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第２回がん総合相談研修プログラム策定委員会 

 

開催日：平成23年11月８日 

場 所：トラストシティカンファレンス丸の内 ルームＢ 

 

議 題：・「がんのピアサポートってなに」シンポジウム報告 

    ・「がん総合相談研修プログラム」について 

    ・「がん総合相談研修プログラム」策定に係る今後のスケジュールについて 

 

出席委員：天野策定委員長、明智委員、石川委員、坂下委員、桜井委員兼作業部会長、若尾委員、 

      花井委員、小川協力委員、秋月協力委員 

 

天野委員長 会議を始める前に、済みません、きょう私はかぜをこじらせてしまいまして、声が出な

いので、きょうは愛想がないと思いますが、害は全くありませんので、気にせずに私を差し置いて発

言いただいてもかまわないので。それだけ、会議を始める前にお断りさせていただきたいと思います。 

 では、事務局から開会の方をお願いします。 

事務局（合志） ２時を３分ほど過ぎましたので、花井委員の到着を待ちたいのですが、事前に新幹

線に１本乗りおくれたという御連絡をいただいておりますので、始めさせていただきたいと思います。 

 本日はお忙しいところを、ありがとうございます。がん総合相談研修プログラム策定委員会、第２

会策定委員会を開催させていただきます。 

 まず初めに、資料の確認をお願いしたいと思います。お手元の赤いファイルをごらんください。 

 １枚目、議事次第がありますが、その下の方に添付資料を掲載しております。議事次第に沿って御

説明させていただきます。 

 ①番、策定委員会への確認事項や要望。これは第１回及び第２回作業部会の方で確認事項や要望が

挙がってきておりますので、まとめております。後ほど、②番目の研修プログラム（目次案）、運営プ

ログラムと実習プログラムの２つに分かれておりますが、桜井委員兼部会長の方から御説明していた

だければと思っております。 

 ③番目の概念図も同様でございます。 

 ④番目、がん総合相談研修プログラム策定のシンポジウム、10月23日に開催させていただきまし

たシンポジウムをテキストに起こした文です。 

 ⑤番目、このシンポジウムの「ケアサポートって何？」の報告書、属性とアンケートのまとめです。 

 ⑥番目、そのアンケートの詳細の中身です。基本的には、お書きいただいているものをそのまま事

務局の方でまとめています。 

 ⑦番目、「がんのピアサポートってなに？」の当日承りました質問・御意見書です。表紙の部分をあ

けていただくと、属性及びＡ３の紙になりますが、全意見を集約・掲載しております。ちょっとわか

りづらいかもしれませんが、折りで東京と大阪を分けてあります。 

 ⑧番目、業務計画です。きょう、11月８日が第２回策定委員会開催ということになっております。 

 ⑨番目、第１回策定委員会の記録速報です。 

 ⑩番目、第１回作業部会の記録速報です。 
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 ⑪番目、第２回作業部会の記録速報です。 

 以上、何か確認のときにと思いまして、つけております。 

 ⑫番目、策定委員会と作業部会の名簿です。第１回策定委員会に御出席いただけなかった委員の先

生もいらっしゃいますし、それから作業部会に新たに加わっていただいた方もいらっしゃいますので、

つけております。策定委員会につきましては、後ほど委員長からも御紹介いただけると思いますが、

作業部会については、第１回策定委員会の時点での資料には千葉県がんセンターのがん相談員の野田

さんについてはオブザーバーという形で御参加いただきましたが、その後、作業部会の専門委員とし

て正式にお引き受けいただきましたので、改めて御案内いたします。 

 ⑬番目、本委員会の規程です。第１回目の策定委員会のときには、この案があったのですが、先日

の委員会で一応御了解いただいたということで、「案」を取らせていただきました。 

 本日の資料につきましては、以上です。何か不備があれば、お申し出いただければと思います。よ

ろしいですか。 

 それでは、天野委員長にお渡しして、進行していただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

天野委員長 ありがとうございます。きょうは皆様、お忙しいところを御出席いただきまして、あり

がとうございます。 

 それでは、早速議事に入らせていただきたいと思いますが、その前に、本日から新しく秋月委員に

御参加いただいております。こちらの策定委員会では、専門的知見を有し、委員長が認める方に協力

委員として御出席いただくということを定めておりまして、日本サイコオンコロジー学会から、前回

から小川先生に御出席いただいているところですが、今回新しく秋月先生に御出席いただきますので、

恐れ入りますが、まず秋月先生からごあいさつをいただければと思います。 

秋月委員 初めて参加いたします、千葉県がんセンター精神腫瘍科の秋月といいます。よろしくお願

いいたします。 

 サイコオンコロジー学会としての参加ということが１つと、あとは千葉県でピアサポーター養成事

業というのが４年前から走っておりまして、余りうまくはいっていないのですが、そちらの立ち上げ

にかかわっていたり、あとは相談室の室長も兼務しておりますので、作業部会に入っている野田さん

と一緒に相談室の仕事もしているというような状況です。よろしくお願いいたします。 

天野委員長 ありがとうございました。 

 それでは、本日はいらっしゃっていないのですが、新しく作業部会の方でも、前回オブザーバーで

御参加いただいていた野田様に正式に委員として加わっていただいておりますので、そのことをあわ

せて御報告させていただきます。 

 それでは、議事の方に入らせていただきます。まず最初に、シンポジウムについての報告をしたい

と思います。シンポジウムにつきましては、趣旨としましては、こういったシンポジウムは通例であ

れば年度末に行いまして、ある意味アリバイ的なところもあって開催しているような場合もあるよう

に聞いていますが、今回、私たちは最初にシンポジウムを開催させていただいて、皆様からいただい

た意見を元にプログラムを策定していく方針といたしましたので、そのシンポジウムが先日開催され

て、皆様大変お忙しい中を御出席いただきまして、委員の皆様からも貴重な御意見をいただきました。

また、御参加いただいた皆様からも大変貴重な多くの意見をいただいておりまして、本日の資料の中

にも含まれています。 



3 
 

 シンポジウムに御出席いただいた委員の皆様におかれましては、既に会場で皆様からいただいた御

意見に目を通していただいているものと思いますが、改めて本日、この委員会の席上でも、随時皆様

からいただいた御意見を御参照いただきながら議論を進めていただければと思っております。 

 まず最初に、事務局の方からシンポジウムの当日の概要について御報告をいただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

事務局（合志） 改めて、事務局からシンポジウムについて概要を説明しますが、本当に重ねて、10

月23日はお忙しいところを御出席いただきまして、ありがとうございました。また、いろいろな形で

お力添えをいただきまして、本当にありがとうございました。 

 御参加いただいたのが、東京会場、事前に122名の募集をいたしましたところ、153名のお申し込

みをいただいて、当日参加の７名もありまして、スタッフ等を計算に入れますが、159名。大阪が、

事前に62名の募集で、お申し込みいただいた方が54名で、大阪の場合は当日の受付に17名いらっし

ゃいまして、総勢、スタッフを入れて81名、東京と大阪で240名の皆さん、患者さんを含めたいわゆ

る参加者だけでも200名ということで、大変たくさんの方に御出席いただけたと思っております。 

 なおかつ、当日質問・意見書及びアンケートをいただいたのですが、これにつきましても119枚の

質問・意見書及び133枚に上るアンケートをいただきました。当日ごらんいただいた委員の皆さんが

ほとんどだと思いますが、いろいろな意味でかなりきちんと書いていただいている方が多かったので

はないかと思います。 

 私は大阪に出向いておりましたが、本当に大阪でもたくさんの方がかなりの項目をたくさん書いて

いただいて、びっくりいたしました。こちらは皆さんで手分けして見ていただいたのですが、大阪会

場は濱本さんが一人でごらんになっていて、正直大変でした。大阪府立支援センターの岩井さんとい

う元看護婦の方にも手伝っていただいたのですが、結局お二人が目一杯でやっていただいて、本当に

ありがたかったのですが、なかなか御紹介し切れずにおりました。ありがとうございました。 

 詳細は、大体事前にごらんいただいているので、お目通しいただけていると思いますが、天野さん

も、濱本さんもおっしゃっていましたが、基本的に御意見やアンケートで書いていただいたものを、

この策定委員会及び作業部会でお話しいただいている、議論いただいているものと余り相違がないの

ではなかろうかということで、今回御提出している次第でございます。中身につきましては、きょう

これからよりよいプログラムの策定に御活用いただければと思いますので、ぞうよよろしくお願いい

たします。 

天野委員長 ありがとうございました。それでは、当日御出席いただいた委員の皆様から御意見をい

ただければと思っております。ただいまの御報告にあったとおり、当日の会議で事前に策定委員会な

どで出ていた論点や意見とかなりオーバーラップしているような部分もありまして、策定委員会や作

業部会の議論の方向性は大きく間違ったものではないということが確認できたと思っております。た

だ、やはり多くの意見をいただいておりますので、当日のシンポジウムで初めて出てきたような視点

や意見もあったと思っておりますので、大変恐縮ですが、まずは桜井委員から順に、当日出た意見の

中で、特にこれは今まで策定委員会ではなかった視点ではないかとか、またつけ加えるべき点などが

あれば御指摘いただければと思います。 

桜井委員 ありがとうございます。私どもは作業部会の方で、一度これに全部目を通しておりまして、

おおよそ方向性としては私たちは間違っていないのだ、ということはわかりました。ただ、各論の部

分で、やはり具体の部分で結構細々としたことが出てきておりまして、それは作業部会の方で、この
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後委員会への確認事項や要望というところですべてまとめてありますので、その中で御紹介させてい

ただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

若尾委員 やはり基本的な、総論的なところでは、今まで検討していたこととほぼ大差ないと思いま

す。ただ、既にやられているところから、既存のプログラムとの整合性についての御質問が結構多く

て、その辺を最終的にどういう形で整理するのかということが、１つの課題ではないかと思いました。 

花井委員 私は、アンケートの中にありました「発言をした人たちは皆、上から目線で」という一言

がありまして、日ごろ淡々と取り組んでいることを御紹介したと思っていましたけれども、そのよう

にとらえる方々もいるのかな、ということと、そしてその方もまた地道に、真摯にやっていらっしゃ

るからこそ、そういう視点にもなったのかな、ということに気づきを感じ、あくまでも、いつまでも

同じ地平で皆さんと物を言っていき、発言しなければいけないと反省しました。 

坂下委員 私はこれまでの皆さんの議論の中でもありましたように、ピアサポーターとはそもそも何

なのかということが、地域の中でいろいろな形のピアサポートが存在しているのだということを改め

て感じるとともに、それにはどういったものがあるのかを１度全部出してしまって、その中のどこの

部分を我々が今着手しようとしているのか、それをどのようにほかのいろいろな形でのサポーターを

している人たちに還元するというか、使ってもらえるのかということを考えなければいけないのかな、

と感じました。 

小川委員 私がこのシンポジウム全体を通して感じた印象ですが、本当に幅広い活動がきっとあるの

だろうなと。先ほど坂下委員がおっしゃったように。そういう中では、今回のプログラムがコアにな

るのか、ある程度１つの指針になるのかは、きっとこれからの議論になると思うのですが、その辺の

全体の中での位置づけというもののイメージが、我々もそうですし、多分いろいろな参加された方の

中でもイメージがつけば、もう少し具体的な形に落とし込んでいけるのではないかと思いました。 

石川委員 私は大阪府立の舌がんの方が、自分たちが体験したことをまた伝えていくと言われたのが

すごく印象に残っていて、何か仕事とか資格のような気がすると言われたことで、実際的に、仲間と

う意味ではお互いの中で傷ついてしまったり、そういうこともあると思うのですが、そういう自然な

交流の中で、話を聞いたり、体験を語ったりということもあると思うのですが、それと、今ここで策

定しようとしているピアサポーターというものは、もしかしたらイコールではないのかなと。イコー

ルにしてしまうと、とても熱心な方は研修を受けて、一生懸命勉強して、ピアサポーターになられる

と思うのですが、例えば高齢の方ですと、ｅラーニングも難しいし、やっていることはすごく自然に、

仲間同士でサポートをしているのだけれども、そういう人たちはピアサポーターではないのかな、と

いうのがちょっと気になったので、もしかしたら少し整理をして、ピアサポーターといってもいろい

ろな形があって、今プログラムでやろうとしているのはこのような形、みたいな整理が必要なのかな、

ということを感じました。 

天野委員長 ありがとうございました。最後に石川委員から御指摘いただいた点ですが、これは会場

からも同様の意見が出ていたと思います。ここは、私も当日のシンポジウムで申し上げたところなの

ですが、まず厚生労働省からの委託事業ということで、今回のプログラムは何か資格をつくるものな

のではないかとか、この研修を受けていないと、例えば医療機関等でピアサポートとしての活動がで

きないのではないかといった御指摘がありましたが、これは私が会場でも申し上げましたが、少なく

とも私個人はそう思っていますし、委員の皆さんもそうだと思いますが、今回つくるプログラムが何

か新しい職種をつくるというものではもちろんありませんし、ピアサポートに関する既存のプログラ
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ムもある中で、今回のプログラムが何か特別な上位のものであるといったことはもちろん目指してい

ないということは、改めて申し上げておきたいと思います。 

 あと、私が会場からいただいた御意見の中で印象に残ったものとしましては、これはさらに先の話

になりますが、実際にそのプログラムを広めていく際の方法ですが、今、石川委員から御指摘があっ

たように、ｅラーニングというものに関しては非常に便利なツールではあるのですが、もちろん高齢

であるとか、インターネットにアクセスする環境のない方にとっては非常に厳しい手段であるという

ことも言えますし、また、例えば実際に広めていくことになった場合、全国で１カ所だけで開催して

いるとなると、例えば東京で開催するとなると、遠隔地から東京までわざわざ来なければいけないと

いうことになると、結果として受けたいという方のニーズに応えられないのではないかという御指摘

をいただきました。そういった場合、例えば既存の緩和ケア研修会のように、いわゆる指導者研修と

いったプログラムをある程度先行させることによって、そういった指導者的な方を育成した上で、全

国でやっていくことも必要ではないかという御意見も会場からいただいたことは申し添えさせていた

だきたいと思います。 

 当日御参加いただいていない明智委員、秋月委員を含めまして、今、皆様からいただいた御意見の

中で何か疑問に思われた点とか、こういう意見はなかったのかといったような質問などがもしもあれ

ば、いただければと思います。 

 まず、明智委員から何かありますか。 

明智委員 私はこのシンポジウムに参加できなかったので、一応この議事録というか、まとめていた

だいたものを読ませていただいたのですが、まさにおっしゃったように、何か定義をして、決めれば

決めるほど難しくなるけれども、石川委員がおっしゃったように、もともとのピアサポートのよい面

というのは本当に、患者さんの体験、経験がある人はそれを生かして、本当に同じ目線で、というこ

とが失われないようにする本質的な部分がすごく大切かな、と思った面と、一方では、ただ、この中

に「精神的に安定していることが重要である」とか、あるいは桜井委員が講演の中で御紹介されてい

たように、アメリカではたしか２年とありましたが、そういうこともあったりして、こういうのを資

質と言うのかどうかは別なのでしょうけれども、だれのために、どういう目的であるのかということ

を、もともとこういうものが生まれてきた背景なども考えながら整理していくことが非常に重要だと

感じました。 

 多分、それをある程度決めていくのがこの委員会に求められていることなのかな、とも思いました。 

秋月委員 明智さんが今おっしゃったことにかなりかぶるだろうとは思うのですが、参加者の方が持

っているピアサポートのイメージが、かなり似ているようでずれているような感じを受けます。基本

的には、本当に患者さん同士の助け合いというものが原点なのだろうとは思うのですが、でも、実際

にそれをだれが、どこで、どのような形で行うかというところで必要な技術というのは、恐らく全然

違ってくるだろうと思いますので、それを抜きにお話を進めるのは非常に難しいのではないか、もし

くはどんなやり方でも、共通の基盤である本当にベーシックな、ごく基本的なところだけを扱う、そ

うすると逆に恐らく教育に余り時間がかからないようなものになるような気がするのですが、そうい

った方向性になるのではないかと思いました。 

天野委員長 ありがとうございました。今、皆様から御意見を伺ったと思いますが、何か追加でこれ

だけは、という視点や御意見などがあれば、いただければと思います。 
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桜井委員 部会のときでも、この属性が結構議論になったのです。私たちは、患者さんや患者会の方

が多いのではないかと思っていたら、意外に医療者の方が半分ぐらいを占めているのです。これには

結構驚いて、やはり医療者の方は厳しい意見も入ってきていますので、この点は考慮しながらアンケ

ートも見ていかなければいけないのではないかということは、部会の方の意見としては出ていました。 

天野委員長 医療者の方から比較的多く出ていた意見は、先ほども申し上げましたが、「新しい資格

をつくるということではないよね」とか、「安全性はどう担保するのか」とか、そういった御意見を比

較的多くいただいていたと思いますし、例えば既存の相談支援センターの相談員とは異なるという、

当然それはそのつもりで我々はつくっているのですが、そういった、いわゆる専門職の方とは違うも

のなのだということを再確認されるような御意見が割と多かったと思っています。そこは、御指摘い

ただくまでもなく、今まで策定委員会、作業部会で検討してきた経緯の中では、例えば医療相談に関

しては、我々は明確に介入しないと。できることとできないことを明確にしたプログラム策定をして

いきたいということを、何度か私自身は確認してきたつもりですが、皆様、改めて確認させていただ

きますが、そのあたりは大丈夫でしょうか。 

 ありがとうございます。特に医療者の方から、医療相談につながってしまうのではないかという危

惧をいただいたため、そこのところは改めてそういうことにはならないように検討していきたいと思

います。 

 あと、このシンポジウムに関しまして、昨日事務局からホームページの動画配信などについて御連

絡いただいたところですが、ホームページの動画配信及びシンポジウムのテキストファイルの取り扱

いについて、事務局の方から報告をお願いできればと思います。 

事務局（合志） 一言だけ。動画配信につきましては、きのうのメールでも御案内しましたが、一応

私ども協会のホームページでの掲載は年度末までを原則としております。 

 それから、きょうお配りしておりますテキストベースのファイルですが、パネリストの皆様、御出

席いただいた皆様及び大阪で司会をなさった濱本さんの御確認はいただきますが、今のところ原則公

開をする予定はありません。ただ、求められたりした場合は、皆様に御相談した上で、場合によって

はお渡しすることがあるかもしれませんが、原則あくまでも事務局保管ということで、記録用として

保管するということで御了解いただければと思っております。 

天野委員長 ありがとうございました。テキストファイルについて補足いたしますと、こういった議

論の際に、いちいちＤＶＤを再生して、どういった意見が出たかを確認するのは無理なので、そうい

った際に確認の役に立つように、テキスト化したものを置いておくという整理でよいと思っています。

そもそも動画を配信しているわけですから、対外的な公開という意味では「動画を見てください」と。

それ以上のものはないわけですから。そういった点で、公開できているということが担保できている

と思いますので、このテキストファイルについてはあくまでも議論の際に確認するための補助手段と

いう取り扱いとさせていただければと思っています。 

若尾委員 済みません、確認ですが、これが年度末までというのは、何か予算上の制約とか……。 

事務局（合志） 特にそういうことではありません。ただ、おっしゃるとおり来年度のピアサポート

に関する予算がつくかどうかも、ゼロではない、つまり場合によってはホームページでの維持費がか

かってきますので、それについてどのような形の手当てができるかということは、全く考慮していな

いわけではありません。ただ、微々たるものだと思いますので、その辺は大丈夫かとは思うのですが、

一応まず年度末を期限として、それ以降は皆さんの御意見等も改めて伺って、と思っています。 
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若尾委員 それで、恐らく年度末に向けてこのプログラムができて、プログラムはしばらくは公開と

なると思うのですが、その際に、ではプログラムを検討するときに行われた議論も一緒に見られた方

がよいのかな、と思いまして、可能であればもう少し長くした方がよいのではないかと思いました。 

天野委員長 ありがとうございます。まず、来年度予算についてですが、現時点の概算要求では一応

同じ金額が請求されているという状況だと理解しています。 

 あと、今御指摘があったように、来年度以降も見られた方がよいというのは、私もそのとおりだと

思っていまして、既に、きのう公開されたのにもかかわらず、私のもとに個人的に「非常に参考にな

った」とか、参加した方からも「改めて議論の流れを追うことができて、非常によかった」とか、非

常に肯定的な御意見をたくさんいただいているところですので、ぜひ事務局のポケットマネーを使っ

てでも公開を続けていただきたいと切に願っているところでございます。 

 ほかに何か御質問は、大丈夫でしょうか。 

 それでは、議事の方に移らせていただきたいと思います。まず議事の（１）「がん総合相談研修プロ

グラムについて」の議論でございます。この策定委員会と並行する形で、作業部会を既に２回開催し

ていただいています。その作業部会の方では、第１回策定委員会での議論及びシンポジウムでの意見

を元に、既にかなり具体的に踏み込んだプログラム策定をしていただいているものと理解しています。 

 きょうは、作業部会長の桜井なおみ部会長に御出席いただいていますので、まず桜井部会長から、

現時点でのプログラム目次案ができ上がっています。これは資料の②と③になりますので、そちらに

ついてまずご説明をいただきたいと思います。そしてその後に、作業部会の方から策定委員会へ、検

討していただきたい要望事項というのが出ています。これはどういうことかといいますと、実際にプ

ログラムを作成していくのは作業部会になるのですが、方針決めについては、相互に連携しながら策

定委員会の方で行っていくということになっていますので、策定委員会の意向を確認した上で、中項

目、小項目の検討や作業を進めていくというような流れになっていると理解していますので、その２

点について桜井なおみ部会長から説明をいただければと思います。 

桜井委員 まず、この作業部会ですが、第１回目が９月 14日にありました。ですので、これはシン

ポジウムの前にありました。その後、11月１日、ちょうど１週間ほど前になりますが、ここで行われ

ました。ですので、これはシンポジウムのアンケートの結果、それから自分たちも参加しての感想等

も含めての意見交換という形で行われました。 

 ②番の資料を見ていただきたいのですが、これはちょうど１カ月ほど前、最初の部会が終わった後

に、この時点でほぼ骨子を、何となく「こんなことが必要ではないか」というものが出まして、そこ

からメールで流しながら、全作業部会のメンバーが「これはこちらの方がよいのではないか」とか、

「これはこういうことも書くべきではないか」というような意見交換を行いながら、11月１日の作業

部会終了時点でのおよその目次案ということで、きょう御提出させていただいております。 

 この言葉、表現については、今後また直していく必要はあると思いますが、内容について簡単に御

説明したいと思います。 

 まず、運営プログラム編と、２枚ほどめくっていただいて、実習プログラム編、いわゆるほぼ変わ

らない普遍的な部分と、ロールプレイのようにひょっとしたらどんどんふやしていきたいような部分

や、内容的に、例えば高額医療費の話とか、変更が入ってきたら修正していかなければいけない部分

と、２つの編に分けようというようなことで、今このプログラムを考えています。 

 まず最初に「はじめに」というところで、ここが前回のシンポジウムで出たときも「重要だね」と
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いうことで言っていたのですが、「本プログラム作成の経緯と目的」というようなことで、なぜこれが

必要になったかという背景の部分と、「プログラムの位置づけと使用方法」、それから「本プログラム

の対象」というようなことを書こうということです。 

 ２章目にいきまして、「ピアサポートとは何か？」ということで、「１）ピアサポートの定義」「２）

ピアサポートの効果と限界」「３）ピアサポーターの活動の場」というようなことで、この３つについ

て記載していくことにしております。 

 ３章目は「ピアサポート実施のための注意すべき点」ということですが、これはいわゆる心得的な

ものにしようと言っております。余り「あれもだめ」「これもだめ」と言うよりは、「こんなことを守

っていただければよいのではないですか」というような緩いもの、配慮事項として記載すればよいの

ではないかということで、「１）ピアサポーター及び参加メンバーの責任の所在」とか、「２）取得す

べき倫理観」、個人情報管理の問題とか、あるいは「３）開催手法」とか、「４）約束ごとの決め方」

「５）記録のとり方」みたいなところを考えようということです。この３番の部分は、まだ議論が十

分ではない部分でして、一応今仮で入れているところです。 

 ４番が「知っておくと役立つ基礎知識」ということで、「１）医学的知識」、やはり相談をしていく

上で医学的な基本的知識は必要になりますので、これを学ぼうということ。それから心理学的な知識

については、これも難しい言葉で表現していたのですが、それを改めまして「２）よりよいコミュニ

ケーションのために」というような、少しやわらかめの言葉にしようということで、「相談とは」「ア

セスメントとは」、あとは「情報の探し方と留意点」というのは、ひょっとしたらサポートをしている

最中にパソコンをあけざるを得ないときや、パソコンの情報を持ってきて相談されることなどもあり

ますので、そのときの留意点などもあった方がよいのではないかということで、挙げております。３）

が「地域性を活かしたピアサポート」ということで、これは院内との連携の仕方、あるいは地域資源

の活用方法といった相互の関係論についてそれぞれ述べていこうと考えております。前回のシンポジ

ウム、あるいはアンケートの結果を見ていて、作業部会員の方で感じたこととしましては、やはりピ

アサポートということとサロンのファシリテートの部分がごっちゃになってしまっているのではない

かというようなことが、かなり議論になりました。皆で30分以上議論をしたのですが、この結論とし

ては、やはり今回はあくまでもピアサポートは１対１ということをベースにするべきではないかとい

うことで、サロンの運営については「地域性を活かしたピアサポート」のところにごく簡単に、基本

的な事項だけ触れることにとどめようというようなことにしております。ですので、これは何回か検

討を行っているのですが、当初は「ピアサロンとは何か」というような項目も入っていたのですが、

11月１日の時点でそれはごっそり省くことになりました。その中で、サロンとして守ってほしいこと

というか、注意点ですね、そこだけを、サポートとしての１対１とは少し違う能力も必要になってく

るのです、というようなことを記述していこうかという提案をしております。 

 その後、ＦＡＱとして、こちらのアンケートでも出ておりましたが、継続教育、あるいはほかの資

格との関係、資金・運営資金の問題、あとはめくっていただいて、簡単な用語集のようなものをつけ

ようと考えております。これは今後ふえていくと思います。 

 さらにめくっていただいて、実習プログラム、これはロールプレイの方ですが、こちらについては、

まず「はじめに」ということで、同様にこちらの「実習プログラム作成の経緯と目的」「位置づけと使

用方法」「対象」。それからロールプレイという言葉、「これって何？」というところから始まって「目

的」と「効果」。それから「相談に関するロールプレイ」ということで、これは前回のシンポジウムで
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は模擬相談ということでやろうとしていた部分ですが、それぞれのピアサポーターだからこそできる

援助というようなことで、いろいろなケースをここで述べて、例として挙げておこうと。ただし、そ

れはベストな回答ではなくて、あくまでも「こんなところを注意してほしい」というような例として

挙げていこうということにしております。あとは「２）他職種との協働援助」ということで、これは

院内での連携、あるいは地域統括総合センターとの連携、それから相談支援センターとの連携といっ

た関係論についての模擬相談をここに入れようと。あるいは「３）仲介役としての援助」というあた

りを、ロールプレイの見本としてつけてはどうだろうか、ということにしております。 

 それから、サポートする人の側のケアも必要だろうとことから、４番では「１）メンタルセルフケ

アの必要性」、あるいは運営をやっていく上で、前回のシンポジウムのときにもスーパーバイザーとい

うような言葉が新しく出てきましたが、こういった存在の必要性、あるいは毎日終わった後に皆でレ

ビューをしようということで、相談員同士の悩みの分かち合いというか、「こんなことを聞かれて、困

っちゃったんだよね」というような分かち合いの場も必要だろうということで、自分自身のケアから

他者との情報共有、そして第三者との共有、その３つの段階でロールプレイのプログラムをまとめて

はどうかということで、部会の方ではまとまっております。 

 資料の③の方へ行きまして、これはその議論の中で出たところですが、今回の検討委員会はあくま

でも地域統括支援センターでの使用を目標としてそもそも書かれておりましたので、この言葉を含め

て、相談支援センターあるいは個人としてのピアサポーターと相談者の関係などをわかりやすく、概

念図として表して、この冊子の中に折り込むと非常にわかりやすいのではないかというような御意見

が作業部会員から出まして、皆で白板を使って「こんな感じだったらいいよね」ということで書いた

ものです。ですので、これもまたこれから議論をしていく上で、この矢印の向きが変わったり、周り

の部分の患者会というのが消えたり、ふえたり、あるいはほかにもケアマネジャーさん等いろいろあ

ると思いますので、そういうところとの連携等、徐々にふえていくのではないかと思っています。こ

れはあくまでも11月１日に、皆で白板にどんどん書いていった結果ですので、こういったところが最

終的にピアサポーターの定義、あるいは今回のプログラムの定義と同時に固まっていけばよいのでは

ないかと考えております。 

 ここまでが目次案等の説明になっております。 

 これと関係しているので、ぜひ①のところに戻らせていただきまして、「策定委員会への確認事項や

要望」ということになります。 

 第１回作業部会ですが、こちらの方は既に共有できている部分もあると思いますが、上から述べさ

せていただきます。 

 まず、やはり位置づけを明確にということをうたっております。 

 それから、ピアサポートの公認・認定の検討、ランク分けと継続教育についても必要だろうという

ことです。 

 それから、他団体との研修プログラム修了者、あるいは先行する既存プログラムとの関係について

の検討。 

 それからグループワーク、これはサロンのことですが、サロンについてのマニュアル。こんなこと

が必要だろうという議論が出ました。 

 この後、シンポジウムを受けて、あるいはそのアンケートの回答を受けて、11月１日の作業部会で

は、まずピアサポートの「定義」としまして、これについてはこれからつくっていく部分でもござい
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ますが、先ほど天野委員長からもありましたが、やはり新しい職種をつくるようなものではないとい

うことを明確にしておいた方がよいだろうと思っています。診療報酬はどうなのだとか、そんな話も

ちょっと入っておりましたので、そこの部分はあらかじめ触れておいた方がよいのではないかと、作

業部会で意見が出ております。 

 それから「骨子」、中身の方ですが、上級・中級・初級というようなレベル設定が必要ではないかと

いうようなことが、意見として継続的に挙がってきております。これに応じて、今回の冊子の方はど

ういう位置づけになるのかということですが、これは今のところ初級編というようなことで考えてお

ります。最低限、人と心を接することに携わっていきたい人であれば、このレベルに関しては知って

おいてほしい、というようなことをまとめようと考えております。ですので、中級・上級をどのよう

に判断していくのか等については、ぜひこの委員会の方で、まずこの３つの区分けが必要なのかどう

かも含めて御議論いただきたいと思っております。 

 それから、やはりサロンですね。「もう、これは外してしまえば」というような意見も出たのですが、

たしか最初のこの策定委員会のときにも、やはり患者さんとして今一番問題でもあり、あるいはニー

ズがあり、数も多いのがサロンなのではないかというようなことがありまして、サロンについては外

せないというような委員会での意見があったと思います。ですので、もう１度このサロンの扱いにつ

いては委員会の方で再検討をしていただきたいと思っております。部会としての意見は、先ほど目次

案にありましたように、地域資源の１つとしてこういうサロンがあちらこちらにあります、あなたの

町にはこんなサロンがありますというようなことで、ほかのものと並列的に並べて述べると。ただ、

サロンの運営者に対しては、例えば価値観は押しつけないとか、ファシリテーターとはどういうこと

なのか等について御意見をいただければというか、記述をすればという意見が出てきております。こ

の部分に余り深入りをしますと、ピアサポーターということとファシリテーターがごっちゃになって

しまって、このプログラム自体の一本の骨がなくなってしまうというか、何本かの骨になってしまう

のではないかということで、余りサロンの運営等については深入りしない方がよいのではないかとい

うことになりました。これは、部会でも30分ほどの喧々囂々の議論になってしまいまして、多分きょ

うの委員会でも同じようなことになるかとも思うのですが、そうなるということは、やはり外に出し

たときも同じように皆さん混乱されてしまうのではないかということがありましたので、そもそもの

この策定委員会の仕様書にのっとった形の方がよいのではないかということで、これは原点に戻らせ

ていただいたことになります。 

 それから、「名称」ですが、これも今、略語としてピアサポとか、ピアカンとか、場所によってはピ

アサポートではなくてピアカウンセラーというような言葉も使われていると。これも、アンケートで

もいろいろ使われているのです。これは内容的に、統一した方がよいのではないかと。一応、部会で

は「ピアサポート」という言葉で統一した方がよいのではないかというような意見が出てきておりま

す。ですので、きょうはこれをどちらで行くのか、カウンセラーで行くのか、サポートで行くのかと

いうあたりを統一していただきたいと思っております。 

 それから、これは先ほど明智委員からもありましたが、「資質」の部分です。これも議論になりまし

たが、今回のプログラム作成が一応初級というようなことを考えておりますので、門戸を少し広げた

方がよいのではないかということ。それから、やはり「やりたい、やりたい」ということでやれるも

のではないということは明記した上で、募集の段階ではまだ制限というようなものはかけない方がよ

いのではないかという意見が部会からでています。まだそれほど数的に、アメリカのように20年間こ
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ういうことをやっているところには、まだ追いついていない部分もありますので、まずは共通ルール

を皆さんで持つところからスタートするということで、資質については問わないでおこうかという部

会の意見を、委員会に投げさせていただいております。 

 それから、これも少し似ているのですが、「受験資格」ということで、今回、アンケートをとった時

点で「患者・家族・遺族」というようなことで丸ということになっていましたので、参加されたアン

ケート回答者の方の回答を見ると、医療従事者の方と患者・家族・遺族が半々になっているのです。

この中で、どれだけ患者さんが出てくるのかはわからない、あるいは家族の方がいらっしゃるのかは

わからないのですが、議論の中で「やはり患者さんがやるべきだ」ということもあったり、「家族も含

めてほしい」ということもあったりしましたので、これはやはりできれば幅広くというようなことか

ら、患者家族も含めてもよいのではないかということを受験資格のところにうたっておきたいという

部会の意見です。ですから、資質の部分とあわせて受験資格の範囲についても委員会で御議論いただ

きたいと思っております。 

 それから、「位置づけ」につきましては、提案のようなものになります。①として、やはり医療者側

の方が半分もここにいらっしゃったということは、とても関心が高いのだろうということがわかりま

したので、ぜひ医療者の方にピアの位置づけ、あるいはその効果というようなものをきちんと認識し

ていただくのと同時に、ピアサポートをやる側もある程度自分の責任感とプライドを持ってこの仕事

に取り組んでいただきたいということから、例えば私が紹介させていただいたような共通のバッジを

つくって普及させるとか、あるいはユニフォームも、話題になったのがエプロンだったのです。「エプ

ロンはないよね」ということで、細かい話ですが、何かもう少しプライオリティのあるような服装や

バッジ、そういうものがあると、院内にそういう方がいらっしゃると、患者さんも声をかけやすいの

ではないかというような意見も出ました。それから、ポスター等で「そういう方がいらっしゃるので、

皆さんどうぞ声をかけてくださいね」というような院内側での協力ということで、ポスター掲示等で

の周知をぜひお願いしたいという提案が入っております。 

 「位置づけ」の②ということで、これはまだ議論があるところなのですが、厚労省の中平さんから

も御意見がありましたように、原則ボランティアだということでした。にもかかわらず、やはりアン

ケートの方では「やはり行政が予算をつけるべきだろう」とか、そういう部分があります。これをど

うするのか、という部分ですね。これから、やはりまずは実績をつくっていって、というような部分

もあろうかとは思いますが、一応部会の方では、本当に各論になってしまうのですが、「やっぱり交通

費程度は欲しいよね」というような本音も出てきたりしました。 

 次のページで、先ほどの天野委員長のお話とかなり重なってくるのですが、やはりこのプログラム

をつくったはよいけれども、この先どうやって広げていくのかという部分です。これを確認していた

だきたい、委員会の方でぜひ検討していただきたいと考えております。先に指導者を育てた方がよい

のか、それとも各地で、来年度の予算がつくかどうかもわからない中で、キャラバン的にやっていく

のがよいのか、それとも今回のようにインターネット等を使ってやっていくのがよいのか、そのあた

りのプログラムの今後の広げ方のような部分については、ぜひ委員会の方で検討していただきたいと

考えております。 

 それと同時に、今回、このプログラムは２月に初稿を起こしまして、非常に短期間で行う粗っぽい

作業でもあります。ですので、予算が通れば来年度、モデル事業候補というようなことを行って、こ

のプログラムにのっとってやったときにどんな問題が出てくるのかなど、検証・改訂というようなこ
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とも行うことを考えていただきたいと思っております。 

 もう１つ、これも重要になってくるのですが、先ほどの既存の民間と行政の実施プログラムの兼ね

合いです。既に進んでいらっしゃるところもありますので、これは非常に皆さん関心があるところで

すので、ここの部分についても委員会でぜひ御検討いただきたいということと、継続教育の話、それ

からプログラム終了後の質の担保ですね、ミシュランではございませんが、１度判をもらって、修了

証をもらって、あとはＯＫということではないという意見も部会では出ました。 

 それから、「スーパーバイザー」というようなことも、どなたがやるのかということ。これは、シン

ポジウムの中で小川先生が何か言いたそうにしていたというような話が出まして、では委員会で小川

先生に聞いてみようということになりまして、きょうは小川委員に「スーパーバイザーって、どうい

う人がいいのか」というようなことについて、挙げた手をそのまま挙げていただいて、お答えいただ

ければと思っております。 

 あとは、「ピアレビュー」等についてはこのような意見ということで、出ております。 

 ですので、要点としては先ほど天野委員長から出たあたりが共通の認識として出てきていると思っ

ておりますので、ぜひこのあたりを御議論いただいた上で、今後の作業部会では再度、目次について

は詳細を詰めていきたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

天野委員長 ありがとうございました。限られた時間でここまで検討いただいた作業部会の皆様に敬

意を表したいと思います。 

 今、策定委員会への確認事項や要望ということで、幾つか項目をいただいたと思いますが、３つに

分けることができると思いました。まず１つが、位置づけとか、そもそもピアサポートの資格や資質

にかかわる部分ですね。２つ目が、プログラムや教育内容にかかわる部分。３つ目がその他、みたい

な感じですが、まず位置づけや資格・資質にかかわることを明確にした上で、プログラムや教育内容

について議論をしていきたいと思います。 

 まず、資料１の「策定委員会への確認事項や要望」のところをもう１度見ていただきたいと思いま

す。位置づけですが、まず第１回作業部会で、ピアサポートの位置づけを明確にということで、いろ

いろなチームの一員として位置づけてもらいたいということが出ていますが、これはどういう趣旨で

の意見でしょうか。ここだけ補足をいただけますか。 

桜井委員 一部の作業部会メンバーから、ボランティアとしてやっていただくよりは、医療の中に入

ってきてくれるようなレベルの人を育てることも目標にしていただきたいというような要望として出

てきていた部分です。 

 ただ、これはシンポジウムの開催前でしたので、11月以降の作業部会では、こういう医療チームの

一員として入るような人は、そもそも上級レベルの方になってくるのではないかということで、野田

委員も納得されていましたので、この位置づけという部分に関しては、資料③のピアサポーターの概

念図ということで、この中で議論ができればよいのかな、と思っております。 

天野委員長 ありがとうございます。ここの確認をしたいのですが、第１回策定委員会で、今回のプ

ログラムは必ずしも地域統括相談支援センターにかかわる相談員等を養成するものではないというこ

とを、厚労省にも確認をとって、私の認識では、今回のピアサポーターは必ずしも医療機関の中で働

く人ではなく、医療機関の中に限らず地域で活躍する方もいらっしゃるでしょうし、さまざまな活動

形態があり得るというようなことを確認したと理解しているのですが、そうすると、この資料③の概
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念図の取り扱いが少し難しくなってくるかな、と思っています。これは、医療機関に置かれることを

前提とした概念図で、もちろんこれもピアサポーターの一形態ではあると思いますが、これをもって

ピアサポーターとしてしまうと、我々のプログラムは医療機関の中でボランティア、ないしは場合に

よっては報酬を得て働くということもあるかもしれませんが、そういった方々を養成するものだとい

うことを規定してしまうのではないかという危惧を抱いたのですが、そのあたりは桜井委員の御意見

は何かありますか。 

桜井委員 これは、医療機関内ということを全く考えないで作成しています。ただの関係図としてや

っております。ただ、ピアサポーターと相談者の関係性の中で、例えばやはり相談をしていく上で、

院内でのソーシャルワーカーを紹介したり、そういった部分が必要だろうということから、この矢印、

相談支援センターと地域統括支援センターとのつながりは持ちながらやっていこうというようなこと

で、場所については外側の大枠の部分があるのですが、これが院内なのか、院外なのかということは

余り考えておりません。 

若尾委員 この真ん中の四角は、余り意味がないということですか。 

桜井委員 そうですね、一緒にやっていきたいね、みたいな形ですね、イメージとして。まるっきり

縁がない、知らないよ、というようなことで、勝手にピアサポーターでやれば、というようなことで

はなく、やはり医療者側とも、今回のこのプログラムを修了した方を契機に、よい関係を持ちながら

患者さんを支えていきたいというようなことで、真ん中の丸が新しくできたという考え方になってい

ると思います。ですので、このラインが院内とか、医療機関内というようなことは意味しておりませ

ん。 

天野委員長 ありがとうございます。これを見て、医療機関ではないということがわかったのですが、

ただ、そうすると医療機関との連携ということをどのように担保するかが難しいと思いますが、ただ、

そこまで今回の我々のプログラムで「必ずこのように連携してください」といった要望を出すのは、

ちょっと難しいというか、若干超えているかのような感じはするのですが、そのあたりはいかがでし

ょうか。 

桜井委員 では、そこの部分を補足で、目次案の方の４番で、「知っておくと役立つ基礎知識」の「地

域を活かしたピアサポート」というところ、ここがそれに該当してくるのではないかというような位

置づけで考えております。 

天野委員長 では花井委員、お願いします。 

花井委員 私もまた混乱してきたのですが、前回のシンポジウムの後に、アンケート以外にもいろい

ろと会場で質問を受けたり、その後にメールで質問を受けたりしたことの１つに、この事業の背景に

どういうことがあって、何のために、どういうピアサポーターを、どういう形で養成しようとしてい

るのか、そしてその養成主体はどこにあるのかということが、わかったようでわからない。皆が言っ

ていらっしゃるようで、明確にはおっしゃっていない。ここに非常に不安を抱くので、既存のピアサ

ポーター養成活動をしてきた団体は「自分のところはどうなるのか」と思う。いろいろな心配を抱く

わけです。それをまず１つ思いました。 

 作業部会は本当にこのような詳細で濃密な議論をしていただきまして、大変だったと思うのですが、

まずはこの目次案の「本プログラムの経緯と目的」から始まって、「ピアサポートとは何か？」という、

ここの文言をきちんとつくり上げていただいた上で、プログラムの中身に入っていかないと、整合性

と根拠の面でどうなのだ、ということが１つあると思います。やはり、私もこの概念図を拝見したと
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きには、統括相談支援センターありきなのかという感じがいたしました。でも、そうではないという

ことですね。 

 それから、最初にがん室の中平さんがお越しになりまして、統括相談支援センターということがあ

ってのピアサポーターの養成標準プログラムの策定ではないのだということで、広く、多用途に養成

をしていくのだ、というようなことがあったわけです。そして、広く、どういう地域でもできるよう

なピアサポーターの養成と、統括相談支援センターでつなぎ機能を持ったピアサポーターを養成する

というのは、またプログラムも違ってくると思うのです。 

 そして、この概念図の中にはつなぎ機能というか、橋渡し機能をピアサポーターは持っているのだ

というようなことがうかがえますけれども、これは体験で申しわけないのですが、医療機関や相談支

援センター等、他の資源とつなぐという役割、そのスキルというのは結構難しいのです。この初級・

中級・上級でいえば、上級のスキルになってくると思います。それが広く、浅くではありませんが、

一般的なピアサポーターにそういうスキルを求めていこうとすると、それはスタートから考え直さな

ければいけないという感じがしました。 

 それから、あれこれ言って申しわけないのですが、初級・中級・上級を養成していくという、何ご

とにも段階があって、その方がよいのかもしれません。けれども、初級・中級・上級とランクづけを

して、初級はどういう問題や課題、患者さんに対応していくのか、中級はどうなのか、上級はどうな

のかということになってくると思います。そうすると、患者さんの持っている問題や悩みの振り分け

みたいなところもしなければならなくなってくるというか、そういう感じがいたします。ここをどう

するのか、ということですね。 

 ですから、私はすごく議論の余地がまだまだあるということと、まず、何度も申し上げているので

すが、もう少しビジョンを明確に、背景にどういうことがあって、そしてピアサポートとは何か、ど

ういうスキルを備えた人がどのように活動していくのか、どんなピアサポーターを養成するのかとい

うことを、もっとわかりやすい文言で、まず初めに示していただく。そこをつくり上げるところから

始めていただけないかというのが、私の希望です。 

天野委員長 今いただいた、初級・中級・上級の話は後でしようかと思いますが、そのビジョンをま

さにつくり上げるのがこの委員会なので、そこをぜひディスカッションいただきたいと思っていると

ころです。 

 また戻りますが、概念図のところで、ピアサポーターが地域統括相談支援センターにかかわること

に限定されたものではないということは、先ほど私も申し上げておりますし、必ず医療機関内である

というものではないということは、既に明確になっているかとも思うのですが、そこはまだ花井委員

の中で明確になっていないということでしょうか。 

花井委員 文言がないのですね、「こうだよ」という明確化された形がないと、ということです。 

桜井委員 よろしいですか。花井委員のおっしゃるとおりでして、もう部会はこれ以上進めないので

す。そこをこの委員会で決めていただかないと、部会のメンバーはもうこれで書いていこうという状

態になってきていますので、書けないのです。皆困ってしまっているのです。 

 先ほど言っていた、初級・中級の使い方というのは、それは上級者でなければできないです。ただ、

基本的にはそういうものもあるということを知っておいてほしいという感じで、この「地域性を活か

したピアサポート」のところでこんなことが書いてありますが、ひとまず、やはり一番大切なのはこ

の１番、２番のあたりなので、ここの部分はやはり委員会の方で御議論いただかないと、私たちの部
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会の方にまた「こんな感じだよね」みたいに投げられてしまっても、きょうも私しか参加しておりま

せんので、もう手が進まないという状態です。 

天野委員長 ピアサポーターが活動する場としては、医療機関も１つの例として考えられますし、そ

れ以外の場も考えられるということについては、第１回策定委員会、またシンポジウムでもある程度

合意が得られているということで私は理解していますが、そこは大丈夫でしょうか。 

桜井委員 私は大丈夫です。 

天野委員長 大丈夫ではないですか。 

花井委員 私におっしゃっているのですか？ 

天野委員長 花井委員からそのことで指摘があったと思っているので、花井委員も含めて皆様に確認

をとっているのですが、そこは大丈夫ということでよろしいでしょうか。 

花井委員 ですから、合意ということであれば「このように合意しました」という、それぞれの発言

の逐語録とか、だれそれがこう言って、このような流れになって、「ああ、そうですね」ということで

はなく、この策定委員会として明確な文言を出していただいた方がよいのではないかということで。 

天野委員長 この場で文章をつくっていくということですか。 

花井委員 はい。 

天野委員長 文章をつくっていくとなると、時間が足りないように思います。というのは、そういっ

た誤解を生まないために議事録もとっていますし、議事録も公開していると私は理解しているのです

が。今、私が申し上げたように、ピアサポーターの定義ということに関して言うと、ピアサポーター

が実際に活動する場としては、特に限られたものではなく、例えば医療機関とか、それ以外の場も考

えられるということについて、今合意を皆様にとりつつ進めさせていただければと思っているのです

が、そこは皆様アグリーというか、合意でよろしいでしょうか。 

石川委員 ちょっといいですか。ちょっと引っかかるのが、今ので賛成なのですが、多分位置づけの

ところで、先ほど天野委員長もおっしゃったように、医療者側の要請ということで出ていたりすると、

医療機関での活動のイメージかな、ということがイメージとしてわきやすいのです。 

 あと、患者サロンを地域資源としたら、ではピアサポートは地域資源ではないのか、地域社会の資

源の１つだけれども、患者サロンは地域資源だというふうにそこで分けてしまうと、そこもまた多分

地域で活動するピアサポートというのは混乱しやすいと思うのです。ですから、活動の場はいろいろ

ありますよ、としたときに、そういうところを多分誤解を招かないように整理すればよいのかな、と。 

 私はやはり、ピアサポートも地域社会での資源の１つだと思うのです。その活動の場が、医療機関

であったり、統括相談支援センターであったり、地域の自分たちでどこかを借りてやったり、という

のが一番整理がつくのではないかと思います。 

明智委員 今、石川委員がおっしゃった地域資源というのは、どういうものをおっしゃっているので

すか。 

石川委員 医療資源だけでなくて、社会資源も全部含めて、いろいろと社会資源の中にはこういう部

分だけでなくて、例えば生活支援サービスなども全部ある意味広く地域の資源の１つだと思うのです。

患者さんの悩みというのは、医療にかかわることだけではないので、医療資源ではなくて、地域で暮

らす上での地域資源という方が、整理はよいのではないかと思ったのですが。 

 

明智委員 社会の中に医療があって、それ以外の部分でも、という意味ですね。 
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石川委員 はい。病院というのは、ある意味特化して医療資源の１つになるのですが、そこだけでは

ない、患者さんが体験として知りたいのは、私は大阪の質問者がすごく印象に残っているのですが、

例えばあの方などもちょっと舌が手術をしたりした後にしゃべりにくいとか、食べるものも難しいと

いうときに、ほかの人の話を聞いて「ああ、そういうのを試してみようかな」ということになって、

それはやはり生活に密着しているところなので、なかなか医療者も見られないところだと思うので。 

明智委員 この図のここに、独立した形でということですか。 

石川委員 大きくいえば、多分地域があって、患者さんを中心としてとらえたら、多職種でも患者さ

んで医療チームととらえるのですが……。 

桜井委員 白板を使ったらどうですか。この間も、作業部会でも全部書いていったのです。あそこが

こうだと言っても、皆わからなくなってしまったので。「いいから、書いて」と言って、皆に書いても

らったのです。 

石川委員 （板書） 

 私たちは、多職種をやるときにこうやって、ここにいろいろな職種の医療チームがあって、という

のを市の病院等でもやるのですが、でも、どうしてもそれは医療だけをとらえるとこのようになるの

ですが、先ほど高額療養費の話等も出てきたと思いますが、やはり生活費というか、そういったお金

のことなども話題で出ると、それに関係したところも必要になってきます。ピアサポーターの活動の

場も、地域での活動ということも考えられるとしたら、ここの中に入れてしまうのではなくて、もう

１本ここに大きな円があって、この中に、済みません、ピアサポーターがどこの位置にいるかは、ち

ょっと困ってしまいました。この中にいろいろ、例えば福祉とか、地域のＮＰＯ法人の活動等は全部

入ってくると思います。利用する資源として入ってくる。私はピアサポートも、患者にとっては同病

者でもあるけれども、サポート資源の１つではないかと思ったので、この患者さんを取り巻く一番外

の枠の中に入るのではないかと思っているのです。済みません、うまく説明できなくて。 

天野委員長 どうぞ。 

坂下委員 今の石川委員の図の、真ん中に患者さんを置いたのはすごくポイントだと思っています。

いろいろな周りの人がどのようにかかわっていくかという、まずは何のためにピアサポート事業をや

らなければいけないか、策定しなければいけないかというときに、やはりだれのためにという、先ほ

ど小川委員などがおっしゃっていたような、だれのためにというと、患者さんのためにそもそもやっ

ていると。そのときに、どのような支援をするかというところの１つにピアサポーターがいるのでは

ないかと。しかも、そのピアサポーターにはいろいろな形の方がいて、すべてを網羅するプログラム

は無理にしても、私たちはその中のこの部分を重点的につくります、ということを明確にできればよ

いのではないかと思っています。 

天野委員長 あの概念図の中だと、どこにピアサポーターが入るでしょうか。 

坂下委員 作業部会が出してくれた概念図は、図示されていてわかりやすいのですが、ただ……。 

天野委員長 ホワイトボードでどうぞ。 

坂下委員 いや、あれは難しいのです。多分、いろいろな形のピアサポーターがあるということが、

既にこの間のワークショップの中で出てきたと思うので、多分こういうところに来たり、もしかした

ら病院の中に野田さんのような方がいたり、サロン形式だったり、個人だったりという、いろいろな

サポートの形があって、どれを選ぶかは、患者さんが選べるいろいろな種類のものがあるという。た

だ、我々が今回つくるのは、主にここのところです、ということを明確にしておきさえすれば、ほか
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のサポーターも、ここでつくったプログラムを使えるところは使ってくださいというふうに説明でき

るのではないかと思うのですが、まずは患者さんのために、患者さんがこういうことで困っていると

きに、こういう支援をするためにピアサポーターがいるということをクリアにすることではないかと

思います。 

天野委員長 いろいろな場所にいるということは、皆さんも合意でよろしいですか。その中の、今は

どれをメーンにするかを決めるというというようなお話があったと思いますが、どれをメーンにする

かを決める必要はありますか、それともないですか。 

坂下委員 先ほど、サロンという形式を盛り込んでしまうと話がややこしくなってしまうというお話

があったので、１対１相談を重点的にやる形をとるのか、サロンのような形態でも応用が利く、本当

にベーシックなものをやるのか。あるいは、また後でお話があると思いますが、初級・中級・上級み

たいなことになってくると、患者さんの重症度にもよってくると思うのです。ですから、まずだれの

ためにやるかということで、なったばかりの方のためばかりでなく、多分再発した人、再々発した人

もすべて、できればカバーできるようなプログラムにはしたい、初めからできたらよいと思うので、

その人たちをうまくカバーする、サポートするためには何が必要かということが一番大事だと思いま

す。 

天野委員長 これは場の話だと思うのですが、場についてはいろいろあるということですが、その中

のどの場をメーンにするかということについては、特に定めないということで大丈夫ですか。 

坂下委員 そうですね、少なくとも、もともと地域統括支援センターにはこういうサポーターを置く

という流れが決まっていて、少なくともそこは大急ぎでつくらなければいけないということであれば、

それはもちろんつくらなければいけないのだと思いますが、私はそこに、先ほどの目次案にもありま

したが、サロンの運営とか、現時点で皆さんが必要としているニーズに応えられるものができればよ

いと思っています。 

天野委員長 場についてはいろいろあり得るということで、これが合意がとれたと思います。ただ、

どの場をメーンとするかということについては、特に定めないということで、それは大丈夫ですか。 

明智委員 そうしないと、プログラムが難しくなってしまいます。 

桜井委員 できない、つくれないですよ。書きっぷりが全部変わってしまいますから。院内にあるの

だったら、院内のことも書くし、全部変わりますね。だから、やはり場は決めてもらわなければいけ

ないですし、どこにでもあるというのはわかるのです、野田さんのように、だから今言っているのは

こういうことですよね、石川さんが言っているのは、こういうところにサロンがあったり、ピアがあ

ったりして、ピアがこの中に入ったりとか、とにかく患者さんが使えるリソースとしていろいろあれ

ばよいのではないかと。ただ、今はここのピアサポーターと言っているプログラムがないから、今回

つくっていこうというところなので、これがここなのか、ここなのかということで、実際に注意事項

等が変わってきてしまうのです。なので、そこはやはり決めていただかないと、部会としては困って

しまうという感じです。 

天野委員長 ピアサポートの活動の場は限られないということは明確にした上で、今回決めていくと

いうことになると思うのですが、一応厚労省からの意見としては、一例として地域統括相談支援セン

ターがあるということがあるので、そもそも地域統括相談支援センターはないだろうという御指摘は

多分あるかと思いますが、ただ、僕の中では当初は地域統括相談支援センターに重きを置いていなか

ったのですが、特に委員の皆様の中のイメージとしてはここだろう、というようなイメージはありま



18 
 

すか。医療機関になりますか。 

若尾委員 ここだろう、というわけではなくて、やはりどこにでもあると思うのですが、プログラム

をつくるに当たって、やはりどこかにないとプログラムができないというお話ですが、本当にピアサ

ポーターの最低限、ミニマムとしてこういうことができる人という、すごく緩いものをまずつくって

おいて、そこがベースにあって、そのベースに加えて、ではこういう場で活躍するにはこういうスキ

ルが要ります、この場で活躍するにはこういうスキルが要りますという、２階建てみたいな形にする

のが、それが今回全部できるかは別にして、まずはやはりベースをつくって、どこにでも共通の部分

を共通認識としてつくるというところから始めればよいのではないでしょうか。 

桜井委員 よろしいでしょうか。部会の中でもその意見は出て、ただ、書くにはどこかを決めてもら

わないと、やはり難しいというのがあるのです。本当に、手が動かないのです。 

 １つ考えていたのは、ピアサポーターの活躍の場というような項を起こして、あの模式図を入れる

ということは考えていました。その中で、こういう場所もあったり、こんな場所もあったりするね、

というようなことをやると、これを見た方が夢を描けるのではないかと。「ああ、こんな働き方もある

んだ」というような夢が描けるのではないかと言っていたのです。 

 ただ、今回に限っては、一応場は設定していただいた方がよいかもしれないと思います。 

天野委員長 ベースの部分を書くだけであれば、場は要らないですよね。それでも必要ですか。 

桜井委員 必要ですね。やはり「地域資源の活用」とか、先ほど言っていた、バッジをつけるとか、

つけないというようなことをどこでやるかでも、院内であれば必要だったり、結構出てくるので。 

天野委員長 例えば、１対１のスキルとか、そういうことであれば、でも１対１にするか、サロンに

するかということになってくると、ベースの部分も変わってきますけれども、ただ、どこで活動する

にしても、基本は多分１対１だと思うのです。そうすると、１対１については、医療機関であろうと、

医療機関の外であろうとも、その他の場所であろうと、多分普遍的のような気がするのですが、そこ

も違いますか。 

桜井委員 それは大丈夫ですね、それは普遍だと思います。なので、プログラムの普遍的な部分とい

うのは、私たちはそんなイメージで考えてはいます。 

天野委員長 その普遍的な部分は、一応決めなくても書けるということですね。 

桜井委員 そのようにして、この運営プログラムは考えていきたいのですが、院内なのか、院外なの

かという議論はもうよいわけですね、地域統括相談支援センター内で、というところで。 

天野委員長 いや、それはまだ決まっていないと思います。 

桜井委員 だから、そこが結構重要で……。 

天野委員長 どうぞ。 

石川委員 済みません、どこが場によって変わるところになるのですか。運営プログラムの目次のと

ころで、場によって変わる可能性は、先ほどの地域支援センターを介したピアサポートというところ

は、もしかしたら、例えば活動の場による違いか何かわかりませんが、もしかしたら変わるかもしれ

ないのですが、あとは場に影響されるものとしては、例えばどういうところになるのでしょうか。 

桜井委員 多分、このプログラムの２番のところ、「ピアサポーターの活動の場」というのがあって、

ここをあちらの図にしてしまうかという。「本プログラムの目的」のところには「ここのことを想定し

てつくったものです」というような言葉を一文入れるか、入れないかなのです。 
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天野委員長 「いろいろな場があり得ます」というような書き方ではだめなのですか。 

若尾委員 各論的なことをもう少し後ろの方へ持っていく形で、上の総論は本当にどこでも使えると

いうような方が……。 

坂下委員 多分、広く使ってもらえるようになるのではないでしょうか。 

天野委員長 地域統括相談支援センターで限定してしまうと、ないですし、活用していただけない可

能性が極めて高くなるかと思いますので、今御指摘があったように、総論的な部分、共通項目として

使える部分を項目立てで前の方に持ってきていただいて、活躍の場によって使い分けが必要になる項

目がもしもあるとするのであれば、それをまとめて後ろの方へ持ってきていただくことで対応いただ

くということでいかがでしょうか。 

桜井委員 そうですね、そうしたらぜひ次回の作業部会のときに、若尾委員に入っていただいてもよ

ろしいでしょうか。部会のメンバーも、そのあたりがかなり混乱している部分がありますので、模式

図等をなるべく入れながら整理をして、見る人も文章ばかりだとわからない部分が出てくるので、あ

のような図等はかなり入れていきたいと思っていますので、御協力いただければと思います。 

天野委員長 先ほど石川委員からの御指摘があったところですが、もう１度確認したいのですが、こ

のプログラムの中で、活躍の場によって記述の内容が変わる部分は、先ほどの御指摘の中では「本プ

ログラムの作成の経緯と目的」や「ピアサポーターの活動の場」というところが変わり得ると伺った

のですが、それ以外の部分は、活躍の場によって変わる部分がありますか。 

桜井委員 この「地域性を活かしたピアサポート」というところも変わってきますね。 

天野委員長 まあ、ここはもちろん変わりますね。 

桜井委員 そのぐらいですね、変わってくるとしたら３カ所ぐらいです。 

天野委員長 そうなってくると、活躍の場を特にここで決める必要はありますか。それぞれ活躍の場

を分けることによって、今のお話を伺っていると、書きぶりは対応できるのではないかと感じており

ますが。 

桜井委員 ですので、作業部会としては、先ほど御意見が出たように、それぞれの場所ごとに冊子を

分けた方がよいのではないかというような御意見も出たりしていました。そういうところはなしにし

てとか、そういう結論も欲しいのです。 

天野委員長 １つの案としてですが、総論的な部分を前の方に持ってきていただいて、活躍の場によ

って違うところを後へ持ってきていただいて、それぞれで留意すべき内容を記述いただくというよう

な方向性で、何とかお願いできればと思っておりますが、大丈夫でしょうか。 

桜井委員 はい。 

天野委員長 ほかの委員の皆様も、そのあたりについては御意見はないでしょうか。大丈夫でしょう

か。 

 はい、どうぞ。 

秋月委員 ちょっと僕は理解しかねているところがあるのですが、恐らく病院の中で相談員的に働く

ピアサポーターを実際に運用させるのは物すごく難しいことだろうと思うのです。千葉はそれで全滅

しましたし。でも、そんなことを想定した、夢のようなマニュアルをつくっていくのが、ここでやっ

ていくべきことなのか、それとも現実的にほぼ動いている患者様をどうやっていくかというような話

を具体的にやっていた方がよいのか、どちらを目指しているのでしょうか。 

 今お話し合いになっていることは、決めたところで結局そこで養成されたピアサポーターがどこで
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も動けない状況になってしまいかねないのではないかという危惧があるのですが、患者会でやれるの

は、恐らくやれると思いますが、病院の中でやるのは恐らくかなりハードルが高いですね。サロンは

比較的ハードルが低いですね。なので、具体性が全く変わってくると思うのですが、やはりどこでど

のようにやるかということを考えないでここで決めるのは難しいのではないでしょうか。 

 １対１の相談も、マネジメント抜きにやるのは非常に難しいですね。どうやってマッチングするか

等を抜きに、１対１相談の技術だけをやっても意味がないように思うのですが、そこは詰めた方がよ

いのではないでしょうか。 

花井委員 よろしいですか。秋月委員が病院の中で活動しようと思うとハードルが高いというのは、

どういった部分でしょうか。 

秋月委員 医療者が嫌がるのです。病院にもよると思いますが。 

花井委員 そうですか。地域性もあると思いますが、私どもでは県下 10の拠点病院で定期的に活動

をして、毎週１回行っているところもあるのです。その院内で、ボランティア委員会等にコンセンサ

スを通していただいて、そしてこうしたピアサポーター養成講座にその病院の専門員もかかわってい

ただけることで、私たちはこの何年かでかなりピアサポートに対する理解が深まってきたと思ってい

るのです。 

 秋月委員がおっしゃったように、マネジメントなしでということは考えられなくて、病院側とピア

サポーター側とをつなぐ役割として、患者さんからすくい上げる問題点であるとか、課題であるとか、

感謝であるとか、いろいろなことがあるのですが、そういうことを有機的に、円環的に流通させなが

ら活動していくのは、ある程度マネジメントがしっかりしていれば可能ではないかと思っています。 

 これはまた後の議論にもなるのですが、リーダーを先に育てるのか、どうするのかというところも

あると思います。 

若尾委員 よろしいですか。それで、このプログラム案を見せていただいたときにもちょっと疑問に

思ったのですが、マネジメントの部分と、個人のサポーターの部分が今はごっちゃになっていて、こ

れはだれが使うのかということなのですが、これからサポーターになりたい人が使うのであれば、マ

ネジメントの部分はそれほど深く書かなくて、これからちゃんとマネージしていこう方とは求められ

ているものが違うので、その辺は少し分けて、だからだれが使うのかをまず決めて、場合によっては

分けて２種類つくるというか、特にマネジメント用、管理運営用みたいな項目があって、そこに実際

に動かすためにはこういうことが必要ですと。個人のサポーターとしては、こういうことが必要です

ということが、もう少し明確に分けた方がよいのではないかと思います。 

桜井委員 はい。ですので、そこで先ほど天野委員長が言われたように、このプログラムをどうやっ

て広めていくのかという部分にかかってくると思うのです。ですので、まず最初に養成員をつくって

広めていくということであれば、まず養成員用の冊子をつくろうということで、重点に入ってくると

思います。同時につくるのは、やはり大変ではないかと思います。来年、養成者をつくってから、そ

の養成者が教えていくために、今度は運営用のものをつくるような感じになっていってしまうのかな、

と思っていますので、ですので、ここで部会でストップしたのはそういうところなのです。 

花井委員 桜井さんのおっしゃるとおりだと思います。例えば、教える側というよりは、運営する側、

コーディネートする側、マネジメントする側と言えると思いますが、この運営プログラムの３番目の

ところなどは、まさに運営者に向けての項目ではないかと思うのです。受講者は単独で受講できます

けれども、研修というのはやはり運営側、主催者というものがあって、始めて成り立つものでして、
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どちらを先にするかというと、まずこういうプログラムだよ、研修プログラムはこのようなものだよ、

ということで、この研修プログラムをうまく機能させ、発揮させていくための、この研修のコーディ

ネート、主催者、そしてその主催者と受講者とをつなげながらコーディネートしていく存在、ますそ

こではないかと私は思っています。私見ですけれども。 

天野委員長 そうすると、初級・中級・上級という話も先ほど出ていましたが、そこでの初級の方の

プログラム、中級の方には例えばマネジメント的なものを入れていくとか、そういった対応もあり得

るかと、今聞いていて思いましたが、そのあたりは、桜井委員、もしくは先ほど御指摘いただいた秋

月委員の方で何か御意見があればと思いますが。 

秋月委員 初級、中級というよりは、意味合いが全然違うものだと思います。特に、マネジメントに

携わる方はがん体験者である必要も恐らくないのではないかと思います。実際にピアとなる方は、体

験者である必要がありますし、全く違う意味合いのものですね。地域にどう理解されるかというノウ

ハウがまさに必要で、それなしにこんなものをつくっても、恐らくうまくいかないだろうと思います。 

天野委員長 桜井委員から、何か今の御意見についてありますか。 

桜井委員 そうですね、私たちが考えていた初級・中級・上級というのは、どちらかというとこれに

参加された患者さんのニーズなのです。自分はここまででいい、と言われるのではないかと。そうい

う方に対して、最初から余りたっぷりなものを用意してしまっても難しいということで、まずは入り

口を低くということだったので、これはあくまでも運営側のことというのは、３番のところは類似は

していますけれども、あくまでも使い手はピアサポーターの方の心得集というような感じになってい

ます。だから、初級・中級・上級は余りそういうところは、でも理想的には、上級者というのはそう

いうこともできたらいいな、みたいなことは作業部会の皆で言っているのですが。 

坂下委員 ちょっと質問ですが、例えば疾患が再々発したり、疾患が非常に難しいとか、抱えている

問題が非常に難しい人たちに対応できるのは、それなりに訓練が必要ということになると、そういう

大変な人たちを見ることもできる人をある程度育てておいてほしいと思うのです。 

 もう１つ、例えば今、横にいる人をサポートすることもピアサポーターにできることだと思うので

す。病院の中のどこかの職種のような形で働くのではなくて、これだけのことを学んでいれば、今隣

にいる人と接する上でもサポーターとして活躍できるという、ちょっとわかりにくいのですが、そう

いうプログラムがベースにあるとよいと思うのですが。 

天野委員長 明智先生、何かありますか。 

明智委員 そうですね、僕は第１回から参加させていただいて、１年でやらなければいけないという

こともこの中にありますので、それを前提に、理想論からちょっと、逆に現実論ということも踏まえ

て、先ほど患者さんが中心であると石川委員がおっしゃったことが一番大切で、あの図をイメージし

ていきますと、僕自身、まず１年間で達成できるのは、言い方としては初級になるのかもしれません、

初級ではなくて、エッセンシャルミニマムというか、そこの部分で言いますと、やはり地域の中に一

応、位置づけるわけではないのですが、念頭に置いているけれども、もちろん活用の仕方によっては

いろいろな形があり得ると。だけど、ここだけは押さえておくものがピアサポーターだというような

イメージをずっとつくってきたのですけれども、そういうことでどうなのかなと。 

桜井委員 いいと思います。エッセンスだと。 

明智委員 クラスはいろいろあると思いますが、それはちょっとさておいて、という。 
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桜井委員 部会の中でも、その辺は議論に出たのですが、今、その各論を追うことは、まだ骨子もで

きていないのに、いきなり各論を詰めていってもどうなのだろうということで、そこの部分は戻した

のです。なので、まずはやはりしっかりした骨をつくっていくことが大切ではないかと思います。 

天野委員長 今、エッセンシャルミニマムという言葉がありましたが、そのエッセンシャルミニマム

を今回つくっていくのだということで、１つの方針としたいのですが、それは皆さん合意でよろしい

でしょうか。 

 では、もう１度研修プログラム目次案を見た場合、具体的にどこがエッセンシャルミニマムになる

のかについて、桜井委員として、この場で確認しておく必要はありますか。 

桜井委員 というよりは、それは部会の方でやっていけばよいので、もっと大きな柱を委員会の方で

は議論していただきたいと思っています。 

天野委員長 具体的には。 

桜井委員 この項目の３番も、４番も、こうではないね、というような議論は余り、それを受けて、

また次のときに出しますので、それからはそういう議論をしていただいてもよいのですが、今回はま

ずそれよりも、例えばピアサポートという言葉でよいのかとか、そのあたりの部分を再整理していた

だけた方が、私たちとしては動きやすいと思っております。 

天野委員長 今のエッセンシャルミニマムでお願いしますということで、作業部会は動けるというこ

とで大丈夫ですか。 

若尾委員 この１を整理するということで。 

桜井委員 そうです、この作業部会からの検討要望で出している部分を整理していただければ、目次

案の方はそれで今とめている状態ですので、またそれで少し状況を変えましょう、というような議論

が進むと思います。 

天野委員長 わかりました。では、まずエッセンシャルミニマムでということを念頭に置きつつ、も

う１度資料①の方に戻っていきたいのですが、最初のところに戻りまして、ピアサポートの位置づけ

に関しては、先ほどのホワイトボードであったとおりでよいと思います。 

 次に、位置づけの中で、ピアサポートの公認や認定の検討、ランク分けと継続教育についてという

ことですが、これはこの場で確認した方がよろしいことはありますか。 

桜井委員 ランク分けというのは、先ほどのエッセンシャルミニマムをつくるということで、ほぼ部

会との統一見解ができたと私は認識しております。 

 継続教育等の部分は、予算との関係がありますよね。ですので、もしも必要であれば、それは部会

から上げるというよりは、今後の課題として、継続教育も必要だとか、そういう部分を逆に委員会の

方から出していただいた方がよいのかなと思っております。 

天野委員長 今の継続教育については、来年の予算がつくかどうかでまた全然違ってきますので、こ

こは考えないということですが、ではピアサポートの公認や認定の検討ということについてですが、

これについては、私自身の認識としては、「このプログラムを修了した」ということは言うことができ

るけれども、例えば「修了すればこれだけの質を確実に担保します」とか、そこまで言うのは難しい

のではないかという、個人的な感触は持っております。そのあたりについて、皆様から何か御意見は

ありますか。 

明智委員 僕も天野委員長の意見に賛成です。 

天野委員長 わかりました。では、修了したということは出すけれども、これで何か質を担保すると
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か、そういったことではないということで進めたいと思います。 

 ３つ目のポツになりますが、「他団体の研修プログラム修了者、先行する既存プログラムとの関係に

ついて」という、若干漠然としているのですが、これについては、繰り返しになってしまいますが、

今回の我々のプログラムは厚生労働省からの委託事業ではありますが、これが何か絶対的なものであ

るとか、何か特定の職種をつくるものではなく、そういったピアサポーターを養成するプログラムの

中の１つであると。ただし、できるだけ多くの皆様の御意見を集約するということで、例えばシンポ

ジウムを開催するとか、今回この委員会には医療者や患者さん方、多様な方に入っていただいている

ということで、できるだけ多くの意見を集約して、プログラム１つをつくるということ以上のことと

言えるのではないかと思っているのですが、それについても皆さん合意でよろしいでしょうか。 

若尾委員 よろしいですか。ただ、プログラムの１つであっても、一応本当にエッセンシャルミニマ

ムであるので、この部分をまた拾える、というのはおかしいですが、利用できるところは利用して、

また独自のプログラムに生かしてくださいということはどんどん言ってもよいのではないでしょうか。

活用してください、これを皆さんで使ってくださいというような位置づけにしていけばよいのではな

いかと思います。 

天野委員長 今の御意見は、皆さん賛成でしょうか。ありがとうございます。 

 はい、どうぞ。 

坂下委員 よろしいですか。最低限の、本当に必要なことがこのプログラムに盛り込まれると思うの

で、もしも十分そこができていない場合は補ってもらうというふうに御提案するのはよいと思います。 

天野委員長 ありがとうございます。 

 ４つ目のポツですが、グループワークについてのマニュアル、これは先ほど御説明いただいたかと

思いますが、これは「明智先生に提出を依頼」と書かれています。 

桜井委員 というか、だからこれはサロンのことをどうするのかということなのです。どちらかとい

うと、第１回作業部会の方は９月14日ですので、まだシンポジウムも開いていないときの意見なので、

どちらかというと第２回作業部会の方が重要で、だからこれは新しい職種をつくるわけではないとい

うことで、これはOKだったり、上の上級・初級のあたりもOKですが、サロンをどうするのかは……。 

天野委員長 作業部会としては、サロンは入れない方向で検討したいということですか。 

桜井委員 先ほどの絵にあるように、「マルサ」という感じであるよね、と。ただ、これは第１回委

員会でも、作業部会でも、これは出たと思っているのですが、関係者は多いということと、問題も多

いのではないかということと、よい例もあるし、ということでしたけれども、明智委員から、やはり

ファシリテーターというのは非常に違うという御意見が出たと思うのです。 

天野委員長 いわゆるエッセンシャルミニマムにサロンの運営というものが含まれ得るのか、という

ことでしょうか。 

桜井委員 そうですね。 

天野委員長 含まれ得るような感じが、私は個人的にはしないのですが、そのあたりはいかがでしょ

うか。 

桜井委員 それをこの委員会で決めていただければ。 

明智委員 エッセンシャルミニマムだとすると、やはり入らないのではないでしょうか。それができ

ないとピアサポーターではないことになってしまうので、違うのかなと。 
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桜井委員 部会でも意見が出たのが、ピアサポートできる人がファシリテーターができるとは限らな

いということで、ピアサポーターの上級者だからといって、ファシリテーターができるわけでもない

のです。逆もあるね、と。 

明智委員 というか、ファシリテーターの技術はまた全然別物ですよね。むしろ、第三者の方がよか

ったりするかもしれませんし。 

天野委員長 では、今回はこれは含まないという合意でいきたいと思います。 

秋月委員 どちらかというと、患者サロンに参加する人に求められる技術というのがミニマムエッセ

ンスになってくるのだと思います。 

桜井委員 では、それはグランドルールになってくるのですか。 

秋月委員 大体そういうのがありますよね、５つぐらいのルールみたいなものが。 

桜井委員 それは、そこのサロンでやればよいというようなことが、部会の方の……。 

坂下委員 だから、サロンを運営する人に、この中のここを使ってくださいと御提案することは非常

によいと思います。 

秋月委員 ピアサポートのミニマムというのは、恐らくサロンのルールとほぼ一致するのではないか

と、私は思うのですが。 

桜井委員 そこのところは、多分このマネジメントのところと少し関与してくるのかなというのがあ

って、例えば「携帯電話の電源は切る」とか「言葉も暴力だよ」みたいな細かいことまで書かなけれ

ばいけないのかという……。 

秋月委員 どちらかというと、参加者に渡すものです、運営側ではなくて。「参加するときには、こ

れに気をつけましょう」というのがありますよね。あれがピアサポートの本当のミニマムの部分にな

ってくるのではないかと思うのですが。 

桜井委員 それは参加者側ですよね。 

秋月委員 でも、参加者はピアサポーターではないのですか。例えば、アルコールアノニマスという

のは明らかにピアサポートですね。しかし、参加者一人一人がお互いをサポートするものですよね。

患者サロンというのはそういうものだと思っていたのですが。 

桜井委員 サロンはそういうものだと思いますが。 

秋月委員 そこの参加者は、非常にミニマムなエッセンスだけを持ったピアサポーターだと理解して

いるのですが。違いますか。 

坂下委員 実際、そのようにサポーターとして一人一人が経験談を語ることで、ほかの人をサポート

していますし、「そうよ、そうよ」と言ってくれることでサポートしていますから、おっしゃるとおり、

全く私もそう思っています。 

天野委員長 島根のサロンは、何かそういったピアサポーターみたいな方ですか。 

若尾委員 あそこは本当にもう、ファシリテーターがいるというよりは、皆さん自由にお話しすると

いう感じですね。 

桜井委員 場所によって全部違うのです。だから、それをここで、これを読んでいただいて「ああ、

こういうことなんだな」と気づいてもらうのはよいのですが、ここの中で「サロンの運営とはこうあ

るべきだ」みたいなことは一切書けないね、という意見が部会ではでています。 

坂下委員 マネジメントとファシリテーターは別な話だと思うので、そこに来た人の、がん患者さん

をサポートするときの心得のときにこれを使ってもらえますということだと思います。 
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桜井委員 なので、私は部会長をやっていますので、委員会の方にはそこの書きぶり、つまり位置づ

けですね、ここが作業部会の場になってしまってはいけないと思いますので、サロン運営のグランド

ルールについては踏み込まないというようなことを決めていただければよいのではないかと思ってい

るのです。 

坂下委員 だから、初めに項目に入れておられたような、特別なファシリテーターとしての役割が必

要になります、みたいなことを入れておけばよいわけですね。 

桜井委員 そうですね、その言葉を明智先生から欲しい、みたいな意見も出ていて。 

天野委員長 どの部分ですか。 

桜井委員 どうしてピアサポーターとサロンは違うのか、というような。 

明智委員 もしかすると、僕がサロンというものを余り理解できていないのかもしれないのですが。 

秋月委員 サロンのファシリテーターは、サポーターとは違うと思いますが、サロンというものはピ

アサポートですよね。 

桜井委員 そうなのですが、ピアサポートする側、いらっしゃる方というよりは、サロンは要はあの

大阪の方が言っていた、先輩患者さんというか、ファシリテーション機能、だからそれは部会のとき

にも大議論になったことなのですが、ファシリテーション機能とサポーターとは違うのではないかと

いうのは出ていたのです。 

秋月委員 それはおっしゃるとおりだと思いますが、ファシリテーターは完全に運営の話なので、マ

ネジメントの人ができればそこで扱えばよい話だと思うのですが、一参加者としてのサロンへの参加

者というのは、それぞれがピアサポーターですので、その方たちが心得るべきことがミニマムエッセ

ンスになるのではないかと思ったということですが。 

若尾委員 初心者であっても、自分の経験を語ることで、それがベテランの方にとって気づきになる

こともあると思うのです。なので、参加者は皆サポーターになるということで、ミニマムの心得は、

皆に知ってほしいことはお伝えするということはよいのではないでしょうか。 

花井委員 ただ、サロンの場合は、ピアサポーターをしようとか、支え合おうと思って参加されてい

る方ばかりではなくて、多くの方が何か胸の内を聞いてほしいとか、何か有益な情報はないかという

ことで、本当に自由に参加される形ですね。結果として、支え合うという形になることはあっても、

支え合おうと思って参加されているわけではなくて、そこでピアサポーターのスキルが要るとか、研

修を受けなければ参加できないということとは違うと思います。だからある意味、ルールというもの

があって、こういう発言はやめようとか、こういうことに気をつけようということ、それはファシリ

テーターなり、それこそそこにいるピアサポーターがやっていけばよいことなので、ちょっと違うの

かなと思ったりします。 

桜井委員 だから、こちらの中でも「医学的な基礎知識」とかありますよね。これを知らなくてはサ

ロンに参加できないのか、ということになってしまいますね。それは違うと思うのです。だから、そ

この部分は少し整理しないと、今回もこうやって皆混乱してしまっていますので、ここで混乱すると

いうことは、多分読まれた方も混乱してしまうと思うので、きちんと明確にした方がよいのではない

かと。 

秋月委員 私は、医学的知識というのはミニマムエッセンスではないのではないかという気が実はし

ています。 

 ごめんなさい、もしかしたらもう１つ要るミニマムエッセンスは、自分の体験を語ることというの
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が今回ないように思うのですが、これは多分エッセンスの１つではないかと思うのです。嫌なことは

話さなくてよいというのも１つでしょうし、ニュートラルに話そうとか、そういうことがむしろミニ

マムに入ってくるべきなのではないかと。それは、サロンの参加者にも言えることで、別にサロンの

参加者はこうあるべきだということではなくて、参加者に求められることが結局ミニマムになるので

はないかということなのですが。 

坂下委員 プログラムの中で、ここのところやここのところはサロンの参加者に読んでもらうといい

ですよ、という使い方をしてもらえたらよいのではないかと、私は思っています。 

花井委員 例えば、先ほど秋月委員がおっしゃった、嫌なことは話さなくていいだよ、というのは、

サロンにおいてはルールで、ピアサポーターにおいてはスキルだと思うのです。そのように伝えてい

くという。だから、サロンを入れるかどうかということにはならないのですが。 

天野委員長 基本的に、サロンは明らかに違うということなので、サロンは別だということについて

は、今の議論の中でも全く違うものだということで、入れないということでよろしいでしょうか。 

花井委員 サロンを円滑に運営したいと思うピアサポーターやリーダーが、このピアサポーター研修

を受けていただくという、このエッセンシャルミニマムを身につけていただくという位置づけではな

いでしょうか。 

坂下委員 だから、使ってもらうのは使ってもらってかまわないと。 

桜井委員 それは自由にどうぞ、という感じですね。 

天野委員長 では、おおむね桜井部会長の方ではクリアになったということで、大丈夫ですか。 

桜井委員 ええ、サロンに関してはそんな形で対応させていただきたいと思います。 

天野委員長 わかりました。 

 では次に行きたいと思いますが、「名称」ですね。これは若干細かいですが、「ピアサポーター」と

いうことで今までやってきましたし、厚労省も「ピアサポート」という言葉を使っているので、「ピア

カウンセラー」というと、一般の方に、専門的な相談をするかのような誤解を与えますので、「ピアサ

ポートが一番望ましいのかなと個人的に思いますが、皆さんからそのあたりの御意見は何かあります

か。 

花井委員 賛成です。やはり、カウンセラーというのは職域というか、職能を連想させるので、ちょ

っとピアにはふさわしくないのかなと。 

天野委員長 ありがとうございます。では、これも「ピアサポート」「ピアサポーター」で一致とい

うことで。 

秋月委員 人のことを「サポート」と言うのですか。 

天野委員長 人のことは「ピアサポーター」です。 

秋月委員 プログラムのことを「サポート」と言うわけですね。 

天野委員長 はい。次に、「資質」と「受講資格」についてですが、第１回の議論であったように、

患者さんや御家族、御遺族の方ということについては合意が得られたと思いますが、それ以外でも、

関心のある方であれば参加できるかどうかというところが若干クリアではなかったと思いますが、当

事者でないとか、患者さん、御家族、御遺族の立場ではない方でも、関心がある方であれば参加でき

るかどうかということについて、そこだけクリアにしておきたいのですが、御意見はありますか。 

花井委員 これは、受講資格までここで決める必要があるのでしょうか。このピアサポーターはだれ

が養成していくのかということにもかかわってくることですが、今は県単位であるとか、ＮＰＯ単位、
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任意団体単位で進んでいますね。受講資格というのは、主催者というか、研修を主催する側が決めれ

ばよいのではないでしょうか。 

天野委員長 では、受講したい方はだれでも、ということではあるかと思いますが、ただ、シンポジ

ウムであったように、これは当事者によるサポートということが非常に重要なことなので、当事者と

して、患者さんや御家族、御遺族の方を対象としているプログラムだということで……。 

花井委員 そのくくりはあってもよいと思いますが、細密なことは主催者が決めればよいのではない

かとも思います。 

天野委員長 その点、小川委員から何かご意見はありますか。 

小川委員 実際の指導で、例えば普及の方法というところで、もしも指導者研修のようなことをする

のであれば、やはりある程度統一のルールがないと、逆にバラバラになってしまうので、そこは教育

のやり方との連携の上で大事になってくると思います。 

天野委員長 指導者研修ということになると、当事者と言及することはそぐわないとは思いますが、

ただ、ミニマムエッセンスということでいうと、当事者になってくるのかな、という感じはしており

ますが、それで皆様よろしいでしょうか。では、特にやりたい人ならどなたに学んでいただいてもよ

いけれども、一応今回対象としているのはがん患者さん、御家族、御遺族などの当事者ということで

進めたいと思います。 

桜井委員 がんとのかかわりを持った人ということでよいのでしょうか。要は、サバイバーの概念で

すね。サバイバーということでよいのでしょうか。 

天野委員長 今おっしゃるサバイバーというのは、多分一般の方のイメージからすると、桜井委員は

広い概念でおっしゃっていると思うのですが、一応そこだけ皆さんに補足をしていただけますか。 

桜井委員 私が考えているサバイバーは、ＮＣＣＳが定義しているサバイバーの概念で、がんの経験

をした人、告知されてからずっとの人と、あとはがんの影響を受けた人ということで、家族を含めま

す。 

天野委員長 すなわち、患者さんや、御家族や、場合によっては御遺族ということで大丈夫ですか。 

桜井委員 そうですね、だから全くがんの家族でもないし、全くがんと関係ないけれども、でもがん

患者さんをサポートしたい、というような人は今回はなしということでよろしいわけですね。 

天野委員長 対象としては、ということなので、それ以外の方が受講されるのをこちらで制限するわ

けにはいかないという、そこだけ明確にしておきたいと思います。 

 次の項目に行きますが、済みません、１点確認ですが、シンポジウムの中で、桜井委員からあった

と思うのですが、例えば海外の例では、治療期間中であるとか、治療期間を一定程度経た人がこうい

ったものを受講するのが望ましいという御指摘があったかと思うのですが、ただ、ミニマムエッセン

スというような概念でいうと、そこについてもあえてこちらの方でそれについて制限を行うことはふ

さわしくないように思うのですが、それで大丈夫ですか。 

桜井委員 はい。 

花井委員 先ほど私が申し上げたことは、こういうことにもなるのですが、治療期間の制限というの

は私たちがピアサポーター講座を行うときに、ある専門家の方が「治療後３年はたっていないと、感

情の面が露出し過ぎてうまくいきません」とおっしゃいましたが、やはり進行がんを抱えていても、

思いのあふれている方、それが自分の生きがいとなって、人にも役立てることができるという、そし

て大変な体験をしていればいるほど、そのスキルを多くの方に生かせるという意味で、私たちは治療
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期間の制限はとらないことにしました。でも、それもやはり主催団体によって考えるべきことかなと。 

天野委員長 今、花井さんがおっしゃったとおりで、結局どこで活動をするかということで、例えば

そこの活動する場が患者支援団体であれば、患者支援団体がこういった治療期間から一定期間を経て

いない方が従事するのは望ましくないと判断することであって、このプログラムをつくる際には、特

にそこは考慮しないということで大丈夫かと思いました。 

 では、その次ですが、「位置づけ」の①から③までは若干細かいこともあるのですが、まず「位置づ

け①」は、医療機関で従事というか、医療機関において活躍することを前提としたお話かと思います

ので、ミニマムエッセンスの場合には、ここを検討する必要はないように感じますが、そのあたりは

大丈夫ですか。 

桜井委員 これは作業部会の方で議論になったのは、原則ボランティアということですと、やはりモ

チベーションの維持というようなものがだんだん下がってきてしまうのではないかということが、部

会の委員から出たのです。それをやっていく上と、あとは一応今回これは標準的なプログラム、必要

最低限こういうことを学んでください、というようなことを「学びましたよ」というような、何かそ

の印というようなものがあるとよいのかな、というようなことでこれが出てきたのです。 

 でも、先ほどの御議論の中で、これは修了証を発行しないですよね。 

天野委員長 修了したということだけは示してもよいのではないかと思いますが……。 

桜井委員 だから、そこをどうするかですね。 

天野委員長 「修了したよ」というものを発行するのはよいのではないかと思いますが。 

小川委員 ただ、何かでオーソライズすることはできないということですよね。 

天野委員長 では、修了証が発行されますので、それを持っているから確実にこの質を担保している

ということではないということを原則として、修了証は出るということで、そこは対応できるかなと

思います。 

 あとは、ボランティアについての指摘ですが、それは御指摘のとおりで、例えば場合によってはこ

ういった患者支援団体などのボランティアが、安価に使える資源というような見方をされて、不当な

扱いを受けている場合もあると私も聞いていますので、この位置づけの②の点については私も共感す

るところはありますが、ただ、我々としては、今回はプログラムを策定するという立場なので、実際

は、これは例えば仮に医療機関等で従事される場合に、その医療機関等が考慮されることとなります

が、今回、これについては我々が特に言及や検討はしないということでよろしいでしょうか。 

 次のページへ行っていただいて、「位置づけ」の③ですが、ここは幾つか検討しなければいけないこ

とがあると思います。 

 まず、このプログラムをどうやって広めていくのかの確認で、例えば指導者研修を先行するのかと

いうことだと思うのですが、これについて、繰り返しになりますが、ベーシックミニマムを策定する

というふうなことが確認されたので、指導者研修のプログラムをつくるかどうかについては、来年度

以降、予算がつくかつかないか、ついた際に改めて検討するべきことになると考えましたが、それに

ついて御意見はありますか。皆さん合意されているということでよろしいでしょうか。 

桜井委員 ちょっといいですか。そうすると、ここの目次でいうと３番のところは、先ほど運営者が

知るべき内容だというようなことで……。 

天野委員長 「ピアサポート実施のための注意すべき点」ですか。 

桜井委員 そうですね。だからこれは、この部分の書きぶりが……。 



29 
 

天野委員長 具体的な内容はわからないのですが、例えば「取得すべき倫理観」のところは、もしか

したら個人個人においても必要かもしれないですね。 

桜井委員 そうですね、守秘義務の話とか、多分この中から絞られてくるのかな、とは思うのですが。 

天野委員長 この中で、個人個人にかかわる項目のみを記載いただくということでよろしいでしょう

か。 

桜井委員 そうするのか、それとも先ほど若尾委員がおっしゃったように、一応見て、という感じに

してしまうのかという、この位置でなくてもよいと思うのですね。 

若尾委員 そうそう、後ろの方に「運営するには、こういうことを気をつける必要があります」ぐら

いのことでよいのではないでしょうか。 

天野委員長 では、エッセンシャルミニマムの部分だけ、この中から抜き出していただいて残すとい

うことでいきたいと思います。 

 済みません、また戻っていただきまして、「位置づけ」の③です。ここに書いてあるとおりなのです

が、予算が通ればもちろん来年度いろいろなことをやっていきたいということも書かれていますが、

モデル事業候補については、これも非常にあり得る話だと思いますが、来年度つくかどうかというこ

とにかかわってきますので、ここでは特に検討しないということだと思います。 

 既存の民間・行政実施プログラムとの兼ね合いは、先ほど確認したと思いますが、あくまでも今回

は厚労省委託ではあるものの、いろいろあるプログラムの中の１つであるという認識でよいと思いま

す。 

 継続教育についても、来年度つくかどうかによって異なってくるので、その際に検討ということで

よいと思います。 

 次のポツの「スーパーバイザー」について、これは若干検討が必要かと思います。いわゆるミニマ

ムであれば、そこまで検討する必要はないことになってくるかと思いますが、これについて何か特に

御意見のある方がいらっしゃれば。ミニマムであれば、スーパーバイザーというのは来年度以降の課

題というような位置づけになると思いますが、それで大丈夫でしょうか。 

小川委員 あるいは、こちらにある、先ほど出ましたように運営の中の１つとして「このようなもの

があるとよいですよ」というような形の紹介は、入れておいてもよいかもしれません。 

天野委員長 ピアサポーターを守るためにも、実はこういったものが必要なのだということを簡単に

触れていただくような対応をするということですね。 

 小川先生が手を挙げていたのを聞いてみたいというのは、今の回答でということでよろしいですか。 

桜井委員 「スーパーバイザーって何？」というのが、結構アンケートの方で出ていて、「だれが対

象者なのですか。専門家ですか、それともだれですか」というのがあったのです。 

小川委員 そうですね、たしかあのときの議論でもその話があったと思うのですが、多分あそこで僕

が言おうとしていたのは、スーパーバイザーと言ったときには、この場合多分役割としては３つあっ

て、１つは本当に相談というか、ピアのところに関するアドバイスなり、サポートというテント、１

つは医学的な知識、特に腫瘍に関する話が出たときに、その内容が正しいかどうかというような助言

をいただくということですね。もう１つはメンタルの面、少し難しい対応の場合に助言をいただく。

多分、その３つの機能を考えて、スーパーバイザーというものがあればよいと思います。別に１人と

いうわけではなくて、そのような助言がいただけるような形で用意できればよいという意味で、話を

しようとしたような記憶があります。 
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桜井委員 たしかこれは、資格はどうなのかというのがあったかと思うのです。「スーパーバイザー

の資格は何ですか。院内ではどういう人が対象になるのでしょうか」みたいな話とか、あとは公的な

資格でもどういう人なのだろうというようなことが、このアンケートのところであったのです。 

小川委員 多分、余り公的な資格という形のものではないと思うのですが、ただ、必要があればそう

いう医療的な面での助言がもらえる人とつながっておくといいですね、ぐらいなところが、ミニマム

エッセンスで書くところでは現実的ではないかと思います。 

花井委員 ただ、病院と連携しての院内ケアサポートという形だとそういうことも可能だと思うので

すが、全国いろいろな場面でなされているということだと、ここにあるような「月に１回、サイコオ

ンコロジストが入るのが好ましい」とか、ちょっと難しいですよね。きちんと教育トレーニングを受

けて、相談対応の実績を200件も300件も持っていらして、活動しているピアサポーターに支持され

ているような方ですと、スーパーバイズ機能を結構持っていらして、我々はそのようにしています。 

天野委員長 まとめますと、スーパーバイザーとピアレビューについては、こういったものがあると

いうことで触れていただくのにとどめるという。 

桜井委員 もう、資格とかは書かない方がいいですね。こういうことができる人、というようなこと

で、先ほど小川委員がおっしゃった３つのことに対応できる人がいた方が、よりベストな運営ができ

るということで。 

小川委員 安心ですよ、というような。 

 

天野委員長 そういう形で触れていただくという位置づけにしたいと思います。 

 これで一応、策定委員会に出ている宿題についてはこなしたと思っておりますが、私の方から確認

ですが、資料②の研修プログラムの目次案、そもそもなのですが、これは運営プログラムということ

が書かれているのですが、これは例えば第１回策定委員会でテキストベースでつくりましょうという

話があったと思います。この運営プログラムは、すなわちテキストベースでつくった際の目次案とイ

コールということでよろしいでしょうか。 

桜井委員 イコールですね。部会の方では、ここでこんなことを書いたらよいのではないですかとい

う、いわゆる各論的な部分も皆さんから意見は頂戴いたしております。 

天野委員長 わかりました。では、これはテキストベースでつくった場合の目次案だという理解でい

たいと思います。 

 そのページをさらにめくっていただいて、用語集ですが、これについてもいわゆるエッセンシャル

ミニマムの中で必要なものについて、適宜加えたり、抜いていただくというようなことでお願いでき

ればと思います。 

 さらにページをめくっていただいて、今度は実習プログラムです。これは、エッセンシャルミニマ

ムの中で実習プログラムまで今回つくるのかどうかということまでそもそも確認した方がよいと思い

ますが、作業部会の方では、これはつくっていただけるというふうな方向で検討しているということ

ですか。 

桜井委員 作業部会の方では、多分これも委員会を受けての作業を行ったという位置づけなのですが、

ロールプレイ編と、実際のテキスト編と、２つ必要だろうという委員会の意向を受けて考えたのがこ

ちらになります。 

天野委員長 わかりました。では、エッセンシャルミニマムということになったので、もしかしたら
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方針変更が生じるかもしれないということも確認したのですが、委員の皆さんに確認したいのですが、

エッセンシャルミニマムの中でこの実習プログラム、ロールプレイも含めてですが、この項目は入れ

た方がよいだろうというようなことで、皆さんよろしいでしょうか。 

若尾委員 やはり、あった方がよいのではないでしょうか。コミュニケーションスキルというものを

含めて。 

天野委員長 では、これもあった方がよいと。このまま実習プログラムをつくるということでいきた

いと思います。 

 項目について、ここで出していただいているので、これについて細目を我々でいちいち意見するこ

とはしませんが、ザッと見ていただいた限りで、方向性や方針についてもしも御意見があれば、一応

伺いたいと思いますが、委員の皆さんから何かありますか。確認や質問でもよいと思います。 

 石川委員、どうぞ。 

石川委員 この実習プログラムの４のところで「安心してサポートを行うために必要なこと」でピア

レビューやスーパーバイザー、メンタルセルフケアの必要性があるのですが、先ほど、運営プログラ

ムの３のところで、倫理会以外は後ろの方でもよいのではないかという話だったのですが、備考にあ

る「心得」ということで、例えばピアサポートとしての、10だったら 10の心得みたいなもので、シ

ンポジウムのときにも言ったのですが、「傷つけないためと傷つかないために必要な10の項目」みた

いなものを割と前に持っていった方が、人によっては全部読むとどこが大事かがわからないので、こ

こを読めば少なくとも基本はわかる、みたいなものは前に持っていって、この実習プログラムの４は、

どちらかというと運営プログラムの方の最後の応用編みたいなところに入るのではないかと思ったの

ですが。 

天野委員長 桜井部会長、コメントはありますか。 

桜井委員 そうですね、この部分は先ほど、今回の委員会で実施のマネジャーの方の話はこちらに入

れた方がよいというような方針をいただきましたので、そこから見ると、ここのロールプレイ編の方

はあくまでもロールプレイに限ってしまった方がよいと思いますので、この４番の部分は逆に前の方

に上げて、テキストの方に入れた方がよいと思います。普遍的な部分だと思いますので。 

天野委員長 では、そのようにお願いしたいと思います。 

 ほかに何か御意見はありますか。 

桜井委員 その心得や 10カ条というのも、部会の方でも検討しますけれども、もしもできたら石川

委員にも部会の方に来ていただいて、お話しいただいたりできれば。 

石川委員 済みません、花井委員のところでもルールをつくっていらっしゃいましたね。私の知って

いるところでも、いつもグループでやる前に読み上げて、皆で確認し合うものがあったので、そうい

うものではどうでしょうか。 

桜井委員 できれば、そういう資料を皆さんでお持ちでしたら、部会の方にどんどんお渡しいただき

たいと思っておりますので、ぜひお願いします。 

花井委員 出て行くというのはなかなか大変だと思いますので、お送りします。 

若尾委員 それは、事務局で集めていらっしゃいますね。全国で対がん協会に送っているという話を

聞いているのですが。 

事務局（合志） いや、ないですね。 
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若尾委員 この前聞いたら、「いや、それは対がん協会に送りましたよ」という話も聞いたのですが、

特に事例を集めているということはないでしょうか。 

事務局（合志） ないですね。 

桜井委員 あればいただきたいですね。やはり、作業部会も５人でやっていますので、５人が持って

いる知識の中から出していますので、どうしても広がりがないので、地域性を活かした、というよう

なことも含めて、ぜひ皆さんから幅広くいただきたいと思います。 

花井委員 いろいろな団体に呼びかけられたらいかがですか、「御提供ください」ということで。 

天野委員長 一緒につくっていくというふうなことで考えていますので、例えば今、個別の項目で、

これについては策定委員会のだれだれに確認したいということは、多分作業部会の方で幾つかあると

思います。それについてまとめていただいて、例えば今言ったように普遍的なルールについては石川

委員に御提出をお願いするような形で、我々策定委員会に対して提供をお願いしたい項目をまとめて

いただいて、それを個別に、できればまとめていただいて、それを事務局経由で投げていくという方

針でいきたいと思います。ぜひ委員の皆さんも御協力を御願いできればと思います。 

坂下委員 先ほど石川委員が言っていた、実習プログラムの中の４がこちらに入るのではないかとい

ことでしたが、３に関して、「ピアサポーターだからこそできる援助」等は、そこの２の中に実際は入

るのではないかと。 

天野委員長 これはロールプレイなので。 

坂下委員 ここの「他職種との協働」とか、その辺のことはこちらの知識としてもあるのかなと思っ

て。 

桜井委員 それは「地域性を活かしたピアサポート」というところで吸収できると思っていますが。 

天野委員長 そうですね、これは「他の資源との連携について」のところに含まれると思うので……。 

桜井委員 ロールプレイの方も、本当にシンプルなロールプレイですね、いわゆる。事例というか、

だからそれをこちらにとなると、ちょっと違うのかなと。 

花井委員 これはあくまでもロールプレイのテーマですよね。 

坂下委員 ああ、そういうことですね。 

桜井委員 何十歳の方がこういう相談でいらっしゃいました。そのときどうしますか、ということな

ので、それがこちらの本編の方に上がってきてしまうのは、ちょっと違うかなと思います。 

坂下委員 要は、この中に入っているものの中で選んできたものがここということですね。 

天野委員長 ほかに何か、方針等でありますか。大丈夫ですか。ありがとうございます。 

 ほかに桜井部会長の方で、これを決めてくれないと書けませんということが、今の項目以外にあれ

ば。 

桜井委員 そうですね、やはり先ほど来議論になっている、本プログラムの経緯や目的は、言葉をこ

こで決めるということではないにしても、できれば、この委員の間でメーリングリストがありますの

で、その中で文章をつくっていただいた方が、部会としては助かります。 

天野委員長 では、１つの提案ですが、「はじめに」の部分については私がたたき台を、厚労省から

の委託であるということも含めて書かせていただいて、委員の皆様に諮りますので、たたいていただ

いて、それで決めるということでいかがでしょうか。 

花井委員 「はじめに」の部分は、本当に天野委員長にやっていただいた方がよいと思います。その

「ピアサポートとは何か」というところは、立場が違うとまた異なった意見も出てきて、相乗効果が



33 
 

出ると思いますので。 

天野委員長 ２以降については、もちろん作業部会で書いていただきますが、１については私の方で

たたき台を出したいと思います。 

桜井委員 あと、「ピアサポートの定義」の部分についても、これは非常に重要になってくると思う

ので、これもできれば、これは部会のメンバーも入れてもよいのかなとも思ったのですが。委員会の

中で、やはり「ピアサポートとは」というのは、この策定委員会としてこう考えます、というような

一文は、前回の委員会でも天野委員長が言っておられますので、それを事務局の方で文章化していた

だいて、皆さんに投げていただけないかと思っているのですが。 

天野委員長 では、たたき台について、事務局から投げていただくということでよろしいでしょうか。 

事務局（合志） はい。 

天野委員長 では、それでいきたいと思います。 

桜井委員 議事録を掘り起こせば出てくると思います。あの言葉が多分今……。 

花井委員 そうですね、センテンスを拾い上げて文章化していけば。 

桜井委員 そうなのです、速報ばかりで来ているので、皆さん文章として見ていないので、確認がと

れていないと思いますので。 

花井委員 先ほど桜井さんが「作業部会も」とおっしゃいましたが、やはり今別々にやっていて、桜

井さんがつないでくださっていますけれども、合同部会ということが必要ではないでしょうか。 

天野委員長 それについては、スケジュールのところで話し合いたいと思います。 

 ほかには、大丈夫ですか。 

桜井委員 私は大丈夫です。ありがとうございました。 

天野委員長 わかりました。では、議題の（１）プログラムについては、これで終了します。 

 （２）の今後のスケジュールについてということで、資料⑧をごらんください。これについては、

事務局からいただいているたたきですので、皆さんの御意見を聞きたいのですが、きょうが第２回策

定委員会ということで、11月８日となっております。12月上旬から中旬に第３回作業部会が開かれて、

年明け１月にまた策定委員会を開いて、２月上旬に成果物の作成開始ということですが、今、花井委

員から御指摘があったように、分かれて議論していると伝言ゲームになって齟齬が生じるかもしれな

いことは私も感じていたところですし、回数にしても、若干少ないのかなと思いますので、どこかで

１回合同部会を開きたいと思いますが、合同部会のタイミングとして、２月上旬の成果物作成開始の

前にすべてをまとめる形で開催するか、それとも途中の時点で１回コンセンサスを得ておく方がよい

のか、どちらか１回で開催したいと思いますが、どちらの方が望ましいか、皆さんの御意見はありま

すか。 

 桜井部会長としては、どちらの方が作業しやすい等はありますか。 

桜井委員 文字って、書き出してしまうととまらないと思うのです。なので、その前にやった方がよ

いと思います。目次案も、この細目を今部会のメンバーで皆「こんなことを盛り込んだらよいのでは

ないか」ということで、書いていっておりますので、それがもう少し詰まった時点ですから、これで

言うところの第３回策定委員会のときには部会のメンバーにも入ってもらうとか。 

天野委員長 これを合同にしてしまうということですね。 

桜井委員 成果物の作成としても、それが走ってしまえば、あとは文章をそれぞれ起こしていって、

メールでも何でも流していけるのではないかという気がするので。 
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天野委員長 では、成果物の前に１回合同を開きましょうか。 

桜井委員 そうですね、「目次はこれでいいですね、盛り込む内容はこれでいいですね」というよう

な。 

天野委員長 では、2012年１月の第３回策定委員会を合同会にするということで、皆さんよろしいで

しょうか。ありがとうございます。 

桜井委員 それと、第３回作業部会ですが、ちょうど私はこの時期アメリカに行っておりますので、

中旬以降ぐらいにずらしていただければと思います。 

 それと、ここで第１稿の初稿アップというのはかなり厳しいのではないかと思いますので。 

花井委員 模擬研修も厳しいのではないですか。これはプログラムもできていなければいけないわけ

ですよね。 

桜井委員 これはどういうことから出てきたのかな、と。私はまだ目次のことで、入れかえ等をやっ

ているところですので、まずは若尾委員にも入っていただいて、章立てと、そこに書く項目と、こん

なところを書いて、みたいなおおよその流れを、一緒に入っていただいて考えてから、それを合同委

員会にかけるということで考えているのですが。 

天野委員長 では提案ですが、合同会議のときに時間を多めにとって、第３回作業部会に入っている

項目も入れ込んでディスカッションするという形ではいかがですか。 

桜井委員 もしくは、11月８日から１カ月間、何も動かないというのはどうかという気がするので、

この間に目次案の骨子をまとめると。ですから、11月末ぐらいに作業部会を開催するかですね。 

天野委員長 では、11月下旬に第３回作業部会を行って、その次の作業部会をさらに 12月中旬以降

に開くということでよろしいですか。 

桜井委員 それは、もう合同にしてしまったらいかがでしょうか。１月ではなくて、12月中に合同で

開いてしまった方がよいのでは。少しずつ前にずらして。 

天野委員長 では、12月中旬に合同委員会を開くと。１月に入っているのは、予備ですね。早ければ、

２月上旬から作成開始だと、多分作業部会の皆さんが死んでしまうので。 

桜井委員 １月から書き始める感じですね。成果物の初稿は１月に書くというスタンスがよいのでは

ないかと思います。 

天野委員長 では、日程については恐縮ですが事務局から各委員に確認をお願いできればと思います。 

 ほかに、スケジュールについて何か御意見はありますか。 

事務局（合志） １つだけ、よろしいですか。12月中旬以降で、合同の部会ということですね。そう

すると、まずスケジュール的に一番厳しい先生方、委員の方々のスケジュールを１、２日いただいて

おくとありがたいのですが。 

（スケジュール確認） 

天野委員長 事務局の方で先生方のスケジュールを確認した上で、候補を幾つか提示していただくと

いうことでお願いできればと思います。 

 これできょうの議題はすべて紹介できたと思いますが、その他ということで、何か委員の皆様及び

事務局からあれば。 

桜井委員 １点質問ですが、第３回作業部会のところにある模擬研修の実施というのは、なしでよろ

しいわけですね。 

事務局（合志） なしです。 
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坂下委員 これは、どこかでやる予定ですか。 

事務局（合志） いずれは、どこかでできたらよいですね。 

天野委員長 それでは、ほかによろしければ、これで終了とさせていただきたいと思います。今後と

も引き続き皆様の御支援、御協力をいただければと思います。 

 本日はお疲れさまでした。 

（了） 

 


