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「人」をまるごと見る全人的医療 

―がんになってもその人らしい生き方を― 

鈴木 瞳 

 

要旨 

 

本稿は、筆者が医師としてがん患者さんと接する日々を通じて感じたことや日頃考えている医療への
取り組み方について論じたものである。初めて参加した 2021 年の臨床教育人間学講義では、異職種の
外部講師の方々の新鮮な講演や学生の皆さんとの深い対話から学んだことがいくつもあり、自身にと
ってこれ以上ない有意義な機会であった。担当した講義の中で触れた「がんサバイバーシップ」およ
び「全人的医療」について述べていきたい。「がん」について、日常生活で自分から話題にすることは
ほとんどないであろう。本稿を通じて、一人ひとりが「がん」や「全人的医療」に関して考える機会
になれば幸いである。 

  

１．乳がんの罹患とがん患者の苦悩 

 筆者が医師となり、主に乳がん診療を行うようになったのは、臨床初期研修医を終え医師 3年目となった 2012

年のことである。恩師であり東京の母でもある山内英子医師の元で、エビデンスに基づいた正確な診断・治療
のみでなく、患者さんに寄り添う医療の在り方について日々研鑽を積むことができた。 

がん診療というのは非常に奥が深く、考えさせられることが多い。2 人に 1 人ががんに罹患する時代。特に乳
がんは、日本人女性の 8～9 人に 1 人が生涯のうちで罹患する非常に身近な疾患である。このうち治癒せず死亡
に至るのは 3 割程度で、7 割は乳がんになっても死なない。治るなら良いではないかと思うかもしれないが、実
際の患者さんにとっては「死なないけれど、がん患者である」という状況は時に受け入れがたく非常に苦しい。
まず、完治した場合でも、一生「自分はいつか再発するのではないか」という恐怖や不安と向き合うことにな
る。そして、いざ再発した場合には、薬を使った治療が一生続き、時として「死」を常に意識しながら過ごす
ことになる。 

また、筆者の専門である乳がんの好発年齢は 40 歳代、50 歳代で、30 歳代での罹患も増えている。他のがん種
と比べて比較的若い年齢で罹患するということは、「仕事、結婚出産、育児」など、まさにこれから！という時
にがんを経験する患者さんが多いということである。そして若くしてがんになった人は、治療後も、がん患者
としての人生が長く続くのである。 

このように、患者さんに一生ついて回るのが、「がん患者」というレッテルとも言われかねない肩書と再発や
死への恐怖であり、なかなか周囲の人から理解を得ることが難しい問題である。 

がんという病態を手術や薬で治すことはできても、ひと通りの治療を終えた患者さんが直面するこのような課
題を容易に解決することはできない。そこで生まれたのが、がんサバイバーシップケアという概念である。 

 

 

２．がんサバイバーシップ 

がんサバイバーシップとは、がんの状態や治療内容・治療段階によらず、がんと診断された後のすべての経験
を意味する言葉である。そしてがんサバイバーとは、「がんが治癒した人だけを意味するのではなく、がんの診
断を受けた時から死を迎えるまでのすべての段階にある人」と定義されている 1)。 
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治療とのジャーニーの中で変えるべきものを変える勇気を持ちながら共に歩んでいきたいと日々願って、これを祈る。
これから学生が人生を歩んでいく時、変えたくても変えられないものにたくさん直面すると思う。その中で変えられな
いものを受け入れる平静さと変えるべきものを変える勇気を持ちながら歩んでいただきたいと祈りつつ。 

 
註 
1) 以上は京都大学教育人間学概論 II（京都大学齋藤直子氏・秋山知宏氏）において、2022 年 1 月 12 日学生に対

しておこなった対話型授業の内容をまとめたものである。 
 
 
引用文献 
山内英子（2015）『あなたらしく生きる』（東京：日本キリスト教団出版局） 

 
 

(やまうちひでこ 聖路加国際大学聖路加国際病院乳腺外科医師)  
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（１）がんサバイバーシップの歴史 

サバイバーという言葉から、「生還した人」「がんに打ち勝った人」と解釈されがちであるが、どちらかという
と「経験者」というニュアンスに近い。そして、がんサバイバーとは、がんと診断された患者さんはもちろん、
その人の家族、友人、ケアにあたる人々をも指し示す言葉である。これは、周囲の人もがんになった当人のサ
バイバーシップ体験から強い影響を受けるためだと言われている。 

さて、この概念の歴史を振り返ってみる。1985 年に、米国の医師でありがんサバイバーでもある Mullan 

Fitzhug が、疾患の治療のみを実施する医療から治療後の患者のライフスタイルにも注力することを提唱した 2)。
そして翌 1986年には、がんを経験した患者 25名からなる National Coalition for Cancer Survivor（NCCS）が結成
された。その後、約 20年かかって、2006年に全米医学アカデミーから「From Cancer Patient to Cancer Survivor: 

Lost in Transition」という報告書 3)が刊行され、医療の中に「がんサバイバーシップ」という概念が位置づけられ
た。日本ではさらに遅れて、2012年に初めて、がん対策問題として国が取り組むべき課題だと認識された 4)。こ
のように長い歴史を経て徐々に浸透してきた考えなのである。 

 

（２）一人ひとりが考えるがんサバイバーシップケア 

では、がんサバイバーにとって理想的な社会とはどんなものだろうか。 

まずは、がんになって治療したら、それまでの生活と何がどのように変わるのか検討する。 

脱毛や生殖機能への影響といった薬物療法による副作用、手術による傷や体の一部の欠損、頻回な通院やかさ
む治療費、制限のある運動や食事、何年も毎日続く飲み薬。 

治療が終了したらこれらの影響は完全になくなるのだろうか。 

見た目の変化から恋愛できない人もいれば妊娠出産が難しくなることもある。手術の影響で仕事に支障が出る
ことも、保険に入れなくなる人もいる。手術の傷とは治るまで日々対峙することになる。 

精神的な変化はどうだろうか。 

家族や友人とこれまでと同じように接してもらえるか、親より先に死んでしまわないか、仕事はクビにならな
いか、職場で腫れもののように扱われないか、パートナーとの関係に影響が出ないか、子供の成長を見届けら
れるか。がんになる前の人生設計と比べ、将来に数々の不安をもたらし悲観的になるのである。 

このように、がんというのは、体を蝕むだけでなく、長期的な影響を及ぼしうる病態である。 

仕事を続けたい、家族や友人と楽しい時間を過ごしたい、外見に自信を持ちたい、子供を産みたい。このよう
な希望は、がんサバイバーにとっては大きな一歩であり、時に高いハードルである。 

しかし、がんをきっかけに多くを諦める人生を送るべきではない。がんになっても、自分らしさを失わずに生
きられる社会の実現を切に願っている。 

自分はがんになっていなくとも、家族や友人、職場の人ではどうだろうかと考えると、途端にがんは身近なも
のになり、自身ががんサバイバーに当てはまるという人も実は多いのではないだろうか。 

がんサバイバーにとって、いかなる社会が必要で、どのように貢献できるのか、その考え方は多種多様であろ
う。これを読んで下さっている方が、「がん」について学び、がんサバイバーシップや社会全体の在り方につい
て考えるきっかけになれば幸いである。 

 

 

３．全人的医療 

筆者が医師になった最初の頃は、早く手術や手技がうまくなりたいと思って必死に練習したし、とにかく論文
や教科書を読み漁って知識を増やそうとしていた。もちろんそれらは、患者さんのために必要不可欠なことで
ある。しかしながら、「ただ手術をこなす、ただ薬を処方する、短時間で多くの患者さんを診察する」これらは
経験や知識があれば誰しもできる医師業務である。しかし本当にそれだけで、患者さんを救っていると言える
のだろうか。 

私はこれまで数多くの癌患者さんやそのご家族の人生に触れてきた。 

102 ©2022 The Author
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「どんなつらい治療でもいいから、抗がん剤をどんどん使って治してほしい」 

「死ぬときは家で大好きな音楽を聴きながら死にたい」 

「子供が３人いてもまだ生みたいから、妊娠できない体になる治療は絶対に嫌だ」 

「家族には絶対に病気についてバレたくないから治療はしない」 

「手術で乳房を失ったら死んだも同然だ」 

「治療費を稼ぐために仕事は絶対にやめられない」 

「仕事は一生できないと思って癌の診断がついてすぐに退職した」 

「自分は癌で死んでもいいからお腹の子供だけは助けてほしい」 

1000 人いれば 1000 通りの考え方や価値観があることを実感してきたし、本人と家族で意見が食い違う現場も
多く見てきた。こうした経験を通して大切にしたいと思っているのは、先に述べた通り、その人らしさを失わ
ない医療の実現である。それは病気を治療するだけでなく、患者さんの人生のサポートを重視する医療を意味
している。その目指すところは、病気を治すのではなく、その人をまるごと治すという「全人的医療」である。 

 

（１）全人的医療の実践 

もともと「疾患」の治療においては、Evidenced based medicine（EBM）、つまり根拠に基づく治療が重視され
てきたが、全人的医療では、EBMのみでなく、Narrative based medicine（NBM）をも考慮したアプローチである。
患者さんとの対話やその人の人生に基づいて提供される医療と言われる(5)。EBMと NBMは、互いに補完し合う
ものであり、この自然科学的な思想と人文学的思想が交わることで、真の医療になるのではないかと考えられ
ている。 

筆者の理想とする医師像は、「こんなことを医師に聞いても良いのかな」と患者さんに気を遣わせることなく
何でも気軽に話せる医療者であり、その対話を通じて患者さんの人生背景を理解し、その人らしい治療を提案
できる医療者である。これには時間もかかるし精神力もいる。あらゆる分野の研鑽も必要である。しかし、こ
うした全人的医療を通して患者さんのがん治療に伴走すること、自分自身も常に成長しながら患者さんに還元
していくこと、これこそが、医師としての醍醐味であり最大の使命であると感じている。 

 

（２）全人的医療のがんサバイバーシップケアへの応用 

この全人的医療を生かしたがんサバイバーシップケアが、医療者だけにとどまらず、今後社会全体においても
重要であると確信している。 

例えば以下のような場面に直面するのは決して医療者だけではない。 

・がんになった親が、子供にどう病気について伝えたらよいのか 

・治療による脱毛で外出したくないという祖母にどう声をかけるか 

・職場の部下から手術で重いものが持てなくなるかもしれないが退職すべきかと聞かれたらどう答えるか 

・パートナーから治療で妊娠できなくなるかもしれないと打ち明けられたらどうするか 

・治療費がないから高い抗がん剤治療は受けないと母から言われたらどうするか 

これらの問いへの正解は一つではないはずである。そして、全人的なアプローチが、それぞれの答えの鍵とな
るだろう。人文学を学ぶことは、人間性豊かで効果的ながんサバイバーシップケアの実現に繋がる可能性があ
る。目の前のがんサバイバーをより深く観察し、分析し、情緒共有や内省のスキルが磨かれることで、その人
の必要とするサポートができるようになるだろう。 

全人的な考え方が社会に浸透し、患者さんがその人らしく過ごせるような手助けが自然と生まれるような世の
中を築いていくことが大切である。 

 

 
註 
1) 国立がん研究センターがん対策情報センター  がん専門相談員のための学習の手引きを参考とした。 
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2) 米国において，1985 年に New England Journal of Medicine に『Seasons of survival: reflections of a physician with cancer』
というエッセイが掲載された。 

3) Institute of Medicine. (2006). From cancer patient to cancer survivor: lost in transition. Committee on Cancer Survivorship: 
Improving Care and Quality of Life. として提唱された。 

4) 第 2 期がん対策推進基本計画にて取り組むべき課題として掲げられた。 
5) 全人的医療は，いわば総合的人間学の実践で ある．そこに，合理的方法論，科学的評価がなくてはならないと

（Nagata 1995）で述べられている。 
 
 
引用文献 
がん情報サービス HOME：[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ] (https://ganjoho.jp/public/index.html) 

2022 年 5 月 24 日最終閲覧 
厚生労働省 HP がん対策推進基本計画 (mhlw.go.jp) 2022年 5月 24日最終閲覧 
Institute of Medicine and National Research Council. 2006. From Cancer Patient to Cancer Survivor: Lost in Transition.  
Mullan, F. (1985) Seasons of Survival: reflections of a physician with cancer. NEJM. 313(25):270-273 
Nagata, K. (1995) Comprehensive Medicine based on Bio psycho-socio-existential Medicine. Comprehensive Medicine1（1）：15-

34, Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/11468. 
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(すずきひとみ 一宮西病院乳腺・内分泌外科)  
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