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がんの緩和ケア。

~緩和ケア特集〜

緩和ケアのこれから

NPOの目的・理念　主な活動紹介

対談: 内富 庸介×町永 俊雄

緩和ケアと相談支援

神奈川

これまでの終末期という考え方から、より早期に緩和ケアという考えを取り

いれることで、患者の不安や悩みを軽減しがんになってからの時間をその人

らしく生きていくことができると考えるようになったという。その緩和ケアの

関わりの重要なファクトは、専門的知識を持った相談員とのコミュニケーシ

ョンという。同時に、チーム医療体制でより多角的に一人一人、個別の事情に

対応できる。日々、進化する治療情報や変化する患者の心、暮らしの情報を

しっかりと見据える。たとえがん医療といえども、暮らしを見つめる医療を求

めてきた成果と言えるかもしれない。  
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がん告知は人生で最大のできごと
町永　緩和ケアというと、どうしても“終末期のケア ”というイメージですが、最近はがんと診断された
ときから、緩和ケアを始めたほうがよいと言われるようになりました。
内富　多くの方は、がんと診断されたとたん、これからの生活、思い描いていた将来像がガタガタと崩れ
ていきます。そういう状態を１日でも早く脱し、再建、再興するためには、医療者が正しい情報を提供す
る必要があります。医療者との信頼関係構築と情報提供が早期からの緩和ケアの第一歩です。
町永　告知されたときの最初の衝撃、その後の心の落ち込みは大きいですよね。
内富　「生涯のなかで、これほどのできごとに遭遇したことがない」とおっしゃる方が、かなりいらっしゃ
います。

早期から始めると患者の不安が減る
町永　緩和ケアを早期から始めることが、患者さんにどんなよい効果をもたらすのか、研究が進んでいる

 特集  緩和ケアのこれから
対談 内富庸介×町永俊雄

国立がん研究センター 
支持療法開発センター　センター長

福祉ジャーナリスト

国民の２人に１人ががんになる時代。がんになっても安心して暮らしやすい社会にしよう、そん
な機運が高まっています。その大きな動きの一つが“早期からの緩和ケア”。がんと診断されてか
ら始まる緩和ケアは、がん患者さんや家族にどんな希望をもたらすのでしょうか。国立がん研究
センターの内富庸介さんに、福祉ジャーナリストの町永俊雄さんが伺います。
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相談して来るきっかけ？ 

治療の悩みだけではない ～がん生活／医師や周囲との微妙な関係～　

品田　いわゆる自分の整理のために患者さんたちが電話してくるとか、外からの相談が多くて、病院内の相談だと医療費

がちょっと高いとか、再発しちゃったんだけどとか、家に連れて帰りたいけどいいかしらとか、違う治療があるんじゃないか

みたいな、治療と患者さんたちの希望というのがまだうまくつながってないようなものを整理する。

清水　治療にまつわることや、受診したい、転院したいというような相談で始まることに、割と多く出会います。よくお話し

を伺うと、困りごとの中身は、医療者との関係であったり、コミュニケーションの難しさであったりして、最初の相談と、本

当に抱えていらっしゃる課題が違うケースにも多く出会います。

橋本　こういう治療を進められて、本当にこの治療でいいのかとか、副作用が凄く心配なんだけど、どうしたらいいのか、

どう対応したらとか、どのくらい続くんですかみたいな症状や、あとセカンドオピニオンに関する相談が意外と多かったり

してますね。時々あるのが、親御さんや周りにどういうふうに自分の病気を話したらいいのか？とか。

清水　どれくらい生きれるかという長さの問題ではなくて、この状態で生きることに自分自身が意味を見出だせないよう

な、虚しさとか苦しさとか。そういうことを表出されることが、短い一回の電話相談の中でも、ありますね。治療で困ったり、

迷ったり、選択を迫られる時の戸惑いから相談されることもあります。背景には、これまでの普通の生活では優先順位を付

けないで暮らせていたことが、病気をきっかけに、何を優先するのか順位付けをして、選んでいかなければいけないことに

直面する、その苦しさ戸惑いをお持ちで、そこをこう、ご自身が何を大事にしたいのか、そのことを整理するお手伝いをする

ようなことに出会うといいますか・・。たとえば、病気の治療の限界が見えて、その治療をすべきかどうか、であったり、化学

療法をやらないと決めたけれど、具合があるくなってきたときに、本当に治療をこのまましないということでよいのだろう

か、ということであったり。いまここで、ご自身が何を大事にすべきなのか、迷っていて相談される方があったり、です。。　

橋本　外の方からの電話だと、例えば乳がんとか、子宮がんって“なになに癌”とか（病名を）言えなくて、病気はどこの病

気なんですかって聞いて、「実はちょっと婦人科の」ってちょっと濁す人もいたりする中で、そこを無理に聞かずに、どんなこ

とを相談したいんだろって想像めぐらしながら関わりますよね。そのうち、何歳ですかとか、だんだんですよね、聞きながら

相手のことをちょっとずつ知りながら、我々も整理していって、こういうことが聞きたかったんですねっていうことを確認し

て、情報を伝えたり、また、言わないけれどこの年齢でこの病気ということは、そもそも仕事は？とかご家族は？みたいな

ところから困りごとの相談が広がっていったりするのかなって思うんですけど。

清水　テーマは違うけど、相談って最初に訪ねてこられてたり、電話をくださったりする時の相手の息遣いとか、間合いと

か、言葉だけじゃなくてやり取りしながら、この話題に触れてよかったかな？と感じたり、大変でしたねとか、凄く頑張って

きたんだなって思えば『頑張ってこられたんですね』とお伝えしたり、そんなやり取りの中で、少しずつ分かっていくみたい

な所ありますよね。例えば、お仕事にまつわる相談があったときに、お話しの中で、病気のことは職場に伝えていない、とい

う方に出会うことがあります。癌になって、職場で誰かに話をした時に、周囲の人が気遣ってくれるあまりに、

橋本　誰かと語るっていう、語りそのものの効果というか、自分の思いとか、こんなことに困っているとか、やり取りする

わけですよね、それこそなぜそう思ったのか、どうしてそういうふうな価値観があったのかとか、語りを通しながら自分を

整理できたり、自分がどうしたかったのかとか話しながら、自分でちゃんとみつけ見つけ出していってくれる力を皆さん

持っているので、情報提供もそこにはあるんだけど、語ることというのは大きいと思いますね。

清水　例えばさっきのように「職場には言うつもりはないんです」という人が相談に来られた時に、その人ご自身は、『言

わない』ということはきめているけれど、、その理由は御自身の中ではっきり意識されているわけではなくて、語りの中

で、「どうしてそう思うんですか」「何かお考えがあるんですよね？」っていうと、えっ？と考えて。例えば夏休みがあって、あ

えて言わなくても治療期間は十分あるし、その後は、職場復帰して、影響ないかなって言われたりすることってあります。

そういう理由なんですね、と受け止めていくと、、「なんか言うことで、人に気遣われるじゃないですか、それ今ちょっと避

けたいんですね」とか、自分で話しながら、こういう理由で今はこうするっていうことが、考えがはっきりしていくことがあ

りますね。ご自身の考えでこれが今自分にとってベストだと思うということを、こちらも分かって、それがその人にとって最

善なんだなって思えば、そういう方法もありますよねというふうなやり取りになるのかなと。

品田　人がすごい窮地に立たされた時に、何に頼るかって人によってぜんぜん違うと思うんですよね、自分自身を凄く鼓

舞するっていうか、自分しか頼らないという人もいれば、友達だったりあるいは職場の上司だったり、とても大切に思って
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対談

がん緩和ケアの側面支援で力を発揮すると言われるがん相談支援室、様々な痛みの中で不安や悩みを抱

えるがん当事者一人一人に寄り添い、次の一歩を踏み出せるよう伴走することで、ご自身の力を再発見して

いくお手伝いをしているという３人の皆さんに日頃の活動について語っていただきました。

　一方で、意外に知られていないのも現実。病院に行ったらまずどこにあるかを確認しましょう。きっと力

になってくれるはずです。

「答えは自分自身が持っている」
～がん相談支援でその人らしさの再発見～

品田　男性ってあんまり自分の事を言わない方が多いし、特

に中高年の男性患者さんって、自分のセルフケアを強く意識

していないから、突然具合が悪くなったとか、区のがん検診の

通知がしつこく来るから受けてみたら、もう結構厳しい状態

だったとか。地方から都会に来て、一人で暮らしてる男性の

方って切羽詰まってから来ることが多いんですよね。そこで、

貴方はどうやって生きてきたのか、これからどうやって生きて

いくのか、東京で治療するのか、しないのか、田舎に帰るのか

みたいな、本当にその人の人生がどう成り立っているのかみた

いなところを聞くって、そういうケースありませんか？

に、患者さんにどう接していいかわからずに生まれる距離感、こ

れまでとは違う距離感が生まれること、気遣われている私とい

う、ゆらぎ？というか、そういう体験を避けたいのだな、とお話し

が進む中で分かったりします。。今、病気で大変な時に、そのゆら

ぎまでは抱えたくないと、人から気遣われることや、人との関係

が若干変化するというのを今抱えたくない、今自分は治療のこ

とで精一杯だから、という思いでおられることを知ることもあり

ます。言うか言わないかっていう、白か黒かではなくて、病名は言

うけど、病状は言わないとか微妙に人によっては違いますが。。

語り合う ～言葉を発することで力が湧いてくる～
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相談支援専門職としての治療と暮らし情報

いる人だったりって、その人達の力を頼ることって必ずみんなやっていることで、相談支援も病院の中でお医者さんにも

話せない、看護師さんにも話せない、さらに他の誰にも話せないっていうものを患者さんが持ち込んで、整理をして自分

自身に納得する場所でもあると思いますね。

清水　置かれてる状況、困りごとの状況を知ること。気持ちだけではないんですね、相談室で訊く内容は。主治医やナース

は直接的に治療に当たってくれたりケアに当たってくれたりするスタッフなので、その人達にこの話を持っていくのはどう

かっていうような、治療そのものというよりはご自身の何か事情だったりということが持ち込まれることがありますね。

品田　治療に後ろ向きな気持ちになっている自分を、一生懸命にやってくれているお医者さんや看護師さんに言えない。

でも、どうしても自分の中で納得できない、前に進めない自分がいるっていう時のことって、今までは病院にそういう部門

というのがもちろん元々看護相談とかソーシャルワーカーとかそれぞれあったけれど、がんの患者さんたちに特化した窓

口という意味ではなかなかなかったですね。

諦めではない自分自身の再構築
橋本　自分の好きな言葉に再構築というのがあって、がんになって諦めてたわけでもないし投げやりでもないし、どう

やっていこうか、これからの自分を探していくというような気がする。治療についての情報であれ、色々変わっていくこと

に対してみんなどうやって、乗り越えたり、対応しようとしているのかなっていう、さっきの２つの情報にしても、諦める

とかじゃなく、やるしかないのもあるんでしょうけど、すごい再構築を一生懸命していく。

清水　それは怒りだったり、混乱だったり、表面上に見えることって色々ですよね。橋本さんが再構築っておっしゃった

のは、元気だった頃の何かに戻るんじゃなくて、病になったことを通じて、何か違うなにかが生まれるような、そのプロ

セスのような感じですね。

橋本　トータルペインってありますよね。がんになって体が変わっちゃった、死というものを一回は覚悟し、なぜいま私

だけがって心が病む。私って何してたのっていう自分の価値が見失われ、更に社会的な色んな役割ができないでいると

いう中で、自分が壊れちゃう。自分らしささえ壊れちゃって見失っているようだけど、でも諦めるのではなくて、そこから

また自分を探していて、例えば、自転車に乗って病院来たりして、私まだ自転車に乗れてるとか、私、笑っている！とか感

じると言うんですよ。

品田　我々、ソーシャルワーカーとして言えば、もう一度、自分を取り戻すっていう作業が、外在化の作業っていう風に考

えるのですが、がん患者さんたちはどこか自分のことを根源的なところで責めているところがあると思うのですよ。こう

していたらならなかったんじゃないかとか、原因を過去の自分の行為に求めてしまう。がんの治療のためだけに生きる

自分でいたくないっていう患者さんの言葉があって、それは、がん患者として生きなければいけなくなった自分が、病気

になったことを誰かのせいにできない。でも自分のせいにばっかりしていると自分ががんに押しつぶされて、そんなのは

自分じゃない。そういう自分でいたくないって患者さんたちが思い始めた時、自分を責めることからの開放ですね。外在

化の本当のプロセスが始まると思うんですよ、、

ホルモンの更年期障害が重なり、二重三重って大変な思いをしながら、四年後くらいに元気になってきて、「よくあんなに

２つも３つも４つも乗り越えたね」って声かけたりすると、本当によく乗り越えたと自分で思うって言いながら、それをバネ

に頑張っていかれたりするのが、あるような気がする。ずっとそれを見てたよっていうことが、役に立ってたらいいなって思

うこともあるような。

清水　一方で、治療だとか症状だというところで、がん相談のもう一つの特徴としては情報支援だと思うんですね。

　例えば、何か症状や治療、その課題を解決することに、医療的な基礎的な情報がないと理解しにくかったり、自分の行動を

決め難かったり、そういった時の助けになる部署としては機能しなくてはいけないと思いますね。例えば、医師や病院との関係

で、「信頼できない」という相談で始まるケースって時々出会います。しっかりお話を聞くと、実際に説明はちゃんと聞いている

んだけれど、もうちょっと情報が加われば、そのように言われていることの中身がわかることが、違うメッセージとして伝わっ

ていて混乱させてしまっていたというようなことです。例えばの例で言えば、早期がんで診断を受けて、手術をして治療しま

しょうと言われたようなケースで、患者さんの期待としては１００％直して欲しいわけですよ、当然。１００％直していただけま

すかと言った時に、医師が「それは無理ですよ、１００っていうのは無理なんですよ」って言った時に、親身になってくれていな

いっていう理解になったり、その病院の技術が心配だという理解になったりすることがあります。いやいや、がんという病気は

どんなに早期でも五年は追いかけてみないと完治とは言えないという特徴のある病気だから、といった基礎情報がちゃんと

伝わることで、そうだったのかと。むしろ、そういうふうに手術だけで１００％完治しましたということは言える病気じゃないん

ですよ、ということを言った先生は誠実だと思いますよというようなことで、医師医師との関係がかえって深まったり。、そうい

うことは起こるかなと思いますし、そこに相談支援が医療的な面では特に、きちんと機能するということは大事なのかなと思

いますね。

品田　患者さんが必要な情報というのは、そういった意味では２つあるんですよね。一つは体験として、先輩患者さんから聞い

てみたいニーズと、いわゆる科学的なというか、データの中で自分の病気がどう評価されていて、今の時代にどういった治療が

スタンダードなのか、ベストなのかという凄く客観的なデータが患者さんには必要でそれがどちらが欠けても、患者さんは正

しいチョイスをしかねる状態、混乱したりとか苛立って怒りやすくなるとか、どちらかの偏った情報だけしか入手しなくなるな

ど情報バランスとしては不十分な状態になることもありますね

橋本　だからこそ病院だけではないけれど相談室って、医療の情報も、患者さんの暮らしの情報ももっているということかな。

品田　患者さんが必要な情報というのは、そういった意味では２つあるんですよね。一つは体験として、先輩患者さんから

聞いてみたいニーズと、いわゆる科学的なというか、データの中で自分の病気がどう評価されていて、今の時代にどういっ

た治療がスタンダードなのか、ベストなのかという凄く客観的なデータが患者さんには必要でそれがどちらが欠けても、患

者さんは正しいチョイスをしかねる状態、混乱したりとか苛立って怒りやすくなるとか、どちらかの偏った情報だけしか入

手しなくなるなど情報バランスとしては不十分な状態になることもありますね

橋本　だからこそ病院だけではないけれど相談室って、医療の情報も、患者さんの暮らしの情報ももっているということかな。

品田 雄市
聖路加国際病院　相談支援センター　
がん相談支援室アシスタントナースマネジャー

東京医科大学病院　総合相談支援センター
がん相談窓口　医療福祉相談係長

はやし　あきとし

ルーテル学院大学大学院博士前期課程
修了。医療ソーシャルワーカーとして、来
談者一人ひとりの想いに誠実に応えなが
ら、がん患者が生きやすい社会の在り方
を探求している。

橋本 久美子

<大切にしていること>
人と人の架け橋に、夢の懸け橋になれるよ
う、その人との出会いを感謝し、人に寄り添
いながら、その人の人生の縁結びのお手伝
いをしたいと心がけている“橋”本です。

神奈川県立がんセンター
患者支援センター（がん相談支援センター）
相談支援担当科長　がん看護専門看護師

清水 奈緒美

<大切にしていること>
相談してくださった方が、次の一歩を見つけ
られるように、一緒に考えることを大切にし
ています。

橋本　がんのことを聴く場所ですよね。相談室って。なんでも話し

ていいっていうのは変ですけど、今日泣いてた人が、次来る時笑っ

てきたりするわけですよ。電話でも、あんなに泣いてたのに今日は

元気だなって、その変化を、何があったのって、聞けたりすると、こ

んなことがあってあんなことがあってって、その中でなにか自分で

変わったのとか聞くと、なんか私死んじゃうんだと思ってたんだけ

ど、そんな自分が嫌だと思ったとか、自分の中の自分になんか見つ

け出していったりとかする。そういった変化の一つ一つ、何かに寄

り添えたり、聴けるんですよね。一年経った二年経った三年経っ

たってずっと相談室って見ていられたりするんですよね。その途中

で鬱っぽくなったり抗がん剤で体力なくし、仕事もなくし、家族

とも関係がギクシャクし、うつ病になり、いろいろな副作用や、

清水　ソーシャルワークでそういった言葉を使うんですね？

品田　ソーシャルワークは外在化とかかな、多分元々は心理じゃないかな。心理学的には外在化とかよく使う。

橋本　言葉は知っているけどうまく分かっていないかなって

清水　プロセス自体は、そんなに違いはないんだろうけれど、意味づけとか、説明する言葉がちょっと違ったりするとき

もあるかもしれない。でも、なんとなくわかります。。要はその人が癌になったとしても、癌患者として生きるのではなく

て、その人として生き続けるということですよね。それに、今、それを考えるタイミングがあるとおっしゃったのは、そうだ

なぁと思います。。それはこちらが操作して何かするものじゃなくて、その方自身が考える道筋の中で、そう思う時期が

来た時に、そうですねと、そっと背中押すというか。そういう関わりは意識するし、出会いますね。その場面に出会わせ

ていただく幸せというのはありますよね。

橋本　そうですね。







わたしのがんnet

”わたし”の思いをつなぐ活動
映像で”わたし”の思いを発信したり、全国各地のがん拠点病院・患者会の皆さん・看護協

会・医師会などと協働で、トークショー・シンポジウム・絵手紙展や「ありがとうプロジェク

ト」（ありがとうカード作り）などを開催。また「がん一万人の声」を集めて、行政に提言等

も行っています。

子どもたちを対象にしたがん教育の催しを佐賀県医療センターにて行いました。

わたしのがんnetはワークショップを担当。がんの子どもを守る会とコラボして、

子どもたちと一緒に小児がんのシンボルカラーであるゴールドリボンのツリーを

作りました。子どもたちの手書きメッセージで心がほっこり♡

ありがとうプロジェクト

ワークショップ

「今できること、生きていこう」

感謝の思いをカードに綴り、”ありがとう”を届けるカード作りのワークショップ。

ともいき京都、聖路加国際病院、駒込病院など、全国で開催しています。次は皆さんの街で！

最期まで生きる希望を絵手紙に綴った

熊本県天草市出身の故 宮﨑紀代子さんのことづて。

全国で開催させていただいています。

特定非営利活動法人

~理念と活動について〜
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