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『国立研究開発法人 国立がん研究センターがん対策情報センター がんサバイバーシップ支援部
「がんサバイバーシップ オープンセミナー」「公民館カフェ」「ご当地カフェ」

令和元年度活動報告』発行にあたって 

令和 2 年 3 月
国立研究開発法人国立がん研究センター

がん対策情報センター がんサバイバーシップ支援部
高橋　都

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

　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。
　令和元年度は、公民館カフェを 1 回、ご当地カフェを 1 回（鹿児島県鹿屋市）、がんサバイバーシップ
オープンセミナーを 3 回開催しました。とりあげたテーマは、AYA 世代のがんとくらし、がん教育、オー
ストラリアのがんサバイバーシップケア、医療における患者・市民参画（PPI）、がんサバイバーシップ
研究と実践の未来と、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。
　なお、この一連の学習イベントシリーズは、令和元年度をもちまして終了いたします。これまでご支援
くださったすべてのみなさまに深く御礼申し上げますとともに、みなさまのご健勝を心より祈念申し上げ
ます。

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

ピックについて学び、語り合う学習イベントです。講演に続き、お茶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
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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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　みなさまこんにちは。第 17 回がんサバイバー
シップオープンセミナーを始めさせていただきま
す。本日、総合司会を務めさせていただきます「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」の土屋雅子でございます。
　本日は、オーストラリアからジャネット・ヴァー
ディ（Janette Vardy）先生をお招きし、オース
トラリアのがんサバイバーシップケアをメインに
お話しいただきます。英語でのご講演を逐次通訳
をしてくださいます通訳の栗原幸江さんをご紹介
いたします。栗原さんは、がん・感染症センター
都立駒込病院緩和ケア科の心理士さんで、認定
NPO 法人マギーズ東京のヒューマンサポート
チームでもご活躍されている方です。
　次にジャネット・ヴァーディ先生のご略歴です。
先生は、腫瘍内科医でいらっしゃいます。まずカ
ナダでクリニカルスタッフフェローを経てトロン
ト大学で臨床疫学の博士号を取得されました。そ
の後 2007 年にオーストラリアに戻られ、同年
シドニー大学でハリヤナ・ディロン先生とサバイ

バーシップリサーチグループ (SuRG) を設立され、
認知機能や身体活動に関する様々な研究を行って
おられます。2013 年には、コンコードキャンサー
センターにシドニーサバイバーシップセンターを
設立されました。そこで成人がんサバイバー向け
の多職種によるサバイバーシップクリニック、ま
た色々なプログラムを持つコテージ、ジムなどで
それらの効果に関する研究も行っていらっしゃい
ます。ヴァーディ先生は研究者としても大変な功
績を残されております。The American Society 
of Clinical Oncology（ASCO）をはじめ国内
外で数々の受賞歴をお持ちです。現在はシドニー
大学医学部教授でいらっしゃいます。
　それではがんサバイバーシップ支援部長の高橋
都の開会挨拶に続き、北里大学がんプロフェッ
ショナル養成プロジェクトコーディネーターの耳
鼻咽喉科・頭頸部外科学教授の山下拓先生からご
挨拶をいただき、それに引き続いてヴァーディ先
生にご登壇いただき、ご講演いただきたいと思い
ます。

Cancer Survivorship care in AUSTRALIA
オーストラリアのがんサバイバーシップケア

メインテーマ

2019 年 7 月 22 日
18 時～ 19 時 30 分

築地キャンパス研究棟　大会議室　　開催
共催：がんサバイバーシップ支援部

北里大学大学院医療系研究科 文部科学省 多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン

土屋　雅子
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

セミナーを始めるにあたって

第 17 回　がんサバイバーシップオープンセミナー
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　みなさま今晩は。本日も第 17 回がんサバイ
バーシップオープンセミナーにご参加いただきど
うもありがとうございます。オープンセミナーも
17 回目になります。がんと診断された後の療養
や暮らしについて学ぶオープン参加のミーティン
グで、どなたでもご参加いただけます。
　今日は少し出足が遅いのですがお申し込みは
100 数十人からいただいています。半分ほどが
がん経験者の方々です。それに医療者、企業関係
者、メディアの方や行政の方もお申し込みをいた
だいています。
　また 4 回前の第 13 回オープンセミナーと同様
に、今日は北里大学大学院医療系研究科 文部科
学省 多様な新ニーズに対応する「がん専門医療
人材（がんプロフェッショナル）養成プラン」の
プロジェクトとの共催です。
　本日はシドニー大学およびコンコード病院にご
勤 務 の ジ ャ ネ ッ ト・ ヴ ァ ー デ ィ（Janette 
Vardy）教授にお出でいただきました。実は総合
司会の土屋と私は 2 年前にコンコード病院のサ
バイバーシップクリニックに見学に行かせていた

だいたことがあります。院内の敷地内にあるので
すが、非常に居心地が良い環境で、サバイバーシッ
プコテージというものもあり、多職種の方が集ま
りサバイバーのケアをする、とても素敵な施設で
した。私どもは大変感銘を受けまして、いつか
ヴァーディ先生を東京にお呼びできないかなと
思っていました。
　幸運なことに、つい先週京都で開かれた第 17
回日本臨床腫瘍学会学術集会の「がん治療と認知
機能」のセッションに、ヴァーディ先生がオース
トラリアから来てくださいまして、このオープン
セミナーにぜひ、とお誘いをしたら、快くお引き
受けくださったという次第です。
　本日のお話は「Cancer Survivorship care in 
AUSTRALIA」ということでオーストラリアのお
話しではありますが、日本の私たちにもとても大
きな示唆をいただける内容になると思います。
　いつものように丸々 30 分間の質疑の時間があ
りますので、みなさまはご質問を考えながらお聴
きいただければと思います。今日もよろしくお願
いします。

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

開会の挨拶

7開会の挨拶　
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　みなさまこんばんは。北里大学の山下と申しま
す。今日は、国立がん研究センターで行われるが
んサバイバーシップオープンセミナーを共催させ
ていただきます。恥ずかしながら私はこのオープ
ンセミナーに初めて参加させていただき、むしろ
勉強させていただく立場です。
　少し私のことを話させていただきます。私は頭
頸部外科の外科医ですから、もちろん患者さんを
治そうと思ってやっているのですが、どちらかと
言うと患者さんの QOL は落ちてしまいます。治
療後の外来では、われわれは「このくらい治りま
す、2 年経ったらかなり良くなります」と言うの
ですが、多くの患者さんは、飲み込めないとか、
味覚がないとか、ほとんどが暮らしのこと、生活
のことを訴えます。がん治療後の腫瘍外来は、1
年目は 1 ヵ月ずつ、2 年目は 2 ヵ月ずつ、3 年
目は 3 ヵ月ずつというようにだんだんと間隔が

空いていくのですが、患者さんは日々その空いて
いくことが非常に不安だと言われます。ただそれ
ならと毎月診るようにすると外来がパンクして待
ち時間が長くなってしまいます。
　患者さんにとっては治ったところからがスター
トなのだということは日々感じています。しかし
なかなかそこまでの対応ができないのはなぜかと
いうのが私の疑問ですし、日本の現状でもあるの
かなと思います。
　今日はサバイバーシップの先進国のひとつであ
るオーストラリアのヴァーディ教授のお話をうか
がえるということで、私も聴衆として非常に楽し
みにしてまいりました。勉強させていただきたい
と思います。後ほどの質疑応答の時間もたっぷり
とってあるということですから活発なご議論をい
ただけたらと思います。本日はよろしくお願いい
たします。

山下　　拓
北里大学医学部医学科長／耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教授

／新世紀医療開発センター長

ご　　　挨　　　拶

8 Ⅰ　オープンセミナー・第 17 回
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スライド１　Overview

　こんにちは。今日はお呼びいただき本当にあり
がとうございます。この労をとっていただいた高
橋都先生と山下拓先生に感謝申しあげます。

本日の内容

　まずサバイバーシップに関する概論をお伝え
し、サバイバーシップの課題として、どれほどの
満たされていないニーズがあるかということ、そ

してシドニーサバイバーシップセンターのことに
ついてご説明させていただければと思います（ス
ライド 1）。

がんサバイバーシップとは何か

　さてがんサバイバーシップとは何でしょうか。
アメリカ国立がん研究所がんサバイバーシップ研
究部の定義では、サバイバーシップというのはが
んの診断とともに生き、そしてその治療過程を生
き抜き、またその治療以降を生きる経験というよ
うに定義されています（スライド 2）。
　定義はとても多岐にわたっています。それによ
れば診断時からサバイバーシップが始まり、それ
がずっと続いていくということです。しかし残念
ながらその期間が短い方もいらっしゃいます。た
だスクリーニングや治療の向上によって多くの人

Janette Vardy
BMed（Hons）,PhD,FRACP

Professor of Cancer Medicine,University of Sydney Medical Oncologist
Concord Cancer Centre

Concord Repatriation & General Hospital

通訳　　　栗原　幸江
がん・感染症センター都立駒込病院緩和ケア科 /

認定 NPO 法人マギーズ東京　心理療法士

Cancer Survivorship care in AUSTRALIA　 
オーストラリアのがんサバイバーシップケア
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が、その生存期間を延ばし、中には何 10 年とい
う長さでそのサバイバーシップを生きている方が
多くいらっしゃいます。そこで、がんとともに生
きる人たちに特化したニーズとはどういうものか
をみなさんと見ていこうと思います。注意したい
のは、サバイバーの定義はいくつもあり、中には
1 次治療が完遂した後の無症状の再発期間を経て
からをサバイバーと定義するものもありますし、
中には何年かの再発期間を経てからという定義も
ありますが、多くの場合は診断後、5 年以上生存
ということとされています。
　本日の私の話では、広めの定義を使います。診
断時からサバイバーシップが始まるということで
考えたいと思います。ただ例外としてシドニーの
私たちのがんサバイバーシップセンターのクリ
ニックに関しては、1 次治療が終わった早い段階
からと定義しております。
　サバイバーシップの課題は、どんどん大きく
なっています。治療の向上と、人が長く生きるよ
うになったことによりサバイバーの数はどんどん
増えています。全世界では、2012 年には 5 年
生存に達したがんサバイバーは 3,260 万人いま
した。
　オーストラリアは人口が 2,600 万人というと
ても小さな国ですが、そこに 100 万人程度のが
んサバイバーがいます。それが時間の経過ととも
に数も増えてきています（スライド 3）。
　それではなぜがんサバイバーシップは大事なの

でしょうか（スライド 4）。これまでは急性期の
治療にフォーカスが当てられていました。した
がって患者さんのフォローアップは、再発の早期
発見をすることがメインでした。そこでサバイ
バーになることがどういうことなのかが、患者さ
ん側にもあまり理解されていませんでした。この
10 年ほどで、サバイバーの生存期間の延長も大
事ではあるが、その質も重要であると認識される
ようになってきました。
　がんサバイバーたちはもちろんのこと、家族も
友人も同僚も主治医も、その治療が終わったら、
もうノーマルな状態に戻るだろうという思い込み
があります。しかしサバイバーたちはいつも、そ
のようには行かない、治療が終わってからの生活
の方がずっと大変だとよく言われます（スライド
5）。
　スライド 6 に 2 人のサバイバーの方の言葉を
あげています。お 1 人は、放射線治療の場合は
毎日病院に行くので、行っている間はとても安心
できていた。それが突然、その治療が終わり、そ

スライド２　Cancer Survivorship

スライド３　Survivorship figures

スライド４　Why are survivorship issues important?
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も積極的治療が終わった後のケアコーディネー
ションは貧弱です。時として医療者が患者の苦痛
をしばしば過小評価をしているという現実もあり
ます。
　それではなぜそれが問題なのでしょうか。がん
サバイバーたちには一般の方と較べ、次のような
問題があります。たとえば一般の方々よりも全般
的に身体の調子が悪いです。一般の方々と較べて
心血管系の疾患が多かったり、糖尿病を抱えてい
たり、メタボリックシンドロームの率が高かった
りとか、骨粗鬆症になっている方が多かったりす
ることもあります（スライド 8）。
　がんのリスクの増加もあります。元のがんの再
発もありますし、2 次がんの可能性もあります。
同じタイプかもしれないし、自分の治療によって
新たながんを発症することもありえます。そもそ
も遺伝の影響があり、もともとがんに罹りやす
かったのかもしれません。治療の長さとか、どの
ような薬を使い、どのような治療がなされてきた
かによって長期的副作用に影響があります。中に

スライド５　cancer treatment…

スライド８　Medical Issues in Survivorship ①

スライド７　 “Lost in Transition”US Institute of 
Medicine report

スライド６　Quotes

れでは 3 ヵ月後のフォローアップですと言われ、
そこから初めて、この先はどうなるのだろうとい
う不安がわいてくると言っています。
　もう 1 人は、治療中は本当に良い患者で、非
常によく闘ってきたのですが、それが治療が終っ
てから急にドーンと精神的なプレッシャーがおし
かかってきたと言われています。

患者・家族の満たされないニーズ

　スライド 7 は全米アカデミーのアメリカ医学
研究所と全米研究評議会のレポートで『がん患者
からがんサバイバーへ―移行の途上で路頭に迷
う』（『From cancer patient to cancer 
survivor： Lost in transition』）という書籍です。
2005 年に出版されました。ここでは、治療後は、
とくに注意を向ける必要がある独特の際だった時
期であること、多くのサバイバーやその家族が抱
えているニーズが満たされていないということが
指摘されています。とりわけ心理社会的なニーズ
やサポートのニーズは満たされていません。中で
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は不妊であるとか、心臓や肺や甲状腺などの機能
不全、骨粗鬆症や手足がビリビリするといった末
梢神経障害なども、日常生活では非常に問題を起
こすことがあります（スライド 9）。
　スライド 10 はオーストラリアの研究所の調査
結果です。がんサバイバーの問題は非常に広範囲
に及ぶということを示しています。たとえばとく
に倦怠感、記憶の問題、再発不安や、将来につい
ても先行きが見えないことなどです。また日本と
同じようにオーストラリアも国民皆保険なのです
が、それでも医療費はかかります。時には職場に
戻ることが難しくなることもあります。家族の中

の力関係が変わってしまうかもわかりません。そ
うした問題もあります。中には非常にポジティブ
な変化を経験したというサバイバーの声もありま
す。たとえば自分の人生の価値観や、何がゴール
で何が大事かということが、がん治療を経験する
ことで変ったというようなことです。
　したがって多くのサバイバーたちは、がんサバ
イバーという時間の経過とともにこうした問題を
乗り越えています。しかし満たされていない、対
処がされていない問題を抱えている人もいます。
治療後の 2、3 年経った後でもまだ満たされてい
ないニーズが少なくとも 1 つはあると言う人が、
54％と過半数いるという調査があります。また
別の調査では、満たされていないニーズが 5 つ
以上あるという人たちが 3 割いるという調査も
あります。こうした満たされないニーズは、身体
の問題と言うよりは、心理社会的側面で、とくに
再発不安が大きいと言われています（スライド
11）。

サバイバーシッププログラム
―サバイバーシップケアプラン

　サバイバーシッププログラムの様々な内容の概
要をお伝えします（スライド 12）。
　『移行の途上で路頭に迷う』というレポートの
中で述べられていることですが、良いサバイバー
シップケアを提供する 4 つの大事な要素があり
ます。まずひとつめは、がんの再発、あるいは新

スライド９　Medical Issues in Survivorship ②

スライド 11　Survivorship: unmet needs
スライド 12　

スライド 10　Issues in Survivorship
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規のがんの発生を防ぐことです。それから後遺症
の発生を防ぎ、再発や新規がんの発症をサーベイ
ランスすること、長期的な後遺症についてもそれ
を探索することです。3 つめは、こうした問題に
対する介入です。4 つめはコーデネーションです。
プライマリケアのチームとがん治療を担当する
チームのケアの調整です（スライド 13）。
　ここで 4 つのケアのモデルをお示しします。1
つめはシェアドケアモデルというものです。プラ
イマリケアの提供者とがんの専門家との間でコラ
ボすることです。2 つめはナースによって運営さ
れているクリニック。そして今日、私が中心的に
お伝えしたいと思っているのは、3 つめの専門的
なサバイバーシップクリニックです。ここは 1 ヵ
所で多職種のサポートが受けられる場所です。4
つめはとくに英国に多いのですがセルフマネージ
のモデルです。その人に合ったサバイバーケアの
ツールキットが渡されて、自分で対応をしていく
というものです（スライド 14）。
　先ほどの『移行の途上で路頭に迷う』という書
籍の中で推奨されているサバイバーシップケアプ
ランというものがあります。そのケアプランは一
人ひとりに合わせたテーラーメイドのもので、た
とえばその人のがんの部位や診断後にどのような

スライド 13　 Essential components of survivorship care

スライド 14　Models of Care

スライド 15　Survivorship care plans (SCPs)

スライド 16　Survivorship Care Plan ①
治療を受けたかというサマ
リー、誰があなたをフォ
ローアップするのか、今抱
えている課題がたとえば医
療なのか、心理社会的側面
の課題なのか、誰がサポー
トするのか、そして将来的
課題がどういうものなの
か、またそうした課題に対
してどのようなマネージメ
ントをするのかということ
について簡潔にまとめられ
ています（スライド 15）。
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　スライド 16 にあるのは、サバイバーシップケ
アプランの見本ですが、これは乳がんのサバイ
バーシップケアプランのものです。
　このサバイバーシップケアプランがどれほど有
効なのかという研究もいくつか出ています。こう
いうものを受け取ることがとても良いことだ、満
足しているという研究結果もあります。ところが
その研究の中には、それが実際に有効活用されて
いるのか、それが実際の行動変容などに影響を与

ランを立てることについての金銭的報酬がつかな
いという問題があります。しかもケアプランとい
うのは刻々と変っていくものなので、1 回作れば
OK というものでもありません（スライド 18）。

SCC- サバイバーシップクリニック

　スライド 19 はシドニーサバイバーシップセン
ターです。私が勤めているところなのですが、6
年前、2013 年 9 月にオープンしました。私た
ちはよりホリスティックなケアをサバイバーたち
に提供するためにこれをオープンさせました。こ
のセンターには 4 つのメインのコンポーネント・
要素があります。今日お伝えするのは、その 1
つめのサバイバーシップクリニックの活動につい
てです。2 つめに、クリニックの他に写真にある
ようなコテージと言われる場所もあります。マ
ギーズセンターほどのものではありませんが、そ
れでもとても家庭的な暖かさがあり、ここで様々
なコースをサバイバーやその家族を対象に提供し
ています。そのサービスはすべて無料です。より
健康的なライフスタイルを応援することに焦点を
絞っています。3 つめは、がん患者さんのみを対
象としたサバイバーシップジムです。4 つめの柱
はリサーチです。これまでのすべてのサービスに

スライド 17　Survivorship Care Plans ②

スライド 18　Survivorship Care Plans ③

スライド 19　The Sydney Survivorship Centre (SCC) at Concord Cancer Centre

えているかどうかといっ
た、結果がどうなのかとい
うことについて疑問を呈す
る研究もあります（スライ
ド 17）。
　このケアプランを立てる
には非常に時間がかかりま
すので、医師や看護師の時
間が切迫してしまうという
問題があります。しかも
オーストラリアでは、これ
は保険適用外なのでケアプ
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おいて必ずこのリサーチが行われています。
　それではサバイバーシップクリニックについて
お伝えします。早期のがん患者サバイバーを対象
にしたクリニックとしては唯一無二のものです。
放射線療法、あるいは化学療法を終えた方が来ら
れます。様々ながん種がありますが、多くは乳が
ん患者、大腸がん患者さんたち、それにリンパ腫
など血液疾患の方たちで、再発のきざしがない方
です（スライド 20）。
　このセンターがユニークなのは、多職種連携で
成り立っているというところです。サバイバーは
ここで午後中ずっと過ごすことができます。ここ
では 5 職種の、それぞれ違った専門分野の専門
職に会えます。腫瘍内科医、血液内科医のどちら
かには必ず会い、がん専門看護師、エクササイズ
を処方する運動生理の専門職、栄養士、心理士で
す。これだけ会うので、忙しくて午後中ずっとい
ることになります（スライド 21）。
　実際にクリニックにいらっしゃる前に一連の質

問票をお送りしています。それに記載したものを
持って初回の来所となります。その質問票に答え
られたものも含めて治療プランを立て、サバイ
バーシップケアプランを立てていきます。医療と
心理社会的な側面のアセスメントをします。午後
の大半は教育的な側面で、より健康的なライフス
タイルのためにできることを学ぶ時間です。家に
持って帰る情報もここで得ます。たとえばその中
で、その人にとって必要なサービス、あるいはニー
ズが出てくると、ソーシャルワーカーに紹介する
とか、内分泌専門家に紹介するといった連携を
取っています（スライド 22）。
　だいたいいらっしゃる方の 6 割が、この 1 回
の来所で問題解決をしています。それ以降はもと
もとのがんの主治医である腫瘍内科医などのとこ
ろに戻っていくことになります。4 割の方はこの
クリニックでお引き受けして 5 年にわたりプラ
イマリケアを提供する施設として、サバイバーの
方たちをフォローアップしていきます。再来する
人たちは、初回はこの 5 人の職種の方に会うの

スライド 20　Sydney Survivorship Clinic

スライド21　Sydney Survivorship Clinic Model: 1st visit

スライド 22　Sydney Survivorship Clinic

スライド 23　Sydney Survivorship Centre - Clinic
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ですが、それ以降は腫瘍内科医、あるいはがん専
門看護師に会うというアポイントメントをとって
いきます。それでも必要に応じて多職種の方が関
わってきます（スライド 23）。

初回データから見たサバイバーのニーズ

　このクリニックにやってきて 5 人の専門職全
員に出会う初回のデータを使い、サバイバーの
ニーズについてお伝えします（スライド 24）。
　オープンしてから 4 年半の内にいらっしゃっ
た方々からのデータです。そのクリニックに来た
時に患者さんに毎回、直接書いてもらう「患者報
告アウトカム（PROs）」という方式をとってい
ます。その他に様々な臨床データを交えています

（スライド 25）。
　この間、410 名の来訪者があり、その内、分
析対象は 385 名です（スライド 26）。
　385 名の年齢ですが 18 ～ 86 歳で、ちょうど
真ん中の年齢が 57 歳です。69％が女性です。
女性が優位なのは 43％が乳がんサバイバーだか
らです。3 分の 1 が大腸がん、5 分の 1 がリン
パ腫のサバイバーです。治療からの経過時間の中
央値は 12 ヵ月です（スライド 27）。
　この 385 人のデータから、多くの方が肥満を
抱えているということが分
かりました。このクリニッ
クにくる方たちの 64％が
やや体重が増え、肥満に
なっています。いずれにし
ても体重が超過している傾
向にあります。BMI 指数
が 28.3 です。この肥満と
いう点では、日本ではそこ
までの問題はないと思いま
す。心配なのは、やはり
BMI が高いと再発リスク

スライド 25　Methods

スライド26　Initial visit to SSC multi-disciplinary clinic

スライド 24　 Health status of survivors of SSC: 
Initial visit 

スライド 27　Results: Patient characteristics
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も高くなるということです
（スライド 28）。
　QOL も見てみます。ス
ライド 29 は、50 のとこ
ろで線が引かれています
が、これがオーストラリア
の一般人の平均です。全般
的 に サ バ イ バ ー た ち の
QOL は、わりに良い感じ
です。50 に近いところも
ありますが、2 つだけ低め
になっているところがあり
ます。その内、左が身体面、
右が情緒面で、この 2 つ
が低くなっています。
　気持ちのつらさに関して
は、「つらさの寒暖計」と
いうものを使っています。

「まったくだいじょうぶ」
という 0 から「沸騰しそ
うな感じ」の 10 までで見
ているものです。だいたい
平均して 3.5 です。ただ、
中には 10 を付けてくる人
たちもいます。重要なのは
4 以上を付けている人が
45％もいるということで
す。これまでの研究結果か
ら 4 以上というのは、少
しフォローが必要な程度だ
とみなされています（スラ
イド 30）。
　いらっしゃる方たちは、
医師によるアセスメント、
とくに再発不安についての
アセスメントを受けます。
その内、62％が明らかに

スライド 30　Distress Thermometer n=335

スライド 28　Results: Body Composition

スライド 29　FACT-G QOL: T-scores vs General Population
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再発不安を抱えているということです。その程度
がどのくらいシビアなものかも見ていますが、
77 人の内、だいたい半分が中程度から非常に深
刻な再発不安を抱えていると出ています。クリ
ニックの心理士からは、その内の 41％は、その
後も心理的なサポートが必要だと言われていま
す。ただ実際にフォローアップを受けている人た

スライド 32　Symptoms rated at least moderate severity (4+/10)

スライド 31　Fear of Cancer Recurrence

ちは 9％でした（スライド
31）。
　とくに困っている症状を
あげたものがスライド 32
です。4 以上の中程度から
シビアの症状を掲げていま
す。5 番目の棒がすべての
人たちを対象にしたもので
す。倦怠感や不眠、痛み、
不安といったものが挙げら
れています。とくに気にな
るのは、36％の人たちが
5 つ以上の症状を抱えてい
るということです。クリ

ニックに来る方たちの治療後の期間の中央値が
12 ヵ月で、少なくとも半数以上の方は 12 ヵ月
を経過しているにもかかわらず 36％の人たちが
5 つ以上の症状を抱えているということは、非常
に注目すべきことだと思います。
　その内 31％の人たちのみが、ガイドラインに
則った有酸素運動をしています。負荷をかけたエ
クササイズをしている人たちは 14％しかいませ
ん。有酸素運動と負荷をかけたエクササイズの両
方をやっている人たちは 3％しかいません。
　エクササイズの重要性は研究によってどんどん
明らかにされてきていますし、エクササイズのも
たらす利益は、がんの再発率を下げるという意味
でも研究結果から推奨されるものとなっています

（スライド 33）。
　クリニックを訪れての満足度調査もしていま

スライド 33　No. (%) meeting exercise guidelines

スライド34　Satisfaction with initial SSC Clinic (n=307)
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す。「行って良かったか」という設問に「そう思う」
と「本当にそう思う」と合わせると 98％の人が
そう回答しています。そして 98％の人が他のサ
バイバーにもそのことを伝えたいと言っていま
す。22％の人たちはもっと早い時期に同じよう
なクリニックに行けたら良かったと答えていま
す。何が良かったのか、その長所はどこかという
ことを聞くと、1 ヵ所で多職種のサポートが受け
られるということを挙げておられました（スライ
ド 34）。

長期的なフォローアップについて

スライド 35　 Longitudinal follow up of medical 
oncology survivors attending the Sydney 
Survivorship Centre Clinic

スライド 36　 Longitudinal Follow Up of Medical Oncology Survivors attending 
SSC Clinic

　長期的なフォローアップ
の経過についてまとめたも
のをお伝えします（スライ
ド 35）。
　4 年半追っている人たち
の中で、初めてクリニック
に来た時ともっとも最近、
訪れた時を較べています。
年齢の中央値は 65 歳で
す。幅は 38 ～ 88 歳です。
フォローの期間の中央値が
下から 2 番目にあるよう
に 1.2 年です。大勢の人
たちの真ん中あたりの人が
1.2 年ですが、もっとも長
いフォローを受けている人
たちは 4.8 年でほぼ 5 年
に近いフォローアップを受
けています。円グラフにあ
るようにもっとも長くフォ
ローアップを受けている人
たちの中で多いのが大腸が
んのサバイバーです（スラ
イド 36）。

スライド 37　Follow up QOL (FACT-G)

　スライド 37 では、初回ともっとも最近の受診
時の QOL を比較しています。先ほど出したスラ
イド 29（17 ページ参照）と似ていることにお
気づきでしょうか。少しだけ向上しているという
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スライド 38　Follow up: Distress Thermometer

スライド 39　 Follow Up: Symptoms ? moderate to 
severe

スライド 40　Follow Up: Exercise

ことが言えるかもしれません。50 のラインに近
づいていると言えます。
　「つらさの寒暖計」でとったデータでは、4 以
上の「中程度から深刻」という人たちの割合は減っ
ています。もっとも最近の訪問では最初の 38％
から 29％になっていることに注目したいと思い
ます（スライド 38）。
　とくに「中程度から深刻」な症状ですが、スラ
イド 39 の表の左が最初に来た時、右が最近のも
のです。この差を見ていただきたいと思います。
良くなっているのは、「手足のしびれ」などですが、
いちばん下にある「5 つ以上の中程度から深刻」
な症状を抱えている人たちは、32％から 17％と
減っていることをお伝えしたいと思います。
　スライド 40 の 2 つ並んでいる棒グラフは、左
が初回来訪時、右が最近のものですが、とくに私

たちがみて良かったと思っ
ていることは、エクササイ
ズがもっとも最近の来訪で
増えているということで
す。もちろん伸びしろは
もっとあります。左の 3
つが有酸素運動、右の 3
つが負荷をかけた抵抗運動
です。
　これまでのデータから分
かったことは、「再発の不
安」や「倦怠感」「気持ち
のつらさ」「肥満」そして
どうしても運動をしないで

座りがちなライフスタイルが、がんサバイバーた
ちに共通してよく見られることで、それががんの
診断を受けた時からずっと続いています。私たち
のクリニックでは、こうした課題を認識し、より
有効な介入方法を考えています（スライド 41）。

スライド 41　Conclusion
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コテージで提供されるコース・サバイバー
シップジム

　スライド 42 は、コテージで行われているコー

スライド 43　Survivorship Gym

スライド 42　Sydney Survivorship Courses

スライド 44　Lifestyle Intervention

スの写真です。たとえばアートセラピーや音楽療
法、マインドフルネス、太極拳、やさしいヨガ、
ピラティスといったものを提供しています。
　サバイバーシップジムで専属の運動指導の専門

職や運動生理の専門家が個
別のプランを立てます。み
なさんは、個人向けのテー
ラーメイドのエクササイズ
の プ ロ グ ラ ム を も ら い、
コースに参加されます（ス
ライド 43）。
　それまでまったくジムに
行ったことがないという人
たちが多いのですが、ここ
では身体にぴったりしたボ
ディースーツのようなもの
はいらない場所だとジョー
クを言っています。
　ライフスタイル介入とし
ては 2 時間を 8 週間とい
うプログラムをやってい
て、栄養士と運動生理の専
門家が一緒にファシリテー
ションをしています。また
サバイバーに特化せずに家
族もそこに参加することが
できます（スライド 44）。

まとめ―健康的な食とエ
クササイズを

　サバイバーが増えたことによって、がんという
ものが慢性疾患であるという認識がだんだん広
がっています。そこで私たちの考え方も、より慢
性疾患の治療ということを頭に置いていく必要が
あります（スライド 45）。
　スライド 46 が私からのお持ち帰りいただきた
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いメッセージです。何が大事かと言いますと、と
ても健康的な食とエクササイズが大事だというこ
とです。
　この研究をともにするリサーチのメンバーとこ
の研究に予算をつけてくれているスライド 47 に
あるような施設・機関に感謝をしたいと思います。
ありがとうございました。

スライド 45　Conclusion

スライド 46　Healthy Lifestyle

スライド 47　Survivorship Research Group (SuRG)
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■ 土屋　色々なご質
問があると思います。
フロアからのご質問を
受けたいと思います。
トップバッターは非常
に緊張すると思います
が挙手をお願いしま
す。

クリニックの初回面談とコテージへの流れ

■ 参加者 A　とても興味深いお話をありがとう
ございます。マギーズ東京で看護師をしています。
5 人の専門家と会い、ロングタイムで効果があ
がっているということですが、運動と栄養につい
て 5 人の専門家の方は具体的にどのように関わっ
ているのでしょうか。
　それからクリニックに行かれる方とコテージで
やられる方がいますが、そこは自由にクリニック
からコテージに行くというような利用の仕方がで
きるのかお聞きしたいのですが。

■ Janette Vardy　クリニックに来る人たち
は、みなさん紹介ベースです。臨床腫瘍医や外科
医などがんの専門職からの紹介でやってきます。
私はオンコロジストなので、症状を診ます。「患

者報告（PROs）」から
の気になる症状を見
て、実際に診察をしま
す。そして彼らの治療
プランを一緒にたてて
いきます。コテージに
関しては紹介はいりま
せん。たとえばがん専
門看護師の場合は、とくにセクシュアリティの部
分を見ることが多いです。もちろんがん種によっ
ても違うのですが、たとえば大腸がんの場合は、
排便のコントロールなどが難しくなったりするの
で、そういうところにフォーカスを当てたり、あ
るいは乳がんサバイバーであれば可動域の部分や
リンパ浮腫といったところを見るようにしていま
す。心理士がフォーカスを当てているところは、
再発不安のところが大きいです。栄養士が注目し
ているのは 3 日間の食事の日記を付け、食べて
いるものを見ることと、可能であれば体重の減量
にフォーカスしています。運動生理学の専門家た
ちは、来る人たちがガイドラインに則ったエクサ
サイズをしているかどうか、そしてほとんどの人
が初回の来訪時にはガイドラインに沿っていない
ので、その人に合ったエクササイズを提供するこ
とを考えています。

質疑応答
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■ 参加者 A　ありがとうございます。そうする
とこの運動を支えるのがコテージやジムだったり
するのですね。

■ Janette Vardy　サバイバーシップジムがあ
りますので、そこに紹介をしていきます。そこで
やることだけではなく、自主的にコテージに行き、
そこのプログラムでヨガやピラティスのエクササ
イズのプログラムをやるようになっています。

■ 参加者 A　ありがとうございます。

■ 土屋　他にご質問がある方はいらっしゃいま
すか。

クリニック・コテージの利用者数

■ 参加者 B　本日は貴重なご講演をありがとう
ございます。私は医者です。このクリニックとコ
テージはどのくらいの人が利用しているのか、1
日の利用者数をお聞きしたいです。

■ Janette Vardy　新規の来訪者である新しい
サバイバーたちが、だいたい 1 週間で 5、6 名出
ています。この 5 年間で新規にいらっしゃる方
は 600 名になっています。3 ヵ月ごとの定期的
フォローアップをこの内の 300 人の方に提供し
ています。
　ジムの方は 1 週間に 100 ～ 150 名を受けて
います。コテージでも同じ 100 ～ 150 名を受け
ています。

■ 参加者 B　どうもありがとうございました。

夫婦間や家族へのサポート

■ 参加者 C　本日はありがとうございました。

勉強になりました。北里大学病院の乳腺・甲状腺
科の医師です。臨床をやっていてサバイバーシッ
プやアドバンス・ケア・プランニングに関わると、
夫婦の関係や家族のサポートというもので非常に
大きく変わってくると思うのですが、夫婦間が悪
いとなかなかうまくいかない。そういう意味合い
で家族のケア、極端に言えば夫婦間を取り持つと
いったようなことはどうされていらっしゃいます
か。

■ Janette Vardy　サバイバーである患者さん
に来てもらうというのはありますが、もちろんご
家族もとても大事なので、夫婦でいらっしゃい、
あるいは家族と一緒にいらっしゃいと言うことも
あります。たとえばコテージでの 8 週間のプロ
グラムというのは、サバイバーの方たちだけでは
なく、家族も一緒に参加してくださいというよう
に言っています。したがってそうした 8 週間の
コースに一緒に出ていただくことや、その他の
様々なコテージのコースにご家族もぜひ参加して
くださいということをお伝えしています。

■ 参加者 C　そうしますとその 8 週間の間に家
族の関係性が大きく変わるとか、仲が良くなると
か、そういうものに関するデータや、そういう経
験はございますか。

■ Janette Vardy　実際のデータとしてはない
のですが、カップルやご夫婦が一緒に参加される
ことによって、エクササイズも、食事で気をつけ
ることも、継続力がつくと言いましょうか、より
健康的なライフスタイルを維持していく中で、
カップルで参加されることはとても意義があると
思っています。

■ 参加者 C　ありがとうございました。
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■ 土屋　ありがとうございます。他にご質問が
ある方はいらっしゃいますか。

小児がんの運動と栄養プログラムへの
ヒント

■ 参加者 D　帝京科学大学の看護教員をしてい
て、現在、聖路加国際大学の博士課程で勉強をし
ています。家族が小児がんということで、小児が
んと AYA 世代の運動と栄養プログラムを作成し
ています。私自身もプログラムを作成している段
階で、レイトエフェクト（Late Effect：遅発効果 )
の合併症に注目しまして、それを予防するための
運動と栄養のメニューを、現在、専門家と一緒に
作っています。このレイトエフェクトにはこの運
動が良いとか、食事のメニューは、こういうもの
が良いとか、色々な文献を調べて作ってはいるの
ですが、今回は有酸素運動とレジスタンス運動が
効果があるというお話でしたが、どのようにプロ
グラムをしているのかお聞きします。自分が行い
たいものを選択しているのか、あるいはこのがん
種なのでこの運動をした方が良いとか、このレイ
トエフェクトがあるので、この運動、あるいはこ
の食事をした方が良いといったことなどがありま
すか。なにかそういうことについてのアドバイス、
あるいはプログラム作成上のことでご意見があり
ましたら、参考にさせていただきたいと思ってい
るのですが。

■ Janette Vardy　プログラムは個人のニーズ
に合ったものを個別にテーラーメイドで作ってい
ます。したがって、その人たちのベースラインの
アクティビティがどのくらいなのかということ、
その他に合併症としてどのようなことを持ってい
るかということ、どの程度の強さの治療をしてき
たのかということやどのようながんであるのか、
どのくらいの治療期間であるのかということなど
も含めて、それらを入れて考えています。それか
らその人がどのようなことに関心があるのか、個
別対応、個別テーラーメイドなので、その人の関
心ということも含めて考えています。
　どのタイプのエクササイズが、どのような効果
のためにいちばん良いかといったデータはありま
せんが、いままでの経験からすると有酸素運動が、
継続的な力をつけていくということではもっとも
効果があると、経験知からそう感じています。
　それでもたとえば男性の前立腺がんの場合、ホ
ルモン治療中の場合は、とくに負荷をかけた運動
が大事になってくるので、その場合は、有酸素運
動だけではなく、必ず負荷をかけた抵抗運動を入
れることを考えています。
　他の国、たとえばアメリカなどでもそう変わり
はないのですが、オーストラリアでは、いちおう
サバイバーであろうとなかろうと 1 週間に 150
分の有酸素運動がお奨めですと言っています。そ
れから 2 あるいは 3 ユニットの負荷をかけたエ
クササイズを国として奨励しています。
　とくに小児がんのサバイバーたちは、本当に長
期にわたり後遺症や副作用を抱えながら生きてい
くことになりますから、そのあたりを考えていく
のは非常に大事だと思います。

再発不安を抱えるサバイバーの
フォローアップ率について
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■ 参加者 E　私はサバイバーとして今日は参加
しています。感想と質問がひとつずつあります。
私は 15 年前に大腸がんを患いまして、手術と化
学治療を受けました。今日のお話を聴いていて、
当時、再発不安は非常にありましたし、こういう
プログラムが受けられる環境がこれからの日本で
増えていくと良いと思いました。気持ちだけでは
なかなか克服できないところがあるので、専門家
のサポートが受けられる環境があると良いと思い
ました。
　質問は、スライド 31（18 ページ参照）の数
字の開きについでです。4 割近い方が精神的・心
理的フォローアップが必要だと推奨されたのに対
し、実際にやられたのは 9％ということで、これ
はけっこう大きな開きだと感じました。この背景
に何があるのかということと、もうひとつどのよ
うなフォローアップが提供されているのかという
ことをお教えいただければと思います。

■ Janette Vardy　その時点でフォローアップ
を受けたのが 9％だったということです。

■ 参加者 E　そうしますと残りの方はその後受
けたのでしょうか。

■ Janette Vardy　62％が再発不安を抱えてい
て、その内 41％について、アセスメントをした
心理士が、継続的にサポートをした方が良いと言
い、中には「分かりました」と言って、そのアセ
スメントをする心理士がフォローする場合もあり
ますし、民間の保険を持っている人たちは、その
保険で行ける心理士のフォローアップを受けると
いう人もいます。「今はいいです。」と言って、そ
こでいったんは断ったけれど、次回のクリニック
の来訪時に「やはりフォローを受けたいです。」
と言う方もいらっしゃいます。受けた方が多いか、
拒否する人が多いか、そのへんはどちらが多いか

という話ですが、初日に 5 人の専門家に会い、
どの人のミーティングがいちばん役に立ったのか
を聞くと、多くはエクササイズや食事が役に立っ
たということで、心理士との面接はあまり印象に
残らないというところはあります。ただ実際にそ
の時は「今はいいです。」と言っても、後になっ
て「やはり受ける。」という方もいるということ
です。

■ 参加者 E　ありがとうございました。

■ 土屋　ありがとうございました。あと 1 人と
いうことでお願いします。

財政的裏付けは課題

■ 参加者 F　とてもすばらしいのですが、やは
りお金が続かなくてはサポートができないので、
ファンディングのところで、保険の適用はどう
なっているのか。あるいはチャリティなどの寄付
によって成り立っているのかということです。こ
ういうような国立がん研究センターに来たとして
も、会社に届けたいと思っても、実際にはお金の
問題はあり、そこは今後も重要だと思いますので、
もしよろしければそこをお教えいただきたいと思
います。
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■ Janette Vardy　本当にファンディングは、
私たちにとってももっとも大きな問題ですから、
ご指摘いただいてありがとうございます。5 人の
専門職の給料に当たる人件費は病院から支払われ
ています。ただコテージでのプログラムは、利用
者は無料で利用できますが、そのプログラムを作
成するインストラクターの賃金まではカバーでき
ないので、そこは寄付を募ったりしています。実
際のデータはないのですが、長期的にみると、こ
のプログラムに参加することにより、たとえば心
疾患が減ったとか、肥満が改善できたということ
で、長期的には医療費削減にもなっていきますか
ら、長い目で見るとそういうことによる費用的な
効果は出るかもしれませんが、今の段階ではデー
タはなく、どういうように寄付を募るか、ファン
ディングを得ていくかは、引き続き課題になって
います。

ワンストップ型のサポートは増えるか

■ 土屋　ありがとうございました。時間も押し
ているのですが、高橋の方から質問があるという
ことで、会場のみなさんよろしいですか。

■ 高橋　すみません。
総合司会から「質問す
るの？」というような
目線を受けたのですが
＜笑＞、1 つだけお聞
きします。コンコード
ホスピタルの場合は、
病院併設でサバイバー
シップクリニックがありますが、そういうタイプ
のサバイバーシップクリニックは、ファンディン

グがうまくいけば、これからオーストラリアでは、
増えていくのでしょうか。あるいはコミュニティ
の中で、NPO などの団体がこういう活動を担っ
ていくのでしょうか。もちろん選択肢は色々ある
と思いますが、オーストラリアでの現在の流れを
教えていただければと思います。

■ Janette Vardy　オーストラリアでもまさに
今、そのことでディベートがあります。最初にお
伝えした 4 つのケアモデルがありますが、その
中で私たちのワンストップで専門職に会えるとい
うのは、ある意味で「ロールスロイス的ケア」で
すから、お金があるからこそできることだという
ように言われています。もっともお金がかからず
にすむものとしては、たとえばもともとのプライ
マリケア医がその役割を担うとか、ナースがその
中心になってそのプログラムを運営するというこ
とがあるかもしれません。
　もちろんそれもいいのですが、やはり私たちの
プログラムと違うのは、彼らは 1 職種であると
いうことです。やはり多職種でそれぞれの専門職
が持ち寄る力というものがあり、それが私たちの
プログラムをユニークなものにしているのだと思
います。私が勤務している病院は公立病院なので、
来る患者さんたちの医療費はかからないというこ
ともあると思います。

■ 土屋　ありがとうございました。お時間が押
してしまいました。まだまだ具体的にどういうも
のかというご質問も多いと思いますが、お時間に
なりましたので第 17 回がんサバイバーシップ
オープンセミナーはこれで終了させていただきま
す。Vardy 先生と通訳をされた栗原さんに拍手
をお願いします。＜拍手＞
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「「第第1177回回オオーーププンンセセミミナナーー」」アアンンケケーートト集集計計                                                            参加者　103名
令令和和元元年年77月月2222日日（（月月））実実施施                                                                                                  回答者    51名（回答率　49.5％）

受受付付登登録録者者114455名名    おお立立場場（（複複数数回回答答））

アアンンケケーートト集集計計

参参加加者者のの感感想想（（自自由由記記述述））
原文ママ

折角来て頂いたDrの貴重なお話しなのに、もっと多くの方に聴いていただいたらと思います。6時スタートは仕事をしている
人には早いのかな。私としては助かりますがDrのお話、英語もわかりやすく、講演の内容も理解し易いものでした。
家族と一緒に参加できる、又、多職種で1人をケアしていくサポートとしていける環境があるのはすばらしいと思う。
日本外のサバイバーフォローについて学ぶことができました。又、通訳の方の説明がとてもわかりやすかったです。ありがと
うございました。
食事とエクササイズが大切、のイメージはありましたが、日本ではあまりエクササイズに力を入れていない気がします。体を
動かして、心もすっきりできる場があるのはすばらしいと思いました。
がん治療後の訴えは多いので、サポートは必要だと思います。日本でもサポートがあるといいと思います。コンコードの取り
組みを具体的に聞けて食事や運動など生活の大切さなら、伝えられると思うのでできるところからやっていきます。
サバイバーの定義が色々あるとは知らなかった。
SSCがチームで本人をケアしているのが分かりました。利用者の負担はどうなっているのか、職場復帰へのサポート、企業
の対応はどうか、質問したかったです。
先生がお話ししてくださったように治療が落ち着いた途端、つき放される感じが本当にあったので、サバイバーシップクリ
ニックというものがあれば相談できたり、それによって自立できたりして救われる人も多いような気がします。
clinicは集学的で非常に良い。基本となるお金の問題はどこの国でも難しい問題であることがよくわかった。
最後の質疑応答でVardy先生の取り組みの意義についての理解が深まりました。ありがとうございました。
治療後早期からのケアという点において、とても必然性を感じました。日本でファンドレイジングは難しそうですが、継続可
能なシステムができたら良いと思います。サバイバーの社会復帰の促進にもつながりそうですので、経済的な効果もあるよ
うに思いました。
ななどど

開開催催にに関関すするる希希望望（（自自由由記記述述））
原文ママ

医療従事者ではないので、日本語でも専門用語は難しいが、英語での用語を学ぶという意味でも勉強できました。（例え
ば、colorectal,symptomsなど）
今までオープンセミナーを知りませんでした。申し込みから受講までとても分かりやすくスムーズで素晴らしい運営をありが
とうございます。また参加したいです。
受講対象が幅ひろく、多くの知恵を得られ、発展性が高いと思う。申し込み方法がより簡便になると、NCC患者でも多くの方
が参加できるようになると思う。
海外のリンパ浮腫のケアについて知りたい。
三大医療だけでは、なく、様々な治療法を知りたいです。患者の選択肢を増やせればと思っています。
ななどど

33.7% 30.3%
1.7% 1.1%

9.7% 10.9% 12.6%

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
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41.2%
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医療者

行政関係者
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66.7%
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17.6%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他
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　みなさま今晩は。第 18回がんサバイバーシッ
プオープンセミナーを始めさせていただきます。
国立がん研究センターがん対策情報センターがん
サバイバーシップ支援部長の高橋都と申します。
司会を務めますのでよろしくお願いします。
　今日は「参画」というテーマで、そのテーマの
ためかと思うのですが、いつにもまして様々な背
景の方がご参加くださいました。今日は 150 人
ぐらいご参加いただいていると思います。その 4
割がご本人、あるいはご家族です。医療者が2割、
国立がん研究センターの関係者もほとんど医療者
ですが 1割ほどおります。メディアの方、企業
の方、行政の方からのお申し込みもございます。
　江口成美先生をご紹介いたします。日本医師会
総合政策研究機構の研究部専門部長でいらっしゃ

います。江口先生は京都大学の文学部でアメリカ
文学を専攻され、ご卒業の後、アメリカのワシン
トン大学に留学されて経営学修士と医療管理学修
士をお取りになりました。現在の日本医師会総合
政策研究機構には 2000 年からお勤めです。医
療機能評価機構 EBM医療情報事業委員も兼任さ
れています。
　本日はいつもと同様に最初の 1時間はゆっく
りと江口先生のお話をうかがって、そこから 30
分間、ザックバランな質疑応答を進めたいと思い
ます。
　それでは最初にがん対策情報センター長の若尾
センター長からご挨拶を一言お願いし、その後す
ぐに江口先生にご講演をお願いいたします。

医療における患者・市民参画（PPI）の動き
～わが国におけるPPI の取り組み～

メインテーマ

2019年 10月 28日
18 時～ 19 時 30 分

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

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

開会の挨拶

第18回　がんサバイバーシップオープンセミナー

29開会の挨拶　
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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ございます。本日は第
18 回の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、ありがとうございます。
　本日のテーマは、「医療における患者・市民参
画（PPI）の動き～わが国における PPI の取り組
み～」です。PPI という言葉は最近よく聞かれる
よ う に な っ た と 思 い ま す。 こ れ は「Patient 
Public Involvement」ということです。PPI と
いう言葉を聞くようになったのは最近ですが、が
ん分野では、患者さんの参画はかなり前からあり
ました。今のがん対策の中心である「がん対策推
進基本計画」を作った「がん対策推進協議会」に
も患者さんが委員として参画されていました。厚
労省の方に聞くと、当時、そうした公的な委員会
に患者さんが入るのは珍しい、初めてではないか
とも言われていました。その形で推進協議会は
ずっと続き、がん対策推進基本計画も今は第 3
期まで策定されていますし、がん対策基本法につ
いても施行から 10 年経った平成 28 年に改正さ
れましたが、そこにも患者さんの多くの意見が反

映されています。今回の第 3 期がん対策推進基
本計画では「研究における患者さんの参画」が、
3 つの柱を支える基盤の研究のところにも出てい
ます。
　私ども国立がん研究センターでやっている「が
ん情報サービス」でも平成 20 年から「患者・市
民パネル」という形で 100 名の患者さんの方に
お手伝いいただいて「がん情報サービス」を作っ
たり、あるいは広報などでもご協力をいただいて
いるところです。研究や医療自体を良くするとい
うところに患者さんの声は非常に大事ですし、新
しい研究を作る、あるいは政策につなげるという
ところなど、多くの分野で患者さんの声をしっか
りと医療政策に採り入れるということは、本当に
今まで以上に大事になるところだと思います。
　今日は江口先生から、今までのわが国における
PPI の取り組みということでお話をいただき、こ
れからみなさま方がどういうことができるかとい
うことも一緒に考えたいと思います。本日はどう
かよろしくお願いいたします。

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

ご　　　挨　　　拶
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はじめに―本日の内容・日医総研について

　みなさま今晩は、日医総研の江口と申します。
ご紹介をいただきありがとうございました。私は
本日の「がんサバイバーシップオープンセミナー」
で講演させていただけるのを大変楽しみにしてお
りました。本日は機会を有難うございます。何と
ぞよろしくお願いいたします。
　私的なことなのですが、私はもともとはコン
ピュータ業界におりまして、その後、家族に随行
してアメリカのシアトルに 9 年ほど住みました。
そこでアメリカの医療に触れる機会がありまし
た。アメリカの医療は、日本の医療とはかなり違
いますが、医療をサービスとして客観的にとらえ
ることが 1990 年代から徹底的に行われていま
した。患者さんへの情報提供がしっかり行われて
いて、医師・患者のコミュニケーションが非常に
よいと私は感じました。それに大変に感銘を受け、
医療の研究を始めることになった次第です。帰国
して 20 年ほど経ちます。日本でも少しずつ医療
における患者参画がなされていて、先ほど若尾セ
ンター長からご紹介があったようにがん分野でも
患者さんと一緒に医療を進めるというスタンスが
生まれつつあり、情報の見える化も進んできてい
ると感じます。

　本日は「医療における患者・市民参画の動き」
という非常に大きなテーマをいただきましたが、
私の知っている限りの知識と経験の範囲でお話し
させていただければと思っています。
　スライド 1 が本日の内容です。「1. わが国の医
療の転換期」で医療全般についてまずお話をいた
します。その後、「2. 患者・市民参画（PPI）とは」
というお話をし、その上で、診療ガイドラインを
評価・選定している日本医療機能評価機構の
Minds という組織で私は患者・市民支援部会に
参画させていただいているので、そちらの紹介を

「3. 診療ガイドラインと患者・市民参画」でさせ
ていただきます。最後に「4. 患者・市民参画の
今後」についてお話をさせていただきます。

スライド１　本日の内容

江口　成美
日本医師会総合政策研究機構 研究部専門部長 主席研究員

医療における患者・市民参画（PPI）の動き 
〜わが国における PPI の取り組み〜
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　まず私の所属する「日本医師会・日医総研」に
ついてお話しします（スライド 2）。日本医師会
は約 17 万人の医師による職能団体です。半分は
開業医、半分は勤務医です。組織は3層構造になっ
ています。駒込にある「日本医師会」の下に「都
道府県医師会」が各地にあり、その下にさらに「郡
市区医師会」があります。それぞれの地域に医師
会があるという 3 層構造で地域医療を守ること
を大きな目標としており、会長は横倉義武です。

わが国の医療の転換期

そ れ が 2015 年 に は 26.6 ％ で す。 こ れ か ら
2060 年に向けてどんどん高齢化は進む状況で
す。
　アジアとの比較をしてみます（右図）。アジア
では韓国とかシンガポールなどがこれから高齢化
が進みますが、やはり日本は突出している状況で
す。日本はいわゆる高齢化の先進国として、様々
な情報発信をしていくことがこれからますます重
要になると思われます。
　スライド 4 をご覧いただくと分かりますよう
に、75 歳以上人口が 2040 年に 2,239 万人と
推定されていますが、その一方で 15 ～ 64 歳と
いう生産年齢世代は、減少していきます。そこに
大きな問題を抱えています。少しでも働く意欲の
ある方を支援して生産年齢層をどうやって増やし
ていくかは、日本にとって非常に大きな課題に
なっています。
　これらは結局、医療に関係してきます。日本の
医療費は約 43 兆円、1 人当たりの医療費は約
34 万円／年ですが、2004 年から人口が減少し
ているにもかかわらず、総医療費が増えている状
況です（スライド 5）。ちょうど 30 年前の最初

スライド２　日本医師会・日医総研とは

スライド３　高齢化の進む日本

　
　最初に、転換を迫られて
いるわが国の医療の背景に
ついて紹介させていただき
ます。ご周知のように高齢
化が進んでいる日本です
が、スライド 3 をご覧く
ださい。左のグラフは欧米
各国と日本の高齢化率の比
較です。左端が1950年で、
その時点では 65 歳以上人
口が全人口に占める割合を
示す高齢化率は、日本では
5％しかありませんでし
た。驚いてしまうのですが、
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のころと較べますと、今や 2.5 倍、物価などを
考慮しても 2 倍増の医療費になっています。こ
れから 2060 年に向けて 68 兆円までは増えると
予測されています。この医療費の半分は保険料で、
税金、患者負担を含めて国民、患者が負担してい
るのです。
　社会保障の持続可能性の観点から考えますと、

国民に協力してもらい、この働き方改革は進めな
ければいけない状況です。
　3 番目の改革・対策は医師偏在解消です。地域
により医師の数に差があることはみなさまご存じ
だと思います。たとえば京都府と埼玉県を比較し
ますと 10 万人当たりの医師数が埼玉県は半分
で、京都府が 10 万人当たり 320 人に対し、埼

スライド４　高齢化と生産年齢人口の減少

スライド５　国民医療費の増大

増大する医療費に対して、
実際に税金を払い、保険料
を払い、窓口自己負担をし
て支えているのは国民です
から、まさに国民自身は受
療者でもあり、それを支え
ている立場です。国民自身
が医療に関わる必要性が従
来にも増して高まっている
と言えます。
　そういう中で国も様々な
医療提供体制を見据えた改
革・対策を進めています（ス
ライド 6）。医療施設の中
では急性期病床（一般病床）
が非常に多く、それ以外の
慢性期病床（療養病床）が
少ないことがあり、それを
適正配置していかなければ
いけないとして、医療施設
の適正配置を医療構想の中
で行っています。
　2 つ目の改革・対策は、
医師など医療従事者の働き
方改革です。この働き方改
革は労働者すべてに対して
進められていますが、医師
など医療従事者の働き方改
革も進められています。医
療機関へのかかり方など、
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討していかなければなりません。これらを行政と
医療者だけに任すのではなく、地域に住んでいる
患者・市民が一緒になって考えていくというのが
本来のあるべき姿だと思います。
　さて、高齢化に伴い、「治す医療」から「治し
支える医療」という変化に対応して、地域包括ケ
アシステムが、全国で構築されています。これは
中学校区など、1 万人程度の方に対し、それぞれ
の人が住み慣れた地域で最期まで自分らしく住め
るようにという考えから、医療者と介護、生活支
援、福祉との連携をしっかりと行っていくための
ネットワークです。（スライド 7）。
　最初に申しあげたように医療費が増加する中
で、社会保障の持続可能性をどのようにして追求
していくかは非常に大きな課題です。その時には、
やはり国民・患者の方のインプットということが
非常に大事ですし、ある意味で国民・患者の方が

玉県は 160 人です。患者の流入や流出を考える
と多少変りますが、医師数は非常に偏在していま
す。それが医師の過重労働にもつながり、国民・
患者にとっても自分の地域に医師が少ないとか、
産科の先生がいないといった色々な問題が生じて
います。また、人口が高齢化していくとプライマ
リケア医、いわゆるかかりつけ医が必要になるの
ですが、そういう医師が身近にいるかどうかも問
題になります。そうした医師の多寡もこれから検

スライド６　将来の医療提供体制を見据えた改革・対策

スライド７　地域包括ケアシステムの構築について
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責任をもってそれに対応していくべきと考えてい
ます。
　その際、今はまさに医療 ICT（情報通信技術）
化が進んでいるところで、患者さんのカルテ情報、
あるいはレセプト、いわゆる診療報酬の請求書も
データベース化され、分析ができる状況になって
きています。患者さんもインターネットで色々な
情報が入手可能となり、ヘルスリテラシーが上が
り、知識量も増加しています。
　それらに加え、日本の社会も、個々の人間を尊
重し、多様性を重視する世の中になりつつあると
思います。すなわち、ICT の活用によってエビデ
ンスが入手でき、患者・市民も多くの情報が得ら
れるようになり、それに加えて社会も変りつつあ
る中で、患者・市民が参画して医療を共に支える、
そういう時代が来ている。まさに今はそういうタ
イミングではないかと考えています（スライド
8）。

患者・市民参画
―Patient Public Involvement(PPI) とは

　前置きが長くなりましたがこれから「患者・市
民参画」についてお話しします。先きほどお話が
ありましたが PPI は Patient Public Involveme
nt という言葉の略で、私は「Involvement」と
いう言葉が非常に重要と考えています（スライド

9）。単にお客さんとして「参加」するのではな
くて、インボルブするということで、色々な方、
患者・市民だけではなく医師もみんなで一緒に実
施するという意思を、この言葉の中に感じます。
患者さんも市民も一緒に巻き込んでよりよい医療
を推進しましょうという考えのもと、PPI が重要
になってきたと思います。
　患者・市民と言いましても、今、患者である方
もいますし、以前患者であった方もいるかもしれ
ません。また市民の方もこれから患者になるかも
しれない。また市民は納税者であり、保険料を払っ
ている。そういう社会的な位置づけも意識して
PPI が重視されていると考えています（スライド
10）。
　改めて「なぜ、患者・市民参画なのか？」です
が、先ほどから申しあげている通り、医療の受け
手である患者や市民を医療のさまざまな意思決定
に巻き込むことが PPI です。これは当り前と言い
ますか、当然なのですが、それをどうやって実現
すればいいのかという手法が今まであまり明確で
ありませんでした。医療の受け手側も医療の意思
決定の場に入りたいし、現場も入ってほしいと

スライド８　医療の変化

スライド９　PPI とは

スライド 10　医療における患者・市民参画 PPI とは
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思っている部分があるのですが、どうやってそれ
を実現できるのかよく分からなかったのだと思い
ます。
　限られた医療資源ですから、それを適切に配分
するために、医療者だけではなく、患者・市民が
行政や保険者に任せるのではなく、自らが参加す
るという、そういう参画が重要です。医療者は患
者をたくさん診ていますから、患者の思いや希望
はほぼ理解しているのですが、それでもそれぞれ
の患者が持っている経験をさまざまな場で伝える
ことは非常に大事だととらえています。PPI は、
患者経験や患者・市民の価値観、あるいは希望を
医療の意思決定に生かすことにつながります。政
策担当者も医療者も協働して医療のよりよい成
果、アウトカムをめざすことが「患者・市民参画」
の最終目的になります（スライド 11）。

PPI の具定例―（1）医療の政策決定に参画する
　それでは具体的にどのような参画の仕方がある
かについて 3 つほど例を挙げてお話しさせてい
ただきます。
　まず医療の政策決定に参画するということです

（スライド 12）。地域医療対策協議会（地対協）
という組織が各県に 1 つ設置されています。先
ほど申しあげたように医師の偏在を解消するため
に、医師が多い地域から少ない地域に医師の配置

調整をする役割などを担っているところです。そ
の構成員として患者・市民の方が入ることがこの
地対協の運営指針の中に書き込まれています。具
体的には 13 分野あります。「①特定機能病院」
から「③公的医療機関」や「⑫関係市町村」など
が構成員団体として挙げられていますが、その最
後の 13 番目に「⑬地域住民を代表する団体」が
挙げられています。実際に色々な県の地対協を見
てみますときちんと住民の方が入っておられま
す。東京都もそうです。こういうものがきちんと
決められたことは、これからの医療政策、とくに
地域医療の向上に向けた大きなステップだと思い
ます。
　医療の政策決定に参画する 2 つ目の例は特定
機能病院です（スライド 13）。もちろん国立が
ん研究センター病院もそうですが、全国で 86 あ
ります。以前、特定機能病院で医療事故がありま
したので、その関係もあり、病院の中の監査委員
会委員に市民が入るようになりました。「医療を
受ける者その他の医療従事者以外の者」が含まれ
るべきと書き込まれ、特定機能病院の監査委員会
の委員として患者・市民の方が参画しています。
　さらに厚生労働省の中のさまざまな検討会、審
議会や、研究機関あるいは地方行政の検討会にも
患者・市民の方が参画することが増えていますし、
倫理審査委員会では「人を対象とする研究の倫理

スライド 11　なぜ「患者・市民参画」？ スライド 12　例１　医療の政策決定に参画する①
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審査指針」の中で医療を受ける側、つまり医療を
提供する側ではない方を入れなければいけないと
書かれています。PPI は、今、まさに増えつつあ
ると思います（スライド 14）。
　厚生労働省の検討会の中に、医療情報の提供内
容等のあり方に関する検討会があります。医療の
質の評価指標を決める検討も行いますから、患者・
市民がこういうアウトカム指標が受け手として大
事なのだとその場で発言することは重要だと思い
ます。こういう検討会の中で、医療を受けている
方の考えが反映されつつあります。

PPI の具定例
―（2）医学研究に患者・市民として参画する
　PPI の具体例の 2 つ目は医学研究です。患者・
市民として医学研究に参画することです。スライ
ド 15 は AMED（日本医療研究開発機構）につ

いて書かれています。AMED は、公的機関で日
本の医学研究を支援する機関です。そこには「患
者さん一人ひとりに寄り添い、その LIFE（生命・
生活・人生）を支えながら、医療分野の研究成果
を一刻も早く実用化し、患者さんやご家族のもと
にお届けするという使命を果たすべく、医学研究・
臨床試験における患者・市民参画（PPI）の取り
組みを推進」すると書かれています。AMED が
出された PPI ガイドブックは非常に分かりやすい
ガイドブックで、ホームページ上で公開されてい
ます。この背景には「医療分野研究開発推進計画」
があります。そこには「…被験者や患者の参画を
促進する…」とあり、それは「立案段階から」と
書かれています。被験者として研究に参加するだ
けではなく、最初から実際の研究の中身について
計画立案も含めて参画することは画期的と思いま
す。国立がん研究センターの藤原康弘企画戦略局
局長も「医療研究開発をするうえで PPI は必須の
概念」とこのガイドブックの序章で述べておられ
ます。
　ガイドブックから少し抜粋して説明します。こ
こでは「医学研究・臨床試験に患者・市民の視点
を取り入れる意義」として 3 つ挙げています。1
つ目は「①研究倫理の観点から」です。昔、人体
実験的な研究が行われたという反省に基づいて研
究倫理の観点からも最初から患者・市民の方に

スライド 13　医療の政策決定に参画する② スライド 15　例２．医学研究に患者・市民として参画する

スライド 14　医療の政策決定に参画する③
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入っていただくということです。2 番目は「②経
験知を生かす」です。今までの患者さんとしての
経験を生かすということです。3 つ目は「③研究
の民主化の観点から」です。研究は専門家だけの
ものになってはならない、もっと広く、社会の中
での研究という位置づけにするべきだという観点
から挙げられています（スライド 16）。
　その効果についてもスライドに書いてありま
す。説明・同意文書を作成する、研究プロセスを
より分かりやすくする、さらに最初から患者さん
の意図や希望が入っていますから、中断や脱落が
減少するなど、研究実施において非常に有効であ
ることを効果として挙げています。
　実際には研究段階はスライドにあるように①～
⑧までありますが、それぞれの研究段階によって
患者・市民の方の参画の形があります。「④デー
タの収集」や「⑥研究結果の公表と発信」では、
患者・市民の参画は大きな役割を果たすと思いま
す。
　研究の中で多いのががん研究です。患者・市民
参画では、先ほどもお話にありましたが、第 3
期がん対策推進基本計画の中にスライド 17 にあ
るように書き込まれています。「患者やがん経験
者が研究のデザインや評価に参画できる体制を構
築するため、平成 30（2018）年度より、患者

及びがん経験者の参画によって、がん研究を推進
するための取組を開始する。」と書かれています。
ただその時に「参画可能な患者を教育するための
プログラム策定を開始する。」とあるように、一
定程度の知識を持っている方でないと、参画して
も役割を発揮できないこともあり、そのため患者
教育について進めようとしています。
　これをもとに「がん研究 10 か年戦略」の推進
に関する報告書の中できちんと書き込まれていま
す（スライド 18）。「海外の医学誌等において、
がん患者及びがん経験者が研究に参画することが
求められることもあり、基本計画にあるように、
研究の計画立案と評価に参画可能な患者を教育す
るためのプログラム開発を進め、人材育成に努め

スライド 16　PPI　Guide Book ー AMED

スライド 17　がん研究における患者市民参画①

スライド 18　がん研究における患者市民参画②
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るなど、がん研究への患者・市民参画（PPI： 
Patient Public Involvement) に取り組む必要が
ある。」とあります。これは横断的事項として、
あらゆる研究に当てはめられます。きちんと書き
込まれることは非常に意義のあることです。

PPI の具定例
―（3）診療の場での意思決定を自身で
　PPI の具体例の 3 つ目です。これはもう当たり
前と言いますか、今や診療の場で患者さんの同意
を得るのは常識です。日本医師会で実施した調査

では、比較的重い病気の治療方針の決定に際して、
「医師と相談しながら自分で決定」と「医師の説
明に同意」を合わせると 8 割の方が「医師と相
談しながら決めたい」と考えていることが分かり
ます。全国 1,100 人ほどの 20 歳以上を対象に
した意識調査ではこういう回答になっています。
ただスライド 19 のグラフを見ていただくと「医
師の説明を聞かず全て任せる」や「医師の判断に
任せる」という方も中にはいらっしゃり、すべて
の人が「医師と相談しながら決めたい」ではない
ことも一定程度考えなければいけないところで
す。
　診療の場でには、もともと Informed Conse
nt と か Informed Choice、Shared Decision 
Making という言葉で、患者さんと医師との関係
が説明されてきましたが、今は Informed Cons
ent プラス Informed Choice で、医師が説明し
患者さんが選択をするという状況になっていて、
医師が説明し患者さんと協働意思決定を行う SD
M(Shared Decision Making) が世界の潮流に
なりつつあります ( スライド 20)。
　たとえば糖尿病でしたら Informed Choice を

スライド 19　例３　診療の場で意思決定を自身で

スライド 20　診療の場の進化

実践することによって、糖
尿病患者さんの治療意欲と
アドヒアランスが高まると
言われています。また薬の
飲み忘れがなくなったり、
食事療法をしっかり守ろう
という意識につながり、医
師が決めたことではなく自
分でもその決定に参加した
ことが背景にあると考えら
れます。そういう状況が重
要であり、これによって診
療の質の向上が推進できる
と思われます。
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　それからアメリカです。アメリカは American 
Cancer Society(ACS: アメリカがん協会 ) のよ
う な 患 者 団 体 が 非 常 に 力 を 持 っ て い ま す。
Patient Centered と言って、もともと患者中心
の医療でしたが、患者団体と学会がしっかりと協
働することが進められてきていて、そういう意味
では PPI は製薬会社も含めて早くから進められて
きたということになります。
　PPI という言葉だけではなく、アメリカの場合
は、患者・市民中心の医療のための患者・市民の
積極的関与を Patient Engagement と呼んでい
ます。

診療ガイドラインと患者・市民参画（PPI）

診療ガイドラインとは何か
　日本の全体的な PPI、併せて英国と米国の状況
についてお話をさせていただきました。ここから
は診療ガイドラインにおける患者・市民参画とい
うことで少し細かい話になりますが、お話をさせ
ていただきます。
　まず診療ガイドラインとは何かです。ガイドラ
インと言っても国が決めたものではなく、専門学
会や専門医の先生たちが医学的エビデンスに基づ
いて、選択肢のそれぞれの益と害（効果と有害面）
の評価をもとに、最適な治療を行うために作られ
た推奨文、つまりリコメンデーションです。した
がってガイドラインと言うと「きまり」のような
感じもしますが、そうではなくあくまでも指針と
して、こういうケースならこれを強く（弱く）推
奨するという、推奨文です。それは実際に臨床の
場で意思決定を支援するツールになりますし、患
者さんと一緒に共有するツールとすることが、診
療ガイドラインの大きな目的です ( スライド
22)。
　診療ガイドラインは必要に応じて更新されます
から医療者が自分自身で全部の臨床研究を調べな

諸外国の PPI
　さて諸外国の PPI を少し紹介させていただきま
す ( スライド 21)。イギリスには NHS（National 
Health Service）という国営医療サービスがあ
ります。すべての医療が NHS で管理されます。
税金から成り立っているのでイギリスでは医療を
受ける時は、基本は無料です。その NHS 機関の
医療サービスの計画策定や変更に、患者・市民参
画が義務づけられています。これは 2001 年の
医療・ソーシャルケア法で決められました。イギ
リスでは以前「（受療の）待ち」が大変多くて、
なかなか医療を受けられないという状態が 80 年
代、90 年代と続いていました。その対策もあり、
患者や市民に NHS の検討会に入ってもらい一緒
に考えることになった経緯があるようです。
　診療所や病院などの医療機関において、地域住
民がその運営に参加するのですが、これによって
何が起こったかと申しますと、医療サービスに関
する患者さんの満足度が非常に上がったようで
す。つまり自分たちがこうあるべきだという医療
が、その地域で行われるようになった可能性があ
り、重要なことだと思います。
　イギリスではこうした地域医療の民間による運
営だけではなく、「INVOLVE」と言いまして、
医学研究における市民参画を推進する組織もあり
ます。

スライド 21　諸外国における PPI の状況
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くても診療ガイドラインを見ることで最新のエビ
デンスに基づいた治療法を確認・実践できるとい
う利便性を持っています。さらに社会全体として
最適な医療を提供するためのツールでもあり、全
体の均てん化を進め、医療の質を上げていくツー
ルになりうるものです。
　実際の使われ方ですが、「きまり」ではないので、
医療者の方が自主的に参考にし、それを利用しま
す。利用するか・しないかは、もちろん患者さん
の状態によりますし、あとは医療機関や医療者の
判断です。診療ガイドラインは様々に作られてそ
れぞれの団体が公表しています。国際的には作成
方法の国際基準があるのですが、それに沿ったも
のとそうではないものもあります。日本医療機能
評価機構では国内の診療ガイドラインを選択し、
国際基準に照らし合わせて評価をしています。先
ほども申しあげましたように医療技術は進歩しま
すから、ガイドラインもどんどん更新をしていか
なければなりません。
　また、『糖尿病診療ガイドライン』ですと専門
家が読むものは非常に分厚いものです。もう少し
コンパクトなものがあるといいということから、
厚さ 1㎝弱の『糖尿病治療ガイド』が出版されて
いますが、それでも地域のかかりつけ医などには、
多すぎるということから、今度は 20 ページほど
のさらにコンパクトな『糖尿病のエッセンス』を
作成しています。診療ガイドラインは使う方に合

わせてより使いやすいものを使っていくことが大
事だと思いますが、そのように色々な形で使われ
始めている疾患もあります ( スライド 23)。

Minds の診療ガイドライン作成事業について
　日本医療機能評価機構の厚労省委託事業である
Minds 事業 (EBM 普及推進事業 ) では、診療ガ
イドラインの評価と選定をし、Minds ガイドラ
イン・ライブラリに、それらのガイドラインを掲
載しています ( スライド 24)。
　そして、「Minds が作成者向けに診療ガイドラ
インの作成支援を行う中で」、患者・市民に診療
ガイドラインの作成に参画していただきたいとい
うことで「Minds 患者・市民支援部会」が作ら
れました。私はそこの部会長をさせていただいて
いるのですが、京都大学の中山健夫先生を初め、

スライド 22　そもそも診療ガイドラインとは？ スライド 23　診療ガイドラインの使われ方

スライド 24　 日本医療機能評価機構 Minds（マインズ）事業
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山口育子（NPO 法人 COML）さんや患者会やア
カデミアの方々など、Minds 事務局と部会のみ
なさんで一緒に、どうすれば患者・市民の参画が
できるようになるか議論をしています ( スライド
25)。
　患者・市民参画と言っても、直接参加して診療
ガイドライン作成グループに入るのが理想ではあ
りますが、それは非常にハードルが高いです。そ
こで外部評価委員会等に参加するとか、あるいは
患者団体などからの意見聴取、あとはフォーカス
グループとかアンケート調査を行うなどの色々な
形があります。ただ、いちばん効果的なのは、患
者さん自身が方針決定の場に直接参加することだ
と考えています ( スライド 26)。
　患者・市民参画の意義ですが、患者さん自身で

も価値観はそれぞれ違いますし、非常に個別性が
強く、多様性が高いですから、患者さんに入って
いただき、自分の意見だけを言うのではなく、一
般化して意見を言っていただく。そういう参画を
お願いしたいということで進めています。たとえ
ば患者さんにとって重要なアウトカムは生存率な
のか、傷なのか、入院期間なのか、コストなのか、
望ましいアウトカムと望ましくないアウトカム、
たとえば副作用などですが、そういう益と害を患
者さんに判断してもらう場になります。エビデン
スで強い推奨があってもそれ以外の選択肢も考え
ることで、患者・市民の意見が、最終的にはガイ
ドラインの推奨文に影響することになります ( ス
ライド 27)。
　スライド 28 は、日本医療機能評価機構で作成
した『「診療ガイドライン作成への患者・市民の
参加」の基本的な考え方』からの引用です。これ
は単純化していますが、たとえば乳がん患者さん
の希望の分布を見ますと「生存重視」なのか「乳
房温存重視」なのか、非常に多様性があります。
　一方、たとえば虫垂炎の治療法のアウトカムも、
外科手術なのか抗菌薬治療か、それも再発率を重
視するのか、合併症を重視するのか、入院日数な
のか、手術の傷跡なのか、治療費なのかというあ
たりは、人によって変りますし、患者さんの意見
もバラバラです。そのあたりを医療者と患者さん

スライド 25　Minds の患者・市民支援

スライド 27　患者・市民参画の意義①スライド 26　 診療ガイドライン作成における患者・市民の
参画
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スライド 30　患者・市民の直接参画

スライド 28　患者・市民参画の意義②

スライド 29　どのように参画するのか

るのは最低 2 名です。1 人は研修などでトレー
ニングを受けられた方です。もう 1 人はその疾
患の経験者の方です。ご自身の体験の相対化と多
くの患者さんの立場を配慮した意見を望むという
ことで、非常に難しいです。また、作成グループ
の中の先生が主治医であったり、患者会の中で製
薬会社から資金提供を受けていたりすることもあ
り、そうしたいわゆる利益相反に関わることなど
についても留意することが必要としています ( ス
ライド 30)。

とで考えていけるのが、患
者・市民参画の意義になる
と考えます。
　具体的にどのように参画
するかです。スライド 29
が、診療ガイドラインの作
成プロセスです。やや細か
いのですが、作成方針を決
めてから最終的に公開する
までの間に色々な作業を
し、ステップを踏みますが、
とくに重要な疑問ポイン
ト、たとえば糖尿病でした
ら糖尿病腎症の方に血圧の
測定をするべきなのかとい
う疑問形に対し、エビデン
スをレビューし、最終的に
それは「行うべき」、ある
いは「行うべきではない」
という推奨を行い、「最終
化」して、広く公表します。
疑問文、推奨、提言に患者・
市民の価値観や意見が反映
されることは、非常に重要
だと思います。
　次に参加する方です。人
数は今 Minds で考えてい
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ケートをしたところ、19 の作成グループの方が
参画していますとのことでした。19 件の中で「作
成委員として参加」という直接参加は 9 件で全
体の 12％でした。決して高くはありません。「外
部評価委員として参加」もありで、「作成委員と
して参加」するのはこれからだと思います。スラ

イド 34 のデータにもあるように、今の段階では
なかなか、作成グループの中に患者・市民が直接
入ることができづらいようです。
　ただ、診療ガイドラインの作成グループの先生
がどう思われているかですが、「医療者が推し量
ることと、患者自身の考えには場合によって開き

スライド 31　患者・市民の参加マニュアル／パンフレット

スライド 32　『一緒によりよい診療ガイドラインを作りましょう』

　Minds ではスライド 31
にあるようにマニュアルと
パンフレットを公開してい
ます。
　『一緒によりよい診療ガ
イドラインを作りましょ
う』というパンフレットを
作り、医療機関などさまざ
まなところに置かせていた
だいています（スライド
32）。
　実は国内では 2007 年
からこの取り組みを開始し
ていました。日本患者会情
報センター代表の栗山真理
子氏ほか、京大の中山先生
らが 2007 年から『診療
ガイドライン作成過程への
患者・支援者参画のための
ガイドライン』を作られて
います。12 年経ち、つい
先日（2019 年 9 月 30 日）
ようやく初めて、Minds
で患者・市民向けワーク
ショップ（研修会）の開催
にいたりました（スライド
33）。
　診療ガイドラインの患
者・市民参画の実態ですが、
やや古いデータですが 77
件の作成グループにアン

44 Ⅰ　オープンセミナー・第 18 回

30年度�ンサ�イ�ー.indb   4430年度�ンサ�イ�ー.indb   44 2020/03/07   13:202020/03/07   13:20



アスのかからない人選が難しい」という課題もあ
り、そこは大きいと思います。以前、私が診療ガ
イドライン作成グループの先生方に講演させてい
ただいた際も、非常に前向きで、そういう参画を
得るべきだという意見が多くありました。患者さ
んの意見をほしいと思っても、どうしたらいいか
分からないという状況にあると考えています（ス

くるのか、患者さんには真ん中ぐらいに座ってい
ただくなど、話がしやすい雰囲気を作る議長の役
割が重要だと考えています。このマニュアルは改
訂されることになっていますのでさらに詳しく書
き込まれる予定です。
　現在ある「患者市民直接参加型診療ガイドライ

スライド 33　取り組みは 2007 年から

スライド 34　患者・市民参画の実態

がある。推奨の決定には患者が参加することは必
須と思われる」という意見や、「患者・市民の視
点を取り入れたガイドラインであるべき」という
考えもありました。「参加者の人選が重要。バイ

ライド 35）。
　Minds ではガイドライ
ン作成者向けのマニュアル
を作っていますが、その中
で患者・市民参画の募集方
法や様々な役割なども示し
ています。スライド 36 に

「議長の役割」とあります
が、やはり患者・市民の方
がいきなり専門家の作成グ
ループの中にポッと入って
も、専門家の前ではなかな
か意見が言えないのは当然
だと思います。そういう時
に議長がいかに患者さんか
らうまく意見を引き出して

スライド 35　診療ガイドライン作成グループの意見

スライド 36　ガイドライン作成者向け
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スライド 37　患者参加型　診療ガイドライン例

スライド 39　患者・市民向け動画配信

スライド 38　 患者・市民向けワークショップ（研修会）
（2019 年 9 月 30 日開催）

半数強で、それ以外の方も
いらっしゃいました。内容
は、ガイドラインとは何か、
なぜ患者・市民の方が参画
することが必要なのか、を
初め、作成グループへの参
加シミュレーションも行い
ました。それから実際に参
加された方がどういう感じ
だったのかも知りたい点で
すので、体験者からのメッ
セージということで 2 人
からお話しいただきまし
た。参加者の方のアンケー

ト結果の満足度は高く、継続的にやってほしいと
いうご意見やガイドライン作成があったら参加し
たいという方も相当数いらっしゃいましたので、
こういうワークショップをもっと広く、人数を増
やしてやっていけたらいいと思います。ただ、
Minds は厚労省の委託を受けていて予算には限
りがありますから、何回も開催できるわけではな
いので、そういうこともこれからは考えていかな
ければいけないことだと思っています。
　動画配信も行い、ネット上で、作成に参加され
た山口育子さんに患者・市民参加についてお話し
いただいています（スライド 39）。

ン」は少ないのですが、その中でスライド 37 に
あげた 3 つを例として挙げさせていただきまし
た。公表されていますからお名前も出させていた
だいていますが、患者代表とか研究協力者、委員
として活躍されている方の参加となっています。
すでに医療について詳しい方ですから、これから
はいかに色々な方に参加してもらうかが課題です。
　先ほど申し上げましたとおり Minds では、先
月、患者・市民向けワークショップを開催しまし
た（スライド 38）。これは「Minds 診療ガイド
ライン作成参加ワークショップ」で 3 時間のコー
スです。初めてなので 20 名ほど募集しましたが、
あっと言う間に埋まったそうです。患者会の方が
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スライド 40　診療ガイドライン作成への患者・市民参画のプロセス（概念図）

患者・市民参画の診療ガイドライン作成のプロセ
スと課題
　最後に診療ガイドライン作成参加へのプロセス
ということでまとめさせていただきます。今後も
Minds が患者・市民参画支援をし、教育研修を
行い、それを受けていただいた方をバンクという
形でネットワークを作る。そして、実際に診療ガ
イドライン作成団体から、こういう人に参加して
ほしいという要望があれば、Minds からこうい
う要望があるとネットワークの方にアナウンスす
る。今のところはこのような形が、いちばん実現
可能なやり方と思われます。結果として手を挙げ
られた方とガイドライン作成グループが、それぞ

スライド 41　診療ガイドライン作成における PPI の課題

れの要件を出して決めてい
くという流れを、Minds
事務局と部会で検討してい
るところです。将来的には
患者・市民の方がどういう
希望を持ち、どういう価値
観を持っているかというこ
とを、データベース化して
研究していく必要もあると
思っています。ガイドライ
ン作成グループの方から
は、早く参加できる方を紹
介してほしいという要望が
ありますので、研修等に参
加された方におうかがい
し、希望があれば参加していただくという流れが
今の時点では現実的と考えています。
　改めて、患者市民参画の効果は、スライド 40
にありますように「重要な患者視点の気付き」が
あり、「患者アウトカムの取り込み」もでき、「臨
床現場での活用拡大」がしっかりとできるような
診療ガイドラインの作成が可能になることです。
　スライド 41 は、診療ガイドライン作成におけ

る PPI の課題です。まず、どのように募集するか
という点です。公募するのか、患者会の方にどの
ように声掛けするのかは決まっていません。マッ
チングですが、作成グループの方と手を挙げた方
たちとどのようにマッチングさせればいいのか、
課題があります。
　また作成グループの先生方も、統合失調症の診
療ガイドラインあるいは夜尿症など、患者市民が
参加しづらい可能性がある作成グループに対して
Minds として何ができるかも考えなければいけ
ない部分と思われます。
　さらに患者さんが実際に参加された時に、患者
の多様性に配慮した意見と言っても、それは非常
に難しいと思います。一般化した発言をこれから
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どのようにして、身につけていただけるのかも課
題です。作成グループの中で臆せず話をしてもら
うことも考えていかなければなりません。作成グ
ループの議長の役割が重要ですから、作成グルー
プへの研修や普及も進めていく必要があると思い
ます。また患者・市民の方にも「診療ガイドライ
ンとは？」から始めて、実際に作成に関わるまで
説明する普及活動も必要になってきています。

海外での取り組み
　スライド 42 は、海外の取り組みです。イギリ
ス の NICE(National Institute for Health and 
Care Excellence: 国立医療技術評価機構 ) です
が、NICE は費用対効果を含めて医療技術の評価
を行っています。医療技術を薬剤も含めて評価し
ますが、非常にたくさんのスタッフを抱えていて、
そこで診療ガイドラインを発行するに当たり患
者・市民が参加することが必要とマニュアルに書
いていますし、実際に患者・市民参画が行われて
います。参画があったガイドラインは、臨床の場
で非常に使いやすいと言われています。
　NICE のホームページなどを見ますと一般市民
の方を「Lay member」と言っています。素人
という意味なのですが、そのレイメンバーが非常
に大事にされています。レイメンバーという素人
が入るという感覚が重要だと思いました。大変、
人を大事にします。そういう感覚がこの NICE に
はあり、それがガイドラインを作り、そこに患者・

スライド 42　海外での取り組み　− NICE

市民の方が 2 名以上入られているという状況に
つながっていると思います。
　それから国際的には GIN(Guidelines Interna
tional Network) という診療ガイドライン普及
のための組織があります。ここに GIN　PUBLIC
という部門があり、患者・市民参画を推進してい
ます。患者・市民の方に実際にどのように診療ガ
イドライン作成に参画をしてもらうかについて世
界中の方との情報交換の場になりますし、ツール
キットも公開していますので参考になります（ス
ライド 43）。

患者・市民参画の今後

　駆け足でまいりましたが、医学研究といわゆる
医療政策、そして診療ガイドラインという様々な
場で、今後、患者・市民参画をどのように考えて
いくべきか、最後にお話をさせていだきたいと思
います。
　スライド 44 はイギリスの「Patient and Publ
ic Involvement Toolkit」からの引用です。患者・
市民にどのような人物像を期待しているかです
が、「自己管理ができる」とか、けっこうハード
ルが高くなっていますが、ここに 10 個もあり、
最後は「親しみやすい」というものになっていま
す。ハードルは高いですが捉え方によっては誰で
も参画できるということであり、多くの方にぜひ

スライド 43　患者・市民参画の国際ネットワーク
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スライド 45　患者・市民参画の課題スライド 44　 患者・市民参画で期待される人物像 Patient 
and Public Involvement Toolkit より

参画していただきたいという意図があるのだと思
います。
　そのうえで、先ほど診療ガイドライン作成の場
合の患者・市民参画の課題について触れましたが、
医学研究や実際の診療の場も含めて、全体として
の医療への患者・市民参画の課題としては、スラ
イド 45 にある 4 つではないかと思っています。
1 つ目は「1. 患者・市民への情報提供・啓発／
支援」です。先ほど若尾センター長からもお話が
ありましたが、国立がん研究センターさんでは、
市民パネルが作られていてがん患者支援をされて
いるとうかがっています。患者・市民参画におい
ても、まずは患者・市民の方への情報提供が必要
で、こういうことが起こっているとか、ここで人
が必要とされているとか、そのためにこの情報を
見てください、困った時にはここに連絡をしてく
ださいという支援や受け皿がないと、なかなか普
通の方は参画できないと思います。情報提供をし
ていくことはこれから大きな課題になると思いま
すが、おそらく行政が主体となって担っていくべ
きではないかと私は考えています。
　これからも行政でしっかり考えてくださいとい
うことで「2. 行政、医療者の啓発／支援」です。
患者・市民参画について、医療者への支援も必要
と思います。そちらはおそらく医療の専門団体と
か学会などで担っていただくのがよいと思いま

す。
　その上で 3 番目ですが、参加意欲のある患者・
市民と参加してほしいと思っている医療関係者を
マッチングさせる点です。どのようにお互いの
ニーズをマッチングさせるかは難しいですが、こ
こがうまくいけば、適材適所で配置されるのだと
思っています。
　最後の 4 番目は「4. 研修会を通じた人材育成」
です。「NPO 法人ささえあい医療人権センター
COML」では「医療をささえる市民養成講座」
という研修会を開催しておられます。これはディ
ベートも入った充実した研修で、修了の判定もあ
るようで厳しいのですが、しっかり人材育成をさ
れています。こういう例も参考にしながら、
Minds のみならず行政あるいは医療従事者、ま
た専門学会などでも人材育成をやっていくのがよ
いと思います。
　スライド 46 は「まとめ」です。今までお話し
させていただきましたように患者・市民と医療者
の間では、協働して、共に参画していく場が無数
にありますし、これからは患者・市民が色々な形
で「医療政策」「診療ガイドライン」「医学研究」「倫
理審査」「医療機関運営」など色々なところで医
療に関わっていく必要があると思います。それは
医療者だけではなく患者・市民も受け手でありな
がら、自分たちが社会保障を支えているのですか
ら、まさに自分たちの医療であり、自分たちのも
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スライド 46　まとめ　患者・市民参画とそれぞれの役割

のでもあるので、そういう社会資源を自分たちで
守るという意味からも、ぜひこうした参画の場が
これから増えるべきだと私は考えています。
　参画が得られますと、行政に患者さんの意見も
反映されますし、実際の医学研究の中に市民の視

点も入った医学研究が実行
できます。そうするとそれ
は最終的には患者・市民に
還元され、医療者に戻り、
結果としてよりよい医療に
つながるのだと考えます。
そのためには繰り返しにな
りますが、医療への患者・
市民参画のための医療情報
とか支援をしっかりと行政
がしていくこと、また医療
者と患者・市民の間でも医
療情報の提供をお互いに
やっていくことが必要にな

スライド 47　おわりに ると思います。今、まさにこれからわれわれで、
患者・市民、医療者、行政も含めてみんなでこの
ような活動を行うべきです。
　そういう意味からもやはり制度・環境の整備も
大事です。制度・環境の整備を進め、医療者と患
者・市民の協働のもとに、よりよい医療をめざす
ことが、まさにこれから進めなければいけないこ
とと考えます（スライド 47）。
　雑駁な話となってしまいましたが、ご清聴いた
だきましてありがとうございました。
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■  高 橋　 江 口 先 生、
大変ありがとうござい
ました。すばらしい学
びの機会になったと思
います。一言で「患者・
市民参画」と言いまし
ても、今のお話にあり
ましたように様々な場
面、文脈があるということをとても分かりやすく
教えていただきました。時間をたくさん残してく
ださいましたので、みなさまには色々と質問やコ
メントを考えていただきながらお聞きいただいた
と思いますが、どういうところからでもかまいま
せん。ご自由にお手をお挙げください。毎回 30
分、ほとんど質問が途切れず出されています。ど
うぞご遠慮なく。

標準治療と診療ガイドラインの関係に
ついて

■ 参加者 A　大変分かりやすい説明だったので、
色々なことが整理されて理解できました。ありが
とうございます。ひとつの質問が私の中ではっき
りしてきました。私は医療ジャーナリストとして
勉強をしているのですが、標準治療と言われてい
るものと診療ガイドラインというものが、どのよ

うな関係になっているのかが分からなくなりまし
た。色々な病気の治療に関して標準治療がありま
すが、それとこの診療ガイドラインは同じもので
はないのでしょうから、その関係はどうなので
しょうか。そのあたりを教えていただければと思
います。

■ 江口　医療者では
ないので私の知ってい
る限りのところでお話
ししますので、後ほど
医療者の先生方から補
足していただければと
思います。診療ガイド
ラインは、先ほど申し
あげたようにエビデンスに基づき、かつ医療者の
先生の経験に基づき、さらに患者さんの価値観に
基づいて作るものです。標準治療は、それが今の
治療の中では適切だと思われているということに
なります。診療ガイドラインによる治療は、スタ
ンダードではなく、それが最適医療だという意味
ですから、「標準」ということとは少し違うのか
もしれません。ただ、今は色々な情報がある中で
先生方もなかなか自分の治療法が決められない分
野もあります。

質疑応答
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■ 高橋　今日、とてもうれしいのは、国立がん
研究センターの診療の先生方をはじめ多くの医療
者にご参加いただいていることです。標準治療と
ガイドラインの関係について、これはけっこう難
しいと思いますが、先生方は、いかがでしょうか。
櫻井（則男）先生、お願いします。

■ 櫻井　東京臨海病
院で消化器内科をして
います。日常、抗がん
治療などに関わってい
ます。僕の理解として
は、標準治療は、がん
の種類やステージに
よって推奨される治療
方針のことで、抗がん治療や手術や放射線治療、
さらには抗がん治療に用いる抗がん剤の種類など
が記載されています。それに対して診療ガイドラ
インはもっと幅広い内容が含まれています。たと
えば検査はどのくらいの間隔でするのがいいのだ
ろうかとか、栄養療法はどうしようかなど、ケア
のことも含めて書かれているのが診療ガイドライ
ンだと思います。したがって標準治療は診療ガイ
ドラインの一部というように認識しています。

■ 高橋　よろしいでしょうか。その診療ガイド
ラインへの患者・市民参画が、どんどん進められ
つつあるのだと思います。他にはいかがでしょう
か。

グランドデザインができるのが理想だが
今はその前段階

■ 参加者 B　患者中心の医療を勉強している
NPO 法人の団体で活動しています。したがって
この PPI の問題は私たちの大きな関心事です。本
日は詳しくご紹介いただき全体像がよく分かりま

した。ありがとうございました。今後この PPI を
進めるうえで、最後のスライド 46（50 ページ
参照）でお示しいただいた行政から患者・市民の
方、さらに医療者や学会・製薬会社などの全体の
フレームワークの中で、結局は誰がリーダーシッ
プを取ってこれを進めるのかを教えていただきた
いのです。すでにそのリーダーシップを取る人が、
もう全体のグランドデザインを描いて取り組まれ
ているのか、あるいはもし取り組まれていないの
なら、今の先生のお立場からは誰に実際にはして
いただくのかということを教えていただきたいの
です。
　なぜそういうことを考えるかと申しますと、市
民参加でもありますが、結局、患者参加になり、
患者が中心になると思うのです。しかしたとえば
診療ガイドラインにしましても、臨床試験にしま
しても、様々なところで患者・市民の参画が求め
られていますが、そうなると患者団体としてはど
こにフォーカスして勉強すればいいのか、そこが
非常に困難なことなのでそう考えました。そうい
うグランドデザインの中で、研修プログラムもあ
り、各患者なり患者団体がそれぞれ適した役割で
参加し、的確に資源配分されるという体制が作ら
れないと、診療ガイドラインの患者・市民参画で
もまだ 20％しか参加されていないという実情が
ありますし、何か行き止ってしまうのではないか
という感じがお話をうかがっていてしました。今
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後の展望も含めてそのあたりをお教えいただけれ
ばありがたいと思います。よろしくお願いします。

■ 江口　ご質問をありがとうございます。まさ
に言われる通りだと思います。スライド 46 でご
覧いただいたように行政がそれをやるべきだとは
思っていますが、今の段階ではやはり行政だけで
はなく、専門の学会などにも担っていただきたい
と思います。どういう人に入ってもらえたらいい
のかということも含めて、実はどう進めたらいい
かは、よく分かっていないと思います。したがっ
て 1 つの組織だけで全部やろうとするとおそら
く厳しいと思います。少なくとも医療政策に関す
る行政の審議会に入っていただける人ということ
になれば、おそらくその部分は行政でやられるの
だろうとは思います。ただ、医療分野の「医学研
究」とか、「診療ガイドライン」や「倫理審査委
員会」については、医療関係者が中心になること
が必要だと思います。たとえば、何が大事なのか
は、診療ガイドラインの疾患によっても求めるも
のは変わってきますから、そういうものを総括し
て、どういう人材を育てればいいのかということ
も含めて検討していかなければいけないと思いま
す。実はまだ本当に始まったばかりでこれからと
いう段階ではありますので、ぜひ今日のようなこ
ういう会をきっかけにそういう組織が必要だと
言っていただけたらと思います。色々な組織での
可能性も考えながら、最終的には行政がしっかり
と組織を作るというのが理想だとは考えていま
す。

■ 高橋　先生ありがとうございます。やはり参
画の目的や文脈や色々あるので、それを全部ひと
まとめにできるようなグランドデザインというの
は、たしかになかなか難しいと思います。まだま
だ日本では始まったばかりと言いますか、現在進
行形の黎明期なのかもしれませんが、たとえばイ

ギリスの場合には、様々な文脈をとりまとめての
全体的な総括を NICE がやっているのでしょう
か。

■ 江口　私が理解している範囲では、NICE は
NHS の中の一部ではありますが、独立した組織
です。診療ガイドラインなど医療技術評価をやっ
ているところで、その中に患者・市民の参画を得
ています。NHS は医療機関の運営に関して患者・
市民の参画を義務付け、NICE は臨床の側で患者・
市民参画を得ているので、実はそれぞれは分断さ
れています。本来は 1 つが好ましいのかもしれ
ませんが、今の段階ではそういう状態だと思いま
す。

■ 高橋　そうしますと患者会とか、色々なお立
場の方が勉強しようと思った時に、先ほどのご質
問にもあったように、まずはここからということ
もそう簡単には言えないですね。そうなるとまず
はここを勉強しようといったスタンスでも、ずれ
てはいないでしょうか。

■ 江口　そうですね、この審議会に入るからこ
の勉強をしましょうねということです。

■ 高橋　なるほど…。

■ 江口　本来は先ほどお見せしたようなバンク
というプールが作られて、こういう研修を受けた
方はこの方々という、そういう大きなバンクがで
き、そこの方々に色々な地方行政なら地方行政が
投げて、こういう要望が来ていますよということ
を共有し、その中で手挙げをしていただくという
のが、ある意味では効率的かもしれませんが、今
の段階ではそういうネットワークはない状況で
す。
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■ 高橋　これからそういう仕組み作りですね。

■ 江口　はい。

■ 高橋　ありがとうございます。とても大事な
ご質問でした。他にはいかがですか。

ピアサポートや地域包括ケアシステムの
中でも考えられる

■ 参加者 C　私はライターをやっていてがんサ
バイバーです。当事者発信ということでお聞きし
ます。今日は PPI に関心を持つ医療者の方がおら
れますので、お聞きしたいのですが、たとえば診
療ガイドラインの作成に患者・市民参画を願うと
いうのは一例だと思いますが、それ以外に、医療
者が考える、当事者である患者あるいは以前患者
だった人に参加してほしい、協働したいというよ
うなジャンルが他にあるのかを知りたいと思いま
した。ひとつは、医療情報の発信の問題があり、
以前患者だった当事者としては、よかったことも
苦しかったことも含めて自分の経験をむだにはし
たくないという思いがやはりあります。これから
同じ道を歩むかもしれない人に対して、正しく効
率のいいことをしてほしい、あまり馬鹿なことは
してほしくないということも含めて、今流行って
いるブログや SNS で発信をされている方もい
らっしゃり、そこですでに当事者としての思いと
言いますか使命は一定程度果たされていると言え
ます。そうなるとたとえばここのマッチングバン
クに、高い壁を登ってまでも登録しようという意
欲はなかなか出ないかもしれません。ただそうは
言ってもこころざし的には、そういう思いを持つ
人も少なくないので、診療ガイドライン作成委員
会でなくてもわれわれ当事者がお役に立てる場は
こういうところにあります、こういうところでほ
しいのですといったご意見を、もしあればお聞き

したいと思います。

■ 高橋　若尾先生いいですか。

■ 若尾　ちょっと PPI とは違うかもしれないの
ですが、私は今日お話
を聞いていて近いなと
思ったのは、ピアサ
ポートです。ピアサ
ポーターとして色々な
施設、あるいは地域の
サロンなどの中に入
り、患者さんに対して
ご自分の体験を語っていただくということで、医
療者ができないところで支えていただくもので、
これは医療の一角だと思います。また、文科省が
外部講師を活用するということで 2020 年 4 月
からがん教育が始まります。そういう中で外部講
師に体験談を話していただき、命と健康の大切さ
を伝えることは、学校の先生もできないし、医療
者もできないことなので、やはりそこは患者さん
や経験者、サバイバーの方の非常に大事な役割か
なと思います。
　やはりそこでも出てくるのはこのマッチングで
あり、自分を一般化してお話ができるというスキ
ルなどが重要で、求められるスキルと課題は、ど
こでも同じなのではないかと思います。それにプ
ラスアルファして、たとえば臨床試験であれば臨
床試験のことを知っている、診療ガイドラインで
あれば診療ガイドラインの役割などを知ってい
る、政策であれば政策の作り方を知っている、ピ
アサポーターであれば今の医療の仕組みを知って
いる、というようなことが必要だと思います。ベー
スラインがあって、それに専門医制度ではないで
すが 2 階建てになっていると言えます。本当に
基本的なところで、ご自身の話し方や表現の仕方
とか、人の話を聞くというものがあって、その上
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で、それぞれの専門の領域について勉強し知識や
スキルを身につけるといった形で、よりその場で
活躍ができるのかなということを、お話をうか
がっていて感じたところです。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは櫻井
先生お願いします。

■ 櫻井　ちょっと思うのは患者さんという当事
者を通してという意味では、大きな関りと身近な
関りがあるのかなと思いました。Minds などで
関わる大きな関りもあるのかもしれませんが、地
域包括ケアシステムの中で身近に関わるという関
わり方があってもいいのかなと思います。個人的
には 10 年ほど前からがん治療に関わるすべての
医師が基本的な緩和ケアについて学ぶという研修
会が色々なところで行われ、その立ち上げなどに
も関わった経験があります。そのための教材作り
などもしました。最初のころはどちらかと言えば
若手、あるいは経験者に色々なことで情報共有し、
教育をするという感じだったのですが、研修の内
容が何年か前から変わってきて、がん当事者の意
見を聞きましょうというようになってきました。
研修プログラムの中に患者さんが出てきて色々な
発言をしてくださるのです。そうしたところを間
近に見て、ああこういうように思っていたのだと
いう学びを得ることができています。さらに僕た
ちはウチの病院の緩和ケア研修会に患者さんだっ
た地域の方をお呼びして、若い医者がやるグルー
プワークやシミュレーションみたいなことを見て
もらっています。逆に医者はこんなに大変なのか
とか、迷いながらやっているのだというところを
見ていただいたりしています。そこで思うのは地
域包括ケアシステムの中に病院が、病院ではない
役割をもう少しできたらいいのかなと思っていま
す。垣根のない、患者さんとの寄り合いのような
ものをつくる、そういうシステムと言いますか企

画ができていくといいかなと思いました。

■ 高橋　ありがとうございました。

今後のワークショップ開催をめざして

■ 参加者 D　共同通信のものです。スライド
30（43 ページ参照）にある、最低 2 名のトレー
ニング受講者と疾患の経験者ということですが、
このトレーニングというのはすでに存在している
のですか。ハードルは高いかもしれませんが、ぜ
ひ自分も参加してみたいという方がいらっしゃれ
ば、そういうトレーニングができる機会が開かれ
ているといいと思い、おたずねしました。

■ 江口　ありがとうございます。すみません説
明不足でした。このトレーニングが先ほど申しあ
げた Minds 主催のワークショップです。

■ 参加者 D　初めて開かれたという…。

■ 江口　はい。おそらくワークショップは、最
初のステップなので、それにプラスしてやらなけ
れば足りないと思います。Minds では、まずは
1 回やってみて、どういう参加者の方が集まり、
どういうニーズがあるかということを調べるため
のワークショップでしたので、これからまさに進
めていくところです。

■ 高橋　そうしましたら先ほどのお話にあった
診療ガイドライン作成ワークショップが第 1 回
だったのですね。どのように広報をなさったので
しょう。たぶん今日のお話をうかがって研修を受
けてみたいと思われる方もたくさんおられると思
うのですが。

■ 江口　最初でしたから色々な方にご参加いた
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だくよりは、やはり患者会の方を中心に広報しま
した。患者会のご意見を中心に聞く方がまずはい
いかなということで、基本的には患者会の方を経
由してお願いしたのですが、あっという間に 20
人応募いただきました。Minds の方に確認しな
いと分かりませんが、ホームページ上で公募する
のか、まだそこは決っていないのですが、いずれ
にせよ私どもでも本日そういうご意見をいただき
ましたので、ホームページ上などでしっかりとし
たアナウンスをしていくことが大事だと思ってい
ます。

■ 高橋　第 2 回以降もありそうですか。

■ 江口　もちろんですが、ただ予算の問題はあ
るのかもしれません。

ピアサポーターとしてフレッシュな思い
を伝えたい

■ 参加者 E　どうもありがとうございました。
先ほど患者パネルというお話がありましたが、私
は現役の患者パネルの 4 年生です。実は私自身
サバイバーで 1992 年に脳腫瘍をやり、2010 年
に乳がんということで 2 回のがん体験がありま
す。こちらに期待される人物像というスライドを
見た時に、患者ならできるかなと思いました。ま
た NICE では Lay メンバーを大事にされている
というお話をうかがい、非常に共感しました。実
際に私自身もピアサポートをしていまして、そこ
でこの国立がん研究センターの患者パネルを知っ
て応募しました。その内にだんだんと考え方が、
医療者の視点が理解できるようになってしまい、
そこはとてもまずいなと思っています。逆に言い
ますとピアサポートはずっと続けたいと思ってい
ます。余裕どころではない、自分が何を話してい
るかも分からないような方々にピアサポートに来

ていただいています。そういう場に自分が今いら
れることが非常にいいと思っています。その気持
ちをフレッシュなまま届けたいと思っています。
本日のお話を聞いていて強く思ったのは、結局、
困っているから支援がほしいのであって、周りで
こういう目的があるから行くという以前の問題だ
と思いました。そういう困っているところに役
立っているのがピアサポートのいい意味の役目だ
と思っています。
　もっと言ってしまうと私自身が希少がんでし
た。また就労支援などもテーマに出ていますが個
人営業なので、事業所に行くこともありますが就
労問題も個人的影響なので、自分であたふたして
やらなければなりません。希少がんですと、変な
言い方ですが、自分も罹っているのですが乳がん
はいいなと思うこともあります。乳がんの方は周
りにお友だちがたくさんいるということもありま
す。そういう孤立感のようなものを持っている患
者さんたちの意見をうまく吸い取るようなシステ
ムというものも考えていただけたらと思います。
期待される人物像は非常によく分かりますが…。

■ 高橋　フレッシュな気持ちの声を届けるとい
うのは、非常に重要ですね。どんどん練れてくれ
ばくるほど逆に難しくなる場面もあるかもしれな
いということですね。
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■ 参加者 E　ですからサポーターとしては本当
に初心に帰ろうということでやってはいます。

■ 江口　ぜひそういうフレッシュな感覚で参加
していただけるような場を、これから作っていけ
ればいいと思いますが、先ほどのご質問にもあり
ますようになかなかグランドデザインと言います
か、そういう大きな礎がない中で、今はあちこち
やっているということですから、何とかこの事態
を少し整理して、しっかりと患者さんの、希少が
ん患者さんも含めて色々ながんの方の意見をうま
く聞き取れるような仕組みを先生方と一緒に考え
られたらいいなと思います。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは最後
のご質問をどうぞ。

参画が個人的なメリットになることは少
ないが将来的な医学の向上には重要

■ 参加者 F　私は柏からまいりました。3 年前
に膵臓がんになり、全摘をして今は治療中です。
勉強不足で PPI という言葉は今日初めて聞きまし
た。途中まで何の話か分からなかったのですが、
30 分後にこういうことが PPI なのかと理解でき
ました。なぜ私は今日、ここにいるのかと思いな
がら聞いていました。今、私が困っていることは、
膵臓全摘の状態ですから糖尿病だということで
す。本日のお話を聞いて客観的には参画というこ
とは分かるのですが、私にとってのメリットとし
ては、何かこれから糖尿病の治療法ができてくる
とかそういうことしか考えにくいのです。私のよ
うな人がその参画した人の中にいるのかなと思い
ながら聞いていました。

■ 江口　ご質問をありがとうございます。やは
りしっかりと参画していただくことが医学研究

や、今これから作られていく研究にいい影響を与
え、遠回りではありますが最終的に患者さんのメ
リットになるということです。今すぐにこの参画
によって何かが変わるというわけではないのです
が、医学に関しては少なくとも患者さんの意見を
反映することで将来的な医学の向上につながると
いうように私は考えています。今お抱えの疾患に
関して PPI が直接関係することはないかもしれま
せんが、行政の方の医療政策の方でしたら、少な
くともこういう仕組みをつくるべきだとか、こう
いう支援の会を作るべきだという、医学ではなく
そういう政策面に関しては、インプットが比較的
やりやすく、かつフィードバックも早くできるか
と思いますので、せっかく聞いていただいたので
ぜひ何か活用していただければと思います。

■ 高橋　参加された方の、意見が反映されるま
での時間は、色々な文脈によって違いはあるかと
思いますが、政策への反映は、たしかに比較的短
いかもしれません。
　ご質問ありがとうございました。
　ちょうど時間になりましたが、今日もたくさん
のご質問をいただきましてありがとうございまし
た。オープンセミナーはいつもそうなのですが、
かなりホットな、と言いますか新しい話題を採り
あげますので、現在進行形で、今色々なことがこ
れから始まるぞという内容をお伝えしています。
2017 年開催のがんリハの時もそうでした（第 9
回オープンセミナー：知っておきたい！がんリハ
ビリテーション）。そういうテーマを採りあげま
すので、こうして色々なお立場から意見をいただ
くことで、それがまた中枢の方に色々と跳ね返っ
ていくと思います。今日もご参加いただき、大変
ありがとうございました。先生最後に一言お願い
いたします。

■ 江口　ありがとうございます。PPI という言
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葉がこれからどんどん広がって、色々な患者・市
民の方がその言葉を聞いて、こういう関わり方が
あるのだ、みんなでこういうところに集まれば共
有できるのだということが、もっと広がればいい
と考えています。みなさま方にも引き続きご協力
をお願いします。今日は大変ありがとうございま
した。＜拍手＞

■ 高橋　みなさまありがとうございました。次
回は 2020 年 1 月 15 日に今度はサバイバーシッ
プ全般のお話になります。スピーカーは私ですが、
がんサバイバーシップの来し方行く末についてお
話をさせていただく予定です。今日もありがとう
ございました。

「「第第1188回回オオーーププンンセセミミナナーー」」アアンンケケーートト集集計計                                                          参加者　115名
令令和和元元年年1100月月2288日日（（月月））実実施施                                                                                            回答者    89名（回答率　77.4％）

受受付付登登録録者者115588名名    おお立立場場（（複複数数回回答答））

アアンンケケーートト集集計計

参参加加者者のの感感想想（（自自由由記記述述））
原文ママ

枠組みがとてもよくわかりました。どなたかのご質問にあったように、どう動くかということがとても大切なのだと思います。
国立がん研究センター中央病院のような大病院で、このようなセミナーが開催されたことは行政にも大きく影響があるので
はないでしょうか。医療機関・行政・患者偏りのない支えあいが重要と思います。
患者の声が求められているとハッキリ聞けて、将来が楽しみになりました。
活発な質疑応答が良かったです。
仕事が忙しくなかなか参加できないのですがいつも大変勉強になる勉強会の1つです。"がん"についてのセミナーは数多く
ありますが国がんだからこその信頼性はとても厚いです。患者中心の医療は現場でも感じていましたが、ガイドラインの作
成まで広がる方向にむかっているのに驚きました。今は医療現場を離れていますが、また戻ってみたいなとも思いました。
さすがにがんセンターの企画だと思いました。自分には少し遠い話でしたが、よい方向へいくことを期待したくなる内容でし
た。
取り組みを知ることができ、勉強になりました。質問に答えるDrがやさしそうで、こうした会の交わりの良さ、意義を感じまし
た。この場自体が交わりの場にもなっており、良かったです。
わかりやすい内容で、またテーマ（PPI）が興味深いものでしたので、参加してよかったです。わたしもぜひPPIに関わり、何
かに参加したいと思います。
本日の質問にもありましたが、患者会に参加できない心身の状況でいる人こそ、解決できないことがあり、悩みが多くあるこ
とを知ってほしいです。
患者参画に関しては、なかなか幅が広がらないイメージがあり、（例えばある1人がどこにでも起用されているなど）これか
ら、こういったPPIの動きがあることへの周知がまずははじまりだなと思いました。
患者・市民参画という概念について学びました。より良い医療環境が整う事を祈ります。
重要なテーマ。意外と仕組みが整っていないことに気付きました。江口様が予算不足を心配しておられましたが、今後も当
プロジェクトが続けばいいなと思いました。高橋先生が話をうまく取り回し、専門家との通訳（和文和訳）を務めたことで理解
が進みました。ありがとうございます。
ななどど

開開催催にに関関すするる希希望望（（自自由由記記述述））
原文ママ

最後に高橋先生がおっしゃっていたとおり、毎回「ホットな」テーマがとり上げられ、勉強になります。ディスカッション含め、と
ても有意義に感じています。今後とも先端の話題をよろしくお願いいたします。
NCCのメールで開催予定を知ることが多いです。お知らせの継続をお願いします。
サバイバーシップに興味があります。患者として何ができるか考えてみたいです。
ななどど

41.1% 20.5%
1.1%
5.8% 9.5% 11.6% 10.5%

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

30.3% 68.5%

1.1%性性別別 男性 女性 未回答

2.2%
14.6% 22.5% 36.0% 19.1%

4.5% 1.1%年年齢齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

58.4% 27.0%
0.0% 0.0%

14.6%
オオーーププンンセセミミナナーーのの感感想想 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

44.9%
24.7%

2.2%
6.7%

11.2%
15.7%

9.0%

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

おお立立場場（（複複数数回回答答））

57.3%

12.4%

7.9%

24.7%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カカフフェェをを知知っったた経経由由（（複複数数回回答答））
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「「第第1188回回オオーーププンンセセミミナナーー」」アアンンケケーートト集集計計                                                          参加者　115名
令令和和元元年年1100月月2288日日（（月月））実実施施                                                                                            回答者    89名（回答率　77.4％）

受受付付登登録録者者115588名名    おお立立場場（（複複数数回回答答））

アアンンケケーートト集集計計

参参加加者者のの感感想想（（自自由由記記述述））
原文ママ

枠組みがとてもよくわかりました。どなたかのご質問にあったように、どう動くかということがとても大切なのだと思います。
国立がん研究センター中央病院のような大病院で、このようなセミナーが開催されたことは行政にも大きく影響があるので
はないでしょうか。医療機関・行政・患者偏りのない支えあいが重要と思います。
患者の声が求められているとハッキリ聞けて、将来が楽しみになりました。
活発な質疑応答が良かったです。
仕事が忙しくなかなか参加できないのですがいつも大変勉強になる勉強会の1つです。"がん"についてのセミナーは数多く
ありますが国がんだからこその信頼性はとても厚いです。患者中心の医療は現場でも感じていましたが、ガイドラインの作
成まで広がる方向にむかっているのに驚きました。今は医療現場を離れていますが、また戻ってみたいなとも思いました。
さすがにがんセンターの企画だと思いました。自分には少し遠い話でしたが、よい方向へいくことを期待したくなる内容でし
た。
取り組みを知ることができ、勉強になりました。質問に答えるDrがやさしそうで、こうした会の交わりの良さ、意義を感じまし
た。この場自体が交わりの場にもなっており、良かったです。
わかりやすい内容で、またテーマ（PPI）が興味深いものでしたので、参加してよかったです。わたしもぜひPPIに関わり、何
かに参加したいと思います。
本日の質問にもありましたが、患者会に参加できない心身の状況でいる人こそ、解決できないことがあり、悩みが多くあるこ
とを知ってほしいです。
患者参画に関しては、なかなか幅が広がらないイメージがあり、（例えばある1人がどこにでも起用されているなど）これか
ら、こういったPPIの動きがあることへの周知がまずははじまりだなと思いました。
患者・市民参画という概念について学びました。より良い医療環境が整う事を祈ります。
重要なテーマ。意外と仕組みが整っていないことに気付きました。江口様が予算不足を心配しておられましたが、今後も当
プロジェクトが続けばいいなと思いました。高橋先生が話をうまく取り回し、専門家との通訳（和文和訳）を務めたことで理解
が進みました。ありがとうございます。
ななどど

開開催催にに関関すするる希希望望（（自自由由記記述述））
原文ママ

最後に高橋先生がおっしゃっていたとおり、毎回「ホットな」テーマがとり上げられ、勉強になります。ディスカッション含め、と
ても有意義に感じています。今後とも先端の話題をよろしくお願いいたします。
NCCのメールで開催予定を知ることが多いです。お知らせの継続をお願いします。
サバイバーシップに興味があります。患者として何ができるか考えてみたいです。
ななどど

41.1% 20.5%
1.1%
5.8% 9.5% 11.6% 10.5%

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

30.3% 68.5%

1.1%性性別別 男性 女性 未回答

2.2%
14.6% 22.5% 36.0% 19.1%

4.5% 1.1%年年齢齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

58.4% 27.0%
0.0% 0.0%

14.6%
オオーーププンンセセミミナナーーのの感感想想 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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24.7%
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友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カカフフェェをを知知っったた経経由由（（複複数数回回答答））
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　本日はたくさんお集まりいただきましてありが
とうございます。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。
　後ほど、これからじっくり高橋都先生から、サ
バイバーシップ研究について、まずは「公民館カ
フェ」、そして「ご当地カフェ」、さらにはこの「が
んサバイバーシップオープンセミナー」のお話も
あると思いますが、国立がん研究センターに「サ
バイバーシップ」という名前がついた部署ができ
たのが 2013 年です。逆に言うとそれまでは、
わが国のこういう公的機関で「サバイバーシップ」
という言葉もありませんでした。そこであえて、
これが今後のがん医療を進める上で大切だという
ことで当時、理事長の堀田知光先生に色々お願い
をして作っていただいたということです。
　そのサバイバーシップという言葉は、言葉だけ

ではなくてその言葉と考え方を広め、多くの方に
知っていただき、またそれを活用していただくた
めに「公民館カフェ」や、色々と地方の方に行か
せていただき「ご当地カフェ」などを行う一方で、
ただ広めるだけではなくて、その中身がなければ
いけないということで、様々なコンテンツも作っ
ていただいたということです。今日は、今までの
その 7 年間の集大成をお話しいただくというこ
とで楽しみにしております。
　みなさんもお話をお聞きいただき、質疑も受け
ていただけるので、質疑を含め、これからのご希
望など、忌憚ないご意見をいただき私どもの活動、
あるいは高橋都先生のこれからの研究活動などに
資するものにできればと思っています。
　本日は短い時間ですが、ぜひ色々とご質問等も
お願いしたいと思っています。

がんサバイバーシップ研究と実践の未来メインテーマ

2020 年 1 月 15 日
18 時～ 19 時 30 分

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 19 回　がんサバイバーシップオープンセミナー
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　第 19 回がんサバイバーシップオープンセミ
ナーにご来場いただき、ありがとうございます。
本日、司会進行を務めさせていただきます、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。どうぞよろしくお願いいたします。
　若尾先生、ありがとうございました。それでは

「がんサバイバーシップ研究と実践の未来」とい
うことで、われらの部長になります高橋都先生に

ご登壇いただきたいと思います。
　まずは 1 時間ご講義をいただき、その後 30 分
の質疑応答に移らせていただきますのでよろしく
お願いいたします。高橋都先生に関しては多くを
語らなくてもみなさまご存じだと思いますので、
私からの紹介は割愛させていただきます。よろし
くお願いいたします。

土屋　雅子
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

講演を始めるにあたって
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はじめに―本日の内容

　みなさま今晩は。高橋でございます。実は新年
早々、骨折をしてしまいました。ギプス姿でお見
苦しいのですが、これが厄落としになればいいと
思っています。
　さて、がんサバイバーシップオープンセミナー
は今日が第 19 回です。そのお知らせメールで、

「なお、高橋はこの３月で国立がん研究センター
を定年退職いたします。それに伴い、現在の形で
開催するがんサバイバーシップオープンセミナー
も今回が一段落となります」とお伝えしたためか、
たくさんのお申込みをいただきました。ご参加あ
りがとうございます。
　このオープンセミナーでは様々な分野のエキス
パートの方々に来ていただき、ふだんは聞けない
お話をうかがい、ザックバランな質疑応答を行っ
てきました。今回も同じように開催して「実はこ
れが最後です」と言って静かにフェイドアウトし
ようと思っていたのですが、部内から、最後なん
だからサバイバーシップ支援部の 7 年間を総括
することで、日本のサバイバーシップのことも少
し見えるかもしれないという意見が出まして、「そ
れでは」ということになった次第です。
　今日は、まず「これまでの道筋」、ついで「が

んサバイバーシップ／サバイバーの概念」につい
てお話しします。サバイバーシップあるいはサバ
イバーという概念については、今でも本当に様々
な意見があります。私がこの表現を知った 20 年
前頃と較べると、まただいぶニュアンスが違って
来ていますので、そのあたりの経緯もお話ししま
す。それから、「がんサバイバーシップ研究やケ
アの領域」が含むトピック、さらにこの 7 年間
の私ども「がんサバイバーシップ支援部の活動」
――大きく分ければ「研究活動」と「参加型学習
活動」なのですが、そこをご紹介したいと思いま
す。さらに「変わったこと、変わらないこと、こ
れから必要なこと」「これから取り組みたいこと」
などについてもお話しします（スライド 1）。
　すでに今日は、セミナーが始まる前から「この
4 月からどうするの？」と 10 人以上の方から聞
かれました。まだ秘密です＜笑＞。しかし地域に

スライド１　内容

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

がんサバイバーシップ研究と実践の未来

62 Ⅰ　オープンセミナー・第 19 回

30年度�ンサ�イ�ー.indb   6230年度�ンサ�イ�ー.indb   62 2020/03/07   13:202020/03/07   13:20



出て、医療機関や大きな組織の外で、サバイバー
シップに取り組んでみたいと考えております。ま
た時期が来ましたらご連絡できると思いますの
で、よろしくお願いいたします。

これまでの道筋

　知らない人も多いでしょうが、私はもともとは
内科医でした。どのくらい知られていないかと言
いますと、白衣を着てそのへんを歩いていますと

「ああ高橋先生、今日は寒いのですか」と言われ
るくらいです＜笑＞。白衣は仕事着ではなく寒い
ときに羽織るものになっているのですね。
　私は医学部を卒業してから 10 年間、一般内科
臨床に従事しました。東京郊外の小さな地域密着
型の病院にいましたので、患者さんの暮らしがと
ても身近に感じられる環境でした。健康や病気を
もう少し暮らし目線を持って考えたいと思い、
30 代半ばで大学院に進みました。専攻は国際保
健学です。なぜ国際保健学だったのかと言います
と、プロジェクトマネジメントや医療人類学など、
医学部では学べなかった科目があったからです。
これが非常に面白かった。
　大学院に入って初めての夏休みに、ひと夏、
ニューヨークの様々な非営利支援団体の見学をし
ました。そのひとつに「CancerCare Inc.」とい
う、今でも非常にアクティブな団体があります。
患者会ではなく、1944 年設立の非営利の専門家
団体です。地域に専門家が出て様々なサービスを
提供しているのですが、そこのモットーに感銘を
受けました。「がんが始まっても人生は終わらな
い」。本当にその通りだと思ったのです（スライ
ド 2）。
　大学院修了後は、複数の公衆衛生系の大学教員
を経て、2013 年から現職につきました。公衆衛
生と言いますと集団の健康を考える学問です。私
も、社会には大変興味があったのですが、それだ

けではなく、社会の中でがん体験を持ちながら生
きる個人に、やはり一番興味があったのだと思い
ます。「がんサバイバーシップ」という表現を知っ
たのは大学院を終えた頃だと思いますが、社会の
中で生きる個人に着目する「サバイバーシップ」
という概念に触れて、私が取り組みたいのはこの
領域なのではないかと思った次第です。
　2013 年 4 月に国立がん研究センターがん対
策情報センターの一部門として「がんサバイバー
シップ支援部」が立ち上がりました。なにしろ前
例がないので、何をどうしていくかを色々考えま
した。当初からのビジョンは、「がん診断や治療
の後も、本人や家族が充実した人生を送ることが
できる社会」であってほしいということです。し
たがってミッションとしては「そのような社会の
構築に役立つ活動」を行うことであり、それは研
究、学習イベント、人材育成に分かれます。人材
育成は、私どもが直接取り組むと言うよりは、他
の部署の活動をお手伝いする形で参加させていた
だきました（スライド 3）。
　現在の構成員ですが、サバ部は小所帯です。常
勤の研究員は私と司会の土屋の 2 人だけです。
非常勤研究員が 3 名、非常勤研究補助員 2 名、
外来研究員 5 名です。ハンドアウトの資料の最
後にこの 7 年間に発表した論文、書籍、学会発
表のリストを載せました。7 年間で論文 64、書
籍 19、学会発表 179。これは集中的に基礎研究

スライド２　
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をやっている部門に較べればとても少ないと思い
ます。ただこの規模の社会科学系の部で、多角的
に活動しながら研究を続け、ひとつの形にまとめ
ていくプロセスではこれでも精一杯頑張ったかな
と思っております。

がんサバイバーシップの概念

　「サバイバーシップ」と「サバイバー」という
カタカナは、日本でも最近でこそよく使われます
が、昔から聞かれていた言葉ではないと思います。
結局「サバイバーシップ」とは何か、「サバイバー」
とは誰のことなのか、その定義についてはさまざ
まな意見があります。初めて「がん」と「サバイ
バーシップ」を関連づけた論文は 1985 年に

『New England Journal of Medicine』に掲載
されました。32 歳で、非常にまれながんである
縦隔胚細胞腫の診断を受けたアメリカ人のフィッ
ツヒュー・モランという男性医師のエッセーです。
それが評判になりました。医療者は目の前の患者
さんをぜひ治そう、少しでも良くしようと頑張り、
患者さんの帰結を治るか、治らないかで考えがち
です。しかしこのエッセーの中で彼は、実際にが
んを体験してみると、治る、治らないという二分
法は医療者の目から見た結果論であり、治るにせ
よ、治らないにせよ、毎日を過ごす上では様々な

課題があると述べています。帰結に関わらず体験
者に共通する課題があるということです（スライ
ド 4）。
　よく引用されるのですが、このエッセーの中で、
彼は非常に辛辣なことを言っています。「( 生存
率の向上を目指すばかりで治療が引き起こす諸問
題を顧みないのは ) 溺れる人を水から引き上げる
先進技術を生み出した後、水から引き上げたのだ
からやるべきことはやったと考え咳きこんで水を
吐くその人をそのまま放置しているようなもの
だ。」というものです。流れて行きそうな患者さ
んをとにかく川から土手に引っ張り上げてあげ
た、だから良かったよねというところで終わって
いるのではないかというメッセージです。これは
非常に辛辣だと思います（スライド 5）。
　ただそれが彼の実感でした。彼は、その後を生
きていく日々には季節があると書いています。

スライド３　がんサバイバーシップ支援部の体制

スライド４　 はじめて「がん」と「サバイバーシップ」を
関連づけた論文

スライド５　
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American Society of Clinical Oncology）は、
がんサバイバーシップとは「The process of 
living with, through, and beyond cancer」と、
時間軸を持って表現しています。非常に抽象的で
すが、要は「診断後を生きていくプロセス全体の
ことである」と言えると思います（スライド 7）。
　キャンサーサバイバーについては、定義がさら
に多様で、先ほどのモラン医師が初代の代表を務
めた「全米がんサバイバーシップ同盟（NCCN：
National Coalition for Cancer Survivorship）」
というアメリカ初のアドボカシー団体では、「が
ん診断を受けた人は診断時から生涯を全うするま
でサバイバーである。家族・友人・ケア提供者も
またサバイバーである」と言っています。
　これは「サバイバー」という言葉を説明するひ
とつの理念なのですが、この NCCS のいわば何
でもありの定義が世界中で有名になってしまった
ために、学術領域では少々問題になってしまいま
した。たとえば「診断時、すでに完治が望めない
状態だったとしてもサバイバーと呼ぶのか？」と
か、「再発や転移があったら？」「旅立ちが近い状
態だったら？」といった疑問の声が生じたのです。
また、たとえば乳がんのように 10 年間ホルモン
療法をしながら元気に社会生活を送っている時
は、治療中でもサバイバーなのかとか、一部の前

エッセーのタイトルは『Seasons of survival』
です。サバイバーシップではなくてサバイバルと
表現されていますが、季節は、診断から治療を受
けていく「急性期」、治療が一段落して経過を観
察していく「延長期」、さらに病院に来る頻度も
少なくなって、ほぼ治ったと思われる「永続期」
に分けられています。ただ、実際はがんから解放
されたと自信を持って宣言できるのがいつかは分
らないとも言っています。実際そうですね。治っ
たのか治らなかったのかは、振り返った結果論で
あって、5 年生きられた、10 年生きられたとい
うのも結果論です。今 7 年生きていても、3 年
後どうなるかは誰も分からないし、そういう見通
しのなさに折り合いをつけながら暮らしているわ
けです。最終的に亡くなる理由ががんであるかど
うかは分かりませんが、フィッツヒュー・モラン
が３つに分けた季節に、彼の仲間がその後、「死
にゆくこと」という季節をつけ加えています（ス
ライド 6）。
　「がんサバイバーシップ」という言葉は、1990
年代後半～ 2000 年あたりから使われるように
なりました。アメリカを中心にがん対策・がん政
策の中にも「サバイバーシップ」という言葉が頻
繁に出るようになりました。世界最大のがん学会
で あ る ア メ リ カ 臨 床 腫 瘍 学 会（ASCO：

スライド６　Mullan が描いた「サバイバルの季節」
スライド７　がんサバイバーシップ・サバイバーの定義
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立腺がんや甲状腺がんのように、状況によっては
治療をしてもしなくても生存率が変わらないとい
うエビデンスがある時、治療を受けていない人も
サバイバーと言うのかとか、色々な疑問が 20 年
も前から出ています。
　さらに「サバイバーという前向きな言葉は、も
のごとをポジティブに考えたがるアメリカ的な表
現ではないか」という批判は、ヨーロッパから根
強く出ています。異論はアメリカ国内からも出て
いて、Wall Street Journal は「サバイバーとい
う言葉はホロコーストやレイプ被害者を連想させ
る」「心臓発作サバイバーとは言わないのに、な
ぜがんだけにサバイバーを使うのか」といった声
を紹介しています（スライド 8）。
　そういう疑問の声に対して全米がんサバイバー
シップ同盟の代表の Ellen Stoval さんは、そも
そも研究者が「研究領域を確立するため、一部の
人が自分たちに都合がいいように、つまり自分た
ちの研究課題にあうように定義を変えていったの
が原因」ではないかと述べ、「NCCS はサバイバー
という言葉をサイエンスの領域に押し付けたこと
はなく、この言葉は記述的なものであり、生物学
的に正しいという意味ではない」と反論をしてい
ます（スライド 9）。
　学術領域では、サバイバーと言えば一般的には

診断されたご本人で、ケアギバーやご家族とは区
別されます。それからニュアンスとしては診断直
後や治療中ではなく、主たる治療を終えた段階の
人 を 指 し ま す。 た だ、cancer patient と か
cancer victim などという言葉が英語で使われて
いたとき、ネガティブな響きを払拭するために、
診断直後であっても cancer patient に替えて
cancer survivor という表現をあえて用いる研究
者もいます。したがってサバイバーというのは誰
のことかについては今だに議論があり、サバイ
バーという言葉を使うならきちんと定義をするよ
うに投稿者に指示している学術雑誌もあります。
　こういう議論を引きずって、アメリカがん協会

（The American Cancer Society）のサイトで
は、すでに 2011 年の段階で開き直りとも言え
るような記載がみられます。スライド 10 はアメ
リカがん協会のスタッフブログです。今はもう古
くなったので削除されていますが、下線部分に「ア
メリカがん協会は、それぞれの人には自分のがん
体験を定義する権利があると考えます。したがっ
て診断当初から人生のしめくくりまでにおいて、
自分をサバイバーと定義したい人ががんサバイ
バーであると考えます。」と書かれています。自
分をサバイバーと呼ぶかどうかは人それぞれだと
言っていますね（スライド 10）。

スライド８　「サバイバー」という呼称への疑問 スライド９　「サバイバー」という呼称への疑問
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　最近は転移・再発後の人を指して metavivor
という言葉も使われています。また現在はがんを
発症していなくても遺伝子診断で将来がんになり
やすい遺伝子を持っていることが分かった人を指
す previvor という言葉もあります。呼び方はま
すます複雑になってきています ( スライド 11)。

がんサバイバーシップ研究やケアの領域

　サバイバーシップケアや研究が注目する時期に
ついてお話ししたいと思います。サバイバーシッ
プケアや研究が注文するのは、がんと分かった初
めのころと人生をしめくくる時期の間の時期だと
よく言われます（スライド 12）。と言いますのは、
患者さんやご家族は診断から治療中、そして人生
のしめくくりに近い時期には病院に、つまり医療
者から見える範囲にいらっしゃることが多いから

です。様々な研究へのご協力をお願いするために
研究者の方が声を掛けることも多くなり、必然的
に、最初の時期としめくくりの時期の研究はとて
も多い印象があります。逆に病院を離れ、社会復
帰をしている時期に直面する問題については、実
はあまり研究がされていませんでした。オースト
ラリア臨床腫瘍学会が「補助療法や初期治療を終
えた時が、サバイバーシップケアの出発点である」
と言っているように、ポストトリートメント、つ
まり、治療後の状況に焦点をあてることが多いと
思います。
　National Comprehensive Cancer Network

（NCCN：全米総合がん情報ネットワーク）とい
う団体は、サバイバーシップに関するガイドライ
ンも作っています。このガイドラインに対して外
部から「より治療後の課題に特化すべき」という
意見が寄せられました（スライド 13）。2019 年
の改定にあたっては、その点についてサバイバー
シップガイドラインのパネルメンバーが検討した
そうです。サバイバーシップ研究やケアの軸足は
確かに治療後にあるのでしょうが、実はガイドラ
インの推奨の多くは active therapy（治療）中
の人に適用されることも多いし、年余にわたり治
療を受ける人にも適用されることも多いです。治
療中と治療後と明確に区切ることがなかなか難し

スライド 11　

スライド 12　間の時期スライド 10　アメリカがん協会の考え

67がんサバイバーシップ研究と実践の未来　

30年度�ンサ�イ�ー.indb   6730年度�ンサ�イ�ー.indb   67 2020/03/07   13:202020/03/07   13:20



くなってきている状況で、2019 年のサバイバー
シップガイドラインでは、治療後と言うよりも、
慢性がん、つまり、長期的にがんとつきあって生
きることを意識しようという考え方が出されまし
た。がんの完治は期待できなくても治療を続けて
社会生活を送っている方や、病気の進行が遅く治
療が間欠的である方など、がん治療との付き合い
方も変化してきているからです。私が学生だった
ころのように、がんと診断され、治療を受け、治
療が尽きたら終末期が近くなる・・・そのような、

誌の掲載論文テーマ、アメリカ NCI の Office of 
Cancer Survivorship の研究助成テーマ、そし
て成人と小児のがんサバイバーシップの主要教科
書の目次をさらって、含まれるテーマを分類して
みました。
　実に多様なテーマが含まれていました。たとえ
ばがん治療を終えたあとの長期的フォローアップ
ケアの戦略ひとつとっても、誰がどのようなモデ
ルでフォローアップするのがいいのか、その質を
どう担保するか、ケアにかかわる多職種の連携を
どうとるかなど、さまざまな論点があります。長
期合併症や何年もたってから新たに出てくる晩期
合併症の対応については、症状別の実態調査やリ
スク要因の研究なども大切です。さらには健康格
差問題や、社会的システムの問題としての就学や
就労、経済的困難なども重要です。
　がんになってからの健康づくりも大切なテーマ
です。がんなのに健康づくり？と思われるかもし
れません。10年ほど前からがんリハビリテーショ
ンが注目され始めたころには、「がんなのになぜ
リハビリ？」とよく言われました。しかし今は当
たり前になってきています。それと似ていますね。

スライド 13　 がんサバイバーシップに関するガイドライン
関係の動き

スライド 14　がんサバイバーシップケア・研究に含まれるテーマ

モランが表現したような分
かりやすい季節を区別でき
た時代とは違ってきている
のだと思います。
　さて、サバイバーシップ
ケアや研究に含まれるテー
マを見てみましょう。この
領域は、本当にたくさんの
ものを含みます。「これも
入るの？」と思えるような
ものも入っています。スラ
イド 14 は、『医療の広場』
という雑誌にまとめたもの
です。『Journal of Cancer 
Survivorship』という学術
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スライド 15　第 3 期がん対策推進基本計画におけるサバイバーシップ

がんになったとしてもその後は長い。病気はがん
だけではありませんから、その後の健康づくりに
向けて、がん患者の喫煙、飲酒、運動、食事、睡
眠、薬物依存、ハイリスク性行動、日光暴露、ワ
クチン接種なども研究やケアのテーマになりま
す。
　対人関係やライフイベントもテーマです。恋愛、
結婚、挙児、育児、介護などは、がんになってい
なくても私たちにとって大きなライフイベントで
すが、人生にがんという要素が入ってきた時には、
その影響が問題になってきます。さらに、がん体
験は悪いことだけではないかもしれません。
Post Traumatic Growth（PTG: 心的外傷後成
長）やレジリエンスの研究をしている方たちもた
くさんいます。一方、がん偏見も重要テーマです。
　第 3 期がん対策推進基本計画（スライド 15）

の中では、3 本柱の中の「3. がんとの共生」が
サバイバーシップを指していると言われますが、

「2. 医療の充実」の中にも「（5）支持療法」や「（7）
小児がん、AYA 世代のがん、高齢者のがん」な
どはサバイバーシップに関連してくるでしょう。
さらに、予防についても、家族をはじめとして身
近にがんになった方がいる場合には、自分のがん
や健康に対する見方が違ってくるかもしれませ
ん。今はがんとは診断されていなくても、何らか
の形でがんと関係している方の予防行動という意
味では、「1. がん予防」もサバイバーシップ研究
の中に入るのかもしれません。

がんサバイバーシップ支援部の活動

　これだけさまざまなテーマがある中で、サバ部
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のメンバーは、色々なことに興味を持ち、取り組
んできました。サバ部の仕事の流れには、ひとつ
のパターンがあります。実態をしっかり把握する。
そして課題が分かったら、それを少しでも軽減さ
せるためのリソースを開発する。そしてそのリ
ソースが本当に役立つのかどうかしっかり評価
し、さらにそれを社会に展開する戦略を考える。
この 3 段階を大事にしました。この一連の流れ
は常にご本人、ご家族、関係する方々のご協力を
いただきながら進めました。大変ありがたかった
と思っています（スライド 16）。

研究活動：がん治療と仕事の両立
　一つの例として、がん治療と仕事の両立に関す
るプロジェクトについてお話しします。数あるが
ん政策の中でも、特にサバ部が取り組んできた
テーマです。まず実態把握の段階ではさまざまな
調査を行い、各種冊子や病院チーム研修、企業研
修のプログラムなどを開発しました。そしてそれ
らリソースの利用者評価、研修受講者評価なども
行い、冊子はすべて無料公開しました（スライド
17）。
　無料公開に当たっては、サバ部ががん対策情報
センターの中にあったことが、大変効果的に働き
ました。作成したリソースを「がん情報サービス」
のサイトの中に置いて無料でダウンロードしてい

ただけるようにできたことは、本当に良かったと
思っています。
　実態把握のために、国内のがん専門病院を受診
する外来患者調査をしたことがあります。診断時
就労者のおよそ 2 ～ 4 割ぐらいの方が診断時の
職場を退職するという先行研究が出ていました
が、この調査の退職者は全体の 2 割ほどでした。
ただ、辞めるタイミングが問題です。この調査で
は、退職者の 4 割は治療が始まる前に辞めてい
ることが分かったのです。また「仕事について医
療者に聞かれたことがある患者」は 4 人に 1 人。
これは早く何らかの手を打たなければいけないと
思いました（スライド 18）。
　同じ調査では、公的支援制度が患者さんに意外
と知られておらず、使われてもいないことが分か
りました。公的支援制度をどこから知ったか質問
しますと、いちばん多かった答えは「自分で調べ
た」。病院では知らされていないのです。患者さ
んたちは必ず病院に来るわけですから、その情報
提供の機会を逸してはならないと強く思いました

（スライド 19）。
　情報支援ニーズが時期によって変化することも
明らかになりました。診断直後に知りたいのは、
入院費や入院期間、治療スケジュールや医療費の
見込みです（スライド 20）。少し治療が進んで
くると、就労に関する専門家の個別相談や、他の

スライド 16　がんサバイバーシップ支援部の仕事の流れ スライド 17　がん治療と仕事の両立①
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スライド 18　がん治療と仕事の両立②

スライド 19　がん治療と仕事の両立

（土屋ほか:癌の臨床,2017）
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スライド 20　情報支援ニーズの時間的変遷①

スライド 21　情報支援ニーズの時間的変遷②

方の復帰体験を知りたいというニーズが高まって
きます（スライド 21）。副作用の仕事への影響や、
職場での副作用対応に関する情報ニーズは一貫し
て上位にありました（スライド 22）。医療者は
治療によって起こりやすい副作用は説明するかも
しれませんが、個別の仕事との関係においては、

医療者が患者さんの仕事を熟知しない限り具体的
なアドバイスができません。そのあたりがブラッ
クボックスであることも分かってきました。
　このような知見にもとづき、医療者向けのガイ
ドブック、患者さんやご家族向けの Q&A 集、社
労士さんと医療者の連携のヒント集、症状で困っ
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スライド 23　リソース開発：冊子

スライド 22　情報支援ニーズの時間的変遷③

た時の職場での対応ヒント集などを制作し、無料
公開しています（スライド 23）。
　研修プログラムの開発も行っています。企業と
較べると、病院での就労支援はまだ不十分で、相

談支援センター以外ではほとんど実践されていま
せん。そこで病院ぐるみの多職種研修を企画しま
して、この 1 月に愛媛県でパイロット研修を予
定しています。働く患者さんの問題については、
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スライド 24　リソース開発：研修／就労支援：どの病院も試行錯誤

相談支援センターに患者さんを紹介すればそれで
すむというものではありません。相談員の方々を
対象とした調査では、対応困難なトピックの第 1
位が就労支援でした。「市民、患者、家族が相談
支援センターを知らない」「院内で活動が理解さ
れていない」「支援が必要な人のスクリーニング
や継続的な相談を確保する仕組みがない」といっ
た声がありました（スライド 24）。
　やはり病院ぐるみで取り組む必要があるのです
が、あの忙しさの中で、正直、患者さんの就労支
援の優先順位が必ずしも高くないのは宿命だと思
います。しかも全国の医療機関はその運営体制や
マンパワーなどの現状が色々です。国立がん研究
センターでしたら、全員ががん患者さんです。し
かし日本にがん専門病院はいくつあるでしょう
か。がん専門病院のほうが特殊であり、その実践
を全国展開しようと思っても無理があると思うの
です（スライド 25）。
　むしろ、自施設の特性や現状に基づいて、ウチ
の病院ではどこからできるのかを自分たちで考え

集まり、それをアンケートやエキスパートパネル
の議論を通じて、病院ぐるみで就労支援に取り組
むときに役立つ 22 種類のアクションにまとめま
した。研修ではそのアクションチェックリストを
提示し、自分たちの病院ではどこから始められそ
うかを多職種で考えます（スライド 26）。
　このように、実態調査に基づいてリソースを作
り、それを評価し、展開するというのが私どもの

スライド 25　病院では均一プログラムは役に立たない

たらよいのではないか。そ
んな問題意識に基づいて厚
生労働科学研究費で申請
し、採択されて、この３年
間取り組んできたのが「ア
クションチェックリストを
用いた病院チーム研修」で
す。アクションチェックリ
ストいうのは、やるべきこ
とを網羅するチェックリス
トではなく、実際の好事例
から抽出したアクションの
リストです。全国各地の就
労支援に積極的な病院に伺
い、ヒアリングを通じて具
体的な好事例を収集しまし
た。100 以上の好事例が
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スライド 27　ビジネスパーソン向け「がんと就労」啓発プロジェクト

スライド 26　アクションチェックリストを用いた病院チーム研修
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スライド 28　『がんになっても安心して働ける職場づくりガイドブック』発表

仕事のやり方です。
　スライド 27，28 はがん対策情報センターと
して取り組んだビジネスパーソン向け「がんと就
労」啓発プロジェクトです。このプロジェクトに
は 5 年間取り組みましたが、一般企業の現場を
知るうえで非常に勉強になりました。医療従事者
は、社会人入学をしない限り、一般企業で働いた
ことがなく、医療機関という世界しか知りません。
したがって目の前の患者さんが会社でどのように
働いているか、自分事として理解しにくいのです。
　このプロジェクトでは、4 年間で 25 名の方々
の両立経験について詳しくお話をうかがい、さら
にその方々と一緒に働いた上司、人事、産業医の

方々との意見交換会やセミナーを開催して、がん
と共に働くということを多角的に考えました。現
場の実感や工夫などについてたくさん教えていた
だき、それをもとにして 5 年目の成果物として『が
んになっても安心して働ける職場づくりガイド
ブック』を作成・公開することができました。こ
のプロジェクトでお世話になった方々も本日はた
くさんご参加くださっています。改めて深く御礼
申しあげます。

研究活動：AYA 世代のがんとくらしサポート
　時間もなくなってきました＜笑＞。サバ部では
他にもさまざまな研究に取り組みましたが、詳し
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くはハンドアウト資料をご覧ください。
　ウェブサイト「AYA 世代のがんとくらしサポー
ト」をご紹介します（スライド 29）。これも、
実態調査に基づいてウェブサイトを開発したもの
です（スライド 30）。さらに今年度からは土屋
雅子先生が代表をする開発費プロジェクトで、
ウェブサイトの評価研究と展開戦略の検討を行っ
ています。このウェブサイトの開発にあたっても、
ＡＹＡ世代のがん体験者の方々、ご家族、関係者
の皆様のご協力をいただきました。どのように

スライド 29　AYA 世代のがんと暮らしサポート①

スライド 30　AYA 世代のがんと暮らしサポート②

作ったのかはハンドブックをご覧ください（編集
註：ウェブサイトのメイキングについては、第
18 回公民館カフェ「AYA 世代のがんとくらしサ
ポートの管理・運営を考える～多くのユーザーに
活用されるサイトを目指して～」をご参照くださ
い）。ウェブサイトには情報セクションと体験談
セクションがありますが、情報セクションはサバ
部が中心となって制作し、体験談セクションは、
がん対策情報センターがん情報提供部の八巻知香
子先生を中心とするグループが制作しました。
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　情報セクションは「心とからだ」「生活」「家族・
恋人」という 3 つのカテゴリーについて、センター
外の先生方にもお願いして分担執筆したのですが

（スライド 31，32）、査読の経過中に多くのコメ

ントがつきました。投稿論文についてレビュー
アーに指摘されるのならともかく、執筆を依頼さ
れながら、たくさんのダメ出しをされて驚かれた
場面もあったかもしれません。それでも、執筆担
当の先生方はとても辛抱強く対応してくださいま
した。研究者同士の意見に基づいて整えたものを、
さらに AYA 世代のがん経験者の方々にお見せし
たところ、また数多くのダメ出しコメントが出ま
した＜笑＞。それらにもさらに対応していただけ
たのは本当にありがたかったです。
　体験談セクションも 6 テーマ 65 件の体験が掲
載され、がん種と年齢などから検索可能になって
います（スライド 33）。
　AYA 世代については、「はじめての就活」プロ
ジェクトにも取り組みました。小児期や AYA 期

スライド 31　情報セクション コンテンツ

スライド 32　情報セクション
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スライド 33　体験談セクション

スライド 34　小児期・AYA 期発症がん経験者の「はじめての就活」支援

に発症して、はじめて就活
をする時にすでにがん体験
がある場合の就職のことで
す。ここでも色々とインタ
ビューやアンケートなどを
やりました。そこから分
かったことをもとに、土屋
先生を中心として『よりよ
い意思決定のための就職活
動応援ガイド』を製作中で
す。経験者やご家族だけで
なく、大学の就職支援セン
ターなどでも活用していた
だけるでしょう。現在、想
定ユーザーの方々に見てい
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ただいて、現場で使えそうかを評価するウェブア
ンケートなどを実施中です（スライド 34）。

研究活動：サバイバーシップケア連携モデルの構
築
　長期的なケアについては、がんを治療する医療
機関だけでは追いつかず、地域のさまざまな支援

の担い手と連携する必要があるでしょう。海外で
は連携モデルが提唱されていますが、日本型の連
携モデルの構築についても研究を進めているとこ
ろです。まだ進行中ですのであまり詳しいことは
資料には入れませんでしたが、調査データやエキ
スパートパネルの議論に基づいて、多角的に検討
していく予定です（スライド 35、36）。

スライド 35　サバイバーシップケア連携モデルの構築①

スライド 36　サバイバーシップケア連携モデルの構築②

参加型学習活動：公民館
カフェ
　私たちは参加型の啓発
活動にも力を入れまし
た。何と言いますか、「カ
フェばかりやってない
か」と言われたこともあ
りましたが＜笑＞、参加
型の活動は大事だと考え
てやってきました。啓発
活動は 3 種類あります。
中央区の月島区民館が会
場の「公民館カフェ」、
それを全国展開した「ご
当地カフェ」、そして、
少し学術度を上げた「が
んサバイバーシップオー
プンセミナー」です。
　「公民館カフェ」は、
月島区民館という会場で
やっています。ここは本
当に公民館らしくて、落
ち着いた感じが大好きで
す。カフェは異なるテー
マの講演と小グループ討
論で構成されます。色々
な背景を持つ参加者が同
じ立場で交流するので、
患者と医療者の立場であ
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れば、「ああ医療者はこんなことを考えていたの
ですか」とか、「ああ、患者さんは外来では言っ
ていなかったのに、実はそうだったのか」といっ
たお互いの気づきがありました。
　スライド 37 のウィッグをかぶっている私の写
真はアピアランスケアの回の時のものです（第 5
回公民館カフェ「病気のワクにとらわれず、自分
を楽しんでいますか？～外見ケアがお手伝いする
こと～」2014 年 5 月 28 日開催）。この日は収
拾がつかなくなるぐらいみなさん盛り上がりまし
たね。おもしろかったです。

参加型学習活動：ご当地カフェ
　「ご当地カフェ」は、サバ部と地方の医療機関
の共催で行うイベントで、平成 28 年度からは公
募制になっています。共催先の医療機関がテーマ
を設定し、地元関係者に参加を呼び掛けます。「公
民館カフェ」も「ご当地カフェ」も必ずお茶とお
いしいお菓子が出ます（スライド 38）。
　この「ご当地カフェ」では、最初に沖縄の浦添
市をかわきりに、7 年間で全国 12 ヵ所に伺いま
した。（スライド 39）。

　宮城県の石巻のカフェは東日本大震災から 3
年経っていない時でした（2014 年 1 月開催）。
そんなタイミングで石巻赤十字病院さんがよくお
引き受けくださったと思うのですが、忘れられな
いのは、「ご当地カフェができるぐらい元気にな
りました」と参加者の方がおっしゃったことです。
本当に忘れられません。
　ご当地カフェではサバ部関係者がご当地にお邪
魔するのですが、おそらくご当地の方々だけでも
こういうイベントはできると思うのです。ただ、
毎日忙しく働く中では、啓発活動の優先順位があ
がらないのが実情でしょうし、いろいろな方が集
まるイベントの前例がなければ取り組みにくいこ
ともあるでしょう。非常に興味深いのは、実際に
ご当地カフェを開いてみたらおもしろかったとい
う声がかなり強く、それがひとつのきっかけに
なって、地元で新たな活動が始まることです。石
巻カフェでは就労がテーマだったのですが、石巻
赤十字病院さんはその後、地元の商工会議所と連
携して「石巻就労カフェ」を毎年独立で続けてお
られます。
　また青森カフェのテーマは「青森の食とがん」

スライド 37　 がんになったあとの暮らしを学ぶ・語る・笑顔になる市民参加型学習イベ
ント公民館カフェ
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でした。がんになっても健康的でおいしいものを
食べようという趣旨でしたが、その後、青森県立
中央病院さんは「食」のイベントをもう 1 回開き、
今年はさらに「がんとロコモ」というテーマで、
がん発病後の身体の動かし方についてのカフェを
開いておられます。テーマをご自分たちで展開し
ておられるのもすばらしいと思いました。単なる

スライド 38　 がんになったあとの暮らしを学ぶ・語る・笑顔になる市民参加型学習イベ
ントご当地カフェ

スライド 39　ご当地カフェ　2014-2019

講演会ではなく、居心地のよいカフェでみんなが
交流できるスタイルも素敵です。

参加型学習活動：がんサバイバーシップオープン
セミナー
　そして「がんサバイバーシップオープンセミ
ナー」です。特定のテーマのエキスパートをお呼
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びして講演をお願いします。学会に来てくださっ
た海外の先生をお呼びしたこともあります。だい
たいいつも 4 割ほどが患者さんやご家族の方々
ですが、他にも色々な方々が参加してくださって
います（スライド 40）。本当におもしろいので
すが、オープンセミナーではいつも質疑応答が途
切れないのです。
　がん対策情報センター長の若尾先生も、お忙し
いのにいつも来てくださいます。スライド 41 の
左下に写っている質疑応答の写真。大きな背中の
男性がいますが、彼は国立がん研究センターに数
年在籍したドクターで、今は東北の地元に戻り勤
務されています。その彼が先日サバ部に遊びに来
てくださって、「おもしろいことがあった」と言

うのです。外来をやっていたら、「オープンセミ
ナーでいつも質問していた先生が外来に出ている
というので、病気じゃないけど寄ってみました」
という方がいたのだそうです。これでは診察料と
れないから…と慌てる先生に、その方は「いいよ、
いいよ」とおっしゃったそうです＜笑＞。セミナー
はそんなご縁のきっかけになったのですね。
　カフェやセミナーでは、終了後もみなさんの話
が弾んで会場からなかなか出てくださらず、「電
気を消しますよ～」と言うほどでした。こうして
出会い、フラットな場で一緒に考える機会が求め
られているのかもしれません。多くの方々にご参
加いただけたことが非常にありがたいと思いまし
た。

スライド 40　 がんになったあとの暮らしを学ぶ・語る・笑顔になる市民参加型学習イベントがんサバイバーシップオープンセミナー
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スライド 41　 がんサバイバーシップオープンセミナー・質
疑応答

スライド 42　 がんサバイバーシップケア・研究の今後に向
けて

変わったこと、変わらないこと、これか
ら必要なこと

　さてそのような 7 年間を過ごして来たわけで
すが、サバイバーシップケアのあり方、あるいは
今後に向けては、サバ部としても色々考えていま
す。サバイバーシップというカタカナはそれなり
に認知されてきたと思います。おそらく今後も長
期合併症や晩期合併症、サーベイランスのような、
今までの医学研究の方法論や医学研究の中にある
ものは黙っていても進むと思うのです（スライド
42）。
　しかし従来の医学研究の枠外のテーマは、黙っ
ていたら進まないのではないかと思います。たと
えば「サバイバーシップケアのあり方」で、長期
フォローアップと言っても、新たながん患者さん
を診察するがん専門医が、治療を終えた患者さん
について 5 年も 10 年も経過を見るのが現実的か
という課題があります。問題が起きるリスクが低
い場合には、可能なら地域の先生方と連携する手
もあるでしょう。プライマリ・ケア医とがん専門
医のどちらがフォローアップを担っても結果に差
がないという研究がすでに海外では出ています。
日本ではどうでしょうか。日本におけるフォロー

アップの場所・担い手・時期・対象などの研究は
今後非常に重要になってくると思います。
　それからサバイバーシップの研究はエンドポイ
ントが簡単に設定できません。医学研究では多く
の場合、生きるか死ぬかというサバイバルがエン
ドポイントになる研究が多いと思います。しかし
価値観や主観が関わる研究の場合はそう分かりや
すくはいきません。たとえば就労領域ではよく「離
職予防」と言いますが、心から納得して辞める場
合もありますし、離職率だけが適切なエンドポイ
ントとは言い切れないでしょう。
　また、たとえば最近は Oncofertility といって
がんの治療と妊孕性は医学研究の新たな領域とし
て注目されています。それは生殖医療が医学の俎
上に乗っているからだと思います。子どもができ
るかできないかは「イチ・ゼロ」で分かりやすい
のですが、その前の性生活はどうでしょうか。が
ん診断や治療は性生活にも影響を及ぼすことがあ
ります。Oncosexology という領域も一時はか
なり注目されましたが、生殖ほど盛んではありま
せん。おそらく医学研究の中に入れにくいからだ
と思います。男性なら勃起機能や射精機能は測り
やすいかもしれません。しかし女性の性欲やオル
ガズムはどのように測るのか。このように、サバ
イバーシップの研究には、測りやすいことと測り
きれないこと、あるいは医学研究という行為に
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フィットするものと、その枠組みに収まりきらな
いものがあるように思います。
　サバイバーシップ研究やケアの内容の多様性を
考える時、今後は、保健医療福祉領域以外の研究
者や実践者との連携が不可欠になっていくと私は
思っています。残念ながらこの 7 年間でサバ部
がなかなか取り組めなかった部分がここです。た
とえば宗教学者や医療人類学者と一緒に研究して
もいい。色々な視点をいただくことが今後は大事
になっていくのではないかなと思います。
　それから、今後はケアの提供の場所も変化して
いくと思います。医療機関以外の地域におけるケ
ア展開ですね。最近、病院でも自宅でもない「第
3 の場」が増えています。

　たとえば石川県ですと、「石川県がん安心生活
サポートハウス」というものを県が作っています

（スライド 43）。ここに来てみなさんがプログラ
ムに参加したり、本を読んだり、思い思いに過ご
します。看護師が常駐しています。
　スライド 44 の「ういケアみなと」は、2 年前
に港区が始めた場所です。昔の国立公衆衛生院の
立派な建物のワンフロアを使って、講演会や各種
教室なども開いています。
　またみなさまもよくご存じかと思いますが、認
定 NPO 法人のマギーズ東京。とてもいい活動を
していると思います（スライド 45）。
　「ともいき京都」というのは、京都大学の看護
の先生方が中心になって運営している任意団体で
す。先日、見学をしてまいりましたが、とてもい
いと思いました（スライド 46）。
　これらの「第 3 の場」は、相談すべきことが
必ずしも明確ではなく、自分が何に困っているか
がまだよく分かっていなくてモヤモヤしている時
に役立つかもしれません。誰に何を聞いたらいい
のか言葉になっていない段階もあると思います。
そういう時に、第 3 の場には病院とはまた違っ
た機能があるように思いました。
　先日「ともいき京都」さんの見学に伺い、ワー
クに参加してくださいと言われ、私は数十年ぶり

スライド 43　 サバイバーシップケアの地域展開～第 3 の場
（石川県）

スライド 45　 サバイバーシップケアの地域展開～第 3 の場
（マギーズ東京）

スライド 44　 サバイバーシップケアの地域展開～第 3 の場
（港区）
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に書道教室に参加しました。「はーい、みなさん
墨をすりましょう」と言われて、何が始まるのか
と思いながら、みんなでそれぞれ好きな字を書い
たのですね。教室の最後に、みんなが自分の作品
を見せ合うのですが、その時に参加していた 70
代ぐらいの男性の方が、いきなりお習字と関係が
ない話を始めたんです。「僕はがんになってから
ね、こんなことがあってね、今日はここにきて初
めて気晴らしになったよ」のようなことを急に
おっしゃったのです。「あなたの思いをしゃべっ
てください」と言っていたら、この方はこんなふ
うに語らなかったかもしれません。何かを一緒に

情報提供や交流の媒体が多様化していると思いま
す。インターネット上のがん経験者コミュニティ
や、子どもを持つがん患者さんへの支援団体など
が増えてきたのも、ここ 5 年ほどの流れではな
いかと思います。
　先日の「第 18 回がんサバイバーシップオープ
ンセミナー」（医療における患者・市民参画（PPI）
の動き～わが国における PPI の取り組み～をご参
照ください）で江口成美先生がお話しくださいま
したが、患者さんやご家族が研究の対象になるだ
けでなく、研究の立案段階から参加する「Patient 
and Public Involvement」も注目されています。
もう PPI という略語になっていますが、今後はさ
らに進んでいくと思います。ただその時に、研究
行為のあり方も考えねばならないかもしれませ
ん。研究には領域ごとの方法論やお作法がありま
す。私が臨床医から研究のトレーニングを受け始
めた時には、研究行為というのは何と不自然なア
クションなのだろうかと感じたこともあります。
しかし、そういう不自然さも研究の一貫として分
かっていただく必要があるでしょう。患者さんや
ご家族の研究参加にあたっては、研究に資する形
でどのように PPI を進めるか、よく考えなければ

やることが人をリラックス
させることや、そこから開
く扉があることを、改めて
感じました。
　スライド 42（84 ペー
ジ参照）に戻りましょう。

「ピアサポートの新しい形」
については、SNS などが
どんどん展開してきまし
て、昔ながらの患者会とは
また違った交流が増えてき
たと思います。
　またスマホなどを使った

「E-health の展開」ですが、

スライド 47　The streetlight effect.

スライド 46　 サバイバーシップケアの地域展開～第 3 の場
（京都大学）
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いけないと思います。
　スライド 47 は「The streetlight effect.」。「街
燈効果」という言葉のスライドです。ある酔っ払
いが鍵を落としてしまい、街燈の下で一生懸命に
鍵を探しています。そこにお巡りさんが通りかか
りました。一緒に探したけれど鍵は見つかりませ
ん。「ところでキミ、ここで鍵を落としたのかい？」
と尋ねたら、酔っ払いは「2 ブロックあっち」と
言います。落としたのはここではないのに、街燈
の下を探している。「なぜここを探しているの？」
とお巡りさんが聞いたら「だって、ここ明るいか
ら」と答えます。私たちは、ものが見えやすいと
ころだけを見て、暗闇に目を向けることが多くな
いかもしれません。本質的なことを横において、
自分たちが使いやすい、慣れ親しんだ手法を使い
たくなるものかもしれません。本当にその手法で
よいのか考える必要があるのではないか、という
示唆です。
　さて、この数年、学術関連団体の動きは速くなっ
ています。先ほどお示しした大変広いサバイバー
シップの領域の一部をとって、新たな学会も設立
されています。「日本腫瘍循環器学会（設立

これから取り組みたいこと

　最後になります。私はずっと国立がん研究セン
ターの外で働いてきていて、自分がまさか築地で
働くことになるとは思っていませんでした。この
7 年間はけっして「光陰矢の如し」ではなく、正
直、長かったと思います。ただ、とても感謝して
おりますのは、色々な発信の機会や多くの方々と
の出会いをいただいたことです。海外の学会や見
学などにも数多く行かせていただきました。
　第 13 回がんサバイバーシップオープンセミ
ナーに来てくださったマイケル・ファイヤースタ
イン（Michael Feuerstein）先生を覚えていらっ
しゃるでしょうか。この先生は第一線の研究者で
ありながら、脳腫瘍になられました。現在も

『Journal of Cancer Survivorship』という学術
誌のチーフエディターを務められ、がんサバイ
バーシップの研究の必要性を強く唱えておられま
す。それは、ご自身が大変な経験をくぐられてき
たからです。「アクティブな治療が終わってしま
うと医療者の関心が薄れることが問題である」「サ
バイバーシップはジョイントベンチャーで、患者

スライド 48　学術関連団体等の動き 2017 年）」や「AYA がん
の医療と支援のあり方研究
会（設立 2018 年）」など、
この 1 年、2 年の動きも
活発です。今後、こういう
複数の学会がどんなことを
とりあげているのか、今後
何が必要なのかを、領域を
超えてみんなで考え、蛸壺
に入らず横串を刺すような
フォーラムのようなものが
あってもいいのではないか
と考えますが、いかがで
しょう（スライド 48）。
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スライド 49　サバイバーが声をあげること

者も協同して何かを起こしていくものだ」「サバ
イバーが声に出して、要求を研究者や医療提供側
に伝えていってほしい」と講演ではおっしゃって
いました（スライド 49）。
　ただ、「関係のスタート時点では、医療提供者
の側から動く必要がある。患者さんが言葉を発す
ることができるような環境を、医療者がどれだけ
作れるかがポイントでは。」とも言われました。
重要な視点だと思います。
　がんサバイバーシップの研究や実践のあり方に
ついて、国立がん研究センターではこれからも取
り組んでまいります。ぜひみなさまのお力をお貸
しください。どうもありがとうございました。

さんもご家族も、関係する人も、研究者も、医療
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課題が続くが人への敬意と
人生への理解を深められる領域でもある

■  土 屋　 高 橋 先 生、
どうもありがとうござ
いました。サバイバー
という言葉が出てきた
時から現在に到るまで
の変遷が少しあったこ
と、私どもの活動につ
いても駆け足でしたが
ご紹介いただきました。
　また私どもへのメッセージなのかなと思います
が、医学研究の枠外のテーマはどのようにやって
いくのかということもお話をいただきました。お
そらく患者さんやご家族の方、ここにおられる研
究者や医療者の方へのメッセージだったのかと
思っています。
　私の感想を言うのも気が引けるのですが、高橋
先生とは 5 年間、一緒に研究活動、カフェ事業
をさせていただいていまして、非常に密な関係に
あると思います。先ほどご紹介がありましたが、
研究員の常勤は高橋先生以外には私 1 人なので
常に高橋先生と一緒に活動をしています。
　そういう中でやるサバイバーシップ研究は本当

に範囲が広く、初めの 3 年間は課題、また課題
ということで山が越えられない。階段を一段一段
昇っていくのが精一杯というところがありまし
た。今もそれは変わりません。1 つの課題をクリ
アすると次にまた課題がある。先生は蛸壺とお
しゃっていましたが、ここの領域は私の分野だと
いうようなところが研究者にはあったりします
が、それではサバイバーシップ支援は務まらない
ということをこの 5 年間で痛感しました。
　ただ、人に対する敬意や人生に対する理解を深
めていくことができる領域ではないかと今は感じ
ているところです。そういうことを思いながらこ
れから先、研究活動やカフェ活動に携わっていけ
たらいいなと思っています。すみません、私の感
想ですが、フロアの方からご質問等ございますか。
ここはもう少し聞きたかった、触れられなかった
スライドもあったかと思いますが、ご質問のある
方は挙手をお願いします。

■ 高橋　ひとつひと
つの研究は、本当に
色々なことをやり、細
かいことは忘れている
ので、できれば微細に
ほじらないでください
＜笑＞。

質疑応答
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患者同士をつなげることについて

■ 参加者 A　ありがとうございました。2010
年の先生の名刺を持っているので、こちらに来ら
れる前からのお付き合いです。こちらに来られて
からの 7 年間は、がんサバイバーのための病院・
医療や、行政への働き掛けや、もちろん患者さん
のための色々な取り組みをされてきたことに感動
しています。私は実は、最初にお会いした時には
患者会の立場でお会いしたので、そのへんでお聞
きします。患者の心のケア、自分の気持ちを分かっ
てほしいという意味で、私たちは、患者同士をつ
なぐということを非常に大事にしてきました。今
回の 7 年間ではなかなかそこへの取り組みは難
しいと思っていますが、最後にご紹介された「と
もいき京都」というのは、たぶん患者をつなぐも
のだと思います。そういうところにも今は目を向
けられていると思いました。今後ですが、研究の
中で患者同士をつなぐということで、何かできな
いかという考えがありましたら教えてください。
今日も患者会の方もたくさんいらっしゃると思い
ますので。

■ 高橋　ありがとうございます。つながり方に
は色々な形があると思いますので、このつながり
がいいとか、順番をつけることはできないと思い
ます。ただ、たとえばこういう背景の方は、こう
いうつながり方が楽かもしれないという考察はで
きると思っています。患者会研究などでよく言わ
れるのは、女性でやや年輩の方は、患者会のよう
な場にスッと入りやすいと言われています。男性
ががんになった時にはそれがなかなか難しい。ど
のグループでも男性の方が来ないと言われます。
集いの参加者に、うまくいっている時どういうこ
とがその方にとって良かったのかをうかがってみ
たりすると、見えてくるものはあるかもしれませ

ん。

■ 参加者 A　だいたい患者会の組織率は 1％ぐ
らいなので、残りの 99％の人たちをどうやって
病院が救っていけるのかをいつも考えていますの
で。

■ 高橋　そうですよね。患者会に参加すること
は、いいことは多いとは思いますが、それにフィッ
トする方も、すぐには患者会に入ろうと思わない
方もいらっしゃいます。それでも参加したいと思
われた方が、いい居場所を楽に見つけられるよう
にする仕組みというのは、何か研究になりそうで
すね。

■ 参加者 A　患者同士をつなげるという観点で
お考えいただければと思います。

■ 高橋　ありがとうございました。そのへんは
社会福祉領域などでかなりやられている方はい
らっしゃるのではないかと思います。「第 3 の場」
などというのも、すでに教科書のような本が複数
出ています。やはり考えている方は考えているの
だと思いまして、そういう方々ともネットワーキ
ングしたいと思います。

■ 参加者 A　ありがとうございます。
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■ 土屋　ありがとうございました。他にいかが
でしょうか。せっかくの機会ですから。

調査は必ずフィードバックすることが肝要

■ 参加者 B　高橋先生、お疲れさまでした。私
はこのセミナーに出るのは初めてで、高橋先生と
お会いするのは今日が初めてですが、その前に文
書でお会いしています。先生が国立がん研究セン
ターに来る前、栃木県の獨協医科大学におられて、
そこから調査アンケートを受け取りました。その
時に患者会の代表をしていたものですから、それ
に回答した覚えがあります。その後、そのアンケー
トはどうなったのかなという思いが残っているう
ちに、こちらの方でご活躍とお聞きし、ああそう
なのかなという思いでした。最初の印象では、現
場の状況をそうしたアンケートなどで調べる先生
なのかなという印象が非常に強かったです。これ
までも色々な調査研究をされていて、机上の空論
ではなく、現場の声をすくいあげてやられている
と思います。本日の資料にも論文などが載せられ
ていますが、まだ見てはいませんがおそらくそう
したものだと思います。そういう裏付けのある研
究をされていて、これから続く方も大変だとは思
いますが、そのあたりはよろしくお願いいたしま
す。そういうわけで、質問ということではなく、

お疲れさまでしたということで、発言いたしまし
た。

■ 高橋　ありがとうございます。すみませんで
した、後ほどどの調査であったか教えてください。
私は、調査というのは、調査にご協力いただいた
時に報告書を出すべきだと本当にずっと思ってい
ました。社会調査実習という授業を持っていた時
には、報告書は大事だと言っていました。その報
告書をネットで公開することもあるのですが、と
にかく何らかの形でフィードバックしてこそ、や
はり次の時にもご協力いただけるのだと思いま
す。それは論文という形だけではなく、色々な形
でまとめていく必要があると改めて思いました。

■ 土屋　ありがとうございます。質問に限らず
どうぞ。

患者と向き合い、意味ある研究であるか
問い続ける責任がある

■ 参加者 C　感想ですみません。私自身がんサ
バイバーとして、がん研究は誰のためにあるのか
と思うことがあります。がん研究は、本来は患者
のためにあるはずですが、多くのがん研究の場合、
将来のがん患者のためにはもちろんなるのでしょ
うが、今のがん患者は研究の 1 サンプルになっ
てしまう研究も多いのではないかと受け止めてい
ます。その点から行きますと患者が研究に参画す
ることはもちろん重要でしょうし、これまで高橋
先生を中心にやって来られた研究は、患者一人ひ
とりの暮らしや思いが伝わってきましたし、ある
いはそのプロセスでがん患者と向かい合ってやら
れたことが十分見て取れる、患者さんにとって大
変突きつけられる研究であったと思います。これ
まで本当に懸命にやられてきたと思いますが、こ
れから立場などが色々変わられる中でも引き続き
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患者とぜひ向かい合ってやっていただけるように
期待もし、応援もしております。ありがとうござ
いました。

■ 高橋　医学研究は、臨床試験も、基礎研究も
含めて、いつかは必ず役に立つと思って研究者は
やっております。しかしそこに協力してくださっ
た方の「今」に間に合わないことも多々あります
ので、協力してくださった方々のお力をどのよう
に活かしていくかについて、研究者は非常に責任
があると思います。一方、社会や暮らしに関わる
サバイバーシップ研究の場合、現在進行形だから
すぐにフィードバックできるかと言いますと必ず
しもそうではなくて、色々なバリアがあるという
こともやはり実感します。また、社会医学系、公
衆衛生系などのアンケートやインタビューをやっ
ている時に、それが「調査公害」にならないよう
気をつけなくてはならないとも思います。卒論を
まとめる時期になると患者会には急にアンケート
の依頼が増えることがあります。研究者には、本
当にこの研究はやる価値があるのかということを
考えながらやっていく責任もあると思います。次
にどんな研究が必要か。1 つやっても解決はしま
せん。ああこれは聞いていなかった、これはどう
なのかなとか、研究は本当にずっと続いていく感
じです。その続いていくラインがずれないように、
バランスをとっていく必要があると思います。

「東北プロジェクト」は形にしたい

■ 土屋　ありがとうございます。秋山正子先生
（マギーズ東京共同代表）、コメントをいただいて
もよろしいですか。若尾先生からぜひとのことで。

■ 若尾　すみません。無茶振りですがお顔を拝
見したもので、応援のコメントでもいただけると
思い、よろしくお願いいたします。

■ 秋山　マギーズ東
京の秋山です。高橋都
先生には、この数年の
間にこれだけのものを
おまとめになり、新し
い分野にチャレンジを
され、それを全国に広
げるという意味でも大変敬服いたしました。私は
どちらかと言えば研究よりも実践の場にずっとお
りましたので、本日の
セミナーのタイトルが

「がんサバイバーシッ
プ研究と実践の未来」
ということで、実践の
ところに着目しまし
た。その内容の 4 番
目の「がんサバイバー
シップ支援部の活動」のところで、研究活動と参
加型学習活動の 2 つが並んでいて（スライド 1、
62 ページ参照）、この非常に難しい研究活動の
合間を縫うように「公民館カフェ」や「ご当地カ
フェ」を企画・運営し、現場の方たちの意識を高
めていくのは、引き継ぐ方々にも大変かなとは思
いつつ、それでもやはりこういうことが全国に広
がっていかないと、本当の意味でのサバイバーの
方たちの支援につながるための人材が育成されな
いと思いました。
　とても興味があるのは、「ご当地カフェ」で手
を挙げる行政というのはどのような特性があるの
かということです。

■ 高橋　「ご当地カフェ」は、そのご当地の医療
機関に色々と準備していただくのですが、こちら
からは、もし可能なら行政の方も来てくださらな
いですかとお願いすると、やはり地方の方が行政
との距離がずっと近いものですから、声を掛けて
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くださるとけっこう来ていただけます。多くは県
庁ですが、県庁のがん対策担当の方が来てくださ
います。その方々も現場の声を聞けるのが非常に
おもしろいと言ってくださいます。わりに普通に
来てくださいます。

■ 秋山　それでも最初は医療機関、がん診療連
携拠点病院などですね。

■ 高橋　そうです。共催は医療機関です。

■ 秋山　それでもこの地図を見ると（スライド
39、82 ページ参照）、なぜか手を挙げていると
ころが西に固まっているようで、東側は緩いです
ね。そこはどうなのでしょうか。私は出身地が秋
田で、がん死亡率などがワーストで…。

■ 高橋　そうですね。秋山先生、本当にいいポ
イントをありがとうございます。東北は石巻と青
森だけでしたが、やはり「東北プロジェクト」は
やりたいなと思ってはいます。私も岩手出身で、
本日のタイトルスライドに載せたサバ缶は岩手県
でつくっているものです＜笑＞。石巻と青森です
が、先ほどもお話ししたように東北は火がついた
らすごいのです。「第三の場」という意味でマギー
ズ東京さんの活動も大変勉強になっています。

体験を語ることがもたらしてくれた患者
としての自覚

■ 参加者 D　私は国立がん研究センターの患者・
市民パネルの活動にこの４年間参加しています。
体験を語ることについてコメントさせていただき
ます。私の友人が、「がんと共に働く」プロジェ
クトの中で自分の仕事の体験を語っています。そ
のことを以前高橋先生に話したところ、「体験を
語っていただいたことは、本当にご本人のために

なったのかしら」と心配していたことが印象的で
した。その後その友人とも話したのですが、体験
を語ることは自分にとってひとつのマイルストー
ンのような形になっていて、あるとき自分が語っ
たことが、あとで自分を応援してくれることがあ
ると思うのです。自分が向き合ってきたことを誰
かに伝えることは、自分にひとつの道筋を示して
くれます。自分の体験を語る場を提供されること
で、自分を鼓舞することができます。また、発信
の機会を与えられると、やはり、自分の人生に少
し責任を持たなくては、という気持ちにもなりま
す。ですから、発信の機会を得たことは友人にとっ
て大きな意味があったと思います。
　それから、患者・市民パネルを卒業するにあたっ
ていちばん思うのは、医療の場で医療者の方々が
これほど頑張ってくださっているのに、患者がき
ちんとやらなくていいのかということです。患者
のみなさん、ぜひ患者・市民パネルを通じて発信
の機会を得てください。もう次期パネルの募集は
終わりましたか？

■ 若尾　1 月 13 日に締め切らせていただきま
した。

■ 参加者 D　そうですか。パネルではとてもい
い機会をいただきました。今日も高橋先生の「そ
の研究は役立っているか」という言葉が印象的で
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した。これからもお手伝いできればと思っていま
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。ご存じない方
のために申しあげますと、がん対策情報センター
には、「患者・市民パネル」という仕組みがあり
ます。100 人の方が全国から、非常に厳密な選
抜を経て、がん対策情報センターのために協力し
てくださっている「患者・市民サポーター」の仕
組みです。そこを運営しているのは、がん対策情
報センターの中のサバ部ではない部署なのです
が、大変な労力と細やかさで運営をされています。
私は 7 年、国立がん研究センターにいて、「患者・
市民パネル」の方々とのご縁を得られたというの
も、本当に大きなギフトでした。「患者・市民パ
ネル」のことを語り出すと長くなるのでこのへん
にしますが、そういう機会を与えてくださったこ
とに感謝を申しあげたいと思います。また労力を
使ってパネルとして活動してくださったみなさま
にも心から御礼申しあげたいと思います。

社会に役立つ研究を実践―花束贈呈

■ 土屋　お話は尽きないとは思いますが、そろ
そろお時間も過ぎてしまいましたので、ここでが
ん対策情報センター長の若尾先生から閉会のご挨
拶をお願いいたします。

■ 若尾　どうもありがとうございました。まず
驚いたのは、こうやって後ろを見ますとほぼ満席
で、今までこれほどこの部屋が埋まっているのは
見たことがありません。いかに高橋先生のご活動
に対するご関心が高いのかということを改めて認
識させていただきました。7 年前ですが、高橋先
生は、その当時、私どもの国立がん研究センター、
あるいはがん対策情報センターにはないタレント
という言葉では違うかもしれませんが、そういう

能力をお持ちで、われわれから見れば諸葛孔明で
した。諸葛孔明を迎えるために私は三顧の礼でお
願いをして来ていただきました。その結果、国立
がん研究センター、あるいは国立がん研究セン
ターを通して日本にがんサバイバーシップの種が
撒かれて、これからまた色々なところで花が咲い
ていくのではないかと思っています。
　それから今日のお話の中で非常に印象に残って
いるのは、がんセンターが、国立がん研究センター
になって、研究をすることが非常に求められてい
る中で、たしかに今は研究のための研究というの
もありますが、高橋先生がやられているのはそう
いう研究のための研究ではなく、患者さんのため
の研究、人のための研究で、いかにその研究を社
会で実装させるかという研究です。そういう研究
が本当は実践的で非常に大事だと思うのですが、
純粋な研究者の中では、そこがなかなか受け入れ
られていないこともあります。こういう研究が大
事で役に立つものなのだということを、ぜひみな
さんからも応援していただけたらと思います。
　最後にこうしたオフィシャルな場で申しわけな
いのですが、最終講演ということで花束を贈りた
いと思います。私だけからではありません。がん
対策情報センターの部長全員からということで
す。この 7 年間の活動の感謝を込めて花束を贈
呈させていただき締めたいと思います。
　がん対策情報センターの部長を紹介します。が
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ん統計・総合解析研究部の片野田耕太部長、がん
登録センター長であり、がん臨床情報部の東尚弘
部長、さらにがん情報提供部の高山智子部長、が
ん医療支援部の加藤雅志部長です。全員からこの

花を贈らせていただきたいと思います。
　どうも本当にありがとうございました。
　＜拍手＞

■ 土屋　非常に感動的で、予期していませんで
したし、ありがとうございます。これをもちまし
て第 19 回がんサバイバーシップオープンセミ
ナーを終了させていただきます。長いお時間をど
うもありがとうございました。これからも患者さ
んのため、患者さんのご家族のために力を尽くし
てまいります。ご支援をいただけますと心強く思
いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。＜拍手＞
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「「第第1199回回オオーーププンンセセミミナナーー」」アアンンケケーートト集集計計                                                          参加者　161名
令令和和22年年11月月1155日日（（月月））実実施施                                                                                                  回答者   115名（回答率　71.4％）

受受付付登登録録者者220022名名    おお立立場場（（複複数数回回答答））

アアンンケケーートト集集計計

参参加加者者のの感感想想（（自自由由記記述述））
原文ママ

これまでの歩みと現在の進捗状況がコンパクトにまとめられており、専門家以外の理解を手助けするプレゼンでした。
講演の内容も去ることながら、参加者の方々の御意見や質問がいつも勉強になります。
病院という空間、医療という領域だけではとらえきれない人の人生、生活するということ、生きるということへの敬意に心をうた
れました。先生のされてきたすべてのことに、心から感謝いたします。
セミナーの雰囲気がよいのでとても参加しやすいです。今日はがんサバイバーが何を指しているのかを知れてよかったで
す。医療スタッフや患者家族も含める場合があることも知りおどろきました。
貴センター・貴支援部の引き続きの研究活動と、高橋先生の今後さらなる活動に興味が高まりました。
あっという間に時間が経ってしまいました。もっともっと多くのお話をお聞きしたかったです。
医療職との連携が必要になってきたと思う。
体験者→サバイバーと単純に考えていた。サバイバーシップについての様々な考え、概念、多岐にわたるサバイバーシップ
に関する研究領域にふれることができ、有意義でした。
高橋先生7年間の「サバイバーの声」に寄り添いサバイバーの想い声を引き出しながらのすばらしい研究活動と思いました。
答えのある質問への対応ではなく「もやもや」を共有できる空間を作ることも大切なのだと感じました。
高橋先生の7年間（それ以前のお話まで）の活動から、医療職のわくの外にまで足をのばし、広く活動されているなと思い感
動しました。看護師として働いていて、医療職として反省する点が多々見つかりました。
高橋先生をはじめがんサバイバーシップ支援部の方々が、これまでどのような取り組みをされ、その取り組みが各地域でど
のように拡がっているのかなど全体的なことを知る事ができました。これまでのご研究、取り組みが、がん経験者にとって大き
な力になる、なっていると感じました。高橋先生これまでありがとうございました！これからのご活躍も楽しみにしております。
患者さんのための研究を続けて頂きありがとうございました。企業の者ですが、いつもオープンセミナーでは、企業のあり方
を思い起こしながら聴講しておりました。すばらしい会の継続をお願い申し上げます。
ななどど

開開催催にに関関すするる希希望望（（自自由由記記述述））
原文ママ

今後もぜひ継続してください。よろしくお願いいたします。
学術的なテーマを分かりやすく教えていただけるセミナーで良かったです。知識＋実際に役立つ内容でした。今後も違った型
でお続けいただけると嬉しいです。
このようなセミナーが身近で開催されていてありがたいです。参加の皆さんの雰囲気が良いです。
患者さんの声をつなげて、患者さん同士でアイディアを共有したり、希望を見つけたり、多くの効果があると感じています。患
者さん、医療者、医療機関の知恵をつなげる役割をサバ部で構築いただければと思います。
大変貴重な場所でした.ありがとうございました.サバ部の皆様に感謝致します.またこのような機会があれば参加希望します.
このような学ぶ機会の継続開催をお願いします。
がんサバイバー研究は海外では盛んに行われており、海外からの情報を知り、かつ日本の研究を共有できるよう、情報交換
ができる機会があるといいと思います。
ななどど
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6.3% 12.6% 17.6% 13.0%

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

32.2% 67.8%
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14.8% 27.8% 35.7% 17.4%
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8.7%
オオーーププンンセセミミナナーーのの感感想想 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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6.1%

15.7%
14.8%

12.2%

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

おお立立場場（（複複数数回回答答））

69.6%

4.3%

5.2%

20.9%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カカフフェェをを知知っったた経経由由（（複複数数回回答答））
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　みなさま今晩は。もう年末で「あっという間」
という感じですが、残りもあと 2 週間です。通常、
公民館カフェは、スピーカーをお招きしてお話を
いただいた後に小グループに分かれてみんなで
ゆっくり話し合い、それを共有するという流れに
なっています。ただ、本日はやや変則です。サバ
イバーシップ支援部が 2019 年 3 月末に公開し
た AYA 世代がん体験者向けの療養支援サイト

「AYA 世代のがんとくらしサポート（https://

plaza.umin.ac.jp/~aya_support/）の作成経緯
をご紹介し、ご意見をいただく会にしたいと考え
ています。サイトの中身はかなり充実していると
私たちは考えているのですが、まだまだ知られて
いないサイトですから、みなさまに見ていただき、
世の中に役立てていくためにはどうしたらいい
か、ご意見をいただきたいと思います。
　それでは今夜もよろしくお願いします。

AYA 世代のがんとくらしサポートの管理・運営を考える
～多くのユーザーに活用されるサイトを目指して～

メインテーマ

2019 年 12 月 16 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

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

開会の挨拶

第 18 回　公民館カフェ
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　みなさま今晩は。「NPO 法人がんノート」代
表理事をしています岸田と申します。自己紹介と

「がんノート」の紹介もさせていただければ幸い
です。

自己紹介

　私は岸田徹と言います。32 歳です。私の罹っ
たがんは、胎児性がんというがんです。胚細胞性
腫瘍の種類のひとつですが、みなさんも名前を聞
いたこともないような大変めずらしいがんを私は
患いました。若い世代で罹るがんは、希少ながん
も多いので、そういうところでも苦労をしていま
した。
　私は「NPO 法人がんノート」以外にも国立が
ん研究センターの広報のお仕事や厚生労働省の

「がんとの共生のあり方に関する検討会」検討委
員なども拝命して活動させていただいています。
あ、ここでは別に「変な人」ではないということ
だけ分かっていただけたらなと思います。＜笑＞

「がんノート」の活動について

　おかげさまで様々なメディアさんに活動を採り
あげていただいている「がんノート」は、2014
年からスタートした、インターネットを活用した

インタビューウェブ番組です（スライド 1）。
　私自身、2012 年、25 歳でがんを患いました。
その時に探したのが、同世代の患者の情報でした。
しかし、具体的な情報はあまりなかったように思
います。患者が情報を探す時にはブログを見ると
思うのですが、お金をどう工面したかとか、恋愛・
結婚をどうしたらいいかという詳細な情報までな
かったので、当時苦労しました。そして、そうい
う情報が大事だとも同時に思いました。幸い、私
の場合はブログのメッセージ機能を通して他のブ
ロガーの患者さんとやりとりし、情報を得ること
ができました。
　また、なかなか踏み込んだ情報を得ることは難
しいのですが、メッセージなどで一対一で質問を
すると意外とみんな答えてくれるんですよね。だ

岸田　徹
NPO 法人がんノート　代表理事

スピーカー 1： 
「NPO 法人がんノート」の紹介

スライド１　
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から、質問をして、そしてその回答をみなとシェ
アできる場があればと思っていました。
　そんな中、2014 年の春に「ニコニコ生放送」
に出させていただく機会がありました。その際、
生放送中にコメントで質問が来て、それにインタ
ラクティブに答えていきました…この時に、「あ！
こうすれば良いのかもしれない！」というように
思いました。それから準備期間を経て、2014 年
の夏から、「がんノート」がスタートしていくわ
けになります。
　「がんノート」では、がん患者にまつわる現在
の社会課題が３つあると思っています（スライド
2）。
　１つ目が、上記で伝えたようなセンシティブな
情報が不足しているということ。そのために一歩
踏み込んだ情報が必要だから、インタビューする
という形式をとっています。
　そして２つ目が、ロールモデルが不足している
ということ。がんになった後の姿というか、治療
を終えた後の姿、そういったものがネット上には
少ないのです。だから明るいロールモデルがもっ
と増えないと、ずっと世間のイメージが「がん＝
死」であったり、ネガティブなイメージとなると
思っていました。だから、実際に患者さんが動画
を通して姿が見えるということが大事だと思って
います。
　最後の３つ目が、孤独です。やはり患者さんは
孤独になってしまうことが多々あると思います。
シーンはそれぞれですが、全く同じ状況の患者は
誰一人としていません。だから自分と同じような
方がいるのかな、自分だけじゃないのかな、と不
安になることがあると思っています。
　その際、近くに患者会などがあればよいのです
が、全国的にはない地域も多々あります。だから、
ネットを活用し「生」配信することで、場所は違
えど、同じ時間を共有できたら。そしてコメント
欄で少しでも交流ができたら。そう思って活動し

ています。
　最終的には、もっとがんに対してオープンな世
の中になっていければなと思っています。
　もしご興味いただけたら、YouTube で「がん
ノート」と検索していただければ出るかと思いま
すので、ぜひチャンネル登録をお願いできれば嬉
しいです。
　放送の中では「発覚や告知」「治療のこと」だ
けではなく、「家族」「恋愛 / 結婚」「妊孕性」「学
校 / 仕事」「お金 / 保険」「後遺症」「反省 / 失敗」

「医療者への感謝や要望」「キャンサーギフト」
「夢」。そして最後に「今闘病中のあなたへ」とい
う流れで、患者さんに向けての情報やメッセージ
を伝えています（スライド 3）。
　おかげさまで約 5 年近くやってきて累計放送
は 125 回を数えました。今日はその経験を踏ま
え皆さんとお話しできたらと思っています。

スライド２　「がんノート」：がん患者の悩みと解決策

スライド３　インタビュー項目
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　がんサバイバーシップ支援部研究員の土屋雅子
と申します。みなさん、この公民館カフェに来ら
れる前に「AYA 世代のがんとくらしサポート」
のサイトを見てきたという方はどのくらいおられ
ますか。—全員ですね。ありがとうございます。

サイト作成までの背景

　このサイトをどうやって作ったのかというお話
をさせていただきます。先ほどの岸田さんのお話
にもありましたが、AYA 世代のがんについては、
なかなか情報がないということが作成当時の課題
であったと思っています。
　思春期、若年成人期を AYA 期と言いますが、
この年代の方々は、身体もですが、精神的な面、
社会的な面でも大きな成長を遂げる発達段階にあ
ります。今日ご参加のみなさんはもうその時代は
通り過ぎたかと思いますが、振り返ってご自分の
ことを考えていただけると色々なことに悩んだ
り、考えたり、これから先どうしようかなと思う
段階であったとお分かりいただけると思います。
　また友だちと話す中でも、それぞれの考えや悩
みがあり、人生の歩み方も非常に個人差があると
感じられて今に到られているのではないのでしょ
うか。そういうこともあり、AYA 世代の患者さ
んのニーズも大変多岐にわたると言われていま

す。また、AYA 世代のがん患者数は、成人期、
老年期も含めた全がん患者数の中では約 4％の罹
患数で、医療者が臨床知を蓄積することが難しい
年代でもあります。
　したがって医療者が患者さんに心理社会的なサ
ポートを提供することがなかなか難しい現状でし
た。「AYA 世代のがんとくらしサポート」サイト
開発プロジェクトは、平成 28 年度から始まりま
した。主任研究者でおられます高橋都先生が国立
がん研究センター研究開発費の支援を受けて、情
報セクションと体験談セクションを含む AYA 期
発症がんサバイバー向け情報支援サイト「AYA
世代のがんとくらしサポート」を開発することに
なりました（スライド 1）。
　平成 28 年、私どものがんサバイバーシップ支
援部で、高橋先生が「AYA 世代向けのウェブサ

土屋　雅子
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

スピーカー 2： 
公開までの軌跡を中心に「AYA 世代のがんとくらし
サポート」

スライド１　背景
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イト作るわよー」と言われました。その時の部内
の反応は、本当にスライド 2 のイラストに描い
たような感じでした。イラストの吹き出し部分に
どういう言葉が入るのかはご想像にお任せしま
す。
　私自身は、「いやー、困ったなぁー」というの
が 正 直 な と こ ろ で し た。 そ こ で、IPOS

（International Psycho-Oncology Society：国

際サイコオンコロジー学会）で実際に AYA 世代
向けのウェブサイトを作られた先生方がワーク
ショップを開催されるというので、参加しました。
　そこで出会いましたのがオーストラリアの
AYA 世代のがん患者支援団体の「Can Teen」
の研究者と「Dana-Farber」というアメリカの
がん研究所の研究者です。そこから AYA 世代の
患者さんの悩みごとや支援の仕方、実際にどうい
う支援をしているのかということを知りました。
また、ウェブサイトを作るのにどれだけの人数と
チーム構成が必要で、費用も年月もどれだけかか
るのかを学びました。「Dana-Farber」の場合は
2011 年に患者さん向けのサイトを作り、2013
年支援者向けのサイトを作っています（スライド
3）。
　このワークショップに参加したのが 2016 年
です。この 4 年間でも次から次へと新しいサー
ビスがこれらのウェブサイトに付け加えられてい
る状況です。私がこのワークショップに出て学ん
だことは、「できることからやってみる」。そして、
サイト公開後にまたみなさんからご意見をいただ

スライド３　IPOS AYA ワークショップに参加

スライド２　 H28 年サバ部：AYA 世代向けのウェブサイト
開発へ

いて、私どものサイトも改
良していくことが大事なの
だと考えました。

情報セクション開発過
程

　それでは「やってみよう
ではないか」ということで、
AYA 世代のがんおよび心
理社会的支援に関する記述
がある国内外のウェブサイ
ト 34 件をすべてさらって
みました。その中で関連す
るページをすべて閲覧し、
国名、コンテンツとその提
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供方法、ユーザーとサイト提供者の双方向のコ
ミュニケーションの手段について整理しました

（スライド 4）。
　その結果、42 のトピックがあることが分かり
ました。その多くが医学的なことと言うよりは、
心理社会的なことでした。ですが、外国のサイト
を参考にしましたので、日本の文脈でウェブで情
報提供するという観点から、そのトピックが適切
であるかどうかを、小児・AYA の医療専門家 5
名の方からご意見をいただきました。コンセンサ
スが得られなかった 3 つをはずして 39 トピック
を同定しました。
　そして AYA 世代にがんと診断を受けた経験者
を対象に、39 トピックのコンテンツ重要度調査
を実施しました。どのコンテンツが重要だと思い
ますか、点数をつけてくださいというアンケート
調査を 74 名の方にご協力をいただき、実施いた
しました。その結果、医学的なことよりは、気持
ちのことや社会的なこと、たとえば就職活動、就
労のこと、結婚のこと、またコミュニケーション
のこと、家族のことなどの情報にニーズがあるこ
とがわかりました。ただ、1 ～ 35 までのトピッ
クの中で、いちばんランキングでは下の 35 も平
均値で 53.8 で、まったくニーズがないわけでは
ないので、コンテンツとしてはすべて網羅しよう
ではないかという意欲的な視点から取り組んだ覚

えがあります。

原稿執筆から校了まで

　まず研究班の先生方に執筆をご担当いただきま
した。だいたい 800 ～ 1,200 字です。スマホで
見た時にワンスクロールで行けるかどうかという
ところをキーに、そのくらいの分量で書きましょ
うとお話をさせていただきました。
　そして部内で 1 次査読、2 次査読を行い、こ
こは分かりにくいというようなところを直し、研
究班の先生方にも相互に見ていただき、もう少し
こうした表現がいいのではないかとか、こういう
内容がいいのではないかというところでディス
カッションを重ねました。その後、また関係者の
方 7 名にご協力をいただき 3 次査読を行い、ご
意見をいただいて改訂をしたという流れになりま
す。編集委員会を部内で持ちましたが、今日この
後でも報告をする木全特任研究員が中心になって
編集を頑張ってくれました。それでようやく校了
ということになりますが、1 年かかりました。本
当に「しめきり」、そして「しめきり」の 1 年間
でした。

「AYA 世代のがんとくらしサポート」
ウェブサイト公開へ

　原稿ができただけではウェブサイトはできませ
ん。この次は、どのようなウェブデザイン・イメー
ジがいいかということになります。そこで部内の
スタッフだけではなく、若い方の意見がほしいと
いうことで大学院生 2 名を含む 7 名に、今まで
見てきたウェブサイト 34 件の中でどのようなデ
ザインがいいかを聞きましたところ、ダントツで
1 位が「Can Teen」のサイトでした。カラフル
でとてもいい、明るいイメージがある、Support
のタブからワンクリックでサイト内の使えるサー

スライド４　情報セクション開発過程
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ビスが見られて検索しやす
い。階層が深くなくてすぐ
に探せて見やすいのがいい
ということでしたので、私
たちから業者の人にこうし
た希望を出しました（スラ
イド 5）。
　そして体験談の読者の方
とも話し合いをしてスライ
ド 6 のようなデザインに
なりました。これが公開さ
れたのが 2019 年 3 月 28
日 で す。 中 身 は 22 の ト
ピックからなっています。

スライド 5　ウェブデザイン・イメージ

スライド 6　「AYA 世代のがんとくらしサポート」公開
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　各セクションはスライド 7 のようになってい
ます。
　極力読みやすいように、見やすいようにという

ことでデザインなども考えていきました（スライ
ド 8）。

スライド 7　情報ページの 22 トピック画面

スライド 8　トピック「仕事」の中の「就職活動のヒント」画面例
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広く知っていただくために
―サイト広報の現状

　公開しただけでは誰も見てくださらないので広
報活動を頑張って行っている最中です。病院や講
演会やイベントでスライド 9 にあるようなチラ
シを配付しています。本日も配付させていただき

スライド 9　「AYA 世代のがんとくらしサポート」広報

ました。それから学会関係では学会開催時に置い
ていただくような広報もしています。
　次年度も広報活動を行っていく予定ですが、ど
のように広報をしていったらいいのかということ
も、本日たくさんご意見をいただければと思いま
す。
　私からは以上になります。
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はじめに―患者・市民パネルの紹介

　私はがん対策情報センターがん情報提供部の八
巻と申します。
　最初に国立がん研究センターがん対策情報セン
ターの「患者・市民パネル」の紹介をさせていた
だきます。と言いますのはこの「AYA 世代のが
んとくらしサポート」サイトの、とくに体験談の
部分は、「患者・市民パネル」のみなさんととも
に作ってきたものだからです。その時々で手を挙
げてくださった方の話をうかがい、こういうもの
を作ってみよう、一緒に考えようという仲間を得
ることができて、一緒に考えながら、迷いながら
やってきました。

　「患者・市民パネル」には 12 年前から、私はずっ
と事務局で携わらせてきましたが、本当に多くの
人たちに支えられがん対策情報センターの活動を
ご支援いただいています。今、ちょうど令和 2
年度のメンバーを募集中です（令和 2 年 1 月 13
日応募締切）。本日ご参加されている方々の中に
も「患者・市民パネル」を経験して下さった方も
お見えになっているので、うれしく思っています。
もし私もやろうと思われる方、今からやってみよ
うかなと思われる方には、がん情報サービスから
ご覧いただけますから、ぜひ、ご応募いただけれ
ばと思います（スライド 1）。

体験談セクションの開発プロセス

　そのみなさんに支えられてできたこの体験談の
部分ですが、最初は、今、土屋先生から紹介があっ
た 2016 年度から 3 年間の研究班が始まる前に
できたスライド 2 にあるような先行研究班です。
そこにがん情報提供部の部長の高山智子が参加し
ていて、そこで AYA 世代の患者さんにとってど
ういう情報が必要なのかについて、AYA 世代で
がんを経験されたみなさん、そのみなさんを支援
している方々からヒアリングをすることになりま
した。先ほどの「患者・市民パネル」の当時のメ
ンバーの中から、これに協力していただける方は

八巻　知香子
国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報提供部

スピーカー 3： 
体験談セクションの開発プロセスと概要

スライド１　患者・市民パネルについて
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いらっしゃいませんかということで手を挙げてい
ただき、その結果、11 名の方にお話をうかがう
ことができました。
　その時には、「病気になってどのようなことが
辛かったのか」ということ。「どのような情報が
あれば助かったのか」。それから「今、罹患し、
病気と向き合っている方にどういう支援ができる
か」などについてお話しいただきました。
　そこで出てきたのは、当り前だと思われるかも
しれませんが、先ほどの岸田さんのお話にもあっ
たように、やはり情報がないということです。
AYA 世代の方は、病気と向き合ってからまだ長
い人生があり、そこの中でどうやって生きていけ
ばいいのかといった人生課題があります。若いか
らこそ、自分の基盤が今からできていくという時
期に直面する人の悩みなどに関する情報が、とく
に欲しい情報です。
　年齢を重ねてお年寄りになれば「あなたはがん
ね、私は○○よ」と言い合うような時期も来るの
でしょうが、若い時は、多くの人はみなさん元気
です。病気に罹る人が非常に少ない中で、大きな
病気をする。そういう人たちがどうやってその人
生を切り開いていったのかを知りたいということ
です。
　そしてもっと具体的なレベルでは、たとえば肺

を切ったらどうなるのか、医学的にどうこうとい
う説明もそうなのですが、通勤電車に乗れるのか
とか、そうした経験した者だからこそ分かるとい
う具体的なものを自分たちの目線で語ったものが
ほしいというようなお話をうかがいました。
　直接会った人たちから助けられた、その人たち
との出会いが励みになったという話もありました
ので、情報を提供する仕事をしている立場で何が
できるかと考えました。罹患する人数が少ないの
で、色々なところに 1 人、2 人とみなポツポツ
といるのです。そうなると、集まる場は重要なの
ですが、集まれるのはある程度の大規模な都市や
交通の便がいいところにいる人たちに限られま
す。直接会ってサポートし合うのがいいのですが、
そうではないところでも病気に罹る方がおられ
て、そこで生活している人がいる。その時に何か
触れることができるものが必要ではないかという
ことになり、それなら体験談集を作るのがいいの
ではないかということに思いが到りました。

本公開までの道のり
− WG で検討・試作版作成・原稿再募集

　この研究班は平成 28 年度から始まりました。
「患者・市民パネル」のメンバーに、これを一緒
に考えてくれる人は手を挙げてくださいというこ
とで募り、ご家族を含め 11 名の方にワーキング
グループのメンバーとしてコミットしていただく
ことになりました。
　どのような体験談集であるべきなのか、体験談
としてどのようなテーマを収集していくべきなの
か、またどのように見せていったらいいのかとい
うことを、前提なしでゼロから話し合っていきま
した（スライド 3）。
　おそらくこういうことが大事だよね、せっかく
やるのだからこういうサイトでありたいよねとい
うことを色々な形で話し合った結果、ワーキング

スライド２　体験談セクションの開発プロセス（2015 年度）
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グループの中で培った願いとして、スライド 4
に挙げたようなことが出てきました。
　自由にやりたいことをやれる、と思ってくれる
こと。病気だということから自由になりたい。み
な色々なことでがまんをしている。親にも迷惑を
かけているのではないかと思うので親にも言えな
いことがあったりする。労わられる存在であるか
ら冒険できないと思ってしまう。色々なことに自
分で制約をかけてしまっている。そういった気持
ちは自分たちだからこそ分かるのでそれを発信し
たい。またできれば面と向かっては聞きにくいこ
とを文字で知りたい。
　そういうような話をしていく中で、多様なロー
ルモデルを提示したい。失敗した経験も知りたい
という話もありました。それから直接生活に役立

つことを伝えたいという意見もありました。胃が
んになってやせてしまうと服を全部買い替えなく
てはいけない。新入社員だった当時、自分の給料
だとけっこうきついので、それも大変。古着屋を
回るとけっこういい服があるということを発見し
ましたという話などです。小さなことで、教科書
に書いてあるようなことではないのですが、当事
者だからこそ生み出すことができたそうした知恵
を少しずつ伝え合える場でもありたいということ
です。それから葛藤した体験を伝えるということ
も願いとして出てきました。どうしても体験談を
書くとなると何らかの昇華したプロセスを経たも
のが出ていくことが多いのですが、葛藤したこと
も含めて伝えたい。完結した優等生ばかりの体験
談は載せたくないという話も今のサイトにはあり
ます。
　こういうものがいいかなと話し合う中で、1 年
目には、まず 11 人の方たちに本人のご経験から
書いてもらおうということになり、ご家族の方を
除く 10 人の方、全員が執筆してくれました。書
けるものから書いてみようということで書いてい
ただいたものです（スライド 5）。
　スマホで見やすいように 600 ～ 800 字ぐらい
で、読みたい体験談が探せるようにしたいという
ことになりました。本題に入る前に自己紹介文も
ちょっとあった方がいい。こういう人だと分かっ

スライド３　本公開までの道のり（2016 年度）

スライド４　ワーキンググループメンバーで培った願い

スライド５　本公開までの道のり（2016 年度、2017 年度）
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て、自分に近い人を探すの
ではないかということなど
の考えが出され、それに
沿って原稿を書いていただ
きました。
　キャプチャーが付いてい
るものは、最初の段階の
ページで非常に手づくり感
のあるページですが、提示
できたらいいかなという機
能はもり込みました（スラ
イド 6）。
　それでこのページを見た
方の中から、自分でも書い
てもいいと思われる方はい

スライド７　本公開までの道のり（2016 年度～ 2018 年度）

スライド６　体験談のプロトタイプ（試作版）

らっしゃいませんかということで呼びかけまし
た。1 年たつと「患者・市民パネル」は半数ずつ
入れ替わりますから、もう一度こういうものがで
きたので書いてみませんかということで募り、昨
年は手を挙げられませんでしたが、今回は手を挙
げていただいた方にも書いていただきました。
　それでもやはり 10 人内外で集められる原稿と
いうのは限りがあるので、もう少しお声掛けをし
ていかなければいけない、男性が少ないとか、高
校生ぐらいで罹患された方はなかなかいないと
いったようなことも出てきました。そこでもう少
しワーキンググループとして関わった人たちか
ら、機縁法の形でお声掛けをしなければいけない
ということになり、そうなると「患者・市民パネ
ル」の枠を超えていくので倫理審査もしなければ
いけないということになりました。
　そういうことをやっている内にけっこう時間が
かかり、昨年度、公開の少し前の段階でも、また
原稿をお寄せいただきました（スライド 7）。
　その原稿を寄せていただくあたりと公開が同時
の感じでしたが、スライド 8 のような形で先ほ
どの素朴なサイトがだいぶスタイリッシュに生ま

れ変わり公開されました。ただ構造は一緒です。
テーマからも探せるように、人からも探せるよう
になっていて、どのような記事かを伝えるものに
なっています。
　振り返るとスライド 9 のような感じでしたが、
今年度に入ってからようやくワーキンググループ
としてずっとコミットしていただいた方以外から
いただいた原稿もサイトに少しずつ掲載していま
す。
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運営上のルールなど

　意外に時間がかかっているのは、やはり初めは
考えていなかった色々なことが出てきたからで
す。運営上のルールとしてスライド 10 のような
ことを定めています。
　まず、実名は掲載しないということにしていま

スライド８　「AYA 世代のがんとくらしサポート」

スライド９　これまでの歩み

・ 実名は掲載しない
・最終原稿はご本人に確認していただく （勝手な編
集のまま公開することはしない）

・ 本人の希望でいつでも公開を取り下げることがで
きる

・ ご本人と連絡がとれなくなった場合の対応方針
　 ・ 執筆者に毎年連絡
　 ・ 連絡がとれなければ自動で掲載終了か、 それ
とも代諾者をあらかじめ指定するかを事前に確認

・引用 ・転載は要許諾

・実名以外にも個人を特定できるような情報は掲載
しない （ex. 写真、 団体名等）

・ 特定の他者を非難するメッセージと受け取られる
ものは掲載しない

・ 「死」 がダイレクトに目に触れる表現は避ける
・ （医学的に） エビデンスに触れるような内容につい
ては専門家に確認の上、 エビデンスのないもの
を推奨するよう記述は原則として公開しない （ex.
爪に優しい、 弱アルカリシャンプー等）

・ 治療選択に触れる内容の場合、 それがどれほど
一般的であるのかを専門医に確認する（ex. アジュ
バントオンライン、 補助化学療法、 アレルギーの
移植等）

⇒体験談集は治療選択の参考として利用すべきで
はないという注意書きを追加

スライド 10　運営上のルール
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す。これは最初から決めていました。その時点で
は実名を公開してもいいと思っても、長い人生を
生きて行く中で、色々な関係ができてきて、やは
り名前は伏せておきたかったという時期が来るか
もしれません。名前を一度出してしまうと完全に
は消えなくなってしまいます。それも含めての公
開もありうるのですが、このサイトでは実名は掲
載しないことにしました。
　それから最後の 1 文字までご本人の了解なく
書き変えることは止めようということを決めまし
た。色々な取材を受けられたりする中で自分の気
持ちとちょっと違う編集の原稿が出ることを経験
された方もいると思います。編集上、手を加えよ
うと思う時には、どれだけ時間がかかったとして
もそれは合意した上で行う、合意ができなければ
その体験談は出すのは止めようというぐらいに、
ご本人の言葉は最後まで丁寧に尊重しようという
ことを決めました。
　体験談はいい体験ばかりではない可能性もある
と思っています。それはアンケートをしてみても
少し分かってきたところです。やはり治らないと
いうことに直面された方の原稿を読むこともあ
る。またそこに書かれた方が亡くなる場合もある。
そういうことを突きつけしすぎてしまうというこ
とは、それを見たい、そのつもりで体験談に臨ん
だ方ではない場合には、非常に大きなショックを
与えてしまう可能性もあると思いました。逆に、
今はキラキラしたものは見たくないという気持ち

にも寄り添いたいということもあります。そうい
ういくつか配慮することを考えながらやっていま
す。
　今、新しく原稿を公開する場合も、色々と今ま
で決めてきたルールと照らし合わせながら、これ
はどうなのかと考えながら、やっています。これ
を読んだ方がこういう受け取り方をすることはな
いだろうかとか、そうだとするとそれに対しては
少し注釈が必要ではないかとか、ご本人に少し確
認して表現を変えさせていただいた方がいいので
はないかということを、ひとつひとつ確認をしな
がら、今は原稿を増やしているところです。
　自己紹介も含めると 79 篇で、書いていただい
た方は 14 名というウェブサイトになっています

（スライド 11）。よろしければご覧いただけたら
と思います。

スライド 11　現在の原稿
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　みなさまよろしくお願いいたします。木全明子
と申します。がんサバイバーシップ支援部で特任
研究員をしています。

どのくらい見られているか

　一般公開を行った 2019 年 3 月 28 日以降の
利用状況についてご説明させていただきます。
　まずユーザー数の推移についてです。ユーザー
数とはサイトへの訪問人数です。同じ人が 1 日
に何回訪問しても 1 人とカウントされます。集
計期間は一般公開の 3 月 28 日から 10 月 28 日

までの約 7 ヵ月間です。スライド 1 を見ていた
だくと分かるかと思いますが、右肩上がりで、徐々
にユーザー数が増えています。最近の 9 月 28 日
から 10 月 28 日の 1 ヵ月間で見ると、1 日の平
均ユーザー数は 541 人でした。
　続いて全体ページビュー数の推移です（スライ
ド 2）。全体ページビュー数というのは、サイト
内の閲覧されたページの合計数です。集計期間は
先ほどと同じです。このグラフも、同様に右肩上
がりです。時々 2,000 ページを超えるような日
がありますが、このような時は体験談セクション
のコンテンツを追加した日であったり、学会で広

木全　明子
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

スピーカー 4： 
「AYA 世代のがんとくらしサポート」サイトの利用状
況

スライド 1　 ユーザー数 * の推移：* サイトへの訪問人数（同
じ人が複数回訪問しても 1 人とカウントされ
る）（集計期間：2019年3月28日-10月28日）

スライド 2　 全体ページビュー数 * の推移：* サイト内で閲
覧されたページの合計数（集計期間：2019 年
3 月 28 日 -10 月 28 日）
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報用チラシを配付した日で、それらが影響してい
るのではないかと考えています。最近 1 ヵ月間
の 9 月 28 日から 10 月 28 日の 1 日平均ページ
ビュー数は 1,436 ページでした。

どのようなページが見られているか

　続いてどのようなページがいちばん多く閲覧さ
れているのかについて、上位 10 ページをランキ
ング形式で示してみました（スライド 3）。体験
談のページが圧倒的で、10 位までは、すべて体
験談で、情報セクションはランク外でした。
　上から見ていきますとまず「胃を全摘して」と
いうタイトルで、20 代で胃がんを経験された方
の体験談は、ページビュー数が 3 万超えです。
圧倒的に多い結果でした。
　続いて「副作用②ホルモン療法」という 30 代
で乳がんを経験された N さんという方が執筆さ
れたものです。他の乳がんの体験談もすべて N
さんが執筆されたものです。
　おもに治療に関するトピックのページビュー数
が多いのですが、いちばん下には「恋愛、結婚、
出産」に関するものもあり、そのようなものも多
くの方に見られていることが分かります。
　ランク外だった情報セクション「心とからだ」

「生活」「家族・恋人」のトピックは 22 個ありま

す。どのページが最も見られているのかを上位
10 位で示してみました（スライド 4）。　
　いちばんは「がんと症状」で 2,000 ページ超
えでした。これは AYA 世代の患者さんの特徴、
初期の症状など、各種がんに特化したものではな
く一般的な情報をお示ししています。
　続いては「恋人との付き合い・結婚・妊孕性」
という子どもを持つことであったり、「ストレス
を和らげるためのヒント」というものに関心が高
いということが分かります。他にも「外見」の変
化や「将来にむけて」「就労に関する支援情報」「性
生活」のこと、「長期的な健康管理」や「悩みご
との相談窓口」などについても多くの方が見てく
ださっています。
　情報セクションのページビュー数が圧倒的に少
なかったので、こちらに関してもどうしたらもう
少し多くの方に見ていただけるのか、ご意見をい
ただけますと幸いです。グループディスカッショ
ンでよろしくお願いします。

ユーザーは何を使い、
どうやって訪れたのか

　続いてユーザーの使用デバイスについてです。
本サイトを見てくださっている方はどのようなデ

スライド 3　 ページビュー数が多い上位 10 ページ（集計期
間：2019 年 3 月 28 日 -10 月 28 日）

スライド 4　 ページビュー数が多い上位 10 トピック情報セ
クション（集計期間：2019 年 3 月 28 日 -10
月 28 日）
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発信をしてくださっている方がいらっしゃるの
で、それを経由して訪問してくださった方もいま
す。
　「それ以外のサイトからのリンククリックで訪
問」は 2.5％でした（スライド 6）。
　こちらに関して思うことは、検索エンジンで当
サイトにたどり着いたという方が圧倒的に多いの

バイスを用いていたのかというものですが、約 8
割の方が携帯電話やスマホを用いて見てくださっ
ています。ついでパソコンが 14％、タブレット
が 5％でした（スライド 5）。
　続いてユーザーはどこから訪れたのかです。ど
のようにこのサイトを知って訪問してくださった
のかということは興味があるところです。圧倒的
に多かったのは「検索エンジンで検索して訪問」
です。約 9 割の方がこうした方法で訪問してく
ださいました。検索エンジンというのは Google
や Yahoo ですが、それに「AYA 世代」「胃全摘出」

スライド 5　 ユーザーの使用デバイス（集計期間：2019 年
7 月 28 日 -10 月 28 日）

スライド6　ユーザーはどこから訪れたのか？（集計期間：2019年3月28日-10月28日）

「今後どうなる」などのキー
ワードをご自分で入力して
当サイトにたどり着いてく
ださった方です。
　残りの 10％の内、「直
接訪問」は 5％です。URL
を知っている方は、それを
直接入力したり、ブック
マークやメルマガに掲載さ
れているものからの直接訪
問です。
　また「SNS からの訪問」
というのも 2.9％ありま
す。当サイトについて情報

で、まだまだ本サイトは多くの人に知られていな
いということです。この点についてもグループ討
論で、ぜひ、多くの方により広く知っていただく
ためのご意見やアイデアをいただけますと幸いで
す。
　私からの発表は以上となります。ありがとうご
ざいます。
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■ 土屋　ありがとう
ございます。非常に駆
け足でしたが、岸田さ
んの動画を見ていただ
き、なるほどと思って
いただけたと思いま
す。私の方からは、情
報セクションの作成過
程をざっと 3 年間の軌跡としてお話をしました。
八巻先生からは、体験談のセクションで、こうい
うことに気をつけて作成しているというお話をさ
せていただき、最後に木全特任研究員からサイト
利用状況ということで、このくらいの方がこうい
うページを見ていますというお話がありました。
　確認したいこととか、何か質問はございますか。
少しお時間を取り質疑応答をさせていただきたい
と思います。

サイト作成はそれほど大変な
仕事だったのか

■ 高橋　私がその昔「作るわよ」と言った時に、
部内では、なぜ「えーっ」と思ったのでしょう。
たしかに「よし、作ろう、作ろう！」という感じ
ではありませんでした＜笑＞。
　私は後先を考えずに、「ねえねえ、こういうも

のがあったらいいよ
ね」と言ったのですが、
みんなの反応を見た
ら、これはきっと難し
いことを言っているの
だなと気づきました。
私自身はアナログ人間
なので、こういうもの
を自分で作った経験はまったくなく、とんでもな
いことを言ってしまったらしいと、その時点で気
づいたのです。なぜ、それはなかなか大変だなと
思われたのでしょう？

■ 土屋　それでは私からお答えします。経験者
の方が参加されていたら申しわけないのですが、
私は AYA 世代のがんについて、本当に知識も支
援の経験もありませんでした。私は成人期にがん
を発症された方の研究や支援に携わってまいりま
したので、AYA 世代のがん経験者の方にはほぼ
ほぼ会ったことがありませんでした。そういう状
況でがんサバイバーシップ支援部にまいりまし
た。それが 2015 年です。そこで 2016 年に「研
究を始めるわよ」と言われた時に、まず自分自身
が知らないことは書けないので、どうするのだろ
うということがありました。ウェブサイトの作成
を研究としてやるというところの難しさもあり、

「AYA 世代のがんとくらしサポート」
サイトに関する質疑応答
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「どういうこと？」と思いました。
　ただ先生は本当に先見の明がおありになって、
こういう情報が本当に求められているということ
をこの 3 年間で学びました。そして自分の中で
蓄積していく中で自信になってきた部分も出てき
て、情報支援もやっていけるかなというところも
あります。当時は、そうした経験の蓄積がまった
くなかったので、あの「えーえっ」という先ほど
の吹き出しの部分になったというのが正直なとこ
ろでございます。

■ 高橋　ありがとうございます。私も後先考え
ずに提案してしまったなと考えるのですが、今思
うと本当によく作ったなという…。サイトのメー
キング自体も学会に出しましたね。調査も複数実
施しました。したがって私たちにとってもかなり
試行錯誤だったのですが、作ってみて良かったな
と今は思っています。それでは、確認のご質問な
どもどうぞご遠慮なく。

■ 土屋　今のような質問でも大丈夫です。

広報対象の開拓
―学校・職場（イントラネット）等

■ 参加者 A　大学生などの場合、大学には学生
支援センターというのがあります。そういうとこ
ろは体調不良、とくにうつ病が多いのですが、そ
うした相談も受けています。そういうところには
宣伝はされないのですか。そういうところにアク
セスするとわりにつながりやすいかなと思いまし
た。

■ 土屋　ありがとうございます。今は学会ベー
スで広報をしていますが、まったくそれでは足り
ないという自覚もありましたので、今後やってい
きたいところだと思います。学校関係、それから

職場でしょうか、企業とか労働者がいるところで
すね。

■ 参加者 A　企業ですとイントラネットという
のがだいたいはありますから、そこにリンクして
もらえればわりに広がるのではないかと思いま
す。高校も普通は、自分のホームページを持って
いるのでそこにリンクすれば、わりにつながるの
ではないかと思います。

■ 土屋　ありがとうございます。他にご質問は
ございますか。
　少しアイデアが出てきたところですからこのま
まディスカッションに入っても大丈夫ですか。私
たちスタッフも各テーブルに入りますからまた質
問などありましたらそこでお尋ねいただけたらと
思います。
　何を中心に話していただきたいかということで
すが、より多くの方々にサイトを知っていただく
ためのアイデアをいただきたいと思います。とく
に広報戦略はどのようにやっていかなければいけ
ないのかのところでアイデアをいただければと思
います。2 点目は、今日はサイトを見てご参加し
ていただいていると思いますが、ご意見・ご感想・
ご要望を、何でもいいのですが、思ったことは何
でも教えてくださいということでディスカッショ
ンを行いたいと思います。
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　30 分間お話をしていただき、各グループから
こういう話が出ましたというまとめの発表を 3
分ほどでいただければと思います。それでは、お

茶、お菓子を召しあがりながらディスカッション
をお願いいたします。
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■ 土屋　みなさま盛り上がっていますでしょう
か。ご発表のお時間に移りたいと思います。1 グ
ループ 3 分でまとめていただき、ご発表してい
ただきたいと思います。どこからまいりましょう
か。先に発表したいグループは手を挙げてくださ
い。

体験談掲載手段・健保 HP の活用・体験
談から情報セクションへのリンク

＜グループ発表 1（1 班）＞
　私たちの班では、広報について、どういうとこ
ろに対して力を入れればいいかという話し合いが
されました。このサイトにアクセスする方々は体
験談を見られることが多いということですので、
ひとつそこで意見が出ました。「患者・市民パネル」

以外の人でも体験談を書きたいと思った人は、ど
うすれば体験談を掲載することができるのか、そ
ういう手段の説明と言いますか、案内があまりよ
く分からないということでした。そうした体験談
がたくさん挙がるようになればもう少しアクセス
数も上がるのではないかと。自分たちも参加でき
るというのが、アクセス数を高めるひとつの手段
になるのではないかということです。
　それから先ほどの社内イントラでの共有は、こ
ちらでもいいなという意見もあったのですが、た
だ、情報セキュリティなどの問題も色々あるので、
もしかしたらハードルは少し高いのではないかと
いう意見も出ました。そういうことから言うと、
企業の健保組合や協会けんぽのホームページに何
とかして載せてもらえないか、それなら企業のイ
ントラサイトよりは、あげてくれる回数も増える
のではないかという意見が出ました。
　情報セクションのアクセス数が足りないという
ことでしたが、私が思いついたのは、体験談のと
ころでたとえば「壁になったり」「乗り越えなけ
ればいけない」ということが書かれていて、「妊
孕性」という言葉が出てきたら、その「妊孕性」
のところにアンダーバーなどを付けてアクセスで
きるリンクを張り、そこにタッチをすると「妊孕
性」についての医学的説明があり、どういうサポー
トが受けられるのかということが書かれているリ

「AYA 世代のがんとくらしサポート」をより 
多くの方に知ってもらうために 
〜感想、改良アイデア、要望、広報戦略など何でも〜

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇
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ンクがあったらいいのではないかと、思いつきで
すが、そういうことを考えました。
　以上です。ありがとうございます。

■ 土屋　岸田さん、ちょいちょいコメントをい
ただけるとうれしいと思っています。何か言いた
いことがあったら手を挙げてください。今のご発
表については、ご意見は、大丈夫ですか。

■ 岸田　はい、あ、今は大
丈夫です！

■ 土屋　それでは後でうか
がいます。次はどこでしょう
か。

SNS 活用・医療関係外にも広報・バナー
活用・連載体験談・ペンネーム・お題に
よる投稿・愛称など

＜グループ発表 2（4 班）＞
　4 班では、より多くの方々に見ていただくには
どうしたらいいかという話し合いをしました。
SNS を積極的に活用したらいいのではないかと
いう意見が出ました。と言いますのは、やはりペー
ジビュー数が増えるためには、こまめに更新をし
て興味を持ってもらうことが必要なので、そうい
うこまめにアクセスする窓口を作るのがいいとい
うことでした。
　それから従来のやり方ですが、紙媒体のチラシ
をもう少し置いた方がいいのではないかというこ
とも出ました。
　それから AYA という言葉自体がまだまだ知名
度が十分ではないというのが共通した意見でし
た。これをどのようにアピールしていくかという
ことで、色々議論がされました。医療関係の場だ
けではなくて、たとえば TV ドラマのセリフで

AYA というタームを使ってもらう。また同世代
のスポーツイベントなども多くあると思いますの
で、そういう年代の方々が集まるイベントなどで、
その言葉を広めてもらう。
　それからバナーの活用です。先ほども意見が出
ましたが健保組合の HP にバナーを張る、厚労省
の HP にもリンクを張ってもらうという意見も出
ました。　
　サイト自体についての感想ですが、体験談は個
別で、ある程度の分量のものが掲載されている状
態ですが、同一人物で連載があれば、より関心を
持って追ってもらえるのではないかと思われると
いう意見が出ました。
　あとは、今はお名前がアルファベットの 1 文
字で、やや印象が薄いので、ペンネームやニック
ネームを使った方が親しみが増すのではないかと
いうことでした。コメントも入れて双方向性を増
やす。文字だけではなくてマンガなどの媒体を活
用する。投稿のハードルを下げるためにお題を用
意する。たとえば今回は「吐き気」であるとか、
カツラの「ウィッグ」であるとか、そういうお題
を用意してそこに短文でもいいので投稿してもら
うという意見も、これは私が出したのですが、出
ました。
　先ほどの知名度を上げるというところに少し戻
りますが、今はサイトの名前が少し長いので、た
とえば「AYA サポ」というような形で略称、愛
称を作ってもらい、それで検索をしても見つかる
ようにするのがいいのではないかという意見が出
ました。
　4 班からは以上です。

■ 土屋　ありがとうございます。岸田さん何か
言いたいですか。

■ 岸田　「AYA サポ」という略称は大変いいな
と思いました。また SNS で発信するといった中
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で、AYA 世代の中でもとくに「A」の世代はあ
まりフェイスブックなどをやっておらず、全部ツ
イッターとインスタグラムです。ちょうど先日、

「STAND　UP!!」という若年性がん患者会の総
会があって、若い、20 代前半の女の子にフェイ
スブックやってる？と聞きましたら、「やってい
ない、インスタだけです」ということです。イン
スタで AYA 世代のハッシュタグを検索するとま
だ 5,000 超ぐらい（10,000 未満）しかないの
です。インスタで AYA 世代の発信をしているの
は、病院関係で僕が調べた限りでは、がん研有明
病院のポスターが 1 つ出てきただけです。そこ
に「AYA サポ」のものが載っていたりしたら、
そこからアクセスする人もいるだろうなと思いま
した。

■ 土屋　ありがとうございます。もう若者世代
のことは分からない世代になってきております
が、ご意見をいただきありがとうございます。そ
れでは次の発表をお願いします。

バナーでリンクを張る・マンガの活用・
キャラ設定をする・学生に聞く

＜グループ発表 3（2 班）＞
　2 班では、けっこうもう出ていて重複するかな
と思うところもありますが、イントラの関係で意

見が出ました。健保なども出ていますが、がん対
策の関係では厚労省委託事業の「がん対策推進企
業アクション」というものもありますから、そこ
の冊子に載せてもらったり、あとはそこのホーム
ページにバナーなどを載せてリンクを張っても
らったりすると、働く世代というところへの広報
としていいのかなと思います。
　実は 2 班にはマンガ家の先生がおられました。

「H/P ホスピタルポリスの勤務日誌」というマン
ガを描いておられます。AYA 世代の人が分かり
やすいような、こうしたキャラクター的なものが
あるといいのかなということで、マンガでサイト
を紹介したりすることがあるといいという意見が
出ました。
　あとは体験談にキャラを使ってもらう。たとえ
ば A さんというよりはニックネームの方がいい
というのは先ほども出ましたが、キャラをいくつ
か描いて用意してもらい、その方に希望するキャ
ラを決めてもらう。そうすると読む人もイメージ
しやすいのかなと思います。それからそのキャラ
を SNS に載せるという話も出ました。AYA 世代
という言葉は知られていないということでは、分
かりやすいワードを考えた方がいいという話も出
ました。
　それから先ほどのページビュー数の報告では、
乳がんの方の特定の体験談が非常にたくさん読ま
れているという話でした。たしかその人の書いた
体験談はトップ 10 にいくつも出ていたと思いま
すので、そこから色々な情報のところにもとんだ
りできるようにする。この体験談を書いた人の別
の参考になる体験談の方にとんでもいい、とぶよ
うな仕組みもいいという話になりました。
　情報セクションについてですが、化学療法の後
などで調子が悪いと大量の文章は読めないので文
字が少ない方がいい。また文字の見やすさも考え
てもらえたらなということでした。またサイト全
体に「ゆるキャラ」などを設定したらどうかとい
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う意見もありました。今は厚生労働省では、マン
ガの島耕作をメインキャラクターに使って仕事と
治療の両立支援のパンフなどを作っていますが、
ああいうイメージで、何か AYA の方でもあると
いいねという話もありました。
　それから今回、学生の方もいましたので、学生
さんたちに聞いてみて考えるのもひとつだなとい
う話も出ました。以上です。

■ 土屋　ありがとうございます。マンガ世代で
すね。あと 3 グループですね、次にまいります。

医療者教育・パラリンピック活用・イラ
ストやレイアウトを工夫

＜グループ発表 4（3 班）＞
　ある程度、出尽くした感はありますが、岸田さ
んがお話をしている内容を聞いて、やはり教育の
現場で知る機会や周知する機会を持つということ
は、元気な時から大事だよねという話が出ていま
す。一方で、やはりその情報を活かすのは、病気
になった時です。みなさん、がんと分かると他の
人はどうしているのかなと調べたくなるので、病
気になったタイミングで担当医から、「体験談が
載っているサイトがあるので、このサイトを使う
ようにしなさい」と言ってもらうようにする。そ
ういうように医療者教育をするのもいいという意
見が出ました。
　またパラリンピックのタイミングなので、病気
を克服した人が活躍するというイメージが、
2020 年には見られるようになります。そこを利
用して戦略を練るというのが、2020 年にはいい
のではないかという意見が出ています。
　あとはもちろんがん関連のイベントには、細々
ではあってもチラシを配り続けるということは出
ました。
　意外に字だらけということなので、改良案とし

てやはりイラストを入れたりとか行間を広げたり
ということで、コンテンツの内容というよりはレ
イアウトに関する意見が出ています。あとは重複
したところも多いので以上にします。

■ 土屋　ありがとうございます。それでは次お
願いします。

SNS（インスタ、ツイッター）活用・情
報から体験談へつなぐ・何とか顔を出せ
ないか・暖色系を使う

＜グループ発表 5（6 班）＞
　6 グループです。けっこう出てしまっています
が、やはり SNS の活用は出ました。同じグルー
プに小児がんのサバイバーの方がいらっしゃいま
した。小児の時は SNS などの情報発信をしてい
ませんが、サバイバーとしてある程度の大人に
なってくると、自分では積極的に病気について調
べようという気がない時でも、やはりインスタと
かツイッターとかふだんから目に入ってくるの
で、そういうものに入っているのは非常に重要だ
と思うということでした。国立がん研究センター
の枠でやるのは非常に大変かもしれませんが、や
はり SNS にアプローチしていくことは、これか
らは大事なのかなと思いました。
　同じサイトの中に体験談セクションと情報セク
ションがあるのは大変な強みだと思います。たと
えば「家族とのコミュニケーション」などは他の
サイトにはない強みなのですが、情報セクション
の部分で「家族とのコミュニケーション」などを
読むと、あまり具体的な言葉としては落とし込め
ていないという意見が出ました。どういうことを
家族に伝えればいいかは分かりますが、実際にど
ういう言葉を使うかということまでは書かれてい
ない。たとえばそれが、この体験談を読むとそこ
が少し書いてあるかもしれないということもある
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ので、体験談から情報セクションにとぶというの
は出ていましたが、逆に情報セクションから体験
談にとぶというところで、少し具体的に落とし込
めるようなリンクづけがあったりすると非常にい
いのかなと思いました。
　あとはみなさまも言われていましたが、海外の
サイトなどを見ると人の顔があって、そこがやは
り暖かい感じがします。なかなか出しにくい部分
があると思いますが、顔をぼかすなどの処理をし
て人の顔があるといいなと思いました。
　それから全体的にはチラシにも使われている青
緑色がテーマカラーになってくると思いますが、
もう少し暖色系ですとヴィヴィッド感が出て若い
人も見やすいのかなと思っています。以上です。

■ 土屋　ありがとうございました。

運営主体の明記・年齢区分の再考・見出
しの工夫・他疾患との相互連携・広報の
フォロー態勢など

＜グループ発表 6（5 班）＞
　最後になってしまいましたが 5 グループでは、
今困っている人たち自身は、自分が AYA 世代で
あると自認をしていないから、きっとそういう人
たちには、このサイトは探されないねという話が
出ました。たしかに「若年」と「がん」だけを入
れて検索してもこのサイトは出てきません。おそ
らく自分がそのグループに所属しているというこ
とが分かるような言葉からたどっていき、結果と
して AYA 世代であると自認するようにならない
とこのサイトには行きつかない。今は、そういう
人たちがストレートにこのサイトに行くのは難し
いだろうということです。
　それから運営主体がどこなのか、トップページ
を見てもよく分からない。よくよく見ていくと
色々と書いてあり、結局、国立がん研究センター

につながることが分かるのですが、そこはもう少
し分かりやすくする。色々と怪しいサイトもある
中で、国立がん研究センターというと信頼度が上
がるのではないかということです。
　またみなさんが言われたようにビジュアルが寂
しいとか、もう少しビジュアルに訴えるものが作
れないか、イラストなども使えないかなどの意見
が同じように出ていました。
　また年齢区分では、今は 15 歳から 30 代の終
りまでを一括りにしようとしていますが、それだ
と焦点がぼけるところがある。やはりティーンズ
に訴えるものと 30 代に訴えるものは違うところ
があるので、難しいのでしょうが、どうにかして
ターゲットを絞った形の伝え方も工夫した方がい
いのではないかというご意見もありました。
　それから情報セクションですが、見出しが
キャッチーではない。妊孕性という漢字は読みが
難しかったりもするので、もう少し自分たちの感
覚に合うような見出しが作れないものかというご
意見もありました。
　他のグループから出なかったところで言えば、
他の疾患とのつながりができないのかということ
です。他の疾患では AYA 世代という言葉はあま
り使われていませんが、他の病気でも若くして大
きな病気をすることは多くないもののありますの
で、他の病気ともつながりながらお互いのサイト
を紹介するようなことはできないかということで
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す。もっと言いますと、とりあえず「がんノート」
でも紹介してもらい、こちらのサイトでも「がん
ノート」を積極的に紹介するというように、お互
いが同じ目的を持ったサイト同士で紹介し合うの
はいいのではないかということです。
　それからこのチラシを配ったのはいいのです
が、どのくらい活用されて手に渡っているかの把
握ができていないのだとすれば、送付した病院に
は、積極的に貼ってくださいとか、もっと目に触
れるようにしてくださいというように、送ったそ
の先までフォローしていくことが必要なのではな
いかという意見もいただきました。以上です。

改良案のまとめ
―チラシに QR コード・マンガの活用・顔出し

■ 土屋　貴重なご意見ありがとうございました。
今、全体的にご意見が出てきたと思います。ホワ
イトボードに書かれたものを見て振り返ってみま
す。
　デザインというところが大きいのかなと思いま
した。もっと若者をターゲットにしてというとこ
ろでしょうか。色味ももっと明るいものというの
も大きいのかなと思いました。
　リンクを張って双方向的に見られるようなもの
にするというところ、体験談のところでも同一人
物の連載などは非常におもしろいと個人的には聞
いていました。
　「人の顔を出す」ということなどはまた今後考
えていかなければいけないのかなと思います。あ
とは SNS の活用というところです。先ほど国外
のサイトなども紹介しましたが、みな下の方にツ
イッターとか「やってね」というようなことが出
ていたので私たちもそろそろそこに対応していか
なければいけないのかなと思います。
　バナーを張っていく、広報の仕方なども頑張っ
てやらなければいけないと思います。広報の方も、

今まではもっと積極的に広報してくださいとか、
リンクを張ってくださいというお願いをしていま
せんでした。送ったら送りっぱなしだったような
気もしますので、そこは少し今後とも細かくやっ
ていきたいなと思いました。
　岸田さんを含め、みなさんから、他グループか
ら出た意見を聞いて何か思ったことや考えたこと
があればご発言していただき共有していきたいと
思います。

■ 岸田　土屋先生のご指名、すごく優しかった
です＜笑＞。あ、最後のところを聞いていて、僕
が思ったのは、「たしかにチラシを送っただけ」
という部分です。その後のフォローをしていな
かったということですが、普通に QR コードの
URL だけ張って、パラメーターというものを付
与すれば QR コードから来た人は何人かという、
どのくらいアクセスされたかというデータも取れ
ます。それを使えば今後の活用にも有用だと思い
ました。
　マンガは非常に親しみがあるなと思って聞いて
いました。本格的というわけではなく簡易的なも
のでもいいので、そういうものがあると親しみが
出るし、逆にそれが SNS とリンクすることで、
短期間で爆発的にネット上の話題になるようなこ
ともあったりすると思うので、そういった施策は
おもしろいのかなと思いました。
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　また、「人の顔を出す」というところですが、
患者さんの顔を出すというのは、なかなか本ホー
ムページの場合は、公共的な意味で、特定の患者
さんを出すということについて、ハードルが高い
部分もあるかもしれません。たしかに「Can 
Teen」みたいに顔が見えてくると非常に親しみ
が出てきます。僕たちの班では、美男美女のモデ
ルさんを使ってもいいのではないかという話もあ
りました。そうしたイメージでもいいと思います。
こういった部分は改善の余地があるかなと聞いて
いて思いました。
　今回、色々な案が出て楽しく聞けました。ただ
私も活動をしていて思うのは、国立がん研究セン
ターの研究班がやっているというところは大事だ
と思っています。僕たちとしてもそれだと紹介し
やすいですし。また、だんだんサイト内でレパー
トリーが増えてくればもっと良いサイトになるの
だろうなと個人的に思っています。

各記事の有機的つながりを

■ 高橋　今うかがったので
すが、この杜野亜希さん作の

『H/P ホスピタルポリスの勤
務日誌』というマンガは、荒
木先生が監修をされているの
ですね。

■  荒 木　 そ う い う わ け で
『H/P ホスピタルポリスの勤
務日誌』の中でサバイバーも
出てきますので。今 1 巻が
ちょうど出て…

■ 岸田　あ、先生の自己紹介もぜひ！

■ 荒木　私ですか。

■ 岸田　はい！

■ 荒木　もともとは小児外科で小児がんの治療
を外科の立場からおこなっていました。5 年前か
ら企業の産業医に専念しております。がん患者さ
んで就労世代の人たちがいかに快適に仕事ができ
るかということに配慮する仕事をしています。私
は今回のこのサイトの中で就労に関係したところ
を担当しました。先ほどの意見でもありましたが、
体験談とリンクさせるなど、各記事がもっと有機
的につながり、木が森になるようにもっともっと
発展していってくれればいいなと思っています。
それには色々な立場の方が色々な記事を書いてい
く必要があると思います。横にも縦にもどんどん
広がっていけばいいなと思っています。

良いアイデアですが、
すぐ実現できない事情

■ 土屋　ありがとうございました。みなさまか
ら思ったこと考えたことなどありますか。八巻先
生から一言いただけますか、よろしいですか。

■ 八巻　体験談のあり方に
ついてみなさんからご意見を
いただき、そうだなと思いつ
つ、ちょっと難しいなと思っ
ているところもあり、せっか
くいただいたポジティブなア
イデアですが、必ずしも実現しないなと思うので、
先に弁解をさせていただきます。
　たとえば「コメント欄を作る」ですが、その案
もあったのですが、ただそうなると出てきたコメ
ントは必ずしもポジティブなものだけではなく、
揶揄するようなものも出てくると思います。その
時に書いた人が傷つくようなことは決してしたく
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ないと思ったのです。事務局宛のメールは出すこ
とができますので、そういう批判的なコメントも、
受けとるルートはあります。ただ、ブログをやっ
ている方は分かると思いますが、なぜこんなこと
を言われなくてはいけないのだということを経験
する、と、発信している方はみなさんが言ってい
ました。100 人の内 99 人がほめてくれても 1
人でもそういう傷つくことを言ったら、体験談を
寄せてくれた方が辛くなります。
　そういうことに事務局が対応するのはいいので
すが、執筆者の本人の目に触れるようなことは止
めた方がいいかなと思います。またそうしようと
すると今度は出したコメントを検閲するのかとい
う感じになってしまい、それも難しいなというこ
とで、それならコメント欄を止めようとなりまし
た。また、「イイね」も止めることにしました。
いいねボタンをおくと、その数でこの記事は良く
て、この記事は良くないとなってしまう。記事に
優劣をつけるように見えてしまうので、それは止
めようと考えました。
　それから多くの人に書いていただきたい気持ち
はあるのですが、一方で趣旨に合わない体験談は
載せにくいという側面もあります。自由にやるの
ですが、ある意味で硬くやるところも必要だと
思っています。直接、国立がん研究センターの事
業でやっているわけではなくても、「国がん」の
ものだと思って紹介していただける場合もありま
す。ゆえに、もしかしたらこれは誤解されるかも
しれないと思われる体験談は載せにくいのです。
実際に今も、たとえばこういう治療をしましたと
いうようなことが書かれていた場合は、それがど
のくらい一般的なものか、それは特殊なものか、
特殊であるならば理由があるのか、どのような理
由があるのかを確認したうえでやっています。い
くら「体験談だから治療の参考にするようなもの
ではないです。」という注記をつけたとしても参
考にする人は絶対にいると思います。それが「国

がん」のサイトに載っていたのだから良いものだ
と見られることもあります。
　そういうことで今でも書いていただいたけれど
掲載しにくいということで、掲載できませんとご
本人にお伝えするものもあれば、これとこれだけ
をまずは掲載させてくださいという伝え方をして
いるものもあります。このシャンプーは良いです
と言うようなもので、自分が良いと思うぶんには
いいのです。ただ、私はこういう優しいシャンプー
を使うことにしていますと言っていたのが、いつ
の間にか「そのシャンプーを使うのが正しい」と
いうように変わってくことがあります。
　その危険性があり、何か言い訳だらけなのです
が、「双方向性」などなかなかしづらいところが
あります。今の良さである硬さを維持するには、
止むを得ないところかと思い、亀の歩みで慎重に、
慎重にやっています。そのためあまりおもしろく
ないことになっているかもしれないのですが、今
はその道を歩んでいます。

NCC（国立がん研究センター）の
硬いサイトであることの意味は重要

■ 高橋　みなさん、本当にたくさんのコメント
をありがとうございました。今、八巻先生がまと
めてくださったのですが、“NCC サイトは辛い”
のです。いかにまちがいのないものを作り続ける
ことが大変か。私が「AYA サイトを作ろう」と言っ
た時には、ここまでかとは予想していませんでし
た。
　このサイトはまだまだコンテンツが少ない方で
すが、超厖大な「がん情報サービス」はもう本当
に大変です。八巻先生にそのご苦労の話をしてい
ただいたら 3 日ぐらいかかるかと思います。
NCC であることはやはり大事だなと思っていま
す。岸田さんが言ってくださったように、胸を張っ
て、誰からも文句を言われない決定版サイトとい
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う意味では NCC の研究班が出す意味もあると思
います。軟らかいイメージについても、矛盾は色々
ありますが、正確さを最大限担保しつつ、AYA
世代の方にできるだけおもしろい、と思ってもら
えるようなサイトにいかにするか。そのへんです
ね、きっと…。
　今回このサイトにご意見をいただく公民館カ
フェをやろうよと部内で意見が出て、どんな意見
が出るかしらとみんなで楽しみにしていたのです
が、これほどたくさんのご意見を聞けるとは思い
ませんでした。本当にありがとうございました。
今すぐ反映できるものもありそうなので、ぜひ
やっていきたいと思います。
　それから今日は何と言っても、『H/P ホスピタ
ルポリスの勤務日誌』の作者の先生が来てくださ
いました。ひとことお願いします。

■ 杜野　『H/P ホスピタル
ポリスの勤務日誌』という漫
画を描いている杜野亜希と申
します。荒木先生には監修で
お世話になっています。ちょ
うどキャラクターで AYA 世
代と言いますか、子どもの時
にがんを罹患しているという
メンバーが出てきて、その話を描いているので、
色々なお話をうかがえればなと思って今日は参加
させていただきました。そのキャラを描く時に機
会があれば、このサイトのことも描かせていただ
けたらなと思っています。よろしくお願いいたし
ます。
＜拍手＞

■ 高橋　ありがとうございます。むりやりコメ

ントをお願いしてすみません。ところで先ほど
NCC と言いましたが、このサイトは「がん情報
サービス」と同列ではありません。国立がん研究
センターの研究者による研究班サイトです。
　今は土屋先生を中心として、このサイトをどの
ように育てていくか、どう評価をしていくかとい
う研究も続けていて、その予算がつくのが今年を
入れて 3 年間です。この 3 年間で、サイトを育て、
広報戦略なども考えています。
　これからも色々なアイデアが出てくると思いま
すので、ぜひみなさまにこのサイトの広報にご協
力をいただき、一緒に育てていただければ、うれ
しく思います。
　サイトは新聞記事にもしていただきました。共
同通信さんに配信をしていただいて、複数の地方
紙に採りあげていただきました。ありがとうござ
いました。インスタができるかどうかは分かりま
せんが、誰かやってくださる方がおられるといい
かなと思っています。
　どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。み
なさまどうぞよいお年をお迎えください。また来
年も元気でお目にかかりましょう。どうもお疲れ
さまでした。＜拍手＞
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「「第第1188回回公公民民館館カカフフェェ」」アアンンケケーートト集集計計                                                                          参加者　30名
令令和和元元年年1122月月1166日日（（月月））実実施施                                                                                                  回答者  16名（回答率　53.3％）

受受付付登登録録者者5511名名    おお立立場場（（複複数数回回答答））

アアンンケケーートト集集計計

参参加加者者のの感感想想（（自自由由記記述述））
原文ママ

いろいろな意見（現実的にどうかにかかわらず）が出て、大変勉強になった。作成者とユーザーとのギャップを埋める作
業が今後大切になると感じた。
サイトを作成するにあたり、ご協力者に対する配慮あとてもきめ細かくなされている事が分かり大変勉強になりました。ま
た、サイトの発展のためには、これから取り入れていけるようなアイデアが多数出され、とても良かったと思います。
今後も何か気付きましたら、お伝えしたく思います。
思っていたよりも多くの有益なアイデアが出て楽しかったです。SNSの活用、支援団体との広報の協力はすぐに取り組め
そうなことから始めていけたら良いのかなと思いました。
当方も含めて参加者の年齢層が高いので、AYA世代（特に10代後半～20代）の意見・感想も聴きたかった…。深く考慮さ
れて、しっかり作られたサイトだと思いますが、私は出版・広告・Web分野の制作に長く携わってきたので、ボランティアと
してプロのデザイナーや編集者、ライター等にも参加してもらえば、もっと現実に即した意見が具体的にどんどん出てくる
気が致します。（関係ないことですが）高橋先生のホワイトボードのまとめ方は、前回の参加時も今回も舌を巻く思いで
す。頭脳の瞬発力（⁉）が素晴らしい!!また興味の湧くテーマがあったら、ぜひ参加させてくださいませ。
AYAの悩みは切実だなと感じました。
様々な立場の方との交流、2回目の参加ですがいやされます。なかなか参加できませんが、続けてほしいです。
多様な意見が集まり、大いに参考になりました。「AYAサポ」、ますます発展させましょう。
まだまだAYAという言葉が知られていないんだ！と思いました。こういう場を作っていただいて広めたいと思います。
AYA世代について関心がありサイトが出来たのはよかったと思います。知らない人が多いので伝えていきたいと思いま
す。
ななどど

開開催催にに関関すするる希希望望（（自自由由記記述述））
原文ママ

参加でき、よかったです。ありがとうございました。
楽しくなるとがんへの抵抗力が増すことの講演
今後とも参加したいです。
ななどど

33.3% 22.7%
4.5%

9.1% 9.1% 12.1% 9.1%

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

31.3% 68.8%
性性別別 男性 女性

0.0%
12.5% 18.8% 50.0% 12.5%

6.3%年年齢齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

75.0% 18.8%
0.0% 0.0%

6.3%
オオーーププンンセセミミナナーーのの感感想想 とても良かった やや良かった あまり良くなかった 全然良くなかった 無回答

43.8%
18.8%

12.5%
6.3%

12.5%
18.8%

6.3%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

NCC関係者

その他

おお立立場場（（複複数数回回答答））

68.8%

6.3%

6.3%

18.8%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カカフフェェをを知知っったた経経由由（（複複数数回回答答））
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　みなさまこんにちは。NPO 法人がんサポート
かごしま副理事長の野田と申します。本日は夕方
までよろしくお願いいたします。それではまず国
立がん研究センターがん対策情報センターがんサ

バイバーシップ支援部長の高橋都先生、続きまし
て県民健康プラザ鹿屋医療センター院長の原口優
清先生より開会のご挨拶をお願いいたします。

がんを学ぶこと
～がんの教育をみんなで考える～

野田　真記子
NPO 法人がんサポートかごしま副理事長

進行挨拶

ご当地カフェ in 鹿屋

2019 年 6 月 29 日
13 時～ 16 時 20 分

リナシティかのや（鹿屋市市民交流センター）　開催
共催：県民健康プラザ鹿屋医療センター 国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部　鹿屋市

後援：鹿屋市教育委員会　鹿野市医師会　NPO 法人がんサポートかごしま
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　みなさんこんにちは。東京の築地からやってま
いりました国立がん研究センターがんサバイバー
シップ支援部の高橋都と申します。本日は「ご当
地カフェ」を鹿屋市で開催させていただくことが
叶い、本当にうれしく思っております。と言いま
すのは、この企画は実は 3 年越しだからです。
いちばん最初は 3 年前に、ぜひ鹿屋と築地で一
緒にやろうという話が出たのですが、最初の年は
日程の関係で実現できませんでした。去年は 10
月 6 日開催で企画をし、会場予約もしていたの
ですが、台風が来て本当に残念ながら流れてしま
いました。今年は3度目の正直と思っていました。
ところがまた熱帯低気圧が台風になるということ
で大変ハラハラしたのですが、何とか開催にこぎ
つけ、私どももようやく鹿屋にうかがうことがで
き、本当にうれしく、ありがたく思っております。
　実は「ご当地カフェ」とはナンジャラホイと思
いながら今日お出でいただいた方もおられるかも
しれません。これは私ども国立がん研究センター
と色々な地方にある「ご当地の医療機関」が共催・
共同で、お茶を飲みながら、がんについてざっく
ばらんに考える時間を持とうということで全国を
回っている企画です。今まで北海道から沖縄まで
11 ヵ所でお世話になりました。札幌・青森・宮
城（石巻）・松本・金沢・名古屋・岐阜・福井・

奈良（明日香）、沖縄、そして去年は島根県の隠
岐です。12 回目にして初めての九州です。実は
私たちは「公民館カフェ」という活動をやってい
まして、東京の築地の近くの月島にある公民館で、
このようにみんなで集って、お茶を飲みながら、
がんや病気のことを学ぶ企画をずっと続けていま
す。それがけっこう好評で、東京だけではなく、
全国に出て行ったらきっと楽しいのではないかと
いう声があり、それで各地の病院に本当にご協力
いただいて今日のような会をあちこちで開いてお
ります。
　今日は「がんを学ぶこと」という企画です。が
んについて学ぶというテーマは、12 回目にして
初めてです。鹿児島はがん教育を非常に頑張って
いる土地で、全国的にもとても有名です。子ども
さんにがんを学んでもらうことについては文部科
学省も頑張ってきているのですが、がんは大人も
学びたいですよね。そこでどのように学んでいく
のか、今日はみなさんで考えていく時間にできれ
ばと思っております。この「カフェ」が今後、が
んをはじめとした病気について、みんなで立場を
超えて学んでいくきっかけになればいいなと思っ
ております。本日は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対策情報センターがんサバイバーシップ支援部長

開会の挨拶

131開会の挨拶　

30年度�ンサ�イ�ー.indb   13130年度�ンサ�イ�ー.indb   131 2020/03/07   13:212020/03/07   13:21



　みなさんこんにちは！　今日は、豪雨になりま
して、会場に来ていただけるのはかなり大変かな
と思ったのですが、ご参加いただきありがとうご
ざいます。
　「ご当地カフェ in 鹿屋」は、高橋先生からご紹
介がありましたように九州で初めて開催というこ
とです。去年、台風で流れたわけですが、今年も
この地で開催していただけることになり本当に感
謝しています。
　少しお話させていただきます。私は昭和 58 年
に医者になりました。その後、外科に入り、外科
医として従事してきましたが、昭和の時代の外科
医は本当にがんとその周囲を「取る」だけでした。
たとえば大腸がんで肝転移がある場合、大腸は取
りましたが、肝転移に対してはなす術がなく経過
を見るだけでした。平成の 30 年の間に、肝転移
の個数や大きさ、部位などによるのですが、「取
りましょうか」という発想になってきています。
それから抗がん剤も、がんそのものを縮小するよ
うな抗がん剤がいくつも出てきました。また、免
疫療法も期待するようなものが出てきました。そ
して令和になり、がんの遺伝子情報をもとに治療

をする時代になってきました。
　このように、がんに対する診断を含め治療も、
日々進歩しております。われわれ医療者はもちろ
ん、一般の方々も、正確な情報をもとにがんに対
する知識を持ってもらうことが大事なことと思っ
ています。今日のテーマは、高橋先生のお話にあっ
たように「がんを学ぶこと」です。がん教育につ
いて、みなさまと一緒に考える良い機会だと思い
ます。
　この後の基調講演では、高橋都先生に「がんに
ついて正しく学ぶには」と題して講演していただ
き、その後のシンポジウムでは「がんについて学
ぼう」というテーマで 4 人の先生方に講演して
いただきます。後半には「カフェタイム」という
ことで、グループで話し合うことになっています。
ここではみなさんの色々な意見を聞かせていただ
きたいと思っています。積極的に参加をしていた
だければと思います。
　これからがんについてみなさま方と半日間学ん
でいきたいと思いますので、どうぞお付き合いを
よろしくお願いいたします。

原口　優清
県民健康プラザ鹿屋医療センター院長

開会の挨拶
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　シンポジウムの前座として話をいたします。今
日は「がんについて正しく学ぶには」（スライド 1）
ということですが、「学ぶ」のはなかなか楽なこ
とではないような気がします。私は、もともとは
内科医です。医者になりましたのは原口先生の 1
年後の昭和 59 年です。当時は、がんだというこ
とを患者さんにはお伝えしてはいけないことに
なっていました。「いけない」というのは、法律
でそうなっていたのではなく「伝えない時代」で
あったということです。それで医療者も大変辛
かったし、何よりご本人、ご家族が辛かったと思
います。
　1990 年代半ばに、それがガラッと変わりまし
た。しっかり状況を理解して治療を受ける時代に
なってきました。ただそれはそれで、ご自分の状
況を理解して治療を選んでいくということですか

ら、それもまた楽なことではない。そこに「学び」
が必要になります。
　一言だけ最初に申しあげます。本日のスライド
の多くは、昨年おうかがいするはずであったがん
対策情報センター長の若尾文彦先生が作成したも
のです。若尾先生は本日は仙台に行っています。
鹿屋にうかがえなくて大変残念だと話しておりま
した。

日本のがんの状況
―変わるがん治療と変りにくいがんイメージ

　がんですが、スライド 2 は日本人の死因の推
移をみたものです。がんで亡くなる方のラインが
示されていますが、ちょうど私が学生のころにが
んが脳卒中を抜いて日本人の死因第 1 位になり

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

スライド 1　 スライド 2　日本のがんの状況

基調講演　 
がんについて正しく学ぶには
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ました。1980 年代です。図のように右肩上がり
に増えています。推計では年間 100 万人以上が
がんに罹り、40 万人ぐらいが、がんでお亡くな
りになると言われています。したがって私たちに
とっては大変身近な病気です。人生のどこかの時
点で 2 人に 1 人はがんになります。2 人に 1 人
ががんになるのであれば、がんと無関係の家庭な
どないですね。家族の誰かや、友だちやご近所の
方ががんになったりする、本当に身近にある疾患
だと思います。しかし、がんになった時に「がん
になった、なった！」と騒ぐ人はあまりいません。
ちょっと隠したい。あまりがんのことをほじくり
返されたくないなと思うかもしれません。そこに
はやはりがんという病気は、まだまだ「キビシイ
病気」だというイメージがあるからかもしれませ
ん。
　がんに対するイメージは政府も色々調べていま
す。スライド 3 は平成 28 年ですから 3 年前の
内閣府の調査です。「日本では、約 2 人 1 人が、
将来がんに罹ると推測されている」ということに
対して「そう思う」と答えている人は 31.3％し
かいません。7 割の人はもっと少ないと思ってい
る の で す。 ち ょ う ど 10 年 ほ ど 前 の 2006 ～

2008 年の間にがんだと診断された方が 5 年経っ
てどのくらい生存していらっしゃるかという 5
年生存率は、62％で、6 割を超えています。し
かしそれは 10 年ほど前にがんになった方のお話
ですから、今、がんだと診断される方が 5 年後
に生存している確率は、60％よりもっと高いは
ずです。もちろんがんの種類やその時の状況に
よってかなり異なります。がんと診断されたら驚
かない人はいませんが、がん自体は、即、ただち
に命の終わりを考えなければいけない病気とは限
りません。そこが私が医学生だったころとの大き
な違いだと思います。それでも、がんに対する人々
のイメージはなかなか変わりにくいのですね。
　今はがんになっても継続的に働けるという認識
のもとに、両立支援の施策などもあります。先ほ
どと同じ調査に「現在の日本の社会は、がんの治
療や検査のために 2 週間に一度程度病院に通う
必要がある場合、働きつづけられる環境だと思う
か？」という質問があります。鹿児島ではいかが
でしょうか。べつに 1 日休まなくても数時間の
休みでもいいかもしれませんが、働き続けられる
でしょうか。働き続けられないという「そう思わ
ない」という回答が 85.7％と 9 割近くです。両

スライド 3　 がん対策に関する世論調査　平成 28 年 11 月調査（複数回答）
立支援には色々追い風が吹
いていますが、一般社会の
目はそう楽ではないと言い
ますか、難しいのではない
かというイメージです。た
だこれは 9 割近くのがん
患者が実際に働き続けられ
ていないということではあ
りません。あくまで、働き
続けられないと思われてい
るという、イメージの話で
す（スライド 4）。
　上司や同僚や社長さん
は、「高橋さんはがんになっ
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たから、もう働く気はないだろう、働けないだろ
う」と勝手に思っていないでしょうか。イメージ
でものを言わないためには、私たちは学ばなけれ
ばいけないでしょう。そういうわけで本日のよう
なイベントが非常に大事だと思います。
　がんのイメージが立場によってどれだけ違うか
を調べた調査がスライド 5 です。私どもが 2018
年 3 月に「がんと共に働く」というプロジェク
トの中で行ったものです。身近にがん患者さんが
いない人は、8 割ぐらいの方が「がんになったら
長期入院しなくてはならない」と思っています。
ダントツに多いです。しかし「自分ががん患者」「家
族ががん患者」「職場にがん患者」「知人にがん患
者」がいる人たちは、必ずしもそうは思っていま
せん。「身近にいない」人だけがダントツにそう
思っています。近くにがん患者さんがいない場合
には、長期入院が必要と思ってしまうのですね。
　同じように「がんになったら仕事を辞めなくて
はならない」と思っている方々も、「身近にいない」
人では、やはり「辞めなくてはならない」と思う
方が半分くらいです。それに対して「自分ががん
患者」という方では、辞めなくてはいけないと思
う方は 1 割ぐらいです。意外に働けるものだと
いうことが分かっているからですね。「職場にが
ん患者」がいらっしゃる方も 18％で、意外に働
けるものだという実例を見ているからでしょう。
　つまり、がんに対するイメージは身近にいらっ
しゃるかどうか、それから身近な方がどういう生

活をしていらっしゃるかということに相当に左右
されると思われます。がんになったのは驚いたけ
れども、けっこう何とかやっていけるという状況
にある方を身近に見ていると「ああそうか」と思
いますし、逆にちょっとシンドイ状況の方を身近
に見ているとやはり大変だと思ってしまったり。
病気のイメージは身近な体験（者）によって左右
されるものですね（スライド 6）。

誤解を解くために
―分かってほしい方に分かってほしいぶんだけ言う

　がんに対する色々な誤解があります。「がんは
不治の病いである」「がんになったらそれまでの
生活は送れない」など。もしそのように思ってし
まったら、どうせだめなら今まで吸っていた煙草
を止める必要はないだろうとか、早期発見されて
もだめならがん検診に行く必要はないだろうと

スライド 4　がん対策に関する世論調査

スライド 6　

スライド 5　 企業関係者に対するがんに関する意識調査 
2018 年 3 月国立がん研究センター、日経 BP 社
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か、標準治療を受けないで民間療法を選択しよう
と思ってしまうかもしれません。そういう誤解を

「学ぶこと」で解く必要があるだろうと思います
（スライド 7）。
　本日はこの後で色々とご講演をうかがった後で

「カフェタイム」があります。その時に、がんに
ついて自分がどういうことを学びたいか、また周
りの人たちには、どういうことを学んでほしいか
を話し合っていただきたいと思います。自分や家
族ががんと分かったらびっくりしますし、親戚で
もびっくりします。近しい友人や職場の同僚たち
のがんもびっくりします。またがんは高齢になっ
てから起きることが多いのですが、子どもも、あ
るいは思春期や 20 代の若者だって罹ることがあ
ります。本日は看護学生さんがたくさんいらっ
しゃっていますが、20 代でも大きな命に関わる
病気になることはあります。またご近所の方がが
んになった時にどのように接すればいいのか、思
案してしまうこともあります。やはりそこで、偏
見と言いますか、思い込みで動くのではなく、事
情が許す限り、その方がどういう状況か分かって
いれば、コミュニケーションも取りやすいのでは
ないかと思います（スライド 8）。
　それでも自分が病気になった時に、がんに限ら
ず病気の状況を赤裸々に周りに伝えることは簡単
ではありません。分かってほしい方に分かってほ
しいぶんだけ言うというのがポイントなのかもし

れません。べつに知ってほしくない人に詳しく伝
える必要はないですから。

がん教育の位置づけとスキーム

　がん教育には国もかなり力を入れ始めました。
厚生労働省はだいたい 5 年に 1 度「がん対策推
進基本計画」を作っています。第 1 期、2 期と
来て、昨年度、第 3 期が始まりました。どうい
う施策を立てているかと言いますと、まず「がん
予防」、それから「がん医療の充実」、それからが
んになってもその後の人生を充実させましょう、
がんと共生して生きていきましょうという「がん
との共生」という施策です。がんになる前、なっ
てからの治療、その後という時間軸で施策を立て
ているのですね。そして「これらを支える基盤の
整備」のひとつとして「がん教育、普及啓発」が
入っています。ただ、教育となりますと厚生労働
省だけの話ではなく、文部科学省も関わってきま
す。本日、この後でお話がありますが、教育の現
場に 1 つテーマを増やすということは、実は非
常に手間がかかることなのです。しかしあえて、
子どもさんに向けた教育が始まっています（スラ
イド 9）。
　学校におけるがん教育ですが、がん教育の定義
では、「健康教育の一環として」学ぶとされてい
ます。健康を考える一環ですから、べつにがんだ

スライド 7　がんに関する誤解

スライド 8　 学ぶこと／知ることで、がんに関する誤解を解
く・・・
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けを特別視して学んでいるわけではないのです
が、健康に暮らすためのひとつとしてがん教育が
あり、「がんについての正しい理解」と、がん患
者ご本人や支えているご家族や、患者を取りまく
方々である「がんと向き合う人々に対する共感的
な理解を深めることを通じて、自他の健康と命の
大切さについて学び、共に生きる社会づくりに寄
与する資質や能力を育成する。」とあります。病
気そのものに加えて、がんと向き合う人間につい
ても理解を深めようというねらいです（スライド
10）。
　私自身は、もともとはプライマリ・ケア医でし
た。特定の専門を持たず、一般のまち中の病院に
勤めておりました。したがって教育の専門家では
まったくありません。しかしがん教育については、
今は、厚生労働省と文部科学省が一緒に動いてい
て、教材もずいぶん色々と作っていますので、そ
こから学ぶことができます（スライド 11）。
　学校の先生も本当にお忙しい中で、子どもたち
に教えなければいけないテーマがどんどん増えて
きています。また、学校の先生方も必ずしも病気
の専門家ではいらっしゃらない。そういうところ
にがん教育が加わるのですから大変だと思いま
す。たとえば医療者が教育を考えろと言われたら
非常に困るでしょう。教育のシステムが分かりま
せんし、教育委員会がどういう仕組みで動いてい

るのかも分かりません。したがって、がん教育に
おいては、教育現場と医療現場、そして体験した
ご本人たちの 3 者で協力してやっていくことが
とても大事ではないかと、私も素人なりに思って
います。

がん教育の内容

　がん教育の具体的な内容としては、がんに関す
る科学的根拠に基づいた理解という「病気そのも
の」についての学びがまずあります。どういう理
由でがんになるのか、がんにはどのような種類が
あり、どのような経過になるか、日本全体でがん
がどのような状況にあるか、がんに対する治療法
や緩和ケアなどの学びです。さらに「暮らしや生
き方への影響」という学びがあります。がん患者

スライド 11　

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

スライド 10　 学校におけるがん教育の在り方について（報
告）　平成 27 年 3 月
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さんの暮らしを理解し、がん患者さんと共生して
いくという部分、「健康や命の大切さの認識」と
いう学びです。そういう、人間が生きていく中で
がんをとらえるという視点も教育の中に入ってい
ると思います（スライド 12）。
　子どもたちに教える時には、学校の先生だけで
はなくて色々な立場の人間が入っていった方が効
果的だろうという予測に基づき、文科省は「医師
やがん患者・経験者等の外部講師を活用」するよ
うにという方針を出しています（スライド 13）。
　スライド 14 もそうです。「教員や外部講師を
対象とした研修会等を実施する。」とあるように、
子どもたちにがんを教えるための研修も予定され
ています。また地方自治体は「教育委員会及び衛
生主管部局が連携して…医師会や患者団体等の関
係団体とも協力しながら」やっていきましょうと

スライド 12　がん教育の具体的な内容

スライド 15　外部講師を活用したがん教育の進め方スライド 13　 基本計画より：　4.　これらを支える基盤の
整備

スライド 14　 基本計画より：　4.　これらを支える基盤の
整備

いう方針を出しています。
　学校というのは、トレーニングを積んだ専門家
である先生方が子どもたちに教育を提供する場で
すが、教育の専門家ではない外部講師もお手伝い
する時には、講師の専門性が十分に活かされるよ
うにすること、学校全体の健康教育の一環として
行うこと、子どもたちの発達段階を踏まえた指導
を行うことという方針が出されています（スライ
ド 15）。
　小学校の学習指導要領の解説では、たとえば「煙
草、飲酒、薬物乱用と健康」というトピックが出
されていますし、この中で「喫煙を長い間続ける
とがんや心臓病などの病気にかかりやすくなる」
というように、健康行動との関連でがんが出てい
ます（スライド 16）。
　中学校の学習指導要領の解説では、生活習慣の
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話などで出ています（スライド 17）。
　高等学校の学習指導要領の解説でも、生活習慣
で出ています（スライド 18）。
　生活習慣はたしかに大事です。生活習慣という
のは、煙草、食べ方、睡眠などのライフスタイル
ですが、そのライフスタイルによって体調が崩れ
たり、とくに煙草などは肺がんの原因になったり
もします。ただ、煙草を吸っていても肺がんにな

らない方もいますし、吸っていなくても肺がんに
なる方もいます。理想的なライフスタイルを送っ
ていても「なる時には」なります。そこが不思議
なところなのです。したがって生活習慣を整える
のは大事ですが、「生活習慣が乱れていたからが
んになった」のような、新たな偏見を生まないよ
うにする伝え方が必要だと思います。ここは十分
気をつけなければいけないところですね。子ども
さんたちは素直です。だからこそ、やはり教え方
には工夫が必要だと、私は医療者の立場から考え
ています。「なる時には」なる。しかし一部防げ
るものもある。完全に何かを止めたから防げるも

スライド 16　 小学校　学習指導要領解説：体育編 
（平成 29 年 7 月）

スライド 17　 中学校　学習指導要領解説：保健体育編 
（平成 29 年 7 月）

スライド 18　 高等学校　学習指導要領解説：保健体育編 
（平成 30 年 7 月）

スライド 19
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スライド 21　 国立がん研究センター がん対策情報セン
ター がん情報サービス

のでもないという点は、きちんと伝えたいですね
（スライド 19）。

大人の学びの場は？

　さて今までの話は学校の話、子どもさん相手の
話でした。ただ、学びは大人にとっても大事です。
大人になった私たちには、どのような学びの場が
あると思いますか。ちょっと聞いてみましょう。

■ 高橋：いかがですか？

■ 参加者 A：行政からの健康教育についてのチ
ラシなどで学んだりしています。

■ 高橋：そうですね、市の広報などにがんの話
などが載っていることがありますね。

■ 参加者 A：そういう教育の学習会に参加した
りして、活用しています。

■ 高橋：そういう学習会などに色々な方に来て
いただきたいですよね。がんになっていない方に
も、ご家族ががんの方にも。他にはどのような学
びの場所がありますでしょうか。

■ 参加者 B：鹿屋市などの健康診断などで、自
分の身体を知って、お話を聞かせていただく。

■ 高橋：そうですね。健康診断も非常に良い機
会になりますね。結果を自分で学び、自分はどの
ような感じかを知る。他にいかがでしょうか。ど
のような場所があると思いますか。

■ 参加者 C：インターネットで調べるとか。

■ 高橋：ご自分で調べるというのもありますね。

　働いている方なら職場の健康教育などもあるか
もしれません。それから地域、行政、町内会の催
しや、患者会や有志の勉強会などもあるかもしれ
ません。また、インターネットというのが出まし
たが、自力でも情報収集できます。さらに学校で
がん教育を受けた子どもたちから学ぶこともある
かもしれません。私たち大人にも色々な学びの場
があると思います（スライド 20）。
　私ども国立がん研究センターがん対策情報セン
タ ー で は、「 が ん 情 報 サ ー ビ ス 」（https：//
ganjoho.jp）というサイトを運営していまして、
手前味噌ですが日本でいちばん信頼できるがん情
報サイトだと思います。様々な情報が出ています
し、スマホでも見ることができます。「がん」で
検索するとおそらくいちばん上に出てくると思い
ます（スライド 21）。

スライド 20　
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ると思います。
　今日の「カフェタイム」では自分ががんについ
てどういうことを知りたいか、それから周りの人
にどんなことを知ってほしいと思うか、そのあた
りをお茶を飲みながら話し合って共有できればと
思っています（スライド 23）。
　簡単ですが以上です。どうもありがとうござい
ました。

スライド 22　 スライド 23　

　また、私どもは、スライド 22 にあるように様々
な資材を作っています。こういう資材は、病院の
がん相談支援センターなどで入手できます。もち
ろん病院の医師、看護師、薬剤師などの医療者に
聞いていただくのもいいです。このように無料で
手に入る資材がたくさんありますので、ご遠慮な
く、こういうところを知りたい、ここが心配だ、
というように声を掛けていただきたいと思いま
す。それが、大人が学ぶことを助けることにもな
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座　長………………………………………………原口　優清 （県民健康プラザ鹿屋医療センター院長）

講演
①県民に向けてのがん教育………………………大脇　哲洋 （ 鹿児島大学病院地域医療支援センター長）
②がん患者に向けてのがん教育…………………米島　祥子 （ 県民健康プラザ鹿屋医療センター地域医

療連携室　看護師）
③学校におけるがん教育の取り組み…………… 辻原　さおり （ 鹿児島市立伊敷中学校　養護教諭）
④子どもたちに向けてのがん教育……………… 三好　　綾 （NPO 法人がんサポートかごしま理事長）

シンポジウム　 

がんについて学ぼう 
〜 県民・がん患者さん・子どもたちへ〜
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　シンポジウムに入ります。今回は 4 人の先生
に講演をたまわります。10 分程度でお願いし、
あとは討論という形を考えていましたが、先生方
は大変、熱が入られて、ご覧いただけるとお分か
りのようにけっこうたくさんの資料があります。

そこで 15 分程度ですが十分お話をしていただこ
うと思います。質問等はすべて終了後に時間があ
れば受けたいと思います。時間がない場合は後半
の「カフェタイム」で出していただければと思い
ます。ご協力をよろしくお願いします。

原口　優清
県民健康プラザ鹿屋医療センター院長

シンポジウムを始めるにあたって
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はじめに

　みなさんこんにちは。鹿児島大学の大脇です。
大学病院の中に地域医療支援センターがあり、日
頃は、そこで、名前の通りなのですが、地域で働
く医療者の応援をしています。大学の医学部では
地域医療学分野の教授をさせていただいていま
す。
　私は月に 2 回、鹿屋医療センターの方で乳腺
の特殊外来である専門外来を担当しています。乳
がんの専門家でもあります。日頃はそういうこと

も含めて一般の学生にも発がんやがんの仕組みな
ども話しています。

日本人のがんの現況

　スライド 1 は、先ほど高橋先生の方からもお
話がありましたが、日本人の死因を並べたもので
す。1899 年から現在までです。1920 年ごろは
肺炎がトップでしたが、今では、悪性新生物、つ
まりがんです。がんで亡くなる方が多くなってい
ます。車の保険に入る時には、よく「万が一のた

大脇　哲洋
鹿児島大学病院地域医療支援センター長

シンポジウム講演①： 
県民に向けてのがん教育

スライド 1　日本人の疾患別死亡率の推移

めに」入っておこうと言わ
れますが、がん保険はどう
かと言いますと、万が一の
ためのがん保険ではなく
な っ て い ま す。2 人 に 1
人ががんになるわけですか
ら、対象が全然違います。
夫婦 2 人なら、その内の
1 人が統計的にはがんにな
る。子どもが 2 人いれば、
その内 1 人はがんになる。
今、日本人はそういう環境
の中にいるということで
す。
　スライド 2 は、先ほど
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スライド 2　日本人の部位別癌罹患率

スライド 3　日本人の部位別癌死亡率

スライド 4　日本の癌死亡の概況

も紹介がありました国立が
ん研究センターのがん対策
情報センターの「がん情報
サービス」から載せたもの
です。罹患率というのは、
がんになる確率ということ
ですが、男性では、いちば
んが「胃」、それから「肺」、

「大腸」「前立腺」「肝臓」
の順番になっています。女
性では、今はダントツで「乳
がん」が多い。その次に「大
腸」「胃」「肺」「子宮」となっ
ています。女性の場合は、
乳がんが多くなっていま
す。男性は「胃」「肺」「大
腸」というあたりがなりや
すいがんいうことになりま
す。
　それでは死亡率で見ます

（スライド 3）。女性は、乳
がんがいちばん罹りやすい
がんでしたが、女性の場合
は乳がんで死ぬ人は少ない
です。女性は「大腸」「肺」
で亡くなる方が多い。男性
は「肺」「胃」で亡くなる
方が多いということで、罹

るがんと死ぬがんは違うということです。治りや
すいがんがあるということが分かると思います。
　毎年のことで見れば、約 100 万人の方ががん
になり、毎年約 40 万人の方が死にます。多くの
人ががんになります。とくに男性の方が少しなり
やすい。その内死亡するのは半分以下ということ
で、ある意味でがんは罹るのは仕方がない、それ
でも治せるがんはたくさんあり、そのためには早
く見つけるということが大事です（スライド 4）。
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がんとは？―なぜ突然変異は起きるのか

　がんのことを Cancer と言います。Cancer と
いうのは英語では「がん」以外にカニの意味もあ
ります。カニの足が伸びるように、横にはってい
くものということから来ているものと思われま
す。7 月生まれの方には申しわけないのですが、
かに座のことも Cancer と言います（スライド
5）。
　すべての年齢で男女を問わず、様々な原因で、
全身の臓器・組織に起き、その悪性度も様々です。
がんは非常に多彩なのでなかなか治しにくいとこ
ろがあります。しかしながらその中でも、今は日
進月歩で治療法が進歩し、がんそのものを攻撃し

たり、それによってできる産物を利用したりする
治療ができてきているところです（スライド 6）。
　これから少しだけ難しい話をしますが、それで
もみなさんは知っていることも多いと思います。
がんというものは、基本的には遺伝子の障害・変
異によるものです。そのことを昔、説いた人がい
ます。突然変異でがんができる。正常細胞とほと
んど一緒なのですが、ちょっと違うだけでがんに
なってしまう（スライド 7）。
　みなさんは、二重らせん構造というものも、よ
く知っていると思いますが、DNA の二重らせん
構造というものはスライド 8 にあるように色々
な方が発見に関わっています。
　その中でこうした遺伝子、とくに二重らせんを
ほどいたり、またくっつけたり、ほどいたものを
読み込んだりという様々な酵素が働いています。

スライド 6　癌はいろいろ

スライド 7　癌はなぜできる？

スライド 8　DNA の二重らせん構造

スライド 5　癌（がん）
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こういうところにある意味で落とし穴があって、
自分の複製を作ろうとした時に色々な傷がつく可
能性があります。その傷がつく可能性がある原因
となるものとして、化学物質や電磁波とか紫外線、
放射線、ウイルス、その他、食品の中に含まれて
いる発がん物質や慢性的な刺激といったものが働
いています。（スライド 9）。
　先ほど申しあげた二重らせんがあり、それをほ
どくもの、それからそれを分離するもの、それか
ら今度はそれを複製するために読み込むものとい
うように色々なパターンがあるので、こういうと
ころが治療のターゲットにもなりますし、また逆
に発がんのターゲットにもなっているということ
です（スライド 10）。
　昔イギリスの煙突掃除人がよく陰嚢がんになっ
ていました。なぜ陰嚢がんになるのか。灰を掃除
するので、灰を吸い込むから肺がんになってもお
かしくないのに、なぜ陰嚢がんになるのかです。
なぜかと言いますと、男性の陰嚢の皺の中にター
ルが入り込むのです。それでその部分から発がん
するのだろうと言われています。タールというも
のは、非常に強い発がん物質で、発がんに関わり
ます。煙草にもタールが入っています。ゴッホが
描いた絵ですが、喫煙が悪いということを示すた
めに骸骨で表しています（スライド 11）。
　先ほどのタールですが、歴史的な話をしますと
タールをウサギの耳に塗り付けて最初に発がんさ
せたというのは、1915 年の話で、東京大学の山
極勝三郎という方が行いました。これが世界で初
めての人工的な発がんと言われています（スライ
ド 12）。
　この方は大変な功績があったのでノーベル賞に
選ばれたかと言いますと、実際にはノーベル賞に
は選ばれませんでした。1926 年のノーベル賞は
デンマークのフィビガー（Johannes Fibiger）
という人で、山極さんも途中まで候補には挙がっ
ていたのですが、落ちてしまいました。デンマー

クのフィビガーさんという人は、寄生虫説で、寄
生虫がいるとがんになるという説を唱えてノーベ
ル賞になりました。もちろんその後、それは否定
されたのですが、そうした研究は日本では非常に
進んでいたということです（スライド 13）。

スライド 9　どうして突然変異がおこる？

スライド 11　化学物質

スライド 10　細胞分裂により、傷ついた遺伝子も複製される
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煙草とお酒の発がんリスク

物質が多いのです。なぜかと言いますと 2 通り
の理由があります。吸っている人はフィルターを
通します。多くのものがフィルターに引っ掛かり
ます。もうひとつは吸う時は赤くなることから分
かるように、かなり高温で燃えています。温度が
高いので発がん物質がけっこう燃えてしまうので
す。そういうことで副流煙という直接出てきた煙
を、周りの人が吸う方が、発がん物質が多いこと
になります。タールを見てみますと外側に出てく
る副流煙の方に 3 ～ 4 倍も多くタールが含まれ
ています。ちなみにヒドラジンというものがあり
ます。北朝鮮がミサイルを撃った時に沖縄の方に
落ちたことがあります。そこで何をしたかと言い
ますとヒドラジンを探したのです。ヒドラジンと
いうのはロケットの燃料で、よく爆発するのです
が、それを探したのです。そういうことでこのヒ
ドラジンなども副流煙の方がはるかに多く、これ
は気道の炎症を起こします。そういうことがあり
ますから煙草を吸っているおじいさん、おばあさ
ん、お父さんたちには、お孫さんたちから「煙は
僕たちが吸ってしまうのだ。」と言ってくれると、
煙草を止めてくれるかもしれません（スライド
14）。

スライド 14　主流煙と副流煙

スライド 13　人工癌の作成　山極勝三郎

スライド 12　コールタール（group 1）

　タールの話をしました
が、みなさんがいちばんご
存じなのは喫煙だと思いま
す。煙草そのものを吸った
ことによる煙の中身を主流
煙と言います。それから副
流煙と言って煙草の先端か
ら出る煙があります。どち
らに発がん物質が多いかと
いうと、吸っている人の方
が多いのではないかと思わ
れがちですが、実は吸った
煙よりも、先端からチョロ
チョロ出る煙の方が発がん
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　もうひとつはアルコールです。アルコールは皆
さんご存じのように、顔が赤くなったり、気持ち
が良くなったりと楽しいこともあれば、またそれ
によって迷惑をかけたりすることもあります。ア
ルコールはある酵素によって発がん原因になるア
セトアルデヒドになり、それがさらに分解されま
す。2 段階で分解されるのです。スライド 15 の
真ん中にある発がん物質であるアセトアルデヒド
が増えると顔が赤くなりますし、ドキドキします
し、気分が悪くなってきます。これに関わる酵素
は 2 つあって、アルコールからこの物質に分解
する酵素が弱いと身体の中にアルコールが貯まる
ので、少量で非常に楽しくなります。簡単に酔え
ます。このアセトアルデヒドをそのまま酢酸に分
解する酵素が強いと、悪いものがあまり貯まらな
いので、飲んでもあまり障害がないということに
なります。そう考えると大変お酒が強い人で、し
かもあまり乱れない人は飲んだものをさっさとア
セトアルデヒドに分解し、さらにこれを分解して
しまうので、はっきり言ってお金の無駄というこ
とになります。ところが最初のところの酵素が弱
くて、2 段階目の酵素が強い人は、非常に楽しく
飲める人ということになります。アルコールの状
態がけっこう長く続きます。したがってお酒の席
で周りの方を見ますとだいたい持っているこの酵
素の強さが分かります。飲んですぐに赤くなる人

はアセトアルデヒドが貯まる方で、この発がん物
質が貯まっている人ということになります。赤い
ということは、けっこうリスクで、発がん物質を
貯めるリスクだということです。この物質は唾液
にも出ますので、お酒を飲む人は唾液が貯まりや
すい咽頭や食道などにがんができやすくなりま
す。
　飲酒と喫煙、それから今言いました 2 つの酵
素をどれだけ持っているかで食道がんの発がんリ
スクが変わってきます。何も持っていない人の発
がんリスクを 1 としますと 4 つとも持っている
人は 357 倍も食道がんになりやすいということ
になります。357 倍ということは、なるかもし
れない、ほとんどなるだろうという人になります。
飲んでいる、あるいは吸っている期間が長いとそ
のリスクは高くなる。このへんはある程度自分で
予防できます。飲んだらすぐに赤くなる人は、で
きるだけ飲まない、煙草は多少他の因子も入って
きますが、煙草も吸わない方がいいです（スライ
ド 16）。

染色体に異常をきたすもの―紫外線・食品

　それから電磁波です。みなさんに身近なのは紫
外線だと思います（スライド 17）。

スライド 15　遺伝子の違い

スライド 16　 飲酒 , 喫煙 , ADH1B , ALDH2 遺伝子型によ
る 食道癌発症リスク
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　日焼け止めを買うと 2 つ表示があります。
SPF50 というのがあったりします。PA ＋＋＋＋
というものもあります。みなさんはこの2つを「何
だろう。」と思っているかもしれません。数値が
高ければいいだろうと思っているかもしれませ
ん。それはその通りなのですが、この SPF とい
うのは、地球に届く波長の長いもので、UV-B に
対する効果を言い、深いところまで届くものです
から皮膚のたるみなどに効くものです。PA が防
ぐ効果を表す UV-A というのは波長が短く、直
接シミなどを作ります。したがって SPF も PA
ももちろん数値が高い方がある程度は良いという
ことになります。ただしこれでいちばん問題なの
は時間でして、だいたいは 2 時間ぐらいで塗り
替えた方が良いと言われています。（スライド
18）。

　食品の話はスライド 19 には、あまり詳しくは
出ていませんが、色々なものが発がん物質を持っ
ていると言われています。昔から言われるように
水にさらしたものが良いとか茹でたものが良いと
言われていますが、それには理由があります。有
名なところはソテツなどです。ソテツの実にはサ
イカシンという物質が入っていて、これは水にさ
らすと出ていくのでそれで良かったりします。ま
たワラビなどもきちんと水に漬けたり、さらした
りして、いわゆる灰汁というものを取らないとい
けません。
　タケノコとかホウレンソウのアクと言います
が、アクというのは何かと言いますと実は中身は
色々と違います。ちなみに灰汁巻きというのは、
灰の汁で煮た食品ですが、なぜ灰の汁で煮るので
しょうか。灰の汁で煮ると灰は水に溶くとアルカ

スライド 19　食品

スライド 20　あく（灰汁）とは？

スライド 17　電磁波

スライド 18　紫外線
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というのはカリウムです。カリウムはアルカリ金
属というものに入ります。つまりカリウムという
のはアルカリ性なのです。灰汁巻きというのはア
ルカリ性の水でどんどん煮たものということにな
ります。ということは非常に殺菌力が強いし、で
んぷんが餅のようになっておいしくなります。糯
米自身の圧力でも餅化するということで、非常に
殺菌されたものですから、長いと 2 週間ぐらい
持ちます（スライド 21）。
　だいぶ話がそれてそろそろ時間もなくなってき
ました。スライド 22 にあるようにタケノコの場
合はシュウ酸です。シュウ酸もあまり摂りすぎる
と腎結石になったりしますので、これもある程度
除いた方が良いということになります。ただ早い
時期に取ったものはシュウ酸が少ないのでそのま
までも食べられます。
　ちなみにタケノコには白いツブツブがあります
が、あれはチロシンというアミノ酸で、酸化する
と非常に苦くなるので、落とした方が良いと思い
ます。本日は料理の話をしに来たのではないので
すが、シュウ酸もアルカリに溶けるので重曹など
と一緒に煮ると溶け出してなくなります（スライ
ド 23）。

スライド 21　元素周期表

スライド 23　なぜタケノコはゆでる？

スライド 22　あく（灰汁）とは？

リ性になるからです（スラ
イド 20）。
　なぜアルカリ性かと言い
ますと、みなさん元素周期
表を覚えているでしょう
か。メンデレーエフの周期
表というのは知らないで
しょうか。実は灰の中には
カリウムが含まれているの
です。植物の細胞の膜の中
には全部カリウムがありま
す。カリウムというのは金
属ですから焼いても飛んで
いかないのです。灰の中身
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　スライド 24 はがんと食物・栄養素との関連を
見たものです。アルコールは色々ながんを増やす
可能性があります。

まとめ―がんとの戦い

　いずれにしてもこれまで話したことは、すべて
が最終的にはほとんどが酸化ストレスというもの
で、身体にダメージを与え発がんを起こします。
最終的にはここに行きつきます。色々な物質も結
果的には老化の原因である酸化ストレスを増やし
て発がんに結びつけるということです。本日は煙
草の話、アルコールの話は、ぜひ覚えてお帰りい
ただけたらと思います（スライド 25）。
　最後のスライド 26 は、フランスの病院のポス
ターです。がんと闘うペルセウスがメデューサを
退治する時の絵柄です。「戦ってこそ , 人間らし
く生きられる。戦ってこそ、厳かに人生を終えう

る。」というがんとの戦いを表しています。色々
な意味でみなさんががんと戦う場面が必ず出てき
ます。なにしろ 2 人に 1 人が罹る時代ですから。
その時にみんなで応援する場を作っていただきた
いと思っています。
　話は以上です。ご清聴ありがとうございました。

スライド 26　フランスの病院のポスター

スライド 25　活性酸素（酸化ストレス）スライド 24　主要部位の癌と食物・栄養素との関連
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がんと告げられた時
―どこに相談し、どういう情報を得るか

　こんにちは。鹿屋医療センター地域医療連携室
で看護師をしています米島と申します。
　がんという診断を告げられた時に「頭の中が
真っ白になった」「主治医から何を言われたのか
覚えていない」「まさか自分が…」など色々な思
いや不安でいっぱいになります。病気を認めたく
ない気持ちが強くなり、絶望感にさいなまれるか
もしれません（スライド 1）。
　その時には気持ちを貯めこまないで家族や親し
い友人に話したり、あるいは身近な人に話すこと
が難しい時には、がん相談支援センターにご相談
ください。どの地域に暮らしていても質の高いが
ん治療が受けられるように、都道府県ごとに原則
1 ヵ所指定される都道府県がん診療連携拠点病院
と、地域ごとに地域がん診療拠点病院が置かれて

います。鹿児島県では、都道府県がん診療連携拠
点病院は鹿児島大学病院、大隅地域の地域がん診
療拠点病院は現在はありませんが、鹿屋医療セン
ターは地域がん診療病院、県がん診療指定病院に
は大隅鹿屋病院、恒心会おぐら病院、曽於医師会
立病院が指定を受けています。それぞれ連携を取
りながら専門的ながん医療をみなさんに提供する
とともに、がんについての情報提供を行い、がん
に関する相談窓口となっています。
　当院のがん相談支援センターには、看護師 2 名、
医療福祉相談員 1 名、地域医療連携推進員 1 名
がおり、当院に通院、入院をされている患者さん、
ご家族、また当院で治療をされていない院外の方
の相談にも対応じています。対応できるのは平日
の 8 時 30 分から 17 時までです。直通の電話が
ありますのでお電話をいただくか、ホームページ
にあるメールを利用していただくか、直接、当院
にお越しいただいて対応させていただいています

（スライド 2）。
　自分の不安や悩みを他人に話したり、相談する
ことが難しい時には、先ほども紹介がありました
が国立がん研究センターのがん情報サービスをご
利用ください。病気と向き合うことは、納得のい
く治療を受けることの第一歩になります。自分の
病気や治療について十分に理解することが大切に
なります（スライド 3）。

米島　祥子
県民健康プラザ鹿屋医療センター地域医療連携室　看護師

シンポジウム講演②： 
がん患者に向けてのがん教育

スライド１　がんと診断された時
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　がん情報を探す 10 個のポイントです（スライ
ド 4）。がんの治療や療養において情報は力にな
ります。がんに対する不安を少なくするには正確
な情報を集めて知識を蓄えることが大切です。今、
自分にとって必要な情報を担当の先生、セカンド
オピニオンとしての他の先生、医師以外の医療ス
タッフ、がん相談支援センターなどの相談できる
窓口やインターネットを利用して集めてくださ
い。ただし集めた情報が本当に正しいものかの判

断をする時、また健康食品や民間療法を利用する
時には、担当の先生に確認するようにしてくださ
い。

がんの意味の変化とがん患者のこころ

　5 年生存率は 6 割になり、生存率は向上し、
がんは長く付き合う慢性病になったと言われるよ
うになり、診断・治療後も社会生活が続くことが
前提となってきています。日本人の 2 人 1 人は
一生の内のどこかで、がんの診断を受けるように
なり、生産年齢人口と言われる 15 ～ 64 歳の内、
20 数万人は、毎年新たにがん診断を受ける時代
と言われています。近所や職場にも、今がんと向
き合っている人がいるということになります。病
名告知も本人にされることが当たり前のこととな
り、がんと知ったうえで生活するのが当たり前の
時代、隠される時代ではない社会になってきてい
ます（スライド 5）。
　がん患者さんの 70％は、痛みを感じ、痛みだ
けではなく、息苦しさ、気持ちの悪さ、だるさ、
気分の落ち込み、不安などの症状を経験されてい
るという調査結果があります（スライド 6）。
　患者さんの苦痛について「全人的苦痛（Total 
pain）」という言い方がされています。痛み、息
苦しさ、吐き気などの身体のつらさの身体的苦痛、
抑うつ、せん妄、イライラ、不安といったこころ
の悩みの精神的苦痛、また仕事、家庭、学業、経

スライド２　大隅地域におけるがん相談支援センター

スライド３　有用な Web サイト①

スライド４　がん情報を探す 10 個のポイント

スライド５　「がん」の意味が変化している
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済的な問題といった社会的苦痛、人生の意味、死
への恐怖、自分はどうしてこうなったのだろうと
いう自責の念などのスピリッチュアルな苦痛があ
ります。そのつらい気持ちを人に伝えることが苦
痛やつらさを和らげる助けになります（スライド
7）。
　治療とこころの変化です（スライド 8）。がん
と言われたら不安で落ち込み、多くの方が同じよ
うにストレスに直面しますが、その不安や落ち込
みは、ある程度は通常の反応で、ほとんどの方が

2、3 週間で乗り切られます。診断の時期には、
がんかもしれない、進行しているかもしれないな
ど様々な不安の中で病名を告知され、心理的な衝
撃を受けます。その中で手術、放射線治療、薬物
療法といった治療が始まっていきます。それぞれ
の治療に対する不安や身体的変化や治療による副
作用の症状で日常生活のスタイルを変え、それに
合わせていくことが必要になります。再発・転移
の不安、死への恐怖を抱えながら治療を行い、そ
の経過の中で順調に行く方もいれば、再発する方
もいます。終末期では、死と向き合う負担の中で、
自分の人生をどのように、どこで過ごしていくべ
きかを考え、検討していかなければなりません。
　昨年平成 30 年度、当院で行った相談件数は、
341 件で、入院患者さんの相談が 169 人でほぼ
5 割になります。外来患者さんの相談が 37％、
院外からの相談が 13.5％でした。がん相談の方
法としては、電話相談が約 6 割を占め、直接の
面談は 3 割程度でした。電話相談後に来院され
て再度面談するなど重複例が 1 割程度いらっしゃ
いました（スライド 9）。
　相談内容として多かったものは、「介護保険」
が 165 件、「在宅医療」が 156 件、「不安・精神
的苦痛」が 91 件、「退院」が 85 件。当院には
高齢の患者さんが多く、一人暮らし、高齢世帯、
身寄りが近くにいないという環境の方もおられ
て、不安の他に「介護」「在宅医療」「医療費」と

スライド６　患者は様々な症状に悩まされる

スライド７　全人的苦痛 Total pain

スライド８　治療とこころの変化
スライド９　がん相談の件数・方法（平成 30 年度）
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いった相談が多い結果でした。がん治療の他にも
「自宅に帰りたいが生活が不安」「色々な不安で治
療に踏み切れない」「どうしたらいいのだろう」「ど
こに聞いたらいいか分からない」など様々な相談
がありました（スライド 10）。

痛み・つらさへの対応
―緩和ケア・医科歯科連携

　緩和ケアと聞くと、がんが進行した患者さんに
対するケアだと誤解し、まだ緩和ケアを受ける時
期ではないと思い込んでしまう方もいらっしゃる
と思いますが、緩和ケアとは、重い病いを抱える
患者さんやその家族、一人ひとりの身体やこころ
などの様々なつらさを和らげ、より豊かな人生を
送ることができるように支えていくケアとされて
います。患者さんとご家族が自分らしく過ごせる
ように医学的な側面に限らず色々な場面で幅広く
対応していきます。がんと診断され、治療開始と
同時に緩和ケアも行われ、患者さん、ご家族の
QOL（生活の質）の向上をめざしていきます（ス
ライド 11）。
　そこで当院では、入院中の患者さんは毎日、外
来通院中の患者さんには外来受診時に「痛みとつ
らさの質問票」をもとに看護師が問診を行い、問
題を洗い出しています。そのスクリーニングを確
認しながら医師が診察し、症状や問題に対応して
いきます（スライド 12）。

　主治医が基本的に緩和ケアを提供しても、なか
なか痛みや苦痛が和らげられない時には、専門的
な緩和ケアを検討し、緩和ケアチームに対応を依
頼することになります。当院の緩和ケアチームに
は、身体的な苦痛の症状緩和を担当する医師 1 名、
精神症状担当医師も 1 名いて、こころのケアを
担当する医師として県立姶良病院の医師が第 4
火曜日に来て対応しています。その他、がん専門
薬剤師 1 名、看護師としては、緩和ケア専従看
護師 1 名、病棟・外来看護師 1 名に、緩和ケア
認定看護師が 2 名、がん化学療法認定看護師が
1 名います。その他、理学療法士、栄養士、歯科
衛生士、医療福祉相談員、臨床心理士、経営課職
員といったチームとして患者さん、ご家族の苦痛
やつらさを評価、検討し、緩和ケアを提供してい
ます（スライド 13）。
　がん患者さんの口腔合併症の予防や生活の質の
向上など、患者さんに、より質の高い治療を提供
するため、平成 27 年度から歯科医師会と連携し

スライド 10　平成 30 年度 がん相談支援センターの相談内容 スライド 11　包括的がん医療モデル

スライド 12　がん患者スクリーニング
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て医科歯科連携を行っています。がんの手術前・
化学療法前・放射線療法前の患者さんに医師が口
腔ケアの必要性を説明し、同意を得たうえで紹介
状を持参して歯科受診をしてもらっています。治
療後もケアが必要な患者さんには、火曜日・木曜
日に勤務している歯科衛生士が、患者さんの口腔
ケアの指導・相談等に応じています（スライド
14）。

経済的問題や生活問題への対応
―高額療養費制度・介護保険

　手術や抗がん剤治療、入院などは、高額な医療
費がかかるので、支払うのが大変だと心配になる
かと思います。そういう時に活用できるのが高額
療養費という制度です。高額療養費は、窓口での
負担額の内、自己負担限度額以外は公的医療保険
がカバーしてくれる制度です。1 ヵ月に同じ医療
機関ごとに入院と外来では別々の計算というルー

ルがありますが、初めから高額な医療費になると
分かっていたら高額療養費の手続きをして「限度
額適用認定証」を提示しておくと窓口での支払い
は自己負担限度額となります（スライド 15）。
　スライド 16 は 70 歳未満の自己負担限度額の
金額の一覧になります。
　スライド 17 が 70 歳以上の一覧になります。

スライド 13　緩和ケアチーム

スライド 14　医科歯科連携

スライド 15　 医療費が高額になりそうなときは限度額適用
認定証を利用しましょう。

スライド 16　 高額な医療費の負担を減らしたいとき：高額
療養費制度：70 歳未満

スライド 17　 高額な医療費の負担を減らしたいとき：高額
療養費制度：70 歳以上
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　申請窓口は、国民健康保険や全国健康保険協会
など保険者によってそれぞれ異なります。治療前
に高額療養費の手続きが済んでいない場合は、そ
れぞれの窓口で支払い後の領収書、印鑑、本人の
銀行口座、保険証を準備して申請することになり
ます（スライド 18）。
　体調の変化によって、あまり無理ができなく
なった時に住み慣れた自宅でできるだけふだん通
り過ごせるように自宅の環境調整や生活の手伝い
をするサービスで介護保険という制度がありま
す。お住いの市区町村窓口で申請し、介護調査を
行い、認定されるとケアマネージャーがサービス
の計画を立ててサービスを開始します。手すりや
段差解消の住宅環境を整備したり、ベッドや車椅
子など福祉用具を借りたり、在宅でのリハビリや
生活援助、施設に通って受けるサービスなどがあ
ります（スライド 19）。

　介護認定の結果を待たずにサービスを利用した
い時には、申請時に地域包括支援センターに相談
して、本人の状態や住まい環境などを見てもらい、
必要な介護サービスを立案してもらいます。認定
前に介護サービスを利用する場合には、限度額も
分からないままサービスを開始することになりま
すので注意が必要になります（スライド 20）。
　スライド 21 は、在宅での療養生活を支えるス
タッフです。病院の担当医の他に自宅に定期的に
訪問したり、緊急時に対応する在宅医、在宅医と
連携し療養の世話や医療措置、症状の観察などを
行う訪問看護師、介護や買い物、掃除など家事の
援助を行うホームヘルパー、他に薬剤師、歯科衛
生士、リハビリのスタッフなどがいます。
　入院から自宅に退院する時には、患者さん、ご
家族、病院スタッフ、在宅療養を支えるスタッフ
で話し合い、在宅で安心して生活できるように調

スライド 18　窓口と申請方法 スライド 20　認定前の介護サービス利用方法

スライド 19　介護保険の申請から利用まで スライド 21　在宅支援のスタッフ
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整していきます（スライド 22）。

がん患者会「あやめ会」について

　同じ経験を持つ患者さんの話を聞くことで気持
ちが軽くなったり、療養生活を快適に送る知恵を
得られることがあります。患者さん同士が出会え
る場として、当院にもがん患者会「あやめ会」が
あります。毎月第 4 木曜日のお昼の 1 時から 3
時まで 5 階ラウンジで行っています。参加者同
士が色々な話をし、治療や療養についての情報交
換やミニ学習会を行っています。当院で治療をさ
れていない方も参加していただいていますので、
ぜひお越しください（スライド 23）。
　スライド 24 は、がん患者会に参加された方か
らの感想です。「思いを表に出すことができてすっ
きりした」「同じ体験を持った患者さんから話を
聞くことで色々な情報を得ることができた」など
色々な話をされています。
　スライド 25 は、平成 30 年度に行ったミニ学
習会のテーマです。
　スライド 26 は、あやめ会の院内掲示のポス
ター等と、平成 30 年 6 月に行った七夕飾りのよ
うすです。患者さんと一緒に外来のフロアで飾り
つけを行いました。

スライド 22　退院前合同カンファレンスの参加者

スライド 24　がん患者会に参加した人の感想

スライド 25　平成 30 年度あやめ会ミニレクチャー

スライド 23　がん患者会（あやめ会）

　スライド 27 は、5 階ラ
ウンジで 12 月に行ったフ
ルート演奏鑑賞会のようす
です。フルート教室を開い
ている先生と当院外科病棟
に勤務している看護師のフ
ルート演奏を聴いたり、曲
名当てなどを行いました。
5 階ラウンジは眺めも良い
のでぜひ一度ご参加くださ
い。
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スライド 27　クリスマス会（フルート演奏鑑賞）スライド 26　あやめ会のポスターと七夕飾りのようす

　以上です。ご清聴ありがとうございました。
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がん教育を受けて
―いのちや生きる意味を知る

　みなさんこんにちは。鹿児島市の伊敷中学校で
養護教諭をしております辻原と言います。本校は
5 年前にがん教育の指定校となりました。私が本
校に勤める前ですが、その時の教員が、がん教育
というものを作りあげ、それを今現在も続けてい
ます。その中身について、教育という視点から紹
介をしていきたいと思います。
　まず最初に本校の生徒が書いた感想を紹介した
いと思います。
　スライド 1、スライド 2 のような感想を書い
た生徒がいました。この生徒は、私たちから見る
と本当にいつも元気で、明るく過ごしている女生

徒でしたが、まさかこの子が「死にたい」と思っ
たことがあるとは、私は想像もしませんでした。
この子だけではなく、何人かこういうことを書い
ている生徒もいて、この授業はやはり必要だなと
思いました。最初にちょっと紹介させていただき
ました。

がん教育の目的と流れ

　本校では、がん教育の目的を文科省の『がんの
教育に関する検討委員会報告書』の中から「・が
んに関して正しく理解できるようにする。・いの
ちの大切さについて考える態度を育成する。」を
採りあげて取り組んでいます（スライド 3）。
　スライド 4 は、平成 30 年度のがん教育実施ま
での流れです。6 月に学校保健委員会でがん教育

辻原　さおり
鹿児島市立伊敷中学校　養護教諭

シンポジウム講演③： 
学校におけるがん教育の取り組み

スライド１　がん教育を受けた生徒の感想①

スライド２　がん教育を受けた生徒の感想②
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について講話をしました。「NPO 法人がんサポー
トかごしま」から来ていただき保護者に向けて話
をしていただきました。8 月には、職員研修とい
うことで、職員に向けて「がん教育の現状と課題」
ということで話をしていただきました。10 月に
は、がん教育について、「NPO 法人がんサポー
トかごしま」の方と学年部代表と私とで打ち合わ
せを行いました。実際に始めたのは 10 月下旬か
らですが、まず学年の生徒に事前アンケートを取
ります。11 月 16 日が、がん教育「いのちの授業」
ということで、各クラスごとに「NPO 法人がん
サポートかごしま」の方に 1 人ずつ入っていた
だいてお話をしていただきました。その 1 週間
後の 11 月 27 日に、保健教室「がんについて」
ということで、知識などと、少し自分たちで考え
てみようということで担任による授業を行いま

す。その後、事後アンケートという形です。これ
が 1 年間の流れで、平成 30 年度はこれで取り組
みました。
　指導上の配慮事項ですが、私たちが授業をする
時に毎年悩むことでもあるのですが、小児がん当
事者がいたり、時には既往歴のある生徒がいたり
することもありますので、そこは必ず把握します。
家族や身近な人にがん患者（体験者）がいる生徒
も把握します。できるだけ正確な実態把握をして、
自分たちの発言がその子たちを傷つけないように
細心の注意を払いながら指導することは、職員研
修で共通理解し、心がけていることです（スライ
ド 5）。

第 1 時授業の中身と進め方

　スライド 6 は第 1 時の授業の中身になります。

スライド３　がん教育の目的

スライド４　がん教育実施までの流れ（平成 30 年度）

スライド５　指導上の配慮事項

スライド６　第１時・授業の目標
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第 1 時の授業は、「NPO 法人がんサポートかご
しま」の方々の講話がおもな授業になります。ま
たこの後の三好さんのご講演にも出てくると思い
ますので簡単にご紹介します。目標は「・がん患
者（体験者）への理解を深める。・自他のいのち
の大切さについて考える。」という視点で、1 時
間を組んでいます。
　実際の授業の流れですが、最初に担任が授業者
を紹介します。「NPO法人がんサポートかごしま」
の方たちが、事前に生徒から記入してもらった質
問に答えるという形式で授業が進みます。とても
素敵な授業です。私も初めて聴いた時には、生徒
一人ひとりに目を合わせてお話をしてくださり、
子どもたちもとてもうれしそうでした。
　質問後、がんの種類やがん患者の体験談を聴い
たり、がん患者の（旅立った方）のスライドを見
ます。「かみづるさんのいのちの授業」という素
敵なスライドがあるのですが、それを見ます。そ
れから、これからのこと、3 つの約束というもの
をして、授業を振り返り、担任からまた話をして

もらいます。担任もその授業を受けるのは初めて
の方がほとんどですから、その感想も含め、担任
から話をします（スライド 7）。

生徒の感想

　生徒の感想です。本校では 2 つの小学校から
来るのですが、そのひとつの小学校が 5 年か 6
年にがん教育をしています。したがって「いのち
の授業」を受けたことがある生徒もいるのです。
そういう子の感想ですが「小学校の頃聞いて今回
は 2 回目でした。話の内容は一緒でも感じるこ
とが前とは全然違いました。死について身近に感
じる事もあります。ただ、私は自分から死のうと
思ったことは一度もありません。今死ななくても、
今自分がすべきことがあると思うからです。」と
いうように小学校の時に同じ話を聴いていても
1、2 年過ごし思春期に聴くとまた受け止め方が
違うという感想を書く生徒がほとんどです。
　「死ぬなんて思ってはいけない…」という感想
を書いてくれています（スライド 8）。生徒が真
剣に聴いているようすが写真にもあります。こう

スライド７　第１時・授業の流れ

スライド８　生徒の感想①
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いう感じでとにかく一心に話をしてくれる人を見
つめて授業を受けています。
　スライド 9 は、母親が子宮がんになったこと
があるという生徒の感想です。「私が小学校 3 年
の頃、母が子宮がんになりました。そのときの気
持ちを今でもよく覚えています。毎日不安で悲し
くていつも泣いていましたが、お母さんの前では
笑顔を心掛けていました。お母さんはいつも私を
笑顔で待っていてくれて必ず抱きしめてくれまし
た。…」とあります。「がんサポートかごしまの
○○さんが話してくださった 3 つの約束守りな
がら感謝の気持ちを伝えていきたいと思いまし
た。＜生きてるだけで金メダル＞という言葉を忘
れずにこれからも自分の命も、周りの人の命も大
切に過ごしたいです。」とあります。「生きてるだ
けで金メダル」という言葉は、子どもたちの心に
響いています。

第 2 時授業の中身と進め方

　スライド 10 が第 2 時の授業の目標です。こち

らはがんの知識を教師がおもに教えていきます。
授業の目標は、「・がん発症のメカニズムを知る
とともに、がん発症のリスクを下げる生活のあり
方を理解することで、積極的にがん予防を心掛け
る態度や習慣化を図る。・いのちの有限性や尊さ
を知り、自己のあり方や生き方を考える態度を育
成する。」ということです。スライドを作成し、
どの学級でも同じスライドを使い担任が授業を進
めていきます。
　授業の流れは、スライド 11 の 1 ～ 10 までに
なります。1 週間前に話を聴いていますから、「1
　前の時間の授業を振り返り、学んだことをワー
クシートに記入し、発表する」から始まります。
　「3　がんとはどんな病気かを知る」というこ
とで、グラフ等も交えて話をしていきます。
　「4　がんを防ぐための新 12 箇条を予想して発
表する。」ということで、国立がん研究センター
が出している「がんを防ぐための新 12 箇条」を、
まずは自分たちで予想してみようということで、
生徒たちにも考えてもらいます。生徒たちの意見
も「規則正しい生活をする。」「ストレスをためな
い。」などと出され、その後、「がんを防ぐための
新 12 箇条」を紹介します。
　それから「5　がん検診の実情を知る」という
ことで日本は外国と較べて、がん検診受診率が低
いというグラフがありますから、それを出すと受
診率が低くて驚いたという感想を書いた生徒もい

スライド９　生徒の感想② スライド 10　第２時・授業の目標
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ます。
　「6　日本のがん検診率の低さの理由を予想し、
発表する。」ということで生徒と一緒に考えます。
そうすると生徒からは、「面倒くさく＜自分は大
丈夫＞だと思っている。」「がんが見つかるのが怖
い。」などの意見が出てきます。
　「7　がんの治療方法を知る。」ということで、
治療以外にもこころのケアがあるということで、
緩和ケアについてもここで話をします。

　「8　＜あなたの大切な人ががん告知を受けて
落ち込み、治療を拒んでいます。あなたはその人
をどんな言葉で励ましますか？＞の問いについて
考え、発表する。」ということです。1 人で考え、
またグループで考えて出し合ってもらうのです
が、子どもの中には「しっかり完治するまで頑張
ろう」「恐がらずに一緒に闘おう」という意見が
出てきます。
　その後「9　本時のまとめを聞く」「10　授業
の感想を記入する」という流れです。

生徒の意識変容

　それから生徒の感想がスライド 12 ～ 14 に掲
げていますからご覧いただければと思います。み
な真剣に考えてこの 2 時間の授業を受けている
ことが、この感想からも分かります。がんという
ものには、どうしてもマイナスイメージがあるの

スライド 11　第２時・授業の流れ

スライド 12　生徒の意識変容 （授業後の感想）①

スライド 13　生徒の意識変容 （授業後の感想）②
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ですが、少しでも不安がなくなってきていること
が、子どもたちの感想からも分かります。
　アンケートを紹介させていただきます。「がん
患者さんの話を聞いてどう思いましたか？」とい
うことでは、「感動した」とか、「勉強になった」
というものや、反対に「怖くなった」とか「悲し
くなった」という回答もあります（スライド
15）。
　知識について第 2 時で行いますので、その事
後と事前で較べていますが、「がんは身近な病気
だと思う」については、事後では「そう思う」と
いうのが少し増えて、2 人に 1 人はがんに罹る
時代だという話をしますから、自分とは関係がな
い病気ではないということが、子どもたちにも分
かってもらえているようです（スライド 16）。
　がんを予防するということでも、「がんを防ぐ
ための新 12 箇条」なども紹介しますので、「煙
草を吸わない」とか「バランス良く食事をする」「適
度な運動をする」などと回答する生徒が数値とし
ては増えています（スライド 17）。
　がんの発症についても 2 時間目でおさえます、
まったく知らなかった生徒が、80％ぐらいが理
解することができています（スライド 18）。
　「がんの痛みは我慢するしかない」ということ
も、それが誤りであることが、生徒の感想から分
かります（スライド 19）。
　「がんになっても充実した生き方ができる」と

スライド 15　生徒のアンケート結果よりスライド 14　生徒の意識変容 （授業後の感想）③

スライド 17　 がんを予防するにはタバコを吸わないこと，
バランス良く食事すること、適度な運動をす
ること等の方法がある

スライド 16　がんは身近な病気だと思う

いうことも子どもたちは 2 時間を通して 8 割の
生徒は「正しい」と答えています（スライド
20）。
　緩和ケアについても授業をしますが、授業前は、
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最初は 88％の生徒が聞いたことがないというこ
とでした（スライド 21）。
　それが「分からない」「理解できなかった」と
いう生徒もいましたが、授業後には「理解できた」

という生徒が 78％という数値になっています（ス
ライド 22）。

教師の感想

　教師の感想になります。私たちも専門家ではな
いし、高橋先生からもお話がありましたが、急に

「がん教育」というものが出てきましたので、実
際には教師にも途惑いがあります。
　やってみた教師の感想としては「・がんについ
て早くから知識を得ることは大切だと思う。健康
に元気で過ごすことがとても幸せなことだと感じ

スライド 19　がんの痛みは我慢するしかない

スライド 20　がんになっても充実した生き方ができる

スライド 18　 がんは身体の中で異常な細胞が増えてしまう
病気である

スライド 21　 授業前のアンケートより：「緩和ケア」とい
う言葉を聞いた事がありますか？

スライド 22 　授業後のアンケートより：「緩和ケア」につ
いて理解できましたか
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ることができ、自分を大切にすると思う。・全員
とても真剣な表情で話を聞いていた。日頃ほとん
ど文章を書かない生徒も手紙をぎっしり書いてい
て感動した。」（スライド 23）。
　がん教育に期待することとして同僚の教師に聞
いたところ「・がんの正しい知識を身に付ける。・
誤解や差別をなくす。・いのちについて考える機
会を持つこと。」と話していました（スライド
24）。

がん教育のまとめ―成果と課題

　がん教育のまとめとして、本校なりの成果とし
ては、「1　いのちの大切さを考える機会」に大
いになるということです。子どもたちからも日ご
ろ出さない本音を聞けたりするので私たちもとて
も勉強になります。それから「2　イメージの転

換、考えの深まり」ということで、いのちについ
てもそうですが、がんについてのイメージもがん
を正しく知ることで払拭されることもあると思い
ます。それから「3　知識の定着」も今からの時
代は必要ではないかと思います。「4　自分の言
動を振り返る機会」にもなるということです。や
はりいのちについて考えようということで深く話
をしますから、自分たちが使う言葉についても不
用意な言葉を使っていないかというようなことを
考える機会にもなっていると思います（スライド
25）。
　課題としては、「1　的確な実態把握」という
ことで、子どもたち自身が抱えている、身近な方
にがん患者がいて、その方に対してがん教育を受
けてどうなのかということなどを把握するのです
が、実態把握は本当に必要だと思うのですが、的
確な実態把握であることは課題であると思いま
す。それから「2　行動化につなげる指導」とい
うことでは、せっかく教育を 2 時間受けていま
すので、その後、自分たちはどうしていけばいい
のか、どういう行動ができるのかということです。
これから私たち教師の方が、どういう声掛けや指
導につなげていくのかということがあります。そ
して「3　職員の研修の在り方（知識面）」です。
私たちは知識面でどうしても勉強不足です。研修
等で学んでいく必要があります。「4　職員の意
識」でもそうなのですが、あまり積極的ではない

スライド 23　教師の感想

スライド 24　がん教育に期待すること

スライド 25　がん教育のまとめ（成果）
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職員にどのように働き掛けをして、これをどう進
めていくかは、課題だと思います（スライド
26）。
　本校はがん教育の指定を受けましたので、職員
が協力的で、スムーズにこのがん教育について取
り組んでいます。まだまだ多くの課題もあります
が、外部の方の協力をもらいながら、今年度も 2
学期に行っていきます。
　以上です。

スライド 26　がん教育のまとめ（課題）
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スライド１　自己紹介

スライド２　「いのちの授業」実績はじめに―自己紹介といのちの授業の実績

　みなさんこんにちは。どうぞよろしくお願いい
たします。ただいまずっとがん教育というテーマ
で色々な方面からのお話がありました。今は鹿児
島市立伊敷中学校の辻原先生から、私たち「NPO
法人がんサポートかごしま」の「いのちの授業」
の取り組みについて詳しくお話をいただきました
ので、私の方は、そこは少し割愛し、他のことを
お話しできるとうれしく思っています。
　スライド 1 は自己紹介です。ご覧いただける
とお分かりだと思いますが、色々なことをしてい
ます。乳がん患者です。乳がんになって 17 年に
なりますが、
　「いのちの授業」の実績なのですが、今は伊敷

中学校のお話をいただきましたが、2010 年から
スタートして、もう少しで丸 10 年になるという
長い活動になってきました。延べ 139 校で、鹿
児島県外でもお話をすることが最近は増えてきま
したが、たくさんの学校にうかがっています。鹿
屋の方にはどのくらい来たのかを調べてみました
ら小・中・高校で 11 校にうかがわせていただき、
今日の司会をしている野田さんが鹿屋担当なの
で、鹿屋のみなさんは野田さんの授業を聴くこと
が多いかと思います。21,600 名というたくさん
の子どもたちに授業をしてきています（スライド
2）。

なぜがん教育をして、何を教えているのか

　それではどうして子どもたちに「がん」のこと

三好　綾
NPO 法人がんサポートかごしま理事長

シンポジウム講演④： 
子どもたちに向けてのがん教育
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を教えなければいけないのかということですが、
高橋先生のお話の中でも文科省がそうしなさいと
いうことで決まっているのだというお話がありま
した。私たちは子どもたちに色々なアンケートを
やっています。ひとつの理由としましては、鹿児
島県内の小学校・中学校の子に「身近にがんになっ
た人がいますか？」というアンケートを取ったの
ですが、小学生で「いる」と答えた人が 32％で、
中学校になるとなんと 41％でした。多くないで
しょうか。私たちもアンケートを取って、これほ
どいるのだということが分かりました。ただこれ
は「ご家族に」とは聞いていませんから、たとえ
ば親戚の方であったり、学校の先生であったり、
部活動の関係者の方やお友だちの親御さんなども
入るのかなと思います（スライド 3）。
　ここにはデータは出ていませんが身近な人を亡
くしている子は、だいたい小・中学校で 20％ぐ
らいいました。本当に子どもたちにとってもがん
というものが身近な病気になってきています。そ
れで子どもたちにもそろそろがんのことについて
学んでおいてほしいというのが大きなひとつの理
由です。
　私たちはがん患者として学校に出向いていくの
ですが、何を子どもたちに教えるのかという話を
少しします。先ほどは伊敷中学校のお話がありま
したが、伊敷中学校では実はいつもやっているこ

とと順番が逆なのです。通常は、まず私たちは学
校の先生に知識を教えておいていただき、その後、
私たちが学校に出向いていのちの大切さを教える
という流れになっています（スライド 4）。
　私たちの目標は「心に残る授業を」したいとい
うことです（スライド 5）。先ほど感想を紹介し
ていただいたのですが、色々な思いでこの授業に
取り組んでいます。まずなるべくクラス単位で授
業をしたいということです。みなさん、私と目を
合わせてみてください。このくらいの距離ならた
ぶん居眠りをしている人は分かります。教室は
もっと狭く、そうすると子どもたちは、この人の
話を聴かなければならないという状況になって、
本当に一生懸命に聴いてくれます。体育館でもも
ちろん一生懸命に聴いてくれるのですが、できる

スライド３　身近にがんになった人がいますか？

スライド４　いのちの授業の協働

スライド５　心に残る授業を
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だけ教室で名前が呼べる範囲の人数でやりたいな
という思いがあります。
　また私たちは、がん「を」教えるのではなく、
がん「で」教えたいという思いがあります。がん
教育というのは非常に幅広い可能性を秘めている
なといつも思うのですが、先ほど感想文に出てき
たように、子どもたちは、がんを通していのちの
ことを考えてくれます。自分たちのいのちもそう
ですし、周りにいる人たちのいのちのことも一生
懸命に考えてくれます。正しい知識にプラスして
いのちのことを考えてもらうことを目標にしてい
ます。
　また講演会ではなく授業であるという思いで
やっています。今日は講演なので、こうして私が
一方的にお話しすることが多いのですが、授業の
時はどんどん入っていきます。そこで一緒にお話
をしたり、子どもたちに考えてもらったりする時
間を取ります。
　それからがん患者さんがお話をするいのちの授
業になっているので、どうしても自分の体験を話
すということは、感情も昂ったり、色々と熱い思
いも出てきたりするのですが、あくまでも主役は
話をしている患者さんではなくて、子どもたちで
あるという思いで、この授業を行っています。

授業内容と配慮

　授業内容は先ほど紹介された通りなのですが、
語り手の体験を通じて、事前に子どもたちからも
らった質問に答えるという形で授業を行っていま
す。先ほど大脇先生の方から「がんは戦うもので
ある」というお話がありましたが、実は戦わない
時もあります。戦うモードの時もありますが、が
んと共に暮らし、生活をしていく中で、もちろん
嫌なことばかりではなく、がんから得られたもの
や、色々と前向きに考えられることもあります。
人への感謝など、そういうところも一緒に伝えた

いなと思っています。
　スライド 6 にかみづるさんの写真があります
が、今日はご縁が深いというかたもおられて私は
うれしくて仕方がありません。かみづるさんとい
う亡くなった患者さんの話を必ずします。これは
文科省の方からはやりなさいとは言われていない
のですが、私たちはあえて入れさせていただいて
います。なぜかと言いますとがんで亡くなった人
は、やはり「かわいそう」と思われることが非常
に多いのです。できれば私たちは旅立っていった
患者さんたちも「最後まで一生懸命に生きた」と
いう、そういうお話を子どもたちに伝えたいと
思っています。それで必ず旅立った患者さんのお
話もしています。
　先ほども出ていましたが、たくさんの配慮が必
要だなと思っています。色々な子たちにこれまで
出会ってきました。小児がんのお子さんもいまし
たし、今はお母さんが治療中という子どもさんも
いますし、お父さん、お母さんを亡くしている子
どもたちにも出会ってきました。その子たちもそ
のこころに色々な思いをたくさん持っていると思
いますが、授業を一生懸命に聴いてくれます。途
中で涙がポロポロと出ることもありますが、それ
は非常に悲しくなってというよりは、思い出して
涙がポロポロと出るということです。そういう子
たちに私たちはできるだけ配慮をして言葉を選び

スライド６　授業内容
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ながら授業をさせていただいています（スライド
7）。

子どもたちは何を学んだか

　「子どもたちは何を学ぶの？」ということです。
感想は先ほど辻原先生からご紹介いただいたこと
と概ね同じことが書かれているので、スライド 8
を読んでいただければと思います。がんの話なの
ですが、いじめられているという相談が来たりし
ます。「どうしたらいいですか？」とか、逆に小
学生が「いじめられている子に話しかけたよ」と
いううれしい声もあったりします。これは障害を
持っている子どもさんが書いてくれたのですが

「私でも生きていっていいんだ。同じ人を助ける
仕事に就きたい。」と書いてくれました。それか
ら「いのちの大切さを改めて考えた」という声も
ありました。子どもたちはかわいいですね。私も
この授業をするのは大好きです。
　「亡くなるのは怖いけど、かみづるさんのよう
に生きればいいんだ」という感想であったり、「亡
くなったお母さんが元気な頃を思い出した」とい
うのもありました。この子はずっとリストカット
をしていたと言ってくれましたが、がんでお母さ
んを亡くしている子がいのちの授業を聴いてお母
さんが最後に「○○ちゃん、身体を大事にしなさ
い」と言ってくれたことを思いだしたと書いてく
れました。「お父さんががんのことを話してくれ

た」ということで、お父さんが治療中だというこ
とを子どもたちも知っていたのですが、がん教育
をきっかけに家族で話すことができましたという
ことです。それから「今まで亡くなったお父さん
の話をしたらいけないと思っていた」という、何
となく触れてはいけないと思って、家族の中でも
あまり話をしなかったのだけれど、こういうこと
を聴いた後であれば、お家でも少し話を聞いてみ
ようかなと思ったという子どもさんもいて、そう
書いてくれました（スライド 9）。
　このように非常にたくさんの感想を授業からい
ただきました。私たち語り手も必ず 1 人ずつに
お返事を書くようにしています。毎年卒業式シー
ズンには腕が腱鞘炎になるぐらい、昨年は 3,000
枚ぐらい書きました。今も書いていますが、それ
は亡くなったかみづるさんが最初に始めたことで
す。それを私たちが継いで今はそのようにやって
います。
　以上で終わります。

スライド７　たくさんの「配慮」が必要 スライド８　子どもたちの感想～自分とみんなのいのち～

スライド９　子どもたちの感想～家族のこと～
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スライド１　カフェタイムのお題

■ 高橋　今日は看護
学生の方々が男性も女
性も参加してくださっ
ています。
　さて、それぞれの立
場からがんについて

「わたしは、こんなこ
とを知りたい、学んで
みたい」「あの人に、こんなことを知ってほしい、
学んでほしい , 分かってほしい」という、2 点に
ついて自由にお話しいただけたらと思います（ス
ライド 1）。
　先ほどのシンポジウムの後に、学ぶというより
も、がんにどのように対応したらいいか知りたく

て来たのだと言われる方もいらっしゃいました。
そこで、先ほどは質問の時間が取れませんでした
から、先ほどの話への質問とか、また直接は話に
関係しなくても、がんに関連して「こういうとこ
ろはどうなのですか？」「こういう対応はどうな
の？」といったご質問でももちろんけっこうです。
そういうこともお話しくださっていいです。
　だいたい 50 分ほどお話をして、その後でそれ
ぞれのチームから報告をしていただければと思い
ます。それぞれのチームで、きっと他のチームの
方が聞いても役に立つお話がたくさん出ると思う
ので、それを共有したいと思います。
　時間が近くなりましたら「そろそろまとめてく
ださい」と申しあげますので、それぞれのチーム
でどうぞご自由にお始めください。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　それでは発表タイムにいきたいと思い
ます。6 班ありますから 1 チームで 4、5 分をめ
どにご発表をいただけますでしょうか。
　どうしましょうか。手が挙がりましたね。それ
では 6 番さんからお願いします。

＜グループ発表 1（6 グループ）＞

がんについて
わたしは、こんなことを知りたい、
学んでみたい・・・
あの人に、こんなことを知ってほしい、
学んでほしい、分かってほしい・・・

カフェタイム・グループ発表とまとめ
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　看護学生です。6 グループから出た話として、
がんというのは遺伝するというイメージがあり、
遺伝で子どもががんになるのだろうかという質問
がありました。親ががんだから子どももがんにな
るというイメージが非常にあるのですが、それに
関しては、そのように思ってほしくないという意
見もありました。
　他には、がんになる原因は何かという話が色々
出まして、それから生活習慣を整えても、なる人
はなるということで、そういうところが非常に気
になるということでした。
　がんになることで生活に不便が出ることがある
かという質問が出ました。それから経済的に負担
があるという話が出ました。
　がん告知について、告知のタイミングや告知さ
れた時の心境はどうでしたかという質問が出まし
た。患者さんからは、告知された時は大変ショッ
クだったということを知ることができました。そ
れから自分ががんという告知をされたのですが、
自分の子どもががんではなくて良かったとか、今
は医療が進歩しているので死ぬことはないだろう
という楽観的な気持ちも持てたという話もありま
した。
　がんになってうれしいと言いますか、プラス面
もあり、2 ヵ月に 1 回病院に行く機会があり、
CT や PET、胃カメラを頻繁にするようになり、
それで自分の健康状態をしっかりと把握できるよ
うになり、その点はがんになって良かったことか
なというご意見もありました。
　どのような医療者が良いかという質問があった
のですが、患者に寄り添う医療従事者や、きちん
と視線を合わせて理解してくれようという対応を
してくれる医療従事者が、やはり患者さんにとっ
ては良いという意見がありました。そういう方が
同じ病院にずっとといるのではなく、移動するこ
とがあれば、患者さんも一緒に移動するという意
見も出ました。

　治療にかかる費用や内容、ゲノム医療について
も意見が出ました。以上で終わります。

■ 高橋　学生さん、大貢献。ありがとうござい
ます。それでは次は 4 番グループさん。

＜グループ発表 2（4 グループ）＞
　4 グループです。鹿屋看護学校の看護学生です。
私たちのグループでは、まずひとつめに、がんの
患者さんから、がんのステージの判定の仕方とか、
良性と悪性の判定の仕方など、一般の人にもっと
分かりやすく知ってもらうために勉強をしていき
たいということが出ました。
　それからがんになって悪いことばかりではない
ということも知ってほしいと言われていました。
食生活や生活習慣や運動の大切さも一般の人、若
い人に知ってほしいという意見が出ました。
　がんで入院した際に、いつ死ぬか分からないと
患者さんから言われたら学生もどのように声を掛
けたらいいか分からないという話が出ました。が
ん治療をされている方からは、困りごとを相談す
るとすぐに対応してくれる看護師さんがいて、と
てもうれしかったという意見もありました。やは
り勉強をしていないと良い看護師さんにはなれな
いとおっしゃられて、このことは知っていてほし
いと言われました。
　それから定期的に検診を受けることを一般の方
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にも勧めてほしい。学生や医療従事者にはそうし
てほしいと、グループ全員から同じ意見が出てき
ました。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは次、
どうぞ。

＜グループ発表 3（5 グループ）＞ 
　今年度から鹿屋市で小学校の養護教諭をしてい
ます。私は本日は、がん教育のことについて知り
たくて参加をしました。5 グループで出た知りた
いことは、「身体のために良いこと」です。また
看護学生さんから、患者さんの思いを知ってどの
ような声掛けをすればいいかを知りたいという声
が出ました。
　身体のために良いこととしては、笑うことが出
ました。笑いヨガなども出ましたが、これについ
ては、本人が楽しんでやれば効果があるのではな
いかという声が出ましたが、あまり笑いたくもな
い人がむりやりやってもあまり効果はないのでは
ないかという声がありまし。本人が心地よく感じ
られることをするのがいちばん良いのではないか
という意見が出ました。
　またどのような声掛けをすれば良いのかという
ことについては、患者さんが大変だと思っている
ことに共感すればいいと思うのですが、本人のつ
らさは本人にしか分からないので、話を聴くだけ
でも、その人は吐き出してスッキリすると思うの
で、話をきちんと聴いてあげるということが大事
だと思いました。
　また話題は少しそれるのですが、困っているこ
ととして検査から治療までの間の期間が空くこと
です。その期間中に色々と自分で調べたりして、
どんどん不安になっていったり、焦ってしまうこ
とがあるということでした。そういうことから、
正しい情報の選び方を身につけないといけないと
いう意見が出ました。これは本人や家族だけでは

なく近所の人や周りの人に正しい情報の選び方を
知ってほしいという意見が出ました。
　5 グループで出た話の中で、がんになったこと
を周りの人がどこからか聞いてきて、ニンジン
ジュースが良いとか、サルノコシカケが良いとか、
色々と持ってきてくださったこともあったようで
す。親切心からやってくださっているのですが、
逆に「余計なお世話」になってしまうので、周り
のごく近くの人たちだけではなく近所の人にも、
そういうことを知ってもらいたいという声が出ま
した。
　それから告知を受ける時にお医者さんからの説
明が少ないという声がありました。告知を受け、
それでは手術で取りましょうかと言われたりする
のですが、本人は非常に驚いたり、不安になって
いるのに、それをサラッと言われてびっくりする
ということです。お医者さんからきちんと説明が
あった方が、自分で調べて色々と不安になったり
することもなくなるので、そういうお医者さんの
丁寧な説明があれば良いという意見が出ました。
以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。今日は養護教
諭の先生に複数ご参加いただけて、本当に良い
ネットワークになりますね。すばらしいと思いま
す。それでは次に3番テーブルさんお願いします。

＜グループ発表 4（3 グループ）＞
　3 グループの発表係です。すべての話の内容を
お伝えすることはできませんが、今まで出た報告
と重なるところが大変多かったのですが、かいつ
まんで報告していきます。
　「何が知りたいか」ということでは、世代も若
年層と中堅とありますが、それぞれ経験もあり、
それぞれの立場から「知りたい」ということがあ
りました。ひとつは遺伝についてです。これは先
ほど出されたことと同じで、ゲノム解析など時代
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は進んでいるので、これについては近年、とくに
昨年、今年と非常に複雑な状況になっているとい
うことを先生から教えてもらいました。良いとこ
ろと悪いところも含めて大変参考になりました。
ありがとうございます。
　がん患者さんが身内にいらっしゃるということ
もあり、経験者の方もいらっしゃいました。私も
そうです。どのように周りが声掛けをして、サポー
トをして、接していけばいいのかということでは、
大変難しい質問であるということだったのです
が、要は「頑張れ」ではなくて、「響き返す」と
いう言葉をいただきました。どういうことを欲し
ていらっしゃるのか、そこに自分が思いを寄せる
と言いますか、こころをめぐらしていくというこ
とがサポートになるのではないかという気がしま
した。
　それからこれは質問になるのかもしれません。
非常に現実的なことなのですが、私はがん年齢と
して費用をいくら準備をしておけば良いのかとい
うことです。これも費用に上限はない。治療によっ
ては大変高額なものもあるということでした。そ
れからこころの準備です。2 人 1 人はがんにな
るので、自分がもし診察を受けた時にどういうよ
うなこころ構えでいればいいのか、がんに罹るこ
とを前提にして準備をしておいた方がいいと、自
分としてはそう思いました。

　それから民間療法についての質問も出ました。
これもあながちすべてが効果がないとは言えない
ということでしたが、ただ一部に効いても全部に
効くわけではないということも教えていただきま
した。
　「学んでほしい」ことでは、これも切実なこと
だと思いますが、ご家族の方に、お父さんにお酒
を控えてほしいということでした。アルコールは
がんの危険因子であるということも教えていただ
きましたので、そういうことなどが 3 班では話
題になりました。以上ご報告申しあげます。

■ 高橋　ありがとうございます。分かりやすい
説明は本当に大事ですね。それでは 1 グループ
さんどうぞ。

＜グループ発表 5（1 グループ）＞
　1 グループです。看護学生と中学の養護教諭か
ら発表します。私たちのグループでは、終始楽し
くお話をさせていただきました。乳がん検診をさ
れた時に、結果が出るまで時間がかかり、少し不
安に思ったことがあるという話が出ました。また
がんになられた方やそのご家族の方から、治療で
入院をした時に、看護師さんの手際の良さなどが
その場の空気につながっていて、看護師さんと顔
見知りになると安心できるということが出まし
た。顔見知りになったら家族の方も安心するとい
うことを他の医療従事者の方にも知ってもらいた
いという意見が出ました。
　がんになられて今は完治されている方からは、
がんになった方の集まりがあり、そこにずっと続
けて出ていて、今はそれが楽しみになっていると
いう意見もありました。
　また学校関係者の方から、保護者や先生向けの
指導を行う時には時間の確保が大変だということ
と、外部講師をお呼びする時には費用関係も大変
になるという問題が指摘されました。市役所など
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行政の方にもそういう状況を少し知っていただ
き、関わりを持ってほしいということでした。
　がんになられた方のご家族からは、がんという
ことを完全に受容するまでに時間がかかってし
まったということでした。がんの方が 1 人暮ら
しの場合、家に人の気配があるとそれだけで安心
するので、家族の方ができることがある、という
ことでした。またがん患者さんが家族に自分がが
んであるということを伝えられないまま死んでし
まったら、悔いが残るという意見も出ました。
　告知をすることで、その後の人生をどう生きる
かを本人が決められるようになるということで
す。かみづるさんのご家族の方がいらしていたの
ですが、かみづるさんのお母さんが亡くなられた
時には告知はなく、お母さんは「どうして」とい
う気持ちを持ちながら亡くなられたということで
した。かみづるさんは最後まで生ききった、自分
でやりたいことをすべてして、生ききったという
ことがあり、やはり告知をするのが良い、正しい
という話がありました。
　看護師さんたちの患者さんたちに対する行為
は、もちろんこころがこもっていなければいけな
いのですが、確実にひとつひとつの仕事をしてい
くことが、患者さんに安心を与えるということで
した。看護師さんたちの対応の仕方、ひとつひと
つの確実な仕事の確認をしていく姿を治療を受け
る患者さんに見せることが大事だということが出
ました。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは次、
お願いします。

＜グループ発表 6（2 グループ）＞
　小学校の養護教諭をしています。すでにたくさ
ん出ているのですが、私の班でもがんは遺伝する
のでしょうかということが出ました。いちおう出
たことを読み上げたいと思います。

　がんと聞いてみんなどうなのだろうということ
が出ました。お酒は弱いから飲まない方が良い、
気をつけた方が良いという意見が出ました。夫に
はどうしたら煙草を止めてもらえるか。それから
告知の患者さんへの接し方を知りたいという話が
出ました。
　あとは色々な話の中で出たことですので、それ
を読み上げていきたいと思います。看護学生のみ
なさんからは、看護師さんへの希望という質問が
ありましたが、それについては、「よく患者さん
を見てほしい」「調子に合わせて声を掛けてほし
い」という意見がありました。何か今日は元気が
ないなと思ったら「お早うございます」と優しく
言ってもらうとか、患者さんを見て声掛けをして
ほしいという話がありました。
　煙草を吸う夫の方がどうやったら止められるか
ということですが、人を変えるのは難しいが自分
を変えるのは簡単なので、ご主人がたばこを吸う
時は、自分が外に出るようにしている、そういう
ことで対策を考えたらどうかという意見が出まし
た。
　3 歳のお孫さんががんになったけれど、今は中
学生になられていて、自分のことをネットで調べ
たりしているそうです。ご自分もがん治療をされ
ているので気にかかるという方がおられました。
ネットで調べたりするので余計なことが耳に入る
のではなかと心配していらっしゃいました。お孫
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さんのことについては、孫の両親に自分も心配し
ているのだということを伝えたらどうでしょうか
というお話がありました。
　面会に行った時に義理のお姉さんに、つい「が
んばってね」と言ってしまった。「もうこれ以上
は頑張れない」という答が返ってきて、「おお、
何ということを言ってしまったのだろう」と反省
をして帰られた方がいました。そういうところは
自分たちも気をつけなくてはいけないのだなと思
いました。
　それから医療スタッフに無視されたことがとて
もつらかったという話もありました。
　最後に私の方からですが、私は野田さんが中学
校で授業をされた時に参加をしたことがありま
す。大変感銘を受けて、こういうことを中学校だ
けではなく小学校の子どもたちにも、がんを通し
てなのですが、いのちの大切さということをぜひ
伝えたいと思い、今日も参加させていただき大変
良かったと思っています。子どもたちは、すぐに、

「死ね」などという言葉を簡単に口にします。そ
ういう言葉をなくしたいと自分では思っていて、
今、学校で取り組んでいます。今回また新しい学
校に行ったのですが、がん教育にはまったく取り
組んでいないところなので、職員研修にどうして
も入れてほしいということでお願いをしていると
ころです。野田さんの方からは OK をいただき
ましたので、明日また学校に行きましたら校長に
話をして、ぜひ夏休みには、それに取り組みたい
と考えています。最後に自分のことを言ってしま
いましたが、ありがとうございました。

＜まとめ＞
■ 高橋　ありがとうございます。鹿屋では養護
教諭の先生方とのネットワークがさらに強くなっ
たのではないかと思います。「教育」という切り
口で「ご当地カフェ」を開いたのは初めてですが、
これほど養護教諭の先生が参加してくれた会も今

まではなく、大変ありがたいです。
　それぞれのテーブルからまとめていただいたの
ですが、とくにシンポジウムの追加質問などはご
ざいませんか。とくになければ、まとめに入りま
す。
　ちょっと復習をしてみましょう。たくさんダ
ブってはいるのですが、「私はこれが知りたい」
というご意見が色々ありました。何が身体に良い
のか。またがんと遺伝については大きなテーマだ
と思います。がんと遺伝について分かりやすい教
材があってもよいですね。それから、どのような
声掛けをしたらいいのか。それから、話を聴くこ
と。「頑張れではなく、何を欲しているかにここ
ろを巡らす」、これは名言ですね。本当に悪気は
ないのですが、つい「頑張ってね」と言ってしま
うことがあります。こちらが言いたいことを少し
がまんして話を聴くのは、難しいことではありま
すが、一拍がまんして話を聴くということでしょ
うか。
　みなさんに聞いてみましょうか。いかがですか。

■ 参加者Ｄ　時間に追われずにゆっくり聴いて
あげるというのは大事かもしれませんね。がんの
患者さんも長く生きられます。化学療法をされて
いる患者さんはきついながらも大変頑張っておら
れることがよく分かるので、時には辛抱していま
すとか、時間が長いですねということは話してい
ます。患者さんが思っていることを出していただ
いて、それで環境を整えるのは大事かなと思いま
す。

■ 高橋　そうですね。言葉だけではなくて環境
を作るというのも大事ですね。バタバタしている
ところでしみじみとした話はしづらいですから
ね。
　ネット情報のことも出ましたね。情報の質は本
当にピンキリです。正しいところから入りたいと
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いうことです。
　「周囲にこれを知ってほしい」ということにつ
いては、一般の方に・行政に・医療者に・近所に・
家族に知ってほしいことが色々出ました。やはり
がんと遺伝については、子どもさんへの影響への
心配もあります。
　また「がんと診断されても、うれしいことも楽
しいこともある」ことについて。がんになったか
ら分かった部分も少しある。やはり誰でも積極的
にがんになりたいわけではないのですが、それで
もなってみて分かったことはあるというお話もあ
りました。
　それから一般の方に、たとえばステージや定期
健診の大切さなど、がんの基本的なところを知っ
てほしいという話がありました。「患者会が楽し
み」というのもありましたね。行政に対しては、
たとえば学校に外部講師に入っていただく時の補
助品や費用などの要望も出ました。医療者に対し
ては、態度や手際の確実さで、人間は安心するこ
と、そして、視線を合わせてほしい、よく患者を
見てほしいという話も出ました。よい医療者とと
もに患者さんも別の病院に移るという話も出まし
た。それから、すぐに対応してほしい、勉強して
ほしい、大変なことをサラッと言わないで詳しく
きちんと話してほしいというのもありました。ど
のような文脈かは分からないのですが、「サラッ
と言わないで」というのはよく聞かれます。近所
の人には、余計なお世話をしないで、正しい情報
を入れてほしいという声もありました。
　質問としては、経済的な負担や、情報の選び方、
こころ構え、心配の伝え方などもありました。
　今日の相談支援センターのお話にもあったので
すが、世の中には色々な支援制度があります。特
に医療費支援のてだてはかなりあります。しかし
そういうものはすべて申請して初めて進むもので
すから、申請をしないと損をするだけです。「お
金のことで、何か手立てはないですか？」とか、

困ったら医療者や相談支援センターなどに聞いて
みる。そうするとまだ使っていなかった解決策が
意外に出てくることがありますから、「困ったら
聞く」というのは、本当に基本線だと思います。
遠慮をしないで聞きましょう。
　病院関係の方から何かコメントはございません
か。また患者さんのお立場の方は、聞きたいけれ
ど忙しそうで聞けないとか、もう少しこうなると
聞きやすいということはございませんか。

■ 参加者 E　最近うれしかったことなのですが、
子どもと一緒で、具合が悪くなる時は、土曜日と
か日曜日なのです。ある程度の歳になるとそうい
うものもがまんしてしまいます。一晩寝たらだい
じょうぶだと思うのですが、歳をとっているもの
ですからどんどん悪くなるのです。病院に行って、
回復して帰る時に看護師さんと先生から「そうい
う時はがまんしたらだめよ。歳も歳なんだから。」
と言われました。その時はもう元気になっていた
から「それはだいじょうぶ」と言ったのですが、「が
まんしないで、遠慮しないで」と言われたのは非
常にうれしかったです。それから少しこころの負
担が取れたような気がして、何かちょっとあれば
すぐに病院に駆け込みます。

■ 高橋　ありがとうございます。大事ですよね。
「がまんしたらだめよ」と言われたら、安心して
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相談してもいいのかなと思えます。
　今日も本当にたくさんご意見が出ました。あり
がとうございました。こうやって色々な立場から
話し合うことで、お互いに気づきがあると思いま

す。また今後につなげていければよいと思います。
　「カフェタイム」はこれで閉めさせていただき
ます。どうもありがとうございました。＜拍手＞
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「「ごご当当地地カカフフェェiinn鹿鹿屋屋」」アアンンケケーートト集集計計                                                                            参加者　58名
令令和和元元年年66月月2299日日（（土土））実実施施                                                                                                    回答者  39名（回答率　67.2％）

アアンンケケーートト集集計計

ごご意意見見、、ごご感感想想等等（（自自由由記記述述））
原文ママ

お勉強させていただきました。ありがとうございました。
鹿屋でこのような機会があって感謝です。
勉強になりました。
いろいろな立場の方々のお話が聞けて、とても良い経験となりました。ありがとうございました。
有意義なお話をありがとうございました。命の大切さを子どもたちに伝えていけたらと思います。自分だけでなく周りの人
に対しても大事にする子どもたちが増えてほしいです。大人になった時に、苦しい場面にあった時にストッパーになると良
いなと思っています。
がんの話を聞いて、がんはいろいろはものがあると思いました。がんになったら大変と思います。
いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。
がんについて、がん教育について知る/考える貴重な機会をいただけて良かったです。ありがとうございました。
患者さん、医療従事者の方、様々な立場の話が聞けて自身の健康相談にもなった。話し合いの方法に工夫がなされて
いた。ありがとうございました。
二人に一人ががんになる時代。早期発見を目指して、検診を受けることを自分を含め、家族や周りの人にすすめたいで
す。命の大切さ・尊さを再確認した時間でした。ありがとうございました。
がんについて学べた。今後の実習や就職してから活かしたい。
非常にためになりました。また次回もお願いします。
知らないことを知って、ためになった。
私の勘違いでセミナー内容と私が知りたかった事が違った。薬の副作用や治療の仕方等を知りたいと思っていました。
実際にがんの体験をした方からの話が聞けて良かった。
学校教育でがんのことについての教育があることを知りました。とても興味深かったです。
とても良い勉強をさせて頂けた思いです。ありがとうございます。検診の大切さ、食事、運動等、生活習慣の見直し、支援
して頂ける方法等。
いろいろな立場の方と１つのテーブルで話をして、知らなかったことをたくさん知ることができたし、身近なことに感じること
ができました。ありがとうございました。
ななどど
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ごご当当地地カカフフェェin鹿鹿屋屋のの開開催催ををどどちちららででおお知知りりににななりりままししたたかか
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まあまあ有意義だった

どちらとも言えない

あまり有意義ではなかった

有意義ではなかった

未回答

参参加加ししてて有有意意義義だだっったたかか

　みなさん長時間お疲れさまでした。慣れないグ
ループワークをさせられて、最初はかなりドキド
キされたのではないかと思いますが、みなさんか
らもたくさんご意見をいただいて、無事に終了す
ることができそうです。遠方よりお越しくださっ
た国立がん研究センターの高橋先生、鹿児島大学
病院の大脇先生、伊敷中学校の辻原先生、がんサ
ポートかごしまの三好さんには、貴重なご講演を
たまわりましてありがとうございます。
　がんを正しく学ぶ方法や、がんの発生や実際に
行っているがん教育について分かりやすく説明し
ていただいて、日ごろ、がん患者さんに接してい
る私たちにとっても大変勉強になりました。がん
教育と言いますと、ふだん、私たちは、がん患者
さんが私たちに質問をしてくだされば、それに対
しての答えとしてはお話しする機会はあります
が、なかなか一般の方に話す機会は多くはないで
すし、そのことに時間を割くこともなかなか難し
い状況です。それでも 2 人に 1 人ががんになる
時代ですから、手をこまねいて見ているだけでは

いけないなと感じております。
　この機会を活かして、がん患者会のみなさまや
学校関係、行政の方も巻き込んで、私たち医療者
も、がんを一般の方に教えるという意識を持って
過ごしていかなければいけないと感じました。
　おそらくこうしたがん教育というものがもっと
広まれば、子どもの時からがんのことを知るよう
になって、たとえば家族や自分ががんになった時
に慌てたりせず、正しい情報を得て正しい対処法
ができるようになるのではないかと思います。今
日は、そういう正しい情報を身につければ、がん
になっても少しでも楽に過ごせたり、共に生きて
いけるという思いを抱いて治療に臨めるというこ
とがお伝えできたと考えています。
　今日は嵐のようなお足元の中、貴重な意見を活
発に交換していただきました。私どもはどのよう
な会になるか非常に緊張しておりましたが、無事
に終わることができ、感謝しております。今日は
どうもお疲れさまでした。＜拍手＞

原口　哲子
県民健康プラザ鹿屋医療センター・麻酔科

閉会の言葉・まとめ
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「「ごご当当地地カカフフェェiinn鹿鹿屋屋」」アアンンケケーートト集集計計                                                                            参加者　58名
令令和和元元年年66月月2299日日（（土土））実実施施                                                                                                    回答者  39名（回答率　67.2％）

アアンンケケーートト集集計計

ごご意意見見、、ごご感感想想等等（（自自由由記記述述））
原文ママ

お勉強させていただきました。ありがとうございました。
鹿屋でこのような機会があって感謝です。
勉強になりました。
いろいろな立場の方々のお話が聞けて、とても良い経験となりました。ありがとうございました。
有意義なお話をありがとうございました。命の大切さを子どもたちに伝えていけたらと思います。自分だけでなく周りの人
に対しても大事にする子どもたちが増えてほしいです。大人になった時に、苦しい場面にあった時にストッパーになると良
いなと思っています。
がんの話を聞いて、がんはいろいろはものがあると思いました。がんになったら大変と思います。
いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。
がんについて、がん教育について知る/考える貴重な機会をいただけて良かったです。ありがとうございました。
患者さん、医療従事者の方、様々な立場の話が聞けて自身の健康相談にもなった。話し合いの方法に工夫がなされて
いた。ありがとうございました。
二人に一人ががんになる時代。早期発見を目指して、検診を受けることを自分を含め、家族や周りの人にすすめたいで
す。命の大切さ・尊さを再確認した時間でした。ありがとうございました。
がんについて学べた。今後の実習や就職してから活かしたい。
非常にためになりました。また次回もお願いします。
知らないことを知って、ためになった。
私の勘違いでセミナー内容と私が知りたかった事が違った。薬の副作用や治療の仕方等を知りたいと思っていました。
実際にがんの体験をした方からの話が聞けて良かった。
学校教育でがんのことについての教育があることを知りました。とても興味深かったです。
とても良い勉強をさせて頂けた思いです。ありがとうございます。検診の大切さ、食事、運動等、生活習慣の見直し、支援
して頂ける方法等。
いろいろな立場の方と１つのテーブルで話をして、知らなかったことをたくさん知ることができたし、身近なことに感じること
ができました。ありがとうございました。
ななどど
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参参加加ししてて有有意意義義だだっったたかか
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