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　日本人にとって、がんは、身近な病気で、男性の2人に1人、女性
の3人に1人が一生のどこかでかかります。診断技術や治療法の進歩
により、完治する割合は、早期に見つかればほぼ9割以上、がん全体
で見ても6割程度まで向上しました。しかし、がんはまだまだ怖い存
在です。「がん」と診断された時、本人はもちろん家族の衝撃は大きく、
途方に暮れてしまいます。そんな時に「がん相談」が役立ちます。
 「がん相談」では、病院の選択、治療方針、いろいろな症状、心の不
安などの医学的な問題から、医療費、生活の不安、仕事、将来の見通
しなど、暮らしに関することまで、様々なことが話し合われます。が
んにかかり「頭が真っ白、目の前が真っ暗」という状況でも、自分の
不安、困ったことを相談しているうちに、心が落ち着いて、考える
力を取り戻すことがよくあります。また、経済的に困っているときに、
それを救う良いアドバイスを受けることもできます。
　静岡がんセンターでは、全国に先駆けて2002年から「がんよろず
相談」を始めました。また、がんの患者さんや家族の悩みや負担に関
する実態調査を進め、「がん相談」のための「がんに関する悩みや負
担の静岡分類」を公開してきました。こうした経験をもとに、「がん
相談」のための道しるべとして、本冊子を作成しました。

静岡県立静岡がんセンター総長　山口建

はじめに──がん相談とは

お役立ち情報

▶ 静岡がんセンターWeb版がんよろず相談Q&A
  （http://cancerqa.scchr.jp/）
 がん患者さんの悩みや負担の事例1万件あまりと、静岡分類が掲載されて
います。
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がんの診療過程と相談のきっかけ

診療過程に沿って、診療、心、暮らしに様々な悩み、負担が生じる。
IC：インフォームド・コンセント（7ページ参照）
SO：セカンドオピニオン（8ページ参照）
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お役立ち情報

　厚生労働省が全国で388カ所指定している「がん診療連携拠点病
院」には、「相談支援センター」が設置されています（17ページ以下参
照）。
　また、公益財団法人・日本対がん協会ではがん相談ホットライン
（無料電話相談）、専門医による無料「面接」、「電話」相談を行っていま
す（30、31ページ参照）。
　さらに、その他の医療機関や患者団体、保険会社なども独自に相談
部門を設けています。
 「がん相談」を受けるとき、「こんなことを聞いても答えられないだ
ろう」「担当医が気を悪くするかもしれない」など、いろいろ心配さ
れるかもしれません。しかし、「がん相談」では、次のようなことに
配慮しながら、相談員が一緒に考えてくれます。
・患者さんの気持ちを大切にし、十分時間をかけてお話をお聞きしま
す。

・患者さんと一緒に考え、問題を解決するお手伝いをします。
・患者さんの秘密を守ります。
・患者さんにとって一番大切なことを実現するよう努力します。
・相談者のプライバシーには十分配慮します。
　本冊子では、「がん相談」の事例と、相談支援センターや相談窓口
の一覧をまとめました。ご活用いただければ幸いです。

▶ 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」
  （http://ganjoho.ncc. go. jp /public/index.html）
 こちらでがんに関する情報をまとめた「患者必携」を読むことができます。

がん相談はどこで受ければよいのでしょうか?
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 専門医を選ぶ
　何らかの自覚症状が出た場合や、検診でがんの疑いを指摘された場
合、まず、既往症や体の状態をよく知っている、かかりつけ医に相談
してみましょう。適切な専門医を選ぶためには、日本乳癌学会など学
会の認定医も目安になります。
　また、厚生労働省が指定する「がん診療連携拠点病院」に設置され
ている相談支援センターに問い合わせるのもいいでしょう。センター
では、医師や看護師、医療ソーシャルワーカー、心理カウンセラーら
が、対面、あるいは電話で、相談を受けています。

1  どんな病院を選んだらいいですか?

がん相談の事例から
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 告知を聞く
　告知は、医療者が、患者や家族と情報を共有し、ともに立ち向かう
ための大事な入り口と言えます。激しい動揺も時間とともに落ち着い
てきますが、がん相談で不安や悩みを聞いてもらうことで収まる場合
もあります。何より大事なのは、自分の病状を正確に把握することで
す。

 担当医と上手にコミュニケーションを取る
　担当医は、患者のデータを管理して、総合的に判断できる要の存在。
上手にコミュニケーションを取ることが大切です。病状や治療計画を
聞く際は、家族に同席してもらう、あらかじめ聞きたいことをノート
に書き出しておくなど、自分の状況を的確に理解し、記録するための準
備をして臨みます。わからないことは遠慮せず、医師に質問しましょう。
 「医師の言葉に傷ついた」「相性が合わない」など、担当医とうまく
コミュニケーションを取るのが難しい場合もありますが、気になるこ
とがあっても、あまり引きずらないことが賢明です。病院の相談セン
ターや電話相談などを利用してみるのも一つの方法です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 インフォームド・コンセント
　かつて医師と患者との関係は、患者側からは質問もできないような
雰囲気の時代が長く続きました。しかし今は違います。診断や治療を
進めるには、医師が患者に対して十分な説明をし、それを患者が理解
した上で、治療方針に同意を与えるという「インフォームド・コンセ
ント」が不可欠になっています。怖がらずに、わからないことがあっ
たら質問してみましょう。

2  告知を受けるときは
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　担当医とよく相談して決めましょう。いくつかの治療法について簡
単に説明して「次回の外来までにどれにするか決めて下さい」と言わ
れることもあります。しかし、患者にとっては「どうしたらいいかわ
からない」のは当然なのです。「がん相談」などでアドバイスを受け
ながら、自分の病状を示すデータや診察の際のメモなどを基に、納得
できるまで医師らの話を聞き、質問し、家族とも話し合いましょう。
判断に迷った時は、セカンドオピニオンを利用する方法もあります。
　手術は、手術後の痛みや生活する上での不自由、ホルモンバランス
の変化、声が出にくくなる、リンパ浮腫が出る、手術痕など様々な問
題が残る場合もあり、治療法の決定前から、これらの点を踏まえる必
要があります。手術後も継続的な治療、検査は重要です。

 放射線・薬物療法
　がんの一部は、放射線治療や薬物療法で完治します。手術の前後に、
放射線治療や薬物療法を補助的に使い、完治する可能性を高める場合
もあります。また、治癒は望めない場合の延命の手段や疼痛を和らげ
るためにこれらの治療法が用いられています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 セカンドオピニオン
　診断や治療法について、担当医以外の医師の意見を聞き参考にする
ことは、けっして担当医との信頼関係を損なう行為ではありません。
自分が十分に納得して治療に取り組むために必要であれば、担当医に
率直にその意思を伝えることです。がん診療連携拠点病院の相談支援
センターではセカンドオピニオンの受け方の相談のほか、対応する医
師の紹介をしているところもあります。担当医から十分なデータを受
け取ってから相談すると、よりよいアドバイスが得られます。

3  どんな治療法がありますか?
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 身体の変化
　子宮がんや乳がんの手術で、女性が子宮や乳房を失った場合の喪失
感、心の痛みは想像を絶します。そんな時、患者会などで同じ悩みを
持つ人と話し、交流することをお勧めします。少しずつ心が軽くなっ
ていくことでしょう。

 手術痕が目立つ、痛い
　痛みの程度や期間は、人によって違いがあります。痛みが強かった
り、長期化したりすると、つらいものですが、痛ければ、医師や看護
師に伝え、手当てを受けましょう。がまんは、ストレスや疲労のもと
です。

 ダンピング症候群
　ダンピング症候群は、胃を切除したことにより、十分に消化されて
いない食べ物が急速に腸に流れ込むことにより起こります。早期ダン
ピング症候群の場合、食後から30分以内に起こる動悸、発汗、めまい、
眠気、脱力感、下痢などがあります。予防するには、食事の直後は上
半身をやや起こした姿勢をとり、1時間程度安静にします。
　晩期ダンピング症候群は、食後2～3 時間後に突然、脱力感、冷汗、
倦怠感、集中力の途絶、めまい、手足の震えなどが起こります。低血
糖症状（冷や汗や手足の震えなど）に備え、外出時はアメなどを携行しま
す。

4  手術の後遺症など
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 人工肛門
　消化管の疾患などにより、排便のために腹部に設けられる人工肛門
の装着や使い方については、入院中に指導があります。帰宅後、うま
くいかない時は、外来で担当医や看護師らに相談できるので、あらか
じめ問題点を整理しておきましょう。人工肛門を着けていると、臭い
やガスが気になることもあるでしょうが、食材によって和らげること
もできます。

 リンパ浮腫
　乳がんや婦人科がん（子宮がん、卵巣がん）の手術後に、手や足から
身体に戻るリンパの流れが停滞し、手足がむくんで太くなる後遺症で
す。積極的な治療は難しいのですが、特殊なマッサージ法や弾性スト
ッキングなどで改善をはかり、悪化を防ぎます。

お役立ち情報

▶ Survivor SHIP （サバイバーシップ　http://survivorship.jp/）
 「がん手術後のリンパ浮腫」
 サバイバーシップは静岡がんセンター、日本大学短期大学部食物栄養学科、
大鵬薬品工業株式会社が共同して作成し、がん患者や家族が日常生活の中
で体験する悩みや負担を和らげるための様々な情報を掲載しています。
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 放射線治療
　照射部位に特徴的な様々な副作用や後遺症が起きます。副作用はー
時的なものですが、後遺症が残ることもあります。

 薬物療法
　薬剤の種類によっては「食が進まない」「口の中が荒れる」「毛が抜
ける」「手足がしびれる」「皮膚が荒れる」などの副作用に悩まされます。

 食生活への影響
　抗がん剤による胃や腸への副作用によって、食欲不振や吐き気が生
じ、食が進まなくなります。「がん相談」で食欲不振に対応した冊子
やウェブサイトを紹介してもらい、食べる工夫をしてみましょう。

 口内炎への対処
　放射線治療や抗がん剤の投与によって口内炎が悪化することがあり
ます。あまり良い治療法がなく、患者さんはつらい思いをします。で
きるだけ痛みや不快感を抑えるために、特殊な口腔ケア用品も開発さ
れています。

 脱毛
　抗がん剤による脱毛は、治療が終わればやがて生えてくるとはいえ、
特に女性にとってはつらいものです。専用の帽子やかつらが、販売あ
るいは貸し出されています。治療を受けている病院や患者会などに相
談してみてください。次ページに掲げるような冊子やウェブサイトを
参考にしながら、がん相談で後遺症や副作用への対処法を教えてもら
いましょう。

5  放射線治療や薬物療法の副作用など
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お役立ち情報

▶ 静岡がんセンター編　「がんよろず相談Q&A 第3集　抗がん剤治療・放射
線治療と食事編」「がん治療による口腔粘膜炎」「抗がん剤治療と脱毛」「放
射線治療と脱毛」
 Web版がんよろず相談Q&A（http://cancerqa.scchr.jp/）からダウン
ロード可能。

▶ 女子栄養大学出版部発行
　「抗がん剤・放射線治療と食事のくふう」

▶ Survivor SHIP （サバイバーシップ　
http://survivorship.jp/）
 「抗がん剤・放射線治療と食事のくふう」
 「抗がん剤・放射線治療と脱毛ケア」
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 再発、転移への不安
　がんにかかった人なら誰でも再発や転移の不安を抱えます。ちょっ
とした体調の変化に対して、いたたまれない気持ちになることもあり
ます。一人で抱え込まずに、周囲の人やがん相談でその気持ちを聞い
てもらいましょう。

 社会復帰をめざして
　大きな手術を受けた方には、いつも「三、三、七拍子」と励まして
います。退院して最初の3カ月は具合が悪くなっていくように感じま
す。この時期には、仕事を辞めるなど重大な決断は避けましょう。そ
の後の3カ月で、状態は悪いながらも安定し、次の6、7カ月で徐々
に改善し、心も晴れていきます。あなたが「普通の生活」として思い
描いている生活の中身を、ノートなどに書き出してみるとよいでしょ
う。
　職場復帰の準備として、通勤時と同じように身だしなみを整え、電
車や車で会社の近くまで行ってみる、あるいは自宅で机に向かったり、
文書を書いたり、パソコンを操作したりしてみましょう。次に図書館
など、他人がいる場所で作業し、体を慣らしていきます。復帰後、職
場に病状や治療の計画、通院の有無などについてどう話すか、準備し
ておくことも必要です。

6  治療を終えて
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 医療費
　医療費が高額な場合は、月ごとに一定の金額を超えた部分が払い戻
される高額療養費制度があります。また、健康保険に加入している本
人が働けなくなった場合は、給与の代わりに傷病手当金が支給されま
す。このほか本人と家族が1年間に支払った医療費が10万円を超えた
場合は、超過分が医療費控除となり、控除額に対する税金が返しても
らえます。なお、国民健康保険には、傷病手当金の制度はありません。

 病院の相談窓口
　がん診療連携拠点病院はもちろんですが、規模の大きな総合病院に
は「医療相談室」などの名称で相談窓口が設けられ、医療ソーシャル
ワーカーらが常駐していて、介護保険制度など国や自治体が設けてい
る様々な福祉制度や扶助の紹介や、療養中・退院後の生活へのアドバ
イスをしてくれます。

 高齢の親の介護
　親御さんが住んでいる自治体の高齢者福祉担当課で事情を説明し、
介護の必要度によっては介護保険を申請し、認定を受けます。要介護
の度合いによってホームへルパーによる食事、入浴、排泄などの介護
を受けたり、デイサービス、短期入所施設などを利用できたりします。
一人で抱え込もうとしないことです。

7  暮らしを守るために

お役立ち情報

▶ 静岡がんセンター編　「学びの広場　医療費のしくみ」
 Web版がんよろず相談Q&A（http://cancerqa.scchr.jp/）からダウン
ロード可能。
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 治らないと言われた
　がんが進行して、完治することが難しいと告げられることがありま
す。その時の衝撃は大きいでしょうが、「延命につながる治療法が残
されていないか？」「臨床試験の可能性はないか？」など、がん相談
で尋ねてみることもできます。どうしても良い方法がない場合には、
緩和ケアや心のケアを受けながら、家族など周囲の人とともに1日1
日を大事に過ごすことが大切です。

 緩和ケア
　痛みや精神的な苦痛をはじめ、患者が感じる不快感、不安を和らげ、
その人らしく生きられるように支援することです。「がん相談」では、
どのようにして緩和ケアを受けるかを教えてくれます。
　近年、緩和ケアは、がんと診断された時から経過観察期、そして終
末期まで、様々な場面で用いられるようになりました。その中でも、
がんが再発したときや終末期のケアが重要です。
　専門医のほか、看護師や心の専門家、薬剤師、理学療法士ら広範な
分野の人たちが参加します。がん診療連携拠点病院では必ず緩和ケア
を実施しています。また、症状を緩和し、最期を看取るための緩和ケ
ア病棟を持つ病院もあります。最近では、在宅での訪問診療・看護を
行う診療所や訪問看護ステーションも増えてきました。

 死を意識する
　周囲には医師、看護師ら医療に携わる様々な人たちがいますし、何
より家族や友人が支えてくれています。毎日を自分らしく、大切に生
きることです。がん相談を利用し、医療従事者や心の専門家らにじっ
くり話を聞いてもらうのもよいでしょう。

8  治療法が見つからない
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その１   1人で考え込まない
　１人で考え込まないようにしましょう。がん相談ではどんな相談で
も対応してくれます。家族も大切な相談相手です。担当医や看護師な
どの医療スタッフも悩みを聞いてくれます。その際、できれば、要領
よく質問できるように、あらかじめ質問事項をノートなどにまとめて
おくといいでしょう。

その2   どんなことでも相談しよう
　回答がなさそうで尋ねても仕方がないと思えるようなことでも、自
分の気持ち、得た情報を整理するために相談は有効です。話を聞いて
もらうだけで、気分が落ち着くこともあります。

その3   信頼できる情報を
　インターネットを利用する際には、信頼できるサイトを利用しまし
ょう。あふれる情報に振り回されないことです。

その4   ノートを使って情報を整理
　ノートを利用して、診察や検査、相談を含む様々な情報を整理しな
がら、判断を重ねていきましょう。

9  よい相談の受け方 ４つのポイント
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「まずお電話ください。一緒に考えましょう」
日本対がん協会相談支援室の柳澤ハシヱさん

　公益財団法人日本対がん協会(千代田区)では2006年から無料
の電話相談「がん相談ホットライン」を開設していて、看護師、
社会福祉士の資格を持つ相談員が、患者や家族らから悩みや不安
など様々な相談を受けています。
　長年、国立がん研究センターで看護師長を務め、ホットライン
の開設時から相談員を務める柳澤ハシヱさんに現場の声を聞きま
した。

◆
　電話を受けたら、相談者が素直に気持ちを語っていただけるよ
うに、私たちは心を全開にして傾聴します。耳だけが頼りですか
ら、話し方、声の調子から相談者の言葉の後ろにある気持ちを感
じ取りながら、何を悩み、困っているのか、相手の言葉ひとつひ
とつの中から問題点を探していきます。相談者が混乱して何が問
題なのか自身も分からないまま電話をかけてくる場合も多く、あ
る程度話していただいたところで、相談者に「こういう問題でお
困りなんですね」というように確認して、一緒に問題を整理して
いきます。
　問題点が明らかになったら、相談者の気持ちにより近づくため
に、具体的な中身を詳しく聞きます。相談件数の多い「医師の説
明が不十分」「医師が怖くて話せない」など医師とのコミュニケ
ーションが取りづらいという場合は、どんな場面でどう感じたの
かを聞き、もし自分だったらどうするかを考えてみて、今後も担
当医と良い関係を保っていくための付き合い方や質問の仕方、質
問用メモの活用などを提案し、相手と相談しながら良い方法を見

がん相談員に聞く
コ ラ ム
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つけていきます。マニュアル通りにいく仕事ではありません。お
ひとりおひとり、事情が違います。丁寧に耳を傾け、少しでも前
に向かって進めるようにお手伝いすることを心がけています。
　もし「がん」に関して不安や迷いがあって、誰かに相談したい
と思ったら、質問事項や問題点が整理されていなくてもまずお電
話ください。一緒に考えましょう。話しているうちに気持ちが軽
くなったとか、安心した、行動を起こすための目標ができたとお
っしゃっていただけるのが私たちの励みになっています。

日本対がん協会のがん無料相談

▶ がん相談ホットライン　☎03-3562-7830
 毎日（祝日を除く）10：00～18：00　1人20分まで。予約不要。
▶ 専門医によるがん無料「面接」「電話」相談
 電話予約番号　☎03-3562-8015
 毎週月曜～金曜日（祝日を除く）10：00～17：00   
面接相談▶ 1人30分まで、日本対がん協会・西銀座分室で（有楽町駅、地

下鉄銀座駅下車。首都高下西銀座デパート1階）。2週間前の同
じ曜日から予約受付。

電話相談▶ 1人20分まで。1週間前の月曜日から予約受付。
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厚生労働科学研究（がん臨床研究）
推進事業について

　厚生労働省が所管する「厚生労働科学研究（がん臨床研究）推
進事業」の中には、
① 研究成果等普及啓発
② がん医療水準均てん化推進
　の2つの事業があります。
　①の目的は、医学的専門知識がない一般の人たちに研究成果を
分かりやすく伝え、この分野への関心を深めてもらうことです。
　今回、この冊子は①の目的に沿って、がん相談の存在を知って
いただき、多くの人に利用していただくために作られました。
　②は、がん医療に携わる研究者が国の補助金で行った研究成果
を、同じ分野の研究者や医療従事者に発表会や研修会などを通し
て広め、がん医療水準の地域間格差をなくしていくことを目指し
ています。
　平成22年度、がん臨床研究事業に採択された課題は計79件
に上ります。
　全国のがん専門病院や大学などに所属する研究代表者のもとに
研究分担者を置き、研究者総数は延べ1000人にのぼり、がんの
治療や患者・家族のケアをめぐる様々な研究が進められています。
　毎年度、厚生労働省のホームページなどを通じて、研究課題の
募集を行っています。また、この事業については、日本対がん協
会のホームページでも紹介しています。
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　公益財団法人・日本対がん協会は1958年、がんの早期発見や
早期治療、生活習慣の改善によって「がん撲滅」を目指そうとい
う趣旨で設立されました。
　活動は、がんに対する正しい知識の普及やがんの無料相談（面
接、電話）、がん検診の推進、医師や放射線技師・保健師・看護
師らの研修・育成、検診車や放射線撮影装置など機器類の整備促
進、がん患者支援など多岐にわたっています。
　46道府県に支部があり、全国でもがん征圧運動を展開してい
ます。おもに市町村の委託を受けた住民の集団検診を実施してい
て、精度の高いがん検診や、がんに関する知識普及活動を展開し
ています。
　こうした幅広い活動は、さまざまな団体や企業、個人からの寄
付によって支えられています。

日本対がん協会とは
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