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

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

「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 28 年度 活動報告

年度 活動報告

28

国立がん研究センター

平成29年3月31日 発行
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
編 集
がんサバイバーシップ支援部 高橋 都
発 行
国立研究開発法人 国立がん研究センター
〒104−0045 東京都中央区築地5−1−1
Tel 03−3542−2511（代表）

国立がん研究センター

『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 28 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。
平成 28 年度は、公民館カフェを２回、ご当地カフェを２回（松本市・岐阜市）、がんサバイバーシップオー
プンセミナーを４回開催しました。とりあげたテーマは、医師のがん体験、医療と音楽、がん患者や家族
の就労、若年世代のがん、家族のがん、サイコオンコロジー、緩和ケアなど多岐にわたります。過去に開
催したすべての会の記録は、カフェ公式サイト (http://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/05survivor
/05survivor_05.html) からもご覧いただけます。
ご感想や今後のテーマのご要望など、皆さまからのメッセージをいただければ幸いです。

平成 29 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）：〒 104-045 東京都中央区築地 5-1-1
cis-sr-cafe@ml.res.ncc.go.jp

◇ 「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 28 年度は松本市と岐阜市で開催しました。
◇ 「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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第5回
メインテーマ

がんサバイバーシップオープンセミナー

最新がん緩和ケア 〜緩和ケアって、
終末期医療だと誤解していませんか？〜
2016 年 4 月 27 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

開会の挨拶

若尾

文彦

国立がん研究センターがん対策情報センター長

みなさん今晩は、国立がん研究センターがん対

報告』という報告冊子ができました。まだみなさ

策情報センター長の若尾と申します。本日はお忙

まには、見ていただくことができないのですが、

しい中、がんサバイバーシップオープンセミナー

まもなくがんサバイバーシップ支援部のホーム

にご参加いただきありがとうございます。

ペ ー ジ（http://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisio

このがんサバイバーシップオープンセミナーは

ns/05survivor/05survivor_05.html）から PDF

今回が５回目となります。昨年（平成 27 年）か

をダウンロードするようなかたちで用意している

ら始まり、昨年度は４回開催しました。昨年は年

ところです。今までのものもご覧になっていただ

度の途中から始めたのですが、今年は年度初めか

きたいと思います。

ら始めて、４回

さて本日のテーマは「最新がん緩和ケア〜緩和

を予定していま

ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？

す。

〜」です。緩和医療については、がん対策基本法、

今までの記録
につきまして

6
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及びがん対策推進基本計画が始まってから、いろ
いろなところで言われ続けております。

は、『「がんサバ

最初の平成 19 年の第１期の計画では、「治療

イバーシップ

の初期段階からの緩和ケアの実施」で、第２期の

オープンセミ

平成 24 年には、さらに前倒しされて、「がんと

ナ」「 公 民 館 カ

診断された時からの緩和ケアの推進」となり、ど

フ ェ」「 ご 当 地

んどん前になってきています。ところが一方、緩

カ フ ェ」 平 成

和ケアというと最後の手段と思っている方が今で

27 年 度

もおられます。

活動

オープンセミナー・第 5 回

2017/03/21 1:07

医療者の中では時々、笑い話のように言われる
こともあるのですが、「緩和ケアを」と言うと、

ただきたいと思います。
日本のがん医療としては、今年が、がん対策基

患者さんが怒り出してしまう。そういうことが一

本法制定から 10 年ということで、今、超党派議

方である中で、本日は、緩和ケアについてどうす

連「国会がん患者と家族の会」でもがん対策基本

ればみなさまに正しく理解していただいて、しか

法の改定案を考えています。2017 年６月には第

も頭で理解する、知っていただくだけではなく、

３期の基本計画を策定するということで、大事な

実際に活用していただくには、どのようにすれば

節目の時です。緩和ケアはこの 10 年であまり進

いいかということについて、まず里見先生からお

んでいないのではないかというご意見もあります

話をいただきます。また、後半部分ではみなさん

が、これからどうすればいいかということなど、

のご意見等をいただきたいと思います。ぜひ忌憚

ぜひみなさまのご意見をいただければと思いま

のないご意見をいただければと思います。短い時

す。どうぞよろしくお願いいたします。

間ですが、ぜひみなさんには積極的に参加してい

開会の挨拶
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セミナーを始めるにあたって

高橋

都

国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

みなさま今晩は、第５回がんサバイバーシップ

真は、著作権のあるものだといろいろとめんどう

オープンセミナーを始めさせていただきます。私

だと思われた里見先生が、八ヶ岳の空をご自身で

は主催のがんサバイバーシップ支援部長の高橋と

撮って表紙にしたのだそうです。したがってこれ

申します。ご参加ありがとうございます。

は“里見先生の空”です。今日セミナーの最中に

資料の確認をさせていただきます。里見先生の

みなさまも中をパラパラとご覧になって、もしで

「最新がん緩和ケア」というパワポの資料と

きたら参加者アンケートの裏にでも冊子に関する

OPTIM（OPTIM プ ロ ジ ェ ク ト：Outreach

ご感想もいただければ幸いです。

Palliative care Trial of Integrated regional

本日の進行ですが、今から７時まで里見先生に

Model、厚生労働科学研究費補助金第３次対が

ゆっくりお話をしていただいて、７時から７時

ん総合戦略研究事業「緩和ケア普及のための地域

30 分まで 30 分間でしっかり質疑応答をします。

プロジェクト」）の「がんの痛みが心配なとき」

ご講演の中では「これはどう思いますか？」とい

というタイトルのもの。それから『私のカルテ』

うみなさんに直接問いかけが飛ぶかもしれませ

という冊子、そして本日のアンケートという、こ

ん。その時にはざっくばらんにお返事をよろしく

の４種類があります。

お願いします。

この『私のカルテ』というのは、里見先生のプ

それでは国立がん研究センター中央病院の緩和

レゼンの中でもお話があると思いますが、里見先

ケアチームのリーダーでいらっしゃいます里見絵

生たちのチームが作られた、自分で記録するカル

理子先生にお話をいただきます。里見先生お願い

テと言いますか、記録集です。中を見るとなるほ

いたします。

どと思う記載がたくさんあります。この青空の写

8
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最新がん緩和ケア

〜緩和ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？〜

最新がん緩和ケア

〜緩和ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？〜

里見

絵理子

国立がん研究センター中央病院緩和医療科長・緩和ケアチーム

めてお話しします。スライド１は 2015 年の世

はじめに―

論調査です。緩和ケアについて知っているという

「緩和ケア」はどこまで知られているか

人はだんだん増えています。2008 年に日本緩和
医療学会が一般市民の方に「緩和ケアとは何か

みなさま今晩は、緩和医療科長の里見と申しま

知っていますか」という調査をした時には、少な

す。手元の冊子で八ヶ岳の話が出ましたが、私は

い数字で 56.4％という数字でしたが、今は 67％

地元が山梨県で時々帰省します。今まで大阪に住

を超えて「緩和ケア」という言葉が知られていま

んでいまして、２年前からこちらにお世話になっ

す。

ていますが、こちらに来るようになってからは

私も病院にいれば緩和ケア医だと分かってもら

時々、八ヶ岳に行っては、ちょっと遊び、また仕

え る の で す が、 ふ だ ん の 生 活 の 中 で 子 ど も の

事に戻るということをしています。

PTA のお母さんたちに「里見さんは何をしてい

本日お話をさせていただくのは緩和ケアという

るの？」と言われ「医師をしています」、「何科の

ことで、中央病院の院内のあちらこちらにポス

お医者？」、「緩和ケア医です」と言うと 10 年前

ターが貼ってありましたが、本日はやや刺激的な

には「何ですか？」と誰からも分かってもらえて

タイトルで「緩和ケアって、終末期医療だと誤解

いませんでした。内科医でというところからいろ

していませんか？」ということを書かせていただ
きました。それが正しいのか正しくないのかも含
めて、これから約１時間の間、みなさんと今の緩

スライド１

がん対策に対する世論調査（2015 年）
全 国 20 歳以上の日本国籍を有する者 3,000
人。有効回収数 1,799 人（回収率 60.0％）

和ケアについて一緒に学んできたいと思います。
本日ここに来られた方は「緩和ケアって？」と
いうことでは、ご存じだから来られたという方は
どのくらいおられますか。（挙手まばら）そうた
くさんはおられませんね。それでは今日はここで
少し学んでみようという感じでしょうか、はいあ
りがとうございます。
世の中の人が緩和ケアをどう考えているかも含
最新がん緩和ケア〜緩和ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？〜
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いろ説明していたのですが、最近は「緩和ケア医

かす疾患」ということになり、必ずしも終末期だ

をしています」と言うと、お母さんたちも「家族

けではない重篤なことを有する疾患とされていま

のがんで緩和ケアの先生にお世話になりました」

す。

と言われる方もいるなど、比較的みなさまの中に

私たちはどうしても「緩和ケア＝がん」と考え

も緩和ケアという言葉が徐々に浸透してきている

てしまいがちなのですが、実際はがん以外にも慢

のかなと感じています。

性心不全・慢性呼吸不全・慢性腎不全といった慢
性疾患であったり、神経難病であったり、認知症

緩和ケアの基礎知識

であったり、いわゆる病気と付き合いながら生き
ていこうという疾患が含まれているということに

本日は緩和ケアについて１時間で話すのはやや

なります。

難しいのですが、何とかエッセンスだけは盛り込

また緩和する対象は、身体の痛みだけではなく

みました。まず基本的なこと。それから今、日本

心理社会的、スピリチュアル、日本語では霊的と

でどういうがん対策の中で緩和ケアが謳われてい

いうことになりますが、そうしたさまざまな患者

るのか、また本日来られている方は患者さんご自

さん・ご家族が抱えている問題に対してアプロー

身かもしれませんし、ご家族かもしれません、ま

チをしていこうという定義になっています。

たサポーターの方かもしれませんが、緩和ケアが

がんに関しての緩和ケアということで言います

どこで受けられるのか、どこでやっているのかと

と、以前は手術や抗がん剤や放射線というがん治

いう具体的な話、さらに細かい話をいくつかした

療をしている間は緩和ケアというものはあまり出

いと思います。

てきませんでした（スライド３）。がん治療はも

スライド２は緩和ケアの定義です。2002 年に

うこれ以上ありません、治療場面はもうないです

世界保健機関が定めています。この中で「緩和ケ

よという時になって、「緩和ケアをやりましょう」

アとは、生命を脅かす疾患に関連する問題に直面

という意識で考えられていました。

している患者と家族の QOL を改善するアプロー

ところがそれでは良くない。がんの診断を受け

チ」とされています。1993 年にも世界保健機関

た最初から痛みがある人もいるかもしれない。気

が緩和ケアの定義を出しています。そこでは明ら

持ちの辛さがあるかもしれない。それぞれ緩和ケ

かに終末期医療としての緩和ケアという定義がな

アのニーズがありますから、緩和ケアをしながら

されていました。2002 年にはそれが「生命を脅

治療するということになってきました。緩和ケア

スライド２

スライド３

10
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と治療の比重はその時期、その時期で異なります

療期・観察期に、あとは終末期に分けて見てみま

が、一般的には、スライド４にあるような緩和ケ

す。

アが診断時の少し後から始まるような三角形の図

たとえばがんと診断されてショックを受けない

が、日本でも欧米でも緩和ケアの教科書には載っ

患者さんは誰もいないと思います。告知によって

ています。その三角形にもう少し手を加えるなら

ショックを受ける、不安が出るなどいろいろな心

診断時からすぐに一定の幅の緩和治療が始まると

理的負担が出ます。これは治らないとされる、い

いうスライド４の図のようなことになると思って

わゆる進行がんだけではなく早期がんで「完全に

います。

治る」と医師に言われる場合でも、がんという診

それではもう少し具体的にがんの経過の中で緩

断がつくと非常に大きな心理的な負担になりま

和ケアというものがどうなのかを見ていきます。

す。診断の時期には身体の不調を訴えられて、そ

スライド５の下に診断期、がんの治療後経過観察

れがきっかけで病気が分かることも多いので、当

期、終末期とあります。治療後経過観察期とは、

初から体調不良があり、痛みがあったり、食欲低

手術や抗がん剤でがんが根治、つまり完全に治っ

下があったりするケースも多くあります。実際に

てしまい経過観察の時期、あるいは継続的に抗が

治療の時期になると腹腔鏡などでやる小さな手術

ん剤などをやっていく時期です。この診断期と治

かもしれませんし、大きな手術かもしれませんが
手術をして、抗がん剤治療も何ヵ月かにわたって

スライド４

現在のがん医療

行われるかもしれません。手術が終わった後の補
助療法などでは年単位で抗がん剤の内服をするよ
うなケースもあります。放射線治療などにもやは
りそれなりの負担がかかりますから、患者さんは
この時期にはがんと闘うために一生懸命に治療を
します。この時期は、手術の後の傷の痛みであっ
たり、抗がん剤の副作用であったり、治療の後の
後遺症なども含めていろいろな日常生活への影響
があるようです。すべての時期を通して身体の苦
痛と心の辛さというのは、いろいろなかた
ちで患者さんが悩まれることのひとつにな

スライド５

がんの経過の中での緩和ケア

ります。
緩和ケアを言葉で考えますとスライド５
では上に２つ出してありますが、上の方は
私たちがサポーティブケア・支持療法と呼
んでいるものです。緩和ケアは緩和ケアな
のですが治療にともなう症状を緩和するこ
とで、そういう治療をサポーティブケア・
支持療法と言います。
下の方は緩和ケアで、痛みの治療やその
他の症状の緩和という意味です。これは診
最新がん緩和ケア〜緩和ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？〜
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断期から治療期・観察期と続いていきます。私の

すが、患者さんはいろいろな局面でいろいろな自

外来の患者さんでももう何年も前にがんの治療が

己決定をしなければなりません。それについても

終わっているのですが痺れがあったり痛みがあっ

緩和ケアを通して患者さんがきちんと決定できる

たりして緩和ケアが必要になっている患者さんも

ようなサポートを行います。

います。

そして「ご家族のケア」です。前回の第４回が

それからもともと緩和ケアというものが入って

んサバイバーシップオープンセミナーで「親がが

来たいちばんのきっかけであった終末期のケアの

んになったとき―がん患者さんと子どもへの支援

部分は緩和ケアの中では絶対に外せない部分で

―」というテーマを採りあげられて非常に勉強に

す。ホスピスケア、終末期ケアと言われる、抗が

なる講演がありましたが、子どもさんや兄弟、最

ん治療が終わった後に必要となるケアです。

近ですと老齢化した自分たちの親などに対するケ

さらに End of Life ケア（EOL ケア）という、

アです。親の介護のこと。それからパートナーも

死が間近になった時に必要な緩和ケアも緩和ケア

そうです。今は、家族と言ってもいろいろなかた

に含まれます。このようにがんがどのような状態

ちがあります。もしかしたら同性のパートナーか

であっても緩和ケアがあると私たちは理解をして

も し れ ま せ ん。 婚 姻 関 係 が な く て も 家 族 だ と

います。

WHO は定義しています。こうした周りの方々の

緩和ケアという言葉にもいろいろな意味があり

ケアも緩和ケアの対象になります。

ます。消化器内科のお医者さんが胃腸の病気を治

それから絶対に外せないと先ほども言いました

すような、ある意味でシンプルなかたちではなか

「終末期のこと」です。こういうようなことが緩

なか考えられません。スライド６に少し挙げてあ
ります。「苦痛の緩和」の中には、身体も、心も、

和ケアの中に含まれます。
スライド７は有名な図です。私たちはトータル

副作用も体力低下も、もしかしたら高齢化による

ペイン（Total pain: 全人的苦痛）という言い方

老化もあるかもしれません。

をしています。イギリスのシシリー・ソンダース

「社会的な問題への相談」も、大きく分けるな
ら緩和ケアの中で対応する課題です。
それから「自己決定のサポート」というものも

（Cecily Saunders）というホスピスを創った方
で、医師であり、看護師であり、ソーシャルワー
カーであるという方が提唱した図です。多面的な、

あります。これについては後ほど少しお話をしま

いろいろな苦痛があるということを理解しなが

スライド６ 一
 言で『緩和ケア』と言ってもいろいろあり
ます

スライド７
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た。この時にがん医療が充実するような法律が定

スライド８ 『早期からの緩和ケア』はがん患者の苦痛を緩

和し、生存期間を延長する！

められたわけですが、その重点的に取組むべき課
題として、緩和ケアに関しては「がんと診断され
た時からの緩和ケアの推進」という文言が含まれ
ていました（スライド９）。
先ほども若尾先生からお話がありましたが、こ
の法律の改正が今、検討されています。パブリッ
クコメントが超党派議連「国会がん患者と家族の
会」の方で募集されていて、私もそれを見ました。
新しい条文として、今までは「早期から疼痛に対
処するために緩和ケアをしましょう」という言い

ら、がんの患者さんの緩和ケアを私たち医療者は

方だったのですが、今回は「緩和ケアが診断の時

行っていかなければいけないと思っています。

から適切に提供されるようにすること」「がん患

それではなぜ緩和ケアを診断時という早期から

者の状況に応じた良質なリハビリテーションの提

行うことが、これほど注目されているのかという
ことについて、ひとつ科学的な研究論文をご紹介

スライド９

がん対策基本法（2006 年）

いたします。「『早期からの緩和ケア』はがん患者
の苦痛を緩和し、生存期間を延長する！」とあり
ます。緩和ケアをすると寿命が延びるという結果
でした。進行肺がんの患者さんに対し、がんと診
断された時から、抗がん治療と並行して最初から
緩和ケアの外来にも一緒にかかるグループの方々
は、必要な時にだけ緩和ケアにかかった方々より
も生活の質も良かった、身体の痛みも心の負担も
良かった、さらに寿命も長かったという、
かなりインパクトがある結果が得られたと
いうことです。これ以来、世界中で早期か

スライド 10

がん対策基本法改正草案
−パブリックコメント募集中−

らの緩和ケアが必要だということになり、
それにより日本でもやはり最初から緩和ケ
アをやっていこうという流れになっていま
す（スライド８）。

日本のがん対策と緩和ケア
それでは今の日本の現状という少し硬い
お話をいたします。2006 年という今から
10 年前にがん対策基本法が制定されまし
最新がん緩和ケア〜緩和ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？〜
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供」が行われることというようにかなり具体的に

はよく分かったので、そうではないことをお話し

なっています。サバイバーシップ支援部でも取組

しながら理解していただいたのですが、そういう

まれている就労のことや教育、また小児や希少が

場面はまだまだ少なからずあります。ひとつひと

んなどさまざまな新しい条文が含まれています

つ地道な努力で誤解を解きながら正しい緩和ケア

が、緩和ケアに関しては明確に、診断時からやり

を普及していきたいなと思っています。

ましょうということが含まれています（スライド
10）。

医師や看護師のみなさんの理解はだいぶ進んで
きているのですが、それは都会にいる医療従事者

具体的には、切れ目のない緩和ケアを提供する

ほど、また若いスタッフほど理解があるという現

ということです。この病院にいる時は緩和ケアを

状があります。私よりも年代が上の先生方の中に

受けられても、そこから移動したら緩和ケアが受

は緩和ケアの教育を受ける機会がなかった時代の

けられなかったというようなことがないようにと

先生方も多くいらっしゃって、理解が得られない

いうことです。緩和ケアの理解については、医師、

まま進んでいることもあるのですが、少なくとも

看護師など医療者がしっかり理解をする。一般市

築地のがん研究センターではそういうことはない

民の方々も正しく理解をするというようなことが

と思っています。それが日本全国どこに行っても

必要とされています（スライド 11）。

そういうことがないようにすることがわれわれの

私は緩和ケアチームというユニットで仕事をし

使命だと思っています。

ています。外科や内科の先生方から自分の担当す

最近よく言われているのは「苦痛のアセスメン

る患者さんに緩和ケアが必要なので診察をお願い

トとマネジメント」ということです。痛みや不安

をしますという依頼を受けて、入院患者さんや外

など、患者さんご自身が感じられていることを医

来患者さんの診察をしています。少し前になりま

療者がきちんと把握し、きちんと対処しようとい

すが、ちょっと息苦しい、身体がお辛いという患

うことが医療者向けのメッセージとして出されて

者さんのところに依頼があってうかがいました。

います。後述もしますが、医療者は一生懸命に何

そうしましたら緩和ケアはけっこうですと門前払

とか知ろうという努力をするのですが、何しろ痛

いを食らいました。「どうしてですか」と言いま

みなどは目に見えませんので、私は、ここについ

したら、「まだそれはいらないです」ということ

ては患者さんやご家族がぜひ力を発揮してアピー

でした。終末期のケアをしに来たのだと勘違いな

ルをしてもらいたいなと思っています。

されたのかもしれません。患者さんのその気持ち

どこで緩和ケア受けられるの？
スライド 11

がんと診断された時からの緩和ケアの推進

これらの緩和ケアは、それではどこに行ったら
受けられるのですかというお話に入ります（スラ
イド 12）。緩和ケアは緩和ケアの専門医のとこ
ろでしか受けられないものではありません。基本
的緩和ケアは、言ってみれば義務教育のように医
療者がすべてたしなんでいる医療技術のひとつ、
医療知識のひとつであると、今は考えられていま
す。したがってすべての医療従事者が提供できる
14
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ものであると考えられています。緩和ケアがまだ

す。そのひとつに私が所属しているような緩和ケ

まだ医療者に十分普及していないということで、

アチームがあります。

基本的緩和ケアについての取組みが、2008 年に、

緩和ケアチームはがん診療連携拠点病院を中心

厚生労働省が、がん診療連携拠点病院で医師向け

に全国に設置されています。ある程度の規模の病

の緩和ケア研修会を開催しなさいということで始

院でしたらあります。チームと言うよりは内科と

まりました。当時、それぞれの拠点病院で医師向

か外科という方が一般の方には理解しやすいのか

け緩和ケア研修会の毎年の開催が始まりました。

もしれませんが、今はチーム医療が非常に発達し

それから約 10 年たち、この３月末で約７万人の

ていて緩和ケアに特化した多職種で構成される

医師が修了したと言われています。

チームです。主治医チームは、主治医と看護師さ

緩和ケア科とか緩和ケア医という人がいなくて

んや薬剤師さんなどで構成されています。そうし

も、目の前にいる自分がかかっている主治医の先

た主治医チームと私たちのような緩和ケアチーム

生方、看護師さん、もしかしたら薬剤師さんに、

が一緒になって患者さんの緩和ケアを実施すると

痛みがあること、疼痛があるということをお話し

いうことです（スライド 14）。

いただくところから、基本的な緩和ケアという部

スライド５（11 ページ参照）でもお示しした

分は受けられるようになったのかなと思います。

図でがん医療の中での緩和ケアチームを示すとス

今、日本の専門的緩和ケアの提供体制としては、

ライド 15 のようになります。緩和ケアチームは

だいたいスライド 13 にある３つのものがありま

拠点病院など一般病院に設置されています。した

スライド 12

緩和ケア：どこに行けば受けられるの？

スライド 14

緩和ケアチーム

スライド 13

日本での専門的緩和ケア提供体制

スライド 15

がん医療の経過の中での緩和ケアチーム

最新がん緩和ケア〜緩和ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？〜
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スライド 16

緩和ケアチーム

師さん、心理士さん、薬剤師さん等々と、依頼の
あった患者さんに対してどのようにやったらいい
かということをカンファレンスでディスカッショ
ンをします。患者さんやご家族、それから医療者
にもサポートをします。主治医の先生や看護師さ
んたちが、ある患者さんのケアをする時に、どう
しようか迷うような場合に、いろいろと知恵を集
めてやりましょうということで、医療者のサポー
トも私たちはやっています。
繰り返しになりますが、どういうことをやって

がってがんと診断されてから、終末期まで、どの

いるかとしては、身体の症状の緩和、精神症状の

時期でも、緩和ケアが必要な場合は、緩和ケアチー

緩和、意思決定支援、家族ケア、そして緩和ケア

ムが主治医と一緒に支援し、患者さんのサポート

の教育です。基本的な緩和ケアは、医療者ならだ

をするかたちができるようになっています。

れでも提供できるようにしなければいけないとい

私たちのがん研究センターの緩和ケアチームの

うことがありますので、医療者に対する緩和ケア

写真を１枚だけ持ってきました（スライド 16）。

教育も担当しています。それから療養場所の相談

がん研究センターの緩和医療科と精神腫瘍科、そ

や終末期のことですが、このあたりはソーシャル

れに看護師さん等々の、スライドにあるような顔

ワーカーさんの出番が多くなったりします。こう

触れでやっています。がん研究センターのスタッ
フや患者さん、ご家族の方はご覧になったことが

スライド 17

緩和ケアチームのメンバー

スライド 18

緩和ケアチームの役割

あるメンバーがいるかもしれません。
一般的にどの病院でも緩和ケアチームというの
は、必ずしも緩和ケア医という名前はついていな
いかもしれませんが、内科の先生かもしれません、
外科医かも、放射線科医かも、婦人科医かもしれ
ませんが、そうした緩和ケアを担当するドクター
と看護師さん、精神科や心療内科の心のケアの先
生方、それから薬剤師さんなどがメンバーのコア
になり、それにソーシャルワーカーさんだったり、
心理療法士さん、子ども支援スタッフであったり、
リハビリの方、栄養士さん、歯科医や歯科衛生士
さんを含めて緩和ケアチームのメンバーとして活
動していらっしゃるところが多いです（スライド
17）。
そのチームでどのようなことをしているかで
す。スライド 18 は、私たちのカンファレンスの
様子です。毎週、緩和医療科、精神腫瘍科、看護
16

�ん本.indb 16

Ⅰ

オープンセミナー・第 5 回

2017/03/21 1:07

スライド 19

ないかという誤解があります。とかくありがちな

ホスピス・緩和ケア病棟

誤解なのですが、実際にはそうではありません。
痛みなどの苦痛がコントロールされて自宅療養可
能になれば緩和ケア病棟、ホスピスから退院して
また自宅療養に戻ります。具体的には後ほど在宅
医療のところでもお話ししますが、症状緩和の支
援をするというのが緩和ケア病棟の役割です。単
なる看取りの場ではないということは強調してお
きたいと思います。
もうひとつよくある誤解が「健康保険がきかな
したいろいろの問題を緩和ケアチームの中でディ

いのでしょう」ということです。健康保険がきか

スカッションをしながら主治医ともさらに議論を

ないからホスピスに入ると非常にお金がかかると

重ねていくということをやっています。

訊かれるのですが、健康保険はちゃんとききます。

もうひとつ緩和ケアを提供する体制としてなく

ただし個室代は病院によって設定が違うので個室

てはならないと言いますか、忘れてはならないも

代という部分では実費負担が発生しますが、個室

のがホスピス・緩和ケア病棟になります（スライ

代のない緩和ケア病棟もあります。基本的には医

ド 19）。ホスピスという言い方はどちらかと言

療の部分に関しては、健康保険はききます。

いますとキリスト教系の病院などで使われること

今、抗がん剤治療をしています。順調にきてい

が多いかと思いますが、分かりやすい言葉なので

ます。抗がん剤も効いている。それでも自分の中

並列して「ホスピス・緩和ケア病棟」と書きまし

でもしかしてこれから悪くなってしまった時どう

た。苦痛緩和のための治療とケアを行う専門の病

しようという相談を、時々患者さんから受けます。

棟です。ちなみに国立がん研究センター中央病院

その時に患者さん自身はいろいろと考えていて、

には緩和ケア病棟はありませんが、東病院には緩

できれば○○病院のホスピスに入って最後の療養

和ケア病棟があります。入院をして、緩和ケア医

をしたいと、かなり具体的に考えていらっしゃる

が主治医になり、痛みの緩和などを行うところで

方は多いです。実際に運が悪く病気が悪くなって、

す。日本では、苦痛の緩和を必要とするがん患者

抗がん治療も終わり、そろそろホスピスに入る時

さんとエイズの患者さんが制度上の対象になって

だなという時に、○○病院にはすぐに入れないと

います。これは診療報酬上の規程なのですが、欧

いうのが、日本の緩和ケア病棟の現状です。これ

米の先生にお聞きするとホスピス・緩和ケア病棟

は緩和ケア病棟の数が少なかったり、緩和ケア医

に入院している患者さんの中で、がん患者さんは

が少なかったりといろいろな原因がありますが、

だいたい３割ぐらいだそうです。その他、認知症

万一の時というのも予め考えなければいけないと

や心不全や高齢者、他の慢性疾患の方々もホスピ

いうのが、やや難しいところでもあります。患者

スを利用できるようです。

さんご自身の立場からしたら「最期のこと」なの

現在、日本で緩和ケア病棟に入っている場合、

でいちばん考えたくないことです。しかし本当に

がんの治療が終わって療養のために緩和ケア病棟

必要な時に、入りたいと思っていたのに入れない

に入るということは、イコール退院できない、そ

というのも非常に切ないことです。そのへんの気

のままそこが最期の場所、亡くなる場所なのでは

持ちの折り合いと、それでもやはり今受けている

最新がん緩和ケア〜緩和ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？〜
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治療は頑張ってもらいたいということを、いつも

おく。これが自宅療養をどういうかたちであれ行

外来や患者さんとの面談で一緒に考えたりするこ

う の に 非 常 に 役 に 立 つ と 考 え ら れ て い ま す。

とがあります。

2016 年４月から、またいろいろと医療費が変り

それからこれは余談になりますが、緩和ケア病

ましたが、その中にもがん治療をしている時から、

棟・ホスピスというのは、病院によってけっこう

がん治療の病院と地域の開業医の先生たちと連携

カラーがあります。旅行にたとえるのはやや不謹

しておくことはプラス評価がされるようになりま

慎かもしれませんが、○○温泉に行くという時に

した。したがって、「痛みがあり、抗がん剤を使

どこの旅館に泊まろうかという自分の好みはある

うとやはり何日か食べられなくなってしまい、

と思います。それと同じように急性期の病院とは

ひょろひょろにやせてしまうのです、体力が落ち

違い、病院によってカラーがあるので、そういう

てしまうのです」と言う患者さんには、「それな

ことを準備したいという患者さんには、ご自分の

ら身近なところに助っ人・サポーターをつくり、

眼で一度見に行かれたらどうですかと言っていま

困った時には行ってたとえば点滴を１本打っても

す。見学などはどこのホスピス・緩和ケア病棟で

らえるようにしましょう」とお話ししています。

も受け入れてくださいます。これはべつに今入る

いろいろな地域のリソースがあります。在宅療

ということではなく、もしもの時のためにそうい

養支援診療所、クリニックの先生方、それから医

うようなことも受け入れますので、見に行かれた

師ではなく看護師さんたちもいます。訪問看護ス

方がいいかなとは感じています。

テーションの看護師さんたちは本当に良くサポー

そういうことで現在の緩和ケア病棟の緩和ケア

トしてくれます。がん患者さんでたとえばストー

は、どちらかと言うと後ろの方の終末期の緩和ケ

マがついている方でトラブルが多かったり、がん

アがメインになりつつあります（スライド 20）。

だけではなくて他に心臓病があったり、脳卒中も

それからやはり今は忘れてはならないのが在宅

一緒にあるといったようにいくつか合併症がある

緩和ケアです（スライド 21）。在宅緩和ケアと

患者さんなども看護師さんがいるということで、

いうと身体が動かなくて緩和ケアを受けるという

自宅療養が非常に充実してきます。それからヘル

イメージがありますでしょうか。医療者の中にも

パーさんや保険薬局さんなどがあります。訪問介

そういうイメージでとらえている方がまだけっこ

護事業所のヘルパーさんも今は非常にニーズが高

ういます。最近は少し考え方が変わってきていま

いです。老老介護で住まわれていて、お２人とも

す。がん治療のうちからかかりつけ医をつくって

持病があったりするような場合には、ヘルパーさ

スライド 20

スライド 21
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んをうまく活用するとまったく違う自宅療養にな

最近は本当に医療の多くが外来に移っていま

ります。保険薬局さんも 2016 年４月に改定が

す。抗がん剤も主に外来でやるようなかたちに

あり『お薬手帳』などを持って行くと支払いが少

なっていますし、実際に入院している患者さんな

し安くなったりということで評価されています。

どを見ていると外来で抗がん剤をやる方がずっと

どういうことかと申しますと患者さんが外来で大

いいですと言う患者さんが多くなりました。当初

きな病院に通院しながら、かかりつけ薬局をつ

は入院してやる方が安心ですと言われていたので

くっておくことが大変大事ですということが言わ

すが、私たち医療者から見ると入院期間は長けれ

れる時代になっているということです。

ば長いほど筋力などがんとは関係のない基礎体力

このように私もいろいろ考えて、実際に患者さ

が落ちてきたりしますので、可能なものは外来に

んやご家族に「身近な助っ人をつくりましょうね」

移って行くのがあるべき姿だと思っています（ス

とお話をすると、「がんセンターの先生が主治医

ライド 23）。

だから」「地元の先生はよく知らないし…」「全部

緩和ケアの提供体制は、病院、在宅緩和ケア、

がんセンターにお任せしているので…」というこ

ホスピスなどがそれぞれ往き来きするわけです

とで「けっこうです」と言われることがあります。

が、そういうものをわれわれの中では連携と呼び

その気持ちもよく分かります。私たちの中ではど

ます（スライド 24）。

うしても病院の中では行き届かない、急性期病院

医師、看護師の立場で今非常に言われているこ

でがん治療をしているという立場からすると、病

とは「顔の見える関係」を作ろうということでやっ

院から出た先のことはどうしても手薄になってし
まうのです。もう少し規模の小さい 100 床ぐら

スライド 23

療養の場は入院から地域へ

スライド 24

日本での専門的緩和ケア提供体制

いの、たとえば「里見病院」のようなところであ
れば、私が抗がん剤で治療を行い、緩和ケアもや
り、往診もしますということで、痒いところにも
手が届いて良いのですが、ほとんどのがんの治療
はある程度の規模の病院でやっていますのでやは
り地元の病院と大きな病院と連携をしながらやっ
ていきたい。それは患者さんやご家族の力になる
と思っています（スライド 22）。
スライド 22

こんなことありませんか？
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ています。患者さん、ご家族の立場から顔が見え

れに関してはすべて日本発で研究がされていて、

ているのかどうかは非常に不安だと思います。が

しっかり科学的な証明もされているものになりま

ん研究センターの病院のドクターが在宅医療の医

す（スライド 25）。

師に電話をして「今、痛み止めをこういうものに

先ほど高橋先生からもご紹介いただいた『私の

変更しました。そちらにかかった時にはこういう

カルテ』ですが、外来化学療法室や通院センター

ようにしてください」という直接のお願いをした

などでがん患者さんが副作用と闘いながら通院で

り、また手紙のやり取りなどもしてコミュニケー

治療をしている中で地元の先生にもかかったりし

ションを取っていたりします。ソーシャルワー

ます。そういう時にがん研究センターでは何を

カーさんも同じようにやっています。こういうと

やっているか分からないというようなこともある

ころはあまり目に見えないところなので今日は敢

のではないかと思い、情報をどのように共有しよ

えてこれをお話ししようと思いました。病気を抱

うかということをこの１年間いろいろと考えてい

えた方は地域で生活をするので、地域の医療のケ

ました。今ならスマホのやり取りで IT で共有す

アを良くするには医療者同士のコミュニケーショ

るのがいいと思ったりもしたのですが、実際には

ンは非常に大事ですし、今はお互いにそれを取ろ

若い世代にはいいのですが高齢者などにはそうも

うという動きがありますので、こういう努力をし

いきませんので、手帳と言いますかスケジュール

ながらやっているということを、本日ご参加の

ノートのようなものを作ってみました（スライド

方々に理解していただけたらいいと思います。こ

26）。
これがベストとはまったく思わないのですが、

スライド 25

顔の見える関係

私の患者さんやご興味のある方に今年１年使って
いただいてご意見をいただき、もっとブラッシュ
アップしたり、場合によってはスマホのアプリに
できたらいいなと思っています。

がん患者さんの苦痛の緩和
それでは苦痛の緩和について少しお話ししま
す。スライド７（12 ページ参照）でお示しした
スライド 26
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ように苦痛にもいろいろあります。緩和ケアチー

スライド 28

がん患者さんは様々な症状に悩んでいる！

スライド 29

がんの痛み

ムには少しでも良くしてくださいという依頼があ
ります。いちばん多いのは身体の痛みです。身体
の痛みのマネージメントをお願いしますという
ニーズが多いです。やはり患者さんはどういう時
期であっても痛みがある方が多いです。
スライド 27 は東北大学の宮下先生が研究され
た拠点病院の多施設遺族調査というものです。そ
の中でがん患者さんのご家族を中心におたずねし
たアンケート結果です。患者さん自身が苦痛なく
過ごせたかどうかを聞いてみると半分しか「苦痛
が取れていた」という答が返ってこなかったとい
うことです。つまり残り半分は「痛いまま」だっ
たということです。われわれがやっている基本的
緩和ケアも含めてもっともっと充実させなければ
いけないところだと思っています。
がん患者さんの７割はいろいろな痛みを感じる
と言われています。痛みだけではなく他にもいろ
いろな症状があると言われています（スライド
28）。
順調に治療が進んでいる患者さんに「がんの最

命を縮めるのではないか。今強い薬を使うといず

後の痛みはかなりすごいのでしょう、あの痛みは

れモルヒネが効かなくなる時が来るのではない

どうにかならないの？」と言われるのです。みな

か。日本人の文化としては「耐え忍ぶ」というこ

さん恐怖感があると思うのですが、実際には適切

とがあり、痛みに対して耐え忍ぶということが美

に薬剤を使い、あるいは薬剤以外の痛みの治療を

学であるというようなところがあるので、けっこ

することで痛みをほとんど取り除くことができま

うみなさんがまんされます。またモルヒネと言わ

す。その時に使う薬剤でよくあるのは、セデスの

れると、最後の手段だと思われていて、「これで

ような解熱鎮痛剤なども使いますが、やはりここ

最期ですか？」と言われます。またご家族ががん

で出てくるものに医療用麻薬というものが挙げら

で、最後に使って亡くなられたというお辛い経験

れます。それが出てくると患者さん自身は「モル

から使うことにためらいを感じる方もいらっしゃ

ヒネは大丈夫ですか？」と必ず言われます。言わ

います。最近はさまざまな情報があります。イン

れるのは当然だと私たちも思っています（スライ

ターネットやブログやテレビなどがあります。少

ド 29）。

し前ですが芸能人の方ががんを公表した際に「モ

どうしても医療用麻薬を使用することについて

ルヒネを打って殺してくれと主治医の先生に言っ

は、たぶん全員がためらいがあると思います。私

たのだ」というような記者会見の言動があると、

が使うことになってもためらいがあるのではない

モルヒネはそういう用途で使うものではないと

かと思います。依存や中毒になるのではないか。

思っているのですが、どうしてもそういうような

最新がん緩和ケア〜緩和ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？〜
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スライド 30

医療用麻薬を使用すること
−患者さんやご家族の認識−

人と使っていない人を見た場合、麻薬の使用量と
寿命には相関がないということがいくつかの文献
で言われています。日本からも発表されています。
「麻薬を使うということは、もうすぐ死ぬとい
うことですか？」というダイレクトな質問もある
のですが、実際は、痛みはどういう時期でも起こ
ります。たとえば舌がんで小さながんが舌にでき
ても大変痛いです。モルヒネを使うぐらい痛いで
す。どういう時でも痛みは起こりますから、痛み
が出るということと予後、寿命の長さとは関係が

スライド 31

がんの痛みと医療用麻薬−①

ないということははっきり分かっていますから、
こうしたご家族の心配については、われわれ医療
者は誠実にきちんとお聴きしながら、何のために
このお薬を使うのか、何を目的かということを共
有していきます。
それから最近は危険ドラッグなどの問題もいろ
いろあるので、依存・中毒についてはよけいに心
配になる方もいるのです。これについては、がん
の痛みがある方がモルヒネを使っても依存・中毒
にはなりません。脳にはスイッチと言いますか、
私たちは受容体と言っているものがいくつかあ

スライド 32

がんの痛みと医療用麻薬−②

り、痛みのある方はその受容体のバランスが崩れ
ているのです。そこに医療用の麻薬を入れると痛
みが取れてきます。しかし痛みのない人はそうい
うスイッチのバランスが崩れていませんから、そ
こに麻薬が入ると依存・中毒になるということで
す。これは基礎的な実験・研究ではっきりと証明
されていることですので、まず依存・中毒に関し
て は ご 心 配 は い ら な い と 思 い ま す（ ス ラ イ ド
32）。
他にもまだいろいろな症状があり、今日来てい

ことが流れるとモルヒネは「最期の薬」というイ
メージが出てくるのではないかと思います（スラ
イド 30）。

ただいているみなさまも「この症状はどうなの？」
「これはどうなの？」とお聞きになりたい部分も
あると思いますが、そうしたさまざまな症状への

実際にそういうことをきちんと調べたデータも

対処として患者さん・ご家族向けの情報提供があ

あります（スライド 31）。「麻薬を使うと死ぬの

ります。がん研究センターのがん情報サービスも

が早くなりますか？」ということで、使っている

そのひとつです。それから６年ほど前の政策研究
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スライド 33

 まざまな症状への対処
さ
患者さん・ご家族向けのパンフレット

の OPTIM プロジェクトの中に患者さん向けのパ

スライド 34

緩和ケアにおいて大切なこと

スライド 35

 適な時間を過ごすため
快
包括的アセスメントと多職種連携

ンフレットがあります。本日プリントでお渡しし
ているものは OPTIM の方のものです。その他い
くつか冊子をご用意していますから、必要なもの
があれば見ていただき、すべてダウンロードがで
き、自分で印刷できますからお使いいただいたら
いいと思います（スライド 33）。
私たち医療者の立場から緩和ケアについて大切
だと思っていることは、やはり患者さんの苦痛や
気がかりに気がつくということです。それは目に
見えませんから、私たちが問診をしてそれを把握
し、それをマネージメントすることはとても大事
だと思っています。

ぜひ私たちにお話ししていただけたらと思います
（スライド 34）。
そういうわけでいろいろな問題をいろいろなメ

先ほども少しお話ししましたが患者さんやご家

ンバーで評価する。それぞれ専門性がありますか

族の方にお願いしたいことがあります。私たちが

ら、たとえば精神的な部分は精神科の先生方やカ

把握しようと一生懸命になっても見えないものが

ウンセラーの先生方がサポートしてくれますし、

たくさんあるものですから、気がかりや辛いこと

社会的な部分としては医療費のことや介護などい

はがまんせずに医療者にお伝えいただきたいとい

ろいろなことがあると思いますが、そこはソー

うことです。多くの場合は、本当に頻繁に CT 検

シャルワーカーさんがサポートしてくださる。ど

査をしたり、血液検査をしたり、レントゲン検査

こにアクセスしたらいいか分からない時には、病

をしていると思うのですが、痛みとか呼吸が苦し

院であれば緩和ケアチームですし、相談支援セン

いとか、気持ちが悪いというのはいっさいデータ

ターはがん診療連携拠点病院にはありますから、

に出ないと思ってもらった方がいいです。これは

そういう窓口をうまく利用してもらうのがいいと

失礼な言い方かもしれませんが「患者力」という

思います（スライド 35）。

患者さんの力だと私は思っていて、こうした力を
引き出すことも医療者の役目だと思っています。
最新がん緩和ケア〜緩和ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？〜
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自分で決めること―意思決定について

スライド 37

腫瘍内科外来と緩和ケア外来での支援項目
Yoong,JAMA Intern Med. 2013

それでは意思決定についてお話しします。緩和
ケアの話で決めることというのは何かわからない
という方もいるかもしれませんが、自分で決める
こと（意思決定）については、本日こういう機会
をいただいたので敢えてこの話を少しだけさせて
いただきたいと思いスライドを何枚か用意いたし
ました。
医師も患者さんにとっていちばん良いと思うこ
とを考えて、決めて提案しているのですが、実は
その提案をされた患者さんやご家族は、そのつど、

と寿命が延びるという話です（前出スライド８、

そのつどいつもそれについて考えて決めているの

13 ページ参照）。

です。先生に全部お任せという方もいるかもしれ

スライド 37 は緩和ケアの先生のところにも、

ませんが、「任せる」ということは決めているこ

腫瘍内科の先生のところにも毎回通院するたびに

とになります。電気屋さんに行ってテレビを買う

セットで抗がん剤治療を受けた患者さんたちは、

時にどのテレビがいいか、グレードでいくとどれ

実際に何をしてもらったのかということです。痛

がいいか、車を買う時はどのグレードがいいかと

みがあれば症状緩和は腫瘍内科の先生もやれば、

いうように、あまり単純に決められないのが、こ

緩和ケアの先生もやります。説明も病気の説明で

の医療の場での意思決定だと思います。そういう

あったり、治療のレジメンの相談であったり、副

難しい問題を患者さんやご家族が決める時に医療

作用の対処であったり、それぞれ腫瘍内科の先生

者がサポートすることを意思決定支援と言って、

が主に分担するところと緩和ケアの先生が分担す

今われわれが取組まなければいけないことではない

るところがあるのですが、両方が少しずつ力を入

かと思ってやっています。この意思決定というもの

れてやっていたのが、この意思決定支援というと

を少し意識してみたいと思います（スライド 36）
。

ころです。この論文の研究結果の中では、この意

いちばん最初にご紹介した「早期からの緩和ケ

思決定支援をきちんとやっていったことが、患者

ア」という論文ですが、早期から緩和ケアをやる

さん自身が抗がん剤治療を「やる・やらない」と
いう意思決定を行ったという結果につながったと

スライド 36

意思決定とは

されています。終末期の亡くなる直前まで副作用の
強い抗がん剤をやる患者さんが減ったということ
が、この意思決定支援の結果だと言われています。
さまざまながん診療の局面と緩和ケアというこ
とですが、終末期の抗がん剤を「やる・やらない」
の問題や療養をどこでやるかということも大変難
しい問題ですし、いちばん最初にがんと分かった
時にどこで治療をしようかとか、放射線と手術と
いう方法のどちらを選んでもいい場合にどうやっ
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て決めるかとか、いろいろな場面で患者さんは決

セスがあると思います。ただこういう点を意識し

めることがたくさんあります。手術をしてきれい

て自分の病気との付き合い方、治療の方法など、

に取りきりました。補助化学療法で１年間抗がん

一生懸命に考えて決めたことは正しいことだと思

剤を飲むと再発は少し減りますが、飲まなくても

いますので、そのつもりで意思決定に臨んでいた

このぐらいですという時などもあります。私も外

だけると良いと思います。よく患者さんが言われ

来で患者さんが悩んでいることをお聞きするとこ

るのは「初めてのことだから分かりません」とい

れは簡単に決められないなということがたくさん

うことです。今回のがんで４回目というような方

あります。１人でその場で決めるというよりは、

も中にはいらっしゃいますが、それでもやはり多

よく考えて、いろいろな医療者のサポートを受け

くの方が、
「こういうことは初めてなので」とおっ

て決めることもあると思います。そういう意味で

しゃいます。だからこそ十分考えて、医療の中に

も緩和ケアを最初から受けるのと、医療情報を

は分かりにくい言葉もいっぱいありますので、

しっかり受け取って、よく考え、しっかり聞いて

しっかり質問をし、面談を受けて、いろいろと決

決めていくことが求められているのだと思います

めていっていただきたいと思います。

（スライド 38）。
スライド 39 は患者さんの意思決定のプロセス

終末期のこと

ですが、そういった簡単な言葉では表せないプロ
最後に終末期のことをお話ししたいと思いま
スライド 38

様々ながん診療の局面と緩和ケア

す。今回のセミナーのサブタイトルに「〜緩和ケ
アって、終末期医療だと誤解していませんか？〜」
とつけたのですが、終末期医療だけではないとい
う意味を込めて敢えてインパクトのあるメッセー
ジ性を持たせていただきました。残念ながらがん
と共に生きながらがんの勢いがだんだん強くなっ
てくるという時期が来る方々もいらっしゃいま
す。こういう方々が終末期に、苦しいとか、辛い
とかではなく、終末期もその人らしく生きられる
ということは、やはり緩和ケアなしでは語れない

スライド 39

患者さんの意思決定のプロセス

スライド 40

終末期の緩和ケア

最新がん緩和ケア〜緩和ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？〜
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スライド 41

疾患群別の予後経過

いろなところで出されています。これは非常に有
名な経過を表した図ですが、がんというのはそう
考えるとけっこう動けるということが分かりま
す。だからこそ逆に死というものが少し遠い、怖
いものということと、逆に今動けているからすぐ
に実感がないということになります。こういう少
し早めの時に、先ほどホスピスにすぐに入院でき
ないと言いましたが、それと同じように、主治医
の先生方は、「抗がん剤治療はこれが最後になり
ます。この後の治療方法は、今の段階ではまだ開

と思います（スライド 40）。

発されていないのです」と言われるようなことが

人の死にはいろいろな経過があります。このス

時々あります。そういう時には終末期に向けた話

ライド 41 の縦軸は、上に行くほど日常生活レベ

し合いがなされます。あるいはまったくそういう

ルが高い、下が寝たきりなど低いと思っていただ

時期とは関係がなくご自身の万一の時の話として

いたらいいでしょうか、有名な図です。がんの患

話し合いがされることがあります。

者さんは、ずっと普通に生活をしていらっしゃる

最期はどこで過ごしたいか、どういうようにし

のです。抗がん剤はもうありませんという時にな

たいか、大変具体的な話をするなら心臓マッサー

ると、みなさんは必ず「でもやらなかったら死ん

ジはしないでほしい、あるいは人工呼吸器を止め

でしまうでしょう」と言われます。抗がん剤治療

てほしいといった話も含めてです。こういうこと

が適切なタイミングで終わると、その後すぐ身体

を話題にすると辛かったり、家族の前では出せな

が楽になって、患者さんは「これはがんが良くなっ

い、家族もそういう話には触れられないというこ

たのではないですか？」と言うぐらい力が出る良

とがあるかと思います。ただ意外なことにいくつ

い時間が取れるのです。本当に亡くなる直前まで

かの研究論文を見ると、こうした終末期の話し合

普通の生活をして、お仕事に行き、学校に行き、

いをすることで、患者さん自身の自己コントロー

日常生活をしているという人が多くいらっしゃい

ル感が上がったり、患者さんの身体の負担になる

ます。

ような延命治療を避けることができたり、本当は

心不全の患者さんや、呼吸不全の患者さんは、

入院をしたくないのだが緊急入院をさせられるよ

がん患者さんと異なって普段の生活も少し制限さ
れるのです。苦しかったり、胸が痛かったりして

スライド 42

終末期にむけた話し合い

つらい話ですが…

なかなかいつも通りには動けない。その中で少し
ずつ風邪をきっかけに悪くなったり、また酸素ガ
スが入って肺炎になったりを繰り返しながら身体
がだんだん悪くなってくるという経過です。
認知症や老衰の方々はある程度一定の期間、老
化も含めてゆっくり、ゆっくり身体の機能が落ち
ていきます。
こういうような経過を取るということが今いろ
26
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うなことがなくなったりします。良い意味で患者

に日々生きていく方々にとっては大事な話だと思

さんやご家族の QOL が上がると言われていま

いましたので、今日の話の中に入れさせていただ

す。さらに気持ちや不安を口に出していろいろな

きました。

方々、とくに家族と共有をすることで精神的にも

スライド 44 の「終末期の緩和ケアで大切なこ

心理的にも辛さが楽になるということが言われて

と」というのは同じような内容ですのでご覧くだ

います（スライド 42）。

さい。

なかなかそう簡単にできる話ではないのです

どういうように療養するかという意思決定につ

が、口に出しにくいことを今すぐ出しましょうと

いては、自分で決められれば良いのですが、もし

いうわけではなく、こういうことも考えながらや

かしたら思いがけず意識がなくなって自分のこと

るということです。いちばん良いのは元気になる

を自分で決められないこともあるかもしれないと

ことを考えながら「Hope the best,

prepare

いうことから、最近話題になっている言葉に「ア

for the worst」、つまりいちばん良い状態を期待

ドバンス・ケア・プランニング（Advance care

しながら , 万一には備えることだと思っています。

Planning :ACP）」というものがあり、大変注目

スライド 43 は 2014 年に厚労省で行った終末

されています。これはがんとは限らないのですが、

期医療に関する調査です。改めて一般のみなさん

万一の時に備えて患者さんやご家族が医療従事

に聞いてみると、やはり末期がんである時には、

者、介護・福祉の方も含めて一緒に話し合ってい

治療を望まない方はけっこう多いのです。話し合
いをしているという方は、詳しく話し合っている

スライド 44

終末期の緩和ケアで大切なこと

スライド 45

 ドバンス・ケア・プランニング（Advance
ア
care planning:ACP）とは

という方は少ないですが、いちおう話し合ったこ
とがある方は、高齢の方では半分ほどいらっしゃ
います。今、巷では超高齢化社会ということで終
活という話題もあり、こういうディスカッション
がしやすい環境になりつつあるのかもしれませ
ん。ただ実際に治療をしている方々にとっては非
常にデリケートな問題なので、今、話をしている
私も気持ち的に穏やかではありません。しかしや
はり自分の人生と言いますか、自分の病気ととも
スライド 43

日本人の終末期についての意向

最新がん緩和ケア〜緩和ケアって、終末期医療だと誤解していませんか？〜
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スライド 46

最後に私の普段の緩和ケアの診療を通して…

私は、ふだん、外来や入院患者さんの診療をス
タッフとともにさせていただいていますが、患者
さんがその人らしく過ごせるようにするためには
どうしたらいいかなということをいつも考えなが
らやっています。したがって、自分らしさはこう
だとぜひアピールをしていただきたいのです。い
ろいろな雑誌や本で「患者力」ということがけっ
こう言われていますが、私はがんの患者さん独特
の力とか強さを感じることがよくあります。みな
さんどの方もそういう力を秘めています。それが

くプロセスが大切ですということが言われていま

前に出るように緩和ケアの力をうまく使っていた

す。この言葉だけ頭の片隅に置いておいていただ

だけたら良いなと思って今日の話を終わらせてい

ければ、またどこかで出会うことがあるかと思い

ただきます（スライド 46）。

ます（スライド 45）。
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質疑応答

■ 高橋

本当に多岐

だきありがとうございます。私自身もいろいろと

にわたる緩和医療の

誤解をしていたところがあったのが、今回は正さ

エッセンスをとても分

れたと思っています。

かりやすくお話しいた

質問は２点あります。診断時から緩和ケアが必

だけて、有意義な時間

要だということは、新聞等々でも私も見て知って

だったと思います。イ

いたのですが、それは具体的には、自分の主治医

メージというのは人の

と緩和ケア科の外来の両方を受診するということ

行動を左右しがちです

なのかどうかということがひとつです。私自身は

が、がんだから痛くてもしかたがない、がんだか

主治医から緩和ケア科の予約を取ってみなさいと

らこれはがまんしなければいけない、そう思って

は今まで言われたことはありません。今回の説明

しまうことでひょっとしたら大変損をしているか

の中で肺がん末期の方の寿命が延びたという話が

もしれません。自分らしさをぜひ伝えてほしいと

紹介されましたが（スライド８、13 ページ参照）、

先生がおっしゃったのですが、ご家族や医療者に

多くの方が両方をパラレルに受診されています。

ご自分の気持ちを伝え、どういうふうに過ごした

ということはすなわち、がん患者の方はみなさん

いかを周囲に分かってもらえれば、周囲も一緒に

パラレルに両方の予約を入れて、両方の先生に診

考えることがきっとできるのだろうと感じながら

てもらった方が良いということなのでしょうか。

お話をうかがっていました。

そこまでではないということでしたら、そこまで

どういうところからでもご質問ください。質問
のかたちにならなくても手短かにコメントでも

ではないやり方とは何かということがひとつめの
質問です。

けっこうですのでお受けいたします。
■ 里見

ありがとうございます。ご紹介した論

できれば早期から緩和ケアを

文は非常に有名な論文です。差を出すには早期か

―ただ対応するリソースには差が

ら緩和ケアの外来にもかかり、両方に入りましょ
うということをデザインとして出しているのです

■ 参加者 A

私はここの病院に患者としてか

かっている者です。本日は包括的なご説明をいた

が、現実的にそれがリソースとしてはなかなか難
しいということもあります。基本的緩和ケアは、
質疑応答
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すべての医療従事者が

生一言お願いできますか。

提供できるようにする
というのが現在のコン

■ 中原

セプトだと申しあげま

ん研究センターで里見

したが、多くの場合、

先生たちの緩和医療科

診断時の緩和ケアは、

と一緒に緩和医療チー

ほとんどが主治医の先

ムとして対応している

生が必要な時に提供し

中原と申します。全般

ているか、患者さんから申し出があった時に対応

的なことだと思います

しながら、主治医のレベルで難しい場合に緩和ケ

が、外来の短い、限ら

ア医であったり、精神科医に渡すというかたちで

れた時間の中で先生からたくさん説明を受けてい

す。痛みというのは非常に少なく、おもには心理

るような状況だと、どれだけ精神的に安定してい

的な部分でのサポートが多いのですが、まずは主

る、精神的には健康だという方でも非常に動揺し

治医レベルでというのが現状です。

ているのは当たり前だと思います。そういう時に

こちらのが

ただ、今はやはりプラスアルファがあった方が

は私どもの方でいつでもサポートさせていただく

良いのではないかということが言われていて、私

というかたちで毎日、外来で控えています。中央

たち緩和ケアの研究グループでは、ドクターがい

病院では主治医の先生も医学的なデータや治療方

いのか、コーディネーターとしての看護師さんが

針ということだけではなく、患者様の気持ちにも

いいのか、何が患者さんにとって早期緩和ケアを

ある程度、気を配っていただき、精神腫瘍科にも

するには良いのかをまだ研究しているというのが

気軽に寄ってくださいという説明をしていただい

現状です。本当は緩和ケア医がたくさんいて、腫

ていますので、私たちは最近は常時と言いますか、

瘍内科の隣に緩和ケアのオフィスがあり、両方

毎日、新しい患者さんを３、４人ほどご紹介して

回ってくださいというようになると良いのかもし

いただき、お会いしています。

れません。ただ現状ではまだそこまでリソースが
追いついていないということです。

■ 高橋

国立がん研究センターの中央病院だっ

たら精神腫瘍科がありますが、他の病院でどのよ
■ 高橋

たとえば主治医の先生以外にも誰かに

うなリソースがあるのかは、やはり医療従事者の

話を聞いてほしい、あるいは症状が今ひとつコン

方からお知らせしていかなければいけないです

トロールされていないから大変心配なのですと

ね。それではもうひとつのご質問をお願いします。

いったことも、目の前の主治医に聞いてみても良
いわけですよね。
■ 里見

プライマリケアのサポートという意味で
もかかりつけ医を

そうですね。実際にがん研究センター

でもそうしていて、今日受診なのですと言って緩

■ 参加者 A

和医療科の外来に紹介されてくる方もいます。今

くり、がん治療医と連携してもらうと良いという

日のオープンセミナーに精神腫瘍科の先生はいら

ところがもうひとつの質問です。かかりつけ医と

していますか。中原理佳先生がおられるので、先

いうのは、今回の説明では、在宅緩和ケアの中で
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のご説明でした。終末を迎える際に、残念ながら

方が絶対に良いと思います。

国立がん研究センターには緩和ケア病棟がないの
で、おそらく自分の近くの終末期医療を受けられ

情報の共有には自身が伝えること

るような病棟に移ることに最終的にはなると思う

―『私のカルテ』の活用も

のですが、それを見越してそこの病院にかかりつ
け医になってもらうのが良いというアドバイスに

■ 参加者 A

なるのでしょうか。もしそうであるならば、終末

リヘルスケアをしてくれる医師を家から５分ぐら

期医療を受けるであろう病院を早めに探しておい

いのところに確保はしているのですが、診療医と

て、先生を見つけ、主治医に連携してください、

連携することが具体的にどういうことなのかよく

情報を共有してくださいというアクションが必要

分かりません。自分の身体なので自分がいちばん

なのかどうかお教えいただけますでしょうか。

情 報 は 持 っ て い る こ と も あ り、 私 が メ ッ セ ン

実はサポートしてくれるプライマ

ジャーではないのですが、いろいろと情報提供を
■ 里見

はい、ありがとうございます。少し混

しています。病院からの紹介状以外にも情報は

乱があったかもしれませんが、終末期を見据えた

きっとあるのだと思うのですが、そこは主治医に

かかりつけ医というスタンスはもち論あります

私のプライマリヘルスケアの先生とコンタクトを

が、終末期とは関係がなく、がんの治療は専門病

取りカルテなどを共有してくださいとお願いする

院でやっているのだが、身近に、風邪でかかれる、

ことになるのでしょうか。

プライマリケアとしてやってくださるという先生
がいると良いという意味で申しあげました。そう

■ 里見

したかかりつけ医が、がん研究センターと連携を

先ほどお話しした『私のカルテ』は、患者さんに

しながら患者さんのプライマリケアを支え、終末

自分のことを書いてもらい、今言われたメッセン

期を支えるという両方の意味合いがあります。本

ジャーという言葉の通り主治医に伝える手段にし

日は緩和ケアのお話なので、終末期に緩和ケアの

ていただくのが実は簡便なのかなと思っていま

サポートをしてくださるというニュアンスがやや

す。

必要に応じてということだと思います。

強く出てしまったのかもしれません。決して終末
期を見据えたという意味だけではなく、身近に助っ

■ 高橋

人をつくっておくことが大事だと思っています。

います。やはり自分が自分のことをいちばん良く

非常に大事なご質問をありがとうござ

早めにかかりつけ医をつくった方が良いかどう

知っていて、こうしたい、こういう状況にあると

かに関しては、治療の経過は年単位で進んだりし

いうことをメッセンジャーとして周囲にいちばん

てなかなか分からないこともあるので、ちょっと

伝えられるのは、ご自分だとは思います。ただや

つくっておいた方が良いのかなと思う時には、今

はり医学的なことについては、自分が知らない情

までの主治医の先生に相談をしてみる。先生が、

報があるのではないか、これで伝えきれているの

慌ててつくらなくてもいいですよということなら

かどうかを心配されるのは当然だと思います。こ

必要はないのかなと思います。

うしなければいけないという決まったルールが日

いろいろな患者さんを拝見していますと東京は

本全国にあるわけではないので、そこはご自身が

けっこう公共交通機関が発達していて良いのです

主体的に動かれてオーケーではないかと思いま

が、地方にお住まいの方などは、つくっておいた

す。
質疑応答
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■ 若尾

まさにルー

「がん相談支援センターを探す」というようなも

ルはないのですが、そ

のがあり、その中で「緩和ケア病棟のある病院を

の中でひとつきっかけ

探 す 」 と い う の が あ り ま す。 今、 拠 点 病 院 は

としてあるのが、手術

427 ありますが、緩和ケア病棟はだいたい 350

が終わった後の、地域

くらいあります。そこに出ているのは今日、里見

連携パスと言われてい

先生がお話しになった一定の料金で緩和ケアを

るものです。適応され

行っている本当の緩和病棟と言うと言葉がおかし

る状況が限られて、み

いのですが、緩和ケア病棟加算を取っている病棟

なさんが使えるというものではないのですが、手

の紹介をしています。そちらで緩和ケア病棟を探

術後の治療をすべて手術を受けた病院でやるので

すこともできますし、ご自分で探さなくても今日

はなく、一部は地元のかかりつけ医の先生に診て

ご紹介いただいたがん相談支援センターで聞いて

もらい、連携パス手帳のようなもので情報共有す

いただければと思います。

るということが勧められています。ただなかなか
多くの方に適応できないというのが問題です。今

■ 高橋

までは術後のパスが中心だったのですが、新しい

どうぞ。

ありがとうございます。それでは他に

連携拠点病院の指針では、緩和ケアにつなげるパ
スをつくっていきましょうという要件が追加され
ています。ご自身がメッセンジャーとしてやるの

何が辛くてどうしてもらいたいかを伝え
ること―相談支援センターの活用も

はなかなか難しい方もいらっしゃいますので、そ
のへんは医療者側が背中を押すような仕組みも検

■ 参加者 B

討されています。そういうことで地元の先生たち

ざいました。ひとつだけお聞きします。私もがん

を探していただき、その探すことも病院でお手伝

患者ですが、がん患者のお友だちから、主治医に

いができますので、そうしたパスを活用していた

緩和ケア病棟にかかりたいという相談をした時

だくというのもひとつの方法だと思います。

に、主治医の方からまだ緩和ケアは早いから私が

分かりやすい説明をありがとうご

やりますと言われて紹介状を書いていただけな
■ 高橋

ありがとうございます。若尾先生、つ

かったことがあるという相談を受けたことがあり

いでに教えていただきたいのですが、がん対策情

ます。それで緩和ケアにかかれないという悩みを

報センターが提供しているインターネットサイト

持つ友だちが多いのですが、そういう場合にウル

「がん情報サービス」では、全国の緩和ケア病棟

トラ C ではありませんが、患者が希望すれば緩

などの情報も探せますね。

和ケアにかかれる方法のようなものはございませ
んでしょうか。

■ 若尾

がん情報サービスについては、本日の

スライド 33（23 ページ参照）で紹介されまし

■ 里見

たが、実はこのスライドは全部が見えていません。

すね。主治医経由というのが一般的なのですが、

この右側に小さなバナーがついていて上から２番

今言われたような場合ですと、中央病院の１階の

目のバナーに「病院を探す」というものがありま

相談支援センターの奥で私たちの外来は毎日やっ

す。そこに入ると「がん診療連携拠点病院を探す」

ていますので、そこの事務の方にかかりたいとい
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うことを直接言っていただき、私たちの方で主治

いただくのがいいかとは思います。

医の先生とお話をしてかかれるようにするという
ことはさせていただきます。
今はその日にすぐに入れるかどうかは分かりま

■ 高橋

現実的にそういうことがあるというこ

とですね。

せんが、相談支援センターでもいいです。また直
接私たちの外来でもいいのです。

■ 参加者 B

相談支援センターで相談しても主

治医の先生に話が戻ってしまうのが現実なのでな
■ 参加者 B

この病院に関係がない人でもいい

のですか。

かなか難しいなと思います。がん研究センターの
中央病院ではないでしょうが、一般的な病院では、
それがなかなか難しいという話をよく聞きます。

■ 里見

マンパワーの問題で、院外の人の受け

入れは、今はまだ私たちのところではできないの

■ 若尾

です。

うことは何か問題があるということだと思いま

まずひとつは緩和ケアを受けたいとい

す。そこで主治医の先生に、これで困っているの
■ 若尾

がん相談支援センターなら院外の方も

利用できますね。

ですと伝えていただく。これは正攻法なのですが、
この辛さを何とかしてほしいとお話しいただき、
それでもし主治医が解決できるのであれば、何か

■ 高橋

たとえば主治医は「紹介するには早い」

処方してくれたり、次の手を打ってくれるはずで

と言っても、もしその病院に緩和ケアの先生がい

す。その主治医が解決できなければ自分で抱える

る場合は、主治医を飛び越してもとりあえず受診

のではなくやはり併診ということを考えると思い

し、緩和ケアの先生の方から「相談がありました

ます。何を解決してほしいかを伝えることがひと

が、○○さんの状況はどうですか？」と主治医に

つだと思います。

フィードバックしていただくこともできるでしょ

それからがん相談支援センターから主治医に話

うか。患者さんが後で辛い思いをしないような対

が回ってしまうというのはわれわれが勧めていな

応をしてくださるかと思うのですが。

い方法です。がん相談支援センターは独立して、
主治医に話す場合は必ず相談者の了解を取った上

■ 里見

ひとつはやはりその病院の相談支援セ

で主治医とのコンタクトを取るというのが基本的

ンターで、がん相談室のようなところは必ずある
と思うのです。相談支援センターはがん診療連携
拠点病院ならあると思うのですが、そういうとこ
ろがない場合は外来の看護師さんか、医療相談室
という名前の相談室は必ずあると思うので、まず
そちらにご相談に行かれるのが良いと思います。
緩和ケアチームも私たちのように専門でやって
いるところもあれば、兼業でやっているところも
あるので、運営状態はさまざまというところはあ
ると思うのですが、まずはアクションは起こして
質疑応答

�ん本.indb 33

33

2017/03/21 1:07

なルールです。したがってそういうことがあった

いづらかったということがあります。実際に本当

ら他の病院のがん相談支援センターをぜひ活用し

のところはどうなのかというのが疑問なのです

ていただきたいと思います。べつにがん相談支援

が、いかがでしょうか。

センターはその病院にかかっている人しか使えな
いということではございません。他のがん相談支

■ 里見

援センターをまず活用していただければと思いま

研究センターのたとえば通院治療センターでどの

す。

くらいかは分からないのですが、少なくとも緩和

ご質問ありがとうございます。今がん

医療科の外来にかかっている方の８割５分以上は
■ 高橋

主治医への切り出し方として「緩和ケ

がん治療中か、言われたように術後疼痛、あるい

アにかかりたいのです」という言い方と「こうい

は他の痛みを含めてかかられている方ばかりで

うことが辛いから何とかしたいのです」と具体的

す。したがってニーズとしては、とくに外来では

な辛さを伝える方法があり、その言い方を変える

多いと感じています。

ことで対応を引き出す手はあるかもしれないです

緩和医療科に紹介される患者さんの多くは主治

ね。ウルトラ C ではなくウルトラ A または B の

医の先生からの依頼です。先ほども言いましたよ

レベルかもしれませんが。では他の方どうぞ。

うに基本的緩和ケアは、術後疼痛や抗がん剤副作
用の腹痛に対して主治医がお薬などでいろいろな

主治医も症状緩和はやるが、がまんでき
ない痛みの場合は治療中でも緩和ケアを

ことをやります。ただうまくいかなかったので診
ていただけませんかと来ることが多いのです。主
治医の先生のレベルでも緩和ケアという名前はつ

■ 参加者 C

今日は分かりやすいお話をありが

とうございました。私は実際に中央病院の診察を

かないかもしれませんが、症状緩和はかなりやっ
てくださっている印象はございます。

受けている患者なのですが、私の場合は術後の疼
痛が非常に強くて、術後に痛いのは手術をしたの

■ 参加者 C

ありがとうございました。

だから当たり前だと思っていてずっとがまんをし
ていました。主治医の先生にはなかなか痛いとい

■ 高橋

うことを伝えられなくて、最終的には自分で精神

すのでここで締めさせていただきます。

ご質問は尽きないと思いますが時間で

的に追い込まれてしまい、最後は看護師さんに泣
きながらご相談をして緩和医療科に予約を取って
いただきました。今も実際に通っていて薬によっ

がんサバイバーシップ支援部の今後の活
動予定

て痛みも軽減され、日常生活も送れるようになり、
笑って過ごせるようになりました。緩和ケアは、

■ 高橋

終末期医療ではなくて診断されてから治療中でも

が、７月４日（月）です。今日の緩和ケアのテー

受けられるということなのですが、実際問題とし

マのひとつでもある「こころ・気持ち」の問題に

ては治療中の患者のどのくらいの割合の方が緩和

ついて中央病院の精神腫瘍科長の清水研先生に話

ケアを受けているのでしょうか。急にお答えを求

をしていただきます。心のケアというと誰かが誰

めるのは難しいかもしれませんが、私の中では非

かのケアをするように聞こえるのですが、それよ

常に敷居が高かったのでなかなか受けたいとは言

りももっと広く、がんになった時に人間はどうい
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うような気持になるのか、初めて分かった時、あ

という月島の区民館でやっているもので、こちら

るいはがんが戻って来た時、どういう気持ちにな

の方が歴史は長いです。それから東京以外の場所

るのか。それに対してご本人やご家族、あるいは

で地元の医療者の方々と共催する「ご当地カフェ」

医療従事者も含めて、どういうように受け止めて、

もあります。これら啓発事業の『平成 27 年度活

どうしていく余地があるのか。おそらくこれも

動報告』には、３種類の記録がすべてが含まれて

ざっくばらんな話になると思います。ぜひご参加

います。

ください。

今日は、里見先生に分かりやすいエッセンスを

がんサバイバーシップ支援部が提供している啓

お話しいただきました。他ではなかなか聞けない

発事業は３種類ございます。
「がんサバイバーシッ

お話だったと思います。もう一度大きな拍手をお

プ

願いいたします。＜拍手＞

オープンセミナー」、それから「公民館カフェ」

質疑応答
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「第５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
平成28年4月27日（水）実施
受付登録者（102名） お立場（複数回答）

患者・家族

45.1%

医療者

参加者 100名
回答者72名（回答率 72％）

支援団体

27.5%

2.0%

企業

その他

13.7%

28.4%

アンケート集計
男性

性別

女性

25.0%

74.0%
20歳代

年齢
14.0%

30歳代

40歳代

20.0%

50歳代

60歳代

1.0%

70歳代以上

26.0%

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

未回答

6.0%

未回答

26.0%

1.0%

7.0%

カフェを知った経由（複数回答）
58.3%
27.8%

友人の紹介

1.4%
1.4%

33.0%

研究班からのメール

Facebook,Twitter
16.7%
13.9%

10.0%
7.0%
50.0%

その他
とても良かった

オープンセミナーの感想
76.0%

やや良かった

あまり良くなかった

無回答

15.0%

2.0%
7.0%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

緩和ケアの理解があまりなかったので、全体的に知る事ができて良かった。全てのがん患者がこの情報を知れると良いと思いま
患者さんの意見・療養中の思いなど、リアルな声が聞けて良かったです。他病院の看護師をしています。これを機に、もっと患者さ
んの声を聞く時間をとりたいと改めて思いました。
緩和ケアに対する誤解や理解ができていない事が沢山あったので、参加できてとても良かったです。治療の初期から緩和ケアが
あるのは驚きでした。
緩和ケアに対して、私も終末期ケアと誤解をしていました。まずはこうしたイメージを患者自身も変えていくことが大切なのだと感じ
緩和ケアを誤解していた。ホスピス・緩和ケア病棟は予め入院申し込みが必要であることが知れて良かった。
地域の医師が緩和ケア研修を積極的に受けてほしいと思いました。まだまだ本来の緩和ケアの意味が広まっていないと感じまし
た。情報提供が大事ですね。がん情報HP利用させていただいています。
とてもわかりやすい説明でよかったと思います。患者本人なので、ほかの患者さんからのききたいことをきいてもらい、こたえも、
ざっくばらんなお答えでよかった。
聞きたかったことがすべて質問者の方々から出てとてもていねいにお答えいただいていたのでとても勉強になりました。
身内に患者がおり、参加させていただいた次第です。また、何か1つその人への助けになれば良いと思い、またがんというもの自
体にも興味があり、深められたのでとても良い経験になりました。わかりやすいご説明、ありがとうございました。
現在の緩和ケアの内容についてよくわかりました。病院内に、緩和ケアについてのパンフはあるのでしょうか。患者・対象者が正し
い認識でもっと知るべきだと思います。メリットのある緩和ケアについて、全員が受けれる環境・未来になって欲しいと思います。
とてもわかりやすかったです。質問と答えが患者さんの現状がきけてよかったです。
家族ががん治療を行なっているので今後の治療のフォローに参考にさせて頂きます。
始めに緩和ケアーの話を聞いて良かったです。
分かりやすい講演内容でした。特に緩和ケアチーム、在宅緩和ケア、意思決定について勉強になりました。また「がん患者力」とい
う言葉は印象深いです。
緩和ケアについて勉強になり 今後、患者さんへ返していきたいと思った。
当院の緩和体制や考え方が知れてよかったです。患者さんの意見もきけてよかったです。
緩和ケアについてとてもわかりやすくお話していただいたのでよかったです。また、このようなセミナーがあれば参加したいと思い
ます。質疑応答で患者さんの実際の悩みなど、大学等では聞くことのない話を聞けてよかったです。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

治療についての方法、説明などを行うセミナーがもしあれば、嬉しい限りです。
もう少し専門的な内容の話も聞いてみたいです。
毎回とても充実した内容をありがとうございます。 余談ですが…回を重ね、お話を伺えば伺うほど、この病院でお世話になれてい
ることが私にとってQOLを上げているなあと実感しています。ありがとうございます。
PPT「包括的アセスメント」にある身体症状・精神症状・・・などにある各症状・問題に対する具体的なセミナー。
これからも様々なテーマでのセミナーをお願いします。
これからも継続してほしい。
医療者（医師）とのコミュニケーション力が上がるような方法、患者がするべきことなどわかるとよい
診療を受けている病院と今後療養しようとする場所が遠方（県をまたいだりするくらいの距離）の場合、在宅療養の準備など戸惑う
ことがります。どのようなサポートや準備が必要となるか、お話を聞きたいです。
など

36

�ん本.indb 36

Ⅰ

オープンセミナー・第 5 回

2017/03/21 1:07

第6回
メインテーマ

がんサバイバーシップオープンセミナー

がんを体験した「こころ」のケア
〜三人称の視点から〜
2016 年 7 月 4 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

開会の挨拶

若尾

文彦

国立がん研究センターがん対策情報センター長

みなさん今晩は、国立がん研究センターがん対

非常に大きなショックやダメージを受けた方に専

策情報センター長の若尾と申します。本日はお忙

門的な「技」をもって、そういう患者さんを癒し

しい中、また大変な豪雨でお足元の悪い中、がん

てくださることができる方々です。

サバイバーシップオープンセミナーにお出でいた
だきありがとうございます。

今 日 は そ の 精 神 腫 瘍 科、 英 語 で は PsychoOncology と言いますが、それがどういう学問

このがんサバイバーシップオープンセミナー

なのか、どういう「技」をお持ちなのかというこ

は、昨年から始まり、今日は、平成 28 年度の 2

とを、実際の事例を通して患者さんにこういうよ

回目の開催で、第 6 回目となります。

うにアプローチするのだというお話をしていただ

本日のテーマは「がんを体験した「こころ」の

くとともに、いろいろと「こころ」のことで困っ

ケア〜三人称の視点から〜」ということで、国立

ている方もいらっしゃるでしょうから、そういう

がん研究センター中央病院精神腫瘍科・緩和ケア

場合にどうすればいいのかを一緒に学んでいただ

チームの清水研先生にお話しいただきます。

ければと思います。

精神腫瘍科というのは、がん治療の領域で大事

非常にお忙しい清水先生に今日はお出でいただ

な役割を担っていただいている専門診療科です。

いています。ぜひお話を聞いていただき、サイコ

ただまだ数が十分ではなく、本当に多くの方に行

オンコロジーのことについて知っていただければ

き渡っていないのが現状です。そういう現状です

と思います。本日はよろしくお願いいたします。

が、本当に大事な領域で、がん患者さんで、心に

開会の挨拶
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セミナーを始めるにあたって

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

主催のがんサバイバーシップ支援部長の高橋と

ンセミナーには、「オープン」と言うだけあって

申します。本日はご参加ありがとうございます。

様々な立場の方がご参加くださっています。フ

今日はこれから丸 1 時間、いろいろな側面から

ラットな立場から率直なやり取りを信条としてい

清水研先生にゆっくり「こころ」についてお話を

る場ですので、みなさまには活発にご意見、質問

していただきます。その後、30 分じっくり質疑

などいただければと思います。それでは清水先生

応答の時間を取ります。今日も含めて毎回オープ

よろしくお願いします。
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がんを体験した「こころ」のケア
〜三人称の視点から〜

がんを体験した「こころ」のケア
〜三人称の視点から〜

清水

研

国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科長・緩和ケアチーム

存（哲学）の側面を含め」、多面的な領域の知見

はじめに―精神腫瘍学を三人称の視点から

をもとに「全人的かつ学際的に扱う」ということ
で、とくに、以下の 2 つの目標が強調されます。

みなさま今晩は、当センター中央病院精神腫瘍

ひとつめが、「がんがこころに与える影響」と

科の清水と申します。今日はこのような機会をい

はどういうものなのかということについて探求し

ただき、ふだんの学会などとは違う、実際に当事

ていきます。これが分かるとがんになった体験者

者の方やご家族の方とオープンに話ができる機会

の方のクオリティオブライフ（QOL：生活の質、

で、緊張もしていますが楽しみにしもしておりま

生命の質）の向上のヒントが得られます。

す。どうぞよろしくお願いします。

もうひとつが、「こころや行動ががんに与える

私は精神腫瘍科というところに所属していま

影響」です。たとえば「病は気から」という言葉

す。若尾先生から少しご紹介いただきましたが、

があります。精神的に不安だと実際に病気が進み

精神腫瘍学についてはご存じではない方もたくさ

やすくなるという懸念があるとはよく話にも聞き

んいらっしゃると思いますので、まずそこを共有

ます。ここに関しては最近、大規模な科学的な研

させていただければと思います。

究がなされ、そのほとんどが、「こころ」のあり

精神腫瘍学は、もともと米国で始まった学問領
域で Psycho-Oncology という英語の邦訳です。
「Psycho」は「こころ、心理、精神」を意味しま

スライド１

精神腫瘍学の語源・定義

す。「Psychosocial：心理社会的」という言葉も
あります。
もうひとつ「Oncology」は「Onco： 腫 瘍 」
に 関 す る「logy： 学 問 」 と な り ま す。 こ の
Psycho-Oncology を日本語に訳すと精神腫瘍学
となります。
この精神腫瘍学の定義が、スライド 1 に難し
く書いてあります。「がんとこころの関係を精神
医学、心理学だけでなく、身体・社会・環境・実
がんを体験した「こころ」のケア〜三人称の視点から〜
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ようが病気の治療経過に関連することはないとい

経過した記念日、築地の A 寿司店に母を連れて

う結果でした。したがって落ち込んだり、不安で

行った。母が涙する姿を見ていたら、母のことを

あったりしても病気が進行してしまうとは、あま

心配した日々を思い出すとともに、なんとも言え

り心配しなくてもいいですよと私たちはお伝えし

ない安堵感などが押し寄せた。家族もいろいろな

ています。

個別的体験をされているということです。

もうひとつ今回は「三人称の視点から」という、

三人称の視点は、学問的に言いますと、一般的

これは何だろうというような副題を付けさせてい

に、手術から 5 年を節目にがんの再発に対する

ただきました。その意図について共有したいと思

不安は軽くなると言われているということです。

います。

情緒的なものを排除していくと客観的な理論だけ

一人称は「私」ですから、今日たくさん来られ

になってきます。本日は、私はこの三人称の理論

ているのではないかと思いますが、がんを体験さ

のようなものをいろいろとお話ししますが、個別

れた当事者からの視点になります。

にいろいろな体験をされている方からすると、そ

二人称は「あなた」です。ご家族や親しい間柄
の方々からの視点になります。

れは分かりやすい部分とまとめすぎてしまいやや
違和感が残る部分があるかもしれません。

三人称は「彼、彼女という第三者で比較的遠い

一般的に専門家の話は、全部正しいという前提

関係性」であり、一般化された視点ということに

で聞かれることも多いと思いますが、ことこの話

なります（スライド 2）。

題に関しては、みなさんの個別的な体験と区分け

やや無理なたとえですが、たとえば自分の手術

をして、役に立つ部分は採りあげていただき、そ

から 5 年が経ち、もう再発の心配はないと先生

うではない部分は聞き流していただく、そういう

から言われたとします。それで築地の A 寿司店に、

話もあるのだなという感じで聞いていただければ

その方は娘さんと行ったとします。そう言えばが

と思い、そういう副題を付けさせていただきまし

ん告知後にもこの店に来たなということを思い出

た。

し、さまざまな思いがこみ上げてきたというのが、
一人称の視点です。

がんを体験した「こころ」

二人称（あなた）の視点は、娘さんが 5 年が
本題に入ります。4 つの内容をお話しします。
スライド２

まず、がんを体験した「こころ」です。それから、
がんを体験した「こころ」がいろいろな経過を経
て、新たな視点に到るまでということ。後半は、
私たちの精神腫瘍科外来で行っているカウンセリ
ングや薬物療法のご紹介をさせていただきます。
「こころ」の話をするにあたっても、がんの臨
床経過の特徴について最初に共有した方が良いと
思いますのでスライド 3 の図を出させていただ
きました。がんのショッキングな状況と言います
とがん告知を考える方が多いと思いますが、実は
検診に行かれて、その検診結果が陽性になった段
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スライド３

がんの臨床経過

スライド４

 ん罹患にともなうさまざまなストレス（喪
が
失体験）

階で「自分はがんかもしれない」という不安が始
まります。その結果を持って精密検査を受けるの

いろなものを失う喪失体験だととらえられていま

は身体的にも、精神的にも辛い状況があります。

す（スライド 4）。それもさまざまな側面があり

それでやはり結果ががんとなると激しく「こころ」

ます。まずひとつめは、人生そのものを失うかも

が動揺することが多いのではないでしょうか。

しれないという脅威、死を意識するということで

最近の罹患数や死亡数の予測では、年間 98 万

す。2 つめは、健康の喪失と言えるもので、身体

人の方ががんになられて、37 万人の方が亡くな

的苦痛です。痛みや倦怠感、さらにがん治療の副

られています。誰もががんになり得るということ

作用という苦しみもあります。3 つめは機能障害

です。がんと診断され手術などでがん細胞を身体

です。たとえば胃を全部取ってしまえば、食事に

から取り去ったとしても病状が進行することがあ

問題が出ますし、人工肛門による排泄の問題や運

ります。再発告知は、がん告知以上にインパクト

動機能、生殖機能、発声等々にも問題が出ます。

があると言われております。その後、化学療法を

4 つめはボディイメージです。手術で 乳房を喪

行って、そろそろ抗がん治療を中止した方が良い

失したり、やせたり、脱毛もあります。最後の 5

ですと言われる時期が来ると、いよいよ死を間近

つ目の喪失体験が、社会的苦痛です。仕事や就業

に意識する時期なのではないでしょうか。また経

が順調にいかない、その結果として経済的に困窮

過が良くてその後、がんが根治したとしても 5

する、あるいは社会の中での役割が変っていく中

年間は再発に対する不安と向き合う必要がありま

で対人関係も変っていく。このようにがん罹患は、

す。

多面的かつ複合的な喪失体験です。これもがん体

さまざまな事故や震災などトラウマテックなイ

験の特徴だと思います。

ベントはいろいろあると思います。そしてもちろ

縦断的経過を理解する上で、衝撃的できごとを

んそれらも非常に辛いことですが、それらは、過

体験した後の「こころ」の道筋という点から、外

去にこういうことがあったという、過去を振り向

傷後成長（Posttraumatic Growth: PTG）モデ

くものです。それらと較べて、がんというできご

ル （Calhoun

とは 1 回だけではなく、それがまた将来いろい

のをいろいろなところでご紹介しています（スラ

ろなものを起こし得る懸念があるという性質がご

イド 5）。どういうものかと言いますと、人間に

ざいます。

はまず「中核となる世界観」というものがありま

もうひとつがん罹患にともなうストレスはいろ

& Tedeschi 2000） と い う も

す。何だと思われるかもしれませんが、私も含め
がんを体験した「こころ」のケア〜三人称の視点から〜
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スライド５ 衝
 撃的出来事を体験した後の「こころ」の道
筋①

的なできごとを織り込んだ新しい世界観ができま
す。その中に人間的に成長したととらえられる外
傷後成長という内容も含まれてくるという理論で
す。もちろんこれは 1 本道ではなく、いろいろ
と「こころ」が揺れ動くことはあります。
ここである患者さんの例を紹介いたします。プ
ライバシーの問題があるので、私がお会いした方
をいくつか組み合わせて作っています。
24 歳の男性・A さんです。大学卒業後、希望
した会社への就職がうまくいき、2 年が経過して
いました。

てすべての人間は、ふだんは意識はしないのです

体重が減少し、医療機関を受診し、精査後にス

が無意識のうちに何らかの前提となる世界観を

キルス胃がんの診断を受けた。すでに遠隔転移を

持っていると言われています。たとえば私の場合

認めており、根治的な治療は難しいという告知を

を出して恐縮ですが、私は、今はがんなどの生命

受けました。

を脅かす病気を持っていないと感じていますの

告知直後は頭が真っ白になるとともに、これが

で、平均寿命を考えると 10 年後や 20 年後も自

現実のこととはにわかに理解し難かったと言われ

分の人生が続いていき、展開していくという前提

ています。その日の夜はほとんど眠れなかったが、

で生きています。またその前提でいろいろなこと

翌朝目覚めた時に、やはりこれは現実なのだとい

を判断しています。ところがもし 1 週間後に「清

う思いと、激しい絶望感が襲ってきたと語ってい

水さん、実はあなたは進行がんでした」となると、

ました。

今まですべての前提となった世界観が崩壊して大
混乱します。

がん告知の 1 週間後、飲酒後に睡眠薬のハル
シオン 10 錠を内服してぐったりしているところ

この外傷後成長における外傷体験は、持ってい

を父親が発見し、病院に搬送されたが命に別状は

る中核となる世界観の崩壊を意味します。そうす

ないということでした。ただ念のために入院と

ると「こころ」はどうなるかです。最初は「侵入

なっています。

的思考」と言い、考えたくもないのですがいろい

この後、これがこの方の中核となる世界観の崩

ろな考えが頭の中に入ってきます。たとえばがん

壊だと思いますが、私は精神科医としてその方に

告知の場面を何度も思い出してしまう、本当は考

お会いしてお話を聞く機会をいただきました。次

えたくないのですが考えてしまう。あるいはなん

のようなことを語られています。

とかそれを回避しようとしたり、「こころが麻痺
する」ことも起きるかもしれません。
ただ時間がたつと、そのできごとが起きた今を
どう理解したらいいかを積極的に考えていくプロ
セスが起きてきます。状況を建設的に理解したり、

A さんは「がんになって、今までの努力がすべ
て無に帰した。自分に残された時間は限られてい
る。生きる意味も感じられない。なげやりな気持
ちだ。」と話されていました。
A さんが言っていることもなんとなく分かるよ

自分がコントロールしていく部分を見出そうとし

うな気がしますが、きちんと理解するために「時

たり、意味づけをしたりします。そうすると衝撃

間が限られると生きる意味が感じられない」とい
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スライド６

 撃的出来事を体験した後の「こころ」の道
衝
筋②

うのはどういうことですかとお聞きしました。
「今

スライド７

がんの臨床経過と精神症状の有病率

スライド８

がんを体験した「こころ」・まとめ

まで 10、20 年先の将来をめざして頑張ってきた。
突然残された時間はわずかだと言われてもどうし
て良いか分からない。仕事に取り組み、結婚して
家族を得たいと思っていたが、それはかなわなそ
うだ。ヒントを求めていくつか本を読んだが、ど
れも長生きする前提で書かれているので、気がめ
いるだけだった。」と答えられました。
10 代や 20 代は未来に向かっている未来志向
の時期ですから、そういう課題に没頭していた A
さんが、がん告知後に目の前の死に直面し、人生

で頭頸部がん、進行期肺がん、早期肺がんなどい

の意味や目的を見失っているのは当然のことだな

ろいろながん患者さんに協力していただき、100

と私は感じました。

人や 200 人の方に精神科医が一人ひとりお会い

外傷後成長モデルで考えてみますと、A さんの

して精神科的診断に該当するような状態があるか

世界観は「自分は死なない。社会参加や家族の形

どうかを調べた調査結果です。うつ病という重い

成に取り組むことが期待されているし、自分もそ

気持ちの落ち込みに該当する方が 5 〜 7％いま

れをやっていきたい」と思っているところに「ほ

す。適応障害という、うつ病の診断基準は満たさ

どなく自らの死が訪れることを意味する進行がん

ないが、軽い落ち込みの方は、非常に幅があるの

告知」を受け大混乱に陥っているような状況だと

ですが多いものでは 35％となっています。これ

理解しました（スライド 6）。

らの結果を概観するとこういう辛い知らせの後に

A さんのその後も気になりますが、別の話に移
らせていただきます。これだけの激しいショック

は、5 人に 1 人ぐらいの人が精神科的な診断に
該当するということが調査で分かりました。

ですから精神科的に見ていくと診断に該当するよ

がんを体験した「こころ」についてまとめさせ

うな精神症状の方もそれなりの割合でいらっしゃ

ていただきます（スライド 8）。がんというのは、

るというデータがあります。

検診結果の告知から精査、診断、再発告知、病状

スライド 7 はだいぶ前に国立がん研究センター

進行告知など、経過の中で繰り返し「こころ」は
がんを体験した「こころ」のケア〜三人称の視点から〜
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衝撃を受けるという時間的な性質を持っていま

スライド９

す。また、がんは、人生の喪失、健康の喪失、社
会的な喪失など、多面的かつ複合的なストレスを

 ん体験者を対象とした新たな世界観（外傷
が
後成長）に関する質的研究（清水・浅井・猪口・
宅）

もたらすものです。またがん体験により、その人
が無意識のうちに想定していた世界観が根底から
覆された場合は、「こころ」が落ち着きを取り戻
すまでに長い道筋が必要となることもあります。
そして、横断的にはうつ病や適応障害など、精神
医学的診断に該当する方の割合は約 20％（5 人
に 1 人）と言われているということです。

がんを体験した「こころ」が新たな視点
に至るまで

スライド 10

 たな世界観を得るために役に立ったこと
新
６つのテーマ 1. 積極的姿勢

―意図的思考の時期
次は、がんを体験した「こころ」が新たな視点
に至るまでということについて、私たちの調査結
果やいろいろな理論を元にお話しさせていただき
ます。
外傷後成長モデルに戻りますが、このプロセス
の中ではその状況をどのように考えていったらい
いのか一生懸命に意味を見出そうと考えている時
期（意図的思考）に当ります。

が、「2. がんに罹患して良かったと思えたり、成

私たちは実際に患者さんにお聞きしたいと思

長できたと思えたり、良い変化が起きたと感じる

い、がん体験者を対象に新たな世界観（外傷後成

ことがありましたか？」ということを 2 番目に

長）に関する質的調査を行いました（スライド 9）。

聞き、「3. そのような変化が起きるようなきっか

この研究の目的は、新たな世界観に関する内容を

けとなったり、手助けになるようなことあったな

明らかにするということと、その新たな世界観を

らば教えてください」という内容を分析していま

得るに当ってどういうことが役に立ったか、その

す。

方が感じていらっしゃるかという研究です。

この新たな世界観を得るために手助けになった

対象としては海外では同じような目的の研究が

ことについて少し結果をお話しします。いろいろ

すでにありましたので、日本人 19 名の方にイン

な話が出てきたのですが、だいたい 6 つのテー

タビューをしています。

マに分類されると私たちは考えました。

実際に聞いている内容ですが「1. がんに罹患

1 番目は積極的姿勢と名づけられるものです

したことはあなたの人生観を揺るがすような体験

（スライド 10）。たとえば「・やりたいことを積

でしたか？」ということをまず確認して、がんに

極的にやったこと・物事を前向きにとらえようと

罹患して辛かったこともたくさんあると思います

したこと・つらい気持ちを素直に表現できたこと・
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治療に積極的に取り組んだこと・病状を詳しく理

心配もなかった」ので、自分の病気をどう考える

解したこと」など、とにかくいろいろなことに積

かということに専念できたのですと言われていま

極的になるという姿勢についてのものです。たと

した。

えば「自分で辛くて泣きたい時は泣いた方がい

3 つめのテーマはがん体験について内省するこ

いって思う。無理して笑うより楽ですね。泣いた

とです（スライド 12）。「・生きることの意味に

方が後で気持ちがすっきりすることはよくありま

ついて考えたこと・自分の内面を見つめなおした・

す。」ということです。あるいはある方が言って

今までの人生を振り返ったこと」などです。「自

いたのですが、「年をとった団塊の世代のみんな

分の人生が限られているかもしれないと思った

とライブハウスでロックンロールを聞いた時に、

時、「 そ れ で 自 分 の 生 き が い っ て 何 な ん だ ろ

いちばん最初に舞台の中央に飛びだしていって私

う？」って自分に問いかけたんです。「これを治

は踊ったんです。そうしたら何かがふっきれて、

してどうしたいから私は治療してるんだろ

やりたいことをやればいいんだと思ったんです。」

う？」って自分に問い続けた。あるいは「子ども

と言われています。

の頃までさかのぼって今までのことを思い出し

2 番目のテーマは環境の整備に関するテーマで

て、自分の人生を振り返ってみたんだ。そうした

す（スライド 11）。「・療養環境を整えたこと・

ら、自分もそれなりに頑張ってきたし、今までい

経済的な心配がなかったこと・治療がうまくいっ

ろんな人に支えられてここまできたんだなってこ

たこと・身辺整理をしたこと」などが挙がってい

とに気づいたんだ。まんざら悪い人生でもない

ます。「信頼できる病院と先生に診てもらえるこ

なって思ったよ。」ということです。

とかな。そして入院生活が長いから、病室を私に

あるいは模範となる人や言葉との出会いです

とっていちばん良い環境にしようと思って、家か

（スライド 13）。「・前向きに病気と向き合って

ら使い慣れたものや、愛着があるものをいろいろ

いる人のことを知ったこと・他の患者や家族のこ

持ってきたんです。」とか、「住宅の返済だとか、

とを知ったこと・果たすべき役目があることを気

借金の返済だとかがあった場合にはもっと考え方

づかせてくれた言葉と出会った」という内容です。

が違ったと思うんですけどね。もう、そういうも

「自分がふてくされている時に、隣りの方のお部

のがある程度終わっちゃってからのあれだったの

屋から笑い声が聞こえたんです。自分よりも厳し

で、仕事の心配もないし、住宅ローンとか借金の

い病状だったと思いますから、すごいなあと思い

スライド 11

 たな世界観を得るために役に立ったこと
新
６つのテーマ 2. 環境の整備

スライド 12

 たな世界観を得るために役に立ったこと
新
６つのテーマ 3. がん体験について内省する
こと

がんを体験した「こころ」のケア〜三人称の視点から〜
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スライド 13

 たな世界観を得るために役に立ったこと
新
６つのテーマ 4. 模範となる人や言葉との出
会い

スライド 14

 たな世界観を得るために役に立ったこと
新
６つのテーマ 5. ソーシャルサポート

スライド 15

 たな世界観を得るために役に立ったこと
新
６つのテーマ 6. 宗教的・哲学的背景

らいろいろとアドバイスももらえる。その会で出
会った方が、人工肛門でもいろいろと旅行に行く
こともできるから頑張りましょうって言ってくだ
さって、ものすごく救いになりましてね。」とか、
「自分の片足がなくなって、病気に罹ったことに
よって自分自身の環境が変わった。にもかかわら
ず、病気になる前と同じような対応をしてくれる
友だちは本当にありがたい。何気なくいてくれる
存在がいちばんだと思います。」ということです。
スライド 15 が最後の 6 番目の宗教的 . 哲学的
背景で、日本人の場合はあまりこういう内容が出

ました。家族のために頑張っているというお話を

てこないと言われています。実際に他のテーマに

うかがう機会があって、少し勇気をいただきまし

較べると少なかったことはあります。具体的な語

た。」、あるいは「がんに罹った友だちの親御さん

りとしては、「・宗教を信仰していたこと・生き

は友だちのために毎日一生懸命頑張っているわけ

る上での哲学を持っていたこと」が役に立ったと

ですよ。その、なんていうのかな？白血病に罹ら

いうことがありました。「自分は人生は一度きり

なかったら絶対に出会わなかった人に出会えて、

だと思っていて、信念を持ってやってきたことが

貴重な話を聞けた。」と言われています。

あった。そういう心構えが今も役に立っていると

ソーシャルサポート（スライド 14）に関して

思う。」であるとか、「自分のどこかに信仰心とい

は「・支えてくれる人がいたこと・同じ境遇の仲

うものは小さいころからあったと思う。宗教を信

間に出会えたこと・他の患者や家族から感謝され

じている部分で、よりどころになっているところ

たこと・病気になる前と同じように接してくれた

は大きい。」というようなことがございました。

人がいたこと」などの内容が出てきています。「人

こういう実際にがんを体験した方の語りにはい

工肛門の人が集まる会があるんです。そこに入っ

ろいろなヒントが散りばめられていると感じるの

ているとね、自分だけじゃないんだっていう気持

ですが、それなら実際になったらどうするのだと

ちが出てくるんで救いにもなりますし、経験者か

いうことに関しては、若尾先生などの国立がん研
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スライド 16

がんと診断されたら行うこと

スライド 17

究センタ―がん対策情報センターが作られている
「がん情報サービス」の中に『患者必携

がん体験（喪失体験）との向き合い方

バート . A. ニーメヤーという有名な心理学者が

がんに

書いた本があります。これもヒントになると思い

なったら手にとるガイド』というものがあります

ま し た の で 紹 介 し た い と 思 い ま す（ ス ラ イ ド

が、そこの内容などにはインタビュー結果から得

17）。これはおもに大切な人をなくした喪失体験

られたような内容が相当採りあげられているなと

を想定して書かれているのですが、あらゆる喪失

思っています。たとえばスライド 16 のがんと診

に適用できる考え方だと思います。

断されたら行うことに関しては、私がそこからい

まず「つらい体験に向き合うこと」は大変なの

くつか抜粋したのですが、次のような内容があり

ですが、それは「取り組む必要がある「課題」で

ます。

ある。」ということです。なぜかと言いますと「こ

「がんと診断されて落ち込むことは当然のこと。

ころの痛みと直接向き合わずに、＜回避＞したり

つらい気持ちを家族や友人、相談支援センターの

＜なんともないふり＞をすると、それは問題を先

スタッフに話してみましょう。」、あるいは自分の

送りしたり慢性化することにつながる」からです。

病状のことをいちばん専門的に知っているのは担

ただ「取り組み方は千差万別で、自分なりのやり

当医なので、きちんと「担当医と話して、病状や

方でよい」ということです。先ほどのインタビュー

治療の予定について詳しく知りましょう。」とい

調査に参加してくださった方々は非常に積極的

うこと、あるいはその時々にとって「あなたにとっ

で、ある意味で頑張ることができる方が多いので

て必要な情報」は異なってくると思いますが「検

はないかと思います。ただ、みんながそうではな

査や治療法、療養生活などを集めましょう。」と

いと思いますし、先ほど言いました成長に必ずし

いうことや、「ひとりで抱え込まないで仲間を見

もみんなが到るわけではないと思います。私自身

つけましょう。医師や看護師に相談したり、家庭・

もそういう状況になったりするとクヨクヨした

社会・職場の中で自分の役割を代わってもらう人

り、誰かに甘えたりするのではないかと思います。

を見つけておく必要があります。」ということで

したがって非常に高望みなことをやらなくても良

す。これはがんという診断時に行うことですが、

いと思いますが、自分なりに少しずつ向き合って

その他いろいろな内容が出ていますので、ご興味

いく姿勢があると良いのではないかと思います。

のある方はご覧いただければと思います。

そうして「自らの感情に向き合って痛みを味わ

より心理面に焦点を当てた、
『大切なものを失っ

うことは必要なことだが、痛みを注視し続けるの

たあなたに―喪失をのりこえるガイド』というロ

は太陽を凝視するようなものなので休み休み行い
がんを体験した「こころ」のケア〜三人称の視点から〜
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スライド 18

人に話をすること・自分史を語ること

がんを体験した「こころ」が新たな視点
に至るまで
―新たな世界観（外傷後成長）を獲得する時期
「こころ」のどういう状況を考えていけば良い
のかというヒントについてお話ししましたが、次
に出てくる新たな世界観とはどういうものなので
しょうか。これは非常に個別性が高いもので、こ
ういうものだというひとつの答ではないと思いま
すが、いくつかの例をご紹介したいと思います。
ましょう」と言っています。当初は、苦しいこと

これもがん情報サービスの「患者さんの手記」

が起きた世界に「…絶望していても、周囲の親切

から引用させていただきました。これもひとつの

やありがたい手助けに支えられて、どうにか苦境

答と思いましたので今日ご紹介させていただきま

に立ち向かう勇気が持てるようになる」のだとい

す。「がんを告知されたとき、やはり死を意識し

うことをこのニーメヤーという方は言っていま

ました。その後がん治療を受けるため、がんのこ

す。

とを勉強して、闘病記もたくさん読みました。

とくに人に話をすること、その中で自分自身の

死をみつめることは、どう生きるかを見つめる

こと、自分史を語ることが大切なのだということ

ことだと気づきました。私は再発しましたが、限

を言っています（スライド 18）。「私たちは自分

りある命を生きているという気持ちは常に持って

自身の歴史を生きている。人生には一連の大切な

います。日常の些細なことに感謝できるし、幸せ

できごとがあり、その物語りによってその人がど

を感じます。

んな人間であるのか、どんな人間になろうとして

がんになってしまったことは変えられません。

いるのかが見えてくる。」ということです。「大き

それならば、自分の今までの人生を見直すよい

な喪失を体験したら、予期しない展開を迎え、そ

チャンスととらえたほうが楽です。

れ以降の物語のつじつまが合うように書き直しを

つらいときもあるし、今後どうなるか不安でた

余儀なくされます」。その時に「効果的なのは、

まらなくなるときもあります。そんなときは、患

自分の物語を好意的に聞いてくれる人たちに繰り

者会などで、同じ体験をしている人と気持ちをわ

返し話すこと。混沌とした状況に秩序をつけるこ

かち合うことで、自分ひとりじゃないとわかり、

とができる」ということを言っています。それで

勇気がわきます。（ある患者さんの手記より）」と

「喪失のストーリー」を自分だけで抱え込まずに

いうことです。これはぜひ紹介させていただきた

いろいろな人と「分かち合える人は、語ることで

いと思いました。

大いに癒されること」はいくつかの研究から示さ

私たちの調査（前出、スライド 9、44 ページ

れています。しかし非常に厳しい話をする場合に

参照）でも、
「がんに罹患して良かったと思えたり、

「話し手は聞き手の能力や限界、感受性などを考

成長できたと思えたり、良い変化が起きたと感じ

えて、聞き手にも配慮すべきである。」というこ

ることがありましたか？」とお聞きしていますが、

とを最後に言っています。

5 つのテーマでスライド 19 のような内容が出て
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スライド 19

がん体験者を対象とした質的研究
  新たな世界観の内容 – ５つのテーマ -

います。

スライド 20

 たな世界観にむけて考え方が変化するプロ
新
セス

ひとつめが「無意味性から意味への変化」です。

ひとつめは「他者との関係」で、自分が周囲に

何かと言いますと、今までは当たり前に毎日、毎

支えられていることに気づいたり、人の痛みや苦

日が続いていくように生活していたのですが、今

しみがわかるという内容です。2 番目に「新たな

は毎日を普通に生活していることはもはや当然の

視点」ということで、生きがいについて考え、人

ことではなく、1 日過ごせるということは特別な

生の優先順位が変わったということです。たとえ

ものであると気づくということが最初に出てくる

ば今まではお金儲けを一生懸命にやっていたのだ

と言われています。Janoff-Bulman は貴金属の

が、それは自分にとってあまり意味がないことに

ゴールドをたとえに出しています。貴金属のゴー

変ったという内容かもしれません。3 番目の「人

ルドは、非常に価値高く売買されていると思いま

間としての強さ」としては、「人生の終わりを受

すが、もしそれが金であってもそこらへんに転

け入れられる気持ちになった」であるとか、ある

がっていたら、誰もそこに価値を見出さない。自

いは「自分の気持ちに素直になれた」ということ

分が今日 1 日生きられるのは非常に貴重なもの

もございました。4 番目の「精神性的変容」とし

だということで、そこに高い意味づけをします。

ては、「超越的な力を感じる」や自然の近さとい

そうすると人生への感謝や精神性的変容が出てく

う部分があるのでしょうか、「自然への感性が鋭

ると言っています。

敏になる」というものもいくつかございました。

そうして一日一日を生きることにきわめて敏感

5 番目の「人生に対する感謝」では、「一日一日

になり、大切に生きようとすると、多くの人にもっ

を大切にするようになった」や、「生きているこ

とも有意味だとみなされている「親密さやつなが

とに感謝する」ということがありました。

りを目標とした愛他的な活動」、つまり大切な人

どういうような道をたどってこういう世界観に
到ったのだろうかという疑問がおありだと思いま

と一緒に過ごしたり、その人のために何かをする
ことを選択するようになると言っています。

す が、 こ れ は あ く ま で も 仮 説 で す が、Janoff-

3 つのプロセスの 2 つめは「心的準備性」と

Bulman という社会学者が 3 つの「こころ」の

言われているものです。平和な状況にいると災難

動きがあるのではないかという提言をしていま

は自分とは関係がないものだと思いがちですが、

す。考える余地があると私も思いましたので紹介

災難がいつでも起こり得ることに気づいている

させていただきたいと思います（スライド 20）。

と、将来悲劇に直面した際の心理的破綻・崩壊・
がんを体験した「こころ」のケア〜三人称の視点から〜
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恐怖のリスクを軽減させる。「こころ」の準備が

する。そのためには、こちらもいい恰好をしよう

できていることで人間としての強さが出ます。

とか、こういう風にしてやろうという自分本位の

最後は「対処と成長」です。この世の中で、自
分の病気は制御できないし、時に理不尽であると
思ったりしますが、そこを受け入れてしまうと、

よこしまな気持ちを置いておいて、「こころ」を
開いている必要があると言っています。
2 番目は「できごとによる変化の共有」です。

その中で今日 1 日をどう過ごすかということや、

その人のもともとの世界観、物語はどういうもの

その 1 日をどう過ごしていくかという、自分自

であって、それができごとによってどのような影

身が選べる部分もある。そういうことを発見する

響受け、どのように変化したのか、その方が語る

中で、「新たな可能性」という変化が出てくると

準備ができているのであれば詳しく話してもら

言っています。

い、自分たちが想像できるまで聴いていくと言っ
ています。

精神腫瘍科外来でのカウンセリング

また「苦しみを聴くこと」です。本当にとてつ
もないような苦しい話を聴くこともあると思いま

やや難しい理論の話が多かったと思いますが、

すが、その時は率直に言って私たちも逃げ出した

「がんを体験した「こころ」が新たな視点に到る

い気持ちが出てくることがあります。やはりそこ

まで」は以上にして、次に私たちの外来でやって

はきちんと耐えていき、安易に励ましたりするの

いることをご紹介したいと思います。

は逆効果であったりするので、そういうことはや

すべてが先ほどのニーメヤーが言う物語を聴く

らないようにする。

ということばかりやっているわけではないのです

それからやや難しいのですが「意味の探求の促

が、そういうことをやることは多いです。そうい

進」です。人にもよると思いますが、自分はこれ

うことをやる時のカウンセラーの心得ですが、私

ほど苦しかったという感情をそこで出せることで

た ち が ど う す る か と い う こ と を Calhoun

楽になる方もいますが、それだけではなくて、で

&

Tedeschi が言っています（スライド 21）。
4 つのことを大切にしなさいと言っています。

きごとをさまざまな角度から捉え、意味の探求を
促進するために治療者はいろいろな問いをしなけ

まずひとつは、十分に「信頼関係を構築」しましょ

ればいけない。治療者の問いを考える中で、意識

うということです。来られた方が私たちに「ここ

的かつ分析的に一緒にできごとを考えることがで

ろ」を開いて辛いできごとについて語れるように

きるようにする。

スライド 21 （物語りを聴くときの）カウンセラーの心得

そういう心得です。抽象的な話なのですが、こ
ういうことを大切にしながらやりたいと日々思っ
ています。

カウンセリング事例―A さん
冒頭に出しました A さん（42 〜 43 ページ参
照）との関わりの例をこの後、出したいと思いま
す。
大学卒業後、24 歳の若さで進行がんになり、
50
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将来が限られる中で、混乱され、服薬で自殺企図

デルの「意図的思考」の段階にいっしょに取り組

された方です。将来をめざして頑張っていたのに、

んでいくということになりました。

時間が限られ、もうすぐ時間が終わると言われて

3 回目の面接（意味の探求）の時ですが、A さ

もどうしたらいいか分からないと言われていた方

んは、
「何で自分は若くしてこのような病気になっ

です。

たのか、ということを相変わらず考えている。非

病院に搬送されて次の日に会いました。私が

常に恨めしい気持ちになることもある。健康で普

行った時、A さんとしてはこの人はどういう人で、

通の生活をしている人を見ると、『のうのうと生

私の力になってくれるのかという部分がある中

きやがって』と思ったりする。」と自身の怒りの

で、少し率直な話ができた場面です。

感情について述べられました。こういう怒りの感

初回面接（関係の構築）です。A さんは「あと、

情は自分にも向いているのかと思ったりしたので

心配なのは体の症状ですね。腹痛とだるさがある。

すが、そういう怒りの感情を出していただくこと

これからこの苦しさがどうなって行くのか」と続

は意味があると思いますので、そこは出してくれ

けました。私は、今は緩和医療も非常に進歩して

て良かったと思いながら、私は「激しい怒りの感

いるので薬物療法等で苦痛は和らげることができ

情があるのですね」とお応えしました。

ることを保証してみましたが「結局、後手後手に

ドキドキしながら苦し紛れに言ってみたことな

対応していくしかないってことですね」と非常に

のですが、
「怒りが高まると、もしかしたら『いっ

落胆されて、涙を流されました。

そ生まれてこなければよかった』と思うこともあ

私も初対面なのでけっこうドキドキしてしま

りますか？」と問いかけたところ、彼は「うーん

い、自分の言葉でむしろ A さんを苦しめてしまっ

…、それは、ちょっと難しい質問ですね」と述べ

たのであれば非常に申し訳ない気持ちであると述

て、そのことについて少し考え込むような様子で

べたところ、彼は優しい部分もあると思うのです

した。

が「先生は悪くない、ただ、病気が進行していく

このことに関する感想を彼から聞くことはな

ことを考えると非常にやりきれない気持ちにな

かったので、私の推測なのですが、「健康だった

る」と、初対面の私をかばったうえで、恐怖感な

自分」が今は病気になってしまったという、「今

どの自身の感情を表出してくれました。

の自分」との比較による喪失感に苦しまれている

面接の最後の方に、私は「今の状況をどのよう

わけですが、「生まれて来ない」という仮定との

に考えれば A さんが楽になるのか、一緒に考え

比較は、そうは言っても今生きていることにプラ

たいので時々話をしませんか？」と提案したとこ

スの部分があるのかもしれないという新しい視点

ろ、A さんは「このような話をする機会は今まで

を提供したのかもしれないと思ったりしました。

なかったので、こういう機会があるのは助かる」
と言われて、面接の継続を希望されました。

その次の 4 回目の面接（意味の探求）の時で
すが、「死が逃れられない自分は将棋にたとえれ

A さんが途方に暮れる中で、それならどうやっ

ば詰んでいる状態だ。どう指しても詰みからは逃

てその状況を理解できるようになるのかを一緒に

れられない。詰んでいるけれど良い将棋を指そう

考えてみましょう、私もあてずっぽうなことをた

とすることぐらいはできるかもしれないが…」と

くさん言ってしまうかも分かりませんがそれはそ

いうように語られました。

れで役に立たないこととしていただき、一緒に考

将棋についてご存じない方には恐縮ですが、将

えましょうということで、先ほどの外傷後成長モ

棋の終盤でいろいろ想定してみてもどうやっても
がんを体験した「こころ」のケア〜三人称の視点から〜
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勝つことができない状況を「詰んでいる」状態と

は行きつけの喫茶店でおいしいコーヒーの香りを

言いまして、彼は将棋の比喩を用いて、自分が死

楽しみながら、味わいながら飲みたい、そして両

から逃れられないということを言われていまし

親に感謝の気持ちを伝えたい」というお話があり

た。

ました。

私は、「その将棋のたとえで言うと、誰だって

この「行きつけの喫茶店でおいしいコーヒーの

死は免れないのだから、手数は違うけど詰んでい

香りを楽しみながら、味わいながら飲みたい、そ

ることには変わりないのじゃないかな？」と応え

して両親に感謝の気持ちを伝えたい」という部分

ました。

は先ほどお示しした外傷後成長の内容が出ている

そうすると A さんは「ああそうですね…そう
いう考えもあるかもしれない」と応えて、またし
ばらく黙りました。
これは他の人の人生は開かれているが、自分の
人生だけが閉じられているというイメージから

部分かなと思いました。
A さ ん と の 関 わ り を ま と め ま す（ ス ラ イ ド
22）。強い苦悩を抱え、自殺企図に至った A さ
んが、現在の状況における意味の探求を経て、新
たな視点を得るまでの過程を示しました。

「誰もが程度は違いますが、死を前提に生きてい

A さんと私という治療者の間で、いろいろなや

る」という視点が生まれるきっかけだったのかも

り方があると思うのですが、「現在の問題につい

しれません。

てどう考えたら良いのかという課題に取り組む」

次の 5 回目の面接（意味の探求）ですが、最近、

という目的を最初に共有できたことが、届かなく

呼吸困難感などの身体的苦痛があったのですが、

ても良い、いろいろな質問をしてみようという私

うまく緩和医療科の先生方が介入をしてくれて軽

の気持ちにもなり、面接の継続につながりました。

減され楽になっていたということもありました。

治療者の中に外傷後成長のモデルの考え方があ

身体の痛みがないということは治療には非常に大

り、「A さんは新たな世界観を構築して進むこと

切だと思いますが、A さんの表情は非常に穏やか

ができる」という信念があったので、それが私自

でした。

身の関わり続ける原動力になったこともありま

病気になる前はどのような生活だったのですか

す。

と昔話のようにたずねてみると、「遊んでいて自

私が関わらなくても A さんは新しい視点を得

堕落な生活でしたね」と応え、大学を卒業した後

ていたかもしれないのですが、治療者の問いは、

も学生生活の延長のような考え方で毎日を過ごし

A さんに新たな視点を提示することを目的として

ていたこともあったと具体的に教えてくれまし
た。そして「もっと毎日を大切に過ごしていれば

スライド 22

A さん・まとめ

良かったと思いますよ」と話しをされていました。
私は「過去は変えられないけど、これからはど
のように過ごしたいの？」とたずねると、「今は
それが自分にとっては大切なことかもしれないで
すね」と述べられました。
その後、本人より家で過ごしたいとの意思表示
があり、在宅医療に移行となりました。「家に帰っ
たらどうしたいの？」とたずねましたら、「まず
52
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おり、このことが A さんの思考プロセスを促進
したかもしれないと思います。

しゃられました。
夫と 2 人娘がいて、家族は非常に優しくて助
かると言われていました。

カウンセリング事例―B さん

B さんは毎日がつまらないという悩みを話せて
少し気持ちが楽になったとのことなので、次回の

もうひとつ事例を紹介いたします。B さん、
60 歳女性で進行乳がんの方です。
病状が進行し、抗がん治療の適応ではない状況

内科受診日にもたずねて来てほしいと私の方から
伝えました。
次回外来時、「相変わらずつまらないんだよね」

であることが担当の C 医師より外来で伝えられ

とのことでした。最近は元気がない姿を仲間には

ました。その後、いつもなら元気な B さんがふ

見せたくないので、引きこもりがちらしい。「家

さぎこんだ様子であるとのこと。C 医師より電話

族には辛い気持ちを伝えられているのですか？」

があり、診察を依頼したいとのことでした。

とたずねると、「心配かけたら悪いと思って話せ

C 医師はまじめな先生でべつに間違ったことは

ないんだ」と語られていました。

まったくしていないのですが、B さんが辛そうな

私は、それだけ親密な人が、友だちやご家族と

ので「申し訳なくてね」と悲しそうに言っていま

して周囲にたくさんいるのに気持ちを伝えられな

した。私は「いつも先生は一生懸命ですね」とい

いことがやや気になって、「B さんが周りに気を

う言葉をかけるのがせいぜいでした。

使うのには何か理由があるのですか？いつからそ

B さんは診察室に入ると、「私は精神腫瘍科っ
て初めてだから何したらいいのか分からない」と
言われました。
私は、困っていることについて一緒に考えたい

のようにがまんするようになったのですか？」と
たずねました。
B さんは少し考えて、次のようなことを語り出
されました。

と思っているので、もし良かったら今悩んでいる

実は自分は幼いころに両親を亡くして、叔父夫

ことについて何でも話してくれませんかと伝えま

婦が東京で事業を成功させていたので、叔父夫婦

した。

を頼って上京した。両親と叔父とはやはり違うか

最初は緊張しながらですが、ぽつりぽつりとで
したが、ご本人の話をさえぎらずに続けることを
促すと、次のようなことを語られました。

ら、心配をかけないようにして生活していたんだ
と、途中からは涙ぐみながら語られました。
私は、叔父が営む繊維工場で、さみしさを抱え

自分は地域で喫茶店を始めてから 30 年以上続

ながらもけなげに明るく振舞っていた小さな女の

けてきた。小さな店だが地域に根差して、近所の

子の姿を想像しました。そんな事情があったので

人が支えてくれて、楽しく仕事をしてきた。

すねと伝えて、その日の診察を終えました。

友人と連れ立ってゴルフに行くのが趣味で、天

3 回目の外来に来た時は、少し晴れやかな顔で

気の良い日にコースを回ると何とも言えない清々

あり、家族や友人には自分の気持ちを伝えられる

しい気分になれていた。

ようになったと言われました。

ところが最近ダルさがひどくなって、ゴルフに

喫茶店は閉店したのですが、親しい人との時間

行くのを止めた。喫茶店ももうたたまなければな

を大切にして、最近は楽しく生活しているとのこ

らないと思っている。「なんかとてもつまんなく

と、カウンセリングは終了となりました。

てね…」と非常に実感がこもっている感じでおっ

この B さんのまとめです（スライド 23）。明
がんを体験した「こころ」のケア〜三人称の視点から〜
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スライド 23

B さん・まとめ

スライド 24

 動から緊張を和らげる方法
行
ション

リラクセー

るく快活に生きていくことを大切にしていた B
さんが、病状の進行に伴い「楽しみ」と「自分ら

です。よく肩をすぼめるようにグッと力をいれて

しさ」を失ったと感じていたケースと理解しまし

持ち上げ、しばらくしてから一気に開放すると緊

た。背景には「周囲に甘えてはいけない」という

張がゆるんだ感じがしますが、スポーツクラブな

やや厳しい信念があったかと思います。

どでもよくやられているようなことかと思います

身体機能が低下するという新たな状況になり、

が、それを 10 回やると身体がほぐれてリラック

「甘えられない自分」では「こころ」が苦しくなっ

スできたりします。それを全身の筋肉を用いてや

たことが、結果的には本人が自由になることにつ

ると抗不安薬と同じような効果があると言われて

ながるもっとも大きな要因であったと思います。

います。それからイメージ法などを組み合わせて

治療者は B さんを理解しようとする中で、「甘

ご紹介しています。これらを覚えていただくと不

えられない」ことの事情をたずねたことが、「甘

安 な 時 に ご 自 身 で で き た り し ま す（ ス ラ イ ド

えられない」自分には生い立ちとの関係があるの

24）。

だという気づきがあり、そこで変っていけるとい

それから行動活性化というものもやっていま

うことにつながったのかもしれないと理解できま

す。これはそう難しいことではなく 1 週間の行

す。

動とその時に感じた不安感でも落ち込みでも、達
成感でもいろいろとあるのですが、その人の中核

精神腫瘍科で行う別のアプローチ

となっている感覚を 100 点満点で記載してくだ
さいというもので、スライド 25 のような表を渡

こういうようなその人のストーリーを聞くよう

して書いてもらっています。1 週間の日記をつけ

な関わりもしますが、みなさんが、そういうよう

るような感じです。全部やられる方はそういない

なことを求めて私のところに来られるのではない

のですが、2 日でも 3 日でもいいので付けてみ

と思います。別のアプローチもいろいろあります。

てくださいと言ってやります。

行動から緊張を和らげるような、身体に働きかけ

スライド 26 はその一部です。ある乳がんの手

ることをしたりします。たとえばリラクセーショ

術後の女性の方で、再発のことが不安で不安でし

ンという手法ですが、本当に単純なことなのです

ようがないとのことなので、その時に感じた不安

が、「深呼吸」で、腹式呼吸をゆっくりしていた

感を付けてもらったものの抜粋です。午後ネット

だく。それから「全身の筋肉の緊張と急激な弛緩」

サーフィンをしています。その時にいろいろなブ
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スライド 25

スライド 26

行動活性化

行動活性化

スライド 27

問題解決技法

ログを見ると不安で不安でしようがなくなる。月

ました。その後 1 週間の行動計画を考えること

曜日はその後に犬と散歩に行き、友人とお茶をし

もあります。

たら不安感が比較的落ち着くようになったという

問題解決技法というものもあります（スライド

ことです。火曜日はネットサーフィンの後に何も

27）。そう難しい話ではないと思いますが、たと

する気がなくなって家にいたら不安な気持ちのま

えば次のような相談があったとします。「主治医

まで、買い物に出るころに少し気持ちが切り替

の先生が忙しそうで、聞きたい質問もできないの

わった。こういうものから、ネットサーフィンは

だがどうしたらよいだろうか？」ということです。

良くないのではないですかということが共有で

私の方からこうしなさいとアドバイスするような

き、外出のような行動を増やしていくと不安感は

やり方もあるかもしれませんが、一緒に取組むと

減っていくのではないですかということを提案し

いう意味では選択肢をいろいろ考えましょうとい
がんを体験した「こころ」のケア〜三人称の視点から〜
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スライド 28

精神腫瘍科外来でのカウンセリング・まとめ

いたうえでやっていくことではないかと思いま
す。

薬物療法について
最後に、薬物療法について簡単にお話しします。
「こころ」の苦痛の症状はいろいろあり、よくみ
られるのが不安とうつです。
不安というのは不確実な脅威です。たとえば検
査をいろいろ受けて、明日、検査結果を聞くとい
うことで、非現実的なことも含まれていてもいい

う状況は、先生からどういう話が出てくるのだろ

のですが出してみます。「主治医を変えてもらう・

うという不確実な状況ですから、こういう時に起

聞きたい内容を事前に紙に書いておいて診察の最

こりやすい「こころ」の動きです。不安がまった

初に渡す・家族に付き添ってもらって補足しても

くないと、いろいろな失敗を起こしてしまうので

らう・外来の看護師さんに相談してみる・主治医

必要な「こころ」の動きなのですが、あまりにそ

には尋ねられないのでインターネットで情報を得

れが強い方に振り切れてしまうと生活に支障が出

る・がん情報サービスを見る」という選択肢が出
てきたとします、そうするとそれぞれの「利点・

スライド 29 「こころ」の苦痛 - 不安

欠点・実施し易さ」なども数値化して書いていき、
比較検討をするとこの選択肢をやるのが良いので
はないかという話になってきて、それなら次にそ
れを試してみましょうということになります。現
実的な選択肢を一緒に考えるような方法です。
そういうことで精神腫瘍科外来でのカウンセリ
ングをまとめますと、ニ―メヤーの自分史を語る
ではないのですが、「がんによってその人の「こ
ころ」がどのような体験をしたかを共有し、感情
の表出や意味の探求にともに取組む。
」というも
のもあれば、リラクセーションや行動活性化、問

スライド 30 「こころ」の苦痛 - 気持ちの落ち込み（うつ）

題解決技法であったり、たとえばこういうような
時には「こころ」はこういうように動きますといっ
た一般的なアドバイスなどさまざまなことをやっ
ています（スライド 28）。
いちばん大切なのは、まず最初にお会いした時
に相談に来られる方が何に困っていて、どのよう
な方法を用いるのが良いのかを明確にした後で、
それに取組んでいくということを納得していただ
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たりします。「毎日のようにいろいろと心配する」

スライド 31

薬物療法

「身体が緊張する」
「イライラする」
「集中できない」
「眠れない」「疲れやすい」となります（スライド
29）。
もうひとつの「こころ」の苦痛として、気持ち
の落ち込み、うつがあります。これは喪失体験の
後に落ちりやすい「こころ」の苦痛です。先ほど
の例で言えば、検査結果が思いのほか期待に反し
て悪かった時には、喪失体験が起きますから落ち
込みます。落ち込むことも当然の「こころ」の動
きなのですが、あまりに強いと生活に支障が出て
「寝付けない」「朝早く目が覚める」
「気持ちが落

みが和らぐ効果が得られる可能性があります。一

ち込む」「死ぬことを考える」「疲れやすい」「食

方で、副作用もこういうものがあります、依存性

欲が出ない」などのさまざまなうつ症状が出てき

はないわけではありませんから、今は少し力を借

ます（スライド 30）。

りておいて、もう少し落ち着いた時期には止めて

これが非常に強い時には、お薬が役に立ったり

いきましょうということを十分に説明し、納得し

するので使います。非常に単純化した構図ですが、

ていただき、それで使ってみたいということであ

眠れない場合には睡眠薬、不安な時には安定剤で

れば使用していくことにしています（スライド

すが、依存性も確かにあるので短期的に使います。

31）。

一部の不安には抗うつ薬が効果があります。また、

以上、今日はいろいろなお話をさせていただき

うつが強い時は、うつの薬を使います。精神科に

ました。がんを体験した「こころ」の動きや、そ

行くと無理矢理、薬が出てきて飲まされてしまう

の「こころ」が新たな視点に至るまで、そして、

のではないかという懸念を持たれている方も多い

精神腫瘍科外来でのカウンセリングと薬物療法に

と思いますが、こういう症状が強度の場合にはや

ついての 4 点をお話しさせていただきました。

はり薬は、非常に便利なものでもあるので、苦し

ご清聴いただきありがとうございました。

がんを体験した「こころ」のケア〜三人称の視点から〜
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■ 高橋

清水先生ど

来て、そういう質問を

うもありがとうござい

されるときっと自分は

ました。とても多くの

困るのだろうなといろ

内容を分かりやすく、

いろ心配する気持ちも

清水先生の落ち着いた

あってここに来まし

声でゆっくり話をして

た。これは直接の答え

いただき、スゥッーと

になっていないと思い

入ってくるような気が

ますが、多くの人間は

しました。

まじめに普通に暮らしていれば、きっと自分の人

どういうところからでもけっこうです。清水先

生はそう悪いはずはないという想定で生きている

生にご質問、あるいはご意見など、何かありまし

というのが一般論としてあります。それが、悪い

たらどうぞ。

こともしていないのに自分ががんになるとか、震
災に遭ってひどい目をみる、いろいろな事故に遭

新たな世界観を獲得するのは簡単ではない
が、それでも少しずつ「こころ」の変化が

うということは、やはりそれはすぐに理解できる
ことではないと思います。
なぜこういうことが起きたのだとか、苦しいし、

■ 参加者 A

先生どうもありがとうございまし

あるいは怒りの感情もあります。みなさんがそう

た。ひとつ質問があります。「新たな世界観に向

かどうかは分かりませんが、そういう気持ちを話

けて考え方が変化するプロセス」（スライド 20、

したり、そのことを自分の中で考えていくと、そ

49 ページ参照）の「対処と成長」のところに「制

うは言っても世の中は理不尽だし、その現実を受

御不可能で理不尽である、という世界観を受け入

け入れるしかないと思えてきます。それは非常に

れる…」とありますが、どうやって受け入れれば

やりきれないことでクヨクヨする気持ちもあるの

よろしいのでしょうか。そのあたりのことを教え

ですが、そういうことばかりに時間を取られるの

てください。

もちょっと馬鹿馬鹿しいなということになった時
に「受け入れられる」と言うよりは、「そういう

■ 清水
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えられるようになろう」という「こころ」の変化

ら、それに対してどう取組んでいくかに移ってい

をされる方が多いのではないかと思ったりしま

るので、最近のデータはあまりないのが現状です。

す。

おっしゃる通り 20 年前と較べてがん告知のあり

そういう時に、私が通り一遍のことを言っても

方がだいぶ変わってきていますし、先ほど言われ

言葉としては届かないかもしれません。ただ、そ

た SNS だけではなく、当事者の方々のネットワー

の苦しい気持ちを一緒に聴いていたいと思います

クがだいぶ変わってきたということがあります。

し、一緒に考えていきたいと思うことはあると申

また何よりも一般の治療の部分も変ってきていま

しあげたいと思います。

すから、今、同じものを出すとすれば当時よりは

明確な答えにはなっていないと思いますが、そ
ういうのが率直なところかと思います。

良い結果が出る可能性があるのではないかと思い
ます。
慢性疾患との比較は、身体疾患の方に関しては

■ 高橋

ありがとうございます。どうぞ次のご

質問を。

やはり、がんより多い、あるいは少ないというい
ろいろなデータがあり、それなりのインパクトが
ある身体疾患に関しては、数 10％という報告が

精神症状の出現はがん以外にもそれなりに

あります。がんが特別多いとか、がんが少ないと
いうことはなく、どの身体疾患もパーセンテージ

■ 参加者 B

お話をどうもありがとうございま

としては、同じくらいです。

した。スライド 7（43 ページ参照）で、がんの
臨床経過にともない 5 人に 1 人が精神医学的診

相談支援センターや緩和ケアチームに相談を

断に該当するという数字にややびっくりしまし
た。私自身もがん患者なのですが、がんは他の病

■ 参加者 B

気と較べて特別なのでしょうか。最近は医療も進

いうように非常に不安を感じた時に行ける場所が

歩して治療効果も非常に上がり、がんも慢性疾患

あるとすごく恵まれていると思います。精神腫瘍

と同じととらえる考え方もあり、私自身もそうし

科というものがない病院が多いです。緩和ケアな

ているのですが、そういう慢性疾患と較べた場合

どもやれていない病院では、患者さん、それから

どうなのでしょうか。

家族なども、不安な時にはしかるべき精神腫瘍科

もうひとつ、医療の最近の進歩を考えるとデー

もうひとつよろしいですか。そう

にかかった方が良いのでしょうか。

タが数年前のものなので、SNS などが発達する
ことで、とくに若い人などは精神的な葛藤が和ら

■ 清水

げられているという数字が、もしあったらお教え

言及していただきましたが、やはりニーズに較べ

ください。

て精神腫瘍科は非常に少ないです。そういう時に

おっしゃる通り、若尾先生にも最初に

どうするかですが、まず精神腫瘍科でなければ先
■ 清水

はい、ありがとうございます。おっしゃ

ほどのように話を聞いてもらえる機会がないわけ

る通り、先ほどのデータは古いデータだと申しあ

ではありません。自分の話を親身に聞いてくれて、

げましたが、15 〜 20 年前の調査データです。

しかもそれなりに受け止めてくださる方を見つ

現在のこの領域の研究は、どちらかと言いますと

け、そういう方に話をする。精神腫瘍科でも相性

精神症状がどれぐらいあるかという実態調査か

が合わないこともありますから、そういう方を見
質疑応答
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つけるのが大切だと思います。一般的にはがん診
療連携拠点病院の相談支援センターは地域のリ

■ 参加者 B

ソースを把握していますし、相談支援センターの

も良いのですか。

他病院というのは、患者の家族で

相談員の方もそういう相談には乗ってくださって
いると思います。

■ 清水

はい、患者さんとご家族です。

問題となるのは、うつ病など精神医学的な対応
が必要な状況の時です。そういう時の対応は難し

■ 参加者 B

家族だけでも。

いかもしれませんが、相談支援センターの方がこ
■ 清水

はい、だいじょうぶです。

いでくださると思いますし、少ないリソースです

■ 若尾

ちょっと補足させていただきます。が

がきちんとネットワークで結んでいけるようなも

ん診療連携拠点病院には緩和ケアチームがあり、

のを将来的にはつくる必要があると思っていま

そこには必ず身体症状を緩和する医師と「こころ」

す。

の精神症状を緩和する医師がいます。ただ残念な

れは普通の状況ではないなと思ったら、やはりそ
の地域の精神腫瘍科などの対応可能な部門につな

ことに精神症状を緩和する医師が必ずしも精神腫
■ 高橋

たぶんがんに関連した「こころ」の悩み、

瘍科の医師ではない、また必ずしも常勤ではなく、

重たさについて精神腫瘍科でなければダメという

常駐はしていないということはあるのですが、必

わけではないですね。一般の心療内科や精神科や

ず「こころ」を担当する医師が非常勤であっても

カウンセラー、そして相談支援センターが話題に

いますので、緩和ケアチームにご相談していただ

挙がりましたが、それとは別に相談先をこう調べ

くのがいちばん身近な窓口と考えていただければ

たら良いというアドバイスがありましたらお願い

良いと思います。

します。

家族の方の相談も受け入れます
■ 清水

ちょっとそこは難しいところで一般の

精神科に行ったとしても、がんのことは分からな

■ 高橋

ありがとうございます。

いからと突き放されてしまうケースも実際にはあ
ると思います。ただ精神腫瘍科と標榜していなく

■ 参加者 C

ても一般的には総合病院の中にある精神科は、身

でいいのですが、カウンセラーの方と精神腫瘍科

体の病気を持っている方の「こころ」の相談に乗

の先生の診療と言いますか、そこでの役割と言い

ることを専門にしていることが多いので、そこの

ますか、どういう手順で患者さんが回ってくるか

精神科は良いのではないかと思います。

ということを教えてください。それからご家族が

国立がん研究センターの病院の例

それから私たちも精神腫瘍科がたくさんないこ

けっこうショックを受けて、患者さん以上という

とは十分に理解していて、国立がん研究センター

こともありますが、そういう場合、ご家族様への

以外の他病院で治療を受けている方も、もしここ

診療は、実質的なことで申し訳ありませんが、健

まで来てくださるのであれば、私どもの精神腫瘍

康保険は効くのでしょうか。あるいは自費なので

科の外来は開かれていますからおいでいただけれ

しょうか。薬を処方した時には保険は効くと思い

ばと思います。

ますが、どういうかたちになっているのでしょう
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か。
■ 清水

臨床心理士も私どものメンバーには 3

人います。それに精神科医と心療内科医です。だ
いたいカウンセリングを担当するのが臨床心理士
で、精神科医はどちらかと言いますと薬を出した
りする役割です。多くは最初に心理の人が詳しい
内容を聴いてくれるので、これはカウンセリング
だなとなれば、そのまま心理の方にお願いするこ
とになります。相性などもありますから私自身も

ますが、死生観に対してはどのように向き合い、

担当することもあります。そこの区分けは絶対と

どのような対処をしたらいいかお教えください。

いうわけではありません。

また自分の病院の相談支援センターの相談窓口に

それからご家族のことですね。ご家族に関して

行かれるのがいちばん身近ということでしたが、

はいろいろなかたちで相談に乗っています。カル

意外に自分の病院の相談支援センターには行きづ

テを作っていただき、私たちのところに来ていた

らい。たとえば医師や看護師に対する不満や誤解

だくこともありますが、それはややハードルが高

的なお悩みはたくさんあると思うのです。他病院

いと思います。それでもそれがしたいということ

のご家族のケアでも受け入れれくださるという話

であれば全然ウェルカムです。それでご家族の相

もありましたが、なかなか敷居が高くて別の病院

談に乗ったり、睡眠薬を出したりしています。良

の相談窓口には行けないという悩みはたくさんあ

くあるのは、ご家族が非常に負担を抱えていらっ

ると思います。そういう場合はどうしたらいいの

しゃるのですが、自分のことよりも本人のことが

でしょうか。それでも受け入れてもらえるという

心配だから自分のことはいいと言われるケースで

ことですから、何も資料がなくても、患者さんご

す。そういう場合は病棟の中でご本人に関わる中

本人ではなくケアしている立場のご家族もそのま

で家族の相談にも乗っています。たとえばご本人

ま飛び込むようなかたちで行けば診察を快く受け

のご様子を教えてくださいと家族におたずねする

入れていただけるのでしょうか。

と、ご家族の懸念のようなものが大変良く出てく
るので、そこを一緒に考えることもケアにつなが

■ 清水

るのではないかと考えています。

お話ですね。今日のケースでは出てこなかったか

ありがとうございます。まず死生観の

もしれませんが、死生観にはいろいろなものがあ
■ 高橋

ありがとうございます。それでは次の

方どうぞ。

ると思います。その方が死を意識して、その中で
どのようにその方の人生を構築していくのかはよ
くテーマにもなってきますし、それも死生観のひ

死生観、相談支援センターの
利用などについて

とつだと私たちは考えています。その人が、自分
が死んだ後にどうなっていくのだろうかという死
後の世界の話も、その方の考えの中では重要な部

■ 参加者 D

今日の話の中で、患者さんのケア

の中では死生観に関するお話が少なかったと思い

分を占めています。そのことはカウンセリングの
中で話題になります。
質疑応答
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たとえば宗教的な背景を持っているチャプレン

■ 高橋

では、次のご質問をどうぞ。

（教会に属さず学校や病院などで活動する聖職者）
や仏教の方などのかかわりの中ではそちらの話の

■ 参加者 E

方に進みやすいのかもしれません。私たちの場合

センターに行く前に、たとえば友人が「私、がん

はより哲学的と言いますか、現在の生き方という

になってしまったの」と、家族にも話せないけれ

ところに視点が向きがちなところがあるのかもし

どあなたには話すわというように、こちらが聞き

れません。

手に回ってしまうこともあると思います。人に話

私たちの外来は他の病院の方も受け入れます。

患者さんが精神腫瘍科や相談支援

をする時には聞き手に配慮しなければいけないと

またご家族の相談も受けます。紹介状に関しては

いう項目もありましたが（スライド 18、48 ペー

お願いするようにしています。紹介状は取れない

ジ参照）、患者さん自身にはそういう余裕はない

というご相談もよく受けます。それはそれでかま

と思いますが、自分たちが聞き手に回ってしまっ

わないのですが、特定機能病院なので紹介状がな

た場合には、どういうことに配慮した方が良いの

い場合は、申し訳ないのですが料金が 1 万円ほ

か、またこれは言ったらまずいというようなこと

どかかってしまいます。そこは施設の制限なので

はありますか。意識していなくてもポロッと言っ

すが、そこをご了解していただいたうえで来てい

てしまうこともあるかもしれないと思いますか

ただくようにしています。

ら、聞き手に回った場合の注意があればおうかが
いしたいと思います。

■ 若尾

若干補足さ

せていただきます。診

■ 清水

察やカウンセリングで

絶対にそれを引き受けなければいけないというこ

はないのですが、がん

ともないということです。やはり引き受けられな

相談支援センターで

い事情もありますし、今はこういうことがあり、

困っていることをご家

困っていることは分かるけれども、私自身申し訳

族の方からお聞きする

ないがそういうことができないとお伝えすること

ことがあます。その困

も、選択肢としてはあると思います。今までその

りごとをお話ししていただくことによって今の気

人には世話になったし、病気に対して力になりた

持ちの整理や、あるいはこれからどういうアク

いと思った時には、際限なくということではない

ションをすれば良いかをともに考えることになり

と思いますが、できる範囲で力になることはでき

ます。しかもかかられている病院ではなくて他院

ると思います。

これは私見ですが、まず大切なことは、

のがん相談支援センターもご利用できますし、電

その話を聞く時の心構えとしては、その人のた

話でもご利用できますから、そこはもう少し気軽

めにどのようにしたら役に立てるのだろうか、ど

に使っていただけると思います。ぜひご利用いた

のように自分に話を聞いてほしいのかという、当

だければと思います。

たり前のことですが、その人の役に立つように関
われれば、それが力になるということだと思いま

聞き手になった場合
―共感し、聞くことで寄り添えれば

す。
私も余計なことを言って傷つけてしまうことが
あるのですが、その時は率直に、そういうつもり
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ではなかったのだが、申し訳なかったと言います。

せたいという気持ちがあるのではないかと思いま

そういうことなのでアドバイスをしなければいけ

す。ただただそこにじっと耐えるということが大

ないと思わなくても良いと思います。何と言って

切なのではないかと思います。

いいか分からないのだが「大変だね」ということ
になるのかもしれません。何か自分がそこで変え

■ 参加者 E

なければいけないとは思わなくても良いと思いま

ないという時に、こういうお話は精神腫瘍科など

す。

で聞いてもらえるわよと患者さんに言った場合、

たとえばこれ以上は私には分から

たぶん精神腫瘍科と言われた途端に本人は「ガー
■ 若尾

専門家の前で専門家でない者が言うの

ン」となると思うのです。精神科に行って何を話

は申し訳ないのですが、患者さんに「頑張ってね」

したらいいか分からないという例があるとお話に

と励ますことは良くないと言われています。本人

も出ましたが、やはり先生のところに来られた患

は大変頑張っているのに、その上で知らない他人

者さんは、そういう何を話していいか分からない

に「頑張ってね」と言われると辛いとはよく言わ

という方が多いのでしょうか。私たち素人が精神

れています。先生が言われるように「頑張ってい

腫瘍科というところがあると言った時にそのこと

るね、大変だね、辛いね」と患者さんに心から共

が逆に患者さんを傷つけてしまうことはないので

感して、話を良く聞いてあげるということがひと

しょうか。

つのポイントだと思います。
■ 清水
■ 高橋

まず抱えきれないなと思った時には、

お友だちの場面もあるでしょうし、な

全部抱える方法を提示しなくても良いと思いま

かなか難しいのはたとえば患者グループかもしれ

す。私にできるのは、時間はこれぐらいだし、私

ません。「ここでは重たい気持ちを吐露してもよ

という友人の立場で話は聞けるのだが、それであ

い」という場面設定がある時に、それでも聞いて

なたの力になるのかしらと言い、それを続けてほ

いるのがとても辛くなって、これ以上は受け止め

しいということであればそうすれば良いと思いま

られないなと思った時には、無理して受け止めな

す。もしその中でその方も途方に暮れていて、さ

くてもいい、またそのことで、後ろめたく思わな

らにこういう問題を解決する方法が必要なのだと

くてもいいのでしょうか。

いう考えがご本人にあった場合は、精神腫瘍科が
あると伝えられれば良いと思います。そういうご

■ 清水

受け止められないですよね、その気持

本人からの申し出がない時に先にそれを言ってし

ちは。やはり同じ体験をしてないと言いますか、

まうのは、私には話を聞くことは難しいのでそこ

隔たりがあるので、そこは分かろうと思っても分

はそちらでという拒絶のメッセージとして伝わっ

からないところがあります。それでも私は苦しみ

てしまうことがあるかもしれないと思います。

を分かりたいと思っているし、良ければ側にいた
いのだという誠意を伝えることが大切なのではな

「こころ」の開き方

いかと思います。そういう時に、若尾先生が言わ
れた「頑張ってね」というような、もっと明るく

■ 高橋

それでは最後の質問をお受けします。

考えなさいという言葉が出てくる背景には、そこ
は受け止めたくないので、そういう言葉で終わら

■ 参加者 F

相談を受ける側が「こころ」を開
質疑応答
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かなければいけないと先生は言われましたが、
「こ

■ 清水

ころ」を開いているということは、どのように表

の程度にもよると思うのです。一緒の課題に取組

現できるかということをお聞きします。家族だか

んでいて、その中で私も不安な気持ちがあるのだ

ら逆に「こころ」を開くのは恐いということもあ

という言い方はできると思います。

ると思いながら聞いていました。目の前にいる患

伝え方もあると思いますが、その不安

あなたの病気はあなたにとっても大変なことだ

者さんである自分の家族にどうやって「こころ」

し、私にとっても課題なのだから 2 人で取組ん

を開くのか、どのような態度をとれば良いのかを

でいこう。その中で私にも不安な気持ちはあるし、

教えていていただければと思います。

あなたにも不安な気持ちがある、そこも一緒に
やっていこうというような伝え方はいかがでしょ

■ 清水 「こころ」を開くのは大変難しいことだ

うか。

と思います。実は大変恥ずかしいことを今から話
すのですが、私自身の経験からすれば、昔は専門

■ 参加者 F

ありがとうございます。

家として何かそこで解決してやろうとか、自分自
身が役に立ちたいという、何か自分本位の「ここ

■ 高橋

ろ」の動きがあったと思います。今でもあるのか

自然に手が挙がるのは、清水先生がとても「ここ

もしれませんが、難しいことなのですが、その人

ろ」を開いてくれているからだと思いました。い

に対して自分がやることがうまくいくか、いかな

かがでしょうか。ご家族の話もとてもたくさん出

いか分かりませんが、その人のために何ができる

ました。次回の第 7 回オープンセミナーは、い

のかを考え、それに対して素直に行動し、言葉を

みじくも「家族の心」です。家族というキーワー

発することが大事だと思います。

ドでお話をいただきます。ご本人、家族、本日も

本当にご質問は尽きないと思いますが、

出ましたが他の方、友人、患者会のお友だちとい
■ 参加者 F

なんとなく自分が不安な時に、目

の前の家族である患者に自分は不安だと伝えられ
ないのかなとか、そのあたりの「こころ」のやり
取りはどのような感じなのかと思いました。

ろいろ違いますが、家族だからこその苦労もお互
いにあると思います。
今日は清水先生には長時間お話しいただき、暖
かくご質問に答えていただきましてどうもありが
とうございました。＜拍手＞
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「第６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
平成28年7月4日（月）実施
受付登録者（137名） お立場（複数回答）

患者・家族

医療者

49.6%

参加者 129名
回答者105名（回答率 81％）

支援団体

23.4%

企業

5.8%

その他
12.4%

21.2%

アンケート集計
男性

性別

女性

未回答

30.0%

69.0%
20歳代

年齢
5.0%

13.0%

30歳代

40歳代

50歳代

25.0%

その他

7.0%

未回答

2.0%

17.0%

カフェを知った経由（複数回答）
60.0%

患者・家族

企業関係者

70歳代以上

31.0%

立場（複数回答）
行政関係者

60歳代

1.0%

2.9%
2.9%

20.0%

15.2%
8.6%
13.3%

オープンセミナーの感想

とても良かった
65.7%

やや良かった

研究班からのメール
友人の紹介
Facebook,Twitter
その他
無回答
あまり良くなかった

35.2%
21.0%
9.5%
38.1%
1%

全然良くなかった
23.8%

無回答

1.0%

1.0%

10.5%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

特別なことをするわけではなく…でも、ただ思う存分、専門家に話を聴いてもらえるところがあるというのは、心が安らぐし、羨ましい
限りです。患者会の語り合いには限界があります。カウンセラーの心得はピアサポーターとして、支援する機会が与えられたら、い
かしたいと思っています。
私にとっては「不確実な脅威に対しておこりやすいこころの動きです」という言葉に触れることができたのがとてもよかったと思いま
した。また「回避」したり「なんともないふり」は問題の先送り、また慢性化につながるという言葉もありがたいアドバイスでした。あり
がとうございました。
企業内相談室のカウンセラーとして働いていますが、非常に実際的で役に立つセミナーでした。ありがとうございました。
人は他者（医師）に話すことによって、自分なりの解決を見つけることができることを確信しました。心の動きは、万人に共通面があ
り、患者の夫として甘えてくれたり、不安を訴えてもらいたいのだが、なかなかそうでないのが悲しい。
大変参考になるお話をありがとうございました。家族の病の戦いの日々も思い出しながら、分析しながら聞いていました。
現在、がん患者さんの就労支援を担当させていただいております。ご本人の心の動きや変化について少しでも知る事ができ、有意
義な時間でした。今後も参加したいと思います。ありがとうございました。
「がん」に罹患したことは、多くの喪失を生じたとしても、そこからなにかが生まれる世界観というお話は、伺っていてとてもポジティ
ブで、心温まる気持ちになりました。ありがとうございました。
外傷後成長モデルの一面を学べたことが特によかったです。とにかく患者さん・家族を、点ではなく線でみて頂きたい。その方々の
storyを先入観なくみてほしいと思います。まちがえたら謝るという誠意もつづけて頂きたいです。
貴重な情報・内容の講演、ありがとうございました。がんにかかると死生観の変化が激しいと実感しました。家族にもっと優しくして
欲しいと願うが、自分を励ましてくれるつもりと思うが、わりと家族が冷たくつきはなしてくれると感じることがある。複雑な心境です。
とてもわかりやすいお話で、精神腫瘍科の必要性を強く感じました。ありがとうございました。
具体例を交え、カウンセリングの基本・アプローチ、言葉かけの具体例があり、再確認しました。気持のはき出しに必要な信頼関係
を得られる心がけ、寄り添う心、その言葉かけも参考になりました。その後の対策まで示され、参考になりました。中央病院の取り
組みが理解できました。
普段いつも感じていた（なやみ）が、自分だけでなく、皆同じなんだなと少し心穏やかになりました。でも毎日、今も不安です。
自分自身、透析により延命しているので、自らの過去を振り返り、眺める事ができた。こういった延命中、闘病中の者に対してのメ
ンタルのケアがもっと普及して欲しいと切に感じます。ありがとうございました。
心の動きと、介入の方法を知ることができました。ありがとうございました。
自分自身を客観的に見るために、非常に役に立った。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

転院を考える時（終末期ちょっと前）はいつ？例えばお薬あと１つだよ！！とか。
今後も“がんと心理”についてのセミナーを何度も開催して頂きたいと思います。
基本的なことですが、がん（早期がん）を宣告された際・・・治療はどうするべきですか？
“認知症の方（家族）とがん”というテーマ
体験セミナーを。リラクゼーション、リンパドレナージ。
定期的に様々のテーマでの開催をお願い致します。
毎回とても有意義なセミナーありがとうございます。周りと共有していきたいです。これからも期待しております。次回も是非出席し
たいと考えております。よろしくお願い致します。
患者の方が、積極的に発言される事がすばらしい。このような形を維持できると良いと思う。Cancer survivorの体験談を聞いて、何
が不都合なのかを知りたい。
など
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第7回
メインテーマ

がんサバイバーシップオープンセミナー

家族が「病気」になったとき
2016 年 9 月 29 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

開会の挨拶

若尾

文彦

国立がん研究センターがん対策情報センター長

みなさん今晩は、国立がん研究センターがん対

んを体験した「こころ」のケア〜三人称の視点か

策情報センター長の若尾と申します。本日は第 7

ら〜」ということで、国立がん研究センター中央

回がんサバイバーシップオープンセミナーにお集

病院精神腫瘍科の清水研先生にお話しいただきま

りいただき誠にありがとうございます。今日は本

した。

当に大入り満員になりますので、席を詰めて、窮
屈ですがお聞きいただければと思います。

前回はがんを体験した患者さんご自身の、ここ
ろのケアでした。今日は「家族が病気になったと

最初にこの、がんサバイバーシップオープンセ

き」ということで、がん患者さんご自身のこころ

ミナーについて簡単にお話しさせていただきま

の問題もお話しいただきますが、それとともに患

す。この会は昨年度（2015 年度）から始まりま

者さんの家族の方についてお話しいただきます。

した。もともとは先行して公民館カフェというも

よく家族は第 2 の患者と言われますが、家族に

のを中央区月島区民館で医療者あるいは患者さ

患者が出ると家族は非常に多くの負担を感じるこ

ん、地域の方とお茶を飲みながら、勉強しながら

とがあります。そういう家族の方に起きる問題と

楽しく語り合う会というものを始めました。それ

その対策なども今日はお話ししていただきますの

を少し発展させる形で、もう少し勉強を中心とし

で、ぜひ今日はお話をお聞きいただき、その後、

た会、それでもあらゆる方が参加できる会を、こ

活発なご質問、ご意見等いただけたらと思います。

の病院の中で開こうということで昨年度から始ま

今日の会がみなさまにとって意義のある会とな

りました。
昨年度は 4 回やりまして、今年は 3 回目にな
ります。連続して参加されている方も多いかもし

ることを祈念いたしましてご挨拶と代えさせてい
ただきます。今日はどうぞよろしくお願いいたし
ます。

れませんが、前回は 7 月に行われて、その時は「が
66
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セミナーを始めるにあたって

高橋

都

国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

みなさま今晩は、今日もたくさんお集まりいた

ことができます。

だきありがとうございます。第 7 回がんサバイ

それから『日々歩』という国立がん研究センター

バーシップオープンセミナーを始めさせていただ

の広報誌「がん患者さんのための簡単レシピ」な

きます。

ども連載されています。

お手元の資料の確認をいたします。まず大西先
生のパワーポイントの印刷資料があります。それ

また今日の会のアンケートもございます。ご協
力ください。

から、第 30 回日本サイコオンコロジー学会総会

今日の進め方ですが、1 時間じっくり大西先生

のご案内チラシです。気をつけてください、今年

のお話をうかがって、その後まるまる 30 分、質

ではなく来年開催の会です。2017 年 10 月 14

疑応答をしたいと思います。オープンセミナーの

日（土）
・15 日（日）に、日本サイコオンコロジー

リピーターの方はどのくらいいらっしゃるでしょ

学会と日本臨床死生学会という 2 つの学会の総

うか。挙手をお願いします。半分弱ぐらいですね。

会が合同大会というかたちで品川の「きゅりあん」

残り半分の方は初めての方となりますが、本当に

（品川区立総合区民会館）で開かれます。その大

色々な方にいらっしゃっていだいています。今日

会長を今日のスピーカーの大西先生が務められま

はだいたい 6 割くらいが、がん治療を受けたご

す。とても興味深い機会になりますので、ぜひ来

本人、ご家族で、あとはセンター内外の医療者の

年のご参加をご検討ください。

方、企業の方、支援団体の方、一般の方などです。

がん対策情報センターのがん情報サービスで出

毎回 30 分の質疑応答は、ザックバランにたく

している『家族ががんになったとき』という冊子

さん手が挙がります。みなさんどうぞご遠慮なさ

もお手元にあると思います。これは、今改訂中で

らず、どんどん質問なさってください。

す。改訂され次第、がん情報サービスで公開され

それではお待たせしました。大西先生にご講演

るとともに、全国の拠点病院でも配布されます。

をいただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

改訂前のバージョンはがん情報サービスでも読む

す。

セミナーを始めるにあたって
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家族が「病気」になったとき

大西

秀樹

埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科教授

と「家族自身のケア」について、みなさんと勉強

はじめに
みなさま今晩は、埼玉医科大学の大西です。今
日はこのような会にお招きいただき、がん対策情

したいと思います。

患者さんが抱えるこころの問題
―半数は精神科診断がつく

報センターの高橋先生ありがとうございます。実
は僕と若尾先生は大学の同級生です。31 年前に
大学を卒業しました。当時の研修医はほとんど大
学に残るのですが、60 人中 3 人だけ外に出て、

まず第 1 に「患者さんが抱えるこころの問題」
について勉強します。
がんに対するイメージですが、これは私が外来

その 1 人が若尾先生でした。先生はずっと国立

で聞くのと医療者に聞くのとではかなり違いま

がん研究センターですからすごいと思います。僕

す。医療者の多くは、がんは慢性疾患になったと

なんかはうろうろしています。今日は若尾先生、

言います。たしかに慢性疾患ですが、告知を受け

高橋先生とも一緒にやれてうれしいですし、みな

た患者さんにとって多くの場合、連想されるイ

さまとこうして勉強ができることをうれしく思っ

メージは「死」です。今だに「死」のイメージは

ています。よろしくお願いいたします。

多いです。私の外来でもその話が出ます。死亡原

私は、埼玉医科大学国際医療センターに勤めて

因の第 1 位ががんは、昭和 56 年からずっと続い

います。おそらくいらしたことはないと思います

ています。昨年は 37 万人が亡くなっています。

が、テレビなどでは見たことがあると思います。

がん患者さんは大変です。まず治療の問題を抱

映画になって有名なものでは「チーム・バチスタ

えます。さらに仕事の問題、家庭の問題とさまざ

の栄光」、最近では「下町ロケット」などがあり

まな問題を、自分ががんになったにもかかわらず

ます。それから「救命病棟 24 時」などで撮影に

考えなければいけない。ひとつひとつが大きなス

使われているので見たことがある方は多いと思い

トレスです。ひとつひとつが精神科の原因のひと

ます。

つになっていくわけです（スライド 1）。

本日の内容ですが、まずは「患者さんが抱える

問題です。100 人のがん患者さんがいたとし

こころの問題」、そして「こころの問題への対応法」

ます。僕がこれから 100 人に連続して面接する

を学び、それから「ご家族が抱えるこころの問題」

と何人に精神科の診断がつくかご存じでしょう
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スライド１ 「がん」のイメージ

患者さんが抱えるこころの問題
―がん告知後のこころの動き
次にがん告知とこころの動きについて勉強した
いと思います。がん告知とこころの動きについて
勉強するには、まず横軸に時間経過、縦軸に日常
生活への適応度を置いてみます（スライド 3）。
私たちの生活は山あり谷ありです。うれしいこと
があったり、悲しいことがあります。しかし私た
ちのこころのレベルは多少の波はあったとしても
高い水準が保たれています。したがって私はこう
スライド２

治療中がん患者での精神医学的有病率
（Derogatis et al, JAMA, 1983）

してみなさんにお話ができるし、みなさんはこう
して築地にきて勉強ができるのです。しかし、も
し悪い知らせが入ってしまうとどうなるでしょう
か。悪い知らせというのは定義があります。「患
者さんの将来への見通しを根底から否定的に変え
てしまうもの」という分かりにくい直訳がありま
す。どういう意味かと申しますと、たとえば私、
大西秀樹が今後ずっと精神科医をやっていきたい
という希望を覆すものとなります。おまえはもう
だめだという知らせです。そういう知らせが入る

か。4 択とします。「5・10・20・50 人」です。

とどうなるかと言いますと、私たちの日常生活レ

答えは実は 50 人に精神科の診断がつくです。非

ベルは一気に落ちます。衝撃の時期と言います。

常に多いのです。

1 週間ほど続きます。

調べた方がいます。治療中がん患者での精神医
学的有病率です（スライド 2）。47％で、ほぼ 2
人に 1 人です。私は精神科医ですから昔は統合

患者さんに聞いてみました。元気になった後で
スライド３

がん告知とこころの動きー衝撃の時期

失調症の患者さんを診ることが多かったのです
が、今はほとんどいません。どういう患者さんが
多いかと言いますと適応障害です。これは反応性
うつ状態と思ってください。軽いうつ病です。そ
れから本当のうつ病です。ショックを受けていま
すから多くの方が不安とかうつ状態に悩んでいま
す。逆に半数の方は診断がつきません。ただ平気
かと言うとまったく平気ではありません。辛いの
ですが病名がつかないというだけの話です。
家族が「病気」になったとき
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スライド４

告知ストレスが心身に及ぼす影響
（Fang et al. NEJM 2012）

スライド５ がん告知とこころの動きー不安・抑うつの時期

す。乳がん告知を受けた瞬間に自分はどうだった
かを聞きました。こんな感じでしたと言ってくれ
たのは、パソコンのシャットダウンのような感じ

さらに 2 週間ぐらいすると普通のレベルに戻っ

だということです。瞬間的に切れてしまって、1

てきます。これが適応の時期です。これが通常反

時間先生が説明してくれたのですが、「乳がん」

応です。先述したようにがん患者さんの有病率は

という言葉を聞いた後は何も分からなかったと言

5 割ですから戻らない方は半数います。その方た

います。乳がん外科の先生の 1 時間の説明は徒

ちが適応障害やうつ病ということになります。

労に終わったのですが、それほど厳しいものです。

スライド 5 は大切な図です。悪いことがあっ

告知ストレスが心身に影響を及ぼすことも知ら

たら 2 週間は判断力が落ちます。しかしながら

れています（スライド 4）。調べた方がいます。

2 週間後にはだいたい通常レベルに戻る。ただ半

心身に及ぼす影響ですが、やはり自殺率が上がり

数近くの人は戻らないということを示していま

ます。１ヵ月以内の自殺率が 12 倍ほどになりま

す。

す。辛さのあまり自ら死を選んでしまう人がいま

私は併診を受けることがあります。告知を受け

す。それから辛さのあまり、本当に心臓にショッ

たらひっくり返ってしまったとか、壁際にしゃが

クを受けて死んでしまう人がいます。そういう心

みこんでシクシク泣いていると言われ、併診を受

疾患の死亡が１ヵ月間は 5 倍になると言われて

けることがあるのですが、その時に私は何をする

います。本当に自殺したり死んだりしてしまうの

かと言いますと「不安で死にたい」と言っている

です。それほどショックが大きいできごとです。

人に対してようすを見ます。何も処方はしません。

告知というのは人生における大変なできごとで
す。

「2 週間一緒にやりましょうね」と言ってやると
2 週間後には半数の人は普通に戻っていきます。

しかしながらそうは言ってもみなさん治療は受
けています。なぜならば人間には回復力が備わっ

戻らない人に関しては適切な医療の提供を行いま
す。

ているからです。陽はまた昇るのです。１週間ほ

逆に今まで普通に外来に来ていた人が急に具合

どすると立ち上がってきます。この時期になると

が悪くなった場合に何をするかと言いますと、
「何

頭が真っ白の時期から少し周りが見えてくる時期

か悪いことはなかった」と聞きます。「実はがん

になります。この時には逆に不安感が強くなりま

が再発しました」とか、「実は親ががんになった」

す。自分はもうだめなのではないかと言う方もい

とか、「実は親が亡くなった」といったバッド

ますし、怒りが出てくる方もいます。

ニュース、悪い知らせがあることが多くあります。
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これはわれわれが診療をやっている時の基本です

症状を伴う症候群」という長い病名がついている

から良く覚えておいてください。人間には 2 週

のですが、それでは誰も分かりません。患者さん

間で治る力があると思ってください。

は異口同音に言います。治った後に「どうだっ

正常反応する人は人間の適応力を表しています

た？」と聞くと「苦しかった」とみな言います。

し、適応障害やうつ病に関しては、私たちの援助

苦しい病気なのです。「どれぐらい苦しいの？」

を必要とする人がいることを表しています。

と聞くと「死ぬほど苦しい」と言います。それで
は良く分からないので、僕の患者さんはみな化学

こころの問題に対応しなければいけない
のはなぜか

療法を受けているから「化学療法でいちばん苦し
い時期とうつ病とではどちらが苦しい？」と聞く
と、99％の方が「うつ病」と答えます。それほ

それではなぜ精神症状に対応しなければいけな

ど苦しいのです。

いのでしょうか。ちなみに私は神奈川県立がんセ

先日は「先生、まだがん性疼痛の方がましです

ンターに 5 年勤め、今は埼玉医大のがんセンター

よ」と言われました。それほど辛いのだと思いま

に 10 年勤めています。15 年間、がん医療の専

した。がん性疼痛はどのくらいの痛みか分かりま

門病院に精神科医として勤めているのですが、モ

すか。がん性疼痛は「二の腕をペンチで挟んで

ルヒネは出したことはありますが、抗がん剤は出

360 度回転させた痛み」と言います。それより

したことはないですし、手術をやったことはあり

痛い、苦しいのです。みなさんが精神症状に本当

ませんし、放射線治療室がどこにあるかも知りま

に苦しんでいらっしゃいます。それに対応するの

せん。なぜそういう医者が勤めなければいけない

がわれわれの仕事です。みなさんも気がついてケ

のでしょうか。がん患者さんの精神症状に対応す

アを色々提供していただければと思います。

る必要があるのです。なぜかと言いますと、精神

次に大きな問題は意思決定障害です。乳がん患

症状は苦痛なのです。これは覚えておいてくださ

者さんが術後化学療法を受けます。生存率が上が

い。こころの問題というのは苦痛なのです（スラ

るのでほとんどの方が受けるわけですが、2000

イド 6）。

年にイタリアの方が調べたのですが、「抑うつな

みなさんはうつ病という病気を一言で説明でき

し」の方はだいたい 9 割が受けます。
「抑うつあり」

ますか。うつ病というのは「抑うつ気分と興味・

の方が何割受けるかと言いますと、悲惨なのです

喜びの低下を主症状としてさまざまな精神・身体

が 5 割しか受けません（スライド 7）。

スライド６

なぜ、精神症状へ対応するのか？

スライド７

乳がん患者が術後化学療法を受ける割合
（Colleoni et al. Lancet, 2000）

家族が「病気」になったとき
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何を意味しているかと言いますと、意思決定が

うことで行われているのだと思います。

精神状態に左右される可能性があるということで
す。私の周りにもたくさん来ます。「もう抗がん

うつ病は見落とされやすい

剤は止めました。恐いから」とか「もう辛くてで

―だから気づかなければ

きません。」と言って来るのですが、そういう方
たちを診察するとうつ病です。実はうつ病の治療

ちなみにうつ病というのはどれくらいいるかと

をしたら元気になって、「また治療したいのです

言いますと、一般人口の４、5％はいます。一般

が」と言って、戻って行かれる方はたくさんおら

病院では外来患者さんの 5 〜 10％とけっこう多

れます。身の回りの方で治療を止めたいと言った

いのです。だいたい病院というのは 50 床なので

ら、それは本当の意思なのか、実はうつ病につら

すが、50 床の病院の医学的入院患者では、うつ

れ て や る 気 が な く な っ て い る の か、 き ち ん と

病患者は何人紛れ込んでいるかと言いますと精神

チェックしておくことは必要です。だいたい大病

科ではなく内科や外科ですが、だいたい 5 〜 7

院はそういうチェックしていますから安心してく

人います。それぐらい入っています。実はうつ病

ださい。

は非常に多い、しかしわれわれはこれほど見つけ

スライド 6 に戻ります。「なぜ精神症状に対応

られません。見落としているのです。うつ病を見

するのか？」の 3 番目は「家族の精神的苦痛」

落としたことがないという医療者や家族はいませ

です。今まで普通に働いていた人が急にせん妄に

ん。私も見落とします（スライド 8）。

なってそのへんを走り出したり、手首を切ってし
まったりすると家族はびっくりします。

なぜ見落とすのか。身体症状と解釈してしまう
からです（スライド 9）。抗がん剤を飲んでいる

また「入院期間の延長」もあります。これは血
液内科で調べた結果です。血液内科というのは入
院期間が長いのですが、うつや不安が強い人は入

スライド８

医療現場でのうつ病患者（Katon et al.1992）

スライド９

がん医療における「うつ病」の見落とし

院期間が非常に長くなってしまうのです。
それから「自殺率上昇」があります。これがい
ちばんの問題です。ちなみにがん患者さんの自殺
率は一般人口の約 1.8 倍と言われています。そ
ういう悲劇的な結果を避けるためにも私たちは日
夜努力をしています。「こころのケア」と言いま
すと何となくほんわかした雰囲気があります。何
となく患者さんの側にいる、一緒に話を聞きま
しょうということが良く言われていますが、実は
精神症状の改善というのは患者さんや家族、医療
者が治療を円滑に行うために欠くことのできない
手段なのです。したがってみなさんにも最低限の
ことは知っておいていただきたいのです。患者さ
んも、家族も、医療者も最低限のことを知らない
と医療が円滑に進みません。今日の企画もそうい
72
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人で点滴をしている人がいます。その人がだるい

を何でもつくり出す臓器です。脳の調子が悪くな

とか食欲がないと言ったら典型的な抗がん剤の副

るとさまざまな症状をつくり出しますから気をつ

作用です。抗がん剤治療をされた方は分かると思

けてください。

いますが、担当医の先生から「ご飯が食べられな

非常に優秀な肛門外科医の先輩がいます。その

くなったり、だるくなったりする副作用が出ます」

先生が「オレは精神科は嫌いだ」と言います。な

と言われた記憶があると思います。それは身体の

ぜと聞きましたら「ストレスは見えないから嫌」

治療の一部の見方であって、われわれ精神科医か

だということです。俺は毎日お尻を見ているが、

らするとそれはうつ病の基本的な症状です。がん

おまえは何を見ているのだ、見えないだろうと言

の症状とまったく重なっています。

います。しかし見えるのです。ストレスは見えま

それから「耳鳴り、ふらつき、息苦しさ」が出
ます。喉がべつにダミ声になっていないのに詰

す。この先生はそうは言っていますがストレスの
ことは良く分かっている先生です。

まった感じがするとか、ものが飲み込めない、あ

気づかなければいけません。自分でも気がつか

るいは耳鳴り、ふらつきがあるという人がうつ病

なければいけませんし家族にも気づいてもらわな

の方には多い。また精神症状や適応障害の方にも

ければいけません。どういう気づきがあるかと言

多く見られます。このへんなら僕もプロとして

いますと、大事なことは、がん患者さんにはうつ

やっていますからすぐに分かります。

病が多いし精神疾患が多いということをまず覚え

先日は難しい方がいました。77 歳の女性で乳
がん手術後に排尿をするとしみると言うのです。

ておいてください（スライド 10）。
また患者さんたちは調子が悪くなってくると眠

完全に膀胱炎です。しかし尿を見たらきれいなの

れなくなり、食べられなくなり、テレビを見ない

です。おかしいと思い、抗生剤を出したのですが

し、新聞を読みません。新聞は読んでいたとして

治りません。それで泌尿器科に行きましたが、問

も見出しぐらいしか頭に入っていません。つまり

題はありませんと帰されました。その後、それな

当たり前のことができなくなってきます。女性の

ら婦人科ということで行きました。婦人科でも問

場合は意外に分かりやすいです。お洋服が地味に

題はありませんと帰ってくる。異常が出ないので

なってきます。それからお化粧をしないし、美容

す。「尿道口は問題がないのでメンタル系をお願

院に行きません。それでだいたいすぐに分かりま

いします」というわけが分からない返信が私のと

す。そういう患者さんたちが良くなってくるとお

ころに来ました。なぜオレがやらなければいけな
いのだと思いました。ただ実は昔、肩が痛くてう
つ病だった人がいたので、しようがないと思って

スライド 10

気づきのために

抗うつ薬を出したら尿道口の痛みが取れました。
こういうことがあるのです。肩が痛いとか尿道口
が痛いなどわけが分かりません。
うつ病の精神症状というのは何でもあります。
覚えておいてほしいのですが「不調な脳は身体の
症状をつくり出す」ということです。脳が不調に
なるとさまざまな症状をつくるのです。胃が痛い、
肩が痛い、排尿時にしみるなど、脳は身体の症状
家族が「病気」になったとき
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洋服が整ってきてお化粧をして、美容院に行きま

者さんは転んでしまいます。転んで骨折をさせた

す。

くない。それから意識障害が出ることもあります。

われわれ医療者が感じるのは検査データと活動

また常用量依存と言いますが、薬から離れられな

性が合わないということです。肝機能、腎機能、

くなります。とくに抗不安薬や睡眠薬は依存が起

心肺機能とありますが、肝臓や腎臓などが良いに

きますのでなるべく少ない量で対応するようにし

もかかわらず動けないのです。これは何だという

ています。

ことで気づいて私たちのところに併診の依頼が来
ます。

薬物療法は、どういうように治療をしたら良い
かという進行がん患者におけるうつ病アルゴリズ
ムがスライド 12 にあるように決っています。こ

こころの問題への対応法

れは国立がん研究センターで開発されたものです

―医療者が行う患者さんへの援助

から、ここの先生はこれに従ってやられていると
思います。

次にこころの問題への対応法を考えましょう。

精神療法ですが、見た感じはいかめしいですが、

われわれ医療者という専門家が行う患者さんの援

まず大事なことは「お話を聞く」ということです。

助ですが、薬物療法と精神療法を行います（スラ

私はご覧の通り大変おしゃべりで、お酒を飲むと

イド 11）。これは基本です。薬を使う薬物療法

この 10 倍ほどは話します。その私が診療場面で

とお話するという治療である精神療法です。今、

は聞いています。聞くことが治療です。聞くとい

精神科では多剤投与が問題になっています。私ど

うことはどういうことでしょうか。若いころ自分

もも国立がん研究センターもそういうことはして

の担当教官である教授が言っていました。「患者

いません。必要最小限の投与をします。私も若い

さんの話を聞けるまでに 20 年かかった」と言う

ころはけっこう量を出していました。今は 1 種類、

のです。都立松沢病院におられて、国立長寿医療

ないしは 2 種類程度の薬しか出しません。少な

センターの理事長を退官された方で、松下正明先

い薬で治療をするのがわれわれの基本です。なぜ

生という日本でも有名な精神科医です。その時は

たくさんの薬を出さないかということにも理由が

もしかしたらこの教授はできが悪いのではないか

あります。出したら良いことがないからです。患

と思いました。なぜ 20 年もかかるのだというこ

スライド 11

スライド 12 進行がん患者におけるうつ病治療アルゴリズム
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とです。それから 30 年ほどたって、30 年目の

スライド 13

患者さんへの対応

先日、松下先生にお会いしました。その時に「あ
なたの言葉は正しかった」と伝えました。当時聞
いた時は少しおかしいと思ったけれど私も 30 年
やってきてやっと意味が分かったという次第で
す。お話を聞くというのは大変です。聞けるよう
になるまでに 20 年かかります。お薬の処方など
は数年たてばできるようになるのですが、聞ける
ようになるには 20 年かかります。
私にとって聞くということは何かと言います
と、まず第一にはしゃべることではありません。
われわれ医療従事者は病状説明という伝家の宝刀
を持っているのです。しゃべってしまうのです。

せん。本日ここにおられる方はみなさん意識が高

それがいかに患者さんの心を傷つけているのか、

いからそういうことはないと思いますが、実はこ

家族のこころを傷つけているのかということで

うした例はたくさんあります。

す。やはり聞かなければいけません。聞いても問

それから「あなたの気持ちは分かります」とい

題解決にならないこともあるので聞くだけではだ

うものもあります。一見良いように思えますが、

めです。大事なことは聞きながら問題点を理解す

いちばん嫌われている言葉です。絶対に言わない

ることです。この患者さんの悩みは何だろう、家

でください。なぜならば気持ちなど分かるわけが

族の悩みは何だろうということを考えるわけで

ないからです。私たちは他人なのですから。われ

す。それを把握します。その中に解決可能な問題

われは医療者だから家族よりももっと遠いし、分

があります。そういうことを一緒に考えていくこ

かるわけがないのです。したがって「分かる」と

とです。聞くことで患者さんの頭が大変整理され

いう言葉を私たちは使いません。時々「分かりま

ます。聞くだけで治ってしまう方もいます。その

すか？」と聞かれるのですが「分かりません」と

ことを覚えておいてください。

言います。なぜかと言いますと私たちは正直に答
えたいと思っているからです。分からないから聞

こころの問題への対応法

くのです。聞いて少しでも近づく努力をしている

―ご家族が行う患者さんの援助

のですと言うと、それなら良かったと言われるこ
との方が多いです。正直に答えると「分かります」

具体的にどうすれば良いかですが、悪い例と良
い例をお示しします（スライド 13）
。
悪い例ですが、患者さんや家族に向かって「大

とは言えません。私たちは患者さんのこころで話
していただく一部分を知れるだけです。ご家族も
そうだと思います。

丈夫だよ」と言う方は良くいます。それから患者

良い例は、「良きパートナー」になって、「そば

さんがしょげていると「もっと大変な人もいる」

にいて」、「話を聞く」ことです。大事なことは、

とか「あなたはまだましだ」と言う人がいます。
「大

この良い例の中には「しゃべれ」ということが書

丈夫」というのは何の根拠があって大丈夫なので

かれていないことです。しゃべることは良いケア

しょうか、こういうことは絶対に言ってはいけま

ではないのです。これは精神療法の基本です。大
家族が「病気」になったとき
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事なことは「そばにいて話を聞く」ことです。心
療内科もそうですし、ご家族がテーブルを囲んで
話をするのもそうです。

ます。
なぜ話を聴くことが大切なのでしょうか。家族
に関しては話を聴くことで患者さんの理解は進み

しかしがん患者さんを前にすると何とか救って

ます。聴かなければ分かりません。身内の家族で

あげなくてはと思って、ついしゃべってしまう。

あっても聴いてみないとその苦悩は分からない。

こうしなさいとか、これが良いかもしれない、良

われわれなどは第三者なのですから特にそうで

い治療法を持ってきた、良い薬があるというよう

す。

にみなさんやってしまうのです。患者さんはいっ

患者さんにとってのメリットは、話すことで考

ぱいいっぱいの状態です。自分の思いを話したい

え方の整理ができるということです。私も良く経

のに、家族が話をしてしまったり、友人が話をし

験するのですが、外来で患者さんの話を聞きます。

てしまって患者さんがよけいに傷つくという現象

聞いていて何も話さないのですが、「どうもあり

が起きています。大事なことは聞くことです。こ

がとうございます」と良く言われます。なぜだろ

のおしゃべりな私が言うのですから覚えておいて

う、何もやっていないのにと思うのですが、「聞

ください。

いてくれたので私の頭が整理できました。これで

悪い例はよくみると動きが多いです。
「動」です。

もう良いです。さようなら」と言って帰って行く

良い例は動きが少ないです。これはいちばん大事

人がいます。やはり話すということは自分の頭の

なスライドかもしれません。

中を整理することです。それを覚えておいてくだ

先日、朝日新聞を読んでいましたら「折々のこ

さい。話すということの重要性です。患者さんは

とば」というコーナーにスライド 14 のような言

「話す」、しかしわれわれは「聞く」です。その方

葉が出ていました。なるほどと思いましたので紹

が治療的です。何となく話したくなりますがグッ

介いたします。永田さんというのは生命科学者の

とこらえてください。このおしゃべりな私がグッ

方のようですが、ここに書かれていることがいち

とこらえています。

ばん良いケアだと思います。がんの再発を知り辛

どうして良いか分からない時というのがありま

そうにしている妻に何ができるかですが、私もお

す。目の前にお友だちでも良いですし、ご家族で

そらくここにあるようなことしかできないと思い

も良いのですが、辛そうな患者さんがいた時にど
うしたら良いかです。まず自分で抱え込まないよ

スライド 14 「折々のことば」
（朝日新聞 2016 年 7 月 31 日）

うにしてください。それから無理に答えを出さな
いでください。何か答えようと思うとしゃべらな
ければという思いに駆られます。目の前に辛そう
な人がいると何かしゃべってアドバイスをしなく
てはいけない、何か提供しなければいけないと
思って焦りが出てきます。どうしよう、どうしよ
うと思って話すと失言になりますから注意してく
ださい。
私もプロとして 30 年もやっていますが、分か
らないことはたくさんあります。そういう時は今
日は答が出ないと明確に言います。ただあきらめ
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スライド 15

どうしたらよいか分からないとき

再発直後の外来では彼女はこう言っていまし
た。「情報処理がついていきません」。頭が真っ白
になり辛い時期が続いていました。先ほどのスラ
イド 5（70 ページ参照）にあるように再発とい
う悪い知らせが入ったのですから「衝撃の時期」
に当り、今は何も考えられないと言っていました。
毎週あるいは 2 週間に 1 回外来に来ていただ
きましたが、うつうつとして頭が回らないとか、
今後自分はどうしたら良いのだと言っていまし
た。この人には小学生の子どもが 2 人います。

たらお終いなので絶対にあきらめません。一緒に

小さい子どもを目の前にしてどうしたら良いのだ

考えましょうと言って待っている内に答が出てき

と非常に悩んでいました。

ます。患者さん自らが答を出すこともあれば、家

ところが再発後 2 ヵ月ぐらいしてからの外来

族が出す場合もあるし、私の方で良いアイディア

では少し元気を取り戻しています。どうしたのか

が浮かんで出すこともあります。早急に答えを求

と聞くと考えたと言うのです。色々話してくれま

めることは禁物です。これは覚えておいてくださ

した。彼女はこう言うのです。「自分は再発する

い。

までは、がんに勝つということは完治すること、

そして周囲の人に相談してください。ご家族も

身体の中からがん細胞がなくなることだと思って

辛いと思います。自分で抱え込まないで誰かに相

闘う気持ちだった。ファイティングスピリット

談してください。誰かという中に医療者に相談す

満々だった。ただあっと言う間に再発してしまっ

ることもひとつの方法です。病院には医療者がた

たので転移した時は自分は負けたと思った。」と

くさんいます。医療者は経験はたくさんあります。

いうことです。つまり頭の中が回らなくなってし

分からないとしても答の入口には近づくはずです

まったのです。

（スライド 15）。

ただそこで考えてみた。本当に私は負けたのか
と考えたそうです。がんに負けるとは何かをもう

がんに負けない―再発がん患者さんに学ぶ

一回考えたそうです。考えて、考えて行き着いた
結論は、「しかし、がんに負けることは、治った、

折れたこころは再生する

治らないではなく、自分の無気力、無関心、自分

新聞や雑誌などに出ている「がんに負けない」

の人生に希望が持てない時」と言っています。な

ということはどういうことなのでしょうか。どう

るほどと思いました。ただこれはわれわれも、一

いうことか自分でも良く分からなかったのです

般の方にも当てはまります。

が、それを再発がん患者さんに色々教わったので
少しお話しします。
36 歳の女性です。乳がんの診断で手術を受け
ました。それから術後に抗がん剤治療を行ってい
ます。しかし 8 ヵ月後、最初の術後の検査があ
り骨転移が判明して私の外来に来ました。

「私はその部分では負けていない」、自分の人生
に希望を抱いています。したがって自分は「ここ
ろまではがんに冒されていないはずです。」と言っ
ていました。なるほどと思いました。
理由もあるのですと言うので、「何？」と聞き
ましたら、なぜならと話してくれました。再発し
家族が「病気」になったとき
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たのが夏の時期でしたから、小学生の男の子が 2

話ですが、私の予後は 1 年ほどで、1 年後には

人いますので、お祭りに行ったというのです。「下

死にます。「それでも私は誰かと話がしたい。自

の子が、くじ引きで当りを引いた。」と言うので、

分でも死ぬのは分かっている。でも、誰かと話を

良かったですねと言いました。「目の前にはポケ

したい。そういう機会をつくってほしい。」と言

モンのステッカーがたくさんあるので、子どもは

われました。

それを取ると思っていました。しかし彼が取った

分かりましたということでやってみました。分

のは、ポケモンのステッカーではなかったので

かりましたと言ったので、それから 1 ヵ月以内

す。」と言いました。当時は髪の毛がなかったで

に何人もの患者さんに声を掛けて、こういう試み

すから、「私のための化粧ポーチを取ってくれた」

をやるのだがみんなで集まってみないかと 200

ということです。「それを見た時に自分の奥深く

人ぐらいに声は掛けました。そうしたら 5 人の

で魂が揺さぶられる感じがあった。」と言ってい

方が OK してくれて集団精神療法が始まり、今

ます。

もその患者さんは亡くなりましたが綿々と続いて

「病気になったぐらいで不幸ではない。大切な

います。

人と大切な時間を過ごせる自分は不幸ではない。」

対象は再発がん患者さんとしています。集団精

と言っていました。最後に一言言うのです。
「先生、

神療法では乳がんのグループ療法が有名なのです

折れたこころって再生するのね。」と。本当に辛

が、私たちは再発をキーワードにしてやっていま

い中から自分を取り戻した人です。この人は今は

す。月に 1 回 2 時間で、出席は自由。私と臨床

また頭に転移をして大変な思いをしているのです

心理士の石田真弓が同席します（スライド 16）。

が、一生懸命に治療に励んでいます。

時々腫瘍内科の先生が出てくれて化学療法の説明
などもしてくれます。

誰かと話をしたい―集団精神療法の始まり

石田がいつもスライド 17 のようなメニューを

もう 1 例紹介したいと思います。今日は私と

つくっています。
「この 1 ヵ月いかがでしたか？」、

一緒に臨床心理士の石田真弓が来ていますが一緒

「大事にしていること」、「医学的質問コーナー」、

にペアを組んでやっています。がん患者さんは再

「次回までにしてみたいこと＆感想」です。つま

発するとだんだん身体は衰えていきます。がん細

り先月やってきたこと、今大切にしていること、

胞の方が活発になってきますからそうなります。

将来への希望です。毎回毎回この繰り返しです。

ただ身体は衰えるのですが、われわれメンタルケ

何をしているかと言いますと、患者さんたちは

アの専門家としてはいつ何時もこころだけは保っ
ていただきたいので、そういう試みも行っている
のでそれをみなさまにご紹介したいと思います。

スライド 16

集団精神療法

それには理由がありまして、60 歳の女性に言
われたからです。膵臓がんの再発の方です。外来
に来たら「待合室で化学療法の順番を待っている
とみんなじっとしていてあたりがとても暗い雰囲
気なんです。でも、誰かが話し始めるとその場が
パッと明るくなります。」ということです。「私は
誰かと話がしたい」と言います。もう何年も前の
78
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スライド 17

本日のメニュー

スライド 18

集いのようす

自分の身体が刻々と変っていきますから、人の意

われてできなくなったことを考えても仕方がな

見を聞く力、家族や医療者の話を聞きたいし、自

い。「できることを考える」ということです。自

分の身体が変ってくるのでそれを伝えてほしいの

分にはまだ残っている機能がある。それから今が

です。家族にも伝えてほしいし、医療者にも伝え

大事だということです。過去の後悔をしてもしよ

てほしい。それから自分自身で考えてほしいので

うがないし、将来の不安を考えてもしようがない。

す。どうしても考えるのは辛いから「がんは治る」

今が大事なので「“今”できることを楽しむ」と

とか「奇跡の○○」といったものに行ってしまう

言っていました。

方がいます。要するに断定的なものが入口として

この写真を撮る 1 ヵ月前にみんなで温泉に行っ

入りやすいのでそちらに行きがちです。そうなら

ていました。実は埼玉県は温泉がいっぱいありま

ないように、自分自身の人生は自分で築いてほし

す。ちなみに日本でいちばんアルカリ性の強い温

いということです。たとえがんが再発したとして

泉（都幾川温泉）は埼玉県にあります。

もそうなってほしいと思って、これをやっていま
す。
スライド 18 のような感じです。乳がん、膵臓
がん、乳がん、大腸がん、胆管がんの方です。も
う全員亡くなりました。
こうしてみんなで話し合っていきます。最初に

がんになったことは不運だったが不幸ではない
―心的外傷後成長
この中の 1 人の方の話をさせてください。58
歳の女性です。大腸がんで肺、肝臓、骨、腹膜に
転移し全身がんだらけの患者さんです。この人は

来た時はみんなボロボロでした。石田がちょっと

初診時に大腸がんの肝転移で見つかっています。

指名すると泣き出してしまって話にならなかった

色々な治療を行ったのですが、すべての治療をや

人の方が多かったです。そういう人も数ヵ月見て

りつくした人です。悔しいと言っていました。た

いる内に先輩患者の話を聞いて自分の考えを述べ

だそれはがんになったらみんな同じ、でもなった

るようになっていきます。

以上は仕方がないので、自分は受け止めていくし

彼女たちはメッセージを私たちに遺言として残

かない。ただひとつ変ったことがある。自分はが

してくれます。自分たちは再発がん患者であると

んになったことで精神的に強くなったと言いま

言います。やることが奪われていく。ただその奪

す。がんになる前は朝の家事が終わると寝転がっ
家族が「病気」になったとき
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て、韓国ドラマが好きなのでペヨンジュンを見て

言って、こころは保たれているのです。身体は朽

泣いたり笑ったりしかしていなかった。いわゆる

ちていってもこころは保たれます。唯一がんに

「ただのおばちゃん」だったということです。た

なって成長する臓器があります。脳です。こころ

だこの病気になって考えた結果、精神的にも強く
なった。また良い仲間とも出会えた。その仲間に

スライド 19

われわれも加えていただき光栄でした。それから
私は自分の周りがこれほど幸せに満ち満ちている
ことを気づくことができたと言います。色々なこ
とが失われていきますが、それでもまだたくさん
の幸せがある。幸せだらけなのですが、それがが
んになって初めて分かった。がんにならなかった
ら自分はここまで深く人生を学べなかったと思
う。したがってある意味でこの病気に感謝もする
こともあるということです。べつに強がりでもな
いと言っていました。
彼女は最後に遺言を残します。「私が 58 歳で

スライド 20

大腸がんになり死んでいかなければならないこと
はある意味では不運かもしれない。しかし自分の
人生は不運だったが不幸ではなかった。」という
ことです。この話を聞いていてものすごいなと思
いました。感動しました。
ただこの人は最初から立派だったわけではあり
ません。自分でもペヨンジュン好きのおばちゃん
だと言っていました。最初の内は石田が指名する
と泣いてしまって何も話せない状態で、2、3 ヵ
月は泣いているだけでした。それが最後にはこう
なっていく。人としての成長があるのだと思いま
した。心的外傷後成長（Posttraumatic growth）

スライド 21

と言います。
彼女は不幸ではないと言っていましたが、その
時の肺の状態はひどいものです（スライド 19）。
CT を切って見てもひどく、この状態でにこや
かに穏やかにされていました（スライド 20）。
お腹を見るとお腹の中は全部がんです。骨も
1 ヵ所だけ転移していませんが、あとは黒く抜け
て い る の は 転 移 し て い る 状 態 で す（ ス ラ イ ド
21）。こういう状態でも自分は不幸ではないと
80
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だけは成長します。

スライド 22

心的外傷後成長

最近、精神科医をやっていて少し楽になりまし
た。患者さんたちはいかに辛くても、この人は成
長する余地があると思ってやっていることで焦る
こともなくなりましたし、ある程度落ち着いて接
することができるようになりました。
死生観を育てる
心 的 外 傷 後 成 長 に つ い て 少 し 勉 強 し ま す。
PTSD と良く言われますが、震災や悲惨なできご
との後にかかりますが、心的外傷の後に成長する

スライド 23

人もいます。これには 3 つの要素が必要です。
まずは危機的なできごとや困難な経験です。つま
りがんになって治らない。その中でもがきます。
もがき闘った結果生まれた精神の成長ということ
で 3 段階になっています（スライド 22）。
先ほどの患者さんは普通の生活をしていまし
た。その 1 例目の人も 2 例目の人も外傷後成長
です。
この人も自分の人生は今後もゆっくり続くだろ
うという前提となる世界観がありました。それが
がんによって崩壊するわけです。死の底に落ちて
苦しみ、もがきます。ところがある時フッと気づ

い人が家で死んだ時にどうするかという題で行わ

いて人生に感謝したり、患者の仲間の中でリー

れました。さまざまな勉強を行っています。医療

ダーシップを取ったりするのです。これで人間的

福祉関係の方でしたら出席可能です。第 2 水曜

成長が得られます。

日の 6 時からやっていますので機会があればお

われわれ家族や医療者、友人はどこでコミット

越しください。

するかと言いますとスライド 23 にあるように
「苦悩・もがき」の時期です。ここではべつにしゃ

ご家族が抱えるこころの問題

べることなく共にいる。一緒の場で話を聞く。そ
ういうことが患者さんの成長を促します。
そこでわれわれは死生観を育てなければいけな

次にご家族が抱えるこころの問題についてお話
します。初診時に乳がんで全身に骨転移で見つ

いと考えています。それで私たちもこのオープン

かった女性がいます。その夫はそれを聞いた後、

セミナーと同じような会を開いています。死生学

もうろうとして病院の屋上に立っていたというこ

勉強会と言っています。われわれもスターバック

とです（スライド 24）。

スのコーヒーとクッキーを用意してやっていま

家族は第 2 の患者です。こういうふうになっ

す。先日は、1 人暮らしの独居老人、身寄りのな

てしまうのです。いったいこれは誰でしょうか。
家族が「病気」になったとき
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誰でも知っている人、アンパンマンの作者のやな

患者さんも前出のスライド 5（70 ページ参照）

せたかしさんのことです（スライド 25）。アン

のような経過をたどりますが、家族も同じような

パンマンが毎週のようにテレビで放映されていた

経過をたどります。この家族はいったい誰かと言

ころ奥さんが乳がんの全身骨転移で見つかって 5

いますと実は私です。

年闘病して亡くなっています。

父親がスキルス胃がんになりました、みなさん

ある人のお父さんが生検でクラスＶが出たみた

ご存知の方ではアナウンサーの逸見政孝さんがス

いということで、「ウソ？」と驚いて病状を聞き

キルス胃がんを発表しましたが、その 6 ヵ月後

に病院へ走ります。担当医の説明を聞きます。胃

に私の父親も同じようなことになりました。聞い

壁が膨らんでいます。臨床診断はスキルス胃がん

た時はさすがにブルーになりました。なぜ自分は

ということでした。余命は 6 ヵ月でした。ガー

専門にやっているのに父親のがんに気づかなかっ

ンとなって壁ができあがってしまいます。絶対に

たのかと非常にブルーになりましたが、その後少

越えられない壁です。どうして気づかなかったの

しずつ立ち直って行きました。ただ 1 回、学会

だろう、もうだめだというように家族は悩みます。

をキャンセルしました。
次は 79 歳の女性です。主訴は右胸部痛で、右

スライド 24

の胸が痛い。既往歴ですが 12 年前に右乳がんを
していますが、それは完治しています。現病歴で
すが、数年前の 4 月には京都に 2 回行くなど活
動的にピョンピョン飛び回っているおばあさんで
した。5 月末に胸が痛くなり、痛みが取れないの
でおかしいということで 6 月上旬に胸部 CT を
撮りました（スライド 26）。
CT を撮ると肺には何もなくて肝臓に転移が見
られました（スライド 27）。
そのままお腹の方に CT を切っていくとスライ
ド 28 の矢印のところに腫瘤があります。5 ｃｍ

スライド 25 『絶望の隣は希望です』（小学館）
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の腫瘤で一部は腹膜に食いついています。

これは誰かと言いますと私の義母の経過です。

CT は縦にも切れます。盲腸がんがあります（ス

私も長年がん患者の家族をやっていますが大変で

ライド 29）。肝臓転移があり出血して血がたまっ

す。プロとしてやっていてもそうですから本当に

ています。臨床診断は盲腸がんで肝臓多発転移で

大変なことが起きていると思っています。

す。治療方針は、腸閉塞予防のために腫瘍切除。
その後化学療法をやりました。

この経過は私の家で良かったと思いました。一
般の方はついていけないでしょう。手術後すぐに

経過は、6 月に CT を撮って盲腸がんと肝臓多

死んでいるわけですから手術に問題があったのか

発転移が分かって、10 日に腫瘍切除術。20 日

と言いますと、まったく手術には問題はありませ

に腹部 CT を撮り、結果を見ると、肝臓の腫瘍の

んでした。きちんとした手術をしてもらってやっ

大きさが 3 倍になっていました。まれにそうい

た結果がこうです。何でも起こりうるということ

うすごい腫瘍があります。結局、化学療法は不可

です。

能で 30 日に死んでしまいました。経過 1 ヵ月で
亡くなりました。

なぜ家族のケアが必要なのかということを考え
たいと思います。今申しあげたように家族は大変
です。私のようにプロでやっていても大変なので

スライド 27

すから本当にみなさんのような家族の方は大変だ
と思います。精神面では抑うつが 10 〜 50％出
ます。3 人に 1 人はうつのようになります。私
も当時さすがにブルーになりました。なぜ気づか
なかったのかだいぶ後悔しました。
苦悩の程度は患者と家族でどちらが重いか調べ
た方がいて、当然患者だろうと思っていましたら
何と家族でした。家族の方が辛いのです。援助は
やはり患者さんの方が受けています（スライド
30）。
身体面ですが、家族に不眠や心疾患が出て医療

スライド 28

スライド 29

家族が「病気」になったとき
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スライド 30

なぜ家族のケアが必要なのか

スライド 31

造影 MRI

スライド 32

頚部造影 CT

費が増加します。心臓病になる人が多いのです。
やはりストレスがかかるので心臓病になってしま
うのです。
家族として看病している内に右の頸部が腫れて
きた人がいます（スライド 31、32）。奥さんが
亡くなってから遺族となって僕のところに来られ
ました。ずっと気がついていたそうですが医療者
は誰も指摘してくれなかったと少し文句を言って
いました。臨床診断としては原発不明がんの深頸
部リンパ節転移です。奥さんのがんの看病をして
いる内に実は自分もがんになっていた。
みなさん自分の健康に注意してください。家族
の方もたくさん今日はいらっしゃると思います
が、自分がしっかりしていないと共倒れになりま

のは当然です。2 週間はみなさんの判断力は落ち

す。

ます。

それから社会面では失業が多くなるのは分かっ

それから自分の心身の健康に注意してくださ

ていますし、いわゆるスピリチュアルペインとい

い。心身です。まず身体もチェックしてほしいし、

うものもあることが分かっています。

こころもチェックしてください。家族の方がうつ
病がひどかったことがあります。家族がうつ病に

家族自身のケア

なってしまってがん患者さんがお世話をしていた
ケースがありました。そういうこともあるので注

次に家族自身のケアについてお話します。覚え
ておいてほしいことがいくつかあります（スライ
ド 33）。

意してください。
そして自分と患者さんを救うのは正しい勉強だ
ということです。知識がないと不安になり、その

まず家族自身も精神的ショックを受けるという

不安はこころを蝕みます。したがって正しい勉強

ことです。私もショックを受けました。こうなる

をしてください。国立がん対策情報センターの若
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スライド 33

覚えておきたいこと

スライド 34

日々の備え

尾先生がトップでやっているところの情報がいち

れを考えることによってみなさんの生が豊かにな

ばん良いです。そこの本を読んでください。みな

るのです。だから考えてほしいのです。みなさん

さんは色々なブログを読んだりされます。それか

の人生は有限です。その死までの有限の人生を考

ら「がんは治る」というサイトに行きます。そこ

えることによって、みなさんの人生はもっともっ

は避けてください。「治る」というサイトに行く

と豊かになるのです。ですから考えてほしい。自

ととんでもない道に引きずり込まれることがあり

分に病気が来たらどうするか、死の前にはどうす

ますから、「治る」というような断定的なサイト

るかということを予め考えておいてください。日

はだめです。われわれ医療者は断定的なことは言

ごろから「老い・病気・死」について考えておく

いません。したがってどちらかと言うと「治る」

ことが人生を豊かにします。

というサイトに行きがちですが、がんに「治る」
や「確実」というものはありません。いちばん良
い方法はわれわれが考えていますから、絶対に危

妻を完璧に介護する夫（田辺さん）のケー
スから

ないサイトに行かないでください。
それから日々の備えです（スライド 34）。今

今まで色々勉強してきたので最後に問題を出し

日は全員にお伝えしたいのですが、先ほど言いま

ます。70 歳の女性です。がんではなくアルツハ

したように死生学というものがあります。生老病

イマーの診断で、60 歳ごろから記憶障害が出現

死ということを常に考えていただきたい。私たち

し急激に進行します。高度の記憶障害なのですが、

の人生は幸せばかりではありません。生まれるの

この方は服装と化粧はいつも整っています。普通

は幸せですが、老いていきますし病気にもなりま

はジャージです。認知症の患者さんはジャージを

す。最終的には死が全員にやってきます。常にそ

着ていることが多いのですが、ブレザーを着て、

れについて考えてほしい。プロではないので「常

スカートをはき、ブラウスを着てブローチをして、

に」でもなくても良いのですが、たとえば今日は

ストッキングまでつけて革靴です。なぜこうなっ

誰かの誕生日であるとか、何かの記念日の時には

ているのか、誰がこういう化粧をしているのか夫

必ずそういうことを考えてほしい。

に聞いてみました。そうしたら夫が「している」

なぜそういうことを考えるのでしょうか。縁起
でもないと言いますが、そうではないのです。そ

と言いました（スライド 35）。
びっくりしました。本当にそのへんのデパート
家族が「病気」になったとき
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スライド 35

スライド 36

1 階の化粧品売り場にでも勤められるぐらいの高

ん。ご主人を救うにはどうしたら良いのでしょう

度な化粧です。介護は完璧です。「どうしてあな

か。僕はまったく救えなかったのですが、ご主人

たはここまで完璧な介護をするのですか？」と聞

は他の人に愚痴っていたらしいです。そうしたら、

いてみました。「昔、迷惑をかけましたから」と

それなら結婚式を挙げれば良いということにな

言うのです。まったく迷惑をかけたように見えな

り、結婚式を挙げることになりました。これが答

いのでおかしいなと思っていました。

です（スライド 36）。

ある日その夫から悩みを言われました。最近、

名前を出しても良いと言われているので申しあ

家にいると、「あなたは誰ですか」「今日 1 日お

げますが田辺さんという方です。田辺トシオさん

世話になりました。」「お帰りください」というよ

とノブコさんです。これは新聞記事です。朝、当

うに言われます。これは辛いわけです。一生懸命

直で起きて眠いなと思いながら新聞を見たら自分

に看病しているのにお帰りくださいと言われる。

の患者が出ていたのでびっくりしました。写真に

よく考えて、結婚式の写真を見せたらどうです

写っている服は海軍の略式礼服だそうです。50

かと言いました。「お帰りください」と言われて

年前にこれを着て挙げるはずだった服を取ってお

も結婚していることが分かれば大丈夫なので結婚

いたのです。それを着て結婚式を挙げています。

式の写真を見せましょうと言いましたら、ご主人

とてもまじめな人です。良いケアをしています。

が「結婚式は挙げていない」と言うのです。どう

良いケアとは何かと言いますと写真を良く見ると

してなのか聞いてみました。戦時中で、結婚しよ

分かるのですが、写っている人がみな笑っている

うと思った時に赤紙が来て招集され、船に乗せら

のです。良いケアというのは人を幸せにします。

れてフィリピンに行き、そこで敗戦を迎えてほう

その後、幸せに暮らしていました。「あなたは

ほうのていで帰ってきたということです。それで

誰ですか」と言わなくなりました。すごいですね。

結婚式を挙げないまま社会人として勤め、一流企

なぜでしょう。医学的には認知症が進んだからで

業の役員までやって勤め上げたところ、今度は妻

す。言葉が出なくなるからです。ただ僕もそうで

がアルツハイマーになってしまったということで

すかと言わずにすみました。「良かったですね」

す。

で終わりました。やはり結婚式を挙げて良かった

私のやったことはまったくケアになっていませ
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ています。

したら、その日に限って娘さんが入って来たので
す。珍しいなと思って「今日、お父様は？」と言

その後の「田辺さん」にはどういうアド
バイスすれば良かったのか

いましたら「亡くなりました」ということでした。
介護をしていた男性の方の田辺さんが亡くなって
いました。13 年の献身的な介護をしていたので、

しかし段差で転倒して大腿骨を骨折してしまい

この人にはご褒美が待っていると思っていまし

ました。認知症の患者さんにはありがちです。手

た。身体が楽になってプロの人がケアをして、自

術を受けて動けなくなりました。結局、転院をし

分ではケアをしなくても良いということです。そ

なければいけません。このころは介護保険がなく

れが妻を転院先に送り出してから 2 日後に死亡

て自分で探していたのですが、いったん決まった

しているのが発見されました。

転院先から断りの連絡が入り、新しい転院先を探

送り出した日には電話をしたらいらっしゃいま

すのですが、このころから田辺さんが疲れ出しま

した。翌日は電話に出ない、さらに翌日も出ない

した。何とか新しい転院先を探します。

ので家に行ったらソファーで仰向けになって死ん

その後の経過ですが、田辺さんが来て「終の棲
家の病院が見つかりました。転院します。」と言い、

でいたということです。死因は脳梗塞か心筋梗塞
で原因はストレスです。

「妻はもう来ることがありませんが、今後もご指

さすがに落ち込みました。ケアをする間もなく

導お願いします」と僕に言うのです。僕は何もし

介護者が逝ってしまいました。その後、論文が出

ていないのにと思ったのですが、とにかくこれで

ま し た。『 看 病 す る 高 齢 配 偶 者 で 死 亡 率 上 昇 』

夫婦そろっての外来は終了し、今後はご主人が僕

（Christakis,NE JM,2006）です。看病している

の指導を受けるというので、僕がアドバイスをす

人は気をつけてください。自分の健康を考えろと

ることになりました。奥さんは東京の病院に移っ

言ったのはこの意味からです。死んでしまうので

たので電車で 1 時間ぐらいかかります。

す。実は私は 30 年、医者をやっていて今までに

ちなみに田辺さんはまじめな方で、ショートス

介護者に 2 人死なれています。心筋梗塞と脳梗

テイでも毎日お見舞いに行ってしまうのでショー

塞です。一発で即死です。看病というのは非常に

トステイの意味もありません。それぐらいまじめ

ストレスがかかる。患者さんも気をつけなければ

な人です。次回からの外来ですが、もしみなさん

いけませんが、看病する方も気をつけなければい

が私の立場あるいはお友だちだったら、田辺さん

けません。

には 1 ヵ月後の初回の外来にどういう指導をす

いちばん良い時期にどうすれば良いかを考えて

れば良いでしょうか。これが問題です。お隣の人

おく。この人の幸せを考えると同時に健康状態を

と話しても良いですから少し自分で考えてみてく

常にチェックしてやっていく。それ以来家族の健

ださい。ヒントは「意外と難問」だということで

康状態は常にチェックするようにしています。こ

す。当たった人はあまりいません。

ころだけではなく身体も大事ということも覚えて

実際にどうやったかですが、僕もこの人は非常

おいてください。

にまじめなので、「病院に行くのは週に 2、3 回
にしなさい」と言おうと思っていました。それで

おわりに―大事なことは勉強するということ

1 ヵ月後の外来となりました。「田辺さんお入り
ください」と言って指導を始めようと思っていま

スライド 37 は最後のスライドです。僕は神奈
家族が「病気」になったとき
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川県逗子に住んでいます。今は単身赴任です。こ

スライド 37

れは患者さんが描いた絵です。膵臓がんの末期患
者さんが描いた絵です。自分はがんで再発をして
いて終末期の方ですが、どうしてこれほどきれい
な絵が描けたのでしょうか。これが最後の問題で
す。
まず第 1 に、この患者さんには痛みがありま
せんでした。大事なことです。膵臓がんというの
は痛い病気の代表格のような病気ですが、痛みが
なく、身体的な苦痛はありませんでした。メンタ
ルケアは私が担当していましたが、痛みがないか
ら楽でした。やはり痛みを取ることは大事です。
それから膵臓がんで身体が弱った患者さんがこ

いこれは当たり前の医療なのです。ただ当たり前

ういう場所に来ることはできません。前の日に海

の医療を行うためには、大事なことは勉強です。

が見たい、富士山が見たいとつぶやいたそうです。

われわれも勉強しなければいけないし、患者さん

そうしたら家族がいち早く車を出してくれまし

も勉強しなければいけないし、家族も勉強しなけ

た。「家族の支え」ということです。これは朝 7

ればいけない。今日のような試みがあるからこそ

時の光景です。7 時になるとこの場所は景色がき

みなさんは勉強できて、われわれ医療者も勉強で

れ い な の で 満 席 に な っ て し ま う の で す。6 時

きるし、患者さん、家族も明日から良いケアがで

ちょっと過ぎに連れてきてくれました。僕も偶然

きると思います。本当にこういう企画はすばらし

ここで一緒にご飯を食べた時の絵です。

いと思います。

それからわれわれ医療者が患者・家族を支援し
たということです。大事なことは、何のことはな
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■ 高橋

大西先生ど

時間とのバランスをどうとるのが良いのかと思っ

うもありがとうござい

ています。たとえば私の友人や同僚は「自分を大

ました。もしかしたら

切にして」、「自分のプライベートもやった方が良

みなさんは今日は 1

いよ」と言ってくれます。それで週に 2、3 回、

時間全部がご家族の話

夜や週末に今日のような会に行ったり、普通に飲

だと思って参加された

みに行ったりしています。ただやはりその場合、

かもしれません。ご本

母は「良いよ」と言ってくれるのですが寂しそう

人のお話がずいぶん長

な顔をしたりして、ちょっと立ち止まったりしま

いと思われたかもしれません。ただ、ご家族のこ

す。そういう時には行ったことを後悔したりしま

とを考える時に、ご本人のことを抜きには語れな

す。ただ飲み会に行くと楽しかったり、こういう

いところがあります。

ストレス発散の場も必要だなと思うこともありま
す。自分の気持ちと家族の気持ちをどのようにバ

■ 大西

その通りです。

ランスを取るのが良いのかと考えています。

■ 高橋

お聞きになりたいことはたくさんある

■ 大西

今まで通り

と思います。どこからでもけっこうです。その場

のやり方で良いと思い

でお手を挙げてください。

ます。それが正解だと
思います。満点の回答

プライベートとケアのバランス

をしてくださったと思

―「つかず・離れず・離れず」のスタンスで

います。自分のことも
やりながらお母さんの

■ 参加者 A

母がこの国立がん研究センター中

ケアをする。逆に全身

央病院の患者で肺がんです。母との関係について

お母さんにすべて注ぎ込んでしまうと後で破綻し

質問させてください。患者の家族自身も心身のケ

ます。やはりケアは共倒れにならないことです。

アが重要とお話しされたと思いますが、家族のケ

ベッタリくっついていると逆に良くない結果を生

アに費やす時間やエネルギーと自分のことをする

むことがあります。本当に離れられなくなったり
質疑応答
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します。今まで通りに「つかず離れず、離れずつ

■ 大西

かず」ですが、それでも「離れず」の方がやや多

からあとはもともとの性格です。うつ病の既往が

いという感じです。「つかず、離れず、離れず」

ある人やメンタルケアをがんになる前に受けたこ

くらいのスタンスでしょうか。今のスタンスはと

とがある方は、やはり「あり」が多いと言われて

ても良いと思います。そのままやっていただきた

います。

受けている方が多いと思います。それ

いと思います。自信を持ってください。
■ 高橋
■ 参加者 A

どうぞ次のご質問を。

ありがとうございました。

社会的支援の有無が大きな因子

ふだんから大きなできごとへの対応法は
勉強しておく

■ 参加者 B

■ 参加者 C

非常に良いお話をありがとうござ

今日は先生、どうもありがとうご

います。スライド 2（69 ページ参照）に「治療

ざいました。非常に勉強になりました。死生学の

中がん患者での精神医学的有病率」というのがあ

勉強会を先生がやられているということでした。

りました。半分近くが有病ですが、残りの 53％

まず初発の時に再発のことを考えたり、死を非常

は精神医学的障害は「なし」となっていました。

に恐いと思います。私もそうでした。死について

その「なし」のところは、まったくないのではな

勉強したりするのは、どのくらいの期間を経れば

く、たとえば「きつい」というようなことはある

大丈夫になるのでしょうか。

とお話しいただいたのですが、何かそこに特徴的
なことはありますか。たとえば「なし」と答えた

■ 大西

人は、先ほど言われた「生病老死」で「生」を豊

も恐いと思います。したがってそこについては最

かにしているといったタイプの人たちが多いな

初から勉強する必要はまったくないと思います。

ど、「なし」と答えた人の特徴のようなものです。

自分のこころが落ち着いて、自分がやりたいと

死についての勉強ですね。最初はとて

思った時がその時です。
■ 大西

はい、ありがとうございます。逆に適

応障害やうつ病になる方の場合には、社会的支援

■ 参加者 C

がなく孤立している人に多いと言われています。

者会が死について勉強するというのはどうでしょ

ソーシャルサポートの「ある・なし」は大変大き

うか。

患者会に入っているのですが、患

な因子です。したがってわれわれがそのソーシャ
ルサポートになり、みなさんを救うことができれ

■ 大西

ばこの率は減ると思ってやっています。いちばん

ので分からないのですが、「死」までは行かなく

大きいのはソーシャルサポートです。支援を受け

ても、自分の中に大きな問題が起きた時にどう対

ているかどうかがいちばんです。

処するかということは常に勉強しておくのが良い

どうでしょうね、僕も出たことがない

のではないかと思います。がんもそのひとつです。
■ 参加者 B

ということは「なし」の群はソー

シャルサポートを受けているという…。

他にも、急に誰かが病気になった、急にトラブル
が発生してしまったという時に、それを乗り越え
ていく力をつけるのがいちばん良いと思います。
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そのひとつに死生学があるということです。
実は私たちの生活は問題だらけです。ふだんは
小さなできごとに対してはコーピングと言って対
処しているのですが、がんなどのできごとは大き
すぎてなかなか対処しにくい。それで具合が悪く
なってしまう人が多いと言われています。われわ
れは常々、小さなできごとに対してはコーピング、
つまり対処行動ををしています。
■ 高橋

それでは次の方どうぞ。
るわけではないのですが、患者がうつ病になって

協議できれば良いができないこともある

いる場合でも病院はやはり本人の人生だから本人

―現代医療の限界も

に決めてほしいと思われるのでしょうが、そうい
うことはどうだったのかと思うことがあります。

■ 参加者 D

ありがとうございました。先生が

ご意見をうかがわせてください。

今日、前段でお話しいただいた患者本人のことで
す。私は少し前に母が亡くしています。私自身が

■ 大西

後悔したことも大変ありました。実は私の母は医

す、いかに尊厳死に入っていてもみなさん迷いま

療者でしたから尊厳死という思いをずっと持って

す。先ほど「不幸ではない」と言った人も迷って

いました。ただ突然、がんで余命 2 ヵ月と言わ

いました。みなさん迷います。迷うのは人間とし

れました。最初はここのがん研究センターにいま

ての当然の営みだと思ってください。みんな大変

した。胆嚢がんでリンパ節転移して末期でした。

迷います。そこはひとつ頭に入れておいていただ

どこの先生にうかがってもだめでした。母は少し

きたい。うつ病のことです。実はうつ病の患者さ

うつ病になっていて、ずっと尊厳死のことを思っ

んでも判断できる場合があります。ただ欲を言え

ていた母でもやはり助かりたいという思いがあり

ば精神科と協議をしながらやっていただければ良

ました。私も一生懸命に探して、あるご高名な先

かったかなと思います。おそらく時間がない中で、

生に診ていただくことができました。先生は今な

待っていたら手術はできない、そこで希望がある

ら手術ができますと言うので、実はがんセンター

道を考えるとやむを得ない判断だったかもしれな

からそこの大学に移りました。その先生をしても

いですね。理想とは別に現実には急にやらなけれ

だめだと思っていたのですが、その先生が「今な

ばいけない場合があります。そういう場合はなか

らできます。」と言ってくださいました。ただ、

なか考える時間がない。うつ病の薬が効いてくる

先生はどうするかの決定権を母に与えてほしいと

にはだいたいは 2 〜 4 週間かかります。そうな

いうことでした。私は 1 人で看護していたので

ると今度は手術の可能性を失います。人生にはそ

すが、私ではなく本人に決めてほしいということ

ういう仕方がないと思う時があるということで

です。ただ母はその時はもううつ病になっていて、

す。

ありがとうございます。難しい問題で

判断することができなかったのではなかったかと
今は思っています。手術をしたことを後悔してい

■ 参加者 D

そういう場合でも家族が口出しを
質疑応答
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しないで本人が決定をしてもらった方が良いとい

療をしています。今は夫がまいっている状態です。

うことですか。

詳しくは分かりませんが、眠れなかったり、不安
な状態のようです。、私が迷惑をかけているので

■ 大西

その質問は難しいです。あくまでも個

人的な意見で、僕は外科医ではないから分からな

何か言ってあげたいのですが、そういう時に夫に
はどう言ってあげれば良いのでしょうか。

いのですが、協議をするのがいちばん良いと思い
ます。たとえば精神科医と患者本人と混ぜて協議

■ 大西

をするのですが、なかなかそうはなっていないの

今のお話を聞いていて僕もその場所にいたら声を

が世界の現状だと思います。そこまできめ細かく

掛けがたいです。どうやって声を掛けたら良いか

やる、精神科医の予定をすり合わせてみんなでカ

で、即座に言葉が出てこない時にはやはり一緒に

ンファレンスをするというのはなかなか難しい。

いるしかないと思います。一緒にいる時間を少し

ある意味で現代医学の限界だったのかもしれない

長めにしてみるのが良いのではないかと思いま

ですね。

す。

■ 高橋

どうすれば良かったのでしょうね。

本当に辛い中にいらっしゃるのですね。

■ 参加者 E

今は一緒にいられなくなってし

まって別居しています。攻撃的と言いますか、私
■ 大参加者 D

がんセンターでは絶対に無理だ

に当たるようになってしまい、仕事は辞める、離

と言うのを、世界的な先生にしても本当に数％の

婚するということになり、私の手に負えなくなっ

可能性と言うところでやってもらったので、どち

てしまいました。

らが良かったのかと今でも大変考えてしまいま
■ 大西

す。

珍しいケースですが実は私も経験はあ

ります。奥様ががんになった後に夫が攻撃的に
■ 高橋

今日のキーワードは「家族」ですが、

今のお話のように、いかにご家族が色々なことに

なったというのは、経験したことがあります。別
居ではありませんでした。

曝されているか、改めて感じさせられました。
■ 高橋
■ 大西

改めてそうですね。

先生、関連してですが、「できるだけ側

にいる、できるだけ話を聞くことが大事」と、よ
く言われますが、実はこれは、相当に辛いことだ

■ 高橋

まだ時間はあります。どうぞ。

側にいて話を聞き続けるということは簡
単ではない―地域資源の活用も
■ 参加者 E

分かりやすくお話しいただいてあ

と思うのです。
■ 大西

辛い、辛いです。

■ 高橋

そうするのが良いのだろうなとは頭で

は分かります。ただ、プロでない人間にとっては、

りがとうございます。家族のケアが必要というと

いくら愛する家族とは言え、側にいて話を聞き続

ころで、苦悩の程度は患者よりも家族が大きいと

けるという作業は非常に大変だと思います。そう

いうところに大変関心を持ちました。実は私も治

いう時に何かアドバイスはございますか。
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するようなことを言ってしまった時にどうフォ
■ 大西

難しいですね。いるしかないですから。

ローしたら良いかお聞きします。母親が髪の毛が

今のケースでは保健所に相談するのが良いと思い

長いから上げた方が良い、「お岩さん」みたいに

ます。地域の民生委員などです。医療機関ではで

なってしまうからと言った時には家に帰ってから

きないことがあります。医療機関に行くまでが大

涙を流していました。私は母親を叱ったのですが、

変なので、こういう時に保健師さんや地域の民生

私も退院のお返しをする時に、その時にたまたま

委員、地域包括支援センターなどに相談してみる

仕事のお得意様にご不幸があったので、つい香典

のが良いと思います。まちの機能を利用するとい

返しと言ってしまいました。その時は笑って「私

うことです。やってみてください。

はまだ死なないよ」と言ってくれたのですが、そ
のことがまだ残っています。

■ 参加者 E

ありがとうございます。

以上 2 点ほど、緩和ケアはどういうものかと
家族が失言した時に死を意識している患者である

■ 高橋

ありがとうございます。

妻にどのようにフォローしたら良いかお教えいた
だけますでしょうか。

■ 大西

今日のようなケースも実はあります。

DV もあります。講演ではきれいな話をしていま

■ 大西

すが、患者さんの家族の中でも DV などもあり、

が、今日はバッドニュースを聞いたわけですね。

実際は避けて通れない話としてあります。

抗がん剤治療は毒性の強いものを入れるのですか

ありがとうございます。緩和ケアです

ら、身体に対してかなり侵襲的です。担当医が緩
■ 高橋

どうぞ次のご質問を。

和ケアが良いと言う時は、抗がん剤治療よりもお
そらく経過観察をした方が身体のために良いとい

緩和ケアの考え方・家族の失言への対処

うことを言われているのだと思います。肺がんな
どでは早期から緩和ケアを入れた方が命が長くな

■ 参加者 F

私は妻が大腸がんで転移をしてい

るという例もあります。緩和ケアには「最期」と

ます。腰にも来て、座っていても痛い状況です。

いうイメージがありますが、現時点で、痛みや本

実は今日病院に行ってきました。放射線が中途半

人の苦痛を取るのが最善の治療ということで選ば

端なので緩和ケアをしたらどうかと言われまし

れるのだと思います。、必ずしも抗がん剤が今の

た。先生とも話をしたのですが、緩和ケアはイメー
ジ的にホスピスのような感じを受けていて、まだ
49 歳なのでもう少し歳をとってからと言いまし
た。先生の言われているがんの緩和ケアというの
はどういうことかというのがひとつです。
それからもうひとつ質問があります。家族とし
て話を聞くのは大事ということがありました。た
だたとえばそういう場合も話をすると失言してし
まうということがあります。私も失言したことが
あります。義母も失言しています。死をイメージ
質疑応答
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いちばん良い治療ではないということをおそらく
先生は言われていると思います。大腸の抗がん剤

■ 高橋

はかなり辛いです。2 週間の内、10 日ぐらい辛

したいことはまだまだたくさんおありだと思いま

いですから、それよりも治療をしない方が身体と

す。またこういう機会があると良いかもしれませ

こころが保たれると先生は言われている。翻訳す

ん。とてもザックバランなお話をうかがえ、ご質

るとそういうことです。

問をいただけて良かったと思います。失言、誰に

それから失言ですが、僕も失言はあります。た

ありがとうございます。本当にお聞き

でもありますよね。

くさんありますが、素直に謝るしかないですね。

今日は本当にたくさんのご参加、ありがとうご

それが良いと思います。ご高齢の方は実は失言が

ざいました。今後のオープンセミナーの予定につ

多いです。無頓着になってしゃべってしまいがち

いては、サバイバーシップ支援部のホームページ

です。なるべくしゃべらないでと、前もって釘を

や公民館カフェ・ご当地カフェ・オープンセミナー

刺しておくことも良いかもしれません。義理のお

の公式サイトでお知らせします。メルマガなどで

母さんなどはけっこう失言が多い。辛いのに「ご

もお知らせをいたします。それでは今日、本当に

飯炊きなさい」と言ってしまったりします。それ

心を込めてお話しいただきました大西秀樹先生に

は予め「言わないで」とちょっと言っておいた方

大きな拍手をお願いいたします。

が良いです。そのへんは少しルーズになっている



＜拍手＞

方がご高齢の方の場合多いです。
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「第７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
平成28年9月29日（木）実施
受付登録者（159名） お立場（複数回答）

患者・家族

医療者

54.7%

参加者 121名
回答者95名（回答率 79％）

支援団体

企業

22.6%

6.9%

その他
6.3%

21.4%

アンケート集計
男性

性別

女性

未回答

30.0%

69.0%
20歳代

年齢
5.0%

13.0%

30歳代

40歳代

25.0%

21.1%

行政関係者
企業関係者
その他

60.0%

0.0%
2.1%
6.3%
12.6%
9.5%

オープンセミナーの感想

60歳代

70歳代以上

76.8%

2.0%

17.0%

カフェを知った経由（複数回答）
研究班からのメール
友人の紹介
Facebook,Twitter
その他
無回答

とても良かった

7.0%

未回答

31.0%

立場（複数回答）
患者・家族

50歳代

1.0%

やや良かった

44.2%
13.7%
4.2%
40.0%
2%
無回答
12.6%

10.5%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

今日のお話を聞いて、行動を変えてみようかと思いました。そのきっかけを下さり有難うございました。
相手に思わぬ意味合いで受けとめられることは、確かにあると思います。医療者が患者さん家族に与える影響は大きいので、気
をつけながらも正直に関わりたいと思います。
ケースを多く取り上げ先生の経験もまじえてよい学びになりました。家族ケアは多岐にわたることを再認識できました。有意義な学
びのひとときをありがとうございました。
わかりやすく時にユーモアも含めてくださり、たのしくでもデータや研究もしっかり教えて頂き、しっかりと学ぶことができました。あり
がとうございました。
質問が活発ですばらしい会だと思いました。
症例を交えた話はイメージが伝わりやすく、質問もしやすい雰囲気でした。患者会、家族会などの雰囲気も学べました。
とても貴重なお話を聞くことができて良かったです。またこのような勉強の場に参加したいと思います。
大変有意義なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。私自身、がんになったとき、夫の方が精神的にまいってしまい、
そこから適応障害になってしまいった経験があるので、患者の家族や介護する側へも、もっと目を向けていくことが必要だと改めて
感じました。
いろいろな事例を思い出しつらかったですが、やっぱりそうなんだと思うことがあり、参加してとてもよかったと思います。
元ガン患者家族として、看護していた当時を思い出しました。家族へのケアのあり方は、遺族へのケアにも通じるものだと感じまし
初めて参加で又参加したいと思います。
リアルな例を挙げながら、実際の声として、また実臨床として学ぶことができました。聴くことは難しいと日々感じていますが、継続
しようと思います。
今まで介護をする側の立場になったことがなかったので、介護する人のストレスや身体がいかに大切であるかを気付き、とても勉
強になりました。先生の話し方、テンポがとてもよく聞いているのが、重たい話ではありましたが、心地よかったです。
非常にお話が上手で引きこまれました。60分強があっという間でした。参考になりました。
いろんな患者や家族のケースが聞けて、「悩んでるのは自分だけではない」ことが分かって、気持ちが少し楽になりました。このよ
うな場を設けてくださり、ありがとうございました。
患者の立場、家族の立場、それぞれ立ち位置は違っても支え合うことの大切さ、そしてそれは言葉で簡単に語れる程ではないこと
を実感しました。質問コーナーでの生の声を伺うとほんとうに考えさせられました。うまく表現できませんが、心に響きました。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

質問時間をもう少し長く設定していただきたい。あるいは事前に用紙をよる質問を受け付けては如何でしょうか。
何事にも深く掘り下げると自分でも知らない世界が広がっている。このようなオープンセミナーはとても自分の勉強になる。
今後もタイムリーな題材を提供していただければうれしいです。
患者・家族が参加しやすいテーマで、またセミナーがあるといいと思います。栄養、緩和ケア、代替療法など。。。
stage4の患者の為の心のケアや治療についてのセミナーをして頂きたい。初発と再発患者（特に治療の選択が少なくなってきた再
発患者）では温度差があるので。。。今後も家族側に寄り添ったセミナーも続けてお願いします。
がん治療は、拠点病院でだけ行われているわけではありません。均てん化のためにも、このセミナーは必要だと思います。
遺族へのグリーフケアについてもセミナーを開催してください。
抗がん剤を取り上げてほしい。
「臨床宗教師」の方の話を聞いてみたいと思います。
など

「第 7 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
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第8回
メインテーマ

がんサバイバーシップオープンセミナー

若年世代のがん
2017 年 2 月 2 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

開会の挨拶

高橋

都

国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

みなさん今晩は、お飲み物やスナックは確保さ

びっくりしました。普段はまったく生活感を感じ

れましたでしょうか。清水先生のご講演が始まる

ない方で、そう言えばそうか、お嬢さんがいらし

と面白くて立ちにくくなるので今のうちにどう

たなと思いました。それから、ご自身の「AYA

ぞ。

時代は MTV の全盛期で、アーティストではス

第 8 回「がんサバイバーシップオープンセミ

ティングが好きだったなぁ、今はおじさんになっ

ナー」は、
「若年世代のがん」と題しまして、国

てしまいましたが…」とありました。本日はいろ

立がん研究センター中央病院乳腺・腫瘍内科の清

いろなジェネレーションの方がいらっしゃるので

水千佳子先生にお話しいただきます。清水千佳子

スティングを知らない人もおられると思います

先生は化学療法の専門家でいらっしゃいます。

が、私にもとても懐かしいです。

昨日、先生に、ご紹介用のプロフィールをお願

今日の進行ですが、約 1 時間、清水千佳子先

いしました。こういう講演会の時のプロフィール

生にお話ししていただき、その後 30 分ほどいつ

はふつう、「○○大学を出て、××でトレーニン

ものようにフロアからざっくばらんに質疑応答を

グを受け・・・」というように、必ずしも聴衆が

いただきます。どうぞ質問やコメントを考えなが

興味を持つとは限らないことが続きます。そこで

らお聴きになっていただけたらと思います。

今日はあまり真面目ではなく、かつ清水先生のお

本日は共同通信さんの取材が入っています。写

人柄が良く分かるようなことを教えてくださいと

真は、スピーカーと後ろの方から全体像を撮影い

いうメールにしましたら次のようなレスが返って

ただくことになります。ご了承をお願いします。

きました。
「チョコレートはゴディバより明治かブルボン。
趣味は子育て。中 3 と小 4 の女児の母」。これは
96
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それから質疑応答の時、回によっては、ご自身
のことを色々と詳しく話される方もおられます。
この会はできるだけそのままの形で逐語録をつく

オープンセミナー・第 8 回

2017/03/21 1:07

り、年度末の 3 月には、私どもが主催している

に資する内容だとは思いますが、報告書として活

「オープンセミナー」、「公民館カフェ」、首都圏以

字に残ることをご了解いただき、ご自身でご判断

外で実施している「ご当地カフェ」の 3 つの教

いただいたうえでご発言いただければと思いま

育イベントを今年度（2016 年度）の報告書とし

す。

てまとめます。今日のお話や質疑応答もそちらに

それではお待たせしました。清水千佳子先生の

入ることをご了承ください。そこで 30 分の質疑

お話に移らせていただきます。先生、お願いしま

応答の時間は、もちろん個人的なこともみなさん

す。

開会の挨拶

�ん本.indb 97

97

2017/03/21 1:07

若年世代のがん

清水

千佳子

国立がん研究センター中央病院乳腺・腫瘍内科

このごろです。自身の思春期はあまり思い出した

はじめに

くありません。しかしすべての方が過ごされてき
た時代ですから、若年がんの患者さんのことを考

過分なご紹介をありがとうございます。高橋先

える時には、自分自身の思春期のことを思い出し、

生がカフェをたくさんやられているので、本日も

患者さんと共感しながら向き合うことが大事だと

そのカフェの一環だと思い、あまり着てくるもの

思っています。

を選びませんでした。白衣を着てきてしまった理
由です。最初に言い訳をさせてください。

今日は高橋先生からはアカデミックに話してく
れと言われたのですが、うまくお話できるかは分

国立がん研究センター中央病院乳腺・腫瘍内科

かりません。スライド１に挙げたような話題につ

で働いています。自己紹介の補足をいたします。

いてお話しいたします。まず「若年世代」とはど

平成８年に大学を卒業し、現在は腫瘍内科です。

ういう世代か。それから若年がんの特徴です。さ

これでだいたいの年齢はお察しください。そもそ

らにその若年がん患者の特徴はどうか。そして若

も医者以外の仕事はあまりしたことがないです。

年がん患者さんがどういうニーズを持っている

専門領域は乳がんです。若い人のがんの専門家だ

か。また国内では少し支援の取組みが始まってい

と思われる方もおられるかもしれませんが、世の

ますが、どういう取組みがなされているか。その

中に若年がん専門家という方はおりません。私が

ようなお話をしながら後半みなさまと共に考える

乳がん患者さんを診療していることで、本日の講

題材を提供していければ良いと思っています。

演内容が、そうした少し偏った経験内容になるこ
とをご了承ください。
高橋先生が言われたように思春期の子どもを持

スライド１

今日の話題

つ親で、自身はもはや若年と称するのは困難にな
りつつあります。ホルモンバランスが崩れてきて
第２の思春期ということで闘っています。
高齢者の定義を 75 歳からという提言を日本老
年学会と日本老年医学会がしたのですから若年に
ついてももっと寛容な定義であったらと思う今日
98
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スライド３

学術論文にみる AYA がん研究

スライド４

AYA がんに関する研究報告

がん対策上抜けていた AYA 世代のがん
にスポットが当たるまで
AYA という言葉は突然日本に上陸してきまし
た。厚生労働省のがん対策推進協議会の平成 27
年６月の「今後のがん対策の方向性について」と
いう資料に出てきたのはびっくりしました（ス
ラ イ ド ２）。Adolescents and Young Adults
（AYA）ということで、日本語で言えば「思春期・
若年成人」と言われている世代の人たちを指しま
す。
ライフステージに応じたがん対策をやっていき
ましょうという国の大きな方向性が示され、小児
期、壮年期、高齢期がありましたが、AYA がぽっ
かり抜けていたということで、そこに焦点を当て
たがん対策が考えられるようになってきました。
学術論文で AYA という言葉をタイトルに見か

財団（LIVESTRONG Foundation）を創られた

けることが、最近はわりにありますが、いつごろ

のですが、その財団とアメリカがん研究所（NCI）

から出てきたのでしょうか。世界の若年がん研究

が AYA 世代のニーズが満たされていないという

の趨勢を見ると 2010 年代後半ぐらいからグッ

ことで共同の取組みを始めたのが 2006 年から

と若年がんの患者さんに関する論文が増えてきて

だということが関係していると思います。その後、

います（スライド３）。なぜかと申しますとランス・

AYA 患者さんにはどういうニーズがあるか、ど

アームストロングという競輪選手が精巣がんにか

ういう社会的支援ができるかという研究、あるい

かりお子さんをつくるのは難しいという経験をさ

はがんそのものの治療成績、後遺症、２次がんの

れました。後は、セレブリティとして若いがん患

データなどが論文として出てきました。最近では

者さんに何か貢献をしたいと思いリブストロング

アメリカだけではなくヨーロッパやお隣の韓国な

スライド２

若年世代

どあちらこちらで AYA のがん政策などの報告も
出てきています。驚きましたが、2017 年になっ
てからまだ１ヵ月しか経っていないのに相当数の
論文が出ています。
スライド４は、AYA がんに関する研究報告に
は、どういうものがあるかです。特徴としてよく
言われていることは、AYA がん患者さんは適切
な治療を受けていないのではないかということで
す。また AYA のがん患者さんは経済的に困って
いるのではないかということです。アメリカでは
若年世代のがん
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雇用の問題が保険加入の問題などにもつながって

ちばん多く、その他、脳腫瘍・骨腫瘍・軟部肉腫・

きますから、がんになったことで医療費の面で

胚細胞腫瘍・甲状腺・メラノーマなどで、いわゆ

AYA がんの経験者はさらに不利になっているの

る希少がんと言われている種類のがんが多くみら

ではないかといった論文です。それからあとはア

れます。ただ年齢が上がって 35 歳を超えてくる

メリカだけの問題なのか、そうではないのかと

と子宮がんや乳がんなど、より高齢層でも見られ

いった国際比較の研究もあります。また臨床試験

るようながん患者さんが増えています。

ということを聞かれたことがあると思いますが、

アメリカの研究で、1986 － 1995 年と 1996

AYA の患者さんの治療成績を良くしていくため

－ 2005 年を比較してみると、より高齢の方の

には臨床試験を進めなければいけません。AYA

予後が改善していることが分かっています。スラ

の患者さんは、他の世代の患者さん、たとえば小

イド６は改善の伸び率を示したものです。女子と

児がんの患者さんやより高齢者の方と較べて臨床

男子に分けてみていますが、より高齢者ほど改善

試験に参加する人が少ないという報告がなされて

しています。その改善率がスポッと落ちていると

います。

ころが 15 － 20 歳ぐらいの年齢層です。この年
代のがん５年生存率の改善がみられていないとい

AYA 世代のがんの特徴－生存率改善不良

うところが問題であるということです。
もう少し新しいデータですが、1992 － 1996

スライド５はアメリカのデータです。この研究

年と 2002 － 2006 年で、がん種別に AYA 世代

では 25 歳が上限です。15 〜 19 歳、20 〜 24

のがんが、他の年齢層のがんと較べて予後がどう

歳が左側の２つのグラフで、右側の３つのグラフ

かという研究がされています（スライド７）。

は 25 歳以上です。いろいろな種類のがんが入っ

縦軸が５年生存率です。横軸の 15 〜 40 歳の

ているのが分ります。25 歳未満は血液腫瘍がい

ところが AYA 世代です。たとえば急性白血病を
見ると小児の 15 歳未満は、

スライド５

思春期・若年成人（AYA 世代）とがん

昔（1992 － 1996）に較べ
て、 最 近（2002 － 2006）
の方がかなり生存率は良く
なっています。しかし AYA
の世代の場合は、その開きが
有意に少ない。高齢者と較べ
て予後が良くなっていませ
ん。たとえば肝臓がんなどを
見ると高齢者の場合は良く
なっていますが、AYA 世代
のところは昔と較べて差があ
りません。がん種によってた
しかに少し良くなっているも
のもあるし、あまり伸びが変

※このスライドは名古屋医療センターの堀部敬三先生よりご提供いただきました。
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が、AYA 世代のがん患者の予後は変わっていな
い、良くなっていないものが多いという報告です。

スライド８

 YA の生存率改善不良に寄与すると考えられ
A
ている要因

それではどうして AYA 世代のがん生存率はな
かなか改善しないのでしょうか。社会的な要因や
生物学的要因が考えられています。とくに医療保
険への加入率が低いことや診断が遅れるというこ
となどがあります。若い方は、忙しいこともあり、
なかなか自分のことをがんだとは思いません。あ

るいは診断する側の医者もちょっと来た若い方が
いきなりがんと疑うかどうかですが、若年者のが

スライド６

 べ て の が ん（ カ ポ ジ 肉 腫 を 除 く ） を 合 わ
す
せ た ５ 年 生 存 率 の 改 善 率：1986-1995 と
1996-2005 の比較（SEER9, www.seer.gov.
Accessed April 19, 2009.）

んは頻度が少ないので、最初からがんを疑うこと
はありません。それで通常の高齢者などと較べる
とどうしても診断が遅れるのではないかというこ
とが言われています。それから臨床試験へのアク
セスが少ない、つまり、新しい治療へのアクセス
が少ないということ、あるいはまた若いというそ
のこと自体が生物学的に影響してがんの予後があ
まり改善しないのかもしれないというようなこと
も言われています（スライド８）。

AYA 世代に対するがん対策研究
―AYA 世代の定義とその特徴
スライド７

 国 SEER データベースに登録されたがん患者
米
のがん種別５年生存率：1992 - 1996（淡色）
/ 2002- 2006（濃い線）

国内では、アメリカに遅れ
ること約 10 年ですが、よう
やく AYA 世代（15 〜 40 歳）
の方に対するがん対策のあり
方が検討されるようになりま
した。
スライド９は「総合的な思
春 期・ 若 年 成 人（AYA） 世
代のがん対策のあり方に関す
る研究」（H27 －がん対策－
一 般 － 005） で す。 研 究 代
表者は堀部敬三（国立病院機
構名古屋医療センター臨床研
究センター長）先生で、小児
がん専門の大家の先生です。
若年世代のがん
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スライド９ 「総合的な思春期・若年成人（AYA）世代のが

ん対策のあり方に関する研究」（H27 －がん対
策－一般－ 005）

スライド 10

本研究班の目的

スライドに挙げた名前だけでは分からないのです

現状調査および患者・サバイバーのニーズ調査を

が、非常に多くの職種の方が参加していらっしゃ

行い、実態を把握する。その結果をもとに AYA

います。私は若年の女子の代表、女性のがんの方

世代がん対策のあるべき姿を政策提言する。それ

の代表かもしれません。小澤美和先生は小児の精

から個別に出てきた課題に対しては、有用なツー

神領域です。小原明先生は小児科の先生です。山

ルを開発して患者さんの役に立つガイドラインを

本一仁先生は血液腫瘍の先生です。大園誠一郎先

作っていこうということ。そして、とくに妊孕性

生は泌尿器科、松本公一先生は小児科の先生、多

温存についてはネットワークを創っていこうとい

田羅竜平先生は緩和ケアの先生、清水研先生はこ

う大きな４つの目的を持って取組んでいます（ス

このオープンセミナーでも話されましたが精神腫

ライド 10）。

瘍科の先生です（39 ページ参照）。新平鎭博先

理由は後述しますが、われわれの研究班の中で

生は国立特別支援教育総合研究所の先生でどちら

は便宜的に 15 歳以上 40 歳未満の方を AYA 世

かと言うと教育がご専門の先生です。それからも

代と定義しました。AYA 世代は何歳までかにつ

ちろん高橋都先生。あとは看護師、情報センター

いては、たとえば松下幸之助さんは、85 歳で「青

の先生、栄養の先生、それから多くの生殖医療や

春とは心の若さである」、いつまでも青春とおっ

婦人科の先生、整形外科の先生などが参加されて

しゃっていましたし、私もまだ青春だと思いたい

います。またこの研究班には、患者さんの代表と

のですが。

して桜井なおみ（CANSOL）さんに協力しても

この世代は精神的発達という点で非常に特徴的

らったり、より思春期に近い方の経験を共有する

だと言われています。スライド 11 は、私が 20

ということで、メディカルソーシャルワーカーの

年ほど前に大学で使っていた教科書からの引用で

樋口明子（がんの子どもを守る会）さんなどにも

す。おそらく 20 年たっても人間の本態はそう変

協力していただいています。自分の領域を超えて

わるものではないと思うので、そのまま引用させ

これほどたくさんの人と話す機会は初めてで、非

ていただきます。青年期というのは 10 代（11

常に刺激的で色々な学びがある研究班です。

〜 20）です。この期間に人は、知的能力が非常

研究班が立ち上がった目的は、厚生労働省の政

に進歩します。また性的感情が芽生えて、異性愛

策研究です。つまり、国がとりあえず AYA のが

の発達ということで人を好きになったりします。

ん患者さんに何をしたら良いのかを提言してくだ

それから感情的に興奮しやすくなってくると言わ

さいと投げかけてきたことから始まっています。

れています。それから自我を発見し、社会的に自

この研究班は、まず第１に AYA 世代がん医療の

立していきたいと願う世代です。また自分のアイ
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デンティティを確立したいともがいている世代で

まだ高齢者が 65 歳からだったからでしょうか。

す。えてして理想主義になりやすく、親よりも仲

成人期は、身体的成熟が完了し、人格発達も完成

間が重要になっていく時代だと言われています。

します。家族を形成し、社会生活として職場や家

成人期は 20 代から 40 までで、おそろしいこ
とにこの後は老年期と書かれていました。当時は

庭生活のなかで成熟していく時期でもあります。
青年期と較べるとある意味で色々な意思決定を現
実的に行えるようになってくる世代だと言われて

スライド 11

精神発達の特徴

います。なかなか人間の成長はこのようにはいか
ず、まだまだアイデンティティの確立をめぐって
私は葛藤をしています。
研究班の中で 15 〜 40 歳と定義したのは、政
策を考える時にピントをはっきりさせてほしいと
言われたからです。医療介護の側面からいくと
15 歳以上 40 歳未満というところは非常に手薄
になる時期です。もともと病気になりにくい世代
であるということもあり、子ども医療費の手当は

スライド 12

若年世代のがん
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スライド 13

に患者さんがおられたら A とか YA という区分

ライフステージによる分類

をするなとおそらく思われるのではないでしょう
か。私もそう思います。同じ年齢であっても自立
の度合いも違いますし、家庭環境や就労や就学の
状況、経済的状況も違いますし、その人それぞれ
が持っている夢やライフプランも違いますので、
おそらく何らかの政策として提言するとしても画
一的な対応をするようなことは、患者さんの側と
しては求めておられないというのがわれわれの基
本的な意識としてあります。
15 歳で打ち切られます。介護保険も 40 歳にな
らないと給付を受けられないといった制度上の弱

AYA 世代のがんの特徴

み が あ り、 そ こ に ス ポ ッ と は ま っ て し ま っ た

―希少がんであることによる問題

AYA 世代の患者さんが色々な面で困る。そこを
根拠に研究班では AYA 世代を 15 〜 40 歳とい
たしました（スライド 12）。

AYA 世代のがんの種類について、日本のデー
タを堀部先生がまとめてくださっています（スラ

そういう AYA 世代の患者さんをライフステー

イド 14）。欧米とほぼ同じです。男性と女性で

ジによる分類ができるかということで考えると、

見ていますが約半数ぐらいは、若いところでは希

先ほどの精神的発達と重ね合わせて、思春期（A）

少がん、あるいは血液希少がんの方が多いです。

と若年成人（YA）と分けられます。思春期は就

女性で 25 歳以上になると子宮頸がんが非常に増

学期で、精神的・社会的自立に向けた発達段階で

えています。それから乳がんです。この後で乳が

す。就労前で経済的自立ができていない時期であ

んは爆発的に増えてきます。更に AYA 世代のが

り、意思決定も自分１人では
決められず、親が誘導するこ

スライド 14

とがまだ多い時期かもしれま
せん。性的にも発達途上です。
これが思春期の世代のカテゴ
リーです。
もうひとつのカテゴリーが
若 年 成 人（Young adults）
です。仕事をし出して、精神
的・経済的に自立し始める。
意思決定は本人。次世代を生
み育て、社会を支えるという
重要な役割があります（スラ
イド 13）。
ただ今日いらっしゃった中
104
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スライド 15

が少ないためになんとなく無

年齢階級別 罹患数（全国推計値）2012 年

視されてしまう、いないかの
ごとく扱われてしまう側面が
あります。
いわゆる希少がんは、多く
の診療科にまたがる多様なが
ん種。そして成人の方に多い
がんでは、そのがんになった
がん患者さんの数は多いので
すが、そのがん種の中では希
少な年齢層なので若年世代特
有のニーズが見逃されてしま
いやすい側面があります（ス
スライド 16

がん種による分類

ライド 16）。
堀部班の登録部門の調査では、がん診療連携拠
点病院・小児がん拠点病院のがん登録部門にアン
ケ ー ト を 行 い、 各 施 設 で 年 間 に 何 人 ぐ ら い の
AYA 患者さんを診療されているかを、がん登録
から拾ってくださいとお願いをしました。６割の
回答でしたが、15 － 19 歳、20 － 24 歳と５歳
刻みで 35 － 39 歳までみていますが、いちばん
多い 35 － 39 歳でも中央値で年間 22 例しか診
ていません。施設での経験でこれですから、医療

んの特徴として、とくに若いところでは希少がん

従事者１人あたりにするともっと少ない数になり

と呼ばれているがんが多いということが挙げられ

ます。15 － 19 歳、あるいは 20 代前半になる

ます。

と年間２、３人そういう患者さんがいらっしゃる

AYA 世代の問題を考える時に、その世代だか

かどうかというところで、なかなかこれは大変だ。

ら起きている問題なのか、がん患者の数が少ない

何とかしてあげたいなと思って、その時は仮に頑

という問題なのかというところは、少し整理し、

張ったとしても、その経験がまたやってくるとは

区分けして考える必要があると思っています。

限らず、医療従事者の経験がなかなか蓄積されて

頻度が高いがんは考え方が違います。若い方で

いかないという問題点があります。

はだんだんと乳がんや子宮がんが増えてくるとい
うことだったのですが、スライド 15 の年齢別が

AYA がん患者のニーズとその充足度

ん罹患数を見ますと、いわゆる５大がん（胃がん・
肺がん・肝臓がん・大腸がん・乳がん）や子宮が

そういう現状を背景に AYA の患者さんがどの

んは、高齢者が多い。AYA 世代の方もいらっしゃ

ようなニーズを持っているのかをお話ししていき

らないわけではないのですが、全体の中での頻度

ます。
若年世代のがん
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AYA の患者さんは人間として成長している過

いただくことができました。本日はその結果をみ

程です。社会や周囲の人、医療者やご家族に接し、

な さ ま と シ ェ ア し た い と 思 い ま す（ ス ラ イ ド

そういう触れ合いの中で成長していくのですが、

18）。

みなさんが病気になられた時にどう思うかを想像

治療中のがん患者さんの悩みのトップ 10 を５

していただければまさにその通りのニーズがある

歳刻みで年齢階層別にみますと、全体を見てもそ

のだと思います。「卒業できるだろうか？」「就職

うなのですが、どの世代でもトップに来るのは「今

できるだろうか？」「友だちや同僚とうまくやれ

後の自分の将来のこと」でした。第２位が「仕事

るだろうか？」「家族に心配をかけたくない」「み

のこと」、それから「経済的なこと」で、「診断・

んなと同じように成長できるかな？」「恋人や子

治療のこと」は４番目です。「不妊治療や生殖機

どもを持てるのだろうか？」などです。その他、

能に関する問題」というものが５番目に入ってき

根源的なことで、思春期そのものは本当にこうい

ます。それからやはり患者さんは「家族の将来の

うことを考えがちなのですが、
「生きる意味」や「死

こと」を心配されていますし、長期的な「後遺症・

ぬ こ と 」 に つ い て 考 え る で し ょ う（ ス ラ イ ド

合併症のこと」についても心配されています。

17）。

15 － 19 歳ではまだ就学中の方々も多いという

私たちは 2016 年６月から 11 月までに、全国

ことで、「学業のこと」や「体力の維持または運

の研究に参加されている施設の患者さんと患者会

動すること」の悩みが上位に出てきます。「不妊

の方々などにご協力をいただき、日本の AYA の

治療や生殖機能に関する問題」は、そういうこと

がん患者さんがどういうニーズを持っているのか

についていちばんリスクがあると言いますか、今

を調べるため、アンケート調査をさせていただき

直面しそうな 25 － 39 歳ぐらいの方では比較的

ました。分厚いアンケート用紙でしたので、頑張

高い位置に来ます。

るとご褒美に QUO カードをもらえるというこ

患者さんのニーズは非常に多岐にわたりますが

とを誘い文句にしてやっていましたが、本当のご

世代によっても違うということがひとつのポイン

褒美は政策に活かすことだと思って回答してくだ

トです。もうひとつは診断や治療以外のことが数

さったのではないかと思います。記入していただ

多くあるということが強調したいポイントです。

いた患者さんやご家族の方にはこの場をお借りし

それから治療中と治療後では悩みが変わってく

て御礼を申しあげます。想定以上の方にご協力を

るということがあります。たとえば「不妊治療や
生殖機能に関する問題」は、治療中の患者さんで

スライド 17

AYA がん患者のニーズ

は 25 － 39 歳の方々に多いのですが、10 代の
スライド 18
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方々で治療中には悩みとして高いところに上がっ

かったというだけで、必ずしもこのニーズへの対

てこない方々も、いったんがん治療が落ち着いて

応が不要というものではないと思います。相談の

考えられるようになると「不妊治療や生殖機能に

ニーズが充たされているもの、充たされていない

関する問題」は、上位に上がってくるということ

ものがありますが、だいたい平均すると５割ぐら

になります。「後遺症・合併症のこと」も上位に

いのニーズは充たされていません。

来ます。

それでは今、施設で診ている AYA 患者さんの

この結果から AYA の患者さんのニーズは、そ

数で施設のリソースに違いがあるかという検討を

の場限りで対応すれば良いことではなく、がんに

いたしました。25 歳未満の患者を年間 11 例以

なった後、がんが治った後もフォローし続けてあ

上診ている施設を AYA の多数診療施設と定義し

げるという仕組みをつくっていくことが大事だと

て調べました。多数診療施設は少数診療施設に較

思います。ただ、今のところなかなか難しく、小

べて専門医や専門看護師、薬剤師など何らかの専

児慢性特定疾患治療研究事業で 18 歳未満あるい

門的資格を持っている人たちがわりにそろってい

は 20 歳未満の児童の対象疾患の方には医療費の

るということで、リソース的には充実していると

補助としてお金をいただけるという制度がありま

いうことが分かりました。拠点病院への調査なの

すが、20 歳を過ぎるとお金の切れ目ということ

で基本的にはこういうことを満たしていることが

もあるのでしょうか、その後は本人も忙しくなっ

要件ですから当然だとは思います。しかし少数診

てしまいフォローアップのための病院に通院しな

療施設はやはりリソースが不足していることが見

くなる患者さんもいらっしゃると聞いていて、長

受けられます。中等数診療施設は中間にきます。

期的に患者さんにどういうことが起こるのかとい

ただ多数診療施設でも、AYA の相談や支援を

う合併症などのデータもまだ国内では蓄積できて

考えた時に、この専門職の人たちは絶対にいた方

いない状況です。

が良いというリソースが必ずしもあるとは限りま

次にお悩みをどれくらい相談したいと思ってい

せん。たとえば緩和医療の専門医は 50％ぐらい

るかですが、ニーズの多い順では、「診断・治療

にしかいません。生殖医療も 50％ぐらい、精神

のこと」がやはりいちばんです。「後遺症・合併

腫瘍医は３割ぐらいです。チャイルド・ライフス

症のこと」も高く、やはり医学的なことを相談し

ペシャリストという、お子さんを支援する専門職

たいと思われていることが分かります。そのニー

があります。当院にも小嶋リベカさんという方が

ズがどのくらい満たされているかも調べていて、

いらっしゃいます。このような方は、若年世代の

３〜４割の方が「診断・治療のこと」「後遺症・

患者さんを診るのであればぜひともいてほしいの

合併症のこと」を相談したかったのに相談できな

ですが、これも 20％ぐらいです。このように

かったと回答されました。

AYA に必要と思われる専門職が必ずしも AYA

それから上位に来ているのが「経済的なこと」

患者さんを支援できていないというのが現状で

「今後の自分の将来のこと」です。悩みとして高

す。とくにがん専門病院ですと生殖医療について

いものが上位に来ています。ただ、全部で 22 項

は非常に弱いです。大学病院や総合病院では婦人

目について調べたのですが、色々なことを聞いて

科があり生殖医療の先生がいらっしゃるところは

いて１つたりともこのニーズはないというものは

ありますが、われわれのたとえば国立がん研究セ

ありません。いちばん低かったのは「学業のこと」

ンターに生殖医療の部門はありません。がんの専

でした。これは単にその世代の患者さんが少な

門病院では、生殖医療医を雇っても、それほど患
若年世代のがん
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スライド 19

しました（スライド 19）。

AYA 世代がん患者の支援

がん生殖医療の現状
―ガイドラインとネットワークづくり
がん生殖医療に関しては、今は非常に活発にが
ん領域の人間と生殖医療の先生方がコラボレー
ションをしている領域ですから少しご紹介をした
いと思います。
抗がん剤を使うと卵巣機能が落ちることは良く
者さんの数も多くなく、十分な働きはできないで

知られています。お薬の中身にもよるのですが、

しょう。おそらく経営者の視点からはそういう人

たとえば乳がん患者さんなどでは術後の抗がん剤

はうちの病院には雇わないという結論になるので

治療をすると卵巣機能の年齢は 10 歳ぐらい歳を

はないかと思います。したがってがん専門施設で

取ると言われています。そうするとがんが治った

はとくに生殖医療に関しては他の医療機関への紹

から子どもがほしいという患者さんが出てきて、

介をしていくネットワークづくりが必要になって

相談するところがないということになります。

くると思います。

NHK の番組で取材を受けられた患者さんが言っ

このように医療機関における AYA の支援は、

ていたことですが「がんの外科医の先生と産婦人

多数診療施設ではリソースは充足しているが十分

科の先生の交流が全然ない。私の場合は私を介し

と言えないし、すべての医療機関にリソースを配

て情報をお互いに伝えた」ということで、つまり

置することは現実的ではないと思います。多いと

診療情報提供書というお手紙で伝書鳩のようにや

ころでも年間にせいぜい 10 例や 20 例あるかど

り取りをするような状態があり、向こうの医者は

うかという施設に AYA 支援のためのリソースを

こう言ったけれどどうすれば良いかということを

充実させるのはかなり難しいことだという理解を

自分が間に入ってコミュニケーションを助けなけ

しています。解決策として、
なんとか情報・相談支援の

スライド 20

加齢に伴う卵子の数と質の低下と乳癌患者の年令階層別罹患率

ネットワークを作っていくこ
とやあるいは生殖医療のよう
にアウトリーチによる支援を
していくことを考えていま
す。それから相談窓口の見え
る化です。ネットワークを
作っても、どこに相談窓口が
あるか分からないという状態
ではなかなか患者さんにも利
用されないということで、そ
ういう点での政策提言をいた
108
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ればならず、非常に負担を感じたということです。

や、治療の個別化への関心が高まることが背景に

今は生殖医療、不妊治療は進歩してきて卵子を

あって、初めてがんになった後の人生を充実させ

凍結保存したり、受精卵を凍結保存したりするこ

ることをもっと考えても良いという考えが出てき

とで、将来お子さんを持つ可能性を保つことがで

ました。

きると言われています。スライド 20 のグラフは

がん患者さんの妊娠・出産に関する研究や支援

卵子の数と乳がん罹患のグラフを重ね合わせてい

は乳がんが先頭を切っていますが、そういう動き

ます。乳がんは 30 代ぐらいになるとだんだん増

の中で oncofertility（がん・生殖医療）という

えてきます。罹患のピークは 50 歳ぐらいですが、

ものが出てきました。アメリカのがんの学会であ

ちょうど AYA 世代で罹った方は卵巣の機能とし

る ASCO（American Society of Clinical

てはかなり落ちた状況になります。35 歳を超え

Oncology: 米国臨床腫瘍学会）が、がん患者さ

ると自然妊娠する確率は 10％ほど減ってしまう

んには必ず治療前に妊孕性に関する情報を伝えま

と言われています。世の中に女性が進出していっ

しょうというガイドラインができました。ここか

て晩産化が問題になっていますが、そろそろまず

ら世界的に関連する論文の数が増えてきていま

いな、アラフォーだなと思っている時に乳がんに

す。スライド 21 にある『Oncofertility』という

なったような方がこうしたニーズをお持ちだとい

のは教科書です。アメリカの生殖医療の Teresa

うことになります。

Woodruff という先生が書かれた教科書で、その

乳がんと妊孕性の保持については、2006 年、

方が造った言葉です。Oncology は「がん」です。

2007 年というのがひとつのエポックメーキング

Fertility は「妊孕性」で、生殖機能といった意味

な年でした。乳がんではお薬による治療が 1990

です。それを今流行っている PPAP のような造

年代に大変増えてきました。そうすると乳がん治

語形にして oncofertility としたということです。

療後の予後が改善し、「私はがんになっても生き

もちろんがんの治療と生殖医療、不妊治療が進歩

られる」と感じられる方が増えてきました。その

してきたということが背景にあります。

後、治療をもっと個別化しようという動きが出て
きました。遺伝子検査のよう
なものをしてこのがんは再発
がしにくい、このがんは再発

スライド 21

もうひとつ大事なのは医療者と患者さんの関係

 ubmed 医 学 文 献 数“breast cancer（ 乳 癌 ）”AND“fertility
P
preservation（妊孕性温存）”

しやすいといったことを予測
するツールのようなものが増
えてきました。このような
ツールを利用すれば抗がん剤
をしなくても良い人が増やせ
るのではないかということで
す。あなたは予後が良いから
やらなくても良い、あなたは
やっておいた方が良いとより
積極的に言えるようになる。
このように抗がん剤の進歩
若年世代のがん
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スライド 22

PDCA サイクル

スライド 23

も変わってきていることです。がんを告知するよ

ます。まだ還元するところまではいっていません

うになりました。乳がんの場合は治療の選択肢が

が、乳がん患者さんだけをとっても乳がんと妊娠

増えてきたこともあり、インフォームドコンセン

という論文が今は増えつつあるところです。患者

トが定着しやすかったということがあります。温

さんに還元する情報が出るまではもう少し待たな

存治療にしようか全摘にしようか、ともに予後は

ければいけないと思っています（スライド 22）。

変わらないのであなたが選んでという形で選択肢

乳がんがきっかけとなり、生殖医療の先生との

が出てきたことでインフォームドコンセントのあ

出会いがあり『乳がん患者の妊娠出産と生殖医療

り方が変化してきたということです。

に関する診療の手引き』が完成しました。がん患

それから患者さん自身がインターネットの普及

者さんへの生殖医療の取組みは、今は、がん種横

でがんの医療に関する情報を得ることができるよ

断的な取組みに広げようということで頑張ってい

うになったことも妊孕性温存という動きの大きな

ます。2017 年春には日本癌治療学会から乳がん

背景の一つとしてあると思っています。

以外のがん種の患者さんを診療している医療従事

私たちは 2010 年に厚生労働省から乳がん患

者を対象にしたガイドラインが発行される予定で

者さんの妊娠・出産というテーマで科研費をいた

す。こういうガイドラインができると医療従事者

だき、まずは実態調査をやりました。医療従事者

はそれを無視するわけにはいかなくなり、世の中

に最低限こういうことは知っておいてほしいとい

で相談できずに困っている患者さんが少しでも相

う診療ガイドラインを作り、そのことをあちらこ

談しやすくなると良いと思っています（スライド

ちらで宣伝をしました。しかし乳がんになった後

23）。

に妊娠し出産するのが本当に安全かということに

『診療の手引き』というガイドラインを作った

ついては、実はあまり良い科学的根拠がありませ

のですが、初めて会う生殖医療の先生方、診療領

んから、今後はその研究をしっかり行って患者さ

域が違う方々と会議をするのは、最初は非常に緊

んにまた良い情報を還元していかなければいけな

張しました。ただ最後の方の 2013 年 12 月には

い。そういう PDCA サイクルを、回し始めたと

家庭を振り返らずクリスマスイブの 24 日に会議

ころです。今どこに来ているかと言いますと、診

をするまで親しくなりました。みなさんやります

療ガイドラインができあがって、今年改訂作業を

かと言いましたらこの日にしか集まれず、誰も拒

する予定で、臨床研究も国内で徐々に始まってい

否をしないのです！（スライド 24）。
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スライド 24 『診療の手引き』完成まで

スライド 25

岐阜県がん・生殖ネットワーク

それから知識だけではだめで、ネットワークを
※スライドは古井辰郎先生より提供。

作ることが必要です。岐阜県がいちばん最初に
ネットワークづくりに取組まれました。岐阜大学
の古井辰郎先生という生殖医療の先生が中心に

スライド 26

がん・生殖医療連携体制の整備と普及啓発

なってやられています。県内のがんセンターは県
立の岐阜大学だけなのですが、県内でがん診療を
している色々な医療機関と連携をする。たとえば
明後日から治療を始めたいので明日、卵子を保存
してくれないかとなると、古井先生が常に電話を
持ち歩いていて、問い合わせに対してすぐに返す
仕組みを作ったということです。担当している古
井先生が倒れないか心配ですが、岐阜県はそれが
非常にうまくいっているモデルです（スライド
25）。
こういうものを全国に広げる動きを堀部班の中

路加国際病院が古くからがん患者さんの妊孕性に

でやっています。実際に今、１道２府 11 県でこ

取組まれていますので、そこと病院同士の施設間

うした連携のネットワークが作られている、ある

連携をするというモデルを今作っているところ

いは作る準備を始めているところで、このネット

で、この４月から正式に稼働する予定です。

ワークをぜひ全国津々浦々に広めていきたいとい
うのがわれわれの願いです（スライド 26）。

がん情報の普及啓発―患者と医療者とのズレ

とくに都市部と非都市部では違った形の連携を
考えなければなりません。地方では、大学病院が

患者さんに対しては患者さんに読んでいただ

頂点にあり、下に医局の関連病院があるというこ

く、治療する前にぜひ手に取ってほしいと思う

とが多く、そういうところは仕組みを作りやすい

リーフレットを用意しました。スライド 27 は乳

のですが、私どものようにあちらこちらの近隣に

がん患者のものですが、いかなるがん種でもその

大きな病院があると、また少し違った形の連携の

パンフレットを日本がん・生殖医療学会のホーム

ネットワークを作っていかなければなりません。

ページへのリンクから無料でダウンロードするこ

国立がん研究センターではお隣の明石町にある聖

とができますから、もしお近くに悩んでいる方が
若年世代のがん
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スライド 27

スライド 29

http://www.j-sfp.org/ped/dl/breastCancer_brochure.pdf

スライド 28

このように私たちは非常に頑張ってやっている
つもりではいます。堀部班の調査に戻りますと、
専門医に対しての調査結果でも、「がん患者さん
に生殖や妊孕性について説明するのはとても重
要」と 99.2％の方が回答しています。しかし患
者さんの調査をすると「生殖や妊孕性についての
情報がほしかったがなかった」というケースが患
者で 36.4％、サバイバーで 63.0％ほどいます。
相談ができなかったということです。また説明を
受けていないという人が患者で 67％、サバイバー
で 59％います。医療者の意識と患者さんの側の
ニーズはまだうまくマッチできていない状況で

いらっしゃったらこういう資料もあるよというこ
とでご利用ください。

す。
それはそうだと思いました。本日、資料を作る

それから国立がん研究センターの相談支援セン

ためにグーグル検索をして「がん患者の妊娠」と

ターでは全国からの電話相談に対応するというこ

入れてみると日本がん・生殖医療研究会のホーム

とで、がん治療と妊娠という相談窓口も開設しま

ページは、上から６番目ぐらいにようやく出てき

した（スライド 28）。このホームページはなか

ました。その前にあるブログなどを読んでいると

なかたどり着けないことが問題ですが、国立がん

こちらの方がおもしろくなってしまうと思いまし

研究センター中央病院の相談支援センターのペー

た（スライド 29）。私たちがこれからおそらく

ジに行って、下の方までスクロールすると必ず出

取組んでいかなければいけないのは、この妊孕性

てきます。世の中にはそれぞれの研究班やがん・

の問題だけではなく、適切と思われる情報、正し

生殖医療学会があり、がんの医者と生殖医療の医

い情報をいかに患者さんにいちばんに目につくよ

者が学術的に話し合い、それぞれにホームページ

うな形でお届けするかということです。ここは高

を作っています。

橋先生が取組まれているところだと思います。そ
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スライド 30

妊孕性に関する情報のニーズ

これから先は少し実際の体験をモディファイし
て紹介します。気楽にお聴きください。妊孕性に
ついては生殖医療の先生は非常に頑張っているの
ですが、生殖医療を挑戦をした人もいますし、挑
戦をしなかった人もいる。どちらが幸せというこ
とはないということが言いたいことです。
38 歳のステージⅡ期の女性ですが、Ⅱ期なの
で術後の治療を積極的にお勧めしたい人だったの
ですが、38 歳ということで今、産んでおかない
ともう無理ということで子どもを持つことを優先
しました。フィアンセとすぐに結婚し、すぐに妊

ういうことを考えていかなければいけないと思っ

娠しました。術後治療はイレギュラーになります

ています。

が妊娠・出産が終わった後になります。この方は

それからがんになったばかりで混乱している患

７年目に再発をしました。ただその再発をした時

者さんが、全員、妊娠や出産のことについての説

に子どもを持つことを選択したのは後悔していま

明をされることを望んでいるかという観点から言

せんと言われていました。

うと、けっしてそうではありません。スライド

27 歳のステージⅡ、ホルモン受容体陽性の方

30 はアメリカのデータですが、診断時に妊孕性

ですが、27 歳なのでたぶん抗がん剤をやっても

に関する情報がほしかったというのは、40 歳未

卵巣機能は大丈夫と思ったのですが、保険として

満の乳がん患者さんの２割ぐらいです。若いから

取っておきたいということなので凍結保存したと

と言ってみんながそれを求めているわけではな

いう方です。

い。フォローアップ中では 10％です。ガイドラ

それからパートナーがお子さんをほしいと強く

イン的にはがん治療が始まる前に説明すれば良い

思っていると自分が思うので半年間不妊治療に

という書きぶりになっていますが、治療が落ち着

チャレンジした方もいらっしゃいました。

いた後にもまだニーズがあるということとまった

いちばん驚いたのはⅢ期のトリプルネガティブ

くそういうものは不要だと思っている人、まった

で、乳がんではけっこう予後が悪い人でした。も

く関係ないと思っている人も 50％ぐらいいらっ

ともとお子さんがほしいということで不妊治療を

しゃるということです。直接、がんの治療にかか

して卵子を保存していた方なのですが、２年目に

わる問題でもないということもあり、情報提供や

妊娠をしたと言われて、卵子を子宮に戻したこと

相談支援が押し付けであってはならないと思って

を私たちは知らずにいて、とくに２、３年目は再

います。しかし何も確認せずに治療を行うのは好

発をしやすい時期なので２年目を迎えた時に再発

ましくなく、治療中・治療後にかけてどうかと思っ

しなくて良かったですねと言ったら、その患者さ

た時にはちゃんと声を掛けることも大事だと思っ

んが「私はそんなに悪かったの」と言われました。

ています。

一生懸命にお話ししたつもりでも伝わり切ってい
ないことがあるということをこの方から学びまし

妊孕性保持と患者さんのそれぞれの選択

た。
それからパートナーと良く話し合った結果、ス
若年世代のがん
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テージⅠ期だからわりに予後も良いのでどうかと

妊娠・出産にしても、就労や就学にしても、経

思っていた方ですが、今まで２人とも強く子ども

済的なことにしても、すべてについてですが、通

を持ちたいと思ったわけではないのでがん治療を

常のお薬の治療の研究やそのため治療の研究と

優先しますという方もいらっしゃいました。

違って科学的なエビデンスを信頼性の高いもので

独身ですが妊孕性保持の方法について聞いてお

得ることはできません。いわゆるランダム化比較

き た い と い う 方 も い ま す。 実 は 生 殖 医 療 は

試験という科学的な手法で研究することができな

100％ではなく、子どもを持てるのは 20％ぐら

いからです。患者さんのそれぞれの状況で選ぶも

いの確率だと知ったら「やめておきます」と言わ

のであり、薬の研究のようにくじ引きを引いてあ

れていました。

なたは学校に行きましょう、あなたは止めておき

それからまったく関係がないと思っていらっ
しゃる方もおられます。

ましょうというようなことはできません。今、強
く感じるのは、ある意味、がんの治療に関するエ

ある意味では昔に較べると選択肢が増えたとい

ビデンスはひとつの情報に過ぎないということで

うことが患者さんを悩ましているのかなと思いま

す。患者さんの年齢やがんの種類による違いもあ

した。60 歳の方で、若い時に乳がんになった方

りますが、他の先生方と話をしていく中で、妊孕

ですが、その時にどう思いましたかと聞きました

性の問題は非常に個別性が高いと感じています。

ら「産めないと言われた時は目の前が真っ暗に

思春期は思春期なりの問題があります。がん治療

なったけれど仕事があったので乗り切れた」と言

の緊急性が高ければ妊孕性の問題は話しづらい、

われて、今も心の痛みがないわけではないと思い

あるいは話すにあたっては生命予後の情報をきち

ますが乗り越えられた方もいらっしゃいます。

んと受け止めていただかないと困るという問題も

驚いたのは次の方です。41 歳の方で、32 歳

あります。（スライド 31）。

の診断時にすでに３人のお子さんがいらっしゃっ

がん治療と妊娠・出産、あるいはそれ以外のサ

て、ご本人ももう子どもはいいと思われていたの

バイバーシップの問題でも良いのですが、誰が治

ですが、８年目のある日、乳房が張っているとい

療の価値を決めるのかという原点に戻る必要があ

うことで診察を受け、生理があるか聞きましたら

り、サバイバーシップに関しては少なくとも私た

ないと言うのです。産婦人科に行ってきたらどう

ち医者の領域を超えている部分が、非常に大きい

ですかと言いましたら翌年には息子が生まれまし

と感じます。スライド 32 は生命倫理の教科書か

たというご報告がありました。自然妊娠をすると

ら取ってきたのですが、身体的なことの中でも葛

いうことも大いにありうるということです。

藤することがあるのですが、それ以外にも明らか

今、がん患者さんの卵子や精子の保存（妊孕性
温存）を一生懸命にやっていることを否定するつ
もりはまったくありませんが、あくまでも選択肢

スライド 31

であるということが大事であり、患者さんに自由
に選んでいただくのが大事だと思います。

誰が治療の価値を決めるか
―自己決定を支援する
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スライド 32

がん治療 vs. 妊娠・出産

スライド 33

がんもそれぞれ、宿主もそれぞれ

スライド 34

スライド 35

 己決定支援：患者が自分の問題として考え
自
られるよう機会と適切な情報を与えられてい
るか？

に医師の専門領域を超えたことがあるということ
が書かれています。まったくその通りで、どこま
でが医療機関の中で医者がやるべきことかという
ことを考える必要があります。
がんもそれぞれ、宿主もそれぞれということで
す（スライド 33）。
したがってこの妊娠出産に関する『診療の手引
き』をあえて「ガイドライン」とせずに「手引き」

常の治療に関する診療ガイドラインには書かれて
いないことだと思います。
患者さんが自分で決めるのを支援するというこ
とですが、妊孕性に関して考えるポイントという
のがあります（スライド 35）。

としたのは、そういうことも背景にあります。「ガ

大事なのは、患者さんご自身がちゃんと分って

イドライン」の、こうするのがいちばん良い、こ

いるのかということです。医療者はたくさんの情

れがベストだからこうしなければいけないという

報を提示するのですが、それがまず理解できてい

イメージを払拭したいということがあり『診療の

るかです。自分が置かれている状況、治療に関す

手引き』としました。そして『診療の手引き』の

る選択肢、それぞれの選択肢の長所と短所が分

中では、「医療者の責任は医学的なアセスメント

かっているか、自分にとって何が大事かが分かっ

と十分な情報提供、医学的助言、意思決定の支援

ているか。治療の選択肢は提示されたときには、

にあり、最終的な方針の決定は、患者さんの自己

その選択肢のどの長所が自分にとって重要か、ど

決定権を最も尊重する立場をとることとし、」と

の短所が自分にとって重要かはっきりしています

あえて宣言しました（スライド 34）。これは通

か。それから支援をきちんと得ているか、あるい
若年世代のがん
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スライド 36 “Decision making”

のですが、さらに生活上のことも色々決めていか
なければいけないので、がんになった後は相当に
大変だと思います。がんにならなくても大変なの
で、よけい大変だと思います。がん治療中の悩み
には色々なものがあり、繰り返しになりますが治
療や診断ではない生活上の悩みの方がどちらかと
言うと多い状況です。中でも個人的なことは、た
とえば自分の将来のことは、病院に来て相談して
も何もアドバイスができませんので、ここは病院
で相談することではないと思います（スライド
37）。

さまざまな取組み
ニーズの中の「容姿」のことで少しお話ししま
す。国立がん研究センターでもアピアランス支援
センターを作りました。私たちがアピアランス支
援センターをやるに当たって大事にしていること
スライド 37

がんサバイバーシップ意思決定の連続

は、医療現場で医療者が行うべきアピアランスケ
アを追求していることです。10 年ほど前に、草
の根運動的にアピアランス支援を始めた時、野村
和弘院長に言われたことなのですが、化粧品売り
場に行ってきれいにしてもらうのと病院で医療者
がやるアピアランスケアとは何が違うのかと聞か
れました。それに対する答えが今のアピアランス
支援センターです。つまり外見に関する、患者さ
んだからこその問題に向き合うことです。医療者
が行うアピアランスケアは０からプラスにするア

は意思決定をするに当たって誰かからプレッ

ピアランスケアではなくて、マイナスから０にす

シャーがかかっていないかということを考えま

るアピアランスケアであることを常に意識しなが

しょうということです。それから自分の最終的な

ら野澤桂子支援センター長と一緒にやっていま

選択に納得しているのか、何が最善の選択である

す。

かはっきりしていますかということで、色々のが

『もし妻ががんになったら』ということで今朝、

んを得たうえで暮らしていく上でのもろもろのこ

テレビで取り上げられていたようですが、患者会

とを考えていただきたいなと思っています（スラ

の取組みも重要です。AYA 世代の患者さんは非

イド 36）。

常に活発です。インターネットで検索すると患者

治療のことだけでも色々決めなければいけない
116
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ブサイトはちゃんと上位でヒットするように上手

AYA 患者さんの支援を考える時に大事だと思

にできていますね。ただ、堀部班の調査でも、患

うポイントは、医療従事者にはできることとでき

者会を利用している方は、10％程度です。利用

ないことがあるということです。また患者自身が

できている方は「非常に役に立っている」と回答

できることとすべきことがあると思っています。

されているのですが…。ここをどうしていくのか。

つまり患者さんから言っていただかないと私たち

患者会は、患者さんが必ず利用しなければいけな

はどのようなニーズがあるか分からないのです。

いというものでもないのですが、もし患者会の存

忙しくしていて話し掛けづらいかもしれません

在やその効用を知らずに悩んでいる方がいたら、

が、言わないことには始まりません。医者に話し

知らせてあげたい。これはこれからみなさんと一

掛けづらければ周りのスタッフに対して、悩みを

緒に考えていきたい課題です。

まず口に出していただく。それから患者さんには

それから研究は大事です。研究がないと患者さ

治療に参加していただきたいと思います。更に、

んに良い情報をフィードバックすることができま

医療機関にもできることとしなくてもよいことが

せん。たとえば乳がんの術後のホルモン療法とい

あると思います。そして社会ができることと社会

うのは５年や 10 年という長い期間のものです

に働きかけるべきこともあるのではないかと思っ

が、それを中断して妊娠・出産を試みることの安

ています。

全性を確かめる国際研究が始まっており、国内か

今は AYA 世代が問題だと思っているかもしれ

らも参加しています。ホルモン療法を中断しても

ませんが、今、AYA の人も 10 年たったら AYA

う１人子どもを産みたいと考えている女性の映像

でなくなってしまうかもしれません。今、AYA

を、インターネットの動画で流しています。なぜ

の人たちがとっている治療に対する行動は 10

流しているかと言いますと、この研究に対するサ

年、20 年後に高齢のがん患者がとっている行動

ポートが必要だからです。

なのではないかと思います。今、AYA 世代の患

治療に対する研究費は国も多額の予算を付けて

者さんのために、患者さんと医療従事者と社会と

いるのですが、ことサバイバーシップに関する予

が一緒に起こそうとしている根源的な変革は、お

算や、検診や予防に関することの予算はかなり少

そらく将来のがん医療の理想的なあり方に一歩で

ない。製薬会社などのメーカーは薬とは直接関係

も近づくことになるのではないかと思っています

ないためサバイバーシップの研究にはお金を出さ

（スライド 38）。

ないのです。しかし研究をやるにはそれなりにお
金が必要で、そこをどうするかということで、こ
の国際研究ではクラウドファンディングという手

スライド 38

AYA がん患者支援

法を用いてかなりお金を埋めることができてきた
ということです。国内では一般企業や若手乳がん
患者さんの会の方が自分たちの活動の売り上げの
一部をご寄付下さり、研究に参加することができ
ました。このような取組みを国内でも進めていく
必要があると思います。

がん医療の近未来像を示す AYA がん医療
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スライド 39

チームオンコロジーの ABC

スライド 40

まとめ

患者さんを中心の医療の中で、われわれ医療者

多様なニーズ、充たされていないニーズがありま

は EBM に基づいて医療を提供していくのが役割

す。AYA 世代のがんは頻度が少ないため、施設・

です。それ以外の役割を持っている専門職の方も

医療従事者の、相談や支援の経験がなかなか蓄積

います。今回この場で強調したいのは、研究者や

されにくい。そこは何とかしたいと思っています。

メーカーの人たち、患者団体やメディア、財界や

それから AYA 患者が多い施設の方がリソース

政府といった大きな社会の方々も、AYA 患者さ

が充足していますが、医療機関の中だけですべて

んだけではなくその他のがん患者さんのケアを考

のニーズを充足することはできません。そのため

えていくチームの一員であるということです（ス

には患者さんやご家族、医療従事者、社会のコラ

ライド 39）。

ボレーションが大事だと考えています。
少しずつですがそういう取組みが始まっていま

まとめ

す。明日のがん医療のために、新しいことに一緒
に取り組みませんかというのが今日の最後のメッ

まとめです（スライド 40）。AYA 患者特有の
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■ 高橋

清水先生あ

りがとうございまし

どんな問題でも良いので、どこからでもお手をお
挙げください。

た。1 時間以上たった
のですがあっと言う間
でした。スライド 38

男性 AYA 患者の生殖医療情報は
どこで得るか

（117 ページ参照）に
ある、「医師（医療従

■ 参加者 A

事者）ができること /

精巣腫瘍になり、これまでに 2 回の手術と抗が

できないこと・患者自身ができること / すべきこ

ん剤の治療をしています。抗がん剤治療を受ける

と・医療機関ができること / しなくてもよいこと・

前に精子の凍結保存をしました。その精子を使い

社会ができること / 社会に働きかけるべきこと」

今年 5 月に第 2 子が生まれる予定です。一連の

は、AYA に限らずサバイバーシップの、その後

抗がん剤治療や精子の凍結保存をするかどうかと

の生き方や、今のピンチや状況に自分はどう向き

いう判断の過程で、先ほどは女性のがん患者の

合い、どう乗り越えていくのかを考える時に、全

方々の妊娠・出産のお話がされたと思いますが、

てに通じることかなと考えながら、聴いていまし

子どもを持ちたいという時の男性サイドの情報が

た。本当に AYA だけではないなと思います。

なかなかないので困った経験があります。

私は現在 38 歳です。35 歳の時に

みなさんお待たせしました。お聞きになりたい

そこでおうかがいしたいのは男性の AYA 世代

ことやコメントがたくさんあると思います。今日

のがん患者の生殖に関する情報提供は、どこで十

は AYA の話にプラスして、特に子どもを持つと

分に得られるのか、どういう場があるのかです。

いうところに焦点が当たっていたのですが、それ

よろしくお願いします。

以外にも山ほど課題があると思います。どうぞど
こからでもけっこうですので、ご質問あるいはコ

■ 清水

メントをお願いします。また、今日は、治療に向

日本がん生殖医療研究会などのホームページなど

き合うご自身、がんと向き合う人を身近に脇から

がリンクを張っていると思いますが、
男性がん患者

見るご家族、支える方、友人、同僚など本当に色々

さんに向けたホームページなどもあります。
ただ医

な立場があると思います。どういうお立場からの

療機関の中で聞くお話しですが、
看護師は女子が多

熱心に取組まれている先生はおられて、
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いものですから、男性

お医者さんの治療では副作用はあまり恐くはな

患者さんにはそういう

いとか、髪の毛もまた生えてきますと言われるの

話をなかなか持ってい

ですが、ブログ日記の人はだいたい副作用が非常

きづらいという意見も

に辛い、髪の毛は生えてこないと書かれていて、

聞い たことが ありま

そのうちに進行して日々苦しい状況がずっと書か

す。そこでひとまず、
パ

れていきます。ある時に本人ではなくその家族の

ンフレットを用意しま

方が、「ブログを書いていた本人は旅立ちました」

した。
さりげなく置いて

というものを見ると、治療を受けてもむだなので

おき、
それを取ってもらえれば相談にも来てくれる

はないか、苦しいだけだとか、あるいはどうせ最

のではないかと期待しているところです。ジェン

後は死ぬのだから生きていてもしようがないと

ダーのこともあり医療関係者がアプローチしづら

いったマイナス感情が増強されてしまう状況があ

いというところもあるのかと思います。

ります。そこでアドバイスをいただきたいのです
が、頭ではそれを読まずにいれば良いと分かって

■ 高橋

ありがとうございます。治療前の精子

いるのですが、不安になるのは分かっていてもつ

保存は、治療前の卵子保存よりもずっとやりやす

い見てしまう患者さんがいた時に、それを食い止

いですし、以前から始まっています。取組む医療

めると言いますか、引き戻すと言いますか、そう

者や施設が、精子保存ができますという旗をもっ

いう時の助言の仕方として、理屈ではなくうまく

と揚げて、そこにアクセスしやすくするような工

説得するのはどうしたら良いかアドバイスをいた

夫はもっと必要だと思います。精子バンキングに

だけたらと思います。

ついても、情報を欲している方がいるということ
をぜひ伝えていきたいと思います。

■ 清水

ブログにはまってしまうというのは日

本人特有なのでしょうか。私の個人的な診療の中
■ 参加者 A

ありがとうございます。

では、ネガティブな体験を持っている方が吐き出
すところがなくて書いているだけで、そういうこ

■ 高橋

他にはいかがでしょうか。妊孕性以外

のものでも、なんでもけっこうです。

とをしなくても元気な人はいっぱいいることを強
調して、それほど心配ならブログなど読まずに私
に相談してくださいというスタイルでやっていま

ネガティブなブログとの付き合い方

す。すべての医者がそういうスタイルでやってい
るかどうかは知りません。ただアメリカや欧米の

■ 参加者 B

おもしろい話をありがとうござい

医療情報サイトに較べると、どういうものが質の

ました。がん患者の家族の立場で参加しています。

高いものかが、情報を探す側から非常に分かりに

ネット情報の付き合い方ということで質問いたし

くい構造になっていると思います。

ます。商売のためのネット情報ではなく、患者さ
んの書いたブログ日記、闘病記とどう付き合うか

■ 高橋

ということです。家族ががんになってから、それ

たちは「私に相談してよ」と言われたら「はい、

までもそうだったのですがパソコンにかじりつい

はい」と喜んで相談すると思いますが、なかなか

ていましてブログ日記を熟読しているのです。

そうもいかない外来もあるかもしれません。国別
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にブログの質がどうかはあまり私も知りません
が、おそらくブログを読んでいると目の前のモニ
ターが全てになってしまうのでしょうね。そうで
はない例もあるというところになかなか頭が向か
ないと思います。
■ 清水 同じ病気で同じステージでもまったく違
うし、
治療を受けている人たちの生活もまったく違
うわけですから、
「ひとりひとり違う」
ということを

なくなる傾向はたしかにあります。

伝えてあげることが非常に大事だと思います。

ブログが有用だった事例も
■ 高橋 「違うんじゃない」ということをイン
プットできるような方法は何かないでしょうか。

■ 参加者 D

何かアドバイスはありますか。リアルに誰かに会

い話で申しわけがないのですが、私は約 2 ヵ月

うこともひとつかもしれませんし、「私はこうし

前に母をがんで亡くしました。私がネガティブな

てブログにはまることはなかった」ということが

ブログを読んだのですが、それでも良かったと

ありましたらみなさんご紹介ください。

思ったことがあります。がん患者は、最後はどう

治療中の方もいらっしゃるのに暗

死ぬのだろうということが分からず医師にも誰に
■ 清水

どなたかがそういうブログを書いてく

も聞けませんでした。そこでひたすらそういうブ

れればいいですね。「がんのブログにはまらない

ログを読み、患者家族のブログも読み、ああこう

ように」という。

いうように死ぬのだということが分かり心の準備
ができて良かったと思っています。ネガティブな

■ 高橋 はまらないためのブログですね。何かこ

ブログでもそれほど否定的になることはないかな

ういうように言ってあげたらどうかとか、自分の場

と私は思っています。

合はこうしましたというご意見はいかがですか。
■ 高橋
■ 参加者 C

私も最初はがんになりたての時に

ブログに行き、内容を見て絶句したことがありま

ありがとうございます。そうですね、

分かったと思えると、「良かった」という気持ち
をお持ちになれたのかもしれないですね。

す。これを見ていたらどんどん気持ちが落ちてし
まうなと思ったのでもう二度と近づかないと決

■ 清水

め、患者会の元気なサバイバーの人たちに会いに

ことだったのでしょうか、医者に聞けばたぶん答

行きました。それでブログとはさよならしました。

えてくれるのだろうと思いますが。

■ 高橋

■ 参加者 D

励みになる良いブログも中にはあるの

ですが。

質問しづらかったというのはどういう

母と 2 人で通院していました。個

別に私だけ医師と相談することもできたのです
が、母の前で最期はどうなるのですかとは聞けま

■ 清水

恐い思いをすると意外にみなさんは見

せんでした。もちろんみんなが同じように死ぬわ
質疑応答
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けではないですが、ブログは参考にはなりました。

で、10 歳と 24 歳の時に白血病に罹り、今は元気
になり看護師をめざす立場です。そちらの面から

■ 高橋

これは本当に大事なことだと思います。

少しお話をお聞きしたいのですが、今、自身で

私はこうだったという方はもうお 1 人ぐらいい

AYA 世代の研究を考えていますが、AYA 世代は、

らっしゃいませんか。こんなふうにネット情報と

あまりにも個別性に富んでいることが特徴になっ

付き合った、あるいは家族がはまってしまった時

ています。すべての世代に特徴がありますが、そ

に私はこうしたということで。

れを集約したものがまた AYA 世代の特徴になる
のかなと考えています。研究や臨床の段階で彼ら、

■ 参加者 E

乳がん患者です。病気が見つかっ

彼女らに向き合う時に、そういう個別性が非常に

てからブログを見ていたのですが、私は逆にブロ

富んでいる方々に対し、AYA 世代というのはこ

グが良かったと思っています。自分と違うところ、

ういうものだという、どういうバックボーンを提

自分はこうではない、その人とまったく違うとい

示すれば良いのかお教えいただけますか。

うところが読み取ることができたので、その人と
同じようにはならないと感じたのです。それが

■ 高橋

あって、見ていてもああどうしようとはならな

ますか。

ご質問をもう少し明確にしていただけ

かったのかなと思いました。
■ 参加者 F
■ 高橋

ありがとうございます。若い世代、デ

私は看護師ですから心理や社会的

な も の を 含 め て、 ま た 医 学 的 な も の を 含 め て

ジタルネイティブと呼ばれる世代があります。私

AYA 世代の方を診ていくことになるのですが、

は超アナログですが、生まれた時からネットが

それぞれに色々な対応になると思いますが、それ

あって、40 代、50 代、60 代の人がネットを見

でもその中で何か「これは AYA 世代」というも

るのとはまったく違う付き合いができる世代で

のは、何かありますかということです。

す。だからこその苦労もあるとは思うのですが、
ネットの世界との距離感というのがキーワードで

■ 高橋

はないでしょうか。次のネタができました（笑）。

うに、AYA 世代にはどんな特徴があるか、とい

「ネットとのつきあいかたや距離感」これだけで

たとえば中年の特徴はこれ、というよ

うことですね？

1 回オープンセミナーができるかもしれません。
非常に大事ですね。
それではまたネットとは違う視点でどのような
切り口でも良いですからご意見はいかがですか。

AYA 世代のキーワードは？
―突き詰めれば個人
■ 参加者 F

貴重なお話をありがとうございま

した。私は今、千葉大学で今後、がんの専門看護
師になろうと思って大学院にいます。私自身 AYA
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■ 参加者 F

初めての方には、まず最初は特徴

ワードはこれというようないくつかキーワードを

を少し出して、それから色を示していかなければ

出すと分かりやすいかもしれません。AYA とは

ならないと思うのですが、どうやったらその色を

これだというものは何かありませんか。

示せるかです。
■ 清水
■ 高橋

なるほど、個別性が高いのは分かりつ

いちばん一緒くたにされたくない人た

ちですね。

つ、AYA というのはこういう世代ですとどうま
とめたら良いかということでしょうか。

■ 高橋

■ 清水

■ 参加者 G

変化する、多様な世代としか言えない。

高齢者と較べると変化の大きい部分があります。

そうですね。個別性とか…受験とか…。
私は 3 年前に口腔がんをやりまし

た。34 歳の時でしたが、それ以降、若年の AYA
世代のがん経験者が集まる会に入りました。とく

■ 高橋 AYA のキーワードと考えると良いので

に今の世代だから当てはまるのかもしれません

しょうか。AYA とは何かという時のキーワード。

が、SNS をやられている方がたくさんいらっしゃ
るので、同じような悩みを持っている人同士でそ

■ 清水

いや、突き詰めて考えていくと AYA

でもなくなり本当は個人で、すべての人はみな違

れを共有することができています。キーワードで
言うと「共有」であると僕は思います。

うということになり、私はそこで思考停止しまし
た。なかなかひとくくりにするのは難しく、どの

■ 高橋

ような世代の人とも個人として向き合う。個人が

は「SNS」ですね。フェイスブックやツィッター

関わっている問題に対してどう対応するかという

を普通にやっているわけですね。

ありがとうございます。「共有」あるい

ような視点でいます。ただ就労であるとか妊孕性
■ 清水

そこがわれわれと違うところですね。

出産というのはその時しかできないもので、そう

■ 高橋

日常のコミュニケーションでずいぶん

いうことはあると思います。

違ってきていますね。はい、ありがとうございま

というようにテーマを絞れば、ある程度ひとつの
特徴がある集団になると思います。たとえば妊娠・

す。どうぞ次の方。
■ 高橋

時々、サバイバーシップというのはケー

スバイケースですねと話すと、「そう言わずに、
まとめろ！」と言われることがあります（笑）。

ネット世代の AYA 患者には、直接人と
の触れ合いの場を

気持ちは分かります。清水先生の今日のスライド
13（104 ページ参照）に「ライフステージによ

■ 参加者 H

る分類」というものがありますが、ここで思春期

で患者会などに出ていました。私は別のところで

と若年成人の特徴が出されて、教科書的にはこう

カウンセラーなどをしていることもあり、母をが

いう特徴があると言えるのかもしれません。今日

んで亡くしてからもそういうがん患者さんとの関

は AYA というキーワードでみなさん集まってき

わりをずっと持っています。そこには若いがんの

ていただいたのですが、AYA と言うのならキー

方が非常に多くて、乳がんでネットをやられてい

私はがん患者の家族でした。それ

質疑応答
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る方も非常に多く、みなさん生まれた時からネッ

医者としては外れている方だといつも思っている

ト社会に生きている人たちなのです。AYA 世代

のですが、ぜひ皆さんにお願いしたいこととして

の方は生まれた時からネットがあるので必ずネッ

は、患者さんの側から、こうあってほしい、こう

トを見ます。乳がんの患者さんの場合は、AYA

してほしいと言っていただきたいということで

世代の方がまた圧倒的に多いのですが、しかし患

す。これは診療のレベルでもそうですし、環境と

者会などできちんと人と人との話を聞くと、ネッ

してこうしてほしいというようなことでもぜひ声

トとは違って、そこで色々な話を聞くと同じ病名

をあげていただきたいと思っています。そうしな

でも一人ひとり違うということが分かり、ネット

いと医療者の社会の中で医療従事者だけが叫んで

ではない核心が自分の中にできていくと非常に感

も変わってこない部分がけっこう多くあります。

じています。ですからネットにはまっていってし

その声をあげた方と一緒にやりたい医療者も多く

まうのも気持ちは分かるのですが、私は外に出て

いて、そういう患者と医療者が一緒に行う取組み

色々な同じような人たちと接してほしい、そうい

を続けていくことで少しずつ変わっていくのでは

う場に行ってほしいと非常に感じます。

ないかと思っています。ぜひみなさまにはそうい
うことをお願いしたいと思っています。今日はど

■ 清水

親が言ってもなかなか言うことを聞か

うもありがとうございました。

ない世代でもありますが、先ほどの最初の問題の
ご家族のブログにはまるということへのひとつの

■ 高橋

サジェスチョンかもしれないですね。

んなふうに向き合いたい、こういう情報がほしい

清水先生ありがとうございました。こ

ということを、ぜひ外来で、あるいは地域で、ひ
■ 高橋

ネットにはまり過ぎないために実際に

とことでもいいから、声をあげていただきたい。

顔をあわせて人と会うのは非常に大事ですね。そ

たとえば精子保存はいつどういうタイミングで、

の一方で小児や AYA のがん経験者の絶対数が少

どこでそれができるのかということもひとつかも

ないので、リアルで会いたいと思っても、その場

しれません。もちろん、聞きたい人に聞かれる前

所が地方に行けば行くほど少ないという現実があ

に医療現場でお伝えしなければいけないことだと

ります。ネットは距離も飛び越えるのですが、こ

思うのですが、医療現場の変革を待たずに、ぜひ

のあたりも課題だなと思っています。

声をあげていただきたいというのが清水先生のお

ありがとうございます。あっと言う間に予定時
間をオーバーしてしまいましたが、今日もまた、
たくさんのご意見をいただきました。

話でした。
今日はここで閉会しますが、平成 29 年度もこ
のオープンセミナーは 4 回予定しています。ま

清水先生から最後に一言、サバイバーシップ

たお知らせいたします。それから、2 月 26 日に

オープンセミナーに参加したご感想他いかがで

岐阜市でご当地カフェが（218 ページ参照）ご

しょうか。

ざいます。次年度のテーマなど希望があればアン
ケートにお書きください。

患者さんの側からの声をあげていただき
たい

今日もご参加いただきありがとうございまし
た。清水先生にももう一度拍手をお願いします。
＜拍手＞

■ 清水
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「第８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
平成29年2月2日（木）実施
受付登録者（131名） お立場（複数回答）

患者・家族

38.2%

医療者

参加者 116名
回答者82名（回答率 71％）

支援団体

37.4%

企業

7.6%

その他

18.3%

26.0%

アンケート集計
男性

性別

女性

未回答

30.0%

69.0%
20歳代

年齢
5.0%

13.0%

30歳代

40歳代

50歳代

25.0%

患者・家族
2.4%
4.9%

企業関係者
その他

25.6%

42.7%

17.1%
15.9%
15.9%

オープンセミナーの感想

7.0%

未回答

2.0%

17.0%

カフェを知った経由（複数回答）
61.0%

研究班からのメール
友人の紹介
Facebook,Twitter
その他
無回答

とても良かった
59.8%

70歳代以上

31.0%

立場（複数回答）
行政関係者

60歳代

1.0%

9.8%
4.9%
30.5%
0%

やや良かった

無回答
25.6%

14.6%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

講演はもちろんですが、質疑の時間が印象に残りました。ありがとうございました。
私の妻ががんセンターで乳ガン治療を受けていた2001年～2004年当時とは、治療法、サポート体制の違いに驚きます。
AYA世代のがんの取り組み、患者目線、患者がやらなければいけないことを…。箇条書きに関して…。目に焼き付けておこうと思
いました。時々資料見直します。
SNSで知り合った同病の方は30代前半の方が多く、いつも「今後どうして生きようか」とつぶやいているため、私自身はAYA世代で
はありませんが、参加させていただきました。会社も女性の多い職場なので、今後、今回聞いたAYA世代を支援するしくみ等をアド
バイスしていけたらと思いました。
本日はありがとうございました。質疑応答の時間を長くした方が良いのでは？医療の総論はもっと簡潔に短くまとめてほしかった。
サポートが難しいAYA世代について、勉強できて有意義でした。ありがとうございます。Q&Aの内容も改めて学ぶ視点をえられてよ
メディア関係で、今後AYA世代について取り上げたいと思っており、勉強させて頂きました。あまりにも多様なので、どこに焦点をあ
てればよいか、日々思い悩んでいますが、多様であること自体を伝えるべきではないかと思い始めています。今後ともいろいろ教
えて下さい。
妊孕性など考えることができました。治療の選択肢がふえた分、迷うことも…
社会の問題意識がまだまだ低いのでメディアでも取り上げ問題提起をしてまいります。
企業として就労支援の在り方を考えさせられました。
当院にはAYA世代の患者さんはほとんどいないのですが、AYAだけじゃなくて、サポートするための様々な手立てが必要だと思い
がん患者さんの就労支援をしております。まだまだAYA世代の方の対応数が多くなく、情報も少ない状況でした。このような機会を
提供してくださった事に対し、感謝いたします。ありがとうございました。
聴講者の方々から出る具体的な意見や感想が興味深かったです。
AYA世代のアカデミックな内容から、生殖に関すること、情報や医療者患者の役割についてまで考えさせられる内容で勉強になり
AYA世代のガンについて初めて知りました。治療外に学業・経済・将来のことなど多くの悩みを抱えていらっしゃると思いました。
AYA世代は小児と成人の治療プロトコールがうまく合わず、治療率が低いといったイメージが強かったのですが、AYA世代のもつ
特徴と問題が分かってきました。就労・妊孕性・ネットとのつながりなど、希少疾患だからこそ、つながりにくいこと、そして何といっ
ても治療率を上げること（検診率向上と治療方法、がん登録など）様々な解決すべき問題があると思いました。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

サバイバーの方への運動・健康へのアプローチを知りたいです。
希少がんについての取り組み。免疫療法、緩和医療、患者会etc。
先進医療について
ブログやネットとのつき合い方、ぜひテーマにして下さい。
質問コーナーがとても具体的で勉強になったので、長めに尺を取って頂けると良いと思いました。
お金がなくても安心して治療が受けられればいいのだけど、と思います。いつもありがとうございます。
仙台から来ました。若年性のがんや、就労について、最新の情報が知りたくて、都合が合えば参加しています。ご当地カフェを仙
台でもお願いしたいです。地方の患者会はいつも同じ人で高齢の方が多く、なかなかぶっちゃけた話が出来ない状況です。
毎回、とても興味のある切り口で開催して下さり、とても有意義です。今後も、内容、楽しみにしています。よろしくお願い致します。
など
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第 12 回
メインテーマ

公民館カフェ

がん治療医が“がん”となり、
見えたこと、考えたこと！
2016 年５月 25 日
18 時 30 分〜 20 時 30 分
中央区月島区民館５号室
開催
がんサバイバーシップ支援部
主催

開会の挨拶

高橋

都

国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

みなさん今晩は、ご参加ありがとうございます。

ん研究センターの中の会議室で開いています。が

がんサバイバーシップ支援部の高橋です。がんサ

ん研究センターのスタッフも飛び込みで参加で

バイバーシップ支援部主催のイベントに今日、初

き、カフェよりは少し学術的な側面もとりあげる

めて参加したという方は手をお挙げください。初

学習イベントです。

参加の方が多いですね。半分以上の方がそうかも
しれません。

「がんサバイバーシップオープンセミナー」も
名前からしてそうなのですが、「公民館カフェ」

初めての方のために簡単に説明いたします。年

や「ご当地カフェ」も、とにかくどういう方でも

に８回、このような学習イベントを開いています。

参加できます。どなたでも公民館に来ていただけ

まず、年に２回、月島区民館で開く「公民館カ

れば参加でき、みんなでお茶を飲み、どら焼きや

フェ」。カフェですので、血糖値を上げる食べ物

お団子を食べながら今のがん医療のさまざまな

も置いてあります。お陰さまでとても好評でした

テーマを話し合おうという趣旨です。前半に今日

ので首都圏以外にも進出しようということで「ご

の西村先生のようにレクチャーをしていただい

当地カフェ」も始めました。過去３年間で、北海

て、後半に小グループで話し合い、最後に話し合っ

道から沖縄まで６ヵ所にうかがい、27 年度は金

たことを班ごとに発表してホワイトボードに私の

沢と名古屋で開催しました。本日お話しくださる

下手な字でまとめを書くというかたちでやってい

西村先生は金沢の会の時に立ち寄ってくださいま

ます。

した。名古屋カフェの会場は、ナゴヤドームに併
設するドアラカフェでした。

これらの学習イベントは平成 25 年度から開い
ていますが、お陰さまで評判が良かったので、

「公民館カフェ」「ご当地カフェ」に加えて、
「が

27 年度は８回のセミナーの全記録を冊子にしま

んサバイバーシップオープンセミナー」を国立が

した（『「がんサバイバーシップ オープンセミ
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ナー」「公民館カフェ」「ご当地カフェ」平成 27
年度

胸に響いているのだなと思っています。

活動報告』）。部数が限られているので全員

今日は、これからまず西村先生にお話をいただ

にお渡しできないのですが、それぞれの会のスラ

き、その後、それぞれのグループで、今日の先生

イドも質疑応答も含めた全記録を PDF にして、

のレクチャーの趣旨である「医療者と患者・家族

カフェの公式サイトにアップする予定です。ご自

の“ズレ”」ということですから、「医療者と患者

分が参加したカフェの記録をもう一度見たいな、

が“ズレ”る時」というテーマで話し合っていた

味わいたいなという方は、ぜひお読みください。

だき、最後の 30 分にそれぞれのグループからこ

今日、金沢赤十字病院の西村元一先生にご参加

ういう話が出ました、あるいはこういうことが聞

していただくことができ、私は本当にうれしいで

きたい、質問したいという発表をいただき、先生

す。みなさまご存じのように西村先生は金沢を

にお答えいただきながらまとめるという進行にし

ベースに長く、がん患者さんやご家族に向けた

たいと思います。

色々な活動を展開していらっしゃいます。その蓄
積があるからこそ今の多角的な活動がみなさんの

それでは西村先生、今日はよろしくお願いしま
す。

開会の挨拶
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がん治療医が“がん”となり、見えたこと、考えたこと！

西村

元一

金沢赤十字病院副院長／第一外科部長

はじめに

My history －大腸がん治療医として
私は 1983 年に医師になりました。金沢大学

金沢から来ました西村と言います。高橋先生に

医学部第二外科で、今から 33 年前です。博士号

初めて金沢に来ていただいた時に、僕の幼馴染が

の学位が「大腸がんの基礎的研究」で、山口明夫

先生の大学の同級生だったということが判明しま

先生が指導教官です。先生は福井大学の教授で病

して、それで非常に近しく感じさせていただいて

院長だった方で 2016 年３月に退官されたので

います。もうひとつ国立がん研究センターには検

すが、その先生に師事したということで大腸がん

診などいろいろなことに関わっているので、がん

の臨床に西村もずっと関わってきました。その後、

研究センターの先生方とは共に色々と活動させて

９年間ほどは色々な病院を回り、1992 年に金沢

いただき、高橋先生やがん対策情報センター長の

大学病院にスタッフとして戻り、大学ではずっと

若尾先生をはじめみなさんにお世話になっていま

大腸がんの臨床に関わり、亡くなられましたが宮

す。

崎逸夫先生（金沢大学名誉教授）の時に外科に入

私は消化器外科医ですが、医者になってから

り、その後、三輪晃一先生、太田哲生先生という

30 年余り基本的には大腸がんを中心にやってき

３代の教授に仕えて、その後、2008 年に日赤病

まして、ずっと治療医でしたが、昨年（2015 年）

院に移ったという経歴になります。基本的には

がんが見つかり現在は治療中という立場なので

ずっと大腸がんの治療に関わってきました。

「がん治療医が“がん”となり、見えたこと、考

30 年前は腹腔鏡手術というのはまったくない

えたこと！」ということで少しお話をさせていた

時代でしたが、その後、腹腔鏡手術がどんどん世

だければと思います。

の中に広まっていく時代に大学にいたため、腹腔

本日の内容ですが、最初に少し、
「Prologue &

鏡手術の導入、その後、抗がん剤治療の基礎的研

Monologue」ということで前置きをさせていた

究や標準的大腸がん化学療法の導入、2005 年ぐ

だき、その後で実際に「患者となって見えたこと、

らいからは外来化学療法の推進やチーム医療の推

考えたこと」、それから現在どういうことをして

進をしてきました。標準的大腸がん化学療法は今

いるかをお話しできればと思っています。

でこそ普通になっていますが、実は始まったのは
2005 年からでまだ 10 年たっていません。
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なぜ大腸がんから始まったかと言いますと、大

会の理事もやっていますから、その担当としては

腸がんのエビデンスは欧米でできていましたか

地域連携や認知症、在宅医療などをやっています。

ら、それをいかに日本に導入するかということで

副院長という立場で金沢赤十字病院に行けば病院

大腸がんからとなりました。2005 年にエルプ

経営もやらなければなりません。当然ながら地域

ラット（オキサリプラチン）という薬が日本に入っ

ということを考えるとやはり異業種との関わりが

て き ま し た。 大 腸 が ん の 治 療 ガ イ ド ラ イ ン も

出てきます。医療者というのはよく、「地域を知

2005 年に発刊されています。大腸がんは症例数

らない」と言われています。ただ地域の病院にい

も多いということから 2005 年から大腸がんを

るとそういうわけにもいきませんので、異業種と

基軸に標準的大腸がん化学療法を導入し、外来化

の関わりをどんどんしていこうということで異業

学療法をしてチーム医療をしようという機運がど

種の会などに参加しています。それから後述もし

んどん高まったということになります。

ますが、そういうものの中のひとつとして金沢マ

また大腸がんのことをやっていると、当然なが

ギーの会などもやっています。イギリスにある「マ

らクリニカルパスを使ったり、感染対策をします。

ギーズキャンサーケアリングセンター（Maggie’

栄養の方もやらざるを得なくなりますし（NST：

s cancer caring center）」の金沢版みたいなも

Nutrition Support Team 栄 養 サ ポ ー ト チ ー

ので、そういうものをぜひ創りたいと思い、昔か

ム）、人工肛門（ストーマ）のことも考えなけれ

ら活動をしていました。大腸がんから始まったの

ばいけなくなり、いわゆるチームと言いますか、

ですが色々なことをずっとやってきました（スラ

組織横断的なことをどんどんやらざるを得なく

イド２）。

なったということになっています（スライド１）。
そういうことをしながら 2008 年に現在の金

そういう人間ががんになったということでお話
をさせてもらえればということです。

沢赤十字病院に移りまして仕事をしています。で
すから元々は大腸がん診療がベースにあり、抗が

がん治療医が“がん”になる

ん剤治療、チーム医療、周術期管理、感染対策な

―診断時の病状

ど色々なことをやり、がん検診や緩和ケア、漢方
薬などについてもやっています。また石川県医師

スライド１

大腸がん治療医としての歩み

自分の大腸内視鏡の写真を見れば分かるのです

スライド２

私が現在やっていること

がん治療医が“がん”となり、見えたこと、考えたこと！
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スライド３

突然の下血、軽いショック症状（H27.3.26）

くとスライド３のイラストの通りで、食道から胃
に入る噴門部にできた病変で進行胃がんというこ
とでした。
この胃がんはリンパ節転移があり、左動脈に浸
潤して動脈性の出血もあって貧血がひどく、翌日
には血管の塞栓術をしなければいけないというこ
とになり金沢大学附属病院の方に移りました。
CT を撮りましたが、単純 CT にプラスして造影
CT でも３つの肝転移が分かりました。進行胃噴
門部がんで、食道、横隔膜に浸潤し、膵臓にも浸
潤があり、小弯側に腫大リンパ節が複数個転移し、
肝転移は少なくとも３つはあるということで、基

が、大腸がんにずっと関わっていると自分が検診

本的に根治できない胃がんという診断になりま

を受けて進行大腸がんが見つかったらまずいなと

す。「治療をしなければ予後は半年！」でした。

思います。早期の大腸がんが見つかるのならいい

僕らも専門家ですから、そういう胃がんを見れば

のですが、大腸がん検診をしなさいといつも言っ

そういうように患者さんには言います。あとは抗

ている人間が、検診で見つかった時に転移を伴う

がん剤治療を頑張りましょうということです。し

ような大腸がんが見つかったらまずいなと思って

たがって目標としては、今度はいかにがんと長く

いました。それで大腸がん検診は毎年きちんと受

つきあうかということになります。根治をする、

けていました。便潜血はずっと陰性でした。５年

治すということができないがんということになり

に１度ぐらいは念のため大腸内視鏡検査も受けて

ます。

「異常なし」ということでした。
ただ胃がん検診は金沢赤十字病院にいた６年

治療の選択

間、受けていませんでした。理由は色々あります。
言えばいつでも内視鏡は受けられるということと

それで金沢大学病院で治療を受けるということ

か、私どもの病院では胃がん検診は選択制だった

で、まず抗がん剤治療を選択しました。抗がん剤

ので調子が悪い時に受ければいい、自分は大丈夫

治療（DCS）を２コースやった後にできれば切

だと思ってしまったということなどです。医師が

除しようということです。抗がん剤治療前と治療

よく陥る「わな」です。2015 年３月に外来診療

後の GTF（胃内視鏡）を見て、それなりに効い

中に気分が悪くなり、トイレに行ったところ、い

ていることが分かりました。

わゆるタール便が出ました。トイレから立ち上が

ただ CT で肝臓の方を見ると、肝臓の転移は治

れなくなりしばらく休んで外来に戻ったら「白衣

療前と治療後で個数は変わらず造影効果は少し弱

よりも顔が白い」と言われて、その段階でカメラ

くなっていまして、少なくともそう効いてはいま

を済ませました。ちょうど忙しかったこともあり、

せん。「不変」ではあり、悪くはなっていないが

潰瘍でもできたかなと軽く思っていたのですが、

そう効いていないという結果でした。

見るだけでもがんと分かるものがありました。
食道側に浸潤して顔を出しています。簡単に描
132
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ると２コース抗がん剤治療をした後でも、リンパ

から少しの漏れ（回腸瘻）があったりしたのです

節については明らかに増悪しているという結果で

が、大きな感染がなかったので、少し時間はかか

した。

りましたが、2015 年８月 10 日から口から食事

したがって抗がん剤治療全体としては、「効果

を摂り始めて、８月 20 日に現在の日赤病院の方

なし」ということで、横ばいから増悪ということ

に移っています。元々の自分の勤務病院に転院し

になります。効果があれば単純に切除に行こうと

て、その後リハビリをしながら社会復帰と考えて

いう話だったのですが効果がなかったので、いわ

いたのですが、それほど甘くはありませんでした。

ゆ る ２ 次 治 療 の 抗 が ん 剤 治 療（ ２ nd Line

ただ少なくとも大きな感染などがなかったので

chemotherapy） を す る か、 切 除（Salvage

無事に生きて病院を出られました。あれだけ大き

operation）をしようかという選択をすることに

な手術をしたので当然ながら、何か感染や大きな

なりました。自分も外科医ということと、食道か

合併症が起きて退院できないままでいる可能性も

ら胃に入るところなので進行してしまうと経口摂

十分あり得たなとは、今でも考えます。

取ができなくなるため、局所が取れるなら取ろう
ということで外科手術を選択しました。

経過から見る治療の評価

抗がん剤治療の影響が取れた後ということで６
月 23 日に手術を受けています。手術時間は 11

簡単に経過をお話しします。CEA という腫瘍

時間 25 分。肝臓の方の４ヵ所の転移を取り、胃

マーカーで見ていますが、がんが見つかった３月

を全摘、食道の一部を取って、膵臓の半分と脾臓

26 日には CEA が 23 でした。正常がだいたい５

を取って、PET で光っていた大動脈周囲のリン

以下ですから明らかに高い。DCS 療法（ドセタ

パ節を取り、胃のなくなった後に食道を上げてつ

キセル＋シスプラチン＋ S −１併用療法）とい

なぐという形の手術を終えています。術後は ICU

う抗がん剤治療をやっていますが、結局よく見る

に入りました。

と腫瘍マーカーは上がっていたということでやは

取ったものは、胃の全部、周りの横隔膜、裏側

り効果としては疑問符が付きます。免疫療法とし

の膵臓と脾臓、リンパ節、肝臓です。お腹を開け

ては、γδ－ T 細胞をやっています。これは家

た段階で腹膜播種はなかったことが分かっていま

族と相談してできることは何でもやろうというこ

す。洗浄細胞診と言いましてお腹の中を洗ってみ

とでやっています。したがって抗がん剤療法と免

てもがん細胞はなかったということですから取れ

疫療法をやって手術をしたということです。

るだけは取ってもらったことになります。した

手術前日の腫瘍マーカーは 41.9 です。術後、

がって術前診断で見えたものはいちおう全部取っ

１ヵ月後には 2.5 で正常値まで下がっています。

てもらったということになりますが、当然ながら

したがって切除によるそれなりの効果はあったと

細胞レベルについては「？」ということになりま

思うのですが、縫合不全などもあり何もしないで

すが…。

いると２ヵ月後には 13.6 まで上がっています。

術後翌日には、ドレインなどが入っていますが、

その段階でもう一度 PET を撮りますと、もは

痛みのコントロールはできているので病室で V

や肝臓に３個、PET に集積が見られ、大動脈周囲、

サインをするぐらいの余裕はありました。その後、

腸間膜、左鎖骨下にも再燃しているということで、

食道と小腸をつないだところの横漏れである食道

６月に手術をした段階の検査では見えなかったも

空腸吻合縫合不全や、膵液が漏れる膵液瘻、小腸

のが、ここまで大きくなったという評価になりま
がん治療医が“がん”となり、見えたこと、考えたこと！
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す。

線治療を追加しています。今のターゲットは肝臓

それで金沢赤十字病院に移ってからは、抗がん

だけなのですが肝臓の方に FDG（フルオロデオ

剤治療（FOLFOX）と放射線治療、免疫療法（樹

キシグルコース）といわれるものが PET で集積

状細胞、γδ－ T 細胞）を組み合わせて治療を

を認めています。スライド５が、金沢赤十字病院

していきました。12 月にある程度治療が終わっ

に移ってからの経過ですが、近々の５月９日は、

た段階で PET をしますと左の鎖骨下の集積はい

CEA が 27.7 で、この後どうなるかです。４月

ちおう消えています。肝臓の方にもいちおう効果

に上がっていてこれはまずいと思っていたのです

はあると思えました。大動脈周囲もそうですし、

が、やはり治療をすると少し下がります。これが

腸間膜のリンパ節の集積も消えています。放射線

次にどうなっていくかで評価をしていきたいと思

治療と抗がん剤治療でかなり効果があり、腫瘍

います。月１回の CEA ですから、６月にどうなっ

マーカーを見ると、13.6 だったものが 2016 年

ているかです。

１月には 5.8 ということで、かなり有効であっ

スライド６は現在までの治療です。１次治療で

たのではないかという気がします（スライド４）。

抗がん剤治療を２コースやり、６月に手術をして、

ただその後、３月２日に PET をすると腫瘍マー

２次治療の抗がん剤治療は現在も続いています。

カーがまた上がってきまして、やはりまだ集積が

オキサリプラチン（エルプラット）を使っている

あるということで、その後も抗がん剤治療と放射

ので末梢神経障害がきついので、それは 11 月か
ら６ヵ月ほどは止めています。放射線に関しまし

スライド４

経過－①

ては、定位放射線治療（Novalis）を使っていて
現在までに 105 回です。場合によってはまた
PET を し て 肝 臓 に 怪 し い と こ ろ が あ れ ば ま た
Novalis で行けたらいいなと思っています。現時
点ではこの治療でやってこられたのは、良かった
のかなと思っています。
免疫療法はγδ－ T 細胞療法が６回、樹状細
胞療法が３回ということで、現在までに９回やっ
ています。

スライド５
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スライド６

現在までの治療
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らっています。

残りの自分の人生の目的
―自分の体験を活かしてほしい！

最初の「自分の体験を活かしてほしい！」です
が、いちばん最初に始めたのが、看護師さん向け
の 専 門 誌『Expert Nurse』（ 照 林 社 発 行 ） の

３月に病気が見つかり、私の誕生日が９月 29

2015 年９月号（８月 20 日発行）からコラム

日ということもあり、何もしないと半年というこ

（「Dr．元ちゃんががんになって考えたこと」）を

とでしたから、家内とのいちばん最初の治療の目

月に１回書かせてもらっています。

標が「半年後まで元気」ということがひとつあり

それから地元の北國新聞に 2016 年１月から

ました。スライド７は、９月 28 日の誕生日前日

週に１回「がんと生きて」ということで連載を書

に病院スタッフが病院の方で誕生会を開いてくれ

かせてもらっています（スライド８）。

た時の写真です。逆に言うとこの日がちょうど半

さらに４月からは毎日新聞の方で月に１回、第

年だったので、その後が「プラスα」の人生だと

３日曜日に「ドクター元ちゃん

がんになる」と

思い、どう生きようかと考えました。「何かを目

いうコラムを書かせてもらっています（スライド

標として、何かを成し遂げたい！」と書きました

９）。

が、よく言われるようにがんの患者さんができる
ような目標を作っていかなければいけないと考え

スライド８ 「がんと生きて」（北國新聞）

ました。
ひとつは、今日のようにお話しすることで「自
分の体験を活かしてほしい！」ということです。
依頼があればどういうところでも話に行きます。
それからものを書いたりしています。
それから、病院外におけるがん患者さんを支援
する施設として「金沢マギー」というものを考え
ています。そういうものを夢物語ではなく実現し
ようということです。この２つを目的にさせても

スライド７

プラスαの人生をどう生きるか？

スライド９ 「ドクター元ちゃん

がんになる」（毎日新聞）

がん治療医が“がん”となり、見えたこと、考えたこと！
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こういう書き物で、少しでも自分の体験を伝え
られたらなと思っています。

そうばかり言っていられないので少し前向きに考
えたいと思っています。

スライド 10 は、実際に自分自身が進行胃がん
の治療を受けてみての感想です。当然ながら治療

患者となって見えたこと・分かったこと

には時間がかかります。治療自体にもかかるので

―治療・術後の副作用を中心に

すが、たとえば抗がん剤治療、あるいは放射線治
療を受けてもその結果が出るまでに１ヵ月ほどか

患者となってどうだったかということをお話し

かります。治療を受けて翌日ぐらいに結果が出る

します。タキソールを使ったので当然ながら髪の

なら楽で、すぐに治療の変更もできますが、治療

毛は抜けるだろうと予想されたので、治療の前に

を受けて１ヵ月も本当に良いかどうか分からない

少し髪の毛を短くしてどのように変わるか、スラ

となると、変更にも時間がかかるということで、

イド 11 のように写真を撮ってみました。主治医

その１ヵ月はどうなのだろうというジレンマがあ

が髪の毛が薄い人間だったので「男性だからあま

ります。

り気にならないでしょう」とか言うのです。そん

また手術、抗がん剤治療は当然ながら楽ではな

なことはありません。ただやはり外見よりも抜け

いですし、100％元の身体に戻るわけではありま

た髪の毛の後始末がけっこうめんどうくさい。こ

せん。それからオプションや自分の体調が悪い時

れは乳がんの患者さんからもよく言われるのです

は個室に入ることなどを考えるとやはりお金がか

が抜けるならさっさと抜けてくれた方がよほど楽

かります。自分が入っている普通の健康保険だけ

だ、パラパラ抜けてローラーの掃除器で取るのが

だと限定されるので、やはりがん保険に入ってい

けっこうめんどうくさいので、そのあたりは体験

た方が良いかなと思います。がんになることが分

してみないと分からないことだと思います。

かっていればみながん保険に入ると思うのです

それからハンドフット症候群については S １

が、半分は掛け捨てなので自分自身もがんになる

なのでそうひどくはなかったのですが、それなり

までは、そんなものはお金の無駄だと思っていま

にけっこうあり、伸びた爪を切ると割れたりして

した。実際になってみるとがん保険に入っていて

非常にめんどうくさいなと感じました。帯状疱疹

良かったということです。べつに保険会社からお

にもなりましたので赤みや痛痒さが残るのはけっ

金をもらっているわけではないのですが、そう思

こうやっかいだということになります。

います。また、どうせがんが見つかるならば早期
がんで見つかれば良かったと後悔していますが、
スライド 10
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使っているので寒冷刺激にひどくなるということ

剤治療をしながら甘さの閾値が下がった人のこと

だったので、実際にどういうことかとオキサリプ

は考えられていないなという気がしました。

ラチン投与後にガリガリ君を食べてみたら、やは

それと同じようにオキノームを今飲んでいるの

りこういうことはやらない方がいいかなと思いま

ですが、オキノーム自体が細粒でかつ甘いという

した（会場笑）。夏場はコンビに行くとどうして

ことがあり、これがきつい。もうひとつはオキノー

も冷たいものしかないので、触らざるを得ないの

ムの細粒は非常に細かい。水に溶かして飲むとい

で触ると、やはり非常にピリピリ感が強いという

うことも想定しての細かさになっているのです

こともよく分かりました。

が、この細粒を 100％うまく飲める人がいたら

右下の写真は大学病院で DCS（ドセタキセル

僕は見てみたいなという気がします。まず封を

＋シスプラチン＋ S −１）をやっている時の朝

切った時に下手をすると少し飛んでしまいます

の１回の服薬量です。これだけ飲まされているこ

し、底には必ず残るということがあり、100％は

とを主治医は知らないのではないかというぐらい

飲めないのではないかと思っています。したがっ

飲まされました。本当に「１回飲ませたろうかな」

てうまくやって８割か９割しか飲めない。これが

と思ったぐらいです。

カプセルなら 100％飲めるはずなので、そうい

スライド 12 は有害事象です。やはり味覚障害
など体験してみないと分からないことがけっこう
あります。まずはワンパターンではありません。

うことで本当にいいのかなという気はしていま
す。
オキサリプラチンと５FU を使った時は、全体

ドセタキセル＋シスプラチン＋ S −１を使った

的に味覚が低下して、おいしかったものの味が突

時には甘さの閾値が低下して、口の中がずっと甘

然しなくなる。あるいは食べられなくなってしま

苦い感じになります。いちばんきつかったのは人

うということがあります。ただキャラメルや黒糖

工甘味料的な甘さはまったく受け付けなくなって

の甘さは心地よく食べられました。それから酸っ

しまったことです。柑橘系などの他の甘さはまあ

ぱいものに関しては味覚が落ちなかったというこ

まあ良かったのですが、人工甘味料的なものはダ

とがあるので酢をかけたり、マヨネーズを使いな

メでした。これでいちばん困ったのは S −１です。

がら味がうまくなるものは食べられましたし、

口腔内崩壊錠になると口の中で溶けて甘いので

キャラメルや黒糖はずっと食べられました。それ

す。それが非常にきつかったということがあり、

から、よく胃の術後には魚肉ソーセージが栄養を

健康な人にとって飲みやすいわけですが、抗がん

摂るのに非常に効率が良いと言われています。も

スライド 12

有害事象

ともと魚肉ソーセージが好きだったということも
あり、大変よく食べていたのですが、味覚障害に
なった時、急に味がなくなってしまって絶対に食
べられなくなってしまったということもありまし
た。味覚障害のパターンにもいろいろあるという
ことです。
またオキサリプラチンを使っていれば当然なが
ら神経障害が出ることは分かっていたのですが、
もともとシスプラチンを使っていて、それによる
神経障害の蓄積を考えていなかったので非常に早
がん治療医が“がん”となり、見えたこと、考えたこと！
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い段階で出てしまいました。普通ならオキサリプ

れなくなりました。幸か不幸か分かりませんが左

ラチンを使って６コースから８コースで末梢神経

手の橈骨神経麻痺と右足の腓骨神経麻痺だけで終

障害がかなり重篤になるのですが、２コースの段

わっています。ただオキサリプラチンを使い終っ

階からかなりひどくなってしまいました。２コー

て５、６ヵ月たちますが全然良くなってはいませ

スの段階で足に脱力感があると少し思っていたの

ん。左手は装具をつけないとドロップしたままで

ですが、後で整形の先生の話を聞くと右腓骨神経

す。

麻痺が出てしまっていたということです。足先が

そのようにオキサリプラチンの量が非常に少な

上がらない。これで歩行すると転倒しやすくなる

い段階でここまで来てしまいました。ただオキサ

ということで、僕自身も２回ほど転倒しています。

リプラチンを使う段階で末梢神経障害が出るとは

その後、オキサリプラチンの量を減らして３、

思っていましたが、後輩の主治医と相談して５－

４コースとやりましたが、４コース終了後の４日

FU（フルウラオロシル）だけでと言っていたの

目ぐらいにスライド 13 にあるように、いわゆる

ですが、ある程度の神経障害が出てもやはり治療

左の手のドロップハンドになりました。上がらな

効果を求めたいということがあったので最後は

いのです。そこまでひどくなるとは思っていな

使ってしまい、思った以上にひどくなってしまい、

かったということもあり、この後、実は２日間ほ

その後の QOL が落ちたということです。ただ

ど寝られなくなってしまいました。なぜかと言う

使ったおかげで治療効果はあったということがあ

と、急に左手がドロップハンドになってしまった

るので、本当に有害事象と治療効果との関係は単

ので、もしかしたら次は右手もドロップハンドに

純ではないと思います。大腸がんでオキサリプラ

なるかもしれない。薬の効果ではどこがマックス

チンをさんざん患者さんに使ってきました。ただ、

であるか分からないので次の日にはもしかしたら

末梢神経障害がひどくなる前には、休薬や減量を

左足の腓骨神経麻痺が出るかもしれないし、右手

どんどんやり、ひどくならないようにしていまし

がドロップハンドになるかもしれない。両方とも

た。しかし本当に休薬・減量して治療効果には影

ドロップしてしまうと歩けなくなりますし、もと

響がなかったのかと言われるとかなり「クエッ

もと右が利き手なので右手もやられたら何もでき

ション」はあります。逆に言えば、有害事象を恐

なくなってしまうということもあり、２日間寝ら

れるあまり治療効果をおろそかにしてきたかもし
れません。ですからある意味では他人事で使って

スライド 13

神経障害

いたということになるので自分自身の時は有害事
象を考えながらも使ってしまったということを考
えると、やはり本当にどういうように使っていけ
ばいいかは今後もっと考えなければいけないと思
いました。
もうひとつ胃の全摘でよく聞かれるダンピング
症状というものがあります（スライド 14）。こ
れが今はいちばんひどくあります。胃を全部取る
と食べ物と血糖とインシュリンの関係で、身体に
いろいろな反応が起こります。食べると冷や汗を
かいたり傾眠傾向になったり、お腹が張ってしま
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スライド 14

ダンピング

スライド 15

現在の状況

うという状態が続きます。今、何か食べると２時

います。ただこれはがん性疼痛ではなくて傷の痛

間ぐらいは何が起こるかわからないということな

み、創痛に対してです。術後早期から使っていて

ので今日みたいにこういうところでお話しする時

増量はしていません。それからステロイド薬のリ

には少なくとも昼から何も食べないということに

ンデロンを１日１㎎使っています。これはどこか

しています。食べないと楽です。また縫合不全と

のタイミングで副交感優位になり、現在は１㎎を

いうつなぎ目の横漏れがあったので癒着もあるの

使っています。夜間に点滴としてネオパレン１号

で、思った以上に色々なことが起こってしまいま

とイントラリボスで、トータルで 800kcal ほど

す。食べると２時間から３時間ぐらいは何が起こ

を点滴で摂っています。それから男性ホルモンを

るか分からないので日中は食べられないという状

使っています。泌尿器科の先生とも相談している

況です。

のですが筋肉の増強と造血作用を期待してという

ただ点滴をしながら食べると同じような食事内

ことで使わせてもらっています。

容でもちょっと楽なのです。今は、放射線治療は

それから横隔膜を取っていますから容易に食事

お休みしていますが、日中は基本的に外出ていた

が逆流します。それで夜間はヘッドアップと言い

り、家にいたりで、夜、病院で点滴を受けていま

ますかスライドにあるように斜めの状態で寝てい

す。その時に一緒にご飯を食べているということ

ます。そうなると身体もいつも斜めになっている

です。夜中の２時ごろにむしゃむしゃ食べていま

ので身長が縮んでいます。下手に伸ばすとギック

す。食べる内容もできるだけ消化のいいものにし

リ腰の逆で、伸ばすと痛みます。たとえばポート

ています。ポタージュや味噌汁、煮物、魚、リン

入れ替えの時などはどうしても真っ直ぐにならな

ゴや玄米スープなどです。あとは味覚障害の程度

ければいけない。PET の場合など真っ直ぐにな

や消化具合で決めています。外に出ない時は家で

らなければいけないということになると、その後

少しお菓子などを食べたりしますが、そうすると

かなり腰痛がひどい。ちょうどギックリ腰の逆で

食べた後、２、３時間はボウッとしているという

す。そういうかたちになっています。

状態です。
スライド 15 が現在の状況です。CV（Central
Vein: 中心静脈）ポートは、今は場所が変わって

患者となって思ったこと・心がけている
こと―「死」にいかに向き合うか

右の前胸部にあります。フェントスは１日２㎎
貼っています。オキノームは１日２〜３包飲んで

当然ながら、告知を受けた日から生活が一変し
がん治療医が“がん”となり、見えたこと、考えたこと！
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ます。これは本人も家族も一緒です。治らないが
んということですから「死」というものをどう考

とやらなければいけないと思っています。
対人関係も一緒です。みなさんもそうだと思い

えるかです。それよりもどうしても専門家なので、

ますが、人付き合いをしていて、この人は気に食

告知を受けた段階でも、何もしないと予後が半年

わないけれどいつかは役に立つかもしれないから

ということは、逆に言うと少なくとも半年はある

普通にいちおう付き合っておこうと思う方もおら

ということになるので、即「死」ではないという

れると思うのですが、その「いつか」がなくなる

ことを考えてしまいます。したがって半年なら半

のですから、気に食わない人とはべつに付き合う

年で、その段階から人生には終わりがあるという

必要がなくなります。そういう人付き合いもどん

ことを再確認して、その終わりまでに何をすべき

どん切っていくことになります。切るためにはい

かということを考えていけばいいと思いました

ろいろなことに優先順位をつけなければなりませ

（スライド 16）。

ん。

まず考えるのは、いつかやればいいと思って後

もうひとつ、公私ともに色々な約束をしていま

送りしていることがあるので、その「いつか」は

す。病気が見つかった段階でも、仕事の方でもス

なくなるので、後送りしてきたことの中で「やら

ケジュールは入っていますし、いろいろな友だち

なければいけないこと」と「やらなくてもいいこ

と遊びに行くというスケジュールが入っていま

と」の判断をしなければなりません。それでやら

す。それを自分の病気を伝えて全部キャンセルし

なければいけないことは、やはりやっていかなけ

なければいけないことになります。たとえば同じ

ればなりません。そういう面でものごとに優先順

ような付き合いをしている A さんと B さんに対

位をつけなければいけないということです。使う

して、A さんには話をし、B さんには伝えるのを

ものと使わないものということですから、行動の

忘れていると、B さんに後で風の噂などで入った

断捨離と対人関係の断捨離があります。実は父親

りすると、その B さんはどう思うかということ

が亡くなってから何も名義変更をしていなかった

があります。そういうことを考えたりすると誰に

ということがあり、自分が生きている間にきちん

どこまで自分の状況を伝えるかをどんどん考えな

と名義変更しなければいけないというようなこと

ければいけない。その病気についても病気になっ

はどんどんやらなければなりません。また夫婦の

たことを伝えるのか、がんになったと伝えるのか、

中では自分の母親だけが残っているので、そこに

胃がんになったと伝えるのか、治らない胃がんに

対しては先ほどの父親の名義変更も含めてきちん

なったと伝えるのか、何段階もあります。伝える
人も何段階もあり、病気のことも何段階もあるの

スライド 16

患者となって①

で、それをどのように組み合わせるのか、それで
実際に伝えなければいけないので、本当に「死」
などを考える余裕がなかったということがありま
した。
自分自身は出血もしていたのでずっと入院をし
ていなければいけない。したがってメールや電話
で相手と連絡をしなければいけないし、直接会わ
なければいけない時には家内に行ってもらうしか
ないということになります。おそらく１ヵ月ぐら
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いはこういうことばかりしていたということにな
ります。

がんになったことをきっかけとして、人生は永
遠ではないことを知ります。最近は IPS 細胞など

何 も な け れ ば た ぶ ん 65 歳 ま で 仕 事 を し て、

の再生医療がどんどん進み、下手をすると人間は

70 歳までは嘱託などでできる仕事をして、70

死なないのではないかという気もしてしまうので

代後半から 80 代近くになってだんだんぼけてき

すが、やはり人生は永遠ではないということも分

て認知症になり、80 半ばで普通に人生が終わる

かります。人生に終わりがあるということを認識

と思っていました。それが、進行胃がんという診

するからこそ、今何をすべきか、もしくは今から

断を受けると何もしなければ半年、治療しても効

どう生きるかを考えるきっかけになるのだと思い

果がなければ半年ということになりますし、治療

ます。

をして効果があっても数年ということになると、

人生の目標を見失っている人が多々いる中で、

やはり告知を受けた段階で、「死」を意識しなけ

何か考えていかなければいけない、目標を持たざ

ればいけなくなります。少なくとも人生に終わり

るを得なくなることは決して悪いことではないな

があるということは分かります。そうなると終わ

と、自分を慰める意味でも思っています。それが

りがあることを再認識したからこそ、今何をすべ

ひとつの「Cancer Gift（がんを経験したからこ

きか、真剣に何に取り組もうか、残った時間で何

そ得られるもの）」という言葉になるのだと思い

をするかということを考えることになります。誰

ます。

でも、できる時間、できることには当然限りがあ

それからやはり治療の選択はやり直しがきかな

ります。ただ周りの若い人や自分の子どもたちを

いということを実感しています。手術を選んだの

見ていても人生になかなか目標を持てない人も

ですが、手術を選んだばかりに亡くなってしまい、

けっこういます。そういう中で僕は、やはり人生

数ヵ月で退院できず、今この場にいられなかった

に目標を持たざるを得なくなったということで

かもしれないと考えることがあります。あるいは

す。またそうすることが、残った人生でできるこ

２次治療の抗がん剤治療を選択していればもっと

とを家族や仲間と共有できることにつながるのだ

良かったかもしれないということもありますが、

と思いました。自分の足跡を残したいという思い

少なくとも選択のやり直しはできません。

もありますし、そういうことから言えば、何かを

それからちょっとしたことでも Bad news に

やることが、治療を継続する意欲にもつながると

な る と い う こ と を よ く 言 い ま す。 そ の Bad

思ったということはあります（スライド 17）。

news は、 人 に よ っ て は Worse news に も

スライド 17

人生に終わりがあるからこそ ･･･

Worst news にもなります。自分自身もそうで
すが個人差が非常に大きい。、状況によっても全
然受け取り方が違ってきます。病状が落ち着いた
今言われても何も思いませんが、治療が始まって
も、先が見えず、効くか効かないか分からない時
に、白血球が少ないので抗がん剤治療を１週間ス
キップしましょう、延ばしましょうと言われた時
にはかなり落ち込んでしまうことがありました。
個人差は大変大きいです。ちょっとしたことでも
自分１人の中でもタイミングによってまったく受
がん治療医が“がん”となり、見えたこと、考えたこと！
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スライド 18

患者となって②

スライド 20

患者となって③

思いますが、自己否定的であり、疎外感を感じて
いて不信感を持っている。こういう方に対してあ
のような言葉を投げた時にどう思うかです。やは
りその人の状況によって受け取り方がまったく違
スライド 19

人間関係面で健康なヒト、不健康なヒト

うので、タイミングを測りながら言わなければい
けない言葉はけっこうあると思います。
それから神頼みでも何でも「あり」です。元気
な時は、自分は１人でも生きていけると思うので
すが、やはり病気になってしまうと人間というの
は１人では生きていけないと思います。医療ス
タッフ、家族、仲間、友人というように、誰かが
傍にいてくれるからこそ生きていけるのだと思っ
ています（スライド 20）。
またそういう多くの人の有形・無形のエールが
闘病意欲につながっているのは間違いないと思い

け取り方が違うということを考えると、おそらく

ます。

個人差は非常に大きいのだろうなということにな
ります。

医療者と患者が“ズレ”る時

似たようなことかもしれませんがスタッフや周
りの人のちょっとした一言、何気ない一言が非常

24 時間、医療者と患者は同じ時間を共有して

に気になります。元気な人に言うのならまったく

いるのですが、体感している時間の経過は異なっ

問題はないのですが「元気なうちに外出してきた

ています。これは ICU での体験ですが、ICU に

ら…」や「思ったよりも元気やね」「１年ももっ

いると何もできません。自分では何もできず、時

て良かったね！」「思い残すことないように…」

間を感じるのは１日３回、朝、昼、晩と家族が面

などの言葉です。この中には実はスタッフから出

会してくれる時間と処置を受ける時間、後は時間

た言葉もあります。こちらが元気であれば何気な

が経過するのを待つしかありません。スタッフな

く聞き流す言葉でも状況によってはまったく違い

ど元気な人はスケジュールが決まっていてみなさ

ます（スライド 18）。

ん忙しいのですが、逆に言うならば何かすること

有 名 な 心 理 学 者 の ア ル フ レ ッ ド・ ア ド ラ ー
（1870 〜 1937）は、人間関係面で健康なヒト、
不健康なヒトに分けて心理状態をみています（ス
ライド 19）。がん患者は不健康なヒトに入ると
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Ⅱ

�ん本.indb 142

がある、何かできることがあることはすばらしい
のです。それはできなくなった患者だからこそ分
かることです。
また患者の気持ちは日々、場合によっては１日

公民館カフェ・第 12 回

2017/03/21 1:08

の中でも変化をします。１週間の内には、緩和ケ

位が上がっているので、患者さんとコミュニケー

アチームなど色々なチームが回ってきますが、そ

ションをとる時間はどんどん少なくなっている。

の間はいろいろな意味で患者の気持ちはかなり変

それを挽回するにはコミュニケーションスキルを

動しているということは理解してもらわなければ

習えばいいかと言うとそういうものでもありませ

いけないですし、その変化というものをうまく医

ん。コミュニケーション能力は、やはり日ごろか

療スタッフが共有できるかどうかが非常に大きい

ら患者さんと会話をすることで上げていくもので

問題だと思います。

す。そういうことですから、今後ますますコミュ

また当然ながら患者には、土日などの休みはあ
りません。

ニケーション不足ということは露見してくるので
はないかと思います。

そしていちばん思うのは病棟スタッフと患者・

それから自分の身体のことを把握しているのは

家族のコミュニケーションがどんどん減っている

誰かということです。たぶん主治医と受け持ち看

ということです。30 年間医者をしていますが、

護師さんがその役割を担うはずなのですが、治療

昔は電子カルテなどはなかったので直接、会話を

方針は主治医が全部見ているはずですが、主治医

しなければなりませんでした。今はいろいろな意

も忙しいのであとは本当は受け持ち看護師さんが

味で優先順位が変わっているようです。昔は患者

見ていないといけないのです。それが、やはりチー

と話をしていて時間がなくなるとカルテには後で

ム医療の弊害もあり薬のことは薬剤師、栄養のこ

書けばいいということができました。今の電子カ

とは管理栄養士というようにどんどん役割分担が

ルテは記入しないと終われないので会話をするよ

されていて、それを全部看護師さんが集約できて

りも電子カルテを記載するようになってしまいま

いるかと言いますとなかなか集約できていない。

す。よく外来で医者が電子カルテばかり見ていて

そういう面で看護師さんがどこまで把握している

患者さんと話をしないことが見られます。病棟で

か分かりません。実は全部把握しているのは電子

は同じことが看護師さんに降りかかっています。

カルテかもしれません。この電子カルテに誰が記

やはり電子カルテの弊害はあると思います。

載するか、その内容のレベルを思うとやはり自分

それからリスク管理です。患者さんの転倒や輸

ことは自分で守らなければいけない。ある程度は

液の間違いなどのリスク管理が忙しすぎて「患者

そういう時代になってきたのだと思います（スラ

さんとのコミュニケーション」の優先順位が下

イド 21）。

がっているのではないかと思います。

そういう面を考えるとこれは医療者に言ってい

また当然ながら在院日数が短くなっているの

ることですが、チーム医療という言葉を付けても

で、受け持ち看護師さんがいても、夜勤休みが終

いいのですが、「医療は誰のためにやっているの

わって出たら患者さんがもういないということも

か」をはっきりさせておかなければいけない。たっ

あります。そういうようなことからも患者さんと

た１人の目の前の患者さんにやっているのか、病

のコミュニケーションがとれなくなっています。

院に入院している多くの患者さんの内の１人に対

またそれがとれないとスタッフのコミュニケー

してやっているのかをはっきりとしておかなけれ

ション能力にも非常に差が出てくるのではないか

ばいけない。チーム医療を推進して病院の経営が

と思います。ベテランの看護師さんはけっこうう

良くなった、医療効率が良くなった、スタッフの

まくコミュニケーションをとるのですが、若い人

負担が少なくなったということも「あり」だと思

はリスク管理や電子カルテなどの方ばかり優先順

いますが、目の前の患者さんのためにチーム医療
がん治療医が“がん”となり、見えたこと、考えたこと！
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スライド 21

医療者と患者の“ズレ”を減らすために
岸本葉子さんというエッセイストでありながら
大腸がんのサバイバーの方が、「がんを抱えると、
いろいろな「フリ」をします。本人も、家族をは
じめとする親しい人もそうです。仕事場では来年
という時間があるのが当然のようなフリ。お互い
どうしでは、悲しんでなどいないフリ。自分自身
に対しても、怖がってなどいないフリ。病院では
意思決定をすぐできて、迷わず治療に進んでいる
スライド 22

 療は誰のためか、目的は？
医
〜 From Bedside to Bedside 〜

フリ。」と書かれています。僕もそう思うのですが、
「もう１人の“自分”、“自分”であって“自分”
ではない“自分”の存在」ということを感じます。
訳が分からないことを言っていますが、これは「経
験したものにしかわからない…！」ことです。
もう一人、竹田省吾さんという先日、膵がんで
亡くなられた医療ジャーナリストの方も同じよう
なことを言われています。「誰にも分かってもら
えない孤独」という言葉を使っていまして、おそ
らくがんの経験者の方は、どんなにいろいろとが
んのことを分かったようなことを言われても、が
んになったことがない人には分かってもらえない

をやっているということになると、やはりその患

ということを思っているのではないかと思いま

者さんがどういう経緯でこういう病院で治療を受

す。自分自身もそう思いますので、逆に言うと分

けているのか、どのような人生を送ってきたのか、

かっているような「フリ」をして「あなたのこと

何のために治療を受けているのかということなど

は分かっている」と言われると、絶対に分かって

を理解しないと目の前の患者さんには当たれませ

もらえないだろうなということを言える自信があ

ん。目の前の患者さんが単に病院に入院している

るぐらいです。どういうように対応したらいいで

１人の患者さんという時には、べつにそこまで考

すかとよく言われるのですが、そういう時には、

えずに流れるままに医療を提供すればいいのです

逆に「自分は経験者ではないから分からない」と

が、目の前の患者さんのためにと考えると、単に

言ってもらった方が、おそらくコミュニケーショ

目の前の患者さんのデータを取ればいいという時

ンが取りやすいのではないかと思います。

代ではなく、もっともっと色々と患者さんのこと

僕らも相手には絶対に分かってもらえないなと

を知らないとできません。コミュニケーションが

いうように対応しますし、おそらく周りの医療者、

取れないと当然ながら患者さんのために医療は提

家族にも「分かろうと思うけれど分からないわ」

供できないと思います（スライド 22）。

と言ってもらった方が、スムーズなコミュニケー
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スライド 23

すぎないのだと自覚している医者であれば、か
かっても良い医者ではないかと思います。そうい
うことがなく「自分は全部知っている」と言うよ
うな医者は「怪しい医者」かなと思います。
基本的に現在の医療は、＜いろいろな「フリ」
をしている患者×知っている「フリ」をしている
医療者≒いろいろな“ズレ”のある医療＞という
ことになっているような気がします。
その“ズレ”を減らすためにはどうしたらいい
かを考えると、やはりお互いに「フリ」をしてい
ることに気づき、相互理解することで信頼関係を

ションがとれるのではないかと最近は思っていま

築くしかないと思います。そうして信頼関係を築

す。たぶんそういうことを岸本さんは、言われて

いた上で進んでいかないといけない。このまま“ズ

いるのだと思います。

レ”たまま行くと医療訴訟など色々なことで不利

ただ病院の中にいると患者は見かけ以上に強が

益をこうむってしまう。そのためにどうすればい

らざるを得ないと言いますか、がまんをしながら

いかと言いますと、医療者は単に病気のみを診る

強がってそういう「フリ」をしている。逆に言う

のではなくて、患者・家族の生活・人となりを知

と医療者がそれを強いているという感じです（ス

らないといけないし、逆に言えば患者・家族も“お

ライド 23）。

任せ”ではなく、もっともっと色々なことを学び、

医療者と患者さんということになりますと医療

ある程度自立していかなければいけません。もう

というものを提供する者と提供される方という、

少し医療に興味を持っていただかなければいけな

どうしても傾斜がかかっているということがひと

いかなと思います。そうしないと患者さんの方が

つあります。生活の場と病院内ということを考え

不利益をこうむってしまうからです。そのために

ると、院内ではどうしても医療者が上にならざる

はもっともっと医療者と患者さんとのコミュニ

を得ない。そういう面でやはりそういう「フリ」

ケーションの場、対話の場が増えなければいけな

をせざるを得ないことになります。

いかなと思います。それは先述もしましたが白衣

ただ実は医療者も辛いわけです。これは医療者

を脱いだ場所、院外にそういう場があったらいい

でなければ分からないのですが、自分はがんに

のではないかと思いますし、そういう場を医療者

なっていないけれどもがんの患者さんのことはす

以外の住民や患者さんがつくるのはなかなか難し

べてわかった「フリ」をして患者さんを診なけれ

いので、今日の「公民館カフェ」のようにまず医

ばなりません。したがって医療者も実は「知って

療者が対話の場をつくって、どんどんそういう場

いるフリ」「分かっているフリ」をしているにす

が広がっていかなければいけないと思っています

ぎない、またそうせざるを得ないということです。

（スライド 24）。

なぜなら「自分はがんではないので患者さんのこ

そういうように色々なことを思いつつ、がん治

とは分からないわ」と言われたら、患者さんは困っ

療全体を通すと、どうせ自分自身ががんになるな

てしまうので、そう考えると、医療者も実は「知っ

ら早期で見つけるのが良いし、やはり検診は受け

ているフリ」「分かっているフリ」をしているに

た方が良いかなと、自虐ネタになりますが、そう
がん治療医が“がん”となり、見えたこと、考えたこと！
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スライド 24 “ズレ”を少しでも減らすために！

しまい、生活の場に戻ると、その人ががん患者で
あるということは見ただけでは分かりません。そ
ういう中で生活をしていかなければなりません。
周りもどういうように接していいか分かりません
し、社会の中でどのようにやっていけばいいか分
からないということで、やはり生活の場ではまだ
まだ不自由さがたくさんあります。とくに最近は
病院の在院日数が短くなっていて外来治療などに
行くのが早くなっていますから、そういうことに
なるとやはり不自由さ、不安感を感じながらおら
れる場合が多いのではないかと思います。

スライド 25

がん治療、全体を通して！

そういう意味ではやはり何かのサポートが必要
だとずっと思っていました。そういう中で知った
のが「Maggie’s cancer caring center」という
イギリスにあるがん相談支援センターです。病院
の敷地内にスライド 26 にあるような、患者さん
を支援する施設があります。病院の敷地内です。
日本ですと白線が引かれて、おそらく全部駐車場
だなと思います。
これは有名な建築家のボランティアで設計され
ています。ノッティンガムのものは、ポール・ス

思います。それから治療には時間とお金がかかり

ミス（Paul Smith）さんが設計しています。そ

ますし、100％元に戻ることはありません。ヒト

ういうものが、エジンバラなど、ほとんどはイギ

は１人では生きていけないし、ヒトの支えが必要

リスですが、香港などにもあります。2016 年

です。また「即」死ではないですが、人生の終わ

10 月には豊洲の方でもオープンします。

りを考えざるを得ません。そして「周囲からは分
からない孤独」と言いますか、「絶対に分かって
もらえないと思っている」ということを分かった

スライド 26

上で、周りは付き合った方が間違いはないかなと
思います（スライド 25）。

院外の対話の場を創る―金沢マギーの実現へ
先ほども言いましたが、病院にいる１人の患者
さんは、周りの医療スタッフには、この人はがん
患者だと分かっています。そういう中にいると
色々なサポートは受けやすい。この方が退院して
146
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患者さんや家族、その友人が、孤独で戸惑い不

（体験者）とつながりにくいということがありま

安な時に安心して訪ねられる空間で、話を聴いて

す。それで病院の外に病院と無関係のそういう場

もらえて、医療知識のある方がおられて支えてく

があると良いのではないかと思いました（スライ

れますし、一緒に考えて、病気に向き合う力を取

ド 28）。

り戻してくれます。そして結局は背中を押してく

病院ですと、患者さんは「指示、指導」を受け

れるということです。病院では病人でいた人が、

て色々な治療をされるわけですが、マギーでは、

外来に行って生活の場に行くと不安で社会復帰が

患者さんがいて、白衣を脱いだ医療者がいて、そ

なかなかできない時に、自分には生活があるとい

こで対話・会話をしながら情報交換をします。た

うこと、役割があるということを思い起こさせて

だ対話を弾ませるためにおやつなど色々なものが

くれて背中を押してくれる場所です。医療を提供

必要でして、そういう面で色々なこだわりがある

するわけではなく自信をつけさせてくれる場所で

ということです（スライド 29）。

す。病気を持っているけれど１人の人間で、社会

そういうことをイベント的にやってきました。

にあっては役割があり、何かやることがある人間

僕らの場合は有名な建築家につくってもらうこと

だということで背中を押してくれる場所だと思っ

はできませんが、金沢らしく、金沢ではどういう

ています（スライド 27）。

ことができるかということで元市長の山出保さん

なゼマギーが必要なのかと言いますと、病院に
もがん相談支援センターやがんサロンなどがあり
ますが、まだまだ運用は医療者目線であること。

と金沢 21 世紀美術館を設計した妹島和世さん、
スライド 28

なぜマギーが必要なのか？

やはり病院内では医療者と患者という関係は必ず
ついて回っています。会話の自由度も少ないです
し、僕もそうですが体験者の患者さんになかなか
つながりにくいということがあります。その施設
の体験者はいるのですが、生活の場に行ってしま
うと、同じ病気の体験者の生活の上での工夫など
の話を聞きたいと思っても、なかなか他院のピア

スライド 27

マギーという場所

スライド 29

がん治療医が“がん”となり、見えたこと、考えたこと！
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それに先ほどの岸本葉子さんを招いて 2013 年

ということで、食べ物にもこだわっています。一

にシンポジウムを開催しました。その時にお話に

緒に作って、一緒に食べるということで、食べる

出たのが、金沢に有名な建築家に設計してもらっ

ことにも食べるプロがいます。また空間にもこだ

て大きな建物をひとつ建てるよりも、より実践的

わっています（スライド 31）。

に住民が歩いて行ける地域に Maggie’s のコンセ

こだわりとしては「知・空間・食・文化」とい

プト、あるいは場所があることが重要ではないか

うことで、「知」としては、各種相談やがんに関

ということです。そうなると自分たちでもできる

する学びの場所。「空間」ということでは、仲間

のではないかということで、いちおう考えまして

の存在、安心感、安らぎ。「食」ということでは

「がんとむきあう会」という仲間と一緒に活動を

役割の再発見や生活の知識があります。全体とし

やってきました。
僕らも前にイギリスにマギーを見に行ったので
すが、建物だけではなくやはりスタッフのこだわ

ては、生活者としての自信の回復と孤独からの脱
却ということを得てもらえればということでやっ
ています（スライド 32）。

りがありました。専門家集団が関わらなければい

何かやろうということで 2015 年 12 月から仲

けない。それは医療専門家もそうですが、生活の

間の町屋の一部をお借りしまして、そういうこと

上では主婦のプロや空間・建築のプロ、患者・家

を始めています。それを 2016 年度中に常設し

族のプロ、栄養士のプロなどいろいろな方々が関

たいということで、実際に基金を作り始めていま

わらなければいけない。病院ではないので医療者

す。実は近々、常設する場所を決めようというこ

のプロ以外に色々な分野のプロが必要です。そう
考えると患者さんや家族の方にも色々なプロの方

スライド 31

 だわり（policy）
こ
金沢らしさ ･･･“食”と“空間”そして“文化”

スライド 32

金沢マギー

がおられるのです。またそれが自分には役割があ
るということを思い出してもらうことにつながる
のではないかと思っています（スライド 30）。
先日も美容師さんのピアの方がおられて、自分
も何か役に立ちたいということで一緒にやりまし
た。そういうことで自分の役割というものを明確
にできるということです。
また金沢らしくということで「食」と「空間」
スライド 30
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スライド 33

スライド 34

とになりました。その旗揚げとして千住真理子さ

スライド 35

んのコンサートを共催でやらせてもらうことにし
ています。そうしてもう少し広げていこうと思っ
ています（スライド 33）。
大腸がん診療から始まっていろいろなことを
やってきたのですが、残された人生のひとつの目
的としてこの「金沢マギー」を創りたいと思って
います。がん患者になって実際にこういう場所が
必要だということを実感したということが、これ
を加速度的に進めたということもあります。また、
こ れ に 絞 っ た、 絞 れ た と い う こ と も ひ と つ の
「Cancer gift」だと思っています。
スライド 34 は元気な時の講演などでも最後に

ディピティー（serendipity：予期することなく
大きな発見をすること）というものがないので、

使わせてもらっているものです。「あれこれ考え

やれば何かがついてくるなということは今も実感

るより、つくるのが先決だ。まずいところがあれ

しています。

ば、動かしながら直して行けばいい。」という城

自分自身こういうことをやってきて、自分たちだ

山三郎さんの言葉です。これを使わせてもらって

けではできないので、みなさんの支援を受けてやっ

いるのですが、やはり何かをやっていかないとい

ていかなければいけないと思っています。ぜひこう

けない。石橋をどんどんたたいてもいいのですが、

いうものを創っていきたい。おそらく金沢に１つあ

人に迷惑がかからなければどんどんやっていこう

ればいい、東京にマギーズキャンサーケアリングセ

ということで仲間とやっています。今回こういう

ンターが１つあればいいというものではなく、各地

胃がんが見つかり、残りの人生も限られていると

域、地域にこういうものがないといけないと思って

思うので、その中でやっていくので、加速度的に

いるので、色々な意味でまた情報交換できたら良い

ものごとを進めていくことになり、周りもついて

なと思っています（スライド 35）
。

いけない、自分もついていけない面も多々あるの
ですが、ただやっていかないとその先のセレン

これで終わらせていただきます。どうもありが
とうございました。
がん治療医が“がん”となり、見えたこと、考えたこと！
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◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇

お話を聴いて

―質問したいこと・考えたこと

■ 高橋

カフェタイムのお

いのですが、最初はやはり何

題は、本来は「医療者と患者

もできない状況で、壁の時計

が“ズレ”る時」だったので

を見るか、興味はありません

すが、「お話を聴いて―質問

がテレビを見るかです。ネッ

したいこと・考えたこと」に

ト環境はないので何もできな

変更させていただこうと思い

い。本当に時間が過ぎるのを

ます。いつもはホワイトボードに色々書くのです

ただ待っていました。話し相手がいないので家内

が、今日は各グループからの質問で行きましょう。

が来るのをずっと待っていました。来たら話すの

9 班から順番にお願いします。

ですが、いつも家内だけですと煮詰まってしまい
ます。そういう時は、ICU には基本的には家族

ICU での 14 日間の過ごし方

しか入れないのですが、仲間に「遠い親戚です」
と言って来てもらっていました。それでいろいろ

< グループ発表 1（9 班）＞
今日は貴重なお話をありがとうございました。

な会話ができたのは良かったです。
ICU の後半には頭はしっかりしてきているの

私たちのテーブルで出た質問です。先生は 14 日

ですが、それだけにやはり何もできないというの

間も ICU にいて、動けないでいらっしゃる時に

は、本当にけっこう辛かったという感じがします。

どのようなことを考えておられたのでしょうか。

一般病棟にどうやったら戻れるかということを考

お医者様ですからご自分の状態のことはご存じ

えながらやるしかないのです。一般病棟に戻って

だったと思いますが、そのうえで 14 日間は何を

もおそらく管理ができないので、やはり ICU に

考えていらしたのか、金沢マギーのことなどはそ

いなくてはならない。それならそこで時間をどう

の 14 日間の体験から出てきたのでしょうか、あ

やって過ごすかですが、何もできないわけです。

るいは ICU から出て自由になってからそういう

本を読もうと思えば読めるのですがその根気もな

ことを考えるようになったのでしょうか、そのへ

い、そうかと言ってマンガがおもしろいかと言う

んのことをお聞きしたいと思いました。

と、マンガも何を読んでいいかわからない。差し
入れもあって、ナンプレ（数独）もありましたが、

■ 西村
150
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なことで本当に時間が過ぎるのを待っていまし
■ 西村

た。

詠子

普通なら検

あれこれ妄想することもあまりできませんでし

診で引っかかって、病理の結

た。ただやったことは、色々なことをメモするこ

果を待つという段階があるの

とです。自分の今の状況や、何をしたかというこ

でしょうが、私どもの場合は、

とはかなり克明にメモしていました。それが今こ

ある日突然、病院から電話が

ういうところでプレゼンをするのにけっこう役

かかってきて駆けつけたら、カメラの写真を見せ

立っています。

てもらい、即日で進行がんの患者の家族になった

本当に何もできず、自分では動けないので、あ

ので、考えることと言ったら、最悪のことが頭を

る意味でリハビリのスタッフが来たりする時間は

よぎり、それに対してどうしようかというのが最

非常に楽しみでした。窓はあるのですが、背中側

初でした。私も昔、看護師をしていたのでまった

にあるので外も見えない。前方は医療者側です。

くの素人ということではないのですが、結婚退職

ICU なので 2 対 1 看護ですから、他にもう 1 人

してからはただの主婦でした。ただ若干知識は

患者がいなければ話し相手になってくれたりはし

あったので、普通の方とはややとらえ方は違った

ました。一般病棟よりはそういうスタッフの関わ

かもしれませんが、まずはどうしようか、どうし

りは密なのですが、やはり忙しいのでなかなかそ

たいのかということを聞いた覚えがあります。

こは求められませんでした。結局は面会に来てく

その 3 月 26 日から人生が変わったのですが、

れるか、処置の時間以外は、本当に時間が過ぎる

最初の内は 1 ヵ月に 1 回話し合いの会合をしよ

のをただ待つだけです。

うということにしました。本人は最初から記録を

何か考えていたのかもしれませんが、そのこと

残したいと言っていたので IC レコーダーで録音

は覚えていません。メモぐらいですから、マギー

もしたのですが、私の不手際で最初の会合の 4

のことなどは全然考えていなかったと思います。

月の話合いは消してしまったりしました。5 月、
6 月は録音を起こしたりしたのですが、話すこと

夫が「治らないがん」告知を受けた妻の
受け止め方

もそうないというような感じになり、その内にう
やむやになってしまいました。
最初はそういう感じでした。もしかしたら明日

―奥様におうかがいしたいのですが、ご家族とし

がないかもしれないと思っていたので、毎日笑顔

て、大事な旦那様がそういう余命半年という期限

で別れるようにはしていました。そういうことの

付きのがんになってしまった時に、どのようなこ

繰り返しできています。本人も先ほどのプレゼン

とを考えられたかということです。患者というの

で「分かってもらえるはずがない」と言っていま

はデリケートでちょっとしたことでもムッとした

したが、私など家族の気持ちもやはり「分かって

り怒ってしまったりするものなのですが、ご家族

もらえない」ということはあると思います。わが

としてはそういう旦那様に対して何を感じ、どの

家は、覚めた夫婦なのかもしれませんが、そのこ

ように気をつけて対応されていたのでしょうか。

とをお互いに認めています。結局、今までの夫婦
の在り方が、病気が分かってからの夫婦の在り方

■ 高橋

すみません奥様、直球の質問ですが、

よろしければお願いします。

にも続くので、急に仲良くなれるわけでもないで
すから、その方、その方たちの夫婦の在り方が大
お話を聴いて―質問したいこと・考えたこと
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―質問したいこと・考えたこと

切だと思っています。

てくるのかなと思います。
あとは医療情報の問題があります。医療者は、

■ 高橋

ありがとうございます。それでは次の

班、お願いいたします。

きちんとした情報を提供していると思っているの
ですが、患者さんはマスコミをはじめ他からもい
ろいろな情報を得ているので、医療者が持ってい

医療者と患者の“ズレ”
―インフォームドチョイスになっていないか

る情報と患者さんが持っている情報がけっこう
「ズレ」ていることは多いと思います。
最近はマスコミに有名人や芸能人がどんどんカ

< グループ発表 2（８班）＞

ミングアウトしていて、それをまたマスコミは大

西村先生、今日はお話し、ありがとうございま

げさに書いたりしています。それを真に受けてい

す。患者側と医療者側の「ズレ」もお話しいただ

る患者さんもけっこういます。その責任は医療者

きましたが、実際にコミュニケーションがうまく

がきちんと情報を出していなかったというところ

取れなくなった時とは、具体的どういう状態にな

にもあると思うのですが、そういう面では本当に

るのでしょうか。どういう問題が起きた時でしょ

いろいろな行き違いがあるなと思います。そうい

うか。

う点ではやはり医療者も変わらなければいけませ
んし、患者さんも変わらなければいけない。何が

■ 高橋 「ズレ」たなと思う時ですね。

正しいかとか、言葉の意味などをもっともっと正
しいものにしていく必要があります。どこに正し

■ 西村

医療訴訟につながるものは全部「ズレ」

いものがあるかぐらいはせめて理解しておいてい

ていますね。医療者はちゃんとやっているつもり

ただかないと、少なくとも医療に関しては不利益

なのですが、患者さんや家族からみるとちゃんと

をこうむるのは患者さん側なので、そういうこと

されていなかったということは多々あると思いま

は考えておかなければいけないと思います。

す。やはり治療の目的などが共有されていない。
最近多いのはインフォームドコンセントの問題が
あります。インフォームドコンセントではなく、

活動は医療者・行政の協力者を見つける
ところから

インフォームドチョイスになっているという問題
があります。医療者が「A という治療と B とい

―実際に患者であったり、家族であったりという

う治療がありますが、どちらにしますか」という

立場から、たとえば金沢マギーのような活動を始

ように、患者・家族に提供してしまいます。お互

めるとするならば、どういうところから始めたら

いに責任を持ちたくないというのがあるのです。

いいのでしょうか。

最終決定は誰がするのかと言った時にインフォー
ムドコンセントの場合は、医療者と患者・家族の

■ 西村

合意の上で治療法が決まるはずなのですが、そこ

ろうと思ったら、医療者の協力がないとまず世の

が最近はチョイスになってしまっています。どち

中は動かないと思います。お金をはじめ色々な問

らか選んでくださいということになると選んだ患

題が出てきますし、信頼性などもあります。べつ

者・家族の責任になってしまうのです。そういう

に患者会の方だけで運営することがダメというわ

ことを考えるとそういう色々な面で「ズレ」が出

けではないのですが、まだ肩書などがものを言う
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時代なので、医療に関係がありそうなことを患者

ケジュールしかお答えいただけない状態です。先

さんだけでやろうとすると今でも非常にネックが

生はお医者様ですから違うのでしょうが、医療に

あるのではないかと思います。協力してくれるよ

関してまったく分かっていない患者が主治医にこ

うな医療者を見つけることと、行政の協力者を見

ういう治療をやりたいと言うことは、今はやや難

つけることが先決かなと思います。

しいと思っているのですが、そのへんのところを
少しおうかがいできますでしょうか。

■ 高橋

ありがとうございます、では 7 番テー

ブルの方お願いします。

■ 西村

たぶんどこで治療を受けるかというこ

とと同じだと思います。免疫治療に関しては僕も

「標準治療から」は正しいやり方
―セカンドオピニオンの活用を

べつに肯定しているわけではありません。まだエ
ビデンスは全然ありません。お金もかかるし、ど
うしようかということはありましたが、基本的に

< グループ発表 3（7 班）＞
先生今日はありがとうございました。お話の中

は標準治療のじゃまをしないなら免疫治療を受け
てもいいかなと思い、免疫治療をやっています。

で抗がん剤治療、放射線治療、免疫療法などもさ

藁にもすがるという思いがあるかもしれないで

れたということでしたが、現在、私も肝転移をし

す。もうひとつ私どもの大学の医局が免疫治療を

ていて、場所は違うのですが同じような感じだと

推進しているので、それで一緒に考えながらやっ

思っています。私の場合は、標準治療として抗が

ているということもあります。そこは特殊かもし

ん剤治療をしましょうということになっていま

れません。γδ－ T 細胞療法と樹状細胞療法は

す。最初は分からなかったので色々勉強をすると

普通にやれるところはやっているのですが、ただ

免疫療法やカテーテルや肝動注療法など色々ある

すべての治療でそれを認めるかどうかというとこ

ことが分かりました。そこで私本人としては、本

ろに関しては何とも言えません。認めない方が正

当に標準治療でいいのかということを考えてしま

しいかもしれません。結果は将来しか出ないので、

うわけです。先生の場合は免疫療法を一緒に試さ

どちらが良いかは分からないと思います。

れたりしていますが、私の場合は、今、現在は、

まず標準治療をやるというのは正しい医者のや

主治医からは、まずは標準治療をやってください、

り方だと思います。標準治療をベースに置きなが

それが効かなかったら次にセカンドですというス

ら、その患者さんにとって、どういう治療が良い
かということを医師のみなさんは考えているとは
思います。ただ初めから「オレ流」の治療を勧め
るところは絶対に止めた方が良いと思います。ま
ずは標準治療を提示してくれて、これは標準治療
だけれど僕はこちらの方が良いと思うと言う先生
は信用してもいいかなと思います。ベースライン
の標準治療を言ってくれるというのは正しいと思
います。
複数の治療があるので、複数の治療ができると
ころで話を聞くことと、先ほど言われたように肝
お話を聴いて―質問したいこと・考えたこと
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臓の治療なら肝動注治療などをやっているところ

ことも大切だと思います。特別な治療については

もあるし、色々な治療があるので、場合によって

効果が出なかったので戻るつもりですと言えばそ

は自分の施設でできない良い治療があるかもしれ

れは絶対に OK されると思います。逆に言えば

ません。そういう場合は、セカンドオピニオンを

隠れてやるよりは正直に言ってやった方がいいと

使うべきだと思います。セカンンドオピニオンは

思います。気をつけなければいけないのは○○サ

患者さんの当然の権利です。今はセカンドオピニ

プリメントなどを隠れて飲むのではなく正直に話

オンを求めたからと言って、それを拒否するドク

をしてやる方が良いと思います。隠れてやると主

ターはそういないと思います。拒否するドクター

治医はどういうものを飲んでいるか、どういう治

がいたらそこの病院は見限った方がいいと思いま

療を他で受けているのかが分からないので、それ

す。逆に言えば自分の治療法に自信がないから拒

が影響してかえって効果がなくなる場合もあるの

否するわけですから。本などで他の治療法を知っ

で、そこはお互いにやり取りができる先生を選択

たら、その先生に相談してみてください。それで

する。代替医療に関してもきちんと正直に言える

腹を立てるような先生はやはり良くないです。た

先生を選択することが重要かなと思います。

だ、「あなたを信頼していないからこの治療法を
試してほしい」というよう言い方はしないでくだ

■ 高橋

さい。普通に「こういう治療はどうなのですか？」

テーブルお願いします。

ありがとうございます。それでは 6 番

と聞き、それに親切に答えてくれる先生で相性も
合えば、そういう先生に治療を任せる。逆に言え
ば治療というのは長引くので、相性などの面も含

がんになったからこその医療者へのメッ
セージ―臨床試験には疑問も

めて色々なことがあるので、どこで治療を受ける
かということは、いちばん大事な問題だとは思い

< グループ発表 4（6 班）＞
今日はお話をありがとうございました。私は製

ます。

薬会社勤務で乳がん経験者です。製薬会社と患者
■ 高橋

ありがとうございます。

さんの「ズレ」というのもありまして、自分が患
者になった時には、治療については、医療者との

―同じようなことなのですが、セカンドを求めた

「ズレ」も経験しています。先生のお話の「がん

時にそこが地方の病院だったりして、その治療を

になって見えたこと・考えたこと」というのは、

試して、やはりそれは違うとなった時にはまた戻

患者の立場からすると「そうだ、そうだ」と同感

れるものなのでしょうか。

できるお話ばかりでした。
ひとつお聞きしたいのは、先生が、がんになら

■ 西村

たぶん戻れると思います。そこで拒否

れる前と後で、患者さんに対する接し方が変わる

するのは医療としておかしいです。これからどこ

ことがあったのかどうかということです。もし変

で治療を受けるかですが、治療は長引いたりする

わったことがあったとしたら教えてください。ま

ので、家族の通いやすさなどの利便性も考えて決

た、周囲の医療者の方には、何をどのようにお伝

めなければいけないだろうと思います。どこかで

えしてきたのか、あるいはこれからしようと考え

しかできない治療でそれがやむを得ない時以外

ておられるのかということをお聞かせいただきた

は、そういうことも考えて長期戦に備えるという

いと思います。
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■ 西村

1 点目は、僕は休職中で診療ができな

いのです。今診療してしまうと労働基準法に引っ
かかってしまうのでそれはしていません。した
がってお答えできません。

< グループ発表 5（5
班）＞
2 つあります。ひ
とつは、予防のため

２点目ですが、今日のお話は医療者向けに話を

の抗がん剤は効く

しています。講演内容は医療者向けにつくってい

のかということで

ます。専門用語などは少しやさしくしていますが、

す。胃がんを患った

患者になってみたらこういう感じだよということ

方なのですが全摘

をプラスアルファして医療者に伝えているという

をしてから予防のために抗がん剤をと言われた方

ことです。看護師さんからはけっこう共感を得ら

がいます。全摘して患部はないのになぜ抗がん剤

れています。先ほども触れましたが、看護師さん

を飲むのかということです。抗がん剤を飲むこと

たちには、もっと看護をしたいのにリスクマネジ

によって免疫力は落ち、白血球数はどんどん下が

メントに時間を取られて看護ができないというジ

るし、他の病気にもかかりやすくなるのではたし

レンマがあり、それは現場の声だと思っています。

てそれで良いのかということです。

もうひとつは今後を考えると臨床試験がけっこ

もうひとつの質問は、自分自身は前立腺がんな

う難しいなと思います。5％の有意差は本当にど

のですが、前立腺がんの患者会で会長が言ってい

ういう意味を持つか真剣に考えなければいけない

たことです。ロボット手術をやっているドクター

と思います。臨床試験をされた時にもし自分がプ

があちこちにいらっしゃって、放射線治療の方が

ラセボに当たったらどうなのかなということを思

向いている人に対してやたらにロボット手術に誘

うと、患者にもなかなか勧めるのが難しいかなと

導をする。それはおかしい、本当は放射線が向い

思います。きちんとしたフェイズ 1 やフェイズ

ていますと言わなければいけないのではないかと

2 は良いのですが、市販後調査でプラセボを当て

いうことです。ただ自分のところでは技術を持っ

るのは難しいかなと思います。今まではまったく

ていないのでそういうようにしているのだという

かまわないでやってきたのですが、今後、自分が

ことです。私自身はロボット手術を受けたのです

臨床に戻った時に市販後の片方がプラセボになる

が、あの手術はとんでもないことだったのかなと

ようなものを勧められるかどうかということで少

思っています。ドクターと治療法の関係はどう

し疑問に思っています。自分からすると生きるか

なっているのかと思いまして質問させていただき

死ぬかは半々という気持ちなので、やはり 5％の

ます。

意味を考えながら臨床に当たらなければいけない
と思っています。

■ 西村

ドクターと治療法ということで言えば、

ドクターにも得意・不得意があるので放射線治療
■ 高橋

ありがとうございます。5 番テーブル

お願いします。

とダヴィンチ（手術支援ロボット）の手術が、そ
の医師にとってイコールかと言いますと、イコー
ルではないはずです。また切除しなければいけな

治療法選択の考え方

い場合もあるし、放射線治療で良い場合もあるの

―全摘後の抗がん剤治療は有用

で一概には絶対に言えないと思います。
お話を聴いて―質問したいこと・考えたこと
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放射線治療で済むものを無理にダヴィンチには

い。まだそのあたりのエビデンスは何もないので

しないはずですが、ただやはりその時の流れとい

少なくとも免疫細胞をやっつけるような抗がん剤

うものがあります。何が標準治療か、その時のい

を使うとお互いに良くない、抗がん剤の効果も出

ちばん良い治療は何かということを模索している

ないことになります。そこはある意味で実験をさ

時にはどちらかに流れる可能性は十分にあると思

れているようなものです。そこは承知の上でやる

います。そのことは決して間違いではないと思い

ということになります。

ます。
それから全摘したのに抗がん剤治療ということ
ですが、僕も全摘しているのに抗がん剤治療をし

■ 参加者 A

そうしますと抗がん剤の量は抑え

ているのですか。

ています。目に見えない細胞に関しては、着床し、
画像診断でとらえているところは取れますが、細

■ 西村

胞レベルは絶対に取れません。そこに関してはあ

細胞療法や樹状細胞療法については、効果を下げ

る意味では抗がん剤に期待するしかありません。

ないというデータがある抗がん剤を使っていま

それはがんにしか効かないのではなく、正常細胞

す。少なくともこれを別の抗がん剤にするとまず

もやられるのですが、そこは仕方がないところで

いということになります。

基本的には相性があるので、γδ－ T

す。もしいやであればいやだと言えば抗がん剤治
療はしないでいることもできます。ただ再発の確

■ 高橋 ラストの質問です。どうぞ。

率はたぶん上がります。目に見えない細胞レベル
に対してやっているということです。そこは症例

患者同士のつながりについて

にもよるので、あとは考え方です。
■ 参加者 B
■ 高橋

もう時間がなくなってきました。4 つ

ICU にいる時は難しかったと思う

のですが、そこから一般病棟なり家に帰られてか

テーブルが残っていますが、申し訳ありません、

らのことをうかがいます。先生は医療者と話をす

あとは 2 人だけ質問を受けさせていただきます。

るということは今日のお話でもずいぶん出てきた
のですが、患者同士のつながりをつくったという

抗がん剤治療と免疫療法の併用について

ことはないのでしょうか。最近は SNS やブログ
など、またマギーもそうかもしれないのですが、

■ 参加者 A

抗がん剤と免疫療法を併用して免

患者会のようなものもそれなりにあると思うので

疫療法の効果はどうなのでしょうか。昔、丸山ワ

すがそういうようなものはやられなかったので

クチンについては抗がん剤と併用するなというこ

しょうか。

とが言われていたものです。抗がん剤と免疫療法
を併用して効果はあるのでしょうか。

■ 西村

マギーのところでは全摘した人たちと

けっこういろいろな話をしています。ただそれは
■ 西村

先ほどの質問とも重なりますが抗がん

全摘した人間にしか分からないことなので。

剤治療の強いものとの併用では免疫療法は効きま
せん。ですから抗がん剤治療と併用する時は免疫

■ 参加者 B

を損ねないような抗がん剤を使わないといけな

てつながりもつくって活動をしていらっしゃるの
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■ 高橋

ですか。

ありがとうございます。最後に何か奥

様から一言追加でコメントはございませんか。
■ 西村

べつに胃がんの患者会には入っていま

せん。そういうものは金沢にはないので。全国組

■ 西村

詠子 「家に帰られたら家族の方に検診

織のものはあるのですが、どうなのでしょうか、

を勧めてください」ということで話を締めくくり

誘われていないので。ただアルファ・クラブ（胃

たいと思っていました。コメントですが、2 人で

を切った人友の会）などへの寄稿はしています。

「本当に仕方ないねという言葉しかないね」と言っ

やはり医療者でありながら患者という特殊な人間

ていました。それはあきらめもありますが、それ

になってしまっているので、全摘している患者さ

だけではなく、やれることは全部やろうというこ

んから意見を求められることはあります。僕は胃

とです。夫婦一緒にできることがあっていいねと

の全摘をしてからまだそう時間がたっていないの

いうのが 2 人の感想です。私たちはおかげさま

で、患者さんからの話を聞いてどこはどうする、

で仲間に恵まれています。それで今はできること

食べ物の食べ方などいろいろな話は聞いていま

をやろうとしているだけですので、「今後ともよ

す。そういう面で患者同士のつながりというのは

ろしくお願いします」ということで締めたいと思

非常に重要だと思うのです。ただ患者さんの中に

います。

は、体験者が一様ではないということが分かって
いない方もおられます。胃を全部取ったら全部同

■ 高橋

じだと思っている方もおられるので、そのあたり

ざわざ月島までお出でいただき心から御礼申しあ

はお互いに情報を共有していかなければならない

げます。西村元一先生と奥様の詠子様にもう一度

し、非常に難しいのかなと思っています。

大きな拍手をお願いします。＜拍手＞

本当に大変良い時間になりました。わ

お話を聴いて―質問したいこと・考えたこと
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「第12回公民館カフェ」アンケート集計
平成28年 5月 25日（水）実施
受付登録者（61名） お立場（複数回答）

参加者 52名
回答者39名（回答率 75％）
患者・家族

50.8%

医療者

16.4%

支援団体
6.6%

企業

その他

11.5%

36.1%

アンケート集計
男性

性別

女性

未回答

31.0%

69.0%
20歳代

年齢
0.0% 8.0%

30歳代

40歳代

28.0%

60歳代

70歳代以上

5.0%

51.0%

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

50歳代

8.0%

カフェを知った経由（複数回答）
71.8%

友人の紹介

0.0%
12.8%
10.3%
5.1%

オープンセミナーの感想
89.7%

48.7%

研究班からのメール

17.9%

Facebook,Twitter

5.1%
25.6%
30.8%

その他

とても良かった

やや良かった
5.1%

無回答
5.1%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

多様な方々との話合いができて、気がらくになりました（うれしいです）
癌になった医師としてのお話を聞けて非常に感謝を受ました。私達にもできることをやっていこうと思いました。
医療者でありながらがん患者の先生のお話を伺えるのは大変貴重で是非お話を伺いたく、参りました。ありがとうございました。
医療者とのズレについてのお話がきけてよかったです。
自分がこれからやっていこうとすることが、はっきり見えてきました。ありがとうございました。
はじめて参加しました。アットホームな中、率直な意見がとびかいとても良かったです。
医療の専門家であり、患者でもある方とお話ししたのは初めてでしたので、とても興味深かったですし、為になりました。
カフェ形式は、はじめての体験でしたが、とてもおもしろかったです。
かみしめたい言葉が沢山ありました。
とてもよいお話がきけました。
質問時間がもっとあれば良かったなとも思いますが、とても参加者が話やすい雰囲気を作ってくださり、安心して居られました。あ
りがとうございました。
もう少し質問をできる時間があってもよかったのでは？
マスコミの影響のせいか、患者さんと医療者間のズレが広がっている印象を受けました。その中で、先生のご意見はとても貴重で
す。大変勉強になりました。
実多い時間でした。本当にありがとうございました。
Dr.が仲間に思えました。どうぞ医療者の皆様にがん患者としての思いをお伝え（代弁）いただければうれしく思います。サバイバー
医療者でありながら患者でもある先生のお話しはとても心に響いた。これからも"ズレ"を伝えていっていただきたいです。
初参加の多さにテーマがヒットしたことを感じました。努力したいと思います。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

また、参加させていただきたいと思います。
公民館という”場”で行うことはとてもステキです。
リンパ浮腫についての留意点。
素敵な先生をお呼びいただきありがとうございました。
また、参加させて下さい。今日伺えて本当によかったです。ありがとうございました。
これからも続けて下さい
「TPPによって医療はどう変化するか」をみんなで勉強してみたいです。
サバイバーのお話しを聞けるのがうれしい、今後の自分の治療に是非役立てます。サバイバーの方の目標とか工夫を教えていた
だきたい。
など
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第 13 回
メインテーマ

公民館カフェ

生きるを楽しむ、音を楽しむ〜緩和ケアと音楽療法のハーモニー
「あのね、かなちゃんに聞いてほしいことがあるの」〜 Music does not represent life：it is life 〜
2016 年 12 月 20 日
18 時 30 分〜 20 時 30 分
中央区月島区民館５号室
開催
がんサバイバーシップ支援部
主催

開会の挨拶

高橋

都

国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

みなさん今晩は、第 13 回の公民館カフェを始
めさせていただきます。今日は、
“生きるを楽しむ、

です。
今日は今から儀賀先生にお話と音楽をご披露い

音を楽しむ〜緩和ケアと音楽療法のハーモニー

ただき、そのあとお茶タイムです。毎回そうなの

「あのね、かなちゃんに聞いてほしいことがある

ですが、お題を決めて、それぞれのテーブルごと

の」
〜 Music does not represent life：it is life 〜”

に自由に話し合いをしていただきます。今日のお

というタイトルです。この＜〜緩和ケアと音楽療

題は「私を元気にしてくれた音楽」です。どうい

法のハーモニー「あのね、かなちゃんに聞いてほ

う音楽が今まで自分を元気にしてくれたかを思い

しいことがあるの」＞という副題をぜひ入れてほ

出しながらお話ししていただければと思います。

しいと儀賀先生から言われています。きっとかな

最後の 30 分でそれぞれのグループで出たお話を

ちゃんの話も出てくると思います。

紹介していただければと思います。

スピーカーは儀賀理暁先生です。埼玉医科大学

普段は定員 50 名ですから前半の講演部分は机

総合医療センター呼吸器外科のご所属ですが、あ

をスクール形式にするのですが、とにかく今回は

わせて緩和ケア推進室にもいらっしゃいます。ま

申し込みのスピードがすさまじかったのです。

たフェリス女学院大学音楽学部の非常勤講師もな

50 人定員は早々にあきらめて、80 人ほどで最

さっています。前期に 15 回講義に出られたそう

初からこういうアイランド形式でいくことにしま

です。呼吸器外科と緩和ケアをされている先生が

した。

時間を確保して授業をされるのも大変なことだと
思います。講義のタイトルは「心と音楽」だそう

8 時 30 分までゆっくり楽しんでください。そ
れでは儀賀先生お願いいたします。

で、私も女子大生に戻りたいと思う今日このごろ

開会の挨拶

�ん本.indb 159

159

2017/03/21 1:08

生きるを楽しむ、音を楽しむ〜緩和ケアと音楽療法の
ハーモニー
「あのね、かなちゃんに聞いてほしいことがあるの」
〜 Music does not represent life：it is life 〜
儀賀

理暁

埼玉医科大学総合医療センター 呼吸器外科・緩和ケア推進室／フェリス女学院大学音楽学部 非常勤講師

温まる薬膳カレーがありますのでぜひ機会があれ

はじめに―私は○○です

ばお召し上がりください。そして、若い女性の前
で話すとドキドキします。フェリス女子学院大学

私は埼玉医科大学総合医療センターに所属して
いて、ベースは呼吸器外科医です。

で話す時もドキドキしています。今日は・・・い
つもよりさらにドキドキしています（笑）。

高橋先生とは前からメールでつながっていたの

みなさんも自己紹介をする時には、自分の大切

ですが、何年か前の大阪であった臨床腫瘍学会で

なもの、嫌なもの、自分を支えてきてくれたもの

直接お会いして以来、なんとなく折に触れて色々

などを一生懸命に言葉にして、「私は○○です」

なことを教えていただいていました。そして今日

と話されると思います。今それを、ちょっと思い

のこの貴重な機会をいただきました。

浮かべてみてください。「自分は○○です」。自分

学校関係のがん教育という話が最近は進んでい

自身の大切なものを言葉にする。いかがでしょう

ますが、今、私個人はそちらに力を注いでいます。

か。授業の時は書いてもらいます。お互いに見て

臨床の現場では、呼吸器外科医なので肺がんの患

もらうとけっこうおもしろいです。それを頭に置

者さんを担当させていただくことが多いです。そ

いたままお話に入らせていただきますね。

れから緩和ケアです。どちらがメインかと言えば
緩和ケアがメインです。緩和ケアの対象はがんだ
けではありません。痛かったり、苦しかったり、
辛かったりする様々な疾患の患者さんと一緒に悩

スライド 1

私は…

みながら日々を過ごしています。なにぶん急性期
病院ですから不十分ではありますが、「がんで本
当に大変だね、でも川越で良かったね」と思って
もらえるような街づくりの一端を担えたら良いな
と考えています。
個人的にはこんな人間です。スライド１に、
「私
は…」を示しました。私は、カレーが好きです。
茗荷谷の駅のすぐ近くのカレー屋さんに、身体が
160
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この差は何でしょう。自分が 13000 円で良い

あなたの値段

と思っている人はいないでしょう。もっともっと

―13000 円と３億円の違いは？

価値があると思われている。その価値とは何で
しょうか。たしかに写真のような素敵な彼女と私

さて、「13000 円」と言われたら何の値段だ

のようなオジサンが同じ 13000 円というのは誰

と思いますか。ちょっと聞いてみましょう。「１

も納得しないでしょう。もっと言いますと、生き

泊の温泉旅行」ですか、いいですね、ゆっくり行

ていようと死んでいようと元素で言えば同じ値段

きたいですね。「京都までの片道料金」ですか、

なのです。今ここに死んでいる人は１人もいない

新幹線と答える方は多いです。みなさん色々な

はずですが、生きているのと死んでいるのとの価

13000 円を思い浮かべると思います。

値が同じだと言われると愕然としませんか。

ギターを弾いている若い女性の写真をお出しし

それでは、生きているということと死んでいる

ていますが、実はこの人の値段が 13000 円なの

と い う こ と の 差 は 何 で し ょ う か。 ３ 億 円 と

です。この人に限りません。１人の人の値段が

13000 円の差は何でしょうか。私が緩和ケアを

13000 円 だ と い う こ と で す。「 な ん の こ っ

学ぶ中でたくさんのことを教えてくれたリエゾン

ちゃ？？」ですね。みなさんは自分が 13000 円

精神医学の大家の堀川直史先生という方がおられ

と言われて納得されますか。8000 円ぐらいでい

ます。この先生が素敵な言葉を教えてくれました。

いやと思われる方はたぶんいないでしょう。

「人はみな、１回のみの他人とは交換できない人

では、みなさんはご自分がおいくらなら満足さ

生を送る個人としての物語を歩んでいる」のだと

れますか。「私は何々です」と一生懸命にご自身

いうことです。先ほどみなさんには「私は何々で

を表現していただきましたが、どうでしょうか。

す」と考えていただきました。ひとつひとつの経

３億円？

験であったり、家族や友達とのつながりであった

５億円？

１兆円？…。

人の体は臓器でできています。それは細胞でで

り、貯金もあるかもしれません。まさにそういう

きていて、もっと細かくしていくと私の理解でき

物語に重なってくるものにこそきっと価値がある

る範囲で言うと、ものはすべて原子、元素ででき

と思うのです。物語にこそ価値がある。本来はプ

ています。この原子、元素の価格に換算すると、

ライスレスで値段をつけられるものではありませ

体重 60㎏の人の場合は 13000 円だそうです。

んが、そういうことだと思います。

したがって私はたぶん 14000 円はないかなとい
うぐらいです。
みなさんいかがでしょうか。ご自分が３億円だ

今日は緩和ケアと音楽（療法）というお話をさ
せていただきますが、この物語のところに着目し
てみたいと思います。

と思われた方は失望されるでしょう。では、その
３億円と 13000 円の差は何でしょうか。差額は
何の価値でしょう。仮に今日の帰りがけに私が誘

今なお消えないがんにまつわる「死」の
イメージ

拐される。家に電話がかかってきて妻に「お宅の
旦那を預かっている。ついては 13000 円を埼玉

まず緩和ケアです。緩和ケアは「イコールがん・

りそな銀行に振り込め」と言われ、妻が「はい分

イコール本人・イコール死」（スライド２）では

かりました」とチャリンと振り込むというのも

ありません。対象はがんだけではありません。対

ちょっと悲しいでしょう。

象は本人だけではありません。対象は終末期医療
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スライド 2

抗がん剤治療があり放射線があり手術があり、

緩和ケアとは

最近は免疫治療も注目されています。がん治療は
非常に進んでいます。早期から進行がんまですべ
てのがんの患者さんの 60％超の方が５年生存で
きる時代になっています。早期がんに限って言え
ば９割を超えます（スライド３）。さらにアンジー
（アンジョリーナ・ジョリー）は採血で、遺伝性
スライド 3

のある特殊な乳がんにかかる確率が高いことが分

がんの 5 年生存率

かり、きれいに再建していると思いますが、まだ
がんではない両乳房を切除しました。卵巣もとり
＜全がん＞

ました。つまり予防手術もできる時代だというこ
とです。
ただ、すべてのがん患者さんの６割以上が５年
生存、早期がんなら９割以上が５年生存し、予防

＜早期がん＞

手術までできる時代になっても、今なお、がんと
言われた時にどのようなことを思いましたかと患
者さんに聞いてみると「死という言葉が頭をよ
ぎった」という方が多いのです。今日も何人か患
者さんがいらしていると思いますが、みなさんい
かがでしょうか。多くの人が、どうしても「死」

だけではありません。もっともっと幅が広いもの

という単語が自分の頭から離れなかったと言いま

です。ただここでは、がんを中心にお話を進めて

す。たまたま大腸ポリープのほんの１ヵ所に早期

させていただきます。

のがんがあったというような人でも「がん細胞が

世の中全般のがんのイメージからすると意外に
思われるかもしれませんが、がんは何とかなる病

あった」と聞いて「えっ、死ぬのか」と思われた
という方もおられます。

気になってきています。もちろんなかなか良くな

がんというのは、非常に苦しい、
「死」のイメー

らず、苦しくて大変なシーンはたくさんあるので

ジをなんとなく内包している言葉なのだと思いま

すが、世の中のイメージからすれば少し良くなっ

す。

てきています。抗がん剤の治療があり、放射線の

またがんという言葉にはもうひとつ隠された意

治療があり、外科手術もあります。私も術衣を着

味があります。私は、今日は埼玉県の片田舎から

て手術をすることがあります。

都心に出てきてお話をさせていただいています。

話は逸れますが、外科でも女医さんは増えてい

本当にありがとうございます。ただもしかしたら、

ます。私どもの呼吸器外科でも若手のホープは女

こうして長々と話をしていて、今、私は嫌われて

性です。彼女の手術の助手をしていてふと気がつ

いるかもしれません。早くみんなとご飯を食べて

くと手術室には私以外全部女性というのは珍しく

楽しい時間を過ごしたいのにいつまで話している

なくなってきました。女性の外科医が増えるのは、

のだと嫌われているかもしれません。そういう時

色んな意味で非常に良いことだと思います。

に人がよく使う言葉に「がん」という言葉があり
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ます。「あいつは本当にがんだ」と言います。「あ

スライド 4

就労支援についての取組み

スライド 5

就労支援の取組みがない理由

いつは本当に糖尿病だ」とか「あいつは高脂血症
だ」とは言いませんよね。それほど「がん」には
忌み嫌うもの、一緒にいたくないものという、ネ
ガティブキャンペーンのようなイメージが何とな
く付きまとっているのも現実です。近所の方にも
言えない、職場の方にも言えていないという方が
まだまだおられます。もちろんそうではなく、周
りの理解に恵まれている人もいます。この５年ほ
どでずいぶん変わってきたという思いもありま
す。でも、そういう中でもまだ嫌なイメージを払
拭しきれていないとも感じています。

身体疾患の「がん」が持つ心の病気の側面
スライド４は、就労支援についての会社の取り
組みです。このお仕事には高橋先生も関わってい
るものかもしれません。全国の会社に社員ががん
になった際に就労支援をしていますかというアン
ケートを配った結果、
「しています」が 10％、
「し
ていません」が 90％でした。これはある程度仕

ローチしてもいいものか分からないから取り組め

方がないことだと思います。

ていないということです。本当に残念なのですが、

問題はその「していない」理由です。スライド

これが就労支援をしない理由として一番多いので

５の上の方に色々書かれています。「お金がない」

す。先ほどの「あいつはがんだよ」と言うのと似

「人がいない」「何をしたらよいか分からない」と
いうことに集約される内容です。ここで、たとえ

たような風潮なのかなと、現場にいる私とてして
は大変悲しく思います。

ば自分のところの従業員ががんになって何らかの

ただそうなげいていても仕方がないので、少し

支援をしている会社は税率が 0.8 倍、そうでな

でもこういうものを払拭していくためにはどうし

い会社は 1.2 倍と言われたらすべての会社は本

たらいいのかということです。たとえば今日のよ

気でやると思います。私たちも診療報酬に踊らさ

うな会を開くこともそうかもしれませんし、今、

れていますので分かりますが、そこは本気になれ

私がやっているフェリス女学院での講義もそうな

ば解決します。問題はいちばん下に書いてあるも

のですが、中学や高校の生徒さんや大学の学生さ

ので、就労支援をしない理由の中ではいちばん高

んにがん教育をしましょうという動きがありま

率の「センシティブな情報で、積極的に支援し難

す。これは国の動きでもあるのですが、私個人で

い」というところです。つまりアンタッチャブル

もずっと担当をさせてもらっています。子どもの

だということです。触れてもいいものか、聞いて

ころから少しずつそういう話をしていくと変わっ

もいいものか、がんと聞いてその人に何かアプ

ていくと思います。ただ結果が出るのに 10 年や
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スライド 6

スライド 7

20 年はかかるので、そういう意味では、なかな

です。われわれ医療者がその方に次に会うまでに

か苦しいというのが現状です。

は、なんだかんだで、どうしても２週間ぐらいは

がんと診断された患者さんについての衝撃の論

がんと診断された後の自殺率（相対危険度）

かかります。その２週間の間、患者さんがどうい

文 を 示 し ま す。2012 年 に『New England

う思いで過ごしているかを医療者は知りません。

Journal of Medicine』に載りました（スライド

がんというのは身体の病気なのにそれほど心を痛

６）。

めつける恐ろしい病気なのです。がんという言葉

がんと診断された後の自殺または心血管イベン
トによる死亡についての論文です。「あなたはも

は、そういうイメージを持つ病気なのだというこ
とを実感させられます。

う抗がん剤は効きません」とか「余命１ヵ月」と
言われたわけではなく、最初にがんと診断された

私（自律性）の喪失の苦しさ

時点からの、すべてのがん種の 534,154 人に関
する調査です。これによれば、患者さんの自殺は

また、同じ風景を見ていても医療者が見ている

１年過ぎれば 1.8 倍で、これは他の報告と同じ

ものと患者さん・家族が見ているものは違ってい

ぐらいですが、なんと１週間以内の自殺率は、

るということを感じています。たとえば、家のこ

12.6 倍です（スライド７）。実数は少ないです。

とも子供のことも放りっぱなしできたけれど退職

ただ「がんです」と言われた方が一般人口に比べ

したら夫婦でゆっくり旅行をしようねと言ってい

て 12.6 倍も自殺する危険率が高いというのは本

た人が、退職なのだから最後はちゃんと健診を受

当に恐ろしいことです。

けなさいと言われ、「分かった、分かった、大丈

2015 年に国内からも同様のデータが出ました

夫だよ。ちょっと肩が痛いぐらいだから」と言っ

がもっと高かったです。たしか 20 倍か 30 倍だっ

てレントゲン写真を撮ります。その結果、肺がん

たと思います。これはどういうことかと申しあげ

です、胸のリンパ節も腫れています、骨にも浸潤

ますと、たとえば私たちのところに胸部異常陰影

しています、と言われたとしましょう（スライド

のある人が来て、気管支鏡の検査をする。後日検

８）。

査結果のお話をしますと言い、数日後に外来に来

このレントゲン写真を見ながら医療者はこんな

られる。「こんにちは、先日の細胞検査の結果は

ことを考えます（スライド９）。では、みなさん

陽性ですので、あなたは肺がんです」と告げたそ

はいかがですか？同じ写真を見ていても、同じ風

の帰りに自殺をする方がおられるということなの

景を見ていても医療者と本人やご家族とでは、考
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スライド 8

事例（65 歳、男性）

というひとつずつを消していってみてください。
何が残るでしょうか。それでもなお己の２本足で
立っていられますか。たとえ治るにしても、アン
ジーも両方の乳房を失っています。卵巣も失って
います。ということはホルモン環境がきっとバラ
バラになっているということです。がんと言われ
た時に死を思い浮かべて自殺まで考えてしまう。
それほど苦しい、死が怖いのに自ら死を選択せざ

スライド 9

医療者は？

るを得ないところに追い込まれてしまう。その苦
しみとはどういうことかと考えるのですが、つま
り「私は○○です」を１つずつ失っていく、私で
はなくなっていくことの恐怖なのかなと思ってい
ます。
本日この場に強制されて来られた方は１人もい
ないと信じておりますが、仮に強制で、高橋先生

えることはまったく違うのだと本当に思います。
仕方がないことでもありますし、いいことでもあ
ります。ただお互いに違うことを考えているとい
うことは理解しておかなければいけないとつくづ
く思います。
私が臨床でたくさんの方とお会いして思うの
は、今日ここに来られたみなさんは違うかもしれ
ませんが、多くのがん患者さんはだんだんと色々
なものを喪失していくということです。今、仮に
私が胃がんで胸椎に転移をしていて背中が痛い、
動けないとします。今日は月島でお話するのは辛
い、高橋先生休ませてください、中止にしてくだ
さいとなります。今まで通りのパフォーマンスで
仕事をするのは難しくなります。好きなところに
行けなかったり、おいしいワインが飲めなかった
り、会いたい人にも会えなかったりします。治っ
ていくのならそれでもいいのですが、そうではな
くて残念ながら治らない場合には、さらに動けな
くなったり、トイレに行けなくなったり、色々な
ものを喪失していきます。
先ほどみなさまが考えてくれた「私は○○です」

もニコニコしているけれどわりにうるさいから来
たという人がもしいたとしても（笑）、本気で休
もうと思えば「すみません子どもが熱をちょっと
出しまして」と言えばいいので、そうではなくて
「来る」ことを選択して来てくださっていると言
えます。今日は何をしようかな、何を着ていこう
か、週末はどうしようクリスマスだなというよう
にみなさんは自分自身を選択しながら生きている
のです。その自律性を失うことがどれほど苦しい
かということを、たくさんのがん患者さんと一緒
に過ごさせていただいた中で痛感しています。

緩和ケア―医療の守備範囲外をカバーする
それでは医療はその人たちに何をしてくれるの
でしょうか。先述したように医者がレントゲン写
真を見て思っていることとみなさんがレントゲン
写真を見て思っていることは違うのです。「医療」
は次のように定義されています。Wikipedia で
すから、正確かどうかは分かりませんが世界の多
くの人がそう思っているということです。「人間
の健康の維持、回復、促進などを目的とした諸活
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スライド 10 「医療」の定義

スライド 11

緩和ケアとは

スライド 12

進行肺がん患者に対する緩和ケアの効果

動」とあります。日本の辞書（大辞泉）でも「医
術・医薬で病気やけがを治すこと。治療。療治。」
です（スライド 10）。
私どもの病院は総合医療センターですから何科
でもあります。何が来ても「バッチ来い」です。
それでは、このがんと宣告されて自分を失いつつ
ある、この人たちは何科を受診すれば良いので
しょうか。
「不治の病や死は？

失った私（自律性）

は？」という人たちです。「死」を扱っていると
前面に出している科はありません。失った私の回

が、噂を聞く範囲では、国家試験対策であったり、

復のお手伝いをしますというところもありませ

その範囲を超えていないところが無きにしもあら

ん。なぜなら治す医療だからです。こういう人た

ずです。なぜなら習っていないことを学生に教え

ちへの対応は、この医療の定義からは残念ながら

ることはできないからです。それが現状です。

できないのです。これが高度先進医療の現実です。

それなら緩和ケアがもう少ししっかり頑張ろう

そういう医療にも良い面はたくさんあります。

よ、そのように医療の守備範囲外とされたものに

もちろん高度先進医療だから救えている命もたく

対しても何とか支えていこうよと思うのです。緩

さんありますし、高度先進医療だから保たれる

和ケアは次のように定義されています。

クォリティもたくさんあります。決して悪口を

スライド 11 の定義は非常に良い定義だと思う

言っているわけではありません。ただ残念ながら、

のですが、文章がちょっと複雑です。文章が複雑

この定義の医療の中で高度先進医療を極めている

な時には良い方法があります。主語と述語だけに

医療者にとっては、「死」や「失った自分」への

分解してみますね。そうすると「緩和ケアとは…

対応は守備範囲外なのです。医学部でこんなこと

取り組みである」となります。どういう取り組み

は習いませんし、卒後研修でもひとつも習いませ

かというと「生活の質を向上させるため」の取り

ん。それが現実です。最近、少しずつ緩和ケアの

組みです。「生活の質を向上させる取り組み」と

講座をつくる大学が出てきました。心ある先生が

はどういうものかを考えてみます。

お話をしてくださっていると信じたいところです
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スライド 13

緩和ケアの内容―何をしたの？

て何人いるのだろうかというのが、私のやや批判
的な気持ちです。いずれにせよ、そういう効果が
あることが分かりました。

余命１ヵ月と 30 年から知る１秒の大切さ
―緩和ケアのやるべきこと
その効果の理由をお別れについて考えながら一
緒に考えてみたいと思います。10 年くらい前の
映画で“余命１ヶ月の花嫁”というのがあります。
榮倉奈々ちゃんが乳がんで余命１ヵ月と診断さ
がんの方を 151 人集めて半分の方を「がん治療

れ、付き合っていた瑛太クンが別れずにちゃんと

＋緩和ケア」、半分の方を「がん治療（必要に応

結婚式を挙げ、指輪を着けてあげながら「お嫁さ

じて緩和）」ということにしました。

んになって」というようなことを言う感動的な映

緩和ケアで何をしたかですが、特別な薬を使っ

画です。インターネットで色々と叩かれたりもし

たわけではありません。最低月に１回の面談をし

ましたが、それは別としてけっこうヒットしまし

ました。それで患者さんと医療者の関係性を構築

た。

し、病気もそうなのですが症状に意識を向けさせ、

それでは質問です。“余命１ヶ月の花嫁”はヒッ

それまでの自分の人生の中で問題が起きた時にど

トしました。では、“余命５年の花嫁”ではどう

のように対処してきたかを確認し、病気の理解を

でしょうか。“余命 30 年の花嫁”ではいかがで

もう１回深めます。病気については、先生は説明

しょうか。「“余命 30 年の花嫁”がヒットしてい

してくれているはずなのです。ただ、患者さんた

るから、今度一緒に観に行こうよ」と言われても

ちはお分かりだと思いますが、先生の説明はなか

なかなか行かないですよね。なぜでしょうか。な

なか頭に入ってきませんよね。自省を込めて言い

ぜ“余命１ヶ月の花嫁”は観に行って、
“余命 30

ますが、分かりづらい。そこでもう１回きちんと

年の花嫁”は観に行かないのでしょうか。

理解を深めて、その上で治療について話し合う。

それがどういうことかを考えたいのです。私は

それでこれから先はどうしていこうかというこれ

比較的若い時に結婚しました。私の妻は当時、

からの生き方を一緒に考える。家族にも一緒に考

20 代半ばでした。余命 60 年の花嫁です。あり

えてもらいます。そういう面談を繰り返したそう

がたいことにおかげさまで今も元気です。それで

です（スライド 13）。

も TBS も取材に来ないし、ドラマにも何もなら

その結果、不安の要素は少なくなったし、生活

ない毎日を私たちは送っています。しかしたとえ

の質は向上した。そして、何と驚いたことに生存

余命が 60 年だろうが、30 年だろうが、５年だ

期間も少し伸びました。そういう結果が出ました。

ろうが、１ヵ月だろうが、今のこの１秒１秒が２

これをもって世界中と言うとやや大げさですが、

度と戻ってこないということでは本当は同じはず

緩和ケアの関係者たちは跳んで喜び「ほら、だか

ですよね。

ら言わんこっちゃない」と言っていたのですが、
ここまできちんとできている緩和ケア医がはたし

今日のこの瞬間は今だけのものです。私がみな
さんと会いたくないという意味では決してありま
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スライド 14

自分の最期は…

スライド 15

Illness trajectories―病の軌跡

スライド 16

がん患者さんはけっこうぎりぎりまで元気で
す。残り１ヵ月、２ヵ月で急速に体調が悪くなっ
ていきます（スライド 15）。その時になってか
らああしたい、こうしたいと言っても正直に申し
あげてなかなか難しいところがあります。いつで
も明日死ねるようになどと言うつもりはまったく
ありません。最期のことなど考えたくないかもし
れません。でも、元気なうちに先ほどみなさんが
考えて下さったように「大切なものは何か」「ど

せんし、きっとまた会えると信じていますが、基

ういうことに自分は支えられているのか」「自分

本的には私はみなさんとはもう２度と会いませ

はこういう風にしていく」ということを考えるこ

ん。今日１回限りです。もしかしたら私は今夜、

とは非常に大事だと思います。

13000 円で誘拐されてしまうかもしれません。

私の友人に岩手県の住職（太田宣承氏）がいま

そう思うと今の１秒、１秒が大切だなということ

す。次のように言っています。「死生観を語るこ

に意識が向くし、そう思うとこの出会いが大事だ

とは、〜中略〜最期を語れるからこそ、今をどう

ということに意識が向きます。それが１ヵ月なの

生きるかという地に足のついた自分自身のテーマ

か 30 年なのかの違い、そこだけです。余命 30

を考えることになると言えるだろう。」（スライド

年だと思っていると明日が来ることは当たり前だ

16）。いかにも日本的ですね。

と思って生きています。そうなると今の１秒、１

でも、『メルクマニュアル』（アメリカの製薬会

秒の大切さに目がいかず、ついスルスルと流れて

社 Merck 発 行 の 医 学 辞 典『Merck Manual』。

しまいます。

サ イ ト は http://merckmanual.banyu.co.jp）

最期と言うと言い過ぎかもしれませんが、そこ

の中にも一般人向けの方に「知っておきたい基礎

までの間をどこで誰と一緒にいて、最後は何を食

知識〜死と終末期〜」という項目がありました。

べて過ごそうかなと考えていくこと、今の大切さ

そこには「死は生の一部である」とか、「医師

に目を向けることが大事なのかなと思います（ス

と話し合いたくないという人は、自分の知らない

ライド 14）。

ところで大きな決断が下されてしまうことを覚悟
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スライド 17 『メルクマニュアル』
－知っておきたい基礎知識：死と終末期

の歌に合わせてそれを繰り返します。ではやって
みましょう。
「でんでん むしむし かたつむり
まは どこにある

つの出せ

お前のあた

やり出せ

あたま

出せ」です。簡単ですよね。
次は２人でやります。相手のパーの上に自分の
グーを乗せる。それを両手でやります。先ほどと
同じように歌に合わせてやります。さあやってみ
ましょう。
「でんでん むしむし かたつむり
まは どこにある

つの出せ

お前のあた

やり出せ

あたま

しなければなりません。」とあります（スライド

出せ」。これはけっこう難しいでしょう。２人で

17）。日本だけではない英語の文化圏の人たちに

やると仲良しになれます。こうして頭を使って歌

もこういう考え方があるのだなということを最近

いながら身体を動かすのは認知症予防にもなるよ

知り、少し驚きました。

うですよ。

そこで改めて先ほど出しました進行肺がんの方

さて、音楽とは何かを考えてみましょう。いく

に最初から緩和ケアに関わった人、関わらなかっ

つか音を聞いてもらいます。鹿威しや汽笛や雑踏

た人というところに話を戻します。何をしたのか

の音ですが、これらは音楽でしょうか。音楽だと

です（前出 167 ページ、スライド 13 参照）。ま

思われる方もおられると思いますが、違うと思わ

だ死などはまったく先の時から自分自身について

れる方もいると思います。分からないという方も

もう一度見つめ直して一緒に考えていく時間が持

多いと思います。これが正解だと言えるものでは

てたということです。失っていた自分自身、失っ

ないのですが、音楽ではないと思った方はただの

ていった自律性をもう一度再構築した。そういう

音として聞かれていて、音楽だと思った方はそれ

ことをしていた。その結果、生活の質が高まり、

に何かの意味づけをされたのだと思います。

不安が減り、生存期間が少し延びたのかもしれな

音楽療法は次のように定義されています。「音

い。大事なのは痛み止めを使って痛みを取ること

楽の持つ…回復…改善…向上…変容…」とありま

ではないのです。痛みを取ったその先です。自分

す（スライド 18）。

を再構築していくこと。それがきっと緩和ケアが
やるべきことなのだなと思います。

スライド 19 は私の外科の先輩がイグノーベル
賞を取った論文からの引用です。マウスの心臓移
植をしました。あるマウスにはオペラの椿姫を聞

音楽の力について考える

かせました。あるマウスには椿姫を聞かせたので

―緩和ケアの中の音楽療法とは

すが鼓膜を破っておきました。あるマウスは何も
聞かせませんでした。あるマウスには 100 ヘル

それでは、音楽についてお話しします。２人１

ツの単調な音だけを聞かせました。そうしました

組になってください。最初は１人でやります。
「右

ら椿姫が聞こえていたマウスの心臓だけが長生き

手グー・左手パー」でパーにグーを乗せる。それ

をしたという論文です。先輩はこれでイグノーベ

を次は逆にします。「かたつむり（でんでんむし）」

ル賞を取りました。音楽が命を維持させている、
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スライド 18

音楽療法の定義

スライド 19

心臓移植術後マウスのオペラ聴取効果

音楽はすごいなということです。
でも、緩和ケアの中では医療の外にあるものを
僕たちは担いたいという話をしたばかりです。
音楽によって心拍数が落ち着いたとか、歩行が

たら「シレソ」というハーモニーで違う響きにな

非常に良くなったなどがありますし、脳の病気の

りました。同じ「ソ」なのに違うハーモニーを周

方は「お早うございます」という言葉を発するの

りの人が引き出しているのです。「ソ」の部分は

は難しいですが、メロディーをつけて「お早うご

変わらなくても良いのです。べつに長生きしなく

ざいます」と歌うと歌えるなど、音楽には色々な

ても良いのです。コルチゾールが下がらなくても

効果があります。これらはもちろんすばらしいこ

良い、心拍数も下がらなくても良いのです。たと

とです。

えば色々なものを失ってしまった、仕事をバリバ

たしかにすばらしいことですが、自分が音楽に

リやっていたあの時の部長さんはいなくなった。

求めているのは違うのではないかということを臨

それでもベッドの上にいるあなたはそのままでい

床現場ではいつも思います。それを体感してもら

い。しかし、それに「ミ」と「ド」が華を添える

おうと思います。３列に分けます。右列の方は「ソ」

か、
「レ」と「シ」が華を添えるかでその人のハー

の音を出してください。真ん中の列の方は「ミ」

モニーが自ら変わるのです。あなたは変わらなく

の音です。左列の方は「ド」です。それで一緒に

ていい、その響きはもともと「ソ」の中に内包さ

その音を出してみてください。「ドミソ」のハー

れているのですから。

モニーですね。

自分が緩和ケアで音楽に期待していることはこ

次は「ソ」はそのままで、
「ミ」は「レ」に「ド」

れなんだと思いました。音楽療法を一生懸命にや

は「シ」に変えます。それで一緒に音を出します。

られている方の中には、どちらかと言うと先ほど

「シレソ」のハーモニーになります。

紹介したマウスのように音楽を聴かせて、つまり

美しい！みなさんさすがですね。緩和ケアの中

こちらの力によって長生きしたというような数字

の音楽療法というのはこれです。何を言ってるの

で表現し得る結果を求める方が少なからずいらっ

かと思われるかもしれませんが、私が最近「これ

しゃる。やむを得ない部分があると思いますが、

だ」と感動したことです。

私が求めているものとは少し違うなと、ちょっと

「ソ」は変わりません。同じ「ソ」です。それ

違和感がありました。それがまさに今のことだと

なのに隣の人が「ミ」と「ド」なら「ドミソ」の

思いました。「ソ」は変わらなくても良い。「ソ」

ハーモニーでした。隣の人が「レ」と「シ」だっ

に内包されているものが、周りのかかわりによっ
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て自然に引き出されてくる。「ソ」の自律性を再

スライド 20 命の終わりにおける決断のための 3 つの黄金律

構築している。それがきっと緩和ケアの中に音楽
を取り入れることの本質なのだと思いました。

自律性の再構築のために―整えるということ
自律性が再構築されている方はどのような様子
なのでしょうか。少し見ていただきます。再構築

ます。日本語にすると「共にいながら、自分自身

されるとはこういうことなのだというスライド

でいられること」です。一緒にいる。時間を共有

ショーを流します。BGM は・・・ちょっと歌い

している、気持ちも共有している。ただそれぞれ

ますね。

がそれぞれの自律性を尊重して一緒にいること。

「なぜ めぐり逢うのかを 私たちは なにも知ら
ない いつ めぐり逢うのかを

そのことが非常に大事なのだと思います。

私たちは いつも知

ド イ ツ の 近 代 緩 和 ケ ア を 立 ち 上 げ た Gian

らない … 縦の糸はあなた 横の糸は私 織りなす

Domerico Borasio という先生の言葉がありま

布は いつか誰かを 暖めうるかもしれない… 織り

す。「命の終わりにおける決断のための三つの黄

なす布は いつか誰かの 傷をかばうかもしれない

金律」（死ぬとはどのようなことか／佐藤正樹

… 逢うべき糸に 出逢えることを 人は 仕合わせ

訳）ということで、大切なことが３つあると言っ

と呼びます」
（中島みゆき作詞・作曲「糸」）
（拍手）。

ています。

自律性を取り戻している人たちは本当にすてき

簡単です。「第一に、話すこと」「第二に、話す

だなと思います。写真に登場してくれた人たちの

こと」「第三に、話すこと」です（スライド 20）。

多くは実はもう亡くなっています。もう２度と会

なあんだと思われたかもしれません。しかし、本

えません。それでもそのようには見えませんよね。

当に大切な方と本当に大切な話をみなさんはされ

ただ、周りにいる人たちが何でもかんでも支援す

ているでしょうか。できていますか。私は自信が

るよ、援助するよということでもだめだと思いま

ありません。もし痛くて話せないのなら痛みを取

す。どのようなスタンスが良いのでしょうか。

りましょう。もし苦しくて話せないのなら苦しみ

ハーバード大学の心理学の先生の言葉なのです

を取りましょう。もし寂しくて話せないのなら寂

が、「Being alone together」という言葉があり

しさを解消しましょう。もし関係性が難しくて話
せないのなら関係性を調整しましょう。そうやっ
て整えて話せるようになること。そしてそれを聴
く人間が傍にちゃんといること。それがもしかし
たら緩和ケアの現場のあるべき姿かも知れないと
思います。
スライド 21 は、アウグスティヌスという偉人
が言っていることです。「音楽とは音を良く整え
る知である」とあります。緩和ケアも整えること
で自律性を取り戻す一助になっているのかも知れ
ません。
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スライド 21

「こうして家族と一緒に過ごす時間を大事にする
のであればホスピスに行った方が良いかな」と言
いました。「ただホスピスに行くとみんなと切れ
てしまうし、ホスピスがどういうところかも分か
らない」という不安もあったので、とりあえず一
緒に見学に行ってみましょうということになり、
一緒に出かけました。
見学の日、かなちゃんは車椅子を押しながら「私

あのね、かなちゃんに聞いてほしいこと
があるの―答えは自分に

は看護師さんになるんだ」と言って、お母さんが
施設を回っている間、ぴったり着いて離れません
でした。このホスピスの見学から帰ってきてしば

副題につけさせていただいた「かなちゃん」が

らくして、お母さんが私に「先生、助けてくださ

そろそろ出てきます。胃がん術後５年でがん性腹

い」と言いました。「何ですか」と聞きましたら「自

膜炎イレウスの 39 歳の女性の娘さんの名前が

分の病気のことを話したい」と言うのです。今ま

「かなちゃん」です。お母さんは、吐き通しです。

でも話してきたけれど、きちんとこれからのこと

色々な治療をやりました。管も入れたのですが嫌

も含めてもう一度改めて話をしたいということで

だと言ってはずしました。外科の先生が治療はも

す。かなちゃんは小学校１年生になったばかりの

う難しいと話されて、39 歳のしっかりした女性

７歳です。夏休みの最後の８月の終わりでした。

ですからそのあたりははっきり分かっていまし

おじいちゃんとおばあちゃんに連れられて病院に

た。ただ頭では理解できたのですが気持ちにはな

来て、面談室で、お母さんは車椅子に座り、前に

かなか落ちて来ませんでした。落ちて来るのに２

かなちゃん、横におじいちゃんとおばあちゃんが

週間かかりました。いやむしろ、よく２週間で落

座り、僕らは少し離れたところにいました。お話

ちてきたなとも思いました。

しに要した時間は１時間弱でしょうか。彼女は大

その後、ちょうど誕生日だったかなちゃんの誕

腸穿孔を起こしているのでストーマがあるので

生会をたまたま空いていた病棟の個室でやりまし

す。「かなちゃんごめんね。一緒にプールに行っ

た。私たちがふだん使っている小さな鍵盤を貸し

てあげられなくてごめんね。お風呂に入ってあげ

てあげたら、かなちゃんが「happy birthday to

られなくなってごめんね。」と、また抗がん剤で

you」と自分で弾きながら歌いました。演奏家は

入退院をずっと繰り返していたので「家にいてあ

いません。音楽療法士もいません。それでもみん

げられなくてごめんね」「幼稚園の色々な行事に

なの思いと言いますか気持ちが、音を音楽にし、

行けなくてごめんね」と、ずっと謝り通しでした。

音楽を魔法にするのだということを目の当たりに

「ごめんね。私はこんなお母さんだけど、私に

した現場でした。

はもう無理だけど、あなたはこれから強く生きて

さらに、かなちゃんのピアノの発表会のために

行ってね。すてきな人を見つけて、できたらお仕

髪飾を作り、たまにしか来れない旦那さんのため

事も頑張って強く生きてね。幸せになってね。困っ

にサンドイッチを作り、かなちゃんが来た時には

た時はお母さんがしてきたようにおじいちゃん、

一緒にカップケーキを作りました。それを私ども

おばあちゃん、それから先生たちにお話をしてね」

の作業療法士と一緒にやりました。お母さんは、

と言いました。「かなちゃんに聞いてほしいこと
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がある」という最後の一言は「こんなお母さんで
ごめんね、でも困ったことがあったらお話しして
ね、幸せになってね」というその一言でした。

して、元気に育っています。
「話すこと、話すこと、話すこと」は、自分自
身を取り戻すことを実現していくこと、つまり今

かなちゃんは７歳ですから涙を流して一言も言

をどう生きるかということをお互いにきちんと共

わずずっと横を見ていたのですが、最後に「分かっ

有していくことに必要なのだろうと、それが大事

た、聞いている？」と言われた時にはお母さんの

なのかなと思います。

方を見て、その涙の真ん中にお母さんがいました。

がん治療の現場にいるとどうしても答えは医療

その数日後、お母さんはかなちゃんのために個

者の中にあると思われがちです。「先生お願いし

室でカレーを作りました。お話ししたようにこの

ます。お任せします。」と言われますが、とんで

お母さんは吐き通しなのです。その吐いている人

もありません。今をどう生きたいかという答えは、

がカレーの味見をしています。かなちゃんは７歳

どこにありますか。ご自分の中ですよね。でも、

ですから辛いカレーは食べられません。ヨーグル

自分が何を大事にして、どう生きたいかというの

トなど色々入れたりしていましたが、この時お母

は自分でもなかなか言葉にはなりません。だから

さんは苦しくないのでしょうか。もし苦しくない

あなたの中にある物語を言葉にしていくこと、言

としたらいったい何が彼女を支えているのかと、

葉にならなければ、たとえば音として表現してい

本当に何とも言えない気持ちでずっと見守ってい

くこと、色々なものを整えながら自らの力で自律

ました。

性を取り戻していくことに、その人の力を信じな

カレーができました。このカレーがお母さんか

がらそっと手を添えるのが、緩和ケアの神髄なの

らかなちゃんへの最後の贈り物になると決まった

ではないだろうかと、その時に音楽の力が少しあ

のは、２日後のことです。このカレーがこれから

ると良いのかなと思ったりしています。

思春期を生きて行く彼女にとってどのような意味

「答えはあなたの中にある」私が医療者の方に

があるのか。自分の大切な娘さんを先に失ってこ

こういうお話をする時は「答えは相手の中にある」

れからを生きて行くおじいちゃんに何を残すの

と伝えています。

か、そこはやや私たちには分かりかねるところで
はあります。それでもかなちゃんは時々外来に遊

以上です。長い時間お付き合いいただきまして
ありがとうございました。

びに来てくれます。私の似顔絵を描いてくれたり

生きるを楽しむ、音を楽しむ〜緩和ケアと音楽療法のハーモニー「あのね、かなちゃんに聞いてほしいことがあるの」〜 Music does not represent life：it is life 〜
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◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇

私を元気にしてくれた音楽

■ 高橋

それでは９班さん

からまいります。

ていく。わりに「しみじみ系」であったりもしま
す。たとえば中島みゆきの歌でも全部が楽しい歌
でもありません。それでも自分の気持ちにピッタ

落ち込んだ気持ちをゼロ
ベースに引き上げてくれ
る音楽

リきて、聴いていると落ち込んだ気持ちを元に戻

< グループ発表１（９班）＞

■ 高橋

してくれる音楽が、「元気が出る音楽」だという
ことになりました。
それでは８班さんお願いします。

私を元気にしてくれた音楽ですが、
「元気が出
る音楽」とは何だろうかということを話し合いま
した。ある方は、ご病気される前はボンジョビと

聴くのも良いが、むしろ声を出して歌う
ことで元気になる

かエアロスミスなどをガンガン聴いて気持ちを盛
り上げて仕事に行っていたのに、病気をしてから

< グループ発表２（８班）＞

は逆にそういう音楽は聴きたくなくなったと言わ

話がどんどん広がって、必ずしもテーマ通りに

れました。他の方からもどういう音楽だったら聴

なっていませんが、「元気が出る音楽」としては、

きたいかについていろいろ話が出ましたが、集約

聴く曲よりもむしろ声を出して歌うのが良いので

すると、今挙げたボンジョビなどのハードロック

はないかということになりました。そのほうが結

のような音楽は、自分がゼロベースの時に聴くと

果的にエネルギーが伝わってくるのではないかと

良いということでした。落ち込んでもいなくて、

いうことです。できればハーモニーがあるとさら

でも、そうハッピーでもない、ゼロベースの時に、

に良いということでした。

０からさらに上に行くような音楽だということで

り添うような曲が良いということが出ました。ま

す。
みんなが元気が出る音楽とは、０よりずっと下
にいて落ち込んでいる時に自分を０に戻してくれ
る音楽なのではないか、ということになりました。
癒されて、落ち着いて、結果的にそれで元気になっ
174
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それからむりやり明るい曲ではなくて、心に寄
た自分が生きてきた時代にそれぞれ聴いた曲が良
いのではないかということでした。
その他にも色々ありましたが、具体的な曲名と
して挙がったのは、
「赤い鼻のトナカイ」とか「森
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の熊さん」などです。なぜだかこれを聴くと明る

ないかと。病気になってからミュージカルを始め

くなるというような話でした。

て患者さんに元気を与えている方もいらっしゃい
ました。

■ 高橋

森の熊さんは私が子どものころ、たし

私事ですが、私も乳がんサバイバーです。乳が

か中学生…、まあいいです（笑）。それでは７班

んサバイバーだけでやっているゴスペルグループ

さんお願いします。

に所属しています。実際にやってみて、自分たち
でしか伝わらない音楽があるということを実感し

最期に聞きたい曲は

たりしました。音楽はすばらしいという結論にな
りました。

< グループ発表３（７班）＞
他からもお話がありましたが、辛い時には、そ
れまで聴いていた音楽が聴けなくなるという方が

■ 高橋

ありがとうございます。それでは６班

お願いします。

多くいらっしゃいました。私はそういう時でも
けっこうアグレッシブなものを聴いていたりした

みんなと話すことが音楽のようで癒された

ので人それぞれなのかなという感じもあります。
それからちょっと話に出たのは、人間は最期の

< グループ発表４（６班）＞

時にも耳は聞こえているという話ですから、エン

私はこの班で男１人しかいません。しかももう

ディングノートに自分の聴きたい曲を書いてお

スキルスで 16 年たちますから私のがんについて

く。聴きたくない曲をかけられたらいやなので、

は大昔の話なので、この班からは、わざわざ遠方

聴きたい曲をリストアップできたら良いなという

からいらしていただいている A さんに一言いた

話をしました。最期には、好きな人の声を聴いて

だいてからにしたいと思います。

いたいという話題も出ました。
先ほども出ましたが、声を出すのは非常に大事

■ 参加者 A

すみません。このグループはまっ

だという話も出て、NPO のイベントで声を出し

たく音楽の話をしていませんでした。自己紹介だ

たら良かったとか、ワークショップでやってみた

けで終わってしまいました。そういう状態なので、

ら良かったという話もありました。自分自身が音

これからお話ししますが、音楽の話までたどり着

楽になる、声を出していくのは非常に良いのでは

けないかもしれません。私は今日、愛媛から来て
います。サバイバーの研究会のところに登録して、
色々な会の情報を得て今日ここにまいりました。
それを理由に愛媛を脱出して、色々な情報をいた
だきにまいりました。みなさんは音楽の話を本当
に色々されていたようですが、ここの班は本当に
ご自分の状態などさまざまな話をして、音楽につ
いてというよりはその会話が音楽のような感じで
癒されました。そういうことを今私は感じていま
す。

私を元気にしてくれた音楽
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―ということでした。ありがとうございました。

■ 参加者 B

乳がん体験者のゴスペルグループ

「Breast Cancer Survivors Chorus（BCSC）」
■ 高橋

ありがとうございます。５班さんお願

いします。

の発足の時から関わらせていただいています。
2010 年に私も手術をして、そのすぐ後に「VOJA
（The Voices of Japan： 亀 渕 友 香 を 中 心 に

自然の音に癒される―BCSC で自分が歌う

1993 年結成されたゴスペルコーラスグループ）
と一緒に歌う」という４回のワークショップを

< グループ発表５（５班）＞
私たちのグループは６人中３人がサバイバー、

やって、VOJA のステージに出て歌い、そこか
ら BCSC は始まっています。その時、亀淵先生

３人がケアギバーということで、お互いに、儀賀

が「これで終わりではない。ここがあなたたちの

先生のおかげで心を開いた状態でお話をさせてい

スタートですよ」と言ってくれた言葉があり、そ

ただきました。３人のサバイバーの方はともに乳

こから自分もスタートできたかなと思っていま

がんの経験がある方々でした。音楽との関わりで

す。今は定期的レッスンにはほとんど行けていな

は、しんどい時は好きな音楽も聴けないと言われ

いので、地元のゴスペルサークルに入らせていた

た方がいました。その方はどうしていたかと言い

だき歌っています。BCSC は BCSC として楽し

ますと、自然の音が良かったそうで、風の音など

いですし、乳がんをやってもこれだけ元気だよと

本当に自然の音に癒されて、自分自身を見つめ直

伝えられています。地元のサークルはがんとは

すことにつながったことがあったそうです。やは

まったく関係がなくただ歌うのが好きで参加して

り告知を受けた瞬間にドーンと気持ちが落ちま

います。それでも楽しく歌っています。今はゴス

す。落ちた時にそれを上げていくきっかけは、音

ペルシーズンなのであちらこちらで歌わせていた

楽もそうですが、それよりも周りの方の支えが大

だいて楽しくやっています。

きく、それがきっかけで１人ではないという気持

先ほど言いましたように落ち込んでから音楽を

ちになり、また奮起して前に進んでいくことがで

聴けるようになるまでにはそれぞれの時間がある

きるということでした。

と思います。私は BCSC が発足する時にすぐに

メンバーの中に認定看護師さんがいらっしゃい

飛びついて歌いたいと思って行きましたが、やは

ました。がんサバイバーの方、とくに女性の乳が

りいろいろなきっかけがあり、より自由なところ

んサバイバーの方は、大変アグレッシブだという

にみなさん行かれています。BCSC からどんどん

こともあり、それはなぜでしょうという話も出ま

地元のサークルなどに入り羽ばたかれています。

した。たまたまみなさんは音楽をきっかけに何ら

BCSC は、そこできっかけを与えてくれたし、基

かの気持ちの奮起につながったということもあっ

礎を作ってくれたところだと思っています。自分

たそうです。

もそこからより自由に行くことができていると

このグループには、音楽を聴くより歌う方が好

思っています。

きで、ゴスペルグループに入られている方がおら

私は乳がんと直腸がんの２つをやっているの

れました。それではその B さんに一言いただい

で、できれば直腸がんの人の話も聞きたいなと

て私たちのグループのコメントとさせていただき

思っていましたが、今日は乳がんの方がお２人で

ます。

した。以前、この公民館カフェに来ようと思った
時に、抗がん剤の副作用があまりにひどくて来ら
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れなかったことがありました。また薬の副作用の

■ 高橋

話などがある時にぜひ参加しようと思っています

け止めると、そこにエビデンスという考えが入っ

のでよろしくお願いします。

てきてしまうかもしれません。でも、「小田和正

そうですね。音楽を「療法」として受

VS 財津和夫」というデザインで、どっちがいい
■ 高橋

４班さんお願いします。

かなんて研究、できないですよね（笑）。
それでは３班お願いします。

あの時代を思い巡らせることができるあ
の曲

音楽を創った人と出会っていると感じら
れることが感動を生む

< グループ発表６（４班）＞
私たちのグループは、サバイバーは私を入れて

< グループ発表７（３班）＞

２名でした。あとは医療従事者の方やご家族の方

私たちの班はがん経験者の方が２人おられまし

でした。「自分を元気にした音楽」というテーマ

た。他のメンバーはさまざまな職業の方で、それ

で一人ずつお話をさせていただきました。それぞ

ぞれ自分の立場から色々な話をしました。曲もさ

れの立場から、病気の体験をされた方、あるいは

まざまでした。他の班とも共通して聞かれたこと

普通の人生を歩まれてきた中でどういうことが

は、自分が本当に元気がない時、つまり病気の宣

あったかというお話をしました。具体的には儀賀

告を受け、治療していて元気がない時には音楽は

先生のお話や、先生の音楽のことで会話の華が咲

耳に入ってくるが心には響かない。音楽としてと

きました。人生の中では、とくに時代を遡って思

らえられないというところは共通していました。

いを巡らせることができる曲が、大変支えになっ

自分を元気にしてくれる音楽については、ジャ

たというお話が出ました。音楽と時代は結びつい

ンルではないと思います。おそらくその時の自分

ています。

に合ったものが引っかかってくる。私たちは「ア

私自身の療養は、大変長い時間でしたが、後半

ンテナが立っている」という言い方をしましたが、

元気になってからは、家でモーツァルトを朝に

曲にしても、言葉にしても、その時にしかキャッ

コーヒーを飲みながら聴くことが日課になり、そ

チできないものがあり、みなさんのお話を聞いて

こで毎朝、気分を上げてもらっていました。

いるうちに、これは私が考えたことなのですが、

曲名として挙がったのは「上を向いて歩こう」、

音楽そのもので感動すると言うよりは、音楽とい

マーラーの「交響曲第２番復活」であったり、ミ

う媒体を通じてその向こう側にある、音楽を創っ

スチル（Mr.Children）の歌だったり、「負けな

た人と出会っているので、心に響いたり、感動し

いで」という個々の曲名も出ました。

たりするのかと思いました。以上です。

それから医療の現場ではやはりエビデンスがな
いので音楽療法はなかなか理解されず現場でやっ

■ 高橋

ていくことは難しいということもありますが、医

に出会うこともあるし、音楽を介して財津さんか

療以外のところで患者さんの許容量を上げるとい

もしれないし、音楽を介してその場を作ってくれ

うことでは、音楽は大変役立つのではないかとい

た人かもしれないし、財津さんの CD をくれた

う話がありました。

人かもしれないということですね。それでは２班

なるほど。音楽を介してモーツァルト

さんお願いします。
私を元気にしてくれた音楽
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なれなくて、辛い治療が終わった時に聴けるよう

曲から元気をもらうにも色々なパターン
が―家族・涙…

になったということでした。それから落ち込んで
いた時に「JIN －仁－」というドラマの主題歌の
平井堅さんの歌（「いとしき日々よ」）が元気にし

< グループ発表８（２班）＞

てくれたということが話されました。その時の気

２班のテーブルは５人のサバイバーと１名が私

持ちとともに歌があるので、その後、落ち込んだ

たちサバイバーを支援してくれている製薬会社の

時にも、それをまた聴くと元気になれるというこ

方というメンバーでした。ここで出てきた曲名や

とでした。

プレイヤーは、ベートベン「第九」、エグザイル、

それから医療者の方が言われたのですが、この

スマップ、嵐、「ロッキーのテーマ」、エリック・

時期は病院に勤めていると聖歌隊を結成して各病

クラプトン、マライアなどです。それで元気をも

棟を回ることがあるそうです。歌っている方はこ

らえるのですが、そこにも色々なパターンがあり

れで感動などがあるのかなと思っているのです

ます。私たちの年代に合わない「嵐」などだと、

が、各病棟ごとにみなさんがしみじみと感動して

ご家族や子どもとの関わりでその曲が元気をくれ

くださっていて、それを考えると、クリスマスは

たということです。曲というよりは家族とのつな

やはり１年に１回の特別な日でやはり良い思い出

がりということですね。

があるのではないか、その時の記憶を音楽ととも

それから「第九」を挙げた方は、難しいのだが
そこに没頭していくことで、心がそちらに向けら
れるということだと言われていました。また曲の

に甦らせてくれる効果があるのではないか、と話
されていました。
出てきた曲としては、中島みゆきさんの「時代」

意味ではなく、その曲を聴くことで初めて泣けた

や坂本九さんの「上を向いて歩こう」を聴くと高

ということが出ました。どこかに頑張っている自

度成長期のあの時代が甦る。また気分を上げたい

分がいて、愚痴をこぼせない自分がいて、それが

時にはクイーンを聴きたいなどが出ました。以上

曲を聴くことで涙が出て心が少し整理されてい

です。

く。元気になるにしてもそのように色々なパター
ンがあるということでした。

まとめ
―遺族ケアは亡くなる前から始まっている

■ 高橋

ありがとうございました。それではい

ちばん最後の１班お願いします。

■ 高橋

すごいです。公民館カフェ史上最短で、

時間通りに発表が終わりました（笑）。儀賀先生、

楽しい思い出とともにあるメロディが生
む感動

このホワイトボードをご覧になって講評をお願い

< グループ発表９（１班）＞

■ 儀賀

します。
僕も一生懸命にメモを取らせていただ

他のグループと同じようなこととしては、サバ

きながら聞いていました。ありがとうございまし

イバーの方のお話として、再発時には音楽は聴け

た。講評できる立場ではまったくありません。な

ないということです。ふだんはハードロックが好

るほどと思いましたし、みなさんのご意見はみな

きなのですが、そうした音楽を聴くような気分に

そう思いましたが、「自分自身が音楽になる」と
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いう言葉は本当にすてきだな

す。売り上げの一部は私が被災地支援活動でうか

と思って聞いていました。ま

がっている岩手県大槌町に寄付させていただきま

た時代と音楽が結びつくこと

す。手に取っていただければ幸いです。

によってその時の自分を思い

それで、その先輩の奥様にこんなふうにエピ

出しながら、自分を取り戻し

ソードを書いたのですがよろしいですかと原稿を

ていくということ。それから

送りました。そうしましたら奥様からすてきなク

自分の年代ではないけれど自分の家族とリンクす

リスマスカードをいただきました。一部読ませて

ることによって、その家族を感じることができる

いただきます。

ということなどは、私が音楽に対してこうだと良

「先生がパパと過ごされた時間は、私がパパと

いなと思っていることをみなさんも同じように感

過ごした時間とシンクロしているようでとても不

じていらっしゃるのだなと思いました。ありがと

思議で、うれしく、懐かしく、涙があふれました。

うございました。こういうところでよろしいで

それと同時に、何とかっこ良い男性なのだろう、

しょうか。

何とすてきな夫婦なのだろうと思うほどすてきに
描写していただき、恥ずかしいような、でもその

■ 高橋

もっとお願いします。（笑）

通りなんで（笑）、パパとの２人の世界に入り込
んでしまいました。１周忌を迎えるころ、パパが

■ 儀賀

もっとですか。実はもう１曲用意して

います。＜拍手＞
最後にと思っていましたが今やってよろしいで
しょうか。＜拍手＞

言っていた「まだ伝えていないことがある」とい
う何かが分かりました。それは「愛しているよ」
という言葉でした。その「愛しているよ」という
言葉は天国に旅立った後、僕が愛した女性なのだ

少しだけ宣伝を兼ねさせていただきます。医学

よと自信を持って、１人でも生きて行くのだよと

部ではないのですが私には大好きな先輩がいまし

語ってくれているようで、今の私を支えてくれて

た。その先輩がある時、私の外来に来てくれまし

いる、そういう意味のように感じています。愛は

た。怒っているのです。何に怒っているかと言い

寛容であり、慈悲である。未熟な私を愛したこと

ますと自分の近くの病院の先生から「あなたはあ

で彼が私を強くしてくれます。先生、パパの人生

と３ヵ月で死ぬ」と言われたと怒っているのです。

の最後の時間を一緒に過ごしてくださったこと、

その先生からの紹介状があり、それを見ると「肺

そしてきっと私しか知らないだろうと心に秘めて

の小細胞がん」と書かれていました。幸いその時

いたことを共有していただき、ただただ感謝の気

点では遠隔転移はなかったのですが、小細胞肺が

持ちでいっぱいです。残された遺族として愛した

んは、最初は治療が効くのですが、効かなくなっ

人との思い出は最高の癒しになるのですね。最近

てきたり、再発するとなかなか難しい病気ではあ

つくづく感じます。」

ります。それでも３ヵ月ではなく３年頑張って、

「…残された遺族として愛した人との思い出は

色々な治療をしました。その間、先輩が私にいろ

最高の癒しになるのですね。…」というところを

いろなことを教えてくれました。その先輩のこと

心に留めたいと思います。遺族ケアというのは患

を含めて、それから今日の「かなちゃんのお話」

者さんが亡くなってから始まるものではないのだ

も含めて、何人かのエピソードを集めた本を書き

なということを感じました。こういうすてきな

ました。2017 年１月末ぐらいにはできる予定で

メッセージをいただいた方です。私の大好きな先
私を元気にしてくれた音楽
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ます。
「２人を夕闇が包むこの窓辺に…君の瞳は星と
輝き…大空染めていく夕日色あせても２人の心は
変わらないいつまでも
幸せだなあ…僕は死ぬまで君をはなさないぞ

い

いだろう
君はそよ風に…やさしくこの僕のしとねにしてお
くれ…時は去りゆくとも…変わらないいつまでも
…」（「君といつまでも」作詞

岩谷時子

作曲

弾厚作）
ありがとうございました。（拍手）
輩です。３年たったところで亡くなってしまいま
■ 高橋

した。
この方のイメージにぴったりの歌があり、それ

ありがとうございました。儀賀先生に

もう一度大きな拍手をお願いします。＜拍手＞

を今日ご一緒していただいたみなさまと高橋先生

みなさんこれからも良い音楽を聴いていきま

に心からの感謝の気持ちを込めて歌いたいと思い

しょう。今夜はどうもありがとうございました。
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「第13回公民館カフェ」アンケート集計
平成28年12月20日（火）実施
受付登録者（82名） お立場（複数回答）

参加者 61名
回答者41名（回答率 67％）
患者・家族

医療者

50.0%

支援団体

34.1%

企業

その他

4.9% 7.3%

25.6%

アンケート集計
男性

性別

女性

未回答

24.0%

73.0%
20歳代

年齢
5.0%

7.0%

30歳代

40歳代

27.0%

60歳代

70歳代以上

2.0%

42.0%

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

50歳代

3.0%

17.0%

カフェを知った経由（複数回答）
68.3%
22.0%

Facebook,Twitter

14.6%
7.3%

90.2%

14.6%

友人の紹介

2.4%
0.0%

オープンセミナーの感想

70.7%

研究班からのメール

7.3%

その他

とても良かった

やや良かった

9.8%

無回答

4.9%

4.9%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

色々な人があつまって、同じテーブルを囲んでおしゃべりができる時間が、たのしく貴重でした。
楽しかった。また来たいです。
色々な話を出来るチャンスをいただいて嬉しかったです。又来たいと思います。
命に向き合ったときの、音楽のもつ意味、価値、を言語化することで、再確認しました。素晴らしい、時間をありがとうございました。
音楽を通じて、人は色んなことを感じ、価値を感じていくことができること、緩和ケアの可能性の大きさを感じることができました。
音楽と自分を考えることができるよい機会でした。
初めての参加でしたが、楽しかったです。ありがとうございました。
はじめて参加しました。いろいろと勉強させていただきました。自分の働いてる病院でもこういった話ができる場所をつくりたいと思
今まで参加したカフェの中で、一番参加者が多く、会場全体が一体化となった回で、「音楽」がつなげてくれたのだと思います。
歌もお茶会も、もちろん先生のお話も、とてもよかったです。
グループ分けに、各方面の方にお会いできて参考になりました。
音楽は人を力づけることができるのか。本当におちこんでいる時に音楽は力になれるのか。いろいろと考えさせられました。
私もご支援をさせて頂く時、たわいもない話で、お互いに元気になります。
音楽が充分、立派な治療の武器になりうるということを認識させられました。又、末期癌患者ともっと話をすることの必要性を感じ
自立性の再構築。ずっとモヤモヤしていたことが言語化できた。
過去のあらゆる勉強会、シンポジウムに参加しましたが、こんなに楽しく温かく感動した勉強会（カフェ）はなかったです。音楽の力
をあらためて感じた一日でした。ありがとうございました。
はじめての参加です。患者さんがどの様な喜怒哀楽を感じているのか共体験したいと思い参加しました。どんな時にきいた音楽
か、どう思ったか、共有化できました。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

また、参加させていただきたいと思います。
引き続き、参加したいと思います！
ワークショップ形式で、歌ったり、声を出したり、体を動かしたり、する会があっても楽しいかもしれません。
子どもへ告知する時の親としての思いとか。
医者や薬剤師の知らない副作用。どうしたら病棟医、ナースを育てることになるのか。などやってほしい。
また、次回を楽しみにしています。
制度の話もあるといいと思います。
また、参加したいです。ありがとうございました。
など

「第 13 回 公民館カフェ」アンケート集計
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ご当地カフェ in 松本

〜がんと暮らしの調和を目指して〜

共催：信州大学医学部附属病院信州がんセンター

2016 年９月 17 日
13 時 00 分〜 15 時 30 分
松本市やまびこドーム 開催
がんサバイバーシップ支援部

開会の挨拶

小泉

知展

信州大学医学部附属病院信州がんセンター長

みなさんこんにちは。信州大学医学部附属病院

して今日、松本で開催できたということです。

信州がんセンターの小泉です。ご当地カフェ in

構成は、前半は約 1 時間 10 分ほど講演を主体

松本というものを企画させていただきました。こ

にさせていただき自由参加です。2 時過ぎからは

れは信州大学医学部附属病院と国立がん研究セン

別の会議室を使い、テーブルに座っていただき、

ターの共催でがんサバイバーを支援しようという

がんサバイバーの方たちが自由に語らいの場を持

企画です。国立がん研究センターとは縁があり、

つという時間設定で構成させていただいています

松本で開催しようということになりました。今年

のでよろしくお願いいたします。

は松本と岐阜でやるとのことです。そのひとつと

184
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開会の挨拶

若尾

文彦

国立がん研究センターがん対策情報センター長

みなさんこんにちは。国立がん研究センターが

して暮らせる社会の構築」です。1 つめが医療の

ん対策情報センター長の若尾と申します。今日、

世界、2 つめが医療と患者さんの世界、3 つめは、

東京からやってまいりました。これから「ご当地

社会として、あるいは地域としてがん患者さんと

カフェ in 松本」を始めさせていただきたいと思

もっともっと寄り添って、共に暮らしていくとい

います。

うことです。これが今の国の計画になっています。

みなさんご存じだと思いますが、今、がんは日

基本計画を受けて国立がん研究センターでは、

本人の死因の 1 位になっています。1 位になっ

がんサバイバーシップ支援研究部（編注：2016

たのは 1981 年で、今から 35 年前です。それ以

年に組織名変更があり、現在は「がんサバイバー

来ずっと日本人の死因の第 1 位です。今は日本

シップ支援部」）を当時作りました。「サバイバー

人の 3 人に 1 人ががんで亡くなり、2 人に 1 人

シップ」という名前がついた部署ができたのは研

は一生のうちにがんに罹ると言われています。そ

究機関では日本で初めてです。そのサバイバー

ういう時に、政府としてもがんのことを何とかし

シップ支援研究部で始めましたのが「公民館カ

ようということで、平成 18 年にがん対策基本法

フェ」です。公民館カフェとは、医療者あるいは

をつくりました。このがん対策基本法にもとづい

患者さん、ご家族、あるいは地域の方、または企

て国のがん対策を決めるがん対策推進基本計画と

業の方など色々な方が集まって勉強をし、そのあ

いうものがつくられています。

とお茶を飲んで、お菓子を食べてがんのことを語

このがん対策推進基本計画には 2 つの目標が

ろうという会です。会場は東京の月島にある公民

あります。1 つめは「がんで亡くなる方を減らす」

館です。月島はもんじゃ焼きで有名なところです。

です。2 つめが「がん患者さんとそのご家族の療

今まで 12 回やっています。

養生活の質の維持・向上」です。がんになっても

それでみなさんのお話を聞くことが大変重要だ

良い暮らしができる。苦しまないで暮らせるよう

ということが分かり、月島だけでやっているので

にということを 2 つめの目標にしています。

はもったいない。その公民館カフェの出張版、出

この基本計画が 5 年たち、平成 24 年に一部改

前をしようということで「ご当地カフェ」が始ま

正されて第 2 期計画となりました。この第 2 期

りました。ご当地カフェは沖縄からスタートし、

計画では 3 つめの全体目標が設定されました。

石巻、奈良県明日香、札幌、金沢、名古屋と、今

この 3 つめの全体目標は「がんになっても安心

まで 6 回やってきました。こちらの松本は 7 回
開会の挨拶
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目の開催になります。

で、そちらにも参加していただければと思います。

ご当地カフェは色々な会場でやっています。ホ

講演会では国立がん研究センターサバイバー

テルの会議室を借りたり、病院の中の会議室を借

シップ支援部の高橋部長からサバイバーシップを

りたり、あるいは地域のコミュニティセンターの

含めた暮らしについて、その後には、病院の中で

会議室などです。最後の名古屋ではナゴヤドーム

がんと仕事の色々な相談に応じてくださってい

の横にあるドアラカフェという本当のカフェを借

る、社会保険労務士の方のお話を聞きます。さら

りてご当地カフェをやっています。今日は松本市

に今日、私はがん相談支援センターの法被を着て

やまびこドームという非常にすばらしい会場でや

います。信州大学では医療福祉支援センターとい

らせていただくので楽しみにしております。

う名前ですが、その相談員の方のお話も聞きます。

本日のテーマは「がんと暮らしの調和を目指し

最後になりましたが、このようなすばらしい会

て」です。まさにサバイバーシップでいちばん大

を企画して準備にご尽力いただきました信州大学

事なことだと考えています。がんの経験をされた

医学部附属病院信州がんセンターの小泉センター

方は大変な思いもされてきていると思いますが、

長をはじめスタッフのみなさま、それから本日の

一人ひとりがその困難に打ち克つためにさまざま

この会場をお貸しいただき、また企画にもご協力

な工夫をされたり、あるいは周りの方に多くの支

いただきました大月典幸実行委員長をはじめリ

援をいただいたりしたこともあると思います。そ

レー・フォー・ライフ信州 in まつもとの実行委

ういう話をぜひ共有していただき、自分の知らな

員のみなさま、さらには今日この会場に来てくだ

い支援や自分の知らなかったご苦労など、色々な

さっているすべてのみなさまに感謝を述べさせて

話をしていただく、またそれが多くの方につなが

いただくとともに、これから始まる講演会がみな

ることで支援の輪が広がると考えています。ぜひ

さまにとって有用なものとなることを祈念いたし

まずこちらの部屋の講演会でお話を聞いていただ

まして開会の挨拶に代えさせていただきます。本

き、別の場所でカフェタイムとしてお茶を飲み、

日はどうぞよろしくお願いいたします。

お菓子を食べながら自由な討論会もございますの
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基調講演：
がんになってもいきいきと生活するには

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

たり、色々な人の力を借りたりしながら、毎日を

はじめに―がんになっても、人生は終わらない

積み重ねていくものだと思います。
先ほど若尾センター長からもご紹介がありまし

東京都中央区築地の国立がん研究センターから

たが、この「ご当地カフェ」は、公民館カフェと

まいりました高橋と申します。私の今の職場は海

いうイベントの発展形です。首都圏以外の病院、

の近くにあります。私自身も海の近くで育ったの

医療機関と国立がん研究センターが共催をさせて

で、海は非常に身近なのですが、実は生まれて初

いただいて、がんになった後の暮らしの様々なこ

めて山をきれいだと思ったのは、信州の山を見た

とを、みんなで、色々な背景の人たちが集まって

時です。本当にきれいだなと思いました。

語り合う会です。集まるのならお茶があった方が

がんは人生のピンチです。がんと分かった時に

良いだろうということで、カフェという名前に

は、今までのことを振り返ったり、これからのこ

なっています。本当に色々なところでやらせてい

とを考えたりします。その上で、自分で工夫をし

ただいています。、今日もこんなに素敵な会場で、

スライド 1

 んになったあとの暮らしを語る ･ 学ぶ 3 種の学習イベント 公民館
が
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

「リレー・フォー・ライフ・ジャ
パン 2016 信州まつもと」と同
時開催できることをとても幸せに
思っています（スライド 1）。
がんになることは十分、人生の
ピンチで、実は私の家族も現在進
行形で進行がんの治療中です。た
だ本当に言いたいのは、人間、
「が
んになっても、人生は終わらない」
ということです。がんと言われる
と、みなさん驚きます。たとえ「内
視鏡で採りますよ、早く見つかっ
て良かったですね」と言われても、
それを「良かった」と思う人はい

基調講演：がんになってもいきいきと生活するには
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スライド 2

がんの意味が変わってきた

スライド 3

改めて思うのですが

スライド 4

ません。いかにがんという言葉が深刻な響きを持
つかということに関係していることだと思いま
スライド 5

す。
先日、10 年以上乳がんと付き合っている私の
友人とおしゃべりをしていた時に、「がん」とい
う名の濁点が着くのが良くないという話になりま
した。「ゆん」とか「にゅん」とか、別の言葉になっ
て、「私のゆんがさあ…」というように言えると
少しは気が楽になるのではないかという馬鹿な話
をしました。でも、やはりイメージは大事です。
イメージによって私たちの行動や感じ方は左右さ
れるところがあるからです。
がんは長くつきあう慢性病になりつつあるし、
社会生活は続いていきます。毎年、新たに日本で

本当に改めて思うのですが、診断が分かって

がんになる方は約 100 万人です。ご近所や職場

びっくりしない人はいません。たとえば「5 年生

には必ずがんになった方がいます。また私が医師

存率は 7 ‐ 8 割です」と言われたら、「2 ‐ 3 割

になった○十年前は、「がんという診断は言うな」

はダメなのか」と、治る 7 ‐ 8 割の方に目が行

という時代でした。それは非常に辛いことでした。

かないのは当たり前だと思います。

今は自分で治療や暮らし方を考え、がんと知った

要は何％と言われても、本人にとっては「イチ・

上で生活をしていくのが当たり前になってきてい

ゼロ」ですから、その受け止め方には、とてもコ

ると思っています（スライド 2）。

ミュニケーションが関係してくると常々思ってい

今日は何らかのかたちでがんとご縁がある方が
この松本市やまびこドームに集ってくださったと
思いますが、がんと診断されたのが「ご自分だっ
たら？

家族だったら？

だったら？
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本当に人生は続くものだと思います（スライド
4）。

友だちやご近所の人

がんになると、時々心がイガイガすることがあ

同僚だったら？」どのように思うの

ります（スライド 5）。「自分のがんのこと、家族

でしょうか。あるいはどのようにするでしょう。
188

ます（スライド 3）。

や友だちは本当はどう思っているんだろう？」、

ご当地カフェ・in 松本
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あるいは友だちはやさしいが

スライド 6

妻の乳がんと関連して夫が経験した心身不調

「どこまで分かってもらえる
んだろう」、「どこまで本音を
言っていいのだろう」という
ことです。またこれは良く
色々なところで聞く話です
が、がんになったと話すと先
に相手に泣かれてしまって、
泣きたいのはこっちなのに、
どうして私が「いや、大丈夫
だから」と慰めなければいけ
ないのかといった状況も中に
はあります。
これはある患者さんから聞
いたのですが、色々と愚痴を言っていたら「おい

した。家族の外のがん相談支援センターや医療者

おまえ、がん患者は世界で一番偉いのか？

わが

などに相談できれば良いのですが、妻の担当医や

ままし放題でおれだって大変なんだぞ」と言われ

看護師に相談した人は 4.8％しかいませんでし

たそうです。そういうように率直に言ってくれる

た。患者さんではなく、家族が家族の辛さを主治

のですから、それまであけっぴろげのご夫婦だっ

医や看護師に相談するのは抵抗があるのかもしれ

たのですね。言えない夫婦もあるでしょう。「世

ません。ただ、相談していただいても良いのです。

界で一番偉いのか？」と言われたら「そうだよ、

そこからどこかに橋渡しができるかもしれません

偉いよ」と言えればきっと患者さんご本人は気が

から（スライド 6）。

楽だろうと思います。でもそうはいかない。本当
に色々なことがあると思います（スライド 5）。

それからこれも似たような話で、がんに限らな
いのですが、夫婦のどちらかが病気になるとお互
いに影響しあうものです。とくに妻が病気になっ

患者本人と家族の関係

た時の夫は辛いものです。「男たるもの感情を出

－表裏一体でも「察して」はもらえない

さず、弱音を吐かず、妻を守るぞ」と思っている
人の場合は、今さら人に相談できません。もしか

少しだけ調査の話をさせてください。私どもの

したら平静を装うことで自分を支えているのかも

研究部で妻が乳がんになった夫にアンケートを行

しれません。世の中のご主人たちはどうやってガ

いました。夫の 9 割が妻の乳がんを原因として

ス抜きしているのでしょうか。赤提灯には行かな

何らかの不調を経験していました。不調の内容は

いのでしょうか。やはり誰でも、ガス抜きの場は

「将来への漠然とした不安」・「気分の落ち込み」・

必要だと思うのです（スライド 7）。

「不眠」
・
「イライラ感」
・
「仕事の能率低下」など色々

それから、「いつも通りでいてくれるのがいち

ありますが、それを誰かに相談したという人は 6

ばんうれしい」という言葉を良く聞きます。でも、

割しかいませんでした。4 割はがまんしていたの

いつも通りというのは、実はなかなか難しかった

ですね。相談した 6 割の内、相談相手は家族で

りします。家族の誰かががんになるというのは「い
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スライド 7

妻ががんになったとき…

はびっくりしてもだんだんと状況に慣れていくよ
うに人間はできているような気がします。もちろ
んかなり辛くなってそれが続いてしまう方もいま
す。色々な状況はあります。ただ人間は深みには
まってばかりではいられないようにできている。
自然に上向くようにできている。そういうところ
もあるのかなと感じたりもします（スライド 8）。
がんになったご本人は「周りに迷惑をかけて申
しわけない」と思っているかもしれません（スラ

スライド 8

イド 9）。家族のためにがまんしていたりするか
もしれません。でももし逆の立場だったらどうな
のでしょう。本人ががまんしてため込んで、辛く
なっているのを見て、家族は幸せでしょうか（ス
ライド 10）。
本人と家族のコンディションは表裏一体だと思
います。これは本当にがんに限らない話で、人生
のピンチにある時、本人と家族は表裏一体だと思
います。ピンチになった時の対応の仕方は、車が
急に止まれないのと同じように、それまでオープ
ンであった家族はざっくばらんに話すかもしれま

スライド 9

せんが、それまで何か気を遣いあう家族はそこま
でしません。やはりそれまでの対応の仕方と似て
いるのだと思います（スライド 11）。
いくら愛する人でも自分の体験ではない時には
すべてを分かることは難しい、すべてを理解して
もらうことも難しいかもしれません（スライド
12）。「一心同体です。分かっています」と言う
ような人に限って少しずれていたりすることもあ

スライド 10

ります。すべて分かればいちばん良いのでしょう
が、分からないものだよというところから始めた
方が楽かもしれません。分かってもらうためには、
やはり言葉にしなければいけないということにな
ります。
私たちはやはり、察してもらいたいと思うので
す。自分の辛さを理路整然と言葉にするのもなか

つも通り」ではない状況なのですから。ただ人間

なか難しいものですから「言わなくても察しても

というのはけっこうしぶといなと思うのは、最初

らいたい」という気持ちは誰でもあると思うので
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スライド 11

スライド 13

スライド 12

スライド 14

す。しかしやはり「察する」というのは難しいで
す。がんと診断されるのは誰にとっても新しい経
験です。2 度目、3 度目だと少し違うかもしれま
せんが、とくに初めてがんになった時は、ご本人
も周りの人もそれが初めてだからこそ色々な気持
ちが生じます。だからこそ察してもらおうとせず
に気持ちを伝えることが大事ではないでしょうか
（スライド 13）。
それから、察するのではなく相手の気持ちを聞

そういう時の「あっ、これしてくれたんだ。あり
がとう」と言うのもコミュニケーションの糸口か
もしれません（スライド 14）。

いてみるのも大事です。みなさんはどうされてい

それからこれも大事なことですが、病気になっ

るでしょう。「察しないで聞こう」とか、「気持ち

た時には、何かを決めなければいけない場面はと

を伝えよう」というのが簡単にできればこれほど

ても多い。周囲のご家族もがんに真正面から向き

楽なことはないのですが、新しい状況だとやはり

合うのですから、一緒に考えるのが辛い時もあり

「言うこと」が大事になってくると思われます。

ます。中には「治療を受けるのはあなただから、

また小さいことでもうれしいことは、けっこう

あなたが自分で考えて良いよ」と言ってしまう家

毎日の暮らしの中にあるものです。そういう時に

族もいます。それを言われた本人は寂しくて、せ

「あっ、おいしい」とか、
「あっ、うれしい」とか、

めて一緒に考えてほしいということがあります。

言ってみる。思いがけず誰かがお風呂を洗ってく

「ああかな、こうかな」という時に「どうだろうね」

れたときなど、メチャクチャうれしいでしょう。

と言ってくれるだけでも良いのです。そこに一緒
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スライド 15

スライド 16

にいて、一緒に考えてくれると大変うれしいもの

スライド 17

です。「こんな本があったよ」、「こんなサイトが
あったよ」ということを教えてもらえるだけでも
うれしいものです。もちろんそれは信用できるリ
ソースであってほしいのですが。ですから、何か
を決める時にも一朝一夕に決めるわけではないの
で、しぶとく、しぶとく一緒に考えてもらうとよ
いと思います（スライド 15）。
私と同年代の女性の友人ががんになった時、そ
のご夫婦は、大変仲が良く、闘病中も夫がとても
支えてくれたのですが、ご本人は時に寂しくなる
時があったそうです。本当に仲が良いので、しょっ
ちゅう「愛しているよ」とも言っていたそうです
が、何かご主人が今までよりもそういうことを

ちが楽になるのではないかという気が私はします
（スライド 16）。

言ってくれる頻度が少なくなったような気がした

それからご本人もご家族も、みなさんきちんと

のだそうです。ある日彼女はご主人に「ギュッと

ガス抜きをされているでしょうか。1 人でほっと

抱いて」と言ったのだそうです。
「ギュウッとして、

できる時間も大事です。一生懸命であればあるほ

ギュウッとして」と言ったら「ギュウッ」と抱き

ど自分 1 人が楽しんで良いのだろうかと後ろめ

しめてくれたそうです。やはり彼女は言葉にして

たく思う、そういう律義な方もけっこういらっ

ほしかったのです。それでもやはり言葉にできな

しゃいます。しかし、ほっとできる時間があって

いこともありますね。このご夫婦の場合は「ギュ

も良いし、それを持つのを後ろめたく思われなく

ウッ」ができて良かったなと思いますが、それを

て も 良 い の で は な い か と 思 い ま す（ ス ラ イ ド

したい夫婦もいるでしょう。言葉にできない・言

17）。

葉にならない時もあります。ただできるだけ正直

最近、医療系の学会などに行きますと、色々な

な言葉のやり取りができれば、お互いに少し気持

相談を受ける立場のスタッフが、お互いの辛さを
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話し合うセッションを持ったりしています。それ

ラの人は、こういうことを言わなくてもちゃんと

も一種のガス抜きですね。1 人で映画を見に行っ

偉そうにしているから大丈夫なのですが、ふだん

たり、図書館に行ったり、散歩に行ったりする時

から非常に細やかで気を遣うタイプの方は少し

間があっても良いと私は思います。

「女王様」が入るぐらいでちょうど良いですよと
申しあげたいと思います。

楽しく、うまく、暮らすヒント

弱音をはくことを、「心のヅラはずし」と言っ
た方がいます。頑張らないで少し弱音を吐いても

賢いことは言えませんし、「がんになってもい
きいきと暮らすためには」という講演のタイトル

良いのです。
それから、「使えるものは、何でもかんでも、

のわりにはまったくたいしたことは言っていませ

誰でも使おう」です。主治医でも親でも、同級生

ん。ただいくつか、今まで色々な方に教えていた

でも誰でも使おうということです。

だいたヒントをスライド 18 にまとめました。

そしてガス抜きをしましょう。

まず、色々な治療の見通しを知ることが大事で
す。そして、すぐに解決しなくても少しずつ慣れ

活用できるツール

ていけば良いと思います。仕事も家事もそうです。
それからこれはとくに診断がつき治療が始まっ

私ども国立がん研究センターのがん対策情報セ

た時に大事だと思うのですが、「前とすべて同じ

ンターがつくっているがん情報サービス

ように」しようと思うと色々な無理がきます。今

（ganjoho.jp）は、おそらく日本でいちばん信頼

は生活のパターンが一時的に変わっても仕方がな

できるがん情報サイトです。あらゆる情報が集

い時期なのだと割り切ることがあっても良いと思

まっています。それぞれのがんの解説から始まっ

います。

て「診断・治療」、「予防・検診」ももちろんあり

またとても気持ちのやさしいご本人、ご家族で

ますが、なった後の「生活・療養」も、色々な情

あればあるほど一生懸命になりすぎて、お互いに

報がここに集まっています。信頼できる最初の正

気 を 遣 い す ぎ て し ま う。「 ち ょ っ と 女 王 様 」、

しい情報がほしいと思ったら、ぜひがん情報サー

「ちょっと王様」くらい図々しくてちょうど良い

ビスに行ってみてください。「病院を探す」、「が

と思います。ふだんから女王様キャラ、王様キャ

ん相談支援センターを探す」ということで、信大
病院、他、長野県の拠点病院がたくさん載ってい

スライド 18

 いことは言えませんが
賢
楽しく、うまく、暮らすヒント？

ます（スライド 19）。
今日はこの後に社労士の中曽根先生からのお話
もありますが、最近はがんと仕事の両立について
は、体験者の方や支援団体の方々からの発信がと
ても増えています。色々なサイトや、『がん経験
者のための就活ブック』、『がんとお金の真実』な
ど色々なものがあります（スライド 20）。
『がんと仕事の Q&A

第 2 版』は拠点病院に

行けば見ることができますし、ダウンロードもで
きます。継続就労の仕方など色々な体験談が載っ
基調講演：がんになってもいきいきと生活するには

�ん本.indb 193

193

2017/03/21 1:08

ていますのでぜひご覧ください。最近は企業関係

の、ほとんど知られていないゆるキャラの「とち

者の方もずいぶん読んでいます（スライド 21）。

まるくん」です。この時に初めてリレー・フォー・

2016 年 2 月には厚労省から企業向けに『事

ライフに参加してみて私はとても気持ちが和らぎ

業場のための治療と職業生活の両立支援のための

ました。ライトが入った袋ひとつひとつに書かれ

ガイドライン』という、企業がどう支援するかと

たメッセージもずいぶん読みました。夜に HOPE

いうガイドラインが出ました。厚労省が、厚生省

（のぞみ）という文字が浮かびあがった時は本当

と労働省が合体された後
の初めての 3 局の局長
合同通達が出ました。身

スライド 19

がん情報サービス（ganjoho.jp）

スライド 20

がんサバイバーや支援団体の発信

体のことだけではない、
労働のことだけではな
い、それを橋渡しするガ
イドラインです。これが
出たため、しかも労基局
から出たためけっこう企
業の背筋が伸びていま
す。企業の対応もずいぶ
ん変わってきていると思
います（スライド 22）。
企業向けの就労支援マ
ニュアル（
『企業のため
のがん就労支援マニュア
ル』）なども出ています
（スライド 23）。

最後に―がんと分かっ
てもその後があります
もう一度繰り返しま
す。がんと分かってもそ
の後があります。このス
ライド 24 の写真は 4 年
前の栃木県宇都宮のリ
レー・フォー・ライフで
す。4 年前は、私は栃木
県 で 勤 め て い た の で、
写っているのはトチノキ
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スライド 21

がんと仕事の Q&A 第 2 版

スライド 23

スライド 22

 業向け「治療と職業生活の両立支援」ガイ
企
ドライン（H28 年 2 月公開）

スライド 24

に感動しました。

企業のためのがん就労支援マニュアル

としても、私は自分が医療者で同僚をたくさん見

人生のピンチはがんだけではありませんが、何

ているので心から思うのですが、医療従事者は自

かピンチが起きたとしても私たちの毎日の生活は

分が関わらせていただく患者さんやご家族の幸せ

つながっていきます。「今日を楽しく」、そして今

を心から願っています。ちょっとぶっきらぼうな

日を楽しくすることで「明日も楽しく」、「明後日

顔をしているかもしれませんがお許しください。

も楽しく」、それを 1 年後にも続けていけるよう

いろいろな方のサポートを得て 1 日、1 日を

にしていきたいものです。
その時には、たとえば今日出会うような仲間も
いますし、支えてくれる人もいます。医療者は

積み重ねてまいりましょう。
以上で終わります。どうもありがとうございま
す。

ちょっとぶっきらぼうで忙しそうな顔をしていた
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講演 1：
信州大学病院での社会保険労務士相談会を通して

中曽根

晃

社会保険労務士

いう年金制度を中心に活動をしています。その年

はじめに―社労士とは？

金制度の中に障害年金という制度があります。例
えばがんや難病、あるいは脳出血の後遺症で働け

みなさんこんにちは。このような会場で話をし
たことがあまりないものですから非常に緊張して

なくなってしまった方が使える年金制度で、その
支援をさせていただいています。

います。みなさまのお役に少しでも立てるような
お話をしたいと思っていますので、本日はどうぞ
よろしくお願いいたします。

相談会の構成と
実際の相談内容・感じたこと

社会保険労務士という資格をみなさんはご存じ
でしょうか。ピンと来ないと思うのですが、スラ

そうした社会保険労務士が信州大学病院でどう

イド 1 に書いてあるように社会保険と労働に関

いうことをしているかというお話です。毎月 1 回、

する専門家で国家資格者です。司法書士さんや税

就労と社会保険のご相談をお受けしています。医

理士さん、弁護士さんと同じようなものです。ど

療福祉支援センターで信州大学病院の相談員 3

ういう仕事をしているかと言いますと、中小企業

名と社会保険労務士 2 名で担当しています。私

の社長にアドバイスをしたり、そこで働く従業員

は松本市蟻ケ崎台というところで開業しています

さんの相談を受けたりしています。それで社会保

が、もう 1 名の社労士は松本市寿で開業してい

障制度の案内や手続きをするといった仕事をして

る長谷川千晃氏で、この 2 人で相談を受けてい

います。

ます。1 組 30 〜 45 分程度、お話をうかがって

私は社会保険の中でも、国民年金、厚生年金と
スライド１「社会保険労務士」ってどんな人？
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病院で社会保険労務士が相談を受けるのは初め

費が払えるか不安です。」などです。健康保険の

てのことだったので、どういう相談を受けるのだ

高額療養費の相談をお受けしていますし、「休職

ろうという戸惑いが初めはありました。相談を始

中のお給料が出ない時はどうしたらいいの？」と

める前は、就労相談が多いだろう。職業柄、答え

いうものもあります（スライド 5）。お勤めの方

は明確に示す必要があるだろうと思っていまし

は健康保険の傷病手当金制度があります。お勤め

た。しかし信州大学病院の相談員さんと始めてい

の方限定です。傷病手当金制度をそもそも知らな

くにつれて、これは違うな、利用できる制度には

かったり、会社が教えてくれないこともあります。

どのような制度があるのか、あるいはお金の相談

退職した後も継続給付というものがあり、会社を

が多いということが分かってきました。また、そ

辞められた後も傷病手当金が出る制度があるので

ういう相談には明確な答えがないことが分かりま

すが、それを知らない方も大勢います。傷病手当

した。一緒に考えて多くの選択肢を示していくこ

金はもらい始めてから 1 年半もらえるという制

とが大事だなと思って、今は相談会を続けていま

度ですが、もらい始めてから終わった後に再発し

す（スライド 3）。

て治療をし、お休みをするようなケースでは、も

具体的にどのような相談をお受けしているかで

う一度傷病手当金がもらえるのかという相談が最

す（スライド 4）。経済面の相談と就労の相談が

近は非常に多いです。制度上は、それはできない

多いです。経済面では、健康保険の高額療養費と

制度になっていますが、ケースバイケースですか

いう制度がありますし、傷病手当金という制度も

ら、あきらめずに健康保険の方に問い合わせをし

あります。障害年金という制度もありますが、こ

てほしいと思っています。

れがなかなか知られていない制度です。また就労

3 番目に「治療が長くなって傷病手当金がなく

の相談では、休職・復職という相談が多いです。

なった後はどうしたらいいの？」とあります。こ

具体的に見ていくと経済面の相談では、「治療

れには障害年金制度があります。やや話がそれま
すが、みなさま方の内、20 〜 60 歳までの方は

スライド３

相談会を始める前、始めた後

年金制度に加入されています。これは傷病手当金
とは違い、この障害年金はみなさまが受給できる
可能性があるということです。年金制度は老齢年
金と遺族年金と障害年金という制度があります。
みなさまは年金と言うと老齢年金で 60 歳や 65
歳になったらもらえるものだということはお分か
りになっていると思いますが、その他に大黒柱さ

スライド４

どんな相談をお受けしているか？

スライド５

経済面の相談
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スライド６

就労の相談

スライド７

相談にあたって感じること

んが亡くなった遺族が受けるのが遺族年金、そう

相談にあたって感じることを 2 つ挙げました

してもうひとつ忘れてはならないのは障害年金で

（スライド 7）。信州大学病院の相談会では、相談

私たちの生活は守られているのだということで

員さんは終わりがけに必ず「また来てくださいね、

す。

いつでもお待ちしていますから」とお声掛けをし

相談会では、そういう複雑に絡み合う制度をど

てくださっています。それで相談はリピーターが

うしたら有利に利用できるかというアドバイスを

多いです。2 回目、3 回目の方が多く、これはす

させていただいています。収入の空白期間がなる

ばらしいと思います。状況に応じて知りたい内容

べく出ないようにアドバイスをさせてもらってい

は変化しますから継続した支援が必要なのです

ます。

が、そういう意味でもすばらしいと思います。い

就労の相談はスライド 6 の 3 つの相談が多い

つでも窓口が開いているのは大事だと思います。

です。「会社へ迷惑をかけたくない。」、「これから

2 つめですが、私たちが相談を受けていてもこ

仕事はどうしたらいいか？

続けるべきか。」、
「会

れで本当に相談に来られた方のお役に立てている

社へ自分の病状をどう伝えたらよいか。」です。

のかなという終わり方の時があります。明確な答

私たちがいちばん思うのは、みなさん、自分が働

えが出せていなくてお帰りになるようなケースが

いている会社のことを良く知らない方が多いこと

あります。ただお帰りになる時にみなさん明るい

です。就業規則や休職制度がどうなっているかを

表情をされています。入って来た時は硬かった表

知らない方は非常に多いです。

情が、お帰りになる時はたいへん明るい表情でお

まずどのような制度があるか調べてみましょう

帰りになります。それは何かと思いますとやはり

とお伝えしています。それで利用できる制度が分

国や会社の様々な制度を知ることで安心をされて

かったら、まずはいつでも会社を辞めることはで

いる、これから治療に専念できるなと感じていま

きるので、すぐに辞めずに、まず利用できる制度

す。利用できるかできないかは別にして制度全体

があるのかないのか、あるなら利用してみましょ

を何となく知っておくことは非常に大事であっ

うということです。会社にこれはできる、あるい

て、制度であればパンフレットなどを見ればすぐ

はできないということを伝えていただいて、会社

に分かってしまうことかもしれませんが、生で会

側からどのくらいの配慮が得られるか、ご協力が

話をし、お話をすることで安心感が非常に得られ、

得られるかというように話を進めていくようアド

それは大事だと感じています。

バイスをしています。
就労については、とにかく辞めないでください、

障害年金のよくある誤解

すぐに辞めるという選択をしないでくださいとい
うお話をいちばんしています。
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の時間は障害年金のお話を「障害年金あるある」

手帳を持っていなくても障害年金をもらっている

ということで少しできればと思います。「障害年

方は大勢いらっしゃいます。

金」は、実は 10 人中 7、8 人の方は「障害者年金」

「③請求は 1 回しかすることができない」で、

とまちがって言います。先生方も良くそう言われ

これもよくある誤解です。お身体の状態が該当し

ますが、スライド 8 にあるように正しくは障害

ないからと言って不支給になってしまった年金

年金です。言葉だけの問題ですが、ここには大き

は、国からいったんだめだと言われたからもう請

な違いがあります。障害者に出る年金ではないと

求できないと思う方は多いのですが、実は病状は

いうことです。日常生活に支障がある、労働に支

変化しますからいつでもまた請求することはでき

障がある方、病気やけがによって支障がある方に

ます。病状の変化によって請求はできます。大げ

出る年金が障害年金です。したがってこの病気だ

さな話ですが毎月でも請求できる制度です。診断

から出る、この病気だから出ないということは基

書代のお金がかかりますから非現実的ですが、そ

本的にはありません。がんや難病の方でも要件に

ういうことです。

該当すれば支給になる可能性はあります。

「④内部障害での請求手続きは難しい」です。

今日は、まちがいやすい 6 つを、よくある誤

これは×と言いたいところなのですが○です。が

解ということで考えていきます。まず「①障害年

んや難病の請求は、障害年金の請求は書面での請

金は収入があったら請求できない」です。いかが

求になりますから手続きは難しいのです。国の方

でしょうか障害年金は所得保障制度です。傷病手

に紙ベースで伝えていかなければいけない制度で

当金も所得保障制度です。傷病手当金はお給料と

すから、内部障害での請求は難しいです。きちん

の調整はありますが、障害年金は実は収入があっ

と書類を整理していかなければいけないというこ

ても請求できる制度になっています。一部所得要

とになっています。

件があったりしますが、基本的には収入があるか
らと言って請求できないことはありません。

「⑤痛みや倦怠感でも受給の可能性がある」で
す。これもよくある誤解なのですががんの痛みや

「②身体障害者手帳を持っていないと請求でき

倦怠感による受給の可能性はあります。認定基準

ない」です。これは本当によくある誤解です。先

というところに明確に書かれていますのでまちが

ほどお話したように身体障害者手帳を持っていな

いのないようにしていただきたいと思います。先

くても請求できますから、これは誤解です。身体

日も膵体部がんの方でしたが抗がん剤の副作用で

障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳などの

障害年金を請求させていただきました。抗がん剤
のこういう治療で、こういう治療スケジュールで

スライド８

障害年金のよくある誤解？？

こういう症状が出ていますということで請求をさ
せていただきました。したがって痛みや倦怠感で
も受給の可能性はあります。
「⑥福祉の制度ではなく要件を満たした方が請
求できる所得保障制度である」です。障害年金は
福祉の制度ではありません。税金は一部入ってい
ますが、自分が納めた保険料でもらえる保険給付
です。したがって自分の権利なのですから積極的
な利用をしていただきたい。逆にそのために、保
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険料をある一定期間納めていないと請求できない

スライド９

これから

制度になっています。未納のままや手続きをしな
いことがないように、役所に行って手続きをして
いただきたいと思います。周りにそういう方がい
たら年金には障害年金制度もあることをお伝えい
ただき、手続きをきちんととるようにアドバイス
をしていただきたいと思います。

社労士としての支援の「これから」
です。それからこれがいちばん大きいのですが、
「これから」ということで反省を込めて 3 つほ

私たちは会社さんにいちばん近い社会保険労務士

どお話をいたします。ひとつは就労相談のニーズ

という仕事をさせていただいています。病院さん

を拾い、適切な選択肢を提供することと考えてい

でもこういう貴重な経験をさせていただいていま

ます。先ほども申しましたが、就労相談をやって

すので、こういう貴重な経験を社会保険労務士間

いて思うのは、就労の相談自体は少ないことです。

で共有して「社会保険労務士として復職しやすい、

おそらく復職前に会社を辞めてしまっている方が

働きやすい職場になるように、社会への働きかけ

多いのではないかと思います。したがって辞める

をしていくこと」が私たち、社会保険労務士には

前に相談に来ていただけるようにしたいと思いま

必要であると思っています。

すし、適切な選択肢が提供できるように私自身も

長野県では信州大学病院を含めまして 10 のが

勉強をしていかなければいけないなと思っていま

ん診療拠点病院等で社労士の就労相談を行う相談

す（スライド 9）。

会を開催しています。ぜひともみなさまお気軽に

2 つめは「病院との連携を深め、患者さんが気
付いていない不安や疑問を気付き、伝えること」
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講演 2：
信州大学病院におけるがん患者さんのための支援の取
り組み
仁科

直美

信州大学医学部附属病院医療福祉支援センター認定がん専門相談員

んの窓口、または県内の患者さんの相談窓口に

信州大学病院医療福祉支援センターがん
相談支援センターについて

なっています。その中の 3 名ががん相談支援セ
ンター（直通電話番号：37-3045）で勤務につ
いています。

みなさんこんにちは。私は信州大学医学部附属

スライド 1 は広報用につくったティッシュの

病院医療福祉支援センターという相談部門で、が

裏側に書いてあるものです。場所が分からないと

んの方をとくに専門にやっていますがん相談支援

いうことがあり、正面玄関を入って左側の受付カ

センターの仁科直美と申します。信大病院でのが

ウンター 1 番という、病院ではいちばん良い位

ん患者さん、ご家族への支援の実際をご紹介させ

置に相談室をキープしていると思いますが、5 番

ていただきます。

の相談室をがん相談として使わせていただいてい

私たちはがんに関わるさまざまなご相談をお受

ます。

けしています。信州大学医学部附属病院は総合病

医療費の相談、社会福祉制度の相談、療養生活

院ですからがん以外の患者さんもいますので、医

の転院・退院に関する相談、がんと診断されて治

療福祉支援センターのというのはすべての患者さ

療法の説明を受けたけれどどうしたら良いか分か

スライド１

スライド２

がん相談支援センター

外来中央受付「１ ご相談」
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スライド３

相談室

いただきやすいようにしています。
私たちは病院の相談員なのですが、面談という
かたちで写真にあるようにお部屋で相談を受ける
こともありますし、先ほどの直通のお電話をいた
だきますとデスクの上にありますからそのまま電
話でがん相談を受けることもしています。内容は
了解なく外に漏れることはありません。お名前な
どはとくに言われなくてもご相談に応じていま
す。またご相談は、先ほどの社労士さんの相談も
そうですが基本的に無料です。

スライド４

がん相談

がん相談の内容と
いくつかの相談会の場所と機会
リーフレットなどを作りましてご相談を広報し
ていますが、色々な相談をお受けしています（ス
ライド 5）。
その中でよく患者会のみなさまからもお聞きす
るのがセカンドオピニオンです。がんと診断され
てから治療にとても迷い、まだ理解がそこまで進
んでいないという時にとても困って相談に来られ

らないなど、相談を受けています。またこころの

て、私は看護職として相談をお受けすることがあ

相談も臨床心理士が受けています。

ります。他の先生のご意見も聞きたいというセカ

場所ですが、お出でいただいた方は分かると思

ンドオピニオンの希望を受けることがあります。

いますが、スライド 2 にあるように「ご相談」

私たちはセカンドオピニオンではなくその窓口を

と書かれている医療福祉支援センターでがん相談

させていただきその先生につなげるという役目を

を受けています。
その裏手にあるのが相談室 5 番ですが、スラ
イド 3 のようになっています。中に診療ガイド

スライド５

がん相談の主な内容

ラインなどを備えてご相談を受けています。相談
室は 5 個あります。
スライド 4 は、私の若いころの写真です。い
つもは T シャツの上に緑の「白衣」を着させて
いただいています。医療福祉センターのセンター
長が相談員が病院の中で目立つように同じ服を着
ようと言い薄緑の「白衣」を相談員は着ています。

①がんの治療
②こころの相談
③セカンドオピニオン
④医療費・社会福祉
制度
⑤在宅療養
⑥ホスピス・緩和ケア

廊下を歩いていても相談員とわかり、声を掛けて
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スライド６

セカンドオピニオン外来

スライド８

社会保険労務士さんによる就労に関する相談会

スライド７

こころの相談

スライド９

院内掲示ポスター

果たしています（スライド 6）。
スライド 7 は私ども相談員の臨床心理士です。
こころの相談として誰かに話を聞いてもらいた

ければと思います。また広報の時には顔写真を入

い、落ち込んでいる、不安で辛いという時に来て

れさせていただきました。中曽根先生もお若く写

いただいてお話を聞いています。

られています。

先ほどの中曽根先生が行われているものです

今、中曽根先生は仕事をされている方ががんに

が、長谷川先生と中曽根先生が、毎月第 4 木曜

なった時に、治療で仕事を辞めなければいけない

日に来てくださって今の相談室で 13 時から 16

となった時に「すぐに辞めないで」というメッセー

時の間に就労や制度に関する相談会をしていま

ジを伝えることも含めて相談会をしていますが、

す。これは完全予約制になっていますから事前に

実は辞めてしまった、または就職していなかった

がん相談支援センターにお電話いただければと思

という若年者の方、お子様のがんという方も今は

います。前後の時間の調整をしながらお受けして

いらっしゃいます。長期療養をしているというこ

います（スライド 8）。

とで社会に入っていく、仕事を見つけていく時に

スライド 9 は広報用に病院内に貼ってあるポ

ハローワークでご相談をされると思うのですが、

ス タ ー で す。9 月 29 日、10 月 27 日、11 月

就労支援ナビゲーターという方が付いて、病院の

17 日というようにある程度の予定をみなさまに

方にナビゲーターさんが来られて就職のご相談を

お知らせしていますので希望を決めてきていただ

するという相談会が早ければ 2016 年 10 月から
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スライド 10

スライド 11

スライド 12

スライド 13

ひまわりサロン

スライド 14

ひまわりサロン・案内

がん患者さんの語り合いの部屋
「ひまわりサロン」

ひまわりサロン（通院治療室・手前）

スライド 12 は信州がんセンターと書かれてい
ますが、奥の方の「通院治療室」の手前にスライ
ド 13 のような大きなお部屋を県の補助を受けて
造りました。木のテーブルがあり、本を置かせて
いただき相談員とピアサポーターの方が交代で常
駐しています。フラッと来ていただければ、こち
始まるようになります。辞める前、辞めた後とい

らでご相談を受けることもできます。

う両面からの就労の支援ができると思っていま

ひまわりサロンも分かりにくいので、これも

す。新しい相談会を立ち上げて頑張ろうというこ

ティッシュをつくり、病院から渡り廊下を渡って

とで今はドキドキしています（スライド 10）。

いただき「旭町庁舎」の 3 階の方で行っています。

がん患者さんの語り合いの部屋として「ひまわ

月曜日から金曜日までの午前中は開いているので

りサロン」という部屋が病院に作られています（ス

すが、今後は午後まで開設できるようになってい

ライド 11）。

きます（スライド 14）。

204

Ⅲ

�ん本.indb 204

ご当地カフェ・in 松本

2017/03/21 1:08

スライド 15

スライド 17

語り合いサロン

 んの親を持つ子どもへの支援プラグラム：
が
ひまわりキッズプログラム

定期開催
毎月第４火曜日
13時30分から
仲間が集まります

スライド 16

ひまわりサロン活動

て い ま す。 全 国 的 に は CLIMB®（Children’s
Lives Include Moments of Bravery）プログラ
ムというものがありますが、がんの親を持つ子ど
もさんたちが自分たちの力で親のがんとも闘って
いくということで、スライド 17 にあるように
ワークをしたり、CT が写っていますが、お母さ
んが今日は検査に行くと言っていたけれどどうい
う検査をしているのかが分かるように検査室へい
き、体験しています。お子さんたちが CT に乗せ
てもらったりしています。夏休みなどに行ってい
今ご紹介したのはお部屋という場所だったので
すが、活動としては、スライド 15 の部屋で体験

ます。
がん相談支援センターは、いつでも開いていて、

者の方々が毎月 1 回「語り合いサロン」をやっ

どなたでも来ていただければ対応できるように病

ています。みなさん自分の体験を語ること、仲間

院が開いている時はやっていますからぜひお気軽

が集まっているということで笑顔になって帰られ

にご相談ください。

る方が多いと思っています。
ひまわりサロンでは色々と活動をしています

サポーティブケアチームの取り組み

が、ミニ勉強会や体験者の方によるピアサポー
ター相談もしています。こちらで行っている研修

それから信大病院の中のサポーティブケアチー

を受けていただいた体験者の方に直接お話を聞き

ムが色々ありますから少しご紹介いたします。ま

たいという患者さんをご紹介して相談会を行って

ずいちばんは緩和ケアチームになります。オレン

います。それから先ほどご紹介した語り合いサロ

ジバルーンが目印になりますが、痛みをはじめと

ンです（スライド 16）。

する辛い症状を和らげたり、心のケアを行ってい

もうひとつ私たちががんの親を持つお子様への
支援プログラムということで「ひまわりキッズプ
ログラム」というものを年に 1 回から 2 回行っ

く専門のチームが信大病院にはあります（スライ
ド 18）。
その緩和ケアチームの医師や看護師さんが緩和
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スライド 18

緩和ケアチーム

スライド 19

緩和ケア外来

スライド 20

緩和ケア相談室

スライド 21

リンパ浮腫サポートチーム

ケア外来で対応しています（スライド 19）。
緩和ケアの相談員の方にもティッシュをつく
り、裏にスライド 20 にあるような宣伝をしなが
ら相談室の電話番号も載せています。

ます（スライド 21）。
スライド 22 は、支援センターで運営している
「こまくさ図書室」です。医療情報の発信がおも

それからリンパ浮腫のサポートチームもありま

な目的だったのですが、今は普通の文庫本から一

す。どうしてもご病気やがんで出てくる合併症に

般書まで 8000 冊ほどになっています。松本市

リンパ浮腫があります。リンパ浮腫は全員に起こ

立図書館さんとも共同でこちらを開設していま

るものではありませんが、リンパ管の動きが障害

す。今は憩いの場というかたちで、待ち時間や入

されて皮下組織に体液が貯留してむくみが生じる

院中の患者さんにもお使いいただいています。が

方が少なくありません。適切なケアを継続してい

ん情報センターの冊子なども置かせていただき無

ただくことが大事で、これは基本的にはセルフケ

料配布しています。他では有料の場合もあるよう

アがとても大事です。リンパ浮腫サポートチーム

なのでぜひお使いください。

は入院患者さんには病棟の看護師さんやリンパ浮

今は信大病院のがん相談支援センターのことだ

腫のセラピストさん、認定看護師さん、理学療法

けをお話ししてきたのですが、長野県内には 8

士さんで構成されているのですが、婦人科または

つのがん診療連携拠点病院とその他、4 病院の計

乳がんの患者さんにはリンパ浮腫外来で行ってい

12 病院にがん相談支援センターがあります。そ
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スライド 22

スライド 23

患者さんの憩いの場と情報発信
「こまくさ図書室」

スライド 24

情報連携部会発行の情報誌

緩和ケア相談員

スライド 25

この相談員が情報連携部会という部会でつながり

容を更新して出させていただきますが、現在の最

を持っていて、長野県内の患者さんにどのような

新作はオレンジ色です（スライド 23）。

医療情報、療養情報を提供できるかを話し合って
います。「がんと向き合うために －信州のがん療

私たち 3 名は篠之井祐輝、高橋まり子、仁科
直美で行っています（スライド 24）。

養情報－」を毎年更新しながら発信させていただ

私たちは緩和ケアチームと協働で相談を行って

いています。本日は診断ブースの方に持参してい

いますが、できればみなさんを支える温かい手で

ますのでご興味がある方にはこれも無料で配布し

ありたいと思っています。ただ手を差し伸べると

ておりますからお持ちください。自信作です。が

言うと、こちらからですが、そうではなくてぜひ

ん診療拠点病院等、地図もありますし、がん相談

手を出していただき一緒に握手をしながら進んで

支援センターのカラー写真入りのもの、セカンド

行く、両方で前を向いて歩くように進んで行きた

オピニオン外来はどこの病院でやっているかなど

いと思っています。一緒に色々なことを考えさせ

の情報が入っています。それから患者会、がん患

ていただければと思います（スライド 25）。

者サロン、就労支援、緩和ケア、在宅療養などの

ご清聴ありがとうございました。

情報が中に盛り込まれています。また 3 月に内
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カフェタイム・グループ発表とまとめ

診断後の暮らしで、こんなことに困りました／周囲の、こんな気遣いがうれしかった！／
自分でこんな工夫をしました／こんな手助けがあれば、さらによかったなぁ…

■ 高橋

今日の話し

合いのお題ですが、ご
自身でも、ご家族でも、

良いですし、とくに 1 つか 2 つをとりあげてく
ださってもけっこうです。
これから 30 〜 40 分ほど話し合い、最後に各

友 人 で も、 が ん と 分

テーブルで話し合ったことを発表していただきた

かった時に、第 1 に「ど

いと思います。信州大学や国立がん研究センター

ういうことに困ったの

のスタッフが各テーブルに 1 人ずつほど入って

か」を思い出してくだ

いますが、せっかくですのでスタッフ以外の方に

さ い。 第 2 に、 そ の

ご発表いただければと思います。

不安な気持ちに対して周りから色々な気遣いや手

今日は色々な方が参加しています。ご本人かも

助けがあったと思うのですが、その中で、特に「う

しれない、ご家族かもしれない、あるいはお友だ

れしかった、良かったなあと思うような気遣いと

ち、あるいはがんとご縁がない一般市民の方もお

か手助け」を思い出していただきたい。それから

られるかもしれません。なかなかふだんは会えな

3 つめに、周りからの手助け以上にご自身で色々

い方との出会いの場ですから「大人の合コン」だ

な工夫をされたと思うのです。色々なことがあっ

と思ってどうぞよろしくお願いします。

たと思うので、周囲の気遣いとは別に「こういう
工夫をした」と思うようなことを思い出してくだ

フリーディスカッションタイム・まとめ

さい。それから 4 つめですが、周囲が気遣って
くれた、それぞれこういう工夫をした。しかし周

■ 高橋

囲のこういう手助けやこういう仕組みがあれば

ます。

それではまとめの発表を順にお願いし

もっと良かった、というものがあれば良かったと
いうことを少し考えてください。

＜グループ発表・1 ＞

ご当地カフェにうかがうとグループによってこ

私は家族の立場です。私たちのグループは、ご

のお題を全部とりあげるところもあれば、1 つの

本人さんが病気の方、現在治療中の方、お母様を

話題でとても盛り上がり、そこにたくさんの話が

亡くされた遺族の方もおられました。「困ったこ

出るグループもあり本当に色々です。どのように

と」では、やはり、自分ががんと分かった時に病

されてもけっこうです。4 つ話していただいても

気をどう治していったら良いのか分からない、そ

208

Ⅲ

�ん本.indb 208

ご当地カフェ・in 松本

2017/03/21 1:08

れを誰に相談したら良いのかも分からなかったと

■ 高橋

いうことがありました。「うれしかったことや手

ルでも出たと思います。繰り返しでも良いですし、

助けになったこと」に当たるか分かりませんが、

できればこれに加えてという感じでお話しいただ

定年後にこちらの信州大学附属病院で治療を受

ければと思います。それでは次の方お願いします。

おそらく似たような話題がどのテーブ

け、主治医の先生に相談して、先生から丁寧に説
明を受けたのでその点は良かったとおっしゃって
いました。

＜グループ発表・2 ＞
まず 1 番の「困ったこと」です。これはサバ

それから遺族の方からのお話です。がんと気づ

イバーさんの答えなのですが、仕事を辞めなけれ

いてあげられず、ご本人は余命を宣告されてその

ばならないかと思い、収入がなくなるのではない

まま亡くなられたそうです。今から思えば何かし

かという不安があったということです。これはケ

てあげられなかったのかということが残念に思わ

アギバーさんの答えなのですが、年齢による抗が

れるとのことでした。ただお孫さんと一緒に看護

ん剤治療のための悩みを抱えていました。これも

をしてあげられたので穏やかに見送ることができ

ケアギバーさんのお話ですが、看病と、もともと

たということでした。

の家庭の事情による生活の大変さが出てきてお

やはり誰でもそうだと思いますが告知直後は

り、がんなのですが、がん保険に入っていないた

真っ白になりますので友だちに聞いてもらい、そ

めにお金が大変だという悩みがあったと語られて

れは良かったのですが、今後の治療はそれぞれに

いました。

違いますから治療の判断を誰に相談したら良いか
がいちばんの問題のようでした。
それからお金の問題、治療費代です。自分の場
合は保険で賄うことができて良かったのですが、
それは大変ではないかということです。

2 番の「良かったこと」ですが、収入がなくな
るのではないかということに対して、会社側の方
で支援制度の助言があり、それを使ってその方は
その治療費の心配がなくなったそうです。
ケアギバーさんのご主人様ですが、そのご主人

最後にがんになったからこそ始まる人生がある

様が家族を思って、自分は気を強く持って、家族

という強い言葉も聞きました。新しい人生を頑張

のために気を遣い、心配させないようにしてくれ

りたいと言われていました。以上です。

たというのが良かったと言っていました。その後
も家族のコミュニケーションがとても増えて、尊
敬する父だと言われていました。
最後に私のことですが、私の場合は、周りの人
がいつもと変わらず接してくれたことがとても良
かったと思っています。以上です。
＜グループ発表・3 ＞
「困ったこと」です。医師が本当のことを言っ
てくれない。いや、医師が本当のことを言い過ぎ
る。それから医師が説明してくれない。家族が先
に病気を知ってしまった。家族が無関心を装って
いる。術後化学療法の副作用で口内炎で食べられ
カフェタイム・グループ発表とまとめ
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ない。などが出ました。
2 番「うれしかったこと」です。患者会の「ひ
まわりサロン」があったこと。他の患者さんに会
えること。3 つめは、家族が正常を保っているこ
と。4 つめは、大学に良くしてもらった。信大で
亡くなりたいということでした。
3 番「工夫した」ことですが、なってしまった
ものは仕方がない。前向きに、頑張りすぎないと
言われていました。以上です。
■ 高橋

深いですね。4 番さんどうぞ。

ギバーの方がいらっしゃるグループでした。今日
お話しした内容は、
「困ったこと」と「うれしかっ

＜グループ発表・4 ＞
私は肺がん 13 年の病歴です。今日は女性の方

たこと」で時間が過ぎてしまったのでその 2 点
を報告させていただきます。

が多く、私に発表しろということですが、女性の

「困ったこと」としては、暮らしというところ

悩みと男性である私の悩みは違うところがありま

ではなく、気持ちのお話です。初めて病名を聞い

す。まずやはり「困ったこと」としては、半年の

た時には、びっくりしてなぜ自分なのだろうと

入院により仕事を辞めなければならなかった。そ

思った。家族もどうして自分の家族ががんなのだ

れが第 1 です。逆に仕事をすることによって、

ろうと思っただろうということです。やはり恐怖

がんの落ち込みから救われる、仕事の方に気が行

心が強く、自分はいつまで生きなければいけない

くということがありました。

のか、いつまで生きられるのかという常に不安な

困ったことの中ではやはり治療費の負担です。
あとは落ち込んでどうしようという時に家族が大

気持ちを持ち続けていたということでした。また
再発の恐怖のお話もありました。

変サポートをしてくれたというお話がありまし

またがんではなく、自分の症状の原因がお医者

た。どうやって告知からの気分を前向きにするか

様でも診断がつかなくて、どういうように治療し

ですが、周りの人間を不幸にしてはいけないとい

ていけば良いのか分からず、よけいに恐怖が強く

う思いから平静を装って生活していたということ

なったというお話もありました。

がありました。自分ではもちろん泣いてばかりい

「うれしかったこと」ですが、どこのグループ

ましたが、それでは周りが不幸になりますから、

でも出ていましたが、家族の支えがあったからこ

平静を装い涙を見せないようにしたということで

そ頑張れた。また家族のあり方が変わったという

す。それが周りを幸せにするということにつなが

こと。また本来なら出会うはずがなかった同じ病

り、また自分の生きる力にもなるのだろうという

状を持つ患者さんと仲良くなって今も連絡を取っ

ことでした。以上です。

ているというお話や国の保険制度に助けられたと
いうお話もありました。以上になります。

＜グループ発表・5 ＞
今日はケアギバーとして参加させていただきま
した。私たちのグループはサバイバーの方とケア
210
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かったのですが、やはり病気をされた方も何人か

が混ざっていますので、それを初発の患者さんは

いらっしゃって、その方のお話を中心に色々と話

自分の中で選択する術がない。そういうところを

し合いました。その中で出てきたのは、ご高齢の

もう少し見極める目を患者の方もそうですが、周

ご両親がおられて、その方に隠して治療をしなけ

囲も含めて持っていたいという話が出ました。

ればならなかったという話。その際に、医療職で

まず初診で病気ですという診断を下された後に

ある主治医や、入院している場合は看護師長や看

次の治療方針を決めるまでの間にワンクッション

護師さんの支援、ご本人の伴侶の方、お子さん、

と言いますか、何かそういうものがほしいという

その他の方、全員がご高齢のご両親に知られない

ことでした。たとえば 3 種類の治療の提案がさ

ように一生懸命に手伝ってくれたことが非常にあ

れたら本当にどれが良いのかということを「別の

りがたかったという意見がありました。

機関で仕分け」、と言うと表現が適当ではないか

それから治療していて困ることとして、働けな

とも思いますが、第 3 者の目で見ていけるシス

くなってお金がなくなることが大変心配だという

テムがあれば、もっと色々な病気に対して自分の

ことです。その方の場合は親のサポートで何とか

向き合い方が変わるのではないかという話が出ま

生活できたのですが、もっと早く色々と支援のこ

した。

とを知っていればもう少しスムーズにできたので

やはり病気になると先生にすがってしまうとい

はないかという意見がありました。その点は、今

う気持ちがいちばんにありますから、先生に上か

後うまくいけば良いなということです。

らこの治療が良いよと一方的に言われた時には、

それから子どものころに治療された方がいて、

それを選んでしまう。その時は覚えていないので

その人は受験の時などに学校の先生が手助けや手

すが、あとから考えると先生は本当は 3 つを提

配をしてくれてその後の進学のことなども色々と

案してくれた。自分はそのうちの 1 つしか耳に

うまくいったという話がありました。以上です。

入ってこなかったということです。いちばん最初
にこれで良いと思うと言われたものの他にも、あ

■ 高橋

ありがとうございます。それでは次、

お願いします。

と 2 つ提案されたのに、自分の中に入ってきて
いないような精神状態になることを医療関係者の
方にはぜひご理解をいただければと思っていま

＜グループ発表・7 ＞
このテーブルはサバイバーさんが 3 人と家族

す。
それからご家族の方から出たのは、病気が進ん

のケアギバーさんがお 1 人の 4 人のテーブルで
した。まずサバイバーさんの 3 人は、最初に病
気になった時に真っ白になると言うのでしょう
か、何をしたら良いか分からない。自分がどうな
るかと言うよりは病気自体が何か分からない。ま
ずそういうことから調べたいと思った時に、みな
さん最初にネットに手が出て行くと思うのです
が、その時にきちんと正しい情報が自分の手元に
来るようなシステムはこれからも必要で、ぜひお
願いしたいということでした。やはり色々な情報
カフェタイム・グループ発表とまとめ
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で行くと患者さんの視野が狭くなってくるという

や患者会でがん患者内の話題がとても楽しいこと

ことです。自分のこの先はどうなるかというとこ

とかとんでもない話ができたことです。普通の人

ろに気持ちのすべてが集約されている時に、やは

とでは出てこない話もできるということがあり、

り毎日助けてくれる家族が「うん、大丈夫だよ」

良かったです。感謝の意味でリレー・フォー・ラ

と一言掛けてくれるだけで患者さんの心はずいぶ

イフを病院の前で行って先生方に元気な姿を見て

ん軽くなると思いますのでぜひそうしてほしいと

もらったり、その中でも今入院している患者さん

いうことでした。ただ、見守っている患者さん家

たちにも姿を見てもらえたのは、非常に良いリ

族の方も、辛い、切ない思いをされて生活をしな

レー・フォー・ライフだったという話もありまし

ければいけないというのが現実だと思います。し

た。

たがって家族の方にも今日のような「今は大変だ

「こんな手助けがあれば」ということでは、が

よ」という話ができる場がどこかにあれば良いな

ん患者だからこそできることもあるので社会にそ

とも思っています。以上です。

れを訴えていきたいということがありました。た
とえば収入の面でも、たとえば限られた時間です

■ 高橋

私も少し参加させていただいたテーブ

が、その限られた自分のできる時間で仕事ができ

ルなのですが、正しい長野がん情報をもっと楽に

たり、またそれができなければ組合などのサポー

入手したいということです。しかもそれが本や

トがいただければという話もありました。

ネットでもそうですが、やはり人を介してという

結局、仲間ができると心強いので、時には死な

のは大事だということでした。ありがとうござい

ども考えたりすることもあるのですが、みんなで

ます。では 8 番さんお願いします。

支え合っていけることでやっていけるという話が
ありました。

＜グループ発表・8 ＞
私はサバイバーで大腸がんを 4 年半前にやっ
ています。ちょうど子どもが塾などの送り迎えの

■ 高橋

ありがとうございます。それでは最後

のチームお願いします。

時期だったので、それが大変で近所の方に頼んだ
りしていました。買い物も大変なので子どもたち

＜グループ発表・9 ＞

に買い物をしてもらったりして、学校などでも子

重なる部分が多くて恐縮なのですが、「困った

どもがそうすることには制限があったので、その

こと」としてはやはり主治医が大変忙しがってい

あたりは学校に話をしてやりました。ただ、それ

て、実際に忙しいのでしょうが、しっかりコミュ

で子どもたちには反抗期がないまま子ども時代を

ニケーションが取れずに不安な気持ちが大変大き

送らせてしまったのはかわいそうだったなと思い

くなったということがありました。自分もそうで

ます。

したが、若かったのでがんに対するベースとなる

それから急に入院してしまったので、周囲の人

情報がないのでよけいに不安になるということが

に会えず、その間は友だちにも会えず、面会もで

あります。4 つほど治療法の選択を迫られて、ど

きなかったのでマグロ船に乗せられたようなもの

ういう選択をしたら良いか分かりませんでした。

でした。それが辛かったです。それで会わなくなっ

こちらにもそういう知識が不足しているのでそう

た友だちもけっこういます。

なったのですが。

良かったこととしてはリレー・フォー・ライフ
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のころに発症された方が、部活のメンバーが「早
く治してまた戻ってきたら良い」、と言ってくれ
て、そういう場があるということを伝えてもらっ
て非常にうれしかったということです。私も職場
では上司には会社を辞めると言ったのですが、早
く治して戻ってきたら良いよと言われました。こ
れは社交辞令の言葉だったようなのですが、そう
いうことがありました。
「工夫したこと」としては、主治医となかなか
コミュニケーションが取れなかった時、移植コー
ディネーターの方を上手に使ったという方がいま
した。主治医に話せないことをその方に伝えて情

ループを合わせると色々な意見が出たと思いま

報を入手したそうです。

す。

最後の「手助け」ですが、患者会で同じ病気と

色々な「ご当地」におうかがいして、それぞれ

いうだけではなく、大腸がんなら大腸がんでも同

の場所でご意見をうかがうと、共通することと、

じような病状の人同士の中で情報交換やお話がで

その場所だからこその話もずいぶんあるような気

きると、心が許せる部分があると思うのです。そ

がいたします。しかしこれは簡単にまとめられな

ういう場があると良いという話がありました。以

いですね。ひとつひとつが深くて。報告書にはま

上になります。

とめますが、長野のがん医療にフィードバックで
きるようなものとして、ぜひあとに残るようなか

■ 高橋

ありがとうございます。欲張りにとり

あげたお題を網羅して話し合っていただき、全グ

たちにしたいと思います。ご協力をどうもありが
とうございました。

カフェタイム・グループ発表とまとめ
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特別発言：
体験者や家族だからこそ他の人の力になれる

江田

清一郎

松本協立病院呼吸器内科診療部長

私は内科医をしているのですが、8 年ほど前に

それだけにそういうところを通った者や家族、ま

がんで大きな手術を受けまして今も回復のチェッ

た医療者だからこそ他の人の力になれるのではな

クを受けているサバイバーの 1 人です。今日は

いかと思います。

がんという病気と向き合われているサバイバーの

今の私たちの日々の生活には、今日出た情報で

みなさまの命から湧いてくる本当の言葉をいただ

は足りない部分がたくさんあるのですが、それで

きました。自分のテーブルもそうだったのですが

も毎日が幸せで大切、毎日が普通で楽しいという

大変なご苦労や病気を乗り越えてこられているお

ことが大事であるということは良く分かっていま

言葉、そしてご家族のお話も聞け、大変貴重でし

す。そういう思いをつなげていきながら、高橋先

た。

生が言われたように、私も医療者でありながら正

今のまとめのお話も、自分が 1 人ではないと

確な情報がなくて迷っているものですから、より

言いますか、みなさまの思いが共有されてまた

良い医療をめざしていきたいと思っています。そ

違った自分になれたと思い大変ありがたく思いま

ういうものにみなが触れられるようなつながりを

した。

つくって、松本、それから信州からみんなで手を

やはりがんというのは大変なのですが、今日の
お話にもありましたように誰もがなるものです。
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合わせて行ければいいなと思ってうかがっていま
した。今日は本当にありがとうございました。
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体験者によるがんサバイバーシップ宣言：
僕は元気です。みなさんも元気でまた会いましょう！

松崎

健介

信州大学医学部附属病院がんサバイバー

こんにちは。私は 29 歳、松崎健介です。まず

には結婚もしました。病気になってもう 10 年以

僕の自己紹介からします。僕は小さいころから野

上たちますが本当に色々ありました。友だちにも、

球が大好きで、ずっと野球をしてきました。それ

家族にもとてもお世話になり、心配されることも

が高校 1 年生の 16 歳の時に急性骨髄性白血病で

あるのですが、必ず私を迎えてくれたことが本当

入院するようになりました。その時には移植を勧

にうれしく思っています。またお医者さんや看護

められたのですが、どうしても高校野球がやりた

師さんなど医療従事者が私を支えてここまでして

くて抗がん剤だけの治療で 6 ヵ月間入院しまし

くれたことで、私はここにいます。きっとサバイ

た。高校野球は無事に最後までやりましたが、

バーの方は、これからの人生をずっと一緒に医療

18 歳の秋に再発し、骨髄移植をしました。

従事者の方とつながっていくのだと思います。こ

骨髄移植は拒絶反応が強く出てしまい入院が長

れからも調子が悪くなった時にはすぐに診てくれ

引いてしまったのですが、無事退院はできました。

ますし、私たちの知らないところでも薬や治療法

高校の単位が少し足りなくて 3 年生をもう 1 回

を研究してくれる人もきっといると思います。

やり直しをしている最中に拒絶反応が肺の方に出

サバイバーさんもケアギバーさんもにも辛いこ

てしまい、閉塞性肺気管支炎で肺の方が大変なこ

とはたくさんあったと思います。だからこそ僕は

とになりました。5 年間酸素を吸って、車椅子も

これから好きなことを自由にやっていければ良い

使っていましたので動けない状態でずっと治療を

と思っています。

行ってきたということになります。

最後に、僕はみなさんに負けないぐらい元気で

24 歳の時に京都大学医学部附属病院で両肺の

いますので、みなさんも私に負けないぐらい元気

肺移植をして今はこうして元気に過ごしていま

でいてください。また 1 年後も元気でここで会

す。今は、仕事もし、昨年（2015 年）の 8 月

いましょう。ありがとうございました。

体験者によるがんサバイバーシップ宣言：僕は元気です。みなさんも元気でまた会いましょう！
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閉会の挨拶

間宮

敬子

信州大学医学部附属病院信州がんセンター緩和ケアセンター長

みなさん今日はいかがでしたか。ご当地カフェ

た。これからも可能であれば、みなさんと一緒に

in 松本、初めての試みですがお楽しみいただけ

協力してご当地カフェをやっていけたらと思って

たでしょうか。国立がん研究センター様のスタッ

います。本日ご講演いただいた先生方、手伝って

フの方に来ていただき、私自身も大変勉強になり

いただいたスタッフのみなさん、出席されて熱い

ました。本当にありがとうございました。みなさ

思いを語ってくれたみなさま本当にありがとうご

んの話をここで聞いていて、実は私も家族 3 人

ざいました。これでご当地カフェ in 松本を閉め

をがんで亡くしているので、ケアギバーの気持ち

させていただきます。

が良く分かり、身につまされる思いがいたしまし
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「ご当地カフェin松本」アンケート集計
平成28年9月17日（土）実施

参加者42名（スタッフ除く）
回答者42名（回答率 100％）

アンケート集計

性別

男性

女性

未回答

38.1%

年齢
2.4%4.8%

20歳代

61.9%
30歳代

40歳代

50歳代以上

未回答

21.4%

69.0%

2.4%

立場（複数回答）
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

92.9%
0.0%
9.5%
0.0%
2.4%
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

54.8%

どちらとも言えない
33.3%
2.4%

Ｑ３．新たな情報を得る事ができましたか？
出来た
38.1%

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
9.5%

33.3%
9.5%

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
59.5%

どちらとも言えない

あまり出来なかった
16.7%

出来なかった
14.3%

2.4%

未回答
4.8%

2.4%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

情報を共有することが出来た
生きる力をいただいた。
いろいろな立場の人と話す事ができ、とても良かった。
考え方がいろいろとあり勉強になった。
初参加。若い方、定年され治療された方、前向きになれた事で現在があり治療に専念できた例をお聴きすると自分だけではない
とわかりました
時間が短かった。
自分もいつ同じ状況に置かれるかと思い皆さんのお話を身につまされる思いで聞きましたがとうございました。
限りある人生を有意義に送る機会をいただいたと思います。ありがとうございました。
様々な経験が聞けて有意義でした。思いの丈を話せた。
病気の内容もそれぞれなので立ち入るのを躊躇いましたが皆さんオープンに話してくださり胸にしみました。
普段言えない事が言えてよかった。
良い話をたくさん聴かせていただき勉強になりました。
医師や看護師さん、社会労務士さんなど普段話した事のない方々との交流はとても楽しかったし、ザックバランな会話ができて良
かったです。
ご当地カフェ、どんどん広めていって欲しいです。ありがとうございました。
様々ながんをかかえ明るくたくましく生きている。
私は医療者です。サバイバーケアもバーの方の思いを知る事で私たち医療者は差し伸べなければならないサポートが見えてくる
ように思いました。
みなさんがとても笑顔でいて楽しかったと思います。
開催していただいて良かったです。ありがとうございました。
もう少し時間が欲しかった
楽しかったです。とてもためになりました。もっと時間があるといいなと思いました。
とても大切な事を教えていただきました。
など

「ご当地カフェ in 松本」アンケート集計
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ご当地カフェ in 岐阜

〜がんになってもじぶんらしくあるために〜
「就労と治療の両立」

共催：岐阜市民病院

岐阜大学医学部附属病院

2017 年 2 月 26 日
13 時 30 分〜 16 時 30 分
ぎふメディアコスモスかんがえるスタジオ 開催
岐阜県総合医療センター がんサバイバーシップ支援部
後援：岐阜県医師会 岐阜市医師会

開会の挨拶

澤

祥幸

岐阜市民病院がんセンター長

みなさんお待たせしました。私は岐阜市民病院

ていただいています。この部署は、治療をするだ

がんセンター長の澤と申します。総合司会を務め

けではなく国民のみなさまに対するがん対策とし

させていただきます。

てがんサバイバーを支援するという活動をなされ

本日は「ご当地カフェ in 岐阜」＜〜がんになっ

ているところです。このがんサバイバーシップ支

てもじぶんらしくあるために〜「就労と治療の両

援部と岐阜県内でがん治療について中核的な運営

立」＞というテーマで、みなさんと一緒に交流会

をしている岐阜大学医学部附属病院、岐阜県総合

を行いたいと思います。

医療センター、それに私ども岐阜市民病院がとも

この企画は、岐阜市民病院が事務的な運営をさ

に企画・運営をさせていただいています。

せていただいていますが、国立がん研究センター

今日は長時間になりますが、これからプログラ

と岐阜の 3 病院の 4 団体の共催です。今日は東

ムに沿って会を進めさせていただきますので、よ

京の築地から国立がん研究センターがん対策情報

ろしくお願いいたします。

センター・がんサバイバーシップ支援部の方に来
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開会の挨拶

若尾

文彦

国立がん研究センターがん対策情報センター長

みなさんこんにちは。国立がん研究センターが

てられました。ひとつは「がんで亡くなる方を減

ん対策情報センター・センター長の若尾と申しま

らす」ということ。2 つめは「がん患者さんと家

す。本日はお天気の良い日曜日に、お集まりいた

族の方の生活の質をしっかりと維持し良い生活の

だき誠にありがとうございます。この会は、岐阜

質を提供する」というものです。

市民病院・岐阜大学医学部附属病院・岐阜県総合

5 年後の平成 24 年にその計画の見直しが行わ

医療センターと私ども国立がん研究センターがん

れ、そこで 3 つめの全体目標が作られました。3

対策情報センターがんサバイバーシップ支援部の

つめは「がんになっても安心して暮らせる社会を

共催で行わさせていただいています。その共催者

創る」ということです。1 つめ、2 つめは病院や

の 1 人として簡単にご挨拶させていただきます。

医療者と患者さんの間の話だったのですが、3 つ

本日はがんに関係する方がお集まりだと思いま

めは社会を対象として、社会を変えていかなけれ

すが、がんについて簡単にお話しします。がんは、

ばいけないという取組みになります。

今から 36 年前の 1981 年（昭和 56 年）に日本

その第 2 期の計画を受けて、私どもの国立が

人の死因の第 1 位になりました。その後、35 年

ん研究センターでは、がんセンターがある築地の

以上、ずっと 1 位であり続けています。今、い

隣町の月島という東京の下町の公民館を借りて

ちばん新しいデータでは、毎年 86 万人の方がが

「公民館カフェ」というものを始めました。病院

んに罹ると言われています。86 万人と言っても

の中には患者さんと医療者はいても、一般の方は

なかなかピンと来ませんが、日本人が一生の内に

なかなか入ってこられない。そこで公民館で、わ

がんに罹る割合は、男性で 63％、女性で 47％

れわれも白衣を脱いで、患者さんも、一般の方も

ということで、今や 2 人に 1 人はがんに罹る時

みんな集まってお茶を飲みながら、みんなで「安

代と言われています。

心して暮らせる社会を創る」ためにはどうしたら

政府は平成 18 年にがん対策基本法をつくりま
した。病気の法律というのはなかなかできないの

良いかということを話し合う会を始めさせていた
だきました。

ですが、がんには基本法ができ、その法律に基づ

その会を始めましたら多くの良い話し合いが行

いて翌年の平成 19 年に、がん対策推進基本計画

われ、とても役に立つということで、「ご当地カ

という、国全体でがん対策を進めていくための計

フェ」と名前を変えて、東京以外で開催させてい

画が作られました。その計画では 2 つ目標が立

いただいているところです。今までは沖縄、石巻、
開会の挨拶
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札幌、奈良県明日香、金沢、名古屋、松本と 7

とに対応を考えていかなければなりません。それ

回開催し、今回の岐阜が 8 回目となります。

を考えるための場として本日の会を利用してもら

今日はセミナーを聞いて、勉強するだけでなく、

えればと思います。

お茶を飲みながら楽しく話し合ってください。と

前半で、様々な方のお話を聞いて、後半は「カ

くに医療者など普段なかなか腹を割って話し合う

フェタイム」と言いまして、みなさんが本当にお

ことがない人と、楽しく話す、そういう場にして

茶を飲みながら楽しく話し合う場を用意していま

ほしいと思います。本日のテーマの「就労と治療

すので、その場でぜひみなさま方の忌憚のないご

の両立」というのは非常に難しい問題です。なぜ

意見をうかがいたいと思います。

なら病気としてのがん種も違う、体の状況も違う、

やや長丁場になりますが、今日の会がぜひみな

その方の職場も、置かれている立場も違う、色々

さま方にとって有意義であることを願いまして私

なことが違うので、正解があるのではなく、個別

の挨拶に代えさせていただきます。本日はどうぞ

の対応が必要になってきます。その人、その人ご

よろしくお願いいたします。
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特別発言：
僕がプレーする意味：自らの責任としてやるべきこと・
やれることはやる
久光

重貴

湘南ベルマーレ選手 / 日本肺癌学会広報大使

こんにちは。湘南ベルマーレフットサルクラブ

だけで自分の中で対峙しました。色々なことを聞

の久光です。まず初めにこの時間をみなさんと共

き、体験してみると意外に変ってきました。いち

有できることを本当に感謝しております。

ばん変ったのは、3 年 8 ヵ月生きてきて元気で

僕自身も肺がんの治療を行っています。僕は抗

好きなことをやっているということです。それを

がん剤治療なのですが、手術ができない、放射線

やる責任もあると思っています。一人ひとりにそ

治療ができない、そういう中で進行を抑えること

れぞれやれることとやれないことがあると思いま

しかできない状態です。しかし今ここに立ってみ

すが、やれることを精一杯やることがとても大事

なさんの前で話をしています。経過は 3 年 8 ヵ

なのだろうと思います。

月です。3 年 8 ヵ月前に僕は告知を受けました。

そして一人ひとり、みなさん顔も違う、性別も

ただそれからずっと選手としても続けてきまし

違う中で、一人ひとりにやることの責任があると

た。しんどいことや嫌なことはたくさんあります。

思います。僕はフットサル選手としてプレーして

それでも良いこともたくさんあります。しんどい

いますが、本日の総合司会の澤（澤祥幸：岐阜市

ことや嫌なことに目を向けていけばきりがない。

民病院がんセンター長）先生にフットサル選手と

そういう中で僕自身は、今、選手としてやること

してプレーしてくださいと言っても無理です。逆

をやる。そして選手として治療をすることは、こ

に澤先生のように患者さんと向き合うことは、僕

の世界では僕 1 人だけです。他に前例もなければ、

にはできません。それぞれにやれること、やるべ

他の選手がやっているわけでもありません。だか

きことがある。今日は短い時間の中でみなさんと

らこそ僕はやらなければいけない、選手としてや

会って、僕も話し掛けますので、みなさんもどん

れる限りはやりたいと思っています。その責任は

どん話し掛けてください。短い時間ですが、みな

僕の中にあります。

さんと良い時間を過ごしたいと思います。みなさ

2013 年 5 月に僕は告知をされました。治療

んと一人ひとりやれること、やるべきことをこの

を始めたのは 2013 年 7 月です。治療を始める

時間の中で精一杯やっていきたいと思いますの

までの 2 ヵ月間は本当に死と向き合いました。

で、今日はよろしくお願いいたします。

がんという病気に対し、知識もなくそのイメージ

特別発言：僕がプレーする意味：自らの責任としてやるべきこと・やれることはやる
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講演 1：
がんと仕事の Q&A
－がんサバイバーの就労体験に学ぶ
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

久光さんのお話（221 ページ参照）をうかがっ

で、とても注目されています。本や新聞記事など

てすでに胸がいっぱいになっています。東京の築

にも採りあげられることがあります。『がんと仕

地からまいりました、国立がん研究センターの高

事の Q&A』という冊子は、私どものグループで

橋都と申します。みなさま、今日はご参加ありが

作ったのですが、そのもとになったものは、がん

とうございます。本当にすばらしい、開放感があ

体験者のアンケートの自由記述です。がん体験者

る会場ですね。今までこのご当地カフェの会場は、

で仕事をなさっている方が何に困っているかを、

病院だったり、貸会議室だったり、色々なところ

びっしり書いてくれました。その実体験を Q&A

でやっていますが、8 回目にして、おそらく今ま

に起こして冊子にしました。しかも冊子作成のプ

ででいちばん素敵な会場ではないかと思います。

ロセスには、体験者の方々も参加してくださいま

ここに着いて、「ぎふメディアコスモス」の建物

した。ぜひ最初から最後まで一度お読みいただけ

が見えたその時から、わくわくしています。

ればうれしいです（スライド 1）。
今日ご参加のみなさまは、がんという病気が決

働くがん患者をとりまく環境の変化と仕
事の意味

して珍しいものではないということはお分かりだ
と思います。しかし一般社会はけっしてそうでは
ありません。

本日は仕事がキーワードです。今日ここにご参

会社で見ると、従業員数 50 人規模の会社です

加のみなさまは、何らかの形でがんとご縁があっ
て集ってくださったものと思います。今働いてい

スライド１ 「がん就労者への支援」これまでの進展

る方も、仕事を卒業された方も、まだ働いていな
い方も、色々な方がいらっしゃると思いますが、
先ほど若尾センター長の話にありましたように
（219 ページ参照）、がん治療と仕事の両立は社
会問題としてとても注目されています。メディア
にも採りあげられています。企業経営の中でも健
康経営や、色々な従業員の方に働いてもらうダイ
バーシティマネジメントという考え方との関係
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と 10 年間で 2.2 人、1000 人規模の会社ですと

スライド４

がん就労者への支援対応はなぜ重要か？

スライド５

 ん就労者への支援対応はなぜ難しい（と思
が
われている）か？

44 人が新たにがんになると試算されています（ス
ライド 2）
。
本当にがんは慢性病になりつつあります。久光
さんのお話にありましたように、好きなことを
やって元気に暮らせる人もいる。残念ながらそう
じゃない方もいる。病気によっても、状況によっ
ても様々です。
しかしおしなべて平均値ということで見ると、

スライド２

 後 10 年間で新たにがんと診断される従業員
今
数（推計）

5 年生存率は 6 割を超える状況になっています。
8、9 割を超えて、ほとんどの方が治るがんもあ
ります（スライド 3、4）。
スライド３

がん就労者への支援対応はなぜ重要か？

しかしがんと仕事を考
える時、初めてがんとお
付き合いをしなければい
けない状況になった時
に、驚かない方はいませ
ん。自分の寿命はもう限
られているんじゃない
か、今の仕事はもう無理
ではないかと誰でも考え
ます。また、会社の側か
ら見ると、この従業員は
がんになったからもう戦
力外か、とか、あの人に
重要な仕事は任せられな
いと思うこともありま
す。
講演 1：がんと仕事の Q&A －がんサバイバーの就労体験に学ぶ

�ん本.indb 223

223

2017/03/21 1:08

みなさんはもうご存じだと思いますが、治療の
場が入院から外来にどんどんシフトしていること
も一般的にはまだ知られていません。経過の個別
性も高いです（スライド 5）。

ますが、医療機関でも、ぜひ配布していただきた
いと思っています（スライド 7）。
また冊子の形状ではなく、国立がん研究セン
ターがん対策情報センターが作っているサイト
（http:/ganjoho.jp/public/support/work/

患者・家族が直面する困難

qa/）がありますが、そこから無料でダウンロー

―『がんと仕事の Q&A』から

ドもできます。ぜひご活用ください。
もちろん冊子体の購入もできます（スライド

色々調査をしてみますと、みなさん就労場面で
色々なことに困られています（スライド 6）。

8）。
たとえばどういう「Q」があるか、見てみましょ

2 歩、3 歩前を行く先輩たちがどのようにそれ

う。「職場で病気を公表しなければなりません

に対応してきたのか、色々な対応のワザがアン

か？」「どうしたら、周囲にわかってもらえます

ケートの自由記述にビッシリ書かれていました。

か？」という質問があります（スライド 9）。み

それを多くの方と共有すべきだと考えてできたの

んなが考えることだと思います。

が『がんと仕事の Q&A』です。お手元にあるの

そういう質問への体験談もあります。若い時に

は第 2 版で、81 の Q&A と 47 のコラムがあり

病気になる方もたくさんいらっしゃいますが、ス

ます。本日は医療機関の方もいらっしゃると思い
スライド７

がんと仕事の Q&A 第２版

スライド８

冊子体の購入もできます

スライド６ ご
 本人・ご家族が直面する就労問題（がん治
療と就労の両立に関するインターネット調査
http://www.cancer-work.jp/）

1. 経済的困難

• 減収・退職
• 治療費の支払い困難

• 保険加入が困難
• 将来の経済的負担への懸念

2. 会社の制度・対応の問題
支援制度が本人に伝わらない
病状把握のない退職勧告
個人情報が守られない
健康配慮が不十分（産業医指示
の無視、分煙不実施など）
• 病状の無理解（倦怠感、集中力
低下など）
•
•
•
•

• 社内申し送りが不十分（上司変
更や社内異動時）
• がん既往による就職差別
• 産業保健スタッフの不在
• 代理要員確保が困難

3. 職場関係者とのコミュニケーション
• 誰にどこまで伝えるか悩む

• 治療計画や復職後の体調変化の説
明が困難（急な計画変更、副作用
の予想がたたない 等）

4. 医療側の問題

• 診療時間が平日昼間に限定
• 入院連絡が突然くる

5.本人の心理的問題

• 治療スタッフに就労相談をしにく
い

• 異動などによる就労意欲低下
• 継続就労への自信低下

• 取り残される焦燥感
• 申し訳ない、後ろめたい

6. 本人の身体的問題

• 痛み、倦怠感、頻尿頻便、口内炎、外見変化、集中力低下、シビレ、
筋力低下など

7. その他

• 相談窓口がわからない

• 医療費や就労関連の資料が少ない
高橋都：公衆衛生 77:987-991, 2013
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ライド 10 の方は 19 歳で卵巣がんと分かりまし

こともあるかもしれない。それをちゃんと伝えな

た。したがってがんと診断された後に就活をして

ければと思ったそうです。伝えてみたら、率直に

会社に入った方です。はじめは病気のことを、社

言って疎遠になった人もいるけれど、かえって仲

長さんにしか話さず、同僚には隠していたそうで

良くなった人もいたということでした。「実は自

す。ただ自分がどのように病気を伝えるかで、相

分も…」「実は自分の家族も…」という話になる

手の反応が変わるのだということが徐々に実感さ

ことも多かったそうです。

れてきて、話す時の伝え方に気をつけるように

スライド 12 の方はパートの方です。53 歳で

なったそうです。31 ページです。開いてみてく

乳がんになられました。「こうやって上司の理解

ださい。堂々と話せば、相手も長所として受けと

を得ました」というご自分の工夫を書いてくださ

めてくれるということが分かったというのです。

いました。パートでしたが、その代わりが見つか

「…深刻な顔をせずに平然と話すことで、相手も

らないというぐらい本当に頼られた方なのです。

普通の会話として受け止めてくれるようになりま

「…自分がいなくなると上司も困るため、…仕事

した。」ということです。この方は、今は歳を重

の内容を文章化し、実際にやってみせて、アルバ

ねて、専門職としてがんに関するお仕事をなさっ

イトの手配もして、任されていた仕事が一段落し

ています。

たタイミングで入院しました。」ということです。

スライド 11 の方は診断時に 49 歳の肺がんの

すごいですね。ただ、そこまで申し送りをしたけ

方でした。バリバリの営業の方でしたが、取引先

れど、実際は退院した翌日から出社して働いたそ

に自分のがんの治療をどのように説明したら良い
か迷ったそうです。どうしたかと言いますと、隠
さず伝えたそうです。ひょっとしたら、病気や治

スライド 11

取引先への説明

スライド 12

こうやって上司の理解を得ました

療のために約束をドタキャンしなければいけない

スライド９

スライド 10 堂々と話せば、長所として受け止めてくれます

講演 1：がんと仕事の Q&A －がんサバイバーの就労体験に学ぶ
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うです。どうしても休まなければいけない時には、

スライド 15

職探しのとき、病気を言うべき？

「今日は休むけれど明日には片付けますから」と
言って、相手を不安にさせたり、やきもきさせな
いように気をつけたそうです。なるほど、と思い
ました。
他にも人事担当者からのアドバイスや（スライ
ド 13）、同僚への気遣い（スライド 14）など色々
な体験談が出ています。
また、継続して働くだけではなく、いったん辞
めた後にもう一度職を探すこともあります。その
時に自分の病歴を伝えるべきかどうかは、必ずみ

ます。それでお給料をもらうわけですから。その

なさんがお悩みになるポイントです。もしその職

へんの判断については色々な考え方があると思い

務内容と応募条件で、自分はまったく遜色なく働

ますが、今日はこの後に社会保険労務士さんの話

けると思えるのでしたら、病歴は言わなくても良

も含めて色々なお立場からの話が聞けますので、

いという考え方もあります。「そうかな？」とい

大変なメリットがありますね。就活は「ご縁」で

うご意見もあるかもしれません。グループでのカ

す（スライド 15）。

フェタイムの時に話し合ってみてください。仕事
を安全に、着実にこなせるかがポイントだと思い

スライド 13

相談のアドバイス〜ある人事担当者から

いくつかの活用できるツール
今日の私の話は本当に前フリなのですが、こう
いう『がんと仕事の Q&A』以外にも活用できる
さまざまな資材があります。築地のがんセンター
のがん対策情報センターが運営している「がん情
報サービス」というサイト。これは、おそらく日
本でいちばん信頼できると自負しているがんの専
門サイトです（スライド 16）。病気のことだけ
ではなく療養の情報もたくさん出ていますからぜ
ひご活用いただきたいと思います。
スライド 17 の「がんと共に働く」というプロ

スライド 14

同僚への気遣い

ジェクトは、国立がん研究センターのがん対策情
報センターと日経 BP 社が行っているものです
が、実際に、両立をされた方がお名前や社名も出
して、両立の体験談を語ってくださっています。
企業レポートも出しています。こういう情報もぜ
ひご活用いただきたいと思います。
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スライド 16

スライド 18

スライド 17

がん就労者が職場にいることの意味

が、がんをはじめとして、もしかしたら命に関わ
るかもしれない大きなできごとに向かい合う体験
は、それが自分のことであっても、家族のことで
あっても、やはり私たちの中に変化をもたらすの
ではないかと思います。そういう変化が社会人と
しての私たちの強みになることもあります。人へ
の思いやりや働くことの意味が変化することもあ
ります。あ、もちろん、働くことを止めるという
判断もあると思いますが。また、自社が作ってい
る製品やサービスは、どのように社会に貢献する
のかなどに、以前より思いが到るようになるかも
しれません。

がん就労者が職場にいることの意味

そういうがん体験を持った社会人が増えること

―ダイバーシティを意識した社会へ

が、そしてそういう人たちを雇うことが、会社の
強みになることもあるでしょう。

スライド 18 が最後のスライドになります。職

今日はカフェタイムも含めてそのあたりをみな

場 に は 色 々 な 仲 間 が い ま す。 ダ イ バ ー シ テ ィ

さんとお話しできればと思います。私からは以上

（diversity）という言葉が最近は流行っています

です。どうもありがとございました。

講演 1：がんと仕事の Q&A －がんサバイバーの就労体験に学ぶ
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講演 2：
「患者力」が仲間を支え、社会を変える

松本

陽子

NPO 法人愛媛がんサポートおれんじの会理事長

2016 年 12 月に改正がん対策基本法が成立し

はじめに―改正がん対策基本法の成立

たことは、みなさまもご存じだと思います。それ
が成立した時の Web ニュースで、「患者たちの

みなさんこんにちは、岐阜に来させていただい
てありがとうございます。

悲願届いた」と書いていただきました。私たちも
声をあげて、改正案が国会議員の先生方の間で出

私からは、愛媛でこういうことをしているとい

た時から、わたしたちの思いを申しあげ続けたも

う 1 事例を紹介いたします。この後でみなさま

のでした。ところが残念ながら政治の色々な事情

が意見交する時に、愛媛はこういうことをやって

の中で、この法律が可決しないのではないかとい

いたなという提案のひとつなればと思っていま

う報道があり、緊急の記者会見をしたのが 12 月

す。

2 日でした。私たちは声をあげました。これはど

私は 1965 年、昭和 40 年に愛媛で生まれまし

うしても私たちにとって必要な法改正なのだ、命

た。19 歳の時に父を亡くし、33 歳で子宮頸が

がかかっているのだということを申しあげまし

んを罹患しました。地元で患者・家族の会の代表

た。その 1 週間後、もちろんこの記者会見だけ

をしているのと、全国がん患者団体連合会（全が

ではなくさまざまなご支援や多くの方のご理解が

ん団連）の副理事長を務めております。全がん団

あって、12 月 9 日に衆議院本会議で可決、成立

連には、今は北海道から沖縄までの 35 の患者団

いたしました。

体に加盟していただいています（スライド 1）。
スライド１

自己紹介

色々なことが改正されて加わりましたが、スラ
イド 2 のいちばん下に書いてある「がん患者が

スライド２
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円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整

それから 3 ヵ月間、働きながら、今後の仕事

備が図られること」で、患者には社会的支援が必

と生き方について思い悩みました。「また職場に

要なのだということ、社会全体で取組むのだとい

迷惑をかけるのではないか」、もうひとつは「長

うことが法律に明文化されました。これが改正法

く生きられないかも」という悩みです。若くして

のとても大きな意義だと思っております。

病気になっていますからもう生きられないのでは
ないか、生きられないのであれば、私がすべきこ

私自身の就労と治療の経験から

とはお金もうけではないのではないかと思いまし
た。実は、アナウンサーの仕事は、私は天職だと

少し時は遡りますが、私自身の就労と治療の経

思っていたのです。何よりも大事なものだったの

験のお話をさせていただきます。NHK 松山放送

ですが、それでも私がすべきことは違うのではな

局で契約アナウンサーとして仕事をしておりまし

いかと思いました。後に続く患者さんのために何

た。子宮頸がんの告知を受け、手術の前の検査で

かしなければいけないのではないかということ

は、1 週間の入院だけで良いと言われていました。

を、色々考えて、私は退職という道を選びました。

それで職場復帰する予定だったのですが、病理検

これは自分で納得して選んだことです。

査を受けたら進行がんになっているということで

しかしここまで長く、老眼になるほど長く生き

した。追加の抗がん剤も必要で半年は職場には戻

てしまいますと、今、思うことは、あの時に病気

れないということが言い渡されて非常にショック

の今後の見通しについて医療者からもっとはっき

が大きかったです。がんの告知の 1 万倍ぐらいは、

り聞いておけば良かったということです。治療と

私にとってショックでした。

仕事を両立する方法を考えましょうと言ってもら

本当はこの時点で自分から職場に出向いて、こ

えていれば違ったのではないかということです。

れぐらいは休まなければいけない、こういう事情

もうひとつ大事なことは、仲間がいて「しんど

ですと話をしなければいけなかったのですが、と

いよね、私も同じように悩んだ」という一言が仲

てもそれができませんでした。今考えると本当に

間から聞けたならば、私の選択は違っていたかも

情けないことです。たまたま同じ職場に夫が勤め

しれないなと思っています。

ておりましたので、夫から上司に説明をしてもら
いました。情けない 33 歳でした。
当時は、5 ヵ月間はビッシリ入院をして半年ぶ

患者・家族の会としての活動
―がんと向き合う人のための町なかサロン

りに出勤をしました。その時の上司の言葉が、
「も
ういいよ」でした。
「えっ、それってどういう意味？

今は地元で「NPO 法人愛媛がんサポートおれ

もう来なくていい、働かなくていいということ

んじの会」という患者・家族の会を立ち上げて活

なのかな」「それとももしかしたら以前のように

動をしています（スライド 3）。

無理をしなくてもいいよ」という意味なのかなと

その事業のひとつとして愛媛県から補助金をい

思いましたが、聞けませんでした。やはり聞ける

ただくかたちで「がんと向き合う人のための町な

雰囲気ではありませんでした。まだ心も身体も十

かサロン」というものを運営しています。病院の

分に回復したとは言い難かったので、そこで「も

外で、県庁所在地である松山市の中心部に常設し

ういいよ」と言われた時には、「わかりました」

て、月曜日から金曜日まで毎日開いています。医

と言って帰ってしまいました。

療者はタッチしません。ピアサポーターというが
講演 2：「患者力」が仲間を支え、社会を変える
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スライド３

愛媛がんサポートおれんじの会

スライド５

 れんじの会事業（愛媛県からの補助金事業）
お
：
がんと向き合う人のための町なかサロン②

スライド４

おれんじの会事業（愛媛県からの補助金事業）
：
がんと向き合う人のための町なかサロン①

スライド６

お れんじの会事業（愛媛県からの委託事業）：
医療機関への出張就労相談

んの経験者で研修を受けた人がいますが、その人
たちだけで運営をしています（スライド 4）。

3 ヵ所で行っています（スライド 6）。

その「町なかサロン」の取組みとして、就労支
援セミナーというものをやっています。これは毎

就労相談事例の紹介

月第 3 日曜の午後に 2 時間やっています。相談

―就労・復職から支援が始まる

を受けているのが私どもの副理事長であり、キャ
リアコンサルタントという国家資格を持った者が

実際にご相談をいただいたケース、ひとつの事

関わっています。彼女は夫を見送った遺族です。

例を、ご本人の了解を得ていますのでご紹介しま

がんと向き合うことの不安であるとか、寂しさや

す。50 代の男性の方です。消化器系のご病気を

苦しさを経験した同じ仲間であり、有資格者とし

された後にお仕事をお辞めになっています。1 人

て関わっています（スライド 5）。

暮しで退職金も残り少なくなった、治療費もかか

「町なかサロン」だけではなく、病院への出張

るので新たに仕事を探したいということでご相談

の就労相談もしています。今、医療機関は就労相

にお見えになりました。履歴書を作るとか、面接

談にも乗ることになっていますが、どうしたら良

の時はこういうようにしようという技術的な支援

いか分からない、なかなか対応できないというと

もしたのですが、いちばん大きかったのは、「不

ころもあり、2 ヵ所からご依頼いただき、このキャ

安に寄り添う」ということでした。この方はご病

リアコンサルタントが出向いて病院で相談をお受

気の経験もあったために精神的に非常に不安定で

けしています。

神経内科にも通っていらっしゃいました。色々な

また医療者向けセミナーなども県内の病院の
230
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す。

スライド７

患者力が仲間を支え、社会を変えるには？

みなさんも経験がおありだと思いますが、がん
患者の気持ちはジェットコースターのようです。
この男性の方の場合も、気持ちが落ちた時には、
そこに寄り添うということで、相談回数は 16 回
になりました。お仕事も決まったのですが、決まっ
た後も継続して、私たちはご支援しております。
つまり働き出したところ、復職、あるいは就労
したところから私たちは闘いが始まると思ってい
ます。働き始めると、思うようには動けない、職

ばいけないことがあります。医療機関と連携する。

場の中で「この人はがんだから」と言われている

医療者から、「急いで辞めなくて良いよ」という

のではないかという不安があったりしますので、

早すぎる離職の防止を呼び掛けていただくとか、

そういうところにも寄り添いつつ、就労・復職か

相談窓口につないでいただく。また「専門窓口と

らがスタートだと思ってずっと支援を継続してい

連携」とスライド 7 に書いてあります。これは

ます。これは私たちだからこそできることだと

院内の相談窓口に限らず、社会保険労務士さんに

思っています。

でも、ハローワークにでも、色々なところがあり

本日のテーマを＜「患者力」が仲間を支え、社

ますから、そういうところで具体的な就労紹介を

会を変える＞とさせていただいたのですが、まず

行っていただき、さらにがん治療と就労の両立へ

私たちが仲間だから、同じ痛みを経験した者だか

の理解の促進を社会に広めていくなどですが、そ

らできることとして、不安やしんどさの共有、そ

れは、当事者と専門の方が連携をして初めてでき

してもうひとつはリアルな成功事例をお示しする

ることだと思っています。

ということがあります。たとえば冒頭にお話しさ

治療と仕事をどう考えるかは本当に多様です。

れた久光さん（221 ページ参照）は、本当にす

人それぞれのケースだと思いますが、その一人ひ

ばらしい成功事例だと思っています。こういう方

とりの事例を積み上げることによって社会を変え

を見ると「私ももう少し頑張れるかも」と思えま

ていくことができるのではないかと思います。

す。私も本当に昨日、そして今日も久光さんとご

カフェタイムの話の材料になればと思っていま

一緒させていただいて、もっと頑張れるかもと思

す。貴重なお時間をいただきましてありがとうご

いました。

ざいました。

そして私たちだけではできない、連携しなけれ

講演 2：「患者力」が仲間を支え、社会を変える
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講演 3：
行政で取組んでいる就労支援

横山

ひろみ

岐阜県健康福祉部保健医療課

初めまして、岐阜県庁保健医療課からまいりま
した横山です。本日は 2 つお話しいたします。
前半ではおもに岐阜県や岐阜県内のがん診療連携

など、若い世代でがんに罹患されている方がい
らっしゃいます。
岐阜県の産業別の就業者数はスライド 4 です。

拠点病院で取組んでいる活動をご紹介します。後

岐阜県の人口はおよそ 200 万人ほどですが、平

半は、岐阜労働局から提供いただいた資料を使っ

成 26 年度の調査では、88 万人の方が就業され

て、県内で実施されている労働局の取組みをご紹
介します。

スライド１

岐阜県のがんの罹患の状況

スライド２

 がん・結腸がんの罹患の状況（資料：岐阜
胃
県のがん登録 2012 年集計）

岐阜県内のがん罹患と
産業構造・労働者の状況
スライド 1 は、岐阜県の年代別のがんの罹患
の状況です。丸でマークした部分が就労世代に該
当する年代かと思いますが、全国的な傾向と同様、
50 代からがんの罹患率は増加し、がんの治療を
しながら就労をされている方が多数いらっしゃる
と予測されます。
また 30 〜 50 代にかけては、男性より女性の
ほうが、がんの罹患率が高く、全国と同様の状況
にあります。講演 2 の松本さんのお話にもあり
ましたが、女性特有のがんである乳がん、子宮が
ん等の罹患が多い年代であるためと思われます。
スライド 2 は、胃がん・結腸がんの罹患状況
です。
スライド 3 は、乳がんや子宮がんの罹患率の
グラフですが、他のがんと比べて 20 代や 30 代
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スライド３

 がんや子宮がんは若い年代の罹患が高い（資
乳
料：岐阜県のがん登録 2012 年集計）

岐阜県で行っているがん対策
これらの状況を踏まえて岐阜県では、スライド
5 に示すようながん対策を実施しているところで
す。
次に、がん診療連携拠点病院についてご紹介し
ます。岐阜県には 1 ヵ所の都道府県がん診療連
携拠点病院があります。みなさんもご存じである
岐阜大学医学部附属病院です。さらに各医療圏に
1 ヵ所以上、地域がん診療連携拠点病院が設置さ
れています。（スライド 6）

スライド４

 阜県の産業別事業所数および従業者数（民
岐
営事業所のみ）

がん診療連携拠点病院では、平成 26 年度から
社会保険労務士による就労相談会を実施していま
す。相談件数は年々増加傾向にあり、相談会の認
スライド５

平成 28 年度 岐阜県のがん対策（主要施策）

スライド６

岐阜県がん診療連携拠点病院

ています。岐阜県の就業者の特徴を挙げると、製
造業などの、第 2 次産業の従事者が全国に比し
て高い状況です。
この 88 万人の方がどのくらいの規模の事業所
で就業されているかですが、全体の約 45％は、
20 人未満の事業所です。
また、岐阜県は全国に比して大企業があまりな
く、全体の約 8 割は、従業員数が 10 人未満の事
業所となっています。
このように中小企業での就労が多いことが、岐
阜県のがん患者を取り巻く就労環境の特徴の一つ
ともいえ、どのように「がんの治療と仕事の両立」
を考えていくかは、ご意見をいただきながら進め
てまいりたいと考えております。
講演 3：行政で取組んでいる就労支援
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知度も上がってきていると聞いております。
また、各拠点病院には、
「がん相談支援センター」
があります。ここでは就労に限らず、治療のこと、

サポートブック』という冊子を作りました。（ス
ライド 9）
がんと診断された時には、様々なご不安や悩み

生活のこと、助成制度のことなど、色々なご相談

を抱え、仕事のこと、就労のことなど、考えなけ

をしていただくことができます。（スライド 7）

ればいけないことがたくさんあるかと思います。

社会保険労務士の相談会、そしてこのがん支援

そのような時に手に取っていただき、県内でもい

相談支援センターの相談は、拠点病院に通院され

ろいろなサポートが受けられるということを知っ

ていない方でも利用することができます。もし周

ていただけたらという思いから作成したもので

りにお困りの方などがいらっしゃいましたら、
「拠

す。

点病院があるよ、拠点病院で相談を受けられるよ」

就労に関しては、「医療費等に関すること」と

ということをぜひご周知いただきたいと思いま

いう章で、助成制度についてご紹介しております。

す。（スライド 8）
また岐阜県と拠点病院で協力して『ぎふ・療養

「がんと診断されても仕事を辞めないで」という
メッセージも含め、今後、就労や両立支援につい
て『ぎふ・療養サポートブック』を改訂する中で

スライド７ が
 ん相談支援センター（各がん診療連携拠点
病院に、設置）

充実を図りたいと考えています。
スライド９
がんの患者さんが、治療や療
養生活の不安を少しでも解消
できるよう作成。経済的な制度
や岐阜県内の相談窓口、支え
あいの情報が掲載されており
ます。

スライド８ が
 ん患者の就労に関する総合支援事業（健康
局 がん対策・健康増進課）
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また両立支援とは少し外れるかもしれません

具体的には平成 28 年 10 月から岐阜大学医学部

が、事業主の方を対象にがん検診の PR も実施し

附属病院で、ハローワーク岐阜から就職支援ナビ

ています。（スライド 10）

ゲーターが出向き相談を開始しています。出張相

正職員等で就労されている方は、職場でがん検

談を実施することによって通院治療や、病院内で

診を受ける機会がある方も多いと思いますが、

他のサービスを同時に受けることが可能となり、

パートの方や非正規の方等については、機会がな

病状などをふまえ、専門の就職支援ナビゲーター

い方も多いと聞きます。このような方については、

が、個々のニーズに応じたきめ細かな就労支援等

市町村のがん検診を受けていただくことができま

を実施することが可能となっているとのことで

す。ちょうど 3 〜 4 月にかけて市町村の広報誌

す。（スライド 13）

等にがん検診のお知らせ記事が掲載されますの

3 点目は、岐阜労働局ハローワークにおける長

で、職場等でがん検診を受ける機会がない方がい

期療養者についての両立求人の確保という取組み

らっしゃいましたら、ぜひ市町村でも受けられる

です。（スライド 14）

ということを周知していただけたらと思います。

さらに治療と職業生活の両立支援の取組みも岐
阜労働局では、実施しています。具体的には平成

岐阜労働局の取組み

28 年 2 月に『治療と職業生活の両立支援のため
のガイドライン』が厚生労働省から出されました。

岐阜労働局の取組みを簡単にご紹介をさせてい
ただきます。岐阜労働局では「長期療養者等に対

スライド 12

する就職支援事業」を実施しています。（スライ
ド 11）

１．ハローワークへ長期療養者職業相談窓口の設置による就職支援
ハローワーク岐阜に「長期療養者職業相談窓口」を設置し、専門の就職支援ナビゲー
ターによる職業相談を平成28年度より開始

具体的にはハローワーク岐阜に、長期療養者職
業相談窓口を設置して、専門の就職支援ナビゲー
ターによる職業相談を平成 28 年度から開始して
います。（スライド 12）
また、就職支援ナビゲーターは、がん診療連携
拠点病院に出向いて出張相談を実施しています。

スライド 11

長期療養者等に対する就職支援事業

○ 28年度からは、３年間のモデル事業で蓄積した就職支援ノウハウや知見を幅広く共有し、
長期療養者等の就職支援について、全国で実施。
○ 29年度においては、治療と両立できる求人の確保等を推進するとともに、拠点数の拡充を図る。

がん診療連携拠点病院等
本人、相談支
援センター
相談員も
交えた相談

長期療養者等

病院や産業保健総合
支援センター等と連
携した事業主等向け
セミナー

（全国４７都道府県）
個々の長期療養者等の希望や治療状況等
を踏まえた職業相談、職業紹介

労働市場、求人情報等
雇用関係情報の提供

長期療養者等の希望する労働条件に
応じた求人の開拓、求人条件の緩和指導
長期療養者等の就職後の職場定着の支援

相談支援センター

・就職希望者の誘導
・本人の医療関係情報の提供

実績

⇒ 専任の就職支援ナビゲーターが実施

就職率
(H27年度)

51.2％

◆通院の必要はあるが、働きたい。
◆自分の病状、身体状況に応じた仕
事を探したい。
◆治療と仕事の両立の仕方について
相談したい。
◆仕事に戻ることへの不安を解消し
たい。
◆応募先に病気のことを伝えるべき
か悩んでいる。
◆再就職するために、どんな技能や
知識が必要か知りたい。

こんな悩
み・不安に
専門の相
談員が応じ
ます

就職希望条件や今まで培った経
験・知識、能力・適性、病状・治療
状況などを考慮して、状況に応じた
仕事を一緒に探します。
○症状、通院状況に応じた求人を探
します。
○復職・再就職の不安解消のための
相談に応じます。
○応募書類の作成や面接の受け方に
ついてアドバイスします。
○職業訓練や就職に関するセミナー
などをご案内します。

H29.2.13

4

岐阜労働局の取組み②

２．就職支援ナビゲーターによる連携拠点病院への出張相談の実施
平成２８年１０月より
岐阜大学医学部附属病院にて、ハローワーク岐阜の就職支援ナビゲーターに
よる「出張相談」を開始

出張相談を実施することにより

拠点病院等の最寄りの
ハローワーク

相談支援センターへの出張相談

相談

◎「長期療養者」とは？
がん、肝炎、糖尿病等の疾病により、長期にわたる治療
等を受けながら、就職を希望する求職者の方々

スライド 13

○ 25年度から、ハローワークに専門相談員を配置し、がん診療連携拠点病院等と連携した
長期療養者等に対する就職支援モデル事業を開始。

H29.2.13

岐阜労働局の取組み①

3

• 通院治療や病院内での他のサービスを同時に受けることが可能
• 病状など（治療状況、薬の副作用及び後遺症の配慮等）をしっかり理解した上で、
専門の就職支援ナビゲーターが箇々のニーズに応じたきめ細かな就
職支援が可能
「出張相談」は月1回以上実施することとし、10月1回、11月8回、12月9回、
1月9回、2月9回（予定）、3月8回（予定）実施

相談者からの声
退院後の仕事のことで不安が大きいが、入院中に何回か相談が出来ると、退
院後の仕事の準備（復職、転職、求職活動等）や目標ができ、安心して治療に
専念できる。ほか
H29.2.13

講演 3：行政で取組んでいる就労支援
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スライド 14

岐阜労働局の取組み③

スライド 16

両立支援のための取組の進め方

スライド 17

厚生労働省による支援

３．ハローワークにおける長期療養者両立求人の確保
ハローワークでは、がん等長期にわたる治療が必要な疾病をもつ求職者の、
・希望やニーズに応じた個別の求人開拓
・窓口での求人受理時の情報収集
・求人条件緩和の依頼等
により「長期療養者両立求人」の確保を実施しています。
◎「長期療養者両立求人」とは？
仕事と治療が両立しやすい、以下のような条件の求人
・残業が少ない
・通院等が可能な休日、休暇設定かある
・軽作業など身体への負担が少ない業務内容
である
・求職者の希望に応じて、勤務時間等の労働
条件を柔軟に設定が可能（在宅勤務等）
・採用選考の際、試験や資格、経験が不問
・産業医が選任されている
等

H29.2.13

仕事と治療の両立ができる求人にご理解と
ご協力をお願いします

6

スライド 15 「治療と職業生活の両立支援のためのガイド

ライン」のねらい

スライド 18

そのねらいはスライド 15 のとおりです。
そのガイドラインでは、具体的にがんと診断さ
れた時にどのように労働者の方と主治医が連携を
とっていったら良いか、またどのように会社と連
携をとっていったら良いかといったことが示され
ています。（スライド 16）
これらは厚生労働省のホームページからダウン
ロードができますので、またぜひご覧下さい。
このように岐阜労働局が中心となり岐阜県内で
も厚生労働省による支援が様々に実施されていま
す。（スライド 17）
以上、簡単ですが労働局の取組みのご紹介でし
た。
進計画をもとに各対策を実施しており、29 年度
には改定し、さらに推進していく予定です。
Ⅲ
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んねっと」を開設しておりますので、県内のがん
に関する情報を知りたい時など、ぜひご活用いた

最後に岐阜県では、現在、第 2 次がん対策推
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また、がんに関する情報サイトとして「ぎふが

だければと思います。（スライド 18）
本日は貴重な機会をいただきありがとうござい
ました。
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ご当地活動紹介（岐阜における就労支援）①
NPO 法人がんサポートセンター活動のご紹介

横山

光恒

NPO 法人がんサポートセンター副理事長

もどうにもならない。「仕事も頑張っているから

私のがん体験

何とかなる」のではなく、がんだからだめだとい
うことであっさりクビになってしまいました。

NPO 法人がんサポートセンターの横山です。
私はこう見えましてもメタボリックサバイバーで

がんサポートセンターの活動概要

す。がんの再発よりも違う病気のほうが危ないと
いつも主治医の先生に言われています。47 歳で

そういうことで、今はがんサポートセンターと

す。妻と子どもがいる 4 人家族です。肉腫とい

いうところで活動をしています。2005 年に設立

う病気になりました。2005 年に右腋下にこぶし

されて、住所は岐阜市北一色になります。理事長

大のものができ、最初は県立病院に行ったのです

は臼田高夫です（スライド 1）。

が大学病院に回されまして「治った人もいるので

簡単にがんサポートセンターの紹介をいたしま

希望を捨てないでください」と言われるところか

す。NPO 法人と言うと、怪しいと思われること

ら治療がスタートしました。当時、子どもは 10

が多いのですが、そういうことはありません。ま

歳と 3 歳でした。14 ヵ月間休職し、300 日間大

じめにやっています。

学病院に入院していました。今はこうしてがん関
係の活動を行っています。
当時は、電子カルテの導入を行うプロジェクト

現在は 3 つの事業を行っています。「がんを知
る事業」「こころに寄添う事業」「想い出作り支援
事業」です。「がんを知る事業」としては、公開

マネージャーの仕事をしていました。80 名ほど
の社員がいましたが、2011 年 6 月にがんを理

スライド１

がんサポートセンター

由に退職勧奨を受けクビになりました。とても辛
い思いをしました。
復職後「君はがんだから、2 階級降格だ」と言
われ、10 年後輩が私の上司になるという大変辛
い状況でした。
その後、痛みが出て「君はだめだから辞めてく
れないか」とあっさり言われました。努力をして
ご当地活動紹介（岐阜における就労支援）① NPO 法人がんサポートセンター活動のご紹介
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講座、講演活動、検診啓発活動をやらせていただ

いうことががん対策推進基本計画にうたわれてい

いています。「こころに寄添う事業」ということ

ます。要するにがん患者・家族は重要な資源だと

では、患者サロンの開催・派遣とピアサポーター

いうことです（スライド 4）。

の養成をやっています。「想い出作り支援事業」

それを受け、今までにピアサポーター養成講座

というのは、旅行に行きたいとか、外出したいと

を 5 回やってきました（スライド 5）。実際に今

いう声があるのでその支援事業と、それに関連し

まで 74 名が修了し、49 名の方々が現在一緒に

て雇用創出活動も行っています（スライド 2）。

活動する仲間になっています。

詳しくは「がんサポートセンター

岐阜」でイ

カリキュラムは厚労省で作られたものを利用し

ンターネット検索していただくと出てきますので

ています。医療相談やピアカウンセリングではな

見ていただければと思います。

いということをうたっています（スライド 6）。

簡単に主事業を紹介させていただきます。「が

ピアサポーター活動状況ですが、患者サロン・

んを知る事業」としては、平成 28 年度は地元企

遺族サロンや院内患者サロンへの派遣やタオル帽

業の社員の方と患者・家族の方との交流会を行い

子の制作を行っています。それから「らくラク体

ました。また異業種交流会等で色々とがんについ

操」という私でもできるような軽い体操も指導し

てお話しさせていただいています（スライド 3）。

ています。私はフットサルはできませんがこうい

それからピアサポーター養成講座です。今は法

う軽い運動ならできます。平成 28 年 1 月から

律的にも「…がん患者・経験者との協働を進め、
ピア・サポートをさらに充実するよう努める」と

スライド２

スライド３

238
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スライド４

 ころに寄り添う事業：ピアサポーター養成
こ
講座

スライド５

 PO 法人がんサポートセンターが実施したが
N
んのピアサポーター養成講座の変遷

がんサポートセンターの主な活動内容

がんを知る事業

ご当地カフェ・in 岐阜
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スライド６

 PO 法人がんサポートセンターが実施した養
N
成講座の内容

スライド８

雇用創出活動について

スライド７

 成 28 年ピアサポーター活動状況（平成 28
平
年 1 月〜 12 月）

スライド９

PLAN：想いで作りから雇用創出活動へ

12 月までに 13 ヵ所、332 回やってきました。

泉がなかなかなかったということです。

ほぼ毎日、どこかで何かをやっているという活動

私は 2006 年に退院したのですが、そのころ

状況です。実は回数が多すぎて、29 年度からは

京都にがんの先輩がいました。一流企業に勤めて

一部の活動については独立していただくかお休み

いて辞めずにすんだという方です。しかし働き続

に入ろうかと思っています（スライド 7）。

けるために非常に苦しまれたこともあり、ワーキ
ングサバイバー研究会を京都で立ち上げようとい

雇用創出活動について

うことで、私も一緒にやらせてもらいました。そ
の後、亡くなってしまったのですが、その思いを

本日のメインのお話ですが、雇用創出活動につ
いてです。もともとなぜここにたどり着いたかで

引き継いで何かしたいと思い、この雇用創出活動
を始めました。

すが、初めはある方の相談でした。スライド 8

想い出作りに戻ります。「患者家族で想い出作

に「2010 年、始まりは相談者の声」とあります

りの旅行がしたい」という思いがあります。ただ、

が、ある若い方が相談に来たことがきっかけです。

後遺症の不安からなかなか外に出られない、友だ

自分の母が乳がんになって、昔よく行っていた旅

ちと温泉に行きたいのだが受け入れてくれる旅館

行をプレゼントしたいのですが行こうと言ってく

がないという患者の声がニーズとして聞こえてき

れないという内容でした。乳がんの方が行ける温

ました。それなら旅館が患者・家族を雇ってくれ

ご当地活動紹介（岐阜における就労支援）① NPO 法人がんサポートセンター活動のご紹介
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スライド 10

DO：病気よりもやる気と経験

それからこれは切実です。辞めずにすんだ方は
何人かいました。しかし部署は変った、働く時間
が減ったということで、何が起こるかと言います
と、収入が減りましたということになります。生
活費は変らないかむしろ増えます。治療費は増え
ます。働いても、働いても、結局出ていくお金の
ほうが多いのです。特に男性の場合は、仕事は生
きがいの方も多いと思います。行きたくもない部
署に回され、給料は下がり、しかも居辛い。この
状況で「あなたはクビにならないから良いですよ
ね」と言われてうれしいでしょうか。治療をしな

たら良いのではないかと思い、何とか雇ってもら

がら無理をして働いても貯えが減っていく現実

えないかとお願いに回りました。これは他社との

は、とても厳しいです。

差別化になり企業収益にもつながるでしょうとお

また働けない方への対応も課題です。治療を長

話ししました（スライド 9）。病気というのは経

期にわたり継続しなければいけないということが

験だけではなく個性です。個性を雇うことは、収

確実になったが、職場の休職期間はもうすぐ終

益につながるという提案を持って、近くの大きな

わってしまうという状況に、どうしたら良いのか、

温泉街はすべて回りました。

これでは「生きることができない」と言われる方

なかなか結果は出ませんでしたが 1 ヵ所だけ

もいました。

話を聞いてくれました。実は 17 軒ほど加盟して

それから事業主・企業への支援です。事業主の

いる岐阜ホテル会という組合があり、これは良い

方ががんになってしまう場合はもっと深刻です。

アイデアだからやろうと話をいただいています。

借入金を返さなければいけない、社員に給料を払

今はそこから求人情報をいただいています。誰か
希望者がいたら紹介してくださいというもので、
内容はバックヤード業務、施設管理業務で治療や

スライド 11

CHECK：当事者の声と現状から見える課題

体調に合わせて働くことはまったくかまわないの
で探してくださいという話まで出てきました（ス
ライド 10）。

当事者の声と現状から見える課題と
アクション
私どもの活動の状況から、がんサバイバーの就
労 の 現 状 を チ ェ ッ ク し て み ま し た（ ス ラ イ ド
11）。まず業種が少ないと応募者が少ないという
ことがあります。業種を増やすためには継続した
広報活動が必要だということです。
240
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スライド 12

ACTION：自ら立ち上がれる環境を目指す

スライド 13

個性があるからみんな良い

わなければいけない。それで仕事を休めない方が

す。資格取得をめざしましょうということです。

多くいらっしゃいました。治療を止めてしまうと

現在、宅建士の資格取得を目指すグループを立ち

いう方も実際にいました。こういう患者に対して

上げようとしています。税理士さんと会計士さん

は行政のほうからの支援が必要だと思います。本

が支援についてくれています。こういった勉強会

人だけの問題ではなく社員の生活に影響してしま

の支援を行います。また資格取得後の運営支援体

う問題でもあるということです。本県は中小企業

制の構築を専門家と一緒に行っていきます。

が多く、社長が倒れてしまうといきなり会社が傾

もうひとつは、創業・自営に向けた支援です。

いてしまい、失業者が増えてしまうということに

体調に合わせて事業活動ができる働き方を提案で

つながります。

きないかということで、今、チャレンジしようと

それから当事者へのキャリア相談も必要だと
思っています。今は社労士さんが入っていますが、
キャリアコンサルタントの方にも入ってもらい、

思っています。これは辛い時は頼ればいい環境だ
と思っています。
それから高橋先生は、先ほどダイバーシティと

ハローワークの方とも一緒になって、業務経験を

言われたのですが、私はこの先はパブリック・エ

見直し、他で活躍できるような相談ができる。辞

ンゲージメントの発想が大切だと思っています。

めないことが正解ではなくて、自分の力を活かす

みなさんにはまずこういう問題があるということ

ことができるような提案をする環境が必要ではな

を認識してもらい、それに対して自分たちはどう

いかと思っています。

いう行動が取れるかを考え、解決に向けてみんな

また企業への啓発・依頼だけでは不足というこ

でやっていきましょうというのが、パブリック・

とです。雇ってくださいと言ってもなかなか難し

エンゲージメントという考え方です。ダイバーシ

い。さらには雇用後の継続的フォローが大事だと

ティも良い方向性だと思いますが、それにプラス

思っています。

してみんなで取組んでいけるというところが良い

それから今、新しいアクションとしてやろうと

と思っています。「個性があるからみんな良い」

していることがあります（スライド 12）。患者

と思っています（スライド 13）。ご清聴ありが

が自ら立ち上がるための場所を作ろうと思いま

とうございました。
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ご当地活動紹介（岐阜における就労支援）②
がん患者の就労相談

澤端
さわはた社会保険労務士事務所

有美

特定社会保険労務士

談業務、紛争解決手続代理業務です。また、裁判

社労士の仕事とおもな相談内容

において補佐人として裁判所で意見陳述も行いま
す。

澤端と申します。毎月第 1 金曜日に岐阜市民
病院で就労相談をさせていただいています。社会
保険労務士というのはどういう仕事をするのかご

この 1 年間行ってきた就労相談のおもな相談
内容です（スライド 3）。「職場に病気を伝えるか」
「休職期間中の生活費」はどうしたらいいのか、
「年

存じない方もいらっしゃると思いますので、簡単
に説明させていただきます。
社会保険労務士は、会社の労務管理の相談とい

スライド２

社労士の主な業務

スライド３

相談の主な内容①

う仕事でお手伝いさせていただきながら、従業員
様と一緒に会社を支える黒子のような存在です
（スライド 1）。
スライド 2 は、社会保険労務士会のホームペー
ジから抜粋したものです。おもな業務は、労働社
会保険手続業務、労務管理相談指導業務、年金相

スライド１

242
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社会保険労務士の役割
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金手続き」はうまくできるのか、「傷病手当金申

スライド４

相談の主な内容②

請手続き」はできると聞いたのだが、どうやって
やればいいのか、休職期間中で収入が少ない中、
医療費や社会保険料の負担もあり、
「住宅ローン
と今後の生活費」はどうしたらいいのか、「働く
職場環境」として、健常者なら安全と思える職場
も病気に罹った方についてはとても危険な職場も
あったりするので、職場環境を変更するにはどう
伝えたらよいか、それから会社を辞めた方がいい
のか、続けるとしても自分の仕事はあるのだろう

られた保険の内容や小規模企業共済の受給方法や

かというようなことです。入院する前に会社を辞

それに係る税金や申し込みについてもお話をして

めて、住んでいた場所も引き払ってしまった人も

います。

います。退院してからは職業もないのにどうやっ

住宅ローンについては、団信保険というものが

て住む場所を見つけたらいいのだろうかという相

あります。最近多い 3 大疾病に罹った場合のロー

談を受けたこともあります。

ンの債務弁済が受けられないか、保険内容の確認
をしてもらっています。

相談内容への対応

働く職場の環境を変更できるとしても、自分が
できる仕事がないと言われる方については、現在

そうした相談内容にどう対応したか（スライド

の仕事、今の会社で必要とされる人材になるため

4）。現在の職場まで通勤するには、かなりの体

には、こういうような資格を取ったら良いのでは

力を消耗するという相談者では、身体の状態や就

ないか、こういう勉強を入院中にしたら良いので

労環境をお聞きして、会社にも理解していただけ

はないかということをお話ししています。

るように病気の告知をお勧めしています。告知を

相談をしていくうちに自分がやってみたいこと

することで近い支店へ移してもらうことや、重量

が明確になり、退院してから起業をしたいと言わ

物を取り扱う業務をしていた相談者については、

れる方もいます。その方については起業に向けて

業務内容を変更していただくこともできます。そ

どのような手続きをしたら良いか、お話しします。

のようなことから告知を勧めています。会社のほ

当初相談にお見えになった時よりも大変生き生き

うでも病気のことを知らずに無理をさせてしまう

としてお話をされます。

ことがあります。会社側の視点から、この告知を
どのように受け止めているかもお話ししておりま

休業期間とその間の社会保障制度について

す。休職期間の生活費については、おもに傷病手
当金の支給申請の流れや受給金額、受給期間、そ

相談者のみなさんが気にされていることは、休

の他生命保険制度の説明や、ごく一部の症例では

業期間です。自分の企業はどのくらい休業期間が

ありますが年金受給できる制度もありますから、

あるのか、休業期間中に職場復帰できるだろうか、

その手続きについてもお話をさせていただいてい

もし復帰できなければ退職した方がいいのではな

ます。

いか、会社には迷惑をかけたくない、ただでさえ

また自営業者の方については、今までかけてこ

業務のツケが同僚に回されてシワ寄せがきてい
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る、社会保険料の負担で面倒もかけているなど悩

岐阜県経営者協会から発行された最新の『岐阜

んでみえますが、休業期間は会社によってまちま

県賃金資料』を見ますと、相談者でいちばん多い

ちです。

50 代の平均年収は、500 万円でした。平均月収

休業期間は、就業規則に書かれています。私た

は、42 万円となり、社会保険料は、事業主と従

ち社労士は、この就業規則も作りますが、中小零

業員の負担はともにほぼ同額の 6 万円となりま

細企業では、休職期間は 3 ヵ月ぐらいがいちば

す。これは毎月、休職期間中もお互いに負担して

ん多いように思います。優良企業は、1 年半や 3

います。この負担が休業期間を長く設定できない

年というところもあります。休業期間中の労働者

原因でもあります。

の方については、賃金は無給の会社が多いです。
休職期間中の保険制度は、お勤めされている方

まとめ―関係先に求めたい内容

は社会保険、個人事業主や個人事業主の会社にお
勤めされている方は国民健康保険になります。

こうした相談内容から、できるならば、従業員

私傷病における休職期間中に受けられる所得保

にとって少しでも良い方向いくにはということで

障には、傷病手当金と、一部の方に障害厚生年金

関係先に求めたいことをスライド 7 に示しまし

や障害基礎年金が受けられることがあります（ス

た。企業側には休職期間の「3 〜 6 ヵ月」を 1

ライド 5）。

年半に延せないだろうか。そして就労場所や就労

社会保険の費用負担は、子ども・子育て拠出金
のみは事業主負担だけですが、健康保険料・厚生
年金ともに事業主負担と個人負担の構成になって
います（スライド 6）。

条件の緩和にご協力をいただけないだろうかとい
うことです。
社会保障側には、厚生労働省管轄になると思い
ますが、休職期間中の社会保険は、会社側も個人
負担側も免除できないだろうかということです。

スライド５

休職期間

現に、出産や育児期間では、期間中、会社側も個
人のほうも負担はありませんので、そのような制
度も作れるのではないだろうかと思っています。
また労災保険にある制度ですが、病状が治癒し
ていない場合、傷病等級制により等級ごとに支給
される年金や、治癒した後の労災保険のように 1
から 14 級までの年金制度を私傷病についても適
用できないだろうかということです。

スライド６

244

Ⅲ

�ん本.indb 244

休職期間中の社会保険

スライド７

相談内容から関係先に求める内容
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民間保険側には、住宅ローンの団信保険制度の

としてできないものだろうかと思っています。

見直しをお願いできないだろうか。平成 27 年

私ができることは、患者さんが就労できる可能

10 月 1 日以降に手術された方は、3 大疾病に罹っ

性を見出して、少しでも良い方向に働きかけがで

た場合、住宅ローンの債務返済について対応する

きないだろうかということだと思っています。

という一部の流れはありますが、それ以前に手術

以上ご清聴ありがとうございました。

した場合や、他の貸付機関についても何とか制度
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ご当地活動紹介（岐阜における就労支援）③
就労と治療の両立支援についての取組み

梅津

美香

岐阜県立看護大学成熟期看護学領域教授

そのためには労働のほうに働きかけることも必

はじめに―岐阜県の事業場の状況

要ですし、バランスをとるためには健康のほうに
働きかけることも必要ではないかと思います。両

大変熱の入ったお話が続いています。最後にな

立支援の促進のために必要なことは何かというこ

りますが、よろしくお願いいたします。本日のテー

とを下部に示しました。「治療を続けながら働く

マが「就労と治療の両立」ということですので、

人自身の努力」がまず必要だと思います。また本

まず両立支援とは何かから入ります。スライド 1

日のお話にも何回も出ていますが、「職場の理解・

を見ていただければ分かるように、健康と労働は

協力」は必要です。それから「医療従事者による

本来、影響し合っています。健康は労働に影響す

対象者の労働生活の理解」が大事なことではない

るし、労働は健康に影響します。通常はこのバラ

かと思っています。

ンスが取れているのですが、たとえば病気になる

その中で、私どもは何とか職場に働きかけられ

と健康状態は変わりますから、相対的にバランス

ないかと考え、取組みを始めましたので、そのご

が崩れることがあります。両立支援というのは、

報告をさせていただきます。

結局、そこをどう調整するかということだと考え
ています。

まず、職場とがん対策の関係についてです。岐
阜県保健医療課の横山さんからもお話があったよ
うに、岐阜県は全国と較べても比較的小規模の事
業所に勤めている方が多いです。スライド 2 の

スライド１ 両
 立支援とは健康と労働のバランスを調整す
ること

グラフにあるように、「50 人以上」のところに
勤めている方は、全国よりも少ない、「300 人以
上」のところに勤めている方も少ないことが分か
ります。300 人以上になりますと規模も比較的
大きくなりますから、会社に従業員の健康管理等
を行うために直接雇用されている、産業看護職と
言われている看護職がいる可能性が高くなりま
す。法的には義務づけられていませんので必ずい
るわけではないのですが、「300 人以上」の企業
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スライド２

事業場（職場）とがん対策

にはそういう方がいることが多くなります。私も

スライド３

わたしたちの活動 1

スライド４

面接調査からわかったこと

スライド５

わたしたちの活動 2

かつては、そのような企業に産業保健師として勤
めていました。
この状況は県によってかなり違います。岐阜県
は「300 人以上」の規模のところにお勤めの方
は 10％を切っています。だいたい 9％ぐらいで
す。愛知県は 19％ほどです。お隣の県なのに、
岐阜県で働いている方と愛知県で働いている方
は、勤め先の職場の状況が違うことをまず頭に入
れなければいけないと思っています。
会社にとっては、がん検診等の実施は義務づけ
られていません。平成 27 年からストレスチェッ
ク制度が導入されたため、がん対策よりもそちら
に関心を向けている会社が多くあるかもしれませ
ん。ただ、先ほども話に出ましたが、『両立支援
のためのガイドライン』が出たということで、今
後は少しずつ関心が高まっていくと思います。

私たちの活動―調査から広報ツールの作成へ
をしているということです（スライド 4）。
私どもの活動です。ひとつは企業の中で産業看

もうひとつの私たちの活動としては、産業保健

護職を対象に、がんに罹られた従業員の方にどう

調査研究というものをやっています。会社はどの

いう支援をしているかという調査をしています

ようながん対策をしているのか、その結果にもと

（スライド 3）。

づいて対策を推進していただけるような働きかけ

そこで分かったことは、看護専門職の立場で従
業員と職場にとって望ましい状況での職場復帰を
めざし、専門職の立場から職場の理解を促すなど

をしようということです。これが 2 つめの活動
になります（スライド 5）。
調査をして、どのようなことを広報し、啓発し
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スライド６

研究推進体制

スライド７

 問紙調査からわかったこと：両立支援の実
質
際（平成 29 年 2 月時点速報）

たら良いのか検討し、最終的には岐阜県の実状に
合ったリーフレットを作ろうということです。

未満の事業場も調査はしています。質問紙の配布

スライド 6 は研究推進体制です。上にあるの

回収方法が異なるので、今回は 50 人以上の事業

は私どもの大学です。がん看護を専門とする教員

場だけの結果です。がんに罹患した従業員の制度

が 3 人入っています。産業保健を専門とする者

利用について、正規雇用ではどうか、契約社員は

も入っています。これは私のことです。がん看護

どうかというように雇用形態で分けてお聞きして

専門看護師というのは、看護系大学院で修士課程

います。「3 ヵ月程度の休業を要する場合に利用

を修了されて、なおかつその後、専門看護師認定

できる制度」については、正規雇用の場合はほと

審査に合格した方です。このがん看護専門看護師

んどのところでは「制度あり」とお答えになって

として、県内のがん診療連携拠点病院である岐阜

います。それが契約社員やパートになるとやや制

市民病院の方と岐阜県総合医療センターの方に

度が使いにくくなります。対応が難しい傾向にあ

入っていただいています。先ほどご講演いただい

るのは、「週に 1 〜 2 回程度の通院が必要な場合

た横山さんにも岐阜県保健医療課のがん対策担当

に利用できる制度」や「毎月 1 回程度、数日間

ということで入っていただいています。それから

の入院が必要な場合に利用できる制度」というこ

独立行政法人労働者健康安全機構から研究費が出

とで、そういう制度はまだ十分ではないことが分

ておりまして、岐阜産業保健総合支援センターが

かりました。

バックアップしてくださっているという状況で

それから両立支援を実際にどうされているかで
す（スライド 7）。仕事上の配慮に関する相談が

す。

あったら対応しますかということでは、複数回答

質問紙調査から分かったこと

ですが、「本人と話し合い、本人の希望に沿うこ
とができるかどうか検討している」という答えが

平成 29 年 2 月時点の速報として、質問紙調査

いちばん多く 7 割ぐらいでした。あとは「主治

から分かったことをご紹介します。まず両立支援

医の診断書および意見を確認し、対応している」

において利用できる社内制度です。今日は 50 人

等々になります。

以上の事業場の調査結果を紹介しますが、50 人
248
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スライド８

 問紙調査からわかったこと：両立支援の経
質
験（平成 29 年 2 月時点速報）

社のほうでも自覚されているケースがあり、これ
を何とかしていきたいというご意見もありまし
た。ここには載せていませんが、社会保険労務士
の澤端さんのお話にもありましたが、社会保険料
の負担が大変だというご意見が出ていました。

今やっていること（広報啓発用媒体作成）
とこれからの取組み
以上のような調査結果を使い、県内のがん専門
スライド９

 問紙調査からわかったこと：困っているこ
質
と・知りたいこと（平成 29 年 2 月時点速報）

看護師 5 名の方と研究メンバーで意見交換をし
てリーフレットを作っているところです（スライ
ド 10）。
内容はスライド 11 のようになります。岐阜県
の情報をできるだけたくさん入れて作っていま
す。これ以外にもがんの治療をしながら仕事を続
けることを検討されている方に活用いただける
リーフレットも準備をしているところです。
これから取組もうとしていることとしては、医

スライド 10

広報啓発用媒体（リーフレット）の作成

スライド 11

広報啓発用媒体（リーフレット）

りになります。色々あります。回答者はほとんど
が人事労務担当者ですが、そういう方の中にも「自
分自身が、がん治療の経験がある。」という回答
が何人かからありました。また「女性の場合、男
性としては術後の経過・体調など聞けないことが
ある」というお答えもありました。
スライド 9 は「困っていること・知りたいこと」
です。やはり「具体的な就労支援の方法」を知り
たいということで、そこがよく分からないという
ことだと思います。それから「病状を聞きづらい」
「治療期間がわからない」「病気を抱える中での将
来のキャリアアップに関する不安への対応」など
が出ていました。また「治療法に合わせた社内制
度の構築が必要」ということで、今の治療に合わ
せた制度がまだ整いきれていないということを会
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スライド 12

これから取り組もうとしていること

療機関の看護師と企業にいる産業看護職のネット
ワーク作りをしたいということです。
2 つめはやはり岐阜県の地域特性に適した両立
支援の仕組み作りをしていきたいと思っています
（スライド 12）。
以上です。ありがとうございました。
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カフェタイム・グループ発表とまとめ

仕事をするときに困ったこと／自分でこんな工夫をしました／職場や周囲の、こんな気遣
いがうれしかった！／こんな手助けがあれば、さらによかったなぁ…

■ 高橋

カフェタイ

スライド 1

カフェタイムのお題

ムの進め方をご説明し
ま す。 今 日 は 仕 事 が
テーマですが、お茶を
飲みながらのカフェタ
イムでは、スライド 1
に書いてあるようなこ
とを話し合っていただ
ければと思います。みなさまもお仕事については
色々な思いがあったと思いますが、
「仕事をする
ときに困ったこと／自分でこんな工夫をしました
／職場や周囲の、こんな気遣いがうれしかった！
／こんな手助けがあれば、さらによかったなぁ…」

できれば参加者の方に発表者になっていただい

という話です。ご自分のことでもご家族のことで

て、1 グループあたり 2、3 分でお願いしたいと

もいいです。同僚のことでもいいです。これから、

思います。

それぞれのグループでこういうお話をしていただ
ければと思います。

どこのご当地カフェでもそうだったのですが、
いちおうお題を出しても、これが吹き飛んでしま

みなさん初対面だと思いますので胸にシールを

うことがあります。まったく関係ないことで盛り

貼っていただきました。それぞれ自己紹介から始

上がって「わぁ楽しかった」となることもありま

めましょうか。そして、話し合っていただいた後

すから、それはそれで OK です。いちおう今日

に、それぞれのグループから話し合ったことをご

のお題はこれですということで、ここにお示しし

く簡単にご発表いただければと思います。今日は

ておきます。

それぞれのグループに司会進行役の方が配置され

それから今日は色々なお話が出るかもしれませ

ています。過去には、司会の方が発表することも

んが、ここでお話ししたこと、聞いたことのうち、

ありましたが、どちらかと言うと参加者の方に発

個人に関わることはここに置いていきましょう。

表していただいたほうが、私どもも楽しいので、

また、今日発表していただいたことは、私どもの
カフェタイム・グループ発表とまとめ
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がんサバイバーシップ支援部が作成するご当地カ

発表、こんな感じでお願いしますね。それでは B

フェ報告書にまとめられ、部のホームページで公

グループさんにまいります。

開されます。
それではよろしくお願いいたします。

＜グループ発表・Ｂ＞
治療費に関してお金のことや、ご主人様ががん

フリーディスカッションタイム・まとめ

になられた場合と奥様ががんになられた場合とで
は家庭にかかる負担が違うというところを討論し

■ 高橋

発表タイムに入ります。まじめにカフェ

ました。お金の心配はついてくるので治療費を支

のお題を話したグループはありましたでしょう

払った後の老後はどうしたら良いかや、もしご主

か。私が入ったグループでは、あまりお題の話に

人が働いていてがんになられて…あと 1 年働け

はなりませんでした（笑）。それではまとめの発

ば定年という場合など、その 1 年をどうやって

表を順にお願いし ます。

過ごせば良いのかという話が出ました。再就職す
ると降格されたりして、働くモチベーションの維

＜グループ発表・Ａ＞
私は 5 年前に手術をしてその話もここでさせ
ていただきました。お題に沿っていないのですが、

持がなかなかできなくなり、そこを奥様がどれだ
けサポートしていけるかにかかっているというお
話もありました。

とても良い話が出ました。がんだと言う必要がな

今日のご当地カフェのような会の情報がまだ出

いという発言がありました。がんは普通にあるも

てこない。僕はフェイスブックを見て参加したの

のではないので周りの人の偏見があり、自らがん

ですが、今日のことを知っている方もなかなかい

だと言えないという意見が出ました。

らっしゃらなかったので、情報はもっと広げてい

それから、医療機関で「がん」と言われた時で

かないといけないと思いました。それから情報は

すが、インパクトのあるポスターが医療機関にあ

自分から探していかないとこういう機会に巡り合

れば、自分ががんだと言われて、どうしたら良い

うこともなかなかないということで、もっとこう

かと思っている時にそのポスターを見てそこに助

いう機会が増えたら良いなと思いました。以上で

けを求めに行けるということでした。たとえば「職

す。

場でクビと言われたらこちらに相談してくださ
い」というように、本当にインパクトのあるポス

■ 高橋

ターが病院の告知の場所に貼ってあると相談しや

う、探そう。病院でもできることはたくさんある。

すいのではないかと。タイミングの良い時に適切

そうですね。それでは C グループさんお願いし

なアドバイスがほしいので、インパクトのあるポ

ます。

ありがとうございます。情報を広げよ

スターはとても有効ではないかということです。
それから病院では仕事の話をしてはいけないと

＜グループ発表・Ｃ＞

思いがちなのですが、そこは医療機関側でも変っ

このグループは人数が少なかったので、サバイ

ていただいて、仕事の話もできるような態勢を

バーの人が、実際に病気になった時にどういう環

とっていただけたらと思います。

境だったかを話すことが中心になりました。結局、
職場は辞めたのですが、周りの人には、話すこと

■ 高橋
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強くなれたということでした。ふだんからコミュ

具体的にどういうようにすれば良いかをいちばん

ニケーションをとる大切さのありがたみが分かっ

知っているのは経験者ということになりました。

たというお話もありました。

1 年後の患者さん、3 年後の患者さんがどうなる

また、がんということを言いたくないという人

かを教えてくれるピアサポートの場があれば、会

もいました。たとえばがん家系に生まれてしまっ

社に言ったほうが良い、あるいは、こういう話し

ているのでお嫁に行けないのではないかとか、変

方をすれば良いといったアドバイスがもらえるの

な話ですがお墓にも入れてもらえなかったという

で、そういう経験を持っている方のお話が聞ける

お話も聞いてややびっくりしました。まだそうし

機会があれば良いという話でした。

た間違った情報や間違った風土があります。ただ

それから企業側、経営者側という支える側から

風土を変えるのは非常に大変なので、まずはサバ

の話もありました。やはり月単位で従業員が亡く

イバーあるいはがん経験者が、明るく・楽しく・

なるようなことになると仕事の現場は大変だとい

強く生きていけばそうしたイメージも変るのでは

うことでした。

ないかという話でした。

大事なことは、会社と患者の「交渉」ではなく

また治療時に情報が少なく、今思えばこういう

人間同士の付き合いである。上司も患者さんも人

事情を言えば良かったというお話もありました。

間なので、会社と交渉すると言うよりは、人と人

仕事を続ける上でも、治療方法を先生と周りの方

との交渉が大事だということです。そこでふだん

が共有することによって、これからの仕事のやり

からコミュニケーションを良くしたり、ふだんか

方へのアドバイスになると思いますから、そうし

ら助け合い、お互い様というような関係で仕事を

た情報を取ることは非常に大事なことだと思いま

していると、万が一の時に細かいサポートが受け

す。

られるのではないかという話がありました。以上

私はサバイバーで、私個人については、話をし

です。

たことによって周りの人からの情報がもらえまし
た。もし私が「実は○○がんになっちゃった」と

■ 高橋

言っていなかったら、そういう情報はもらえな

せていただく時に、よく「体験者の方は説明力を

かったでしょうから、「誰にでも言う」というこ

上げましょう、そうすれば交渉力が上がります」

とではないのですが、言う勇気と言いますか、信

と言います。でも、交渉以上に人間同士の話し合

頼できる方に言う勇気は非常に必要だなと思いま

いというのは、とても大事ですね。E グループさ

した。以上です。

んお願いします。

■ 高橋

ありがとうございます。私は講演をさ

ありがとうございます。誰にどこまで

話すのかは永遠のテーマではないでしょうか。
「言
う勇気」。キーワードをいただきました。D グルー
プさんどうぞ。
＜グループ発表・Ｄ＞
テーマの「困ったこと」です。がんになった時、
患者も会社もどうなるか分からないという時に、
カフェタイム・グループ発表とまとめ
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＜グループ発表・Ｅ＞

ちゃんと理解して、接しなければいけないという

私たちのところでは、患者と社労士の方のお話

ことが分かりました。テーマの「助かっているこ

が 2 つ出ました。まずがん患者です。「非正規で

と」としては、薬物療法中は、やはり生活に色々

働いていて、契約期間があり次に継続してもらえ

としにくいことが出る。それでもふだんから何で

るか不安です。就活中です。がんのことをどう伝

も話せる関係があったので、助かっているという

えれば良いか不安です。辞めるのではなかった。

ことでした。

がんのために仕事を辞めてくださいと言われまし
た。」というような話が出てきました。今後に対

■ 高橋

する不安や収入源の問題を抱えている状況です。

ふだんから何でも話せる 3 姉妹の話もでました

社労士の方からのアドバイスとしては、求人情

ね。姉妹はいいぞーという話でした。はい、あり

報はあっても患者側からの応募がない。20 人か

がとうございます。それでは G グループさんお

ら 30 人ぐらいの中小企業なら募集はあるのです

願いします。

私もこちらのグループにいたのですが、

という話でした。また、会社側には、がんのこと
を伝えた方が良いというお話がありました。
この 2 つのことから考えたことなのですが、

＜グループ発表・Ｇ＞
テーマを掲げたスライドに背を向けていたの

がんに対して理解がある会社とない会社があるこ

で、何がテーマかを意識しないで話をしました。

とが分かりました。そこでできることとしては、

グループの中にがん患者さんと難病患者さんがお

1 つめは企業に対して、がんのことを理解しても

みえになりましたので、その方々のお話がうかが

らう活動が必要なのではないか。2 つめは、難病

えました。働く意欲はあるのだが、やはり体調に

やがんなど色々な病気はあると思うのですが、そ

より労働が制限される。すべてを分かったうえで

ういう人がハローワークに行った時に、そういう

勤めていきたい、仕事をしていきたいということ

方を雇っている会社、たとえば育休が何％の会社

でした。会社が求人をする時に、がん患者でも受

ですというのがあるように、病気の方にやさしい

け入れ可能ということや、そういう人たちの就労

会社を、がん患者の側から見やすく示す工夫がで

を前提とした求人情報が整理されていると良い、

きると良いという話が出ました。以上です。

そういうものがほしいというご意見がありまし
た。なぜそう思うかということですが、就職して

■ 高橋

ありがとうございます。たとえば子育

もすぐに辞めてしまうような事態になった時に、

てをサポートする企業を対外的に見えやすくする

自分が辞めたことで、本当だったら次にその会社

工夫はあります。それと同じようにがんはじめと

に就職できた人の妨げになってしまう、障害に

する何らかの病気や働きにくさを抱えている求職

なってしまうという思いがあるからだというお話

者に、そういうことに対してやさしい会社ですと

でした。また家族に自分自身が負担をかけている

いう情報を見やすくするのが良いのではないかと

という話も出ました。自分自身へのイライラがあ

いうアイデアですね。それでは F、お願いします。

り、どうしても家族に当ってしまったり、自分の
心の中では申しわけないと思いつつも家族にそう

＜グループ発表・Ｆ＞

いう態度をとってしまうということでいつも反省

やはり周りの理解が「がん＝死」ということだ

をしているというお話をうかがいました。自分の

と公表しにくいという話がありました。周りが

思いと家族への思いという 2 つの深い思いをう

254

Ⅲ

�ん本.indb 254

ご当地カフェ・in 岐阜

2017/03/21 1:08

かがうことができたと思います。
また、人と話すこうした機会をぜひ作ってほし
い。こういうところに参加することによって自分
の気持ちが軽くなっていく、前向きになれると
いったようなお話をうかがいました。「ご当地カ
フェ」は、岐阜が 8 回目ということでしたが、
国立がん研究センターの支援だけではなく岐阜の
中で独自の、岐阜版カフェができれば良いという
話が出ました。やるなら県庁所在地の岐阜市とい
うことになるのでしょうが、がん患者さんは岐阜
市だけにいるわけではないので、それぞれの圏域

■ 高橋

の中で同じようなことができれば良いのじゃない

事だという方もいるかもしれませんし、仕事以外

かと、お話をうかがって今日の個人的な感想です

のものも色々あると思うし、人生の中の仕事の位

が思いました。以上です。

置づけというのは本当に色々ですね。I グループ

ありがとうございます。生きがいが仕

さんお願いします。
■ 高橋

ありがとうございます。それでは H グ

ループさんお願いします。

＜グループ発表・Ｉ＞
現在仕事を続けるか治療に専念するか、両立に

＜グループ発表・Ｈ＞
がんサバイバーの方がお 1 人いらっしゃいま

ついて悩んでいる方がいらっしゃったので、仕事
と治療の両立について話をしました。休職期間が

した。10 年生存率が低いがんに罹られて、放射

3 ヵ月しかない中でどうするかという話でした。

線治療も抗がん剤療法も効かないと言われ、大好

配転の希望もあるが、上司は職場のことを考えて

きだった仕事を辞めたという話から始まりまし

いて、自分は働きたいと思っていても治療経過に

た。仕事を辞め、再発を気にしながら、旅行に行

よっては休む可能性もあり、職場への影響もあっ

くことを楽しみにしながら今は生活しているとい

て心配だという話でした。周りの理解もない職場

うことです。今はがんになってから 1 年以上経

でどうするかということです。転職したり、部署

過した時点で、もしかしたら仕事は辞めなくても

を変ることで良い職場に行けることもあるかもし

良かったのではないかと思っているということで

れないという意見が出ました。まず身体を最優先

す。ただその時は分からなかったし、精神的にも

に考える時間を持った方が良いということで、決

がんに自分は罹ったので厳しいかなと思い仕事は

断の時期は今ではなく、少し引き延ばせるように

辞めたそうです。もしその時に何か相談できたり、

相談する。あるいは気持ちが落ち着いた時に決断

支えてくれる人がいたらという思いはあると話さ

した方が良いというお話がありました。今、気持

れていました。今は、再発のことを気にしながら

ちが落ち込んでいる時に、仕事のことを考えなけ

生活をしていますが、とても旅行がお好きだとい

ればいけないのは負担になるということでした。

うお話でしたが、それに代わる生きがいが何か見

テーマの「周囲の理解者」については、同じ職場

つけられるかと思い今日はご参加されたと言われ

にも病気を持ちながら職場復帰されている方がい

ていました。以上です。

るので、その方の話は聞けたが、自分が同じよう
カフェタイム・グループ発表とまとめ
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にできるかどうかについては不安だということで

10 数年前にがん治療を受けられたという方の

した。相談相手としては、上司について言えば、

体験談を中心に話を進めさせていただきました。

環境が変れば話を聞いてくれ、分かってくれる上

今と違ってかなり前の時代だったので、周囲にが

司もいるのではないかということです。これは私

んの治療やがんを患っている方が、たぶんいたの

の経験で、「できる範囲で仕事をしてくれれば良

でしょうが、どなたがそうなのか分からない時代

い」と言ってもらえたので、そう話しました。ま

だったそうです。お 1 人の体験者の方は、幼馴

た話すことで気持ちの整理や方向性についても見

染の内科の先生がお近くにいらっしゃったので、

えてきたりすることがあるので、1 人で考えてし

そういう人的な関りの中でアドバイスをいただけ

まうよりは、今日のような場で話せたり相談でき

たということです。

た方が良いという話をしました。
知識についてですが、ネットなどから色々と情

もうお 1 人の体験者の方からは、ちょうどイ
ンターネットが始まったころだと思いますが、検

報収集をしてもそれが正しいものかどうか判断に

査入院の時に PC を買い、自分で色々調べられて、

迷うところがあり、危険なこともあるので、やは

自分自身のがんの生存率が非常に低いということ

り専門職やきちんとしたところから出てきたもの

を知り、逆に 3 年間、自分が使える制度を使っ

や、患者さんから聞いた話のほうが信頼できると

てしっかり療養をしようという判断をし、それが

いう話もありました。

自分のターニングポイントになったというお話を

治療中の仕事についてですが、事務仕事はでき

聞かせていただきました。

ても力仕事は難しかったり、治療の影響で疲れや

みなさんに共通して言えることは、病気を患う

すかったりすることもあるということでした。た

前までは就業規則についてはまったく知らなかっ

だ仕事は、自分のペースではできなかったり、仕

たということです。読み返して、自分自身がこう

事をしている以上は責任があるということで、自

いう制度を利用できることを初めて知ったと言わ

分のやってきた経験を活かして、できる範囲で仕

れていました。病気との闘病の中で年金がもらえ

事をしていければ良いのではないかという話もあ

るまでの生活設計を自分自身でシミュレーション

りました。以上です。

したというお話もありました。
ある会社では人事と産業医との連携が希薄だっ

■ 高橋

ありがとうございました。いつも思う

のですが、企業はボランティアではありません。

たものですから、もう少し話してくれていれば良
かったという話もありました。

自分の今の体調でどのように会社に貢献していく

共通して言えることは、病気を通じて社会的な

か。環境を変えるという考え方もあるというお話

役割が奪われてしまったということ。ただピアサ

もありましたが、そういう判断もあるかもしれま

ポーターなどを通じてまた新たな役割を治療の中

せん。ただとても気持ちが揺らいでいる時に大き

で獲得されたということで、自分自身が患者さん

な決断はしないで、それは少し先延ばしにすると

と向き合う中で活かされるという体験談は非常に

いうのも「あり」だと思うし、そういう判断をす

良かっと思っています。

る時に話せる場や信頼できる相談相手は大事です
ね。J グループお願いします。

色々と話をおうかがいしていて個人的に思った
ことです。たとえば企業がお年寄りを雇うと助成
金がもらえるというものがありますが、がん患者

＜グループ発表・Ｊ＞
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社に少しでも助成金が入ったりすると、会社にも
そうしたことが少し周知できるのかなと私自身は
思いました。以上です。
■ 高橋

ありがとうございます。実際に会社の

経営を助ける助成金という意味に加えて、助成金
を通じてがん患者の就労問題を周知するという意
味もあるかもしれませんね。それではラストの K
グループお願いします。
＜グループ発表・Ｋ＞
自分のことを人に言える、分からないことを聞

■ 高橋

ありがとうございました。すごいです。

それぞれのグループから本当に色々出ましたね。

けることが大事だという話が出ました。今実際に

やはりそれぞれ、自分ができること、病院ができ

がんと闘っている方のお話で。数年前にがん告知

ること、会社ができることなどを考えて、どこか

をされて抗がん剤の副作用と闘いながらも家事の

で納得したり、落とし前を付けたりしなければい

ことをやっていかなければいけないという現状だ

けないことがあるのだなと改めて思いました。
「生

そうです。仕事がら、人の手を借りるというより

きがいや自分の役割は何？」ということも非常に

は、すべて自分で問題解決をしていくことが当た

大きいし、家計の負担、生活設計、そしてご本人

り前だったというお話でした。ご近所の方にもご

の話だけではなく家族も辛いというお話も出まし

自分の口から自分の病気についてお話をするよう

たね。

にしていたりするそうです。

それから他人の手をどう借りるのか、周りから

他の方ですが、がん告知をされて、お仕事をさ

はどのように理解してもらうのか。その時に体験

れていたのですが、その時は病気のことを考える

者の助言がとても重要だったり、個別に安心して

のに精一杯で、仕事のことまでは考えられずにい

話せる場が必要だったりします。安全に、安心し

たという経験を聞かせていただきました。

て話せる場というのは大事ですよね。

また他の方ですが、旦那様が病気になられたの

色々な課題が出ました。それから、これから岐

ですが、夫婦でどなたかにお話をされていて、病

阜版のカフェをやろうよというご提案もあり、と

院でも仕事について、これからどうするかという

ても素敵だなと思いました。地元だからこそ地元

話になった時に、自分で相談窓口を見つけ、相談

の状況が分かり、それを反映して情報交換ができ

に行かれたことがあるそうです。会社のほうから

るということはきっとありますね。良い意味で顔

もサポートが得られたというお話でした。

が見える関係がつくれるのではないかと思いまし

そういうお話から、やはり家族や職場の人など、

た。

困っていることや悩んでいることなどを周りに話

本日は短いカフェでしたが、それでもこれだけ

せることが大事ではないか。話せる相手がいるこ

のご意見が出ました。大変ありがとうございまし

とが前提にあるということなどが出ました。以上

た。

です。

カフェタイム・グループ発表とまとめ
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閉会の挨拶

國枝

克行

岐阜県総合医療センターがん医療センター長

みなさん今日は長時間にわたり積極的に参加し

た。岐阜市民病院には大変ご足労をおかけして実

ていただき本当にありがとうございました。私自

現したと思いますが、こうしてがん拠点病院がお

身も新しいことに出会え、色々な面で勉強させて

互いに協力をしようということでできた非常に有

いただきました。本当に感謝しております。がん

意義な会であったと思っています。

患者の就労の問題については、ずっと以前からあ

先ほども出ましたがこうしたことの大切さが非

りました。ただ企業以外に心理的な問題、経済的

常に良く分かりましたので、これからはこれらの

な問題、社会的な問題など色々なことが絡み、非

病院がまた力を合わせ患者さんのために企画をし

常に難しい問題で、ある意味で私たちはむしろ避

て少しでも進められたらと思います。

けてきたと思います。患者さんは、どういうこと

お願いしたいのはもしそういうことができまし

をどのように伝えたり、聞けば良いのかというこ

たら、時々水撒きに来ていただいて、水を撒いて

とで多くの人が悩んでここまで来たと思います。

いただきたいということです。よろしくお願いい

ただ平成 24 年の第 2 期がん対策推進基本計画の

たします。

中にしっかりと盛り込まれて以来、がん診療連携

今日みなさま方からいただいた色々なご意見、

拠点病院を中心に色々な相談体制を作るようにと

また知識をもとに色々なところで進めてまいりま

いうことでここまで来ました。しかしそれでも

す。またその時にはみなさまには積極的にご参加

ハードはできてきたのですが、ソフトの面ではま

いただき、力を貸していただきたいと思います。

だまだという現状です。

簡単ですがこれで閉会の挨拶とさせていただきま

今日は、東京から「ご当地カフェ in 岐阜」と

す。本当にありがとうございました。

いうことで来ていただきありがとうございまし
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「ご当地カフェin岐阜」アンケート集計
平成29年2月26日（土）実施

参加者70名（スタッフ除く）
回答者52名（回答率 74.3％）

アンケート集計

性別

男性

女性

未回答

32.7%

61.5%
20歳代

年齢
7.7%

11.5%

30歳代

40歳代

26.9%

50歳代

5.8%
60歳代

70歳代以上
19.2%

21.2%

13.5%

立場（複数回答）
患者・家族
社会保険労務士
医療関係者
職場の方
その他
未回答

65.4%
0.0%
9.6%
7.7%
25.0%
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

57.7%

未回答

34.6%

3.8%
1.9%

1.9%

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

61.5%

あまり出来なかった

未回答
7.7%

26.9%
1.9%

1.9%

Ｑ４．様々な立場の方と交流ができましたか？
出来た
46.2%

まあまあ出来た

あまり出来なかった
21.2%

未回答（カフェトーク不参加）
30.8%

1.9%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

情報を得られる場がまだ十分でないことを知りました。各地で患者会設立していく必要を感じています。
ありがとうございました。これからもお願いします。
ありがとうございました。がん患者の支援が縦割りになってしまわないように、今回のように医療機関、患者会、労働局、県と連携
して開催していただけるとありがたいと思います。
がんカフェは二回目の参加でしたが、今回のテーマ”がんと就労”に関しては話し合いになりませんでした。人とのコミュニケーショ
ンをとる事が大切だと思いました。
ファイナンシャルプランナーにも病気を知って欲しいと感じた。
当事者の方々の声が一番大切だと改めて知ることが出来ました。良い研修でした。ありがとうございます。
名古屋でも私の会社でもやってほしいです。
行政、病院など縦割りでなく横につながる取り組みを広げていっていただきたい。
今回のイベントを県内独自でも開いてほしい
生きがいをみつけるため参加しました。
貴重な機会を頂きありがとうございました。
まだまだ知らない情報、支援があることを知りました。情報収集の良い機会となりました。患者の生きがいは仕事であったり、仕
事は収入を得るためだけのものであったり立場によっていろいろちがいがある。生き涯いは大切、このモチベーションを上げる方
法を考えてゆきたい。
自分に何ができるのか考えたい
がんと就労について学ぶことができてよかったです。また、こういったイベントがあれば参加したいです。
患者の立場だけでない視点も知ることが出来ました。
又、この様な機会があったらいいなと思いました。
がん患者の方に対しては、話せる場を、企業に対しては病気に対する理解を求めるのが必要と感じました。
いろんな話が聞けて良かったです。岐阜のがん対策等もよくわかりました。
患者同士の交流の場がもう少したくさんあってもいいと思う。
参加する事が出来て良かった。
こういった機会を少し避けていたのですが、出席してよかったと思いました。
知らなかったこと、患者さんがおかれている状況について知ることができてよかった。
復職できていないので（うつになり）まずは相談してみようと思った。
がん患者だけでなく難病関連のセミナーなどの企画もあるとうれしいです。
友人が抗がん剤治療中の為、かわりに聞きに来ました。サバイバーの方のお話がよかったです。（久光選手、松本理事長）勇気
をわけていただきました。ありがとうございました。
カフェトークには参加しなかったが、講演はとても参考になった。今後、がん患者は増加する一方なのでこのような機会は望まれ
ていると思う。もっと広い会場でやってもよいと思った。
など

「ご当地カフェ in 岐阜」アンケート集計
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「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 28 年度 活動報告
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