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　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 がん対策情報センター がんサバイバーシップ支援部では、診断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年度から開催しています。
　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 29 年度は、公民館カフェを２回、ご当地カフェを２回（青森市・福井市）、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、ハザマ世代のがん、医療者とのつきあいのマナー、
がん治療と食べる喜び、がん患者や家族の就労、がんリハビリテーション、食とこころの健康、リンパ浮
腫、アピアランスケア、と多岐にわたります。すべての会の記録は、カフェ活動公式サイト＊からもご覧
いただけます。
　ご感想やテーマへのご要望など、皆さまからのメッセージをいただければ幸いです。

◇　�「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、公募で選ばれた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。

◇　�「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。

＊カフェ活動公式サイト https://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/05survivor/05survivor_05.html

1　

�ん本.indb   1 2018/03/24   14:56



目　次
『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   1

　　　国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長　高 橋　　 都

Ⅰ　がんサバイバーシップ オープンセミナー   5

 第 9 回　知っておきたい！ がんリハビリテーション
開会の挨拶   6

 国立がん研究センターがん対策情報センター長　若 尾　文 彦

セミナーを始めるにあたって   7
　　　高 橋　　 都

知っておきたい！ がんリハビリテーション   8
慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室准教授／　　　　　　　　

腫瘍センターリハビリテーション部門長　辻　 　哲 也

質疑応答   30

 第 10 回　食とこころの健康〜魚油を中心に
開会の挨拶   38

　　　若 尾　文 彦

セミナーを始めるにあたって   39
　　　高 橋　　 都

食とこころの健康〜魚油を中心に   40
国立がん研究センター社会と健康研究センター健康支援研究部長／　　　　　　　　

国際栄養精神医学会 ISNPR副代表　松 岡　 　豊

質疑応答   64

 第 11 回　リンパ浮腫との付き合い方
開会の挨拶   71

　　　若 尾　文 彦

セミナーを始めるにあたって   72
高 橋　　 都

リンパ浮腫との付き合い方―QOL への影響・セルフケアの継続を中心に―   73
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部研究員　土 屋　雅 子

リンパ浮腫との付き合い方―予防方法と発症後の対処方法について―   81
国立がん研究センター中央病院看護部看護師長／　　　　　　　　

医療リンパドレナージセラピスト　鈴 木　牧 子

質疑応答   93

 第 12 回　アピアランスケアって何だろう？　がん患者の外見ケアを考える
開会の挨拶   102

　　　若 尾　文 彦
2 

�ん本.indb   2 2018/03/24   14:56



セミナーを始めるにあたって   104
高 橋　　 都

アピアランスケアって何だろう？　がん患者の外見ケアを考える   105
国立がん研究センター中央病院アピアランス支援センター／臨床心理士　藤 間　勝 子

質疑応答   130

Ⅱ　公民館カフェ   139

 第 14 回　40 〜 50 歳代のハザマ世代のがんを考える
開会の挨拶   140

　　　若 尾　文 彦

挨拶   141
高 橋　　 都

40 〜 50 歳代のハザマ世代のがんを考える   142
斗南病院腫瘍内科医長／一般社団法人CANnet代表理事　杉 山　絢 子

カフェタイム・グループ発表とまとめ   156
　私が感じたハザマの課題

 第 15 回　医療者とうまく付き合うコツとマナーとは？
　　　　　　〜発信・行動・可視化を通してがん経験を活かす〜
開会の挨拶   165

　　　若 尾　文 彦

挨拶   166
高 橋　　 都

医療者とうまく付き合うコツとマナーとは？
　〜発信・行動・可視化を通してがん経験を活かす〜   167

患医ねっと代表　鈴 木　信 行
カフェタイム・グループ発表とまとめ   180
　医療者と話す時―こういう工夫が良かった・効果的だった、あるいはこれはだめだった

Ⅲ　ご当地カフェ   191

 in あおもり　〜がん治療による副作用を乗り越え、食べることのよろこび、
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楽しみを見いだすために〜 

開会の挨拶   192
若 尾　文 彦

特別発言：食べられない辛さからの解放をめざして   194
　　青森県病院事業管理者　吉 田　茂 昭

（代読）青森県立中央病院緩和ケアセンター　山 下　 　慈

3　

�ん本.indb   3 2018/03/24   14:56



体験談 1：がん治療の副作用を乗り越え、今を楽しく生きるために
　　　　　―治療による食欲不振、味覚障害を克服した患者の体験―   195

青森県立中央病院がんサバイバー　ジョーンズ薫

体験談 2：母の「食べたい」思いに寄り添い、食べるよろこびを分ちあった家族
　　　　　―東京から青森 714km の距離を超えた家族の体験談―   200

文京学院大学保健医療技術学部看護学科教授　中村　由美子

講演：がん治療中の食生活の工夫   204
神奈川県立がんセンター栄養管理部長／管理栄養士　藤井　理恵薫

カフェタイム・グループ発表とまとめ   214
　　　いつでもおいしく食べたい〜おいしく食べるための工夫、支援について語りあおう〜

進行役　日本赤十字社医療センター緩和ケア科部長　的 場　元 弘
　高 橋　　 都

閉会の挨拶   220
青森県立中央病院緩和ケアセンター長　高 橋　賢 一

 in Winter 福井　がんと共に生き・がんと共に働く　Vol.2　
 　　　　　　　〜がんになっても安心して暮らせる社会をつくるために〜

開会の挨拶   222
福井県済生会病院副院長　三 井　　 毅

第 1 部　特別講演：病気と仕事〜両立と職探しのヒント〜   224
高 橋　　 都

第 2 部　ご当地活動紹介
１　がん患者さんの就労支援の実際と振り返り〜長期療養者就職支援事業とは〜   233

福井公共職業安定所専門援助部門統括職業指導官　南 　　知 栄

２　両立支援促進員による出張相談窓口について   237
福井産業保健総合支援センター両立支援促進員　河 合　安 子

３　患者の立場から   241
福井県済生会病院乳がん患者　二ツ谷　聡美

４　企業の立場から―がん患者就労支援の取組み   244
株式会社わらび営業本部執行役員常務　和 田　　 勝

５　福井県済生会病院の取組みについて   247
福井県済生会病院集学的がん診療センター長　宗 本　義 則

ご当地活動　総評   255
高 橋　　 都

第 3 部　カフェタイム・グループ発表とまとめ   257
「治療と仕事」について、うれしかったこと、困ったこと。こんな工夫しましたよ。
こんな手助けがあれば、さらに良かったなぁ…

閉会の挨拶   264
宗 本　義 則

各回参加者アンケート集計データ   37,70,101,137,164,189,221,265

4 

�ん本.indb   4 2018/03/24   14:56



Ⅰオープンセミナー
がんサバイバーシップ

オープンセミナー
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　みなさん今晩は。本日は、お忙しい中お集まり
いただきありがとうございます。
　この「がんサバイバーシップオープンセミナー」
を始めたのは 2 年前からで、年 4 回のペースで、
今までで 8 回開催しました。親のがんを子ども
にどう伝えるか、お口のケアの話、あるいは情報
の話というように、生活に近い部分の様々なテー
マでやらせていただいております。
　本日は平成 29 年度の最初のセミナーです。

「知っておきたい！がんリハビリテーション」の
タイトルで、慶應義塾大学の辻哲也先生にお越し
いただきました。実は私は研究班で、4 年前に『が
んの療養とリハビリテーション』という冊子を作
る時に、辻先生には多大なご協力をいただき、さ
らにがん情報サービスの中にリハビリテーション
のコンテンツを作らせていただきました。
　私は、学生時代からリハビリテーションを習っ
てきたのですが、「がん」と「リハビリテーション」
はあまり結びついていませんでした。「がんリハ
ビリテーション」と言うとどうしても、たとえば乳

腺切除後の腕を挙げるためにするリハビリテー
ションといった、術後のものというイメージがあ
りました。それが先生のお話をうかがい、もっと
早い時から始めるものだと知り、本当に目からう
ろこが取れるような思いをしたことを今でも覚え
ています。
　今日はその話も含めて、がん領域のリハビリ
テーションがますます大事な分野になってきてい
るというお話がうかがえるものと思います。まだ

「案」が取れていませんが、29 年 10 月には閣議
決定されると言われている、第 3 期がん対策推
進基本計画においても、リハビリテーションとい
う項目が新たに立ちます。今までは「その他」の
中にリハビリテーションが隠されていたのが、1
歩前に出ます。患者さんの療養生活を良くするに
は、リハビリテーションはますます大事なものと
なってきています。辻先生のお話を聞いて、今後
のがん医療に何が必要なのか、ご意見をいただく
とともにリハビリテーションの大事さを知ってい
ただければと思います。よろしくお願いします。

知っておきたい！ がんリハビリテーションメインテーマ

2017 年 9 月 8 日
18 時〜 19 時 30 分

国立がん研究センター　新研究棟セミナールーム AB　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

若尾　文彦
国立がん研究センターがん対策情報センター長

開会の挨拶

第 9 回　がんサバイバーシップオープンセミナー
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　みなさん今晩は。「がんサバイバーシップオー
プンセミナー」の司会を担当します、がんサバイ
バーシップ支援部長の高橋と申します。よろしく
お願いします。
　今日は辻哲也先生にお出でいただきました。本
日の進行ですが、辻先生から 1 時間ほどメイン
テーマの「がんリハビリーテーション」について
お話をいただきます。続きまして 30 分間、しっ
かりと質疑応答の時間をとっています。みなさん
どうぞ質問を考えながらお聴きください。これも
毎回お願いすることですが、個人的なご相談は、
全体の場所ではどうぞご遠慮ください。お聞きに
なりたいことはたくさんあると思いますが、個人
の相談は主治医の先生や、あるいは主治医の先生
からリハビリテーションの専門の方々につなげて
いただくということでお願いします。おそらく今
日は、その「つながり方」のお話もあるかと思い
ますので。

　本日は 155 名の申し込みをいただきました。
その内 82 名が患者さんご本人、あるいはご家族
の方です。ほかには、医療従事者 30 名、企業の
方 14 名、メディアの方も 9 名など、色々な背景
の方がいらっしゃいます。
　もうひとつ、今日ここでお話しいただいたご講
演内容、そして質疑応答は、全部テープ起こしを
経て、共有しても良いスライドを入れた形で『報
告書』にまとめます。昨年、一昨年の『報告書』は、
がんサバイバーシップ支援部のサイト（https://
www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/05survivor/ 
05survivor_05.html）からダウンロードしてご
覧いただくことができます。今日のやり取りも『報
告書』にまとめて後でお読みいただけるというこ
とをお伝えしておきます。
　では、慶應義塾大学医学部リハビリテーション
医学教室の辻哲也先生にお話をいただきたいと思
います。どうぞよろしくお願いいたします。

高橋　　都
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

セミナーを始めるにあたって
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はじめに

　みなさま今晩は、ご紹介いただいた辻と申しま
す。
　リハビリテーションというとどのようなことを
頭に思い浮かべるでしょうか？たとえば、脳卒中
の患者さんや腰や膝の痛い方、手足の骨折の後や
切断、あるいは神経難病の方など、様々な障害を
持つ患者さんに対して、リハビリテーションはと
ても大事です。
　私はリハビリテーションの専門の医師です。縁
あって 2002 年に静岡がんセンターに立ち上げ
の時から関わる機会がありました。赴任する時に
は、がん診療の中でリハビリテーションが本当に
必要なのかどうか、半信半疑であったというのが
正直なところです。がんの患者さんとの実際の診
療の経験を通じて、リハビリテーションはとても
大事だということを実感しました。その経験をも
とに、現在は慶應義塾大学病院でのがんリハビリ
テーションの実践とともに、全国的にもまだまだ
がんリハビリテーションは浸透していませんの
で、普及啓発活動や人材育成など様々な取組みを
しています。

がん患者の現状と将来
―必要度高まるがんリハビリテーション

　スライド 1 は「がん 2015 年問題」を示した
グラフです。2003 年の時には、「5 年未満がん
生存者」である今がんと闘っている方と、「5 年
以上がん生存者」であるがんを克服された方を合
わせて 298 万人でした。その当時、今から 2 年
前の 2015 年には 500 万人を超す時代が来るだ
ろうと言われておりましたが、実際に今はそうい
う時代が来ています。
　がんは高齢の方が罹りやすい病気ですから、高
齢人口が今は増えているので、それによりがんに
罹る人が増えております。一方では、官民あげた

辻　哲也
慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室准教授／腫瘍センターリハビリテーション部門長

知っておきたい！ がんリハビリテーション

スライド 1　がん 2015 年問題
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取組みで、がん治療はだいぶ進歩してきました。
今は平均すると 5 年生存率が 60％を超す時代に
なり、少なくとも半数は助かる時代になってきて
います。また根治はされない方でも、化学療法や
放射線治療が進歩し、身体の中にがんがある「担
がん状態」という、がんと共存しながら生きてい
く期間が非常に延びてきていることもあります。
そういう諸々のことが、がんサバイバーが増えて
いることの原因となっています。
　がんサバイバーが増えると、がんの治療によっ
て生じる色々な身体の障害を持つ方も増えます。
日常生活動作、自分で色々なことをやっていく能
力のことを ADL（Activities of daily living: 日
常生活動作）と言いますが、そうした ADL の改
善や障害の軽減を目的としたがんのリハビリテー
ションの重要性は今後ますます増えていくことが
予想されます。一昔前の「生きられれば御の字」
という時代から、がんを克服された方々が生きて
いる期間、サバイバーとしてどのようにその期間
を生きていくのか、生活の質をしっかり考えてい
こうというように、患者さんやご家族の方、医療
者も考え方がだいぶ変わってきました。そのよう
な状況の中で、サポーティブケアとして、がんの
治療だけではなくがんにともなう色々な生活面や
安全面で支障が出てくることに対してしっかりサ
ポートしていくことが重要になってきています。
その一環としてがんリハビリテーションが位置づ
けられます。
　スライド 2 はわが国のがんの現状と将来予測
を示しています。2 人に 1 人が生涯のうちがん
に罹り、3 人に 1 人ががんで亡くなります。が
んに罹る患者さんや死亡者数は、どんどん増えて
いて、がん多死社会とも言われています。ただ高
齢者だけではなく働き盛り世代の方々も死因の 4
割ががんですし、小児でも病死の第 1 位はがん
ということで、がんというのは、世代を超えてそ
の対策に取組まなければいけない疾病であること

が分かります。ただ治療の進歩とともに死亡率は、
だいぶ減少し、それにともない生存率が向上して、
がん経験者、サバイバーの方々が、これから年に
60 万人ずつ増えていくと予想されています。
　これは日本だけではなく先進国全般に言えるこ
とで、アメリカでも今は、がんの患者さんは、
1,550 万人の生存者、サバイバーの方々がいらっ
しゃいます。生存者の方はこの後、右肩上がりで
日本と同じ状況で増えていく。2026 年までには、
2,000 万人を超す時代が来るだろうという予測
もされています（スライド 3）。
　がんリハビリテーションを考える時に病期別に
目的を分類することがよくやられます（スライド
4）。がんと診断されてまだ治療も後遺症もない

「予防的」段階、たとえば手術前の呼吸リハビリ

スライド 2　わが国のがんの現状と将来予測

スライド 3　Cancer Survivorship
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テーションなどはそれに当ります。治療が開始さ
れてがんと闘っている時、あるいはがんの治療自
体は終了し完治したが、色々な後遺症が残った患
者さんに対する対策は、「回復的」なリハビリテー
ションです。通常のリハビリテーションというと
これがイメージされると思います。がんリハビリ
テーションで特徴的なのは「維持的」リハビリテー
ションと「緩和的」リハビリテーションです。「維
持的」リハビリテーションは、再発や転移などで
身体にがんがある「担がん状態」、がんと共存し
ている時期のリハビリテーションです。元気で積
極的な治療が行われている時の「維持的」な対応
となります。そして余命が半年と推測されるよう
な患者さんに対する「緩和的」リハビリテーショ
ンの時期です。この時期は、患者さんの希望、要

望を尊重しながら症状の緩和を主体にして、生活
の質・QOL が高い生活をとれるように支援して
いきます。あらゆる時期に目的を変えながらリハ
ビリテーションの必要性があるのだと思います。
　スライド 5 はアメリカのハーバード大学のが
んリハビリテーションの専門家であるジルバ先生
のスライドです。これでも同じことが言えます。
治療の前からリハビリテーションを行うことで底
上げをしていく。この図は縦軸が身体の機能です。
診断された時からリハビリテーションが始まり、
治療中もリハビリテーションを行うことで機能の
低下をできるだけ予防し、押さえ、また治療が終
了した後もしっかりリハビリテーションを行うこ
とで元に戻っていくような流れです。これをやら
ないとガタガタと身体機能が落ちてしまうという
形のグラフになっています。
　リハビリテーションの対象となる障害ですが、
大きく分けてがんそのものによる障害とがんの治
療の過程で生じる障害があります。がんそのもの
の障害としては、骨に転移すると痛みが出ますし、
骨がもろくなって骨折を起こす危険もあります。
それから脳から脊髄を通り神経の束があります
が、こういうところががんによってダメージを受
けてしまうと色々な神経症状が出たり、言語障害
が出たりします。
　それから治療の過程において生じる障害として

スライド 6　がんリハビリテーションの対象となる障害の種類

スライド 5　 Cancer Survivor Health & 
 Function Trajectory

スライド 4　がんのリハビリテーションの病期別の目的
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は、抗がん剤や放射線治療をうけるとどうしても
「安静」になりやすく、体力も筋力も落ちてしま
います。それからお腹や胸の手術、乳がんや舌が
んの手術を行うと色々な障害が出ますから、それ
に対するリハビリテーションももちろん大事にな
ります。また抗がん剤など化学療法や放射線治療
もそうですが、様々な副作用が出ますので、その
副作用による障害に対してもリハビリテーション
を行う必要があります（スライド 6）。

がん対策基本法成立を契機にしたリハビ
リテーションへの取組み

　日本では医療者もなかなか、がんとリハビリ
テーションが結びつかない時代が長く続いていた
のですが、そういう中で、がん対策基本法が
2006 年に成立したのは非常に大きなインパクト
がありました。基本的な施策として、がん患者の
医療生活の質の維持向上が挙げられています。生
活の質（QOL）をしっかりサポートする施策を
国としても行っていこうということが決まり、が
ん対策基本計画が 2007 年から始まりました（ス
ライド 7）。
　2016 年 12 月には改正がん対策基本法が成立
し、その 17 条には「がん患者の状況に応じた良
質なリハビリテーションの提供が確保されるよう
にすること」と明記され、法律の中にも「リハビ
リテーション」という文言が、初めて加えられま
した。2017 年からの第 3 期がん対策基本計画
では、リハビリテーションは、大きな柱の 1 つ
になっています（スライド 8）。
　がん対策基本計画のひとつの取組みとして、
2007 年にリハビリテーションを担う医療職を育
成することを目的に、がんのリハビリテーション
実 践 ワ ー ク シ ョ ッ プ CAREER（Cancer 
Rehabilitation Educational program for 
Rehabilitation teams）（スライド 9）が始まり

ました。1 つの病院からグループとして、医師、
看護師、リハビリテーションのセラピストなどが
参加する 2 日間の研修で、座学やグループワーク、

スライド 7　がん対策基本法（2006 年 6 月成立）

スライド 9　がんのリハビリテーション実践ワークショップ

スライド8　改正がん対策基本法の概要（2016年12月9日）
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実演、実習、カンファレンスンなどを含めたもの
になっています。
　2010 年には、診療報酬改定で、がん患者リハ

ビリテーション料、つまりがん患者さんにリハビ
リテーションを行うことの診療報酬が初めて設定
されました（スライド 10）。
　スライド 11 がその要件です。あらゆる病期、
治療、目的が網羅されています。ただ「入院中」
の患者に限定されます。がん医療が外来中心にな
りつつある現在、リハビリテーションが外来まで
拡大されればさらに良いと思います。そこで、診
療報酬改定に向けて、関連する学会・協会から国
に要望を出しているところです。
　それでは実際にがん患者リハビリテーション料
を算定する、つまりがん患者さんのリハビリテー
ションを行っているところは全国でどれぐらいあ
るのか、がん診療連携拠点病院をがん情報サービ
スで調べてみると、2016 年 6 月には約 80％の
病院で実施されていました。入院中のがんリハビ
リテーションは、一般の医療機関ではやられるよ
うになってきています、一方、外来では 2016
年のがん診療連携拠点病院を対象にしたアンケー
ト調査では 2 〜 3 割ぐらいしかやられていない
ので、外来にも拡大していければ良いなと思いま
すし、そのためには診療報酬のところで少し要件
が緩和されるともっと取組みやすくなると思いま
す（スライド 12）。
　それからがん患者リハビリテーション料を算定
するためには、先ほど申しあげた CAREER を受
講した者が算定できることになっていて、それに
よりリハビリテーションの治療の質が担保されて
います。
　質の高いがんリハビリテーションを行うために
は、診療ガイドラインもとても大事です。研究班

（厚生労働科学研究：第 3 次対がん総合戦略研究
事業―がんのリハビリテーションガイドライン作
成のためのシステム構築に関する研究）と日本リ
ハビリテーション医学会と共同で取組み、2013
年に初めて『がんのリハビリテーションガイドラ
イン』ができあがりました。その診療ガイドライ

スライド 10　がん医療の推進について

スライド 11　がん患者リハビリテーション料の対象患者

スライド 12　 全国がん診療連携拠点病院におけるがんリハ
ビリテーション実施状況
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ンをもとにした『がんのリハビリテーションベス
トプラクティス』号も刊行されました。日本リハ
ビリテーション医学会やがん治療学会、Minds
という診療ガイドラインを網羅したサイトから、
無料でダウンロードすることができます。2016
年秋から 2 版の策定に向けて作業が開始され、
2019 年中には公開できればと考えています。ま
た次回は医療者向けだけではなく、一般の方向け
の診療ガイドラインもぜひ提供できればと考えて
います。

病期ごとのリハビリテーションの実際

　これから具体的なリハビリテーションについて
少し病期別、目的別にお話を進めたいと思います。
最初は予防的、回復的リハビリテーションにかけ
てのところです。治療開始前から始めるというこ
とです。それによってどのようにリハビリテー
ションを行っていくかが分かれば不安も解消でき
るし、合併症、後遺症も軽減できて、スムーズな
回復につながるのではないかということです。
　通常はリハビリテーションというと、手術が行
われて何か合併症や後遺症が起きてからリハビリ
テーションが開始されるというのが一般的だと思
いますが、がんリハビリテーションの場合は手術
の前からリハビリテーションを行って、手術の後
の早くからリハビリテーションを行うことで合併
症を起こさせない、後遺症を軽減させるというも
のです（スライド 13）。
　色々な研究報告でもこの有効性が検証されてい
て、『ガイドライン』でも推奨されています。手
術前に患者さんと面識を持っていれば、スムーズ
な信頼関係も最初からできているので手術後もリ
ハビリテーションを行うことができると思いま
す。また患者さんは、手術の不安ももちろん強い
のですが、手術後にどのような後遺症が出て、ど
うやって自宅に帰り、どうやって社会復帰してい

くのかについても不安を持たれている方はたくさ
んいますから、手術前にリハビリテーションの立
場から説明できるとその不安の軽減にもつながり
ますし、どうやってリハビリテーションで回復し
ていくのかというイメージを持っていただくこと
もできます。
　手術後は早くからベッドから離れてリハビリ
テーションを行っていくことが大事なのですが、
その必要性を手術前に理解していただければ、手
術後もちょっと辛いけれど頑張ろうというように
意欲を高く持ってやっていただくことにつながる
と思います。また手術前に、たとえば腹式呼吸と
か痰の出し方の練習や、色々な呼吸訓練の機器を
使うやり方をリハーサルとして習得しておいても
らえれば、術後はそのコツが分かっていれば、す
ぐに実際に本番で手術後にできると思います。術
後にいきなりそういうやり方を指導しても、不安
定な時期には、なかなか習得は容易ではないと思
います。そうした色々な理由から手術前からの取
組みが必要だということです。先ほどのがんリハ
ビリテーション料の算定も治療前から介入するこ
とで算定ができるという要件になっています。海
外でもこれは同じで「前」は英語では「pre」と
いうので「pre」と「rehabilitation」を組み合
わせて prehabilitation という造語で言われるこ

スライド 13　周術期リハビリテーション
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ともあります。
　実際に手術後には、痛みもありますが、痛み止
めも使いながら早くから起き上がって、色々な呼
吸リハビリテーションを行って合併症を起こさせ
ないようにしましょうということです。手術期で
代表的なものは肺がんや食道がん、胃がん、肝が
んで、胸を開けたり、お腹を開けたりするがんの
手術です。そういう手術後は、どうしても痰がた
まりやすくなり肺炎や痰詰まりで無気肺を起こし
やすいので、術前にしっかりその必要性を理解し
てもらい、やり方も習得しておいてもらいます。
手術後には本番で深呼吸を意識的にして、痰も痛
みがあってもすぐに出せるようにハフィングとい
うテクニックがありますが、それと合わせてやっ
てもらう。それからしっかりと角度をつけた体位
変換をして痰が 1 ヵ所にたまらないようにしま
す。インセンティブ・スパイロメトリという呼吸
訓練の器械があるので、こういうもので練習しま
す。
　やはりいちばん大事なのは早くから起きること
です。このスライド 14 に写っている方は、食道
がんの患者さんで、手術の翌日から起きています。
もちろん複数名の医療スタッフが周りにつき、リ
スク管理をしながらやっています。それによって
足・腰も弱りませんし、痰も出しやすくなります。

そうして立ち上がって歩きます。呼吸リハビリ
テーションとしては 1 週間でだいたい一段落な
のですが、体力面が弱っている方の場合は、スラ
イドの最後の写真にあるように持久力訓練として
自転車をこいだり、しっかり歩いたりすることに
つなげていきます。
　退院した時もまだ十分回復はしていません。術
前を 100 とするとどのくらい体力が下がってい
るのかを調べた研究があります。食道がんの患者
さんのデータですが、退院した時には、肺機能は
まだ落ちていて、肋骨を開けるとどうしても痛み
があり、肺にしっかりと空気を吸い込むことがで
きません。体力を測るシャトルウォーキングテス
トという評価法がありますが、これが 2 割ほど
落ちます。体重も 9 割ぐらいのところで遷延し
ています。入院中はしっかりリハビリテーション
を行っても、退院後は一般的にリハビリテーショ
ンを行わなくなってしまいます。家に帰るとセラ
ピストが付き添うことはできないので、とくに高
齢の方などは、家に帰るとあまり動かくなり、食
欲も出ずに、肺炎などを起こして再入院という
ケースもあります。退院後もしっかりとフォロー、
観察をして必要に応じたリハビリテーション介入
をしていくことが大事だと思います。

がん種別にみたリハビリテーション
―頭頸部がん、骨・軟部腫瘍、脳腫瘍、脊髄腫瘍

　頭頸部のがんには、大きく分けて舌がんと咽頭
がんと喉頭がんがあります。初期であれば手術も
少し取ったり、放射線による治療ですが、かなり
がんが大きくなっている場合は、患部をごそっと
外科的に取ることで根治をめざします。そうする
とどうしても重要な機能を担っている場所ですか
ら色々な障害が出てきます。欠損したところには
皮弁といってお腹の筋肉などを持ってきて形は作
ります。ただ機能は悪くなるので機能再建という

スライド 14　 周術期（開胸・開腹術）呼吸リハビリテーショ
ンの実際
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リハビリテーションがとても大事になります。た
とえばスライド 15 は、舌がんの患者さんですが、
腹部の皮弁をデザインして取ってきて、切除した
部分にその皮弁を移植します。血管はつなげてい
るので色は良いのですが、神経は通常つなぎませ
んから動きません。残った舌根で全部動かさなく
てはいけないのでどうしても舌の動きが悪くなっ
てしまい、呂律が回らない構音障害や、食べるこ
との嚥下障害が起こります。食事やコミュニケー
ションの取り方、復職などに問題が出てくるので
リハビリテーションをする必要があります。
　またこういう頭頸部のがんの方は、頸のリンパ
節を郭清することが再発予防、根治のためには重
要になります。そうするとそこにある副神経がダ
メージを受けやすくなります。副神経というのは
肩に来ている僧帽筋という筋肉を支配しているの
で、僧帽筋麻痺が起きます。僧帽筋は肩甲骨を動
かす役割をしているので肩甲骨がスライド 16 に
あるように露出してしまい、筋肉がそげてしまい
ます。肩甲骨を動かさないと肩の挙りが悪くなっ
てしまうので色々な障害が出てきます。錆びつい
てしまい、挙がらなくなると痛みも出てきますか
ら神経の回復に応じたリハビリテーションが必要
になります。
　喉頭は声帯がついているので、そこが切除され

てしまうと声が出なくなり、声を失ってしまいま
す。そこで代用音声訓練が必要になります。電気
式の人工喉頭は、スライド 17 にあるようなス
ティック状のものを喉に当てると「ブー」と音が
します。それで口で「ア」とか「ウ」のように口
でかたちをつくると共鳴して音が出ます。ロボッ
トのような抑揚がない声なのですが聞き取れま
す。お仕事でも使えますが片手がふさがってしま
うのがデメリットです。ただ習得が容易なので入
院中からこれをやっていただき習得していただく
ことになります。やはり声を出すというのは不安
ですが、その不安の軽減にももちろんつながりま
す。
　それから食道発声です。ちょっとガラガラした
声になりますが肉声に近い声が出ます。これは空

スライド 15　腹直筋皮弁と再建された舌 スライド 17　喉頭摘出術後の発声障害

スライド 16　 頭頸部がん（舌がん、咽頭がんなど）術後の
嚥下・言語障害・肩運動障害
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気を食道に飲み込んで出てくる時の摩擦音で、
ゲップの要領です。意識的に空気を飲み込んでや
るという方法ですが、これは少し時間がかかるの
で半年、1 年と練習してもらいます。
　それからシャント発声です。これは食道発声と
同じようなものですが気管食道瘻という管を入れ
ます。そうすると空気の流入が良くなるので食道
発声がなかなか難しい方でも約 9 割の方はでき
るようになります。手術が必要なこととメインテ
ナンスが必要だということがデメリットとしては
あります。ただ、今はだいぶ普及してきていて、
日本でも行われるようになってきています。
　入院中に電気式人工喉頭を練習してもらい、食
道発声を外来でも継続して練習する。希望があれ
ばシャント発声のための手術を行うという流れで
やられます（スライド 18）。
　それから骨・軟部腫瘍に対する手術です。希少
がんが多いのですが、切断すればもちろん義手と
か義足の練習が必要ですし、腫瘍用の人工関節を
入れても手術後のリハビリテーションは必要で
す。また脳の腫瘍や脊髄の腫瘍で、原発性のもの
もあるし、転移性のものもありますが、色々な神
経の症状が出ますから治療計画や予後に注意しな
がらリハビリテーションを行うことが必要になり
ます。

がん種別にみたリハビリテーション
―乳がん・婦人科がんのリンパ浮腫

　乳がんの患者さんは、乳房を切除したり、ある
いは温存術や腋のリンパ節郭清などがあります
が、どうしても痛みがありますし、突っ張ってく
るので肩が挙がらなくなりやすい。肩を挙げない
でおくと癒着、つまり錆びついてしまうので、錆
びつかないようにするには、予防的に肩の運動が
必要になります。また腋のリンパ節を取ったり、
骨盤内のリンパ節を取られると、手や足から来る
リンパ管とつながっているので、中を通っている
リンパ液の流れが悪くなって、リンパ液がたまっ
て手足がむくんできます。したがって予防と早期
発見、早期治療が必要です。そうしないと進行し
て、手が棍棒状になり、手として使えない廃用手
になってしまいますし、足もスライド 19 にある
ように太くなってきますと杖がないと歩けないと
いう運動障害を生じてしまいます。
　リンパ浮腫については、郭清した方の発症率が
2 〜 3 割ぐらいで、センチネルで 1、2 個のリン
パ節を取った方は、重症にはなりにくいのですが、
それでも出る可能性はあると言われています。リ
ンパ浮腫が発症すると蜂窩織炎という感染症を超
す方が 2 割ぐらいいて、いったん発症してしま
うと、半分の方は 2 回、3 回と蜂窩織炎を繰り

スライド 18　代用音声の訓練の流れ

スライド 19　 乳がん術後の肩運動障害／乳がん・子宮がん
術後のリンパ浮腫
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返すと言われています（スライド 20）。
　婦人科のがんで骨盤のリンパ節を取った手術の
場合も、発現頻度は 2 〜 3 割ぐらいと言われて
います。とくに傍大動脈リンパ節という深いとこ
ろのリンパ節を取ったり、術後放射線療法の方は、
発症率が上がると言われています（スライド
21）。
　リンパ浮腫は進行してしまうとスライド 22 に
あるように皮膚が固くなってざらざらして、いわ
ゆる象皮症と言われる象の皮膚みたいになってし
まったり、イボが出てきたりするので一見して分
かるのですが、まだ早期の間は太いだけで柔らか
かったりするので、なかなか分かりにくいところ
があります。
　国際リンパ学会のリンパ浮腫の病期分類でも 1

期が初期で、夕方にむくみますが、夜の間、安静
にして寝ていれば、朝にはリンパ浮腫がないとい
う状態です。2 期前期は、朝にもむくみが戻らな
い状態です。ただまだまだ軽い時期です。2 期後
期は、朝にも戻らないし、むくみが少し硬くなっ
て、皮膚の変化を起こしてきている組織線維化を
起こしている状態です。3 期はいわゆる象皮症で
す。イボが出たり、ざらざらして皮膚変化が出て
くる時期です。できるだけ 1 期や 2 期の早期の
あたりで対応して、それ以上進行させない、食い
止めるための早期発見がとても大事になります

（スライド 23）。
　治療としては複合的治療です。心臓から血管で
血液が流れてきます。動脈では手足に流れ、戻っ
てくる時に静脈やリンパ管で戻っていきますが、

スライド 20　乳がん術後のリンパ浮腫 スライド 22　リンパ浮腫の診断

スライド 23　 国際リンパ学会（ISL）によるリンパ浮腫病期
分類

スライド 21　術後下肢リンパ浮腫の実態調査
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だいたい静脈が 9 割、リンパ管が 1 割ぐらい担っ
ていると言われています。そのリンパ管が手足の
根元、腋や股のところでリンパ節をつくり、その
リンパ節が手術で取られてしまったり、放射線の
照射でダメージを受けると、流れが悪くなり、リ
ンパ液が手足にたまってしまいます。そのむくん
だ状態をリンパ浮腫と言います。大事なのは日常
生活指導です。日常生活で患肢に負担をかけない
ことと、感染を予防するためのスキンケアです。
それから圧迫療法、圧迫下での運動療法と用手的
リンパドレナージになります。
　日常生活では負担をかけないこともそうです
が、体重を増やさないことも重要です。スライド
24 に描かれているのはガーデニングですが、手
にむくみがあれば長袖、足であれば長ズボンをは
き、皮膚が直接傷つくことがないように予防をし
ていく。それから多層包帯法でしっかり巻き上げ
ていく。あまり伸びない包帯です。その上で運動
するとリンパの流れが良くなる。ある程度良く
なったら弾性ストッキングやスリーブで維持をし
ていく。それから用手的リンパドレナージ。これ
らを組み合わせて行うことが治療としては標準的
に行われています。

最近のリンパ浮腫対策の進化
―保険適応・研修・人材育成

　予防と早期発見、早期治療をするためには各科
の連携がとても大事です。スライド 25 は慶應病
院の例ですが、治療を担うリハビリ科とリンパ浮
腫を生じさせる手術を行う婦人科と乳腺外科、そ
れからできれば泌尿器科もあると良いです。手術
としてリンパ管静脈吻合術も実施されるように
なっていますので形成外科も参加します。またリ
ンパ浮腫ではなくても静脈系の浮腫や先天奇形の
方もいます。高齢者の方や糖尿の方、肥満症でむ
くんでいる方が大変増えているので、フットケア
外来などと連携することも重要になります。多職
種でカンファレンスを開いたり、講習会を開催し
て普及啓発をしたり、パンフレットを作成し、共
通化したり、手技の確認などの取組みを行ってい
ます。
　リンパ浮腫については予防するための指導料は
今までも算定でき、弾性着衣のストッキングやス
リーブも算定できたのですが、前回の診療報酬改
定では、リンパ浮腫複合的治療料が新設されて、
これは非常に画期的だと思います。また指導管理
料は今までは医師、看護師、理学療法士だけでし
たが、作業療法士も算定して良いとなりましたの

スライド 24　複合的治療

スライド 25　 慶應義塾大学病院リンパ浮腫対策 
―各部門の連携―
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で、日本でリンパ浮腫対策が十分やられていない
中でこれから進んでいければ良いと思っています

（スライド 26）。人材不足に対しては、がんリハ
ビリテーションでは CAREER プログラムを取り
込んでいますが、リンパ浮腫についても厚労省の
後援で新・リンパ浮腫研修を行っていて、年に 2
回行って、今まで 1,300 名ほどが受講されてい
ます（スライド 27）。
　4 日間の研修になります。それを座学で行い、
実技に関しては既存の養成校が全国で 10 校ほど
ありますので、そういうところにステップアップ
していきます。そういう流れで行われます。複合
的治療料もこうした専門的研修を受けたセラピス
トが算定できるということで、治療の質の担保を

図っています（スライド 28）。
　実際にリンパ浮腫対策をやっている病院はどこ
にあるかということですが、がん情報サービスに

「病院を探す」というところがありますから、そ
こで研修修了者が対応する病院を検索していただ
くと出てきます。まだまだ状況としては寂しいと
ころがあり、これにまったくヒットせず 0 件と
いうような県もあります。それでも関東圏はまだ
多いと思います。
　診療のエビデンスに関しては『リンパ浮腫診療
ガイドライン』があります。患者さん向けの『が
ん治療とリンパ浮腫』といった冊子もできあがっ
ています。これもがん情報サービスからダウン
ロードすることが可能です（スライド 29）。

スライド 26　リンパ浮腫に関する保険適応について スライド 28　今後のリンパ浮腫の方向性（2013 年度〜）

スライド 27　新・リンパ浮腫研修（厚労省後援）

スライド 29　リンパ浮腫の刊行物
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放射線・化学療法中・後のリハビリテー
ション―運動療法

　次は、放射線・化学療法中・後です。こういう
時期は、がんそのものや治療の副作用で痛みや嘔
気、全身倦怠感が出ます。消化器系の手術で嘔気
や下痢、それから口内炎で食べられなかったりし
ます。また骨髄抑制で白血球が低下すると感染リ
スクが高まり、そうなると個室隔離でクリーン
ルームに入り、それが精神的にストレスになりま
す。昼間でもベッド上で寝ていて臥床しがちで、
リハビリテーションの立場から言うと不活動の悪
循環になります。すなわち、寝ていると筋肉量は
落ちて関節も固くなります。そうなると、疲れる
と痛いし、ますます動きたくなくなってしまう。
動かないとまたどんどんそういう状況が悪化して
しまうという悪循環に陥り、廃用症候群を生じて
しまいます。
　実際に手術後や放射線・化学療法中のがん患者
の 70％は、疲労感や運動能力の低下がみられ、
がん治療後の生存患者の 30％は、何年も体力や
持久力低下を経験しているという報告もあります

（スライド 30）。
　スライド 31 は、先ほどの『がんのリハビリテー
ションガイドライン』から引用したものです。化
学療法・放射線治療が行われている最中や、その
後の患者さんに対して運動療法を行うと身体活動
性や身体機能、生活の質（QOL）、倦怠感という、
いずれの症状の改善も見込めるということが、非
常に質の高い研究報告で検証されているので、グ
レード A という高い推奨レベルで推奨されてい
ます。
　運動すると身体の機能が良くなるということは
分りやすいと思いますが、なぜ QOL や症状も良
くなるのでしょうか？全身の倦怠感が苦痛である
と訴えられる患者さんは多いのですが、治療中は
動かないでいるとどうしても身体の機能が落ちて

しまいます。1 週間や 2 週間動かないでいると、
普通であればまったく問題なくできていた動作
が、ちょっと動くと疲れてしまう。疲れてしまう
とまためんどうなのでやらなくなるという悪循環
に陥ってしまいます。運動することで身体の機能
が向上できなくても維持はできます。そうなると
あまり動かなくても倦怠感は生じない。そうすれ
ばまた動いていけるという良い循環、好循環に
なっていきます。また運動すると気分も良くなる
という報告はたくさんあります。そうなると生活
の質も上がります。この 2 つの効果があると言
われています。
　開始の時期としては治療中からです。治療後か
らですと機能が落ちてしまっていて、そこから底
上げをするのはなかなか大変なので落ちる前の治
療中からやらなければいけません。

スライド 30　放射線・化学療法中・後

スライド 31　 化学療法あるいは放射線療法が行われる予定
の患者または行われた患者（『がんのリハビ
リテーションガイドライン』第 7 章）
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　それではどのような運動が良いのかということ
ですが、そう特別なものではなく、ウォーキング
とか自転車エルゴメーターのような有酸素運動と
レジスタンストレーニングいわゆる筋トレを組み
合わせて行います。治療中の場合は低いレベルの
強度でリスク管理をしながら、担当の先生とも相
談しながら、まずは運動を行うことの習慣づけを
します。もちろん副作用がとても出ていて運動ど
ころではないという時もあると思いますが、日に
よって、時間によって調子の良い時には意識して
少し動いてみようとすることが大事だと思います

（スライド 32）。
　American Cancer Society（アメリカがん協
会）のガイドラインでは、がんサバイバーの日常
生活の目標が定められています。「健全な体重の

維持」です。肥満になってしまうと再発率も増え
ますから、これも大事です。それから「活動的な
生活習慣」と「健康的な食生活」です。バランス
良く食べましょうということが推奨されています

（スライド 33）。
　運動については、有酸素運動は週に 150 分です。
たとえば週に 5 日間、1 日 30 分のウォーキング
をしたり、少し強度の高い運動、たとえば水泳な
ら 1 週間に 75 分と言われています。筋力トレー
ニングは隔日で 2 日に 1 回やるぐらい。あとはス
トレッチです。どのくらいの強度が良いかと言い
ますと最初は楽に、ややきついぐらいが推奨され
ています。最初からあまり頑張りすぎてしまうと
続かないので、最初は少し軽めでもやはり毎日継
続することが大事だと思います（スライド 34）。
　スライド 35 は、本日もご参加の広瀬真奈美さ

スライド 35　運動不足セルフチェック表

スライド 32　 運動療法に関する記載（NCCN Guidelines 
for Supportive Care Cancer-Related 
Fatigue）

スライド 33　 日常生活上の目標（American Cancer 
Society のガイドラインより）

スライド 34　米国スポーツ医学会 ACSM が推奨する運動
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んが代表をされているキャンサーフィットネスと
いう団体が提供しているパンフレットから引用し
た「運動不足セルフチェック表」です。ぜひ、こ
れをやってみていただき、ご自身がどのくらいの
レベルなのかを見ていただくと良いと思います。
　こういうパンフレットもありまして、運動のや
り方やラジオ体操、筋トレの仕方、ストレッチな
ども紹介していて、そう特別なものはないので自
分に負担のない範囲で、まずは習慣づけていけば
良いのかなと思っています。
　たとえば歩くにしてもゆっくり何となく歩くの

ではなく、ちょっと意識をして、背筋を伸ばして
大きく手を振り、大股で、かかとから着地すると
いうことを意識して歩くことを習慣づけていくの
も良いかなと思います（スライド 36）。
　ただ身体の中にがんがある「担がん状態」で運
動をされている方は色々なリスクがあるので、そ
こは注意しなければいけません。骨転移がある方、
骨粗鬆症、リンパ浮腫、心疾患や肺疾患、変形性
関節症、肥満がある場合などです。これは担当医
と相談しながら、どこまで運動したら良いかを決
めてやっていくのが大事だと思います（スライド
37）。

悪液質には早期の運動リハビリテーショ
ンと栄養管理が重要

　次の話題はがん悪液質です。以前は、がんにな
るとやせて食べられず、衰弱して亡くなることが
多かった。その原因は良く分らなかったのですが、
今はだいぶ解明されています。がん悪液質は、筋
肉量の減少によって特徴づけられる複合的代謝性
疾患ということです。がん自体から色々な物質が

スライド 36　運動リハビリの歩き方

スライド 37　リスクごとのリハビリテーション治療の方針 出てくると脳に作用
すると不快な症状が
出て食べられなくな
ります。炎症性のサ
イトカインというホ
ルモン類似物質が出
てくると筋肉に作用
すると筋肉が分解さ
れてしまいます。そ
うすると筋肉自体が
だんだんそげてしま
う。食べられなけれ
ばもちろん体重が落
ちて筋肉がそげます
し、筋肉自体にも直
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接悪さをして分解をしてしまう。炎症を起こして
いるので動かない状態でも体重はどんどん減って
きて、それで食べられないとよけいに減ります（ス
ライド 38）。
　復習しますと、悪液質によって色々なホルモン
類似物質のサイトカインなどが出てきて、それ自
体で筋肉がそげて筋力低下が起きます。筋委縮と
いうのは筋肉がそげるということですが、これは
サルコペニアと言います。それから脳に作用して
食べられなくなると栄養不足になり体重が落ち、
筋肉も落ちてきます。そういう状態になると疲れ
てしまうし、膝も折れてしまうし、動けなくなっ
てしまう。こういう状態を不活動による廃用性サ
ルコペニアと言います。3 通りから筋肉が落ち、
活動性が落ち、色々なことができなくなってしま
いますので早くから運動や栄養管理をしていくこ
とが大事だということが分かります（スライド
39）
　実際に肺がんや消化器系がんの進行しているが
ん患者さんで、握力の弱い方と握力の強い方では、
握力の強い方の方が生存率は長いです。
　6 分間歩行というのは、6 分間でどのくらい歩
けるかという距離を見るもので、体力の指標にな
ります。これも肺がんの進行された方で 6 分間
歩行が長くできる方のほうが生存率が高い、これ

は因果関係は分からないのですが、やはり全身の
筋肉や体力と生命期間は、密に影響し合っている
関係にあるのかと思います（スライド 40）。
　悪液質状態の患者さんに対して、運動や栄養管
理の効果をみた質の高い研究は、今までほとんど
ありません。研究デザインをなかなか組みにくい
ということがありました。今まではそうでしたが、
がんの生存期間が延びてきてがん生存者の患者さ
んも増えている状況では、質の高い研究の重要性
が高まってきている時期だと思います。
　海外でも現在 2 つほど悪液質に対する研究が
走っていますが、日本でも AMED（日本医療開
発機構）という研究支援の事業で多施設共同研究
が始められています。管理栄養士が栄養指導しま
す。それからサプリメントとして補助栄養剤を飲
んでいただきます。理学療法士が筋トレの指導を、

スライド 38　がん悪液質（Cachexia） スライド 39　リハビリテーション治療と栄養管理の重要性

スライド 40　握力・6 分間歩行と生存期間
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看護師は歩数計を装着して活動歴をつけてもらい
自宅での散歩の指導をします。8 週間の介入で行
うと、その後の生命予後や健康寿命（ご自分で身
の回りのことができる、自立的に日常生活が送れ
るという期間）が延びるのかどうかという研究の
取組みをしているところです。2、3 年後には結
果が出てくると思います。

骨転移への対応―チームアプローチで

　次の話題は骨転移です。肺がんの骨転移の好発
部位は、胸椎や腰椎の背骨から肋骨、それから腸
骨という骨盤の骨、そして大腿骨です。背骨と骨
盤と手足の骨の身体に近い部分が起きやすいとこ
ろで、それが折れてしまうと手でしたら手が使え
ない、足でしたら歩けなくなる。背骨がつぶれれ
ば脊髄は神経が束になっていますから、そこがダ
メージを受けてしまい、足が動かなくなってしま
います（スライド 41）。
　がんが進行して色々な転移を起こしながら亡く
なる方がいますが、歩く能力がだんだん「屋外歩
行」から「屋内歩行」、「車椅子」、「ベッド上」と
いうようになるのが自然の経過です。背骨に骨転
移のある方が、胸椎の病的骨折を生じて骨がつぶ
れてしまい、脊髄が圧迫されると両足が麻痺して
しまうとベッド上生活を余儀なくされてしまいま
す。そうしますと、余命の間の生活の質は著しく
低下してしまいます。骨転移により生じた痛みの
改善は大事ですが、それとともに少なくとも亡く
なる 2 週間前まで移動能力や日常生活が自分で
できることを維持していく、そうならないように
予防していく。そのためにリハビリテーションの
役割があると思います（スライド 42）。
　避けるべき動作としては、ねじる動作がいけな
いので、そういう動作を避けてあまり強い荷重を
掛けない。大きく急な動きは、どれぐらいの力が
加わるか分かりにくいので、できるだけ細かく

ゆっくり動かす方が良いと言われています。骨の
弱さに応じてスライド 43 にあるような歩行器や

スライド 41　骨転移の好発部位とその症状

スライド 42　骨転移の治療の目的

スライド 43　避けるべき動作
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杖なども使用していくことが必要です。パンフ
レットなどを使って指導すると理解の手助けにな
ります。
　骨転移の診療には多くの科が関わりをもちます
ので、定期的なカンファレスが有用です。慶應義
塾大学病院では、骨転移カンファレンスを週 1
回開催しています。参加者は、腫瘍専門の整形外
科医、放射線治療医、放射線診断医、リハビリテー
ション科医、理学療法士、作業療法士、原発巣治
療科医や看護師、緩和ケアチームスタッフなどで、
多職種チームで治療方針やリスク管理、装具の適
応やリハビリテーションの内容などをみんなで話
し合って方針を決めます。
　骨転移カンファレンス、骨転移キャンサーボー
ドなどの名称で行われるこのようなチームカン
ファレンスは、大学病院を中心に全国的にも開催
される施設が増えてきています（スライド 44）。

末期がん患者のリハビリテーション
―患者の希望や要望を尊重する

　最後が末期がんの患者さんに対するお話です。
亡くなるどれぐらい前から移動能力や排便、食事、
コミュニケーション、水分摂取などが変化するか、
累積頻度を示したグラフがスライド 45 です。移

動能力はだいたい 2 週間ぐらい前から、排便、
食事は 1 週間。水分摂取とコミュニケーション
はだいたい 2、3 日ということで、亡くなるかな
り直前まで身の回りのことやコミュニケーション
が取れていて、急激にできなくなるのががんの方
の特徴と言われています。
　ただこれは運動の様々な障害がない方の例で
す。麻痺があったり、骨折があったり、筋力が弱っ
て動けない、歩けない方であっても亡くなる直前
まで身の回りのことができるようにしていくの
が、緩和ケア主体の時期のリハビリテーションの
目的だと思います。
　緩和ケア病棟、ホスピスで亡くなった方を調査
しますと、トイレまで歩いて行けた方、ご自分で
行けたり、介助があって用を足す希望を持たれる
方はたくさんいることが分かっていますので、そ
れはとても大事だと思います。亡くなる 1 ヵ月
前でだいたい半分ぐらい、2 週間前で 3 分の 1、
1 週間前で 5 分の 1 ということです。これはリ
ハビリテーションがない時なので、リハビリテー
ションの介入をして、できるだけそういう方々を
増やしていければと思います。
　こういう時期は生活の質を落とさずに、がんと
共存しながら希望を尊重していく時期だと思いま

スライド 44　チームアプローチの具体的方法

スライド 45　末期がん
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す（スライド 46）。
　こういう時期のリハビリテーションの目的は、
患者・ご家族の希望や要望を十分に把握して、身
体に負担が少ない日常生活動作の習得と、その時
期におけるできる限り質の高い生活を実現すると
いうことです。医療者側のニーズが優先されがち
ですが、こういう余命の限られた時期には、患者
さんの要望をしっかり受け止めてチームでそれが
叶えられるような方策を考えていくことが大事だ
と思います。
　もう少し具体的にリハビリテーションの内容を
説明します。
　一つ目は楽に休めるように疼痛や苦痛を緩和す

る症状緩和です。
　二つ目は、痛みや筋力低下をカバーする方法を
指導し、日常生活がもっと自分でできるように支
援していく。痛みがあるのなら痛みが出ないよう
な動作を工夫して、指導していく。筋力低下や麻
痺があるのなら、それをカバーするような適切な
杖や歩行器、薬や動作指導を行うことによって日
常でご自分でできることを増やしていくことは可
能だと思います。
　三つ目は、「治療がまだ続けられている」とい
う精神的な援助を行うことです。色々と悪い知ら
せが入ってくる中で、治療ができない患者さんは
落ち込みがちです。リハビリテーションは最後ま
でご自分で行える唯一の治療だと思います。リハ
ビリテーションを行っている間は気分転換も兼ね
て他のことを忘れられるということもあり、ご自
分で取組むことによって達成感も得られれば、そ
れが生きがいになるということもあります。リハ
ビリテーションのメインの目的ではないですが、
これも、ひとつの役割だと思います（スライド
47）。

地域・在宅・外来リハビリテーションを
進めることが大事

　がんの治療が入院から外来での治療にシフトし
つつあり、治療をしながら、在宅で過ごされる患
者さんもだいぶ増えてきます。そうすると、医療
機関での専門的な外来でのがんリハビリテーショ
ンとともに、在宅でのリハビリテーションがさら
に大事になってきます。しかし、まだまだ、そこ
まで十分に認識されないのが現状です。
　在宅では、自宅生活における ADL の改善や家
族の介護負担の軽減、症状の緩和が主な目的にな
ります。さらには、もし最後にやりたいことや残
したいことがあり、リハビリテーション専門職が
それを支援していけるのであれば、そういう点も

スライド 46　維持期・緩和期の目標

スライド 47　 進行がん・末期がん患者のリハビリテーショ
ン治療
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役割だと思います。訪問でリハビリテーションを
行うメリットとしては、生活場面でできるので効
率的に練習や指導ができます。環境面でもアドバ
イスがその場でできます。患者もリラックスして
いるし、家族もおられることが多いので介護指導
もその場で行えるなど、良い面があると思います

（スライド 48）。
　一方では、復職に向けて体調管理をしたい、体
力を向上させたい、という時には、ピアサポート
として、がんサバイバーの方が中心になって開催
されている運動教室や講座の活用も良い選択で
す。全国的にもこのような取組みが進んできてい
るようです（スライド 49）。
　状況に応じて、様々なセッティングでリハビリ

テーションが行われていくようになれば良いなと
思います。
　外来のリハビリテーションは、がん診療連携拠
点病院でも 2 割ぐらいしか行われていないとい
うお話をしました。この問題については、多くの
メディアでも取り上げられております。研究面で
は、先ほどの AMED という事業で悪液質につい
ての研究とともに外来リハビリテーションプログ
ラムの研究を今、私が中心になって行っています。
研究でリハビリテーションの効果をしっかり科学
的に裏付けることもとても大事なので、そういう
形で研究での取組みを行っています（スライド
50）。

日本のがん医療の方向性
―サポーティブケアの充実へ

　日本のがん医療は、今までは、がんの予防と治
療に焦点が当たり過ぎていたきらいがあります。
ただやはり心のケアや症状緩和といった緩和ケア
的な介入や身体の活動面についてのリハビリテー
ション、栄養面の介入も大事ですし、今日は触れ
られませんでしたが口腔ケア、それから復職支援
のような社会復帰支援をしていく、いわゆるサ
ポーティブなケアをしっかり行うことにより、さ

スライド 48　在宅がんリハビリテーションで目指すこと

スライド 49　キャンサーフィットネスの活動

スライド 50　革新的がん医療実用化研究事業
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らにサバイバーの方の QOL・生活の質を上げて
いくことができるのだと思います（スライド
51）。
　がんリハビリテーションを含めてサポーティブ
ケアについては、日本の中でそれをバックアップ
していく学会がなかったのですが、2015 年に日
本がんサポーティブケア学会が設立されました。
その中に、がんリハビリテーション部会がありま
す。それ以外にもスライド 52 に挙がっているよ
うな、サポーティブケアに関わるような様々な部
会があり、活動が行われています。毎年 1 回学
術集会があります。
　最後に慶應病院の紹介をさせていただきます。

慶應病院でもがんサポーティブケアに取組んでい
て、外来通院治療センターの脇に外来のブースが
ありますが、そこに緩和ケア外来やがんリハビリ
テーション外来、口腔機能ケア外来、骨転移外来
もあります。通院治療をしたり、自宅で療養生活
をされている方々の外来でのサポーティブケア支
援という取組みも今はしています。
　私は腫瘍センターのリハビリテーション部門に
所属していますが、ここは診療、研究、教育のマ
ネジメントをする部門です。診療については、入
院中は、入院がんリハビリテーションチームが対
応、外来はさきほどお話ししたように外来通院治
療センターにがんリハビリテーション外来を設け
ています。研究と教育については、がんプロフェッ
ショナルという大学院コースがあるので、そこで
博士課程や修士課程、職種を問わず短期集中のイ
ンテンシブコースを開催し、がんリハビリテー
ションに携わるリーダーを育成しています（スラ
イド 53）。

がんリハビリテーション 5 か条

　最後にがんリハビリテーション 5 か条でお話
を締めたいと思います。
１． がんの進行や治療により身体的・心理的なダ

スライド 51　 原病の治療とサポーティブケアのバランスが
大切

スライド 52　日本がんサポーティブケア学会

スライド 53　慶應大学病院リハビリテーション部門
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メージを受けても「がんになったのだから仕
方ない」とあきらめないようにしましょう。

２． がんと診断された直後から、リハビリテーショ
ンスタッフのサポートを積極的に受けていき
ましょう。

３． 手術前と手術の後には早期からリハビリテー
ションを受けて、合併症を防ぎ、後遺症を軽
減するようにしましょう。

４． 化学療法や放射線療法による体力低下・副作
用の改善、QOL の向上にもリハビリテーショ
ンは有効です。

５． 積極的な治療ができなくなった時期にも、リ
ハビリテーションは症状軽減、日常生活支援、
QOL の向上に有効です。

　以上です。
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■ 高橋　辻先生あり
がとうございました。
お話をうかがい、がん
リハビリテーションが
現在進行形で発展して
いく中で、教育と実践
の両面で辻先生のお力
が大きいことを改めて
実感しました。
　色々とご質問がおありだと思います。どういう
ところからでもけっこうですからご遠慮なく。

院内リハビリテーションから地域に

■ 参加者 A　大変勉強になるお話をありがとう
ございました。中央病院の呼吸器内科の者です。
患者さんにこうすれば良かったと思えるお話をた
くさんうかがい、今後に活かしたいと思いました。
病期別・目的別のお話の中に、予防的・回復的・
維持的・緩和的という 4 つのステージがあり、
それぞれで早期から必要だと感じたのですが、
ずっと病院でできることでもないと思いました。
リハビリテーションのスタッフも脳卒中など他の
疾患のリハビリテーションも一緒にやらなければ
いけない中で、こういうものを導入していく時に
は、サバイバーさんの団体の話もありましたが、

そうした院外の活動されている人とのコラボレー
ションが重要だと思いました。それが、リハビリ
テーションを続け、患者さん自身の QOL を上げ
ていくチャンスになると思いました。そこで実際
に今、そういう取組みが行われている例や、先生
がこうしたらもっと良くなると考えていることが
あったら教えていただきたいと思います。

■ 辻　非常に貴重な
ご質問をありがとうご
ざいます。本当に今、
先生がおっしゃられた
お話の通りです。たし
かに入院中は、今はだ
いぶがんリハビリテー
ションも行われるよう
になっていて、研修などでも入院を中心に色々な
取組みが行われています。ただ、外来や地域など
の退院した後は十分ではなく、そこに色々な問題
があります。またリハビリテーションスタッフ自
体もマンパワー的に足りず、診療報酬上も整備さ
れていない上に、そもそも外来や地域でリハビリ
テーションを行うことの必要性が認識されていな
いという問題があります。今、先生がおっしゃら
れたように色々なセッティングでリハビリテー
ションはできると思います。ただ、治療中かどう

質疑応答
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かとか、色々なリスクもあります。骨転移のある
患者さんがいきなりジムに行ってやられたら、そ
れはまずい。リスクがどの程度かを評価しながら、
どこでどういうリハビリテーションをやっていけ
ば良いかということをある程度振り分けていき、
その患者さんがいちばん最適にリハビリテーショ
ンや運動ができるところを提供していく仕組みが
できるととても良いなと思います。
　まだ日本にはそういうものは何もないのでまず
はモデルを作っていくことが大事だと思います。
今の AMED の研究班でもどういうパターンでリ
ハビリテーションを行っていくかというモデルを
まず作り、それを見ながら各地域でそういう展開
をしてもらう。そういう取組みを今やろうと思っ
ています。

■ 高橋　ありがとうございます。たしかに、現
在進行形感がありますね。人材の育成、教材づく
り。院内から外来、地域への展開。その必要性を
みなさんひしひしと分っていて、一段ずつ階段を
上がっているという気がします。
　地域でサバイバーの方が主催する教室もだんだ
ん増えています。本日は一般社団法人キャンサー
フィットネスの代表理事の広瀬真奈美さんがお見
えになっているので、少しだけご活動についてお
話しいただければと思います。

■  広 瀬　 恐 縮 で す。
ありがとうございま
す。私自身もがんサバ
イバーです。退院して
からはなかなかリハビ
リテーションを受けら
れませんでした。私は
乳がんで、リンパ浮腫
にもなっていて、ケアを受けられないのでこの活
動を始めました。今は乳がん術後 1 年未満の方

の運動教室、ジムでのトレーニングの入門編、ジ
ムの機器の扱い方の指導などをやっています。「初
めてのウォーキング」というのもやっていて、ま
ずスタジオの中で歩き、それから外に行き、色々
なところに出かけていき、そこの場がピアサポー
トの場のようにもなっています。その他、ヨガや
ピラティスがあったり、リンパ浮腫のエクササイ
ズや、珍しいところではチアダンスなどもやって
いてステージにも出ています。色々な運動教室を
始めたのは、どのようなきっかけからでもいいか
ら体力づくりをしてほしいと思ったからです。運
動が好きな人はなかなかいません。運動習慣を
持っている人は一般の方でも 3 割です。そうい
う中でがんになるのですから運動するなんてとん
でもないと思う方が多いのは仕方がありません。
そこで 2 年前からがんサバイバーのためのヘル
スケアアカデミーを始めました。ここでは運動の
やり方や体力づくりのノウハウ、そして、がんに
なっても人生はずっと続くわけですから、元気に
生活できるようにヘルスケア講座という勉強会を
始めました。その場では運動をしませんが、それ
でも運動を始める方が増えました。知識は行動を
起こすということを実感していますので、ぜひ勉
強をして運動を始められたら良いと思います。体
力をつけることがいちばん大切だと思っていま
す。

主治医からリハビリテーションにつない
でもらうところにまだ障害が

■ 高橋　ありがとうございます。一般社団法人
キャンサーフィットネスさんはサイトもあります
ので、ご覧いただければと思います。お話の中に
もありましたが、たとえば骨転移がある方の場合、
自分はどこまでなら運動ができるのかと、みなさ
ん考えると思います。その時に、忙しい外来で、
運動のことは良く分っていなさそうに見える主治
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医に、患者としては日常の運動のことまでは聞き
にくいこともあると思うのですが、そういう場合
は、現時点ではどうしたら良いのでしょうか。

■ 辻　どうしたら良いのでしょうね。

■ 高橋　院内のリハビリテーションの専門家の
方につないでもらうよう、主治医の先生にお願い
するとか…。

■ 辻　そうですね、もちろんその主治医の先生
が分からなくても、その先生がつなげてくれれば
良いのですから。ただ、それも拒絶されてしまっ
たらどうにもならないですが、それでもがん診療
連携拠点病院でも地域の病院でもリハビリテー
ションはあるので、そこにつなげてもらうような
話をしてもらい、1 回や 2 回の指導を受けられ
れば、まずは良いかなと思います。

■ 高橋　それぞれの病院で事情があるでしょう
から、まずは相談してみることでしょうか。

■ 辻　そうですね。

■ 高橋　他にはいかがですか。

■ 若尾　今、リハビ
リテーション科につな
ぐという話がありまし
たが、リハビリテー
ション科の中でもがん
リハビリテーションの
ことを良くやられてい
る先生は多くないとう
かがっています。それでもリハビリテーション科
に行けば、どういう運動をやれば良いかや、負担
の状況に合わせた指導をしていただけるのでしょ

うか。

■ 辻　そうですね、ただ CAREER の研修も各病
院で全員が受けているわけではなく 1 〜 3 割ぐ
らいの先生が受けているので、もし受けていない
セラピストにそういう依頼が来たら、それなら受
けている人にとリハビリテーション科の中でつな
げてもらえると思います。

■ 参加者 B　私は 7 月 31 日に退院してきまし
た。食道がんです。抗がん剤治療で入院しました。
下町で有名な病院です。今思い出してみると、が
んリハビリテーションについての説明はほとんど
ありませんでした。退院間際に呼吸器の方で「肩
を回して」という説明がありましたが、それは看
護師さんからでした。大きな病院ですからリハビ
リテーション科があったのですが、先ほど先生が
言われたように、ドクターがつないでくだされば、
良かったと思いました。ただ、つなぐ時に、患者
から言うのではなく、医療者側からアナウンスが
あってしかるべきだったかなと思っています。私
たちは、すべて初めての経験で何もかも分からな
いのですから。いきなり告知され、すぐに検査、
入院、手術です。とくに最近は入院期間がタイト
ですから、すぐに「おめでとうございます」と退
院で終わってしまいます。

放射線・抗がん剤治療の患者へのリハビ
リテーションはもっと進化を

■ 高橋　本当にそうですね。CAREER の研修は
医師も含めたチームで受講するというお話でした
が、正直に言って、診療科によってがんリハビリ
テーションに問題意識の高いところとまだちょっ
と遅れているというところがあるように思いま
す。先生はどう思われますか。
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■ 辻　もちろん私もそう思います。一般的には
外科系の方がリハビリテーションには強い興味を
持っています。合併症や後遺症の発生率に直結す
るので、わりに熱心です。手術の前後のリハビリ
テーションなどはやるところは多いのですが、内
科系は「まずは安静」という考えが、がんに限ら
ず以前からあるので、そこを払拭するのは難しい
です。退院間際になって、「それではリハビリテー
ション」みたいなことだと、寝たきり状態になっ
てしまいます、そういうことは、まだまだ多いと
思います。

■ 高橋　CAREER を受講する先生も相対的には
外科の先生が多いですか。

■ 辻　多いと思います。

■ 高橋　抗がん剤治療や放射線治療のところの
リハビリテーションを進めなければいけないとい
うことですね。

■ 辻　その通りです。

■ 高橋　それを担っている医療者の問題意識も
上げなくてはいけない。

■ 辻　そういうことです。

リハビリテーションで回復成功事例
―もっと早く開始していれば症状も出なかった

■ 参加者 C　先ほどからどうつなぐかというお
話が出ていますが、私はがん患者で、地方都市の
がん拠点病院で治療を受けています。たまたま
50 歳になったら 50 肩がらみで両肩が上らなく
なってしまいました。化学療法を長くやりました
から「安静」という中で過ごしてきていました。
先ほども肩甲骨の上下運動の話がありましたが、
まったく動かしていないので当然固まってきて、
それに 50 肩が重なり、さらに私は免疫チェック
ポイント阻害薬を使っているので、リウマチの症
状が副作用として出てしまい、トリプルの原因で
そういう状況になってしまいました。痛みが発生
したので主治医に「痛い」と言ったら院内で整形
外科を紹介され、整形外科で痛み止めの注射だけ
をいただいていたのですが、これではらちがあか
ないからリハビリテーションをすればという話に
なりました。それで、その病院の中のリハビリテー
ションではなく、地域のリウマチやリハビリテー
ションに強い病院に行けと言われ、そちらの外来
で 3 ヵ月ほどリハビリテーションをやっていま
す。ちょっとやってみますが（両腕を上げる）こ
れほど動くように回復しました（会場から拍手）。
外来では保険診療の点数が未整備というお話もあ
りましたが、私はひとつの成功例です。「痛い」
と言うとどこかに紹介いただける。私も保険診療
でやり、回復しました。これは本流ではありませ
んが、外来での保険診療リハビリテーションのひ
とつの成功例になるかと思い発言させていただき
ました。

■ 辻　それは大変良かったのですが、ただ本当
はさらに理想を言えば、そういう症状が出る前か
らやっておけば良かったということです。化学療
法とか放射線をやっている時に、どのような運動

33質疑応答　

�ん本.indb   33 2018/03/24   14:57



をしたら良いかを事前にパンフレットで見ていた
り、指導を受けていて、ある時点でそれをしてい
れば、たぶんそうはならなかったと思いますので。

■ 参加者 C　まったく痛くならなかったので
しょうね。

■ 高橋　過度の安静は不要ということですか。

■ 辻　もちろんそうですが、そういう意識がな
いですね。

■ 高橋　どこが過度か、やはり安静にしたほう
がよいのか、自分で判断することはなかなか難し
い。もう少しがんリハビリテーションの裾野を広
げていく必要があると思います。

■ 辻　化学療法中は基本的に障害がないので全
身状態だけ担当の先生にチェックしてもらえれ
ば、それで問題がなければ運動をしても良いので
すから。

「適度な運動」の分かりやすい
目安はないか

■ 参加者 D　回復期のリハビリテーションはど
のあたりまでできるのでしょうか。

■ 辻　それはリハビリテーションの内容による
と思います。有酸素運動と筋トレの効果があるの
は、いわゆる前悪液質や悪液質の状態の時です。
悪液質は 3 つの病期に分かれていて、前悪液質・
悪液質・不応性悪液質となっていて、前悪液質・
悪液質までの時期だったら運動や栄養介入をして
いく必要性があるという国際的なコンセンサスが
出ていますが、不応性悪液質になってしまうとど
うしようもない。

■ 参加者 D　サルコペニアは改善しますか。

■ 辻　それについては、先ほど紹介したように、
今は質の高い研究はゼロです。それが問題なので
今、多角的介入の多施設研究をして検証をすると
いう取組みをしているところで、まだ何とも言え
ません。

■ 参加者 D　『ガイドライン』のようなものも
ないのでしょうか。

■ 辻　まだ研究自体がないので『ガイドライン』
も作れない。エキスパートコンセンサスでしか作
ることができないので、それではいけないという
ことで、今、国際的にも 3 つの研究が走ってい
ます。もう 2、3 年すれば結果が出てくると思い
ます。ただ常識的な範囲と言いますか。エキスパー
トコンセンサスで運動リハビリテーションは大事
だとは言えると思いますが、科学的な裏付けが
もっと取れれば、さらに広がると思います。

■ 高橋　本当に現在進行形だという感じがしま
す。他のご質問はいかがですか。

■ 参加者 E　今も運動の程度のお話がいくつか
出ていましたが、私も乳がんで骨転移が分かった
時に、主治医にどの程度の運動をして良いのです
かと聞いたら、「適度な運動」と言われました。「で
きる範囲が分からないのです」と聞きましたら、
うんうんと考えられて「ヨガとか…」と言われた
のです。ヨガはひねりなどが入っていて痛くて全
然できませんでした。今はまだ研究が進行中で『ガ
イドライン』を作るのも難しいということですか
ら、患者さんから聞かれた時に分からず悩まれる
のも仕方がないと思うのですが、『ガイドライン』
ができる前に、この程度だったら運動ができると
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いう、ある程度の分かりやすい目安的なものがあ
れば良いという要望があるのですがいかがでしょ
うか。

■ 辻　骨転移は骨転移の場所と程度が問題です。
骨のもろさがどのくらいかでまったく違ってきま
すから、骨転移が全身にある方でも、ごく軽い運
動で骨に影響がまったくないものであれば、運動
してもまったくかまいません。1 ヵ所でもかなり
まずい状況であれば、運動はかなり制限されます。
個別性が高いので、「骨転移ならこの運動」とい
うようなことを出してしまうとかえって危ない状
況になってしまいます。そこが問題です。一般的
と言いますか、症状で分かるのは痛みです。痛い
動作はやらない方が良い、そこは絶対そうです。
個別的な対応で困られた時には、整形の先生につ
ないでもらうのが大事です。そこで骨の具合を診
てもらい、どの程度の運動ができるかを聞けば、
整形の先生ならもちろん答えてくれると思いま
す。整形でもリハビリテーション科でも良いので
すが、そこにつないでもらう。主担当科の先生は、
骨は診られないので、それは聞いても無理です。
整形など骨を診られる先生につないでもらうのが
非常に大事です。

医療者側からアプローチはできないか
―診察時のアンケート等

■ 参加者 A　私からも要望です。先ほどお話に
出たように、気がつけばもう退院する時だったと
か、痛いと言う前に受けたほうが良いということ
でしたが、そのほうが良くても、たぶん聞きたく
ても聞けないのが現実ではないかと思います。忙
しい外来で診てもらっていて、先生から「うまく
いっていますよ」というような話をされた時に、

「いや本当は肩が痛いと言いたいが、うまくいっ
ていると話されている時にそういう話をしても良

いものか」と思ってしまい、言いたくても言えな
いのが、たぶん患者さんたちの現実だと思います。
直接言うのは非常に敷居が高い患者さんがものを
言うチャンスが失われることがないように、診察
前に日常生活のアンケートのチェック項目などで
スクリーニングをして、そこから、整形外科やリ
ハビリテーションにつなぐべき人が分かるよう
な、全国的に使える画一的なものを、高橋先生や、
辻先生に作っていただけたら非常にうれしいので
すが。

■ 辻　そうですね。アメリカなどでは入院時に
そういうアンケートがあって、リハビリテーショ
ンをしたいかどうかということを取っていて、そ
れでつなぐようなこともしています。

■ 高橋　アメリカのアンケートでは「リハビリテー
ションに興味がありますか」「リハビリテーションに
行ってみたいですか」という聞き方ですか。

■ 辻　そうです。そういう聞き方です。

■ 高橋　なるほど。先ほど拠点病院で外来リハ
ビリテーションをやっているところが 2 割ぐら
いと言われていましたが、たとえば骨転移がある
のでリハビリテーションについてもっと専門的に
聞きたい場合、その 2 割の拠点病院でがん治療
を受けていなくても、外来患者としてリハビリ
テーションだけを目的で受診してで受診してみて
も良いのでしょうか。

■ 辻　それも良いかもしれないですね。

■ 高橋　いきなりそういうところに行くのでは
なくて、まずは目の前の先生に聞いてみれば意外
とつながるかもしれない。つながらなかったらそ
の時は次を考えましょうという…。
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■ 辻　そうです。

■ 参加者 F　私はサバイバーで、拠点病院でピ
アサポーターをやっています。サポーティブケア
のバランスが大切というお話がありましたが、口
腔ケアが必要な方もけっこう多いのです。医者に
も言えず、家族にも口の中がモワモワしていて言
うのが難しいという方がいます。言えば良いと思
われますが、それを医療者にも訴えられない方が
います。医療者の前だとそういうことが言いにく
い。拠点病院で相談支援センターなどもあるので
すが、美味しいものが食べられず、生活意欲がな
くなり運動どころではないという時に、それなら
ばそのことを言えば良いじゃないかというような
感覚を医療者の方が持っていたら、そこに何か大
きなギャップがあるように感じます。よく相談に
出てくるのが、「先生はがんのことにしか興味が
ない」ということです。非常に失礼な言い方になっ
てしまうかも分かりませんが、手術前の診断をさ
れた時にこそ、口腔ケアをしないと大変だから今
のうちにやっておきましょうとか言っていただく
ことはできないでしょうか。2 人に 1 人ががん
に罹る時代ですから、一般的なこととしていかに
運動や口腔ケアアが大事かということを社会的に
当たり前のこととして伝えていただくと、患者さ
んも言いやすくなるかなと思います。

■ 辻　その通りです。だからこそと言いますか、
いわゆるサポーティブケアということで学会がで
きましたし、サポーティブ外来というものが立ち
上がってきて、やっと日本でもモデル的にやられ
ているところがだいぶ増えてはきています。もう
少し時間がかかるかもしれませんが、それでも数
年前にはそういうものはまったくなかったのです
から、そういう意味ではそういうものができてい
ること自体、良い変化ではあると思います。ただ
まだまだ浸透していないところはあります。直接
言えない場合は、スクリーニングで、アンケート
とか問診票のようなものを組み入れていくのもと
ても良いのかと、今お話をうかがっていてそう思
いました。リハビリテーションに限らずサポー
ティブケア全体で、生活面で困っていることを毎
回書いてもらうようにすれば、そこからうまくつ
ながっていくという仕組みは大事だと思いまし
た。

■ 高橋　ありがとうございます。いろいろな宿
題をいただいた今夜でした。5 年前とは比べ物に
ならないほど色々な資材ができました。環境も変
わりました。そして次の 5 年。5 年というのは
ずいぶん先で、5 年もかかるのかと思われるかも
しれませんが、がんリハビリテーションの領域に
限ったことではありませんが、先を考える時にこ
そ今日のような、問題提起のご意見をたくさんい
ただきたいです。痛いとか辛いということは、や
はり言わなければ伝わらないということも大事で
すし、医療者ももっと問題意識を持たなくてはい
けないし、歩み寄りが大事だなと思いました。そ
れぞれのところで始めなければいけないというこ
とを、改めてがんリハビリテーションを通じて感
じました。
　今日もご参加いただきありがとうございまし
た。辻先生に大きな拍手をもう一度お願いします。
 ＜拍手＞

「第9回オープンセミナー」アンケート集計 参加者　112名
平成29年9月8日（金）実施 回答者91名（回答率　81.25％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

リハビリの大切さを、もっと沢山の人に知ってほしいと思いました。特にがん治療前から行う事で、QOL、ADLを保ち、向上できるの
は知らなかったので、それを知れたことがとても良かった。

参加者の感想（自由記述）

とてもわかりやすく、大変役に立つお話しでした。今後がんリハがもっと広く患者の手に届く社会になってほしいと思いました。
大変参考になりました。民間事業者として、力になれる“場”があることをうれしく思います。

大変参考になりました。今後に期待します。ありがとうございました！

リハビリテーションに関する専門の話をはじめて聞けた。
今後の医療を考えていく上で、非常に有意義だった。
「がんリハビリ」の重要性を知ることができた。がん専門医のリハビリに対する理解、意識向上を望むと共に、仕組みとして、患者のく
らしや日常を専門的に、一緒に考えてくれるセクションやスタッフ、プラス制度の一層の充実を強く望む。

がんリハの話を通じて、サポーティブケアの重要性を再認識した。治療の前、早い時期から、不安や困りごとのチェックシートなどで
すくい上げ、つなげていく（他の専門科）きっかけが重要だと思った。

とても勉強になりました！「リハビリは最後まで自分でできる治療」というのがたいへん印象に残り、本当にそうだなあと思いました。

今後の展開がとても楽しみな内容だった。

次の日曜日に乳がんの手術を控え、リハ、ネットワーク、様々な情報をいただけて、大変助かりました。

がんにかかわる社会的なテーマも扱っていただけるとありがたいです。

リハビリというと回復させるために行うものというイメージがありますが、早期（治療前）からのリハビリが効果的という話は、とてもた
めになりました。QOL向上のために、今後も発展を続けている「がんリハビリテーション」が広まっていくことに期待しています。紹介
いただいたサイトや本を参考に勉強していきたいと思いました。

皮膚ケアについて。抗がん剤治療中の方の“まきづめ”の対応など。
リンパ浮腫予防や改善セミナー希望。

これからもいろいろな切り口でテーマを設定していただけると、大変興味深く、有意義なセミナーになるかと思います。期待しておりま
す。

いつも貴重なお話を有難うございます。1時間半の話、内容が豊富ですが、もっとたくさんの情報が欲しいです。
次回もぜひ参加してみたいと感じました。

外科から整形やリハビリ科へのつなげ方に関する議論が大変勉強になりました。

サバイバーとコラボレーションした企画など期待しています。

・がんリハビリテーションのスタートが早ければ早い方が良いということを知りませんでした。先生のお話は大変わかりやすかったで
す。・がんリハビリテーションがもっと広まると良いと思いました。・患者をサポートしているキャンサーフィットネス様のようなところが
もっと増えるといいですね。

これまでは医療者としての立場で本日のセミナー内容に関わっておりました。半年前からがん治療を受け、本日の内容について患
者として実感できるものが多々あり、がんリハビリの重要性を認識しております。貴重なご講演を拝講できたこと感謝です。

開催に関する希望（自由記述）

がんサバイバーにとって有益な情報を得られるようなテーマのセミナーを開催していただきたい。

がんの治療中で体力が低下している状態でも、運動するべきなのか迷いがありましたが、ご説明をうけて、運動が効果的だとわかり
ました。ありがとうございました。
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オープンセミナーの感想 とても良かった やや良かった あまり良くなかった 全然良くなかった 無回答
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「第9回オープンセミナー」アンケート集計 参加者　112名
平成29年9月8日（金）実施 回答者91名（回答率　81.25％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

リハビリの大切さを、もっと沢山の人に知ってほしいと思いました。特にがん治療前から行う事で、QOL、ADLを保ち、向上できるの
は知らなかったので、それを知れたことがとても良かった。

参加者の感想（自由記述）

とてもわかりやすく、大変役に立つお話しでした。今後がんリハがもっと広く患者の手に届く社会になってほしいと思いました。
大変参考になりました。民間事業者として、力になれる“場”があることをうれしく思います。

大変参考になりました。今後に期待します。ありがとうございました！

リハビリテーションに関する専門の話をはじめて聞けた。
今後の医療を考えていく上で、非常に有意義だった。
「がんリハビリ」の重要性を知ることができた。がん専門医のリハビリに対する理解、意識向上を望むと共に、仕組みとして、患者のく
らしや日常を専門的に、一緒に考えてくれるセクションやスタッフ、プラス制度の一層の充実を強く望む。

がんリハの話を通じて、サポーティブケアの重要性を再認識した。治療の前、早い時期から、不安や困りごとのチェックシートなどで
すくい上げ、つなげていく（他の専門科）きっかけが重要だと思った。

とても勉強になりました！「リハビリは最後まで自分でできる治療」というのがたいへん印象に残り、本当にそうだなあと思いました。

今後の展開がとても楽しみな内容だった。

次の日曜日に乳がんの手術を控え、リハ、ネットワーク、様々な情報をいただけて、大変助かりました。

がんにかかわる社会的なテーマも扱っていただけるとありがたいです。

リハビリというと回復させるために行うものというイメージがありますが、早期（治療前）からのリハビリが効果的という話は、とてもた
めになりました。QOL向上のために、今後も発展を続けている「がんリハビリテーション」が広まっていくことに期待しています。紹介
いただいたサイトや本を参考に勉強していきたいと思いました。

皮膚ケアについて。抗がん剤治療中の方の“まきづめ”の対応など。
リンパ浮腫予防や改善セミナー希望。

これからもいろいろな切り口でテーマを設定していただけると、大変興味深く、有意義なセミナーになるかと思います。期待しておりま
す。

いつも貴重なお話を有難うございます。1時間半の話、内容が豊富ですが、もっとたくさんの情報が欲しいです。
次回もぜひ参加してみたいと感じました。

外科から整形やリハビリ科へのつなげ方に関する議論が大変勉強になりました。

サバイバーとコラボレーションした企画など期待しています。

・がんリハビリテーションのスタートが早ければ早い方が良いということを知りませんでした。先生のお話は大変わかりやすかったで
す。・がんリハビリテーションがもっと広まると良いと思いました。・患者をサポートしているキャンサーフィットネス様のようなところが
もっと増えるといいですね。

これまでは医療者としての立場で本日のセミナー内容に関わっておりました。半年前からがん治療を受け、本日の内容について患
者として実感できるものが多々あり、がんリハビリの重要性を認識しております。貴重なご講演を拝講できたこと感謝です。

開催に関する希望（自由記述）

がんサバイバーにとって有益な情報を得られるようなテーマのセミナーを開催していただきたい。

がんの治療中で体力が低下している状態でも、運動するべきなのか迷いがありましたが、ご説明をうけて、運動が効果的だとわかり
ました。ありがとうございました。

52.9% 25.8% 9.7% 4.5%
1.3%

14.8%

受付登録者（155名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 企業関係者 メディア関係者 行政関係者 その他
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69.2% 17.6%
1.1% 0.0%

12.1%
オープンセミナーの感想 とても良かった やや良かった あまり良くなかった 全然良くなかった 無回答
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　みなさん今晩は。国立がん研究センターがん対
策情報センター長の若尾です。本日は、第 10 回
がんサバイバーシップオープンセミナーにお集ま
りいただき誠にありがとうございます。
　この「がんサバイバーシップオープンセミナー」
は、2 年前である平成 27 年から始め、身近な話
題で医療者の方、患者さん、その他一般の方と一
緒にがんについて考える勉強会です。ただそれも
堅苦しいものではなく、「コーヒーを飲みながら、
お菓子を食べながら」の勉強会という形でやらせ
ていただいています。
　本日は「食とこころの健康」ということで国立
がん研究センター社会と健康研究センターの松岡

豊先生にお越しいただきました。私も初めて聞く
話で本当に楽しみにしております。松岡先生は、
先日、第 26 回日本脂質栄養学会（9 月 22,23 日）
の大会長をされていまして、その時のポスターが

「あぶら」と大きな字で書いたポスターで、非常
に目立っていて、それを見た多くの人が、自分に
喧嘩を売っているのかと怒っていました（会場　
笑）。そういう脂の研究をされている先生で、今
日は脂の話を中心にお話しいただけると思いま
す。みなさんには、お聞きになった後ぜひご質問
やご意見をいただければと思います。本日はどう
ぞよろしくお願いいたします。

食とこころの健康〜魚油を中心にメインテーマ

2017 年 10 月 4 日
18 時〜 19 時 30 分

国立がん研究センター　新研究棟セミナールーム AB　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

若尾　文彦
国立がん研究センターがん対策情報センター長

開会の挨拶

第 10 回　がんサバイバーシップオープンセミナー
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　みなさん今晩は、今日もご参加いただきありが
とうございます。がんサバイバーシップオープン
セミナーも第 10 回を数えます。本日は「食とこ
ころの健康〜魚油を中心に」にというタイトルで、
国立がん研究センター社会と健康研究センター健
康支援研究部長の松岡豊先生にお越しいただきま
した。先生は、国際栄養精神医学会という国際組
織の副代表もされています。
　栄養と身体は、みなさんすぐに結びつくと思い
ますが、食べものがこころにどのような影響を及
ぼすのかは、意外に考えられていないような気が
します。今日はそこがテーマです。「食とこころ

の健康」についてお話しいただきます。美味しい
ものを食べると誰でも幸せになると思いますが、
そこを一歩進めて、精神症状と食、そしてがん、
という文脈でお話しいただきます。
　本日の進行ですが、いつもと同じように松岡先
生には 7 時までお話しいただき、その後、30 分
ゆっくりと質疑応答の時間をとります。みなさん
質問をお願いします。ここはどのような初歩的な
質問でも OK という場所なので、どうぞ質問を
考えながらお聞きくださいね。
　それでは松岡先生、よろしくお願いします。

高橋　　都
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

セミナーを始めるにあたって
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はじめに

　松岡です。本日は若尾先生、高橋先生ありがと
うございます。
　今日のお話は、スライド 1 にあるようなタイ
トルの通りで、これまで手が付けられなかった領
域です。私は、もともとはがんだけをやっていた
わけではありません。魚油を中心に仕事をしてき
ていますので、それも含めて全般的な栄養の話を
しながらがんの話をして、少しこころの話に
フォーカスしてまとめていき、最終的には、みな
さんが明日の朝から実行できることは何かという
ものを、持って帰れるようにいたします。そうい
うことで信じる方は明日の朝からやってくださ
い。
　スライド 1 には、非常にきれいな絵が描かれ
ています。人の頭の中にたくさんの食品が入って
いるという絵で、私の話は、すべてこの絵の中に
答があります。脳に、つまりこころに食事という
ものは影響するということです。この 1 枚目の
スライドがいちばん大事かもしれません。
　スライド 2 は利益相反の開示です。100 円以
上となっていますが、いくつかのところから支援
をいただいています。なお学会活動として先日、
日本脂質栄養学会を開きましたので、お話が脂に

ひいき目のお話になるかもしれませんが、そのへ
んは割り引いて聞いてください。

疫学と背景

　最初に疫学と背景からお話をしていこうと思い
ます。

松岡　　豊
国立がん研究センター社会と健康研究センター健康支援研究部長／国際栄養精神医学会 ISNPR 副代表

食とこころの健康〜魚油を中心に

スライド 1　脳（こころ）に食事は影響する

スライド 2　利益相反の開示（2014.9 － 2017.9）
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　スライド 3 は、若尾先生のがん情報サービス
で出されている数字をグラフにしたものです。
2016 年のがん罹患者予測数データです。円グラ
フ右にあるのが 5 大がんです。今回のお話の「食
とこころの健康」の対象になる方は、どちらかと
言うとロングサバイバーの方が中心です。乳腺が
んや前立腺がんという非常に病期が長い方です。
食事の改善によって、寿命だけではなく、こころ
の健康も保てるのではないかと考えています。
　スライド 4 もがん情報サービスで作られた 5
年相対生存率です。男性では前立腺がんが非常に
高く 97.5％です。女性は乳腺がんが 92.5％と

なっています。エビデンスがすべてのがんに適用
できるかどうかは分かりませんが、少なくとも
分っていることを利用していく、援用していくこ
とができれば良いかと思います。そういった話が
多くなることをご理解ください。
　スライド 5 は米国国立がん研究所のサバイバー
のオフィスで出されているデータです。がんサバ
イバーがどれだけ増えるかというデータで、
2000 年代中盤に向けて高齢者が増えてくること
が想定されています。これは日本でも同じです。
本日はとくにこころの研究でもうつに関する話が
ありますが、同時に大きな問題として、「silver 
tsunami」と言われている認知症の問題も実は
入ってきます。サバイバーが増えれば増えるほど、
高齢者の方が増えてきて、認知症の問題も併せて
出てきます。本日そこまではお話しいたしません
が、認知症やうつ病の方が増えることによって、
こころの健康は無視できなくなるということを心
にとめておいてください。
　スライド 6 は米国がんサバイバーの部位別推
定数ですが、乳腺と前立腺がんが群を抜いて多い
です。こういうところが米国でも、認知症も含め

スライド 3　がん罹患者数予測（2016 年）

スライド 4　５年相対生存率
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て研究が進んでいることが分かります。
　サバイバーシップの領域でどのような研究が求
められているのか、あるいはどのようなことをし
なければいけないのかを簡単にお示ししたものが
スライド 7 です。アメリカの国立がん研究所の

サバイバーシップオフィスが作ったものです。
色々な次元でサバイバーシップのことを考えてい
ます。たとえば「身体症状」では、「痛み」や、
あとになって発症してくる「糖尿病」、「食思不振」、

「眠れない」、「倦怠感」などが挙げられています。
同時に「精神的症状」として「不安やうつ、
PTSD、再発恐怖」のようなことが出されていま
す。こうした身体とこころの問題をどうするかで
は、まずは QOL をきちんと評価しましょうと
なっています。それに対してどう対応するかとい
うことで、介入方法として Health behaviors（健
康行動）が挙げられ、そこには何が書かれている
かと言いますと、健康的な良い食事をしましょう、
しっかりとした身体活動・運動をしましょう、タ
バコをやめましょうということです。この 3 つ
がいちばん大きいのですが、これが実際はなかな
かできていません。サバイバーもそうですが、一
般人もなかなかできず、みなさん共通の問題です。
健康行動は、分っていながらなかなかできない。
その中でやっていかなければならないという問題
があります。本日はこの中でも食事のところに注
目しようと思います。
　スライド 8 は、2017 年 7 月にワシントン DC
で開かれたサバイバーシップのケアに関する専門
家が集まるワークショップで出されたものです。

スライド 5　米国がんサバイバー推定数（1975-2040）

スライド 6　米国がんサバイバー推定数：部位別

スライド 7　サバイバーシップ研究の領域 がんサバイバーの
当事者が健康維持
のためにできるこ
とにはどういうも
のがあるかです。
目的は「再発、晩
期障害、二次がん」
の予防です。いく
つか方法がありま
すが、当事者がで
きることは「健康
行動」しかありま
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せん。「病前状態」はどうしようもありません。「遺
伝背景」も変えようがない。「腫瘍因子」は医師
にお願いするのですが、現在持っているものはど
うしようもありません。「治療」は病院で受けます。

「宿主因子」は、そもそも自分で持っているもの
ですからなかなか変えることができない。唯一変
える望みのあるのは「健康行動」です。そういう
ことで先ほどのスライド 7 の絵の中でも「健康
行動」があり、その中でも食事と運動が非常に大
事だと言われています。
　 ひ と つ ご 紹 介 し た い の が Ornish Lifestyle 
Medicine という概念です。スライド 9 に映って
いる方が Dr.Ornish です。心血管系イベントの
抑制、生活習慣病のコントロールには、生活習慣
をいかにコントロールするかが大事だということ
を唱えている先生で、4 つの要素を言っています。
1 つめは、What you eat ですから、何を食べる
かです。次が How much activity you have で、

どのくらい運動するかです。そして How you 
respond to stress ですから、ストレスに対して
どのように反応するかで、ここには瞑想している
絵が描かれています。4 つ目はハートの絵です。

「愛」という言葉がふさわしいか分かりませんが
ソーシャルサポートや心が通い合える相手がい
て、気持ちの面でどのくらいサポートされている
かということです。この 4 つの要素が大事で、
これをうまく維持し、さらにこれを良くしていく
ことが健康につながると唱えていて、実際に生活
習慣病の領域では、Lifestyle Medicine が、か
なり大きな力を持ってきていて、様々な疾患の予
後を良くしたり、あるいは疾病予防につながった
りしているというデータが出てきています。
　今日はその中でも「What you eat」の魚の話
を中心にしていきます。良いと言われているもの
は、本当は魚だけではなく、野菜、果物もそうで
す。そちらについても少しお話をいたします。
　本日の内容ですが、まず人の健康と食について
総論的にお話をさせていただき、その後に食の中
でも脂について、脂というのは脂肪酸のことです
が、その脂肪酸ががんとどのように関わっている
かということについて話をして、次にこころの話
に入ります。このすべての話を聞いてから、それ
なら明日からどうするのだという話を最後にして
まとめようと思います（スライド 10）。このス
ライドにも書いてあるようにヒポクラテスが言っ
ているのですが、医食同源で、食べることが医療

スライド 8　健康維持のために当事者ができること スライド 10　本日の内容

スライド 9　Ornish Lifestyle Medicine
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であるということです。非常に古い言葉なのです
が、今でもとても大事だと考えています。

人の健康と食：総論

　スライド 11 に三角形の形に描かれているのは
地中海式ダイエットと言われているものです。右
にあるのはよく見慣れた日本食です。実はここに
色々なヒントがあります。
　このスライド 12 は、私は非常に好きなデータ
で、どこでも最初に紹介する非常にインパクトが
高いアメリカの医師会雑誌『JAMA（Journal of 

the American Medical Association）に 2013
年に報告されたデータです。人の死亡と DALY

（Disability-adjusted life year: 障害調整生命年）
を見ています。DALY というのは死亡だけではな
く、本当は働けたり、生活できるのですが、疾患
を持つことによって、それができなくなってし
まって失った日数とそれを抱えて生きていく、障
害を抱えて生きていく年数を足したもので、疾患
の大きな負担を見るものです。この DALY も死
亡もいずれもそうなのですが、何がいちばんここ
に影響を及ぼしているかというデータです。いち
ば ん は、Non-communicable disease と な っ
ています。非感染性疾患です。ウイルスや細菌に
よって感染して起こってくるような急性肺炎や胃
腸炎などの感染性疾患ではなく、生活習慣が非常
に影響を及ぼすとなっています。慢性疾患が非常
に多く、その中でもいちばん大事な原因は何かと
言いますと、死亡も DALY も食事（diet）とい
うことです。2 番目にタバコが出てきます。3 番
目が Body Mass Index ですから体形、太りすぎ
です。がんの予防にはタバコは非常に大事なので

スライド 11　地中海食と日本食

スライド 12　疾病の最大の危険因子は食事
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すが、がんを予防するためにタバコを止めたとし
ても悪いものを食べていたら不十分だということ
です。がんに罹らない、あるいはがんを予防する
だけではなく、身体全体のことを考えてもダイ
エットは非常に大事です。食事は、食べなければ
生きてはいけませんから、これが非常に大きな影
響を及ぼしていることを知っておいてほしいと思
い、このスライド 12 を出しました。
　スライド 13 は地中海式ダイエットです。階層
式になっています。下に行くほど常にやらなけれ
ばいけないこと、食べた方が良いこと。上に行く
ほど避けた方が良いことです。先に避けた方が良
いことを言うと、ケーキがいちばん上にあります。
スイーツは 1 週間に 2 回までです。それ以上食
べると良くない。上にワインがあります。地中海
に面するフランスやイタリアではブドウがたくさ
ん獲れ、ワインを飲む人がたくさんいますから、
ワイン好きな人は飲んでも良いとされています。
大事なのは日々の身体活動で運動が出ています。
また食事も 1 人で食べる孤食ではなく、できる
限り友人と一緒に食べる、家族と食べるというよ

うに、当たり前ですが、そういうことが大事だと
されています。牛乳などのデイリープロダクトは
日々摂ります。「より地中海式食事にするには」
ということでまとめますと、植物由来食品（果物、
野菜、全粒穀物、豆類、ナッツ）はよく食べましょ
う。最低週に 2 回は魚を食べる。赤肉は減らし
ましょう。油はオリーブ油を使って調理をしま
しょう。塩の代わりにハーブや香辛料を使用。塩
分はいずれにせよ悪いですから、そうかと言って
6g ／日もなかなか難しいと思うので、ハーブを
使ったり、香辛料でそれを補います。それに友人
や家族と食事をし、十分な運動をすることです。
　こうした地中海式ダイエットの効果について、
スペインでは、自分たちの食事パターンが良いと
いうことを証明するために非常にまじめに研究を
さ れ て い ま す。 そ れ が ス ラ イ ド 14 で す。
Predimed（The Prevención con Dieta 
Mediterránea：地中海食による予防） study と
言われています。どういう研究かと言いますと、
対象は男女とも中年から高年です。心疾患はない
がⅡ型糖尿病か心疾患のリスクファクターを 3

スライド 13　地中海式食事
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つ以上ある方が選ばれています。7,447 人を無
作為に 3 つに分けています。この方たちは心筋
梗塞を起こすことが多い集団です。最初のグルー
プは地中海食をきちんと食べるように指導して、
かつオリーブ油を、普通でも摂れるのですがさら
に 1 週間に 1L を強制的に摂ってもらいます。2
番目のグループは地中海食にナッツ 30g の袋を
毎日食べる。コントロールは低脂肪食です。この
3 グループで研究されました。
　いちばん代表的な結果は 2013 年から出てい
ま す。『New England Journal of Medicine』
という臨床医学の中ではいちばんインパクトが大
きい雑誌で、心血管系イベントが 3 割抑制でき
るということが報告されています。さらにⅡ型糖
尿病も抑制される。それから糖尿病患者のうつ病
が予防できるということなどいくつかの成果が出
てきました。すごい人がこの研究をやっているの
だろうと思っていましたら、つい最近、ワシント
ン DC でお会いできたのですが、私より若いス
ペインの女性で Sanchez さんという疫学者でし
た。彼女はこのチームの中でメンタルヘルスのと

ころを中心にやっているという方です。疫学グ
ループで身体によい食だということを調べて、そ
れを実際に介入してスペイン全土でやってみると
いうことをやってきた人たちです。
　さらにこの 7 月に会ってきたのも若い女性で
やはり『New England Journal of Medicine』
に論文を書かれている方です。いくつかの研究が
走 っ て い て、 ひ と つ は Health Professional 
Follow-up Study というもので、男性の医療従
事者、医師や臨床検査技師さんなどを集めて追い
か け た と い う 研 究 で す。 そ れ か ら Nurse’s 
Health Study ということで、看護師さんを 10
万人ほど追っています。彼女は最初からではない
のですが、この研究の解析に携わった方です。
1986 年からデータがあるので、1986 年から
1998 年までの間にこの研究に参加した人たちが
どういう食事をして、どのように食事が変ったか
を調べ、それによってその後の 12 年間の死亡リ
スクが上がるか下がるかを調べています。研究に
よりいくつかの食事の摂り方があり、1 つにまと
められなかったので、代替健康食指数－ 2010

スライド 14　地中海食による介入
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スコア、代替地中海食スコア、高血圧予防食スコ
アの3つで12年間の食事の変化を見ています（ス
ライド 15）。
　まず食事のスコアが 20％ほど改善すると何が
起こったかと言いますと全死亡リスクが 8 ‐
17％ほど下がっています。心疾患死亡リスクも
7 － 15％減、がん死亡リスクが 9％減と報告さ
れています。死亡リスクを下げるのにもっとも寄
与した食品は何かを解析していて、全粒穀物、野
菜、果物、魚類・ω 3 系脂肪酸が死亡リスクを
下げることにいちばん影響していたという報告で

データの中で、これがいちばん大きく信頼できる
データです（スライド 16）。
　日本では、私どもの社会と健康研究センターの
津金（昌一郎）先生たちが行っている JPHC（「多
目的コホートに基づくがん予防など健康の維持・
増進に役立つエビデンスの構築に関する研究」）
という研究があります（スライド 17）。そのデー
タを使って、毎日運動して味噌汁を飲み、野菜を
食べてというように厚労省が示している食事バラ
ンスガイドでバランスの良い食事をすることが日
本人の健康にどう影響しているかを解析したら、

スライド 15　食事の質と全死亡

スライド 16　１２年間の食事の質変化と死亡リスク
す。非常にショッ
キングな、われわ
れにとってはうれ
しいデータです。
健常者についてで
すが、食事を変え
ることでどれだけ
身体の健康に影響
を及ぼすかという
ことを示す、今、
世 界 に 出 て い る
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バランスガイド遵守スコアが高い人は、死亡リス
クが下がっています。いちばん守っていない人を
1 とすると、守っている人は 15％ほどリスクが
下がる。とくに心血管疾患、脳血管疾患が有意に
下がることが分かりました。スペインだけではな
く日本でもこういうデータが出ていて「健康的な
食事」をすることは、自分の命、寿命に非常に影
響を与えているということです。がんはどうかと
思われると思いますが、この中にも当然がんの患
者さんは入っています。がんだけで死ぬわけでは
なく、がんサバイバーで、脳梗塞で亡くなる方も
います、心筋梗塞の方も、糖尿病の方もいます。
そういうことも含めてトータルで死亡を考える
と、どういう疾患を持っているかではなく、身体
の健康自体に食事が影響しているということの方
がもっと大事だと思ってお示ししました。
　ほとんど同時期にもうひとつの研究が行われて
います。九州の福岡女子大学に移られた南里明子

（国立国際医療研究センター）先生が発表されて

います。彼女のデータも JPHC のデータですが、
少し解析の方向が違います。食事バランスガイド
ではなく、何を食べているかで食事の中の成分に
基づき種類分けをしています。たとえばここでは
野菜や果物、いも類、大豆、キノコ、海藻、脂の
多い魚、緑茶をどのくらい食べているかというこ
とで、たくさん食べているか、食べていないかで
並べ直すと、よく食べている人ほど全死亡は減る、
がん死亡は変りませんが、循環器疾患死亡、心疾
患死亡、脳血管死亡のリスクは減っています。健
康的な食事をすると良いということを示しました

（スライド 18）。
　実は、肉・加工食、パン、果物ジュース、コー
ヒー、ソフトドリンク、マヨネーズ、乳製品とい
う欧米型パターンの食事が多い人も死亡率リスク
が下がるという方向に向かっていました。そもそ
も日本人は肉の消費量が少なく、足りなさ過ぎて
もう少し食べた方が良いということ、乳製品も足
りなくてもう少し食べた方が良いということが、

スライド 17　JPHC 研究
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影響しているのかもしれません。今、日本ではこ
ういうデータがあります。食事の内容が健康に大
きく影響していることが分かります。
　がんについては特異的に乳がんだけをとりあげ
ています。よく聞かれるのが、大豆に入っている
イソフラボンを食べると乳がん患者の予後に影響
しますかということです。これは『科学的根拠に

スライド 18　健康的な食事で全死亡リスクが低下

スライド 20　食と全死亡・がん再発リスク

スライド 19　食事と乳がん
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基づく日本乳癌学会乳癌診療ガイドライン』に「可
能性あり」と書かれています。ただこれにはいく
つかの結果があって欧米の研究では「関連はない」
となっています。日本では「関連がある」という
ことです。この違いは、なぜかと言うと、そもそ
も大豆を食べる量が欧米と日本では段違いに違う
ことからきています。味噌汁やお豆腐をたくさん
摂る国の人たちと、時々食べるという国の違いで
す。ちょっと食べても効きません。ある程度ベー
スができていてそれでちょっと食べると効くとい
うことです。何か食べると良いというものも、
ちょっと食べれば良いというものではなく、どの
くらい食べたら良いのかとか、ふだんどのくらい
食べていてそれにどのくらい増やせば良いかとい
う観点でみなければなりません。ただ「良いよ」
と聞いてそれを食べても、短絡的良くはならない
というのが、イソフラボンの結果だと思います。
　乳製品についてはとくに予後に影響を及ぼさな
い。証拠がまだ不十分だということです。乳がん
初期治療後の脂肪の食餌摂取は乳がん患者の予後
に影響を及ぼすかに関しても、証拠不十分で分か
らないということです。乳がんに関しては、イソ
フラボン、つまり大豆食品は良いということだけ
が言われています（スライド 19）。
　スライド 20 は最近出されたものです。どうい

う食事をしているのかということと、その人の全
死亡とがん再発リスクについてです。いくつかの
がんについて研究がされていますが非常に少な
く、メタ解析という、いくつかの研究をまとめて、
その効果がどのくらいあるかを強く見る方法で解
析しています。左図ですが、食事の質が良いほど
死亡リスクは下がっています。乳がん、大腸がん、
前立腺がん、卵巣がんと出ていますが、全体で見
ると 0.78 という数字になっていますから 22％
は良くなっているということです。
　西欧食パターンの食事との関係です（スライド
20 右図）、これは日本で言う西欧食パターンと
違って、彼らみたいに大変食べている西欧食パ
ターンですから先ほどのスライド 18 とは違うも
のです。これでは西欧食パターンが強いほど死亡
リスクが上がっています。乳がん、大腸がん、頭
頸部がん、前立腺がんで 1.46 となっていますか
ら 46％ぐらいリスクは増えています。世界的に
は健康食が身体に良く、西欧食パターンが悪いと
言われています。とくにこの研究で言われている
のは、野菜と魚が非常に保護的で、健康に良いと
いうことです。
　診断を受けた後で、食事を変えたら間に合うか
という研究がされています。スライド 21 は、そ
の 2014 年の結果です。がん診断後に食事の質

スライド 21　がん診断後の健康食で死亡リスク減少

を変えた場合、全
死 亡 は 減 少 し ま
す。乳がんに特異
的な脂肪に関して
は 変 り あ り ま せ
ん。他原因死も下
がります。他原因
死というのは、糖
尿病や高血圧や高
脂 血 症 な ど 別 の
ファクターです。
食事を変えること
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によって発がんまで抑えるのは難しいと思います
が、全体的に効いてくる健康の負の因子による死
亡を減らすことができるということです。とくに
乳がんでは、エストロゲン受容体が陽性か陰性か
で違いがあり、陽性者にはきれいに効いています。
エストロゲン受容体が陰性の方にはまったく効い
ていません。したがって食事の質を変える時にも
エストロゲン受容体陽性の方は、健康食にすると
診断の後からでも生存リスクは上がり、生存率は
延びる方向につながります。逆にエストロゲン受
容体陰性の方は効いていませんから食事だけでは
難しいのかもしれません。

人の健康（がん）と脂肪酸

　少し脂の話に焦点を絞っていきます。私は、今
週は毎日魚を食べています。スライド 22 はサン
マを焼いた写真が出ています。われわれの身体は
ひとつひとつの細胞から成り立っています。その
細胞に膜があります。その膜を作っているのは、
脂肪酸、つまり脂です。脂質二重膜という言葉は
誰でも知っていると思いますが、その脂質二重膜
が、二重結合がまったくない脂でつながると膜自
体がギチギチとなります。しかし膜の中に二重結
合があれば膜がゆらゆらしてきて、あればあるほ
ど緩くなり、膜が柔らかくなります。私は動物実
験をやっていませんが、やっている先生に聞くと
二重結合がないものに較べて、あるものは針を刺
す場合にもスッと入ると言います。非常に柔らか
くなっているそうです。どちらかと言いますとそ
こに関する受容体や何が入っているということは
関心を持たれるのですが、膜自体に関心を持つ方
は、わりに少なく、私はそこに関心があり、その
脂肪酸がどうなるとどう変るかという研究が進ん
でいるのでお話しいたします。
　スライド 23 は脂についての話で、脂摂取の％
を時間軸で見ています。われわれ人類は、過去は

ハンター、狩猟によって食糧を採っていました。
その時代は、Fatty acids の中でも、Saturated
という飽和脂肪酸とω 6 系脂肪酸とω 3 系脂肪
酸は、ほとんど同じくらいしか摂っていません。
その時代の原始人類が、DHA をたくさん摂って
いて、認知機能が高くなっていました。何が得す
るかと言いますと食事にありつけるのです。実際
の頭蓋骨も DHA をたくさん摂っているものと、
摂っていないものと較べると、摂っているものの
方が頭蓋骨が大きく、脳重量が大きくなっていま
す。ただこれは 100 万年単位で変ってきている
のです。DHA の脂をたくさん摂ることによって
たくさんご飯が食べられ、それが生存に影響して
いたというのが過去の時代です。
　しかし現在、何が起こっているかと言うと、ど
んどん、どんどん脂が変っています。飽和脂肪酸
が増えています。また不飽和脂肪酸でも、とくに
ω 6 系脂肪酸がぐんと増えて、ω 3 系脂肪酸は
減ってきています。この結果、心疾患は増えるし、
肥満は増え、さらにはこころの問題が出てきてい
ます。昔は 100 万年で頭蓋骨が変ってきたので
すが、今は 10 年単位で食のあり方が変っていま
す。以前は食物にどうありつけるかというアクセ
スの問題だったのが、今は何を食べるかという選
択の時代です。したがって良いものを摂ろうと思
えば摂れるのです。摂らない人は悪くなり、自分
の手の中に選択肢はあるのにみなさんなかなか良
いものを摂っていません。そういう時代に来てい
るということを意識していただくためにこのスラ

スライド 22　人の健康（がん）と脂肪酸

51食とこころの健康〜魚油を中心に　

�ん本.indb   51 2018/03/24   14:57



イドを出しました。
　スライド 24 は脂肪酸の種類です。脂肪酸には
飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があり、1 つ以上の二
重結合を持つものが不飽和脂肪酸で、不飽和脂肪
酸の中は一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸が
あり、多価不飽和脂肪酸にはω 6 系とω 3 系が
あります。とくに重要なのは、今日はω 3 なの
ですが、ここのいちばん上位にあるものがαリノ

結合があるので常温では液体でサラサラしていま
す。バターやラードは常温ではベトッとしていて
固体です。凝固点が高くなっています。オレイン
酸というのはひとつだけありまして、これはオ
リーブ油です。飽和脂肪酸はどちらかと言うとエ
ネルギー源になる脂で、不飽和脂肪酸は生体調節
機能になる脂だと言われています。
　とくにω ‐ 3 系脂肪酸に注目する理由ですが、

スライド 23　人類の脂肪摂取：進化と現代化

スライド 24　脂肪酸の種類 レ ン 酸、 ω 6 は
リノール酸という
脂です。リノール
酸は、具体的には
トウモロコシ油や
ベニバナ油、大豆
油、ゴマ油などの
サラダ油です。α
リノレン酸は、エ
ゴマ油、シソ油、
アマニ油、サチャ
イ ン チ 油、 チ ア
シード油です。こ
のような油は二重
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ω 3 がどれだけ身体の中にあるかということを
501 名の女性で調べた研究があります（スライ
ド25）。そうすると4％未満の人を1とすると8％
以上の人、あるいは 4 〜 8％の人は、その後の
死亡リスクが下がる。それは年齢や人種、体型な
ど色々と補正してもω 3 が体内に多ければ多い
ほど死亡リスクは下がるといデータが、2017 年
に発表されています。
　細胞の中の核に染色体があり、その末端にテロ

ない人は早く短くなります。生存にも影響してい
るというひとつの理由として、こうした染色体へ
の影響が言われています。
　実際にがんではどうかということで、脂肪酸と
の関連を見たものがあります。大腸がんの術後に
ω 3 系脂肪酸を多く摂るようにした群と摂らな
かった群とでは明らかに死亡リスクが違ってい
て、たくさん食べた人の方が、死亡リスクが減少
しています。あまり食べなかった人は、良くない

スライド 25　末梢血ω -3 系脂肪酸が全死亡リスクと関連

スライド 26　大腸がん治療後経過とω 3 系脂肪酸
メアというところ
があります、遺伝
情報が折り畳まれ
ている最後のとこ
ろですが、これは
細胞分裂を繰り返
すとどんどん短く
なります。その短
くなり方が、ω 3
をたくさん摂って
いる人ほど遅いの
で す。 ω 3 が 少

53食とこころの健康〜魚油を中心に　

�ん本.indb   53 2018/03/24   14:57



ということが、2016 年に報告されています。大
腸がんでω‐3 脂肪酸を摂るように言われて摂っ
た人の方がなかなか死なないということです（ス
ライド 26）。
　同様に乳がんでもそうです。乳がんの方も診断
後の治療経過とともにω 3 をたくさん摂るよう
に指導されて、摂った人の方が、全死亡リスクが
下がります。16 〜 34％ほど下がると言われて
います（スライド 27）。
　そういうことで今は乳がんと大腸がんとの関係
しか出ておらず、すべてのがんではありませんが、
かなり大事な脂だということが分かっていただけ
ると思います。

食とこころの健康

　ここから少しこころの話になります。NIH
（National Institutes of Health：アメリカ国立
衛生研究所）の Joseph Hibbeln という人が「あ
ぶらとこころの問題」のパイオニアです。彼がい
なければ、この領域は進まなかったと思います。

　こころの健康ですが、DALY というのは障害
（disability）を持っている年数と障害で失った年
数を足したものですが、スライド 28 では YLL

（Years of life lost）で示していますが、大きい
のはこころの問題と筋骨格系の問題です。
　なぜ食に注目するかと言いますと良い食事をす
るようにアドバイスをすることは臨床の目的にか
ないますし、食と栄養が精神疾患の予防、発症に
影響を及ぼすことが最近分かりつつあります（ス
ライド 29）。
　研究者が世界中から東京に集まり 2013 年に
ISNPR（International Society for Nutritional 
Psychiatry Research：国際栄養精神学会）を立
ち上げました。どういうことをわれわれがするか
ということと、どのくらいのエビデンスが集って
いるかということをインパクトの高い雑誌である

『Lancet』と『World Psychiatry』という 2 雑
誌に出して、とくにω 3 やビタミン B1 や葉酸、
ビタミン B12 などいくつかありますが、そのトッ
プがω 3 であるということをうたっています（ス
ライド 30）。

スライド 27　乳がん治療後経過とω 3 系脂肪酸
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スライド 28　こころの健康は苦悩期間が最大

スライド 31　食パターンとうつ病リスク

スライド 29　なぜ食に注目するのか スライド 30　精神医学の中心としての栄養学
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　実際に健康的な食事とうつに関連があるのかと
いうことですが、メタ解析という、色々な研究を
まとめて総合的に見て良いのかという研究のまと
めのようなものがたくさん出ています。
　食パターンとうつ病のリスクですが、食パター
ンにも色々あって、「健康食・伝統食」や「健康
食スコア」で見たり、「健康食パターン」で見た
りしています。健康食でうつ病が良くなり、「加
工食・西洋食パターン」では良くないとか、「地
中海食」は良いということが報告されています（ス
ライド 31）。
　うつ病と健康的な食事は、うつ病だから健康的
な食事をしないのではないかという批判もよく受
けます。しかし実はこれは縦断的に追いかけてい
る研究がたくさん出ていて、うつ病だから食事が
悪いということは否定されています。どちらかと

言うと健康的な食事をしないからうつ病になるの
だということの方がたしかだということが報告さ
れています。しかし人生早期における関連は明ら
かではないということです（スライド 32）。
　先ほどの Hibbeln 先生は 1998 年に『Lancet』
にエポックメーキングな研究を発表しました。魚
を食べた量を横軸にとり、縦軸にうつ病がどのく
らい発症したかを国別にプロットしています。日
本がいちばん低いのですが、非常にきれいな負の
相関が得られています。これをもとにうつ病と魚
の研究が進み、どうやらこれは妊婦さんでも同じ
傾向にあるということが分かりました（スライド
33）。
　日本では富山市の大学生を対象にした研究があ
ります（スライド 34）。魚食頻度を非常にアバ
ウトに「まったく食べない」という人から「毎日
食べる」という人まで並べて、うつ病がどのくら
い出るかというリスクを見たのですが、やはり食
べれば食べるほどリスクは下がるという、きれい
な関連が見られています。ちなみ富山県は魚を非
常に食べる県で、そこでこういう関連が見られた
ということです。
　スライド 35 は関東の企業で実施した、われわ
れが報告した研究で、その時点で調べた横断的研
究です。企業の方に協力していただき抑うつと魚

スライド 32　健康的な食事とうつ病：因果関係

スライド 33　魚食とうつ病
食の関連を調べる
と、魚を食べてい
る人ほど抑うつは
－ 0.1 な の で 非
常に低くなってい
ます。さらにここ
に辛いことがあっ
た時にそれをはね
返すようなレジリ
エンスというここ
ろのばねを持って
いることが影響し
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ているかを見ました。そうしましたら、こういう
因子を入れても抑うつは下がっています。さらに
レジリエンスが魚食と抑うつの間に介在している
のではないかということが示されました。
　身体の中でどうなっているかということで見た
のがスライド 36 です。たくさんある、うつ病の
患者さんで末梢血中のω 3 系脂肪酸を調べた研
究をまとめたメタ解析で、やはり代表的な脂の
EPA とか DHA は健常者で、両方とも高いことが
分かりました。
　それならうつ病に対してω 3 を使ったら効く
のではないかと当然考えられて、たくさんの研究
がこれまでされてきました。スライド 37 はメタ
解析をした 2016 年の結果です。どういう状態
がいちばん効くかということをやりました。それ
によると EPA diagnosed という精神科医がうつ
病の診断をつけた重度の高い人には、EPA とい
う脂を使うと効くという結果でした。どのくらい
効果があるかは ES が 0.61 でかなり高いとされ
ています。抗うつ薬の効果は 0.4 や 0.5 などと
言われていますので、選択して効きそうな人に的
確に使うと効くのですが、そうでもない人にもあ

スライド 34　学生の魚食習慣とうつ症状

スライド 35　魚食はレジリエンスを高め抑うつを低下

スライド 36　うつ病と末梢血中ω 3 系脂肪酸

スライド 37　うつ病に対するω３系脂肪酸の効果
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わせて使うと効くか効かないかよく分からないこ
とになります。どういう人を選んで使うかが大事
だと言われています。
　なぜ効くのだということもよく聞かれるのでま
とめてみました（スライド 38）。いちばん大き
いのは抗炎症作用、抗酸化作用です。身体を錆び
にくくし、火照るという言い方は雑駁すぎますが、
炎症を抑えることが非常に大きいということで
す。さらに最近は神経栄養因子と言いまして脳神
経が新しく生まれてくるのを促進させるとか、セ
ロトニンを増やすことが想定されています。これ
がすべてではありませんが、いちばん大きいのは
炎症を抑えるところと酸化を抑えるところが大き

いと考えられています。
　それでは日常生活ではどうするかという話で、
魚を食べると良いのかということですが、魚食は
うつ病リスクを下げるということが、たくさんの
研究のメタ解析で出ています（スライド 39）。

「Fish」「EPA・DHA」「Total ω 3PUFA」ですが、
いずれも食べれば食べるほどうつ病リスクは下
がっています。この関連は線形の関連ではなく、

「Total ω 3PUFA」は、ω 3 に関しては、1.8g
／ d のところが底で、そこをから増えると少し
上がっている J 字型をしています。「Fish」は J
というよりは少しなだらかですが、50g ／ d の
ところが底で、そこから先も下がっていますが、
そこは信頼区間と言ってデータが揺らぐので
50g ／ d のところがいちばん良いと言われてい
ます。これは 2016 年に出てきた欧米での研究
のまとめです。
　ただこの研究の問題点として日本人のデータが
ほとんど含まれていないこととか、精神科医によ
るうつ病診断が厳密に行われた研究もないことが
指摘されています（スライド 40）。
　そこでこのたびわれわれは、日本人で魚介類と

スライド 38　想定される抗うつメカニズム

スライド 39　魚食・ω３系脂肪酸はうつ病リスクを下げる
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精神科医によるうつ病と診断された者との関係を
初めて調べてみました（スライド 41）。その結
果を先日『トランスレーショナル・サイカアト
リー』（アメリカ、精神医学専門誌）に発表しま
した。何人かの方はメディアでご覧になった方も
おられるかもしれません。「魚 1 日 110 グラム
でうつ病減」（朝日新聞）という見出しが出てい
ますが、広く関心を持たれているテーマなのか毎
日のように問い合わせが来ています。魚を食べる
ことでうつ病リスクが下がるということを発表さ
せていただきました。

　この研究はどうやってやったかと言いますと、
これも津金先生のコホート研究の中で佐久地域に
お住まいの方、約 12,000 人に対し 1995 年と
2000 年にアンケートで魚の摂取量を調べていま
す。この人たちを追跡して 2014 年と 2015 年
にその中の調査に応じてくれた 1,181 名に対し、
精神科医が全員に面接をしてうつ病診断を行って
います。公民館や体育館などで 9 時から 17 時ま
で、精神科医をたくさん集めて、全部で 50 回に
分けて行っています（スライド 42）。
　曝露因子の評価がスライド 43 です。野菜やお
魚をどのくらい食べているかを聞いています。お
魚については 19 項目で聞いています。
　そのデータから 1 日のお魚の摂取量を調べて
解析すると 111.1g ／日を食べている人がうつ病
リスクが低かったということです。1995 年の段
階でたくさん食べていて、2000 年時にも調べて
平均していますが 1995 年や 2000 年の時に食
べていた人は、おそらくその後も食習慣は変りま
せんから、コホート研究を開始した 1990 年か

スライド 40　Grosso 研究の限界と背景

スライド 41　魚介食とうつ病の関係
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らは約 25 年たっている 2014 年、2015 年の段
階でも、この人たちはうつ病診断がつかなかった
ということです。とくに成分で言うとエイコサペ
ンタエン酸という脂とドコサペンタエン酸という
脂で、スライドにあるようなグラム数で危険率が
下がることが分かりました。メッセージとしては

スライド 43　曝露因子の評価

スライド 45　考察

スライド 42　 地域住民コホート：魚食・脂肪酸とうつ病の
関連

スライド 44　脂肪酸摂取量とうつ病の関連

られなくなるのはなぜかということです。実は魚
を食べている人は野菜もたくさん食べているので
す。その野菜の食べ方なのですが、調べてみると
炒め物とか揚げ物が多いのです。どうやら天ぷら
と野菜炒めなのです。ご家庭にまで行ってビデオ
を撮ったりしていませんから分かりませんが、お
そらく野菜の調理方法は炒め物と揚げ物となって
いたので、たぶんそれが多いと思います。天ぷら
にしても揚げ物にしてもサラダ油のω 6 系脂肪
酸を使っているので、それでω 3 の効果が打ち
消されてしまいます。ω3は本当に良いのですが、
野菜を摂りすぎることによってω 3 の効果が打
ち消されたのではないかと考えています。メディ
アの方にもそのように説明しています。考察なの
で分かりませんが、おそらくそうではないかと考

魚 100g ぐ ら い
というのが、いち
ば ん 大 事 な メ ッ
セージです（スラ
イド 44）。
　スライド 45 は

「考察」です。メ
ディアの方にも聞
かれたのですが、
ポイントは、ある
量を摂るとリスク
が下がり、それ以
上摂ると影響が見
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えています。

どうすればいいか

　最後にみなさんが明日からどうするかというこ
とでお話しします。スライド 46 は大事なマップ
です。Global Omega ‐ 3 Status Map と言い
まして、世界中が注目しています。どの国がどの
くらいω 3 を摂り、どの国が足りないかという
地図です。日本は良いのですが、アメリカ合衆国
やブラジルなどは少ない。中国も少ないです。北
欧は少し多いですし、アラスカ、グリーンランド
は多くなっています。これはどこが健康かという
見方もできますが、企業の方からするとどこでこ
の脂が今後売れるかということを示したものでも
あります。どこの国の人たちがこの脂を求めてく
るかということです。実際に中国は今、日本のマ
グロを獲りにきています。マグロだけではありま
せん。良いお魚をたくさん獲りにきています。ω
3 は良いことが分かっていますから、どんどん獲
りにきています。彼らがどんどん獲りにくると、
魚が減ってくるのではないかということが危惧さ
れます。
　お魚を食べれば良いのですが、お魚の臭いが何
とかならないかとか、嫌いな人もいます。そうい
う時にどうするかということですが、ω 3 自体
の 1 日の目安量はだいたい 1.4 〜 2.4g ぐらいと
されています。これは食事摂取基準の 2015 年
のデータで示されています（スライド 47）。
　これをクリアするためにどうするかですが、1
日の食事は 3 回で、1 ヵ月を 90 回とすると魚で
は、90 回の内 15 回以上魚食をするとだいたい
その量に達します。これはけっこう大変です。今
日は木曜日ですが、私はすでに 4 回食べていま
すからもうクリアしています。普通の人は肉が多
いです。野菜を食べる時も野菜炒めを食べてはい
けませんから、煮たり、茹でたり、あるいは生野

菜なら良いのですが、食べ方は工夫をしなければ
なりません。なかなか魚だけでは無理なので、実
はエゴマや亜麻仁、チアシードという油がありま
すが、それを使います。ω 3 を 1.8g 摂るために
はエゴマ油小さじ 1 杯です。またサプリメント
として出ているもので 3g がパックに入っている
ものがあります。その 60％はエゴマ油なので、
それを使うとこれ 1 袋で 1.8g となります。どう
しても魚が食べられないという時は、エゴマ油を
スプーン 1 杯ほど摂ることによって大事な脂は
だいたい摂れます。私も外国などに行くとなかな
か魚が食べられないので必ずこのパックを持って
行きます。置いてある悪いドレッシングは使わず
にこのパックと塩と胡椒を適当に振って混ぜて食
べるとそれで美味しいです。もちろんオリーブ油
やエゴマ油を使っても良いと思います。
　さらに果物と野菜を増やします。また全粒穀物、
要するに玄米を白米の代わりに食べます。外食は

スライド 46　 Global Omega-3 Status Map（shows 
low for most of the world）

スライド 47　日々の生活・臨床でできること
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スライド 48　DHA・EPA を摂れる食品

スライド 49　n-3PUFA 1g を摂るために必要な魚卵

スライド 50　Omega-3 Index

どうしても悪い油が多いので、その回数を減らし、
ファストフードを減らすことが大事です。
　エゴマをどうやって使うかということですが、
料理や飲み物にそのまま掛ければ良いのです。冷
や奴にちょっと掛けて食べる。野菜ジュースに混
ぜる。ニンジンなどもβ-カロチンやビタミンが
たくさん入っていますのでその消化吸収は脂が入
ることで入りやすくなります。そのままジュース
として飲むとあまりビタミンとしては入らないの
ですが、脂が入ることによって吸収が良くなりま
すから、そういうところに入れたり、スムージー
に混ぜるとか、いくらでも方法はあります。ある
いはサラダにポン酢と一緒に 1 対 1 で混ぜて掛
ける。あるいはヨーグルトの中にエゴマを入れる、
納豆も、付いてくるパックの醤油ではなくエゴマ
をかけて混ぜればトロトロになり、塩分も減って
良いです。お浸しにも使ったら良いと思います。
　お魚はどういう魚が良いか、これもよく聞かれ
ることなのでまとめました（スライド 48）。日
本食品脂溶性成分表の中で、よく知られている魚
を持ってきました。マグロのトロの柵を食べると
4.16g の EPA・DHA です。2.4g あれば良いの
で約 2 倍入っています。これほどはなかなか食
べないと思いますから、1 柵の 3 分の 1 ぐらい
食べれば十分です。ハマチやサバも 4 分の 1 ほ
どで良いと思います。それで約 3g 摂れます。ブ
リもたくさん入っています。イワシやサンマが適
当です。ウナギもわりによく入っていて、2g ぐ
らいです。朝の食事にはよく出るサケですが、1
切れで 1.3g ぐらい入っています。こういう魚を
食べてもらえれば十分摂れます。
　実は魚卵はだめなのかとも聞かれました。魚卵
にもω 3 が含まれています。その中で優秀なの
がイクラと筋子です。イクラですと寿司 4 貫を
食べればω 3 が 0.9g 摂れます。筋子のオニギリ
3 個で 1.4g です、数の子は 11 貫、トビコは 28
貫ですから、こんなには食べられません。数の子

やトビコではなくイクラや筋子を食べてくださ
い。シシャモは 8 尾食べれば良いのですが、こ
れもなかなか大変そうなので、私はイクラをお勧
めしています。イクラ、筋子です。これも参考に
してください（スライド 49）。ただし塩分過多
にはご注意ください。
　最後に何度もお話ししましたが、ω 3 の値が
どのくらいあれば良いかです。4％というところ
がかなりクリティカルです。4％を切ると身体に
とっての健康度が悪くなります。スライド 50 の
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図 の 下 は 左 端 か ら ACS（Acute coronary 
syndrome: 急 性 冠 症 候 群 ）、BD（Bipolar 
disorder： 双 極 性 障 害、 躁 う つ 病 ）、MDD（ 
Major depressive disorder：大うつ病）とあ
ります。その次が米国の平均値で 5 ぐらいです。
日本人平均が 8.1、実は最近、私の研究部の研究
員が抜き打ちで僕の血液を調べてくれて、ホッと
したのですが11.5もありました。私のように日々
魚をちゃんと食べていれば、このぐらいは出ます。
僕はやや高すぎるとは思いますが、高ければ高い
ほど心疾患リスクは下がりますし、こころの健康
も良くなるし、がんになっても生存率は良くなる
し、糖尿病にもなりにくいということです。11
をめざす必要はありませんが、8 をめざすために
は先ほど申しあげたように 90 回の内、15 回ぐ
らいは魚を食べないと 8 には届きません。
　スライド 51 が最後のスライドです。本日のお
話は、食事は健康とがんに影響を与えるというこ

スライド 51　Take home message

とです。これは最初にお話ししました。健康的な
食事をすると身体もそうですが、こころの健康に
も影響を及ぼしているということが分かりまし
た。
　さらにうつ病の治療や予防に魚食は非常に期待
されています。魚を自然に食べる習慣をつけて、
不足分があればエゴマ油を使ったり、サプリメン
トで補うと良いと思います。
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■ 高橋　松岡先生大
変ありがとうございま
した。先生の血液検査
で ω -3 が 11.5 と い
うのは（スライド 49
　64 頁 参 照 ）、 ふ だ
ん接していて納得する
ところがあります。と
ころで、先生はエゴマ屋さんとは関係はないです
よね（会場笑）。

■ 松岡　ありません。

■ 高橋　今日は目か
らうろこのお話しだっ
たのではないかと思い
ます。最先端のデータ
をたくさんお示しいた
だきながら、とても分
かりやすくお話しいただきました。さて、どうい
うところからでもけっこうです。オープニングで
お伝えしそこないましたが、今日も 150 人近く
お申し込みをいただいています。半数の方が治療
を受けているご本人、あるいはご家族のお立場で
す。2 割ほどが医療者で、企業関係者、メディア
関係者、その他と続いています。医療者でもふだ

んここまでの内容を勉強することはあまりありま
せん。どのような質問でもみなさんの役に立つと
思いますから、どこからでもどうぞ。

正しい食の知識の伝え方・広め方
―ワンストップで工夫できないか

■ 参加者 A　中央病院の呼吸器科の者です。貴
重なお話しをありがとうございました。後半部分
は持ち帰って自分に役立てようと思いました。前
半部分で，先生の専門とは少し離れてしまうかも
分かりませんが、自分の日々の疑問にアドバイス
をいただきたいと思って発言します。がん治療中
の患者さんには、食に大変こだわったり、気をつ
けてくださっている方が多いのですが、外来で診
ていると逆にこだわり過ぎていたり、偏っている
人も非常に多い。こだわってやることに充実感を
得ているのであれば良いのですが、逆にこだわり
過ぎて QOL が大変落ちてしまっている方がいま
す。そういう方に先生がお話しくださったような
正しい食の知識を伝えられれば、健康増進にもつ
ながると思いますし、はたまた QOL の改善にも
つながると思います。自分のほとんど知らないよ
うな話ばかりで大変勉強になったのですが、先生
がお話ししてくれたようなことをもっと広く患者
さんに伝えたり、あるいは医療者に伝えながら
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やっていくためにはどのようにしたら良いとお考
えでしょうか。正直に言って医師だけでは難しく、
栄養士さんや専門職の力を借りないとできないと
思いますが、どのような形でやっていけば良いか
ということで、先生にアドバイスをいただけたら
と思います。

■ 松岡　ご質問ありがとうございます。実は私
もそれをやりたいのです。私はがんの専門医では
ありませんし、臨床医は医者になって 7 年でや
めていますから、臨床をやっていない期間の方が
長くなりました。実際に患者さんにお届けするた
めには、やはりみなさまが常に目に触れるような
ところにこういう情報があって、かつワンストッ
プで相談できる場所があると良いと思っていま
す。それは僕も望んでいます。
　たとえばここの国立がん研究センターなら 8
階の患者サポート研究開発センターのようなとこ
ろで、独立した部屋か、キャラバンのようなもの
でも良いのですが、何曜日の何時から何時までは、
こういうことが聞けますというようなことをや
る。あるいは聞いて良いと思えばすぐにスーパー
のお魚屋さんに行く必要があるので、病院ではな
くて、たとえばコミュニティベースドで、イオン
モールやイトーヨーカドーといった大きなところ
でワンストップで聞けるサービスがあると良い。
家から近いところならみなさんは来るし、話を聞
いたので今日はこれを買おうというようにつなが
れるようなものがあると良いと思います。地域も
含めて、病院の中でもお医者さんだけではなくて、
みなさんが集まるようなところに色々な情報を提
供できる環境を整えていくことが大事だと思いま
す。
　それからもっとネットで発信するとか、正しい
情報をもう少しまとめるということが、われわれ
にしても大事なのだと思います。ただ診療の中で
も、食事に関して、こういうように食べると良い

ということをお伝えいただけたら、「ああ良いの
だな」と思っていただけるので非常に助かります。

■ 参加者 A　どうもありがとうございました。

ω-3とω-6は拮抗して作用することを理
解する

■ 高橋　ありがとうございます。今日のお話を
聞いただけでも、ことはそうシンプルではないと
分ります。今から食べ方を変えても効果があるこ
とは分りました。ただ、その効果の出方もがんで
言えばホルモンレセプターの状況によって違うと
いうお話がありました。よくメディアでココアが
良いと流れると、スーパーのココアの売り上げが
グッと上がるということがありますが、そう単純
な話ではないということですね。ビジネスチャン
スとも結びつきますから、私たち食べる人間とし
ては、よく考えなければいけないと思いました。

■ 参加者 B　お話をありがとうございました。
私は今、乳がんの治療中です。先ほどのレセプター
の問題もあって、今は食事を色々工夫しています。
大変良い話を聞かせていただきました。乳がんは
閉経年齢になると太ってはいけないと言われてい
て、私も太りやすいので、太ることを気にしてい
ますので脂のことも気にしてはいました。脂もた
くさんあって理解が難しいと思っていました。今
まで私は、飽和脂肪酸は身体にあまり良くなく、
不飽和脂肪酸はけっこう身体に良いとザクッと理
解していました。先ほど先生は、ω -6 は、ω -3
の効果を打ち消す場合があるということを言われ
ましたが、そのあたりの仕組みを私にも分かるよ
うに簡単に教えていただけないかなと思います。

■ 高橋　そうですね。話はシンプルではなく、
かといって複雑なところまで考えすぎると良く分
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らなくなるところが正直に言ってあるように思い
ます。医療者も良く分っているとは限りませんか
ら「バランス良く食べましょう」で済ませている
ところもあります。

■ 松岡　説明いたします。脂肪酸というのは炭
素という乳脂がたくさん並んでいて、その中でい
ちばん末端から 3 番目に初めて二重結合が出て
きます。炭素は 4 つの手があり、1 つは使わな
いで隣の人たちと両手をつないだ形が二重結合で
す。それが 6 つ目にあるのがω -6、3 つ目にあ
るのがω -3 です。たったそれだけの違いです。
3 つ目か 6 つ目かです。これで機能はまったく
違っていてω -6 はいちばん上にあるのがリノー
ル酸という脂で、炭素が 18 個あり、その内、二
重結合は 2 個あります。それでも 6 つ目に二重
結合があるのでω -6 系脂肪酸となります。α－
リノレン酸も炭素は 18 個ありますが、3 番目に
二重結合が出てくるのでω -3 系脂肪酸となりま
す。ω -3 は、α - リノレン酸から EPA や DHA
に代謝されていきます。ω -6 はリノール酸から
いちばん代表的なのは、アラキドン酸という脂に
なります。最後に DPA（ω -6）というものに変
ります。この代謝が進むために酵素が使われて炭
素が増えていったり、あるいは二重結合を作った
りします。それがω -6 とω -3 の食事のどちらが
多いかによって、ω -6 の方をたくさん摂ると、
そちらがざっと流れていきます。ω -3 をたくさ
ん食べるとそちらが流れます。天秤のようなもの
でどちらの脂をたくさん摂るかということが非常
にクリティカルな話です。ω -6 の脂をたくさん
摂ると、炎症を起こす効果があります。ω -3 は
炎症を抑える効果があります。なぜかと言います
とω -3 自体もそうですし、ここからさらに EPA
や DHA に変り、抗炎症ウイルスができてくるか
らです。アラキドン酸の方はアラキドン酸カス
ケードと言って、プロスタグランジンというもの

が出てきて炎症が一気に進みます。ω -3 と 6 は、
常に拮抗していてバランスが大事だということで
す。ω -3 が多いとそのルートが流れますが、ω
-6 が多いとそちらのルートが流れる。そこはか
なり食べる量が影響していて、かつω -3 が多い
とω -6 のアラキドン酸カスケードが進むところ
をブロックする効果もあります。
　そういうことからこのω-3とω-6は重要です。
ω -6 は肉にもたくさん入っています。肉も少し
なら良いのですがたくさん食べると良くない。ハ
ンバーガーなどは最悪です。ω -6 が何が悪いか
と言いますと、それから本日は話しませんでした
が成長障害や皮膚障害、とくにアトピー性皮膚炎
なども悪くしますし、生殖機能を低下させたり、
脂肪肝を増大させます。
　身体の中でこのように流れているということが
分かり、どちらが多いかを常に頭の中で考えて食
べていかないといけません。ω -6 が入るとω -3
を食べていてもその効果が打ち消されるのだとい
うことを意識していただけると良いと思います。
ω -6 の油はキャノール油やベニバナ油、コーン
油も米油もそうです。ゴマ油もそうです。こうい
うものはそのラインでどんどん流れるのであまり
良くない。通常の生活をしているとこちらの油が
たくさん入ってきます。これを制限するのは難し
い。
　みなさんはあまり見ないと思いますが、本日、
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ご用意していただいたサンドイッチの表示を見ま
した。基本的には原材料品名が多い順で書かれて
います。何が多いかと言いますと、まずパン、次
にツナサラダ、卵サラダ、茹で卵、ハムと書かれ
ています。このサンドイッチは植物油脂という原
材料名はありませんでした。このサンドイッチは
おそらくサラダ油を使っていません。植物油脂と
書いてあるものもあります。それは基本的にはω
-6 です。気をつけなければいけないのはカップ
ヌードルやスナックなどです。煎餅なども揚げ煎
餅などは少し食べただけでもどっとω -6 が増え
ます。日常生活にはω -6 があふれかえっていま
す。ω -3 は気をつけないと摂れません。
　今日のサンドイッチは良いなと思いました。私
もツナサンドを食べたのですが、実はそこにも落
とし穴があります。ツナ缶のツナ自体は良いので
すが、ツナを作る時にいったんボイルして油を抜
いています。それを植物油の缶の中に漬けてしま
うので、それをやるとせっかく良いものが悪く
なってしまう。ツナ缶でもオリーブ油に入ったツ
ナ缶ならまだましです。サバ缶の水煮缶は非常に
良いです。通常のツナ缶は油が悪いのであまり良
くない。このサンドイッチのツナの表示にはそこ
までは書いてありません。ですから私も悪いのだ
ろうなと思いながら、美味しいから良いかと思っ
て食べてしまいました。考え始めると何を食べた
ら良いかが分からなくなるのですが、大事なのは
植物油脂と書いてあるものはなるべく避けるよう
にした方が良いということです。ご飯を食べても、
米油の中にはω -6 が入っています。

■ 参加者 B　ありがとうございました。ツナ缶
の油は捨てるようにしたいと思います。本日は医
療者の参加も多いとうかがいましたのでもうひと
つお願いがあります。私も国立がん研究センター
の病院に今春、入院していました。その時は、リ
ハビリなどは大変丁寧にやっていただき、どうし

たら良いかというアドバイスもいただいたので、
生活や食事のことなどももしかしたら教えていた
だけるのかなと期待していたのですが、その説明
はありませんでした。申し訳ないのですが病院の
食事は意外にお野菜も少なかったりして、ここで
は食事についてはアドバイスいただけないと思い
ました。私はお料理が好きですが、友だちでもっ
と重病な人でも「お料理は苦手」と逃げている人
もいます。入院中に、料理のアドバイスをしてい
ただけるとうれしいなと思っていました。機会が
あればぜひお願いいたします。

■ 高橋　そうですね。それからω -3 とω -6 の
バランスは、とても応用問題ですね。先ほどの先
生のスライド 44（60 頁参照）の考察でいくと
ω-6がω-3を打ち消しているということですが、
私たちの生活の中から完全にω -6 を消すことは
たぶん無理でしょうから、意識的にω -3 を摂ろ
うという気持ちで OK ということでしょうか。

■ 松岡　意識的でもかなり注意しなければなり
ません。ω -6 は、ポテトチップスを 1 袋全部食
べたら大変なことになります。あれはせいぜい美
味しいと思っても 2 枚ぐらいです。100g 摂ると、
リノール酸が 9 ｇほど入ってきます。いちばん
良いバランスはω -6 対ω -3 は 4 対 1 の割合な
ので、そうすると白米を食べてもそこにはω -6
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は入っているわけです、野菜炒めにも入っていま
すから 10 ｇとか 12g はすぐにいきます。12g
とすると 4 対 1 ですからω -3 は 3 ｇとなります。
サンマ 1 尾は 1.5 しか摂れないのでサンマを 2
尾食べてやっと 3g ということです。なかなか食
べられないでしょう。したがってよほどω -6 を
減らさないとω -3 は摂れません。そこで魚だけ
ではなく魚にプラスしてエゴマ油など他の油で
補ってバランスを保たないといけない。本当にω
-6 はありふれていますから気をつけてください。

サバ缶はω -3 摂取には勧められる

■ 高橋　ありがとうございます。松岡家の食卓
をのぞきに行きたくなりますね。（会場笑）　他に
はいかがですか。

■ 参加者 C　小児がん経験者と AYA 世代の運
動と栄養のプログラムを研究している者です。今、
魚にこだわり、魚の缶詰と鮮魚を使ったメニュー
を考えています。鮮魚は刺身などで食べられます
が、加熱をすると EPA と DHA が流れてしまう
問題もあります。缶詰は丸ごとで骨も入っていま
すし、味もついているので摂りやすいと思ったの
ですが、がんへの効果はそれぞれ違いますか。

■ 松岡　がんへの効果ですが、それはちょっと
私には分かりません。研究自体がない世界だと思
います。ただ摂られる時に鮮魚が難しい場合には、
缶詰の魚を私はお勧めしています。実際に欧米な
どに行くと本当に鮮魚はありませんから私は魚の
缶詰を持って行きます。サバ缶などを食べていま
す。生食と加熱と缶詰という食べ方とがんの関係
は分かりません。たぶんそこは研究領域だと思い
ます。しかしあまりにもニッチなので研究費が取
れるかどうかは分かりません。

ω -3 系脂肪酸を含む油について
―エゴマ油とチアシードを愛用

■ 高橋　ありがとうございます。他にいかがで
すか。

■ 参加者 D　今日はありがとうございました。
僕は肺腺がんです。2 つお聞きします。ひとつは
ω -3 の油にはエゴマ油やシソ油など色々ありま
すが、この油の種類で良さの違いはあるのでしょ
うか。エゴマ油が筆頭に来ていますが、そこは何
か意味があるのでしょうか。

■ 松岡　意味はありません。エゴマ油と亜麻仁
油はほとんど同じです。何が違うかと言いますと、
エゴマの中に入っているα - リノレン酸という脂
が良いのですが、たとえば普通に売られているも
のでもどこの産地かによって、中の成分を分解し
た時に、その分量が若干違うのです。収穫時の天
候や季節や産地によっても違います。どこの会社
かによってもどの程度の純度なのかが違います。
そこで一概には言えませんが、エゴマ油と亜麻仁
油はほとんど同じで、だいたい 60％ぐらいは入っ
ています。1g の中に 600m ｇぐらいのα - リノ
レン酸が入っています。400㎎ぐらいはまったく
違う脂が入っています。それこそω -6 も若干入っ
ています。

■ 参加者 D　そういうことでいくとエゴマ油、
シソ油、亜麻仁油、サチャインチ油、チアシード
油の中で選ぶのであればどれが良いでしょうか。

■ 松岡　私はエゴマ油とチアシード油を使って
います。亜麻仁油は黄色っぽい油で、欧米人は亜
麻仁油の方が好きらしいですが、エゴマ油の方が
サラッとしているので私は好きです。チアシード
油は、スーパーフードとも言われていますが、少
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し水分を含むと膨れてきます。台湾に行くとタピ
オカミルクティーという飲み物があって、ミルク
紅茶の中にタピオカがたくさん浮いているのです
が、そういう感じになります。非常に食感が良く、
かつ良いα - リノレン酸が入っているので、僕は
それを少しぬるいミソ汁に入れるとか、あるいは
ヨーグルトの中に入れるとか、あるいは野菜
ジュースの中に混ぜています。少し待っていると
ファッと膨らんでいって、脂なのですが、中に含
まれているので摂りやすく、よく使っています。

大腸がん・乳がん以外の研究はこれから

■ 参加者 D　ありがとうございます。もうひと
つですが、本日の資料ですと大腸がんと乳がんの
データが出ていましたが、それ以外のがんの研究
はあるのでしょうか。

■ 松岡　それ以外のがんは、あまり研究はない
のです。関心を持っている人があまりいないのだ
と思います。発がんのところは研究されています
が、がんになった後にどういう食事で健康寿命が
伸ばせるかというところは、基本的には薬物の方
が主流ですから、食事ではということがあり、研
究自体が少ないです。実はがんへの影響も分かっ
てきたので、もう少しそういう領域の研究も進め
ていきたいなと私は思います。ただお金がないと
研究ができませんので、そういうことを支援して
くれないと難しい。こういう領域は研究費がなか
なか取れません。食事でがんが良くなってしまっ
たら薬屋さんは薬で儲けられませんから。食事で
うつが治ってしまって困るのは医療なのです。医
療はある程度のバランスがあります。そういうこ
とで、私のやっている仕事自体は非常に微妙だな
と思いながらやっています。ただ研究は積み重ね
ていく必要があるので、たとえば肺がんではどう
かということも、日本でも、海外でもやっていく

必要はあると思います。取組む肺がんの先生がい
らっしゃれば一緒にやりたいと思います。

■ 参加者 D　ありがとうございます。

EPA・DHA の効果のためには魚食は大事

■ 高橋　ありがとうございます。厳密に研究レ
ベルで言えば、どこ産の何油の何が良い、あるい
は悪いという、非常に微細な話になってきそうで
すね。私たちが少し気をつけなければいけないの
は、エゴマ油を使っていれば朝ご飯を抜いてもい
いわけではない、ということですよね。エゴマ油
だけで私たちの身体ができているわけではない。

■ 松岡　エゴマの落とし穴です。エゴマ油から
EPA や DHA になるのはたった 10％未満です。
いくらエゴマを摂っても 9 割は DHA まで到達し
ないのです。ただω -6 とω -3 のバランスから言
いますと、トータルバランスですから、バランス
は良いのです。DHA、EPA の効果を出すために
はやはり魚を食べなければなりません。

■ 高橋　築地にふさわしい話だと思います。ま
だたくさんご質問はあると思いますが、まずは脂
の世界のドアが開いたということで、またぜひ先
生のお話をうかがいたいと思います。最後にもう
ひとつ、今日はとても大事なご指摘をいただきま
した。病院の中の栄養のお話です。たとえば糖尿
病なら栄養指導は普通に出てきます。がん治療の
時によりよく食べるというアドバイスは、病院の
中や地域でもっと身近にあっても良いと私も思い
ました。大事なご指摘ありがとうございました。
　本日はご参加ありがとうございました。松岡先
生に、改めて大きな拍手をお願いいたします。
 ＜拍手＞
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「第10回オープンセミナー」アンケート集計 参加者　104名
平成29年10月4日（水）実施 回答者84名（回答率　80.76％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

日々ふとした瞬間、「再発」の不安がよぎります。ぐっとへこんでしまう時もあります。動かなきゃと思っても動けなくなります。「負のス
パイラル」になってしまいます。これからは、そんな時「お魚たべて元気になろう」と気持ちを切り替えれそうです。トリネガの私は、食
事だけで全死亡リスクは下がらないかもしれませんが、ストレスが低減されれば、免疫力がUPになって、結果的にリスクが下がれば
いいなと思いました。

肺腺がん治療中ですが、オメガ3系脂肪酸がどのような影響を与えるか研究を期待しています。
脂肪酸についての知識があまりなかったので、くわしいことが聞けて良かった。明日から実践していきたいと思います。

食事とうつの関係、最新の情報を知ることができました。どうもありがとうございました。

普段、企業の保健師として社員の方の保健指導に携わっているため、今日の得た知識や情報を、少しでも伝えられればなと思いま
した。魚はすごいな！というのが正直な感想です。自分自身も積極的に摂っていきたいです。

発癌リスクのデータは多いが、発癌後の食事の影響について、興味深い発表でした。

・希少がんについて　・術後の生活について
ケトン食や糖質制限のリスクも教えてほしい。
味覚障害と栄養について
健康食品やサプリメントの適正利用。（害の発生実態も）

昨年も取り上げられていましたが、また「こころ」をテーマにしたセミナーをお願いします。

本セミナーが企画されるテーマには、大いに興味があります。今後も市民に開かれた（open）高質のセミナーが継続されることを希
望しています。

開催に関する希望（自由記述）

イリドイド成分についても教えて欲しい。

毎日の生活の中で見直すことができる食について学べて大変に役に立ちました。また油＝悪というイメージが改められました。

本日のような飲食など生活に直接つながる内容が希望です。それから「ストレスとがん」のような話もお伺いしたいです。

とても興味深いお話でした。乳がんサバイバーなので、エストロゲン受容体陽性に食事の質が有効であるという話がとてもひびきま
した。明日から魚をたくさんたべようと思いました。

ω3が役立つとは思わなかった。又、エゴマを使うようにしようと思った。これからのがん治療に食が非常に重要だと思う。
特に、質疑応答での解説がとても詳しく勉強になりました。

参加者の感想（自由記述）

とてもわかりやすかったです。オメガ-3や魚、食のバランスの大切さ！！良くわかりました。
食事・栄養摂取の重要性を再認識しました。小さい時からの教育の必要性が大切ですが、今ひとつ浸透していないのが残念です。

最先端の情報をふまえて、普段の食事で実践しやすい方法を教えて頂けて良かったです。

油をバランスよくとるという視点がなかったので、ためになりました。
患者でも好き嫌いが変わらないことがあり、困っているところです。病院入院中の食事指導がもしあれば、家族ももっと食事に気をつ
けてくれるかもしれないと期待しました。

貴重な研究内容、有難うございました。栄養指導の大切さを痛感します。Dr.がよく「何でも食べてよい」と言うが、もっとこのような先
端的な研究が広がるように願っています。

ガン再発を避けるために、健康に良いだけの食事はしたくない。美味しく、体に良い食事をするための具体的なヒントが沢山いただ
けた。とても面白かったので、家族・友人に話をしようと思う。

58.3% 22.0% 11.4% 4.5%
2.3%

20.5%

受付登録者（132名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 企業関係者 メディア関係者 行政関係者 その他

25.0% 72.6% 2.4%
性別 男性 女性 未回答

3.6% 7.1% 34.5% 34.5% 16.7%

2.4%

1.2%
年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

75.0% 15.5%
0.0% 0.0%

9.5%

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

57.1%
26.2%

1.2%
2.4%

11.9%
6.0%

15.5%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

NCC関係者

その他

立場（複数回答）

59.5%

7.1%

4.8%

26.2%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カフェを知った経由（複数回答）
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　みなさん今晩は。国立がん研究センターがん対
策情報センター長の若尾です。本日は、第 11 回
がんサバイバーシップオープンセミナーになりま
す。
　毎回お話しさせていただいていますが、この「が
んサバイバーシップオープンセミナー」は、もと
もとは「公民館カフェ」という会が原形です。医
療者と患者さん、市民の方が、公民館という場で
お茶を飲みながら、がんのこと、暮らしのことを
話し合おうということで始められた会です。その
発展形として、ひとつは「ご当地カフェ」という
地方に行くバージョンができ、それとは別に、よ
り学術的に学ぶことに重点を置いた会として、こ
の「オープンセミナー」が平成 27 年から始まっ
ています。
　年に 4 回のペースで実施しています。「がんと
口腔内衛生」のこと、「子どもにがんをどう伝え
るか」、「がん情報」のことなど色々なテーマで進
められてきています。今年度も 3 回目で、通算
で 11 回目になります。テーマは「リンパ浮腫と

の付き合い方」です。
　リンパ浮腫は、手術を受けられた方に非常にハ
イリスクで起こるものですが、その防ぎ方、ある
いはなってしまった時の対処法を知っているか
知っていないかで、進行の具合やその後の暮らし
に大きな影響が出るものです。それについて正し
い知識を持つことは非常に大事です。また、正し
い知識を持っていただくだけではなく、それを実
践していただく。そのためには、まずリンパ浮腫
とはどういうものかを学ぶことが大事だと思いま
す。
　今日は 2 人の講師の方からリンパ浮腫につい
てお話をいただき、その後ディスカッションの時
間で色々とご質問等いただきながらリンパ浮腫に
ついて学びます。今後のみなさまのサバイバー
シップの向上のために、暮らしの向上のために活
用していただければと思います。
　本日はまず前半のご講演をお聴きいただき、後
半の質疑応答では活発にご質問等をいただければ
と思います。よろしくお願いいたします。

リンパ浮腫との付き合い方メインテーマ

2017 年 12 月 5 日
18 時〜 19 時 30 分

国立がん研究センター　新研究棟セミナールーム AB　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

若尾　文彦
国立がん研究センターがん対策情報センター長

開会の挨拶

第 11 回　がんサバイバーシップオープンセミナー
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　若尾先生、ありがとうございました。本日の進
め方ですが、「リンパ浮腫との付き合い方」とい
うテーマで、まずお二人の先生から、お話をうか
がいます。リンパ浮腫について、異なる側面から
お話が聞くことができるチャンスは、手前味噌な
がらあまりありません。本当に良い機会になると
思います。
　最初に土屋先生から、そもそもリンパ浮腫がど
のように私たちの暮らしに影響するのか、そして
セルフケアについてお話をいただきます。セルフ
ケアは大事で、それがが苦もなくできれば本当に
素敵ですが、続けるのはなかなか難しいことがあ
ります。セルフケアをどう続けていくか、続ける
コツやヒントについても触れていただきます。土
屋雅子先生は、私どもがん対策情報センターがん
サバイバーシップ支援部に所属している研究員と
いうお立場です。

　それに続いて、リンパ浮腫とはどういうものか
という医学的説明や、セルフケアについての具体
的なアドバイスなどを中央病院看護部看護師長の
鈴木牧子先生にお話しいただきます。鈴木先生は、
医療徒手リンパドレナージセラピストというスペ
シャリストでもあります。
　土屋先生と鈴木先生のお二人から 30 分ずつ計
1 時間の講義をしていただき、その後の 30 分で
質問をお受けします。ふだん聞くことができない
質問を、どういうところからでもけっこうですの
で、どうぞご遠慮なくたくさん手を挙げてくださ
い。ヒントをお持ち帰りください。
　本日は満員御礼です。後半、仕事が終えてから
駆け付ける方も多く、途中からパラパラと人が
入ってくると思いますが、ご協力をお願いいたし
ます。
　それでは先生方、よろしくお願いいたします。

高橋　　都
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

セミナーを始めるにあたって
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　みなさん今晩は、がんサバイバーシップ支援部
で研究員をしております土屋です。本日のお話の
内容は、まず自己紹介、そして「がんサバイバー
シップとは」について簡単に触れさせていただき、
がんサバイバーシップケアにおけるリンパ浮腫予
防、リンパ浮腫と QOL、リンパ浮腫発現予防を
目的としたセルフケア、最後に、セルフケアを続
けていくために大切なことという 6 点をお話し
します（スライド 1）。

自己紹介
―リンパ浮腫を抱えた患者さんとの出会い

　私は、健康心理学が専門の心理士ですが、リン
パ浮腫に関心を寄せていると言うと「なぜ？」と
言われることが多いので、まず自己紹介としてリ
ンパ浮腫との出会いについてお話をいたします。

　スライド 2 に載せていますが、今から 10 数年
前の学生の時に乳がん患者さんにインタビュー調
査をさせていただきました。がん診断後にどのよ
うな情報がほしかったですか、足りない情報はど
ういうものでしたかというお話をうかがいまし
た。そこでがん治療の副作用に関する情報が不足
していることが分かりました。予期しなかった副
作用が出ると身体も辛いけれど心もすごく辛かっ
たということや、日常生活に戻るための支援が本
当に不足しているのだというお話をうかがいまし
た。
　情報提供および支援不足により辛かったことの
1 つとして、脇の下の違和感、腕のピリピリ感、
重だるさ感、むくみを訴える方が多くいらっしゃ
いました。そういう方々は、術後のリハビリの重

土屋　雅子
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部研究員

リンパ浮腫との付き合い方 
―QOL への影響・セルフケアの継続を中心に―

スライド 2　研究の出発点

スライド 1　本日の話題

リンパ浮腫との付き合い方 
―QOL への影響・セルフケアの継続を中心に―
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要性を訴えておられました。今の病院での取組み
を考えると、この部分は少し改善されてきている
という印象はあります。
　実は、10 数年前の私は、リンパ浮腫という言
葉を知りませんでした。患者さんの 1 人が、「自
分はリンパ浮腫ではないかと医師に尋ねた」と言
われたのですが、頭の中では「リンパ浮腫って
何？」となったことを今でも覚えております。こ
の疑問から私の研究はスタートし現在に至ってお
ります。

がんサバイバーシップとは

　次に、「がんサバイバーシップとは」何かにつ
いて簡単に触れさせていただきます。まず病気の
診断をされて治療をされる。治療終了後から誰に
でも来る最期の時までの時間、その「間（あいだ）
の時間」をサバイバーシップと考えていただけれ
ばと思います。その「間の時間」には、就労の問
題があったり、ご家族と一緒に過ごす時間を充実
させたいとか、お友だちと旅行に行ったり、友だ
ち関係を継続させたいとか、1 人でできる趣味に
没頭してみたいとか、あるいはお孫さんなどと団
欒をしたいとかなども含まれていると思います

（スライド 3）。もっとたくさんの日常生活がある
と思いますが、こういうことのすべてを支援して

いこうということが、私どもの「がんサバイバー
シップ支援部」になります。

がんサバイバーシップケアにおける
リンパ浮腫予防

　リンパ浮腫予防には 2 種類の意味があります。
リンパ浮腫発現予防という、リンパ浮腫が出ない
ようにする予防。もうひとつはリンパ浮腫が出て
しまった後に重症化させないための予防です（ス
ライド 4）。
　がんサバイバーシップケアにおけるリンパ浮腫
予防の先進国であるイギリスの取組みについて少
しご紹介します。病院内の治療に力を入れていた
時代からがん治療による慢性的な症状へのケアの
充実ということが 1990 年代から言われはじめ
ていました。慢性的な症状の中に、リンパ浮腫も
含まれることから、リンパ浮腫予防にもかなり力
を入れています。スライドにはたくさんの人が表
紙になっているパンフレットを載せていますが、
こういうガイダンスが出ています。
　具体的にイギリスではどのようなことをしてい
るかと言いますと、医療システムが日本とは違い
ますから、やや分かりにくいかと思いますが、ま
ず患者さんたちは、プライマリケア医（GP）と
言われている地域の医師に診察に行きます。そこ

スライド 3　がんサバイバーシップとは
スライド 4　 がんサバイバーシップケアにおけるリンパ浮腫

予防
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で、専門的な病院に行った方が良いとなると、患
者さんは専門病院へと紹介されます。がんの場合
はがん専門病院に行きますが、治療を終えられた
患者さんは、地域ケアの専門家である元の地域の
プライマリケア医に戻っていきます。退院後のリ
ンパ浮腫予防の指導はプライマリケア医が行いま
す。乳がんの場合ですと肩回し運動やもう少し専
門的な運動については、リハビリ療法士さんが
入ったりします。このように退院後もリンパ浮腫
の予防指導を受けていると早期発見につながりま
すから、リンパ浮腫の初期症状が出てきた時には
がん専門病院あるいはリンパ浮腫の専門クリニッ
クで早期受診が可能となります。このようなシス
テムにより、リンパ浮腫の重症化予防、医療費削
減になることが効果として報告されています。日
本では、がんサバイバーシップケアにおけるリン
パ浮腫予防が将来的にどのようなシステムの中で
実施されるのかということが、私の現在の関心事
です。

リンパ浮腫と QOL

　先ほどご紹介したイギリスのように地域の医療
者とがん専門病院が一緒になってリンパ浮腫の予
防にどのように臨むのかということを、QOL と
いう視点から考えていきたいと思います。
　スライド 5 にいくつか論文タイトル等を示し
ます。2004 年ぐらいからリンパ浮腫を抱えたが
ん患者さんの QOL の研究が進んできています。
現在までにかなりの数の研究蓄積がありますの
で、身体面、精神面、社会面への影響について、
どのようなことが報告されているかを順番にご紹
介していきたいと思います。
　スライド 6 は、身体面への影響です。リンパ
浮腫に付随するむくみ以外の症状、痛みや腕力の
低下、肩関節の可動域の狭まりが、身体的 QOL
と関連性が高いという報告があります。したがっ

て QOL を考える時には、むくみだけではなく、
他の症状にも関心を寄せ、それらにも焦点を当て
ていくことが必要だと言われています。
　スライド 7 は、精神面への影響です。リンパ

スライド 6　リンパ浮腫と QOL（身体面への影響）

スライド 7　リンパ浮腫と QOL（精神面への影響）

スライド 5　 リンパ浮腫と QOL に関する論文 
（2004 〜 2011）
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浮腫を発症していない人と発症した人を比較する
と、リンパ浮腫を発症した方は精神的な QOL が
低いという結果になっています。また浮腫には痛
みを伴う場合があります。またボディイメージと
ありますが、自分の外見が変化してしまうことを
好ましくないと思う方に抑うつの症状が出やすい
という報告があります。
　スライド 8 は、社会面への影響です。リンパ
浮腫を発症していない人と発症した人を比較する
と、リンパ浮腫を発症した方は、社会的 QOL が
低いと言われています。セクシュアリティ（性行
動）や就労の問題について調べられていて、とも
に影響があるとされています。また、家族内での
社会的な役割を優先させたり、他者からの支援が
受けられないのではないかというように思ってし
まったりすると、リンパ浮腫の問題をなかなか周
りの人に伝えることができないという乳がん患者
さんのお悩みもあります。
　患者さんの家族の中での役割について、どのよ
うな悩みを持たれているのかということをそれぞ
れの立場からご紹介します（スライド 9）。
　まず「娘の立場から」です。お父さんが糖尿病
で、お母さんは父さんのお世話をしなければいけ
ない状態でした。「お母さんにこれ以上心配をか
けたくなかったので、なかなか病気について簡単
に話せなかったです。…今は、私自身ができない
ことを、母親が代わりにやってくれているので助
かっています。」ということで、今は援助をもらっ
ているので助かっているという話です。
　次はお母様としての立場からです。「私の子ど
もたちには言わなかったです。思春期にさしか
かった時期だったから。難しい年ごろなんだけど、
とても繊細でもあったので。」ということです。
この方はがんの病気自体もお伝えにならなかった
ですし、リンパ浮腫があることも隠して生活をさ
れていました。かなり大変だったのではないかと
想像します。

　次は奥様の立場からです。「言わなかったです。
もし（リンパ浮腫のことを）夫に言ったら、助け
てくれることはわかっていたけれど。これ以上の
負担をかけたくなかったというのもありました。
夫に申し訳ないと思う気持ちの方が強かったで
す。」ということです。
　最後に、子育てが終わったお母様や妻の立場か

スライド 8　リンパ浮腫と QOL（社会面への影響）

スライド 9　リンパ浮腫の心理・社会面への影響
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スライド 10　自己開示とは

スライド 11　リンパ浮腫と QOL: まとめ

スライド 12　退院後のリンパ浮腫予防行動の実態調査

らです。「家族のことを優先させて、自分自身の
ことは後回しにしてきたと今感じています。」「自
分自身も長い間、家族の中で抑えていたと思いま
す。」というように言われています。かなり長い
間がまんをされていたのだなという印象です。
　以上を踏まえ、スライド 10 には「自己開示」
についてまとめました。自分自身に関する情報を
言語的に相手に伝えること、辛い時には辛いこと
を相手に伝える。困っていることがあったら、た
とえば重いものを持てないとかお布団を干しにく
いということを伝えていく。簡単なことですがと
ても大事なことだと思っています。それが援助を
周囲から引き出すための第 1 歩です。周りの方
にお話をしなければ、なかなか援助が得られない、
察してほしいということは家族の中ではあるかと
思いますが、言葉に出して、辛い時には、これを
してくれないかとお話をするのが大事だと思って
います。
　このように色々な QOL に関する研究がありま
すが、リンパ浮腫と QOL についてまとめます（ス
ライド 11）。「がん治療」の下に「リンパ浮腫あり」

「リンパ浮腫なし」と分かれます。「リンパ浮腫あ
り」のリンパ浮腫を発症した方は、リンパ浮腫に
付随する身体的症状として、身体機能や身体的
QOL の低下が起こります。それは精神面での低
下の抑うつ、ボディイメージの問題、セクシュア
リティの問題、就労の問題につながっていきます。

またそれは、周りから支援を受けるための行動を
抑制してしまい、周りの人々との関係性の問題と
して表出してきます。家庭内での役割がちょっと
ギクシャクしてしまう、お子さんとの関係がうま
くいかないということが起きてきます。お母さん
は病気が治ったと聞いているけれどどうしてこう
いうことをしてくれないのというお子さんの声も
聞いたことがあります。相互になかなかうまくい
かなくなってしまうこともあるかもしれません。
　一言、誤解のないように言っておかなければい
けないことですが、リンパ浮腫がない方にはこう
した問題がないかと言うとそういうことはありま
せん。治療にともなう別の身体症状が出ることも
あります。ただ、リンパ浮腫が出てしまうとリン
パ浮腫特有の問題とがん治療による別の問題がダ
ブルで来てしまいますので QOL は明らかに低く
なることは想像しやすいかと思います。
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　私どもでは、2016 年にスライド 12 にあるよ
うに、リンパ浮腫発現予防のためのセルフケアの
実態およびリンパ浮腫予防行動実施に向けた継続
的支援ニーズを明らかにすることを目的にアン
ケート調査を行っています。
　本調査は、婦人腫瘍科、乳腺外科、乳腺腫瘍内
科の先生方にご協力をいただきました。後半にお
話しいただく鈴木牧子師長にもご協力いただき、
データ収集をいたしました。みなさまの中にもご
協力していただいた方がおられるかもしれませ
ん。この場をお借りして御礼申しあげます。147
名の方から回答を得ています。リンパ浮腫の診断
がない方、医師の視診でむくみがない人を対象に
行なったものです。
　セルフケアの実態として「スキンケア」「（関節
運動などの）軽度な運動」「食事や体重管理」「観
察」「日常生活上の注意」がどの程度実施されて
いるのか、またリンパ浮腫をどのようにとらえら
れたのか、そして退院後のリンパ浮腫やセルフケ
アの情報収集などを調べました。

セルフケアを続けていくために
大切なこと

　最後にセルフケアを続けていくために大切なこ
とについてお話をいたします。
　生涯にわたるセルフケアという言葉を医療者か
ら聞いたことがあるかもしれません。手術を受け
た方はリスクが高いとお聞きになっていると思い
ます。いつリンパ浮腫が発現するか予測ができな
いのが、リンパ浮腫についてみなさんが不安に感
じるところだと思います。生涯にわたるセルフケ
アですから、「一生やるの？」という言葉もよく
聞かれます。それは気持ち的にはやはり難しいで
すね。
　セルフケアの実施頻度が少なくなる要因につい
て調査データから示していきます。術後から年数

が経っているということになると、だんだん遠の
いてしまったり、やらなくても出ないから良いの
ではないかと思ったりします。そういうことがあ
るとセルフケアの実施回数が少なくなってきま
す。知識が十分ではない場合も頻度は少なくなり
ます。またセルフケアをやっていけるという感覚
が十分ではなかったり、自分の生活の環境の中で
時間を見つけることが難しかったり、リンパ浮腫
への不安やストレスを軽減できることが難しいと
なかなかセルフケアを実行できないことがありま
す。最後に倦怠感です。疲れて横になりたいとか、
集中できなくてぼんやりしてしまうといった疲れ
の度合いが強いと、やはりリンパ浮腫発現予防の
セルフケアということまでなかなか気が回らない
という結果です（スライド 13）。
　その結果から考えられる支援として、病院の中
では術後 1 ヵ月までの指導を一生懸命にやって
いるという現状ですが、その期間を超えて継続的
な支援をしていく、そして身体の症状に対して患
者さん自身だけではなく、少し周りからのサポー
トをしていく、モニタリングなどの継続的支援も
必要ではないかと考えています。その中で身体症
状・知識の情報提供をして知識の部分の強化を
図ったり、また患者さんの気持ちを汲んで、そこ
に支援をしていく。倦怠感が強いのであれば生活
環境を整えていく必要があるとも考えています。

スライド 13　 セルフケアを続けていくために大切なこと：
セルフケア実施頻度が少なくなる要因
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　倦怠感軽減のためによく言われているのは、軽
度のエクササイズ、質の良い食事と質の良い睡眠
です（スライド 14）。
　本日は質の良い睡眠についてお話をします。睡
眠分野の中には睡眠衛生という言葉があります。
その考え方はとてもシンプルですぐにでもできる
ようなことだと思いますから、眠れないと思う時
には試してみると良いかもしれません。日中適度
に日の光を浴びたり、お昼寝をするなら 30 分以
内、10 分程度の軽い運動を行うというようなこ
とです。10 分ぐらいお散歩をすれば良いかなと
思います。私はコーヒーが大好きなのですが、就
寝時間の直前にカフェインなどは飲まない方が良
いと言われています。また就寝時間の直前に食事
を摂らない。これは眠りを妨げる要因にもなりま
す。それからリラックスできることを行う。入浴
や読書などが書かれていますが、好きな音楽を聴
いたり、のんびりとしたり、植物の世話をしたり
など、何でも好きなことで良いと思います。また
部屋の明るさはとても睡眠に大事なので、テレビ
や携帯の使用を控えるとか、お部屋の明かりをつ
けたまま寝ないとか、そうした簡単なことなので、
ひとつやってみていただければと思います（スラ
イド 15）。
　最後になりますが、セルフケアを続けていくた
めに大切なことは、「少しずつ。ゆっくりと」と
いうことです。入院中には、色々な情報をもらう

と思いますが、すべてをいっぺんに完璧にやろう
と思わないことが大事です。
　日本人女性の既婚者は、これはがん経験者の方
に特定の話ではありませんが、セルフケアに費や
せる時間は 1 週間で 80 分前後です。ほとんど自
分のことにかまっていられないということが分か
ります。時間がない、と日々感じられている方は、
他の人もそれほど時間が取れないということです
から、そこはあまり焦らなくても良いと思います。
これをやってくださいねとセルフケアについて医
療職から言われたことが、できなかった時に、「あ
あ、できなかった。今日もできなかった。やるの
が嫌になった」と思う気持ちになるかもしれませ
んが、これなら絶対にできるということをひとつ
代替案として決めておくと気分が楽になると思い
ます。両側の太さの違いを腕を曲げてチェックを
したりすることもありますが、疲れていても、横
になりながらでも、自分の感覚に違和感がないか
とか、ピリピリしていないか、腕が重くないか、
足が重くないかということに気をつけることはで
きると思いますので、ぜひそういうものを代替案
として用意してみてください（スライド 16）。
　またセルフケアができた時の状況、こういう時
にセルフケアができたのだとか、自分の気持ちの
状態で、どういう時に積極的にやろうと思ったの

スライド 14　 セルフケアを続けていくために大切なこと：
倦怠感軽減のために

スライド 15　 セルフケアを続けていくために大切なこと：
睡眠衛生の考え方（夜間に良い睡眠をとるた
めの行動やコツ）
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かとか、またこういう日は嫌だったなとか、でき
なかったという気持ちを覚えておいていただく。
そしてやった時にどういう気持ちになったのかに
も注目してみてください。スキンケアにしても、
やれた時にはやれたと思う、そういう時の気持ち
を少し覚えておいて次につなげていただけるのが

良いと思います。
　最後に「無理をしない」ということです。疲れ
ている時はやらなくても良いと思っています。毎
日、毎日やらなければいけないということではあ
りません。鈴木師長からもお話があると思います
が、まず自分の身体と心をいたわるということが、
セルフケアを長く続けるコツだと思います。どう
してもできないことはあります。自分の気持ちで
どうしても消化できないことはあります。病気の
ことに限らず、日常生活の中で色々なことが起こ
ります。自分の中で対処できない、生活がうまく
いかないというようなことがあった時には、ぜひ
周りから援助を受けることを恥ずかしがらずな
さっていただけたらと思います。
　「あなたに必要なことは何ですか？」という言
葉で私の話を終らせていただきたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。

スライド 16　 セルフケアを続けていくために大切なこと：
セルフケア　少しずつ。ゆっくりと。
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　みなさん今晩は、よろしくお願いします。鈴木
と申します。本日は貴重な機会をいただきありが
とうございます。リンパ浮腫のことについて聞い
たことがある方は、どれぐらいいらっしゃいます
か。（会場参加者　挙手）半分以上の方が聞いて
いただいたことがあるということですね。一度聞
かれた方はおさらいだと思って聞いていただけれ
ばと思います。初めて聞かれる方は、分からない
部分などありましたら、ご質問の時間にお聞きい
ただければと思います。
　今日お話しする内容は、まずは「リンパ浮腫に
ついて―リンパの働きについて」、少し解剖生理
学の話をします。次に具体的な生活の上で「リン
パ浮腫との付き合い方について―リンパ浮腫の治
療・リンパ浮腫予防のための日常生活・蜂窩織炎
について」お話をしていきます。

リンパ浮腫とは何か―リンパの働きについて

　まず循環器系の仕組みです。みなさんの身体は
血管系とリンパ系に分かれています。血管系には
心臓、静脈、動脈、毛細血管があり、毛細血管で
血液ガス交換や物質代謝を行っています。リンパ
管系は、リンパ液の輸送不要になった物質、たと
えば蛋白質や水分などを回収したり、運搬をする
という役割があります（スライド 1）。

　みなさんの身体では、心臓から拍出された血液
は 100％が動脈を通り、毛細血管でガス交換を
され、90％が静脈を通り、心臓に戻っていきま
すが、毛細血管のところで 10％は組織液として、
リンパ管を通って心臓に戻っていくという流れが
あります。量的には 1 日に 20ℓぐらいの組織液
ができますが、その内 2ℓほどがリンパ管に入っ
ていくと考えていただければ良いかと思います。
リンパ液の成分は、老廃物や白血球成分、蛋白成
分が含まれています（スライド 2）。
　スライド 3 はリンパ浮腫とはどういうものか
を示した図です。みなさんのお身体で、血液が
100％出ていけば、90％は静脈に戻り 10％がリ
ンパ管に戻ると申しあげましたが、たとえば手術
などの影響でリンパ管の運搬障害が起こり、この

鈴木　牧子
国立がん研究センター中央病院看護部看護師長／医療リンパドレナージセラピスト

リンパ浮腫との付き合い方 
―予防方法と発症後の対処方法について―

スライド 1　循環器系の仕組み
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戻りができなくなってしまう状態をリンパ浮腫と
言います。手術や放射線治療をされた方に起こり
ます。また悪性腫瘍で腋のリンパ節に病気がある
ような時にこのような状態になります。それから
心不全や腎不全で静脈のうっ滞があると起こりま
す。行き場のなくなったリンパ液が身体の中に漏
れ出てしまう状態をリンパ浮腫と言います。
　浮腫とリンパ浮腫は少し分けて考えなくてはい
けないところがあります。浮腫は、何らかの原因
により身体の水分量のバランスが崩れ皮下組織に
水分が貯留した状態を言います。リンパ浮腫は、
リンパ管の吸収・運搬・排泄能力が低下し、皮下
組織に組織液が過剰にたまった状態を言います

（スライド 4）。
　浮腫には、大きく分けて局所性浮腫と全身性浮
腫があります。リンパ浮腫は局所性浮腫に入りま

す。炎症性浮腫というのは、最後に触れますが蜂
窩織炎などです。静脈性血栓症や静脈瘤の方は静
脈性浮腫に入ります。全身性浮腫というのは、た
とえば心臓に何かご病気がある、腎臓にご病気が
ある方や肝臓に何か問題がある方、栄養分が足り
ない方などに起こる浮腫です。薬剤性の浮腫でも
時々、お困りの方がおられます。抗がん剤のタキ
ソテールというお薬を使ってなってしまう方がい
ます（スライド 5）。
　全身性浮腫とリンパ浮腫は、いくつか見分ける
ポイントがあります。リンパ浮腫の発症はわりと
ゆっくりで慢性的です。一方、全身性浮腫の場合
は急激に起こります。発症部位は、リンパ浮腫の
場合は、たとえば婦人科の病気の方で骨盤内のリ
ンパ郭清をされた方も、両側にではなく片側だけ
に起こります。一方、全身性の浮腫は両側に出ま

スライド 2　リンパ系の循環 スライド 4　浮腫って何？　リンパ浮腫って何？

スライド 3　リンパ浮腫の原因

スライド 5　浮腫の分類
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す。両足が同じような状態になります。またリン
パ浮腫の場合は、最初は柔らかく、指で押すとへ
こみますが、だんだんと進行していくと線維化が
起きて硬くなる場合があります。全身性浮腫の場
合は水分をたくさん含んでいる場合が多いので、
指で押すと指がへこんで入っていくような柔らか
い浮腫の場合が多いです。リンパ浮腫の場合は、
蛋白貯留が多いと言われていて押してもへこみま
せん。リンパ浮腫にはあまり特効薬はありません。
全身性浮腫の場合は原因が寛解されれば、良くな
りますので、利尿剤などが効果があることがあり
ます（スライド 6）。

解剖生理学的に見たリンパ浮腫
―リンパ管とリンパ節

　それでは具体的に解剖生理学的なことをお話し
していきます。
　リンパ管の種類は大きく分けると、皮膚の真下
を走っている表在リンパ管と身体の中を走ってい
る深部リンパ管になります。ふだんはこの表在リ
ンパ管と深部リンパ管がうまく連携し、なるべく
むくまないようにしています（スライド 7）。
　スライド 8 は、表在リンパ管の走行です。皮
膚の真下、１㎜も行かないところのリンパ末端か
らだんだんと太くなり、集合リンパ管に入って行

き、そのままリンパ節につながっていく形になっ
ています。集合リンパ管には弁構造があるので、
リンパ管に入っていくとなるべくむくまないよう
に一方方向にリンパ液が流れるようになっていま
す。リンパマッサージの考え方は、原理としては、
皮膚を動かすとフィラメントと言われている糸が
引っ張られ、組織液がリンパ管の中に入って行く
のを助けるということです。よく皮膚だけを動か
してくださいという言い方をします。それは皮膚
の真下にリンパ管が走っているという意味からで
す。それで放射線治療などをされた方は、表在リ
ンパ管が傷害されてしまっているのでむくみが出
やすくなります。
　スライド 9 は、深部リンパ管です。表在リン
パ管からだんだんとリンパ節にまで流れていき、
そこから徐々に上にあがっていきます。最後は静

スライド 6　全身性浮腫とリンパ浮腫の鑑別 スライド 7　リンパ管の種類

スライド 8　表在リンパ管の走行
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脈角という鎖骨のあたりが最終地点になり、そこ
から血管と合流して心臓に戻っていくというの
が、全身的な流れです。
　リンパ節についてお伝えします。人間の身体に
はいくつか大きなリンパ節があります。鼠経リン
パ節、腋窩リンパ節などが主要なリンパ節です（ス
ライド 10）。

リンパ液の流れからみたリンパ浮腫

　リンパ液の流れる範囲も決まっています。たと
えば上半身と下半身の流れる境界線はウェストの
あたりです。下半身であるウェストから下のリン
パ液は鼠経リンパ節に流れるようになっているの
ですが、婦人科系の手術をされた方は、そこの流

れが悪くなってしまうので、もしむくむとすれば
ウェストから下がむくむかもしれない範囲になり
ます。
　真ん中には左右の境界線があります。たとえば
左の乳がんで左腋窩手術をされた方はむくむかも
しれない範囲は、真ん中より左でウェストから上
になります。左の手術をして右の手がむくんだと
か、下半身がむくんだということだと、手術とは
関係がないことになります。この境界線とむくむ
かもしれない範囲というのは大事なところです

（スライド 11）。
　今、みなさんは座られてから 30 分は経過して
いて、靴下が皮膚に食い込んだりしていると思い
ますが、座っていると鼠径部のリンパ液がなかな
か流れないので、それが原因で足がむくむという
現象が起きてきます。
　スライド 12 はリンパ液の流れの仕組みです。
むくまないようにするリンパ液の流れの仕組みが
いくつかあります。ひとつは自動収縮運動という
ものです。リンパ管は 1 分間に 10 回ほどゆっく
りとした速度で流れています。それから先ほどお
話ししたように逆流防止弁があります。筋肉ポン
プ機能というのはとても大事なもので、次にお話
しします。これらの機能がよく流れるように働き
かけることでむくまないようになっています。こ
のどれかが障害されると浮腫のきっかけになりま

スライド 9　深部リンパ管

スライド 11　リンパ液の流れる範囲

スライド 10　主要なリンパ節
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す。
　スライド 13 が筋肉ポンプについてです。皮膚
表面の下に皮下組織があり、その下にリンパ管が
あります。運動して筋肉を動かすとリンパ管が持
ちあげられリンパ液が流れる仕組みになっている
ので、筋肉を動かすことはとても大事です。
　リンパの運搬障害は、手術・放射線治療・外傷・
感染でリンパ液の流れが停滞すると起こります。
リンパ管に吸収されるはずの組織間液が患肢に貯
留してリンパ浮腫になります。ただ人間の身体は
元に戻るように働くので、たとえばリンパ節の手
術をされても腋道という側副路ができてきます。
この側副路の発達具合には個人差があり、それで
むくむ人とむくまない人が出てきます。（スライ
ド 14）。
　リンパ浮腫の原因疾患についてお伝えします。

リンパ浮腫は大きく分けると原発性リンパ浮腫と
続発性リンパ浮腫があります。原発性というのは
生まれつきむくんでいる方と、たとえば妊娠をさ
れた後などに急にむくんだ方が入ります。多くの
患者さんは続発性リンパ浮腫です。下肢リンパ浮
腫の方は、約 9 割は婦人科系の病気の方です。
あとの 1 割は、たとえば前立腺がんの方や整形
領域の骨軟部の手術をされた方、さらに大腸がん
の方などです。上肢リンパ浮腫の方は 99％が乳
がん患者さんで、他の 1％にはたとえば悪性黒色
腫の方や腋窩手術をされた方がここに入ります

（スライド 15）。
　こういう方のすべてがリンパ浮腫になるわけで
はなく、いくつかリスクファクターがあります。
ひとつはリンパ節郭清手術後の放射線治療をされ
た方です。乳がん患者さんでしたら鎖骨下や腋窩、

スライド 12　リンパ液の流れの仕組み スライド 14　リンパの運搬障害とは

スライド 13　リンパ液の流れの仕組み：筋肉ポンプ スライド 15　続発性リンパ浮腫の原因疾患
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スライド 18　最初に浮腫が起こりやすい部位：上半身

スライド 19　最初に浮腫が起こりやすい部位：下半身

婦人科がん患者さんでは、骨盤内への放射線治療
です。リンパ節転移の数は、多い方が少ない方よ
りも高くなります。年齢も若い方よりもご高齢の
方に高く出ます。その理由とは廃用性浮腫やセル
フケアがうまく行えないなどが原因になっていま
す。大事だとされているのが体重です。皮下脂肪
が厚くなるとリンパ管を圧迫してしまいますか
ら、体重コントロールはとても大事で、体重コン
トロールをするだけでむくみが良くなる方もい
らっしゃいます（スライド 16）。

リンパ浮腫の初期兆候を知り
早めに対処する

　これからはみなさんにリンパ浮腫とどのように
付き合っていけば良いかをお伝えしていきます。
土屋先生からお話ししていただいたセルフケアと
大きく関連しています。1 点目は初期兆候を知っ
て早めに対処するということです。それから日常
生活を工夫すると防げると言われているので、こ
の 2 点についてお伝えしていきます。
　リンパ浮腫の見つけ方はいくつかあります。初
期兆候と言われているものですが、上肢の場合は、
患者さんからよくうかがうのは、腕が重いとか疲
れやすくなったということです。それから曲げた
時に違和感がある、腋に何か挟まっている気がす

るということを言われる方もいます。また、時計
や指輪の痕が非常に残るとか、いつも見えていた
血管が見えにくいとか、皺が寄って皮膚がパンと
張った感じがするというようなことで気づかれる

スライド 17　リンパ浮腫の見つけ方（初期兆候）スライド 16　リンパ浮腫発症リスクファクター

86 Ⅰ　オープンセミナー・第 11 回

�ん本.indb   86 2018/03/24   14:57



方がいらっしゃいます。下肢も同じように、だる
いとか疲れやすい、靴下を脱いだ時に痕がいつも
よりつくとか、靴が履きにくかったり、脱ぎにく
いということで気づかれる方がいらっしゃいま
す。これらが最初に出てくる症状です（スライド
17）。
　それから起こりやすい場所もいくつかありま
す。手術をされた場所に近いところに出てきます。
たとえば乳がん患者さんで腋のリンパ節の手術を
された方は、腋に近いところに出ます。それから
柔らかい場所です。二の腕のあたりなど、つまん
で柔らかいところに比較的出やすい。またご自身
では気づきにくいのですが、肩甲骨周辺も出やす
いです（スライド 18）。
　下半身もやはり柔らかい場所で、内もものあた
りや会陰部のあたりも最初に出てきやすいです。
このあたりを少し気をつけて見ていただけると良
いと思います（スライド 19）。

リンパ浮腫の治療
―複合的治療と日常生活上の注意点

　それでは治療についてお伝えします。リンパ浮
腫の治療は、術後 3 ヵ月ぐらいまでの発症初期は、
自然に回復することが多い時期です。セルフリン
パドレナージをしたり、過労防止を心がけたり、
患肢の挙上や安静で様子を見ていただく形になり
ます。その理由は、先ほどお話ししたように側副
路ができてくれるので、慌てて治療をするよりも
少し様子を見ながらでも良いということです。
　ただ術後早期でも受診が必要な場合がありま
す。急速にむくんだり、蜂窩織炎様の症状が出た
時には、様子を見るのではなく医療者にお伝えい
ただいた方が良いと思います。
　慢性期は、発症後数ヵ月、イメージとしては半
年ぐらいと考えていただければ良いと思います
が、そのくらいたっても回復しない場合には、複

合的治療を開始します（スライド 20）。
　リンパ浮腫のスタンダードな治療に、複合的治
療があります。リンパ浮腫という診断を受けたら
治療を開始します。リンパ浮腫は、不可逆性で、
1 回発症してしまうと完治はなかなか難しいと言
われていますので、どのようにセルフケアを行っ
ていくかがとても大事です。したがってなるべく
早めに治療を開始して良好な状態を保つことがと
ても重要です。リンパ浮腫治療には、5 つの柱が
あります。1 つめはスキンケアです。これは後ほ
どまた触れます。2 つめが医療徒手リンパドレ
ナージというマッサージです。たまったリンパ液
を誘導します。その後に圧迫をします。圧迫は包
帯やスリーブやストッキングを使う方法です。圧
迫をした上で運動をします。そしていちばん大事
なのは、日常生活を注意することです（スライド
21）。
　スキンケアは、さっそく今日からやっていただ
けることだと思います。皮膚のバリア機能を高め
るためにとても有効です。まず保湿をします。先
生方に処方してもらうものとしては、ビーフテン
ローションがあります。市販のものとしてはキュ
レルとかベーテルというものがあります。どちら
かと言うとローションタイプの方がのびが良いの
で使いやすいと思います。保湿をしながら自分で
手の観察や足の観察もしていただけると良いと思

スライド 20　リンパ浮腫の治療
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います。たとえばどこかがむくんでいないかなと
思って塗ってみたり、傷がついていないかを見な
がら塗っていただくと良いと思います。
　傷を作らないことも大事です。日焼けや虫刺さ
れに注意をします。もし傷ができたら早めに対処
することも大事です。虫に刺されたら虫刺され用

の薬を塗る、傷つけてしまったら汚れをきれいに
するということです。水虫などは早めに治療を開
始していただく（スライド 22）。
　スライド 23 は日常生活上の注意点です。下着
には、食い込んだ下着はなるべく避けた方が良い
です。やはりリンパ液の流れを阻害してしまうこ
とになりますから、きつすぎるものは避けていた
だく。あとは局所の圧迫がかかるような荷物の持
ち方をしないことです。重たいものを持たないと
いうのもポイントになりますが、よくご質問をい
ただくのが、具体的に何㎏ということです。そこ

スライド 21　複合的治療

スライド 22　スキンケア

スライド 23　日常生活の注意点

体を締め付ける衣類や下着でリンパの流れを妨げる
ことがある

・きつすぎる時計や指輪・下着はさける
・身体をしめつけないゆったりしたものを選択する
・ブラジャーは肩ヒモの幅が広く、しめつけないものを選ぶ
はずした後や脱いだあとに痕がのこらなければよい

・患側に局所的に圧がかかる荷物の持ち方をしない

リンパの還流を妨げない（上肢）

リンパの還流を妨げない（下肢）

局所の圧迫を避ける

・きついガードルは避ける
・靴や靴下は足を締め付けないもの、ヒールの高い
靴は避ける

・長時間の正座や患肢を圧迫させる体勢は避ける

アサヒコーポレーション「快歩主義」

局所の圧迫を避ける

リンパの流れを圧迫により鬱帯させないよう、
やわらかいクッション等で患肢を少し高く上げ
て寝るようにする

10～15㎝程のクッションを使用
し、リラックスできる高さに

調整する。

リンパの還流を妨げない
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はなかなかお伝えできません、個人差があります
ので、ご自身の、身体と相談しながらという形に
なると思います。
　足の場合は、局所の圧迫を避けるということで、
きついガードルや靴下の食い込みやヒールの高い
靴は避けます。ゆったりとした靴として、アサヒ
コーポレーションというところから出ている靴も
あります。マジックテープで着脱できて、片方ず
つ買えるというものです。
　局所の圧迫を避け、なるべくリンパ液の流れを
鬱滞させないようにするために、寝る時に 10 〜
15㎝ほどの、ご自身がリラックスできる高さの
クッションで調整していただくのは良いと思いま
す。
　圧迫療法では、多層包帯法というのがあります

（スライド 24）。包帯を巻く場合は、腕でしたら
3 本か 4 本の包帯を使って巻き上げていくとい

スライド 24　圧迫療法：多層包帯法

http://kompas.hosp.keio.ac.jp/contents/000161.html KOMPAS

スライド 26　圧迫療法：弾性着衣（ストッキング）

スライド 25　圧迫療法：弾性着衣（スリーブ）

う方法ですが、これは実際にむくんだ方への対応
になります。
　それからスリーブもあります。今日は会場にい
くつか見本として置いていますので、お帰りの際
に見ていただければと思います。色々な会社から
色々な種類のものが出ていて、薄さなども色々で
すから、その方に合わせたものを使っていただき
ます（スライド 25）。
　ストッキングも膝下のもの、大腿部までのもの、
ストッキングタイプのものは、片足だけの方は片
足だけのタイプのものもありますから、合ったも
のを使います（スライド 26）。
　今お話ししたスリーブやストッキングは予防的
にはあまり使わない方が良いと言われています。
お値段もけっこう高く、スリーブで 1 万円、ストッ
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キングの高いものは 2 万円前後ぐらいかかって
しまいます。むくんでいない時に使うとかえって
変な場所がむくんだりしますから、むくんでから
使っていただくものになります。

蜂窩織炎について

　気をつけていただきたい合併症ということで蜂
窩織炎についてお話しします。蜂窩織炎はリンパ
節切除後のリンパ浮腫の危険因子と言われていま
す。蜂窩織炎がきっかけでむくみが引かなくなっ
てしまう人が時々いらっしゃいます。発症率は 2
割ぐらいで、1 度起きると再発率が 53％です。
なるべくならないように気をつけていただくこと
が大事です（スライド 27）。
　リンパ浮腫になるとなぜ細菌に感染しやすいか

です。リンパ管の損傷により患肢にリンパ液が貯
留すると、リンパ液は蛋白成分などを含んでいる
ので細菌が非常に繁殖しやすく、細菌処理能力が
弱くなって蜂窩織炎の発症につながることがある
ということです（スライド 28）。
　蜂窩織炎の原因は細菌感染が多いです。（スラ
イド 29）。
　たとえば虫に刺されて、蚊にさされてからなっ
てしまう、アリやダニという方もいらっしゃいま
した。やはり手術した側は少し気をつけていただ
く必要があります。症状としては赤く腫れあがる
状態です。その方によって出方が違うと言われて
います。赤くなる方もまだら状になる方もいます。
赤くなるので熱が出ます。それでまたむくみがひ
どくなるというのがポイントになります（スライ
ド 30）。

スライド 27　リンパ浮腫に合併する炎症：蜂窩織炎

スライド 30　蜂窩織炎の症状スライド 28　リンパ浮腫でなぜ感染しやすいか？

スライド 29　蜂窩織炎の原因
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　スライド 31 は蜂窩織炎の対処方法です。まず、
医師の診察を受けて抗生剤の投与が必要です。点
滴の場合もあるし、飲み薬の場合もあります。こ
の時期は安静が必要となりますからマッサージな
どをやっている場合は少しお休みしていただきま
す。
　急に赤くなって熱が出た場合に冷やす方法をお
伝えします。スーパーに置いてあるビニール袋な
どでも良いと思いますが、10㎝ぐらいの団子に
していただき、氷と水を半々ぐらい入れます。じ
かのビニールでは冷えすぎてしまうので、上から
T シャツなど何か 1 枚巻いていただき、赤くなっ
た部分をコロコロ転がして冷やしていただくとと
ても効果的です（スライド 32）。
　蜂窩織炎の発症予防ですが、やはり、まずリン
パ浮腫の予防を継続していただくということで

す。身体が疲れる引越しなどがきっかけになるこ
とも多い印象がありますので、なるべく疲れない
ようにすることです。傷がついたらすぐにきれい
にします。冷やす方法で時々ご相談いただくので
すが、「ヒエピタ」という貼り付けるタイプのも
のがありますが、あれはメントール剤などが入っ
ていて刺激が強すぎるのでじかに張り付けること
は避けていただいた方が良いと思います（スライ
ド 33）。

メッセージ
―日常生活に戻り自分に合う形で継続すること

　最後にみなさんにメッセージをお伝えします。
手術や放射線治療の影響でリンパ浮腫になること
はあります。ただ非常に個人差があります。
　日常生活のことについて、色々お話ししたので
すが、私は、これは絶対にやってはいけないとい
うことはないと思っていますが、まず日常生活に
戻っていただき、生活しながらご自身の身体と相
談してみる。先ほどお伝えした初期兆候が出たら、
その方にとっては負担のかけすぎという判断にな
ると思います。継続していくことがとても大事だ
と思います。このやり方なら何とかやっていけそ
うだというのを見つけて続けていただくことが大
事です。日常生活を工夫しながら送り、何かあり

スライド 31　蜂窩織炎の対処方法

スライド 32　氷嚢の作り方

スライド 33　蜂窩織炎の発症予防

91リンパ浮腫との付き合い方―予防方法と発症後の対処方法について― 　

�ん本.indb   91 2018/03/24   14:57



ましたらご相談いただければと思います（スライ
ド 34）。
　以上になります。

スライド 34　メッセージ

92 Ⅰ　オープンセミナー・第 11 回

�ん本.indb   92 2018/03/24   14:57



■ 高橋　リンパ浮腫
の話だけではなく、体
調全体を整えること、
そのためにストレスを
避けることなど、とて
も大事なお話だったと
思います。では、お二
人の先生にご質問をど
うぞ。

まだ十分とは言えない患者への情報提供

■ 参加者 A　せっかくの機会なので質問させて
いただきます。土屋先生のお話にもリンパ浮腫に
ついて、家族それぞれの立場からの発言やアン
ケート結果から、「なかなか相談しにくかった」、
あるいは「配偶者に言いにくかった」という内容
がありました。鈴木師長からも、医療者になかな
か言えずに足のむくみがひどくなってしまった方
もおられたというお話がありました。病院にいる
患者さんでも、また日常生活の中でリンパ浮腫に
悩んでいる患者さんたちでも、医療者にはなかな
か言いにくいという環境は実際にあると思うので
す。そういう人たちを一人でも多く上手にスク
リーニングしていく取組みや方法はあるのでしょ
うか、というのがひとつめの質問です。

　もうひとつあります。たとえば今日はこういう
会場に来てリンパ浮腫の話を聞けた方、あるいは
がん研究センターに近いところにいるので来るこ
とができた方は、こうしてプロフェッショナルな
先生方の話を聞くことはできますが、日本全国に
はそういう方ばかりではなく、東京都内にもそう
ではない方はおられるでしょうし、東北や九州で
も患者さんはいると思うのです。僕が田舎の病院
で働いていた時には、リンパ浮腫に対応してくれ
る先生が一人しかいなくて予約を取ろうと思って
も 1 ヵ月後ということは平気でありました。そ
こで医療スタッフの教育や、患者さんを取り巻く
家族や社会環境に対する働きかけや教育がある
と、色々な人たちがこのリンパ浮腫から解放され
ることになるのではないかと思うのです。ぜひそ
ういう取組みと言いますか、そうしたことをやっ
ていく責務が、このがん研究センターにはあると
思っているので、そういうことに関して今やられ
ていること、あるいは今後の展望についいて教え
ていただけますか。

■ 高橋　鈴木先生にお願いしてよろしいですか。
とりあえず国立がん研究センターの中でどういう
情報提供やサポートがされているかということ。
それから全国的にはどういう状況かということも
併せてお願いします。

質疑応答
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■ 鈴木　ご質問あり
がとうございます。当
院の取組みをいくつか
紹介させていただきま
す。こちらに通ってい
らっしゃる患者さん
で、たとえば乳がんの
方ですと郭清をされた
方、あとは放射線治療の方にもお話しできるタイ
ミングがあれば、手術後の入院中にリンパ浮腫の
お話をさせていただいています。外来では患者教
室というリンパ浮腫の教室を実施しています。そ
こに通っていただければ、聞きたい方はどなたで
もお聞きいただけます。そこでお話をする機会が
あり、初期徴候についてはできるだけお伝えする
ようにしています。また何か困ることがあればす
ぐに医療者にお伝えいただくようにとはお話しし
ています。

■ 高橋　全国の状況はいかがですか。

■ 鈴木　全国の状況としては、患者さんもおら
れるところで申しわけないのですが、手術をされ
た方には、指導管理料という保険算定の問題もあ
りますから、リンパ浮腫についてお伝えしなけれ
ばいけないことになっています。がんの患者さん
で郭清をされた方、婦人科系で骨盤内のリンパ節
の郭清をされた方は、リンパ浮腫に関するお話は
そこでおそらく聞いているはずだと思います。た
だその後のフォローアップは、当院に関してはリ
ンパ浮腫の外来がありますのでできますが、外来
がない施設の方が多いかとは思いますので難しい
面があると思います。リンパ浮腫になってしまっ
た時の治療先を紹介する形にはなっていると思い
ますが、温度差はあるのが現状です。

■ 参加者 A　ありがとうございます。ひとつだ
け意地悪な発言をさせていただくと、先ほどは医
療者に言ってくださいと言われていましたが、
困っている時に直接医療者に言える人がどれだけ
いるかと考えると少ないと思います。僕は男性で
すからまず言ってもらえない方に入ると思います
が、そういうところで患者さんが言いやすくなる
ような何か良い方法はないでしょうか。それから
リンパ浮腫について患者団体がやっているリンパ
エクササイズやセルフケアというご紹介もありま
したが、そういうところと連携して正しいセルフ
ケアの方法などがよりうまく広がる方法などはい
かがでしょうか。

■ 鈴木　ありがとうございます。おっしゃる通
りです。先生方に関しては外来でお忙しくて言え
ずに終わってしまったという方もあるように聞い
ています。リンパ浮腫の発症のリスクが高い方と
そうでもない方もおられると思うので、とくにリ
スクが高い方に関しては、より注意深く見るよう
にはしています。たとえば看護師間で申し送りを
しています。そういう場合には、事前に拝見する
ことはできているとは思います。ただ全部が全部
できているかと言いますと、そこはまだできてい
ません。今後そこはやっていかなければいけない
ところだと考えています。

■ 参加者 A　よろしくお願いします。

■ 高橋　若尾先生からどうぞ。

■ 若尾　ひとつだけ追加させていただきます。
前々回にこの会でお話しいただいた慶應大学病院
のリハビリテーション教室の辻哲也先生のところ
でリンパ浮腫のセラピストの養成をしています。
それまでは日本にはきちんとしたセラピストの養
成がされてきませんでした。きちんとした研修を
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受けた方は、アメリカ
で研修を受けるしかな
いということで、数も
限られていました。そ
れが辻先生のところで
研究班の研究成果を
ベースにしっかりとし
たプログラムを作り、
その養成が今始まっています。しっかりとした治
療ができる方が増えつつあるので、そういう方が
いらっしゃる外来なども増えてきています。最初
は外来に行っていただくところから入らなければ
なりませんが、見つかった後の対処法は少しずつ
標準的なものが広がりつつあるという現状です。

■ 高橋　オープンセミナーはいつも現在進行形
の話題をいち早くとりあげることが多いのです
が、本当にみなさん困っているのですね。ここに
いらっしゃれない方々も含めて、ご自身の生活の
場所の近くでどのように困りごとを解決していく
のかは、本当に課題だと思います。
　本日はお帰りのアンケートに、このように外来
や入院中に声を掛けてくれるとものが言いやすい
というコメントやアドバイスも書いていただける
と良いと思います。

セルフケア
―初期徴候を逃さないためにまず観察を

■ 参加者 B　患者家族です。お話の中で、「日常
生活の中でやってはいけないことはない」という
ことが聞かれて、大変心強く感じました。たとえ
ば「重い物を持つ」ということなどですが、私の
家族の職業は、介護職なので、重いものを持てな
いと仕事ができなくなり、生活にも関わってくる
ことなのでそのお言葉は、非常に良かったと心強
く思っています。ただ、セルフケアというのは何

をどこまでやることなのかが、私にはまだつかめ
ていません。たとえば体重を細かく測っている人
がいたり、保湿だけやれば良いという人がいたり
とか、ちょっと疲れたらリンパマッサージをする
人がいたりと、色々な人がいます。お話しの中で
出てきたセルフケアは、どのレベルのものかとい
うことをまとめておうかがいしたいということが
ひとつめの質問です。
　2 つめは、医療用の着衣についてです。一般の
人は、市販されている普通のものを代用していた
り、それを日常生活で使っている方がいると思い
ます。その効果と言いますか、逆に悪影響のよう
なものがあるとしたら教えてください。

■ 高橋　それでは先にセルフケアというものの
考え方について土屋先生の方からコメントはない
でしょうか。

■ 土屋　セルフケア
の考え方としては、そ
ういう言い方をするな
ら自己管理ということ
になると思いますが
…。

■ 参加者 B　セルフ
ケアというのは、何があればセルフケアになるの
かというところが私にはよく分らないのですが。

■ 高橋　何をしたらセルフケアをしたことにな
るのかということですね。

■ 参加者 B　これだけはやってみてということ
がもしあるのなら、それを言っていただいた方が
私には分かりやすいのです。

■ 土屋　私は医療者ではないのですが、ただ言
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えることは、リンパ浮腫に関してのセルフケアの
中でいちばん気をつけていただきたいのは、鈴木
師長からもお話ししていただきましたが、初期徴
候を逃さないということだと思います。四肢の観
察という言い方をしてしまいますが、腕や、初め
に症状が出やすい肩甲骨の後ろ、下肢の方では足
だけではなく下腹部の周り、お尻のあたりも出や
すいので、そういうところの兆候を逃さないこと
がいちばん大事だと思います。私は研究者なので、
研究者として頑張っていかなければいけない部分
ですが、本当にこれをやったら浮腫にならないと
いう、エビデンスという言い方をしますが、そう
いう研究成果は出ていません。しかし浮腫の発生
原因を考えると皮膚に傷を付けてはいけない、清
潔に保たなければいけないということから考える
とスキンケアは大事だと思います。ただそれが必
ず 100％の予防にはつながりません。研究とい
う視点からそこは私たちが頑張っていかなければ
いけない分野でもありますが、徴候を逃さないと
いうことです。もしリンパ浮腫になってしまって
もそれを重症化させない態勢は整いつつあります
から、まずは徴候を逃さないということがセルフ
ケアの第 1 歩だと私は思っています。

■ 高橋　そうですね、清潔、保湿、そしてよく
観察をするということですね。ただ、たとえばタ
バコを吸わなくても肺がんになることがあるよう
に、どれだけ一生懸命に観察をしたとしても残念
ながらリンパ浮腫になる時もある。しかし基本的
に観察やスキンケアが大事だということはまちが
いないことだということですね。
　もうひとつ、売っているものを代用品として使
うことの効果や逆効果はいかがですか。

■ 鈴木　失礼ですが足にむくみが出るというこ
とですね。市販のものに関しては、履いてみて、
膝までのものなら上のところで変にむくんだりし

ていないかを少し気をつけて見ていただくのが良
いと思います。そう強い圧のものではないと思い
ますから、履いて気持ちが良いのであれば続けて
いただいても良いと思います。ただ変に食い込ん
だり、よけいなところがむくんだりしたら少し刺
激が強い可能性があると思いますので、そこは止
める、あるいは時間を短くするという工夫をして
いただけると良いと思います。

■ 高橋　それでは、一概に市販の、やや安価な
ものでも絶対にだめではない、よく観察をしなが
らやってくださいということですね。
　
少しでも気になる症状があれば医療者・
看護師に声掛を

■ 参加者 C　まさに初期徴候のことを聞きたい
のですが、私は 7 月半ばにがん研究センターの
病院で乳がんの手術をしました。リンパ郭清をし
ています。リンパ浮腫学会のホームページなどを
見ると 1 日の中でむくみが取れれば問題はない
とあるのですが、ほぼ毎日、挙げられているよう
な初期徴候は起きます。腕が張ってくる、何かセ
ロハンがへばりついているような感覚が、朝はな
くてもお昼ごろから起きてきて、夜にはその感じ
が出てくるということを常に繰り返しています。
その状態をキープしていくのであれば問題がない
のか、あるいはそれはもう完全にリンパ浮腫の第
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一歩になっていて、もう少し先のケアが必要なの
か、そのあたりをお聞きしたいのです。たまたま
今、こちらで治験をやっていて月に 2 回ほどは
外科の先生に診てもらっています。それで腕は
触ってもらっているのですが、「うーん、ちょっ
とかな」というところでとどまっていて、ここ数
回は「うーん、ちょっとだね」というように言わ
れています。それは問題がないということなのか、
実はもう少し自分でもナーバスになった方がいい
のかが分かりません。そのへんで少しアドバイス
いただけたらと思いまして、お願いいたします。

■ 鈴木　今、拝見できないので申しわけありま
せんが、術後 5 ヵ月ぐらいですね。腫れ具合な
どは、場合によっては、先生にではなく看護師に
声を掛けていただければ、詳しい看護師もいたり
しますから良いと思います。お話をうかがう限り
では、場合によっては少し圧迫をした方が良い可
能性もなくはないと感じました。病院にいらした
時にお声掛けいただけると良いと思います。

■ 参加者 C　ありがとうございます。実は足が
非常にむくんでしまった時があり、その時は、先
生はスルーだったのですが、看護師さんは大変気
にしてくださり、翌週にはリンパ外来の看護師さ
んにも来ていただき、急きょそこでアドバイスな
どもしていただき大変助かったことがあります。
大変感動したのですが、看護師さんの方にお話し
した方が良いということですね。

■ 鈴木　もし拝見して何でもないということで
あれば様子を見ていただくということでもよろし
いので、心配でしたらお声掛けください。

■ 参加者 C　分かりました。ありがとうござい
ます。

誰もがどこでもリンパマッサージを
学べるように

■ 高橋　それでは 4 番目に手を挙げた方、どう
ぞ。

■ 参加者 D　患者です。乳がんの手術をしてリ
ンパ節郭清をしています。主治医からリンパ浮腫
がいつ出るか分からないから、毎日、リンパマッ
サージをするようにと言われています。退院して
からいちおうレクチャーは受けたのですが、パン
フレットを見ながらこういうようにしてというレ
クチャーで実学ではありませんでした。実際、今
のところリンパ浮腫は出ていないのですが、マッ
サージの強さや速度などが正しいのかどうかが
まったく分からないままです。それでどこかで正
しいリンパ浮腫予防のマッサージを教えてくれる
ようなところがあれば、そこに通い教えていただ
きたいと思うのですが、何かそういう教室のよう
なものはありますか。

■ 鈴木　ありがとうございます。今は月に 2 回、
外来でリンパ浮腫教室を行っていて、予防的なお
話しとマッサージのやり方を 1 時間でしていま
す。もしよろしければそちらに来ていただけると
お伝えできると思います。

■ 参加者 D　私は違う病院なのですが。

■ 鈴木　そうですか、当院に通っている方しか
お越しになれないことになっていまして…。

■ 高橋　病院によっては同じようなリンパ浮腫
教室をお持ちのところもあるとは思いますが、お
通いの病院では看護師さんからそういう話はお聞
きになっていませんでしたか。
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■ 参加者 D　今のところありません。

■ 高橋　なるほど。

■ 参加者 A　先ほどの話と今のこととかぶるの
ですが、国立がん研究センターにかかっていない
と受けられない、この病院の患者限定でそういう
機会がないという声が、実際に他からも挙がって
いると思います。もちろん病院の中でやることに
関しては他病院の患者さんの受け入れはキャパシ
ティの問題もあり、難しいとは思いますが、鈴木
師長さんなり誰かがリーダーシップをとって病院
の枠を超えてそういう場を創ることはできないで
しょうか。病院以外にも NPO 法人などでエクサ
サイズなどをやっているところもあるので、そう
いう人たちの協力を得て、この人たちとだったら
大丈夫というところをうまく紹介してあげること
ができると、適切な距離で適切なところにみなさ
んが行けるのではないかと思います。ぜひそうし
た取組みをしていただけないものでしょうか。

■ 高橋　おそらく病院の枠を超えた試みは必要
だと思います。すみません、今日はここがある、
こういう NPO が良いといった具体的な情報はお
伝えできないのですが、広げていこうという試み
は実は少しずつあちこちで出ているようなので
す。国がんのアピアランス支援センターの野澤桂
子先生から手が挙がりました。どうぞ。

■ 野澤　こういう時
代ですから今検索をし
て様子を見ましたら

「リンパ浮腫、セルフ
マッサージ」でも、けっ
こうユーチューブでも
いくつか出ていまし
た。ただこの中でどれ

を安心て紹介しても良いところかが分からないの
で、たとえば今出ているものの中から、これは比
較的良いというものがあったら、先生方にご推薦
していただくだけでも、とりあえずはしっかりと
したものができるまでの暫定的な選択肢としては

「あり」なのかもしれないなとちょっと思いまし
た。こういうものであればまず調べていただける
と良いと思いました。

■ 高橋　やはり画像だと圧力の微妙なところは
分かりませんが、それでも絵よりは良いかとは思
います。

■ 野澤　何か解説がしてあるようです。

■ 高橋　なるほど、色々とやることがたくさん
ですね。

■ 若尾　こちらに来られている方はご存じかも
しれませんが、がん情報サービスのサイトに「病
院を探す」というアイコンがあり、その中に「拠
点病院を探す・緩和ケア病棟がある病院を探す・
リンパ浮腫外来がある病院を探す」というのがあ
ります。ただこの情報は 5 年前に研究班で調べ
た時のものなので少なくとも 5 年前のリストで
す。その中には外部の患者さんの受け入れをして
いないという情報もあります。最新のものではな
いですからここに載っていなくてもやっていると
ころはあると思いますが、まずそこを見ていただ
くのがひとつのヒントになると思います。今はど
うやってアップデートしようかと考えているとこ
ろなので、古い情報で申しわけありませんが、そ
こは参考にしていただければと思います。

■ 高橋　そうですね、ご自宅の近くの病院のリ
ンパ浮腫外来の有無を調べていただき、そこが外
部の患者さんを受け入れているかどうかを問い合
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わせることはできるかもしれませんね。それでは
5 番目の方どうぞ。

出産や更年期の直接影響はないが
セルフケアがそれで停滞することが問題

■ 参加者 E　私は乳がん手術を 1 年前にして 7
月にリンパ浮腫が分かり、今はこうして手袋をし
ています。リスクと言われる腋窩の手術もしてい
ませんし、年齢的にも引っかからないので、先生
にはリンパ浮腫にはならないと言われていたので
すが、なってしまいました。なる時にはなるのだ
と思っています。本日お聞きしたいのは、妊娠を
望んだ場合、あるいは妊娠をした場合、出産後な
どにリンパ浮腫の状態が悪化するかどうかという
ことです。またこれから更年期など身体の変化を
迎える時が来ると思うのですが、そういう時にも
浮腫はどうなるのかが心配しているのですが、そ
こもお教えください。

■ 鈴木　質問ありがとうございます。妊娠とリ
ンパ浮腫は直接の関係はないと思います。ただ妊
娠をされてお子さんが生まれた時に、お子さんを
抱いたりするには、少し工夫をされた方がよろし
いかと思います。ご年齢を重ねられて更年期にな
られて体調が辛い時には、先ほど土屋先生が言わ
れたようにセルフケアを進めていないと、体調の
悪化に比例して悪くなる可能性はあると思いま
す。お身体と相談しながら、ご自身の中で優先順
位が高い順からセルフケアをやっていただけると
良いと思います。

■ 高橋　更年期にかかってリンパ浮腫が悪くな
ると言うよりも、更年期で体調が悪く、セルフケ
アが滞ってしまい、それでリンパ浮腫が悪くなる
ということはある。そちらの影響の方が強いとい
うことですね。

■ 鈴木　そうだと思います。

肌の変化と発熱に注意する

■ 高橋　あっと言う間に時間になりました。最
後のご質問に行きます。

■ 参加者 F　お話ありがとうございました。い
くつか質問があります。2 年前に腋窩のリンパ節
郭清をして、その年の夏に蚊に刺されたタイミン
グで蜂窩織炎を発症しました。今年の夏にまた蚊
に刺されました。今回は、蜂窩織炎にはならなかっ
たのですが、30 分ほどで腕に蕁麻疹が広がるの
を 2 回経験しました。さらに土をいじった時に
そこから菌が入ったのか湿疹も出ました。同じよ
うに腕を使っても手術をした右手ばかりが色々な
トラブルに見舞われています。リンパ浮腫の見分
け方の初期徴候の中に湿疹や蕁麻疹は入っていま
せんでしたが、見分ける時には、そういうものも
最初の症状として考えた方が良いのでしょうか。
また、そういう繰り返しもリンパ浮腫発症のリス
クになっていくのでしょうか。
　また、腰痛や肩凝りの話もありましたが、腰痛
も何か関連があるのでしょうか。浮腫が心配で片
側の上肢を上げるとか、そちらを下側にしないで
寝るとかをナーバスになってやっていましたら腰
痛がひどくなってしまいました。抱き枕と言いま
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すかボディピローを買って寝ているのですが、片
側は下にできないので、どうしても腰痛などの痛
みにつながってしまいます。何を優先的に考えた
ら良いかをお聞きしたいと思います。

■ 高橋　ありがとうございます。それではまず
蕁麻疹とか発疹などを初期徴候と考えて良いのか
ですね。
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す。リンパ浮腫とは少しはずれてしまいますが、

腰痛予防も無理がない程度に身体を動かす方が良
いと腰痛のガイドラインにも出ています。昔はベッ
ドの上でじっとしていることが推奨されていまし
たが、近年は動かすことが大事だと言われていま
す（重症な腰痛以外）。少し腰が痛くなってしまっ
たと思われたら、無理のないところでストレッチ
をしていただく。そうすればまた寝る時には回復
しているかもしれません。また朝起きてすぐにや
るとぎっくり腰になってしまいますから、午後に
なって時間ができた時にストレッチをしてみる。
腰については、リンパ浮腫とは少し違う、別の腰
痛対策をしてみるのが良いかもしれません。

■ 高橋　ありがとうございます。セルフケアは
自己管理と言うくらいですから、何が良くて何が
悪いかがいちばん分かるのはご自身かもしれませ
ん。1 から 10 まで全部こうすると良いですと明
確にお伝えすることができれば医療者もどれほど
嬉しいかと思いますが、なかなかそのようには言
えません。こうやってみると良いようだというこ
とを自分で観察しながら見つけることも大事かな
と思います。
　今日も本当にたくさんご参加いただきありがと
うございます。ここにはがんセンターの中の人間
も外の医療者もたくさん来ているのですが、こう
やってたくさんご質問をいただくと、みなさんが
何に悩んでいるかが分かりますので、これからの
オープンセミナーにもたくさんご質問いただきた
いと思います。
　次回は今年度最後のオープンセミナーになりま
す。1 月 24 日です。アピアランス支援センター
の藤間勝子先生に「外見を整える」について改め
てお話をいただきます。その前に 12 月 20 日に

「医療者と付き合うコツ」というテーマで公民館
カフェをやります。またぜひご参加ください。
　それではお二人にまた改めて大きな拍手をお願
いします。＜拍手＞
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「第11回オープンセミナー」アンケート集計 参加者　117名
平成29年12月5日（火）実施 回答者99名（回答率　84.61％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

乳癌、婦人科癌以外の「その他の疾患」に対する、啓もう、保険適応への配慮が必要か？

参加者の感想（自由記述）

リンパ浮腫で悩んでいる患者さんはとても多く、どのように対応しているのか非常にわかりやすかった。
私の担当するお客様に同じ症状の方がいらっしゃり、とても勉強になりました。肩甲骨、おしりなどに初期症状が出るとは知らな
かったです。このようなセミナーは、土日が多いので、今回のような機会があるとありがたいです。どうも、ありがとうございました。

開催に関する希望（自由記述）

リンパ浮腫についての理解がより深まりました。短い時間ながら中身の濃い内容でした。今後も、是非参加させていただきたいと
思います。充実の講座に参加させていただきありがとうございました。

リンパ浮腫外来で看護師さんから説明の時見せていただいた資料が今回のものだったので、プリントアウトをいただけて良かっ
た。患者個人の体験を聞けてよかった（質疑応答）

資料も充実してよかった。初期兆候のリストが参考になる。ありがとうございました。

一生向き合わなければならないと思うと気が重いですが、鈴木先生の最後のメッセージ「日常生活の中で行ってはいけないことは
ありません」に励まされました。少し気がらくになりました。がん専門病院にかかっている患者さんはうらやましいです！サポート体
制が全くちがう印象です。

メカニズムや対症法など非常に具体的でわかりやすかったです。リンパ浮腫の大変さ、つらさを、メディアでも伝えてまいります。

肉腫サルコーマについて、脂肪腫と自己判断して悪性度が高く、後にとりかえしのつかないことになっている患者さんが増えてい
ます。肉腫の早期発見のセミナーをお願いします。

患者さんからの質問も聞くことのできるセミナーで大変勉強になりました。

浮腫のケアの講座は何度か出ていますが、マッサージとかでなくこういうアプローチのセミナーはなかなかないので面白かったで
す。（マッサージ、ドレナージは聞く人によってすごくばら付きがあり、どれが良いとか考え方にもばらつきがある様なので…）

リンパの手術について聞きたかった。
個人的に乳がんの転移再発に関する講題を期待しています。
抗がん剤治療を（長く）続けていくために。「緩和」への考え方、伝え方。更年期の諸症状への対応（がんや手術をした場合も含め
その他の副作用についてもセミナーに取り入れてほしいです。

今年から新研究棟での開催となり、17:30に仕事を終えてから参加する私としては東銀座駅から近くなって有難いです。

毎回、とても役に立つ情報で助かります。今後も、がん患者さんや、周りのかかわる人達に役立つ情報提供をお願いします。次回
も楽しみにしております。

地域の医療者への教育などの必要性を感じたし、浮腫に対して対応可能なスタッフが地域にも増えると良いと思いました。

リンパ浮腫の詳細をご説明いただきありがとうございました。初期兆候、起こりやすい部位等はとても助かりました。
リンパ浮腫のセミナーは熱望していたテーマでした。やはり自分の浮腫の程度の見きわめがむずかしいです。ナーバスになりすぎ
ず、毎日のルーチンワークとしてケアを続けていきたいと思います。ありがとうございました。

セルフケアは患部周辺の観察から、ということがわかり参加して良かった。実際のリンパドレナージュの方法やセルフケアを患者
に伝えるシステムはまだできていないのかな！という印象でした。「サバイバーシップ」が充実するといいと思います。イギリスのよ
うに地域との連携がないとできませんが…

リンパ浮腫予防のマッサージの仕方のビデオがあれば良いと思う（色々な種類）（国がん等信頼出来るところが提供）

61.2% 21.7% 8.6% 3.3%
1.3%

17.1%

受付登録者（132名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 企業関係者 メディア関係者 行政関係者 その他

11.1% 88.9%
性別 男性 女性

1.0% 12.1% 35.4% 33.3% 12.1% 6.1%
年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

50.5% 31.3%
1.0% 2.0%

15.2%
オープンセミナーの感想 とても良かった やや良かった あまり良くなかった 全然良くなかった 無回答

68.7%
18.2%
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7.1%
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6.1%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

NCC関係者

その他

立場（複数回答）

42.4%

12.1%

5.1%

42.4%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カフェを知った経由（複数回答）
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　みなさん今晩は。国立がん研究センターがん対
策情報センター長の若尾です。本日は、本当に寒
い中、お集まりいただきありがとうございます。
今日は第 12 回がんサバイバーシップオープンセ
ミナーになります。
　この「がんサバイバーシップオープンセミナー」
について、これまでの経緯を簡単にご紹介させて
いただきます。私ども、がん対策情報センターが
んサバイバ―シップ支援部は、患者さんの生活の
中で支援を考えるためには、病院の中ではなく「ま
ちの中」で、それも医療者や患者さん、周りの支
援する方々が、医者は白衣を脱ぐなど、それぞれ
が平等の立場で自由に話をする場が要ると考え、
2013 年から「公民館カフェ」という会を、もん
じゃ焼きで有名な中央区月島の月島区民館で始め
ました。そこでやり始めたものがなかなか良いと
いうことになり、2014 年からは、東京だけでは
もったいないということで、地域に出て行く「ご
当地カフェ」という形で、沖縄から北海道まで全
国を回っています。2 月 3 日には福井に行き「ご

当地カフェ in 福井」を開催する予定になってい
ます。そういう形のパッケージも用意していると
いうことです。
　この公民館カフェとご当地カフェは、どちらか
と言うと、交流がメインの目的として開催してい
ますが、少し学問的なことも深めようということ
で始めたものが、2015 年度から始めた「がんサ
バイバーシップオープンセミナー」です。年に 4
回のペースでさせていただき、今年度が 3 年目で、
今日が 12 回目となります。
　今日のテーマは「アピアランスケア」で、国立
がん研究センター中央病院アピアランス支援セン
ターの藤間勝子先生にお話しいただきます。そも
そも「アピアランスケア」という言葉は、国立が
ん研究センター中央病院にアピアランス支援セン
ターができて、普及した言葉です。本日は、それ
がどういうものなのかについてお話しいただきま
す。
　アピアランスケアと言ってもみなさん思ってい
ることが違うと思いますので、今日はそこをお聞

アピアランスケアって何だろう？
がん患者の外見ケアを考える

メインテーマ

2017 年 12 月 5 日
18 時〜 19 時 30 分

国立がん研究センター　新研究棟セミナールーム AB　　開催
がんサバイバーシップ支援部　　主催

若尾　文彦
国立がん研究センターがん対策情報センター長

開会の挨拶

第 12 回　がんサバイバーシップオープンセミナー
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きいただいて、その後、意見交換等をできればと
思います。
　実は今ご紹介した 3 つの研究会の内、最初の「公
民館カフェ」の 2014 年 5 月に、同じくアピア
ランス支援センターの野澤先生に来ていただき、
みなさんにウィッグを試着していただくという回
を開催いたしました。したがってこのテーマを採

りあげるのは、2 回目となります。前回よりもさ
らに学問的なことも深めてご報告いただき、最後
に意見交換ができればと思っています。
　本日は短い時間ですが、ぜひ活発にご質問等い
ただければと思います。どうかよろしくお願いい
たします。
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　みなさま今晩は。がんサバイバーシップ支援部
長の高橋です。一昨日は大雪でみなさま大変だっ
たと思います。大丈夫だったから本日はご参加い
ただけているのですよね。お疲れさまでございま
した。今日も、「帰り道が心配だから」と参加をキャ
ンセルされた方々がたくさんおられます。みなさ
まも、今日は終了後、本当にお気をつけてお帰り
ください。
　本日は、第 12 回がんサバイバーシップオープ

ンセミナー「アピアランスケアって何だろう？　
がん患者の外見ケアを考える」と題しまして、国
立がん研究センター中央病院アピアランス支援セ
ンターのスタッフであり、臨床心理士の藤間勝子
先生にお話しいただきます。
　進め方ですが、まず 1 時間、藤間先生にお話
をいただいて、30 分質疑応答をゆっくりさせて
いただきます。それでは藤間勝子先生、よろしく
お願いいたします。

高橋　　都
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

セミナーを始めるにあたって
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はじめに

　国立がん研究センター中央病院アピアランス支
援センターの藤間と申します。よろしくお願いい
たします。私は、国立がん研究センター中央病院
アピアランス支援センターには、臨床心理士とし
て勤めていますが、もともとは化粧品会社で、美
容部員さんなどにお化粧を教える仕事をしていま
した。それを 15 年ほどやり、お化粧や美容の心
理というのはおもしろいと思い、その後、心理学
の勉強をして、今は、がん患者さんだけではなく、
他では精神科の患者さんや高齢者、緩和病棟の
方々に美容を使った交流をしています。最初にお
話ししておいた方が今日の話でのスタンスが分か
りやすいかと思い自己紹介をさせていただきまし

た。
　本日は「アピアランスケアって何だろう？」と
いうテーマでお話しさせていただきますが、まず

「アピアランスケアって何だろう？」という話と
実際にどういうことをやっているのか、またどの
ように手入れをしているかについて興味のおあり
の方もおられると思いますので、サワリだけなの
ですが、そういった内容についても少し準備をし
ています（スライド 1）。

アピアランスケアとは何だろう？

　アピアランスケアは、「appearance ＝外観・
外見」の「care ＝手当・世話・ケア」をすると
いう言葉ですが、本日のセミナーの前からこの言
葉を知っていた方はどのくらいおられるでしょう
か。たくさん手を挙げていただきました。けっこ

藤間　勝子
国立がん研究センター中央病院アピアランス支援センター／臨床心理士

アピアランスケアって何だろう？　 
がん患者の外見ケアを考える

スライド 1　本日のコンテンツ

スライド 2　アピアランスケアという言葉をご存じですか？
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スライド 4　がん治療による外見の変化の実例

スライド 3　がん治療による外見の変化う色々な方が知って
いらしたのだなと
思って、アピアラン
スケアという言葉も
だいぶ普及してきた
のだと思い、驚いて
い ま す（ ス ラ イ ド
2）。

　がん患者は外見の
変化を強く苦痛に感
じている
　がん患者さんの場
合、がん治療によっ
て外見は変化するこ
とがあります（スライド 3）。3 大療法のひとつ
である化学療法の場合、脱毛したり、皮膚に変化
が現れたり、あるいは爪に変化が現れる場合があ
ります。放射線療法の場合、皮膚炎が起きたり、
皮膚萎縮や色素沈着が起きたりします。手術の場
合はもっとダイレクトに身体の部分を欠損した
り、瘢痕化したりして大きな傷となって残ること
があります。また私どもの病院では、造血幹細胞
移植をやっていますから、移植患者さんの場合は、
皮膚に GVHD（graft-versus-host disease：移
植片対宿主病）が出てきます。それらの外見の変
化に対する対応の一部も私たちはしています。
　最近は脱毛だけでではなく髪の毛の色が抜けて
しまうとか、皮膚などにも色々な形で影響が出て
きます（スライド 4）。
　治療に伴う身体症状の苦痛を、私どものアピア
ランス支援センターで野澤（桂子）センター長が
中心になって調べたことがあります（スライド
5）。この結果を見ても身体症状の中でも、外見
に関わるものの苦痛度が非常に高い結果が出てい
ます。とくに乳がん患者さんは、治療に伴う吐き
気や嘔吐、しびれや痛みよりも、脱毛や乳房の切

除の方が苦痛であったという結果です。他でも男
女を問わずトップ 20 の中に、たくさんの外見の
症状が入ってきています。患者さんにとっては、
今まで医療者が注目していた身体の痛みや発熱や
吐き気というもの以上に外見に現れる症状が苦痛
であることが、この調査の中で明らかになってき
ています。
　実はこうした苦痛度も、昔は吐き気や気持ちの
悪さの方が先に立っていましたが、年を経るにつ
れてだんだんと心理社会的な影響の方が、患者さ
んの苦痛として上位に上がってくるようになりま
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した。その中でも外見というのは、患者さんの苦
痛として注目が集まっているということがありま
す（スライド 6）。
　なぜ今外見のケアに関心が集まるのかと言いま
すと、ひとつは制吐剤の開発などで、治療時の身
体の苦痛が比較的軽減されてきたことが挙げられ
ます。もちろん楽だとは言いません。しかしかな
り軽減されてきて吐き気でのたうち回って苦しむ
と言うよりは、どちらかと言うとそうした症状を
抑えて、逆に他のことにも目が向くようになりま
した。その中でも外見などの心理社会的な要因が
出てきたということがひとつあると考えていま
す。
　もうひとつ、入院期間短縮や通院治療環境が
整ってきて、患者さんが昔は病院やお家で横に
なっているのが常態でしたが、今は社会に出てき

て普通にお勤めをしたり、周りの人とコミュニ
ケーションを取ったりする状況が増えてきまし
た。そうなるとやはり人の中に入っていくので、
自分の外見が変わった、職場に戻る時に脱毛をど
うしようかというような悩みが出てきます。社会
生活を送りながら治療を継続する人が増えたとい

スライド 6　化学療法を受けたがん患者の苦痛

スライド 5　 治療に伴う身体症状の苦痛 TOP20(638 名・平均 60 歳 )
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うことも、やはり外見のケアに関心が集まるひと
つの要因ではないかと考えています。
　それから「外見重視の時代」になったというこ
とを挙げられます。少し前ですが『人は見た目が
100％』というテレビドラマが放映されました。
インスタグラムも流行っていますが、外見が非常
に重要視され、見た目、ビジュアル的なものが注
目される世の中になってきますと、どうしても外
見の変化を意識させられるようになってくるので
はないかと考えています（スライド 7）。
　この外見の問題が顕著に出てくるのが就労時で
す。たとえば名刺交換の時に男の人でも爪の色が
変わってしまい、それを聞かれたらどうしようと
か、あるいは脱毛でがん患者だと分ると、周りか
ら過剰に心配され、本当はできることでも「やら
なくていいよ」などと言われてしまうと、どうし
たらいいか分からないと言われる患者さんもおら
れます。
　また、若い AYA 世代の患者さんでは、就職活
動の履歴書の写真は、ウィッグで撮るべきか、は
たまた本来の自分を出すべきかという悩みもあっ
たりして、そういう相談もあります。また非常に
大きな問題としては、自営業の患者さんでは、脱
毛でがん患者だと分ると銀行からの融資が止まっ
てしまい、事業が立ち行かなくなってしまうこと
があるそうです。もちろん金融機関に聞くと「そ
んなことはないです」と言います。ただ実際に金

融機関を辞められた方に聞くと「実はそういうの
はあります」ということでした。外見がその人の
これからの人生、あるいはその人の家族のこれか
らの経済面に影響する、現実的に非常に大きな問
題としてあるということです（スライド 8）。

　 アピアランスケアの定義：その人らしく生きる
ことをサポートすること

　外見のケアは就労時に非常に重要だというこ
と、あるいは他のことにも重要だということもサ
ラッとお話しさせていただきました。この外見に
関するケアを、私たちはアピアランスケアと呼ん
でいます。先ほど若尾先生からも説明がありまし
たが、アピアランスケアという言葉は、実は当院
で作られた言葉です。外に向って使い出したのは、
2012 年ぐらいからですが、その前から院内では
ちょこちょこ使っていた言葉です（スライド 9）。
　なぜこういう言葉を作るようになったのか説明
いたします。以前から治療による外見の変化に対
しては、色々な対処方法がありました。たとえば
ウィッグやメイクであったり、爪のケア、スキン
ケアというように、ひとつひとつの症状に対処す
る方法がありました。それから皮膚科的な治療や
形成外科的な治療もあります。ケアではなくて審
美的な義手、義足、補綴物などというものもあり
ます。こういうものを使って外見の変化に対して

スライド 7　なぜ今、外見に関心が集まるのか？ スライド 8　就労時の問題
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色々対処してきたのですが、やはりひとつひとつ
が独立していて、たとえば脱毛している患者さん
に、脱毛と爪の問題と顔の色素沈着の問題などで
全部バラバラに対処しているような状態でした。
これを広い意味の美容とか化粧という言葉でまと
めていたのですが、美容とか化粧という言葉を外
見の変化に対応する言葉として使うと、どちらか
と言うと女性の患者さんが行う手入れの印象が強
くなってしまい、男性患者やお子さんなどには自
分は関係ないという印象になってしまうところが
あり、ニュアンス的に「違うな」という思いがあ
りました。
　それから実は外見の変化に関わる部分では、美
容や化粧だけではなく治療や医療的ケアもありま
したし、もうひとつ心理社会的な支援も、院内で
も色々とやっていました。そういうものを美容と
か化粧だけで括ってしまうのはこちらも「違うな」
という思いもあり、全体としてアピアランスケア
という言葉を当てはめたところ、がん治療に伴う
外見変化に関するケアのすべてをひとつにまとめ
た包括的一概念として表現することができまし
た。これなら性別や年齢を問わず必要なケアとい
うように、こちらも言いやすくなりました。院内
で他の医療者にも言いやすく、認められやすく
なった、分かりやすくなったということで、この
言葉を使うようになり、今は外に対しても使って

います。
　当初、アピアランスケアという言葉は「外見の
サポートを通じて、患者の QOL を向上させる取
り組み」という非常に簡単な、分かりやすい簡潔
な定義をしていました。それが 2012 年ごろか
ら外に対しても使うようになってきて、「アピア
ランスケアとは、女性がん患者が、ウィッグやネ
イル、化粧などおしゃれを楽しむこと」という解
釈が広がってきた印象がありました。実際、アピ
アランスケアに関連する美容サービスや、別の病
院の院内の患者教室で「メイクしてイキイキ元気
に！」とか、「闘病中でもキレイでいたい」とか、

「がん患者でもオシャレを楽しむ」というような
キャッチコピーのものがたくさん出てきてしま
い、男性の患者さんや子どもさんではなく、女性
の患者さんだけの楽しいこととしてやっているも

スライド 9　アピアランスケアは当院で作られた言葉です スライド 10　アピアランスケアとは？（1）

スライド 11　アピアランスケアとは？（2）
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のという印象になってきたということがあります
（スライド 10）。
　そこで、私たちは、アピアランスケアの定義を
もう一度、磨き直しました（スライド 11）。「医
学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の
変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の
苦痛を軽減するケア」ということで、非常にやや
こしいものになっています。簡単に言うなら、色々
な方法を使って外見の変化を整え、外見の変化が
元になっている患者さんの辛さを弱くします、和
らげますというケアを、私たちはアピアランスケ
ア と 呼 ん で い ま す。 こ の 目 的 は ビ ュ ー テ ィ

（Beauty）ではないです。ビューティではなくサ
バイブ（Survive）です。キレイになって元気に
なることが主たる目的ではなく、その人がその人
らしく生きること、社会とつながることをサポー
トすることにあると、私たちは考えています。

　外見の変化に起因する苦痛とは何か
　外見の変化に起因する苦痛とはいったい何か。
何となく分かるようで分からないような感じがあ
るので、そこを説明していきます。私たちの間で
は、外見の変化に起因する苦痛は、まずひとつは

「自己イメージの変化」と考えています。それか
ら「社会における関係性の変化」です。このいず
れか、あるいは両方を対象としています。がんや
がん治療によって外見の変化があり、この 2 つ
の苦痛を患者さん本人が感じている時にアピアラ
ンスケアの対象となります。それは性別や年齢を
問いません。症状の多少や多寡は問いません。ど
のように小さなシミや傷のようなもので、人から
は分からないようなものでも、ご本人たちの苦痛
になるのであれば対象になります。たとえば腕を
切断したというような非常に大きな変化であって
も、ご本人がそれは苦痛ではなくご自分なりに対
処されているのであれば、私たちはアピアランス
ケアの対象とはしていません（スライド 12）。

　「自己イメージの変化」や「社会における関係
性の変化」というのは少しややこしい変化で、な
ぜそれが患者さんの苦痛なのかということがある
かと思いますので、そこを説明します。実は私た
ちは、以前、乳がん患者さんに脱毛への対処のイ
ンタビュー調査をして、その対処行動をまとめた
ことがあります。そこで脱毛による不安には 2
つあるということが分かりました。「自己像の揺
らぎ」と「他人との関係性の変化への懸念」とい
う 2 つです（スライド 13）。
　それを分かりやすくイラストに描き直していま
す（スライド 14）。ひとつは、外見が変わって
今までの自分ではないみたい、自分が大切にして
いた部分が失われてしまったという、今までの自
分とは違うボディイメージになったり、自己概念
が変容してしまったことへの喪失感やとまどい
で、自分自身に関わる問題がまずひとつあります。
　もうひとつは、外見が変わってしまった自分に、
周りの人は今までと同じような態度で接してくれ
るかしらということです。たとえば、この人はか
わいそうな人だと思われ、やたらに親切にされた
りする。あるいは、私にもできることなのに、「い
いよ、いいよ」と言われて、まるで能力のない人
のように扱われたり、同情されたり、迷惑がられ
たりしないかしらということです。外見変化に伴
う他の人との関係性が変わってしまうのではない
かという思い、今までと同じ対等の人間関係でい
られないのではないかという他者との関係性の変

スライド 12　外見の変化に起因する苦痛とは？
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化に関わる問題です。
　この 2 つが外見の変化に起因する苦痛の大き
な 2 本柱だと、私たちは考えています。アピア
ランスケアは、この 2 つに関してどのように対
処していくか、どのように苦痛を軽減していくか
ということを色々やっています。

　外見変化の補完の考え方とその方法
　この中で私たち外見の変化に起因する苦痛を軽
減していくのですが、外見の変化を補完するとは
どのようにするかを説明いたします。実は私たち
は患者さんの外見の変化に対して、必ずしもその
変化した外見を加工し、変化前の外見に戻そうと
は考えていません。昔と同じ格好にします、昔と
同じ状態に戻しますとは一切言っていません。元
と同じでなくてもご本人の苦痛が軽減されて日常
生活が支障なく送れれば、それで良いという考え
方です。もうひとつ認知的な変容の促進という、
少しものの見方を変える。これはこうだと思い込
んでいることを本当にそうですか、少し考え直し
てみませんかというように、一緒にお話ししてい
く中で、この見方は偏っていた、こう考えなくて
も大丈夫だと分かっていただくことで苦痛が軽減

スライド 14　外見に起因する苦痛とは？

スライド 13　脱毛への対処行動の構造
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することもあります。こうした認知の変容という
方法も取っています（スライド 15）。
　なぜ元と同じ外見に戻すことを目的にしていな
いかについてお話しします。まずその人の治療前
の外見があります。スライド 16 の縦軸は、上に
行くと「審美的に良い、あるいは社会的に良いと
容認される外見」、下に行くと「審美的に良くな
い外見」という軸です。脱毛が始まり外見が変化
してきた時に、一見これは審美的に良くなくなっ
たととらえがちなのですが、先ほど説明したよう
に患者さんの苦痛は、見た目が美しくなくなって
困っているとか辛いということではなく、自分ら
しさが感じられない、自分と他人との関係が変
わってしまうこと、変化してしまうことが苦痛だ
と感じているのです。したがってこれに対して審

美的に美しく変えるという方向に持って行っても
あまり快適にはなりません。この人の自分らしさ
が感じられない美しい姿ではしようがないので
す。またこの人がすごく美しくなっても元の人間
関係に影響してしまったら意味はないのです。し
たがってこれは方策としては「違う」ということ
です。
　もうひとつ、それなら元に戻せば良いと考え、
元の方に持って行くという考えももちろんあるか
もしれません。ところがこれも私たちはめざして
いません。なぜかと言いますと、たとえばこの人
は、今はこういう人かもしれませんが、もしかし
たらお勤めしていた時のビジュアルは違うかもし
れません。またたとえば PTA でどこかに行く時
のビジュアルはまた違うかもしれません。年齢や
場面やその時々によって変ってきます。非常に疲
れていれば弱った感じかもしれません。あるいは
もう少しラフな感じの時もあるかもしれない。は
たまたお呼ばれなどでは少し盛ってみるかもしれ
ない。こういう感じで、実はその人らしさは、意
外に幅があるということを、私たちは言っていま
す。まったく同じ姿に戻さなくてもその人がその
人らしい色々なあり方があります。自分らしさに
は幅があり、必ずしも治療前と同じ外見でなくて
も自分らしいビジュアルはありうるし、自分らし
さを感じる姿はあるので、そこをねらっていきま
せんかというのが私たちの考えです。もしかした
らこの幅の中に審美的に美しいと言われる状態も
入るかもしれません。しかし私たちはべつに美し
くなることをめざしてくださいとは言っていませ
ん。その人らしさの幅の中で、どこを取っていく
かを一緒にご相談しながら選んで行くという作戦
を取っています。

　元通りをめざさない―その人らしさを追及する
　実例という形で、写真を出しても良いというご
許可をいただいたものをお示しします（スライド

スライド 15　外見の変化を補完するとは？

スライド 16　治療前の外見に戻すことだけが目的ではない
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17）。スライドのタイトルに「その人らしさは様々
に表現できる」と書かせていただきました。もと
もとこの患者さんは、がん患者歴が 40 年近い、
がん患者大先輩の方です。わりに早く脱毛されて
いて、髪の毛はずっとなく、むしろそれが自分ら
しい感じで過ごされていた方です。アピアランス
支援センターに関わっていただくようになってか
ら、少し色々なものを試させてくださいとこちら
からお願いして、させていただきました。眉毛を
描いたらこんな感じ、眉毛と帽子ではこんな感じ、
眼鏡をかけてみたらこう、眼鏡や帽子は止めて
ウィッグにしてみたらと色々やり、結局おさまり
が意外に良かったのは、ウィッグと眼鏡ですごく
まとまった感じになりました。ただどれでもこの
人としては「あり」だと思います。色々な形があ
りうるということをご理解いただければ良いと思
います。この患者さんは、モデルになっていただ
いたからか、病院に来る時にもお洒落を意識され
て来られるようになったので、男性側のファッ
ションリーダーとして活躍していただいていま
す。
　こういう感じで色々と自分らしさは表現できる
ので、必ずしも元に戻らなくても良いということ
を覚えておいていただくと良いと思います。どう
しても元に戻らなくてはおかしいのではないかと
か、元の髪型に戻らないと人に何と説明したら良
いのだろうと聞かれる方もいます。ただ髪を切っ
たり、髪型を変えた時に、普通はわざわざ説明を
していません。脱毛してウィッグをかぶった時も
同じなので、私たちは説明しなくても良いとお話
ししています。
　どれほど美しく自然な状態と言っても本人が苦
痛だったら意味はありません。脱毛してもそのま
までも元気で大丈夫という人もいます。帽子をか
ぶれば良いという人もいます。帽子をかぶっても
だめな人もいて、ウィッグで良いという人も、い
やだという人もいます。非常にきれいに着飾って

も、良いという人もいれば、いやだとなる方もい
ます。最終的にどれほどきれいになっても、その
方が外見を気にする苦痛でお家の中に引きこもっ
たり、今まで通りの社会生活ができないというこ
とになってしまうと、アピアランスケアとしては、
失敗だと思っています。私たちは患者さんが、周
りとの関係を持ちながら、自分らしく今までと同
じような生活ができるようになることをめざして
お手伝いしています（スライド 18）。

　認知の変容で外見の変化による苦痛を和らげる
　もうひとつ認知的な変容、ものの考え方を少し
変えてみませんかということをどのようにやって
いるかについてお話します。これから脱毛する、

スライド 17　その人らしさは様々に表現できる

スライド 18　 どんなに自然で美しくなっても苦痛では意味
がない
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ウィッグをかぶって人と会わなければいけないと
いう方は、ウィッグだということが人に分かられ
てしまうと、おかしいとか変だなと思われてしま
うんじゃないかと、非常に不安に思われています。
そういう方には、次のように説明します。お友だ
ちが髪の毛を切ったり、髪型を変えたりした時に、
あなたは、声を掛けますかと聞きます。みなさん
はいかがでしょうか。声を掛けると言われた方の
中で「髪切った？　髪型変えた？」と言うのを、
職場の嫌いな上司や七面倒くさい近所の方や小う
るさい親戚に対しても言うという方は、どのくら
いいらっしゃいますか。そういう人にも私はチャ
レンジングに言うという方です。（会場挙手ゼロ）
意外にいないもので、ゼロですね。「髪切った？　
髪型変えた？」と言うのは、あなたに興味があり
ますよとか、あなたに関心がありますよという、
比較的ポジティブなメッセージなのです。した
がって苦手な方や嫌いな人には、あまり自分から
話し掛けたりしないので、言いません。仲が良い
友だちや大切な人に対して、私はあなたのことを
いつも見ているよ、関心があるよという表明とし
て言うのです。
　ところが今、脱毛してウィッグをかぶっている
時には、そう言われてもそのように受け取れない
自分がいるというのも事実です。ただそのギャッ
プがあることを知っていると少し楽になります。

向こうも悪気がないのだけれど、今の私はそう受
け取れないからちょっとごめんというように思っ
ていただくと、気持ちは意外と楽になります。こ
れは変なのではないか、自然なウィッグでなけれ
ばだめなのではないかという気持ちが、少し落ち
着くということを臨床現場で、私たちは経験して
います。このように少しだけ、実はあなたが普段
の時はどうだったとか、病気になる前にどうだっ
たというちょっとした問い掛けをして、少しだけ
ものの見方を見直してもらうと、意外と外見の苦
痛が楽になるということも色々あります（スライ
ド 19〕。

　化粧でイキイキはするが長続きはしない
　そうは言っても「化粧や美容で元気になる」と
いうことを聞かれたことはないでしょうか。「メ
イクでキレイになると元気になるって聞いたけ
ど？」「美容でイキイキすると免疫があがるんじゃ
ないの？」というように、「化粧して元気でイキ
イキ」というキャッチコピーは色々出ています。
これがどういうことかを少し説明していきます

（スライド 20）。
　化粧と免疫や心理に関する研究は、海外でも日
本でもいくつかあります。免疫に関わるものをい
くつかご紹介します（スライド 21）。ひとつめは、
1995 年から 1996 年にかけて発表されているも

スライド 19　認知的な変容の促進 スライド 20　化粧や美容で元気になる？
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のです。青い痣で、顔などに出ると気持ち的には
影響しやすい太田母斑というものがあります。太
田母斑がある 10 人の女性にそれを隠すようなカ
バーメイクをしたところ、仕上がりに満足感があ
る人は、自分に対する心理的なスコアで肯定的ス
コアが上がり、免疫指標も上昇したということで
す。仕上がりに満足していない人はあまり上がり
ません。その人が求めているものとサービスを擦
り合わせておかないといくらお化粧してもまった
く楽しくもならないし、元気にもなりません。
　もうひとつ長期入院している女性患者に月に 1
回、5 ヵ月にわたり専門家による化粧指導と実践
を行い、免疫機能を測定したという実験です。そ
の時には 1 回目と最終回の化粧前後の測定で
IFN －α産生能が有意に上昇、NK 活性も初回に
は上昇しています。これは 1997 年に発表され
ているもので、実はこの時代は、今のように高齢
者施設でお化粧をするなどということは当たり前
ではなかった時代です。私もこの時代のことを覚
えていますが、昔は「施設カット」と言われてい
たものがありました。男の人も女の人も同じよう
にバリカンで刈られる頭で、お洒落などは施設に

ずです。もしかしたらこれはお化粧をしたという
そのことよりも、非常に特別な体験だということ
で上昇した可能性が考えられます。最後の回で上
がったのも、お化粧をしてくれるこの楽しい人た
ちともこれでお別れかと思って揺れた可能性があ
ります。
　私が学生の時に高齢者の男女に対してエステを
するという実験をやったことがありますが、その
時も初回は上昇しました。新しい何か素敵なこと
が始まるということで上がります。最後の時は、
この楽しい人たちとお別れだということで心理的
指標がグラグラ揺れます。したがってお化粧のせ
いだけなのかは分からないところもあるのです
が、とにかくそういう人たちが来て、色々なこと
をやってくれるというのは、その人たちにとって
楽しいことだったのだろうということは分かりま
す。
　3 番目は資生堂が行った最近のものです。2 回
目以降の化学療法を受ける女性がん患者に対して
個別に本人のニーズに合わせた美容ケアアドバイ
スを行い、QOL の変化をみたということです。
そうしたら化粧満足度・心の元気度・活動性・治

スライド 21　化粧の免疫や心理に対する影響 入った高齢者はし
なくてもいいと考
えられていた時代
が日本でもありま
した。そういう時
代の話だと思って
ください。この高
齢 者 の 方 た ち に
とっては、おそら
く、こんなに人が
来てわざわざ自分
の顔に化粧をして
くれるなどという
体験は、非常に特
別な体験だったは
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療への取組みの意欲などは有意に上昇したが、
QOL に関する項目は改善が見られなかったとい
うことがあります。これもたぶん女性のがん患者
さんはお気づきだと思いますが、2 回目以降とい
うのは、1 回目の化学療法を終え、いちばん脱毛
など、髪の毛も抜けやすい時期で、自分のビジュ
アルがけっこう変っている時期に化粧の介入が入
り、試験期間は平均 12 日ということは、おそら
く治療に来るたびに美容のアドバイスが頻繁に入
るという形です。そうすると治療に行くたびにお
化粧をしたり、色々な話を聞いてアドバイスを受
けたり、美容部員さんに色々してもらうと楽しい
とか、うれしいとか、活気のようなものは上がっ
てくることは予測されることで、ただ QOL まで
は影響しなかったという結果です。
　基本的に化粧の研究に関して言うと、どれでも
介入をすると活気はかなり上がります。あるいは
抑うつとか不安のようなものは下がる。元気な気
分、イキイキした気分はたしかに上がります。た
だそれは長続きするものではありません。けっこ
うその場その場です。その場だけれど元気になる
という感じをうまく利用していくということが化
粧、美容の介入では重要なのではないかと私は
思っています。がん患者さんに対して「化粧でイ
キイキ」というようなことを簡単に使っている人
もいるので、もう少しその意味をよく見直して
使ってくださいと思い今日はご紹介させていただ
きました。

　医療者が行うアピアランスケア
　―『手引き』の作成
　アピアランスケアの話に戻します。色々な方法
でアピアランスケアをしていますが、私たちはも
ともと病院の中から始まっていますから医療者が
行うアピアランスケアという前提で進めていま
す。なぜ医療者がアピアランスケアを行うのか？
ひとつは、物販やサービスに伴って提供されるの

ではなく、患者さん個々人の状態やニーズに合わ
せてケアが提供できるということが、やはり医療
場面でやれる良いところだと思っています。モノ
に関わらない、モノの販売に関わらないでアピア
ランスケアをする情報提供は、今はなかなかでき
ていないという印象があります。そういう意味で
はどのような患者さんでも必要な情報が得られ
る、必要なサービスが得られるという点では、医
療の中でこうしたケアを提供するというのは重要
なのではないかと思います。
　それからややおこがまし言い方なのですが、医
療者というのは比較的、患者さんの疾患や心理に
ついて知識・理解があるので、その理解をバック
ボーンにして介入していけます。また、やはりずっ
と治療で付き合っていく中で、患者さんの生活背
景や状況を知っているということがあります。そ
の人がどういうことが好きでどういうことを大切
にしているかを比較的に共有しながら、その流れ
の中でアピアランスのことも話していけます。さ
らには全体の治療の流れに対して、次はどういう
副作用が出てくるか、次にどういうことが起こる
かを予測した上で、それならこういうケアができ
るというご案内ができるのは、非常に良い点では
ないかと思っています。
　単純に見た目を整えたり、物品を準備するので
はなく、完全に公平は難しいのですが、比較的公
平で正確な情報やケアを、それぞれの患者さんに
合わせた形で提示し、患者さんが自分で対処する
ことをサポートできるようにしたいと思っていま
す。その中で必要があれば、他のプロフェッショ
ナルと連携してやっていく。その時に患者さんを
サポートするコーディネート役となれる、患者さ
んのお役に立てるのではないかと思っています

（スライド 22）。
　実際に調査の中でも病院で外見に関する情報や
ケアの提供は必要かと尋ねますと、高い患者ニー
ズがあります。「病院では不要」という方が 3％
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いらしたのですが、この 3％は実は比較的若い女
性で、自分でできてしまうのでいらないそうです。
高齢の男性でも必要な時にはアクセスできるシス
テムや、必要と思わなくても自動システムがある
と良いということが、この調査の結果からは出て
います ( スライド 23)。
　さて、病院で外見に関する情報やケアを提供し
ようと色々していますが、その中で少し困ったこ
とが起きてきました。患者さんにこうした方が良
い、ああした方が良いとお知らせしたいのですが、
その情報やケアの根拠が意外にはっきりしていな
いことが分かりました。たとえば「洗顔はたっぷ
りの泡でこすらない方が良い」とか、あるいは「脱
毛したら専用シャンプーを使う」「風呂上がりの
保湿剤はすぐに塗る」などです。色々なことがあ
り、患者さんが比較的アクセスしやすい情報の調
査をしましたら、根拠のはっきりしない情報が

色々流れています。患者さんの生活にマッチして
いないものや症状を考慮しない情報も多数ありま
した。今日、たまたまアピアランスケアを提供し
ている理容師さんのブログを見ました。そこには、

「脱毛したらスキンヘッドにするか・しないか」
という話が書かれていたのですが、スキンヘッド
にすると直射日光が当ってやけどすると書かれて
いました。そういうものも普通に流れているので
少し恐いなと思っています（スライド 24）。
　やはり、治療のガイドラインのように、患者さ
んに標準的に行われるケアの検討が必要ではない
かということになり、アピアランス支援センター
長の野澤桂子先生を中心に研究班ができ、その結
果『がん患者に対するアピアランスケアの手引き』

（金原出版）という本が 2016 年に発行されまし
た ( スライド 25)。これは医療者を対象にしてい
るので言い回しなどに少しクセがあり、このガイ

スライド 22　なぜ医療者がアピアランスケアを行うのか？ スライド 24　その情報やケアに根拠は？

スライド25　『がん患者に対するアピアランスケアの手引き』
スライド 23　病院で外見に関する情報やケアの提供は？
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ドラインを一般の方が読むのには少しばかり翻訳
が必要で、文字通りにとってしまうと意味が違っ
てくるなど、お作法があります。医療者はどうい
うことができるかというエビデンスを集約・整理・
検討したもので、がん患者さんが外見について
色々な問題が出てきた時に、これを使って患者さ
んの支援をしてくださいというものです。その中
には、実は探していくとエビデンスのないものが
たくさんありました。そのように自分がやってい
ることについて確認できないものについては、エ
キスパートオピニオンということで、エキスパー
トの方に色々ご意見をいただいて対処方法を提言
するという形にして、今は、私たちはこれに則っ
た形のケアを提供しています。

アピアランス支援センターのご紹介

　それでは次にアピアランス支援センターは、ど
ういうところで、どういう器物を使って、どのよ
うにやっているかをご案内したいと思います。
　アピアランス支援センターは、もともとは、私
はそのころはいなかったのですが、看護師さんや
薬剤師さんなど外見の変化に対処していた人、そ
れから患者さんが困っていると肌で感じていた人
たちが自主研究会という形でお勉強会を始めたと
ころからスタートしています。そこで定期プログ
ラムというものを作ってやり始めていました。
2013 年に、アピアランス支援センターという形
で開設されています。今は当院の 1 階のコンビ
ニの前にあります。ここに所属している専従者は、
私とセンター長の野澤です。私たちは、臨床心理
士ですが、他にドクターや看護師さん、薬剤師さ
んといった方々が併任という形で入り、みんなで
患者さんのケアをどうするかを考えながらやって
います（スライド 26）。
　実際に部屋の中を見てみます。スライド 27 に
あるようにたくさんウィッグが並んでいたり、化

粧品などが置いてあります。ここでウィッグを紹
介して売ってくれるのかと思われがちなのです
が、ここで販売はしていません。ウィッグを選ぶ
時はこういうところを注意した方が良いとか、装
着してみるとこうなりますという説明をするとこ
ろと考えてください。
　外見の問題で何かできないことがあるとか、こ
ういうことをやってはいけないと思い込んでいる
患者さんの気持ちを少し和らげるために、治療中
でも海に行ってもいいですよということで乳がん
患者さん向けの水着や色々なウィッグを置いてい
ます。廊下からは、スライド 28 のように見え、
オレンジクローバー（アピアランスケア活動のシ
ンボルマーク）がついているのが私たちのセン
ターです。
　臨床として患者さんに対するアピアランスケア

スライド 26　アピアランス支援センターの歩み

スライド 27　アピアランス支援センターの室内
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の提供以外に、研究と教育も行っています。研究
というのは、先ほどご紹介したようにガイドライ
ンをまとめましょうというようなことです。たと
えば分子標的薬を使うと身体や顔にブツブツが出
てしまうことがあるのですが、このブツブツが出
た時に、ステロイドをどのように塗ればいいかと
いう研究を皮膚科の先生方と一緒にチームを組ん
でやっていたりします。それから教育という面で
は、全国的には拠点病院にしかまだできていない
のですが、看護師さんにご参加いただき、アピア
ランスケアというのは、こういうもので、こうい
うようにあなたの病院で展開するのはどうでしょ
うか、こういうこともできますという研修会など
も行っています ( スライド 29)。
　患者さんに提供するサービスは、スライド 30
にあるようなものです。ひとつは自由見学です。

自由に見てもらってかまいません。その時にス
タッフがいるので相談できます。それからグルー
ププログラムであるとか、男性限定の外見ケア相
談日もありますし、個別相談もしています。
　グループプログラムでは、スライド 31 にある
ようなかわいいクマちゃんの紙芝居を使って、み
なさんに外見のケアを、特に化学療法をする人に
はこうした準備をすると良いという話をしていま
す。
　プログラムでは、やってはいけないことや禁止
の指示ではなくて、できること、こういうことな
らあなたはできます、やれますということなど、
どちらかと言えばできることのご説明をするよう
にしています（スライド 32）。
　最終的にはプログラムの中では、患者さんの中

スライド 28　 アピアランス支援センター（オレンジクロー
バーが目印）

スライド 29　アピアランス支援センターのめざすこと

スライド 31　外見ケアの紙芝居

スライド 30　アピアランス支援センターが提供するサービス
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で自分とがんが一体化して、自分の中でがんとい
う存在を大きくするのではなく、できたら人生の
すべてを「患者」ではなく、治療の時だけ、ある
いは何かの時だけ少しだけがんと一緒に付き合っ
ていく、それ以外の時は少し離れてもあなたらし
く過ごすことはできますとお話しするようにして
います。なかなかそれは難しく、患者さんはそれ
ぞれの状況があり、そんなことは言っていられな
いという方もおられるかもしれませんが、全部が
全部ではなく、ご自身の健康な部分や、今まで通
りの部分を活かしていくお手伝いができたら良い
と考えています（スライド 33）。
　センターの中ではスライド 34 にあるように成
人式や謝恩会のお手伝いもしています。このドレ
スのお嬢さんは謝恩会に行くためにピンクのドレ

スを買った矢先にがんだということが分かりまし
た。治療になるので卒業式も行けない、謝恩会に
も行けない、それどころか、頑張って、頑張って
やっとつかんだ自分でなりたいと思っていた職業
の就職先も辞退しなければならなかったのです。
この方はすばらしい女性で、それでも頑張ってい
ました。それで、いや謝恩会に行けるから色々と
方法を考えよう、ドレスも着られる方法を考えよ
うという形で、私たちがお手伝いをさせていただ
き、当日は、当センターで頭をつくり、着替えを
して顔をつくり高級ホテルの謝恩会に行っていま
す。その時がはずみになってと言うとおこがまし
いのですが、彼女はそれから色々と自分でできる
ことをやりました。もう一回就職活動をして、治

スライド 32　楽しい雰囲気で明るく説明をしています

スライド 34　 アピアランス支援センターで行うアピアラン
スケアの例

スライド 33　プログラムが伝えるメッセージは…

スライド 35　 アピアランス支援センターで行うアピアラン
スケアの例
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療をしながら自分が本当にやりたかった仕事に就
いています。そういうようにちょっと背中を押し
てあげるお手伝いも私たちはしています。
　それから病棟などではマニキュアもしていま
す。スライド 35 のマニキュアは、50 代の男性
のものです。この方は 3 ヵ月近く 1 つの病棟の
中で外に出られずずっといました。そうすると友
だちからメールも来るし、ラインも来るのですが、
自分から発信できる話題が何もなくなってしまっ
たのです。その時に気分転換で冗談で「塗る？」
というような話だったのですが「やる、やる」と
言い出して、この写真をお友だちに送ったらドッ
カンドッカン大ヒットして、そうしたらうれしく
なってしまって、この方は退院された後もたまに
私どものところに寄りネイルシールを指に貼って
帰っていきます。この方はべつにきれいになりた
いとか、マニキュアを塗りたいということではな
くて、これを通じてお友だちとのコミュニケー
ションを活性化させたかった、そのお手伝いをし
たという事例です。
　スライド 36 の方は、がんによって意識はクリ
アなのですが運動機能に障害が出た方です。動け
ない、話せない、自分の意思をなかなか表現でき
ない状態になってしまった。もともとは非常に
ギャルでお洒落が大好きなお嬢さんでした。そこ

で何かできることがないかと指にマニキュアを塗
ると、彼女はそれを見せることで周りとコミュニ
ケーションを取り始めました。主治医の先生をは
じめ医療者にマニキュアを見せて「かわいいね」
などとやっていまた。そうしましたら、ここの非
常にまじめな先生が、彼女の指を見てディズニー
の『リトルマーメイド』に登場するキャラクター
のアリエルを覚えたのです。手を見ながら「ほ
うっ、アリエール」とか言うので、みんなで「惜
しい、それは洗剤！」とツッコミました。そうい
う感じで彼女は全然ベッドの上から動けない、話
せないのですが、がんセンターの先生にモノを教
えることができたということです。このようにコ
ミュニケーションの活性化と言いますか、この人
が動けなくなっても他者と同じような立場で交流
ができるというお手伝いを私たちはしています。

脱毛とその対処について

　脱毛のお話をします。カツラというとみなさん
が、見た目の自然なものやツムジや手触りなどで
見ていくのですが、カツラの評価は本当にそれで
良いのかという疑問を呈するのが私たちなのです

（スライド 37）。
　カツラの値段当てクイズの正解は後で発表しま
すが、実はカツラの値段と見た目は相関しないこ
とが多いです。カツラの値段当てクイズはよくや

スライド 36　 アピアランス支援センターで行うアピアラン
スケアの例

スライド 37　患者さんからの質問
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るのですが、当てられる人はほとんどいません
( スライド 38)。ただ患者さんは値段が高いと自
然だと思い込んでいる。ああいうクイズなどをし
て見た目と値段は必ずしも一致しないということ
を教えてあげるとお店に行っても安いウィッグを
安心して手に取ることができるのです。そういう
ことを認知の変容ということでやっていきます。
　スライド 39 は、実際に私が見た光景です。披
露宴帰りの若いお嬢さん方がウィッグをかぶって
いました。いかにもウィッグというファッション
ウィッグなのですが、この人たちはまったく平気
な顔で、そのままでした。ところが、患者さんの
若いお嬢さんがこういうウィッグをかぶると、こ
れはツムジがないからバレてしまうとショボンと
してしまうのです。がん患者さんがかぶる場合と
何が違うのだと考えてみると、やはりがん患者さ
ん自身が、これはおかしい、変だと思い込んでい

る点に至ります。本当にそうかどうかはまた別の
問題で、思い込まされている部分が多いと思いま
す。たとえば私たちは、こういう質問に対しては
次のように返しています（スライド 40）。「分け
目は自然が良い」に対しては「人の分け目などど
れだけ見ているのか、家族の分け目などもどれだ
け見ているか」と聞きます。他人から見たらウィッ
グだとバレると言う人には、私どもの病院内で人
の頭を見てウィッグだと分りますかと聞きます。
またその時には、今は人の頭どころではないで
しょう、自分のことが大変ですよねと言います。
そうすると「そうですね」という答えが返ってき
ます。
　それからやはり脱毛前と同じ髪型が良いと言い
ます。「その髪型は今までの人生でいちばん似合っ
ているの？」と返します。もしかしたらもっと良
い髪型があるかもしれません。やはり人毛が良い
という時には、「服を買う時に素材から選ぶ？」
と返します。手触りについては、「美容師さんと
家族以外にこの 1 年に髪の毛を触られた方はど
のくらいおられるでしょうか？」と質問します。
やられていたらそれは意外に「痴漢」です。自分
で手触りが非常に気になるのであれば、気にした
方がいいですが、人からの手触りは、あまり関係
がありません。医療用なら蒸れないと言いますが、
医療用が良いかどうかは別にして「自分の頭でも
夏場には暑くない？」とはよく聞きます。電車に
乗っていて上から見られたら終わりだと言う方が
います。ウィッグだと分かった時に、人は何を考
えるのかを聞きます。別に何も考えません。人が
ちょっと「あっ、ウイッグ」と思ったことに対し
て、その対処にあなたはどれだけの力と時間を注
ぎますかというお話などもします。そうやって患
者さんが抱いている不安や思い込みについて、実
際の場面に置き換えて考えてもらうことで具体的
に対策を考えていくことを、私たちはしています。
　実際のウィッグ選びでは自分に似合っていると

スライド 38　ウィッグ値段当てクイズ

スライド 39　電車の中で見かけた風景
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いうことが大切です。予算やかぶり心地は、あと
で考えるとして、まずは自分に似合っているもの
を選んでもらえれば良いかなと思います（スライ
ド 41）。予算については私どもの病院では 3 〜
5 万円のものを選ぶ人が多いという印象です。
　ウィッグには非常に高いものもあれば安いもの
もあります。なぜこれほど値段が違うのでしょう。
はっきりしたことは分かりませんが、そういう時
には、次のように言います。運動会に白い T シャ
ツを持ってきてくださいと言われたとします。ひ
とつは「しまむら」や「UNIQLO」「GU」でも
かまいません。手ごろな価格で素敵です。それで
もその気になったら「HERMES」や「Dior」で
もいいです。こちらは素材が良い、デザイナーが
作った、縫製が良いなど色々あるかもしれません。
ただ白い T シャツという機能はハイブランドだ

ろうが、手ごろなブランドだろうが同じです。
ウィッグも同じです。頭の上に乗せて髪の毛の代
わりになるという機能は一緒です。それ以外の機
能でこだわりのポイントというのは、人それぞれ
だから自分の好きなものを選べば良いということ
です。したがって「しまむら」系が良いと言う人
や、「HERMES」系が良いと言う人や、もしかし
たら中には素材がやさしいオーガニック系が良い
と言う人も、いやいや私はこだわりのオーダーメ
イドよと言う人もいるかもしれません。これは本
当に好き好きに選んでもらって良いと考えていま
す（スライド 42）。
　実際に臨床現場にいますとウィッグも、最近は
ファストファッション化しているなと非常に強く
感じます。昔は洋服もオーダーメイドで、良い素
材・良い縫製が尊ばれた時代はありました。しか
し今は、ファストファッションで、安価な服をシー
ズン、シーズンで着替える時代。ウイッグも、安
価な製品を数ヵ月で使い捨てにする人もいれば、
複数個をファッションに合わせて着替える人もい
ます。こだわりのポイントは、色々変ってきてい
ます。1 個の高いウィッグを買ってずっと使うと
いう時代ではなくなってきているなということ
が、実感的にはあります（スライド 43）。
　それから患者さんからよく聞かれることでお話

スライド 40　たとえば、ウィッグへの思い込みを払拭する

スライド 42　 運動会に白い T シャツを持ってきてください
と言われたら…

スライド 41　ウィッグ選びの 3 つのコツ
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を少しします。ヘアケアについて育毛剤などはど
うなのですかということは、よく聞かれます。実
はエビデンスのあるものはほとんどなく、唯一、
Duvic らが行った、2％ミノキシジルのランダム
化された比較試験があり、これで発毛期間が短縮
されたとの結果はありました。ただミノキシジル
の試験もやり方で結果が違うものもあったりしま
す。唯一出ているものはこれぐらいで、他のもの
は、現在、臨床試験にかかっている他の育毛剤も
あると聞いていますが、なかなか結果が出てこな
いというのが現状です（スライド 44）。
　何か特別なことをやりなさい、使いなさいと
言ってしまうと「あなたは普通ではない」「あな
たは今までとは違う」と思い込ませてしまうこと
につながるので、私たちはあまり、それはしない
ようにしています。
　それから再発毛後のパーマ・ヘアカラーという

ものもよく聞かれます。再発毛後、パーマやヘア
カラーをしないとウィッグが外せないと言う人は
よくいます。その時は、「①以前にアレルギー等
のトラブルがない　②頭皮に湿疹等の異常がない　
③薬液が地肌につかない程度まで頭髪が伸びてい
る　④事前のパッチテストの結果が陰性である　
⑤地肌に薬液がつかないように施術する」という
以上の 5 項目を満たした上で、注意深く行うな
らば、治療前に使用していた染毛剤、カラーリン
ス、カラートリートメント、ヘアマニキュアを第
１選択として使用することを否定しませんが、た
だ保証はしません。したがって何かあったらただ
ちに皮膚科に行ってくださいということです。患
者さんの生活に大変影響するので、やること自体
は否定はしません、何かあったら皮膚科にすぐに
行ってくださいね、という言い方を今はしていま
す（スライド 45）。
　パーマ、ヘアカラーをかけているという方もお
られて、スライド 46 の方は、きれいなお嬢さん
で、この髪型で原宿あたりに行くとスカウトされ
て大変と言っていました。実際にパーマ、ヘアカ
ラーをかけても大丈夫だったという方も多いで
す。
　それからまつげが抜けてしまうとつけまつげを
着けないといけないと思っている方がいらっしゃ
いますが、私どもの病院ではめんどうくさくてほ
とんどの人がつけまつげはしていません。着けた

スライド 43　ウィッグ選びもファストファッション化？

スライド 44　ヘアケアについてのエビデンス スライド 45　再発毛後のパーマ・ヘアカラーについて
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いという方には私たちは方法を教えていますが。
めんどうであればアイシャドウを少し塗るだけで
も全然違います。アイシャドウを少し塗る、ある
いは眼鏡などでカモフラージュすると意外にまつ
げがなくても目立ちません。まつげが見えるぐら
いの距離でどのくらいの人が会っているかを考え
てほしいです。むしろまつげが見えるぐらいの距
離で会う人であれば、あなたのまつげがないこと
も愛してほしいと私は思います（スライド 47）。

皮膚障害とその対処

　次はスキンケアです。がんの患者さんに起こり
やすい肌トラブルには、肌の乾燥、色素沈着、皮
疹などがあります（スライド 48）。
　患者さん向けのものには、敏感肌用とか、無添

加、弱酸性などとうたった製品を使った方がいい
のかということがありますが、正直に申しあげて、
そういうものはメーカーの自主規制なので内容が
会社によって異なります。今まで使っていて問題
がなかった製品を変えてしまいトラブルが出てき
てしまうこともあるので、今、私たちは従来品を
使ってトラブルが出た時点で、変えたらどうです
かと言っています。がんになったからスキンケア
を全部変えなければいけないとは思わなくても大
丈夫です（スライド 49）。
　それから泡立てた洗顔剤でやさしく洗うという
こともよく言われますが、たとえば軟膏をつけて
いる人が泡でやさしく洗っていたら軟膏自体が落
ちません。その軟膏の基材の油脂の残ったところ
にどんどん塗られていくと、今度はお薬が入って
いかないことも起きてきます。したがって泡を立

スライド 46　 パーマ・ヘアカラーが自分らしさであれば、
自己責任で

スライド 48　 スキンケアについて：がん患者に起こりやす
い肌トラブル

スライド 49　 スキンケアについて：どのような製品を使う
べきか？

スライド 47　アイシャドウによるまつげのカモフラージュ
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てること、やさしく洗うということよりも、しっ
かりとなじませて汚れを落とすことを意識しても
らうと良いと思っています。やさしく洗うと言い
ますと肌に触らなくなって、汚れが落ちません。
しっかり洗うと言いますとごしごし擦ってしまい
ます。今のところ「丁寧に洗う」という言い方が
良いと私たちは考えています（スライド 50）。
　それから色素沈着などが起きてきたらお化粧を
しても良いかという話が出てきます。基本的にお
化粧をして何か悪くなったというエビデンスはな
いのです。ですからお化粧を止めなくてもよいと
思っています。
　スライド 51 の患者さんの場合は、目の下に放
射線治療をしたあとの色素沈着が気になるという
ことで 2 通りの化粧をしています。同じ患者さ
んなのですが仕上がりがまったく違います。どち
らをきれいだと思われ、どちらを自然だと思われ

るでしょうか。仕上がりの違いは化粧をした場面
の違いから出たものです。みなさんがナチュラル
だと思われた方（向かって左）は、私が病院でパ
ジャマのまま、頭もボサボサの状態で化粧をしま
した。この方は色素沈着を非常に気にされてこれ
ではだめかなと言われていた時だったので、大丈
夫だよ、こういうお化粧でもできるよと言いまし
た。そうしたら、これで化粧品屋さんに行ってみ
ると言って、銀座の百貨店に行かれて、そこで化
粧をしてもらったのがこのきれいな方です（向
かって右）。髪の毛も整え、お洋服もきれいにし
てされた化粧です。化粧の仕上がりはひとつでは
ない。場面であるとかシチュエーションによって、
あるいはやる人によっても変ってくるということ
を見て置いていただいても良いかなと思いご紹介
しました。
　手の変色なども、ちょっと難しいのですがお化
粧で隠すという相談にも私たちは乗っています

（スライド 52）。

爪障害とその対処

　最後に爪です。爪についても非常に大変なもの
が色々出てきています。とくに女性の乳がん患者
さんや婦人科がんの方で、ドセタキセル治療で爪
の下が変色して浸出液が出てくるということが起
きてきます。これに対してフローズングローブが
有効だということがあるのですが、最近、お薬が

スライド 50　泡立てた洗顔剤でやさしく洗う？

スライド 52　手の変色

スライド 51　メイクアップによる色素沈着のカバーの例
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変わってきたりするとフローズングローブが効か
ないタイプの治療法も出てきています。今度『が
ん患者に対するアピアランスケアの手引き』を改
訂する時にもそういうものを少し変えていかない
といけないと感じています（スライド 53）。
　今の段階では、私どもの通院治療センターでは、
淡い橙色に変化した時に冷やすということをする
と浸出液や出血に到るケースがほとんどなくなっ
たということを体験しています。こういうことを
特に予防したい方では、冷却剤を持ってきて冷や
す方もいるようです（スライド 54）。
　それから「割れ」や「欠け」、色が出てきた時
には、マニキュアをすることでカバーできます。
私たちは、特別な製品を使うことは薦めていませ
ん。ごく一般の街中で売っている普通のもので良

いです。患者さん向けのものではなく普通のもの
です。除光液も有機溶剤のアセトンを含んだもの
でも大丈夫だという言い方をしています。実際に
私たちは実験をしました。週に 1 回取るぐらい
であれば 1 ヵ月ぐらい継続して使っても爪の表
面は、ほとんど変わりはありません。頻繁に着け
変えるということではなく週に 1 回であれば、
特別な製品でなくても問題はありませんというこ
とです ( スライド 55)。
　ただ止めてくださいと言っているのがジェルネ
イル、アクリルネイルです。すごく難しい問題で、
自分でやる人やネイリストによって技術が違って
いて、非常に上手にやってくれる人もいるのです
が、危ないなというものもあります。そこで今の
段階では、私たちは、ジェルネイル、アクリルネ
イルは止めておいてくださいと言っています。た
だスライド 56 の横にあるのは、私どもの患者さ
んの爪なのですが、ずっと長年自分でやってきた、
これがないと自分らしさが感じられないという人
には、リスクを承知でやる。何かあったら病院に
行くということで、そういうこともあるかもしれ
ないと踏まえた上で、それでも自分らしさなのだ
からこれはやろうということでやってもらうこと
もあります。ただ、一般的にはジェルネイルを外
でやってきて爪が薄くなってしまい、パジャマの
ボタンもかけられないという方も実際にいまし
た。ものも持てない、パソコンも携帯も触れられ

スライド 53　 爪のケアについて：ドセタキセル治療で出現
（フローズングローブでの冷却なし）

スライド 54　爪のケアについて：フローズングローブを装着
スライド 55　マニュキュアで色や亀裂はカバーできる
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ないということになってしまった人もいるので、
今はあまりお勧めできないと思っています。

まとめとして

　こうして色々お話をしてきたのですが、最後に
少しだけ第三期がん対策推進基本計画についてお
話しします。国や行政が、がんに対してどのよう
な施策をしていくか、どのように進めていくかと
いう計画なのですが、その中に 2017 年に、ア
ピアランスについても入りました。国の施策とし
て、国は、医療従事者を対象とした講習等をやっ
て、医療者からどんどん情報を流すというものが
出てきましたので、私たちはこれに対して、色々
な研究も含めて医療者にどのような情報が必要
か、どういう取組みが必要か、これから検討して
いきます（スライド 57）。
　簡単に言ってしまうとアピアランスケアは跳び
箱の時の踏切板だと、私は思っています。この跳
び箱は跳びにくい、がんになって、この困難が跳
び越えにくいと思った時に、この踏切板があれば、
少し跳ぶのが楽かもしれない、少しお手伝いでき
るかもしれないというものです。そして振り返っ
た時にはこの踏切板は見えません。自分の力で乗
り越えたと思ってもらえるようなもの、それがア
ピアランスケアだと思っています。そのために私

たちはこの踏切板の性能をどんどん良くしていか
なければならない。科学的な根拠を持って、みん
ながどんなに高いものでも跳び越えられる、ある
いは跳び越えてみようと思えるような支援ができ
るようにしたいと思っています（スライド 58）。

ウィッグ値段当てクイズ結果発表

　クイズの回答です（スライド 59）。1 番の正解
した人を 3 名選びます。正直に申しあげると、
これはべつに当てることが目的ではありません。
たしかにみなさんも非常に真剣にためつすがめつ
見たと思うのですが、普通はそう真剣に見ません。
そこがキーポイントです。パッと見ると値段なん
か分からないというのがポイントです。

スライド 57　第三期がん対策推進基本計画

スライド 58　まとめとして

スライド 56　ジェルネイル・アクリルネイルの使用について
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　ウィッグを取り扱っている会社の方やお店の方
がいらっしゃるのであえて申しますが、プロ
フェッショナルは違います。たとえばグラビアア
イドルの水着写真を見ても採血室の看護師さんな
ら腕の血管を見るというのがプロフェッショナル
です。ウィッグを見たらその髪がどうで、できは
どうかを見るのが、もちろんプロフェッショナル
のお仕事です。ただそれはプロの目であって、そ
れを一般化しても良いものかどうかは、やはり心
に置いておいてほしいです。すべての人がそれを
求めているわけではない。そういうことを見てい
ただくと良いと思います。
　それは置いておいて 3 名選びました。賞品を

お渡しします。国立がん研究センター（NCC）
のオリジナルボールペンが賞品です。みなさんど
うもありがとうございました。

スライド 59　ウィッグ値段当てクイズ　結果発表！
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■ 高橋　しっかり時
間を残していただきま
した。質問タイムです。
色々考えながらお聞き
くださったと思いま
す。どこからでもけっ
こうですので、どうぞ
お手をお挙げくださ
い。改めて何のためのアピアランスケアなのかを
確認することができて、私自身も大変勉強になり
ました。いかがでしょうか。

お薦めする根拠がないものが多い
―『手引き』の活用を

■ 参加者 A　スキンケアについての質問です。
私は弾性ストッキングなどを売っているので、が
んの治療中の患者さんなどがいっぱい来られま
す。ドセタキセルなどを使っていて手足のトラブ
ルが出てという方がけっこういらっしゃるのです
が、そういう方で、ヒルドイドを処方されていた
のが、量が少なくて次の診察までに切らしてしま
うことがあり、とにかく手の皮がむけて痛いとい
うのは非常に不快なものですから、どのようなも
のが良いですかと質問されます。そういう時には
一般の保湿剤を勧めているのですが、どのように

お答えすれば良いですか。

■ 藤間　たしかにヒ
ルドイドよりも普通に
売っているものですご
く効果があると感じる
人もいれば、感じない
人もいる。これは比較
したものがないので
す。したがって絶対に
これということは言えません。ただもしもヒルド
イドでその症状が抑えられているのなら、やはり
一回主治医に相談すべきだと思います。これでな
いと困るということを言っていただくのがまずひ
とつだと私は思います。その上でたとえばこうし
た冬場などで脂っけがあった方が良いと思うのな
ら、自分の中で試すということもひとつだと思い
ますが、そうかと言ってどれが良いとは今は言え
ません。

■ 参加者 A　とりあえず普通の保湿の能力が高
いと言われているローションを代わりにお薦めす
るということでも大丈夫ですか。

■ 藤間　何かを特別にお薦めする根拠がないと
いうことです。

質疑応答
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■ 高橋　足りない方が問題かもしれないから、
足りなくならないようにするというのが良いのか
もしれませんね。

■ 藤間　たしかに基本中の基本でご存じかもし
れませんが、ヒルドイドではなく一般の普通の保
湿剤などでもつける量が少なくてカピカピしてし
まうという方もたくさんいらっしゃるので、つけ
方も確認するというのも大事かもしれません。す
みませんお役に立てなくて。

■ 高橋　本当にもっともなご質問ですね。こう
いう時にどうしたらいいの、何がお薦めなのとい
うことはみなさんが知りたいところですが、エビ
デンスが少ないという事情が、この領域ではあり
ます。2016 年の臨床腫瘍学会の書籍販売で、『が
ん患者に対するアピアランスケアの手引き』はベ
ストセラーでした。平積みの本が飛ぶように売れ
ていました。私もそこで買いました。エビデンス
をつくる研究には時間がかかります。エビデンス
が少なくても『手引き』が必要だと考えた多くの
方々が協力してこの本ができたということは、大
変な快挙だと思いました。この本は医療者向けで
すが、医療者ではないけれども読んでいる方もい
らっしゃいます。これは国立がん研究センター中
央病院で買えますか。

■ 藤間　本屋さんの医学書のコーナーか、版元
の金原出版や書籍のネット通販でしか買えませ
ん。

■ 高橋　他にご質問はいかがでしょうか。

ウィッグもファストファッション化して
いることを伝える

■ 参加者 B　以前いた病院の患者さんから聞い
てほしいと言われたことです。以前、野澤先生の
ご講演を聞いて、ウィッグでも髪型を変えたい時
には切っても良いということでしたので、前の病
院の患者さんにはそういうメールを送りました。
そうしましたら短くするのはいいのですが、髪型
を変えたいという時には、買い替えないといけな
いのか、安く準備してもらえるのかと言われてい
ました。長いものを短くするのは切ってもらえれ
ば良いと思うのですが、またそこからは伸びない
ですね。そこからもう少し長いものに変えたとい
う時に、安くできる方法なないものでしょうか。

■ 藤間　その方は、ウィッグはすごく高いもの
だというお考えがおありなのではないでしょう
か。ウィッグを切るという話については、私ども
は、買ったウィッグは自分の行っている美容室な
どに相談して顔まわりの長さなど調節してもらう
とよいと言っています。もし自分の行っている美
容室で切ってくれないのなら、買ったところか、
中央病院にも美容室があるので、そういうところ
で相談してみてください。その方が、自分らしく
かぶれます。切ってカスタマイズするとおさまり
が良くなります。ただもちろん伸びませんから、
飽きてしまったり、形を変えたいと思ったら、別
なものを購入するしかありません。ウィッグの価
格は本当に開きがあります。私が知っているいち
ばん安いものはファッション通販サイトで 500
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円です。いちばん高いものでは 100 万円近く、
90 万円台のものを 4 個買ったという患者さんが
いらっしゃいました。そのぐらい幅があるものな
ので、お手ごろで自分の使えるようなものを改め
てお買いになったらどうですかとお答えいただけ
たらと思います。

■ 高橋　それがファストファッションですね。

爪を専門にしている皮膚科を探す

■ 参加者 C　爪についての質問です。抗がん剤
で足の親指の爪がほとんど半分ぐらいまでしか生
えてこなくなっています。それに対する治療法と、
もし治療してくれるのなら、どこの病院の何科に
行けばいいのでしょうか。

■ 藤間　行くのは皮膚科になります。巻き爪と
か陥入爪を専門にやっているところでは、アクリ
ルで人工の爪をつけてくれるところもあります。
実はこれはネイリストさんでもできる技術です
が、ネイリストさんの技術には非常に差があるの
で、街中のネイルサロンに行ってとは言いにくい
部分があります。爪を専門にしている皮膚科の先
生に相談されるのが良いと思います。

■ 高橋　がんの治療を受けている病院の皮膚科
がいいでしょうか。

■ 藤間　爪を専門としている皮膚科の先生をお
探しになってもいいのかと思います。

■ 高橋　その皮膚科の先生が爪を専門としてい
るかどうかですね。

■ 藤間　ネットなどでけっこう書いてあります。
もともと爪の割れや生えてこないというようなこ

とを専門にしているところです。形成でもやるか
もしれませんが、患者さんが探すのは、形成の方
が分かりにくいかもしれませんね。とりあえずが
ん治療を受けている病院の皮膚科に行って、これ
を相談するならどこですかと質問するのも良いと
思います。

■ 高橋　私の方から質問です。医療者向けの研
修の全国大会をなさっているということですが、
この築地近辺以外に、首都圏、あるいはもっと遠
くの場所で、今はどのくらいアピアランスケアが
提供できるようになっているのでしょうか。

■ 藤間　現在は、鹿児島以外には、私どもの研
修会を受けた看護師さんがどの県にもやっと 1
人はいる状態になっています。がん診療連携拠点
病院向けしかトレーニングはできていないのです
が、オレンジクローバーのバッジを持っている方
は 400 人ぐらいです。応用編まで受けている看
護師さんが 400 人ぐらいで、基礎編だけだと
700 人ぐらいいます。病院の中でオレンジクロー
バーのバッジを着けていたり、病院によっては、
ウチにはこういう人がいますよと言っているとこ
ろもあると思いますから、そういう方に相談して
もらう。

■ 高橋　基礎編を受けた方は 700 人いて、応用
編が 400 人いて、いずれにせよオレンジクロー
バーのバッジが目印になるということですね。

■ 藤間　応用編までやるとこのバッジで、基礎
編の方は持っていません。

■ 高橋　基礎編の方はないのですね、それでも
広がってくれれば本当に良いですね。がん対策推
進基本計画にも入ったので、今後とても期待でき
ると思います。他にはいかがでしょうか。
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色素沈着に美白化粧品は有効か

■ 参加者 D　スキンケアについておうかがいし
ます。色素沈着についてです。副作用によって肌
が黒くなったり、節のところが黒ずんだりという
方がいらっしゃいますが、そういう方に美白化粧
品等は有効なのかどうか。化粧品にもよると思い
ますが、理論上どうなのかということを教えてい
ただけますでしょうか。

■ 藤間　フッ化ピリミジン系の抗がん剤をやっ
ていると非常に黒くなります。これに対して美白
化粧品を使ってどうだったかというエビデンスは
もちろんありません。『がん患者に対するアピア
ランスケアの手引き』の方にも書いてあったと思
うのですが、ビタミン C などを服用してもまっ
たく効かない、ハイドロキノンなどもまったく効
かない、正直に申しあげて化粧品のレベルで対処
できるかと言うと、難しいと言うのが現実だと思
います。ごめんなさい、エビデンスがない部分な
のです。本当に何十万円もかけて美白化粧品をつ
けてやっていたが、まったくだめで、それでもずっ
とやっていたという方もいらっしゃいます。非常
に黒くなるお薬の時は、普通のスキンケアだけに
する。服薬が終わった段階になってから少し使っ
てみたら良いのではないかというレベルだと思い
ます。やっている最中に使ってもあまり効果はな
い感じです。

■ 高橋　他にいかがですか。

アピアランスケアサービスの提供体制に
ついて

■ 参加者 E　本日は分かりやすいお話をありが
とうございました。アピアランスケアはがん診療

連携拠点病院や大きな病院で広めていらっしゃる
ということは認識したのですが、これを今後、地
域で広げていく場合に、どういうところで相談で
きる体制を作っていかれようとしているのか、も
し何かヒントになるようなことがあれば、おうか
がいできればと思います。

■ 高橋　もしかしたら病院以外でも何か提供で
きる場所があるかもしれませんし、何かございま
すか。

■ 藤間　病院以外は、私は分りかねますが、医
療者についてはトレーニングが始まります。それ
は拠点病院以外の人もアクセスしやすいように、
学びやすい形で、広く、多くの医療者が患者さん
に対して提供できるようなシステムと内容でやっ
ていこうとしています。現実的にどこでどのよう
に展開していくかはちょっとまだ分かりません。
今は相談支援センターでやっている方もいらっ
しゃいますし、アピアランス外来というものもで
きている病院はけっこうあります。そうではなく
て患者ベースで情報提供しているところもあっ
て、色々な形があります。どういう形が良いかは、
これから検討が必要な段階だと思います。まずは
とにかくがんに関わる医療者に知識を持ってもら
い、誰もが聞かれても最低限のことは答えられる
ようになるということを、今はどうにかできない
かと考えているところです。

■ 高橋　たとえば自分が治療を受けているよう
なかかりつけの病院でアピアランスケアを受ける
場合には、その方の治療内容なども確認できます
が、公民館でたとえば「アピアランスケアの日」
などと言って臨時にやる場合には、色々な方が来
て、その方の医学的背景は分かりにくかったりし
ますね。
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■ 藤間　そうですね、高橋先生はご存じのよう
にアメリカなどでやっている「ルック・グッド・
フィール・ベター（Look Good…Feel Better、
きれいになって、気分よくしましょう）」という
海外の患者向けの外見ケアプログラムがありま
す。これは化粧品業界と美容師さんやビューティ
シャンさんたちとアメリカの対がん協会などが
やっているもので、これは本当に医学的内容は
入っていません。とにかく美容的なステップとし
て、どこでも同じ内容のものをご紹介する。ただ
しそのサービスを提供するボランティアのビュー
ティプロフェッショナルの人たちは、きちんとト
レーニングを受けていて、かつ本当にきちんと決
められた内容以外は言わないでくださいとコント
ロールしながらやられています。

■ 高橋　なるほど、どこで提供するのか、誰が
提供するのか、色々な考え方がありますね。今日
はアピアランス支援センター長の野澤桂子先生も
いらしています。先生から何かコメントはござい
ますでしょうか。

エビデンスのあるものは少ない
―生き方を制限しないという原則で

■ 野澤　みなさん寒い中お付き合いくださりあ
りがとうございます。みなさんにこれが良いです
と薦めるのは簡単なのですが、それはなるべく言
わないようにしています。それには大きな理由が
あります。みなさんが、今日はどのようなシャン
プーを買おうかとか、どのような化粧品を使おう
かとか、どのようなヘアスタイルにしようかとか、
男性でも、どのような服を着ようかとか、どのよ
うな靴を履こうかとか、それはその人らしさがい
ちばん出る行為なのです。だからこそ基本的に絶
対的に保障されなければいけない、価値のあるも
のなのです。

　それからアピアラン
スケアに関することで
は、脱毛でウィッグを
かぶるのは初めてかも
しれませんが、みなさ
んはもう何十年も自分
をケアして生きてきて
いて自分のスタイルが
できています。それに対して、私たちがこれをやっ
てくださいとエビデンスがないことを薦めるの
は、実はみなさんの生き方を根拠もなく制限して
いることになるのではないかと考えています。
　他の副作用と違い外見に出ている副作用は、ど
れほど間違っても命に関わるものではありませ
ん。だから今まで医療では注目されてこなかった
のです。吐き気が止まらない、下痢が止まらない
となったら、それは命に関わります。しかし毛が
なくなりました、ざ瘡ができましたと言っても命
には関わりません。したがってみなさんは、基本
的には自己責任になりますが、何をしても良いの
です。絶対にやってはいけないことはほとんどあ
りません。
　今までの生活を絶対に変えてくださいというこ
とで、私たちが自信を持って言えることは 1 つ
だけです。60 年、70 年の間、スキンケアを 1
回もやったことがない、化粧水ひとつつけたこと
がない人生を歩んできた「オジサマ」が明らかに
乾燥する抗がん剤を使う際には、絶対に保湿をし
てくださいということだけです。それ以外のこと
に関しては、みなさんの生活習慣や好みを無視し
てまで、絶対的に強要するものは実はありません。
保湿剤は、つけている方とつけていない方とでは
大きな差があります。しかし正直に申しあげて、
どれをつけるかはたいした差ではありません。
　皮膚科の領域で健康な人を相手に、ヒルドイド
が良いのか、そのジェネリックであるビーソフテ
ンが良いのかという研究はあります。色々な化粧
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品メーカーの保湿剤と較べたものもあります。た
だそれは、たとえば抗がん剤が悪さをして出すざ
瘡などという症状を根底から変えてしまうほどの
差かと言いますと、それほどの差ではないのです。
したがって基本は、みなさんは自由だと思ってい
ただきたいのです。万が一何かあれば皮膚科に行
けば良いと思っていただき、なるべく自分の生活
を楽しむことをしていただきたいのです。
　今申しあげたことしか、私たちが自信を持って
言えることはないのです。強いてもうひとつある
とすれば、実は、日本ではまだまだ標準治療に入
るには時間がかかると思いますが、エビデンスが
はっきりしているのは、世界的に言うと頭皮冷却
です。頭皮冷却については昨年スカルプ試験の中
間報告が出ました。ガツンと冷やした方が良い、
50％の人に効果があったということです。逆に
言うとガツンと冷やしても半分の人はだめだった
のですが、少なくとも 37％の人は帽子もウィッ
グも使わなかったそうです。これはある意味、外
見に関連するエビデンスとしては非常に高いもの
です。しかしそれが今の日本でできるかと言うと、
日本は、まだ実験中です。終わった試験はいくつ
かあると思いますが、まだ結果として報告されて
いません。さらにそれを実際に運用するとなると
人件費の問題などかなりのコストの問題もありま
すし、やってみるとけっこう苦痛だということが
あります。実験でも電気毛布の使用率が 100％
であったり、頭痛薬も数 10％使われていて、実
は色々なことが起きています。

　そういう意味で私たちがみなさんに本当に、や
らなければいけませんと言えることは、「極端に
乾燥する抗がん剤を使うオジサマの保湿」と「頭
皮冷却」しかないのです。フローズングローブも
レジメンによっては、絶対に良いとは言い切れな
いものもあります。ですから私は自由だと思って
ください。そういうことよりも治療しながらでも
そういうものを楽しめる私というものをまず知っ
ていただきたい。高級品を使っても良いのです。
ただその場合は、絶対条件として高級品を使った
ら女優になること。俳優になるのです。イケメン
俳優になってもいいのです。ウットリしないと効
果はないということです。ほんの少しのエビデン
スしかありませんから、病気になっても私らしく
生きるということを貫いていただきたいと思いま
す。困ったらいつでもアピアランス支援センター
に相談に来てください。

■ 高橋　ありがとうございます。みなさん、ア
ピアランス支援センターは、正面玄関を入ってコ
ンビニに行く左側にありますから、ぜひお寄りく
ださい。オジサマ方はどうぞ保湿をしてください。
アピアランス支援センターでやられている色々な
お仕事は、本当にみなすばらしいのですが、とく
にすばらしいと思うのは、男性の方々のアピアラ
ンスケアについての色々な調査をしたり、どんど
ん変化していく思春期の方々へのケアなどにも取
り組んでおられることです。本当に大事な仕事を
されていると思っています。
　すみません、最後に私事なのですが、一言話さ
せていただきます。お話をうかがっていて思い出
したことです。私の夫ががん治療を受けた時に抗
がん剤で顔がかなり黒くなりました。こんがりと
言いますか、全体的に黒くなったのですね。ある
時、マンションのエレベーターでご近所さんと乗
り合わせて、久しぶりに会ったその方から「い
やー、いい感じで日に焼けましたなぁー」と言わ
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れ、夫は「ハァ」などと答えていました。やはり
人が見れば事情はわからないし、そんなものなの
だな、とその時思いました。確かに、他人のツム
ジのことはあまり気にしないものですね。でも、
外見を気にする自分がいることも事実です。そう
は言っても、あまり気にしすぎないのも良さそう
だということが、今日はかなり伝わったのではな
いかと思います。

■ 藤間　今聞いていて思い出したことをひとつ
だけ追加します。今、ツムジを気にしないという
ことでしたが、そうお話しすると、そうではない
と思う方もたくさんいらっしゃると思います。私
たちが臨床でお会いする患者さんにも、絶対に、
絶対に、絶対に、絶対に元の髪型にこだわるとい

う方はいらっしゃいます。ただその時は、私たち
の介入は、髪の毛というところで表れている悩み
に対してですが、もしかしたらこの人にはもっと
違う悩みがあると考えます。そしてそういう方が
大半です。したがってそこは髪の毛だけで突き詰
めていっても問題は解決できないことが多々あり
ます。あるいは髪の毛だけやっていたら一瞬のご
まかしになってしまうこともある。髪を越えてそ
の人の悩みの本質ににも介入していくことも私た
ちはしています。

■ 高橋　ありがとうございました。今日も本当
にすばらしいお話をうかがえたと思います。改め
て大きな拍手をお願いします。＜拍手＞

「第12回オープンセミナー」アンケート集計 参加者　90名
平成30年1月24日（水）実施 回答者 75名（回答率　83.33％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

妻が何に悩み、苦しんでいたか、かなり判った気がします。
アピアランスケアとは、女性の外見の変化に伴うケアだと思っていましたが、性別や年齢、症状の多少等は問わず、患者自身が感
じている時に対象となるということがわかった。

「歯と歯茎」のテーマも取り上げて、セミナーを行っていただきたいです。

ぼんやりしてたアピアランスケアについて理解できたように思います。入院中に患者同士でも外見について話がよくでました。しか
しアピアランスセンター又ケアについて周知されていないと感じます。一般の美容業界へもアピアランスケアがひろがるとよいと思
いました。

その人らしさには幅があると言われたお言葉がとても心に残りました。職場にがんサバイバーがいらっしゃって、とても頑張って仕
事をされていて、何と声をかけていいのか、いつも迷ってしまうのですが、いつもと変わらずに接することが大切なんだと改めて思
いました。

アピアランスケアとは化粧、ウィッグくらいと思っていたが、QOLにまで関係すると改めて考えさせられた。

参加者の感想（自由記述）

アピアランスケアは心のケアでもあるのだと感じられました。がん患者だけでなく、心理的に問題をかかえていて、それが、外見へ
のこだわりとなっているのを考えると、患者も、普通の人と同じなのだと考えられました。ありがとうございました。

知らない世界に触れ、非常に勉強になりました。あらゆる場面でのサポートに頭が下がります。

医療の中で、このような取り組みが広がっていることを、うれしく思います。

頭頚部患者へのアピアランスケア、社会復帰に向けた心のケアの方法を学べたらと思います。

「がん患者に対するアピアランスケアの手引き」医療者向けだけでなく一般向けのものがあるといいなと思いました。わかりやすく、
なるほど、という内容で参考になりました。

抗がん剤の副作用対策、終末期のリンパ浮腫、緩和ケア、医療用麻薬の使い方など知りたいです。
これからもこのようなセミナーを開催して頂ければ是非参加したいと思います。
いつも、どうもありがとうございます。自由に勉強できる場所は貴重です。

離職しなければ、ならなくなった人の話が聞きたい。再就職に向け、抗がん剤治療を変えられるか？
ガンへの食品、サプリメントの影響について（正確な情報が公開されていない）

開催に関する希望（自由記述）

婦人科がんなど生殖機能が喪失した方への支援のあり方について。

がん患者さんの苦痛さ軽減するための支援であることを広く全国の医療従事者に認識いただけるために、がんに関わる製薬企業
として、サポートできることがあれば、と思います。

脱毛ケア、爪ケアなどについて、知識をアップデートできてよかったです。
実際の事例をもとに経過やケア方法を知ることができた。臨床ではまだ活かせていなかった点もあり、是非今回の内容をもとに患
者さんに活かしていきたい。

非常に勉強になりました。色々なヒントを得られました。

日々の薬局業務（保険薬局勤務です）の中で、がん患者様に接することが多いです。アピアランスケアについて勉強出来る機会が
あり、とても有意義でした。がん治療はメンタルの持ち方次第とつくづく思いました。明日より今回のセミナーでの知識を活かしたい
と思います。

52.5% 27.1% 7.6% 4.2%
1.7%

16.1%

受付登録者（118名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 企業関係者 メディア関係者 行政関係者 その他

16.0% 82.7%

1.3%性別 男性 女性 未回答

4.0% 6.7% 30.7% 45.3% 9.3% 2.7%

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

80.0% 13.3%
0.0% 0.0%

6.7%
オープンセミナーの感想 とても良かった やや良かった あまり良くなかった 全然良くなかった 無回答
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NCC関係者

その他
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10.7%

38.7%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カフェを知った経由（複数回答）
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「第12回オープンセミナー」アンケート集計 参加者　90名
平成30年1月24日（水）実施 回答者 75名（回答率　83.33％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

妻が何に悩み、苦しんでいたか、かなり判った気がします。
アピアランスケアとは、女性の外見の変化に伴うケアだと思っていましたが、性別や年齢、症状の多少等は問わず、患者自身が感
じている時に対象となるということがわかった。

「歯と歯茎」のテーマも取り上げて、セミナーを行っていただきたいです。

ぼんやりしてたアピアランスケアについて理解できたように思います。入院中に患者同士でも外見について話がよくでました。しか
しアピアランスセンター又ケアについて周知されていないと感じます。一般の美容業界へもアピアランスケアがひろがるとよいと思
いました。

その人らしさには幅があると言われたお言葉がとても心に残りました。職場にがんサバイバーがいらっしゃって、とても頑張って仕
事をされていて、何と声をかけていいのか、いつも迷ってしまうのですが、いつもと変わらずに接することが大切なんだと改めて思
いました。

アピアランスケアとは化粧、ウィッグくらいと思っていたが、QOLにまで関係すると改めて考えさせられた。

参加者の感想（自由記述）

アピアランスケアは心のケアでもあるのだと感じられました。がん患者だけでなく、心理的に問題をかかえていて、それが、外見へ
のこだわりとなっているのを考えると、患者も、普通の人と同じなのだと考えられました。ありがとうございました。

知らない世界に触れ、非常に勉強になりました。あらゆる場面でのサポートに頭が下がります。

医療の中で、このような取り組みが広がっていることを、うれしく思います。

頭頚部患者へのアピアランスケア、社会復帰に向けた心のケアの方法を学べたらと思います。

「がん患者に対するアピアランスケアの手引き」医療者向けだけでなく一般向けのものがあるといいなと思いました。わかりやすく、
なるほど、という内容で参考になりました。

抗がん剤の副作用対策、終末期のリンパ浮腫、緩和ケア、医療用麻薬の使い方など知りたいです。
これからもこのようなセミナーを開催して頂ければ是非参加したいと思います。
いつも、どうもありがとうございます。自由に勉強できる場所は貴重です。

離職しなければ、ならなくなった人の話が聞きたい。再就職に向け、抗がん剤治療を変えられるか？
ガンへの食品、サプリメントの影響について（正確な情報が公開されていない）

開催に関する希望（自由記述）

婦人科がんなど生殖機能が喪失した方への支援のあり方について。

がん患者さんの苦痛さ軽減するための支援であることを広く全国の医療従事者に認識いただけるために、がんに関わる製薬企業
として、サポートできることがあれば、と思います。

脱毛ケア、爪ケアなどについて、知識をアップデートできてよかったです。
実際の事例をもとに経過やケア方法を知ることができた。臨床ではまだ活かせていなかった点もあり、是非今回の内容をもとに患
者さんに活かしていきたい。

非常に勉強になりました。色々なヒントを得られました。

日々の薬局業務（保険薬局勤務です）の中で、がん患者様に接することが多いです。アピアランスケアについて勉強出来る機会が
あり、とても有意義でした。がん治療はメンタルの持ち方次第とつくづく思いました。明日より今回のセミナーでの知識を活かしたい
と思います。

52.5% 27.1% 7.6% 4.2%
1.7%

16.1%

受付登録者（118名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 企業関係者 メディア関係者 行政関係者 その他

16.0% 82.7%

1.3%性別 男性 女性 未回答

4.0% 6.7% 30.7% 45.3% 9.3% 2.7%
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80.0% 13.3%
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6.7%
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50.7%
18.7%

4.0%
4.0%

14.7%
13.3%

8.0%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

NCC関係者

その他

立場（複数回答）

54.7%

2.7%

10.7%

38.7%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カフェを知った経由（複数回答）
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　みなさん今晩は、本日は雨の中お集まりいただ
きありがとうございます。2017 年度初めての開
催です。今回は 14 回目で、この公民館カフェか
ら、ご当地カフェやがんサバイバーシップオープ
ンセミナーといった色々な形のカフェやセミナー
が派生してきました。
　今日は「40 〜 50 歳代のハザマ世代のがんを
考える」という、非常に興味深いテーマでお話を
うかがいます。AYA 世代は 15 〜 39 歳、どこ
から切るかは問題ですが高齢者が 65 歳からだと
すると、その間の世代が「ハザマ世代」です。私

も、高橋先生もハザマです。いやむしろ、高齢者
の前の「大きい」AYA 世代ということにしてお
きましょうか（会場　笑）。本日は、ハザマ世代、
AYA 世代の方に多くお集まりいただいています。
ハザマ世代とはどういう世代で、何ができるのか、
そういう話をおうかがいできることを大変楽しみ
にしております。
　まず杉山先生にお話しいただき、その後にお菓
子を食べ、お茶を飲みながら、ワイワイお話がで
きればと思います。よろしくお願いいたします。

40 〜 50 歳代のハザマ世代のがんを考えるメインテーマ

2017 年 9 月 22 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

若尾　文彦
国立がん研究センターがん対策情報センター長

開会の挨拶

第 14 回　公民館カフェ
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　今回、「40 〜 50 歳代のハザマ世代のがんを考
える」というテーマで広報を始めましたら、びっ
くりするほどの申し込みがありました。みなさん、
お申し込みの時に一言添えてくださるのですが、
そこに「私もハザマです」というような書き込み
が多く、「待ってました」という感じでした。そ
うなんだ、こういう着眼点はとても大事なのだな
と改めて思った次第です。
　本日は札幌から杉山絢子先生をお招きしまし
た。先生は札幌市内の斗南病院という 240 床ぐ
らいの中規模の病院で腫瘍内科の医長をされてい
ます。同時に一般社団法人 CAN net という非営
利のサポート組織を運営されていて、札幌と東京
にベースがあります。具体的なご活動については、

「CAN net」で検索してみてください。とても多

角的な活動を展開されています。
　というわけで、杉山先生は腫瘍内科のドクター
であると同時に CAN net の代表というふたつの
お立場をもっておられます。 
　今日は、7 時 20 分ぐらいまで杉山先生のお話
をうかがい、それから 8 時まで「お茶タイム」
です。それぞれのテーブルで、あとで出すお題に
ついて話していただきます。8 時から 8 時 30 分
まで全体の意見交換、共有タイムとして、それぞ
れのテーブルで話し合ったことを簡単に各グルー
プから発表していただきます。発表内容は私がこ
のホワイトボードに書き出します。
　それではお待たせしました。「ハザマ世代のが
んを考える」、今日のスピーカーの杉山絢子先生、
お願いします。

高橋　都
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

挨　　　拶
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　みなさま今晩は、杉山絢子と申します。今日は、
このような会で話させていただくことになり、あ
りがとうございます。私は、病院の中と外で仕事
をしており、病院の中では医者をしています。高
橋都先生は、この世界ではアイドルと申しましょ
うか、大御所と言いますか、神のような人なので、
その前で話をするので、「チョー緊張」しています。
それでもあまり堅苦しくなく聞いていただき、一
緒に色々と考えられたらと思います。カフェタイ
ムの時間でもみなさんのお話を色々うかがえたら
うれしいです。よろしくお願いします。

はじめに―私の成分表

　私、ふだんは病院の外では先生と呼ばれるのが
非常に嫌で「スギちゃん」と呼ばれています。今
日もここでは先生と呼ばずにそう言っていただけ
るとうれしいです。
　私の成分表・自己紹介から始めます。30％が
医者です。腫瘍内科のがん薬物療法専門医です。
5 年ほど前はこちらのがん研究センター東病院に
いて、震災の時は中央病院で働かせていただいて
おりました。もうひとつ 5 年ほど前から「社会
活動、組織・コミュニティ作り」を最近のテーマ
として活動しています。
　実は私はがんではないのですが患者です。潰瘍

性大腸炎という自己免疫の病気を 10 代のころか
ら持っています。実は患者家族でもあります。父
は肺がんで、私が大学時代に他界をしています。
また母が大腸がんとリュウマチの合併で、最近は
少し認知症もという感じです。
　好きな言葉と言いますか、大事にしている言葉
は、「サードプレイス」という言葉です。最後の
方にお話もしますが、「サードプレイスは人と組
織を健全にする」ということ。もうひとつ「病気
の経験はスキル」であるということで、この 2
つの言葉を大事にして活動しています。
　私もそうですし、病気で色々な経験をされた方
が今日もいらっしゃっていると思います。その経
験はご自身のためにも、きっと周りの方々のため
にも役立つスキルとなり、次の宝になると思って
います。今日の話も、その後のみなさまの話も、
次につなげていただけたらと思います。
　私の今日の話の内容です。1.「ハザマ世代」の
がん・2. 個人と社会の「ハザマ世代」、最後は提
案のようになりますが、3.「ハザマ世代」がより
良く生きる社会とは、ということでお話をしてい
きます。

世代とは―あなたは何世代？

　みなさんは何世代でしょうか。新聞などではよ

杉山　絢子
斗南病院腫瘍内科医長／一般社団法人 CAN net 代表理事
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く○○世代という言葉が使われています。文化や
景気や色々な歴史的出来事や事件などとともに、
バブル世代とか、団塊の世代とか、団塊ジュニア
世代とか色々な世代が出てきます。
　『 世 代 論 の 教 科 書 』（ 阪 本 節 郎、 原 田 曜 平 
2015）という本に「○○世代」の色々な特徴や
年代を表にしたものが出ていました。それによる
と私は「団塊ジュニア世代」で、氷河期世代とも
言われます。この世代はの特徴は、「上の世代に
疑問」「裏切られた感」「被害者意識が強い」「自
己啓発」「自分探し」「海外が大好き」「消費は堅
実（ケチ）」という世代だそうです。当っている
かと言われると当っているような気もしますし、
そうでもないなと思ったりもします。みなさまも
ご自身の世代というところを見てみて、占い的な
感じですが当っているかどうか見ていただけたら
と思います（スライド 1）。
　そう言いながらも「世代」と言われると何とな

く「モヤッ」とされる方もおられるかもしれませ
ん。「世代で区切られても」という気持ちを持た
れる方もおられるのではないでしょうか。「世代」
という言葉は日本では、よく出てくる言葉で「人
は世代には生まれない、世代になっていくのだ」
という言葉があります。「世代」というのは、出
生時期を同じくする同年齢集団のことを言うよう
です（スライド 2）。
　ただその場合にけっこう間違えられるのが「世
代」と「年代」です。20 代と 40 代では、色々
なことが違います。体力や気力などがそうで、若
い世代の時は何かやんちゃな感じがしますが、そ
れは「年代」の話で「世代」の話ではありません。
そういう「年代」的な特徴を取りはずすと、「世代」
というものを客観的に見ていくことができるそう
です。
　よく出てくるのは文化や経済の側面からの影響
ということです。バブル世代などもそういう経済
の影響を受けた社会現象を歴史的に経験してきた
世代ということから出てきた言葉です。10 代か
ら 20 代前半の時に同じような経験を持つという
ことが大事だそうです。
　日本ではどうしてこのように「世代、世代」と
言われるのでしょうか。海外では、あまり言われ
ないようです。日本は制度的にはみな平等だとい
う社会背景があるらしいです。身分制度や特定の

スライド 1　「○○世代」いろいろ

スライド 2　「世代」とは？
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宗教への信仰があるとそちらの方が勝ってしまい
「世代」として同じ経験を持ったと言えないそう
です。どちらが勝っているかということなので、
日本人は「世代」ということで括れるのは、日本
がある程度標準的で、みんなが平等であることが
前提であるということからだそうです。
　電化製品や物で世代の中でさらにタイプ分けを
していることもあります。「ゆとり世代」の中も「ロ
ボット掃除機型」と「消せるボールペン型」に分
けられるそうです。色々な形でみなさん世代名を
付けているということです。
　そうたくさんあるわけではないのですが、医療・
福祉系での呼び名もあります（スライド 3）。医
療ソーシャルワーカーのみなさんとお話しした時
に、80 代の方は、本当に我慢強いので「我慢世代」
と呼んでいると言っていました。我慢しすぎて困
ることがあります。みなさまのご家族でもご経験
があるのではないでしょうか。
　それから 30 代ぐらいのところがよく言われて
いる「AYA 世代」となります。その中間がすっ
ぽり抜けているということで、ここをわれわれが
勝手に「ハザマ世代」と呼ばせていただきました。
同じ時代を生きた 40 代、50 代のみなさんは、
今どのようなことが大変で、どういうことを考え
ていけば良いのかということを今日は出せれば良
いと思い、テーマに挙げさせていただきました。

「ハザマ世代」のがん

　「ハザマ世代」にはどういうがんがあるかとい
うところからお話しします。
　○×クイズをやりながらお話しします。まず 1
問目です。「40 〜 59 歳でがんになる人は、男女
ともに全年齢の 10％程度である」は○でしょう
か、×でしょうか。○の方が少ないようですね。
×だとすると、10％よりも多いと思われますか、
あるいは少ないと思われますか。答は後で出しま
す。
　2 問目は「男性が生涯になるがんのうち最も多
いのは前立腺がん。40 〜 59 歳の男性でも、前
立腺がんが一番多い」は○か×か。
　3 問目は「40 〜 59 歳の女性がなるがんのうち、
約 50％が『女性特有のがん』（乳がん、子宮がん、
卵巣がん）がしめる」はどうでしょうか。×だと
思われた方は、もう少し多いと思われますか、少
ないと思われますか。
　解答です。第 1 問は×です。「ハザマ世代」の
がんは、男性は少なくて全年齢の 11.6％、女性
は 20.4％とかなり差があります。女性は「女性
特有のがん」があるので多くなってきます。問 2
も×です。前立腺がんは発症年齢が 60 歳を過ぎ
てからグッと上がってきますから、この 40 〜
59 歳は違います。この年代は大腸がんがいちば
ん多くなっています。問3は〇です。「ハザマ世代」
の女性のがんは、50％が「女性特有のがん」で
す（スライド 4）。
　みなさんのイメージはどうでしょうか。本日ご
参加の方は学ばれている方が多いのか、かなり正
解でした。
　説明をしていきます。スライド 5 は、がんの
罹患数と年齢をみたものです。男性の場合は、ほ
とんどが 60 歳以上です。丸で囲んであるのが「ハ
ザ マ 世 代 」 で、 男 性 は 11.6 ％ で す。 女 性 は

スライド 3　医療・福祉系での呼び名（？）
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20.4％と、5 分の 1 ぐらいはハザマ世代の方が
がん罹患をされています。
　男性の 40 から 59 歳のがんの種類を見たもの
では、大腸がんがいちばん多くなっています（ス
ライド 6）。
　2016 年の男性全体のがん罹患数予測では、1
番は前立腺がんとなっていますので、先ほどの「ハ
ザマ世代」とは違っていて、大腸がんはここでは
4 番目の罹患数になっています。
　前立腺がんは年輩になるにつれて罹患率が上が
るもので、2012 年に新たに前立腺がんに罹患し
た人は、40 歳代前半は約 40 万人にひとり、50
歳代前半は約 5 千人にひとり、60 歳代前半は約

600 人にひとり、70 歳代前半で約 200 人にひ
とりです。このようにがんの種類によって罹患す
る年齢はかなり異なってきます。70 歳代がピー
クです。前立腺がんの方は若い方は少ない、逆に
まれながんです。ただ、いないわけではないので、
なった時の大変さもあるのではないかと思いま
す。
　スライド 7 は女性の 40 から 59 歳のがんの種
類を見たものです。乳がんがいちばん多いです。
　スライド 8 は年代別に女性特有のがんが占め
る割合を示したものです。30 歳代では約 70％、
50 歳代では約 50%、70 歳代では約 20％に減っ
てきます。女性のがんには乳がんが多いというイ

スライド 4　○×クイズ VOL.1

スライド 5　がん罹患数と年齢（2012 年）

スライド 6　40 〜 59 歳の男性のがんの種類（2012 年 ％）

スライド 7　40 〜 59 歳の女性のがんの種類（2012 年 ％）
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メージがあると思いますが、年齢別でかなり変
わってきます。
　ただの統計データだと言えばそうなので、豆知
識ぐらいで聞いてもらえれば良いのですが、なん
となくイメージがあったとしたら、そのイメージ
とデータと違っていたか、あるいは合っていたか
は少し考えていただけたらと思います。みなさん
の持っているイメージがもし事実と違っていたと
したら、つい話した一言が相手に対してグサッと
刺さってしまうということは、お互いに経験があ
ることだと思います。色々な世代の色々なお病気
があると思いますが、ある程度正確なことを知っ
ていくのは大事なことで、イメージで話さないと
いうのは大事なのだろうと思っています。
　乳がんの発症率を見ると、ちょっと特殊で山が
2 つあります。40 代後半と 60 代前半に山があ
ります。
　以上がハザマ世代のがんのデータ的な説明でし
た。

個人と社会の「ハザマ世代」

　次は個人と社会の「ハザマ世代」ということで
お話しします。みなさん自身に対しても、周りの
身内の方を含めて考えていただきながらお聞きい
ただければと思います。私もつい先日「ハザマ世

代」になりました。身体のほうなど色々なことが
変ってきます。目が薄くなってきたり、やけに疲
れて更年期かなと思ったりしてきました。年を取
るのは良いことでもあるし、悪いこと、大変なこ
ともあるのだと思っています。
　それでは○×クイズの 4、5、6 問目にまいり
ます。「Q4 子育てと親の介護を行う「ダブルケア」
は増加している」です。ダブルケアという言葉は
ご存じでしょうか。子育てと親の介護の両方をや
ることです。このダブルケアは増えているでしょ
うか、それとも昔からあって変らないでしょうか。
　ハザマ世代のがんの特徴としては、社会保障と
言いますか、社会のサービスが少ないということ
があります。介護保険というものがありますが、

「Q5 介護保険の制度は、60 歳以上でないと使用
できない」は○か×かです。
　「Q6 訪問看護は介護保険と医療保険のどちら
でも受けられる」は○か×かです。いかがでしょ
うか。
　解答にまいります（スライド 9）。まずダブル
ケアは増加しているので Q4 は〇です。
　介護保険は 60 歳以上でなければ使用できない
ということはなく、40 歳以上の特定の病気の方
は使用できますから Q5 は×です。私がふだん
病院でみていると、介護用のベッドや車椅子を使
いましょうと言いますと、60 歳未満の方は「そ
んな高齢者の使うものは嫌だ」と言われます。そ
うではなくて、もともとは高齢者用にできた介護
保険なのですが、若い人にも使えるようにしよう
ということで、使えるようになりましたと言って
います。年輩の方でも「嫌だ」と言われることが
あって残念な気がします。
　訪問看護というのは、医療保険でも使えますが、
実は介護保険でもいくことができますから Q6 
は○です。ただ点数の点で介護保険の方で回数が
少なく、月に 2 回ほどです。医療保険の場合は
状態によってもう少したくさんいけますし、高額

スライド 8　女性特有のがんが占める割合（2012 年）
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査では＜「モヤモヤ」フルネス世代＞などと言わ
れています。非常にストレスが多い世代です。
　社会的なことで言いますと、社会の経済を支え

療養費制度に引っ掛けることもできます。医療保
険の一部としてやることができます。
　今回この話をするので周りのハザマ世代の方に
も聞いてみました。ちょうど 20 〜 30 歳代、40
〜 50 歳代で病気になられた方がいたので聞きま
した（スライド 10）。「何か変ったことがありま
したか」と聞きましたら、次のような答えが返っ
てきました。「所有物が増えた！」と言っていま
した。「車や家、貯金、生命保険の証書、お墓の
権利書とかね…、いざとなった時用に書類をつく
らないとね…」と言われていました。それから
20 代とは違ってきたことは「職場での役割は増
えたねえ。病気だからすぐ休もう、辞めようって
できない」と言われていました。かなりの段取り
をしないと休めないということです。それから「周
囲の友人も色々な役割を持っているから相談しに
くいね。子育て、仕事、介護…、みんな忙しそう
でね。」と言われていました。「情報と想像力が増
えた。」とも言っていました。「準備のできる部分
と想像して恐くなることもあるかな。」というこ
とです。みなさんはいかがでしょうか。年齢を重
ねる良い部分と悪い部分があるのかもしれませ
ん。
　ハザマ世代の身体と心について個人の視点から
まとめてみました（スライド 11）。正解ではな
いので、私はこう考えるということです。身体の
方はいかがでしょうか。私も目が薄くなって、更
年期症状も出てきて、若い時と較べると体力的に
は低下しています。更年期症状は男性でも女性で
もあり、身体と心のバランスの問題として出てき
ますし、高血圧や糖尿病など生活習慣病も出てく
る世代です。若く見えても実は血圧が上がってき
たというような人もいます。
　心の方では、いちばん大変な思春期から成熟期
と言われて安定した時期に入ると言われています
が、そうは言いながらも仕事や家庭の中での役割
やストレスが多いので、電通のマーケティング調

スライド 9　○×クイズ VOL.2

スライド 10　ハザマ世代の女性の言葉

スライド 11　ハザマ世代の身体と心（個人の視点）
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る「現役世代」と言われます。病院では、3 割負
担の医療費を払う人を「現役世代」と言うそうで
すね。それから社会的な立ち位置が非常に多様で、

「ハザマ世代」という括りですが、中身は非常に
多様です。色々なお仕事をされている方、お子さ
んがいる方、結婚している方、していない方もい
るので、それを「ハザマ世代」と括って良いのか
と思ってしまうような難しさがあるということも
この世代の特徴かもしれません。それに応じて経
済状態もかなり多様。生活保護の方もおられるし、
かなり稼いでいる方もいる。
　人生観や価値観というところでは、「想像力が
増えた」と言われていた方もおられましたが、今
まで色々な経験をしたことから人生観や価値観が
確立しているということがあります。これもまた
良いところと、その価値観にとらわれ過ぎてしま
い大変だというところがあります。こういうよう
なことが現代の「ハザマ世代」の身体と心だと思
います。
　「ハザマ世代」をとりまく社会ということでま
とめてみました（スライド 12）。この世代は色々
なところと関わります。家族というところでは、
子どもや親に対してサポートする側にいることが
多いので、その方向の矢印が太くなっています。
もちろんお手伝いなどもしてもらっているので家
族からのサポートもあります。お仕事のところは
両方向とも非常に大きいです。仕事での役割が大
きくなっていますから仕事の矢印も大きいです
し、会社を経由した社会保障や福利厚生、またそ
こからいただく給料も大きいです。行政などの社
会保障もありますが、会社、仕事を通じての社会
保障が充実している部分が「ハザマ世代」の特徴
だと思います。行政や国に対しては、税金を支払っ
ているいちばん大きな世代ですからそこは太い矢
印になっていますが、実は国や行政からの社会保
障はあまり受けていない世代です。地域との関わ
りでは、子育てを通じて関わっている方もいらっ

しゃいますが、多くの方は、日常的な付き合いが
時間的に難しい世代です。私の場合もそうですが、
母親がやや認知症の問題が出てきて、地域の人に
見守ってもらわないと困るのですが、みなさんが
起きている時間には家にいないので会うことがで
きません。困ったなと思っています。それから、
友人や趣味の活動というやや違った部分がある人
もいますが、ない人は仕事と家の往復です。そう
いう部分もあります。全体として見て、矢印が太
い部分と細い部分があり、それが「ハザマ世代」
の特徴かもしれません。世代によってこの矢印の
太さが変ってきます。
　ハザマ世代の悩み事ですが、先ほど「モヤモヤ
フルネス世代」と言いましたが、とくに女性は悩
み事の種類が非常に多い。仕事や家庭など色々で
す。男性の方は当然、仕事での悩み事の比率が大
きいのですが、女性では他の世代よりも悩む内容
が多様です。
　ハザマ世代の特徴をいったんまとめさせていた
だきます（スライド 13）。まず、「背景が多様」
ということです。「多様性」がこの時期のキーワー
ドのひとつです。体は比較的元気で、基礎疾患は
少ないので、治療は選択肢が多いということです。
がんの発症頻度は増えてくる世代ですが、まだま
だ少ない。したがってがんであることを周囲に分

スライド 12　ハザマ世代を取り巻く社会
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かってもらう時や、治療と就労の両立の難しさが
あります。会社や家族という社会の働きの中でも
中心的立場です。役割がついてくるのでキャリア
が固定し、それで再就職やキャリア変更が難しい
というのが、「ハザマ世代」の特徴だ思いますが、
みなさんはどのようにお考えでしょうか。
　この時期の社会保障については、先述もしまし
たが、「会社を通じて」が多いということを示そ
うと思って持ってきたのがスライド 14 です。社
会保障には、医療保険制度の部分や年金制度の部
分、お仕事の中の雇用保険や労災保険などの部分
があります。勤めている方を前提にお話しします
と、医療保険制度には、協会けんぽや組合けんぽ、
後期高齢者医療制度や介護保険があります。年金
制度には、国民年金と厚生年金があります。就職
時、40 代、60 代で区切ってみると、お仕事を
始めると、給与から保険料が徴収されていきます。
介護保険は 40 代から保険料が徴収されていきま
す。それではこれが使えるのはいつからかと言い
ますと、基本的には 60 歳からです。それでは「ハ
ザマ世代」はどうかと言いますと、年金制度のと
ころの厚生年金、雇用保険や労災保険というとこ
ろでもらえる資格が出てきます。病気の場合は協
会けんぽや組合けんぽの方には、傷病手当金や高
額療養費が出ますし、介護保険も先ほど言ったよ
うに 40 歳から特定の病気では適用されてきま
す。雇用保険の方では、介護休業給付や失業給付
が出てきます。こういう形が、ハザマ世代が使え
る社会保障になってきますが、どうでしょうか。
十分かと言われると、この間、保険料の徴収もさ
れますし、十分とは言い難い部分もあるかと思い
ますが、今あるのはこういうものだということで
す。
　ライフコースで見てみます（スライド 15）。
生まれてすぐの幼少期から、育っていく過程の青
年期には、みなさん、社会の役に立てたり、ある
いは自分で何かをやっていくための身体をつく

り、色々なスキルを身につけていきます。そして
壮年期と言われるのが「ハザマ世代」だと思いま
す。色々なものが充実して、最初にもお話ししま
したが、モノも、経験も、情報も増えて、色々な
ものが実になっていく時期です。この時期に何を
しておくべきかということは大事かもしれませ

スライド 13　ハザマ世代の特徴

スライド 14　ライフコースと社会保障

スライド 15　ライフコース
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ん。「ハザマ世代」の時期にやるべきことで言うと、
この時期に病気になることもありますが、それで
も次の時期への備えをしておく、そういうものが
必要になってくるのが、本来のこの時期です。「所
有物」の整理や「自分の価値観」の見直しをして
おく必要が、もしかしたらあるのかもしれません。
樹にたとえると、枯れ木になると寂しいものです
が、サクラなども花が散ると周りはピンクの絨毯
になったり、銀杏の木が黄葉して、周りが非常に
きれいな黄色の絨毯になったりします。人もそう
だと思います。ずっと若くはいられないし、ひと
花咲かせることはできないかもしれませんが、次
の世代に残すこともできるし、次の人に自分ので
きることを見せるという形もあると思います。「ハ
ザマ世代」の壮年期に、次への備えをしておくこ
とで、老年期の充実があるということです。老年
期は、壮年期と同じことをやることができません。
幼少期、青年期と、「先に先に」とやっていた時
期から、次のライフステージの変化を見据えてと
いうところが「ハザマ世代」ではないでしょうか。
　「ハザマ世代」を考える時に、どういうキーワー
ド、要因を考えたら良いかというのがスライド
16 です。この世代は多様なので、何がキーワー
ドかが難しいのですが、要因としては、経済状態
はどうか、仕事は、家族はどうか、サポーター数

はどうか、体はどうか、心・気持はどうかという
ようなことで考えていく必要があると思います。
先ほども言いましたように、「ハザマ世代」は、色々
な役割があります。お仕事もあり、家族の中でも
サポーターになることが多く、サポーター数が少
ないというのが、いちばんの特徴なのかなと思い
ます。自分の身の回りのことをやってくれるサ
ポーターとしては、日本では、家族が出てきます
が、実は「ハザマ世代」はそこが非常に少ない時
期だと思います。そこがひとつ、課題だと思って
います。
　「ハザマ世代」で病気になる大変さは、スライ
ド 17 のようなことがあります。それに対してど
うしたらいいかですが、「ハザマ世代」のメリッ
トになり得ることとしては、それまで培ってきた
活きた「人脈」と「知恵」が、この世代にはある
はずです。今まではそれを家族とか仕事で使って
いるはずです。今回、病気というテーマで考えた
時に、本当にそれで良いのかということです。次
に備えるというのは、自分の次の世代に備えると
いう面もありますし、自分自身のその後に備える
という面もあります。病気をした人も、していな
い人もですが、自分が今やっていることをちょっ
と違ったことに活かしていけないかと考えながら

スライド 16　世代別にみた要因ごとの特徴・キーワード
スライド 17　 ハザマ世代で病気になる大変さとメリットに

なり得ること
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生活をすることは、非常に大事なのではないかと
思います。

「ハザマ世代」がより良く生きる社会

　次は「ハザマ世代」がより良く生きる社会とは、
ということです。最後の○×クイズです。「Q7
　65 歳以上の高齢者で、友人とよく会う人の方
が死亡リスクが低い」は○か×か。「Q8　寿命
に与える要因として、「孤独」は、「喫煙」の次に
体に悪い」はいかがでしょうか、どう思われます
か。「Q9　地域サロンに参加する人の方が、し
ない人よりも、健康だと感じている人が 2 倍以
上高い」はどうでしょうか。これらの Q は人と
の関係性ということで出したものです。
　元ネタは『コミュニティ白書』というものから
とりました。組織づくりなどをする NPO 法人
CR ファクトリーという団体が出しているもので
す。解答ですが、Q7 は、高齢者では友人とよく
会わない人の死亡リスクは、女性では会う人の
1.6 倍、男性で 1.3 倍ですから、「会う人が低い」
というのは〇です。Q8 はやや引っ掛け問題です。
答は×です。タバコよりも「孤独」の方が悪いと
いうデータが出ていました。オッズ比で出ていた
のですが、「孤独」の方が悪いというので、私もびっ
くりしました。最後の Q9 は、もちろん〇で、地
域サロンに参加している人の健康感は、していな
い人の 2.5 倍高いとされています（スライド
18）。
　人との関係性はこれほど健康に影響を与えるの
ですが、不思議に思いませんか。ソーシャルキャ
ピタルという言葉を聞いたことがあるでしょうか

（スライド 19）。国でも、これからの社会を創っ
ていく時に、人間関係をもう一度、作っていくた
めにソーシャルキャピタルを創りなおすと言って
いるようです。「社会関係資本」という小難しい
言葉で訳されていますが、要するに「人と人との

つながり」のことです。一昔前は、町内会などに
代表される地域の様々なつながりで、地域の色々
なことがやられれていました。今はそういう地域
のつながりが崩壊し始めているというのが、みな
さんの実感でもあるのではないでしょうか。それ
をもう一度創っていく必要があるのではないかと
いうことです。お国が言うからではなく、先ほど
のデータのように健康にも良い影響を与えてきま
すし、本当に実感としてそういうことが感じられ
てきたら良いと思いました。
　「ハザマ世代」に関して言うと人とのつながり
を作っていく、今までとは違うつながりを作って
いくことが、もしかしたら色々な予防や、色々な
サポートになっていくのかなと思っています。先
ほど出していたスライド 12（148 頁参照）の細
い矢印の「友人や趣味の活動」や「地域」とのつ

スライド 18　○×クイズ VOL.3

スライド 19　ソーシャルキャピタルって聞いたことありますか？
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ながりのところが、太い人は良いのですが、ハザ
マ世代は、「家族」でも「仕事」でも外に向って
出す方が多く、自分にもらう方が少ないので、ど
こからもらうところの矢印を太くしようかという
ことです。使える時間もお金も限られているので、
すべてをお金で買うことはできません。そうなる
とどこかからものをもらったり、得ていかなけれ
ばなりません。今までないところがポイントに
なってくるので、「地域」やもうひとつの場所で
ある「友人」「趣味の活動」というところが大事
になるのではないかと思います。
　スライド 20 は、色々な「縁」というスライド
です。地縁や血縁というところが第一集団、第一
空間と言われるところです。社縁という、お仕事
で得られるところは第二集団、第二空間だと言わ
れています。これらの縁は選べません。仕事は選
べると言えば選べるのですが、人間関係のすべて
は選べません。もうひとつ第三の縁というものが
あり、ここは選べる縁です。私は冒頭に「サード
プレイスは人と組織を健全にする」と言いました
が、それがこの第三の場です。今まであった血縁、
地縁、社縁はもちろん大事で、そこを強化するの
は良いのですが、それだけでは立ち行けなくなっ
てきた時に、もうひとつ出てくるのが、第三の縁
ではないかと思います。
　スライドの表で言いますと、家族が第一の縁、

仕事が第二の縁、サードプレイスがそれ以外の場
所になりますから、地域やもうひとつの活動・場
所になります。スターバックスもサードプレイス
と言っていますが、お仕事に行って、家に帰る途
中でちょっと寄りたいという意味でサードプレイ
スという言葉を使っているようです。それは本当
にコーヒーを飲む場所であっても良いし、趣味の
場所でも良いし、本日のようなサロンのような場
所であっても良いし、私は患者支援の活動をして
いるのでそういう活動でも良いと思います。
　「ピア」というのは「仲間」という意味です。
本日のこの会も色々なお病気を経験された方や当
事者の方が集まってお話をする、経験者同士だか
ら話し合えることがあり、共感できることがあっ
て、とても大事な場所だと思います。ピアサポー
トにも色々な階層があると言われています（スラ
イド 21）。今日は「がん」というテーマで集まっ
ていると思いますが、がんの経験者同士はとても
大事です。ずっとその場所で同じ経験者同士で話
すことが必要な時もあれば、もしかしたら、だん
だんと違うところで話したいとか、違うことをし
たいと思ってくることもあるかもしれません。本
当にいちばん辛い時には、自分だけが辛いのだと
思いがちで「どうして私ばかり」となります。そ
ういう時には、本当に同じ病気の人の言葉が大変
響くと思います。同じ病気ではない人には絶対私
の気持ちは分からないという時期はあると思いま

スライド 21　ピアサポートの階層（ピア＝仲間）

スライド 20　色々な「縁」
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すから、その時は経験者同士が非常に大事になっ
てきます。
　ただ心は強いと思うのです。一度、気持ちが落
ちたとしても必ず回復してきます。そういう時期
には、同じ病気の経験者とは言いながらも違うと
ころも出てきますから、そうなってきますと病気
は違うけれど病気を経験した同士もピアで、仲間
だから話ができるという気持ちになることもある
かと思います。
　それから寛解になってくると病気でなくても、
大切な人を亡くしたり、津波で家を流されてし
まったりというように色々な喪失体験をした人同
士もピアになります。喪失体験をしたことがない
人などはいないと思うので、そういう意味では、
何かなくした人はピアだと思うと、人はみなピア
だ、仲間だとなります。このようにピアサポート
にも階層があって、自分にとって、あるいはこれ
から必要になってくる人にはどの段階のピアが良
いのかを考えたり、自分は適切なところにいるの
かを考えるのが良いと思います。患者会、当事者
団体というのはとても大事ですが、ずっとそこに
いなくて卒業していっても良いものだということ
です。もしかしたら次の段階として色々な多様な
人たちが集まってやっていく場を作っていくのも
大事かもしれません。
　「ハザマ世代」というキーワードで集まったの
ですが、多様な方が集まられていると思いますの
で、色々な経験が混ざるというのは、非常に大事
なことになってくると思います。
　先ほどから申しあげているサードプレイスです
が、3 番目の場所という意味ですが、社会に向け
ての活動部分と個人に向けての活動部分というこ
とで分けるなら、サードプレイスは、どちらかと
言うと社会向けの活動になると思います。フォー
マルかインフォーマルかで分けるとプライベート
のところは、個人向けのインフォーマルなところ
である自分の趣味であったりします。フォーマル

で社会に向けての活動が本業であり、仕事です。
地縁、血縁のコミュニティは、個人のものではあ
るのですが、ご家族に何かあると会社を休むこと
もできますし、インフォーマルで認められている
部分だと思います。この時にサードプレイスは、
本業でもプライベートでもないもうひとつの場所
となります。仕事などフォーマルなところは制度
などに則っていますので影響力も大きく重要で
す。ただ変えていくという意味の進化のスピード
からみると、けっして速くはない遅い場所です。
　逆にサードプレイスは、自由度が高いし、新し
い創造の場所でもあります。サードプレイスも
色々な社会学的な定義がありますが、対象者がい
ないということがひとつの定義です。仕事や医療
の場面では、患者さんとお医者さんというように
医療をされる側とする側であったり、販売のお仕
事の場合は、お客さんと販売をする側というよう
にどうしても対象者が出てきます。サードプレイ
スという場所はお互いが平等で対等であるという
関係性で、これは同じ人同士でもちょっと対象者
がいる「する側とされる側」という関係性とは変
わります。ピアサポートの場合や当事者会ではこ
のサードプレイスという形をとっているはずです
から、お互いが対等にお話をされると思います。
ここのつながりが「ハザマ世代」がもうひとつの
コネクション、関係性を作っていく場所として提
案できる場所だと思いました。この場所で行われ
ていることは、越境学習とかエンパワーメントと
言われています。違う業界の話を聞くのは、非常
に役に立ちます（スライド 22）。
　ソーシャルキャピタルがうまく働いたケースを
ご紹介します。フィンランドの「ネウボラ」とい
うのをご存じでしょうか。フィンランドは社会保
障が進んだ国ですが、学校区域に 1 つぐらいの
ネウボラという場所があります。フィンランド語
では「ネウボ」がアドバイスで、「ラ」が場所と
いう意味です。そこにはネウボラおばさんという
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方がいて、お腹に子どもができたり、結婚したり、
何かあると必ずそこに行って話をしてくるのだそ
うです。何か困ったことがあったから話をするの
ではなくて、何かあったら行って常にコミュニ
ケーションを取っているような場所です。そのお
ばさんに話をしているので、子どもが育って大き
くなり困りごとが出てくると、そこで問題の解決
がされていきます。ネウボラおばさんは、ただの
おばさんではなくて実は専門家の資格も持ってい
るのです。おばさんのようにフラットに接してく
れていて、それでも専門的な知識があるというこ
とです。そういうことがフィンランドでは学校区
域ごとに行われていて、それが始まってから子供
への虐待が非常に減ったと言われています。
　私が所属する NPO も、私がソーシャルキャピ
タルだと言うのはおこがましいのですが、そこの
メンバーが骨折してしまった時の話です。それこ
そその人は「ハザマ世代」でサポーターがいませ
ん、親も遠くにいて、配偶者もいないとなると、
ご飯も買いに行けません。そうするとメンバー同
士で買ってきてあげるというようなことがありま
した。また、私は今年、1 人のメンバーを在宅で
見送ったのですが、その方自身は家に帰りたいと
思っていたけれど、ご家族が自宅で看るのが不安・
恐いと言っていました。その時は、会のメンバー

が、日ごとに行ける人が家に行くことで、ご家族
が慣れていくことをサポートすることができまし
た。お仕事でもないし、友だちとしても行きにく
いのですが、もうひとつの活動ということでやっ
ていたので、そういう人が行くことでうまく在宅
で心配なく最期まで看取ることができました。
　「相談窓口」と「相談できる場・人間関係」と
いうのは少し違うと思います（スライド 23）。
相談窓口は、今はたくさん色々なところにできて
います。メリットとしては、問題や課題がはっき
りしている場合は、短時間で解決に行けます。専
門家がいれば良いので運営はシンプルです。デメ
リットとしては、適切な相談窓口にたどり着くの
が非常に難しく、たらい回しにあったという経験
のある方もおられるかもしれません。また潜在的
な問題や課題は表出されません。もちろんそうで
はない相談員の方も多いと思いますが、課題があ
るから行って相談し、その課題についてだけの話
になることが多いというのがデメリットです。
　「相談できる場・人間関係」があるということは、
安定した信頼関係のもとで、心理的安定が得られ
たり、対話の中で本人が自覚していない問題・課
題が見つけられて、自然に解決に向かって行くと
いうことがあります。多様な問題、子育てのこと、
病気のこと、介護のことなどが一緒のところで相

スライド 23　 「相談窓口」と「相談できる場・人間関係」
の違い

スライド 22　サードプレイス
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談できたりするところが良いところです。逆にデ
メリットとしては、ソーシャルキャピタルでめざ
しているところはここだと思いますが、相談でき
る場所や人間関係は、どこが信頼できるかが分か
りにくいことがあります。また、正直に申しあげ
て多様な人たちが多様な状態でいるので、運営が
非常に難しいということがあります。ただもしか

したらここがひとつの切り口なのかと思い、提案
させていただきました。
　長時間のお話しになりましたがいかがでしたで
しょうか。「ハザマ世代」の色々なことについて
みなさんのお話をこれから聞かせていただければ
うれしいです。ありがとうございました。
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■ 高橋　では、それぞれの
グループから発表をしていた
だきたいと思います。報告は
各班で「ハザマについて、こ
ういう話が出ました」という
ところを共有していただけれ
ば良いと思います。
　それでは 9 班から行きましょう。

多様な状況・知られていない多様な制度

＜グループ発表 1（9 班）＞
　うまく抽出できているか分かりませんが、ひと
つは状況が多様であるということです。結婚して
いる・してない。親がいる・いない。あるいはサ
バイバー同士で悩み事を話しても色々あって、状
況が多様というのがひとつです。
　ただそうは言ってもまだ将来が長いので、これ
からどうしようというのは、色々あると思います。
もうひとつは利用できる制度が色々あるのに、そ
れがあまり知られていないことです。公的な制度
のほかにも生命保険に入っていなかったというよ
うなケースもあるようです。
　また人生設計を修正しなければいけなくなって
どうしようかと悩んだり、逆に今からは人生設計
を変えられないという両方の悩みになるところが

あると思います。

■ 高橋　それではお隣にお願いします。

おひとり様である問題・支えてくれる人
が少ない中での将来への不安もあります。

＜グループ発表 2（8 班）＞
　8 班では、ハザマ世代にプラスして「おひとり
様」ということが出ました。親のサポートもしな
ければいけない、あるいは子どものサポートもし
なければいけないということです。そういう中で
病院からは「（説明を聞くときは）1 人で来ない
でください」と言われたりすると、誰と行けば良
いのかで悩むという話がありました。
　また、お子さんのお友だちのお母様に色々手
伝っていただいたということがあり、それは非常
にありがたかったのですが、やはり病気のことな
どはあまりご存じないので、ありがたいのだが、
そのサポートが適切でなかったということもあ
り、自分にとってかえって辛いものと感じてし
まったという話も出ていました。
　それから男性はやはり居場所が職場で、そこは
色々な制度面だけではなく、雰囲気などでも良い
コミュニケーションに支えられたという話もあり
ました。

私が感じたハザマの課題

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇
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　誰に支えてもらえれば良いのかという話を少し
しました。とくに将来的に不安がある中で、これ
からどうなっていくのか心配で患者会でお話する
ことで不安が取れることもあるのですが、実際の
サポートとなると、なかなか患者会だけでは満た
されないこともあるということでした。一方、マ
ギーズ東京に行って心が非常に洗われたという方
もいました。何か相談があるのではなく、いるだ
けで心地良さを感じたということでした。

■ 高橋　ありがとうございます。杉山先生のお
話のいちばん最後に「相談窓口」と「相談できる
場・人間関係」の違いのことがありましたが、通
じるものがありますね。7 班お願いします。

伝え方―子どもや親にどう伝えるか、マスコミ
の情報の伝え方も課題

＜グループ発表 3（7 班）＞
　色々な話が出ました。集約して申しあげると「伝
え方」ということです。ハザマ世代は、それより
上の世代の方々とは少し違っています。上の世代
の人たちは、ある意味で適齢になったら結婚して
子どもを持つのが当たり前の世代の人たちだった
と思いますが、ハザマ世代のあたりから結婚年齢
の幅も広がり、子どもを産む年齢幅も広くなりま
した。ハザマと言っても色々な方がおられます。
たとえば思春期の子どもや、もっと小さな子ども
への「伝え方」など、子どもの年齢によっても「伝
え方」が色々あって、どう伝えたら良いのかとい
う問題があります。
　またハザマ世代の方はまだ親が存命の方が多い
のですが、親も歳をとっていてサポートは頼めな
くなっている、逆に親をサポートしなければいけ
ないという問題があります。ハザマで自分がんに
なったら、同時に高齢の親もがんになってがんと
がんのダブルケアになることもあります。ハザマ

世代は親元を離れて 1 人で頑張り、仕事をバリ
バリやっていることが多い。先ほど「おひとり様」
の話も出ましたが、シングルで頑張っている人が
多いのがこのハザマ世代だと思いますから、1 人
でがん治療にどう向き合うかという問題もありま
す。またその時に高齢の親に伝えるべきか伝えな
いでおくべきか、あるいは伝えるのならどのよう
に伝えたら良いかというような課題もあります。
　それからネット情報のことなのですが、高齢の
方よりはネット情報をたくさん拾ってきてしまう
ということがあります。若い世代よりも情報収集・
分析力が上がっているので、無駄とは言いません
が、色々な情報を拾い過ぎて、違う方向に行きが
ちでもあります。そういう問題もあるので、マス
コミの情報の伝え方というのも、これからはひと
つの課題としてとりあげていただきたいと思いま
した。

■ 高橋　ありがとうございます。本当ですね。
それでは 6 班さんお願いします。

家族から見たケアと患者サイドから見た
ケア―情報、体力について

＜グループ発表 4（6 班）＞
私たちはハザマ世代に限らない話になりました。
家族から見たケアと患者サイドから見たケアとい
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うことで話をします。家族からみて、医者と患者
のコミュニケーションがどれだけ取れているのか
不安があるという問題がひとつ出ました。とくに
高齢患者さんの場合はプライベートな話をなかな
かしないので、ドクターがどれだけそうした情報
を把握しているのかが不安だということです。
　それから家族としての無力感です。何をしてあ
げれば良いのか分からず、互いにイライラが募っ
て大喧嘩をしてしまったという話がありました。
この場合は、逆にその大喧嘩で患者と家族のコ
ミュニケーションが取れるようになってきたとい
うことです。
　それからすでに出ていましたが、情報収集の話
が出ました。高齢者は情報を取ることができても、
その取捨選択ができないことが多い。そこで家族
が代わりに選択するということでした。ハザマ世
代の患者の立場から言えば、情報の取捨選択に関
してはある程度は自分でできると思っています。
　あとは体力的問題があります。ハザマ世代はま
だまだ病気に立ち向かう体力はあると思います。
食については、とにかく口からものを入れないと
生きていけないと患者は思っていますから、もち
ろんそれが無理な患者さんもいるとは思います
が、ハザマ世代はそこはできる限りやっていると
いう話が出ました。

■ 高橋　ありがとうございました。本当に状況
や対応の多様性ということでは、どの世代もそう
なのかもしれませんが、ハザマ世代の特色もある
かもしれませんね。それでは 5 班。

相談窓口の使い勝手やピアサポーターの
背景について

＜グループ発表 5（5 班）＞
　まだがんになってからそう経っていない方がお
られて、どういうサービスを使ったら良いか分か

らないという話から始まりました。実際に行政
サービスを使ったことがある方の意見としては、
行政の方は色々やってくれるのですが、行政サー
ビスは基本的に月〜金しかやられていないので、
お仕事をされていたりすると、サービスが使えな
いこともあるということでした。あえて有休を
取ってまで行く価値があるか微妙な場合もあり、
仕事をしているハザマ世代から見ると、サービス
の良い面と、使いにくいという面があるという話
になりました。
　病院のがん相談支援センターなどもあるのです
が、そもそも予約が取りづらい。実際に相談に行っ
てみたものの、いわゆる一般論的な話に終始して、
あまり問題解決に到らなかったということもあっ
たそうです。むしろ、ダイレクトに地域包括支援
センターなどに行った方が良いのではという話も
出ました。
　少し話が飛ぶのですが、ピア（同病者）の相談
は良いねという話が出ました。ただ、ピアと言っ
ても病気の種類や、今日のテーマのように世代の
こともあって、人によっては、世代よりも病気が
同じ方が良いという意見の方もいましたが、同じ
病気でも世代が違うとあまりにも悩みが違いすぎ
てしまうので、違う病気でも世代という括りで集
まった方が、色々な相談ができて良いねという話
も出ました。

■ 高橋　ありがとうございます。では 4 班さん。

お金と保険、サポーターのつくり方

＜グループ発表 6（4 班）＞
　こちらで出たのは大きくは 2 つです。ハザマ
世代でがんになるとお金が本当に大変です。子ど
もたちはまだ小さいのに、病気によって収入が途
絶えたり、あるいは少なくなったりということが
あります。いわゆる医療保険でまかなえるのは治
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療費だけで、生活費まではまかなえません。それ
で、生活面もサポートされる必要があるというこ
とが出ました。
　生命保険に関しても、がんになった後では保険
に入れないということが大きい問題です。私など
はがんになってから入ろうと思ったら、もう入れ
なくて困ったことがあります。そのあたりのお金
の問題は対応が必要だというのがひとつめの問題
です。
　もうひとつはサポーターの話です。小さい子ど
もがいる親に治療が必要という時にどうするか。
家族だけではサポートが足りないという時には、
やはり声をあげて近くの人や友人などにサポート
を頼むしかないということになりました。これは
私の経験なのですが、子どものお弁当を作っても
らうとか、手術の時に付き添ってもらうとか、そ
ういうことを友だちにやってもらうという選択を
しました。周りの人にサポートを頼むのは非常に
勇気が要りますが、本当に困った時には見栄など
は全部捨てて「助けて」と言うことが大事だと思
います。「助けて」と言われると、どうしようか
なと思っていた人たちも手を差し伸べざるを得な
くなって、サポーターの輪ができていくことがあ
ります。そういうことがあるので、サポーターは
自分で作っていくもの、自分から発信していくも
のではないかという話になりました。

■ 高橋　サポーターは自分で作る。なるほど…。
それでは 3 班さん。

ハザマ世代のために不足しているサポート

＜グループ発表 7（3 班）＞
　私たちの班もハザマ世代の話を中心にしまし
た。いくつかの班と話はかぶっていますが、かぶっ
ていないところから申しあげます。ハザマ世代の
難しさのひとつは、小さな子どもがいる世代であ

り、親はいらっしゃってもご高齢とだというとこ
ろにあります。最近は、「Hope Tree」や「チャ
イルドケア」のようにがんの親を持つ子どもサ
ポート支援はあっても、がんを持つハザマ世代の
親自身へのサポート支援は少ないという話が出ま
した。そういうサポートをもっと社会的に増やす
方向があっても良いのではないかということで
す。
　先ほどはサポートを頼むのに勇気が要るという
話がありました。ここは医療者が多い班だったの
ですが、みなさんから、サバイバーさんたちは、
診断を受けた時、治療に入る時、そこからまた社
会復帰する時に、自分が病気だということを周り
に言うべきかどうかで迷っているということが出
されました。今日のような場所に来る時でも大変
な勇気を持って一歩を踏み出していると思いま
す。先ほど杉山先生も色々なつながりがあること
がメリットだと言われていましたし、それはその
通りだと思うのですが、そのメリットを活かすた
めの社会サポートや病院のサポートが少ないとい
う話が出ました。
　年齢が上がると病気に罹患する人が多くなるの
で、たとえば 70 歳や 80 歳の人は、病気のこと
をやや言いやすい側面はあると思います。それに
対してハザマ世代の人は、周りに同世代の病気の
人がどのくらいいるのかも分からず、仕事は休め
ない、病気だと言えないといった状況の中での孤
独感が強くあるということです。そこを何とかし
ていけないかという話が出ました。簡単ですが以
上です。

■  高 橋　
ホ ワ イ ト
ボードに書
くことが多
く、だんだ
ん自分でも
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読めなくなってきました（会場笑）。ありがとう
ございます。それでは 2 班さんお願いします。

がん罹患は人生の想定外
―その生き方は多様であって良い

＜グループ発表 8（2 班）＞
　2 班では、患者 3 人と企業への就労支援をやっ
ている方の 4 人しかいなかったのですが、スギ
ちゃん（杉山先生）という強力助っ人に来ていた
だき話をしました。やはりがんになったというこ
とは自分の人生においては想定外のことだという
意見がまず出ました。お金がかかる、さらに治療
のことや、子どもの進学、親の介護の問題などが
重なり、どうしても一気にたくさんの問題を抱え
て頑張らなくてはいけない状況になるということ
です。企業としては働き続けてほしいと思ってい
ますが、就労支援をどうやれば良いか分からず、
企業としても模索をしているところだということ
です。
　がんになってその先を考えると、週 5 日、が
むしゃらに仕事を続けていくという道と自分の身
体なので身体が楽なように好きに生きるというよ
うな道もあり、そこは色々な道があっても良いの
ではないかという話になりました。

■ 高橋　はい、ありがとうございます。それで
は 1 班。

医師と患者の両方の立場から

＜グループ発表 9（1 班）＞
　初めて参加させていただきました。実は今、都
内の大学病院に入院しています。外出許可をいた
だき、参加させてもらっています。

■ 高橋　そういう方は、初めてです。時間まで

に気を付けてお帰りくださいね。

―はい。実は私は、ある病院の内科の医師をやっ
ています。医師と患者という 2 つの立場です。
　私たちの班では、胸腺腫をやって 10 年たった
方と 18 年前に乳がんをされて肺転移をされた
方、それから私は前立腺がんなのですが、化学療
法を今やっているところです。それに企業で抗が
ん剤関係の研究をされている方を入れて計 4 名
でした。1 名の方は、今はもう治療をされておら
ず経過を見ているところ、もう 1 人の方は、肺
転移があるのでこれからずっとがんと付き合って
いくということです。私は子どもがまだ小さいの
で、本当はあまり無理をしたくはないのですが、
自分の病気のためと子どもの養育のために働かざ
るを得ない状況です。元気そうなのに当直はしな
い、そのくせ宴会に出ているという声が職場であ
りました。宴会と言っても忘年会とか歓送迎会な
ので、そんなことを言われるぐらいならもう宴会
には出るものかと思って出るのは止めました。夜
は早く帰れるのでその方が良かったです。
　がん患者さんには 4 つのペインがあると言わ
れています。身体的、社会的、精神的、スピリッ
チュアルペインの 4 つですが、その中で私は経
済的な、社会的ペインをいちばん感じています。
自分は開業をしていたのですが、それを閉めて再
就職をしました。開業医と勤務医は違っていて、
勤務医を始めたばかりは、僕はあまり役に立たな
いのではないかとずいぶん悩みました。それでも
2 年たったあたりから少しは慣れてきたのか、多
少は役に立っているのではないかと思えるように
なっています。「僕も患者さんだよ」と言うと、
自分を信用してくれて、ピアカンファレンスのよ
うなことができたりします。患者さんに僕も病気
だと言うと、患者さんとの距離が大変近くなりま
す。「一緒に頑張ろう」と僕の顔を見るたびに笑っ
て元気を出してくれたりする人もいます。そうい
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うことで力を出してくれるのは、自分にとっては、
がんになるのは良いことではないかもしれません
が、私に会った患者さんにとっては良かったこと
もあるのではないかと思います。自分のことばか
り話してしまい申しわけございません。以上です。

ハザマは「大変」、だからこそ次の社会資
源につなげることを

■ 高橋　ありがとうございました。状況が多様
であるということ、お金のこと、親との関係、子
どもとの関係、平日働いていると、なかなか病院
や行政のサービスが使いにくかったりすることも
あるし、同病者がどういう括りで集まるのが良い
のだろうかという話も出ました。もちろん世代と
いう切り口もあるし、それ以外の切り口もあるで
しょう。大変だからこそ助けを求めることの大切
さも出ました。また、やはり想定外のことから来
る孤独感もあるし、多重ピンチだということも出
ました。
　あえてまとめようとは思いませんが、杉ちゃん
はどう思われますか？講評をお願いします。

■ 杉山　本当にハザマ世代
のがんとして自分のことだけ
を考える時間もないですね。
大変なことがたくさん出てき
ていて、かなりその通りだと
思いながら聞いていました。
大変だからこそと言いますか、ハザマだからこそ、
それがまた次にどうしたら良いのかということを
考えるきっかけにもなれば良いかなと思います。
ハザマのみなさんの社会の中での力はすごく強い
はずですから、これをどう次の社会資源にするか
という部分は、みなさんのお力次第かなと思いま
す。色々なことが出てきましたから、この先がと
ても大事だと思います。「大変だな」で終わらせ

るのではなく、大変だからこそ、それなら次は何
をしようかというところに一歩進めてください。
みなさんだからこそできることがたくさんあると
思います。そういうことを今日は大変感じました。
一緒にやれたらと思いますので、よろしくお願い
いたします。

■ 高橋　ありがとうございます。ハザマ世代の
発信力、あると思います。まだ少し時間があるの
で質問をお受けします。

がん罹患歴があっても加入できる緩和型
保険

■ 参加者 A　質問ではないのですが、僕は CAN 
net の者で、正しい情報を知っておいていただき
たいと思って申しあげます。がんになったら一般
の生命保険には入れないというお話が出ました
が、今は緩和型保険というものがあります。がん
の治療をされていた方も入れる保険です。部位に
よっては 2 年間治療をされていなければ入れま
す。探していただければと思います。

■ 高橋　ありがとうございます。私から追加質
問です。保険というのは入るのがなかなか難しく、
実はこういう形で使える保険はあることはありま
すが、それを見極めると言いますか、たくさんあ
る商品の中からよいものを見極めるキーワード
や、特に注意して確認したほうがよいポイントが
ありましたらお教えください。

■ 参加者 A　保険会社の「巧い」ところは、そ
ういうまずいところは小さい文字で書いてあるの
です（会場笑）。

■ 高橋　よく正直に言ってくださいました。
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■ 参加者 A　僕は保険会社に勤めていますが、
その会社のものでは、5 年間の治療実績がなけれ
ば入れます。他のところでは、乳がんだったと思
いますが、2 年間の治療実績がなければ入れると
いう保険もたしかあります。2 年、3 年、5 年と
あります。緩和型保険は3つか4つの質問があり、
すべて「ノー」であれば入れます。注意すべき大
事なところは小さく書いてあるので、小さい文字
のところを注意して見ることです。

■ 高橋　あえて小さいところを見る。どうもあ
りがとうございます。他はいかがですか。

情報格差をなくすために―開業医の活用を

■ 参加者 B　スーパーのレジの方に、もしあな
たが体調を悪くしてこの仕事を辞めなければいけ
なくなったらどうしますかと聞いたことがありま
す。その方は他の仕事は考えられないと言うので
す。パソコンなどで色々検索しませんかと聞きま
したら、パソコンは触ったことがないと言ってい
ました。今日ここにおられる方は、ネット情報で
いらっしゃった方はかなりおられると思います
が、がんに罹った就労世代の 3 分の 1 の方は退
職をされています。そういう人たちにどのように
支援をすれば良いか、なかなかそういう方とのつ
ながりが作れないのです。何かお知恵を拝借した
いのですが。

■ 高橋　とても本質的で難しい質問だと思いま
すが。ハザマ世代は、情報収集分析力が高く、情
報発信力も高い方もおられますが、一方、パソコ
ンに触ったこともない人もいる世代です。世代の
特徴を考えるのも大事ですが、その世代の中の多
様性も見なければいけない。良い情報をどうやっ
て発信するか、受ける方はそれをどう見極めるか
というのは永遠の課題ですね。だからがん対策情
報センターが頑張っているのですが。これは永遠
の課題ですね。頑張ります。

■ 参加者 B　ありがとうございます。

■ 高橋　他にいかがですか。病院から許可を得
て参加されている C さん、私は病院に戻る時間
が大変心配なのですが。

■ 参加者 C　あまり心配されないでください、
ここの方が重要ですから。国立がん研究センター
は非常に大きい病院ですが、私の経験では、開業
医のところには普通は地域の方しか来ません。そ
こで色々な情報を待合室に張ったり、自分で『○
○内科医院だより』というものを作り、来た人に
読んでもらったり、渡したりしていました。開業
医の先生が一生懸命になれば、もう少し情報は伝
わりやすいのではないでしょうか。開業医さんは
長くやっていますから、患者さんのことを良く
知っていて、たとえば患者さんのご主人や家族が
がんになって、相談があれば、こうした方が良い
とアドバイスができます。それは開業の力だと
思っています。自分が開業を止めたのは残念なの
ですが、今の方の答になっているかどうかは分か
らないのですが、そのように感じました。

■ 高橋　ありがとうございます。本当に大事な
ところだと思います。私たちはみな、なんとなく
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自分の周りは分かるのですが、同業者でも立場や
地域や年代がちょっと違うと、発信できる方向性
がけっこう違ってきます。とりあえず今日ここに
集った方はみなご自分の周りから発信してみませ
んか。それに加えて、誰がどちらに向かって発信
すると効果的か、発信戦略も考えていかなくては

ならないですね。開業医の先生方の発信は本当に
大事だと、私も常々思っていました。サバイバー
シップのことやがん情報のことで、連携を取って
いきたいですね。
　今日はご参加ありがとうございました。
 ＜拍手＞

163私が感じたハザマの課題　

�ん本.indb   163 2018/03/24   14:57



「第14回公民館カフェ」アンケート集計 参加者　60名
平成29年9月22日（金）実施 回答者40名（回答率　66.7％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

いろんな立場の方のお話が聞けてよかったです。

それぞれの世代が持つ特色の説明がおもしろくて分かりやすく、どんどんお話に引き込まれました。元気をもらえたキーワードもあ
り、参加できてとてもよかったです。

ハザマはテーマが広い。生活が定着しているからこそ、実際に様々な問題があり、解決していく時間もない・余裕もないため、孤独
感もある。もう少しテーマをしぼって、同じ悩みの方と話したかった。

ハザマ世代といっても、やはり状況多様ですね。AYAや高齢者のことが話題になり、特別にみられる気がしますが、ハザマこそ声
をあげねばならず、そして、その機会がない気がします。

自分は前立腺ガンですが、ハザマの時期に患っていたら、大変だったろうと思いました。

初めての参加でしたが、いいお話しができ、よかったです。又、次回も参加したいと思います。

ハザマど真ん中なので、たくさんの意見を聞いて、心強く感じました。課題は多いけれど、助け合って解決していければと思いま
す。

参加者の感想（自由記述）

活発な討論が、各テーブルで行われているのを感じました。新たな視点を与えられました。
ハザマ世代です。ハザマ世代の課題を各グループの発表から、もっと明確になって、自分として今後何を大事にしていくべきか、
見直す良い機会となった。

AYA世代の上の方（30代～30代後半）は、ハザマ世代の悩みや課題と、とても重なっていて、参考になりました。

私自身は、AYA世代ですが、いずれはハザマ世代になります。ディスカッションの中で、自分自身で判断をしなければならないこと
が、とにかく多いのが、ハザマだと思いました。

サバイバーの方の退院後の生活について、生の声が聞けて、とても勉強になりました。（医療者としては耳の痛い話も多かったで
す。）

非正規雇用のおひとり様について、とりあげてほしいです。
うなずくご意見ばかりでした。このような機会がまたあると良いです。

いつもありがとうございます。早めの告知だと休みもとりやすいです。これからもよろしくお願いします。
ACPについて

開催に関する希望（自由記述）

もっとひんぱんにやって頂きたいと思います。

仕事終わりで参加できて良かったです。ワーク活動で、いろんな人の思いや考えを聞くことができて、有意義な時間でした。

疾患やそれぞれの立場によって考え方・感じ方が様々だと感じました。3月末に手術をうけて、その後治療して、まるでベルトコンベ
ヤーにのっているような毎日で、自分で今の状況を客観的にとらえたらよいか、わからない状況です。が、皆さんのお話を伺い、少
し前を見ることができるような気がしました。ありがとうございました。

ハザマ世代は初めてきく世代でしたが、ずっと思っていた事がお話し出来て、お話を聞けて良かったです。同世代に病気の知人・
友人が少なく、なかなか理解されにくくて、悩んできましたが、みなさんも同じ思いをされているのがわかって良かったと思っていま
す。

58.8% 21.2% 11.8% 4.7%
1.2%

20.0%

受付登録者（85名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 企業関係者 メディア関係者 行政関係者 その他

32.5% 67.5%
性別 男性 女性

5.0% 10.0% 22.5% 55.0% 7.5%

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

67.5% 22.5% 2.5%
0.0%

7.5%
オープンセミナーの感想 とても良かった やや良かった あまり良くなかった 全然良くなかった 無回答

72.5%
15.0%

0.0%
5.0%
5.0%

12.5%
10.0%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

NCC関係者

その他

立場（複数回答）

62.5%

10.0%

7.5%

25.0%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

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

いますが、なかなかうまくいっていません。また
そのことをあまり意識していない医療者がいるこ
とも確かだと思います。そのあたりを患者さんと
してどう思われるか、どう感じているか、どうし
てほしいかということを、今日は、のぶさんのお
話を聞いた後にご意見をいただければと思いま
す。
　ちょっと硬い話をしましたが、お茶を飲んで、
お菓子を食べながら本当にザックバランにお話が
できればと思います。よろしくお願いいたします。

医療者とうまく付き合うコツとマナーとは？
〜発信・行動・可視化を通してがん経験を活かす〜

メインテーマ

2017 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

若尾　文彦
国立がん研究センターがん対策情報センター長

開会の挨拶

第 15 回　公民館カフェ
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　みなさん今晩は、若尾先生のお話にあったよう
に、本日は第 15 回目の公民館カフェということ
でしたが、実は昨年の 2016 年 12 月 20 日にも
公民館カフェをやっていました。埼玉医科大学の
儀賀理暁先生の音楽療法の会（「生きるを楽しむ、
音を楽しむ〜緩和ケアと音楽療法のハーモニー

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

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

高橋　都
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

挨　　　拶

166 Ⅱ　公民館カフェ・第 15 回

�ん本.indb   166 2018/03/24   14:57



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

自己紹介―患者という立場からの医療への発信

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

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

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

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

鈴木　信行
患医ねっと代表

医療者とうまく付き合うコツとマナーとは？ 
〜発信・行動・可視化を通してがん経験を活かす〜

スライド１　自己紹介（1）

スライド２　自己紹介（2）

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

本日の話の構成

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

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

いまの医療現場の課題

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

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

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

スライド３　本日の内容

168 Ⅱ　公民館カフェ・第 15 回

�ん本.indb   168 2018/03/24   14:57



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

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

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

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

ド 5）。

「お薬手帳」でコミュニケーション

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

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

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

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

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

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

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

スライド８　「お薬手帳」の上手な使い方

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

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

あなたのステップを考えよう

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

スライド 10　自分の備忘・メモ（私の場合）

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

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

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

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

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

スライド 11　ステップ 1 スライド 12　ステップ 2

174 Ⅱ　公民館カフェ・第 15 回

�ん本.indb   174 2018/03/24   14:57



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

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

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

スライド 13　ステップ 3
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いうものをあえて用意しました。

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

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

スライド 14　ステップ 4

スライド 15　医療者に対して伝える事項

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

〇〇病院 耳鼻咽喉科 御中 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

スライド 19　要望書の提出の効果（鈴木の場合）

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

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

スライド 20　医療者とうまく付き合うコツとマナーとは？

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

ペイシェントサロン協会の活動紹介

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

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

スライド 21　ペイシャントサロン協会

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

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

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

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

■ 鈴木　なるほど ( 笑 )。

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

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

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

カフェタイム・まとめ

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

「患者のプロ」は何でも話せる
―それを一般にどう伝えるかが課題

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

■ 高橋　ありがとうございます。それでは 2 番
チーム、お願いします。

院内の薬剤師と接触できる機会が未整備

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

■ 高橋　ありがとうございます。それでは 3 班
お願いします。

診察カードボックスの活用・看護師の活
用・患者自身のプレゼン能力の向上

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

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

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

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

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

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

■ 高橋　ありがとうございました。5 番テーブ
ルお願いします。

患者自身の勉強は必要
ー「ありがとう」であらゆる人を応援団に

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

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

■ 高橋　ありがとうございます。では 6 番さん。

お手紙作戦と病院内情報収集を

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

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

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

傷ついたこともあるが、とにかく書くこ
とにトライをしてみる

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

医療側の仕組みづくりに課題も

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

医療者に言う前に、まず身近な家族から
人生観を共有していくこと

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

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

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

■ 鈴木　そうそう、今日は医療者との付き合い
方で話をしているので、対象を医療者として話し
ました。そもそも生き方をどうするかを自分で言
葉に表すということがまずやるべきことであり、
それを家族と共有するのは大切かと思います。私
は、それを、年賀状のやり取りしている人にまで
広げているということです。その延長線上に医療
者とのやり取りがあると考えています。
　それから、ありがとう作戦については、ぜひ何
についての「ありがとう」なのかを具体的に言っ
てあげた方が良いと思います。「いつも笑顔で接

187医療者と話す時―こういう工夫が良かった・効果的だった、あるいはこれはだめだった　

�ん本.indb   187 2018/03/24   14:57



してくれてありがとう」というように具体的に言
う。漠然と「どうもありがとうございました」と
言われても、ナースもドクターも、それは日常な
のでスルーされてしまいます。やはり一言付け加
える。それからやはり人に対してなので、おべっ
かを使うのも何ですが「今日のネクタイ素敵です
ね」というようにやるのも悪くはないと思います。
ただ、そんなことをいちいち言っていることがそ
もそも何かおかしいなという感覚もあります。
　今日は、色々と考えさせられる 1 日でした。
どうもありがとうございました。

最後に―サバイバーシップ支援部の今後の活動

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

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

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

参加してよかったです。他の方の医師との対応がとても参考になりました。

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

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

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

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

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

開催に関する希望（自由記述）

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

いろいろな体験談をシェアし合えて、よかったです。ありがとうございました。

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

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

非常に多くの方々が参加されていて全体的に明るいイメージを受けた。

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

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

参加者の感想（自由記述）

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

薬剤師とのかかわりの題材がためになった。

65.7% 14.9%
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　みなさんこんにちは。国立がん研究センターが
ん対策情報センター長の若尾と申します。本日は

「ご当地カフェ in あおもり」にお集まりいただき
ありがとうございます。本日の「カフェ」は青森
県立中央病院と私ども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の
両者の共催です。
　主催者を代表し、この「ご当地カフェ」誕生の
背景につきお話しさせていただきます。私ども国
立がん研究センターは東京の築地という場所にあ
ります。築地の隣に月島という下町があります。
ここのような立派な施設ではなく古くて小さなそ
の公民館で、今から 4 年前の 2013 年 7 月から、
今日のように、医療者と患者さん、患者ご家族の
方、まちの方などみんなで集まり、お茶を飲みな
がら、名物のお団子をつまみながら話そうという

「公民館カフェ」というものを始めました。
　そこで色々と話がはずみ、われわれ医療者に

とっても重要な情報は得られますし、患者さん方
も色々と役に立つ情報を得られ、さらにお互いに
友だちになったりもするという非常に良い取組み
になりました。そこで超ローカルな月島だけで
やっているのはもったいないだろう、公民館カ
フェで培ったノウハウを全国で展開してみたらど
うかということで始まったのが、今日のこの「ご
当地カフェ」の取組みです。このご当地カフェは、
実は今までに 8 回やっています。南の沖縄から
始まり、宮城県石巻、奈良県の明日香村、札幌、
金沢、名古屋、長野県松本、岐阜とやってきまし
た。名古屋ではナゴヤ球場の横にあるドアラカ
フェという、マスコットのドアラちゃんがいると
ころでやりました。そして 9 回目がこちらの青
森ということになります。
　ご当地カフェの開催については、最初は私ども
の方からやりませんかというお声掛けをさせてい
ただいていたのですが、昨年度から私どもの知っ

〜がん治療による副作用を乗り越え、食べることのよろ
こび、楽しみを見いだすために〜

若尾　文彦
国立がん研究センターがん対策情報センター長

開会の挨拶

ご当地カフェ in あおもり

2017 年 11 月 4 日
13 時 30 分〜 16 時 30 分

青森市文化観光交流施設　ねぶたの家 ワ・ラッセ　開催
共催：青森県立中央病院　がんサバイバーシップ支援部

後援： 青森県医師会　青森市医師会　青森県歯科医師会　青森市歯科医師会　青森県薬剤師会　青森市薬剤師会　青森県看護
協会　青森県栄養士会　青森市　青森在宅緩和ケア懇話会　青森県よろこびの会　日本オストミー協会青森県支部　血
液疾患と歩む患者・家族の会まろまろスマイルあっぷるの会　オレンジサロン　青森癌患者傾聴の会「光り輝くサロン」
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ているところだけにお声掛けをするのではなく、
もっとみなさんに公平な形で開催できないかと思
い、公募という形にしました。今回は青森県立中
央病院さんの方から「食」というテーマでやりた
いというご応募をいただき、私どもの方でも「食」
は良いテーマだということで採択させていただき
今回の開催になりました。
　本日のテーマは「〜がん治療による副作用を乗
り越え、食べることのよろこび、楽しみを見いだ
すために〜」です。食べることは、がん患者さん、
がんサバイバーの方の生活の質（クオリティ・オ
ブ・ライフ：quality of life）を上げるために本
当に大変重要なことと考えます。「食べることは
喜び」であり「楽しみ」であるのですが、同時に
栄養を補給するという、身体にとっても良いこと
だということです。一石二鳥、一石三鳥の効果が
あります。今までの8回のご当地カフェでは、「食」
には、あまり触れられてきませんでした。それを
今回、採り上げていただきました。今日はそれに
ついて色々とお話をいただき、さらにお菓子など
を食べながらみなさんで話し合っていただきま

す。
　本日は体験者の方からご自身の体験をお話しい
ただいたり、あるいはご家族の体験をお話しいた
だきます。さらに栄養士さんから「がん治療と食
事」のお話をしていただきます。その後にカフェ
タイムを持ちます。私も楽しみにしていますが、
青森と言えばリンゴ、そのリンゴや青森のスイー
ツを本日はご用意いただきました。それを食べな
がら、お茶を飲んで、みなさんで、今までの体験、
あるいは体験に基づいた工夫を話し合っていただ
ければと思います。
　今日は患者さんだけではなくてご家族の方、あ
るいは多くの医療者の方、さらには一般の方と本
当に様々な方が集っています。今日はカフェなの
で、お茶を飲む喫茶店だと思ってください。何か
勉強するということではなく、みなさんで話し
合って楽しい時間を過ごしていただければと思い
ます。限られた時間ですが、今日はぜひ楽しく過
ごしていただけるようにお願いしたいと思いま
す。簡単ですが、私の開会の挨拶に代えさせてい
ただきます。今日はよろしくお願いいたします。

193開会の挨拶　
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　これまでがん患者さんの苦痛からの解放を目標
とし、様々な取組みを行ってまいりました。それ
は痛みだけではなく治療または病気によって食べ
られないことの辛さも含まれています。今回企画
いたしました「ご当地カフェ」もその取組みのひ
とつです。
　青森県は、海・山に恵まれた地であり、豊富な
食材があります。本日はぜひこうした食材にも目
を向け、食を考え、そして輪をつくる「健康づく

りの場」になることをお祈りいたします。
　最後にこのような機会をいただきました国立が
ん研究センターがん対策情報センター、青森県立
中央病院緩和ケアセンター、そして会場にお集ま
りのみなさまに感謝の意を表したいと思います。
どうもありがとうございました。

（吉田茂昭氏、所用にて欠席につき、司会・進行
の青森県立中央病院緩和ケアセンター山下慈氏代
読）

吉田　茂昭
青森県病院事業管理者

（代読）青森県立中央病院緩和ケアセンター　山下　慈

特別発言： 
食べられない辛さからの解放をめざして
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　みなさんこんにちは。ジョーンズ薫と申します。
今日はこのような機会を与えていただき本当にあ
りがとうございます。以前アメリカ人と結婚して
いたので苗字はジョーンズとなっていますが、黒
石市生まれの 100％津軽衆でハーフでもなんで
もありません。少しの間、私のがん治療経験をお
話しさせていただきます。

私の病気のこと

　病気のことから説明いたします。2016 年７月
に会社の健康診断でレントゲンに何か映っている
ということで呼び出しを受け、すぐに精密検査を
するようにと言われました。すぐと言われても何
だろうと思っていましたが、保健師の方からは内
容について直接言えないらしくて、とにかく病院
に行けということでした。それで検査が始まりま
した。たまたまその検査日に腸閉塞を起こし、病
院には転がり込むような形で入りました。その日
から１ヵ月の入院をして大腸がんで肺転移という
診断をされました。
　そこから１ヵ月の入院で抗がん剤治療を始めま
した。最初、私は抗がん剤などを身体に入れるの
は嫌だと思いました。たぶんみなさんもそうだと
思うのですが、がんや抗がん剤については悪いイ
メージしかありません。抗がん剤は苦しい、がん

は死ぬというイメージです。私もそうでしたから
そういう苦しい思いをしたくないし、身体に薬な
ど入れたくないと思い、抗がん剤はやりたくない
と主治医の先生に言いました。同時に、自分の病
気のこと、あとどのくらい生きられるのかなど、
すべてを教えてくださいと言いました。2016 年
8 月時点で、統計的な数値ですからジョーンズさ
んにすべて当てはままるかどうかは分かりません
が、余命は 7 ヵ月ですと言われました。その時
点で 7 ヵ月ですから、治療をしていなければ今
この場に私はいなかったかもしれません。
　抗がん剤をやろうと思ったきっかけは、まず
7 ヵ月では、死ぬことについてのこころの準備期
間が足りないということからです。主治医の言葉
にも後押しされました。「今は毎日新しい薬が出
ています。明日、あるいは明後日に大腸がんが治
る薬が出るかもしれません。もし出た時にこの世

ジョーンズ　薫
青森県立中央病院がんサバイバー

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

スライド 1　私の病気のこと
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にいなかったらもったいないです。治療を受けて
生きませんか。」という言葉で、抗がん剤治療を
始めました。現在も 2 週間に 1 回の外来治療を
しています（スライド 1）。

抗がん剤治療の副作用―味覚の変化について

　今この姿を見ていただければ、食べられなかっ
た時などあったのかという体形をしています。正
直に言いますと、今は太り過ぎで、もうすぐ
80kg になりそうで恐いです。昨年（2016 年）
11 月に手術をしましたが、その前後は、食べら
れないこともあり 2 ヵ月で 13kg 落ちました。
手術前には体力をつけるためにスライド 2 にあ
るような栄養ドリンクを処方されていたくらいで
す。
　化学療法による味覚の変化についてお話ししま
す（スライド 3）。化学療法による変化は色々あ
ります。味覚だけではありませんが、今日は「食」
がテーマなので味覚のことをお話しさせてもらい
ます。入院して 1 ヵ月後に最初の抗がん剤治療

が始まりました。私は大腸がんであり、なおかつ
腸閉塞で入院しているということで、便の出を良
くしなければならず、水分を摂るようにと言われ、
病院ではずいぶん水分を摂り、今でも摂っていま
す。ポカリスエットを飲んでいて、途中で抗がん
剤の点滴を始めました。点滴が身体に回った瞬間
からポカリスエットがただの苦いだけの液体に味
が変わりました。スライド3に「化学の味に変わっ
た…」とあるのは、そういう意味です。まるで砂
糖の味がしない、ただの苦いだけの液体に、薬が
入った瞬間に変ったことを今でも覚えています。
　抗がん剤による味覚の変化は、みなさんそれぞ
れで違うと思いますが、私は塩気を非常に感じる
ようになりました。今まで好きだったラーメンや
ハンバーグなどの外食、前の味は頭にインプット
されているので、その味を食べたくて食べに行く
のですが、今ではしょっぱくて、しょっぱくて食
べられません。薄味は身体に良いので、この変化
は逆に良いことだと思っています。
　それから口が変わってさっぱりしたものが食べ
たくなりました。アイスクリームや、嫌いだった
ゼリーなども好きになりました。果物も好きにな
りました。
　だるさで起きているのも辛い。副作用で、だる
い、倦怠感などはみなさん言いますが、私はこの
身体のだるさを表す日本語はないと思っていま
す。言葉では言い表せない体験でした。強いて言
えば、重力が全部自分の身体にのしかかるという
感じです。手を挙げるのさえ、自分の力ではでき
ないくらいです。「だるさ」という言葉しかない
ので「だるさ」を使わせてもらいますが、これは
やはり化学療法を受けた患者でなければ、分から
ないことだと思います。
　

「食べる」ことで抗がん剤治療に耐えられ
る身体をめざす

スライド 2　食べられなかった時の私

スライド 3　化学療法による味覚の変化
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スライド 4　食べられることでしか得られない栄養

スライド 5　食べるために工夫したこと、食材、料理について

　食べることでしか得られない栄養ということで
すが、私もがんになってから、インターネットで
色々なことを調べました。何が良いのか、何を食
べたらだめなのか、どういうように過ごすべきな
のか、あまりの情報の多さに迷ってしまい、どれ
が自分に合っているのかが分からないなと思いま
した。有名人の方はお金の面でも、色々なことが
できますが、生活面でできる範囲はそれぞれみな
違うと思いますし、がん細胞はみな一人ひとり違
うと思います、人間が一人ひとり違うように。し
たがってインターネット情報が自分に合っている
かどうかは分からないということです。1 年 3 ヵ
月、抗がん剤をやりながら過ごしてきて、自分の
身体で分かったことが、栄養は食べることでしか
摂れないということです（スライド 4）。
　抗がん剤をやっている者には栄養をつける薬な
どは一切処方されていません。たとえばがんの人
は、がん細胞は糖分が好きなので糖分を摂っては
いけないであるとか、蛋白質はだめだというよう
な色々な情報があります。ただ私はそう考えると
食べるものがなくなってしまうと考えました。そ
こでもしかしたらがん細胞も栄養をつけて抗がん
剤に勝てない身体になることになるかもしれませ
んが、食べられるものはちゃんと食べて、抗がん
剤に耐えられる身体をつくる方が良いと考え、リ
スクも一緒に背負って食べ、抗がん剤に耐えられ
る身体を維持することに決めました。
　2 週間に 1 回の抗がん剤治療をしていますが、

毎回治療前に採血をします。それで栄養値が悪い、
あるいは肝臓の数値が悪いと、今日は抗がん剤治
療はできませんとなるのですが、おかげさまでこ
の 1 年 3 ヵ月の間、私は 1 度もそういうことは
ありませんでした。やはり食べることは必要なこ
とで、食べることによって身体がつくられていく、
人間の身体はそういうようにできているというこ
とを、自分の身体で自分で証明することができま
した。
　
食べるための工夫―食材や調理法

　本日のテーマにもなっています、食べるために
工夫したこと、食材、料理についてです。スライ
ド 5 に出ている写真は、私が料理したものです。
今でもちゃんと自炊して食べています。口の中は
やはりザラザラした感じ、苦い感じなど色々な副
作用はあると思いますが、それにプラスしてだる
くて、起きて食卓につくことも疲れる、食べて起
きていられないということもあります。そこで私
が考え出したのは、スープ、汁物です。野菜や肉
などたくさんの種類のものを入れて味を変える。
ひとつの味だとあきてしまうので、味噌汁のよう
にしたり、醤油味にしたり、甘口のカレー味にし
たり、豆乳の味やコンソメ味にというように色々
と味を変えて、野菜や肉など中の材料も変えて
スープにしました。起きて食べること自体ができ

体験談 1： 
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ビで広告が流されるぐらい身体に良いものだとい
うことが知られるようになっています。したがっ
てこれは病気でも病気でなくても、みなさんの身
体に良いものなのだと思います。、とくに私のよ
うながんを治療している者には、薬が分解される
肝臓に良いしじみ貝は、身体に良いと思います。

自分らしく生きる
―ただ自分でいる、そして人生を生き抜く

　最後になりましたが、スライド 8 に「自分ら
しく生きるために」と書いてあります。自分らし
く生きるために特別にしていることはありませ
ん。することもありません。ただ自分でいるだけ
です。
　がんになってから色々気づかされたことがたく
さんあると言う人が多くいます。その通りだと思
います。やはり生き方と見方が変わりました。
　今は好きなものもどんどん食べられるようにな

ないので 1 回の食事で色々な栄養が摂れるもの
ということでスープでした。あとはさっぱりした
ものを欲しがっていたので、それも汁物でという
ことです。当時、私はずいぶんスープや雑炊を食
べていました。
　起きて食べることがめんどうであるとか、口の
中が痛くて食べられない人もいると思いますが、
やさしい味にして、野菜を軟らかく煮て、1 回の
食事でめんどうくさくなく、色々な栄養が摂れる
ようにしてやりました。アメリカ人はワンプレー
トと言って、1 つのプレートに色々なものを乗せ
て 1 回で食べるのですが、日本人なのでワン「1

（ワン）ドンブリ」でいければ、簡単に、栄養も
摂れると思います。
　消化に良いものを選んでいました。私の場合は、
大腸ですから消化が良くなくてはならず、市販の
ケーキは、ドライフルーツやナッツなどが入って
いるので、私は自分でパウンドケーキやレモン
ケーキを焼いて食べています（スライド 6）。
　今日は「ご当地カフェ」ということですが、青
森県はリンゴの生産は 1 番です。リンゴは 1 日
1 個食べれば「ドクターいらず」と言われていて、
栄養価も非常に高いものです。私は三沢基地で
20 年以上働いていて、今は休職中ですが、アメ
リカ人の同僚は、おやつがわりにリンゴにピー
ナッツバターをつけて食べていて、それを最初に
見た時は驚きました。ただこれが食べてみると意
外においしいです。試してみてください。リンゴ
の食べ方は、生で食べるか煮て食べるか、すって
食べるかぐらいですが、リンゴのピーナッツバ
ターというのは、ちょっと説明できないので、と
にかく食べてみてください（スライド 7）。
　しじみ汁も青森県は日本で 2 番目です。私は
しじみ貝が身体に良いからと言って意識して食べ
たことはありません。ただ自然に、いつもそこに
あるものでした。今はそこに含まれるオルニチン
などでしじみエキスのサプリメントが盛んにテレ

スライド 6　自分で焼いたケーキ

スライド 7　青森の食材を活用―しじみ汁とリンゴ
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り、かえって太り過ぎに注意しなければいけない
ほど食べられるようになりました。私は 47 歳で
す。働き盛りのがん患者です。自分ががんになっ
てみて色々なものに携わってみました。食もそう
です。仕事のこともそうです。色々な保障のこと
もそうです。まだまだこれは大変だ、47 歳の私
だからできるのだが、お年寄りにはできるのかな
という書類のことなど、色々と学ばさせていただ
きました。
　思ったことは、やはり青森県人というのはシャ
イなのでしょうか、恥ずかしがり屋さんですね。
たとえばがんなのに隠していたいと思う、知られ
たくない、噂されたくない、と色々あると思いま
す。しかしこれからは 2 人に 1 人ががんになる
時代ですから、私は、がんは糖尿病などと同じ、
一生付き合っていかなければいけない病気のひと
つだと思っています。
　これからはみなさん、がんであっても、がんで
なくても、みなさんが変えなくてはならないもの
が、がんに対する意識です。それは変えなければ
いけないと思います。がん患者でも普通の人と同

じように生活ができ、どこにでも出られるような
社会になれば良いと願っています。
　私はがん患者に見えますでしょうか。見えない
でしょう。たまに自分でも忘れます。友だちと一
緒にいたり、買い物などに行くと自分ががんであ
ることを忘れていることがよくあります。ただ長
く歩くと心臓がバクバクしてきてそう言えばがん
だったのだと気づかされることが多々あります。
こんながん患者がいても良いのかと思われるかも
しれませんが、これからも好きなことをして、し
がらみなどはもう切り捨てて、自分の人生なので、
長生きをしようとは思っていませんが、生き抜こ
うと思っています。
　みなさんに対する感謝のこころも大変出てきて
います。今日は 10 年来、20 年来という青森出
身の友だちが三沢から 1 人、アメリカから 1 人
来てもらっています。アメリカにいる友だちは、
2 年前にお母さんを青森からアメリカに引き取っ
てヒューストンで暮らしていたのですが、去年

（2016 年）、お母さんをがんで家で看取っていま
す。今日はこのために来てくれました。
　今私が言っていることで、去年は本当に 13㎏
も体重が落ちたのかと思われる方がいるのであれ
ば、友だちに聞いてもらえれば分かるので後で聞
いてください。
　今日は短い間でしたが、感極まって涙も出てき
てしまいました。後ほど時間があればみなさんと
話をしたいと思います。患者さんもおられると思
いますが、生きましょうね。生きていきましょう。
ありがとうございました。

スライド 8　お伝えしたいこと
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　 み な さ ん こ ん に ち は。 中 村 と 申 し ま す。
714km と言うとすごいですが、飛行機で 1 時間
ちょっとです。私の母は昭和 1 桁生まれです。
スライド 1 にあるように平成 15 年に乳がんが発
見され手術をしています。この時に母は 70 歳を
過ぎていましたので、主治医からは乳房全摘を勧
められました。ただ母は「お母さんいやだわ」と
言い、それで「お母さん何がいやなの？」と聞き
ましたら「全摘がいやだ」と言うのです。「どう
して？」と聞きました。青森県人のみなさんには
分ると思いますが、みなさん温泉によく行きます。
朝風呂に行きます。母もできるだけ温泉に行くた
めに部分切除にしたいと言うのです。この頃は高
齢者は全摘をすることが多かったのですが、主治
医の先生にそのことを相談したら「それもありか
も」ということで部分切除をし、化学療法、放射
線療法などもろもろの治療を受けました。

　ただその後再発をします。どこまで再発したか
と言いますと、再々々発ぐらいまで行きました。
再発では色々なことが起こるのですが、母は、毎
回、それなりに対処ができるのです。残念ながら
12 年後に亡くなるのですが、誤嚥をしてしまっ
たがために無気肺になってしまい、がんではなく
肺炎で亡くなっているので、私としては非常に不
本意でした。亡くなる予定ではありませんでした。
そういう母の歴史があります。

患者（母）の尊厳を守るには

　スライド 2 は、「患者としての母の尊厳を守る
には」ということです。病む母の生き方の尊厳を
守ることで学んだものに、先ほどジョーンズ薫さ
んも話されていましたが、「正しい情報」が非常
に大切だということがあります。今はインター

中村　由美子
文京学院大学保健医療技術学部看護学科教授

体験談 2： 
母の「食べたい」思いに寄り添い、食べるよろこびを分ちあった家族
―東京から青森 714km の距離を超えた家族の体験談―

スライド 1　母の歴史 スライド 2　患者（母）の尊厳を守るには

200 Ⅲ　ご当地カフェ・in あおもり

�ん本.indb   200 2018/03/24   14:57



スライド 3　家族として

ネットなど色々な情報がありますが、何が正しい
のか正しくないのか、この情報は、私の母に合う
のか合わないのかなど色々気をつけるべきところ
もありますから、そういうことに関しては主治医
の先生と十分に相談すると良いと思います。
　また「Quality of Life」も大切です。母にとっ
てはとにかく「温泉に行く」ということが非常に
大事でした。「温泉に行ける」ことは、母の

「Quality of Life」を保つという意味では重要で
した。よく笑い話のように言っていたことがあり
ます。部分切除なので切除した方の乳房がバスト
アップしているのです。ただ残念ながらもう片方
は年齢的にちょっと垂れているのです。それで母
が「こっちの方も手術してもらえば良かった」と
先生に言うと、主治医の先生が「うーん、それは
僕の専門外です。形成外科というよりはもう少し
美容外科に近くなるので」と言ったというのです。
そういう笑い話もしながら、母は生きていました。
　また色々な意味の「役割」も非常に大事です。
その人なりの役割を尊重してあげることは大事だ
と思います。病気だからと言って何もしないわけ
ではなく、その人なりにできることはあります。
私の母は花を育てるのが好きでした。野草が好き
なので、よく庭に野草を植えて育てていました。
　「誇り」も非常に大事です。その人なりの人生
があります。母も 70 年生きていますから、その
母の人生の誇りを大事にする。私はわりにうるさ
い娘でしたから、時々母に「お母さん、そんなこ
とを言ったって」と話していました。ある意味で
ちょっと誇りを傷つけていた部分もあったと思い
ます。今思うと誇りはとても大事だったのだなと
思います。
　それからやはり「希望」です。その時々の何を
したいという希望も非常に大事でした。
　ここでぜひみなさま方に今日知っておいていた
だきたいのは、レジリエンスという言葉です。「し
なやかな力」と言われています。折れない心とい

うような言い方をしている人もいます。竹はどの
ような強い風が吹いても、たわみますが、その後
に必ず元に戻ります。逆に硬い樹は、強い風では
バキッと折れてしまいます。そういう意味での折
れない軟らかさというのは非常に大事なのだと思
います。そのためには、ひとつは自分の感情をコ
ントロールし、自分の力、良い部分を認めていく
ということ、そして楽観性というのも非常に大事
になります。楽観的にものごとを見る。あまりく
よくよしない。がんではないのですが、私がやっ
ている研究の中で、病気のお母様方が、なんとか
なるさという見通しを持つことが子どものこころ
にとって大変大事なのだということを教え子が研
究の中で発表していました。そういう意味ではこ
のレジリエンス、しなやかな力、バキバキッと折
れてしまう樹ではなく、竹のようにしなやかに生
きていくことが大事だと思っています。

家族として―「第 2 の患者」の視点を

　家族としてということでは、やはり意思決定を
本人と共有していくということが、大変大事です。
その上で本人の希望をかなえていくことが非常に
大切だと思います（スライド 3）。
　それから情緒的支援です。ウチの母は「なんで
私が」とよく言っていました。口癖で「もう 70
を過ぎたから、私はいつ死んでもいいのよ」と言っ
ていましたが、そう言いながらも、なぜ私がこの
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ように具合が悪くならなければならないのだと
か、せっかく順調にいったと思えば、再発や再々
発と言われて愚痴っぽくなっていました。そうい
う愚痴を聞いてあげるのも非常に大事です。
　経済的支援も大事です。先ほどジョーンズさん
もおっしゃっていましたが、年齢がいくと書類ひ
とつ書くのも色々と分からないことがあります。
私も医療者ではありますが分からない部分もたく
さんありました。そういう意味では医療費のこと
や、それに関する色々なことについては専門家に
相談をしていくことが非常に大事だと思います。
　もうひとつ大事な視点は、私たち家族も「第 2
の患者」だということです。したがって医療者に
は、「第 2 の患者」として家族を見ていただきた
いと思います。
　残念なことに、母は肺炎で入院しました。食べ
たものが間違って気管の方に入る誤嚥で無気肺に
なり肺がほぼ使えなくなってしまいました。その
時は私の息子が直接、車に乗せて病院に連れてい
きました。その時の市内の病院の先生が言ったの
が、がん末期の患者になぜこういう治療をしてい
たのだということです。家族としては強く抗議し
ました。孫にあたる息子は私に「母さん、ぶん殴
りたくなったのでその場を離れた」と言っていま
した。医療者には、第 2 の患者である家族にそ
ういうことはあまり言ってほしくないということ
があります。これは実は青森だけではありません
でした。私の主人の母がこの 4 月に東京で亡く
なったのですが、その母も胃がんでした。私は吐
血を心配していたので、そのことを主治医に言っ
た時に「あなたも医療者だから分かるでしょう」
と言われました。「はっ何が？」と思って尋ねた
ら「吐血をしたら血圧が下がります。本人は間も
なく逝ってしまうので、そういうことを感じない
からもう問題はない」というような意味のことを
言ったのです。それで私は「そばで見ている家族
はどうなるのですか？　先生、そこまで考えてく

ださい」と言いました。やはり医療者にはぜひ、「第
2 の患者」としての、私たち家族の精神的ケアも
していただきたいと思います。

母の食事―限られた食材と調理法の中での工夫

　スライド 4 は母の食事の例です。母は後半に
は肺にがんが再発して、通過障害もありました。
主治医とも相談をしたのですが、主治医は、胃瘻
と言って胃に穴を開けて栄養をやるやり方もある
が、口から食べられないというのは、その人の生
き方も変ってくるので、口から食べられた方が良
いということで、口から食べる形で食事を用意し
ていました。
　ほとんどドロドロの状態で提供されます。今は
ハンドブレンダーという電動で掻き混ぜてくれる
ものがあるので、それを使って料理をしていまし
た。青森にいる時にお手伝いに来てくれる人がい
るので、その方にはこういう感じで母の食事を
作ってくださいと言って作ってもらったのが写真
のような食事例です。
　下にあるのがお粥です。上の方にスープなどが
あります。それから芋や南瓜などマッシュしたも
のがあり、あとはジュースなどです。エネーボと
いう非常に高カロリーな経腸栄養剤もあります。
豆腐の上には醤油かポン酢かせいぜいゴマぐらい
しか私は思いつきませんが、孫が、豆腐サラダが

スライド 4　母の食事（例）
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スライド 5　相談の大切さあるのだからけっこうドレッシングも合うと言っ
て、工夫してそういう食べ方もしていました。食
材は限られているので、味付けをちょっと変えて
母には提供させていただきました。
　離乳食や高齢者の方たちの様々なレトルトの食
品が今はあるので、それらが非常に使えました。

「お母さんこれはどう？」「あまりおいしくないか
らいい」「こっちは？」「これは良い」というよう
に味を聞いて確かめながら、色々なものを使って
料理をさせていただきました。

相談の大切さ

　家族のみなさんはみんなそうだと思うのです
が、どうか 1 人で頑張るのではなくどなたかに
相談をしてほしいと思います。1 人で抱えるとシ
ンドイです。家族同士はお互い家族同士なのでシ
ンドイです。私の妹も医療者なのですが、妹に相
談しても、お互い専門のことは良く分りますが、
同じ家族なので癒してはくれません。私の方も妹
から聞かれても、あまり癒すような言葉は返せな
いし、私自身が妹に言っても、妹から癒される言
葉は返してもらえません。なぜかと言えば同じ家
族だから、同じように苦しいからです。
　そういう意味では、私は同じように高齢者を抱
えている知人や友人、あるいは医療者の方に相談
をさせていただきました。私の母は千葉県のがん
センターの先生に診ていただいたのですが、その
先生を大変信頼していたので、よくその先生に母
も相談していましたし、私も治療や色々なことに
ついて相談をさせていただいていました。
　また、私は自分が看護師だからということでは
ないのですが、認定看護師さんや病棟の看護師さ
んに相談していました。年齢がわりに高い病棟の
看護師さんが母に優しくしてくれていて、食事が
食べられない時にも色々な工夫をしてくれていた
ので、その方にはよく相談をしていました。そう

いう意味では色々な医療者の方に相談をするのも
ひとつだと思います。
　国立がん研究センターにある「がん相談支援セ
ンター」のサービスをスライド 5 に掲げさせて
いただきました。もちろん青森県立中央病院でも
色々な相談を受けているそうです。ただ私もホー
ムページを見たのですが、そのホームページでは
なかなか相談場所まで行きつけませんでした。ぜ
ひ今度はホームページのもっと前の方に出してく
ださいとお願いをさせていただいています。青森
県立中央病院もがん診療連携拠点病院ですから、
そういうところのがん専門の看護師に相談してい
ただければと思います。
　私の場合は、医療職でもあるのでその部分も含
め、家族としてお話をさせていただきました。
　来年（2018 年）は母の 3 回忌です。主人の母
は来年 1 周忌です。これは、私の年代の発達課題
だと思っています。家族としてもやれることをや
れたと思っていますから、気持ち的には少し落ち
着いてきています。私が悔やんでいた時に、息子
が「おばあちゃんは青森に帰りたがっていたから」
と言いました。私たちとしては悔やむ思いは残り
ますが、たしかに青森で亡くなったことは、それ
なりに良かったのではないかとも思います。見方
を変えることは非常に大事だと思います。ぜひみ
なさま方も少しずつ見方を変えていただければと
思います。以上です。ありがとうございました。
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はじめに
―食事制限はないので、無理をしないこと

　本日はこのような場をいただきありがとうござ
います。神奈川県立がんセンターで管理栄養士を
しています藤井と申します。神奈川県立がんセン
ターのがん患者さんへの食事の工夫というテーマ
でご依頼をいただき、未熟ですが、少しでもみな
さまのお役に立つ話ができればと思いうかがいま
した。どうぞよろしくお願いいたします。
　実はがん治療中に特別なお食事を考える必要は
ありません。あまり難しく考えてはだめです。が
んが増えていますから情報も色々出てきます。少
しでも良いところがあるとそこを大きく誇張して
色々なものが出ているところがあります。そうい
うものにあまり惑わされないでください。がんの
時に特別に食べなければいけないものはありませ
ん。逆に食べてはいけないものもありません。な
るべく自分が自然に、おいしく食べられるものを
摂る。まずいものを一生懸命、良いと言われてい
るからと食べても、実は身体にはそう役に立って
いないかもしれません。食べられる時にきちんと
食べることがいちばん大事なことです。
　昔から言われていることなのですが、基本的に
は、3 食をきちんとバランスよく摂るということ

です。このバランス良くというのがどういうこと
かは後ほど少しお話しします。
　ただ、がんの治療をしながら、糖尿病であった
り、心臓病の治療をされている方については、食
事の指示がどうしてもついてきますから、そこは
その病気に合わせて臨機応変にということです。
　確認します。食事は無理をしないで自分のペー
スでということです（スライド 1）。食欲がない
時は頑張って無理をすることはない、食べられる
ものを食べれば良いです。ジョーンズさんの体験
談や中村さんのお話にもありましたが、お口から
食べるということは生きるということに強くつな
がっていることをお伝えしたいと思います。なる
べく口から食べられるようにということを優先的

藤井　理恵薫
神奈川県立がんセンター栄養管理部長／管理栄養士

講演： 
がん治療中の食生活の工夫

スライド 1　治療の達人
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に考えられると良いと思います。それが最終的に
治療の継続や化学療法を最後まで乗り切る力にな
ると考えています。
　本日は、まずがんと栄養のお話をします。それ
からバランスの良い食事とはどういうものか。そ
して化学療法をしている間に色々な症状が出ます
から、たとえば味覚障害や口内炎の症状が出てき
た時に、その症状に対してその場だけの対策かも
しれませんが、神奈川がんセンターではこういう
ようにしていますというお話をさせていただこう
と思います。

がんと栄養

　まずはなぜ食べられないのかです（スライド
2）。がんという診断を受けると気持ちの中でも
色々な変化が起こります。精神的な部分で食べら
れないということが当然出てきます。また、がん
という病気では、悪液質など色々な症状から食欲
が落ちることがあります。それから治療を開始す
ると抗がん剤の影響で吐き気や下痢、口内炎が出
ることが多くなります。食欲不振はほとんど全例
に出てきます。
　患者さんに必ず言うことは、気持ちが悪いなど
の副作用がたくさん出るのは、薬が頑張って効い

ているということだから、そこはしのいで頑張ろ
うということです。そういう言い方しかできない
のですが、食べやすいものを探してきましょうと
お伝えしています。
　抗がん剤を使い始めてから出る副作用は、抗が
ん剤の種類によってもだいぶ違います。外来の化
学療法をやっていると抗がん剤を打って帰るころ
にはもう気持ちが悪くなる人も入れば、3 日後く
らいに出る人もいますし、1 週間を過ぎてやっと
症状が出てくるような人もいます。人によって抗
がん剤の種類によって出る順番も、症状も違って
きます。隣の人がそうだから私もそうなると心配
しても、たぶん違ってくるのではないかと思いま
す。そのつど違う症状が出るのですが、今度はこ
の抗がん剤を入れるのだからこの時期にはこうな
るという予測がつくのであれば、それに対してこ
ういう時はこうしようとか、副作用が出る前に
しっかり食べようというように考えていければ良
いと思っています（スライド 3）。
　スライド 4 は治療のタイミングに合わせてメ
リハリをつけるということです。ジョーンズさん
は 2 週間おきに化学療法ということでしたが、
私が見ている患者さんは、3 週間ごとに繰り返し
化学療法をされている患者さんが非常に多いで
す。食欲は、ある時とない時があります。薬を入

スライド 3　副作用と発症時期スライド 2　なぜ食べられないのでしょうか？
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れると吐き気が出て、食欲が落ちることが多いで
す。少し落ち着いてくると食べられる時期がまた
来ます。食欲が落ちて吐き気がする時には無理を
するのではなく、食べられるものを食べるように
とお伝えしています。身体に良いものをとか、バ
ランスなどはあまり無理して考えずに、とりあえ
ず食べられるものを食べようということです。
　食べられるようになったところで、今度はしっ
かりとバランスを考えながらエネルギーをたくさ
んとっていきましょう。ずっとこの繰り返しに
なっていくと思いますから、自分のお薬と症状の
出方をうまく見ながら、それに合わせながらお食
事をしてください。

バランスの良い食事とは

　バランスの良い食事とは何でしょうか。みなさ
ん難しく考えてしまうのですが、普通の食卓を思
い浮かべてくだされば良いです。元気の良い、体
調が良い時には、主食と主菜と野菜の 3 点セッ
トで摂ってください。これだけでバランスは良く
なります。変に何かを摂れというのではなく、主
食と主菜と野菜です。主食とはご飯とかパン、麺
類。要はエネルギー源になるもの。がんの人は糖
質を控えなさいというような情報が流れていて、
たまにご飯は半分とか、ごく少量しか食べていま

せんと言う患者さんがいます。そういうことをし
ていたらエネルギーが足りなくなり、身体に良い
ことはありません。やはり主食をきちんと摂りま
しょう（スライド 5）。
　それから主菜は、肉、魚、卵、豆腐などの蛋白
質です。これは血や肉になるものです。細胞をつ
くる大事なものですから、蛋白質はきちんと摂り
ましょう。今の時代は、多くの人が、摂り過ぎと
いうくらい蛋白質をしっかりと摂れているので、
隣の人を見て、私ももっと摂らなくてはいけない
と思わないでください。蛋白質の目安量は、自分
の手の平 1 つ半ぐらいのお肉やお魚、卵やお豆
腐です。肉・魚・大豆・卵と何でも良いので、蛋
白質の食材を 1 食につき手の平 1 つ半ぐらいを
お膳に乗せてほしいのです。お魚が小さければ、
そのぶん卵でも豆腐でも添えて 1 つ半にすれば
良いです。あまりこだわらず、好きなものでうま
く合わせていけば良いです。手の平 1 つ半ぐら
いの蛋白質があれば普通は、間に合います。
　両手いっぱいのお野菜は、茹でると片手いっぱ
いになりますから、元気な時は、茹でて片手いっ
ぱいの量になるぐらいのお野菜があれば良いと思
います。ご飯とかパンや麺は、自分が食べられる
ぶんという程度に考えてくれれば、そうバランス、
バランスと頭で考えなくても何とかなります。主

スライド 4　治療のタイミングにあわせてメリハリを スライド 5　バランスの良い食事って？
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とお肉をしっかり入れてくれれば、ラーメンでも
バランスが良くなります。そのぐらいに考えて上
手に蛋白質と野菜が一緒に入るようにしてくれれ
ば良いと思います。
　スライド 7 にお示ししているのはポークチャッ
プ丼です。神奈川県立がんセンターでは 2 ヵ月
に 1 回、患者さんを対象に料理教室をやってい
ます。その時に食べられない人向けに、10 分位
でできる簡単な料理をデモンストレーションしな
がら説明し、試食会をしています。これだけで全
部バランスの整った食事になります。バランスと
いうとすごく難しく考えてしまうのですが、そう
難しく考えないでください。主菜と、主食、野菜
の自分の必要量ぐらいは分っているという程度で
良いと思います。

味覚障害の症状と食事の工夫
―エネルギーアップの工夫

　次は味覚障害についてです。先ほどジョーンズ
さんからも味覚がすごく変わったというお話があ
りました。抗がん剤を使うと味覚障害が出やすい
です。私は経験がないので、ジョーンズさんのお
話を聞いて、大変だなとすごく悲しくなってしま
いました。抗がん剤を使うと、抗がん剤は強いお
薬ですから、舌の上にブツブツとたくさんある味

スライド 6　やむを得ず量を減らすときは？

スライド 7　ご紹介する料理食と主菜と野菜、それだけです。
　主食はエネルギー源で、炭水化物です。主菜は
蛋白質。あとはお身体の調子を整える野菜です。
その他に牛乳や果物を上手に足してください。
　スライド 6 は、食欲がなくて食べられない時
にはどうするかというものです。基本は、主食、
主菜、野菜の 3 点セットのすべてのもののそれ
ぞれの量を少しずつ減らしていく。均等に減らし
ていくのが本当は良い方法です。しかし味覚が変
わったり、口の中が変わってくると食べられない
ものが出てきます。ご飯がいやだとか、お肉が食
べられないなどです。そういう時には、食べられ
るもので考えます。食べられなくなった時には、
まず最初は、バランス良い主食、主菜、野菜のセッ
トから全体に均等に量を減らす。それでもだめな
時は、食べられるもので合わせていくと考えると
良いです。
　主食、主菜、野菜となると、体調も悪いのにそ
んなに作っていられないとなってしまいます。そ
こで頭の中では主食、主菜、野菜を考えていただ
き、先ほどジョーンズさんも言っていましたが、
丼にしてしまっても良いのです。ご飯の上にお肉
が乗り、野菜も乗っていれば、全部がセットで入っ
ているので、それで良いです。ラーメンもただの
醤油ラーメンではなく、タンメンのようにお野菜
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スライド 8　味覚障害

スライド 9　味覚障害と摂取エネルギー量

蕾という味を感じる細胞が壊れてしまいます。そ
うすると今まで感じていた味が感じ取れなくなっ
てしまったり、おいしくなくなってしまったりし
ます。お薬の種類によっても味の感じ方が変って
きます。また、苦みが強くなってしまう人、甘み
が強くなってしまう人、まったく味がしなくなっ
てしまう人とか、症状の出方は、本当に人それぞ
れです。基本は、自分に合わない味に対しては合
うように味の調整をすれば良いということです。
苦手な味は何だろう、これはおいしくなくなった
というのであれば、おいしくする方法を一緒に考
えたり、食べられないものは避ければ良いという
ことです。おいしいと思えるものを食べれば良い
のです。味覚障害の人は個人差があり、このお薬
はこうなります、だからこれを食べてくださいと
簡単に言えるようなものではけっしてありませ
ん。
　味覚障害という症状がある時に何をしたら良い
かですが、まず口腔ケアは大変大事ですから、し
てください。抗がん剤などを使っていると舌苔が
厚くたまってしまうことがあります。そういう人
たちにはスポンジなどでその舌苔を取ってきれい
にしてあげると味を感じやすくなったりすること
があります。お口の中を清潔にする歯磨きとうが
いは非常に大事です。
　料理の工夫としては、それぞれ自分の得意な味
を見つけていくことです。一般的には、だしの味
をしっかり出してあげると良いです。調味料の味
ではなく、だしの味は変な甘みや変な苦みを感じ
なくてすむので意外においしく食べられます。
　人によっては酸味も使います。それから香辛料
を少し強めに使った方が食べられるという人もい
ます。そこはみなそれぞれですから自分の口に合
わせていきます。
　亜鉛という物質があります。これが味覚障害な
ど味覚に影響する物質だと言われています。亜鉛
の多い食材を使う。今の季節でしたら牡蠣などを

食べていただいても良いと思います（スライド
8）。
　スライド 9 は、神奈川県立がんセンターの膵
臓がんの患者さんの味覚障害の有無と食事量を調
査したものです。味覚障害がある人とない人で食
事調査をして摂取エネルギー量を比べてみました
ら、普通の外来の患者さんですが、やはり味覚障
害がある人の方が、平均すると 200kcal ほど食
べ る 量 は 少 な く、 摂 取 量 が 減 っ て い ま す。
200kcal というのは、ちょうどコンビニのおに
ぎりが 160kcal なので、おにぎりをもう一回り
大きくした位のご飯の量という感じです。1 日で
それだけのエネルギー量が足りなくなっていくと
いうことです。そうなれば、当然、栄養不足になっ
てしまうので、そこはきちんとカバーしてあげな
くてはいけないということになります。知らず知

208 Ⅲ　ご当地カフェ・in あおもり

�ん本.indb   208 2018/03/24   14:57



らずに味覚障害になっていて、なんとなくおいし
くないから食べられない。そこを単に食べられな
いなというだけで片付けていると、常にエネル
ギー量が不足していき、やせていってしまいます。
　それでは、カロリーアップ、エネルギーアップ
するために何をしたら良いでしょうか。私どもの
病院で調べたところでは、主食が食べにくくなっ
てしまう人が多いようなので、いちばん簡単なの
は、主食を食べやすくする工夫をすることです。
ご飯に味付けをしたり、酢飯が意外に人気があり
ました。雑炊もわりに食べやすいと言っていまし
た。パンも普通のパンよりは、フレンチトースト
や、バターやジャムをたっぷり塗って食べた方が、
エネルギーアップができます（スライド 10）。
　また、1 回の食事でエネルギーをとろうと思っ
ても無理な話になので、しっかり間食を取りま
しょう。間食というとみなさんおやつを思い浮か
べて、煎餅やお茶となりがちだと思います。それ
はそれでべつに悪くはないのですが、エネルギー
が足りておらず間食で増やそうと考えた時には、
少し栄養分を上げることを考えましょう。3 食で
十分なエネルギー量分を食べきれていないから 3
食を 5 回、6 回食にするという発想なので、お
やつに、お握りやサンドイッチが入ってきても良
いということです。しかしそれでは重たいという
時にはお菓子でも良いので、カステラと牛乳にす
るとか、カステラにクリームをたっぷりつけて牛
乳を飲むとか、栄養剤などを一緒に取るのも一手

段になってきます。ぜひ、そういうところでエネ
ルギー確保をしてください（スライド 11）。
　また一口一口にエネルギーをたくさん入れるた
めには、「油を混ぜる」という方法があります。「油
を混ぜる」という言い方をすると、「エーッ」と
思いがちですが、先ほどリンゴにピーナッツバ
ターというお話も紹介されましたが、今はそうく
どくない油脂類がけっこう出ています。認知症の
予防などでブームになった MCT という、ココ
ナッツオイルの中にある中鎖脂肪酸は、非常に吸
収しやすい油で身体に負担がかかりません。胃に
負担がかからないので気持ちが悪くなったり、変
にもたれたりしません。そういう油が出ています
から、それをドレッシングにプラスアルファで少
し掛けたりしても良いと思います。スライド 12
にお示ししたのは、パン 1 枚をトーストで食べ
るよりもバターをしっかり塗って、できればそこ

スライド 10　 カロリーアップの工夫：①主食の味付けに変
化をつける

スライド 12　 カロリーアップの工夫：③一口毎のカロリー
を高める工夫を

スライド 11　カロリーアップの工夫：②食事回数をふやす
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にリンゴジャムなども塗る。そうすると 2 〜 3
倍ぐらいのエネルギー量に変ってきます。紅茶も、
ただの紅茶ではなくたっぷり牛乳を入れ、蜂蜜も
入れて飲む。そうするだけで同じ量の食事でもエ
ネルギーアップができます。
　苦かったり、ピリピリする感じの時は、甘いも
のを入れてお口直しをすることでだいぶ変わって
きます。また、だしを利かせるというのも大変食
べやすくなると患者さんが言っていました。香辛
料や薬味などは上手に使うと良いと思います。お
醤油の味がだめですという方もいました。それで
あれば種類を変えていく。醤油ではなく味噌を使
うなどです。逆にお味噌のえぐみがだめだとか、
調味料に砂糖が混じっているとだめという方もい
ます。鯛味噌の変な甘みがだめ、みたらし団子の
タレがだめという患者さんもいました。個体差、
個人差があるということはぜひ知っておいてくだ
さい。私がこうだからあなたもそうとはならない
ということです。酢のものなどは、さっぱりする
ことが多いようです。ただ口内炎ができていたり、
口が荒れている人はけっこう多いので、酸味を利
かす場合は、そこは注意してください（スライド
13）。
　甘みを強く感じる場合は、塩味を上手に使った
り、酸味を使ったりするのが良いと思います（ス
ライド 14）。
　味を感じにくい時はしっかり濃いめにしてくだ

さい。心臓病や腎臓病で主治医から塩気は 6g ／
日以下にしてくださいと言われているような人は
別ですが、そうでなければ、食べることの方が先
決ですから、多少、塩を多く摂っても平気です。
この時期は、そもそも食べる量が少ないので塩を
少し増やしたところで全体量には影響をしないと
思いますから上手に使ってください（スライド
15）。
　私どもの料理教室では、長芋のカレーチーズ風
味炒め、サムゲタン風、牡蠣とほうれん草のクリー
ム煮などを取り上げていますが、すべて 10 分ぐ
らいでできるものを用意しています。これらは味
覚障害の方に意外に好評だったものです。神奈川
県立がんセンター栄養管理科のホームページにア
クセスするとこの作り方などが全部入っています

（スライド 16）。

スライド 13　食べ物が苦く、ピリピリと感じる時

スライド 14　甘みを強く感じる場合

スライド 15　味を感じにくい場合
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スライド 14　甘みを強く感じる場合

口内炎、吐き気、下痢等消化管症状のあ
る時の食事の工夫

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

スライド 16　 神奈川県立がんセンター栄養管理科ホーム
ページ

スライド 17　吐き気があるときの食事の工夫

スライド 18　吐き気のあるときにお薦めの食品

スライド 19　口内炎発症時の「食べる」ための用意

た後もストローなどで吸って入れると直接当らな
いのでしみたりすることは少ないようです（スラ
イド 23）。
　スライド 24 は口内炎があっても食べやすい料
理です。
　どうしてもそういう状況で食べられない時に
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ります。（スライド 26）。
　そういう時には無理して食べない。腸管を刺激
しないようにするのがいちばんです。消化の良い
ものを少しずつ食べましょう（スライド 27）。
　どうしても注意してほしいことは、脱水になっ
てしまうと困るので水分はしっかりとってくださ

スライド 20　コーティングする スライド 23　あると便利な器具

スライド 24　口内炎があっても食べやすい料理
スライド 21　口腔内にはりつかないように工夫する

スライド 22　形状を工夫する

は、栄養補助食品が色々あります。それぞれの病
院の栄養士さんに相談すると紹介してもらえると
思いますから、こういうものをうまく利用しなが
ら、その場をしのいでいくのも良いと思います（ス
ライド 25）。
　化学療法中には、下痢も症状の一つとしてあが

スライド 25　栄養補助食品を利用する
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　以上になります。

スライド 28　脱水に注意スライド 26　化学療法中の下痢

スライド 29　下痢や発熱時の飲料水

スライド 30　経口補水（中等度程度までの下痢）

スライド 27　食事で注意すること

いということです（スライド 28）。
　下痢をしている時や熱のある時の水分は、白湯
や麦茶より経口補水液の OS-1 などが吸収が良い
と思います（スライド 29、30）。
　家にいる時に熱が出て、OS-1 がないのでどう
しようかという時には、水 1 リットルに対して
砂糖 40g、塩を 3 〜 4 ｇ入れて溶かしてあげる
と補水液とほぼ同じようなものができます。そこ
にレモン汁などを絞ってあげるとけっこう飲みや
すくなります。
　食べられるものを食べられる時に食べるという
ことをいちばんに考えてください。色々な情報に
惑わされないで上手にご自身にあったものを食べ
ていただければ良いと思います。
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■ 高橋　すでにいろいろと「食」にまつわるお話、
心に響くお話をたくさんいただきました。どのよ
うなお話でもかまいません。「がんと食」にまつ
わる感想や今日のお話の感想、自分はこんなふう
に「食」に苦労したので、こういう工夫をしまし
た、あるいは家族のためにこういうことをやって
みましたということなど、ご自分のご家庭の体験
談をお話しいただければと思います。
　お茶を飲みながら話し合ったあと、最後にそれ
ぞれのグループで何を話したかを共有していきた
いと思います。まじめに肩ひじ張っての共有でな
くてけっこうです。自分のグループではこういう
感じでしたということをお話しいただければと思
います。

■ 的場　もしご自身にはご経験がない、周りに
もご経験された方がいないのでイメージがつかな
いという方は、今日のお話を聞いて、ご自身がが
んになり味覚障害が起きたり、あるいは周りの方
がそういうことになったら、こういうものを食べ
たら良い、あるいはこういうものを食べたいとい
う想像でも良いので、お出しいただけたらと思い
ます。よろしくお願いします。

フリーディスカッションタイム・まとめ

■ 的場　それでは各グループのファシリテー
ターの方には、それぞれのグループでどのような
お話、意見が出たかをご発表していただきます。
1 グループ 2 分ぐらいでまとめていただきます。

＜グループ発表・A ＞
　このグループでは、色々なお話が出ました。食
事のこと、配食サービスシステムのことなどが出
たのですが、最後にお母様をがんで亡くされた方
のお話がありました。お母様が最期に、お握りを
食べたがったというところから、このグループで
は「自分の最期に当って何を食べたいか」という
話になりました。私たちのグループでは、最期に
食べたいものは、暖かいご飯と筋子または煮干し
ラーメンの汁に決まりました。それを今回ご報告
させていただきます。ありがとうございました。

■ 的場　だいぶ色々なお話をされていたのです
が、本当にポイントを出していただきありがとう
ございます。それでは次のグループ。

いつでもおいしく食べたい〜おいしく食べるための工夫、支援について語りあおう〜

カフェタイム・グループ発表とまとめ

進行役　的場 元弘
日本赤十字社医療センター
緩和ケア科部長

進行役　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
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＜グループ発表・B>
　こちらは、ジョーンズ薫さんがいらっしゃった
ので大変盛りあがりました。私がああそうかと
思ったのは、抗がん剤を飲んで食べられない時、
家族は心配して食べるように励ましてくれるので
すが、それがご本人は非常に苦痛に感じていたと
いうお話で、ああそうだなと思いました。
　また、「食べる・食べない」ということでは、
がんではないのですが、お母さんが胃瘻で栄養を
摂って延命をしているのを見て、人間の尊厳につ
いて考えたというお話がありました。私の祖父も
そういうことがあったので、同じように考えてし
まいました。
　またさきほどのグループと同様に、最期に望む
ことの中に「食べたい」ということが強く出てく
るということがありました。看護師の方からお話
を聞いたのですが、患者さんの食べたいという気
持ちを先生に相談すると先生は、誤嚥で肺炎など
起こすとだめだからと言われる方が多いというこ
とです。しかし、QOLや人生の満足度を考えると、
本当に食べて飲み込むまで行かなくても、味わっ
たり、においなどかいで楽しんでもらうぐらいは
できるのではないか、せめてそのくらいは気にか
けてほしいということでした。以上です。

■ 的場　ありがとう
ございました。食べる
ものが考えられると良
いのですが、食べるこ
とが辛い時に「食べろ、
食べろ」と言われるの
はたしかにきついです
ね。私も患者さんから

「お願いだから、食べろって言わないで」と言わ
れることがあります。それでは次のグループお願
いします。

＜グループ発表・C ＞
　このグループではまず、提供された「あいーと」

（摂食回復支援食：イーエヌ大塚製薬株式会社）
を食べて、そこから話が発展しました。「あいーと」
のような摂食回復支援食については初めて知った
という方が多くいました。値段がけっこう高いの
で、補助金があれば良いという話が出ました。ま
た入院中にそういう情報提供してもらえると良い
という希望がありました。
　味覚障害の話では、口の中に脂がついている感
じがして大変辛い。そういう時でも食べやすいも
のとしては、ご自身が体験されたものとし、バニ
ラアイスが食べやすかったという話が出ました。
バニラアイスは栄養価が高く良いということでし
た。他には、プリンも手軽に食べられて栄養価が
高くて良いという情報提供がありました。エン
シュア・リキッド（経腸栄養剤：アボットジャパ
ン）を飲む時の工夫で、凍らせてシャーベット状
にして食べると食べやすいというお話も出まし
た。またエンシュアしか摂れない時には、塩分を
補うことが大事で、塩分やだしを少し使ったもの
を併せて摂った方が良いというお話もありました。
　それから経口補水液もご自分で作れますという
情報提供がありました。お砂糖 40g、塩 2 〜 3g
を水 1 リットルで溶かすと良いという情報です。
以上です。

■ 的場　かなり現場的な、リアルな情報がたく
さんありましたね。それでは次のグループお願い
します。

＜グループ発表・D ＞
　このグループには、がん体験者とご家族の方が
いらっしゃいました。体験者の方から、食べるこ
とにまつわる生活のこと、辛さが話されました。
それを医師に話してはみたものの「今ちょっとの
間だけだからね」という感じで流されてしまい、

215カフェタイム・グループ発表とまとめ　

�ん本.indb   215 2018/03/24   14:57



やはり細かいことは看護師さんでなくては言えな
かったと言われていました。家族の方は辛いよう
すを見ているのがシンドイので、先生に話した方
が良いよと促したそうです。
　味覚の変化は非常にあるということです。塩と
か醤油の、今までおいしいと思っていた煮物の味
も舌に刺さるような、生の玉ねぎのみじん切りに
したものを食べているような味になるという話で
した。この方は、甘いものは割りに良かったそう
です。
　ご高齢の本当に食べられないおばあちゃまでも

「コンビニのおでんを買ってきて」と言ったこと
があったという話が披露され、だし味は、そうい
う時に良いかもしれないという話になりました。
抗がん剤で吐き気はなかったのですが、手足のし
びれが出て力が入らないという方が、退院直後は
大事にされたのですが、普通に動いているのを見
て「お母さん、水割りもう 1 杯」と家族に言われ、
立っているものはがん患者でも使われるという話
がありました。旦那様は、「言ってくれればいく
らでも手伝う」と言ってくれたそうですが、おば
あちゃまとしては、おじいちゃまに手伝ってもら
うよりは、おじいちゃまに世話を掛けないように
早く退院したいと言っていたそうです。
　看護師さんでがん体験者の方がいて、看護師さ
んも病気には素人で、やはり旦那様が「オメェ自
身、本職ダベ、だから素人が声を掛けたりできな
かった」と何年か後に言われたということがあっ
たそうです。

■ 的場　やはり医療者、とくに医師には言いに
くかったり、専門職には話しにくいということは
あるようですね。私たちは聞きたいと思っている
のですが、なかなか言ってもらえない。言えない
のですね。痛み止めを頼むこともできないという
患者さんはたくさんいらっしゃいます。それでは
次のグループいかがでしょうか。

＜グループ発表・E ＞
　こちらのグループでは、おもに体験者の方々か
ら、治療した後に味覚が変わったという話をいた
だきました。とくに生トマトは苦いだけだったそ
うで、ただ、加熱すると食べられるというように、
調理方法によってだいぶ違うということが分かり
ました。そういう時に食べられたものは何かと聞
くと、アイスクリーム、とくにバニラが良かった
という話が出ました。そのように困っている患者
さんにどういう食材を薦めていくかという話で
は、化学調味料などが入っていない青森県産のだ
し昆布などが出ていますが、あれを使った煮物な
どが良かったという話になりました。以上です。

■ 的場　味覚の変化と困った時のバニラアイス。
だしについては良いという話がたくさん出ていま
すね。それでは次のグループお願いできますか。

＜グループ発表・F ＞
　こちらでは、がん患者さんの体験からの意見が
多く出ました。同じですが、食べられない時のア
イスは良かった。あとはプリンやゼリーです。こ
のあたりは、やはり良いようです。食べられない
期間は、味つけも薄味の方が良かったということ
です。とにかくご飯のにおいが辛かったという実
際の生の声も聞かれました。1 人の体験者の方は、
半年ほどほとんど食べられなかったのですが、そ

＜会場に用意されていたリンゴにピーナッツバター＞
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れでも体重は全然減らなかったということです。
流動食や柔らかいものを工夫して食べていたそう
です。そういう時期はやはり積極的に人と会うこ
とができなかったとおしゃっていました。今いち
ばん楽しみにし、大事にしているのは、生き生き
と暮らすことだと言われていた方がいます。あと
は趣味を持つこと。実際にがん治療体験後の方が、
外に出る機会が増えたという方もいらっしゃいま
した。社会とのつながりを持つようになったとい
う声が多く聞かれていました。人との出会いが楽
しくて、その間は嫌な思いも忘れられる。だから
どんどん積極的に外に出ていき、定期的に今日の
ような食材を使った食事会などを開催するのも良
いかもしれないという話でした。以上です。

■ 的場　ありがとうございます。においのこと
が気になるということ、外に出ていけない、それ
でも元気になったら外に出ていきたい。外で食事
の情報を得たいということで、それはそうだと思
いました。こういう会もそうですね。たくさんの
情報が集って非常に良いのではないかと思いま
す。次のグループお願いします。

＜グループ発表・G ＞
　こちらのグループには、胃がんの術後の方や抗
がん剤経験のある方などが参加してくださいまし
た。術後の合併症や口内炎などの抗がん剤の副作
用で食事がたくさん食べられなくなったり、食欲
が落ちることももちろんあったのですが、がんと
言われたことによる精神的なショックで食欲が落
ち、何を口に入れても砂を噛むような時があった
というご経験を話された方がいて、その話がいち
ばん印象に残っています。家族の方に「食べろ」
と言われて困ったということです。食べられない
自分を見ていた家族も辛かっただろうと言われて
いました。家族へのサポートも大切だということ
で本日は参加されたそうです。

　食べられないともちろんやせてきて、見た目も
変化してきます。ウォーキングができるほどまで
に回復したのに体重がなかなか増えてこないと気
にして落ち込んでいたのが、友人が「歩けるとい
うのは筋肉がついてきた証拠だから、体重は増え
ていなくても引き締まってきたのだ」と評価して
くれて、それがうれしくて、ご自身が元気になる
力に大変なったと言われていた方がいました。そ
ういうところです。

■ 的場　ありがとうございます。がんと診断さ
れて頭の中が真っ白になったという話はよくあり
ます。何を食べたのかも覚えていないし、味も分
からない。ショックを受けるとそれは食欲にも影
響するでしょう。そこはみなさんと共有すべき大
切な体験だと思いました。食べられないことで起
こった外見の変化もかなりその人にとっては大き
な問題で、どのように周りからは見えているのだ
ろうという不安もあるだろうということが良く分
りました。それでは次、お願いします。

＜グループ発表・H ＞
　私たちからはまず、今日参加した感想です。「食
べられるようになりたい・食べたい」ということ
について知る機会を自分の中で作りたいと思って
本日参加した方がいました。人によって食べる量
や好みは違うのですが、ミキサー食や、今日紹介
された「あいーと」などの試食の機会も今日は持
つことができて良かったと話されていました。ミ
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キサー食や流動食を、実際に家族が食べているの
を見て、これは人権を無視しているのではないか
と思ったというご家族の意見もありました。口に
まだ食べ物が入っているのに次から次にスプーン
を口に運ぶ介助をされている家族を見て、食事の
介護について考えさせられる機会になったと話さ
れていました。病院の先生から、京都のある医療
グループでは、食器や見た目に気を遣って食事を
提供しているという紹介があり、青森でももっと
そういうところが発展してくれれば良いのにとい
う話がありました。
　アレルギーがある患者さんもいるので、個別面
談で、合う食事を見つけていくのが大事ではない
かという話もありました。入院中は栄養士や看護
師が介入して食事のフォローをしてくれるのだが
退院後のそうしたフォローシステムはまだ作られ
ていないので、今後は医療の方では、退院後の食
事のフォローも進めてほしいという意見がありま
した。
　食品や栄養剤を患者さんに具体的に勧めたいの
だが、企業名を出して勧めるのは倫理的に問題も
あるかと思い、なかなか具体的には勧められない
という話も医療者の方からありました。
　実際に、今ご家族が入院中で放射線治療をやり
嚥下障害がある方のご家族の方が参加されていま
した。点滴と流動食を現在併用して治療中なので、
そういうことを知る機会になればと思い、今日は
参加されたそうです。勉強しに来ましたと話され
ていました。もう少しで治療が終わり、今後はご
家族と話し合って食事をどうするかを決めなけれ
ばいけないと悩まれていた方がいたので、私も、
今後はそういうところにも関わっていけたら良い
と、ファシリテーターとして思いました。

■ 的場　たくさんお話をしてくださいましてあ
りがとうございます。ミキサー食などは食べられ
るという部分のみを追及する食品で、どうしても

そういう形態の食品になりがちなのですが、それ
はご本人にとっては満足できない形態であること
が少なくないというお話がありました。また、患
者さんにとっては食事をする時間なのですが、介
護する側にとってはその食事時間内に終らせると
いうことでことが進んでいて、そこにずれが生じ
ている。やはりその人の生きていくペース、生活
のペースに合わせてというご意見が印象的でし
た。どうもありがとうございます。それでは次の
グループお願いします。

＜グループ発表・I ＞
　こちらのグループも、患者さんとして治療を体
験した方とそうではない方がおられました。味覚
障害や食欲不振を体験された方は、味だけではな
く、何を食べても「ジャシジャシした」という感
覚的な不快感を感じていた方もいます。その方は
この 3 月に治療を終えられ、本日のカフェで出
たカシスのケーキをおいしく食べられたので、そ
れがとてもうれしかったとお話しされていまし
た。治療が終わり、症状も消えて味覚が元に戻っ
てきたことを知られた方もいたということです。
　化学調味料のものは食べられなかったり、味だ
けではなくとにかくにおいがだめだったという方
もいました。その方がすごく良いことを話されて
いました。今はファブリーズのように衣類のにお
いを消すものがあるのだから、食べ物に掛けてに
おいを消せるものもできないか、それが開発され
れば良いのにという非常に斬新な話です。また、
においというところでは、柔軟剤のにおいも非常
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に気になるという話が出ました。食事ではなく衣
類につくにおいの話です。今は良いにおいの柔軟
剤がたくさんあります。看護師の白衣もよくにお
いがするという指摘を受けますから、そういうと
ころにも私たち医療者側は気をつけていかなけれ
ばいけないなと改めて感じました。
　治療を経験していなかった方は、今日の話を聞
いて食事のバランスの取り方が分かったとか、無
理をして食べなくても良いということが分かって
良かったと話されていました。つい、「食べた方
が良いんじゃない」と友だちに言ってしまうこと
もあるのですが、食べなくても良いのだという考
え方を知ることができて、今後はそのことを伝え
ていくということでした。
　最後に今日お話を聞いた中でいちばん心に残っ
たことは何ですかということで話し合いました
が、ジョーンズさんの「生きましょうね」という
一言に尽きるのではないかという感想を持たれた
方がいらっしゃいました。以上です。

「食」の楽しみを取戻す
―多くの課題とヒントが

■ 的場　ありがとうございます。がん患者さん
にとっては、食事もそうですが、やはりにおいは
不快に感じる時が多いということですね。たしか
に最近は、良いにおいの柔軟剤などが増え、夕方
になっても白衣を叩くとまだにおいが立つことが
あります。いやいやそれでは困るんだがというこ
とになりますでしょうか。それでも食べ物に掛け
たらにおいがなくなるものはないかというのは、
本当に切なる願いなのだなと思いました。
　本当にたくさんのご意見をいただきました。高
橋先生からは何かございますか。

■ 高橋　すみません、たくさんご意見が出てホ
ワイトボードに記録していくのが追いつかなく

て。何を食べるのかも
大事、家に帰ってから
の食事をどう準備する
かも大事、病院でどう
いう食事を出すのかも
大事、「家・病院・自
分で何をするか」に関
し具体的なヒントとし
て色々なお話をうかがえたと思います。私が印象
的だったのは、入院中の食事は、本来は楽しみの
はずが、そうなっていないことがあるというお話
です。「食」はやはり楽しみですから、「食」がス
トレスにならない方が良いですね。

■ 的場　私たちが取
組むべきことがいっぱ
いあるなと本当に感じ
ました。ただ、そのヒ
ントはみなさんからい
ただくしかないのかな
と感じました。良い情
報交換の機会になった
と思います。誰か言い足りない方はいらっしゃい
ませんか。大丈夫ですか。そうしましたらこれで
みなさんの意見交換は終わりたいと思います。

■ 高橋　ご協力どうもありがとうございました。
＜拍手＞

■ 山下　的場先生、高橋先生ありがとうござい
ました。最後に、私の方から、今日のイベントに
ご協力いただいた 4 つの企業様をお名前だけで
すがご紹介させていただきます。
　（有）かくた武田食品様・株式会社ヤクルト様・
アボットジャパン株式会社様・イーエヌ大塚製薬
株式会社様の以上 4 社です（順不同）。ありがと
うございました。 ＜拍手＞
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「ご当地カフェinあおもり」アンケート集計 参加者78名（スタッフ除く）
平成29年11月4日（土）実施 回答者70名（回答率　89.7％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

私は薬剤師ですが、今日の交流会で「薬剤師」の名前があがらなかったことに関してこれから努力が必要な部分だと感じました。患
者家族としては、患者さん本人のお話を聞くことができて、とても有意義でした。

退院後の食事をどうしたらいいのか、どこに聞いたらいいかわからないので、そういうシステムをぜひ作ってもらい、家族・本人が気
軽に聞ける状況にしてほしい。

食に関しての情報発信量が少なく、あっても探しにくい。アクセスしにくいという問題点があり。がんに限らずですが、患者さんや家族
と医療者のコミュニケーションの場をもっと増やす（場所、時間の多様性）とか、料理教室とか行えたらいいなと考えています。医療
者同士のコミュニケーションの場ももっと欲しいです。

開催に関する希望（自由記述）

発表された先生に対し、質問の時間があったらと思います。

がん経験者のリアルな声や医療関係者の皆さんとそれぞれの立場で思うことを、考えることを共有するのは、各々にとって非常に有
益だと思いました。ありがとうございました。

貴重な体験談や講演を聴かせていただきました。グループワークでは、皆さんとお話しさせて頂き、様々な方向からの意見をきくこと
ができました。ありがとうございました。

参加者の感想（自由記述）

勇気をもって、自らの体験を話してくださった方々に感謝します。地域にがんなどの病気を抱えている方々、高齢者などをサポートす
るネットワークが出来てほしい。

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

非常に有意義な時間を過ごすことが出来ました。抗がん剤治療を終え、つらい時期を乗り越えた今、振り返ってみて思うのは、「辛
い」と言えない環境下であったのが、一番辛かったように思えます。「辛い」時は辛い、そして泣きたいときは泣けるような時間を作る
ことが大切だなと感じました。言えた今日が本当に有り難い経験でした。ありがとうございました。

がん患者で治療中の方の味覚が変わることを改めてしりました。手作り味噌が胃がんの友達に好評でした。配食サービスの件は、
充実してほしい。冷凍食品の利用について、知ることができてよかったです。

抗がん剤治療の中の味覚障害の実際の話がきけて、とても参考になりました。藤井先生の講演もとても参考になりました。

食物に関する情報を知る事が出来て良かったです。また、ジョーンズさんの体験談や中村先生の体験談も家族も第2の患者である
と言うお話が患者本人だけでなく、家族に対してのケアの大切さを学びました。このセミナーに参加して、とても役に立ちました。あり
がとうございました。

あいーと食の存在を初めて知った。とてもおいしく、いいと思った。体験談で抗がん剤の副作用を本人から聞けて考えさせられた。

これで終わりでなくて、何回もしてほしいです。

18.6% 77.1% 4.3%
性別 男性 女性 未回答

4.3% 15.7% 12.9% 22.9% 25.7% 18.6%
年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

75.7% 24.3%

0.0%

0.0%

0.0%

Ｑ２．有意義でしたか？ 有意義だった まあまあ有意義だった どちらとも言えない あまり有意義ではなかった 未回答

41.4%
35.7%

18.6%
2.9%

0.0%
7.1%

患者・家族

医療関係者

一般市民

企業関係者

その他

未回答

立場（複数回答）

67.1% 30.0%

0.0%

2.9%

0.0%

Ｑ３．新たな情報を得る事ができましたか？ 出来た まあまあ出来た どちらとも言えない あまり出来なかった 未回答

52.9% 42.9%

1.4%

2.9%

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 あまり出来なかった 未回答（カフェトーク不参加）

　みなさんご苦労様でした。本日の参加者は 77
名でした。狭い思いをさせてしまったと思います
が、予想よりも多くのみなさまにご参加いただき
ありがとうございました。カフェタイムでも話が
盛り上がっていただき助かりました。実は初めて
のことばかりで、どうなるか大変不安だったので
すが、すばらしい結果が出たと思います。
　先ほどもお話にありましたが、退院してからど
ういう食事を取ったら良いのかというところは、
まったく情報が乏しい領域です。栄養は摂っても
らわなければなりません。また衣食足りて礼節を
知るとあるように「食」を楽しむというのは、患
者さんにとって非常に大切な、生活の中で基本的
なことだと思います。お話を色々うかがっている
と耳の痛い話もかなりありました。青森県立中央
病院でも、これからは患者さんの食事のことをも
う少し考えていきたいと思います。
　ただ、そうしていくためには、正直に言ってみ
なさまからの突き上げは絶対に必要です。遠慮な
い、忌憚ないご意見を青森県立中央病院、青森市
民病院の方にぜひ上げていただきたいと思います。
　ジョーンズさんから青森県人はシャイだという
お話がありましたが、そこはそんなことを言って
いる場合ではありません。今日はみなさん初めて
お会いした方ばかりなのにこれだけ話が盛り上が
るのですから、病院に対してなんかはまったく遠

慮する必要はありません。実は医者にこういう相
談をしても医者はほとんど答えられません。私も
そうです。せいぜい、「よく噛みなさい」とか、

「ちょっと工夫したらどうですか」とか漠然とし
たことしか言えないのが現状です。
　みなさんの立ち位置はそれぞれ違います。同じ
薬を使っても味覚の異常も、口内炎の程度も違う
と思います。そうした、それこそ一人ひとりオー
ダーメイドで対応できるような「食に対する指導」
をこれから私どももしていかなければいけないの
かなと考えています。青森県立中央病院でも、少
しずつそういうデータを集めてみなさまに還元で
きればなと考えています。また今日はジョーンズ
薫さん、中村由美子さんには貴重なお話をいただ
いて本当にありがとうございました。みなさま方
から暖かい拍手をお願いします。＜拍手＞
　主催者側になりますが、国立がん研究センター
から来ていただいた 4 人の先生、また神奈川県
立がんセンターから来ていただいた藤井先生、日
本赤十字社医療センターから来ていただいた的場
元弘先生の方々にもぜひ温かい拍手をお願いしま
す。＜拍手＞
　これで今回は終わりになりますが、患者さん、
ご家族の声を今後、医療者サイドに上げていただ
ければありがたいなと思います。本日は本当にど
うもありがとうございました。＜拍手＞

高橋　賢一
青森県立中央病院緩和ケアセンター長

閉会の挨拶
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「ご当地カフェinあおもり」アンケート集計 参加者78名（スタッフ除く）
平成29年11月4日（土）実施 回答者70名（回答率　89.7％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

私は薬剤師ですが、今日の交流会で「薬剤師」の名前があがらなかったことに関してこれから努力が必要な部分だと感じました。患
者家族としては、患者さん本人のお話を聞くことができて、とても有意義でした。

退院後の食事をどうしたらいいのか、どこに聞いたらいいかわからないので、そういうシステムをぜひ作ってもらい、家族・本人が気
軽に聞ける状況にしてほしい。

食に関しての情報発信量が少なく、あっても探しにくい。アクセスしにくいという問題点があり。がんに限らずですが、患者さんや家族
と医療者のコミュニケーションの場をもっと増やす（場所、時間の多様性）とか、料理教室とか行えたらいいなと考えています。医療
者同士のコミュニケーションの場ももっと欲しいです。

開催に関する希望（自由記述）

発表された先生に対し、質問の時間があったらと思います。

がん経験者のリアルな声や医療関係者の皆さんとそれぞれの立場で思うことを、考えることを共有するのは、各々にとって非常に有
益だと思いました。ありがとうございました。

貴重な体験談や講演を聴かせていただきました。グループワークでは、皆さんとお話しさせて頂き、様々な方向からの意見をきくこと
ができました。ありがとうございました。

参加者の感想（自由記述）

勇気をもって、自らの体験を話してくださった方々に感謝します。地域にがんなどの病気を抱えている方々、高齢者などをサポートす
るネットワークが出来てほしい。

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

非常に有意義な時間を過ごすことが出来ました。抗がん剤治療を終え、つらい時期を乗り越えた今、振り返ってみて思うのは、「辛
い」と言えない環境下であったのが、一番辛かったように思えます。「辛い」時は辛い、そして泣きたいときは泣けるような時間を作る
ことが大切だなと感じました。言えた今日が本当に有り難い経験でした。ありがとうございました。

がん患者で治療中の方の味覚が変わることを改めてしりました。手作り味噌が胃がんの友達に好評でした。配食サービスの件は、
充実してほしい。冷凍食品の利用について、知ることができてよかったです。

抗がん剤治療の中の味覚障害の実際の話がきけて、とても参考になりました。藤井先生の講演もとても参考になりました。

食物に関する情報を知る事が出来て良かったです。また、ジョーンズさんの体験談や中村先生の体験談も家族も第2の患者である
と言うお話が患者本人だけでなく、家族に対してのケアの大切さを学びました。このセミナーに参加して、とても役に立ちました。あり
がとうございました。

あいーと食の存在を初めて知った。とてもおいしく、いいと思った。体験談で抗がん剤の副作用を本人から聞けて考えさせられた。

これで終わりでなくて、何回もしてほしいです。

18.6% 77.1% 4.3%
性別 男性 女性 未回答

4.3% 15.7% 12.9% 22.9% 25.7% 18.6%
年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

75.7% 24.3%

0.0%

0.0%

0.0%

Ｑ２．有意義でしたか？ 有意義だった まあまあ有意義だった どちらとも言えない あまり有意義ではなかった 未回答

41.4%
35.7%

18.6%
2.9%

0.0%
7.1%

患者・家族

医療関係者

一般市民

企業関係者

その他

未回答

立場（複数回答）

67.1% 30.0%

0.0%

2.9%

0.0%

Ｑ３．新たな情報を得る事ができましたか？ 出来た まあまあ出来た どちらとも言えない あまり出来なかった 未回答

52.9% 42.9%

1.4%

2.9%

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 あまり出来なかった 未回答（カフェトーク不参加）
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　みなさまどうもお疲れさまです。昨日は、深夜
になって大変な雪に見舞われ、大変だったと思い
ます。幸いにして本日は小休止ですが、気温も低
い中、この市民公開講座にご参加いただきありが
とうございます。すでにがんという病気は特殊な
病気ではなくなっています。統計では日本人の 2
人に 1 人ががんに罹ります。ですから、みなさ
んと一緒にがんを見つめていこうということで
す。当、福井県済生会病院では、がんという病気
に対しては、厳しく治療に当たります。がん患者
さんに対しては、優しく寄り添うことを目標にし
ています。そのためには適切ながん治療が必要な
ことは当然ですが、治療中・治療後も患者さんが、
充実した生活、生きがいのある生活を営んでいた
だけますよう集学的がん診療センターを中心とし
て様々な取組みを行っています。その内のひとつ
が今日のテーマでもある「就労支援」です。
　当院では 2013 年 10 月から、がん就労支援に

取組んでいます。2015 年 2 月には、今日と同
じ市民公開講座を行っています。今日はその第 2
弾として、がんの就労支援活動の振り返り、また
さらに発展させることをめざして、「がんと共に
生き・がんと共に働く〜がんになっても安心して
暮らせる社会をつくるために〜」というテーマで
開催させていただくことになりました。今回は、
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援
部との共催です。そしてがんサバイバーシップ支
援部長の高橋先生から特別講演をたまわります。
　支援というのは、病院あるいは医療従事者だけ
が行うものではけっしてありません。そこにはた
くさんの方々のサポートが必要です。そういう意
味で本日は、福井公共職業安定所、福井産業保健
総合支援センターなど行政の専門の方のご講演、
また実際に雇用していただく企業の方のご講演も
いただきます。また患者さんご本人やご家族の方
のご理解とご協力が何よりも大切ですから、患者

がんと共に生き・がんと共に働く　Vol.2
〜がんになっても安心して暮らせる社会をつくるために〜

三井　　毅
福井県済生会病院副院長

開会の挨拶

ご当地カフェ in Winter 福井

2018 年 2 月 3 日
13 時 30 分〜 17 時

福井県済生会病院　本館 2 階　研修講堂　開催
共催：社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院

協賛：福井新聞社　福井テレビ
後援：福井県　福井労働局　福井産業保健総合支援センター　福井県医師会　福井県看護協会
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さんの立場からのご講演もいただきます。そのす
べての講演が終わった後で「カフェタイム」を設
けています。合計 3 時間 30 分の長い時間ではご
ざいますが、今日の公開講座が少しでもみなさん

のお役に立つものであり、明日からの毎日の生活
に何らかの形で活かしていただけるようなもので
あることを願って開催させていただきます。これ
からどうぞよろしくお願いいたします。
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「ご当地カフェ」が生まれるまで

　みなさまこんにちは、海育ちの高橋都です。今
日はこのような機会を福井済生会病院のみなさま
と共催することができ、本当にうれしく思ってい
ます。私ども国立がん研究センターは、お魚の築
地市場の真向かいにあります。最寄り駅は地下鉄

「築地市場」です。地下鉄を降りると明らかに魚
くさいです。（会場笑）そういうところからやっ
てまいりました。
　「ご当地カフェってナンジャラホイ」と思われ
た方もおられるかもしれません。実は今日が記念
すべき 10 回目です。全国各地で、地元でがんの
診療に一生懸命に取組んでいらっしゃる病院のみ
なさまとの共催でイベントを開催させていただ
き、講演会とその後に続く「カフェタイム」とい
う構造で実施しています。北海道札幌から沖縄県
那覇まで色々回ってまいりました。そして、昨年
度からはこれを公募形式にしました。今回の「ご
当地カフェ in winter 福井」は、福井県済生会病
院様が公募に応じてくださって実現しました。
　実はその築地市場の近くに「月島」という場所
があります。みなさま「もんじゃ焼き」というの
はご存じでしょうか。緩く水溶きした小麦粉を鉄
板で焼く東京下町のローカルフードです。そのも

んじゃ焼きで有名な月島に小さな公民館がありま
す。その公民館で、がんに関する色々な話題をと
りあげる「公民館カフェ」という集会をやってい
ました。患者さんをはじめとして、ご家族や医療
者、行政、企業などの方々が集って、ひとつのテー
マを違う立場から話し合うのです。
　それが意外に好評で、月島だけでやっているの
はもったいないから東京の外でも展開をしたら良
いという意見が出ました。それが「ご当地カフェ」
の始まりです。

がん就労者への支援対応の重要性と難しさ

　今日は就労についてお話をさせていただきます
が、福井県は、福井県済生会病院を中心として多
角的取組みがされている、とても先進地区だと
思っています。「病気と仕事」はがんだけの話で
はありません。他の病気や障害、そして、子育て
や介護など、世の中にはさまざまな「働きにくさ」
があると思います。
　「がんと就労」はメディアでも取り上げられて
いますが、あくまで一例で、がんに対する取り組
みは他の働きにくさにも応用ができると思いま
す。
　今日の副題は、「両立と職探しのヒント」です。
働いている時にがんと分かると、これからどうし

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

第1部　特別講演：�
病気と仕事�
〜両立と職探しのヒント〜
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ようかとみなさん考えます。仕事を続けていくこ
ともあれば、病気と分かるといったんお仕事を辞
めることもあります。その後、再就職を考えるこ
ともあります。あるいはがんと診断された時は働
いていなかったけれど、その後、働いてみようか
なと思うこともあります。「働き続ける両立」と「職
探し」という、二つの文脈があります。
　今日みなさんがここに集ってくださったのは、
何らかの形でがんとご縁があったものと思いま
す。会社で考えると、今はがんと向き合っている
従業員の方がいなくても、今後は、たとえば従業
員数 50 人の会社なら 10 年間の内に 2 人ちょっ
と、300 人の会社なら 13 人ちょっとの方が、が
んと診断されると推定されています。また、がん
の診断は、ご本人だけでなくご家族の方にも影響
します。同僚の方にも影響が出ますね。ですから
これはもう、みんなの課題です（スライド 1）。
　がんという病気は長く付き合う慢性病になりつ
つあります。5 年生存率は 6 割を超えています。
全がんの平均では男性が 6 割弱、女性は 6 割強
ですが、がんの種類によっては 5 年生存率が 8 割、
9 割を優に超えているものもあります。ただ、生
存率が伸びたから仕事が重要課題になったという
わけではありません。私たちは常に 5 年後、10
年後を考えて働いているわけではありません。や
はり今日、どのようにやりがいのある仕事をする

かです。私は「治療と仕事の両立」というテーマ
に取り組んで、この数年痛感していることなので
すが、たとえ見通しが厳しい種類のがんであって
も、やりがいを持って仕事を続けることはできま
すし、実際にそういう方々にもたくさんお目にか
かりました（スライド 2）。医療者としての私の
考え方もだいぶ変わってきました。
　さて、なぜがん就労者への支援対応が重要なの
でしょうか。慢性病に変化ししつつあることや、
とりまく方々に関わる問題であるということもあ
りますが、さらに、定年年齢の引き上げや再雇用
義務化の流れが社会にあり、好発年齢である高年
齢の労働者がいっそう増えていくという背景もあ
ります（スライド 3）。
　企業から見れば、従業員が何らかの働きにくさ

スライド 1　 今後 10 年間で新たにがんと診断される従業員
数（推計）

スライド 3　 がん就労者への支援対応はなぜ重要なのでしょ
う？

スライド 2　がん就労者への支援対応はなぜ重要か？
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を抱えていても、しっかり働いてくれる労働力の
確保が経営上とても大事な課題になっていくと思
います。ただ、大事な課題であることは頭では分
かっているのですが、なぜこの両立は難しいとい
う声が続いているのでしょうか。人にもよります
が、みなさんは、もし自分ががんと診断されたら、
高血圧や糖尿病のように受け止められますか？私
も家族ががん診断を受けたときには、びっくりし
ました。どれほど早期で、どれほど「大丈夫」と
医療者に言われても、がんと聞いてびっくりしな
い人はいません。なぜなら、誰でも命には必ず限
りはあるものの、思ったより早く終わりが来てし
まうのではないか。そういう思い込みが会社にも
ご本人にもあるからです。「がんになったら戦力
外」「がんになったらもう働けない」という思い
込みはないでしょうか（スライド 4）。
　また、治療の場が入院から外来に移ってきてい
ます。抗がん剤治療もどんどん外来に移ってきて
います。ですから人事の人は「しっかり治して職
場復帰してね」と言うかもしれませんが、そこが
変わってきているのです。治療か仕事かではなく、
通院しながら働く状況に変化しているのです。
　治療やその後の副作用の出方は個人差が大きい
ことも特色です。同じがんで同じ治療を受けても、
副作用の出方や生活への影響が人によって大きく
違うことがあります。したがって、同僚や上司の

方も、5 年前のＡさんの胃がんがこうだったから、
あの時と同じように対応すれば良いと思いがちな
のですが、今、胃がんになっているＢさんは違う
かもしれないのです。ご本人の話をしっかり話を
聞いてコミュニケーションを取ることが大事なの
です。

就労をめぐる患者本人・家族・企業の
困り事

　今日は実際に両立を試みている方もたくさんお
られると思いますが、どのようなことにお困りに
なったでしょうか。色々な側面があります。いち
ばん大きいのは経済的な問題かもしれません。今
困っていなくても将来大丈夫なのかなとか、これ
から保険に入れるかとか、心配になる方も少なく
ありません。
　さらに会社には、有給休暇をはじめとしてさま
ざまな支援制度があります。法律は最低限のルー
ルを決めていますが、会社によってはけっこう手
厚い就業規則を整えているところもあります。制
度は会社によって異なりますが、病気になるまで
自社の制度自身を分っていなかったりします。会
社側が症状をよく把握しないまま、もう働けない
だろうと早合点することもあります。個人情報が
守られないこともあります。就職場面では、がん
の既往を持つ方が就職面接に来られた時に、今は
しっかり働ける状況であるにもかかわらず「昔、
がんをしたから」という理由だけで、不利になっ
てしまう状況もまだ現実的にあると思います。
　多くの方が指摘するのは、がんと診断された時
に職場の誰に・どこまで・いつ伝えたらいいのか
ということです。下手に伝えて、退職勧告や左遷
に結びつかないか、多くの方が心配します。その
他、心理的な問題、身体的な問題と色々あります

（スライド 5）。
　しかし困っているのはご本人やご家族だけでは

スライド 4　 がん就労者への支援対応はなぜ難しい（と思わ
れている）のでしょうか？
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ないと思います。今日は企業の方からもたくさん
お申し込みがあったと聞いています。会社にヒア
リングにうかがいますと、「いったいどこからど
のように手当てをすればいいのか」、「どこから始
めたらいいか分からない」と惑う声も聞かれます。
企業はボランティアではありません。企業活動の
質の維持と大切な従業員への支援のバランスをど
う取ったら良いか。同業他社はどうしているのだ
ろう、会社の困り事を相談できる窓口がほしい、
会社として主治医の先生ともっとコミュニケー

ションを取りたい、などの声が出ています。この
ような声を受けて、まだ不十分ではありますが、
5 年前よりはずいぶん資料が整ってきたように思
います（スライド 6）。
　スライド 7 は東京都保健福祉局の調査です。
東京都の企業に、従業員が労災ではなく私傷病に
なった時の対応で苦労したことを複数回答で質問
しています。「病気や治療に関する見通しが分か
らない」「復職可否の判断が難しい」「代替要員の
確保が難しい」など、9 割の会社が何らかの対応
に苦慮していました。なるほどです。
　ご本人も会社もそれぞれ困っていることが分か
ります。ただ、色々なノウハウはあり、長期療養
が必要な病気に応用できるのですから、経営者、
人事、総務、上司、同僚の腕の見せどころではな
いでしょうか。

がん告知後に望まれる本人の対応ポイント

　働くご本人はどう対応したらよいでしょう。最
初に診断を受けた時は頭が真っ白になるのが普通
ですし、いったいどうしたら良いのか、とみなさ
ん立ち止まります。ただいくつかポイントがあり
ますので、お話したいと思います（スライド 8）。
　まず、離職を早まらないことです。「がんかも

スライド 5　労働者 ( 本人）・家族が直面する就労問題

スライド 6　事業所ヒアリングから

スライド 7　 企業調査：従業員が私傷病になった際に対応で
苦慮したこと（複数回答）
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しれません。精密検査を受けてください」と言わ
れた段階で驚いて、たとえばパートの方がすぐに
辞めてしまう事例もあります。また、確定診断後
に辞めることもあります。私たちが実施した調査
では、診断時に働いていた方の 2 割ほどが辞め
ていました。辞めた方に離職のタイミングをうか
がいますと、何と治療が始まる前に 4 割ぐらい
の方が辞めていたのです。「両立」を試みる前に
辞めてしまう「ビックリ離職」がこれぐらいある
ということです。これは大変なことだと思いまし
た。一度辞めてしまうと労働者としての権利が使
えなくなります。多くの場合、対応を考える時間
的余裕はあるので、検査や確定診断の段階ではと
りあえず辞めないでおくこと。これはとても大事
なポイントです。
　忙しい医療者に仕事の悩みなど相談できないと
いう方はたくさんいます。でも、病院ぐるみで就
労支援に取組んでいるところも増えています。た
とえば治療にかかる費用、治療のスケジュール、
起こりそうな副作用などの医学的な情報を医療者
の方々からご本人やご家族がしっかり聞くことで
す。治療に関連してこれからどのようなことが起
こりそうか理解できれば、それを自分で職場に伝
えることができます。仕事の内容を医療者に説明
し、治療に関連してどのような影響がありそうか、
医療者に相談してみても良いと思います。

　世の中には色々な公的制度や社内支援制度を知
ることもポイントです。公的制度には、たとえば
高額療養費制度とか傷病手当金制度など、病気に
なるまで全然縁がないようなものもあります。こ
れらの制度は、自分で申請しないと適用されない
ので、知らないと損をします。このあたりは病院
のソーシャルワーカーの方々に聞くと色々教えて
くれます。ソーシャルワーカーが、病院のどこに
いるかは、医師や看護師に聞いてみてください。
相談室の場所を教えてもらったら、そこに行って、
ご自身が使えそうな制度を聞いてみると良いで
しょう。社内の支援制度については、人事や総務
の方に相談してみると良いと思います。会社に
よって病休と有給休暇のどちらを先に使った方が
良いのかなど、制度の使い方にもワザがあります。
そのへんはやはり、直属の上司でも分からないこ
とがあるので、できれば人事や総務の方に聞いた
ほうが良いかもしれません。
　そして、治療計画や副作用を理解して会社に説
明してみること。あると助かる配慮を提案してみ
ること。治療中だったとしてもできる仕事をア
ピールすることも大事だと思います。もちろん、
無理は長続きしませんから、体調を整えることは
大事です。そして、気遣いと感謝は人間関係の潤
滑油ですね。このへんは人情も大事だなと思った
りします。
　職場では、「支援を待つのではなく引き出す」
態度が大事です。支援は空からふってきません。
自分が説明せず、相手に察してもらおうとしても、
難しいです。うまくお仕事を続けている方の体験
談をうかがうと、治療中の困りごとを周囲に根気
強く説明し、こんなふうに助けてもらえると嬉し
いと伝えておられます。そして、治療中でもでき
ることをアピールする等、説明上手な印象があり
ます。すぐには上手にできなくても時間をかけ少
しずつ説明していけば、周囲の対応はずいぶん
違ってくると思います。

スライド 8　働く本人に期待されること

228 Ⅲ　ご当地カフェ・in Winter 福井

�ん本.indb   228 2018/03/24   14:58



スライド 11　対応ポイント①

　ひとつご紹介したいものがあります。自分の条
件でどのような支援制度が使えるか、見当をつけ
ることができる「がん制度ドック」というツール
です。NPO 法人「がんと暮らしを考える会」が
運営している、公的制度と民間医療保険制度の検
索サービスです。支援制度について相談員に聞く
前段階として、こういうものでちょっと予習をし
ていくのも良いかもしれません（スライド 9）。

会社側の対応ポイント

　会社の方も今日はたくさんおられると思います
が、慌てないことが重要なのは、会社の方も同様
です。慌てないで、従業員の状況をよく聞くこと。
会社が良かれと思ってもご本人にとってはそうで
はない場合がありますから、ご本人がどうしたい
かをきちんと聞くこと。その上で、現状でご本人
に何ができて何が難しいかをしっかり相談してい
ただければ、お互いにとって大変良いと思います。
このへんのコミュニケーションは本当に大事です
ね。今何が起きているか、お互いに知り合うこと
です。忖度してもらおうとするのではなく、説明
し、聞くこと。ここがとても大事になってくると
思います（スライド 10）。
　具体的なヒントをお話しします。会社向けには

書籍も出ていますから、参考にしてください。
　病気になった時に、従業員は会社に言いにくい
ということを、まず分かっていただきたいと思い
ます。健康問題で休む従業員を把握するために、
ふだんから人事や総務の方には、「あの人なら相
談しても大丈夫だ」というオーラを出していただ
きたい。「サァ、クビ切るか」のような感じのオー
ラが出ている方にはたぶん言いません。（会場笑）
世の中には、職場に病気を隠して仕事を続け、き
つい状況に陥っている方が少なからずいます。お
互いに言う・把握することが第一歩だと思います。
それから会社には、自分の会社で使える支援制度
について、早期から情報提供していただきたいと
思います。みなさんは、ふだんから舐めるように
就業規則を読んでいますか？病気になったら本気
で読むと思いますが、一読したのでは分からない

スライド 9　 特定非営利活動法人がんと暮らしを考える会 
運営

スライド 10　 従業員ががんと診断されたときの職場・人事
の心得 5 ヶ条

出典：厚労科研「がん就労者」支援マニュアル

229第 1 部　特別講演：病気と仕事〜両立と職探しのヒント〜  　

�ん本.indb   229 2018/03/24   14:58



こともあります。分かるためには会社の人に問い
合わせなくてはならないので、会社側の方々には、
どうか「相談しても大丈夫」というオーラをふだ
んから出していただきたい。そうすればハードル
が下がります（スライド 11）。
　会社の方々は、主治医に連絡を取ることに遠慮
をされることがあります。主治医には守秘義務が
あるので簡単に情報共有はできないと思われがち
ですが、患者さんの了承に基づいた過不足ない情
報共有は両立支援に向けて不可欠です。ご本人の
ふだんの業務や雇用契約などを会社側から教えて
いただけるととても助かります。「このＣさんは
こういう環境でこんな仕事をしているが、これこ
れの業務をさせても大丈夫か」のような聞き方が
効果的です。たとえば、「これは国内出張は大丈
夫か」とか、「週○時間程度の残業は大丈夫か」
のように、具体的に質問してもらえると、お返事
しやすくなります。医療者は、会社と情報共有す
ることが患者さんに不利益に結びつかないか心配
する部分もありますから、情報収集の目的は職場

ン』には、主治医から情報を得る様式例なども出
ています（スライド 13）。
　両立支援は、「（病気とわかった）この従業員に
どのように働いてもらうか」と考えるとアイデア

スライド 12　対応ポイント②

スライド 13　主治医から情報を得る様式例

復帰支援や適正配置で
あると伝えてもらえる
と、安心してやりとり
ができます。さらに個
人情報も大事にします
と言っていただくと安
心です。もし会社には
産業医や産業看護職の
方がいらっしゃるので
あれば、最大限連携を
取っていただきたいと
思います（スライド
12）。
　厚労省から出されて
いる事業所向けの『治
療と職業生活の両立支
援のためのガイドライ
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スライド 18　山内さんの再就職までと、その後

気持ちを、「頑張って来いよ」「無理しないでね」
「待ってるぞ」、そんな一言がかなり楽にしてくれ
ます。『がんと仕事の Q ＆ A 集』には、職場か
ら受けた支援について、多くの体験談が紹介され
ています。この冊子は国立がん研究センター「が
ん情報サービス」から全文ダウンロードできます。

『企業のためのがん就労支援マニュアル』という
ものも書籍になっていますからご活用ください。 

（スライド 16）。
　私ども国立がん研究センターがん対策情報セン
ターは、日経 BP 社と一緒に、両立と職探しに関
する事例サイトを運営しています。ご本人の病状
と、両立の工夫、職場から得られた配慮などがま
とまっています （スライド 17）。
　スライド 18 はつい最近アップされた山内さん
のケースです。白血病の治療を受けられ、いった

スライド 14　対応ポイント③

スライド 16　対応ポイント⑤

スライド 15　対応ポイント④

スライド 17　 国立がん研究センターがん対策情報センター
（日経 BP 社とのコラボ）

が出やすいです（スライド 14）。
　支援制度もいきなり理想的な環境はいといませ
んが、できるところから少しずつ作っていけば良
いと思います（スライド 15）。
　そうして、職場から「待ってるぞ」という一言
を言ってもらうことが、どれほど力になるか。職
場に迷惑をかけることを後ろめたく思うご本人の
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んはお仕事を辞めて、10 年ほど仕事から離れて
いました。その間、患者会活動をしたり、勉強を
して資格を取ったり、骨髄バンクの広報の有償ボ
ランティアをされて、少しずつ社会との接点を増
やしていかれ、その後、再就職を果たされていま
す。このような具体的な体験談も参考になると思
います。

がん就労者が職場にいる意味

　がんをはじめとした病気の体験は、自分や家族
の命を直視するきっかけになります。がん体験を
持つということが、社会人としての強みなること
もあります。がん体験を通じて、自分にとっての
就労の意味や、自社の製品やサービスについて改
めて深くこともあるでしょう。そしてそういう視
点を持つ従業員が働いている会社は似たような人
ばかりが働いている会社などよりも強いのではな
いでしょうか（スライド 19）。
　色々な働きにくさを超えながら仕事をする方々
がいる事業場には、私は将来性があると思ってい
ます。以上です。

福田　布貴子（総合司会：福井テレビアナウン
サー）　ありがとうございました。高橋都先生に
ご講演いただきました。もう一度大きな拍手をお
願いいたします。＜拍手＞ありがとうございまし
た。本当にがんは長くつきあう病気になったから
こそ「イチ・ゼロ」ではなくて「治療と仕事の両
立の時代」、またそれに合わせてその中で必要に
なってきた支援、様々なアドバイスなど色々な視
点が散りばめられた話でした。ありがとうござい
ました。

スライド 19　  がん就労者が職場にいることの意味…ダイ
バーシティ ?
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長期療養者就職支援事業について

　みなさまこんにちは、ハローワーク福井の南と
申します。本日は「がん患者さんの就労支援の実
際と振り返り」ということで、ハローワークの取
組みである「長期療養者就職支援事業」について
紹介させていただきます。
　長期療養者就職支援事業とは、正式名称は、「長
期にわたる治療等が必要な疾病をもつ求職者に対
する就職支援事業」と言い、厚生労働省で、都市
部のハローワークを中心に平成 25 年度から開始
した取組みです ( スライド 1)。　　　
　ハローワーク福井では、平成 26 年 4 月から事
業開始をして、29 年度で 4 年目になります。具
体的には、ハローワーク福井とがん診療連携拠点
病院である福井県済生会病院が連携し、がん患者
で離職または転職を余儀なくされた方を対象に、
再就職を支援するハローワークの取組みです。就
職支援に必要な範囲で個人情報を共有することに
なるため、ご本人の同意のもとで担当の就職支援
ナビゲーターが一貫した支援を行います。病院に
出向いての出張相談や、応募しやすい求人となる
よう事業主に配慮を求めながら求人を確保する取
組みなどを行っています ( スライド 2)。
　この出張相談は、毎月第 1 金曜日（午後 1 時

〜 3 時）と第 3 金曜日（午後 2 時 30 分〜 3 時
30 分）に、済生会病院南館１階のメディカル情
報サロン内に相談コーナーを設けて、ハローワー
クのナビゲーターが実施しています。単に仕事を
探すだけならハローワークに足を運べばすむ話で
すが、なぜ出張相談が必要なのでしょうか。がん

南　　知栄
福井公共職業安定所専門援助部門統括職業指導官

第 2 部　ご当地活動紹介 1： 
がん患者さんの就労支援の実際と振り返り 
〜長期療養者就職支援事業とは〜

スライド 1　長期療養者就職支援事業とは（その 1）

スライド 2　長期療養者就職支援事業とは（その 2）
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治療およびリハビリを経験した方にとって、仕事
探しにハローワークに足を運ぶこと自体が非常に
ストレスに感じることと思います。どこの窓口に
行けば良いのか、様々な不安が脳裏をよぎり、ハ
ローワークから足が遠のいてしまうかもしれませ
ん。出張相談はこうした不安を軽減する効果が期
待できます。仕事探しのスタートをハローワーク
ではなく病院から始めるということが、スライド
3 の「①始点を変える」です。
　出張相談では、求職者というよりも患者さんと
相対し、雰囲気もまったく異なる病院内にナビ
ゲーターが身を置くことで、患者さんと同じ視点
に立つことができます。これが「②視点を合わせ
る」です。
　出張相談では簡単なプレ相談のみで、本格的な
仕事探しは出張相談から半年、あるいは 1 年後
ということも珍しくはありません。出張相談を経
験しておくことで、後日、本格的に仕事探しを始
める際に、気持ちが軽くなり、少しでも不安が軽
減されるのであれば、出張相談は心の支えになる
のではないでしょうか。これが「③支点となる」
です。

ICF：国際生活機能分類で全体像を
捉えてみる

　本日のご当地カフェのテーマは「がんと共に生

き・がんと共に働く」です。がんと共に生きるこ
との全体像から、ハローワークがどのように関
わっているかを見ると、長期療養者就職支援事業
の役割と意義が明らかになるのではないかと思っ
ています。スライド 4 の図をご覧ください。
WHO( 世界保健機関 ) が 2001 年に採択した
ICF（Internat iona l  C lass i f i ca t ion  o f 
Functioning, Disability and Health：国際生活
機能分類）のモデル図です。健康の状態も病気の
状態も含めた生きることの全体像を、生活機能の
3 つの要素 ( 心身機能・身体構造、活動、参加 )
と背景因子（環境因子、個人因子）が互いに影響
し合う相互作用で捉えるというのが、ICF の考え
方です。
　スライド 5 の具体例①では、生活機能の 3 つ
の要素が、それぞれ「生物レベル」「個人レベル」

スライド 4　 がんと共に生きることの全体像から捉えてみ
る！―ＩＣＦ：国際生活機能分類

スライド 5　 がんと共に生きることの全体像から捉えてみ
る！―ＩＣＦ：国際生活機能分類（具体例①）

スライド 3　長期療養者就職支援事業とは（その 3）
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スライド 6　ＩＣＦ：国際生活機能分類（具体例②）

第11回社会保障審議会統計分科会 資料12 国際生活機能分類の活用に向けて(案)より抜粋

＊ADL(=activities 
of daily living)

日常生活動作

＊

-6-

「社会レベル」に対応しています。
　具体例を申しあげます。私がかつて就職支援で
関わった方で、脳出血で右半身麻痺が残った方の
例です。手足の麻痺は、生物レベルの「心身機能」
の低下であり、またリハビリの結果、杖をついて
の歩行は可能になりましたが、これは個人レベル
での「活動」の回復で、杖は「環境因子」の活用
になります。左手で車の運転をされましたが、就
職するのは容易ではなく、社会レベルでの「参加」
は制限された状態にありました。その方がある時、

「この左手が中途半端に動くから、働きたいのに
仕事が見つからなくて辛い思いをするのだ。両手
が完全に動かなければあきらめがつくのに。」と
言われました。ただこの言葉を文字通り受け取る
ことはできません。反対に不十分ながらも左手の
機能が残されたからこそ、個人レベルでの「活動」
を引き上げ、社会レベルでの「参加」の気持ちを
持ち続けることができたと言えます。
　病気の発症から 6 年以上経過しましたが、こ
の方は先日、一般企業に再就職することができま
した。この方の例は、生物レベルや個人レベルで
の生活機能が脳出血で倒れる前の状態まで回復し
ていない場合でも、社会参加が可能であることを
示していると同時に、失われた機能に目を向ける
よりも、残された機能で何が可能かを考えること
の大切さを示していると言うことができます。
　がんの場合も同様に、ICF のモデル図で捉える
ことができます。そろそろ社会参加を考える時に、
有効な環境因子、先ほどの高橋先生のお話でも使
える制度は何かということが話されましたが、ど
のような環境因子が自分には使えるのか、また社
会参加を妨げる個人因子は何かを考えてみること
が大事でしょう。たとえば前職と同じでなければ
ならないといったこだわりが参加の妨げになる場
合があります。まず自分自身をこの ICF のモデ
ル図に投影してみれば、現在の状況を客観的に捉
えることができ、不安が少し和らぐかもしれませ

ん。
　具体例②のようなモデル図も厚生労働省のホー
ムページには掲載されています。参考までにご覧
ください ( スライド 6)。

長期療養者就職支援事業の真の意義

　これらの ICF モデル図の中で捉えてみますと、
医療機関は治療からリハビリまで長く関わるのに
対して、ハローワークは健康状態と参加をつなぐ
矢印の入り口のほんの一瞬であることが分かりま
す。だからこそ就職支援に関わる者は、職業相談
という入り口に到達するまでに、がん患者の方は
すでに多くの困難を乗り越えてきたことをまず受
け止める必要があります。またそこでの職業選択
によって、A 社を選ぶか B 社を選ぶかによって、
その後の生活が大きく変わることも念頭に置く必
要があります。選択肢の数は景気変動の影響を強
く受けますが、仕事内容の見直しや治療のための
休暇の配慮が得られるよう事業主に働きかけるこ
とで、治療と両立可能な選択肢を 1 つでも多く
提示し、その中から QOL（Quality of Life）の
向上につながるような選択を促すこと、これがハ
ローワークの役割ではないかと感じています。
　この QOL という言葉は、もともとは「生命の
質」という限定された意味で使われていましたが、
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ております ( スライド 9)。
　ご清聴ありがとうございました。

福田 ( 総合司会 )　ありがとうございました。ハ
ローワーク福井の熱意ある取組みについてお話し
いただきました。南さんありがとうございました。

個人レベルでの日常生活の活動を向上させるとい
う意味で、さらには社会レベルでの「人生の質」
にまで拡大して使われるようになりました。Life
という単語には生命・生活・人生という意味があ
るので、3 つの日本語のどれに訳されても不思議
ではないですが、「生活の質」から「人生の質」
にまで意味の広がりをもって使用されることに
なったことが大事なのではないかと思います ( ス
ライド 7)。
　その背景には価値観の多様化があるのではない
かと思います。必要とされる支援内容やそのタイ
ミングは一人ひとり異なります。ハローワークで
可能な支援には限りがありますが、ハローワーク
の支援の結果、人生の質も含めた広い意味での
QOL の向上に貢献できたのであれば、支援対象
者数とか就職件数という数字では把握できない成
果があるだろうと感じています。
　ハローワークの長期療養者就職支援事業の真の
意義はここにあるのではないかと、29 年 4 月か
らこの事業を担当して、そのように感じている次
第です。
　最後に平成 26 年度からの当事業の振り返りを
行いますと、就職件数が 100 件、その内ハロー
ワークの紹介件数が 72 件です。この数値には、
福井県済生会病院以外のがん診療連携拠点病院か
らの患者さんの数字も含んでいます。この数字が
多いか少ないかは、受け止めはそれぞれあろうか
と思いますが、福井の身近なところでがんを経験
され、いったんは離職を余儀なくされても再就職
をされた方が、これだけいらっしゃったというこ
とは事実です ( スライド 8)。
　この事実を少しでも励みと感じられましたら、
また現在、済生会病院で治療中の方で、そろそろ
就職のことが気になり始めましたら、毎月第 1・
第 3 金曜日の午後、メディカル情報サロンで出
張相談を実施しておりますので、ぜひ一度お立ち
寄りください。就職支援ナビゲーターがお待ちし

スライド 7　ＱＯＬ（Quality of Life）の向上のために

スライド 8　長期療養者就職支援事業の振り返り

スライド 9　ハローワーク福井 出張相談
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産保センターが行う両立支援について

　河合と申します。よろしくお願いします。福井
産業保健総合支援センターという、あまりなじみ
がない機関で働いています。略称「産保センター」
です。みなさまどうぞ覚えていただければと思い
ます。産保センターでは、おもに「働く人の“こ
ころ”と“からだ”の健康保持増進のための事業」
を行っています。その中で働く人々を対象とした
事業として、「職場のメンタルヘルス対策」、そし
て今日お話しする「治療と職業生活の両立支援」
の事業を展開しています ( スライド 1)。
　治療と職業生活の両立支援の具体的内容とし
て、どういうことをやっているのかですが、会社、
患者（労働者）の両方の方々から相談を受け付け

ています。そして治療と仕事の両立に関する調整
支援として、会社と患者（労働者）の調整役を果
たすという支援をしています。それから会社の制
度の導入や社員教育についてのサポートを行わせ
ていただいています ( スライド 2)。

両立支援相談窓口の相談内容
－患者からの相談

　本日はメインとして、会社と患者（労働者）か
らの相談をご紹介をさせていただこうと思いま
す。まず県内の両立支援の相談窓口ですが、29
年 1 月から開始し、第 1 号相談窓口として、こ
ちらの福井県済生会病院でやらせていただいてい
ます。県内の 4 つのがん診療連携拠点病院であ
る福井県済生会病院、福井大学医学部附属病院、
福井県立病院、福井赤十字病院で相談窓口を設け、

河合　安子
福井産業保健総合支援センター両立支援促進員

第 2 部　ご当地活動紹介 2： 
両立支援促進員による出張相談窓口について

スライド 1　 福井産業保健総合支援センターって何をすると
ころ？

スライド 2　治療と職業生活の両立支援の具体的内容
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スライド 4　患者さんからの相談

スライド 5　仕事のこと

スライド 3　 会社や患者労働者からの相談：両立支援の相談
窓口

月に 1 度、ご相談を私の方で当らせていただい
ています。併せて産保センターの方でも月に1度、
相談窓口を設けています ( スライド 3)。
　平成 29 年 4 月から平成 30 年 1 月までの相談
件数は、延べ 40 件です。産保センターでの相談
件数も合わせると 43 件の相談を受けています。
どういう相談内容が多かったのかですが、まず患
者からの相談で、「仕事のこと」「お金のこと」「将
来への不安」をみなさん口にされることが多くあ
りました ( スライド 4)。
　どういう内容かを少しだけ紹介いたします。ス
ライド 5 の上の 3 つです。「いつまで休めるのか
分からない（休職期間）」。そして「有給休暇が、
どれだけ残っているか分からない」と「復職まで
どれくらい休みが必要なのか分からない」という
お休みの期間に関する相談がまずあります。
　それから「どれくらい前になったら、職場に復
帰時期を伝えればいいの？」ということ、そして

「治療を続けながら、元の職場・職務に戻れるか

自信がない」と言われる方は多いです。また「元
の職場・職務に戻れても、職場から配慮を受けら
れるかどうか不安です」と言う方も非常に多いで
す。実際に「復帰する時は短時間勤務あるいは隔
日勤務などで、徐々に体を慣らしていきたいので、
そういう環境があれば良いのですが、ない場合に
はそうした環境を会社に求める場合は、会社には
どう伝えればいいの？」というご相談があります。
　また多くの患者は「職場に迷惑をかけたくない」
ということを口にされます。職場で気遣いをされ
るのがいやなので「職場に病気のことを伝えたく
ない」という患者もいらっしゃいます。あるいは
福井県などではとくに多いのですが、有期雇用契
約で仕事をされていて、実際に契約社員なので病
気のことを口にしてしまうと「契約更新してもら
えるか不安なのです」と言われる方も多いです。
　高橋先生の方からもお話にありましたが誰にも
相談せずに「退職届を出したけど、撤回できる
の？」という相談もありました。実際このような
ことが仕事に関する相談内容としてあります。
　それから「お金のこと」です。サラリーマンの
方であれば健康保険に加入されていて、休職中は、
傷病手当金で経済的補償、補填を受けることがで
きるのですが、「傷病手当金はいつまで貰える
の？」、実際に退職をしてしまったら「傷病手当
金はどうなるの？」、それから「傷病手当金の給
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付期間が終わったら生計の目途が立たない、どう
したら良いでしょう」という社会保険に関するお
悩みなどもお受けしています。
　実際に「退職した後の健康保険はどうなるの？
任意継続した方がお得なのですか？」「仕事を休
んでいる期間も社会保険は払い続けないといけな
いの？」「退職したら高額療養費の多数回該当が
リセットされるって本当でしょうか？」というご
相談もあります。本当に具体的なことでみなさん
切実なお悩みを抱えています。お金のことは生活
の基盤になることなので、そういうご心配も当然
でしょう。さらに言えば障害年金に関するご相談
もお話の中には出てきます ( スライド 6)。　　
　そうした様々なお話の中で実際には「再発、転
移」ということを、やはりみなさんは口をそろえ
てご心配されています。そういう中での「生活設
計をどうしたら良いのだろう」、「家族のこと、子
供の進学のこと、学費のこと」、それからご自身
の「再就職のこと」、長期のローンとして「住宅ロー
ンを抱えている」、あるいは「車のローンを抱え

ているのだが」というようなお話が多く出てきま
す ( スライド 7)。
　患者からの実際のお声ということでご紹介させ
ていただきました。

両立支援相談窓口の相談内容
－会社からの相談

　次は会社からのご相談です。会社も本当に人事
の方が実際に悩まれています。従業員の方からが
んだという申告があった場合、本当に復職させて
今のお仕事を続けやってもらっても大丈夫なのか
ということです。会社には、安全配慮義務があり
ますから、仕事をしていただくことで病気を悪化
させることにならないだろうか、会社側が何か配
慮を怠ったために患者にとって良くないことがな
いだろうかということをやはり心配されます。
　また個人情報ということでは、病気のことに関
して患者からどういう形で情報を引き出したら良
いのだろうかということです。
　それから併せて、復職させた時の就業上の措置
です。これをどのようにしたら良いかというお悩
みがあります ( スライド 8)。

スライド 6　お金のこと

スライド 8　会社からの相談

スライド 7　将来の不安 両立支援の実際

　こういう中で私たちが両立支援として調整支援
をやらせていただいているのですが、実際の治療
と仕事の両立に関する調整支援はどういう流れで
やられているのかです。何より患者（労働者）が
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スライド 11　

アクションを起こすことから始まる、ここからが
両立支援のスタートです。患者の一人ひとりで
ニーズが違います。その一人ひとりに合わせた支
援が本当に必要になってきます。この人がそう
だったからこちらの人もそうだという支援にはな
りません。生活環境、バックグランドが違うとい
うことです。まず患者からアクションを起こして
いただく。
　アクションを起こしていただくということは、
どういった働き方を望むのか、あるいはどういう
働き方ならできるのか、そこを主治医の先生方と
うまく連携し、コミュニケーションを取っていた
だきます。その上で、ご自身のスケジュール、今
後の職業人生の設計をしていくという形になりま
す。そのためにはまずスライド 9 の上に書いて
ありますが、主治医にご自身の仕事内容をきちん
と伝えるということです。「私はこういう職種の
仕事をこういう感じでやっています、先生、私の
場合、職場でどういった配慮が必要ですか？」と
いうことを伝えいただきたいと思います。
　その状況を聞いた主治医の先生から意見書を出
していただきます。意見書を会社に提出して、会
社の方は産業医の先生と相談をしながら、それな
らこの方の復帰の時期はいつにしようかとか、あ
るいはこういう配慮が必要ですねというところ
で、復職を決定していくことになります。
　私たちは、制度の導入や社員教育についてのサ

ポートをさせていただいていますが、職場におい
て両立支援をスムーズに進めるためには、職場の
同僚が、がんを正しく理解し、職場にがんについ
て話し合える雰囲気があることが必要だと思いま
す。がんになった社員の仕事の分担や同僚の理解
が得られるようなコミュニケーションが常に図ら
れていることです。それから助け合いの気持ちが
職場にあり、体の不調のみならず心配事がある時
には上司にまず相談できる風土が日ごろから培わ
れているということです ( スライド 10)。
　最後になりましたが、「病気になっても働き続
けたい」、そして「病気になっても働き続ける職
場にしたい」、そんな働く人・働く職場を私たちは、
応援してまいりますので、どうぞ産保センターの
方をご利用いただければと思います。ご清聴いた
だきありがとうございます ( スライド 11)。

福田 ( 総合司会 )　河合さん、ありがとうござい
ました。病気に罹り働く人とその方々がいる企業
側の両方を応援する取組みについてお話しいただ
きました。

スライド 9　 治療と仕事の両立に関する調整支援：両立支援
のながれ

スライド 10　 制度の導入や社員教育についてのサポート：職場
において両立支援をスムーズに進めるために・・・
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はじめに…

　みなさんこんにちは。私は乳がんで福井県済生
会病院に通院中の患者です。病院のスタッフの方
からお声掛けをいただき、本日、お話をすること
になりました。大変緊張しています。私自身が病
院の就労支援を利用して今があるので、現在、が
んの治療と仕事のことで悩んでいる方に少しでも
お役にたてればと思いお話しさせていただきま
す。
　それでは私の経験からがんの治療と仕事につい
てお話しさせていただきます。

病気について

　まず病気についてです。2016 年 12 月、44
歳の時に乳がんと診断されました。2017 年 8 月
まで約 8 ヵ月間、手術と抗がん剤治療を受けま
した。主治医から乳がんであることを告知された
時、「なぜ私が？」「まさか私が、間違いじゃない
の？」という思いで、なかなか病気を受け入れら
れませんでした。そしてこの先どうなるのかとい
う不安が押し寄せてきました。現在は体調も良く、
笑って、家族や周りのみんなとお話しできるよう
になりましたが、当時の私は不安な気持ちや恐さ

で、すぐに落ち込んだり、泣いたりしていました。

告知を受けた時の仕事の状況

　当時私は教育関係の仕事をしていて、職種は事
務職でした。おもに総務関係の業務が中心で、勤
務時間は 8 時から 17 時、月曜から金曜日のフル
タイムでした。雇用形態は臨時職員で、毎年、更
新が必要でした。
　告知日の夕方に、まず一緒に仕事をしている先
輩に迷惑を掛けると思い、検査や手術を控えてい
て休む必要があることを電話で伝えました。そし
てその電話を上司に代わってもらい、私の口から
上司に病名を直接伝えました。上司には、他の同
僚には病気のために休職することを伝えてもら
い、本当に親しくしている私の同僚には、自分か
ら、乳がんの治療のために休職すると伝えました。
　上司は、病気をしっかり治すように「ゆっくり
休め」と言ってくれたので、仕事の引継ぎと休職
の手続きをし、休ませていただきました。

治療が始まってからの仕事の状況

　手術や抗がん剤治療が始まると、抗がん剤治療
の前半は辛いと聞いていたので、12 月に治療が
始まり、復帰できるとしても 4 月かなと思って

二ツ谷　聡美
福井県済生会病院乳がん患者

第 2 部 ご当地活動紹介 3： 
患者の立場から
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いました。治療が始まり、12 月に手術のために
入院しました。管理職がお見舞いに来てくれたの
ですが、その時に「仕事をこのまま継続するのか、
退職するのかを 1 月末までに返事がほしい」と
言われました。その時は今後の治療費もかかるし、
経済的にどのようになるかが分からないという不
安があり、大変辛かったです。
　実は以前、正職員の方で同じ病気の人がいたの
ですが、その方は治療をしながら 3 年半休職し、
実際はもう戻ることなく退職されました。その人
の場合は、正職なので戻る場所が確保されており、
経済的にも守られていて治療に専念できる環境を
大変うらやましく思い、雇用形態で生じる待遇の
違いに私はやるせなさを感じました。
　私は臨時要員だったので、私が休んでいる間、
代わりを雇うことはできません。それで大変迷惑
を掛けていることは重々承知していましたが、や
はり自分の好きな仕事だったので、仕事を失うと
いう不安と悲しさがあり、かなり落ち込みました。

病院の就労相談を利用して
―就職支援ナビゲーター（ハローワーク）

　病院で入院前の説明を聞いていた時にがん相談
支援センターの存在を知りました。がん相談員さ
んからハローワークの相談会のことを聞き、ちょ
うど入院期間中に相談会があったので、さっそく
予約しました。相談員さんから、国立がん研究セ
ンターのがん対策情報センターが発行している

『がんと仕事の Q ＆ A』という冊子をもらいまし
た。大変読みやすく参考になりました。これは私
の不安を前向きに進める原動力になった、今でも
大切な 1 冊です。
　相談会でハローワーク福井の就職支援ナビゲー
ターさんから上司に言われたことを伝えたとこ
ろ、今辞める必要はないですよ、復帰できるかも
しれないじゃないですか、1 月末に辞めるという

ことは自己都合になりデメリットが生じるから 1
月には辞めると言わず、働く意志があることを伝
えることが大事ですよとアドバイスされました。

「もしそれが通らなかったら私がいくらでも仕事
を見つけてあげるわよ」と言われ、こんな病気に
なった私にも仕事があるのだなと頼もしくすごく
安心できました。
　また傷病手当という制度を退職後も利用できる
ということを教えてもらい心強かったです。

病院の就労相談を利用して
―両立支援促進員（産業保健総合支援センター）

　2017 年 1 月に新聞で福井県済生会病院さん
が治療と仕事の両立について相談会を開催するこ
とを知り、がん相談支援センターに電話をして予
約をしました。両立支援促進員の方には、傷病手
当の制度について詳細に教えてもらいました。自
分から辞めなくても良い権利も教えてもらい、
さっそく職場の給与を担当している人に連絡を取
りました。傷病手当のことを詳しく聞いていたこ
とで給与担当者の方との話もスムーズにできまし
た。そしてその人から「自分から辞める必要はな
いわよ。休職手当はもらえるし、春からの復帰を
待っているから」と言われました。
　当初、職場に迷惑を掛けてはいけないと思い、
退職すべきかと追い詰められていましたが、両立
支援促進員さんに「復帰できる状況になった時に
後悔してほしくないから、やはりここは働く意志
をずっと言い続けてください、それを言い続ける
ことによって社会とつながっていることが感じら
れ、治療にも前向きになれるから」と言われ、私
は生きる勇気ももらいました。
　その後、職場の上司から電話があった時に「復
帰したいから辞めたくはない」という意志を伝え
ることができ、結果、上司もしぶしぶですが承諾
してくれました。
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　1 月末に退職せずに 3 月末まで休職を延長し
てもらうことができたのです。その後、当初の予
定より治療が長引いたため 4 月復帰は困難だと
主治医に言われ、家族と相談し、自分から上司に

「更新せずに、3 月 31 日付の期間満了で退職さ
せてください」と言いました。

現在の状況

　現在は治療が終わり、2 ヵ月に 1 回、経過観
察に通院しています。仕事を始める自信がまだな
いので、福井県済生会病院で月に 1 回、がんサ
ロンのメディカルカフェでボランティアをしてい
ます。他にも公共の図書館で開館までの 1 時間
程度ですが、書架整理のボランティアをしたり、
自分の高校の同窓会総会が 5 月にあるので、そ
ちらの広告部会としてお手伝いをしたり、秋には
福井国体のボランティアもする予定です。
　社会復帰するためのリワークとして体力の歯が
ゆさを感じながらも一日一日を大切に生きていま
す。お金をもらってもいいと思える働きができる
自信がついたらハローワークの就職支援ナビゲー
ターさんに相談し、再就職したいと思っています。

望む支援

　同じ病気の先輩から、以前はこのような支援は
なく、ハローワークに病気のことを隠して通った
りしたというお話を聞きました。治療中は本当に
体調も悪いし、病院で仕事のことを相談できるこ
とは、同じように病気で通院している人ばかりで

すから、特別な目で見られることもなく、安心し
て相談ができ、すごく助かりました。
　今回の支援を受けていなかったら、私は 1 月
末で退職し、後悔していたと思うし、治療にも専
念できていなかったと思います。
　また病院内で色々な方に相談でき、情報を得る
ことで、不安や悩みを解消でき、前向きに病気や
治療と向き合うことができました。
　今感じていることは、企業の方を含め社会にお
けるがんに対する知識は、まだまだ足りないとい
うことです。テレビドラマや映画のように、「が
ん＝死」と思っている人が、まだ少なからずいま
す。私の友人には、職場の知識不足のために制度
の利用ができず、負担を抱えてしまった人がいる
ので、ぜひ企業の方にも知識を深めてほしいと願
います。
　最後にがんと診断された人に私からの伝えたい
メッセージは、仕事を辞めることは考えないでほ
しい。1 人ではない、相談できる場所があるから、
まず一歩踏み出して、相談をしてほしいというこ
とです。そのことで治療を乗り越える最善の道、
自分の進む道が見えてきます。
　今この場にいられるのは、最良のパートナーで
ある主人、そして家族、そしてさらに多くの人た
ちの支援があったからです。
　以上で終わります。ありがとうございました。

福田（総合司会）　貴重な経験、思い、そして熱
いメッセージをいただきました。ありがとうござ
いました。
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会社概要

　みなさんこんにちは。株式会社わらびの和田と
申します。本日はがん患者就労支援の取組みにつ
いて、企業の立場からお話しさせていただきます。
　はじめに株式会社わらびの会社概要についてお
話しさせていただきます。事業内容は、飲食サー
ビス業で、現在、福井県内に居酒屋を 9 店舗展
開しております。名物の出汁巻き卵や福井で獲れ
た新鮮なお刺身、美味しいお酒を地元のみなさま
に提供しています。社員数は、正社員が 31 名、
アルバイト・パートスタッフが 100 名ほどいま
す。
　お客様に喜んでいただくという理念のもと料理
の味や価格、接客サービス、店内の雰囲気など、
すべてお客様のことを考え提供させていただいて
います。
　1998 年に創業し、時代のニーズや変化に合わ
せて様々なプランを提供し続けることで、今年
20 年目を迎えることができました（スライド 1）。
　採用に関しては間口を大きくして、当社で働き
たいという意欲のある人材は積極的に雇用したい
と考えています。業務は調理業務、接客サービス、
広告、販促、経理やメニュー作成などの事務職と
幅広くあります。社員一人ひとりの能力に合った

お仕事を提案できるように考えています。

がん患者さんの就労支援との関わりにつ
いて

　がん患者さんの就労支援との関わりについてで
すが、弊社は特別に制度を設けているとか、がん
患者さんに特化した求人を出しているわけではあ
りません。したがって今回のお話をいただいた時
には、正直に申しあげて驚きました。
　ただ会社としては、色々な方の力が必要だとは
考えています。健康な方、がん患者さん、高齢者
の方にかかわらず、働きたいと前向きに考えてい
る人材や能力のある人材を雇用しないことは、事

和田　　勝
株式会社わらび営業本部執行役員常務

第 2 部 ご当地活動紹介 4： 
企業の立場から―がん患者就労支援の取組み

スライド 1　WARABI GROUP　会社概要
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業経営にとって大きな損失になると考えていま
す。
　ハローワーク福井様には以前から優秀な人材を
紹介してもらい、高齢者の方への就職説明会の際
にお声掛けをいただいたりしています。その一環
でがん患者さんを雇用することになり、現在、働
いてもらっている方がいます。
　私が今日お話しすることで、他の企業の方への
啓蒙になればという思いと市民のみなさんにもが
ん患者さんに対して特別に接するのではなく、一
緒に働く貴重な人材であることが伝われば良いと
思います。

雇用の実例

　それでは当社で採用した方の実例を紹介させて
いただきます。お名前は A さんとさせていただ
きます。内容については、本人に確認させていた
だき OK をもらっている範囲でお話しさせてい
ただきます。
　A さんは 40 代の女性の方です。火曜日から金
曜日まで勤務をしてもらい、土曜日から月曜日ま
では基本的に休んでもらっています。勤務時間は
10 時〜 16 時です。イベントで土・日もお仕事
がある場合は、勤務してもらうこともありますが、
その場合は、平日にお休みを取るなどして調整し
ています。基本的には週 4 日間勤務です。
　おもな仕事は事務職で、伝票や経費をまとめて
いただいたり、メニューの作成などです。その他、
9 店舗を回って掃除や備品の補充などもしても
らっています。Aさんは前職も事務職だったので、
そのスキルを活かすことができる業務をしても
らっています。
　治療が落ち着き、経過観察のための通院のみで、
再就職を希望している時にハローワーク福井を通
じて弊社を紹介されました。ハローワーク福井の
担当者からは、A さんががん患者さんであること

は聞いておりましたが、通常通り面接を行いまし
た。また面接の際に A さん本人からもそのこと
を聞きました。
　がんだからと言って特別な面接をするのではな
く、弊社では相手の表情や態度を確認する通常の
面接をしています。先ほど高橋先生のお話でもあ
りましたが、やはり相手の話をよく聞くことがと
ても大事だと思っております。
　病気のことを聞いて、まずは現在の体調や通院
の状況について確認をしました。1 ヵ月に 1 度
薬をもらうためと、3 ヵ月に 1 度診察のために
通院が必要とのことでしたが、雇用するにあたり
問題はないと判断し、採用を決めました。
　当時のことを A さんに聞いたところ、これか
らは、病気からの復帰に向けて頑張っていこうと
思って、勇気を出してそのことを面接時に伝え、
話をしたら快く受け入れてもらって、話をして本
当に良かった、だからこうして今も働けるのです
と言っていただけました。

配慮が必要だと思うこと

　事務職は A さん以外にも 2 人いますが、その
社員には採用が決まってから説明したら普通に受
け入れてくれました。他のスタッフにも A さん
のがんを伝えることによって体調不良などの時の
緊急の対応ができると考えて伝えました。
　雇用してから半年が経過していますがとてもま
じめに良く働いてくださり、弊社にとって貴重な
人材になっています。
　休みの取り方や事業内容については配慮が必要
であると思いますが、もともと求人を募集してい
た時間帯が、A さん自身が勤務可能であると思っ
て応募してくれたそうです。
　がん患者さんだからと言って特別に接したりは
していません。他の社員と同様に普通に接するこ
とが大事ではないかと思います。もちろん本人の
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体調が悪い時や急きょ休みが必要になった時は、
配慮が必要ですが、そういう場合は、相談しても
らえれば、対応することが可能です。

がん患者さんを雇用するメリット

　A さんががん患者さんだというわけではないの
ですが、A さんを雇用したことにより職場の雰囲
気は良くなったように思います。A さんを雇用す
ることで周りの社員にがん患者も働けるという希
望を与えていると思います。
　また自分ががんになっても働ける職場だという
安心感を与えられ、社員との信頼関係を築けてい
ると思います。
　さらに一緒に働く社員の間で支え合う気持ちが
でき、それが職場の雰囲気を良くしているのでは
ないかと思います。

今後の取組み

　日本人の 2 人に 1 人ががんになると言われて
いる今、私を含め、社員の誰もががんになる可能
性があります。弊社としては、社員ががんになり、

治療が必要になった場合、その人の体調や通院の
状況に合わせた働き方の提案をしたいと考えま
す。
　たとえば今後はランチタイムの営業も検討して
いるのですが、そうなれば昼の時間帯に勤務して
もらうことも可能になり、新しい雇用が増えます。
一人ひとりできることに見合った業務を考えた
り、勤務時間を提案していきたいと考えています。
　最後になりますが、「わらび」は社長の中村が
アルバイトをしていた店の名前です。20 年前、
出汁巻き卵と「わらび暖簾」を認めてもらい独立
し、現在に至っています。当時の店は、残念なが
ら閉店しましたが、「わらび」の名前と出汁巻き
卵の味は、変らず 20 年間引き継いでいます。こ
れからも信用や伝統を守り、末永く福井のみなさ
まに愛される店でありたいと思っています。
　ご清聴どうもありがとうございました。

福田（総合司会）　和田さん、ありがとうござい
ました。がん患者さんを採用した経緯、そして職
場の変化、また企業のこれからの姿勢などについ
ても分かりやすくお話しいただきました。ありが
とうございました。
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当院の取組み
―患者・市民・勤労者の立場を知ることから

　和田さんのお話を聞いていて出汁巻き卵が食べ
たくなりました（笑）。私の話にまいりましょう。
当院の働く世代のがん患者の割合がスライド 1
です。2016 年度のデータでは、がん患者全体で
1,425 人で、15 〜 64 歳は約 3 分の 1 です。
　色々な相談があるのですが、2016 年度の相談
支援センターでの相談は、2,368 件です。お金
のことや治療のことなど悩みがありますが、その
中で「仕事・就労」が約 5％を占めています（ス
ライド 2）。これが多いかどうかは別にして毎年
増えていっています。
　スライド 3 は高橋先生からお借りしたスライ

ドですが、われわれ医療機関には医師や看護師、
ソーシャルワーカーなど色々な職種がいますが、
スライドの右上のサークルの中だけで考えて、患
者さんとしてのみ見てしまいがちです。ところが

宗本　義則
福井県済生会病院集学的がん診療センター長

第 2 部　ご当地活動紹介 5： 
福井県済生会病院の取組みについて

スライド 1　働く世代のがん患者

スライド 2　2016 年度がん相談内容うちわけ

スライド 3　がん患者就労支援の問題点
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患者さんは、地域の中では家族がいたり、市民と
して地域資源として関わっています。一方、職場
では勤労者として上司、あるいは人事関係の人と
つながります。これらはそれぞれ別なものではあ
りません。患者・市民・勤労者というのは 1 人
です。そのことが、実は本当に大事なのだという
ことに気づき、当院での取組みが始まりました。

就労支援体制の構築とフロー図作成

　どのような取組みをしたかを申しあげます。ま
ず、福井労働局、ハローワーク福井の幹部職員と
の協議をしました。さらに後で紹介もしますが、
就労相談票を作成しました。また各種のパンフ
レットを用意しました。そして周知・広報を行い
ました（スライド 4）。
　当院のがん相談員、就労支援担当相談員が、福
井労働局やハローワーク福井の幹部職員と数回協

議しフロー図を作成しました。そのフロー図にも
とづいて様々な運用を行いました（スライド 5）。
　どのようなフロー図かと申しますと、がん患者
さん、あるいは家族が、当院のがん相談支援セン
ターのところに来て色々と相談します。そして就
労支援担当相談員という、労働関係に非常に強い
スタッフがいて、その中で協議をして、さらにハ
ローワーク福井と結びつく、またそこからフィー
ドバックするということです。こういうフロー図
をもとに動きました（スライド 6）。
　実際になぜここまでこういうことがうまくいっ
たかと申しますと、当院は、がん診療連携拠点病
院であり、がん相談支援センターの役割としての
就労支援は非常に重要だと考えていたということ
がひとつです。さらに労働に詳しい職員がいたり、
あるいは当院の理念として「患者さんの立場で考
える」というのがありました。そして済生会のバ
リューとして「進取の精神・変革」等を持とうと
いうことがあり、2013 年 8 月に、がん患者就
労支援を開始しました。2014 年 4 月に国の就
労支援モデル事業に指定されました。この時は
12 県で 16 病院が指定されています（スライド
7）。

スライド 4　就労支援体制の構築に向けて

スライド 6　福井県済生会病院　がん患者就労支援フロー図

スライド 5　 ①福井労働局、ハローワーク福井の幹部職員と
協議
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モデル事業の内容
―就労相談票、パンフ、周知・広報

　就労支援モデル事業は、がん診療連携拠点病院
と近くのハローワークが連携して行います。ハ
ローワーク福井と協議して、行ったり来たりしま
した。ハローワーク福井の方からは出張相談をし
ていただきました（スライド 8）。
　 こ の モ デ ル 事 業 は 2014 年 4 月 に 始 ま り
2015 年 7 月に 15 県 20 病院になっています。
高橋先生がおられる国立がん研究センターや全国
の有名ながんセンターが入っています。その中に
福井県済生会病院もあります。ここで色々な仕組
みを協議して、それを私どもも持ち帰って実行し
ました（スライド 9）。
　就労相談票というものが非常に重要です。就労
については、患者さんの治療状況や希望職種・就
労時間などを記載する欄があります。さらに医療
情報については、医療者側から体力面でどういう
ことに配慮したら良いかということを書く欄があ
ります。さらに個人情報が非常に重要になってい
ますから、個人情報については同意をいただく欄
を設けています。こういう 3 つの欄からできて
います（スライド 10）。
　スライド 11 が当初の就労相談票です。上の方
に「就労について」の欄があり、就労希望・就労

スライド 7　ハローワークとの連携体制構築による就労支援 スライド 8　就労支援モデル事業

スライド 9　がん就労支援モデル事業

スライド 10　②就労相談票の作成

条件・収入状況などが書かれます。真ん中の欄で
は、「医療情報について」が書かれ、いちばん下
では「個人情報について（同意）」ということで、
就労相談票は、この 3 つでできています。今は
新しいバージョンがありますが、こうした就労相
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談票をもとに色々と協議をします。
　次に就労支援専用パンフレットスタンドを設置
しました。就労支援専用のパンフレットスタンド
に求人情報やファイルを置いています。毎日、最
新のものが提供できるように更新しています。ハ
ローワークで配布されている資料などはこちらで
も見られるようになっています（スライド 12）。
　スライド 13 はそのパンフレットスタンドで
す。そこではハローワーク福井の最新の情報が見
られます。病院の南館のがん相談支援センターの
前にに設置してあります。
　そこには就労関係の資料もあります。先ほどお
話に出た『がんと仕事の Q ＆ A』という冊子は
非常に良い本ですね。その冊子も置いてあります。
そこでどんどん見ていただければいいと思います

（スライド 14）。

　そして周知・広報です。われわれスタッフであ
る職員への周知では、管理者会議やポスター、フ
ロー図を院内のあちらこちらに貼り職員に周知を
図っています。全職員へメール配信もしています。
あるいは院内ポータルサイトというものがありま
すが、そこにも掲載します。
　さらに医師です。医師が動かないとなかなかう
まくいきませんので、医局会などで何回も、何回
も医師の方に発信しています。
　そして患者さんへの周知として、院内掲示版や
待時間表示モニター、広報誌、ホームページなど
に掲載して、福井県済生会病院はこういうことを
やっていますという発信をしています（スライド
15）。

スライド 11　当院の就労相談票

スライド 12　③就労支援専用パンフレットスタンド設置
スライド 14　就労関係の資料

スライド 13　 求人情報 ファイル・雇用保険や職業訓練に関
するパンフレット
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　スライド 16 は新聞で、医療者への周知、患者
さんへの周知ということでメディアの方にも採り
あげられています。

がんと共に生き・がんと共に働く
―がん患者の就労の悩みを拾い上げる

　「がんと共に生き・がんと共に働く」の Vol.2
として今回は開催させていただいているのです
が、その Vol.1 は 2015 年に開催しています。
その時は国立がん研究センターがん対策情報セン
ター長の若尾文彦先生に来ていただき、スライド
17・18 にあるような内容で開催しました。
　市民公開講座として開催したのですが、重要な

ことは、行政・企業・医療者・患者が一体となっ
てやらないとだめだということです。医療者だけ
でもだめだし、行政だけでもだめ、みなさんで良
いものを創りあげないとだめだということで、前
回の Vol.1 から今回は、Vol.2 ですから、さらに
パワーアップしております
　患者さんから働くことの意識、悩みなどを吸い
上げるのに、私たちは働きやすさ、生活のしやす
さに関する質問票を用意して、患者さんに入院や
退院の時に渡しています。そこで働くことに関す
る相談をしたいという声をなるべく私どもで拾い
あげるようにしています（スライド 19）。

スライド 15　④周知・広報活動

スライド 16　医療者・患者さんへの周知

スライド 17　 福井県済生会病院　集学的がん診療センター
市民公開講座開催概要

スライド 18　 福井県済生会病院　集学的がん診療センター
市民公開講座開催結果
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　さらにメディカルカフェという名前で、がんサ
ロンを開催しています。がん患者さんやご家族の
交流の場ですが、毎月第 1 金曜日の 10 時〜 15
時まで開催していますから、ぜひまたみなさまに

ご興味があればいらしていただければと思いま
す。またがん患者さんと院内多職種との触れ合い
ということで、私どものスタッフもここにおり、
こういうところでも就労の相談をしたり、色々な
話をしたりミニ講義などもしています（スライド
20）。
　実際に色々な困り事があると思いますが、がん
患者さんが仕事について相談できる窓口が、がん
相談支援センターの中にあります。ここは国立が
ん研究センターで認定されたがん相談支援セン
ターです。3 名の相談員が常時待機をしています。
ソーシャルワーカーは専従で、さらに緩和ケア認
定看護師や集学的がん診療マネージャーが待機し
ています。今後は両立支援コーディネーターのス
キルをめざしています（スライド 21）。

支援の実績と評価
―さらなる支援充実に向けて

　今後のさらなる支援の充実に向けてですが、毎
年、毎年変ってきています。2017 年１月からは、
先ほど河合さんがお話しした福井産業保健総合支
援センターと連携を開始しました。あちらに行く
のは敷居が高いので両立支援促進員に当院に来て
いただき出張相談窓口も開設しています（スライ
ド 22）。

スライド 19　働くことに関する相談をしたい

スライド 21　がん患者就労支援窓口
スライド 22　更なる支援の充実に向けて

スライド 20　 がん哲学外来カフェ：メディカルカフェ（が
んサロン）
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　スライド 23 は、福井県済生会病院の「がん患
者就労・両立支援フロー図」です。細かくなって
いますが、左側が就職支援、右側が両立支援です。
　実際にはスライド 24 のような窓口になってい

ます。左側が福井産業保健総合支援センターによ
る両立支援、右側がハローワーク福井の就職支援
ということで、色々な方法で当院は支援をしてい
るということです。

スライド 24　就労相談窓口 スライド 25　就労支援実績（2013.10 〜 2017.10）

スライド 23　 福井県済生会病院　がん患者就労・両立支援フロー図
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　就労支援実績ですが、女性の若い患者さんが多
く、49 件の内、半分近くが就職につながってい
ます（スライド 25）。
　そういう活動を評価され、がん患者の治療と就
労の両立支援において優れた活動を行っている企
業や医療機関を表彰する、第 2 回「がん医療と
職場の‘架け橋大賞’」で最優秀賞を受賞しました。
立派な楯と賞状をもらいました（スライド 26）。
　今後は、われわれ医療者が良いがん診療を提供
するためにがん患者の就労について知識を持つ必
要があります。そして病院に合わせた就労モデル
としての  システムを構築する必要があると思っ

ています。さらに院内の両立支援コーディネー
ターが重要になってきますし、病院､ ハローワー
ク､ 産業保健総合支援センターと協働して、患者
さんの支援の充実を図る必要があると思っていま
す（スライド 27）。
　以上、ご清聴ありがとうございました。

福田（総合司会）　宗本先生、ありがとうござい
ました。病気そのものだけではなくて、患者さん
の安心のためにどのような就労支援をしているの
かという、福井県済生病院の取組みについてお話
をいただきました。

スライド 26　 第 2 回「がん医療と職場の‘架け橋大賞’」
最優秀賞を受賞

スライド 27　結語
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　総評などとは、おこがましくて申しあげられま
せん。感想ですが、すごいなと思いました。とて
も励まされました。第 1 回市民公開講座から今
回の第 2 回に到るまで色々なパワーアップがあっ
たというお話もありましたが、お互いに顔が見え
る関係を作ることは、大げさに言えば「地域づく
り」なのかもしれません。就労の関係者がいかに
お互いを知り合って手を組むかその大切さを改め
て実感できました。
　本当にさまざまな立場の方がいらっしゃいま
す。行政、企業、医療機関、そして何よりもその
真ん中に患者さんとご家族がいるわけですが、今
日のお話をうかがっていて、働く意欲のある方が
大切にされているという気持ちがいたしました。
　『がんと仕事の Q ＆ A』集についておほめの言
葉をいただいたのは、非常に嬉しいです。あれは
患者さん対象のアンケートの自由記述から生まれ
ました。最初は 200 ぐらいのクエスチョンがたっ
たのですが、まとめて 80 個ほどにしたものです。
まとめるプロセスと、質問に対する最初のアン
サー作りは、体験者の方々と一緒に作業をしまし
た。『がんと仕事の Q ＆ A』集を見ていただくと
分るのですが、答が簡単には出ない質問ばかりな
のです。その時に体験者の方が、まずはどういう
気持ちや態度でその問題に向き合ったかというこ
とを、思い出しながら原稿を書いてくださったの

です。『がんと仕事の Q ＆ A』集が役に立つので
あれば、それはやはり一緒に作ってくださった体
験者の方々のおかげだと思います。
　それから、相談できる窓口は色々あるのだから、
それらを最大限使うことだというお話もありまし
た。自分だけで抱えないで、相談に乗ってくれる
窓口を見つけてとにかく聞いてみることが大事な
のだなと、改めて思いました。そのためには窓口
が見えないといけない。窓口につながっていない
方が、全国にはたくさんいらっしゃいます。今日
はつながれなかった方の話もございました。そこ
はやはり、行政や医療機関、そして研究者も、もっ
と頑張らねばいけないと強く思いました。
　相談をすると不安が少し収まると言いますか、
パァッと舞い上がっていた気持ちが少し落ち着い
て、いつもの精神状態に戻ることが多いものです。
そうなると仕事や治療にも落ち着いて向かえるよ
うになると思います。相談する人がいて、自分な
りのスタンス考えられることが、仕事と治療の両
方に大事なのだなと思いました。
　最後に今日は、私からの話も含めて「辞めない
で」というメッセージがとても多かったと思いま
す。びっくりして辞めないというのは大事です。
ただ、落ち着た後によくよく考えて、自分の暮ら
しや人生を考え直した上で、「働くということの
意味」が変化する方もいらっしゃると思います。

高橋　　都
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

第 2 部： 
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納得づくで、違った方に軸足を移そうと考える方
もいるでしょう。私は、それは「あり」だと思い
ます。いったん軸足を移した後に、また仕事に戻
る方もいます。人生には時間軸がありますから、
1 回決めたらずっとそのままということでもない
と思いますので、また考えていけば良いと思った
次第です。
　今日、私もここに参加させていただいて、改め
て色々考える種をたくさん頂戴しました。背中も
押していただきましたので、みなさまとこれから
も協働させていただきたいと思います。これから
もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとう

ございます。

福田（総合司会）　高橋先生、すばらしい総評あ
りがとうございました。
　さあみなさん、本日の市民公開講座はいかがで
したでしょうか。がんと共に生きる方も、健康な
方も、そして職場も病院も、それぞれがお互いの
状況、思いを理解し、支え合う社会へ、今日のこ
の講座がその一助になれば、また道標のひとつに
なれば幸いでございます。ありがとうございまし
た。本日は市民公開講座にご参加いただき誠にあ
りがとうございました。
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■ 高橋　みなさまお茶の時間です。お茶とお菓
子がありますからグループごとに語り合っていた
だきたいと思います。いちおうお題があった方が
良いかなと思いましてスライド 1 に書きました。
それぞれのグループに、治療をお受けになってい
る方、ご家族の方、会社の方、行政の方、医療者
の方など、色々な背景の方がいらっしゃると思い
ます。それぞれのお立場から、このテーマを考え
てみてください。治療と仕事を両立する時に困っ
たこと、工夫したこと、うれしかったことや実践
してみた工夫、こんな手助けがあれば、さらにもっ
と良かったかもしれないなぁというようなことで
す。大きく言えば「困ったこと、工夫したこと、
うれしかったこと」ですね。
　これはどこの「ご当地カフェ」に行ってもそう
なのですが、テーマそっちのけで、それぞれのグ
ループで盛り上がってしまうことがあります。そ
れはそれで良いのですが、できればテーマについ
ても少し触れていただければと思います。
　最後に、それぞれのグループで話し合った内容
について、グループからお 1 人代表して報告し
ていただきます。どなたでもけっこうですので発
表者を決めてください。
　それから、福井県済生会病院の方で用意してく
ださった付箋と用紙があります。そこにご自身の
意見を書いても結構です。進め方は特にきまりが

ないので、それぞれのグループで自由になさって
大丈夫です。それではどうぞよろしくお願いしま
す。

フリーディスカッションタイム・まとめ

■ 高橋　よろしいでしょうか。どこから行きま
しょうか。あ、手が挙がりましたので、4 班から
いきます。

＜グループ発表 1（4 班）＞
　私が代表で発表させていただきます。まず「困っ
たこと」です。会社によって休職期間が違うとい
うことが出ました。私どもの班にも患者さんがい
らっしゃったのですが、この方の休職期間は 1

「治療と仕事」について、うれしかったこと、困ったこと。こんな工夫しましたよ。こん
な手助けがあれば、さらに良かったなぁ…

第 3 部 : 
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年間だったそうです。もっと長いところもあり、
勤続年数によっても違うところもあります。ただ、
社員が 10 名ぐらいの会社だと、そういう決まり
そのものがないということがあり、非常に困ると
いうことが出ました。私どものグループの患者さ
んは 1 年でまずまずという印象があります。が
んではなく違う病気で以前、福井県済生会病院に
入院された方がおられましたが、相談窓口がない
時代で非常に不安だったという意見がありまし
た。
　就業規則は知らない方がほとんどではないかと
いうことで、制度を知らないということは問題だ
ろうという話になりました。
　そのための工夫ですが、就業規則について自分
から知ることも大事ですが、会社側が積極的にそ
れを知らせる機会を作っていく工夫が必要なので
はないかということです。今、政府がやっている

「働き方改革」の中では、とくにそういうところ
が必要になってくると思います。病気をした労働
者の働き方改革も必要だと思います。
　それから「うれしかったこと」ですが、社員の
人が配慮をしてくれた、気遣いで声を掛けてくれ
たという話が出ました。やはりみんなが助け合う
ことが必要だということです。そのためにはみん
ながお互いに理解し合うことが大事だと思いま
す。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。他のグループ
でもたくさん同じような話が出たと思います。次
は、どちらから？　では 2 班さんどうぞ。

＜グループ発表 2（2 班）＞
　2 グループの話し合いの結果をお知らせしたい
と思います。このグループには患者さんが 3 名
いらっしゃって、患者さんとして困ったことが話
し合われました。やはりがんの治療をする中では、
副作用が大変だということです。ある方は家事に
専念されていたのですが、副作用によって家事が
できない。ご主人に手伝っていただくのですが、
ご主人も一杯いっぱいになってしまって、家庭の
雰囲気がどんどん悪くなって非常に大変だったそ
うです。
　また体力面でも足の痛みが出て家事ができない
とお聞きしました。就労に関しても、立ち仕事が
できないので、そういう方にはその配慮が必要だ
ということが出ました。
　私もがんに関する知識はあまりなく、昨年 4
月から仕事を通じて多少知るようになったのです
が、企業の方の多くは、がんに対する認識が非常
に薄いと感じます。がんだということを聞いたら

「エッ」と驚いて引いてしまうような感じです。
他の病気ですとそういうことはないのですが、が
んの場合は、企業の方たちも「エッ、大丈夫なの？」

「転移しないの？」となりがちです。ドラマやマ
スコミのがんに対するとりあげ方が、どうしても

「がん＝不治の病」というイメージになることが
多く、そのイメージは払拭しないといけないと思
います。そこを払拭して、企業の方をはじめみな
さんががんに対する正しい知識・認識を持ってい
くことが大事だと思います。ある方の話では、企
業の方に症状を認識してもらい労働条件を変えて
勤めていたのが、店長が変わったらまったく別な
労働条件になってしまったということもあったそ
うです。ここも企業の支援が大事になってきます。
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先ほどのグループからも国の働き改革の話が出ま
したが、人手不足の話も浮上していますから、受
け入れ先の企業にまずはがんに対する正しい認識
を持ってもらうこが大事だということです。それ
によってがんの方もそうですが、様々な障害の方、
高齢の方もそうですが、働きやすくなると思いま
す。

■ 高橋　ありがとうございます。次お願いしま
す。

＜グループ発表 3（6 班）＞ 
　家族の方が闘病中という方がおられて、みんな
で意見とかサポートの話に終始しました。仕事は、
今は休職されているそうです。自分ががんだとい
うことをどう伝えるかが、なかなか難しく、伝え
ないでいたので、本人も辛いし家族も辛い思いを
したという話がありました。がんになると色々な
悩みがあり、家族も悩むのですが、サポート体制
も色々あるという話が出ました。患者会やがんサ
ロンもあります。そこに行って、発言しなくても
いいので、話を聞くだけでも役に立ちますという
話がありました。サポートは色々ありますから、
とにかく 1 人ではないという気持ちを持ち、以
前と違いみんなで助け合う態勢ができていますか
ら、頑張っていければ良いと思っています。
　それから子どもががんになって親としてできる
こと、自分の家族ががんになった場合のことが話
されました。心配は本人にも家族にも色々あると
思います。しかし結局は、それには打ち勝ってい
くしかないと思いますから、治ることをめざして、
治らないと言われても気持ちで治すことが大事だ
と思います。
　それから社長さんががんになったことがあり、
がんに対する理解があって非常に助かったという
意見も出ています。がんになった自分の体験も他
の方に話したりして、手助けとなって活かせるの

で、がんになったことが、すべて不幸ととらえな
いで、前向きに受け止めることが大事だという意
見も出されました。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは次お
願いします。

＜グループ発表 4（1 班）＞
　私は患者の立場なのですが、働いています。今
から働きたいと思っている方がいました。がんで
通院していると治療や病気の辛さで、押し寄せる
不安で、色々なことを冷静に考える余裕がなく
なってしまう。相談するところもどこにあるか分
からないということだったのが、今日のお話をお
うかがいして良かったと思うと言われていまし
た。こういう場所で色々話すことができて良い参
考になったということです。
　それから病院の治療の日ですが、時間が一日の
中で 2 つに分かれているケースもあり、できれ
ば午前の早い時間か午後からの 1 つにまとまれ
ば、半休が取りやすいという意見が出ました。会
社を 1 日休まずにすむので、休暇が取りやすく
なりますから、そういうことを病院と相談できた
ら良いと思います。
　がんにもなりたくてなったわけではないという
話が出たのですが、それでもがんになって、今ま
では普通に仕事をしてきたのが、簡単にはできな
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くなる。その上で何とか仕事ができるようになっ
たら、今まで以上に楽しく生きて、毎日、一生懸
命に働いて、頑張って生きたいという気持ちが以
前よりも強くなりました。これから頑張って生き
たいと思います。

■ 高橋　ありがとうございました。

＜グループ発表 5（7 班）＞
　私は先ほど企業からの報告をさせていただいた
和田です、よろしくお願いします。第 7 グルー
プの中には、がん患者さんはおらずに企業の立場
から話をさせていただきます。先ほどの話の続き
みたいになるのですが。やはりがん患者さんが再
就職して、その後も長く働いていくということに
なれば、お互いに理解し合ってやっていくことが
大切だということがみなさんの意見から出されま
した。当社で採用した方は、大変まじめに働いて
います。ただ周りでは快く思っていない人もいる
のではないかという声もありました。その人だけ
に特別な制度や声掛けをしているという話も出た
のですが、やはりそこはみんな同じに声掛けをす
る必要があります。私どもの会社では個人面談と
いうものを定期的にやらせていただいているので
すが、がん患者さんがいるからやっていることで
はありません。雇用状況も難しい現状ですから力
を入れているのです。雇用を今後拡大していくた
めには、今いる従業員の方が明るく楽しく働ける
ことが前提であると考えて、取組んでいます。そ
のためにお互いに話をして、経営者にもその思い
をしっかり持っていただく。それを従業員に伝え、
従業員を大切にして日々を暮らしていくことが大
事ではないかということを話しました。ややテー
マからずれましたが、働くにあたっては、お互い
に話をしていくことが、まずいちばん大事という
ことで終わりました。

■ 高橋　ありがとうございました。今度は絶対
に仕事抜きで福井に来て、出汁巻き卵を食べるの
だと決めました。（会場笑）それでは 5 班お願い
します。

＜グループ発表 6（5 班）＞
　5 グループの発表をさせていただきます。僕は
白血病の末期を 4 年前に経験してお金のことで
すごく困り、大変な思いをしました。はじめに白
血病になったのは 30 歳の時ですが、その時にグ
リベックという薬を飲んでいました。1 錠 3,000
円しました。1 日 4 錠なので 12,000 円かかり
ます。1 ヵ月で 40 万円ぐらいのお金がかかりま
す。僕はその 40 万円を一括で払いました。高額
療養費というのは 3 ヵ月後に戻ってくるのです。
今は、80,100 円という上限で払い続けられます
が、当時はそれがありませんでした。生きるため
に毎月 40 万円、3 ヵ月で 120 万円を払わない
とお金が戻ってこないということになりました。
それで役所に駆け込んで、このままだと生きてい
けないから首吊らなければならなくなる、お金が
ないと薬も飲めない、それではだめになるという
話を役所にしました。そこで初めて高額療養費の
委任払い制度があることをインターネットで見つ
けて、それを福井市役所に見せて、高額療養費の
その制度第 1 号で認定してもらいました。それ
でも結局、お金が回らないまま再発しました。4
年前の 12 月にある病院に余命 3 ヵ月で入院し、
来年の桜は見られないだろうと言われたのです。
そこで生活保護を受けました。そこから医療費に
関しては一切気にせずに治療に専念できることに
なりましたが、結局、その病院では治療は無理で、
そのまま他県の大学病院に行きました。しかし、
そこでも無理と言われて、最終的にさらに別の大
学病院で、特別な方法で骨髄移植の手術を受け、
寛解して 4 年目を迎えています。その間、骨髄
移植を受ける県に行く引っ越し代も、向こうでは
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アパートを借りたので、そのお金も、またそこか
ら福井に戻る時も、あちらの市役所から生活保護
を支給してもらい福井に戻ってきました。
　生活保護の流れがあって生きてこられたという
こともありますし、通常、福井から県外に行き、
そこから福井に生活保護をそのまま持って帰ると
いうのは無理なのですが、法テラスの弁護士の先
生に相談してすべて弁護士の先生を使ってやらせ
てもらいました。法テラスでは、生活保護を受け
ていたり金銭的に余裕のない人からは、弁護士費
用を取りません。生活保護を受けたいときや、受
けたあとの困りごとにも、法テラスは役立つと思
います。

■ 高橋　法テラスはどうやって見つけられたの
ですか。

―　ホームページです。僕は昔、父親が事業を失
敗したとき、1 千万円ほどの借金を帳消しにする
のに福井の法テラスに大変助けてもらった経験が
あります。その時に裁判所に通いまくっていて、
そこで法テラスを知りました。ホームページで引
越し先の法テラスを探し、弁護士の先生が、生活
保護を受けているなら弁護士費用は要らないとい
うことになり、弁護士の先生が聞き取りの上、市
役所の方と話をして福井に戻れるような形を作る
ことができました。僕らは「医療費貧乏」と言う

のですが、医療費が払えないと治療に専念できな
い。病院に借金があるから病院に通うのが億劫に
なってきた、通うのがいやだという人は絶対にい
ると思います。僕だけではないと思います。僕は
いまだに病院に借金があります。着々と払っては
いますが、今も生活保護を受けながら会社に行っ
ています。給料も 10 万円ぐらいもらっているの
ですが、医療補助は 100％受けられます。仕事
もしながら、骨髄移植をした県外の病院にも月に
1 回行っていますが、その医療費も、交通費も、
全部役所から支給してもらえるのです。僕は生命
保険には入っていなかったので医療費は全部
100％、自分で払わなければいけなかったのです
が、お金の部分に関しては、そういう社会の支援
をきちんとうまく使っていけば、生活もうまく
やっていけるのではないかと思います。
　僕は県内の病院にもたまに通っています。その
病院の支援センターの方からも生活保護の相談が
患者さんからあると聞くので、その件に関しては
僕の話をしてくださいと言っています。生活保護
を受給すると、家屋敷を持って行かれるとか、車
も乗れなくなるという話もありますが、福井の現
状で言えば、資産価値によっては、車も乗っても
良いとか、家にもそのまま住んでいた方が良いと
判断される場合もあります。恐いものと考えずに、
うまく利用することです。自分が生きていくため
にどうすれば良いかを考えてください。そうすれ
ば逆に、安全に治療を受け、やりたいことをきち
んとやっていける流れになるのではないかと思い
ます。

■ 高橋　ありがとうございました。生活保護の
こととか、誰に相談するかとか、日本全国色々な
状況があるとは思うのですが、本当にセーフティ
ネットの部分の情報共有が必要だと思います。

―　慢性的に何もしないで生活保護を受けるとい
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う人が若干いるので、役所の方が変な目で見ると
ころがあるのですが、医療費に関しては、きちん
と話をして、医師の意見書があれば、だいたい役
所の方は、きちんと応じてくれます。ですからそ
こはきちんと使うべきだと逆に思います。

■ 高橋　はい、ありがとうございます。では最
後になりましたが、満を持して 3 班さんお願い
します。

＜グループ発表 7（3 班）＞
　3 班の発表をさせていただきます。色々な話が
出ました。やはりがんになって辛かったこととし
て、周りから「かわいそうに」とか、「気合で治せ」
とか、色々なことを言われて精神的に辛かったと
いう話がありました。逆に力になった言葉として
は、身内にがんになった人たちがいて、「自分の
親も大丈夫だったから大丈夫だよ」ということを
言っていただけて、その言葉が大変力になったそ
うです。自分ががんになることで、後ろめたさを
感じてしまったということが、みなさんから出て
きました。後ろめたさを感じないですむ社会に
なってほしい、そのためには患者自身の気持ちも
変えていかなければならないのかなという発言も
出ました。私はがんですと気軽に言える社会に
なっていた方が良いということだと思います。
　また、相談する窓口が少ないと言いますか、分
からないという話題も出ました。相談できる場所
や窓口を広げていかなければならないということ
です。あとは連携です。連携や情報をしっかりや
ることによって、相談できる場所を広げていけれ
ばと思います。行政、市役所にもお話しできる場
所、相談窓口もありますし、そういうところとしっ
かり連携を取ることによって、色々な可能性が広
がっていくと思います。
　がんとの共生を前向きに捉えていける社会を
創っていくためには、やはりがん教育が非常に大

切になってくるのではないかと感じています。が
ん教育は、2017 年 4 月から教育指針の中に、小
学校、中学校、高校で、がん教育を進めていって
くださいと書かれています。子どものうちからが
ん教育をすることで、がんというものの正しい知
識を得ることができる、がんというものは恐くは
ないということをしっかりと教育していくことで
す。周りにがんの患者がいることは、道徳性の授
業にもなってくると思います。先ほど出た「かわ
いそうに」という言葉が出てこなくなるのではな
いかと思います。また本人の後ろめたさもなく
なってくるのかなと思います。
　しかしがん教育にも色々難しい部分もあると思
います。がんに対する正しい知識をしっかり持つ
ために教育をするということは、教える方もしっ
かりとした教育を受けていないといけないと思い
ます。子どもだけに教えるのではなく、教える大
人にもしっかりとした知識を持っていただく。企
業、職場に対する教育も大事になってくると思い
ます。病院側も授業と言いますか、今日のような
場や、出前授業のようなものも色々とやっている
と聞いていますので、そういうものを活用しなが
ら企業や職場などに教育をしていく。また学校教
育でもがん教育をしっかりとやっていけるような
環境づくりが必要だと強く感じました。
　そういうことでがん治療の体験を共有できる場
や、がんとの共生を前向きに考えていける社会を
創っていけるような環境づくりをしていきたいと
思います。以上です。ありがとうございます。

■ 高橋　ありがとうございました。本当に色々
なトピックが出ましたね。たくさんのキーワード
が出ました。最後の「共有の場がもっとあれば」
ということで言えば、今日も共有の場だと思いま
す。「がん教育は教える方にも」ということは、まっ
たくその通りだと思います。「後ろめたさを持た
ないですむ社会」という言葉は、そのままがん対
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策基本計画に入りそうですね。「使える制度や機
関は使おう」、しかしそのためには、制度や機関
にきちんとつながらなければいけないし、ここに
窓口があるのだよと、みんなが知る道筋がなけれ
ばいけないし、相談が実のあるものでなければい
けないし、課題はとてもたくさんあると思います。
少なくとも今日ここに集ってくださったみなさん
は、誰かが「がんになった人はかわいそうだ」と
言ったら、「いや、そうじゃないよ」ときっと言
えると思います。今日は多くのお話がうかがえた
と思います。ありがとうございました。

■ 福田　（総合司会）
　今回は私もグループ
に参加させていただ
き、最後に出ましたが、
やはり教育は大事だと
思いました。教育とま
でいかなくても、この

ようにみなさんと「ああでもない、こうでもない」
と話すこと。それが友だちとだったり、家庭であっ
たり、何でもいいのですが、そういうところから
のスタートなのだろうと感じました。こうした機
会が数多くあると良いですね。

■ 高橋　そうかもしれないですね。たとえばお
友だちとランチをしていて、がんの話題が普通の
こととして話せると良いですね。

■ 福田　口にしてはいけないのではなく、「親が
ね…」とか、「私はね…」という話が、それこそ
ランチタイムにできるようになると良いと思いま
した。高橋先生、数あるご当地カフェで、今回は
全国で 10 番目ということだったのですが、福井
でのカフェご感想などはありますか？

■ 高橋　日本中どこにうかがっても「ウチの地
域は特別だから」と必ず言われます。もちろん、
どのご当地もそれぞれ特別だと思います。今日の
いちばんの印象は、手が挙がるのが早かったとい
うことでしょうか（会場笑）。

■ 福田　福井の県民性はよく、「控え目」と言わ
れるのですが、今日は少し違いましたね。こうい
うところで変化が起きているのかなと私も改めて
感じました。今日はどうもありがとうございまし
た。＜拍手＞
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　みなさまどうも長い間、お疲れ様でした。カフェ
は楽しかったですね。もう少し続けたい気持ちも
ありますが、時間が限られていますので。私は医
療者の立場で出たのですが、ふだん勉強する以上
にためになりました。各グループの協力で良い話
を聞かせてもらいました。ありがとうございます。
　当初この就労支援のカフェを高橋先生と企画し
た時に、本当に人は集まるのかな、5、6 人で細々
とやらなければいけないかなと心配していたので
すが、7 グループもできて非常に楽しく、また有
意義な時間を過ごせたと思います。
　最後の結論もみなさんの意見の中にあったと思
います。私は医療者ですが、患者さん、ご家族、

ハローワーク、産保センター、行政が、みんな一
緒になって同じ方向を向いて協力していく必要が
あると思います。先ほど連携という言葉が出てい
ましたが、今日を機会にさらに連携を強くし、よ
り良い支援に繋げていければと思っています。ま
た福井県済生会病院でも、同じ方向で力を合わせ
ています。ぜひみなさんと一緒にがんになっても
安心して暮らせる社会を創っていければと思って
います。みなさんには今日のことを持ち帰り、思
い出していただければ、またご家族で、職場で共
有していただけたら幸いです。私も出汁巻き卵を
食べながら思い出したいと思います。長時間どう
もありがとうございました。＜拍手＞

宗本　義則
福井県済生会病院集学的がん診療センター長

閉会の挨拶

「ご当地カフェ in Winter 福井」アンケート集計 参加者125名（スタッフ除く）
平成30年2月3日（土）実施 回答者76名（回答率　60.8％）

アンケート集計

原文ママ

など

色々と多様なしかし大変有益ながんに対する対応の知識を得られたことに感謝します。家族として落ち着いて、理解者としてまた
支援者として共に生きていきたいと感じました。

今後もタイムリーなテーマを基にした公開講座の開催を期待しております

気分転換になりました。自分の体力で気持ちのゆらぎはありますが、働きたいと思います。ありがとうございました。人と話すことは
苦手なのでためらいましたが情報を得るために今日参加させて頂きました。不安はたくさんあるのですが、自分から発信すれば誰
かが答えてくれるかもしれないと感じました。

とてもよかった。結構皆前向きでがんも昔と違って話せるようになりつつあるようだ

1日中でもしゃべっていたい。できれば患者オンリーのグループと混合ｸﾞﾙｰﾌﾟに分けてほしかった。

病気は誰にも可能性がある為将来の知識の備えとなり大変有意義な時間でした

企業としてがん患者さんへの支援が必要であると感じた。またその周りがしることも大事であると思う
こういう制度があることをはじめて知りました。切実な問題にしっかりしたフォロー体制があることに安心しました

有意義な時間が過ごせました。話のできるところ、心のよりどころがあるというのは患者にとってすごく心強いです

主人ががんで働きながら治療をしていますが会社側は快く休ませてくれています。こういう会社がたくさんあるとよいですね

自営業者の場合は支えてもらえる組織がなく、かといえ（個人事業主）普段から準備をしておく余裕もなく大変です。会社員はいい
なあと思いました。自営業者の場合離職して再就職を目指すほうがよいかもしれません。

当院でもがん相談支援センターが設立されているため今後も自分が看護師として援助できることがあるということをこの講座を通
して学んだ

カフェとても有意義楽しかった。相談を受ける立場としては相談場所があるとのことのアピールがまだまだ足りないことを感じた。
行政、医療、患者、企業の連携、情報交換の必要性を強く感じた

参加者の感想（自由記述）

立場、役割の違う方から話があり、内容が立体的になっていると思いました。説明が分かりやすくよかったと思います
企業、医療、行政、また患者のそれぞれの立場の考え方が理解できてよかった

がん患者ではないがとても安心できた。私自身どのように患者に接するか分からないが元気よくいつも通りでよいと確信した。が
んは治ると思い、長く付き合うものだと思うことにしたら良いと思う

病院が取り組んでいることにもっと早く気づけばよかったと思う（気持ちに余裕ない）治療ばかりが先で辛さと体力不足でそこまで
気がまわらず、一応の治療が終わった今、どうしようか再度窓口に足を運びたいと思います

昨年乳がん手術を受けました。現在抗がん剤治療をしながら職場復帰をしました。仕事内容に問題もありますが本日の講座で相
談窓口が色々あると知りました。参加できてとても勉強になりよかったです。ありがとうございました。

40.8% 44.7% 14.5%

性別 男性 女性 未回答

0.0%
6.6% 5.3% 34.2% 21.1% 11.8% 21.1%

年齢 20歳未満 20様～30歳 31歳～40歳 41歳～50歳 51歳～59歳 60歳～65歳 65歳代以上

72.4% 19.7%

1.3%

6.6%

本日の講座はいかがでしたか？ よくわかった 分かった あまり分からなかった 未回答

28.9%
15.8%

18.4%
7.9%

10.5%
18.4%

がん患者

がん患者家族

医療関係者

行政担当者

企業関係

その他

立場

19.7% 5.3%

0.0% 1.3%

2.6% 71.1%

様々な立場の方と交流ができましたか？ 出来た まあまあ出来た どちらとも言えない

78.9% 13.2%

0.0%

7.9%

全体として参加してよかったと思いますか？ とても ややよかった 全然よくなかった 未回答（カフェトーク不参加）
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「ご当地カフェ in Winter 福井」アンケート集計 参加者125名（スタッフ除く）
平成30年2月3日（土）実施 回答者76名（回答率　60.8％）

アンケート集計

原文ママ

など

色々と多様なしかし大変有益ながんに対する対応の知識を得られたことに感謝します。家族として落ち着いて、理解者としてまた
支援者として共に生きていきたいと感じました。

今後もタイムリーなテーマを基にした公開講座の開催を期待しております

気分転換になりました。自分の体力で気持ちのゆらぎはありますが、働きたいと思います。ありがとうございました。人と話すことは
苦手なのでためらいましたが情報を得るために今日参加させて頂きました。不安はたくさんあるのですが、自分から発信すれば誰
かが答えてくれるかもしれないと感じました。

とてもよかった。結構皆前向きでがんも昔と違って話せるようになりつつあるようだ

1日中でもしゃべっていたい。できれば患者オンリーのグループと混合ｸﾞﾙｰﾌﾟに分けてほしかった。

病気は誰にも可能性がある為将来の知識の備えとなり大変有意義な時間でした

企業としてがん患者さんへの支援が必要であると感じた。またその周りがしることも大事であると思う
こういう制度があることをはじめて知りました。切実な問題にしっかりしたフォロー体制があることに安心しました

有意義な時間が過ごせました。話のできるところ、心のよりどころがあるというのは患者にとってすごく心強いです

主人ががんで働きながら治療をしていますが会社側は快く休ませてくれています。こういう会社がたくさんあるとよいですね

自営業者の場合は支えてもらえる組織がなく、かといえ（個人事業主）普段から準備をしておく余裕もなく大変です。会社員はいい
なあと思いました。自営業者の場合離職して再就職を目指すほうがよいかもしれません。

当院でもがん相談支援センターが設立されているため今後も自分が看護師として援助できることがあるということをこの講座を通
して学んだ

カフェとても有意義楽しかった。相談を受ける立場としては相談場所があるとのことのアピールがまだまだ足りないことを感じた。
行政、医療、患者、企業の連携、情報交換の必要性を強く感じた

参加者の感想（自由記述）

立場、役割の違う方から話があり、内容が立体的になっていると思いました。説明が分かりやすくよかったと思います
企業、医療、行政、また患者のそれぞれの立場の考え方が理解できてよかった

がん患者ではないがとても安心できた。私自身どのように患者に接するか分からないが元気よくいつも通りでよいと確信した。が
んは治ると思い、長く付き合うものだと思うことにしたら良いと思う

病院が取り組んでいることにもっと早く気づけばよかったと思う（気持ちに余裕ない）治療ばかりが先で辛さと体力不足でそこまで
気がまわらず、一応の治療が終わった今、どうしようか再度窓口に足を運びたいと思います

昨年乳がん手術を受けました。現在抗がん剤治療をしながら職場復帰をしました。仕事内容に問題もありますが本日の講座で相
談窓口が色々あると知りました。参加できてとても勉強になりよかったです。ありがとうございました。

40.8% 44.7% 14.5%

性別 男性 女性 未回答

0.0%
6.6% 5.3% 34.2% 21.1% 11.8% 21.1%

年齢 20歳未満 20様～30歳 31歳～40歳 41歳～50歳 51歳～59歳 60歳～65歳 65歳代以上

72.4% 19.7%

1.3%

6.6%

本日の講座はいかがでしたか？ よくわかった 分かった あまり分からなかった 未回答

28.9%
15.8%

18.4%
7.9%

10.5%
18.4%

がん患者

がん患者家族

医療関係者

行政担当者

企業関係

その他

立場

19.7% 5.3%

0.0% 1.3%

2.6% 71.1%

様々な立場の方と交流ができましたか？ 出来た まあまあ出来た どちらとも言えない

78.9% 13.2%

0.0%

7.9%

全体として参加してよかったと思いますか？ とても ややよかった 全然よくなかった 未回答（カフェトーク不参加）
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