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　「マレーシアのホスピスで、お茶でいっぷく」
 名古屋掖済会病院 緩和医療科 部長

家田　秀明
　

はじめに
　
本稿に寄稿いただいた伊藤悠温さんは臨床仏教研究所のスピリチュアルケア研修で当院にて臨床仏

教師の資格を取られた方です。北海道大学を出られた後に地元名古屋の住職としてのお仕事もなされ
ながら、ボランティアとしても当院でお茶会の催しやら興味あるお話をして下さっています。当院で
はこのような僧侶の方が今では 3 人も気軽に入ってこられて患者さんの日頃の苦悩に向き合って下さ
っています。現在伊藤悠温さんは東南アジアにて臨床宗教師としてご活躍なされており、世界の様々
な事情をお伝えして下さっています。

お茶のようにちょっと一服、一息いただければ幸いです。

伊藤　悠温（臨床仏教師）

「お茶でもどうですか？」「有難う、でも私はコピ（コーヒー）の方が好きだわ。お願いできる？」「私
はプーアル茶をお願いします」―ここは浄蓮慈悲院という名前のホスピス。マレーシア北部・ペナン
島の中にある 7 床だけの小さな施設です。10 名ほどの職員とボランティアが常駐しており、静かで温
かく、いつも家庭的な雰囲気が漂っています。設備は日本の医療現場と大差ありませんが、（介助が
必要な方を除いて）食事がセルフサービスであることや、仏堂があって定期的に読経会が行われてい
ることは大きな違いとして挙げられるでしょう。ご存知の方もおいででしょうが、マレーシアは多民
族・多宗教の国家です。このホスピスは中華系である華人の方が開いた仏教系ホスピスであり、職員・
患者も華人がほとんどですが、マレー系やインド系の方もいらっしゃいます。施設内ではマレー語や
中国語や福建語、白人のボランティアの方が来れば英語も飛び交い、日本人である私にとっては多民
族国家独特の生活環境はとても興味深く感じられます。

私は現在ペナン島で生活（僧侶として布教活動）していますが、このホスピスでは臨床仏教師として、
傾聴活動やお茶を振る舞うといったボランティア活動を行っています。臨床仏教師は仏教教義を説く
布教活動ではなく、（仏教者としての信仰を胸に保ちながら）仏教でいう生老病死、つまり私たちが日々
の生活で遭遇するあらゆる種類の苦しみに向き合い、人々のそうした苦しみに寄り添っていこうと努
める活動を行います。自死遺族支援、貧困支援、高齢者福祉など活動の領域は様々ですが、私は資格
を取得する前から日本の終末医療の現場でボランティア活動を行ってきました。

とはいえ、こうした活動を行うときに「私は傾聴活動をしています。どうぞ悩みをお話下さい！」
では、かえって話しにくくなるのは当然のこと。目の前にいる相手は人生で今日が初対面、という方
がほとんど。そうした面識もない相手を前に何をしようか考えた結果、始めたのがお茶でいっぷくの
呈茶活動でした。日本ではお抹茶や煎茶。マレーシアでは中国茶やコーヒー。それぞれ場所によって
好みが変わるのが面白いところですが、お茶菓子とあわせてお出しすると、自然と会話が弾むのは不
思議なことです。「お茶を飲んでひと息ついて、まずは気軽におしゃべりを楽しもう」―趣味の延長
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でもあったこの活動は思った以上に反応が大きく、現在では職員の方も含め、「楽しみに待ってたん
ですよ」「今日は〇〇が飲みたいです」と言った嬉しい言葉もいただくことが多くなりました。

こうした活動をする中で特に印象深いのは、やはり予後幾ばくもない患者さんの言葉。「あぁ、と
っても美味しい。以前はよく飲んでいたものだから。最期にこんなに美味しい一杯がいただけるなん
て思いもしなかった。幸せです。どうも有難う」。こうした言葉を述べて下さる方は（国に関係なく）
案外と多いのですが、初めはこの言葉の意味をあまり理解できていませんでした。しかし、活動を続
けるにつれて分かったことがあります。それは、お茶（コーヒー）を片手に誰かといっぷくする時間は、
私たちにとって「何の変哲もない日常」のひと時を与えてくれるものだということです。考えてみれ
ば当たり前のことですが、どんなにホスピスが居心地よい雰囲気であっても、そこはやはり患者さん
にとって日常生活の空間ではないのだということです。

「妻がいれてくれるコーヒーが美味しくてね、一緒にテレビを見ながら飲んだんだ」「孫が金曜日
に来てくれて、とりとめもないおしゃべりをするのが楽しみだったわ」。おしゃべりの中で色々な方
が話されるのはこうしたありふれた日常のひとコマ。私にできるのは一杯のお茶を出すことぐらいで
すが、目の前でしみじみと話される表情を見つめながら、いつも傾聴とは、寄り添うとは何だろうと
考えています。何の変哲もないいっぷくの時間がほんのひと時、誰かにとってありふれた日常の時間
となればと願うばかりです。煎茶、抹茶、コーヒー、烏龍茶、プーアル茶、紅茶、今日はどんなお茶
を持って行こうかと考える毎日です。

36 年目の「ヒポクラテスたち」・対話篇

東北労災病院 腫瘍内科　丹田　滋

～職員食堂で出会ったがん治療医Aと緩和ケア医Bとの対話～
A「先日は（患者）Cさんを看取ってもらって、ありがとうね」
B「こちらこそ、結構長い期間を担当させてもらって本人や家族と良い関係ができたと思うよ」
A「そうだね。あの方は最後のケモ（抗がん剤療法）を終えてから、そちらのケアが良かったと思う

　けど、こちらが予想していたよりずっと延命されたよね」
B「その余命予測って、どうやるの？」
A「余命の『予測』はできないでしょう。Cさんは、ケモ中止の時点で大小含めて多発肺転移の状況　

だったから半年以内かなと勘と経験と度胸で『予想』したけど、結局1年以上すごされたので」
B「がん診断時に担当医から『余命×カ月』と告げられた、という話はよく聞くよね」
A「あるがん種のステージごとの生存期間中央値（Median Survival Time）というデータはもちろん

あるけど、その値を『余命』期間としてそのまま目の前の患者さんやご家族に告げるのはナン
センスでしょう。よく言うけど『5年生存率』というデータも少なくとも5年前に治療を開始した
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患者さんグループの成績なわけだし。ある治療レジメンをはじめるときに『先行研究では、この
状況でのこの治療が有効な期間（Progression Free Survival）は×カ月でした』とは言えるかも
しれないけど、これも効いた患者さん（responder）と効かなかった患者さん(non-responder)では
大違いだよ」

B「さすがに発展著しい抗がん剤治療の先生らしい言い方だね」 
A「逆に緩和医療の分野では生命予後予測について、さまざまな研究がされていると聞くけど」
B「自他覚所見で余命が週単位であるとか月単位であるとか判断するツールだね」
A「そうしたツールがend of life care段階に使うものだとしたら、抗がん剤治療の適応判断にはあま

り参考になりそうもないね」
B「さっきの『最後のケモ』だけど、やる・やらないの見極めや、ほんとの終了はどうやって決めて

いるの？」
A「総論的には本人の意向・体力（臓器機能）とエビデンス（医学的適応）ということになるけど」
B「そうしたものが一致すればいいのだろうけど。たとえばレジメンもあとに（既治療レジメン数が

多く）なればなるほど確固としたエビデンスは少なくなるよね」
A「おっしゃるとおりだし、ご存じのようにがん種によっては新薬がつぎつぎと登場して治療ガイド

ラインでの立ち位置（投与順序など）を争っている状況。さらに近年登場した免疫チェックポイ
ント阻害薬のインパクトは医療費の問題も含めて治療分野ではとてつもなく大きい。意思決定や
ACP (Advance Care Planning)で情報提供が重要とあれば一通り、患者さんにはお話せざるをえ
ないし…」

B「というと治療医の立場では、抗がん剤治療は『やめ時がない』の？」
A「以前は抗がん治療をやめたら、たちまちがんが進行して患者さんが亡くなってしまうと思ってい

たけどそうじゃないこともある、Cさんのように。その感覚を裏付けてくれたのが、例のTemel
グループの研究（2010年、NEJMなど）だろうね。進行がんにおいては、と条件をつけるけど抗
がん剤治療のやめ時は、患者さんの心の声を尋ねることが有力な判断材料というかとても大切」

B「ならば医者から見たら有害無益という状況で患者さん自身に、それでも抗がん剤治療を続行して
くれと言われたら？」

A「いるね、そうした患者さんは確かに。何人ものイケてる治療医がすでに指摘しているように、そ
の抗がん剤治療の目的がなんなのか、患者さん自身を本当にhappyにするかどうかを考えてもら
うことかな。『抗がん剤治療に積極的な治療医である私からみても、いまの状況での抗がん剤治
療はかえってあなたの足を引っ張って寿命を短くすると思えます』と説明すれば、ほぼ全員が納
得してくれると思うけど」

B「きみの専門性が、そこでは役立つわけだね」
A「ふふふ、それまでの治療を担当している期間の長さや、その間のつきあい方、つまり患者さんと

の信頼関係が説得力を増していると言ってほしいな」
B「これは失礼。いつも思うんだけど、進行がんの治療レジメンが悪化（Progressive Disease）によ

って変更・終了する時って治療担当医にも辛いよね？」
A「深刻な bad news tellingだよね。昔はぼくも悩んだけれど、あるときASCOの教育カリキュラム

である言葉をみつけて正直救われたような気がしたよ」
B「どういった？」
A「ここにメモしているけど『標準的治療を受けていても、多くの患者は残念ながら治癒には至ら

ない。悪性疾患の再発について(医師が）個人的な失敗や責任と感じる必要はない（It makes no 
sense to feel personal failure or responsibility for recurrence of the malignancy.）失敗したとい
うこの医師の個人的な感情が患者や家族とのコミュニケーションにおいてどのような影響を与え
るかに気づくべきである』」

B「なるほどね」
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A「PDという事実は目の前の患者さんには痛烈な打撃であることは理解しつつ、その時点での最善策
を希望が失われないように相談・決定していくのがこちらの仕事。そのPDがこちらの責任・ミス
と考えていたら、がん治療医なんて仕事はとてもやってはいられない」

B「その話は現時点での標準的治療を提供している、という大前提があればこそだよね？」
A「そうそう。だから、標準的とはされないエビデンスに乏しいある種の免疫療法や放置療法を患者

さんに勧めている医師の心中はいかばかりか、と思うけどね」
B「おたがい話はつきないね」
A「こちらにも緩和の先生方にはお尋ねすること、申したいことはいろいろとあるよ」
B「それを聴くのも緩和の仕事だからね、いつでもどうぞ。きょうのところは午後の仕事がはじまる

けど」
A「では、また次の機会に」

インドがんセンター訪問記

慶應義塾大学医学部 精神・神経科 / 緩和ケアセンター
藤澤　大介

インドのハイデラバードで、インド No.1 のがんセンターに表彰された Indo-American Institute of 
Cancer,Hyderabad を視察する機会を得ました。異なる文化・背景の実態を知ることは、私たちの日
常を新たな視点で見返す機会になるかもしれないと思い、寄稿いたします。

病床数約 400 床、医師数約 150 人のこの病院は、私費保険（全国民の約 2%）の患者と公費保険（州
の保険）の患者向けの建物に分かれています。公費保険では受けられる医療が限られており、例えば
モルヒネを含むいくつかの治療費は無料だが緩和ケア医の診察は対象外です。

がん医療で最も衝撃的だったことは、家族中心的なこの社会において、患者さん本人が自分の病名
や治療内容を聞くことは 5% くらいにすぎない、ということです。診察室にはまず家族が大勢どやど
やと押しかけて（患者さんは診察室の前で待っていて）、患者の症状、「病名は伝えないで」などとい
うことを話し、医師は患者さんをちら見して終わり、というのが典型的な診察ということでした。（参
考：病名を知っている率が著しく低い実態：Chittem M, et al. Psycho-oncology 2015）。日本でもご高
齢の患者さんなどで本人に病名を伝えないよう言ってくる家族はいますよ、と話したら、「老人は死
ぬことを意識して生きているのだから隠す理由がわからない。むしろ伝えたがらないのは若い人達に
だ」という回答が印象に残りました。

大家族が基本のこの社会では、病気をはじめ困ったことが起きた時には自分が考えるよりも家族に
判断を委ねることに慣れていて、病名を知らないこと自体はあまり本人も気にしていないことが多い
そうですが、それよりも問題なのは、本人と家族とのコミュニケーションが乏しくなる（病気に関し
てだけでなくコミュニケーション全般が希薄になる）ことと、医師が患者さん本人と接する時間が極
めて短い事で、その結果として、患者さんの実際の身体状況を踏まえて支持療法を提供されることが
困難ということでした。

典型的な入院患者さんの回診は、1人の医師が100～200人くらい。一人にかける時間は30秒～20分。
長く診療時間を割く患者さんの特徴は、患者さんや家族の側から質問があった場合で、症例負荷の大
きさを考えると、医師へのコミュニケーション・スキル研修会よりも、質問促進シートのように患者
さん側に働きかける介入の方が現実的かもしれない、という話題になりました。さらに、患者さんの
40% が文盲で、薬の説明書は英語しかなくて理解できる人はさらに少ない、など医療以前の社会構造
の問題も透けて見えました。ちなみにインドのオンコロジスト：患者比は 2,000:1 です（アメリカは
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100:1）。
家族中心社会は病室の様子にも表れていて、個室・大部屋を問わず、患者さんのベッドの脇には家

族用のベッドがあります（写真①）。患者さんが入院すると誰かが必ず付き添います。cubicle と呼ば
れるプライバシーのない大部屋（写真②）でもそれは同じです。

医師は（多くが欧米豪で訓練を受けているためでしょうか）、概して温かく紳士的でしたが、「緩和
ケアも心のケアも大切にしたいのだけど、とにかく症例が多すぎてどうしていいかわかない」という
感じでした。看護師の数がとても少なく（印象では 100 人くらいの病棟に数人）、十分なトレーニン
グを受けていないために、それが支持療法のレベルと著しく制限しているようでした。

緩和ケア医は国土に 2,000 人くらいいるとのこと（私信なので正確な数は不明です）ですが、疼痛
管理以外で紹介されることは稀で、医師への啓発が必要だと言っていました。がんセンター常駐の精
神科医もいましたが、「医師からせん妄以外で紹介が来ることはまずないから、ソーシャルワーカー
から紹介してもらうことが多い」とのことでした。

インドはほとんどが在宅死です。病院死でない理由は、金銭的理由の他、病院に入院していても看
護にあたる人は家族なので、家にいるのと同じで、わざわざ病院まで来る意味がないからだそうです。
緩和ケア医にかかる患者さんはごくわずかで、最期まで主治医（オンコロジスト）か地元医師が主治
医です。終末期では家族の誰かが医師のところに来て病状を説明し（時にはスマホで写真を見せなが
ら）、薬をもらって帰る、あるいは、医師に電話をかけて指示を受ける、という感じだそうです。ホ
スピスはほとんど老人ホームに近い状態で空きがなかなか出ないようです。

他に面白かったのは、診察室や病室には靴を脱いで入るという慣習で、各診察室入口に大きな下駄
箱がありました。衛生的な意味はあまりなさそうだなぁと思っていましたら、町のモスクで建物の敷
地に入る時に靴を脱ぐ風習を見て、こういった精神性から来ているのかもしれないと面白く思いまし
た。そのような目で見直すと私たちの日常でも科学的には不要な慣習が色々あるかもしれませんね。

最後に、日本の様子を尋ねられましたので、がん対策基本法、がん診療連携拠点病院、緩和ケアチ
ームの要件などを話してきました。PEACE 研修会みたいな研修を自分たちもできたらいいなぁと、
興味を持って受け入れられました。世界に誇れる日本の緩和ケア制度ですね。本学会に感謝です。

写真① 写真②
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スピリチュアルペイン、緩和ケア病棟における音楽のちから

栃木県済生会宇都宮病院 緩和ケア科
粕田　晴之

当院の緩和ケア病棟は 20 床。院外からの紹介患者は緩和ケア科医師が受け持ちとなりますが、院
内各診療科からの入棟患者は当該診療科主治医が引き続き受け持ち、緩和ケア科医師は主治医をサポ
ートする役割を担っています。各診療科からの指示だしが診療科ごとまちまちになると看護業務にも
差し支えるので、バイタル測定・治療・検査の適応やモルヒネの皮下注方法など、緩和ケア病棟とし
て一定のルールを設定しています。

緩和ケア科医師は入棟判定会議で入棟可否をチェックし、入棟後はすべての患者を毎日回診し、必
要に応じて主治医にアドバイスし、主治医が手術・検査などで対応できない場合は、緊急性の程度に
応じて診療を代行しています。主治医と緩和ケア科医と、ダブルの眼で患者さん・ご家族を診ること
ができ、見逃しの少ない体制だと感じています。

今日は、その緩和ケア病棟での、音楽のチョッとしたきっかけがスピリチュアルペインを癒したお
話を紹介させていただきます。

前立腺がんの終末期、腹膜播種で経口摂取も困難になった患者さんが緩和ケア病棟に転棟してきま
した。当時は、室内だけでも歩けるようになりたいという意欲があり、指導すればベッド上で膝を持
ちあげる動作に取り組むなどの姿勢も見られていました。しかし、病状の進行に伴ってベッド上での
動きも少なくなり、「こんな身体で生きていていても仕方がない、早く終わりにしたい」「眠らせてくれ」
などの訴えが出始めました。奥さまから見た患者さんの性格は、「言葉少なく一本気。人一倍神経質で、
がん診断時、再発時には大きなショックを受けた。」とのことでした。何度か対話を試み、元気に過
ごしておられた頃の仕事の話や、余暇の趣味の話などを引き出そうとしましたが、話はあまり弾みま
せんでした。

対話の幅を広げられるようにとの思いから、兄弟の中で最も仲の良いという妹さんにも来院してい
ただき、子供時代からの生活歴をおききしました。「喧嘩はよくした、短気だったが後はサバサバし
ていた。」「しばしば川へ釣りに。ゴルフ、麻雀も結婚前から」などの情報を得ましたが、患者さんと
の対話はあまり発展しませんでした。奥さまは涙ぐみながら「眠らせて欲しいと言ってるんです。眠
らせて下さい」とややパニック状態で、泌尿器科主治医からも「鎮静」について相談を受けました。
そんな中でのある日、看護師が「今日はお二人の結婚記念日」であることを知り、花束を準備、夕方
にスタッフが二人を囲んでお祝いしました。患者さん以上に奥さまの顔が和んだのが印象的でした。

その 3 日後、その日は、短大・音楽療法学科の学生たちが、ボランティアで毎月 1 回音楽演奏にき
てくれる日でした。デイルームで演奏が始まるなか、看護師が、患者さんをリクライニングチエアー
に乗せてデイルームまでお連れしました。すると、いつもは口数少なく受動的と思われていた患者さ
んが「アザミの歌」をリクエストしたのです。学生が「アザミの歌」を歌い始めると、小さな声でし
たが患者さんの口も動きました。奥さまは寄り添いながら涙を流しました。

そして、この日を境に、「眠らせてくれ」という言葉は聞かれなくなったのでした。このあと、青
木光一の「柿の木坂の家」、三橋美智也の「古城」などがカラオケの持ち歌であったことを知りました。

「アザミの歌」を含め、いずれも A 調の哀愁を帯びた曲で、患者さんの性格の一部をうかがい知るこ
とができたのですが、患者・ご家族との対話のなかで、「患者さんは歌に興味がある」ということを
引き出せなかったのは大きな反省点でした。

それからは、訪室時には素人ながらハモニカを携帯し「アザミの歌、古城」など、哀愁を帯びた曲
の演奏に努めました。患者さんは声にならない声で歌ってくれて、終わると小さく手ばたきし、微笑
んでくれるのでした。そして、それから約 3 週後に旅立たれました。
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緩和ケア病棟デイルームでは、日替わりで毎日 3 人前後のボランティアが患者・ご家族に接して下
さっていますが、その他に、毎週火・木・金曜日にはボランティアの音楽家の方々が曜日替わりで来
て下さっています。歌や演奏が始まると、患者さんは生き返ったように眼を輝かせ、頭や身体を動か
してリズムをとり、歌い、そしてそれを見たご家族の顔がほころぶのを何度も目にしてきました。そ
の度に、「音楽のちから」に感嘆してしまいました。昨春から、日本音楽療法学会認定音楽療法士が
毎月 1 回ボランティア参加して下さっているのですが、病院がその実績と有用性を認め、間もなく正
式に非常勤契約を結べることになっています。私はハモニカのレパートリーを増やす努力をしていま
す。改めて、音楽のちからは偉大です !

音楽療法士に紹介されて素敵な本に出会いました。
「ラストソング　人生の最期に聴く音楽」佐藤由美子著　ポプラ社　2014年12月出版　本体1,200円




