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岸本 私が食事に気を遣って
いることを︑いろいろ言う人
もいます︒前だって同じよう
な食事をしていたのに︑がん
になったんだから意味がない

岸本葉子×中川恵一

日常の中の

知らなすぎる

岸本葉子

とか︑食事なんて関係ないと

中

今回のテーマは︑がんに対してどの
ような備えをすればよいのか︑です︒

がん

いう人︒治るの? 再発防げ
るの? 根拠は? という人︒
因果関係がハッキリしないも
のを心地良いとは思えない人
が多くて︑そういう人からは
説明を求められるんです︒
中川 それはおかしいですね︒
何かしているという感覚の方

していくかというのは︑かな
り根源的な問題ですね︒
いずれにしても個々の努力
とは別に︑米国が力を入れて
いるのは検診です︒ 年前に
比べて子宮頸がんの死亡率が
大幅に下がっていると言われ
るんですけれど︑実はステー
ジごとに比較するとほとんど
変化がないんです︒何のこと
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中川恵一

が大事だと思います︒
岸本 運と努力の程よい統合
といいますか︒そういったも
のの伝わる人と伝わらない人
がいますね︒努力は報われる
という風に人生を生きたい人
もいる︒そういう人は運とい
う要素を認めない︒逆に︑努
力が実らなかった裏切られた
という経験が強すぎて︑世の
中の生老病死すべて運と言っ
て︑何も努力しないニヒリズ
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はない 年前より早期発見で
30

ムの人もいます︒
中川 そこで人間として何を

…………………………………………………

きるようになっただけのこと︒
がんで死なないためには早期
発見に尽きます︒検診と死亡
率減少に直接的な因果関係が
あるというデータは少ないん

KO﹄に描かれた通りで︑が

ん患者を放置すると治療費に

税金がかかるから早期に発見

したいというだけ︒根本の発

想が︑人助けじゃなくて金儲
が米国の 分の です︒米国

主治医への信頼と依存強い︒
地域に戻ることには
正直︑不安が残る︒︵岸本︶
えていないですよね︒毎日新

聞の行った世論調査では︑緩

イプなんで︑そもそも都市部

が結局は得になると思うんで

をきちんと知ってもらうこと

ことでも︑やはりがんのこと

中川 患者にとってはつらい

つらくとも勉強を

です︒

かえって死を近づけているん

と無意識でしていることが︑

果もあるのに︒死を避けよう

長生きするという臨床試験結

もあるし︑痛みを取った方が

麻薬より危ない薬はいくらで

境を作りたがるんですよね︒

は別の人間だという意識で︑

麻薬を使う人は自分たちと

使ってません︒

も日本は世界の平均以下しか

ぎですけれど︑いずれにして

では歯痛でも使うのでやり過
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けなんです︒でも︑それでそ

の人が救われるなら構わない

じゃないかとも思います︒
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ですけれど︑しかし米国では︑
検診率が上がって死亡率が下
がり つのカーブはちょうど
和ケアという言葉を知らない

人が %いたんです︒ 人に

中川 それはそうでしょう︒

できないんですよね︒

ですけど︑具体的にイメージ

メリットあるかもしれないん

近所で緩和ケアを受ける方が

岸本 冷静に考えれば在宅や

になります︒

がどんどん生み出されること

外科だけに頼ると︑がん難民

ていますから︑もう無理です︒

も外科の志望者が急激に減っ

部外科がやってきました︒で

フォローアップ︑看取りを全

中川 これまで診断︑治療︑

す︒

いるというのもあると思いま

で体の中を見て︑手で触って

岸本 特に外科の場合︑肉眼

言う人ばかりです︒

に 大 変 か︒
﹁見 放 す の か﹂と

で在宅導入するのが︑どんな

慮されていません︒東大病院

者の心にある依存の問題が考

しても在宅推進にしても︑患

たものです︒拠点病院構想に

中だけで理屈をこねくり回し

中川 厚労省の考えは︑頭の

使いたがらないです︒使用量

中川 ええ︒とにかく皆さん

なりますね︒

薬についても知らないことに

うことは︑そのために使う麻

﹁緩和ケア﹂を知らないとい

痛 み を 和 ら げ る の だ か ら︒

はついていますよ︒心や体の

﹁緩和﹂という単語は︑本質

が 知 ら れ て い ま す ね︒で も

ルケアとかホスピスケアの方

岸本 終末期治療のターミナ

ないんですけどね︒

中川 言葉も悪いのかもしれ

岸本 本当に驚きです︒

はヒドイと思いませんか︒

人はがんで死ぬのに︑これ
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岸本 日本の場合︑自治体の

立場では︑検診にはお金がか

かるので︑本当はあんまり受

診してほしくないというよう

なことも聞きますよね︒

中川 がん対策基本法で受診

率 割をめざしていますけれ
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逆になっています︒
岸本 乳がんは啓発活動が盛
んで︑私たちと同世代の人も
自分たちの問題だと考えてる
ようになっていますけれど︑
他のがんはまだまだかなと思
います︒
ど︑ 割ですら実現が怪しい

し︑そもそも 割では死亡率

行け︑と言われても不安に思

できているから地元の病院へ

と思っています︒地域連携が

いる限り同じところへ通おう

けれど︑それでもあの先生が

感情を見せることはなかった

は間違いなくあります︒私は

岸本 主治医への信頼と依存

もなっています︒

チーム医療を阻害する要因に

せん︒主治医の権限の強さが︑

ている国・体制は他にありま

大で︑これほどの権限を与え

中川 主治医の話は非常に重

かなと思ってしまうんです︒

いますよと言われると︑そう

あなたにはトヨタがいいと思

先生に︑日産車もあるけど︑

が強いと思います︒専門家の

だいた医師への信頼︑依存心

なのに︑全然がんのことを考

ければ落ちる穴のようなもの

人生の道の上にあって運が悪

中川 まったくです︒自分の

のかなと思います︒

ら︑そんなことが起きている

になってから初めて考えるか

切り離されていて︑非常事態

岸本 日常とがんとが完全に

を下げるに至らないです︒
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中川 自分たちの問題と考え
るだけでは︑米国のように受
診率 割までいかないですよ︒
知識のない人でも行くのは︑
無料で︑なおかつ行った方が
得になるように強制力が働い
ているからです︒
岸本 インセンティブの付け
方ということですか︒
中川 というより強制力の方
が正しいと思います︒米国の
医療というのは映画﹃SiC

す︒心の問題ではなく︑現実
の問題です︒知らなければ本
当に損しますよ︒
岸本 でも︑自分が何を知ら
ないのかすら︑分からないか
もしれません︒
中川 医師が悪いんでしょう
か︒でも欧米の患者は︑ちゃ
んと知っているわけですよ︒
医師ってそんなに立派な人で
はないので︑あわよくば自分
の商品を買ってもらいたい︒
外科なら手術を勧めるし︑腫
瘍内科医は化学療法を勧める
んです︒トヨタの社員が日産
車を勧めたりはしないですよ
ね︒すべてのビジネスと同じ
なんです︒だから患者が自分
で勉強して︑トヨタと日産を
比べないといけないんです︒

います︒

外科医だけに頼ると
どんどん がん難民
生み出される︒︵中川︶

岸本 患者は最初に診ていた
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霞が関の考え方がステレオタ

…………………………………………………………………………………………………

ません︒

に依存してしまうのかもしれ

という感覚がないから主治医

岸本 自然に抱擁されている

感が出てしまうんです︒

ます︒都市では全能感や不死

死ぬだろうという感覚を覚え

じの葉っぱも散れば︑おれも

全体の一部という感覚︑もみ

雄大な自然に包まれていると︑

中川 自然の力が違います︒

京とだいぶ違います︒

在宅にしても︑イメージは東

お話を伺うと︑緩和にしても

岸本 鎌田實先生の諏訪での

です︒

コミュニティの残っている所

んでいるのは︑むしろ地方で︑

中川 そうですね︒緩和が進

いますよね︒

族と核家族とでは介護力が違

核家族化が進んでいて︑大家

も大きいでしょう︒都市部は

それを受け入れる家族の問題

岸本 家で死にたいという時︑

方が多いと感じています︒

の場合︑病院で死にたい人の

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2

9

12

Lohas Medical
Lohas Medical
13

Lohas Medical Dialogue
Lohas Medical Dialogue

