ができればと思います。

本日のテーマは、「がんになっても自分らしく―

就労と治療の両立」です。このテーマはなかなか

難しいのですが、国が定めた第Ⅱ期がん対策推進

基本計画の中でも、新たな重点課題となっていま

す。なぜ難しいかと言いますと、いろいろな方が

関係者として関与するからです。患者さん、医療

機関、企業、そして行政の力も必要となります。

いろいろな方々の連携が必要で、それがないと谷

間に落ちてしまいます。

　そうさせないためにも、このカフェで意見交換

することがとても大事だと思います。本日はおい

しいお菓子とお茶をいただきながら語り合い、み

なさんの忌憚のないご意見をいただきたいと思い

ます。

　最後になりますが、本日の会がみなさまにとっ

て有意義であるとともに、今日をきっかけに名古

屋地区のみなさまにつながりが生まれ、患者さん

の支援の場が広がることを祈念いたしまして、開

会挨拶に代えさせていただきます。

　本日はどうかよろしくお願いいたします。

ご当地カフェ in名古屋

がんになっても自分らしく―就労と治療の両立

2015 年 11 月 15 日
13 時 30 分～ 16 時 30 分

ナゴヤドーム　ドアラカフェ　開催
共催：総合上飯田第一病院　名古屋市立西部医療センター　名古屋第二赤十字病院　がんサバイバーシップ支援部

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

開会の挨拶

「ご当地カフェin石川」アンケート集計 参加者49名（スタッフ除く）
平成27年10月17日（土）実施 回答者38名（回答率　77.6％）

アンケート集計

原文ママ

など

初めて参加させて頂きましたが、大変良かったです。

貴重な学習、情報交換の機会となり有意義な半日となりました。ありがとうございます。男性の参加者が少ないように感じました。
特に企業の人事・労務事務部の参加者が増えるといいな、と思います。

弱っている時に相談するエネルギーが無い時に、窓口があることを知っていると心強い。病気でも生きる強さって必要なんだと
思ったが、それには支え手も必要。いつでも門戸を開いているところがあると知っていることはいいと思った。

石川で2回目を期待しています。

社労士さんと同じテーブルだったので、年金や助成金など詳しく聞くことができて良かったです。企業のトップ・人事に分かってもら
えないと働き続ける事は難しいのでは？
ソーシャルワーカーの仕事内容、存在自体知られていない事が、ほとんどなので、ＳＷへのアクセスを広報する方法があったらい
いと思います。

今後も参加したいと思います。

自分が知らないがんに対するいろんな立場の方の話をお聞きすることができ、大変有意義な時間でした。もっと広く皆様に知って
もらえると良いと思いました。本日はありがとうございました。

参加者の感想（自由記述）

「ご当地カフェ」5回目、そして金沢で！！日本全国を「めぐる」なんてステキ。「つながる⇒つなげる⇒孤立させない」
二回目のご当地カフェを是非開催して下さい。

このような会は一度きりではなく、継続していけたらもっと良いのではと思います。いろいろな方たちとお話ができてとても良かった
です。考える機会を得られたことが特に良かったので、この考える機会を広めていくには、どうしたらよいのかが課題とも思いま
す。

事前にこのようなグループワークがあることが分かると良かった。参加者にはこの形式に驚いていた人がかなりいた。
生の声など聞けて良かったです。このような輪が広がると良いと思います。
新しい発見、縁をたくさん頂けました。感謝です。日々の業務を通じてどんどん情報発信していこう！と思います。
ありがとうございました。力になりました。
現役の方がもっと参加出来ればよいと思います。

参加させて頂いて良かったです。

他の方の貴重な意見を聞けて良かったです。

とても有意義な時間をありがとうございました。
またやって下さい。

様々な立場の方のお話から考え方が学ぶことができ、これからの自分の職場に生かせる何かを得られたと感じます。

26.3% 71.1% 2.6%
性別 男性 女性 未回答

2.6% 5.3% 21.1% 39.5% 31.6%
年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

89.5% 10.5%

0.0%0.0%0.0%

Ｑ２．有意義でしたか？
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 有意義ではなかった

39.5%
23.7%

15.8%
13.2%

5.3%
2.6%

患者・家族

社会保険労務士

医療関係者

企業関係者

その他

未回答

立場（複数回答）

81.6% 18.4%

0.0%0.0%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 あまり出来なかった 出来なかった

65.8% 24.3%

2.7% 0.0%

5.4% 2.7%

Ｑ４．様々な立場の方と交流ができましたか？
出来た まあまあ出来た どちらとも言えない あまり出来なかった 出来なかった 未回答
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ライフキャリアからみたがん告知の意味

　みなさん、こんにちは。キャリアカウンセラー

の服部文と申します。本日はがん治療と就労支援

という内容で、中でも「患者力」というところに

焦点を絞りお話をしていきます。

　まず「がんになったということ」をとらえ直し

ていきたいと思います（スライド 1）。やはりが

んと診断されるということは誰にとっても突然の

ことです。「思いもよらなかった」「人生最大の衝

撃」「まさか私が…！？」という思いにとらわれ

ます。これは今までの人生の中で経験したことが

ない「がん患者という役割」が突然降りかかって

きたということだと言えます。当然うろたえます

し、これからどうしていこうということも考えて

いかねばなりません。

　私はキャリアカウンセラーという立場ですの

で、これをキャリアの観点から説明していきま

す。スライド 2 の矢印を人生全体だと思ってく

ださい。これをライフステージという長さとライ

フロールという幅でとらえていくことになります

が、この「人生全体を人はさまざまな役割で構成

している」、これがライフキャリアという考え方

です。これは私が勝手に言っているわけではなく、

アメリカのキャリア心理学者のドナルド・E・スー

パーという人の理論です。

　人生全体をいろいろな役割で構成している。人

間は生まれた時は「子」の役割しかありません。

それがいろいろな社会生活に触れていく中で自分

の役割が増えていき、そのぶん子どもの役割はだ

んだんと減っていきます。それがもしかしたらど

こかで親の介護が必要になった時には、また元の

「子」の役割が増すかもしれませんし、いずれそ

れも収束していくこともあるでしょう。そのよう

に人はその時々の人生の断面によって、いろいろ

第 1部　講演（2）

服部　文
仕事と治療の両立支援ネット～ブリッジ～代表／キャリアカウンセラー

がん治療と就労支援�
―「患者力！」

スライド 1　がんになったということ スライド 2　これからの人生を再構築する
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な役割を構成していると言えます。

　そこにたまたま「がんと診断された」というタ

イミングが発生した。するとその中でいろいろな

役割変化が起こる。そうなると、これまで漠然と

思い描いてきたこれからの人生が大きく変わって

くる。人生設計が崩壊したかのような感覚にとら

われるかもしれません。それでもがんという起

こった事実を変えることはできない。したがって

その事実を踏まえた人生をそこから再構築してい

くことが必要になってくるのです。

就労の人生再構築は患者自身が主体的に
行うことが重要

　次に今日のテーマである「がんと就労」という

ところに視点を移していくと、スライド 3 のよ

うになります。仕事は当然、人生を構成する大切

な役割のひとつです。先ほどの高橋先生のお話

（162 〜 168 ページ、共通講演１参照）の中でも、

仕事はいろいろな意味合いを自分の人生にもたら

しているというご指摘がありましたが、それはと

ても大切なことなのです。そして、もう一度人生

設計を考えていくためには、その人自身の価値観

がとても大切です。それを見極めながら考えてい

かなければならない。ですから人任せではなく、

主体的に自分で取り組んでいかなければならない

のです。誰かがお膳立てしてくれて成り立ってい

くものではありません。

　がんという自分の身に降りかかってきた病気を

治療しながら仕事を継続していく、その過程の中

では職場とどう折り合っていくかということがと

ても大切なことになります。実はけっこう多いの

は、いったん復職はするのですが職場との関係性

がどんどん悪化してしまうというケースです。自

分自身の症状をとらえきれなかったり、相手にな

かなか伝えられなかったりして、関係性がおかし

くなっていくということは本当によくあることで

す。よく言われる不当解雇という事例は、今まで

支援をしていてほとんどありません。そこで実際

に離職原因についてアンケート調査をしたのです

が、会社が一方的に解雇するような事例は出てき

ませんでした。離職の多くは職場との関係性の悪

化や非正規雇用特有の問題から来ています。

　スライド 4 は労働契約です。そもそも職場と

の関わりは労働契約によって生まれています。そ

こを確認することで、基本的な立ち位置を見つめ

直していきたいと思います。労働者が使用者に対

して一定の労働を提供する。使用者はその対価と

して賃金を支払う。これが基本的な労働契約です。

そこにがんになったという事実によって、提供す

る労働に何らかの変化が生じます。何も変化がな

かったらそもそも就労の問題は生じませんので、

まず何らかの変化があっただろうということが考

えられます。提供する労働がどのように変わった

スライド 3　がんと就労 スライド 4　労働契約ってなんだろう？
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のかということが、実は使用者から見ると非常に

わかりにくいのです。使用者としては、これから

も契約通りに働いていけるのかということが疑問

になってきます。ですからここはやはり労働者の

側から使用者に対して説明をしなければいけない

ということになってきます。

　たとえば契約のもうひとつの柱である賃金の方

は、ふだん通りに働いているのにいきなり下がっ

ていたらそれはびっくりしますし、それは不当だ

ということになります。同じように自分の提供す

る労働に何らかの変化が生じたのであれば、やは

りそれは労働者の責任においてきちんと説明をし

ていく必要があるということになります。その内

容はきちんと自分で把握していないとなかなか説

明することはできません。したがって自分の体と

しっかりと向き合って、自分の中で整理をしてい

くことが必要となるでしょう。これは契約の主体

としての労働者の説明責任ということになりま

す。こうしたことが十分に行われていないと、や

はり職場の理解は得られず苦しい立場に追いやら

れるということも出てきます。これはまったく特

別なことではなく、非常にありがちなケースです。

治療も一段落して、さあこれから復職していこう

というその時から現れることが多いのです。

事例を通じて考える
―自分のことを十分説明できているか

　そうしたことを事例で見ていこうと思います。

スライド 5 の女性は「復職したからには自分の

病気を言い訳にせず、しっかり働いていこう」と

思っています。自分でも頑張って「まったく問題

なく働けます」と周りに言っています。ただ、実

はまだ通院治療中でもあるわけです。やはり身体

的にもきついこともある。何とか頑張って働くの

ですが、定時を迎える頃にはもうぐったりです。

ようやく定時で、さあ帰ろうとすると「もう帰る

の？」と上司が嫌な顔をしてくる。そう言えば最

近、同僚もなんだか冷たいような気がする。そう

なると、これほど私は頑張っているのに周りがわ

かろうとしてくれないという孤立感に襲われるこ

ともあるかと思います。こうして見ていくと、本

人の頑張りがわかるだけに本当につらいケースだ

と思います。実際にこんな残念なことが起こって

いるのです。

　でも、実は自分がどこまでできるのかが職場に

は伝わっていないかもしれないということも考え

ておく必要があります。本人も頑張っていますか

ら、周囲も額面通り「すっかり元気」だと信じ込

んでいるということもあります。だから「もう帰

るの？」と思われてしまう。同僚にだって、彼女

の休職中の穴をみんなで一生懸命カバーしてきた

という自負があるかもしれません。「今まで私た

ちも頑張ってきたのに、その負担はいつまで続く

の？」と思われてしまうこともあります。そうし

た不公平感も職場の居心地を悪くするものになり

ます。そうした視線は、体力的にもきつい中でと

ても傷つくことだと思います。それでも周りがわ

かろうとしないということ以前に、実は自分が説

明をしていないかもしれない、その可能性にも目

を向けてみることが大事なのです。

　それではここでみなさんにも聞いていきましょ

う。人によって感じ方が違うということも、実は

職場との協調を難しくする一因になりうるもので

スライド 5　こんなふうに悩んでいます
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す。みなさんも自分ならどうかということを考え

てみてください。これからある事例を挙げていき

ます。この時の 2 つの感じ方を申し上げていき

ますので、どちらに近いのかを直感でいいので選

んでください。

　まず一つめです（スライド 6）。「直属の上司は

異性です。女性（男性）特有のがんになったあな

たは、治療に伴う休暇取得を相談しなければなら

ないという状況になりました。」、この時に「①が

んになったことを人に話すのは抵抗がある。まし

てや異性の上司に話したくない」と感じるか、あ

るいは「②異性だろうと同性だろうと上司は上司

で関係がない。部下の状況をきちんと把握してほ

しい、時間を待ってしっかりと話そうと思う」か

です。思った感じでけっこうですが、いかがでしょ

うか。②の方が多いですね。

　もう一つやってみます（スライド 7）。「あなた

は 3 ヵ月間休職して治療に専念しました。3 ヵ

月後に復職してきたところ、職場の同僚とばった

り顔を合わせました。その同僚が“わあ、久しぶり、

体調はどうなの？ „ と聞いてきました。その時に

どう感じるかです。「①いきなり体調のことを聞

かれるなんて困ったな。周りの人に病状のことを

知られたくないし、触れられたくない」と思うか、

「②腫れ物に触るような扱いは逆にストレスにな

るから。ストレートに聞いてもらえて良かったな」

と思うかです。分かれましたが、ここでも②の方

が多いですね。

　ありがとうございました。実はアンケート調査

を進める中でも、思いや感じ方が人それぞれ、千

差万別であることを改めて感じました。今お答え

いただいたことも、どちらかが正解であるとか、

こちらの方が理想的だというものではありませ

ん。そこは個人的な思いとして、それぞれが持っ

ていればいい。ただ周囲の人にどのように接して

もらいたいかということも、人によって違うとい

うことなのです。周りは気遣ったつもりなのに、

実は本人は人知れず傷ついているというようなこ

ともあります。

まとめ
―自分の取扱説明書を自分で持つこと

　したがって自分が周囲に積極的に伝えていくこ

スライド 6　あなたはどちら？　①

スライド 8　積極的に伝えましょう！スライド 7　あなたはどちら？　②
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とが大事です（スライド 8）。これからの働き方

はどのように変化していくのか、自分をどのよう

に扱ってほしいか、あるいはどんなことを聞いて

ほしくないのか。こういうものをまとめて、私は

これを「自分の取扱説明書」という言い方をして

います。自分がどのような立ち位置にあるのか、

そのスタンスを相手にわかってもらう。そのため

には自分のことをきちんと把握しておく必要があ

ります。どのような情報を出していくかは自分次

第です。何も洗いざらいすべてを話す必要はあり

ません。聞かれたことにあわてて答えてしまって

から、後であんなこと言わなければ良かったと自

分で自分を傷つけてしまうこともたくさんありま

す。何を出して、何を出さないかという自分自身

の情報の取捨選択をしっかりして、自分で握って

いるということがとても大事なことです。そうし

た工夫をすることで、職場との関係性を良くして

いくことに努めていただければと思います。自分

のことは伝えないと理解してもらえません。

　最後にまとめていきます（スライド 9）。今日

のテーマとして「患者力」というものを挙げまし

た。それは「自分の意思で自分にとって望ましい

人生を選択していく力」だと私は思っています。

そのために必要なことを話していきましょう。患

者個人が企業に対して必要な情報を提供してい

く、それが職場から適切な配慮を引き出していく

ことにつながります。きちんと表現してきちんと

伝えていくということは、同じ職場で働き続ける

時ばかりでなく、新しく職場を探して適応してい

くような場面であってもとても大切なことだと思

います。そのためにはやはり、その基となる自分

の状況・気持ちの整理がとても大切です。

　それでも診断時や治療中には、その時々に応じ

て選択していくことが非常にたくさんあり、向き

合っていかなければならない。本当に大変な状況

だということもまた事実だと思います。そんな

困った時には、ぜひ私たちのような就労支援の専

門家を活用してもらいたいと思います。そのこと

によって、みなさんが少しでも質の良い日常生活

をつくっていくお手伝いができると思います。

　以上になります。どうもありがとうございまし

た。

スライド 9　まとめ
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提言書作成の経緯

　私の方からは平成 27 年 3 月に出されました

「がん患者が就労継続しやすい愛知づくりに向け

た提言」の概要について説明させていただきます。

　企業等や医療機関での適切な働きかけを行って

いくために、各分野の専門の方々を構成員とした

「がん患者就労継続支援・がん検診促進検討会議」

を平成 25 年 11 月に設置し、検討を行ってきま

した。この 3 月にこの会議において企業等・医

療機関・患者本人・家族に期待される、あるいは

果たすべき役割ならびにこれらの役割が適切に果

たされるよう愛知県等の行政機関が取り組むべき

ことについて提言として取りまとめていただき、

今後はこの提言を踏まえ県として、企業等や医療

機関への働きかけを行っていく予定です。

　がん患者が就労継続しやすい愛知県づくりに向

けた提言はスライド 1 にあるように 4 つに分か

れています。

提言 1―企業等に期待される役割

　まず 1 番目の「企業等に期待される役割」で

すが、「（1）日頃の環境づくり」として企業等の

経営者や幹部、人事担当者、労働組合関係者らが、

がんに関する正しい知識を持つことや研修の必要

性が述べられています（スライド 2）。

　「（2）適切に治療を受けるための支援」につい

ては、①で、柔軟な働き方ができるような休暇制

度の充実などが掲げられています。就労者ががん

第 1部　講演（3）

井上　昌子
愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課がん対策グループ主任主査

愛知県の取り組み�
―「がん患者が就労継続しやすい愛知づくりに向けた提言」
について

がん患者が就労継続しやすい
愛知づくりに向けた提言

（１） 企業等に期待される役割
（２） 医療機関に期待される役割
（３） 患者本人・家族が果たすべき役割
（４） 愛知県等の行政機関が取り組むべきこと

スライド 1

１ 企業等に期待される役割

(1) 日頃の環境づくり
① 企業等の経営者や幹部、人事担当者、労働組合関係

者等が、がんに関する正しい知識を持つとともに「がんに
なっても働き続けることが可能であること及びその必要性」
を一層理解する。
② 企業等において、就労者全体ががんに関する正しい知

識を持ち、「がんになっても働き続けることが可能であるこ
と及びその必要性」を十分理解するよう、研修等を実施する。

スライド 2

(2) 適切に治療を受けるための支援
① 就労者が、がんと診断され、一旦職場を離れたとして

も、職場復帰が可能な休職等ができるようにする。
病気休職制度を設けることが難しい企業等においては、柔

軟に休暇等の取扱いで対応するなどする。（企業等の実情に
応じて、他の就労者との均衡に配慮しつつ、がんになった就
労者に配慮した対応を行う。）
② がんになった就労者が、勤務しながらがん化学療法等

の通院治療等を受けられるよう、就業規則改正等により時間
単位又は半日単位での病気休暇や年次有給休暇の取得若しく
はフレックスタイム制の利用ができるようにする。
時間単位の病気休暇等の制度を設けることが難しい企業等

においては、診断書等に基づき、人事担当者等及び職場の責
任者が柔軟に通院時間を確保するよう努める。
③ 就労者が、がんになった場合の対応等について相談で

きる体制の確保に努める。

スライド 3
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と診断されていったん職場を離れたとしても、職

場復帰が可能になるよう休職等ができるようにす

る。それが難しい場合には柔軟に休暇等の取り扱

いで対応していただきたいということです。

　②では、職場復帰した場合に通院治療が受けら

れるように時間単位や半日単位の病気休暇や年次

有給休暇、フレックスタイム制の利用ができるよ

うにすることが提案されています（スライド 3）。

　「（3）職場復帰に関する支援」としてはスライ
ド 4 です。

提言 2 －医療機関に期待される役割

　次に、医療機関に期待される役割です。まず

「（1）患者の就労継続に配慮した診療の実施」で

は、①で、がん診断時に患者の就労状況について

把握することや、④で通院治療の時間の配慮が求

められています。また③で相談支援センターや相

談窓口の機能、就労継続できる場合があること、

緩和ケア等の提供について伝えることが提示され

ています（スライド 5）。

　次に「（2）患者・家族への情報提供及び職場

との連携」についてです。治癒の見通しが不明確

な患者の場合は、企業側も見通しに困惑する場合

が多いと思われますが、患者や家族の希望や了承

が得られれば、個人情報の取り扱いに留意しつつ、

職場への医療情報の提供や患者・家族を通じた情

報のやり取りに医療者が協力することが挙げられ

ています（スライド 6）。

　次に「（3）相談支援センター等の相談窓口で

の就労継続に資する相談支援」ですが、相談支援

センターにおいて就労に関する専門相談が行われ

ることがまだ少ないため、①で労働関係法令や社

会保険関係法令の知識を持った方が相談支援にあ

たるなど配慮することが提示されています。現在

国のモデル事業として、職業安定所の職員が相談

支援センターに赴いて職探しをサポートする事業

を行っています（スライド 7）。

(2) 患者・家族への情報提供及び職場との連携
① 職場復帰や復帰後の働き方の判断に参考となる情報を

可能な限り詳細に患者・家族へ提供する。
② 患者・家族が希望する場合は、患者・家族を通じて、

診断書等による職場への情報提供に協力する。
③ 職場から依頼があった場合は、個人情報の取扱いに留

意しつつ、患者・家族を通じて、当該情報の診断書等による
職場への提供や職場との情報のやりとりに協力する。

スライド 6

２ 医療機関に期待される役割

(1) 患者の就労継続に配慮した診療の実施
① 診療の早い段階で、就労継続に配慮した診療が行えるよう、
患者の就労状況等についても把握して記録及び活用する。
② 診療の早い段階で、がんと診断されても仕事を辞めずに続け

られる場合が多くあり、退職については慎重に考えるべきことを病
状や治療方針の説明とあわせて患者・家族に伝える。
③ 診療の早い段階で、相談支援センター等の相談窓口の機能や

就労継続に配慮した緩和ケア等の診療がなされることを患者・家族
に伝え、以後も適宜伝える。
④ 就労している患者が、通院治療と就労を両立できるよう、診

療時間内での優先予約の仕組を整える。また、通院しやすい時間帯
（平日の９時～１７時以外）で治療できる体制を整えるよう努め
る。
⑤ 就労している患者が、通院治療と就労を両立できるよう、よ

り通院しやすい他の適当な医療機関の紹介に努める。

スライド 5

(3) 相談支援センター等の相談窓口での就労継続に
資する相談支援
① 相談支援センター等の相談窓口において、労働関係法

令や社会保険関係法令の知識を持った者が相談支援にあたる
など、可能な限り積極的に就労継続のための相談に対応す
る。
また必要に応じ、労働関係法令等に関する基本的知識に基

づいて対応するとともに、労働基準監督署、公共職業安定所
又は年金事務所等の公的専門機関への紹介を適切に行う。
② 患者･家族が、病状や診療計画などの職場復帰や復帰後

の働き方の判断に参考となる情報を職場へ伝達する際に助言
する。

スライド 7

(3) 職場復帰に関する支援
① 職場復帰支援や復帰後の体調管理支援のため、産業保

健職の配置と活用に取り組む。
② 職場復帰にあたり、人事担当者等が産業保健職と連携

するなどして医療機関から提供してほしい情報の提供を本
人・家族を通じて依頼し、病状や就労可能条件等をできる限
り詳細に把握したうえで、配置転換を含め体力等に見合った
業務に就かせる。
③ 職場復帰後も、人事担当者等が産業保健職と連携する

などして、適宜、本人・家族を通じて医療機関から診断書等
を取り寄せる等により、当該就労者の病状を把握し、働く能
力の再評価や本人の意向把握を行って、配属部署や就労条件
を見直していく。

スライド 4
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提言 3 －患者本人・家族が果たすべき役割

　患者さん自身が就労継続に向けて正確な情報共

有が必要であることを理解するとともに、主治医

等の協力を得て、雇用主への情報提供や自らを経

由した情報伝達に積極的に取り組むことが必要で

あることを示しています。「（1）がんと診断され

てから治療開始まで」では、②で就労継続を希望

する場合は担当医等に対して就労状況と就労継続

を望むことを伝えること、④で上司や人事担当者

に就労継続の意向を伝えるとともに休職や復帰の

判断材料となる病状等の情報を可能な限り詳細に

説明し、必要に応じて診断書を提出することが示

されています（スライド 8）。

　「（2）治療開始から職場復帰時まで」では、②

で人事担当者に状況を報告しつつ必要に応じて診

断書等を提出し、病状や診療計画等の情報を伝え

る。③で、職場復帰にあたって配慮を望む点を自

ら人事担当者に伝えるなど、人事担当者と連絡を

密にすることが重要になっています（スライド
9）。

　「（3）職場復帰後」ですが、①に自らの症状や

就労上の制約について同僚等の理解を得るように

努めることが示されています。そのためには職場

内のコミュニケーションを通して職場全体で相談

しやすい雰囲気が育まれていることが重要です。

そのためにも企業等に期待される役割は大きいと

思います（スライド 10）。

提言 4 － 愛知県等の行政機関が取り組むべきこ
とならびに現在の取り組み

　「愛知県等の行政機関が取り組むべきこと」に

ついては、スライド 11 〜 15 を参照ください。

　この提言を踏まえ、今の段階で県からどういう

働きかけをしていくかについて説明いたします。

　スライド 16 に「社員の就労状況に関する情

報提供書兼診断書作成依頼書」と「就労支援診断

書」のひながたを示してあります。県は、普及啓

３ 患者本人・家族が果たすべき役割
(1) がんと診断されてから治療開始まで
① 自らが就労継続について前向きに考え、がんの病状、就
労継続の可能性や診療計画について担当医に確認する。
② 担当医の説明を踏まえて、就労継続を希望する場合は、
担当医等に対して職場や仕事に関する情報と就労継続を望む
ことを伝える。
③ 診療のこと以外でも、治療費や療養生活に関すること又
は将来的なことで疑問や悩み、不安があれば、早めに担当医
等に伝える。
④ 人事担当者等に病状等を説明し、就労継続の意向を伝え、
必要に応じて担当医に診断書等の作成を依頼し提出する。
⑤ 職場の就業規則の内容を確認し、休職・休暇等の制度を
把握する。

スライド 8

(3) 職場復帰後（通院治療中）
① 自らの病状や就労上の制約について、職場の理解と協力が

得られるように努める。
② 服薬や療養上の注意点について担当医の指示に従うととも

に、定期的に診療を受ける。
③ 働き方などに関する不安や疑問を担当医等に伝えるととも

に、病状や今後の診療計画などについて説明を聞き、診断書等の
作成を依頼し提出するなど、職場と医療機関の情報のやりとりに
積極的に取り組む。
④ 医療機関に相談して、可能な限り就労に影響の少ない通院

日時を確保する。
⑤ 病状が悪化したと感じた場合は、人事担当者等に報告する

とともに、速やかに医療機関を受診し、必要に応じて担当医に診
断書等の作成を依頼し提出する。

スライド 10

(2) 治療開始から職場復帰時まで
① 職場復帰に関して不安や疑問に思うことを担当医等に伝え

るとともに、病状や診療計画等について説明を聞き、必要に応じ
て診断書等の作成を依頼する。
② 人事担当者等に状況を報告しつつ、必要に応じて診断書等

を提出し、病状や診療計画等の情報を伝える。
③ 病前と同様にできることや配慮を望む点等について人事担

当者等に伝える。また、場合によっては配置転換等について相談
する。

スライド 9

４ 愛知県等の行政機関が取り組むべきこと

(1) 企業等への働きかけ
がんになった就労者が働き続けられる環境づくりに向けて「日頃

の環境づくり」、「適切に治療を受けるための支援」及び「職場復
帰に関する支援」に企業等が積極的に取り組んでいくよう、働きか
けや効果的な取組手法の案内等を行っていくべきである。
なお、働きかけや効果的な取組手法の案内等の実施にあたっては、

企業等の規模を考慮して行っていくべきであるとともに、企業等が
がんになった就労者の就労支援に取り組むことが企業等のイメージ
アップ等につながり得ることを示すべきである。※

スライド 11
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発のため、これらを修正してホームページ等を通

じて広報していく予定です。文面についてはご意

見を有識者の方からいただき、2015 年 12 月に

はホームページにアップできるのではないかと思

(3) がんになっても就労継続を望む場合に患者本人・
家族が果たすべき役割の周知
がんになっても就労継続を望む場合に、患者本人・家族が「が
んと診断されてから治療開始までに果たすべき役割」、「治療開
始から職場復帰時に果たすべき役割」及び「職場復帰後（通院治
療中）に果たすべき役割」について周知していくべきである。
取組の手法としては、啓発資料の配布や愛知県のHPへの掲載と

いった様々な媒体を活用した啓発及び講演会の開催などが考えら
れる。

スライド 14

スライド 16

(4) 県民に対する普及啓発
県民に対して、がんの罹患や医療の現状に関する情報の提

供及びがんになっても働き続けられることの普及啓発を行っ
ていくべきである。
取組の手法としては、啓発資料の配布や愛知県のHPへの掲

載といった様々な媒体を活用した啓発及び講演会の開催など
が考えられる。

スライド 15

スライド 17

取組の手法としては、企業等の人事担当者等を対象とした啓発資
料の配布や講演会の開催などが考えられ、「がん患者の治療と就労
の両立支援の現状等に関するアンケート調査」等の各種アンケート
結果の活用、事例の紹介（愛知県のHPへの掲載）や「社員の就労状
況に関する情報提供書兼診断書作成依頼書」等の取組に資する書式
の案内等により効果が上がると考えられる。
がんになった就労者の雇用継続は、CSR（企業の社会的責任）への

取組として企業等のイメージアップや認知度の向上につながるとと
もに、就労者のロイヤリティ（忠誠心）向上や優秀な人材の確保に
つながる。

スライド 12

(2) 医療機関への働きかけ
がん診療連携拠点病院等の医療機関が「患者の就労継続に配慮
した診療の実施」、「患者・家族への情報提供及び職場との連
携」及び「相談支援センター等の相談窓口での就労継続に資する
相談支援」に積極的に取り組んでいくよう、働きかけや効果的な
取組手法の案内等を行っていくべきである。
取組の手法としては、がん診療連携拠点病院等へ向けた啓発資

料の配布や研修会の開催などが考えられ、各種アンケート結果の
活用、事例の紹介（愛知県のHPへの掲載）や「就労支援診断書」
等の医療機関で活用できる書式の案内等により効果が上がると考
えられる。

スライド 13

います。

　スライド 17 は、がん診療連携拠点病院でが

ん診断時に担当医から患者に渡すカードです。こ

れを印刷してがん診療連携拠点病院に配布し、が

んの診断がついた時に患者・家族に医療者から渡

していただくことを考えています。空欄になって

いるところがありますが、ここには各相談支援セ

ンターの電話番号などをゴム印等で表記してもら

うことを考えています。このカードにつきまして

も、おそらく 1、2 週間後にがん診療連携拠点病

院に配り、順次患者さんに配布していただくこと

になっています。先ほど高橋先生が話された国立

がん研究センターのホームページのがん情報サー

ビスにも行きやすいようにバーコードを入れてあ

ります。そこからホームページにつながります。

　今のところまだ具体的な取組みとしてはこれぐ

らいしか決まっていませんが、今後ともみなさま

のお力をお借りしながら進めていきたいと思いま

すので、これからもどうぞよろしくお願いいたし

ます。ありがとうございました。
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乳がん診断から母への知らせまで

　みなさんこんにちは。私も乳がんになりました

ので、今日はその体験談を話させていただきます。

　私は看護師として他の病院に 10 年間勤務し、

上飯田病院に平成 7 年に入職、平成 15 年に病

棟師長に就任しました。

　本日司会をされている窪田智行先生が当院に来

られてから、マンモグラフィ、乳腺エコー、マン

モトームなどの設備も充実し、乳腺外科を受診す

る患者さんが増えました。また師長として乳がん

患者さんとの関わりも多く、乳がんについては毎

日のように自己検診を行っていました。

　いつものように自己検診を行うと右乳房外側に

小豆大のほどのシコリに気づきました。ただ気に

留めませんでした。実は乳がんを身近に感じて行

なっていた検診が、乳がんを他人事ととらえさせ

たのかもしれません。

　シコリに気づいてから半年後、その後、主治医

となる窪田先生の外来を受診し、細胞診の結果は

擬陽性。先生は乳がんとはっきりしたわけではな

いからマンモトームをしようと言われましたが、

その時の外科部長が 99.99％乳がんであると断

定されました。この時に主治医は患者に希望を持

たせる話し方をするのだと気づかされました。み

なさんも心当たりはありませんか。マンモトーム

の結果、早期乳がんと診断されました。

　乳がんと診断された時から仕事が手につかず、

自分のことしか考えられない状態になり、こんな

気持ちで仕事をすることはできない。師長として

の役割を果たせずスタッフに迷惑をかけてしまう

と思い、入院から半年間の休職を決断しました。

元看護部長に、乳がんと診断されたこと、半年の

休職希望を報告すると、「仕事のことは心配しな

くてもいいから自分のことだけ考えなさい」と

言っていただき、感謝の気持ちとこの病院で働い

ていて良かったと改めて感じました。

　確定診断がつき、母は泣きじゃくり悲観すると

思ったので伝えることができず悩みました。しか

し「親は後で聞いた方がショックだよ」と先生た

ちに言われたため、乳がんであることを告げる決

心をしました。実家に帰り言うタイミングを見計

らっていたら母は「何かあるの？」と聞いてきた

ので、私は「乳がんになっちゃった。3 日後に手

術をするから」と告げました。母は取り乱すこと

もなく、泣くこともなく淡々と、なぜもっと早く

言わなかったのか、がんになったのはあなたが悪

いわけではないと言われた時には、背負っていた

ものが取れた感じがしてとても気持ちが楽になっ

たことを覚えています。私の母は甲状腺がんや大

腸がんを経験し、今も元気でいるので、がんイコー

ル死ではないことを実感していたからかもしれま

せん。

第 2部　体験談（1）

縄田　文子
総合上飯田第一病院看護部長

乳がん体験者として看護師を続ける意味
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入院、外科手術から転移による
抗がん剤治療へ

　10 月 9 日、右乳房部分切除を行い、自分の身

体からがんはいなくなったとホッとしていた時、

院長が部屋に来られ、センチネルリンパ節に 2

個転移が見つかったから抗がん剤治療をした方が

いいと言われました。やっと自分の中からがんは

いなくなったと思っていたのに、手術前には早期

乳がんだから大丈夫と言われていたのに、頭の中

が真っ白になり、先生の言うことが信じられなく

なりました。

　後から聞いた話では、窪田先生や外科部長が集

まって、私にどうやって転移のことを伝えたらい

いのかミーティングを行っていた間に院長が私の

ところに来て転移を話したということがわかりま

した。心の整理をするために時間がほしい、抗が

ん剤を行うことはまだ考えられないという気持ち

を窪田先生に伝えたところ、「いつでもいいから

やる気になったら言ってくれ」と私の心情を察す

る言葉をかけていただきました。私が治療をどう

するか悩んでいた時に、またもや外科部長が「絶

対に早くやった方がいい」という言葉で背中を押

され、治療を決断しました。

　手術後の 7 日目から抗がん剤投与開始です。

自分なりのイメージでは吐き気が強く、何も食べ

られず、体重も 5㎏やせると思っていましたが、

実際は吐き気なし、食欲あり、体重は減りません

でした。投与 2 日目には先生には内緒でラーメ

ンを出前で頼んで食べましたが 3 分の 1 の時点

で吐いてしまいました。抗がん剤を甘く見ていま

した。

　また夜も眠れない状態ですがもっとつらいこと

を考えればそのつらさを半減することができると

思い大学病院の新人時代を思い出しました。歩き

すぎて足が棒になりトイレの便座で座って休憩を

していたら師長に見つかり「トイレは休憩する場

所ではない」と注意されたことです。新人時代を

思い出せばこれぐらいの副作用は頑張れると前向

きに考えられるようになりました。

　2 クール目の投与日は父が肝臓がんで手術を

行ったため病院に 2 週間付き添いました。その

ころから髪の毛が抜け始め、その姿を父に見られ

たくなかったため夜間にもニット帽をかぶって付

き添っていました。ある夜、そのニット帽が脱げ

ていることに気がつかず、父に「どうしたんだ、

その頭は？」と言われた時には、非常に恥ずかし

い思いと、こういう姿になり親に申し訳ない気持

ちでとてもつらかったことを覚えています。それ

でも親よりも先に死ぬわけにはいかない、生きる

ために自分なりに決めたことをしたいと思い、最

後まであきらめず後悔しないようにやり遂げよう

と改めて強く思いました。平成 20 年 4 月中旬

に半年間の抗がん剤治療が終了しました。

抗がん剤治療後の就労への心構えと
職場復帰

　その後ホルモン療法が開始となり、注射を5年、

内服は今も継続して行っています。ホットフラッ

シュ、イライラ感等の副作用はありましたが、自

分の心に問いかけて「ホルモン治療をやめます

か？」、「いえ、続けます」が答えだったので、自

分なりに副作用対策を考えて対応しました。

　たとえばホットフラッシュの場合、汗が出たら

拭けばいい。暑かったらクーラーや扇風機や団扇

で冷やし、冬でも着ている服を薄着にする工夫を

行いました。

　仕事のことは抗がん剤の治療が終了したころか

ら考えられるようになりました。しかし抗がん剤

による脱毛やむくみがあり、人に会うことの恐怖、

本当に働くことができるのかという不安はいちば

ん強く感じました。抗がん剤の副作用で体力も低
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下し、師長として 8 時間勤務する自信もありま

せんでした。元看護部長からは「サポートするか

ら大丈夫、安心しなさい」という激励。そして窪

田先生からは「同じ職場で相談できるから大丈夫

だよ」という心強い言葉をかけていただき、抗が

ん剤終了からは 3 週後の 4 月末に自信を持って

職場復帰することができました。

　復帰後は元看護部長から外科外来への異動を命

じられました。休職前は病棟師長をしていまして、

病棟勤務は 24 時間患者さんが入院しており、夜

勤を含め勤務体制が不規則であるのに対し、外来

勤務は診察が終われば患者さんは帰られて業務は

定時に終了することができ、私の体調を配慮した

部署配置だと感じました。しかし看護師になって

22 年間、病棟勤務以外はしたことがなく、外来

勤務ときいた時は正直にショックで、乳がん患者

というハンディキャップがあるからしようがない

と自分の気持ちを抑えながら働きました。

　私の想いを知らない元看護部長は、復帰後、私

の身体を心配して身体的・精神的に負担の少ない

業務を行うように指示されました。しかし外科外

来は師長として乳がん患者さんと関わらなければ

いけない精神的に重い部署でした。複雑な気持ち

ではありましたが元看護部長の復帰に対するサ

ポートを感じることができました。

　病院は他の職場に較べて病気に対する上司の理

解が得られやすく、復帰に対するサポート体制が

しっかりできている職場であると実感しました。

乳がん体験を持つ看護師として
仕事を続けることの大切さ

　その後、外科外来師長として乳がんの告知場面

に立ち会うことがあり、自分が告知された時のつ

らい気持ちが思い出され、診察室で号泣したこと

がありました。半年間、そういう状況が続き、自

分も乳がん患者なのに師長という立場で乳がん患

者さんと接しなければいけないことで仕事に行け

ない日もありました。そんな時、乳がん患者さん

から「私の気持ちがわかるのは同じ乳がんになっ

た師長さんだけ、師長さんがいるだけで心強いで

す」という言葉を掛けていただき乳がんになった

自分を頼ってくれる患者さんがいることがとても

うれしく思いました。

　この時から乳がん患者として自分ができる看護

は何かを考えるようになり、自分が乳がん患者で

あることを積極的に患者さんに伝えていこうと決

めました。そして私が体験して学んだこと、勉強

して得た知識を伝えて乳がん患者さんをサポート

することが、私がこれから進むべき道であると気

づきました。

　それからは乳がん患者さんの告知場面に積極的

に立会い、先生の説明内容を理解されているか、

精神的サポートが必要な患者さんには私から声を

掛け、説明内容をもう一度理解できるように支援

しました。乳がんになったことで自分が置かれて

いる環境が一変してしまうことは、計り知れない

ほどの不安と恐怖です。とにかく患者さんの話を

聴いて自分では解決できない内容であれば担当部

署の長に確認し、先生に相談した方がいい内容で

あれば先生に話をして、患者さんと先生、他部署

の橋渡しができるように努めました。

　私は乳がんであることを患者さんに伝えたこと

で自分のつらい気持ちをコントロールすることが

でき、乳がん患者さんと向き合い、寄り添う看護

ができたと思っています。最初は、乳がん患者で

あることをハンディキャップに思い、乳がん患者

さんと関わることで過去のつらい体験を思い出さ

せる部署に配属された元看護部長を恨みました

が、今は感謝しています。乳がんになって 8 年

目になりますが、何年たっても再発に対する不安

はなくなりません。あと 2 年でホルモン療法が

終了するので後悔のないように治療を継続してい

こうと思っています。
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　現在、3 月 21 日より当院の看護部長に就任し、

乳がんになった時はこういう日が来るとは思って

もいませんでした。私が看護部長になれたのも職

場を辞めずに復帰し、仕事を続けることができた

からだと思っています。このため安心して職場復

帰ができるよう、復帰しやすい環境の提供と職場

のスタッフのサポートが大切だと実感していま

す。

　最後に私が乳がん患者になって感じたことは、

乳がんが自分の人生の糧になったということで

す。看護部長になり、乳がん患者さんと関わるこ

とができない立場になりましたが、これからは、

体験で築き上げた人生の糧を乳がん看護師の育成

に充てて尽力していきたいと思っています。

　ご清聴ありがとうございました。
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私と私の仕事について

　山本千夏です。よろしくお願いいたします。自

己紹介です。私は、愛知県一宮市という名古屋の

隣の町で生まれました。現在、クラーク株式会社

という 22 名ほどの小さな会社で人事・総務・経

理・商品管理を行う総務経理部の部長、インター

ネット販売部門の兼務課長として働いています。

休日は、NPO 法人で地域の環境を守る活動や一

宮市にヘイケボタルを再生させる市民ボランティ

ア「一宮平成ホタルの会」に参加しています。

　それから乳がん経験者コーディネーターをして

います。これは NPO 法人キャンサーネットジャ

パンが認定する資格です。乳がん経験者・その家

族・医療従事者ががんについて勉強をした後、取

得することができます。患者であったからこそ医

療従事者の方と患者さんの気持ちを少しでもつな

ぐお手伝いができるのではないかと思い、始めま

した。好きなことは、温泉に行ったり、ご朱印を

集めたり、食べることです（スライド 1）。

　スライド 2 は、私の仕事についてです。私は

短大を卒業してメーカーに就職し、その年の春に

結婚、翌年に出産のため退職をいたしました。当

時、妊娠や出産を機に退職することは珍しいこ

とではありませんでしたが、子どもの手が離れて

ゆくにつれて、すぐに仕事を辞めてしまったこと

が非常に悔やまれました。「仕事がしたい」「社会

復帰したい」という気持ちは日に日に強くなって

いきました。とはいえ、たいした社会経験も実績

もない私です。子育てのかたわらパソコン操作を

習いにいくなどいろいろな準備をしましたが、お

中元やお歳暮の時期にデパートで顧客データを入

力する期間アルバイトからのスタートとなりまし

た。何年かその仕事を続けた後、30 歳で会計事

務所のパート職員に、子どもたちの中学入学を機

に会計事務所の正職員となりました。現在の産業

第 2部　体験談（2）

山本　千夏
クラーク株式会社総務経理部長

治療と就労の両立�
〜 50歳からのキャンサーサバイバーライフ

スライド 1　自己紹介

短期大学卒業後、メーカーへ就職

21歳 結婚

22歳 出産退職

27歳 社会復帰へ 期間就労

30歳 会計事務所（パート職員）

35歳 会計事務所（正職員）

37歳 繊維卸会社へ経理職で入社

39歳 Ｗｅｂ販売部門へ転属

43歳 営業職と経理課課長を兼務

45歳 ネット営業課課長兼務

51歳 経理部部長 現在に至る

スライド 2　私の仕事について
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繊維資材の卸会社へは、37 歳で入社しました。

　入社当初は、経理・総務業務だけでしたが、3

年目にネット通販の業務が課され、45 歳にはイ

ンターネット販売部門となった課を任されるよう

になりました。入社以来、家事との両立で目の回

るような日々となりましたが、仕事ができること、

社会復帰が果たせたことの幸せと、あわせて 22

歳で子ども生んでおりますので 40 代後半からの

子どもたちのいない自分の時間をどう楽しむかに

向って、全身全霊で働いていました。現在、孫が

3 人います。あの頃想像したように、すでに子ど

もたちとは別々の生活となり、私の時間が始まっ

ています。

できることをやる―私の仕事と治療の両立―

　次に私のがんについてです（スライド 3）。こ

れまでの病歴と言えば、軽い十二指腸潰瘍と盲腸、

入院したのはその盲腸の手術と 2 回の分娩だけ

です。会社の健康診断も毎年受診し、結果はいつ

も「異常なし」という私に、「右乳房にしこりあり、

要精密検査」という検査結果のお知らせが届きま

した。2011 年 50 歳になった 7 月のことです。

当然会社へもその結果は届いておりますので、社

長の勧めで名古屋西部医療センターの精密検査を

受けることになりました。

　細胞診の結果は、「擬陽性」でしたが、超音波

画像、マンモグラフィー画像の様子から、かなり

高い確率で乳がんであることが告げられました。

私は「えっ、そうなんですか？」というような話

をし、今後受けることになる検査についての説明

を受け病院を出ました。さて帰り道です。検査が

終わり次第、出社する予定でしたので、当時直属

の上司であった社長に、検査で時間が遅くなった

こと、その結果「乳がん」であるらしいこと、今

後も検査があり、手術や治療が続くかもしれない

ことをはからずも伝えることになりました。その

時、仕事をどうするかについては考えていません

でした。

　それからの 4 週間はいくつかの検査とその結

果を聞きに午前中休んで出勤するという日があっ

たもののこれまで通り仕事をし、遠方への出張も

予定通り出かけました。

　告知は 9 月初旬でした。主治医から「浸潤性

乳管癌」であること、遠隔転移がないこと、自覚

症状などからリンパ節の転移がなさそうなので術

後がそれほど辛くないこと、その後の治療につい

ては生体検査の結果によることの説明を受け、手

術は 9 月 22 日に決まりました。この日を境に

私は「がん患者」と呼ばれるようになりました。

　会社の決算期末は 9 月 30 日です。経理部門

が 1 年でいちばん忙しい時です。手術の時期を

遅らせるべきか一瞬考えましたが、ひとまず社長

へ報告をすることにしました。ひととおり説明を

聞いた社長の答えは「ダメだったら、その時考え

ればいいから今はやってごらん」でした。中小企

これまで 病歴 十二指腸潰瘍・盲腸
入院歴 盲腸・分娩

50歳 2011.07   健康診断 要検査
2011.09   西部医療センター受診

（浸潤性乳管癌 原発 T2N1M0）
2011.9 乳房温存手術・

腋窩リンパ節郭清
2011.11〜2012.04 化学療法

51歳 2012.05〜2012.06 放射線治療
2012.08〜 内分泌療法

54歳 現在 内分泌療法継続中
子宮内膜増殖症 経過観察中

スライド 3　私のがんについて

2011.9.28～10.02 仕事再開

2011.8.8 初診・検査開始

2011.9.22～9.27 入院・手術

2011.9.28～10.02 自宅療養

できることを
できるようにやろう

スライド 4　仕事と治療の両立
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業は、その係の人がその仕事をする以外、他には

誰もまねできない仕組みで回っていますから、「と

にかくやってもらわないと」という空気が漂う中

で、手術も予定通り、2 週間ほど休むことも決ま

りました。当然のことながら手術入院の前夜もい

つも通り働きました。手術当日こそ静かでしたが、

入院・自宅療養中もひっきりなしに会社から電話

がかかり、メールもどんどんやってきました。「と

にかくやるしかない」状態でした。おかげで病気

のことを考える暇もありませんでした。退院の翌

日からは、腋下リンパ節の切除でたまる腋下のリ

ンパ液を抜くための通院が始まりました。

　職場復帰に当たり、社長に「しばらくは胸部の

傷が心配なので満員電車での通勤を避けた勤務に

したいこと」「2 〜 3 日おきにリンパ液の処置の

ため 1 時間ほど仕事を抜けること」を申し出ま

した。「できることをできるようにやる、できる

ようにするためにどうするかを考える。」ここか

ら、私の仕事と治療の両立がスタートしました。

　腋下リンパ液は 1 ヵ月ほどで治まってゆき、

胸部切除の傷も日に日に良くなりました。それに

合わせるように仕事も手術前の状態に戻った頃、

治療の方針が決まりました。がんの切除片に浸潤

がなかったものの、リンパ節への転移があったこ

とから、化学療法、放射線療法、内分泌療法の標

準治療となり、抗がん剤の治療は 11 月初旬から

始まることが伝えられました。

　スライド 5 は、化学療法の前半期間で、ファ

ルモルビシンでした。こちらの抗がん剤投与は通

院で受けられる治療です。事前に、投与後の副作

用をたずねました。程度の差はあるけれど、だる

さや食欲不振、発熱が起こるとのことでした。私

の場合は自宅に戻ると動いてしまうので先生にお

願いして入院治療を受けることにしました。発熱

をしたりして本当につらい時間をノートパソコン

と携帯電話を持って仕事をしながら病室で過ご

し、週末に自宅で休んで、3 週間は通常の勤務を

する生活を続けました。抗がん剤の投与が進むに

つれ、脱毛や味覚障害が始まり、ほかにも口内炎

や皮膚の炎症、発熱などさまざま症状が起りまし

た。しかし、どれが本当にひどくて、どれが大丈

夫な状態であるのかがわからず、投与後 2 週目

あたりで熱が下がらないので病院に行くと白血球

値がこれ以上下がると入院しなければいけないよ

と言われるぐらいでも投与の週以外は普段通りの

勤務を続けました。

化学療法:ファルモルビシン

◎治療週

火曜入院（治療）⇒木曜退院

土曜・日曜 養生

◎その他の３週間 通常勤務

症状
脱毛・味覚障害・皮膚の炎症・発熱・白血球の減少

対策
入院にて体力の温存・個室利用にて業務に対応

スライド 5　化学療法2011.11 〜 2012.02

化学療法:タキソール

◎治療週
月曜日（治療）午後養生

◎その他の日 通常勤務

症状
手足の痺れ・下肢の浮腫み・体重増加・皮膚の炎症

対策
車通勤への変更

スライド 6　化学療法2012.02 〜 2012.05

◎治療日

９時～ 治療

その後 通常勤務

対策
業務スケジュールのコントロール

症状
特になし

スライド 7　放射線治療2012.05 〜 2012.06
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　スライド 6 は、化学療法の後半でタキソール

でした。こちらは、週 1 回の投与でしたので通

院治療を受けることにしました。ファルモルビシ

ンは、投与後のつらさを越えるといったん身体が

楽に感じる瞬間が数日あるのですが、タキソール

は、投与を受けるたびにどんどんつらさが増して

いくものでした。投与回数を重ねるたびにだるさ

が増し、下半身の浮腫み、手先や足の裏も痺れて

ゆき、皮膚炎も薬を塗ったことでまた荒れていく

ような状態になりました。それでも、できること

をできるようにやる、できるようにするためにど

うするかを考えなければなりませんでしたので、

いよいよ駅の階段が昇れなくなった時は、通勤方

法を電車から自動車に変え、それでも休まず働き

続けました。

　化学療法の終了後、続けて 25 日間の放射線治

療期間に入りました（スライド 7）。治療時間自

体は、5 〜 10 分ですが毎日通わなければなりま

せん。朝 1 番に治療を受ければ 9 時半には出勤

できます。前日に翌日午前中分の仕事を片づけて

おくなどの業務スケジュールのコントロールをす

ることで乗り切りきることにしました。

　スライド 8 は、今でも使っているスケジュー

ル表です。横軸に日にちを取り、縦軸が年月です。

最初に病院にいった日から、手術で入院した日、

抗がん剤の投与を受け入院した日、治療をした日、

放射線治療を受けた日がわかるようになっていま

す。企業の方がご覧になると良いと思うのですが、

この表からそれほど休まないでも治療が続けられ

ることがわかります。人それぞれにステージや症

状がさまざまで、この表とまったく同じに治療が

進むということはないのですが、私の場合、休暇

は手術入院と意図的にとった抗がん剤投与の時だ

けです。あとは午前中に治療を受けて午後出勤す

るということで仕事を続けることができました。

術後 4 年経過の現在では、3 ヵ月に 1 回血液検

査と診察、内分泌療法の薬をもらうための通院の

みになっています。

がん罹患は「不運なことではあるが不幸
ではない」－経験を伝える意味

　これは東日本大震災の後、あるお坊さんの説法

を聞いた時の言葉です。「人の人生にはいろいろ

なことがおこります、それは不運なことですが不

幸なことではありません。不幸かどうかは自分が

決めているのです」。

　がんだとわかった時、なぜがんになったのだろ

う、あれが悪かったのかなぁ、なぜ気づかなかっ

たのだろうかと考えれば考えるほどわからなく

なった時、ふとこの言葉を思い出しました。私に

とってのこのがんは、自分の人生の終わりまでの

間に猶予をもらえたようもので、私のような性格

のものにとっては「良かったのかも…？」と思え

てきました。がんがわかったために自分のことを

とことん振り返ることができました。そうしたら、

仕事だけでなく定年退職したらやろうと思ってい

たことは前倒しでやろう。美味しいものは最初に

食べよう、行きたいとところはいちばん最初に行

き、したいことからしよう。会った人には次にま

た会えるかわからないので必ず会えてうれしった

ことやありがとうということを言葉にして伝えよ

う、後悔しないように毎日を大切することに気づ

けたのですから、私には不幸なことではないのか

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2011年8月
2011年9月

2011年10月
2011年11月
2011年12月
2012年1月
2012年2月 抗癌 抗癌 抗癌

2012年3月 抗癌 抗癌 抗癌 抗癌

2012年4月 抗癌 抗癌 抗癌 抗癌

2012年5月 抗癌

2012年6月
2012年7月

2012年8月
2012年9月

2012年10月
2012年11月
2012年12月
2013年1月
2013年2月
2013年3月
2013年4月
2013年5月
2013年6月
2013年7月

2013年8月
2013年9月

2013年10月
2013年11月
2013年12月
2014年1月
2014年2月
2014年3月
2014年4月
2014年5月
2014年6月
2014年7月

2014年8月
2014年9月

2014年10月
2014年11月
2014年12月
2015年1月
2015年2月
2015年3月
2015年4月
2015年5月
2015年6月
2015年7月

2015年8月
2015年9月

2015年10月
2015年11月
2015年12月

放射線治療 放射線治療

抗癌剤治療
抗癌剤治療

抗癌剤治療

手術入院

抗癌剤治療

放射線治療 放射線治療 放射線治療

スライド 8　2011年8月〜2015年12月治療スケジュール
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もしれません。

　スライド 9 の写真は、定年したら行こうと思っ

ていたニューヨークです。誰も知らない国なので

1 年ぶりにカツラを外しました。頭皮にあたる風

が気持ち良かったです。その下は孫たちとの温泉

旅行です。放射線治療後すぐ、孫に思い出を作っ

ておこうと出かけました。今年（2015 年）、か

ねてよりの念願だったスキューバダイビングのラ

イセンスを取りました。治療を始める前は山歩き

によく出かけていましたが、罹患後足元に痺れが

残り怖くてやめてしまったため自然に触れられず

残念に思っていました。歩かなくていいダイビン

グならできるかもと思い、肺の治療をして息苦さ

があるという不安を伝えると、インストラクター

の友人が「大丈夫だよ、気を付けながら降りてゆ

けば潜ることはできるよ」と背中を押してくれま

した。ライセンスを取って潜った海にまた楽しみ

が広がっています。

　スライド 10 は、「がんと生きるということ」

です。私は治療中いろいろ助けてもらうために周

りの人たちにがんであること、今どういう状態で

あるかということを普通に話してきました。その

せいか、中小企業の経営をする友人、知人から社

員に乳がんかもしれない人がいるのだけどという

相談を受けるようになりました。現在の罹患率か

らすれば、20 人程度の社員さんがいらっしゃれ

ば、本人やその家族を含めて乳がん患者さんが何

人か出てきてもおかしくありません。私は、ステー

ジによるけれど「けっしてあきらめないで、その

人の気持に添ってあげられることで働き続けても

らうことはできるよ」と伝えてきました。そうい

うことから、正確な知識や情報をもって寄り添え

るよう乳がん体験者コーディネーターの認定を取

りました。医療従事者の方と患者さんのほかにも、

企業さんとも理解しあえる関係になるお手伝いが

もっとできるよう勉強していきたいと思っていま

す。

がんと就労支援
―人生はがん告知では終わらない

　スライド 11 は、がんと就労支援についてです。

治療を続けながらこれがあったらいいなと思った

ことです。化学療法を受ける期間はけっこう不自

由な思いをします。買い物に行くのが辛いこと、

口内炎や吐き気で食べられないこと、家族にご飯

乳癌経験者コーディネーター 取得

乳がんと診断され直面する問題（主として乳が
ん医療情報に関する問題）を、解決できる・あ
るいは解決に導く既存の信頼性の高い情報にア
クセスし、提供できる能力を習得し、国が掲げ
る「がん対策推進」に寄与し、日本における民
間組織（NPO法人）の役割を果たし、これを
もってがん医療へ貢献するものです。

特定非営利活動法人キャンサーネットジャパン
東京都文京区湯島1-10-2 お茶の水K&Kビル2F
http://www.cancernet.jp Tel 03-5840-6072

スライド 10　がんと生きるということ

治療中の生活支援（衣食住との関わり）

◎食と乳がん 予防:安全、安心な食材の供給、食育、

対処:化学療法（味覚障害、口内炎）食材

◎衣と乳がん 手術→皮膚障害、リンパ節郭清→リンパ液排出のためのドレーン、

放射線療法→皮膚障害 化学療法→皮膚障害、脱毛

治療期間中を快適に過ごす製品の開発：

フード付きパジャマ、内側に縫い目のないパジャマ、

◎住と乳がん 睡眠の確保、 うつぶせ寝のための抱き枕など

患者ひとりひとり病状も進行も治療法も違うこと

誰にでもある罹患可能性があること

ひとの人生は、『がんの告知で終わらない』こと、

『終わらせない』こと

ご清聴ありがとうございました

スライド 11　がんと就労支援に

スライド 9　ワークライフバランス
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をつくってあげられないこと、脱毛時の冬には、

夜、首から頭が寒いこと、4 年たっても切除した

側を下にうつぶせになれないこと、人それぞれに

つらい時間を過ごします。そういう時期をうまく

乗り越えられる生活支援商品の開発や、それらの

商品やサービスがインターネットや近くのお店で

手に入れば、快適に治療期間を過ごし、仕事に出

かける勇気や元気が少しでも出るのではないかと

思います。社会全体が関心をもち、行政だけでな

く企業も生活支援に目を向けてくれることで就労

しようという気持ちを支えられるのではないかと

思います。

　最後に、患者一人ひとりで症状の進行状況や治

療方法が違うということは、私が最初に先生から

教わったことです。あわせて、再発を心配する私

に、元気だから再発しない、弱っているから再発

するというわけではない。「なぜということはな

いですよ」ともおっしゃられました。ふっと気持

ちが楽になりました。それなら自由に生きていこ

う、私らしく生きていこうという気持ちになりま

した。みなそれぞれ違うということです。今でも、

ついインターネットで生存率を検索したり、いろ

いろなことが新聞に書かれればそれが自分に当て

はまるのではないかと思ったりする自分がいま

す。そういう時は、いやいや私は私、これは書い

てあることだと思うようにしています。

　誰でもある罹患の可能性は、自分だけのことで

はありません。20 人ほどの小さな会社でも家族

を含めると 5 人や 10 人にがんが見つかること

はおかしいことではありません。もっと大きくと

らえて気楽に行政、企業、医療機関の方々と患者

がお互いの情報を共有することが、そう構えるこ

となくできるようになったらいいなと思います。

　私は、人の人生は「がんの告知で終わらない」

ということをもっと大きな声で言いたいと思いま

す。告知された時はびっくりしましたが、そこで

私の人生は終わりませんでした。余談ですが、こ

こでお話しさせていただくに当たり、私どもの社

長に「なぜ私に仕事を続けさせたのですか？」と

たずねてみました。「君は、休ませたら間違いな

く死んでしまうと思ったからだ」と言われました。

私は術後 1 年目となる 9 月に部長に昇格しまし

た。育て上げた労働者、その労働力を失うという

ことは会社にとっても大きな損失です。人生が告

知で終わらないように皆で力を合わせて就労支援

をし、普通の生活がキャンサーサバイバーのみな

さんのところで静かに続くことを願っています。

ご清聴ありがとうございました。
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がん告知・手術・治療から職場復帰まで

　愛知花子（匿名）と申します。私がなんとかが

んと向き合って毎日楽しく仕事をしていることを

お伝えするには、私が毎日、目にしている元気の

素を見ていただくことがいちばんだと思って私の

職場の写真を持ってきました。写真にあるように、

毎日子どもたちの中で仕事をしています。現在は

小学校に勤務しております。

　私のがんは 1998 年から始まります。姉も従

妹も叔母もみな乳がんでしたので、次は自分だと

いう思いで本当に不安でした。今でも不思議なの

ですが最初のがんで「悪性です」と言われた時に

肩の荷が下りた、ほっとしたという感じでした。

その時に勤務していた学校長先生が「うちの奥さ

んも乳がんだったし、奥さんのお姉さんも乳がん

だったけれど元気にしている。まあ大丈夫、とに

かく明日から休みなさい」と何とも気軽に言って

くださいました。ちょうど 2 学期末の保護者と

の個人懇談会を控えておりましたので、とても休

めないと思っていたのですが、校長先生が「そん

なことはどうにでもなる。とにかく手術に向けて

身体を休めなさい」ということで、本当に翌日か

ら休みに入りました。

　学級のことは心配でしたが校長先生のお骨折り

できちんと対応していただきました。その時私の

娘は中学 2 年生と小学 6 年生でした。仕事は何

とかしていただきましたが、娘のことは本当に気

がかりでした。

　また自分はどうなっていくのか、その時の主治

医の先生に「余命は？」という言葉は恐くて聞け

なかったものですから、次のように主治医の先生

にはお聞きしました。「もしあと 6 ヵ月くらい生

きていられるならば私は私のために生きていきた

いです。もし 1 年くらい生きていけるならば、私

は家族と自分のために生きたいです。もしももう

少し長く生きていけるならばもう一度仕事に戻り

たいです」と言いますと、主治医の先生は「大丈

夫ですよ、まず身体を休めて治療をして、それか

ら仕事に戻りましょう」と言ってくださいました。

　1 年間お休みをいただきました。仕事に復帰し

ました。本当にうれしかったです。前と同じよう

に働くことで病気になる前の自分に戻れたように

思いました。

　検診はずっと続けていました。5年たちました。

「異常なし」でした。主治医の先生が、「乳がんは

たちが悪いので油断はできませんよ」と言われま

した。10 年たちました。私は心のどこかで「私

はちょっと運がいいかも」と思っていました。

まさかの 15 年目の再発

　ところがもうすぐ 15 年目に入るという時に再

度乳がんが見つかりました。本日もお見えの赤羽

和久先生（名古屋第二赤十字病院）に見つけてい

第 2部　体験談（3）

愛知　花子
愛知県小学校（勤務）
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ただきました。「悪性でした」と言われた時に、

本当は何と言われたのかまったく覚えていませ

ん。思い出しても、思い出しても、赤羽先生がど

のような言葉を使われたかはまったく覚えていな

いのですが、覚えていることは即座に「私、仕事

辞めます」と言ったことです。普通ならステージ

はいくつぐらいですかとか、どの程度ですかとお

聞きすると思うのですが、私がまず考えたのは仕

事のことでした。

　前回の乳がんの時には担任をしていましたので

子どもたちに支障が出ないように代わりの先生が

配置をされます。その方に任せてゆっくり休むこ

とができます。ところが今回は違う立場におりま

したので、私の仕事の代わりをやるための人は配

置されません。他の人が私の仕事をやっていくと

いうかたちになります。小学校の現場もけっこう

忙しいものですから、休みもなく働いている人に

私の仕事まで負わせる、そんなことはできない、

私は辞めるしかないと考えていました。

　そうすると赤羽先生は「ちょっと待ってくださ

い。今決めないでください」と言われました。そ

れでも、考えても考えても仕事を続けることはで

きないと思い、翌日は気が重い中、いつも通りに

学校に行きました。9 月初旬のことです。朝は登

校指導をしますので門に立つとランドセルを背

負った子どもたちがいつもと変わらぬ元気な声で

挨拶をしてくれます。ああ仕事は辞めたくない。

この空間にずっといたいと思いました。子どもた

ちに涙を見られないようにするのが精一杯で、こ

の日は挨拶を返すことができませんでした。

　仕事をしながら治療することを決め、主治医の

赤羽先生にご相談して、治療計画を立てていただ

きました。運動会が終わった後に手術をし、2 週

間の入院をしました。退院後の月曜日からは学校

に出ていきました。中にはそう無理をする必要は

ないのではないかとか、仕事より身体が大事だと

言う方もおられますが、私は、これが私のがんへ

の向き合い方だと思っています。抗がん剤の治療

中もほとんど仕事を続け、つらい時だけ午後に早

退したり、朝がつらくて起きられない時だけ遅刻

をして学校に行くという生活でした。

　抗がん剤治療は冬の時期でしたので、学校現場

はインフルエンザがまん延する時期です。保健室

にいる養護教諭の先生が、私の机のところにいろ

いろな抗菌グッズを置いてくれたり、用務員の方

が何度も何度も「先生、うがいした？」と言って

イソジンを置いてくれたりして、なんとか風邪す

ら引かずに仕事をしながら抗がん剤治療を続ける

ことができました。

仕事を辞めないで良かった

　それから 2 年たち、ついつい爆弾を抱えてい

ることを忘れて仕事をしていますが、同僚たちか

らは「ちょっとコーヒーでも飲んで休憩したらど

うですか？」というような声も掛けてもらえます。

こうやって何とか仕事を続けられるのも家族の理

解と職場の理解や同僚の支えがあってのことだと

思っています。

　そして何よりあの場で、「仕事を辞めることは

今決めないでください」と言ってくださった赤羽

先生には深く感謝申しあげます。

　私が入院していた時の第二赤十字病院の窓から

虹が見えたことがあります。他の患者さんたちと

いっしょに写真を撮りました。

　私の学校が学習発表会を先日行いました。各学

年が催しをした後で学年そろって合唱を発表する

のですが、3 年生は「BELIEVE（作詞・作曲　

杉本竜一）」という曲を発表しました。本当にそ

の詩が私を励ましてくれているようで、また仕事

を頑張りたいと思いました。この曲を聴いていた

だき私の発表を終わります。ありがとうございま

した。
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■ 高橋　仕事以外のお話

でも盛り上がったかもしれ

ませんが、とりあえず本日

のお題の「何に困ったか・

どんな工夫をしたか・どん

な支援があればよかった

か」というテーマで話し

合った内容を 1 班 2 分でまとめてください。

＜グループ発表・1 ＞
　私たちの班では職場に復帰した方が 2 人、今

治療中で休職中の方が 1 人。どうしようか悩ん

でいる方が 1 人、あとはご家族と医療者という

グループでした。復帰した方は、職場の上司の方

の理解があったことが、非常に、復帰の力になっ

たそうです。気持ちだけの問題ではなく、仕事形

態や時間を融通してくださったおかげで復帰しや

すかった、仕事がしやすかったという意見が出ま

した。

　今、治療中で休職の方は医療系の会社の方で、

ご家族と一緒に来られています。1 年後に復帰予

定とのことですが、仕事で患者さんと関わること

が生きがいである反面、フルで働くことには身体

の心配もあり、調整に不安を抱えているそうです。

ご家族の方は本人の身体の心配はあるものの、生

きがいと思っている仕事を続けてほしいそうで、

かなりサポートをされていると感じました。職場

復帰をどうしようかと悩んでいる方には、グルー

プのメンバーがいろいろ助言をしていました。

■ 高橋　ありがとうございました。きっと他の

チームからも似たようなご意見が出るかと思いま

す。重複してもいいですからね。それでは次の班

お願いします。

＜グループ発表・2 ＞
　職場復帰で困ったこととして、大きく分けて人

間関係と通院のしやすさというテーマについて、

いろいろな意見が出ました。人間関係については、

がん体験は人によって異なるので、経験を必ずし

も活かせないところもあり、どう振る舞っていい

か困ったという意見。また、頑張って元気に振る

舞っていると周囲から「ああ、もう元気なんだな」

と思われて、サポートしてもらえなくなったらど

うしようと思って悩んだという話もありました。

　通院についても同じように、自分の仕事のカ

バーをどのようにうまく同僚に頼んだらいいか悩

むという話が多く出ました。

　復帰にあたってどういう環境が整っているとい

いかという点ですが、職場に同じような病気を

経験した方がいる場合とまったくいない場合の 2

通りあります。似た病気の方がいる場合は、会社

の方々も理解を示してくださるのですが、症状

や治療については個別対応が必要ですから、「前

の人は元気だったよ」という言葉が逆にプレッ

シャーになったり、前の人を意識して頑張りすぎ

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇

仕事を続けるために―何に困ったか・どんな工夫をしたか・
どんな支援があればよかったか
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てしまい、つらい思いするケースもあったりする

ことがわかりました。

　逆に経験者がまったくいない場合、職場はどう

したらいいかわからないし、患者自身も今後どう

なっていくのかわからない。その不安をどう解消

していけばいいのか。会社内で話し合ったり、本

日のような会を利用して知識を高めていったりす

るのも良いのでは、という意見がありました。

■ 高橋　ありがとうございます。問題もいろい

ろですね。職場にがん体験者の人がいる時、前の

人に引っ張られることはありますね。初めての

ケースになった方が会社の中でどのように動いた

か、会社がどう対応したかは、その後に大きく影

響するでしょうね。では次のチームお願いします。

＜グループ発表・3 ＞
　「職場復帰時に困ったことは何か」ですが、先

ほど体験発表をされた方は恵まれているのではな

いかという感想が出ました。やはり中小企業や小

さな民間企業ではスタッフが休むと立ちいかなく

なる状況があり、そういう職場では病気になると

パートにならざるを得なかったりします。仕事に

生きがいを持って進んでいる時にがんになってし

まったのは、やはりつらかったという意見があり

ました。どういう就労支援があれば、生きがいを

持ち、これまで頑張ってきた仕事が続けられるの

だろうかということです。

　それから体験談にもあったように、病気のこと

を正直に話して配置転換してもらい、働きながら

治療を続けられるようにしたという経験談も出さ

れました。これからどうしようかという方もいらっ

しゃるものですから、実際に経験されてきた方の

お話はとても参考になったそうです。

　どうしたら仕事がしやすくなるかという点です

が、みなさん普段から確認している方は少ないと

思うのですが、ご自分の職場の就業規則にどうい

うことが書かれているのか確認するべきという意

見が出ました。病気になった時に自分の職場では

どういうことが保障されているのか。自分が出勤

できなくなった時に代替があるのか。元気なころ

からそういうところも確認しておかなくてはいけ

ないという意見でした。

　それから、自分がつらい時は、具体的につらい

と伝えていかないと周囲はわからないので、何が

できなくて何を助けてほしいのかを具体的に言う

ということ。たとえば重いものを持つお仕事の方

が何人もおられたのですが、ただ「重いものを持

てない」と言っても伝わらないのです。どれぐら

いの重さなら持てるのか具体的に自分が伝えてい

かないと、企業の方は「それならあなたには仕事

を頼めない」となってしまい、それではいい関係

は築けないというコメントがありました。

　その他として、このグループにはもうお仕事を

辞めてしまっている方もおられましたが、いろい

ろな話を聞いて元気をもらったり、生きがいを持

つという意味でも、学びの場として今日は参加し

てくださったそうです。以上です。

■ 高橋　ありがとうございました。やはり具体

性というのはとても大事ですね。先ほど「具体的

に説明しましょう」と私は言いましたが、状況は

会社や部署によっても違うわけですから具体的に

伝えるのはとても大事ですね。「重いものとは？」

という例示はなるほど、と思いました。ありがと
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うございました。それでは次お願いします。

＜グループ発表・4 ＞
　このグループは、現役でお仕事をしている方が

1 人、またパートのお仕事の方もいました。現役

の方は日本ではなくアメリカ駐在の時に病気がわ

かり、会社と交渉して日本に帰国して治療を受け

たということです。それから、仕事と治療スケ

ジュールの関係を調整してもらったという方もい

ました。治療計画もがんの部位によって異なると

のことです。乳がんの治療スケジュールはわりに

わかりやすい。また、がんといっても、原発や転

移もある。さまざまな状況のスケジュールについ

て、自分なりに確認してみたいことでもあります。

　それから先ほどのプレゼンで「愛知県の取り組

み」が紹介されていましたが、私が資料をざっと

見た感じでは「診断書」という言葉がたくさん出

てきて、病院側と県側がうまく回していく体制が

今後どのようにしてつくられていくのか、ややわ

かりにくい部分がありました。

　その他のコメントですが、休職をすると出世の

妨げになるのではないかという心配も出ました。

そういう点では会社側とどのように対処していけ

ばよいでしょうか。また同僚との関係も問題にな

ることがあるという意見もありました。それから、

高齢者のがんと就労。60 歳で第１次定年、それ

から再雇用もありますが、仕事がしたい高齢者へ

の枠も今後は考えねばならないという話が出まし

た。

■ 高橋　ありがとうございました。『がんと仕事

　Q&A』の中に「昇進に対する考え方」という

セクションがあります。労働者への評価は、営利

企業である組織としては避けて通れないもので

す。病気との関係でそこをどう考えるか、『がん

と仕事　Q&A』集を見ていただければと思いま

す。ほかにも大事なポイントが出されました。高

齢期、あるいは逆に小児期や若年成人期にがんと

わかった方が、どういうように仕事と向き合うか

といった「ライフステージと仕事」も重要テーマ

だと思います。治療スケジュールのトピックも、

標準治療が確立されて見通しがたちやすい場合は

スケジュールもたてやすいでしょうが、がんの種

類や進行度によってはスケジュールの個別性は高

くなることがあります。また、職場と医療機関の

情報共有は、本当に重要な課題ですね。それでは

次のグループお願いします。

＜グループ発表・5 ＞
　こちらのテーブルでは休職した方と仕事をしな

がら治療を続けた方がおられて、みなさん頑張っ

てこられたのですが、簡単にまとめさせていただ

きます。これまでの発表とほとんど重複している

ので、今から 2 点、これまでとは違うテーマを

発表したいと思います。

　ひとつめは「まず職場に話しましたか」という

ことです。「言った」人が 1 人、「言わない」が

6 人でした。どうして言わなかったか。上司にだ

けは言ったものの同僚には言えなかったという方

がいました。その理由が、たとえば交通事故やセ

クハラや妊娠出産など、いろんな事情があり、会

社もいろいろ対応策は考えてあるのでしょうが、

誰かが休むと現実的に同僚にとっては負担でしか

ないので、嫌みを言われてしまう現状がある。だ

から同僚には言いにくいとのことです。

　それから「がんでも働き続けるにはどうしたら

仕事を続けるために―何に困ったか・どんな工夫をしたか・どん
な支援があればよかったか
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いいか」ということでは、がんについて周囲に知っ

てもらいたいということにもつながるのですが、

がんとわかっても働けるという安心感がやはり大

切だという点で、みんなの意見が一致しました。

これからは学校教育の中にもがんの勉強をどんど

ん取り入れて、誰かが困っていたら助けるのが当

たり前の社会にする。現在は自分に負担がかかる

と怒る人が多いですし、正直に言えば、がんになっ

た人に協力なんかしない、がんで働けないなら辞

めてもらいたいという態度をあからさまに表す人

もいるようです。学校教育や職場の啓発をより手

厚くしていただきたいという思いがあります。

　また社会保険の人は有給休暇が取れますが、国

民健康保険では、治療のために仕事を休むとお給

料は出ません。収入の不安が大きいので、国から

何か補助があるといいなという意見もありました。

　それからやはり検診をどんどん進めること。ど

うしたら検診を受けてもらえるかですが、乳がん

検診なら女性の先生が多いところは人気がありま

す。名古屋の人は無料と言われると飛びつく、ま

たプレゼントがあると飛びつくので（会場笑）、

そういう特徴をつかんで検診に行かせるようにし

ていただきたいという意見が出ました。以上です。

■ 高橋　はい、ありがとうございました。県の

がん検診にも活かせるかもしれませんね。職場に

病気をオープンにするかどうかは、本当にみなさ

ん悩みます。誰にどこまで言うか。同僚の負担に

ついても、嫌みを言われたりするということもよ

く聞きます。誰も好きでがんになるわけではない

のに、です。これは会社としてのマネジメントも

大きいですね。嫌みに傷つきながら、そんな同僚

に頭を下げ、汗をかきつつ対応する方もたくさん

います。これは職場全体で考るべきことですね。

　それから、安心感や学校教育。最近は、教育現

場での子どもへのがん教育の取り組みも広がって

きました。でも子どもだけでなく、職場や地域の

大人に向けたがん教育も大事かもしれません。あ

りがとうございます。それでは次お願いします。

＜グループ発表・6 ＞
　私たちのグループは、職場への伝え方や、職場

に伝えて実際にどうだったかについて話が出まし

た。恵まれているのかもしれないのですが、職場

に伝えたら配慮してもらえたという人たちが多

く、そこから話が続かなくなってしまいました。

私たち患者も、企業や行政がやってくれるのを

待っているだけではなく、自分たちからも発信し

ていかなくてはいけないですねという話が出まし

た。

　ただそのあと本当に話が途切れてしまったの

で、ファシリテーターの方から自由に話をしてい

いよと言われましたので、たまたま乳がん患者さ

んが多かったこともあり、治療中の生活の方に話

が行ってしまいました。

　先ほど愛知県の取り組みの発表もありました

が、情報発信の際には、そこにたどり着くことが

できるような工夫が必要だと思います。情報を発

信したら、どこでその情報を見つけられるかまで

事前に考えておくとよいのではないかと思いまし

た。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。情報発信とは、

実は簡単なことではないと思います。たとえば研

究班でも冊子や『Q&A 集』などをつくるのです

が、いいものができたぞと思って情報発信を頑

張っているつもりでも、その情報を知らない人ば

かりなのです。情報発信の方法は、みんなで考え

ていかなければならないですね。今日のよう情報

共有の機会もとても大事だと思います。さて、あ

と 2 グループになりました。お願いします。

＜グループ発表・7 ＞
　こちらのグループでは、働く場面でひどく困っ
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たというほどではないものの、会社の人手が足り

なくて休みたくても休めなかったという方がいま

した。それから同じ職場の方にすでにがん経験者

の方がいらした場合は、企業の方も対応を心得て

いた部分もあったそうです。復帰に当っては、た

とえば短時間勤務から始めたり、受診の時のお休

みを取りやすくするような配慮があると、とても

過ごしやすいということでした。乳がんの場合は

比較的治療スケジュールがわかりやすいのですが、

体調には個人差がありますから、おそらく何ヵ月

後に復帰できるという説明があっても、その時に

自分が自信を持って「はい、復帰できます」と言

えるような体調であるかどうかはわからない。自

信がないとしても、もしそこで引っ込んで退職や

休職という話になろうものなら、企業も守りに入っ

てしまうかもしれません。自信がないと言う人を

働かせて、その方が万が一再発でもしたら会社の

責任になってしまうという考えも働いて、退職と

いう言葉を出したら、そこで受理されてしまうか

もしれません。やはりこちら側から、どんどん企

業に対して働きたいという意思をきちんと伝えて

いかなければならないという意見が多かったです。

　ただ企業側の理解も「まだまだ」ということも

確かです。そこは、若尾先生や高橋先生、また今

日お話をしてくださった愛知県の井上さんにも、

どんどん企業側に、がん患者もきちんと働くこと

ができるのだということをアピールしてもらえる

といいなという意見が出ました。

■ 高橋　ありがとうございます。本当にそうで

すね。スケジュールの見通しを伝えましょうと

言っても、「この通りですか？」「本当に戻れます

か？」と言われた時に、「その通りです」と自信

を持って言えるかどうか。「いや必ず戻れるかと

言うと…」とトーンダウンすると、「戻れないか

もしれないのですね」と言われるかもしれない。

そのあたりは、けっこう度胸と交渉力が必要かも

しれません。再発するかどうかは、どう働かされ

たかとは無関係です。ただ中には、働かせ方が悪

かったから再発したのか、安全配慮義務との関連

で問題がなかったか、と心配をする企業もあるか

もしれません。とても大事なポイントをいただき

ました。ありがとうございます。それでは最後の

グループ、お願いします。

＜グループ発表・8 ＞
　こちらのグループは非常に女子力が高い方たち

でした。みなさん非常勤やパートの方々ですが、

勤め先でのご自分の役割や立場をまず自覚されて

いました。ご自身がどういう治療を受けるのかと

いう点で、会社に対しての説明が非常に上手です。

たとえば治療を受ける中で吐き気やじんましんな

どの副作用が出てくる場合、今はこういう状況で

すと上司に相談をする。ご自身も外勤は無理だけ

れど内勤なら大丈夫だときちんと伝え、上司も聞

いてくださっています。やはり自己申告すること

が非常に大事で、職種によって、たとえば重たい

ものを持ったりするような、自分の身体状況に負

担がかかる場合にはきちんと言わなければいけな

いという意見が出ました。

　ただ事務職など、身体的にはさほど負担がない

職種で、外見上も治療をしていることがわからな

い時には、職場に言う必要はないと考えて、周囲

にまったく言わずに治療スケジュールを調整しな

がらお仕事をしている方もいらっしゃいました。

　ご自身が治療を受けながら再就職するに当っ

て、個人情報に属する「治療を受けている状況」

についてどこまで言うべきかで少し議論になりま

した。「言う必要はない」という意見や、あとか

ら症状が重くなって「なぜ言わなかったのです

か？」と言われた時に、どう対応するか。会社に

対して迷惑になるのではないかという意見もあ

り、そのあたりは非常に難しいところで、ここに

ついては結論は出ませんでした。
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　またご本人はパートや非常勤で経済的にご主人

のサポートがある場合はともかく、ご自身が家計

の中心を担う時に職をどこまで維持できるのか。

維持できない時の経済的な負担は深刻です。そこ

はやはり社会的保障が必要だということで、国や

県や市が、さまざまな社会保障を担保してくれる

といいというところで話は終わりました。

■ 高橋　ありがとうございました。8つのグルー

プからそれぞれとても要領よくご発表いただきま

した。外見上はわからない時、職場からの配慮を

必要としない時には「言わなくてもいい」という

判断は実際にあります。ひとつだけお答えすれば、

職探しの時のカミングアウトについては、本当に

配慮の必要はない、その条件であればまったく他

の人と同じように働けるというのであれば、「言

わない」という判断はあります。特別な背景の仕

事でない限り、あとで症状が重くなっても「言わ

ないで入職したこと」に法的な問題はありません。

したがって言うか言わないかは、長い目で見た時

に、言っておいた方が得かどうかがひとつの基準

になるかもしれないですね。そこは本当にみなさ

んがとても悩むところです。働き方にまったく遜

色ないから言わないという判断があっても、病気

を公けにしないことを後ろめたく思う人もいま

す。ただ私たち、自分の秘密をすべて周囲に公開

して暮らしているわけではないですよね。言うべ

きかどうかは、長期的な利益を考えて判断するこ

とがひとつのポイントかもしれません。

閉会にあたって

■ 高橋　ホワイトボードの字、いつもはもう少

しきれいに書くのですが…。今日は本当にいろい

ろなポイントが出ました。これはしっかり持ち帰

らせていただきます。本当に今日はありがとうご

ざいました。このご縁を大事にしてまた会えると

いいですね。若尾先生、一言お願いします。

■ 若尾　本当にみなさんありがとうございまし

た。生の声をうかがうことができて、困っている

方、なんとかご自分で頑張っている方、いろいろ

いらっしゃることが本当によくわかりました。こ

の声をぜひ国の方にも伝えて、対策に活かしてい

ただくようにいたします。ご存じの方もおられる

でしょうが、第Ⅱ期がん対策推進基本計画の中間

報告が 2015 年 6 月に出されています。中間評

価では不十分な状況だったので、新たに年度内に

「加速化プラン」がつくられることになりました。

就労支援もさらに進める方向ですので、そこを具

体的にどうするか、まさに今、国のがん対策推進

協議会で検討しているところです。そこにもどん

どん意見を上げていきたいと思っています。

　ぜひとも、今日つながったみなさま同士でこう

いう会を開催していただければと思います。本日

はどうもありがとうございました。

■ 窪田　智行（総合上飯
田第一病院乳腺センター長）

　長い時間本当にみなさん

ありがとうございました。

気づいたらもう夕暮れで

あっという間に時間が過ぎ

てしまいました。次回以降

についてはまだ何もプランはありませんが（会場

笑）、できるだけみなさまのために、こういう場

を提供していければと思っています。今回は複数

の医療機関の医療者がスタッフとして参加して、

この会をつくりあげてきました。みなさまからの

熱い拍手をお願いします（拍手）。どうもありが

とうございます。みなさまの一言一言が、次の会

の運営に役立ちますのでアンケートにもご協力く

ださい。みなさん今日は本当にどうもありがとう

ございました。
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「ご当地カフェin名古屋」アンケート集計 参加者　54名（スタッフ除く）
平成27年11月15日（日）実施 回答者　50名（回答率　92.6％）

アンケート集計

原文ママ

など

とても良い話が聞け、楽しい雰囲気で来てよかったです。治りょう中で、時間が長いのが少しつらかったですが途中、気分転換の
休けいもあり配りょいただいていたと思います。皆さんありがとうございました。

職場復帰前に、少しでも情報を収集しようと思い参加しました。症状が人によって異なるので、全てがそのままという結果にはなり
ませんでしたが、他の患者さんのお話をきけたのは、今後自分がどうなっていくのか、少し想像がつくようになったので、ありがた
かったです。今日はありがとうございました。

有効、有意義の時間でした。介護含め社会か理解あるように。

交流の時間がもう少し長いとよかったと思います。また機会があれば参加したいです。ありがとうございました。
次回又この様な機会があれば参加したいです。ハローワークで病人枠を作ってほしいです。高齢者などと同じ様にしてほしい。

カフェたいむが短かったので心残りです。
病院内の患者会はありますが違う病院の方と知り合えたことがよかったです。
体験者の声が聞くことができ、有益でした。

私も乳ガン患者ですが、仕事に就く悩みなど、たくさんの方々の意見が聞く事が出来、再就職の時の参考にとてもなりました。あ
りがとうございました。

次回も期待しています。

又、開催して下さい。スタッフのご労力に感謝します。ありがとうございました。

本当に様々な立場な方がいらして、有意義な話が伺えて良かったです。しかし、ネガティヴな表現になりますが、本当に今、就労
について苦しんでおられる方は、逆にこのような会に参加することに気遅れし、二の足を踏んでしまうのではないでしょうか？そう
した方々へどうアプローチしてゆけば良いのかが、今後の課題だと思います。（とにかく皆様、ポジティヴに仕事と向かっている方
ばかりだったので）

参加者の感想（自由記述）

もっと若い世代の人も参加すると良いのにと思いました。
こういった交流の場がちょくちょくあるといいと思う。

とてもきちょうなご意見が聞けて良かったです。

チームに分かれテーマを話し合い、発表するスタイルははじめての事で新鮮でした。話し合いの時間がもう少しあるとよいです。

体験談がとても良かった。仕事というテーマがはっきりしているものも良かった。つい病気の話にばっかりなる会が多いので。それ
はそれで必要なんですが。

とても良い時間を過ごす事が出来ました。同じテーマで皆が話し合い、その意見を出す、交換し合う、良かったです。次回も宜しく

半年か1年後に、また、開催してほしいと願っています。ありがとうございました。
ありがとうございました。ガンに関する知識制度がどんな状況にあるか知る事ができました。また参加したいです。

8.0% 90.0% 2.0%
性別 男性 女性 未回答

0.0%

8.0% 26.0% 52.0% 14.0%
年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

78.0% 22.0%

0.0%0.0%0.0%

Ｑ２．有意義でしたか？
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 有意義ではなかった

90.0%
6.0%

0.0%
2.0%

4.0%

患者・家族

医療関係者

企業関係者

その他

未回答

立場（複数回答）

66.0% 32.0% 2.0%

0.0%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 あまり出来なかった 出来なかった

52.0% 46.0%
0.0% 0.0% 0.0%

2.0%

Ｑ４．様々な立場の方と交流ができましたか？
出来た まあまあ出来た どちらとも言えない あまり出来なかった 出来なかった 未回答
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