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15手をのばせば恵はすぐそこに ～かよこさんの薬膳的生活～

超高齢社会の今、「がん」に関わる医療の在り方も大きな課題として浮かび上がってきています。
戦後、国民皆保険が施行される時代、「人生50年」と言われました。その後、飛躍的に寿命が延び、今や男女ともに80歳。
同時に、生活環境も大幅な変化の中で、夫婦、家族、地域に大きな変革をもたらしました。その大きな要因は、高度成
長期を支えるための人口移動と女性の生産人口への編入による構造変化と言えます。
家族構成の変化のみならず、経済の歪みも顕在化することになります。就労機会の格差・賃金格差が年金格差を生
み、経済＝情報社会はIT格差をもたらしました。
現代の課題は「分断と格差」という課題なのです。
がん治療の課題もそうした社会を背景として考え、検討しなくてはならない状況にあるといえます。
寿命の伸びた高齢者は、同時に持病、基礎疾患を抱えつつ、伸びた寿命分、空白の30年を生きることになりました。
生産人口の確保を前提とした様々な施策も限界を迎え、抜本的な見直しが求められる時代なのかもしれません。
余剰とみなされていた30年の人生をいかに生き、何を見直す必要があるのか。
高齢者と言われる当事者こそが意識的に答えを求めていく。
超高齢社会の先にある社会が、疲弊することなく希望を持って未来を描けるように、高齢者が無駄なく生き切るための
知恵を出し合う「今」なのだと思うのです。
今回の「高齢社会とがん」特別編集では、こうした現状と課題を整理する意味でいくつかの事例と先進的に取り組んでい
る医療現場紹介などと共に、先駆者のインタビューを通して望むべき方向性の整理に向けた参考になればと思います。
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垣添　今、わが国では、およそ年間100万人ががんになってます。小児がんと希少がんなんかに光が当たる

ようになってますが、約5万人5％。で、15歳から64歳のいわゆる働く世代、このがんが約30％と私は理解し

ているんですね。で残り65％から70％が高齢者のがんなんです。

がんという病気は遺伝子に傷がたまって細胞ががん化すると理解されています。その傷がたまっていく過

程からすると、一般には高齢者の病気というふうに理解すべきなんです。

横川　標準治療、特に抗がん剤の効果になると、高齢者に向けては適応してはいない。

垣添　これまでは、よく対応してなかった面もあります。

それで、去年くらいからがん治療学会と臨床腫瘍学会で、高齢者のがんに対するガイドラインを作り始めて

ます。それ以前は高齢者というと臨床試験にも入れてないし、治療も担当医の匙加減でやる。少し薬を減

量するとか、そういうふうに治療されていた。やっぱり少しまずいんじゃないかと私も思います。

国際的にもがん検診は64歳以下の働く世代が対象です。要するに検診を受けたことでがんによる死亡率

が低下するということが証明されたがんということで、国際的には子宮頸がんと乳がんと大腸がんの3つが

対象です。日本は日本のエビデンスに基づいて、胃がんと肺がんが加わってるわけです。この5つのがんは

日本人の男女に多いがんですから、国のがん対策の対象となっている。働く世代だったら、そういうがんを

早期発見すれば死亡率は下がる。そのエビデンスがないと検診対象にしないということをやってきたわけ

です。

日本対がん協会の垣添忠生会長にお話を伺いました。
垣添さんは、ご自身もがんを経験されていますが、2007年、奥様を進行の早い小細胞肺がんで亡くされ、
寄り添った経験を「妻を看取る日～国立がんセンター名誉総長の喪失と再生の記録～」に綴っています。
医師の視点、患者の視点、国の制度の視点から高齢者とがんについてお聞きしました。

～百まで生きる時代のがん治療～

65％から70％が高齢者

日本対がん協会 会長日本対がん協会 会長 垣添 忠生 さん垣添 忠生 さん

(インタビュー　横川清司)
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垣添　そうすると医療費の問題が出てくる。がん医療では、全年齢で大体4兆円使われています。そのうち

65歳以上が2兆７千億、70歳以上になると2兆800億円ですから53％。総がん医療費の半分くらいを80歳

以上の人が使っていることになります。だから個人の精神的、肉体的QOLの問題と、医療費の問題、両方で

非常に大きな問題が生じます。例えば大腸がんⅠ期で発見したら、65万円くらいで治るわけです。それが進

行がんだったら250万円くらいといわれている。これで肺転移が起きた場合、転移性肺腫瘍となって、そう

いう人たちに対しては分子標的薬とか、免疫チェックポイント阻害剤といった薬を使うと凄まじいお金にな

るわけです。だから今ただでさえ高齢者が多くて医療費が増えてきているのに、我が国が世界に誇る国民

皆保険制度が崩壊するんじゃないかという問題も生じます。ですから、私は高齢者の進行がんのがん医療

というのは、きわめて大きな問題だと思うのです。

垣添　私、対がん協会の会長になってからボランティアで月に1回がん相談に応じてました。さすがにコロ

ナの影響で相談者は減ってますね。おととしまで毎月4人ずつ相談を受けていました。どんなに高齢者で

あっても、がんだって言われるとなにか治療はないかと、皆さん来られるわけです。中には家族が心配して

ネットで調べて何か治療はないかって右往左往されるわけですね。実際には高齢者も結構元気な人も多

いですから、その人たちに対して検診で早期発見したら、例えば手術して治せるんだったら、それは高齢者

といえども患者さんのQOLは確実に上がると思うのです。精神的なQOLも肉体的なQOLどちらも。ですから

私は高齢者に対してもがん検診はやるべきだと思っています。肺がん、胃がん、大腸がんなんかに関して言

えば、検診でより早く見つけることができれば、内視鏡で切除するとか、あるいは軽くピンポイントの放射

線治療で治すとか、様々な負担の少ない治療法があります。これが進行がんになってしまうと、治療は非

常に難しくなりますが、どんなに進行しても患者さんは治療を求められる訳です。

　日本も含めて世界のがん対策は、予防、検診、治

療、そしてどうしても治せないときは緩和ケアの4本

柱で進められていますが、先ほど申し上げたよう

に、治療にすごくお金がかかるようになって、そこま

でいかなければ緩和ケアも必要ない。なるべくお金

をかけないで日本人をがんから守るという観点から

すると、予防と検診に注力するというのが最も重要

と考えています。予防のために大切なのは、禁煙。

原因の3割を占めているのです。タバコをやめる、

吸わないっていうことですね。

日本対がん協会としては、加えて検診をちゃんと受

けること。新しい情報を提供すること。それからが

んの患者、家族を支援する、この3本柱で今活動し

ているわけです。日本対がん協会は患者支援団体

で寄付で成り立ってますからね、コロナで寄付がだ

垣添　私が死ぬときは可能性からいうと、たぶん珍しいがんに当たって死ぬんじゃないかと考えていま

す。例えばすい臓がんの進行がんが見つかったら、私はさっさと治療を辞めて家に帰って家で死ぬ算段を

ずーっとしてるわけです。いま79歳ですからね、妻が亡くなってから典型的な高齢単独所帯者ですよ。それ

でも家で死ぬ。私は妻が亡くなる様子を見ててね、死ぬときは家で死にたいと思うので、家で死ぬ算段を

ずーっとしてるわけ。でも死ぬまでは元気でいたい、相当元気でないと一人で家で死ぬことはできない。だ

から私は朝1時間早く起きて、筋トレとかストレッチをやっていますし、夜も帰ってテレビのニュースとかス

ポーツ番組見ながらステップの上り下り20分やって、血糖値下げるトレーニングを毎日やっているのです。

あと１日に1万歩を歩くようにしています。

いぶ減りましたけど。コロナの影響でがん検診の受診者が減ってるんで、対がん協会のデータをNHKなん

かに取り上げられて随分取材もありましたし、最近は存在感が上がっている。

横川　個々人の暮らす環境、家族の形も変わり、社会のつながりも希薄になっていく現在、本人の思いだ

けではない課題がありますね。

垣添　今、筋力が落ちた高齢者が5年前、10年前から軽く自主トレーニングをやっていたら全然別の人生

があったと思うんです。だから、介護予防という言葉があるように、個人もやっぱりもう少し自分の健康に

注意を払っていると、自立して生き、全然違う人生が開けると思いますね。

夫婦揃ってても老々介護、それから高齢単独所帯がものすごく増えてますからね。いずれ独り身になると

きに、治療を受けた後、帰る場所がない、寛解したのに次の病院になかなか移行できないっていう問題が

ありますよね。コロナが治った後、行き先がないっていうのと同じことが起こる可能性があります。

一つの考え方として、なるべく検診で早く見つけて負担を軽く治して、介護施設、介護保険のお世話になら

なうような形で治るとか、そういうことは広い意味で検診の効果として考えることもできると思います。

垣添　今、国はがん検診受診率を働く世代で50％を目標にしていますが、肺がんだけ唯一ちょっと超えて

いるだけで、他のがんは目標に達していません。

乳がんとか大腸がんとか子宮頸がんは欧米だったら大体7、8割は検診を受けてるわけですよ。アメリカの

場合には進行がんになったら自分の財産使い切るくらい医療費が高いため、早期発見するっていうのは非

常に大事ですが、日本は国民皆保険という大変ありがたい制度がありますし、高額医療制度がある。仮に

非常に高い医療費がかかるとしても個人の負担はある程度限られるわけですね。それで結構な治療が受

けられるのですが、でも残りの部分は最終的には国が負担するわけですからね。国民皆保険制度が崩壊す

るという非常に大きな問題になると思うのです。だから先ほどの高齢者のがん医療に相当お金を使ってる

部分を少しでも減らすためにも、それからがんになった高齢者のQOLを高めるためにも、死亡率の低下では

ありませんがQOLの向上、あるいは維持のためにがん検診をやるという考えがあると思います。いくつまで

かはちょっと議論が必要ですけど。でも65歳過ぎてもがん検診が必要だと私は考えています。私自身も国

立がんセンターを辞めてからも、2、3年に一度、予防検診センターで精密ながん検診を受けてるわけです。

胃がん、同時に食道がんと大腸がんの検査を受け、肺がんも仮になっても早期発見できたのです。それか

らPSA検査を受けています。私は泌尿器科医でしたから前立腺がんになって死ぬわけにいかないので。

がん相談からがん検診へ

医療費でみる高齢者がん

備えと覚悟

理想的な国民皆保険の限界が
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堀田　僕の受けた手術では十二指腸をこれとつながっている胆管や膵管をふくめて切り取ってあらためて

それぞれ小腸につないだわけです。ところが小腸に直接つなぐということは、十二指腸にあったファータ乳

頭（逆流防止弁になってる）がないので、手術後には小腸から食べ物とかガスとかが胆管に逆流することが

あるのですね。やっかいなことに私の場合はそのために逆行性の胆管炎をしばしば起こします。

がんになったのは、去年（2020年4月）75 歳の時でした。

診断がついたのが新型コロナ感染流行の第一波の真っ盛り。僕の予想ではコロナ流行は待ってても当分

はきっとおさまらない、今のうちに早く手術した方が病院の対応も余裕があるんじゃないかと思ってこの時

期にやったんです。この病院で。コロナ感染防止のための面会禁止とかで落ち着いた療養にはちょうどよ

かったよ。手術後は家族や知人も見舞いに来れなかったです。家内は来たんだけど断られて差し入れだけ

受付に託して帰って行きました。

堀田　がんは高齢者の病気だと言いつつ、実際の治療法に関する高齢者のエビデンスは少ないんですね。

例えば、ほとんどの標準治療は比較的元気な成人もしくは 70 歳くらいまでの人を対象にした臨床試験で

確立されていますが、それ以上のお年の人に同じ治療法が適用できるかどうかというのは明確なものはほ

とんどないのです。例えば新薬が承認される場合に思うのが『対象は 20～65 歳までの人を対象にして、

それで有効性と安全性を確認した』とある。「じゃあ高齢者にいいのか？」というのは話が別になるんです。

一般に『高齢者はちょっと手控えればいいのでは？』っていう対応をしがちです。本当にそうなの？っていう

ことを昔から疑問に思っています。高齢化とは、ただ歳をとって全体的にアクティビティが下がりましたねっ

て話ではなくて、高齢者には高齢者特有の生理や病態があると思っています。生活習慣が影響するような

がんは歳を重ねていくごとに発生し、長い時間をかけて進行します。高齢者のがんは見つかってからでも進

行はゆっくりで、がんをもちつつ本来の寿命を全うすることも珍しくありません。このことは何を目標に治療

するのかというところに関わってくると考えています。若い世代なり働き盛りの世代のがんは早期に見つけ

て根治的な治療をすべきで、進行期であってもできるだけ治癒を目指すべきだと思うんです。治癒を目的に

するということはその先の人生が長く、仕事や養うべき家族があったりするからで、そういう意味で治癒を

することが大事なんです。一方で、私のようにある程度高齢になったら治癒のみが目的なのだろうか、治る

ことが最終目標なんだろうか？と疑問に思うことがあります。もちろん、早期がんであれば手術や放射線治

療で治すことは高齢でもやるべきです。しかし、進行がんの場合に抗癌剤治療は若い人のようには普通は

できない。できないんだったら手控えるとして、手控えた治療というのが本当に効果に結びつくかといった

ら必ずしも結びつかないんですよ。例えば、抗がん剤の特性というのは、規定の量を使わないと有効じゃな

いんです。抗がん剤の有効量というのは一般にそれ以上使ったらもう危ない一歩手前くらいの目一杯のと

ころで設定されているんですね。それでがんを何とか抑えられる、場合によっては治癒に向かわせることが

できるわけですけども、それを「高齢者は体力ないから、ほかの病気があるから半分にしましょう」と半分

使ったら半分効くかといったらそうはいかない。半分だと全然効かないか軽く頭を押さえる程度で、副作用
だけ出ることもあるわけですね。結局、高齢者の治療目標をどこに設定するかということは、ひとり一人の

状況に合わせて考えなくてはいけない。

普通、がんの治療法の効果というのは生存期間で見るんです。治療開始してからどのくらい生きていられる

か、例えば 5 年生存率とかね。ただ高齢者の場合それが絶対的な指標だろうか？ 最近は世界で問題意識

が変わってきて生存期間の延長のみではなく、高齢者のアクティビティ、生活の質、本人の意向そういった

ものを加味して評価し、より個々の患者さんに適した低侵襲の治療を開発しようという動きになってきて

いると思います。

国立がん研究センター 名誉総長、
がん研究振興財団 理事長 

堀田 知光さん

高齢者のための
治療戦略の時代へ

NPO創立時（2013年）に国立がんセンター総長だった堀田知光先生にお話を伺ったことがあ
りました。その際、日本人の「死生観」を論ずる時期にきていると言う言葉が印象的でした。
今回、「高齢者とがん」と言うテーマでインタビューをさせていただきましたが、先生ご自身
ががん、非常に稀な十二指腸がんになられたことを知り、ますます深謀遠慮なお話を伺うこ
とができました。

(インタビュー　横川清司)

高齢者の身体・生活状況の変化とがん治療

堀田　これまで高齢の患者さんのQOLとか日常の生活機能評価というのは、多くは医療者側が図るで

しょ？本人じゃなくて。しかし、最近は患者本人が自分の症状や状態を報告する「患者報告アウトカム」を

大切にするといった動きになっています。これまでの医療者が見てどうかという客観的評価と、もちろん両

方大事ですが。

横川　高齢者だから余計本人の希望なり、本人が現状暮らしている環境を加味するのが重要ですね。治療

したけど、在宅に戻すにしても介護者がどこにいるのか分からない。そういったことも加味した評価が大事

ではないかと思います。

堀田　最近では、例えば AMED(国立研究開発法人 日本医療研究開発機構) で、高齢者のがんに対する

治療研究を公募して審査するときに、「患者報告アウトカム」の指標を入れているかどうかを評価するとい

うようにだんだん変わってきています。

患者報告アウトカム

堀田　昔は定年制というのは平均寿命から決めてたんですよね。戦後しばらくは50歳程度、まさに平均寿

命自体がそのくらいのところにあったわけだから定年がそこにあっても問題なかったけれど、定年と実際

の平均寿命がだんだん開いていって、定年も60歳になったけれども今では20歳以上離れているわけです

ね。そうすると定年のあり方、社会保障の考え方、医療の提供の仕方だって当然それに合わせていかな

きゃいけない。

長寿化で変わる指標
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横川　今の流れでは、高齢になると「基本的に積極的な治療はしない」とかいうのを社会側から本人に対

して迫るというか、そういう雰囲気が出てくるのが懸念されますね。これ以上の治療は「自費で」とかね。

堀田　そうなりかねない。今、新型コロナ対策で要請を守らない場合は罰則をどうこういってるけど、そのうち

にだんだん住みづらい世の中になるような気配ですね。

横川　高齢者は圧倒的に貧困になるんですよね、貧困でなおかつ一人暮らし、そんなときに自費でってい

うのはありえないので、そうすると『治療しないで』という話になっていくんですよね、このままで本当にい

いんだろうか。

高齢者の意思変化がもたらす自立社会
堀田　僕はね、他人に言われたりお上から言われるんじゃなく、高齢者が自らの生き方の問題としてこれ

を捉えるべきだと思う。がんに関する正確な情報を踏まえた上で、『もっともっと頑張って医療を受けたい』

と思う人もあれば『この辺でそろそろだな』と思う人があってもいいし、そういう多様性に対してどちらにも

向き合えるような成熟した社会が良いと思いますね。一律に「あなたはもう歳だから治療は手控えよう」と

か「大事なことも我慢して治療受けなさい」みたいな話もおかしいわけで、やっぱり多様性を尊重しないと

いけないと思いますね。

がんの何が怖いかって言ったら、「痛い」や「苦しい」というのは今ではコントロールできるのでそれほど心
配でなく、僕の場合はやっぱり人生の残りの時間とか別れ、死後のこととかそういうスピリチュアルな問題

の方がむしろ強いでしょうね。一方で、がんは末期まで判断力ははっきりしていて自分の身の回りのことは

できますから、残された時間をどのように過ごすのか、人生を振り返ったり、仕事の整理や大切な人との絆

を深めることもできることが救いですね。そうありたいと願っています。

日本の社会では長らくがんがタブー視されてきたこともあり、本人に告知することが普通になってからまだ 

30年くらいしか経っていない。日ごろから家族でがんや病気について話し合うことが少ないので、いざがん

と知らされた場合に自分のことは自分で決める、決め切る人というのが少ないんです。だから「家族に聞か

なきゃいけない」って話になりがちですね。そこには家族のあり方や文化の長い歴史があるのですが、ある

意味個人主義がまだまだ完全に成熟してないところだと思います。

「自分ががんになった」という情報は、本当はもっとも大事で機微な個人情報ですよね。

本人にがんを告知しないで家族に言うってことが30年前まではそうだった。がんの告知というそんな大事

な情報を本人の知らないところで家族や上司に伝えられ、治療方針も本人の知らないところで決めるなん

てことはたとえ高齢の患者さんであっても今ではありえない。

死を語ったり、そのための準備を『縁起でもない』という格好でふせておくということではなくて、もう少し

それをフランクに話しができた方が当事者にとって、自分の人生なり残された時間なりを主体的に考えら

れるようになるんじゃないか、高齢者だからといって敷かれたレールの上を走るだけではやっぱり今際のと

きに後悔するんじゃないかなと思います。

身体的に脆弱になり、様 な々疾患を持つようになる高齢期。
がんを発症した際、標準的な治療を選択できるのか？どの
程度の治療に耐えうるのか？それぞれの状態に応じて微妙
な選択を迫られることになります。九州がんセンター老年腫
瘍科、消化管・腫瘍内科(併任)の西嶋智洋医師による高齢
者機能評価（表１）は、医師、患者、その家族を含めて患者自
身への納得のいく医療の提供のみならず、生活の質、人生
の最終章に向けての備えをも包括した客観的な情報を提供
するものだと言えます。
アメリカで研鑽を積んだ西嶋智洋医師にお話を伺いました。

九州がんセンター老年腫瘍科、消化管・腫瘍内科(併任)
西嶋 智洋 さん

(ONLINEインタビュー 横川清司)

表1

高齢者とがん 
高齢者機能評価から

西嶋　私、ノースカロライナ大学でフェローシップをしたんですけれども、そこで初めて高齢者のがんを専

門にしている医師がいることを知ったんです。

ハイマン・マス＝Hyman Muss （North Carolina Univ.  Geriatric Oncology）という方で、彼自身高齢者です。

彼はいま70代。アメリカは、70歳を過ぎても現役で教授をやっているので、まあ、本当に人が好きっていう

んですかね。

アメリカに7年間いたので、医師とか研究者とかいろんな人と出会いましたが、彼は人種とか関係なく、目

標が明確で一生懸命やろうとしている人を全力で応援する。彼は、私が高齢者のがん医療を専門にするこ

とを理解し、私が成功するようにと、忙しい彼自身の時間を割いてくれるし、アドバイスもくれ、本当に親身

になってくれるような方ですね。

横川　人が大好きって、良い先生に出会えたってことですよね。

西嶋　そうなんですよ。彼を慕っている人は全米でもたくさんいます。

恩師との出会い

表１



西嶋　基本的にはそうです。私がまず聞くこととしては、誰と住んでるか、ベーシックなことですよね。私の

アプローチとしては、その方を中心として、今後治療していく場合に、その方が困るときがあるかもしれな

いですよね。副作用が出る、体力が落ちる、身の回りのことの世話が必要。そういうふうになった時に、まず

それを助けてくれる人は誰ですか？っていう聞き方なんですね。当然なぜかって言うと、同居してるからと

いって助けてくれるわけではない。むしろ自分が介護者かもしれないので。住んでなくても実際してくれる

人もいるかもしれないですし、なので私の質問は何人くらいそういうことを出来る人はいるかどうか。また、

それをしてくれる方の健康状態ですよね。出来る状況にあったとしても老々介護っていうかご高齢の夫婦

で住まわれている場合は配偶者の方も健康状態に問題がある場合もあるので、それがどのくらいなのか。

社会的な側面でいうと、やっぱりお金のことも少しは聞くようにしていて、この時点で金銭的に困っている

か。衣食住とかの当たり前のお金を払うためにすでに貯金を崩して生活していたりとか。ただ、そこまでの

話を聞くって時間がかかるんです。高齢者機能評価には面接技術が重要と考えています。多面的に必要な

エッセンスをお聞きして患者さんのことを理解していく。

横川　例えば、今課題になっている8050とかでいうと80歳の親が50歳の息子の経済的な支援をしていた

り、一人暮らしで女性だとまさに金銭的に医療費そのものに頼るだけのものを持っていなかったり、いろ

いろ問題があるんですね。むしろ、医療だけではないところにどれだけアプローチするかによって、本当に

適切な治療方法とかそういったものを選んでいかないとみんな破綻していってしまう恐れがあるので、あ

えてそこに着目してるんです。

西嶋　基本的に、家族がいる方は家族同席で診察しています。ご家族にその時間、一緒にいてほしいんで

すよ。私も聞きたいし。実際その人にも聞いてほしいし知ってほしい。じゃないと一緒に考えられないんで

すね。身体機能検査、認知機能検査そこの空間に一緒にいてどのくらい出来るのか、できないのか。そこは

やっぱりきちんと知ってほしいし、今言ったようなことを突き詰める。困ったとき、どのくらいご家族として

この方を助けられますか？というような話も聞いているんですね。そうなると実際ドキッとするわけですよ

ね。なったら困るかもしれないなと。

このような複雑なことを限られた時間の中で、高齢者機能評価の中で聞いています。その先の意思決定

支援までは、高齢者機能評価の中ではなかなかできません。しかし、高齢者機能評価を通して、患者さん

そして家族に考えるきっかけを与え、その後に主治医と話をする土台になることを期待しています。

西嶋　私は、高齢者機能評価の一部分でも出来る看護師が増えるようにっていうことで取り組んでいま

す。特に生活機能評価ですよね。生活機能評価って看護師さんもきちんと出来ると思うんです。ADLってい

う言葉を知らない看護師さんはいないと思いますが、患者さんが入院してしばらく観察したらわかる、では

ちょっと遅すぎると思います。そういうことじゃないんです本当は、この評価というものは。そういう見なく

西嶋　患者さんが、全身として今どういう健康状態にいるのかを明らかにします。がんのみならず、身体機

能、認知機能、こころの状態、そして社会的な側面から、見た目や印象ではなく、客観的な評価方法で患者

さんを診ます。

横川　身体的、精神的などはわかるのですが社会的というのはどういうことですか？その生活環境ってい

うのは、その人その人でみんな違っていて、例えば一人暮らしである、家族と同居である、家族はどのくらい

の構成かとか。あと、周辺の自分の生活環境、その地理的な環境もありますでしょうし、病院からどのくら

い離れてるかとか。そういったことも含めて話しをされるんですか？

高齢者機能評価

ナースプラクティショナー（診療看護師）

西嶋　意思決定って簡単な時と難しい時がありますよね。50歳の働き盛りの人が大腸がんになって転移

性です、治療しましょう、一番効く治療しましょう。それは、みんなたぶん迷わないんです。難しい時って、

何が正解かわからない時、患者さんの価値観や希望と現実の乖離が大きい時や、治療後の経過に不確実

性が高い時。まずコミュニケーションスキルが問われる。その方にとって何が大事かってことを考えましょ

うってエデュケーションはアメリカではメディカルトレーニングとして、ある程度されている。

コミュニケーションのスペシャリストとか、アメリカで一番こういうコミュニケーションが上手な人たちって

緩和ケア医なんですね。コミュニケーションが一番実は難しいんです。そのトレーニングをしっかり受けて

いる人たちが緩和ケアの中にいて、その人たちが意思決定を支援してくれます。どういったところで患者さ

んが引っかかっていて、どこをサポートしたら意思決定が出来るのかってことを大変よく精通しているの

で、そこまで技術なんです結局これも。私もそういうトレーニングは一緒に受けましたし、ちゃんとトレーニ

ングしたら出来るんです。技術と時間が必要なんです。私が言っていることはたぶん全部そこに繋がると

思います。高齢者機能評価も技術とそれをやるってことが仕事になる時間が必要なんです。その二つがな

い限り出来ない。

最初に戻りますけど、老年腫瘍学というのは、腫瘍学と老年医学の融合で、高齢者の特性そして脆弱性を

理解して、その人にあったがん治療をおこなう学問です。私は米国でこのような学問に触れて、良い腫瘍内

科医になるために重要な領域だと直感的に感じたことがこのフィールドに入り込むきっかけでした。この

分野を専門にするようなって、自身も一人の腫瘍内科医として、高齢者に対してより良いがん診療が出来る

ようになったという実感があります。

意思決定プロセス＝コミュニケーションスキル

てもその人がどのくらい出来ているんだろうかってことを評価するということなので。

アメリカって元々医者も多いんですけど、圧倒的にナースプラクティショナー（診療看護師）をどんどん増や

してるんです。ナースプラクティショナー、医師と看護師の中間ですよね。ある程度診療が出来るんです。

日本ではまだ普及していないと感じます。このような立場の医療者が日本でも増えて、高齢者のがん医療

に専門性を持って、何かの片手間ではなく、本業として従事してくれるとよいと思っています。新しいことを

やるっていうことなので、誰かが責任持ってそれを専門にやっていくっていうことが必要だと思います。

NPOでは、現在のコロナの影響を受けつつも様々な出会いを創出しています。
岐阜で毎月開催されている、リアルがんカフェ「きよまるcafe」参加者の温もりが最大の癒しです。

がんのこと@cafeがんのこと@cafe

毎月下旬の土曜日に開催。
全国との繋がりが新たな場を作る

毎月1度開催
10 11全国の仲間と一緒に考えることで俯瞰的な話し合い、

テーマ設定が魅力です。 リアルなつながりは特別です。

ONLINE Real
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春日　高齢者が「問題」として語られる時、社会から保護されるべき弱者という視点から語られることが

多いですよね。でも、「人生100年」時代、多くの高齢者が元気な時期と加齢に伴うフレイルや病や障害を持

ち人の支援が必要となる時期の二つの高齢期を生きるようになっています。そして私が問題と思うのは現

代日本の高齢者観がこの二つの時期で分断され連続性がないことです。

私は介護家族や虐待問題を抱えた家族の支援現場に永年関わり、家族の変化や支援について考えてきた

のですが、2015年以降、元気高齢者の暮らしや備え意識について聞き取り調査を始めました。その際、ど

なたにも質問した二つの問があります。「倒れた時にどうされるつもりですか？」と「最後はどこで誰に世話

して貰うつもりですか？子どもさんの世話になられるつもりですか？」です。

最近、「100歳まで生きる覚悟」という本を上梓された春日さんにインタビューさせていただきました。
「高齢者とがん」というテーマで編集するにあたって、治療の選択、暮らしの課題を整理します。
西嶋先生のインタビューに出てくる高齢者機能評価の中には暮らし、生活環境の評価もあります。
長寿化が進む社会での高齢者の暮らしの実態というのはどういう状況なのか？ひとり暮らしや高齢夫
婦世帯が増大し、子世代の方もシングル化、非正規雇用化が進み、家族環境は大幅に変わっています。
頼りにするつもりだった「嫁」「娘」は仕事に生きる時代です。その中でがんと暮らすということはどう考
えたらよいのか。私たちはどのような構造の上に将来を考えたらよいのか。
春日さんが現場に通って足で稼いだ研究をお話しいただきました。
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(インタビュー　横川清司)

倒れたら？最後は誰に？

家族社会学者家族社会学者

春日 キスヨさん春日 キスヨさん
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驚いたのが「成り行き任せ」「その時はそのとき」「考えても仕方のないことは考えない」という人が圧倒的

に多く、「私には金があるから何とかなる」という人もいました。それに8割以上の人が「子どもの世話にはな

らないつもり」って言われることです。

これにはびっくりしました。なぜなら、それまで支援現場で出会ったのは誰の支援を受けるか、これからど

うするか、関わってくれる子どもは誰かというのが大きな問題でしたから。ただ、普通の人はびっくりしない

と思うんです、元気な間はそれが当たり前なんでしょうから。

横川　ありえないですよね。

春日　そうなんです、倒れるというのは 体力、知力、気力が一挙に低下する時で、誰かの世話にならざるを

えない。世話にならない、なりたくないという気持ちはよくわかります。特に大事に育て上げ、立派に生きて

いる息子、娘には迷惑をかけたくない。親戚や支援者に迷惑かけても息子、娘の迷惑にはなりたくないみた

いなんです。でも、その場合は誰かがその息子・娘の代わりをしなくてはいけない。　

繋がりなど、簡単に作れるもんじゃない。どうすればいいのか？男性で特に困っている人は多い。だから、つ

ながりとして、一つは「かかりつけ医」としっかりした関係を日頃から作っておく。なかには病院にかからな

いのが自慢という人がいるじゃないですか。それはやめましょう。最低限かかりつけ医としっかりしたつな

がりがあれば他の支援に繋がる。同居家族や子どもや頼るべき親族がいない人が増えている現在、社会的

支援にどうやってつながれるかが一番のカギなんです。

これは法学者の唄孝一氏が整理した例なんです

が、要するに病に倒れた場合、誰かがこの九つの問

題への対処が迫られる。で、9つの内、まぁ、お金や

意思決定については自分でしとけばどうにかなる

かもしれません。でも、他の点に関しては人の世話

を受けるしかない。

さらに、地域の互助とか言われますがなかなか難

しい。文化活動や運動などでつながることは出来

ます。しかし、倒れた後の金の出し入れなどを頼む

横川　いいですねー。持病は大切と。

春日　はい。一病息災と言いますが持病は大切。でも、「かかりつけ医」とは何か。これは、私が関わる「お

ひとり様カフェ」なんかで出た話なんですが、夫が癌になって急性期病院から退院し、それまで夫も妻も

子供たちも通っていた近所の医院を受診し、「かかりつけ医として先生これからもよろしくお願いしま

す」って言ったら、医師から、「僕はお宅のかかりつけ医とは思っていなかった」って言われてすごくショッ

クだったって。かかりつけ医というのは相互了解関係だと思うんです。だから、「お願いします」と申し出、

医師の方も「いいですよ」という関係を作ってこそ成り立つ。で、いざ倒れたときに、一人暮らしであっても、

「先生来てくれ」って言える関係が大事だと思います。

「かかりつけ医」は要相互確認！

春日　長寿期を元気に暮らすためにはある程度のお金、筋力、ご近所力の三つのキンが必要だと思いま

す。その中でお金は難しいけど、近所力は努　力したら持てる部分がある。それに、筋肉力も散歩し運動し

たりすれば高齢期になっても蓄えることが出来る。近所力というのは例えば「お早ようございます」と交わ

す関係があるかどうか。例えば我が家の場合、黒柴犬がよく脱走するんですが、近所の人が一緒に探してく

れる。それは日頃から挨拶し合うし、もう一つ、夫の趣味が野菜づくりで野菜でつながる面があるから。

でも、地域の互助と言っても、病気になった時の食事の世話まではなかなか頼めません。

生ごみもね、仕分けして玄関まで出せば隣近所の人にお願い出来る場合もあるけど、仕分けまでは頼めな

三つのキン＝「お金・筋肉・ご近所」でも？
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初めまして。兵庫県在住のKayokoです。卵巣がんの術後から7年が経ちました。
病気がわかってから、食の大切さを本気で考えるようになりました。
がんになっても、前向きに生きることが出来るように、自分に合った食生活を考えて、
オーガニックや薬膳料理にたどりつきました。
婦人系のがんに影響をあたえると思われる農薬・化学肥料・抗生剤や過度の塩分や
糖質を控えるように気をつけています。
と言っても、私も病気になる前は甘いものや味付けの濃ゆいものが大好きでしたが、
今では素材そのものの味を楽しめるようになってきました。
たくさんの旬のオーガニック野菜・自然のお魚・エサに化学肥料が入っていない
平飼い地鶏や卵などを使って、「心身ともに優しいレシピ」をお届けできたらと思っています。
まだまだお話が続いてしまうので、今日はこのへんで。

2021年

【材料】

【作り方】

・たらの芽

①たらの芽を溶き卵につけて、振るった米粉をまぶす
②フライパンにオリーブオイルで①のたらの芽を両面
　さっくりと焼いて完成です

・溶き卵
・米粉
・オリーブオイル少々

4月22日
春になったらデトックス『たらの芽焼き』
お庭にたらの芽がでてきたので、米粉で焼きました。
たらの芽はカリウムと多彩なビタミン群が豊富で、
心臓に帰経で、糖尿病に血糖降下。腎臓病・肝炎・
神経痛・胃潰瘍などに効くと言われています。
昔、おじいちゃんがよくたらの芽を採ってきてくれました。
やまうるしの新芽と間違えないように注意です！

協力:Kayoko  (国際中医薬膳調理師)
構成:奥山 由香里

2021年

【材料】
・スズキの切り身  一切れ 
・ニラ 　2本
・生姜の薄切り 2枚 
・生姜の絞り汁  小さじ2杯 

・岩塩 少々

・昆布だしと
　干し椎茸の戻し汁 600cc

6月4日
浮腫みやだるさを解消したい時に
『鱸(スズキ)のスープ 』
梅雨ですね。今日は脚に浮腫みがあるので、浮腫みや
だるさを解消してくれるお料理を作ります。
今日の主人公は『古事記』にも登場する日本人に馴染み
深い旬のお魚『鱸(スズキ』です。
スズキは肝と腎の機能を正常にして、血や精力を補います。
健忘や不眠、貧血の改善に。また水分代謝を促進して、
むくみやだるさ解消に効果的です 。ニラと生姜は食欲を
刺激し、お腹を温めいたわってくれます。疲労回復に効果
的なビタミンBは皮に多いので食べてみてください。

2021年

【材料】

【作り方】

・卵　2こ

①鍋に全ての材料を混ぜて　人肌程度にあたためる。
②①をこして、ココットに(底に少しメープルシロップを入れ
　ておく)いれる。
③オーブン皿に熱湯を1センチほど入れたらココットを並べ
　180℃で20分ほどプリンモードをそれぞれの機種で選んでする。
④余熱をとってからお好みのジャムやシロップを。

・メープルシロップ 30g 弱
・豆乳　200cc

5月29日
食欲がない時に『豆乳プリン』

庭のジューンベリーの実がなりました。
暑さに向かうこの季節、おやつにかかせないつるんと
口当たりがよく補気の卵と豆乳で作る豆乳プリン。
今日は摘みたてのジューンベリーでジャムを作って、
プリンにのせてみました。冷やして召し上がってもよい
ですが私はすぐ食べちゃいます。
ジューンベリーの効能は老化を防ぐ・抗酸化作用・骨を
丈夫に・お腹の調子を整えるんだそうです。
とても簡単に出来るのでお試しください。

2021年4月26日
足の浮腫がひどくなってきそうだったので
漢方薬『排膿散及湯』を
飲んですっきり治りました。
いつも助けてもらっています。

春日　そうです。要するに、ピンコロで死にましょ

うと言われますが、超長寿時代というのはヨタヘ

ロ期とドタリ期を伴っている。だから、一回病に倒

れたとしてもまた回復してヨロヨロしながらでも生

きていく。この循環が何回かあるんですよね。だ

から、そこを生き抜く暮らしの知恵とつながりが

必要になる。

90～100歳くらいの方に大病なさったことがあり

ますか？と聞くと、80代くらいまで1、2回はしてお

られる方が多い、癌になるとか。癌に罹った人でも

今は長生きされますので。その時には誰を頼られ

ましたか？と聞くと、別居する娘がしてくれた、と

か。制度だけでなくそうした支え手がいるという人

が多い。でも団塊世代が長寿化し、子世代のシン

グル化が進むなかこうした状況も大きく変わって

いくと思います。だから、「その時はその時」「なる

ようにしかならない」ではなく、社会や支援制度

の変化に関心を持ち、知識・情報を集め、家族以

外のつながりをつくっておくなど、暮らしの備え、

高齢者観の転換が必要な時代になっていると思

うのです。

春日　そうそう80代の人が面白いことを言ってました。70代前半は気力も体力もあり、したいことは何で

もできた。70代後半過ぎたら、気力はあるけど体がついていかない。80を過ぎたら気力も体力もなくなり、

しなければならないことが出来なくなったって。

アクティブシニアって、元気高齢者を理想とする生き方で、元気なまま子世代の世話にならず100才まで生

きていけるみたいな高齢者観ですよね。でも、女性の死亡者数が最も多い年齢が93才という現代日本で

は、80から95くらいまでの15年間ほどは加齢で誰かの世話にならざるをえない歴然たる事実を踏まえた

高齢期の生き方・暮らし方、高齢者観が必要になっていると思います。

そのためには地域の拠点としての公民館や市民センターのあり方が問われてきます。現在、そうした場所

で何をしているかと言えば、介護予防の体操、古典や英会話などの学習が主で、現代の超長寿化と家族力

の低下が同時に進行する危機的な時代に必要な知識や暮らしの知識や知恵を学習し体験を交換し合う

場という性格は希薄ですよね。

横川　100歳になる前に様々な課題がでる、そこに向かっての勉強会ね。意識の変化、意識と同時に環境

の変化への対応力というか、そこに踏み込んでいかないと、これは乗り切れないですよね。

春日　健康寿命を延ばしたからといってピンピン・コロリと死ねるわけではない。運動に励み基礎体力が

つけばさらに長生きします。で、80代で死ねば助けてくれる子どもや兄弟姉妹も友達もいますが90を過ぎ

れば、子どもが先に逝く逆縁リスクも生じてくる。

横川　そうですね。本当に60過ぎて65過ぎて自分に何事も起きないっていうのが前提になってる。

アクティブシニアの落とし穴

い。同居や近居親族がいない場合、ヘルパーさんを頼るしかない。それが国が構想する介護保険制度を要

介護２まで総合事業化したり自費負担になったりすれば高齢者は路頭に迷うしかなくなります。家族力が

これだけ低下した現在、地域の互助力は不可欠です。でも、地域を耕し人材を発掘していかなきゃ、現在本

当に意欲的で熱意を持って地域を支えている人が潰れてしまうような流れが、やっぱりあると思います。
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2018-10-09「昨日書き忘れたこと」
大事なことは自分の長い人生において信念を貫き通すこと。頑張って生きていれば神様が、

必ず誰かが見てくれているということ。頑張っていれば、その先にきっといいことが待っているということ。

そして、樹木希林さんのお言葉をお借りしますが、どん底にあっても必ず一筋の光のようなものが見える、

救いのようなものがあるということ。私は、実感しています。

その再認識した思いを忘れることなくこれからも前を向いて歩いていきたいと思います。

2019-10-16「病気にはなったけど病人にはならない」
私、今日 誕生日を迎えました！

3年前 誕生日の10日後に大腸がんで肝臓にも転移があり、このままなら余命一年と宣告された私ですが

今日も元気に"本当に病気なんですか？"と驚かれる方もいるくらい(笑) 普通に生活しています。

私の生き方、病気や治療に対する考え方を理解し、支えて下さる全ての皆様に感謝です。

これからも病気にはなったけど病人にはならない、の精神で歩んでいきたいと思います。

2020-11-29「ガンになって見える景色が変わったけれど」
「ガンになってよかった」なんて思ったことは一度もありません。そりゃ、ならない方がいいに決まってますもん。

ただ、こうは思います。どん底に落ちたような気持ちになっても、不思議なもので気持ちが落ち着いてくると必ず

一筋の光のようなものが見えたな。世の中まだまだ捨てたもんじゃないという、

ありがたいことがいくつもあったな、と。

いい意味でも悪い意味でもガンになって見える景色は 健康に暮らしていた頃とは変わったと思います。

見える景色が変わったのではなく私の見る視点が変わったのかもしれません。

2021-02-04「生きる糧」
寂しい　悔しい　もどかしい

ガンという病気になって病と共に自分の人生を生きる中で自分の力や努力ではどうにもならない納得いかない

「この感情」に、初めて出会い、更にはコロナ禍の１年を過ごし、この感情は強くなりました。

何と戦っているのか分からない。コロナのバカヤロー！生命を維持する為には食べることは絶対的に

「生きる糧」であるけれど生きる活力となるのは 仕事をバリバリすること、人から求められること。

それこそが「生きてる！」を実感できる「生きる糧」となるのです。心臓が動いているだけではない。

本当の意味での生きることをちゃんとしたいんだ～！と、心の声を叫んでみました。

2021-04-06「普通に生きたい」
ガンになったからって、ステージ4であったって抗がん剤治療を続けているからって体調が悪くなる時だって、
そりゃ時々はありますが、体調が良い時は普通に生活できるし
それは決して無理をして元気に見せているのではないということ。
皆が知らないだけでそういう人は実は身近にもいるはずだということ。もっと知って欲しいなと思うのです。
私は、ただ普通に生きたいのです。それが、願いです。

2021-05-11「緩和ケアのお話」
初めて妻と二人で緩和ケアを訪れました。
私は、いつものスタンス。「"なるようになる。なるようにしかならない"と思っているから今、特別に悩みは…」
ということを言葉にする、妻はその言葉に反応しおそらく、初めて家族以外の他人の前で自分の苦しい気持ち、
ずっと苦しかったこと、どう頑張っても私と同じ心境にはなれない。
でも、受け入れなければという心の葛藤等を話し始めました。
まるで堰をきったように言葉が溢れ、涙が溢れ…妻の心が雪崩を起こしたようでした。
看護師さんは、そんな妻の背中を優しく撫でながら「頑張ってきましたもんね。四年半も、辛い思いをずっと抱えながら。
苦しかったですよね。大丈夫ですよ 大丈夫ですよ」妻が落ち着くまで、そう、声をかけ続けて下さいました。
本当にありがたかったです。
そして、これまでは面と向かってでは感情的になってしまい、ちゃんと向き合えていなかった妻の気持ちをようやく、
この機会に正面から受け止められたような気がしています。とても尊い時間だったそう思っています。

2021-06-07「私が受けた腹水治療は」
私が受けた治療は、カート(CART)療法というものでした。

3～4時間かけてお腹に差した針でゆっくりと腹水を抜き抜いた腹水をろ過しそれを、今度は点滴でやはり

3～4時間かけて体に戻すという治療でした。腹水には大切な栄養分も含まれているので、それは体に戻すのだそうです。

また、腹水も全て抜いたのではなく少し残っています。これは、体のバランスを崩さないようにするためだそうです。

なので、こちらは利尿剤で出しましょう！ということですね。今はそんな治療もあるのか！という感想でした。

妻や息子が調べてくれて私も初めて知った治療法でした。私が思ったのは情報や知識は必要だということ。

やる、やらない、はそれぞれの判断によりますが治療の選択肢としてどんなものがあるのか？

患者自身も知り、考え、医師と相談し、決断する そういう流れができるといいな、とそう思います。

2017-05-10「社会と繋がっているということ」
病気をして分かったこと。それは、社会と繋がっているということの大切さ。

治療する。でも、仕事もする。楽しいこともする。美味しいものも食べる。

無理をしてはいけないけれど治療を頑張るためにも、そういうことってすごく大事なことなのではないかと、

大島は思います。

2018-02-19「手を繋いで」
病院に着きました。今、採血の順番待ちです。今朝は病院に来るまでの道でも今、こうして待っている間も

妻と手を繋いでいます。幸せホルモンで免疫力がアップしますようにと、妻が隣で言っています(笑)

2017-09-21「私はスーパーウーマンじゃない！と泣いた妻」
「私は、スーパーウーマンなんかじゃないもん！そんなに強い人じゃないもん！何でも出来ちゃう人じゃないもん！

一人じゃ無理だもん！助けてほしいもん！」妻はそう言ってポロポロ涙をこぼしました。

家族は第二の患者であるを実感した瞬間でした。

妻は妻で、その小さな肩に何もかもを背負ったつもりで一人で踏ん張って踏ん張ってきたのでしょう。

大変だっただろうと思います。分かってはいるつもりでしたが…それぞれが黙って頑張るだけではなく、

時には分かち合うことも必要だったのかな？と気付きました。私もスーパーマンじゃない。妻もスーパーウーマンじゃない。

二人とも、強い面もあれば弱い面もある。二人とも出来ないことだってダメなところだっていっぱいある。

それでいいじゃないか。だからこそ、これからも寄り添いあって支えあって共に生きていければいい。

※ブログは日々更新中です。是非、Amebaからご一読ください。※本文ならびに写真はご本人の了解を得て転載しています。

「さぁ、今日も顔を上げていきましょう。」

～野球界のレジェンド大島康徳氏が日々の思いを綴るブログ「この道」を紹介します～

「皆様、よき一日を。」

2017-02-07 「今まで通り、普段通り」
実は大島、昨年10月下旬頃に病気が発覚しました。

病名は大腸がん。肝臓に転移があり。ステージは４です。

既に大腸の手術を終え、現在抗がん剤治療を行っております。

病気をきっかけにこれまで野球一筋に歩んできた大島に新たに歩むべき道ができました。

そして、今後の人生を前向きに生きる為に病気を公表することも決意しました。

前向きというと「大島頑張りますから！」的な重い感じに受け止められがちですが、それは少し違うかもしれません。

前向きというよりも、うつむかず、顔を上げて、自然体で生きる。
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がん医療における漢方の役割 抗がん剤の副作用と漢方薬

緩和ケアと漢方薬 外科手術・放射線治療と漢方薬

■漢方医学の役割
がん治療は、①抗がん剤による薬物治療、②手術、③放射線治療、の３つの「西洋医学」が治療の柱です。
最近では、「漢方医学」を西洋医学と一緒に取りいれることで、患者さんのQOL（生活の質）を考えた、
よりよいがん治療ができるようになってきました。
近年、がん治療に、漢方薬の効果が科学的に検証され、多くの結果が報告されています。

■漢方薬が「がん治療」に役立つこと
これまで、がん治療では、がんを治すことだけに目が向けられてきました。
しかし、最近は、がん治療にともなう苦痛をとることに、注目がされています。
治療で低下する患者さんのQOL（生活の質）を維持・向上するため、
心身の状態や気力の充実など「全人的」な医療が大切になってきます。
漢方医学には、ココロとカラダは一体と考える「心身一如（しんしんいち
にょ）という考え方があり、全人的な医療を実践しています。
漢方薬は、抗がん剤の副作用、手術や放射線治療の合併症、がんの進
行による心身の苦痛を和らげる手段などに、たいへん期待されています。

放射線治療抗がん剤治療

外科手術

漢方薬

症状 漢方処方

症状 漢方処方

■抗がん剤の副作用に役立つ漢方薬
抗がん剤を使ったことのある約９割の患者さんは、「倦怠感・疲れ」「食欲不振」「吐き気・おう吐」などの副作用を経験して
います。しかし、その副作用を和らげるために、薬を処方された患者さんは、全体の半分にすぎません。※
抗がん剤は、がん細胞だけでなく、骨髄、白血球、胃腸の粘膜など、細胞分裂の盛んな細胞にも、ダメージをあたえます。
そのため、免疫力の低下、白血球や血小板の減少、貧血、食欲低下、下痢、吐き気、脱毛などの副作用が、患者さんを
苦しめます。これらの抗がん剤の副作用に、漢方薬が、積極的に使われています。
薬物治療で最も大切なことは、定められた抗がん剤の量を、副作用などで中断することなく、決められた期間続けることです。
そのためにも副作用対策は大切です。漢方薬は、がん治療に大きく貢献しています。
※出典︓ 大規模患者調査
漢方薬だけですべての副作用が改善されるわけではありません。

※漢方薬だけですべての症状を治療するわけではありません。

漢方相談の出来る病院検索ができます。

抗がん剤の副作用だけでなく、手術や放射線治療の合併症に、漢方薬はよく使われています。
なかでも、開腹手術後におこる腸閉塞（手術後に腸の動きが悪くなり、内容物がとどこおる状態、
イレウスともいう）に、漢方薬の効果は広く知られています。
近年では、米国でその効果を科学的に検証する臨床試験が、始まっています。

舌がん、喉頭がん、食道がん、前立腺がんなどに放射線治療が行われます。
この放射線治療による皮膚の症状、口内炎などの合併症にも、漢方薬が使われています。
■効果が報告されている漢方薬の一例

外科手術 放射線治療

症状 漢方処方 症状 漢方処方

腹部膨満感 大建中湯 口内炎 半夏瀉心湯

食欲不振 六君子湯 咳 麦門冬湯

肺がん術後などの咳 麦門冬湯 腹部膨満感 大建中湯

排尿障害 牛車腎気丸 皮膚炎 紫雲膏

全身倦怠感 補中益気湯、十全大補湯

浮腫 紫苓湯、五苓散
監修 今津嘉宏（芝大門いまづクリニック）

※ より転載
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